
No 中国語 ピンイン 日本語

1 安全用品 ānquán yòngpǐn 安全用品。
2 防灾用品 fángzāi yòngpǐn 防災グッズ。
3 防灾工具 fángzāi gōngjù 防災グッズ。
4 救灾工具 jiùzāi gōngjù 防災グッズ。
5 防护具 fánghùjù 防具。プロテクター。
6 防护装备 fánghù zhuāngbèi 防護装備。防具。
7 护具 hùjù 防具。プロテクター。
8 防具 fángjù 防具。プロテクター。
9 安全帽 ānquánmào ヘルメット。
10 防护帽 fánghùmào ヘルメット。
11 头盔 tóukuī ヘルメット。鉄かぶと。
12 钢盔 gāngkuī ヘルメット。鉄かぶと。
13 护目镜 hùmùjìng ゴーグル。
14 ⻛镜 fēngjìng 防風用ゴーグル。
15 防尘镜 fángchénjìng 塵よけのゴーグル。
16 防尘眼镜 fángchén yǎnjìng 塵よけのゴーグル。
17 夜視鏡 yèshìjìng 暗視鏡。暗視ゴーグル。
18 安全鞋 ānquánxié 安全靴。
19 防护鞋 fánghùxié 安全靴。
20 工作手套 gōngzuò shǒutào 作業用手袋。軍手。
21 工作用手套 gōngzuò yòng shǒutào 作業用手袋。軍手。
22 劳动手套 láodòng shǒutào 作業用手袋。軍手。
23 劳动用手套 láodòng yòng shǒutào 作業用手袋。軍手。
24 白线手套 báixiàn shǒutào 軍手。
25 劳保白线手套 láobǎo báixiàn shǒutào 軍手。
26 军用手套 jūnyòng shǒutào 軍用手袋。
27 防护面罩 fánghù miànzhào 防護マスク。
28 防尘口罩 fángchén kǒuzhào 防塵マスク。
29 防护罩 fánghùzhào シールドカバー。シールドマスク。
30 安全防护罩 ānquán fánghùzhào シールドカバー。シールドマスク。
31 防护面罩 fánghù miànzhào シールドマスク。フェイスシールド。
32 防毒面具 fángdú miànjù 防毒マスク。
33 防毒口罩 fángdú kǒuzhào 防毒マスク。
34 电筒 diàntǒng 懐中電灯。
35 手电筒 shǒudiàntǒng 懐中電灯。
36 手电 shǒudiàn 懐中電灯。
37 电棒 diànbàng 懐中電灯。
38 电棒儿 diànbàngr 懐中電灯。
39 头灯 tóudēng 登山の際などにつけるヘッドランプ。自動車のヘッドライト。

40 携带式收音机 xiédàishì shōuyīnjī 携帯ラジオ。
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41 救生背心 jiùshēng bèixīn ライフベスト。救命胴衣。
42 救生衣 jiùshēngyī ライフジャケット。救命胴衣。
43 电击枪 diànjīqiāng スタンガン。
44 眩晕枪 xuànyùnqiāng スタンガン。
45 防身喷雾 fángshēn pēnwù 護身スプレー。催涙スプレー。
46 辣椒喷雾 làjiāo pēnwù 唐辛子スプレー。催涙スプレー。
47 胡椒喷雾 hújiāo pēnwù コショウスプレー。催涙スプレー。
48 警棍 jǐnggùn 警棒。
49 手持伸縮警棍 shǒuchí shēnsuō jǐnggùn 特殊警棒。
50 小型警报器 xiǎoxíng jǐngbàoqì 小型警報器。
51 携带式警报器 xiédàishì jǐngbàoqì 携帯式警報器。
52 手持式报警器 shǒuchíshì bàojǐngqì 携帯式警報器。
53 防狼器 fánglángqì 護身用ブザー。
54 救生哨子 jiùshēng shàozi 救命笛。
55 防弹背心 fángdàn bèixīn 防弾チョッキ。
56 防弹衣 fángdànyī 防弾衣。
57 避弹衣 bìdànyī 防弾衣。
58 防刃背心 fángrèn bèixīn 防刃ベスト。
59 防刃衣 fángrènyī 防刃衣。
60 盾 dùn 楯(たて)。
61 手持防护盾 shǒuchí fánghù dùn 手楯(てだて)。
62 盾牌 dùnpái 防御用に持った盾。
63 防弹盾牌 fángdàn dùnpái 防弾盾。
64 挡箭牌 dǎngjiànpái 楯(たて)。言い訳。口実。
65 铠 kǎi 鎧(よろい)。
66 铠甲 kǎijiǎ 鎧(よろい)。
67 盔甲 kuījiǎ 甲冑(かっちゅう)。よろいかぶと。
68 救生索 jiùshēngsuǒ 命綱(いのちづな)。
69 保险绳 bǎoxiǎnshéng 命綱(いのちづな)。
70 应急食品 yìngjí shípǐn 非常食。
71 急用食品 jíyòng shípǐn 非常食。
72 急救用品 jíjiù yòngpǐn 救急用品。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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