
No 中国語 ピンイン 日本語

1 伴侣 bànlǚ 伴侶(はんりょ)。
2 终身伴侣 zhōngshēn bànlǚ 終生の伴侶(はんりょ)。
3 结为终身伴侣 jié wéi zhōngshēn bànlǚ 一生の連れ合いとなる。結婚する。
4 人生的伴侣 rénshēng de bànlǚ 人生のパートナー。
5 另一半 lìng yībàn 残りの半分。配偶者。パートナー。
6 我的另一半 wǒ de lìng yībàn 私のパートナー。
7 情侣 qínglǚ 恋人。恋人同士。
8 情侣们 qínglǚmen 恋人たち。
9 情侣装 qínglǚzhuāng ペアルック。
10 情侣毛衣 qínglǚ máoyī ペアのセーター。
11 情侣表 qínglǚ biǎo ペアの腕時計。
12 情侣手表 qínglǚ shǒubiǎo ペアの腕時計。
13 成对 chéngduì 対になる。
14 成对儿 chéngduìr 対になる。
15 成对儿的手表 chéngduìr de shǒubiǎo ペアの腕時計。
16 成双 chéngshuāng 対になる。
17 成双成对 chéng shuāng chéng duì 対になる。
18 成双作对 chéng shuāng zuò duì 未婚の男女が結ばれて夫婦になる。
19 好事成双 hǎo shì chéng shuāng よいことは対になる。いいことが重なる。
20 配对 pèiduì ペアになる。動物が交尾する。
21 配对儿 pèiduìr ペアになる。動物が交尾する。
22 成双配对 chéngshuāng pèiduì ペアになる。
23 两名选手配对 liǎng míng xuǎnshǒu pèiduì ２名の選手がペアになる。
24 伙伴 huǒbàn 同じ仕事や活動にかかわる仲間。パートナー。
25 夥伴 huǒbàn 同じ仕事や活動にかかわる仲間。パートナー。
26 伙办 huǒbàn 協力する。組んで仕事をする。
27 作伙伴 zuò huǒbàn 相棒になる。
28 当作伙伴 dàngzuò huǒbàn 相棒にする。
29 合作伙伴 hézuò huǒbàn 協力して仕事をするパートナー。ビジネスパートナー。
30 生意伙伴 shēngyì huǒbàn 商売仲間。
31 我们的伙伴 wǒmen de huǒbàn 我々の仲間。
32 伙伴们 huǒbànmen 仲間たち。
33 老伙伴 lǎo huǒbàn 古くからのなじみ。
34 配对儿的伙伴 pèiduìr de huǒbàn ペアを組む相手。
35 人生的伙伴 rénshēng de huǒbàn 人生のパートナー。
36 最佳伙伴 zuì jiā huǒbàn 最良のパートナー。
37 平等伙伴 píngděng huǒbàn 対等のパートナー。
38 战略性的伙伴关系 zhànlüèxìng de huǒbàn guānxi 戦略的パートナーシップ。
39 合伙 héhuǒ 仲間になる。共同で〜する。
40 合伙儿 héhuǒr 仲間になる。共同で〜する。
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41 合伙人 héhuǒrén いっしょに物事をする相手。パートナー。
42 合伙经营 héhuǒ jīngyíng 共同で経営する。
43 合伙企业 héhuǒ qǐyè 共同で経営する。
44 搭伙 dāhuǒ 仲間になる。工場や会社などの食堂を利用して食べる。
45 搭伙儿 dāhuǒr 仲間になる。工場や会社などの食堂を利用して食べる。
46 成群搭伙 chéngqún dāhuǒ 大勢でグループをつくる。群れになる。
47 搭伙开公司 dāhuǒ kāi gōngsī 共同で会社を始める。
48 结伴 jiébàn 一緒に行動する。
49 结伴儿 jiébànr 一緒に行動する。
50 结个伴儿 jié ge bànr 一緒に行動する。
51 结伴同行 jiébàn tóngxíng 連れ立って行く。
52 结伴去厕所 jiébàn qù cèsuǒ 連れ立って便所に行く。
53 散伙 sànhuǒ 団体や組織などが解散する。離婚する。
54 他们早就散伙了 tāmen zǎo jiù sànhuǒ le 彼らはとっくに別れた。
55 同伴 tóngbàn 行動や仕事のパートナー。仲間。
56 同伴儿 tóngbànr 行動や仕事のパートナー。仲間。
57 童年时代的同伴 tóngnián shídài de tóngbàn 子供時代の仲間。
58 你的同伴 nǐ de tóngbàn あなたの連れ添い。
59 您的同伴 nín de tóngbàn あなたのお連れ様。
60 同行 tóngxíng 共に行く。同行する。
61 同行 tóngháng 同業者。同業だ。
62 同行者 tóngxíngzhě 同伴者。
63 合作者 hézuòzhě 協力者。
64 零售合作者 língshòu hézuòzhě 小売の協力者。小売パートナー。
65 共事者 gòngshìzhě いっしょに仕事をする相手。同僚。
66 招募共事者 zhāomù gòngshìzhě いっしょに仕事をする相手を募集する。
67 搭档 dādàng 協力する。仲間。相棒。
68 搭当 dādàng 協力する。仲間。相棒。
69 老搭档 lǎo dādàng ⻑年の相棒。
70 好搭档 hǎo dādàng 名コンビ。
71 结成搭档 jiéchéng dādàng コンビを組む。
72 组成搭档 zǔchéng dādàng コンビを組む。
73 我曾经和他组成了搭档 wǒ céngjīng hé tā zǔchéng le dādàng 私と彼はかつてコンビを組んだ。
74 一对 yī duì 二つで一組のもの。一対。ペア。
75 一对儿 yī duìr 二つで一組のもの。一対。ペア。
76 一对男女 yī duì nánnǚ 一組の男女。カップル。アベック。
77 一对恋人 yī duì liànrén 一組の恋人。カップル。アベック。
78 一对情人 yī duì qíngrén 一組の恋人。カップル。アベック。
79 一对情侣 yī duì qínglǚ 一組の恋人。カップル。アベック。
80 一对夫妻 yī duì fūqī 一組の夫婦。
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81 一对佳偶 yī duì jiā'ǒu 一組の仲むつまじい夫婦。
82 一双 yī shuāng 二つで一組のもの。一対。ペア。
83 一双情侣 yī shuāng qínglǚ 一組の恋人。カップル。アベック。
84 双人 shuāngrén 二人の〜。二人用の〜。
85 双人舞 shuāngrénwǔ ペアダンス。
86 双双 shuāngshuāng 二つそろって。二人そろって。
87 ⽗⺟双双健在 fùmǔ shuāngshuāng jiànzài ⽗⺟は二人そろって健在です。
88 双双对对 shuāngshuāngduìduì 二つそろっているようす。二人そろっているようす。
89 对对双双 duìduishuāngshuāng 二つそろっているようす。二人そろっているようす。
90 双双对对的情侣 shuāngshuāngduìduì de qínglǚ カップルの恋人。
91 二人一组 èr rén yī zǔ 二人一組。
92 舞伴 wǔbàn 社交ダンスのパートナー。
93 舞伴儿 wǔbànr 社交ダンスのパートナー。
94 对象 duìxiàng 対象。つき合っている異性の相手。結婚相手。
95 女朋友 nǚpéngyou つきあっている彼女。ガールフレンド。
96 男朋友 nánpéngyǒu つきあっている彼氏。ボーイフレンド。
97 爱人 àiren 夫または妻。恋人。
98 夫妇 fūfù 夫婦。
99 夫妻 fūqī 夫妻。
100 配偶 pèi'ǒu 配偶者。夫または妻。
101 半边天 bànbiāntiān 天の半分。天の半分を支える人。女性。女房。妻。
102 太太 tàitai 人または自分の奥さん。奥様。
103 老婆 lǎopo 妻。家内。かみさん。
104 老婆儿 lǎopór おばああちゃん。
105 老婆子 lǎopózi 老妻。ばあさん。ばばあ。
106 老婆婆 lǎopópo おばあさん。あばあちゃん。
107 妻子 qīzi 妻。
108 妻子 qīzǐ 妻と子供。妻子。
109 夫人 fūrén 夫人。奥様。
110 丈夫 zhàngfu 夫。旦那。
111 丈夫 zhàngfū 成年の男子。
112 老公 lǎogōng 夫。主人。旦那。
113 老公 lǎogong 宦官(かんがん)。
114 老公公 lǎogōnggong おじいさん。おじいちゃん。夫の⽗。しゅうと。
115 老伴 lǎobàn 老夫婦のつれあい。
116 老伴儿 lǎobànr 老夫婦のつれあい。
117 未婚妻 wèihūnqī 女性の婚約者。
118 未婚夫 wèihūnfū 男性の婚約者。
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