
No 中国語 ピンイン 日本語

1 付 fù 支払う。
2 付钱 fù qián 金を払う。
3 付账 fù zhàng 勘定を支払う。
4 付款 fùkuǎn 支払う。
5 支付 zhīfù 支払う。
6 开支 kāizhī 支出する。支出。
7 拨付 bōfù 支出する。支払う。
8 结算 jiésuàn 決算する。
9 清算 qīngsuàn 精算する。決算する。過失などに対しふさわしい処置をとる。

10 清账 qīngzhàng 決算する。精算する。整理済みの勘定帳。
11 结账 jiézhàng 決算する。会計する。
12 结帐 jiézhàng 決算する。会計する。
13 报销 bàoxiāo 立て替え分を精算する。廃棄処分にする。始末する。
14 付现 fùxiàn 現金で支払う。
15 付现款 fù xiànkuǎn 現金で支払う。
16 现金付款 xiànjīn fùkuǎn 現金払い。
17 现金支付 xiànjīn zhīfù 現金払い。
18 支付现金 zhīfù xiànjīn 現金を支払う。
19 现款支付 xiànkuǎn zhīfù 現金払い。
20 用现金付款 yòng xiànjīn fùkuǎn 現金で支払う。
21 用现金支付 yòng xiànjīn zhīfù 現金で支払う。
22 用现钞支付 yòng xiànchāo zhīfù 現金で支払う。
23 用现金买东⻄ yòng xiànjīn mǎi dōngxi 現金で買う。
24 用现金购买 yòng xiànjīn gòumǎi 現金で購入する。
25 现金结算 xiànjīn jiésuàn 現金による決算。
26 现金交易 xiànjīn jiāoyì 現金取引。
27 现款交易 xiànkuǎn jiāoyì 現金取引。
28 现钱交易 xiànqián jiāoyì 現金取引。
29 现钱买卖 xiànqián mǎimài 現金取引。
30 现款付货 xiànkuǎn fù huò 現金受け渡し。
31 预付现款 yùfù xiànkuǎn 現金前渡し。
32 预支现金 yùzhī xiànjīn 現金前渡し。
33 提前付现款 tíqián fù xiànkuǎn 現金前渡し。
34 现款订货 xiànkuǎn dìnghuò 現金払い注文。
35 付款交货 fùkuǎn jiāo huò 支払い渡し。
36 货到付款 huò dào fùkuǎn 代金引き換え。
37 受到现金后交付商品 shòudào xiànjīn hòu jiāofù shāngpǐn 現金と交換で品物を渡す。
38 一手交钱一手交货 yīshǒu jiāo qián yīshǒu jiāo huò 現金と交換で品物を渡す。代金引換え。
39 凭现款交货 píng xiànkuǎn jiāo huò 現金と交換で品物を渡す。代金引換え。
40 本店只收现金 běndiàn zhǐ shōu xiànjīn 当店は現金払いのみです。
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41 这家商店只收现钱 zhè jiā shāngdiàn zhǐ shōu xiànqián この店は現金払いしか扱っていない。
42 刷卡 shuākǎ 磁気カードで照合する。カード払いする。カードで身分照合する。

43 用信用卡付 yòng xìnyòngkǎ fù クレジットカードで支払う。
44 用信用卡付款 yòng xìnyòngkǎ fùkuǎn クレジットカードで支払う。
45 用信用卡支付 yòng xìnyòngkǎ zhīfù クレジットカードで支払う。
46 用卡支付 yòng kǎ zhīfù カードで支払う。
47 可以使用信用卡吗? kěyǐ shǐyòng xìnyòngkǎ ma クレジットカードは使えますか。
48 可以使用银联卡支付 kěyǐ shǐyòng yínliánkǎ zhīfù 銀聯(ぎんれん)カードを使って支払いできます。
49 电子支付 diànzǐ zhīfù 電子決済。電子マネー。
50 本店接受电子支付 běndiàn jiēshòu diànzǐ zhīfù 当店では電子マネーをご利用いただけます。
51 可以用支付宝 kěyǐ yòng zhīfùbǎo アリペイを使用できます。
52 不能用支付宝 bùnéng yòng zhīfùbǎo アリペイを使用できません。
53 可以用微信支付 kěyǐ yòng wēixìn zhīfù ウィーチャットペイを使用できます。
54 不能用微信支付 bùnéng yòng wēixìn zhīfù ウィーチャットペイを使用できません。
55 可以使用微信支付和支付宝 kěyǐ shǐyòng wēixìn zhīfù hé zhīfùbǎo ウィーチャットペイとアリペイを使用できます
56 本店支持支付宝手机付款 běndiàn zhīchí zhīfùbǎo shǒujī fùkuǎn 本店はアリペイモバイル決済をサポートしています。
57 一次付清 yī cì fùqīng 一括払い。
58 分期付款 fēnqī fùkuǎn 分割払い。
59 分成三次付款 fēnchéng sān cì fùkuǎn ３回の分割払い。
60 预付 yùfù xiànkuǎn 前払いする。
61 先付 xiānfù 先払いする。
62 价款要预付 jiàkuǎn yào yùfù 代金は前払いです。
63 预付款制 yùfùkuǎnzhì 前払い制。
64 押款 yākuǎn 前払い金。
65 押金 yājīn 敷金。保証金。手付け金。
66 预付款 yùfùkuǎnzhì 前払い金。前払い。
67 后付款 hòufùkuǎn 後払い金。後払い。
68 赊购 shēgòu 掛けで買う。付けで買う。
69 买饭票 mǎi fànpiào 食券を買う。
70 买餐券 mǎi cānquàn 食券を買う。
71 支票结算 zhīpiào jiésuàn 小切手で決済する。
72 银行汇款 yínháng huìkuǎn 銀行振込。
73 便利店支付 biànlìdiàn zhīfù コンビニ決済。
74 付款方式 fùkuǎn fāngshì 支払方法。
75 付款条件 fùkuǎn tiáojiàn 支払条件。
76 您打算用什么方式付款? nín dǎsuàn yòng shénme fāngshì fùkuǎn どのような方法で支払うつもりですか。
77 您想使用哪种方式付款? nín xiǎng shǐyòng nǎ zhǒng fāngshì fùkuǎn どの方法で支払いたいですか。
78 现在要付款吗? xiànzài yào fùkuǎn ma 今、支払いが必要ですか。
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