
No 中国語 ピンイン 日本語

1 汽⻋ qìchē 車。
2 自家⻋ zìjiāchē マイカー。
3 私家⻋ sījiāchē 自家用車。
4 私人汽⻋ sīrén qìchē 自家用車。
5 公司⻋ gōngsīchē 社用車。
6 出租車 chūzūchē タクシー。
7 的士 díshì タクシー。
8 黑⻋ hēichē 白タク。
9 打的 dǎdī タクシーを拾う。
10 打出租⻋ dǎ chūzūchē タクシーを拾う。
11 司机 sījī 運転手。
12 驾驶员 jiàshǐ yuán 運転手。操縦士。
13 副驾驶员 fù jiàshǐ yuán ナビゲーター。副操縦士。
14 驾驶执照 jiàshǐ zhízhào 運転免許証。
15 驾驶证 jiàshǐ zhèng 運転免許証。
16 汽油 qìyóu ガソリン。
17 灌满汽油 guànmǎn qìyóu ガソリンを満タンにする。
18 柴油 cháiyóu ディーゼル。
19 加油站 jiāyóu zhàn ガソリンスタンド。
20 天然气 tiānránqì 天然ガス。
21 煤气 méiqì ガス。
22 加气站 jiā qì zhàn ガススタンド。充填ステーション。
23 停⻋场 tíngchē chǎng 駐車場。
24 停⻋区 tíngchē qū パーキングエリア。
25 收费停⻋场 shōufèi tíngchē chǎng 有料駐車場。
26 开⻋ kāi chē 車を運転する。
27 驶 shǐ 運転する。
28 驾驶 jiàshǐ 運転する。
29 驾驶技术 jiàshǐ jìshù 運転技術。
30 开⻋很野 kāi chē hěn yě 運転が荒い。
31 不擅⻓开⻋ bù shàncháng kāichē 運転が上手くない。
32 开⻋不好 kāi chē bù hǎo 運転が下手。
33 本本族 běnběn zú ペーパードライバー。
34 本本司机 běnběn sījī ペーパードライバー。
35 ⻋牌 chē pái ナンバープレート。
36 汽⻋牌照 qìchē páizhào ナンバープレート。
37 号码牌 hàomǎpái ナンバープレート。
38 ⻋牌号 chēpái hào 車両ナンバー。
39 引擎盖 yǐnqínggài ボンネット。
40 保险杠 bǎoxiǎn gàn バンパー。
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41 引擎 yǐnqíng エンジン。
42 油门 yóumén アクセル。
43 踩油门 cǎi yóumén アクセルを踏む。
44 靠背轮 kàobèilún クラッチ。
45 刹⻋ shāchē ブレーキをかける。ブレーキ。
46 刹住⻋ shāzhùchē ブレーキをかけて車を止める。
47 紧急刹⻋ jǐnjí shāchē 急停車。
48 手刹 shǒushā ハンドブレーキ。
49 手闸 shǒuzhá ハンドブレーキ。
50 驻⻋制动器 zhù chē zhìdòngqì ハンドブレーキ。
51 驻⻋刹⻋ zhù chē shāchē パーキングブレーキ。
52 轮胎 lúntāi タイヤ。
53 ⻋胎 chētāi タイヤ。
54 雨刷 yǔshuā ワイパー。
55 ⻋内镜 chēnèijìng バックミラー。室内ミラー。
56 后视镜 hòushìjìng バックミラー。サイドミラー。
57 反光镜 fǎnguāngjìng 反射鏡。ミラー。
58 仪表 yíbiǎo 計器。メーター。
59 仪表板 yíbiǎo bǎn ダッシュボード。
60 方向盘 fāngxiàngpán ハンドル。
61 排档杆 páidǎng gǎn ギヤレバー。
62 变速杆 biànsù gǎn シフトレバー。
63 手动档⻋ shǒu dòng dàng chē マニュアル車。
64 自动档⻋ zìdòng dàng chē オートマチック車。
65 喇叭 lǎba クラクション。ラッパ。
66 驾驶座 jiàshǐ zuò 運転席。
67 副驾驶座 fù jiàshǐ zuò 助手席。
68 前座 qián zuò 前の席。
69 后座 hòu zuò 後ろの席。
70 汽⻋后排座椅 qìchē hòu pái zuòyǐ 車両後部座席。
71 汽⻋座椅调节 qìchē zuòyǐ tiáojié 車のシート調整。
72 汽⻋安全带 qìchē ānquándài 車のシートベルト。
73 系安全带 xì ānquándài シートベルトを締める。
74 解开安全带 jiěkāi ānquándài シートベルトを解除する。
75 安全气囊 ānquán qìnáng エアバッグ。
76 转向指示器杆 zhuǎnxiàng zhǐshìqì gǎn ウィンカーレバー。
77 头灯 tóudēng ヘッドランプ。
78 前照灯 qiánzhàodēng ヘッドランプ。
79 尾灯 wěidēng テールランプ。
80 转向指示灯 zhuǎnxiàng zhǐshì dēng ウィンカーランプ。
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81 刹⻋灯 shāchēdēng ブレーキランプ。
82 ⻋内灯 chēnèidēng 車内灯。
83 燃油表 rányóubiǎo 燃料メーター。
84 速度表 sùdùbiǎo スピードメーター。
85 里程表 lǐchéngbiǎo 速度・距離メーター。
86 ⻋门 chēmén 車のドア。
87 汽⻋自动门 qìchē zìdòng mén 車の自動ドア。
88 ⻋⻔微开 chēmén wēi kāi 半ドア。
89 汽⻋天窗 qìchē tiānchuāng 車のサンルーフ。
90 后备箱门 hòubèixiāng mén トランクのドア。
91 后备箱 hòubèixiāng トランク。
92 行⻋距离 xíngchē jùlí 走行距離。
93 ⻋距 chējù 車間距離。
94 超⻋ chāochē 追い越し。
95 爆胎 bàotāi パンク。
96 炸胎 zhàtāi パンク。
97 熄火 xīhuǒ エンスト。
98 毛病 máobing 不調。欠陥。
99 出毛病 chū máobing 故障する。
100 故障 gùzhàng 故障する。
101 修理 xiūlǐ 修理する。
102 ⻋辆检查 chēliàng jiǎnchá 車両点検。
103 事故 shìgù 事故。
104 人身事故 rénshēn shìgù 人身事故。
105 损坏事故 sǔnhuài shìgù 物損事故。
106 交通事故 jiāotōng shìgù 交通事故。
107 ⻋祸 chēhuò 交通事故。
108 汽⻋保险 qìchē bǎoxiǎn 自動車保険。
109 违反交通规则 wéifǎn jiāotōng guīzé 交通規則違反。
110 交通违章 jiāotōng wéizhāng 交通違反。
111 ⻋辆违章 chēliàng wéizhāng 車両違反。
112 违章停⻋ wéizhāng tíngchē 違法駐車。
113 禁止停⻋ jìnzhǐ tíngchē 停車禁止。駐車禁止。
114 酒后驾⻋ jiǔhòu jiàchē 飲酒運転。
115 超速 chāosù スピード違反。
116 限制速度 xiànzhì sùdù 速度制限。
117 时速 shísù 時速。
118 时速一百公里 shísù yī bǎi gōnglǐ 時速１００キロメートル。
119 开⻜⻋ kāi fēichē スピード運転をする。
120 加速行驶 jiāsù xíngshǐ 加速運転する。
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121 减速行驶 jiǎnsù xíngshǐ 減速運転する。
122 匀速行驶 yúnsù xíngshǐ 定速運転する。
123 慢速行驶 màn sù xíngshǐ 徐行運転。
124 罚款 fákuǎn 罰金。
125 交警检查 jiāojǐng jiǎnchá 交通警察検査。
126 遭到查问 zāodào cháwèn 検問に見舞われる。
127 堵⻋ dǔchē 渋滞。
128 塞⻋ sāichē 渋滞。
129 新⻋ xīnchē 新車。
130 二手⻋ èrshǒuchē 中古車。
131 行⻋线 xíngchē xiàn 車線。
132 护栏 hùlán ガードレール。
133 步行者 bùxíngzhě 歩行者。
134 行人 xíngrén 歩行者。
135 ⻋道 chēdào 車道。
136 人行道 rénxíngdào 歩道。
137 安全驾驶 ānquán jiàshǐ 安全運転。
138 危险驾驶 wéixiǎn jiàshǐ 危険運転。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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