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拍子 pai1 zi0 （音楽）拍子 zi子0 接尾語
名詞・動詞・形容詞的要素の後
に付けて名詞を作る。

拍板 pai1 ban3
責任者が決定を下
す、カチンコ

ban板3 板
版画の板は按摩のベットにな
る。キーワードは [ベッド,按摩]
漢字は 「版板」の2番目

拍照 pai1 zhao4 写真を撮る zhao照4 照らす

照らしてください一兆円のオリ
ンピックのじいさんマスク。
キーワードは [爺さん,オリン
ピック] 漢字は 「照兆罩」の1番
目

球拍 qiu2 pai1 ラケット qiu球2 球、ボール

囚人が、求める球は、油のすべり
で見積もってみる。キーワードは
[quote,油] 漢字は 「囚求球」の3番
目

pai拍1
手の平で軽くた
たく,撮影する

手の平で軽くたたくと、愛が、
パンクする。キーワードは [パ
ンク,愛] 漢字は 「拍」

网球拍 wang3 qiu2 pai1 テニスラケット wang网3 網
網の行く方向は王様のエメラルド
狙い。キーワードは [エメラルド,
王様] 漢字は 「网往」の1番目

qiu球2 球、ボール

囚人が、求める球は、油のすべ
りで見積もってみる。キーワー
ドは [quote,油] 漢字は 「囚求
球」の3番目

禁止拍照 jin4 zhi3 pai1
zhao4

撮影禁止 jin禁4 禁止の禁

力強く近くに進むことを全て禁ず
るため、音がＪｉｍ内に鳴り渡
る。キーワードは [Jim,音] 漢字は
「劲近进尽禁」の5番目

zhi止3 止まる

住所の紙を、ただ指で止める
と、一回ジェンカが踊れる。
キーワードは [ジェンカ,一] 漢字
は 「址纸只指止」の5番目

zhao照4 照らす

照らしてください一兆円のオ
リンピックのじいさんマス
ク。キーワードは [爺さん,オ
リンピック] 漢字は 「照兆
罩」の1番目

徘 pai2 徘徊 pai2 huai2
あてもなくぶらぶら
する,行ったり来たり
する

pai徘2
徘徊する、行った
り来たりする

ぶらぶら歩いて、牌を並べるの
は、愛のこもった、ポッキーを、
食べながら。キーワードは [ポッ
キー,愛] 漢字は 「徘牌排」の1番目

huai徊2
ぶらぶらする、
徘徊する

ファイハイルーを徘徊すると、
ふところに外から蛍が飛んで来
る。キーワードは [蛍,外] 漢字は
「淮徊怀」の2番目

牌子 pai2 zi0 プレート、看板 pai牌2
立て札、看板、商
標

ぶらぶら歩いて、牌を並べるの
は、愛のこもった、ポッキーを、
食べながら。キーワードは [ポッ
キー,愛] 漢字は 「徘牌排」の2番目

zi子0 接尾語
名詞・動詞・形容詞的要素の後
に付けて名詞を作る。

品牌 pin3 pai2 銘柄 pin品3 品物、物品
品の良い、ペンダントの音。キー
ワードは [ペンダント,音] 漢字は
「品」

名牌 ming2 pai2 ブランド品 ming名2 名前
明るい名前は、森の石まつ。キー
ワードは [森,宝石] 漢字は 「明名」
の2番目

奖牌 jiang3 pai2 表彰メダル jiang奖3 ほめる、ほうび
奨励する講座は、羊がジェット機
を発明した話。キーワードは [ｊｅ
ｔ機,羊] 漢字は 「奖讲」の1番目

招牌菜 zhao1 pai2 cai4 お勧め料理 zhao招1 手招きする
手招きしているオリンピックの
じゃが芋畑。キーワードは [じゃが
芋,オリンピック] 漢字は 「招」

cai菜4 野菜、おかず

おかずは、愛有るサイボーグ
が、作ってくれる。キーワー
ドは [サイボーグ,愛] 漢字は
「菜」

拍 pai1

pai拍1
手の平で軽くたた
く,撮影する

手の平で軽くたたくと、愛が、パ
ンクする。キーワードは [パンク,
愛] 漢字は 「拍」

pai拍1
手の平で軽くた
たく,撮影する

手の平で軽くたたくと、愛
が、パンクする。キーワード
は [パンク,愛] 漢字は 「拍」

牌 pai2

pai牌2
立て札、看板、
商標

ぶらぶら歩いて、牌を並べるの
は、愛のこもった、ポッキー
を、食べながら。キーワードは
[ポッキー,愛] 漢字は 「徘牌排」
の2番目
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夺金牌 duo2 jin1 pai2 金メダルを勝ち取る duo夺2 奪う、勝ち取る
勝ち取ったドーナッツは私が食べ
る。キーワードは [ドーナッツ,我]
漢字は 「夺」

jin金1 金、ゴールド

今なら耐えられる500グラムの
唾と汗で潤った筋金入りの布か
ら出るJazzの音。キーワードは
[Jazz,音] 漢字は 「今禁斤津筋金
巾」の6番目

pai牌2
立て札、看板、
商標

ぶらぶら歩いて、牌を並べる
のは、愛のこもった、ポッ
キーを、食べながら。キー
ワードは [ポッキー,愛] 漢字
は 「徘牌排」の2番目

地址门牌 di4 zhi3 men2
pai2

所番地 di地4 地球の地

天子の弟は、地面を的に第一滴の
ディオールを手渡す。キーワード
は [ディオール,一] 漢字は 「帝弟地
的第递」の3番目

zhi址3 住所

住所の紙を、ただ指で止める
と、一回ジェンカが踊れる。
キーワードは [ジェンカ,一] 漢字
は 「址纸只指止」の1番目

men门2 門
門は、森の恩返しで出来てい
る。キーワードは [森,恩] 漢
字は 「门」

著名品牌 zhu4 ming2 pin3
pai2

有名ブランド品 zhu著4
明らか、表す、著
作する

著者は、助けを注いで、住んだ柱
を築いて祝い踊る爺さん。キー
ワードは [爺さん,踊り] 漢字は 「著
助注住柱筑祝」の1番目

ming名2 名前
明るい名前は、森の、石まつ。
キーワードは [森,宝石] 漢字は
「明名」の2番目

大众品牌 da4 zhong4 pin3
pai2

フォルクスワーゲン
ブランド

da大4 大きい
大きなおばさんディオールぷんぷ
ん。キーワードは [ディオール,お
ばさん] 漢字は 「大」

zhong众4 多い、多くの

多くの重い中毒を植えつけら
れ、ジュディーオングは、爺さ
んになった。キーワードは [爺
さん,ジュディーオング] 漢字は
「众重中种」の1番目

排骨 pai2 gu3
骨付きバラ肉、スペ
アリブ

gu骨3 骨

古株を、骨でたたいて踊るゲゲ
ゲのキタロウ。キーワードは
[ｹﾞｹﾞｹﾞ鬼,踊り] 漢字は 「古股骨
鼓」の3番目

排尾 pai2 wei3 列の後尾 wei尾3 尾、後をつける

偽のしっぽが偉大な委員はエメ
ラルドのような味を好む。キー
ワードは [エメラルド,味] 漢字は
「伪尾伟委」の2番目

排队 pai2 dui4 列に並ぶ dui队4 チーム,行列

現金に換えるチームに対して、
味はディオールで対抗する。
キーワードは [ディオール,味] 漢
字は 「兑队对」の2番目

排列 pai2 lie4 配列（する） lie列4 列
列車が強烈に裂ける夜は、Lilyも
こわい。キーワードは [Lily,夜]
漢字は 「列烈裂」の1番目

排名 pai2 ming2 ランキング ming名2 名前
明るい名前は、森の、石まつ。
キーワードは [森,宝石] 漢字は
「明名」の2番目

安排 an1 pai2 手配する an安1
安定する。設置す
る。

安全だよ按摩屋の赤とんぼ。キー
ワードは [赤とんぼ,按摩] 漢字は
「安」

pai排2 並べる

ぶらぶら歩いて、牌を並べるの
は、愛のこもった、ポッキー
を、食べながら。キーワードは
[ポッキー,愛] 漢字は 「徘牌排」
の3番目

沙滩排球 sha1 tan1 pai2
qiu2

ビーチバレー sha沙1 砂、砂状のもの

ソファーで殺されたおばさんは写
真写りが良い。キーワードは [写
真,おばさん] 漢字は 「沙杀」の1番
目

tan滩1 砂浜

賄賂が必要な砂浜の按摩は、狸
がやっている。キーワードは
[狸,按摩] 漢字は 「贪滩」の2番
目

pai排2 並べる

ぶらぶら歩いて、牌を並べる
のは、愛のこもった、ポッ
キーを、食べながら。キー
ワードは [ポッキー,愛] 漢字
は 「徘牌排」の3番目

qiu球2 球、ボール

囚人が、求める球は、油のす
べりで見積もってみる。キー
ワードは [quote,油] 漢字は
「囚求球」の3番目

排 pai2

牌 pai2

pai排2 並べる

ぶらぶら歩いて、牌を並べるの
は、愛のこもった、ポッキーを、
食べながら。キーワードは [ポッ
キー,愛] 漢字は 「徘牌排」の3番目

pin品3 品物、物品
品の良い、ペンダントの音。
キーワードは [ペンダント,音]
漢字は 「品」

pai牌2
立て札、看板、
商標

ぶらぶら歩いて、牌を並べる
のは、愛のこもった、ポッ
キーを、食べながら。キー
ワードは [ポッキー,愛] 漢字
は 「徘牌排」の2番目
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派出所 pai4 chu1 suo3 警察の派出所 pai派4
流派、風格、派遣
する

派遣され、ピアスと愛を失った。
キーワードは [ピアス,愛] 漢字は
「派」

chu出1 出る、出発

初めて出る踊りは、チャリンコ
で登場する。キーワードは
[チャリンコ,踊り] 漢字は 「初
出」の2番目

suo所3 所

捜索の時、鍵をかけて所
ジョージと私は、セーラー服
を着る。キーワードは [セー
ラー服,我] 漢字は 「索锁所」
の3番目

气派 qi4 pai4 風格、貫禄がある qi气4 空気の気

泣いた空気は、器に入れて、汽車
で一番キュートに捨てる。キー
ワードは [キュート,一] 漢字は 「泣
气器汽弃」の2番目

pai派4
流派、風格、派
遣する

派遣され、ピアスと愛を失っ
た。キーワードは [ピアス,愛] 漢
字は 「派」

偶像派 ou3 xiang4 pai4 アイドル系 ou偶3 偶然

吐いたレンコンに偶然欧州産のエ
メラルドが混じっていた。キー
ワードは [エメラルド,欧米] 漢字は
「呕藕偶」の3番目

xiang像4
肖像、似てい
る、なになにの
ようだ

象の形のうなじに向かって羊の
へそしたを投げた。キーワード
は [ヘソ下,羊] 漢字は 「象像相
项向」の2番目

pai派4
流派、風格、派
遣する

派遣され、ピアスと愛を失っ
た。キーワードは [ピアス,愛]
漢字は 「派」

实力派 shi2 li4 pai4 実力派 shi实2
事実、実際、実、
果実

事実は、食べる時間を知っている
と、石を拾って初夜に一回投げつ
けられる。キーワードは [初夜,一]
漢字は 「实食时识石拾」の1番目

li力4 力

励まして立つ力の例はLilyが一つ
知っている。キーワードは [Lily,
一] 漢字は 「厉利丽粒栗历励立
力例」の9番目

pai派4
流派、風格、派
遣する

派遣され、ピアスと愛を失っ
た。キーワードは [ピアス,愛]
漢字は 「派」

派 pai4
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