
No 中国語 ピンイン 日本語

1 洗手间 xǐshǒujiān トイレ。お手洗い。
2 厕所 cèsuǒ 便所。トイレ。
3 卫生间 wèishēngjiān 洗面所。トイレやバスルーム。
4 洗澡间 xǐzǎojiān 浴室。
5 浴室 yùshì 浴室。
6 厨房 chúfáng 台所。キッチン。
7 我去洗手间 wǒ qù xǐshǒujiān トイレに行く。
8 我想去洗手间 wǒ xiǎng qù xǐshǒujiān トイレに行きたい。
9 我洗手 wǒ xǐshǒu 私は手を洗う。
10 我想洗手 wǒ xiǎng xǐshǒu 私は手を洗いたい。
11 我洗澡 wǒ xǐzǎo 私は体を洗う。
12 我泡澡 wǒ pàozǎo 私はお風呂に入る。
13 我洗餐具 wǒ xǐ cānjù 私は食器を洗う。
14 我洗衣服 wǒ xǐ yīfú 私は洗濯する。
15 盥洗 guànxǐ 手、顔を洗う。
16 盥洗室 guànxǐ shì 洗面所。化粧室。
17 盥洗池 guànxǐ chí 洗面台。
18 盥洗台 guànxǐ tái 洗面台。
19 洗脸池 xǐliǎn chí 洗面台。
20 洗脸台 xǐliǎn tái 洗面台。
21 洗脸盆 xǐliǎnpén 洗面台。洗面器。
22 脸盆 liǎnpén 洗面器。洗面台。
23 洗手池 xǐshǒu chí 洗面台。手洗い。
24 台上盆 tái shàng pén 洗面器。洗面台。
25 台盆 táipén 洗面器。洗面台。
26 浴室柜 yùshì guì 洗面収納キャビネット。
27 镜子 jìngzi 鏡。
28 水龙头 shuǐlóngtóu 蛇口。
29 排水口 páishuǐkǒu 排水口。
30 排水管 páishuǐ guǎn 排水管。
31 管道 guǎndào パイプ。配管。
32 下水管 xiàshuǐ guǎn 下水管。
33 污水管 wūshuǐ guǎn 下水管。
34 下水道 xiàshuǐ dào 下水道。
35 污水渠 wūshuǐ qú 下水道。
36 水沟 shuǐgōu 溝。排水溝。
37 流水沟 liúshuǐ gōu 排水溝。
38 香皂 xiāngzào せっけん。
39 肥皂 féizào せっけん。
40 肥皂盒 féizào hé 石けん置き。石けん入れ。
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41 肥皂碟 féizào dié 石けん受け。
42 洗面乳 xǐmiànrǔ 洗顔ソープ。
43 卸妆油 xièzhuāngyóu クレンジングオイル。
44 毛巾 máojīn タオル。
45 毛巾架 máojīn jià タオルかけ。
46 牙膏 yágāo 練り⻭磨き。
47 牙刷 yáshuā ⻭ブラシ。
48 杯子 bēizi コップ。
49 剃须刀 tìxūdāo シェーバー。
50 剃须刀片 tìxūdāo piàn シェーバーの刃。
51 手动剃须刀 shǒudòng tìxūdāo 手動シェーバー。
52 电动剃须刀 diàndòng tìxūdāo 電動シェーバー。
53 剃须膏 tìxū gāo シェービングクリーム。
54 剃须泡沫 tìxū pàomò シェービングフォーム。
55 梳子 shūzi 櫛 (くし)。
56 发刷 fàshuā ヘアブラシ。
57 吹⻛机 chuīfēngjī ドライヤー。
58 排气扇 páiqìshàn 換気扇。
59 排⻛扇 páifēngshàn 換気扇。
60 开关 kāiguān スイッチ。栓。
61 插座 chāzuò コンセント。
62 电源插座 diànyuán chāzuò コンセント。
63 插头 chātóu プラグ。
64 ⻢桶 mǎtǒng 便器。
65 蹲便器 dūn biànqì しゃがみ式の便器。
66 坐便器 zuò biànqì 座り式の便器。
67 ⻄式⻢桶 xīshì mǎtǒng 洋式便器。
68 蹲式⻢桶 dūn shì mǎtǒng しゃがみ式の便器。
69 蹲坑厕所 dūnkēng cèsuǒ しゃがみ式のトイレ。
70 和式厕所 hé shì cèsuǒ 和式トイレ。
71 小便器 xiǎobiànqì 小便用の便器。
72 男厕所 nán cèsuǒ 男便所。
73 男洗手间 nán xǐshǒujiān 男性用トイレ。
74 男用卫生间 nán yòng wèishēngjiān 男性用洗面所。
75 女厕所 nǚ cèsuǒ 女便所。
76 女洗手间 nǚ xǐshǒujiān 女性用トイレ。
77 女用卫生间 nǚ yòng wèishēngjiān 女性用洗面所。
78 男女共用厕所 nánnǚ gōngyòng cèsuǒ 男女兼用便所。
79 无性别厕所 wú xìngbié cèsuǒ 無性別トイレ。
80 残疾人厕所 cánjí rén cèsuǒ 身障者用便所。
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81 残疾人卫生间 cánjí rén wèishēngjiān 身障者用洗面所。
82 公共厕所 gōnggòng cèsuǒ 公衆便所。
83 公用厕所 gōngyòng cèsuǒ 公衆便所。
84 公厕 gōngcè 公衆便所。
85 公共洗手间 gōnggòng xǐshǒujiān 公衆トイレ。
86 公用洗手间 gōngyòng xǐshǒujiān 公衆トイレ。
87 公共卫生间 gōnggòng wèishēngjiān 公衆トイレ。
88 公用卫生间 gōngyòng wèishēngjiān 公衆トイレ。
89 智能⻢桶 zhìnéng mǎtǒng 多機能トイレ。
90 智能⻢桶盖 zhìnéng mǎtǒng gài 温水洗浄便座。
91 温水洗净⻢桶盖 wēnshuǐ xǐjìng mǎtǒng gài 温水洗浄便座。
92 卫洗丽 wèixǐlì TOTOのウォシュレット。
93 卫生纸 wèishēngzhǐ トイレットペーパー。
94 清洁刷 qīngjié shuā クリーニングブラシ。
95 ⻢桶刷 mǎtǒng shuā トイレブラシ。
96 厕所刷 cèsuǒ shuā トイレブラシ。
97 搋子 chuāizi 詰まり解消のスッポン棒。ラバーカップ。
98 水拔子 shuǐbázi 詰まり解消のスッポン棒。ラバーカップ。
99 垃圾箱 lājī xiāng ゴミ箱。
100 垃圾桶 lājī tǒng ゴミ箱。
101 拖把 tuōbǎ モップ。
102 清洁剂 qīngjiéjì クレンザー。
103 管道清洁剂 guǎndào qīngjié jì パイプクリーナー。
104 冲水 chōng shuǐ 水で流す。水洗。
105 浴缸 yùgāng 浴槽。バスタブ。
106 澡盆 zǎopén 浴槽。バスタブ。
107 浴盆 yùpén 浴槽。バスタブ。
108 塞子 sāizi 栓。ふた。
109 淋浴 línyù シャワー。
110 花洒 huāsǎ シャワーヘッド。
111 浴室窗帘 yùshì chuānglián 浴室のカーテン。
112 洗澡垫 xǐzǎo diàn バスマット。
113 防滑垫 fáng huá diàn 滑り止めマット。
114 沐浴乳 mùyùrǔ ボディソープ。
115 洗发水 xǐfàshuǐ シャンプー。
116 洗发乳 xǐfàrǔ シャンプー。
117 热水器 rèshuǐqì 温水機。湯沸器。ボイラー。
118 阀门 fámén バルブ。絞り弁。元栓。
119 总阀门 zǒng fámén 元栓。
120 洗澡 xǐzǎo 体を洗う。入浴する。
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121 泡澡 pàozaǒ 風呂に入る。
122 洗衣机 xǐyījī 洗濯機。
123 洗衣液 xǐyīyè 洗濯用液体洗剤。
124 洗衣粉 xǐyīfěn 洗濯用粉末洗剤。
125 洗菜盆 xǐcàipén 台所の流し。
126 洗涤盆 xǐdípén 流し台。シンク。
127 水槽 shuǐcáo 流し台。シンク。
128 水池 shuǐchí 池。流し台。
129 ⻥缸 yúgāng 水槽。
130 洗涤剂 xǐdíjì 洗剤。
131 清洗剂 qīngxǐjì 洗浄剤。
132 洗碗剂 xǐwǎnjì 食器洗剤。
133 海绵 hǎimián スポンジ。
134 抹布 mòbù 布巾。
135 饮水机 yǐnshuǐjī ウォーターディスペンサー。
136 水电气 shuǐdiànqì 水と電気とガス。
137 坏了 huài le 壊れた。まずいことになった。
138 裂了 liè le 裂けた。ひび割れた。
139 破裂了 pò liè le 破裂した。
140 碎裂了 suìliè le 割れて粉々になった。
141 有洞 yǒu dòng 穴がある。
142 破了一个洞 pòle yī ge dòng 穴が開いた。
143 断了 duàn le 折れた。
144 断水了 duànshuǐ le 断水した。
145 不出水 bù chūshuǐ 水が出ない。
146 厕所不出水 cèsuǒ bù chūshuǐ トイレの水が出ない。
147 厕所有怪味 cèsuǒ yǒu guàiwèi トイレが変な臭いがする。トイレで異臭がする。
148 没有热水 méiyǒu rèshuǐ お湯が出ない。
149 不出热水 bù chū rèshuǐ お湯が出ない。
150 洗澡间没有热水 xǐzǎo jiān méiyǒu rè shuǐ 浴室のお湯が出ない。
151 花洒不出热水 huāsǎ bù chū rèshuǐ シャワーからお湯が出ない。
152 漏水 lòushuǐ 水漏れ。
153 漏雨 lòuyǔ 雨漏り。
154 水管堵塞 shuǐguǎn dǔsāi 水道管の詰まり。
155 排水口堵塞 páishuǐkǒu dǔsāi 排水口の詰まり。
156 水喷出来 shuǐ pēn chū lái 水が噴き出す。
157 水流出来 shuǐ liú chū lái 水が流れ出る。
158 滴水 dī shuǐ したたる。
159 煤气没有了 méiqì méiyǒu le ガスがなくなった。
160 燃气不能用了 ránqì bù néng yòng le ガスが使えなくなった。
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161 热水器坏了 rèshuǐqì huài le 湯沸かし器が壊れました。給湯器が壊れました。
162 电池没电了 diànchí méi diàn le 電池の電気がなくなりました。
163 不能点火 bù néng diǎnhuǒ 着火できない。
164 断电了 duàndiàn le 断電した。
165 停电了 tíngdiàn le 停電した。
166 跳电了 tiào diàn le 電気が飛んだ。
167 跳闸 tiàozhá ブレーカーが落ちる。
168 电跳闸 diàn tiàozhá ブレーカーが落ちる。
169 使用后请冲水 shǐyòng hòu qǐng chōng shuǐ 使用後は水を流してください。
170 冲水按钮 chōng shuǐ ànniǔ 水洗ボタン。
171 请按键冲水 qǐng ànjiàn chōng shuǐ ボタンを押して水を流してください。
172 按下手柄 àn xià shǒubǐng レバーを押し下げる。
173 请勿垃圾杂物扔进⻢桶内 qǐng wù lājī záwù rēng jìn mǎtǒng nèi ゴミなど便器内に捨てないでください。
174 请保持清洁 qǐng bǎochí qīngjié 清潔に保ってください。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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