
No 中国語 ピンイン 日本語

1 美容 měiróng 美容。エステティック。
2 美貌 měimào 美貌(びぼう)。美貌が美しい。
3 容貌 róngmào 容貌(ようぼう)。
4 脸 liǎn 顔。ものの前面。メンツ。顔つき。
5 面孔 miànkǒng 顔。顔つき。
6 脸孔 liǎnkǒng 顔。顔つき。
7 面貌 miànmào 顔かたち。
8 面容 miànróng 顔かたち。顔つき。
9 容颜 róngyán 容貌(ようぼう)。顔かたち。
10 相貌 xiàngmào 顔かたち。
11 身体 shēntǐ 体。
12 身子 shēnzi 体。妊娠。
13 身姿 shēnzī 容姿や体つき。
14 身躯 shēnqū 体。
15 体型 tǐxíng 体型。体格の型。
16 体形 tǐxíng 体形。機器などの形。
17 身材 shēncái 体つき。
18 体格 tǐgé 身体。体格。
19 筋骨 jīngǔ 筋肉と骨。体格。
20 皮肤 pífū 皮膚。浅はかだ。
21 皮肤质量 pífū zhìliàng 肌質。
22 肤质 fū zhì 肌質。
23 干性皮肤 gànxìng pífū 乾燥肌。
24 油性皮肤 yóuxìng pífū オイリー肌。
25 敏感性皮肤 mǐngǎnxìng pífū 敏感肌。
26 发 fà 頭髪。
27 头发 tóufa 頭髪。
28 头发质量 tóufa zhìliàng 髪質。
29 发质 fà zhì 髪質。
30 发质很硬 fà zhì hěn yìng 髪質が硬い。
31 发质很软 fà zhì hěn ruǎn 髪質が柔らかい。
32 指甲 zhǐjia 人の爪。
33 手指甲 shǒu zhǐjia 手の爪。
34 脚指甲 jiǎo zhǐjia 足の爪。
35 美容院 měiróngyuàn エステの店。エステティックサロン。
36 美发厅 měifà tīng 美容院。
37 发廊 fà láng 美容院。
38 形象设计中心 xíngxiàng shèjì zhōngxīn 美容院。
39 美容外科 měiróng wàikē 美容外科。
40 整形美容外科 zhěngxíng měiróng wàikē 美容整形外科。
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41 美容手术 měiróng shǒushù 美容整形手術。
42 整形手术 zhěngxíng shǒushù 整形手術。
43 美容师 měiróng shī 美容師。エステティシャン。
44 美发师 měifà shī 美容師。理髪師。
45 理发师 lǐfà shī 美容師。理髪師。
46 美甲师 měijiǎ shī ネイリスト。
47 化妆 huàzhuāng 化粧する。
48 化装 huàzhuāng 扮装するためのメーキャップをする。仮装する。
49 卸妆 xiè zhuāng 化粧を落とす。女性が飾りを外す。
50 面膜 miànmó フェイスパック。
51 做脸 zuò liǎn 顔を立てる。顔の手入れをする。
52 瘦脸美容 shòuliǎn měiróng 顔痩せ美容。
53 大脸变小脸 dà liǎn biàn xiǎo liǎn 大きな顔が小さな顔になる。
54 修眉 xiūméi 眉毛の形を整える。
55 修整眉形 xiūzhěng méi xíng 眉毛の形を整える。
56 修甲 xiū jiǎ ネイルケア。
57 美甲 měijiǎ ネイルケア。ネイルアート。
58 理发 lǐfà 散髪する。理髪する。
59 剪发 jiǎnfà 髪をカットする。
60 美发 měifà ヘアスタイリングする。美しい髪。
61 发型 fàxíng 髪型。ヘアスタイル。
62 做头发 zuò tóufa 美容院で髪型を整える。
63 脱毛美容 tuōmáo měiróng 脱毛美容。
64 保湿效果 bǎoshī xiàoguǒ 保湿効果。
65 美白效果 měibái xiàoguǒ ホワイトニング効果。美肌効果。
66 瘦身效果 shòu shēn xiàoguǒ 痩身効果。
67 减肥效果 jiǎnféi xiàoguǒ ダイエット効果。減量効果。
68 抗衰老 kàng shuāilǎo アンチエイジング。
69 按摩脊柱疗法 ànmó jǐzhù liáofǎ カイロプラクティック。
70 排毒 páidú デトックス。
71 解毒疗法 jiě dú liáofǎ デトックス。
72 芳香疗法 fāngxiāng liáofǎ アロマテラピー。
73 精油 jīngyóu エッセンシャルオイル。
74 芳香油 fāngxiāngyóu アロマオイル。
75 斑点 bāndiǎn シミ。斑点。
76 雀斑 quèbān そばかす。
77 粉刺痕迹 fěn cì hénjì にきび跡。
78 红 hóng 赤み。赤い。めでたい。赤くする。
79 皱纹 zhòuwén シワ。
80 松弛 sōngchí 肉のたるみ。気持ちのゆるみ。ゆるい。ゆるめる。

美容、エステ   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 角质 jiǎozhì 角質。
82 单眼皮 dānyǎnpí 一重まぶた。
83 双眼皮 shuāngyǎnpí 二重まぶた。
84 双眼皮手术 shuāngyǎnpí shǒushù 二重まぶた手術。
85 丰胸 fēngxiōng 豊胸。
86 丰胸手术 fēngxiōng shǒushù 豊胸手術。
87 隆胸手术 lóngxiōng shǒushù 豊胸手術。
88 O形腿矫正 O xíng tuǐ jiǎozhèng Ｏ脚矯正。
89 牙⻮矫正 yáchǐ jiǎozhèng ⻭列矯正。
90 畸⻮矫正 jī chǐ jiǎozhèng ⻭列矯正。
91 牙⻮美白 yáchǐ měibái ⻭のホワイトニング。
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