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2-5 服と素材に関する英単語 68語 

衣料品の販売シーンでよく使う、服と素材の英単語をリストにしました。 

 

①レディースファッションでよく使う 29語 

②メンズファッションでよく使う 31語 

③素材に関してよく使う単語 8語 

計 68語あります。 

 

例えば、あなたのお店で必要な単語だけプリントアウトしてお手元のカンペとしてお使いいただけると幸い

です。 

なお、日本語のカタカナの発音のまま読んで通じるものも多いのですが、和製英語であったり、日本語と英

語とでは発音が大きく異なったりしている単語もあるので発音する時は注意しましょう。 

※下記の表で、英語の発音を、カタカナで表記しています。太字の部分を強く発音しましょう。たいていのケースで通じると思い

ますが、英語の発音と完全に一致しているわけではありません。あらかじめご了承ください。 

 

①レディースファッション（29語） 

 

トップス（6語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

シャツ Shirt シャ―ト ★ 

ブラウス Blouse ブラウス  

T シャツ T-shirt ティーシャート ★ 

ベスト Vest ヴェスト  

カーディガン Cardigan カーディガン  

セーター Sweater スウェラー ★ 

 

ボトムズ（12語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

ペプラムスカート Peplum skirt ペプラムスカート  

フレアスカート Flared skirt フレアードスカート  

タイトスカート Tight skirt タイトスカート  

プリーツスカート Pleated skirt プリーティドスカート  

キュロットスカート Culottes キュロッツ ★ 

チノパンツ Chino pants チノパンツ  

デニムパンツ Denim, jeans デニム、ジーンズ  

カーゴパンツ Cargo pants カーゴパンツ  

ジョガーパンツ Jogger pants ジョガーパンツ  

ガウチョパンツ Gaucho pants ガウチョパンツ  
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サブリナパンツ Sabrina pants サブリナパンツ  

レギンス Leggings レギンス  

 

ワンピース（5語）※「ワンピース」は和製英語なのでこのまま読んでも通じませんので注意しましょう 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

オールインワン All-in-one オールインワン  

オーバーオール Overall オーバーオール  

ロンパース Romper ロンパー  

ワンピース Dress ドレス ★ 

シャツワンピ Shirt dress シャードレス ★ 

 

アウター（6語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

ジャケット Jacket ジャケット  

ダッフルコート Duffle coat ダッフルコート  

モッズコート Mods coat モッズコート  

チェスターコート Chester coat チェスターコート  

ピーコート Pea coat ピーコート  

ブルゾン Blouson ブルゾン  

 

②メンズファッション（31語） 

 

シャツ（7語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

T シャツ T-shirt ティーシャート ★ 

タンクトップシャツ Tank top タンクトップ  

ポロシャツ Polo shirt ポロシャツ  

ワイシャツ※ Dress shirt ドレッシャート ★ 

クレリックシャツ Cleric shirt クレリックシャート  

デニムシャツ Denim shirt デニムシャート  

チェックシャツ Plaid shirt,  

checkered shirt 

プレイドシャート 

チェッカードシャート 

 

※「ワイシャツ」は和製英語ですのでこのまま読んでも通じません。 
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スーツ、ジャケット（5語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

背広 Business suit ビジネススート ★ 

スタジャン Varsity jacket ヴァ―シティジャケット ★ 

革ジャン Leather jacket レザージャケット  

ダウンジャケット Down jacket ダウンジャケット  

キルティングジャケッ

ト 

Quilted jacket キルティッドジャケット  

 

コート（5語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

トレンチコート Trench coat トレンチコート  

ダッフルコート Duffle coat ダッフルコート  

チェスターコート Chester coat チェスターコート  

Pコート Pea coat ピーコート  

モッズコート Mods coat モッズコート  

 

 

パーカー（2語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

プルオーバー Pullover プルオーバー  

ジップパーカー Zip up hoodie ジッパップーディ ★ 

 

 

ズボン（8語） 

 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

ジーンズ Denim, jeans デニム、ジーンズ  

スキニーパンツ Skinny pants スキニーパンツ  

チノパン Chino pants チノパンツ  

ジョガーパンツ Jogger pants ジョガーパンツ  
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カーゴパンツ Cargo pants カーゴパンツ  

スラックス Slacks スラックス  

サルエルパンツ Sarrouel pants サルエルパンツ  

ハーフパンツ Shorts ショーツ ★ 

 

 

 

その他（4語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

ジャージ（上下） Training suit トレーニンスート  

ウインドブレーカー Windbreaker ウィンドブレーカー  

ベスト Vest ヴェスト  

カーディガン Cardigan カーディガン  

 

 

③素材（8語） 

日本語 英語 英語の発音 

（太字の箇所を強く読みましょう） 

日本語と発音が 

大きく異なる語★ 

コットン Cotton コットン  

リネン Linen リネン  

ウール Wool ウール  

シルク Silk スィルク  

カシミヤ Cashmere カッシュミヤ  

アルパカ Alpaca アルパカ  

ナイロン Nylon ナイロン  

ポリエステル Polyester ポリエスター  

 

 


