
No 中国語 ピンイン 日本語

1 室内装饰 shìnèi zhuāngshì インテリア。室内装飾。
2 室内装潢 shìnèi zhuānghuáng インテリア。室内装飾。
3 室内设计 shìnèi shèjì インテリアデザイン。
4 室内设计师 shìnèi shèjìshī インテリアデザイナー。
5 设计咨询人 shèjì zīxún rén デザインコンサルタント。
6 顾问 gùwèn アドバイザー。
7 室内设计顾问 shìnèi shèjì gùwèn インテリアコーディネーター。
8 协调人 xiétiáo rén コーディネーター。
9 室内用品 shìnèi yòngpǐn 室内用品。
10 家居用品 jiājū yòngpǐn 家庭用品。
11 室内杂货 shìnèi záhuò 室内雑貨。
12 修饰 xiūshì 飾る。
13 装饰 zhuāngshì 飾る。飾り物。
14 装潢 zhuānghuáng 飾る。デザイン。
15 陈设 chénshè 飾りつける。調度品。インテリア。
16 陈设品 chénshèpǐn 調度品。置きもの。
17 陈列品 chénlièpǐn 陳列品。
18 摆设 bǎishè 室内を飾りつける。置きもの。飾りもの。
19 摆设品 bǎishèpǐn 置きもの。飾りもの。
20 装饰品 zhuāngshìpǐn 装飾品。飾りもの。
21 画儿 huàr 絵画 (かいが)。
22 画 huà 絵画 (かいが)。
23 绘画 huìhuà 絵画 (かいが)。
24 画框 huàkuàng 額縁。
25 镜框 jìngkuàng 額縁。
26 卷轴话 juànzhóuhuà 掛け軸。
27 挂轴话 guàzhóuhuà 掛け軸。
28 山水画 shānshuǐhuà 山水画。
29 水墨画 shuǐmòhuà 水墨画。
30 书画 shūhuà 書画。
31 字画 zìhuà 書画。
32 照片 zhàopiàn 写真。
33 相片 xiàngpiàn 写真。
34 全家福 quánjiāfú 家族写真。
35 招贴 zhāotiē ポスター。
36 招贴画 zhāotiēhuà ポスター。
37 海报 hǎibào 映画などのポスター。
38 广告画 guǎnggàohuà 広告ポスター。
39 宣传画 xuānchuánhuà 宣伝ポスター。
40 ⻥缸 yúgāng 水槽。金魚鉢。
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41 玻璃缸 bōligāng 観賞用の水槽。
42 金⻥ jīnyú 金魚。
43 热带⻥ rèdàiyú 熱帯魚。
44 观赏⻥ guānshǎngyú 観賞魚。
45 花瓶 huāpíng 花瓶。
46 鲜花 xiānhuā 生花 (せいか)。
47 插花 chāhuā 生け花。
48 切花 qiēhuā 生け花。切り花。
49 盆花 pénhuā 鉢に植えた草花。
50 盆栽 pénzāi 鉢植え。盆栽。鉢に植える。
51 盆景 pénjǐng 盆栽。
52 花卉装饰 huāhuì zhuāngshì 花飾り。花の装飾。
53 花饰 huāshì 花飾り。花の装飾。
54 假花 jiǎhuā 造花。
55 人造花 rénzàohuā 造花。
56 人工草坪 réngōng cǎopíng 人工芝。
57 赏叶植物 shǎngyè zhíwù 観葉植物。
58 观赏植物 guānshǎng zhíwù 観賞用植物。
59 陶器 táoqì 陶器。
60 壶 hú 取っ手と口がついている容器。
61 罐子 guànzi 円筒形の容器。つぼ。缶。
62 坛子 tánzi 酒などを入れる陶器のつぼ。かめ。
63 古玩 gǔwán 骨董 (こっとう)。
64 古董 gǔdǒng 骨董 (こっとう)。
65 奖牌 jiǎngpái トロフィー。メダル。
66 奖杯 jiǎngbēi トロフィー。
67 奖章 jiǎngzhāng メダル。勲章。
68 勋章 xūnzhāng 勲章。
69 奖状 jiǎngzhuàng 表彰状。
70 纪念品 jìniànpǐn 記念品。
71 地毯 dìtǎn 絨毯。カーペット。
72 垫子 diànzi 下に敷くもの。敷き物。マット。
73 椅垫子 yǐdiànzi クッション。
74 椅垫 yǐdiàn クッション。
75 靠垫 kàodiàn 背当てクッション。
76 门垫 méndiàn 玄関マット。 
77 脚垫 jiǎodiàn バスマット。
78 防滑脚垫 fánghuá jiǎodiàn 滑り止めマット。
79 坐垫 zuòdiàn 座布団。
80 席子 xízi ござ。
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81 墙纸 qiángzhǐ 壁紙。
82 窗帘 chuānglián カーテン。
83 百叶窗 bǎiyèchuāng ブラインド。
84 帘子 liánzi すだれ。
85 门帘 ménlián 入口の垂れ幕やすだれ。のれん。
86 门帘子 ménliánzi 入口の垂れ幕やすだれ。のれん。
87 春联 chūnlián 縁起のよい言葉がある貼りもの。
88 对联 duìlián 縁起のよい言葉を対にして貼るもの。
89 门对 ménduì 縁起のよい言葉を対にして貼るもの。
90 横批 héngpī 縁起のよい言葉の横書きの貼りもの。
91 门神 ménshén 扉に貼る魔除けの神の絵の貼りもの。
92 神龛 shénkān 神棚。
93 钟表 zhōngbiǎo 時計。
94 挂钟 guàzhōng 掛け時計。
95 座钟 zuòzhōng 置時計。
96 挂历 guàlì 壁掛けカレンダー。
97 台历 táilì 卓上カレンダー。
98 日历 rìlì 日めくりカレンダー。
99 月历 yuèlì 月間表示のカレンダー。
100 双月历 shuāngyuèlì ２カ月表示のカレンダー。
101 年历 niánlì 年間表示のカレンダー。
102 地图 dìtú 地図。
103 地球仪 dìqiúyí 地球儀。
104 照明器具 zhàomíng qìjù 照明器具。
105 照明设备 zhàomíng shèbèi 照明設備。
106 电灯 diàndēng 電灯。
107 台灯 táidēng 電気スタンド。
108 落地座灯 luòdìzuòdēng フロアスタンド。
109 墙壁灯 qiángbìdēng ブラケットライト。
110 壁灯 bìdēng ブラケットライト。
111 豪华吊灯 háohuá diàodēng シャンデリア。
112 水晶灯 shuǐjīngdēng シャンデリア。
113 筒灯 tǒngdēng ダウンライト。
114 天花灯 tiānhuādēng ダウンライト。
115 射灯 shèdēng スポットライト。
116 吸顶灯 xīdǐngdēng シーリングライト。
117 格栅灯 gézhàdēng ベースライト。
118 平板灯 píngbǎndēng パネルライト。
119 面板灯 miànbǎndēng パネルライト。
120 吊灯 diàodēng ペンダントライト。
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121 地脚灯 dìjiǎodēng フットライト。
122 间接照明 jiànjiē zhàomíng 間接照明。
123 电饰 diànshì 電飾。イルミネーション。
124 灯饰 dēngshì 電飾。イルミネーション。
125 灯彩 dēngcǎi 飾り照明。
126 华灯 huádēng 飾り照明。
127 LED灯 LED dēng LEDランプ。
128 日光灯 rìguāngdēng 蛍光灯。
129 荧光灯 yíngguāngdēng 蛍光灯。
130 白炽灯 báichìdēng 白熱灯。
131 白热灯 báirèdēng 白熱灯。
132 ⻧素灯 lǔsùdēng ハロゲンランプ。
133 烛光 zhúguāng キャンドルライト。
134 蜡烛 làzhú ろうそく。
135 香烛 xiāngzhú 線香とろうそく。
136 檀香 tánxiāng お香など香りもの。
137 精油 jīngyóu アロマオイル。エッセンシャルオイル。
138 ⻛铃 fēnglíng 風鈴。
139 灯笼 dēnglong ちょうちん。
140 玩偶 wán'ǒu ぬいぐるみ。人形。
141 布偶 bù'ǒu ぬいぐるみ。
142 布娃娃 bùwáwa ぬいぐるみ。
143 公仔 gōngzǎi ぬいぐるみ。
144 手办 shǒubàn フィギュア。
145 偶人 ǒurén 人形。
146 人偶 rénǒu 人形。
147 垃圾箱 lājīxiāng ゴミ箱。
148 垃圾桶 lājītǒng ゴミ箱。
149 垃圾筒 lājītǒng ゴミ箱。
150 纸巾盒 zhǐjīnhé ティッシュボックス。
151 纸巾筒 zhǐjīntǒng 筒状のティッシュカバー。
152 吉祥物 jíxiáng wù 縁起物。マスコットの品。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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