
世界の車-100社

中文 ピンイン 英語 国际音标 日本語 国

精灵 jīnglíng Smart /smάɚt/ すばやい ドイツ

奥迪 àodí Audi / di/ アウディ ドイツ

宝马 bǎomǎ BMW /bíːèmdˈʌbljuː/ ベーエムヴェー ドイツ

宝石捷 bǎoshíjié Porsche /pˈɔɚʃ/ ポルシェ ドイツ

奔驰 bēnchí Mercedes Bens /bɛ́nz/ ベンズ ドイツ

欧宝 oubao Opel /óʊpəl/ オペル ドイツ

威兹曼 weiziman Wiesmann ヴィースマン ドイツ

大众 dàzhòng Volkswagen /vóʊlksvὰːg(ə)n/ フォルクスワーゲン ドイツ

迈巴赫 màibāhè Maybachi ドイツ

如虎 ruhu RUF / f/ RUF（ルーフ） ドイツ

劳伦士 laolunshi Rorinser ドイツ

巴博斯 babosi BRABUS ブラバス ドイツ

卡尔森 kaersen Carlsson /kɑ́rlsən/ カールソン ドイツ

梅尔库斯 meierkusi Heinz-Melkus ドイツ

Gumpert / t/ ガンパート ドイツ

ABT /ǽbt/ アプト ドイツ

标志 biāozhì Peugeot /puːˈʒoʊ/ プジョー フランス

雷诺 léiruò Renault /rənóʊ/ ルノー フランス

布加迪 bùjiādí Bugatti /bəɡɑ́ti/ ブガッティ フランス

雪铁龙 xuětiělóng Citroen /sɪ́troʊn/ シトロエン フランス

阿斯卡里 asikali Ascari アスカーリ イギリス

阿斯顿马丁 asidunmading AstonMartin アストンマーチン イギリス

迷你 mini Mini /míni/ ミニスカート イギリス

迈凯轮 maikailun McLaren /məklɛ́rən/ マクラーレン イギリス

路虎 lùhǔ Land Rover /lǽndróʊvɚ/ ランドローバー イギリス

路特斯 lutesi Lotus /lóʊṭəs/ スイレン イギリス

罗孚 luofu Rover /róʊvɚ/ 流浪者 イギリス

沃克斯豪尔 wokesihaoer Vauxhall / l/ ボクスホール イギリス

摩根 mogen Morgan /mˈɔɚg(ə)n/ モーガン イギリス

捷豹 jiébào Jaguar /dʒˈægwɑɚ/ ジャガー イギリス

名爵 mingjue MG マグネシウム イギリス

宾利 bīnlì Bentley /ˈbentliː/ ベントレー イギリス

劳斯莱斯 laosilaisi Rolls Royce /róʊlzrˈɔɪs/ ロールスロイス イギリス

TVR 緊張性振動反射 イギリス

Noble /nóʊbl/ 高潔な, 気高い イギリス

世爵 shìjué Spyker /spáɪkɚ/ スパイカー オランダ
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斯柯达 sīkēdá Skoda /skóʊdə/ スコダ 捷克姆拉达

沃尔沃 wò'ěrwò Volvo /vóʊlvoʊ/ ボルボ スウェデン

柯尼塞格 kenisaige Koenigsegg ケーニッグゼグ スウェデン

萨博 sābó Saab /sɑ́b/ サーブ スウェデン

达契亚 daqiya Dacia /déɪʃiə/ ダチア ローマニア

拉达 lada Lada /lɑ́də/ ラーダ ロシア

西亚特 xiyate Seat スペイン

霍顿 huodun Holden /hóʊldən/ オーストラリア

塔塔 tata Tata /tætάː/ バイバイ インド

吉普 jípǔ Jeep /dʒíːp/ ジープ アメリカ

西尔贝 xierbei SSC アメリカ

克莱斯勒 kelaisile Chrysler /krάɪslɚ/ クライスラー アメリカ

凯迪拉克 kadilake Cadillac アメリカ

别克 biékè Builk アメリカ

悍马 hànmǎ Hummer /-mɚ/ アメリカ

奥兹莫比尔 aozimobier Oldsmobile /óʊldzmoʊbìl/ オールズモビル アメリカ

土星 Saturn /sˈæṭɚn/ 土星 アメリカ

水星 shuixing Mercury /mˈɚːkjʊri/ 水銀 アメリカ

雪佛兰 xuéfúlán Chevrolet /ʃèvrəléɪ/ シボレー アメリカ

科尔维特 keerweite Corvette /kɔɚvét/ コルベット艦 アメリカ

特斯拉 tesila Tesla /tɛ́slə/ テスラ アメリカ

庞蒂克 pangdike Pontiac / k/ ポンティアック アメリカ

道奇 daoqi Dodge /dάdʒ/ さっと避ける アメリカ

菲斯克 feisike Fisker フィスカ アメリカ

蝰蛇 kuishe Viper /vάɪpɚ/ クサリヘビ アメリカ

吉姆斯 jimusi GMC 巨大分子雲 アメリカ

福特 fútè Ford /fˈɔɚd/ 浅瀬 アメリカ

林肯 línkěn Lincoln /líŋk(ə)n/ リンカン アメリカ

普利茅斯 pulimaosi Plymouth /plíməθ/ プリマス アメリカ

兰博基尼 lanbojini Lamborghini / mbɚɡíni/ ランボルギーニ イタリア

帕加尼 pajiani Pagani /pɑɡɑ́ni/ パガーニ イタリア

法拉利 fǎlālì Ferrari /fɚɑ́ri/ フェラーリ イタリア

阿尔法罗密欧 aerfaluomiao AlfaRomeo アルファロメオ イタリア

玛莎拉蒂 masaladi Maserati / ti/ マセラーティ イタリア

菲亚特 feiyate Fiat /fíːæt/ 命令 イタリア

蓝旗亚 lanqiya Lancia /lɑ́ntʃə/ ランチア イタリア

铃木 língmù 日本
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马自达 mǎzìdá 日本

尼桑 nísāng 日本

丰田 fēngtián 日本

三菱 sānlíng 日本

本田 běntián 日本

斯巴鲁 sībālǔ 日本

雷克萨斯 lekesasi 日本

讴歌 ouge 日本

大宇 dayu Daewoo /déɪwù/ 大宇財閥 韓国

起亚 qǐyà Kia /kíɚ/ killed in action 韓国

三星 sanxing Samgsung 韓国

双龙 shuānglóng SsangYong 韓国

现代 xiàndài Hyundai / ndèɪ/ ヒョンデ 韓国

一汽 yīqì 中国

长安 cháng'ān 中国

长城 chángchéng 中国

东风 dongfeng 中国

陆风 lufeng 中国

红旗 hóngqí 中国

江淮 jiānghuái 中国

江铃 jiānglíng 中国

中华 zhonghua 中国

长风 changfeng 中国

荣威 rongwei 中国

英伦 yinglun 中国

纳智捷 nazhijie 中国

瑞麒 ruiqi 中国

华泰 huatai 中国

比亚迪 biyadi 中国

双环 shuanghuan 中国

东南 dongnan 中国

传祺 chuanqi 中国

帝豪 dihao 中国

宝骏 baojun 中国

力帆 lifan 中国

奇瑞 qirui 中国

全球鹰 quanqiuying 中国
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夏利 xiali

欧宝 oubao

莲花 lianhua

众泰 zhongtai

英菲尼迪 yifenidi

比亚迪 bǐyàdí

菲亚特 fēiyàtè

吉利 jílì

金杯 jīnbéi

祺瑞 qíruì
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