
jù wú bà

巨无霸 ビッグマック

shuāng céng jí shì hàn bǎo bāo

双层吉士汉堡包 ダブルチーズバーガー

yuán wèi tè jí bǎn shāo jī tuǐ bǎo

原味特级板烧鸡腿堡 グリルチキンバーガー

hàn bǎo bāo

汉堡包 ハンバーガー

mài là jī tuǐ hàn bǎo

麦辣鸡腿汉堡 スパイシーチキンバーガー

mài xiāng jī

麦香鸡 チキンフィレオ

jí shì hàn bǎo bāo

吉士汉堡包 チーズバーガー

mài xiāng yú

麦香鱼 フィレオフィッシュ

nà me dà jī pái

那么大鸡排 でかチキンカツ

zhēn cuì mài là jī tuǐ hàn bǎo

珍萃麦辣鸡腿汉堡 オリジナルスパイシーチキンバーガー

péi gēn shū cài shuāng céng niú bǎo

培根蔬萃双层牛堡 ベーコントマトレタスバーガー

shuāng céng mài là jī tuǐ hàn bǎo

双层麦辣鸡腿汉堡 ダブルスパイシーチキンバーガー

xīng chú xì liè

星厨系列 スペシャルメニュー系列

zhī zú huǒ tuǐ jiā cháng bǎo

芝足火腿加长堡 こってりハムサンド

mì zhī jī tuǐ mǎn wǎn fàn

蜜汁鸡腿满碗饭 甘味チキン丼

xiāng mǎn nèn jī jiā cháng bǎo

香满嫩鸡加长堡 グリルチキンサンド

tài shì xiāng sī jī ròu bǎo

泰式香撕鸡肉堡 タイ式チキンバーガー
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bù sù zhī bà shuāng céng niú bǎo

不素之霸双层牛堡 ジャーマンダブルソーセージバーガー

nà me dà jī pái mǎn wǎn fàn

那么大鸡排满碗饭 でかチキンカツ丼

hǎo yùn hóng cháng zhū pái bǎo

好运红肠猪排堡 ソーセージポークカツバーガー

chuān là xiāng sī zhū ròu bǎo

川辣香撕猪肉堡 スパイシーポークバーガー

shuāng céng ā lā sī jiā xiá xuě yú bǎo

双层阿拉斯加狭鳕鱼堡 ダブルアラスカスケトウダラバーガー

bào jiāng zhī shì jī pái bǎo

爆浆芝士鸡排堡 チーズチキンカツバーガー

nǎi yóu jiān guǒ jiàng dàn niú bǎo

奶油坚果酱蛋牛堡 クリームナッツ風味エッグビーフバーガー

mò xī gē shāo kǎo fēng wèi jī tuǐ bǎo

墨西哥烧烤风味鸡腿堡 メキシカンBBQ風味チキンバーガー

àn yè hēi hú jiāo jī tuǐ bǎo

暗夜黑胡椒鸡腿堡 ブラックペッパーチキンバーガー

chāo jí péi gēn jī pái bǎo

超级培根鸡排堡 スーパーベーコンチキンバーガー

dà shǔ tiáo

大薯条 フライドポテト大

zhōng shǔ tiáo

中薯条 フライドポテト中

xiǎo shǔ tiáo

小薯条 フライドポテト小

mài là jī chì

麦辣鸡翅 ジューシーチキン

mài lè jī

麦乐鸡 チキンナゲット

mài lè jī chì

麦辣鸡翅 ジューシーチキン

tián xiāng yù mǐ bēi

甜香玉米杯 スイートコーン

マクドナルド：麦当劳 mài dāng láo のメニューの読み方 2/10

2



xiāng gǔ jī tuǐ

香骨鸡腿 骨付きチキン

xiǎo shí fēn xiǎng hé

小食分享盒 スナックボックス

shǔ tiáo jiù jiàng

薯条就酱 ドレッシング付フライドポテト

cuì gǔ jī

脆骨鸡 鳥軟骨

nù fàng fèn xiǎng hé

怒放分享盒 チキンスナックボックス

nà me dà jī chì

那么大鸡翅 でか手羽

yán shāo fēng wèi jī chì

岩烧风味鸡翅 石焼風味手羽

shāo kǎo fēng wèi jī chì

烧烤风味鸡翅 BBQ風味手羽

liū liū wán zhào shāo ròu wán

溜溜丸照烧肉丸 ミートボール

xiān xiāng jiāo yán wèi nà me dà jī pái

鲜香椒盐味那么大鸡排 さんしょう塩風味でかチキンカツ

dà yáng zhōu fēng wèi zhà xiā bàng

大洋洲风味炸虾棒 オセアニア風味エビフライ

fēi zhōu fēng wèi yān xūn fēng wèi jī chì

非洲风味烟熏风味鸡翅 アフリカ風味燻製手羽

shǔ tiáo jiù jiàng zhī shì shāo kǎo jiàng fēng wèi

薯条·就酱芝士烧烤酱风味 ドレッシング付フライドポテト チーズBBQ風味

cuì pí fēng táng fēng wèi jī chì

脆皮枫糖风味鸡翅 パリパリメイプルシュガー手羽

chāo jí ròu jiàng shǔ tiáo

超级肉酱薯条 スーパーミートソースフライドポテト

kù yè pài hēi sēn lín fēng wèi

酷夜派黑森林风味 クールナイトパイ 暗黒森林風味
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kě kǒu kě lè

可口可乐 コカコーラ

McCafe  xiān zhǔ kā fēi

McCafe鲜煮咖啡 コーヒー

nǎi xī ( xiāng cǎo )

奶昔(香草) シェイク  ( バニラ )

chún niúnǎi

纯牛奶 ミルク

hóng chá

红茶 紅茶

xuě bì mài lè kù

雪碧麦乐酷 マックフロートスプライト

yōu pǐn dòu jiāng

优品豆浆 豆乳

měi zhī yuán bǎi fēn zhī bǎi chéng zhī

美汁源100%橙汁 ミニッツメイド１００％オレンジジュース

rè zhū gǔ lì

热朱古力 ホットチョコレート

bīng lù kuàng wù zhí shuǐ

冰露矿物质水 ミネラルウォーター

kě lè mài lè kù

可乐麦乐酷 マックフロートコーラ

yǒu guǒ nǎi xī  ( cǎo méi ) 

优果奶昔(草莓) マックシェイク ( ストロベリー )

yǒu guǒ nǎi xī  ( zhū gǔ lì ) 

优果奶昔(朱古力) マックシェイク ( チョコレート )

yǒu guǒ nǎi xī  ( xiāng cǎo ) 

优果奶昔(香草) マックシェイク ( バニラ )

bīng huǒ yáng táo qí lè kù

冰火杨桃奇乐酷 スターフルーツジュース

tè jí nóng huá nǎi chá

特级浓滑奶茶 プレミアムミルクティー

hēi zhī ma zhēn zhū nǎi chá

黑芝麻珍珠奶茶 黒ごまタピオカミルクティー
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xuě bì

雪碧 スプライト

líng dù kě kǒu kě lè

零度可口可乐 コカコーラゼロ

FUZE tea níng méng hóng chá wèi yǐn liào

FUZE tea柠檬红茶味饮料 FUZE tea レモンティー風味飲料

mài xuán kù yáng guāng chéng

麦旋酷阳光橙 マックフロート ミニッツメイドオレンジ

měi zhī yuán yáng guāng chéng

美汁源阳光橙 ミニッツメイドオレンジジュース

sāng gé lì yà fēng wèi nuǎn yǐn / lěng yǐn

桑格利亚风味暖饮/冷饮 フレーバーワイン風味ホット飲料/コールド飲料

lì zhī huǒ lóng kǒu wèi qí lè kù

荔枝火龙果口味奇乐酷 ライチドラゴンフルーツ味ジュース

zhà dàn hēi kù yǐn hóng shí lú kǒu wèi

炸弹黑酷饮 红石榴口味 ブラックボムジュース ザクロ味

zhà dàn hēi kù yǐn gān jú kǒu wèi

炸弹黑酷饮 柑橘口味 ブラックボムジュース 柑橘味

què cháo bīng shuǎng chá fēng mì xuě lí wèi

雀巢冰爽茶蜂蜜雪梨味 ネスレ アイスティー ハチミツ雪梨味

lì zhī kǒu wèi wū lóng pào pào chá

荔枝口味乌龙泡泡茶 ライチ風味ウーロン茶

pào pào qiú zhēn zhū nǎi chá yuán wèi

泡泡球珍珠奶茶原味 タピオカミルクティー

pào pào qiú zhēn zhū nǎi chá hóng dòu kǒu wèi

泡泡球珍珠奶茶红豆口味 タピオカミルクティー アズキ味

mó kǎ bīn fēn kù

摩卡缤纷酷 モカミックスフロート

hóng méi bīn fēn kù

红莓缤纷酷 クランベリーミックスフロート

mì guā bīn fēn kù

蜜瓜缤纷酷 メロンミックスフロート

xiāng yù bīn fēn kù

香芋缤纷酷 タロイモミックスフロート
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hóng zǎo guì yuán chá

红枣桂圆茶 龍眼入り干しナツメ茶

máng guǒ kǒu wèi mài xuàn kù

芒果口味麦炫酷 マックフロート マンゴー

zá guǒ bīn fēn qí lè kù

杂果缤纷奇乐酷 フルーツ片入りジュース

cǎo méi kǒu wèi qí lè kù

草莓口味奇乐酷 イチゴ味 ジュース

lì zhī yē guǒ kǒu wèi nuǎn yǐn

荔枝椰果口味暖饮 ライチココナッツ ホット飲料

sāng gé lì yà tè yǐn

桑格利亚特饮 フレーバーワイン風飲料

mài xuàn fēng  ào lì ào kǒu wèi

麦旋风奥利奥口味 マックフルーリーオレオ味

mài xuàn fēng  ào lì ào cǎo méi kǒu wèi

麦旋风奥利奥草莓口味 マックフルーリーストロベリーヨーグルト

qiǎo kè lì xīn dì

巧克力新地 チョコレートサンデー

cǎo méi xīn dì

草莓新地 ストロベリーサンデー

yuán tǒng bīng qí lín

圆筒冰淇淋 ソフトクリーム

bīn fēn yuán tǒng bīng qí lín  mó kǎ kǒu wèi

缤纷圆筒冰淇淋  摩卡口味 ソフトクリーム モカ

bīn fēn yuán tǒng bīng qí lín  xiāng yù kǒu wèi

缤纷圆筒冰淇淋  香芋口味 ソフトクリーム タロイモ

bīn fēn yuán tǒng bīng qí lín  mì guā kǒu wèi

缤纷圆筒冰淇淋  蜜瓜口味 ソフトクリーム メロン

bīn fēn yuán tǒng bīng qí lín  hóng méi kǒu wèi

缤纷圆筒冰淇淋  红莓口味 ソフトクリーム クランベリー

nà me dà tián tǒng ào lì ào bǐng gān mǒ chá jiàng kǒu wèi

那么大甜筒 奥利奥饼干抹茶酱口味 でかソフト オレオ＆抹茶ソース味

nà me dà tián tǒng bō luó máng guǒ jiàng kǒu wèi

那么大甜筒 菠萝芒果酱口味 でかソフト パイナップルマンゴーソース味
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má ma hēi tián tǒng

麻麻黑甜筒 黒ゴマソフトクリーム

shuāng xuán yuán tǒng bīng qí lín

双旋圆筒冰淇淋 ２色ソフトクリーム

táo huā kǒu wèi mài xuàn fēng

桃花口味麦旋风 マックフルーリー ピーチフラワー

táo huā tián tǒng

桃花甜筒 ピーチフラワーソフトクリーム

cǎo méi pài

草莓派 ストロベリーパイ

bō luó pài

菠萝派 パイナップルパイ

xiāng yù pài

香芋派 タロイモパイ

hóng dòu pài

红豆派 アズキパイ

hēi lǐ bái pài

黑里白派 黒白パイ

píng guǒ pài

苹果派 アップルパイ

máng guǒ pài

芒果派 マンゴーパイ

táo huā kǒu wèi cǎo méi xīn dì

桃花口味草莓新地 ピーチフラワー味ストロベリーサンデー

táo huā kǒu wèi xīn dì ( zhū gǔ lì )

桃花口味新地(朱古力) ピーチフラワー味チョコレートサンデー

huā shēng zhū gǔ lì xīn dì

花生朱古力新地 ピーナッツチョコレートサンデー

pào pào quān tián tián quān dàn gāo

泡泡圈甜甜圈蛋糕 ドーナツケーキ

hóng dòu mǒ chá xīn dì

红豆抹茶新地 アズキ抹茶サンデー

huā shēng cǎo méi xīn dì

花生草莓新地 ピーナッツストロベリーサンデー
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huā shēng cǎo méi mài xuàn fēng

花生草莓麦旋风 マックフルーリー ピーナッツストロベリー

huā shēng kǒu wèi yuán tǒng bīng qí lín

花生口味圆筒冰淇淋 ピーナッツ味ソフトクリーム

huā shēng ào lì ào mài xuàn fēng

花生奥利奥麦旋风 マックフルーリー ピーナッツオレオ

niǔ yuē zhī shì dàn gāo tián tǒng

纽约芝士蛋糕甜筒 ニューヨークチーズケーキソフトクリーム

xuán mǐ chá tián tǒng

玄米茶甜筒 玄米茶ソフトクリーム

pí pa yáng lí pài

枇杷洋梨派 ビワ洋ナシパイ

zǎo chén quán cān

早晨全餐 ビッグブレックファスト

cuì shǔ bǐng

脆薯饼 ハッシュポテト

zhū liǔ dàn mài mǎn fēn

猪柳蛋麦满分 ソーセージエッグマフィン

huǒ tuǐ bā mài mǎn fēn

火腿扒麦满分 ハムサンドマックマフィン

zhū liǔ mài mǎn fēn

猪柳麦满分 ソーセージマックマフィン

jí shì dàn bǎo

吉士蛋堡 エッグマックバーガー

dà cuì jī bā mài mǎn fēn

大脆鸡扒麦满分 チキンクリスプマフィン

shuāng céng yuán wèi bǎn shāo jī tuǐ mǎn fēn

双层原味板烧鸡腿麦满分 ダブルグリルチキンマフィン

gǔ wù jī ròu mài xiān zhōu

谷物鸡肉麦鲜粥 鶏肉粥

péi gēn dàn xiāng jiān bing

培根蛋香煎饼 ベーコンエッグ薄もちサンド

zhū liǔ dàn bǎo

猪柳蛋堡 ソーセージエッグバーガー
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jí shì dàn mài mǎn fēn

吉士蛋麦满分 エッグマックマフィン

yān ròu dàn mài mǎn fēn

烟肉蛋麦满分 ベーコンエッグマックマフィン

cuì xiāng yóu tiáo

脆香油条 中華揚げパン

jīn màn tóu

金镘头 中華蒸しパン

mì zhì jī tuǐ mài qù fàn

秘制鸡腿麦趣饭 チキン＆ライス

wǔ sè nèn jī mài fàn juǎn

五色嫩鸡麦饭卷 チキンライスロール

kǎo zhī niú ròu mài qù fàn

烤汁牛肉麦趣饭 ビーフ＆ライス

wǔ sè zhì niú mài fàn juǎn

五色至牛麦饭卷 ビーフライスロール

kǎ bù qí nuò kā fēi

卡布奇诺咖啡 McCafe カプチーノ

ná tiě kā fēi

拿铁咖啡 McCafe カフェラテ

lā míng dùn dàn gāo

拉明顿蛋糕 McCafe ラミントンケーキ

jīng diǎn zhī shì dàn gāo

经典芝士蛋糕 McCafe チーズケーキ

ā sà mǔ nǎi chá

阿萨姆奶茶 McCafe アッサムミルクティー

máng guǒ xuě bīng

芒果雪冰 McCafe マンゴーかき氷

xiān nǎi mǒ chá

鲜奶抹茶 McCafe 抹茶ミルクティー

mó kǎ kā fēi

摩卡咖啡 McCafe モカ

měi shì jīng diǎn kā fēi

美式经典咖啡 McCafe アメリカンコーヒー
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ná tiě xuě bīng

拿铁雪冰 McCafe ラテかき氷

xiān nǎi mǒ chá xuě bīng

鲜奶抹茶雪冰 McCafe 抹茶ミルクかき氷

mó kǎ xuě bīng

摩卡雪冰 McCafe モカかき氷

qiǎo kè lì mài fēn

巧克力麦芬 McCafe チョコレートマフィン

lán méi mài fēn

蓝莓麦芬 McCafe ブルーベリーマフィン

dōng fāng quán yè lì tǐ chá bāo

东方全叶立体茶包 McCafe オリエンタル茶

ā sà mǔ nǎi chá xuě bīng

阿萨姆奶茶雪冰 McCafe アッサムミルクティーかき氷

xiāng jiāo hé táo mài fēn

香蕉核桃麦芬 McCafe バナナくるみマフィン
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