
No 中国語 ピンイン 日本語

1 发型 fàxíng 髪型。ヘアスタイル。
2 发式 fàshì 髪型。ヘアスタイル。
3 新潮发型 xīncháo fàxíng 流行のヘアスタイル。
4 流行的发型 liúxíng de fǎxíng 流行のヘアスタイル。
5 头发 tóufa 頭髪。髪の毛。
6 梳头发 shū tóufa 髪をとかす。
7 梳理头发 shūlǐ tóufa 髪をとかす。
8 梳头 shūtóu 髪をとかす。
9 梳分头 shū fēntóu 髪をとかして分け目を入れる。
10 梳着中分头 shū zhe zhōng fēntóu 髪を真ん中で分ける。
11 梳着左分头 shū zhe zuǒ fēntóu 髪を左側で分ける。
12 把头发盘起来 bǎ tóufa pán qilái 髪の毛を束ねて丸める。
13 把头发盘成发髻 bǎ tóufǎ pán chéng  fàjì 髪の毛でまげを結う。
14 盘发 pánfà 髪を結ったスタイル。
15 扎头发 zhā tóufa 髪を結ぶ。
16 绑头发 bǎng tóufa 髪をくくる。
17 束发 shù fà 髪を束ねる。
18 剪头发 jiǎn tóufa 髪を切る。
19 把刘海放下来 bǎ liúhǎi fàng xiàlái 前髪をおろす。
20 把刘海梳起来 bǎ liúhǎi shū qilái 前髪をアップする。
21 把刘海梳上去 bǎ liúhǎi shū shàngqù 前髪をアップする。
22 把刘海拢起来 bǎ liúhǎi lǒng qilái 前髪をアップする。
23 染头发 rǎn tóufa 髪の色を染める。
24 烫头发 tàng tóufa 髪にパーマをかける。
25 烫发 tàngfà パーマネントウエーブ。
26 电烫发 diàntàngfà パーマネントウエーブ。
27 烫直发 tàng zhífà ストレートパーマをかける。
28 直发烫 zhífàtàng ストレートパーマ。
29 把头发烫卷 bǎ tóufa tàng juǎn 髪をカールする。
30 染发 rǎnfà 髪を染める。カラーリング。
31 自然卷发 zìrán juǎnfà 天然パーマ。ナチュラルウェーブ。
32 天然卷发 tiānrán juǎnfà 天然パーマ。ナチュラルウェーブ。
33 自然卷 zìrán juǎn 天然パーマ。ナチュラルウェーブ。くせ毛。
34 自来卷 zìlái juǎn 天然パーマ。ナチュラルウェーブ。くせ毛。
35 用吹⻛机吹干 yòng chuīfēngjī chuī gān ドライヤーでブローする。
36 巻发 juǎnfà 巻き髪。巻き毛。ちぢれ毛。
37 巻头发 juàn tóufa 巻き髪。巻き毛。
38 直发 zhífà ストレートヘア。
39 直头发 zhí tóufa ストレートヘア。
40 头发很直 tóufa hěn zhí 髪の毛がまっすぐ。
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41 超短发 chāo duǎnfà ベリーショート。
42 短发 duǎnfà ショート。
43 中短发 zhōngduǎnfà ミディアムショートヘア。
44 中发 zhōngfà ミディアム。
45 中⻓发 zhōngchángfà セミロング。
46 ⻓发 chángfà ロング。
47 超⻓发 chāo chángfà スーパーロング。
48 bobo发型 bobo fàxíng ボブスタイル。
49 波波头 bōbōtóu ボブ。
50 短波波头 duǎn bōbōtóu ショートボブ。
51 短发波波头 duǎnfà bōbōtóu ショートボブ。
52 短款波波头 duǎn kuǎn bōbōtóu ショートボブ。
53 中⻓波波头 zhōngcháng bōbōtóu セミロングのボブ。
54 中⻓发波波头 zhōngchángfà bōbōtóu セミロングのボブ。
55 中⻓款波波头 zhōngcháng kuǎn bōbōtóu セミロングのボブ。
56 lob发型 lob fàxíng ロブスタイル。
57 lob头 lob tóu ロブ。
58 ⻓波波头 cháng bōbōtóu ロングのボブ。ロブ。
59 ⻓发波波头 chángfà bōbōtóu ロングのボブ。ロブ。
60 ⻓款波波头 cháng kuǎn bōbōtóu ロングのボブ。ロブ。
61 披肩发 pījiānfà 髪が肩にかかるヘアスタイル。ワンレングス。
62 短披肩发 duǎn pījiānfà 髪が肩にかかるが短めのヘアスタイル。
63 层式剪发 céng shì jiǎn fà レイヤードカット。
64 剪层次 jiǎn céngcì レイヤーを入れる。
65 高层次剪 gāo céngcì jiǎn ハイレイヤーカット。
66 低层次剪 dī céngcì jiǎn ローレイヤーカット。
67 娃娃头 wáwátóu おかっぱ。
68 ⻢尾辫 mǎwěibiàn ポニーテール。
69 双⻢尾 shuāngmǎwěi ツインテール。
70 麻花辫 máhuābiàn 三つ編みお下げ。三つ編みポニーテール。
71 辫子 biànzi お下げ。
72 发辫 fàbiàn お下げ。
73 辫发 biànfà 編み込み。
74 丸子头 wánzitóu おだんごヘア。
75 大波浪卷发 dà bōlàng juǎnfà 大きな波状のカール。ソフトウェーブ。
76 钢丝烫发型 gāngsītàng fàxíng ソバージュヘア。
77 偏分头 piānfēntóu 横分け。
78 碎发 suìfà ブロークンヘア。軽く毛先が遊んでいる髪型。
79 朋克发型 péngkè fàxíng パンクヘア。
80 莫⻄干 mòxīgàn モヒカン。
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81 软件莫⻄干 ruǎnjiàn mòxīgàn ソフトモヒカン。
82 剃线发型 tì xiàn fàxíng バリアートのヘアスタイル。
83 创意剃线发型 chuàngyì tì xiàn fàxíng バリアートのヘアスタイル。
84 平头 píngtóu 角刈り。
85 板寸 bǎncùn 角刈り。
86 卡尺头 kǎchǐtóu ボウズ。
87 光头 guāngtóu 丸刈り。スキンヘッド。
88 剃光头 tìguāngtoú スキンヘッド。
89 秃头 tūtóu ハゲ。
90 蘑菇头 mógūtóu マッシュルームカット。
91 ⻜机头 fēijītóu リーゼント。
92 大背头 dàbèitóu オールバック。
93 三七分发型 sānqī fēn fàxíng 七三分けの髪型。
94 脏辫 zàngbiàn ドレッドヘア。
95 阿福罗头 āfúluōtóu アフロヘア。
96 爆炸头 bàozhàtoú アフロヘア。
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