
No 中国語 ピンイン 日本語

1 电脑 diànnǎo コンピューター。
2 计算机 jìsuànjī コンピューター。
3 外部接口 wàibù jiēkǒu 外部インターフェイス。
4 显示器 xiǎnshìqì ディスプレイ。
5 屏幕 píngmù 画面。
6 键盘 jiànpán キーボード。
7 鼠标 shǔbiāo マウス。
8 鼠标垫 shǔbiāo diàn マウスパッド。
9 光盘 guāngpán CD-ROMなど光ディスク。
10 U盘 U pán USB。
11 读卡器 dúkǎqì カードリーダー。
12 网卡 wǎngkǎ LANカード。
13 硬盘 yìngpán ハードディスク。
14 磁盘 cípán 磁気ディスク。
15 磁盘可用空间 cípán kě yòng kōngjiān ディスクの空き容量。
16 磁盤砕片整理 cípán suì piàn zhěnglǐ ディスクの最適化。
17 最佳化 zuìjiā huà 最適化。
18 分区 fēnqū パーティション。
19 外置硬盘 wài zhì yìngpán 外付けハードディスク。
20 内存 nèicún メモリ。
21 容量 róngliàng 容量。
22 大小 dàxiǎo サイズ。
23 虚拟磁盘 xūnǐ cípán 仮想ディスク。
24 浏览器 liúlǎn qì ブラウザ。
25 CD-R驱动器 CD-R qūdòngqì CD-Rドライブ。
26 电缆 diànlǎn ケーブル。
27 连接器 liánjiē qì コネクタ。
28 打印机 dǎyìn jī プリンター。
29 电源 diànyuán 電源。
30 服务器 fúwùqì サーバー。
31 路由器 lùyóuqì ルーター。
32 菜单 càidān メニュー。
33 用户 yònghù ユーザー。
34 用户名 yònghù míng ユーザー名。
35 用户标识 yònghù biāozhì ユーザーID。
36 用户帐户 yònghù zhànghù ユーザアカウント。
37 帐户名 zhànghù míng アカウント名。
38 密码 mìmǎ パスワード。
39 口令 kǒulìng パスワード。
40 登入 dēngrù ログイン。ログオン。
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41 登陆 dēng lù ログイン。ログオン。
42 退出 tuìchū ログアウト。ログオフ。
43 退出系统 tuìchū xìtǒng システムを終了する。
44 登出 dēng chū ログアウト。ログオフ。
45 因特网 yīntèwǎng インターネット。
46 互联网 hùliánwǎng インターネット。
47 服务商 fúwù shāng プロバイダ。
48 网路 wǎng lù ネットワーク。
49 网络 wǎngluò ネットワーク。
50 网络安全 wǎngluò ānquán ネットワークセキュリティー。
51 网络冲浪 wǎngluò chōnglàng ネットサーフィン。
52 网上冲浪 wǎngshàng chōnglàng ネットサーフィン。
53 网络地址 wǎngluò dìzhǐ ネットワークアドレス。
54 网络管理 wǎngluò guǎnlǐ ネットワーク管理。
55 无线网路 wúxiàn wǎng lù WiFi。ワイヤレスネットワーク。
56 电子邮件 diànzǐ yóujiàn 電子メール。
57 电邮 diànyóu 電子メール。
58 伊妹儿 yī mèi er E-mail。
59 主题 zhǔtí 件名。
60 信息 xìnxī 情報。
61 信箱 xìnxiāng メールボックス。
62 电子邮件地址 diànzǐ yóujiàn dìzhǐ メールアドレス。
63 地址 dìzhǐ アドレス。所在地。
64 转送 zhuǎnsòng 転送する。
65 传送 chuánsòng 転送する。
66 转发 zhuǎnfā 転送する。
67 回复 huífù 返信。
68 回复全部 huífù quánbù 全員に返信。
69 收件人 shōujiàn rén 受取人。受信者。
70 网站 wǎngzhàn ウェブサイト。
71 网⻚ wǎngyè ウェブページ。
72 网址 wǎngzhǐ URL。
73 主⻚ zhǔyè ホームページ。
74 官网 guānwǎng 公式サイト。
75 链接 liànjiē リンク。
76 软件 ruǎnjiàn ソフトウエア。
77 硬件 yìngjiàn ハードウエア。
78 挿件 chā jiàn プラグイン。
79 应用 yìngyòng アプリケーション。
80 操作系统 cāozuò xìtǒng OSシステム。
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81 系统 xìtǒng システム。
82 程序 chéngxù プログラム。
83 版本 bǎnběn バージョン。
84 启动 qǐdòng 起動する。
85 重启 chóngqǐ 再起動する。
86 重新开机 chóngxīn kāijī 再起動。
87 安全模式 ānquán móshì セーフモード。
88 上网 shàngwǎng ネットアクセス。
89 在线 zàixiàn オンライン状態。
90 关机 guānjī シャットダウン。
91 输入 shūrù 入力する。
92 输出 shūchū 出力する。
93 打印 dǎyìn プリントアウトする。
94 打字 dǎ zì タイピング。
95 换行 huàn háng 改行。
96 字体 zìtǐ 書体。フォント。
97 字体大小 zìtǐ dàxiǎo フォントサイズ。
98 光标 guāngbiāo カーソル。
99 敲击 qiāo jī クリックする。
100 点击 diǎn jī クリックする。
101 单击 dān jī シングルクリック。
102 双击 shuāngjī ダブルクリック。
103 点右键 diǎn yòujiàn 右クリック。
104 点左键 diǎn zuǒ jiàn 左クリック。
105 滚动 gǔndòng スクロール。
106 拖动 tuō dòng ドラッグ。
107 拖动并放开 tuō dòng bìng fàng kāi ドラッグアンドドロップ。
108 储存 cúnchǔ 保存する。記憶する。
109 保存 bǎocún 保存する。
110 另存为 lìngcún wèi 名前を付けて保存。
111 删除 shānchú 削除。
112 复制 fùzhì コピー。
113 拷⻉ kǎobèi コピー。
114 贴上 tiē shàng ペースト。
115 粘贴 zhāntiē ペースト。
116 剪贴 jiǎntiē カットアンドペースト。スクラップする。
117 剪切 jiǎnqiē 切り取り。
118 搜寻 sōuxún 検索。
119 查找 cházhǎo 検索。
120 搜索 sōusuǒ 検索。
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121 搜索引擎 sōusuǒ yǐnqíng 検索エンジン。
122 关键字 guānjiàn zì キーワード。
123 关键词 guānjiàn cí キーワード。
124 安装 ānzhuāng インストールする。
125 卸载 xièzài アンインストールする。
126 解除安装 jiěchú ānzhuāng アンインストールする。
127 上传 shàngchuán アップロードする。
128 上载 shàngzài アップロードする。
129 加载 jiāzài アップロードする。
130 下载 xiàzài ダウンロードする。
131 压缩 yāsuō 圧縮する。
132 解冻 jiě dòng 解凍する。
133 还原 huányuán 復元する。解凍する。
134 打开 dǎ kāi 開く。
135 向前 xiàng qián 進む。
136 进行 jìnxíng 進める。
137 下一步 xià yī bù 次へ。
138 上一步 shàng yī bù 前へ。
139 返回 fǎnhuí 戻る。
140 取消 qǔxiāo キャンセル。取り消す。
141 后退 hòutuì 戻る。退く。
142 选择 xuǎnzé 選択する。
143 执行 zhíxíng 実行する。
144 重試 chóng shì 再試行。
145 立即安装 lìjí ānzhuāng 今すぐインストール。
146 立即体验 lìjí tǐyàn 今すぐ体験。
147 完成 wánchéng 完成。
148 识别 shíbié 認識する。
149 设置 shèzhì 設定。
150 视频 shìpín 動画。
151 播放 bòfàng 再生する。放送する。
152 播放器 bòfàng qì プレイヤー。再生器。
153 暂停 zàntíng 一時停止。
154 语音 yǔyīn 音声。
155 消音 xiāoyīn ミュート。
156 加载 jiāzài ロード。
157 频道 píndào チャンネル。
158 专辑 zhuānjí 音楽アルバム。
159 网上购物 wǎngshàng gòuwù インターネットショッピング。
160 购物⻋ gòuwù chē ショッピングカート。
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161 注释 zhùshì コメント。
162 留言 liúyán メッセージ。コメント。
163 分享 fēnxiǎng 共有。
164 収蔵 shōucáng ブックマーク。
165 截图 jiétú キャプチャー画像。スクリーンショット。
166 文件 wénjiàn ファイル。文書。書類。
167 文档 wéndàng ファイル。ドキュメント。
168 档案 dàng'àn ファイル。記録。
169 文件名 wénjiàn míng ファイル名。
170 文件夹 wénjiàn jiā フォルダ。
171 资料夹 zīliào jiā フォルダ。
172 附件 fùjiàn 添付ファイル。
173 数据 shùjù データ。
174 图像数据 túxiàng shùjù 画像データ。
175 影像文件 yǐngxiàng wénjiàn 動画ファイル。
176 属性 shǔxìng プロパティ。
177 扩展名 kuòzhǎn míng 拡張子。
178 格式 géshi ファイル形式。
179 转换 zhuǎnhuàn 変換。
180 数据库 shùjùkù データベース。
181 图标 túbiāo アイコン。
182 回收站 huíshōu zhàn ゴミ箱。
183 垃圾箱 lājīxiāng ゴミ箱。
184 快键 kuài jié ショートカット。
185 快捷方式 kuàijié fāng shì ショートカット。
186 病毒 bìngdú コンピューターウイルス。
187 杀毒软件 shādú ruǎnjiàn ウイルス対策ソフト。
188 安全性 ānquán xìng セキュリティー。
189 黑客 hēikè ハッカー。
190 盗版 dàobǎn 海賊版。
191 乱码 luànmǎ 文字化け。
192 出错 chūcuò エラー。バグ。
193 输入出错 shūrù chūcuò 入力エラー。
194 出错信息 chūcuò xìnxī エラーメッセージ。
195 错误讯息 cuòwù xùnxí エラーメッセージ。
196 存取 cún qǔ アクセス。
197 存取权限 cún qǔ quánxiàn アクセス権。
198 存取许可 cún qǔ xǔkě アクセス許可。
199 帮助 bāngzhù ヘルプ。
200 死机 sǐ jī フリーズする。
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201 过程 guòchéng 手続き。プロセス。
202 网速 wǎngsù 通信速度。
203 超时 chāo shí タイムアウト。
204 格式化 géshihuà 初期化。
205 初始化 chūshǐhuà 初期化。
206 加密 jiāmì 暗号化。
207 复位 fùwèi リセット。
208 复原 fùyuán リカバリー。回復。復元。
209 备份 bèifèn バックアップ。
210 备份系统 bèifèn xìtǒng バックアップシステム。
211 副本 fùběn バックアップコピー。
212 后备文件 hòubèi wénjiàn バックアップファイル。
213 升级 shēngjí アップグレード。バージョンアップ。
214 升级版 shēngjí bǎn アップグレード版。
215 兼容性 jiānróng xìng 互換性。
216 更新 gēngxīn 更新。
217 最新的 zuìxīn de 更新済み。
218 圈a quān A アットマーク。
219 点 diǎn ドットマーク。
220 斜线 xiéxiàn スラッシュ。
221 下划线 xiàhuàxiàn アンダーバー。
222 横线 héngxiàn ハイフン。
223 横杠 hénggàng ハイフン。
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