
No 中国語 ピンイン 日本語

1 药妆店 yàozhuāng diàn ドラッグストア。
2 药店 yàodiàn 薬局。薬店。薬屋。
3 药房 yàofáng 薬局。薬店。薬屋。
4 药铺 yàopù 薬局。薬店。薬屋。
5 中药店 zhōngyào diàn 漢方薬店。
6 中药铺 zhōngyào pù 漢方薬店。
7 中医药店 zhōngyīyào diàn 漢方薬店。
8 连锁店 liánsuǒdiàn チェーン店。
9 屈臣氏 qūchénshì watosons。香港拠点のドラッグストアチェーン。
10 松本清 sōngběn qīng マツモトキヨシ。
11 大国药妆店 dàguó yàozhuāng diàn ダイコクドラッグ。
12 鹤羽药妆店 hèyǔ yàozhuāng diàn ツルハドラッグ。
13 welcia药妆店 Welcia yàozhuāng diàn ウエルシア薬局。
14 杉药局 shān yàojú スギ薬局。
15 药 yào 薬。
16 药品 yàopǐn 薬品。
17 医药品 yīyàopǐn 医薬品。
18 ⻄药 xīyào ⻄洋医学による薬。
19 中药 zhōngyào 漢方薬。
20 良药 liángyào 良薬。
21 特效药 tèxiàoyào 特効薬。
22 神药 shényào 神薬。支持したくなるいい薬。
23 吃药 chīyào 薬を飲む。
24 服药 fúyào 薬を飲む。
25 涂药 túyào 薬を塗る。
26 上药 shàng yào 薬を塗る。
27 敷膏药 fū gāoyao 薬を塗る。
28 药管用 yào guǎnyòng 薬の効き目がある。
29 药⻅效 yào jiànxiào 薬の効き目が出る。
30 口服药 kǒufúyào 飲み薬。
31 内服药 nèifúyào 内服液。
32 外用药 wàiyòngyào 外用薬。
33 外敷药 wàifūyào 塗り薬。
34 涂剂 tújì 塗り薬。
35 膏药 gāoyao 膏薬 (こうやく)。塗り薬。
36 药膏 yàogāo 膏薬 (こうやく)。塗り薬。
37 药水 yàoshuǐ 水薬。
38 水剂 shuǐjì 水薬。
39 药粉 yàofěn 粉薬。
40 散剂 sǎnjì 粉薬。
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41 药片 yàopiān 錠剤。
42 药片儿 yàopiānr 錠剤。
43 片剂 piànjì 錠剤。
44 丸药 wányào 丸薬。
45 胶囊 jiāonáng カプセル。
46 敷贴药 fūtiēyào 塗ったり貼ったりする薬。
47 涂敷药 túfūyào 塗ったり貼ったりする薬。
48 湿敷药 shīfūyào 湿布薬。
49 创可贴 chuàngkětiē 絆創膏。
50 止血膏药 zhǐxiě gāoyao 絆創膏。
51 纱布 shābù ガーゼ。
52 绷带 bēngdài 包帯。
53 棉签 miánqiān 綿棒。
54 口罩 kǒuzhào マスク。
55 眼罩 yǎnzhào アイマスク。眼帯。
56 消毒液 xiāodúyè 消毒液。
57 杀菌消毒喷雾 shājùn xiāodú pēnwù 殺菌消毒スプレー。
58 感冒药 gǎnmàoyào 風邪薬。
59 退烧药 tuìshāoyào 解熱剤。
60 头疼药 tóuténgyào 頭痛薬。
61 止咳药 zhǐkéyào せき止め。
62 止泻药 zhǐxièyào 下痢止め。
63 泻药 xièyào 下剤。
64 肠胃药 chángwèiyào 胃腸薬。整腸薬。
65 坐药 zuòyào 座薬。
66 通便药 tōngbiànyào 便秘薬。
67 痔疮药 zhìchuāngyào 痔の薬。
68 痔疮膏 zhìchuānggāo 痔の膏薬。
69 解毒药 jiědúyào 解毒剤。
70 消化剂 xiāohuàjì 消化剤。
71 止痛药 zhǐtòngyào 鎮痛剤。
72 镇痛药 zhèntòngyào 鎮痛剤。
73 安眠药 ānmiányào 睡眠薬。
74 眼药 yǎnyào 目薬。
75 止痒剂 zhǐyǎngjì かゆみ止め。
76 脚气药 jiǎoqìyào 水虫薬。
77 脚癣药 jiǎoxuǎnyào 水虫薬。
78 皮肤药 pífūyào 皮膚薬。
79 皮肤药膏 pífū yàogāo 皮膚膏薬。
80 ⻘春痘治疗药 qīngchūndòu zhìliáo yào ニキビ治療薬。
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81 口腔炎的药 kǒuqiāngyán de yào 口内炎の薬。
82 牙疼药 yáténgyào ⻭痛の薬。
83 痛经的药 tòngjīng de yào 生理痛の薬。
84 强心药 qiángxīnyào 強心剤。
85 强心剂 qiángxīnjì 強心剤。
86 汤药 tāngyào 煎じ薬。
87 生药 shēngyào 生薬。
88 草药 cǎoyào 生薬。
89 药草 yàocǎo 薬草。
90 补药 bǔyào 栄養剤。強壮剤。
91 营养药 yíngyǎngyào 栄養剤。
92 补充剂 bǔchōngjì サプリメント。
93 维生素 wéishēngsù ビタミン。
94 蛋白质 dànbáizhì 蛋白質。プロテイン。
95 蛋白粉 dànbáifěn プロテインパウダー。
96 减肥药 jiǎnféi yào ダイエットの薬。
97 减肥产品 jiǎnféi chǎnpǐn ダイエット製品。
98 减肥食品 jiǎnféi shípǐn ダイエット食品。
99 解酒药 jiějiǔyào 酒酔い対策の薬。
100 解酒饮料 jiějiǔ yǐnliào 酒酔い対策の飲み物。
101 晕⻋药 yùnchēyào 乗り物酔い対策の薬。
102 止晕药 zhǐyūnyào 酔い止め。
103 止孕药 zhǐyùnyào 避妊薬。
104 女性卫生用品 nǚxìng wèishēng yòngpǐn 女性衛生用品。生理用品。
105 卫生巾 wèishēng jīn 生理用ナプキン。
106 卫生纸 wèishēngzhǐ トイレットペーパー。生理用ナプキン。
107 避孕套 bìyùntào コンドーム。
108 纸尿裤 zhǐniàokù 紙おむつ。
109 奶粉 nǎifěn 粉ミルク。
110 婴儿用品 yīng'ér yòngpǐn ベビー用品。
111 老人护理用品 lǎorén hùlǐ yòngpǐn 老人介護用品。
112 隐形眼镜用品 yǐnxíng yǎnjìng yòngpǐn コンタクトレンズ用品。
113 驱蚊喷雾 qū wén pēnwù 蚊よけスプレー。
114 防晒霜 fángshài shuāng 日焼け止め。
115 育发剂 yùfàjì 養毛剤。
116 育发液 yùfǎyè 養毛剤。
117 化妆品 huàzhuāngpǐn 化粧品。
118 洗面奶 xǐmiànnǎi 洗顔料。
119 洁面 jiémiàn 洗顔。
120 化妆水 huàzhuāng shuǐ ローション。化粧水。
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121 口红 kǒuhóng 口紅。
122 唇膏 chúngāo リップクリーム。
123 洗发露 xǐfàlù シャンプー。
124 护发素 hùfàsù リンスコンディショナー。
125 止汗剂 zhǐhànjì デオドラント。制汗剤。
126 沐浴露 mùyùlù ボディ洗浄料。
127 牙刷 yáshuā ⻭ブラシ。
128 牙膏 yágāo 練り⻭磨き粉。
129 肥皂 féizào 石鹸(せっけん)。
130 刮胡刀 guāhúdāo シェバー。
131 日用品 rìyòngpǐn 日用品。
132 食品 shípǐn 食品。
133 零食 língshí おやつ。スナック。
134 方便面 fāngbiànmiàn インスタントラーメン。
135 店员 diànyuán 店員。
136 售货员 shòuhuòyuán 販売員。
137 店⻓ diànzhǎng 店⻑。
138 药剂师 yàojìshī 薬剤師。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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