
No 中国語 ピンイン 日本語

1 单位 dānwèi 計量の単位。団体。部門。
2 ⻓度单位 chángdù dānwèi ⻑さの単位。
3 距离单位 jùlí dānwèi 距離の単位。
4 重量单位 zhòngliàng dānwèi 重量単位。
5 容量单位 róngliàng dānwèi 容量単位。
6 大小单位 dàxiǎo dānwèi 大きさの単位。サイズの単位。
7 货币单位 huòbì dānwèi 貨幣単位。
8 公里 gōnglǐ Km (キロメートル)。
9 米 mǐ m (メートル)。
10 厘米 límǐ cm (センチメートル)。
11 毫米 háomǐ mm (ミリメートル)。
12 里 lǐ 0.5Km / 500m。※中国の伝統的な慣用単位。

13 尺 chǐ 1mの3分の1 / 約33cm。※中国の伝統的な慣用単位。

14 寸 cùn 尺の10分の1 / 約3.3cm。※中国の伝統的な慣用単位。

15 分 fēn 尺の100分の1 / 約3.3mm。※中国の伝統的な慣用単位。

16 平方公里 píngfāng gōnglǐ K㎡ (平方キロメートル)。
17 平方米 píngfāng mǐ ㎡ (平方メートル)。
18 平方厘米 píngfāng límǐ c㎡  (平方センチメートル)。
19 平方尺 píngfāng chǐ 約0.1㎡。※中国の伝統的な慣用単位。

20 立方米 lìfāng mǐ ㎥ (立法メートル)。
21 立方厘米 lìfāng límǐ c㎥ (立法センチメートル)。
22 吨 dūn t (トン)。
23 公斤 gōngjīn Kg (キログラム)。
24 克 kè g (グラム)。
25 毫克 háokè mg (ミリグラム)。
26 斤 jīn 0.5Kg / 500g。※中国の伝統的な慣用単位。

27 两 liǎng 斤の10分の1 / 50g。※中国の伝統的な慣用単位。

28 公升 gōngshēng ℓ (リットル)。
29 分升 fēnshēng dℓ (デシリットル)。
30 毫升 háoshēng mℓ (ミリリットル)。
31 立方厘米 lìfāng límǐ cc (シーシー)。
32 斗 dǒu 10ℓ。※中国の伝統的な慣用単位。

33 升 shēng 1ℓ。※中国の伝統的な慣用単位。

34 英寸 yīngcùn ⻑さの単位のインチ。
35 英尺 yīngchǐ ⻑さの単位のフィート。
36 码 mǎ 距離の単位のヤード。
37 英里 yīnglǐ 距離の単位のマイル。
38 迈 mài 距離の単位のマイル。
39 磅 bàng 重さの単位のポンド。
40 盎司 àngsī 重さの単位のオンス。
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41 公亩 gōngmǔ 面積の単位のアール。
42 公顷 gōngqǐng 面積の単位のヘクタール。
43 度 dù 温度、体温、角度、緯度、アルコール度の度数。
44 伏特 fútè 電力のＶ(ボルト)。
45 伏 fú 電力のＶ(ボルト)。
46 安培 ānpéi 電力のＡ(アンペア)。
47 安 ān 電力のＡ(アンペア)。
48 欧姆 ōumǔ 電気抵抗のΩ(オーム)。
49 欧 ōu 電気抵抗のΩ(オーム)。
50 瓦特 wǎtè 電力のＷ (ワット)。
51 瓦 wǎ 電力のＷ (ワット)。
52 字节 zìjié データ容量のバイト。
53 兆字节 zhàozìjié データ容量のメガバイト。
54 吉字节 jízìjié データ容量のギガバイト。
55 千兆字节 qiānzhàozìjié データ容量のギガバイト。
56 太字节 tàizìjié データ容量のテラバイト。
57 万亿字节 wànyìzìjié データ容量のテラバイト。
58 卡 kǎ 熱量の単位のカロリー。
59 千卡 qiānkǎ 熱量の単位のキロカロリー。
60 小时 xiǎoshí 〜時間。
61 个小时 ge xiǎoshí 〜時間。
62 分 fēn 〜分。
63 分钟 fēnzhōng 〜分。〜分間。
64 秒 miǎo 〜秒。
65 秒钟 miǎozhōng 〜秒。〜秒間。
66 特大号 tè dà hào 特大サイズ。
67 加大号 jiā dà hào 大きめサイズ。
68 大号 dà hào Ｌサイズ。大きいサイズ。
69 中号 zhōng hào Ｍサイズ。中サイズ。普通サイズ。
70 小号 xiǎo hào Ｓサイズ。小さいサイズ。
71 加小号 jiā xiǎo hào 小さめサイズ。
72 特小号 tè xiǎo hào 特に小さめサイズ。
73 Ｌ号 L hào Ｌサイズ。
74 Ｍ号 M hào Ｍサイズ。
75 Ｓ号 S hào Ｓサイズ。
76 全⻓ quáncháng 全⻑。
77 高度 gāodù 高度。
78 海拔 hǎibá 海抜。
79 ⻓ cháng ⻑さ。⻑い方の⻑さ。奥⾏。
80 宽 kuān 短い方の⻑さ。幅。
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81 高 gāo 高さ。
82 直径 zhíjìng 直径。
83 深 shēn 深さ。
84 深度 shēndù 深さ。
85 深浅 shēnqiǎn 深さ。
86 距离 jùlí 距離。
87 间隔 jiàngé 間隔。
88 相隔 xiānggé 隔たる。
89 离 lí 〜から。〜まで。
90 时速 shísù 時速。
91 每小时公里 měi xiǎoshí gōnglǐ 時速のキロ数。
92 宽度 kuāndù 広さ。幅。
93 宽窄 kuānzhǎi 広さ。幅。
94 面积 miànjī 面積。
95 体积 tǐjī 体積。
96 容积 róngjī 容積。
97 容量 róngliàng 容量。
98 重量 zhòngliàng 重さ。重量。
99 分量 fènliang 重さ。目方。
100 电力 diànlì 電力。
101 身高 shēngāo 身⻑。
102 身⻓ shēncháng 身⻑。
103 个子 gèzi 背丈。背格好。
104 体重 tǐzhòng 体重。
105 领围 lǐng wéi 首回り。
106 肩宽 jiānkuān 肩幅。
107 手臂⻓度 shǒubì chángdù 腕の⻑さ。
108 全臂⻓ quán bì cháng 腕の⻑さ。
109 胸围 xiōngwéi 胸囲。バストサイズ。
110 腰围 yāowéi 腰回り。ウエストサイズ。
111 臀围 túnwéi 尻回り。ヒップサイズ。
112 腿⻓ tuǐ cháng 脚の⻑さ。
113 大腿围 dàtuǐ wéi 太もも回り。
114 下裆⻓ xiàdāng cháng ズボンの股のつけ根から下の部分の⻑さ。股下⻑さ。
115 尺寸表 chǐcùn biǎo サイズ表。
116 标准 biāozhǔn 標準。基準。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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