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1 要 yào 欲しい。要る。求める。かかる。すべきだ。するだろう。のようだ。したい。もしも。

2 需要 xūyào 必要とする。〜する必要がある。要求。
3 须要 xūyào 〜しなければならない。
4 要吗? yào ma 要りますか。
5 你要吗? nǐ yào ma あなた、要りますか。
6 要不要? yào buyào 要りますか、要りませんか。
7 你需要吗? nǐ xūyào ma あなた、要りますか。
8 您需要什么吗? nín xūyào shénme ma あなた様、何か必要ですか。
9 你需要帮助吗? nǐ xūyào bāngzhù ma あなたは助けが必要ですか。
10 还需要什么吗? hái xūyào shénme ma ほかに何か要りますか。
11 你要这个吗? nǐ yào zhège ma あなたはこれが要りますか。
12 想要吗? xiǎng yào ma ほしいですか。
13 你想要这个吗? nǐ xiǎng yào zhège ma あなたはこれがほしいですか。
14 你想要的是这个吗? nǐ xiǎng yào de shì zhège ma あなたの欲しいものはこれですか。
15 您要的是这个吗? nín yào de shì zhège ma あなた様が必要としているのはこちらですか。
16 你需要哪一个? nǐ xūyào nǎ yī ge あなたはどれが要りますか。
17 你要几个? nǐ yào jǐ ge あなたはいくつ要りますか。
18 你要多少? nǐ yào duōshao あなたはどれくらい要りますか。
19 你也要吗? nǐ yě yào ma あなたも要りますか。
20 你也要喝一杯吗? nǐ yě yào hè yī bēi ma あなたも一杯どうですか。
21 要再喝一杯茶吗? yào zài hè yī bēi chá ma もう一杯お茶はいかがですか。
22 来一杯怎么样? lái yī bēi zěnmeyàng 一杯いかがですか。
23 再来一杯怎么样? zài lái yī bēi zěnmeyàng もう一杯いかがですか。
24 你要喝点什么吗? nǐ yào hē diǎn shénme ma あなたは何か飲みますか。
25 你要喝什么? nǐ yào hē shénme あなたは何を飲みますか。
26 你想吃点什么吗? nǐ xiǎng chī diǎn shénme ma あなたは何か食べたいですか。
27 你要吃什么? nǐ yào chī shénme あなたは何を食べますか。
28 你也来一口怎么样? nǐ yě lái yī kǒu zěnmeyàng あなたも一口どうですか。
29 要袋子吗? yào dàizi ma 袋は入りますか。
30 要小票吗? yào xiǎopiào ma レシートは要りますか。
31 我要 wǒ yào 私は要ります。
32 我要这个 wǒ yào zhège 私はこれが要ります。
33 我要那个 wǒ yào nàge 私はそれが要ります。
34 要一个这个 yào yī ge zhège これひとつください。
35 再要一个这个 zài yào yī ge zhège それから、これをひとつください。
36 每一样要一个 měi yīyàng yào yī ge それぞれひとつ要る。
37 我还需要一把钥匙 wǒ hái xūyào yī bǎ yàoshi 私はもう一つ鍵が必要です。
38 我要喝咖啡 wǒ yào hē kāfēi 私はコーヒーを飲みます。
39 我要吃披萨 wǒ yào chī pīsà 私はピザを食べます。
40 我需要帮助 wǒ xūyào bāngzhù 私は助けが必要です。
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41 我不要 wǒ bù yào 私は要らない。
42 我不要了 wǒ bù yào le 私は要らない。
43 不要了, 谢谢 bù yào le, xièxie けっこうです、ありがとう。
44 不需要 bù xūyào 必要としない。
45 我不需要 wǒ bù xūyào 私は要りません。
46 不用 bùyòng する必要はない。するに及ばない。
47 我不用 wǒ bùyòng 私は使わない。するに及ばない。
48 你不用买 nǐ bùyòng mǎi あなたは買わなくてよいです。
49 我不要这个 wǒ bù yào zhège 私はこれいらない。
50 已经不需要了 yǐjing bù xūyào le もう要らないです。
51 那个已经不需要了 nàge yǐjing bù xūyào le それはもう要りません。
52 什么都不需要 shénme dōu bù xūyào 何もいらない。
53 已经什么都不需要了 yǐjing shénme dōu bù xūyào le もう何もいらない。
54 你什么都不需要做 nǐ shénme dōu bù xūyào zuò あなたは何もする必要はありません。
55 不需要帮助 bù xūyào bāngzhù 助けはいらない。
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