
No 中国語 ピンイン 日本語

1 打扫 dǎsǎo 掃除する。
2 清扫 qīngsǎo 清掃する。
3 打扫卫生 dǎsǎo wèishēng 掃除する。
4 打扫干净 dǎsǎo gānjìng きれいに掃除する。
5 打扫房间 dǎsǎo fángjiān 部屋を掃除する。
6 垃圾 lājī ゴミ。
7 打扫垃圾 dǎsǎo lājī ゴミを片付ける。
8 清扫垃圾 qīngsǎo lājī ゴミ清掃する。
9 灰尘 huīchén ほこり。ちり。
10 积灰尘 jī huīchén ほこりがたまる。
11 打扫灰尘 dǎsǎo huīchén ほこりを払う。
12 尘埃 chén'āi ほこり。ちり。
13 尘土 chéntǔ ほこり。
14 锈 xiù 錆(さび)。
15 去锈 qù xiù 錆を取る。
16 污垢 wūgòu 垢。シミ。汚れ。
17 去除污垢 qùchú wūgòu 汚れを取り除く。
18 整理 zhěnglǐ 整理する。
19 整理房间 zhěnglǐ fángjiān 部屋を整理する。
20 整顿 zhěngdùn 整頓する。立て直す。
21 整理整顿 zhěnglǐ zhěngdùn 整理整頓。
22 收拾 shōushi 片づける。
23 收拾房间 shōushi fángjiān 部屋を片付ける。
24 清洁 qīngjié 清潔である。
25 清洁用品 qīngjié yòngpǐn 掃除用具。
26 吸尘器 xīchénqì 掃除機。
27 用吸尘器扫地 yòng xīchénqì sǎodì 掃除機をかける。
28 笤帚 tiáozhou ほうき。
29 扫帚 sàozhou ほうき。
30 扫把 sàobǎ ほうき。
31 用笤帚扫地 yòng tiáozhou sǎodì ほうきで掃く。
32 簸箕 bòji ちり取り。
33 塑料簸箕 sùliào bòji プラスチック製のちり取り。
34 扫把和簸箕 sàobǎ hé bòji ほうきとちり取り。
35 拖把 tuōbǎ モップ。
36 用拖把擦 yòng tuōbǎ cā モップでこする。モップでみがく。
37 掸子 dǎnzi はたき。
38 用掸子打扫灰尘 yòng dǎnzi dǎsǎo huīchén はたきでほこりを払う。
39 刷子 shuāzi ブラシ。
40 用刷子擦掉 yòng shuāzi cādiào ブラシでこすり落とす。
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41 ⻢桶刷 mǎtǒng shuā 便器用ブラシ。
42 清洁刷 qīngjié shuā クリーニングブラシ。
43 海绵擦 hǎimián cā スポンジ。
44 钢丝球 gāngsī qiú 強力スチールたわし。
45 清洁球 qīngjié qiú クリーニングボール。たわし。
46 玻璃刮 bōlí guā ガラスワイパー。
47 刮窗器 guā chuāng qì ガラスワイパー。
48 水桶 shuǐtǒng バケツ。
49 塑料水桶 sùliào shuǐtǒng ポリバケツ。
50 往水桶里装水 wǎng shuǐtǒng lǐ zhuāng shuǐ バケツへ水を入れる。
51 用水桶打水 yòng shuǐtǒng dǎ shuǐ バケツで水をくむ。
52 倒脏水 dào zàng shuǐ 汚れた水をすてる。
53 放废水 fàng fèishuǐ 廃水をすてる。
54 软管 ruǎnguǎn ホース。
55 软水管 ruǎn shuǐguǎn ホース。
56 金属软管 jīnshǔ ruǎnguǎn 金属ホース。
57 用软管洒水 yòng ruǎnguǎn sǎ shuǐ ホースで水を撒く。
58 抹布 mābù ぞうきん。ふきん。
59 用抹布擦 yòng mābù cā ぞうきんで拭く。
60 拧抹布 níng mābù ぞうきんをしぼる。
61 百洁布 bǎijiébù ナイロン不織布。
62 洗碗布 xǐwǎnbù ふきん。
63 工作手套 gōngzuò shǒutào 作業用手袋。軍手。
64 劳保手套 láobǎo shǒutào 安全手袋。軍手。
65 棉纱手套 miánshā shǒutào 綿手袋。軍手。
66 橡胶手套 xiàngjiāo shǒutào ゴム手袋。
67 ⻓夹子 cháng jiázi トング。
68 垃圾夹子 lājī jiázi ゴミばさみ。トング。
69 垃圾箱 lājīxiāng ごみ箱。
70 垃圾桶 lājītǒng ごみ箱。
71 垃圾袋 lājīdài ごみ袋。
72 收纳箱 shōunà xiāng 収納ボックス。
73 收纳盒 shōunà hé 収納ケース。
74 收纳袋 shōunà dài 収納袋。
75 真空压缩袋 zhēnkōng yāsuō dài 真空圧縮袋。
76 洗涤剂 xǐdíjì 洗剤。
77 清洁剂 qīngjiéjì 掃除用洗剤。
78 清洗剂 qīngxǐjì 洗浄剤。クリーナー。
79 强力去污剂 qiánglì qù wū jì 強力洗浄剤。
80 去污喷雾 qù wū pēnwù 洗浄スプレー。
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81 去污粉 qù wū fěn クレンザー。
82 卫生球 wèishēng qiú ナフタリン球。
83 洗衣 xǐyī 洗濯する。クリーニングする。
84 洗衣服 xǐ yīfu 洗濯をする。
85 水洗 shuǐxǐ 水洗いする。
86 干洗 gānxǐ ドライクリーニングする。
87 去除污渍 qùchú wūzì 染抜きする。
88 洗衣机 xǐyījī 洗濯機。
89 用手洗 yòng shǒu xǐ 手洗いする。
90 洗衣店 xǐyī diàn クリーニング店。
91 自助洗衣店 zìzhù xǐyī diàn コインランドリー店。
92 洗涤用品 xǐdí yòngpǐn 洗浄用品。
93 洗衣剂 xǐyījì 洗濯用洗剤。
94 洗衣液 xǐyī yè 洗濯用液体洗剤。
95 洗衣粉 xǐyī fěn 洗濯用粉洗剤。
96 洗衣袋 xǐyī dài ランドリーバック。洗濯ネット。
97 柔软剂 róuruǎnjì 柔軟剤。
98 柔顺剂 róushùnjì 柔軟剤。
99 放入柔软剂 fàng rù róuruǎnjì 柔軟剤を入れる。
100 漂白剂 piǎobáijì 漂白剤。
101 漂白液 piǎobái yè 漂白液。
102 增白剂 zēngbáijì 増白剤。
103 阳台 yángtái ベランダ。バルコニー。
104 晾衣服 liàng yīfú 洗濯物を干す。
105 晒衣服 shài yīfú 洗濯物を干す。
106 升降晾衣架 shēngjiàng liàng yījià 昇降式物干し。
107 晒衣架 shài yījià 物干しラック。
108 晾衣台 liàng yī tái 物干し。
109 晾衣杆 liàng yī gān 物干しざお。
110 晾衣绳 liàng yī shéng 物干しロープ。洗濯ひも。
111 衣架 yījià ハンガー。
112 衣夹 yī jiā 洗濯ばさみ。服用のクリップ。
113 衣服夹子 yīfú jiázi 洗濯ばさみ。
114 晒衣夹子 shài yī jiázi 洗濯ばさみ。
115 晾衣夹子 liàng yī jiázi 洗濯ばさみ。
116 洗衣网袋 xǐyī wǎng dài 洗濯ネット。
117 护洗袋 hù xǐ dài 洗濯ネット。
118 熨烫 yùn tàng アイロンがけ。
119 电熨斗 diàn yùndǒu 電気アイロン。
120 熨衣架 yùnyījià アイロン台。
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121 用熨斗熨衣服 yòng yùndǒu yùn yīfu 服にアイロンをかける。
122 把洗好的衣服收进来 bǎ xǐ hǎo de yīfu shōu jìn lái 洗濯ものを取り込む。
123 叠洗好的衣服 dié xǐhǎo de yīfu 洗濯した服をたたむ。
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