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＊初点は初点プレート，周知板等，海上保安庁各管区のＨＰ，その他の
WEBページ等を参考にしましたが，相互に異同がある場合もあり，間
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＊位置は主に海保HPに記載の値（秒以下を四捨五入）ですが，一部国
土地理院の地図やカメラのGPSデータを用いたものもあります。

＊灯器の種類は海保HPの記載その他の資料をいろいろ検索しましたが，
訪問後LED等変更があった場合，変更前後に訪問して両者を撮影した
場合，変更後訪問したため資料と現物が異なる場合などがあり，また
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＊その他のデータは灯台表（2018）と追加表によります。
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【0001】白神岬灯台
初点：1888（明治21）年9月15日…

1951（昭和26）年6月１日改築
位置：41°23′53″Ｎ　140°11′50″Ｅ
灯質：単閃赤白互光　毎30秒に赤１閃光，白１閃

光
灯高：37m　光達距離：Ｗ17M　Ｒ16M
高さ：17ｍ　灯器：４等レンズ
明弧：255°～101°

上：2016/08/09
左・右：2017/07/09
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【0005】矢越岬灯台
初点：1957（昭和32）年4月14日
位置：41°31′02″Ｎ　140°24′28″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：96m
光達距離：12M
高さ：7.9ｍ
灯器：LED
明弧：230°～76°

いずれも2017/07/09　矢越クルーズ船上か
ら。左下は桟橋から灯台へ続く階段
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【0012】葛登支岬灯台
初点：1885（明治18）年12月15日…

1950（昭和25）年改築
位置：41°44′31″Ｎ　140°35′58″Ｅ
灯質：単明暗白光　明６秒暗４秒
灯高：46m　光達距離：17M　高さ：16ｍ
灯器：３等大型レンズ
明弧：221°～52°

上・右下：2020/07/12
右上：2010/07/23
左：2012/08/07　青函フェリーの船上から
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【0032】汐首岬灯台
初点：1893（明治26）年11月2日
位置：41°42′40″Ｎ　140°57′51″Ｅ
灯質：群閃白光　毎20秒に２閃光
灯高：50m
光達距離：19M
高さ：11ｍ
灯器：LB-H40
明弧：279°～98°

いずれも2017/07/15
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【0035】日浦岬灯台
初点：1951（昭和26）年3月1日…

1987（昭和62）年12月改築
位置：41°43′36″Ｅ　141°03″12″Ｅ
灯質：群明暗白光　明６秒暗２秒明２秒暗２秒
灯高：23m　光達距離：14M　高さ：9.5ｍ
灯器：300mmレンズ
赤色分弧：227°～241°

上：2017/07/29
右・左左・左右：2017/07/15
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【0039】恵山岬灯台
初点：1890（明治23）年11月1日…

1989（平成元）年3月…改築
位置：41°48′55″Ｎ　141°11′01″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：44m　光達距離：17M　高さ：19ｍ
灯器：３等大型レンズ
明弧：156°～335°

上・左下・右：2017/07/15
左上：2010/07/21
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【0046】砂埼灯台
初点：1952（昭和27）年12月16日
位置：42°08′14″Ｎ　140°42′41″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒暗に1閃光
灯高：14m
光達距離：1２M
高さ：11ｍ
灯器：300mm→LED

上・右・左右：2017/07/15
左左：2010/07/21　LED変更前の灯器
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【0088】チキウ岬灯台
初点：1920（大正9）年4月1日
位置：42°18′08″Ｎ　141°00′04″Ｅ
灯質：群閃白光　毎30秒に2閃光
灯高：131m／光達距離：24M／高さ：15ｍ
灯器：３等小型レンズ

上：2020/07/01
左上：2017/07/17　一般公開で点灯中
左下：2010/07/20
右：2017/07/17
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【0090】アヨロ鼻灯台
初点：1976（昭和51）年12月…

2016（平成28）年10月26日廃止
位置：42°27′11″Ｎ　141°12′00″Ｅ
灯質：単閃赤白互光　毎16秒に白１閃光赤１閃

光
灯高：42m
光達距離：Ｗ18M　Ｒ18M
高さ：13ｍ
灯器：LB-H40
明弧：226°～75°

上・右上：2020/07/01
すべて2010/07/20
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【0091】苫小牧灯台
初点：1965（昭和40）年2月3日
位置：42°37′18″Ｎ　141°34′11″Ｅ
灯質：単閃白光　毎12秒に１閃光
灯高：37m　光達距離：17M　高さ：32ｍ
灯器：LB-M30
明弧：255°～75°

すべて2010/07/20
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【0102】日高門別灯台
初点：1970（昭和45）年12月23日
位置：42°37′18″Ｎ　141°34′11″Ｅ
灯質：等明暗白光　明４秒暗4秒
灯高：45m
光達距離：12M
高さ：13ｍ
灯器：LED

すべて2011/07/07
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【0105】静内灯台
初点：1967（昭和42）年11月24日
位置：42°19′40″Ｎ　142°22′22″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：91m
光達距離：20M
高さ：12ｍ
灯器：LED
明弧：307°～120°

上・左下・右：2016/08/18
左上：2017/07/18　静内港から
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【0113】浦河灯台
初点：1891（明治24）年11月1日…

1985（昭和60）年10月改築
位置：42°09′46″Ｎ　142°46′36″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：47m　光達距離：18M　高さ：12ｍ
灯器：LB-M30
明弧：314°～107°

上・右上：2017/07/18
右下：2017/07/18　浦河港から
左：2016/08/18
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【0120】襟裳岬灯台
初点：1889（明治22）年6月25日…

1950（昭和25）年改築
位置：41°55′33″Ｎ　143°14′38″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：75m
光達距離：22M
高さ：14ｍ
灯器：３等大型レンズ

上・左上：2011/07/06
左下：2010/07/19
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【0122】広尾灯台
初点：1959（昭和34）年3月1日
位置：42°17′08″Ｎ　143°19′14″Ｅ
灯質：群閃白光　毎15秒に２閃光
灯高：38m
光達距離：17M
高さ：13ｍ
灯器：：LU-M
明弧：197°～17°

上・左・右上：2016/08/18
右下：2017/07/18　十勝港から
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【0126】十勝大津灯台
初点：1964（昭和39）年12月15日
位置：42°40′14″Ｎ　143°37′45″Ｅ
灯質：群閃白光　毎20秒に３閃光
灯高：58m
光達距離：20M
高さ：14ｍ
灯器：：LB-90
明弧：222°～55°

上・左上：2016/08/18
左下・右：2010/07/18
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【0137】釧路埼灯台
初点：1891（明治24）年9月1日…

2001（平成13）年3月1日
位置：42°58′10″Ｎ　144°22′24″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：51m
光達距離：19M
高さ：17ｍ
灯器：LB-90
明弧：300°～156°

上：2010/07/18
右上：2017/07/19
右下：2010/07/18
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【0139】昆布森灯台
初点：1960（昭和35）年1月1日…

1990（平成02）年12月改築…
2017（平成29）年8月11日廃止

位置：42°56′58″Ｎ　144°31′14″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：90m　光達距離：12M　高さ：11ｍ
灯器：300mmレンズ
白光：90°～40°　赤光分弧：40°～90°

上・右・左上：2011/07/02
左下：2017/07/19　昆布森港から
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【0141】厚岸灯台
初点：1890（明治23）年11月25日
位置：42°56′53″Ｎ　144°51′57″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：112m
光達距離：21M
高さ：7.7ｍ

上・右下：2017/07/19
右上：2016/08/15
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【0144】湯
とうぶつみさき

沸岬灯台
【0145】湯沸岬帆掛岩照射灯

初点：1951（昭和26）年6月15日…
1985（昭和60）年12月改築

位置：43°04′38″Ｎ　145°10′04″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：49m　光達距離：19M　高さ：12ｍ
灯器：LB-H120
赤光分弧：215°～270°

上：2020/07/05
右：2010/07/16
左上：2014/08/01
左下：2015/07/15



��

【0147】落石岬灯台
初点：1890（明治23）年10月15日
位置：43°09′52″Ｎ　145°30′55″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に１閃光
灯高：48m
光達距離：19M
高さ：15ｍ
灯器：…LB-H90
明弧：207°～70°
赤光分弧：48°～70°

上・右上：2015/07/15
右下：2010/07/17　2010年4月廃止，撤去

前のダイヤフラムホーン
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【0149】緩
ゆるりしま

島灯台
初点：1960（昭和35）年12月7日
位置：43°12′37″Ｎ　145°35′32″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：53m
光達距離：５M
高さ：13ｍ

すべて2015/07/15
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【0150】花咲灯台
初点：1890（明治23）年11月1日
位置：43°16′43″Ｎ　145°35′20″Ｅ
灯質：単明暗白光　明６秒暗２秒
灯高：31m
光達距離：13M
高さ：10ｍ
灯器：5等レンズ
明弧：217°～148°
赤光分弧：217°～257°，282°～295°，323

°～10°

すべて2010/07/17右下は撤去前のダイヤフ
ラムホーン
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【0151】ハボマイモシリ島灯台
初点：1957（昭和32）年12月17日
位置：43°20′04″Ｎ　145°46′17″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：22m
光達距離：８M
高さ：12ｍ
赤光分弧：27°～35°，221°～243°

すべて2015/07/15　上の右側は【0151.5】
歯舞港南防波堤外灯台
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【0154】納沙布岬灯台
初点：1872年8月15日（明治5年7月12日）…

1930（昭和5）年改築
位置：43°23′07″Ｎ　145°49′01″Ｅ
灯質：等明暗白光　明3秒暗3秒
灯高：23m　光達距離：14M　高さ：14ｍ
灯器：4等レンズ
明弧：105°～15°　赤光分弧：339°～15°

上：2015/07/15
右上：2014/08/01

【0155】貝殻島灯台
初点：1937（昭和12）年4月1日
位置：43°23′46″Ｎ　145°51′30″Ｅ
灯質：消灯　灯高：16m　高さ：19ｍ

右下：2015/07/15
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【0202】ノッカマップ埼灯台
初点：1964（昭和39）年4月1日（プレートは

昭和38年11月）
位置：43°23′29″Ｎ　145°39′18″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：2014/08/01
左中・下：2019/07/19　外壁補修後
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【0206】野付埼灯台
初点：1953（昭和28）年11月5日…

1982（昭和57）年11月改築
位置：43°33′49″Ｎ　145°20′51″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：14m　光達距離：12M　高さ：12ｍ
灯器：無等レンズ？→LED

上・右下：2017/07/20
右上：2010/07/16
左左：2017/07/20　LED灯器
左右：2010/07/16　LED変更以前の灯器
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【0210】薫別灯台
初点：1978（昭和53）年11月8日
位置：43°47′47″Ｎ　145°03′39″Ｅ
灯質：単明暗白光　明6秒暗2秒
灯高：54m
光達距離：12M
高さ：15ｍ
明弧：199°～343°

上：2020/07/05
右：2015/07/16
左上：2010/07/16　塗色変更前
左下：2019/07/18　薫別漁港から
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【0216】羅臼灯台
初点：1971（昭和46）年11月17日
位置：44°02′13″Ｎ　145°13′11″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：87m
光達距離：20M
高さ：16ｍ
灯器：LB型?

上：2018/02/22
左：2010/07/15
右上・2017/07/21
右下：2011/06/30
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【0218】知床岬灯台
初点：1963（昭和38）年10月15日
位置：44°20′24″Ｎ　145°20′10″Ｅ
灯質：単明暗白光　明6秒暗2秒
灯高：102m
光達距離：12M
高さ：15ｍ
灯器：LB-90
明弧：199°～343°

すべて2011/06/29
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【0401】宇登呂灯台
初点：1969（昭和44）年12月8日
位置：44°05′52″Ｎ　145°00′54″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：142m
光達距離：21M
高さ：20ｍ
灯器：LB型?

すべて2011/06/28
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【0407】能取岬灯台
初点：1917（大正6）年10月1日
位置：44°06′44″Ｎ　144°14′35″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に1閃光
灯高：57m
光達距離：19M
高さ：21ｍ
灯器：LB-M30
明弧：97°～335°

上：2018/02/21
左上・左下・右：2016/08/14
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【0410】サロマ湖口灯台
初点：1966（昭和41）年11月1日
位置：44°10′48″Ｎ　143°46′59″Ｅ
灯質：連成不動単閃赤光　毎５秒に1閃光
灯高：14m
光達距離：F…4M　Fl…7M
高さ：13ｍ
灯器：無等小型レンズ→LED

すべて2011/06/26　右上はLEDに変更以前
の灯器（2011年12月ごろに変更？）
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【0414】紋別灯台
初点：1960（昭和35）年12月28日
位置：44°21′22″Ｎ　143°20′55″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に1閃光
灯高：80m
光達距離：22M
高さ：13ｍ
灯器：LB-H90
明弧：99°～318°

上：2016/08/13
左上・左下・右：2011/06/26　一般公開で特

別参観
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【0421】音稲府岬灯台
初点：1972（昭和47）年11月30日
位置：44°37′23″Ｎ　142°55′51″Ｅ
灯質：等明暗白光　明２秒暗２秒
灯高：29m
光達距離：12M
高さ：15m
灯器：300mmレンズ→LED

上：2016/08/13
左・右上右：2011/06/26
右上左上：2011/06/26　LED変更以前の灯器
右上左下：2016/08/13　現在のLED灯器
右下：2011/06/26　元稲府港から
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【0427】北見神威岬灯台
初点：1962（昭和37）年12月8日
位置：45°03′32″Ｎ　142°30′05″Ｅ
灯質：単閃白光，毎15秒に1閃光
灯高：49m
光達距離：19M
高さ：18m
灯器：LB型?

上・右：2020/07/07
左上：2011/06/25
左下：2016/08/13
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【0428】浜鬼志別灯台
【0429】浜鬼志別海馬島照射灯

初点：1975（昭和50）年11月
位置：45°20′51″Ｎ　142°09′07″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：26m
光達距離：12M
高さ：15m
灯器：LED（灯台）　LPX-1（照射灯）
明弧：124°～324°

上：2016/08/12
右上：2011/06/25
右下：2014/07/22



��

【0432】宗谷岬灯台
初点：1885（明治18）年9月25日…

1911（明治44）年／1954（昭和29）
年改築

位置：45°31′09″Ｎ　141°56′25″Ｅ
灯質：群閃白光　毎30秒に4閃光
灯高：40m
光達距離：17M
高さ：17m
灯器：３等小型レンズ
明弧：77 ～゚ 286゜

上：2016/08/13
左上：2016/08/13
左中：2011/06/25　宗谷港から
左下：2011/06/25
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【0510】稚内灯台
初点：1900（明治33）年12月10日…

1966（昭和41）年1月10日改築
位置：45°26′58″Ｎ　141°38′43″Ｅ
灯質：群閃白光，毎20秒に2閃光
灯高：42m　光達距離：18M　高さ：43m
灯器：LB-90
明弧：6°～315°

上・右・左左：2016/08/12
左右：2011/06/24



�0

【0513】海
と

驢
ど

島
しま

灯台
初点：1959（昭和34）年11月
位置：45°28′37″Ｎ　140°57′52″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：53m
光達距離：7M
高さ：12m

すべて2014/07/25
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【0516】金田ノ岬灯台
初点：1953（昭和28）年11月14日…

1977（昭和52）年10月改築
位置：45°27′37″Ｎ　141°02′01″Ｅ
灯質：群閃白光，毎８秒に2閃光
灯高：27m
光達距離：12M
高さ：12m
灯器：LED

すべて2014/07/25
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【0519】香深灯台
初点：1937（昭和12）年11月20日…

1990（平成02）年11月改築…
2015（平成27）年8月28日廃止

位置：45°18′18″Ｎ　141°02′54″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：48m
光達距離：12M
高さ：7.9m
灯器：小型レンズ

すべて2014/07/25　左下は香深港入港直前
のフェリーから
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【0522】奮
ふん

部
べ

灯台
初点：1970（昭和45）年10月
位置：45°16′29″Ｎ　141°02′32″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：46m
光達距離：12M
高さ：12m
灯器：LU-M?

すべて：2014/07/25 右中は香深港入港直前の
フェリーから
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【0523】元地灯台
初点：1954（昭和29）年6月…

1971（昭和46）年11月改築
位置：45°17′02″Ｎ　141°01′11″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：221m　光達距離：20M　高さ：9.3m
灯器：LU-M?

すべて2014/07/25
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【0525】鴛
おし

泊
どまり

灯台
初点：1892（明治25）年12月15日（ないし

11月2日）…
1953（昭和28）年7月改築

位置：45°14′48″Ｎ　141°13′53″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：76m　光達距離：21M　高さ：9.4m
灯器：６等レンズ→LB型？
明弧：105°～20度

すべて2014/07/24　右下は鴛泊港入港直前
のフェリーから
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【0528】栄
さかえ

浜
はま

埼
さき

灯台
初点：1966（昭和41）年10月
位置：45°12′48″Ｎ　141°08′01″Ｅ
灯質：群閃白光　毎13秒に３閃光
灯高：18m
光達距離：13M
高さ：11m
灯器：小型レンズ

すべて2014/07/24
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【0532】沓形岬灯台
初点：1952（昭和27）年5月21日…

沓形埼灯台→沓形岬灯台／1953（昭和
28）年10月改築

位置：45°11′10″Ｎ　141°07′48″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：24m
光達距離：7M
高さ：12m
灯器：小型レンズ

すべて2014/07/24
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【0535】仙法志埼灯台
初点：1971（昭和46）年10月
位置：45°05′53″Ｎ　141°14′12″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：29m
光達距離：12M
高さ：13m
灯器：LED

すべて2014/07/24
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【0537】石埼灯台
初点：1943（昭和18）年10月3日（ないし１

日）
位置：45°09′01″Ｎ　141°19′43″Ｅ
灯質：単閃白赤互光　毎20秒に白１閃光赤１閃

光
灯高：35m
光達距離：16M
高さ：32m
灯器：４等レンズ

すべて2014/07/24
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【0540】金比羅岬灯台
初点：1969（昭和44）年10月31日
位置：44°33′47″Ｎ　141°46′26″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：55m　光達距離：12M　高さ：12m
灯器：LED　明弧：４°～246°

上：2016/08/11
左上：2011/06/24
左下：2016/08/12
右左：2016/08/11
右右：2011/06/24
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【0541】焼尻島灯台
【0543】焼尻島神居岩照射灯

初点：1913（大正2）年2月1日
位置：44°25′47″Ｎ　141°25′30″Ｅ
灯質：群閃白光　毎３０秒に４閃光
灯高：51m
光達距離：19M
高さ：13m
灯器：4等レンズ（灯台）…

LM型（60）（照射灯）
明弧：182°～90°

すべて2014/08/03
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【0548】天売島灯台
初点：1968（昭和43）年11月24日
位置：44°26′22″Ｎ　141°19′24″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：76m
光達距離：20M
高さ：15m
灯器：LB-M30

すべて2014/08/03
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【0549】赤岩埼灯台
初点：1952（昭和27）年12月5日…

1968（昭和43）年11月改築
位置：44°24′52″Ｎ　141°17′40″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光
灯高：137m
光達距離：7M
高さ：9.6m
灯器：LED

すべて2014/08/03
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【0553】苫前埼灯台
初点：1958（昭和33）年11月1日
位置：44°18′33″Ｎ　141°39′03″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：68m　光達距離：12M　高さ：10m
灯器：小型レンズ→LED

上：2016/08/11
中左・左：2011/06/23
中中：2011/06/23　LEDに変更以前の灯器
中右：2016/08/11　現在のLED灯器
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【0558】留萌灯台
初点：1966（昭和41）年3月27日
位置：43°57′39″Ｎ　141°38′42″Ｅ
灯質：
灯高：m
光達距離：M
高さ：m
灯器：LB-M30
明弧：

上・右下・左：2014/08/04
右上：2011/06/23
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【0566】増毛灯台
初点：1890（明治23）年12月25日…

1990（平成2）年改築
位置：43°51′18″Ｎ　141°31′39″Ｅ
灯質：単閃白赤互光　毎16秒に白１閃光赤１閃

光
灯高：46m
光達距離：W…18M　R…17M
高さ：13m
灯器：LB-M30　明弧：68 ～゚ 287゜

上：2017/07/12
左上・左下：2014/08/04
右：2011/06/23
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【0570】幌
ぽろ

灯台
初点：1952（昭和27）年9月1日
位置：43°38′38″Ｎ　141°21′08″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：61m
光達距離：20M
高さ：20m
灯器：LB-M30
明弧：358°～167°

上・右中：2010/07/07
左・右上・右下：2017/07/12
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【0575】石狩灯台
初点：1892（明治25）年1月1日…

1908（明治41）年1月1日改築
位置：43°15′25″Ｎ　141°21′38″Ｅ
灯質：単閃白光　毎20秒に１閃光
灯高：17m
光達距離：13M
高さ：14m
灯器：LB-M30
明弧：43°～223°

上・左上・左下：2020/07/09
右：2010/07/07
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【0580】日和山灯台
初点：1883（明治16）年10月15日…

1953（昭和28）年／1986（昭和61）
年12月改築

位置：43°14′18″Ｎ　141°00′56″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に１閃光
灯高：50m
光達距離：19M
高さ：10m
灯器：LB-M30
明弧：108°～347°

上・右下：2010/07/07
左・右上：2016/08/10
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【0588】積丹出岬灯台
初点：1965（昭和40）年12月22日
位置：43°22′23″Ｎ　140°28′53″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：141m
光達距離：19M
高さ：13m
灯器：LB型?

上：2011/06/21
左上・左下・右：2017/07/11
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【0590】神威岬灯台
初点：1888（明治21）年8月25日…

1960（昭和35）年4月1日改築
位置：43°20′00″Ｎ　140°20′51″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：82m
光達距離：21M
高さ：12m
灯器：LB-90
明弧：８ ～゚ 243゜

上・左：2011/06/21
右上・右下：2017/07/10
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【0593】後志泊港灯台
【0594】後志泊港西方照射灯

初点：1966（昭和41）年10月26日…
1990（平成2）年11月改築

位置：43°04′05″Ｎ　140°29′29″Ｅ
灯質：群閃白光　毎８秒に２閃光
灯高：30m　光達距離：12M　高さ：10m
灯器：小型レンズ→LED（灯台）…

LM型（30）（照射灯）

上・右右：2011/06/21
右左：2011/06/21　LED変更以前の灯器
左上：2019/07/13　LED変更後
左下：2019/07/13　後志泊港西方照射灯



��

【0599】大丸磯灯台
初点：1963（昭和38）年10月24日
位置：42°48′25″Ｎ　140°13′27″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：11m
光達距離：５M
高さ：11m
灯器：LED

上・右：2011/06/20
左：2020/07/11
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【0600】弁慶岬灯台
初点：1890（明治23）年12月1日…

1977（昭和52）年11月改築
位置：42°49′29″Ｎ　140°11′23″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に１閃光
灯高：33m
光達距離：16M
高さ：13m
灯器：LB型?
明弧：57 ～゚ 308゜

上：2016/08/09
左上：2011/06/20
左下：右左右：2017/07/10
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【0601】本目岬灯台
初点：1962（昭和37）年11月14日
位置：42°44′41″Ｎ　140°06′53″Ｅ
灯質：群閃白光　毎15秒に３閃光
灯高：48m
光達距離：12M
高さ：11m
灯器：LED

上・左右：2017/07/10
左左・右下：2011/06/20
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【0602】木巻岬灯台
初点：1964（昭和39）年11月14日
位置：42°41′15″Ｎ　139°55′33″Ｅ
灯質：群明暗白光　明３秒暗１秒明１秒暗１秒
灯高：41m
光達距離：14M
高さ：9.6m
灯器：300mmレンズ

上・右右：2011/06/20
左・右左：2017/07/10
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【0603】茂津多岬灯台
初点：1937（昭和12）年4月11日…

2001（平成13）年11月改築
位置：42°36′52″Ｎ　139°49′40″Ｅ
灯質：群閃白光　毎24秒に２閃光
灯高：282m
光達距離：23M
高さ：18m
灯器：３等大型レンズ

上：2015/07/24
左・右下：2011/06/20
右上：2017/07/10
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【0607】水
みたれみさき

垂岬灯台
初点：1958（昭和33）年11月5日
位置：42°21′07″Ｎ　139°46′53″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：32m
光達距離：12M
高さ：10m
灯器：小型レンズ→LED

上・中右・左下：2011/06/20
中左：2011/06/20　LED変更以前の灯器
中中：2017/07/10　変更後のLED灯器
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【0608】稲穂岬灯台
【0609】稲穂岬北方照射灯

初点：1891（明治24）年12月1日
位置：42°14′51″Ｎ　139°33′27″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：41m
光達距離：18M
高さ：17m
灯器：LU-M（灯台）
明弧：70°～336°

すべて：2014/08/06
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【0611】青苗岬灯台
初点：1955（昭和30）年8月5日
位置：42°03′22″Ｎ　139°26′57″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：27m
光達距離：15M
高さ：16m
灯器：LB-M30
明弧：233°～110°

すべて2014/08/06



��

【0613】室津島灯台
初点：1968（昭和43）年
位置：42°00′53″Ｎ　139°27′07″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：15m
光達距離：８M
高さ：11m
灯器：300mmレンズ
赤光分弧：237°～267°

すべて2014/08/06
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【0615】小歌岬灯台
初点：1957（昭和32）年11月18日
位置：42°13′25″Ｎ　139°48′55″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：32m
光達距離：14M
高さ：10m
灯器：300mmレンズ

上・左上・右左右：2011/06/20
左下：2015/07/24
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【0617】ポンモシリ岬灯台
初点：1963（昭和38）年12月13日
位置：42°07′59″Ｎ　139°55′26″Ｅ
灯質：群閃白光　毎８秒に２閃光
灯高：43m　光達距離：12M　高さ：11m
灯器：小型レンズ→LED

上・左上右：2017/07/10
右上・右下・左上左・左下：2011/06/20
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【0627】鴎島灯台
初点：1889（明治22）年9月1日…

1951（昭和26）年7月改築
位置：41°52′05″Ｎ　140°06′50″Ｅ
灯質：群閃白光　毎13秒に３閃
灯高：36m
光達距離：17M
高さ：12m
灯器：５等レンズ→LU-M
明弧：明弧7°～277°

上・左上：2012/08/12
左下・右：2011/06/19
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【0631】日方泊岬灯台
初点：1971（昭和46）年11月1日
位置：41°38′57″Ｎ　139°59′52″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光
灯高：43m
光達距離：12M
高さ：11m
灯器：300mm→LED

上・左：2017/07/09
右下：2011/06/19
右上左：2017/07/09　変更後のLED灯器
右上右：2011/06/19　LED変更前の灯器
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【0639】ヨシ島灯台
初点：1958（昭和33）年11月1日
位置：41°26′37″Ｎ　140°02′00″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：14m
光達距離：5M
高さ：10m
灯器：LED

上：2011/06/19
左：2016/08/09
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【0641】松前灯台
初点：1889（明治22）年9月1日
位置：41°25′08″Ｎ　140°05′20″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：25m　光達距離：12M　高さ：6.8m
灯器：LED
明弧：217 ～゚ 119°

上：2016/08/09
右上：2011/06/19

【0644】松前小島灯台
初点：1923（大正12）年10月1日
位置：41°21′48″Ｎ　139°48′54″Ｅ
灯質：群閃白光　毎30秒に３閃光
灯高：43m　光達距離：18M　高さ：24m

左下：2016/08/09
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旧室蘭灯台（大黒島灯台）
初点：1891（明治24）年11月…

1974（昭和49）年廃止
位置：42°01′03″Ｎ　143°08′44″Ｅ
（以下1949年灯台表より）
燈質及び色：明暗白光（紅分弧）周期：第４秒に
１光，明２秒，暗２秒／等級：Ｖ／燈高：46ｍ／
光達距離：18.5Ｍ／構造及び高さ：白四角形コン
クリート造11ｍ／記事：分弧126～ 141°

左１：2011/07/20

【0119】幌泉灯台（二代目）
初点：1891（明治24）年11月1日（初代）…

1928（昭和3）年10月改築（二代目）…
1978（昭和53）年4月移転改築（三代目）
／二代目を灯台公園に保存。2009（平成
21）年11月27日（三代目）廃止

位置：42°01′03″Ｎ…143°08′44″Ｅ

左２：2016/08/18

【0597】横澗大島照射灯
初点：1966（昭和41）年10月25日…

横澗港燈台→横澗大島照射灯
位置：42°50′54″Ｎ　140°20′06″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：32m　高さ：7.5m
灯器：LM型（30）

左3：2011/06/20

【0633】原口大岩照射灯
初点：1965（昭和40）年12月19日
位置：41°36′04″Ｎ　139°58′59″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：34m　高さ：6.3m
灯器：LM型（30）

左４：2017/07/09



��

【0054.8】有珠湾口灯標
初点：1999（平成11）年2月22日
位置：42°30′53″Ｎ　140°46′07″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：10m
光達距離：5M
灯器：LＥD

左１：2017/07/17

【0138】知人礁灯標
初点：1974（昭和49）年10月28日
位置：42°57′39″Ｎ　144°22′08″Ｅ
灯質：郡急閃白光　毎15秒に6急閃光と1長閃光
灯高：15m
光達距離：5M
灯器：LED

左２：2017/07/19

【0503】声問埼沖灯標
初点：1960（昭和35）年…
位置：45°25′38″Ｎ　141°44′57″Ｅ
灯質：連続急閃白光
灯高：12m
光達距離：7M
灯器：LED

左３：2016/08/12

【0544】鴎
ごめいわ

岩灯標
初点：1963（昭和38）年10月29日
位置：44°26′42″Ｎ　141°19′41″Ｅ
灯質：群急閃白光　毎10秒に３閃光
灯高：11m
光達距離：7M

左４：2014/08/03




