
No 中国語 ピンイン 日本語

2 电器商店 diànqì shāngdiàn 電気店。
3 家电店 jiādiàndiàn 家電販売店。
4 电子城 diànzǐchéng 電子市場。電気市場。
5 电脑城 diànnǎochéng パソコン市場。
6 照明专卖店 zhàomíng zhuānmàidiàn 照明専門店。
7 空调专卖店 kōngtiáo zhuānmàidiàn 空調専門店。
8 超市 chāoshì スーパーマーケット。
9 百货店 bǎihuòdiàn 百貨店。
10 五金店 wǔjīndiàn 金物雑貨屋。

12 家庭影院 jiātíng yǐngyuàn ホームシアター。
13 微型投影仪 wéixíng tóuyǐng yí 小型プロジェクター。小型投影器。
14 电视机 diànshìjī テレビ。
15 彩电 cǎidiàn カラーテレビ。
16 薄型电视 bóxíng diànshì 薄型テレビ。
17 音响设备 yīnxiǎng shèbèi 音響設備。オーディオシステム。
18 音箱 yīnxiāng スピーカー。
19 低音炮 dīyīn pào ウーファー。
20 功放 gōng fàng アンプ。
21 冰箱 bīngxiāng 冷蔵庫。
22 冰柜 bīngguì フリーザー。冷凍器。
23 空调 kōngtiáo エアコン。空調。
24 洗衣机 xǐyījī 洗濯機。
25 干衣机 gānyījī 衣類乾燥機。
26 油烟机 yóuyān jī レンジフード。
27 排烟器 páiyān qì 排煙器。
28 灶具 zàojù ガスレンジ。
29 消毒柜 xiāodú guì 消毒キャビネット。
30 洗碗机 xǐ wǎn jī 食器洗い機。
31 洗碟机 xǐ dié jī 食器洗い機。
32 热水器 rèshuǐqì 温水器。

34 手机 shǒujī 携帯電話。
35 智能手机 zhìnéng shǒujī スマホ。スマートフォン。

37 手机电池 shǒujī diànchí 携帯電話バッテリー。
38 移动电源 yídòng diànyuán モバイルバッテリー。

11 大家电 dà jiādiàn 大型家電。

33 手机通讯 shǒujī tōngxùn 携帯通信。
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39 手机充电器 shǒujī chōngdiàn qì 携帯電話充電器。
40 数据线 shùjù xiàn ケーブル。
41 手机耳机 shǒujī ěrjī 携帯電話用イヤホン。ヘッドホン。
42 手机套 shǒujī tào 携帯電話ケース。
43 外壳 wàiké ボディーケース。
44 手机贴膜 shǒujī tiēmó 携帯電話用フィルム。
45 手机储存卡 shǒujī chúcún kǎ 携帯電話のメモリカード。
46 自拍杆 zìpāi gān 自撮り棒。
47 iPhone配件 iPhone pèijiàn iPhoneアクセサリー。
48 苹果配件 píngguǒ pèijiàn アップルアクセサリー。

50 数码相机 shùmǎ xiàngjī デジタルカメラ。
51 单反相机 dānfǎn xiàngjī 一眼レフカメラ。
52 照相机 zhàoxiàngjī カメラ。
53 拍立得 pāi lì dé ポラロイドカメラ。インスタントカメラ。
54 单电 dān diàn ミラーレス一眼カメラ。
55 微单相机 wēi dān xiàngjī ミラーレス一眼カメラ。
56 镜头 jìngtóu カメラレンズ。
57 单反配件 dānfǎn pèijiàn 一眼レフカメラアクセサリー。
58 相机包 xiàngjī bāo カメラバッグ。
59 三脚架 sānjiǎojià 三脚。
60 云台 yún tái 雲台。カメラ向き固定具。
61 滤镜 lǜjìng フィルター。
62 闪光灯 shǎnguāngdēng フラッシュ。
63 胶卷 jiāojuǎn フィルム。
64 摄像机 shèxiàngjī 撮影機。ビデオカメラ。
65 运动相机 yùndòng xiàngjī スポーツカメラ。ウェアラブルカメラ。
66 录像机 lùxiàngjī ビデオテープレコーダー。
67 录像带 lùxiàngdài ビデオテープ。
68 DVD 影碟机 DVD yǐngdié jī DVDプレーヤー。

70 存储卡 cúnchú kǎ メモリーカード。
71 读卡器 dú kǎ qì カードリーダー。
72 电池 diànchí 電池。バッテリー。
73 充电器 chōngdiàn qì 充電器。

75 随身听 suíshēn tīng 携帯音楽プレイヤー。MP3プレイヤー。
76 CD机 CD jī CDプレーヤー。
77 DVD播放器 DVD bòfàng qì DVDプレーヤー。

49 摄影摄像 shèyǐng shèxiàng 写真・ビデオ撮影。

69 数码配件 shùmǎ pèijiàn デジタルアクセサリー。

74 时尚数码 shíshàng shùmǎ ファッションデジタル。

家電電気製品単語  2/8

2



No 中国語 ピンイン 日本語

78 复读机 fùdú jī リピート機能付き再生機。語学学習機。
79 电子词典 diànzǐ cídiǎn 電子辞書
80 电子教育 diànzǐ jiàoyù デジタル教材。
81 点读机 diǎn dú jī 音声読み取り教材。
82 电子书 diànzǐ shū 電子書籍。
83 耳机 ěrjī イヤホン。ヘッドホン。
84 蓝牙耳机 lányá ěrjī Bluetoothイヤホン。Bluetoothヘッドホン。
85 数码相框 shùmǎ xiàng kuāng デジタルフォトフレーム。
86 智能设备 zhìnéng shèbèi スマートデバイス。
87 智能手环 zhìnéng shǒu huán スマートブレスレット。
88 手表 shǒubiǎo 腕時計。
89 游戏机 yóuxì jī ゲーム機。
90 电子游戏 diànzǐ yóuxì コンピュータゲーム。電子ゲーム。
91 手柄 shǒubǐng ジョイスティック。コントローラー。
92 无人机 wú rén jī ドローン。
93 体感⻋ tǐgǎn chē 電動立ち乗り二輪車。(セグウェイ。)
94 组合音响 zǔhé yīnxiǎng オーディオコンポ。
95 录音机 lùyīn jī レコーダー。録音機。ラジカセ。
96 收音机 shōu yīn jī ラジオ。
97 音频线 yīnpín xiàn オーディオケーブル。

99 台式机 táishì jī デスクトップ。
100 台式整机 táishì zhěng jī デスクトップセット。
101 台式一体机 táishì yītǐ jī 一体型デスクトップマシン。
102 一体机 yītǐ jī 一体型。
103 笔记本 bǐjìběn ノートブック。
104 平板电脑 píngbǎn diànnǎo タブレット。
105 超极本 chāo jí běn ウルトラブック。
106 上网本 shàngwǎngběn ネットブック。

108 电脑配件 diànnǎo pèijiàn コンピュータアクセサリー。
109 移动硬盘 yídòng yìngpán モバイルハードディスク。
110 U盘 U pán USBメモリー。
111 USB线 USB xiàn USBケーブル。
112 鼠标 shǔbiāo コンピューターのマウス。
113 鼠标垫 shǔbiāo diàn マウスパッド。
114 键盘 jiànpán キーボード。
115 键盘膜 jiànpán mó キーボード保護シート。
116 耳⻨ ěrmài ヘッドセット。

98 电脑 diànnǎo コンピュータ。パソコン。

107 外设配件 wài shè pèijiàn 外付けアクセサリー。
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117 ⻨克⻛ màikèfēng マイク。
118 电脑音箱 diànnǎo yīnxiāng PCスピーカー。
119 散热器 sànrè qì 散熱器。ラジエーター。
120 电脑显示器 diànnǎo xiǎnshìqì パソコンモニター。ディスプレイ。
121 摄像头 shèxiàngtóu カメラ。
122 平板电脑配件 píngbǎn diànnǎo pèijiàn タブレットアクセサリー。
123 手写板 shǒuxiě bǎn グラフィックタブレット。
124 软件 ruǎnjiàn ソフト。
125 操作系统 cāozuò xìtǒng OS
126 电脑清洁 diànnǎo qīngjié PCクリーニング道具。

128 主板 zhǔbǎn マザーボード。
129 显卡 xiǎnkǎ グラフィックスカード。

131 路由器 lùyóuqì 通信ルーター。
132 网卡 wǎng kǎ ネットワークカード。
133 无线上网卡 wúxiàn shàngwǎng kǎ ワイヤレスネットワークカード。
134 网络机顶盒 wǎngluò jīdǐnghé IPTVターミナル。
135 4G/3G 上网 4G/3G shàngwǎng 4G/3G インターネット。
136 网线 wǎngxiàn LANケーブル。

138 打印机 dǎyìnjī プリンタ。印刷機。
139 多功能一体机 duō gōngnéng yītǐ jī オールインワンマシン。複合機。
140 传真机 chuánzhēn jī ファックス機。
141 复印机 fùyìnjī コピー機。
142 色带 sè dài インクリボン。
143 油墨盒 yóumòhé インクカートリッジ。
144 投影机 tóuyǐng jī プロジェクター。
145 装订机 zhuāngdìng jī 製本機。
146 碎纸机 suì zhǐ jī シュレッダー。

148 煤气灶 méiqì zào ガスコンロ。
149 电灶 diàn zào 電気コンロ。
150 料理机 liàolǐ jī クッキングマシン。
151 榨汁机 zhà zhī jī ジューサー。
152 豆浆机 dòujiāng jī 豆乳メーカー。
153 咖啡壶 kāfēi hú コーヒー沸かし器。
154 咖啡机 kāfēi jī コーヒーメーカー。

127 DIY硬件 DIY yìngjiàn DIYハードウェア。

130 网络产品 wǎngluò chǎnpǐn ネット接続商品。

137 办公打印 bàngōng dǎyìn オフィス印刷。

147 厨房电器 chúfáng diànqì キッチン家電。
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155 微波炉 wéibōlú 電子レンジ。
156 电饭煲 diànfànbāo 炊飯器。
157 电饭锅 diànfànguō 炊飯器。
158 电压力锅 diàn yālìguō 電気圧力鍋。
159 高压锅 gāoyāguō 圧力鍋。
160 电磁炉 diàncí lú 電磁調理器。
161 电磁灶 diàncí zào 電磁調理器。
162 面包机 miànbāo jī パンメーカー。
163 烤面包机 kǎo miànbāo jī トースター。
164 多士炉 duōshì lú トースター。
165 电蒸锅 diàn zhēng guō 電気蒸し器。
166 电炖锅 diàn dùn guō 電気煮込み器。
167 打蛋器 dǎ dàn qì 泡立て器。ミキサー。
168 搅拌器 jiǎobàn qì 撹拌機。
169 煮蛋器 zhǔ dàn qì ゆで卵器。
170 酸奶机 suānnǎi jī ヨーグルトメーカー。
171 烤饼机 kǎo bǐng jī おやきメーカー。
172 电饼铛 diàn bǐng chēng ホットプレート。
173 电烤箱 diàn kǎoxiāng 電気オーブン。
174 烧烤炉 shāokǎo lú バーベキューグリル。
175 电水煲 diàn shuǐ bāo 電気湯沸かし。
176 电水壶 diàn shuǐhú 電気ポット。
177 多用途锅 duō yòngtú guō 多目的なべ。
178 多功能锅 duō gōngnéng guō 多目的なべ。
179 面条机 miàntiáo jī 製麺機。
180 果蔬消毒机 guǒshū xiāodú jī 果物および野菜の殺菌装置。

182 电⻛扇 diàn fēngshàn 扇風機。
183 电扇 diànshàn 扇風機。
184 ⻛扇 fēngshàn 扇風機。
185 空调扇 kōngtiáo shàn 空調扇。
186 空气净化器 kōngqì jìnghuà qì エアクリーナー。
187 排⻛扇 páifēngshàn 排気ファン。
188 换气扇 huànqìshàn 換気扇。
189 微⻛吊扇 wéifēng diàoshàn 天井扇。天井ファン。
190 热水器 rèshuǐqì 温水器。ウォーターボイラー。
191 吸尘器 xīchénqì 掃除機。
192 自动扫地机 zìdòng sǎodì jī 掃除機ロボット。
193 加湿器 jiāshīqì 加湿器。

181 生活电器 shēnghuó diànqì 生活家電。
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194 空气去湿器 kōngqì qù shī qì 空気除湿器。
195 烘干机 hōnggān jī 乾燥器。
196 取暖电器 qǔnuǎn diànqì 暖房器具。
197 暖气 nuǎnqì 暖房装置。ヒーター。
198 ⻧素加热器 lǔsù jiārè qì ハロゲンヒーター。
199 电暖桌 diàn nuǎn zhuō 電気ヒーターテーブル。中華式電気こたつ。
200 电热毯 diànrè tǎn 電気毛布。
201 浴霸 yù bà 浴室暖房機。
202 冷气 lěngqì 冷房装置。クーラー。
203 挂烫机 guàtàngjī ハンガースチームアイロン。
204 电熨斗 diànyùndǒu 電気アイロン。
205 缝纫机 féngrènjī ミシン。
206 电话机 diànhuà jī 電話機。
207 座钟 zuòzhōng 置き時計。
208 挂钟 guàzhōng 掛け時計。
209 换气扇 huànqìshàn 換気扇。
210 净水设备 jìngshuǐ shèbèi 水浄化装置。
211 净水器 jìngshuǐ qì 浄水器。
212 冷饮机 lěngyǐn jī コールドドリンクマシン。
213 卫洗丽 wèi xǐ lì ウォシュレット。
214 智能⻢桶盖 zhìnéng mǎtǒng gài 温水清浄便座。
215 全自动⻢桶 quán zìdòng mǎtǒng 全自動トイレ。
216 烟火报警器 yānhuǒ bàojǐng qì 煙感知警報器。
217 烟雾报警器 yānwù bàojǐng qì 煙感知警報器。
218 火灾烟雾报警器 huǒzāi yānwù bàojǐng qì 火災報知器。
219 监控摄像头 jiānkòng shèxiàngtóu 監視カメラ。防犯カメラ。
220 人感传感器 rén gǎn chuángǎnqì 人感センサー。
221 人体感应开关 réntǐ gǎnyìng kāiguān 人感スイッチ。
222 红外感应开关 hóngwài gǎnyìng kāiguān 赤外線感知スイッチ。
223 电铃 diànlíng 呼び出しベル。

225 剃须刀 tìxūdāo シェーバー。
226 鼻毛修剪器 bímáo xiūjiǎn qì 鼻毛カッター。
227 脱毛器 tuōmáo qì 脱毛器。
228 电动牙刷 diàndòng yáshuā 電動⻭ブラシ。
229 电吹⻛ diàn chuīfēng ドライヤー。
230 吹⻛机 chuīfēngjī ドライヤー。
231 美容器 měiróng qì 美容器。
232 洁面仪 jiémiàn yí クレンジング器。

224 个人护理 gèrén hùlǐ パーソナルケア。
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233 超声波洗面器 chāoshēngbō xǐmiàn qì 超音波洗顔機
234 蒸脸器 zhēng liǎn qì スチーム美顔器。
235 美发器 měifǎ qì ヘアアイロン。電気整髪器。
236 整发器 zhěng fā qì ヘアアイロン。電気整髪器。
237 理发器 lǐfǎ qì ヘアカッター。バリカン。
238 毛球修剪器 máoqiú xiūjiǎn qì 毛玉とり器。

240 按摩器 ànmó qì マッサージ器。
241 按摩椅 ànmó yǐ マッサージチェア。
242 足浴器 zúyù qì 足湯器。フットバス。
243 足浴盆 zúyù pén 足湯器。フットバス。
244 足疗机 zúliáo jī フットマッサージ機。
245 测量仪 cèliáng yí 測定器。
246 治疗仪 zhìliáo yí 治療器具。
247 健康秤 jiànkāng chèng 体重計。
248 体温计 tǐwēnjì 体温計。
249 血压计 xiěyā jì 血圧計。
250 血糖仪 xiětáng yí 血糖計。
251 制氧机 zhì yǎng jī 酸素供給器。
252 雾化器 wù huà qì 噴霧器。
253 助听器 zhùtīngqì 補聴器。
254 计步器 jì bù qì 歩数計。

257 手电筒 shǒudiàntǒng 懐中電灯。
258 小夜灯 xiǎoyè dēng ナイトライト。
259 台灯 táidēng テーブルランプ。電気スタンド。
260 电灯 diàndēng 電灯。
261 LED灯 LED dēng LED灯。
262 灯泡 dēngpào 電球。
263 荧光灯 yíngguāngdēng 蛍光灯。
264 节能灯泡 Jiénéng dēngpào 省エネ電球。
265 电器配件 diànqì pèijiàn 電気付属品。電気パーツ。
266 接线板 jiēxiàn bǎn 配線盤。延⻑コード。
267 插排 chā pái テーブルタップ。延⻑コード。
268 转换插头 zhuǎnhuàn chātóu 変換プラグ。
269 干电池 gāndiànchí 乾電池。
270 ５号电池 wǔ hào diànchí 単３形電池。
271 ７号电池 qī hào diànchí 単４形電池。

健康电器 jiànkāng diànqì 健康家電。

256 五金电器 wǔjīn diànqì 電気小物。
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273 电线 diànxiàn 電線。
274 延⻓线 yáncháng xiàn 延⻑線。
275 电闸 diànzhá ブレーカー。
276 跳闸 tiàozhá ブレーカーが落ちる。
277 变压器 biànyāqì 変圧器。
278 遥控器 yáokòng qì リモコン。
279 遥控开关 yáokòng kāiguān リモコンスイッチ。
280 开关 kāiguān スイッチ。
281 插座 chāzuò コンセント。ソケット。
282 电动 diàndòng 電動。
283 自動 zìdòng 自動。
284 节能 jiénéng 省エネ。
285 定时功能 dìngshí gōngnéng タイマー機能。
286 防水 fángshuǐ 防水。
287 数字 shùzì デジタル。
288 数码 shùmǎ デジタル。
289 模拟数字转换 mónǐ shùzì zhuǎnhuàn アナログデジタル変換。
290 模数转换 mó shù zhuǎnhuàn アナログデジタル変換。
291 液晶显示 yèjīng xiǎnshì 液晶ディスプレイ。
292 立体声 lìtǐshēng ステレオ。
293 环绕声 huánrào shēng サラウンド。
294 系统 xìtǒng システム。
295 容量 róngliàng 容量。

中国語カタコト侍 LESSON5 買い物するカタコト侍 番外

272 其他 qítā その他。
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