
No 中国語 ピンイン 日本語

1 烟 yān タバコ。煙。
2 烟草 yāncǎo 植物のタバコ。
3 香烟 xiāngyān 紙巻きタバコ。線香の煙。
4 薄荷味香烟 bòhé wèi xiāngyān メンソールのタバコ。
5 纸烟 zhǐyān 紙巻きタバコ。
6 烟卷儿 yānjuǎnr 巻きタバコ。
7 卷烟 juǎnyān 巻きタバコ。葉巻。
8 雪茄 xuějiā シガー。葉巻。
9 雪茄烟 xuějiāyān シガー。葉巻。
10 烟斗 yāndǒu 刻みタバコのパイプ。
11 烟嘴儿 yānzuǐr 紙巻タバコのパイプ。
12 水烟 shuǐyān 水たばこ。
13 过滤嘴儿 guòlǜzuǐr タバコのフィルター。
14 过滤嘴儿香烟 guòlǜzuǐr xiāngyān フィルター付きタバコ。
15 电子烟 diànzǐ yān 電子タバコ。
16 过滤烟嘴 guòlǜ yānzuǐ フィルターシガレットホルダー。
17 戒烟烟嘴 jièyān yānzuǐ タバコ型の禁煙グッズ。禁煙パイポの類。
18 戒烟药 jièyān yào 禁煙薬。
19 戒烟用药 jièyān yòngyào 禁煙薬。
20 戒烟药物 jièyān yàowù 禁煙薬。
21 戒烟糖 jièyān táng 禁煙キャンディー。
22 戒烟口香糖 jièyān kǒuxiāngtáng 禁煙ガム。
23 戒烟贴 jièyān tiē 禁煙パッチ。
24 烟具 yānjù 喫煙用具。
25 打火机 dǎhuǒjī ライター。
26 火柴 huǒchái マッチ。
27 火柴盒 huǒcháihé マッチ箱。
28 烟灰缸 yānhuīgāng 灰皿。
29 烟缸 yāngāng 灰皿。
30 烟灰碟 yānhuīdié 灰皿。
31 烟碟 yāndié 灰皿。
32 便携式烟灰缸 biànxiéshì yānhuīgāng 携帯灰皿。
33 便携烟灰缸 biànxié yānhuīgāng 携帯灰皿。
34 随身烟灰缸 suíshēn yānhuīgāng 携帯灰皿。
35 ⻋载烟灰缸 chēzài yānhuīgāng 車載灰皿。
36 ⻋用烟灰缸 chē yòng yānhuīgāng 車用の灰皿。
37 汽⻋烟灰缸 qìchē yānhuīgāng 車用の灰皿。
38 烟盒 yānhé タバコの箱。シガレットケース。
39 吸烟 xīyān タバコを吸う。アヘンを吸う。
40 抽烟 chōuyān タバコを吸う。
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41 吸烟者 xīyānzhě 喫煙者。
42 不吸烟者 bù xīyānzhě 非喫煙者。
43 吸烟的人 xīyān de rén 喫煙者。
44 不吸烟的人 bù xīyān de rén 非喫煙者。
45 抽烟的人 chōuyān de rén 喫煙者。
46 不抽烟的人 bù chōuyān de rén 非喫煙者。
47 喜欢吸烟的人 xǐhuān xīyān de rén タバコ好きな人。
48 喜欢抽烟的人 xǐhuān chōuyān de rén タバコ好きな人。
49 爱吸烟的人 ài xīyān de rén 愛煙家。
50 爱抽烟的人 ài chōuyān de rén 愛煙家。
51 烟⺠ yānmín 愛煙家。喫煙者。
52 烟⻤ yānguǐ ヘビースモーカー。アヘン中毒者。
53 烟瘾大的人 yānyǐn dà de rén ヘビースモーカー。
54 ⽼烟⻤ lǎo yānguǐ ヘビースモーカー。チェーンスモーカー。
55 连续抽烟的人 liánxù chōuyān de rén チェーンスモーカー。
56 尼古丁 nígǔdīng ニコチン。
57 烟碱 yānjiǎn ニコチン。
58 烟头 yāntóu 吸い殻。
59 烟灰 yānhuī タバコの灰
60 香烟的烟雾 xiāngyān de yānwù タバコの煙。
61 烟味 yānwèi タバコの臭い。
62 烟味儿 yānwèir タバコの臭い。
63 香烟味 xiāngyān wèi タバコの臭い。
64 香烟的味道 xiāngyān de wèidào タバコの臭い。タバコの味。
65 被动吸烟 bèidòng xīyān 受動喫煙。
66 间接吸烟 jiànjiē xīyān 受動喫煙。
67 二手烟 èrshǒu yān 受動喫煙。
68 点烟 diǎn yān タバコに火をつける。
69 点上香烟的火 diǎn shàng xiāngyān de huǒ タバコに火をつける。
70 点火 diǎnhuǒ 火をつける。
71 燃 rán 燃える。燃やす。火をつける。
72 熄灭 xīmiè 火や明かりを消す。消える。
73 掐灭 qiā miè 火を揉み消す。
74 灭火 mièhuǒ 火を消す。
75 对火 duìhuǒ タバコからタバコに火をつける。
76 对火儿 duìhuǒr タバコからタバコに火をつける。
77 对个火 duì ge huǒ タバコをくっつけて火を借して。
78 对个火儿 duì ge huǒr タバコをくっつけて火を借して。
79 请借个火 qǐng jiè ge huǒ 火を貸してください。
80 禁止吸烟 jìnzhǐ xīyān 喫煙禁止。
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81 严禁吸烟 yánjìn xīyān 喫煙厳禁。
82 请勿吸烟 qǐng wù xīyān タバコを吸わないでください。
83 戒烟 jièyān 喫煙をやめる。禁煙する。禁煙。
84 禁烟 jìnyān 禁煙。
85 断烟 duànyān タバコをやめる。
86 忌烟 jìyān タバコをやめる。
87 吸烟处 xīyān chù 喫煙所。
88 吸烟区 xīyān qū 喫煙エリア。スモーキングエリア。
89 吸烟席 xīyān xí 喫煙席。
90 吸烟室 xīyān shì 喫煙室。
91 控烟室 kòngyān shì 喫煙換気制御室。
92 吸烟房 xīyān fáng 喫煙できる部屋。
93 能抽烟的房间 néng chōuyān de fángjiān 喫煙できる部屋。
94 可以抽烟的房间 kěyǐ chōuyān de fángjiān 喫煙できる部屋。
95 吸烟角 xīyān jiǎo 喫煙コーナー。
96 吸烟亭 xīyān tíng 喫煙ブース。
97 非吸煙区 fēi xīyān qū ノンスモーキングエリア。
98 禁烟席 jìnyān xí 禁煙席。
99 禁烟室 jìnyān shì 禁煙室。
100 非吸烟房 fēi xīyān fáng 禁煙室。
101 禁烟房 jìnyān fáng 禁煙室。
102 禁烟房间 jìnyān fángjiān 禁煙の部屋。
103 无烟房间 wú yān fángjiān 禁煙の部屋。
104 本店禁止吸烟 běndiàn jìnzhǐ xīyān 本店は禁煙です。
105 提供吸烟区及非吸烟区 tígōng xīyān qū jí fēi xīyān qū 喫煙エリアと非喫煙エリアを提供してます。分煙です。
106 敬烟 jìngyān タバコをすすめる。
107 来根烟吧 lái gēn yān ba タバコをどうぞ。
108 请用烟 qǐng yòng yān タバコをどうぞ。
109 一支香烟 yī zhī xiāngyān タバコ一本。
110 一根香烟 yī gēn xiāngyān タバコ一本。
111 一盒香烟 yī hé xiāngyān タバコ一箱。
112 一包香烟 yī bāo xiāngyān タバコ一箱。
113 一条烟 yī tiáo yān タバコ１カートン。
114 一条香烟 yī tiáo xiāngyān タバコ１カートン。
115 一听香烟 yī tīng xiāngyān タバコ一缶。
116 一筒香烟 yī tǒng xiāngyān タバコ一缶。
117 一毫克 yī háokè １ミリグラム。
118 味道浓的香烟 wèidào nóng de xiāngyān 味の濃いタバコ。
119 味道淡的香烟 wèidào dàn de xiāngyān 味の薄いタバコ。
120 一袋烟 yī dài yān ちょっとの間。一服のたばこ。
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121 抽一袋烟 chōu yī dài yān タバコを一服吸う。
122 你抽烟吗? nǐ chōuyān ma あなたはタバコ吸いますか。
123 你吸烟吗? nǐ xīyān ma あなたはタバコ吸いますか。
124 请问吸烟吗？ qǐng wèn xīyān ma タバコはお吸いになりますか。
125 我吸烟 wǒ xīyān 私はタバコを吸います。
126 我抽烟 wǒ chōuyān 私はタバコを吸います。
127 我不吸烟 wǒ bù xīyān 私はタバコを吸いません。
128 我不抽烟 wǒ bù chōuyān 私はタバコを吸いません。
129 我不会抽烟 wǒ bù huì chōuyān 私はタバコを吸えません。
130 要抽烟吗？ yào chōuyān ma 喫煙したいですか。
131 我想抽烟 wǒ xiǎng chōuyān 私はタバコが吸いたい。
132 我好想抽烟 wǒ hǎo xiǎng chōuyān 私はとってもタバコが吸いたい。
133 我想抽一口烟 wǒ xiǎng chōu yīkǒu yān 私は一服したい。
134 抽一口烟吧 chōu yīkǒu yān ba 一服しましょう。
135 我抽了一口烟 wǒ chōu le yīkǒu yān 私は一服した。
136 我吸了一口烟 wǒ xī le yīkǒu yān 私は一服した。
137 抽了一支烟 chōu le yī zhī yān タバコを１本吸った。
138 可以抽烟吗？ kěyǐ chōuyān ma タバコを吸ってもいいですか。
139 这里可以抽烟吗？ zhèlǐ kěyǐ chōuyān ma ここでタバコを吸ってもいいですか。
140 房间可以吸烟吗? fángjiān kěyǐ xīyān ma 部屋でタバコを吸っていいですか。
141 店里禁止吸烟吗? diàn lǐ jìnzhǐ xīyān ma 店内禁煙ですか。
142 这里可以抽烟 zhèlǐ kěyǐ chōuyān ここでタバコを吸ってもいいです。
143 这里不可以抽烟 zhèlǐ bù kěyǐ chōuyān ここでタバコを吸ってはいけません。
144 在这里不能抽烟 zài zhèlǐ bù néng chōuyān ここではタバコを吸えません。
145 请不要吸烟 qǐng bùyào xīyān 喫煙なさらないでください。
146 吸烟处在哪里? xīyānchù zài nǎlǐ 喫煙所はどこですか。
147 请告诉能吸烟的地方 qǐng gàosù néng xīyān de dìfang タバコを吸える場所を教えてください。
148 忍住不抽烟 rěn zhù bù chōuyān タバコを我慢する。
149 有没有香烟? yǒu méiyǒu xiāngyān タバコはありますか。
150 有打火机吗? yǒu dǎhuǒjī ma ライターありますか。
151 这里卖烟吗? zhèlǐ mài yān ma ここはタバコ売ってますか。
152 请给我烟灰缸 qǐng gěi wǒ yānhuīgāng 灰皿をください。
153 请把烟灰缸拿来 qǐng bǎ yānhuīgāng ná lái 灰皿をもってきてください。
154 请把烟灰缸拿过来 qǐng bǎ yānhuīgāng ná guòlái 灰皿をもってきてください。
155 请把烟灰缸递给我 qǐng bǎ yānhuīgāng dì gěi wǒ 灰皿とってください。
156 把烟抽光 bǎ yān chōu guāng タバコを吸い尽くす。タバコを切らす。
157 烟都吸光了 yān dōu xī guāng le タバコを全部吸った。タバコを切らした。
158 香烟没了 xiāngyān méi le タバコがなくなった。
159 给我一支烟 gěi wǒ yī zhī yān タバコ１本ちょうだい。
160 你可以借我打火机用一下吗？ nǐ kěyǐ jiè wǒ dǎhuǒjī yòng yīxià ma ライター貸して使わせてもらえますか。
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161 我讨厌烟味 wǒ tǎoyàn yānwèi 私は煙のにおいが嫌いです。
162 我从来不吸烟 wǒ cónglái bù xīyān 私はタバコを吸ったことがない。
163 我以前吸烟 wǒ yǐqián xīyān 私は以前タバコを吸っていた。
164 我以前爱抽烟 wǒ yǐqián ài chōuyān 私は以前愛煙家でした。
165 我戒烟了 wǒ jièyān le 私はタバコをやめました。
166 香烟在一年前戒了 xiāngyān zài yī nián qián jiè le タバコは一年前にやめました。
167 我现在在戒烟 wǒ xiànzài zài jièyān 私は現在禁煙中。
168 医生劝阻吸烟 yīshēng quànzǔ xīyān 医者が喫煙を制止する。
169 我又开始抽烟了 wǒ yòu kāishǐ chōuyān le 私はまた喫煙を始めました。
170 请把烟完全熄灭 qǐng bǎ yān wánquán xímiè タバコの火をきちんと消してください。
171 设施内是禁烟的 shèshī nèi shì jìnyān de 施設内は禁煙です。
172 设施内全面禁烟 shèshī nèi quánmiàn jìnyān 施設内前面禁煙。
173 请勿吸烟 qǐng wù xīyān タバコはご遠慮ください。
174 完全禁止吸烟 wánquán jìnzhǐ xīyān 完全禁煙。
175 你别抽烟了 nǐ bié chōuyān le タバコをやめてください 。
176 请不要再抽烟了 qǐng bùyào zài chōuyān le もうタバコはやめてください。
177 抽烟过多 chōuyān guò duō タバコ吸いすぎ。
178 吸烟对身体不好 xīyān duì shēntǐ bù hǎo 喫煙は体によくない。
179 吸烟过度对身体有害 xīyān guòdù duì shēntǐ yǒuhài タバコの吸いすぎは体に有害です。
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