
No 中国語 ピンイン 日本語

1 交通工具 jiāotōng gōngjù 乗り物。交通機関。
2 乘坐物 chéngzuò wù 乗り物。
3 汽⻋ qìchē 車。
4 出租⻋ chūzūchē タクシー。
5 轿⻋ jiàochē セダン。
6 厢式轿⻋ xiāng shì jiàochē ワンボックスカー。
7 旅行⻋ lǚxíngchē ワゴン。
8 有仓门式后背的汽⻋ yǒu cāng mén shì hòu bèi de qìchē ハッチバック。
9 面包⻋ miànbāochē マイクロバス。
10 微型⻋ wéixíngchē 小型車。
11 跑⻋ pǎochē スポーツカー。スーパーカー。
12 赛⻋ sàichē レーシングカー。カーレース。
13 敞篷汽⻋ chǎngpéng qìchē オープンカー。
14 环保汽⻋ huánbǎo qìchē エコカー。
15 消防⻋ xiāofángchē 消防車。
16 救火⻋ jiùhuǒchē 消防車。
17 警⻋ jǐngchē パトカー。
18 救护⻋ jiùhùchē 救急車。
19 急救⻋ jíjiùchē 救急車。
20 卡⻋ kǎchē トラック。
21 小型卡⻋ xiǎoxíng kǎchē 小型トラック。
22 货⻋ huòchē トラック。貨車。
23 自卸卡⻋ zìxiè kǎchē ダンプカー。
24 拖⻋ tuōchē トレーラー。
25 公共汽⻋ gōnggòng qìchē バス。
26 公交⻋ gōngjiāochē バス。
27 巴士 bāshì バス。
28 大巴 dà bā 大型バス。
29 双层巴士 shuāng céng bāshì 二階建てバス。
30 摩托⻋ mótuōchē バイク。
31 跨斗摩托 kuàdǒu mótuō サイドカー。
32 三轮摩托⻋ sānlún mótuōchē オート三輪車。
33 叉⻋ chāchē フォークリフト。
34 自行⻋ zìxíngchē 自転車。
35 电动自行⻋ diàndòng zìxíngchē 電動自転車。
36 独轮⻋ dúlúnchē 一輪車。
37 赛格威 sàigéwēi セグウェイ。(バランスカーの商品名)
38 平衡⻋ pínghéngchē バランスカー。
39 ⻢⻋ mǎchē 馬車。
40 人力⻋ rénlìchē 人力車。
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41 东洋⻋ dōngyángchē 人力車。
42 火⻋ huǒchē 電車。
43 高铁 gāotiě 高速鉄道。
44 和谐号 héxiéhào 和諧号(わかいごう)。中国新幹線車両の名前。
45 地铁 dìtiě 地下鉄。
46 有轨电⻋ yǒu guǐ diànchē 路面電車。
47 无轨电⻋ wúguǐ diànchē トロリーバス。
48 货运列⻋ huòyùn lièchē 貨物列車。
49 磁悬浮列⻋ cíxuánfú lièchē リニアモーターカー。
50 磁浮列⻋ cífú lièchē リニアモーターカー。
51 单轨电⻋ dānguǐ diànchē モノレール。
52 缆⻋ lǎnchē ケーブルカー。ゴンドラ。
53 索道 suǒdào ロープウェイ。リフト。
54 滑雪吊椅 huáxuě diàoyǐ スキーリフト。
55 ⻜机 fēijī 飛行機。
56 运输机 yùnshūjī 輸送機。
57 客机 kèjī 旅客機。
58 货机 huòjī 貨物輸送機。
59 直升⻜机 zhíshēng fēijī ヘリコプター。
60 ⻜艇 fēitǐng 飛行船。
61 热气球 rè qìqiú 熱気球。
62 滑翔机 huáxiángjī グライダー。
63 滑翔伞 huáxiángsǎn パラグライダー。
64 船只 chuánzhī 船舶。
65 渡轮 dùlún フェリーボート。
66 渡船 dùchuán フェリーボート。渡し舟。
67 ⻋辆渡船 chēliàng dùchuán カーフェリー。
68 客轮 kèlún 客船。
69 客船 kèchuán 客船。
70 货轮 huòlún 貨物船。
71 货船 huòchuán 貨物船。
72 油轮 yóulún タンカー。
73 油船 yóuchuán タンカー。
74 气垫船 qìdiànchuán ホバークラフト。
75 游览船 yóulǎnchuán 遊覧船。
76 游艇 yóutǐng 遊覧船。クルーザー。
77 游船 yóuchuán 遊覧船。遊戯船。
78 小游船 xiǎo yóuchuán 遊戯船。遊覧ボート。
79 帆船 fānchuán 帆船。
80 帆游艇 fānyóutǐng 帆走ヨット。
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81 高速艇 gāosù tǐng 高速艇。
82 快艇 kuàitǐng モーターボート。
83 汽艇 qìtǐng モーターボート。
84 摩托艇 mótuō tǐng 水上バイク。
85 摩托船 mótuō chuán 水上バイク。
86 水上摩托⻋ shuǐshàng mótuō chē 水上バイク。
87 独木舟 dúmùzhōu 丸木舟。カヌー。
88 小船 xiǎo chuán ボート。
89 小艇 xiǎo tǐng 早いボート。
90 橡皮艇 xiàngpí tǐng ゴムボート。
91 充气船 chōngqì chuán ゴムボート。
92 水上自行⻋ shuǐshàng zìxíngchē 水上自転車。
93 摩托雪橇 mótuō xuěqiāo スノーモービル。
94 雪橇 xuěqiāo そり。
95 摩天轮 mótiānlún 観覧車。
96 过山⻋ guòshānchē ジェットコースター。
97 云霄⻜⻋ yúnxiāo fēichē ジェットコースター。
98 轨道⻜⻋ guǐdào fēichē ジェットコースター。
99 旋转木⻢ xuánzhuǎn mùmǎ メリーゴーランド。
100 回转木⻢ huízhuǎn mùmǎ メリーゴーランド。
101 豪华转⻢ háohuá zhuǎn mǎ メリーゴーランド。
102 战斗机 zhàndòujī 戦闘機。
103 歼击机 jiānjíjī 戦闘機。
104 轰炸机 hōngzhàjī 爆撃機。
105 侦察机 zhēnchájī 偵察機。
106 坦克 tǎnkè 戦車。
107 吉普⻋ jípǔchē ジープ。
108 驱逐舰 qūzhújiàn 駆逐艦。
109 航空⺟舰 hángkōngmǔjiàn 航空⺟艦。
110 航⺟ hángmǔ 空⺟。
111 潜水艇 qiánshuǐtǐng 潜水艦。
112 潜艇 qiántǐng 潜水艦。
113 载人火箭 zài rén huǒjiàn 有人ロケット。
114 航天⻜机 hángtiān fēijī スペースシャトル。
115 载人⻜船 zài rén fēichuán 有人宇宙船。
116 空间站 kōngjiān zhàn 宇宙ステーション。
117 太空站 tàikōng zhàn 宇宙ステーション。
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