
No 中国語 ピンイン 日本語

1 味千拉面 wèiqiān lāmiàn 味千ラーメン。
2 肯德基 kěndéjī ケンタッキーフライドチキン。
3 客客壹番屋 kèkè yīfānwū CoCo壱番。
4 萨莉亚 sàlìyà サイゼリヤ。
5 赛百味 sàibǎiwèi サブウェイ。
6 食其家 sìqíjiā すき屋。
7 星巴克 xīngbākè スターバックス。
8 塔利咖啡 tǎlì kāfēi タリーズコーヒー。
9 唐恩都乐 tángēn dōulè ダンキン・ドーナツ。
10 达美乐比萨 dáměilè bǐsà ドミノピザ。
11 汉堡王 hànbǎo wáng バーガーキング。
12 哈根达斯 hāgēndásī ハーゲンダッツ。
13 花丸乌冬面 huāwán wūdōngmiàn はなまるうどん。
14 必胜客 bìshèngkè ピザハット。
15 ⻨当劳 màidāngláo マクドナルド。
16 美仕唐纳滋 měi shì tángnàzī ミスタードーナツ。
17 摩斯汉堡 mósī hànbǎo モスバーガー。
18 乐天利 lètiānlì ロッテリア。
19 丸⻳制面 wánguī zhìmiàn 丸⻲製麺。
20 吉野家 jíyějiā 吉野家。
21 山崎面包 shānqí miànbāo 山崎製パン。
22 味之素 wèizhīsù 味の素。
23 爱百乐 àibǎilè エバラ。
24 可果美 kěguǒměi カゴメ。
25 卡乐比 kǎlèbǐ カルビー。
26 ⻳甲万 guījiāwàn キッコーマン。
27 丘比 qiūbǐ キューピー。
28 格力高 gélìgāo グリコ。
29 家乐氏 Jiālèshì ケロッグ。
30 纳⻉斯克 nàbèisīkè ナビスコ。
31 日清食品 rìqīng shípǐn 日清食品。
32 亨氏 hēngshì ハインツ。
33 好侍食品 hǎoshì shípǐn ハウス食品。
34 不二家 bú'èrjiā 不二家。
35 布尔本 bù'érběn ブルボン。
36 味滋康 wèizīkāng ミツカン。
37 明治 míngzhì 明治。
38 森永 sēnyǒng 森永。
39 雪印 xuěyìn 雪印。
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40 乐天 lètiān ロッテ。
41 出前一丁 chūqián yīdīng 出前一丁。
42 奥利奥 àolìào オレオ。
43 百力滋 bǎilìzī プリッツ。
44 百奇 bǎiqí ポッキー。
45 乐之 lèzhī リッツ。
46 白色恋人 báisè liànrén 白い恋人。
47 东京香蕉蛋糕 dōngjīng xiāngjiāo dàngāo 東京バナナ。
48 八桥饼 bāqiáo bǐng 八つ橋。
49 新奇士 xīnqíshì サンキスト。
50 三得利 sāndélì サントリー。
51 立顿 lìdùn リプトン。
52 依云 yīyún エビアン。
53 可尔必思 kě'ěrbìsī カルピス。
54 可口可乐 kěkǒukělè コカ・コーラ。
55 雪碧 xuěbì スプライト。
56 七喜 qīxǐ セブンアップ。
57 雀巢咖啡 quècháo kāfēi ネスカフェ (ネスレコーヒー)。
58 芬达 fēndá ファンタ。
59 百事可乐 bǎishìkělè ペプシコーラ。
60 宝矿力水特 bǎokuàng lìshuǐtè ポカリスエット。
61 富维克 fùwéikè ボルヴィック。
62 美禄 měilù ミロ。
63 养乐多 (益力多) yǎnglèduō (yìlìduō) ヤクルト。
64 朝日啤酒 zhāorì píjiǔ アサヒビール。
65 嘉士伯 jiāshìbó カールスバーグビール。
66 麒麟啤酒 qílín píjiǔ キリンビール。
67 科罗娜 kēluónà コロナビール。
68 喜力 xǐlì ハイネケン。
69 百威 bǎiwēi バドワイザー。
70 芝华士 zhīhuáshì シーバス。
71 轩尼诗 xuānníshī ヘネシー。
72 人头⻢ réntóumǎ レミーマルタン。

73 永旺 yǒngwàng AEON。
74 宜家 yíjiā IKEA。
75 沃尔玛 wò'ěrmǎ ウォールマート。
76 家乐福 jiālèfú カルフール。
77 7-11 qī shíyī セブンイレブン。
78 全家 quánjiā ファミリーマート。

物販店舗 関係のブランドや企業

ブランド名・企業名 2/8

2



No 中国語 ピンイン 日本語

79 罗森 luósēn ローソン。
80 无印良品 wúyìn liángpǐn 無印良品。
81 屈臣氏 qūchénshì watosons。

82 爱世克斯 àishìkèsī アシックス。
83 阿迪達斯 ādídásī アディダス。
84 安德玛 āndémǎ Under Armour。
85 茵宝 yīnbǎo UMBRO。
86 ⻤冢⻁ guǐzhǒnghǔ オニツカタイガー。
87 卡帕 (背靠背) kǎpà (bèikàobèi) Kappa (ロゴから"背中あわせ"とも)。
88 卡骆驰 kǎluòchí crocs。
89 匡威 kuāngwēi コンバース。
90 耐克 nàikè ナイキ。
91 新百伦 xīnbǎilún ニューバランス。
92 范斯 fànsī Vans。
93 斐乐 fěilè FILA。
94 彪⻢ biāomǎ プーマ。
95 美津浓 měijīnnóng ミズノ。
96 鋭歩 ruìbù リーボック。
97 法国公鸡 (乐卡克) fàguó gōngjī (lèkǎkè) Le Coq (ルコック)。

98 盖璞 gàipú GAP。
99 飒拉 sàlā ZARA。
100 海恩斯莫里斯 hǎiēnsī mòlǐsī H&M。
101 优衣库 yōuyīkù ユニクロ。
102 伊夫·圣罗兰 yīfu shèngluólán イブ・サンローラン。
103 华伦天奴 huálúntiānnú ヴァレンチノ。
104 爱⻢仕 àimǎshì エルメス。
105 杰尼亚 jiéníyà エルメネジルド・ゼニア。
106 奥斯卡·得拉伦塔 àosīkǎ délālúntǎ オスカー・デ・ラ・レンタ。
107 卡地亚 kǎdìyà カルティエ。
108 卡尔文克莱恩 kǎ'ěrwén kèlái'ēn カルバン・クライン。
109 古驰 gǔchí グッチ。
110 克里琪亚 kèlǐqíyà クリツィア。
111 蔻依 kòuyī クロエ。
112 蔻驰 kòuchí コーチ。
113 纪梵希 jìfànxī ジバンシー。
114 夏奈尔 (香奈儿) xiànàiěr (xiāngnài'er) シャネル。
115 乔治·阿玛尼 qiáozhì āmǎní ジョルジオ・アルマーニ。
116 佐丹奴 zuǒdānnú ジョルダーノ。

スポーツファッション 関係のブランド

アパレルファッション・ファッションアイテム 関係のブランド
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117 施华洛世奇 shīhuáluòshìqí スワロフスキー。
118 赛琳 sàilín セリーヌ。
119 唐娜·凯伦 tángnà kǎilún ダナ・キャラン。
120 登喜路 dēngxǐlù ダンヒル。
121 迪奥 dí'ào ディオール。
122 蒂芙尼 dìfúní ティファニー。
123 杜嘉班纳 dùjiābānnà ドルチェ&ガッバーナ。
124 莲娜莉姿 liánnà lìzī ニナ・リッチ。
125 塞露迪 sàilùdí ニノ・セルッティ。
126 博柏利 bóbǎilì バーバリー。
127 巴黎世家 bālí shìjiā バレンシアガ。
128 华伦天奴 huálúntiānnú バレンチノ。
129 皮尔·卡丹 pí'ěr kǎdān ピエール・カルダン。
130 比尔·布拉斯 bǐ'ěr·bùlāsī ビル・ブラス。
131 菲拉格幕 fēilāgémù フェラガモ。
132 费雷 fèiléi フェレ。
133 芬迪 fēndí フェンディ。
134 普拉达 pǔlādá プラダ。
135 宝格丽 bǎogélì ブルガリ。
136 ⻉纳通 bèinàtōng ベネトン。
137 范思哲 fànsīzhé ベルサーチ。
138 葆蝶家 bǎodiéjiā ボッテガヴェネタ。
139 保罗 (⻢球) bǎoluó (mǎqiú) ポロ。
140 ⻨丝玛拉 màisī mǎlěi マックス・マーラ。
141 御木本 yùmùběn ミキモト。
142 米索尼 mǐsuǒní ミッソーニ。
143 缪缪 miùmiù ミュウミュウ。
144 鳄⻥ èyú ラコステ。
145 拉尔夫·劳伦 lā'ěrfū láolún ラルフ・ローレン。
146 浪凡 làngfán ランバン。
147 路易威登 lùyìwēidēng ルイヴィトン。
148 罗意威 luóyìwēi ロエベ。
149 欧米茄 ōumǐjiā オメガ。
150 卡⻄欧 kǎxī'ōu カシオ。
151 ⻄铁城 xītiěchéng シチズン。
152 斯沃琪 sīwòqí スウォッチ。
153 精工 jīnggōng セイコー。
154 泰格豪雅 tàigé háoyǎ タグ・ホイヤー。
155 万宝龙 wànbǎolóng モンブラン。
156 劳力士 láolìshì ロレックス。
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157 浪琴 làngqín ロンジン。
158 芝宝 zhībǎo ジッポ。
159 雷朋 léipéng レイバン。

160 雅漾 yǎyàng アベンヌ。
161 澳尔滨 àoěrbīn アルビオン。
162 雅芳 yǎfāng エイボン。
163 雅诗兰黛 yǎshīlándài エスティローダー。
164 奥蜜思 àomìsī オルビス。
165 玉兰油 yùlányóu オレイ。
166 苏菲娜 sūfēinà 花王ソフィーナ。
167 佳丽宝 (嘉娜宝) jiālìbǎo (jiānàbǎo) カネボウ。
168 倩碧 qiànbì クリニーク。
169 娇兰 jiāolán ゲラン。
170 高丝 gāosī コーセー。 
171 黛珂 dàikē コスメデコルテ。
172 资生堂 zīshēngtáng 資生堂。
173 蝶翠诗 dié cuì shī DHC。
174 城野医生 chéngyě yīshēng ドクターシーラボ。
175 爽健 shuǎngjiàn ドクターショール。
176 妮維雅 nīwéiyǎ ニベア。
177 诺薇雅 nuòwēiyǎ ノエビア。
178 碧柔 bìróu ビオレ。
179 芳珂 fāngkē ファンケル。
180 宝丽 bǎolì ポーラ。
181 旁氏 pángshì ポンズ。
182 蜜丝佛陀 mìsīfótuó マックスファクター。
183 美宝莲纽约 měibǎolián niǔyuē メイベリンニューヨーク。
184 美伊娜多 měiyīnàduō メナード。
185 曼秀雷敦 mànxiùléidūn メンソレータム。
186 兰蔻 lánkòu ランコム。
187 露华浓 lùhuánóng レブロン。
188 欧舒丹 ōushūdān ロクシタン。
189 欧莱雅 ōuláiyǎ ロレアル。
190 巴黎欧莱雅 bālí ōuláiyǎ ロレアルパリ。

191 雅迪 yǎdí アウディ。
192 阿斯顿⻢丁 āsīdùnmǎdīng アストンマーチン。
193 阿尔法罗密欧 ā'ěrfǎ luōmì'ōu アルファ・ロメオ。
194 五十铃 wǔshílíng イスズ。
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195 MG名爵 MG míngjué MG。
196 欧宝 ōubǎo OPEL。
197 凯迪拉克 kǎidílākè キャデラック。
198 克莱斯勒 kèláisīlēi クライスラー。
199 雪铁龙 xuětiělóng シトロエン。
200 雪佛兰 xuěfúlán シボレー。
201 捷豹 jiébào ジャガー。
202 铃木 língmù スズキ。
203 斯巴鲁 sībālǔ スバル。
204 通用汽⻋ tōngyòng qìchē ゼネラルモーターズ。
205 大发 dàfā ダイハツ。
206 特斯拉 tèsīlā テスラ。
207 丰田 fēngtián 豊田。
208 日产 (尼桑) rìchǎn (nísāng) 日産。
209 悍⻢ hànmǎ ハマー。
210 宝⻢ bǎomǎ BMW。
211 日野 rìyě 日野。
212 菲亚特 fēiyàtè フィアット。
213 法拉利 fǎlālì フェラーリ。
214 福特 fútè フォード。
215 大众 dàzhòng フォルクスワーゲン。
216 布加迪 bùjiādí ブガッティ。
217 标致 biāozhì プジョー。
218 宾利 bīnlì ベントレー。
219 保时捷 bǎoshíjié ポルシェ。
220 沃尔沃 wò'ērwò ボルボ。
221 本田 běntián ホンダ。
222 迈凯轮 màikǎilún マクラーレン。
223 玛莎拉蒂 mǎshālādì マセラティ。
224 ⻢自达 mǎzìdá マツダ。
225 三菱 sānlíng 三菱。
226 迷你 mínǐ ミニ。
227 梅赛德斯 (奔驰) méisàidésī (bēnchí) メルセデス (ベンツ)。
228 路⻁ lùhǔ ランドローバー。
229 兰伯基尼 lánbójīní ランボルギーニ。
230 林肯 línkěn リンカーン。
231 雷诺 léinuò ルノー。
232 莲花 liánhuā ロータス。
233 罗孚 luófú ローバー。
234 劳斯莱斯 láosīláisī ロールスロイス。
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235 壳牌 képái シェル(石油)。
236 美孚 měifú モービル(石油)。
237 波音 bōyīn ボーイング。
238 全日空 quánrìkōng 全日空。
239 日本航空 rìběn hángkōng 日本航空。
240 乐桃 lètáo ピーチ航空。
241 国际邮政快递 guójì yóuzhèng kuàidì EMS。
242 敦豪国际快递 dūnháo guójì kuàidì DHL。
243 日通国際物流 rìtōng guójì wùliú 日通。
244 联邦快递 liánbāng kuàidì フェデックス。
245 雅玛多运输 yǎmǎduō yùnshū ヤマト運輸。
246 国际商业机器公司 guójì shāngyè jīqì gōngsī IBM。
247 苹果 píngguǒ アップル。
248 英特尔 yīngtè'ěr インテル。
249 谷歌 gǔgē グーグル。
250 三星 sānxīng サムソン。
251 戴尔 dài'ěr デル。
252 诺基亚 nuòjīyà ノキア。
253 微软 wēiruǎn マイクロソフト。
254 雅⻁ yǎhǔ ヤフー。
255 世嘉 shìjiā セガ。
256 任天堂 rèntiāntáng 任天堂。
257 佳能 jiānéng キヤノン。
258 京瓷 jīngcí 京セラ。
259 柯尼卡 kēníkǎ コニカ。
260 夏普 xiàpǔ シャープ。
261 施乐 shīlè ゼロックス。
262 索尼 suǒní ソニー。
263 东芝 dōngzhī 東芝。
264 尼康 níkāng ニコン。
265 日立 rìlì 日立。
266 ⻜利浦 fēilìpǔ フィリップス。
267 松下 sōngxià 松下 (パナソニック)。
268 理光 lǐguāng リコー。
269 骆驼 luòtuó キャメル。
270 肯特 kěntè ケント。
271 万宝路 wànbǎolù マルボロ。
272 好彩香烟 hǎocǎi xiāngyān ラッキーストライク。
273 伊奈 yīnài INAX。
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274 骊住 lízhù LIXIL。
275 东陶 dōngtáo TOTO。
276 卫洗丽 wèixǐlì ウォシュレット。
277 大金 dàjīn ダイキン。
278 得斯清 désīqīng ダスキン。
279 电装 diànzhuāng デンソー。
280 能率热水器 nénglǜ rèshuǐqì ノーリツ・温水器。
281 百乐满燃气热水器 bǎilèmǎn ránqì rèshuǐqì パロマ・ガス温水器。
282 立邦 lìbāng 日本ペイント。
283 岩谷燃气灶 yángǔ ránqì zào イワタニ・ガスコンロ。
284 林内燃气灶 línnèi ránqì zào リンナイ・ガスコンロ。
285 象印保温杯 xiàngyìn bǎowēnbēi 象印魔法瓶。
286 ⻁牌保温杯 hǔpái bǎowēnbēi タイガー魔法瓶。
287 3M中国有限公司 3M zhōngguó yǒuxiàn gōngsī 3M。
288 杜邦 dùbāng デュポン(化学系)。
289 舒適 shūshì シック。
290 吉列 jíliè ジレット。
291 亚⻢逊 yàmǎxùn アマゾン。
292 迪士尼 díshìní ディズニー。
293 乐高 lègāo レゴ。
294 日本放送协会 rìběn fàngsòng xiéhuì NHK。
295 日本NHK电视台 rìběn NHK diànshìtái NHKテレビ局。
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