
No 中国語 ピンイン 日本語

1 洗 xǐ 洗う。フィルムを現像する。トランプなどかき混ぜる。録画などを消す。

2 洗衣服 xǐ yīfu 服を洗う。洗濯する。
3 请帮我洗衣服 qǐng bāng wǒ xǐ yīfu クリーニングお願いします。
4 涮 shuàn ゆすぐ。すすぐ。湯やスープをくぐらせる。
5 把衣服涮一涮 bǎ yīfu shuàn yī shuàn 服をゆすぐ。
6 刷 shuā ブラシで磨く。はけで塗る。ブラシ。はけ。
7 把⻢桶刷干净 bǎ mǎtǒng shuā gānjìng 便器を磨いてきれいにする。
8 洗衣 xǐyī 洗濯する。
9 洗衣机 xǐyījī 洗濯機。
10 洗衣店 xǐyīdiàn クリーニング店。
11 洗衣工 xǐyīgōng 洗濯職人。
12 洗衣服务 xǐyī fúwù ホテルのランドリーサービス。
13 洗衣袋 xǐyīdài ホテルのランドリーバック。
14 送到洗衣店 sòng dào xǐyīdiàn クリーニングに出す。
15 把⻄服送到洗衣店去洗 bǎ xīfú sòng dào xǐyīdiàn qù xǐ スーツをクリーニング店に洗いに出しに行く。
16 我把裤子送到洗衣店去了 wǒ bǎ kùzi sòng dào xǐyīdiàn qù le 私はズボンをクリーニング店に出しに行った。
17 浆洗 jiāngxǐ 洗ってのり付けする。
18 衣服浆洗得很干净 yīfu jiāngxǐ dé hěn gānjìng 衣服はきれいに洗ってのり付けされている。
19 清洗 qīngxǐ きれいに洗う。よくない人物を一掃する。追放する。
20 清洗清洗 qīngxǐ qīngxǐ きれいに洗う。
21 用洗衣机清洗衣服 yòng xǐyījī qīngxǐ yīfu 洗濯機で服をきれいに洗う。
22 婴儿内衣的清洗 yīng'ér nèiyī de qīngxǐ 赤ちゃんの肌着洗い。
23 清洁 qīngjié 清潔だ。
24 清洁处理 qīngjié chǔlǐ 清潔にする処理。クリーニング。
25 房屋清洁服务 fángwū qīngjié fúwù ハウスクリーニングサービス。
26 干净 gāngjìng 清潔で汚れがない。話し方や行動がてきぱきしている。きれいさっぱり残っていない。

27 干干净净 gānganjīngjīng 清潔で汚れがない。
28 干干净净儿 gānganjīngjīngr 清潔で汚れがない。
29 把衣服洗干净 bǎ yīfu xǐ gānjìng 服をきれいに洗濯する。
30 洗涤 xǐdí 汚れを洗い落とす。悪いものを取り除く。
31 洗涤剂 xǐdíjì 洗剤。
32 用洗涤剂清洗 yòng xǐdíjì qīngxǐ 洗剤できれいに洗う。
33 洗掉 xǐdiào 汚れを洗い落とす。
34 洗掉污垢 xǐdiào wūgòu 汚れを落とす。
35 洗掉衣服上的油渍 xǐdiào yīfu shàng de yóuzì 服についた油の染みを洗い落とす。
36 去掉 qùdiào 取り除く。
37 用水去掉污垢 yòng shuǐ qùdiào wūgòu 水で汚れを取り除く。
38 洗刷 xǐshuā ブラシでこすりながら洗う。汚名などをぬぐい去る。
39 洗刷洗刷 xǐshuāxǐshuā ブラシでこすりながら洗う。
40 把浴缸洗刷 bǎ yùgāng xǐshuā 浴槽をブラシでこすりながら洗う。
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41 湔洗 jiānxǐ 洗濯する。恥や汚点を除く。
42 湔洗身上污垢 jiānxǐ shēnshang wūgòu 身の上の汚れを取り除く。
43 洗濯 xǐzhuó 汚れを洗い落とす。罪や癖、恨みなどを取り除く。
44 雷锋精神洗濯了我们的心灵 léifēng jīngshén xǐzhuó le wǒmen de xīnlíng 雷鋒精神(人⺠に奉仕するという精神)が私たちの心を洗い流しました。

45 泡 pào 水につけたままにする。あぶく。泡。泡に似たもの。時間をつぶす。

46 把衣服泡在清水中 bǎ yīfu pào zài qīngshuǐ zhōng 服を澄んだ水の中にひたす。
47 浸泡 jìnpào 液体にひたす。
48 防在水里浸泡 fáng zài shuǐ lǐ jìnpào 水の中にひたす。
49 把衣服浸泡一晚 bǎ yīfu jìnpào yī wǎn 服を一晩ひたす。
50 漂洗 piǎoxǐ 水で念入りに洗う。
51 漂洗衣服 piǎoxǐ yīfu 服を水洗いする。
52 水洗 shuǐxǐ 水洗いする。洗濯する。
53 水洗机 shuǐxǐjī 水洗い機。
54 干洗 gānxǐ ドライクリーニングする。ドライクリーニング。
55 干洗店 gānxǐdiàn ドライクリーニング店。
56 这个请干洗 zhège qǐng gānxǐ これをドライクリーニングしてください。
57 晒 shài 日光に当てる。太陽が照りつける。放っておく。シェアする。

58 晒衣服 shài yīfu 服を干す。
59 晒被褥 shài bèirù 布団を干す。
60 晒干 shàigān 日光で干し乾かす。
61 把衣服晒干 bǎ yīfu shàigān 服を日光で干し乾かす。
62 晾 liàng 風通しのよい場所や日陰で干す。日にさらす。熱いものを冷ます。

63 晾衣服 liàng yīfu 服を干す。
64 晾晒 liàngshài 日に当てて乾かす。
65 晾晒衣服 liàngshài yīfu 服を日に当てて乾かす。
66 晾干 liànggān 陰干しにして乾かす。
67 把洗好的衣服晾干 bǎ xǐ hǎo de yīfu liànggān 洗った服を陰干しにして乾かす。
68 烘干 hōnggān 火であぶって乾かす。
69 烘干机 hōnggānjī 乾燥機。
70 把湿衣服烘干了 bǎ shī yīfu hōnggān le 湿った服を乾かした。
71 弄干 nònggān 乾燥させる。涸らす。
72 把湿衣服弄干 bǎ shī yīfu nònggān 湿った服を乾燥させる。
73 干燥 gānzào 渇いている。おもしろみがない。つまらない。
74 干燥机 gānzàojī 乾燥機。
75 干燥箱 gānzào xiāng 乾燥機。
76 干 gān 渇いている。ドライの。からっぽ。からにする。むだに〜するようす。かかわりがある。

77 衣服干了 yīfu gān le 服が乾いた。
78 衣服干不了 yīfu gān buliǎo 服が乾かない。
79 干巴 gānba ひからびている。かさかさだ。
80 干巴了 gānba le 乾いた。かさかさになった。
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81 熨 yùn アイロンをかける。
82 熨斗 yùndǒu アイロン。火のし。
83 电熨 diànyùn 電気アイロン。
84 电熨斗 diànyùndǒu 電気アイロン。
85 熨一熨裤子 yùn yī yùn kùzi ズボンにアイロンをかける。
86 用熨斗熨平皱纹 yòng yùndǒu yùn píng zhòuwén アイロンでしわを伸ばす。
87 自助洗衣店 zìzhù xǐyīdiàn セルフサービスのクリーニング店。コインランドリー。
88 投币式自动洗衣店 tóu bì shì zìdòng xǐyīdiàn コイン自動クリーニング店。コインランドリー。
89 投币式洗衣机 tóu bì shì xǐyījī コイン式洗濯機。コインランドリーの洗濯機。
90 投币洗衣设备 tóu bì xǐyī shèbèi コインランドリー設備。
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