
No 中国語 ピンイン 日本語

1 皮肤 pífū 皮膚。肌。浅はかだ。
2 肌肤 jīfū 筋肉と皮膚。
3 皮 pí 皮膚。表皮。皮。皮革。包んだり囲んだりするもの。しける。

4 皮肤科 pífūkē 皮膚科。
5 肤色 fūsè 皮膚の色。
6 肉色 ròusè 肌色。
7 肌理 jīlǐ 肌のきめ。
8 油性皮肤 yóuxìng pífū 脂性肌。オイリー肌。
9 干性皮肤 gānxìng pífū 乾燥肌。ドライスキン。
10 中性皮肤 zhōngxìng pífū 標準的な肌。
11 混合性皮肤 hùnhéxìng pífū 混合肌。
12 敏感性皮肤 mǐngǎnxìng pífū 敏感肌。
13 皮肤白 pífū bái 色白。
14 皮肤黑 pífū hēi 色⿊。
15 肉刺 ròucì ささくれ。
16 斑点 bāndiǎn しみ。斑点。
17 斑痕 bānhén しみ。
18 皮肤班 pífūbān しみ。
19 雀斑 quèbān そばかす。
20 雀子 qiāozi そばかす。
21 疙瘩 gēda 固いできもの。球状のもの。心のわだかまり。
22 疖子 jiēzi 小さなできもの。吹き出物。
23 脓包 nóngbāo できもの。能なし。いくじなし。
24 脓疱 nóngpào できもの。
25 种泡 zhǒngpào できもの。
26 肿疱 zhǒngpào できもの。
27 肿疮 zhǒngchuāng できもの。
28 脓肿 nóngzhǒng 腫れ物。
29 疮 chuāng できもの。
30 疮口 chuāngkǒu できものの裂け口。
31 疮疤 chuāngbā 傷やできものの治った跡。かさ。弱点。
32 ⻘春痘 qīngchūndòu にきび。
33 痘痘 dòudòu にきび。
34 面疱 miànpào にきび。
35 粉刺 fěncì にきび。
36 痤疮 cuóchuāng にきび。
37 伤口 shāngkǒu 傷口。
38 创口 chuāngkǒu 傷口。
39 伤疤 shāngbā 身体の傷あと。こころの傷。
40 伤痕 shānghén 傷あと。

肌、皮膚 かかわり   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 创痕 chuānghén 傷あと。
42 疮痕 chuānghén 傷やできもののあと。
43 鸡皮疙瘩 jīpí gēda 鳥肌。
44 荨麻疹 xúnmázhěn じんましん。
45 皱纹 zhòuwén しわ。
46 皱纹儿 zhòuwénr しわ。
47 褶子 zhězi 顔のしわ。布や紙の折り目。衣服のひだ。プリーツ。
48 松弛 sōngchí 身体や気持ちがゆるんでいる。きびしくない。ゆるめる。
49 指纹 zhǐwén 指紋。指紋のあと。
50 指印 zhǐyìn 指紋のあと。拇印(ぼいん)。
51 指印儿 zhǐyìnr 指紋のあと。拇印(ぼいん)。
52 斗箕 dǒuji 指紋。
53 斗记 dǒujì 指紋。
54 贴身 tiēshēn 素肌に直接つけている。身体にフィットする。いつも身の回りにいる。

55 贴身儿 tiēshēnr 素肌に直接つけている。
56 贴身衣 tiēshēn yī 肌着。下着。
57 贴身衣服 tiēshēn yīfu 肌着。下着。
58 贴身小褂儿 tiēshēn xiǎoguàr 下着のシャツ。
59 汗衫 hànshān 肌着。Ｔシャツ。
60 内衣 nèiyī 下着。
61 光着身子 guāng zhe shēnzi 衣服で覆わない身体。素肌。
62 赤身 chìshēn 裸。身一つ。丸裸になる。何も持たない。
63 赤脚 chìjiǎo 素足。はだし。素足になる。はだしになる。
64 保湿 bǎoshī 保湿する。
65 补水 bǔ shuǐ 補水する。
66 美白 měibái 美白する。
67 晒黑 shàihēi 日焼けする。
68 晒伤 shài shāng 日焼けする。
69 晒太阳 shài tàiyáng 日光浴する。太陽にさらす。
70 晒皮肤的油 shài pífū de yóu 日焼け用オイル。
71 防晒膏 fángshài gāo 日焼け止めクリーム。
72 防晒霜 fángshàishuāng 日焼け止めクリーム。
73 防晒化妆品 fángshài huàzhuāngpǐn 日焼止め化粧品。
74 防紫外线 fáng zǐwàixiàn ＵＶカット。
75 保养皮肤 bǎoyǎng pífū 肌の手入れをする。スキンケア。
76 皮肤烦恼 pífū fánnǎo 肌の悩み。
77 皮肤变粗 pífū biàncū 肌が荒れる。
78 破坏皮肤 pòhuài pífū 肌を荒らす。
79 皮肤很美 pífū hěn měi 素肌がきれい。
80 她皮肤真好 tā pífū zhēn hǎo 彼女は肌がきれいだ。
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81 她皮肤保养得很好 tā pífū bǎoyǎng de hěn hǎo 彼女の肌は手入れがいい。
82 皮肤细腻 pífū xìnì 肌がきめ細かい。
83 肌理细腻 jīlǐ xìnì 肌のきめが細かい。
84 皮肤很细 pífū hěn xì 肌のきめが細かい。
85 皮肤很白 pífū hěn bái 肌が白い。
86 白净的皮肤 báijìng de pífū 色白の肌。
87 她皮肤很白净 tā pífū hěn báijìng 彼女の肌は色白です。
88 褐色皮肤 hèsè pífū 褐色の肌。
89 浅棕色的皮肤 qiǎnzōngsè de pífū 小⻨色の肌。
90 ⻩皮肤 huáng pífū ⻩色い肌。
91 皮肤晒黑 pífū shàihēi 肌が日に焼けて⿊い。
92 晒黑皮肤 shàihēi pífū 肌を焼く。
93 红润的肌肤 hóngrùn de jīfū 血色の良い肌。
94 皮肤有光泽 pífū yǒu guāngzé 肌に艶がある。
95 皮肤光滑 pífū guānghuá 肌がすべすべしている。
96 光滑的皮肤 guānghuá de pífū すべすべの肌。
97 柔滑的皮肤 róuhuá de pífū 柔らかくてすべすべした肌。
98 滑腻的皮肤 huánì de pífū 滑らかな肌。
99 肌肤滑润 jīfū huárùn 滑らかで潤った肌。
100 皮肤湿润 pífū shīrùn 肌がしっとりしている。
101 皮肤滋润 pífū zīrùn 肌に潤いがある。
102 皮肤润泽 pífū rùnzé 肌に潤いがある。
103 皮肤细嫩 pífū xìnèn 肌がきめ細かく柔らかい。
104 柔软的皮肤 róuruǎn de pífū 柔らかい肌。
105 有弹力的肌肤 yǒu tánlì de jīfū 張りのある肌。
106 皮肤粗糙 pífū cūcāo 肌がざらざらしている。肌があれる。
107 手指起肉刺 shǒuzhǐ qǐ ròucì 指がささくれる。
108 皮肤很干燥 pífū hěn gānzào 肌が乾燥する。
109 我的皮肤很容易干燥 wǒ de pífū hěn róngyì gānzào 私の肌は乾燥しやすい。
110 我的皮肤很脆弱 wǒ de pífū hěn cuìruò 私の肌は弱い。
111 皮肤松弛 pífū sōngchí 肌のたるみ。
112 起记皮革的 qǐ jīpí gēda 鳥肌が立つ。
113 去除皮肤角质 qùchú pífū jiǎozhì 肌の角質を取り除く。
114 她被晒得很黑 tā bèi shài dé hěn hēi 彼女は日焼けした。
115 皮肤被太阳晒黑了 pífū bèi tàiyáng shài hēi le 肌は太陽で日焼けした。
116 我晒伤了 wǒ shài shāng le 私は日焼けをした。
117 我被晒伤了 wǒ bèi shài shāng le 私は日焼けしてしまいました。
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