
No 中国語 ピンイン 日本語

1 衣服 yīfu 服。
2 一件衣服 yī jiàn yīfu 一枚の服。
3 服饰 fúshì 服飾。
4 衣服的大小 yīfu de dàxiǎo 服の大きさ。
5 衣服尺寸 yīfú chǐcùn 服のサイズ。
6 服装尺码 fúzhuāng chǐmǎ 服のサイズ。
7 大号 dàhào Lサイズ。
8 中号 zhōnghào Mサイズ。
9 小号 xiǎohào Sサイズ。
10 男装 nánzhuāng 紳士服。
11 女装 nǚzhuāng 婦人服。
12 儿童服装 értóng fúzhuāng 子供服。
13 小孩服装 xiǎohái fúzhuāng 子供服。
14 婴儿服装 yīng'ér fúzhuāng ベビー服。
15 宝宝服装 bǎobǎo fúzhuāng ベビー服。
16 宝⻉服装 bǎobèi fúzhuāng ベビー服。チアリーダーの服。
17 时装 shízhuāng ファッション。
18 时尚 shíshàng 今風。流行。
19 时尚单品 shíshàng dānpǐn ファッションアイテム。
20 时装 shízhuāng 流行の服装。ファッション。
21 流行的衣服款式 liúxíng de yīfu kuǎnshì 流行の服装スタイル。
22 礼服 lǐfú 礼服。
23 晚宴礼服 wǎnyàn lǐfú 正装。パーティー用フォーマルウェア。
24 男士礼服 nánshì lǐfú メンズフォーマルウェア。
25 女士礼服 nǚshì lǐfú レディースフォーマルウェア。ドレス。
26 女生礼服 nǚshēng lǐfú レディースフォーマルウェア。ドレス。
27 晚礼服 wǎn lǐfú イブニングドレス。ディナードレス。
28 婚纱礼服 hūnshā lǐfú ウェディングドレス。
29 无尾晚礼服 wú wěi wǎn lǐfú タキシード。
30 ⻄服 xīfú スーツ。洋服。
31 ⻄装 xīzhuāng スーツ。洋服。
32 一套⻄服 yī tào xīfú ひとそろいのスーツ。
33 ⻄服背⼼ xīfú bèixīn スーツのベスト。
34 便装 biànzhuāng 普段着。
35 休闲服 xiūxián fú カジュアルウェア。
36 上衣 shàngyī 上着。
37 衬衫 chènshān シャツ。ブラウス。
38 T恤衫 T xùshān Tシャツ。
39 裤子 kùzi ズボン。
40 一条裤子 yī tiáo kùzi 一本のズボン。
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41 短裤 duǎnkù 半ズボン。
42 超短裤 chāo duǎnkù ホットパンツ。
43 七分裤 qīfēn kù 七分丈パンツ。クロップドパンツ。
44 牛仔裤 niúzǎikù ジーンズ。
45 牛仔连衣裤 niúzǎi liányī kù オーバーオールジーンズ。ジーンズのつなぎ。
46 阔腿裤 kuòtuǐkù ワイドパンツ。
47 裙子 qúnzi スカート。
48 一条裙子 yī tiáo qúnzi 一枚のスカート。
49 超短裙 chāoduǎnqún ミニスカート。
50 迷你裙 mínǐqún ミニスカート。
51 紧裙 jǐnqún タイトスカート。
52 紧身裙 jǐnshēnqún タイトスカート。
53 ⻓裙 chángqún ロングスカート。
54 连衣裙 liányīqún ワンピース。
55 毛衣 máoyī セーター。
56 对襟毛衣 duìjīn máoyī カーディガン。
57 高领 gāolǐng タートルネック。
58 直筒领 zhítǒnglǐng タートルネック。
59 打底裤 dǎdǐkù スパッツ。レギンス。
60 内搭裤 nèidākù スパッツ。レギンス。
61 水手服 shuǐshǒu fú セーラー服。マリンルック。
62 学生服 xuéshēng fú 学生服。
63 制服 zhìfú 制服。
64 军装 jūnzhuāng 軍服。
65 军服 jūnfú 軍服。
66 企业工作服 qǐyè gōngzuòfú 作業制服。
67 工作服 gōngzuòfú 仕事着。
68 工装 gōngzhuāng 仕事着。
69 大衣 dàyī コート。
70 ⻛衣 fēngyī コート。
71 ⻓⻛衣 cháng fēngyī ロングコート。
72 夹克 jiākè コートより軽い上着全般。ジャンバー。ジャケット。
73 茄克 jiākè コートより軽い上着全般。ジャンバー。ジャケット。
74 牛仔夹克 niúzǎi jiákè Gジャン。デニムジャケット。
75 羽绒服 yǔróngfú ダウンジャケット。
76 ⻓袖 chángxiù ⻑袖。
77 短袖 duǎnxiù 半袖。
78 无袖 wú xiù ノースリーブ。
79 背⼼ bèixīn タンクトップ。ベスト。
80 ⻢甲 mǎjiǎ ベスト。
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81 卫衣 wèiyī トレーナー。スウェット。
82 圆领卫衣 yuánlǐngwèiyī 丸首のトレーナー。
83 连帽卫衣 lián mào wèiyī フード付きパーカー。
84 拉链卫衣 lāliàn wèiyī ジッパートレーナー。
85 Polo衫 Polo shān ポロシャツ。
86 网球衫 wǎngqiú shān ポロシャツ。テニスウェア。
87 运动服 yùndòng fú スポーツウェア。
88 运动衫 yùndòng shān トレーニングシャツ。
89 运动套 yùndòng tào 上下組み合せスポーツウェア。ジャージ。スウェット。
90 运动套装 yùndòng tàozhuāng 上下組み合せスポーツウェア。ジャージ。スウェット。
91 皮肤⻛衣 pífūfēngyī ウインドブレーカー。
92 防⻛衣 fángfēngyī ウインドブレーカー。
93 休闲服装 xiūxián fúzhuāng レジャー服。
94 睡衣 shuìyī ナイトウェア。寝間着。パジャマ。
95 睡袍 shuìpáo ガウン。
96 浴袍 yùpáo バスローブ。
97 内衣 nèiyī 下着。
98 汗衫 hànshān アンダーシャツ。
99 胸罩 xiōngzhào ブラジャー。
100 奶罩 nǎizhào ブラジャー。
101 内裤 nèikù 下着のパンツ。パンティ。
102 平角裤 píngjiǎokù ブリーフパンツ。
103 三角裤 sānjiǎokù パンティ。
104 丁字裤 dīngzì kù Ｔバック。
105 腹带 fùdài 腹巻き。ガードル。
106 泳装 yǒngzhuāng 水着。
107 泳衣 yǒngyī 水着。
108 比基尼泳装 bǐjīní yǒngzhuāng ビキニ。
109 连体泳衣 lián tǐ yǒngyī ワンピースの水着。
110 竞赛泳衣 jìngsài yǒngyī 競泳水着。
111 帽子 màozi 帽子。
112 棒球帽 bàngqiú mào 野球帽。
113 牛仔帽 niúzǎi mào カウボーイハット。
114 爵士帽 juéshì mào 英国紳士がかぶるソフト帽。
115 草帽 cǎomào ⻨わら帽子。
116 巴拿⻢草帽 bānámǎ cǎomào パナマ紳士がかぶる帽子。
117 猎帽 lièmào ハンチング帽。
118 ⻉雷帽 bèiléimào ベレー帽。
119 软帽 ruǎn mào ソフト帽。
120 保暖帽 bǎonuǎn mào 防寒帽。
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121 太阳帽 tàiyáng mào サンバイザー。日よけ帽。
122 遮阳帽 zhēyáng mào サンバイザー。日よけ帽。
123 头巾 tóujīn 頭に巻く布。スカーフ。バンダナ。
124 发带 fǎdài ヘアバンド。
125 鞋 xié 靴。
126 一双鞋 yī shuāng xié 一足の靴。
127 鞋子 xiézi 靴。
128 靴子 xuēzi ブーツ。
129 皮鞋 píxié 革靴。
130 高跟鞋 gāogēnxié ハイヒール。
131 低跟鞋 dīgēnxié ローヒール。
132 球鞋 qiúxié スニーカー。
133 凉鞋 liángxié サンダル。
134 拖鞋 tuōxié スリッパ。
135 袜子 wàzi 靴下。
136 丝袜 sīwà ストッキング。
137 皮带 pídài ベルト。
138 手套 shǒutào 手袋。
139 围巾 wéijīn マフラー。スカーフ。
140 丝巾 sījīn スカーフ。
141 纱巾 shājīn 薄手のスカーフ。
142 眼镜 yǎnjìng 眼鏡。
143 隐形眼镜 yǐnxíng yǎnjìng コンタクトレンズ。
144 太阳镜 tàiyángjìng サングラス。
145 手表 shǒubiǎo 腕時計。
146 手绢 shǒujuàn ハンカチ。
147 饰物 shìwù アクセサリー。
148 饰品 shìpǐn アクセサリー。
149 戒指 jièzhi 指輪。
150 项链 xiàngliàn 首飾り。ネックレス。
151 耳环 ěrhuán イヤリング。
152 耳釘 ěrdīng ピアス。
153 穿刺艺术 chuāncì yìshù ピアスアート。
154 穿孔艺术 chuānkǒng yìshù ピアスアート。
155 穿刺饰品 chuāncì shìpǐn ピアスアクセサリー。
156 手镯 shǒuzhuó ブレスレット。
157 手链 shǒuliàn 数珠状のブレスレット。
158 手带 shǒudài リストバンド。ミサンガ。
159 假发 jiǎfà ヘアーウィッグ。かつら。
160 领带 lǐngdài ネクタイ。
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161 领结 lǐngjié 蝶ネクタイ。
162 徽章 huīzhāng バッジ。
163 勋章 xūnzhāng 勲章。
164 中山装 zhōngshān zhuāng 中山服。中国式の男性正装服。
165 中山服 zhōngshān fú 中山服。中国式の男性正装服。
166 人⺠服 rénmínfú 人⺠服。
167 旗袍 qípáo チャイナドレス。
168 丝绸 sīchóu シルク。絹織物。
169 ⺠族服装 mínzú fúzhuāng ⺠族衣装。
170 传统服装 chuántǒng fúzhuāng 伝統衣装。
171 日本和服 rìběn héfú 和服。
172 日本浴衣 rìběn yùyī ゆかた。
173 日式浴衣 rì shì yùyī ゆかた。
174 设计师品牌 shèjìshī pǐnpái デザイナーブランド。
175 品牌服装 pǐnpái fúzhuāng ブランド服。
176 服装品牌 fúzhuāng pǐnpái 衣料品ブランド。
177 名牌产品 míngpái chǎnpǐn ブランド品。ブランドもの。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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