
No 中国語 ピンイン 日本語

1 票 piào チケット。切符。券。
2 一张票 yī zhāng piào チケット１枚。切符１枚。
3 两张票 liǎng zhāng piào チケット２枚。切符２枚。
4 券 quàn 券。切符。証書。
5 一张券 yī zhāng quàn 券１枚。
6 两张券 liǎng zhāng quàn 券２枚。
7 大人票 dàrén piào 大人チケット。
8 成人票 chéngrén piào 大人チケット。成人チケット。
9 ⻘年票 qīngnián piào ⻘年チケット。ユースチケット。
10 学生票 xuéshēng piào 学生チケット。
11 儿童票 értóng piào 子供チケット。
12 小孩票 xiǎohái piào 子供チケット。
13 婴儿票 yīng'ér piào 幼児チケット。
14 婴儿免费 yīng'ér miǎnfèi 幼児は無料。
15 宝宝是免费的 bǎobǎo shì miǎnfèi de 赤ちゃんは無料です。
16 老人票 lǎorén piào 高齢者チケット。
17 老年票 lǎonián piào 高齢者チケット。
18 六十五岁以上老年人免费 liùshíwǔ suì yǐshàng lǎonián rén miǎnfèi ６５歳以上の高齢者は無料。
19 残疾人专用票 cánjí rén zhuānyòng piào 障害者専用切符。
20 外国人专用票 wàiguó rén zhuānyòng piào 外国人専用切符。
21 普通票 pǔtōng piào 一般チケット。普通乗車券。
22 优惠票 yōuhuì piào 優待チケット。割引きチケット。
23 优惠券 yōuhuì quàn 優待券。クーポン。
24 优待券 yōudài quàn 優待券。クーポン。
25 折扣券 zhékòu quàn 割引券。
26 学生优惠票 xuéshēng yōuhuì piào 学生割引チケット。学生割引切符。
27 老年优惠票 lǎonián yōuhuì piào 高齢者割引チケット。高齢者割引切符。
28 半票 bànpiào 半額チケット。
29 半价票 bànjià piào 半額チケット。
30 高价票 gāojià piào プラチナチケット。高額チケット。
31 门票 ménpiào 入場券。
32 入场券 rùchǎngquàn 入場券。
33 单程票 dānchéng piào 片道切符。片道チケット。
34 往返票 wǎngfǎn piào 往復切符。往復チケット。
35 来回票 láihuí piào 往復切符。往復チケット。
36 全程票 quánchéng piào 全行程の切符。往復チケット。
37 单程⻋票 dānchéng chēpiào 片道乗車券。片道チケット。
38 往返⻋票 wǎngfǎn chēpiào 往復乗車券。往復チケット。
39 一票通 yīpiàotōng フリーパスチケット。
40 一天通票 yī tiān tōngpiào １day フリーパス。
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41 无限制通行证 wú xiànzhì tōngxíngzhèng フリーパス通行証。
42 交通卡 jiāotōng kǎ 交通カード。チャージ式ＩＣカード。
43 月票 yuèpiào 月ぎめの定期券。
44 定期票 dìngqí piào 定期券。
45 周游券 zhōuyóu quàn 周遊券。
46 机票 jīpiào 航空券。
47 ⻜机票 fēijī piào 航空券。
48 登机牌 dēngjī pái 飛行機の搭乗券。
49 船票 chuán piào 乗船券。
50 头等舱 tóuděng cāng 飛行機、船のファーストクラス。
51 一等舱 yīděng cāng 飛行機、船のファーストクラス。
52 商务舱 shāngwù cāng 飛行機、船のビジネスクラス。
53 经济舱 jīngjì cāng 飛行機、船のエコノミークラス。
54 ⻋票 chēpiào 列車、バスなどの乗車券。
55 乘⻋证 chéngchē zhèng 乗車証。
56 汽⻋票 qìchē piào バスなど車の乗車券。
57 火⻋票 huǒchē piào 電車の切符。列車乗車券。
58 高铁票 gāotiě piào 高速鉄道のチケット。
59 高铁⻋票 gāotiě chēpiào 高速鉄道のチケット。
60 ⻓程⻋票 chángchéng chēpiào ⻑距離切符。
61 快⻋票 kuàichē piào 急行乗車券。
62 准快⻋票 zhǔnkuài chēpiào 準急乗車券。
63 加快票 jiākuài piào 特急券。
64 普通⻋票 pǔtōng chēpiào 普通乗車券。
65 地铁票 dìtiě piào 地下鉄の切符。
66 地铁⻋票 dìtiě chēpiào 地下鉄の切符。
67 座位票 zuòwèi piào 座席券。
68 对号座 duìhào zuò 指定席。
69 对号票 duìhào piào 指定券。
70 对号入座 duìhàorùzuò 座席指定あり。
71 非对号入座 fēi duìhàorùzuò 座席指定なし。
72 头等 tóuděng 一等。ファーストクラス。
73 一等 yīděng 一等。ファーストクラス。
74 二等 èrděng 二等。
75 商务座 shāngwù zuò ビジネスクラスの席。
76 一等座 yīděng zuò 一等席。
77 二等座 èrděng zuò 二等席。
78 头等票 tóuděng piào 一等席のチケット。
79 一等票 yīděng piào 一等席のチケット。
80 软座 ruǎnzuò 一等席。グリーン席。
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81 硬座 yìngzuò 普通座席。
82 软席 ruǎnxí 一等席。グリーン席。
83 硬席 yìngxí 普通座席。
84 卧铺票 wòpù piào 寝台券。
85 软臥 ruǎnwò 一等寝台。
86 硬臥 yìngwò 二等寝台。
87 无座 wúzuò 指定席がない。立席。
88 散座 sǎnzuò 自由席。
89 站台票 zhàntái piào 駅の入場券。
90 月台票 yuètái piào 駅の入場券。
91 ⻋窗 chē chuāng 窓際。
92 过道 guò dào 通路側。
93 靠窗的座位 kào chuāng de zuòwèi 窓際の席。
94 中间的座位 zhōngjiān de zuòwèi 真ん中の席。
95 靠过道的座位 kào guòdào de zuòwèi 通路側の席。
96 靠走道的座位 kào zǒudào de zuòwèi 通路側の席。
97 靠边的座位 kào biān de zuòwèi 端の席。
98 前边的座位 qiánbian de zuòwèi 前方の席。
99 ⻜机中间位置 fēijī zhōngjiān wèizhì 飛行機の真ん中位置。
100 后边的座位 hòubian de zuòwèi 後方の席。
101 前排 qiánpái 前列。
102 中间 zhōngjiān 中間。まん中。
103 后排 hòupái 後列。
104 前面的座位 qiánmiàn de zuòwèi 前の座席。
105 后面的座位 hòumiàn de zuòwèi 後ろの座席。
106 去程票 qùchéng piào 行きのチケット。行きの切符。
107 回程票 huíchéng piào 帰りのチケット。帰りの切符。
108 返程票 fǎnchéng piào 帰りのチケット。帰りの切符。
109 去程机票 qùchéng jīpiào 行きの飛行機チケット。
110 回程机票 huíchéng jīpiào 帰りの飛行機チケット。
111 返程机票 fǎnchéng jīpiào 帰りの飛行機チケット。
112 去程⻋票 qùchéng chēpiào 行きの切符。
113 回程⻋票 huíchéng chēpiào 帰りの切符。
114 返程⻋票 fǎnchéng chēpiào 帰りの切符。
115 行李牌 xíngli pái 荷物引き換え券。
116 电影票 diànyǐng piào 映画のチケット。
117 演唱会的门票 yǎnchànghuì de ménpiào コンサートのチケット。
118 音乐会的票 yīnyuèhuì de piào 音楽会のチケット。
119 球票 qiúpiào 球技の観戦チケット。
120 足球比赛门票 zúqiú bǐsài ménpiào サッカーの試合のチケット。
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121 世界杯门票 shìjièbēi ménpiào ワールドカップのチケット。
122 戏票 xìpiào 劇やパフォーマンスを見るチケット。
123 站票 zhànpiào 席無しチケット。立ち見席のチケット。
124 舞会票 wǔhuì piào ダンスパーティーの券。
125 招待券 zhāodàiquàn 招待券。
126 邀请票 yāoqǐng piào 招待券。
127 旅游票 lǚyóu piào 観光券。ツアーチケット。
128 游览票 yóulǎn piào 観光券。ツアーチケット。
129 环游票 huányóupiào 観光券。ツアーチケット。
130 旅游门票 lǚyóu ménpiào 観光地の入場券。
131 景点门票 jǐngdiǎn ménpiào 観光地の入場券。
132 旅游券 lǚyóu quàn 観光券。旅行券。
133 游览券 yóulǎn quàn 観光券。旅行券。
134 减价游览票 jiǎnjià yóulǎn piào 割引きのツアーチケット。
135 特价票 tèjià piào 格安チケット。
136 餐券 cānquàn 食券。
137 饭票 fàn piào 食券。
138 ⻢券 mǎquàn 馬券。
139 中彩的⻢券 zhòngcǎi de mǎquàn 当たり馬券。
140 彩票 cǎipiào 宝くじ。
141 彩券 cǎiquàn 宝くじ。
142 粮票 liángpiào 穀物配給切符。
143 股票 gǔpiào 株券。
144 汽油票 qìyóu piào ガソリン配給切符。
145 挂号证 guàhào zhèng 登録券。診察券。
146 整理券 zhěnglǐ quàn 整理券。
147 停⻋票 tíngchē piào 駐車券。
148 抽奖券 chōujiǎng quàn 抽選券。
149 奖券 jiǎng quàn 抽選券。
150 通票 tōngpiào 通し切符。連絡乗車券。
151 换⻋票 huànchē piào 乗り換え切符。
152 联运票 liányùn piào 複数の交通機関に通して使える切符。連絡切符。
153 联票 liánpiào つなぎ目がある切符。切り取り式の切符。
154 假票 jiǎpiào にせのチケット。にせの切符。
155 免票 miǎnpiào 無料。無料切符。
156 当天出售的票 dàngtiān chūshòu de piào 当日販売のチケット。
157 预售票 yùshòu piào 前売りチケット。
158 礼品卡片 lǐpǐn kǎpiàn ギフトカード。
159 礼券 lǐquàn ギフト券。
160 商品券 shāngpǐn quàn 商品券。

チケット、切符、券  4/5

4



No 中国語 ピンイン 日本語

161 商品兑换券 shāngpǐn duìhuàn quàn 商品引き換え券。
162 兑换券 duìhuàn quàn 引き換え券。
163 交换券 jiāohuàn quàn 引き換え券。
164 购物券 gòuwù quàn 商品券。クーポン券。
165 购买券 gòumǎi quàn 購入券。
166 购货券 gòuhuò quàn 購入券。
167 正券 zhèng quàn 半券付き券のメインのほう。
168 副券 fù quàn 半券。
169 代币券 dàibì quàn 金券。
170 代金券 dàijīn quàn 金券。
171 外汇兑换券 wàihuì duìhuàn quàn 外貨兌換券。
172 外汇券 wàihuìquàn 外貨兌換券。
173 票带来了吗? piào dài lái le ma チケット持ってきましたか。
174 请先买票 qǐng xiān mǎi piào 先にチケットをお買い求めください。
175 票卖完了 piào mài wán le チケットは完売です。
176 票卖光了 piào mài guāng le チケットは完売です。
177 售票 shòu piào チケット販売。
178 售票处 shòupiàochù 切符売り場。
179 售票机 shòupiàojī 券売機。
180 收票 shōu piào チケット回収。
181 不收门票 bù shōu ménpiào 入場券がいらない。
182 订票 dìngpiào チケットを予約する。
183 预订票 yùdìng piào チケットを予約する。
184 请出示一下⻋票 qǐng chūshì yīxià chēpiào 乗車券を提示してください。
185 查票 chá piào 切符確認。
186 剪票 jiǎnpiào 改札する。
187 剪票口 jiǎnpiào kǒu 改札口。
188 检票 jiǎnpiào 改札する。
189 检票口 jiǎnpiào kǒu 改札口。
190 凭票 píngpiào 券や切符と引き換えに〜する。
191 凭票入场 píngpiào rùchǎng チケットで入場する。
192 丢失了票 diūshī le piào 切符を失くした。チケットを失くした。
193 打票 dǎpiào 切符を買う。
194 打⻋票 dǎ chēpiào 乗車券を買う。
195 购票 gòu piào チケットを購入する。
196 买票 mǎi piào チケットを買う。
197 出售门票 chūshòu ménpiào 入場券を販売する。
198 票的正面 piào de zhèngmiàn チケットのおもて。
199 票的背面 piào de bèimiàn チケットのうら。
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