


公共・一般施設　　Public Facilities

JIS 案内用図記号  （JIS Z 8210）  Public Information Symbols　
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案内所（有人） 案内（有人、無人）
Question & answer Information

病院 救護所
Hospital First aid

警察
Police

お手洗
Toilets

障害のある人が使える設備
Accessible facility

忘れ物取扱所
Lost and found

チェックイン / 受付
Check-in / Reception

飲料水
Drinking water

喫煙所
Smoking area

ホテル / 宿泊施設 きっぷうりば / 精算所
Hotel / Accommodation Tickets / Fare adjustment

スロープ
Slope

オストメイト用設備 /オストメイト 
Facilities for Ostomy or Ostomate

男性 女性
Men Women

※「 i 」マークは、「 ？ 」マークの案内所（有人）
　 の意味を含んだ定義とする。



コインロッカー
Coin lockers

ミーティングポイント
Meeting point

休憩所 / 待合室
Lounge / Waiting room
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公共・一般施設　　Public Facilities

電話
Telephone

エスカレーター
Escalator

ファックス カート エレベーター
Fax Cart Elevator

上りエスカレーター
Escalator,up

下りエスカレーター
Escalator,down

階段
Stairs

クローク 更衣室 更衣室（女性）
Cloakroom Dressing room Dressing room (women)

ベビーケアルーム
Baby care room

郵便
Post

キャッシュサービス 海外発行カード対応ATM
Cash service ATM for oversea cards

銀行・両替
Bank, money exchange
（通貨記号差し替え 可）

手荷物一時預かり所
Baggage storage



公共・一般施設　　Public Facilities
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交通施設　　Transport Facilities

航空機 / 空港 鉄道 / 鉄道駅 船舶 / フェリー / 港
Aircraft / Airport Railway / Railway station Ship / Ferry / Port

ヘリコプター / ヘリポート

バス / バスのりば タクシー / タクシーのりば 一般車

Helicopter / Heliport

Bus / Bus stop Taxi / Taxi stop Car

自転車
Bicycle

レンタサイクル/ シェアサイクル
Rental bicycle / Bicycle sharing

レンタカー
Rent a car

洪水 堤防
Flood

イヤホンガイド
Audio guide Levee

リサイクル品回収施設
Collection facility for

the recycling products

浴室 水飲み場
Bath Water fountain

くず入れ
Trash box

ロープウェイ ケーブル鉄道
Cable car Cable railway

シャワー
Shower



手荷物受取所
Baggage claim
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交通施設　　Transport Facilities

商業施設　　Commercial Facilities

レストラン 喫茶・軽食 バー
Restaurant Coffee shop Bar

会計

ガソリンスタンド

Cashier
無線LAN
Wireless LAN

充電コーナー
Charge point

自動販売機
Vending machine

コンビニエンスストア
Convenience store

Gasoline station

出発
Departures

税関 / 荷物検査
Customs / Baggage check

駅事務室 / 駅係員
Station office / Station staff

到着 乗り継ぎ
Arrivals Connecting flights

出国手続 / 入国手続 / 検疫 
/ 書類審査
Immigration / Quarantie 
/ Inspection

駐車場
Parking
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観光・文化・スポーツ施設　　Tourism , Culture , Sport Facilities

安全　　Safety

展望地 / 景勝地 陸上競技場 サッカー競技場 野球場

テニスコート 海水浴場 / プール スキー場 キャンプ場

温泉

View point Athletic stadium Football stadium Baseball stadium

Tennis court Swimming place Ski ground Camp site

Hot spring

温泉  (ISO)
Hot spring

消火器 列車の非常停止ボタン
Fire extinguisher Emergency train stop button

広域避難場所
Safety evacuation area 

非常電話 非常ボタン
Emergency telephone Emergency call button

※「温泉」は、表示者の判断で適切な案内用図記号を選択して表示。
　 両方を並べて表示するということではありません。

避難所（建物）
Safety evacuation shelter

津波避難ビル
Tunami evacuation building

津波避難場所
Tunami evacuation area
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禁止　　Prohibition

一般禁止
General prohibition 

駐車禁止 自転車乗り入れ禁止 立入禁止 走るな / かけ込み禁止

さわるな

進入禁止

捨てるな 飲めない 携帯電話使用禁止

No parking No bicycles No admittance Do not rush

Do not touch

No entry

Do not throw rubbish Not drinking water Do not use mobile phones

No open flame
火気厳禁

電子機器使用禁止
Do not use electronic devices

ベビーカー使用禁止

遊泳禁止 キャンプ禁止

Do not use prams / Strollers

No swimming No camping
ホームドア：たてかけない
Do not lean objects on
the platform door

ホームドア：乗り出さない
Do not lean over
the platform door

撮影禁止 フラッシュ撮影禁止
Do not take photographs Do not take flash photographs

禁煙
No smoking
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注意　　Warning

指示　　Mandatory

一般注意 障害物注意 上り段差注意
General caution Caution, obstacles Caution, uneven access / up

天井に注意 感電注意
Caution, overhead Caution, electricity

下り段差注意

滑面注意 転落注意

Caution, uneven access / down

Caution, slippery surface Caution, drop

一般指示
General mandatory

静かに
Quiet please

左側にお立ちください 右側にお立ちください
Please stand on the left Please stand on the right

二列並び
Line up in twos

四列並び シートベルトを締める三列並び
Line up in fours Fasten seat beltLine up in threes

矢印
Directional arrow 

一列並び
Line up single file

津波注意（津波危険地帯）
Warning:Tsunami hazard zone

ホームドア：手を挟まないよう注意
Caution, closing doors







４言語表記一覧
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　案内、誘導サインに表示する可能性のある施設で、原則と

して市内に複数箇所ある施設名の一般名称部分の英訳・中

国語訳・ハングル訳を掲載しました。

　なお、英訳は、都市経営局国際政策課（現：国際局）の

協力を得て作成しました。中国語訳とハングル訳は公益財団

法人横浜市国際交流協会の協力を得て作成しました。

　
日本語 英語 中国語 ハングル

公共施設

汚泥処理センター Sludge Treatment Center 污泥处理中心 진흙 처리 센터

家庭裁判所 Family Court 家庭裁判所 가정법원

神奈川県庁 Kanagawa Prefecture Office 神奈川县厅 가나가와현청

簡易裁判所 Summary Court 简易裁判所 간이재판소

行政サービスコーナー Administrative Services Department 行政服务处 행정서비스코너

○○区総合庁舎 ○○ Ward Administration Complex ○○区综合厅舍 ○○구 종합청사

区民ホール Ward Auditorium 区民大厅 구민 홀

区民活動センター Ward Community Activity Center 区民活动中心 구민활동센터

区役所 Ward Administration Office 区役所 구청

警察署 Police Station 警察署 경찰서

県税事務所 Prefectural Tax Office 县税事务所 현세 사무소

公園緑地事務所 Parks and Green Project Coordination Office 公园绿地事务所 공원 녹지 사무소

○○公会堂 ○○ Public Hall ○○公会堂 ○○ 공회당

国際交流ラウンジ International Lounge 国际交流服务处 국제 교류 라운지

こどもログハウス Log House Playground 儿童乐园 어린이 러그하우스

コミュニティハウス Community House 社区之家 커뮤니티 하우스

資源循環局事務所 Resources and Waste Collection Office 资源循环局事务所 자원순환국 사무소

市民活動支援センター Citizens Empowerment Center 市民活动援助中心 시민활동지원센터

社会保険事務所 Social Insurance Office 社会保险事务所 사회보험사무소

生涯学習支援センター Continuing Education Support Center 生涯学习援助中心 평생학습지원센터

消防署 Fire Station 消防署 소방서

シルバー人材センター
Senior Citizen Human
    Resources Foundation Center

老年人才中心 실버 인재센터

児童相談所 Children's Guidance Office 儿童咨询所 아동상담소

浄水場 Water Purification Plant 净水场 정수장

水道局営業所 Water Services Office 水道局营业所 수도국 영업소

スポーツ会館 Sports Hall 体育馆 스포츠회관

スポーツセンター Sports Center 体育中心 스포츠센터

青少年図書館 Youth Library 青少年图书馆 청소년 도서관

税務署 Tax Office 税务署 세무서







　





　





横浜美術館 Yokohama Museum of Art





　


