
No 中国語 ピンイン 日本語

1 请 qǐng どうぞ〜してください。頼む。〜してもらう。招く。招待する。

2 请 qǐng どうぞ。
3 先请 xiān qǐng 先にどうぞ。
4 您先请 nín xiān qǐng お先にどうぞ。
5 请先走吧 qǐng xiān zǒu ba どうぞ先に行って。
6 请前头走 qǐng qiántou zǒu どうぞ前を行ってください。
7 这边请 zhèbiān qǐng こちらへどうぞ。
8 请走这边 qǐng zǒu zhèbiān こちらへどうぞ。
9 请往这边走 qǐng wǎng zhè biān zǒu こちらへどうぞ。
10 请到这边来 qǐng dào zhè biān lái こちらまでどうぞ。
11 请到这里来 qǐng dào zhèlǐ lái ここまで来てください。
12 请进 qǐng jìn どうぞお入りください。
13 请进来 qǐng jìnlái どうぞお入りください。
14 请你进来 qǐng nǐ jìnlái どうぞお入りください。
15 请往里走 qǐng wǎng lǐ zǒu どうぞ中に入ってください。
16 里边儿请 lǐbianr qǐng 中へどうぞ。
17 请坐 qǐng zuò どうぞお座りください。
18 请到这儿坐吧 qǐng dào zhèr zuò ba どうぞここにお座りください。
19 请大家坐好 qǐng dàjiā zuò hǎo どうぞ皆さんご着席ください。
20 请安静 qǐng ānjìng どうぞお静かに。
21 请多关照 qǐng duō guānzhào どうぞよろしくお願いします。
22 请喝茶 qǐng hē chá お茶をどうぞ。
23 请用茶 qǐng yòng chá お茶をどうぞ。
24 请用烟 qǐng yòng yān タバコをどうぞ。
25 请吃 qǐng chī どうぞお食べください。
26 请用餐 qǐng yòng cān どうぞお召し上がりください。
27 请趁热吃吧 qǐng chèn rè chī ba どうぞ熱いうちにお召し上がりください。
28 请别客气 qǐng bié kèqì どうぞご遠慮なく。
29 请放松 qǐng fàngsōng 楽にしてください。
30 请收下 qǐng shōuxià どうぞお受け取りください。
31 请打开 qǐng dǎkāi どうぞ開けてください。
32 请看 qǐng kàn どうぞ見てください。
33 请做 qǐng zuò どうぞやってください。
34 请说 qǐng shuō どうぞ話してください。
35 请开始 qǐng kāishǐ どうぞ始めてください。
36 请回复 qǐng huífù どうぞ返信をください。
37 请再来 qǐng zài lái どうぞまた来てください。
38 您请回吧 nín qǐng huí ba どうぞお帰りください。
39 请给我 qǐng gěi wǒ どうか私にください。
40 请给我这个 qǐng gěi wǒ zhège どうぞこれをください。
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41 请原谅我 qǐng yuánliàng wǒ どうか私を許してください。
42 请多包涵 qǐng duō bāohan どうか大目に見てください。
43 请别动怒 qǐng bié dòngnù どうか怒らないでください。
44 请回我电话 qǐng huí wǒ diànhuà どうか私に折返し電話下さい。
45 请替我向她问好 qǐng tì wǒ xiàng tā wènhǎo どうか私にかわり彼女によろしくお伝えください。
46 请您宽恕 qǐng nín kuānshù なにとぞお許しください。
47 请多加支持 qǐng duōjiā zhīchí なにとぞ更なるご支持をください。
48 来 lái 飲食喫煙をすすめる。来る。生じる。やる。注文する。
49 来根烟吧 lái gēn yān ba たばこをどうぞ。
50 来, 吃糖 lái, chī táng どうぞアメ食べて。
51 来喝吧 lái hē ba どうぞ飲んで。さあ、飲もう。
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