
No 中国語 ピンイン 日本語

1 洗净身体 xǐjìng shēntǐ 体を清潔にする。
2 清洁身体 qīngjié shēntǐ 体をきれいにする。
3 洗澡 xǐzǎo 体を洗う。入浴する。水浴びする。
4 冲澡 chōngzǎo 体を洗う。入浴する。水浴びする。
5 冲凉 chōngliáng 水浴びする。
6 泡澡 pàozǎo 湯につかる。
7 沐浴 mùyù 入浴する。雰囲気にひたる。日ざしなどを受ける。
8 入浴 rùyù 入浴する。
9 擦澡 cāzǎo 入浴に代えて濡れタオルで全身をふく。
10 淋浴 línyù シャワー。
11 洗淋浴 xǐ línyù シャワーを浴びる。
12 淋浴室 línyù shì シャワー室。
13 喷头 pēntóu じょうろやシャワーのノズル。出水口。
14 花洒 huāsǎ シャワーのノズル。出水口。
15 莲蓬头 liánpengtóu シャワーのノズル。出水口。
16 喷嘴 pēnzuǐ 噴出口。ノズル。
17 喷嘴儿 pēnzuǐr 噴出口。ノズル。
18 洗澡间 xǐzǎojiān 風呂場。
19 浴室 yùshì 浴室。銭湯。風呂屋。
20 澡盆 zǎopén バスタブ。浴槽。ふろおけ。
21 浴缸 yùgāng バスタブ。浴槽。
22 浴盆帘 yùpén lián バスタブカーテン。
23 淋浴帘 línyù lián シャワーカーテン。
24 水龙头 shuǐlóngtóu 蛇口。
25 热水龙头 rèshuǐ lóngtóu 湯出し口。温水蛇口。
26 浴池 yùchí 湯ぶね。浴槽。銭湯。風呂屋。
27 大浴池 dà yùchí 大浴池。
28 温泉 wēnquán 温泉。
29 洗温泉 xǐ wēnquán 温泉につかる。
30 泡温泉 pào wēnquán 温泉につかる。
31 温泉浴 wēnquányù 温泉浴。
32 泡温泉浴 pàowēnquányù 温泉浴。
33 露天浴池 lùtiān yùchí 露天風呂。
34 公共浴池 gōnggòng yùchí 公共風呂。銭湯。
35 澡堂 zǎotáng 銭湯。風呂屋。
36 澡堂子 zǎotángzi 銭湯。風呂屋。
37 澡塘 zǎotáng 共同浴場の大きな浴槽。風呂屋。
38 沙浴 shāyù 砂風呂。砂浴び。
39 泡脚 pào jiǎo 足を湯に浸す。
40 足浴 zúyù フットバス。

シャワー、風呂、温泉   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 足汤 zú tāng 日本の足湯(あしゆ)の中国語訳。
42 烫脚 tàng jiǎo 足湯(あしゆ)。
43 搓澡 cuōzǎo 垢すりサービス。
44 男浴室 nán yùshì 男湯。男風呂。
45 女浴室 nǚ yùshì 女湯。女風呂。
46 男生浴池 nánshēng yùchí 男湯。男風呂。
47 女生浴池 nǚshēng yùchí 女湯。女風呂。
48 男子浴池 nánzǐ yùchí 男湯。男風呂。
49 女子浴池 nǚzǐ yùchí 女湯。女風呂。
50 男澡堂 nán zǎotáng 男湯。男風呂。
51 女澡堂 nǚ zǎotáng 女湯。女風呂。
52 男汤浴池 nán tāng yùchí 日本の男湯の中国語訳。
53 女汤浴池 nǚ tāng yùchí 日本の女湯の中国語訳。
54 男女混浴 nánnǚ hùnyù 男女混浴。
55 更衣处 gēngyīchù 脱衣所。
56 男更衣室 nán gēngyī shì 男子更衣室。
57 女更衣室 nǚ gēngyī shì 女子更衣室。
58 水质 shuǐzhì 水質。
59 水量 shuǐliàng 水量。
60 水温 shuǐwēn 水温。
61 水压 shuǐyā 水圧。
62 肥皂 féizào 石鹸(せっけん)。
63 香皂 xiāngzào 石鹸(せっけん)。
64 卸妆水 xièzhuāngshuǐ 化粧落とし。クレンジング。
65 卸妆液 xièzhuāngyè 化粧落とし。クレンジング。
66 卸妆露 xièzhuānglù 化粧落とし。クレンジング。
67 卸妆油 xièzhuāngyóu 化粧落とし。クレンジングオイル。
68 洗面奶 xǐmiànnǎi 洗顔フォーム。洗顔クリーム。
69 洗面乳 xǐmiànrǔ 洗顔フォーム。洗顔クリーム。
70 洁面乳 jiémiànrǔ 洗顔フォーム。洗顔クリーム。
71 洗手液 xǐshǒuyè ハンドソープ。
72 沐浴露 mùyùlù ボディーソープ。ボディーシャンプー。
73 沐浴乳 mùyùrǔ ボディーソープ。ボディーシャンプー。
74 洗浴液 xǐyùyè ボディーソープ。ボディーシャンプー。
75 洗发水 xǐfàshuǐ シャンプー。
76 洗发乳 xǐfàrǔ シャンプー。
77 洗发液 xǐfàyè シャンプー。
78 护发素 hùfàsù リンス。
79 护发液 hùfàyè リンス。
80 润发乳 rùnfàrǔ コンディショナー。
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81 毛巾 máojīn タオル。
82 浴巾 yùjīn バスタオル。
83 海绵 hǎimián スポンジ。
84 脸盆 liǎnpén 洗面器。
85 洗脸盆 xǐliǎnpén 洗面器。洗面台。
86 吹⻛机 chuīfēngjī ドライヤー。
87 换的衣服 huàn de yīfu 着替えの服。
88 换衣服 huàn yīfu 着替える。
89 去淋浴 qù línyù シャワーに行きます。
90 洗了淋浴 xǐ le línyù シャワーを浴びた。
91 洗个澡 xǐ ge zǎo ひと風呂浴びる。
92 洗完澡 xǐ wán zǎo 風呂からあがる。
93 我先去洗澡 wǒ xiān qù xǐzǎo 先に体を洗います。
94 我先洗澡了 wǒ xiān xǐzǎo le 先に体を洗います。
95 泡温水澡 pào wēnshuǐ zǎo ぬるめの湯につかる。
96 洗脸 xǐ liǎn 顔を洗う。
97 洗手 xǐ shǒu 手を洗う。
98 涮涮手 shuàn shuàn shǒu 手をすすぎ洗いする。
99 脱衣服 tuō yīfu 服を脱ぐ。脱衣する。
100 洗头 xǐ tóu 頭を洗う。髪を洗う。
101 洗发 xǐfà 洗髪。洗髪する。髪を洗う。
102 擦脚 cā jiǎo 足を拭く。
103 擦拭身体 cāshì shēntǐ 体を拭く。
104 弄干头发 nòng gān tóufa 髪を乾かす。
105 烧洗澡水 shāo xǐzǎoshuǐ 風呂の湯を沸かす。
106 洗澡水温度怎么样? xǐzǎoshuǐ wēndù zěnmeyàng 湯加減はどうですか。
107 洗澡水烧好了 xǐzǎoshuǐ shāo hǎo le 風呂の湯が沸きました。
108 泡澡好舒服 pàozǎo hǎo shūfu 風呂、とても気持ちいい。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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