
No 中国語 ピンイン 日本語

1 线 xiàn 糸やひもなど細⻑くて⾃由に曲げられるもの。線。
2 线儿 xiànr 糸やひもなど細⻑くて⾃由に曲げられるもの。
3 一根线 yī gēn xiàn 一本の糸。
4 电线 diànxiàn 電線。
5 断线 duàn xiàn 糸が切れる。断線する。
6 纫针 rènzhēn 針に糸を通す。
7 穿针引线 chuān zhēn yǐn xiàn 針に糸を通す。
8 往针眼里穿线 wǎng zhēnyǎn lǐ chuān xiàn 針の穴に糸を通す。
9 纱线 shāxiàn 紡績糸。紡ぎ糸。
10 一根纱线 yī gēn shāxiàn 一本の糸。
11 丝 sī 生糸。糸のように細いもの。
12 蚕丝 cánsī 蚕糸。生糸。
13 一根丝 yī gēn sī 一筋の糸。
14 丝儿 sīr 糸のように細いもの。
15 蜘蛛丝 zhīzhūsī くもの糸。
16 钓丝 diàosī 釣り糸。
17 铁丝 tiēsī 針金。
18 钢丝 gāngsī 鋼線。スチールワイヤー。
19 钢丝绳 gāngsīshéng ワイヤーロープ。
20 钢缆 gānglǎn ワイヤーロープ。
21 钢索 gāngsuǒ ワイヤーロープ。
22 弦 xián 楽器の弦。弓のつる。
23 弦儿 xiánr 楽器の弦。
24 绳 shéng 縄。ひも。ロープ。
25 绳儿 shéngr 縄。ひも。ロープ。
26 绳子 shéngzi 縄。ひも。ロープ。
27 一根绳子 yī gēn shéngzi １本のひも。
28 一条绳子 yī tiáo shéngzi １本のひも。
29 这根绳子 zhè gēn shéngzi このひも。
30 这根儿绳子 zhè gēnr shéngzi このひも。
31 结绳 jiéshéng ひもをむすびつける。
32 绳子打结方法 shéngzi dǎ jié fāngfǎ ひもをむすびつける方法。
33 系绳 jìshéng ひもをむすぶ。
34 系绳子 jì shéngzi ひもをむすぶ。
35 系上绳子 jì shàng shéngzi ひもをむすぶ。
36 解绳 jiěshéng ひもをほどく。
37 解开绳子 jiě kāi shéngzi ひもをほどく。
38 绳子松开 shéngzi sōng kāi ひもが緩む。ひもがほどける。
39 绳被解开 shéng bèi jiě kāi ひもがほどける。
40 松弛的绳子 sōngchí de shéngzi たるんだひも。
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41 用绳子绑上 yòng shéngzi bǎng shàng ひもでしばる。
42 用绳子绑住 yòng shéngzi bǎng zhù ひもでしばる。
43 用绳子捆上 yòng shéngzi kǔn shàng ひもでしばる。
44 用绳子捆住 yòng shéngzi kǔn zhù ひもでしばる。
45 用绳子捆行李 yòng shéngzi kǔn xíngli ひもで荷物をしばる。
46 缠上绳子 chán shàng shéngzi ひもを巻き付ける。
47 拉绳子 lā shéngzi ひもを引く。ひもを張る。
48 细绳 xìshéng 細いひも。
49 细绳子 xì shéngzi 細いひも。
50 绳索 shéngsuǒ 太い縄。荒縄。ザイル。
51 绳缆 shénglǎn 縄。ロープ。
52 缆 lǎn 船のロープ。船をともづなでつなぎ止める。
53 电缆 diànlǎn 電気ケーブル。
54 光缆 guānglǎn 光ケーブル。
55 围绳 wéishéng ボクシング、プロレスのリングのロープ。
56 麻绳 máshéng 麻縄。
57 晾衣绳 liàngyīshéng 洗濯ひも。物干しひも。
58 带子 dàizi おび。ベルト。
59 鞋带 xiédài くつひも。
60 索 suǒ 太い縄。ロープ。
61 麻索 másuǒ 麻縄。
62 船索 chuánsuǒ 船のロープ。
63 保险索 bǎoxiǎn suǒ 命づな。
64 救生索 jiùshēng suǒ 命づな。
65 安全带 ānquán dài 安全ベルト。シートベルト。
66 PET塑钢带 PET sùgāng dài ＰＰバンド。
67 PP带 PP dài ＰＰバンド。
68 链 liàn 鎖。
69 链儿 liànr 鎖。
70 链子 liànzi 鎖。
71 锁链 suǒliàn 鎖。
72 锁链儿 suǒliànr 鎖。
73 锁链子 suǒliànzi 鎖。
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