
No 中国語 ピンイン 日本語

1 送 sòng 贈る。届ける。
2 给 gěi 与える。〜に。〜される。〜させる。
3 送给 sònggěi 〜に贈る。送る。
4 赠送 zèngsòng 贈る。贈呈する。
5 馈赠 kuìzèng 贈り物をする。
6 献礼 xiànlǐ お祝いの贈り物をする。
7 礼物 lǐwù 贈り物。プレゼント。みやげ。
8 礼品 lǐpǐn 贈り物。プレゼント。お礼のお金。
9 赠礼 zènglǐ 贈り物。プレゼント。
10 赠品 zèngpǐn 贈答品。おまけ。贈り物。プレゼント。
11 饶头 ráotou おまけ。景品。付録。
12 白送 báisòng 無料で進呈する。相手にならない。
13 白给 báigěi ただであげる。
14 免费赠送 miǎnfèi zèngsòng 無料プレゼント。
15 土产 tǔchǎn 特産物。その土地の。みやげ。
16 特产 tèchǎn 特産品。みやげ。
17 薄礼 bólǐ 粗末な贈り物。ささやかな贈り物。
18 厚礼 hòulǐ 心のこもった贈り物。
19 年礼 niánlǐ お歳暮(せいぼ)。
20 生日礼物 shēngrì lǐwù 誕生日プレゼント。
21 寿礼 shòulǐ 高齢者への誕生祝いの贈り物。
22 圣诞节礼物 shèngdànjié lǐwù クリスマスプレゼント。
23 圣诞礼物 shèngdàn lǐwù クリスマスプレゼント。
24 纪念品 jìniànpǐn 記念品。
25 ⻅面礼 jiànmiànlǐ 初対面時の手みやげ。(目上から目下に贈ることが多い。)
26 压岁钱 yāsuìqián お年玉。
27 红包 hóngbāo お祝い金。祝儀(しゅうぎ)。金一封。
28 小费 xiǎofèi チップ。心付け。
29 小账 xiǎozhàng チップ。心付け。
30 请 qǐng ごちそうする。おごる。どうぞ〜してください。
31 请客 qǐngkè ごちそうする。おごる。
32 做东 zuòdōng もてなす。おごる。
33 做东道 zuò dōngdào 客をもてなす。ホストを務める。おごる。
34 小意思 xiǎoyìsi 寸志(すんし)。ほんの気持ち。
35 心意 xīnyì 相手に対する気持ち。意思。
36 送给你 sòng gěi nǐ あなたにあげる。
37 这个送给你 zhège sòng gěi nǐ これ、あげる。
38 这给你 zhè gěi nǐ これ、あげる。
39 给你这个 gěi nǐ zhège これ、あげる。
40 给你礼物 gěi nǐ lǐwù あなたにプレゼントをあげる。
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41 给小费 gěi xiǎofèi チップをあげる。
42 全都给你 quándōu gěi nǐ みんなあげる。
43 给你一半 gěi nǐ yībàn 半分あげる。
44 这是生日礼物 zhè shì shēngrì lǐwù これは、誕生日プレゼントです。
45 这是我的一点小意思 zhè shì wǒ de yīdiǎn xiǎoyìsi これは私のささやかな気持ちです。
46 这是我的一点儿心意 zhè shì wǒ de yìdiǎnr xīnyì これは気持ちばかりのものです。
47 这个是白送的 zhège shì báisòng de これは無料提供です。
48 请收下 qǐng shōu xià 受け取ってください。
49 请收下吧 qǐng shōu xià ba 受け取ってください。
50 请把礼物收下吧 qǐng bǎ lǐwù shōu xià ba プレゼントをお受け取りください。
51 把礼物留下吧 bǎ lǐwù liú xià ba プレゼントをお受け取りください。
52 给 gěi (人にモノをあげるときの)はいどうぞ。
53 给你 gěi nǐ (人にモノをあげるときの)はいどうぞ。
54 请 qǐng どうぞ。
55 我请你 wǒ qǐng nǐ 私があなたをご馳走します。
56 今天我请你 jīntiān wǒ qǐng nǐ 今日は私がおごる。
57 我请你吃饭 wǒ qǐng nǐ chīfàn ご飯、おごるよ。
58 我请你看电影 wǒ qǐng nǐ kàn diànyǐng 映画、おごるよ。
59 我请客 wǒ qǐngkè 私がおごる。
60 今天我请客 jīntiān wǒ qǐngkè 今日は私がおごる。
61 今天我请你客 jīntiān wǒ qǐng nǐ kè 今日はあなたにおごります。
62 我给你买这个 wǒ gěi nǐ mǎi zhège あなたにこれ買ってあげる。
63 请你请客 qǐng nǐ qǐngkè おごってください。
64 请给我这个 qǐng gěi wǒ zhège これをください。
65 请把这个给我 qǐng bǎ zhège gěi wǒ これをください。
66 请把这个送给我 qǐng bǎ zhège sòng gěi wǒ これをください。
67 给我这个吧 gěi wǒ zhège ba これちょうだい。
68 给我一个 gěi wǒ yī ge ひとつちょうだい。
69 希望你让给我 xīwàng nǐ ràng gěi wǒ 譲って欲しいです。
70 能让给我吗? néng ràng gěi wǒ ma 譲ってもらえませんか。
71 哎, 给我这个 āi, gěi wǒ zhège ねえ、これちょうだい。
72 把这个给我吧 bǎ zhège gěi wǒ ba これちょうだい。
73 可以给我吗? kěyǐ gěi wǒ ma もらっていいですか。
74 给我点东⻄ gěi wǒ diǎn dōngxi なんかちょうだい。
75 请给我点东⻄吃 qǐng gěi wǒ diǎn dōngxi chī 何か食べさせてください。
76 再给一点吧 zài gěi yīdiǎn ba もうちょっとちょうだい。
77 谢谢你给我礼物 xièxiè nǐ gěi wǒ lǐwù プレゼントくれてありがとう。
78 那我就不客气收下了 nà wǒ jiù bù kèqi shōu xià le では遠慮なくいただきます。
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