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【1363】鼠ヶ関灯台
初点：1925（大正14）年4月1日…

1979（昭和54）年2月改築
位置：38°33′30″Ｎ　139°32′23″Ｅ
灯質：群閃白光　毎10秒に２閃光
灯高：21m
光達距離：12M
高さ：11m
灯器：LED

上・右下：2020/07/18
すべて2013/10/11



�

【1367】波渡埼灯台
初点：1955（昭和30）年12月21日
位置：38°41′09″Ｎ　139°37′41″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：40m
光達距離：12M
高さ：10m
灯器：300mmレンズ→LED

上：2020/07/18
左・右：2014/06/19　左のバックに見えてい

るのは【1366】留棹庵島灯標



�

【1371】荒埼灯台
初点：1903（明治36）年1月1日…

1953（昭和28）年2月10日荒埼灯柱→
荒埼灯台（改築）プレートは間違いか

位置：38°45′45″Ｎ　139°43′26″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：34m／光達距離：3M／高さ：12m
灯器：300mm→LED（2015年11月ごろ）
上・左左・左下：2014/06/19　LED変更以前
左右・右下：2020/07/18　LED変更後



�

【1380】酒田灯台
初点：1895（明治28）年10月20日

1923（大正12）年10月25日　大浜地
区に移設／1958（昭和33）年４月１日
　高砂台場跡地に２代目（初代は日和山公
園に復元）／1999（平成11）年12月２
日　北港緑地展望施設に移設

位置：38°56′45″Ｎ　139°48′58″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に１閃光
灯高：41m　光達距離：18M　高さ：30m
灯器：LU-M?　明弧：18°～198°

すべて2014/06/19　初代は別ページ



�

【1383】羽後三埼灯台
初点：1960（昭和35）年2月1日（プレートは

間違いか）
位置：39°07′04″Ｎ　139°52′15″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光
灯高：68m
光達距離：7M
高さ：10m
灯器：小型レンズ→LED（2015年11月ごろ）？

左上下・右上・右下：2014/06/20　LED変更
以前

右中：2020/07/18　LED変更後の灯器
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【1384.9】飛島南灯台
初点：1999（平成11）年1月29日
位置：39°11′09″Ｎ　139°32′28″Ｅ
灯質：群閃白光　毎17秒に３閃光
灯高：28m
光達距離：12M
高さ：7.4m
灯器：LED

すべて2014/06/21
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【1387】飛島灯台
初点：1948（昭和23）年6月28日…

2003（平成15）年９月26日改築
位置：39°11′59″Ｎ　139°33′22″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：82m
光達距離：20M
高さ：16m
灯器：LB-M30

すべて2014/06/21



�

【1390】金
このうら

浦港灯台
初点：1938（昭和13）年4月1日…

1955（昭和30）年3月改築
位置：39°15′22″Ｎ　139°54′41″Ｅ
灯質：単閃白光　毎4秒に1閃光
灯高：18m
光達距離：12M
高さ：11m
灯器：300mmレンズ→LED（2020年4月ごろ）

上・右：2015/07/06　ＬＥＤ変更以前
左：2020/07/17　LED変更後



�

【1395】松ケ崎灯台
初点：1958（昭和33）年11月20日…

2003（平成15）年6月改築…
2017（平成29）年12月8日廃止

位置：39°30′09″Ｎ　140°02′46″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に1閃光
灯高：25m
光達距離：12M
高さ：11m
灯器：300mmレンズ

すべて2015/07/06
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【1406】鵜ノ埼灯台
初点：1894（明治27）年10月25日…

1977（昭和52）年９月改築／2002（平
成14）年3月18日船川灯台→鵜ノ埼灯台

位置：39°51′31″Ｎ　139°49′10″Ｅ
灯質：群閃白光毎8秒に2閃光／灯高：49m／光

達距離：12M　高さ：19m
灯器：５等レンズ
明弧：255°～89°　赤光分弧：255°～299°

上，左上・右：2015/07/07
左下：2020/07/17



��

【1410】塩瀬埼灯台
初点：1955（昭和30）年1月12日
位置：39°51′27″Ｎ　139°45′22″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に1閃光
灯高：18m
光達距離：12M
高さ：9.3m
灯器：LED

すべて2015/07/07



��

【1411】戸賀灯台
初点：1951（昭和26）年5月25日
位置：39°56′50″Ｎ　139°42′03″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に1閃光
灯高：21m
光達距離：5M
高さ：11m
灯器：LED

すべて2015/07/07



��

【1414】入道埼灯台
【1415】入道埼水島照射灯

初点：1898（明治31）年11月8日…
1951（昭和26）年３月改築

位置：40°00′18″Ｎ　139°42′06″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：57m　光達距離：20M　高さ：28m
灯器：３等大型レンズ（灯台）…

600mmキセノン（照射灯）
明弧：10°～293°

上・右上・右下：2015/07/07
左：2011/07/15



��

【1422】チゴキ埼灯台
初点：1954（昭和29）年4月6日…

1962（昭和37）年12月4日チコギ埼灯
台→チゴキ埼灯台

位置：40°24′52″Ｎ　139°56′56″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：47m
光達距離：18M
高さ：13m
灯器：LB-40M改
明弧：318°～146°

上・右：2015/07/07
左上・左中・左下：2017/07/30



��

【1425】艫
へ

作
なし

埼
さき

灯台
初点：1941（昭和16）年9月15日
位置：40°36′45″Ｎ　139°51′50″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：68m
光達距離：21M
高さ：24m
灯器：LU-M(40)

上・右上・右下：2017/07/30
左：2015/07/07



��

【1430】鳥居埼灯台
初点：1966（昭和41）年10月21日
位置：40°44′50″Ｎ　140°00′04″Ｅ
灯質：群閃白光　毎８秒に２閃光
灯高：27m
光達距離：７M
高さ：10m
灯器：LED

上・右：2015/07/08
左上・下：2017/07/30



��

【1432】大戸瀬埼灯台
初点：1962（昭和37）年12月20日（11月？）
位置：40°46′03″Ｎ　140°03′24″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：54m
光達距離：15M
高さ：13m
灯器：３等小型ないし４等？レンズ

すべて2015/07/08



��

【1437】小泊岬南灯台
初点：1965（昭和40）年1月31日
位置：41°07′29″Ｎ　140°14′58″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：78m
光達距離：７M
高さ：13m
灯器：LED
明弧：297°～190°

すべて2016/08/07



��

【1438】小泊岬北灯台
初点：1965（昭和40）年1月31日（1964年

12月？）…
権現埼灯台→小泊岬灯台→小泊岬北灯台

位置：41°08′17″Ｎ　140°15′25″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：89m
光達距離：12M
高さ：9.6m

すべて2017/07/30



�0

【1501】龍飛埼灯台
初点：1932（昭和7）年7月1日…

1992（平成4）年9月30日竜飛埼灯台→
龍飛埼灯台

位置：41°15′30″Ｎ　140°20′33″Ｅ
灯質：群閃白光　毎20秒に２閃光
灯高：119m　光達距離：23M　高さ：14m
灯器：３等大型レンズ
明弧：29°～280°

上：2017/07/30（特別一般公開）
左中・右：2011/06/18
左上・左下：2016/08/07



��

【1503】高野埼灯台
初点：1966（昭和41）年1月9日…

2003（平成15）年8月改築
位置：41°13′41″Ｎ　140°32′55″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：36m
光達距離：8M
高さ：11m
灯器：LED

上・右上：2016/08/07
左・右下：2011/06/18



��

【1504】平館灯台
初点：1899（明治32）年4月1日…

1960（昭和35）年12月改修／1985
（昭和60）年2月改築？

位置：41°10′29″Ｎ　140°38′34″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に1閃光
灯高：23m
光達距離：7M
高さ：23m
灯器：4等レンズ→LED
明弧：166°～358°

上・右：2011/06/18
左上・左下：2016/08/07



��

【1531】陸奥大島灯台
初点：1949（昭和24）年５月9日
位置：38°49′50″Ｎ　141°37′28″Ｅ
灯質：単閃白光　毎７秒に1閃光
灯高：42m
光達距離：７M
高さ：9.7m
灯器：LED

すべて2012/08/06



��

【1533】安井埼灯台
初点：1949（昭和24）年5月9日
位置：40°57′39″Ｎ　140°58′51″Ｅ
灯質：等明暗白光　明２秒暗２秒
灯高：25m
光達距離：12M
高さ：12m
灯器：小型レンズ

すべて2012/08/06　左下は陸奥小湊港から
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【1541】陸奥黒埼灯台
初点：1945（昭和20）年1月20日…

1986（昭和61）年11月改築
位置：40°00′25″Ｎ　141°56′08″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に1閃光
灯高：22m
光達距離：12M
高さ：12m
灯器：小型レンズ

すべて2012/08/06



��

【1544】陸奥弁天島灯台
初点：1945（昭和20）年1月22日
位置：41°07′14″Ｎ　140°48′53″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光
灯高：36m
光達距離：７M
高さ：12m

上：2012/08/06

【1545】大
おお

魚
よ

島
しま

灯台
初点：1960（昭和35）年12月1日
位置：41°23′54″Ｎ　140°48′47″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：19m
光達距離：5M
高さ：10m

左：2014/08/08



��

【1550】大間埼灯台
初点：1921（大正10）年11月1日…

1953（昭和28）年7月改築
位置：41°33′17″Ｎ　140°54′42″Ｅ
灯質：群閃白光　毎18秒に３閃光
灯高：36m
光達距離：12M
高さ：25m
灯器：LED

上・右下：2012/08/07
右上：2012/08/06
＊上と右上の右端は【1551】ゲンベイ礁灯標
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【1601】尻屋埼灯台
【1602】尻屋埼大根照射灯

初点：1921（大正10）年11月1日…
昭和38年６月１日尻矢埼灯台→尻屋埼灯台…
2019（令和元）年7月明弧全度

位置：41°25′49″Ｎ　141°27′44″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：47m
光達距離：18M
高さ：33m
灯器：２等レンズ

すべて2019/07/24



��

【1601】白糠灯台
【1604.1】白糠港物見埼南防波堤照射灯

初点：1931（昭和6）年9月1日…
1987（昭和62）年11月10日改築…
2019（平成31）年4月26日照射灯廃止

位置：41°07′55″Ｎ　141°23′43″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に1閃光
灯高：38m
光達距離：12M
高さ：14m
灯器：３等小型ないし４等？レンズ→LED

（2014年12月ごろ変更）

すべて2012/08/13
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【1610】陸奥塩釜灯台
初点：1954（昭和29）年4月4日…

1995（平成7）年3月改築
位置：40°48′19″Ｎ　141°23′57″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：21m
光達距離：12M
高さ：16m
灯器：LED

すべて2012/08/13
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【1625】鮫角灯台
初点：1938（昭和13）年2月16日
位置：40°32′24″Ｎ　141°34′34″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に1閃光
灯高：58m
光達距離：19M
高さ：23m
灯器：LB-M30

すべて2012/08/13
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【1626】階
はしかみ

上灯台
初点：1959（昭和34）年10月5日…

1987（昭和62）年12月改築
位置：40°27′05″Ｎ　141°40′55″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：22m
光達距離：７M
高さ：11m
灯器：300m

すべて2012/08/14
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【1633】久慈牛島灯台
初点：1955（昭和30）年3月30日
位置：40°13′05″Ｎ　141°50′04″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：71m
光達距離：12M
高さ：11m

【1634】久慈牛島大作根照射灯
初点：1970（昭和45）年7月1日
位置：40°13′04″Ｎ　141°50′04″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：57m
高さ：7.5m

すべて2016/8/5
上の手前の赤灯台は【1635.5】久慈港諏訪下外防

波堤灯台
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【1638】陸中黒埼灯台
初点：1952（昭和27）年7月1日…

1966（昭和41）年6月1日普代灯台→陸
中黒埼灯台…
1975（昭和50）年3月改築

位置：40°00′25″Ｎ　141°56′08″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：143m
光達距離：19M
高さ：12m
灯器：LB-H40
明弧：82°～332°

すべて2016/08/05
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【1639】陸中弁天埼灯台
初点：1965（昭和40）年12月14日
位置：39°56′49″Ｎ　141°57′35″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光
灯高：98m
光達距離：7M
高さ：10m
灯器：LED

すべて2016/08/05
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【1642】陸
りくちゅうまさき

中真埼灯台
初点：1959（昭和34）年1月20日（ないし

1958（昭和33）年12月
位置：39°45′03″Ｎ　141°59′58″Ｅ
灯質：群閃白光　毎10秒に２閃光
灯高：79m
光達距離：7M
高さ：9.1m
灯器：LED

すべて2016/08/05
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【1646】閉
へ

伊
い

埼
さき

灯台
初点：1956（昭和31）年1月21日
位置：39°39′17″Ｎ　142°01′30″Ｅ
灯質：単閃白光毎３秒に１閃光
灯高：56m
光達距離：5M
高さ：10m
灯器：LED

すべて2016/08/04
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【1647】魹
とど

ヶ
が

埼
さき

灯台
【1648】魹ヶ埼大根照射灯

初点：1902（明治35）年3月1日…
1950（昭和25）年5月再建…
1963（昭和38）年6月10日6月10日魹
埼灯台→魹ヶ埼灯台

位置：39°32′48″Ｎ　142°04′16″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に1閃光
灯高：58m　光達距離：20M　高さ：34m
灯器：３等大型レンズ
明弧：168°～18°

すべて2016/08/04
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【1649】山田笠ヶ鼻灯台
初点：1963（昭和38）年9月27日
位置：39°28′36″Ｎ　142°00′40″Ｅ
灯質：灯質：単閃白光　毎４秒に1閃光
灯高：11m　光達距離：5M　高さ：7.6m
右上：2016/08/03

【1656】陸中大島灯台
初点：1970（昭和45）年12月10日
位置：39°23′58″Ｎ　141°59′49″Ｅ
灯質：灯質：単閃白光　毎３秒に1閃光
灯高：28m　光達距離：5M　高さ：10m
右下：2016/08/03

【1657】陸中船越弁天島灯台
初点：1979（昭和54）年2月7日
位置：39°24′34″Ｎ　141°58′40″Ｅ
灯質：灯質：単閃白光　毎４秒に1閃光
灯高：18m　光達距離：5M　高さ：10m
上：2016/08/03
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【1663】大槌港灯台
初点：1953（昭和28）年12月20日*…

1983（昭和58）年11月改築…
2011年３月１１日倒壊…
2012（平成24）年12月13日再建

位置：39°20′52″Ｎ　141°55′52″Ｅ
灯質：単閃赤光　毎３秒に1閃光
灯高：14m
光達距離：5M
高さ：11m
灯器：LED

すべて2016/08/03
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【1680】首
こうべさき

埼灯台
初点：1958（昭和33）年12月25日
位置：39°06′23″Ｎ　141°55′04″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に1閃光
灯高：124m
光達距離：7M
高さ：10m
灯器：LED

すべて2016/08/02
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【1683】綾
りょうりさき

里埼灯台
初点：1938（昭和13）年2月1日
位置：39°01′46″Ｎ　141°51′01″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に1閃光
灯高：112m
光達距離：12M
高さ：19m
灯器：LED

すべて2016/08/01
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【1685】コオリ埼灯台
初点：1922（大正11）年5月10日…

1953（昭和28）年2月10日（１月？）
コオリ埼灯柱→コオリ埼灯台（改築）

位置：39°01′06″Ｎ　141°45′30″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に1閃光
灯高：48m　光達距離：7M　高さ：12m
灯器：小型レンズ→LED（2013年9月ごろ変更）

上・左右・右下：2016/08/01
左左・右上：2009/11/23…

左左はLED変更以前のレンズ，左右は変更
後のLED灯器
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【1689.1】大船渡港灯台
【1689.2】大船渡港指向灯

初点：2002（平成14）年8月29日…
2009（平成21）年3月27日灯台廃止

位置：39°01′53″Ｎ　141°42′51″Ｅ
灯質：不動単閃白赤緑光（指向灯）
灯高：53m
光達距離：白光14M　赤光13M　緑光13M（指

向灯）
高さ：14m
灯器：不明

上・左上：2009/11/23
左下：2016/08/01
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【1691】大船渡港珊
さん

琥
ご

島
じま

南灯台
初点：1960（昭和35）年4月1日
位置：39°02′06″Ｎ　141°43′36″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に1閃光
灯高：19m　光達距離：３M　高さ：10m

【1692】大船渡港珊
さん

琥
ご

島
じま

北灯台
初点：1974（昭和49）年3月30日
位置：39°02′18″Ｎ　141°43′40″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に1閃光
灯高：33m　光達距離：３M　高さ：8.2m

上：2009/11/23　珊琥島全景
右上：2009/11/23　右中：2016/08/01…

（ともに南灯台）
右下：2009/11/23（北灯台）
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【1693】碁石埼灯台
初点：1958（昭和33）年1月10日
位置：38°59′10″Ｎ　141°44′30″Ｅ
灯質：群閃白光　毎13秒に３閃光
灯高：39m
光達距離：5M
高さ：10m
灯器：小型レンズ→LED（2012年10月ごろ変

更）

上・左上右：2016/08/01
左上左・左中・左下：2009/11/23…

左上左はLED変更以前の灯器，左上右は変
更後のLED
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【1694】陸前椿島灯台
初点：1970（昭和45）年5月28日
位置：38°56′09.5″Ｎ　141°43′00″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に1閃光
灯高：47m
光達距離：5M
高さ：9.9m

すべて2016/08/01
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【1699】陸
りく

前
ぜん

御
お

崎
さき

岬
さき

灯台
初点：1953（昭和28）年10月22日…

1980（昭和55）年11月1日陸前御埼灯
台→陸前御崎岬灯台

位置：38°51′29″Ｎ　141°40′23″Ｅ
灯質：単閃白光毎３秒に１閃光
灯高：42m
光達距離：５M
高さ：13m

すべて2019/7/9
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【1700】気仙沼唐島灯台
初点：1966（昭和41）年3月31日
位置：38°51′43″Ｎ　141°38′26″Ｅ
灯質：単閃白光毎５秒に１閃光
灯高：34m
光達距離：5M
高さ：9.8m

すべて2019/7/9
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【1704】上段灯台
初点：1950（昭和25）年8月12日…

1957（昭和32）年4月1日牛甲羅灯標→
牛甲羅灯台

1991（平成3）年2月25日牛甲羅灯台→上段灯
台（改築）

位置：38°52′48″Ｎ…141°36′17″Ｅ
灯質：単閃白光毎４秒に１閃光
灯高：21m／光達距離：3M／高さ：5.8m
灯器：ＬＥＤ

上・左上・右下：2019/7/10
左中・下：2019/7/9
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【1705】陸前大島灯台
初点：1909（明治42）年10月10日…

1970（昭和45）年改築
位置：38°49′50Ｎ…141°37′28″Ｅ
灯質：単閃白光毎10秒に１閃光
灯高：37m
光達距離：5M
高さ：13m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/9
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【1706】岩井埼灯台
初点：1929（昭和4）年6月24日…

1953（昭和28）年２月10日岩井埼灯柱
→岩井埼灯台／1966（昭和41）年改築

位置：38°49′42″Ｎ　141°36′12″Ｅ
灯質：群明暗白光　明６秒暗１秒明２秒暗１秒明

２秒暗１秒（赤光は分弧）
灯高：24m／光達距離：14M／高さ：17m
灯器：不動300mm？
赤光分弧：337°～89°（南南東方約2kmの足根

以西の険礁を示す）

すべて：2019/7/9
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【1712】歌津埼灯台
初点：1924（大正13）年9月12日…

1953（昭和28）年2月10日（1月？）
歌津埼灯柱→歌津埼灯台（改築）

位置：38°45′10″Ｎ…141°31′50″Ｅ
灯質：単閃白光毎４秒に１閃光
灯高：51m
光達距離：7M
高さ：11m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/9
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【1714】寺浜灯台
初点：1951（昭和26）年2月10日…

1968（昭和43）年？改築…
1969（昭和44）年3月29寺浜灯柱→寺
浜灯台

位置：38°38′10″Ｎ　141°31′39″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：49m
光達距離：８M
高さ：9.7m
灯器：ＬＥＤ

すべて：2019/7/9
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【1716】大須埼灯台
初点：1949（昭和24）年9月7日…

1951（昭和26）年3月改築
位置：38°31′16″Ｎ　141°32′39″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：50m
光達距離：12M
高さ：12m
灯器：ＬＥＤ

すべて：2019/7/9
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【1717】白銀埼灯台
初点：1957（昭和32）年12月1日…

2014（平成26）年11月改築
位置：38°29′19″Ｎ　141°32′07″Ｅ
灯質：群閃白光　毎13秒に３閃光
灯高：38m
光達距離：７M
高さ：10m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/8
左下は白銀神社
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【1720】赤埼灯台
初点：1965（昭和40）年1月12日
位置：38°30′01″Ｎ　141°29′45″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：34m
光達距離：7M
高さ：9.6m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/8
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【1722】早埼灯台
【1723】早埼大名計根照射灯

初点：1953（昭和28）年3月5日…
1981（昭和56）年3月改築

位置：38°23′57″Ｎ　141°32′14″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：95m
光達距離：７M
高さ：12m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/8
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【1729】陸前黒埼灯台
初点：1929（昭和4）年7月3日…

1981（昭和56）年3月改築
位置：38°16′22″Ｎ　141°31′07Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：65m
光達距離：８M
高さ：6.7m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/8
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【1731】濤
ど

波
み

岐
き

埼
さき

灯台
【1732】濤波岐埼犬磯照射灯

初点：1966（昭和41）年11月14日
位置：38°14′48″Ｎ　141°30′01″Ｅ
灯質：群閃白光　毎12秒に３閃光
灯高：32m
光達距離：12M
高さ：9.9m

2019/7/8
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【1735】荻
おぎのはま

浜灯台
初点：1892（明治25）年9月1日…

1951（昭和26）年3月改築…
1953（昭和28）年荻10月5日ノ浜灯台
→荻浜灯台

位置：38°22′21″Ｎ　141°26′12″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：37m
光達距離：５M
高さ：9.1m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/7
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【1737】渡
わたのは

波尾
お

埼
さき

灯台
初点：1950（昭和25）年7月10日…

2014（平成26）年11月改築
位置：38°23′21″Ｎ　141°21′51″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：36m
光達距離：５M
高さ：12m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/7
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【1753】波島灯台
初点：1948（昭和23）年11月1日
位置：38°18′55″Ｎ　141°11′08″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：36m
光達距離：７M
高さ：12m

上すべて2019/7/7
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【1756】地蔵島灯台
初点：1920（大正9）年5月1日…

2013（平成25）年９月？改築
位置：38°19′22″Ｎ　141°04′16″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：20m
光達距離：５M
高さ：11m
灯器：ＬＥＤ

すべて2019/7/6
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初点：1964（昭和39）年10月27日
位置：38°17′39…″Ｎ　141°05′04″Ｅ
灯質：群閃赤緑互光　毎20秒に赤１閃光緑１閃

光
灯高：63m
光達距離：Ｒ17M　Ｇ18Ｍ

高さ：23m
灯器：LB-90
明弧：172°～50°

すべて2019/7/6

【1759】花淵灯台
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【1787】鵜ノ尾埼灯台
初点：1953（昭和28）年2月10日
位置：37°49′24″Ｎ　140°59′13″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：40m
光達距離：17M
高さ：15m
灯器：LBH-40

すべて2019/7/5
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【1801】塩屋埼灯台
初点：1899（明治32）年12月15日…

1940（昭和15）年3月30日改築
位置：36°59′42″Ｎ　140°58′55″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：73m
光達距離：22M
高さ：27m
灯器：３等大型

すべて2019/4/1（初点プレートのみ2015/6/…
12）
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【1815】番
ばんどころ

所灯台
初点：1928（昭和3）年5月15日…

1955（昭和30）年8月17日綱取埼灯台
→番所灯台…
2013（平成25）年9月改築

位置：36°56′08″Ｎ　140°55′29″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：36m
光達距離：８M
高さ：11m
灯器：LED

すべて2015/06/12
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旧酒田灯台（初代）
初点：1895（明治28）年10月20日／1923

（大正12）年10月25日　最上川河口北岸
大浜地区に移設／1958（昭和33）年４
月１日日和山公園に復元

位置：38°55′07″Ｎ　139°49′39″Ｅ

右１：2014/06/19

【1409】館山埼三繰島照射灯
初点：1978（昭和53）年3月25日（ないし１

月）
位置：39°51′38″Ｎ　139°46′26″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：48m
高さ：10m

右２：2015/07/07

【1522】青森港北防波堤西灯台
初点：1978（昭和53）年11月27日
位置：40°50′08″Ｎ　140°45′02″Ｅ
灯質：単閃緑光毎４秒に１閃光
灯高：13m
光達距離：７M
高さ：12m

右３：2016/08/08

【1624】八戸尾埼日出岩照射灯
初点：1965（昭和40）年12月15日…

1970（昭和45）年7月1日八戸尾埼灯台
→八戸尾埼日出岩照射灯

位置：40°32′33″Ｎ　141°34′04″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：22m
高さ：8.6m

右４：2012/08/13



�0

【1628】種市港指向灯
初点：1982（昭和57）年2月26日
位置：40°24′08″Ｎ　141°43′08″Ｅ
灯質：不動白赤緑光
灯高：16m
光達距離：W13M　R10M　G11M
高さ：14m

左1：2016/08/06

【1702】気仙沼東湾指向灯
初点：1981（昭和56）年3月20日
位置：38°53′35″N　141°37′38″E
灯質：不動白赤緑光
灯高：28m
光達距離：W14M　R10M　G11M
高さ：9m

左２：2019/07/10

【1747.5】石巻港雲雀野指向灯
初点：2018（平成30）年7月10日
位置：38°23′58″N　141°17′03″E
灯質：不動白赤緑光
灯高：8.1m
光達距離：Ｗ１M　Ｒ１M　Ｇ１M
高さ：7.8m

左２：2019/07/07

【1366】留
りゅうとうあんしま

棹庵島灯標
初点：1970（昭和45）年10月6日
位置：38°41′16″Ｎ　139°37′06″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：16m
光達距離：５M

左４：2014/06/19



��

【1370.3】由良港倉泉岩灯標
初点：2000（平成12）年10月3日（ないし９

月３日）
位置：38°43′28″Ｎ　139°40′25″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：8.9m
光達距離：３M

左２：2014/06/19

【1551】ゲンベイ礁灯標
初点：1954（昭和29）年11月16日
位置：41°32′58″Ｎ　140°54′47″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：7.3m
光達距離：3M

右１：2012/08/07

【1654】盥島灯標
初点：1960（昭和35）年11月1日
位置：39°27′22″Ｎ　141°59′44″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：8.3m
光達距離：３M

右２：2016/08/03

【1665】両石湾中根灯標
初点：1968（昭和43）年1月27日
位置：39°18′12″Ｎ　141°54′08″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：12m
光達距離：2M

右１：2016/08/03
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【1695】広田港赤磯灯標
初点：1952（昭和27）年1月16日
位置：38°57′06″Ｎ　141°41′05″Ｅ
灯質：モールス符号赤光　毎８秒にＡ（◦－）
灯高：11m
光達距離：３M

右２：2016/08/01

【1701】鮪立中根灯標
初点：1956（昭和31）年12月25日
位置：38°53′00″N　141°38′05″Ｅ
灯質：モールス符号赤光　毎８秒にＡ（◦－）
灯高：11m
光達距離：３M

右３：2019/07/10

【1703】番所根灯標
【1703.1】番所根照射灯

初点：1949（昭和24）年12月15日（または
1950（昭和25）年3月1日）

位置：39°27′22″Ｎ　141°59′44″Ｅ
灯質：単閃緑光　毎３秒に１閃光
灯高：9.4m
光達距離：３M

右４：2019/07/10

【1814】竜ケ埼鼻灯標
初点：1961（昭和36）年9月10日…

2016（平成28）年12月9日廃止
位置：36°57′12″Ｎ　140°57′00″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：15m
光達距離：10M
高さ：16m

右３：2015/06/12


