
Tools & DIY 

ENGLISH ROMAJI JAPANESE 

DIY NICHIYOUDAIKU / DIY 日曜大工 / DIY 

the woodwork mokkō 木工 

the electricity denki 電気 

the masonry ishitsumi 石積み 

the paint, the paintwork, 
the painting 

peinto , peinto wāku , peintingu 
ペイント、ペイントワーク、

ペインティング 

the plumbing haikan 配管 

sculpture chōkoku 彫刻 

the upholstery shitsunai sōshokuhin 室内装飾品 

leatherwork kawazaiku 革細工 

rusty sabita さびた 

broken kowareta 壊れた 

TOOLS TSŪRU ツール 

the ladder hashigo はしご 

a 3d printer 3 D purintā 3Dプリンター 

a ball bearing bōrubearingu ボールベアリング 

a bar bā バー 

a blade burēdo ブレード 

a blowtorch tōchi トーチ 

a bolt boruto ボルト 

a bracket buraketto ブラケット 

a brush, the paint brush burashi , peinto burashi ブラシ、ペイントブラシ 

a bucket baketsu バケツ 

a caulk gun kōkingugan コーキングガン 

a chainsaw chēnsō チェーンソー 

a chisel nomi のみ 

a circular saw maru noko 丸鋸 

a clamp kuranpu クランプ 

a compass konpasu コンパス 

a cord, the rope kōdo , rōpu コード、ロープ 

a cordless drill kōdoresu doriru コードレスドリル 

a counter nut kauntā natto カウンターナット 

a crimper / the plier kurinpa / penchi クリンパ/ペンチ 

a cutter kattā カッター 

a damper / a pipe wrench danpā / paipu renchi ダンパー/パイプレンチ 



a drill doriru ドリル 

a drill bit doriru bitto ドリルビット 

a dust mask bōjin masuku 防塵マスク 

a file fairu ファイル 

a flashlight kaichū dentō 懐中電灯 

a fork fōku フォーク 

a glue gun gurūgan グルーガン 

a grinder guraindā グラインダー 

a hacksaw yumi no ko 弓のこ 

a hammer hanmā ハンマー 

a handle handoru ハンドル 

a handsaw handosō ハンドソー 

a headlamp heddo ranpu ヘッドランプ 

a jigsaw jigusōpazuru ジグソーパズル 

a joint kansetsu 関節 

a knife naifu ナイフ 
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