
No 中国語 ピンイン 日本語

1 买东⻄ mǎi dōngxi 買い物。
2 购物 gòuwù 買い物する。
3 购买 gòumǎi 購買する。
4 购物中心 gòuwù zhōngxīn ショッピングセンター。
5 百货店 bǎihuòdiàn 雑貨店。百貨店。
6 百货商店 bǎihuò shāngdiàn デパート。百貨店。
7 百货商场 bǎihuò shāngchǎng デパート。百貨店。
8 百货大楼 bǎihuò dàlóu デパート。百貨店。
9 百货公司 bǎihuò gōngsī デパート。百貨店。
10 超市 chāoshì スーパーマーケット。
11 超级商场 chāojí shāngchǎng スーパーマーケット。
12 超级市场 chāojí shìchǎng スーパーマーケット。
13 自选市场 zìxuǎn shìchǎng スーパーマーケット。
14 市场 shìchǎng 市場。マーケット。
15 集市 jíshì 市場。
16 商场 shāngchǎng 市場。
17 便利店 biànlìdiàn コンビニ。
18 方便店 fāngbiàndiàn コンビニ。
19 方便商店 fāngbiàn shāngdiàn コンビニ。
20 小卖部 xiǎomàibù 売店。
21 小卖店 xiǎomàidiàn 売店。
22 门市部 ménshìbù 売店。
23 售货亭 shòuhuòtíng 売店。販売スタンド。
24 自动售货机 zìdòng shòuhuòjī 自動販売機。
25 无人售货机 wúrén shòuhuòjī 自動販売機。
26 摊子 tānzi 露店。屋台。
27 摊儿 tānr 露店。屋台。
28 小摊 xiǎotān 露店。屋台。
29 货摊 huòtān 露店。屋台。
30 摊贩 tānfàn 露天商。
31 摊床 tānchuáng 屋台店。
32 奥特莱斯 àotèláisī アウトレット。
33 奥特莱特 àotèláitè アウトレット。
34 仓储式商城 cāngchǔshì shāngchéng アウトレットモール。
35 廉价商店 liánjià shāngdiàn ディスカウントストア。アウトレットストア。
36 折扣店 zhékòu diàn ディスカウントストア。
37 打折店 dǎzhé diàn ディスカウントストア。
38 专卖店 zhuānmài diàn 専門店。
39 专营店 zhuānyíng diàn 専門店。
40 品牌店 pǐnpái diàn ブランドショップ。
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41 品牌专卖店 pǐnpái zhuānmài diàn ブランドショップ。
42 连锁店 liánsuǒdiàn チェーン店。
43 家电专卖店 jiādiàn zhuānmài diàn 家電専門店。
44 电子城 diànzǐ chéng 電気街。
45 电脑城 diànnǎo chéng パソコンセンター。
46 家具专卖店 jiājù zhuānmài diàn 家具専門店。
47 家具城 jiājù chéng 家具センター。
48 建材超市 jiàncái chāoshì ホームセンター。
49 建材市场 jiàncái shìchǎng ホームセンター。
50 建材城 jiàncái chéng ホームセンター。
51 五金店 wǔjīn diàn 金物店。
52 服装店 fúzhuāng diàn アパレルショップ。
53 鞋店 xié diàn シューズショップ。
54 包包店 bāo bāo diàn カバン店。
55 珠宝店 zhūbǎo diàn 宝飾店。ジュエリーショップ。
56 ⻩金店 huángjīn diàn ゴールドショップ。
57 ⺟婴用品店 mǔ yīng yòngpǐn diàn ベビー＆マタニティ用品店。
58 婴儿用品店 yīng'ér yòngpǐn diàn ベビー用品店。
59 宝宝用品店 bǎobǎo yòngpǐn diàn ベビー用品店。
60 体育用品店 tǐyù yòngpǐn diàn スポーツ用品店。
61 文具店 wénjù diàn 文房具店。
62 文具商 wénjù shāng 文房具店。
63 书店 shū diàn 書店。
64 玩具店 wánjù diàn おもちゃ屋。
65 儿童玩具店 értóng wánjù diàn 子供向け玩具店。
66 药店 yàodiàn 薬屋。ドラッグストア。
67 药房 yàofáng 薬屋。薬局。
68 药铺 yàopù 薬局。
69 化妆品店 huàzhuāngpǐn diàn 化粧品店。
70 音像店 yīnxiàng diàn オーディオビジュアル店。
71 眼镜店 yǎnjìng diàn 眼鏡屋。
72 杂货店 záhuò diàn 雑貨店。
73 鲜花店 xiānhuā diàn 花屋。
74 卖酒的店 mài jiǔ de diàn 酒屋。
75 香烟店 xiāngyān diàn たばこ屋。
76 烟酒店 yānjiǔdiàn たばこと酒の店。
77 茶叶店 cháyè diàn 茶葉の店。
78 土特产商店 tǔ tèchǎn shāngdiàn 特産品の店。
79 纪念品商店 jìniànpǐn shāngdiàn 記念品販売店。
80 零食店 língshí diàn おやつの店。
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81 蛋糕店 dàngāo diàn ケーキ屋。
82 甜品店 tiánpǐn diàn スイーツショップ。
83 冰淇淋专卖店 bīngqílín zhuānmài diàn アイスクリーム専門店。
84 面包店 miànbāo diàn パン屋。
85 比萨店 bǐsà diàn ピザ屋。
86 熟食店 shúshí diàn 惣菜屋。
87 水果店 shuǐguǒ diàn 果物店。
88 蔬菜店 shūcài diàn 八百屋。
89 鲜肉店 xiān ròu diàn 肉屋。
90 冷鲜肉店 lěng xiān ròu diàn 肉屋。
91 水产店 shuǐchǎn diàn 水産品の店。
92 海鲜水产店 hǎixiān shuǐchǎn diàn 海鮮水産品の店。
93 鲜⻥店 xiān yú diàn 魚屋。
94 网上购物 wǎngshàng gòuwù ネットショッピングをする。
95 网络购物 wǎngluò gòuwù ネットショッピングをする。
96 邮购 yóugòu 通信販売。
97 生活用品 shēnghuó yòngpǐn 生活用品。
98 日用品 rìyòngpǐn 日用品。
99 食品 shípǐn 食品。
100 进口食品 jìnkǒu shípǐn 輸入食品。
101 进口货 jìnkǒu huò 輸入品。
102 饮料 yǐnliào 飲料。
103 冷冻食品 lěngdòng shípǐn 冷凍食品。
104 乳制品 rǔzhìpǐn 乳製品。
105 罐头 guàntou 缶詰。
106 半成品 bànchéng pǐn レトルト食品。インスタント食品。
107 蒸煮袋食品 zhēngzhǔdài shípǐn レトルト食品。
108 快速食品 kuàisù shípǐn インスタント食品。
109 方便食品 fāngbiàn shípǐn インスタント食品。
110 方便面 fāngbiàn miàn インスタント麺。
111 肉类 ròulèi 肉類。
112 农产 nóngchǎn 農産。農産物。
113 畜产 xùchǎn 畜産。畜産物。
114 调味料 tiáowèiliào 調味料。
115 调料 tiáoliào 調味料。
116 佐料 zuǒliào 調味料。
117 按重量买 àn zhòngliàng mǎi 量り売り。
118 服饰 fúshì 服飾。
119 女装 nǚzhuāng 婦人服。レディースファッション。
120 男装 nánzhuāng 紳士服。メンズファッション。
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121 童装 tóngzhuāng 子供服。キッズファッション。
122 儿童服装 értóng fúzhuāng 子供服。キッズファッション。
123 孕妇装 yùnfù zhuāng マタニティーウェア。
124 休闲服装 xiūxián fúzhuāng レジャー服。カジュアルウェア。
125 家居服 jiājūfú ホームウェア。
126 专柜 zhuānguì 専用売り場。
127 特卖 tèmài 特売。バーゲン。
128 内衣 nèiyī 下着。肌着。
129 皮具 píjù 皮小物。
130 厨房用品 chúfáng yòngpǐn キッチン用品。
131 办公用品 bàngōng yòngpǐn 事務用品。オフィス用品。
132 旅行用品 lǚxíng yòngpǐn 旅行用品。
133 餐具 cānjù 食器。
134 假花 jiǎhuā 造花。
135 书籍 shūjí 書籍。
136 家电 jiādiàn 家電。
137 寝具 qǐnjù 寝具。
138 床品 chuáng pǐn 寝具。
139 护发用品 hùfà yòngpǐn ヘアケア製品。
140 身体护理 shēntǐ hùlǐ ボディケア。
141 美容保养品 měiróng bǎoyǎng pǐn 美容ケア製品。
142 保健品 bǎojiàn pǐn 健康食品。サプリメント。
143 妇女保健用品 fùnǚ bǎojiàn yòngpǐn 生理用品。
144 女性用品 nǚxìng yòngpǐn 生理用品。
145 卫生巾 wèishēng jīn 生理用ナプキン。
146 避孕套 bìyùntào コンドーム。
147 中药 zhōngyào 漢方薬。
148 收纳用品 shōunà yòngpǐn 収納用品。
149 装饰品 zhuāngshì pǐn 装飾品。アクセサリー。
150 促销 cùxiāo 販売促進。
151 鞋区 xié qū 靴売り場。
152 试衣服 shì yīfu 試着する。
153 试穿 shìchuān 試着する。
154 试衣间 shìyījiān 試着室。フィッティングルーム。
155 品牌货 pǐnpái huò ブランド品。
156 时尚 shíshàng 流行。風潮。
157 流行 liúxíng 流行する。流行している。
158 最受欢迎的 zuì shòu huānyíng de とても人気の。受けのよいもの。評判のよいもの。
159 抢手货 qiǎngshǒu huò 先を争って買われるもの。
160 招牌 zhāopái 呼び物。いちおし。
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161 热销 rèxiāo よく売れている。
162 热货 rèhuò 人気商品。
163 合算 hésuàn お値打ち。勘定に合う。コストパフォーマンスがよい。
164 新产品 xīn chǎngpǐn 新製品。
165 顾客 gùkè 客。顧客。
166 包装 bāozhuāng 包装。
167 二手货 èrshǒuhuò 中古品。
168 店员 diànyuán 店員。
169 售货员 shòuhuòyuán 販売員。
170 服务台 fúwùtái サービスカウンター。
171 问讯处 wènxùnchù インフォメーション。案内受付。
172 收银台 shōuyíntái レジ。会計カウンター。
173 展示柜 zhǎnshìguì ディスプレー。
174 展柜 zhǎnguì ショーケース。
175 存包处 cúnbāochù ロッカー。一時荷物預かり。
176 出售处 chūshòu chù 販売する所。売り場。
177 柜台 guìtái カウンター。売り場。
178 手推⻋ shǒutuīchē カート。手押し車。
179 购物⻋ gòuwùchē ショッピングカート。
180 篮子 lánzi かご。
181 塑料袋子 sùliào dàizi ビニール袋。
182 购物袋子 gòuwù dàizi 買い物袋。ショッピングバッグ。
183 购物单 gòuwùdān 買い物リスト。
184 购物清单 gòuwù qīngdān 買い物リスト。
185 发票 fāpiào 領収書。レシート。送り状。インボイス。
186 收据 shōujù レシート。領収書。
187 小票 xiǎopiào レシート。少額の紙幣。
188 销售单 xiāoshòu dān 販売伝票。
189 清单 qīngdān 明細書。
190 会员卡 huìyuán kǎ 会員カード。
191 停⻋票 tíngchē piào 駐車券。
192 停⻋券 tíngchē quàn 駐車券。
193 停⻋场 tíngchē chǎng 駐車場。
194 仓库 cāngkù 倉庫。バックヤード。
195 库房 kùfáng 倉庫。バックヤード。
196 后厨 hòuchú バックヤードキッチン。
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