
No 中国語 ピンイン 日本語

1 仪器 yíqì 機械。器具。計器。
2 仪表 yíbiǎo 計器。メーター。立派な外面。風貌(ふうぼう)。風采(ふうさい)。

3 量度仪器 liángdù yíqì 測定器。
4 计量仪器 jìliáng yíqì 測定器。
5 测量仪器 cèliáng yíqì 測定器。
6 测量仪表 cèliáng yíbiǎo 測定器。
7 量器 liángqì 計量器。
8 计量仪 jìliángyí 測定器。
9 计量器 jìliángqì 計量器。
10 测量器 cèliángqì 計測器。
11 测量容器 cèliàng róngqì 計量器。
12 量具 liángjù 計測器。
13 量规 liángguī ゲージ。計測器。
14 尺子 chǐzi ものさし。尺。
15 卷尺 juǎnchǐ 巻き尺。
16 游标卡尺 yóubiāo kǎchǐ ノギス。
17 卡尺 kǎchǐ ノギス。
18 量角器 liángjiǎoqì 分度器。
19 分度规 fēndùguī 分度器。
20 水平仪 shuǐpíngyí 水平器。
21 体温计 tǐwēnjì 体温計。
22 体温表 tǐwēnbiǎo 体温計。
23 体重计 tǐzhòngjì 体重計。
24 人体秤 réntǐchèng 体重計。
25 健康秤 jiànkāngchèng 体重計。
26 计重秤 jìzhòngchèng 重量計。
27 身高计 shēngāojì 身⻑計。
28 身高测量计 shēngāo cèliàng jì 身⻑計。
29 身⻓计 shēnchángjì 身⻑計。
30 身⻓测量计 shēnchán cèliàng jì 身⻑計。
31 全自动身高体重测量仪 quán zìdòng shēngāo tǐzhòng cèliáng yí 全自動身⻑体重測定器。
32 人体脂肪测量仪 réntǐ zhīfáng cèliáng yí 体脂肪測定器。
33 血压计 xiěyājì 血圧計。
34 视力计 shìlìjì 視力計。
35 视力检定器 shìlì jiǎndìng qì 視力測定器
36 听力计 tīnglìjì 聴力計。
37 测听计 cètīngjì 聴力計。
38 秤 chèng 秤(はかり)。
39 衡器 héngqì 秤(はかり)。
40 台秤 táichèng 台秤(だいばかり)。
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41 磅秤 bàngchèng 台秤(だいばかり)。
42 杆秤 gǎnchèng 竿秤(さおばかり)。
43 盘秤 pánchèng 皿秤(さらばかり)。
44 弹簧秤 tánhuángchèng バネばかり。
45 天平 tiānpíng 天秤(てんびん)。
46 电子秤 diànzǐ chèng デジタル式の秤(はかり)。
47 量杯 liángbēi 計量カップ。メートルグラス。
48 量筒 liángtǒng 液量計。メスシリンダー。
49 量匙 liángchí 計量スプーン。
50 气量计 qìliàngjì ガス計量器。ガスメータ。
51 煤气计 méiqìjì ガス計量器。ガスメータ。
52 煤气表 méiqìbiǎo ガス計量器。ガスメータ。
53 电流计 diànliújì 電流計。
54 电流表 diànliúbiǎo 電流計。
55 安培计 ānpéijì 電流計。
56 电压电流计 diànyā diànliú jì 電圧電流計。
57 伏特安培计 fútè ānpéi jì 電圧電流計。
58 伏安计 fúānjì 電圧電流計。
59 照度计 zhàodùjì 照度計。
60 光度计 guāngdùjì 光度計。照度計。
61 速度计 sùdùjì 速度計。スピードメーター。
62 速度表 sùdùbiǎo 速度計。スピードメーター。
63 速率计 sùlǜjì 速度計。スピードメーター。
64 速度测试仪 sùdù cèshì yí 速度計。
65 测速仪 cèsùyí 速度計。スピード探知器。
66 ⻋速测量仪器 chēsù cèliáng yíqì 車速測定器。
67 球速测定机 qiúsù cèdìngjī 球速測定器。スピードガン。
68 测 cè 計測する。測量する。
69 目测 mùcè 目測する。目測。
70 测高度 cè gāodù 高さを測量する。
71 测距离 cè jùlí 距離をはかる。
72 测雨量 cè yǔliàng 雨量を計測する。
73 量 liáng 計測する。はかる。
74 量尺寸 liáng chǐcùn サイズをはかる。
75 量地 liáng dì 土地を測量する。
76 量体温 liáng tǐwēn 体温をはかる。
77 量体重 liáng tǐzhòng 体重をはかる。
78 量身高 liáng shēngāo 身⻑をはかる。
79 称 chēng 重さをはかる。〜と呼ぶ。⾔う。称する。
80 称重量 chēng zhòngliàng 重さをはかる。
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81 称量 chēngliáng 重さをはかる。推測する。
82 测量 cèliáng 測量する。
83 测量深度 cèliáng shēndù 深さをはかる。
84 测量水温 cèliáng shuǐwēn 水温をはかる。
85 测量距离 cèliáng jùlí 距離をはかる。
86 计量 jìliàng はかる。見積もる。
87 计量体温 jìliàng tǐwēn 体温をはかる。
88 计量气压变化 jìliàng qìyā biànhuà 気圧の変化をはかる。
89 测定 cèdìng 測定する。
90 测定速度 cèdìng sùdù 速度を測定する。
91 测定强度 cèdìng qiángdù 強度をはかる。
92 衡量 héngliáng よしあしを比べて評価する。はかりにかける。考慮する。
93 权衡 quánhéng よしあしを比べて判断する。はかりにかける。はかり。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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