
No 中国語 ピンイン 日本語

1 电 diàn 電気。感電する。
2 电气 diànqì 電気。
3 电器 diànqì 電気器具。
4 电器产品 diànqì chǎnpǐn 電気製品。
5 电力 diànlì 電力。
6 电能 diànnéng 電気エネルギー。
7 电路 diànlù 電気回路。電子回路。
8 电路图 diànlùtú 電気回路図。
9 串联 chuànlián 直列。連絡を取り合う。
10 并联 bìnglián 並列。
11 电极 diànjí 電極。
12 正极 zhèngjí プラスの電極。
13 阳极 yángjí プラスの電極。
14 负极 fùjí マイナスの電極。
15 阴极 yīnjí マイナスの電極。
16 电源 diànyuán 電源。
17 电池 diànchí 電池。
18 干电池 gāndiànchí 乾電池。
19 ７号电池 qī hào diànchí 単４形電池。
20 ５号电池 wǔ hào diànchí 単３形電池。
21 大号电池 dà hào diànchí 単１形電池。
22 １号电池 yī hào diànchí 単１形電池。
23 充电器 chōngdiànqì 充電器。
24 充电宝 chōngdiànbǎo モバイルバッテリー。
25 直流电 zhíliúdiàn 直流電気。
26 交流电 jiāoliúdiàn 交流電気。
27 配线 pèixiàn 配線。
28 配线图 pèixiàntú 配線図。
29 布线 bùxiàn 建物などの電気配線。
30 接线 jiēxiàn 電線をつなぐ。電話をつなぐ。配線コード。
31 架线 jiàxiàn 線を架設する。
32 线路 xiànlù 配線状態。
33 电压 diànyā 電圧。
34 电流 diànliú 電流。
35 伏特 fútè ボルト。
36 一百伏特 yī bǎi fútè １００ボルト。
37 两百二十伏特 liǎng bǎi èr shí fútè ２２０ボルト。
38 美国电压110伏 měiguó diànyā yī bǎi yī shí fú 米国の電圧110ボルト。
39 安培 ānpéi アンペア。
40 1安培 yī ānpéi １アンペア。
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41 0.5安培 líng diǎn wǔ ānpéi ０.５アンペア。
42 瓦特 wǎtè ワット。
43 瓦数 wǎshù ワット数。
44 一百瓦 yī bǎi wǎ １００ワット。
45 电阻 diànzǔ 抵抗。
46 欧姆 ōumǔ オーム。
47 赫兹 hèzī ヘルツ。
48 50赫兹 wǔ shí hèzī ５０ヘルツ。
49 60赫兹 liù shí hèzī ６０ヘルツ。
50 60赫 liù shí hè ６０ヘルツ。
51 保险丝 bǎoxiǎnsī ヒューズ。
52 电缆 diànlǎn 電気ケーブル。
53 电线 diànxiàn 電線。
54 高压电线 gāoyā diànxiàn 高圧線。
55 延⻓电缆 yáncháng diànlǎn 延⻑ケーブル。
56 延⻓软线 yáncháng ruǎn xiàn 延⻑コード。
57 电源软线 diànyuán ruǎn xiàn 電気コード。
58 插排 chāpái 延⻑コード。テーブルタップ。
59 接线板 jiēxiànbǎn 電源タップ。
60 电源 diànyuán 電源。
61 插座 chāzuò コンセント。
62 插口 chākǒu コンセント。
63 插头 chātóu プラグ。
64 转换插头 zhuǎnhuàn chātóu 変換プラグ。
65 把插头插进插座 bǎ chātóu chājìn chāzuò プラグをコンセントに差し込む。
66 连接器 liánjiēqì コネクター。
67 终端连接器 zhōngduān liánjiēqì 端子コネクタ。
68 终端线夹 zhōngduān xiàn jiā 端子コネクタ。
69 变压器 biànyāqì 変圧器。
70 开关 kāiguān スイッチ。
71 电门 diànmén スイッチ。
72 电闸 diànzhá メインスイッチ。ブレーカー。
73 电表 diànbiǎo 電気メーター。
74 电费 diànfèi 電気料金。
75 接上电源 jiēshàng diànyuán 電源につなぐ。
76 打开电源 dǎkāi diànyuán 電源を入れる。
77 切断电源 qiēduàn diànyuán 電源を切る。
78 按按钮 àn ànniǔ ボタンを押す。
79 按下按钮 àn xià ànniǔ ボタンを押す。
80 开动 kāidòng 機械などを動かす。スイッチオン。起動。
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81 启动 qǐdòng 起動する。始動する。
82 打开 dǎkāi スイッチオン。開ける。開く。
83 开电门 kāi diànmén スイッチを入れる。
84 打开电门 dǎkāi diànmén スイッチを入れる。
85 电门开着 diànmén kāi zhe スイッチを入れる。
86 按电门 àn diànmén スイッチを入れる。
87 开关开着 kāiguān kāi zhe スイッチが入る。
88 关掉 guāndiào スイッチオフ。
89 关闭 guānbì スイッチオフ。閉める。閉鎖する。
90 通电了 tōngdiàn le 電気が通った。
91 线路断了 xiànlù duàn le 配線が切れた。
92 灯灭了 dēng miè le 明かりが消えた。
93 电灯开着 diàndēng kāi zhe 電灯が点いている。
94 开着灯 kāi zhe dēng 明かりを点けている。明かりを点けたまま。
95 节电 jiédiàn 節電する。
96 发电 fādiàn 発電する。
97 发电机 fādiànjī 発電機。
98 发电站 fādiànzhàn 発電所。
99 漏电 lòudiàn 漏電する。
100 跑电 pǎodiàn 漏電する。
101 触电 chùdiàn 感電する。
102 停电 tíngdiàn 停電する。
103 短路 duǎnlù 電気がショートする。追いはぎをする。
104 跳闸 tiàozhá ブレーカーが落ちる。
105 带电 dàidiàn 帯電する。
106 静电 jìngdiàn 静電気。
107 带电引起静电 dàidiàn yǐnqǐ jìngdiàn 帯電して静電気が起こる。
108 起静电 qǐ jìngdiàn 静電気が起こる。
109 发生静电 fāshēng jìngdiàn 静電気が発生する。
110 除静电 chú jìngdiàn 静電気を除く。
111 防静电 fáng jìngdiàn 静電気を防止する。
112 绝缘带 juéyuán dài 絶縁テープ。
113 绝缘胶布 juéyuán jiāobù 絶縁テープ。
114 绝缘电阻 juéyuán diànzǔ 絶縁抵抗。
115 非导体 fēidǎotǐ 絶縁体。
116 焊锡 hànxī 半田。
117 焊接 hànjiē 半田付けにする。
118 烙铁 làotie はんだごて。
119 绞合线 jiǎohé xiàn より線。
120 单芯电线 dān xìn diànxiàn 単芯の電線。
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121 被覆线 bèifù xiàn 被覆線。
122 皮线 píxiàn 被覆線。
123 剥电线皮 bō diànxiàn pí 電線の被覆をむく。
124 皮线开剥器 píxiàn kāibōqì 電線ストリッパー。電線皮むき機。
125 电气设备 diànqì shèbèi 電気設備。
126 电气工程 diànqì gōngchéng 電気工事。
127 电工工作 diàngōng gōngzuò 電気工事。
128 电力设备工程 diànlì shèbèi gōngchéng 電気設備工事。
129 电力设施工程 diànlì shèshī gōngchéng 電気設備工事。
130 电气工人 diànqì gōngrén 電気工。
131 电气工程师 diànqì gōngchéngshī 電気技師。電気技術者。
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