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　私は、記載事項が事実に相違ないことを、私の名誉において誓約し、ＡＣＣ１エリア支部制定の

アワード規約の規定に基づいて申請します。

　また、交信リストに記載された交信内容はログの記載と一致しており、ログの提出要求があった

場合には、これに応じられることを誓います。

署名

円

□無料

□定額小為替　　　　□　郵便振替口座　　　□現金

〒

宛先

氏名 様
コールサイン

    賞状在中に付き折り曲げ厳禁

令和　　年　　　月　　　日

※メール申請の場合は、自署でなくても可

以下は貴局宛ｱﾜｰﾄﾞ送付に使用する事があります、〒・宛先・氏名・ｺｰﾙｻｲﾝをご記入下さい。

International Award Chasers Club
　　　　（ＡＣＣ）　１エリア　支部長

　殿

◎　申請料：

◎送金要領：

連絡先電話

E-Mail

申請する
希望する
特記事項

クラス

の名称

〒 住所

（ローマ字）

氏 　名

招 福 ア ワ ー ド 申 請 書

令和　　年　　月　　日

申請者　コールサイン



対象地リストにないＡＣＣメンバーリスト
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対象地　交信リスト 1／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福01-1 福住 010105 札幌市豊平区

福01-2 西瑞穂

福01-3 西聖和

福01-4 松風町

福01-5 宝来町

福01-6 金華 0108 北海道北見市

福01-7 瑞穂 0120 北海道士別市

福01-8 別当賀 0123 北海道根室市

福01-9 島松 0131 北海道恵庭市

福01-10 黄金 0133 北海道伊達市

福01-11 竹浦 01037A 北海道白老郡白老町

福01-12 黒松内 01039A 北海道寿都郡黒松内町

福01-13 下金山

福01-14 金山(北海道)

福01-15 銀山 01075B 北海道余市郡仁木町

福02-1 鶴ヶ坂 0201 青森県青森市

福02-2 松木平

福02-3 聖愛中高前

福02-4 金浜

福02-5 白銀

福02-6 境松 0204 青森県黒石市

福02-7 金木 0205 青森県五所川原市

福02-8 金谷沢 0208 青森県むつ市

福02-9 平賀 0210 青森県平川市

福02-10 鶴泊

福02-11 陸奥鶴田

北海道旭川市

北海道函館市

北海道空知郡
  (上川)南富良野町

青森県弘前市

青森県八戸市

青森県北津軽郡鶴田町

0102

0104

01043C

0202

0203

02002B

1／20頁



対象地　交信リスト 2／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福02-12 松神

福02-13 北金ヶ沢

福03-1 松倉 0302 岩手県釜石市

福03-2 松草 0303 岩手県宮古市

福03-3 陸中松川 0304 岩手県一関市

福03-4 和賀仙人 0308 岩手県北上市

福03-5 竹駒 0311 岩手県陸前高田市

福03-6 金田一温泉 0313 岩手県二戸市

福03-7 松尾八幡平 0314 岩手県八幡平市

福03-8 金ヶ崎 03001A 岩手県胆沢郡金ケ崎町

福04-1 鶴形 0402 秋田県能代市

福04-2 小松川 0404 秋田県横手市

福04-3 羽後亀田 0410 秋田県由利本荘市

福04-4 金浦

福04-5 仁賀保

福04-6 松葉 0415 秋田県仙北市

福04-7 北金岡 04008H 秋田県山本郡三種町

福05-1 東金井 0501 山形県山形市

福05-2 鶴岡 0503 山形県鶴岡市

福05-3 羽前高松 0506 山形県寒河江市

福05-4 羽前松岡 05003B 山形県西置賜郡小国町

福05-5 羽前小松 05006A 山形県東置賜郡川西町

福05-6 羽前金沢 05008A 山形県東村山郡中山町

福06-1 東北福祉大前 060101 仙台市青葉区

福06-2 苦竹

福06-3 小鶴新田

福06-4 福田町

青森県西津軽郡深浦町

秋田県にかほ市

仙台市宮城野区

02006H

0414

060102

2／20頁



対象地　交信リスト 3／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福06-5 黒松(宮城) 060105 仙台市泉区

福06-6 国府多賀城

福06-7 多賀城

福06-8 梅ヶ沢 0612 宮城県登米市

福06-9 松山町 0615 宮城県大崎市

福06-10 松島 06013B 宮城県宮城郡松島町

福06-11 松島海岸 06013B 宮城県宮城郡松島町

福07-1 金谷川

福07-2 松川

福07-3 上松川

福07-4 東福島

福07-5 南福島

福07-6 福島(福島)

福07-7 福島学院前

福07-8 会津若松

福07-9 西若松

福07-10 南若松

福07-11 須賀川 0707 福島県須賀川市

福07-12 二本松 0714 福島県二本松市

福07-13 新鶴 07006G 福島県大沼郡会津美里町

福08-1 亀田 080104 新潟市江南区

福08-2 金塚 0806 新潟県新発田市

福08-3 越後金丸 08001C 新潟県岩船郡関川村

宮城県多賀城市

福島県福島市

福島県会津若松市

0609

0701

0702

3／20頁



対象地　交信リスト 4／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福09-1 松本

福09-2 西松本

福09-3 島高松

福09-4 南松本

福09-5 北松本

福09-6 北新・松本大学前

福09-7 金野

福09-8 毛賀

福09-9 伊那福岡 0910 長野県駒ヶ根市

福09-10 信濃竹原

福09-11 中野松川

福09-12 伊那松島 09001B 長野県上伊那郡箕輪町

福09-13 上松 09004A 長野県木曽郡上松町

福09-14 木曽福島 09004L 長野県木曽郡木曽町

福09-15 信濃松川 09005B 長野県北安曇郡松川村

福09-16 聖高原 09015C 長野県東筑摩郡麻績村

福09-17 松原湖 09017C 長野県南佐久郡小海町

福10-1 竹橋

福10-2 内幸町

福10-3 銀座/銀座一丁目

福10-4 東銀座

福10-5 宝町(東京)

福10-6 浜松町/モノレール浜松町

福10-7 竹芝

福10-8 白金高輪

福10-9 白金台

長野県松本市

長野県飯田市

長野県中野市

東京都千代田区

東京都中央区

東京都港区

0902

0905

0911

100101

100102

100103

4／20頁



対象地　交信リスト 5／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福10-10 若松河田 100104 東京都新宿区

福10-11 亀戸

福10-12 亀戸水神

福10-13 戸越銀座 100109 東京都品川区

福10-14 梅屋敷(東京) 100111 東京都大田区

福10-15 松陰神社前

福10-16 松原(東京)

福10-17 東松原

福10-18 梅ヶ丘

福10-19 用賀

福10-20 恵比寿 100113 東京都渋谷区

福10-21 永福町

福10-22 西永福

福10-23 小竹向原 100120 東京都練馬区

福10-24 竹ノ塚

福10-25 梅島

福10-26 亀有

福10-27 金町/京成金町

福10-28 瑞江 100123 東京都江戸川区

福10-29 松が谷 1002 東京都八王子市

福10-30 高松(東京) 1003 東京都立川市

福10-31 青梅

福10-32 東青梅

福10-33 鶴川 1010 東京都町田市

福10-34 新小金井

福10-35 東小金井

福10-36 武蔵小金井

東京都小金井市

東京都江東区

東京都世田谷区

東京都杉並区

東京都足立区

東京都葛飾区

東京都青梅市

1011

100108

100112

100115

100121

100122

1006

5／20頁



対象地　交信リスト 6／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福10-37 花小金井

福10-38 青梅街道

福10-39 東福生

福10-40 福生

福10-41 聖蹟桜ヶ丘 1025 東京都多摩市

福11-1 鶴見/京急鶴見

福11-2 鶴見市場

福11-3 鶴見小野

福11-4 黄金町 110105 横浜市南区

福11-5 金沢八景

福11-6 金沢文庫

福11-7 幸浦

福11-8 福浦

福11-9 鶴ヶ峰 110112 横浜市旭区

福11-10 浦賀

福11-11 横須賀

福11-12 横須賀中央

福11-13 鶴巻温泉 1112 神奈川県秦野市

福11-14 鶴間 1114 神奈川県大和市

福11-15 相模金子 11002A 神奈川県足柄上郡大井町

福11-16 松田/新松田 11002D 神奈川県足柄上郡松田町

福11-17 真鶴 11003A 神奈川県足柄下郡真鶴町

福12-1 都賀 120104 千葉市若葉区

福12-2 松岸 1202 千葉県銚子市

東京都小平市

東京都福生市

横浜市鶴見区

横浜市金沢区

神奈川県横須賀市

1012

1019

110101

110108

1102

6／20頁



対象地　交信リスト 7／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福12-3 幸谷

福12-4 小金城趾

福12-5 松戸

福12-6 松戸新田

福12-7 松飛台

福12-8 新松戸

福12-9 東松戸

福12-10 北小金

福12-11 北松戸

福12-12 梅郷 1208 千葉県野田市

福12-13 下総松崎 1211 千葉県成田市

福12-14 東金

福12-15 福俵

福12-16 上総鶴舞 1219 千葉県市原市

福12-17 上総亀山

福12-18 上総松丘

福12-19 竹岡

福12-20 浜金谷

福12-21 松尾(千葉) 1237 千葉県山武市

福12-22 小谷松 12002D 千葉県夷隅郡大多喜町

福13-1 東松山 1312 埼玉県東松山市

福13-2 金子 1325 埼玉県入間市

福13-3 鶴瀬 1336 埼玉県富士見市

福13-4 幸手 1340 埼玉県幸手市

福13-5 一本松(埼玉)

福13-6 鶴ヶ島

千葉県松戸市

千葉県東金市

千葉県君津市

千葉県富津市

埼玉県鶴ヶ島市

1207

1213

1224

1226

1341

7／20頁



対象地　交信リスト 8／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福13-7 上福岡 1345 埼玉県ふじみ野市

福13-8 松久 13006C 埼玉県児玉郡美里町

福13-9 竹沢

福13-10 東武竹沢

福14-1 常陸多賀 1402 茨城県日立市

福14-2 大宝 1410 茨城県下妻市

福14-3 福原 1416 茨城県笠間市

福14-4 金上 1421 茨城県ひたちなか市

福14-5 西金 14004D 茨城県久慈郡大子町

福15-1 鶴田 1501 栃木県宇都宮市

福15-2 福居 1502 栃木県足利市

福15-3 東武金崎 1503 栃木県栃木市

福15-4 大金 1515 栃木県那須烏山市

福15-5 小金井 1516 栃木県下野市

福15-6 宝積寺 15005C 栃木県塩谷郡高根沢町

福16-1 倉賀野 1602 群馬県高崎市

福16-2 金島(群馬) 1608 群馬県渋川市

福16-3 松井田

福16-4 西松井田

福16-5 上神梅 1612 群馬県みどり市

福16-6 上州福島 16004A 群馬県甘楽郡甘楽町

福17-1 金手 1701 山梨県甲府市

福17-2 寿 1702 山梨県富士吉田市

福18-1 新浜松

福18-2 西浜松

福18-3 浜松

群馬県安中市

浜松市中区

埼玉県比企郡小川町

1611

180201

13008A

8／20頁



対象地　交信リスト 9／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福18-4 気賀

福18-5 気賀高校前

福18-6 金指

福18-7 西気賀

福18-8 遠州小松 180206 浜松市浜北区

福18-9 伊豆多賀 1805 静岡県熱海市

福18-10 金谷

福18-11 新金谷

福18-12 福用

福19-1 松森

福19-2 梅山

福19-3 瑞浪 1908 岐阜県瑞浪市

福19-4 須賀

福19-5 竹鼻

福19-6 みなみ子宝温泉

福19-7 福野（岐阜）

福19-8 飛騨金山 1920 岐阜県下呂市

福19-9 美濃松山 1921 岐阜県海津市

福19-10 笠松

福19-11 西笠松

福20-1 志賀本通 200103 名古屋市北区

福20-2 黄金(愛知)

福20-3 亀島

福20-4 金山(愛知)

福20-5 鶴舞

浜松市北区

静岡県島田市

岐阜県美濃市

岐阜県羽島市

岐阜県郡上市

岐阜県羽島郡笠松町

名古屋市中村区

名古屋市中区

180205

1809

1907

1909

1919

19011A

200105

200106

9／20頁



対象地　交信リスト 10／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福20-6 新瑞橋

福20-7 瑞穂運動場西

福20-8 瑞穂運動場東

福20-9 瑞穂区役所

福20-10 金城ふ頭 200111 名古屋市港区

福20-11 鶴里 200112 名古屋市南区

福20-12 金屋

福20-13 大森・金城学院前

福20-14 有松 200114 名古屋市緑区

福20-15 苅安賀 2004 愛知県一宮市

福20-16 亀崎 2006 愛知県半田市

福20-17 富士松 2011 愛知県刈谷市

福20-18 愛環梅坪

福20-19 竹村

福20-20 梅坪

福20-21 上横須賀

福20-22 福地

福20-23 高横須賀

福20-24 尾張横須賀

福20-25 七宝 2039 愛知県あま市

福20-26 幸田 20010A 愛知県額田郡幸田町

福21-1 伊勢竹原 2101 三重県津市

福21-2 伊勢松本 2102 三重県四日市市

福21-3 松下 2103 三重県伊勢市

福21-4 松ヶ崎(三重)

福21-5 松阪

福21-6 東松阪

愛知県豊田市

愛知県西尾市

愛知県東海市

三重県松阪市

名古屋市瑞穂区

名古屋市守山区

2012

2014

2024

2104

200108

200113

10／20頁



対象地　交信リスト 11／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福21-7 伊勢若松 2107 三重県鈴鹿市

福21-8 賀田 2109 三重県尾鷲市

福21-9 亀山(三重) 2110 三重県亀山市

福21-10 松尾(三重) 2111 三重県鳥羽市

福21-11 梅戸井 2115 三重県いなべ市

福21-12 伊賀上津

福21-13 伊賀上野

福21-14 伊賀神戸

福21-15 相賀 21008C 三重県北牟婁郡紀北町

福21-16 梅ヶ谷 21016K 三重県度会郡大紀町

福22-1 北野白梅町 220101 京都市北区

福22-2 松ヶ崎(京都)

福22-3 多宝塔

福22-5 宝ヶ池

福22-6 東福寺 220105 京都市東山区

福22-4 梅小路京都西 220106 京都市下京区

福22-7 竹田(京都) 220109 京都市伏見区

福22-8 松尾大社 220111 京都市西京区

福22-9 福知山

福22-10 福知山市民病院口

福22-11 松尾寺

福22-12 西舞鶴

福22-13 東舞鶴

福22-14 梅迫 2204 京都府綾部市

福22-15 傘松 2206 京都府宮津市

福22-16 トロッコ亀岡

福22-17 亀岡

三重県伊賀市

京都府福知山市

京都府舞鶴市

京都府亀岡市

2117

2202

2203

2207

220103 京都市左京区

11／20頁



対象地　交信リスト 12／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福22-18 松井山手 2212 京都府京田辺市

福22-19 山城多賀 22010A 京都府綴喜郡井手町

福23-1 志賀

福23-2 滋賀里

福23-3 松ノ馬場

福23-4 南滋賀

福23-5 北小松

福23-6 甲賀

福23-7 水口松尾

福23-8 多賀大社前 23002C 滋賀県犬上郡多賀町

福24-1 松塚 2402 奈良県大和高田市

福24-2 金橋 2405 奈良県橿原市

福24-3 大福 2406 奈良県桜井市

福24-4 梅屋敷(奈良)

福24-5 宝山寺

福24-6 三本松(奈良) 2412 奈良県宇陀市

福24-7 福神 24010E 奈良県吉野郡大淀町

福25-1 大阪梅田/梅田/東梅田/西梅田 250101 大阪市北区

福25-2 福島(大阪)/新福島 250103 大阪市福島区

福25-3 鶴橋 250109 大阪市天王寺区

福25-4 福 250113 大阪市西淀川区

福25-5 瑞光四丁目 250114 大阪市東淀川区

福25-6 鶴橋 250116 大阪市生野区

福25-7 今福鶴見 250118 大阪市城東区

福25-8 松虫

福25-9 姫松

福25-10 鶴ヶ丘

大阪市阿倍野区

滋賀県大津市

滋賀県甲賀市

奈良県生駒市

250119

2301

2309

2409

12／20頁



対象地　交信リスト 13／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福25-11 松田町停留場

福25-12 聖天坂

福25-13 今福鶴見

福25-14 鶴見緑地

福25-15 北加賀屋 250125 大阪市住之江区

福25-16 松屋町 250127 大阪市中央区

福25-17 新金岡 250206 堺市北区

福25-18 下松(大阪) 2503 大阪府岸和田市

福25-19 松ノ浜

福25-20 北助松

福25-21 三ツ松 2510 大阪府貝塚市

福25-22 久宝寺

福25-23 久宝寺口

福25-24 鶴原 2515 大阪府泉佐野市

福25-25 河内松原 2521 大阪府松原市

福25-26 金剛 2535 大阪府大阪狭山市

福26-1 中松江

福26-2 東松江(和歌山)

福26-3 御幸辻 2606 和歌山県橋本市

福27-1 英賀保

福27-2 亀山(兵庫)

福27-3 平松

福27-4 林崎松江海岸 2704 兵庫県明石市

福27-5 久寿川 2705 兵庫県西宮市

福27-6 竹野 2710 兵庫県豊岡市

福27-7 尾上の松 2711 兵庫県加古川市

福27-8 備前福河 2713 兵庫県赤穂市

大阪市西成区

大阪市鶴見区

大阪府泉大津市

大阪府八尾市

和歌山県和歌山市

兵庫県姫路市

250122

250124

2508

2514

2601

2702

13／20頁



対象地　交信リスト 14／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福27-9 宝塚

福27-10 宝塚南口

福27-11 宝殿 2717 兵庫県高砂市

福27-12 丹波竹田 2724 兵庫県丹波市

福27-13 竹田(兵庫) 2726 兵庫県朝来市

福27-14 鶴居 27011A 兵庫県神崎郡市川町

福27-15 福崎 27011C 兵庫県神崎郡福崎町

福27-16 平福 27013C 兵庫県佐用郡佐用町

福28-1 福岡 2802 富山県高岡市

福28-2 福光

福28-3 福野（富山）

福28-4
トヨタモビリティＧスクエア
五福前 2801 富山県富山市

福29-1 新福井

福29-2 福井/福井駅前

福29-3 福井口

福29-4 福井城址大名町

福29-5 福大前西福井

福29-6 西敦賀

福29-7 敦賀

福29-8 三松 29003B 福井県大飯郡高浜町

福29-9 越前竹原

福29-10 松岡

福30-1 金沢/北鉄金沢

福30-2 西金沢/新西金沢

福30-3 東金沢

福30-4 田鶴浜 3002 石川県七尾市

兵庫県宝塚市

富山県南砺市

福井県福井市

福井県敦賀市

福井県吉田郡永平寺町

石川県金沢市3001

2715

2810

2901

2902

29011A

14／20頁



対象地　交信リスト 15／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福30-5 小松 3003 石川県小松市

福30-6 加賀温泉

福30-7 大聖寺

福30-8 高松(石川) 3009 石川県かほく市

福30-9 加賀笠間

福30-10 松任

福30-11 鶴来

福30-12 金丸 30003G 石川県鹿島郡中能登町

福30-13 宝達 30007E 石川県羽咋郡宝達志水町

福31-1 金川

福31-2 備中高松

福31-3 福渡

福31-4 植松 310104 岡山市南区

福31-5 福井(岡山) 3102 岡山県倉敷市

福31-6 金光 3118 岡山県浅口市

福31-7 亀甲 31010F 岡山県久米郡美咲町

福32-1 松江

福32-2 松江イングリッシュガーデン前

福32-3 松江しんじ湖温泉

福32-4 松江フォーゲルパーク

福32-5 東松江(島根)

福32-6 本俣賀 3204 島根県益田市

福32-7 石見福光 3205 島根県大田市

福32-8 黒松(島根) 3207 島根県江津市

福32-9 亀嵩 32012C 島根県仁多郡奥出雲町

福33-1 地福 3301 山口県山口市

岡山市北区

島根県松江市

石川県加賀市

石川県白山市

3006

3010

310101

3201

15／20頁



対象地　交信リスト 16／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福33-2 宇賀本郷

福33-3 梅ヶ峠

福33-4 福江

福33-5 下松(山口) 3307 山口県下松市

福33-6 於福 3313 山口県美祢市

福33-7 福川 3315 山口県周南市

福34-1 福部

福34-2 宝木

福34-3 三本松口 3403 鳥取県米子市

福34-4 高松町 3404 鳥取県境港市

福34-5 松崎(島根) 34004J 鳥取県東伯郡湯梨浜町

福35-1 銀山町

福35-2 御幸橋

福35-3 舟入幸町

福35-4 矢賀 350102 広島市東区

福35-5 福島町 350104 広島市西区

福35-6 梅林(広島) 350105 広島市安佐南区

福35-7 あき亀山 350106 広島市安佐北区

福35-8 安芸阿賀 3502 広島県呉市

福35-9 竹原 3503 広島県竹原市

福35-10 安芸幸崎 3504 広島県三原市

福35-11 松永

福35-12 東福山

福35-13 福山

福35-15 大竹 3512 広島県大竹市

福35-16 八本松 3513 広島県東広島市

山口県下関市

鳥取県鳥取市

広島市中区

広島県福山市

3302

3401

350101

3508

16／20頁



対象地　交信リスト 17／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福36-1 沖松島

福36-2 古高松

福36-3 古高松南

福36-4 高松(香川)/高松築港

福36-5 高松貨物ターミナル

福36-6 松島二丁目

福36-7 丸亀 3602 香川県丸亀市

福36-8 金蔵寺 3604 香川県善通寺市

福36-9 鶴羽 3606 香川県さぬき市

福36-10 三本松(香川) 3607 香川県東かがわ市

福36-11 讃岐財田 3608 香川県三豊市

福37-1 金比羅前 3702 徳島県鳴門市

福37-2 南小松島 3703 徳島県小松島市

福37-3 阿波福井 3704 徳島県阿南市

福37-4 勝瑞 37002A 徳島県板野郡藍住町

福38-1 松山(愛媛)

福38-2 松山市

福38-3 梅津寺

福38-4 梅本

福38-5 福音寺

福38-6 伊予亀岡 3802 愛媛県今治市

福38-7 伊予小松 3806 愛媛県西条市

福38-8 春賀 3807 愛媛県大洲市

福38-9 松前 38001B 愛媛県伊予郡松前町

福38-10 松丸 38007F 愛媛県北宇和郡松野町

福39-1 梅の辻

福39-2 宝永町

香川県高松市

愛媛県松山市

高知県高知市

3801

3901

3601

17／20頁



対象地　交信リスト 18／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福39-3 古津賀 3910 高知県四万十市

福39-4 斗賀野 39004B 高知県高岡郡佐川町

福39-5 佐賀公園

福39-6 土佐佐賀

福40-1 舞松原

福40-2 福岡貨物ターミナル

福40-3 福工大前

福40-4 竹下

福40-5 南福岡

福40-6 福岡空港

福40-7 西鉄福岡

福40-8 六本松

福40-9 金山(福岡)

福40-10 梅林(福岡)

福40-11 福大前

福40-12 賀茂 400107 福岡市早良区

福40-13 金島(福岡)

福40-14 古賀茶屋

福40-15 津福

福40-16 銀水/西鉄銀水 4008 福岡県大牟田市

福40-17 遠賀野 4009 福岡県直方市

福40-18 豊前松江 4019 福岡県豊前市

福40-19 若松 402102 北九州市若松区

福40-20 松崎(福岡) 4022 福岡県小郡市

福40-21 古賀 4029 福岡県古賀市

福40-22 東福間

福40-23 福間
福岡県福津市

高知県幡多郡黒潮町

福岡市東区

福岡市博多区

福岡市中央区

福岡市城南区

福岡県久留米市

4030

39007H

400101

400102

400103

400106

4007

18／20頁



対象地　交信リスト 19／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福40-24 福吉 4036 福岡県糸島市

福40-25 宝珠山 40001H 福岡県朝倉郡東峰村

福40-26 遠賀川 40004C 福岡県遠賀郡遠賀町

福40-27 伊賀

福40-28 門松

福40-29 小竹 40007A 福岡県鞍手郡小竹町

福40-30 松山(福岡) 40009C 福岡県田川郡糸田町

福40-31 一本松(福岡)

福40-32 勾金

福40-33 金田

福40-34 上金田

福41-1 伊賀屋

福41-2 佐賀

福41-3 虹ノ松原 4102 佐賀県唐津市

福41-4 金石原

福41-5 金武

福41-6 福島口

福42-1 崇福寺

福42-2 肥前古賀

福42-3 宝町(長崎)

福42-4 泉福寺 4202 長崎県佐世保市

福42-5 松尾町 4203 長崎県島原市

福42-6 幸 4204 長崎県諫早市

福42-7 岩松

福42-8 松原(長崎)

福42-9 竹松

福岡県糟屋郡粕屋町

福岡県田川郡香春町

福岡県田川郡福智町

佐賀県佐賀市

佐賀県伊万里市

長崎県長崎市

長崎県大村市

4201

4205

40005B

40009F

40009J

4101

4105

19／20頁



対象地　交信リスト 20／20

番号 対象駅 CODE ＱＴＨ コールサイン 交信年月日 BAND MODE ACC# 備考

福42-10 今福

福42-11 松浦

福42-12 松浦発電所前

福43-1 松橋 4313 熊本県宇城市

福43-2 慶徳校前 430101 熊本市中央区

福43-3 亀井 430105 熊本市北区

福43-4 中松 43002M 熊本県阿蘇郡南阿蘇村

福43-5 新鶴羽 43008E 熊本県球磨郡多良木町

福43-6 おかどめ幸福 43008N 熊本県球磨郡あさぎり町

福44-1 賀来

福44-2 幸崎

福44-3 竹中

福44-4 鶴崎

福44-5 亀川 4402 大分県別府市

福44-6 大鶴 4404 大分県日田市

福44-7 豊後竹田 4408 大分県竹田市

福45-1 財光寺 4506 宮崎県日向市

福45-2 福島高松

福45-3 福島今町

福45-4 真幸 4509 宮崎県えびの市

福46-1 薩摩松元 4601 鹿児島県鹿児島市

福46-2 財部 4618 鹿児島県曽於市

福46-3 中福良 4619 鹿児島県霧島市

福46-4 松ヶ浦 4624 鹿児島県南九州市

福46-5 吉松

福46-6 鶴丸

福47-1 小禄 4701 沖縄県那覇市

大分県大分市

宮崎県串間市

鹿児島県姶良郡湧水町

長崎県松浦市4208

4401

4507

46001L

20／20頁


