
No 中国語 ピンイン 日本語

1 茶 chá お茶。茶の木。
2 茶水 cháshuǐ お茶。白湯(さゆ)。
3 清茶 qīngchá 緑茶。茶菓子を添えずにお茶だけ出すこと。
4 茶叶 cháyè 茶の葉。
5 袋茶 dàichá １回分の茶の葉を袋に入れたもの。ティーバッグ。
6 茶砖 cházhuān 茶葉を固めたもの。
7 砖茶 zhuānchá 茶葉を固めたもの。
8 茶艺 cháyì 中国茶の作法。
9 功夫茶 gōngfuchá 中国における茶道のひとつ。
10 茶道 chádào 日本の茶道。
11 沏茶 qī chá 茶を入れる。茶をたてる。茶葉にお湯を注ぐ。
12 泡茶 pàochá 茶を入れる。茶をたてる。茶葉にお湯を注ぐ。
13 倒茶 dàochá お茶をつぐ。お茶を注ぐ。
14 斟茶 zhēnchá お茶をつぐ。お茶を注ぐ。
15 敬茶 jìngchá お茶を勧める。
16 让茶 ràngchá お茶を勧める。
17 喝茶 hē chá お茶を飲む。
18 品茶 pǐnchá 茶の品定めをする。茶を味わう。
19 茶具 chájù 茶道具。茶器。ティーセット。
20 茶壶 cháhú 急須。どびん。
21 茶杯 chábēi 湯飲み茶わん。ティーカップ。
22 盖碗 gàiwǎn ふた付きの湯飲み茶わん。
23 盏盖 zhǎngài 湯飲みのふた。
24 盏盖儿 zhǎngàir 湯飲みのふた。
25 茶盏 cházhǎn 湯飲み茶わん。
26 茶盏托 cházhǎntuō 湯飲みの受け皿。茶托(ちゃたく)。
27 茶盏托儿 cházhǎntuōr 湯飲みの受け皿。茶托(ちゃたく)。
28 茶托 chátuō 湯飲みの受け皿。茶托(ちゃたく)。
29 茶托儿 chátuōr 湯飲みの受け皿。茶托(ちゃたく)。
30 茶桌 cházhuō お茶するためのテーブル。
31 泡茶桌 pàocházhuō お茶するためのテーブル。
32 日本茶 rìběnchá 日本茶。
33 中国茶 zhōngguóchá 中国語。
34 台湾茶 táiwānchá 台湾茶。
35 英国茶 yīngguóchá 英国茶。
36 绿茶 lǜchá 未発酵茶。緑茶。
37 龙井茶(绿茶) lóngjǐng chá ロンジン茶。
38 碧螺春茶(绿茶) bìluóchūn chá ピールオチュン茶。
39 ⻩⼭⽑峰茶(绿茶) huángshān máofēng chá コウザンモウホウ茶。
40 庐⼭云雾茶(绿茶) lúshān yúnwù chá ロザンウンム茶。
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41 六安瓜片茶(绿茶) liùānguāpiàn chá ロクアンカヘン茶。
42 ⻩茶 huángchá 軽発酵茶。
43 君⼭银针茶(⻩茶) jūnshān yínzhēn chá クンザンギンシン茶。
44 蒙顶⻩呀茶(⻩茶) méngdǐng huángyā chá モウチョウコウガ茶。
45 黑茶 hēichá 後発酵茶。
46 普洱茶(黑茶) pǔ'ěrchá プーアル茶。
47 ⼩⻘柑茶(黑茶) xiǎoqīnggān chá ⻘柑(あおかん)プーアール茶。
48 白茶 báichá 微発酵茶。
49 白耗银针茶(白茶) báiháo yínzhēn chá ハクゴウギンシン茶。
50 ⻘茶 qīngchá 半発酵茶。
51 乌龙茶(⻘茶) wūlóngchá ウーロン茶。
52 铁观⾳茶(⻘茶) tiěguānyīn chá 鉄観⾳茶。
53 冻顶乌龙茶(⻘茶) dòngdǐng wūlóngchá トウチョウウーロン茶。
54 水仙茶(⻘茶) shuǐxiān chá 水仙茶。⿊ウーロン茶。
55 岩茶(⻘茶) yánchá ガン茶。
56 大红袍茶(⻘茶) dàhóngpáo chá ダイコウホウ茶。
57 东⽅美⼈茶(⻘茶) dōngfāng měirén chá 東⽅美⼈茶。
58 红茶 hóngchá 全発酵茶。
59 祁门红茶(红茶) qímén hóngchá キーマン紅茶。
60 正⼭包种茶(红茶) zhèngshān bāozhǒng ラプサンスーチョン茶。
61 滇红茶(红茶) diānhóng chá テンコウ茶。
62 花茶 huāchá 花(はな)茶。
63 茉莉花茶(花茶) mòlìhuāchá ジャスミン茶。
64 菊花茶(花茶) júhuāchá 菊花茶。
65 桂花茶(花茶) guìhuāchá キンモクセイ茶。
66 玫瑰茄花茶(花茶) méiguīqié huāchá ハイビスカス茶。
67 茶外之茶 chá wài zhī chá 茶ではない茶。
68 水果茶 shuǐguǒchá フルーツティー。
69 酥油茶 sūyóuchá バター茶。
70 工艺茶 gōngyìchá 工芸茶。
71 保健茶 bǎojiànchá 健康茶。
72 减肥茶 jiǎnféichá 減肥(げんぴ)茶。
73 ⼈参茶 rénshēnchá 朝鮮⼈参茶。
74 ⼭楂茶 shānzhāchá サンザシ茶。
75 罗汉果茶 luóhànguǒchá ラカンカ茶。
76 苦丁茶 kǔdīngchá 苦丁(くてい)茶。
77 八宝茶 bābǎochá 八宝茶。
78 大⻨茶 dàmàichá ⻨茶。
79 糙米茶 cāomǐchá 玄米茶。
80 玄米茶 xuánmǐchá 日本の玄米茶の中国語読み。
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81 焙茶 bèichá 日本のほうじ茶の中国語読み。
82 煎茶 jiānchá 日本の煎茶の中国語読み。
83 日本玉露茶 rìběn yùlùchá 日本の玉露。
84 抹茶 mǒchá 抹茶。
85 淡茶 dànchá うすい茶。
86 酽茶 yànchá 濃い茶。
87 涩茶 sèchá 渋い茶。
88 热茶 rè chá 熱いお茶。
89 凉茶 liáng chá 冷やした茶。冷めた茶。ぬるい茶。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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