
No 中国語 ピンイン 日本語

1 蛋糕 dàngāo ケーキ類全般。
2 蛋糕店 dàngāodiàn ケーキ屋。
3 蛋糕坊 dàngāofāng ケーキ屋。
4 甜点 tiándiǎn 甘い菓子。甘いデザート。
5 ⻄点 xīdiǎn 洋菓子。ケーキ。
6 冻糕 dònggāo 冷やして固めるスイーツ。
7 做蛋糕 zuò dàngāo ケーキを作る。
8 烤蛋糕 kǎo dàngāo ケーキを焼く。
9 很好吃的蛋糕 hěn hǎochī de dàngāo おいしいケーキ。
10 这个蛋糕很好吃 zhège dàngāo hěn hǎochī このケーキはとてもおいしい。
11 这个蛋糕看起来很好吃 zhège dàngāo kàn qǐlai hěn hǎochī このケーキは見たところおいしそう。
12 这块蛋糕很甜 zhè kuài dàngāo hěn tián このケーキはとても甘い。
13 手工蛋糕 shǒugōng dàngāo 手作りのケーキ。
14 手作蛋糕 shǒuzuò dàngāo 手作りのケーキ。
15 鲜奶油 xiānnǎiyóu 生クリーム。
16 生奶油 shēngnǎiyóu 生クリーム。
17 海绵蛋糕 hǎimián dàngāo スポンジケーキ。
18 圆形蛋糕 yuánxíng dàngāo ホールケーキ。
19 整个蛋糕 zhěnggè dàngāo まるまるのケーキ。ホールケーキ。
20 一块蛋糕 yī kuài dàngāo 一切れのケーキ。ひとかたまりのケーキ。
21 生日蛋糕 shēngrì dàngāo 誕生日ケーキ。バースデーケーキ。
22 圣诞蛋糕 shèngdàn dàngāo クリスマスケーキ。
23 圣诞节蛋糕 shèngdàn jié dàngāo クリスマスケーキ。
24 冰淇淋蛋糕 bīngqílín dàngāo アイスクリームケーキ。
25 花蛋糕 huā dàngāo デコレーションケーキ。
26 花花蛋糕 huāhuā dàngāo デコレーションケーキ。
27 花式蛋糕 huā shì dàngāo デコレーションケーキ。
28 大型花式蛋糕 dàxíng huā shì dàngāo デコレーションケーキ。
29 裱花蛋糕 biǎo huā dàngāo デコレーションケーキ。
30 草莓蛋糕 cǎoméi dàngāo イチゴケーキ。
31 草莓花蛋糕 cǎoméi huā dàngāo イチゴのデコレーションケーキ。
32 草莓切片蛋糕 cǎoméi qiēpiàn dàngāo イチゴのショートケーキ。
33 水果蛋糕 shuǐguǒ dàngāo フルーツケーキ。
34 巧克力蛋糕 qiǎokèlì dàngāo チョコレートケーキ。
35 菠萝蛋糕 bōluó dàngāo パイナップルケーキ。
36 凤梨酥 fènglísū パイナップルケーキ。
37 香蕉蛋糕 xiāngjiāo dàngāo バナナケーキ。
38 芝士蛋糕 zhīshì dàngāo チーズケーキ。
39 免烤芝士蛋糕 miǎn kǎo zhīshì dàngāo レアチーズケーキ。
40 奶酪蛋糕 nǎilào dàngāo チーズケーキ。
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41 乳酪蛋糕 rǔlào dàngāo チーズケーキ。
42 干酪蛋糕 gānlào dàngāo チーズケーキ。
43 千层蛋糕 qiāncéng dàngāo 多層ケーキ。ミルクレープ。
44 法式千层酥 fàshì qiāncéng sū ミルフィーユ。
45 巧克力熔岩蛋糕 qiǎokèlì róngyán dàngāo ガトーショコラ。
46 提拉米苏 tílāmǐsū ティラミス。
47 慕斯蛋糕 mùsī dàngāo ムースケーキ。
48 芒果慕斯蛋糕 mángguǒ mùsī dàngāo マンゴームースケーキ。
49 蒙布朗 méngbùlǎng モンブランケーキ。
50 蛋糕卷 dàngāojuǎn ロールケーキ。
51 海绵蛋糕卷 hǎimián dàngāojuǎn スポンジロールケーキ。
52 卷筒蛋糕 juǎn tǒng dàngāo ロールケーキ。
53 瑞士卷 ruìshìjuǎn ロールケーキ。スイスロール。
54 年轮蛋糕 niánlún dàngāo バームクーヘン。バウムクーヘン。
55 戚⻛蛋糕 qìfēng dàngāo シフォンケーキ。
56 布朗尼 bùlǎngní ブラウニー。
57 巧克力布朗尼 qiǎokèlì bùlǎngní ブラウニー。
58 磅蛋糕 bàngdàngāo パウンドケーキ。
59 玛德琳 mǎdélín マドレーヌ。
60 玛德琳蛋糕 mǎdélín dàngāo マドレーヌ。
61 蜂蜜蛋糕 fēngmì dàngāo カステラ。
62 杯子蛋糕 bēizi dàngāo カップケーキ。
63 杯形蛋糕 bēi xíng dàngāo カップケーキ。
64 鸡蛋糕 jīdàngāo 蒸しケーキ。茶碗蒸し。
65 华夫饼 huáfūbǐng ワッフル。
66 费南雪 fèinánxuě フィナンシェ。
67 松饼 sōngbǐng パンケーキ。
68 热松饼 rèsōngbǐng ホットケーキ。
69 薄烤饼 báokǎobǐng パンケーキ。ホットケーキ。
70 ⻨芬 màifēn マフィン。
71 ⻨芬蛋糕 màifēn dàngāo マフィン。
72 蓝莓⻨芬 lánméi màifēn ブルーベリーマフィン。
73 可丽饼 kělìbǐng クレープ。
74 苹果派 píngguǒpài アップルパイ。
75 蛋挞 dàntà エッグタルト。
76 葡式蛋挞 pú shì dàntà ポルトガル風エッグタルト。
77 甜甜圈 tiántiánquān ドーナツ。
78 ⻢卡龙 mǎkǎlóng マカロン。
79 泡芙 pàofú シュークリーム。
80 奶油泡芙 nǎiyóu pàofú シュークリーム。
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81 芭菲 bāfēi パフェ。
82 帕菲 pàfēi パフェ。
83 水果芭菲 shuǐguǒ bāfēi フルーツパフェ。
84 巧克力芭菲 qiǎokèlì bāfēi チョコレートパフェ。
85 抹茶芭菲 mǒchá bāfēi 抹茶パフェ。
86 冰淇淋水果冻 bīngqílín shuǐguǒ dòng アイスクリームとフルーツのパフェ。
87 圣代 shèngdài サンデー。
88 巧克力圣代 qiǎokèlì shèngdài チョコレートサンデー。
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