
No 中国語 ピンイン 日本語

1 外卖 wàimài 出前する。店外での飲食用に販売する食品。
2 送外卖 sòng wàimài 出前する。
3 叫外卖 jiào wàimài 出前を取る。
4 外卖店 wàimàidiàn 仕出し屋。デリバリー店。
5 外卖服务 wàimài fúwù 出前サービス。デリバリーサービス。
6 本店不做外卖 běn diàn bù zuò wàimài 当店は出前しておりません。
7 我想叫外卖 wǒ xiǎng jiào wàimài 私は出前を取ろうと思う。
8 我打算叫披萨的外卖 wǒ dǎsuàn jiào pīsà de wàimài 私はピザのデリバリーを注文するつもりです。
9 送菜 sòng cài 出前する。
10 送饭菜 sòng fàncài 出前する。
11 外送 wàisòng 仕出し。デリバリー。
12 外送店 wàisòngdiàn 仕出し屋。デリバリー店。
13 外送服务 wàisòng fúwù 仕出しサービス。デリバリーサービス。
14 外送饭菜 wàisòng fàncài 仕出し料理。
15 外送食品 wàisòng shípǐn デリバリーフード。
16 外送费 wàisòngfèi 仕出しの配達費。
17 请外送两碗汤面 qǐng wàisòng liǎng wǎn tāngmiàn 汁そば二人前の出前をお願いします。
18 带走 dàizǒu 持ち帰り。テイクアウト。
19 您是在这里吃, 还是带走? nín shì zài zhèlǐ chī, háishi dàizǒu こちらでお召し上がりですか、それともお持ち帰りですか。
20 打包 dǎbāo 飲食店で食べきれなかった料理を持ち帰る。梱包する。包みをあける。

21 我想把剩下的打包带走 wǒ xiǎng bǎ shèngxià de dǎbāo dàizǒu 私は残り物を持ち帰りしたい。
22 剩下的菜可以打包吗? shèngxià de cài kěyǐ dǎbāo ma 残った料理は持ち帰りできますか。
23 剩下的菜要打包吗? shèngxià de cài yào dǎbāo ma 残った料理を持ち帰りしますか。
24 服务员! 请打包 fúwùyuán! qǐng dǎbāo 店員さん!、包んでください。
25 这个菜, 请打包 zhège cài, qǐng dǎbāo この料理、包んでください。
26 带回 dàihuí 持ち帰る。
27 把吃剩下的带回去 bǎ chī shèngxià de dàihuíqu 食べ残しを持ち帰る。
28 外餐 wàicān 外食する。外食。
29 在外就餐 zài wài jiùcān 外で食事をとる。
30 在外吃饭 zài wài chīfàn 外で食事をとる。
31 在外边吃 zài wàibian chī 外で食べる。
32 在外边吃饭 zài wàibian chīfàn 外で食事をとる。
33 在外面吃 zài wàimiàn chī 外で食べる。
34 在外面吃饭 zài wàimiàn chīfàn 外で食事をとる。
35 在餐厅吃 zài cāntīng chī レストランで食べる。
36 下馆子 xià guǎnzi レストランへ行く。外食する。
37 吃馆子 chī guǎnzi レストランで食事する。外食する。
38 在店里吃 zài diànli chī 店の中で食べる。
39 在这里吃 zài zhèlǐ chī ここで食べる。
40 在家吃饭 zài jiā chīfàn 家で食事をする。
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41 在家里吃饭 zài jiāli chīfàn 家の中で食事をする。
42 在家喝酒 zài jiā hējiǔ 家で酒を飲む。
43 居家饮酒 jūjiā yǐnjiǔ 家飲み。宅飲み。
44 自己做饭 zìjǐ zuòfàn 自炊する。自炊。
45 自己起火 zìjǐ qǐhuǒ 自炊する。自分で火をつける。自然発火する。
46 自己烧饭 zìjǐ shāofàn 自炊する。自炊。
47 自炊 zì chuī 自炊する。自炊。
48 妈妈做饭 māma zuòfàn ⺟がご飯を作る。⺟が炊事する。
49 妈妈做菜 māma zuòcài ⺟が料理する。
50 盒饭 héfàn 弁当。
51 外卖盒饭 wàimài héfàn 仕出し弁当。
52 便利店的盒饭 biànlìdiàn de héfàn コンビニ弁当。
53 带盒饭 dài héfàn 弁当持参。
54 自带盒饭 zì dài héfàn 弁当持参。手べんとう。
55 盒装菜饭 hézhuāng càifàn 弁当料理。
56 便当 biàndāng 弁当。
57 便当 biàndang 手軽で便利だ。都合がよい。容易だ。
58 我做便当 wǒ zuò biàndāng お弁当を作ります。
59 我带便当去公司 wǒ dài biàndāng qù gōngsī 会社に弁当を持って行く。
60 聚餐 jùcān 会食する。
61 一个人吃饭 yī ge rén chīfàn 一人で食事をする。孤食。
62 单人吃饭 dānrén chīfàn 一人の食事。
63 周末家庭聚餐 zhōumò jiātíng jùcān 週末の家庭での会食。
64 周末家宴 zhōumò jiāyàn 週末のホームパーティー。
65 户外烧烤 hùwài shāokǎo 屋外バーベキュー。
66 站着吃 zhàn zhe chī 立ち食いする。
67 站着吃荞⻨面 zhàn zhe chī qiáomàimiàn 立ち食い蕎⻨。
68 在路上吃东⻄ zài lùshàng chī dōngxī 路上でものを食べる。
69 在路上走着吃 zài lùshàng zǒu zhe chī 路上を歩きながら食べる。
70 美食探访 měishí tànfǎng 美食を捜し求める。食べ歩き。
71 美食寻访 měishí xúnfǎng 美食を探訪する。食べ歩き。
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