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埋葬 mai2 zang4 埋葬する zang葬4 葬式

チベットの葬式は、臓器を、ス
バル星の、痔の人にあげる。
キーワードは [痔,スバル] 漢字は
「藏葬脏」の2番目

埋在地下 mai2 zai4 di4
xia4

地下に埋める zai在4 在る

在るよ再度載っかった愛で痔に
なってしまう事。キーワードは
[痔,愛] 漢字は 「在再载」の1番
目

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

xia下4 下

夏にびっくり、下の歯は、へ
そ下から生えてくる。キー
ワードは [ヘソ下,牙] 漢字は
「夏吓下」の3番目

买票 mai3 piao4 切符を買う piao票4 票、券
きれいな票に、ピアスを付けて
薬にする。キーワードは [ピア
ス,薬] 漢字は 「漂票」の2番目

买卖 mai3 mai4 商売、商店 mai卖4 売る

麦を売ってあげた愛は、ミサイ
ルでも壊せない。キーワードは
[ミサイル,愛] 漢字は 「麦卖」の
2番目

购买 gou4 mai3 購買 gou购4 買う

買い付けの構成が充分足りている
のは、欧米のギター。キーワード
は [ギター,欧米] 漢字は 「购构够」
の1番目

mai买3 買う
買いたいね、愛の見えるメガ
ネ。キーワードは [メガネ,愛] 漢
字は 「买」

靠贷款买房 kao4 dai4 kuan3
mai3 fang2

ローンで部屋を買う kao靠4
接近する,寄りか
かる depend on

接近戦は、オリンピックでキリン
が強い。キーワードは [キリン,オ
リンピック] 漢字は 「靠」

dai贷4
貸付金、貸し出
す

かりた袋をかぶって代わりの帯
を待っているうちに愛のディ
オールが到着する。キーワード
は [ディオール,愛] 漢字は 「贷
袋戴代带待」の1番目

kuan款3
お金、洋服のデ
ザイン

洋服のデザインは、湾の警察
の服。キーワードは [警察,湾]
漢字は 「款」

mai买3 買う
買いたいね、愛の見えるメガ
ネ。キーワードは [メガネ,愛]
漢字は 「买」

麦当劳 mai4 dang1 lao2 マグドナルド mai麦4 麦
麦を売ってあげた愛は、ミサイル
でも壊せない。キーワードは [ミサ
イル,愛] 漢字は 「麦卖」の1番目

dang当1
当然,、担当す
る、互角である

当たったー、スバルのダッチワ
イフ。キーワードは [ダッチワ
イフ,スバル] 漢字は 「当」

lao劳2 労働する

牢獄の労働は、オリンピック
のロックコンサート準備。
キーワードは [ロック,オリン
ピック] 漢字は 「牢劳」の2番
目

荞麦 qiao2 mai4 そば

荞麦面 qiao2 mai4
mian4

そば mian面4 面
つらの眼に、ミサイルが飛び
込んでくる。キーワードは
[ミサイル,眼] 漢字は 「面」

小麦 xiao3 mai4 小麦 xiao小3 小さい
暁なら、小さな薬でもトリプルxは
可能。キーワードは [トリプルx,薬]
漢字は 「晓小」の2番目

卖春 mai4 chun1 売春 chun春1 春
春の文章には、チャリンコが登
場する。キーワードは [チャリ
ンコ,文章] 漢字は 「春」

卖光了 mai4 guang1 le0 売り切れた guang光1
光、なになにだ
けonly

光だけで、王様を、ガードマン
に判らせる。キーワードは
[ガードマン,王様] 漢字は 「光」

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが
有る。

买卖 mai3 mai4 商売、商店 mai买3 買う
買いたいね、愛の見えるメガネ。
キーワードは [メガネ,愛] 漢字は
「买」

甩卖 shuai3 mai4 投売りする shuai甩3 振り回す、放る
投げ売りだー、外に向ってシェイ
バーを。キーワードは [シェイ
バー,外] 漢字は 「甩」

麦 mai4
qiao荞2 蕎麦　おそば

憔悴は、そば橋から見る薬で見積
もる。キーワードは [quote,薬] 漢
字は 「憔荞桥瞧」の2番目

mai麦4 麦

麦を売ってあげた愛は、ミサイ
ルでも壊せない。キーワードは
[ミサイル,愛] 漢字は 「麦卖」の
1番目

卖 mai4

mai卖4 売る
麦を売ってあげた愛は、ミサイル
でも壊せない。キーワードは [ミサ
イル,愛] 漢字は 「麦卖」の2番目

mai卖4 売る

麦を売ってあげた愛は、ミサイ
ルでも壊せない。キーワードは
[ミサイル,愛] 漢字は 「麦卖」の
2番目

埋 mai2 mai埋2 埋める、覆う
埋葬先は、愛の森。キーワードは
[森,愛] 漢字は 「埋」

买 mai3

mai买3 買う
買いたいね、愛の見えるメガネ。
キーワードは [メガネ,愛] 漢字は
「买」
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