
按摩サービスがある店、ありそうな店。
No 中国語 ピンイン 解説

1 按摩店 ànmó diàn 按摩屋。マッサージ店。
2 盲人按摩 mángrén ànmó 盲人マッサージ。
3 养生馆 yǎngshēng guǎn 養生館。ヘルスセンター。
4 休闲会所 xiūxián huìsuǒ レジャークラブ。
5 健康会所 jiànkāng huìsuǒ 健康クラブ。
6 健康中心 jiànkāng zhōngxīn 健康センター。
7 保健中心 bǎojiàn zhōngxīn 保健センター。
8 足浴店 zúyù diàn 足湯屋。フットバス店。
9 推拿店 tuīná diàn 中国整体店。

10 沐足 mù zú 足湯。フットバス。
11 足道 zúdào 足マッサージ。
12 足疗 zúliáo 足ツボ治療。
13 水疗 shuǐliáo 水や温水を利用した水治療法。

按摩屋での会話フレーズ。
No 中国語 ピンイン 解説

14 你好, 我想做按摩 nǐhǎo, wǒ xiǎng zuò ànmó Hi, 私はマッサージをうけたいです。
15 我要按摩 wǒ yào ànmó 私はマッサージが必要です。
16 你选哪一种? nǐ xuǎn nǎ yī zhǒng どのコースにしますか。
17 您做什么项目? nín zuò shénme xiàngmù なにのコースにされますか。
18 请给我看服务项目表 qǐng gěi wǒ kàn fúwù xiàngmù biǎo サービス項目メニューを見せてください。
19 请给我看服务价格表 qǐng gěi wǒ kàn fúwù jiàgé biǎo サービス価格表を見せてください。
20 普通按摩要多少钱? pǔtōng ànmó yào duōshǎo qián 基本のマッサージはいくらですか。
21 我要普通的 wǒ yào pǔtōng de 普通の内容でお願いします。
22 按摩高手 ànmó gāoshǒu マッサージマスター。マッサージの達人。
23 老手 lǎoshǒu ベテラン。
24 第一位 dì yī wèi 一位。ナンバーワン。
25 技师 jìshī 技師。
26 按摩师 ànmó shī マッサージ師。
27 按摩室 ànmó shì マッサージルーム。
28 八十八号在吗？ bāshíbā hào zài ma 88番のマッサージ師さんいますか？
29 请安排一下 qǐng  ānpái  yīxià それでお願いします。
30 那,安排别的女的吧 nà, ānpái  bié de  nǚ de ba では別の女性のマッサージ師さんをお願いします。
31 那,安排别的男的吧 nà, ānpái  bié de  nán de ba では別の男性のマッサージ師さんをお願いします。
32 我要女按摩师 wǒ yào nǚ ànmó shī 女性マッサージ師をお願いします。
33 有全身按摩吗? yǒu quánshēn ànmó ma 全身マッサージはありますか。
34 我要全身 wǒ yào quánshēn 全身マッサージお願いします。
35 我要一个小时的全身按摩 wǒ yào yí ge xiǎoshí de quánshēn ànmó 一時間の全身マッサージをお願いします。
36 我想做一个小时的 wǒ xiǎng zuò yīgè xiǎoshí de 一時間、お願いしたい。
37 我只要足底 wǒ zhǐyào zúdǐ 足裏だけでいいです。
38 我就要保健按摩 wǒ jiù yào bǎojiàn ànmó 私は、ヘルスケアマッサージにします。
39 知道了 zhīdào le わかりました。
40 饮料要另外收费吗？ yǐnliào yào lìngwài shōufèi ma ドリンク料金は別ですか。
41 包括吗？ bāokuò ma 含まれてますか。
42 免费吗？ miǎnfèi ma 無料ですか。
43 要加多少钱？ yào jiā duōshǎo qián いくらの追加費用になりますか。
44 热吗？ rè ma 熱いですか？
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按摩屋での会話フレーズ。
No 中国語 ピンイン 解説

45 冷吗？ lĕng ma 寒いですか？
46 请把空调打开 qǐng bǎ kòngtiáo dǎkāi エアコンをつけてください。
47 请把电视机关掉 qǐng bǎ diànshì jī guān diào テレビを消してください。
48 把空调开强一点 bǎ kōngtiáo kāi qiáng yīdiǎn 空調を強めて。
49 把空调调低一点 bǎ kòngtiáo tiáo dī yīdiǎn 空調を弱めて。
50 开暖气 kāi nuǎnqì 暖房をつける。
51 电⻛扇调节 diàn fēngshàn tiáojié 扇風機の調節。
52 请把电扇开到强 qǐng bǎ diànshàn kāi dào qiáng 扇風機を強にしてください。
53 把⻛速调小 bǎ fēngsù tiáo xiǎo 風速を下げて。
54 换频道 huàn píndào チャンネルを変える。
55 放大声音 fàngdà shēngyīn 音を大きくする。声を大きくする。
56 把音量调小 bǎ yīnliàng tiáo xiǎo 音量をしぼる。
57 把遥控器递给我 bǎ yáokòng qì dì gěi wǒ リモコン取って。リモコンかして。
58 要换衣服吗？ yào huàn yīfú ma 着替えるのですか。
59 换衣服 huàn yīfú 服を着替えて。
60 换上这件衣服 huànshang zhè jiàn yīfu この服に着替えて。
61 换裤子 huàn kùzi ズボン替える。
62 先做足底 xiān zuò zúdǐ 先に足裏マッサージをする。
63 请先脱掉袜子 qǐng xiān tuōdiào wàzi まず靴下を脱いで。
64 然后在温水里泡脚 ránhòu zài wēnshuǐ li pào jiǎo そのあと、このお湯に足をつけて下さい。
65 请趴在床上 qǐng pā zài chuángshang ベッドにうつ伏せになって。
66 上来 shàng lái 上に来て。上がって。
67 下来 xià lái 下がって。下りて。
68 放松 fàngsōng リラックス。楽にする。力を抜く。ゆるめる。
69 抬头 tái tóu 頭を上げて
70 躺着 tǎng zhe 寝そべる。
71 请躺这儿 qǐng tǎng zhè'er ここで横になってください。
72 要趴着吗？ yào pā zhe ma うつ伏せになるのですか。
73 趴着 pā zhe うつ伏せ。
74 俯卧 fǔwò うつ伏せ。
75 反过来 fǎn guò lái 反対むけになって下さい。
76 翻身 fān shēn 体の向きを変える。
77 转身 zhuǎn shēn 体の向きを変える。
78 侧过来 cè guò lái 体を横向きにする。
79 仰着 yǎng zhe 仰向け。
80 仰卧 yǎngwò 仰向け。
81 仰过来 yǎng guò lái 仰向けになる。
82 坐起来 zuò qǐ lai 上半身を起こす。
83 血液循环不好 xuèyè xúnhuán bù hǎo 血行が悪いね。
84 最好拔罐 zuìhǎo báguàn 吸い玉をしたほうがいいよ。
85 不要 bùyào 要らない。
86 哪里不舒服？ nǎlǐ bù shūfú どこか良くないところはありますか。
87 这里不舒服 zhèlǐ bù shūfú ここが凝ってます。
88 酸 suān 凝ってる。だるい。イタ気持ちいい。(←この意味もある。)
89 酸疼 suānténg だるくて痛い。凝ってる。
90 酸痛 suāntòng だるくて痛い。凝ってる。
91 脖子不舒服 bózi bù shūfú 首の調子が悪い。
92 肩膀硬 jiānbǎng yìng 肩が凝ってます。
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按摩屋での会話フレーズ。
No 中国語 ピンイン 解説

93 我的肩膀酸得厉害 wǒ de jiānbǎng suān dé lìhài 肩こりがひどいのです。
94 腰膀硬 yāo bǎng yìng 腰が凝ってます。
95 腰疼 yāo téng 腰が痛い。
96 我想按摩一下腰 wǒ xiǎng ànmó yīxià yāo 腰のマッサージをお願いします。
97 请按一下后背 qǐng àn yīxià hòubèi 背中のマッサージをお願いします。
98 脖子请多按一会 bózi qǐng duō àn yīhuì 首を念入りに揉んでください。
99 头部按摩不用了 tóubù ànmó bùyòng le 頭部マッサージは必要ありません。

100 疼不疼？ téng bu téng 痛いか痛くないか？
101 疼吗? téng ma 痛いですか？
102 可以吗？ kĕyǐ ma 大丈夫？いいか？
103 力度怎么样? lìdù zěnme yàng 力加減はどう？
104 可以 kĕyǐ 大丈夫です。
105 舒服 shūfu 気持ち良い。
106 没问题 méi wèntí 問題ないです。
107 疼 téng 痛い。
108 痛 tòng 痛い。
109 不疼 bù téng 痛くない。
110 不痛 bù tòng 痛くない。
111 有点儿疼 yǒudiǎnr téng ちょっと痛いです。
112 痒 yǎng くすぐったい。かゆい。 
113 用力太重了 yònglì tài zhòng le 力が強すぎます。
114 重一点 zhòng yīdiǎn もっと強く。
115 再重一点 zài zhòng yīdiǎn さらにもうちょっと力を入れてください。
116 轻一点 qīng yīdiǎn もっと弱く。
117 再轻一点 zài qīng yīdiǎn さらにもうちょっと力を弱くしてください。
118 这里不舒服 zhèli bùshūfu ここが凝ってます。
119 稍微往右一点 shāowēi wǎng yòu yīdiǎn もうちょっと右。
120 稍微往左一点 shāowēi wǎng zuǒ yīdiǎn もうちょっと左。
121 再往上一点 zài wǎng shàng yīdiǎn もうすこし上。
122 往下一点 wǎng xià yīdiǎn すこし下。
123 对, 就是那儿 duì, jiùshì nà'er そう、そこです。
124 延⻓时间吗？ yáncháng shíjiān ma 時間を延ばす？
125 可以，延⻓时间吗？ kěyǐ, yáncháng shíjiān ma 時間を延⻑できますか？
126 半个小時 bàn ge xiǎoshí 半時間。３０分。
127 一个小時 yī ge xiǎoshí 一時間。
128 一个半小時 yī ge bàn xiǎoshí 一時間半。
129 一个钟 yī ge zhōng 一時間、もしくは、１セットぶんの時間。
130 可以了 kěyǐ le もう結構です。
131 好了！ hǎo le よし。おしまい。
132 太舒服了 tài shūfu le とても気持ち良かった。
133 很满意 hěn mǎnyì 満足しました。
134 太爽了 tài shuǎng le すっきりした。

按摩屋のサービスメニューを読む。
No 中国語 ピンイン 解説

135 按摩项目 ànmó xiàngmù マッサージメニュー。
136 按摩 ànmó マッサージ。
137 全身按摩 quánshēn ànmó 全身マッサージ。
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按摩屋のサービスメニューを読む。
No 中国語 ピンイン 解説

138 保健按摩 bǎojiàn ànmó ヘルスケアマッサージ。
139 全身保健按摩 quánshēn bǎojiàn ànmó 全身ヘルスケアマッサージ。
140 中式按摩 zhōng shì ànmó 中国式マッサージ。
141 中式经络按摩 zhōng shì jīngluò ànmó 中国式経路ツボマッサージ。
142 药熨按摩 yào yùn ànmó 温熱薬用マッサージ。
143 防衰按摩 fáng shuāi ànmó アンチエイジングマッサージ。
144 淋巴排毒保健按摩 línbā páidú bǎojiàn ànmó リンパの解毒ヘルスケアマッサージ。
145 医疗按摩 yīliáo ànmó 医療マッサージ。
146 椅式按摩 yǐ shì ànmó 椅子マッサージ。
147 泰式按摩 tài shì ànmó タイ式マッサージ。
148 泰国古式按摩 tàiguó gǔshì ànmó タイ古式マッサージ。
149 泰国古式草药包疗法 tàiguó gǔshì cǎoyào bāo liáofǎ タイ古式漢方治療。
150 泰式经典套餐 tài shì jīngdiǎn tàocān タイ式クラシックマッサージコース。
151 韩式松骨按摩 hán shì sōng gǔ ànmó 韓国式骨ほぐしマッサージ。
152 印度草药按摩 yìndù cǎoyào ànmó インド漢方マッサージ。
153 瑞典式按摩 ruìdiǎn shì ànmó スエーデン式マッサージ。
154 北欧式按摩 běi'ōu shì ànmó 北欧式マッサージ。
155 夏威夷式按摩 xiàwēiyí shì ànmó ハワイアンマッサージ。
156 推拿 tuīná 中国整体。
157 全身推拿 quánshēn tuīná 全身中国整体。
158 推拿治疗 tuīná zhìliáo 中国整体治療。
159 经络推拿 jīngluò tuīná 中国経路ツボ整体。
160 小儿推拿 xiǎo'ér tuīná 子供向け中国整体。
161 五行养生 wǔxíng yǎngshēng 陰陽五行論の養生。
162 经络养生 jīngluò yǎngshēng 経路ツボ養生。
163 指压 zhǐ yā 指圧。
164 保健指压 bǎoxiǎn zhǐ yā ヘルスケア指圧。
165 日式指压 rìshì zhǐ yā 日本式指圧。
166 日式油压 rì shì yóuyā 日本式オイルマッサージ。
167 热石疗法 rè shí liáofǎ 温熱石療法。
168 火疗 huǒliáo 火焼き療法。
169 火罐 huǒ guàn 吸い玉療法。
170 拔罐 bá guàn 吸い玉療法。
171 走罐 zǒu guàn 吸い玉療法。
172 竹罐 zhú guàn 竹筒療法。
173 拔血罐 bá xuèguàn 採血玉療法。
174 刮痧 guā shā ヘラ擦り。カッサ療法。
175 整脊疗法 zhěng jí liáofǎ カイロプラクティック療法。整体指圧療法。
176 全身SPA保湿护理 quánshēn SPA bǎoshī hùlǐ 療養温泉全身保湿治療。
177 针灸 zhēnjiǔ 鍼灸(しんきゅう)。鍼(はり)治療。
178 骨盆桥正 gǔpén qiáozhèng 骨盤矯正。
179 正骨 zhènggǔ 整骨。
180 排毒 pái dú 解毒。
181 中式疗法 zhōngshì liáofǎ 中国療法。
182 中医 zhōngyī 伝統的な中国医学。
183 反射区 fǎnshèqū 体のツボ。
184 穴 �位 xuéwèi 鍼灸のツボ。
185 淋巴 línbā リンパ。
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按摩屋のサービスメニューを読む。
No 中国語 ピンイン 解説

186 亚健康 yàjiànkāng 半健康状態。
187 康复 kāngfù リハビリ。
188 美容 měiróng 美容。
189 减肥 jiǎnféi ダイエット。
190 净桑 jìng sāng 風呂とサウナ。
191 泡澡 pàozaǒ 風呂。
192 温泉 wēnquán 温泉。
193 桑拿 sāngná サウナ。
194 浴池 yùchí 浴場。
195 药浴 yào yù 薬用バス。
196 包房 bāofáng 貸し切り部屋。
197 足底按摩 zúdǐ ànmó 足裏マッサージ。
198 足疗按摩 zúliáo ànmó 足裏マッサージ。
199 足道 zúdào 足マッサージ。
200 足浴 zúyù 足湯。フットバス。
201 足疗 zúliáo 足ツボ治療。
202 泡脚 pào jiǎo 足湯。フットバス。
203 洗脚 xǐjiǎo 足裏マッサージ。
204 双足同步按摩 shuāng zú tóngbù ànmó 両足同時マッサージ。
205 桑拿药足浴 sāngná yào zúyù サウナと薬用フットバス。
206 港台式足浴 gǎng tái shì zúyù 香港＆台湾 式 フットバス。
207 古典式足浴 gǔdiǎn shì zúyù クラシックスタイル フットバス。
208 反射疗法 fǎnshè liáofǎ リフレクソロジー。足つぼ療法。
209 足底保健按摩 zú dǐ bǎojiàn ànmó 足裏ヘルスケアマッサージ。
210 脚部按摩 Jiǎo bù ànmó 足マッサージ。
211 腿部按摩 tuǐ bù ànmó 足マッサージ。
212 松腿 sōng tuǐ 足マッサージ。
213 足底拔罐 zúdǐ bá guàn 足裏吸い玉療法。
214 脚底走罐 Jiǎodǐ zǒu guàn 足裏吸い玉療法。
215 捏刮脚 niē guā jiǎo 足養生。
216 修脚 xiūjiǎo 足のお手入れ。
217 扦脚 qiān jiǎo 道具を使った足のお手入れ。
218 刮脚 guā jiǎo 道具を使った足のお手入れ。
219 局部按摩 júbù ànmó 部分マッサージ。
220 肾脏保养 shènzàng bǎoyǎng じん臓保養。
221 肾部保养 shèn bù bǎoyǎng じん臓保養。
222 肾功能保养 shèn gōngnéng bǎoyǎng じん臓保養。
223 卵巢保养 luǎncháo bǎoyǎng 卵巣保養。
224 前列腺保养 qiánlièxiàn bǎoyǎng 前立腺保養。
225 肠胃护理 chángwèi hùlǐ 胃腸のケア。
226 头部按摩 tóu bù ànmó 頭部マッサージ。
227 按头 àn tóu 頭部マッサージ。
228 头疗 tóu liáo 頭部治療。
229 面部按摩 miàn bù ànmó フェイシャルマッサージ。
230 保湿面部护理 bǎoshī miànbù hùlǐ 保湿フェイシャルケア。
231 刮脸 guāliǎn 顔そり。
232 洁面 jiémiàn クレンジング。
233 耳烛 ěr zhú 耳ろうそく療法。
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按摩屋のサービスメニューを読む。
No 中国語 ピンイン 解説

234 香薰耳烛 xiāngxūn ěr zhú アロマ 耳ろうそく療法。
235 采耳 cǎi ĕr 耳掃除。
236 背部按摩 bèi bù ànmó 背中マッサージ。
237 精油开背 jīngyóu kāi bèi 背中のエッセンシャルオイルマッサージ。
238 背部拔罐 bèibù bá guàn 背中吸い玉療法。
239 背部刮痧 bèibù guāshā 背中ヘラ擦り。カッサ療法。
240 擦背 cā bèi 背中を流す。背中の垢を落とす。
241 踩背 cǎi bèi 背踏みマッサージ。
242 港式踩背 gǎngshì cǎi bèi 香港式背踏みマッサージ。
243 跪背 guì bèi 背にひざ立て乗りマッサージ。
244 顶背 dǐng bèi 背中伸ばし。
245 顶腰 dǐng yāo 腰そらし。
246 手臂按摩 shǒubì ànmó 腕マッサージ。
247 修手 xiūshǒu 手のお手入れ。
248 药酒 yàojiǔ 薬用酒。
249 中药 zhōngyào 漢方薬。
250 香盐 xiāng yán 香りのよい塩。
251 中药面膜 zhōngyào miànmó 漢方フェイスパック。
252 眼贴 yǎn tiē 目の湿布。目のパッチ。
253 鼻贴 bí tiē 鼻用パック。鼻に貼るもの。
254 药草 yàocǎo ハーブ。
255 精油 jīngyóu アロマ。エッセンシャルオイル。
256 香熏精油 xiāng xūn jīngyóu アロマセラピーエッセンシャルオイル。
257 上药 shàngyào 薬をつける。高級薬品。

体かかわりの中国語。
No 中国語 ピンイン 解説

258 头 tóu 頭。
259 头发 tóufa 髪の毛。
260 脸 liǎn 顔。
261 前额 qián'é 額。
262 眉毛 méimao まゆげ。
263 睫毛 jiémáo まつげ。
264 眼皮 yǎnpí まぶた。
265 眼睛 yǎnjing 目。
266 眼屎 yǎnshǐ 目くそ。目やに。
267 眼眵 yǎnchī 目くそ。目やに。
268 鼻子 bízi 鼻。
269 鼻孔 bíkǒng 鼻の穴。
270 鼻毛 bímáo 鼻毛。
271 鼻屎 bíshǐ 鼻くそ。
272 脸颊 liǎnjiá 頬。
273 耳朵 ěrduo 耳。
274 耳孔 ěrkǒng 耳の穴。
275 耳毛 ěrmáo 耳毛。
276 耳屎 ěrshǐ 耳くそ。耳あか。
277 耳垢 ěrgòu 耳くそ。耳あか。
278 嘴 zuǐ 口。
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体かかわりの中国語。
No 中国語 ピンイン 解説

279 嘴巴 zuĭba 口。ほお。
280 下巴 xiàba あご。
281 上颚 shàng'è 上あご。
282 下颚 xià'è 下あご。
283 胡子 húzi ひげ。
284 腰 yāo 腰。
285 肩膀 jiānbǎng 肩。
286 背 bèi 背中。
287 后背 hòubèi 背中。
288 脖子 bózi 首。
289 颈椎 jǐngzhuī 頚椎(ケイツイ)。
290 胸 xiōng 胸。
291 胸膛 xiōngtáng 胸。
292 �胸部 xiōngbù 胸部。
293 乳房 rǔfáng 乳房。
294 胸毛 xiōngmáo 胸毛。
295 胳膊 gēbo 腕。
296 胳膊肘 gēbo zhǒu ひじ。
297 胳膊肘子 gēbó zhǒuzi ひじ。
298 腋毛 yèmáo わき毛。
299 手 shǒu 手。
300 手腕 shǒuwàn 手首。
301 手腕 �子 shǒuwànzi 手首。
302 手 �掌 shǒuzhǎng 手のひら。
303 手指 shǒuzhǐ 手の指。
304 指甲 zhǐjia (人の)爪。(手足の)爪。
305 肚子 dùzi 腹。
306 肚子上的毛 dùzi shàng de máo 腹の毛。
307 肚脐 dùqí へそ。
308 肚脐眼 dùqí yǎn へそ。
309 小肚子 xiǎodùzi 下腹部。
310 生殖器 shēngzhíqì 性器。
311 �屁股 pìgu お尻。
312 腿 tuǐ ももから足首までの足。
313 大腿 dàtuǐ もも。
314 �膝盖 xīgài ひざ。
315 小 �腿 xiǎotuǐ ひざから足首までの足。すね。
316 腿毛 tuǐmáo 足の毛。
317 小腿肚 xiǎotuǐdù ふくらはぎ。
318 脚 jiǎo 足首からつま先までの足。
319 脚脖子 jiǎobózi 足首。
320 �脚背 jiǎobèi 足の甲。
321 脚后跟 Jiǎohòugēn かかと。
322 �脚跟 jiǎogēn かかと。
323 脚踝 jiǎohuái くるぶし。
324 脚底 jiǎodǐ 足の裏。
325 �脚趾 jiǎozhǐ 足の指。
326 脚指甲 jiǎozhǐjiǎ 足の指の爪。
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体かかわりの中国語。
No 中国語 ピンイン 解説

327 黑痣 hēizhì ほくろ。
328 黑子 hēizǐ ほくろ。 
329 痦子 wùzi ほくろ。
330 痣 zhì あざ。
331 瘀⻘ yūqīng あざ。
332 褐斑 hèbān 皮膚にできる染み。
333 雀斑 quèbān そばかす。
334 ⻘春痘 qīngchūn dòu ニキビ。
335 痘痘 dòu dòu ニキビ。
336 粉刺痕迹 fěncì hénjī ニキビ跡。
337 瘀伤 yūshāng 打撲。
338 ⻘斑 qīngbān ⻘⾊の斑点。
339 红斑 hóngbān 赤⾊の斑点。
340 紫斑 zǐbān 紫⾊の斑点。
341 鳞伤 línshāng 一面の傷跡。
342 擦伤 cāshāng 擦り傷。
343 伤痕 shānghén 傷跡。
344 痂 jiā かさぶた。
345 疮痂 chuāngjiā かさぶた。
346 水泡 shuǐpào 水ぶくれ。まめ。
347 疙瘩 gēda できもの。腫物。ぶつぶつ。
348 鸡皮疙瘩 jīpí gēda 鳥肌。
349 脓包 nóngbāo おでき。
350 小脓包 xiǎo nóngbāo ふきでもの。
351 疮 chuāng できもの。かさ。
352 刀疮 dāo chuāng 刃物の傷。
353 烧伤疤痕 shāoshāng bāhén やけどの跡。
354 垢 gòu 垢(あか)。
355 出汗 chū hàn 汗をかく。
356 出一身汗 chū yīshēn hàn 全身に汗をかく。
357 不停出汗 bù tíng chū hàn 汗が止まらない。
358 汗臭味 hàn chòu wèi 汗臭い。
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