
No 中国語 ピンイン 日本語

1 饮料 yǐnliào 飲料。ドリンク。飲み物。
2 热饮 rèyǐn ホットドリンク。
3 冷饮 lěngyǐn コールドドリンク。
4 热的 rè de 熱いの。
5 冰的 bīng de 冷たいの。
6 冻的 dòng de 冷たいの。
7 常温 chángwēn 常温。
8 酒水 jiǔshuǐ ドリンク類。
9 矿泉水 kuàngquán shuǐ ミネラルウォーター。
10 柠檬水 níngméng shuǐ レモン水。
11 开水 kāishuǐ 沸騰させたお湯。
12 温水 wēnshuǐ お湯。ぬるま湯。
13 白开水 báikāishuǐ さゆ。
14 凉开水 liáng kāishuǐ お冷や。
15 茶 chá お茶。
16 绿茶 lǜchá 緑茶。
17 抹茶 mǒchá 抹茶。
18 龙井茶 lóngjǐng chá ロンジン茶。
19 乌龙茶 wūlóngchá ウーロン茶。
20 铁观音 tiěguānyīn 鉄観音(てっかんのん)。ウーロン茶のなかで代表的なお茶。

21 水仙茶 shuǐxiānchá 水仙茶(すいせんちゃ)。ウーロン茶のなかで代表的なお茶。

22 普洱茶 pǔěrchá プーアル茶。
23 红茶 hóngchá 紅茶。
24 花茶 huāchá 花の香りをつけたお茶。
25 茉莉花茶 mòlihuāchá ジャスミン茶。花茶のなかで代表的なお茶。
26 菊花茶 jùhuāchá 菊茶。花茶のなかで代表的なお茶。
27 奶茶 nǎichá ミルク入りのお茶。
28 珍珠奶茶 zhēnzhū nǎichá タピオカミルクティー。
29 软饮 ruǎnyǐn ソフトドリンク。
30 咖啡 kāfēi コーヒー。
31 冰咖啡 bīng kāfēi アイスコーヒー。
32 冻咖啡 dòng kāfēi アイスコーヒー。
33 美式咖啡 měishì kāfēi アメリカンコーヒー。
34 浓缩咖啡 nóngsuō kāfēi エスプレッソ。
35 拿铁 nátiě カフェラテ。
36 卡布其诺 kǎbùqínuò カプチーノ。
37 蓝山 lánshān ブルーマウンテン。
38 摩卡 mókǎ モカ。
39 可可 kěkě ココア。
40 柠檬茶 níngméng chá レモンティー。
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41 柚子茶 yòuzi chá ゆず茶。
42 牛奶 niúnǎi ミルク。
43 豆浆 dòujiāng 豆乳。
44 果汁 guǒzhī ジュース。
45 综合果汁 zōnghé guǒzhī ミックスジュース。
46 橙汁 chéng zhī オレンジジュース。
47 苹果汁 píngguǒ zhī リンゴジュース。
48 椰子汁 yēzi zhī ココナッツジュース。ヤシのジュース
49 ⻘汁 qīngzhī ⻘汁。
50 蔬菜汁 shūcàizhī 野菜ジュース。
51 番茄汁 fānqiézhī トマトジュース。
52 可乐 kělè コーラ。
53 雪碧 xuěbì スプライト。
54 七喜 qīxǐ セブンアップ。
55 芬达 fēndá ファンタ。
56 王老吉 wánglǎojí 漢方飲料のブランド名。味は甘いお茶。
57 加多宝 jiāduōbǎo 漢方飲料のブランド名。味は甘いお茶。
58 奶昔 nǎixī シェイク。
59 酒精饮料 jiǔjīng yǐnliào アルコール飲料。
60 白酒 báijiǔ 中国の蒸留酒。
61 茅台酒 máotáijiǔ マオタイ酒。蒸留酒の一種。
62 绍兴酒 shàoxīngjiǔ 紹興酒(しょうこうしゅ)。醸造酒の一種。
63 老酒 lǎojiǔ ラオチュウ。醸造酒の一種。
64 日本清酒 rìběn qīngjiǔ 日本酒。日本の醸造酒。
65 日本烧酒 rìběn shāojiǔ 日本の焼酎。日本の蒸留酒。
66 梅酒 méijiǔ 梅酒。
67 啤酒 píjiǔ ビール。
68 生啤 shēngpí 生ビール。
69 扎啤 zhāpí 生ビール。
70 葡萄酒 pútaojiǔ ワイン。葡萄酒。
71 红酒 hóng jiǔ (主に赤ワインを指す)ワイン。
72 红葡萄酒 hóng pútaojiǔ 赤ワイン。
73 白葡萄酒 bái pútaojiǔ 白ワイン。
74 威士忌酒 wēishìjìjiǔ ウィスキー。
75 白兰地 báilándì ブランデー。
76 伏特加 fútèjiā ウォッカ。
77 金酒 jīnjiǔ ジン。
78 杜松子酒 dùsōngzǐ jiǔ ジン。
79 香槟 xiāngbīn シャンパン。
80 鸡尾酒 jīwěijiǔ カクテル。
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81 加不加水? jiā bù jiā shuǐ 水を加えますか、加えませんか。
82 不加水 bù jiā shuǐ ストレート。水を加えない。
83 纯饮 chún yǐn ストレート。
84 加水 jiā shuǐ 水割り。水を加える。
85 加冰 jiā bīng オン・ザ・ロック。氷を加える。
86 苏打水 sūdáshuǐ ソーダ水。
87 蘇打水 sūdáshuǐ ソーダ水。
88 汽水 qìshuǐ ソーダ水。
89 加苏打水 jiā sūdǎshuǐ ソーダ割り。
90 冰块 bīngkuài 氷。
91 酒精度 jiǔjīng dù アルコール度数。
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