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【2504】神島灯台
初点：1910（明治43）年5月1日…

1967（昭和42）年3月改築
位置：34°32′56″Ｎ　136°59′11″Ｅ
灯質：群閃白光　毎30秒に３閃光
灯高：114m
光達距離：23M
高さ：11m
灯器：LU-M
明弧：140°～341°

すべて2015/10/24
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【2730】贄埼灯台
初点：1885（明治18）年7月1日
位置：34°42′40″Ｎ　136°31′27″Ｅ
灯質：等明暗白光　明４秒暗４秒
灯高：16m
光達距離：12M
高さ：8.3m
灯器：200ｍｍレンズ？

すべて2016/02/11
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【2744】神
こうざき

前灯台
初点：1956（昭和31）年1月16日
位置：34°30′26″Ｎ　136°48′31″Ｅ
灯質：等明暗白光　明４秒暗４秒
灯高：91m
光達距離：5M
高さ：7.3m
灯器：LED

すべて2016/02/10
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【2750】菅島灯台
初点：1873（明治6）年7月1日
位置：34°30′00″Ｎ　136°54′31″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：55m
光達距離：7M
高さ：11m
灯器：LED
明弧：156°～８°

すべて2016/02/07
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【2753】島ケ埼灯台
初点：1957（昭和32）年12月18日
位置：34°30′29″Ｎ　136°50′47″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光
灯高：29m
光達距離：5M
高さ：9.9m
灯器：LED

すべて2016/02/10
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【2757】鳥羽導灯（後灯）
初点：1912（明治45）年3月20日…

1932（昭和7）年改築
位置：34°29′08″Ｎ　136°50′24″Ｅ
灯質：等明暗赤光　明２秒暗２秒
灯高：60m／光達距離：8M／高さ：7.8m
灯器：LED

上：2016/02/06

【2756】鳥羽導灯（前灯）
初点：1912（明治45）年3月15日…

1998（平成10）年改築
位置：34°29′11″Ｎ　136°50′30″Ｅ
灯質：不動赤光
灯高：43m／光達距離：8M／高さ：7.8m
灯器：LED

左：2016/02/06
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【2764】石
いじか

鏡灯台
初点：1962（昭和37）年3月23日…

1993（平成5）年3月改築
位置：34°26′40″Ｎ　136°55′25″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光
灯高：39m
光達距離：7M
高さ：9.8m
灯器：LED

すべて2016/02/07
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【2766】鎧埼灯台
初点：1963（昭和38）年2月27日…

1993（平成5）年3月改築
位置：34°24′48″Ｎ　136°55′40″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：26m
光達距離：5M
高さ：9.2m
灯器：LED

すべて2016/02/07
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【2769】安
あ

乗
のり

埼
さき

灯台
初点：1872年9月1日（明治5年7月29日）仮

点灯／1873（明治6）年4月1日初点…
昭和23年8月改築

位置：34°21′54″Ｎ　136°54′30″Ｅ
灯質：単閃白光　毎15秒に１閃光
灯高：35m
光達距離：16M
高さ：15m
灯器：４等→LU-M
明弧：93°～33°

すべて2016/02/08
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【2781】大王埼灯台
初点：1927（昭和2）年10月5日…

1978（昭和53）年12月改築
位置：34°16′34″Ｎ　136°53′58″Ｅ
灯質：単閃赤白互光　毎30秒に赤１閃光白１閃

光
灯高：46m
光達距離：Ｗ18M　Ｒ17Ｍ
高さ：23m
灯器：４等→LU-M
明弧：199°～79°（赤光分弧43°～79°）

上：2016/02/08
左：2008/12/22
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【2784】深谷水道南口灯台
初点：1969（昭和44）年3月17日
位置：34°15′45″Ｎ　136°51′42″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：14m／光達距離：5M／高さ：9.2m
灯器：ＬＥＤ

上：2016/02/08

【2805】深谷水道北口灯台
初点：1971（昭和46）年12月17日
位置：34°16′00″Ｎ　136°51′31″Ｅ
灯質：等明暗緑光　明２秒暗２秒
灯高：10m／光達距離：4M／高さ：9.2m
灯器：ＬＥＤ

右：2016/02/08
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【2785】麦埼灯台
初点：1975（昭和50）年12月10日
位置：34°14′49″Ｎ　136°50′51″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：28m
光達距離：8M
高さ：16m
灯器：ＬＥＤ

すべて2016/02/08
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【2794】御座埼灯台
初点：1971（昭和46）年3月24日
位置：34°16′14″Ｎ　136°45′09″Ｅ
灯質：単閃白光　毎10秒に１閃光
灯高：98m
光達距離：23M
高さ：14m
灯器：LU-M
明弧：295°～180°

すべて2016/02/08
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【2796】浜島港灯台
初点：1955（昭和30）年3月30日
位置：34°17′28″Ｎ　136°45′55″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：20m
光達距離：5M
高さ：8.3m
灯器：ＬＥＤ

左上・右上・右中：2016/02/09

【2802】大鼻灯台
初点：1972（昭和47）年10月12日
位置：34°16′13″Ｎ　136°49′59″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：10m／光達距離：3M／高さ：9.3m
灯器：ＬＥＤ

左下：2016/02/08
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【2806】田曽埼灯台
初点：1925（大正14）年9月21日…

1951（昭和26）年3月30日改築
位置：34°17′20″Ｎ　136°41′19″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：98m
光達距離：7M
高さ：9.8m
灯器：LED

すべて2016/02/09
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【2810】五ヶ所浦灯台
初点：1972（昭和47）年9月11日…

1988（昭和63）年10月改築…
2019（令和元）年12月廃止

位置：34°20′48″Ｎ　136°41′54″Ｅ
灯質：連成不動単閃赤光　毎５秒に１閃光
灯高：11m
光達距離：F2Ｍ　Fl5M
高さ：9.5m

左１：2016/02/09

【2811】五ケ所港大島灯台
初点：1971（昭和46）年3月22日
位置：34°18′21″Ｎ　136°40′20″Ｅ
灯質：群閃白光　毎12秒に３閃光
灯高：15m
光達距離：5M
高さ：9.5m

左２：2016/02/09

【2812】間鼻島灯台
初点：1970（昭和45）年１月25日
位置：34°19′12″Ｎ　136°41′04″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：17m
光達距離：5M
高さ：9.8m

左３：2016/02/09

【2819】奈屋浦中ノ島灯台
初点：1976（昭和51）年12月14日
位置：34°15′52″Ｎ　136°32′03″Ｅ
灯質：群閃赤光　毎６秒に２閃光
灯高：7.7m／光達距離：5M／高さ：3.4m

左１：2016/02/09
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【2822】吉津灯台
初点：1952（昭和27）年12月2日
位置：34°16′24″Ｎ　136°30′22″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：56m
光達距離：4M
高さ：9.7m
灯器：ＬＥＤ

すべて2016/02/09
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【2825】古和浦灯台
初点：1971（昭和46）年12月24日
位置：34°14′45″Ｎ　136°27′23″Ｅ
灯質：等明暗白光　明４秒暗４秒
灯高：10m
光達距離：4M
高さ：8.1m
灯器：ＬＥＤ

上・左中：2016/02/09

【2826】米島灯台
初点：1970（昭和45）年3月12日
位置：34°11′33″Ｎ　136°24′10″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：22m／光達距離：5M／高さ：9.3m
灯器：LEDⅡ

左下：2016/02/09
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【2829】錦灯台
初点：1963（昭和38）年3月29日…

2016（平成28）年10月28日廃止
位置：34°13′01″Ｎ　136°23′17″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：44m
光達距離：5M
高さ：9.7m
灯器：LEDⅢ

すべて2014/03/21



22

【2838】ウタガ鼻灯台
初点：1969（昭和44）年2月21日
位置：34°07′55″Ｎ　136°17′20″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：48m／光達距離：5M／高さ：7.4m
灯器：LED／上・左上：2014/03/21

【2832】長島大島灯台
初点：1954（昭和29）年3月10日
位置：34°08′57″Ｎ　136°21′52″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：98m／光達距離：7M／高さ：9.1m
灯器：300ｍｍ→LED？／左中：2014/03/21

【2833】長島港大石灯台
初点：1973（昭和48）年4月5日…

2019（令和元）年10月13日台風19号
により倒壊／12月3日仮設灯台設置

位置：34°11′10″Ｎ　136°21′30″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：48m／光達距離：5M／高さ：7.4m
灯器：LED／左下：2014/03/21
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【2839】島勝灯台
初点：1963（昭和38）年3月25日
位置：34°07′02″Ｎ　136°17′26″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：53m
光達距離：5M
高さ：8.9m
灯器：LED

すべて2014/03/21
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【2842】桃
とがしらしま

頭島灯台
初点：1956（昭和31）年3月30日
位置：34°03′37″Ｎ　136°15′41″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：129m／光達距離：7M／高さ：10m
灯器：LED

上・左中：2014/03/21

【2855】瀬元鼻灯台
初点：1975（昭和50）年3月27日…

2013年10月名称変更（灯標→灯台)
位置：34°03′41″Ｎ　136°15′19″Ｅ
灯質：単明暗白光　明３秒暗１秒
灯高：5.1m／光達距離：4M／高さ：4.6m
灯器：LED

上：左下：2014/03/21
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【2844】投石灯台
初点：1944（昭和19）年8月3日
位置：34°04′43″Ｎ　136°14′57″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：15m
光達距離：5M
高さ：5.8m
灯器：LED

上・右中：

【2845】引本港大石灯台
初点：1978（昭和53）年12月15日
位置：34°05′12″Ｎ　136°15′27″Ｅ
灯質：群閃赤光　毎６秒に２閃光
灯高：21m／光達距離：5M／高さ：9.3m
灯器：LED

上・右下：2014/03/21
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【2846】須賀利港灯台
初点：1972（昭和47）年1月19日…

1986（昭和61）年8月改築
位置：34°06′00″Ｎ　136°15′40″Ｅ
灯質：単閃白光……毎３秒に１閃光
灯高：12m／光達距離：3M／高さ：9.6m
灯器：LED

上：2014/03/21

【2843】尾
お

南
な

曽
そ

鼻
はな

灯台
初点：1967（昭和42）年3月23日
位置：34°04′55″Ｎ　136°16′04″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：60m／光達距離：7M／高さ：7.8m
灯器：LED

左中・左下：2014/03/21
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【2856】九木港沓埼灯台
初点：1965（昭和40）年3月13日
位置：34°00′38″Ｎ　136°15′29″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：35m
光達距離：4M
高さ：8.2m
灯器：LED

すべて2014/03/21
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【2859】三木埼灯台
初点：1928（昭和3）年11月28日
位置：33°58′24″Ｎ　136°16′12″Ｅ
灯質：単閃白光　毎12秒に１閃光
灯高：149m
光達距離：21M
高さ：14m
灯器：LB-M30
明弧：185°～55°

すべて2014/03/22
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【2860】コスギ鼻灯台
初点：1959（昭和34）年4月2日
位置：33°58′27″Ｎ　136°13′17″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：30m
光達距離：5M
高さ：9.2m
灯器：LED

すべて2014/03/22
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【2864】賀
か

田
た

大
おお

埼
さき

灯台
初点：1972（昭和47）年3月22日
位置：33°58′10″Ｎ　136°12′40″Ｅ
灯質：等明暗緑光……明３秒暗３秒
灯高：15m
光達距離：4M
高さ：8.6m
灯器：LED

すべて2014/03/22
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【2865】二木島灯台
初点：1953（昭和28）年11月4日
位置：33°55′56″Ｎ　136°12′34″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：45m
光達距離：5M
高さ：12m
灯器：LED

すべて2014/03/22
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【2868】猪ノ鼻灯台
初点：1958（昭和33）年3月18日…

1992（平成4）年3月改築
位置：33°53′09″Ｎ　136°07′49″Ｅ
灯質：群閃白光　毎７秒に２閃光
灯高：84m
光達距離：7M
高さ：10m
灯器：LED

すべて2014/03/22



��

【2874】宇
う ぐ い

久井駒
こまさき

埼灯台
初点：1955（昭和30）年12月22日
位置：33°38′58″Ｎ　135°58′46″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：53m
光達距離：7M
高さ：8.8m
灯器：LED

すべて2014/03/23



��

【2875】宇
う

久
ぐ

井
い

港
こう

口
ぐち

灯台
初点：1970（昭和45）年3月
位置：33°39′07″Ｎ　135°58′41″Ｅ
灯質：等明暗赤光　明３秒暗３秒
灯高：13m
光達距離：4M
高さ：9.7m
灯器：LED

上・左中：2014/03/23

【2876】大
お べ ら し

平石灯台
初点：不明
位置：33°38′09″Ｎ　135°58′54″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：19m／光達距離：5M／高さ：14m
灯器：LED

左下：2014/03/23
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【2878】紀伊勝浦港乙島灯台
初点：不明
位置：33°36′48″Ｎ　135°57′03″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：16m／光達距離：7M／高さ：10m
灯器：LED／上左・右中：2014/03/24

【2879】紀伊勝浦港ケタノ鼻灯台
初点：不明
位置：33°37′11″Ｎ　135°56′58″Ｅ
灯質：等明暗緑光　明４秒暗４秒
灯高：14m／光達距離：3M／高さ：7.7m
灯器：LED／上右・右中：2014/03/24

【2877】那智勝浦鰹島灯台
初点：不明
位置：33°36′22″Ｎ　135°57′42″Ｅ
灯質：群閃白光　毎６秒に２閃光
灯高：20m／光達距離：5M／高さ：14m
灯器：LED／右下：2014/03/23



��

【2884】梶取埼灯台
【2885】梶取埼ナミノリ礁照射灯

初点：1899（明治32）年11月…
1963（昭和38）年3月改築

位置：33°34′57″Ｎ　135°57′30″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に１閃光
灯高：48m
光達距離：18M
高さ：16m
灯器：LB40

すべて2014/03/23
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【2885.5】浦神港口灯台
初点：1984（昭和59）年3月
位置：33°34′31″Ｎ　135°56′09″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：56m
光達距離：12M→5M
高さ：8.6m→8.3ｍ
灯器：300ｍｍ→LED（2017年1月ごろ変更)
分弧：赤光分弧1°～31°

すべて2014/03/23
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【2888】古座川口灯台
初点：1932（昭和7）年度？（プレートの記載

は誤りか)…
1966（昭和41）年度改築

位置：33°30′50″Ｎ　135°49′41″Ｅ
灯質：単明暗赤光　明６秒暗２秒
灯高：12m
光達距離：4M
高さ：8.8m
灯器：LED

すべて2014/03/24



��

【2889】樫野埼灯台
初点：1870年7月8日（明治3年6月10日）…

1954（昭和29）年2階と灯室を増改築
位置：33°28′21″Ｎ　135°50′58″Ｅ
灯質：群閃白光　毎20秒に２閃光
灯高：47m／光達距離：18M／高さ：15m
灯器：2等
明弧：109°～33度

上・右上・中：2014/03/24

【2891】戸島埼灯台
初点：不明
位置：33°28′21″Ｎ　135°50′58″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：11m／光達距離：5M／高さ：7.2m
灯器：LED

右下：2014/03/24



�0

【2893】串本トウジロ鼻灯台
【2894】串本トウジロ鼻西方照射灯

初点：1975（昭和50）年3月…
2000（平成12）年7月改築

位置：33°27′49″Ｎ　135°47′52″Ｅ
灯質：連成不動群閃赤光　毎６秒に２閃光
灯高：12m
光達距離：F1M　Fl3M
高さ：6.3m
灯器：LED（照射灯：LM20）

すべて2014/03/24
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【2895】苗我島灯台
初点：1976（昭和51）年8月
位置：33°27′39″Ｎ　135°47′50″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：16m
光達距離：5M
高さ：9.3m
灯器：LED

すべて2014/03/24
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【2901】鵜島灯台
初点：不明
位置：33°26′58″Ｎ　135°48′01″Ｅ
灯質：群閃白光　毎８秒に２閃光
灯高：21m
光達距離：５M
高さ：14m
灯器：LED

すべて2014/03/24
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【2902】潮岬灯台
初点："1870年7月8日（明治3年6月10日）仮

点灯／1873（明治6）年9月15日初点…
1878（明治11年)4月15日改築

位置：33°26′15″Ｎ　135°45′16″Ｅ
灯質：単閃白光　15秒に１閃光
灯高：49m
光達距離：19M
高さ：23m
灯器：LB-H120
明弧：278°～130

上・右中：2017/03/24
右下：2014/03/24
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【2907】江須埼灯台
初点：1961（昭和36）年3月31日
位置：33°29′55″Ｎ　135°35′33″Ｅ
灯質：群閃白光　毎10秒に２閃光
灯高：33m
光達距離：12M
高さ：11m
灯器：LED

すべて2014/03/25
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【2911】日
ひ

置
き

港
こう

灯台
初点：1951（昭和26）年11月25日
位置：33°33′32″Ｎ　135°26′43″Ｅ
灯質：単閃赤光　毎３秒に１閃光
灯高：8.9m／光達距離：３M／高さ：5.4m
灯器：LED

上：2014/03/25

【2909】周参見港稲積島灯台
初点：不明
位置：33°32′38″Ｎ　135°29′14″Ｅ
灯質：単閃白光　毎５秒に１閃光
灯高：59m／光達距離：5M／高さ：11m
灯器：LED

右中・右下：2014/03/25
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【2912】市江埼灯台
初点：1921（大正10）年10月1日
位置：33°35′16″Ｎ　135°23′55″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に１閃光
灯高：95m
光達距離：20M
高さ：11m
灯器：LB-M30
明弧：313°～145°

すべて2014/03/25
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【2913】番所鼻灯台
初点：1955（昭和30）年2月11日
位置：33°41′34″Ｎ　135°20′02″Ｅ
灯質：等明暗白光　明２秒暗２秒
灯高：38m
光達距離：8M
高さ：9m
灯器：LED

上・右上・右下：2014/03/25
右中：2017/03/24



��

【2914】四双島灯台
初点：1976（昭和51）年12月20日
位置：33°41′34″Ｎ　135°19′36″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：14m／光達距離：5M／高さ：12m
灯器：300ｍｍ→ＬＥＤ？（2015年10月変更

か？ )

上・左中：2014/03/25

【2918】田辺沖ノ島灯台
初点：1962（昭和37）年6月16日
位置：33°43′05″Ｎ　135°19′34″Ｅ
灯質：単閃白光　毎３秒に１閃光
灯高：15m／光達距離：5M／高さ：13m
灯器：300ｍｍ→ＬＥＤ？（2015年10月変更

か？ )

左下：2014/03/25
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【2938】御坊鰹島灯台
初点：1962（昭和37）年1月29日
位置：33°51′22″Ｎ　135°08′48″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：18m
光達距離：5M
高さ：15m
灯器：300ｍｍ

すべて2014/03/26
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【3301】紀伊日ノ御埼灯台
初点：1895（明治28）年1月25日…

1951（昭和26）年7月12日改築…
2017（平成29）年3月23日改築

位置：33°52′55″Ｎ　135°03′36″Ｅ
灯質：群閃白光　毎12秒に３閃光
灯高：128m
光達距離：21M
高さ：17m
灯器：LU-M
明弧：301°～172°

上：2017/03/25（建設中の新灯台と2代目)
左中：2014/03/26（3等レンズ点灯中の旧（2

代目）灯台）
左下：2017/03/25（建設中の新灯台)
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【3319】紀伊宮崎ノ鼻灯台
初点：1966（昭和41）年2月
位置：34°04′27″Ｎ　135°04′48″Ｅ
灯質：単明暗白光　明６秒暗２秒
灯高：81m／光達距離：12M／高さ：9.6m
灯器：LED／左上・左中・右上：2017/03/25

【3320】下津沖ノ島灯台
初点：不明
位置：34°06′48″Ｎ　135°04′37″Ｅ
灯質：単閃白光　毎４秒に１閃光
灯高：94m／光達距離：7M／高さ：13m
灯器：不明／右下：2017/03/25
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【3327】ツブネ鼻灯台
【3328】ツブネ鼻梶取根照射灯

初点：不明
位置：34°07′49″Ｎ　135°07′18″Ｅ
灯質：等明暗白光…明３秒暗３秒
灯高：29m
光達距離：12M→5M
高さ：9.7m→9.3ｍ
灯器：300ｍｍ→ＬＥＤ（2018（平成30年）

11月13日ＬＥＤに変更）

すべて2017/03/25
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【3341】雑賀埼灯台
初点：1960（昭和35）年3月31日
位置：34°11′18″Ｎ　135°08′27″Ｅ
灯質：単閃白光　毎８秒に１閃光
灯高：75m
光達距離：20M
高さ：7.7m
灯器：LB-M30

すべて2017/03/26



��

【3354】田倉埼灯台
【3355】田倉埼北方照射灯

初点：1956（昭和31）年2月4日…
1982（昭和57）年3月改築

位置：34°15′54″Ｎ　135°03′42″Ｅ
灯質：等明暗白光　明３秒暗３秒
灯高：49m／光達距離：8M／高さ：10m
灯器：ＬＥＤ（照射灯：LM30）

左上・右上・右中：2017/03/26

【3502】地ノ島灯台
初点：不明
位置：34°17′52″Ｎ　135°03′33″Ｅ
灯質：群閃白光　毎８秒に２閃光
灯高：56m／光達距離：5M／高さ：10m
灯器：不明

左下：2017/03/26
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【3501】友ヶ島灯台
初点：1872年7月30日（明治5年6月25日）初

点灯…
1890（明治23）年8月5日移転（解体・
再構築）／1980（昭和55）年3月改築

位置：34°16′51″Ｎ　135°00′02″Ｅ
灯質：単閃白赤互光　毎10秒に白１閃光赤１閃

光／灯高：60m／光達距離：Ｗ20M　Ｒ
20Ｍ／高さ：12m

灯器：LB90→LU-M2段／明弧：350°～232°

すべて2017/03/26
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【3602】大阪灯台
初点：不明
位置：34°38′37″Ｎ　135°22′45″Ｅ
灯質：単閃白光…毎５秒に１閃光
灯高：52m
光達距離：19M
高さ：50m
灯器：不明
明弧：331°～151°

すべて2012/04/06
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旧田辺港丸山灯台（丸山灯柱）
初点：1949（昭和24）年…

1953（昭和28）年田辺市より海上保安
庁に移管（→田辺港丸山灯台），1976（昭
和51）年改築…
1996年（平成８）年12月５日廃止

位置：33°43′33″Ｎ　135°21′11″Ｅ

右１：2017/03/24

旧堺港灯台
初点：1877（明治10）年9月15日…

1,968（昭和43）年廃止
位置：34°35′01″Ｎ　135°27′32″Ｅ

右２：2017/03/28

【2773】山ノ神鼻月島照射灯
初点：1974（昭和49）年1月10日
位置：34°21′48″Ｎ　136°53′19″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：28m
高さ：8.5m
灯器：LM30

右３：2016/02/08

【2779】名田ミヤウジ島照射灯
初点：1976（昭和51）年12月15日
位置：34°17′31″Ｎ　136°53′38″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：29m
高さ：10m
灯器：LM30

右４：2016/02/08
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【2783】退治埼八十島照射灯
初点：1971（昭和46）年12月22日
位置：34°15′45″Ｎ　136°52′07″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：40m
高さ：86m
灯器：LM30

上左：2016/02/08

【2793】岩井埼矢摺島照射灯
初点：1968（昭和43）年3月9日
位置：34°15′40″Ｎ　136°45′57″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：37m
高さ：18m
灯器：LE60

上右：2016/02/08

【2902.1】潮岬米粒岩照射灯
初点：1999（平成11）年11月16日
位置：33°26′15″Ｎ　135°45′16″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：33m
高さ：3.7m

左中：2017/03/24

【2908】和深埼三ツ石照射灯
初点：1978（昭和53）年11月
位置：33°31′31″Ｎ　135°30′54″Ｅ
灯質：不動白光
灯高：89m
高さ：9m
灯器：キセノン

左下：2014/03/25
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【2824】方座浦指向灯
初点：1979（昭和54）年3月19日
位置：34°15′18″Ｎ　136°29′57″Ｅ
灯質：不動白赤緑光
灯高：42m
光達距離：Ｗ13M　Ｒ10Ｍ　Ｇ11Ｍ
高さ：7m

右１：2016/02/09

【2910】周参見港天神山下指向灯
初点：不明
位置：33°32′58″Ｎ　135°29′23″Ｅ
灯質：不動白赤緑光
灯高：25m
光達距離：Ｗ14M　Ｒ11Ｍ　Ｇ11Ｍ
高さ：7.3m
灯器：M型

右２：2014/03/25

【2745】桃取水道大村島灯標
初点：1977（昭和52）年11月18日
位置：34°30′46″Ｎ　136°49′04″Ｅ
灯質：モールス符号赤光　毎８秒にＤ（－・・）
灯高：10m
光達距離：5M

右３：2016/02/10

【2752】丸山埼灯標
初点：1972（昭和47）年10月2日
位置：34°29′23″Ｎ　136°52′01″Ｅ
灯質：モールス符号緑光　毎10秒にＣ（－・－・）
灯高：9.6m
光達距離：５M

右４：2016/02/10
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【2760】誓願島灯標
初点：1944（昭和19）年1月20日
位置：34°29′01″Ｎ　136°52′02″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：9.1m
光達距離：5M

左１：2016/02/10

【2762】前長瀬灯標
初点：1965（昭和40）年10月23日
位置：34°26′56″Ｎ　136°53′11″Ｅ
灯質：モールス符号赤光　毎８秒にＤ（－・・）
灯高：9.3m
光達距離：4M

左２：2016/02/07

【2776】的矢港沖瀬灯標
初点：1971（昭和46）年1月27日
位置：34°22′15″Ｎ　136°52′40″Ｅ
灯質：単閃赤光　毎３秒に１閃光
灯高：12m
光達距離：５M

左３：2016/02/08

【2821】ミヨジノ瀬灯標
初点：1955（昭和30）年1月28日
位置：34°15′29″Ｎ　136°31′06″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：13m
光達距離：5M

左４：2016/02/09
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【2848】引本港神宮島灯標
初点：1968（昭和43）年10月4日
位置：34°05′43″Ｎ　136°14′52″Ｅ
灯質：モールス符号赤光…毎８秒にＡ（・－）
灯高：13m
光達距離：3M

右１：2014/03/21

【2871.1】新宮港沖灯標
初点：2015（平成27）年1月22日
位置：33°40′27″Ｎ　135°59′34″Ｅ
灯質：群急閃白光　毎15秒に6急閃光と1長閃光
灯高：6.6m
光達距離：5M
高さ：m

右２：2017/03/24

【2935.5】目津埼南方灯標
初点：1998（平成10）年2月25日
位置：33°45′31″Ｎ　135°17′38″Ｅ
灯質：群急閃白光　毎15秒に６急閃光と１長閃

光
灯高：9.1m
光達距離：3M
高さ：5.3m

右３：2017/03/25

【3304】中磯灯標
初点：1970（昭和45）年12月10日
位置：33°54′52″Ｎ　135°04′12″Ｅ
灯質：群閃白光　毎５秒に２閃光
灯高：17m
光達距離：5M

右４：2014/03/26
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【3308】紀伊由良港ムロノキ鼻灯標
初点：1974（昭和49）年8月30日
位置：33°56′57″Ｎ　135°05′19″Ｅ
灯質：単閃赤光　毎３秒に１閃光
灯高：9.7m
光達距離：3M
高さ：6.3m

左１：2014/03/26

【3314】紀伊海鹿島灯標
初点：1968（昭和43）年9月19日
位置：33°58′41″Ｎ　135°03′34″Ｅ
灯質：群閃白光…毎５秒に２閃光
灯高：12m
光達距離：5M

左２：2014/03/26

【3315】鷹島南方灯標
初点：1982（昭和57）年
位置：34°00′47″Ｎ　135°07′31″Ｅ
灯質：群急閃白光　毎15秒に6急閃光と1長閃光
灯高：15m
光達距離：5M

左３：2017/03/25

【3337.1】海南南防波堤仮設灯標
初点：2015（平成27）年7月14日…

2017（平成29）年6月19日廃止
位置：34°08′41″Ｎ　135°11′03″Ｅ
灯質：単閃赤光　毎３秒に１閃光
灯高：9.3m
光達距離：5M

左４：2017/03/25


