
No 中国語 ピンイン 日本語

1 玩具 wánjù 玩具。おもちゃ。
2 玩玩具 wán wánjù おもちゃで遊ぶ。
3 玩儿玩具 wánr wánjù おもちゃで遊ぶ。
4 请玩一玩 qǐng wán yī wán 遊んでください。
5 玩意儿 wányìr おもちゃ。曲芸。しろもの。
6 玩具店 wánjùdiàn おもちゃ屋。
7 布制玩偶 bùzhì wán'ǒu ぬいぐるみ。
8 毛绒玩具 máo róng wánjù ぬいぐるみ。
9 毛绒小玩具 máo róng xiǎo wánjù ぬいぐるみ。
10 毛绒公仔玩具 máo róng gōngzǎi wánjù ぬいぐるみ。
11 毛公仔 máo gōngzǎi ぬいぐるみ。
12 毛绒布艺 máo róng bùyì ぬいぐるみ。
13 毛绒人偶 máo róng rénǒu ぬいぐるみ。
14 动物玩偶 dòngwù wán'ǒu ぬいぐるみ。
15 毛绒动物 máo róng dòngwù ぬいぐるみ。
16 毛绒宠物 máo róng chǒngwù ぬいぐるみ。
17 电动毛绒玩具 diàndòng máo róng wánjù 電動ぬいぐるみ。
18 绒布熊猫 róngbù xióngmāo ぬいぐるみのパンダ。
19 绒布小熊 róngbù xiǎo xióng ぬいぐるみのクマ。
20 绒布小兔 róngbù xiǎo tù ぬいぐるみのウサギ。
21 玩偶 wán'ǒu おもちゃの人形。キャラクター玩具。
22 娃娃 wáwa 人形。幼児。赤ん坊。
23 布娃娃 bùwáwa 布人形。ぬいぐるみ。
24 偶人 ǒurén 人形。
25 玩偶套装 wán'ǒu tàozhuāng ドールセット。
26 吉祥物服装 jíxiángwù fúzhuāng 着ぐるみ。マスコットコスチューム。
27 吉祥物服饰 jíxiángwù fúshì 着ぐるみ。マスコットコスチューム。
28 娃娃动物服装 wáwa dòngwù fúzhuāng ぬいぐるみ動物のかぶりもの。ぬいぐるみに着せる服。
29 卡通人偶服装 kǎtōng rén ǒu fúzhuāng キャラクターのコスチューム。
30 动漫人偶服装 dòngmàn rén ǒu fúzhuāng キャラクターのコスチューム。
31 兔子卡通人偶服装 tùzǐ kǎtōng rén ǒu fúzhuāng ウサギのキャラクターの着ぐるみ。
32 手办 shǒubàn 模型のフィギュア。
33 PVC人形 PVC rénxíng 模型のフィギュア。
34 艺术造型 yìshù zàoxíng オブジェ。
35 模型 móxíng 模型。ミニチュア。鋳型(いがた)。
36 塑料模型 sùliào móxíng プラモデル。
37 ⻜机模型 fēijī móxíng 模型飛行機。
38 玩具⻜机 wánjù fēijī おもちゃの飛行機。
39 玩具汽⻋ wánjù qìchē おもちゃの車。
40 合金汽⻋模型 héjīn qìchē móxíng (金属製の)ミニカー。
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41 小铁⻋ xiǎotiěchē (金属製の)ミニカー。
42 玩具火⻋ wánjù huǒchē おもちゃの列車。
43 玩具火⻋轨道 wánjù huǒchē guǐdào おもちゃの列車線路。
44 过家家玩具 guòjiājia wánjù ままごとのおもちゃ。
45 过家家套装 guòjiājia tàozhuāng ままごとセット。
46 娃娃屋 wáwawū ドールハウス。
47 积木 jīmù 積み木。
48 塑料拼插块玩具 sùliào pīn chā kuài wánjù プラスチック製ブロック玩具。
49 剑玉 jiànyù けん玉。
50 悠悠球 yōuyōuqiú ヨーヨー。
51 玻璃球 bōliqiú ビー玉。ガラス玉。
52 玻璃球儿 bōliqiúr ビー玉。ガラス玉。
53 珠子 zhūzi 小さい玉。ビーズ。真珠。
54 折纸 zhézhǐ 折り紙。
55 纸⻜机 zhǐfēijī 紙飛行機。
56 气球 qìqiú 風船。気球。
57 纸气球 zhǐqìqiú 紙風船。
58 小布袋 xiǎobùdài お手玉。
59 翻花鼓 fān huāgǔ あやとり。
60 翻花绳 fān huāshéng あやとり。
61 翻花样 fān huāyàng あやとり。
62 翻绳儿 fān shéngr あやとり。
63 挑绳子 tiāo shéngzi あやとり。
64 挑绷子 tiāo bēngzi あやとり。
65 挑绷绷 tiāo bēng bēng あやとり。
66 翻线戏 fān xiàn xì あやとり。
67 黏土 niántǔ 粘土(ねんど)。
68 弹跳球 tántiào qiú ゴムボール。浮きあがるもしくは跳ねる飛球。
69 陀螺 tuóluó コマ。
70 旋转陀螺 xuánzhuǎn tuóluó 回転コマ。
71 高跷 gāoqiāo 竹馬。
72 ⻛筝 fēngzheng 凧(たこ)。
73 小孩玩具⻋ xiǎohái wánjù chē 子供用のおもちゃの乗り物。
74 玩具手枪 wánjù shǒuqiāng おもちゃのピストル。
75 水枪 shuǐqiāng 水鉄砲。消火ホースの筒先。水力掘削機。
76 玩具乐器 wánjù yuèqì おもちゃの楽器。
77 铁皮玩具 tiěpí wánjù ブリキのおもちゃ。
78 扭蛋 niǔdàn ガチャガチャの景品。
79 扭蛋机 niǔdànjī ガチャガチャの機械。
80 连环 liánhuán 知恵の輪。つながった輪。
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81 智慧环 zhìhuì huán 知恵の輪。
82 智力巧环 zhìlì qiǎohuán 知恵の輪。
83 拼版玩具 pīnbǎn wánjù パズル。
84 图片拼板玩具 túpiàn pīnbǎn wánjù パズル。
85 拼图 pīntú パズル。
86 七巧板 qīqiǎobǎn タングラム。
87 魔方 mófāng ルービックキューブ。
88 扭计骰 niǔjìtóu ルービックキューブ。
89 魔术方块 móshù fāngkuài ルービックキューブ。
90 桌上游戏 zhuō shàng yóuxì 卓上ゲーム。ボードゲーム。
91 桌游 zhuō yóu 卓上ゲーム。ボードゲーム。
92 纸牌游戏 zhǐpái yóuxì カードゲーム。
93 卡片游戏 kǎpiàn yóuxì カードゲーム。
94 卡牌游戏 kǎpái yóuxì カードゲーム。
95 遥控电动玩具 yáokòng diàndòng wánjù リモコン電動おもちゃ。
96 遥控⻋ yáokòng chē リモコンカー。
97 遥控汽⻋ yáokòng qìchē リモコンカー。
98 遥控⻜机 yáokòng fēijī リモコンの飛行機。
99 遥控直升机 yáokòng zhíshēngjī リモコンのヘリコプター。
100 遥控船 yáokòng chuán リモコンの船。
101 无人机 wúrénjī ドローン。無人機。
102 四旋翼玩具 sì xuányì wánjù おもちゃのドローン。
103 机器人 jīqìrén ロボット。
104 玩具机器人 wánjù jīqìrén おもちゃのロボット。
105 遥控机器人 yáokòng jīqìrén リモコンのロボット。
106 机器狗 jīqì gǒu ロボットのイヌ。
107 机器宠物 jīqì chǒngwù ロボットペット。
108 电子游戏 diànzǐ yóuxì 電子ゲーム。プログラミングされたゲーム。
109 电视游戏 diànshì yóuxì テレビゲーム。ビデオゲーム。
110 手机游戏 shǒujī yóuxì 携帯電話ゲーム。
111 手游 shǒuyóu モバイルゲーム。
112 游戏机 yóuxì jī ゲーム機。
113 电子游戏机 diànzǐ yóuxì jī 電子ゲーム機。
114 电视游戏机 diànshì yóuxì jī テレビゲーム機。
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