
No 中国語 ピンイン 日本語

1 吉祥物 jíxiáng wù マスコット。ゆるキャラ。
2 公仔 gōngzǎi イラストキャラ。アニメキャラ。フィギュア。
3 玩偶 wán'ǒu おもちゃの人形やぬいぐるみ。
4 角色 juésè 劇のキャスト。役割。キャラ。
5 虚拟人物 xūnǐ rénwù バーチャルキャラクター。
6 虚拟角色 xūnǐ juésè バーチャルキャラクター。
7 卡通人物 kǎtōng rénwù 漫画のキャラクター。
8 卡通公仔 kǎtōng gōngzǎi 漫画のキャラクター。アニメのフィギュア。
9 米菲 mǐfēi ミッフィー。
10 史努比 shǐnǔbǐ スヌーピー。
11 米老鼠 mǐ lǎoshǔ ミッキーマウス。
12 米妮老鼠 mǐnī lǎoshǔ ミニーマウス。
13 唐老鸭 tánglǎo yā ドナルドダッグ。
14 维尼熊 wéiní xióng クマのプーさん。
15 小熊維尼 xiǎoxióng wéiní クマのプーさん。
16 姆明 mǔmíng ムーミン。
17 凯蒂猫 kǎidì māo ハローキティ。
18 轻松熊 qīngsōng xióng リラックマ。
19 大耳狗 dà' ěr gǒu シナモロール。
20 猫咪老师 māomī lǎoshī ねこ先生。(※中国産キャラクター)

21 熊本熊 xióngběn xióng くまモン。
22 船梨精 chuánlí jīng ふなっしー。
23 迁都君 qiāndū jūn せんとくん。
24 彦根喵 yàngēn miāo ひこにゃん。
25 哆啦Ａ梦 duōla A mèng ドラえもん。
26 哆啦美 duōlaměi ドラミちゃん。
27 野比大雄 yěbǐ dàxióng 野比のび太。
28 源静香 yuán jìngxiāng 源静香。
29 骨川小夫 gǔchuān xiǎofū 骨川スネ夫。
30 刚田武 gāngtián wǔ 剛田武。
31 胖⻁ pàng hǔ ジャイアン。
32 皮卡丘 píkǎqiū ピカチュウ。
33 喜羊羊 xǐ yángyáng シーヤンヤン。(※中国産キャラクター)

34 灰太狼 huī tàiláng ホイタイラン。(※中国産キャラクター)

35 ⻓草颜团子 chángcǎoyántuánzi ⻑草くん。(※中国産キャラクター)

36 小猪佩奇 xiǎozhū pèiqí Peppa Pig。(※イギリス産キャラクター)

37 超级⻢里奥兄弟 chāojí mǎlǐào xiōngdì スーパーマリオブラザーズ。
38 美少女战士 měi shàonǚ zhànshì セーラームーン。
39 月野兔 yuèyě tù 月野うさぎ。
40 初音未来 chūyīn wèilái 初音ミク。
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41 海贼王 hǎizéi wáng ONEPIECE。
42 航海王 hánghǎi wáng ONEPIECE。
43 路⻜ lùfēi ルフィ。
44 龙猫 lóng māo となりのトトロ。
45 多多洛 duōduō luò トトロ。
46 哈姆太郎 hāmǔ tàiláng とっとこハム太郎。
47 甜甜私房猫 tiántián sīfáng māo チーズスイートホーム。
48 ⻄游记 xīyóujì ⻄遊記。
49 孙悟空 sūnwùkōng 孫悟空。
50 唐僧 tángsēng 三蔵法師。
51 猪八戒 zhūbājiè 猪八戒。
52 沙僧 shāsēng 沙悟浄。
53 不二家的Peko酱 bù'èrjiā de Peko jiàng 不二家のペコちゃん。
54 莉卡娃娃 lìkǎ wáwá リカちゃん人形。
55 芭比娃娃 bābǐ wáwá バービー人形。
56 萌 méng 芽生える。かわいい。
57 我被萌到了 wǒ bèi méng dào le 萌えた。
58 萌萌哒 méngméngda ちょー萌え。
59 最萌 zuì méng 一番萌え。
60 呆萌 dāiméng 見るからにかわいい。
61 卖萌 màiméng ブリっ子。
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