
No 中国語 ピンイン 日本語

1 结账 jiézhàng 決算する。会計する。お勘定(かんじょう)。
2 结帐 jiézhàng 決算する。会計する。お勘定(かんじょう)。
3 买单 mǎidān お勘定(かんじょう)。勘定書き。会計明細。
4 埋单 máidān 店で会計をする。責任を持つ。
5 付款 fùkuǎn 支払う。
6 付钱 fù qián 金を払う。
7 支付 zhīfù 支払う。
8 领取 lǐngqǔ 受け取る。
9 找钱 zhǎoqián つり銭を出す。
10 找头 zhǎotou つり銭。
11 会计 kuàijì 会計の仕事。会計係。
12 收银台 shōuyíntái レジ。
13 收银机 shōuyínnjī レジ。
14 收音机 shōuyīnjī ラジオ受信機。
15 收款处 shōukuǎnchù 精算場所。
16 服务员 fúwùyuán サービス員。店員。従業員。店員への呼びかけの言葉。
17 我要这个 wǒ yào zhège これほしいです。これください。
18 我要那个 wǒ yào nàge あれください。それください。
19 我买这个 wǒ mǎi zhège これ買います。
20 请结账! qǐng jiézhàng お勘定(かんじょう)をお願いします。
21 买单! mǎidān お勘定(かんじょう)して。
22 服务员, 买单！ fúwùyuán, mǎidān すみません、お勘定(かんじょう)を。
23 多少钱? duōshao qián いくらですか。
24 几块钱? jǐ kuài qián (数元の安いものに対して)いくら。
25 一共多少钱? yīgòng duōshao qián 全部でいくらですか。
26 这个多少钱? zhège duōshao qián これいくら。
27 一共两千日元 yīgòng liǎng qiān rìyuán 合計で２０００円です。
28 在哪里交钱? zài nǎli jiāo qián どこで支払いますか。
29 在哪里付款? zài nǎlǐ fùkuǎn どこで支払いますか。
30 在这儿付款吗? zài zhèr fùkuǎn ma ここで支払いをするのですか。
31 收款台在哪儿? shōu kuǎn tái zài nǎr 支払い窓口はどこですか。
32 请在收银台付款 qǐng zài shōuyíntái fùkuǎn レジで支払ってください。
33 请到收款台付钱 qǐng dào shōu kuǎn tái fù qián 支払い窓口に行ってお支払いください。
34 请拿着这个去收银台 qǐng ná zhe zhège qù shōuyíntái これを持ってレジに行ってください。
35 有会员卡吗? yǒu huìyuán kǎ ma 会員カードはありますか。
36 有没有会员卡吗? yǒu méiyǒu huìyuán kǎ ma 会員カードはありますか、ありませんか。
37 有 yǒu あります。
38 没有 méiyǒu ありません。
39 用卡支付还是用现金支付? yòng kǎ zhīfù háishi yòng xiànjīn zhīfù 支払いはカードを使いますか、現金を使いますか。
40 用卡还是现金? yòng kǎ háishi xiànjīn カードにしますか、現金にしますか。
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41 用卡 yòng kǎ カードを使う。
42 用卡一次付清 yòng kǎ yī cì fù qīng カード一括払い。
43 用现金 yòng xiànjīn 現金を使う。
44 我付现金 wǒ fù xiànjīn 現金で支払いします。
45 能用卡吗? néng yòng kǎ ma カード使えますか。
46 可以用信用卡吗? kěyǐ yiòng xìnyòngkǎ ma クレジットカードを使っていいですか。
47 可以用这种卡吗? kěyǐ yòng zhè zhǒng kǎ ma このカード使えますか。
48 能刷卡吗? néng shuā kǎ ma カード払いできますか。
49 这儿可以刷卡吗? zhèr kěyǐ shuā kǎ ma ここはカード払いできますか。
50 分期付款可以吗? fēnqī fùkuǎn kěyǐ ma 分割払いできますか。
51 可以使用支付宝吗? kěyǐ shǐyòng zhīfùbǎo ma アリペイを使用できますか。
52 可以免税购买吗? kěyǐ miǎnshuì gòumǎi ma 免税で買えますか。
53 可以 kěyǐ いいです。
54 不可以 bù kěyǐ 無理です。
55 我们这儿不能用卡 wǒmen zhèr bùnéng yòng kǎ わたしたちのところではカードは使えません。
56 我们店不能用这种卡 wǒmen diàn bùnéng yòng zhè zhǒng kǎ 私たちの店ではこのカードは使えません。
57 我们店不能用支付宝 wǒmen diàn bùnéng yòng zhīfùbǎo 私たちの店ではアリペイは使えません。
58 只能用现金 zhǐ néng yòng xiànjīn 現金しか使えません。
59 请输入密码 qǐng shūrù mìmǎ パスワードを入力してください。
60 您有零钱吗? nín yǒu língqián ma 小銭はありますか。
61 有 yǒu あります。
62 没有 méiyǒu ありません。
63 请找我钱 qǐng zhǎo wǒ qián おつりをください。
64 还没有找我钱呢 hái méiyǒu zhǎo wǒ qián ne まだおつりをもらってませんよ。
65 我已经付过钱了 wǒ yǐjīng fùguò qián le 私はすでに支払いしました。
66 找您钱 zhǎo nín qián おつりです。
67 找您的钱, 请收好 zhǎo nín de qián, qǐng shōuhǎo おつりです、お受け取りください。
68 这是找您的钱, 请拿好 zhè shì zhǎo nín de qián, qǐng náhǎo おつりです、お受け取りください。
69 找您一百日元 zhǎo nín yī bǎi rìyuán １００円のおつりです。
70 找你三块 zhǎo nǐ sān kuài ３元のおつりです。
71 我找你三块钱 wǒ zhǎo nǐ sān kuài qián ３元お釣りを渡します。
72 找零没有错吗? zhǎo líng méiyǒu cuò ma おつりが間違っていませんか。
73 你找的钱不对 nǐ zhǎo de qián bùduì おつりが間違っています。
74 算错了吧 suàn cuò le ba 計算間違ってるよ。
75 你是不是算错了 nǐ shì bushì suàn cuò le 計算が違ってませんか。
76 金额不对 jīn'é bùduì 金額がちがう。
77 费用里包含税金和服务费 fèiyòng lǐ bāohán shuìjīn hé fúwùfèi 料金には税金とサービス料が含まれています。
78 这个金额不包含税金 zhège jīn'é bù bāohán shuìjīn この金額には税金は含まれていません。
79 你给我多找钱了 nǐ gěi wǒ duō zhǎoqián le あなたは多くおつりをくれました。
80 给我少找钱了 gěi wǒ shǎo zhǎoqián le 少なくおつりをくれた。
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81 少了两块钱 shǎo le liǎng kuài qián ２元足りない。
82 你多找了我一块钱 nǐ duō zhǎo le wǒ yī kuài qián あなたは１元多くおつりを出した。
83 应该是两百八十日元 yīnggāi shì liǎng bǎi bāshí rìyuán ２８０円のはず。
84 不用找钱 bùyòng zhǎoqián おつりはいりません。
85 请给我小票 qǐng gěi wǒ xiǎopiào レシートください。
86 这是收据 zhè shì shōujù これがレシートです。
87 请开发票 qǐng kāi fāpiào 領収書を発行してください。
88 请给我开张发票 qǐng gěi wǒ kāi zhāng fāpiào 領収書を発行してください。
89 抬头写哪儿? táitóu xiě nǎr 宛名を書くところはどこの名前を書きますか。
90 请把剩下的菜打包 qǐng bǎ shèngxià de cài dǎbāo 余った料理をテイクアウトさせて。
91 请分开包 qǐng fēnkāi bāo 別々に包んで。
92 请分开包装 qǐng fēnkāi bāozhuāng 別々に包装して。
93 要袋子吗? yào dàizi ma 袋は入りますか。
94 加热吗? jiārè ma (コンビニなどで)温めますか。
95 要 yào いる。ほしい。
96 不要 bùyào いりません。必要ありません。
97 不用 bùyòng それには及びません。
98 请给我袋子 qǐng gěi wǒ dàizi 袋を下さい。
99 请装在一起 qǐng zhuāng zài yīqǐ ひとつにまとめてください。
100 AA制吧 A A zhì ba 割り勘にしましょう。
101 今天我们AA制吧 jīntiān wǒmen A A zhì ba 今日は割り勘にしましょう。
102 今天我请客 jīntiān wǒ qǐngkè 今日は私がおごります。
103 我请客吃饭 wǒ qǐngkè chīfàn 私が食事をおごります。
104 我请你吃饭 wǒ qǐng nǐ chīfàn 私が食事をおごります。
105 我来做东 wǒ lái zuòdōng 私がおごるよ。
106 今天我做东 jīntiān wǒ zuòdōng 今日は私がおごります。
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