
JARL_AW_E2-0506-2 

QSL カードのリスト 
(List of QSL cards) 

               Page 1 ／ 6  

 
コールサイン             
(Callsign) 
 

 都道府県 

市郡番号(No.) 

コールサイン 

(Callsign) 

交（受）信年月日

(Date) 

周波数帯 

(Band) 

電波型式 

(Mode) 

備考（大陸州、エンティティー、GL等）

(Remarks) 

 2807     富山県黒部市 

 

      １ 羊蹄のふきだし湧水 

北海道虻田郡京極町 

      ２ 甘露泉水 

北海道利尻郡利尻富士町 

      ３ ナイベツ川湧水 

北海道千歳市 

      ４ 富田の清水 

青森県弘前市 

      ５ 渾神の清水 

青森県平川市 

      ６ 金沢清水 

岩手県八幡平市 

      ７ 龍泉洞地底湖の水 

岩手県下閉伊郡岩泉町 

      ８ 桂葉清水 

宮城県栗原市 

10 > 

     ９ 広瀬川 

宮城県仙台市 

     １０六郷湧水群 

秋田県仙北郡美郷町 

      １１力水 

秋田県湯沢市 

      １２月山山麓湧水群 

山形県西村山郡西川町 

      １３小見川 

山形県東根市 

      １４磐梯西山麓湧水群 

福島県耶麻郡磐梯町 

      １５小野川湧水 

福島県耶麻郡北塩原村 

      １６八溝川湧水群 

茨城県久慈郡大子町 

      １７出流原弁天池湧水 

栃木県佐野市 

      １８尚仁沢湧水 

栃木県塩谷郡塩谷町 

20 > 

     １９雄川堰 

群馬県甘楽郡甘楽町 
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      ２０箱島湧水 

群馬県吾妻郡東吾妻町 

      ２１風布川・日本水 

埼玉県大里郡寄居町 

      ２２熊野の清水 

千葉県長生郡長南町 

      ２３お鷹の道・真姿の池湧水群 

東京都国分寺市 

      ２４御岳渓谷 

東京都青梅市 

      ２５秦野盆地湧水群 

神奈川県秦野市 

      ２６洒水の滝・滝沢川 

神奈川県足柄上郡山北町 

      ２７竜ヶ窪の水 

新潟県中魚沼郡津南町 

      ２８杜々森湧水 

新潟県長岡市 

10 > 

     ２９黒部川扇状地湧水群 

富山県黒部市 

     ２９黒部川扇状地湧水群 

富山県下新川郡入善町 

      ３０穴の谷の霊水 

富山県中新川郡上市町 

      ３１立山玉殿の湧水 

富山県中新川郡立山町 

      ３２瓜裂の清水 

富山県砺波市 

      ３３弘法池の水 

石川県白山市 

      ３４古和秀水 

石川県輪島市 

      ３５御手洗池 

石川県七尾市 

      ３６瓜割の滝 

福井県三方上中郡若狭町 

      ３７御清水 

福井県大野市 

20 > 

     ３８鵜の瀬 

福井県小浜市 
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      ３９忍野八海 

山梨県南都留郡忍野村 

      ４０八ヶ岳南麓高原湧水群 

山梨県北杜市 

      ４１白州／尾白川 

山梨県北杜市 

      ４２猿庫の泉 

長野県飯田市 

      ４３安曇野わさび田湧水群 

長野県安曇野市 

      ４４姫川源流湧水 

長野県北安曇郡白馬村 

      ４５宗祇水（白雲水） 

岐阜県郡上市 

      ４６長良川（中流域） 

岐阜県美濃市 

      ４６長良川（中流域） 

岐阜県関市 

10 > 

     ４６長良川（中流域） 

岐阜県岐阜市 

     ４７養老の滝.菊水泉 

岐阜県養老郡養老町 

      ４８柿田川湧水群 

静岡県駿東郡清水町 

      ４９木曽川（中流域） 

愛知県犬山市 

      ５０智積養水 

三重県四日市市 

      ５１恵利原の水穴（天の岩戸） 

三重県志摩市 

      ５２十王村の水 

滋賀県彦根市 

      ５３泉神社湧水 

滋賀県米原市 

      ５４伏見の御香水 

京都府京都市伏見区 

      ５５磯清水 

京都府宮津市 

20 > 

     ５６離宮の水 

大阪府三島郡島本町 
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      ５７宮水 

兵庫県西宮市 

      ５８布引渓流 

兵庫県神戸市中央区 

      ５９千種川 

兵庫県宍粟市 

      ５９千種川 

兵庫県佐用郡佐用町 

      ５９千種川 

兵庫県赤穂郡上郡町 

      ５９千種川 

兵庫県赤穂市 

      ６０洞川湧水群 

奈良県吉野郡天川村 

      ６１野中の清水 

和歌山県田辺市 

      ６２紀三井寺の三井水 

和歌山県和歌山市 

10 > 

     ６３天の真名井 

鳥取県米子市 

     ６４天川の水 

島根県隠岐郡海士町 

      ６５壇鏡の滝湧水 

島根県隠岐郡隠岐の島町 

      ６６塩釜の冷泉 

岡山県真庭市 

      ６７雄町の冷泉 

岡山県岡山市中区 

      ６８岩井 

岡山県苫田郡鏡野町 

      ６９太田川（中流域） 

広島県広島市 

      ７０今出川清水（出合清水） 

広島県安芸郡府中町 

      ７１別府弁天池湧水 

山口県美祢市 

      ７２桜井戸 

山口県岩国市 

20 > 

     ７３寂地川 

山口県岩国市 
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      ７４江川の湧水 

徳島県吉野川市 

      ７５剣山御神水 

徳島県三好市 

      ７６湯船の水 

香川県小豆郡小豆島町 

      ７７うちぬき 

愛媛県西条市 

      ７８杖の淵 

愛媛県松山市 

      ７９観音水 

愛媛県西予市 

      ８０四万十川 

高知県高岡郡津野町 

      ８０四万十川 

高知県高岡郡梼原町 

      ８０四万十川 

高知県高岡郡中土佐町 

10 > 

     ８０四万十川 

高知県高岡郡四万十町 

     ８０四万十川 

高知県四万十市 

      ８１安徳水 

高知県高岡郡越知町 

      ８２清水湧水 

福岡県うきは市 

      ８３不老水 

福岡県福岡市 

      ８４竜門の清水 

佐賀県西松浦郡有田町 

      ８５清水川 

佐賀県小城市 

      ８６島原湧水群 

長崎県島原市 

      ８７轟渓流 

長崎県諫早市 

      ８８轟水源 

熊本県宇土市 

20 > 

     ８９白川水源 

熊本県阿蘇郡南阿蘇村 
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 都道府県 
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      ９０菊池水源 

熊本県菊池市 

      ９１池山水源 

熊本県阿蘇郡産山村 

      ９２男池湧水群 

大分県由布市 

      ９３竹田湧水群 

大分県竹田市 

      ９４白山川 

大分県豊後大野市 

      ９５出の山湧水 

宮崎県小林市 

      ９６綾川湧水群 

宮崎県東諸県郡綾町 

      ９７屋久島宮之浦岳流水 

鹿児島県熊毛郡屋久島町 

      ９８霧島山麓丸池湧水 

鹿児島県姶良郡湧水町 

10 > 

     ９９清水の湧水 

鹿児島県南九州市 

     １００垣花樋川 

沖縄県南城市 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

20 > 

      

 

      

 


