
No 中国語 ピンイン 日本語

1 仪容 yíróng 姿かたち。容貌。
2 仪表 yíbiǎo 姿かたち。風采。
3 整理仪容 zhěnglǐ yíróng 身だしなみを整える。
4 仪容礼仪 yíróng lǐyí 身だしなみエチケット。
5 礼仪 lǐyí 儀礼。礼儀礼式。
6 礼貌 lǐmào 礼儀。
7 礼节 lǐjié 礼節。礼儀のきまり。
8 保养 bǎoyǎng 養生する。手入れをする。
9 护理 hùlǐ 管理する。手入れをする。
10 身体护理 shēntǐ hùlǐ 体を手入れする。
11 修甲工具 xiū jiǎ gōngjù ネイルケアツール。
12 美甲工具 měijiǎ gōngjù ネイル美容ツール。
13 指甲刀 zhǐjia dāo 爪切り。
14 指甲钳 zhǐjia qián 爪切り。
15 指甲剪 zhǐjiq jiǎn 爪切り。
16 剪指甲剪子 jiǎn zhǐjia jiǎnzi 爪切りハサミ。
17 指甲锉 zhǐjiacuò 爪ヤスリ。
18 美甲抛光蜡 měijiǎ pāoguāng là ネイルワックス。
19 去死皮刀 qù sǐpí dāo 古い角質取り。
20 去死皮剪刀 qù sǐpí jiǎndāo 古い角質を取るハサミ。
21 磨砂膏 móshāgāo スクラブ剤。
22 磨脚石 mójiǎoshí スクラブ用の軽石。
23 安全剃刀 ānquán tìdāo 安全かみそり。
24 保险刀 bǎoxiǎndāo 安全かみそり。
25 美容剃刀 měiróng tìdāo 美容かみそり。
26 剃须刀 tìxūdāo シェバー。
27 刮胡刀 guāhúdāo 髭剃りシェバー。
28 刮脸刀 guāliǎndāo 顔剃りシェバー。
29 剃毛刀 tìmáodāo かみそり。
30 保安剃毛刀 bǎo'ān tìmáodāo 安全かみそり。
31 修眉刀 xiūméidāo 眉毛の形を整えるシェバー。
32 腋毛刀 yèmáodāo わき剃りシェーバー。
33 剃须泡沫 tìxū pàomò シェービングフォーム。
34 剃须膏 tìxūgāo シェービングフォーム。
35 刮胡膏 guāhúgāo シェービングフォーム。
36 脱毛膏 tuōmáogāo 脱毛クリーム。
37 脱毛贴 tuōmáotiē 脱毛シール。
38 脱毛慕斯 tuōmáo mùsī 脱毛ムース。
39 绝毛液 juémáoyè 脱毛液。
40 电剃刀 diàn tìdāo 電気シェーバー。
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41 电动剃须刀 diàndòng tìxūdāo 電気シェーバー。
42 手动剃须刀 shǒudòng tìxūdāo 手動シェーバー。
43 脱毛器 tuōmáo qì 脱毛器。
44 镊子 nièzi ピンセット。
45 眉毛钳 méimáoqián 眉毛の形を整えるピンセット。
46 修鼻毛小剪刀 xiū bímáo xiǎo jiǎndāo 鼻毛手入れ用ハサミ。
47 鼻毛修剪器 bímáo xiūjiǎn qì 鼻毛カッター。
48 面膜 miànmó 顔パック。
49 鼻膜 bímó 鼻パック。
50 鼻膜贴 bímótiē 鼻パック。
51 去黑头面膜 qù hēitóu miànmó 角栓(⿊ずみ)取りパック。
52 耳挖 ěrwā 耳かき。
53 耳挖子 ěrwāzi 耳かき。
54 耳勺 ěrsháo 耳かき。
55 挖耳勺 wā'ěrsháo 耳かき。
56 掏耳勺 tāoěrsháo 耳かき。
57 棉签 miánqiān 綿棒。
58 牙刷 yáshuā ⻭ブラシ。
59 牙膏 yágāo ⻭磨き粉。
60 电动牙刷 diàndòng yáshuā 電動⻭ブラシ。
61 漱口水 shùkǒushuǐ マウスウォッシュ。
62 润唇膏 rùnchúngāo リップクリーム。
63 梳子 shūzi 櫛 (くし)。
64 发刷 fàshuā ヘアブラシ。
65 卷发器 juǎnfàqì 電気カーラー。
66 卷发棒 juǎnfàbàng 電気カーラー。
67 电热卷发器 diànrè juǎnfà qì 電気カーラー。
68 直发器 zhífàqì ヘアアイロン。
69 电夹板 diànjiābǎn ヘアアイロン。
70 吹⻛机 chuīfēngjī ドライヤー。
71 头发定型剂 tóufà dìngxíng jì ヘアスタイリング剤。
72 头发定型喷雾 tóufà dìngxíng pēnwù ヘアスタイリングスプレー。
73 染发剂 rǎnfàjì ヘアカラー。
74 染黑 rǎnhēi ⿊染め。⽩髪染め。
75 防晒霜 fángshàishuāng 日焼け止め。
76 止汗剂 zhǐhànjì 制汗剤。
77 抑汗剂 yìhànjì 制汗剤。
78 防汗喷雾 fáng hàn pēnwù 制汗スプレー。
79 除臭剂 chúchòujì 消臭剤。
80 除臭喷雾 chú chòu pēnwù 消臭スプレー。
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81 香水 xiāngshuǐ 香水。
82 刷毛器 shuāmáo qì 衣服用のエチケットブラシ。
83 毛球修剪器 máoqiú xiūjiǎn qì 毛玉取り器。
84 针线包 zhēnxiàn bāo ソーイングキット。
85 针线套装 zhēnxiàn tàozhuāng ソーイングセット。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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