
Qui di seguito potete trovare un elenco di vocaboli inerenti i MEZZI DI TRASPORTO.

Kanji Kana Romaji Significato

GENERALE

飛行機 ひこうき Hikouki Aereo

航空機 こうくうき Koukuuki Aeroplano

グライダー グライダー Guraidaa Aliante

ハイドロフォイル ハイドロフォイル HaidoroFuoiru Aliscafo
救急車 きゅうきゅうしゃ Kyuukyuusha Ambulanza

エレベーター エレベーター Erebeetaa Ascensore

バス バス Basu Autobus

自動車 じどうしゃ Jidosha Automobile

ボート ボート Booto Barca

モーターボート モーターボート Mootaabooto Barca a Motore

手漕ぎボート てこぎボート Tekogibooto Barca a Remi

ヨット ヨット Yotto Barca a Vela

自転車 じてんしゃ Jitensha Bicicletta

トラック トラック Torakku Camion

キャンパー キャンパー Kyanpaa Camper

カヌー カヌー Kanuu Canoa

馬車 ばしゃ Basha Carrozza (con cavalli)

エアシップ エアシップ Eashippu Dirigibile

ヘリコプター ヘリコプター Herikoputaa Elicottero

ロープウェイ ロープウェイ Roopuee Funivia

ケーブルカー ケーブルカー Keeburukaa Funivia

バン バン Ban Furgone

ゴムボート ゴムボート Gomubooto Gommone

ゴンドラ ゴンドラ Gondora Gondola

車 くるま Kuruma Macchina
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地下鉄 ちかてつ Chikatetsu Metropolitana

熱気球 ねつききゅう Netsukikyuu Mongolfiera

スクーター スクーター Sukaataa Monopattino

スクーター スクーター Sukaataa Scooter/Motorino

貨物昇降機 かもつしょうこうき Kamotsu shoukouki Montacarichi

オートバイ オートバイ Ootobai Motocicletta

モーターボート モーターボート Motaabooto Motoscafo

船 ふね Fune Nave

ベビーカー ベビーカー Bebiikaa Passeggino

アイススケート (アイス)スケート (Aisu) sukeeto Pattini (da ghiaccio)

(ローラー)スケート (ローラー)スケート (Rooraa) sukeeto Pattini (a rotelle)

トレーラー トレーラー Toreera Roulotte

エスカレーター エスカレーター Esukareetaa Scala Mobile

新幹線 しんかんせん Shinkansen Shinkansen

サイドカー サイドカー Saidokaa Sidecar

スケートボード スケートボード Sukeetoboodo Skateboard

潜水艦 せんすいかん Sensuikan Sottomarino

サブマリン サブマリン Sabumarin Sottomarino

スペースシャトル スペースシャトル Supeeshatoru Space Shuttle

タンデム タンデム Tandemu Tandem

タクシー タクシー Takushii Taxi

通船 つうせん Tsuusen Traghetto

トラクター トラクター Torakutaa Trattore

電車 でんしゃ Densha Treno

トライシクル トライシクル Toraishikuru Triciclo

ヨット ヨット Yotto Yacht
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Il sito SakuraMagazine prepara e propone le lezioni di giapponese, supporti e vocabolari 
gratuitamente con dedizione e passione per aiutare sia coloro che studiano il giapponese 
già con diversi supporti (insegnanti, scuole o libri) che chi studia da solo come autodidatta. 

Se apprezzate tale operato e volete sostenerlo nel suo lavoro, anche per avere sempre più 
lezioni e materiale a disposizione, potete dare il vostro supporto con una, anche piccola, 
donazione. Grazie per il vostro sostegno :)
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