
No 中国語 ピンイン 日本語

1 工具 gōngjù 工具。
2 工具箱 gōngjù xiāng 工具箱。
3 工具机 gōngjù jī 機械工具。工作機械。
4 榔头 lángtou ハンマー。木づち。
5 锤子 chuízi ハンマー。金槌。
6 钉子 dīngzi 釘。
7 铁钉 tiě dīng 鉄くぎ。
8 图钉 túdīng 画鋲。
9 针 zhēn 針。
10 线 xiàn 糸。
11 锯 jù のこぎり。
12 锯子 jùzi のこぎり。
13 电锯 diànjù 電動のこぎり。
14 电钻 diànzuàn 電気ドリル。
15 手电钻 shǒu diànzuàn ハンドドリル。
16 台钳 táiqián 万力。
17 刨子 bàozi かんな。
18 刨床 bàochuáng かんな。
19 凿子 záozi のみ。
20 锥子 zhuīzi キリ。千枚通し。
21 刮刀 guādāo こて。
22 锉刀 cuòdāo やすり。
23 砂纸 shāzhǐ 紙やすり。サンドペーパー。
24 钳子 qiánzi ペンチ。やっとこ。プライヤー。万力。
25 ⽼⻁钳 lǎohǔqián ペンチ。やっとこ。プライヤー。万力。
26 尖头钳 jiāntóuqián ラジペン。
27 尖嘴鉗 jiānzuǐqián ラジペン。
28 斜口钳 xiékǒuqián ニッパ。
29 压线钳 yāxiànqián 圧着ペンチ。
30 剥线钳 bōxiànqián 電線ストリッパー。
31 扳手 bānshou スパナ。レンチ。
32 六角扳手 liùjiǎo bānshou 六角レンチ。
33 内六角扳手 nèi liùjiǎo bānshou 内刺し六角レンチ。
34 外六角扳手 wài liùjiǎo bānshou 外刺し六角レンチ。
35 起子 qǐzi ドライバー。
36 螺丝起子 luósīqǐzi ドライバー。
37 螺丝刀 luósīdāo ドライバー。
38 改锥 gǎizhuī ドライバー。
39 电动螺丝刀 diàndòng luósīdāo 電動ドライバー。
40 一字起子 yī zì qǐzi マイナスドライバー。
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41 一字螺丝刀 yī zì luósīdāo マイナスドライバー。
42 十字起子 shí zì qǐzi プラスドライバー。
43 十字螺丝刀 shí zì luósīdāo プラスドライバー。
44 螺丝 luósī ネジ。
45 螺丝钉 luósīdīng ネジくぎ。
46 木螺丝 mù luósī 木ねじ。
47 弹簧 tánhuáng スプリング。バネ。
48 墊圈 diànquān ワッシャー。
49 平垫圈 píng diànquān 平ワッシャー。平座金。
50 波形垫圈 bōxíng diànquān ウェーブワッシャー。
51 弹簧墊圈 tánhuáng diànquān スプリングワッシャー。
52 华司 huásī ワッシャー。座金。
53 平面华司 píngmiàn huásī 平ワッシャー。平座金。
54 波形华司 bōxíng huásī ウェーブワッシャー。
55 弹簧华司 tánhuáng huásī スプリングワッシャー。ばね座金。
56 带⻮锁紧垫圈 dài chǐsuǒ jǐn diànquān ⻭付きワッシャー。⻭付き座金。
57 内⻮锁紧垫圈 nèi chǐsuǒ jǐn diànquān 内⻭ロックワッシャー。
58 外⻮锁紧垫圈 wài chǐsuǒ jǐn diànquān 外⻭ロックワッシャー。
59 锥形弹簧墊圈 zhuīxíng diànquān 皿ばね座金。
60 螺旋弹簧 luóxuán tánhuáng 渦巻バネ。コイルスプリング。
61 螺栓 luóshuān ボルト。
62 螺帽 luómào ナット。
63 六角螺帽 liù jiǎo luómào 六角ナット。
64 螺⺟ luómǔ ナット。
65 六角螺⺟ liù jiǎo luómǔ 六角ナット。
66 镊子 nièzi ピンセット。
67 美工刀 měigōngdāo カッターナイフ。
68 壁纸刀 bìzhǐdāo カッターナイフ。
69 切割垫 qiēgēdiàn カッティングマット。
70 切割垫板 qiēgē diànbǎn カッティングマット。
71 小刀 xiǎodāo ナイフ。
72 小剪刀 xiǎo jiǎndāo 小型ハサミ。
73 剪刀 jiǎndāo ハサミ。
74 放大鏡 fàngdàjìng 虫眼鏡。ルーペ。
75 接头 jiētóu ジョイント。コネクタ。
76 电线 diànxiàn 電線。
77 电线接头 diànxiàn jiētóu 電線コネクタ。
78 焊锡 hànxī はんだ。
79 锡焊 xī hàn はんだ付け。
80 烙铁 làotie はんだごて。
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81 电烙铁 diànlàotiě はんだごて。
82 焊台 hàntái 電子溶接台。
83 焊接 hànjiē 溶接する。
84 焊机 hànjī 溶接機。
85 焊接机 hànjiējī 溶接機。
86 尺子 chǐzi 定規。
87 金属尺 jīnshǔchǐ 金属定規。
88 钢尺 gāngchǐ スチール定規。
89 钢直尺 gāngzhíchǐ スチール直定規。
90 巻尺 juànchǐ 巻き尺。
91 钢卷尺 gāngjuǎnchǐ スチール巻尺。
92 卡尺 kǎchǐ ノギス。
93 塞尺 sāichǐ すき間ゲージ。
94 水平器 shuǐpíngqì 水平器。
95 黏合剂 niánhéjì 接着剤。
96 粘合剂 niánhéjì 接着剤。
97 胶黏剂 jiāoniánjì 接着剤。
98 胶粘剂 jiāoniánjì 接着剤。
99 胶结剂 jiāojiéjì 接着剤。
100 瞬间胶 shùnjiānjiāo 瞬間接着剤。
101 快干胶 kuàigānjiāo 瞬間接着剤。
102 胶水 jiāoshuǐ 接着用のり。
103 胶带 jiāodài 粘着テープ。
104 胶布 jiāobù 粘着テープ。
105 双面胶 shuāngmiànjiāo 両面テープ。
106 双面胶带 shuāngmiàn jiāodài 両面テープ。
107 绝缘胶带 juéyuán jiāodài 絶縁テープ。
108 电工胶布 diàngōng jiāobù 絶縁テープ。
109 链子 liànzi 鎖。
110 钢丝绳 gāngsīshéng ワイヤーロープ。
111 绳子 shéngzi 縄。
112 电缆盘 diànlǎnpán ケーブルリール。巻き上げ式延⻑コード。
113 插排 chāpái 延⻑コード。
114 涂料 túliào 塗料。
115 油漆 yóuqī ペンキ。
116 喷漆 pēnqī 噴きつけ塗料。
117 清漆 qīngqī ワニス。クリアラッカー。
118 稀释剂 xīshìjì シンナー。
119 水泥 shuǐní セメント。
120 水泥板 shuǐní bǎn セメントボード。
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121 灰泥 huīní モルタル。漆喰。
122 灰泥板 huīníbǎn 石膏ボード。
123 混凝土 hùnníngtǔ コンクリート。
124 砖头 zhuāntóu 煉瓦。
125 柏油 bǎiyóu アスファルト。
126 沥⻘ lìqīng アスファルト。
127 石材 shícái 石材。
128 石料 shíliào 石材。
129 木材 mùcái 木材。
130 木料 mùliào 木材。
131 瓷砖 cízhuān 磁器タイル。
132 地砖 dìzhuān 床タイル。
133 铁铲 tiěchǎn シャベル。
134 镐头 gǎotou つるはし。
135 手推⻋ shǒutuīchē 手押し車。
136 塑料薄膜 sùliào bómó プラスチックフィルム。ビニールシート。
137 蓝塑料布 lán sùliàobù ブルーシート。
138 梯子 tīzi はしご。脚立。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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