
No 中国語 ピンイン 日本語

1 工程 gōngchéng 工事。プロジェクト。
2 工地 gōngdì 工事現場。作業場。
3 工事 gōngshì 軍事陣地の構築施設。トーチカ、バリケード、塹壕(ざんごう)など。

4 施工 shīgōng 工事をする。施工する。
5 开工 kāigōng 着工する。操業する。
6 动工 dònggōng 工事を始める。着工する。施工する。工事する。
7 竣工 jùngōng 工事が完成する。竣工する。
8 完工 wángōng 仕事や工事が完了する。
9 监工 jiāngōng 工事を監督する。工事の現場監督。
10 装修 zhuāngxiū 内装工事や外装工事をする。組み立てや修理をする。
11 建筑 jiànzhù 建築する。建築物。
12 建设 jiànshè 新しい施設を作る。新しい事業を始める。建設。
13 修建 xiūjiàn 建設する。工事する。
14 修筑 xiūzhù 建設する。工事する。
15 修复 xiūfù 修復する。
16 修理 xiūlǐ 修理する。草木を手入れする。
17 抢修 qiǎngxiū 建築物、道路、機械などを突貫工事で修理する。
18 搭 dā 棒や支柱などを組んで橋や棚などをつくる。つなぎ合わせる。

19 装 zhuāng 取り付ける。扮装する。ふりをする。物を入れる。
20 组装 zǔzhuāng 大型機械などを組み立てる。
21 装配 zhuāngpèi 部品を組み立てる。
22 安装 ānzhuāng 機械や器具などを取り付ける。
23 装置 zhuāngzhì 据え付ける。装置。
24 拆 chāi ばらばらにする。ほどく。解体する。取り壊す。
25 卸 xiè 機械などを分解する。積み荷をおろす。
26 拆卸 chāixiè 機械などを分解する。解体する。
27 拆除 chāichú 建物や設備を撤去する。
28 撤除 chèchú 取り除く。引きあげる。取り消す。
29 破坏 pòhuài 壊す。傷つける。変え改める。違反する。
30 施工机械 shīgōng jīxiè 工事用機械。
31 鹰架 yīngjià 建築の足場。
32 正在施工中 zhèngzài shīgōng zhōng 現在工事中。
33 这里正在施工 zhèlǐ zhèngzài shīgōng ここは工事中。
34 正在动工, 闲人免进 zhèngzài dònggōng, xiánrén miǎn jìn 現在工事中、無用の者の立ち入りを禁ず。
35 前面施工 qiánmian shīgōng この先工事中。
36 正在施工, 此路不通 zhèngzài shīgōng, cǐ lù bùtōng 工事中につき、この道は通行できない。
37 请绕行 qǐng ràoxíng 迂回してください。
38 施工场地 shīgōng chǎngdì 工事する場所。工事現場。
39 工程现场 gōngchéng xiànchǎng 工事現場。
40 建筑工地 jiànzhù gōngdì 建築現場。
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41 修路 xiūlù 道路を補修する。
42 铺路工程 pūlù gōngchéng 舗装(ほそう)工事。
43 建筑工程 jiànzhù gōngchéng 建設工事。
44 地铁⻋站建筑工程 dìtiě chēzhàn jiànzhú gōngchéng 地下鉄駅建築工事。
45 建工 jiàngōng 建設工事。
46 大楼的建设工程 dàlóu de jiànshè gōngchéng ビルの建設工事。
47 基础工程 jīchǔ gōngchéng 基礎工事。
48 扩建工程 kuòjiàn gōngchéng 拡張工事。
49 增建工程 zēng jiàn gōngchéng 増築工事。
50 配套工程 pèitào gōngchéng 組み立て工事。
51 安装工程 ānzhuāng gōngchéng 据え付け工事。
52 维修工程 wéixiū gōngchéng 補修工事。メンテナンス工事。
53 修缮工程 xiūshàn gōngchéng 修繕工事。
54 修复工程 xiūfù gōngchéng 修復工事。
55 改建工程 gǎijiàn gōngchéng 改修工事。
56 大修工程 dàxiū gōngchéng 大規模改修工事。
57 加固工程 jiāgù gōngchéng 補強工事。
58 土木工程 tǔmù gōngchéng 土木工事。
59 架线工程 jià xiàn gōngchéng 架線工事。
60 配管工程 pèiguǎn gōngchéng 配管工事。
61 电气工程 diànqì gōngchéng 電気工事。
62 自来水工程 zìláishuǐ gōngchéng 水道工事。
63 铁路工程 tiělù gōngchéng 鉄道工事。
64 铁路维修工程 tiělù wéixiū gōngchéng 鉄道の補修工事。
65 桥梁工程 qiáoliáng gōngchéng 橋梁(きょうりょう)工事。
66 架桥工程 jià qiáo gōngchéng 架橋(かきょう)工事。
67 水库工程 shuǐkù gōngchéng ダム工事。
68 隧道工程 suìdào gōngchéng トンネル工事。
69 填拓工程 tiántuò gōngchéng 埋め立て工事。
70 挖方工程 wāfāng gōngchéng 掘削(くっさく)工事。
71 拆卸大楼 chāixiè dàlóu ビルを解体する。
72 破坏桥梁 pòhuài qiáoliáng 橋を壊す。
73 突击施工 tújí shīgōng 突貫工事。
74 工程进展得怎么样? gōngchéng jìnzhǎn dé zěnmeyàng 工事の進み具合はどうですか。
75 工程进展顺利 gōngchéng jìnzhǎn shùnlì 工事は順調に進んでいる。
76 还需要十年时间 hái xūyào shí nián shíjiān あと１０年かかる。
77 工程完成了八成 gōngchéng wánchéng le bā chéng 工事は八割がた終わった。
78 这项工程将近完成 zhè xiàng gōngchéng jiāngjìn wánchéng この工事は間もなく完成する。
79 安全第一 ānquán dì yī 安全第一。
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