
No 中国語 ピンイン 日本語

1 面包 miànbāo パン。
2 主食面包 zhūshí miànbāo 食パン。
3 烤面包 kǎomiànbāo トースト。
4 吐司 tùsī トースト。
5 土司 tǔsī トースト。
6 法式烤面包 fàshì kǎomiànbāo フレンチトースト。
7 三明治 sānmíngzhì サンドイッチ。
8 三文治 sānwénzhì サンドイッチ。
9 火腿三明治 huǒtuǐ sānmíngzhì ハムサンド。
10 鸡蛋三明治 jīdàn sānmíngzhì 玉子サンド。
11 生菜三明治 shēngcài sānmíngzhì レタスサンド。
12 吉士三明治 jíshì sānmíngzhì チーズサンド。
13 金枪⻥三明治 jīnqiāngyú sānmíngzhì ツナサンド。
14 吞拿⻥三明治 tūnnáyú sānmíngzhì ツナサンド。
15 熏鸡三明治 xūnjī sānmíngzhì スモークチキンサンド。
16 炸猪排三明治 zházhūpái sānmíngzhì カツサンド。
17 炸牛排三明治 zhàniúpái sānmíngzhì ビフカツサンド。
18 混合三明治 hùnhé sānmíngzhì ミックスサンド。
19 公司三明治 gōngsī sānmíngzhì クラブサンドイッチ。
20 俱乐部三明治 jùlèbù sānmíngzhì クラブサンドイッチ。
21 热三明治 rè sānmíngzhì ホットサンドイッチ。
22 热狗 règǒu ホットドッグ。
23 汉堡包 hànbǎobāo ハンバーガー。
24 吉士汉堡包 jíshì hànbǎobāo チーズバーガー。
25 肉夹馍 ròujiāmó 肉をはさんだ中華バーガー。
26 菜夹馍 càijiāmó 野菜などをはさんだ中華バーガー。
27 猪扒包 zhūpábāo ポークチョップバーガー。
28 鸡扒包 jīpábāo チキンチョップバーガー。
29 点心面包 diǎnxīn miànbāo 菓子パン。おやつのパン。
30 甜面包 tián miànbāo 菓子パン。甘いパン。
31 甜味面包 tián wèi miànbāo 菓子パン。甘いパン。
32 豆沙面包 dòushā miànbāo あんぱん。
33 奶⻩面包 nǎihuáng miànbāo クリームパン。
34 蜜瓜包 mìguābāo メロンパン。
35 蜜瓜面包 mìguā miànbāo メロンパン。
36 菠萝包 bōluóbāo 香港のメロンパンに似た菓子パン。
37 咖喱面包 gālí miànbāo カレーパン。
38 果酱面包 guǒjiàng miànbāo ジャムパン。
39 草莓酱面包 cǎoméi jiàng miànbāo いちごジャムパン。
40 法式⻓棍面包 fàshì cháng gùn miànbāo フランスパン。
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41 法棍面包 fǎ gùn miànbāo フランスパン。
42 法式面包 fǎshì miànbāo フランスパン。
43 牛角面包 niújiǎo miànbāo クロワッサン。
44 羊角面包 yángjiǎo miànbāo クロワッサン。
45 ⻨芬 màifēn マフィン。
46 ⻢芬 mǎfēn マフィン。
47 英式⻢芬 yīngshì mǎfēn イングリッシュマフィン。
48 皮罗什基 píluóshíjī ピロシキ。
49 俄式油炸包 éshì yóuzhábāo ピロシキ。
50 ⻉果 bèiguǒ ベーグル。
51 培果 péiguǒ ベーグル。
52 焙果 bèiguǒ ベーグル。
53 百吉圈 bǎijíquān ベーグル。
54 ⻩油卷 hángyóujuǎn バターロール。
55 小圆面包 xiǎoyuán miànbāo バンズ。
56 蒸面包 zhēng miànbāo 蒸しパン。
57 馒头 mántou 中華蒸しパン。マントウ。
58 油条 yóutiáo 中華揚げパン。
59 馕 náng ナン。
60 干酪 gānlào チーズ。
61 火腿 huǒtuǐ ハム。
62 香肠 xiāngcháng ソーセージ。
63 腊肠 làcháng ソーセージ。
64 生菜 shēngcài レタスなど生野菜。
65 炒鸡蛋 chǎojīdàn スクランブルエッグ。
66 煎鸡蛋 jiānjīdàn 目玉焼き。
67 煮鸡蛋 zhǔjīdàn ゆでたまご。
68 泡菜 pàocài ピクルス。漬物。
69 ⻄式咸菜 xīshì xiáncài ピクルス。
70 ⻩油 huángyóu バター。
71 奶油 nǎiyóu バター。
72 花生酱 huāshēngjiàng ピーナッツバター。
73 ⼈造⻩油 rénzào huángyóu マーガリン。
74 ⻨淇淋 màiqílín マーガリン。
75 果酱 guǒjiàng ジャム。
76 番茄酱 fānqiéjiàng ケチャップ。
77 蛋⻩酱 dànhuángjiàng マヨネーズ。
78 沙拉酱 shālājiàng サラダドレッシング。マヨネーズ。
79 芥末酱 jièmòjiàng マスタード。
80 辣酱 làjiàng 唐辛子で作ったペースト。
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81 辣椒酱 làjiāojiàng チリソース。
82 辣酱油 làjiàngyóu チリソース。
83 辣味番茄沙司 là wèi fānqié shāsī チリソース。
84 塔巴斯科辣椒醬 tǎbāsīkē làjiāojiàng タバスコ。
85 奶油刀 nǎiyóudāo バターナイフ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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