
No 中国語 ピンイン 日本語

1 空调 kōngtiáo エアコン。
2 开空调 kāi kōngtiáo エアコンをつける。
3 关空调 guān kōngtiáo エアコンを消す。
4 空调开着 kōngtiáo kāi zhe エアコンがついています。
5 开了空调 kāi le kōngtiáo エアコンをつけた。
6 开空调吧 kāi kōngtiáo ba エアコンつけようよ。
7 打开空调 dǎkāi kōngtiáo エアコンをつける。
8 我开空调 wǒ kāi kōngtiáo 私はエアコンをつけます。
9 我关掉了空调 wǒ guān diào le kōngtiáo 私はエアコンを切りました。
10 请把空调打开 qǐng bǎ kōngtiáo dǎkāi エアコンをつけてください。
11 降低温度 jiàngdī wēndù 温度を下げる。
12 提高温度 tígāo wēndù 温度を上げる。
13 我想降低空调的温度 wǒ xiǎng jiàngdī kōngtiáo de wēndù 私はエアコンの温度を下げたい。
14 我想提高空调的温度 wǒ xiǎng tígāo kōngtiáo de wēndù 私はエアコンの温度を上げたい。
15 请把温度调低一点 qǐng bǎ wēndù tiáo dī yīdiǎn 温度を少し下げてください。
16 请把温度调高一点 qǐng bǎ wēndù tiáo gāo yīdiǎn 温度を少し上げてください。
17 请把空调的温度开高一点 qǐng bǎ kōngtiáo de wēndù kāi gāo yīdiǎn エアコンの温度を上げて下さい。
18 请降低空调的温度 qǐng jiàngdī kōngtiáo de wēndù エアコンの温度を下げてください。
19 请调高空调设定的温度 qǐng tiáo gāo kōngtiáo shèdìng de wēndù エアコンの設定温度を上げてください。
20 请把空调的⻛量调大 qǐng bǎ kōngtiáo de fēngliàng tiáo dà エアコンの風を強くして下さい。
21 请把空调的⻛量调小 qǐng bǎ kōngtiáo de fēngliàng tiáo xiǎo エアコンの風を弱く して下さい。
22 请把空调再调弱一点 qǐng bǎ kōngtiáo zài tiáo ruò yīdiǎn 空調をもう少し弱くして下さい。
23 把空调调低一点 bǎ kōngtiáo tiáo dī yīdiǎn エアコンを弱める。
24 冷气很弱 lěngqì hěn ruò クーラーが弱い。
25 暖气很强 nuǎnqì hěn qiáng ヒーターが強い。
26 关掉了空调的开关 guān diào le kòngtiáo de kāiguān エアコンのスイッチを切った。
27 请把空调的温度调低点 qǐng bǎ kōngtiáo de wēndù tiáo dī diǎn エアコンの温度を下げてください。
28 请关闭空调的电源 qǐng guānbì kōngtiáo de diànyuán 空調の電源を切ってください。
29 把空调的温度提高一度 bǎ kōngtiáo de wēndù tígāo yī dù 空調の温度を1℃上げます。
30 把空调的温度调高一度 bǎ kōngtiáo de wēndù tiáo gāo yī dù 空調の温度を1℃上げます。
31 请把空调温度调高一点 qǐng bǎ kōngtiáo wēndù tiáo gāo yīdiǎn 空調の温度を少し上げてください。
32 请把空调温度调低一点 qǐng bǎ kōngtiáo wēndù tiáo dī yīdiǎn 空調の温度を少し下げてください。
33 请把冷气开大一点 qǐng bǎ lěngqì kāi dà yīdiǎn クーラーをすこし強めてください。
34 冷气小一点 lěngqì xiǎo yīdiǎn クーラーをすこし弱めて。
35 调整空调设定 tiáozhěng kōngtiáo shèdìng エアコンの設定を変える。
36 你可以开一下空调吗？ nǐ kěyǐ kāi yīxià kōngtiáo ma? エアコンを入れてもらってもいいですか？
37 用遥控器调节温度 yòng yáokòngqì tiáojié wēndù リモコンで温度調節をする。
38 把遥控器递给我 bǎ yáokòngqì dì gěi wǒ リモコンちょうだい。
39 电扇 diànshàn 扇風機。
40 ⻛扇 fēngshàn 扇風機。
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41 电⻛扇 diàn fēngshàn 扇風機。
42 请把电扇开到强 qǐng bǎ diànshàn kāi dào qiáng 扇風機を強にしてください。
43 关电⻛扇 guān diànfēngshàn 扇風機を切る。
44 电视 diànshì テレビ。
45 收音机 shōuyīnjī ラジオ。
46 广播 guǎngbō 放送。
47 开电视 kāi diànshì テレビをつける。
48 关电视 guān diànshì テレビを消す。
49 关上电视 guān shàng diànshì テレビを消す。
50 打开收音机 dǎkāi shōuyīnjī ラジオをつける。
51 放收音机 fàng shōuyīnjī ラジオをかける。
52 关掉收音机 guān diào shōuyīnjī ラジオを消す。
53 打开广播 dǎkāi guǎngbò 放送をつける。
54 关掉广播 guān diào guǎngbò 放送を切る。
55 请把音量调高一点 qǐng bǎ yīnliàng tiáo gāo yīdiǎn 音を少し大きくしてください。
56 请把音量调低一点 qǐng bǎ yīnliàng tiáo dī yīdiǎn 音を少し小さくしてください。
57 请把声音开大一点 qǐng bǎ shēngyīn kāi dà yī diǎn 音を少し大きくしてください。
58 请把声音开小一点 qǐng bǎ shēngyīn kāi xiǎo yī diǎn 音を少し小さくしてください。
59 提高音量 tígāo yīnliàng ボリュームを上げる。
60 降低音量 jiàngdī yīnliàng ボリュームを下げる。
61 这里调节音量 zhèlǐ tiáojié yīnliàng 音量はここで調節できます。
62 煤气灶 méiqìzào ガスコンロ。
63 燃气灶 ránqìzào ガスコンロ。
64 盒式炉 héshìlú カセットコンロ。
65 电磁炉 diàncílú 電磁調理器。
66 炭火 tànhuǒ 炭火。
67 火力 huǒlì 火力
68 点燃 diǎnrán 点火する。
69 点火 diǎnhuǒ 点火する。
70 加大火力 jiādà huǒlì 火力を強くする。
71 减弱火力 jiǎnruò huǒlì 火力を弱くする。
72 关火 guān huǒ 火を消す。
73 请把火调大点 qǐng bǎ huǒ tiáo dà diǎn 火を強くしてください。
74 请把火调小点 qǐng bǎ huǒ tiáo xiǎo diǎn 火を弱くしてください。
75 请把煤气灶的火开大一点 qǐng bǎ méiqìzào de huǒ kāi dà yīdiǎn ガスコンロの火を強くしてください。
76 请把煤气灶的火开小一点 qǐng bǎ méiqìzào de huǒ kāi xiǎo yīdiǎn ガスコンロの火を弱くしてください。
77 火力强 huǒlì qiáng 火力が強い。
78 请再弱一点 qǐng zài ruò yī diǎn もうすこし弱くお願いします。
79 煤气快用完了 méiqì kuài yòng wán le ガスがもうすぐなくなる。
80 请把煤气灶的总开关关上 qǐng bǎ méiqìzào de zǒng kāiguān guānshàng ガスコンロの元栓を閉めてください。
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81 照明 zhàomíng 照明。
82 开灯 kāi dēng 明かりをつける。
83 关灯 guān dēng 明かりを消す。
84 控制灯光的亮度 kòngzhì dēngguāng de liàngdù 電灯の明るさを調節する。
85 提高亮度 tígāo liàngdù 明るさを上げる。
86 減少亮度 jiǎnshǎo liàngdù 明るさを落とす。
87 降低亮度 jiàngdī liàngdù 明るさを落とす。
88 把灯光调亮一点 bǎ dēngguāng tiáo liàng yīdiǎn 電灯の明るさを少し明るくする。
89 把灯光调暗一点 bǎ dēngguāng tiáo àn yīdiǎn 電灯の明るさを少し暗くする。
90 调节水位 tiáojié shuǐwèi 水位を調節する。
91 提高水位 tígāo shuǐwèi 水位を上げる。
92 降低水位 jiàngdī shuǐwèi 水位を下げる。
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