
No 中国語 ピンイン 日本語

1 饮食 yǐnshí 飲食。
2 饮食店 yǐnshídiàn 飲食店。
3 美食 měishí 美食。グルメ。
4 餐厅 cāntīng レストラン。
5 餐馆 cānguǎn レストラン。
6 饭馆 fànguǎn 料理店。
7 菜馆 càiguǎn 料理店。
8 ⻄餐 xīcān ⻄洋料理。洋食。
9 ⻄餐厅 xī cāntīng ⻄洋レストラン。
10 ⻄餐馆 xī cānguǎn ⻄洋レストラン。
11 中餐 zhōngcān 中国料理。中華料理。
12 中国菜 zhōngguó cài 中国料理。
13 中餐厅 zhōng cāntīng 中華レストラン。
14 日餐 rìcān 日本食。和食。
15 日本菜 rìběn cài 日本料理。
16 日本料理 rìběn liàolǐ 日本料理。
17 日料 rìliào 日本料理。
18 日式餐 rì shì cān 日本式の食事。
19 日本料理店 rìběn liàolǐ diàn 日本料理店。
20 日式料理店 rì shì liàolǐ diàn 日式料理店。
21 日料店 rìliào diàn 日本料理店。
22 日本料理餐厅 rìběn liàolǐ cāntīng 日本食レストラン。
23 日式餐厅 rì shì cāntīng 日式レストラン。
24 日本餐厅 rìběn cāntīng 日本レストラン。
25 日本餐馆 rìběn cānguǎn 日本レストラン。
26 法国菜 fàguó cài フランス料理。
27 法式餐 fàshì cān フランス式食事。
28 法国餐厅 fàguó cāntīng フランス料理店。
29 法式餐厅 fàshì cāntīng フランス料理店。
30 意大利菜 yìdàlì cài イタリア料理。
31 意式餐 yì shì cān イタリア式食事。
32 意大利餐厅 yìdàlì cāntīng イタリア料理店。
33 意式餐厅 yì shì cāntīng イタリア料理店。
34 泰国菜 tàiguó cài タイ料理。
35 泰国料理 tàiguó liàolǐ タイ料理。
36 泰国餐厅 tàiguó cāntīng タイ料理店。
37 泰国菜餐厅 tàiguó cài cāntīng タイ料理店。
38 泰式餐厅 tài shì cāntīng タイ料理店。
39 越南菜 yuènán cài ベトナム料理。
40 越南餐厅 yuènán cāntīng ベトナム料理店。
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41 土耳其菜 tǔ'ěrqí cài トルコ料理。
42 土耳其餐厅 tǔ'ěrqí cài cāntīng トルコ料理店。
43 墨⻄哥菜 mòxīgē cài メキシコ料理。
44 墨⻄哥餐厅 mòxīgē cāntīng メキシコ料理店。
45 ⻄班⽛菜 xībānyá cài スペイン料理。
46 ⻄班⽛餐厅 xībānyá cāntīng スペイン料理店。
47 葡萄⽛菜 pútáoyá cài ポルトガル料理。
48 葡国菜 pú guó cài ポルトガル料理。
49 葡萄⽛餐厅 pútáoyá cāntīng ポルトガル料理店。
50 葡国餐厅 pú guó cāntīng ポルトガル料理店。
51 印度菜 yìndù cài インド料理。
52 印度菜餐厅 yìndù cài cāntīng インド料理店。
53 巴⻄菜 bāxī cài ブラジル料理。
54 巴⻄餐厅 bāxī cāntīng ブラジル料理店。
55 俄罗斯菜 èluósī cài ロシア料理。
56 俄罗斯餐厅 èluósī cāntīng ロシア料理店。
57 新加坡菜 xīnjiāpō cài シンガポール料理。
58 新加坡餐厅 xīnjiāpō cāntīng シンガポール料理店。
59 台湾菜 táiwān cài 台湾料理。
60 台湾料理 táiwān liàolǐ 台湾料理。
61 台湾菜餐厅 táiwān cài cāntīng 台湾料理店。
62 韩国菜 hánguó cài 韓国料理。
63 韩国料理 hánguó liàolǐ 韓国料理。
64 韩国菜餐厅 hánguó cài cāntīng 韓国料理店。
65 港式菜 gǎng shì cài 香港料理。
66 香港料理 xiānggǎng liàolǐ 香港料理。
67 港式餐厅 gǎng shì cāntīng 香港式レストラン。
68 澳门菜 àomén cài マカオ料理。
69 澳门葡式餐厅 àomén pú shì cāntīng マカオのポルトガル式レストラン。
70 粤菜 yuècài 広東(かんとん)料理。
71 鲁菜 lǔcài 山東(さんとう)料理。
72 川菜 chuāncài 四川(しせん)料理。
73 苏菜 sūcài 江蘇(こうそ)料理。
74 闽菜 mǐncài 福建(ふっけん)料理。
75 浙菜 zhècài 浙江(せっこう)料理。
76 湘菜 xiāngcài 湖南(こなん)料理。
77 徽菜 huīcài 安徽(あんき)料理。
78 京菜 jīngcài 北京料理。
79 沪菜 hùcài 上海料理。
80 东北菜 dōngběicài 中国東北料理。
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81 食堂 shítáng 食堂。
82 回转寿司 huízhuǎn shòusī 回転寿司。
83 火锅 huǒguō 火鍋。中華寄せ鍋。
84 涮羊肉 shuàn yángròu 羊肉のしゃぶしゃぶ。
85 烧烤 shāokǎo バーベキュー。
86 海鲜馆 hǎixiān guǎn 海鮮レストラン。
87 面馆 miànguǎn めん類専門店。
88 木桶饭 mùtǒngfàn 木桶(きおけ)めし。
89 自助餐 zìzhùcān バイキング。
90 小吃店 xiǎochīdiàn 軽食堂。
91 快餐厅 kuàicāntīng ファーストフード。
92 冰淇淋专卖店 bīngqílín zhuānmài diàn アイスクリーム専門店。
93 甜品店 tiánpǐn diàn スイーツショップ。
94 蛋糕店 dàngāo diàn ケーキ屋。
95 面包店 miànbāo diàn パン屋。
96 比萨 bǐsà ピザ。
97 熟食店 shúshídiàn デリカテッセン。惣菜店。
98 咖啡厅 kāfēitīng カフェ。喫茶店。
99 咖啡店 kāfēi diàn カフェ。喫茶店。
100 咖啡馆 kāfēi guǎn カフェ。喫茶店。
101 女仆咖啡厅 nǚpū kāfēi tīng メイド喫茶。
102 鲜榨果汁店 xiān zhà guǒzhī diàn フレッシュジュースの店。
103 果汁吧 guǒzhī bā ジュースバー。
104 水果吧 shuǐguǒ bā フルーツバー。
105 奶茶店 nǎichá diàn ミルクティーの店。
106 饮品店 yǐnpǐn diàn ドリンクショップ。
107 茶餐厅 chácāntīng ファミリーレストラン。
108 网吧 wǎngbā インターネットカフェ。
109 小吃摊 xiǎochītān 屋台。
110 摊子 tānzi 露店。屋台。
111 可丽饼店 kělìbǐng diàn クレープ店。
112 热狗店 règǒu diàn ホットドッグ店。
113 移动商店⻋ yídòng shāngdiàn chē 移動ショップカー。
114 移动售货⻋ yídòng shòuhuò chē 移動販売車。
115 外卖店 wàimàidiàn テイクアウトできる店。出前する店。
116 饮茶 yǐnchá ヤムチャ。
117 粤式早茶 yuè shì zǎochá 広東の朝ヤムチャ。
118 广式早茶 guǎng shì zǎochá 広東の朝ヤムチャ。
119 粥馆 zhōu guǎn おかゆの店。
120 美食城 měishí chéng グルメ街。
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121 美食街 měishí jiē グルメ街。
122 美食广场 měishí guǎngchǎng フードコート。
123 酒吧 jiǔbā バー。
124 酒馆 jiǔguǎn 酒場。
125 小酒馆 xiǎo jiǔguǎn 小さな酒場。
126 日本居酒屋 rìběn jūjiǔwū 居酒屋。
127 烤鸡肉串店 kǎo jīròu chuàn diàn 焼き鳥屋。
128 日本⻛俗酒吧 rìběn fēngsú jiǔbā 日本の風俗バー。
129 站着喝酒的小酒馆 zhàn zhe hējiǔ de xiǎo jiǔguǎn 立ち飲み屋。
130 音乐酒吧 yīnyuè jiǔbā ミュージックバー。
131 爵士酒吧 juéshì jiǔbā ジャズバー。
132 体育酒吧 tǐyù jiǔbā スポーツバー。
133 啤酒馆 píjiǔ guǎn ビアホール。
134 荞⻨面店 qiáomàimiàn diàn 蕎⻨屋。
135 乌冬面店 wūdōngmiàn diàn うどん屋。
136 站着吃荞⻨面店 zhàn zhe chī qiáomài miàn diàn 立ち食い蕎⻨屋。
137 站着吃的餐馆 zhàn zhe chī de cānguǎn 立ち食いのレストラン。
138 拉面店 lāmiàn diàn ラーメン屋。
139 饺子馆 jiǎozi guǎn 餃子の店。
140 咖喱店 gālí diàn カレーショップ。
141 章魚小丸子店 zhāngyú xiǎo wánzi diàn タコ焼き屋。
142 油炸串串店 yóu zhá chuàn chuàn diàn 串カツ店。
143 大阪烧店 dàbǎnshāo diàn 大阪風お好み焼きの店。
144 广岛烧店 guǎngdǎoshāo diàn 広島風お好み焼きの店。
145 文字烧店 wénzìshāo diàn もんじゃ焼きの店。
146 烧肉店 shāo ròu diàn 焼肉店。
147 铁板烧店 tiěbǎnshāo diàn 鉄板焼きの店。
148 炭烤 tàn kǎo 炭火焼き。
149 炭火烧 tànhuǒ shāo 炭火焼き。
150 牛排餐馆 niúpái cānguǎn ステーキレストラン。
151 大相扑什锦火锅店 dà xiāngpū shíjǐn huǒguō diàn ちゃんこ鍋の店。
152 日本怀石料理 rìběn huáishí liàolǐ 日本の懐石料理。
153 家常菜 jiāchángcài 家庭料理。
154 家庭烹饪 jiātíng pēngrèn ハウスクッキング。
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