
No 中国語 ピンイン 日本語

1 贸易 màoyì 貿易。
2 搞贸易 gǎo màoyì 貿易をやる。
3 对外贸易 duìwài màoyì 対外貿易。外国貿易。
4 双边贸易 shuāngbiān màoyì 二国間貿易。
5 多边贸易 duōbiān màoyì 多角貿易。
6 对中贸易 duì Zhōng màoyì 対中貿易。
7 对华贸易 duì Huá màoyì 対中貿易。
8 对日贸易 duì Rì màoyì 対日貿易。
9 贸易壁垒 màoyì bìlěi 貿易障壁。
10 贸易摩擦 màoyì mócā 貿易摩擦
11 贸易纠纷 màoyì jiūfēn 貿易紛争。
12 贸易竞争 ｍàoyì jìngzhēng 貿易競争。
13 贸易战 màoyìzhàn 貿易競争。
14 不公正贸易 bù gōngzhèng màoyì 不公正貿易。
15 不公平贸易 bù gōngpíng màoyì 不公平貿易。
16 不平等贸易 bù píngděng màoyì 不公平貿易。
17 贸易收支 màoyì shōuzhī 貿易収支。
18 贸易赤字 màoyì chìzì 貿易赤字。
19 贸易顺差 màoyì shùnchā 貿易⿊字。
20 自由贸易 zìyóu màoyì 自由貿易。
21 保护贸易 bǎohù màoyì 保護貿易。
22 自由贸易协定 zìyóu màoyì xiédìng 自由貿易協定。FTA。
23 自由贸易区 zìyóu màoyì qū 自由貿易地域。
24 贸易自由化 màoyì zìyóuhuà 貿易の自由化。
25 贸易公司 màoyì gōngsī 貿易会社。
26 贸易业 màoyìyè 貿易業。
27 贸易港 màoyìgǎng 貿易港。
28 贸易谈判 màoyì tánpàn 貿易交渉。
29 进出口 jìnchūkǒu 輸出入。出入口。
30 禁止进出口 jìnzhǐ jìnchūkǒu 輸出入禁止。
31 进出口公司 jìnchūkǒu gōngsī 貿易会社。
32 进出口业务 jìnchūkǒu yèwù 輸出入業務。
33 交易 jiāoyì 交易。商品を取り引きする。取り引き。交渉。
34 搞交易 gǎo jiāoyì 取引をする。
35 进行交易 jìnxíng jiāoyì 商取引を行う。
36 与外国公司的交易 yǔ wàiguó gōngsī de jiāoyì 外国の会社との商取引。
37 走私 zǒusī 密輸をする。闇取り引きをする。
38 走私进口 zǒusī jìnkǒu 密輸入。
39 走私贸易 zǒusī màoyì 密貿易。
40 走私贸易者 zǒusī màoyì zhě 密貿易者。闇取り引きをする人。
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41 走私货 zǒusī huò 密輸品。闇取り引きの品。
42 走私品 zǒusī pǐn 密輸品。闇取り引きの品。
43 走私货品 zǒusī huòpǐn 密輸品。闇取り引きの品。
44 走私物品 zǒusī wùpǐn 密輸品。闇取り引きの品。
45 走私毒品 zǒusī dúpǐn 麻薬のやみ取引をする。麻薬を密輸する。
46 毒品走私 dúpǐn zǒusī 麻薬のやみ取引。麻薬の密輸。
47 出口 chūkǒu 輸出する。船が港を出る。口に出して言う。出口。
48 出口货 chūkǒuhuò 輸出する物品。輸出品。
49 出口商品 chūkǒu shāngpǐn 輸出商品。商品を輸出する。
50 出口产品 chūkǒu chǎnpǐn 輸出製品。製品を輸出する。
51 出口量 chūkǒu liàng 輸出量。
52 出口总额 chūkǒu zǒng'é 輸出総額。
53 对美出口 duì Měi chūkǒu 対米輸出。
54 出口创汇 chūkǒu chuànghuì 輸出による外貨獲得。
55 禁止出口 jìnzhǐ chūkǒu 輸出禁止。
56 限制出口 xiànzhì chūkǒu 輸出を制限する。
57 自愿限制出口 zìyuàn xiànzhì chūkǒu 自ら輸出を規制する。輸出自主規制。
58 出口管制 chūkǒu guǎnzhì 輸出規制する。
59 高新技术的出口限制 gāoxīn jìshù de chūkǒu xiànzhì ハイテク技術の輸出規制。
60 把自己的产品出口到国外 bǎ zìjǐ de chǎnpǐn chūkǒu dào guówài 自分の製品を国外に輸出する。
61 进口 jìnkǒu 輸入する。船が入港する。建物などの入り口。
62 进口商 jìnkǒu shāng 輸入業者。
63 个人进口 gèrén jìnkǒu 個人輸入。
64 进口货 jìnkǒu huò 輸入品。
65 免税进口货 miǎnshuì jìnkǒu huò 免税輸入品。
66 进口商品 jìnkǒu shāngpǐn 輸入商品。商品を輸入する。
67 进口汽⻋ jìnkǒu qìchē 輸入車。車を輸入する。
68 进口手续 jìnkǒu shǒuxù 輸入手続き。
69 进口许可 jìnkǒu xǔkě 輸入許可。
70 进口许可证 jìnkǒu xǔkězhèng 輸入許可証。
71 进口限制 jìnkǒu xiànzhì 輸入制限。
72 进口杂货 jìnkǒu záhuò 輸入雑貨。雑貨を輸入する。
73 进口原料 jìnkǒu yuánliào 輸入原料。原料を輸入する。
74 从中国进口的东⻄ cóng Zhōngguó jìnkǒu de dōngxi 中国から輸入したもの。
75 输出 shūchū 輸出する。内から外へ送り出す。出力する。アウトプットする。

76 输出品 shūchūpǐn 輸出する物品。輸出品。
77 石油输出国 shíyóu shūchū guó 石油輸出国。
78 输出劳动力 shūchū láodònglì 労働力を輸出する。
79 输入 shūrù 輸入する。外から内へ送り込む。入力する。インプットする。

80 输入国 shūrù guó 輸入国。
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81 入口 rùkǒu 輸入する。外地の貨物を運び込む。口に入れる。入り口。
82 入口货物 rùkǒu huòwù 輸入貨物。輸入商品。
83 禁运 jìnyùn 禁輸。禁輸する。
84 禁运物品 jìnyùn wùpǐn 禁輸品。
85 禁运品类 jìnyùn pǐnlèi 禁輸品目。
86 禁运措施 jìnyùn cuòshī 禁輸措置。
87 解除禁运 jiěchú jìnyùn 禁輸を解除する。
88 制裁 zhìcái 制裁を加える。
89 经济制裁 jīngjì zhìcái 経済制裁。
90 实行经济制裁 shíxíng jīngjì zhìcái 経済制裁を実施する。
91 冷战 lěngzhàn 冷戦。寒さや恐怖による身震い。
92 冷战状态 lěngzhàn zhuàngtài 冷戦状態。
93 打经济仗 dǎ jīngjì zhàng 経済戦争をする。
94 关税 guānshuì 関税。
95 关税率 guānshuìlǜ 関税率。
96 进口关税 jìnkǒu guānshuì 輸入関税。
97 课关税 kè guānshuì 関税をかける。
98 征收关税 zhēngshōu guānshuì 政府が法律によって関税を徴収する。関税をかける。
99 免关税 miǎn guānshuì デューティーフリー。
100 缴纳关税 jiǎonà guānshuì 関税を納付する。関税を支払う。
101 关税壁垒 guānshuì bìlěi 関税障壁。
102 保护关税政策 bǎohù guānshuì zhèngcè 保護関税政策。保護貿易政策。
103 海关 hǎiguān 税関。
104 海关检查 hǎiguān jiǎnchá 税関検査。
105 向海关申报 xiàng hǎiguān shēnbào 税関に申告する。
106 过海关 guò hǎiguān 税関を通る。通関手続きをする。
107 通过海关 tōngguò hǎiguān 税関を通る。
108 检疫 jiǎnyì 検疫する。
109 检疫站 jiǎnyìzhàn 検疫所。
110 接受检疫 jiēshòu jiǎnyì 検疫を受ける。
111 报关 bàoguān 輸出入品の通関手続きをする。通関申告をする。
112 报关手续 bàoguān shǒuxù 通関手続き。
113 报关单 bàoguāndān 税関申告書。
114 需要报关的物品 xūyào bàoguān de wùpǐn 通関手続きが必要な物品。
115 没收 mòshōu 没収する。
116 被海关没收 bèi hǎiguān mòshōu 税関で没収される。
117 查扣 chákòu 検査し、違反品を押収する。
118 查扣侵权货物 chákòu qīnquán huòwù 法を侵害する貨物を押収する。
119 查抄 cháchāo 調査して没収する。
120 货物被查抄 huòwù bèi cháchāo 貨物が取り調べの上没収される。
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121 查封 cháfēng 差し押さえる。
122 立即采取查封 lìjí cǎiqǔ cháfēng 即刻、差し押さえを講じる。
123 扣押 kòuyā 人や物品を留めておく。勾留する。
124 扣押的行政强制措施 kòuyā de xíngzhèng qiángzhì cuòshī 人や物品を留めておく行政強制措置。
125 充公 chōnggōng 国に没収される。
126 充公的走私货 chōnggōng de zǒusī huò 国が没収した闇取引の品。
127 冻结 dòngjié 物事が前へ進まない。凍結する。氷結する。
128 冻结存款 dòngjié cúnkuǎn 預金を凍結する。
129 外汇 wàihuì 外国為替。外貨。
130 外汇交易 wàihuì jiāoyì 外貨取引。
131 外汇交易市场 wàihuì jiāoyì shìchǎng 外国為替市場。
132 外汇兑换率 wàihuì duìhuànlǜ 為替レート。
133 外汇储备 wàihuì chǔbèi 外貨準備。
134 外币 wàibì 外貨。
135 外货 wàihuò 外国製品。舶来品。
136 洋货 yánghuò 外国製品。舶来品。
137 舶来品 bóláipǐn 外国製品。舶来品。
138 发票 fāpiào 領収書。送り状。インボイス。
139 发单 fādān 領収書。インボイス。
140 装货清单 zhuānghuò qīngdān 積み荷明細。インボイス。
141 货单 huòdān 積み荷明細。インボイス。
142 报货单 bàohuòdān 税関申告書。
143 申报单 shēnbàodān 税関申告書。
144 出超 chūchāo 輸出超過。
145 入超 rùchāo 輸入超過。
146 顺差 shùnchā 輸出超過。貿易⿊字。
147 逆差 nìchā 対外貿易赤字。
148 配额 pèi'é 割当て量。割当て数。
149 进口配额 jìnkǒu pèi'é 輸入割り当て。
150 分配额 fēnpèi'é 割り当て額。
151 经济特区 jīngjì tèqū 経済特区。
152 商港 shānggǎng 貿易港。商業港。
153 对外开放 duìwài kāifàng 対外的に開放する。外国人に開放する。
154 世界贸易组织 shìjiè màoyì zǔzhī 世界貿易機関。WTO。
155 关税及贸易总协定 guānshuì jí màoyì zǒngxiédìng 関税及び貿易に関する一般協定。GATT。
156 区域全面经济伙伴关系协定 qūyù quánmiàn jīngjì huǒbàn guānxi xiédìng 東アジア地域包括的経済連携。RCEP。
157 跨太平洋伙伴关系协定 kuà tàipíngyáng huǒbàn guānxì xiédìng 環太平洋経済連携協定。CPTPP。
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