
No 中国語 ピンイン 日本語

1 大小 dàxiǎo 大きさ。サイズ。大人と子供。
2 尺寸 chǐcun ⻑さ。寸法。サイズ。節度。
3 尺码 chǐmǎ (サイズ区分のある靴などの)サイズ。基準。尺度。
4 型号 xínghào (機械・道具の)サイズ。
5 ⻓短 chángduǎn ⻑さ。まさかのこと。是非。
6 三围 sānwéi バスト、ウェスト、ヒップのスリーサイズ。
7 身高 shēngāo 身⻑。背丈。
8 胸围 xiōngwéi バスト。胸囲。
9 腰围 yāowéi ウエストサイズ。腰周り。幅広の帯。
10 臀围 túnwéi ヒップのサイズ。尻周り。
11 腿围 tuǐwéi 脚周り。
12 大腿围 dàtuǐ wéi 太もも周り。
13 下裆⻓ xiàdāng cháng 股下の⻑さ。
14 大 dà 大きい。
15 小 xiǎo 小さい。
16 常⻅尺寸 chángjiàn chǐcùn よくあるサイズ。
17 常⻅大小 chángjiàn dàxiǎo よくある大きさ。
18 一般的尺寸 yībān de chǐcùn 一般的なサイズ。
19 正常尺寸 zhèngcháng chǐcùn 通常サイズ。
20 标准尺寸 biāozhǔn chǐcùn 標準サイズ。
21 规格尺寸 guīgé chǐcùn 規格サイズ。
22 大小正好 dàxiǎo zhènghǎo 大きさがちょうどいい。
23 穿正好 chuān zhènghǎo 着るのにぴったり。
24 穿着正好 chuān zhe zhènghǎo 着るとぴったり。
25 大小正合适 dàxiǎo zhèng héshì 大きさがちょうどよい。
26 太大了 tài dà le 大きすぎる。
27 太小了 tài xiǎo le 小さすぎる。
28 有点大 yǒudiǎn dà (好ましくないというニュアンスを含む)すこし大きい。
29 有点小 yǒudiǎn xiǎo (好ましくないというニュアンスを含む)すこし小さい。
30 大一点的 dà yīdiǎn de すこし大きいの。
31 小一点的 xiǎo yīdiǎn de すこし小さいの。
32 更大的 gèng dà de もっと大きいの。
33 更小的 gèng xiǎo de もっと小さいの。
34 再大一点的 zài dà yīdiǎn de 更に少し大きいの。
35 比较大 bǐjiào dà 比較的大きい。
36 比较小 bǐjiào xiǎo 比較的小さい。
37 有没有更大的? yǒu méiyou gèng dà de もっと大きのはありませんか。
38 大小怎么样? dàxiǎo zěnmeyàng サイズはどうですか。
39 你想要什么尺寸? nǐ xiǎng yào shénme chǐcùn サイズは何にしますか。
40 多大? duō dà どれほどの大きさ。何歳。
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41 紧的 jǐn de きつめだ。
42 很紧 hěn jǐn きついです。
43 有点紧 yǒudiǎn jǐn (好ましくないというニュアンスを含む)すこしきつい。
44 不紧 bù jǐn きつくない。
45 紧巴巴的 jǐnbābā de ぴっちぴちである。窮屈だ。
46 松的 sōng de ゆるめだ。
47 很松 hěn sōng ゆるいです。
48 略松的 lüè sōng de ややゆるめだ。すこしだけゆるい。
49 肥大的 féidà de ぶかぶかだ。
50 非常大 fēicháng dà 非常に大きい。
51 特大 tèdà 特大。
52 巨大 jùdà 巨大な。非常に大きい。
53 巨大蔬菜 jùdà shūcài 巨大野菜。
54 很巨大 hěn jùdà 巨大です。
55 微小 wēixiǎo 微小。
56 微小生物 wēixiǎo shēngwù 微小生物。
57 很微小 hěn wēixiǎo 微小です。
58 极小 jíxiǎo 極小。
59 宽 kuān 面積や幅が広い。幅。ゆとりがある。
60 广大 guǎngdà 面積や空間がとても広い。規模が大きい。人数がとても多い。

61 宽广 kuānguǎng 面積や範囲が大きい。心が広い。
62 窄 zhǎi 幅が狭い。度量が小さい。暮らしにゆとりがない。
63 狭 xiá 狭い。
64 狭窄 xiázhǎi 幅が狭い。度量が小さい。
65 ⻓度很⻓ chángdù hěn cháng ⻑さは⻑い。
66 宽度很宽 kuāndù hěn kuān 幅は広い。
67 ⻓度很短 chángdù hěn duǎn ⻑さは短い。
68 宽度很窄 kuāndù hěn zhǎi 幅は狭い。
69 高度很高 gāodù hěn gāo 高さは高い。
70 个子高 gèzi gāo 背が高い。
71 高度很低 gāodù hěn dī 高さは低い。
72 个子矮 gèzi ǎi 背が低い。
73 粗细很粗 cūxì hěn cū 太さは太い。きめが粗い。
74 粗细很细 cūxì hěn xì 太さは細い。きめが細かい。
75 厚度很大 hòudù hěn dà 厚みがある。
76 厚度很小 hòudù hěn xiǎo 厚みがない。
77 厚度很厚 hòudù hěn hòu 厚みが分厚い。
78 厚度很薄 hòudù hěn báo 厚みが薄い。
79 厚薄正合适 hòubáo zhèng héshì 厚みはちょうどよい。
80 多高? duō gāo どれほどの高さ。
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81 有多高? yǒu duō gāo 高さはどれくらいありますか。
82 高度是多少? gāodù shì duōshao 高さはいくらですか。
83 多粗? duō cū どれほどの太さ。どれくらいのきめ。
84 多厚? duō hòu どれほどの厚み。
85 很胖 hěn pàng 太っている。
86 很瘦 hěn shòu 痩せている。
87 平均的 píngjūn de 平均的だ。
88 一般般的 yībānbān de 普通だ。まあまあだ。
89 普通的 pǔtōng de 普通だ。
90 大号 dàhào Ｌサイズ。
91 中号 zhōnghào Ｍサイズ。
92 小号 xiǎohào Ｓサイズ。トランペット。
93 36码的鞋 sānshiliù mǎ de xié ２３ｃｍの靴。
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