
No 中国語 ピンイン 日本語

1 钟表 zhōngbiǎo 時計。いろいろある時計の総称。
2 钟表店 zhōngbiǎodiàn 時計店。
3 数码钟表 shùmǎ zhōngbiǎo デジタル時計。
4 电子钟表 diànzǐ zhōngbiǎo 電子時計。
5 液晶钟表 yèjīng zhōngbiǎo 液晶時計。
6 针式钟表 zhēn shì zhōngbiǎo アナログ時計。
7 模拟钟表 mónǐ zhōngbiǎo アナログ時計。
8 钟 zhōng 掛け時計。置き時計。鐘。時間をあらわすことば。
9 挂钟 guàzhōng 掛け時計。
10 摆钟 bǎizhōng 振り子時計。
11 座钟 zuòzhōng 置き時計。
12 坐钟 zuòzhōng 置き時計。
13 闹钟 nàozhōng 目覚まし時計。
14 时钟 shízhōng 時をつげる時計。
15 钟塔 zhōngtǎ 時計台。
16 钟楼 zhōnglóu 時計台。
17 食欲钟 shíyùzhōng 腹時計。
18 表 biǎo 携帯用の小さな時計。図表。一覧表。
19 手表 shǒubiǎo 腕時計。
20 怀表 huáibiǎo 懐中時計。
21 电子表 diànzǐbiǎo 電子時計。
22 数字表 shùzìbiǎo デジタル時計。
23 机械表 jìxièbiǎo アナログ時計。
24 防水表 fángshuǐbiǎo 防水時計。
25 电子手表 diànzǐ shǒubiǎo 電子腕時計。
26 数字手表 shùzì shǒubiǎo デジタル腕時計。
27 数码手表 shùmǎ shǒubiǎo デジタル腕時計。
28 电波手表 diànbō shǒubiǎo 電波腕時計。
29 智能手表 zhìnéng shǒubiǎo スマートウォッチ。
30 沙漏 shālòu 砂時計。
31 日规 rìguī 日時計。
32 日晷 rìguǐ 日時計。
33 报时 bàoshí 時刻を知らせる。
34 顺时针 shùn shízhēn 時計回り。
35 顺时针方向 shùn shízhēn fāngxiàng 時計回りの方向。
36 顺正时针方向 shùn zhèng shízhēn fāngxiàng 時計回りの方向。
37 逆时针方向 nì shízhēn fāngxiàng 反時計回りの方向。
38 戴手表 dài shǒubiǎo 腕時計をする。
39 带着手表 dài zhe shǒubiǎo 腕時計をしている。
40 时针 shízhēn 時計の針。時計の短針。
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41 分针 fēnzhēn 時計の⻑針。
42 秒针 miǎozhēn 時計の秒針。
43 表带儿 biǎodàir 時計のバンド。
44 调整钟表时间 tiáozhěng zhōngbiǎo shíjiān 時計の時間を調節する。
45 对表 duìbiǎo 時計を合わせる。
46 修表 xiū biǎo 時計を修理する。
47 你的表现在几点? nǐ de biǎo xiànzài jǐ diǎn あなたの腕時計でいま何時ですか。
48 你的表准吗? nǐ de biǎo zhǔn ma あなたの時計は正確ですか。
49 这表走得准不准? zhè biǎo zǒu de zhǔn buzhǔn この時計は合っていますか。
50 我的手表很准 wǒ de shǒubiǎo hěn zhǔn 私の時計は正確です。
51 这个表不准 zhège biǎo bù zhǔn この時計は狂っている。
52 这个表坏了 zhège biǎo huài le この時計は壊れた。
53 我的表快五分钟 wǒ de biǎo kuài wǔ fēnzhōng 私の時計は５分進んでいる。
54 我的表慢五分钟 wǒ de biǎo màn wǔ fēnzhōng 私の時計は５分遅れている。
55 表在走 biǎo zài zǒu 時計が動いている。
56 表停了 biǎo tíng le 時計が止まった。
57 调闹钟 diào nàozhōng 目覚ましを調整する。
58 设定闹钟 shè dìng nàozhōng アラームを設定する。
59 停止闹钟 tíngzhǐ nàozhōng アラームを停止する。
60 取消闹钟 qǔxiāo nàozhōng アラームを解除する。
61 闹钟声 nàozhōng shēng アラームの音。
62 闹钟响了 nàozhōng xiǎng le アラームが鳴る。
63 电池没电了 diànchí méi diàn le 電池が切れた。
64 电池交换 diànchí jiāohuàn 電池交換。
65 换电池 huàn diànchí 電池を交換する。
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