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【1827】大津岬灯台
初点：1960（昭和35）年3月25日…

2012（平成24）年3月29日改築
位置：36°49′47″Ｎ　140°48′11″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に１閃光
灯高：56m
光達距離：20M
高さ：16m
灯器：LB-M30
明弧：180°～60°

すべて2019/04/01
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【1829】川尻灯台
初点：1893（明治26）年10月…

1999（平成11）年3月改築
位置：36°39′18″Ｎ　140°42′29″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：48m　光達距離：12M　高さ：17m
灯器：LED
明弧：213°～13°

上：2013/02/22　手前は1830】常陸川尻港
南防波堤灯台

左・右：2019/04/02
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【1833】日立灯台
初点：1967（昭和42）年3月31日…

2000（平成12）年3月改築
位置：36°30′34″Ｎ　140°37′56″Ｅ
灯質：群閃白光　毎25秒に３閃光
灯高：42m
光達距離：12M
高さ：25m
灯器：3等大型
明弧：194°～29°

上・右下：2019/04/02
左・右上：2013/02/22
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【1839】磯埼灯台
初点：1951（昭和26）年８月17日…

1983（昭和58）年２月9日改築
位置：36°22′51″Ｎ　140°37′32″Ｅ
灯質：単閃白光　毎12秒に１閃光
灯高：36m
光達距離：17M
高さ：15m
灯器：LB-H？
明弧：198°～358°

上・左下：2019/04/02
左中：2013/02/22
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【1848】鹿嶋灯台
初点：1971（昭和46）年3月29日
位置：35°59′37″Ｎ　140°38′55″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：63m
光達距離：19M
高さ：32m
灯器：LB-M30
明弧：160°～329°

上・右下：2013/02/23
右中：2019/04/03
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【1859】銚子港一ノ島灯台
初点：934（昭和9）年９月…

1956（昭和31）年６月５等フレネルレン
ズに変更／2015（平成27）年11月LED
化

位置：35°44′52″Ｎ　140°51′24″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：16m
光達距離：5M
高さ：16m
灯器：LED

すべて2011/02/07（上は銚子ポートタワー展
望台から銚子港全景）
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【1869】犬吠埼灯台
初点：1874（明治7）年11月15日
位置：35°42′28″Ｎ　140°52′07″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：52m
光達距離：19M
高さ：31m
灯器：１等
明弧：169 ～゚ 65゜

上：2019/04/04
左・右下：2011/02/07
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【1874】飯岡灯台
初点：1956（昭和31）年10月31日…

1984（昭和59）年3月改築
位置：35°41′35″Ｎ　140°44′22″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：74m
光達距離：12M
高さ：9.6m
灯器：LED

すべて2019/04/04
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【1875】太東埼灯台
初点：1950（昭和25）年11月1日…

1970（昭和45）年11月改築
位置：35°18′29″Ｎ　140°24′46″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：72m
光達距離：20M
高さ：16m
灯器：LB-M30

上・左：2011/02/07
右中：2013/02/24
下：2019/04/04
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【1884】勝浦灯台
初点：1917（大正6）年3月1日…

1983（昭和58）年3月改築
位置：35°08′16″Ｎ　140°19′08″Ｅ
灯質：群閃白光　毎２０秒に２閃光
灯高：71m
光達距離：22M
高さ：21m
灯器：４等
明弧：229°～73°

上・右：2019/04/04
左中・下：2011/02/07
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【1897】鴨川灯台
初点：1954（昭和29）年７月…

1981（昭和56）年３月改築
位置：35°05′35"Ｎ　140°06′35"Ｅ
灯質：群閃白光　毎13秒に３閃光
灯高：26m
光達距離：12M
高さ：11m
灯器：撮影時小型不動レンズ，LED変更時期不明

（2012年にはLED化）

すべて2011/02/08
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【1907】安房白浜港灯台
初点：1962（昭和37）年3月
位置：4°54′53″Ｎ　139°56′08″Ｅ
灯質：連成不動単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：44m
光達距離：不動光４M　閃光７M
高さ：9.2m
灯器：撮影時小型不動レンズ，2016年4月LED化

（灯質，光達距離上記に変更，分弧削除）

すべて2011/02/08
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【1910】野島埼灯台
初点：1870年1月19日（明治2年12月18日）*…

1925（大正14）年8月15日改築
位置：34°54′06″Ｎ　139°53′18″Ｅ
灯質：単閃白光…毎15秒に１閃光（赤光は分弧）
灯高：36m
光達距離：17M
高さ：29m
灯器：２等
明弧：54°～101°
赤光分弧：80°～101°

上：2019/04/05

右上：2013/02/25
右中・下左右：2011/02/08
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【2003】洲埼灯台
初点：1919（大正8）年12月15日
位置：34°58′31″Ｎ　139°45′27″Ｅ
灯質：単閃白赤互光　毎30秒に白１閃光赤１閃

光
灯高：45m
光達距離：W18M　R18M
高さ：15m
灯器：４等
明弧：２°～252°

上：2009/01/17
左：2013/02/25
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【2009】船形平島灯台
初点：1955（昭和30）年6月29日
位置：35°01′29″Ｎ　139°50′18″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光単
灯高：11m
光達距離：5M
高さ：9.4m
灯器：LED

すべて：2013/02/25
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【2016】第２海堡灯台
初点：1894（明治27）年9月（富津燈竿）…

1983（昭和58）年3月改築（４代目）
位置：35°18′42″Ｎ　139°44′29″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光（赤光は分弧）
灯高：20m
光達距離：13M
高さ：12m
灯器：5等
赤光分弧：222°～310°

すべて2018/10/15
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【3227】二見港丸山灯台
【3228】二見港丸山指向灯

初点：1968（昭和43）年6月26日
位置：27°04′46″Ｎ　142°12′31″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：70m
光達距離：12M
高さ：10m
灯器：LED

すべて2019/05/18
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【2030】観音埼灯台
初点：1869年2月11日（明治2年1月1日）…

1923（大正12）年3月15日改築（2代
目）／1925（大正14）年6月1日改築
（3代目）

位置：35°15′22″Ｎ　139°44′43″Ｅ
灯質：群閃白光　毎15秒に2閃光
灯高：56m／光達距離：19M／高さ：19m
灯器：４等
明弧：152°～17°

上・右：2011/01/20
左中：2019/05/22
左下：2017/05/31
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【2019】海
あしか

獺島
しま

灯台
初点：1916（大正5）年８月（海獺島灯標（挂

灯立標））／灯台改築時期不明
位置：35°12′43″Ｎ　139°44′07″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：15m
光達距離：7M
高さ：14m
灯器：LED

上：2019/05/17（灯台の左の白い建物は港湾
空港技術研究所所属アシカ島海象観測ステ
ーション）

右：2009/01/17（LED変更前）
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【2018】剱埼灯台
初点：1871年3月1日（明治4年1月11日）…

1925（大正14）年7月1日改築
位置：35°08′29″Ｎ　139°40′37″Ｅ
灯質：複合群閃白緑互光　毎30秒に白２閃光と

緑１閃光
灯高：41m／光達距離：W17M　Ｇ17Ｍ／高

さ：17m
灯器：２等
明弧：207°～75°

上：2020/02/11
左中：2020/03/06
左下：2017/01/05　右：2009/03/07
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【2017】間口港灯台
初点：1974（昭和49）年2月
位置：35°08′34″Ｎ　139°40′41″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：11m
光達距離：5M
高さ：9.8m
灯器：LED

上・左：2009/03/07（ＬＥＤ化以前）
右：2017/01/05
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【2401】安房埼灯台
【2402】安房埼神楽高根照射灯

初点：1962（昭和37）年2月…
2020（令和2）年3月8日改築

位置：35°07′49″Ｎ　139°37′39″Ｅ
灯質：単閃白光…毎4秒に１閃光
灯高：37m
光達距離：7M
高さ：16m
灯器：ＬＥＤ-Ｖ型

上・右：2020/03/12
左中：2012/12/09（移築前かつLED化以前）
左下：2020/04/22（宮川湾から新旧灯台，手

前に見えているのは【2403】三崎港東口
第1号灯浮標）
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【2407】城ヶ島灯台
初点：1870年9月8日（明治3年8月13日）…

1926（大正15）年8月1日改築
位置：35°08′06″N　139°36′40″E
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：30m
光達距離：16M
高さ：12m
灯器：４等
明弧：297°～154°

上：2012/12/09
右：2020/01/30
左：2011/02/23
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【2412】諸磯埼灯台
初点：1969（昭和44）年4月14日
位置：35°09′20″Ｎ　139°36′27″Ｅ
灯質：等明暗白光　明４秒暗４秒
灯高：21m
光達距離：5M
高さ：20m
灯器：LED（2014年8月ごろLED化）

上：2016/04/25
左中・右：2010/01/17（LED…化以前）
左下：2018/11/27
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【2415.5】葉山灯台
初点：1989（平成1）年7月17日
位置：35°16′16″Ｎ　139°33′51″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：11m
光達距離：5M
高さ：9.9m
灯器：LED

すべて2011/12/12
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【2416】江ノ島灯台
初点：1951（昭和26）年3月25日…

2003（平成15）年4月28日改築
位置：35°17′59″Ｎ　139°28′42″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：107m
光達距離：23M
高さ：60m
灯器：LB-M60

上：2016/12/20
左中・右：2020/03/15
左下：2012/10/05
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【2417】湘南港灯台
初点：1964（昭和39）年9月26日…

1994（平成6）年3月改築
位置：35°17′56″Ｎ　139°29′17″Ｅ
灯質：等明暗白光　明２秒暗２秒
灯高：19m
光達距離：8M
高さ：18m
灯器：LED

上：2009/12/21
右上：2014/05/14（LED変更前の300ｍｍレ

ンズ）
右中・右下：2018/12/01
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【2425】初島灯台
初点：1959（昭和34）年3月25日
位置：35°02′18″Ｎ　139°10′22″Ｅ
灯質：単閃赤緑互光　毎20秒に赤１閃光
灯高：63m
光達距離：G16Ｍ　R16M
高さ：16m
灯器：LB-M30

すべて2010/02/19



�1

【2433】川奈埼灯台
初点：1957（昭和32）年4月5日
位置：34°57′20″Ｎ　139°08′42″Ｅ
灯質：等明暗白光　明２秒暗２秒
灯高：54m
光達距離：14M
高さ：13m
灯器：小型レンズ？

すべて2010/04/18
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【2434】門脇埼灯台
初点：1960（昭和35）年3月1日…

1995（平成7）年4月改築位置：
位置：34°53′24″Ｎ　139°08′19″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：44m
光達距離：18M
高さ：25m
灯器：LB-M30

すべて2010/04/18
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【2440】稲取岬灯台
初点：1972（昭和47）年3月25日…

1995（平成7）年3月改築
位置：34°46′05″Ｎ　139°02′50″Ｅ
灯質：単閃白緑互光　毎12秒に白１閃光緑１閃

光
灯高：72m／光達距離：Ｗ21M　Ｇ17Ｍ／高

さ：19m
灯器：ＬＢ-M30
明弧：207°～29°

上：2018/09/16(手前は【2439】稲取港東防
波堤灯台）

左：2010/04/18
右：2013/01/27
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【2441】爪木埼灯台
初点：1937（昭和12）年4月1日
位置：34°39′32″Ｎ　138°59′12″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：38m
光達距離：12M
高さ：17m
灯器：ＬＥＤ
明弧：180°～62°

上：
左中・下：
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【2447】神子元島灯台
初点：1871年1月1日（明治3年11月11日）
位置：34°34′31″Ｎ　138°56′30″Ｅ
灯質：群閃白光　毎16秒に２閃光
灯高：51m／光達距離：19M／高さ：23m
灯器：３等大型
上：2020/03/09

【2444】下田灯台
初点：1951（昭和26）年2月15日…

2019（令和元）年7月22日廃止
位置：34°39′16″Ｎ　138°57′21″
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒（赤色分弧）
灯高：15m／光達距離：12M／高さ：8m
灯器：小型レンズ？
明弧：279°～182°（赤光分弧279°～325°）
右上：2010/04/19（恵比須島から）
右中：2012/11/03（下田港から）



��

【2448】石廊埼灯台
初点：1871年10月5日（明治4年8月21日）…

1933（昭和8）年3月31日改築
位置：34°36′10″Ｎ　138°50′43″Ｅ
灯質：単閃白赤互光　毎16秒に白1閃光赤１閃光
灯高：60m
光達距離：W18M　Ｒ18Ｍ
高さ：11m
灯器：LB-H40
明弧：241°～98°

上・左下・右：2012/11/03（一般公開）
左中：2020/03/09
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【2455】田子島灯台
初点：1954（昭和29）年4月1日
位置：34°48′37″Ｎ　138°44′42″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：31m／光達距離：7M／高さ：8.7m
灯器：ＬＥＤ

上：2013/01/29

【2456】安
あ ら り

良里灯台
初点：1951（昭和26）年2月11日
位置：34°49′43″Ｎ　138°45′56″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：13m／光達距離：8M／高さ：11m
灯器：ＬＥＤ

右：2010/04/19
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【2458】戸
へ だ

田灯台
初点：1952（昭和27）年2月28日…

1984（昭和59）年2月改築
位置：34°58′32″Ｎ　138°45′50″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：17m
光達距離：12M
高さ：11m
灯器：300mm

すべて2010/04/19
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【2460】伊豆大瀬埼灯台
初点：1957（昭和32）年11月30日
位置：35°01′49″Ｎ　138°47′17″Ｅ
灯質：群閃白光　毎13秒に３閃光
灯高：16m／光達距離：7M／高さ：12m
灯器：ＬＥＤ
上・左・右中：2012/11/03

【2462】伊豆淡島灯台
初点：1976（昭和51）年2月27日
位置：35°02′10″Ｎ　138°53′11″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光／灯高：10m

／光達距離：7M／高さ：8.3
右下：2012/11/03
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【2473】清水灯台
初点：1912（明治45）年3月1日…

1995（平成7）年3月改築
位置：35°00′38″Ｎ　138°31′50″Ｅ
灯質：群閃白光　毎20秒に２閃光
灯高：21m
光達距離：14M
高さ：18m
灯器：６等
明弧：175°～17°

上・左下：2012/11/06
左中：2019/10/06
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【2475】清水真埼灯台
初点：1936（昭和11）年5月…

1994（平成6）年3月改築…
2016（平成28）年11月25日廃止

位置：35°01′14″Ｎ　138°30′58″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：11m
光達距離：５M
高さ：10m
灯器：LED

すべて2012/11/06
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【2495】御前埼灯台
初点：1874（明治7）年5月1日
位置：34°35′45″Ｎ　138°13′33″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：54m／光達距離：19M／高さ：11m
灯器：３等大型／明弧：221°～104°

上：2019/10/06
左上・左中：2019/10/06

【2496】御前岩灯台
初点：1958（昭和33）年11月？／2013（平

成２５）10月１日名称変更（灯標→灯台）
位置：34°35′51″Ｎ　138°15′38″Ｅ
灯質：群閃白光　毎８秒に２閃光
灯高：17m／光達距離：8M／高さ：11m
灯器：LED？

左下：2015/10/23
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【2499】掛塚灯台
初点：1897（明治30）年3月25日…

2002（平成14）年3月改築
位置：34°38′52″Ｎ　137°48′09″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：25m
光達距離：12M
高さ：16m
灯器：LED

上・右中：2019/10/05
左・右下：2012/11/05
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【2501】舞阪灯台
初点：1964（昭和39）年4月21日
位置：34°40′43″Ｎ　137°36′46″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：37m
光達距離：17M
高さ：28m
灯器：LED

上・左中・右：2019/10/05
左下：2012/11/05
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【2507】伊良湖岬灯台
初点：1929（昭和4）年11月20日…

2002（平成14）年3月改築
位置：34°34′46″Ｎ　137°00′58″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：16m
光達距離：5M
高さ：17m
灯器：４等→LED
明弧：285 ～゚ 147゜

上・左：2019/10/05
右下：2012/11/05
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【2533】立馬埼灯台
初点：…1959（昭和3）年2月16日
位置：34°39′38″Ｎ　137°04′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
灯高：14m
光達距離：５M
高さ：10m
灯器：LED

すべて2012/11/05
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【2566】橋田鼻灯台
初点：1971（昭和46）年3月25日
位置：34°45′56″Ｎ　137°10′12″Ｅ
灯質：等明暗白光　明４秒暗４秒
灯高：36m／光達距離：12M／高さ：14m
灯器：LED
明弧：266 ～゚ 162゜

上：2012/11/04
左中：2015/10/25

【2576】毛無島灯台
初点：不明
位置：34°46′14″Ｎ　137°08′33″Ｅ
灯質：単閃赤光　毎３秒に１閃光
灯高：13m／光達距離：7M／高さ：9.9m
灯器：LED

右下：2015/10/25
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【2592】栄生灯台
初点：1951（昭和26）年6月20日（栄生灯柱）
位置：34°49′27″Ｎ　136°59′49″Ｅ
灯質：等明暗赤光　明３秒暗３秒
灯高：14m→13ｍ
光達距離：９M→５Ｍ
高さ：13m→11ｍ
灯器：300mm→（2018年12月ごろLED化?）

すべて2012/11/04



��

【2596】衣浦港武豊灯台
初点：1941（昭和16）年4月…

1995（平成7）年3月改築
位置：34°50′46″Ｎ　136°55′49″Ｅ
灯質：等明暗緑光　明３秒暗３秒
灯高：12m
光達距離：４M
高さ：9.3m
灯器：300mm→ＬＥＤ

すべて2015/10/26
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【2608】波ヶ埼灯台
初点：1947（昭和22）年9月
位置：34°43′40″Ｎ　137°01′49″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：11m
光達距離：5M
高さ：9.6m
灯器：300mm→LED

すべて2015/10/25
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【2632】野間埼灯台
初点：1921（大正10）年3月10日
位置：34°45′28″Ｎ　136°50′40″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：20m
光達距離：8M
高さ：18m
灯器：５等→LED
明弧：326°～164°

上・左・右中：2012/11/04
右下：2015/10/27
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旧磯浜灯柱（旧大洗岬灯台）
初点：1949（昭和24）年12月…

1952（昭和27）年３月20日改築，名称
を大洗岬灯台に変更…
1984（昭和59）年12月14日廃止

位置：36°18′46″Ｎ　140°35′14″Ｅ

左１：2019/04/02

【2119】横浜マリンタワー灯台
初点：1961（昭和36）年１月15日…

2008（平成20）年9月１日廃止
位置：35°26′38″Ｎ　139°39′03″Ｅ
灯質：単閃赤緑互光　毎20秒に赤１閃光緑１閃

光
灯高：104m／光達距離：R22M　G21M／高

さ：101m

左２：2017/05/16

旧稲取灯台
初 点：1909（ 明 治42） 年 ８ 月（12月？）…

1942（昭和17）年９月休灯／1945（昭
和20）年8月廃止

位置：34°47′11″Ｎ　139°03′24″Ｅ
灯質：不動白光／灯高：129m／光達距離：10M

／高さ：5m／明弧：200°～35°（東洋
燈台表昭和13年版による）

左3：2018/09/16

旧品川灯台
初点：1870年4月5日（明治3年3月5日）…

1957(昭和32)年廃止
位置：35°20′30″Ｎ　136°59′38″Ｅ（犬

山市博物館明治村に移設）
高さ：9.1ｍ

左４：2015/10/29
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【1870】長崎鼻一ノ島照射灯
初点：1955（昭和30）年4月…

1982（昭和57）年2月改築
位置：35°41′35″Ｎ　140°51′55″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：23m
高さ：21m

右１：2011/02/07

【2121】横浜北水堤灯台
初点：1896（明治29）年5月16日
位置：35°27′36″Ｎ　139°39′30″Ｅ
灯質：等明暗赤光　明２秒暗２秒
灯高：15m
光達距離：4M
高さ：15m

右２：2012/11/10

【1848.5】鹿島港指向灯
初点：不明
位置：35°57′14″Ｎ　140°41′26″Ｅ
灯質：不動白光，不動赤光及び等明暗赤光　明２

秒暗２秒，不動緑光及び等明暗緑光　明２
秒暗２秒

灯高：17m／光達距離：WRG各17M／高さ：
16m

右３：2013/02/23

【1903】千倉港指向灯
初点：1993（平成5）年２月
位置：34°57′24″Ｎ　139°57′49″Ｅ
灯質：不動白赤緑光
灯高：12m
光達距離：W8M　R7M　G8M
高さ：13m

右４：2011/02/08
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【3229】沖港指向灯
初点：不明
位置：26°38′03″Ｎ　142°09′41″Ｅ
灯質：不動白赤緑光
灯高：40m
光達距離：W13M　Ｒ10Ｍ　Ｇ10Ｍ
高さ：11m

左１：

【2443】須崎恵比須島指向灯
初点：1972（昭和47）年1月27日
位置：34°39′06″Ｎ　138°57′54″Ｅ
灯質：不動白赤緑光
灯高：33m
光達距離：W14M　R10Ｍ　G11M
高さ：13m

左２：2010/04/19

【2449】石廊埼指向灯
初点：1972（昭和47）年1月27日
位置：34°36′11″Ｎ　138°50′41″Ｅ
灯質：不動白赤緑光
灯高：64m
光達距離：W14Ｍ　R11Ｍ　G12M
高さ：7.7m

左３：2020/03/09

【1888】小湊港灯標
初点：不明
位置：35°07′17″Ｎ　140°11′31″Ｅ
灯質：単閃赤光　毎３秒に１閃光
灯高：9.6m
光達距離：５M

左４：2019/04/05
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【2222】千葉灯標
初点：1962（昭和37）年4月
位置：35°34′05″Ｎ　140°02′45″Ｅ
灯質：群閃白光　毎30秒に2閃光
灯高：28m／光達距離：15M／高さ：18m
灯器：LB-90

右１：2019/04/06

【2413】亀城礁灯標
初点：不明／2018（平成30）年11月改築
位置：35°11′56″Ｎ　139°35′05″Ｅ
灯質：群急閃白光…毎15秒に9急閃光
灯高：11m
光達距離：5M
高さ：9.5m

右２：2020/01/30

【2415】佐島港口中根灯標
初点：不明
位置：35°13′02″Ｎ　139°36′30″Ｅ
灯質：単閃緑光…毎３秒に１閃光
灯高：13m
光達距離：５M

右３：2010/03/03

【2463】静浦港口野灯標
初点：1946（昭和21）年11月…

1993（平成5）年3月改築
位置：35°02′37″Ｎ　138°53′51″Ｅ
灯質：単閃赤光　毎３秒に１閃光
灯高：７m
光達距離：３M
高さ：5.5m

右４：2012/11/03



��

【2580】悪波灯標
初点：1973（昭和48）年12月
位置：34°46′48″Ｎ　137°06′01″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：10m
光達距離：３M
高さ：8.8m

左１：2015/10/25

【2582】中島灯標
初点：1965（昭和40）年12月
位置：34°46′22″Ｎ　137°05′40″Ｅ
灯質：モールス符号赤光　毎８秒にＤ（－・・）
灯高：10m
光達距離：３M
高さ：8.8m

左２：2015/10/25

【2584】吉田港灯標
初点：不明
位置：34°46′49″Ｎ　137°04′39″Ｅ
灯質：群閃赤光　毎６秒に２閃光
灯高：6.2m
光達距離：7M
高さ：7.5ｍ

左３：2015/10/25

【2605】佐久島南方灯標
初点：不明
位置：34°42′48″Ｎ　137°03′14″Ｅ
灯質：群急閃白光　毎15秒に６急閃光と１長閃

光
灯高：10m
光達距離：3M
高さ：8.3m

左４：2015/10/25
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【2607】佐久島港太井ノ浦灯標
初点：不明
位置：34°42′52″Ｎ　137°02′41″Ｅ
灯質：モールス符号緑光　毎13秒にＣ（－・－・）
灯高：9.7m
光達距離：5M
高さ：8.2m

右１：2015/10/25

【2609】尾張大磯灯標
初点：不明
位置：34°42′49″Ｎ　137°01′11″Ｅ
灯質：連続急閃白光
灯高：9.7m
光達距離：５M
高さ：7.7m

右２：2015/10/26

【2611】大井港口灯標
初点：不明
位置：34°43′25″Ｎ　136°58′18″Ｅ
灯質：群急閃白光　毎10秒に３急閃光
灯高：9.5m
光達距離：7M
高さ：7.9m

右３：2012/11/04

【2617】角石灯標
初点：不明
位置：34°42′17″Ｎ　136°59′16″Ｅ
灯質：群急閃白光　毎15秒に９急閃光
灯高：13m
光達距離：７M
高さ：12m

右４：2015/10/26
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【2618】下瀬礁灯標
初点：不明
位置：34°41′57″Ｎ　136°59′29″Ｅ
灯質：モールス符号赤光…毎８秒にＡ（・－）
灯高：10m
光達距離：5M
高さ：8.7m

左１：2015/10/26

【2619】沖ノ島灯標
初点：不明
位置：34°42′00″Ｎ　136°58′39″Ｅ
灯質：モールス符号緑光…毎８秒にＡ（・－）
灯高：9.2m
光達距離：５M
高さ：7.4m

左２：2015/10/26

【2622】羽島灯標
初点：不明
位置：34°41′34″Ｎ　136°58′23″Ｅ
灯質：群急閃白光　毎15秒に６急閃光と１長閃

光
灯高：11m
光達距離：5M
高さ：９m

左３：2015/10/26

【2645】伊勢湾灯標
初点：1961（昭和36）年5月30日
位置：34°56′16″Ｎ　136°47′33″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：25m／光達距離：15M／高さ：20m
灯器：LB-M30

左４：2015/10/27


