
No 中国語 ピンイン 日本語

1 布 bù 布。織物。
2 一幅布 yī fú bù １枚の布。
3 一块布 yī kuài bù １枚の布。
4 一匹布 yī pǐ bù 反物(たんもの)の布ひとつ。
5 布匹 bùpǐ 布の総称。
6 布料 bùliào 布地。
7 布头 bùtóu 布切れ。
8 布头儿 bùtóur 布切れ。
9 布质 bùzhì 布質。布製の〜。
10 衣料 yīliào 布地。生地。衣料。
11 衣料儿 yīliàor 布地。生地。衣料。
12 衣服 yīfu 衣服。
13 一件衣服 yī jiàn yīfu １着の服。
14 一身衣服 yī shēn yīfu ひとそろいの服。
15 一套衣服 yī tào yīfu ひとそろいの服。
16 裤子 kùzi ズボン。スラックス。パンツ。
17 一条裤子 yī tiáo kùzi １本のズボン。
18 裙子 qúnzi スカート。
19 一条裙子 yī tiáo qúnzi １枚のスカート。
20 内裤 nèikù 股間部を覆う下着。
21 一条内裤 yī tiáo nèikù １枚の下着。
22 衣裳 yīshang 衣服。
23 服装 fúzhuāng 衣服、靴、帽子など身に着けるものの総称。衣装。
24 围巾 wéijīn マフラー。スカーフ。
25 一条围巾 yī tiáo wéijīn １本のマフラー。１枚のスカーフ。
26 头巾 tóujīn 頭巾(ずきん)。スカーフ。
27 领巾 lǐngjīn 三角形のネッカチーフ。
28 手帕 shǒupà ハンカチ。
29 手绢 shǒujuàn ハンカチ。
30 手绢儿 shǒujuànr ハンカチ。
31 包袱 bāofu ふろしき。ふろしき包み。精神的な圧力や負担。
32 毛巾 máojīn タオル。
33 一条毛巾 yī tiáo máojīn １枚のタオル。
34 一块毛巾 yī kuài máojīn １枚のタオル。
35 毛巾布 máojīnbù タオル地の布
36 毛巾毯 máojīntǎn タオルケット
37 毛巾被 máojīnbèi タオルケット
38 浴巾 yùjīn バスタオル。
39 桌布 zhuōbù テーブルクロス。
40 一块桌布 yī kuài zhuōbù １枚のテーブルクロス。
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41 餐巾 cānjīn 食事で用いるナプキン。
42 抹布 mābù ふきん。雑巾。
43 搌布 zhǎnbù ふきん。雑巾。
44 灶抹布 zàomābù 台所用ふきん。
45 擦碗布 cāwǎnbù 台所用ふきん。
46 窗帘 chuānglián カーテン。
47 窗帘儿 chuāngliánr カーテン。
48 帘子 liánzi カーテン。すだれ。
49 帘儿 liánr カーテン。すだれ。
50 幔帐 mànzhàng 幕。カーテン。
51 帷幕 wéimù 垂れ幕。幕。
52 垫子 diànzi 敷物。マット。
53 地毯 dìtǎn じゅうたん。カーペット。
54 纱布 shābù ガーゼ。
55 被单 bèidān シーツ。布団カバー。
56 被单子 bèidānzi シーツ。布団カバー。
57 被单儿 bèidānr シーツ。布団カバー。
58 床单 chuángdān シーツ。
59 床单子 chuángdānzi シーツ。
60 床单儿 chuángdānr シーツ。
61 褥单 rùdān シーツ。
62 褥单子 rùdānzi シーツ。
63 褥单儿 rùdānr シーツ。
64 布罩子 bùzhàozi 布カバー。
65 布套 bùtào 布カバー。
66 布封皮 bùfēngpí 布カバー。
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