
No 中国語 ピンイン 日本語

1 洗面奶 xǐmiànnǎi 洗顔料。
2 洗面乳 xǐmiàn rǔ 洗顔料。
3 肥皂 féizào 石鹸。
4 清洁化妆 qīngjié huàzhuāng クレンジング。
5 卸妆液 xièzhuāng yè クレンジング。
6 卸妆油 xièzhuāng yóu クレンジングオイル。
7 卸妆啫喱 xièzhuāng zhělí クレンジングジェル。
8 卸妆乳 xièzhuāng rǔ クレンジングミルク。
9 卸妆泡沫 xièzhuāng pàomò クレンジングフォーム。
10 洁面 jiémiàn 洗顔。
11 洁面膏 jié miàn gāo クレンジングクリーム。
12 化妆水 huàzhuāng shuǐ ローション。化粧水。
13 紧肤水 jǐnfū shuǐ ローション。化粧水。
14 爽肤水 shuǎngfū shuǐ フレッシュナー。収れん化粧水。
15 柔肤水 róufū shuǐ 柔軟化粧水。
16 精华液 jīnghuá yè 美容液。エッセンス。
17 精华露 jīnghuá lù 美容液。エッセンス。
18 精华素 jīnghuá sù 美容液。エッセンス。
19 美容液 měiróng yè 美容液。エッセンス。
20 乳液 rǔyè 乳液。
21 乳霜 rǔshuāng クリーム。
22 晚霜 wǎnshuāng ナイトクリーム。
23 日霜 rìshuāng デイクリーム。
24 面霜 miànshuāng フェイスクリーム。
25 保湿霜 bǎoshī shuāng 保湿クリーム。
26 滋润霜 zīrùn shuāng 保湿クリーム。
27 补水霜 bǔshuǐ shuāng 補水クリーム。保水クリーム。
28 滋养霜 zīyǎng shuāng 栄養クリーム。
29 营养霜 yíngyǎng shuāng 栄養クリーム。
30 BB霜 BB shuāng BBクリーム。
31 护肤霜 hùfū shuāng スキンケアクリーム。
32 雪花膏 xuěhuāgāo 化粧クリーム。ボディクリーム。
33 美白面霜 měibái miànshuāng ホワイトニングクリーム。
34 抗皱面霜 kàngzhòu miànshuāng しわ取りクリーム。
35 凝露 nínglù ゲルクリーム。
36 凝胶 níngjiāo ゲルクリーム。
37 去角质 qù jiǎozhì 角質除去。エクスフォリエイター。
38 面膜 miànmó マスク。パック。

【女子系】中国語単語

护肤系列 hùfū xìliè スキンケア系。
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39 胶原蛋白 jiāoyuán dànbái コラーゲン。
40 眼霜 yǎnshuāng アイクリーム。
41 唇部保养 chúnbù bǎoyǎng リップケア。
42 唇膏 chúngāo リップクリーム。
43 润唇膏 rùn chúngāo リップクリーム。
44 护唇膏 hù chúngāo リップクリーム。
45 防晒保养 fángshài bǎoyǎng サンケア。日焼け止め。
46 防晒乳 fángshài rǔ 日焼け止めローション。
47 防晒霜 fángshài shuāng 日焼け止めクリーム。
48 护手霜 hùshǒu shuāng ハンドクリーム。
49 吸油面纸 xīyóu miàn zhǐ あぶらとり紙。

50 彩妆 cǎizhuāng メイク。
51 化妆 huàzhuāng メイク。
52 脸部彩妆 liǎn bù cǎizhuāng フェイスメーク。
53 自然彩妆 zìrán cǎizhuāng ナチュラルメーク。
54 自然妆 zìrán zhuāng ナチュラルメーク。
55 裸妆 luǒ zhuāng ナチュラルメーク。
56 没有化妆 méiyǒu huàzhuāng ノーメイク。
57 素颜 sùyán すっぴん。
58 真实面貌 zhēnshí miànmào すっぴん。
59 底妆 dǐ zhuāng 化粧下地。
60 隔离霜 gélíshuāng ベースクリーム。
61 粉底 fěndǐ ファンデーション。
62 粉底液 fěndǐ yè リキッドファンデーション。
63 粉底霜 fěndǐ shuāng クリームファンデーション。
64 粉饼 fěnbǐng パウダー。
65 蜜粉 mìfěn パウダー。
66 散粉 sǎnfěn パウダー。
67 遮瑕膏 zhēxiágāo コンシーラー。
68 刷子 shuāzi ブラシ。
69 粉扑 fěnpū パフ。
70 化装海绵 huàzhuāng hǎimián ファンデーションスポンジ。
71 眉笔 méibǐ アイブロウ。
72 眉粉 méifěn パウダーアイブロウ。
73 眉膏 méigāo 眉マスカラ。
74 眉刷 méishuā 眉ブラシ。
75 眉梳 méishū 眉コーム。
76 眉拔 méibá アイブロウツィザーズ。毛抜き。

【女子系】中国語単語

化妆系列 huàzhuāng xìliè 化粧系。
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77 眉剪 méijiǎn アイブロウシザーズ。眉毛はさみ。
78 眼影 yǎnyǐng アイシャドウ。
79 眼彩笔 yǎncǎibǐ アイメイクペンシル。
80 眼线笔 yǎnxiànbǐ アイライナー。
81 眼线液 yǎnxiànyè リキッドアイライナー。
82 睫毛膏 jiémáogāo マスカラ。
83 睫毛刷 jiémáo shuā マスカラブラシ。
84 睫毛夹 jiémáo jiā ビューラー。
85 假睫毛 jiǎ jiémáo 付けまつげ。
86 高光 gāoguāng ハイライト。
87 双眼皮胶水 shuāng yǎnpí jiāoshuǐ アイジェル。アイプチ。
88 口红 kǒuhóng 口紅。
89 唇线笔 chúnxiànbǐ リップライナー。
90 唇笔 chún bǐ リップライナー。
91 唇彩 chúncǎi リップグロス。
92 唇冻 chúndòng リップグロス。
93 透明唇膏 tòumíng chúngāo リップグロス。
94 唇蜜 chúnmì リップグロス。
95 腮红 sāihóng チーク。頬紅。
96 腮红条 sāihóng tiáo ステイックチークス。
97 美甲 měijiǎ ネイルケア。マニキュア。
98 指甲彩绘 zhǐjiǎ cǎihuì ネイルアート。
99 洗甲水 xǐjiǎshuǐ 除光液。
100 指甲油 zhǐjiǎyóu マニキュア液。

101 洗发水 xǐfàshuǐ シャンプー。
102 洗发露 xǐfàlù シャンプー。
103 洗发液 xǐfàyè シャンプー。
104 护发素 hùfàsù リンスコンディショナー。
105 护发膏 hùfàgāo トリートメント。
106 发乳 fàrǔ ヘアークリーム。
107 护发精油 hùfà jīngyóu ヘアケアエッセンシャルオイル。
108 染发剂 rǎnfàjì カラーリング剤。
109 假发 jiǎfà ウィッグ。かつら。

110 美肤 měifū 美肌。
111 护肤 hùfū スキンケア。
112 斑点 bāndiǎn 染み。まだら。
113 粉刺 fěncì にきび。

【女子系】中国語単語

美容常⻅单词 měiróng chángjiàn dāncí 美容でよく使う言葉。

护发系列 hùfà xìliè ヘアケア系。
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114 痘痘 dòudòu にきび。
115 雀斑 quèbān そばかす。
116 皱纹 zhòuwén しわ。
117 细纹 xìwén 小ジワ。
118 角质 jiǎozhì 角質。
119 混合性肌肤 hùnhéxìng jīfū 混合肌。
120 干性肌肤 gānxìng jīfū 乾燥肌。
121 油性肌肤 yóuxìng jīfū オイリー肌。
122 中性肌肤 zhōngxìng jīfū 普通肌。
123 普通肌肤 pǔtōng jīfū 普通肌。
124 敏感性肌肤 mǐngǎnxìng jīfū 敏感肌。
125 皮肤粗糙 pífū cūcāo 肌荒れ。かさかさ。ざらざら。
126 光滑 guānghuá 滑らか。つるつる。
127 黑眼圈 hēi yǎnquān 目のクマ。
128 毛孔 máokǒng 毛穴。
129 皮肤 pífū 皮膚。
130 肌肤 jīfū 素肌。
131 褐斑 hèbān。 しみ。
132 暗沉 ànchén。 くすみ。
133 暗沉物 ànchénwù ⿊ずみ。
134 疤痕 bāhén できもの跡。傷跡。
135 暗疮 ànchuāng にきび。できもの。
136 细嫩的肌肤 xìnèn de jīfū 肌がきめ細かい。
137 水嫩 shuǐ nèn みずみずしい。
138 干燥 gānzào 乾燥する。
139 色素沉淀 sèsù chéndiàn 色素沈殿。
140 色素沉着 sèsù chénzhuó 色素沈着。

141 止汗剂 zhǐhànjì デオドラント。制汗剤。
142 抑汗剂 yìhànjì デオドラント。制汗剤。
143 浴液 yùyè ボディ洗浄料。
144 沐浴露 mùyùlù ボディ洗浄料。
145 体乳液 tǐrǔyè ボディローション。
146 润肤露 rùnfūlù ボディローション。
147 体乳霜 tǐrǔshuāng ボディクリーム。
148 按摩膏 ànmógāo マッサージクリーム。
149 润肤膏 rùnfūgāo ボディクリーム。
150 护手霜 hùshǒushuāng ハンドクリーム。
151 美腿系列 měituǐ xìliè フットケア。美脚系。

【女子系】中国語単語

身体护肤系列 shēntǐ hùfū xìliè ボディケア。
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152 脱毛膏 tuōmáogāo 脱毛クリーム。
153 保湿水 bǎoshīshuǐ 保湿液。
154 爽肤水 shuǎng fūshuǐ フレッシュナー。
155 香水 xiāngshǔi 香水。
156 精华液 jīnghuáyè エッセンス。
157 沐浴剂 mùyù jì 入浴剤。
158 美颜器材 měiyán qìcái 美顔器。
159 卫生巾 wèishēngjīn 生理用ナプキン。
160 妇女保健用品 fùnǚ bǎojiàn yòngpǐn 生理用品。

161 面巾纸 miànjīnzhǐ ティッシュ。
162 手帕 shǒupà ハンカチ。
163 化妆小镜子 huàzhuāng xiǎo jìngzi 小さい化粧鏡。コンパクトミラー。
164 随身小镜子 suíshēn xiǎo jìngzi 小さい携帯用鏡。コンパクトミラー。

165 珠宝 zhūbǎo 真珠・宝石などの装飾品。アクセサリー。
166 耳饰 ěrshì イヤーアクセサリー。
167 耳坠 ěrzhuì 垂れ下がった飾りのついたイヤリング。
168 耳环 ěrhuán イヤリング。ピアス。
169 耳钉 ěrdìng ピアス。
170 手链 shǒuliàn ブレスレット。
171 手镯 shǒuzhuó ブレスレット。
172 饰针 shìzhēn ブローチ。
173 胸针 xiōngzhēn ブローチ。
174 丝巾 sījīn スカーフ。
175 项链 xiàngliàn ネックレス。
176 戒指 jièzhi 指輪。
177 脚链 jiǎoliàn アンクレット。足首につける装飾品。
178 钻石 zuànshí ダイヤモンド。
179 真珠 zhēnzhū パール。真珠。
180 ⻩⾦ huángjīn ゴールド。
181 ⾦子 jīnzi ゴールド。
182 发饰 fàshì ヘアアクセサリー
183 头饰 tóushì ヘアアクセサリー
184 发带 fàdài ヘアバンド。ヘアリボン。
185 头带 tóudài ヘッドバンド。
186 头巾发带 tóujīn fàdài ファッションヘアバンド。
187 发箍 fàgǔ (プラスチック製で半円形の)ヘアバンド。
188 发卡 fàqiǎ ヘアピン。ヘアクリップ。

【女子系】中国語単語

随身物品 suíshēn wùpǐn 持ち物。携帯物。

女生饰品系列 nǚshēng shìpǐn xìliè 女子アクセサリー系。
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189 发夹 fàjiā ヘアピン。ヘアクリップ。
190 发饰梳子 fàshì shūzi 挿し櫛。
191 发梳 fàshū 挿し櫛。
192 发绳 fàshéng ヘアゴム。
193 头绳 tóushéng ヘアゴム。
194 发圈 fàquān ヘアゴム。

195 裙子 qúnzi スカート。
196 连衣裙 liányīqún ワンピース。
197 短裙 duǎnqún ミニスカート。
198 内裤 nèikù 下着。パンツ。
199 胸罩 xiōngzhào ブラジャー。
200 乳罩 rǔzhào ブラジャー。
201 奶罩 nǎizhào ブラジャー。
202 三角裤 sānjiǎokù パンティ。ブリーフ。
203 丝袜 sīwà ストッキング。
204 连裤袜 liánkùwà パンティストッキング。
205 高筒靴 gāotǒngxuē ブーツ。
206 高跟鞋 gāogēnxié ハイヒール。

【女子系】中国語単語

女装系列

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

nǚzhuāng xìliè レディースファッション系。
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