
和英越単語訳

日本語（漢字） にほんご（ひらがな）

あ アース アース ground wire / earthing
アウトプット アウトプット output
アウトライン アウトライン outline
アクリルカバー アクリルカバー acrylic cover
上がる あがる rise(up)
値 あたい value
圧縮 あっしゅく compress
圧力 あつりょく pressure
当て板 あていた base plate
当てピン あてピン side pin
跡 あと trace/remains
孔型 あながた hole die / piercing die
油 あぶら oil
溢れる あふれる overflow
荒い あらい rough / coarse Th«
洗う あらう wash
荒削り あらけずり roughing
アルミビック型 アルミビックがた aluminum VIC die
合わせ穴 あわせあな matching hole / locating hole

い 鋳型 いものがた casting mold
異形穴 いけいあな complex hole
意見 いけん opinion
異常 いじょう abnormality / trouble
位置 いち position
位置合わせピン いちあわせピン locating pin
位置決め いちぎめ layout / positioning
一部 いちぶ partial
一部焼入れ いちぶやきいれ partial hardening
一般材料 いっぱんざいりょう general material
一般作業 いっぱんさぎょう general operation
一般的な いっぱんてきな common / general Chung, c¬ b¶n
入れ子 いれこ bushing
入れる いれる put in
印刷 いんさつ print In
インプット インプット input

う 上型 うわがた upper die
上型ＱＢＰＬホルダー うわがたＱＢＰＬホルダー upper die QBPL holder
上側 うえがわ upper side
動かす うごかす move
受け入れ検査 うけいれけんさ receiving inspection
後ろ うしろ back
薄い うすい thin
打ち込む うちこむ hammer in
内訳 うちわけ breakdowns
写す うつす（しゃしん） copy / take

Ｅnglish       ＶietＮam

D©y nèi  ®Êt
§Çu ra
§êng ra
C¸I che Acrylic (CH2=CH-COOH)

N©ng lªn
Gi¸ trÞ
Ðp, nÐn
¸p lùc
TÊm nÒn
Chèt ®Þnh vÞ
VÕt
Lç dËp
dÇu
Trµn

TÈy, röa
Gia c«ng th«
Khu«n nh«m
Lç ®Þnh vÞ

Khu«n ®óc
Lç kh«ng cã ®Þnh nghÜa h×nh
ý kiÕn
BÊt thêng, kh«ng b×nh thêng
VÞ trÝ
Chèt ®Þnh vÞ côc bé
§Þnh vÞ
Mét phÇn
T«I nhiÖt mét phÇn
VËt liÖu c¬ b¶n
C«ng viÖc chung

Chèt, miÕng thay
Cho vµo, l¾p vµo

§Çu vµo

Khu«n trªn
MiÕng chÆn chèt ë khu«n trªn
PhÝa trªn
ChuyÓn, dêi
KiÓm tra tríc nhËn hµng
§»ng sau
Máng
§ãng vµo

Sao chÐp



移す うつす shift  /transfer
腕前 うでまえ ability / performance
埋め加工 うめかこう filling process
裏返す うらがえす turn over / reverse
裏抜き うらぬき back blanking
打ち抜き方向 うちぬきほうこう blanking direction
ウレタン ウレタン urethane
運転（機械） うんてん（きかい） operate
運転中 うんてんちゅう

え エアーチューブ エアーチューブ air tube
エアーシリンダー エアーシリンダー air cylinder
エアー配管用継ぎ手 エアーはいかんようつぎて air piping connector
影響 えいきょう influence / affect
営業部 えいぎょうぶ

鋭利 えいり edged / sharp
液体 えきたい liquid
Ｘ軸 Ｘじく

Ｘ方向 Ｘほうこう

円 えん circle / round
円滑 えんかつ smoothness
円弧 えんこ arc
円周 えんしゅう circumference
遠心力 えんしんりょく centrifugal force
円筒 えんとう cylinder
エンドミル エンドミル end mill
エンドユーザー エンドユーザー end user

お オーバーカット量 オーバーカットりょう over cutting
応用 おうよう application
応力 おうりょく stress
置く おく put / place
送り おくり send
送り速度 おくりそくど sending speed
送りピッチ おくりピッチ sending pitch
押さえる おさえる hold down / constrain
オス オス lower punch[mail]
押す おす push
落ちる おちる fall / drop R¬i
落としピン おとしピン knockout pin
帯のこ おびのこ band saw
オフセット オフセット offset
オフセットライン オフセットライン offset line
重い おもい heavy
表抜き おもてぬき front blanking
折り曲げる おりまげる fold / bend

か 会議 かいぎ meeting
外形 がいけい outer / outward / external
外径 がいけい external diameter

Di chuyÓn
N¨ng lùc
Gia c«ng bï
LËt ngîc
DËp ngîc
Híng dËp
Cao su
VËn hµnh, ®iÒu khiÓn

in　operation §ang, trong vËn hµnh

èng dÉn khÝ
Xi lanh khÝ
Cót nèi èng khÝ
¶nh hëng

SalesDepartment Bé phËn kinh doanh
Nhän, s¾c
ThÓ láng

Ｘ axis Trôc X

Ｘ direction Ph¬ng X
§êng trßn, trßn
Lç réng
Cung trßn
Néi suy cung trßn
Lùc ly t©m
Xi lanh
Dao phay ngãn
KÕt thóc sö dông

Lîng c¾t thªm
øng dông
øng lùc
§Æt, ®Ó
Göi
Tèc ®é göi
Kho¶ng chuyÓn
Gi÷ l¹i
Chèt díi
Ên

§ãng bóa
M¸y ca vßng

NÆng
DËp trªn
GËp, bÎ, uèn

Häp
Chu vi, viÒn ngoµI, ngo¹i h×nh
§êng kÝnh ngoµi



外形型 がいけいがた compound die
外周 がいしゅう outer circumference /

surrounding area
改善 かいぜん improvement
改造 かいぞう C¶I t¹o
回転 かいてん rotation / turn
回転数 かいてんすう rotation speed
回避 かいひ

ガイド穴 ガイドあな guiding hole
ガイドブッシュ ガイドブッシュ guide bushing
回路 かいろ circuit Vi m¹ch
ガイドピン ガイドピン guide pin
カエリ カエリ burring
科学成分 かがくせいぶん chemical component
科学反応 かがくはんのう chemical reaction
角穴 かくあな punch hole
拡大 かくだい enlarge
角度 かくど angle
角パンチ かくパンチ angle punch
角矢 かくや (upper) punch
加工 かこう

加工条件 かこうじょうけん processing conditions
化合 かごう combine(chemically)
化合物 かごうぶつ chemical compound
加工原点 かこうげんてん processing origin
加工方向 かこうほうこう processing direction
下死点 かしてん minimum position
カシメ（機） カシメ（き） riveting(machine)
カジリ カジリ seizures / seizing
カス カス scrap
カス上がり カスあがり scrap rising
カス落とし カスおとし scrap removing
カス詰まり カスづまり scrap flow
カストリ カストリ stripper PL

hard / firm
truing

傾く かたむく tilt / lean
過程 かてい progress / process
金型 かながた die
金型構造 かながたこうぞう die structure
金型投入方向 かながたとうにゅうほうこう die inserting direction
加熱 かねつ heating
カバーレイ カバーレイ cover layer
紙フェノール かみフェノール paper phenol
下面 かめん lower surface
ガラスエポキシ ガラスエポキシ glass epoxy
慣性 かんせい inertia
干渉 かんしょう interfere
簡単 かんたん easy

penetrate / penetration

KÝch thíc ngoµi
§êng kÝnh trong

C¶I tiÕn
remodel(ing)

Vßng quay
VËn tèc vßng

avoid(ing) Tr¸nh
Lç dÉn
B¹c dÉn

Chèt dÉn
Khö dÝnh
Thµnh phÇn ho¸ häc
Ph¶n øng ho¸ häc
Lç gãc h×nh ch÷ nhËt
Lµm réng lç
Gãc ®é
Chèt dËp gãc
C¸c chèt dËp (gãc)

process(ing) Gia c«ng
§iÒu kiÖn gia c«ng
Ho¸ hîp
Hîp chÊt
§iÓm gèc gia c«ng
Ph¬ng híng gia c«ng
§iÓm thÊp nhÊt cña m¸y dËp
T¸n chèt
§ét dËp
Phoi dËp
Phoi dÝnh chµy
Phoi dÝnh cèi
Phoi dÝnh cèi

硬さ[硬度] かたさ[こうど] §é cøng
形直し[ツルーイング] かたなおし[ツルーイング] ChØnh h×nh

Nghiªng
Qu¸ tr×nh
Khu«n kim lo¹i
KÕt cÊu khu«n
Híng l¾p khu«n
Gia nhiÖt
Líp che
Gi¸y phenol
MÆt díi
GiÊy bãng kÝnh
Qu¸n tÝnh
Can thiÖp
§¬n gi¶n

貫通[通し] かんつう[とおし] Th«ng



管理 かんり manage

き 気化 きか evaporation
機械研削盤 きかいけんさくばん machine grinder
規格 きかく standards
規格部品 きかくぶひん standard parts
器具 きぐ instruments
危険 きけん dangerous
気孔 きこう pores
記号 きごう symbols
基準 きじゅん criterion
傷 きず damage
基礎 きそ basics C¬ b¶n
規則 きそく rules
規定 きてい regulations
基本 きほん fundamentals C¬ b¶n
逆回転 ぎゃくかいてん reverse rotation /

counter clockwise rotation
静回転 せいかいてん

逆面抜き ぎゃくめんぬき reverse surface blanking
キャップボルト キャップボルト screw plug
キュア キュア curring
教育 きょういく education
供給 きょうきゅう supply
強度 きょうど strength
曲部 きょくぶ curved / bent area
距離 きょり distance
切りくず きりくず cutting grains
切込量 きりこみりょう GDC(grain depth of cut)
切る きる cut C¾t
切れ味 きれあじ sharpness
亀裂 きれつ crack
僅差 きんさ slight error
近接 きんせつ neighboring
金属 きんぞく metal

く 空気グラインダー くうきグラインダー air grinder
クッション材 クッションざい cushioning material
組立て くみたて assembling / mounting
クリアランス クリアランス clearance

glazing

け経過 けいか passing / progression
計画 けいかく plan KÕ ho¹ch
計画どおりに けいかくどおりに as planned
経験 けいけん experience
計算 けいさん calculate
形状 けいじょう form
継続 けいぞく continue
ゲージ ゲージ gage / gauge

Qu¶n lý

Bèc, bay h¬i
Bµn m¸y
Tiªu chuÈn
VËt mÉu
Dông cô
Nguy hiÓm
Lç th«ng khÝ
KÝ hiÖu
Tiªu chuÈn
VÕt xíc

Quy t¾c
Quy ®Þnh

Quay ngîc

Quay nghÞch
DËp ngîc
Bu l«ng ®Çu ®Þnh vÞ

Gi¸o dôc, ®µo t¹o
Cung cÊp
Cêng ®é, søc bÒn
PhÇn gÊp khóc
Kho¶ng c¸ch
Phoi
Lîng c¾t

ChÊt lîng c¾t
G·y, háng

TiÕp cËn
Thuéc kim lo¹i

M¸y mµi khÝ nÐn
VËt liÖu ®ãng gãi
L¾p gi¸p
Xo¸, lµm s¹ch

グレージング[目つぶれ] グレージング[めつぶれ] Lµm s¹ch, ®¸nh bãng

Qua, qu¸ tr×nh

Theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh
Kinh nghiÖm
TÝnh, kÕ to¸n
mÉu, h×nh th¸i
TiÕp tôc
§o kÝch thíc, c¨n mÉu



ゲタ ゲタ spacer §Õ
結果 けっか result
欠陥 けっかん defect
原因 げんいん cause
限界 げんかい limit
検査 けんさ inspection

inspection hole
研削 けんさく grind
研削砥石 けんさくといし grinding wheel
原点 げんてん origin
原点復帰 げんてんふっき origin recovery
検討 けんとう investigate
玄能 げんのう sledgehammer
顕微鏡 けんびきょう microscope
研磨 けんま grind / polish
研磨加工 けんまかこう grind processing

grinding machine /grinder
研磨面 けんまめん grinding surface
原料 げんりょう raw material

こ コアレス コアレス

コイルスプリング コイルスプリング coil spring
高圧 こうあつ high pressure
効果 こうか effect
交換 こうかん trade
工業規格 こうぎょうきかく industrial standard
交互に こうごに alternately
交差 こうさ tolerance / 

 common difference
向上 こうじょう betterment / progress
工場 こうじょう factory / plant
更新 こうしん renew
硬水 こうすい hard water
合成 ごうせい combine / synthesize
剛性 ごうせい rigidity / stiffness
構造 こうぞう structure
高速 こうそく high speed
工程 こうてい progress / process
工程飛ばし こうていとばし progress skipping
硬度 こうど hardness
効率 こうりつ efficiency
交流 こうりゅう alternate current
コーキング コーキング corking
コーティング コーティング coating
刻印 こくいん stamping / marking
黒色印刷 こくしょくいんさつ black printing
誤差 ごさ error
故障 こしょう breakdown
個数 こすう quantity
擦る こする rub

KÕt qu¶
KhiÕm khuyÕt tËt
Nguyªn nh©n
Giíi h¹n
KiÓm tra

検査穴[芯出し] けんさあな[しんだし] Lç kiÓm tra
Mµi
§¸ mµi
Gèc to¹ ®é
Kh«I phôc gèc to¹ ®é
Nghiªn cøu
§ét, bóa
KÝnh hiÓn vi
Giòa, mµi
Gia c«ng giòa, mµi

研磨機[グラインダー] けんまき[グラインダー] M¸y mµi
MÆt mµi
Nguyªn liÖu

coreless C¾t nhiÒu lÇn
Lo xo xo¾n
Cao ¸p
HiÖu qu¶
Thay ®æi
Tiªu chuÈn c«ng nghiÖp
Lu©n phiªn
Dung sai

TiÕn bé
Xëng, c«ng trêng
§æi míi
Níc cøng
Tæng hîp
TÝnh bÒn
CÊu t¹o
Cao tèc
C«ng ®o¹n
Bá qua c«ng ®o¹n
§é cøng
Tû lÖ ®¹t
Dßng xoay chiÒu
Gâ, dËp thö

§¸nh dÊu
In ®en tr¾ng
Lçi
Háng
Sè ®Õm
Giòa gät



固定 こてい fix
固定ボルト こていボルト fixing bolt
こぼれる こぼれる spill L¨n
ゴム ゴム rubber
コレットチャック コレットチャック

壊れる こわれる break
コンパウンド コンパウンド compound
梱包 こんぽう package

さ サードカット サードカット third[3rd]cut
再作図 さいさくず re-draw VÏ l¹i
材質 ざいしつ material
最小 さいしょう minimum
最大 さいだい maximum
最適 さいてき most appropriate
材料 ざいりょう material
探す さがす search
削除 さくじょ delete
作図 さくず draw VÏ
ザグリ ザグリ

裂け さけ split(ting)
支える ささえる support
差し替え さしかえ replace / change
座標 ざひょう coordinate(graph)
サラネジ サラネジ flat head cap screw
参考 さんこう reference
三次元 さんじげん three dimensional
参照 さんしょう refer
サンプル サンプル sample

し シートエッジ シートエッジ sheet edge
シートライン シートライン sheet line
シートレイアウト シートレイアウト sheet layout
シール刃 シールば blade
支給データ しきゅうデータ supplied data
軸 じく

治具 じぐ magnet / jig
次工程 じこうてい next progress
下型 したがた lower die

lower die QBPL holder
下型固定用穴 したがたこていようあな lower die fixing hole
下側 したがわ lower side
指導 しどう guidance
実行 じっこう execute
実装 じっそう assembling / mounting L¾p r¸p
始点 してん starting point
始点からの距離 してんからのきょり distance from starting point
自動 じどう automatic
自動機 じどうき

自動制御 じどうせいぎょ automatic control
試抜き しぬき trial blanking

Cè ®Þnh
Bu l«ng ®Þnh vÞ

Cao su
collet chuck §Çu kÑp

Háng
§ãng gãi

C¾t 3 lÇn

VËt liÖu
Tèi thiÓu
Tèi ®¹i, lín nhÊt
Tèi u
VËt liÖu
T×m kiÕm, dß t×m
Xo¸ bá

dig(ing) Kho¶ng c¸ch
Ph©n chia, trÎ
Hç trî
Thay ®æi
To¹ ®é
VÝt ®Çu thang
Tham kh¶o
M¸y 3 chiÒu
§èi chiÕu, xem xÐt, tham kh¶o
MÉu
MÐp tú
MÐp dÉn

Chèt dËp dµi
D÷ liÖu nhËn

axis / axel Trôc
Khu«n díi
C«ng ®o¹n tiÕp theo
Khu«n díi

下型QBPLホルダー したがたQBPLホルダー TÊm gi÷ bu l«ng ë khu«n díi
Lç ®Þnh vÞ ë khu«n díi
MÆt díi, phÝa díi
ChØ dÉn
Thùc thi

§iÓm b¾t ®Çu
Kho¶ng c¸ch 
Tù déng

automator M¸y tù ®éng
B¶ng, hÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng
DËp kiÓm tra thö



tighten
close

シャー付パンチ シャーつきパンチ slope-processed punch
シャーリング シャーリング shirring
シャコ万 シャコまん vise
斜線 しゃせん slant line
斜線部 しゃせんぶ shaded area
遮断 しゃだん blockade
邪魔 じゃま in the way / annoyance
斜面 しゃめん slope plane
シャンク シャンク shank
修理 しゅうり repairs / maintenance
縮小 しゅくしょう reduce / reduction
出荷 しゅっか shipping
自由研削盤 じゆうけんさくばん free grinding machine
収縮 しゅうしゅく constrict
収縮率 しゅうしゅくりつ constriction percentage
修正 しゅうせい correction
終点 しゅうてん end point
終点からの距離 しゅうてんからのきょり distance from end point
修理 しゅうり repair
手動 しゅどう manual
重要 じゅうよう important

type Lo¹i
準備 じゅんび preparation
需要 じゅよう demand 
仕様 しよう specification 
省エネ しょうエネ energy conservation 
条件 じょうけん conditions 
条件設定 じょうけんせってい condition setting 
状態 じょうたい condition 
衝突 しょうとつ collision Va ch¹m
証明 しょうめい prove 
じょうめん じょうめん upper surface
初期 しょき initial stage 
初期値 しょきち initial value 
除去 じょきょ eliminate 
衝撃 しょうげき impact / shock 
詳細 しょうさい description / details 
上死点 じょうしてん maximum position 
小数点 しょうすうてん decimal point 
ショック ショック shock 
調べる しらべる check 
磁力 じりょく magnetic energy Nam ch©m
新規 しんき new order  / first order 
真空 しんくう vacuum 
侵食 しんしょく erosion 

inspection hole / centering
振動 しんどう vibration 

締める[ネジ] しめる[ネジ] VÆn l¹i
閉める[ドア] しめる[ドア] §ãng l¹i

Chèt v¸t
MÆt v¸t chèt
Van kÑp
§êng chÐo
Vïng nghiªng
ChÆn
Víng vÝu
MÆt nghiªng
Khèi
Söa
Lµm nhá
XuÊt hµng
M¸y mµI tù do
Thu hÑp
PhÇn tr¨m thu nhá
Söa ch÷a
§iÓm kÕt thóc
Kho¶ng c¸ch so víi ®iÓm kÕt thóc
Söa ch÷a
Thñ c«ng, b»ng tay
Quan träng

種類[タイプ] しゅるい[タイプ]

ChuÈn bÞ
Yªu cÇu

Ýt sö dông
Tèc ®é
§Æt l¹i thiÕt lËp
Tr¹ng th¸I, h×nh thøc

GiÊy chøng nhËn
MÆt trªn
Ban ®Çu
Gi¸ trÞ ban ®Çu
Xo¸, tÈy
TiÕng ®Ëp, giËt m×nh, ån
M« t¶ chi tiÕt
VÞ trÝ cao nhÊt
ChÊm phÈy
TiÕng ®éng
KiÓm tra

Yªu cÇu míi
Ch©n kh«ng
RØ han

芯出し[検査穴] しんだし[けんさあな] T©m ®êng trßn
Rung ®éng



す垂直 すいちょく perpendicular / vertical
水滴 すいてき water drop / condensation 
水平 すいへい evenness 
据え付ける すえつける emplace 
隙間 すきま space / gap 
スクリュープラグ スクリュープラグ screw plug 
スケジュール スケジュール schedule 
スティック砥石 スティックといし abrasive stick 
ステージ分け ステージわけ stage dividing T¸ch
ストリッパーガイドポスト ストリッパーガイドポスト stripper guide post B¹c
ストリッパー止め穴 ストリッパーとめあな stripper stopper hole 
ストリッパーＰＬ ストリッパーＰＬ

ストローク ストローク stroke 
図面 ずめん drawing / design 
図面枠 ずめんわく drawing / design frame 
滑る すべる slip 
摺り合わせ すりあわせ print pulling Ma s¸t
寸法 すんぽう measurement 

せ正回転 せいかいてん correct rotation / 
  clockwise rotation 

正確な せいかくな correct 
成形 せいけい figuration
成形研削盤 せいけいけんさくばん form grinding machine
生産 せいさん production 
生産性 せいさんせい productivity 
清浄 せんじょう purify
製造部 せいぞうぶ Manufacturing Department
製品送り方向 せいひんおくりほうこう product sending direction

precision (machine)
制度 せいど system / institution
精度 せいど preciseness 
性能 せいのう performance 
製品 せいひん product
成分 せいぶん component 
整流 せいりゅう rectification 
責任者 せきにんしゃ manager 
設計 せっけい

切削加工 せっさくかこう cutting process
切削性 せっさくせい ability to cut
切削条件 せっさくじょうけん cutting conditions 
切削速度 せっさくそくど cutting speed 
設置 せっち install 
設定 せってい set 
設定値 せっていち setting value 
セット治具 セットじぐ setting magnet / tool[jig]
設備 せつび facility 
説明 せつめい explain / explanation 
節約 せつやく conservation 
線 せん line 

Vu«ng gãc
Nhá rät
MÆt ngang
§Æt ô (tra dao vµo ô dao?)
Khe hë
Dông cô
Dù ®Þnh
§¸ mµi

Lç ren
stripperPL 

B¶n vÏ
Khung b¶n vÏ
Tr¬n trît

KÝch thíc

Quay theo chiÒu kim ®ång hå

ChÝnh x¸c
MµI mÆt ph¼ng
M¸y mµI mÆt mÆt ph¼ng
S¶n xuÊt
TÝnh s¶n xuÊt
Dän dÑp
Bé phËn s¶n xuÊt
Híng gia c«ng s¶n phÈm

精密(機械） せいみつ(きかい） M¸y chÝnh x¸c
ChÕ ®é
§é chÝnh x¸c
TÝnh n¨ng, c«ng n¨ng
S¶n phÈm, th¬ng phÈm
Thµnh phÇn

Ngêi qu¶n lý
design(ing) ThiÕt kÕ

Gia c«ng c¾t gät
Cã tÝnh gia c«ng c¾t gät
§iÒu kiÖn c¾t gät
Tèc ®é c¾t gät
§Þnh vÞ trÝ
ThiÕt lËp, ®Æt
Gi¸ trÞ thiÕt lËp
Dông cô kÑp chÆt
ThiÕt bÞ
Gi¶I thÝch
TiÕt kiÖm
§êng



前後 ぜんご front & back / before & after 
前後送り ぜんごおくり front & back sending 
前後ステージ ぜんごステージ before & after stages 
センター センター center 
センタリング センタリング centering 
旋盤 せんばん lathe (machine) 
専用 せんよう exclusive use

そ創意工夫 そういくふう inventive approach
操作 そうさ operate
創造 そうぞう create
総焼き入れ そうやきいれ overall hardening
素材 そざい material
測定 そくてい measure §o d¹c
測定器 そくていき measurer 
測定誤差 そくていごさ measurement error 
測定値 そくていち measurement value 
測定方法 そくていほうほう measuring method 
速度 そくど speed 
組織 そしき organization
外ネジ式ストリッパーボルト そとネジしきストリッパーボルト stripper bolt 
措置 そち measures 
反り そり bend / curve Cong

た対角線 たいかくせん diagonal line
耐久性 たいきゅうせい durability 
対策 たいさく countermeasure 
ダイストッパーボルト ダイストッパーボルト die stopper bolt 
大切 たいせつ

ダイセット ダイセット die set
ダイセットガイドポスト ダイセットガイドポスト die set guide post
ダイセットガイドブッシュ ダイセットガイドブッシュ die set guide bushing

type Lo¹i
ダイＰＬ ダイＰＬ

耐摩耗性 たいまもうせい wear resistance
タイミング タイミング timing
ダイヤモンドドレッサー ダイヤモンドドレッサー diamond dresser
平ら たいら flat
高さ たかさ height
たがね たがね chisel
打痕 だこん dent
脱脂 だっし

達成 たっせい accomplish
脱線 だっせん derailment
タップ加工 タップかこう tap processing
縦 たて vertical
妥当性確認 だとうせいかくにん validity confirmation
例えば たとえば for example
試す ためす try
単位 たんい unit

Tríc vµ sau
ChuyÓn dÞch tríc sau
Bíc tríc sau
Trung t©m
Trung t©m
Bµn m¸y
ChuyÓn dông

ý tëng, s¸ng kiÕn
§éng t¸c, thao t¸c
S¸ng t¹o
Gia nhiÖt toµn phÇn
Nguyªn vËt liÖu

Dông cu ®o
Sai sè ®o
Gi¸ trÞ ®o
Ph¬ng ph¸p ®o
Tèc ®é
C¬ cÊu, tæ chøc
Bu l«ng ®Þnh vi ren ngoµi
Xö lý

§êng vu«ng gãc giao nhau
TÝnh bÒn dai
§èi phã, ®èi s¸ch
Bu l«ng h·m ®Õ

inportant / valuable Quan träng
Khu«n ®Õ tÜnh
Chèt dÉn khu«n
B¹c dÉn khu«n

タイプ[種類] タイプ[しゅるい]

die ＰＬ TÊm ®Õ
TÝnh bÒn nhiÖt
TÝnh giê
Dìng söa ®¸ mÇu
Bµn ph¼ng
ChiÒu cao

VÕt xíc
defatting / degreasing

Hoµn thµnh
Uèn lîn
Tar« ren
Dùng ®øng

VÝ dô
KiÓm tra thö
§¬n vÞ ®o



端子 たんし terminal
弾性 だんせい elasticity
断線 だんせん break
単層フィルム たんそうフィルム single shelf film
段付ピン だんつきピン shoulder pin
断熱性 だんねつせい

断面 だんめん cross section

ち 知識 ちしき knowledge
縮む ちじむ shrink
チャックブロック チャックブロック magnetic block
調査 ちょうさ investigation
調整 ちょうせい alignment / adjustment
直線 ちょくせん straight line
直径 ちょっけい diameter
注意 ちゅうい caution
中心 ちゅうしん center

つ追加 ついか add / addition / additional
追加ボルト ついかボルト additional bolt
通電ブロック つうでんブロック

突き当てピン つきあてピン setting pin
次穴 つぎあな next hole
継ぎ手 つぎて joint
繋ぎ目 つぎめ connection
通常 つうじょう normally
ツリーガン ツリーガン air gun

truing

て抵抗 ていこう resistance
停止 ていし stop
定数 ていすう constant number
低速 ていそく low speed
定期検査 ていきけんさ periodic testing
定期点検 ていきてんけん periodic inspection
ディンプル加工 ディンプルかこう embossing
ディンプル型 ディンプルがた dimple die
データ データ data
適合 てきごう conform
適合性 てきごうせい conformity
凸凹 でこぼこ ragged / bumpy
手順 てじゅん procedure
電気回路 でんきかいろ electrical circuit
電気グラインダー でんきグラインダー electric grinder
電気抵抗 でんきていこう electrical resistance
電極 でんきょく

点検 てんけん inspection
テンション テンション tension
点灯 てんとう lighting
点滅 てんめつ flashing / blinking

V¹ch chia ®¬n vÞ ®o
Cong vªnh mét phÇn do t¸c ®éng
Nèi tiÕp, nèi ®o¹n
ChØ mét
Chèt chuÈn nhiÒu bËc

adiathermic / heat insulated TÝnh c¸ch nhiÖt
MÆt ph¼ng

Am hiÓu
Co l¹i, kÐo l¹i
M¸ng, r·nh kÑp mòi khoan
§iÒu tra
§iÒu chØnh
§êng th¼ng, trùc tuyÕn
Pame ®o lç
Chó ý
Trung t©m

Bæ sung
Bæ sung bul«ng

electric connerctor piece PhÝch c¾m ®iÖn
Chèt giíi h¹n kho¶ng c¸ch
Lç tiÕp theo

Th«ng thêng
Sóng h¬i

ツルーイング[型直し] ツルーイング[かたなおし]

Kh«ng ®óng
Dõng l¹i
H»ng sè
Tèc ®é chËm
KiÓm tra ®Þnh kú
KiÓm ®iÓm ®Þnh kú
Gia c«ng uèn n¾n
Khu«n uèn n¾n
D÷ liÖu
ThÝch hîp

NhÊp nh«, låi lâm
Thø tù, tr×nh tù
M¹ch ®iÖn
M¸y mai ®iÖn
§iÓn trë

erectrode(pole) §iÖn lùc
KiÓm tra, kiÓm ®iÓm

¸nh s¸ng
Lóc s¸ng, lóc tèi



と 砥石 といし grinding stone / grindstone
銅 どう copper
道具 どうぐ tools
同時抜き どうじぬき simultaneous blanking
透明アクリルカバー とうめいアクリルカバー clear acrylic cover

penetrate / penetration
通し穴 とおしあな penetration hole
通しノック とおしノック penetration knock

torn off
溶かす とかす

特殊 とくしゅ special
突発的 とっぱつてき accidental
トラブルシューティング トラブルシューティング trouble shooting
トランスボックス トランスボックス transforming box
取り付ける とりつける attach
トリム トリム trim
ドリル ドリル drill
トルク トルク torque
ドレッサー ドレッサー dresser

dressing

な 内径 ないけい inside diameter
長さ ながさ length
中材 なかざい inner material
流れる ながれる flow
斜め ななめ diagonal
中抜残し なかぬきのこし core leaving

に逃がし にがし

逃がし加工 にがしかこう flee grinding process
逃げ にげ

二重絶縁 にじゅうぜつえん double insulated
２段順送 ２だんじゅんそう 2 stage order sending

ぬ抜き型 ぬきがた piercing die / blanking die
抜き形状 ぬきけいじょう blanking form 
抜き材 ぬきざい blanking material 
抜き調整 ぬきちょうせい blanking control 
抜き取り検査 ぬきとりけんさ random inspection 
抜き方向 ぬきほうこう blanking direction
抜く ぬく blanking / piercing
塗る ぬる paint 

ねねじる ねじる twist 
熱 ねつ heat
熱硬化 ねつこうか heat hardening 
熱膨張 ねつぼうちょう thermal expansion 
粘る なばる hold out / tacky 
粘着材 ねんちゃくざい adhesive material 

§¸ mµi
§ång
Dao, dông cô

C¸I che s¹ch b»ng Acrylic
通し[貫通] とおし[かんつう] Suèt, th«ng, thñng

Lç thñng

トーンオフ[目こぼれ] トーンオフ[めこぼれ]

dissolve(液体に） / melt(熱で)
§Æc thï, ®Æc biÖt

XÕp ®Æt, m¾c ®iÖn tho¹i
Lç khoan
Mòi khoan

Dông cô mµI ®¸
ドレッシング[目直し] ドレッシング[めなおし]

§êng kÝnh trong
ChiÒu dµi
VËt liÖu bªn trong
Ch¶y, tr«I, thuËn lîi
Nghiªng, chÐo

flee(ing) Th¶ ra, bá ra
§ang gia c«ng

flee(ing) Ch¹y trèn

Th©n khu«n dËp
T×nh tr¹ng nguyªn liÖu
Nguyªn vËt liÖu
§iÒu chØnh
KiÓm tra
Môc tiªu, ph¬ng ch©m
Xo¸ bá
B«I, quÐt (s¬n) 

VÆn, xo¸y èc
NhiÖt ®é

Kiªn tr×
Tªn vËt liÖu



粘度 ねんど viscosity 

の納期 のうき due date / delivery date 
能力 のうりょく skills 
能率 のうりつ efficiency 
ノック穴 ノックあな knock hole 
ノックピン ノックピン knock pin / dowel pin 
伸びる のびる grow / stretch 
登る のぼる climb 

は廃棄物 はいきぶつ waste (product) 
バイス バイス vise 
廃水処理 はいすいしょり liquid waste treatment 

delivery date 
配置 はいち position 
配列 はいれつ alignment
剥がす はがす peel off
刃型 はがた half cutting die 
ハカマ ハカマ set PL 
計る はかる measure / time / scale 
刃側面 はそくめん blade (side) surface 
挟む はさむ clip / pinch 

put in between A and B 
刃断面 はだんめん blade cross section surface 
バッキングＰＬ バッキングＰＬ backing PL 
発送 はっそう delivery / shipping 
発明 はつめい invent 
ハネ ハネ

ハネダシ ハネダシ

ハネダシピン ハネダシピン knockout pin 
白化 はっか whitening M¹
幅 はば width 
刃バッキングＰＬ はバッキングＰＬ

刃ＰＬ はＰＬ

刃曲げ はまげ blade bending 
バラツキ バラツキ variation / dispersion Rung l¾c
バリ バリ

バリ取り バリとり Th¸o ®¸
張る はる spread 
貼る はる post / paste D¸n
バレル加工 バレルかこう barrel processing
範囲 はんい limits / scope
半径 はんけい radius
半自動機 はんじどうき

半田 はんだ solder 
ハンチントンドレッサー ハンチントンドレッサー Huntington dresser 
パンチ パンチ punch 
パンチ止め穴 パンチとめあな punch stopper hole 
パンチＰＬ パンチＰＬ

反転 はんてん half turn 

Thêi h¹n, kú h¹n
N¨ng lùc
N¨ng suÊt, hiÖu suÊt, hiÖu qu¶
Lç chuÈn
Chèt ®Þnh vÞ
DµI ra
§I lªn, t¨ng lªn

VËt liÖu thõa

Xö lý níc th¶i
配達(日) はいたつ(び) Ngµy ®a (®¬n, ®¬n hµng)

Bè trÝ, vÞ trÝ
XÕp hµng
Bãc, më
§Õ khu«n c¾t half c¾t
TÊm set (ngay trªn ®Õ)
TÝnh giê, tÝnh thêi gian
H×nh chiÕu c¹nh
KÑp

挟む(AとBの間に) はさむ(AとBのあいだに) §Æt vµo gi÷a A vµ B
MÆt c¾t
TÊm håi
Ph¸t ®I, göi ®i
Ph¸t minh, s¸ng chÕ

shedder 
shedder PL TÊm díi cïng cña khu«n trªn

Th¸o chèt

§é réng
half cut backing ＰＬ Lìi c¾t ngîc PL

half cutting ＰＬ Lìi c¾t PL
Lìi bÎ, uèn

burr(ing) §¸ mµi
de-burring

kÐo dµi

Thïng gia c«ng
Giíi h¹n
B¸n kÝnh

partial automator M¸y b¸n tù ®éng
Que hµn
Giòa
Chèt dËp
Lç dõng chèt dËp

punch ＰＬ Chèt dËp PL (plate-tÊm?)
§¶o ngîc, ®èi xøng



band saw 
反応 はんのう reaction 

ひ比較 ひかく comparison 
比較的 ひかくてき relatively / comparatively 

draw a line 
ヒゲバリ ヒゲバリ

歪み ひずみ distortion 
歪みを取る ひずみをとる remove distortion 
浸す ひたす soak 
微調整 びちょうせい fine adjustment
引っ張る ひっぱる pull 
必要 ひつよう need / necessary 
ビトリファイド ビトリファイド vitrified
ピッチ ピッチ pitch 
ひび割れ ひびわれ crack 
評価 ひょうか evaluation 
表示 ひょうじ indication 
標準 ひょうじゅん criterion / standard
標準化 ひゅうじゅんか standardize 
標準作業 ひょうじゅんさぎょう standard operation 
平ワッシャー ひらワッシャー flat washer
比率 ひりつ ratio 
拡がる ひろがる spread 
広げる ひろげる expand / widen 
ピンゲージ ピンゲージ pin gage / pin gauge 
品質 ひんしつ quality 
品質保証 ひんしつほしょう quality guarantee 
ピンラミ ピンラミ laminating C¸n

ふフィーダーガイドピン フィーダーガイドピン feeder guide pin 
フィクスチャー フィクスチャー fixture 
フェイサー フェイサー facer 
フォームツルーイング フォームツルーイング form truing 
防ぐ ふせぐ prevent 
フタナット フタナット nut
プッシュバック（駒） プッシュバック（こま）

普通 ふつう normal / usual 
物体 ぶったい object 
部品 ぶひん parts
増やす ふやす increase
フライス盤 フライスばん milling machine M¸y  c¸n
ブラスター加工 ブラスターかこう

フランジ フランジ flange
プランジャ プランジャ plunger

flexible print circuit
プレス プレス press
触れる ふれる touch
フローティングジョイントコネクター フローティングジョイントコネクター floating joint connector
プロジェクト プロジェクト project

バンドソー(帯のこ) バンドソー(おびのこ) Ca vßng
Ph¶n t¸c dông

So s¸nh
T¬ng ®èi

引く(線を) ひく(せんを) KÐo, vÏ ®êng th¼ng
burr(ing) §¸ mµi

BiÕn d¹ng
C¾t bá biÕn d¹ng
Ng©m, thÊm (níc)
§iÒu chØnh nhá
KÐo
CÊn thiÕt
Tr¸ng (men)
Kho¶ng c¸ch, bíc (ren)
BÎ g·y, vì, nøt
Gi¸ trÞ
HiÓn thÞ
Tiªu chuÈn
Tiªu chuÈn ho¸
Tiªu chuÈn lµm viÖc
Vßng ®Öm ph¼ng
Tû sè
Tr¶i, c¨ng ra
Më réng
Chèt r¬I, chèt thæi
ChÊt lîng
B¶o ®¶m chÊt lîng

Chèt dÉn
Cè ®Þnh
T¸c ®éng vµo mÆt
Méu thËt
Ng¨n
§ai èc n¾p

pushback(punch) §Èy ngîc (khoan)
Th«ng thêng
VËt thÓ, ®èi tîng
Chi tiÕt, s¶n phÈm
T¨ng thªm

braster process Gia c«ng thæi h¬i (¸p lùc)
MÐp, bÝch
pit t«ng, miÖng hót

フレキ(シブル) フレキ(シブル) C¸p linh ho¹t
DËp, Ên
Sê, ®ông ch¹m
§Çu kÕt nèi cã chç kÕt nèi næi
Dù ¸n



ブロセス ブロセス process
プロット出力 プロットしゅつりょく plot outputting 

へ平均 へいきん average 
平行ピン へいこうピン parallel pin
平面度 へいめんど flatness / levelness 
ヘソ ヘソ hump 
ヘソ取り ヘソとり hump removing 
減らす へらす decrease 
変形 へんけい deforming
変更 へんこう alter / change
偏心ピン へんしんピン eccentricity pin 
変則 へんそく irregular 
偏平 へんぺい

ほポイントタップ ポイントタップ point taps 
方向 ほうこう direction 
報告書 ほうこくしょ report B¶n b¸o c¸o
方法 ほうほう method 
ボール盤 ボールばん drilling machine 
ボールベアリング ボールベアリング ball bearing 
防止 ぼうし prevention 
方針 ほうしん principles 
放電 ほうでん electrical discharge 
ポカヨケ ポカヨケ protector 
ポカヨケピン ポカヨケピン protect pin 
保管 ほかん store / storing / storage 
補強板 ほきょうばん reinforcement board / 

stiffener 
ポケット加工 ポケットかこう pocket processing 
保証書 ほしょうしょ guarantee form 
補正 ほせい correction 
補正値 ほせいち correction value 
補材 ほざい (sub) material 
保存 ほぞん preserve / preservation 
ポリエステル ポリエステル polyester 
ボリマー ボリマー polymer 
ポリイミド ポリイミド

ボルト ボルト bolt 

ま巻き取りプーリー まきとりプーリー roller pulley 
膜 まく film / membrane / skin 
膜圧 まくあつ film thickness 
曲げ型 まげがた bending die 
マシニング マシニング machining M¸y MC
摩擦 まさつ friction Ma s¸t, x©y x¸t
間違い まちがい mistake 
マニュアル マニュアル manual 
摩耗 まもう wearing(down) 
丸パンチ まるパンチ round punch 

Dông cô, xö lý
XuÊt plot

Trung b×nh, b×nh qu©n
Chèt, ghim song song
§é song ph¼ng
Gå ghÒ
C¾t gå ghÒ
C¾t gi¶m
BiÕn h×nh, biÕn d¹ng
Thay ®æi
Chèt lÖch t©m
Kh«ng theo quy t¾c

humilis / flat MÆt ph¼ng

VÞ trÝ, ®iÓm t¸p dÊu
Ph¬nh híng

Ph¬ng ph¸p
M¸y khoan
æ bi
Ng¨n ngõa
Ph¬ng ch©m
Th¸o gì ®iÖn
Dông cô b¶o hé
Ghim kÑp, chèt b¶o vÖ
Kho
TÊm t¨ng cøng

Dông cô cÇm tay
GiÊy b¶o ®¶m
ChØnh söa, hiÖu chØnh
Gi¸ trÞ , lîng chØnh söa
VËt liÖu bæ trî, thay thÕ
Lu gi÷
P«li este
P« li me

po]yamide P« li a mit
Bu l«ng

Buli con l¨n
PhÇn mµi bªn ngoµi (vá)
§é dµy cña vá
Chç uèn, khuûu

Lçi
Thñ c«ng
Mµi mßn
Mòi khoan, ®ét trßn



み磨く みがく polish 
ミクロジョイント ミクロジョイント micro joint 
ミクロン ミクロン

短い みじかい short, 
溝 みぞ

溝加工 みぞかこう

見本 みほん example 

む難しい むずかしい difficult / hard 
無駄 むだ waste 
ムラ ムラ irregularity / unevenness 
無理 むり impossible 

め torn off 
メス メス die PL [female] 
メッキ メッキ plating 

glazing 
loading 

メトカルフドレッサー メトカルフドレッサー

dressing 
目盛り めもり scale
面つけ めんつけ sheet layout 
メンテナンス メンテナンス maintenance B¶o tr×
面取り めんとり chamfer 

も 目測 もくそく visual estimation 
目的 もくてき purpose 
目標 もくひょう goals 
モデルチェンジ モデルチェンジ model change 
モミツケ モミツケ

もろい もろい fragile

や焼き入れ やきいれ hardening 
焼き戻し やきもどし reverse hardening 
軟らかい やわらかい soft

ゆ油圧 ゆあつ hydraulic(pressure) 

よ 用途 ようと intended use 
横 よこ horizontal 
横送り よこおくり side sending 
予定表 よていひょう schedule / agenda 
予熱 よねつ preheating 
予備 よび spare 
予備品 よびひん spare supply 
弱い よわい weak 
撚る よわる twist / plying 

ら ラミネート穴 ラミネートあな laminate hole 

§¸nh bãng
§iÓm micr«

microns[μ] Micr«
Ng¾n

groove　/　gutter R·nh, m¸ng

groove　processing Gia c«ng r·nh
B¶n mÉu

Khã, nÆng
V« Ých
BÊt quy t¾c
Kh«ng thÓ

目こぼれ(トーンオフ) めこぼれ(トーンオフ) Ng¾t, t¾t
Dao
§¸nh dÊu

目つぶれ[グレージング} めつぶれ[グレージング} §¸nh bãng
目づまり[ローディング] めづまり[ローディング] §ang t¶i

Metcalｆ　dresser Giòa tay
目直し[ドレッシング] めなおし[ドレッシング] S¾p xÕp hµng

V¹ch chia trªn thíc
B¶n vÏ nhËn tõ kh¸ch hµng

C¾t tØa

§o víi m¾t
Môc ®Ých
Môc tiªu
Thay ®æi mÉu

momitsuke Lç tú
M¶nh, dÔ vì

R¾n, cøng
R¾n, cøng trë l¹i
DÎo

Thuû lùc

§å ®îc dïng
hoµnh, ngang
Khay vËn chuyÓn ngang
B¶ng kÕ ho¹ch
Lµm nãng tríc
Dù phßng
§å dù phßng
YÕu
Thõng

Lç n«ng



ラミネートマーク ラミネートマーク laminate mark 

り リーダー リーダー reader 
リードバイス リードバイス heavy-duty vise 
リーマー リーマー reamer
リーマー通し リーマーとおし reamer penetration
理想 りそう ideal 
率 りつ odds / rate
理由 りゆう reason
粒子 りゅうし grain / particles H¹t
両端 りょうたん both ends 

る 累計 るいけい total sum 
ルーター ルーター router 
ルール ルール rules 

れ レイアウト レイアウト layout 
レジノイド レジノイド

練習 れんしゅう practice 
連続 れんぞく continuation 
連絡 れんらく communication 

ろ 漏電 ろうでん electrical leak 
loading N¹p

ロケーション穴 ロケーションあな locating hole 
六角 ろっかく hexagon 
六角穴付きとめネジ ろっかくあなきとめネジ socket head cap screw 
六角レンチ ろっかくレンチ

ロット ロット lot 

わ Y axis 
Y direction 

ワイヤー加工 ワイヤーかこう wire processing 
wire cut(ting) 

ワーク ワーク material 
ワークガイド ワークガイド work guide 
枠 わく frame 
割れ われ break

DÊu, vÕt máng

Bé, ®Çu ®äc
£ t« kÑp chÆt
Dao khoÐt
Khoan, khoÐt xuyªn
Lý tëng
Tû lÖ
Lý do

Hai ®Çu

Tæng
VÝt h¬i
Nguyªn t¾c

Líp
resinoid Nhùa

LuyÖn tËp
TiÕp tôc
Liªn l¹c

Ng¾n m¹ch
ローディング[目づまり] ローディング[めづまり]

Lç ®Þnh vÞ
Lôc gi¸c
Bu l«ng cã lç lôc gi¸c ë ®Çu

allen wrench Cµ lª, tuýp lôc gi¸c
MiÕng, m¶nh

Y軸 Yじく Trôc Y
Y方向 Yほうこう Híng Y

Gia c«ng trªn m¸y c¾t d©y
ワイヤーカット[WC] ワイヤーカット[WC] C¾t b»ng d©y

C«ng viÖc
ChØ dÉn c«ng viÖc
Khung
GÉy, vì, nøt















Kho¶ng c¸ch so víi ®iÓm kÕt thóc







Cong vªnh mét phÇn do t¸c ®éng
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