
No 中国語 ピンイン 日本語

1 门 mén 門。ドア。出入口。こつ。秘けつ。門の役割をするもの。
2 门儿 ménr 門。ドア。出入口。こつ。秘けつ。門の役割をするもの。
3 门口 ménkǒu 玄関口。入り口。
4 门口儿 ménkǒur 玄関口。入り口。
5 闼 tà 門。小さな門。
6 出入口 chūrùkǒu 出入口。
7 出入口处 chūrùkǒu chù 出入口のところ。出入口。
8 出入门 chūrùmén 出入口。
9 进出口 jìnchūkǒu 出入口。輸出入。
10 进出口处 jìnchūkǒuchù 出入口のところ。出入口。
11 入口 rùkǒu 入り口。
12 入口处 rùkǒuchù 入口のところ。入り口。
13 进口 jìnkǒu 入り口。輸入する。船が入港する。
14 进口儿 jìnkǒur 入り口。
15 进口处 jìnkǒuchù 入口のところ。入り口。
16 出口 chūkǒu 出口。輸出する。船が港を出る。口に出して言う。
17 出口处 chūkǒuchù 出口のところ。出口。
18 出路 chūlù 外に通じる道。出口。活路。商品の販路。
19 大门 dàmén 表門。正門。
20 大门儿 dàménr 表門。正門。
21 大门口 dà ménkǒu 表門。表玄関。
22 大门口儿 dà ménkǒur 表門。表玄関。
23 小门 xiǎomén 小さな扉。
24 小门儿 xiǎoménr 小さな扉。
25 二门 èrmén 正門の内側にある門。
26 街门 jiēmén 通りに面している出入口。
27 正门 zhèngmén 正門。
28 前门 qiánmén 正門。
29 前门儿 qiánménr 正門。
30 后门 hòumén 裏門。裏口。不正なルート。
31 侧门 cèmén 通用門。
32 旁门 pángmén 通用門。
33 旁门儿 pángménr 通用門。
34 太平门 tàipíngmén 非常口。
35 太平楼梯 tàipíng lóutī 避難階段。
36 紧急出口 jǐnjí chūkǒu 非常口。
37 登机口 dēngjīkǒu 飛行機の搭乗口。
38 暗门 ànmén 隠しとびら。秘密の出入り口。
39 自动门 zìdòng mén 自動ドア。
40 转门 zhuànmén 回転ドア。
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41 回转门 huízhuǎnmén 回転ドア。
42 百叶门 bǎiyè mén ブラインド式の扉。よろい⼾。
43 百叶窗 bǎiyèchuāng ブラインドルーバー。よろい⼾。
44 卷帘门 juǎnliánmén 巻き上げ式の扉。シャッター。
45 ⻋门 chēmén 車両ドア。脇門。
46 汽⻋门 qìchē mén 自動車のドア。
47 门扇 ménshàn 門やドアの扉。
48 门扉 ménfēi 門やドアの扉。
49 门板 ménbǎn ⼾板。店舗の板⼾。
50 门环 ménhuán ドアに取り付けたノック用の金輪。
51 门铃 ménlíng ドアホン。ドアの呼び鈴。
52 对讲电话机 duì jiǎng diànhuàjī インターホン。
53 门把手 mén bǎshǒu ドアの取っ手。
54 门钥匙 mén yàoshi ドアの鍵。
55 门链 ménliàn ドアチェーン。
56 门牌 ménpái 住居の表示札。
57 名牌 míngpái 人名や商品名を書いた札。有名商標や銘柄。ブランド。
58 信箱 xìnxiāng 郵便受け。私書箱。郵便ポスト。
59 门帘 ménlián 入り口にかける垂れ幕やすだれ。
60 门帘儿 ménliánr 入り口にかける垂れ幕やすだれ。
61 门帘子 ménliánzi 入り口にかける垂れ幕やすだれ。
62 门垫 méndiàn 玄関マット。ドアマット。
63 擦鞋垫 cāxiédiàn 玄関マット。ドアマット。
64 门口地垫 ménkǒu dì diàn 玄関マット。ドアマット。
65 门毯 méntǎn 玄関マット。ドアマット。
66 地毯 dìtǎn じゅうたん。カーペット。
67 地毯儿 dìtǎnr じゅうたん。カーペット。
68 门童 méntóng ホテルや劇場のドアマン。
69 开门 kāimén ドアを開ける。
70 关门 guānmén ドアを閉める。
71 敲门 qiāomén ドアをノックする。
72 叩门 kòumén ドアをノックする。
73 哆啦A梦的任意门 duō la A mèng de rènyìmén ドラエモンのどこでもドア。
74 哆啦A梦的随意门 duō la A mèng de suíyìmén ドラエモンのどこでもドア。
75 哆啦A梦的如意门 duō la A mèng de rúyìmén ドラエモンのどこでもドア。
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