
No 中国語 ピンイン 日本語

1 味 wèi におい。味。味わい。
2 味儿 wèir におい。味。
3 气味 qìwèi におい。香り。性格。志向。
4 气味儿 qìwèir におい。香り。
5 香味 xiāngwèi いいにおい。甘い香り。
6 香味儿 xiāngwèir いいにおい。甘い香り。
7 香气 xiāngqì かぐわしい香り。香気。
8 香气儿 xiāngqìr かぐわしい香り。香気。
9 臭味 chòuwèi 臭いにおい。
10 臭味儿 chòuwèir 臭いにおい。
11 难闻 nánwén いやなにおいだ。くさい。
12 臭 xiù におい。臭気。
13 臭 chòu 悪臭。いやみだ。価値のない。ひどく〜する。
14 臭气 chòuqì 臭気。
15 发臭 fāchòu 腐ってにおいを出す。
16 香 xiāng かぐわしい。食べ物の味がよい。心地よい。喜ばれる。
17 发香 fāxiāng よいにおいを出す。
18 芳香 fāngxiāng 草花などのよい香り。
19 芬芳 fēnfāng 香りがよい。芳香。
20 馨香 xīnxiāng 芳香。香をたくにおい。
21 飘香 piāoxiāng よいにおいがただよう。
22 味道 wèidao 味。味わい。気持ち。感じ。面白み。におい。
23 有香味儿 yǒu xiāngwèir いいにおいがある。におう。
24 有臭味儿 yǒu chòuwèir 臭いにおいがある。におう。
25 散发香味 sànfā xiāngwèi いいにおいが発散する。
26 发出芳香 fāchū fāngxiāng よい香りを発する。
27 气味芬芳 qìwèi fēnfāng よい香りがする。
28 冲 chòng においが強烈だ。勢いが激しい。〜に向かって。〜によって。

29 冲鼻 chòngbí においが鼻をつく。
30 扑鼻 pūbí 香りが鼻をうつ。
31 刺鼻 cìbí においが鼻をつく。
32 闻 wén においをかぐ。
33 嗅 xiù においをかぎわける。
34 闻到气味 wén dào qìwèi においを感じる。においがする。
35 闻不到气味 wén bù dào qìwèi においを感じない。においがしない。
36 闻⻅ wénjian におう。聞こえる。
37 闻⻅ wénjiàn 見聞。見聞きして得た知識。
38 嗅觉 xiùjué 臭覚。
39 锐敏的嗅觉 ruìlì de xiùjué 鋭い嗅覚。
40 嗅觉灵敏 xiùjué língmǐn 嗅覚が鋭い。
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41 嗅觉不灵 xiùjué bù líng 嗅覚が鋭敏でない。
42 刺激嗅觉 cìjī xiùjué 嗅覚を刺激する。
43 味儿很冲 wèir hěn chòng においがきつい。
44 气味儿冲鼻 qìwèir chōng bí においが鼻をつく。
45 放屁很臭 fàngpì hěn chòu おならがくさい。
46 一股香味 yī gǔ xiāngwèi よい香り。
47 幽香 yōuxiāng ほのかな香り。
48 清香 qīngxiāng すがすがしい香り。ほのかな香り。
49 有一股煤气味儿 yǒu yī gǔ méiqì wèir ガスのにおいがする。
50 这些花很香 zhèxiē huā hěn xiāng これらの花はよい匂いがする。
51 这花好香啊 zhè huā hǎo xiāng a この花いい匂いだね。
52 好臭 hǎo chòu とても臭い。
53 有怪味儿 yǒu guàiwèir 嫌なにおいがする。
54 臭气熏天 chòuqì xūntiān 臭気が立ちこめる。
55 有点臭 yǒudiǎn chòu 少し臭い。
56 有点臭味 yǒudiǎn chòuwèi 少し臭い。
57 真臭 zhēn chòu ほんとにくさい。
58 不臭 bù chòu 臭くない。
59 垃圾发臭 lājī fāchòu ゴミがにおう。
60 汗臭 hànchòu 汗臭い。
61 汗臭味 hànchòuwèi 汗臭い。
62 汗腥味 hànxīngwèi 汗臭い。
63 汗味儿的衣服 hàn wèir de yīfu 汗臭い服。
64 烟味 yānwèi タバコ臭。タバコのにおい。
65 酒臭味 jiǔchòuwèi 酒臭いにおい。
66 带酒气 dài jiǔqì 酒気を帯びる。酒臭い。
67 有酒味 yǒu jiǔwèi 酒臭い。
68 腥气 xīngqi 生臭い。
69 臊腥气 sāo xīngqi 生臭い。
70 臭腥 chòuxīng 生臭い。
71 腥臭 xīngchòu 生臭い。
72 腥臭味 xīngchòuwèi 生臭い。
73 生腥 shēngxīng 生臭い。
74 腥味 xīngwèi 生臭い。
75 ⻥很腥 yú hěn xīng 魚が生臭い。
76 除臭剂 chúchòujì 消臭剤。脱臭剤。
77 去臭剂 qùchòujì 消臭剤。脱臭剤。
78 消臭喷雾 xiāochòu pēnwù 消臭スプレー。
79 咖啡香气 kāfēi xiāngqì コーヒーの香り。
80 闻⻅咖啡的香味儿 wénjiàn kāfēi de xiāngwèir コーヒーのよい香りがする。
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81 火药气味 huǒyào qìwèi 火薬のにおい。
82 香水味 xiāngshuǐwèi 香水の香り。
83 花香 huā xiāng 花の香り。
84 花香气 huā xiāngqì 花の香り。
85 气息 qìxī 息。におい。香り。息吹。
86 她身上的香气很好闻 tā shēnshang de xiāngqì hěn hǎo wén 彼女の体の香りはいいにおいです。
87 气味来源 qìwèi láiyuán においの元。
88 香味儿都⻜了 xiāngwèir dōu fēi le においがすっかり抜けた。
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