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日本語 簡体字 ピンイン ピンインのカタカナ表記 

新千歳空港 新千岁机场 Xīnqiānsuì Jīchǎng  シンチエンスェイ ジーチャン

丘珠空港 丘珠机场 Qiūzhū Jīchǎng  チォウジュー ジーチャン 

ＪＲ札幌駅 JR 札幌站、 

札幌车站 

JR Zháhuǎng zhàn、 

Zháhuǎng chēzhàn 

JR ジャーホアン ジャン、 

ジャーホアン チョージャン 

大通 大通 Dàtōng  ダートン 

すすきの 薄野 Bóyě  ボーイエ 

円山公園 圆山公园 Yuánshān Gōngyuán  ユエンシャン ゴンユエン 

大通公園 大通公园 Dàtōng Gōngyuán ダートン ゴンユエン 

北海道庁旧本庁舎

（赤れんが） 

北海道政府大楼 

（红砖） 

Běihǎidào zhèngfǔ  

dàlóu（Hóngzhuān）  

ベイハイダオ ジョンフー  

ダーロウ（ホンジュアン） 

札幌時計台 札幌钟楼 Zháhuǎng Zhōnglóu  ジャーホアン ジョンロウ 

豊平館 丰平馆 Fēngpíngguǎn  フォンピィングアン 

羊が丘展望台 羊之丘展望台 Yángzhīqiū zhǎnwàngtái  ヤンジーチォウ 

ジャンワンタイ 

サッポロさとらんど 札幌里园 Zháhuǎng Lǐyuán  ジャーホアン リーユエン 

藻岩山 藻岩山 Zǎoyán Shān  ザオイエン シャン 

北海道神宮 北海道神宫 Běihǎidào Shéngōng  ベイハイダオ シェンゴン 

滝野すずらん丘陵公

園 

泷野铃兰丘陵公园 Lóngyě Línglán  

Qiūlíng Gōngyuán  

ロンイエ リィンラン  

チォウリィン ゴンユエン 

クラーク像 克拉克像 Kèlākè Xiàng  クァラークァ シアン 

モエレ沼公園 莫埃来沼公园 Mò'āilái Zhǎo Gōngyuán  モーアイライ ジャオ  

ゴンユエン 

定山渓 定山溪 Dìngshānxī  ディィンシャンシー 

札幌ドーム 札幌多目体育馆、 

札幌巨蛋 

Zháhuǎng Duōmù Tǐyùguǎn、

Zháhuǎng Jùdàn  

ジャーホアン ドゥオムー  

ティーユィグアン、 

ジャーホアン ジュィダン 

大倉山ジャンプ競技

場 

大仓山跳台滑雪比赛

场 

Dàcāng Shān Tiàotái  

Huáxuě Bǐsàichǎng  

ダーツアン シャン  

ティアオタイ フアシュエ  

ビーサイチャン 

真駒内屋内競技場 真驹内室内滑冰场 Zhēnjūnèi Shìnèi  

Huábīngchǎng  

ジェンジュィネイ シーネイ  

フアビィンチャン 

札幌ウインタースポ

ーツミュージアム 

札幌冬季体育运动博

物馆 

Zháhuǎng Dōngjì  

Tǐyùyùndòng Bówùguǎn  

ジャー ホアン ドンジー  

ティーユィユンドン  

ボーウーグアン 
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日本語 簡体字 ピンイン ピンインのカタカナ表記 

北海道立近代美術

館 

北海道近代美术馆 Běihǎidào Jìndài  

Měishùguǎn  

ベイハイダオ ジンダイ  

メイシューグアン 

北海道立近代美術

館 

北海道近代美术馆 Běihǎidào Jìndài  

Měishùguǎn  

ベイハイダオ ジンダイ  

メイシューグアン 

札幌芸術の森 札幌艺术森林 Zháhuǎng Yìshù Sēnlín ジャーホアン イーシュー  

センリン 

渡辺淳一文学館 渡边淳一文学馆 Dùbiān Chúnyī  

Wénxuéguǎn  

ドゥービエン チュンイー  

ウェンシュエグアン 

北海道大学総合博

物館 

北海道大学综合博

物馆 

Běihǎidào Dàxué  

Zōnghé Bówùguǎn  

ベイハイダオ ダーシュエ  

ゾンホァ ボーウーグアン 

サッポロビール博物

館 

札幌啤酒博物馆 Zháhuǎng Píjiǔ Bówùguǎn ジャーホアン ピージォウ  

ボーウーグアン 

札幌コンサートホー

ル Kitara 

札幌市音乐厅

KITARA 

Zháhuǎng Shì Yīnyuètīng 

KITARA  

ジャー ホアン シー  

インユエティィン KITARA 

ラーメン横丁 拉面横丁、 

拉面街 

Lāmiàn Héngdīng、 

Lāmiàn Jiē  

ラーミエン ホンディィン、 

ラーミエン ジエ 

二条市場 二条市场 Èrtiáo Shìchǎng  アーティアオ シーチャン 

狸小路 狸小路 Líxiǎolù  リーシャオルー 

サッポロビール園 札幌啤酒园 Zháhuǎng Píjiǔ Yuán  ジャーホアン ピージォウ  

ユエン 

サッポロファクトリー 札幌法克特力 

商业城 

Zháhuǎng Fǎkètèlì  

Shāngyèchéng  

ジャーホアン ファークァトァリー 

シャンイエチョン 

イシヤチョコレートフ

ァクトリー 

石屋巧克力展览馆 Shíwū Qiǎokèlì  

Zhǎnlǎnguǎn  

シーウー チャオクァリー  

ジャンラングアン 

さっぽろ地下街 札幌地下商城 Zháhuǎng Dìxià  

Shāngchéng  

ジャーホアン ディーシア  

シャンチョン 

 


