
No 中国語 ピンイン 日本語

1 游玩设施 yóuwán shèshī 遊興施設。レクリエーション施設。
2 游乐设施 yóulè shèshī 遊興施設。レクリエーション施設。
3 娱乐设施 yúlè shèshī 遊興施設。レクリエーション施設。
4 娱乐设备 yúlè shèbèi 娯楽設備。レクリエーション設備。
5 娱乐休闲设施 yúlè xiūxián shèshī レジャー施設。リゾート施設。
6 休闲设施 xiūxián shèshī レジャー施設。リゾート施設。
7 休闲度假设施 xiūxián dùjià shèshī レジャー施設。リゾート施設。
8 休闲地 xiūxiándì レジャースポット。
9 休闲场所 xiūxián chǎngsuǒ 憩(いこ)いの場。リゾート地。
10 休养胜地 xiūyǎng shèngdì リゾート地。
11 休养地 xiūyǎngdì リゾート地。
12 度假地 dùjiàdì リゾート地。
13 渡假村 dùjiàcūn リゾートビレッジ。
14 避暑地 bīshǔdì 避暑地。
15 度假酒店 dùjià jiǔdiàn リゾートホテル。
16 游览胜地旅馆 yóulǎn shèngdì lǚguǎn リゾートホテル。
17 游览胜地公寓 yóulǎn shèngdì gōngyù リゾートマンション。
18 度假公寓 dùjià gōngyù リゾートマンション。
19 别墅 biéshù 別荘。
20 豪华客轮 háohuá kèlún 豪華客船。
21 豪华客船 háohuá kèchuán 豪華客船。
22 豪华游轮 háohuá yóulún 豪華客船。
23 游泳池 yóuyǒngchí プール。
24 室内泳池 shìnèi yǒngchí 室内プール。
25 温水泳池 wēnshuǐ yǒngchí 温水プール。
26 沙滩 shātān ビーチ。
27 海滨 hǎibīn ビーチ。
28 海滨游泳场 hǎibīn yóuyǒng chǎng 海水浴場。
29 海滨浴场 hǎibīn yùchǎng 海水浴場。
30 大遮阳伞 dàzhēyángsǎn ビーチパラソル。
31 赌场 dǔchǎng カジノ。賭博場。
32 游乐园 yóulèyuán 遊園地。
33 游园地 yóuyuándì 遊園地。
34 游戏场 yóuxìchǎng 遊技場。ゲームセンター。
35 游戏中心 yóuxì zhōngxīn 遊技場。ゲームセンター。
36 游艺场 yóuyìchǎng 遊技場。ゲームセンター。
37 过山⻋ guòshānchē ジェットコースター。
38 轨道⻜⻋ guǐdào fēichē ジェットコースター。
39 观览⻋ guānlǎnchē 観覧車。
40 摩天轮 mótiānlún 観覧車。
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41 旋转木⻢ xuánzhuǎn mùmǎ 回転木馬。
42 旋转咖啡杯 xuánzhuǎn kāfēi bēi 回転コーヒーカップ。
43 飓⻛⻜椅 jùfēng fēi yǐ 回転ブランコ。
44 自由落体 zìyóu luòtǐ フリーフォール。
45 跳楼机 tiàolóujī フリーフォール。
46 闹⻤的房⼦ nàoguǐ de fángzi お化け屋敷。
47 闹⻤的宅⼦ nàoguǐ de zháizi お化け屋敷。
48 凶宅 xiōngzhái お化け屋敷。
49 ⻤屋 guǐwū お化け屋敷。
50 恐怖屋 kǒngbù wū 恐怖の家。
51 魔⻤宫殿 móguǐ gōngdiàn 悪魔の宮殿。
52 主题乐园 zhǔtí lèyuán テーマパーク。
53 主题公园 zhǔtí gōngyuán テーマパーク。
54 迪斯尼乐园 dísīnílèyuán ディズニーランド。
55 迪士尼乐园 díshìní lèyuán ディズニーランド。
56 环球影城 huánqiú yǐngchéng ユニバーサルスタジオ。
57 欢乐谷 huānlègǔ ハッピーバレー。(中国の有名遊園地)
58 电影院 diànyǐngyuàn 映画館。
59 剧场 jùchǎng 劇場。
60 戏院 xìyuàn 劇場。
61 音乐厅 yīnyuètīng コンサートホール。
62 爵士乐音乐厅 juéshìyuè yīnyuètīng ライブハウス。
63 卡拉OK kǎlǎ OK カラオケ。
64 温泉世界 wēnquán shìjiè スパワールド。
65 温泉村 wēnquáncūn 温泉村。
66 温泉度假村 wēnquán dùjiàcūn 温泉リゾート村。
67 桑拿浴 sāngnáyù サウナ。
68 桑那浴 sāngnàyù サウナ。
69 蒸气浴 zhēngqìyù サウナ。
70 按摩店 ànmó diàn 按摩屋。マッサージ店。
71 养生馆 yǎngshēng guǎn 養生館。ヘルスセンター。
72 日本弹球盘 rìběn tánqiúpán 日本のパチンコ。
73 日本弹⼦房 rìběn dànzǐfáng 日本のパチンコ。
74 小钢珠游戏 xiǎo gāngzhū yóuxì 日本のパチンコ。
75 柏⻘哥 bǎiqīnggē 日本のパチンコ。
76 弹⼦机店 dànzǐjī diàn 日本のパチンコ屋。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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