
No 中国語 ピンイン 日本語

1 冷气 lěngqì 冷えた空気。冷房設備。
2 暖气 nuǎnqì 蒸気や温水による暖房。スチーム。暖気。
3 供暖 gōngnuǎn 暖房する。
4 供热 gōngrè 暖房する。
5 取暖 qǔnuǎn 暖を取る。暖まる。
6 冷气和暖气 lěngqì hé nuǎnqì 冷暖房。
7 冷暖气 lěngnuǎnqì 冷暖房。
8 冷暖 lěngnuǎn 寒さと暖かさ。寒暖。人の暮らし。
9 通⻛ tōngfēng 風を通す。情報をもらす。
10 通气 tōngqì 空気を通す。情報を交換する。
11 换气 huànqì 換気する。
12 换换空气 huànhuan kōngqì 空気を入れ替える。
13 空气净化 kōngqì jìnghuà 空気浄化。空気清浄。
14 空气清洁 kōngqì qīngjié 空気清浄。
15 空气清净 kōngqì qīngjìng 空気清浄。
16 冷气设备 lěngqì shèbèi 冷房設備。
17 喷雾降温设备 pēnwù jiàngwēn shèbèi 噴霧式冷却装置。
18 暖气设备 nuǎnqì shèbèi 暖房設備。
19 水暖系统 shuǐnuǎn xìtǒng 温水暖房システム。
20 蒸气供暖 zhēngqì gōngnuǎn スチーム暖房。
21 气暖 qì nuǎn スチーム暖房。
22 换气设备 huànqì shèbèi 換気設備。
23 空气净化设备 kōngqì jìnghuà shèbèi 空気浄化設備。
24 空调 kōngtiáo エアコン。政府の政策が空振りに終わること。
25 电⻛扇 diànfēngshàn 扇風機。
26 电扇 diànshàn 扇風機。
27 降温喷雾⻛机 jiàngwēn pēnwù fēngjī 冷却ミスト噴霧器。
28 鼓⻛式喷雾机 gǔfēngshì pēnwùjī 冷却ミスト噴霧器。
29 火炉 huǒlú こんろ。ストーブ。かまど。
30 火炉儿 huǒlúr こんろ。ストーブ。かまど。
31 炉子 lúzi こんろ。ストーブ。かまど。
32 煤油炉 méiyóulú 石油ストーブ。
33 煤气炉 méiqìlù ガスストーブ。
34 电炉 diànlú 電気ストーブ。
35 暖⻛机 nuǎnfēngjī ファンヒーター。
36 暖气片 nuǎnqìpiàn スチームヒーター。
37 ⻧素加热器 lǔsù jiārè qì ハロゲンヒーター。
38 被炉 bèilú こたつ。
39 地暖 dìnuǎn 床暖房。
40 电热毯 diànrè tǎn 電気毛布。電気カーペット。
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41 电热地毯 diànrè dìtǎn 電気カーペット。
42 排气扇 páiqìshàn 換気扇。
43 排⻛扇 páifēngshàn 換気扇。
44 通⻛扇 tōngfēngshàn 換気扇。
45 通⻛孔 tōngfēngkǒng 換気口。
46 通⻛窗 tōngfēngchuāng 換気窓。
47 空气净化器 kōngqì jìnghuàqì 空気清浄機。
48 空气清洁机 kōngqì qīngjiéjī 空気清浄機。
49 空气清净机 kōngqì qīngjìngjī 空気清浄機。
50 放冷气 fàng lěngqì 冷房する。
51 冷气开放 lěngqì kāifàng 冷房中。
52 开冷气 kāi lěngqì 冷房をつける。
53 打开冷气 dǎkāi lěngqì 冷房をつける。
54 开空调 kāi kòngtiáo エアコンをつける。
55 打开空调 dǎkāi kòngtiáo エアコンをつける。
56 请把冷气打开 qǐng bǎ lěngqì dǎkāi 冷房をつけてください。
57 打开暖气吧 dǎkāi nuǎnqì ba 暖房をつけよう。
58 冷气开得太强了 lěngqì kāi dé tài qiáng le 冷房が効きすぎている。
59 暖气太热了 nuǎnqì tài rè le 暖房が熱すぎる。
60 关上冷气 guānshàng lěngqì 冷房を止める。
61 关空调 guān kòngtiáo エアコンを止める。
62 把暖气关了吧 bǎ nuǎnqì guān le ba 暖房を切るよ。
63 通⻛不好 tōngfēng bù hǎo 換気が悪い。
64 给房间通⻛ gěi fángjiān tōngfēng 部屋の換気をする。
65 打开窗户换气 dǎkāi chuānghù huàn qì 窓を開けて換気する。
66 换换空气吧 huànhuan kōngqì ba 換気しよう。
67 打开窗户透透气吧 dǎkāi chuānghù tòutòu qì ba 窓を開けて換気しよう。
68 通一下⻛吧 tōng yīxià fēng ba ちょっと風を通そう。
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