
No 中国語 ピンイン 日本語

1 家具 jiājù 家具。
2 木制家具 mù zhì jiājù 木製家具。
3 钢制家具 gāng zhì jiājù スチール製家具。
4 办公家具 bàngōng jiājù オフィス家具。
5 上面 shàngmian ものの表面。上面。上層部。
6 正面 zhèngmiàn 正面。
7 侧面 cèmiàn 側面。
8 背后 bèihòu 後ろ側。
9 背面 bèimiàn 裏面。
10 反面 fǎnmiàn 裏側。
11 最下面 zuì xiàmian 底。
12 底 dǐ 底。
13 底下 dǐxia 下。底。
14 底子 dǐzi 底。基礎。
15 里面 lǐmiàn 中。内部。
16 顶板 dǐngbǎn 天井板。
17 桌面 zhuōmiàn テーブルの天板。
18 柜门 guìmén キャビネットドア。タンスの扉。
19 玻璃门 bōli mén ガラス扉。
20 平开门 píngkāi mén 開き⼾。
21 推拉门 tuīlā mén 引き⼾。
22 折叠门 zhédié mén たたみ扉。
23 抽屉 chōutì 引き出し。
24 右抽屉 yòu chōutì 右の引き出し。
25 右边抽屉 yòubian chōutì 右の方の引き出し。
26 右侧抽屉 yòucè chōutì 右側の引き出し。
27 打开右抽屉 dǎkāi yòu chōutì 右の引き出しを開ける。
28 拉出抽屉 lā chū chōutì 引き出しを引き出す。
29 关上抽屉 guānshàng chōutì 引き出しを閉める。
30 放进抽屉 fàng jìn chōutì 引き出しに入れる。
31 从上数第二个抽屉里 cóng shàng shǔ dì èr gè chōutì lǐ 上から数えて２番目の引き出しの中。
32 从上往下数第三个 cóng shàng wǎng xià shǔ dì sān gè 上から下に向かって三番目。
33 抽屉深处 chōutì shēnchù 引き出しのずっと奥。
34 拉手 lāshǒu 引手。取っ手。手をつなぐ。握手する。
35 门拉手 mén lāshǒu ドアの引手。
36 门手柄 mén shǒubǐng ドアの取っ手。
37 门把手 mén bǎshǒu ドアノブ。
38 门锁 ménsuǒ ドア錠。ドアロック。
39 抽屉锁 chōutì suǒ 引き出しのロック。
40 钥匙 yàoshi 鍵。キー。
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41 门锁的钥匙 ménsuǒ de yàoshi ドアロックの鍵。
42 抽屉的钥匙 chōutì de yàoshi 引き出しの鍵。
43 间隔 jiàngé 仕切り。
44 隔板 gébǎn 仕切り板。
45 间壁 jiànbì 間仕切り。
46 屏⻛ píngfēng ついたて。
47 书挡 shūdǎng ブックエンド。本立て。
48 书挡板 shūdǎng bǎn ブックエンド。本立て。
49 木板 mùbǎn 木の板。パネル。
50 玻璃板 bōlíbǎn ガラス板。
51 桌子腿 zhuōzi tuǐ テーブルの脚。
52 椅子腿 yǐzi tuǐ 椅子の脚。
53 椅子脚套 yǐzi jiǎo tào 椅子の脚先の保護カバー。
54 椅脚套 yǐjiǎo tào 椅子の脚先の保護カバー。
55 小轮子 xiǎolúnzi キャスター。小型車輪。
56 椅子轮子 yǐzi lúnzi 椅子のキャスター。
57 靠背 kàobèi 背もたれ。
58 座面 zuòmiàn 座面。
59 坐面 zuòmiàn 座面。
60 架子 jiàzi フレーム。棚。
61 柜架 guì jià 収納棚。
62 置物架 zhìwù jià 置き物 棚。
63 货架 huò jià 荷棚。陳列棚。
64 收纳架 shōunà jià 収納ラック。
65 挂衣架 guàyījià ドレスハンガー。
66 服装架 fúzhuāng jià 衣類ラック。
67 柜子 guìzi キャビネット。
68 书架 shūjià 本立て。
69 书柜 shūguì 書棚。
70 书报架 shūbàojià マガジンラック。
71 文件柜 wénjiàn guì 書類棚。
72 档案柜 dǎngàn guì ファイルキャビネット。
73 文件整理柜 wénjiàn zhgěnglǐ guì 書類整理棚。
74 零件整理柜 língjiàn zhěnglǐ guì 小物整理棚。
75 衣柜 yīguì 衣類収納。衣類タンス。
76 壁柜 bìguì 壁面収納。ウォールキャビネット。
77 橱柜 chúguì キッチン収納。食器棚。
78 碗柜 wǎnguì 食器棚。
79 茶具柜 chájù guì 茶器棚。
80 茶水柜 cháshuǐ guì 茶器棚。
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81 吊柜 diàoguì 吊り棚。
82 电视柜 diànshì guì テレビキャビネット。
83 鞋柜 xié guì シューズキャビネット。
84 储物柜 chǔwùguì ロッカー。
85 存包柜 cúnbāoguì ロッカー。
86 寄存柜 jìcún guì ロッカー。
87 投币式寄存柜 tóu bì shì jìcún guì コインロッカー。
88 塑料储物柜 sùliào chǔwùguì プラスチックロッカー。
89 铁柜 tiěguì スチールロッカー。スチール製の⼾棚。
90 保险柜 bǎoxiǎnguì 金庫。保管用ロッカー。
91 展柜 zhǎnguì 陳列棚。ショーケース。
92 收藏品展示柜 shōucángpǐn zhǎnshì guì コレクション展示棚。陳列棚。
93 桌子 zhuōzi 机。テーブル。デスク。
94 方桌 fāngzhuō 四角いテーブル。
95 圆桌 yuánzhuō 円卓。
96 餐桌 cānzhuō 食卓テーブル。
97 茶桌 cházhuō 茶卓。
98 茶几 chájī 茶器をのせる小テーブル。
99 边桌 biānzhuō サイドテーブル。
100 书桌 shūzhuō 書斎机。読書机。
101 学习桌 xuéxí zhuō 学習机。
102 办公桌 bàngōng zhuō 事務机。
103 课桌 kèzhuō 教室の机。教卓。
104 折叠桌 zhédié zhuō 折りたたみ式テーブル。
105 折叠条桌 zhédié tiáo zhuō 折りたたみ式の⻑テーブル。
106 玻璃桌 bōlí zhuō ガラステーブル。
107 低桌 dīzhuō ローテーブル。
108 旋转桌子 xuánzhuǎn zhuōzi 回転テーブル。
109 餐桌手动转盘 cānzhuō shǒudòng zhuànpán 食卓用手動回転台。
110 厨房厨台 chúfáng chú tái 調理台。
111 厨房台 chúfángtái 調理台。
112 工作台 gōngzuò tái 作業台。
113 厨房工作台 chúfáng gōngzuò tái キッチン作業台。
114 厨房料理台 chúfáng liàolǐ tái キッチン料理台。
115 椅子 yǐzi 背もたれのある椅子。
116 凳子 dèngzi 背もたれのない椅子。
117 餐椅 cānyǐ 食卓の椅子。
118 宝宝餐椅 bǎobǎo cānyǐ 幼児の食事用の椅子。ベビーチェア。
119 儿童餐椅 értóng cānyǐ 幼児の食事用の椅子。ベビーチェア。
120 茶椅 cháyǐ 茶卓の椅子。
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121 书桌椅 shūzhuōyǐ 書斎机の椅子。読書机の椅子。
122 学习椅 xuéxí yǐ 学習チェア。
123 办公椅 bàngōng yǐ 事務用椅子。オフィスチェア。
124 课椅 kè yǐ 教室の椅子。
125 折叠椅 zhédié yǐ 折りたたみ椅子。
126 钢管椅 gāngguǎn yǐ スチールパイプ椅子。
127 木椅 mù yǐ 木製椅子。
128 木制椅子 mù zhì yǐzi 木製椅子。
129 塑料椅 sùliào yǐ プラスチック製椅子。
130 塑料凳子 sùliào dèngzi プラスチック製腰かけ。
131 高级椅子 gāojí yǐzi 高級椅子。
132 老板椅 lǎobǎn yǐ 偉い人の椅子。ボスの椅子。
133 电动椅 diàndòng yǐ 電動椅子。
134 电动按摩椅 diàndòng ànmó yǐ 電動マッサージチェア。
135 旋转椅 xuánzhuàn yǐ 回転椅子。
136 摇椅 yáoyǐ ロッキングチェア。
137 沙发 shāfā ソファー。
138 桌椅 zhuōyǐ テーブルと椅子。
139 汽⻋座椅 qìchē zuòyǐ 車のシート。
140 高铁⻋座 gāotiě chēzuò 高速鉄道の座席。
141 火⻋座椅 huǒchē zuòyǐ 列車の座席。
142 地铁座椅 dìtiě zuòyǐ 地下鉄の座席。
143 ⻜机座椅 fēijī zuòyǐ 飛行機の座席。
144 小桌板 xiǎozhuōbǎn テーブルボード。
145 折叠小桌板 zhédié xiǎozhuōbǎn 折りたたみ式テーブルボード。
146 检查椅 jiǎnchá yǐ 診察椅子。
147 检查台 jiǎnchá tái 診察台。検査台。
148 诊察椅 zhěnchá yǐ 診察椅子。
149 餐⻋ cānchē フードワゴン。列車の食堂車。
150 配膳⻋ pèishàn chē 配膳ワゴン。
151 伞架 sǎnjià 傘立て。
152 雨伞架 yǔsǎnjià 傘立て。
153 伞柜 sǎnguì 傘置き。傘入れ。
154 床 chuáng ベッド。
155 上下床 shàngxià chuáng 二段ベッド。
156 双层床 shuāng céng chuáng 二段ベッド。
157 单人床 dānrénchuáng シングルベッド。
158 双人床 shuāngrénchuáng ダブルベッド。
159 婴儿床 yīng'érchuáng ベビーベッド。
160 护理床 hùlǐ chuáng 介護ベッド。

家具の種類、家具の部位   4/5

4



No 中国語 ピンイン 日本語

161 电动护理床 diàndòng hùlǐ chuáng 電動介護ベッド。
162 检查床 jiǎnchá chuáng 診察ベッド。
163 诊察床 zhěnchá chuáng 診察ベッド。
164 医用床 yīyòng chuáng 医療用ベッド。
165 医疗床 yīliáo chuáng 医療用ベッド。
166 家居店 jiājū diàn インテリアショップ。
167 家具店 jiājù diàn 家具店。
168 家具城 jiājù chéng 家具センター。
169 家私城 jiā sī chéng 家具センター。
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