
No 中国語 ピンイン 日本語

1 公交⻋ gōngjiāochē 公共バス。路線バス。
2 公共汽⻋ gōnggòng qìchē 公共バス。路線バス。
3 公共⻋ gōnggòngchē 公共バス。路線バス。
4 巴士 bāshì バス。乗合自動車。
5 大巴 dàbā 大型バス。
6 中巴 zhōngbā 中型バス。
7 面包⻋ miànbāochē 小型バス。ワゴン車。
8 ⻋站 chēzhàn バス停。
9 公共⻋站 gōnggòngchē zhàn バス停。
10 公交⻋停靠处 gōngjiāo chē tíngkàochù バス停留所。
11 汽⻋站 qìchēzhàn バス停。バスターミナル。
12 客运站 kèyùnzhàn バスターミナル。
13 ⻓途汽⻋ chángtú qìchē ⻑距離バス。
14 豪华⻋ háohuá chē ⻑距離バス。デラックスバス。観光バス。
15 豪华大巴 háohuá dàbā ⻑距離バス。デラックスバス。観光バス。
16 商务大巴 shāngwù dàbā ビジネスクラス大型バス。
17 卧铺⻋ wòpù chē 寝台バス。
18 卧铺大巴 wòpù dàbā 寝台大型バス。
19 机场巴士 jīchǎng bāshì 空港バス。
20 机场大巴 jīchǎng dàbā 空港バス。
21 无轨电⻋ wúguǐ diànchē トロリーバス。
22 高速汽⻋ gāosù qìchē 高速バス。
23 双层公共汽⻋ shuāngcéng gōnggòng qìchē ２階建てバス。
24 校⻋ xiàochē スクールバス。
25 路线 lùxiàn 路線。
26 路线图 lùxiàn tú 路線図。
27 时刻表 shíkè biǎo 時刻表。
28 一号线 yī hào xiàn １号線。
29 二号线 èr hào xiàn ２号線。
30 司机 sījī 運転手。
31 售票员 shòupiàoyuán 切符を売る人。バスの車掌。
32 无人售票⻋ wúrén shòupiào chē ワンマンカー。
33 投币箱 tóubì xiāng ワンマンカーの運賃箱。
34 到站 dào zhàn 駅に着く。
35 ⻋费 chēfèi 切符の値段。車代。
36 票价 piàojià 切符の値段。
37 ⻋票 chēpiào 切符。
38 交通卡 jiāotōng kǎ 交通カード。交通ＩＣカード。
39 换⻋ huànchē 乗り換え。
40 倒⻋ dǎochē 乗り換え。
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41 座位 zuòwèi 座席。席。
42 坐位 zuòwèi 座席。席。
43 座椅 zuòyǐ シート。座席。
44 对号入座 duì hào rù zuò 指定席。
45 爱心专座 àixīn zhuān zuò 優先座席。
46 爱心座位 àixīn zuòwèi 優先座席。
47 博爱座 bó'ài zuò 優先座席。
48 老弱病残孕专座 lǎo ruò bìng cán yùn zhuān zuò 優先座席。
49 老幼病残孕专座 lǎo yòu bìng cán yùn zhuān zuò 優先座席。
50 优先席 yōuxiān xí 優先座席。
51 上⻋ shàngchē 乗車する。
52 下⻋ xiàchē 下車する。
53 上下⻋ shàngxià chē 乗降車。
54 上一站 shàng yī zhàn 前の駅。
55 下一站 xià yī zhàn 次の駅。
56 始发站 shǐfā zhàn 始発駅。
57 起点站 qǐdiǎn zhàn 始発駅。
58 终点站 zhōngdiǎn zhàn 終点。終着駅。
59 中途 zhōngtú 途中。
60 中间 zhōngjiān 中間。途中。
61 售票处 shòupiào chù 切符売り場。
62 售票机 shòupiào jī 券売機。
63 扶手 fúshou 手すり。
64 吊环 diàohuán つり輪。吊り革。
65 公交⻋门 gōngjiāochē mén バスのドア。
66 ⻋门 chēmén 車のドア。
67 ⻋门的台阶 chēmén de táijiē 車のドアのステップ。
68 下⻋按钮 xià chē ànniǔ 降車ボタン。
69 我要下⻋ wǒ yào xiàchē 私は降ります。
70 有下! yǒu xià 降ります。
71 在这里下⻋ zài zhèli xiàchē ここで降ります。
72 我在下一站下⻋ wǒ zài xià yī zhàn xiàchē 次の駅で降ります。
73 白坐⻋ bái zuò chē ただ乗り。
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