
No 中国語 ピンイン 日本語

1 痛快 tòngkuài 痛快だ。胸がすかっとする。さっぱりしている。きっぱりしている。

2 真痛快 zhēn tòngkuài すかっとする。
3 心情痛快 xīnqíng tòngkuài 気がすっきり。
4 心理很痛快 xīnlǐ hěn tòngkuài 気持ちすっきり。
5 感觉痛快 gǎnjué tòngkuài 快感を覚える。
6 痛快极了 tòngkuài jí le 痛快きわまりない。
7 心情不痛快 xīnqíng bù tòngkuài 気分がすっきりしない。
8 愉快 yúkuài 楽しい。愉快だ。
9 心地愉快 xīndì yúkuài 気分がよい。
10 快活 kuàihuo 快活だ。楽しい。すっきりした気分。
11 快快活活 kuàikuaihuōhuō 快活だ。楽しい。すっきりした気分。
12 我的心里很快活 wǒ de xīnli hěn kuàihuo 私の心はすっきりした気分だ。
13 感觉不错 gǎnjué bùcuò いい感じ。
14 感觉不错啊 gǎnjué bùcuò a いい感じですね。
15 畅快 chàngkuài 気分が晴れやかだ。のびのびした。
16 畅畅快快 chàngchàngkuàikuài 気分が晴れやかだ。のびのびした。
17 心情畅快 xīnqíng chàngkuài 気分が晴れ晴れしている。
18 舒畅 shūchàng 気持ちがのびのびして楽しい。
19 心情舒畅 xīnqíng shūchàng 気持ちがすかっとする。気が晴れる。
20 舒适 shūshì 心地よい。
21 舒适的季节 shūshì de jìjié 気持ちのよい季節。
22 舒适的生活 shūshì de shēnghuó 快適な生活。
23 舒服 shūfu 気持ちいい。気分がよい。快適だ。
24 舒舒服服 shūshūfúfú 気持ちいい。気分がよい。
25 很舒服 hěn shūfu 気持ちいいです。
26 特别舒服 tèbié shūfu とても気持ちいい。
27 愉快舒服 yúkuài shūfu いい気持ち。
28 坐着舒服 zuò zhe shūfu 座りごこちがよい。
29 手感很舒服 shǒugǎn hěn shūfu 手触りがよい。
30 游泳非常舒服 yóuyǒng fēicháng shūfu 泳ぐことはとても気持ちいい。
31 今天早上很舒服 jīntiān zǎoshang hěn shūfu 今日の朝は気持ちがいい。
32 不舒服 bù shūfu 気分がよくない。具合がよくない。
33 舒坦 shūtan 気持ちがよい。穏やかである。
34 舒舒坦坦 shūshūtǎntǎn 気持ちがよい。穏やかである。
35 现在的日子真舒坦 xiànzài de rìzi zhēn shūtan 現在の暮らしはとても快適です。
36 感到舒坦 gǎndào shūtan ほっとする。
37 惬意 qièyì 気持ちがよい。満足する。
38 惬意的早晨 qièyì de zǎochén 気持ちが良い朝。
39 甜美 tiánměi 心地よい。甘い。
40 甜美的睡眠 tiánměi de shuìmián 心地よい眠り。
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41 爽 shuǎng さわやかだ。すがすがしい。気持ちがいい。
42 很爽啊 hěn shuǎng a 気持ちいいね。
43 好爽啊 hǎo shuǎng a とっても気持ち良いね。
44 爽死了 shuǎng sǐ le 死ぬほど気持ちいい。
45 我太爽了 wǒ tài shuǎng le 私はとっても気持ちいい。
46 超级爽 chāojí shuǎng 超気持ちいい。
47 空气很爽 kōngqì hěn shuǎng 空気が気持ちいい。
48 不爽 bùshuǎng すっきりしない。気持ちよくない。違わない。
49 爽快 shuǎngkuai 心身が爽快だ。気持ちがいい。性格や言動が素直だ。
50 爽爽快快 shuǎngshuǎngkuàikuài 心身が爽快だ。気持ちがいい。性格や言動が素直だ。
51 很爽快 hěn shuǎngkuài 爽快だ。
52 精神爽快 jīngshén shuǎngkuài 気分爽快。
53 心情爽快 xīnqíng shuǎngkuài 気分が晴れやかだ。
54 爽快的性格 shuǎngkuài de xìnggé さばさばした性格。
55 舒爽 shūshuǎng 爽快だ。さわやかだ。
56 舒爽的心情 shūshuǎng de xīnqíng 爽快な気分。
57 感觉很舒爽 gǎnjué hěn shūshuǎng 心地よく感じる。
58 神清气爽 shén qīng qì shuǎng 頭がすっきりして気持ちがさわやかである。気分爽快。
59 感觉神清气爽 gǎnjué shénqīngqìshuǎng 気分爽快に思う。
60 爽心 shuǎngxīn 心が爽快だ。
61 很爽心 hěn shuǎngxīn 爽快だ。
62 清爽 qīngshuǎng さわやかだ。すがすがしい。気持ちがすっきりしている。
63 清爽的早晨 qīngshuǎng de zǎochén さわやかな朝。
64 口感清爽 kǒugǎn qīngshuǎng 口あたりがすっきりしている。
65 晴爽 qíngshuǎng 晴れ渡ってさわやかである。
66 天气清爽 tiānqì qīngshuǎng 天気がさわやか。
67 干爽 gānshuǎng 気候が乾燥していてすがすがしい。土地や道路が乾いている。

68 天气干爽舒适 tiānqì gānshuǎng shūshì 天気は乾燥していて快適です。
69 爽朗 shuǎnglǎng 気候がすがすがしい。性格が快活だ。
70 爽朗的早晨 shuǎnglǎng de zǎochén すがすがしい朝。
71 爽朗的笑 shuǎnglǎng de xiào 気持ちよく笑う。朗らかに笑う。
72 态度爽朗 tàidù shuǎnglǎng 態度がはきはきしてる。
73 爽口 shuǎngkǒu 口あたりがすっきりしている。さっぱりしている。
74 爽口的饮料 shuǎngkǒu de yǐnliào すっきりする飲み物。
75 咬起来爽口 yǎo qǐlai shuǎngkǒu しゃきっとした⻭ざわり。
76 清凉 qīngliáng さわやかな。すがすがしい。清涼な。
77 清清凉凉 qīngqīngliángliáng さわやかな。すがすがしい。清涼な。
78 清凉饮料 qīngliáng yǐnliào 清涼飲料水。
79 清凉剂 qīngliáng jì 清涼剤。
80 清清凉凉的滋味 qīngqīngliángliáng de zīwèi すがすがしい味わい。
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81 凉快 liángkuai 涼しい。涼む。
82 很凉快 hěn liángkuai とても涼しい。
83 凉爽 liángshuǎng 涼しく爽やかだ。
84 很凉爽 hěn liángshuǎng とても涼しい。
85 清⻛ qīngfēng さわやかなそよ風。
86 吹清⻛ chuī qīngfēng そよ風が吹く。
87 清香 qīngxiāng すがすがしい香りやほのかな香りがする。
88 飘散着一股清香 piāosàn zhe yī gǔ qīngxiāng すがすがしい香りが漂い広がる。
89 悦目 yuèmù 見て気持ちがよい。目を楽しませる。
90 很悦目 hěn yuèmù 見て気持ちいいです。
91 悦耳 yuè'ěr 聞いて気持ちがよい。
92 很悦耳 hěn yuè'ěr 聞いて気持ちいいです。
93 好看 hǎokàn 目に心地よい。見栄えがする。
94 很好看 hěn hǎokàn 目に心地よいです。
95 好听 hǎotīng 耳に心地よい。ことばが人をいい気持ちにさせる。
96 很好听 hěn hǎotīng 耳に心地よいです。
97 开豁 kāihuò 広々していて気持ちいい。気持ちがゆったりする。
98 心里感到很开豁 xīnli gǎndào hěn kāihuò 気持ちが晴れ晴れとした。
99 干脆 gāncuì てきぱきしている。すっきりしている。あっさりと。
100 干干脆脆 gāngancuìcuì てきぱきしている。すっきりしている。あっさりと。
101 干脆利落 gāncuì lìluo 行為や言葉などがはきはきてきぱきしている。
102 很干脆 hěn gāncuì 思い切りがいい。きっぱりしている。
103 干脆利落的人 gāncuì lìluo de rén すかっとした人。竹を割ったような性格の人。
104 明快 míngkuài 性格や仕事が明朗でさっぱりしている。明快で分かりやすい。

105 明快的解释 míngkuài de jiěshì 明快な説明。すっきりした説明。
106 他为人明快 tā wéirén míngkuài 彼の人柄はさっぱりしている。
107 爽利 shuǎnglì てきぱきしている。
108 爽爽利利 shuǎngshuǎnglìlì てきぱきしている。
109 办事爽利 bànshì shuǎnglì することがてきぱきしている。
110 快感 kuàigǎn 快感。
111 有快感 yǒu kuàigǎn 快感がある。
112 性快感 xìng kuaìgǎn 性的快感。
113 性高潮 xìng gāocháo オーガズム。
114 兴奋顶点 xīngfèn dǐngdiǎn 興奮の頂点。
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