
駅名

英語 中国語（簡体字） 中国語（繁体字） 韓国語

1 横浜 Yokohama 横滨 橫濱 요코하마

2 東神奈川 Higashi-Kanagawa 东神奈川 東神奈川 히가시카나가와

3 新子安 Shin-Koyasu 新子安 新子安 신코야스

4 鶴見 Tsurumi 鹤见 鶴見 츠루미

5 矢向 Yako 矢向 矢向 야코

6 国道 Kokudo 国道 國道 고쿠도

7 鶴見小野 Turumiono 鹤见小野 鶴見小野 츠루미오노

8 弁天橋 Bentembashi 弁天桥 弁天橋 벤텐바시

9 浅野 Asano 浅野 浅野 아사노

10 安善 Anzen 安善 安善 안젠

11 大川 Okawa 大川 大川 오카와

12 新芝浦 Shin-Shibaura 新芝浦 新芝浦 신시바우라

13 海芝浦 Umi-Shibaura 新芝浦 海芝浦 우미시라우바

14 大口 Oguchi 大口 大口 오구치

15 小机 Kozukue 小机 小機 고즈쿠에

16 鴨居 Kamoi 鸭居 鴨居 가모이

17 十日市場 Tokaichiba 十日市场 十日市場 도카이치바

18 保土ヶ谷 Hodogaya 保土谷 保土谷 호도가야

19 東戸塚 Higashi-Totsuka 东户冢 東戸塚 히가시 토츠카

20 関内 Kannai 关内 關內 간나이

21 石川町（元町・中華街） Ishikawacho(Motomachi-Chukagai) 石川町 石川町（元町・中華街） 이시카와초

22 山手 Yamate 山手 山手 야마테

23 根岸 Negishi 根岸 根岸 네기시

24 磯子 Isogo 矶子 磯子 이소고

25 洋光台 Yokodadi 洋光台 洋光台 요코다이

26 港南台 Konandai 港南台 港南台 고난다이

27 本郷台 Hongodai 本乡台 本郷台 혼고다이

対訳
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28 菊名 Kikuna 菊名 菊名 기쿠나

29 新横浜 Shin-Yokohama 新横滨 新橫濱 신요코하마

30 中山 Nakayama 中山 中山 나카야마

31 戸塚 Totsuka 户冢 戶塚 도츠카

32 長津田 Nagatsuta 长津田 長津田 나가츠타

33 大船 Ofuna 大船 大船 오후나

34 桜木町 Sakuragicho 樱木町 櫻木町 사쿠라기초

35 新杉田 Shin-sugita 新杉田 新杉田 신스기타

36 反町 Tammachi 反町 反町 단마치

37 東白楽 Higashi-hakuraku 东白乐 東白樂 히가시하쿠라쿠

38 白楽 Hakuraku 白乐 白樂 하쿠라쿠

39 妙蓮寺 Myorenji 妙莲寺 妙蓮寺 묘렌지

40 大倉山 Okurayama 大仓山 大倉山 오쿠라야마

41 綱島 Tsunashima 纲岛 綱島 츠나시마

42 日吉 Hiyoshi 日吉 日吉 히요시

43 新高島 Shin-Takashima 新高岛 新高島 신타카시마

44 みなとみらい Minatomirai 港湾未来 港灣未來 미나토미라이

45 馬車道 Bashamichi 马车道 馬車道 바샤미치

46 日本大通り Nihon-odori 日本大道 日本大道 니혼오도리

47 元町・中華街 Motomachi-Chukagai 元町、中华街 元町、中華街 모토마치·추카가이

48 神奈川 Kanagawa 神奈川 神奈川 가나가와

49 仲木戸 Nakakido 仲木户 仲木戸 나카키도

50 神奈川新町 Kanagawa-Shimmachi 神奈川新町 神奈川新町 가나가와신마치

51 子安 Koyasu 子安 子安 고야스

52 京急新子安 Keikyu-Shinkoyasu 京急新子安 京急新子安 게이큐 신코야스

53 生麦 Namamugi 生麦 生麥 나마무기

54 花月園前 Kagetsuen-mae 花月园前 花月園前 가게쓰엔마에
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55 京急鶴見 Keikyu-Tsurumi 京急鹤见 京急鶴見 게이큐 쓰루미

56 鶴見市場 Tsurumi-ichiba 鹤见市场 鶴見市場 쓰루미이치바

57 戸部 Tobe 户部 戸部 도베

58 日ノ出町 Hinodecho 日之出町 日之出町 히노데초

59 黄金町 Koganecho 黄金町 黄金町 고가네초

60 南太田 Minami-Ota 南太田 南太田 미나미오타

61 井土ヶ谷 Idogaya 井土谷 井土谷 이도가야

62 屏風浦 Byobugaura 屏风浦 屏風浦 뵤부가우라

63 杉田 Sugita 杉田 杉田 스기타

64 京急富岡 Keikyu-Tomioka 京急富冈 京急富岡 게이큐 도미오카

65 能見台 Nokendai 能见台 能見台 노켄다이

66 金沢文庫 Kanazawa-bunko 金泽文库 金澤文庫 가나자와분코

67 六浦 Mutsuura 六浦 六浦 뭇츠우라

68 弘明寺 Gumyoji 弘明寺 弘明寺 구묘지

69 上大岡 Kamiooka 上大冈 上大岡 가미오오카

70 金沢八景 Kanazawa-hakkei 金泽八景 金澤八景 가나자와핫케이

71 南部市場 Nambu-shijo 南部市场 南部市場 난부시조

72 鳥浜 Torihama 鸟滨 鳥濱 도리하마

73 並木北 Namiki-kita 并木北 並木北 나미키키타

74 並木中央 Namiki-chuo 并木中央 並木中央 나미키추오

75 幸浦 Sachiura 幸浦 幸浦 사치우라

76 産業振興センター Sangyo-shinko-center 产业振兴中心 產業振興中心 산교신코센타(산업진흥센터)

77 福浦 Fukuura 福浦 福浦 후쿠우라

78 市大医学部 Shidai-igakubu 市大医学部 市大醫學部 시다이이가쿠부(시립대학 의학부)

79 八景島 Hakkeijima 八景岛 八景島 핫케이지마

80 海の公園柴口 Uminokoen-Shibaguchi 海之公园柴口 海之公園柴口 우미노코엔시바구치

81 海の公園南口 Uminokoen-Minamiguchi 海之公园南口 海之公園南口 우미노코엔미나미구치
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82 野鳥公園 Yacho-koen 野鸟公园 野鳥公園 야초코엔

83 高島町 Takashimacho 高岛町 高島町 다카시마초

84 伊勢佐木長者町 Isezaki-chojamachi 伊势佐木长者町 伊勢佐木長者町 이세자키 조자마치

85 阪東橋 Bandobashi 阪东桥 阪東橋 반도바시

86 吉野町 Yoshinocho 吉野町 吉野町 요시노초

87 蒔田 Maita 莳田 蒔田 마이타

88 港南中央 Konanchuo 港南中央 港南中央 고난추오

89 上永谷 Kaminagaya 上永谷 上永谷 가미나가야

90 下永谷 Shhimonagaya 下永谷 下永谷 시모나가야

91 舞岡 Maioka 舞冈 舞岡 마이오카

92 踊場 Odoriba 踊场 踊場 오도리바

93 中田 Nakada 中田 中田 나카타

94 立場 Tateba 立场 立場 다테바

95 下飯田 Shimoiida 下饭田 下飯田 시모이이다

96 三ツ沢下町 Mitsuzawa-shimocho 三泽下町 三澤下町 미쓰자와시모초

97 三ツ沢上町 Mitsuzawa-kamicho 三泽上町 三澤上町 미쓰자와카미초

98 片倉町 Katakuracho 片仓町 片倉町 가타쿠라초

99 岸根公園 Kishine-koen 岸根公园 岸根公園 기시네코엔

100 北新横浜 Kita shin-yokohama 北新横滨 北新橫濱 기타신요코하마

101 新羽 Nippa 新羽 新羽 닛파

102 仲町台 Nakamachidai 仲町台 仲町台 나카마치다이

103 センター南 Center Minami 中心南 中心南 센터 미나미

104 センター北 Center Kita 中心北 中心北 센터 기타

105 中川 Nakagawa 中川 中川 나카가와

106 都筑ふれあいの丘 Tsuzuki-fureainooka 都筑接触之丘 都筑Fureai之丘 쓰즈키 후레아이노오카

107 川名町 Kawanacho 川名町 川名町 가와나초

108 北山田 Kitayamata 北山田 北山田 기타야마타

4



駅名

英語 中国語（簡体字） 中国語（繁体字） 韓国語

対訳

109 東山田 Higashiyamata 东山田 東山田 히가시야마타

110 高田 Takata 高田 高田 다카다

111 日吉本町 Hiyoshi-honcho 日吉本町 日吉本町 히요시혼초

112 あざみ野 Azamino 蓟野 薊野 아자미노

113 たまプラーザ Tama-plaza 多摩广场 多摩廣場 다마프라자

114 江田 Eda 江田 江田 에다

115 市が尾 Iichigao 市尾 市尾 이치가오

116 藤が丘 Fujigaoka 藤丘 藤丘 후지가오카

117 青葉台 Aobadai 青叶台 青葉台 아오바다이

118 田奈 Tana 田奈 田奈 다나

119 恩田 Onda 恩田 恩田 온다

120 こどもの国 Kodomonokuni 儿童之国（子供之国） 子供之國 고도모노쿠니

121 平沼橋 Hiranuma-bashi 平沼桥 平沼橋 히라누마바시

122 西横浜 Nishi-yokohama 西横滨 西橫濱 니시요코하마

123 天王町 Tennocho 天王町 天王町 덴노초

124 星川 Hoshikawa 星川 星川 호시카와

125 和田町 Wadamachi 和田町 和田町 와다마치

126 上星川 Kami-hoshikawa 上星川 上星川 가미호시카와

127 西谷 Nishiya 西谷 西谷 니시야

128 鶴ヶ峰 Tsurugamine 鹤峰 鶴峰 쓰루가미네

129 二俣川 Futamatagawa 二俣川 二俣川 후타마타가와

130 希望ヶ丘 Kibogaoka 希望丘 希望丘 기보가오카

131 三ツ境 Mitsukyo 三境 三境 이즈미추오

132 瀬谷 Seya 濑谷 瀨谷 세야

133 南万騎が原 Minami-makigahara 南万骑原 南萬騎原 미나미마키가하라

134 緑園都市 Ryokuen-toshi 绿园都市 綠園都市 료쿠엔토시

135 弥生台 Yayoidai 弥生台 弥生台 야요이다이
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136 いずみ野 Izumino 泉野 泉野 이즈미노

137 いずみ中央 Izumi-chuo 泉中央 泉中央 이즈미추오

138 ゆめが丘 Yumegaoka 梦丘 夢丘 유메가오카
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