
No 中国語 ピンイン 日本語

1 日用品 rìyòngpǐn 日用品。
2 家居用品 jiājū yòngpǐn 家庭用品。
3 生活用品 shēnghuó yòngpǐn 生活用品。
4 消耗品 xiāohàopǐn 消耗品。
5 消磨品 xiāomópǐn 消耗品。
6 易耗品 yìhàopǐn 消耗品。
7 耗材 hàocái 消耗品。
8 卫生用品 wèishēng yòngpǐn 衛生用品。
9 清洁用品 qīngjié yòngpǐn クリーニング用品。
10 日用化学品 rìyòng huàxué pǐn 家庭用化学製品。
11 日化 rìhuà 家庭用化学製品。
12 香皂 xiāngzào せっけん。
13 洗手液 xǐshǒuyè ハンドソープ。
14 消毒液 xiāodúyè 消毒液。
15 洗面奶 xǐmiànnǎi 洗顔料。
16 牙刷 yáshuā ⻭ブラシ。
17 牙膏 yágāo ⻭磨き粉。
18 洗衣剂 xǐyījì 洗剤。
19 洗衣液 xǐyīyè 洗剤液。
20 洗衣粉 xǐyīfěn 粉洗剤。
21 洗涤剂 xǐdíjì 洗剤。
22 洗浄剤 xǐjìngjì 洗浄剤。クリーナー。
23 清洗剂 qīngxǐjì 洗浄剤。クリーナー。
24 清洁剂 qīngjiéjì 洗浄剤。クリーナー。
25 浴室专用洗涤剂 yùshì zhuānyòng xǐdíjì 浴室用の洗剤。
26 餐具用的洗涤剂 cānjù yòng de xǐdíjì 食器用の洗剤。
27 厕所清洁剂 cèsuǒ qīngjiéjì トイレ用洗剤。
28 ⻢桶清洁剂 mǎtǒng qīngjiéjì 便器用洗剤。
29 管道清洁剂 guǎndào qīngjiéjì パイプクリーナー。
30 洗碗剂 xǐwǎnjì 食器用洗剤。
31 洗涤液 xǐdíyè 洗浄液。
32 洗净液 xǐjìngyè 洗浄液。
33 洗液 xǐyè 洗浄液。
34 漂白剂 piǎobáijì 漂白剤。
35 增白剂 zēngbáijì 増白剤。
36 荧光增白剂 yíngguāng zēngbáijì 蛍光増白剤。
37 柔软剂 róuruǎnjì 柔軟剤。
38 柔顺剂 róushùnjì 柔軟剤。
39 防霉剂 fángméijì カビ防止剤。
40 抗霉剂 kàngméijì カビ防止剤。
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41 芳香剂 fāngxiāngjì 芳香剤。
42 除臭剂 chúchòujì 脱臭剤。消臭剤。
43 除臭喷雾 chúchòu pēnwù 消臭スプレー。
44 消臭喷雾 xiāochòu pēnwù 消臭スプレー。
45 除湿剂 chúshījì 除湿剤。
46 脱湿剂 tuōshījì 乾燥剤。
47 干燥剂 gānzàojì 乾燥剤。
48 鞋用除臭脱湿剂 xié yòng chúchòu tuōshī jì シューズ用脱臭乾燥剤。
49 洗发水 xǐfàshuǐ シャンプー。
50 洗发液 xǐfàyè シャンプー。
51 洗发膏 xǐfàgāo シャンプー。
52 香波 xiāngbō シャンプー。
53 护发素 hùfàsù リンス。
54 润丝 rùnsī リンス。
55 护发素 hùfàsù トリートメント。
56 护发膏 hùfàgāo トリートメント。
57 沐浴露 mùyùlù ボディーソープ。
58 沐浴液 mùyùyè ボディーソープ。
59 剃须膏 tìxūgāo シェービングクリーム。シェービングフォーム。
60 剃毛泡沫 tìmáo pàomò シェービングフォーム。
61 剃刀 tìdāo かみそり。
62 剃须刀 tìxūdāo かみそり。ひげ剃り。
63 刮胡刀 guāhúdāo かみそり。ひげ剃り。
64 刮脸刀 guāliǎndāo かみそり。ひげ剃り。
65 剃头刀 tìtóudāo かみそり。ひげ剃り。
66 卫生纸 wèishēngzhǐ トイレットペーパー。
67 厕纸 cèzhǐ トイレットペーパー。
68 厕所纸 cèsuǒzhǐ トイレットペーパー。
69 厕所用纸 cèsuǒ yòngzhǐ トイレットペーパー。
70 手纸 shǒuzhǐ ちり紙。トイレットペーパー。
71 纸巾 zhǐjīn ティッシュペーパー。紙ナプキン。
72 盒装纸巾 hé zhuāng zhǐjīn 箱入りティッシュ。
73 湿纸巾 shī zhǐjīn ウエットティッシュ。
74 随身携带的纸巾 suíshēn xiédài de zhǐjīn 携帯用のティッシュ。
75 随身携带小包纸巾 suíshēn xiédài xiǎobāo zhǐjīn 携帯用袋入りティッシュ。
76 杀虫药 shāchóngyào 殺虫剤。
77 杀虫剂 shāchóngjì 殺虫剤。
78 喷雾杀虫剂 pēnwù shāchóngjì スプレー殺虫剤。
79 驱虫剂 qūchóngjì 寄生虫を駆除する薬。
80 除虫剂 chúchóngjì 虫除け剤。
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81 蚊香 wénxiāng 蚊取り線香。
82 防晒霜 fángshàishuāng 日焼け止め。
83 止汗剂 zhǐhànjì 制汗剤。
84 止汗药 zhǐhànyào 制汗剤。
85 防汗药 fánghànyào 制汗剤。
86 防水喷雾 fángshuǐ pēnwù 防水スプレー。
87 防水喷剂 fángshuǐ pēnjì 防水スプレー。
88 垃圾袋 lājīdài ゴミ袋。
89 保鲜膜 bǎoxiānmó 食品ラップ。
90 铝箔 lǚbó アルミホイル。アルミ箔。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

家庭用品 / 生活用品 / 日用消耗品   3/3

3


