
No 中国語 ピンイン 日本語

1 ⻛险 fēngxiǎn 万一の危険。リスク。
2 ⻛险管理 fēngxiǎn guǎnlǐ リスク管理をする。ベンチャーマネジメントをする。
3 ⻛险企业 fēngxiǎn qǐyè ベンチャー企業。
4 ⻛险投资 fēngxiǎn tóuzī ハイリスク・ハイリターンの投資。ベンチャーキャピタル。
5 ⻛险资金 fēngxiǎn zījīn ベンチャーキャピタル。
6 ⻛险资本 fēngxiǎn zīběn ベンチャーキャピタル。
7 外汇⻛险 wàihuì fēngxiǎn 為替リスク。
8 战争⻛险 zhànzhēng fēngxiǎn 戦争リスク。
9 灾害⻛险 zāihài fēngxiǎn 災害リスク。
10 经营上的⻛险 jīngyíng shàng de fēngxiǎn 経営上のリスク。
11 有⻛险 yǒu fēngxiǎn リスクがある。リスキーだ。
12 ⻛险大 fēngxiǎn dà リスクが大きい。
13 冒⻛险 mào fēngxiǎn リスクを冒(おか)す。
14 担⻛险 dān fēngxiǎn リスクを負う。
15 直面⻛险 zhímiàn fēngxiǎn リスクに直面する。
16 回避⻛险 huíbì fēngxiǎn リスクを回避する。リスク回避。
17 逃避⻛险 táobì fēngxiǎn リスクを逃れる。リスクを避ける。
18 减少⻛险 jiǎnshǎo fēngxiǎn リスクを減らす。
19 没有大的⻛险 méiyǒu dà de fēngxiǎn 大きなリスクはない。
20 高⻛险, 高收益 gāo fēngxiǎn, gāo shōuyì ハイリスク・ハイリターン。
21 危险 wēixiǎn 危険だ。
22 有危险 yǒu wēixiǎn 危険がある。
23 危险管理 wēixiǎn guǎnlǐ 危機管理。リスクマネジメント。
24 灾害的危险 zāihài de wēixiǎn 災害の危険。災害のリスク。
25 地震的危险性增大了 dìzhèn de wēixiǎn zēngdà le 地震の危険性が増した。地震のリスクが高まる。
26 危机 wēijī 危機。
27 面临危机 miànlín wēijī 危機に直面する。
28 危机管理 wēijī guǎnlǐ 危機管理。リスクマネジメント。
29 金融危机 jīnróng wēijī 金融危機。
30 能源危机 néngyuán wēijī エネルギー危機。
31 粮食危机 liángshi wēijī 食糧危機。
32 存亡的危机 cúnwáng de wēijī 存亡の危機。
33 摆脱危机 bǎituō wēijī 危機を逃れる。
34 价值 jiàzhí 価値。値打ち。
35 有价值 yǒu jiàzhí 価値がある。
36 价值高 jiàzhí gāo 価値が高い。
37 优点 yōudiǎn ⻑所。優れている点。
38 优点和缺点 yōudiǎn hé quēdiǎn メリットとデメリット。⻑所と⽋点。
39 有优点 yǒu yōudiǎn 利点がある。優れている点がある。
40 没有优点 méiyǒu yōudiǎn 利点がない。優れている点がない。
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41 ⻓处 chángchu ⻑所。優れている点。
42 这些做法各有其⻓处和短处 zhèxiē zuòfǎ gè yǒu qí chángchu hé duǎnchu これらのアプローチにはそれぞれ⻑所と短所があります。
43 好处 hǎochu ⻑所。取り柄。利点。利益。
44 活用好处 huóyòng hǎochu 利点を生かす。
45 得到好处 dédào hǎochù 利益を得る。メリットを手に入れる。
46 恩惠 ēnhuì 恩恵。恵み。
47 受到恩惠 shòudào ēnhuì 恩恵を受ける。メリットがある。
48 益处 yìchu よいところ。メリット。
49 有益处 yǒu yìchu 有益である。メリットがある。
50 受到益处 shòudào yìchu 恩恵を受ける。メリットがある。
51 毫无益处 háo wú yìchu なんのメリットもない。よいところが何もない。
52 缺点 quēdiǎn ⽋点。
53 挑缺点 tiāo quēdiǎn ⽋点を指摘する。
54 指出缺点 zhǐchū quēdiǎn ⽋点を指摘する。
55 列举缺点 lièjǔ quēdiǎn ⽋点を列挙する。
56 缺陷 quēxiàn ⽋陥。きず。⽋点。
57 有缺陷 yǒu quēxiàn ⽋陥がある。ハンデがある。
58 短处 duǎnchu 短所。⽋点。
59 短儿 duǎnr 短所。⽋点。
60 有短处 yǒu duǎnchu 短所がある。
61 害处 hàichù 弊害。悪い点。
62 有害处 yǒu hàichù 弊害がある。
63 玩电子游戏的害处 wán diànzǐ yóuxì de hàichu ゲーム機で遊ぶ弊害。
64 坏处 huàichu 害。悪いところ。不都合な点。
65 有坏处 yǒu huàichu 不都合な点がある。
66 饮酒的坏处 yǐnjiǔ de huàichu 飲酒の不都合な点。
67 毒害 dúhài 人を毒する。精神的な害毒。
68 对身体的毒害 duì shēntǐ de dúhài 体に対する害毒。
69 有害 yǒuhài 害がある。
70 吸烟对健康有害 xīyān duì jiànkāng yǒuhài 喫煙は健康に害がある。
71 有利 yǒulì 有利だ。有益だ。
72 有利之点 yǒulì zhī diǎn 有利な点。
73 不利 bùlì 不利だ。順調でない。
74 不利之处 bùlì zhī chù 不利なところ。
75 可取 kěqǔ 採用する価値がある。見習うべきだ。
76 可取之处 kěqǔ zhī chù 見習うべきところ。採用すべきところ。
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