
No 中国語 ピンイン 日本語

1 裸体 luǒtǐ 裸になる。ヌード。
2 裸身 luǒ shēn 裸身。
3 赤身 chìshēn 丸裸になる。何も持たない。裸。身一つ。
4 赤身裸体 chìshēn luǒtǐ 一糸もまとわない裸。
5 赤身露体 chìshēn lù tǐ 素っ裸になる。身に一糸もまとわない。
6 赤裸 chìluǒ 丸裸だ。さえぎるものが何もない。
7 赤裸身体 chìluǒ shēntǐ スッポンポン。丸裸の身体。
8 赤裸裸 chìluǒluǒ 丸裸だ。むき出しだ。
9 赤条条 chìtiáotiáo 丸裸で。スッポンポンで。
10 赤光光 chìguāngguāng 丸裸で。スッポンポンで。
11 赤条精光 chì tiáo jīngguāng 丸裸。スッポンポン。
12 ⼀丝不挂 yī sī bù guà 一糸もまとわない。真っ裸である。スッポンポン。
13 身上光溜溜 shēnshang guāng liūliū 丸裸。スッポンポン。
14 全裸 quánluǒ 全裸。
15 脱衣服 tuō yīfu 服を脱ぐ。
16 脱光衣服 tuōguāng yīfu すっかり服を脱ぐ。裸になる。
17 把衣服脱光 bǎ yīfu tuōguāng すっかり服を脱ぐ。裸になる。
18 脱个精光 tuō ge jīngguāng すっかり服を脱ぐ。裸になる。
19 脱光身子 tuōguāng shēnzi すっかり服を脱ぐ。裸になる。
20 光着身子 guāng zhe shēnzi 裸になっている。上半身はだかになる。裸の姿。
21 光赤着身子 guāngchì zhe shēnzi 身体をむきだしにする。裸になっている。
22 赤着上身 chì zhe shàngshēn 上半身をむき出しにしている。
23 赤裸着上身 chìluǒ zhe shàngshēn 上半身を裸になっている。
24 赤露着上身 chìlù zhe shàngshēn 上半身をむき出しにしている。
25 上半身裸体 shàngbànshēn luǒtǐ 上半身はだかになる。
26 光着上身 guāng zhe shàngshēn 上半身はだかでいる。
27 光着膀子 guāng zhe bǎngzi 上半身はだかになる。
28 半裸 bànluǒ 半裸。上半身はだか。
29 半裸体 bàn luǒtǐ セミヌード。
30 裸露 luǒlù 露出する。
31 裸露皮肤 luǒlù pífū 素肌。むきだしの肌。
32 袒露 tǎnlù むき出す。
33 裎 chéng 裸になる。
34 裸裎 luǒchéng 裸になる。丸裸。
35 裸体像 luǒtǐ xiàng 裸体を表現した彫像や画像。
36 裸体雕像 luǒtǐ diāoxiàng 裸体像。
37 裸体照片 luǒtǐ zhàopiàn ヌード写真。
38 人体艺术 réntǐ yìshù ヌード芸術。
39 人体模特 réntǐ mótè ヌードモデル。
40 裸体模特儿 luǒtǐ mótèr ヌードモデル。
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41 裸体电影 luǒtǐ diànyǐng ポルノ映画。
42 成人录象 chéngrén lùxiàng アダルトビデオ。
43 A片 A piàn アダルトビデオ。
44 AV女优 AV nǚyōu ＡＶ女優。
45 裸戏 luǒ xì ヌードシーン。
46 床戏 chuáng xì ベッドシーン。
47 裸体舞 luǒtǐ wǔ 裸踊り。
48 裸舞 luǒwǔ 裸踊り。
49 裸奔 luǒbēn ストリーキング。
50 穿新装的国王 chuān xīnzhuāng de guówáng (アンデルセン童話の)裸の王様。(直訳：新しい服を着た王様。)

51 国王的新衣 guówáng de xīn yī (アンデルセン童話の)裸の王様。(直訳：王様の新しい服。)

52 皇帝的新装 huángdì de xīnzhuāng (アンデルセン童話の)裸の王様。(直訳：皇帝の新しい服。)

53 一文不名 yī wén bù míng 裸一貫。まったく金を持っていない。
54 不名一文 bù míng yī wén 裸一貫。まったく金を持っていない。
55 两手空空 liǎng shǒu kōng kōng 裸一貫。手に何も持っていない。
56 赤手空拳 chì shǒu kōng quán 裸一貫。手に何も持っていない。素手で立ち向かう。
57 白手起家 báishǒu qǐ jiā 裸一貫で起業する。
58 穷棒子精神 qióngbàngzi jīngshén 裸一貫でたたきあげる精神。貧しいが気骨のあるど根性。
59 没有灯罩的灯泡 méiyǒu dēngzhào de dēngpào ランプシェードなしの電球。裸電球。
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