
No 中国語 ピンイン 日本語

1 容器 róngqì 入れ物。容器。
2 器皿 qìmǐn 器 (うつわ)。容器。
3 盛器 chéngqì 器 (うつわ)。容器。
4 玻璃容器 bōlí róngqì ガラス容器。
5 耐高温玻璃容器 nài gāowēn bōlí róngqì 耐熱ガラス容器。
6 耐热玻璃容器 nài rè bōlí róngqì 耐熱ガラス容器。
7 塑料容器 sùliào róngqì プラスチック容器。
8 金属容器 jīnshǔ róngqì 金属容器。
9 纸容器 zhǐ róngqì 紙容器。
10 包装 bāozhuāng 包装。パッケージ。
11 包装纸 bāozhuāngzhǐ 包装紙。
12 礼品包装 lǐpǐn bāozhuāng ギフトラッピング。プレゼント用の包装。
13 外部包装 wàibù bāozhuāng 外装。外部包装。
14 包裹 bāoguǒ 小包。梱包。包む。
15 箱子 xiāngzi 箱。トランク。
16 纸箱 zhǐxiāng 紙箱。
17 纸板箱 zhǐbǎn xiāng 段ボール箱。厚紙の箱。
18 瓦楞纸箱 wǎlèngzhǐ xiāng 段ボール箱。
19 盒子 hézi 箱。小さめの容器。ケース。
20 包装纸盒 bāozhuāng zhǐhé 包装の紙箱。
21 塑料盒 sùliào hé プラスチック箱。
22 匣子 xiázi 小さめのふた付き箱。
23 纸匣子 zhǐ xiázi 小さめのふた付き紙箱。
24 筒子 tǒngzi 筒。パイプ。
25 纸筒 zhǐtǒng 紙筒。
26 套子 tàozi 覆い。ケース。カバー。
27 罩子 zhàozi 覆い。カバー。
28 外罩 wàizhào 覆い。カバー。
29 柜子 guìzi たんす。⼾棚。収納ケース。
30 外壳 wàiké 殻。外殻。外装。ボディーケース。
31 袋子 dàizi 袋。
32 塑料袋 sùliào dài ビニール袋。
33 包装袋 bāozhuāng dài 包装バッグ。
34 手提袋 shǒutí dài 手提げ袋。
35 纸袋 zhǐdài 紙袋。
36 包装材料 bāozhuāng cáiliào 包装材。パッキング材。
37 真空包装袋 zhēnkōng bāozhuāng dài 真空パック。
38 铝箔真空袋 lǚbó zhēnkōng dài アルミ真空パック。
39 外包装膜 wàibāozhuāngmó 外装フィルム。
40 塑料薄膜 sùliào bómó プラスチックフィルム。
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41 保鲜膜 bǎoxiān mó 食品保存用ラップ。
42 包装膜 bāozhuāng mó 包装用フィルム。
43 衬垫料 chèndiàn liào 緩衝材。詰め物。
44 捆包带 kǔn bāo dài 梱包バンド。
45 PET打包带 PET dǎbāo dài ＰＰバンド。結束バンド。
46 PET塑钢带 PET sùgāng dài ＰＰバンド。結束バンド。
47 塑料打包扣 sùliào dǎbāo kòu ＰＰバンドのストッパー部品。
48 扎带 zhā dài 電線などを結束するバンド。結束バンド。
49 包装绳 bāozhuāng shéng 包装用の縄。
50 塑料捆扎绳 sùliào kǔnzā shéng ビニールひも。
51 绳子 shéngzi 縄。ひも。ロープ。
52 细绳 xìshéng 細ひも。
53 带子 dàizi おび。ベルト。
54 胶带 jiāodài ビニールテープ。映画や録音のテープ。
55 胶布 jiāobù ガムテープ。ビニールテープ。
56 双面胶带 shuāng miàn jiāodài 両面テープ。
57 透明胶带 tòumíng jiāodài セロテープ。ビニールテープ。
58 封印纸 fēngyìngzhǐ 封印用のシール。
59 封缄 fēngjiān 封印用のシール。
60 贴纸 tiēzhǐ シール。
61 丝带 sīdài リボン。
62 缎带 duàndài リボン。
63 飘带 piāodài リボン。
64 包袱皮 bāofúpí ふろしき。
65 包袱 bāofú ふろしき。
66 饭盒 fànhé 弁当箱。
67 便当盒 biàndāng hé 弁当箱。
68 塑料饭盒 sùliào fànhé プラスチック弁当箱。
69 不锈钢饭盒 bùxiùgāng fànhé ステンレス弁当箱。
70 保温饭盒 bǎowēn fànhé ランチジャー。
71 筷子收纳盒 kuàizi shōunà hé 箸収納箱。
72 水壶 shuǐhú 水筒。やかん。ポット。
73 水杯 shuǐbēi 水筒。コップ。
74 玻璃杯 bōlí bēi ガラス水筒。ガラスコップ。
75 塑料水杯 sùliào shuǐbēi プラスチック水筒。プラスチックコップ。
76 不锈钢保温杯 bùxiùgāng bǎowēn bēi ステンレス保温水筒。ステンレス保温カップ。
77 化妆箱 huàzhuāng xiāng 化粧箱。
78 药箱 yàoxiāng 薬箱。
79 便携式药盒 biànxiéshì yào hé 携帯ピルケース。
80 工具箱 gōngjù xiāng 工具。
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81 智能手机外壳 zhìnéng shǒujī wàiké スマホケース。
82 相机包 xiàngjī bāo カメラケース。
83 书套 shūtào ブックカバー。
84 玻璃瓶 bōlí píng ガラス瓶。
85 瓶子 píngzi 瓶。
86 空瓶 kōng píng 空き瓶。
87 塑料瓶 sùliào píng ペットボトル。
88 纸包装 zhǐ bāozhuāng 紙の包装。紙パック。
89 果汁盒 guǒzhī hé 紙パックのジュース。
90 牛奶盒 niúnǎi hé 牛乳パック。
91 罐 guàn 缶。
92 罐子 guànzi 缶。小さなつぼ。
93 铝罐 lǚ guàn アルミ缶。
94 罐头 guàntou 缶詰。
95 罐装啤酒 guàn zhuāng píjiǔ 缶ビール。
96 空罐 kōng guàn 空き缶。
97 喷雾罐 pēnwù guàn スプレー缶。
98 软管包装 ruǎn guǎn bāozhuāng チューブ容器。
99 容器本体 róngqì běntǐ 容器本体。
100 盖子 gàizi ふた。カバー。
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