
No 中国語 ピンイン 日本語

1 ⻜机 fēijī 飛行機。
2 客机 kèjī 旅客機。
3 喷气式⻜机 pēnqì shì fēijī ジェット機。
4 螺旋桨⻜机 luóxuánjiǎng fēijī プロペラ機。
5 小型喷气机 xiǎoxíng pēnqì jī 小型ジェット機。
6 小型商务⻜机 xiǎoxíng shāngwù fēijī 小型ビジネス機。
7 私人⻜机 sīrén fēijī プライベート機。
8 赛斯纳⻜机 sàisīnà fēijī セスナ機。
9 塞斯纳⻜机 sāisīnà fēijī セスナ機。
10 巨型喷气机 jùxíng pēnqì jī ジャンボジェット機。
11 巨型喷气客机 jùxíng pēnqì kèjī ジャンボジェット機。
12 珍宝机 zhēnbǎojī ジャンボジェット機。
13 珍宝客机 zhēnbǎo kèjī ジャンボジェット機。
14 政府专机 zhèngfǔ zhuānjī 政府専用機。
15 ⺠用⻜机 mínyòng fēijī ⺠間機。
16 ⺠用航空 mínyòng hángkōng ⺠間航空。
17 ⺠航 mínháng ⺠間航空。
18 货运⻜机 huòyùn fēijī 貨物機。
19 货机 huòjī 貨物機。
20 直升机 zhíshēngjī ヘリコプター。
21 战机 zhànjī 戦闘機。
22 战斗机 zhàndòujī 戦闘機。
23 歼击机 jiānjījī 戦闘機。
24 隐形⻜机 yǐnxíng fēijī ステルス機。
25 隐身⻜机 yǐnshēn fēijī ステルス機。
26 水陆两用⻜机 shuǐlù liǎng yòng fēijī 水陸両用飛行機。
27 水陆两栖⻜机 shuǐlù liǎngqī fēijī 水陸両用飛行機。
28 无人驾驶⻜机 wúrén jiàshǐ fēijī 無人飛行機。
29 无人机 wúrén jī 無人飛行機。ドローン。
30 四旋翼⻜行器 sì xuányì fēixíngqì ドローン。
31 四轴⻜行器 sì zhóu fēixíngqì ドローン。
32 航班 hángbān 飛行便。
33 货机航班 huòjī hángbān 貨物便。
34 货运航班 huòyùn hángbān 貨物便。
35 客机航班 kèjī hángbān 旅客便。
36 机场 jīchǎng 空港。
37 航班楼 hángbānlóu ターミナル。
38 一号航站楼 yī hào hángzhànlòu 第一ターミナル。T1。
39 二号航站楼 èr hào hángzhànlòu 第二ターミナル。T2。
40 一楼 yī lóu 一階。
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41 二楼 èr lóu 二階。
42 地下一层 dìxià yī céng 地下一階。
43 国内航线 guónèi hángxiàn 国内線。
44 国内航班 guónèi hángbān 国内便。
45 国际航线 guójì hángxiàn 国際線。
46 国际航班 guójì hángbān 国際便。
47 问询 wènxún 案内。インフォメーション。
48 问讯处 wènxùnchù 案内。インフォメーション。
49 指南 zhǐnán 案内。手引き。指針。
50 小册子 xiǎocèzi パンフレット。
51 航空公司 hángkōng gōngsī 航空会社。
52 办理乘机手续 bànlǐ chéngjī shǒuxù チェックイン手続き。
53 办票柜台 bànpiào guìtái チェックインカウンター。
54 保险柜台 bǎoxiǎn guìtái 保険取り扱いカウンター。
55 服务柜台 fúwù guìtái サービスカウンター。
56 服务中心 fúwù zhōngxīn サービスセンター。
57 服务台 fúwùtái 受付。カウンター。
58 出发大厅 chūfā dàtīng 出発ロビー。
59 到达 dàodá 到着。
60 出境 chūjìng 出国。
61 入境 rùjìng 入国。
62 安全检查 ānquán jiǎnchá 保安検査。
63 边防检查 biānfáng jiǎnchá 出入国検問。
64 出境审查 chūjìng shěnchá 出国審査。
65 入境审查 rùjìng shěnchá 入国審査。
66 检疫 jiǎnyì 検疫(けんえき)。
67 海关 hǎiguān 税関。
68 行李提取 xíngli tíqǔ 荷物受け取り。
69 行李寄存 xíngli jìcún 手荷物預かり。
70 失物招领处 shīwù zhāolǐng chù 遺失物受取所。
71 中转 zhōngzhuǎn 乗り継ぎ。
72 转机 zhuǎn jī 飛行機の乗り継ぎ。
73 入口 rùkǒu 入口。
74 出口 chūkǒu 出口。
75 太平门 tàipíngmén 非常口。
76 台阶 táijiē ステップ。石段。
77 楼梯 lóutī 階段。
78 电动扶梯 diàndòng fútī エスカレーター。
79 电梯 diàntī エレベーター。
80 升降机 shēngjiàngjī エレベーター。
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81 手推⻋ shǒutuīchē カート。
82 行李⻋存放处 xíngli chē cúnfàng chù カート置き場。
83 购物 gòuwù ショッピング。
84 商店 shāngdiàn 商店。
85 免税店 miǎnshuì diàn 免税店。
86 美食 měishí グルメ。
87 餐饮 cānyǐn 飲食。
88 餐厅 cāngtīng レストラン。
89 咖啡厅 kāfēi tīng 喫茶店。
90 候机厅 hòujī tīng 搭乗待合所。
91 登机口 dēngjīkǒu 搭乗口。
92 班机时刻表 bānjī shíkèbiǎo フライトボード。フライト時刻表。
93 外币兑换 wàibì duìhuàn 外貨両替。
94 洗手间 xǐshǒujiān トイレ。
95 吸烟室 xīyān shì 喫煙ルーム。
96 ⺟婴室 mǔ yīng shì ⺟子室。ベビールーム。
97 贵宾室 guìbīn shì VIPルーム。ラウンジ。
98 停⻋场 tíngchē chǎng 駐車場。
99 候⻋点 hòuchē diǎn 車の乗り場。
100 机场大巴 jīchǎng dàbā 空港リムジンバス。
101 ⻓途汽⻋ chángtú qìchē ⻑距離バス。
102 机场专线⻋ jīchǎng zhuānxiàn chē エアポートバス。
103 跑道 pǎodào 滑走路。
104 自助取票机 zìzhù qǔ piào jī セルフ発券機。自動チェックイン機。
105 自动售票机 zìdòng shòupiào jī 自動券売機。
106 头等舱 tóuděng cāng ファーストクラス。
107 商务舱 shāngwù cāng ビジネスクラス。
108 经济舱 jīngjì cāng エコノミークラス。
109 团体 tuántǐ 団体。
110 跟团 gēntuán 団体で。
111 报团 bàotuán ツアー。
112 自由行 zìyóuxíng 個人旅行。
113 个人旅行 gèrén lǚxíng 個人旅行。
114 ⻜机票 fēijī piào 航空券。
115 机票 jī piào 航空券。
116 往返票 wǎngfǎn piào 往復切符。
117 单程票 dānchéng piào 片道切符。
118 去程票 qùchéng piào 行きの切符。
119 返程票 fǎnchéng piào 帰りの切符。
120 回程票 huíchéng piào 帰りの切符。
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121 行李票 xíngli piào 荷物預かり証。
122 行李牌 xínglipái 荷物預かり証。
123 登机牌 dēngjī pái 搭乗券。
124 护照 hùzhào パスポート。
125 身份证 shēnfēn zhèng 身分証明書。
126 航班号 hángbān hào フライト便名。
127 靠窗的座位 kào chuāng de zuòwèi 窓側座席。
128 靠通道的座位 kào tōngdào de zuòwèi 通路側座席。
129 中间的座位 zhōngjiān de zuòwèi 中間の座席。
130 靠前的座位 kào qián de zuòwèi 前方の座席。
131 靠后的座位 kào hòu de zuòwèi 後方の座席。
132 挨着坐 āi zhe zuò 隣に座る。
133 并排坐 bìngpái zuò 隣に座る。
134 下一班⻜机 xià yī bān fēijī 次の飛行機便。
135 取消 qǔxiāo 取り消し。キャンセル。
136 不可更改 bùkě gēnggǎi 変更不可。
137 不可退款 bùkě tuìkuǎn 払い戻し不可。
138 变更许可 biàngēng xúké 変更を許可。
139 等退票 děng tuìpiào キャンセル待ち。
140 等待名单 děngdài mìngdān キャンセル待ちリスト。
141 满座 mǎnzuò 満席。
142 满员 mǎnyuán 満員。
143 空座 kòngzuò 空席。
144 空位 kòngwèi 空き。
145 随身行李 suíshēn xíngli 手荷物。持ち込みする荷物。
146 手提行李 shǒutí xíngli 手荷物。持ち込みする荷物。
147 易碎品 yì suì pǐn 割れ物。
148 托运 tuōyùn 託送。荷物預け。
149 超过重量 chāoguò zhòngliàng 重量オーバー。
150 超重了 chāo zhòng le 重量オーバーしました。
151 超过尺寸 chāoguò chǐcun サイズオーバー。
152 数量上限 shùliàng shàngxiàn 数量の上限。
153 规定 guīdìng 規定。
154 加费 jiāfèi 料金追加。
155 加钱 jiā qián お金の追加。
156 追加费用 zhuījiā fèiyong 追加費用。
157 附加费用 fùjiā fèiyong 追加費用。
158 额外费用 éwài fèiyong 定額を超えた追加費用。
159 出境卡 chūjìng kǎ 出国カード。
160 入境卡 rùjìng kǎ 入国カード。
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161 签名 qiānmíng 署名。サイン。
162 在华住址 zài huá zhùzhǐ 中国滞在住所。
163 签证 qiānzhèng ビザ。
164 签发地 qiānfā dì 発行した場所。
165 目的 mùdì 目的。
166 商务 shāngwù ビジネス。
167 观光 guānguāng 観光。
168 工作 gōngzuò 仕事。
169 旅游 lǚyóu 旅行。
170 出示 chūshì 出して見せる。提示する。
171 提交 tíjiāo (処理が必要なものを)提出する。
172 申报 shēnbào 申告する。届け出る。
173 申报单 shēnbào dān 申告書。
174 上税 shàngshuì 課税。納税。
175 表格 biǎogé 記入用紙。表。
176 填写 tiánxiě 記入する。
177 漏记 lòu jì 記入漏れ。
178 写漏 xiě lòu 書き漏れ。
179 看漏 kàn lòu 見逃し。
180 漏报 lòubào 申告漏れ。
181 法律 fǎlǚ 法律。
182 违反 wéifǎn 違反。
183 违法 wéifǎ 違法。
184 超期滞留 chāoqī zhìliú オーバーステイ。
185 非法居留 fēifǎ jūliú 不法滞在。
186 无效 wúxiào 無効。
187 过期失效 guòqī shīxiào 期限切れ。期限が過ぎて失効(しっこう)。
188 罚款 fákuǎn 罰金。
189 不能带上⻜机 bùnéng dài shàng fēijī 飛行機持ち込みができない。
190 禁止携带 jìnzhǐ xiédài 持ち込み禁止。
191 严禁携带危险物品 yánjìn xiédài wēixiǎn wùpǐn 危険物持ち込み厳禁。
192 没收 mòshōu 没収。
193 废弃 fèiqì 廃棄する。
194 摘帽子 zhāi màozi 帽子を取る。
195 摘下眼镜 zhāi xià yǎnjìng 眼鏡を取る。
196 脱下上衣 tuō xià shàngyī 上着を脱ぐ。
197 大衣 dàyī オーバー。コート。
198 外套 wàitào オーバー。ジャケット。
199 皮带 pídài ベルト。
200 口袋里 kǒudai lǐ ポケットの中。
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201 脱鞋子 tuō xiézi 靴を脱ぐ。
202 脱靴子 tuō xuēzi ブーツを脱ぐ。
203 反过来 fǎnguòlai 反対に。逆に。体をひっくり返す。
204 转身 zhuǎnshēn 体の向きを変える。
205 电脑 diànnǎo パソコン。
206 雨伞 yǔsǎn 雨傘。
207 充电器 chōngdiànqì 充電器。
208 电池 diànchí 電池。
209 手机 shǒujī 携帯電話。
210 手表 shǒubiǎo 腕時計。
211 钱包 qiánbāo 財布。
212 饮料 yǐnliào 飲み物。
213 液体 yètǐ 液体。
214 喷雾罐 pēnwùguàn スプレー缶。
215 喷子 pēnzi スプレー。
216 软膏 ruǎngāo 軟膏(なんこう)。
217 药膏 yàogāo 膏薬(こうやく)。
218 雪花膏 xuěhuāgāo 化粧用クリーム。
219 药 yào 薬。
220 食品 shípǐn 食品。
221 植物 zhíwù 植物。
222 水果 shuǐguǒ 果物。
223 蔬菜 shūcài 野菜。
224 酒 jiǔ 酒。
225 香烟 xiāngyān タバコ。
226 香水 xiāngshuǐ 香水。
227 打火机 dǎhuǒjī ライター。
228 火柴 huǒchái マッチ。
229 小刀 xiǎodāo 小型ナイフ。
230 刃具 rènjù 刃物。
231 尖锐 jiānruì 鋭利だ。とがっている。
232 这个东⻄ zhège dōngxi このモノ。
233 皮包 píbāo 皮のかばん。
234 提包 tíbāo 手提げかばん。
235 背包 bēibāo リュックサック。
236 行李箱 xíngli xiāng スーツケース。トランク。
237 旅行箱 lǚxíng xiāng スーツケース。トランク。
238 打开 dǎkāi 開ける。
239 拿出 náchū 取り出す。
240 拿出来 náchūlái 取り出す。持ち出す。
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241 取出 qǔchū 取り出す。
242 联络方式 liánluò fāngshì 連絡方法。
243 金属探测器 jīnshǔ tàncèqì 金属探知機。
244 金属反应 jīnshǔ fǎnyìng 金属反応。
245 X光检测机 X guāng jiǎncèjī X線検査機。
246 广播 guǎngbō アナウンス。放送。
247 通知 tōngzhī お知らせ。連絡する。
248 状态 zhuàngtài 状態。
249 备注 bèizhù 注釈。
250 计划出发 jìhuà chūfā 計画の出発(の時刻)。
251 实际出发 shíjì chūfā 実際の出発(の時刻)。
252 起⻜ qǐfēi 離陸する。
253 已起⻜ yǐ qǐfēi すでに飛び立つ。
254 已出发 yǐ chūfā すでに出発。
255 已到达 yǐ dàodá すでに到着。
256 正在办票 zhèngzài bàn piào 搭乗手続き中。
257 登机 dēngjī 搭乗。搭乗手続き中。
258 催促登机 cuīcù dēngjī 搭乗の催促。
259 登机结束 dēngjī jiéshù 搭乗手続き終了。
260 候机 hòujī 飛行機待ち。
261 延误 yánwù 遅れ。
262 误点 wù diǎn 遅延。
263 晚点 wǎndiǎn 遅延する。遅れる。
264 准时 zhǔnshí 時間どおりに。定刻に。
265 早到 zǎodào 早く着く。到着が早まる。
266 取消 qǔxiāo 取り消しになる。キャンセルする。
267 延误原因 yánwù yuányīn 遅れの原因。
268 流量控制 liúliàng kòngzhì 交通量の制御。交通のコントロール。
269 航路天气 hánglù tiānqì 航路の天気。
270 乘客们 chéngkèmen 乗客の皆様。
271 旅客们 lǚkè men 旅客の皆様。
272 前往 qiánwǎng 〜行き。〜に進む。
273 请注意 qǐng zhùyì どうぞ注意してください。
274 暂时 zànshí しばらく。
275 临时 línshí 臨時に。臨時で。
276 起⻜ qǐfēi 飛び立つ。離陸する。
277 着陆 zhuólù 着陸する。
278 降落 jiàngluò 降下する。着陸する。
279 坐位 zuòwèi 座席。
280 座号 zuòhào 座席番号。
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281 行李架 xínglǐjià 荷物棚。
282 没有空间 méiyǒu kōngjiān スペースがありません。
283 关不上了 guānbushàng le 閉まらなくなりました。
284 机⻓ jīzhǎng 機⻑。
285 空乘人员 kōngchéng rényuán 客室乗務員。
286 空姐 kōngjiě スチュワーデス。
287 毛毯 máotǎn 毛布。
288 毯子 tǎnzi 毛布。
289 枕头 zhěntou 枕(まくら)。
290 眼罩 yǎnzhào アイマスク。
291 报纸 bàozhǐ 新聞。
292 杂志 zázhì 雑誌。
293 耳机 ěrjī イヤホン。ヘッドホン。
294 折叠餐桌 zhédié cānzhuō 折りたたみテーブル。
295 小桌 xiǎozhuō 座席テーブル。
296 扶手 fúshǒu ひじ掛け。手すり。
297 置物袋 zhìwùdài シートポケット。
298 遮阳板 zhēyángbǎn ブラインド。
299 遮光板 zhēguāngbǎn ブラインド。
300 空调 kōngtiáo 空調。エアコン。
301 读书灯 dúshū dēng 読書灯。
302 显示器 xiǎnshìqì モニター。
303 娱乐系统 yúlè xìtǒng エンタテイメントシステム。
304 节目 jiémù 番組。
305 频道 píndào チャンネル。
306 音乐 yīnyuè 音楽。
307 电影 diànyǐng 映画。
308 服务按钮 fúwù ànniǔ 呼び出しボタン。
309 呼叫铃 hūjiào líng 呼び出しボタン。
310 请按这里 qǐng àn zhèlǐ ここを押してください。
311 安全带 ānquándài シートベルト。
312 氧气罩 yǎngqìzhào 酸素マスク。
313 救生衣 jiùshēngyī 救命胴衣。
314 ⻜机杂志 fēijī zázhì 機内誌。
315 航空杂志 hángkōng zázhì 機内誌。
316 呕吐袋 ǒutùdài エチケット袋。
317 垃圾袋 lājīdài ゴミ袋。
318 ⻜机机身 fēijī jīshēn 機体。
319 机翼 jīyì 飛行機の翼。
320 滑轮 huálún 飛行機の車輪。
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321 喷气发动机 pēnqì fādòngjī ジェットエンジン。
322 紧急出口 jǐnjí chūkǒu 非常脱出口。
323 前边 qiánbian 前方。
324 中间 zhōngjiān 中ほど。真ん中。
325 后边 hòubian 後ろの方。
326 前面 qiánmian 前。
327 后面 hòumian 後ろ。裏側。
328 班机 bānjī 定期便。
329 包机 bāojī チャーター便。
330 时差 shíchā 時差。
331 当地时间 dāngdì shíjiān 現地時間。
332 北京时间 běijīng shíjiān 中国標準時間。
333 日本标准时 rìběn biāozhǔn shí 日本標準時間。
334 温度 wēndù 温度。
335 机上免税商品 jīshàng miǎnshuì shāngpǐn 機内免税品。
336 调直椅背 tiáozhí yǐbèi 背もたれをまっすぐに戻す。
337 湍流 tuānliú 乱気流。
338 雾浓 wù nóng 霧(きり)が深い。
339 雾大 wùdà 濃霧。
340 视度不良 shì dù bùliáng 視界が悪い。
341 正点 zhèngdiǎn 定刻どおり。
342 按时 ànshí 定刻どおり。
343 机内餐 jīnèicān 機内食。
344 ⻜机餐 fēijīcān 機内食。
345 开水 kāishuǐ お湯。
346 白开水 báikāishuǐ 白湯(さゆ)。すこし冷ました湯。
347 矿泉水 kuàngquán shuǐ ミネラルウォーター。
348 凉水 liángshuǐ 冷たい水。
349 茶 chá お茶。
350 绿茶 lǜchá 緑茶。
351 咖啡 kāfēi コーヒー。
352 红茶 hóngchá 紅茶。
353 白糖 báitáng 砂糖。
354 牛奶 niúnǎi ミルク。
355 奶茶 nǎichá ミルク入りのお茶。
356 橙汁 chéng zhī オレンジジュース。
357 苹果汁 píngguǒ zhī リンゴジュース。
358 椰子汁 yēzi zhī ココナッツジュース。ヤシのジュース。
359 可乐 kělè コーラ。
360 雪碧 xuěbì スプライト。
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361 王老吉 wánglǎojí 漢方飲料のブランド名。味は甘いお茶。
362 加多宝 jiāduōbǎo 漢方飲料のブランド名。味は甘いお茶。
363 啤酒 píjiǔ ビール。
364 葡萄酒 pútaojiǔ ワイン。葡萄酒。
365 红酒 hóng jiǔ (主に赤ワインを指す)ワイン。
366 红葡萄酒 hóng pútaojiǔ 赤ワイン。
367 白葡萄酒 bái pútaojiǔ 白ワイン。
368 冰块 bīngkuài 氷。氷のかたまり。
369 牛肉 niúròu 牛肉。
370 猪肉 zhūròu ブタ肉。
371 鸡肉 jīròu 鳥肉。
372 ⻥肉 yúròu 魚肉。
373 米饭 mǐfàn ご飯。めし。
374 面条 miàntiáo めん類。麺。
375 牛肉饭 niúròu fàn 牛肉ご飯。
376 牛肉面 niúròu miàn 牛肉麺。
377 面包 miànbāo パン。
378 粥 zhōu お粥(かゆ)。
379 中式 zhōngshì 中華の(食べ物)。
380 ⻄式 xīshì 洋式の(食べ物)。
381 中餐 zhōngcān 中華料理。
382 ⻄餐 xīcān 洋食。
383 收拾 shōushi かたずける。整理する。収拾する。修理する。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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