
No 中国語 ピンイン 日本語

1 文具 wénjù 文房具。
2 办公用品 bàngōng yòngpǐn オフィス用品。
3 笔 bǐ ペン。
4 圆珠笔 yuánzhūbǐ ボールペン。
5 财务笔 cáiwùbǐ 激細ボールペン。
6 钢笔 gāngbǐ 万年筆。
7 墨水 mòshuǐ インク。
8 铅笔 qiānbǐ 鉛筆。
9 彩色铅笔 cǎisè qiānbǐ 色鉛筆。
10 转笔刀 zhuànbǐdāo 鉛筆削り。
11 自动铅笔 zìdòng qiānbǐ シャープペンシル。
12 铅笔芯 qiānbǐ xīn 替え芯。
13 笔芯 bǐ xīn 替え芯。
14 橡皮 xiàngpí 消しゴム。
15 橡皮擦 xiàngpí cā 消しゴム。
16 荧光笔 yíngguāngbǐ 蛍光ペン。
17 水性笔 shuǐxìngbǐ 水性インクペン。
18 中性笔 zhōngxìngbǐ 中性インクペン。
19 油性笔 yóuxìngbǐ 油性インクペン。マジック。
20 签字笔 qiānzìbǐ サインペン。
21 记号笔 jìhàobǐ マジックペン。
22 ⻨克笔 màikèbǐ マイクペン。
23 ⻢克笔 ｍǎkèbǐ マーカーペン。
24 仪尺 yíchǐ 定規。
25 尺子 chǐzi 定規。
26 直尺 zhí chǐ 直定規。
27 卷尺 juǎnchǐ 巻き尺。
28 三角尺 sānjiǎochǐ 三角定規。
29 量角器 liàngjiǎoqì 分度器。
30 圆规 yuánguī 円コンパス。
31 铅笔盒 qiānbǐ hé 筆箱。
32 笔盒 bǐhé ペンケース。
33 笔袋 bǐdài 筆入れ。ペン入れ。
34 笔座 bǐzuò 筆立て。
35 笔筒 bǐtǒng 筆立て。
36 涂改液 túgǎiyè 修正液。
37 改正液 gǎizhèngyè 修正液。
38 修正液 xiūzhèngyè 修正液。
39 修正带 xiūzhèngdài 修正テープ。
40 回形针 huíxíngzhēn クリップ。
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41 回型针 huíxíngzhēn クリップ。
42 曲别针 qūbiézhēn クリップ。
43 票夹 piàojiā ダブルクリップ。
44 ⻓尾夹 chángwěijiā ダブルクリップ。
45 纸夹 zhǐjiā 紙挟み。バインダークリップ。
46 图钉 tú dīng 画鋲。
47 订书器 dìngshūqì ホチキス。
48 订书机 dìngshūjī ホチキス。製本機。
49 起钉器 qǐdīngqì ホッチキス針取り器。
50 订书针 dìngshūzhēn ホチキスのハリ。
51 钉子 dīngzi ハリ。くぎ。
52 打孔器 dǎkǒngqì 穴あけパンチ。
53 剪刀 jiǎndāo はさみ。
54 美工刀 měigōngdāo カッター。
55 刀片 dāopiàn カッターの刃。カミソリの刃。
56 裁纸刀 cáizhǐdāo 紙裁断器。カッター。
57 贴纸 tiēzhǐ シール。
58 不干胶 bùgànjiāo 粘着ラベル。シール。
59 口取粘纸 kǒuqǔ niánzhǐ タックインデックス。インデックスラベル。
60 易事贴 yìshìtiē ポストイット。
61 报事贴 bàoshìtiē ポストイット。
62 便条纸 biàntiáo zhǐ ポストイット。
63 便利贴 biànlì tiē ポストイット。
64 便签纸 biànqiān zhǐ ポストイット。
65 便签盒 biànqiān hé 箱入りポストイット。
66 胶水 jiāoshuǐ 接着のり。
67 胶棒 jiāobàng スティックのり。
68 胶粘剂 jiāoniánjì 接着剤。
69 粘合剂 niánhéjì 接着剤。
70 瞬间强力粘合剂 shùnjiān qiánglì niánhéjì 瞬間強力接着剤。
71 胶带 jiāodài 粘着テープ。
72 胶布 jiāobù 粘着テープ。
73 透明胶 tòumíng jiāo 透明テープ。セロテープ。
74 双面胶 shuāngmiàn jiāo 両面テープ。
75 橡皮筋 xiàngpí jīn 輪ゴム。ゴムバンド。
76 便笺 biàn jiān メモ用紙。
77 记事本 jìshì běn ノート。メモ帳。
78 笔记本 bǐjìběn ノート。
79 软抄本 ruǎnchāoběn ノート。
80 信签纸 xìnqiānzhǐ レポート用紙。
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81 活⻚纸 huóyèzhǐ ルーズリーフの紙。
82 信纸 xìnzhǐ 便箋。レターペーパー。
83 信封 xìnfēng 封筒。
84 邮票 yóupiào 切手。
85 写字本 xiězì běn 文字練習帳。
86 复写纸 fùxiězhǐ カーボンシート。
87 报销单据 bàoxiāo dānjù 清算明細書。
88 收据 shōujù 領収書。レシート。
89 账本 zhàngběn 帳簿。
90 账薄 zhàngbù 帳簿。
91 文件夹 wénjiànjiā ファイル。ペーパーホルダー。
92 孔式文件夹 kǒngshì wénjiànjiā リング式ファイル。
93 双孔文件夹 shuāng kǒng wénjiànjiā 二穴ファイル。
94 多孔文件夹 duōkǒng wénjiànjiā 多穴ファイル。
95 抽杆夹 chōugān jiā レール式書類ホルダー。
96 报告夹 bàogào jiā レール式書類ホルダー。
97 透明文件夹 tòumíng wénjiànjiā クリアファイル。
98 资料册 zīliàocè クリアブック。
99 带盒插⻚夹 dài hé chā yè jiá ポケット式ファイル。
100 档案盒 dǎng'ànhé ボックス式ファイル。
101 板夹 bǎnjiā クリップボード。
102 文件袋 wénjiàn dài 書類袋。文書記録入れ。
103 档案袋 dǎng'àn dài 書類袋。文書記録入れ。
104 拉链袋 lāliàn dài ジッパーバッグ。
105 印章 yìnzhāng ハンコ。
106 印鉴 yìnjiàn 登録印鑑の印影。
107 印台 yìntái スタンプ台。
108 名片 míngpiàn 名刺。
109 名片册 míngpiàn cè 名刺フォルダ。名刺ファイル。
110 名片盒 míngpiàn hé 名刺入れ。カードケース。
111 ID卡 ID kǎ IDカード。
112 员工工作证 yuángōng gōngzuòzhèng 社員証明。
113 员工吊牌 yuángōng diàopái 社員用ストラップ。
114 蜡笔 làbǐ クレヨン。
115 颜料 yánliào 絵の具
116 粉笔 fěnbǐ チョーク。
117 毛笔 máobǐ 筆。毛筆。
118 墨汁 mòzhī 墨汁。
119 日历 rìlì カレンダー。
120 台历架 táilì jià 卓上カレンダー。

文具オフィス用品単語  3/5

3



No 中国語 ピンイン 日本語

121 计算器 jìsuànqì 電卓。
122 计算机 jìsuànjī 計算機。コンピューター。
123 电话 diànhuà 電話。
124 打字机 dǎzìjī タイプライター。
125 书立 shū lì ブックスタンド。
126 杂志架 zázhì jià 雑誌ラック。
127 资料框 zīliào kuàng 資料ラック。
128 文件架 wénjiàn jià 書類ラック。
129 文件柜 wénjiàn guì 書類棚。ファイルキャビネット。
130 书 shū 本。
131 书签 shūqiān しおり。
132 课本 kèběn 教科書。
133 操作指南 cāozuò zhǐnán 操作ガイド。
134 标准作业程序 biāozhǔn zuòyè chéngxù 標準作業手順書。
135 说明书 shuōmíngshū 取り扱い説明書。
136 产品目录 chǎnpǐn mùlù 商品カタログ。
137 公司简介 gōngsī jiǎnjiè 会社案内。
138 小册子 xiǎocèzi パンフレット。
139 资料 zīliào 資料。
140 工具箱 gōngjù xiāng 工具箱。
141 改锥 gǎizhuī ねじ回し。ドライバー。
142 螺丝刀 luósīdāo ねじ回し。ドライバー。
143 公事包 gōngshì bāo ビジネスバッグ。
144 工作服 gōngzuòfú 作業着。会社のユニフォーム。
145 办公桌 bàngōng zhuō 事務机。
146 办公椅 bàngōng yǐ オフィスチェア。
147 办公隔断 bàngōng géduàn オフィスパーティション。
148 衣柜 yīguì ロッカー。洋服だんす。
149 保险柜 bǎoxiǎn guì 金庫。ロッカー。
150 复印 fùyìn コピー。
151 传真 chuánzhēn ファックス。
152 扫描 sǎomiáo スキャン。
153 打印 dǎyìn プリント。
154 碎纸机 suìzhǐjī シュレッダー。
155 硒鼓 xīgǔ トナーカートリッジ。
156 墨盒 mòhé インクカートリッジ。
157 色带 sèdài インクリボン。
158 碳带 tàndài カーボンリボン。
159 复印纸 fùyìn zhǐ コピー用紙。
160 打印纸 dǎyìn zhǐ プリント用紙。
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161 热敏传真纸 rè mǐn chuánzhēn zhǐ 感熱ファックス紙。
162 幻灯 huàndēng スライド。
163 幻灯片 huàndēng piàn スライド用フィルム。
164 投影仪 tóuyǐng yí プロジェクター。
165 屏幕 píngmù スクリーン。
166 投影幕 tóuyǐng mù スクリーン。
167 激光笔 jīguāng bǐ レーザーポインター。
168 磁铁 cítiě マグネット。
169 白板 báibǎn ホワイトボード。
170 白板笔 báibǎn bǐ ホワイトボード用マーカー。
171 白板擦 báibǎn cā ホワイトボード消し。
172 考勤卡 kǎoqín kǎ タイムカード。
173 打卡机 dǎkǎjī タイムレコーダー。
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