
No 中国語 ピンイン 日本語

1 位 wèi ものがある場所。位置。地位。位。
2 船位 chuánwèi 航海中の船の位置。
3 座位 zuòwèi 座る場所。座席。
4 位置 wèizhi 場所。位置。地位。ポスト。
5 这个位置 zhège wèizhi この位置。
6 现在位置 xiànzài wèizhi 現在位置。現在地。
7 估计位置 gūjì wèizhì 推定位置。
8 原来的位置 yuánlái de wèizhi 元の位置。
9 指定的位置 zhǐdìng de wèizhi 指定の位置。
10 醒目的位置 xǐngmù de wèizhi 目立つ位置。
11 椅子的位置 yǐzi de wèizhi 椅子の位置。
12 日本列岛的位置 Rìběn lièdǎo de wèizhi 日本列島の位置。
13 地理位置 dìlǐ wèizhi 地理的位置。
14 防守位置 fángshǒu wèizhi 守備位置。ポジション。
15 足球位置 zúqiú wèizhi サッカーのポジション。
16 足球场上的位置 zúqiúchǎng shàng de wèizhì サッカーフィールド上のポジション。
17 教授的位置 jiàoshòu de wèizhi 教授のポスト。
18 位置居左 wèizhi jūzuǒ 左に位置している。
19 变换位置 biànhuàn wèizhì 位置を変える。
20 更换位置 gēnghuàn wèizhi 位置を取り替える。
21 调换位置 diàohuàn wèizhi 位置を取り替える。
22 掉换位置 diàohuàn wèizhi 位置を取り替える。
23 颠倒位置 diāndǎo wèizhi 位置を逆にする。
24 移动位置 yídòng wèizhì 位置を移動する。
25 挪动位置 nuódòng wèizhì 位置を移動する。
26 挪动一下位置 nuódòng yīxià wèizhì 位置をちょっと移す。
27 摆正位置 bǎi zhèng wèizhì 位置をきちんとする。
28 位置好 wèizhì hǎo 位置が良い。
29 位于 wèiyú 〜に位置する。
30 本公司位于广东省中山市 běn gōngsī wèiyú Guǎngdōng shěng Zhōngshān shì 当社は広東省中山市に位置する。
31 位于海滩旁边的住宅区 wèiyú hǎitān pángbiān de zhùzháiqū 浜辺のそばに位置する住宅地。
32 处于 chǔyú ある立場や状態に置かれている。
33 处于困境 chǔyú kùnjìng 窮地(きゅうち)に立つ。
34 坐落 zuòluò 位置する。
35 医院坐落在吉林省⻓春市 yīyuàn zuòluò zài Jílín shěng Zhǎngchūn shì 病院は吉林省⻑春市に位置する。
36 坐落在山间的村落 zuòluò zài shānjiān de cūnluò 山間に位置する村落。
37 定位 dìngwèi 位置を測る。確定した位置。位置づけする。
38 GPS定位 GPS dìngwèi GPSナビゲーション。
39 把他定位为知日派 bǎ tā dìngwèi wéi zhīrìpài 彼を知日派と位置づける。
40 被定位在哲学领域 bèi dìngwèi zài zhéxué lǐngyù 哲学の領域に位置づけられる。
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41 地 dì ある一定の場所。地球。地面。床。道のり。立場。下地。見方。

42 该地 gāidì 該当する場所。この地方。
43 产地 chǎndì 産地。
44 安居之地 ānjū zhī dì 安住の地。
45 地方 dìfang 場所。部分。
46 地方儿 dìfangr 場所。
47 地方 dìfāng 地方。地元。当地。
48 这地方 zhè dìfang ここ。
49 那地方 nà dìfang そこ。あそこ。
50 这个地方 zhège dìfang ここ。
51 那个地方 nàge dìfang そこ。あそこ。
52 什么地方 shénme dìfang どの場所。どこ。
53 别的地方 bié de dìfang ほかの場所。
54 很多地方 hěnduō dìfang 多くの場所。
55 背人的地方 bèirén de dìfang 人のいないところ。
56 显眼的地方 xiǎnyǎn de dìfang 目立つところ。
57 好玩儿的地方 hǎowánr de dìfang おもしろいところ。
58 她住的地方 tā zhù de dìfang 彼女の住んでいるところ。
59 有发痒的地方 yǒu fā yǎng de dìfang かゆいところがある。
60 地方小 dìfang xiǎo 場所が狭い。
61 一个地方 yī ge dìfang 一ヶ所。
62 两个地方 liǎng ge dìfang 二箇所。
63 地点 dìdiǎn 場所。
64 出生地点 chūshēng dìdiǎn 出生地。
65 开会地点 kāihuì dìdiǎn 会議の場所。
66 集合地点 jíhé dìdiǎn 集合場所。
67 发事地点 fāshì dìdiǎn 事故の現場。
68 事发地点 shìfā dìdiǎn 事が起こった場所。
69 折回地点 zhéhuí dìdiǎn 折り返し地点。
70 返回地点 fǎnhuí dìdiǎn 折り返し地点。
71 指定的地点 zhǐdìng de dìdiǎn 指定の場所。
72 预约的地点 yùyuē de dìdiǎn 約束の場所。予約の場所。
73 特定的地点 tèdìng dì dìdiǎn 特定の場所。
74 安全的地点 ānquán de dìdiǎn 安全な場所。
75 五十公里地点 wǔshí gōnglǐ dìdiǎn ５０キロ地点。
76 址 zhǐ 建物などの位置。場所。所在地。
77 住址 zhùzhǐ 住所。
78 地址 dìzhǐ 所在地。
79 校址 xiàozhǐ 学校の所在地。
80 厂址 chǎngzhǐ 工場用地。工場の所在地。
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81 地段 dìduàn 区画。区域。
82 繁华地段 fanhuá dìduàn 繁華街。
83 事故多发地段 shìgù duōfā dìduàn 事故多発地域。
84 地位 dìwèi 地位。人や物が占めている場所。
85 历史地位 lìshǐ dìwèi 歴史的地位。
86 社会地位 shèhuì dìwèi 社会的地位。
87 点 diǎn 特定の場所や程度を示す位置。小さな跡。しずく。点。
88 起点 qǐdiǎn 起点。
89 终点 zhōngdiǎn 終点。
90 出发点 chūfādiǎn 出発点。
91 到达点 dàodádiǎn 到達点。到着地点。
92 折回点 zhéhuídiǎn 折り返し地点。
93 ⻜行点 fēixíngdiǎn フライトポイント。
94 处 chù 場所。ところ。
95 此处 cǐchù ここ。
96 彼处 bǐchù あそこ。
97 原处 yuánchù もとの所。
98 去处 qùchù 行き先。場所。ところ。
99 售票处 shòupiàochù 切符を売るところ。切符売り場。
100 所到之处 suǒ dào zhī chù 行く先先。
101 所到各处 suǒ dào gèchù 行く先先。
102 不足之处 bùzú zhī chù 不足のところ。不行き届きの点。
103 处所 chùsuǒ 場所。
104 发售处所 fāshòu chùsuǒ 売り出す場所。
105 休憩的处所 xiūqì de chùsuǒ 休憩の場所。
106 所 suǒ ところ。家屋、学校、病院などを数えることば。〜するところの。

107 藏身之所 cángshēn zhī suǒ 身を隠すところ。隠れ家。
108 一所房子 yī suǒ fángzi 一軒の家。
109 所在 suǒzài 場所。所在。ありか。
110 所在地 suǒzàidì 所在地。
111 责任所在 zérèn suǒzài 責任の所在。
112 问题所在 wèntí suǒzài 問題の所在。
113 场 chǎng 人が集まったり作業をする広い場所。
114 场儿 chǎngr 人が集まったり作業をする広い場所。
115 会场 huìchǎng 会場。
116 广场 guǎngchǎng 広場。
117 场所 chǎngsuǒ 場所。施設。
118 公共场所 gōnggòng chǎngsuǒ 公共の場所。
119 聚会场所 jùhuì chǎngsuǒ 集まる場所。たまり場。
120 休闲场所 xiūxián chǎngsuǒ のんびり過ごす場所。たまり場。リゾート地。
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121 场地 chǎngdì 場所。グラウンド。
122 聚会场地 jùhuì chǎngdì 集まる場所。たまり場。
123 比赛场地 bǐsài chǎngdì 競技場。
124 停⻋场地 tíngchē chǎngdì 駐車スペース。
125 场子 chǎngzi 広場。空地。
126 大场子 dà chǎngzi 広い場所。
127 境 jìng 特定の場所。境界。境。学問などが身についている度合い。置かれている状況。

128 敌境 díjìng 敵地。
129 佳境 jiājìng すばらしい境地。佳境(かきょう)。
130 园地 yuándì 活動の場。活動の範囲。菜園、花園、果樹園などの総称。
131 农业园地 nóngyè yuándì 農業用地。
132 艺术园地 yìshù yuándì 芸術活動の場。
133 部 bù 部分。部門。統率する。
134 内部 nèibù 内部。
135 胸部 xiōngbù 胸部。胸。
136 部位 bùwèi 多く体の部位。位置。
137 手术部位 shǒushù bùwèi 手術の部位。
138 牛肉部位 niúròu bùwèi 牛肉の部位。
139 部分 bùfen 部分。一部分。
140 这部分 zhè bùfen この部分。
141 主体部分 zhǔtǐ bùfen 主体部分。中心部分。
142 中间部分 zhōngjiān bùfen 中間部分。
143 最后部分 zuìhòu bùfen 最後の部分。
144 下余部分 xiàyu bùfen 残りの部分。
145 最深部分 zuìshēn bùfen 最深部分。
146 大部分 dàbùfen 大部分。ほとんど。
147 绝大部分 juédàbùfen ほとんどすべて。
148 一部分 yībùfen 一部。一部分。
149 这里 zhèlǐ ここ。こちら。
150 那里 nàli そこ。あそこ。〜のところ。
151 哪里 nǎli どこ。どこか。〜であるものか。どういたしまして。
152 我这里 wǒ zhèlǐ 私のいるところ。私のところ。こちら。
153 你那里 nǐ nàli あなたのいるところ。あなたのところ。そちら。
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