
No 中国語 ピンイン 日本語

1 提供 tígōng 提供する。
2 提供信息 tígōng xìnxī 情報を提供する。
3 提供食物 tígōng shíwù 食べ物を与える。
4 提供住处 tígōng zhùchù 住むところを与える。宿を与える。
5 提供方便 tígōng fāngbiàn 便宜を図る。
6 供 gōng 供給する。提供する。
7 供销 gōngxiāo 供給と販売。
8 供销合同 gōngxiāo hétóng 取引契約。
9 供你参考 gōng nǐ cānkǎo ご参考まで。
10 以供参考 yǐ gōng cānkǎo 参考に供する。
11 我供他学费 wǒ gōng tā xuéfèi 私は彼に学費を提供する。
12 供 gòng 供え物をする。供述する。
13 供品 gòngpǐn 神仏への供え物。
14 上供 shànggòng お供えをする。
15 供给 gōngjǐ 供給する。
16 供给酒 gōngjǐ jiǔ 酒を出す。
17 免费供给 miǎnfèi gōngjǐ 無料で提供する。
18 供给劳力 gōngjǐ láolì 労力を提供する。
19 向全世界稳定供给产品 xiàng quán shìjiè wěndìng gōngjǐ chǎnpǐn 全世界に向けて製品を安定供給する。
20 需求与供给 xūqiú yǔ gōngjǐ 需要と供給。
21 需求和供给 xūqiú hé gōngjǐ 需要と供給。
22 供应 gōngyìng 供給する。提供する。需要を満たす。
23 供应站 gōngyìngzhàn 供給所。供給ステーション。
24 供应粮食 gōngyìng liángshi 食糧を供給する。
25 食粮供应 shíliáng gōngyìng 食糧供給。
26 电力供应 diànlì gōngyìng 電力供給。
27 供应茶点 gōngyìng chádiǎn お茶と茶菓子を出す。
28 供应短缺 gōngyìng duǎnquē 供給が不足する。
29 供应与需求 gōngyìng yǔ xūqiú 需要と供給。
30 供应和需求 gōngyìng hé xūqiú 需要と供給。
31 供求 gōngqiú 需要と供給。
32 供求关系 gōngqiú guānxi 需給関係。
33 供求失衡 gōngqiú shīhéng 需給バランスがくずれる。
34 供求失调 gōngqiú shītiáo 需給バランスがくずれる。
35 供求失去平衡 gōngqiú shīqù pínghéng 需給バランスがくずれる。
36 保持着供求平衡 bǎochí zhe gōngqiú pínghéng 需給バランスがとれている。
37 供需 gōngxū 需要と供給。需給。
38 供需平衡 gōngxū pínghéng 需給のバランス。
39 赞助 zànzhù 賛助する。賛同し、経済的に援助する。
40 这个节目, 是由公司A以及下列公司赞助播送的 zhège jiémù, shì yóu gōngsī A yǐjí xiàliè gōngsī zànzhù bōsòng de このプログラムは会社A及び以下の会社の提供でお送りします。
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41 提交 tíjiāo 機関や会議に提出する。
42 提交日期 tíjiāo rìqí 提出日。
43 提交期限 tíjiāo qíxiàn 提出期限。
44 提交地点 tíjiāo dìdiǎn 提出する場所。提出先。
45 提交地址 tíjiāo dìzhǐ 提出するあて先。提出先のアドレス。
46 提交申请书 tíjiāo shēnqǐngshū 申請書を提出する。
47 将预算案提交议会 jiāng yùsuàn'àn tíjiāo yìhuì 予算案を議会に提出する。
48 请在期限内提交 qǐng zài qíxiàn nèi tíjiāo 期限内で提出してください。
49 提出 tíchū 提出する。提示する。
50 提出建议 tíchū jiànyì 提案する。
51 提出意⻅ tíchū yìjiàn 意見を出す。
52 提出请求 tíchū qǐngqiú 要望を提出する。
53 提出抗议 tíchū kàngyì 抗議を申し立てる。
54 提出辞呈 tíchū cíchéng 辞表を提出する。
55 提出辞职 tíchū cízhí 辞職を申し出る。
56 交 jiāo 相手に渡す。交わる。つきあう。時間や場所が接しているところ。外交関係。

57 交税 jiāoshuì 税を納める。
58 交罚款 jiāo fákuǎn 罰金を払う。
59 交答卷 jiāo dájuàn 答案用紙を提出する。
60 交论文 jiāo lùnwén 論文を提出する。
61 交出 jiāochū 手渡す。引き渡す。
62 交出武器 jiāochū wǔqì 武器を引き渡す。
63 交出金钱 jiāochū jīnqián 金銭を引き渡す。
64 交付 jiāofù 払う。納める。引き渡す。
65 交付定金 jiāofù dìngjīn 手付金を支払う。
66 交付护照 jiāofù hùzhào パスポートを発行する。
67 交给 jiāogěi 手渡す。渡す。
68 把作业交给老师 bǎ zuòyè jiāogěi lǎoshī 宿題を先生に手渡す。
69 把犯人交给警察 bǎ fànrén jiāogěi jǐngchá 犯人を警察に引き渡す。
70 打 dǎ 目的語に応じた動作をする。たたく。なぐる。〜から。
71 打报告 dǎ bàogào 報告を提出する。レポートを提出する。
72 打小报告 dǎ xiǎobàogào 上級者に内密に告発する。小耳に入れる。
73 截止 jiézhǐ 申し込みなどを締め切る。
74 截止日期 jiézhǐ rìqí 締切り日。
75 受理 shòulǐ 受理する。
76 受理处 shòulǐchù 受付するところ。
77 受理地点 shòulǐ dìdiǎn 受理する場所。
78 受理部门 shòulǐ bùmén 受理する部門。
79 受理服务窗口 shòulǐ fúwù chuāngkǒu 受付サービス窓口。
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