
    　讀　　音 　　漢　　字 　　中　　文

1 あいかわらず 相変わらず 依舊、仍然、老樣子

2 あいさつ 挨拶 招呼、問候、寒暄

3 アイディア 構想、方案、想法

4あいにく 生憎 不湊巧

5あえて 敢えて 斗膽

6あかじ 赤字 虧損

7あさねぼう 朝寝坊 睡懶覺、愛賴床的人

8 アシスタント 助理

9 アドバイス 建議

10 あてさき 宛先 收件人地址

11あてな 宛名 收件人姓名

12 アポイントメント　 預約見面

13 あらかじめ 予め 預先、事先

14 アンケート 問卷

15あんしょうばんごう暗証番号 密碼

16 あんない 案内 引導、陪同

17 イーメール 電子郵件

18 いちごいちえ 一期一会 一生一回(的茶道招待)

19 いなか 田舎 鄉下

20いやくきん 違約金 違約金

21 いりぐち 入口 入口

22いんかん 印鑑

23インターネット 網路

24インフルエンザ 流行性感冒、流感

25 ウーロン茶 烏龍茶

26 ウェブサイト 網址

27 うけつけ 受付 報到處、櫃台

28 うちあわせ 打ち合わせ 商量

29うちわけ 内訳 細目

30うなぎていしょく　鰻定食 鰻魚套餐

31うらがき 裏書 背書

32 うりば 売場 賣場

33うんそう 運送 運送

34うんちん 運賃 運費

35 えいぎょうか 営業課 營業課

36 えしゃく 会釈 點頭致意、打招呼
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37 エネルギー 活力、能源

38エレベーター 電梯

39 エンジニア 工程師

40えんだか 円高 日幣升值

41えんやす 円安 日幣貶值

42 えんりょ 遠慮 客套、客氣

43 おうせつしつ 応接室 會客室

44 おおげさ 大袈裟 誇大、誇張

45おおてメーカー 大手メーカー 大型製造商

46おうぼ 応募 應徵

47おぼえがき 覚書 備忘錄

48 おみまい 御見舞 探望

49 おみやげ 御土産 禮物、伴手禮

50おろしうり 卸売 批發

51おろしね 卸値 批發價

52 かいぎ 会議 會議

53 かいぎしつ 会議室 會議室

54かいけい 会計 會計

55かいさい 開催 舉辦

56がいしゅつ 外出 外出

57 かいもの 買物 購物

58かかくひょう 価格表 價格表

59かきとめ 書留 掛號(郵件)

60かくにん 確認 確認

61かたがき 肩書き 頭銜

62 かたみち 片道 單程

63カタログ 型錄、商品目錄

64 かちょう 課長 課長

65 かって 勝手 任意、隨便、專斷

66 かどう 稼動 機器運轉

67 かならず 必ず 一定、必定

68 かぶ 株 股票

69からこぎって 空小切手 空頭支票

70 カレンダー 月曆

71 かわせ 為替 匯兌

72かわせレート 匯率

73かんじょう 勘定 結帳

74かんのう 堪能 精通

75きかい 機械 機械



76 きかくしょ 企画書 企劃書

77 きっさてん 喫茶店 咖啡店

78キャッシュ 現金

79キャンセル 取消

80キャンペーン 促銷活動

81 きゅうきょ 急遽 急忙

82 ぎゅうどん 牛丼 牛肉飯

83きゅうよう 急用 急事

84きゅうりょう 給料 薪水

85きょうそうりょく 競争力 競爭力

86きょうみ 興味 興趣

87きんえんせき 禁煙席 禁菸區

88きんむじかん 勤務時間 上班時間

89 くうこう 空港 機場

90 くじょう 苦情 抱怨

91 くすりや 薬屋 藥局

92 くれぐれも 衷心地、懇切地

93くろじ 黒字 盈餘、順差

94 けいたいでんわ 携帯電話 行動電話

95けいやく 契約 契約

96げじゅん 下旬 下旬

97 けっさい 決済 付清帳款、結清

98 けんがく 見学 見習、實地考察

99げんば 現場 工地現場

100げんりょう 原料 原料

101 こうくうけん 航空券 機票

102こうざ 口座 戶頭、帳戶

103こうさてん 交差点 交叉路口

104 こうじょう 工場 工廠

105 こうろん 口論 口角、爭論

106 こぎって 小切手 支票

107 こづつみ 小包 包裹(郵件)

108ことし 今年 今年

109 コピーき 影印機

110ごぶさだ 御無沙汰 久未問候

111ころしもんく 殺し文句 甜言蜜語、花言巧語

112コンテナー 貨櫃

113 コンビ二 便利商店

114 コンピューター 電腦



115サービス 服務

116 さいちゅう 最中 最盛時期

117 さきほど 先程 剛才

118ざせき 座席 座位

119さつえい 撮影 攝影

120さっそく 早速 立刻、馬上

121サボタージュ 怠工

122サラリーマン 薪水階級的人

123ざんぎょう 残業 加班

124ざんだか 残高 餘額

125 サンドイッチ 三明治

126サンプル 樣品

127しあげ 仕上 完工、加工、潤飾

128しあわせ 幸せ 幸福

129 しいれ 仕入 採購

130 シェア 市場占有率

131じきゅう 時給 時薪

132しききん 敷金 押金、保證金

133しきりね 仕切値 成交價

134 しごと 仕事 工作

135 ししゃ 支社 分公司

136 しだい 次第 立刻

137したうけ 下請 (工程)轉包

138じっしゅう 実習 實習

139しなぎれ 品切れ 售完、缺貨

140しにせ 老舗 老店

141 しばらく 暫く 暫時、一會兒

142しまつしょ 始末書 悔過書

143 じむしょ 事務所 辦事處

144しめきり 締め切り 截止

145じもと 地元 當地、本地

146 ジャスミンちゃ 茉莉花茶

147 しゃちょう 社長 公司負責人、總經理

148じゅうしょ 住所 地址

149しゅくだい 宿題 家庭作業

150じゅうたい 渋滞 (交通)堵塞

151しゅっか 出荷 出貨

152しゅっちょう 出張 出差

153しゅっぱつ 出発 出發



154しゅみ 趣味 興趣、嗜好

155じょうけん 条件 條件

156しょうばい 商売 買賣

157 しょうひしゃ 消費者 消費者

158 しょうみ 正味 淨重

159 しょくじ 食事 用餐

160 しょくどう 食堂 食堂、餐廳

161しょるい 書類 文件

162しりあい 知り合い 熟人、認識的人

163シングル 單人、個人

164しんごう 信号 交通號誌

165しんそつしゃ 新卒者 剛畢業(的人)

166 スイッチˉ 開關

167すうりょう 数量 數量

168 スケジュール 行程表

169スタイル 式樣、款式

170ステーキ 牛排

171ストライキ 罷工

172ストレス 壓力

173すなお 素直 直率、坦誠

174 すばらしい 素晴らしい 極好的

175すんぽう 寸法 尺寸

176ぜいかん 税関 海關

177せいきゅうしょ 請求書 請款單、付款通知單

178せいひん 製品 製品

179セールスマン 推銷人員

180せかい 世界 世界

181せきにんしゃ 責任者 負責人

182セクハラ 性騷擾

183せたい 世帯 家戶

184せつび 設備 設備

185 せわ 世話 照料、照顧

186そうこ 倉庫 倉庫

187そうだん 相談 商量、磋商

188そうば 相場 市價、行情

189そくたつ 速達 快遞、限時專送

190たいざい 滞在 停留

191 だいじょうぶ 大丈夫 沒關係

192 たいせつ 大切 重要的



193だいりけん 代理権 代理權

194 たくはいびん 宅配便 宅配

195たばこ 煙草 香菸

196たんとうしゃ 担当者 負責人

197チェックイン (旅館入住的)報到

198 ちかてつ 地下鉄 地下鐵

199ちゅうしゃじょう 駐車場 停車場

200ちゅうもん 注文 訂購、點餐

201 ちょうし 調子 狀況、情況

202 チラシ 散らし 宣傳單、廣告紙

203つうきん 通勤 通勤

204 つうしんはんばい 通信販売 郵購

205 つきあい 付き合い 交往

206 てあて 手当 津貼

207ていけい 提携 合作

208ていねん 定年 退休年齡

209 データ 資料

210 デザイン 設計

211 デジタルカメラ 數位相機

212 てすう 手数 費心、麻煩、費事

213 てすうりょう 手数料 手續費

214 てちょう 手帳 記事本

215てつづき 手続き 手續

216 デパート 百貨公司

217 てはい 手配 籌備、安排、部署

218 てんいん 店員 店員

219でんごん 伝言 傳話、口信

220 てんじかい 展示会 展示會

221 てんぷ 添付 附加、添加

222 てんぷら 天婦羅 天婦羅

223 てんぽ 店舗 店鋪

224 てんらんかい 展覧会 展覽會

225 トイレ 廁所

226とうしゃ 当社 本公司、弊公司

227とうじょうけん 搭乗券 登機證

228とうちゃく 到着 抵達

229 とおか 十日 十號、十天

230とくいさき 得意先 顧客

231 となり 隣 隔壁、鄰近



232トランク 皮箱

233とりひき 取引 交易

234ドル 美金

235 なかみ 中身 內容

236なついん 捺印 蓋印

237なるほど 原來如此

238にがて 苦手 不擅長

239にゅうか 入荷 進貨

240 にゅうさつ 入札 投標

241 にんき 人気 聲望、受歡迎

242 にんぎょう 人形 人偶、娃娃

243ねあげ 値上げ 漲價

244ねさげ 値下げ 跌價

245 ねだん 値段 價格

246 ねばりづよい 粘り強い 韌性強、有毅力

247ねびき 値引き 減價、折扣

248ねんのために 念のために 為了慎重起見

249のちほど 後程 過一會兒

250 バーゲン（セール） 大減價

251 パーセント 百分率、百分比

252バイヤー 買主、買方

253はけん 派遣 派遣

254パスポート 護照

255 はつか 二十日 二十日

256はつばい 発売 發售

257 はなや 花屋 花店

258ばんごう 番号 號碼

259 ハンサム 英俊的

260 パンフレット 小冊子、說明冊

261 ヒーター 暖爐

262 ひきたて 引き立て 關照、援助

263 ひだり 左 左邊

264 びっくり 吃驚、嚇一跳

265 ひとがら 人柄 人品

266 ビフステーキ 牛排

267ビフテキ 牛排

268ひろうえん 披露宴 喜宴

269ひんしつ 品質 品質

270ファイル 文件夾、檔案夾



271 ファックス 傳真機

272 ふきゅう 普及 普及

273 ふしん 不振 不興旺、蕭條

274ふなづみ 船積み (貨物)裝船

275 ふなびん 船便 船運

276ぶひん 部品 零件

277プライド 自尊心、自豪

278ブランドひん 名牌貨品

279ふりょうひん 不良品 不良品

280 ふりょうりつ 不良率 不良率

281 プリント 講義

282 プリンター 印表機

283 プレゼント 禮物、禮品

284フロント 櫃台

285ぶんかつばらい 分割払い 分期付款

286 ぶんぼうぐや 文房具屋 文具店

287へんじ 返事 回答

288ほうしん 方針 方針

289ボーナス 獎金、紅利

290ぼうねんかい 忘年会 忘年會、尾牙

291ほけんりょう 保険料 保險費

292ぼしゅう 募集 招募

293ほしょう 保障 保障

294ボランティア 義工

295ほんね 本音 真心話

296まぎわ 間際 …之際、…的時候

297まことに 誠に 實在、的確

298まちあい 待合 會合、相互等候

299まねきねこ 招き猫 招財貓

300 まんびき 万引き 扒手

301 みぎ 右 右邊

302 みごと 見事 美麗、出色

303 みこみ 見込み 希望

304みつもりしょ 見積書 估價單

305 みほん 見本 樣品

306 みもと 身元 出身、來歷

307 むり 無理 勉強、無理、過度

308メーカー 製造商

309 メールアドレス 電子郵件地址



310 めいわく 迷惑 困擾、麻煩、妨礙

311メニュー 菜單

312めんぜいてん 免税店 免稅店

313めんどう 面倒 麻煩、照顧

314もうしこみしょ 申込書 申請書

315もうしわけ 申し訳 辯解、藉口

316 モニター 電腦螢幕

317やくそく 約束 約會、約定

318やくわり 役割 分配的任務、角色

319 やちん 家賃 房租

320 やむをえず 止むを得ず 不得已

321 やりとり 遣り取り 互相往來

322 やわらかい 柔らかい 柔軟的

323 ようい 用意 準備

324 よさん 予算 預算

325よそう 予想 預想

326よやく 予約 預約

327ライセンス 執照

328 ライター 打火機

329ラベル 標籤

330ランドリー 洗衣店

331リスト 名單、一覽表

332 リストラ 企業重整、裁員

333りてん 利点 優點

334リムジンバス (機場)接駁車

335リモコン 遙控器

336りょうがえ 両替 換錢、兩國錢幣兌換

337りょうきん 料金 費用

338りょうしゅうしょ 領収書 收據

339リラックス 放鬆

340りれきしょ 履歴書 履歷書

341れいじょう 礼状 感謝狀、謝函

342 れいぞうこ 冷蔵庫 冰箱

343レジ 收銀機

344レストラン 西餐廳

345 レポート (研究)報告書

346レンズ 鏡頭

347れんらく 連絡 聯絡

348 ローン 貸款



349ロビー 飯店大廳

350 ロボット 機器人

351 わかて 若手 年輕人

352 わすれもの 忘れ物 遺失物、遺忘的東西

353わりあい 割合 比較起來

354わりかん 割勘 各自付帳

355わりびき 割引 折扣、減價


