
No 中国語 ピンイン 日本語

1 钥匙 yàoshi かぎ。キー。
2 要是 yàoshi もしも。
3 钥匙孔 yàoshikǒng かぎ穴。
4 钥匙环 yàoshihuán キーホルダー。
5 钥匙环儿 yàoshihuánr キーホルダー。
6 钥匙链 yàoshiliàn キーホルダー。
7 钥匙链儿 yàoshiliànr キーホルダー。
8 钥匙扣 yàoshikòu キーホルダー。
9 钥匙圈 yàoshiquān キーホルダー。
10 钥匙串 yàoshichuàn 鍵束。
11 钥匙卡 yàoshikǎ キーカード。カード式の鍵。
12 锁 suǒ 錠。錠前。施錠する。
13 上锁 shàngsuǒ 錠を下ろす。鍵をかける。
14 锁上 suǒshàng 錠を下ろす。鍵をかける。
15 锁门 suǒ mén 門を閉ざす。
16 开锁 kāisuǒ ロックを解除する。
17 关键 guānjiàn かぎ。肝心なこと。かなめ。かなめとなる。
18 关键词 guānjiàncí キーワード。
19 关键字 guānjiànzì キーワード。
20 关键人物 guānjiàn rénwù キーパーソン。
21 窍门 qiàomén 難問を解決するキーポイント。妙案。
22 窍门儿 qiàoménr 難問を解決するキーポイント。妙案。
23 诀窍 juéqiào 秘けつ。こつ。
24 诀窍儿 juéqiàor 秘けつ。こつ。
25 一把钥匙 yī bǎ yàoshi 鍵ひとつ。一つの鍵。
26 房间的钥匙 fángjiān de yàoshi 部屋の鍵。
27 门钥匙 mén yàoshi ドアの鍵。
28 门的钥匙 mén de yàoshi ドアの鍵。
29 大门钥匙 dàmén yàoshi 玄関の鍵。
30 抽屉的钥匙 chōutì de yàoshi 引き出しの鍵。
31 储物柜的钥匙 chǔwùguì de yàoshi ロッカーの鍵。
32 保存柜的钥匙 bǎocúnguì de yàoshi ロッカーの鍵。
33 锁柜的钥匙 suǒguì de yàoshi 鍵付きロッカーの鍵。
34 衣柜的钥匙 yīguì de yàoshi クローゼットの鍵。
35 金库的钥匙 jīnkù de yàoshi 金庫の鍵。
36 保险柜的钥匙 bǎoxiǎnguì de yàoshi 金庫の鍵。
37 内心的钥匙 nèixīn de yàoshi 心の鍵。
38 备用钥匙 bèiyòng yàoshi スペアキー。
39 拨号键 bōhàojiàn ナンバーキー。
40 拨号锁 bōhàosuǒ ナンバー式の鍵。
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41 指纹锁 zhǐwénsuǒ 指紋認証式の鍵。
42 人脸锁 rénliǎnsuǒ 顔認証式の鍵。
43 电子锁 diànzǐsuǒ 電子ロック。
44 自动上锁 zìdòngshàngsuǒ オートロック。
45 自动门锁 zìdòngménsuǒ オートドアロック。
46 ⻋锁 chēsuǒ 自動車の鍵。
47 挂锁 guàsuǒ 南京錠。
48 密码 mìmǎ パスワード。暗号。
49 配钥匙 pèi yàoshi スペアキーをつくる。
50 修配钥匙 xiūpèi yàoshi スペアキーをつくる。
51 用钥匙开锁 yòng yàoshi kāisuǒ かぎで錠をあける。
52 用钥匙锁上 yòng yàoshi suǒshàng かぎで錠をかける。
53 你把门锁上 nǐ bǎ mén suǒshàng ドアに鍵をかけて。
54 别忘了把门锁上 bié wàng le bǎ mén suǒshàng ドアに鍵をかけ忘れないように。
55 把门锁上 bǎ mén suǒshàng 門に錠をかける。
56 打开门锁 dǎkāi mén suǒ ドアの鍵を開ける。
57 我把钥匙掉了 wǒ bǎ yàoshi diào le 私は鍵をなくした。
58 把房间的钥匙弄丢了 bǎ fángjiān de yàoshi nòng diū le 部屋の鍵をなくした。
59 我把钥匙锁在⻋里了 wǒ bǎ yàoshi suǒ zài chē lǐ le 私は車の中に鍵を閉じ込めてしまいました。
60 我把钥匙锁在房间里了 wǒ bǎ yàoshi suǒ zài fángjiān lǐ le 私は部屋の中に鍵を閉じ込めてしまいました。
61 把钥匙寄存到前台 bǎ yàoshi jìcún dào qiántái フロントにキーをあずける。
62 成功的关键 chénggōng de guānjiàn 成否の鍵。
63 胜败关键 shèng bài guānjiàn 勝敗の分かれ目。勝敗のキーポイント。
64 关键问题 guānjiàn wèntí かぎとなる問題。
65 关键时刻 guānjiàn shíkè いざという時。肝心な時。
66 作业的窍门 zuòyè de qiàomén 作業のこつ。作業のキーポイント。
67 成功的诀窍 chénggōng de juéqiào 成功の秘訣。成功のキー。
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