
No 中国語 ピンイン 日本語

1 包 bāo カバン。バッグ。
2 包包 bāobāo カバン。バッグ。
3 时尚包包 shíshàng bāo bāo ファッショナブルなバッグ。
4 单肩包 dānjiānbāo ショルダーバッグ。トートバッグ。
5 双肩包 shuāngjiānbāo リュック。ナップサック。
6 背包 bēibāo / bèibāo リュック。ナップサック。
7 书包 shūbāo ランドセル。学生かばん。
8 挎包 kuàbāo ショルダーバッグ。
9 斜挎包 xiékuàbāo 斜めがけバッグ。
10 邮差包 yóuchāi bāo メッセンジャーバッグ。
11 波士顿包 bōshìdùn bāo ボストンバッグ。
12 环保袋 huánbǎo dài エコバッグ。
13 布袋 bùdài 布袋。布製のかばん。
14 小布袋 xiǎo bùdài 小さい布袋。
15 布兜 bùdōu 布袋。布製のかばん。
16 牛津布袋 niújīnbùdài オックスフォード布袋。防水繊維のかばん。
17 编织袋 biānzhīdài ラミネート加工の厚手ビニールのかばん。
18 帆布袋 fānbù dài キャンバスバッグ。
19 纸袋 zhǐdài 紙袋。
20 名牌纸袋 míngpái zhǐdài 有名ブランドの紙袋。
21 包装袋 bāozhuāng dài 包装用の袋。
22 塑料袋 sùliàodài ビニール袋。プラスチック製のかばん。
23 包袱布 bāofu bù ふろしき。
24 皮包 píbāo レザーバッグ。革かばん。
25 公文皮包 gōngwén píbāo ビジネス用レザーバッグ。
26 公文包 gōngwén bāo 書類かばん。
27 公文箱 gōngwén xiāng アタッシュケース。
28 书皮包 shūpíbāo (本が入れられるサイズの)レザーバッグ。
29 商务包 shāngwù bāo ビジネスバッグ。
30 休闲包 xiūxián bāo レジャーバッグ。
31 旅行包 lǚxíng bāo 旅行かばん。トラベルバッグ。
32 运动包 yùndòng bāo スポーツバッグ。
33 手提包 shǒutíbāo 手提げ。ハンドバッグ。
34 提包 tíbāo 手提げ。ハンドバッグ。
35 手袋 shǒudài ハンドバッグ。セカンドバッグ。
36 小包 xiǎobāo ハンドバッグ。セカンドバッグ。小包。
37 迷你手袋 mínǐ shǒudài ミニハンドバッグ。
38 链条包 liàntiáo bāo 持ち手の部分がチェーンのバッグ。
39 流苏包 liúsū bāo フリンジバッグ。タッセルバッグ。
40 手拿包 shǒunábāo クラッチバッグ。
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41 晚宴包 wǎnyànbāo パーティーバッグ。正装のときのバッグ。
42 凯莉包 kǎilì bāo ケリーバッグ。
43 铂金包 bójīn bāo バーキンバッグ。
44 胸包 xiōngbāo ボディバッグ。
45 腰包 yāobāo ウエストバッグ。ウエストポーチ。
46 箱包 xiāngbāo スーツケースやバッグ類の総称。
47 旅行箱 lǚxíng xiāng スーツケース。
48 行李箱 xínglǐ xiāng スーツケース。
49 登机箱 dēngjī xiāng スーツケース。
50 包包肩带 bāobāo jiāndài カバンのショルダーベルト。
51 包包带子 bāobāo dàizi カバンのショルダーベルト。
52 包包把手 bāobāo bǎshǒu カバンのグリップ。
53 包包主体 bāobāo zhǔtǐ カバン本体。
54 口袋 kǒudai ポケット。
55 兜子 dōuzi ポケット。袋。
56 包包配件 bāobāo pèijiàn バッグのアクセサリー。
57 金属零件 jīnshǔ língjiàn 金具。
58 卡子 qiǎzi 留め金。
59 拉链 lāliàn ジッパー。ファスナー。
60 拉锁 lāsuǒ ジッパー。ファスナー。
61 纽子 niǔzi (かけボタンの)ボタン。
62 纽扣 niǔkòu (かけボタンの)ボタン。
63 扣子 kòuzi ボタン。ホック。
64 网袋 wǎngdài 網の袋。メッシュポケット。
65 分隔 fēngé 仕切る。
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