
No 中国語 ピンイン 日本語

1 营养 yíngyǎng 栄養。
2 营养素 yíngyǎngsù 栄養素。
3 营养成分 yíngyǎng chéngfen 栄養成分。
4 养分 yǎngfèn 養分。
5 补充剂 bǔchōngjì サプリメント。
6 营养补充剂 yíngyǎng bǔchōngjì サプリメント。
7 营养补充品 yíngyǎng bǔchōng pǐn サプリメント。
8 健身补剂 jiànshēn bǔ jì フィットネスサプリメント。
9 营养剂 yíngyǎng jì 栄養剤。
10 营养食品 yíngyǎng shípǐn 栄養食品。
11 保健食品 bǎojiàn shípǐn 保険食品。
12 营养补品 yíngyǎng bǔpǐn 栄養補助食品。
13 饮食补充剂 yǐnshí bǔchōngjì 栄養補助食品。
14 膳食补充剂 shànshí bǔchōngjì 栄養補助食品。
15 微量元素 wēi liàng yuánsù 微量元素。
16 维生素 wéishēngsù ビタミン。
17 维他命 wéitāmìng ビタミン。
18 维生素C wéishēngsù C ビタミンC。
19 矿物质 kuàngwùzhì ミネラル。
20 钙 gài カルシウム。
21 锌 xīn 亜鉛。
22 铁 tiě 鉄。
23 铁质 tiězhì 鉄分。
24 铁分 tiěfèn 鉄分。
25 钠 nà ナトリウム。
26 镁 měi マグネシウム
27 磷 lín リン。
28 叶酸 yèsuān 葉酸。
29 DHA (不饱和脂肪酸) DHA (bù bǎohé zhīfángsuān) ＤＨＡ (不飽和脂肪酸)。
30 EPA (不饱和脂肪酸) EPA (bù bǎohé zhīfángsuān) ＥＰＡ (不飽和脂肪酸)。
31 胶原蛋白 jiāoyuán dànbái コラーゲン。
32 胶原 jiāoyuán コラーゲン。
33 透明质酸 tòumíngzhìsuān ヒアルロン酸。
34 玻尿酸 bōniàosuān ヒアルロン酸。
35 神经酰胺 shénjīng xiān'àn セラミド。
36 大豆异⻩酮 dàdòu yìhuángtóng 大豆イソフラボン。
37 蓝莓咀嚼片 lánméi jǔjué piàn ブルーベリーサプリメント。
38 蓝莓护眼咀嚼片 lánméi hù yǎn jǔjué piàn ブルーベリーサプリメント。
39 玛咖 mǎkā マカ。
40 大蒜 dàsuàn ニンニク。
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41 辅酶Q10 fǔméi Q shí コエンザイムＱ１０。
42 酵素 jiàosù 酵素。
43 乳酸菌 rǔsuānjūn 乳酸菌。
44 比菲德氏菌 bǐfēidéshìjūn ビフィズス菌。
45 双叉乳杆菌 shuāngchārǔgǎnjūn ビフィズス菌。
46 双叉杆菌 shuāngchāgǎnjūn ビフィズス菌。
47 B菌 B jūn ビフィズス菌。
48 纳豆激酶 nàdòu jīméi ナットウキナーゼ。
49 姜⻩ jiānghuáng ウコン。
50 氨基酸 ānjīsuān アミノ酸。
51 蛋白质补充剂 dànbáizhí bǔchōng jì プロテイン。
52 虾⻘素 xiāqīngsù アスタキサンチン。
53 L-肉碱 L - ròujiǎn L-カルニチン。
54 左旋肉碱 zuǒxuán ròujiǎn L-カルニチン。
55 α-硫辛酸 ā'ěrfǎ - liúxīnsuān α-リポ酸。
56 DL-硫辛酸 DL - liúxīnsuān α-リポ酸。
57 GABA (γ-氨基丁酸) GABA ( gāmǎ -  ānjīdīngsuān) GABA (ガンマアミノ酪酸)。
58 蜂王浆 fēngwángjiāng ローヤルゼリー。
59 蜂乳精 fēngrǔjīng ローヤルゼリー。
60 蜂胶 fēngjiāo プロポリス。
61 小球藻 xiǎoqiúzǎo クロレラ。
62 绿藻 lǜzǎo クロレラ。
63 螺旋藻 luóxuánzǎo スピルリナ。
64 葡糖胺 pútángàn グルコサミン。
65 葡萄糖胺 pútáotáng'àn グルコサミン。
66 葡萄胺糖 pútaoàntáng グルコサミン。
67 氨基葡萄糖 ānjī pútáotáng グルコサミン。
68 软骨素 ruǎngǔ sù コンドロイチン。
69 碘 diǎn ヨード。ヨウ素。
70 蛋白质 dànbáizhì たんぱく質。
71 碳水化合物 tànshuǐ huàhéwù 炭水化物。
72 食物纤维 shíwù xiānwéi 食物繊維。
73 ⻘汁 qīngzhī ⻘汁。
74 绿汁 lǜzhī ⻘汁。
75 脂肪 zhīfáng 脂肪。
76 含 hán 含まれる。
77 含有 hányǒu 含んでいる。含む。
78 含有维生素 hányǒu wéishēngsù ビタミンを含んでいる。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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