
No 中国語 ピンイン 日本語

1 制造 zhìzào 製造。
2 原材料 yuáncáiliào 原材料。
3 材料 cáiliào 材料。資料。人材。
4 原料 yuánliào 原料。
5 做 zuò 作る。する。なる。
6 制 zhì 制作する。制定する。
7 素材 sùcái 素材。
8 做出 zuòchū 作り出す。
9 做成 zuòchéng 作り上げる。
10 制造 zhìzào 製造する。作り出す。
11 制作 zhìzuò 作る。製造する。
12 制成 zhìchén 作る。製造する。
13 形成 xíngchéng 形成する。つくりあげる。
14 生产 shēngchǎn 生産する。子供を産む。
15 产生 chǎnshēng 生み出す。現れる。
16 构成 gòuchéng 構成する。形成する。構成。
17 组成 zǔchéng 構成する。組み立てる。形成する。
18 合成 héchéng 合成する。
19 这个是金属做的 zhège shì jīnshǔ zuò de これは金属製です。
20 这个是金属制的 zhège shì jīnshǔ zhì de これは金属製です。
21 用金属做的 yòng jīnshǔ zuò de 金属製。
22 铝制品 lǚzhìpǐn アルミ製品。
23 水是氧气和氢气构成的 shuǐ shì yǎngqì hé qīngqì gòuchéng de 水は酸素と水素でできている。
24 日本制造 rìběn zhìzào 日本製。
25 日本生产的 rìběn shēngchǎn de 日本製。
26 金属 jīnshǔ 金属。
27 五金 wǔjīn 金属。
28 合金 héjīn 合金。
29 非金属材料 fēijīnshǔ cáiliào 非金属材料。
30 金 jīnshǔ 金。
31 ⻩金 huángjīn 金。
32 金子 jīnzi 金。
33 银 yín 銀。
34 白银 báiyín 銀。
35 银子 yínzi 銀。
36 铜 tóng 銅。
37 铁 tiě 鉄。
38 钢铁 gāngtiě 鋼鉄。
39 黑色金属 hēisè jīnshǔ 鉄系金属。
40 有色金属 yǒusè jīnshǔ 非鉄金属。
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41 锡 xī 錫(すず)。
42 锌 xīn 亜鉛。
43 铅 qiān 鉛(なまり)。
44 铝 lǚ アルミ。
45 不锈钢 bùxiùgāng ステンレス。
46 镁 měi マグネシウム。
47 钛 tài チタン。
48 铬 gè クロム。
49 镍 niè ニッケル。
50 白金 báijīn 白金。プラチナ。
51 铂 bó 白金。プラチナ。
52 ⻩铜 huángtóng 真鍮。
53 焊锡 hànxī 半田。
54 合金 héjīn 合金。
55 贵金属 guìjīnshǔ 貴金属。
56 钻石 zuànshí ダイヤモンド。
57 金刚石 jīngāngshí ダイヤモンド。
58 希有金属 xīyǒu jīnshǔ レアメタル。
59 稀土元素 xītǔ yuánsù レアアース。
60 轻金属 qīngjīnshǔ 軽金属。
61 重金属 zhòngjīnshǔ 重金属。
62 木材 mùcái 木材。材木。
63 木料 mùliào 材木。
64 木制 mùzhì 木製。
65 胶合板 jiāohébǎn ベニヤ合板。
66 三合板 sānhébǎn ベニヤ合板。
67 柳安木 liǔ'ānmù ラワン材。
68 椴木 duànmù シナノキ材。
69 杉木 shāmù スギ材。
70 松木 sōngmù マツ材。
71 柏木 bǎimù ヒノキ材。
72 桐木 tóngmù キリ材。
73 柚木 yóumù チーク材。
74 红木 hóngmù ローズウッド材。
75 桃花心木 táohuāxīnmù マホガニー材。
76 竹材 zhúcái 竹材。
77 稻草工艺品 dàocǎo gōngyìpǐn わら細工。
78 草绳 cǎoshéng わら縄。
79 石材 shícái 石材。
80 石料 shíliào 石材。
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81 花岗岩 huāgāngyán 御影石。
82 大理岩 dàlǐyán 大理石。
83 混凝土 hùnníngtǔ コンクリート。
84 水泥 shuǐní セメント。
85 沥⻘ lìqīng アスファルト。
86 灰浆 huījiāng 漆喰(しっくい)。
87 砂浆 shājiāng モルタル。
88 石棉 shímián アスベスト。
89 石膏 shígāo 石膏。ギブス。
90 粘土 niántǔ 粘土。
91 黏土 niántǔ 粘土。
92 土粘土 tǔ niántǔ 土粘土。
93 油粘土 yóu niántǔ 油をまぜた粘土。
94 纸粘土 zhǐ niántǔ 紙粘土。
95 纸浆粘土 zhǐjiāng niántǔ 紙粘土。
96 树脂 shùzhī 樹脂。
97 合成树脂 héchéng shùzhī 合成樹脂。
98 塑料 sùliào プラスチック。ビニール。
99 塑胶 sùjiāo プラスチック。樹脂。
100 增强塑料 zēngqiáng sùliào 強化プラスチック。
101 强化塑料 qiánghuà sùliào 強化プラスチック。
102 聚碳酸脂 jùtàn suānzhī ポリカーボネート。
103 聚碳酸酯 jùtàn suānzhǐ ポリカーボネート。
104 阳光板 yángguāng bǎn ポリカーボネート樹脂板。
105 泡沫塑料 pàomò sùliào 発砲スチロール。
106 泡沫苯乙烯 pàomò běnyǐxī 発砲スチロール。
107 橡胶 xiàngjiāo ゴム。
108 合成橡胶 héchéng xiàngjiāo 合成ゴム。
109 橡皮 xiàngjiāo ゴム。消しゴム。
110 胶皮 jiāopí ゴム。
111 碳纤维 tànxiānwéi 炭素繊維。カーボンファイバー。
112 碳质材料 tànzhì cáiliào カーボン素材。
113 碳钢 tàngāng カーボンスチール。
114 碳素钢 tànsù gāng カーボンスチール。
115 瓷 cí 磁器。せともの。
116 瓷器 cíqì 磁器製品。
117 陶瓷 táocí 陶磁器。セラミックス。
118 玻璃 bōli ガラス。
119 强化玻璃 qiánghuà bōli 強化ガラス。
120 钢化玻璃 gānghuà bōli 強化ガラス。
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121 防弹玻璃 fángdàn bōli 防弾ガラス。
122 特种玻璃 tèzhǒng bōli 特殊ガラス。
123 石英玻璃 shíyīng bōli 石英ガラス。
124 耐热玻璃 nàirè bōli 耐熱ガラス。
125 耐高温玻璃 nài gāowēn bōli 耐熱ガラス。
126 高温玻璃 gāowēn bōli 耐熱ガラス。
127 派热斯玻璃 pàirèsī bōli パイレックスガラス。
128 派热克斯玻璃 pàirèkèsī bōli パイレックスガラス。
129 夹层玻璃 jiācéng bōli あわせガラス。
130 防紫外线玻璃 fáng zǐwàixiàn bōli 紫外線吸収ガラス。
131 安全玻璃 ānquán bōli 安全ガラス。
132 不碎玻璃 bù suì bōli 安全ガラス。
133 皮 pí 皮。革。表面。薄くて平らなもの。
134 皮革 pígé 皮革。革。
135 天然皮革 tiānrán pígé 天然皮革。
136 真皮 zhēnpí 本革。肌の真皮。
137 合成皮革 héchéng pígé 合成皮革。
138 人造皮革 rénzào pígé 人工皮革。
139 人造革 rénzàogé 人工皮革。
140 牛皮 niúpí 牛の皮。牛革。丈夫でしっかりしたもの。大ぼら。
141 牛皮革 niú pígé 牛の皮。牛革。
142 纤维 xiānwéi 繊維。
143 布质 bùzhì 布質。
144 天然纤维 tiānrán xiānwéi 天然繊維。
145 化学纤维 huàxué xiānwéi 化学繊維。
146 人造纤维 rénzào xiānwéi 人工繊維。
147 复合纤维 fùhé xiānwéi 複合繊維。
148 阻燃纤维 zǔrán xiānwéi 難燃繊維。
149 阻燃布 zǔrán bù 難燃布。
150 防火纤维 fánghuǒ xiānwéi 防火繊維。
151 防火布 fánghuǒ bù 防火布。
152 丝 sī 生糸。
153 蚕丝 cánsī 生糸。
154 真丝 zhēnsī 本絹。シルク。
155 丝绸 sīchóu シルク。絹織物。
156 丝织品 sīzhīpǐn シルク製品。絹織物。
157 绢 juàn 絹織物。
158 人造丝 rénzào sī レーヨン。
159 羊毛 yángmáo ウール。
160 开司米 kāisīmǐ カシミア。

製造｜材料・素材   4/5

4



No 中国語 ピンイン 日本語

161 山羊绒 shānyáng róng カシミア。
162 棉 mián ワタ。綿。
163 丝绵 sīmián 真綿。
164 绵布 miánbù 木綿。コットン。
165 棉织品 miánzhīpǐn コットン製品。綿織物。
166 棉花 miánhua 綿花。綿。
167 全棉 quán mián オールコットン。
168 纯棉 chún mián 綿糸だけでできている織物。
169 麻 má 麻。
170 麻织品 má zhīpǐn 麻織物。
171 锦纶 jǐnlún ナイロン。
172 尼龙 nílóng ナイロン。
173 聚酯 jùzhǐ ポリエステル。
174 氨纶 ānlún スパンデックス。ポリウレタン弾性繊維。
175 腈纶 jīnglún アクリル繊維。
176 粘胶 niánjiāo ビスコース繊維。
177 毛线 máoxiàn 毛糸。
178 编织 biānzhī 編む。織る。
179 编织品 biānzhī pǐn 編み物。織物。
180 编织物 biānzhī wù 編み物。織物。
181 编结 biānjié 編み物。
182 羽绒 yǔróng 羽毛。ダウン。
183 鹅绒 éróng ガチョウの羽毛。ダウン。
184 鸭绒 yāróng アヒルの羽毛。ダウン。
185 绒毛 róngmáo 綿毛。ダウン。
186 羽丝绒 yǔsīróng 羽毛織物。
187 纸 zhǐ 紙。
188 纸制 zhǐzhì 紙製。
189 纸质 zhǐzhì 紙質。
190 纸制品 zhǐ zhìpǐn 紙製品。
191 优质纸 yōuzhìzhǐ 上質紙。
192 高级纸 gāojí zhǐ 上質紙。
193 纸板 zhǐbǎn 段ボール。厚紙。
194 瓦楞纸 wǎlèngzhǐ 段ボール。
195 再生 zàishēng 再生。リサイクル。
196 再生塑料 zàishēng sùliào 再生プラスチック。
197 再生纸 zàishēng zhǐ 再生紙。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

製造｜材料・素材   5/5

5


