
No 中国語 ピンイン 日本語

1 基础设施 jīchǔ shèshī インフラ。
2 基本建设 jīběn jiànshè インフラ。
3 国家的基础设施建设 guójiā de jīchǔ shèshī jiànshè 国家のインフラ整備。
4 生活基础设施 shēnghuó jīchǔ shèshī 生活インフラ。
5 供给 gōngjǐ 供給する。提供する。
6 供应 gōngyìng 需要に応じる。必要を満たす。
7 自来水 zìláishuǐ 水道。水道水。
8 供水 gōngshuǐ 給水。
9 电气 diànqì 電気。
10 电 diàn 電気。
11 煤气 méiqì ガス。石炭ガス。
12 燃气 ránqì 燃料ガス。
13 瓦斯 wǎsī ガス。
14 通讯 tōngxùn 通信機器で通信する。ニュース。
15 通信 tōngxìn 通信する。
16 交通 jiāotōng 交通。関係を持つ。
17 设备 shèbèi 設備。
18 供水设备 gōngshuǐ shèbèi 給水設備。
19 给水设备 jǐshuǐ shèbèi 給水設備。
20 水管 shuǐguǎn 水道管。
21 自来水管 zìláishuǐguǎn 水道管。
22 自来水管子 zìláishuǐ guǎnzi 水道管。
23 管道 guǎndào パイプライン。配管。ルート。
24 下水道 xiàshuǐdào 下水道。
25 自来水开关 zìláishuǐ kāiguān 水道の栓。
26 水龙头 shuǐlóngtóu 水道の蛇口。
27 水表 shuǐbiǎo 水道メーター。
28 净水厂 jìngshuǐchǎng 浄水場。
29 污水处理厂 wūshuǐ chǔlǐ chǎng 下水処理場。汚水処理場。
30 自来水公司 zìláishuǐ gōngsī 水道局。
31 净水器 jìngshuǐqì 浄水器。
32 净水机 jìngshuǐjī 浄水器。
33 自来水费 zìláishuǐ fèi 水道代。
34 缺水 quēshuǐ 水不足。
35 断水 duànshuǐ 断水。
36 停水 tíngshuǐ 断水。
37 节水 jiéshuǐ 節水。
38 供电 gōngdiàn 電力を供給する。
39 输电 shūdiàn 送電する。
40 电气设备 diànqì shèbèi 電気設備。
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41 电力设施 diànlì shèshī 電力施設。
42 供电干线 gōngdiàn gànxiàn 電力供給幹線。
43 电缆 diànlǎn ケーブル。
44 电线 diànxiàn 電線。
45 高压电线 gāoyā diànxiàn 高圧電線。送電線。
46 高压线 gāoyāxiàn 高圧電線。送電線。
47 电线杆子 diànxiàn gānzi 電柱。
48 发电 fādiàn 発電する。電報を打つ。
49 发电站 fādiànzhàn 発電所。
50 发电厂 fādiànchǎng 発電所。
51 发电所 fādiàn suǒ 発電所。
52 电站 diànzhàn 発電所。
53 电厂 diànchǎng 発電所。
54 核能发电 hénéng fādiàn 原子力発電。
55 原子发电 yuánzǐ fādiàn 原子力発電。
56 水力发电 shuǐlì fādiàn 水力発電。
57 ⻛力发电 fēnglì fādiàn 風力発電。
58 潮力发电 cháolì fādiàn 潮力発電。
59 火力发电 huǒlì fādiàn 火力発電。
60 燃煤发电 rán méi fādiàn 石炭火力発電。
61 柴油发电 cháiyóu fādiàn ディーゼル発電。
62 太阳能发电 tàiyángnéng fādiàn 太陽光発電。ソーラー発電。
63 光热发电 guāng rè fādiàn 太陽光発電。ソーラー発電。
64 光伏发电 guāngfú fādiàn 太陽光発電。ソーラー発電。
65 废热发电 fèirè fādiàn 廃熱発電。
66 发电机 fādiànjī 発電機。
67 私家发电机 sījiā fādiànjī 自家発電機。
68 电力公司 diànlì gōngsī 電力会社。
69 电力计 diànlì jì 電力計。電気メーター。
70 瓦特计 wǎtè jì 電力計。
71 电闸 diànzhá 強電用メインスイッチ。電気ブレーカー。
72 总开关 zǒng kāiguān おおもとのスイッチ。電気ブレーカー。
73 电流断路器 diànliú duànlù qì 電流遮断器。電気ブレーカー。
74 电热水器 diànrèshuǐqì 電気温水器。
75 热水器 rèshuǐqì 温水器。
76 电灶 diànzào 電気コンロ。
77 电炉 diànlú 電気コンロ。
78 电磁灶 diàncí zào 電磁調理器。
79 电磁炉 diàncílú 電磁調理器。
80 手电筒 shǒudiàntǒng 懐中電灯。
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81 手电 shǒudiàn 懐中電灯。
82 电筒 diàntǒng 懐中電灯。
83 电费 diànfèi 電気料金。電気代。
84 水电费 shuǐdiàn fèi 水道代と電気代。水道電気料金。
85 电力不足 diànlì bùzú 電力不足。
86 停电 tíngdiàn 停電。
87 计划停电 jìhuà tíngdiàn 計画停電。
88 节电 jiédiàn 節電。
89 跳闸 tiàozhá ブレーカーが落ちる。
90 输天然气管道 shū tiānránqì guǎndào 天然ガスパイプライン。
91 煤气管道 méiqì guǎndào ガスパイプライン。ガス管。
92 煤气旋塞 méiqì xuánsāi ガス栓。
93 煤气开关 méiqì kāiguān ガス栓。
94 煤气表 méiqìbiāo ガスメーター。
95 煤气罐 méiqìguàn ガスボンベ。
96 储气罐 chǔqìguàn ガスボンベ。
97 储气柜 chúqìguì ガスタンク。
98 燃气热水器 ránqì rèshuǐqì ガス給湯器。
99 煤气灶 méiqì zào ガスコンロ。
100 煤气公司 méiqì gōngsī ガス会社。
101 燃气公司 ránqì gōngsī ガス会社。
102 煤气费 méiqìfèi ガス料金。ガス代。
103 没有煤气 méiyǒu méiqì ガスがない。
104 没有燃气 méiyǒu ránqì ガスがない。
105 停止煤气供应 tíngzhǐ méiqì gōngyìng ガス供給の停止。
106 暂停供应燃气 zàntíng gōngyìng ránqì ガス供給の一時停止。
107 通讯线路 tōngxùn xiànlù 通信回線。
108 通信线路 tōngxìn xiànlù 通信回線。
109 数字通信线路 shùzì tōngxìn xiànlù デジタル回線。
110 数据通讯线路 shùjù tōngxìn xiànlù データ通信回線。
111 电话线 diànhuà xiàn 電話回線。
112 通讯信号 tōngxùn xìnhào 通信電波。
113 通信信号 tōngxìn xìnhào 通信電波。
114 网络连接 wǎngluò liánjiē インターネット接続。
115 因特网连接 yīntèwǎng liánjiē インターネット接続。
116 通信手段 tōngxìn shǒuduàn 通信手段。
117 电信运营商 diànxìn yùnyíng shāng 通信事業社。
118 基站 jīzhàn 基地局。
119 信号塔 xìnhào tǎ 電波塔。
120 通信塔 tōngxìn tǎ 通信タワー。
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121 通讯费 tōngxùn fèi 通信料。通信費。
122 通信费 tōngxìn fèi 通信料。通信費。
123 电话费 diànhuà fèi 電話料。電話代。
124 通信故障 tōngxìn gùzhàng 通信障害。
125 信号干扰 xìnhào gānrǎo 電波の干渉。電波障害。
126 电磁干扰 diàncí gānrǎo 電磁干渉。電波障害。
127 没有信号 méiyǒu xìnhào 信号がない。圏外。
128 交通工具 jiāotōng gōngjù 交通機関。
129 交通机关 jiāotōng jīguān 交通機関。
130 交通瘫痪 jiāotōng tānhuàn 交通麻痺。
131 交通堵塞 jiāotōng dǔsè 交通渋滞。
132 堵⻋ dǔchē 車が渋滞する。
133 塞⻋ sāichē 車が渋滞する。
134 交通事故 jiāotōng shìgù 交通事故。
135 ⻋祸 chēhuò 車の事故。
136 停班 tíngbān 欠航する。
137 缺班 quēbān 欠航する。
138 停航 tíngháng 欠航する。
139 停运 tíngyùn 運休する。
140 停驶 tíngshǐ 運休する。止まる。
141 停开 tíngkāi 運休する。止まる。
142 停⻋ tíngchē 停車する。止まる。
143 禁止通行 jìnzhǐ tōngxíng 通行禁止。
144 停止通行 tíngzhǐ tōngxíng 通行止め。
145 封闭 fēngbì 閉鎖する。密閉する。
146 封锁 fēngsuǒ 封鎖する。遮断する。
147 堵塞 dǔsè ふさぐ。
148 汽油短缺 qìyóu duǎnquē ガソリン不足。
149 物资短缺 wùzī duǎnquē 物資の不足。
150 粮食短缺 liángshi duǎnquē 食糧不足。
151 通货膨胀 tōnghuò péngzhàng インフレ。
152 通胀 tōngzhàng インフレ。
153 通货紧缩 tōnghuò jǐnsuō デフレ。
154 生活环境 shēnghuó huánjìng 生活環境。
155 生活水平 shēnghuó shuǐpíng 生活水準。生活レベル。
156 便利 biànlì 便利だ。都合がよい。
157 方便 fāngbiàn 便利だ。都合がよい。
158 麻烦 máfan 面倒だ。わずらわしい。
159 不便 bùbiàn 不便だ。都合がよくない。
160 不方便 bù fāngbiàn 不便だ。都合がよくない。
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