
No 中国語 ピンイン 日本語

1 管制 guǎnzhì 管制する。拘置刑３カ月以上、２年以下。
2 交通管制 jiāotōng guǎnzhì 交通規制する。
3 言论管制 yánlùn guǎnzhì 言論統制。
4 出口管制 chūkǒu guǎnzhì 輸出規制。輸出管理。
5 管制措施 guǎnzhì cuòshī 管理措置。規制措置。
6 管制物价 guǎnzhì wùjià 物価を統制する。
7 统制 tǒngzhì 統制する。
8 物价统制 wùjià tǒngzhì 物価統制。
9 统制物价 tǒngzhì wùjià 価格を統制する。
10 统制言论 tǒngzhì yánlùn 言論を統制する。
11 加强统制 jiāqiáng tǒngzhì 統制を強める。
12 缓和统制 huǎnhé tǒngzhì 統制をゆるめる。
13 限制 xiànzhì 制限する。範囲を定める。規定の範囲。制限。
14 无限制 wúxiànzhì 無制限。
15 不限制 bù xiànzhì 制限しない。
16 环境限制 huánjìng xiànzhì 環境規制。
17 交通限制 jiāotōng xiànzhì 交通制限。
18 速度限制 sùdù xiànzhì 速度制限。
19 限制⻋速 xiànzhì chēsù 車速を制限する。
20 年龄限制 niánlíng xiànzhì 年齢制限。
21 时间限制 shíjiān xiànzhì 時間制限。
22 进口限制 jìnkǒu xiànzhì 輸入規制。
23 言论限制 yánlùn xiànzhì 言論統制。
24 限制言论 xiànzhì yánlùn 言論統制する。
25 放宽限制 fàngkuān xiànzhì 規制を緩和する。規制緩和。
26 解除限制 jiěchú xiànzhì 規制を解除する。
27 撤销限制 chèxiāo xiànzhì 規制を撤廃する。
28 加以限制 jiāyǐ xiànzhì 規制を加える。
29 主动限制 zhǔdòng xiànzhì 自主規制。
30 有限 yǒuxiàn 有限だ。限りのある。数が少ない。程度が低い。
31 数目有限 shùmù yǒuxiàn 数に制限がある。
32 时间有限 shíjiān yǒuxiàn 時間に限りがある。
33 限定 xiàndìng 限定する。
34 限定范围 xiàndìng fànwéi 範囲を限定する。
35 限定时间 xiàndìng shíjiān 時間を制限する。
36 限定人数 xiàndìng rénshù 人数を制限する。
37 限 xiàn 範囲や限度を定める。
38 限数销售 xiàn shù xiāoshòu 数を限って販売する。限定販売。
39 限数商品 xiàn shù shāngpǐn 数を限る商品。限定商品。
40 年龄不限 niánlíng bù xiàn 年齢不問。
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41 只限 zhǐxiàn ただ〜に限る。〜だけに限定する。
42 只限现货 zhǐxiàn xiànhuò 現品限り。
43 只限当天 zhǐxiàn dàngtiān 当日限り。
44 只限夏季 zhǐxiàn xiàjì 夏季限定。
45 规定 guīdìng 規定。規則。定める。規定する。
46 规定时间 guīdìng shíjiān 規定時間。制限時間。
47 根据规定 gēnjù guīdìng 規定に基づく。
48 按照规定 ànzhào guīdìng 規定に基づく。
49 规则 guīzé 規則。ルール。規則的だ。規準にあっている。
50 交通规则 jiāotōng guīzé 交通規則。
51 比赛规则 bǐsài guīzé 試合のルール。
52 自然规则 zìrán guīzé 自然の法則。
53 遵守规则 zūnshǒu guīzé 規則を守る。
54 违反规则 wéifǎn guīzé 規則に違反する。
55 不规则 bùguīzé 不規則。
56 章则 zhāngzé 規則。規約。
57 遵照章则 zūnzhào zhāngzé 規則に基づく。
58 依照章则 yīzhào zhāngzé 規則に基づく。
59 守则 shǒuzé 規則。
60 学生守则 xuésheng shǒuzé 学生規則。校則。
61 工作守则 gōngzuò shǒuzé 就業規則。労働規則。作業規則。
62 须知 xūzhī 心得。知っておかなければならない。
63 学生须知 xuéshēng xūzhī 生徒心得。
64 校规 xiàoguī 学校の規則。校則。
65 控制 kòngzhì コントロールする。抑える。
66 控制人口 kòngzhì rénkǒu 人口を抑制する。
67 控制感情 kòngzhì gǎnqíng 感情を制御する。
68 新闻控制 xīnwén kòngzhì マスコミへの統制。
69 节 jié 節約する。切り詰める。植物の節(ふし)。物のつなぎ目。記念日。

70 节食 jiéshí 食事制限する。ダイエットする。
71 节衣缩食 jié yī suō shí 生活を切り詰める。
72 节制 jiézhì 制限する。指揮する。
73 节制生育 jiézhì shēngyù 産児制限をする。避妊する。
74 节制盐分 jiézhì yánfèn 塩分を控える。
75 管理 guǎnlǐ 管理する。取り扱う。世話する。取り締まる。
76 管理措施 guǎnlǐ cuòshī 管理措置。規制措置。
77 约束 yuēshù 拘束(こうそく)する。制限する。規制する。
78 约束力 yuēshùlì 拘束力(こうそくりょく)。
79 法律约束 fǎlǜ yuēshù 法的拘束(ほうてきこうそく)。
80 受约束 shòu yuēshù 束縛を受ける。
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81 约束人 yuēshù rén 人を律する。
82 束缚 shùfù 束縛する。拘束する。
83 被规则束缚 bèi guīzé shùfù 規則にしばられる。
84 束缚手脚 shùfù shǒujiǎo 手足をしばる。行動の自由を奪う。
85 束缚自由 shùfù zìyóu 自由を束縛する。
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