
No 中国語 ピンイン 日本語

1 把手 bǎshou ドアノブ。ハンドル。引き手。器物の取っ手。柄(え)。
2 门把手 mén bǎshǒu ドアノブ。
3 抽屉的把手 chōuti de bǎshǒu 引き出しの取っ手。
4 茶壶把手 cháhú bǎshǒu きゅうすの取っ手。
5 锅盖把手 guōgài bǎshou 鍋蓋(なべぶた)を持つための突起。
6 锅盖头 guōgàitóu 鍋蓋(なべぶた)を持つための突起。
7 把儿 bàr 器物の取っ手。柄(え)。
8 门把儿 ménbàr ドアの取っ手。
9 锅把儿 guōbǎr 鍋の取っ手。
10 手把 shǒubà 取っ手。
11 手把儿 shǒubàr 取っ手。
12 〜把 〜bà 器物の取っ手。柄(え)。
13 门把 ménbà ドアの取っ手。
14 伞把 sǎnbà 傘の柄。
15 伞把儿 sǎnbàr 傘の柄。
16 刀把儿 dāobàr ナイフの柄。
17 耳子 ěrzi 取っ手。器物の耳。
18 拉手 lāshou ドアノブ。ドアの取っ手。
19 拉手 lāshǒu 握手する。手を結ぶ。手と手をつなぐ。
20 门拉手 ménlāshou ドアノブ。ドアの取っ手。
21 手柄 shǒubǐng 取っ手。握り。
22 〜柄 〜bǐng 〜の柄(え)。〜の取っ手。
23 伞柄 sǎnbǐng 傘の柄。
24 刀柄 dāobǐng 刃物の柄。
25 锤柄 chuíbǐng 金づちの柄。
26 勺柄 sháobǐng ひしゃくの柄。
27 〜纽 〜niǔ 〜のつまみ。〜のボタン。
28 印钮 yìnniǔ 印章のつまみ。
29 衣纽 yīniǔ 衣服のボタン。
30 提梁 tíliáng かごややかんなどの取っ手。かばんの提げ手。
31 提梁儿 tíliángr かごややかんなどの取っ手。かばんの提げ手。
32 茶壶梁儿 cháhú liángr きゅうすの取っ手。
33 提纽 tíniǔ つまみ。取っ手。
34 提手 tíshǒu かごややかんなどの取っ手。かばんの提げ手。
35 纸袋提手 zhǐdài tíshǒu 紙袋の提げ手。
36 抓手 zhuāshǒu つまみ。手がかり。突破口。
37 杆 gǎn 柄(え)や軸など手でにぎる部分。
38 杆儿 gǎnr 柄(え)や軸など手でにぎる部分。
39 杠杆 gànggǎn 梃子(てこ)。
40 杠杆手柄 gànggǎn shǒubǐng レバーハンドル。
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41 操纵杆 cāozòng gǎn 操縦桿(そうじゅうかん)。
42 控制杆 kòngzhì gǎn 操縦桿(そうじゅうかん)。コントローラー。
43 游戏摇杆 yóuxì yáo gǎn ゲームのジョイスティック。
44 手柄摇杆 shǒubǐng yáo gǎn ゲームのジョイスティック。
45 车把 chēbǎ 自転車などのハンドル。人力車などのかじ棒。
46 方向盘 fāngxiàngpán 自動車などのハンドル。船の操舵輪。
47 舵轮 duòlún 船のハンドル。機械のハンドル。
48 摇手 yáoshǒu 機械のハンドル。手を左右に振り否定や阻止をあらわす。
49 摇把 yáobà 機械のハンドル。
50 摇把儿 yáobàr 機械のハンドル。
51 扳手 bānshou 機械のハンドル。ねじまわし。スパナ。
52 按钮 ànniǔ 押しボタン。
53 按钮儿 ànniǔr 押しボタン。
54 电钮 diànniǔ 電気器具のスイッチやつまみ。
55 按钮开关 ànniǔ kāiguān スイッチボタン。
56 按扭键 ànniǔ jiàn スイッチボタン。
57 拉绳开关 lā shéng kāiguān 引き紐スイッチ。
58 水龙头 shuǐlóngtou 蛇口。
59 钩 gōu フック。つるしたりひっかける鍵。字のはね。
60 钩儿 gōur フック。つるしたりひっかける鍵。字のはね。
61 吊钩 diàogōu フック。
62 钩子 gōuzi フック。かぎ形のもの。
63 别扣 biékòu とめ金。
64 金属扣 jīnshǔ kòu とめ金。
65 钥匙 yàoshi かぎ。キー。
66 钥匙孔 yàoshi kǒng かぎ穴。
67 锁 suǒ 錠(じょう)。錠前。施錠する。鍵をかける。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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