
No 中国語 ピンイン 日本語

1 护照 hùzhào パスポート。
2 签证 qiānzhèng ビザ(査証)。
3 海外旅行保险 hǎiwài lǚxíng bǎoxiǎn 海外旅行保険。
4 证书的复印件 zhèngshū de fùyìn jiàn 証明書のコピー。
5 机票 jīpiào 航空券。
6 日程表 rìchéng biǎo 日程表。
7 预订证书 yùdìng zhèngshū 予約証明。
8 预订单 yùdìng dān 予約票。整理券。
9 现金 (日元) xiànjīn (rìyuán) 現金 (日本円)。
10 现金 (⼈⺠币) xiànjīn (rénmínbì) 現金 (中国元)。
11 现金 (港币) xiànjīn (gǎngbì) 現金 (香港ドル)。
12 现金 (澳门币) xiànjīn (àoménbì) 現金 (マカオ・パタカ)。
13 交通卡 jiāotōng kǎ 交通カード。
14 八达通 bādátōng 香港オクトパスカード。八達通。
15 澳门通 àomén tōng マカオパス。澳門通。
16 里程卡 lǐchéng kǎ マイレージ・カード。
17 信用卡 xìnyòngkǎ クレジットカード。
18 现金卡 xiànjīn kǎ キャッシュカード。
19 銀行卡 yínháng kǎ 銀行カード。
20 眼镜 yǎnjìng 眼鏡。
21 隐形眼镜 yǐnxíng yǎnjìng コンタクトレンズ。
22 隐形眼镜护理液 yǐnxíng yǎnjìng hùlǐ yè コンタクトレンズ洗浄保存液。
23 手帕 shǒupà ハンカチ。
24 手绢 shǒujuàn ハンカチ。
25 手巾 shǒujīn タオル。手ぬぐい。
26 纸巾 zhǐjīn ティッシュ。紙ナプキン。
27 手帕纸 shǒupà zhǐ ポケットティッシュ。
28 荷包纸巾 hébāo zhǐjīn 子袋入りティッシュ。ポケットティッシュ。
29 湿纸巾 shī zhǐjīn ウェットティッシュ。
30 发刷 fàshuā ヘアブラシ。
31 梳子 shūzi 櫛(くし)。
32 手表 shǒubiǎo 腕時計。
33 手链 shǒuliàn (数珠つなぎ状の)ブレスレット。
34 手镯 shǒuzhuó (リング状の)ブレスレット。
35 戒指 jièzhi 指輪。
36 项链 xiàngliàn ネックレス。
37 耳环 ěrhuán イヤリング。
38 耳钉 ěrdìng ピアス。
39 发饰 fàshì ヘアアクセサリー。
40 药品 yàopǐn 医薬品。
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41 治疗药 zhìliáo yào 治療薬。
42 补充剂 bǔchōng jì サプリメント。
43 创可贴 chuàngkětiē バンドエイド。
44 晕⻋药 yùnchē yào 乗り物酔いの薬。
45 解酒药 jiějiǔyào 酒酔い対策の薬。
46 解酒饮料 jiějiǔ yǐnliào 酒酔い対策のドリンク。
47 醒酒饮料 xǐngjiǔ yǐnliào 酒酔い対策のドリンク。
48 小药盒 xiǎo yàohé ピルケース。
49 电脑 diànnǎo コンピューター。ＰＣ。
50 平板电脑 píngbǎndiànnǎo タブレットPC。
51 手机 shǒujī 携帯電話。
52 随身听 suíshēntīng 携帯音楽プレーヤー。
53 MP3播放器 MP sān bōfàng qì ＭＰ３プレイヤー。
54 耳机 ěrjī イヤホン。ヘッドホン。
55 充电器 chōngdiàn qì 充電器。
56 电池 diànchí 電池。
57 电源线 diànyuán xiàn 電源コード。
58 随身WiFi suíshēn WiFi ポータブルWiFi。
59 租借WiFi zūjiè WiFi レンタルWiFi。
60 租赁WiFi zūlìn WiFi レンタルWiFi。
61 SIM卡 SIM kǎ SIMカード。
62 照相机 zhàoxiàngjī カメラ。
63 数码相机 shùmǎ xiàngjī デジタルカメラ。
64 IC录音机 IC lùyīnjī ボイスレコーダー。ICレコーダー。
65 U盘 U pán USBメモリー。
66 SD卡 SD kǎ SDカード。
67 TF卡 TF kǎ マイクロSDカード。
68 移动硬盘 yídòng yìngpán モバイルハードディスク。外付けハードディスク。
69 插排 chāpái 延⻑コード。延⻑差し込み⼝。
70 转换插头 zhuǎnhuàn chātóu 変換プラグ。
71 名片 míngpiàn 名刺。
72 名片夹 míngpiàn jiá 名刺入れ。
73 业务资料 yèwù zīliào 業務資料。
74 文件夹 wénjiànjiā ファイル。
75 目录 mùlù 目録。カタログ。
76 样本 yàngběn 商品目録。カタログ。
77 样品 yàngpǐn サンプル。試供品。
78 公司简介 gōngsī jiǎnjiè 会社案内。
79 书写工具 shūxiě gōngjù 筆記用具
80 圆珠笔 yuánzhūbǐ ボールペン。
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81 自动铅笔 zìdòng qiānbǐ シャープペンシル。
82 橡皮 xiàngpí 消しゴム。
83 笔盒 bǐhé ペンケース。
84 便条本 biàntiáoběn メモ帳。
85 记事本 jìshìběn メモ帳。手帳。
86 日历记事本 rìlì jìshìběn カレンダー付き手帳。
87 笔记本 bǐjìběn ノート。
88 信封 xìnfēng 封筒。
89 计算器 jìsuànqì 電卓。
90 礼物 lǐwù お土産。贈り物。
91 礼品 lǐpǐn 贈り物。
92 一次性拖鞋 yīcìxìng tuōxié 使い捨てスリッパ。
93 頸枕 jǐngzhěn ネックピロー。首枕。
94 眼罩 yǎnzhào アイマスク。
95 耳塞 ěrsāi 耳栓。
96 ⼝罩 kǒuzhào マスク。
97 润唇膏 rùnchúngāo リップクリーム。
98 密封袋 mìfēngdài ジッパー付ポリ袋。密封式ポリ袋。
99 ⼝香糖 kǒuxiāngtáng ガム。
100 糖果 tángguǒ アメ。
101 压片糖果 yā piàn tángguǒ ⼝内タブレット。
102 薄荷糖 bòhé táng ミントキャンディー。
103 巧克力 qiǎokèlì チョコレート。
104 零食 língshí おやつ。お菓子。
105 食品 shípǐn 食品。
106 饮料 yǐnliào 飲料。
107 香烟 xiāngyān タバコ。
108 打火机 dǎhuǒjī ライター。
109 火柴 huǒchái マッチ。
110 书籍 shūjí 書籍。
111 小册子 xiǎocèzi パンフレット。
112 地图 dìtú 地図。
113 牙刷 yáshuā ⻭ブラシ。
114 牙膏 yágāo ⻭磨き粉。
115 牙签 yáqiān つまようじ。
116 牙間刷 yájiānshuā ⻭間ブラシ。
117 肥皂 féizào 石鹸。
118 沐浴露 mùyùlù ボディシャンプー。
119 洗发水 xǐfàshuǐ シャンプー。
120 护发素 hùfàsù リンス。コンディショナー。
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121 润发乳 rùnfǎ rǔ トリートメントミルク。
122 润发精油 rùnfǎ jīngyóu トリートメントエッセンシャルオイル。
123 发胶 fàjiāo 整髪料。ヘアスプレー。 ムース。
124 化妆品 huàzhuāngpǐn 化粧品。
125 洗面奶 xǐmiànnǎi クレンジング。
126 男士洗面奶 nánshì xǐmiànnǎi メンズ洗顔フォーム。
127 美发工具 měifǎ gōngjù 整髪道具。
128 手镜 shǒujìng 手鏡。
129 化妆镜 huàzhuāngjìng 化粧ミラー。
130 电动剃须刀 diàndòng tìxūdāo 電気剃刀。
131 剃须刀 tìxūdāo シェーバー。
132 闹钟 nàozhōng 目覚まし時計。
133 塑料袋 sùliào dài ビニール袋。
134 洗衣剂 xǐyījì 洗濯用洗剤。
135 晾衣绳 liàngyīshéng 物干しロープ。
136 除臭剂 chúchòujì 消臭剤。
137 除菌剂 chújùnjì 除菌剤。
138 妇女保健用品 fùnǚ bǎojiàn yòngpǐn 生理用品。
139 生理用卫生巾 shēnglǐ yòng wèishēngjīn 生理用ナプキン。
140 雨具 yǔjù 雨具。
141 雨伞 yǔsǎn 雨傘。
142 针线包 zhēnxiànbāo ソーイングセット。
143 防晒霜 fángshàishuāng 日焼け止め。
144 除虫喷雾 chú chóng pēnwù むしよけスプレー。
145 观剧望远镜 guān jù wàngyuǎnjìng オペラグラス。
146 衣服 yīfu 服。
147 腰带 yāodài ベルト。
148 皮带 pídài 皮ベルト。
149 鞋子 xiézi 靴。
150 靴子 xuēzi ブーツ。
151 内衣 nèiyī 下着。
152 袜子 wàzi 靴下。
153 换的衣服 huàn de yīfu 着替え。
154 正式礼服 zhèngshì lǐfú フォーマルウェア。
155 正式鞋 zhèngshì xié フォーマルシューズ。
156 饰品 shìpǐn アクセサリー。
157 家居服 jiājūfú ルームウェア。
158 运动服套装 yùndòngfú tàozhuāng スポーツウェアスーツ。ジャージ。
159 睡衣。 shuìyī パジャマ。
160 防寒物品 fánghán wùpǐn 防寒具。
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161 帽子 màozi 帽子。
162 上衣 shàngyī 上着。
163 羽绒服 yǔróngfú ダウンジャケット。
164 外套 wàitào 外套（がいとう）。コートやジャンパー、ジャケット。
165 大衣 dàyī オーバーコート。
166 夹克 jiākè ジャケット。ジャンパー。
167 皮肤⻛衣 pífūfēngyī ウィンドブレーカー。
168 手套 shǒutào 手袋。
169 围巾 wéijīn マフラー。
170 保暖貼 bǎonuǎntiē 貼るカイロ。
171 防暑用品 fángshǔ yòngpǐn 防暑用品。
172 扇子 shànzi 扇子。
173 汗巾 hànjīn 汗拭き。
174 阳伞 yángsǎn 日傘。
175 泳衣 yǒngyī 水着。
176 凉鞋 liángxié サンダル。
177 太阳镜 tàiyángjìng サングラス。
178 行李箱 xínglǐxiāng スーツケース。トランク。
179 捆绑带 kǔnbǎng dài 縛りベルト。
180 旅行箱带子 lǚxíngxiāng dàizi トラベルスーツケースストラップ。
181 名称标签 míngchēng biāoqiān ネームタグ。
182 缓冲材 huǎnchōng cái 緩衝材。
183 压缩袋 yāsuō dài 圧縮袋。
184 挎包 kuàbāo ショルダーバッグ。
185 商务包 shāngwù bāo ビジネスバッグ。
186 旅行袋 lǚxíng dài トラベルバッグ。
187 手提包 shǒutí bāo 手提げカバン。ハンドバック。
188 小包 xiǎobāo ポーチ。
189 化妆包 huàzhuāng bāo 化粧ポーチ。
190 收纳袋 shōunà dài 収納袋。
191 腰包 yāobāo ウエストバッグ。
192 手拿包 shǒunábāo クラッチバッグ。
193 背包 bèibāo リュックサック。
194 环保袋 huánbǎodài エコバッグ。
195 纸袋 zhǐdài 紙袋。
196 钥匙扣 yàoshi kòu キーホルダー。
197 钥匙包 yàoshi bāo キーケース。
198 钥匙 yàoshi 鍵。
199 钱包 qiánbāo 財布。
200 零钱包 língqiánbāo 小銭入れ。
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201 入境卡 rùjìngkǎ 中国入境カード。
202 出境卡 chūjìngkǎ 中国出境カード。
203 申报单 shēnbàodān 税関申告書。
204 护身符 hùshēnfú お守り。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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