
  

 

 

 

 

 

职场用词 
 

 



 1 

  

 

 

性工作 

風俗嬢      huuzokuzyo          性工作 

立ちんぼ       tatinbo          街头为主 

個人売春    kozinbaishun   个人性质的性工作 

阳具 

ちんこ         chinko               阳具 

かり             kari                龟头 

さきっちょ         sakiccho           龟头 
割礼              katurei            割包皮 
ちんこの皮        chinkonokawa        包皮 
包茎              houkei           包皮过长 
精子               seishi             精子 
精液               seieki             精液 
射精            shasei           射精(名词) 
射精する         shaseisuru     射精 (动词) 
勃起             bokki          勃起 (名词) 
勃起する         bokkisuru           (动词) 
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なえる      naeru  起不到头, 不举, 软了 

イく         iku                  高潮 

早漏       sourou        很快高潮,早泄 

遅漏         chirou             吃太多 

                 阴道 

まんこ           manko          阴道 

まんじる        manziru           阴水 

先走り液     sakibasirieki       高潮前 

イく               iku            高潮 

女の勃起     onnano bokki     阴蒂充血 

まんこ芸      mankogei       阴道絶技 
女子割礼   zyosikaturei    女性的割包皮 

play 
客              kyaku       顾客,客人 
ひどい客        hidoikyaku       衺客 
オナニー        onanii           自渎 
フェラチオ      ferachio         口交 
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なめる         nameru             吸 

手コキ        tekoki            打手抢 

指サック      yubisakku         手指套 

スマタ         sumata          假装做爱 

こする         kosuru              搓 

飲み込む       nomikomu          吞 

挿入           sounyuu            插入 
膣ペニス性交   chitupenisuseikou    阳具插入阴道内的性交 
先っちょだけ入れる sakicchodakeireru   穿过 
肛門              koumon            屁眼 
アナルファック     anaru fakku        肛交 
浣腸             kancho              灌肠 
うんこ            unko               屎 
便秘              benpi              便秘 
ケツの穴が小さい ketunoanagachiisai紧闭肛门 
尿道             nyoudou            尿道 
唾液            daeki               口水 
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痛み             itami                痛 

血               chi            血 (名词) 

血が出る         chigaderu    流血 (动词) 

血まみれ地獄 chimamirezigoku  去你的! (粗口) 

クソオヤジ      kusooyazi         狗养的 

インポ          inpo              性无能 

性感帯         seikantai         性爱地带 

感度がいい     kandogaii    敏感的性爱地带 

フェチ      fechi   恋物(引起变态性欲的物体) 
臭い           kusai                   嗅 

お茶をひく ochawohiku   等客 (grinding tea 磨茶) 

素人      shirouto                   业余 
プロ      puro                      专业 

STI(sexual transmitted disease /infection) 
性感染症     seikansenshou     染上性病 
粘膜         nenmaku            细胞膜 
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結果が出る   kekkagaderu       拿测试报告 

のどの感染症 nodonokansenshou 喉咙感染 

炎症         enshou                发炎 

口内炎       kounaien          痱子 

 (吃得多热气食物后,在咀里生一粒粒很痛的仓) 

クラミジア  kuramizia             衣原体 

梅毒         baidoku                梅毒 

淋病         rinbyou                 疱疹 

カンジダ     kanzida            念珠菌症 

HPV    hitopapiromauirusu   刺瘤,乳头淋瘤 
other 

ようこそ        youkoso     欢迎 
いらっしゃい ませ irasshaimase 你来了! 
また会えたねmataaetae真高兴可以再见到你 
いくら？？      ikura      几多钱 
それはしたくない sorewa sitakunai   我不想干这 
したいの？    sitaino?    你想干这个吗? 
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お金を払わなきゃ okane wo harawanakya    你一定要付钱 

素敵な人ね  sutekinahitone    你真甜美 
中国から来ました chuugoku kara kimashita   我来自中国 
私の名前はOwatashi no namae waO  我的名字是O 
シャワーに入ろうshawa ni hairou 我们洗澡去 
スペシャルマッサージするょ 

supesyaru massazi suruyo  我给你特别按摩 
楽しかったね tanoshikattane    这很有趣 
私を覚えててね  watashi wo oboetetene 你要记住我呀 
愛してる   aishiteru           我爱你 
あなたが好き anata ga suki     我喜欢你 
あなたとの時間  anata tono zikan  和你一起的时间 
メルアド教えてmeruado oshiete  给我你的电邮地址 

またね     matane      我们再见 
ありがとう    arigatou           多谢 
気をつけてね kiwotuketene  请多多保重 
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