
No 中国語 ピンイン 日本語

1 订 dìng 予約する。注文する。契約を結ぶ。取り決める。装丁する。
2 定 dìng 予約する。注文する。
3 点 diǎn 多くの物の中から選ぶ。点。火をつける。時刻。
4 叫 jiào 品物を配達させる。料理を注文する。タクシーなどを呼ぶ。叫ぶ。呼ぶ。

5 订货 dìnghuò 商品を注文する。発注する。注文品。
6 定货 dìnghuò 商品を注文する。発注する。注文品。
7 订购 dìnggòu 発注する。予約購読する。
8 定购 dìnggòu 発注する。
9 订做 dìngzuò 注文してつくる。
10 定做 dìngzuò 注文してつくる。
11 预订 yùdìng 予約する。
12 预定 yùdìng 予定する。あらかじめ取り決める。
13 预约 yùyuē 予約する。約束する。
14 订单 dìngdān 注文書。
15 定单 dìngdān 注文書。
16 订金 dìngjīn 手付金。
17 定金 dìngjīn 契約の保証金。
18 定钱 dìngqián 手付金。
19 订报纸 dìng bàozhǐ 新聞を定期購読する。
20 订座儿 dìng zuòr 座席を予約する。
21 订购机票 dìnggòu jīpiào 飛行機のチケットを予約購入する。
22 订做⻄服 dìngzuò xīfú スーツを注文してつくる。
23 预订火⻋票 yùdìng huǒchēpiào 列車のチケットを予約する。
24 点菜 diǎncài 料理を注文する。
25 叫菜 jiàocài 料理を注文する。
26 订菜 dìng cài 野菜や料理を注文予約する。
27 取消订货 qǔxiāo dìnghuò 商品の注文を取り消す。
28 取消预订 qǔxiāo yùdìng 予約を取り消す。
29 我要这个 wǒ yào zhège 私はこれが要ります。これをください。
30 还有这个 háiyǒu zhège それからこれ。
31 我想买感冒药 wǒ xiǎng mǎi gǎnmàoyào 私は風邪薬を買いたい。
32 这儿有感冒药吗? zhèr yǒu gǎnmàoyào ma ここに風邪薬はありますか。
33 这个多少钱? zhège duōshao qián これはいくらですか。
34 有和这个一样的东⻄吗? yǒu hé zhège yīyàng de dōngxi ma これと同じ物はありますか。
35 有别的眼色的吗? yǒu bié de yǎnsè de ma ほかの色はありますか。
36 有没有大一点的? yǒu méiyǒu dà yīdiǎn de もう少し大きなものはありますか。
37 有没有便宜一点的? yǒu méiyǒu piányí yīdiǎn de もう少し安いものはありますか。
38 一百克多少钱? yībǎi kè duōshao qián １００グラムで金額はいくらですか。
39 我要两百克 wǒ yào liǎng bǎi kè 私は２００グラムいる。
40 一盒里有几个? yī hé lǐ yǒu jǐ ge 一箱に何個入りですか。
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41 一盒有多少个? yī hé yǒu duōshao ge １箱にどのくらいの個数が入っていますか。
42 我要预约 wǒ yào yùyuè 私は予約します。
43 我想预定今天晚上七点的座位, 四位 wǒ xiǎng yùdìng jīntiān wǎnshàng qī diǎn de zuòwèi, sì wèi 私は今夜７時の席で４名ぶん予約したい。
44 请给我看一下菜单 qǐng gěi wǒ kàn yīxià càidān メニューをちょっと見せてください。
45 我要点菜 wǒ yào diǎncài 私は料理を注文します。
46 服务员, 我们点菜 fúwùyuán, wǒmen diǎncài 店員さん、私たちは料理を注文します。
47 先来两瓶啤酒 xiān lái liǎng píng píjiǔ まずビールを２本ください。
48 有推荐的吗? yǒu tuījiàn de ma おすすめはありますか。
49 有推荐的菜吗? yǒu tuījiàn de cài ma おすすめの料理はありますか。
50 是这个吗? shì zhège ma これですか。
51 是, 这个 shì, zhège そうです、これ。
52 那, 这个 nà, zhège ならば、これ。
53 要一个⻘椒⾁丝 yào yī ge qīngjiāo ròusī チンジャオロースを一つください。
54 要一份⻘椒⾁丝 yào yī fèn qīngjiāo ròusī チンジャオロースを一つください。
55 我要三份饺子 wǒ yào sān fèn jiǎozi 餃子を３セット(３人前、三皿)ください。
56 一份有几个? yī fèn yǒu jǐ ge １セット(１人前、一皿)にいくつありますか。
57 小笼包, 一笼 xiǎolóngbāo, yī lóng ショーロンポー、１セイロ。
58 一笼有几个? yī lóng yǒu jǐ ge 一つのセイロにいくつありますか。
59 就点这些 jiù diǎn zhèxiē 注文はこれらで以上です。
60 我就要这些 wǒ jiù yào zhèxiē 注文はこれらで以上です。
61 我还要点菜 wǒ hái yào diǎncài 私はまだ料理注文します。
62 再点几个菜 zài diǎn jǐ gè cài さらにいくつか料理を注文します。
63 请再给我一个 qǐng zài gěi wǒ yī ge また一つください。もう一つください。
64 再来一个 zàilái yī ge また一つください。もう一つください。
65 再要三个 zài yào sān ge あと三ついります。
66 请再来一碗米饭 qǐng zàilái yī wǎn mǐfàn ご飯のおかわりをください。
67 请拿些甜点 qǐng ná xiē tiándiǎn なにか甘いものください。なにかデザートください。
68 您在这儿用吗? nín zài zhèr yòng ma ここで召し上がりますか。
69 我在这儿吃 wǒ zài zhèr chī ここで食べます。
70 我带走 wǒ dàizǒu 持ち帰ります。
71 巨无霸套餐, 一个 jùwúbà tàocān, yī ge ビッグマックセット、一つ。
72 巨无霸套餐, 一份 jùwúbà tàocān, yī fèn ビッグマックセット、一セット。
73 单点一个巨无霸 dān diǎn yī ge jùwúbà 単品注文でビッグマック一つ。
74 饮料是可乐 yǐnliào shì kělè 飲み物はコーラ。
75 我要三号套餐 wǒ yào sān hào tàocān 私は３番のセットが要ります。
76 售票处在哪儿? shòupiàochù zài nǎr 切符売り場はどこですか。
77 在哪儿买⻋票? zài nǎr mǎi chēpiào 乗車券はどこで買うのですか。
78 在哪儿买门票? zài nǎr mǎi ménpiào 入場券はどこで買うのですか。
79 大人票, 一张 dàrén piào, yī zhāng 大人のチケット、１枚。
80 儿童票, 一张 értóng piào, yī zhāng 子供のチケット、１枚。
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81 我要两张 wǒ yào liǎng zhāng ２枚いります。
82 到⻄安的 dào Xī'ān de ⻄安までの。
83 到广州东, 一等, 一张 dào Guǎngzhōudōng, yī děng, yī zhāng 広州東まで、一等、１枚。
84 我打算下订单 wǒ dǎsuàn xià dìngdān 私は発注するつもりです。
85 我要下订单 wǒ yào xià dìngdān 私は発注します。
86 我想要追加订单 wǒ xiǎng yào zhuījiā dìngdān 私は追加注文したい。
87 发送正式的订货单 fāsòng zhèngshì de dìnghuòdān 正式な注文書を送ります。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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