
# 日本語名称 読み方 エキスパート対訳
英語 中国語（簡体字） 中国語（繁体字） 韓国語

1 富士山 ふじさん Mt. Fuji 富士山 富士山 후지산
2 北奥千丈岳 きたおくせんじょうだけ Mt. Kita-Okusenjodake 北奥千丈山 北奧千丈山 키타오쿠센조다케(최고봉)
3 小楢山 こならやま Mt. Konara 小楢山 小楢山 코나라야마 산
4 前国師ヶ岳 まえこくしがたけ Mt. Mae-Kokushigatake 前国师山 前國師山 마에코쿠시가타케 산
5 鶏冠山 とさかやま Mt. Tosaka 鸡冠山 雞冠山 토사카야마 산
6 国師ヶ岳 こくしがたけ Mt. Kokushigatake 国师岳 國師嶽 코쿠시가타케 산
7 大烏山 おおがらすやま Mt. Ogarasu 大乌山 大烏山 오가라스야마 산
8 甲武信ヶ岳 こぶしがたけ Mt. Kobushigatake 甲午信岳 甲午信嶽 코부시가타케 산
9 破風山 はふうさん Mt. Hafu 破风山 破風山 하후산

10 雁坂嶺 かりさかれい Mt. Karisakarei 雁坂岭 雁阪嶺 카리사카레이(안판령)
11 黒金山 くろがねやま Mt. Kurogane 黑金山 黑金山 쿠로가네야마 산
12 乾徳山 けんとくさん Mt. Kentoku 乾德山 乾德山 켄토쿠야마 산
13 荒神山 こうじんやま Mt. Kojin 荒神山 荒神山 코우진야마 산
14 金峰山 きんぷさん Mt. Kinpu 金峰山 金峰山 킨푸산
15 節刀ヶ岳 せっとうがたけ Mt. Settogatake 节刀岳 節刀嶽 셋토가타케 산
16 滝戸山 たきどやま Mt. Takido 滝戸山 滝戸山 타키도야마 산
17 春日山 かすがやま Mt. Kasuga 春日山 春日山 카스가야마 산
18 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ Mt. Shakagatake 释迦岳 釋迦嶽 샤카가타케 산
19 黒岳(御坂黒岳) くろだけ（みさかくろだけ） Mt. Kurodake (Mt. Misaka-Kurodake) 黒岳(御坂黒岳) 黒嶽(禦阪黒嶽) 쿠로다케 산 (미사카쿠로다케 산)

20 黒岳 くろだけ Mt. Kurodake 黑岳 黑嶽 쿠로다케 산
21 大蔵経寺山 だいぞうきょうじやま Mt. Daizokyoji 大蔵经寺山 大蔵經寺山 다이조쿄지야마 산
22 大栃山 おおとちやま Mt. Otochi 大栃山 大栃山 오토치야마 산
23 達沢山 たつざわやま Mt. Tatsuzawa 达泽山 達澤山 타치자와야마 산
24 兜山 かぶとやま Mt. Kabuto 兜山 兜山 카부토야마 산
25 新道峠 しんどうとうげ Shindo Pass 新道岭 新道嶺 신도토게 언덕
26 大蔵高丸 おおくらたかまる Mt. Okura Takamaru 大蔵高丸 大蔵高丸 오쿠라타카마루(높고 둥근 대형 창고

건축물)
27 笹子雁ガ腹摺山 ささごがんがはらすりやま Mt. Sasago Ganga Harasuri 笹子雁腹摺山 笹子雁腹摺山 사사고간가하라스리야마 산
28 鶏冠山(黒川山) けいかんざん（くろかわやま） Mt. Keikan (Mt. Kurokawa) 鸡冠山（黑川山） 雞冠山（黑川山） 케이칸산 (쿠로가와야마 산)
29 甲州高尾山 こうしゅうたかおさん Mt. Koshu Takaosan 甲州高尾山 甲州高尾山 코슈타카오산
30 笠取山 かさとりやま Mt. Kasatori 笠取山 笠取山 카사토리야마 산
31 小金沢山 こがねざわやま Mt. Koganezawa 小金泽山 小金澤山 코가네자와야마 산
32 源次郎岳 げんじろうだけ Mt. Genjirodake 源次郎岳 源次郎嶽 겐지로다케 산
33 棚横手山 たなよこてやま Mt. Tanayokote 棚横手山 棚橫手山 타나요코테야마 산
34 大菩薩嶺 だいぼさつれい Mt. Daibosatsurei 大菩萨岭 大菩薩嶺 다이보사쓰레이(대보살령)
35 杓子山 しゃくしやま Mt. Shakushi 杓子山 杓子山 샤쿠시야마 산
36 大平山 おおひらやま Mt. Ohira 大平山 大平山 오히라야마 산
37 三国山 みくにやま Mt. Mikuni 三国山 三國山 미쿠니야마 산
38 高指山 たかざすやま Mt. Takazasu 高指山 高指山 타카자스야마 산
39 明神山 みょうじんやま Mt. Myojin 明神山 明神山 묘진야마 산
40 石割山 いしわりやま Mt. Ishiwari 石割山 石割山 이시와리야마 산
41 青木ヶ原樹海 あおきがはらじゅかい Aokigahara-jukai Forest 青木原树海 青木原樹海 아오키가하라주카이 수해
42 紅葉台 こうようだい Koyodai 红叶台 紅葉臺 코요다이(홍엽대)단풍대
43 御庭 おにわ Oniwa Natural Park 御庭 禦庭 오니와(정원)
44 三ッ峠山 みつとうげやま Mt. Mitsutoge 三座岭山 三座嶺山 미츠토게야마
45 羽根子山(一湖台) はねこやま（いっこだい） Mt. Hanekko (Mt. Ikkodai) 羽根子山(一湖台) 羽根子山(一湖臺) 하네코야마  (잇코다이)
46 三湖台 さんこだい Mt. Sankodai 三湖台 三湖臺 산코다이야마 (삼호대)세개의 호수대

47 足和田山(五湖台) あしわだやま（ごこだい） Mt. Ashiwada (Mt. Gokodai) 足和田山(五湖台) 足和田山(五湖臺) 아시와다야마 산 (고코다이)
48 十二ケ岳 じゅうにがたけ Mt. Junigatake 十二岳 十二嶽 주니가타케 산
49 三方分山 さんぽうぶんざん Mt. Sanpobunzan 三方分山 三方分山 산포분산
50 竜ヶ岳 りゅうがたけ Mt. Ryugatake 龙岳 龍嶽 류가타케 산
51 王岳 おうだけ Mt. Oudake 王岳 王嶽 오다케 산
52 はす池(明見湖) はすいけ（あすみこ） Hasuike (Lake Asumi) 莲花湖（明见湖） 蓮花湖（明見湖） 하스이케(아스미 호)연꽃 연못
53 ちどり湖 ちどりこ Lake Chidori 千鸟湖 千鳥湖 치도리 호수
54 赤池 あかいけ Lake Akaike 赤池 赤池 아카이케 연못
55 西沢渓谷 にしざわけいこく Nishizawa Gorge 西泽溪谷 西澤溪谷 니시자와 계곡
56 徳和渓谷 とくわけいこく Tokuwa Gorge 德和溪谷 德和溪谷 토쿠와 계곡
57 芦川渓谷 あしがわけいこく Ashigawa Gorge 芦川渓谷 蘆川溪谷 아시가 계곡
58 竜門峡 りゅうもんきょう Ryumonkyo Gorge 龙门峡 龍門峽 류몬쿄 언덕
59 嵯峨塩渓谷 さがしおけいこく Sagashio Gorge 嵯峨盐溪谷 嵯峨鹽溪谷 사가시오 계곡
60 一ノ瀬渓谷 いちのせけいこく Ichinose Gorge 一濑溪谷 一之瀨溪谷 이치노세 계곡
61 日川渓谷 ひかわけいこく Hikawa Gorge 日川溪谷 日川溪谷 히가와 계곡
62 鐘山の滝 かねやまのたき Kaneyama Waterfall 钟山瀑布 鐘山瀑布 카네야마 폭포
63 七ツ釜五段の滝 ななつがまごだんのたき Nanatsugama Waterfall 七釜五段瀑布 七釜五段瀑布 나나츠가마 오단의 폭포
64 一の釜 いちのかま Ichi no Kama Waterfall 一之釜 一之釜 이치노가마(하나의 가마솥 폭포)
65 藤垈の滝 ふじぬたのたき Fujinuta Piped Waterfall 藤垈瀑布 藤垈瀑布 후지누타의 폭포
66 男滝・女滝 おだき・めだき Odaki (male waterfall), Medaki

(female waterfall)
男之瀑・女之瀑 男之瀑・女之瀑 남 폭포・여 폭포

67 母の白滝 ははのしらたき Haha no Shirataki Waterfall 母亲的瀑布 母親的瀑布 하하노시라타키 폭포



68 大平高原 おおだいらこうげん Odaira Highlands 大平高原 大平高原 오다이라 고원
69 乙女高原 おとめこうげん Otome Highlands 乙女高原 乙女高原 오토메 고원(을녀의 고원)
70 夢の庭園 ゆめのていえん Yume no Teien View Point 梦之庭园 夢之庭園 꿈의 정원
71 三窪高原 みくぼこうげん Mikubo Highlands 三洼高原 三窪高原 미쿠보 고원
72 大弛峠 おおだるみとうげ Odarumi Pass 大驰峠 大馳峠 오다루미 언덕
73 上日川峠 かみひかわとうげ Kamihikawa Pass 上日川峠 上日川峠 카미히카와 언덕
74 湯の沢峠 ゆのさわとうげ Yunosawa Pass 汤之泽峠 湯之澤峠 유노사와 언덕
75 柳沢峠 やなぎさわとうげ Yanagisawa Pass 柳泽峠 柳澤峠 야나키사와 언덕
76 御坂峠 みさかとうげ Misaka Pass 御坂峠 禦阪峠 미사카 언덕
77 二十曲峠 にじゅうまがりとうげ Nijumagari Pass 二十曲峠 二十曲峠 니주마가리 언덕
78 新道峠 しんどうとうげ Shindo Pass 新道峠 新道峠 신도토게 언덕
79 三ッ峠 みつとうげ Mt. Mitsutoge 三峠 三峠 미츠토게 산
80 吉田口遊歩道 よしだぐちゆうほどう Yoshida Recreational Footpath 吉田口散步道 吉田口散步道 요시다구치 유람 보도
81 富士みち ふじみち Fuji-michi (Fuji section) 富士道 富士道 후지 길
82 雁坂みち かりさかみち Karisaka-michi (Karisaka section) 雁坂道 雁阪道 카리사카 길
83 甲州街道 こうしゅうかいどう Koshu Kaido (Koshu route) 甲州街道 甲州街道 코슈 가도
84 大菩薩ライン だいぼさつらいん Daibosatsu Line 大菩萨道 大菩薩道 다이보사츠 라인 길
85 御坂みち みさかみち Misaka-michi (Misaka section) 御坂道 禦阪道 미사카 길
86 笛吹ライン ふえふきらいん Fuefuki Line 笛吹道 笛吹道 후에후키 라인 길
87 大日影トンネル遊歩道 おおひかげとんねるゆうほどう Ohikage Tunnel Footpath 大日隧道散步道 大日隧道散步道 오히카게 터널 유람 도보
88 竜門峡遊歩道 りゅうもんきょうゆうほどう Ryumonkyo Footpath 龙门峡散步道 龍門峽散步道 용문 언덕 유람 보도
89 東海自然歩道 とうかいしぜんほどう Tokai Nature Trail 东海自然散步道 東海自然散步道 동해 자연 유람 보도
90 マリモ通り まりもどおり Marimo-dori (Route 413) 毬藻道 毬藻道 마리모 도로
91 道志みち どうしみち Doshi-michi (Doshi section) 道志道 道志道 도시의 길
92 富士スバルライン ふじすばるらいん Fuji Subaru Line 富士滑翔道 富士滑翔道 후지스바루 라인 길
93 天上山遊歩道 てんじょうやまゆうほどう Mt. Tenjo Footpath 天上山散步道 天上山散步道 텐조산 유람 보도
94 本栖みち もとすみち Motosu-michi (Route 300) 本栖道 本棲道 모토스 미치
95 湖北ビューライン こほくびゅーらいん Kohoku View Line 湖北观景道 湖北觀景道 코호쿠 뷰라인 길
96 精進ブルーライン しょうじぶるーらいん Shoji Blue Line 精进观景道 精進觀景道 쇼지 블루라인 길
97 富士パノラマライン ふじぱのらまらいん Fuji Panorama Line 富士盘山观光道 富士盤山觀光道 후지 파노라마라인 길
98 鳥居地トンネル とりいちとんねる Toriichi Tunnel 鸟居地隧道 鳥居地隧道 토리이치 터널
99 雁坂トンネル かりさかとんねる Karisaka Tunnel 雁坂隧道 雁阪隧道 카리사카 터널

100 広瀬トンネル ひろせとんねる Hirose Tunnel 广濑隧道 廣瀨隧道 히로세 터널
101 城山トンネル しろやまとんねる Shiroyama Tunnel 城山隧道 城山隧道 시로야마 터널
102 上門坂トンネル じょうもんざかとんねる Jomonzaka Tunnel 上门坂隧道 上門阪隧道 조몬자카 터널
103 室伏トンネル むろぶしとんねる Murobushi Tunnel 室伏隧道 室伏隧道 무로부시 터널
104 牧丘トンネル まきおかとんねる Makioka Tunnel 牧丘隧道 牧丘隧道 마키오카 터널
105 一之瀬高橋トンネル いちのせたかはしとんねる Ichinose Takahashi Tunnel 一之濑高桥隧道 一之瀨高橋隧道 이치노세타카하시 터널
106 高芝トンネル たかしばとんねる Takashiba Tunnel 高芝隧道 高芝隧道 타카시바 터널
107 上萩原第一トンネル かみはぎはらだいいちとんねる Kamihagihara Daiichi Tunnel 上萩原第一隧道 上萩原第一隧道 카미하기바라 제1터널
108 上萩原第二トンネル かみはぎはらだいにとんねる Kamihagihara Daini Tunnel 上萩原第二隧道 上萩原第二隧道 카미하기바라 제2터널
109 雲峰寺第一トンネル うんぽうじだいいちとんねる Unpo-ji Daiich iTunnel 云峰寺第一隧道 雲峰寺第一隧道 운포지 제1터널
110 雲峰寺第二トンネル うんぽうじだいにとんねる Unpo-ji Daini Tunnel 云峰寺第二隧道 雲峰寺第二隧道 운포지 제2터널
111 天目トンネル てんもくとんねる Tenmoku Tunnel 天目隧道 天目隧道 텐모쿠 터널(천목 터널)
112 新鳥坂トンネル しんとりさかとんねる Shin-Torisaka Tunnel 新鸟坂隧道 新鳥阪隧道 신토리사카 터널
113 新御坂トンネル しんみさかとんねる Shin-Misaka Tunnel 新御坂隧道 新禦阪隧道 신미사카 터널
114 御坂隧道 みさかずいどう Misaka-zuido Tunnel 御坂隧道 御阪隧道 미사카스이도 터널
115 若彦トンネル わかひことんねる Wakahiko Tunnel 若彦隧道 若彥隧道 와카히코 터널
116 山伏トンネル やまぶしとんねる Yamabushi Tunnel 山伏隧道 山伏隧道 야마부시 터널
117 小曲トンネル こまがりとんねる Komagari Tunnel 小曲隧道 小曲隧道 코마가리 터널
118 山宮トンネル やまみやとんねる Yamamiya Tunnel 山宫隧道 山宮隧道 야마미야 터널
119 谷抜トンネル かまぬけとんねる Kamanuke Tunnel 谷拔隧道 谷拔隧道 카마누케 터널
120 本栖トンネル もとすとんねる Motosu Tunnel 本栖隧道 本棲隧道 모토스 터널
121 長崎トンネル ながさきとんねる Nagasaki Tunnel 长崎隧道 長崎隧道 나가사키 터널
122 文化洞トンネル ぶんかどうとんねる Bunkado Tunnel 文化洞隧道 文化洞隧道 분카도 터널
123 宇の岬トンネル うのさきとんねる Unosaki Tunnel 宇之岬隧道 宇之岬隧道 우노사키 터널
124 県立富士北麓駐車場 けんりつふじほくろくちゅうしゃじょう Fuji Hokuroku Parking Area 县立富士山北麓停车场 縣立富士山北麓停車場 현립 후지호쿠로쿠 주차장
125 道の駅富士吉田 みちのえきふじよしだ Michi-no-Eki Fujiyoshida (roadside

rest and shopping area)
富士吉田驿站 富士吉田驛站 도로가의 역 후지요시다

126 道の駅みとみ みちのえきみとみ Michi-no-Eki Mitomi (roadside rest
and shopping area)

南驿站 南驛站 도로가의 역 미토미

127 花かげの郷まきおか道の駅 はなかげのさとまきおかみちのえき Makioka Michi-no-Eki (roadside rest
and shopping area)

花影之乡牧邱道驿 花影之郷牧邱道驛 하나카게노사토마키오카 도로가의
역

128 山梨市地域交流センター　街の駅やまなし やまなししちいきこうりゅうせんたー　まちのえきやまなし Yamanashi Community Plaza 山梨市地域交流中心　街之站山梨 山梨市地域交流中心　山梨街之站 야마나시시 지역 교류센터 마을의 역
야마나시

129 道の駅甲斐大和 みちのえきかいやまと Michi-no-Eki Kai Yamato (roadside
rest and shopping area)

甲斐大和驿站 甲斐大和驛站 도로가의 역 카이야마토

130 道の駅なるさわ みちのえきなるさわ Michi-no-Eki Narusawa (roadside
rest and shopping area)

鸣泽驿站 鳴澤驛站 도로가의 역 나루사와

131 道の駅かつやま みちのえきかつやま Michi-no-Eki Katsuyama (roadside
rest and shopping area)

胜山驿站 勝山驛站 도로가의 역 카츠야마

132 農村公園 のうそんこうえん Noson Countryside Park 农村公园 農村公園 농촌 공원
133 富士パインズパーク（諏訪の森自然公園） ふじぱいんずぱーく（すわのもりしぜんこうえん） Fuji Pines Park (Suwa no Mori

Natural Park)
诹访森林自然公园 諏訪森自然公園 후지파인즈파크(스와노 숲 자연공원)



134 富士散策公園 ふじさんさくこうえん Fuji Strolling Park 富士散步公园 富士散步公園 후지 산책 공원
135 富士北麓公園 ふじほくろくこうえん Fuji Hokuroku Park 富士北麓公园 富士北麓公園 후지 호쿠로쿠 공원
136 笛吹公園 ふえふきこうえん Fuefuki Park 笛吹公园 笛吹公園 후에후키 공원
137 乾徳公園 げんとくこうえん Kentoku Park 乾德公园 乾德公園 겐토쿠 공원
138 城山公園 しろやまこうえん Shiroyama Park 城山公园 城山公園 시로야마 공원
139 彩甲斐公園 さいかいこうえん Saikai Park 彩甲斐公园 彩甲斐公園 사이카이 공원
140 笛吹川フルーツ公園 ふえふきがわふるーつこうえん Fuefukigawa Fruit Park 笛吹川水果公园 笛吹川水果公園 후에후키가와 후루츠 공원
141 万力公園　万葉の森 まんりきこうえん　まんようのもり Manriki Park (Manyo no Mori) 万力公园 万叶森林 萬力公園 萬葉森林 만리키 공원(만엽의 숲)
142 駅前公園 えきまえこうえん Station Park 站前公园 站前公園 역앞 공원
143 御坂路さくら公園 みさかじさくらこうえん Misakaji Sakura Park 御坂路樱花公园 禦阪路櫻花公園 미사카지 사쿠라 공원
144 石和町清流公園 いさわちょうせいりゅうこうえん Isawa-cho Seiryu Park 石和町清流公园 石和町清流公園 이사와초 청류 공원
145 坊ケ峯展望台 ぼうがみねてんぼうだい Bogamine View Point 坊之峯展望台 坊之峯展望臺 보가미네 전망대
146 八代浅川砂防公園 やつしろあさかわさぼうこうえん Yatsushiro Asakawa Sabo Park 八代浅川砂防公园 八代淺川砂防公園 야쓰시로 아사가와사보 공원
147 小林公園 こばやしこうえん Kobayashi Park 小林公园 小林公園 코바야시 공원
148 みさか桃源郷公園 みさかとうげんきょうこうえん Misaka Togenkyo Park 御坂桃园乡公园 御阪桃園鄉公園 미사카토겐쿄 공원
149 八代ふるさと公園 やつしろふるさとこうえん Yatsushiro Furusato Park 八代故乡公园 八代故鄉公園 야츠시로 후루사토 공원
150 稲山ケヤキの森 いなやまけやきのもり Inayama Zelkova Forest 稻山榉树林 稻山櫸樹林 이나야마케야키의 숲
151 山梨県森林公園　金川の森 やまなしけんしんりんこうえん　かねがわのもり Yamanashi Prefectural Forest Park:

Kanegawa no Mori
山梨县森林公园 金川之森 山梨縣森林公園 金川之森 야마나시 현 삼림 공원 카네가와의 숲

152 春日居町　親水公園 かすがいちょう　しんすいこうえん Kasugai-cho Water Park 春日居町　亲水公园 春日居町　親水公園 카스가이초 친수 공원
153 大菩薩の森 だいぼさつのもり Daibosatsu Forest 大菩萨森林 大菩薩森林 다이보사츠의 숲
154 ふれあいの森総合公園 ふれあいのもりそうごうこうえん Fureai no Mori Park 亲近自然森林综合公园 親近自然森林綜合公園 후레아이의 숲 종합 공원
155 甚六桜公園 じんろくざくら Jinrokuzakura Park 甚六樱公园 甚六櫻公園 진로쿠 사쿠라 공원
156 さかな公園 さかなこうえん Sakana Park 鱼之公园 魚之公園 사카나 공원
157 四季の杜おしの公園 しきのもりおしのこうえん Shikinomori Oshino Park 四季之林　忍野公园 四季之林　忍野公園 사계의 숲 오시의 공원
158 山中湖交流プラザきらら やまなかここうりゅうぷらざきらら Yamanakako Community Plaza

Kirara
山中湖亮晶晶交流广场 山中湖亮晶晶交流廣場 야마나카코 호수 교류 프라자 키라라

159 山中湖花の都公園 やまなかこはなのみやここうえん Hana no Miyako Park 山中湖花之都公園 山中湖花之都公園 야마나카코 호수 꽃의 도시 공원
160 旭日丘湖畔緑地公園 あさひがおかこはんりょくちこうえん Asahigaoka Lakeside Green Park 旭日丘湖畔绿地公园 旭日丘湖畔綠地公園 아사히가오카 코한 녹지 공원
161 パノラマ台 ぱのらまだい Panorama-dai View Point 全景观望台 全景觀望臺 파노라마 대
162 山中湖文学の森公園 やまなかこぶんがくのもりこうえん Yamanakako Forest Park of

Literature
山中湖文学之森公园 山中湖文學之森公園 야마나카코 호수  문학의 숲 공원

163 長池親水公園 ながいけしんすいこうえん Nagaike Water Park 长池亲水公园 長池親水公園 나가이케 친수 공원
164 鳴沢活き活き広場 なるさわいきいきひろば Narusawa Iki-iki Plaza 鸣泽欢乐广场 鳴澤歡樂廣場 나루사와 이키이키 광장
165 奥庭自然公園 おくにわしぜんこうえん Okuniwa Natural Park 奥庭自然公园 奧庭自然公園 오쿠니와 자연 공원
166 河口湖総合公園 かわぐちこそうごうこうえん Kawaguchiko Sogo Park 河口湖综合公园 河口湖綜合公園 카와구치코  종합 공원
167 シッコゴ公園 しっこごこうえん Shikkogo Park Shikkogo公园 Shikkogo公園 싯코고 공원
168 小海公園 こうみこうえん Koumi Park 小海公园 小海公園 코우미 공원
169 西湖野鳥の森公園 さいこやちょうのもりこうえん Saiko Yacho no Mori Park (Wild Bird

Forest)
西湖野鸟森林公园 西湖野鳥森林公園 사이코야초의 숲 공원

170 富士ヶ嶺交流広場 ふじがねこうりゅうひろば Fujigamine Community Plaza 富士岭交流广场 富士嶺交流廣場 후지가네 교류 광장
171 富士本栖湖リゾート（芝桜公園） ふじもとすこりぞーと（しばざくらこうえん） Fuji Motosuko Resort (Shibazakura

Park)
富士本栖湖疗养地（芝樱公园） 富士本棲湖療養地（芝櫻公園） 후지모토스코  리조트(시바사쿠라 공

원)
172 大石公園 おおいしこうえん Oishi Park 大石公园 大石公園 오이시 공원
173 八木崎公園 やぎさきこうえん Yagisaki Park 八木崎公园 八木崎公園 야기사키 공원
174 永昌院 えいしょういん Eisho-in Temple 永昌院 永昌院 에이쇼인 사원
175 吉祥寺 きっしょうじ Kichijo-ji Temple 吉祥寺 吉祥寺 킷쇼지 절
176 清白寺 せいはくじ Seihakuji Temple 清白寺 清白寺 세이하쿠지 절
177 大蔵経寺 だいぞうきょうじ Daizokyo-ji Temple 大藏经寺 大藏經寺 다이조쿄지 절
178 定林寺 じょうりんじ Jorinji Temple 定林寺 定林寺 조린지 절
179 福光園寺 ふくこうえんじ Fukukoenji Temple 福光园寺 福光園寺 후쿠코엔지 절
180 慈眼寺 じがんじ Jiganji Temple 慈眼寺 慈眼寺 지간지 절
181 立正寺 りっしょうじ Rissho-ji Temple 立正寺 立正寺 릿쇼지 절
182 等々力寺町 とどろきてらまち Todoroki Teramachi 等等力寺町 等等力寺町 토도로키테라마치 마을
183 三光寺 さんこうじ Sanko-ji Temple 三光寺 三光寺 산코지 절
184 大善寺 だいぜんじ Daizenji Temple 大善寺 大善寺 다이젠지 절
185 雲峰寺 うんぽうじ Unpo-ji Temple 云峰寺 雲峰寺 운포지 절
186 乾徳山　恵林寺 けんとくさんえりんじ Kentokusan Erin-ji Temple 乾德山    惠林寺 乾德山    惠林寺 켄토쿠산 에린지 절
187 向嶽寺 こうがくじ Kogakuji Temple 向岳寺 向嶽寺 코가쿠지 절
188 放光寺 ほうこうじ Hoko-ji Temple 放光寺 放光寺 호코지 절
189 景徳院 けいとくいん Keitoku-in Temple 景德院 景德院 케이토쿠인 사원
190 栖雲寺 せいうんじ Seiunji Temple 栖云寺 棲雲寺 세이운지 절
191 医王山承天寺 いおうやましょうてんじ Iozan Jotenji Temple 医王山承天寺 醫王山承天寺 이오야마쇼텐지 절
192 東円寺 とうえんじ Toenji Temple 东円寺 東圓寺 토엔지 절
193 寿徳寺 じゅとくじ Jutokuji Temple 寿德寺 壽德寺 주토쿠지 절
194 通玄寺 つうげんじ Tsugenji Temple 通玄寺 通玄寺 추겐지 절
195 妙本寺 みょうほんじ Myohonji Temple 妙本寺 妙本寺 묘혼지 절
196 冨士山小御嶽神社 ふじさんこみたけじんじゃ Fujisan Komitake-jinja Shrine 富士山小御岳神社 富士山小御嶽神社 후지산 코미타케 진자 신사
197 小室浅間神社 こむろせんげんじんじゃ Komuro Sengen-jinja Shrine 小室浅间神社 小室淺間神社 코무로센겐 진자 신사
198 山梨岡神社 やまなしおかじんじゃ Yamanashi Oka-jinja Shrine 山梨冈神社 山梨岡神社 야마나시오카 진자 신사
199 大嶽山那賀都神社 だいたけさんながとじんじゃ Daitake-san Nagato-jinja Shrine 大嶽山山那贺都神社 大嶽山那賀都神社 다이타케산 나가도 진자 신사
200 大井俣窪八幡神社 おおいまたくぼはちまんじんじゃ Oimata Kubo Hachiman-jinja Shrine 大井俣窪八幡神社 大井俁窪八幡神社 오이마타쿠보하치만 진자 신사
201 天神社 てんじんじゃ Tenjin-jinja Shrine 天神社 天神社 텐 진자 신사
202 金比羅神社 こんぴらじんじゃ Konpira-jinja Shrine 金比罗神社 金比羅神社 콘삐라 진자 신사



203 稲荷神社 いなりじんじゃ Inari-jinja Shrine 稻荷神社（笛吹市御坂町） 稻荷神社（笛吹市禦阪町） 이나리 진자 신사
204 浅間神社 あさまじんじゃ Asama-jinja Shrine 浅间神社 淺間神社 아사마 진자 신사
205 菅田天神社 かんだてんじんじゃ Kandaten-jinja Shrine 菅田天神社 菅田天神社 칸다덴 진자 신사
206 内野浅間神社 うちのせんげんじんじゃ Uchino Sengen-jinja Shrine 内野浅间神社 內野淺間神社 우치노센겐 진자 신사
207 内野天狗社 うちのてんぐしゃ Uchino Tengu-sha Shrine 内野天狗神社 內野天狗神社 우치노덴구샤 신사
208 忍草浅間神社 しぼくさせんげんじんじゃ Shibokusa Sengen-jinja Shrine 忍草浅间神社 忍草淺間神社 시보쿠사센겐 진자 신사
209 忍草諏訪神社 しぼくさすわじんじゃ Shibokusa Suwa-jinja Shrine 忍草诹访神社 忍草諏訪神社 시보쿠사스와 진자 신사
210 山中諏訪神社 やまなかすわじんじゃ Yamanaka Suwa-jinja Shrine 山中诹访神社 山中諏訪神社 야마나카스와 진자 신사
211 魔王天神社 まおうてんじんじゃ Maoten-jinja Shrine 魔王天神社 魔王天神社 마오텐 진자 신사
212 春日神社 かすがじんじゃ Kasuga-jinja Shrine 春日神社 春日神社 카스가 진자 신사
213 八幡神社 はちまんじんじゃ Hachiman-jinja Shrine 八幡神社 八幡神社 하치만 진자 신사
214 八王子神社 はちおうじじんじゃ Hachioji-jinja Shrine 八王子神社 八王子神社 하치오지 진자 신사
215 筒口神社 つつぐちじんじゃ Tsutsuguchi-jinja Shrine 筒口神社 筒口神社 츠츠구치 진자 신사
216 なるさわ富士山博物館 なるさわふじさんはくぶつかん Narusawa Museum of Mt. Fuji 鸣泽富士山博物馆 鳴澤富士山博物館 나루사와 후지산 박물관
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