
No 中国語 ピンイン 日本語

1 三文⻥寿司 sānwènyú shòusī サーモン寿司
2 三文⻥腩寿司 sānwènyú nǎn shòusī トロサーモン寿司
3 香葱三文⻥寿司 xiāng cōng sānwènyú shòusī ねぎサーモン寿司
4 三文⻥三味 sānwènyú sānwèi サーモンづくし
5 芝士三文⻥寿司 zhīshì sānwènyú shòusī チーズのせサーモン寿司
6 香芒三文⻥卷 xiāng máng sānwènyú juǎn マンゴーとサーモン巻き寿司
7 金枪⻥寿司 jīnqiāngyú shòusī マグロ寿司
8 金枪托罗寿司 Jīnqiāng tuōluō shòusī マグロとろ寿司
9 鱆红⻥寿司/章红⻥寿司 zhānghóngyú shòusī カンパチ寿司
10 油甘⻥寿司 yóugānyú shòusī はまち寿司
11 ⻘花⻥寿司/醋鲭⻥寿司 qīnghuāyú shòusī/cù qīngyú shòusī さば寿司 
12 炭烧⻥皮寿司 tànshāo yúpí shòusī 焼き魚寿司
13 鳗⻥寿司/蒲烧鳗⻥ mányú shòusī/púshāo mányú うなぎ寿司
14 鳗⻥泰芒寿司 mányú tàimáng shòusī うなぎとタイマンゴーの寿司
15 星鳗寿司 xīngmán shòusī アナゴ寿司
16 海鳗箱寿司 hǎimán xiāngshòusī アナゴ押し寿司
17 八爪⻥寿司/章⻥寿司 bāzhuǎyú shòusī/zhāngyú shòusī タコ寿司
18 八爪⻥碎寿司 bāzhuǎyú suì shòusī 調理味付けタコの寿司
19 鲜虾寿司/玻璃虾寿司 xiānxiā shòusī/bōlíxiā shòusī エビ寿司
20 甜虾寿司 tiánxiā shòusī 甘エビ寿司
21 ⻁虾寿司 hǔxiā shòusī ブラックタイガーエビ寿司
22 棒棒虾寿司 bàngbàngxiā shòusī エビフライ寿司
23 天妇罗虾寿司 tiānfùluō xiā shòusī エビ天ぷら寿司
24 牛油果熟虾寿司 niúyóuguǒ shú xiā shòusī アボカドとエビの寿司
25 海胆甜虾寿司 hǎidǎn tiánxiā shòusī ウニと甘エビの寿司
26 海胆寿司 hǎidǎn shòusī ウニの寿司
27 扇⻉寿司/鲜带子寿司 shànbèi shòusī/shàn dàizi shòusī ホタテ寿司
28 帆立⻉寿司 fānlìbèi shòusī ホタテ寿司
29 北极⻉寿司 běijíbèi shòusī ホッキ貝寿司
30 赤⻉寿司 chìbèi shòusī 赤貝寿司
31 海螺寿司 hǎiluó shòusī 巻貝寿司
32 象拔蚌寿司 xiàngbábàng shòusī みる貝寿司
33 他他牛寿司 tātāniú shòusī 牛たたき寿司
34 鹅肝泰芒寿司 égān tàimáng shòusī フォアグラとタイマンゴーの寿司
35 鹅肝蟹籽寿司 égān xièzǐ shòusī フォアグラとかにこ寿司
36 黑椒鸭胸寿司 hēijiāo yā xiōng shòusī ⿊コショウ アヒル胸⾁寿司
37 烟⾁寿司 yānròu shòusī ベーコン寿司
38 奔月船寿司 bēnyuèchuán shòusī 舟形飾りつけ寿司
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39 豆腐皮寿司/腐皮寿司 dòufu pí shòusī/fǔpí shòusī 稲荷(イナリ)ずし
40 玉子寿司 yùzi shòusī ギョク(卵)寿司
41 芥辣八爪⻥军舰 jiè là bāzhuǎyú jūnjiàn たこわさびの軍艦
42 海草寿司 hǎicǎo shòusī 海藻寿司
43 吞拿⻥沙律寿司 tūnnáyú shālǜ shòusī ツナサラダ寿司
44 香芒吞拿⻥寿司 xiāngmáng tūnnáyú shòusī マンゴーとシーチキンの寿司
45 双色沙律寿司 shuāngsè shālǜ shòusī 二色サラダ寿司
46 玉米寿司 yùmǐ shòusī スイートコーン寿司
47 蟹柳寿司/蟹棒寿司 xièliǔ shòusī/xièbàng shòusī カニカマ寿司
48 明太籽寿司 míngtàizǐ shòusī メンタイコ寿司
49 希鲮⻥寿司 xīlíngyú shòusī 魚＆とびこなどの合成加工食品の寿司
50 三文⻥籽寿司 sānwènyúzǐ shòusī いくら寿司
51 红蟹籽寿司 hóngxièzǐ shòusī かにこ寿司
52 ⻜⻥籽军舰 fēiyúzǐ jūnjiàn とび子の軍艦

53 火焰烧三文⻥寿司 huǒyàn shāo sānwènyú shòusī あぶりサーモン寿司
54 火焰烧鹅肝寿司 huǒyàn shāo égān shòusī あぶりフォアグラ寿司
55 火焰烧黑椒虾寿司 huǒyàn shāo hēijiāo xiā shòusī あぶりえび⿊コショウ寿司
56 火焰烧蟹棒寿司 huǒyàn shāo xièbàng shòusī あぶりカニ寿司

57 太卷 tàijuǎn ふとまき
58 三文⻥小卷 sānwènyú xiǎojuǎn サーモン巻き
59 金枪铁火细卷 jīnqiāng tiěhuǒ xì juǎn 鉄火巻き
60 鳗⻥小卷 mányú xiǎojuǎn ウナギ巻き
61 ⻘⽠小卷/⻩⽠细卷 qīngguā xiǎojuǎn/huángguā xìjuǎn かっぱ 巻
62 乾瓢小卷 gànpiáo xiǎojuǎn かんぴょう巻き
63 蟹柳小卷 xièliǔ xiǎojuǎn カニカマ巻き
64 新香小卷 xīnxiāng xiǎojuǎn 新香巻き
65 吞沙小卷 tūnshā xiǎojuǎn ツナサラダ巻き
66 芝士明虾寿司 zhīshì míngxiā shòusī エビチーズ巻き
67 加州焗卷 jiāzhōu jú juǎn チーズカリフォルニアロール
68 香芒三文⻥加州卷 xiāngmáng sānwènyú jiāzhōu juǎn マンゴーとサーモンのカリフォルニアロール
69 三文⻥加州卷 sānwènyú jiāzhōu juǎn サーモンカリフォルニアロール
70 鳗⻥加州 mányú jiāzhōu ウナギ入りカリフォルニアロール
71 榴莲焗卷 liúlián jú juǎn ドリアンロール
72 特级三文⻥腩卷 tèjí sānwènyú nǎn juǎn プレミアムトロサーモン巻き
73 三文⻥腩卷 sānwènyú nǎn juǎn トロサーモン巻き
74 波士顿卷 bōshìdùn juǎn ボストンロール
75 三文⻥手卷 sānwènyú shǒujuàn サーモン手巻き
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76 吞拿⻥手卷 tūnnáyú shǒujuàn マグロ手巻き
77 鳗⻥手卷 mányú shǒujuàn ウナギ手巻き
78 蟹籽手卷 xièzǐ shǒujuàn かにこ手卷き
79 北极⻉手卷 běijíbèi shǒujuàn ホッキ貝手卷き

80 寿司盛 shòusī chéng 寿司盛り
81 精选寿司拼盘 jīngxuǎn shòusī pīnpán 特選寿司盛り合わせ
82 极上寿司拼盘 jíshàng shòusī pīnpán 極上寿司盛り合わせ
83 皇牌寿司拼盘 huángpái shòusī pīnpán 切り札極上寿司盛り合わせ
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