
No 中国語 ピンイン 日本語

1 建筑物 jiànzhùwù 建築物。建物。
2 设施 shèshī 施設。
3 大厦 dàshà ビルディング。
4 公寓 gōngyù マンション。アパート。
5 独户住宅 dú hù zhùzhái ⼀⼾建て。
6 ⼀楼 yīlóu ⼀階。
7 二楼 èrlóu 二階。
8 地下⼀层 dìxià yī céng 地下⼀階。
9 问询 wènxún 案内。インフォメーション。
10 问讯处 wènxùnchù 案内。インフォメーション。
11 服务柜台 fúwù guìtái サービスカウンター。
12 服务中心 fúwù zhōngxīn サービスセンター。
13 服务台 fúwùtái 受付。カウンター。
14 接待处 jiēdài chù 受付。
15 售票处 shòupiào chù 券売り場。
16 收费处 shōufèi chù 料金所。
17 大厅 dàtīng ロビー。
18 入口 rùkǒu 入口。
19 出口 chūkǒu 出口。
20 太平门 tàipíngmén 非常口。
21 安全门 ānquánmén 非常口。
22 台阶 táijiē ステップ。石段。
23 坡子 pōzi 斜面。スロープ。
24 楼梯 lóutī 階段。
25 扶手 fúshǒu 手すり。
26 栏杆 lángān 手すり。
27 电动扶梯 diàndòng fútī エスカレーター。
28 电梯 diàntī エレベーター。
29 升降机 shēngjiàngjī エレベーター。
30 收银台 shōuyíntái レジ。会計カウンター。
31 展示柜 zhǎnshìguì ディスプレー。
32 展柜 zhǎnguì ショーケース。
33 存包处 cúnbāo chù ロッカー。⼀時荷物預かり。
34 存放柜 cúnfàng guì ロッカー。
35 投币式寄存柜 tóubìshì jìcún guì コインロッカー
36 失物招领 shīwù zhāolǐng 忘れ物取扱所。
37 洗手间 xǐshǒujiān トイレ。洗面所。
38 卫生间 wèishēngjiān トイレ。洗面所。
39 厕所 cèsuǒ 便所。
40 吸烟室 xīyān shì 喫煙ルーム。
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41 吸烟处 xīyān chù 喫煙所。
42 吸烟区 xīyān qū 喫煙エリア。
43 公用电话 gōngyòng diànhuà 公衆電話。
44 饮水点 yǐnshuǐ diǎn 水飲み場。
45 柜台 guìtái カウンター。売り場。
46 小卖部 xiǎomàibù 売店。
47 出售处 chūshòu chù 販売する所。売り場。
48 等候处 děnghòu chù 待合所。
49 停⻋场 tíngchē chǎng 駐車場。
50 残疾人通道 cánjí rén tōngdào 身体障害者用通路。
51 禁止入内 jìnzhǐ rùnèi 立入禁止。
52 禁止进入 jìnzhǐ jìnrù 立入禁止。
53 闲人免进 xiánrén miǎn jìn 関係者以外立ち入り禁止。
54 闲人莫入 xiánrén mò rù 無用の者入るべからず。
55 招牌 zhāopai 看板。
56 广告牌 guǎnggào pái 広告看板。
57 楼层指南 lóucéng zhǐnán フロア案内。
58 导购指南 dǎogòu zhǐnán 売り場案内。
59 示意图 shìyìtú 見取り図。略図。
60 导向标志 dǎoxiàng biāozhì 案内標識。
61 导向板 dǎoxiàng bǎn 案内板。
62 交通标志 jiāotōng biāozhì 交通標識。
63 指路牌 zhǐlùpái 道路標識。道しるべ。
64 路线 lùxiàn 順路。ルート。
65 无人售货机 wúrén shòuhuòjī 自動販売機。
66 取款机 qǔkuǎn jī ATM。キャッシュディスペンサー。
67 教室 jiàoshì 教室。
68 办公室 bàngōngshì 事務室。
69 会议室 huìyìshì 会議室。
70 走廊 zǒuláng 廊下。通路。
71 楼道 lóudào 廊下。通路。
72 屋顶 wūdǐng 屋根。屋上。
73 房顶 fángdǐng 屋根。
74 屋檐下 wūyán xià 軒下。
75 支柱 zhīzhù 柱。
76 梁 liáng 建築の梁。
77 院子 yuànzi 庭。中庭。
78 庭院 tíngyuàn (⺟屋の前の)庭。
79 花园 huāyuán 庭園。
80 庭园 tíngyuán 庭園。
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81 栅栏 zhàlan 柵。フェンス。
82 墙 qiáng 壁。塀。
83 起居室 qǐjūshì 居間。
84 餐厅 cāntīng ダイニング。
85 厨房 chúfáng キッチン。
86 客厅 kètīng 応接間。
87 卧室 wòshì 寝室。
88 孩子房间 háizi fángjiān 子供部屋。
89 书房 shūfáng 書斎。
90 晒台 shàitái ベランダ。バルコニー。
91 阳台 yángtái ベランダ。バルコニー。
92 盥洗室 guànxǐ shì 洗面所。
93 浴室 yùshì 浴室。
94 洗澡间 xǐzǎo jiān 浴室。
95 单间 dānjiān ワンルーム。
96 ⼀室⼀厅 yī shì yī tīng １ＬＤＫ。
97 两室⼀厅 liǎng shì yī tīng ２ＬＤＫ。
98 房间 fángjiān 部屋。
99 门 mén ドア。
100 门口 ménkǒu 玄関。入り口。
101 门把手 ménbǎshou ドアノブ。
102 门拉手 ménlāshǒu ドアの取っ手。
103 门铃 ménlíng 呼び鈴。
104 门垫 méndiàn 玄関マット。
105 顶棚 dǐngpéng 天井。
106 天花板 tiānhuābǎn 天井板。
107 墙壁 qiángbì 壁。
108 地板 dìbǎn 床。
109 窗户 chuānghu 窓。
110 玻璃窗 bōlí chuāng ガラス窓。
111 窗帘 chuānglián カーテン。
112 桌子 zhuōzi 机。テーブル。
113 椅子 yǐzi 椅子。
114 凳子 dèngzi 背もたれない椅子。
115 茶几 chájī 小型のテーブル。茶卓。
116 沙发 shāfā ソファー。
117 垫子 diànzi クッション。マット。敷物。
118 靠垫 kàodiàn (背もたれ用の)クッション。
119 坐垫 zuòdiàn 座布団。クッション。
120 地毯 dìtǎn カーペット。
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121 防滑垫 fánghuá diàn 滑り止めマット。バスマット。
122 草垫 cǎodiàn 草でできた敷物。畳(たたみ)。
123 榻榻米 tàtàmǐ 畳(たたみ)。
124 木地板 mù dìbǎn フローリング。
125 大理石地板 dàlǐshí dìbǎn 大理石の床。
126 瓷砖 cízhuān タイル。
127 床 chuáng ベッド。
128 衣橱 yīchú 洋服ダンス。
129 衣柜 yīguì 洋服ダンス。
130 衣架 yījià ハンガー。
131 壁橱 bìchú 押入れ。
132 壁柜 bìguì ウォールキャビネット。
133 伞架 sǎnjià 傘立て。
134 伞橱 sǎnchú 傘入れ。
135 伞柜 sǎnguì 傘入れ。
136 鞋柜 xié guì 下駄箱。シューズキャビネット。
137 垃圾箱 lājīxiāng ゴミ箱。
138 垃圾桶 lājītǒng ゴミ箱。
139 废纸篓 fèi zhǐ lǒu くずかご。
140 地基 dìjī 敷地。
141 地积 dìjī 土地面積。
142 平方米 píngfāng mǐ 平方メートル。
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