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有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

431001000 ＫＤＤＩオーシャンリンク 国際電気通信業務用
431002000 鳥海丸 国際電気通信業務用
431004000 しきしま 国際電気通信業務用
431005000 天信丸 国際電気通信業務用
431006000 海王丸 国際電気通信業務用
431008000 矢作丸 国際電気通信業務用
431009000 第一豊栄丸 国際電気通信業務用
431010000 白鳳丸 国際電気通信業務用
431011000 第三十八漁勝丸 国際電気通信業務用
431012000 阿州丸 国際電気通信業務用
431013000 第三幸徳丸 国際電気通信業務用
431015000 のーすうえすとすわろー 国際電気通信業務用
431016000 第２８共勝丸 国際電気通信業務用
431017000 陽光丸 国際電気通信業務用
431018000 開発丸 国際電気通信業務用
431019000 弘貴丸 国際電気通信業務用
431020000 第八宝喜丸 国際電気通信業務用
431021000 第一島丸 国際電気通信業務用
431022000 第二十一長久丸 国際電気通信業務用
431023000 泉州丸 国際電気通信業務用
431024000 出羽丸 国際電気通信業務用
431025000 開洋丸 国際電気通信業務用
431027000 第三十八龍王丸 国際電気通信業務用
431028000 北鳳丸 国際電気通信業務用
431029000 ＯＣＥＡＮ　ＣＡＳＴＬＥ 国際電気通信業務用
431030000 天鷹丸 国際電気通信業務用
431031000 第七十八海王丸 国際電気通信業務用
431033000 フェリーりゅうきゅう 国際電気通信業務用
431035000 えむお－える　えるべ 国際電気通信業務用
431036000 第二松山丸 国際電気通信業務用
431037000 千秋丸 国際電気通信業務用
431038000 第八拾参正進丸 国際電気通信業務用
431039000 第十一神徳丸 国際電気通信業務用
431040000 東山 国際電気通信業務用
431041000 第二十八漁勝丸 国際電気通信業務用
431043000 土佐海洋丸 国際電気通信業務用
431045000 耕洋丸 国際電気通信業務用
431046000 光榮丸 国際電気通信業務用
431047000 第八十八勝栄丸 国際電気通信業務用
431050000 神宮丸 国際電気通信業務用
431051000 第八俊栄丸 国際電気通信業務用
431052000 弥彦丸 国際電気通信業務用
431053000 第六十八竜丸 国際電気通信業務用
431055000 松浦丸 国際電気通信業務用
431056000 あらつ 国際電気通信業務用
431058000 あかつき丸 国際電気通信業務用
431060000 青栄丸 国際電気通信業務用
431061000 アル　ワックラ 国際電気通信業務用
431063000 さつま 国際電気通信業務用
431064000 しらね 国際電気通信業務用
431065000 ロサ　ルゴサ 国際電気通信業務用
431067000 第八宮浦丸 国際電気通信業務用

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表
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431068000 龍星丸 国際電気通信業務用
431070000 第五漁安丸 国際電気通信業務用
431073000 三十八号喜與丸 国際電気通信業務用
431074000 第十八号宝陽丸 国際電気通信業務用
431075000 第六十八善龍丸 国際電気通信業務用
431077000 みずほ 国際電気通信業務用
431078000 白竜丸 国際電気通信業務用
431081000 若葉丸 国際電気通信業務用
431082000 第８珠の浦丸 国際電気通信業務用
431083000 第三開洋丸 国際電気通信業務用
431084000 第三十八日章丸 国際電気通信業務用
431086000 おおすみ 国際電気通信業務用
431087000 第一松榮丸 国際電気通信業務用
431088000 第十七清勝丸 国際電気通信業務用
431092000 長水丸 国際電気通信業務用
431093000 みうら 国際電気通信業務用
431101000 第七松榮丸 国際電気通信業務用
431102000 みうら 国際電気通信業務用
431103000 青雲丸 国際電気通信業務用
431104000 アル　ジャスラ 国際電気通信業務用
431105000 第二松榮丸 国際電気通信業務用
431106000 原町丸 国際電気通信業務用
431107000 清風丸 国際電気通信業務用
431108000 興洋 国際電気通信業務用
431109000 第三十六熊野丸 国際電気通信業務用
431114000 第五開洋丸 国際電気通信業務用
431115000 第二十一徳宝丸 国際電気通信業務用
431116000 第八太和丸 国際電気通信業務用
431118000 いきつき 国際電気通信業務用
431119000 クリスタル　マーメイド 国際電気通信業務用
431120000 第三十一新盛丸 国際電気通信業務用
431121000 熊本丸 国際電気通信業務用
431122000 第二十五宗像丸 国際電気通信業務用
431124000 海王丸 国際電気通信業務用
431125000 鹿島丸 国際電気通信業務用
431126000 第三十八綾丸 国際電気通信業務用
431129000 なつしま 国際電気通信業務用
431130000 昭洋 国際電気通信業務用
431131000 第八盛勝丸 国際電気通信業務用
431132000 シーアス丸 国際電気通信業務用
431133000 第七十一天王丸 国際電気通信業務用
431135000 第一烈風丸 国際電気通信業務用
431137000 第六十五岬洋丸 国際電気通信業務用
431138000 こじま 国際電気通信業務用
431141000 第五十八事代丸 国際電気通信業務用
431142000 第六十八豊清丸 国際電気通信業務用
431143000 神山丸 国際電気通信業務用
431144000 れい丸 国際電気通信業務用
431145000 第三くに丸 国際電気通信業務用
431146000 第七十八福丸 国際電気通信業務用
431147000 第十八日之出丸 国際電気通信業務用
431149000 第六十八住宝丸 国際電気通信業務用
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431150000 第二周防丸 国際電気通信業務用
431152000 菱英丸 国際電気通信業務用
431153000 かいこう 国際電気通信業務用
431154000 第六十八合栄丸 国際電気通信業務用
431155000 第１２８福一丸 国際電気通信業務用
431157000 第一京丸 国際電気通信業務用
431159000 第七盛秋丸 国際電気通信業務用
431160000 どうかい 国際電気通信業務用
431162000 新鷹丸 国際電気通信業務用
431164000 愛宕山丸 国際電気通信業務用
431168000 第五とも丸 国際電気通信業務用
431169000 ゼウス 国際電気通信業務用
431170000 海嶺 国際電気通信業務用
431171000 第十一旭丸 国際電気通信業務用
431172000 第八松一丸 国際電気通信業務用
431173000 北野 国際電気通信業務用
431174000 神成丸 国際電気通信業務用
431176000 えちご 国際電気通信業務用
431178000 ケープメイ 国際電気通信業務用
431179000 第一仙昌丸 国際電気通信業務用
431180000 ＣＯＯＰＥＲ　ＲＩＶＥＲ　ＢＲＩＤＧＥ 国際電気通信業務用
431181000 第三十八勝丸 国際電気通信業務用
431182000 第一新潮丸 国際電気通信業務用
431186000 第二十五大祐丸 国際電気通信業務用
431187000 第十八松友丸 国際電気通信業務用
431188000 第六十八源福丸 国際電気通信業務用
431189000 第２白嶺丸 国際電気通信業務用
431190000 第八清光丸 国際電気通信業務用
431191000 第八幸伸丸 国際電気通信業務用
431192000 第一政亮丸 国際電気通信業務用
431193000 エルエヌジーフローラ 国際電気通信業務用
431194000 武蔵グロリア 国際電気通信業務用
431195000 新竜丸 国際電気通信業務用
431196000 第五十八住宝丸 国際電気通信業務用
431197000 第一宇和海 国際電気通信業務用
431198000 あさしお丸 国際電気通信業務用
431199000 第五十八開洋丸 国際電気通信業務用
431200000 第十一健勝丸 国際電気通信業務用
431201000 とらいとんはいうぇい 国際電気通信業務用
431203000 はーきゅりーず　はいうぇい 国際電気通信業務用
431204000 第１１１長久丸 国際電気通信業務用
431206000 第六十八錦哉丸 国際電気通信業務用
431207000 アル　ビダ 国際電気通信業務用
431208000 第一平成丸 国際電気通信業務用
431210000 でじま 国際電気通信業務用
431211000 さんこう　しんしあ 国際電気通信業務用
431212000 かちどき 国際電気通信業務用
431213000 ドーハ 国際電気通信業務用
431215000 琴若丸 国際電気通信業務用
431216000 越後丸 国際電気通信業務用
431217000 文丸 国際電気通信業務用
431218000 尾州丸 国際電気通信業務用
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431219000 第六十八惣寳丸 国際電気通信業務用
431220000 まきなっくぶりっじ 国際電気通信業務用
431221000 ＣＬＩＦＴＯＮ　ＢＲＩＤＧＥ 国際電気通信業務用
431222000 ＷＥＳＴ　ＧＡＴＥ　ＢＲＩＤＧＥ 国際電気通信業務用
431225000 鹿島丸 国際電気通信業務用
431228000 たじま 国際電気通信業務用
431231000 第二十八開洋丸 国際電気通信業務用
431232000 第三十八高代丸 国際電気通信業務用
431233000 はやと 国際電気通信業務用
431234000 第一旭丸 国際電気通信業務用
431235000 いず 国際電気通信業務用
431236000 つしま 国際電気通信業務用
431240000 第八十八天王丸 国際電気通信業務用
431241000 加賀 国際電気通信業務用
431242000 第一光洋丸 国際電気通信業務用
431243000 つがる 国際電気通信業務用
431245000 けんたっきーはいうぇい 国際電気通信業務用
431246000 にゅーよーくはいうぇい 国際電気通信業務用
431248000 第十八勝丸 国際電気通信業務用
431249000 寶榮丸 国際電気通信業務用
431250000 第五十一住宝丸 国際電気通信業務用
431251000 第七十二福丸 国際電気通信業務用
431253000 第三十八福徳丸 国際電気通信業務用
431254000 湘南丸 国際電気通信業務用
431257000 第十八天祐丸 国際電気通信業務用
431258000 第十八清福丸 国際電気通信業務用
431259000 第二源栄丸 国際電気通信業務用
431261000 第八旭丸 国際電気通信業務用
431263000 第五日吉丸 国際電気通信業務用
431265000 センチュリーリーダー３ 国際電気通信業務用
431266000 立山丸 国際電気通信業務用
431267000 ぺがさすだいやもんど 国際電気通信業務用
431269000 第三十一住宝丸 国際電気通信業務用
431271000 第六十八神洋丸 国際電気通信業務用
431272000 福島丸 国際電気通信業務用
431273000 かたばみ丸 国際電気通信業務用
431274000 バオ　フー 国際電気通信業務用
431275000 第六十七源福丸 国際電気通信業務用
431277000 センチュリーリーダー５ 国際電気通信業務用
431278000 第五千鳥丸 国際電気通信業務用
431279000 第八勝宝丸 国際電気通信業務用
431280000 探海丸 国際電気通信業務用
431281000 ぱしふぃっくびいなす 国際電気通信業務用
431282000 せっつ 国際電気通信業務用
431286000 高砂丸 国際電気通信業務用
431289000 わしんとんはいうぇい 国際電気通信業務用
431290000 かりふぉるにあまーきゅりー 国際電気通信業務用
431291000 播州丸 国際電気通信業務用
431293000 りゅうきゅう 国際電気通信業務用
431294000 三州丸 国際電気通信業務用
431295000 八十一号由丸 国際電気通信業務用
431296000 第十一阿蘇丸 国際電気通信業務用
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431297000 やしま 国際電気通信業務用
431298000 第五十八開洋丸 国際電気通信業務用
431300000 第一三栄丸 国際電気通信業務用
431301000 ふじ丸 国際電気通信業務用
431302000 にっぽん丸 国際電気通信業務用
431303000 第三好宝丸 国際電気通信業務用
431304000 ＬＮＧ　ＳＷＩＦＴ 国際電気通信業務用
431305000 ライン　オア 国際電気通信業務用
431306000 瑞陽丸 国際電気通信業務用
431307000 健隆丸 国際電気通信業務用
431308000 第七十八光洋丸 国際電気通信業務用
431309000 最上丸 国際電気通信業務用
431310000 第十八常磐丸 国際電気通信業務用
431311000 第二十一愛宕丸 国際電気通信業務用
431313000 北辰丸 国際電気通信業務用
431315000 おーしゃん　ちゃんぴおん 国際電気通信業務用
431316000 第六十八幸漁丸 国際電気通信業務用
431317000 雄山丸 国際電気通信業務用
431319000 さんふらわあ　さつま 国際電気通信業務用
431320000 いわき丸 国際電気通信業務用
431321000 第一太喜丸 国際電気通信業務用
431325000 ゼクリート 国際電気通信業務用
431327000 硫邦丸 国際電気通信業務用
431329000 第１０８幸榮丸 国際電気通信業務用
431330000 航洋丸 国際電気通信業務用
431331000 永盛丸 国際電気通信業務用
431333000 第二十一たいよう丸 国際電気通信業務用
431334000 日本丸 国際電気通信業務用
431335000 豊潮丸 国際電気通信業務用
431336000 第二太華山丸 国際電気通信業務用
431337000 第三十八徳栄丸 国際電気通信業務用
431338000 第二大慶丸 国際電気通信業務用
431340000 平安丸 国際電気通信業務用
431344000 はやま 国際電気通信業務用
431345000 常豊丸 国際電気通信業務用
431346000 第六十三佐賀勝丸 国際電気通信業務用
431350000 海皇丸 国際電気通信業務用
431351000 第七十三真海丸 国際電気通信業務用
431352000 あこがれ 国際電気通信業務用
431355000 第七天王丸 国際電気通信業務用
431357000 第三十八しんこう丸 国際電気通信業務用
431360000 第三十八住宝丸 国際電気通信業務用
431362000 くろさき 国際電気通信業務用
431363000 白嶺丸 国際電気通信業務用
431364000 かなざわ 国際電気通信業務用
431367000 菊丸 国際電気通信業務用
431368000 ドーントレッダー 国際電気通信業務用
431369000 すばる 国際電気通信業務用
431370000 第二静波丸 国際電気通信業務用
431371000 第五博晴丸 国際電気通信業務用
431373000 綾丸 国際電気通信業務用
431377000 第七十一新盛丸 国際電気通信業務用
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431379000 第五十八長久丸 国際電気通信業務用
431380000 第五十三欣栄丸 国際電気通信業務用
431382000 第八事代丸 国際電気通信業務用
431383000 ざおう 国際電気通信業務用
431384000 第二十五十勝丸 国際電気通信業務用
431385000 第三みえ丸 国際電気通信業務用
431386000 第五十八金宝丸 国際電気通信業務用
431387000 第八十五天王丸 国際電気通信業務用
431388000 第五十三栄宝丸 国際電気通信業務用
431389000 第一八三佐賀明神丸 国際電気通信業務用
431392000 オーシャンフェニックス 国際電気通信業務用
431393000 第２３宝亀丸 国際電気通信業務用
431395000 第八十一住吉丸 国際電気通信業務用
431397000 長崎丸 国際電気通信業務用
431399000 第二十八常磐丸 国際電気通信業務用
431400000 第五十三海王丸 国際電気通信業務用
431402000 新海丸 国際電気通信業務用
431403000 第三十八八秀丸 国際電気通信業務用
431405000 第八十八寿丸 国際電気通信業務用
431406000 第八十八安栄丸 国際電気通信業務用
431407000 第五十三正壽丸 国際電気通信業務用
431408000 平安丸 国際電気通信業務用
431409000 第六拾八正進丸 国際電気通信業務用
431411000 昇鶴 国際電気通信業務用
431413000 第五十八寿和丸 国際電気通信業務用
431414000 第一開盛丸 国際電気通信業務用
431416000 しんゆう 国際電気通信業務用
431418000 第八十一豊栄丸 国際電気通信業務用
431420000 くりこま 国際電気通信業務用
431421000 第七十八新貢丸 国際電気通信業務用
431423000 第二昭鶴丸 国際電気通信業務用
431424000 第七十一住吉丸 国際電気通信業務用
431425000 第三十五進洋丸 国際電気通信業務用
431426000 第二十三長久丸 国際電気通信業務用
431427000 第八大喜丸 国際電気通信業務用
431428000 愛知丸 国際電気通信業務用
431429000 昭南丸 国際電気通信業務用
431431000 青鷹丸 国際電気通信業務用
431433000 岩手丸 国際電気通信業務用
431435000 第八十八光洋丸 国際電気通信業務用
431438000 富士山丸 国際電気通信業務用
431439000 勇新丸 国際電気通信業務用
431440000 日彦 国際電気通信業務用
431441000 国東丸 国際電気通信業務用
431442000 ながと 国際電気通信業務用
431443000 第六十一若宮丸 国際電気通信業務用
431444000 第八若潮丸 国際電気通信業務用
431446000 はまゆう 国際電気通信業務用
431447000 第七音代丸 国際電気通信業務用
431448000 東雄丸 国際電気通信業務用
431450000 新宝丸 国際電気通信業務用
431451000 ころなりーふぁ 国際電気通信業務用
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431453000 神海丸 国際電気通信業務用
431455000 かいよう 国際電気通信業務用
431457000 第二十八松榮丸 国際電気通信業務用
431458000 第十八和丸 国際電気通信業務用
431459000 第一二三佐賀明神丸 国際電気通信業務用
431460000 よこすか 国際電気通信業務用
431462000 第二宇和海 国際電気通信業務用
431464000 エヌエスエスコンフィデンス 国際電気通信業務用
431465000 照洋丸 国際電気通信業務用
431466000 神鷹丸 国際電気通信業務用
431467000 第三十六富士清丸 国際電気通信業務用
431468000 第二十八克丸 国際電気通信業務用
431469000 香川丸 国際電気通信業務用
431471000 第七十五天王丸 国際電気通信業務用
431472000 おりおん 国際電気通信業務用
431474000 保栄丸 国際電気通信業務用
431475000 第三八幡丸 国際電気通信業務用
431476000 第十一号和新丸 国際電気通信業務用
431477000 おしょろ丸 国際電気通信業務用
431478000 青海丸 国際電気通信業務用
431479000 隆邦丸 国際電気通信業務用
431481000 第二十一末廣丸 国際電気通信業務用
431482000 第三十一権栄丸 国際電気通信業務用
431487000 第三協洋丸 国際電気通信業務用
431490000 第一共進丸 国際電気通信業務用
431492000 第二十一昭徳丸 国際電気通信業務用
431494000 俊鷹丸 国際電気通信業務用
431497000 大成丸 国際電気通信業務用
431498000 日本丸 国際電気通信業務用
431499000 第十五観音丸 国際電気通信業務用
431502000 第三号旭丸 国際電気通信業務用
431503000 第六十三富丸 国際電気通信業務用
431504000 つなぶりっじ 国際電気通信業務用
431505000 白鴎丸 国際電気通信業務用
431506000 やいづ 国際電気通信業務用
431508000 菱昭丸 国際電気通信業務用
431509000 第三十一日光丸 国際電気通信業務用
431510000 第一恵久丸 国際電気通信業務用
431511000 第三常磐丸 国際電気通信業務用
431513000 第七良照丸 国際電気通信業務用
431514000 日雄丸 国際電気通信業務用
431516000 かごしま丸 国際電気通信業務用
431519000 羽衣丸 国際電気通信業務用
431522000 第八庄福丸 国際電気通信業務用
431524000 第五十八神洋丸 国際電気通信業務用
431525000 北王丸 国際電気通信業務用
431526000 オリエンタルエース 国際電気通信業務用
431528000 たかちほ 国際電気通信業務用
431531000 第五海工丸 国際電気通信業務用
431534000 第十八喜代丸 国際電気通信業務用
431535000 たつまい 国際電気通信業務用
431536000 第五十一瑞寳丸 国際電気通信業務用



8 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431537000 第六十八栄久丸 国際電気通信業務用
431539000 第二十六福吉丸 国際電気通信業務用
431542000 新宮城丸 国際電気通信業務用
431544000 雄誠丸 国際電気通信業務用
431545000 三幸丸 国際電気通信業務用
431547000 第十二海工丸 国際電気通信業務用
431549000 第三十八満栄丸 国際電気通信業務用
431551000 乾安丸 国際電気通信業務用
431555000 第五白竜 国際電気通信業務用
431557000 第一源福丸 国際電気通信業務用
431559000 第八盛秋丸 国際電気通信業務用
431560000 啓風丸 国際電気通信業務用
431561000 拓洋 国際電気通信業務用
431563000 長風丸 国際電気通信業務用
431564000 高風丸 国際電気通信業務用
431568000 土佐海援丸 国際電気通信業務用
431571000 福井丸 国際電気通信業務用
431573000 克栄丸 国際電気通信業務用
431574000 サルファーメルコール 国際電気通信業務用
431575000 ＫＤＤＩパシフィックリンク 国際電気通信業務用
431576000 明秀 国際電気通信業務用
431581000 千葉丸 国際電気通信業務用
431583000 第八十一天王丸 国際電気通信業務用
431584000 鳥羽丸 国際電気通信業務用
431585000 玄洋丸 国際電気通信業務用
431586000 さんふらわあ　きりしま 国際電気通信業務用
431587000 望星丸 国際電気通信業務用
431591000 おおすみ 国際電気通信業務用
431593000 第二共新丸 国際電気通信業務用
431595000 第二恵久丸 国際電気通信業務用
431596000 第七宏伸丸 国際電気通信業務用
431598000 富士丸 国際電気通信業務用
431599000 第十八昭徳丸 国際電気通信業務用
431604000 第十一勇喜丸 国際電気通信業務用
431605000 精晃丸 国際電気通信業務用
431606000 第三十一昭徳丸 国際電気通信業務用
431608000 第三とも丸 国際電気通信業務用
431610000 開運丸 国際電気通信業務用
431611000 新雄丸 国際電気通信業務用
431612000 第六十八廣漁丸 国際電気通信業務用
431613000 第八十八欣栄丸 国際電気通信業務用
431614000 船川丸 国際電気通信業務用
431619000 はやと 国際電気通信業務用
431620000 第八大都丸 国際電気通信業務用
431621000 みずほ丸 国際電気通信業務用
431622000 白萩丸 国際電気通信業務用
431623000 えりも 国際電気通信業務用
431624000 第一榮久丸 国際電気通信業務用
431626000 神栖丸 国際電気通信業務用
431632000 せどろす丸 国際電気通信業務用
431633000 第六十六千福丸 国際電気通信業務用
431636000 第十八鹿島丸 国際電気通信業務用
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431637000 第二永寿丸 国際電気通信業務用
431639000 第十五泰勢丸 国際電気通信業務用
431640000 第八昭神丸 国際電気通信業務用
431641000 第二十一得豊丸 国際電気通信業務用
431642000 エル　エヌ　ジー　ヴェスタ 国際電気通信業務用
431643000 第十六住吉丸 国際電気通信業務用
431644000 第一千秋丸 国際電気通信業務用
431645000 図南丸 国際電気通信業務用
431646000 房総丸 国際電気通信業務用
431647000 日泰丸 国際電気通信業務用
431648000 第百八太和丸 国際電気通信業務用
431649000 第二十八眞好丸 国際電気通信業務用
431652000 第五十七八興丸 国際電気通信業務用
431654000 第七十五稲荷丸 国際電気通信業務用
431656000 せつ丸 国際電気通信業務用
431657000 五十五号一丸 国際電気通信業務用
431658000 第六安洋丸 国際電気通信業務用
431659000 第七十七祐喜丸 国際電気通信業務用
431663000 第八十八海形丸 国際電気通信業務用
431665000 第三長久丸 国際電気通信業務用
431666000 第五十二大慶丸 国際電気通信業務用
431670000 第八十五福一丸 国際電気通信業務用
431671000 第１１２福一丸 国際電気通信業務用
431672000 第１８太神丸 国際電気通信業務用
431673000 蒼鷹丸 国際電気通信業務用
431674000 くだか 国際電気通信業務用
431675000 第三十六恭海丸 国際電気通信業務用
431676000 海鳳丸 国際電気通信業務用
431678000 二拾四號大盛丸 国際電気通信業務用
431679000 第１２３福一丸 国際電気通信業務用
431680000 第十七徳栄丸 国際電気通信業務用
431682000 第十一長久丸 国際電気通信業務用
431683000 日新丸 国際電気通信業務用
431685000 日鵬丸 国際電気通信業務用
431686000 第三わかば丸 国際電気通信業務用
431688000 旭丸 国際電気通信業務用
431691000 第十八漁栄丸 国際電気通信業務用
431693000 第八勝栄丸 国際電気通信業務用
431694000 明治丸 国際電気通信業務用
431695000 蒼龍丸 国際電気通信業務用
431696000 第六わかば丸 国際電気通信業務用
431697000 藤菱丸 国際電気通信業務用
431698000 第二十八亀洋丸 国際電気通信業務用
431700000 こたか丸 国際電気通信業務用
431701000 おきなわ 国際電気通信業務用
431702000 第一勝栄丸 国際電気通信業務用
431704000 勝栄丸 国際電気通信業務用
431706000 挑洋丸 国際電気通信業務用
431708000 第二十一新盛丸 国際電気通信業務用
431710000 海洋丸 国際電気通信業務用
431712000 第二事代丸 国際電気通信業務用
431713000 駿河丸 国際電気通信業務用
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431714000 第三十一福積丸 国際電気通信業務用
431715000 太幸丸 国際電気通信業務用
431716000 第三事代丸 国際電気通信業務用
431717000 但州丸 国際電気通信業務用
431718000 よね丸 国際電気通信業務用
431720000 北洋丸 国際電気通信業務用
431722000 第八豊國丸 国際電気通信業務用
431723000 第一〇八欣栄丸 国際電気通信業務用
431725000 第百十八若潮丸 国際電気通信業務用
431726000 若鷹丸 国際電気通信業務用
431727000 北陸丸 国際電気通信業務用
431728000 てんじん 国際電気通信業務用
431729000 しろちどり 国際電気通信業務用
431730000 第五住吉丸 国際電気通信業務用
431731000 雲龍丸 国際電気通信業務用
431732000 たか丸 国際電気通信業務用
431733000 第二十五住宝丸 国際電気通信業務用
431734000 第八十八若潮丸 国際電気通信業務用
431735000 栄吉丸 国際電気通信業務用
431736000 第五十一金生丸 国際電気通信業務用
431737000 第二十八豊清丸 国際電気通信業務用
431738000 北光丸 国際電気通信業務用
431739000 第八博洋丸 国際電気通信業務用
431742000 第六十三福寿丸 国際電気通信業務用
431743000 新地丸 国際電気通信業務用
431745000 第８２永宝丸 国際電気通信業務用
431746000 第２８宝来丸 国際電気通信業務用
431748000 第十八祥宏丸 国際電気通信業務用
431750000 第八三栄丸 国際電気通信業務用
431751000 第一清良丸 国際電気通信業務用
431752000 第五十八松栄丸 国際電気通信業務用
431753000 第八十一欣栄丸 国際電気通信業務用
431754000 堀栄丸 国際電気通信業務用
431755000 協和丸 国際電気通信業務用
431757000 凌風丸 国際電気通信業務用
431758000 第三十八盛勝丸 国際電気通信業務用
431760000 黒滝山丸 国際電気通信業務用
431761000 第十八徳洋丸 国際電気通信業務用
431762000 第七勝栄丸 国際電気通信業務用
431763000 第十五事代丸 国際電気通信業務用
431766000 第八十一鷹丸 国際電気通信業務用
431768000 第十一日光丸 国際電気通信業務用
431769000 第一日光丸 国際電気通信業務用
431770000 安誠丸 国際電気通信業務用
431771000 やひこ 国際電気通信業務用
431773000 第三宝晴丸 国際電気通信業務用
431774000 第８大成丸 国際電気通信業務用
431775000 クルーズフェリー飛龍 国際電気通信業務用
431779000 第八福神丸 国際電気通信業務用
431780000 玉龍丸 国際電気通信業務用
431781000 新春日丸 国際電気通信業務用
431782000 第八十八幸榮丸 国際電気通信業務用
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431783000 第八八幡丸 国際電気通信業務用
431784000 若潮丸 国際電気通信業務用
431785000 第１８大成丸 国際電気通信業務用
431786000 政亮丸 国際電気通信業務用
431787000 ふじ丸 国際電気通信業務用
431788000 第五十三富丸 国際電気通信業務用
431790000 相馬丸 国際電気通信業務用
431791000 第五十八昭福丸 国際電気通信業務用
431794000 三十五号喜福丸 国際電気通信業務用
431795000 第八旭丸 国際電気通信業務用
431796000 第一大慶丸 国際電気通信業務用
431797000 第五太陽丸 国際電気通信業務用
431798000 第百八若潮丸 国際電気通信業務用
431799000 第六十八福吉丸 国際電気通信業務用
431801000 第二十二明豊丸 国際電気通信業務用
431802000 第八拾正進丸 国際電気通信業務用
431803000 第五十一幸漁丸 国際電気通信業務用
431805000 第五一丸 国際電気通信業務用
431807000 第三十八天龍丸 国際電気通信業務用
431808000 あすか 国際電気通信業務用
431809000 第五十八松栄丸 国際電気通信業務用
431811000 くろしお 国際電気通信業務用
431812000 第十八源福丸 国際電気通信業務用
431813000 第二十八千代丸 国際電気通信業務用
431814000 ＭＧ　ＳＨＩＰＰＩＮＧ 国際電気通信業務用
431817000 第十五岬洋丸 国際電気通信業務用
431818000 あらさき 国際電気通信業務用
431819000 第十八昭幸丸 国際電気通信業務用
431821000 第五十八博洋丸 国際電気通信業務用
431822000 そうや 国際電気通信業務用
431823000 第八光照丸 国際電気通信業務用
431825000 フェリー海龍 国際電気通信業務用
431826000 第一八三佐賀明神丸 国際電気通信業務用
431827000 わかちば 国際電気通信業務用
431828000 第二十一日光丸 国際電気通信業務用
431830000 クル－ズフェリー飛龍２１ 国際電気通信業務用
431831000 越路丸 国際電気通信業務用
431832000 大島丸 国際電気通信業務用
431834000 好宝丸 国際電気通信業務用
431835000 第二十七福積丸 国際電気通信業務用
431836000 雄山丸 国際電気通信業務用
431838000 第七福積丸 国際電気通信業務用
431839000 早瀬丸 国際電気通信業務用
431842000 鷹山 国際電気通信業務用
431843000 しんりゅう 国際電気通信業務用
431844000 第二十三寳来丸 国際電気通信業務用
431845000 第五十八眞好丸 国際電気通信業務用
431846000 アステリックス 国際電気通信業務用
431847000 第六十一千福丸 国際電気通信業務用
431848000 海星丸 国際電気通信業務用
431850000 第五大林丸 国際電気通信業務用
431853000 第八長久丸 国際電気通信業務用
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431854000 第七十三住吉丸 国際電気通信業務用
431855000 第三十一岬洋丸 国際電気通信業務用
431856000 東光丸 国際電気通信業務用
431858000 第一芳新丸 国際電気通信業務用
431859000 第七十八長久丸 国際電気通信業務用
431860000 すいせん 国際電気通信業務用
431861000 はくおう 国際電気通信業務用
431862000 第十八太和丸 国際電気通信業務用
431864000 第六岬洋丸 国際電気通信業務用
431866000 第１１８海王丸 国際電気通信業務用
431867000 白山丸 国際電気通信業務用
431869000 第三十八大洋丸 国際電気通信業務用
431870000 ブルーク 国際電気通信業務用
431873000 第五十二正幸丸 国際電気通信業務用
431876000 第十七幸新丸 国際電気通信業務用
431878000 第八日章丸 国際電気通信業務用
431879000 六栄丸 国際電気通信業務用
431881000 アル　ズバーラ 国際電気通信業務用
431882000 第三十二福久丸 国際電気通信業務用
431883000 第十八栄保丸 国際電気通信業務用
431885000 翔洋丸 国際電気通信業務用
431886000 第十八昭神丸 国際電気通信業務用
431889000 第十住吉丸 国際電気通信業務用
431890000 しらせ 国際電気通信業務用
431892000 第七光照丸 国際電気通信業務用
431893000 第八東栄丸 国際電気通信業務用
431894000 アル　ホール 国際電気通信業務用
431895000 第八わかば丸 国際電気通信業務用
431898000 室蘭丸 国際電気通信業務用
431899000 かいれい 国際電気通信業務用
431900000 韋駄天 国際電気通信業務用
431901000 アル　レイヤーン 国際電気通信業務用
431903000 第八十三稲荷丸 国際電気通信業務用
431904000 豊洲丸 国際電気通信業務用
431906000 光健丸 国際電気通信業務用
431907000 第十八政吉丸 国際電気通信業務用
431908000 アル　ワヂバ 国際電気通信業務用
431909000 第三十八良栄丸 国際電気通信業務用
431911000 広島丸 国際電気通信業務用
431912000 おがさわら丸 国際電気通信業務用
431913000 第二十一仁島丸 国際電気通信業務用
431914000 第十八亀洋丸 国際電気通信業務用
431915000 第十一宮丸 国際電気通信業務用
431916000 第二十五漁運丸 国際電気通信業務用
431917000 第五十八憲洋丸 国際電気通信業務用
431918000 大幸丸 国際電気通信業務用
431919000 若竹丸 国際電気通信業務用
431920000 第一鳥取丸 国際電気通信業務用
431921000 拓洋丸 国際電気通信業務用
431922000 くろしお 国際電気通信業務用
431923000 みずなぎ 国際電気通信業務用
431924000 第六東栄丸 国際電気通信業務用
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431925000 島根丸 国際電気通信業務用
431927000 第十五幸漁丸 国際電気通信業務用
431928000 洸星丸 国際電気通信業務用
431930000 第６８日章丸 国際電気通信業務用
431931000 第八十五若潮丸 国際電気通信業務用
431932000 第七はやぶさ丸 国際電気通信業務用
431934000 第二昭南丸 国際電気通信業務用
431935000 第三音代丸 国際電気通信業務用
431938000 第三十一共進丸 国際電気通信業務用
431939000 みらい 国際電気通信業務用
432002000 第六十五清福丸 国際電気通信業務用
432003000 第二海幸丸 国際電気通信業務用
432004000 第八十八豊洋丸 国際電気通信業務用
432005000 第六十三惣寶丸 国際電気通信業務用
432006000 第八十三惣寶丸 国際電気通信業務用
432009000 第十八豊洋丸 国際電気通信業務用
432011000 第八十八宮丸 国際電気通信業務用
432013000 第五十八清福丸 国際電気通信業務用
432015000 第六十五新生丸 国際電気通信業務用
432017000 第五十八富栄丸 国際電気通信業務用
432018000 第六十八豊洋丸 国際電気通信業務用
432019000 第十八富山丸 国際電気通信業務用
432021000 第三十八海幸丸 国際電気通信業務用
432022000 第三大和丸 国際電気通信業務用
432025000 第七盛秋丸 国際電気通信業務用
432027000 第七福洋丸 国際電気通信業務用
432030000 第二寿和丸 国際電気通信業務用
432031000 第十一寿和丸 国際電気通信業務用
432032000 第二十二寿和丸 国際電気通信業務用
432034000 第八十二寿和丸 国際電気通信業務用
432035000 第三十三寿和丸 国際電気通信業務用
432036000 第六寿和丸 国際電気通信業務用
432037000 第二十八宏伸丸 国際電気通信業務用
432041000 第二十一新流丸 国際電気通信業務用
432044000 第三十五太陽丸 国際電気通信業務用
432045000 第八十一幸漁丸 国際電気通信業務用
432046000 第二十二千福丸 国際電気通信業務用
432047000 第七朝洋丸 国際電気通信業務用
432048000 第一協盛丸 国際電気通信業務用
432049000 第三十八萬盛丸 国際電気通信業務用
432050000 第八十八博洋丸 国際電気通信業務用
432051000 第六十三恵比須丸 国際電気通信業務用
432053000 第七八興丸 国際電気通信業務用
432054000 第三十八福吉丸 国際電気通信業務用
432055000 かなえ 国際電気通信業務用
432056000 第五天州丸 国際電気通信業務用
432058000 第一源栄丸 国際電気通信業務用
432059000 第三十一源榮丸 国際電気通信業務用
432060000 第五十一源榮丸 国際電気通信業務用
432061000 第八裕盛丸 国際電気通信業務用
432062000 第八福寿丸 国際電気通信業務用
432063000 第三十八竹丸 国際電気通信業務用
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432064000 第十八綾丸 国際電気通信業務用
432065000 第五裕盛丸 国際電気通信業務用
432066000 第三十五容光丸 国際電気通信業務用
432067000 豊得丸 国際電気通信業務用
432069000 豊丸 国際電気通信業務用
432070000 第十八南開丸 国際電気通信業務用
432072000 三十八善孝丸 国際電気通信業務用
432077000 紀丸 国際電気通信業務用
432078000 第三金盛丸 国際電気通信業務用
432082000 第二十三海援丸 国際電気通信業務用
432083000 第三十三海援丸 国際電気通信業務用
432084000 参号弘貴丸 国際電気通信業務用
432086000 第三十七海援丸 国際電気通信業務用
432087000 第五十号海援丸 国際電気通信業務用
432091000 第八十三常栄丸 国際電気通信業務用
432093000 第八栄進丸 国際電気通信業務用
432095000 第一昭勝丸 国際電気通信業務用
432098000 第八幸誠丸 国際電気通信業務用
432100000 三十六号喜福丸 国際電気通信業務用
432101000 第二昭勝丸 国際電気通信業務用
432102000 第二長久丸 国際電気通信業務用
432103000 十七号福丸 国際電気通信業務用
432106000 新大分丸 国際電気通信業務用
432107000 三十五号喜福丸 国際電気通信業務用
432108000 第八大吉丸 国際電気通信業務用
432109000 十一号青峰丸 国際電気通信業務用
432111000 第八恭伸丸 国際電気通信業務用
432112000 三十五号幸誠丸 国際電気通信業務用
432114000 第二はやぶさ丸 国際電気通信業務用
432116000 第８快洋丸 国際電気通信業務用
432117000 第七大喜丸 国際電気通信業務用
432120000 第五米榮丸 国際電気通信業務用
432122000 第三十一光伸丸 国際電気通信業務用
432128000 第二十一翔徳丸 国際電気通信業務用
432129000 第十八敏丸 国際電気通信業務用
432135000 第二十八千栄丸 国際電気通信業務用
432137000 第十八大師丸 国際電気通信業務用
432138000 第八大師丸 国際電気通信業務用
432141000 第二十八大成丸 国際電気通信業務用
432142000 第二十六漁盛丸 国際電気通信業務用
432143000 第八十八慶安丸 国際電気通信業務用
432144000 第七稲荷丸 国際電気通信業務用
432145000 第五十八北星丸 国際電気通信業務用
432147000 第三十二勝寶丸 国際電気通信業務用
432150000 第一栄豊丸 国際電気通信業務用
432151000 第八十八海栄丸 国際電気通信業務用
432152000 第六十五祥宝丸 国際電気通信業務用
432154000 第五十三恵隆丸 国際電気通信業務用
432155000 第六十八翔洋丸 国際電気通信業務用
432156000 第十八欣栄丸 国際電気通信業務用
432158000 第十三伏見丸 国際電気通信業務用
432159000 第二十一福長丸 国際電気通信業務用
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432160000 第六十五慶栄丸 国際電気通信業務用
432164000 第八十三高漁丸 国際電気通信業務用
432165000 第一やまと丸 国際電気通信業務用
432166000 第二十八昭神丸 国際電気通信業務用
432167000 第五十三日香丸 国際電気通信業務用
432168000 第五十五幸洋丸 国際電気通信業務用
432169000 第六十六大浦丸 国際電気通信業務用
432170000 龍宝丸 国際電気通信業務用
432171000 第三十五松栄丸 国際電気通信業務用
432174000 第六十三幸漁丸 国際電気通信業務用
432175000 第三十八盛勝丸 国際電気通信業務用
432176000 第六十八開運丸 国際電気通信業務用
432181000 第六太平丸 国際電気通信業務用
432185000 第十八栄久丸 国際電気通信業務用
432186000 第五十八太幸丸 国際電気通信業務用
432187000 海鷹丸 国際電気通信業務用
432189000 第五三開盛丸 国際電気通信業務用
432191000 第三昭勝丸 国際電気通信業務用
432192000 みはま 国際電気通信業務用
432194000 最上川 国際電気通信業務用
432195000 うめさと 国際電気通信業務用
432196000 第三十一とみ丸 国際電気通信業務用
432197000 第八美和丸 国際電気通信業務用
432199000 第三十二住宝丸 国際電気通信業務用
432200000 第六十二千福丸 国際電気通信業務用
432203000 第三新勝丸 国際電気通信業務用
432204000 第七みなと丸 国際電気通信業務用
432205000 第八十一久栄丸 国際電気通信業務用
432206000 第二十五興富丸 国際電気通信業務用
432207000 第十一権栄丸 国際電気通信業務用
432209000 第十八開洋丸 国際電気通信業務用
432210000 第三十一漁福丸 国際電気通信業務用
432211000 第一明音丸 国際電気通信業務用
432213000 第一庄光丸 国際電気通信業務用
432214000 第六十八吉丸 国際電気通信業務用
432216000 第十七康祥丸 国際電気通信業務用
432217000 第二十八大盛丸 国際電気通信業務用
432218000 第十一欣祥丸 国際電気通信業務用
432219000 第六十五佳江丸 国際電気通信業務用
432220000 第七十一勇美丸 国際電気通信業務用
432221000 第五十三廣徳丸 国際電気通信業務用
432222000 第八十三吉丸 国際電気通信業務用
432224000 第１５１関丸 国際電気通信業務用
432225000 第二十八寶喜丸 国際電気通信業務用
432226000 第三福積丸 国際電気通信業務用
432228000 第一幸榮丸 国際電気通信業務用
432229000 第五十三よし丸 国際電気通信業務用
432231000 第六十五秀栄丸 国際電気通信業務用
432232000 第三十五東陽丸 国際電気通信業務用
432235000 第一○一明星丸 国際電気通信業務用
432236000 第六十五永昌丸 国際電気通信業務用
432237000 第八恵久丸 国際電気通信業務用
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432238000 第伍富丸 国際電気通信業務用
432239000 第十五富丸 国際電気通信業務用
432240000 第三十八宝亀丸 国際電気通信業務用
432241000 立旺丸 国際電気通信業務用
432243000 第三十五不動丸 国際電気通信業務用
432244000 第三十七傳丸 国際電気通信業務用
432245000 第八十三熊野丸 国際電気通信業務用
432246000 山崎丸 国際電気通信業務用
432247000 海翔丸 国際電気通信業務用
432249000 第三十五松栄丸 国際電気通信業務用
432251000 第十邦晃丸 国際電気通信業務用
432252000 第二十三和榮丸 国際電気通信業務用
432253000 第六十三美咲丸 国際電気通信業務用
432254000 第五十八漁英丸 国際電気通信業務用
432255000 第三十七博晴丸 国際電気通信業務用
432256000 第八十八正丸 国際電気通信業務用
432257000 とさ 国際電気通信業務用
432258000 第二十八建久丸 国際電気通信業務用
432260000 第六十八清福丸 国際電気通信業務用
432261000 第七十五はやぶさ丸 国際電気通信業務用
432264000 佐吉丸 国際電気通信業務用
432266000 安市丸 国際電気通信業務用
432267000 甚一丸 国際電気通信業務用
432269000 第二十一太陽丸 国際電気通信業務用
432271000 第五十八豊進丸 国際電気通信業務用
432274000 第八十八豊清丸 国際電気通信業務用
432275000 スリヤサツマ 国際電気通信業務用
432276000 第七十五住吉丸 国際電気通信業務用
432278000 エル　エヌ　ジー　ジャマル 国際電気通信業務用
432279000 第十五清勝丸 国際電気通信業務用
432280000 第一清勝丸 国際電気通信業務用
432281000 第十八清勝丸 国際電気通信業務用
432282000 第八昭福丸 国際電気通信業務用
432283000 第三十五清勝丸 国際電気通信業務用
432284000 第三十八清勝丸 国際電気通信業務用
432288000 りあす丸 国際電気通信業務用
432293000 第七福久丸 国際電気通信業務用
432294000 第二十一日吉丸 国際電気通信業務用
432296000 第十八陽光丸 国際電気通信業務用
432298000 第十五福積丸 国際電気通信業務用
432300000 第五十八富丸 国際電気通信業務用
432301000 新世丸 国際電気通信業務用
432302000 第八十八萬盛丸 国際電気通信業務用
432304000 第十八福寿丸 国際電気通信業務用
432306000 第七十八太和丸 国際電気通信業務用
432307000 だいせん 国際電気通信業務用
432308000 ちはや 国際電気通信業務用
432311000 あさかぜ 国際電気通信業務用
432314000 かしま 国際電気通信業務用
432316000 あまぎり 国際電気通信業務用
432319000 第八十五漁安丸 国際電気通信業務用
432320000 うしお丸 国際電気通信業務用
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432321000 薩摩青雲丸 国際電気通信業務用
432322000 海邦丸五世 国際電気通信業務用
432328000 白山 国際電気通信業務用
432329000 第一権栄丸 国際電気通信業務用
432330000 第二十一権栄丸 国際電気通信業務用
432331000 ぶんご 国際電気通信業務用
432333000 第二協栄丸 国際電気通信業務用
432334000 第六十五三光丸 国際電気通信業務用
432335000 はまぎり 国際電気通信業務用
432338000 第七開洋丸 国際電気通信業務用
432340000 新世丸 国際電気通信業務用
432341000 ゆうかり 国際電気通信業務用
432342000 豊洋丸 国際電気通信業務用
432343000 第１０事代丸 国際電気通信業務用
432344000 うらが 国際電気通信業務用
432345000 第十清洋丸 国際電気通信業務用
432346000 第一三八欣栄丸 国際電気通信業務用
432347000 はやて 国際電気通信業務用
432350000 第二十一若宮丸 国際電気通信業務用
432353000 第七十八清福丸 国際電気通信業務用
432354000 第三十五福積丸 国際電気通信業務用
432355000 新札幌丸 国際電気通信業務用
432356000 しんみち丸 国際電気通信業務用
432358000 第二十九誉丸 国際電気通信業務用
432361000 しもきた 国際電気通信業務用
432362000 第八十八十勝丸 国際電気通信業務用
432364000 第二勇新丸 国際電気通信業務用
432365000 第三十八昭神丸 国際電気通信業務用
432366000 十八号清龍丸 国際電気通信業務用
432367000 第十八清和丸 国際電気通信業務用
432368000 第三十八伸光丸 国際電気通信業務用
432370000 えひめ丸 国際電気通信業務用
432371000 はるな 国際電気通信業務用
432374000 第十二長久丸 国際電気通信業務用
432377000 たちかぜ 国際電気通信業務用
432378000 十八幸進丸 国際電気通信業務用
432379000 うみぎり 国際電気通信業務用
432383000 いそゆき 国際電気通信業務用
432384000 第２７源吉丸 国際電気通信業務用
432386000 第二十八富士丸 国際電気通信業務用
432387000 第十八千代丸 国際電気通信業務用
432388000 若鳥丸 国際電気通信業務用
432392000 第二十幸洋丸 国際電気通信業務用
432394000 むらさめ 国際電気通信業務用
432395000 宮城丸 国際電気通信業務用
432396000 第二慶有丸 国際電気通信業務用
432397000 第八十八千代丸 国際電気通信業務用
432398000 いばらき丸 国際電気通信業務用
432399000 青森丸 国際電気通信業務用
432400000 第七十七豊進丸 国際電気通信業務用
432401000 第二十一住宝丸 国際電気通信業務用
432402000 第拾八海神丸 国際電気通信業務用
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432405000 第三十五福積丸 国際電気通信業務用
432407000 第八十二たけ丸 国際電気通信業務用
432408000 第八十五欣栄丸 国際電気通信業務用
432410000 第五わかば丸 国際電気通信業務用
432411000 第三十五長久丸 国際電気通信業務用
432412000 みやざき丸 国際電気通信業務用
432413000 ちよだ 国際電気通信業務用
432415000 第八大洋丸 国際電気通信業務用
432416000 くにさき 国際電気通信業務用
432417000 あけぼの 国際電気通信業務用
432418000 第一大都丸 国際電気通信業務用
432419000 みらい 国際電気通信業務用
432420000 エネルギー　フロンティア 国際電気通信業務用
432421000 第一安房丸 国際電気通信業務用
432424000 第六十八東丸 国際電気通信業務用
432425000 第五清龍丸 国際電気通信業務用
432426000 第１８千帆丸 国際電気通信業務用
432427000 拾参号弘貴丸 国際電気通信業務用
432428000 たかなみ 国際電気通信業務用
432432000 第五十八勝丸 国際電気通信業務用
432433000 いんでぃあな　はいうぇい 国際電気通信業務用
432434000 はるさめ 国際電気通信業務用
432435000 第八政吉丸 国際電気通信業務用
432436000 錦江丸 国際電気通信業務用
432437000 第十八錦正丸 国際電気通信業務用
432438000 第八十一源福丸 国際電気通信業務用
432439000 はまなす 国際電気通信業務用
432440000 てきさす　はいうぇい 国際電気通信業務用
432441000 第百五十一明神丸 国際電気通信業務用
432443000 福栄丸 国際電気通信業務用
432444000 第五十一三栄丸 国際電気通信業務用
432446000 いせはま 国際電気通信業務用
432447000 第１２８若潮丸 国際電気通信業務用
432448000 第一勝栄丸 国際電気通信業務用
432449000 第１１８欣栄丸 国際電気通信業務用
432450000 たくなん 国際電気通信業務用
432451000 あせあん丸 国際電気通信業務用
432452000 第八十一幸福丸 国際電気通信業務用
432453000 開発丸 国際電気通信業務用
432454000 第七十八福壽丸 国際電気通信業務用
432455000 第７８千帆丸 国際電気通信業務用
432456000 第一漁吉丸 国際電気通信業務用
432457000 第八十八勝栄丸 国際電気通信業務用
432458000 第一幸漁丸 国際電気通信業務用
432459000 新潮丸 国際電気通信業務用
432460000 第八精良丸 国際電気通信業務用
432461000 第８興慶丸 国際電気通信業務用
432463000 第三十八日之出丸 国際電気通信業務用
432464000 松陽丸 国際電気通信業務用
432467000 日章丸 国際電気通信業務用
432468000 第十八事代丸 国際電気通信業務用
432469000 ながと丸 国際電気通信業務用
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432470000 銀河丸 国際電気通信業務用
432471000 大陸棚 国際電気通信業務用
432472000 ＥＮＥＯＳ　ＴＯＫＹＯ 国際電気通信業務用
432473000 第十八山陽丸 国際電気通信業務用
432474000 第八十八大新丸 国際電気通信業務用
432475000 第八勝栄丸 国際電気通信業務用
432476000 海豐丸 国際電気通信業務用
432477000 俊邦丸 国際電気通信業務用
432478000 第二厚栄丸 国際電気通信業務用
432479000 第二俊栄丸 国際電気通信業務用
432480000 第七鹿島丸 国際電気通信業務用
432481000 はたかぜ 国際電気通信業務用
432482000 第八丸喜丸 国際電気通信業務用
432484000 第一漁安丸 国際電気通信業務用
432485000 第十八幸洋丸 国際電気通信業務用
432486000 ゆうぎり 国際電気通信業務用
432487000 第二八興丸 国際電気通信業務用
432488000 第五十八事代丸 国際電気通信業務用
432489000 第二十一福積丸 国際電気通信業務用
432491000 第十八妙聖丸 国際電気通信業務用
432492000 まきなみ 国際電気通信業務用
432493000 さわかぜ 国際電気通信業務用
432494000 第八共進丸 国際電気通信業務用
432495000 エネルギー　アドバンス 国際電気通信業務用
432496000 だいこく丸 国際電気通信業務用
432497000 第八十八惣寶丸 国際電気通信業務用
432500000 くらま 国際電気通信業務用
432501000 清龍丸 国際電気通信業務用
432502000 せとぎり 国際電気通信業務用
432503000 第十五漁安丸 国際電気通信業務用
432505000 あそ 国際電気通信業務用
432506000 かいゆう 国際電気通信業務用
432507000 第八十五稲荷丸 国際電気通信業務用
432508000 第一新流丸 国際電気通信業務用
432509000 第二十七朝洋丸 国際電気通信業務用
432511000 進洋丸 国際電気通信業務用
432512000 第七千代丸 国際電気通信業務用
432513000 白鷺 国際電気通信業務用
432514000 ゆうだち 国際電気通信業務用
432515000 第七福壽丸 国際電気通信業務用
432516000 第三十七惣寶丸 国際電気通信業務用
432517000 スターマリンⅢ 国際電気通信業務用
432518000 第八十一石田丸 国際電気通信業務用
432519000 根岸丸 国際電気通信業務用
432521000 第三新生丸 国際電気通信業務用
432522000 ちきゅう 国際電気通信業務用
432523000 第五十八号繁栄丸 国際電気通信業務用
432525000 第二十六新生丸 国際電気通信業務用
432526000 江の島丸 国際電気通信業務用
432527000 でわ 国際電気通信業務用
432528000 オベリックス 国際電気通信業務用
432529000 第二勇仁丸 国際電気通信業務用
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432530000 ひだ 国際電気通信業務用
432531000 平成丸 国際電気通信業務用
432532000 海幸丸 国際電気通信業務用
432533000 第八白嶺丸 国際電気通信業務用
432535000 第三十八太英丸 国際電気通信業務用
432536000 日吉丸 国際電気通信業務用
432537000 第十一紀州丸 国際電気通信業務用
432538000 はくさん 国際電気通信業務用
432539000 第十一福積丸 国際電気通信業務用
432540000 第十八金栄丸 国際電気通信業務用
432541000 あかいし 国際電気通信業務用
432542000 やまと 国際電気通信業務用
432543000 昇陽丸 国際電気通信業務用
432544000 第八十八興栄丸 国際電気通信業務用
432545000 飛鳥Ⅱ 国際電気通信業務用
432546000 しまゆき 国際電気通信業務用
432547000 わかしまね 国際電気通信業務用
432548000 すずなみ 国際電気通信業務用
432549000 第三十一音代丸 国際電気通信業務用
432550000 仁洋丸 国際電気通信業務用
432551000 第六十八三光丸 国際電気通信業務用
432552000 八号宝喜丸 国際電気通信業務用
432554000 第拾弐俊洋丸 国際電気通信業務用
432555000 ＳＴＥＬＬＡＲ　ＨＡＲＶＥＳＴ 国際電気通信業務用
432556000 第六十八花咲丸 国際電気通信業務用
432557000 東興丸 国際電気通信業務用
432558000 千潮丸 国際電気通信業務用
432559000 第三十八大功丸 国際電気通信業務用
432560000 第五十二海形丸 国際電気通信業務用
432561000 第三十一幸栄丸 国際電気通信業務用
432562000 第十五海鷹丸 国際電気通信業務用
432563000 開栄丸 国際電気通信業務用
432564000 日本丸 国際電気通信業務用
432565000 北勝丸 国際電気通信業務用
432566000 第五十一健勝丸 国際電気通信業務用
432568000 第一祥豊丸 国際電気通信業務用
432569000 第六新生丸 国際電気通信業務用
432570000 さわぎり 国際電気通信業務用
432571000 第１１１福一丸 国際電気通信業務用
432572000 第八春日丸 国際電気通信業務用
432573000 第十八春日丸 国際電気通信業務用
432575000 豊潮丸 国際電気通信業務用
432576000 第１８快洋丸 国際電気通信業務用
432577000 第貳拾壱福龍丸 国際電気通信業務用
432578000 ＨＯＥＧＨ　ＢＲＡＳＩＬＩＡ 国際電気通信業務用
432579000 明陽丸 国際電気通信業務用
432580000 第五福積丸 国際電気通信業務用
432581000 第二十八事代丸 国際電気通信業務用
432582000 よしの 国際電気通信業務用
432583000 いそゆき 国際電気通信業務用
432584000 秀邦丸 国際電気通信業務用
432585000 興洋 国際電気通信業務用
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432586000 愛知丸 国際電気通信業務用
432587000 第十八松丸 国際電気通信業務用
432588000 吉栄丸 国際電気通信業務用
432589000 滄海丸 国際電気通信業務用
432590000 早潮丸 国際電気通信業務用
432591000 海祥丸 国際電気通信業務用
432592000 第十一幸久丸 国際電気通信業務用
432593000 あたご 国際電気通信業務用
432594000 ブルー・オーシャン 国際電気通信業務用
432595000 玲翰丸 国際電気通信業務用
432596000 耕洋丸 国際電気通信業務用
432598000 第七十五福壽丸 国際電気通信業務用
432599000 興隆丸 国際電気通信業務用
432600000 富士丸 国際電気通信業務用
432601000 第二十二漁運丸 国際電気通信業務用
432602000 第八開洋丸 国際電気通信業務用
432603000 ＨＯＥＧＨ　ＳＹＤＮＥＹ 国際電気通信業務用
432604000 しんみなみ丸 国際電気通信業務用
432605000 第十五東栄丸 国際電気通信業務用
432606000 ＷＨＩＴＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ 国際電気通信業務用
432607000 清和丸 国際電気通信業務用
432608000 第五十八福神丸 国際電気通信業務用
432609000 昭仙丸 国際電気通信業務用
432610000 ナッチャン　Ｒｅｒａ 国際電気通信業務用
432611000 第三千秋丸 国際電気通信業務用
432612000 第三十五豊進丸 国際電気通信業務用
432613000 ＡＵＲＯＲＡ　ＬＩＧＨＴ 国際電気通信業務用
432614000 第三十八福久丸 国際電気通信業務用
432615000 第五福久丸 国際電気通信業務用
432616000 第五十一福久丸 国際電気通信業務用
432617000 第二福久丸 国際電気通信業務用
432618000 日興丸 国際電気通信業務用
432619000 第十一八幡丸 国際電気通信業務用
432620000 ＣＨＩＴＯＳＥ 国際電気通信業務用
432621000 第三勇新丸 国際電気通信業務用
432622000 ＯＰＥＲＡ　ＷＨＩＴＥ 国際電気通信業務用
432623000 飯豊丸 国際電気通信業務用
432624000 ＰＯＳＥＩＤＯＮ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432625000 新興丸 国際電気通信業務用
432626000 第一五八欣栄丸 国際電気通信業務用
432627000 きそ 国際電気通信業務用
432628000 第八十七福一丸 国際電気通信業務用
432629000 ＧＥＯＲＧＩＡ　ＨＩＧＨＷＡＹ 国際電気通信業務用
432631000 第五十一喜福丸 国際電気通信業務用
432632000 はてるま 国際電気通信業務用
432633000 ＭＩＣＨＩＧＡＮ　ＨＩＧＨＷＡＹ 国際電気通信業務用
432634000 エネルギー　ナビゲーター 国際電気通信業務用
432635000 第八十三惣寶丸 国際電気通信業務用
432636000 第一憲洋丸 国際電気通信業務用
432637000 ナッチャン　Ｗｏｒｌｄ 国際電気通信業務用
432638000 資源 国際電気通信業務用
432639000 石城丸 国際電気通信業務用
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432640000 やまゆき 国際電気通信業務用
432641000 拓洋丸 国際電気通信業務用
432642000 やまぎり 国際電気通信業務用
432643000 しばうら 国際電気通信業務用
432644000 ＫＯＲＹＵ 国際電気通信業務用
432645000 みねゆき 国際電気通信業務用
432646000 弓張丸 国際電気通信業務用
432647000 第三十七傳丸 国際電気通信業務用
432648000 あしがら 国際電気通信業務用
432649000 さんこうみねらる 国際電気通信業務用
432650000 海翔 国際電気通信業務用
432651000 ＯＲＣＨＩＤ　ＡＣＥ 国際電気通信業務用
432653000 第八不動丸 国際電気通信業務用
432654000 第二十八金栄丸 国際電気通信業務用
432655000 幸鶴丸 国際電気通信業務用
432656000 吾妻丸 国際電気通信業務用
432657000 ＮＹＫ　ＯＲＰＨＥＵＳ 国際電気通信業務用
432658000 第十八明洋丸 国際電気通信業務用
432659000 第六十八伸光丸 国際電気通信業務用
432660000 赤崎丸 国際電気通信業務用
432661000 大宝丸 国際電気通信業務用
432662000 第五十八熊野丸 国際電気通信業務用
432663000 東陽丸 国際電気通信業務用
432664000 ＲＨＥＡ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432665000 ＡＤＲＩＡＴＩＣ　ＨＩＧＨＷＡＹ 国際電気通信業務用
432666000 ＡＥＧＥＡＮ　ＨＩＧＨＷＡＹ 国際電気通信業務用
432667000 第二とよふじ丸 国際電気通信業務用
432668000 第二十八源榮丸 国際電気通信業務用
432669000 ＨＥＳＴＩＡ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432670000 富士丸 国際電気通信業務用
432671000 菱安丸 国際電気通信業務用
432672000 第三十八天王丸 国際電気通信業務用
432673000 ＤＡＬＩＡ 国際電気通信業務用
432674000 いしがき 国際電気通信業務用
432675000 よなくに 国際電気通信業務用
432676000 第八十一天王丸 国際電気通信業務用
432678000 第十八覚栄丸 国際電気通信業務用
432680000 第八十三佐賀明神丸 国際電気通信業務用
432681000 幸亀丸 国際電気通信業務用
432682000 飛洋丸 国際電気通信業務用
432683000 勢水丸 国際電気通信業務用
432684000 りあす 国際電気通信業務用
432685000 第八十三福一丸 国際電気通信業務用
432686000 第七海工丸 国際電気通信業務用
432687000 第十八憲洋丸 国際電気通信業務用
432688000 双葉丸 国際電気通信業務用
432689000 しもきた 国際電気通信業務用
432690000 しれとこ 国際電気通信業務用
432691000 ＣＨＩＫＵＺＥＮ　ＭＡＲＵ 国際電気通信業務用
432692000 せとゆき 国際電気通信業務用
432693000 朋興丸 国際電気通信業務用
432694000 エネルギー　コンフィデンス 国際電気通信業務用
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432695000 第八十八清勝丸 国際電気通信業務用
432696000 第百十六鳳生丸 国際電気通信業務用
432697000 しまゆき 国際電気通信業務用
432698000 さくら 国際電気通信業務用
432699000 第三十八住宝丸 国際電気通信業務用
432700000 ＳＵ－ＯＨ 国際電気通信業務用
432701000 ＳＨＩＺＵＫＩＳＡＮ 国際電気通信業務用
432702000 菱誠丸 国際電気通信業務用
432703000 第百五十六鳳生丸 国際電気通信業務用
432704000 吾妻丸 国際電気通信業務用
432705000 第五十五吉丸 国際電気通信業務用
432706000 やいづ 国際電気通信業務用
432707000 ＳＡＫＵＲＡＧＡＷＡ 国際電気通信業務用
432708000 第二たいよう丸 国際電気通信業務用
432709000 第十五三笠丸 国際電気通信業務用
432710000 ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＣＲＯＳＳ 国際電気通信業務用
432711000 ありあけ丸 国際電気通信業務用
432712000 ＺＥＵＳ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432713000 艮洋 国際電気通信業務用
432714000 豊国 国際電気通信業務用
432715000 ＰＬＥＩＡＤＥＳ　　ＤＲＥＡＭ 国際電気通信業務用
432716000 ＢＩＳＨＵ　ＨＩＧＨＷＡＹ 国際電気通信業務用
432717000 ＲＩＧＥＬ 国際電気通信業務用
432718000 たじま 国際電気通信業務用
432719000 ＡＴＬＡＮＴＩＣ　ＴＩＧＥＲ 国際電気通信業務用
432720000 しきね 国際電気通信業務用
432721000 ＰＡＣＩＦＩＣ　ＧＬＯＲＹ 国際電気通信業務用
432722000 ＤＩＯＮＹＳＯＳ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432723000 ＨＥＬＩＯＳ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432724000 ＫＡＳＨＩＭＡＳＡＮ 国際電気通信業務用
432725000 ＫＡＭＩＮＥＳＡＮ 国際電気通信業務用
432726000 第七わかば丸 国際電気通信業務用
432727000 福島丸 国際電気通信業務用
432728000 ＭＡＴＳＵＵＲＡ 国際電気通信業務用
432729000 ＤＡＥＤＡＬＵＳ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432730000 第八合栄丸 国際電気通信業務用
432731000 第八福久丸 国際電気通信業務用
432732000 ＪＰ　ＣＯＲＡＬ 国際電気通信業務用
432733000 ＢＬＵＥ　ＩＳＬＡＮＤ 国際電気通信業務用
432734000 ＰＬＥＩＡＤＥＳ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432735000 ＳＥＴＡＧＡＷＡ 国際電気通信業務用
432736000 第二憲洋丸 国際電気通信業務用
432737000 ＥＬ　ＳＯＬ　ＳＡＬＥ 国際電気通信業務用
432738000 第二ふじ丸 国際電気通信業務用
432739000 千葉丸 国際電気通信業務用
432740000 あまぎ 国際電気通信業務用
432741000 すずか 国際電気通信業務用
432742000 こしき 国際電気通信業務用
432743000 新潮丸 国際電気通信業務用
432744000 ＫＵＲＥＮＡＩ 国際電気通信業務用
432745000 ひびき 国際電気通信業務用
432746000 幸鷹丸 国際電気通信業務用
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432747000 岩手丸 国際電気通信業務用
432748000 ＳＴＡＲ　ＡＮＧＥＬ 国際電気通信業務用
432749000 ＲＵＢＩＮ　ＡＲＴＥＭＩＳ 国際電気通信業務用
432750000 ＪＰ　ＭＡＧＥＮＴＡ 国際電気通信業務用
432751000 はやま 国際電気通信業務用
432752000 ＣＡＰＥ　ＹＡＭＡＢＵＫＩ 国際電気通信業務用
432753000 海友丸 国際電気通信業務用
432754000 ＪＰ　ＡＺＵＲＥ 国際電気通信業務用
432755000 ＳＨＩＲＡＭＩＺＵ 国際電気通信業務用
432756000 第一陽周丸 国際電気通信業務用
432757000 第拾七富栄丸 国際電気通信業務用
432758000 ＭＡＩＺＵＲＵ　ＢＥＮＴＥＮ 国際電気通信業務用
432759000 ＳＨＩＮ　ＮＩＣＨＩＨＯ 国際電気通信業務用
432760000 第五開洋丸 国際電気通信業務用
432761000 第七勝漁丸 国際電気通信業務用
432762000 風神 国際電気通信業務用
432763000 石城丸 国際電気通信業務用
432764000 ＴＡＫＡＳＵＺＵ 国際電気通信業務用
432765000 博隆丸 国際電気通信業務用
432766000 ＯＲＩＯＮ　ＴＲＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432767000 ＣＡＰＥ　ＴＳＵＢＡＫＩ 国際電気通信業務用
432768000 第八海工丸 国際電気通信業務用
432769000 第十八東丸 国際電気通信業務用
432770000 さんこう　ぱわあ 国際電気通信業務用
432771000 ＶＥＧＡ　ＤＲＥＡＭ 国際電気通信業務用
432772000 ＭＡＩＺＵＲＵ　ＢＩＳＨＡＭＯＮ 国際電気通信業務用
432773000 ＹＡＭＡＴＯ 国際電気通信業務用
432774000 ＡＭＡＫＵＳＡ　ＩＳＬＡＮＤ 国際電気通信業務用
432775000 第七十八伸光丸 国際電気通信業務用
432776000 第十七祐喜丸 国際電気通信業務用
432777000 かつら 国際電気通信業務用
432778000 開成丸 国際電気通信業務用
432779000 ＩＷＡＴＥＳＡＮ 国際電気通信業務用
432780000 ＦＩＲＳＴ　ＩＢＩＳ 国際電気通信業務用
432781000 ＯＮＯＥ 国際電気通信業務用
432782000 ＭＯＮＡ　ＬＩＮＤＥＮ 国際電気通信業務用
432783000 ＡＴＬＡＳ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432784000 ＴＯＳＡ 国際電気通信業務用
432785000 ＮＯＳＨＩＲＯ　ＭＡＲＵ 国際電気通信業務用
432786000 ＣＡＰＥ　ＳＡＫＵＲＡ 国際電気通信業務用
432787000 陽光丸 国際電気通信業務用
432788000 ＭＹＯＫＥＮ 国際電気通信業務用
432789000 ＮＳＳ　ＡＤＶＡＮＣＥ 国際電気通信業務用
432790000 ＡＳＴＥＲＩＡ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432791000 むろね 国際電気通信業務用
432792000 海王丸 国際電気通信業務用
432793000 ＳＨＩＮ　ＨＥＩＲＹＵ 国際電気通信業務用
432794000 ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＣＲＯＳＳ　ＤＲＥＡＭ 国際電気通信業務用
432795000 ＦＩＲＳＴ　ＥＡＧＬＥ 国際電気通信業務用
432796000 第六十三惣寶丸 国際電気通信業務用
432797000 第百五十八鳳生丸 国際電気通信業務用
432798000 ＣＡＰＥ　ＡＷＯＢＡ 国際電気通信業務用
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432799000 ＳＥＫＩＹＯ 国際電気通信業務用
432800000 ＳＨＩＮＲＹＯ　ＭＡＲＵ 国際電気通信業務用
432801000 ＧＲＥＡＴ　ＳＵＮＲＩＳＥ 国際電気通信業務用
432802000 第七十三天王丸 国際電気通信業務用
432803000 ＨＥＲＣＵＬＥＳ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432804000 第一八幡丸 国際電気通信業務用
432805000 時津丸 国際電気通信業務用
432806000 第１５泰勢丸 国際電気通信業務用
432807000 エネルギー　ホライズン 国際電気通信業務用
432808000 ＦＯＲＴＵＮＥ　ＱＵＩＮＴＥＴ 国際電気通信業務用
432809000 あかつき丸 国際電気通信業務用
432810000 ＡＮＴＡＲＥＳ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432811000 ＯＨＭＩＮＥＳＡＮ 国際電気通信業務用
432812000 第一伸興丸 国際電気通信業務用
432813000 ＯＣＥＡＮ　ＬＥＯ 国際電気通信業務用
432814000 パノラミックス 国際電気通信業務用
432815000 ＩＳＵＺＵＧＡＷＡ 国際電気通信業務用
432816000 清和丸 国際電気通信業務用
432817000 ＡＬＴＡＩＲ　ＬＥＡＤＥＲ 国際電気通信業務用
432818000 第一礼文丸 国際電気通信業務用
432819000 ＯＮＧＡ 国際電気通信業務用
432820000 ＨＡＫＫＡＩＳＡＮ 国際電気通信業務用
432821000 ＳＴＡＲ　ＦＯＲＴＵＮＥ 国際電気通信業務用
432822000 土佐海援丸 国際電気通信業務用
432823000 ＢＡＯＳＴＥＥＬ　ＥＭＯＴＩＯＮ 国際電気通信業務用
432824000 ＤＯＶＥＲ　ＨＩＧＨＷＡＹ 国際電気通信業務用
432825000 第五雄豊丸 国際電気通信業務用
432826000 第八十七富丸 国際電気通信業務用
432827000 第十八三笠丸 国際電気通信業務用
432828000 ＫＩＮＫＯ　ＭＡＲＵ 国際電気通信業務用
432829000 信濃丸 国際電気通信業務用
432830000 ＷＵＧＡＮＧ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 国際電気通信業務用
432831000 高松丸 国際電気通信業務用
432832000 ＴＡＫＡＭＩＮＥ 国際電気通信業務用
432833000 白嶺 国際電気通信業務用
432834000 龍栄丸 国際電気通信業務用
432835000 ＣＡＰＥ　ＶＡＮＧＵＡＲＤ 国際電気通信業務用
432836000 ＲＩＳＩＮＧ　ＳＵＮ 国際電気通信業務用
432837000 むさし 国際電気通信業務用
432838000 ＥＮＥＲＧＩＡ　ＣＥＮＴＡＵＲＵＳ 国際電気通信業務用
432839000 ＥＵＲＡＳＩＡＮ　ＨＩＧＨＷＡＹ 国際電気通信業務用
432840000 もとぶ 国際電気通信業務用
432841000 ＴＡＣＨＩＢＡＮＡ 国際電気通信業務用
432842000 北斗 国際電気通信業務用
432844000 しんあき丸 国際電気通信業務用
432845000 第十八宮丸 国際電気通信業務用
432846000 みやこ 国際電気通信業務用
432847000 ＭＩＤＮＩＧＨＴ　ＤＲＥＡＭ 国際電気通信業務用
432848000 第八十八清福丸 国際電気通信業務用
432849000 ＴＯＭ　ＰＲＩＣＥ 国際電気通信業務用
432850000 かごしま丸 国際電気通信業務用
432851000 えとぴりか 国際電気通信業務用
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432852000 くにがみ 国際電気通信業務用
432853000 ＳＨＩＮ　ＳＡＮＹＯ　ＭＡＲＵ 国際電気通信業務用
432854000 ＣＰ－５００１ 国際電気通信業務用
432855000 ＴＡＨＡＲＯＡ　ＤＥＳＴＩＮＹ 国際電気通信業務用
432856000 第一長久丸 国際電気通信業務用
432857000 ＳＡＲＧＡＭ 国際電気通信業務用
432858000 新富士丸 国際電気通信業務用
432859000 第二丸中丸 国際電気通信業務用
432860000 第六十八善龍丸 国際電気通信業務用
432861000 雄山丸 国際電気通信業務用
432862000 ＲＯＫＫＯＳＡＮ 国際電気通信業務用
432863000 ＣＡＰＥ　ＳＡＬＶＩＡ 国際電気通信業務用
432864000 ＳＡＮＧＥＥＴ 国際電気通信業務用
432865000 ＣＡＰＥ　ＲＯＳＡ 国際電気通信業務用
432866000 ＣＡＰＥ　ＦＵＴＵＲＥ 国際電気通信業務用
432867000 第八若潮丸 国際電気通信業務用
432868000 第八十八博洋丸 国際電気通信業務用
432869000 第一恵比須丸 国際電気通信業務用
432870000 らんばあと丸 国際電気通信業務用
432871000 第五十三進洋丸 国際電気通信業務用
432872000 第三太喜丸 国際電気通信業務用
432873000 第八三笠丸 国際電気通信業務用
432874000 第八十一明神丸 国際電気通信業務用
432875000 新須磨 国際電気通信業務用
432876000 ＦＲＯＮＴＩＥＲ　ＷＡＶＥ　 国際電気通信業務用
432877000 東鳳 国際電気通信業務用
432878000 第五八幡丸 国際電気通信業務用
432879000 ＣＯＲＯＮＡ　ＦＲＯＮＴＩＥＲ 国際電気通信業務用
432880000 第六十三幸漁丸 国際電気通信業務用
432881000 第八豊清丸 国際電気通信業務用
432882000 ＯＲＥ　ＮＯＵＭＥＡ 国際電気通信業務用
432883000 ＳＩＮＣＥＲＥ　ＳＡＬＵＴＥ 国際電気通信業務用
432884000 第八太成丸 国際電気通信業務用
432885000 ＣＯＲＯＮＡ　ＩＮＦＩＮＩＴＹ 国際電気通信業務用
432886000 ＳＨＡＧＡＮＧ　ＳＵＮＳＨＩＮＥ 国際電気通信業務用
432887000 ＮＳＳ　ＥＮＤＥＡＶＯＲ 国際電気通信業務用
432888000 ＨＥＲＭＥＳ　ＩＳＬＡＮＤ 国際電気通信業務用
432889000 つばさ 国際電気通信業務用
432890000 第一明神丸 国際電気通信業務用
432891000 第十一光洋丸 国際電気通信業務用
432892000 かいもん丸 国際電気通信業務用
432893000 第八十八盛勝丸 国際電気通信業務用
432894000 第八十八福徳丸 国際電気通信業務用
432895000 第三十一日東丸 国際電気通信業務用
432896000 第三十七金栄丸 国際電気通信業務用
432897000 ＣＡＰＥ　ＡＣＡＣＩＡ 国際電気通信業務用
432898000 ＥＬＥＧＡＮＴ　ＳＡＬＵＴＥ 国際電気通信業務用
432899000 神海丸 国際電気通信業務用
432900000 沖鳥丸 国際電気通信業務用
432901000 はくたか 国際電気通信業務用
432902000 ＧＲＡＮＤＥ　ＰＲＯＧＲＥＳＳＯ 国際電気通信業務用
432903000 ＣＡＰＥ　ＳＯＰＨＩＡ 国際電気通信業務用
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432904000 ＥＩＧＥＮ 国際電気通信業務用
432905000 ＮＳＵ　ＬＯＤＥＳＴＡＲ 国際電気通信業務用
432906000 第二十一正進丸 国際電気通信業務用
432907000 第八十一大喜丸 国際電気通信業務用
432908000 光邦丸 国際電気通信業務用
432909000 第三十五豊進丸 国際電気通信業務用
432910000 ＧＯＬＤＥＮ　ＨＯＲＩＺＯＮ 国際電気通信業務用
432911000 第十二あや丸 国際電気通信業務用
432912000 ＣＯＲＯＮＡ　ＨＯＲＩＺＯＮ 国際電気通信業務用
432913000 ＣＯＲＯＮＡ　ＧＡＲＬＡＮＤ 国際電気通信業務用
432914000 第五十八事代丸 国際電気通信業務用
432915000 グレート　クレイン 国際電気通信業務用
432916000 とうきょう丸 国際電気通信業務用
432917000 第六十八福神丸 国際電気通信業務用
432918000 第１２３勝栄丸 国際電気通信業務用
432919000 ＳＨＩＮ－ＥＩ 国際電気通信業務用
432920000 第八十八福栄丸 国際電気通信業務用
432921000 ＣＯＲＯＮＡ　ＪＯＹＦＵＬ 国際電気通信業務用
432922000 第十八八幡丸 国際電気通信業務用
432923000 ＡＬＴＡＩＲ　ＤＲＥＡＭ 国際電気通信業務用
432924000 第三十八漁福丸 国際電気通信業務用
432925000 白新丸 国際電気通信業務用
432926000 ＧＲＡＮＤＥ　ＳＯＬＡＲＩＳ 国際電気通信業務用
432927000 第五十一開洋丸 国際電気通信業務用
432928000 新青丸 国際電気通信業務用
432929000 かいよう 国際電気通信業務用
432930000 ＡＴＨＥＮＳ　ＨＩＧＨＷＡＹ 国際電気通信業務用
432931000 ＮＳＳ　ＦＯＲＴＵＮＥ 国際電気通信業務用
432932000 第二十一権栄丸 国際電気通信業務用
432933000 第八十一豊清丸 国際電気通信業務用
432934000 ＳＵＯＨ　ＰＡＣＩＦＩＣ 国際電気通信業務用
432935000 グレース　ダリア 国際電気通信業務用
432936000 第七十八幸榮丸 国際電気通信業務用
432937000 ＦＲＯＮＴＩＥＲ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ 国際電気通信業務用
432938000 ＭＡＩＺＵＲＵ　ＫＩＣＨＩＪＯ 国際電気通信業務用
432939000 ほくと 国際電気通信業務用
432940000 松柏 国際電気通信業務用
432941000 菱明丸 国際電気通信業務用
432942000 第七福洋丸 国際電気通信業務用
432944000 第八十三恵隆丸 国際電気通信業務用
432945000 徳邦丸 国際電気通信業務用
432946000 ＳＨＩＮＷＡ－ＭＡＲＵ 国際電気通信業務用
432949000 新日丸 国際電気通信業務用
431000010 きい 国内電気通信業務用
431000030 第五きよ丸 国内電気通信業務用
431000040 やまぶき 国内電気通信業務用
431000060 ナッチャンＲｅｒａ 国内電気通信業務用
431000080 倭丸 国内電気通信業務用
431000190 えちぜん 国内電気通信業務用
431000490 あしがら 国内電気通信業務用
431000510 ＡＱＵＡＴＩＣ　ＶＩＬＬＡＩＮ 国内電気通信業務用
431000520 第二十八幸丸 国内電気通信業務用
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431000530 第十八金栄丸 国内電気通信業務用
431000540 第十五富丸 国内電気通信業務用
431000560 パシフィックブリーズ 国内電気通信業務用
431000580 海王丸 国内電気通信業務用
431000590 いしかり 国内電気通信業務用
431000620 第六十八北星丸 国内電気通信業務用
431000640 美ら海丸 国内電気通信業務用
431000650 土佐海援丸 国内電気通信業務用
431000670 扇奥羽丸 国内電気通信業務用
431000730 第一寿和丸 国内電気通信業務用
431000750 第八若潮丸 国内電気通信業務用
431000760 第五十三進洋丸 国内電気通信業務用
431000770 第六十三幸漁丸 国内電気通信業務用
431000810 制海 国内電気通信業務用
431000820 第六十二源榮丸 国内電気通信業務用
431000840 第六十五源榮丸 国内電気通信業務用
431000860 第六十七源榮丸 国内電気通信業務用
431000870 第七十一八重丸 国内電気通信業務用
431000890 共栄丸 国内電気通信業務用
431000910 第八十三恵隆丸 国内電気通信業務用
431002680 ドリーム 国内電気通信業務用
431100030 第六わかば丸 国内電気通信業務用
431100040 第三十二健勝丸 国内電気通信業務用
431100060 かとり 国内電気通信業務用
431100070 フェニックス　エキスプレス 国内電気通信業務用
431100080 第七事代丸 国内電気通信業務用
431100100 さんふらわあ　みと 国内電気通信業務用
431100170 第二十一健勝丸 国内電気通信業務用
431100180 ゆらり 国内電気通信業務用
431100330 衣笠 国内電気通信業務用
431100340 第一興祐丸 国内電気通信業務用
431100350 天洋 国内電気通信業務用
431100360 おき 国内電気通信業務用
431100380 ＭＡＲＩＬＩＡ 国内電気通信業務用
431100390 マゼランメジャー７ 国内電気通信業務用
431100440 第八大成丸 国内電気通信業務用
431100460 シーフェラー 国内電気通信業務用
431100470 フェリーつくば 国内電気通信業務用
431100480 第六十五住吉丸 国内電気通信業務用
431100530 第十六住吉丸 国内電気通信業務用
431100580 第八十八富栄丸 国内電気通信業務用
431100610 第三十八事代丸 国内電気通信業務用
431100650 第六十八隆輝丸 国内電気通信業務用
431100660 松耀丸 国内電気通信業務用
431100690 第三千秋丸 国内電気通信業務用
431100730 第十八大成丸 国内電気通信業務用
431100740 第二十八大成丸 国内電気通信業務用
431100750 第五十一幸漁丸 国内電気通信業務用
431100770 第三十七傳丸 国内電気通信業務用
431100790 第十五東栄丸 国内電気通信業務用
431100830 鴻遠丸 国内電気通信業務用
431100840 かめりあ丸 国内電気通信業務用
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431100850 第二はやぶさ丸 国内電気通信業務用
431100890 第三十五太宝丸 国内電気通信業務用
431100910 第五十八事代丸 国内電気通信業務用
431100920 第三興佑丸 国内電気通信業務用
431100930 第二興佑丸 国内電気通信業務用
431100940 第三十八幸漁丸 国内電気通信業務用
431100960 第五十八太幸丸 国内電気通信業務用
431100970 第六十八住吉丸 国内電気通信業務用
431100990 第六十八長久丸 国内電気通信業務用
431101060 第八十三熊野丸 国内電気通信業務用
431101070 第五新生丸 国内電気通信業務用
431101080 第七十七豊進丸 国内電気通信業務用
431101090 第二十八事代丸 国内電気通信業務用
431101150 Ｓｐｉｒｉｔ　Ｏｆ　ｙｕｋｏｈ 国内電気通信業務用
431101190 第十一福神丸 国内電気通信業務用
431101210 第八十三欣栄丸 国内電気通信業務用
431101230 第十一住吉丸 国内電気通信業務用
431101240 第二十一磯前丸 国内電気通信業務用
431101260 ジェーソン 国内電気通信業務用
431101280 第七北斗丸 国内電気通信業務用
431101320 第八海星丸 国内電気通信業務用
431101330 つばさ 国内電気通信業務用
431101340 第三福神丸 国内電気通信業務用
431200010 竜喜丸 国内電気通信業務用
431200030 第五十一福久丸 国内電気通信業務用
431200040 第八春日丸 国内電気通信業務用
431200050 第七海工丸 国内電気通信業務用
431200060 第八永盛丸 国内電気通信業務用
431200070 第二十一開祐丸 国内電気通信業務用
431200090 ふじき 国内電気通信業務用
431200120 第拾七富栄丸 国内電気通信業務用
431200130 甚一丸 国内電気通信業務用
431200140 安市丸 国内電気通信業務用
431200150 第八十八福徳丸 国内電気通信業務用
431200170 第一仙昌丸 国内電気通信業務用
431200180 第八十一若潮丸 国内電気通信業務用
431200190 第三十八福久丸 国内電気通信業務用
431200210 第八十七若潮丸 国内電気通信業務用
431200240 三十八号喜與丸 国内電気通信業務用
431200250 新宝丸 国内電気通信業務用
431200260 第八十二福一丸 国内電気通信業務用
431200280 第三十五福積丸 国内電気通信業務用
431200350 第五福久丸 国内電気通信業務用
431200370 第二憲洋丸 国内電気通信業務用
431200430 第十一福積丸 国内電気通信業務用
431200440 第八十八興栄丸 国内電気通信業務用
431200450 第十一新流丸 国内電気通信業務用
431200460 第三十三得将丸 国内電気通信業務用
431200490 吉栄丸 国内電気通信業務用
431200520 第１０８海王丸 国内電気通信業務用
431200530 第八十一海王丸 国内電気通信業務用
431200550 参号弘貴丸 国内電気通信業務用
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431200560 第２６号勇仁丸 国内電気通信業務用
431200570 第十八金栄丸 国内電気通信業務用
431200590 第十八春日丸 国内電気通信業務用
431200620 第一長久丸 国内電気通信業務用
431200640 第八十七福一丸 国内電気通信業務用
431200650 第五十八事代丸 国内電気通信業務用
431200720 第二福久丸 国内電気通信業務用
431200730 第七福久丸 国内電気通信業務用
431200740 第七十五福壽丸 国内電気通信業務用
431200750 第貳拾壱福龍丸 国内電気通信業務用
431200760 第五福積丸 国内電気通信業務用
431200790 第十八海上丸 国内電気通信業務用
431200810 第六十一福壽丸 国内電気通信業務用
431200830 第八盛秋丸 国内電気通信業務用
431200840 海祥丸 国内電気通信業務用
431200850 エスポアール 国内電気通信業務用
431200860 第七十八富栄丸 国内電気通信業務用
431200880 第一音代丸 国内電気通信業務用
431200890 第一慶福丸 国内電気通信業務用
431200910 第十八勝栄丸 国内電気通信業務用
431200950 亀吉丸 国内電気通信業務用
431200960 第十一光徳丸 国内電気通信業務用
431200970 第三十一日光丸 国内電気通信業務用
431200980 第二十一福積丸 国内電気通信業務用
431200990 第十八日之出丸 国内電気通信業務用
431201010 第八興栄丸 国内電気通信業務用
431201020 第五長久丸 国内電気通信業務用
431201040 第３海洋丸 国内電気通信業務用
431201060 第６秀宝丸 国内電気通信業務用
431201090 いしかり 国内電気通信業務用
431201130 きたかみ 国内電気通信業務用
431201140 美穂 国内電気通信業務用
431201150 第六十二神州丸 国内電気通信業務用
431201160 第六十六神州丸 国内電気通信業務用
431201170 第１１１神州丸 国内電気通信業務用
431300010 昭晴丸 国内電気通信業務用
431300070 やっちゃん 国内電気通信業務用
431300170 第八幸洋丸 国内電気通信業務用
431300180 おおさかエキスプレス 国内電気通信業務用
431300270 紀州丸 国内電気通信業務用
431300320 金絋丸 国内電気通信業務用
431300350 光英丸 国内電気通信業務用
431300420 第八長栄丸 国内電気通信業務用
431300450 第三十八正丸 国内電気通信業務用
431300480 辰丸 国内電気通信業務用
431300520 第三妙成丸 国内電気通信業務用
431400010 島根丸 国内電気通信業務用
431400020 第二十二愛廣丸 国内電気通信業務用
431400030 第二吉丸 国内電気通信業務用
431400040 新興丸 国内電気通信業務用
431400050 第三兼正丸 国内電気通信業務用
431400060 第五良栄丸 国内電気通信業務用
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431400090 第三鵬伸丸 国内電気通信業務用
431400140 弘洋丸 国内電気通信業務用
431500020 第八十八海豊丸 国内電気通信業務用
431500040 第三十八合栄丸 国内電気通信業務用
431500050 第五有漁丸 国内電気通信業務用
431500060 第三十八しんこう丸 国内電気通信業務用
431500070 第二十一勇仁丸 国内電気通信業務用
431500100 第八十八鷹丸 国内電気通信業務用
431500110 第八十一鷹丸 国内電気通信業務用
431500120 第八大喜丸 国内電気通信業務用
431500130 第一勇仁丸 国内電気通信業務用
431500150 第一礼文丸 国内電気通信業務用
431500180 第八合栄丸 国内電気通信業務用
431500190 第百八太和丸 国内電気通信業務用
431500210 第二十一新盛丸 国内電気通信業務用
431500220 第二十号勇仁丸 国内電気通信業務用
431500230 第二十八幸進丸 国内電気通信業務用
431500240 第一宇和海 国内電気通信業務用
431500250 第十八盛豊丸 国内電気通信業務用
431500260 第二宇和海 国内電気通信業務用
431500270 第十八勝丸 国内電気通信業務用
431500290 新春日丸 国内電気通信業務用
431500330 第十一一栄丸 国内電気通信業務用
431500340 第五十八住宝丸 国内電気通信業務用
431500350 第三十八幸漁丸 国内電気通信業務用
431500360 第七十一海援丸 国内電気通信業務用
431500370 藤田藤丸 国内電気通信業務用
431500380 第五海皇丸 国内電気通信業務用
431500390 仁洋丸 国内電気通信業務用
431500400 土佐日吉丸 国内電気通信業務用
431500410 金漁丸 国内電気通信業務用
431500420 第六十八海豊丸 国内電気通信業務用
431500430 第一海星丸 国内電気通信業務用
431500450 海豐丸 国内電気通信業務用
431500460 第二十九誉丸 国内電気通信業務用
431500470 第八十八太和丸 国内電気通信業務用
431500480 興成丸 国内電気通信業務用
431500510 第一憲洋丸 国内電気通信業務用
431500520 第七十八大黒丸 国内電気通信業務用
431500530 第七海星丸 国内電気通信業務用
431500560 第三十八福寿丸 国内電気通信業務用
431500590 第八十八東高丸 国内電気通信業務用
431500610 第八進栄丸 国内電気通信業務用
431500640 第七十八昭徳丸 国内電気通信業務用
431500650 第三十八勝丸 国内電気通信業務用
431500660 第三十一新盛丸 国内電気通信業務用
431500680 第七十二昭徳丸 国内電気通信業務用
431500690 第七十三昭徳丸 国内電気通信業務用
431500710 第七十五昭徳丸 国内電気通信業務用
431500720 莉奈丸 国内電気通信業務用
431500730 第十一俊幸丸 国内電気通信業務用
431500760 第二十一龍生丸 国内電気通信業務用
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431500770 第七十八喜漁丸 国内電気通信業務用
431500780 徳慎丸 国内電気通信業務用
431500790 第七十八東高丸 国内電気通信業務用
431500820 第十八錦正丸 国内電気通信業務用
431500830 第二十七開成丸 国内電気通信業務用
431500850 第五ふく丸 国内電気通信業務用
431500860 第三十八太英丸 国内電気通信業務用
431500870 十七名徳丸 国内電気通信業務用
431500880 第十一松丸 国内電気通信業務用
431500910 八十八高豊丸 国内電気通信業務用
431500920 第十八光優丸 国内電気通信業務用
431500930 第三十一大力丸 国内電気通信業務用
431500940 第十一桂丸 国内電気通信業務用
431500950 大黒浩栄丸 国内電気通信業務用
431500960 第八勝輝丸 国内電気通信業務用
431500970 拾参号弘貴丸 国内電気通信業務用
431500990 第三十八高豊丸 国内電気通信業務用
431501010 竹丸 国内電気通信業務用
431501040 正福丸 国内電気通信業務用
431501050 第三十八長久丸 国内電気通信業務用
431501060 第三十八住宝丸 国内電気通信業務用
431501070 栄吉丸 国内電気通信業務用
431501120 第二十五金重丸 国内電気通信業務用
431501130 第十一黒潮丸 国内電気通信業務用
431501140 第５８佐賀勝丸 国内電気通信業務用
431501150 明神正宝丸 国内電気通信業務用
431501170 第三十三海援丸 国内電気通信業務用
431501180 第二十三海援丸 国内電気通信業務用
431501210 第五十八合栄丸 国内電気通信業務用
431501220 第十八長久丸 国内電気通信業務用
431501230 第二十八長久丸 国内電気通信業務用
431501240 第二十八建久丸 国内電気通信業務用
431501250 第五十号海援丸 国内電気通信業務用
431501260 第三十八美阿丸 国内電気通信業務用
431600010 第八大洋丸 国内電気通信業務用
431600020 第八英祥丸 国内電気通信業務用
431600070 第八千代丸 国内電気通信業務用
431600090 第一旭丸 国内電気通信業務用
431600120 第一豊栄丸 国内電気通信業務用
431600130 十七号福丸 国内電気通信業務用
431600140 第二十三鷹丸 国内電気通信業務用
431600150 第三十八幸徳丸 国内電気通信業務用
431600170 クイーンコーラル 国内電気通信業務用
431600180 栄和丸 国内電気通信業務用
431600190 第十八大共丸 国内電気通信業務用
431600200 第八十一若潮丸 国内電気通信業務用
431600210 三十六号仁庄丸 国内電気通信業務用
431600220 第五十一喜福丸 国内電気通信業務用
431600230 漁安丸 国内電気通信業務用
431600240 第十五寶進丸 国内電気通信業務用
431600250 福聚海丸 国内電気通信業務用
431600260 第三十一太漁丸 国内電気通信業務用
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431600270 第八十三若潮丸 国内電気通信業務用
431600280 第十八事代丸 国内電気通信業務用
431600290 第七大喜丸 国内電気通信業務用
431600300 御鉾丸 国内電気通信業務用
431600310 第二十八一丸 国内電気通信業務用
431600320 第十八正丸 国内電気通信業務用
431600330 第八光栄丸 国内電気通信業務用
431600340 第十八漁雄丸 国内電気通信業務用
431600350 三十五号喜福丸 国内電気通信業務用
431600360 第六拾八俊洋丸 国内電気通信業務用
431600370 くろかみ 国内電気通信業務用
431600390 第二十五勇仁丸 国内電気通信業務用
431600410 第十八とべしま丸 国内電気通信業務用
431600420 第二十一漁福丸 国内電気通信業務用
431600430 第三号旭丸 国内電気通信業務用
431600460 第二十三孝勝丸 国内電気通信業務用
431600470 第二十一新生丸 国内電気通信業務用
431600490 栄幸丸 国内電気通信業務用
431600520 第八喜與丸 国内電気通信業務用
431600530 第十八号宝陽丸 国内電気通信業務用
431600540 第八十三常栄丸 国内電気通信業務用
431600560 第五米榮丸 国内電気通信業務用
431600570 第八庄福丸 国内電気通信業務用
431600580 真徳丸 国内電気通信業務用
431600590 第二十一徳宝丸 国内電気通信業務用
431600610 第一雄星丸 国内電気通信業務用
431600620 第八まつ丸 国内電気通信業務用
431600630 第一芳竜丸 国内電気通信業務用
431600640 保栄丸 国内電気通信業務用
431600650 第五孝漁丸 国内電気通信業務用
431600660 第八幸伸丸 国内電気通信業務用
431600670 第一平成丸 国内電気通信業務用
431600680 第五幸丸 国内電気通信業務用
431600690 第八旭丸 国内電気通信業務用
431600710 第八善福丸 国内電気通信業務用
431600730 第八壽利丸 国内電気通信業務用
431600740 第二十一漁生丸 国内電気通信業務用
431600760 第十八和丸 国内電気通信業務用
431600780 第一芳新丸 国内電気通信業務用
431600790 第五とも丸 国内電気通信業務用
431600810 政亮丸 国内電気通信業務用
431600830 克栄丸 国内電気通信業務用
431600850 第三十二得将丸 国内電気通信業務用
431600870 第八俊栄丸 国内電気通信業務用
431600880 第一丸六丸 国内電気通信業務用
431600890 第一山田丸 国内電気通信業務用
431600910 第二山田丸 国内電気通信業務用
431600920 第五十八恵漁丸 国内電気通信業務用
431600930 八号三代丸 国内電気通信業務用
431600950 第五萬漁丸 国内電気通信業務用
431600960 二十三号海徳丸 国内電気通信業務用
431600970 第十八天龍丸 国内電気通信業務用
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431600990 第１１丸六丸 国内電気通信業務用
431601070 第十八金比羅丸 国内電気通信業務用
431601080 第三神徳丸 国内電気通信業務用
431601110 第十一号和新丸 国内電気通信業務用
431601120 第五千鳥丸 国内電気通信業務用
431601130 第十一長久丸 国内電気通信業務用
431601140 第五十五竹丸 国内電気通信業務用
431601150 第八長久丸 国内電気通信業務用
431601160 第三信得丸 国内電気通信業務用
431601170 第一号藤丸 国内電気通信業務用
431601180 第八阿蘇丸 国内電気通信業務用
431601240 第八海星丸 国内電気通信業務用
431601290 第五十八松福丸 国内電気通信業務用
431601320 第八浩丸 国内電気通信業務用
431601340 第２８漁勝丸 国内電気通信業務用
431601350 二十八号幸栄丸 国内電気通信業務用
431601390 第三十八漁勝丸 国内電気通信業務用
431601430 第五十三海王丸 国内電気通信業務用
431601480 第三十八海幸丸 国内電気通信業務用
431601510 第二十三常栄丸 国内電気通信業務用
431601520 第２８徳栄丸 国内電気通信業務用
431601550 第八十一豊栄丸 国内電気通信業務用
431601560 第十八新生丸 国内電気通信業務用
431601570 第八廣栄丸 国内電気通信業務用
431601590 第八大慶丸 国内電気通信業務用
431601620 誠喜丸 国内電気通信業務用
431601650 第五昇輝丸 国内電気通信業務用
431601690 三十五号幸誠丸 国内電気通信業務用
431601720 第十八喜代丸 国内電気通信業務用
431601750 第六十八松福丸 国内電気通信業務用
431601770 第十五山田丸 国内電気通信業務用
431601810 第八幸誠丸 国内電気通信業務用
431601820 第十一寿丸 国内電気通信業務用
431601830 第二十二勝徳丸 国内電気通信業務用
431601840 第三十八龍栄丸 国内電気通信業務用
431601850 第一松栄丸 国内電気通信業務用
431601910 第２８大洋丸 国内電気通信業務用
431601920 第三幸徳丸 国内電気通信業務用
431601930 第八十六若潮丸 国内電気通信業務用
431601940 第二十八若潮丸 国内電気通信業務用
431601950 第五海星丸 国内電気通信業務用
431601970 第三寿丸 国内電気通信業務用
431602020 第二龍生丸 国内電気通信業務用
431602040 第八福栄丸 国内電気通信業務用
431602060 第三十八福栄丸 国内電気通信業務用
431602090 第八慎洋丸 国内電気通信業務用
431602110 第三十一光伸丸 国内電気通信業務用
431602120 鳳丸 国内電気通信業務用
431602130 第七十八長久丸 国内電気通信業務用
431602140 第七廣漁丸 国内電気通信業務用
431602150 拓洋丸 国内電気通信業務用
431602160 第一とし丸 国内電気通信業務用
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431602180 第十八昭徳丸 国内電気通信業務用
431602190 第二十一昭徳丸 国内電気通信業務用
431602220 第五松榮丸 国内電気通信業務用
431602230 第八松榮丸 国内電気通信業務用
431602240 第二長久丸 国内電気通信業務用
431602260 第三松榮丸 国内電気通信業務用
431602270 三十五号喜福丸 国内電気通信業務用
431602320 第三十八錦哉丸 国内電気通信業務用
431602330 第五十八錦哉丸 国内電気通信業務用
431602340 第十八敏丸 国内電気通信業務用
431602350 第八恭伸丸 国内電気通信業務用
431602360 第十八妙聖丸 国内電気通信業務用
431602370 第八芳栄丸 国内電気通信業務用
431602410 第三十八徳栄丸 国内電気通信業務用
431602420 精晃丸 国内電気通信業務用
431602450 第七十八勝栄丸 国内電気通信業務用
431602460 第三くに丸 国内電気通信業務用
431602490 第二十一翔徳丸 国内電気通信業務用
431602520 豊丸 国内電気通信業務用
431602530 第二十共進丸 国内電気通信業務用
431602540 第十共進丸 国内電気通信業務用
431602550 第八共進丸 国内電気通信業務用
431602560 第六共進丸 国内電気通信業務用
431602570 第七十八福徳丸 国内電気通信業務用
431602610 第八十八若潮丸 国内電気通信業務用
431602620 第八十二若潮丸 国内電気通信業務用
431602670 第八十五若潮丸 国内電気通信業務用
431602680 第八政吉丸 国内電気通信業務用
431602690 第十一松栄丸 国内電気通信業務用
431602710 第５８若潮丸 国内電気通信業務用
431602720 第十八若潮丸 国内電気通信業務用
431602740 第７８千帆丸 国内電気通信業務用
431602750 第七十八海王丸 国内電気通信業務用
431602760 廣漁丸 国内電気通信業務用
431602820 十一号青峰丸 国内電気通信業務用
431602830 第二天龍丸 国内電気通信業務用
431602840 第一天龍丸 国内電気通信業務用
431602880 第三錦龍丸 国内電気通信業務用
431602890 第八十八松栄丸 国内電気通信業務用
431602950 一八春日丸 国内電気通信業務用
431602990 第五安徳丸 国内電気通信業務用
431603010 第十八宝勢丸 国内電気通信業務用
431603050 第８喜漁丸 国内電気通信業務用
431603060 第十五正福丸 国内電気通信業務用
431603080 第一宝漁丸 国内電気通信業務用
431603090 第八美宝丸 国内電気通信業務用
431603110 第二十八東洋丸 国内電気通信業務用
431603120 第八龍生丸 国内電気通信業務用
431603140 第十一千代丸 国内電気通信業務用
431603180 第八国丸 国内電気通信業務用
431603190 第二十八千栄丸 国内電気通信業務用
431603220 第五十八幸榮丸 国内電気通信業務用
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431603230 博陽丸 国内電気通信業務用
431603270 七福神丸 国内電気通信業務用
431603280 第一新栄丸 国内電気通信業務用
431603290 第百三十五豊幸丸 国内電気通信業務用
431603330 フェリ－なみのうえ 国内電気通信業務用
431603350 ありあけ 国内電気通信業務用
431603360 フェリーきかい 国内電気通信業務用
431603370 勇栄丸 国内電気通信業務用
431603380 クイーンコーラル８ 国内電気通信業務用
431680010 第五十八尖閣丸 国内電気通信業務用
431680020 みやらび 国内電気通信業務用
431680040 図南丸 国内電気通信業務用
431680050 わかなつおきなわ 国内電気通信業務用
431680070 第一達丸 国内電気通信業務用
431680090 だいとう 国内電気通信業務用
431680120 第一勝輝丸 国内電気通信業務用
431680130 第三ふく丸 国内電気通信業務用
431680140 第一漁徳丸 国内電気通信業務用
431680150 第八裕盛丸 国内電気通信業務用
431680160 第七良照丸 国内電気通信業務用
431680170 第三海皇丸 国内電気通信業務用
431680190 第八慶豊丸 国内電気通信業務用
431680210 第八松一丸 国内電気通信業務用
431680220 第八幸雄丸 国内電気通信業務用
431680230 第三みえ丸 国内電気通信業務用
431680240 にらいかない 国内電気通信業務用
431680250 第八福寿丸 国内電気通信業務用
431680260 信戎壱号 国内電気通信業務用
431680270 琉仁丸 国内電気通信業務用
431680280 綾丸 国内電気通信業務用
431680290 紀丸 国内電気通信業務用
431680310 第一島丸 国内電気通信業務用
431680320 豊丸 国内電気通信業務用
431680340 第十八美和丸 国内電気通信業務用
431680360 第八隆清丸 国内電気通信業務用
431680370 第二十一若宮丸 国内電気通信業務用
431680380 第二十八克丸 国内電気通信業務用
431680410 第二十八清豊丸 国内電気通信業務用
431680430 壱号日栄丸 国内電気通信業務用
431680440 第一漁福丸 国内電気通信業務用
431680450 文丸 国内電気通信業務用
431680460 第三十八高代丸 国内電気通信業務用
431680470 第一一徳丸 国内電気通信業務用
431680480 豊得丸 国内電気通信業務用
431680550 希栄丸 国内電気通信業務用
431680570 第八盛宝丸 国内電気通信業務用
431680580 第五裕盛丸 国内電気通信業務用
431680590 第八国真丸 国内電気通信業務用
431680610 第３３恵祥丸 国内電気通信業務用
431680620 第三十五容光丸 国内電気通信業務用
431680630 第三金盛丸 国内電気通信業務用
431680650 第三十八竹丸 国内電気通信業務用
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431680680 第２１仁島丸 国内電気通信業務用
431680690 第六初栄丸 国内電気通信業務用
431680710 三十八善孝丸 国内電気通信業務用
431680730 第十八南開丸 国内電気通信業務用
431680740 第五いろは丸 国内電気通信業務用
431680750 りゅうおう 国内電気通信業務用
431680770 第八漁優丸 国内電気通信業務用
431680780 第一弘奈丸 国内電気通信業務用
431680790 第一成吉丸 国内電気通信業務用
431700010 第六十二千福丸 国内電気通信業務用
431700020 第七松榮丸 国内電気通信業務用
431700030 第六十八福洋丸 国内電気通信業務用
431700050 第八開洋丸 国内電気通信業務用
431700060 第三十七福徳丸 国内電気通信業務用
431700080 第二十五十勝丸 国内電気通信業務用
431700090 第十八憲洋丸 国内電気通信業務用
431700110 第八富丸 国内電気通信業務用
431700120 第五十五盛漁丸 国内電気通信業務用
431700130 第八福久丸 国内電気通信業務用
431700140 第十七新栄丸 国内電気通信業務用
431700150 寶榮丸 国内電気通信業務用
431700160 翔洋 国内電気通信業務用
431700170 第八十八豊清丸 国内電気通信業務用
431700190 第十七福洋丸 国内電気通信業務用
431700200 第１５１勝運丸 国内電気通信業務用
431700210 第七十八昭福丸 国内電気通信業務用
431700240 第三源榮丸 国内電気通信業務用
431700250 第十五千鳥丸 国内電気通信業務用
431700260 第七勝栄丸 国内電気通信業務用
431700270 第五源榮丸 国内電気通信業務用
431700290 第五十一八重丸 国内電気通信業務用
431700310 第五十八長功丸 国内電気通信業務用
431700340 第六十二新生丸 国内電気通信業務用
431700350 第二十一源榮丸 国内電気通信業務用
431700370 第二十七宏伸丸 国内電気通信業務用
431700390 第五十八博洋丸 国内電気通信業務用
431700420 第六十八漁栄丸 国内電気通信業務用
431700440 第六十八豊洋丸 国内電気通信業務用
431700450 第五十八富栄丸 国内電気通信業務用
431700480 第二十二神州丸 国内電気通信業務用
431700490 第二十一勝運丸 国内電気通信業務用
431700510 第七幸榮丸 国内電気通信業務用
431700520 第三十八海上丸 国内電気通信業務用
431700550 第一昭福丸 国内電気通信業務用
431700560 第三十八昭福丸 国内電気通信業務用
431700570 第六十一神州丸 国内電気通信業務用
431700580 第七福洋丸 国内電気通信業務用
431700590 第八長功丸 国内電気通信業務用
431700640 第十一神州丸 国内電気通信業務用
431700660 第五十七辰巳丸 国内電気通信業務用
431700670 第六十三恵比須丸 国内電気通信業務用
431700680 第１長功丸 国内電気通信業務用
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431700690 第三十五八幡丸 国内電気通信業務用
431700720 飯豊丸 国内電気通信業務用
431700730 第三十一源榮丸 国内電気通信業務用
431700740 第二源榮丸 国内電気通信業務用
431700750 第十一源榮丸 国内電気通信業務用
431700760 第七十一源榮丸 国内電気通信業務用
431700770 第八十八源榮丸 国内電気通信業務用
431700790 第五十八清福丸 国内電気通信業務用
431700810 第二海幸丸 国内電気通信業務用
431700830 第六十八海形丸 国内電気通信業務用
431700850 第二十三千鳥丸 国内電気通信業務用
431700870 第八十八豊洋丸 国内電気通信業務用
431700940 第二十一宝生丸 国内電気通信業務用
431700950 第三十八喜久丸 国内電気通信業務用
431700960 第十宝幸丸 国内電気通信業務用
431700970 第八十八勝栄丸 国内電気通信業務用
431700980 第三明神丸 国内電気通信業務用
431701010 第参拾八正進丸 国内電気通信業務用
431701020 第六海豊丸 国内電気通信業務用
431701030 第二海豊丸 国内電気通信業務用
431701040 第八拾弐正進丸 国内電気通信業務用
431701050 第五十五昌運丸 国内電気通信業務用
431701060 第３５正壽丸 国内電気通信業務用
431701070 第三十一明神丸 国内電気通信業務用
431701080 むろね 国内電気通信業務用
431701110 第二十八勝栄丸 国内電気通信業務用
431701120 第三十八漁栄丸 国内電気通信業務用
431701130 第七十八漁栄丸 国内電気通信業務用
431701210 第八十八吉丸 国内電気通信業務用
431701220 第６８八幡丸 国内電気通信業務用
431701260 第三十一八重丸 国内電気通信業務用
431701270 第二十八漁栄丸 国内電気通信業務用
431701280 第十七祐喜丸 国内電気通信業務用
431701310 第六十八八幡丸 国内電気通信業務用
431701330 第二十三喜代丸 国内電気通信業務用
431701340 第八大功丸 国内電気通信業務用
431701390 第十六躍進丸 国内電気通信業務用
431701440 第八拾八正進丸 国内電気通信業務用
431701450 第五十八海上丸 国内電気通信業務用
431701460 第三十八豊洋丸 国内電気通信業務用
431701470 第一源榮丸 国内電気通信業務用
431701480 第三新勝丸 国内電気通信業務用
431701520 第一漁吉丸 国内電気通信業務用
431701530 第三千代丸 国内電気通信業務用
431701540 第六十八八幡丸 国内電気通信業務用
431701560 第一光洋丸 国内電気通信業務用
431701570 第五光洋丸 国内電気通信業務用
431701590 第一権栄丸 国内電気通信業務用
431701640 第三十一幸栄丸 国内電気通信業務用
431701650 第十八千代丸 国内電気通信業務用
431701670 第二成漁丸 国内電気通信業務用
431701690 第八千代丸 国内電気通信業務用



39 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431701710 第二十一太陽丸 国内電気通信業務用
431701720 第一長久丸 国内電気通信業務用
431701730 第五天州丸 国内電気通信業務用
431701760 第三十開洋丸 国内電気通信業務用
431701780 第三十五開洋丸 国内電気通信業務用
431701790 第一漁安丸 国内電気通信業務用
431701820 第一明神丸 国内電気通信業務用
431701830 第三十八久榮丸 国内電気通信業務用
431701850 第八十一久榮丸 国内電気通信業務用
431701860 第六天祐丸 国内電気通信業務用
431701870 第六十八東高丸 国内電気通信業務用
431701960 第五十八久栄丸 国内電気通信業務用
431701970 第五十八惣寶丸 国内電気通信業務用
431701990 第十八大崎丸 国内電気通信業務用
431702010 第三十八漁安丸 国内電気通信業務用
431702020 第十二精良丸 国内電気通信業務用
431702030 第一福神丸 国内電気通信業務用
431702040 第十一八幡丸 国内電気通信業務用
431702060 第一八幡丸 国内電気通信業務用
431702070 第三十一金栄丸 国内電気通信業務用
431702080 第二十八金栄丸 国内電気通信業務用
431702090 第十六新栄丸 国内電気通信業務用
431702110 第五十八一丸 国内電気通信業務用
431702130 第八福洋丸 国内電気通信業務用
431702140 第二十七千代丸 国内電気通信業務用
431702150 第二十八漁栄丸 国内電気通信業務用
431702170 第十一権栄丸 国内電気通信業務用
431702190 第十八勝栄丸 国内電気通信業務用
431702210 第十八福洋丸 国内電気通信業務用
431702220 第六十五清福丸 国内電気通信業務用
431702230 第六十八清福丸 国内電気通信業務用
431702250 第八佐吉丸 国内電気通信業務用
431702270 第五十八開洋丸 国内電気通信業務用
431702280 第三十丸定丸 国内電気通信業務用
431702290 第七十一大喜丸 国内電気通信業務用
431702350 玲翰丸 国内電気通信業務用
431702360 第二十二千福丸 国内電気通信業務用
431702430 第三十六大和丸 国内電気通信業務用
431702440 第二十八寿丸 国内電気通信業務用
431702450 第７５福吉丸 国内電気通信業務用
431702460 第三十五太陽丸 国内電気通信業務用
431702470 第三十七太陽丸 国内電気通信業務用
431702510 第十七幸新丸 国内電気通信業務用
431702520 第十八豊洋丸 国内電気通信業務用
431702530 第八男鹿丸 国内電気通信業務用
431702540 第二十八新徳丸 国内電気通信業務用
431702550 第十八八幡丸 国内電気通信業務用
431702580 第八十八昭福丸 国内電気通信業務用
431702590 第八十八福洋丸 国内電気通信業務用
431702610 第二十一権栄丸 国内電気通信業務用
431702620 第二十八昭福丸 国内電気通信業務用
431702630 第三十八海幸丸 国内電気通信業務用
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431702640 第十一太陽丸 国内電気通信業務用
431702660 第八東高丸 国内電気通信業務用
431702670 第六十八濱善丸 国内電気通信業務用
431702750 第八海上丸 国内電気通信業務用
431702760 第八勝漁丸 国内電気通信業務用
431702780 第八太宝丸 国内電気通信業務用
431702820 第十五福神丸 国内電気通信業務用
431702830 第八十八勝栄丸 国内電気通信業務用
431702840 第七大功丸 国内電気通信業務用
431702850 第五十一勝運丸 国内電気通信業務用
431702860 第一祥豊丸 国内電気通信業務用
431702870 第七十七福寿丸 国内電気通信業務用
431702890 第三十八寿丸 国内電気通信業務用
431702920 第十一精良丸 国内電気通信業務用
431702940 第五十八福徳丸 国内電気通信業務用
431702950 第八精良丸 国内電気通信業務用
431702990 第七宏伸丸 国内電気通信業務用
431703010 第八十八十勝丸 国内電気通信業務用
431703030 第五十八勝丸 国内電気通信業務用
431703050 第七盛秋丸 国内電気通信業務用
431703080 第一宏伸丸 国内電気通信業務用
431703120 第三十八漁福丸 国内電気通信業務用
431703130 第二十八宏伸丸 国内電気通信業務用
431703140 第三大和丸 国内電気通信業務用
431703260 榮丸 国内電気通信業務用
431703280 第三十八廣運丸 国内電気通信業務用
431703290 第三十八福吉丸 国内電気通信業務用
431703330 第十五観音丸 国内電気通信業務用
431703340 第五朝洋丸 国内電気通信業務用
431703350 第三勝栄丸 国内電気通信業務用
431703360 第七八興丸 国内電気通信業務用
431703410 第六新興丸 国内電気通信業務用
431703420 第二十三長久丸 国内電気通信業務用
431703430 第一新流丸 国内電気通信業務用
431703440 第六十八興栄丸 国内電気通信業務用
431703460 第八十八長功丸 国内電気通信業務用
431703490 第五十八熊野丸 国内電気通信業務用
431703530 第十五三笠丸 国内電気通信業務用
431703540 第六十八大豐丸 国内電気通信業務用
431703550 第一栄丸 国内電気通信業務用
431703560 第八十六海形丸 国内電気通信業務用
431703590 第六十八長功丸 国内電気通信業務用
431703610 第三十八宏福丸 国内電気通信業務用
431703630 第二十一稲荷丸 国内電気通信業務用
431703660 第五十八大洋丸 国内電気通信業務用
431703670 第十七福徳丸 国内電気通信業務用
431703710 第十八事代丸 国内電気通信業務用
431703730 第三十八大功丸 国内電気通信業務用
431703750 第八十八宮丸 国内電気通信業務用
431703760 第八十八正一丸 国内電気通信業務用
431703770 第五十八有漁丸 国内電気通信業務用
431703780 第三十一恵比寿丸 国内電気通信業務用
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431703790 第十七大功丸 国内電気通信業務用
431703810 第三恵美寿丸 国内電気通信業務用
431703820 第一千福丸 国内電気通信業務用
431703830 祥洋丸 国内電気通信業務用
431703860 第三十八萬盛丸 国内電気通信業務用
431703870 第一海豊丸 国内電気通信業務用
431703930 第二十八海上丸 国内電気通信業務用
431703940 第五十八福洋丸 国内電気通信業務用
431703950 第一明神丸 国内電気通信業務用
431703960 第十八富山丸 国内電気通信業務用
431703970 第八明神丸 国内電気通信業務用
431704040 第八十一海形丸 国内電気通信業務用
431704050 第六十八海形丸 国内電気通信業務用
431704070 第五十八豊進丸 国内電気通信業務用
431704110 第六十二豊進丸 国内電気通信業務用
431704120 第十一宮丸 国内電気通信業務用
431704160 第七十八海形丸 国内電気通信業務用
431704180 第１２８欣栄丸 国内電気通信業務用
431704210 第一東洋丸 国内電気通信業務用
431704220 第五十六辰巳丸 国内電気通信業務用
431704230 第８興慶丸 国内電気通信業務用
431704240 第１１８欣栄丸 国内電気通信業務用
431704260 第八裕祥丸 国内電気通信業務用
431704270 第五十七祐喜丸 国内電気通信業務用
431704310 第十一千福丸 国内電気通信業務用
431704320 第一興栄丸 国内電気通信業務用
431704330 第十八欣栄丸 国内電気通信業務用
431704340 第七幸新丸 国内電気通信業務用
431704350 第十一漁栄丸 国内電気通信業務用
431704360 第三十一明治丸 国内電気通信業務用
431704370 第七朝洋丸 国内電気通信業務用
431704390 第五十二海形丸 国内電気通信業務用
431704410 第二十五開洋丸 国内電気通信業務用
431704420 第三十五欣栄丸 国内電気通信業務用
431704440 第八十八千代丸 国内電気通信業務用
431704450 第七十八宝樹丸 国内電気通信業務用
431704460 第二十一新流丸 国内電気通信業務用
431704470 第十二源榮丸 国内電気通信業務用
431704480 第二十一八重丸 国内電気通信業務用
431704490 第一大吉丸 国内電気通信業務用
431704510 第六十八源榮丸 国内電気通信業務用
431704520 第七光洋丸 国内電気通信業務用
431800010 第十八瑞寳丸 国内電気通信業務用
431800020 そうや 国内電気通信業務用
431800040 第五瑞寶丸 国内電気通信業務用
431800050 北光丸 国内電気通信業務用
431800070 さんふらわあふらの 国内電気通信業務用
431800080 潮雄丸 国内電気通信業務用
431800090 第伍富丸 国内電気通信業務用
431800120 第三十七昭徳丸 国内電気通信業務用
431800130 第八十八昭徳丸 国内電気通信業務用
431800160 第十五昭栄丸 国内電気通信業務用
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431800180 第三十一宝昌丸 国内電気通信業務用
431800190 第八十七富丸 国内電気通信業務用
431800210 第五十八日東丸 国内電気通信業務用
431800220 第五十八富丸 国内電気通信業務用
431800240 第十二漁運丸 国内電気通信業務用
431800250 第五十一恵久丸 国内電気通信業務用
431800260 第二十一慶翔丸 国内電気通信業務用
431800270 立昇丸 国内電気通信業務用
431800280 慶翔丸 国内電気通信業務用
431800290 第一恵久丸 国内電気通信業務用
431800310 第三慶翔丸 国内電気通信業務用
431800350 第三十五恵比須丸 国内電気通信業務用
431800370 第伍富丸 国内電気通信業務用
431800380 第三十五富丸 国内電気通信業務用
431800390 第五慶翔丸 国内電気通信業務用
431800410 いしかり 国内電気通信業務用
431800420 第八十八日東丸 国内電気通信業務用
431800430 第三十八桂丸 国内電気通信業務用
431800480 第六十七朝洋丸 国内電気通信業務用
431800490 第二十八大安丸 国内電気通信業務用
431800520 第百七十二榮寶丸 国内電気通信業務用
431800540 第二十一善良丸 国内電気通信業務用
431800550 第十五八幡丸 国内電気通信業務用
431800560 第六十五永昌丸 国内電気通信業務用
431800570 第三十八宝亀丸 国内電気通信業務用
431800580 第五十一金勢丸 国内電気通信業務用
431800590 第六十七永昌丸 国内電気通信業務用
431800610 第五十一立昇丸 国内電気通信業務用
431800620 第三邦憲丸 国内電気通信業務用
431800650 第五やまさん丸 国内電気通信業務用
431800740 第八十一瑞寶丸 国内電気通信業務用
431800750 第三十八海洋丸 国内電気通信業務用
431800770 第二十八大忠丸 国内電気通信業務用
431800780 第六十五瑞寶丸 国内電気通信業務用
431800830 第五十八福神丸 国内電気通信業務用
431800840 第二十二漁運丸 国内電気通信業務用
431800850 さんふらわあ　さっぽろ 国内電気通信業務用
431800860 第五十五瑞寶丸 国内電気通信業務用
431800870 第三恵美寿丸 国内電気通信業務用
431800880 第八太成丸 国内電気通信業務用
431800930 第拾八海神丸 国内電気通信業務用
431800940 松雄丸 国内電気通信業務用
431800950 第三十五盛漁丸 国内電気通信業務用
431800970 第六太平丸 国内電気通信業務用
431800980 第三十八盛勝丸 国内電気通信業務用
431801010 第十八栄保丸 国内電気通信業務用
431801050 第三十八天龍丸 国内電気通信業務用
431801060 第六十三幸漁丸 国内電気通信業務用
431801110 第五十八伊勢丸 国内電気通信業務用
431801150 第六十八花咲丸 国内電気通信業務用
431801160 第七十二昭栄丸 国内電気通信業務用
431801190 第百七拾八俊洋丸 国内電気通信業務用
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431801230 第二十七朝洋丸 国内電気通信業務用
431801250 第三十七鵬洋丸 国内電気通信業務用
431801260 第５８福栄丸 国内電気通信業務用
431801270 第拾弐俊洋丸 国内電気通信業務用
431801290 第六十五慶栄丸 国内電気通信業務用
431801310 第五十六北雄丸 国内電気通信業務用
431801320 第八十八瑞寶丸 国内電気通信業務用
431801330 第十八欣栄丸 国内電気通信業務用
431801340 第二十一寿々丸 国内電気通信業務用
431801390 第六十五盛漁丸 国内電気通信業務用
431900010 第六十一日章丸 国内電気通信業務用
431900020 第七千代丸 国内電気通信業務用
431900030 のと 国内電気通信業務用
431900040 第六十八豊清丸 国内電気通信業務用
431900060 第３１幹丸 国内電気通信業務用
431900080 第２３錦生丸 国内電気通信業務用
431900090 第二十七新生丸 国内電気通信業務用
431900120 第三蛸島丸 国内電気通信業務用
431900180 第五十二寶來丸 国内電気通信業務用
431900190 第八白嶺丸 国内電気通信業務用
431900220 第３５豊進丸 国内電気通信業務用
431900230 第八珠の浦丸 国内電気通信業務用
431900240 第六十五美登丸 国内電気通信業務用
431900250 ほうだつ 国内電気通信業務用
431000001 おけさ丸 非電気通信業務用
431000003 はりおⅤ 非電気通信業務用
431000004 第十二越浦丸 非電気通信業務用
431000005 あずさ 非電気通信業務用
431000006 くびき 非電気通信業務用
431000008 こがね丸 非電気通信業務用
431000009 あがまる 非電気通信業務用
431000011 みょうこう 非電気通信業務用
431000012 第十一福丸 非電気通信業務用
431000013 あかしあ丸 非電気通信業務用
431000015 第八勝栄丸 非電気通信業務用
431000017 みつまる 非電気通信業務用
431000019 第八共栄丸 非電気通信業務用
431000021 弥彦丸 非電気通信業務用
431000023 第三番神 非電気通信業務用
431000026 第八とし丸 非電気通信業務用
431000028 かがゆき 非電気通信業務用
431000029 日海丸 非電気通信業務用
431000031 なお丸 非電気通信業務用
431000032 新八千代丸 非電気通信業務用
431000033 第三くまの丸 非電気通信業務用
431000034 妙高丸 非電気通信業務用
431000035 新潟丸 非電気通信業務用
431000036 ときくさ 非電気通信業務用
431000037 屋久島丸 非電気通信業務用
431000038 おおさど丸 非電気通信業務用
431000039 ぶーげんびりあ 非電気通信業務用
431000044 フェリーあわしま 非電気通信業務用
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431000045 柏翠丸 非電気通信業務用
431000046 姫川丸 非電気通信業務用
431000047 ありあけ 非電気通信業務用
431000056 第五わかば丸 非電気通信業務用
431000058 第三十七惣寶丸 非電気通信業務用
431000059 第三十八新丸 非電気通信業務用
431000062 第三十八盛幸丸 非電気通信業務用
431000063 かもめ丸 非電気通信業務用
431000067 第８盛勝丸 非電気通信業務用
431000071 第八金吾丸 非電気通信業務用
431000072 第五十八真盛丸 非電気通信業務用
431000076 上越丸 非電気通信業務用
431000078 第１８松前丸 非電気通信業務用
431000079 亮栄丸 非電気通信業務用
431000086 第二日海丸 非電気通信業務用
431000087 第十二勝栄丸 非電気通信業務用
431000088 苗場 非電気通信業務用
431000091 ゆきつばき 非電気通信業務用
431000093 第三越浦丸 非電気通信業務用
431000094 えちご 非電気通信業務用
431000095 姫川丸 非電気通信業務用
431000096 つるぎ 非電気通信業務用
431000097 第八福丸 非電気通信業務用
431000099 第五越浦丸 非電気通信業務用
431000101 第七十八興洋丸 非電気通信業務用
431000102 第２８豊山丸 非電気通信業務用
431000107 第三あさなぎ 非電気通信業務用
431000108 ＨａｒｕｋａⅢ 非電気通信業務用
431000109 あいびす 非電気通信業務用
431000111 ハルカ５ 非電気通信業務用
431000112 第７勝栄丸 非電気通信業務用
431000113 さち丸 非電気通信業務用
431000114 ＰＡＣＡＲ－５４１７ 非電気通信業務用
431000115 第七対州丸 非電気通信業務用
431000116 ひだかぜ 非電気通信業務用
431000117 ときくさ 非電気通信業務用
431000118 たじま丸 非電気通信業務用
431000119 いそぎく 非電気通信業務用
431000121 しらぎく 非電気通信業務用
431000122 愛鳳丸 非電気通信業務用
431000123 たちばな 非電気通信業務用
431000124 湘南丸 非電気通信業務用
431000127 エメラルドからつ 非電気通信業務用
431000128 友祥丸 非電気通信業務用
431000131 おおあみ 非電気通信業務用
431000132 ひよどり 非電気通信業務用
431000133 こまかぜ 非電気通信業務用
431000134 みおかぜ 非電気通信業務用
431000135 ひめざくら 非電気通信業務用
431000136 旭東丸 非電気通信業務用
431000137 第十青雲丸 非電気通信業務用
431000138 第十三千代丸 非電気通信業務用



45 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431000139 神鋼丸 非電気通信業務用
431000142 北野丸 非電気通信業務用
431000145 清潮丸 非電気通信業務用
431000146 くろがね 非電気通信業務用
431000147 第十千恵丸 非電気通信業務用
431000148 豊島丸 非電気通信業務用
431000149 第三十一一心丸 非電気通信業務用
431000151 ＡＺＺＵＲＲＩ 非電気通信業務用
431000152 第３８勇幸丸 非電気通信業務用
431000153 新田丸 非電気通信業務用
431000154 ＩＺＭＯ 非電気通信業務用
431000155 ＢＲＯＴＨＥＲ 非電気通信業務用
431000156 光晴丸 非電気通信業務用
431000157 エンリケ 非電気通信業務用
431000158 アイエヌジー 非電気通信業務用
431000159 第七十八大師丸 非電気通信業務用
431000161 茂丸 非電気通信業務用
431000162 海悠丸 非電気通信業務用
431000163 若水 非電気通信業務用
431000165 正国 非電気通信業務用
431000166 東翔丸 非電気通信業務用
431000167 海陽丸 非電気通信業務用
431000168 興隆丸 非電気通信業務用
431000169 Ｂｕｅｎａ　Ｖｉｓｔａ 非電気通信業務用
431000171 ＦＡＮＴＡＳＩＡ 非電気通信業務用
431000172 トリスタン 非電気通信業務用
431000173 第三十光輝丸 非電気通信業務用
431000174 星隆丸 非電気通信業務用
431000175 近帥丸 非電気通信業務用
431000176 第七互光丸 非電気通信業務用
431000177 ＵＭＡＮＫＡＩ 非電気通信業務用
431000178 第三東明丸 非電気通信業務用
431000179 宝運丸 非電気通信業務用
431000181 つるぎ 非電気通信業務用
431000182 歓喜天Ⅰ 非電気通信業務用
431000183 阿武隈丸 非電気通信業務用
431000184 穂高丸 非電気通信業務用
431000185 神路丸 非電気通信業務用
431000186 さくら 非電気通信業務用
431000187 おりおん 非電気通信業務用
431000188 だいゆう丸 非電気通信業務用
431000189 雄山丸 非電気通信業務用
431000191 ＴＡＹＡ 非電気通信業務用
431000192 岬風２ 非電気通信業務用
431000193 第拾八平成丸 非電気通信業務用
431000194 紳洋丸 非電気通信業務用
431000195 第一伸興丸 非電気通信業務用
431000196 第十八宮丸 非電気通信業務用
431000197 海秀丸 非電気通信業務用
431000198 ＳＫＹ－ＳＴＡＧＥⅣ 非電気通信業務用
431000199 第八十長運丸 非電気通信業務用
431000201 聖舜 非電気通信業務用
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431000202 第百五十八鳳生丸 非電気通信業務用
431000203 フォルテシモ 非電気通信業務用
431000204 第３５常栄丸 非電気通信業務用
431000205 みずほ 非電気通信業務用
431000206 第八厚栄丸 非電気通信業務用
431000207 孔明丸 非電気通信業務用
431000208 風韻 非電気通信業務用
431000209 順風丸 非電気通信業務用
431000211 Ｂｅｎｇａｌ７ 非電気通信業務用
431000212 ＰＯＳＥＩＤＯＮⅡ 非電気通信業務用
431000213 豊津丸 非電気通信業務用
431000214 第五日光丸 非電気通信業務用
431000215 ＩＳＬＡＮＤ　ＧＩＲＬ 非電気通信業務用
431000216 ＬＡＮＩⅡ 非電気通信業務用
431000217 長愛丸 非電気通信業務用
431000218 第二幸翔丸 非電気通信業務用
431000219 日幸丸 非電気通信業務用
431000221 おれんじ九州 非電気通信業務用
431000222 ＳＵＮＳＨＩＮＥ 非電気通信業務用
431000223 第一こくさい丸 非電気通信業務用
431000224 第二菱栄丸 非電気通信業務用
431000225 海翔丸 非電気通信業務用
431000226 只見丸 非電気通信業務用
431000227 フェリーたらまゆう 非電気通信業務用
431000228 日徳丸 非電気通信業務用
431000229 ゆきかぜ 非電気通信業務用
431000231 ちぐさ丸 非電気通信業務用
431000232 こうしん 非電気通信業務用
431000233 あけぼの 非電気通信業務用
431000234 ありた丸 非電気通信業務用
431000235 ＤＩＶＡ　ＮＯＡＨ　Ⅴ 非電気通信業務用
431000236 海都丸 非電気通信業務用
431000237 ＭＡＶＥＲＩＣＫ２ 非電気通信業務用
431000238 かなや丸 非電気通信業務用
431000239 しらはま丸 非電気通信業務用
431000241 第十二海福丸 非電気通信業務用
431000242 第二海栄 非電気通信業務用
431000243 第十五伯菱丸 非電気通信業務用
431000245 海徳丸 非電気通信業務用
431000246 ＳＵＮＴＯＲＹ　ＭＥＲＭＡＩＤ　Ⅱ 非電気通信業務用
431000247 しんぷう 非電気通信業務用
431000248 天洋丸 非電気通信業務用
431000249 にゅうおりんぴあ 非電気通信業務用
431000251 十三久喜丸 非電気通信業務用
431000252 翔隆丸 非電気通信業務用
431000253 昭久丸 非電気通信業務用
431000254 第十一照丸 非電気通信業務用
431000255 ＴＲＵＥ　ＢＬＵＥ　Ⅱ 非電気通信業務用
431000256 ＡＶＡＮＴＩ 非電気通信業務用
431000257 珠島丸 非電気通信業務用
431000258 ＡＲＣＡＤＩＡ　Ⅴ 非電気通信業務用
431000259 フェリー第十おおすみ 非電気通信業務用
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431000261 フェリー第八おおすみ 非電気通信業務用
431000262 出光 非電気通信業務用
431000263 菱伸丸 非電気通信業務用
431000264 ブリリアント 非電気通信業務用
431000265 北斗丸 非電気通信業務用
431000266 ひうち２ 非電気通信業務用
431000267 明石丸 非電気通信業務用
431000268 くりはま丸 非電気通信業務用
431000269 さんこうしん 非電気通信業務用
431000271 ＴＡＮＡＫＡ　０７ 非電気通信業務用
431000272 フレンド 非電気通信業務用
431000273 ひらど 非電気通信業務用
431000274 太幸丸 非電気通信業務用
431000275 けいよう丸 非電気通信業務用
431000276 瑞凰３ 非電気通信業務用
431000277 アルベド 非電気通信業務用
431000278 第一誠徳 非電気通信業務用
431000279 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ 非電気通信業務用
431000281 若波丸 非電気通信業務用
431000282 Ｈａｔｔｅｒａｓ　５４Ｃ 非電気通信業務用
431000283 ないかいⅡ 非電気通信業務用
431000285 つるぎ 非電気通信業務用
431000286 第三弘聖丸 非電気通信業務用
431000287 大成丸 非電気通信業務用
431000288 第一喜入丸 非電気通信業務用
431000289 ほうえい 非電気通信業務用
431000291 神風 非電気通信業務用
431000292 第八十一玉高丸 非電気通信業務用
431000293 第八十五玉高丸 非電気通信業務用
431000294 第八十七玉高丸 非電気通信業務用
431000295 Ｍｅｍｐｈｉｓ　ｂｅｌｌｅ 非電気通信業務用
431000297 第三大黒丸 非電気通信業務用
431000298 第八勇亀丸 非電気通信業務用
431000299 第十八いづみ丸 非電気通信業務用
431000301 第七浪速丸 非電気通信業務用
431000302 ＤＩＶＡ　ＷＩＮＧ 非電気通信業務用
431000303 さんえい 非電気通信業務用
431000304 第五十一三洋丸 非電気通信業務用
431000305 周光丸 非電気通信業務用
431000306 おれんじまーきゅりー 非電気通信業務用
431000307 ブルーライン 非電気通信業務用
431000308 第一しようどしま丸 非電気通信業務用
431000309 第七しようどしま丸 非電気通信業務用
431000311 第八とね丸 非電気通信業務用
431000312 第一宝吉丸 非電気通信業務用
431000313 ＫＩＷＩ－Ⅱ 非電気通信業務用
431000314 ＤＥＣＯ 非電気通信業務用
431000315 美晴丸 非電気通信業務用
431000316 誠慶丸 非電気通信業務用
431000317 なおしま 非電気通信業務用
431000318 ブレイザー 非電気通信業務用
431000319 第五十三石田丸 非電気通信業務用



48 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431000321 ぬくしな 非電気通信業務用
431000322 箱崎丸 非電気通信業務用
431000323 海和丸 非電気通信業務用
431000324 フェリー第六おおすみ 非電気通信業務用
431000325 フェリー第七おおすみ 非電気通信業務用
431000326 美津川丸 非電気通信業務用
431000327 第八天照丸 非電気通信業務用
431000328 ＳＡＭＵＲＡＩ 非電気通信業務用
431000329 あいち丸 非電気通信業務用
431000331 さんふらわあごーるど 非電気通信業務用
431000332 勇福神丸 非電気通信業務用
431000334 晴洋丸 非電気通信業務用
431000335 寛栄丸 非電気通信業務用
431000336 第三雄豊丸 非電気通信業務用
431000337 花丸 非電気通信業務用
431000338 第五霧島丸 非電気通信業務用
431000339 住栄５ 非電気通信業務用
431000341 永代丸 非電気通信業務用
431000342 大安丸 非電気通信業務用
431000343 第一三秀芳丸 非電気通信業務用
431000344 大峰山丸 非電気通信業務用
431000345 野島丸 非電気通信業務用
431000346 新成丸 非電気通信業務用
431000347 シリウス 非電気通信業務用
431000348 第二華山丸 非電気通信業務用
431000349 神和丸 非電気通信業務用
431000351 輝王 非電気通信業務用
431000353 九十九丸 非電気通信業務用
431000354 津島 非電気通信業務用
431000355 宝珠 非電気通信業務用
431000356 第八竣洋丸 非電気通信業務用
431000357 豊隆丸 非電気通信業務用
431000358 第八勝丸 非電気通信業務用
431000359 昭和丸 非電気通信業務用
431000361 ひびき丸 非電気通信業務用
431000362 三和丸 非電気通信業務用
431000363 にしき 非電気通信業務用
431000364 伊予 非電気通信業務用
431000365 錦隆丸 非電気通信業務用
431000368 金剛丸 非電気通信業務用
431000369 山城五世 非電気通信業務用
431000371 あさひ 非電気通信業務用
431000372 エジリ４５ 非電気通信業務用
431000373 第十一おおしま 非電気通信業務用
431000374 第十二おおしま 非電気通信業務用
431000375 優昭丸 非電気通信業務用
431000376 扇駒丸 非電気通信業務用
431000377 あさひ 非電気通信業務用
431000378 あさしお丸 非電気通信業務用
431000379 第六大昭丸 非電気通信業務用
431000381 あずき丸 非電気通信業務用
431000382 あさひ丸 非電気通信業務用
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431000383 フェリーあそ 非電気通信業務用
431000384 第八崎陽丸 非電気通信業務用
431000385 祐田丸 非電気通信業務用
431000386 海豊丸 非電気通信業務用
431000387 ＭＡＲＹＳＢＯＹ 非電気通信業務用
431000388 第五松德丸 非電気通信業務用
431000389 由良丸 非電気通信業務用
431000391 第二おおあみ 非電気通信業務用
431000392 八千代丸 非電気通信業務用
431000393 なでしこ丸 非電気通信業務用
431000394 波羅密多 非電気通信業務用
431000395 はやせ丸 非電気通信業務用
431000396 ＤＯＬＣＥ 非電気通信業務用
431000397 ゆみはり 非電気通信業務用
431000398 けんざん丸 非電気通信業務用
431000399 勇宝 非電気通信業務用
431000401 駿河 非電気通信業務用
431000402 はやかぜ 非電気通信業務用
431000403 かいおう 非電気通信業務用
431000404 こんぴら丸 非電気通信業務用
431000405 りつりん丸 非電気通信業務用
431000406 さんふらわあぱーる 非電気通信業務用
431000407 松曜丸 非電気通信業務用
431000408 しらはま 非電気通信業務用
431000409 みやこ 非電気通信業務用
431000411 東輝丸 非電気通信業務用
431000412 フラワーライン 非電気通信業務用
431000413 デハール 非電気通信業務用
431000414 遊大陸 非電気通信業務用
431000415 Ｄｉｓｔａｎｔ　Ｗｉｎｄ 非電気通信業務用
431000416 宝永丸 非電気通信業務用
431000417 三洋丸 非電気通信業務用
431000418 第三十五千代丸 非電気通信業務用
431000419 おかやま丸 非電気通信業務用
431000421 たかまつ丸 非電気通信業務用
431000422 武光丸 非電気通信業務用
431000423 酒田丸 非電気通信業務用
431000424 シンフォニーモデルナ 非電気通信業務用
431000425 シンフォニー　クラシカ 非電気通信業務用
431000426 さんすみふく 非電気通信業務用
431000427 フェリーひなせ 非電気通信業務用
431000428 第八旭洋丸 非電気通信業務用
431000429 モビーディック 非電気通信業務用
431000431 ヴァンテアン 非電気通信業務用
431000432 ５８三協丸 非電気通信業務用
431000433 秀穂 非電気通信業務用
431000434 東京丸 非電気通信業務用
431000435 第五大洲丸 非電気通信業務用
431000436 榛名丸 非電気通信業務用
431000437 庄内丸 非電気通信業務用
431000438 伯耆 非電気通信業務用
431000439 鎌倉丸 非電気通信業務用
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431000441 新豊川丸 非電気通信業務用
431000442 かもしか 非電気通信業務用
431000443 海邦丸 非電気通信業務用
431000445 ナッチャンＷｏｒｌｄ 非電気通信業務用
431000446 すいせん 非電気通信業務用
431000447 ブラックジャック 非電気通信業務用
431000448 コンチェルト 非電気通信業務用
431000449 あき丸 非電気通信業務用
431000451 萬吉丸 非電気通信業務用
431000452 第八浜平丸 非電気通信業務用
431000453 あさなぎ丸 非電気通信業務用
431000454 なつぐも 非電気通信業務用
431000455 やえぐも 非電気通信業務用
431000456 第二敦賀丸 非電気通信業務用
431000457 こんぴら２ 非電気通信業務用
431000458 りつりん２ 非電気通信業務用
431000459 ＡＬＤＩＬＡ　７７ 非電気通信業務用
431000461 銀河 非電気通信業務用
431000462 十勝丸 非電気通信業務用
431000463 白鴎 非電気通信業務用
431000464 ＨＩＤＥＡＷＡＹ 非電気通信業務用
431000465 すぎかぜ 非電気通信業務用
431000466 第五しようどしま丸 非電気通信業務用
431000467 第二こうせい 非電気通信業務用
431000468 喜望峰Ⅲ 非電気通信業務用
431000469 ルミナス神戸２ 非電気通信業務用
431000471 ＥＴＥＲＮＩＴＹ 非電気通信業務用
431000472 みほぎく 非電気通信業務用
431000473 さとざくら 非電気通信業務用
431000474 ＪＰ　ＣＯＳＭＯＳ 非電気通信業務用
431000475 ニュ－豊予 非電気通信業務用
431000476 八秀丸 非電気通信業務用
431000477 四万十川 非電気通信業務用
431000478 石手川 非電気通信業務用
431000479 おれんじ四国 非電気通信業務用
431000481 てんゆう 非電気通信業務用
431000482 隆山丸 非電気通信業務用
431000483 みずほ丸 非電気通信業務用
431000484 はやぶさ 非電気通信業務用
431000485 第八十一雄甚丸 非電気通信業務用
431000486 海鳳二号 非電気通信業務用
431000487 第八おりいぶ丸 非電気通信業務用
431000488 第七新栄丸 非電気通信業務用
431000489 フェリーふく彦 非電気通信業務用
431000491 第五櫻島丸 非電気通信業務用
431000492 海洋 非電気通信業務用
431000493 つくばね 非電気通信業務用
431000494 ＭＡＪＵＲＯ 非電気通信業務用
431000495 日美丸 非電気通信業務用
431000496 はやぶさ 非電気通信業務用
431000497 鶴祥丸 非電気通信業務用
431000498 第八松山丸 非電気通信業務用
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431000499 第十一岩城丸 非電気通信業務用
431000501 おれんじじゅぴたー 非電気通信業務用
431000502 ひこかぜ 非電気通信業務用
431000503 こしかぜ 非電気通信業務用
431000504 わしかぜ 非電気通信業務用
431000506 コア　ドリーム 非電気通信業務用
431000507 ＣＨＡＣＯ 非電気通信業務用
431000508 愛和丸 非電気通信業務用
431000509 航星丸 非電気通信業務用
431000511 第二天長丸 非電気通信業務用
431000512 金比羅丸 非電気通信業務用
431000513 フィッシャー　ポチ 非電気通信業務用
431000514 若山 非電気通信業務用
431000515 第十一萬漁丸 非電気通信業務用
431000516 あきぐも 非電気通信業務用
431000517 マリーンシャトル 非電気通信業務用
431000518 マリーンルージュ 非電気通信業務用
431000519 わかさ丸 非電気通信業務用
431000521 サイプリア宗谷 非電気通信業務用
431000522 さんりく 非電気通信業務用
431000523 おれんじぐれいす 非電気通信業務用
431000524 神島 非電気通信業務用
431000525 ＤＯＳ　ＤＩＯＳＡＳ　Ⅱ 非電気通信業務用
431000526 翔洋丸 非電気通信業務用
431000527 まいこ 非電気通信業務用
431000528 いこま 非電気通信業務用
431000529 第二秀華丸 非電気通信業務用
431000531 おれんじぷりんせす 非電気通信業務用
431000532 第五しようどしま丸 非電気通信業務用
431000533 げんかい 非電気通信業務用
431000534 旭洋丸 非電気通信業務用
431000535 第三トクヤマ 非電気通信業務用
431000536 第三ひなせ丸 非電気通信業務用
431000537 ひろ丸 非電気通信業務用
431000538 レインボー 非電気通信業務用
431000539 かいゆう２ 非電気通信業務用
431000541 第８愛翔 非電気通信業務用
431000542 駿河丸 非電気通信業務用
431000543 あずさ 非電気通信業務用
431000544 ｅａｕ　ｄｅ　ｖｉｅ 非電気通信業務用
431000545 あゆち丸 非電気通信業務用
431000546 第三十八源榮丸 非電気通信業務用
431000547 ロイヤルウイング 非電気通信業務用
431000548 第七すみせ丸 非電気通信業務用
431000549 ともⅤ 非電気通信業務用
431000551 ＴＯＴＯＲＯ 非電気通信業務用
431000552 いずみ 非電気通信業務用
431000553 なにわ 非電気通信業務用
431000554 天草丸 非電気通信業務用
431000555 １２いせしお 非電気通信業務用
431000556 ふじ 非電気通信業務用
431000557 すずかぜ 非電気通信業務用
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431000558 いそかぜ 非電気通信業務用
431000559 Ｖｉｋｉｎｇ　４５ 非電気通信業務用
431000561 第八漁連丸 非電気通信業務用
431000562 第二ななしま 非電気通信業務用
431000563 第三十五三晃丸 非電気通信業務用
431000564 あさかぜ丸 非電気通信業務用
431000565 第二十一朝香丸 非電気通信業務用
431000566 丸井丸 非電気通信業務用
431000567 第二十二永進丸 非電気通信業務用
431000568 第五十六三洋丸 非電気通信業務用
431000569 オーシャンアロー 非電気通信業務用
431000571 第八進宏丸 非電気通信業務用
431000572 日祥丸 非電気通信業務用
431000573 第五スエズ 非電気通信業務用
431000574 雄飛丸 非電気通信業務用
431000575 こくどう丸 非電気通信業務用
431000576 八重山 非電気通信業務用
431000577 サソリ 非電気通信業務用
431000578 ＨＩＮＯＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431000579 新博運丸 非電気通信業務用
431000581 第二観音丸 非電気通信業務用
431000582 吉栄丸 非電気通信業務用
431000583 ベイウォッチ 非電気通信業務用
431000584 つるぎ 非電気通信業務用
431000585 フェリーあけぼの 非電気通信業務用
431000586 隆鳳丸 非電気通信業務用
431000587 碧丸 非電気通信業務用
431000588 第一富士号 非電気通信業務用
431000589 第三十六龍王丸 非電気通信業務用
431000591 仙臺丸 非電気通信業務用
431000592 第十日丹丸 非電気通信業務用
431000593 エンタープライズＶ 非電気通信業務用
431000594 第八妙章丸 非電気通信業務用
431000595 第三共栄丸 非電気通信業務用
431000596 おりいぶ丸 非電気通信業務用
431000597 海洋丸 非電気通信業務用
431000598 フェリーくまもと 非電気通信業務用
431000599 フェリ－くちのつ 非電気通信業務用
431000601 Ｓａｍａｎｔｈａ 非電気通信業務用
431000602 Ｌｕｃｋｙ　Ｌａｄｙ　Ⅶ 非電気通信業務用
431000603 鵬伸丸 非電気通信業務用
431000604 ジャスティス 非電気通信業務用
431000605 なかじま 非電気通信業務用
431000606 向進丸 非電気通信業務用
431000607 第三幸翔丸 非電気通信業務用
431000608 第十八萬吉丸 非電気通信業務用
431000609 第十二金栄丸 非電気通信業務用
431000611 海福丸 非電気通信業務用
431000612 かいほう 非電気通信業務用
431000613 裕洋丸 非電気通信業務用
431000614 ＨＡＲＵＮＡ 非電気通信業務用
431000615 ｆａｎｇ 非電気通信業務用
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431000616 第三十八栄興丸 非電気通信業務用
431000617 第八十二玉高丸 非電気通信業務用
431000618 安芸 非電気通信業務用
431000619 サンタマリア 非電気通信業務用
431000621 あけみ丸 非電気通信業務用
431000622 東英丸 非電気通信業務用
431000624 第十有明丸 非電気通信業務用
431000625 第八有明丸 非電気通信業務用
431000626 サンライズ 非電気通信業務用
431000627 さんぷりんす 非電気通信業務用
431000628 国朋丸 非電気通信業務用
431000629 楠栄丸 非電気通信業務用
431000631 幸徳丸 非電気通信業務用
431000632 神峰 非電気通信業務用
431000633 Ｂｌｕｅ　Ｂｌａｃｋ 非電気通信業務用
431000634 ＴＲＩＴＯＮＥ－ⅩⅠ 非電気通信業務用
431000635 聖盟 非電気通信業務用
431000636 末広丸 非電気通信業務用
431000637 ＱＵＥＥＮ　ＧＲＡＣＥ 非電気通信業務用
431000638 五十八光宝丸 非電気通信業務用
431000639 海嶺 非電気通信業務用
431000641 ＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙⅡ 非電気通信業務用
431000643 金剛丸 非電気通信業務用
431000644 片瀬丸 非電気通信業務用
431000645 くにみ 非電気通信業務用
431000646 第一海栄丸 非電気通信業務用
431000647 新興丸 非電気通信業務用
431000648 第三生洋丸 非電気通信業務用
431000649 第十六櫻島丸 非電気通信業務用
431000651 第十五櫻島丸 非電気通信業務用
431000652 第十三櫻島丸 非電気通信業務用
431000653 櫻島丸 非電気通信業務用
431000654 敬天丸 非電気通信業務用
431000655 晃徳丸 非電気通信業務用
431000656 祈風 非電気通信業務用
431000657 アナナス 非電気通信業務用
431000658 日章丸 非電気通信業務用
431000659 ニュー豊予２ 非電気通信業務用
431000661 第六十五浪速丸 非電気通信業務用
431000662 第十八八千代丸 非電気通信業務用
431000663 和加丸 非電気通信業務用
431000664 第十一如月丸 非電気通信業務用
431000665 第七十八新丸 非電気通信業務用
431000666 第十八明洋丸 非電気通信業務用
431000667 第十一大神丸 非電気通信業務用
431000668 ふれんどしっぷ４ 非電気通信業務用
431000669 福宝丸 非電気通信業務用
431000671 眞光丸 非電気通信業務用
431000672 正実丸 非電気通信業務用
431000673 とらいとん 非電気通信業務用
431000674 安芸丸 非電気通信業務用
431000675 愛鳳丸 非電気通信業務用
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431000676 第五幸翔丸 非電気通信業務用
431000677 きび 非電気通信業務用
431000678 伊勢丸 非電気通信業務用
431000679 ＰＥＴＩＴＥ 非電気通信業務用
431000681 白神山 非電気通信業務用
431000682 かいおう 非電気通信業務用
431000683 ニューかめりあ 非電気通信業務用
431000684 かめりあ２ 非電気通信業務用
431000685 ＬＥＧＬＵＳ 非電気通信業務用
431000687 第三十二雄豊丸 非電気通信業務用
431000688 第五弘栄丸 非電気通信業務用
431000689 松隆丸 非電気通信業務用
431000691 立昌丸 非電気通信業務用
431000692 第五栄豊丸 非電気通信業務用
431000693 第三栄豊丸 非電気通信業務用
431000694 啓洋丸 非電気通信業務用
431000695 若松丸 非電気通信業務用
431000696 第二十八いわほ 非電気通信業務用
431000697 マリエラ 非電気通信業務用
431000698 第一隆昭丸 非電気通信業務用
431000699 土佐海洋丸 非電気通信業務用
431000701 ダイハツ丸 非電気通信業務用
431000702 第七十八竜丸 非電気通信業務用
431000703 ＷＩＮ 非電気通信業務用
431000704 アポロ 非電気通信業務用
431000705 さつき丸 非電気通信業務用
431000706 翔洋丸 非電気通信業務用
431000707 菱春丸 非電気通信業務用
431000708 ＳＡＴＩＳ 非電気通信業務用
431000709 第二十いづみ丸 非電気通信業務用
431000711 第七十七祐喜丸 非電気通信業務用
431000712 きくち 非電気通信業務用
431000713 第五十八富丸 非電気通信業務用
431000714 ｖｉｇｏｒｏｕｓ　ＦＪＫ 非電気通信業務用
431000715 第五天竜丸 非電気通信業務用
431000716 ＮＡＶＩＳ 非電気通信業務用
431000717 第十八千歳丸 非電気通信業務用
431000718 隼 非電気通信業務用
431000719 第五高神丸 非電気通信業務用
431000721 隆祥丸 非電気通信業務用
431000722 ダイキ 非電気通信業務用
431000723 第一幸福丸 非電気通信業務用
431000724 ゆうなみ 非電気通信業務用
431000725 第三昭洋丸 非電気通信業務用
431000728 第三鈴鹿丸 非電気通信業務用
431000729 第十一日通丸 非電気通信業務用
431000731 弘勝丸 非電気通信業務用
431000732 はぐろ 非電気通信業務用
431000733 雅花奈丸 非電気通信業務用
431000734 ＪＰ　ＴＳＵＢＡＫＩ 非電気通信業務用
431000736 ２０１７－５０号 非電気通信業務用
431000742 荒崎丸 非電気通信業務用
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431000744 番ノ州Ⅱ号 非電気通信業務用
431000745 第七鈴鹿丸 非電気通信業務用
431000746 栄幸丸 非電気通信業務用
431000747 東洋 非電気通信業務用
431000748 豊昌丸 非電気通信業務用
431000749 つくば 非電気通信業務用
431000751 第一興祥丸 非電気通信業務用
431000752 ＥＵＲＯＰＡ 非電気通信業務用
431000753 トゥースター 非電気通信業務用
431000754 第８快洋丸 非電気通信業務用
431000755 第１８快洋丸 非電気通信業務用
431000756 さんくいーん 非電気通信業務用
431000757 大栄丸 非電気通信業務用
431000758 つむら 非電気通信業務用
431000759 るもい 非電気通信業務用
431000761 第八天照丸 非電気通信業務用
431000762 ふじ丸 非電気通信業務用
431000763 豊昌丸 非電気通信業務用
431000764 ぽらりす 非電気通信業務用
431000765 よしの 非電気通信業務用
431000766 第七幸洋丸 非電気通信業務用
431000767 第二新珠丸 非電気通信業務用
431000768 ＳＡＹＡＫＡ 非電気通信業務用
431000769 おおとり 非電気通信業務用
431000771 和丸 非電気通信業務用
431000772 まさふじ 非電気通信業務用
431000773 北野丸 非電気通信業務用
431000774 旭甲丸 非電気通信業務用
431000775 中村漁祐丸 非電気通信業務用
431000776 まや 非電気通信業務用
431000777 すみほう丸 非電気通信業務用
431000778 栄水 非電気通信業務用
431000779 ＳＡＣＨＩⅢ 非電気通信業務用
431000781 扇泰丸 非電気通信業務用
431000782 第八盛幸丸 非電気通信業務用
431000783 国昌丸 非電気通信業務用
431000785 うらなみ 非電気通信業務用
431000786 かわち 非電気通信業務用
431000787 かをる丸 非電気通信業務用
431000788 第一晴進丸 非電気通信業務用
431000789 豊春 非電気通信業務用
431000791 ポーラスター 非電気通信業務用
431000792 鶴令丸 非電気通信業務用
431000795 信濃丸 非電気通信業務用
431000796 はど 非電気通信業務用
431000797 久吉丸 非電気通信業務用
431000798 第十一高神丸 非電気通信業務用
431000799 第一朝丸 非電気通信業務用
431000801 第八恵久丸 非電気通信業務用
431000802 ＴＯＭＯ 非電気通信業務用
431000803 鈴鹿丸 非電気通信業務用
431000804 クイーンコーラルプラス 非電気通信業務用
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431000805 慶秀 非電気通信業務用
431000806 丸吉丸 非電気通信業務用
431000807 Ｂｅ遊 非電気通信業務用
431000808 ８８三協丸 非電気通信業務用
431000809 おき 非電気通信業務用
431000811 ニューインター 非電気通信業務用
431000816 第一だいえい丸 非電気通信業務用
431000817 光曄丸 非電気通信業務用
431000818 みつひろ５ 非電気通信業務用
431000819 第二十八金栄丸 非電気通信業務用
431000821 でじま 非電気通信業務用
431000822 ＪＦＥマーキュリー 非電気通信業務用
431000823 扇凛丸 非電気通信業務用
431000824 豊栄丸 非電気通信業務用
431000825 洋啓丸 非電気通信業務用
431000826 第二天正丸 非電気通信業務用
431000827 いすず 非電気通信業務用
431000828 のじぎく 非電気通信業務用
431000831 あなん丸 非電気通信業務用
431000832 正和丸 非電気通信業務用
431000833 魁星丸 非電気通信業務用
431000834 海青丸 非電気通信業務用
431000835 東栄丸 非電気通信業務用
431000836 公華丸 非電気通信業務用
431000837 かつらぎ 非電気通信業務用
431000838 はやかぜ 非電気通信業務用
431000839 ＯＣＥＡＮ　ＦＩＧＨＴＥＲ 非電気通信業務用
431000841 関東丸 非電気通信業務用
431000842 あかぎ 非電気通信業務用
431000843 俊栄 非電気通信業務用
431000844 瑞恵丸 非電気通信業務用
431000845 白龍 非電気通信業務用
431000846 第二十八愛廣丸 非電気通信業務用
431000847 衣笠丸 非電気通信業務用
431000848 誠寿丸 非電気通信業務用
431000849 第十八みや丸 非電気通信業務用
431000851 第十八松島丸 非電気通信業務用
431000852 第二優昭丸 非電気通信業務用
431000853 なつづき 非電気通信業務用
431000854 いきぐも 非電気通信業務用
431000855 はぎなみ 非電気通信業務用
431000856 阿州丸 非電気通信業務用
431000857 第八照丸 非電気通信業務用
431000858 第十五進栄丸 非電気通信業務用
431000859 第二東洋丸 非電気通信業務用
431000861 徳山丸 非電気通信業務用
431000862 瑞聖 非電気通信業務用
431000863 東洋丸 非電気通信業務用
431000864 双菱丸 非電気通信業務用
431000865 ＥＸＵＬＴ 非電気通信業務用
431000866 第五八起丸 非電気通信業務用
431000867 岩手丸 非電気通信業務用



57 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431000868 ＰＡＳＳＩＯＮＥⅦ 非電気通信業務用
431000869 うけゆり 非電気通信業務用
431000871 るりかぜ 非電気通信業務用
431000872 安鷹 非電気通信業務用
431000873 さくらかぜ 非電気通信業務用
431000874 しろかぜ 非電気通信業務用
431000875 第七十二英山丸 非電気通信業務用
431000876 あさかぜ２１ 非電気通信業務用
431000877 みかげ 非電気通信業務用
431000878 神島丸 非電気通信業務用
431000879 さんしゅう丸 非電気通信業務用
431000882 でいご 非電気通信業務用
431000883 いよ丸 非電気通信業務用
431000884 ゆうな 非電気通信業務用
431000885 あだん 非電気通信業務用
431000886 ウミジンⅡ 非電気通信業務用
431000887 桃邦丸 非電気通信業務用
431000888 第三十三廣漁丸 非電気通信業務用
431000889 やまくに 非電気通信業務用
431000891 グリーク 非電気通信業務用
431000892 伸栄丸 非電気通信業務用
431000893 第七十二萬漁丸 非電気通信業務用
431000894 君津丸 非電気通信業務用
431000895 上組丸 非電気通信業務用
431000896 福山丸 非電気通信業務用
431000897 Ｃｌｅａｒ　Ｗａｔｅｒ　１０ 非電気通信業務用
431000898 健山丸 非電気通信業務用
431000899 第八ニッケル丸 非電気通信業務用
431000901 ほこかぜ 非電気通信業務用
431000902 神晴丸 非電気通信業務用
431000903 第十一山菱丸 非電気通信業務用
431000904 わこう 非電気通信業務用
431000905 つくし 非電気通信業務用
431000907 グランドエクシブ 非電気通信業務用
431000908 ＤＩＮＳ 非電気通信業務用
431000909 伊勢 非電気通信業務用
431000912 第二十一霧島丸 非電気通信業務用
431000913 龍鶴 非電気通信業務用
431000915 かいおう 非電気通信業務用
431000916 しおかぜ 非電気通信業務用
431000917 リバティ 非電気通信業務用
431000918 海宝丸 非電気通信業務用
431000919 ＶＩＶＡ　ＬＡＹＬＡ 非電気通信業務用
431000922 深川丸 非電気通信業務用
431000923 東広丸 非電気通信業務用
431000924 海幸丸 非電気通信業務用
431000925 大島一丸 非電気通信業務用
431000926 わたつみ 非電気通信業務用
431000927 第三十三浅川丸 非電気通信業務用
431000928 大浜 非電気通信業務用
431000929 第二十八青雲丸 非電気通信業務用
431000931 第一八八号繁栄丸 非電気通信業務用
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431000932 第三ほうりん 非電気通信業務用
431000933 ＫＩＮＧ　ＢＥＥ 非電気通信業務用
431000935 ＰＲＩＭＡＶＥＲＡ 非電気通信業務用
431000936 ＰＲＩＭＡＶＥＲＡ 非電気通信業務用
431000937 海人 非電気通信業務用
431000938 海門丸 非電気通信業務用
431000939 ＳＵＤＤＵＦＩＮ 非電気通信業務用
431000941 ハガル 非電気通信業務用
431000942 唐津丸 非電気通信業務用
431000943 豊顕丸 非電気通信業務用
431000944 大勇丸 非電気通信業務用
431000945 アルファ 非電気通信業務用
431000946 ＧＲＡＣＩＡＳ 非電気通信業務用
431000947 日島丸 非電気通信業務用
431000948 海佐知丸 非電気通信業務用
431000949 盛開丸 非電気通信業務用
431000951 ともえ丸 非電気通信業務用
431000952 福笠丸 非電気通信業務用
431000953 ちとせ 非電気通信業務用
431000954 さんこう翔馬 非電気通信業務用
431000955 第二八豊丸 非電気通信業務用
431000956 ファミーユ 非電気通信業務用
431000957 Ｓｅａｂｒｅ 非電気通信業務用
431000958 第六勢福丸 非電気通信業務用
431000959 ＳＥＩＵＮ 非電気通信業務用
431000961 Ｂｕｅｎａ　Ｖｉｓｔａ 非電気通信業務用
431000962 恵将丸 非電気通信業務用
431000963 長門丸 非電気通信業務用
431000964 第十五菊丸 非電気通信業務用
431000965 Ｄａｎｃｉｎｇ　ｈｅｒｏ 非電気通信業務用
431000966 おきすまる 非電気通信業務用
431000967 志んど波っと７ 非電気通信業務用
431000968 第八力司丸 非電気通信業務用
431000969 ＦＡＩＲ　ＬＡＤＹ 非電気通信業務用
431000972 周永丸 非電気通信業務用
431000973 ＣＡＬＹＰＳＯ 非電気通信業務用
431000974 ロベリーナ 非電気通信業務用
431000975 第五十八音丸 非電気通信業務用
431000976 栄造丸 非電気通信業務用
431000977 たじま 非電気通信業務用
431000979 第八十八石田丸 非電気通信業務用
431000981 ダイハツ丸２ 非電気通信業務用
431000982 おきぐも 非電気通信業務用
431000983 明祥丸 非電気通信業務用
431000984 第十七ひかり丸 非電気通信業務用
431000985 しなつ 非電気通信業務用
431000986 大晋丸 非電気通信業務用
431000987 鹿島丸 非電気通信業務用
431000988 光春丸 非電気通信業務用
431000989 開洋 非電気通信業務用
431000991 第十七日吉丸 非電気通信業務用
431000992 Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃｒｏｓｓ 非電気通信業務用
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431000994 ひめしま 非電気通信業務用
431000995 ひろしま 非電気通信業務用
431000996 第三十二正進丸 非電気通信業務用
431000997 ＤＯＮＢＵＲＵ 非電気通信業務用
431000998 祥久丸 非電気通信業務用
431000999 ＭＡＶＥＲＩＣＫ 非電気通信業務用
431001001 かの 非電気通信業務用
431001002 あすざん丸 非電気通信業務用
431001003 新幸丸 非電気通信業務用
431001004 あかつき　Ⅱ 非電気通信業務用
431001005 光駿丸 非電気通信業務用
431001006 日菖丸 非電気通信業務用
431001007 ＮＥＸＴ 非電気通信業務用
431001008 富士丸 非電気通信業務用
431001009 あわぐも 非電気通信業務用
431001011 しまぐも 非電気通信業務用
431001012 清浜丸 非電気通信業務用
431001013 第二十一寛洋丸 非電気通信業務用
431001014 神凪丸 非電気通信業務用
431001015 ひの峰 非電気通信業務用
431001016 栄照丸 非電気通信業務用
431001018 商船大学 非電気通信業務用
431001019 神邦丸 非電気通信業務用
431001021 石栄丸 非電気通信業務用
431001022 バズ 非電気通信業務用
431001023 Ｌｅｖａｎｔｅ 非電気通信業務用
431001024 東鳳丸 非電気通信業務用
431001025 Ｗｈｉｔｅ　Ｌａｄｙ 非電気通信業務用
431001026 ＣＥＢＵ　ＴＲＡＤＥＲ 非電気通信業務用
431001027 ブルーライジング 非電気通信業務用
431001028 とかち 非電気通信業務用
431001029 志誠丸 非電気通信業務用
431001033 王陽丸 非電気通信業務用
431001042 Ｓｕｎｆｉｅｌｄ　Ⅵ 非電気通信業務用
431001043 第八昭安丸 非電気通信業務用
431001044 ８かんのん 非電気通信業務用
431001045 たいら丸 非電気通信業務用
431001046 れい丸 非電気通信業務用
431001047 せきしょう 非電気通信業務用
431001048 あおみ 非電気通信業務用
431001049 燕州丸 非電気通信業務用
431001051 千倉丸 非電気通信業務用
431001052 豊和丸 非電気通信業務用
431001053 鶴丸 非電気通信業務用
431001054 ＮＩＧＨＴ　ＡＮＤ　ＤＡＹ 非電気通信業務用
431001055 かみごとう 非電気通信業務用
431001056 第二東栄丸 非電気通信業務用
431001057 とよら丸 非電気通信業務用
431001058 Ｓｕｍｉｙｏｓｈｉ 非電気通信業務用
431001059 第１８龍王丸 非電気通信業務用
431001061 海龍 非電気通信業務用
431001062 第二菱豊丸 非電気通信業務用
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431001063 海王丸 非電気通信業務用
431001064 第２７大博号 非電気通信業務用
431001065 第二武庫丸 非電気通信業務用
431001066 みーも 非電気通信業務用
431001067 ＧＩＮＧＡＳＥＩ 非電気通信業務用
431001068 ＥＬＦＩＮ 非電気通信業務用
431001069 第三スエズ 非電気通信業務用
431001071 第二十一福神丸 非電気通信業務用
431001072 清洋丸 非電気通信業務用
431001073 大幸丸 非電気通信業務用
431001074 淡路丸 非電気通信業務用
431001075 第二十六司丸 非電気通信業務用
431001076 ゆやまⅡ 非電気通信業務用
431001077 第二十一すみせ丸 非電気通信業務用
431001078 ＰｕｌｃｈｒａⅢ 非電気通信業務用
431001079 第十八精寿丸 非電気通信業務用
431001081 ふたみ丸 非電気通信業務用
431001082 第八幸秀丸 非電気通信業務用
431001083 くれかぜ 非電気通信業務用
431001084 海央丸 非電気通信業務用
431001085 いせぎく 非電気通信業務用
431001086 第八末広丸 非電気通信業務用
431001087 あぶくま 非電気通信業務用
431001088 みほかぜ 非電気通信業務用
431001089 いよざくら 非電気通信業務用
431001091 まつかぜ 非電気通信業務用
431001092 第五榮吉丸 非電気通信業務用
431001093 林航丸 非電気通信業務用
431001094 十七東洋丸 非電気通信業務用
431001095 新共栄丸 非電気通信業務用
431001096 第十八東丸 非電気通信業務用
431001097 のぞみ 非電気通信業務用
431001098 旭寶丸 非電気通信業務用
431001099 大寿丸 非電気通信業務用
431001101 こくら丸 非電気通信業務用
431001102 富士丸 非電気通信業務用
431001103 ＫＹＯＥＩ 非電気通信業務用
431001104 立眞丸 非電気通信業務用
431001105 せと 非電気通信業務用
431001106 やはた丸 非電気通信業務用
431001107 愛興丸 非電気通信業務用
431001108 松星丸 非電気通信業務用
431001109 はやぶさ 非電気通信業務用
431001111 ろっこう 非電気通信業務用
431001112 第十八照丸 非電気通信業務用
431001113 みうら 非電気通信業務用
431001114 大山丸 非電気通信業務用
431001115 日の出丸 非電気通信業務用
431001116 明田丸 非電気通信業務用
431001117 海晴丸 非電気通信業務用
431001118 ＪＵＫＥＢＯＸ 非電気通信業務用
431001119 よどがわ 非電気通信業務用
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431001121 ＭＡＸＩＭＵＭ 非電気通信業務用
431001122 あきつ丸 非電気通信業務用
431001123 第二フェリー大島 非電気通信業務用
431001124 ＴＲＩＴＯＮⅣ 非電気通信業務用
431001125 三康丸 非電気通信業務用
431001126 第百六十八鳳生丸 非電気通信業務用
431001127 開洋丸 非電気通信業務用
431001128 盛隆丸 非電気通信業務用
431001129 第十八宝運丸 非電気通信業務用
431001131 明光丸 非電気通信業務用
431001132 万谷丸 非電気通信業務用
431001133 法竜丸 非電気通信業務用
431001134 あいりす 非電気通信業務用
431001135 みなべ 非電気通信業務用
431001136 双星丸 非電気通信業務用
431001137 みやび 非電気通信業務用
431001138 ジャンボリー 非電気通信業務用
431001139 幸福丸 非電気通信業務用
431001141 ＣＵＭＵＬＵＳ 非電気通信業務用
431001142 和光丸 非電気通信業務用
431001143 Ｓｅａ　Ｂａｎａ 非電気通信業務用
431001144 ＳＮＯＯＰＹ 非電気通信業務用
431001145 あすか丸 非電気通信業務用
431001146 ＡＱＵＡ　ＨＯＬＩＣ 非電気通信業務用
431001147 第二十三長栄丸 非電気通信業務用
431001148 ベイサイドウインド 非電気通信業務用
431001149 誠山丸 非電気通信業務用
431001151 第十一松山丸 非電気通信業務用
431001152 長久丸 非電気通信業務用
431001153 ボラボラ 非電気通信業務用
431001154 アバンチュール 非電気通信業務用
431001155 髙はし 非電気通信業務用
431001156 ＡＶＥＮＩＲ 非電気通信業務用
431001157 Ｈｅｌｌｏ　Ｍｏｃｈｉ　Ｍｏｃｈｉ 非電気通信業務用
431001158 ＳＥＡＢＡＳＳ　ＫＡＺＵⅡ 非電気通信業務用
431001159 ＣＢＥＴ 非電気通信業務用
431001161 ＫＵＲＥＮＡＩ 非電気通信業務用
431001162 Ｊ　Ｔｈｒｅｅ　Ｂｏｙｓ 非電気通信業務用
431001163 ＴＲＡＶＩＳ　Ⅳ 非電気通信業務用
431001164 こうゆう丸 非電気通信業務用
431001165 海童 非電気通信業務用
431001166 晃英丸 非電気通信業務用
431001167 たまかぜ 非電気通信業務用
431001168 第５００５いかり丸 非電気通信業務用
431001169 姫向日葵３ 非電気通信業務用
431001171 ハミングバード 非電気通信業務用
431001172 マリン－Ⅱ 非電気通信業務用
431001173 マンデーナイト 非電気通信業務用
431001174 第三十八海幸丸 非電気通信業務用
431001175 第三十六栄進丸 非電気通信業務用
431001176 ＨＡＲＤＯＲＹⅡ　 非電気通信業務用
431001177 第七幸伸丸 非電気通信業務用
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431001178 ＦＲ－３４Ⅱ 非電気通信業務用
431001181 美咲　Ⅲ 非電気通信業務用
431001182 宏洋丸Ⅴ 非電気通信業務用
431001183 ＰＥＥＫ　Ａ　ＢＯＯ　Ⅴ 非電気通信業務用
431001184 Ｃｌｅａｎ　ｔｒｕｓｔ 非電気通信業務用
431001185 ＴＡＳＫ 非電気通信業務用
431001186 ＥＭＥＲＡＵＤＥⅢ 非電気通信業務用
431001187 ＨＩＤＥⅢ 非電気通信業務用
431001188 泉駿 非電気通信業務用
431001189 ストラテジック・パートナーズ 非電気通信業務用
431001191 ＲｕｎｎｅｒⅢ 非電気通信業務用
431001192 そよ風Ⅱ 非電気通信業務用
431001193 第十六旭丸 非電気通信業務用
431001195 第１８光丸 非電気通信業務用
431001196 ＥＡＳＴ　ＭＡＮ 非電気通信業務用
431001197 じゅんぷう 非電気通信業務用
431001198 敷島 非電気通信業務用
431001199 第八十八稲荷丸 非電気通信業務用
431001201 第十一勝清丸 非電気通信業務用
431001202 みらい 非電気通信業務用
431001203 ＧＥＴ　ＳＥＴ 非電気通信業務用
431001204 白洋 非電気通信業務用
431001205 ティンカーベル 非電気通信業務用
431001206 すずか丸 非電気通信業務用
431001207 風小町 非電気通信業務用
431001208 Ｇ－ＦＯＲＣＥ１ 非電気通信業務用
431001209 第五十八清宝丸 非電気通信業務用
431001211 第五十八金毘羅丸 非電気通信業務用
431001212 第五十八政進丸 非電気通信業務用
431001213 ティンカーベル 非電気通信業務用
431001214 りゅうなんⅡ 非電気通信業務用
431001215 夕凪丸 非電気通信業務用
431001216 明正丸 非電気通信業務用
431001217 フジ号 非電気通信業務用
431001218 Ｋｉｎｇ　Ｆｉｓｈｅｒ 非電気通信業務用
431001219 力丸Ⅱ 非電気通信業務用
431001221 薫風 非電気通信業務用
431001222 ワイ・エス３ 非電気通信業務用
431001223 エメラルドレディ１ 非電気通信業務用
431001224 マリンウェーブ 非電気通信業務用
431001225 ＳｅａＣｌｅａｎ 非電気通信業務用
431001226 第八兼丸 非電気通信業務用
431001227 リーファーズ 非電気通信業務用
431001228 ＯＧ・ＴＲＥＡＳＵＲＥ　Ｖｏｌ’３ 非電気通信業務用
431001229 エル・ドミンゴ２ 非電気通信業務用
431001231 Ｂｌｕｅ　Ｓｋｙ 非電気通信業務用
431001232 小山丸 非電気通信業務用
431001233 Ｂｒｕｔ 非電気通信業務用
431001234 ＧＥＫＯ 非電気通信業務用
431001235 第五十八勝丸 非電気通信業務用
431001236 へいわ 非電気通信業務用
431001237 太平丸 非電気通信業務用
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431001238 Ｓｅａ　Ｄｒｅａｍ 非電気通信業務用
431001239 海斗丸 非電気通信業務用
431001241 新竜昇丸 非電気通信業務用
431001242 海光丸 非電気通信業務用
431001243 てるぎく 非電気通信業務用
431001244 さざなみ 非電気通信業務用
431001245 ＳＡＬＴＹ　ＢＯＹ 非電気通信業務用
431001246 七海丸 非電気通信業務用
431001247 ＪＡＺＺ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001248 ＫＯＵＳＥＮ 非電気通信業務用
431001249 パナリ 非電気通信業務用
431001251 いいで丸 非電気通信業務用
431001252 ＣＨＩＤＯＲＩ 非電気通信業務用
431001253 第一アミックス 非電気通信業務用
431001255 第六十八天洋丸 非電気通信業務用
431001256 ＡＲＫＴＯＳ 非電気通信業務用
431001257 第六芙蓉丸 非電気通信業務用
431001258 福宝丸 非電気通信業務用
431001259 海神丸 非電気通信業務用
431001261 松友丸 非電気通信業務用
431001262 海つばめ 非電気通信業務用
431001263 グラン　オリエンタⅡ 非電気通信業務用
431001264 ネルソン 非電気通信業務用
431001265 第２５幸進丸 非電気通信業務用
431001266 ＲＡＶＥＮⅢ 非電気通信業務用
431001267 ＨＩＮＡＴＡ－ＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431001268 タックル 非電気通信業務用
431001269 ＰＷＳＡ２ 非電気通信業務用
431001271 ＦＡＩＲＹＴＥＲＮ 非電気通信業務用
431001272 加賀丸 非電気通信業務用
431001273 でんでん 非電気通信業務用
431001274 第２梅丸 非電気通信業務用
431001275 朝日丸 非電気通信業務用
431001276 タイセン 非電気通信業務用
431001277 ＫＡＮＡＭＩＳＡＫＩ５０ 非電気通信業務用
431001278 ＢｕｅｎａＶｉｓｔａ 非電気通信業務用
431001279 なじま 非電気通信業務用
431001281 ゆうほうＸ 非電気通信業務用
431001282 ダフネ・レティシア 非電気通信業務用
431001283 海凰 非電気通信業務用
431001284 第１８北栄 非電気通信業務用
431001285 まさき 非電気通信業務用
431001286 吉欣丸 非電気通信業務用
431001287 貴帆 非電気通信業務用
431001288 東亜丸 非電気通信業務用
431001289 ＭＹ３１　ｓｅａｄｏｇ 非電気通信業務用
431001291 月輝丸 非電気通信業務用
431001292 Ｌｕｃｉｌｌｅ 非電気通信業務用
431001293 金虎丸 非電気通信業務用
431001294 よしとよ丸 非電気通信業務用
431001295 ＫＥＶＩＮⅡ 非電気通信業務用
431001296 カミハル 非電気通信業務用
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431001297 Ｈｏｌｙ　Ｂｒｅａｒｈ 非電気通信業務用
431001298 やはぎ 非電気通信業務用
431001299 Ｓｔ．Ｌｕｍｉｅｒｅ 非電気通信業務用
431001301 東亜丸 非電気通信業務用
431001302 ウイズダム 非電気通信業務用
431001303 旭龍 非電気通信業務用
431001304 ファルマ 非電気通信業務用
431001305 やまなか 非電気通信業務用
431001306 大神丸 非電気通信業務用
431001307 湘南 非電気通信業務用
431001308 ガスト 非電気通信業務用
431001309 さの丸 非電気通信業務用
431001311 海人 非電気通信業務用
431001312 海幸丸 非電気通信業務用
431001313 ＰＲＩＮＣＥＳＳ　ＪＯＤＹ 非電気通信業務用
431001314 愛幸丸 非電気通信業務用
431001315 岳 非電気通信業務用
431001316 栄翔丸Ⅱ 非電気通信業務用
431001317 ｃｏｎｃｏｒｄｉａ 非電気通信業務用
431001318 ＳＵＮ　ＦＲＩＥＮＤＳ 非電気通信業務用
431001319 一樹 非電気通信業務用
431001321 Ｐｏｌａｒｉｓ 非電気通信業務用
431001322 第五十八美阿丸 非電気通信業務用
431001323 Ｂｕｌｌ　Ｆｉｇｈｔｅｒ 非電気通信業務用
431001324 ＨＩＫＡＲＵ 非電気通信業務用
431001325 第二十三福長丸 非電気通信業務用
431001326 第十八太陽丸 非電気通信業務用
431001327 ＢＯＨＥＭＩＡＮⅤ 非電気通信業務用
431001328 太田川 非電気通信業務用
431001329 ジョイマリン　チャレンジャー 非電気通信業務用
431001331 せと丸二号 非電気通信業務用
431001332 海童 非電気通信業務用
431001333 ＵＰ　ＷＩＮＤ 非電気通信業務用
431001334 ＡＧＡＰＥ　Ⅲ 非電気通信業務用
431001335 Ｄｅｊａ　ｖｕ（デジャ　ヴ） 非電気通信業務用
431001336 Ｊｕｍｅａｕｘ 非電気通信業務用
431001337 マリン１号 非電気通信業務用
431001338 新めづら丸 非電気通信業務用
431001339 ＫＩＮＧ　ＮＯ．５ 非電気通信業務用
431001341 Ａｎｎ　Ｌｕｃｉａ 非電気通信業務用
431001342 第二英華丸 非電気通信業務用
431001343 陽祥丸 非電気通信業務用
431001344 Ｂｉｎｇｏ 非電気通信業務用
431001345 Ｐａｆｉｏ 非電気通信業務用
431001346 龍創丸 非電気通信業務用
431001347 順陽夏 非電気通信業務用
431001349 海鳥Ⅴ 非電気通信業務用
431001351 ＷＯＯＤＰＥＣＫ　Ⅳ 非電気通信業務用
431001352 紅旗 非電気通信業務用
431001353 鐵翔丸 非電気通信業務用
431001354 ＡＵＲＯＲＡ 非電気通信業務用
431001355 情通丸 非電気通信業務用
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431001356 ＰＲＩＭＡＤＯＮＮＡ 非電気通信業務用
431001357 東南丸 非電気通信業務用
431001358 第六十五松栄丸 非電気通信業務用
431001359 西遊紀 非電気通信業務用
431001361 ＴＥＮＡ 非電気通信業務用
431001362 道 非電気通信業務用
431001363 コーダ・ジャパン 非電気通信業務用
431001364 猩々 非電気通信業務用
431001365 ＴＳＵＢＡＳＡⅡ 非電気通信業務用
431001366 アンリィ・ベイル 非電気通信業務用
431001367 第二十八喜美丸 非電気通信業務用
431001368 あさま 非電気通信業務用
431001369 安芸 非電気通信業務用
431001371 第五すみふく丸 非電気通信業務用
431001372 ｋｕｓｉｔａｎｉ２世 非電気通信業務用
431001373 福丸 非電気通信業務用
431001374 第十八春日丸 非電気通信業務用
431001375 第二十六拓進丸 非電気通信業務用
431001376 夢 非電気通信業務用
431001377 Ｅｌｌｉｅ 非電気通信業務用
431001378 ＳＴＥＬＬＡⅡ 非電気通信業務用
431001379 第二東西丸 非電気通信業務用
431001381 よじ 非電気通信業務用
431001382 第一宝徳丸 非電気通信業務用
431001383 京香丸 非電気通信業務用
431001384 Ｒｏｓｅ　ｄｅｉ　Ｖｅｎｔｉ 非電気通信業務用
431001385 エスポワール 非電気通信業務用
431001386 Ｔｈｉｒａ 非電気通信業務用
431001387 和華丸 非電気通信業務用
431001388 新君丸 非電気通信業務用
431001389 景虎 非電気通信業務用
431001391 Ｔａｌｉｓｍａｎ 非電気通信業務用
431001393 ジョリ 非電気通信業務用
431001394 凪 非電気通信業務用
431001395 Ｃｈｕｐｉ 非電気通信業務用
431001396 第八輪島丸 非電気通信業務用
431001397 瑞鳳丸 非電気通信業務用
431001398 舞 非電気通信業務用
431001399 エスカルゴ 非電気通信業務用
431001401 昭永丸 非電気通信業務用
431001402 ＣＥＲＥＳ 非電気通信業務用
431001403 ＬｅｐｒｉｏｎⅢ 非電気通信業務用
431001404 アンディアーモⅡ 非電気通信業務用
431001405 ＨＥＲＭＩＴ 非電気通信業務用
431001406 明神丸 非電気通信業務用
431001407 第十二明神丸 非電気通信業務用
431001408 よし丸 非電気通信業務用
431001409 第二美空丸 非電気通信業務用
431001411 Ｊｕｐｉｔｅｒ 非電気通信業務用
431001412 栄伸丸 非電気通信業務用
431001413 第三十五広勢丸 非電気通信業務用
431001414 ポルコ　ロッソ　スフィーダ 非電気通信業務用
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431001415 輝 非電気通信業務用
431001416 第二平成丸 非電気通信業務用
431001417 たまりき丸 非電気通信業務用
431001418 メリーシーガアル 非電気通信業務用
431001419 第十八大王丸 非電気通信業務用
431001421 ＳＧ－１ 非電気通信業務用
431001422 ＳＴＡＲ　ＤＵＳＴ 非電気通信業務用
431001423 ＹＵＭＩ 非電気通信業務用
431001424 ＤＡＩＮＡ 非電気通信業務用
431001425 ＪＡＺＺ 非電気通信業務用
431001426 第七十八栄伸丸 非電気通信業務用
431001427 フェニックスレジェンド 非電気通信業務用
431001428 第六日栄丸 非電気通信業務用
431001429 ＯＣＥＡＮ　ＰＯＩＮＴ　Ⅴ 非電気通信業務用
431001431 さち 非電気通信業務用
431001432 アランビック 非電気通信業務用
431001433 ＢＥＬＬＯＮＡⅢ 非電気通信業務用
431001434 ＨＩＲＯ 非電気通信業務用
431001435 悠 非電気通信業務用
431001436 Ｔｈａｎｋ　Ｙｏｕ 非電気通信業務用
431001437 夕なぎ 非電気通信業務用
431001438 第十八勝栄丸 非電気通信業務用
431001439 海号 非電気通信業務用
431001441 ＬＵＬＬＡＢＹ 非電気通信業務用
431001442 ＣＲ　Ｋ２ 非電気通信業務用
431001443 あいあい－２ 非電気通信業務用
431001444 ポコアポコ 非電気通信業務用
431001445 ＶＡＬＥＮＴＩＮＥ　Ⅲ 非電気通信業務用
431001446 ＡＺＡＬＥＡ２７ 非電気通信業務用
431001447 ＫａｒａｂｉｎｅｒⅡ 非電気通信業務用
431001448 ＭＴⅡ世号 非電気通信業務用
431001449 第五北斗丸 非電気通信業務用
431001451 Ｅｎｄｌｅｓｓ　Ｓｕｍｍｅｒ 非電気通信業務用
431001452 文文 非電気通信業務用
431001453 Ｂｒｉｃｋ　ＭａｎⅢ 非電気通信業務用
431001454 鶴雄丸 非電気通信業務用
431001455 海王丸 非電気通信業務用
431001456 バン・デ・メール 非電気通信業務用
431001457 ＢＯＮＡＮＺＡⅡ 非電気通信業務用
431001458 ＤＯＮＡＬＤ 非電気通信業務用
431001459 テティス‐４ 非電気通信業務用
431001461 ゴッパーヌ 非電気通信業務用
431001463 風童 非電気通信業務用
431001464 ホワイトビーチ 非電気通信業務用
431001465 ＦＬＵＫＹ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001466 人魚姫 非電気通信業務用
431001467 第二十明神丸 非電気通信業務用
431001468 曳翔丸 非電気通信業務用
431001469 Ｋｅｉ３ 非電気通信業務用
431001471 勧進丸 非電気通信業務用
431001472 一栄丸 非電気通信業務用
431001473 成生Ⅲ 非電気通信業務用
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431001474 きさみ 非電気通信業務用
431001475 ＲＯＣＯＣＯⅡ 非電気通信業務用
431001476 帆乃香Ⅱ 非電気通信業務用
431001477 智丸 非電気通信業務用
431001478 かざとり 非電気通信業務用
431001479 ＢＬＡＣＫ　ＰＥＡＲＬ 非電気通信業務用
431001481 エンタープライズⅢ 非電気通信業務用
431001482 さらい 非電気通信業務用
431001483 幸朋丸 非電気通信業務用
431001484 グレートリトルベアー 非電気通信業務用
431001485 ＺＥＲＯ 非電気通信業務用
431001486 ＡＲＩＥＴＴＡ 非電気通信業務用
431001487 Ｌｉｂｅｒｔｉｎｅ 非電気通信業務用
431001488 ＮＯ　ＲＥＡＳＯＮ 非電気通信業務用
431001489 ＧＡＢＯＴＥＮ　Ｉｓ． 非電気通信業務用
431001491 第四十三桝栄丸 非電気通信業務用
431001492 皇海Ⅱ 非電気通信業務用
431001493 鶴洋丸 非電気通信業務用
431001494 夕凪 非電気通信業務用
431001495 えぼし 非電気通信業務用
431001496 阿仁丸 非電気通信業務用
431001497 ＫＩＮＧ　ＦＩＳＨＥＲ 非電気通信業務用
431001498 Ｍａｋｉｍａｒｙ 非電気通信業務用
431001499 みやらびⅡ 非電気通信業務用
431001501 花気流 非電気通信業務用
431001502 いつくしま 非電気通信業務用
431001503 大和 非電気通信業務用
431001504 凌駕 非電気通信業務用
431001505 ＣＬＩＯＮＥ 非電気通信業務用
431001506 ＲＥＲＡⅢ 非電気通信業務用
431001507 マーベリックⅢ 非電気通信業務用
431001508 北前 非電気通信業務用
431001509 ＭＯＪＩＴＯ 非電気通信業務用
431001511 第三十一新栄丸 非電気通信業務用
431001512 熊３号 非電気通信業務用
431001513 かいりゅう 非電気通信業務用
431001514 Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅ 非電気通信業務用
431001515 西善丸 非電気通信業務用
431001516 ＳＴＡＲＤＵＳＴ 非電気通信業務用
431001517 蓬丸 非電気通信業務用
431001518 Ｍｅｒｃｅｄｅｓ 非電気通信業務用
431001519 さがみ三 非電気通信業務用
431001521 第十幸陽丸 非電気通信業務用
431001522 ＥＡＲＴＨ　３ 非電気通信業務用
431001523 香取丸 非電気通信業務用
431001525 サムテック 非電気通信業務用
431001526 ふうゆう 非電気通信業務用
431001527 海光丸 非電気通信業務用
431001528 さんくちゆあり 非電気通信業務用
431001529 まきなみ 非電気通信業務用
431001531 ＢＵＣＣＨＡＮ 非電気通信業務用
431001532 オフ・スピリット 非電気通信業務用
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431001533 ＬＥＴ　ＩＴ　ＢＥ 非電気通信業務用
431001534 ＳＥＡ　ＨＯＲＳＥ　Ⅶ 非電気通信業務用
431001535 第三北斗丸 非電気通信業務用
431001536 鞍馬丸 非電気通信業務用
431001537 ＤｒｅａｍⅡ 非電気通信業務用
431001538 友陽 非電気通信業務用
431001539 ７７三協丸 非電気通信業務用
431001541 彩愛 非電気通信業務用
431001542 うるめ 非電気通信業務用
431001543 サザンクロス９ 非電気通信業務用
431001544 ブルードルフィン 非電気通信業務用
431001545 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 非電気通信業務用
431001546 まつうら 非電気通信業務用
431001547 シーウォーカー 非電気通信業務用
431001548 高島丸 非電気通信業務用
431001549 日昌丸 非電気通信業務用
431001551 マミーローズ 非電気通信業務用
431001552 ＪＵＮ 非電気通信業務用
431001553 金栄丸 非電気通信業務用
431001554 オハナ 非電気通信業務用
431001555 Ｄｕｆｆｙ 非電気通信業務用
431001556 ビックアイランド 非電気通信業務用
431001557 ＰＩＬＡＲ 非電気通信業務用
431001558 Ｏａｓｉｓ　Ｄｏ　Ｍａｒ 非電気通信業務用
431001559 みのり号Ⅲ 非電気通信業務用
431001561 知多八号 非電気通信業務用
431001562 第五豊晃丸 非電気通信業務用
431001563 ＣＨＡＭＰＩＯＮ 非電気通信業務用
431001564 第八十八大栄号 非電気通信業務用
431001565 ゆうや 非電気通信業務用
431001566 久美丸 非電気通信業務用
431001567 速鳥 非電気通信業務用
431001568 ｇａｌｌｏｐｅｒ 非電気通信業務用
431001569 Ｍａｒｉｎｅ　Ｊｏｋｅｒ 非電気通信業務用
431001571 梅丸 非電気通信業務用
431001572 第五天誠丸 非電気通信業務用
431001573 六十八号仁庄丸 非電気通信業務用
431001574 颯進 非電気通信業務用
431001575 アクアビット 非電気通信業務用
431001576 Ａｄｖａｎｃｅ 非電気通信業務用
431001577 ＭＩＴＯＭＯ 非電気通信業務用
431001578 進扇丸 非電気通信業務用
431001579 ＤＥＳＰＥＲＡＤＯ 非電気通信業務用
431001581 第Ⅲ木村丸 非電気通信業務用
431001582 第二十八周宏丸 非電気通信業務用
431001583 とびしま 非電気通信業務用
431001584 ＳＡＥＭＹ　Ⅴ 非電気通信業務用
431001585 秋津洲 非電気通信業務用
431001586 ＢＵＭＩ 非電気通信業務用
431001587 シードラゴン５ 非電気通信業務用
431001588 金寿丸 非電気通信業務用
431001589 かど丸 非電気通信業務用
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431001591 萬吉丸 非電気通信業務用
431001592 大栄丸 非電気通信業務用
431001593 壱弐丸 非電気通信業務用
431001594 Ｄ－Ｂｒｏｓ 非電気通信業務用
431001595 ペガサス７ 非電気通信業務用
431001596 青葉丸 非電気通信業務用
431001597 ＴＡＩＫＥＮ 非電気通信業務用
431001598 うみんちゅ 非電気通信業務用
431001599 髙はし 非電気通信業務用
431001601 ＥＳＰＲＩＴ 非電気通信業務用
431001602 興徳 非電気通信業務用
431001603 Ａｒｔｅｍｉｓ 非電気通信業務用
431001604 バッカニア 非電気通信業務用
431001605 Ｂａｙ　Ｆｉｇｈｔｅｒ 非電気通信業務用
431001606 おーしゃんすぴりっと 非電気通信業務用
431001607 侍７世 非電気通信業務用
431001608 ＳＤＩ－Ⅱ 非電気通信業務用
431001609 第五冨義丸 非電気通信業務用
431001611 東海丸 非電気通信業務用
431001612 エアポート２号 非電気通信業務用
431001613 第八永昌丸 非電気通信業務用
431001614 Ｐｏｒｃｏ　Ｒｏｓｓｏ 非電気通信業務用
431001615 ＭＯＮＴＥＧＯＢＡＹ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001616 ＳｉｇｍａⅥ 非電気通信業務用
431001617 飛車角 非電気通信業務用
431001618 おりおん 非電気通信業務用
431001619 モンフレール　２ 非電気通信業務用
431001621 Ｂｌｕｅ　Ｍａｒｉｎｅ 非電気通信業務用
431001623 Ｏｈｎｏ－ｍａｒｕⅤ 非電気通信業務用
431001624 和 非電気通信業務用
431001625 ＫＵＲＡＵＤＩＡⅦ 非電気通信業務用
431001626 悠遊 非電気通信業務用
431001627 風音 非電気通信業務用
431001628 第三ほうえい丸 非電気通信業務用
431001629 Ｓｃｈｗａｒｚｅｒ　Ｓｔｅｉｎ 非電気通信業務用
431001631 ＴＵＮＡ　ＨＯＵＳＥ 非電気通信業務用
431001632 英 非電気通信業務用
431001633 大安丸 非電気通信業務用
431001634 かど丸 非電気通信業務用
431001635 幸正丸 非電気通信業務用
431001636 ＢＥＡＵＴＹ　ＣＲＡＮＥ 非電気通信業務用
431001637 春栄丸 非電気通信業務用
431001638 本明丸 非電気通信業務用
431001639 清丸 非電気通信業務用
431001641 新栄丸 非電気通信業務用
431001642 正栄丸 非電気通信業務用
431001643 戎丸 非電気通信業務用
431001644 第十五生栄丸 非電気通信業務用
431001645 信栄丸 非電気通信業務用
431001646 生栄丸 非電気通信業務用
431001647 幸漁丸 非電気通信業務用
431001648 八千代丸 非電気通信業務用
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431001649 栄光丸 非電気通信業務用
431001651 ＡＫＡＴＵＫＩ 非電気通信業務用
431001652 第三青竜丸 非電気通信業務用
431001653 オーシャンⅤ 非電気通信業務用
431001654 浜野丸 非電気通信業務用
431001655 ｎａｙｕｍａｒｉａ 非電気通信業務用
431001656 ラグーナ１ 非電気通信業務用
431001657 リトルボーイ 非電気通信業務用
431001658 Ｄｒ．ＣＡＲＯＭ 非電気通信業務用
431001659 広祥丸 非電気通信業務用
431001661 リトルジョン 非電気通信業務用
431001662 プロネットワークス 非電気通信業務用
431001663 ＮＡＭＩＫＩ 非電気通信業務用
431001664 Ｂａｙ　Ｗｉｓｅ 非電気通信業務用
431001665 ＳＣａＲａＢ 非電気通信業務用
431001666 Ｃａｒｒｏｔ 非電気通信業務用
431001667 第五福一丸 非電気通信業務用
431001668 第三十三北上丸 非電気通信業務用
431001669 Ｂｅｅｒ　ＣｌｉｐｐｅｒⅡ 非電気通信業務用
431001671 第八海遊丸 非電気通信業務用
431001672 第八旭丸 非電気通信業務用
431001673 レディーバード 非電気通信業務用
431001674 ＳＴＥＬＬＡ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001675 ＡＮＵＢＩＳ　Ⅵ 非電気通信業務用
431001676 善洋 非電気通信業務用
431001677 和丸 非電気通信業務用
431001678 第二南西丸 非電気通信業務用
431001679 サージャント 非電気通信業務用
431001681 野栄清勝丸 非電気通信業務用
431001682 Ｆｉｓｈ 非電気通信業務用
431001683 マリトール・フェリス 非電気通信業務用
431001684 ＢＡＩＳＳＥ－ＶＯＩＬＥ 非電気通信業務用
431001685 ＧＡＬＡＸＹ 非電気通信業務用
431001686 万代丸 非電気通信業務用
431001687 Ｃｒｏｃｏｄｉｌｅ　Ｄｕｎｄｅｅ 非電気通信業務用
431001688 シンタロウ５ 非電気通信業務用
431001689 漣 非電気通信業務用
431001691 ＡＬＡＭＢＩＣ　Ｊｒ 非電気通信業務用
431001692 ＢＬＵＥ　ＰＥＴＥＲⅡ 非電気通信業務用
431001693 生駒 非電気通信業務用
431001694 バーニーズ 非電気通信業務用
431001695 Ｇｒａｃｅ１ 非電気通信業務用
431001696 アイリー丸 非電気通信業務用
431001697 ながうら 非電気通信業務用
431001698 光 非電気通信業務用
431001699 ＲＯＤＥＯ　ＲＩＤＥ 非電気通信業務用
431001701 ＳＡＬＴＹ 非電気通信業務用
431001702 ＴＥＲＲＡ２ 非電気通信業務用
431001703 蒼イ丸 非電気通信業務用
431001704 新誠徳丸 非電気通信業務用
431001705 第十八ひみ丸 非電気通信業務用
431001706 ｍｉｌｌｉｏｎａｉｒｅ 非電気通信業務用
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431001707 晴風　ＨＡＲＵＫＡＺＥ 非電気通信業務用
431001708 Ｆ・ライン 非電気通信業務用
431001709 Ｋａｍａｒｉ 非電気通信業務用
431001711 ＹＡＴＳＵＦＵＳＡ 非電気通信業務用
431001713 ＣＡＲＡＴ　Ｑ 非電気通信業務用
431001714 小町 非電気通信業務用
431001715 鳥海丸 非電気通信業務用
431001716 タイ 非電気通信業務用
431001717 Ｗｙｏｍｉｎｇ 非電気通信業務用
431001718 ピーターパン 非電気通信業務用
431001719 Ｈｅｒｃｕｌｅｓ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001721 Ｇｏｏｄｌｕｃｋゆうのす 非電気通信業務用
431001722 ＢＬＵＥ　ＦＡＬＣＯＮ　Ⅲ 非電気通信業務用
431001723 北川丸 非電気通信業務用
431001724 ＨＩＤＥＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431001725 りーべ 非電気通信業務用
431001726 まーりんばすたー 非電気通信業務用
431001727 シレーヌ５ 非電気通信業務用
431001728 第八さくら丸 非電気通信業務用
431001729 興山丸 非電気通信業務用
431001731 ＧＲＡＮＤＥＵＲ 非電気通信業務用
431001732 水野丸 非電気通信業務用
431001733 第三福寿丸 非電気通信業務用
431001734 ＤａｎｄｅｌｉｏｎⅡ 非電気通信業務用
431001735 ｃｕｒｒｅｎｔ　２ 非電気通信業務用
431001736 牛若丸 非電気通信業務用
431001737 第八大洋丸 非電気通信業務用
431001738 大洋丸 非電気通信業務用
431001739 大洋丸 非電気通信業務用
431001741 ＬＡＧＵＮＡ　２　Ｔｗｏ 非電気通信業務用
431001742 ブルームスティック 非電気通信業務用
431001744 シルキー・アクトⅡ 非電気通信業務用
431001745 美美号 非電気通信業務用
431001746 ＳＵＰＰＥＲ　ＧＲＥＥＮ 非電気通信業務用
431001747 栄翔丸　Ⅲ 非電気通信業務用
431001748 朝潮丸 非電気通信業務用
431001749 Ｓｕｐｅｒ　Ｒｅｎ 非電気通信業務用
431001751 ＨＡＲＵＫＡⅢ 非電気通信業務用
431001752 Ｄａｕｎｔ　Ｌｅｓｓ 非電気通信業務用
431001753 七海 非電気通信業務用
431001754 壱遼 非電気通信業務用
431001755 ＨＩＲＯ 非電気通信業務用
431001756 たちかぜ 非電気通信業務用
431001757 第ニ金洋丸 非電気通信業務用
431001758 ＳＬＯＷ　ＭＯＴＩＯＮ 非電気通信業務用
431001759 Ｂａｂｙ　Ｍａｒｌｉｎ　Ⅲ 非電気通信業務用
431001761 ＩＧＵＲＥＣＫ 非電気通信業務用
431001762 ＢＲＡＶＥⅥ 非電気通信業務用
431001763 Ｌｅｖｅｌ　Ｗａｖｅ　Ⅴ 非電気通信業務用
431001764 弘洋丸 非電気通信業務用
431001765 ＣｈｉｓａｔｏⅡ 非電気通信業務用
431001766 響 非電気通信業務用
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431001767 魁生丸 非電気通信業務用
431001768 ＭＩＣＨＩＮＯＫＵ 非電気通信業務用
431001769 ＵＬＴＲＡ２５０Ｘ 非電気通信業務用
431001771 光進丸 非電気通信業務用
431001772 サント．ニーニョ　ⅩⅦ 非電気通信業務用
431001773 ＭⅡ 非電気通信業務用
431001774 チャージ 非電気通信業務用
431001775 ＣｏｎｔｅｓｓａⅤ 非電気通信業務用
431001776 龍栄１号 非電気通信業務用
431001777 ＳＴＡＲ　ＭＡＬＩＮＥ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001778 ＢＬＡＣＫＣＡＴ 非電気通信業務用
431001779 ＰＩＳＣＥＳⅡ 非電気通信業務用
431001781 Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ１ 非電気通信業務用
431001782 泉栄丸 非電気通信業務用
431001783 ジェミニ 非電気通信業務用
431001784 涼風二世号 非電気通信業務用
431001785 みかん 非電気通信業務用
431001786 ノーチラス 非電気通信業務用
431001787 ＨＡＮＡ－Ⅳ 非電気通信業務用
431001788 ウェンディー 非電気通信業務用
431001789 あらた 非電気通信業務用
431001791 カティーサーク 非電気通信業務用
431001792 ＫＡＩＳＥ 非電気通信業務用
431001793 湖峯丸 非電気通信業務用
431001794 ｍａｓａｒｕⅢ 非電気通信業務用
431001795 カーラ 非電気通信業務用
431001796 光風丸 非電気通信業務用
431001797 第２０武蔵丸 非電気通信業務用
431001798 サンセットスリー 非電気通信業務用
431001799 第三十七明神丸 非電気通信業務用
431001801 ＢＩＳＨＯＵ 非電気通信業務用
431001802 オーケーオアシス 非電気通信業務用
431001803 大鳳丸 非電気通信業務用
431001804 フライングドラゴン 非電気通信業務用
431001805 ＧＲＩＦＦＯＮ 非電気通信業務用
431001806 ＣｏＣｏ－ＨａｚⅢ 非電気通信業務用
431001807 Ｗｉｒｅ　Ｆｏｘ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001808 芳麻Ｖ 非電気通信業務用
431001809 建神丸 非電気通信業務用
431001811 阿呆鳥 非電気通信業務用
431001812 風来坊 非電気通信業務用
431001813 夕凪 非電気通信業務用
431001814 Ｌｕｃｉｆｅｒ 非電気通信業務用
431001815 ＴＡＩＫＥＮ 非電気通信業務用
431001816 ジンジャン 非電気通信業務用
431001817 ストラトス５ 非電気通信業務用
431001818 ひじり 非電気通信業務用
431001819 ２５９ 非電気通信業務用
431001821 ＳＭＯＫＹ 非電気通信業務用
431001822 優真丸 非電気通信業務用
431001823 ＷＩＴＨ 非電気通信業務用
431001824 旭徳丸 非電気通信業務用
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431001825 熊ちゃん 非電気通信業務用
431001826 大徳丸 非電気通信業務用
431001827 ＴＡＭＩＢＯＵⅢ 非電気通信業務用
431001828 ＨｏｌｌｙⅢ 非電気通信業務用
431001829 トーコー 非電気通信業務用
431001831 ３７０５ 非電気通信業務用
431001832 Ｏｒｑｕｅ 非電気通信業務用
431001833 ＫＡＺＵ 非電気通信業務用
431001834 ＶＩＲＧＩＮＩＡⅡ 非電気通信業務用
431001835 けんよし 非電気通信業務用
431001836 サンライズⅢ 非電気通信業務用
431001837 海誠丸 非電気通信業務用
431001838 藤興丸 非電気通信業務用
431001839 大貴スター 非電気通信業務用
431001841 ＤＡＩＥＩ－Ⅲ 非電気通信業務用
431001842 Ｔ＆ＨⅡ 非電気通信業務用
431001843 ＳＡＭＭＡ 非電気通信業務用
431001844 Ｄｅｊａ　ｖｕ 非電気通信業務用
431001845 飛天 非電気通信業務用
431001846 祥栄丸 非電気通信業務用
431001847 ＳＮ－５ 非電気通信業務用
431001848 ＬＩＯＮＭＡＲＵ　Ⅴ 非電気通信業務用
431001849 アルベラーレⅡ 非電気通信業務用
431001851 毘沙門天 非電気通信業務用
431001852 ＷＡＴＡＲＵⅡ 非電気通信業務用
431001853 幸正丸 非電気通信業務用
431001854 Ｓｅａ　Ｃａｔ 非電気通信業務用
431001855 オーシャンブルー 非電気通信業務用
431001856 トレッキー 非電気通信業務用
431001857 ミンミン 非電気通信業務用
431001858 第２釣歓丸 非電気通信業務用
431001861 ＨＡＲＵＫＡ 非電気通信業務用
431001862 第一勇美丸 非電気通信業務用
431001863 光麒 非電気通信業務用
431001864 雪海豚 非電気通信業務用
431001865 Ｂｉｇ　Ｆｉｓｈ 非電気通信業務用
431001866 ＥＶＥＮＩＮＧ　ＳＴＡＲ 非電気通信業務用
431001867 大将 非電気通信業務用
431001868 祥麒 非電気通信業務用
431001869 ｎａｕｔｉｌｕｓ 非電気通信業務用
431001871 惠ＭＥＧＵＭＩ 非電気通信業務用
431001872 ＩＮＣＲＵＩＳＥ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001873 第二いなせ丸 非電気通信業務用
431001874 はまなす丸 非電気通信業務用
431001875 ＭＡＮＢＯＵ７ 非電気通信業務用
431001876 海遊 非電気通信業務用
431001877 Ｏｃｅ’ａｎｉｅ 非電気通信業務用
431001878 ＳＩＯＵＳＯ 非電気通信業務用
431001879 ＬＵＣＫＹ　ＫＩＮＧ 非電気通信業務用
431001881 Ｕｎｉｔｙ 非電気通信業務用
431001882 ｄａｙ　ｓｔａｒ 非電気通信業務用
431001883 悟空 非電気通信業務用
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431001884 第三邦正丸 非電気通信業務用
431001885 ＥＴＥＲＮＡＬ　ＶＩＲＴＵＥ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001886 ＴＯＭＣＡＴ１１ 非電気通信業務用
431001887 ＫａｎａＲｅｉ 非電気通信業務用
431001888 はまゆう 非電気通信業務用
431001889 ちくご 非電気通信業務用
431001891 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ 非電気通信業務用
431001892 ＨＡＲＵＮＡ 非電気通信業務用
431001893 牛若丸 非電気通信業務用
431001894 Ａｅｏｌｕｓ 非電気通信業務用
431001895 ビッグアミーゴ丸 非電気通信業務用
431001896 第５７美抄丸 非電気通信業務用
431001897 ＯＶＥＲＪＯＹ 非電気通信業務用
431001898 ドーベル丸 非電気通信業務用
431001899 ＦＡＬＣＯＮ 非電気通信業務用
431001901 第五わこう 非電気通信業務用
431001902 第八隆盛丸 非電気通信業務用
431001903 洋幸 非電気通信業務用
431001904 Ｋａｓｍｉｒａ 非電気通信業務用
431001905 ＵＮＩＣＯＲＮ 非電気通信業務用
431001906 ＷＥＳＴ　ＭＯＵＮＴＡＩＮ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001907 ＭＵＲＡＫＵ－Ⅲ 非電気通信業務用
431001908 アスカⅢ 非電気通信業務用
431001909 ＭＡＩＣ　α　Ⅲ 非電気通信業務用
431001911 天龍丸 非電気通信業務用
431001912 ナイトスⅡ 非電気通信業務用
431001913 吉貴丸 非電気通信業務用
431001914 Ｗａｌｔｚ 非電気通信業務用
431001915 Ｖｅｓｐｅｒ 非電気通信業務用
431001916 ＨＯＵＴＡ 非電気通信業務用
431001917 ＲＥＦＩＮＡＤＯ 非電気通信業務用
431001918 ＨＡＭＡＮＡＳＵ－３ 非電気通信業務用
431001919 エスキモー 非電気通信業務用
431001921 Ｍｏｎ　Ｔｒｅｓｏｒ 非電気通信業務用
431001922 ＰＨＯＥＮＩＸ 非電気通信業務用
431001923 Ｍａｒｉｎｅ　Ｃａｔ 非電気通信業務用
431001925 正風 非電気通信業務用
431001926 ＫＩＲＡＲＩ 非電気通信業務用
431001927 なかや丸 非電気通信業務用
431001928 ＡｓａｋａｚｅⅡ 非電気通信業務用
431001929 ＤＥＡＲ　ＬＯＶＥＬＹ 非電気通信業務用
431001931 さゆり丸 非電気通信業務用
431001932 ＢＦ３３ＳＦ 非電気通信業務用
431001933 コンセントレーションズ 非電気通信業務用
431001934 ＶＩＶＡ　ＯＣＥＡＮ 非電気通信業務用
431001935 レディラック 非電気通信業務用
431001937 オメガ 非電気通信業務用
431001938 正進丸 非電気通信業務用
431001939 佳奈丸 非電気通信業務用
431001941 ブルームーン 非電気通信業務用
431001942 道楽丸 非電気通信業務用
431001943 ＲＩＫＥＹ丸 非電気通信業務用
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431001944 ＧＯＫＩＧＥＮ 非電気通信業務用
431001945 まあドンナⅢ 非電気通信業務用
431001946 Ｌｉｌｌｅ　Ｈａｖｆｒｕｅ 非電気通信業務用
431001947 らくだ 非電気通信業務用
431001948 らすかるⅡ 非電気通信業務用
431001949 ＦＵＪＩＣＡＰⅡ 非電気通信業務用
431001951 ウィンディーレディー 非電気通信業務用
431001952 Ｇ’ＤＡＹ 非電気通信業務用
431001953 ＩＮＣＯＧＮＩＴＯ 非電気通信業務用
431001954 ＤｏｎｏｓｔｉａⅡ 非電気通信業務用
431001955 ＺＵＩＲＩ 非電気通信業務用
431001956 ＭａｒｉｎｅⅡ 非電気通信業務用
431001957 ＳＡＮＫＹＵ 非電気通信業務用
431001958 だっく号 非電気通信業務用
431001959 ＭＩＣＨＡＥＬ　Ⅲ 非電気通信業務用
431001961 Ｆｅｄｏｒａ 非電気通信業務用
431001962 いやはや 非電気通信業務用
431001963 フリー　ワールド 非電気通信業務用
431001964 第三十八源福丸 非電気通信業務用
431001965 加賀丸 非電気通信業務用
431001966 海人 非電気通信業務用
431001967 ＣＵＴＴＹ　ＳＡＲＫ 非電気通信業務用
431001968 マジックガール 非電気通信業務用
431001969 浦安丸 非電気通信業務用
431001971 プレデーター 非電気通信業務用
431001972 マルティーⅢ 非電気通信業務用
431001973 ちゃんちゃん丸 非電気通信業務用
431001974 Ｖｉｏｌｅｔ　Ｗｉｎｄ 非電気通信業務用
431001975 ｃａｐｒｉｃｅ 非電気通信業務用
431001976 さらい 非電気通信業務用
431001977 クリスマスホーリー 非電気通信業務用
431001978 Ｏｃｅａｎ　ＬｏｖｅⅡ 非電気通信業務用
431001979 ＴＷＩＬＩＧＨＴ 非電気通信業務用
431001981 ＫＵＲＡＲＡ 非電気通信業務用
431001982 朝いちⅢ 非電気通信業務用
431001983 ファースト 非電気通信業務用
431001984 ファースト 非電気通信業務用
431001985 ポテト＆スバル号 非電気通信業務用
431001986 Ｓａｌｌｓ　ｂｕｒｙ 非電気通信業務用
431001987 第二十六共栄丸 非電気通信業務用
431001988 Ｍｅｄｉｃｋ 非電気通信業務用
431001989 剛幸丸 非電気通信業務用
431001991 ガンシップⅢ 非電気通信業務用
431001992 ＥＮＤＬＥＳＳ　３１ 非電気通信業務用
431001993 孝美丸 非電気通信業務用
431001994 ＢＲＥＺＺＡ　Ⅱ 非電気通信業務用
431001995 ＨＡＲＵＴＯＭＯ 非電気通信業務用
431001996 ゴーイングメリー号 非電気通信業務用
431001997 ドリーム２ 非電気通信業務用
431001998 宝伸丸 非電気通信業務用
431001999 蘭丸 非電気通信業務用
431002001 Ｍａｒｋ７－Ⅲ 非電気通信業務用
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431002002 ＢＬＡＣＫ　ＳＨＡＲＫ 非電気通信業務用
431002003 メロディー 非電気通信業務用
431002004 末広丸 非電気通信業務用
431002005 第十いづみ丸 非電気通信業務用
431002006 第二十八白鴎丸 非電気通信業務用
431002007 アリエル 非電気通信業務用
431002008 ｍａｑｕａｍｉ 非電気通信業務用
431002009 ＧＯＯＤ－ＬＵＣＫⅡ 非電気通信業務用
431002011 ございん丸ＭⅡ 非電気通信業務用
431002012 ＰＩＸＹⅡ 非電気通信業務用
431002013 ＵＳＳ－ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ－Ｄ 非電気通信業務用
431002014 アーリーＢ 非電気通信業務用
431002015 第十六大師丸 非電気通信業務用
431002016 第八十八新昌丸 非電気通信業務用
431002017 ＥＸＣＥＬＳＩＯＲ 非電気通信業務用
431002018 いちばん 非電気通信業務用
431002019 Ｐ丸 非電気通信業務用
431002021 プリンセスアイ 非電気通信業務用
431002022 はいぱーえこ 非電気通信業務用
431002023 ＡＬＢＡＴＲＯＳＳ　ＤＡＮＤＹ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002024 マディラン 非電気通信業務用
431002025 アルテミス 非電気通信業務用
431002026 栄海丸Ⅲ 非電気通信業務用
431002027 ＵＲＡＮＵＳ 非電気通信業務用
431002028 ＳＡＬＴＡＴＲＩＸ 非電気通信業務用
431002029 Ｆｅｌｉｃｅ　 非電気通信業務用
431002031 マキ 非電気通信業務用
431002032 Ｓ＆Ｓ１号 非電気通信業務用
431002033 防災号巌龍 非電気通信業務用
431002034 和海 非電気通信業務用
431002035 モッキー２世 非電気通信業務用
431002036 ＭＯＫＥＹ　Ⅲ 非電気通信業務用
431002037 和光丸 非電気通信業務用
431002038 Ｍｅｌｖｉｃ 非電気通信業務用
431002039 出光ＰＣ－４１ 非電気通信業務用
431002041 福龍 非電気通信業務用
431002042 Ｍａｒｉｎｅ　Ｈｕｎｔｅｒ 非電気通信業務用
431002043 あつた丸 非電気通信業務用
431002044 いただき丸 非電気通信業務用
431002045 Ｋｉｎｇｆｉｓｈｅｒ 非電気通信業務用
431002046 ＥＡＳＴ－Ⅱ 非電気通信業務用
431002047 信和丸 非電気通信業務用
431002048 ＣＡＮＤＹ 非電気通信業務用
431002049 プライム 非電気通信業務用
431002051 ゆきかぜ 非電気通信業務用
431002052 ＣＲＥＡⅡ 非電気通信業務用
431002053 第一かもめ丸 非電気通信業務用
431002054 美雄丸 非電気通信業務用
431002055 ＫＡＺＵ 非電気通信業務用
431002056 ＵＬＴＩＭＡ 非電気通信業務用
431002057 みこしまる 非電気通信業務用
431002058 幸 非電気通信業務用
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431002059 Ｂｅ遊 非電気通信業務用
431002061 シールズ２ 非電気通信業務用
431002062 航岬丸 非電気通信業務用
431002063 ちくし 非電気通信業務用
431002064 あんだんてかんたーびれ 非電気通信業務用
431002065 第七十七武栄丸 非電気通信業務用
431002066 浦田丸 非電気通信業務用
431002067 のぞみ 非電気通信業務用
431002068 共進丸 非電気通信業務用
431002071 ＳＥＡＳＯＮ 非電気通信業務用
431002072 オーランド 非電気通信業務用
431002073 マドンナ 非電気通信業務用
431002074 明石丸 非電気通信業務用
431002075 第五明石丸 非電気通信業務用
431002076 第三明石丸 非電気通信業務用
431002077 北伸丸 非電気通信業務用
431002078 Ｓｉｔａ 非電気通信業務用
431002079 Ｓｅａ　Ｄｒａｇｏｎ 非電気通信業務用
431002081 Ｅｉｈｅｉ　Ｍａｒｕ 非電気通信業務用
431002082 第七十八武栄丸 非電気通信業務用
431002083 Ｂｉｇ　Ｏｎｅ 非電気通信業務用
431002084 Ｏｆｆｓｈｏｒｅ 非電気通信業務用
431002085 こまゆき 非電気通信業務用
431002086 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｔａｋａｎｏ 非電気通信業務用
431002087 第八海栄丸 非電気通信業務用
431002088 純江丸 非電気通信業務用
431002089 ＣＬＵＢ　ＣＲＡＢ 非電気通信業務用
431002091 三宝 非電気通信業務用
431002092 第八十二英山丸 非電気通信業務用
431002093 相模丸 非電気通信業務用
431002094 ＡＩＯＳⅢ 非電気通信業務用
431002095 第６６１良成丸 非電気通信業務用
431002096 第二七島丸 非電気通信業務用
431002097 ＡＺＵＲＥ 非電気通信業務用
431002098 第二十三福江号 非電気通信業務用
431002099 大祥丸 非電気通信業務用
431002101 第二十一幸栄丸 非電気通信業務用
431002102 ふぉーちゅーん 非電気通信業務用
431002103 白石丸 非電気通信業務用
431002104 第二海仁丸 非電気通信業務用
431002105 千代丸 非電気通信業務用
431002106 第三十八大盛丸 非電気通信業務用
431002107 みね丸 非電気通信業務用
431002108 あおば丸 非電気通信業務用
431002109 勝栄丸 非電気通信業務用
431002111 政丸 非電気通信業務用
431002113 第十八漁吉丸 非電気通信業務用
431002114 第十八大勝丸 非電気通信業務用
431002115 吉祥 非電気通信業務用
431002116 きく丸 非電気通信業務用
431002117 第二十八天将丸 非電気通信業務用
431002118 ＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅⅡ 非電気通信業務用
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431002119 ＳＡＮＴＯ 非電気通信業務用
431002121 ポセイドン 非電気通信業務用
431002122 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 非電気通信業務用
431002123 ちとせ丸 非電気通信業務用
431002124 第八大洋丸 非電気通信業務用
431002125 Ｈｉｐｐｏｃｒａｔｅｓ 非電気通信業務用
431002126 海和歌丸 非電気通信業務用
431002127 第十八誠漁丸 非電気通信業務用
431002128 Ｂｌｕｅ　Ｗｉｎｇ 非電気通信業務用
431002129 はやしお 非電気通信業務用
431002131 ＧＲＡＣＥ 非電気通信業務用
431002133 第七高運丸 非電気通信業務用
431002134 Ｃｏｎｅｙ　Ⅵ 非電気通信業務用
431002135 ＬＩＢＥＲＴＹ　Ⅶ 非電気通信業務用
431002136 むさし丸Ⅶ 非電気通信業務用
431002137 ペネローペ 非電気通信業務用
431002138 王昭丸 非電気通信業務用
431002139 第５１さわき丸 非電気通信業務用
431002141 山鋼丸 非電気通信業務用
431002142 びざん 非電気通信業務用
431002143 第一〇一明星丸 非電気通信業務用
431002144 Ｖａｌｅｎｔｉｎｏ 非電気通信業務用
431002145 サンライズルブ 非電気通信業務用
431002146 ＫａｎａＫａｎａ 非電気通信業務用
431002147 希望 非電気通信業務用
431002148 天晴 非電気通信業務用
431002149 第一昭栄丸 非電気通信業務用
431002151 第三徳誉丸 非電気通信業務用
431002152 かもめ 非電気通信業務用
431002153 第２春日丸 非電気通信業務用
431002154 ＹＵＫＩＫＡＺＥ 非電気通信業務用
431002155 ＭＡＲＴＲＥＢ 非電気通信業務用
431002156 アンディーフロイデ 非電気通信業務用
431002157 小田急レスキュー 非電気通信業務用
431002158 Ｋｅ　Ａｌｏｈａ 非電気通信業務用
431002159 Ｖｉｏｌａ 非電気通信業務用
431002161 第三一丸 非電気通信業務用
431002162 サンシェークⅢ 非電気通信業務用
431002163 ＢＬＡＣＫ　ＰＥＡＲＬⅡ 非電気通信業務用
431002165 ＣＨＯＲＵＳⅡ 非電気通信業務用
431002166 ＫＩＲＡＲＡ 非電気通信業務用
431002167 ＦＵＫＵＴＡ 非電気通信業務用
431002168 第３０大新号 非電気通信業務用
431002169 ｓｈｅｌｌｂｅａ 非電気通信業務用
431002171 関陽 非電気通信業務用
431002172 あわじ丸 非電気通信業務用
431002173 はやぶさ 非電気通信業務用
431002175 信天翁Ⅱ 非電気通信業務用
431002176 誠龍丸 非電気通信業務用
431002177 海陽 非電気通信業務用
431002178 トリトン 非電気通信業務用
431002179 福真丸 非電気通信業務用
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431002181 ＢＨＦＧ 非電気通信業務用
431002182 海印 非電気通信業務用
431002183 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｔｉｇｅｒ 非電気通信業務用
431002184 Ｓｕｎ　Ｃｒｕｉｓｅ 非電気通信業務用
431002185 つるや２ 非電気通信業務用
431002186 八宝耀 非電気通信業務用
431002187 ＳＰＥＡＲ　ＣＨＡＳＥⅢ 非電気通信業務用
431002188 Ｓｔａｒ　Ｓｈｉｐ 非電気通信業務用
431002189 蒼洋 非電気通信業務用
431002191 鳥海丸 非電気通信業務用
431002192 ゆきぐも 非電気通信業務用
431002193 Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｌｉｇｈｔ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002194 お丸 非電気通信業務用
431002196 白鷹 非電気通信業務用
431002197 第十二あや丸 非電気通信業務用
431002198 ＷＨＩＴＥ　ＬＯＴＵＳ　Ⅷ 非電気通信業務用
431002199 山和丸 非電気通信業務用
431002201 第五隆昌丸 非電気通信業務用
431002202 きぬじまⅡ 非電気通信業務用
431002203 まつかぜ 非電気通信業務用
431002204 ＪＭＣ 非電気通信業務用
431002205 ザブーン 非電気通信業務用
431002206 第八源丸 非電気通信業務用
431002207 陽川丸 非電気通信業務用
431002208 清見丸 非電気通信業務用
431002209 ゆいまる 非電気通信業務用
431002211 オンリーユー 非電気通信業務用
431002212 みやこ 非電気通信業務用
431002213 南星丸 非電気通信業務用
431002214 観音丸 非電気通信業務用
431002215 名凜丸 非電気通信業務用
431002216 タイムスリップ 非電気通信業務用
431002217 ＢＬＵＥ 非電気通信業務用
431002218 ＨＯＲＮＥＴ 非電気通信業務用
431002219 京都丸 非電気通信業務用
431002221 ＯＷＬ 非電気通信業務用
431002222 長栄丸 非電気通信業務用
431002223 ＤＩＡＮＡ 非電気通信業務用
431002224 Ｃｏｎｔｅｓｓａ 非電気通信業務用
431002225 がれおん 非電気通信業務用
431002226 Ｍａｒｉｏｎｅｔｔｅ 非電気通信業務用
431002227 ＳＮＯＴＴＹ－３ 非電気通信業務用
431002228 ＳＥＲＡＩ 非電気通信業務用
431002229 ＳＧＩ 非電気通信業務用
431002231 ドリーム 非電気通信業務用
431002232 ＢＲＥＥＺＥ 非電気通信業務用
431002233 レオポン７ 非電気通信業務用
431002234 柾栄丸 非電気通信業務用
431002235 新高丸 非電気通信業務用
431002236 Ｂｌａｃｋ　Ｃａｔｓ　Ⅲ 非電気通信業務用
431002237 ＪＵＢＩＬＥＥ　Ⅲ 非電気通信業務用
431002238 薫風 非電気通信業務用
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431002239 太郎介丸 非電気通信業務用
431002241 裕福 非電気通信業務用
431002242 第七十三天王丸 非電気通信業務用
431002243 ＥＬＩＺＡＢＥＴＨⅡ 非電気通信業務用
431002244 第三十八進洋丸 非電気通信業務用
431002246 栄和丸 非電気通信業務用
431002247 シーラインⅡ 非電気通信業務用
431002248 第五十八南海号 非電気通信業務用
431002249 かもねこセブン 非電気通信業務用
431002251 つくばね 非電気通信業務用
431002252 第３６１良成丸 非電気通信業務用
431002253 第２１須山丸 非電気通信業務用
431002254 さちかぜ 非電気通信業務用
431002255 ＭＡＲＣＥＲⅡ 非電気通信業務用
431002256 ＬＯＶＥＬＹ 非電気通信業務用
431002257 第二十八進漁丸 非電気通信業務用
431002258 第三宝漁丸 非電気通信業務用
431002259 まゆみ 非電気通信業務用
431002261 第一宮丸 非電気通信業務用
431002262 ＫＩＮＧ 非電気通信業務用
431002263 第五十五清栄丸 非電気通信業務用
431002264 ラブバードⅤ 非電気通信業務用
431002265 第８神星 非電気通信業務用
431002266 鶴ちゃん号 非電気通信業務用
431002267 第八十五隆宝丸 非電気通信業務用
431002268 のばる 非電気通信業務用
431002269 Ｇｏｏｄｙ 非電気通信業務用
431002271 ＳＡＲＡ 非電気通信業務用
431002272 ＡＬＬＥＺ 非電気通信業務用
431002273 桜島丸 非電気通信業務用
431002274 祐太丸 非電気通信業務用
431002275 朝風 非電気通信業務用
431002276 シーランチ 非電気通信業務用
431002277 第十弁天丸 非電気通信業務用
431002278 Ｃａｓａｂｌａｎｃａ　Ｙｕｋｉ 非電気通信業務用
431002279 Ｂｌｕｅ　ＷａｔｅｒⅡ 非電気通信業務用
431002281 あづま丸 非電気通信業務用
431002282 アンテウス 非電気通信業務用
431002283 すみひろ丸 非電気通信業務用
431002284 ｐｏｎｙ 非電気通信業務用
431002285 ＳＴＥＬＬＡ　９ 非電気通信業務用
431002286 北翔丸 非電気通信業務用
431002287 Ｃｉｔｙ　ｏｆ　Ｔｏｋｙｏ 非電気通信業務用
431002288 ＫａｎａｌｏａⅡ 非電気通信業務用
431002289 マリーナ 非電気通信業務用
431002291 ＯＣＴＯＢＥＲ 非電気通信業務用
431002292 ｇｒａｍｐｕｓ６ 非電気通信業務用
431002293 Ｄｏｎ　ｇａｖａｃｈｏⅢ 非電気通信業務用
431002294 みつひろ７ 非電気通信業務用
431002295 皇永丸 非電気通信業務用
431002296 第十八栄福丸 非電気通信業務用
431002297 ＡＲＴＥＭＩＳ 非電気通信業務用
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431002299 ロングビーチ 非電気通信業務用
431002301 ｏｒｂｉｔ 非電気通信業務用
431002302 ＷＩＮＤ　ＭＩＬＬ　Ｊｒ．Ⅳ 非電気通信業務用
431002303 アン５ 非電気通信業務用
431002304 海神丸 非電気通信業務用
431002305 ゆうがお 非電気通信業務用
431002306 第十八鉱運丸 非電気通信業務用
431002307 海王星２号 非電気通信業務用
431002308 櫻丸 非電気通信業務用
431002309 かざし 非電気通信業務用
431002311 はこね 非電気通信業務用
431002312 海月 非電気通信業務用
431002313 治栄丸 非電気通信業務用
431002314 第八えるぴい丸 非電気通信業務用
431002315 ゆうゆう丸 非電気通信業務用
431002316 からす 非電気通信業務用
431002317 オーシャンイーグル 非電気通信業務用
431002318 房陽丸 非電気通信業務用
431002319 良潮丸 非電気通信業務用
431002321 規久丸 非電気通信業務用
431002322 昌栄丸 非電気通信業務用
431002323 裕幸丸 非電気通信業務用
431002324 栄福丸 非電気通信業務用
431002325 神生丸 非電気通信業務用
431002326 秀漁丸 非電気通信業務用
431002327 海栄丸 非電気通信業務用
431002328 海幸丸 非電気通信業務用
431002329 久文丸 非電気通信業務用
431002331 蛭子丸 非電気通信業務用
431002332 八幡丸 非電気通信業務用
431002333 弥潮丸 非電気通信業務用
431002334 初潮丸 非電気通信業務用
431002335 朝開丸 非電気通信業務用
431002336 清潮丸 非電気通信業務用
431002337 一丸 非電気通信業務用
431002338 幸勝丸 非電気通信業務用
431002339 大成丸 非電気通信業務用
431002341 こぐまⅤ 非電気通信業務用
431002342 Ｓｏｐｈｌｅ 非電気通信業務用
431002343 なさみ 非電気通信業務用
431002344 朝日 非電気通信業務用
431002345 ハッピー号 非電気通信業務用
431002346 曙光 非電気通信業務用
431002347 第十三三代丸 非電気通信業務用
431002348 ことざくら 非電気通信業務用
431002349 長栄丸 非電気通信業務用
431002351 ＴＡＭＡ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002352 エルムⅤ 非電気通信業務用
431002353 ＭＭ　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ 非電気通信業務用
431002354 やまゆりⅡ 非電気通信業務用
431002355 パトリオット 非電気通信業務用
431002356 第七勇仁丸 非電気通信業務用
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431002357 Ｔｒｕｅ　Ｂｌｕｅ　Ｊｒ 非電気通信業務用
431002358 エンタープライズピッコロ 非電気通信業務用
431002359 海狼丸 非電気通信業務用
431002361 海進 非電気通信業務用
431002362 さざなみ 非電気通信業務用
431002363 第一庚丸 非電気通信業務用
431002364 ＰＥＮＧＯ 非電気通信業務用
431002365 第十二大師丸 非電気通信業務用
431002366 ＣｈｒｉｓｔｉｅⅡ 非電気通信業務用
431002367 みおかぜ 非電気通信業務用
431002368 ＭＡＮＴＡⅡ 非電気通信業務用
431002369 第二十一恵比寿丸 非電気通信業務用
431002371 第五恵比寿丸 非電気通信業務用
431002372 第二十三恵比寿丸 非電気通信業務用
431002373 やまぎく 非電気通信業務用
431002374 第三十八明神丸 非電気通信業務用
431002375 盛昭丸 非電気通信業務用
431002376 豊徳丸 非電気通信業務用
431002377 恵比寿丸 非電気通信業務用
431002378 Ｐａｅｓｅ 非電気通信業務用
431002379 日興丸 非電気通信業務用
431002381 第２１かぎや丸 非電気通信業務用
431002382 第１３かぎや丸 非電気通信業務用
431002383 第八十一萬漁丸 非電気通信業務用
431002384 松柏丸 非電気通信業務用
431002385 第１８吉栄丸 非電気通信業務用
431002386 第二内海丸 非電気通信業務用
431002387 エナリ 非電気通信業務用
431002388 第二丸俊丸 非電気通信業務用
431002389 第拾八姫島丸 非電気通信業務用
431002391 こざくら 非電気通信業務用
431002392 れお 非電気通信業務用
431002393 第十八漁榮丸 非電気通信業務用
431002394 第八十一大栄丸 非電気通信業務用
431002395 きたぐも 非電気通信業務用
431002396 Ｋｉｎｇ　Ａｌｐｈａ 非電気通信業務用
431002397 えぞかぜ 非電気通信業務用
431002398 Ｍｉｋｅｙ 非電気通信業務用
431002399 さくら 非電気通信業務用
431002401 ＨＯＲＩＺＯＮ 非電気通信業務用
431002402 マニャーナ 非電気通信業務用
431002403 サン・ヴィーナス号 非電気通信業務用
431002404 Ｓｉｎｃｅｒｅ　Ｂｏｎｉｔｏ 非電気通信業務用
431002405 Ｋａｉ　Ｈｏｌｏ 非電気通信業務用
431002406 ルアーズ４１Ｃ 非電気通信業務用
431002407 イーグルエース 非電気通信業務用
431002408 イーグル８号 非電気通信業務用
431002409 富士丸 非電気通信業務用
431002411 なつ丸 非電気通信業務用
431002412 久留里丸 非電気通信業務用
431002413 那の津 非電気通信業務用
431002414 ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ 非電気通信業務用
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431002415 竜光丸 非電気通信業務用
431002416 はまなす 非電気通信業務用
431002417 第三十一勇勢丸 非電気通信業務用
431002418 海音 非電気通信業務用
431002419 とこなめ 非電気通信業務用
431002421 いらこ 非電気通信業務用
431002422 シャングリアⅡ 非電気通信業務用
431002423 ＬｕＫｅｓ 非電気通信業務用
431002424 サニーフォース　Ⅴ 非電気通信業務用
431002425 平成丸 非電気通信業務用
431002426 ケ・セラ・セラⅢ 非電気通信業務用
431002427 第三喜入丸 非電気通信業務用
431002428 万葉 非電気通信業務用
431002429 Ｙｕｋｉｓａｎ 非電気通信業務用
431002431 第１５泰勢丸 非電気通信業務用
431002432 ぺんぺん丸 非電気通信業務用
431002433 晴祐丸 非電気通信業務用
431002434 第十五大漁丸 非電気通信業務用
431002435 だいとう 非電気通信業務用
431002436 春風 非電気通信業務用
431002437 ＲＹＵＳＥＩ 非電気通信業務用
431002438 りゅうせい 非電気通信業務用
431002439 新豊後丸 非電気通信業務用
431002441 レッド　スナッパー 非電気通信業務用
431002442 光進丸 非電気通信業務用
431002443 ちよかぜ 非電気通信業務用
431002444 東隆丸 非電気通信業務用
431002445 ＡＣＴＲＥＳＳⅡ 非電気通信業務用
431002446 栄徳丸 非電気通信業務用
431002447 第三こうせい 非電気通信業務用
431002448 ｅｘｐａｎｄ 非電気通信業務用
431002449 雪風Ⅱ世号 非電気通信業務用
431002451 極楽蜻蛉 非電気通信業務用
431002452 Ｍｅｉｓｈｏ 非電気通信業務用
431002453 Ｓｏｌｅｉｌ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002454 寿扇丸 非電気通信業務用
431002455 ＧＯＮＢＥＩ　Ⅶ 非電気通信業務用
431002456 ＨＩＳＨＯ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002457 Ｓｐｌａｓｈ 非電気通信業務用
431002458 信栄丸 非電気通信業務用
431002459 新海宝 非電気通信業務用
431002461 すずらん 非電気通信業務用
431002462 しおかぜ 非電気通信業務用
431002464 Ｒ．Ｃ．Ｐｉｇｅｏｎ 非電気通信業務用
431002465 Ｌａｒｇｅ　Ｃａｔｃｈ 非電気通信業務用
431002466 フェアウィンド 非電気通信業務用
431002467 ＥＮＥＯＳ　ルブ 非電気通信業務用
431002468 寿鳳丸 非電気通信業務用
431002469 幸重ＫＭＹ 非電気通信業務用
431002471 第五セキ丸 非電気通信業務用
431002472 Ｂｒｅｅｚｉａ 非電気通信業務用
431002473 ＰＯＬＥ　ＳＴＡＲⅡ 非電気通信業務用
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431002474 高安丸 非電気通信業務用
431002475 ＳＡＫＵＲＡＭＡＳＵ 非電気通信業務用
431002476 第Ⅲ大潮丸 非電気通信業務用
431002477 クイール 非電気通信業務用
431002478 水龍 非電気通信業務用
431002479 Ｐｏｌｅｓｔａｒ 非電気通信業務用
431002481 早絆丸 非電気通信業務用
431002482 なんなんなん 非電気通信業務用
431002483 ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ 非電気通信業務用
431002484 ＢＯＮ－ＢＯＮ　ＢＬＡＮＣＯ 非電気通信業務用
431002485 オリビア 非電気通信業務用
431002486 Ｓｏｎ　Ｏｆ　Ｂａｃｃｈｕｓ 非電気通信業務用
431002487 第一恵比寿丸 非電気通信業務用
431002488 あさみ 非電気通信業務用
431002489 公龍丸 非電気通信業務用
431002491 第三十八潮丸 非電気通信業務用
431002492 Ｐｒｏｓｐｅｒ 非電気通信業務用
431002493 ＭｕｒａｋｙｕｍａｒｕⅢ 非電気通信業務用
431002494 山海丸 非電気通信業務用
431002495 ＳＨＯ 非電気通信業務用
431002496 祐倫Ⅳ 非電気通信業務用
431002497 ＨＥＬＩＯＳ　Ⅴ 非電気通信業務用
431002498 喜望峰 非電気通信業務用
431002499 観光丸 非電気通信業務用
431002501 第五鐵運丸 非電気通信業務用
431002502 ＳＥＡ　ＣＲＡＮＥ 非電気通信業務用
431002503 第三十八北勝丸 非電気通信業務用
431002504 第二さんのう 非電気通信業務用
431002505 第八十八好恵丸 非電気通信業務用
431002506 第七明豊丸 非電気通信業務用
431002507 第五十一純友丸 非電気通信業務用
431002508 友邦丸 非電気通信業務用
431002509 ＳｔａｒＳｈｉｐⅢ 非電気通信業務用
431002511 おきつ 非電気通信業務用
431002512 きぬうら 非電気通信業務用
431002513 ちた 非電気通信業務用
431002514 第三十三たけ丸 非電気通信業務用
431002515 Ｔｏｍｏｍｉ 非電気通信業務用
431002516 第二辰丸 非電気通信業務用
431002517 オリーブ号 非電気通信業務用
431002518 三萬吉５ 非電気通信業務用
431002519 Ｐｅｇａｓｕｓ 非電気通信業務用
431002521 ＬＡＤＹ　ＨＡＷＫＥ 非電気通信業務用
431002522 真央 非電気通信業務用
431002523 ハングリーキャット 非電気通信業務用
431002524 マリンライナー 非電気通信業務用
431002525 Ｂｅ遊 非電気通信業務用
431002526 太栄丸 非電気通信業務用
431002527 ＲＡＩＡ 非電気通信業務用
431002528 ブリーズ 非電気通信業務用
431002529 Ｂｅｙｏｎｄ 非電気通信業務用
431002531 Ｓｉｎｃｅｒｅ 非電気通信業務用
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431002532 第二広丸 非電気通信業務用
431002533 玉竜丸 非電気通信業務用
431002534 ローデス　３ 非電気通信業務用
431002535 みさごⅡ世 非電気通信業務用
431002536 ＴＵＲＴＬＥ 非電気通信業務用
431002537 栄和丸 非電気通信業務用
431002538 ＴＥＲＲＡ 非電気通信業務用
431002539 ハリバット 非電気通信業務用
431002541 ＦＵＪＩＮ 非電気通信業務用
431002545 メアリ 非電気通信業務用
431002546 ＳＫＩＰ　ＪＡＣＫ　Ⅵ 非電気通信業務用
431002547 第十三光新丸 非電気通信業務用
431002548 第二十五菊栄丸 非電気通信業務用
431002549 第十八梢 非電気通信業務用
431002551 案山子 非電気通信業務用
431002552 第二十二照宝丸 非電気通信業務用
431002553 シーブリーズ 非電気通信業務用
431002554 ミニー（Ｍｉｎｎｉｅ） 非電気通信業務用
431002555 はっぴーがーでんⅢ 非電気通信業務用
431002556 ブラックフィン３３ 非電気通信業務用
431002557 Ａｎ　Ｊｅｏｎ 非電気通信業務用
431002558 ＡＵＴＵＭＮ 非電気通信業務用
431002559 ミスマリン５ 非電気通信業務用
431002561 ＨＩＲＯ 非電気通信業務用
431002562 にしがき号 非電気通信業務用
431002563 Ｗｉｎｄ　Ｗａｒｄ 非電気通信業務用
431002564 Ｙａｃｈｅｅｓｅ 非電気通信業務用
431002565 大和丸 非電気通信業務用
431002566 アップルポイント 非電気通信業務用
431002567 日々喜 非電気通信業務用
431002568 Ｏｋｅａｎｏｓ 非電気通信業務用
431002569 憂流迦 非電気通信業務用
431002571 第八十八栄優丸 非電気通信業務用
431002572 貴栄丸 非電気通信業務用
431002573 暑寒３号 非電気通信業務用
431002574 北斗丸 非電気通信業務用
431002575 ＵＴＯＰＩＡ 非電気通信業務用
431002576 瑞祥丸 非電気通信業務用
431002577 Ｔｉｂｕｒｏｎ 非電気通信業務用
431002578 ふくまる 非電気通信業務用
431002579 海瑞 非電気通信業務用
431002581 かとりーぬ 非電気通信業務用
431002582 春海丸 非電気通信業務用
431002583 かえで 非電気通信業務用
431002584 第三十八青雲丸 非電気通信業務用
431002585 ＳＯＰＨＩＡ 非電気通信業務用
431002586 海栄丸 非電気通信業務用
431002588 ごーるでんリリー 非電気通信業務用
431002589 ＩｄａｔｅｎⅧ 非電気通信業務用
431002591 第八福栄丸 非電気通信業務用
431002592 たかとり 非電気通信業務用
431002593 ＢＩＦＲＯＳＴ 非電気通信業務用
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431002594 ＤＡＢＯＨＡＺＥ　Ｆｏｒｅｖｅｒ 非電気通信業務用
431002595 しょうりゅう 非電気通信業務用
431002596 ＮＥＰＴＵＮＥ　Ⅴ 非電気通信業務用
431002597 ＡＰＰＬＥ－Ⅵ 非電気通信業務用
431002598 ＬＥＧＥＮＤ 非電気通信業務用
431002599 Ｌａ　ｖｉｅ　ｄｅ　ｍｅｒ 非電気通信業務用
431002601 ＥＳＰＲＩＴ 非電気通信業務用
431002602 ＬＩＢＥＲＯ 非電気通信業務用
431002603 ＳＨＡＲＫ　Ⅴ 非電気通信業務用
431002604 ＢＲＩＤＧＥ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002605 哲龍丸 非電気通信業務用
431002606 ＳＨＩＮＳＥＩ 非電気通信業務用
431002607 第三いそぷれん丸 非電気通信業務用
431002608 ＰＣ－２７ 非電気通信業務用
431002609 べんけい 非電気通信業務用
431002611 Ｊｏｙ 非電気通信業務用
431002612 ひばり 非電気通信業務用
431002613 とくほう 非電気通信業務用
431002614 すぱんこーる 非電気通信業務用
431002615 Ｔｏｍｂｏ 非電気通信業務用
431002616 南風 非電気通信業務用
431002617 ＥＳＰＲｉＴ 非電気通信業務用
431002618 ＭＯＳＱＵＩＴＯ 非電気通信業務用
431002619 ＫＩＨＡＤＡ 非電気通信業務用
431002621 Ｓｏｌｅｉｌ 非電気通信業務用
431002622 開運丸 非電気通信業務用
431002623 第二恵比寿丸 非電気通信業務用
431002624 Ｔｉｆｆａｎｙ 非電気通信業務用
431002625 ＦＲＯＧＭＡＮ 非電気通信業務用
431002626 べいぱいろっと６ 非電気通信業務用
431002627 マリンちゃん 非電気通信業務用
431002628 芹太 非電気通信業務用
431002629 Ｌａｎｄ 非電気通信業務用
431002631 ＤＯＬＰＨＩＮ 非電気通信業務用
431002632 オーシャン　アクセス 非電気通信業務用
431002633 波照間Ⅲ 非電気通信業務用
431002634 ＲＯＹＡＬ 非電気通信業務用
431002635 澪 非電気通信業務用
431002636 おおとり丸 非電気通信業務用
431002637 ＢＥＬＵＧＡ 非電気通信業務用
431002638 ＦＡＮＴＡＳＩＡ 非電気通信業務用
431002639 ＰＬＡＴＩＮＵＭ 非電気通信業務用
431002641 ＩＴ－ＳＥＡ　Ⅲ 非電気通信業務用
431002642 第５８西村丸 非電気通信業務用
431002643 メイプルⅢ 非電気通信業務用
431002644 あすなろ 非電気通信業務用
431002645 ＡｒｉｅｌⅡ 非電気通信業務用
431002646 第三あき丸 非電気通信業務用
431002647 忠兵衛丸 非電気通信業務用
431002648 明漁丸 非電気通信業務用
431002649 西宮丸 非電気通信業務用
431002651 青木丸 非電気通信業務用
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431002652 そよかぜ 非電気通信業務用
431002653 Ｐａｒｔｈｅｎｏｓ 非電気通信業務用
431002654 コハラコースト 非電気通信業務用
431002655 高砂１５１２ 非電気通信業務用
431002656 高砂１５１１ 非電気通信業務用
431002657 高砂８０２ 非電気通信業務用
431002658 高砂８０１ 非電気通信業務用
431002659 第２金剛 非電気通信業務用
431002661 ２７金剛 非電気通信業務用
431002662 ちとせ 非電気通信業務用
431002663 Ｂｉｇ　Ｍａｒｌｉｎ 非電気通信業務用
431002664 Ｐｉｎｔａｉｌ 非電気通信業務用
431002665 ＴＷＩＮＫＬＥ 非電気通信業務用
431002666 中城丸 非電気通信業務用
431002667 ＴＡＨＥＥＢＯ　Ⅲ 非電気通信業務用
431002668 第三龍神丸 非電気通信業務用
431002669 雄千丸 非電気通信業務用
431002671 ＤＲＥＡＭ号 非電気通信業務用
431002672 ＧＥＫＯ 非電気通信業務用
431002674 リバー・シャトー 非電気通信業務用
431002675 ぱっつん丸 非電気通信業務用
431002676 片瀬丸 非電気通信業務用
431002677 ＳＩＥＳＴＡ 非電気通信業務用
431002678 ＱＵＥＥＮ　ＤＯＬＰＨＩＮ 非電気通信業務用
431002679 トロピコ 非電気通信業務用
431002681 鶴王丸 非電気通信業務用
431002682 あさけ 非電気通信業務用
431002683 あつた 非電気通信業務用
431002684 あさくら 非電気通信業務用
431002685 たかちほ 非電気通信業務用
431002686 Ｃａｒｅｆｒｅｅ 非電気通信業務用
431002687 ＡＲＫ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002688 ＫＯＫＯＬＯ 非電気通信業務用
431002689 ＢＬＡＣＫ　ＢＵＬＬ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002691 千勝丸 非電気通信業務用
431002693 第一竣洋丸 非電気通信業務用
431002694 ゆりかもめ丸 非電気通信業務用
431002695 海美丸 非電気通信業務用
431002696 Ｉｓｌａｎｄ　Ｍａｇｉｃ 非電気通信業務用
431002697 ＤＥＶＡＴＡ２ 非電気通信業務用
431002698 風々 非電気通信業務用
431002699 シエナ 非電気通信業務用
431002701 かすが丸 非電気通信業務用
431002702 海翔丸 非電気通信業務用
431002703 八起丸 非電気通信業務用
431002704 コマンダー号 非電気通信業務用
431002705 ＳＩＬＶＡ　Ⅵ 非電気通信業務用
431002706 ＰＲＵＤＥＮＣＥ 非電気通信業務用
431002707 第一正東丸 非電気通信業務用
431002708 ｃａｖａｒｌｙⅣ 非電気通信業務用
431002709 トルチェドメールⅡ 非電気通信業務用
431002711 第七清福丸 非電気通信業務用
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431002712 ＵＫＴＳⅡ 非電気通信業務用
431002713 ＭＴＳはるみ 非電気通信業務用
431002714 ＭＴＳしらうめ 非電気通信業務用
431002715 新光丸 非電気通信業務用
431002716 海月日和 非電気通信業務用
431002717 Ｊ．Ｒｈｏｄｅｓ 非電気通信業務用
431002718 ＡＳＵＫＡ 非電気通信業務用
431002719 将星丸 非電気通信業務用
431002721 ＯＣＥＡＮ　ＫＩＮＧ 非電気通信業務用
431002722 ＨＡＮＡＢＵＳＡ 非電気通信業務用
431002723 輝花生 非電気通信業務用
431002724 ダンデライオンⅢ 非電気通信業務用
431002725 ＳＨＥＥＴＢＥＮＤⅡ 非電気通信業務用
431002726 のまかぜ 非電気通信業務用
431002727 ＰＲＯＮＴＯ 非電気通信業務用
431002728 Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ 非電気通信業務用
431002729 ＶＩＣＴＯＲＩＡ 非電気通信業務用
431002731 ＭＩＣＨＩＫＯⅢ 非電気通信業務用
431002732 Ａｐｏｌｌｏ 非電気通信業務用
431002733 やちほ丸 非電気通信業務用
431002734 Ｔｒｉｔｏｎ　ｍｉｎｉ 非電気通信業務用
431002735 ＳＰＩＲＩＴ　ＯＦ　ＨＡＹＡＭＡ 非電気通信業務用
431002736 ｕｎ　ｐａｓｓａｇｅ 非電気通信業務用
431002737 ＡＭＢＥＲ．ＪＡＣＫ 非電気通信業務用
431002738 Ｍａａｌｅｓｈ 非電気通信業務用
431002739 はまかぜ 非電気通信業務用
431002741 Ｌｅ　Ｐａｒｆｕｎ 非電気通信業務用
431002742 ＴＲＡＮＣＹ 非電気通信業務用
431002743 帝舞楽 非電気通信業務用
431002744 秋櫻 非電気通信業務用
431002745 ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 非電気通信業務用
431002746 宝珠 非電気通信業務用
431002747 Ｂｉｎａｒｙ　Ｔｒｅｅ 非電気通信業務用
431002748 Ｂｌｕｅ 非電気通信業務用
431002749 Ｒｏｏｋｉｅ 非電気通信業務用
431002751 マナティ 非電気通信業務用
431002752 七宝 非電気通信業務用
431002753 ＰＯＮＡＭ－２８Ⅲ 非電気通信業務用
431002754 美海Ⅴ 非電気通信業務用
431002755 Ｎａｐｌｅｓ 非電気通信業務用
431002756 ｓｅａｌｕｃｋⅡ 非電気通信業務用
431002757 Ｍ＆Ｋ　Ⅴ 非電気通信業務用
431002758 向山丸 非電気通信業務用
431002759 せい丸二号 非電気通信業務用
431002761 博勇丸 非電気通信業務用
431002762 ＳＥＡＨＯＲＳＥ 非電気通信業務用
431002763 祐伸丸 非電気通信業務用
431002764 海竜 非電気通信業務用
431002765 いよ 非電気通信業務用
431002766 有明丸 非電気通信業務用
431002767 ＡＬＣＯＲ 非電気通信業務用
431002768 海鳳一号 非電気通信業務用
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431002769 第八姫鶴丸 非電気通信業務用
431002771 ワイルドキャット，７ 非電気通信業務用
431002772 ＤＡＩＳＹⅥ 非電気通信業務用
431002773 ミザール 非電気通信業務用
431002774 幸和丸 非電気通信業務用
431002775 海男丸 非電気通信業務用
431002776 神得丸 非電気通信業務用
431002777 Ｌｉｂｅｒｔｙ 非電気通信業務用
431002778 ＳＡＴＳＵＫＩⅡ 非電気通信業務用
431002779 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 非電気通信業務用
431002781 せきざき 非電気通信業務用
431002782 Ｓｐｉｃａ 非電気通信業務用
431002783 ＹＵＳＨＩＮ 非電気通信業務用
431002784 第八大栄丸 非電気通信業務用
431002785 ＢｒｉｓａⅡ 非電気通信業務用
431002786 海徳丸 非電気通信業務用
431002787 かもめⅡ 非電気通信業務用
431002788 かもめⅢ 非電気通信業務用
431002789 マンプクＶ 非電気通信業務用
431002791 Ｔ＆Ｈ 非電気通信業務用
431002792 Ｔｒａｕｍｅｒ 非電気通信業務用
431002793 あまぎ 非電気通信業務用
431002794 ＩＢＥＲＩＡⅡ 非電気通信業務用
431002795 Ｐｕｌｃｈｒａ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002796 第弐信栄丸 非電気通信業務用
431002797 巴流号 非電気通信業務用
431002798 えみ丸 非電気通信業務用
431002799 まりんえーす 非電気通信業務用
431002801 ツルギ 非電気通信業務用
431002802 ＫＥＬＯＮＩＡ 非電気通信業務用
431002803 中谷丸 非電気通信業務用
431002804 ホワイトタイガー 非電気通信業務用
431002805 ＲＩＶＩＥＲＡ 非電気通信業務用
431002806 竜峰丸 非電気通信業務用
431002807 ＳＥＡＳ 非電気通信業務用
431002808 ＮＡＲＵＭＩ 非電気通信業務用
431002809 しなの丸 非電気通信業務用
431002811 スプラッシュ 非電気通信業務用
431002812 ＲＡＮＧＥＲⅡ 非電気通信業務用
431002813 エクシブ６ 非電気通信業務用
431002814 ＢＵＳＹ　ＢＥＥ 非電気通信業務用
431002815 第八鶴吉丸 非電気通信業務用
431002816 三州 非電気通信業務用
431002817 みかわ丸 非電気通信業務用
431002818 やまと丸 非電気通信業務用
431002819 はま丸 非電気通信業務用
431002821 第十五金洋丸 非電気通信業務用
431002822 くなしり 非電気通信業務用
431002823 ＭＡＵＲＩＴＩＵＳ　８００ 非電気通信業務用
431002824 高栄丸 非電気通信業務用
431002825 第八住宝丸 非電気通信業務用
431002826 金毘羅丸 非電気通信業務用
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431002827 新進丸 非電気通信業務用
431002828 第六十七石田丸 非電気通信業務用
431002829 Ｓｅａ＆Ｓｅａ　Ⅵ 非電気通信業務用
431002831 ＰＲＩＭＡＶＥＲＡ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002832 萬光丸 非電気通信業務用
431002833 ＳＭＯＫＩＮ’ 非電気通信業務用
431002834 ＡＵＲＯＲＡ　Ⅱ 非電気通信業務用
431002835 ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ 非電気通信業務用
431002836 ｂｏｓｓ 非電気通信業務用
431002837 こまち丸 非電気通信業務用
431002838 ＳＥＡＬＳ－ＲＡＮＧＥＲ 非電気通信業務用
431002839 ＰＵＲＥ　ＢＬＵＥ　ＯＦ　ＬＯＮＤＯＮ 非電気通信業務用
431002841 木鯨 非電気通信業務用
431002843 よね丸 非電気通信業務用
431002844 きび 非電気通信業務用
431002845 ハリケーン　２ 非電気通信業務用
431002846 ＲＥＢＯＲＮ 非電気通信業務用
431002847 さくら 非電気通信業務用
431002848 ｂｅａｇｌｅ－ｏｎｅ 非電気通信業務用
431002849 かんり７号 非電気通信業務用
431002851 レザーバック 非電気通信業務用
431002852 ＹＵＺＵＫＩ 非電気通信業務用
431002853 ＡＯＢＡ 非電気通信業務用
431002854 Ｍｅｎｕｅｔ 非電気通信業務用
431002855 はくゆう 非電気通信業務用
431002856 ＮＡＤＪＡ 非電気通信業務用
431002857 ＴＡＭＡ 非電気通信業務用
431002858 大隆邦 非電気通信業務用
431002859 ＣｏＣｏ　Ｇａｌａ 非電気通信業務用
431002861 剛徳丸 非電気通信業務用
431002862 丸勝丸 非電気通信業務用
431002863 ＭＩＮＯＲＹ　Ⅴ 非電気通信業務用
431002864 ＪＦ第８七ヶ浜丸 非電気通信業務用
431002865 第三光洋丸 非電気通信業務用
431002866 ＯＮＤＩＮＥ　３ 非電気通信業務用
431002867 Ｅ２Ｔ 非電気通信業務用
431002868 ＦＥＬＬＯＷＳ 非電気通信業務用
431002869 Ｅｄｇｌｙ　ＳＩＫ 非電気通信業務用
431002871 ＭＡＲＩＮＥＢＯＹⅢ 非電気通信業務用
431002872 ＤＥＥＰａｎＯＣＥＡＮ 非電気通信業務用
431002873 ボランス六世 非電気通信業務用
431002874 あずま２号 非電気通信業務用
431002875 ジン 非電気通信業務用
431002876 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ 非電気通信業務用
431002877 ＫＵＮＴＡＲＯ 非電気通信業務用
431002878 Ｗａｎｄｅｒｅｒ 非電気通信業務用
431002879 Ｃａｌｙｐｓｏ 非電気通信業務用
431002881 ＬＵＣＩＡ 非電気通信業務用
431002882 Ｆｉｓｈｅｒｍｅｎ 非電気通信業務用
431002883 ｎａｔｕｒａｌ 非電気通信業務用
431002884 ラビアンローズ 非電気通信業務用
431002885 信天翁Ⅲ 非電気通信業務用
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431002886 Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅ 非電気通信業務用
431002887 Ｍａｎｉｅ－Ⅲ 非電気通信業務用
431002888 Ｒｙｕｓｏｕｍａｒｕ２ 非電気通信業務用
431002889 さがみ　４ 非電気通信業務用
431002891 Ｃｏｓｔａ　Ｒｉｃａ 非電気通信業務用
431002892 ＳＡＬＭＯＮ　ＦＯＵＲ 非電気通信業務用
431002893 第一松宝 非電気通信業務用
431002894 ＷＩＮＤ　ＳＡＩＬＯＲ 非電気通信業務用
431002895 のほほん 非電気通信業務用
431002896 ＡｌｂｉｒｅｏⅡ 非電気通信業務用
431002897 第八しおた丸 非電気通信業務用
431002898 デネブ 非電気通信業務用
431002899 ＣＲＡＩＤＬＥ 非電気通信業務用
431002901 恵綾丸 非電気通信業務用
431002902 福丸 非電気通信業務用
431002903 マドカミヤ 非電気通信業務用
431002904 シ－ルズ 非電気通信業務用
431002905 パイパティローマ－１ 非電気通信業務用
431002906 プルメリア 非電気通信業務用
431002907 ＫＡＲＵＮＯ 非電気通信業務用
431002908 第二日光丸 非電気通信業務用
431002909 ＲＹＯＥＩⅡ 非電気通信業務用
431002911 Ｆｏｒｍａｌｈａｕｔ 非電気通信業務用
431002912 ハングルース 非電気通信業務用
431002913 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ 非電気通信業務用
431002914 Ｎｅｐｔｕｎｅ 非電気通信業務用
431002915 Ｍｉｕ 非電気通信業務用
431002916 Ｌａ　Ａｌｂａ 非電気通信業務用
431002918 ＫＯｎａｈⅥ 非電気通信業務用
431002919 ＭＡＲＹ 非電気通信業務用
431002921 プレデーター 非電気通信業務用
431002922 ＢＯＢＯＳＳ 非電気通信業務用
431002923 康洋丸 非電気通信業務用
431002924 第３０大新号 非電気通信業務用
431002925 クライナーベルク 非電気通信業務用
431002926 Ｃｏｏ　Ｃｏｏ　Ｓｍｉｌｅ（空々笑） 非電気通信業務用
431002927 Ｗａｄａｔｕｍｉ 非電気通信業務用
431002928 有田丸 非電気通信業務用
431002929 しおさい 非電気通信業務用
431002931 さんれい 非電気通信業務用
431002932 はかた 非電気通信業務用
431002933 ＳＡＫＡＷＡ 非電気通信業務用
431002934 みさき丸 非電気通信業務用
431002935 第十一霧島丸 非電気通信業務用
431002936 鐵隆丸 非電気通信業務用
431002937 オーディン 非電気通信業務用
431002938 かりゆし 非電気通信業務用
431002939 びっぐべあー 非電気通信業務用
431002941 シャイニースマイル 非電気通信業務用
431002942 第五十東華丸 非電気通信業務用
431002943 ＫＴ－１０ 非電気通信業務用
431002944 大Ｂ－３３５５ 非電気通信業務用
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431002945 大Ｂ－３５６６ 非電気通信業務用
431002946 大Ｂ－３５６７ 非電気通信業務用
431002947 真洋 非電気通信業務用
431002948 ＡＭＡ３５ 非電気通信業務用
431002949 第２７豊号 非電気通信業務用
431002951 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 非電気通信業務用
431002952 Ｄｕｇｏｎ 非電気通信業務用
431002953 ファウンテン 非電気通信業務用
431002954 かんり２８号 非電気通信業務用
431002955 Ｌ’ｅｓｐｏｉｒ 非電気通信業務用
431002956 ＭＡＴＥＸⅢ 非電気通信業務用
431002957 ＳＡＭＡＮＴＨＡ 非電気通信業務用
431002958 Ｗｈｉｔｅ　Ｌａｄｙ　Ｊｒ． 非電気通信業務用
431002959 ワイルドチェリーⅡ 非電気通信業務用
431002961 虹の子Ⅱ 非電気通信業務用
431002962 ＫＡＩＬＵＮＡ 非電気通信業務用
431002963 美穂丸 非電気通信業務用
431002964 Ｌｉｎｋ 非電気通信業務用
431002965 ＤＵＣＫ 非電気通信業務用
431002966 加比丹 非電気通信業務用
431002967 Ｏａｋ 非電気通信業務用
431002968 第五十俊栄丸 非電気通信業務用
431002969 ＳＵＮＢＩＲＤ 非電気通信業務用
431002971 黒部丸 非電気通信業務用
431002972 竜神丸 非電気通信業務用
431002973 長豊丸 非電気通信業務用
431002974 ＯＳＰＲＥＹ 非電気通信業務用
431002975 Ｌａ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ 非電気通信業務用
431002976 ＡｌｂａｔｒｏｓｓⅢ 非電気通信業務用
431002977 Ｋｏｌｏｌｉａ 非電気通信業務用
431002978 Ｒａｒａ　Ⅶ 非電気通信業務用
431002979 Ｍａｄａｍ　ＭＩ 非電気通信業務用
431002981 未唯奈 非電気通信業務用
431002982 ＥＬＥＶＥＮ 非電気通信業務用
431002983 第七幸翔丸 非電気通信業務用
431002984 あんちゃん 非電気通信業務用
431002985 亜海丸 非電気通信業務用
431002986 りゅうえい 非電気通信業務用
431002987 ニックス 非電気通信業務用
431002988 ＺＯＯＭⅡ 非電気通信業務用
431002989 ＶｅｒｄｅⅤ 非電気通信業務用
431002991 Ｗａｌｋｕｒｅ 非電気通信業務用
431002992 ＢＬＵＥ　ＴＡＩＬ 非電気通信業務用
431002993 ＮＤＫ 非電気通信業務用
431002994 隼 非電気通信業務用
431002995 第三十八国真丸 非電気通信業務用
431002996 ＣＲＯＷ’Ｓ　ＮＥＳＴ　Ⅴ 非電気通信業務用
431002997 横チャン丸 非電気通信業務用
431002998 長門 非電気通信業務用
431002999 第二十二常栄丸 非電気通信業務用
431003001 第二十八政栄丸 非電気通信業務用
431003003 第八大千丸 非電気通信業務用
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431003004 朝日丸 非電気通信業務用
431003005 悦丸 非電気通信業務用
431003006 オーシャン２８ 非電気通信業務用
431003007 いらご５ 非電気通信業務用
431003008 第一甲賀丸 非電気通信業務用
431003009 だいこく 非電気通信業務用
431003011 Ｌｅ　ｃｈｅｒｃｈｅｕｒ　ｄ’ｏｒ 非電気通信業務用
431003012 第八十武栄丸 非電気通信業務用
431003013 Ｇｒｅｅｎ　Ｈｏｒｎｅｔ 非電気通信業務用
431003014 ＢＬＵＥ　ＴＡＮＧＯ 非電気通信業務用
431003015 Ａｚｕｋｉ 非電気通信業務用
431003016 亮宝丸Ⅵ 非電気通信業務用
431003017 第二関雄 非電気通信業務用
431003018 アインシュタイン 非電気通信業務用
431003019 長月 非電気通信業務用
431003021 旭光 非電気通信業務用
431003022 ＳＩＭＯＮ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003023 千川丸 非電気通信業務用
431003024 第二十八伸興丸 非電気通信業務用
431003025 Ｈａｕ‘ｏｌｉ 非電気通信業務用
431003026 Ｖｉｃｔｏｒｙ 非電気通信業務用
431003027 ＬＩＯＮＭＡＲＵ　Ⅶ 非電気通信業務用
431003028 山城丸 非電気通信業務用
431003029 マディラン 非電気通信業務用
431003031 妙宝丸 非電気通信業務用
431003032 北清丸 非電気通信業務用
431003033 フェリーたいしゅう 非電気通信業務用
431003034 おおみ 非電気通信業務用
431003035 第五太幸丸 非電気通信業務用
431003036 ＭａｈｉＭａｈｉⅢ 非電気通信業務用
431003037 マール　５世 非電気通信業務用
431003038 ファラウェイ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003039 第十八たつみ丸 非電気通信業務用
431003041 ヒロボー 非電気通信業務用
431003042 ライラック 非電気通信業務用
431003043 Ｌｅ　Ｎｅｚ　Ａｎ　Ｖｅｎｔ 非電気通信業務用
431003044 ＶＥＣＴＲＡ 非電気通信業務用
431003045 オリーブオイル 非電気通信業務用
431003046 第二きたさん丸 非電気通信業務用
431003047 流泰丸Ⅲ 非電気通信業務用
431003048 おむすび丸 非電気通信業務用
431003049 Ｒｅｄ　Ｆｏｒｃｅ 非電気通信業務用
431003051 ５５８５ 非電気通信業務用
431003052 ベイⅡ 非電気通信業務用
431003053 イエローダックハイパー 非電気通信業務用
431003054 爽海 非電気通信業務用
431003055 ハイライトエキスプレスⅡ 非電気通信業務用
431003056 Ｒｅｇｉｎａ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003057 第五十八大勝丸 非電気通信業務用
431003058 ゆうゆう 非電気通信業務用
431003059 ＨＩＫＡＲＵ－Ⅱ 非電気通信業務用
431003061 シャトル豊予 非電気通信業務用
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431003062 蛭子丸 非電気通信業務用
431003063 Ｒｏｓａ　Ｍａｒｉａ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003064 海路平安三和丸 非電気通信業務用
431003065 第八宝洋丸 非電気通信業務用
431003066 風来坊 非電気通信業務用
431003067 海人 非電気通信業務用
431003068 第２快星丸 非電気通信業務用
431003069 ＫＯＹＵ　ＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431003071 はやて５号 非電気通信業務用
431003072 ＳＵＮＮＹ　ＬＥＯ 非電気通信業務用
431003073 ＳＵＮＮＹ　ＭＡＲＳ 非電気通信業務用
431003074 ＳＵＮＮＹ　ＮＯＡＨ 非電気通信業務用
431003075 Ｏｃｅａｎ’ｓ４ 非電気通信業務用
431003076 波うさぎ 非電気通信業務用
431003077 ＳＡＮＴＡ　８ 非電気通信業務用
431003078 ＳＴＲＥＡＭ 非電気通信業務用
431003079 Ｌｉｅｎ　Ⅴ 非電気通信業務用
431003081 ＳＥＣＯＮＤ　ＷＩＦＥ 非電気通信業務用
431003082 桃丸 非電気通信業務用
431003083 光翔丸 非電気通信業務用
431003084 はりま 非電気通信業務用
431003085 むつみ丸 非電気通信業務用
431003086 ＳＡＭＭＡ 非電気通信業務用
431003087 かしい 非電気通信業務用
431003088 あらつ 非電気通信業務用
431003089 範美丸 非電気通信業務用
431003091 Ｌｅｏｎｅ 非電気通信業務用
431003092 だいおう 非電気通信業務用
431003093 ＳＡＲＡＴＯＧＡ 非電気通信業務用
431003094 あけぼの丸 非電気通信業務用
431003095 ことなみ 非電気通信業務用
431003096 はたぐも 非電気通信業務用
431003097 ＩＳＬＡＮＤＳ 非電気通信業務用
431003098 共栄丸 非電気通信業務用
431003099 第五吉辰丸 非電気通信業務用
431003101 パトリオット 非電気通信業務用
431003102 凪 非電気通信業務用
431003103 讃岐号 非電気通信業務用
431003104 鷲羽号 非電気通信業務用
431003105 Ｇｏｄｄｅｓｓ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003106 ＧＴ　Ｒｏｏｋ 非電気通信業務用
431003107 Ｃｈｉｓｅｍａｒｕ 非電気通信業務用
431003108 ＷＯＬＦ 非電気通信業務用
431003109 Ｂｕｒｒｏ’ｓ　Ｂｕｒｒｏｗ 非電気通信業務用
431003112 寶翔 非電気通信業務用
431003113 ＴＵＢＡＳＡ 非電気通信業務用
431003114 海興丸 非電気通信業務用
431003115 奨栄丸 非電気通信業務用
431003116 ＡＫＩ 非電気通信業務用
431003117 はやぶさ 非電気通信業務用
431003118 ２１玉光丸 非電気通信業務用
431003119 ２３玉光丸 非電気通信業務用
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431003121 ２７玉光丸 非電気通信業務用
431003122 もとぶ 非電気通信業務用
431003123 第１１神星 非電気通信業務用
431003124 データダインⅢ 非電気通信業務用
431003125 ジタンⅤ 非電気通信業務用
431003126 Ａｄａｇｉｏ 非電気通信業務用
431003127 トマトⅧ 非電気通信業務用
431003128 朝子７ 非電気通信業務用
431003129 あやぱに 非電気通信業務用
431003133 ＢＥＮＴＨＯＳⅢ 非電気通信業務用
431003134 かんさい 非電気通信業務用
431003135 朋鶴丸 非電気通信業務用
431003136 ＫＩＮＧＦＩＳＨＥＲ２ 非電気通信業務用
431003137 ＨＡＲＤＹ 非電気通信業務用
431003138 あきづき 非電気通信業務用
431003139 ベイサイド３ 非電気通信業務用
431003141 美讃 非電気通信業務用
431003142 ＳＥＶＥＮ　ＬＩＶＥＳ 非電気通信業務用
431003143 第七十八三滝丸 非電気通信業務用
431003144 第三十三滝丸 非電気通信業務用
431003145 尋 非電気通信業務用
431003146 第５浜野丸 非電気通信業務用
431003147 ＬＥＩＡ 非電気通信業務用
431003148 第二十八祥宝丸 非電気通信業務用
431003151 第二十一大央丸 非電気通信業務用
431003152 第五十八幸進丸 非電気通信業務用
431003153 第八愛廣丸 非電気通信業務用
431003154 きねきね－１１ 非電気通信業務用
431003155 第一ほうえい 非電気通信業務用
431003156 ＦＡＬＣＯＮ－２ 非電気通信業務用
431003157 那由他 非電気通信業務用
431003158 高嶋 非電気通信業務用
431003159 舛宝山丸 非電気通信業務用
431003161 Ｐｅｎｇｕｉｎ　ｍａｒｕ 非電気通信業務用
431003162 第六もんべつ丸 非電気通信業務用
431003163 Ｃａｍｉｌｌｅ 非電気通信業務用
431003164 しまかぜ 非電気通信業務用
431003165 阿呆鳥 非電気通信業務用
431003166 福栄丸 非電気通信業務用
431003167 コージーコット 非電気通信業務用
431003168 スターオーシャン 非電気通信業務用
431003169 ＳＥＡＬＡＢＯ 非電気通信業務用
431003171 泰皇丸 非電気通信業務用
431003172 第二喜入丸 非電気通信業務用
431003174 龍王丸 非電気通信業務用
431003175 第八十二武栄丸 非電気通信業務用
431003177 あつた丸 非電気通信業務用
431003178 ダズリングサン 非電気通信業務用
431003179 浩進丸 非電気通信業務用
431003181 第八伸幸丸 非電気通信業務用
431003182 ＪＯＥ 非電気通信業務用
431003183 千早 非電気通信業務用
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431003184 誠昭丸 非電気通信業務用
431003185 Ｂｏｒｚｏｉ 非電気通信業務用
431003186 しらかみ 非電気通信業務用
431003187 神愛丸 非電気通信業務用
431003194 うみたか 非電気通信業務用
431003195 竜王 非電気通信業務用
431003196 光宝丸 非電気通信業務用
431003197 晃福 非電気通信業務用
431003198 第二友成丸 非電気通信業務用
431003199 Ｐｅｌｅ 非電気通信業務用
431003201 とよたか 非電気通信業務用
431003202 ＪＵＮＥ　ＷＡＶＥ 非電気通信業務用
431003203 五十鈴 非電気通信業務用
431003205 陽裕丸 非電気通信業務用
431003206 Ｈｏｌｉｄａｙ　Ｗｉｎｇ 非電気通信業務用
431003207 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｔａｋａｎｏ　Ａｍａｚｏｎ 非電気通信業務用
431003208 道化師 非電気通信業務用
431003209 Ｆｒｅｅ　Ｍｏｏｎ 非電気通信業務用
431003211 いえしま 非電気通信業務用
431003212 大富丸 非電気通信業務用
431003213 ほくと３号 非電気通信業務用
431003214 ＶＯＳＳⅡ 非電気通信業務用
431003215 ＭＩＫＡＳＡ 非電気通信業務用
431003217 第十八若島 非電気通信業務用
431003218 Ｓｉｒｉｕｓ 非電気通信業務用
431003219 ＥＳＰＥＲＡＵＮＣＥ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003221 ＥＳＰＥＲＡＵＮＣＥ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003222 ブンブンマル 非電気通信業務用
431003223 救助艇１号 非電気通信業務用
431003224 はやなみ 非電気通信業務用
431003225 ＭＯＭＯ 非電気通信業務用
431003226 すばる 非電気通信業務用
431003227 伝馬船７号 非電気通信業務用
431003228 オーシャン７ 非電気通信業務用
431003229 Ｍａｒｃｏ 非電気通信業務用
431003231 門澄丸 非電気通信業務用
431003232 日王丸 非電気通信業務用
431003233 ショーウン 非電気通信業務用
431003234 和楽笑　ＷＡＲＡＷＡ 非電気通信業務用
431003235 新さくら丸 非電気通信業務用
431003236 第三十六龍王丸 非電気通信業務用
431003237 Ｌｕｃｋｙ　Ｌａｄｙ　Ⅷ 非電気通信業務用
431003238 Ｎａｕｔｉｌｕｓ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003239 ＷＯＲＬＤ　ＯＮＥ 非電気通信業務用
431003241 ＧＯＯＤＹ 非電気通信業務用
431003242 第八十一平安丸 非電気通信業務用
431003243 パナリ 非電気通信業務用
431003244 ＭＯＭＯ 非電気通信業務用
431003245 順風丸 非電気通信業務用
431003246 熊野丸 非電気通信業務用
431003248 Ｈａｒｍｏｎｉｅ 非電気通信業務用
431003249 Ｌｕｍｉｅｒｅ 非電気通信業務用



97 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431003251 プリンセス 非電気通信業務用
431003252 第十八龍生丸 非電気通信業務用
431003253 第二十八嘉廣丸 非電気通信業務用
431003255 海洋 非電気通信業務用
431003256 神友丸 非電気通信業務用
431003257 ＧＯＫＩＧＥＮ 非電気通信業務用
431003258 曙 非電気通信業務用
431003259 ユーラティア 非電気通信業務用
431003261 ＭＥＲＭＡＩＤ　ＨＵＮＴＥＲ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003262 あさふじ 非電気通信業務用
431003263 イーライン７ 非電気通信業務用
431003264 ラグーン５６０ 非電気通信業務用
431003265 ＢＩＧ　ＴＡＫ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003266 ＳＵＰＲＥＭＡＣＹ 非電気通信業務用
431003267 ひしゃくだ 非電気通信業務用
431003268 ふじ 非電気通信業務用
431003269 幸栄丸 非電気通信業務用
431003272 熱田丸 非電気通信業務用
431003273 Ｂｕｅｎａ　Ｖｉｓｔａ 非電気通信業務用
431003274 アンリィ・ベイル 非電気通信業務用
431003275 ＮＩＮＥ　ＷＥＬＬＳ 非電気通信業務用
431003276 第二霧島丸 非電気通信業務用
431003277 慶扇丸 非電気通信業務用
431003278 Ｕｎｉｃｏｒｎ 非電気通信業務用
431003279 Ｋｕｍａ　ＨＥＲＯ 非電気通信業務用
431003281 Ｄｏｍｉｎｇｏ 非電気通信業務用
431003282 聖祐 非電気通信業務用
431003283 興竜丸 非電気通信業務用
431003284 アマン 非電気通信業務用
431003285 六兵衛Ⅵ 非電気通信業務用
431003286 ＯＲＩＤＯⅡ 非電気通信業務用
431003287 第一さちかぜ 非電気通信業務用
431003288 Ｂｏｎ　Ｖｏｙａｇｅ 非電気通信業務用
431003289 第八志ほかぜ 非電気通信業務用
431003291 第二志ほかぜ 非電気通信業務用
431003292 第二さちかぜ 非電気通信業務用
431003293 Ｗｈｉｔｅ　ＰｅａｒｌⅥ 非電気通信業務用
431003294 がんばろう，日本 非電気通信業務用
431003296 かがみ 非電気通信業務用
431003297 ｇｒａｎｄｐａ 非電気通信業務用
431003298 第８芳祥号 非電気通信業務用
431003299 ＰＡＲＡＤＩＳＥ 非電気通信業務用
431003301 はつかぜⅡ 非電気通信業務用
431003302 ファイティングポチ 非電気通信業務用
431003303 いらご２ 非電気通信業務用
431003304 Ｄｅｅｐ　ＲｉｖｅｒⅡ 非電気通信業務用
431003305 まつら 非電気通信業務用
431003306 飛龍 非電気通信業務用
431003307 ガスト 非電気通信業務用
431003308 千里馬　Ⅲ 非電気通信業務用
431003309 金剛丸 非電気通信業務用
431003311 第七十八石田丸 非電気通信業務用
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431003312 さんりく 非電気通信業務用
431003313 高砂建設１０３ 非電気通信業務用
431003314 第３８御在所号 非電気通信業務用
431003315 高砂建設９０１ 非電気通信業務用
431003316 光１０号 非電気通信業務用
431003317 かわぎり 非電気通信業務用
431003318 ｍａｒｉｎｅ　ｌｉｆｅ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003319 ＷＩＮＧＳ 非電気通信業務用
431003321 ＮＯ　ＰＲＯＢＬＥＭ 非電気通信業務用
431003322 ＧＡＬＡＸＹ　ＣＬＩＰＰＥＲ 非電気通信業務用
431003323 ＣＯＳＭＯ 非電気通信業務用
431003324 あさじ 非電気通信業務用
431003325 ケロッピー丸 非電気通信業務用
431003326 ＢＬＡＣＫ　ＢＵＬＬ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003329 マル文丸 非電気通信業務用
431003331 大川丸 非電気通信業務用
431003332 ＶＩＶＡＣＥ 非電気通信業務用
431003333 Ｆｕｙｕｓｈｕｎ 非電気通信業務用
431003334 ＥＶＥＲＹＴＨＩＮＧ　ＥＶＥＲＹＴＨＩＮＧ 非電気通信業務用
431003335 エオルス 非電気通信業務用
431003336 Ｂｌｕｅ　Ｐｉｔ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003337 ル・ラゴン 非電気通信業務用
431003338 フェリーとかしき 非電気通信業務用
431003339 ＶＯＹＡＧＥＲ 非電気通信業務用
431003341 第三繁栄 非電気通信業務用
431003342 第五十八南海丸 非電気通信業務用
431003343 Ｈｏｔ　Ｓｔｙｌｅ 非電気通信業務用
431003344 宮本丸 非電気通信業務用
431003345 ＳＬ　ＢＥＬＵＧＡ 非電気通信業務用
431003346 ＹＨ　Ｒｅａｌｉｔｙ 非電気通信業務用
431003347 プロムナード 非電気通信業務用
431003348 ブラバス 非電気通信業務用
431003349 Ｍａｒｕ　Ｍｉｚｕ　Ｍａｒｕ 非電気通信業務用
431003351 シャロンⅤ 非電気通信業務用
431003352 えとぴりか 非電気通信業務用
431003353 八坂丸 非電気通信業務用
431003354 第十一進宏丸 非電気通信業務用
431003355 第三十八三晃丸 非電気通信業務用
431003356 若鷹 非電気通信業務用
431003357 Ａｌｉｃｅ 非電気通信業務用
431003358 くすのき 非電気通信業務用
431003359 みさき丸 非電気通信業務用
431003361 くにがみ 非電気通信業務用
431003362 ＭＡＴＡＮＧＩ 非電気通信業務用
431003363 第十八宝漁丸 非電気通信業務用
431003364 第六十五栄宝丸 非電気通信業務用
431003365 第三ぷろぱん丸 非電気通信業務用
431003366 松浦丸 非電気通信業務用
431003367 かづみの 非電気通信業務用
431003368 Ｂｌｕｅ　Ｌａｇｏｏｎ 非電気通信業務用
431003369 ＳＫＩＰＪＡＣＫ 非電気通信業務用
431003371 美々丸 非電気通信業務用
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431003372 第１０松風 非電気通信業務用
431003373 フェリ－きずな 非電気通信業務用
431003374 第五松丸 非電気通信業務用
431003375 第二丸中丸 非電気通信業務用
431003376 寿限無 非電気通信業務用
431003377 ジョーカーⅡ 非電気通信業務用
431003378 さとうのひみつきちⅠ 非電気通信業務用
431003379 ＲＥＸ 非電気通信業務用
431003381 シルバープリンセス 非電気通信業務用
431003382 青鷹１０１ 非電気通信業務用
431003383 海煌 非電気通信業務用
431003384 ＲａｋｕｄａｍａｒｕⅡ 非電気通信業務用
431003385 青葉丸 非電気通信業務用
431003386 第五欣栄丸 非電気通信業務用
431003387 ＣＰ－５００１ 非電気通信業務用
431003388 第三やまぐち丸 非電気通信業務用
431003389 第五やまぐち丸 非電気通信業務用
431003391 ＯｎｄｉｎｅⅥ 非電気通信業務用
431003392 いらご１０ 非電気通信業務用
431003393 いらご１ 非電気通信業務用
431003394 第五進康丸 非電気通信業務用
431003395 第二ことぶき 非電気通信業務用
431003396 Ｋｉｎｇ’ｓ　Ｄｒｅａｍ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003397 ＧＯＵＴＥＲ・ＴＯＲＴＵＥ号 非電気通信業務用
431003398 第八曵神丸 非電気通信業務用
431003399 ＦＡＮＴＡＳ 非電気通信業務用
431003401 衣笠 非電気通信業務用
431003402 成晶丸 非電気通信業務用
431003403 ＳＥＡ　ＦＡＬＣＯＮ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003404 勇宝丸 非電気通信業務用
431003405 ＦＵＭＩＹＵＫＡⅥ 非電気通信業務用
431003406 ＳＨＵＧＲＡＣＥ 非電気通信業務用
431003407 ＴＲＣエンタープライズ 非電気通信業務用
431003408 久丸 非電気通信業務用
431003409 第八利丸 非電気通信業務用
431003411 清幸丸 非電気通信業務用
431003412 アルペジョーネ 非電気通信業務用
431003413 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｇｅｔ 非電気通信業務用
431003414 託丸 非電気通信業務用
431003415 第８福栄丸 非電気通信業務用
431003416 文丸 非電気通信業務用
431003417 大洋丸 非電気通信業務用
431003418 さくら丸 非電気通信業務用
431003419 いらご１１ 非電気通信業務用
431003421 第五十金比羅丸 非電気通信業務用
431003422 第十一幸丸 非電気通信業務用
431003423 タートル６ 非電気通信業務用
431003424 トレーサー 非電気通信業務用
431003425 ＭＡＲＩＬＹＮⅡ 非電気通信業務用
431003426 第十一弥七丸 非電気通信業務用
431003427 ＡＤＭＩＲＡＬ 非電気通信業務用
431003428 ネプチューン　ⅩⅡ 非電気通信業務用
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431003431 第１１光運丸 非電気通信業務用
431003432 第１５光運丸 非電気通信業務用
431003433 明治丸 非電気通信業務用
431003434 第七吉辰丸 非電気通信業務用
431003435 上寶丸 非電気通信業務用
431003436 神奈川丸 非電気通信業務用
431003437 ＨＥＲＯＥＳ 非電気通信業務用
431003438 ＣＲＥＳＣＥＮＴ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003439 第三おりいぶ丸 非電気通信業務用
431003441 竜真 非電気通信業務用
431003442 Ｏ・Ｓ・Ｔ 非電気通信業務用
431003443 Ｂｅｎｇａｌ　７ 非電気通信業務用
431003444 雪風６世 非電気通信業務用
431003445 錦興丸 非電気通信業務用
431003446 ＹＵＺＵＫＩⅡ 非電気通信業務用
431003447 翔洋 非電気通信業務用
431003451 ラビット六世 非電気通信業務用
431003453 いらご６ 非電気通信業務用
431003455 いそなみ 非電気通信業務用
431003456 周豊丸 非電気通信業務用
431003457 第十一寿丸 非電気通信業務用
431003458 第五英裕丸 非電気通信業務用
431003459 大進丸 非電気通信業務用
431003461 エスメラルダ 非電気通信業務用
431003462 Ｙｏｈ　Ｓａｎ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003463 わかづき 非電気通信業務用
431003464 ＦＯＲＺＡ　ＮＩＰＰＯＮ 非電気通信業務用
431003465 ＴＡＭＴＡＭ 非電気通信業務用
431003466 やみぞ 非電気通信業務用
431003467 たかしまⅡ 非電気通信業務用
431003468 ＷＴＳ－１０００ 非電気通信業務用
431003469 紀伊 非電気通信業務用
431003471 のちせ 非電気通信業務用
431003472 わかさ 非電気通信業務用
431003473 第二わかさ 非電気通信業務用
431003474 Ｄａｎｃｉｎｇ　Ｂｅａｎｓ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003475 しま 非電気通信業務用
431003476 Ｂｌａｃｋ　Ｊａｃｋ 非電気通信業務用
431003477 ｍａｑｕａｍｉ 非電気通信業務用
431003478 ひらりⅡ 非電気通信業務用
431003479 ＴＡＩＳＥＩ　ＢＯＳＳ 非電気通信業務用
431003481 綾音丸 非電気通信業務用
431003482 ＢＬＡＵＶＯＧＥＬ 非電気通信業務用
431003483 海遊王 非電気通信業務用
431003484 アウトロー 非電気通信業務用
431003485 第十一天神丸 非電気通信業務用
431003486 ＤＲＥＡＭ　ＷＥＡＶＥＲ 非電気通信業務用
431003487 ホットライン 非電気通信業務用
431003488 だいきち号 非電気通信業務用
431003489 鯉栄丸 非電気通信業務用
431003491 第二十八栄雄丸 非電気通信業務用
431003492 ひまわり 非電気通信業務用
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431003493 すかい 非電気通信業務用
431003494 幸和丸 非電気通信業務用
431003495 Ｌ’ＨＥＵＲＥ　ＢＬＥＵＥ 非電気通信業務用
431003496 すずらん 非電気通信業務用
431003497 第二崎陽丸 非電気通信業務用
431003498 共備丸 非電気通信業務用
431003499 Ｐｏｃａ　Ｐｏｃａ 非電気通信業務用
431003501 雄秀 非電気通信業務用
431003502 ＣＨＡＲ　ＣＨＡＮ－Ⅴ 非電気通信業務用
431003503 ひかり 非電気通信業務用
431003504 第十二常陸丸 非電気通信業務用
431003505 スーパーマリン 非電気通信業務用
431003506 はやぶさ 非電気通信業務用
431003507 第八欣栄丸 非電気通信業務用
431003508 蒼天 非電気通信業務用
431003509 萬代丸 非電気通信業務用
431003511 弥彦丸 非電気通信業務用
431003512 幸栄丸 非電気通信業務用
431003513 ＤＩＶＡ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003514 有明みらい 非電気通信業務用
431003515 富山天照丸 非電気通信業務用
431003516 八丸 非電気通信業務用
431003517 オケラ５ 非電気通信業務用
431003518 つばさ 非電気通信業務用
431003519 ＷＨＩＴＥ　ＴＩＧＥＲ 非電気通信業務用
431003521 昭洋丸 非電気通信業務用
431003522 第十八長栄丸 非電気通信業務用
431003523 姫川丸 非電気通信業務用
431003524 海人 非電気通信業務用
431003525 トリトン 非電気通信業務用
431003526 第二十八有昌丸 非電気通信業務用
431003527 希宝丸 非電気通信業務用
431003528 信濃 非電気通信業務用
431003529 竜栄丸 非電気通信業務用
431003531 住吉丸 非電気通信業務用
431003532 飛鳥 非電気通信業務用
431003533 はつかぜ３ 非電気通信業務用
431003534 Ｌｅ　Ｎｅｚ　Ａｎ　Ｖｅｎｔ 非電気通信業務用
431003535 ＢＡＧＥＲＡ 非電気通信業務用
431003536 Ｉｌｓｅ＆Ｅｉｓｕｋｅ 非電気通信業務用
431003537 第四十八浪速丸 非電気通信業務用
431003538 Ａｒｐｅｇｅ 非電気通信業務用
431003539 ＤＡＴＥ　ＬＩＮＥ 非電気通信業務用
431003542 ガル 非電気通信業務用
431003543 ＦＵＫＵＳＵＫＥ 非電気通信業務用
431003544 第八共徳丸 非電気通信業務用
431003545 栄丸 非電気通信業務用
431003546 Ａｌｅｇｒｉａ 非電気通信業務用
431003547 大漁丸 非電気通信業務用
431003548 Ｂｌｕｅ　ｓｔａｒ 非電気通信業務用
431003549 Ｏ＆Ｓ 非電気通信業務用
431003551 Ｌｅ　ｃｉｅｌ 非電気通信業務用
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431003552 トレジャー 非電気通信業務用
431003553 ｔｅａ　ｔｉｍｅ 非電気通信業務用
431003554 ＯＤＩＮ 非電気通信業務用
431003555 アネックスⅤ 非電気通信業務用
431003556 かしい 非電気通信業務用
431003557 Ｑｕｉｎｔｅｓｓｅｎｃｅ 非電気通信業務用
431003558 ＫＡＩＴＯ 非電気通信業務用
431003559 はやなみ 非電気通信業務用
431003561 周防丸 非電気通信業務用
431003562 煌 非電気通信業務用
431003563 ＢＯＳＴＯＮ 非電気通信業務用
431003564 アクエリアスⅡ 非電気通信業務用
431003565 みずなぎ 非電気通信業務用
431003566 ビーナス 非電気通信業務用
431003567 Ｌａｐｉｔａ 非電気通信業務用
431003568 哲 非電気通信業務用
431003569 Ｓｏｗｙ 非電気通信業務用
431003571 Ｃｌａｒｉｓ　ｆｏｒｔｅ 非電気通信業務用
431003572 ＳＡＲＡＨ 非電気通信業務用
431003573 天城 非電気通信業務用
431003574 Ｇｒａｎｄ　Ｂｌｕｅ 非電気通信業務用
431003575 ニヨルド 非電気通信業務用
431003576 つばさ 非電気通信業務用
431003577 ＲＡＩＫＯＵ－ＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431003578 たま 非電気通信業務用
431003579 ＤｅｌｆｉｎｏⅡ 非電気通信業務用
431003581 ゆきかぜ 非電気通信業務用
431003582 第五でめきん丸 非電気通信業務用
431003583 エターナル 非電気通信業務用
431003584 第五清美丸 非電気通信業務用
431003585 三喜丸 非電気通信業務用
431003586 海勇丸 非電気通信業務用
431003587 オリエント７号 非電気通信業務用
431003588 ＥＭＥＲＡＬＤ　３ 非電気通信業務用
431003589 第百七十八鳳生丸 非電気通信業務用
431003591 四天王 非電気通信業務用
431003592 ＰＬＡＴＩＮＵＭ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003593 シンシア一号 非電気通信業務用
431003594 第三教至丸 非電気通信業務用
431003595 しりうち丸 非電気通信業務用
431003596 マルダイ大Ｂ－２２００ 非電気通信業務用
431003597 ＡＭＡ３６ 非電気通信業務用
431003598 第七東組号 非電気通信業務用
431003599 ＫＴ－７ 非電気通信業務用
431003601 Ｓ－１６０７ 非電気通信業務用
431003602 フェニックス 非電気通信業務用
431003603 Ｃａｒｖｙ 非電気通信業務用
431003604 ぷれりある 非電気通信業務用
431003605 Ｇｒｅｅｎ　Ｆｌａｓｈ 非電気通信業務用
431003606 空翔 非電気通信業務用
431003607 ＢＵＤＤＹ　ⅩⅢ 非電気通信業務用
431003608 Ｍ＆Ｍ５世 非電気通信業務用
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431003609 空蝉 非電気通信業務用
431003611 オーシャンスター 非電気通信業務用
431003612 ＨＥＲＡⅢ 非電気通信業務用
431003613 さんかくしかく丸　シーテック 非電気通信業務用
431003614 永和丸 非電気通信業務用
431003615 ＣＬＯＵＤ　ＢＲＥＡＫＥＲ 非電気通信業務用
431003616 新進丸 非電気通信業務用
431003617 第一恵祥丸 非電気通信業務用
431003618 雅 非電気通信業務用
431003619 なえば丸 非電気通信業務用
431003621 ＳＦ－３１ 非電気通信業務用
431003622 アルバトロス 非電気通信業務用
431003623 大日 非電気通信業務用
431003624 いぶき 非電気通信業務用
431003625 ＬＡＧＵＮＡ　ＢＬＵＥ 非電気通信業務用
431003626 Ｆｒｅｅｓｉａ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003627 Ｍｙｓｔｉｃ　Ｘ 非電気通信業務用
431003628 有駿 非電気通信業務用
431003629 ＴＡＩＹＯ 非電気通信業務用
431003631 ＢＯＳＳⅡ 非電気通信業務用
431003632 ＡＫＩＮＡ 非電気通信業務用
431003633 Ａｎｉｍａｔｏｒ 非電気通信業務用
431003634 Ｑｕｅ　Ｓｅｒａ　Ｓｅｒａ 非電気通信業務用
431003635 しゅうほう 非電気通信業務用
431003636 ＰＡＲＩＣＯ 非電気通信業務用
431003637 はづき 非電気通信業務用
431003638 サンタマリア 非電気通信業務用
431003639 海興丸 非電気通信業務用
431003641 千恵 非電気通信業務用
431003642 第二もとやま 非電気通信業務用
431003643 第七松島 非電気通信業務用
431003644 第二十二松島 非電気通信業務用
431003645 第二十六松島 非電気通信業務用
431003646 はるひⅢ 非電気通信業務用
431003647 釣友丸 非電気通信業務用
431003648 Ｇｏｄ　ｏｆ　Ｏｃｅａｎ 非電気通信業務用
431003649 アルゴ 非電気通信業務用
431003651 第三内海丸 非電気通信業務用
431003652 Ｂｅａｔｏ　ＶｅｌａⅡ 非電気通信業務用
431003653 桃進丸 非電気通信業務用
431003654 Ｎｅｐｔｕｎｅ 非電気通信業務用
431003655 ＪＵＳＴ　ＥＩＧＨＴ 非電気通信業務用
431003656 ＳＥＡ　ＨＡＷＫ 非電気通信業務用
431003657 Ｂｉｇ　Ｗａｖｅ 非電気通信業務用
431003658 第十五常陸丸 非電気通信業務用
431003659 第六パイロット 非電気通信業務用
431003661 第２１０２いかり丸 非電気通信業務用
431003662 第七十八たけ丸 非電気通信業務用
431003663 むろつ丸 非電気通信業務用
431003664 関雄 非電気通信業務用
431003665 童夢 非電気通信業務用
431003666 ＭＡＬＯＬＯ 非電気通信業務用
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431003667 明日香 非電気通信業務用
431003668 チャイカⅤ 非電気通信業務用
431003669 ＳＨＩＯ６０ 非電気通信業務用
431003671 すいせん 非電気通信業務用
431003672 十八富丸 非電気通信業務用
431003673 さくら丸 非電気通信業務用
431003674 丸鹿丸 非電気通信業務用
431003675 Ｃｏｒｏｎａｄｏ 非電気通信業務用
431003676 第３８海栄号 非電気通信業務用
431003677 第三伯新 非電気通信業務用
431003678 住穂丸 非電気通信業務用
431003681 第十一近雄丸 非電気通信業務用
431003682 ＥｓｐｅｒａｎｚａⅠ 非電気通信業務用
431003683 Ｃｒｕｓａｄｅｒ 非電気通信業務用
431003684 しょうりゅう 非電気通信業務用
431003685 すみふく丸 非電気通信業務用
431003686 熊内八幡宮 非電気通信業務用
431003687 フェリー琉球 非電気通信業務用
431003688 ＡＩＭ　３ 非電気通信業務用
431003689 みのつる 非電気通信業務用
431003691 フェリー波之上 非電気通信業務用
431003692 ニュー・カルド 非電気通信業務用
431003693 ブルーノア 非電気通信業務用
431003694 ＢｅＢｅⅢ 非電気通信業務用
431003695 第十二東丸 非電気通信業務用
431003696 第２２吉野号 非電気通信業務用
431003697 ＵＦ－２９－２　Ｉ／Ｂ 非電気通信業務用
431003698 ＭＡＲＴ 非電気通信業務用
431003699 光成 非電気通信業務用
431003701 Ｗｈｉｔｅ　Ｄｒａｇｏｎ 非電気通信業務用
431003702 第八あたご丸 非電気通信業務用
431003703 第二復興丸 非電気通信業務用
431003704 第三十二東華丸 非電気通信業務用
431003705 ＳＡＫＵＲＡⅡ 非電気通信業務用
431003706 ＮＯ．１００１ 非電気通信業務用
431003707 Ｂｅａｔｏ．Ｐａｓｓｏ 非電気通信業務用
431003708 ＦＯＮＴＡＩＮＥ 非電気通信業務用
431003709 第２竹長丸 非電気通信業務用
431003711 Ｏｊａｍｉｇｏ 非電気通信業務用
431003712 フルハウス 非電気通信業務用
431003713 ＭＡＲＩＫＥＮ 非電気通信業務用
431003714 野七丸 非電気通信業務用
431003715 百音丸 非電気通信業務用
431003716 花子 非電気通信業務用
431003717 勝慶丸 非電気通信業務用
431003718 第八栄進丸 非電気通信業務用
431003719 ノースレデイ 非電気通信業務用
431003721 Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｆａｓｔ　ＧＰ 非電気通信業務用
431003722 ｏｒｅｏｓ 非電気通信業務用
431003723 Ｌａ　ｋｅｖｉｅｗ　８ 非電気通信業務用
431003724 ＲＩＫＩ 非電気通信業務用
431003725 アドニス 非電気通信業務用
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431003726 翠龍 非電気通信業務用
431003727 第八光潤丸 非電気通信業務用
431003728 ｗｙｏｍｉｎｇⅤ 非電気通信業務用
431003729 グレート　ピープル 非電気通信業務用
431003731 ＶＯＳＳⅡ 非電気通信業務用
431003732 ＳＩＮＳＥＩ 非電気通信業務用
431003733 ＴＩＧＥＲ 非電気通信業務用
431003734 第六青鷹 非電気通信業務用
431003735 Ｏｃｔｏｐｕｓ５ 非電気通信業務用
431003736 第十七霧島丸 非電気通信業務用
431003737 光輝丸 非電気通信業務用
431003738 ＰＯＬＥ　ＰＯＬＥ 非電気通信業務用
431003739 大晴 非電気通信業務用
431003741 スター　オブ　ベツレヘム 非電気通信業務用
431003742 フレイヤ５ 非電気通信業務用
431003743 Ｋｏｕｄａｉ 非電気通信業務用
431003744 Ｐｅｇａｓｕｓ 非電気通信業務用
431003745 Ｃ’ｅｓｔ　ｌａ　ｖｉｅ 非電気通信業務用
431003746 モリケン 非電気通信業務用
431003747 Ｃａｍａｒａｄｅｓ 非電気通信業務用
431003748 ＡＰＲＩＣＯＴ３ 非電気通信業務用
431003749 吉野丸 非電気通信業務用
431003751 あいこう丸 非電気通信業務用
431003752 第三神協丸 非電気通信業務用
431003753 ＬＩＯＮ　ＨＥＡＲＴ 非電気通信業務用
431003754 藤興丸 非電気通信業務用
431003755 松崎丸 非電気通信業務用
431003756 パイナップルプリンセス２ 非電気通信業務用
431003757 マイスター 非電気通信業務用
431003758 ちゃれんじめいと 非電気通信業務用
431003761 ＮＥＰＴＵＮＥ 非電気通信業務用
431003762 Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｂｒｅｅｚｅ 非電気通信業務用
431003763 ＬＡＧＵＮＡ２３ 非電気通信業務用
431003764 幸風丸 非電気通信業務用
431003765 Ｖｅｇａ 非電気通信業務用
431003766 ダッシュエンターテイメント号 非電気通信業務用
431003767 第一玉力丸 非電気通信業務用
431003768 ＤＥＳＳＥ 非電気通信業務用
431003769 ＫＣＹ 非電気通信業務用
431003771 ハッピーリヴィンⅡ 非電気通信業務用
431003772 大鱚丸 非電気通信業務用
431003773 Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003774 ＳＰＬＥＮＤＩＤＡ 非電気通信業務用
431003775 ＤＯＲＡＧＯＮ　Ⅳ 非電気通信業務用
431003776 ＫＩＮＧ　ＦＩＳＨＥＲ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003777 ＩＧＵＲＥＣＫ 非電気通信業務用
431003778 ＦＲＥＥＤＡＭ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003779 Ｂｌｕｅ　Ｄｏｌｐｈｉｎ 非電気通信業務用
431003781 ＢＲＩＧＨＴ 非電気通信業務用
431003782 ドラゴンゲートスルスミ 非電気通信業務用
431003783 ＤＲＥＡＭ 非電気通信業務用
431003784 マイセットⅡ世 非電気通信業務用
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431003785 Ｏｃｅａｎ　Ｂｅａｕｔｙ 非電気通信業務用
431003786 Ｍ 非電気通信業務用
431003787 フェアライン 非電気通信業務用
431003788 てんゆう２ 非電気通信業務用
431003789 ＳＡＩＴＯＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431003791 ホライゾン　６ 非電気通信業務用
431003792 Ｉｒｒｅｓｉｓｔｉｂｌｅ 非電気通信業務用
431003793 ＧｒａｍｐｕｓⅡ 非電気通信業務用
431003794 ながさき 非電気通信業務用
431003795 ミヨシマル 非電気通信業務用
431003796 Ｐｏｏｈ　Ｃｈｏｂｉｄｏｆｆ 非電気通信業務用
431003797 朝星 非電気通信業務用
431003798 フェリア 非電気通信業務用
431003799 パピヨン 非電気通信業務用
431003801 第二和光丸 非電気通信業務用
431003802 ＣｏｍｅｔⅡ 非電気通信業務用
431003803 ＷＡＶＹＬＩＮＥ 非電気通信業務用
431003804 Ｈｅｒｃｕｌｅｓ 非電気通信業務用
431003805 はるかぜ 非電気通信業務用
431003806 Ｌｕｔｒｉｓ 非電気通信業務用
431003807 あけぼの 非電気通信業務用
431003808 第五かづさ 非電気通信業務用
431003809 Ｐａｒａｄｉｓ 非電気通信業務用
431003811 ＤＥＬＰＨＩＮＵＳⅡ 非電気通信業務用
431003812 煙突おじさん 非電気通信業務用
431003813 ＧＩＮＧＡＤＡ．ＯＮＥ 非電気通信業務用
431003814 ＡＭＥＮＩＴＹ 非電気通信業務用
431003815 若瑞 非電気通信業務用
431003816 ぴこ丸 非電気通信業務用
431003817 第二十八河津丸 非電気通信業務用
431003818 Ｐａｒｔｙ　Ｈａｒｄ 非電気通信業務用
431003825 Ｈｅａｒｔ　Ｂｅａｔ 非電気通信業務用
431003826 ＧＲＡＮＴＥＭＳ－Ⅵ 非電気通信業務用
431003827 ＳＡＩＬＦＩＳＨ 非電気通信業務用
431003828 ＰＥＮＮＹ　ＬＡＮＥ 非電気通信業務用
431003829 Ｅａｇｌｅ　１ 非電気通信業務用
431003831 ＭＡＲＵＳＥＮＭＡＲＵⅥ 非電気通信業務用
431003832 ゾーネン　シャイン 非電気通信業務用
431003834 ミニーマウス 非電気通信業務用
431003835 旧友 非電気通信業務用
431003836 石宗丸 非電気通信業務用
431003837 第五十八長榮丸 非電気通信業務用
431003838 Ｃｅｎｔｕｒｙ 非電気通信業務用
431003839 布引丸 非電気通信業務用
431003841 つき丸 非電気通信業務用
431003842 Ｏｃｅａｎ´ｓ　Ｋ 非電気通信業務用
431003843 弘栄丸 非電気通信業務用
431003844 ＨＡＮＡＢＵＳＡ 非電気通信業務用
431003845 ＳＹＭＰＨＯＮＹ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003846 ＳＰＲＡＹ 非電気通信業務用
431003847 ＬＵＮＡ　ＲＯＳＳＡ 非電気通信業務用
431003848 ＤＩＳＣＯＶＥＲＹⅡ 非電気通信業務用
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431003849 ＳｉｍＢａｄⅡ 非電気通信業務用
431003851 らいちょう 非電気通信業務用
431003852 まろぼ～んず 非電気通信業務用
431003853 長豊丸 非電気通信業務用
431003854 ＢＥＬＬＥＶＵＥ 非電気通信業務用
431003855 Ｓｈｉｎｙ 非電気通信業務用
431003856 Ｇｒａｎｄ　Ｆａｎｔａｓ 非電気通信業務用
431003857 光風 非電気通信業務用
431003858 八幡丸 非電気通信業務用
431003859 アリカ 非電気通信業務用
431003861 Ｈａｃｋｂｅｒｒｙ 非電気通信業務用
431003862 コスモスⅢ 非電気通信業務用
431003863 のたりⅢ 非電気通信業務用
431003864 Ｇａｓｐａｒｄ２ 非電気通信業務用
431003865 第二十五永進丸 非電気通信業務用
431003866 Ｒｉｎｋａ 非電気通信業務用
431003867 弘仁丸 非電気通信業務用
431003868 シャングリア 非電気通信業務用
431003869 釣吉丸 非電気通信業務用
431003871 サマーガール 非電気通信業務用
431003872 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｔａｋａｎｏ 非電気通信業務用
431003873 第八十五海幸丸 非電気通信業務用
431003874 なのはなまる 非電気通信業務用
431003875 ｌａ　ｍｅｒ　ｒｉｃｈｅ 非電気通信業務用
431003876 Ｂａｌｃｏｍ 非電気通信業務用
431003877 ペシュール 非電気通信業務用
431003878 第８御在所号 非電気通信業務用
431003879 ＨＩＲＯＴＡＣＫ 非電気通信業務用
431003881 海神丸 非電気通信業務用
431003882 ポパイ 非電気通信業務用
431003883 ＷＩＮＤ　ＷＨＩＳＰＥＲ 非電気通信業務用
431003884 ＨＰ 非電気通信業務用
431003885 ＮＯＡ－ＮＯＡ 非電気通信業務用
431003886 栄光丸 非電気通信業務用
431003887 Ｍｉｒａｃｌｅ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003888 Ｃａｌｍ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ⅳ 非電気通信業務用
431003889 ライジングサン 非電気通信業務用
431003891 ノースショア 非電気通信業務用
431003892 さくら 非電気通信業務用
431003893 はやて 非電気通信業務用
431003894 遠田丸 非電気通信業務用
431003895 ＥＭＥＲＡＵＤＯ 非電気通信業務用
431003896 勇喜丸 非電気通信業務用
431003897 シグナス 非電気通信業務用
431003898 Ｓｅａ　Ｌｉｏｎ　Ⅱ 非電気通信業務用
431003899 Ｗｈｉｔｅ　Ｄｏｌｐｈｉｎ 非電気通信業務用
431003901 てんてん丸 非電気通信業務用
431003903 大興丸 非電気通信業務用
431003904 光絢丸 非電気通信業務用
431003905 あさか丸 非電気通信業務用
431003906 第一吉辰丸 非電気通信業務用
431003907 美恵丸 非電気通信業務用
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431003908 ＫＡＺＵ 非電気通信業務用
431003909 クレール 非電気通信業務用
431003911 第五東亜丸 非電気通信業務用
431003912 ＴＯＫＥＮⅢ 非電気通信業務用
431003913 Ｄｕｆｆｙ　Ｍａｒｕ 非電気通信業務用
431003914 ゆきひめ 非電気通信業務用
431003915 Ｓｔａｙ　ＧｏｌｄⅢ 非電気通信業務用
431003916 ＣＯＲＡＩＬ 非電気通信業務用
431003917 ＣＡＰＲＩＣＯＲＮ 非電気通信業務用
431003918 津々 非電気通信業務用
431003919 なっとⅡ 非電気通信業務用
431003921 なっとⅢ 非電気通信業務用
431003922 ちくし２ 非電気通信業務用
431003923 プーさん 非電気通信業務用
431003924 ＳＴＡＲＬＯＢ 非電気通信業務用
431003925 ＢＡＪＡ 非電気通信業務用
431003926 トーコー 非電気通信業務用
431003927 えすぺらんさ 非電気通信業務用
431003928 松涛丸 非電気通信業務用
431003929 Ｊａｃｋｙ’ｓⅡ 非電気通信業務用
431003931 みついし 非電気通信業務用
431003932 おくしり 非電気通信業務用
431003933 第五菱化丸 非電気通信業務用
431003934 大洋丸 非電気通信業務用
431003935 佳蓮 非電気通信業務用
431003936 ドルフィン 非電気通信業務用
431003937 スーパー　レン 非電気通信業務用
431003938 第八ながつか丸 非電気通信業務用
431003939 グラン　アルマジロ 非電気通信業務用
431003941 興龍丸 非電気通信業務用
431003942 大和丸 非電気通信業務用
431003943 海龍丸 非電気通信業務用
431003944 ＭＩＹＡＴＥＴＵ丸 非電気通信業務用
431003945 鳳和丸 非電気通信業務用
431003946 ＳＰＥＣＵＬＡＴＩＯＮ 非電気通信業務用
431003947 ＦＡＬＣＯＮ 非電気通信業務用
431003948 栄丸 非電気通信業務用
431003949 髙治丸 非電気通信業務用
431003951 高吉丸 非電気通信業務用
431003952 芳栄丸 非電気通信業務用
431003953 Ｋｏｎｃｏｒｄｉａ 非電気通信業務用
431003954 Ｃｏｏｋｉｅ 非電気通信業務用
431003955 ＭＥＲＭＡＩＤ 非電気通信業務用
431003956 Ｅｔｕｐｉｒｋａ 非電気通信業務用
431003957 竜桜丸 非電気通信業務用
431003958 ＫａｎａＫａｎａ 非電気通信業務用
431003959 ＣＯＭＥＴ 非電気通信業務用
431003961 Ｂｌｕｅ　Ｗａｔｅｒ 非電気通信業務用
431003962 第二青龍 非電気通信業務用
431003963 ビンテージ’０８ 非電気通信業務用
431003964 ＳＥⅡ 非電気通信業務用
431003965 ＣＨＩＹＯＥ 非電気通信業務用
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431003966 クレール　ド　リューン 非電気通信業務用
431003967 椿 非電気通信業務用
431003968 オリーブ 非電気通信業務用
431003969 Ｗｈｉｔｅ　Ｓｏｃｋｓ 非電気通信業務用
431003971 シーウエーブⅢ 非電気通信業務用
431003972 ＡＸＩＳ 非電気通信業務用
431003973 ＣＬＥＡＲ　ＳＴＲＥＡＭ 非電気通信業務用
431003974 コーストガード２ 非電気通信業務用
431003975 Ｓｕｎ　Ｆｉｓｈｅｒ 非電気通信業務用
431003976 ＭＡＬＩＢＵ 非電気通信業務用
431003977 孝丸 非電気通信業務用
431003978 アレクサンドラ９世 非電気通信業務用
431003979 第七はつかぜ 非電気通信業務用
431003982 第十一市福丸 非電気通信業務用
431003983 Ｖｅｎｕｓ 非電気通信業務用
431003984 千秋丸 非電気通信業務用
431003985 ＰＣ－３０ 非電気通信業務用
431003986 松丸 非電気通信業務用
431003987 オーパス 非電気通信業務用
431003988 Ｓｅａ　Ｈａｗｋ　Ⅲ 非電気通信業務用
431003989 トライオール 非電気通信業務用
431003991 ＬＵＭＩＥＲＥ 非電気通信業務用
431003992 ＭＩＫＡＳＡ 非電気通信業務用
431003993 １１明純 非電気通信業務用
431003994 朝日丸 非電気通信業務用
431003995 海星丸 非電気通信業務用
431003996 こんごう 非電気通信業務用
431003997 清風 非電気通信業務用
431003998 第二明彦丸 非電気通信業務用
431003999 シナ丸 非電気通信業務用
431004001 ＪＦ幸邦丸 非電気通信業務用
431004002 第八風神丸 非電気通信業務用
431004003 ふどう 非電気通信業務用
431004004 無限 非電気通信業務用
431004005 清盛 非電気通信業務用
431004006 浮浪雲 非電気通信業務用
431004007 なべちゃん 非電気通信業務用
431004009 第八孝和丸 非電気通信業務用
431004011 第二十二いづみ丸 非電気通信業務用
431004012 富栄丸 非電気通信業務用
431004014 Ｗ２７ 非電気通信業務用
431004015 ＡＱＵＡＲＩＵＳ 非電気通信業務用
431004016 ＦＩＺＲＯＹ 非電気通信業務用
431004017 ＣＷ－Ⅴ 非電気通信業務用
431004018 Ｌｕｃｋｙ　Ｂａｇ 非電気通信業務用
431004019 ＲＹＵＵＪＩＮ 非電気通信業務用
431004021 菊新丸 非電気通信業務用
431004022 なは２ 非電気通信業務用
431004023 ＭＡＲＹ 非電気通信業務用
431004025 ＹＭＥ－２７ 非電気通信業務用
431004026 ＹＭＥ－３３ 非電気通信業務用
431004027 やまゆり 非電気通信業務用
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431004028 第十五金廣丸 非電気通信業務用
431004029 第五久栄丸 非電気通信業務用
431004031 長光丸 非電気通信業務用
431004032 金録丸 非電気通信業務用
431004033 松貴丸 非電気通信業務用
431004034 千歳丸 非電気通信業務用
431004035 ＴＲＵＥ　ＬＩＦＥⅡ 非電気通信業務用
431004036 富厚丸 非電気通信業務用
431004037 マリノア１ 非電気通信業務用
431004038 クリーンはりま 非電気通信業務用
431004039 ＤＲＥＡＭ　ＣＯＬＬＡＲ 非電気通信業務用
431004041 ＬＵＮＡⅢ 非電気通信業務用
431004042 幸徳丸 非電気通信業務用
431004043 ＡＰＨＲＯＤＩＴＡ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004044 第八十八盛勝丸 非電気通信業務用
431004045 山形丸 非電気通信業務用
431004046 宏龍５００ 非電気通信業務用
431004047 第七十七海援丸 非電気通信業務用
431004048 第一正徳丸 非電気通信業務用
431004049 第三大英丸 非電気通信業務用
431004051 章栄丸 非電気通信業務用
431004052 ブルーマリン 非電気通信業務用
431004053 ＨＩＮＯＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431004054 ビルゴ・ジュニアーⅡ 非電気通信業務用
431004055 りゅうせい 非電気通信業務用
431004057 ＬＯＶＥ　ＰＡＲＡＤＡＩＳＵ 非電気通信業務用
431004058 ＧＲＩＦＦＩＮ　Ⅳ 非電気通信業務用
431004059 第七金栄丸 非電気通信業務用
431004061 ＬＩＮＫⅡ 非電気通信業務用
431004062 Ｌａ　Ｂｅｌｌｅ　Ｅｑｕｉｐｅ 非電気通信業務用
431004063 第十小川丸 非電気通信業務用
431004064 第八一之瀬丸 非電気通信業務用
431004065 ＭＩＧＨＴＹ　ＷＩＮＧ 非電気通信業務用
431004066 なぎさ 非電気通信業務用
431004067 駿河丸 非電気通信業務用
431004068 第三忠彦丸 非電気通信業務用
431004069 第一忠彦丸 非電気通信業務用
431004071 第十七忠彦丸 非電気通信業務用
431004072 第七倖運丸 非電気通信業務用
431004073 海誠丸 非電気通信業務用
431004074 第三隆丸 非電気通信業務用
431004075 ｍｉｋｕｒｕ 非電気通信業務用
431004076 Ｔｈｅ　Ｍｉｋａ 非電気通信業務用
431004077 ｃｏｒａｌ　ｒｅｅｆ 非電気通信業務用
431004078 ＥＭＥＲＡＬＤ３ 非電気通信業務用
431004079 亮翼丸 非電気通信業務用
431004081 はやぶさ 非電気通信業務用
431004082 亀吉丸 非電気通信業務用
431004083 日清丸 非電気通信業務用
431004084 第二十一吉野丸 非電気通信業務用
431004085 ＪＳ－１ 非電気通信業務用
431004086 ふじたか丸 非電気通信業務用
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431004087 トップラン 非電気通信業務用
431004088 作田丸 非電気通信業務用
431004089 アネックスⅤ 非電気通信業務用
431004091 第三崎陽丸 非電気通信業務用
431004092 第八竜清丸 非電気通信業務用
431004093 たかたき 非電気通信業務用
431004094 弘陽丸 非電気通信業務用
431004095 第三礼文丸 非電気通信業務用
431004096 吉五郎丸 非電気通信業務用
431004097 彩雅 非電気通信業務用
431004098 Ｓｉｍｏｏｎ 非電気通信業務用
431004099 第五丸太丸 非電気通信業務用
431004101 第二吉祥 非電気通信業務用
431004102 新くにさき丸 非電気通信業務用
431004103 第五十八かねと丸 非電気通信業務用
431004104 シータイガー　Ⅴ 非電気通信業務用
431004105 Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ 非電気通信業務用
431004106 ＷＩＮＤ　ＭＩＬＬ　Ⅳ 非電気通信業務用
431004107 栄翔丸Ⅴ 非電気通信業務用
431004108 ＧＲＡＣＥ 非電気通信業務用
431004109 若越 非電気通信業務用
431004111 第十一佐賀明神丸 非電気通信業務用
431004112 第一若富丸 非電気通信業務用
431004113 ビッグブルー 非電気通信業務用
431004114 第十八共徳丸 非電気通信業務用
431004115 ほっかいどう丸 非電気通信業務用
431004116 なち 非電気通信業務用
431004117 信吉丸 非電気通信業務用
431004118 千昭丸 非電気通信業務用
431004119 ＳＬＡＩＮＴＥ　ＭＨＡＴＨ 非電気通信業務用
431004121 Ｃａｒｐｅ　Ｄｉｅｍ 非電気通信業務用
431004122 やまさくら 非電気通信業務用
431004123 海虎丸 非電気通信業務用
431004124 第八春日丸 非電気通信業務用
431004125 ＶＩＳＩＯＮＡＲＹ　Ⅴ 非電気通信業務用
431004126 Ｍａｃｏ　ｍａｒｅ 非電気通信業務用
431004127 飛長 非電気通信業務用
431004128 たこまるＴＨＥⅢ 非電気通信業務用
431004129 ひさしげ２ 非電気通信業務用
431004131 第３海斗丸 非電気通信業務用
431004132 ひよどり 非電気通信業務用
431004133 杏花 非電気通信業務用
431004134 鳳光丸 非電気通信業務用
431004135 ＮＯＶ２１ 非電気通信業務用
431004136 第二古鷹丸 非電気通信業務用
431004137 ＳＵＭＭＥＲ　ＬＡＤＹ 非電気通信業務用
431004138 第三十福徳丸 非電気通信業務用
431004139 第１６平成 非電気通信業務用
431004141 第三十八瑞祥丸 非電気通信業務用
431004142 第三十五八寳丸 非電気通信業務用
431004143 第２８五大 非電気通信業務用
431004144 しんえい５５ 非電気通信業務用



112 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431004145 平神丸 非電気通信業務用
431004146 新日光丸 非電気通信業務用
431004147 Ｓｐｌｅｎｄｏｒ 非電気通信業務用
431004148 第２１大黒丸 非電気通信業務用
431004149 ニューストリーム 非電気通信業務用
431004151 さつき２４ 非電気通信業務用
431004152 ひまわりＧＴ 非電気通信業務用
431004153 厚星丸 非電気通信業務用
431004154 進朋 非電気通信業務用
431004155 第二十八新生丸 非電気通信業務用
431004156 なつい 非電気通信業務用
431004157 金長丸 非電気通信業務用
431004158 第十八睦丸 非電気通信業務用
431004159 第十八美福丸 非電気通信業務用
431004161 第三北藤丸 非電気通信業務用
431004162 みやこどり 非電気通信業務用
431004163 吉辰丸 非電気通信業務用
431004164 六甲丸 非電気通信業務用
431004165 第一重宝丸 非電気通信業務用
431004166 Ｐｏｓｅｉｄｏｎ 非電気通信業務用
431004167 第八丸福丸 非電気通信業務用
431004168 第八小川丸 非電気通信業務用
431004169 三太丸 非電気通信業務用
431004171 たんば丸 非電気通信業務用
431004172 第五十八共栄号 非電気通信業務用
431004173 ＳＡＵＤＡＤＥ－Ⅵ 非電気通信業務用
431004174 ニューつねみ 非電気通信業務用
431004175 第三十八浜平丸 非電気通信業務用
431004176 誠隆丸 非電気通信業務用
431004177 ＭＡＤＯＮＮＡ　Ⅴ 非電気通信業務用
431004178 みさき 非電気通信業務用
431004179 ＣＯＮＴＥＳＳＡ　ⅩⅢ 非電気通信業務用
431004181 第二三恭丸 非電気通信業務用
431004182 恭栄丸 非電気通信業務用
431004183 おおわだ 非電気通信業務用
431004184 Ｅａｓｔ　Ｏｎｅ 非電気通信業務用
431004185 エアポート３号 非電気通信業務用
431004186 海仁 非電気通信業務用
431004187 旺童暴 非電気通信業務用
431004188 新漁丸 非電気通信業務用
431004189 ＴＯＭＯ＆ＥＲＩⅢ 非電気通信業務用
431004191 Ｃ・Ｃ・Ｍ・Ｓ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004192 さかえ丸 非電気通信業務用
431004193 第三幸成丸 非電気通信業務用
431004194 あかし２号 非電気通信業務用
431004195 つねみ 非電気通信業務用
431004196 第三十五海宝号 非電気通信業務用
431004197 Ｍｅｒｉｄｉａｎ 非電気通信業務用
431004198 勝栄丸 非電気通信業務用
431004199 タフネスⅡ世 非電気通信業務用
431004201 ＴＡＩＫＥＮ 非電気通信業務用
431004202 第七長運丸 非電気通信業務用
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431004203 たけちゃん丸 非電気通信業務用
431004204 野母崎マリン 非電気通信業務用
431004205 第八吉辰丸 非電気通信業務用
431004206 大忠丸 非電気通信業務用
431004207 第三山五丸 非電気通信業務用
431004208 ビッグディッパー１ 非電気通信業務用
431004209 はやなみ２号 非電気通信業務用
431004211 いせ 非電気通信業務用
431004212 明福丸 非電気通信業務用
431004213 第七篠崎丸 非電気通信業務用
431004214 ＯＬＩＶＥⅢ 非電気通信業務用
431004215 第五旭丸 非電気通信業務用
431004216 ＵＥＮＯ 非電気通信業務用
431004217 はしゃ丸 非電気通信業務用
431004218 第二はしゃ丸 非電気通信業務用
431004219 ＡＬＢＥＲＯ 非電気通信業務用
431004221 旭洋丸 非電気通信業務用
431004222 第三吉辰丸 非電気通信業務用
431004223 神力丸 非電気通信業務用
431004224 第五神明丸 非電気通信業務用
431004225 ＴＥＮ　ＱＵＡＲＴＥＲ 非電気通信業務用
431004226 潮風Ⅲ 非電気通信業務用
431004227 第二さち丸 非電気通信業務用
431004228 ひまわり７ 非電気通信業務用
431004229 第八初漁丸 非電気通信業務用
431004231 翼 非電気通信業務用
431004232 はつたか 非電気通信業務用
431004233 第一名城丸 非電気通信業務用
431004234 瑞風 非電気通信業務用
431004235 鶴盛丸 非電気通信業務用
431004236 第十二大日丸 非電気通信業務用
431004237 日田丸 非電気通信業務用
431004238 はぎおおしま 非電気通信業務用
431004239 碧 非電気通信業務用
431004241 ケ－・エス 非電気通信業務用
431004243 ＭＯＯＮＲＡＫＥＲ 非電気通信業務用
431004244 栄興丸 非電気通信業務用
431004245 ＣＯＮＥＹⅦ 非電気通信業務用
431004246 ＳＥＡ　ＦＩＮＥ 非電気通信業務用
431004247 新風丸 非電気通信業務用
431004248 Ｂｉｇ　Ｓｔｏｎｅ 非電気通信業務用
431004249 光伸丸 非電気通信業務用
431004251 アントゲージ 非電気通信業務用
431004252 新市川丸 非電気通信業務用
431004253 開洋 非電気通信業務用
431004254 おおさか 非電気通信業務用
431004255 第七福神丸 非電気通信業務用
431004256 Ｗｈｉｔｅ　Ｓｅａ　Ｇｕｌｌ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004257 わんだーなると 非電気通信業務用
431004258 わかたか 非電気通信業務用
431004259 第５００７いかり丸 非電気通信業務用
431004261 きょらむん 非電気通信業務用
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431004262 第二十五龍王丸 非電気通信業務用
431004263 ボナテム 非電気通信業務用
431004264 ＡｇｕｒｕⅤ 非電気通信業務用
431004265 Ｃｒｏｗ’ｓ　Ｎｅｓｔ 非電気通信業務用
431004266 Ａｒｉｅｌ 非電気通信業務用
431004267 蛭子丸 非電気通信業務用
431004268 弐號 非電気通信業務用
431004269 天神丸 非電気通信業務用
431004271 恵比須丸 非電気通信業務用
431004272 あおたき 非電気通信業務用
431004273 第十三宝福丸 非電気通信業務用
431004274 第十八幸丸 非電気通信業務用
431004275 たいかい 非電気通信業務用
431004276 フレンドシップ 非電気通信業務用
431004277 大函丸 非電気通信業務用
431004278 紺碧の空 非電気通信業務用
431004279 第八伊東丸 非電気通信業務用
431004281 剛健丸 非電気通信業務用
431004282 まるす 非電気通信業務用
431004283 第五忠彦丸 非電気通信業務用
431004284 Ｆｌｙｉｎｇ　ｗｈａｌｅ 非電気通信業務用
431004285 ＤｏｍｉｎａｓⅢ 非電気通信業務用
431004286 第三十一勝丸 非電気通信業務用
431004287 さんらいなぁ２ 非電気通信業務用
431004296 ゆりかもめ 非電気通信業務用
431004297 オアシス 非電気通信業務用
431004298 ＮＡＭＡＨＡＧＥ 非電気通信業務用
431004299 秀宝丸 非電気通信業務用
431004301 喜栄丸 非電気通信業務用
431004302 第八新江丸 非電気通信業務用
431004303 エナリ　ゼロ 非電気通信業務用
431004304 第八十五武栄丸 非電気通信業務用
431004305 みのお 非電気通信業務用
431004306 宝福丸 非電気通信業務用
431004307 第三十一明友丸 非電気通信業務用
431004308 第十五管洋 非電気通信業務用
431004309 廣漁丸 非電気通信業務用
431004311 Ｏ・Ｓ・Ｔ 非電気通信業務用
431004312 エスカルゴ 非電気通信業務用
431004313 ＰＥＧＡＳＵＳ６ 非電気通信業務用
431004314 三萬吉 非電気通信業務用
431004315 伸星丸 非電気通信業務用
431004316 こうべ 非電気通信業務用
431004317 Ｏｎｄｉｎｅ 非電気通信業務用
431004318 ＥＡＳＴＥＲＮ　ＣＡＲ　ＬＩＮＥＲ 非電気通信業務用
431004319 第十五長宝丸 非電気通信業務用
431004321 Ｋａｎａｋｏ 非電気通信業務用
431004322 ぽーと２ 非電気通信業務用
431004323 ＨＡＮＡ－Ⅴ 非電気通信業務用
431004324 交巧丸 非電気通信業務用
431004325 あたご 非電気通信業務用
431004326 Ｅｃｈｏ 非電気通信業務用
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431004327 バレンシア 非電気通信業務用
431004328 Ｌｕｇｈ　Ｂ　Ｃｈｕｃｋ 非電気通信業務用
431004329 ＲＯＯＴＳ 非電気通信業務用
431004331 八潮 非電気通信業務用
431004332 ＥＡＳＴ　ＷＡＶＥ 非電気通信業務用
431004333 ＫＩＴＴＹ　５１ 非電気通信業務用
431004334 ＫＩＴＴＹ　５１　Ｊｒ 非電気通信業務用
431004335 第六十八南海丸 非電気通信業務用
431004336 Ｓｔａｎｄ　ｂｙ　Ｍｅ 非電気通信業務用
431004338 ＨＫＬまや 非電気通信業務用
431004339 中福丸 非電気通信業務用
431004341 おおくに丸 非電気通信業務用
431004342 第二十一不動丸 非電気通信業務用
431004343 友宝丸 非電気通信業務用
431004344 有紀丸 非電気通信業務用
431004345 ドリーム９ 非電気通信業務用
431004346 第八ゆたか丸 非電気通信業務用
431004347 ＨＡＩＲＥＮⅡ 非電気通信業務用
431004348 ＭＡＢＯ 非電気通信業務用
431004349 大昭丸 非電気通信業務用
431004351 壬辰丸 非電気通信業務用
431004352 Ｓｅｔｏ 非電気通信業務用
431004353 正進丸 非電気通信業務用
431004354 第八福寿丸 非電気通信業務用
431004355 寿丸 非電気通信業務用
431004356 Ｓｉｅｓｔａ 非電気通信業務用
431004357 Ｂａｒｃｈｅｔｔａ 非電気通信業務用
431004358 第五はつかぜ 非電気通信業務用
431004359 第十七善丸 非電気通信業務用
431004361 ＳＡＹＵＴＯ 非電気通信業務用
431004362 むがむが 非電気通信業務用
431004363 第二みかの 非電気通信業務用
431004364 第二十一なぎさ丸 非電気通信業務用
431004365 ごいし 非電気通信業務用
431004366 りゅうじん 非電気通信業務用
431004367 くろがね 非電気通信業務用
431004368 おきかぜ 非電気通信業務用
431004369 ファントム 非電気通信業務用
431004371 富津丸 非電気通信業務用
431004372 第十二近雄丸 非電気通信業務用
431004373 ＭＯＳＢＥＡＵ 非電気通信業務用
431004374 太栄丸 非電気通信業務用
431004375 Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 非電気通信業務用
431004376 ＧＬＯＲＩＡ 非電気通信業務用
431004377 有誠丸 非電気通信業務用
431004378 りゅうじん 非電気通信業務用
431004379 Ｃｈｉｃ　Ｒｅｖｅ 非電気通信業務用
431004381 珠光 非電気通信業務用
431004382 Ｂｏｎｈｅｕｒ 非電気通信業務用
431004383 ＪＯＮＡＴＨＡＮ 非電気通信業務用
431004384 ＨＩＲＯ 非電気通信業務用
431004385 響永 非電気通信業務用
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431004386 朝日丸 非電気通信業務用
431004387 弁天 非電気通信業務用
431004388 ＶＯＳＳ　Ｊｒ 非電気通信業務用
431004389 良栄丸 非電気通信業務用
431004391 Ｘｅｒｏ 非電気通信業務用
431004392 ＰＩＸＹⅧ 非電気通信業務用
431004393 ａｒｃ－ｅｎ－ｃｉａＩ 非電気通信業務用
431004394 第八十八たいせい 非電気通信業務用
431004395 第ニ東海 非電気通信業務用
431004396 ＰＡＩＫＥＡ 非電気通信業務用
431004397 第五高砂丸 非電気通信業務用
431004398 ＦＩＤＥＬＩＯ 非電気通信業務用
431004399 ＡＱＵＡ．ＶＥＮＵＳ 非電気通信業務用
431004401 セレナード２世号 非電気通信業務用
431004402 ＬＨＡＳＡ 非電気通信業務用
431004403 ＤＯＭＡＮＩ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004405 きょくおう 非電気通信業務用
431004406 ミルキーウェイⅥ 非電気通信業務用
431004407 銀河 非電気通信業務用
431004408 オカリヤ 非電気通信業務用
431004409 ２号みずなぎ 非電気通信業務用
431004411 ゆうせい丸 非電気通信業務用
431004412 しまかぜ 非電気通信業務用
431004413 第五善盛丸 非電気通信業務用
431004414 第八稲荷丸 非電気通信業務用
431004415 恵比須丸 非電気通信業務用
431004416 Ｂｌａｃｋ　ＣｏｍｅｔⅡ 非電気通信業務用
431004417 南新丸 非電気通信業務用
431004418 ＡＬＦＡＴＡＮＧＯ２５ＡＴ１２１ 非電気通信業務用
431004419 第十八昭栄丸 非電気通信業務用
431004421 第５１海栄号 非電気通信業務用
431004422 ＩＬＩＫＡＩ 非電気通信業務用
431004423 黒潮 非電気通信業務用
431004424 ＢＬＡＣＫＣＡＴ 非電気通信業務用
431004425 ＭＩＫＡＷＡ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004426 飛菱 非電気通信業務用
431004427 第五千永丸 非電気通信業務用
431004428 ナッチーⅡ 非電気通信業務用
431004429 ＳＡＢＢＡＴＨ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004431 ＡＲＣＡＤＩＡ 非電気通信業務用
431004432 Ａ－Ｇ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004433 ＭＡＰＬＥ　ＳＴＡＲ　３ 非電気通信業務用
431004434 Ｊｏｓｅｐｈ 非電気通信業務用
431004435 環境丸Ⅴ 非電気通信業務用
431004436 第八寛雄丸 非電気通信業務用
431004437 ｓｔａｒ　ｍａｒｌｉｎ 非電気通信業務用
431004439 Ｓｅａ　Ｈａｗｋ　ｊｒ 非電気通信業務用
431004441 Ｚｅｐｈｙｒ 非電気通信業務用
431004442 ユーアンドケー　Ｕ＆Ｋ 非電気通信業務用
431004443 ｂｅｎｅｔｔｉ２４ 非電気通信業務用
431004444 友陽 非電気通信業務用
431004445 東翔丸 非電気通信業務用
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431004447 さがみ五 非電気通信業務用
431004448 ＵＲＡＮＵＳ　ｊｒ 非電気通信業務用
431004449 春幸 非電気通信業務用
431004451 第十六吉野屋丸 非電気通信業務用
431004452 第三鶴吉丸 非電気通信業務用
431004453 第五鶴吉丸 非電気通信業務用
431004454 りゅうおうⅡ 非電気通信業務用
431004455 琴平号 非電気通信業務用
431004457 ＤＯＮＮＡ 非電気通信業務用
431004458 第三清竜 非電気通信業務用
431004459 第五十八昭栄丸 非電気通信業務用
431004461 Ｓｉｅｓｔａ 非電気通信業務用
431004462 第八十八福栄丸 非電気通信業務用
431004463 ことぶき 非電気通信業務用
431004464 明石丸 非電気通信業務用
431004465 いせ 非電気通信業務用
431004467 いらご３ 非電気通信業務用
431004468 ＬＯＶＥ 非電気通信業務用
431004469 うりずん 非電気通信業務用
431004471 レッド・コケコッコ 非電気通信業務用
431004472 ＰＡＰＥＥＴＥⅢ 非電気通信業務用
431004473 ＨＭＳ　ＬＡＮＣＡＳＴＥＲ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004474 明和丸 非電気通信業務用
431004475 誠祐丸 非電気通信業務用
431004476 名城丸 非電気通信業務用
431004477 日幸丸 非電気通信業務用
431004478 ほくと 非電気通信業務用
431004479 カリプソ 非電気通信業務用
431004481 珠丸 非電気通信業務用
431004482 龍人 非電気通信業務用
431004483 Ｍｉｃｋｅｙ 非電気通信業務用
431004484 ＨＵＮＴＳＭＡＮ 非電気通信業務用
431004485 高砂８０１ 非電気通信業務用
431004486 グレース 非電気通信業務用
431004487 高砂１５１１ 非電気通信業務用
431004488 高砂８０２ 非電気通信業務用
431004489 高砂１５１２ 非電気通信業務用
431004491 高砂１６０２ 非電気通信業務用
431004492 高砂１６０１ 非電気通信業務用
431004493 Ａ＆Ｔ 非電気通信業務用
431004494 第二十一日興丸 非電気通信業務用
431004495 Ｓｅａ　Ｄｒａｇｏｎ　Ⅶ 非電気通信業務用
431004496 ＴＨＥ　ＢＥＬＬ　ＣＬＡＳＳＩＣ 非電気通信業務用
431004497 ＬＡＨＡＩＮＡ 非電気通信業務用
431004498 ＳＡＮＡ 非電気通信業務用
431004499 Ｗｉｎｇ　Ｅｙｅ 非電気通信業務用
431004501 Ｂｌｕｅ　Ｒｉｄｅｒ 非電気通信業務用
431004502 Ｓｕｎ　Ｒａｉｎｂｏｗ　Ⅲ 非電気通信業務用
431004503 ＲＵＮＤＬＥⅡ 非電気通信業務用
431004504 Ｓｅａ　Ｔｒｉｃｋ 非電気通信業務用
431004505 鉄竜丸 非電気通信業務用
431004506 第９３芳鷹丸 非電気通信業務用
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431004507 第六十一波一丸 非電気通信業務用
431004508 鶴ちゃん号 非電気通信業務用
431004509 松崎丸 非電気通信業務用
431004511 浦安丸 非電気通信業務用
431004512 きぼう 非電気通信業務用
431004513 阿呆鳥 非電気通信業務用
431004514 ＳＥＡ　ＤＯＧ 非電気通信業務用
431004515 第二十七徳丸 非電気通信業務用
431004516 新太陽丸 非電気通信業務用
431004517 海人 非電気通信業務用
431004518 ＫＳＣ－ＳＵＰＥＲ７０ 非電気通信業務用
431004519 ＮＡＴＡ　ＣＡＴ 非電気通信業務用
431004521 ＴＡＫＥ　ＦＩＶＥ 非電気通信業務用
431004525 東昇丸 非電気通信業務用
431004526 第十五北南丸 非電気通信業務用
431004527 ＱＵＥＥＮ　ＥＭＥＲＡＬＤＡＳ　Ⅴ 非電気通信業務用
431004528 ダッシュ　エンターテイメント　Ⅱ 非電気通信業務用
431004529 第二十八豊漁丸 非電気通信業務用
431004531 さちかぜ 非電気通信業務用
431004532 海鴎１ 非電気通信業務用
431004533 オーディン 非電気通信業務用
431004534 第八拓洋丸 非電気通信業務用
431004535 海鴎１１ 非電気通信業務用
431004536 イーグル１ 非電気通信業務用
431004537 しまやなぎ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004538 アバンティー 非電気通信業務用
431004539 こうなん丸 非電気通信業務用
431004541 第一みなとみらい丸 非電気通信業務用
431004542 逍遥 非電気通信業務用
431004543 Ｗｉｌｄ　Ｇｏｏｓｅ 非電気通信業務用
431004544 ぴょんぴょんまる 非電気通信業務用
431004545 Ｓｔ．Ｉｎｇｂｅｒｔ　Ⅰ 非電気通信業務用
431004546 みずみず１号 非電気通信業務用
431004547 第八たつみ丸 非電気通信業務用
431004548 摩耶 非電気通信業務用
431004549 ＭＯＴＯ・ＤＲＥＡＭ 非電気通信業務用
431004551 Ｇｌｏｒｉａ 非電気通信業務用
431004552 豊和丸 非電気通信業務用
431004553 ＺＥＰＨＹＲＵＳ 非電気通信業務用
431004554 ＡＬＦＲＥＤ 非電気通信業務用
431004555 ＣＡＲＢＯＮＩＡＮ　ＦＡＩＴＨＢＯＮＤ 非電気通信業務用
431004556 さつき 非電気通信業務用
431004557 第五瑞穂丸 非電気通信業務用
431004558 第２こうなん丸 非電気通信業務用
431004559 大黒丸 非電気通信業務用
431004561 第二海友 非電気通信業務用
431004562 Ｇａｉａ 非電気通信業務用
431004563 ＭＡＨＡＬＯ 非電気通信業務用
431004564 かいらくⅡ 非電気通信業務用
431004565 Ｂｌｕｅ　Ｌａｇｏｏｎ 非電気通信業務用
431004566 ＫＡＩＴＯ 非電気通信業務用
431004567 光真丸 非電気通信業務用
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431004568 第五金洋丸 非電気通信業務用
431004569 ＭＹ　ＷＡＹ　Ⅲ 非電気通信業務用
431004571 あさかぜ 非電気通信業務用
431004572 Ｒｉｓｏｔａｄａ 非電気通信業務用
431004573 甲陽 非電気通信業務用
431004574 Ｍａｎｔａ 非電気通信業務用
431004575 ＳＰＡＲＲＯＷ 非電気通信業務用
431004576 グローリー 非電気通信業務用
431004577 ＴＡＫＥ３０ 非電気通信業務用
431004578 第二五漁丸 非電気通信業務用
431004579 Ｌｉｂｅｒｔａｄ 非電気通信業務用
431004581 エルミタージュ 非電気通信業務用
431004582 Ｓｕｎ　ＤＲＥＡＭ　２８ 非電気通信業務用
431004583 ＭＩＮＡＭＩＫＡＺＥⅢ 非電気通信業務用
431004584 Ｓｅａ　Ｄｒａｇｏｎ 非電気通信業務用
431004585 第一光徳丸 非電気通信業務用
431004586 第五八照丸 非電気通信業務用
431004587 カバリーニョ 非電気通信業務用
431004588 秋桜丸 非電気通信業務用
431004589 Ｓｃｏｒｐｉｏｎ 非電気通信業務用
431004591 アルファ 非電気通信業務用
431004592 エフワン 非電気通信業務用
431004593 ゼロ 非電気通信業務用
431004594 あきつしま 非電気通信業務用
431004595 杏爺　Ａｎｎｅ’ｓ　Ｇｅｅ 非電気通信業務用
431004596 誠勇 非電気通信業務用
431004597 ＴＨＵＮＤＥＲＢＩＲＤ 非電気通信業務用
431004598 北龍丸 非電気通信業務用
431004599 コロ助 非電気通信業務用
431004601 中工丸 非電気通信業務用
431004602 第二十五河津丸 非電気通信業務用
431004603 第３よしの 非電気通信業務用
431004604 うみかぜ 非電気通信業務用
431004605 第三漁運丸 非電気通信業務用
431004606 第拾八久栄丸 非電気通信業務用
431004607 ＨＩＫＡＲＩⅢＳ 非電気通信業務用
431004608 Ｓｅｎｔｏ　Ｓｋｙ 非電気通信業務用
431004609 恵宝 非電気通信業務用
431004611 第八十八東洋丸 非電気通信業務用
431004612 ＢＥＡＵＴＹ　ＣＲＡＮＥ 非電気通信業務用
431004613 第七竹中丸 非電気通信業務用
431004614 Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ　Ⅶ 非電気通信業務用
431004615 第二十五北日本丸 非電気通信業務用
431004616 福興丸 非電気通信業務用
431004617 ＥＸＩＮＧ　Ⅲ 非電気通信業務用
431004618 第六十八八幡丸 非電気通信業務用
431004619 いすず丸 非電気通信業務用
431004621 富士 非電気通信業務用
431004622 シルバーエイト 非電気通信業務用
431004623 Ｌｉｌｉａｎａ 非電気通信業務用
431004624 Ｅｖｅ－Ⅵ 非電気通信業務用
431004625 アランビック 非電気通信業務用
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431004626 ＴＡＫＡＳＨＩＯ　Ⅲ 非電気通信業務用
431004627 ＲＩＳＩＮＧ　ＳＵＮ 非電気通信業務用
431004628 ＳＵＢＡＲＵ 非電気通信業務用
431004629 Ｅｍｉｃｈａｎ 非電気通信業務用
431004631 かぎろひ 非電気通信業務用
431004632 三萬吉１６ 非電気通信業務用
431004633 Ｄ　ＲＩＳＥ 非電気通信業務用
431004634 ＭＯＭＯⅢ 非電気通信業務用
431004635 Ｂｌｕｅ　Ｃｈｉｐ 非電気通信業務用
431004636 いわみ 非電気通信業務用
431004637 Ａｒｃｈｅｒ 非電気通信業務用
431004638 クレージーボーイ 非電気通信業務用
431004639 東興 非電気通信業務用
431004641 恭進丸 非電気通信業務用
431004642 Ｏｆｆ　ｓｈｏｒｅ 非電気通信業務用
431004643 ＪＡＮＥＴ 非電気通信業務用
431004644 フッフールⅡ 非電気通信業務用
431004645 ＣＡＬＹＰＳＯⅡ 非電気通信業務用
431004646 ＰＡＬＦＯＲＣＥ 非電気通信業務用
431004647 Ｏｃｅａｎ　ｂｒｉｇｈｔ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004648 八華丸 非電気通信業務用
431004649 第二十三明祐 非電気通信業務用
431004652 さくら丸 非電気通信業務用
431004653 德山丸 非電気通信業務用
431004654 マーベリック 非電気通信業務用
431004655 さくら丸 非電気通信業務用
431004657 洋丸 非電気通信業務用
431004658 第二十八勝栄丸 非電気通信業務用
431004659 しらさぎ 非電気通信業務用
431004661 雄海丸 非電気通信業務用
431004662 ＡＳＡＫＡ 非電気通信業務用
431004663 Ｄｕｌｆｉｍ 非電気通信業務用
431004664 福栄丸 非電気通信業務用
431004665 飛龍２ 非電気通信業務用
431004666 第十大洲丸 非電気通信業務用
431004667 ガンシップ 非電気通信業務用
431004668 廣瀬丸 非電気通信業務用
431004669 ＯａｓｅｓⅡ 非電気通信業務用
431004671 ＳＡＫＡＩ　Ⅰ世 非電気通信業務用
431004672 ＣａｄｅｎｚａⅢ 非電気通信業務用
431004673 明洋丸 非電気通信業務用
431004674 あすかⅡ 非電気通信業務用
431004675 第十二越後丸 非電気通信業務用
431004676 うまそー 非電気通信業務用
431004677 くるしま 非電気通信業務用
431004678 ＮＡＮＵＡＱ 非電気通信業務用
431004679 猫丸Ⅲ 非電気通信業務用
431004681 Ｃｕｒｉｏｓｉｔｙ　Ⅰ 非電気通信業務用
431004682 Ａｔｔｒａｉｔ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004683 シー・アイ・シー　号 非電気通信業務用
431004684 ２１邦久 非電気通信業務用
431004685 あまくさ 非電気通信業務用
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431004686 吉川丸 非電気通信業務用
431004687 マリン７号 非電気通信業務用
431004688 ＬＵＣＫＹ　ＣＲＡＦＴ 非電気通信業務用
431004689 Ｃｏｍｆｏｒｔ 非電気通信業務用
431004691 第一光潤丸 非電気通信業務用
431004692 ＣｈｒｉｓｔｉｅⅢ 非電気通信業務用
431004693 Ｐｏｎｏ 非電気通信業務用
431004694 第十八でんでん丸 非電気通信業務用
431004695 ガルーダⅡ 非電気通信業務用
431004696 Ｔｒｕｓｔｉｃ 非電気通信業務用
431004697 Ａｎｎｉｋａ 非電気通信業務用
431004698 さんと丸 非電気通信業務用
431004699 ＳＧＩⅡ 非電気通信業務用
431004701 Ｂｅｙｏｎｄ 非電気通信業務用
431004702 ＭＥＧＵＭＩＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431004703 ＮＥＰＴＵＮＥⅢ 非電気通信業務用
431004704 ＭＯＭＯⅡ 非電気通信業務用
431004705 平成２ 非電気通信業務用
431004706 ＤＯＮＮＡ－Ｊｒ 非電気通信業務用
431004707 Ｏｃｅａｎ　Ｂｏｙ 非電気通信業務用
431004708 ＭＩＣＲＯ　ＫＩＤＳ 非電気通信業務用
431004709 Ｍａｕｐｉｔｉ 非電気通信業務用
431004712 肥後丸 非電気通信業務用
431004713 つくば 非電気通信業務用
431004714 圓生丸 非電気通信業務用
431004715 宝樹丸 非電気通信業務用
431004716 伊豆 非電気通信業務用
431004717 てんざん号 非電気通信業務用
431004718 第２８龍弘号 非電気通信業務用
431004719 かもめ７ 非電気通信業務用
431004721 野中丸 非電気通信業務用
431004722 ＳＡＹＡＫＡ 非電気通信業務用
431004723 龍虎 非電気通信業務用
431004724 ＶＥＧＮＡＶＩ－Ⅱ 非電気通信業務用
431004725 メンフィス 非電気通信業務用
431004726 Ｐａｒｒｏｃｈａ 非電気通信業務用
431004727 泉駿 非電気通信業務用
431004728 ＡＬＩＶＥ 非電気通信業務用
431004729 竜馬 非電気通信業務用
431004731 第三古鷹丸 非電気通信業務用
431004732 きぬうら 非電気通信業務用
431004733 ラフ．ウォーター 非電気通信業務用
431004734 ＩｓｌａｎｄｅｒⅡ 非電気通信業務用
431004735 ＳＣＡＭＰⅡ 非電気通信業務用
431004736 第一タツミ丸 非電気通信業務用
431004737 ベイサイドフロンティア 非電気通信業務用
431004738 久宝丸 非電気通信業務用
431004739 Ａｒｉｅｔｔａ 非電気通信業務用
431004741 第十八ひみ丸 非電気通信業務用
431004742 グリムス３ 非電気通信業務用
431004743 Ｃｈｅｒｉｅ 非電気通信業務用
431004746 Ｓａｌｔｙ　Ｄｏｇｓ 非電気通信業務用
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431004747 第十一一之瀬丸 非電気通信業務用
431004748 東亜 非電気通信業務用
431004749 ホクレアⅡ 非電気通信業務用
431004751 第二伯菱丸 非電気通信業務用
431004752 Ｐｕｋｕ　Ｐｕｋｕ 非電気通信業務用
431004753 第十五宝山丸 非電気通信業務用
431004754 ＥＬＦＩＮ－Ⅱ 非電気通信業務用
431004755 第三宝春丸 非電気通信業務用
431004756 酔狂丸 非電気通信業務用
431004757 ほくと 非電気通信業務用
431004758 Ｓｅｖｅｎ　Ｓｅａｓ 非電気通信業務用
431004759 大富丸 非電気通信業務用
431004761 清志郎丸 非電気通信業務用
431004762 ＡＰＡＣＨＥ 非電気通信業務用
431004764 ＮＡＬＵＣＥ 非電気通信業務用
431004765 ＮＯＮ－Ⅴ世号 非電気通信業務用
431004766 ちさと丸 非電気通信業務用
431004767 第三新徳丸 非電気通信業務用
431004768 銀河 非電気通信業務用
431004769 くわな丸 非電気通信業務用
431004771 Ｋ　ＴＲＩＢＥ 非電気通信業務用
431004772 輝翔丸 非電気通信業務用
431004773 第八十七武栄丸 非電気通信業務用
431004775 しまかぜ 非電気通信業務用
431004776 てしお丸 非電気通信業務用
431004777 くれ 非電気通信業務用
431004778 ＢＲＯＴＨＥＲⅡ 非電気通信業務用
431004779 ＴＯＳＨＩＮ　ＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431004781 モリゾー 非電気通信業務用
431004782 ＨＡＮＧ　ＯＶＥＲ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004783 インディアンサマーⅡ 非電気通信業務用
431004784 虎丸 非電気通信業務用
431004785 晴桜丸 非電気通信業務用
431004786 アルファード 非電気通信業務用
431004787 Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ 非電気通信業務用
431004788 日和丸 非電気通信業務用
431004789 ＡＱＵＡ　ＭＡＲＩＮＥ　Ⅲ 非電気通信業務用
431004791 ＤＯＭＩＮＧＯⅢ 非電気通信業務用
431004792 Ｆｒｅｅ　Ｓｐｉｒｉｔ 非電気通信業務用
431004793 稲荷丸 非電気通信業務用
431004794 三倉山丸 非電気通信業務用
431004795 ＳＨＡＲＫ　ＨＵＮＴＥＲ 非電気通信業務用
431004796 ＢＵＺＺ 非電気通信業務用
431004797 ＣＯＳＭＯＳ 非電気通信業務用
431004798 第三十一栄豊丸 非電気通信業務用
431004799 サンジャック 非電気通信業務用
431004801 第三廣良丸 非電気通信業務用
431004802 第八辨天丸 非電気通信業務用
431004803 ＥＶＥ－１ 非電気通信業務用
431004804 ＨｉＦｉＪａｐａｎ 非電気通信業務用
431004805 第８御在所号 非電気通信業務用
431004806 高砂建設９０１ 非電気通信業務用
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431004807 リトルマロン 非電気通信業務用
431004808 ＭＡＮＢＯＵ７ 非電気通信業務用
431004822 蓑笠 非電気通信業務用
431004823 ＬＡＤＹＬＵＣＫ 非電気通信業務用
431004824 最上丸 非電気通信業務用
431004825 ＴＩＣＴＡＣ 非電気通信業務用
431004826 ＥＮＴＥＲ　ＰＲＩＳＥ　Ⅷ 非電気通信業務用
431004827 Ｓｐｌａｇｅ 非電気通信業務用
431004828 うみねこ 非電気通信業務用
431004829 グランドカリテス 非電気通信業務用
431004832 第三福栄丸 非電気通信業務用
431004833 りゅうなんⅢ 非電気通信業務用
431004834 ひかり丸 非電気通信業務用
431004835 ＥＮＫＥＬⅡ 非電気通信業務用
431004836 ヤマハ藤田 非電気通信業務用
431004837 ＡＭＩＧＯ 非電気通信業務用
431004838 アマモ丸 非電気通信業務用
431004839 Ｏｃｅａｎｓ　Ｈｉ 非電気通信業務用
431004841 こはね丸 非電気通信業務用
431004842 興津丸 非電気通信業務用
431004843 スギ 非電気通信業務用
431004844 幸福丸 非電気通信業務用
431004845 ジャックマン 非電気通信業務用
431004846 Ｇｙｐｓｙ 非電気通信業務用
431004847 さくら 非電気通信業務用
431004848 ＡＲＩＥＬ　Ⅱ 非電気通信業務用
431004849 ＫＩＲＡ 非電気通信業務用
431004851 ＫＡＭＡＫＵＲＡⅢ 非電気通信業務用
431004852 ＮＥＯ　ＰＡＴＨＯＳ　Ⅳ 非電気通信業務用
431004853 フォルテ 非電気通信業務用
431004854 Ｂｌｕｅ　ｃｏｒａｌ　７ 非電気通信業務用
431004855 Ｌａｕｒｅｎｔ－Ｐｅｒｒｉｅｒ 非電気通信業務用
431004856 ＣｏｎＥｒｉ 非電気通信業務用
431004857 ａｒｃｏｂａｌｅｎｏ 非電気通信業務用
431004858 第一大英丸 非電気通信業務用
431004859 Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ 非電気通信業務用
431004861 こうえい丸 非電気通信業務用
431004862 ＡＬＤＥＢＡＲＡＮ 非電気通信業務用
431004863 ＰＩＣＣＯＬＯ 非電気通信業務用
431004864 秀弘丸 非電気通信業務用
431004865 ＳＴＲＩＫＥＲ 非電気通信業務用
431004866 ＫＡＮＡＬＯＡ 非電気通信業務用
431004867 Ｄｏｎ亀 非電気通信業務用
431004868 Ｍａｅｓｔｒａｌｅ 非電気通信業務用
431004869 のさっぷ 非電気通信業務用
431004871 Ｂｌｕｅ　Ｋｏｎａ 非電気通信業務用
431004872 オクトパス 非電気通信業務用
431004873 ｎｕｒｓｅｃａｐ 非電気通信業務用
431004874 光洋丸 非電気通信業務用
431004875 第２カネイチ丸 非電気通信業務用
431004876 菱顕丸 非電気通信業務用
431004877 おりおん 非電気通信業務用
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431004878 ＣＨＩＫＯ 非電気通信業務用
431004879 第５小島丸 非電気通信業務用
431004881 第七十一永伸丸 非電気通信業務用
431004882 タウ・ドラコニス 非電気通信業務用
431004884 泰洋丸 非電気通信業務用
431004885 千代丸 非電気通信業務用
431004887 第百三十七佐賀丸 非電気通信業務用
431004888 ＫＡＮＡＴＯＹＯ　ＯＮＥ 非電気通信業務用
431004889 ＦＵＫＵＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431004891 大安 非電気通信業務用
431004892 いわきスマイル号 非電気通信業務用
431004893 ＢＬＡＣＫ　ＰＥＡＲＬ 非電気通信業務用
431004894 ＣＡＴＳ　ＥＹＥ 非電気通信業務用
431004895 セレン 非電気通信業務用
431004896 いつもり 非電気通信業務用
431004897 かもめ－Ⅵ 非電気通信業務用
431004898 光丸 非電気通信業務用
431004899 ニューゴールド 非電気通信業務用
431004901 霧島丸 非電気通信業務用
431004902 Ｇ－１ 非電気通信業務用
431004903 ガーディアン 非電気通信業務用
431004905 ＡｕｇａｓｔｓⅡ 非電気通信業務用
431004906 ＡＳＡＨＩ 非電気通信業務用
431004907 ドルフィン 非電気通信業務用
431004908 ＣｏｎｔｅｓｓａⅤ 非電気通信業務用
431004909 第三十八明神丸 非電気通信業務用
431004911 しんせと 非電気通信業務用
431004912 Ｆａｉｒｙ 非電気通信業務用
431004913 ｇｉｕｂｉｌｉｏ 非電気通信業務用
431004915 ０２ 非電気通信業務用
431004916 早徳丸 非電気通信業務用
431004917 海映丸 非電気通信業務用
431004918 ＨＵＭＩＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431004919 日開丸 非電気通信業務用
431004922 ＡｚｕｓａⅡ 非電気通信業務用
431004923 ＫＵＲＵＭＩⅡ 非電気通信業務用
431004924 Ｂｒｉｚｏ　ｙａｎａｃｈａｎ 非電気通信業務用
431004925 ＲＩＭＡ 非電気通信業務用
431004926 Ｓｅａ　Ｇｕｌｌ 非電気通信業務用
431004927 海つばめⅤ 非電気通信業務用
431004928 Ｏｕｔｒａｇｅ 非電気通信業務用
431004929 マルセン 非電気通信業務用
431004931 恵山丸 非電気通信業務用
431004932 第十五登汐丸 非電気通信業務用
431004933 仁栄丸 非電気通信業務用
431004934 ＺＥＰＨＹＲ　Ｔｈｅ　３ｒｄ 非電気通信業務用
431004935 ルパン 非電気通信業務用
431004936 月島みはらし 非電気通信業務用
431004937 来夢来人５ 非電気通信業務用
431004938 ＢＬＵＥ　ＦＡＬＣＯＮ 非電気通信業務用
431004939 Ｍｏｊｉｔｏ 非電気通信業務用
431004941 姫 非電気通信業務用
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431004943 ＦＲＩＥＮＤ 非電気通信業務用
431004944 ＴＡＩＳＯＨ－ＫＡＩ 非電気通信業務用
431004945 ＭＫ　ＣＯＮＣＯＲＤＩＡ 非電気通信業務用
431004946 第参宏龍丸 非電気通信業務用
431004947 第十二和加丸 非電気通信業務用
431004948 ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ 非電気通信業務用
431004949 みさご 非電気通信業務用
431004951 第八十八武栄丸 非電気通信業務用
431004952 第８葵丸 非電気通信業務用
431004953 加瀬丸 非電気通信業務用
431004955 Ｓｐａｃｅ　Ｗａｎｄｅｒｅｒ 非電気通信業務用
431004958 ビーナス２ 非電気通信業務用
431004959 ひびき 非電気通信業務用
431004961 Ｄ－Ｂｒｏｓα 非電気通信業務用
431004962 第二広島丸 非電気通信業務用
431004963 第二英洸丸 非電気通信業務用
431004964 宝樹Ⅲ 非電気通信業務用
431004965 みらい 非電気通信業務用
431004966 照丸 非電気通信業務用
431004967 平安丸 非電気通信業務用
431004971 ＡｍｏｕｒⅢ 非電気通信業務用
431004973 はなのや 非電気通信業務用
431004974 ちた 非電気通信業務用
431004975 ＫＡＹ　ＴＷＯ 非電気通信業務用
431004978 ちさと丸 非電気通信業務用
431004979 シープードル 非電気通信業務用
431004982 妙法丸 非電気通信業務用
431004983 第２妙法丸 非電気通信業務用
431004985 妙法丸 非電気通信業務用
431004986 Ｓｐｅｒａｎｚａ 非電気通信業務用
431004988 Ｋｏ　Ｔａｏ 非電気通信業務用
431004989 まる有 非電気通信業務用
431004991 ＧｏｏｄＧＯ　ＴＥ２８１０ 非電気通信業務用
431004993 ＰＣ－３０ 非電気通信業務用
431004996 ＢＥＡＣＨ　ＢＯＹＳ 非電気通信業務用
431004997 ガルーダ 非電気通信業務用
431004998 第二鯱丸 非電気通信業務用
431004999 辰巳丸 非電気通信業務用
431005003 アルカディア２ 非電気通信業務用
431005004 ＢＬＵＥ　ＦＩＮ 非電気通信業務用
431100005 第二横須賀丸 非電気通信業務用
431100009 いそづき 非電気通信業務用
431100012 はたぐも 非電気通信業務用
431100014 うらゆき 非電気通信業務用
431100015 はまづき 非電気通信業務用
431100021 興凌丸 非電気通信業務用
431100022 第一栄邦丸 非電気通信業務用
431100023 千倉丸 非電気通信業務用
431100024 ふさかぜ 非電気通信業務用
431100025 ゆりかぜ 非電気通信業務用
431100026 いずみ丸 非電気通信業務用
431100027 大国丸 非電気通信業務用
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431100028 うめかぜ 非電気通信業務用
431100029 そでかぜ 非電気通信業務用
431100031 三景丸 非電気通信業務用
431100032 第三東亜丸 非電気通信業務用
431100033 陽和丸 非電気通信業務用
431100036 第二ケミウェイ 非電気通信業務用
431100037 汐路丸 非電気通信業務用
431100042 第十えのき丸 非電気通信業務用
431100044 宗像丸 非電気通信業務用
431100045 まきかぜ 非電気通信業務用
431100046 ひたち 非電気通信業務用
431100047 すみれ丸 非電気通信業務用
431100048 第三十一京丸 非電気通信業務用
431100049 海洋 非電気通信業務用
431100101 第七黒潮丸 非電気通信業務用
431100102 ほくと 非電気通信業務用
431100103 しきね 非電気通信業務用
431100104 ひたち 非電気通信業務用
431100106 遠州丸 非電気通信業務用
431100109 第八ちとせ丸 非電気通信業務用
431100111 青葉丸 非電気通信業務用
431100114 きりかぜ 非電気通信業務用
431100115 うみかぜ 非電気通信業務用
431100116 ゆめかぜ 非電気通信業務用
431100117 はかぜ 非電気通信業務用
431100118 ふじ 非電気通信業務用
431100119 第七十五稲荷丸 非電気通信業務用
431100122 昇興丸 非電気通信業務用
431100123 第五芙蓉丸 非電気通信業務用
431100124 第二かいうん丸 非電気通信業務用
431100125 下北丸 非電気通信業務用
431100126 三京丸 非電気通信業務用
431100131 裕紀丸 非電気通信業務用
431100132 しおかぜ 非電気通信業務用
431100133 はまかぜ 非電気通信業務用
431100134 あわかぜ 非電気通信業務用
431100135 千葉丸 非電気通信業務用
431100136 望洋丸 非電気通信業務用
431100138 第七にちあす丸 非電気通信業務用
431100139 日清 非電気通信業務用
431100143 たかとり 非電気通信業務用
431100144 いそぎく 非電気通信業務用
431100145 第五十一芳鷹丸 非電気通信業務用
431100146 Ｈａｒｂｏｒ　Ｓｅａｌｓ 非電気通信業務用
431100147 鶴洋丸 非電気通信業務用
431100148 伸興丸 非電気通信業務用
431100153 けい 非電気通信業務用
431100155 近竜丸 非電気通信業務用
431100156 マリアナ２世号 非電気通信業務用
431100157 にゅうひだか 非電気通信業務用
431100158 みやこ 非電気通信業務用
431100159 やしお 非電気通信業務用
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431100164 昭瑞丸 非電気通信業務用
431100165 まつなみ 非電気通信業務用
431100168 わかしお 非電気通信業務用
431100169 ときわ 非電気通信業務用
431100174 エクセプトワン 非電気通信業務用
431100177 菱鹿丸 非電気通信業務用
431100181 祐洋丸 非電気通信業務用
431100182 ぷりんすはやて 非電気通信業務用
431100184 シーホリデー　２ 非電気通信業務用
431100187 第六わかつる丸 非電気通信業務用
431100192 しんせい 非電気通信業務用
431100194 旭進丸 非電気通信業務用
431100197 第十二宗像丸 非電気通信業務用
431100202 キングオブシー 非電気通信業務用
431100203 モーニングタイド 非電気通信業務用
431100205 日丹丸 非電気通信業務用
431100206 スターフェニックス 非電気通信業務用
431100208 高洲川丸 非電気通信業務用
431100211 日伸丸 非電気通信業務用
431100212 にしき２ 非電気通信業務用
431100214 雄和丸 非電気通信業務用
431100215 白銀丸 非電気通信業務用
431100216 天洋丸 非電気通信業務用
431100219 おおたき 非電気通信業務用
431100221 さくら丸 非電気通信業務用
431100222 はまなみ 非電気通信業務用
431100223 博祐丸 非電気通信業務用
431100224 とねかぜ 非電気通信業務用
431100227 オーシャンプリンセス 非電気通信業務用
431100231 新賢洋丸 非電気通信業務用
431100232 新生丸 非電気通信業務用
431100233 第二十五大精丸 非電気通信業務用
431100235 第六十八共徳丸 非電気通信業務用
431100239 新釧路丸 非電気通信業務用
431100242 第八十一成田不動丸 非電気通信業務用
431100243 ハーモニー６世 非電気通信業務用
431100244 バジェーナブランカ 非電気通信業務用
431100256 なかかぜ 非電気通信業務用
431100257 第八富士丸 非電気通信業務用
431100258 Ｔａｃｈｙｏｎ 非電気通信業務用
431100261 聖澪 非電気通信業務用
431100263 すりいおうしゃん 非電気通信業務用
431100265 第三十五石田丸 非電気通信業務用
431100268 第二十すみせ丸 非電気通信業務用
431100271 徳誉丸 非電気通信業務用
431100272 ときわ丸 非電気通信業務用
431100273 喜久洋 非電気通信業務用
431100274 せいかい 非電気通信業務用
431100282 青峯 非電気通信業務用
431100283 清和丸 非電気通信業務用
431100284 第五扇栄丸 非電気通信業務用
431100285 とうあ 非電気通信業務用
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431100287 つるが 非電気通信業務用
431100291 あかぎ 非電気通信業務用
431100295 しょうなん 非電気通信業務用
431100297 第八熱田丸 非電気通信業務用
431100299 翔陽丸 非電気通信業務用
431100301 第五栄丸 非電気通信業務用
431100302 つくば 非電気通信業務用
431100304 北翔丸 非電気通信業務用
431100305 油味丸 非電気通信業務用
431100307 あぜりあ丸 非電気通信業務用
431100309 えど 非電気通信業務用
431100311 みやこ丸 非電気通信業務用
431100312 新土佐丸 非電気通信業務用
431100313 豊川丸 非電気通信業務用
431100314 釧路丸 非電気通信業務用
431100315 董和丸 非電気通信業務用
431100316 菱山丸 非電気通信業務用
431100318 日吉丸 非電気通信業務用
431100321 利根丸 非電気通信業務用
431100324 常陸 非電気通信業務用
431100325 君津丸 非電気通信業務用
431100326 げんかい 非電気通信業務用
431100327 第八たていし丸 非電気通信業務用
431100329 第十八真栄丸 非電気通信業務用
431100332 君鉄丸 非電気通信業務用
431100335 光進丸 非電気通信業務用
431100336 テナシャス 非電気通信業務用
431100338 第一東亜丸 非電気通信業務用
431100342 興明丸 非電気通信業務用
431100346 ブランブルー 非電気通信業務用
431100347 第八海竜丸 非電気通信業務用
431100348 新ぷろぱん丸 非電気通信業務用
431100355 昭伸丸 非電気通信業務用
431100359 第八日丹丸 非電気通信業務用
431100363 陸龍丸 非電気通信業務用
431100364 きよすみ 非電気通信業務用
431100366 第三健星丸 非電気通信業務用
431100367 信濃丸 非電気通信業務用
431100368 有馬丸 非電気通信業務用
431100369 東進丸 非電気通信業務用
431100372 そうび丸 非電気通信業務用
431100378 しらうめ 非電気通信業務用
431100381 明洋 非電気通信業務用
431100382 富士丸 非電気通信業務用
431100385 第一東亜丸 非電気通信業務用
431100387 やまぶき 非電気通信業務用
431100388 ひりゆう 非電気通信業務用
431100389 第七十一石田丸 非電気通信業務用
431100391 てんざん 非電気通信業務用
431100392 第三扇栄丸 非電気通信業務用
431100396 はやかぜ 非電気通信業務用
431100397 いそかぜ 非電気通信業務用
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431100402 うらひかり 非電気通信業務用
431100403 さるびあ丸 非電気通信業務用
431100404 第三十八たけ丸 非電気通信業務用
431100405 第七東亜丸 非電気通信業務用
431100406 なつぎり 非電気通信業務用
431100407 箱崎丸 非電気通信業務用
431100408 日翔丸 非電気通信業務用
431100411 浩和丸 非電気通信業務用
431100414 松隆丸 非電気通信業務用
431100415 第七十八光栄丸 非電気通信業務用
431100417 すがなみ 非電気通信業務用
431100418 たまつばき 非電気通信業務用
431100424 ふさひかり 非電気通信業務用
431100426 第八大徳丸 非電気通信業務用
431100428 第一大柏丸 非電気通信業務用
431100429 ゆり丸 非電気通信業務用
431100431 はましお 非電気通信業務用
431100433 たまなみ 非電気通信業務用
431100434 ゆうづき 非電気通信業務用
431100435 第八安全丸 非電気通信業務用
431100436 たちばな 非電気通信業務用
431100437 八協和 非電気通信業務用
431100442 エチレンフェニックス 非電気通信業務用
431100443 若潮 非電気通信業務用
431100444 うしお丸 非電気通信業務用
431100446 とうかい 非電気通信業務用
431100451 鶴秀丸 非電気通信業務用
431100455 晴和丸 非電気通信業務用
431100456 東勢丸 非電気通信業務用
431100459 ＭＯＲＥ 非電気通信業務用
431100462 第三芙蓉丸 非電気通信業務用
431100464 昭慶丸 非電気通信業務用
431100465 旗山丸 非電気通信業務用
431100467 第二十八快晴丸 非電気通信業務用
431100468 鐵成丸 非電気通信業務用
431100469 あしがら 非電気通信業務用
431100471 第三寿美礼丸 非電気通信業務用
431100475 オンワード 非電気通信業務用
431100476 名友丸 非電気通信業務用
431100477 扇栄丸 非電気通信業務用
431100479 おおたか 非電気通信業務用
431100483 第参拾八龍丸 非電気通信業務用
431100492 陽和丸 非電気通信業務用
431100494 海星 非電気通信業務用
431100496 川洋丸 非電気通信業務用
431100498 第一宮丸 非電気通信業務用
431100499 しゃとるえーす 非電気通信業務用
431100501 美津川丸 非電気通信業務用
431100505 パシフィックエチレン 非電気通信業務用
431100513 吉左丸 非電気通信業務用
431100515 秀蒼丸 非電気通信業務用
431100516 第六十三いづみ丸 非電気通信業務用
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431100517 吉栄丸 非電気通信業務用
431100519 吉郎平丸 非電気通信業務用
431100522 大雪丸 非電気通信業務用
431100525 重郎平丸 非電気通信業務用
431100526 愛宕丸 非電気通信業務用
431100533 剣山丸 非電気通信業務用
431100543 第十八東海丸 非電気通信業務用
431100544 青松丸 非電気通信業務用
431100545 鶴宏丸 非電気通信業務用
431100549 第六東亜丸 非電気通信業務用
431100551 菱洋丸 非電気通信業務用
431100556 ははじま丸 非電気通信業務用
431100558 第一ケミウェイ 非電気通信業務用
431100559 第二若松丸 非電気通信業務用
431100562 第二いそぷれん丸 非電気通信業務用
431100563 うしお 非電気通信業務用
431100564 第三十七大濱丸 非電気通信業務用
431100565 おんど 非電気通信業務用
431100568 第三十五萬盛丸 非電気通信業務用
431100569 第二御嶽丸 非電気通信業務用
431100571 第八十八博洋丸 非電気通信業務用
431100572 第十八栄久丸 非電気通信業務用
431100573 リベルテ３ 非電気通信業務用
431100574 近海丸 非電気通信業務用
431100578 第五東広丸 非電気通信業務用
431100579 第八東亜丸 非電気通信業務用
431100582 光辰丸 非電気通信業務用
431100583 キャリア　クリッパー 非電気通信業務用
431100584 新東丸 非電気通信業務用
431100586 第三大芳丸 非電気通信業務用
431100587 第十一日丹丸 非電気通信業務用
431100588 友光丸 非電気通信業務用
431100592 第三十五晴興丸 非電気通信業務用
431100597 第三十八明和丸 非電気通信業務用
431100598 第１８中央丸 非電気通信業務用
431100599 第１１中央丸 非電気通信業務用
431100602 豊洋丸 非電気通信業務用
431100606 大一丸拾八號 非電気通信業務用
431100607 第八播磨丸 非電気通信業務用
431100609 ふさかぜ 非電気通信業務用
431100614 第一東海丸 非電気通信業務用
431100615 明成丸 非電気通信業務用
431100616 第二清水丸 非電気通信業務用
431100617 きぬうら丸 非電気通信業務用
431100618 あいち丸 非電気通信業務用
431100621 第七新丸 非電気通信業務用
431100623 レキオス 非電気通信業務用
431100628 第二いづみ丸 非電気通信業務用
431100631 かいとく 非電気通信業務用
431100633 １１２２トレッキー 非電気通信業務用
431100637 淡路丸 非電気通信業務用
431100639 天正丸 非電気通信業務用
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431100641 第三十五不動丸 非電気通信業務用
431100648 ふさなみ 非電気通信業務用
431100653 第二成田不動丸 非電気通信業務用
431100655 第三十一不動丸 非電気通信業務用
431100657 第二十八共徳丸 非電気通信業務用
431100659 第七十八稲荷丸 非電気通信業務用
431100665 成田不動丸 非電気通信業務用
431100669 第八成田不動丸 非電気通信業務用
431100671 第三十五開運丸 非電気通信業務用
431100672 第六十一石田丸 非電気通信業務用
431100673 第六十二石田丸 非電気通信業務用
431100677 第二御嶽丸 非電気通信業務用
431100678 第五十五御嶽丸 非電気通信業務用
431100682 第八新水丸 非電気通信業務用
431100694 第一金星丸 非電気通信業務用
431100695 龍和丸 非電気通信業務用
431100698 鐵洋丸 非電気通信業務用
431100701 雄海丸 非電気通信業務用
431100705 吉代丸 非電気通信業務用
431100706 第五仲吉丸 非電気通信業務用
431100707 第三十五富丸 非電気通信業務用
431100712 黒潮丸 非電気通信業務用
431100717 第三海栄丸 非電気通信業務用
431100718 第一全徳丸 非電気通信業務用
431100719 第十一福栄丸 非電気通信業務用
431100721 第五不動丸 非電気通信業務用
431100722 第七大濱丸 非電気通信業務用
431100723 第二海栄丸 非電気通信業務用
431100724 第三全徳丸 非電気通信業務用
431100726 第三十五海栄丸 非電気通信業務用
431100727 第五福栄丸 非電気通信業務用
431100728 第三十三不動丸 非電気通信業務用
431100729 第三十三全徳丸 非電気通信業務用
431100731 第二十三福栄丸 非電気通信業務用
431100732 第三十五山仙丸 非電気通信業務用
431100733 第八きんせい丸 非電気通信業務用
431100734 第１５福正丸 非電気通信業務用
431100736 第八十六稲荷丸 非電気通信業務用
431100737 第八十八稲荷丸 非電気通信業務用
431100739 第三十一共徳丸 非電気通信業務用
431100744 ほくと 非電気通信業務用
431100749 第五あすざん丸 非電気通信業務用
431100751 第三昭安丸 非電気通信業務用
431100756 第三十一きんせい丸 非電気通信業務用
431100758 第二十一きんせい丸 非電気通信業務用
431100761 第十八山仙丸 非電気通信業務用
431100762 第二十五勝丸 非電気通信業務用
431100765 ＹＡＭＡＭＢＡ 非電気通信業務用
431100768 鎌倉丸 非電気通信業務用
431100769 けんざん 非電気通信業務用
431100781 シナーラ 非電気通信業務用
431100783 第三新陽丸 非電気通信業務用
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431100789 第三十三開運丸 非電気通信業務用
431100794 第三十三事代丸 非電気通信業務用
431100795 還住丸 非電気通信業務用
431100797 ひたち 非電気通信業務用
431100799 第三三浦丸 非電気通信業務用
431100801 第二十茂平丸 非電気通信業務用
431100807 たかしま 非電気通信業務用
431100808 隠居丸 非電気通信業務用
431100809 ひたち 非電気通信業務用
431100811 第一大喜丸 非電気通信業務用
431100813 第三健和丸 非電気通信業務用
431100814 第二　三石丸 非電気通信業務用
431100819 恵光里 非電気通信業務用
431100821 コアドリ－ム 非電気通信業務用
431100823 ＡＹＡＫＯⅡ 非電気通信業務用
431100824 第三有明丸 非電気通信業務用
431100825 香取丸 非電気通信業務用
431100826 日鋼丸 非電気通信業務用
431100831 コーラルオーキッド 非電気通信業務用
431100833 夷隅 非電気通信業務用
431100835 昭永丸 非電気通信業務用
431100836 ＭＩＳＴＹ－Ⅳ 非電気通信業務用
431100837 さんふらわあ　とまこまい 非電気通信業務用
431100838 ベルハンド 非電気通信業務用
431100839 ほっかいどう丸 非電気通信業務用
431100841 はまぐも 非電気通信業務用
431100842 あゆづき 非電気通信業務用
431100843 やわた 非電気通信業務用
431100844 菊鷹 非電気通信業務用
431100845 ＡＬＢＡＴＲＯＳＳ 非電気通信業務用
431100847 赤城丸 非電気通信業務用
431100849 第三十二大精丸 非電気通信業務用
431100851 第八大王丸 非電気通信業務用
431100852 八重 非電気通信業務用
431100853 ひなの 非電気通信業務用
431100854 第二油味丸 非電気通信業務用
431100859 神王丸 非電気通信業務用
431100861 薩摩丸 非電気通信業務用
431100864 第八十一共徳丸 非電気通信業務用
431100865 新北王丸 非電気通信業務用
431100867 島路 非電気通信業務用
431100868 第１８清光丸 非電気通信業務用
431100869 長崎丸 非電気通信業務用
431100871 パシフィック　シーガル 非電気通信業務用
431100872 げっとう 非電気通信業務用
431100873 東興丸 非電気通信業務用
431100874 おおとね 非電気通信業務用
431100875 ミリオンクイーン 非電気通信業務用
431100877 極高サンライズ 非電気通信業務用
431100878 栄豊丸 非電気通信業務用
431100879 みやこどり 非電気通信業務用
431100881 永代丸 非電気通信業務用
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431100882 第一海神丸 非電気通信業務用
431100885 侍六世 非電気通信業務用
431100886 泉翔 非電気通信業務用
431100887 早池峰丸 非電気通信業務用
431100889 レティシア 非電気通信業務用
431100891 五葉丸 非電気通信業務用
431100893 第十八とび島丸 非電気通信業務用
431100894 フジセブン 非電気通信業務用
431100897 いぬぼう 非電気通信業務用
431100898 パフィン 非電気通信業務用
431100901 房洋 非電気通信業務用
431100902 長門丸 非電気通信業務用
431100903 第二十七大精丸 非電気通信業務用
431100904 ２９３３ 非電気通信業務用
431100905 ＰＣ４１ 非電気通信業務用
431100906 千早丸 非電気通信業務用
431100907 グランドエクシブ 非電気通信業務用
431100911 奥入瀬丸 非電気通信業務用
431100912 高神丸２号 非電気通信業務用
431100913 ブルーマーリン 非電気通信業務用
431100914 風小僧丸 非電気通信業務用
431100916 ゼロクィーン 非電気通信業務用
431100917 第十一不動丸 非電気通信業務用
431100918 イチハチマル 非電気通信業務用
431100919 第三十一栄豊丸 非電気通信業務用
431100922 神明丸 非電気通信業務用
431100923 明神丸 非電気通信業務用
431100924 第三十一石田丸 非電気通信業務用
431100926 おおい 非電気通信業務用
431100928 きよすみ 非電気通信業務用
431100929 かみす 非電気通信業務用
431100931 旭蓬丸 非電気通信業務用
431100933 べいくりん 非電気通信業務用
431100934 かつかぜ 非電気通信業務用
431100936 やよい 非電気通信業務用
431100938 昭安丸 非電気通信業務用
431100939 日龍丸 非電気通信業務用
431100941 第五十六波一丸 非電気通信業務用
431100944 クリムゾン 非電気通信業務用
431100945 ひまわり１ 非電気通信業務用
431100947 マナ　アンド　ユカ 非電気通信業務用
431100948 神瑞丸 非電気通信業務用
431100949 フリーバード 非電気通信業務用
431100953 サンレディ 非電気通信業務用
431100954 エムアイシーチームスピリット 非電気通信業務用
431100955 全建丸 非電気通信業務用
431100956 志那津風 非電気通信業務用
431100957 ひまわり２ 非電気通信業務用
431100959 ブルーノート 非電気通信業務用
431100961 足柄丸 非電気通信業務用
431100962 プリンセス　マーメイド 非電気通信業務用
431100964 ＤＲＥＡＤ　ＮＯＵＧＨＴ 非電気通信業務用
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431100965 白烏 非電気通信業務用
431100966 旭竜丸 非電気通信業務用
431100967 鶴宝丸 非電気通信業務用
431100968 イーグリットⅡ 非電気通信業務用
431100969 第二十一日丹丸 非電気通信業務用
431100971 シンドバット 非電気通信業務用
431100972 ＮＡＴＳＵＴＯ　Ⅴ 非電気通信業務用
431100974 第七十六稲荷丸 非電気通信業務用
431100975 ダンテ 非電気通信業務用
431100976 第六十一龍丸 非電気通信業務用
431100977 きょうこう 非電気通信業務用
431100978 碧南丸 非電気通信業務用
431100979 ぼうそう 非電気通信業務用
431100981 きよたき 非電気通信業務用
431100983 わたつみⅢ 非電気通信業務用
431100984 よど 非電気通信業務用
431100986 第十山仙丸 非電気通信業務用
431100987 神泉丸 非電気通信業務用
431100988 潮見丸 非電気通信業務用
431100989 よこはま 非電気通信業務用
431100991 うしお 非電気通信業務用
431100992 やまゆり 非電気通信業務用
431100993 くりかぜ 非電気通信業務用
431100995 Ｃａｍｐａｎｕｌａ　Ⅲ 非電気通信業務用
431100996 ＰＡＳＴＩＭＥ　Ⅱ 非電気通信業務用
431100997 東京丸 非電気通信業務用
431100998 はやて 非電気通信業務用
431101002 第八海耕丸 非電気通信業務用
431101003 万作丸 非電気通信業務用
431101004 第七開運丸 非電気通信業務用
431101007 武蔵丸 非電気通信業務用
431101008 さん愛－Ⅲ 非電気通信業務用
431101012 神川丸 非電気通信業務用
431101013 小天狗Ⅲ 非電気通信業務用
431101015 第二十八福寿丸 非電気通信業務用
431101016 鶴秀丸 非電気通信業務用
431101017 ディンプル 非電気通信業務用
431101018 新共和丸 非電気通信業務用
431101019 第貳拾参惠比壽丸 非電気通信業務用
431101021 ウインズ 非電気通信業務用
431101022 むさしの丸 非電気通信業務用
431101023 アリアドネ４ 非電気通信業務用
431101024 とかち 非電気通信業務用
431101025 新洋丸 非電気通信業務用
431101027 旭丸 非電気通信業務用
431101028 第十八日勝丸 非電気通信業務用
431101029 ＡＮＴＯＮＩＡ 非電気通信業務用
431101033 しおかぜ 非電気通信業務用
431101036 ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ 非電気通信業務用
431101037 賀寿丸 非電気通信業務用
431101038 エスプリ 非電気通信業務用
431101039 あらいぶ 非電気通信業務用



135 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431101042 夷隅丸 非電気通信業務用
431101044 第一新珠丸 非電気通信業務用
431101045 栄和丸 非電気通信業務用
431101046 伊勢丸 非電気通信業務用
431101047 第十八開運丸 非電気通信業務用
431101048 第二十一協和丸 非電気通信業務用
431101049 シーザー苺 非電気通信業務用
431101051 明督丸 非電気通信業務用
431101053 ＢＩＧ　ＷＩＮＧ 非電気通信業務用
431101054 むさし丸 非電気通信業務用
431101059 第五十一石田丸 非電気通信業務用
431101061 ＰＩｔｃｈ＆Ｒｕｎ　Ⅱ 非電気通信業務用
431101063 雪風 非電気通信業務用
431101064 穂高丸 非電気通信業務用
431101065 天城丸 非電気通信業務用
431101066 第三十二海栄丸 非電気通信業務用
431101067 まつかぜ 非電気通信業務用
431101068 ボイジャー１ 非電気通信業務用
431101069 バーバリアンⅡ 非電気通信業務用
431101071 大将 非電気通信業務用
431101072 しゃとるよこすか 非電気通信業務用
431101073 しゃとるおおいた 非電気通信業務用
431101074 セブン　オーシャン 非電気通信業務用
431101075 Ｆｉｖｅ　Ｏｎｅ 非電気通信業務用
431101076 シャローム 非電気通信業務用
431101077 高尾丸 非電気通信業務用
431101078 ＲＥＤ　ＣＡＳＴＬＥ　Ⅴ 非電気通信業務用
431101079 剛徳丸 非電気通信業務用
431101081 海惣丸 非電気通信業務用
431101082 ＮＡＫＡＹＡ 非電気通信業務用
431101083 大隅丸 非電気通信業務用
431101085 ホワイトロータスⅦ 非電気通信業務用
431101086 キング　オブ　キングス 非電気通信業務用
431101087 昌栄丸 非電気通信業務用
431101088 荒武者 非電気通信業務用
431101089 リバティー 非電気通信業務用
431101091 大明丸 非電気通信業務用
431101092 ビックマリーン 非電気通信業務用
431101093 あんだすたん２ 非電気通信業務用
431101094 ＶＥＴＵＳ 非電気通信業務用
431101095 出雲丸 非電気通信業務用
431101096 岩井丸 非電気通信業務用
431101097 ＳＯＬＥ　ＶＥＮＥＲＥ 非電気通信業務用
431101098 ホワイトクレスト 非電気通信業務用
431101099 泉進丸 非電気通信業務用
431101105 カサブランカ 非電気通信業務用
431101106 アネット五世 非電気通信業務用
431101107 ＶＩＣＴＯＲＹ　ＳＴＡＲ 非電気通信業務用
431101108 安房丸 非電気通信業務用
431101109 ニライ 非電気通信業務用
431101111 泉陽丸 非電気通信業務用
431101112 弥勒Ⅱ 非電気通信業務用
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431101113 Ｓｌｉｍ　Ｊｉｍ 非電気通信業務用
431101114 ＬＡＥＴＩＴＩＡ 非電気通信業務用
431101115 ＢＥＡＣＯＮ　Ⅴ 非電気通信業務用
431101116 ふさみ丸 非電気通信業務用
431101117 Ｂｏｎ　ｈｅｕｒ 非電気通信業務用
431101118 Ｗｈｉｔｅ　Ｐｅａｒｌ 非電気通信業務用
431101119 浦賀丸 非電気通信業務用
431101121 カレラ 非電気通信業務用
431101122 松洋丸 非電気通信業務用
431101123 第八日鋼丸 非電気通信業務用
431101124 ＲＩＨＩＲＩＡ 非電気通信業務用
431101125 ＭＩＴＺ 非電気通信業務用
431101126 からす 非電気通信業務用
431101127 ＣＡＥＳＡＲ１９ＰＥＡＣＨ 非電気通信業務用
431101128 春日丸 非電気通信業務用
431101129 ＥＳＰＬＡＮＡＤＥ 非電気通信業務用
431101131 たかお 非電気通信業務用
431101132 ミルキーウェイ５世 非電気通信業務用
431101133 かなさ 非電気通信業務用
431101134 上総丸 非電気通信業務用
431101135 ぽれーる 非電気通信業務用
431101136 せどろす 非電気通信業務用
431101137 旭徳丸 非電気通信業務用
431101138 ｄｕｍｂｏ 非電気通信業務用
431101139 ほくれん丸 非電気通信業務用
431101141 やまと 非電気通信業務用
431101143 泉隆丸 非電気通信業務用
431101144 信風 非電気通信業務用
431101145 三春丸 非電気通信業務用
431101146 かちどき丸 非電気通信業務用
431101148 第二ほくれん丸 非電気通信業務用
431101149 天竜丸 非電気通信業務用
431101151 ＯＰＥＲＡ 非電気通信業務用
431101152 第五石田丸 非電気通信業務用
431101153 トシン９ 非電気通信業務用
431101154 近帥丸 非電気通信業務用
431101155 ＭＩＳＳ　ＬＩＢＥＲＴＹ 非電気通信業務用
431101156 バシリアス 非電気通信業務用
431101157 浩衛丸２ 非電気通信業務用
431101158 ＳＷＡＮＫＹ 非電気通信業務用
431101159 サザンブリッヂ 非電気通信業務用
431101161 葉山丸 非電気通信業務用
431101162 聖誓 非電気通信業務用
431101163 コアドリーム 非電気通信業務用
431101164 旭星丸 非電気通信業務用
431101165 第十八豊和丸 非電気通信業務用
431101166 Ｓｕｒｆ　Ｒｉｄｅｒ 非電気通信業務用
431101167 ティレオⅡ 非電気通信業務用
431101168 ＮＵＫ 非電気通信業務用
431101169 フォックス　グローブ 非電気通信業務用
431101171 英華丸 非電気通信業務用
431101172 宝運丸 非電気通信業務用
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431101173 第三十八日祥丸 非電気通信業務用
431101174 ＳＥＡ　ＥＡＧＬＥ 非電気通信業務用
431101175 きぬうら丸 非電気通信業務用
431101176 ＡＥＯＬＵＳ 非電気通信業務用
431101177 第五健星丸 非電気通信業務用
431101178 さくら 非電気通信業務用
431101179 新衛丸 非電気通信業務用
431200009 まりんろ－ど 非電気通信業務用
431200011 ＬＵＣＫＹ　ＬＡＤＹ　５ 非電気通信業務用
431200013 まきぐも 非電気通信業務用
431200016 光隆丸 非電気通信業務用
431200018 第八大勝丸 非電気通信業務用
431200019 名恒丸 非電気通信業務用
431200021 きぬかぜ 非電気通信業務用
431200022 あまぎ 非電気通信業務用
431200024 第七十八鳳生丸 非電気通信業務用
431200025 冨士眞丸 非電気通信業務用
431200028 ひめかぜ 非電気通信業務用
431200029 洋隆丸 非電気通信業務用
431200031 新由良丸 非電気通信業務用
431200033 するが 非電気通信業務用
431200034 おきつ 非電気通信業務用
431200035 第一かもめ丸 非電気通信業務用
431200036 第三十六さだ丸 非電気通信業務用
431200039 まりんろーど２ 非電気通信業務用
431200042 第十一福栄丸 非電気通信業務用
431200043 第八光照丸 非電気通信業務用
431200044 第十二金力丸 非電気通信業務用
431200045 栄吉丸 非電気通信業務用
431200046 第五名城丸 非電気通信業務用
431200047 しゃちかぜ 非電気通信業務用
431200048 伸和丸 非電気通信業務用
431200049 みゆき丸 非電気通信業務用
431200051 いせかぜ 非電気通信業務用
431200054 かざはや 非電気通信業務用
431200063 第八十八鳳生丸 非電気通信業務用
431200068 鳥羽丸 非電気通信業務用
431200069 海洋丸 非電気通信業務用
431200072 あしたか 非電気通信業務用
431200073 第七伊勢丸 非電気通信業務用
431200076 第拾弐榮壽丸 非電気通信業務用
431200078 清見丸 非電気通信業務用
431200081 朝凪 非電気通信業務用
431200082 日之出丸 非電気通信業務用
431200083 第八勘成丸 非電気通信業務用
431200085 しまなみ 非電気通信業務用
431200086 はやたか 非電気通信業務用
431200088 リサーチ 非電気通信業務用
431200094 第五十八伸光丸 非電気通信業務用
431200098 第十二栄福丸 非電気通信業務用
431200102 ベリタス・プラス 非電気通信業務用
431200106 喜望峰２ 非電気通信業務用
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431200112 第十八福昌丸 非電気通信業務用
431200113 新かながわ丸 非電気通信業務用
431200116 こちょう丸 非電気通信業務用
431200118 第七鶴吉丸 非電気通信業務用
431200119 くわな丸 非電気通信業務用
431200121 栄丸 非電気通信業務用
431200122 冨士岩丸 非電気通信業務用
431200124 すずか 非電気通信業務用
431200126 第一長久丸 非電気通信業務用
431200127 第三正啓丸 非電気通信業務用
431200129 翔洋丸 非電気通信業務用
431200131 しののめ 非電気通信業務用
431200132 天龍 非電気通信業務用
431200133 第百十六鳳生丸 非電気通信業務用
431200134 しずかぜ 非電気通信業務用
431200135 第六大日丸 非電気通信業務用
431200136 第百十八鳳生丸 非電気通信業務用
431200142 第十一大師丸 非電気通信業務用
431200143 第二十五徳栄丸 非電気通信業務用
431200144 ナスカ 非電気通信業務用
431200147 精漁丸 非電気通信業務用
431200148 第三十海工丸 非電気通信業務用
431200149 ベルウッド３ 非電気通信業務用
431200157 ふじ 非電気通信業務用
431200161 ＫＹＯＵＥＩ 非電気通信業務用
431200162 若葉丸 非電気通信業務用
431200164 いすず 非電気通信業務用
431200165 第十八大師丸 非電気通信業務用
431200166 こすも丸 非電気通信業務用
431200167 松和丸 非電気通信業務用
431200168 第百三十六伊勢丸 非電気通信業務用
431200169 くろせ 非電気通信業務用
431200171 ふじくら 非電気通信業務用
431200172 第一あつた 非電気通信業務用
431200174 第百二十六鳳生丸 非電気通信業務用
431200176 ふがく丸 非電気通信業務用
431200181 永丸 非電気通信業務用
431200182 希望 非電気通信業務用
431200183 第三十八さだ丸 非電気通信業務用
431200184 第八十三佐賀明神丸 非電気通信業務用
431200185 戸田たか丸 非電気通信業務用
431200186 Ｍｅｌｏｄｙ 非電気通信業務用
431200187 第一由良丸 非電気通信業務用
431200188 朝鳥 非電気通信業務用
431200192 シャングリラ五世 非電気通信業務用
431200193 富嶽丸 非電気通信業務用
431200194 藤成丸 非電気通信業務用
431200195 冨士福丸 非電気通信業務用
431200196 オセアニッド 非電気通信業務用
431200197 みやかぜ 非電気通信業務用
431200198 いせぎく 非電気通信業務用
431200199 とりひかり 非電気通信業務用
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431200201 だいおう 非電気通信業務用
431200202 しおさい 非電気通信業務用
431200205 第三十八清勝丸 非電気通信業務用
431200206 第十五清勝丸 非電気通信業務用
431200207 第一清勝丸 非電気通信業務用
431200208 第三十五清勝丸 非電気通信業務用
431200209 第十八清勝丸 非電気通信業務用
431200211 第十千鳥丸 非電気通信業務用
431200214 第五藤光丸 非電気通信業務用
431200215 第八拾壱富栄丸 非電気通信業務用
431200216 ラーフキャット２ 非電気通信業務用
431200218 さるびあ 非電気通信業務用
431200219 いせぎく 非電気通信業務用
431200221 しらゆり 非電気通信業務用
431200223 せいりゅう 非電気通信業務用
431200225 イシイセブン 非電気通信業務用
431200227 豊洋丸 非電気通信業務用
431200228 第十六とよふじ丸 非電気通信業務用
431200229 しょうりゅう 非電気通信業務用
431200231 ふじかぜ 非電気通信業務用
431200233 はやぎり 非電気通信業務用
431200236 フェアレディー 非電気通信業務用
431200237 第十一城東丸 非電気通信業務用
431200239 清浜丸 非電気通信業務用
431200245 第二十八廣漁丸 非電気通信業務用
431200247 第十一とび島丸 非電気通信業務用
431200248 ふじとよ 非電気通信業務用
431200251 第五十八廣漁丸 非電気通信業務用
431200254 三幸丸 非電気通信業務用
431200255 宝福丸 非電気通信業務用
431200256 第七栄福丸 非電気通信業務用
431200257 第三十八伸光丸 非電気通信業務用
431200258 てんおう 非電気通信業務用
431200263 かしま 非電気通信業務用
431200264 第三十七海幸丸 非電気通信業務用
431200265 五十八浜平丸 非電気通信業務用
431200266 第三不動丸 非電気通信業務用
431200267 第二大師丸 非電気通信業務用
431200268 第十七大師丸 非電気通信業務用
431200271 碧隆丸 非電気通信業務用
431200272 大永丸 非電気通信業務用
431200273 はまゆう 非電気通信業務用
431200276 第三金刀比羅丸 非電気通信業務用
431200281 第八三陽丸 非電気通信業務用
431200282 康恵丸 非電気通信業務用
431200283 かいりゅう 非電気通信業務用
431200288 博洋丸 非電気通信業務用
431200292 第十一光新丸 非電気通信業務用
431200296 第八十一正徳丸 非電気通信業務用
431200298 第二正徳丸 非電気通信業務用
431200302 第二十五長栄丸 非電気通信業務用
431200303 第十七万代丸 非電気通信業務用
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431200306 ずいりゅう 非電気通信業務用
431200307 第十一青雲丸 非電気通信業務用
431200308 第十三青雲丸 非電気通信業務用
431200312 第八日昌丸 非電気通信業務用
431200318 第十八典勝丸 非電気通信業務用
431200321 第三十さだ丸 非電気通信業務用
431200322 寿丸 非電気通信業務用
431200323 第十七徳栄丸 非電気通信業務用
431200324 第十一光丸 非電気通信業務用
431200328 第二十一栄福丸 非電気通信業務用
431200329 第七十八大洋丸 非電気通信業務用
431200332 第七高砂丸 非電気通信業務用
431200336 第三十五豊幸丸 非電気通信業務用
431200343 第十一勇喜丸 非電気通信業務用
431200345 高宝丸 非電気通信業務用
431200346 第五喜久丸 非電気通信業務用
431200348 三保丸 非電気通信業務用
431200349 白龍 非電気通信業務用
431200351 八秀丸 非電気通信業務用
431200352 第十一正福丸 非電気通信業務用
431200355 第七日昌丸 非電気通信業務用
431200356 第八市榮丸 非電気通信業務用
431200357 第十八松丸 非電気通信業務用
431200359 第弐拾八富栄丸 非電気通信業務用
431200361 第六十八生栄丸 非電気通信業務用
431200363 しらなみ 非電気通信業務用
431200365 重宝丸 非電気通信業務用
431200366 第二十八宝栄丸 非電気通信業務用
431200367 なごや 非電気通信業務用
431200368 第二十八浜平丸 非電気通信業務用
431200374 ちたしお 非電気通信業務用
431200378 第十一幸久丸 非電気通信業務用
431200379 東英丸 非電気通信業務用
431200381 海幸丸 非電気通信業務用
431200382 興洋丸 非電気通信業務用
431200383 わかしお 非電気通信業務用
431200384 神島 非電気通信業務用
431200385 伊勢 非電気通信業務用
431200386 名晴丸 非電気通信業務用
431200393 宝栄丸 非電気通信業務用
431200396 あつた丸 非電気通信業務用
431200397 第二十八新宝丸 非電気通信業務用
431200402 あゆち丸 非電気通信業務用
431200406 五浜平丸 非電気通信業務用
431200411 第八浜平丸 非電気通信業務用
431200412 第十一神徳丸 非電気通信業務用
431200414 第一善生丸 非電気通信業務用
431200417 第二十一忠兵衛丸 非電気通信業務用
431200418 第二十三忠兵衛丸 非電気通信業務用
431200419 加賀丸 非電気通信業務用
431200421 第八藤丸 非電気通信業務用
431200424 第五大師丸 非電気通信業務用
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431200425 第十七新丸 非電気通信業務用
431200426 第十一金星丸 非電気通信業務用
431200428 第八十五昭徳丸 非電気通信業務用
431200429 第５大黒丸 非電気通信業務用
431200432 第六大師丸 非電気通信業務用
431200437 第八いけす丸 非電気通信業務用
431200438 第八海勢丸 非電気通信業務用
431200439 第八長宝丸 非電気通信業務用
431200442 ほうおう 非電気通信業務用
431200443 しょうりゅう 非電気通信業務用
431200444 いせしお 非電気通信業務用
431200449 第六十八鳳生丸 非電気通信業務用
431200453 第十一龍正丸 非電気通信業務用
431200461 海王丸 非電気通信業務用
431200462 勝栄丸 非電気通信業務用
431200463 鳥羽丸 非電気通信業務用
431200465 第三寛洋丸 非電気通信業務用
431200466 久能号 非電気通信業務用
431200467 第八寶榮丸 非電気通信業務用
431200468 まさき 非電気通信業務用
431200469 第八定栄丸 非電気通信業務用
431200471 しもだ 非電気通信業務用
431200474 あおしお 非電気通信業務用
431200475 ユキ 非電気通信業務用
431200477 第一朝潮丸 非電気通信業務用
431200481 ソーコー 非電気通信業務用
431200482 ＪＯＬＬＹ　ＲＯＧＥＲ 非電気通信業務用
431200486 バーゴ 非電気通信業務用
431200487 芳伸丸 非電気通信業務用
431200488 東洋丸 非電気通信業務用
431200491 第十七斉藤丸 非電気通信業務用
431200493 第七大師丸 非電気通信業務用
431200494 第百二十八鳳生丸 非電気通信業務用
431200496 するが 非電気通信業務用
431200502 あいち 非電気通信業務用
431200503 雄誠丸 非電気通信業務用
431200506 ＣＯＬＶＩＮＡ 非電気通信業務用
431200507 ＡＢＦ 非電気通信業務用
431200508 フジ１０ 非電気通信業務用
431200509 ララ 非電気通信業務用
431200511 第八資弘丸 非電気通信業務用
431200516 第十一高砂丸 非電気通信業務用
431200517 ＬＩＧＨＴ　ＣＡＳＴＬＥ 非電気通信業務用
431200518 第８駿河丸 非電気通信業務用
431200521 ビーナス五世 非電気通信業務用
431200523 みえかぜ 非電気通信業務用
431200524 はごろも 非電気通信業務用
431200525 １７セブンティーン 非電気通信業務用
431200526 あらしま 非電気通信業務用
431200527 あいこう 非電気通信業務用
431200531 ニューギン 非電気通信業務用
431200534 第五朝潮丸 非電気通信業務用
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431200536 ドルフィン６ 非電気通信業務用
431200541 第三十八八秀丸 非電気通信業務用
431200546 みょうりゅう 非電気通信業務用
431200548 第三十一大師丸 非電気通信業務用
431200554 第百三十六鳳生丸 非電気通信業務用
431200575 第八日昇丸 非電気通信業務用
431200578 第十六正福丸 非電気通信業務用
431200579 第二十一長久丸 非電気通信業務用
431200592 あさま 非電気通信業務用
431200598 グレイトベアー３ 非電気通信業務用
431200599 第二勇仁丸 非電気通信業務用
431200601 Ｂｕｌｌｆｉｇｈｔｅｒ 非電気通信業務用
431200606 クリスタルＪＪ７２ 非電気通信業務用
431200607 第八丸喜丸 非電気通信業務用
431200625 め組ー３ 非電気通信業務用
431200628 第二厚栄丸 非電気通信業務用
431200629 清岳丸 非電気通信業務用
431200631 Ｃａｐｔａｉｎ　Ｒｕｌｙ 非電気通信業務用
431200632 蓉翔丸 非電気通信業務用
431200634 いずなみ 非電気通信業務用
431200635 高神丸１号 非電気通信業務用
431200636 ふじ 非電気通信業務用
431200638 東進丸 非電気通信業務用
431200639 きらきら丸 非電気通信業務用
431200641 ＰＡＳＴＩＭＥ３ 非電気通信業務用
431200644 第百三十八鳳生丸 非電気通信業務用
431200647 さんふらわあ　とうきょう 非電気通信業務用
431200648 Ｖａｎｇｕａｄ２１ 非電気通信業務用
431200651 浜平丸 非電気通信業務用
431200653 セレナ 非電気通信業務用
431200654 知多丸 非電気通信業務用
431200655 第二十八徳栄丸 非電気通信業務用
431200657 ＭＩＫＡⅢ 非電気通信業務用
431200658 ユベンタス３ 非電気通信業務用
431200659 あいま 非電気通信業務用
431200661 沖丸 非電気通信業務用
431200662 第十八初丸 非電気通信業務用
431200663 第３５沖丸 非電気通信業務用
431200664 ＲＥＥＬ　ＣＬＡＳＳ 非電気通信業務用
431200665 第八東海丸 非電気通信業務用
431200666 ぼへみあん 非電気通信業務用
431200667 ＳＡＵＳＡＬＩＴＯⅥ 非電気通信業務用
431200668 リュウセイ６ 非電気通信業務用
431200669 ほうりゅう 非電気通信業務用
431200671 Ａ．Ｍ．Ｈｅａｒｔ 非電気通信業務用
431200672 ＤＨＡＲＭＡ 非電気通信業務用
431200673 きそ 非電気通信業務用
431200674 かすみ 非電気通信業務用
431200675 伊勢丸 非電気通信業務用
431200676 第六十八伸光丸 非電気通信業務用
431200677 ＫＩＴＴＥＮ２ 非電気通信業務用
431200678 オーシャンウィンズ５ 非電気通信業務用
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431200679 第百五十六鳳生丸 非電気通信業務用
431200681 富士 非電気通信業務用
431200682 フェアライト 非電気通信業務用
431200683 とよふじ丸 非電気通信業務用
431200684 いらご８ 非電気通信業務用
431200685 第２３嘉栄丸 非電気通信業務用
431200686 ちた 非電気通信業務用
431200687 ＡＱＵＡ 非電気通信業務用
431200688 豊福丸 非電気通信業務用
431200689 Ｗｉｎｄ　Ｄａｎｃｅｒ 非電気通信業務用
431200691 Ｐａｌａｉｓ　Ｒｏｙａｌ　Ｙｕｒｉ 非電気通信業務用
431200692 ＧＩＴＡＮＥＳ 非電気通信業務用
431200693 清和丸 非電気通信業務用
431200694 第六海幸丸 非電気通信業務用
431200695 しおじ丸 非電気通信業務用
431200696 風丸 非電気通信業務用
431200697 ＡＮＴＯＮＩＯ　Ｊｒ． 非電気通信業務用
431200698 たましお 非電気通信業務用
431200699 いせしお 非電気通信業務用
431200701 みやしお 非電気通信業務用
431200702 第五裕幸丸 非電気通信業務用
431200703 豊昇丸 非電気通信業務用
431200704 名鳳丸 非電気通信業務用
431200705 豊徳丸 非電気通信業務用
431200706 第五十一清洋丸 非電気通信業務用
431200707 第二十一栄福丸 非電気通信業務用
431200708 鳥羽丸 非電気通信業務用
431200709 すずかぜ 非電気通信業務用
431200711 シャインフレンズ 非電気通信業務用
431300001 第八日興丸 非電気通信業務用
431300003 第五すみふく丸 非電気通信業務用
431300004 泉州丸 非電気通信業務用
431300012 第八新明盛丸 非電気通信業務用
431300013 さんぷりんす 非電気通信業務用
431300014 第三はる丸 非電気通信業務用
431300015 第二大昭丸 非電気通信業務用
431300018 函洋丸 非電気通信業務用
431300019 第五十三住若丸 非電気通信業務用
431300021 おやしお 非電気通信業務用
431300023 第二舛宝山丸 非電気通信業務用
431300024 貴潮丸 非電気通信業務用
431300025 第３２児島丸 非電気通信業務用
431300027 第二蛭子丸 非電気通信業務用
431300029 幸安丸 非電気通信業務用
431300031 曹栄丸 非電気通信業務用
431300032 せいりん丸 非電気通信業務用
431300033 油華丸 非電気通信業務用
431300039 かいりゅう 非電気通信業務用
431300042 しぎかぜ 非電気通信業務用
431300043 第十八若丸 非電気通信業務用
431300044 日章丸 非電気通信業務用
431300046 輝陽丸 非電気通信業務用
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431300049 しりうす 非電気通信業務用
431300052 まやかぜ 非電気通信業務用
431300056 はりま丸 非電気通信業務用
431300057 みずなぎ 非電気通信業務用
431300058 せとうち 非電気通信業務用
431300061 海神 非電気通信業務用
431300062 第５２児島丸 非電気通信業務用
431300064 第二十三喜久丸 非電気通信業務用
431300065 深江丸 非電気通信業務用
431300066 はるしお 非電気通信業務用
431300072 舞 非電気通信業務用
431300073 第十二ひかり丸 非電気通信業務用
431300075 第八近雄丸 非電気通信業務用
431300078 第五拾五勝栄丸 非電気通信業務用
431300079 さんこう４３ 非電気通信業務用
431300081 太星丸 非電気通信業務用
431300082 さくら丸 非電気通信業務用
431300084 大翔丸 非電気通信業務用
431300085 第一明栄丸 非電気通信業務用
431300086 第十二光新丸 非電気通信業務用
431300087 第三栄福丸 非電気通信業務用
431300088 第十一紀州丸 非電気通信業務用
431300092 第十八うらなぎ丸 非電気通信業務用
431300093 リメイク１０ 非電気通信業務用
431300094 第十二有明丸 非電気通信業務用
431300097 第拾壱住吉丸 非電気通信業務用
431300099 徳義丸 非電気通信業務用
431300101 隆興丸 非電気通信業務用
431300102 耕伸丸 非電気通信業務用
431300103 第八丸岡丸 非電気通信業務用
431300104 第拾弐新栄丸 非電気通信業務用
431300105 大田丸 非電気通信業務用
431300106 鳴門丸 非電気通信業務用
431300107 第八大栄丸 非電気通信業務用
431300108 第十八金栄丸 非電気通信業務用
431300112 三悠丸 非電気通信業務用
431300113 大栄丸 非電気通信業務用
431300114 新旭丸 非電気通信業務用
431300115 第三十六三洋丸 非電気通信業務用
431300116 豊誠丸 非電気通信業務用
431300117 大祥丸 非電気通信業務用
431300118 第十八幸盛丸 非電気通信業務用
431300119 山星丸 非電気通信業務用
431300121 長田丸 非電気通信業務用
431300124 第二摂津丸 非電気通信業務用
431300125 にじかぜ 非電気通信業務用
431300129 千代丸 非電気通信業務用
431300131 喜英丸 非電気通信業務用
431300132 第二十一進漁丸 非電気通信業務用
431300133 第二十二進漁丸 非電気通信業務用
431300134 第十八翔洋丸 非電気通信業務用
431300135 大光丸 非電気通信業務用
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431300136 きしかぜ 非電気通信業務用
431300137 第二紀芳丸 非電気通信業務用
431300138 きくかぜ 非電気通信業務用
431300139 光洋丸 非電気通信業務用
431300141 せとぎり 非電気通信業務用
431300142 八幡丸 非電気通信業務用
431300146 なみはや 非電気通信業務用
431300149 大日丸 非電気通信業務用
431300151 陽宝丸 非電気通信業務用
431300152 第八関丸 非電気通信業務用
431300153 第十二豊栄丸 非電気通信業務用
431300155 Ｇｕｔｓ妙宝丸 非電気通信業務用
431300156 第二十八三幸丸 非電気通信業務用
431300158 新日硫丸 非電気通信業務用
431300159 フェリーあざれあ 非電気通信業務用
431300161 第八幸栄丸 非電気通信業務用
431300164 ムレナ 非電気通信業務用
431300165 こんごう 非電気通信業務用
431300166 第２寄悠丸 非電気通信業務用
431300167 ながと丸 非電気通信業務用
431300179 第十五冨士丸 非電気通信業務用
431300181 市川丸 非電気通信業務用
431300183 第八すみりゅう丸 非電気通信業務用
431300185 フェリーしらかば 非電気通信業務用
431300186 常陸丸 非電気通信業務用
431300187 第三大洋丸 非電気通信業務用
431300188 扇燿丸 非電気通信業務用
431300194 天神丸 非電気通信業務用
431300195 第七けんしょう丸 非電気通信業務用
431300196 はやたか 非電気通信業務用
431300197 新光丸 非電気通信業務用
431300199 美和丸 非電気通信業務用
431300201 あさひ丸 非電気通信業務用
431300202 第十七旭丸 非電気通信業務用
431300203 第三十八芳成丸 非電気通信業務用
431300205 みやぎく 非電気通信業務用
431300206 第５金剛丸 非電気通信業務用
431300207 三吉丸 非電気通信業務用
431300208 新富士丸 非電気通信業務用
431300209 冨士川丸 非電気通信業務用
431300215 高鶴丸 非電気通信業務用
431300216 第３１青木丸 非電気通信業務用
431300218 昭仙丸 非電気通信業務用
431300221 喜洋丸 非電気通信業務用
431300223 第十六光邦丸 非電気通信業務用
431300224 新富士丸 非電気通信業務用
431300225 大隆丸 非電気通信業務用
431300226 てんりゅう 非電気通信業務用
431300228 宝興丸 非電気通信業務用
431300234 第六豊松丸 非電気通信業務用
431300235 第二丸岡丸 非電気通信業務用
431300236 きいかぜ 非電気通信業務用
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431300237 あまかぜ 非電気通信業務用
431300238 新はやぶさ 非電気通信業務用
431300239 三栄丸 非電気通信業務用
431300242 第参拾参宝来丸 非電気通信業務用
431300243 海技丸 非電気通信業務用
431300246 瑞宝丸 非電気通信業務用
431300247 光和丸 非電気通信業務用
431300248 梶取丸 非電気通信業務用
431300249 わかさ 非電気通信業務用
431300252 光７ 非電気通信業務用
431300253 第３神好丸 非電気通信業務用
431300255 第二朝日丸 非電気通信業務用
431300256 久吉丸 非電気通信業務用
431300257 おやしお丸 非電気通信業務用
431300263 第十八菱有丸 非電気通信業務用
431300264 第二宝栄 非電気通信業務用
431300265 かんさい 非電気通信業務用
431300266 第三十二大洋丸 非電気通信業務用
431300268 かさぎ丸 非電気通信業務用
431300271 さかい丸 非電気通信業務用
431300272 新ひめじ 非電気通信業務用
431300273 幸栄丸 非電気通信業務用
431300274 松翔丸 非電気通信業務用
431300275 美香 非電気通信業務用
431300279 第八寿丸 非電気通信業務用
431300283 第七運栄丸 非電気通信業務用
431300284 第一神栄丸 非電気通信業務用
431300286 第二十三たけ丸 非電気通信業務用
431300287 むろづき 非電気通信業務用
431300291 新大宝 非電気通信業務用
431300292 第三あおば丸 非電気通信業務用
431300293 第三十一松尾丸 非電気通信業務用
431300294 有宏丸 非電気通信業務用
431300298 かりば 非電気通信業務用
431300299 第八芳栄丸 非電気通信業務用
431300302 真島丸 非電気通信業務用
431300304 第八朝日丸 非電気通信業務用
431300305 新宝丸 非電気通信業務用
431300307 第二栄勢丸 非電気通信業務用
431300308 誉田丸 非電気通信業務用
431300309 第拾八明徳丸 非電気通信業務用
431300311 第一寶丸 非電気通信業務用
431300313 宝生丸 非電気通信業務用
431300314 第拾五神力丸 非電気通信業務用
431300315 第拾八金比羅丸 非電気通信業務用
431300317 第八長丸 非電気通信業務用
431300318 第八輝栄丸 非電気通信業務用
431300321 共進丸 非電気通信業務用
431300323 第八天神丸 非電気通信業務用
431300324 フェリ－せっつ 非電気通信業務用
431300325 第三晶恵丸 非電気通信業務用
431300326 たじま 非電気通信業務用
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431300327 紀星丸 非電気通信業務用
431300328 第十八由美丸 非電気通信業務用
431300329 ＦｒｅｙｊａⅢ 非電気通信業務用
431300331 うずしお 非電気通信業務用
431300332 第八住福丸 非電気通信業務用
431300333 光復丸 非電気通信業務用
431300334 第七徳誉丸 非電気通信業務用
431300335 海東丸 非電気通信業務用
431300336 神社丸 非電気通信業務用
431300337 盛輝２１ 非電気通信業務用
431300339 第八十八東丸 非電気通信業務用
431300341 第三和壮丸 非電気通信業務用
431300342 酒楽 非電気通信業務用
431300343 錦世丸 非電気通信業務用
431300344 第二朝鶴丸 非電気通信業務用
431300345 こんごう 非電気通信業務用
431300346 フェリ－すおう 非電気通信業務用
431300347 第五神力丸 非電気通信業務用
431300349 第３海陽丸 非電気通信業務用
431300351 おーしゃんえいと２ 非電気通信業務用
431300352 神田丸 非電気通信業務用
431300353 第十六繁英丸 非電気通信業務用
431300354 硯海丸 非電気通信業務用
431300356 阪陽丸 非電気通信業務用
431300358 はりま 非電気通信業務用
431300359 紀淡丸 非電気通信業務用
431300364 らくよう 非電気通信業務用
431300365 第二十一千代丸 非電気通信業務用
431300367 導丸 非電気通信業務用
431300369 はつぎく 非電気通信業務用
431300371 はるなみ 非電気通信業務用
431300372 ゆらかぜ 非電気通信業務用
431300374 第八喜多丸 非電気通信業務用
431300375 幸喜丸 非電気通信業務用
431300376 相祥丸 非電気通信業務用
431300377 あおば 非電気通信業務用
431300379 あきしお 非電気通信業務用
431300381 祐晴丸 非電気通信業務用
431300383 第三十八勝丸 非電気通信業務用
431300384 第五天祐丸 非電気通信業務用
431300385 第五徳神丸 非電気通信業務用
431300386 第三十八長洋丸 非電気通信業務用
431300387 はりま丸 非電気通信業務用
431300388 第一幸栄丸 非電気通信業務用
431300389 第六十六俊栄丸 非電気通信業務用
431300391 真栄丸 非電気通信業務用
431300392 第十五旭丸 非電気通信業務用
431300393 早春丸 非電気通信業務用
431300397 徳久丸 非電気通信業務用
431300398 星山丸 非電気通信業務用
431300399 第十七日神丸 非電気通信業務用
431300401 豊正丸 非電気通信業務用
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431300408 第十五隠岐丸 非電気通信業務用
431300409 光進丸 非電気通信業務用
431300411 第五大啓丸 非電気通信業務用
431300413 第一明祥丸 非電気通信業務用
431300414 海星丸 非電気通信業務用
431300415 北洋丸 非電気通信業務用
431300416 光新丸 非電気通信業務用
431300417 新神崎丸 非電気通信業務用
431300421 第十六善丸 非電気通信業務用
431300422 日田丸 非電気通信業務用
431300427 第二十五正和丸 非電気通信業務用
431300428 スカイレインボー３世 非電気通信業務用
431300433 第六報湾丸 非電気通信業務用
431300434 神戸丸 非電気通信業務用
431300435 白鷺 非電気通信業務用
431300436 第二海峡 非電気通信業務用
431300437 第十春日丸 非電気通信業務用
431300442 第四拾八盛栄丸 非電気通信業務用
431300443 第八菱華丸 非電気通信業務用
431300444 有田丸 非電気通信業務用
431300447 第六拾八宝来丸 非電気通信業務用
431300449 新興勝丸 非電気通信業務用
431300451 きのくに 非電気通信業務用
431300452 龍田丸 非電気通信業務用
431300454 伸正丸 非電気通信業務用
431300456 第十旭豊丸 非電気通信業務用
431300458 わゆう丸 非電気通信業務用
431300462 みやざきエキスプレス 非電気通信業務用
431300463 第八盛栄丸 非電気通信業務用
431300464 第２８神海丸 非電気通信業務用
431300468 第一寄星丸 非電気通信業務用
431300469 松陽丸 非電気通信業務用
431300471 氷川丸 非電気通信業務用
431300472 びざん 非電気通信業務用
431300473 いこま 非電気通信業務用
431300475 富田丸 非電気通信業務用
431300476 第八豊栄丸 非電気通信業務用
431300477 新共進丸 非電気通信業務用
431300478 第十七室生丸 非電気通信業務用
431300479 弥栄丸 非電気通信業務用
431300483 八藤丸 非電気通信業務用
431300484 かつらぎ 非電気通信業務用
431300487 松栄丸 非電気通信業務用
431300489 第二十五宝祥丸 非電気通信業務用
431300491 第４７天神丸 非電気通信業務用
431300492 第拾弐大栄丸 非電気通信業務用
431300493 かいた丸 非電気通信業務用
431300494 第三藤進 非電気通信業務用
431300497 第六鶴丸 非電気通信業務用
431300498 夢ひょうたん 非電気通信業務用
431300504 第八琴丸 非電気通信業務用
431300507 第三十五勝丸 非電気通信業務用
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431300508 マウナケア６ 非電気通信業務用
431300509 第五十八俊栄丸 非電気通信業務用
431300512 若田丸 非電気通信業務用
431300515 第６神星丸 非電気通信業務用
431300517 うらが丸 非電気通信業務用
431300519 なみはや 非電気通信業務用
431300524 第一復興丸 非電気通信業務用
431300526 第一新大成丸 非電気通信業務用
431300528 サマーボーイ 非電気通信業務用
431300529 だいせん 非電気通信業務用
431300531 第三十三住吉丸 非電気通信業務用
431300532 第八幸徳丸 非電気通信業務用
431300533 こまゆき 非電気通信業務用
431300536 大峯丸 非電気通信業務用
431300538 第二八辰丸 非電気通信業務用
431300539 第６寄悠丸 非電気通信業務用
431300541 あわぎり 非電気通信業務用
431300542 まやざくら 非電気通信業務用
431300544 なだかぜ 非電気通信業務用
431300546 つつじ 非電気通信業務用
431300547 あじさい 非電気通信業務用
431300548 よどぎく 非電気通信業務用
431300549 みおひかり 非電気通信業務用
431300551 てるぎく 非電気通信業務用
431300552 なんりゅう 非電気通信業務用
431300554 こすもす 非電気通信業務用
431300555 第二十八旭丸 非電気通信業務用
431300556 第二八幡丸 非電気通信業務用
431300557 須崎丸 非電気通信業務用
431300558 第十博晴丸 非電気通信業務用
431300559 第八実穂丸 非電気通信業務用
431300561 第五早矢丸 非電気通信業務用
431300562 第二十三桝栄丸 非電気通信業務用
431300563 第五鶴丸 非電気通信業務用
431300564 第十五住栄丸 非電気通信業務用
431300565 第三文章丸 非電気通信業務用
431300567 扇國丸 非電気通信業務用
431300568 シルククィーン 非電気通信業務用
431300569 新伊吹丸 非電気通信業務用
431300573 第二十八住吉丸 非電気通信業務用
431300574 共幸丸 非電気通信業務用
431300575 第六大成丸 非電気通信業務用
431300576 清澄丸 非電気通信業務用
431300577 第十宝栄丸 非電気通信業務用
431300578 桂山丸 非電気通信業務用
431300579 かいうん丸 非電気通信業務用
431300581 第十八神力丸 非電気通信業務用
431300582 富栄丸 非電気通信業務用
431300583 第２１常陽丸 非電気通信業務用
431300584 第八大福丸 非電気通信業務用
431300587 第十五新住吉丸 非電気通信業務用
431300588 新土佐丸 非電気通信業務用
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431300591 第四十五三社丸 非電気通信業務用
431300593 第十二長崎丸 非電気通信業務用
431300595 晃昇丸 非電気通信業務用
431300596 第十八海運丸 非電気通信業務用
431300597 第八勝丸 非電気通信業務用
431300598 第八進洋丸 非電気通信業務用
431300602 山陽丸 非電気通信業務用
431300603 第五順徳丸 非電気通信業務用
431300604 協和丸 非電気通信業務用
431300606 相生丸 非電気通信業務用
431300608 登代栄丸 非電気通信業務用
431300609 康佑丸 非電気通信業務用
431300614 第十大栄丸 非電気通信業務用
431300615 第十八永晃丸 非電気通信業務用
431300618 第五宝祥丸 非電気通信業務用
431300619 シーガル 非電気通信業務用
431300621 第十八芳栄丸 非電気通信業務用
431300622 大輝丸 非電気通信業務用
431300624 第十住吉丸 非電気通信業務用
431300625 第八宝祥丸 非電気通信業務用
431300628 祥雲丸 非電気通信業務用
431300629 第十八三幸丸 非電気通信業務用
431300632 豊津丸 非電気通信業務用
431300633 第５２明力丸 非電気通信業務用
431300634 しんよう 非電気通信業務用
431300636 大成丸 非電気通信業務用
431300638 大峯山丸 非電気通信業務用
431300641 巨田丸 非電気通信業務用
431300643 冨美丸 非電気通信業務用
431300646 菱邦丸 非電気通信業務用
431300653 ニューつるさき 非電気通信業務用
431300654 第十八住吉丸 非電気通信業務用
431300655 第２１九翔丸 非電気通信業務用
431300657 第十八住吉丸 非電気通信業務用
431300658 第三宝祥丸 非電気通信業務用
431300659 大濠丸 非電気通信業務用
431300661 なは 非電気通信業務用
431300663 彦陽丸 非電気通信業務用
431300664 第八宝栄丸 非電気通信業務用
431300665 第十八日興丸 非電気通信業務用
431300666 観恵丸 非電気通信業務用
431300667 第三十一桝栄丸 非電気通信業務用
431300668 星翔丸 非電気通信業務用
431300669 ブラックジャック 非電気通信業務用
431300671 加古川丸 非電気通信業務用
431300672 第三澤西丸 非電気通信業務用
431300675 第一東西丸 非電気通信業務用
431300676 おおしお 非電気通信業務用
431300677 熱田丸 非電気通信業務用
431300678 第五住栄丸 非電気通信業務用
431300682 第三神光丸 非電気通信業務用
431300683 兵庫丸 非電気通信業務用
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431300684 桂洋丸 非電気通信業務用
431300685 第三博晴丸 非電気通信業務用
431300686 さんふらわあ　あいぼり 非電気通信業務用
431300687 第二瀬戸内丸 非電気通信業務用
431300688 第六拾天栄丸 非電気通信業務用
431300693 第十一金沢丸 非電気通信業務用
431300694 第三和寿丸 非電気通信業務用
431300695 あさかぜ 非電気通信業務用
431300696 第十八大栄丸 非電気通信業務用
431300697 第十二松丸 非電気通信業務用
431300698 平安丸 非電気通信業務用
431300699 早山丸 非電気通信業務用
431300701 瑛徳丸 非電気通信業務用
431300702 第五大福丸 非電気通信業務用
431300703 はやかぜ 非電気通信業務用
431300704 めいわなんばあえいと 非電気通信業務用
431300705 フェリーおおさか 非電気通信業務用
431300706 幸盛丸 非電気通信業務用
431300709 せと 非電気通信業務用
431300712 第十五栄福丸 非電気通信業務用
431300717 フェリーきたきゅうしゅう 非電気通信業務用
431300723 双和丸 非電気通信業務用
431300724 にゅうよしの 非電気通信業務用
431300725 日昇丸 非電気通信業務用
431300729 守田丸 非電気通信業務用
431300731 松福丸 非電気通信業務用
431300732 幸伸丸 非電気通信業務用
431300734 第８神星丸 非電気通信業務用
431300736 日進丸 非電気通信業務用
431300737 第三十六三和丸 非電気通信業務用
431300738 たじま丸 非電気通信業務用
431300741 扇豊丸 非電気通信業務用
431300745 はるか 非電気通信業務用
431300746 幸鳳丸 非電気通信業務用
431300747 第二十旭豊丸 非電気通信業務用
431300749 大進丸 非電気通信業務用
431300751 第十八大福丸 非電気通信業務用
431300753 第六万栄丸 非電気通信業務用
431300754 第十八大栄丸 非電気通信業務用
431300755 第二東西丸 非電気通信業務用
431300756 太成丸 非電気通信業務用
431300757 せとかぜ 非電気通信業務用
431300759 拓洋丸 非電気通信業務用
431300761 旭豊丸 非電気通信業務用
431300762 博晴丸 非電気通信業務用
431300763 風来坊 非電気通信業務用
431300765 第三八紘丸 非電気通信業務用
431300767 せとうち 非電気通信業務用
431300768 フェリ－くるしま 非電気通信業務用
431300769 けんざん 非電気通信業務用
431300772 第七善丸 非電気通信業務用
431300774 第二十五天神丸 非電気通信業務用
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431300775 さんふらわあこばると 非電気通信業務用
431300777 住栄丸 非電気通信業務用
431300782 おおさか 非電気通信業務用
431300786 興隆 非電気通信業務用
431300787 摂津丸 非電気通信業務用
431300791 フェリーはやとも２ 非電気通信業務用
431300792 喜運丸 非電気通信業務用
431300794 第六栄福丸 非電気通信業務用
431300795 第十八勝栄丸 非電気通信業務用
431300796 くろしお二世 非電気通信業務用
431300801 第十二共進丸 非電気通信業務用
431300805 フライングレディー 非電気通信業務用
431300806 第十八協栄丸 非電気通信業務用
431300808 祥和丸 非電気通信業務用
431300811 早美丸 非電気通信業務用
431300812 第八十二たけ丸 非電気通信業務用
431300826 第十順昇丸 非電気通信業務用
431300827 第八順昇丸 非電気通信業務用
431300828 ほくとう丸 非電気通信業務用
431300829 サファイア１ 非電気通信業務用
431300831 第八住栄丸 非電気通信業務用
431300832 第二十七照丸 非電気通信業務用
431300835 住陽丸 非電気通信業務用
431300836 富士 非電気通信業務用
431300838 神鷹 非電気通信業務用
431300841 紀和丸 非電気通信業務用
431300842 第一光潤丸 非電気通信業務用
431300844 佐渡丸 非電気通信業務用
431300846 第七勝丸 非電気通信業務用
431300847 第六幸徳丸 非電気通信業務用
431300848 第八喜久丸 非電気通信業務用
431300849 第三十七明力丸 非電気通信業務用
431300856 第二十八照丸 非電気通信業務用
431300859 さんくいーん 非電気通信業務用
431300861 明和丸 非電気通信業務用
431300862 イゾラベーラ 非電気通信業務用
431300863 第五住栄丸 非電気通信業務用
431300865 かいゆう 非電気通信業務用
431300866 第二十一日吉丸 非電気通信業務用
431300873 神祥丸 非電気通信業務用
431300881 早富士丸 非電気通信業務用
431300885 第二あおば丸 非電気通信業務用
431300886 晃祥丸 非電気通信業務用
431300888 すずか 非電気通信業務用
431300894 第五大昭丸 非電気通信業務用
431300896 第十文章丸 非電気通信業務用
431300903 第二平安丸 非電気通信業務用
431300904 第八明光丸 非電気通信業務用
431300905 第十二喜多丸 非電気通信業務用
431300907 第八きさ丸 非電気通信業務用
431300911 第十五八幡丸 非電気通信業務用
431300912 喜昇丸 非電気通信業務用
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431300913 第３協栄丸 非電気通信業務用
431300914 第六信栄丸 非電気通信業務用
431300915 第三太賀丸 非電気通信業務用
431300919 第十八新栄丸 非電気通信業務用
431300924 第二津乃峰丸 非電気通信業務用
431300925 第拾明徳丸 非電気通信業務用
431300932 第八あさひ丸 非電気通信業務用
431300933 第三十五関西丸 非電気通信業務用
431300934 大祐丸 非電気通信業務用
431300936 松竹丸 非電気通信業務用
431300937 第一大成丸 非電気通信業務用
431300938 第一冨美丸 非電気通信業務用
431300939 松竹丸 非電気通信業務用
431300942 龍太丸 非電気通信業務用
431300945 第二十五洞海丸 非電気通信業務用
431300947 第三日興丸 非電気通信業務用
431300954 すみりゅう丸 非電気通信業務用
431300956 くいーんえいと 非電気通信業務用
431300957 第七あや丸 非電気通信業務用
431300958 第拾六住吉丸 非電気通信業務用
431300961 第六富栄丸 非電気通信業務用
431300968 あさしお 非電気通信業務用
431300973 ふじしろ丸 非電気通信業務用
431300977 シーホーク 非電気通信業務用
431300979 吉野丸 非電気通信業務用
431300981 千鳥丸 非電気通信業務用
431300986 さよちどり 非電気通信業務用
431300988 ブルーダイヤモンド 非電気通信業務用
431300991 二十三号晃和丸 非電気通信業務用
431300992 長勢丸 非電気通信業務用
431300993 大和丸 非電気通信業務用
431300994 第十二日興丸 非電気通信業務用
431301001 第十八新丸 非電気通信業務用
431301008 博陽丸 非電気通信業務用
431301011 第八太基丸 非電気通信業務用
431301012 海王丸 非電気通信業務用
431301013 第二順風丸 非電気通信業務用
431301014 福栄丸 非電気通信業務用
431301015 松栄丸 非電気通信業務用
431301018 菱盛丸 非電気通信業務用
431301019 扇鶴丸 非電気通信業務用
431301022 第四十八浪速丸 非電気通信業務用
431301023 豊栄丸 非電気通信業務用
431301027 第一長幸丸 非電気通信業務用
431301029 大慶丸 非電気通信業務用
431301031 久吉丸 非電気通信業務用
431301033 鶴松丸 非電気通信業務用
431301034 盛山丸 非電気通信業務用
431301035 日本丸 非電気通信業務用
431301036 第三天祐丸 非電気通信業務用
431301037 豊龍丸 非電気通信業務用
431301039 美津生丸 非電気通信業務用
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431301041 栄進丸 非電気通信業務用
431301045 千鳥丸 非電気通信業務用
431301046 あしや丸 非電気通信業務用
431301052 英雄丸 非電気通信業務用
431301055 第五愛宕丸 非電気通信業務用
431301056 第五光潤丸 非電気通信業務用
431301057 昭洋丸 非電気通信業務用
431301058 松進丸 非電気通信業務用
431301061 しんほう丸 非電気通信業務用
431301062 第二十真快丸 非電気通信業務用
431301065 八幡丸 非電気通信業務用
431301066 第二大和丸 非電気通信業務用
431301067 赤城丸 非電気通信業務用
431301072 いよ丸 非電気通信業務用
431301075 幸力丸 非電気通信業務用
431301076 第十八きさ丸 非電気通信業務用
431301077 第二十五きさ丸 非電気通信業務用
431301078 第二十三きさ丸 非電気通信業務用
431301079 第十栄進丸 非電気通信業務用
431301081 第二鈴鹿丸 非電気通信業務用
431301085 泰邦丸 非電気通信業務用
431301091 すおう 非電気通信業務用
431301092 平成丸 非電気通信業務用
431301094 ほろべつ 非電気通信業務用
431301096 ダイハツ丸 非電気通信業務用
431301097 くろしお丸 非電気通信業務用
431301098 ホワイトイーグル 非電気通信業務用
431301101 第６５天神丸 非電気通信業務用
431301102 大正丸 非電気通信業務用
431301103 ちとせ 非電気通信業務用
431301107 栄正丸 非電気通信業務用
431301108 第七青鷹 非電気通信業務用
431301111 第一長幸丸 非電気通信業務用
431301114 第二十五三社丸 非電気通信業務用
431301121 徳新丸 非電気通信業務用
431301126 第貮拾五富士丸 非電気通信業務用
431301127 第十一東伸丸 非電気通信業務用
431301128 第八文章丸 非電気通信業務用
431301129 マリン２０号 非電気通信業務用
431301132 清田丸 非電気通信業務用
431301133 第三大和丸 非電気通信業務用
431301135 第参拾宝栄丸 非電気通信業務用
431301136 第十七亨周丸 非電気通信業務用
431301137 第十五住吉丸 非電気通信業務用
431301138 第八永寿丸 非電気通信業務用
431301139 オーシャンファイター 非電気通信業務用
431301141 第七十三千代丸 非電気通信業務用
431301142 第一三社丸 非電気通信業務用
431301145 ＩＳＬＡＮＤＳ 非電気通信業務用
431301146 第十一進宝丸 非電気通信業務用
431301147 第十七興祥丸 非電気通信業務用
431301148 第二いすゞ丸 非電気通信業務用
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431301149 第八市福丸 非電気通信業務用
431301151 貴和丸 非電気通信業務用
431301155 旭山丸 非電気通信業務用
431301156 大福丸 非電気通信業務用
431301157 共栄丸 非電気通信業務用
431301159 第十六博晴丸 非電気通信業務用
431301163 げすと 非電気通信業務用
431301165 第六神通丸 非電気通信業務用
431301166 律和丸 非電気通信業務用
431301167 栄勢丸 非電気通信業務用
431301175 フェリーダイヤモンド 非電気通信業務用
431301176 第三大昭丸 非電気通信業務用
431301179 第八白水丸 非電気通信業務用
431301181 第五拾五宝来丸 非電気通信業務用
431301184 第二上組丸 非電気通信業務用
431301185 第十冨士丸 非電気通信業務用
431301187 そうや 非電気通信業務用
431301189 ブルーウイング 非電気通信業務用
431301191 第二十三すみせ丸 非電気通信業務用
431301193 第三製煉丸 非電気通信業務用
431301195 寿鳳丸 非電気通信業務用
431301198 第三栄宝丸 非電気通信業務用
431301203 リベロ 非電気通信業務用
431301204 丸進丸 非電気通信業務用
431301206 第五日興丸 非電気通信業務用
431301208 第一丸岡丸 非電気通信業務用
431301209 大宝丸 非電気通信業務用
431301211 第八栄神丸 非電気通信業務用
431301212 敬和丸 非電気通信業務用
431301213 第二十一松丸 非電気通信業務用
431301214 第三浪速丸 非電気通信業務用
431301215 第一浪速丸 非電気通信業務用
431301216 第十八栄福丸 非電気通信業務用
431301219 はやしお 非電気通信業務用
431301221 玉江丸 非電気通信業務用
431301222 第十六旭丸 非電気通信業務用
431301223 福吉号 非電気通信業務用
431301224 第三健晃丸 非電気通信業務用
431301225 第八大洋丸 非電気通信業務用
431301227 第十七光邦丸 非電気通信業務用
431301232 第拾参玉吉丸 非電気通信業務用
431301234 第十八進宝丸 非電気通信業務用
431301236 郵商丸 非電気通信業務用
431301238 第八豊栄丸 非電気通信業務用
431301239 明邦丸 非電気通信業務用
431301243 第三幸徳丸 非電気通信業務用
431301244 大和丸 非電気通信業務用
431301245 フェリーかつらぎ 非電気通信業務用
431301246 第二十六中野丸 非電気通信業務用
431301247 第八しおた丸 非電気通信業務用
431301248 第一幸栄丸 非電気通信業務用
431301251 大陽丸 非電気通信業務用
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431301253 第三十八千代丸 非電気通信業務用
431301255 日神丸 非電気通信業務用
431301259 第二十八富士丸 非電気通信業務用
431301261 第八天祐丸 非電気通信業務用
431301262 智勝丸 非電気通信業務用
431301263 第五繁丸 非電気通信業務用
431301264 東燃えちれん丸 非電気通信業務用
431301268 ニュ－あかし 非電気通信業務用
431301269 瑞邦丸 非電気通信業務用
431301271 第二十一明和丸 非電気通信業務用
431301273 かみや丸 非電気通信業務用
431301274 住吉丸 非電気通信業務用
431301286 第１５住田丸 非電気通信業務用
431301287 第十七日漁丸 非電気通信業務用
431301288 第十八日漁丸 非電気通信業務用
431301289 第２５日岬丸 非電気通信業務用
431301292 ニューながと 非電気通信業務用
431301293 第十五福神丸 非電気通信業務用
431301295 ロイヤル　オ－ク 非電気通信業務用
431301296 第十八和幸丸 非電気通信業務用
431301298 すまうら 非電気通信業務用
431301299 住吉丸 非電気通信業務用
431301301 第三十五千代丸 非電気通信業務用
431301302 早雄丸 非電気通信業務用
431301303 ほうや丸 非電気通信業務用
431301311 第参拾宝来丸 非電気通信業務用
431301314 第五丸岡丸 非電気通信業務用
431301315 大開１号 非電気通信業務用
431301316 第八新映丸 非電気通信業務用
431301317 第五進栄丸 非電気通信業務用
431301319 スターダイヤモンド 非電気通信業務用
431301322 第十六巧衛丸 非電気通信業務用
431301327 第三隠岐丸 非電気通信業務用
431301328 ダイハツ丸８ 非電気通信業務用
431301329 辰甲丸 非電気通信業務用
431301332 第二十八桝栄丸 非電気通信業務用
431301333 第二十八中野丸 非電気通信業務用
431301334 第三ふじいち丸 非電気通信業務用
431301335 第二十八山和丸 非電気通信業務用
431301337 龍玉丸 非電気通信業務用
431301338 第十八巧衛丸 非電気通信業務用
431301339 第十五住力丸 非電気通信業務用
431301346 神海丸 非電気通信業務用
431301347 第八新栄丸 非電気通信業務用
431301349 第二十八徳神丸 非電気通信業務用
431301351 第三運栄丸 非電気通信業務用
431301361 第二十一長洋丸 非電気通信業務用
431301362 第二十三明祐 非電気通信業務用
431301363 第二十七長洋丸 非電気通信業務用
431301364 第二十一すみせ丸 非電気通信業務用
431301365 第三十六関西丸 非電気通信業務用
431301369 太平丸 非電気通信業務用
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431301371 第五拾参宝来丸 非電気通信業務用
431301373 第五福神丸 非電気通信業務用
431301375 さんふらわあ　こがね 非電気通信業務用
431301376 さんふらわあ　にしき 非電気通信業務用
431301377 第八山和丸 非電気通信業務用
431301378 第十八山和丸 非電気通信業務用
431301379 第二十一盛栄丸 非電気通信業務用
431301382 第八ニッケル丸 非電気通信業務用
431301389 第二十三協栄丸 非電気通信業務用
431301393 第十一寿美丸 非電気通信業務用
431301394 太貴丸 非電気通信業務用
431301398 第五春日丸 非電気通信業務用
431301401 メイン 非電気通信業務用
431301405 海栄 非電気通信業務用
431301411 サルファー　トリッパー 非電気通信業務用
431301412 波暮鳥 非電気通信業務用
431301415 第十一住徳丸 非電気通信業務用
431301416 さいかい丸 非電気通信業務用
431301417 しらうめ 非電気通信業務用
431301418 第１８神海丸 非電気通信業務用
431301419 第十八旭丸 非電気通信業務用
431301422 あおい 非電気通信業務用
431301427 こうべ 非電気通信業務用
431301428 千津川丸 非電気通信業務用
431301429 クンクン５ 非電気通信業務用
431301432 おおとり 非電気通信業務用
431301433 ウイン 非電気通信業務用
431301434 第十五ひかり丸 非電気通信業務用
431301435 第十八長崎丸 非電気通信業務用
431301436 第三靖貢丸 非電気通信業務用
431301437 早竜丸 非電気通信業務用
431301439 天籟 非電気通信業務用
431301441 第三十三海運丸 非電気通信業務用
431301443 栄吉丸 非電気通信業務用
431301445 第十八新幸丸 非電気通信業務用
431301446 ジャニーアンドアート 非電気通信業務用
431301447 ブル－レディ３ 非電気通信業務用
431301448 海翔 非電気通信業務用
431301452 なつき 非電気通信業務用
431301453 王公丸 非電気通信業務用
431301454 第六芳徳 非電気通信業務用
431301455 極東五十八号 非電気通信業務用
431301456 如月 非電気通信業務用
431301457 第五芳徳 非電気通信業務用
431301458 ゆふぎり 非電気通信業務用
431301459 金剛丸 非電気通信業務用
431301461 第三十一たけ丸 非電気通信業務用
431301462 海邦 非電気通信業務用
431301464 第３海朋丸 非電気通信業務用
431301465 はやなみ 非電気通信業務用
431301466 賀津 非電気通信業務用
431301467 まいしま 非電気通信業務用
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431301473 和寿丸 非電気通信業務用
431301474 大福丸 非電気通信業務用
431301475 あかし丸 非電気通信業務用
431301478 ＳＦ－５３ＣＯＮＶ 非電気通信業務用
431301482 第三十七関西丸 非電気通信業務用
431301483 第五十六住若丸 非電気通信業務用
431301484 エメラルド１ 非電気通信業務用
431301488 俊栄丸 非電気通信業務用
431301489 海人 非電気通信業務用
431301491 第六丸岡丸 非電気通信業務用
431301493 サンスター 非電気通信業務用
431301494 大翔丸 非電気通信業務用
431301496 第六十八さだ丸 非電気通信業務用
431301497 アポロ 非電気通信業務用
431301498 第八武庫丸 非電気通信業務用
431301499 第十武庫丸 非電気通信業務用
431301501 進宝丸 非電気通信業務用
431301502 風来坊 非電気通信業務用
431301503 翔栄丸 非電気通信業務用
431301505 第８８若吉丸 非電気通信業務用
431301507 第三十二桝栄丸 非電気通信業務用
431301511 ともなみ 非電気通信業務用
431301512 海真丸 非電気通信業務用
431301516 八日丸 非電気通信業務用
431301517 新生丸 非電気通信業務用
431301522 第二十二明友丸 非電気通信業務用
431301523 第八東和丸 非電気通信業務用
431301542 第三十八三洋丸 非電気通信業務用
431301545 第二十八室生丸 非電気通信業務用
431301547 大洸丸 非電気通信業務用
431301549 大興丸２１ 非電気通信業務用
431301551 ２００１興生丸 非電気通信業務用
431301552 第五十七住若丸 非電気通信業務用
431301553 第三十八山和丸 非電気通信業務用
431301554 ほたか 非電気通信業務用
431301555 第三寶祥丸 非電気通信業務用
431301556 こううん 非電気通信業務用
431301559 オンリーユー 非電気通信業務用
431301561 とさつばき 非電気通信業務用
431301563 ファンタジー 非電気通信業務用
431301565 あき丸 非電気通信業務用
431301566 第二十七室生丸 非電気通信業務用
431301567 そうや丸 非電気通信業務用
431301568 よしの 非電気通信業務用
431301571 王和丸 非電気通信業務用
431301573 秋津洲３ 非電気通信業務用
431301574 しまんと 非電気通信業務用
431301575 さんこう翼 非電気通信業務用
431301577 第二十一高砂丸 非電気通信業務用
431301579 第七十八千代丸 非電気通信業務用
431301583 第十一恵信丸 非電気通信業務用
431301584 ふき 非電気通信業務用
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431301586 第五十八住若丸 非電気通信業務用
431301587 だいわ丸 非電気通信業務用
431301588 第五明祐 非電気通信業務用
431301594 オアシス 非電気通信業務用
431301595 第二十一浪速丸 非電気通信業務用
431301596 月星丸 非電気通信業務用
431301598 関特丸 非電気通信業務用
431301601 第二十二旭豊丸 非電気通信業務用
431301603 ハーモニー 非電気通信業務用
431301604 豊善丸 非電気通信業務用
431301605 第二十大伸丸 非電気通信業務用
431301606 らいらっく 非電気通信業務用
431301607 第三十七室生丸 非電気通信業務用
431301608 しゅうほう 非電気通信業務用
431301609 第八大島丸 非電気通信業務用
431301611 ちばひかり 非電気通信業務用
431301612 瑞光丸 非電気通信業務用
431301614 フェアウィンド２ 非電気通信業務用
431301615 むろかぜ 非電気通信業務用
431301616 鶴良丸 非電気通信業務用
431301617 しんふぉにぃ 非電気通信業務用
431301618 立栄丸 非電気通信業務用
431301621 そらかぜ 非電気通信業務用
431301622 悠和丸 非電気通信業務用
431301623 第二十一ニッケル丸 非電気通信業務用
431301624 きづがわ 非電気通信業務用
431301625 早鷹丸 非電気通信業務用
431301626 第二関特丸 非電気通信業務用
431301627 あかし 非電気通信業務用
431301628 第拾福神丸 非電気通信業務用
431301629 ＨＩＲＯ 非電気通信業務用
431301631 泰晴丸 非電気通信業務用
431301632 おおみね 非電気通信業務用
431301633 みさき 非電気通信業務用
431301634 海興丸 非電気通信業務用
431301636 第十六栄丸 非電気通信業務用
431301637 ＤＲＡＧＯＮ　ＳＴＡＲ 非電気通信業務用
431301638 マリアテレサ 非電気通信業務用
431301639 くにふじ丸 非電気通信業務用
431301641 フェリーきょうと２ 非電気通信業務用
431301643 第二十六丸濱丸 非電気通信業務用
431301644 むねふじ 非電気通信業務用
431301645 第八明祐 非電気通信業務用
431301646 Ｌ．ＳＴＡＧＥⅢ 非電気通信業務用
431301647 ジェミニ 非電気通信業務用
431301648 フェリーふくおか２ 非電気通信業務用
431301651 高取丸 非電気通信業務用
431301652 ベルキャット 非電気通信業務用
431301653 メール　ドゥ　シタール 非電気通信業務用
431301655 第八なぎさ丸 非電気通信業務用
431301657 あやめ 非電気通信業務用
431301658 昭晴丸 非電気通信業務用
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431301659 ２８三協丸 非電気通信業務用
431301661 第八白洋丸 非電気通信業務用
431301662 はやて 非電気通信業務用
431301663 駿洋丸 非電気通信業務用
431301665 第五福和丸 非電気通信業務用
431301666 生田丸 非電気通信業務用
431301667 ひめじ 非電気通信業務用
431301668 ＷＩＮＤＹ 非電気通信業務用
431301669 第十明祐 非電気通信業務用
431301672 さんこう海竜 非電気通信業務用
431301673 ぬのびき 非電気通信業務用
431301674 やまと 非電気通信業務用
431301675 ゆめさき 非電気通信業務用
431301676 プレステージ３ 非電気通信業務用
431301677 エミュー２ 非電気通信業務用
431301678 ＫＯＳＹＯ 非電気通信業務用
431301679 つくし 非電気通信業務用
431301683 久星号 非電気通信業務用
431301685 ニューインター 非電気通信業務用
431301686 ＨＩＮＯＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431301687 新あわじ 非電気通信業務用
431301688 増銀丸 非電気通信業務用
431301689 第一明祐 非電気通信業務用
431301691 第一豊号 非電気通信業務用
431301693 海盛丸 非電気通信業務用
431301694 みらい 非電気通信業務用
431301695 すみふく丸 非電気通信業務用
431301696 第六竹丸 非電気通信業務用
431301697 周宝丸 非電気通信業務用
431301698 ひまわり５ 非電気通信業務用
431301699 第二十一福寿丸 非電気通信業務用
431301701 朋友 非電気通信業務用
431301702 富士 非電気通信業務用
431301703 第五幸伸丸 非電気通信業務用
431301704 ぎんが 非電気通信業務用
431301705 新星丸 非電気通信業務用
431301706 第二十三浪速丸 非電気通信業務用
431301707 日祥丸 非電気通信業務用
431301708 寧波海力８０３ 非電気通信業務用
431301709 パッシオーネ７ 非電気通信業務用
431301711 誠陽丸 非電気通信業務用
431301712 高田丸 非電気通信業務用
431301714 第十五旭豊丸 非電気通信業務用
431301716 こうや 非電気通信業務用
431301717 Ｄａｚｚｌｉｎｇ　Ｓｕｎ　Ⅲ 非電気通信業務用
431301718 祥暉丸 非電気通信業務用
431301719 マーベル２ 非電気通信業務用
431301721 第八青鷹 非電気通信業務用
431301722 第十八宝来丸 非電気通信業務用
431301723 たかひかり 非電気通信業務用
431301724 かさど丸 非電気通信業務用
431301725 しらさぎ 非電気通信業務用
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431301726 益栄丸 非電気通信業務用
431301729 ＹＡＭＡＴＯ 非電気通信業務用
431301732 共進丸 非電気通信業務用
431301734 ＤＡＩ　ＩＣＨＩ　ＨＯＴＥＬ 非電気通信業務用
431301735 はまなす 非電気通信業務用
431301736 あかしあ 非電気通信業務用
431301738 ＶＩＫＩＮＧ５２Ｃ 非電気通信業務用
431301739 功進丸 非電気通信業務用
431301742 Ｂｅ遊 非電気通信業務用
431301745 新旭豊丸 非電気通信業務用
431301746 共進丸 非電気通信業務用
431301747 ほだか丸 非電気通信業務用
431301748 第５旭丸 非電気通信業務用
431301749 エスポアールドゥアッシュ 非電気通信業務用
431301751 空海 非電気通信業務用
431301752 甲山丸 非電気通信業務用
431301753 マナクレア１ 非電気通信業務用
431301754 わかなつ 非電気通信業務用
431301756 ひたち丸 非電気通信業務用
431301757 新ひょうご 非電気通信業務用
431301758 ゆやま 非電気通信業務用
431301759 第五大栄丸 非電気通信業務用
431301761 第八興昇丸 非電気通信業務用
431301762 モスビュー 非電気通信業務用
431301763 コンパニオンシップ６ 非電気通信業務用
431301765 明盛丸 非電気通信業務用
431301766 しょうりゅう 非電気通信業務用
431301767 三和丸 非電気通信業務用
431301768 第十七喜久丸 非電気通信業務用
431301769 ＰｒｉｎｃｅｓｓＶｉｃｔｏｒｙ 非電気通信業務用
431301771 なさみ丸 非電気通信業務用
431301772 十八東洋丸 非電気通信業務用
431301773 第七光潤丸 非電気通信業務用
431301774 いずみ 非電気通信業務用
431301775 神晴丸 非電気通信業務用
431301776 ＮＯＲＴＨ　ＰＩＯＮＥＥＲ 非電気通信業務用
431301777 早国丸 非電気通信業務用
431301778 ありま丸 非電気通信業務用
431301779 治田丸 非電気通信業務用
431301781 ＣＡＮＯＮ 非電気通信業務用
431301782 くまの丸 非電気通信業務用
431301783 天和丸 非電気通信業務用
431301784 ＫＡＩＳＥＩ 非電気通信業務用
431301785 とさ丸 非電気通信業務用
431301786 弘輝丸 非電気通信業務用
431301787 シスター 非電気通信業務用
431301788 Ｐｏｌｅ　Ｐｏｌｅ 非電気通信業務用
431301791 あき丸 非電気通信業務用
431301792 セラヴィ７ 非電気通信業務用
431301793 たいほう丸 非電気通信業務用
431301794 さぬき丸 非電気通信業務用
431301795 たか丸 非電気通信業務用
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431301796 久邦丸 非電気通信業務用
431301797 コラーサ７７ 非電気通信業務用
431301798 清洲丸 非電気通信業務用
431301799 ＰＲＥＣＩＯＵＳ　ＢＬＵＥ 非電気通信業務用
431301801 コンパスローズ３世 非電気通信業務用
431301802 ふぁるこん 非電気通信業務用
431301803 玉子丸 非電気通信業務用
431301804 あわ丸 非電気通信業務用
431301805 ながと丸 非電気通信業務用
431301806 ＭＩＤＯＲＩ 非電気通信業務用
431301807 くろしお丸 非電気通信業務用
431301808 愛海 非電気通信業務用
431301809 Ｂｕｌａ 非電気通信業務用
431301811 ワイルドボア 非電気通信業務用
431301812 こうよう 非電気通信業務用
431301813 第二十八共進丸 非電気通信業務用
431301814 第四十一桝栄丸 非電気通信業務用
431301815 ＲＡＲＡⅡ 非電気通信業務用
431301816 たんご 非電気通信業務用
431301817 ＨＫＬヤマト 非電気通信業務用
431301818 武陽丸 非電気通信業務用
431301819 ふじしろ丸 非電気通信業務用
431301821 オーシャン、ドリーム０３３　５ 非電気通信業務用
431301822 マトリックスⅢ 非電気通信業務用
431301823 Ｄｒ．海洋 非電気通信業務用
431301824 ＭＡＶＥＲＩＣＫⅢ 非電気通信業務用
431301825 風来坊 非電気通信業務用
431301827 ＣｏｒｎｉｃｈｅⅡ 非電気通信業務用
431400002 太陽丸 非電気通信業務用
431400003 第二鶴汐丸 非電気通信業務用
431400004 環洋丸 非電気通信業務用
431400005 するが丸 非電気通信業務用
431400006 新力５ 非電気通信業務用
431400007 浪花丸 非電気通信業務用
431400009 瑞運丸 非電気通信業務用
431400014 弘安丸 非電気通信業務用
431400015 愛光丸 非電気通信業務用
431400016 たまびし丸 非電気通信業務用
431400017 第三隆昌丸 非電気通信業務用
431400018 第二十三伸興丸 非電気通信業務用
431400019 第三英裕丸 非電気通信業務用
431400021 神竜丸 非電気通信業務用
431400024 扇澪丸 非電気通信業務用
431400028 第五隆政丸 非電気通信業務用
431400029 さんかつら 非電気通信業務用
431400031 新丸岡丸 非電気通信業務用
431400034 第二十三浅川丸 非電気通信業務用
431400035 第二松豊丸 非電気通信業務用
431400036 聖朋丸 非電気通信業務用
431400037 昭華丸 非電気通信業務用
431400039 第八春陽丸 非電気通信業務用
431400043 安芸津丸 非電気通信業務用
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431400044 第一浦郷丸 非電気通信業務用
431400046 祐徳丸 非電気通信業務用
431400047 第二十三龍洋丸 非電気通信業務用
431400048 トクヤマ２１センチュリー 非電気通信業務用
431400049 雄大丸 非電気通信業務用
431400051 第十八愛廣丸 非電気通信業務用
431400053 明華丸 非電気通信業務用
431400058 第十大泰丸 非電気通信業務用
431400061 第２くろしお 非電気通信業務用
431400062 第二富士山丸 非電気通信業務用
431400063 第八十七海幸丸 非電気通信業務用
431400064 第六栄宝丸 非電気通信業務用
431400065 吉祥 非電気通信業務用
431400066 第七菱化丸 非電気通信業務用
431400067 眞聖丸 非電気通信業務用
431400069 第八曙丸 非電気通信業務用
431400071 第十一恭海丸 非電気通信業務用
431400073 昭豊丸 非電気通信業務用
431400074 芸南丸 非電気通信業務用
431400075 陽興丸 非電気通信業務用
431400076 新広雅丸 非電気通信業務用
431400077 レインボー 非電気通信業務用
431400079 日誠丸 非電気通信業務用
431400082 太平丸 非電気通信業務用
431400084 第八住力丸 非電気通信業務用
431400093 第三太陽丸 非電気通信業務用
431400094 第二十八龍洋丸 非電気通信業務用
431400095 第二十一旭豊丸 非電気通信業務用
431400096 日和丸 非電気通信業務用
431400098 あきかぜ 非電気通信業務用
431400099 第八日照丸 非電気通信業務用
431400101 第二太陽丸 非電気通信業務用
431400102 第五伸正丸 非電気通信業務用
431400105 第三観音丸 非電気通信業務用
431400106 第八星水丸 非電気通信業務用
431400107 第二さゆり丸 非電気通信業務用
431400108 第二十一光徳丸 非電気通信業務用
431400109 第三導丸 非電気通信業務用
431400111 住吉丸 非電気通信業務用
431400112 ひめつばき 非電気通信業務用
431400115 第二十五周宝丸 非電気通信業務用
431400116 鶴栄丸 非電気通信業務用
431400117 第八東海丸 非電気通信業務用
431400118 雄将丸 非電気通信業務用
431400119 第八観音丸 非電気通信業務用
431400121 竜良丸 非電気通信業務用
431400122 第二住星丸 非電気通信業務用
431400123 第八福徳丸 非電気通信業務用
431400124 宏洋丸 非電気通信業務用
431400125 せとかぜ 非電気通信業務用
431400126 富士川丸 非電気通信業務用
431400127 瑞祥丸 非電気通信業務用
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431400128 妙宝丸 非電気通信業務用
431400129 瑞光丸 非電気通信業務用
431400131 第二成和丸 非電気通信業務用
431400132 八洋丸 非電気通信業務用
431400133 寿光丸 非電気通信業務用
431400135 第二栄邦丸 非電気通信業務用
431400136 興陽丸 非電気通信業務用
431400137 広島丸 非電気通信業務用
431400141 せつ丸 非電気通信業務用
431400142 第二十八松島丸 非電気通信業務用
431400143 みやび 非電気通信業務用
431400144 第八長門丸 非電気通信業務用
431400145 第一敬神丸 非電気通信業務用
431400146 第八栄福丸 非電気通信業務用
431400148 喜秀丸 非電気通信業務用
431400149 成秀丸 非電気通信業務用
431400152 第十八霧島丸 非電気通信業務用
431400153 第八金正丸 非電気通信業務用
431400154 五号寿重丸 非電気通信業務用
431400155 泰和丸 非電気通信業務用
431400156 喜豊丸 非電気通信業務用
431400158 東平丸 非電気通信業務用
431400159 第三太陽丸 非電気通信業務用
431400161 海成丸 非電気通信業務用
431400162 あきつしま 非電気通信業務用
431400166 くがかぜ 非電気通信業務用
431400167 興徳丸 非電気通信業務用
431400168 第二雄豊丸 非電気通信業務用
431400169 松浦丸 非電気通信業務用
431400171 新住宝丸 非電気通信業務用
431400172 晶恵丸 非電気通信業務用
431400173 第八進洋丸 非電気通信業務用
431400174 けんざき 非電気通信業務用
431400175 第八十二東洋丸 非電気通信業務用
431400176 福友丸 非電気通信業務用
431400177 第八観音丸 非電気通信業務用
431400178 第十八宝運丸 非電気通信業務用
431400179 尚和丸 非電気通信業務用
431400181 興春丸 非電気通信業務用
431400182 第五ふじ丸 非電気通信業務用
431400183 栄徳丸 非電気通信業務用
431400185 恵光丸 非電気通信業務用
431400186 三洋丸 非電気通信業務用
431400187 吉祥丸 非電気通信業務用
431400189 第六わかば丸 非電気通信業務用
431400191 あたご丸 非電気通信業務用
431400192 第十二海幸丸 非電気通信業務用
431400193 勇幸丸 非電気通信業務用
431400194 聖和丸 非電気通信業務用
431400195 第二新宝丸 非電気通信業務用
431400197 光進丸 非電気通信業務用
431400198 第八宝松丸 非電気通信業務用
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431400201 盛厚丸 非電気通信業務用
431400202 五しんせい 非電気通信業務用
431400203 好栄丸 非電気通信業務用
431400205 光進丸 非電気通信業務用
431400206 第八鶴汐丸 非電気通信業務用
431400208 第二十三博晴丸 非電気通信業務用
431400209 第十八東亜丸 非電気通信業務用
431400211 第三松豊丸 非電気通信業務用
431400212 やまぶき 非電気通信業務用
431400213 第二十八英和丸 非電気通信業務用
431400214 御崎丸 非電気通信業務用
431400216 昭靖丸 非電気通信業務用
431400217 第二十五千代丸 非電気通信業務用
431400218 第五晶泉丸 非電気通信業務用
431400219 第八長運丸 非電気通信業務用
431400222 第十六山菱丸 非電気通信業務用
431400223 恒洋丸 非電気通信業務用
431400224 大黒丸 非電気通信業務用
431400226 第二幸栄丸 非電気通信業務用
431400227 第十八克丸 非電気通信業務用
431400228 光昇丸 非電気通信業務用
431400232 勇亀丸 非電気通信業務用
431400233 金福丸 非電気通信業務用
431400235 第五祐公丸 非電気通信業務用
431400236 第七いく丸 非電気通信業務用
431400237 さいわい丸 非電気通信業務用
431400238 高津川丸 非電気通信業務用
431400239 第七日興丸 非電気通信業務用
431400241 石宗丸 非電気通信業務用
431400243 第十一くれない丸 非電気通信業務用
431400244 第三近祥丸 非電気通信業務用
431400245 大島丸 非電気通信業務用
431400246 第十二宝勢丸 非電気通信業務用
431400251 久美丸 非電気通信業務用
431400252 泰平丸 非電気通信業務用
431400253 南宝丸 非電気通信業務用
431400254 第八新英丸 非電気通信業務用
431400255 あかつき２ 非電気通信業務用
431400256 豊永丸 非電気通信業務用
431400257 快星丸 非電気通信業務用
431400258 第十八親力丸 非電気通信業務用
431400259 秀幸丸 非電気通信業務用
431400261 第五近祥丸 非電気通信業務用
431400262 第三白運丸 非電気通信業務用
431400264 永田丸 非電気通信業務用
431400265 竹美丸 非電気通信業務用
431400266 平成丸 非電気通信業務用
431400267 第三十七玉力丸 非電気通信業務用
431400271 第二十二住力丸 非電気通信業務用
431400272 第十ニ松尾丸 非電気通信業務用
431400274 第五鶴吉丸 非電気通信業務用
431400275 あしかぜ 非電気通信業務用
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431400276 えりも丸 非電気通信業務用
431400278 さくら 非電気通信業務用
431400279 おとかぜ 非電気通信業務用
431400281 第五新宝丸 非電気通信業務用
431400282 ニューくにさき 非電気通信業務用
431400283 第二三恭丸 非電気通信業務用
431400285 第八明豊丸 非電気通信業務用
431400286 みずなみ 非電気通信業務用
431400287 第５００２いかり丸 非電気通信業務用
431400288 昭洋丸 非電気通信業務用
431400289 豊晃丸 非電気通信業務用
431400291 太平山丸 非電気通信業務用
431400293 第一オーナミ 非電気通信業務用
431400294 第五鳳竜丸 非電気通信業務用
431400295 あさひふじ 非電気通信業務用
431400296 第五先山丸 非電気通信業務用
431400297 第八白鳥丸 非電気通信業務用
431400298 ひろかぜ 非電気通信業務用
431400299 第三十住吉丸 非電気通信業務用
431400301 代ケ崎丸 非電気通信業務用
431400302 第十八久寶丸 非電気通信業務用
431400303 天神丸 非電気通信業務用
431400305 大黒丸 非電気通信業務用
431400306 第五栄福丸 非電気通信業務用
431400311 葛城丸 非電気通信業務用
431400312 日昇丸 非電気通信業務用
431400313 天将丸 非電気通信業務用
431400314 玄海 非電気通信業務用
431400316 第十一重福丸 非電気通信業務用
431400317 第十一月丸 非電気通信業務用
431400318 第三富栄丸 非電気通信業務用
431400323 天孝 非電気通信業務用
431400324 第六日興丸 非電気通信業務用
431400325 竹原丸 非電気通信業務用
431400327 悠勢丸 非電気通信業務用
431400328 隆政丸 非電気通信業務用
431400329 啓隆丸 非電気通信業務用
431400331 第十八金剛丸 非電気通信業務用
431400332 覺隆山丸 非電気通信業務用
431400333 福豊丸 非電気通信業務用
431400334 ともかぜ 非電気通信業務用
431400336 第二十六対州丸 非電気通信業務用
431400337 双葉丸 非電気通信業務用
431400341 貴生丸 非電気通信業務用
431400342 きびかぜ 非電気通信業務用
431400343 第二十一光丸 非電気通信業務用
431400344 第十菱化丸 非電気通信業務用
431400345 百合丸 非電気通信業務用
431400346 南風 非電気通信業務用
431400347 第二十五冨美丸 非電気通信業務用
431400348 第二かずりゅう 非電気通信業務用
431400349 とばせ 非電気通信業務用
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431400351 第壱大昭丸 非電気通信業務用
431400352 なちかぜ 非電気通信業務用
431400354 ニュー双葉 非電気通信業務用
431400355 第二永和丸 非電気通信業務用
431400356 第三興洋丸 非電気通信業務用
431400357 かつら 非電気通信業務用
431400358 第二山陽丸 非電気通信業務用
431400359 徳宝丸 非電気通信業務用
431400361 第八重福丸 非電気通信業務用
431400362 はくせい 非電気通信業務用
431400363 妙見丸 非電気通信業務用
431400364 第一福徳丸 非電気通信業務用
431400365 第一稲荷丸 非電気通信業務用
431400366 第三十一周宝丸 非電気通信業務用
431400367 萬栄 非電気通信業務用
431400368 第二誠徳 非電気通信業務用
431400369 すいりゅう 非電気通信業務用
431400373 平成丸 非電気通信業務用
431400374 豊洋丸 非電気通信業務用
431400375 第三登竜 非電気通信業務用
431400377 すさき丸 非電気通信業務用
431400378 第二十三徳栄丸 非電気通信業務用
431400381 第二広洋丸 非電気通信業務用
431400382 千代丸 非電気通信業務用
431400383 栄吉丸１０８ 非電気通信業務用
431400384 とりかぜ 非電気通信業務用
431400386 清丸 非電気通信業務用
431400388 菱洋丸 非電気通信業務用
431400389 昭祇丸 非電気通信業務用
431400391 かいおう 非電気通信業務用
431400392 天翔丸 非電気通信業務用
431400393 旭眞丸 非電気通信業務用
431400396 第五興峰丸 非電気通信業務用
431400397 しょうりゅう 非電気通信業務用
431400401 シャンティ 非電気通信業務用
431400402 青雲 非電気通信業務用
431400404 フェリーしらしま 非電気通信業務用
431400405 第二十一恭海丸 非電気通信業務用
431400407 ぎんが 非電気通信業務用
431400408 栄宝山丸 非電気通信業務用
431400409 伊勢丸 非電気通信業務用
431400412 松洋丸 非電気通信業務用
431400413 とさ 非電気通信業務用
431400414 おおよど 非電気通信業務用
431400415 とうしん 非電気通信業務用
431400416 晴麗丸 非電気通信業務用
431400418 豊洋丸 非電気通信業務用
431400419 麗洋 非電気通信業務用
431400421 第三すみせ丸 非電気通信業務用
431400422 翻運丸 非電気通信業務用
431400424 セキホウ 非電気通信業務用
431400425 あいりゅう 非電気通信業務用
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431400426 宝徳丸 非電気通信業務用
431400427 第二十六冨美丸 非電気通信業務用
431400428 海運丸 非電気通信業務用
431400429 はやせと 非電気通信業務用
431400432 第八光昌丸 非電気通信業務用
431400433 第八松快丸 非電気通信業務用
431400434 美島エクスプレス 非電気通信業務用
431400435 第一宝勢丸 非電気通信業務用
431400436 第八島光丸 非電気通信業務用
431400438 誠徳 非電気通信業務用
431400439 泰山 非電気通信業務用
431400441 第二十八勢寶丸 非電気通信業務用
431400442 鴎進丸 非電気通信業務用
431400443 第二十一仁洋丸 非電気通信業務用
431400444 第二十二仁洋丸 非電気通信業務用
431400446 第八末広丸 非電気通信業務用
431400448 第八惠信丸 非電気通信業務用
431400449 菱徳丸 非電気通信業務用
431400451 十八共同丸 非電気通信業務用
431400452 第二十三浜栄丸 非電気通信業務用
431400453 宝運丸 非電気通信業務用
431400455 第三ほうえい 非電気通信業務用
431400456 第十一繁栄丸 非電気通信業務用
431400457 ニューたいこう 非電気通信業務用
431400458 神協丸 非電気通信業務用
431400461 新川丸 非電気通信業務用
431400467 暁丸 非電気通信業務用
431400468 大盛丸 非電気通信業務用
431400469 やまふじ 非電気通信業務用
431400471 第十萬栄丸 非電気通信業務用
431400474 大黒丸 非電気通信業務用
431400475 新星丸 非電気通信業務用
431400476 さやま２ 非電気通信業務用
431400477 ほくしん丸 非電気通信業務用
431400478 第十五浜幸丸 非電気通信業務用
431400479 やさか 非電気通信業務用
431400482 泰平丸 非電気通信業務用
431400483 第三崎陽丸 非電気通信業務用
431400485 第十友昇丸 非電気通信業務用
431400486 第十博晴丸 非電気通信業務用
431400487 第一トクヤマ 非電気通信業務用
431400488 まつうら 非電気通信業務用
431400491 新豊洋丸 非電気通信業務用
431400493 第三青鷹 非電気通信業務用
431400494 聖幸丸 非電気通信業務用
431400495 金力丸 非電気通信業務用
431400496 第十八光邦丸 非電気通信業務用
431400497 ニューみさき 非電気通信業務用
431400498 第参拾福丸 非電気通信業務用
431400499 六和丸 非電気通信業務用
431400501 第十八和丸 非電気通信業務用
431400504 栄和 非電気通信業務用
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431400508 第二ぷりんす丸 非電気通信業務用
431400509 明芳丸 非電気通信業務用
431400511 大崎丸 非電気通信業務用
431400512 日東丸 非電気通信業務用
431400513 第二十八宝運丸 非電気通信業務用
431400514 昭眞丸 非電気通信業務用
431400515 第三十五伸興丸 非電気通信業務用
431400516 むつぎく 非電気通信業務用
431400517 吉祥丸 非電気通信業務用
431400518 第拾八豊栄丸 非電気通信業務用
431400519 第八萬吉丸 非電気通信業務用
431400521 晶泉丸 非電気通信業務用
431400523 成邦丸 非電気通信業務用
431400524 第三鏡進丸 非電気通信業務用
431400525 第五福吉丸 非電気通信業務用
431400526 せと 非電気通信業務用
431400529 菱伸丸 非電気通信業務用
431400531 第二あたご丸 非電気通信業務用
431400532 第五啓陽丸 非電気通信業務用
431400533 ときなみ 非電気通信業務用
431400534 第八浪花丸 非電気通信業務用
431400535 幸運丸 非電気通信業務用
431400536 三社丸 非電気通信業務用
431400537 神峰 非電気通信業務用
431400538 清栄丸 非電気通信業務用
431400539 第三清丸 非電気通信業務用
431400541 徳鳳丸 非電気通信業務用
431400542 東央丸 非電気通信業務用
431400543 第五勇進丸 非電気通信業務用
431400544 第三十六親力丸 非電気通信業務用
431400545 長悦丸 非電気通信業務用
431400548 新愛徳 非電気通信業務用
431400549 第八弘栄丸 非電気通信業務用
431400553 はまぎく 非電気通信業務用
431400554 さかえ丸２ 非電気通信業務用
431400556 おさかぜ 非電気通信業務用
431400557 第十一大日丸 非電気通信業務用
431400558 第八新辰丸 非電気通信業務用
431400559 第八ながと丸 非電気通信業務用
431400561 かわかぜ 非電気通信業務用
431400563 梵天丸 非電気通信業務用
431400564 第七福神丸 非電気通信業務用
431400566 第八よし丸 非電気通信業務用
431400567 第五秀栄丸 非電気通信業務用
431400568 大建丸 非電気通信業務用
431400569 第二日宝丸 非電気通信業務用
431400571 徳祥 非電気通信業務用
431400573 金生丸 非電気通信業務用
431400575 第十五福寿丸 非電気通信業務用
431400576 富士丸 非電気通信業務用
431400579 ニューつるさき 非電気通信業務用
431400581 萬周丸 非電気通信業務用
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431400582 ちょうえい 非電気通信業務用
431400584 第六あけぼの丸 非電気通信業務用
431400585 海成丸 非電気通信業務用
431400586 第十二弘栄丸 非電気通信業務用
431400588 第三若島丸 非電気通信業務用
431400589 日昌丸 非電気通信業務用
431400591 第十八住宝丸 非電気通信業務用
431400592 晃久丸 非電気通信業務用
431400593 日産丸 非電気通信業務用
431400594 八幡丸 非電気通信業務用
431400596 第一大黒丸 非電気通信業務用
431400597 力栄 非電気通信業務用
431400598 雪風 非電気通信業務用
431400599 しんざん 非電気通信業務用
431400601 くずりゅう 非電気通信業務用
431400602 第五太陽丸 非電気通信業務用
431400603 東福丸 非電気通信業務用
431400604 はりま２１ 非電気通信業務用
431400605 第一金比羅丸 非電気通信業務用
431400606 第一鶴吉丸 非電気通信業務用
431400607 第八福集丸 非電気通信業務用
431400608 しづき 非電気通信業務用
431400609 第二十五すみせ丸 非電気通信業務用
431400611 東興丸 非電気通信業務用
431400612 第二十五住力丸 非電気通信業務用
431400613 第二十一大新丸 非電気通信業務用
431400616 海晴丸 非電気通信業務用
431400617 三萬吉３ 非電気通信業務用
431400618 第三りょううん 非電気通信業務用
431400619 高秀丸 非電気通信業務用
431400621 さんこう２ 非電気通信業務用
431400622 大福丸 非電気通信業務用
431400624 さんべ 非電気通信業務用
431400625 第十日徳丸 非電気通信業務用
431400626 北隆丸 非電気通信業務用
431400629 美和丸 非電気通信業務用
431400631 新日丸 非電気通信業務用
431400632 鴻丸 非電気通信業務用
431400633 旭神丸 非電気通信業務用
431400634 みさを丸 非電気通信業務用
431400635 わかたか 非電気通信業務用
431400636 せいふう 非電気通信業務用
431400637 新英寛 非電気通信業務用
431400638 風の子 非電気通信業務用
431400639 英和丸 非電気通信業務用
431400641 鳳神丸 非電気通信業務用
431400642 第二十一栄福丸 非電気通信業務用
431400644 紺碧 非電気通信業務用
431400648 第二十五伸興丸 非電気通信業務用
431400649 第十一にちあす丸 非電気通信業務用
431400651 イースタンエース 非電気通信業務用
431400654 第十海幸丸 非電気通信業務用
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431400657 勇幸丸 非電気通信業務用
431400661 みほぎく 非電気通信業務用
431400663 たまひかり 非電気通信業務用
431400667 はざくら 非電気通信業務用
431400668 からたち 非電気通信業務用
431400669 しまぎり 非電気通信業務用
431400672 ロサ　ルゴサ 非電気通信業務用
431400673 せきうん 非電気通信業務用
431400674 せきひかり 非電気通信業務用
431400676 第二十安芸丸 非電気通信業務用
431400678 秀洋丸 非電気通信業務用
431400679 第八晃山丸 非電気通信業務用
431400681 第八安芸津丸 非電気通信業務用
431400682 鋼運２１ 非電気通信業務用
431400685 第二興石丸 非電気通信業務用
431400687 やまぎく 非電気通信業務用
431400689 神威丸 非電気通信業務用
431400691 しんかずりゅう 非電気通信業務用
431400692 第七十五恭海丸 非電気通信業務用
431400699 明宝丸 非電気通信業務用
431400702 三王丸 非電気通信業務用
431400703 第八十五福吉丸 非電気通信業務用
431400704 成洋丸 非電気通信業務用
431400705 第五睦和丸 非電気通信業務用
431400706 第５００３いかり丸 非電気通信業務用
431400707 慶和丸 非電気通信業務用
431400709 第五登竜 非電気通信業務用
431400711 飛鳥丸 非電気通信業務用
431400712 しんせと 非電気通信業務用
431400715 新栄丸 非電気通信業務用
431400718 第五十五栄宝丸 非電気通信業務用
431400719 ニュー維新 非電気通信業務用
431400721 第十六福寿丸 非電気通信業務用
431400722 弥生丸 非電気通信業務用
431400725 第七越山丸 非電気通信業務用
431400726 第十八光洋丸 非電気通信業務用
431400727 第二十一東鋼丸 非電気通信業務用
431400728 東ソ丸 非電気通信業務用
431400729 第三十恭海丸 非電気通信業務用
431400731 広栄丸 非電気通信業務用
431400732 美祢丸 非電気通信業務用
431400733 新瑞祥丸 非電気通信業務用
431400734 第二十八冨美丸 非電気通信業務用
431400735 ３かめりあ 非電気通信業務用
431400739 第二大洋丸 非電気通信業務用
431400742 幸生丸 非電気通信業務用
431400743 祥鳳丸 非電気通信業務用
431400744 第三更賜丸 非電気通信業務用
431400745 信勝丸 非電気通信業務用
431400747 祥雲丸 非電気通信業務用
431400748 平成丸 非電気通信業務用
431400749 第二大和丸 非電気通信業務用
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431400751 大仁丸 非電気通信業務用
431400753 第五あけぼの丸 非電気通信業務用
431400754 第五冨貴丸 非電気通信業務用
431400756 第三共力丸 非電気通信業務用
431400758 寶海丸 非電気通信業務用
431400759 福與丸 非電気通信業務用
431400761 第二共福丸 非電気通信業務用
431400763 安全丸 非電気通信業務用
431400764 宝生丸 非電気通信業務用
431400765 日光丸 非電気通信業務用
431400766 福宝丸 非電気通信業務用
431400767 大福丸 非電気通信業務用
431400768 三帝丸 非電気通信業務用
431400769 げんせき 非電気通信業務用
431400771 清勝丸 非電気通信業務用
431400772 祇園丸 非電気通信業務用
431400773 福昌丸 非電気通信業務用
431400774 加茂川丸 非電気通信業務用
431400775 明信丸 非電気通信業務用
431400777 恵長丸 非電気通信業務用
431400778 第三十一宇野丸 非電気通信業務用
431400779 第三十三宇野丸 非電気通信業務用
431400784 宝伸丸 非電気通信業務用
431400787 昇運丸 非電気通信業務用
431400791 さぬき 非電気通信業務用
431400792 とさ 非電気通信業務用
431400797 大成丸 非電気通信業務用
431400798 第二十八伸興丸 非電気通信業務用
431400801 光春丸 非電気通信業務用
431400802 みすみ 非電気通信業務用
431400803 てくのす 非電気通信業務用
431400806 洋和丸 非電気通信業務用
431400816 フォルテ 非電気通信業務用
431400817 永和丸 非電気通信業務用
431400818 興宝丸 非電気通信業務用
431400819 第八天祐丸 非電気通信業務用
431400822 新永丸 非電気通信業務用
431400823 第三十二共和丸 非電気通信業務用
431400824 第六英寛 非電気通信業務用
431400825 第八海祥丸 非電気通信業務用
431400827 あき 非電気通信業務用
431400831 第十三浅川丸 非電気通信業務用
431400833 第五陽周丸 非電気通信業務用
431400836 陽信丸 非電気通信業務用
431400837 熊野丸 非電気通信業務用
431400838 第七興栄丸 非電気通信業務用
431400839 第一網代丸 非電気通信業務用
431400841 第二網代丸 非電気通信業務用
431400842 新宝丸 非電気通信業務用
431400843 幸伸丸 非電気通信業務用
431400844 第十八長門丸 非電気通信業務用
431400845 第十五あおい丸 非電気通信業務用
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431400846 住徳丸 非電気通信業務用
431400851 幸進丸 非電気通信業務用
431400852 鶴城丸 非電気通信業務用
431400853 第八愛廣丸 非電気通信業務用
431400854 第二菱化丸 非電気通信業務用
431400858 新天神丸 非電気通信業務用
431400859 八伸星 非電気通信業務用
431400861 正運丸 非電気通信業務用
431400862 第五神力丸 非電気通信業務用
431400863 第三鈴鹿丸 非電気通信業務用
431400865 第一平成丸 非電気通信業務用
431400866 松豊丸 非電気通信業務用
431400867 第五栄政丸 非電気通信業務用
431400871 英省丸 非電気通信業務用
431400872 さんこう丸 非電気通信業務用
431400873 第五神力丸 非電気通信業務用
431400875 新冨士川丸 非電気通信業務用
431400878 第五東長丸 非電気通信業務用
431400882 眞和丸 非電気通信業務用
431400883 北星丸 非電気通信業務用
431400884 啓陽丸 非電気通信業務用
431400885 雄豊丸 非電気通信業務用
431400886 第十一太陽丸 非電気通信業務用
431400888 第二東央丸 非電気通信業務用
431400889 雄成丸 非電気通信業務用
431400891 第八十八昭栄丸 非電気通信業務用
431400892 豊福丸 非電気通信業務用
431400893 菱豊丸 非電気通信業務用
431400895 第六菱洋丸 非電気通信業務用
431400896 Ｃ．Ｓ．のぞみ 非電気通信業務用
431400901 きょうりき 非電気通信業務用
431400902 日徳丸 非電気通信業務用
431400904 第七光洋丸 非電気通信業務用
431400907 第十二東洋丸 非電気通信業務用
431400908 霞陽丸 非電気通信業務用
431400911 伯耆 非電気通信業務用
431400913 第六大宮丸 非電気通信業務用
431400914 第二若島丸 非電気通信業務用
431400918 清春丸 非電気通信業務用
431400919 第一あかつき 非電気通信業務用
431400924 貴春丸 非電気通信業務用
431400931 第八十八さだ丸 非電気通信業務用
431400933 四阪丸 非電気通信業務用
431400934 うの丸 非電気通信業務用
431400935 五洋丸 非電気通信業務用
431400936 黒瀬丸 非電気通信業務用
431400937 東晃丸 非電気通信業務用
431400939 武庫丸 非電気通信業務用
431400941 天常丸 非電気通信業務用
431400942 辰巳丸 非電気通信業務用
431400943 さかえ丸 非電気通信業務用
431400945 神春丸 非電気通信業務用
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431400946 備後丸 非電気通信業務用
431400947 鳳翔丸 非電気通信業務用
431400948 春日丸 非電気通信業務用
431400949 金栄丸 非電気通信業務用
431400951 第十金寿丸 非電気通信業務用
431400954 大洋丸 非電気通信業務用
431400955 第三十六一丸 非電気通信業務用
431400956 重宝丸 非電気通信業務用
431400957 第三清幸丸 非電気通信業務用
431400958 大政丸 非電気通信業務用
431400959 第十八光徳丸 非電気通信業務用
431400961 びんご丸 非電気通信業務用
431400964 第八正和丸 非電気通信業務用
431400966 第二十二金栄丸 非電気通信業務用
431400967 太陽丸 非電気通信業務用
431400968 明宝丸 非電気通信業務用
431400969 第八裕丸 非電気通信業務用
431400972 しらふじ丸 非電気通信業務用
431400973 ほうふ 非電気通信業務用
431400978 第八昭和丸 非電気通信業務用
431400981 松竜丸 非電気通信業務用
431400982 八竜丸 非電気通信業務用
431400984 第六浦郷丸 非電気通信業務用
431400988 第八菱化丸 非電気通信業務用
431400989 第八勝進丸 非電気通信業務用
431400992 東成 非電気通信業務用
431400993 第十八大新丸 非電気通信業務用
431400995 康洋丸 非電気通信業務用
431400996 蛭子丸 非電気通信業務用
431400997 第十一大新丸 非電気通信業務用
431400999 日吉丸 非電気通信業務用
431401003 第二海誠丸 非電気通信業務用
431401009 第十八春日丸 非電気通信業務用
431401011 曹隆丸 非電気通信業務用
431401012 第八東亜丸 非電気通信業務用
431401015 第三明華丸 非電気通信業務用
431401017 第十一菱化丸 非電気通信業務用
431401026 第七海光丸 非電気通信業務用
431401027 ラ、ガルサ 非電気通信業務用
431401029 第三喜隆丸 非電気通信業務用
431401031 第二十三有昌丸 非電気通信業務用
431401034 第二東栄丸 非電気通信業務用
431401035 第八興栄丸 非電気通信業務用
431401036 中春丸 非電気通信業務用
431401041 第十二千陽丸 非電気通信業務用
431401043 あき丸 非電気通信業務用
431401048 住吉丸 非電気通信業務用
431401051 清安丸 非電気通信業務用
431401053 第三十六光輝丸 非電気通信業務用
431401055 赤崎 非電気通信業務用
431401056 第七十八祐生丸 非電気通信業務用
431401057 第二祐生丸 非電気通信業務用
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431401058 第三栄盛丸 非電気通信業務用
431401059 清竜丸 非電気通信業務用
431401061 第三春陽丸 非電気通信業務用
431401062 びぜん丸 非電気通信業務用
431401063 菱川丸 非電気通信業務用
431401069 吉広丸 非電気通信業務用
431401071 大丸 非電気通信業務用
431401073 三宣丸 非電気通信業務用
431401075 第二東明丸 非電気通信業務用
431401079 大倉丸 非電気通信業務用
431401081 清福丸 非電気通信業務用
431401082 第三喜代丸 非電気通信業務用
431401083 第三幸栄丸 非電気通信業務用
431401086 泰平丸 非電気通信業務用
431401087 第八東邦丸 非電気通信業務用
431401088 日章丸 非電気通信業務用
431401089 第八大昭丸 非電気通信業務用
431401091 第十八栄進丸 非電気通信業務用
431401094 ニューしんこう丸 非電気通信業務用
431401097 慶有丸 非電気通信業務用
431401098 東周丸 非電気通信業務用
431401099 かわちまる 非電気通信業務用
431401101 東春丸 非電気通信業務用
431401102 第一大光丸 非電気通信業務用
431401103 鶴里丸 非電気通信業務用
431401104 白水丸 非電気通信業務用
431401105 第八昭栄丸 非電気通信業務用
431401106 第七昭栄丸 非電気通信業務用
431401107 高須丸 非電気通信業務用
431401108 長運丸 非電気通信業務用
431401109 こんぴら２ 非電気通信業務用
431401111 ＳＦ－５０ 非電気通信業務用
431401116 進光丸 非電気通信業務用
431401118 天正丸 非電気通信業務用
431401122 天侑丸 非電気通信業務用
431401125 東啓丸 非電気通信業務用
431401127 第十一山菱丸 非電気通信業務用
431401131 第八勇進丸 非電気通信業務用
431401132 明風 非電気通信業務用
431401134 第十八浜栄丸 非電気通信業務用
431401135 第七海幸丸 非電気通信業務用
431401138 第三十六海幸丸 非電気通信業務用
431401139 くぼて 非電気通信業務用
431401143 清栄丸 非電気通信業務用
431401144 第二十三寶洋丸 非電気通信業務用
431401147 第二東洋丸 非電気通信業務用
431401149 ピース２ 非電気通信業務用
431401151 清興丸 非電気通信業務用
431401153 第三十一御嶽丸 非電気通信業務用
431401154 第一西野丸 非電気通信業務用
431401156 菱水丸 非電気通信業務用
431401158 第六海幸丸 非電気通信業務用
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431401159 第二海幸丸 非電気通信業務用
431401161 第三十三海幸丸 非電気通信業務用
431401166 第十一福吉丸 非電気通信業務用
431401168 新光丸 非電気通信業務用
431401171 新東明丸 非電気通信業務用
431401172 第一あけぼの丸 非電気通信業務用
431401173 第二あけぼの丸 非電気通信業務用
431401174 第十六海幸丸 非電気通信業務用
431401175 第十七海幸丸 非電気通信業務用
431401176 第六十六浦郷丸 非電気通信業務用
431401177 漁連丸 非電気通信業務用
431401178 東洋丸 非電気通信業務用
431401179 菱心 非電気通信業務用
431401181 第十五らん丸 非電気通信業務用
431401192 第二十八わかば丸 非電気通信業務用
431401195 第三十一大昭丸 非電気通信業務用
431401201 第一鋼運丸 非電気通信業務用
431401204 第三大勘丸 非電気通信業務用
431401205 第二協幸丸 非電気通信業務用
431401211 南月 非電気通信業務用
431401212 第六十五吉勝丸 非電気通信業務用
431401213 第拾八玉吉丸 非電気通信業務用
431401214 第六拾明神丸 非電気通信業務用
431401215 第十八光進丸 非電気通信業務用
431401216 第十三恭海丸 非電気通信業務用
431401218 第二龍王丸 非電気通信業務用
431401219 第二永福丸 非電気通信業務用
431401222 レインボー２ 非電気通信業務用
431401224 第六旭豊丸 非電気通信業務用
431401225 徳陽丸 非電気通信業務用
431401227 ほうりん丸 非電気通信業務用
431401231 第二日興丸 非電気通信業務用
431401236 さかえ丸 非電気通信業務用
431401237 第三十二新東丸 非電気通信業務用
431401238 第三十一新東丸 非電気通信業務用
431401239 第二十一新東丸 非電気通信業務用
431401243 第六新東丸 非電気通信業務用
431401244 日之出丸 非電気通信業務用
431401247 日南丸 非電気通信業務用
431401248 第七青龍丸 非電気通信業務用
431401249 寛栄丸 非電気通信業務用
431401251 第十三協立丸 非電気通信業務用
431401258 第十一仁洋丸 非電気通信業務用
431401259 第十二仁洋丸 非電気通信業務用
431401261 第一安成丸 非電気通信業務用
431401262 第二安成丸 非電気通信業務用
431401263 海福丸 非電気通信業務用
431401264 聖東丸 非電気通信業務用
431401266 第一いく丸 非電気通信業務用
431401267 第十五恭海丸 非電気通信業務用
431401268 第十一利丸 非電気通信業務用
431401269 第二十五徳誉丸 非電気通信業務用
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431401271 さかえ丸 非電気通信業務用
431401272 第二陽周丸 非電気通信業務用
431401273 第十八明陽丸 非電気通信業務用
431401274 第十一あけぼの丸 非電気通信業務用
431401275 第十二あけぼの丸 非電気通信業務用
431401276 西山丸 非電気通信業務用
431401277 第七十五幸順丸 非電気通信業務用
431401278 第五十一祐生丸 非電気通信業務用
431401283 力丸 非電気通信業務用
431401286 第一八束丸 非電気通信業務用
431401287 第二八束丸 非電気通信業務用
431401289 第七弘栄丸 非電気通信業務用
431401291 第七十八東洋丸 非電気通信業務用
431401293 第二中興丸 非電気通信業務用
431401298 第十一昭栄丸 非電気通信業務用
431401307 第十三暉祥丸 非電気通信業務用
431401308 第十五暉祥丸 非電気通信業務用
431401309 第一暉祥丸 非電気通信業務用
431401311 第二暉祥丸 非電気通信業務用
431401316 第八大洋丸 非電気通信業務用
431401318 徳継丸 非電気通信業務用
431401319 大成丸 非電気通信業務用
431401321 晴祥丸 非電気通信業務用
431401328 第十二新東丸 非電気通信業務用
431401335 清山丸 非電気通信業務用
431401336 第５００１いかり丸 非電気通信業務用
431401338 宮吉丸 非電気通信業務用
431401341 第十二春日丸 非電気通信業務用
431401342 第一中央丸 非電気通信業務用
431401344 太陽丸 非電気通信業務用
431401346 八晄丸 非電気通信業務用
431401347 第三八宝丸 非電気通信業務用
431401348 盛興丸 非電気通信業務用
431401349 第二十八住栄丸 非電気通信業務用
431401354 第一わかばまる 非電気通信業務用
431401355 第三十三大濵丸 非電気通信業務用
431401357 第八住吉丸 非電気通信業務用
431401363 クロシオ 非電気通信業務用
431401364 第十養徳丸 非電気通信業務用
431401365 第八幸榮丸 非電気通信業務用
431401367 第七駿翔丸 非電気通信業務用
431401369 第十七恭海丸 非電気通信業務用
431401374 第三十八常盤丸 非電気通信業務用
431401375 有帆 非電気通信業務用
431401376 繁好丸 非電気通信業務用
431401379 第十八わかば丸 非電気通信業務用
431401384 千和丸 非電気通信業務用
431401385 第三十二やよい丸 非電気通信業務用
431401386 第八十一盛勝丸 非電気通信業務用
431401387 第三十八共幸丸 非電気通信業務用
431401388 第五浦郷丸 非電気通信業務用
431401389 第八浦郷丸 非電気通信業務用
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431401393 第一海幸丸 非電気通信業務用
431401396 第二十三海幸丸 非電気通信業務用
431401398 第六十八漁徳丸 非電気通信業務用
431401399 第五十八栄丸 非電気通信業務用
431401401 第七十八盛勝丸 非電気通信業務用
431401402 第五十二簸川丸 非電気通信業務用
431401403 第五十一簸川丸 非電気通信業務用
431401404 第五海幸丸 非電気通信業務用
431401405 第八海幸丸 非電気通信業務用
431401406 第三松栄丸 非電気通信業務用
431401407 第五松栄丸 非電気通信業務用
431401408 第十三松栄丸 非電気通信業務用
431401409 第十五松栄丸 非電気通信業務用
431401411 清昭丸 非電気通信業務用
431401412 第三光洋丸 非電気通信業務用
431401413 第五鈴鹿丸 非電気通信業務用
431401415 松宝丸 非電気通信業務用
431401416 第八明神丸 非電気通信業務用
431401417 第三十二やよい丸 非電気通信業務用
431401419 第十八利丸 非電気通信業務用
431401421 第二十二東洋丸 非電気通信業務用
431401424 東泰丸 非電気通信業務用
431401427 第八大岩丸 非電気通信業務用
431401428 第六十八西野丸 非電気通信業務用
431401431 第七十八隆昌丸 非電気通信業務用
431401432 第八栄進丸 非電気通信業務用
431401434 第五十八住吉丸 非電気通信業務用
431401435 第八広福丸 非電気通信業務用
431401436 第１８徳誉丸 非電気通信業務用
431401437 やましろ 非電気通信業務用
431401441 第七住力丸 非電気通信業務用
431401442 香奈丸 非電気通信業務用
431401443 北伸丸 非電気通信業務用
431401446 東明丸 非電気通信業務用
431401448 とくひろ 非電気通信業務用
431401449 第五大竜丸 非電気通信業務用
431401451 一成 非電気通信業務用
431401452 江汐 非電気通信業務用
431401453 新日徳丸 非電気通信業務用
431401456 ニッコウ６ 非電気通信業務用
431401457 第三昌宝丸 非電気通信業務用
431401458 第五十五博晴丸 非電気通信業務用
431401462 宝吉丸 非電気通信業務用
431401467 第五興栄丸 非電気通信業務用
431401468 しおかぜ 非電気通信業務用
431401469 大祐丸 非電気通信業務用
431401472 霧島丸 非電気通信業務用
431401476 第八信栄丸 非電気通信業務用
431401477 新幸栄 非電気通信業務用
431401481 第三いづみ丸 非電気通信業務用
431401482 第五豊栄丸 非電気通信業務用
431401483 新観音丸 非電気通信業務用
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431401485 早鞆丸 非電気通信業務用
431401488 第三芸安丸 非電気通信業務用
431401491 第五住吉丸 非電気通信業務用
431401492 第二大昭丸 非電気通信業務用
431401493 第二鳥取丸 非電気通信業務用
431401495 第十神福丸 非電気通信業務用
431401501 鳳山丸 非電気通信業務用
431401504 第十八盛栄丸 非電気通信業務用
431401505 第三晃山丸 非電気通信業務用
431401507 第八盛隆丸 非電気通信業務用
431401512 旭生丸 非電気通信業務用
431401513 第三新生丸 非電気通信業務用
431401514 第十五山陽丸 非電気通信業務用
431401515 瑞興丸 非電気通信業務用
431401518 興安丸 非電気通信業務用
431401524 りょうせい 非電気通信業務用
431401525 幸盛丸 非電気通信業務用
431401526 日喜丸 非電気通信業務用
431401527 第二十六住宝丸 非電気通信業務用
431401533 第八正宝丸 非電気通信業務用
431401536 昭星丸 非電気通信業務用
431401539 第六光洋丸 非電気通信業務用
431401541 豊洋丸 非電気通信業務用
431401542 第八大祐丸 非電気通信業務用
431401543 ２おやりき 非電気通信業務用
431401544 おやりき 非電気通信業務用
431401545 第五鹿島丸 非電気通信業務用
431401547 第八天常丸 非電気通信業務用
431401553 海福丸 非電気通信業務用
431401554 第八拾八栄吉丸 非電気通信業務用
431401555 マリン１号 非電気通信業務用
431401557 第一神勢丸 非電気通信業務用
431401558 天陽丸 非電気通信業務用
431401563 栄宝丸 非電気通信業務用
431401567 第五ちとせ丸 非電気通信業務用
431401568 昇平丸 非電気通信業務用
431401571 裕洋丸 非電気通信業務用
431401572 さくら丸 非電気通信業務用
431401576 第八光洋丸 非電気通信業務用
431401582 第十一喜美丸 非電気通信業務用
431401583 天成丸 非電気通信業務用
431401584 白鳳丸 非電気通信業務用
431401586 加寿賀丸 非電気通信業務用
431401588 第八和丸 非電気通信業務用
431401591 三共丸 非電気通信業務用
431401594 久吉丸 非電気通信業務用
431401596 第二十五恭海丸 非電気通信業務用
431401601 第十五伸興丸 非電気通信業務用
431401602 山陽丸 非電気通信業務用
431401604 海若丸 非電気通信業務用
431401609 第二十八日祥丸 非電気通信業務用
431401611 第三姫島 非電気通信業務用
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431401614 光陽丸 非電気通信業務用
431401616 泰山丸 非電気通信業務用
431401622 第五近洋丸 非電気通信業務用
431401623 観音丸 非電気通信業務用
431401624 生長丸 非電気通信業務用
431401627 第三十二吉勝丸 非電気通信業務用
431401628 第三十八親浩丸 非電気通信業務用
431401633 神洋丸 非電気通信業務用
431401636 鹿児島エキスプレス 非電気通信業務用
431401642 ひろかい 非電気通信業務用
431401645 清竜丸 非電気通信業務用
431401646 フェリーくにが 非電気通信業務用
431401647 若吉丸 非電気通信業務用
431401649 第三十一宇野丸 非電気通信業務用
431401651 第三十三宇野丸 非電気通信業務用
431401652 第五海幸丸 非電気通信業務用
431401653 第八海幸丸 非電気通信業務用
431401654 北南丸 非電気通信業務用
431401656 第５００５いかり丸 非電気通信業務用
431401659 第十八長宝丸 非電気通信業務用
431401663 第三日鋼丸 非電気通信業務用
431401667 慶洋丸 非電気通信業務用
431401668 大伸丸 非電気通信業務用
431401669 鴻洋丸 非電気通信業務用
431401671 豊和丸 非電気通信業務用
431401672 第三伸正丸 非電気通信業務用
431401674 第二十二事代丸 非電気通信業務用
431401675 第六十二天祐丸 非電気通信業務用
431401676 第八金生丸 非電気通信業務用
431401677 第八共和丸 非電気通信業務用
431401678 あき丸 非電気通信業務用
431401681 大和丸 非電気通信業務用
431401685 第十八和丸 非電気通信業務用
431401686 福徳丸 非電気通信業務用
431401688 大興丸 非電気通信業務用
431401689 第八協和丸 非電気通信業務用
431401694 第二十三光洋丸 非電気通信業務用
431401696 第八和丸 非電気通信業務用
431401702 第七泰世丸 非電気通信業務用
431401703 第八泰世丸 非電気通信業務用
431401708 第二英裕丸 非電気通信業務用
431401709 石栄丸 非電気通信業務用
431401715 第八光洋丸 非電気通信業務用
431401718 第壱平成丸 非電気通信業務用
431401719 麗女丸 非電気通信業務用
431401721 第八幸福丸 非電気通信業務用
431401723 第一有明丸 非電気通信業務用
431401725 第十七対州丸 非電気通信業務用
431401726 第二十五関門丸 非電気通信業務用
431401729 寿和丸 非電気通信業務用
431401733 長久丸 非電気通信業務用
431401735 第八駿翔丸 非電気通信業務用



181 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431401739 伸社丸 非電気通信業務用
431401741 第十一住吉丸 非電気通信業務用
431401743 第十八弘洋丸 非電気通信業務用
431401746 吉祥丸 非電気通信業務用
431401754 三ッ子丸 非電気通信業務用
431401755 新喜宝 非電気通信業務用
431401759 天音丸 非電気通信業務用
431401765 仁栄丸 非電気通信業務用
431401768 幸栄丸 非電気通信業務用
431401772 ちとせ 非電気通信業務用
431401773 白扇 非電気通信業務用
431401774 勇進丸 非電気通信業務用
431401779 さざんか 非電気通信業務用
431401781 やなかぜ 非電気通信業務用
431401782 第二十八信宝丸 非電気通信業務用
431401783 やえざくら 非電気通信業務用
431401784 第五山陽丸 非電気通信業務用
431401785 第一太陽丸 非電気通信業務用
431401787 第十二福洋丸 非電気通信業務用
431401788 第八すみせ丸 非電気通信業務用
431401794 カルビーポテト丸 非電気通信業務用
431401795 第七共和丸 非電気通信業務用
431401796 第１０３菱化丸 非電気通信業務用
431401798 ＡＤＭＩＲＡＬ 非電気通信業務用
431401806 シーライン３ 非電気通信業務用
431401807 まりも 非電気通信業務用
431401808 風戸丸 非電気通信業務用
431401809 正和丸 非電気通信業務用
431401811 第十三伸興丸 非電気通信業務用
431401813 旭勢丸 非電気通信業務用
431401814 １１１天祐丸 非電気通信業務用
431401817 第５００６いかり丸 非電気通信業務用
431401818 第三すみしん丸 非電気通信業務用
431401819 アフロディテ 非電気通信業務用
431401821 第十八旭豊丸 非電気通信業務用
431401822 ながと 非電気通信業務用
431401826 おんど２０００ 非電気通信業務用
431401828 阿波島丸 非電気通信業務用
431401829 親龍 非電気通信業務用
431401831 拓洋丸 非電気通信業務用
431401832 健和丸 非電気通信業務用
431401834 おんど 非電気通信業務用
431401837 光辰丸 非電気通信業務用
431401839 第拾八久栄丸 非電気通信業務用
431401841 互光丸 非電気通信業務用
431401842 ウミジン 非電気通信業務用
431401844 民豊丸 非電気通信業務用
431401845 第十八海援丸 非電気通信業務用
431401846 パシフィック　ファルコン 非電気通信業務用
431401848 常磐丸 非電気通信業務用
431401849 第二十一徳誉丸 非電気通信業務用
431401851 長興丸 非電気通信業務用
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431401853 バレリーナ 非電気通信業務用
431401854 いづみ丸 非電気通信業務用
431401855 第三観音丸 非電気通信業務用
431401856 白凰丸 非電気通信業務用
431401857 第二トクヤマ 非電気通信業務用
431401858 みやじま 非電気通信業務用
431401859 りゅうと 非電気通信業務用
431401861 青龍丸 非電気通信業務用
431401863 大寶丸 非電気通信業務用
431401864 日光丸 非電気通信業務用
431401865 広栄丸 非電気通信業務用
431401867 よどぎく 非電気通信業務用
431401868 第三やまこう丸 非電気通信業務用
431401869 第十一八幡丸 非電気通信業務用
431401871 幸運丸 非電気通信業務用
431401872 第一やまぐち丸 非電気通信業務用
431401873 第二やまぐち丸 非電気通信業務用
431401875 はやなみ 非電気通信業務用
431401877 新徳山 非電気通信業務用
431401879 すぴなー２ 非電気通信業務用
431401881 寿山丸 非電気通信業務用
431401882 第十六恭海丸 非電気通信業務用
431401883 すぴなー３ 非電気通信業務用
431401887 筑前丸 非電気通信業務用
431401888 えたじま 非電気通信業務用
431401889 宝勝丸 非電気通信業務用
431401891 奈伎良丸 非電気通信業務用
431401893 松鶴丸 非電気通信業務用
431401894 かげろう 非電気通信業務用
431401895 あさひ丸２ 非電気通信業務用
431401896 第五天翔丸 非電気通信業務用
431401897 大日丸 非電気通信業務用
431401898 第三十五恭海丸 非電気通信業務用
431401899 第八栄宝丸 非電気通信業務用
431401901 浜幸丸 非電気通信業務用
431401902 ＢＯＲＡ　ＢＯＲＡ 非電気通信業務用
431401903 まんじゅ 非電気通信業務用
431401904 第七冨貴丸 非電気通信業務用
431401905 つるみ 非電気通信業務用
431401907 徳晴丸　 非電気通信業務用
431401911 第２１０１いかり丸 非電気通信業務用
431401913 宮島丸 非電気通信業務用
431401914 しまひかり 非電気通信業務用
431401915 長門 非電気通信業務用
431401916 きらかぜ 非電気通信業務用
431401918 くるしま丸 非電気通信業務用
431401919 みずかぜ 非電気通信業務用
431401921 やしろ 非電気通信業務用
431401923 フィースト二世 非電気通信業務用
431401924 第参拾参福丸 非電気通信業務用
431401925 中栄丸 非電気通信業務用
431401926 第十八北都丸 非電気通信業務用
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431401927 第三かいうん丸 非電気通信業務用
431401928 千祥 非電気通信業務用
431401932 第五栄伸丸 非電気通信業務用
431401933 能楽者 非電気通信業務用
431401934 たまの丸 非電気通信業務用
431401935 鶴弘丸 非電気通信業務用
431401936 ながと 非電気通信業務用
431401939 コンステラシオン１ 非電気通信業務用
431401941 トゥルーブルー 非電気通信業務用
431401943 はやぶさ 非電気通信業務用
431401944 第三越山丸 非電気通信業務用
431401945 りゅうおう 非電気通信業務用
431401946 あきひかり 非電気通信業務用
431401947 ことびき 非電気通信業務用
431401948 くるしま 非電気通信業務用
431401949 すいこう 非電気通信業務用
431401952 竹山丸 非電気通信業務用
431401953 東洋丸 非電気通信業務用
431401954 第二十五博晴丸 非電気通信業務用
431401955 第三潮 非電気通信業務用
431401956 東光丸 非電気通信業務用
431401957 新つがる丸 非電気通信業務用
431401958 第二十八栄伸丸 非電気通信業務用
431401959 新興丸 非電気通信業務用
431401961 第二菱恭丸 非電気通信業務用
431401962 新宝吉丸 非電気通信業務用
431401963 明山丸 非電気通信業務用
431401964 えんしゅう丸 非電気通信業務用
431401965 新和丸 非電気通信業務用
431401967 やまゆり 非電気通信業務用
431401968 第八十七東洋丸 非電気通信業務用
431401969 つるかぶと 非電気通信業務用
431401971 伸興丸 非電気通信業務用
431401972 芸洋丸 非電気通信業務用
431401973 うらかぜ 非電気通信業務用
431401974 第七宝晴丸 非電気通信業務用
431401975 フェリーおき 非電気通信業務用
431401976 あさま 非電気通信業務用
431401977 第二十五大新丸 非電気通信業務用
431401978 しらきさん 非電気通信業務用
431401981 あき 非電気通信業務用
431401982 第三朝日丸 非電気通信業務用
431401983 ひかり 非電気通信業務用
431401984 ツーナス３ 非電気通信業務用
431401985 菱栄丸 非電気通信業務用
431401986 北伸丸 非電気通信業務用
431401987 ひろしま 非電気通信業務用
431401988 第一海洋丸 非電気通信業務用
431401989 重宝丸 非電気通信業務用
431401991 しまふじ 非電気通信業務用
431401992 第三平成丸 非電気通信業務用
431401993 扇龍丸 非電気通信業務用
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431401994 信和丸 非電気通信業務用
431401996 興和丸 非電気通信業務用
431401998 旺祥丸 非電気通信業務用
431401999 昭豊丸 非電気通信業務用
431402001 第三宝勢丸 非電気通信業務用
431402002 ウミカゼ 非電気通信業務用
431402003 ドリームのうみ 非電気通信業務用
431402004 錦昇丸 非電気通信業務用
431402005 天海丸 非電気通信業務用
431402006 エビス 非電気通信業務用
431402007 協和丸 非電気通信業務用
431402008 わかしお 非電気通信業務用
431402009 新陽丸 非電気通信業務用
431402011 はやふじ 非電気通信業務用
431402012 大王丸 非電気通信業務用
431402013 菱和丸 非電気通信業務用
431402014 第十二興洋丸 非電気通信業務用
431402015 八栄丸 非電気通信業務用
431402016 長福丸 非電気通信業務用
431402017 新陽丸 非電気通信業務用
431402018 清幸丸 非電気通信業務用
431402019 おりんぴあ　どりーむ 非電気通信業務用
431402021 月興丸 非電気通信業務用
431402022 長福丸 非電気通信業務用
431402023 三京丸 非電気通信業務用
431402024 秀栄 非電気通信業務用
431402025 さんふじ 非電気通信業務用
431402026 海鳳丸 非電気通信業務用
431402027 ＳＵＰＥＲ　ＬＩＮＥＲ　ＯＧＡＳＡＷＡＲＡ 非電気通信業務用
431402028 東栄丸 非電気通信業務用
431402029 くまの丸 非電気通信業務用
431402031 菱日丸 非電気通信業務用
431402032 聰洋丸 非電気通信業務用
431402033 太成丸 非電気通信業務用
431402034 第十五徳誉丸 非電気通信業務用
431402035 倉和丸 非電気通信業務用
431402036 いつくしま 非電気通信業務用
431402037 ひょうご 非電気通信業務用
431402038 竹山丸 非電気通信業務用
431402041 外道 非電気通信業務用
431402042 第二十二栄宝丸 非電気通信業務用
431402043 博新丸 非電気通信業務用
431402044 佑佳 非電気通信業務用
431402045 ＵＮＩＣＯＲＮ　ＮＯ．３ 非電気通信業務用
431402046 海宝 非電気通信業務用
431402047 第八太陽丸 非電気通信業務用
431402048 藤隆丸 非電気通信業務用
431402049 春日 非電気通信業務用
431402051 福正丸 非電気通信業務用
431402052 メイ 非電気通信業務用
431402053 第一新礼丸 非電気通信業務用
431402054 Ｚｉｐａｎｇｕ９ 非電気通信業務用
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431402055 もとふじ 非電気通信業務用
431402056 鷲羽丸 非電気通信業務用
431402058 第十八栄進丸 非電気通信業務用
431402059 くらはし 非電気通信業務用
431402061 日鳳丸 非電気通信業務用
431402062 ジェネラルホスピタル 非電気通信業務用
431402063 まんまんでー 非電気通信業務用
431402064 大船山丸 非電気通信業務用
431402065 第二十六栄伸丸 非電気通信業務用
431402066 川鳳丸 非電気通信業務用
431402067 星光丸 非電気通信業務用
431402068 一心丸 非電気通信業務用
431402069 日光丸 非電気通信業務用
431402071 びぜん 非電気通信業務用
431402072 てんま 非電気通信業務用
431402073 新生丸 非電気通信業務用
431402074 さちふじ 非電気通信業務用
431500001 第十八勝丸 非電気通信業務用
431500002 さくら丸 非電気通信業務用
431500003 第二いすず丸 非電気通信業務用
431500004 東祐 非電気通信業務用
431500005 第十二永進丸 非電気通信業務用
431500006 載龍 非電気通信業務用
431500007 第五ゆたか丸 非電気通信業務用
431500008 冨士丸 非電気通信業務用
431500009 掬映丸 非電気通信業務用
431500011 第十八有明丸 非電気通信業務用
431500012 第二十八明正丸 非電気通信業務用
431500014 第二十一大盛丸 非電気通信業務用
431500015 第三十八進宏丸 非電気通信業務用
431500016 第一浪花丸 非電気通信業務用
431500018 みとよ丸 非電気通信業務用
431500019 第八太陽丸 非電気通信業務用
431500021 芳泉丸 非電気通信業務用
431500022 しらさぎ 非電気通信業務用
431500023 第三飛航丸 非電気通信業務用
431500024 屋島丸 非電気通信業務用
431500027 開神丸 非電気通信業務用
431500029 十五しんこう 非電気通信業務用
431500033 第五八照丸 非電気通信業務用
431500034 第十一飛航丸 非電気通信業務用
431500036 大島丸 非電気通信業務用
431500037 第二十二英山丸 非電気通信業務用
431500038 第十一幸秀丸 非電気通信業務用
431500039 第三永伸丸 非電気通信業務用
431500041 うずかぜ 非電気通信業務用
431500042 第八みかさ丸 非電気通信業務用
431500043 第二十七松山丸 非電気通信業務用
431500044 第五十一勇仁丸 非電気通信業務用
431500046 幸宝 非電気通信業務用
431500047 ひので 非電気通信業務用
431500048 美保丸 非電気通信業務用
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431500049 あそゆき 非電気通信業務用
431500055 第二十八旭丸 非電気通信業務用
431500056 第一大英丸 非電気通信業務用
431500058 宝栄丸 非電気通信業務用
431500059 第八十三東洋丸 非電気通信業務用
431500061 第十一幸盛丸 非電気通信業務用
431500062 星春丸 非電気通信業務用
431500063 第一正運丸 非電気通信業務用
431500064 正和丸 非電気通信業務用
431500066 鶴水丸 非電気通信業務用
431500067 紫隆丸 非電気通信業務用
431500068 翔栄丸 非電気通信業務用
431500071 第二たかさご 非電気通信業務用
431500073 興晴丸 非電気通信業務用
431500074 第一英雄丸 非電気通信業務用
431500075 第八昇辰丸 非電気通信業務用
431500076 第二豊春丸 非電気通信業務用
431500077 聖継 非電気通信業務用
431500078 蛭子丸 非電気通信業務用
431500079 第八いつき丸 非電気通信業務用
431500081 第八玉力丸 非電気通信業務用
431500082 天友丸 非電気通信業務用
431500083 祐徳丸 非電気通信業務用
431500084 栄伸丸 非電気通信業務用
431500085 あかつき２ 非電気通信業務用
431500086 第十一大福丸 非電気通信業務用
431500087 第七快幸丸 非電気通信業務用
431500088 第八三榮丸 非電気通信業務用
431500089 第八照栄丸 非電気通信業務用
431500091 かもせ 非電気通信業務用
431500092 ひびき丸 非電気通信業務用
431500093 栄正丸 非電気通信業務用
431500094 章栄丸 非電気通信業務用
431500096 俊栄丸 非電気通信業務用
431500097 第三十八青雲丸 非電気通信業務用
431500098 海宝丸 非電気通信業務用
431500099 清勇丸 非電気通信業務用
431500101 第十明悦丸 非電気通信業務用
431500102 第三眉山丸 非電気通信業務用
431500103 宝松丸 非電気通信業務用
431500104 瑞光丸 非電気通信業務用
431500105 第八栄久丸 非電気通信業務用
431500107 第二霧島丸 非電気通信業務用
431500108 第三住若丸 非電気通信業務用
431500109 幸真丸 非電気通信業務用
431500111 上宝丸 非電気通信業務用
431500112 大神丸 非電気通信業務用
431500113 第七幸栄丸 非電気通信業務用
431500114 第五大洋丸 非電気通信業務用
431500115 三英丸 非電気通信業務用
431500116 第弐三鳳丸 非電気通信業務用
431500117 第七霧島丸 非電気通信業務用
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431500118 第二金洋丸 非電気通信業務用
431500121 第七福神丸 非電気通信業務用
431500122 第三天神丸 非電気通信業務用
431500123 第八幸洋丸 非電気通信業務用
431500125 和丸 非電気通信業務用
431500126 第二十五三晃丸 非電気通信業務用
431500127 若武丸 非電気通信業務用
431500128 第五菱化丸 非電気通信業務用
431500129 第八菱洋丸 非電気通信業務用
431500131 翔井丸 非電気通信業務用
431500132 第三大英丸 非電気通信業務用
431500133 第八正和丸 非電気通信業務用
431500135 第五宗和丸 非電気通信業務用
431500136 吉祥丸 非電気通信業務用
431500138 七号勝丸 非電気通信業務用
431500139 鳳盛丸 非電気通信業務用
431500141 秀邦丸 非電気通信業務用
431500142 菱峰丸 非電気通信業務用
431500143 福祥丸 非電気通信業務用
431500144 昭裕丸 非電気通信業務用
431500145 神正 非電気通信業務用
431500146 鶴隆丸 非電気通信業務用
431500147 第三福吉丸 非電気通信業務用
431500148 第八隆栄丸 非電気通信業務用
431500151 第三神栄丸 非電気通信業務用
431500152 寿宝丸 非電気通信業務用
431500153 第十神力丸 非電気通信業務用
431500154 第十八大洋丸 非電気通信業務用
431500155 貴和丸 非電気通信業務用
431500156 みかさ丸 非電気通信業務用
431500157 第二十八松島丸 非電気通信業務用
431500158 せいゆう 非電気通信業務用
431500159 第八洋光丸 非電気通信業務用
431500161 ふじたか丸 非電気通信業務用
431500162 宝吉丸 非電気通信業務用
431500163 第一じょうえい丸 非電気通信業務用
431500164 第三ことぶき丸 非電気通信業務用
431500165 らいざん 非電気通信業務用
431500166 鶴翔丸 非電気通信業務用
431500167 若翔丸 非電気通信業務用
431500169 第十八神栄丸 非電気通信業務用
431500171 第三なると丸 非電気通信業務用
431500172 鳳永丸 非電気通信業務用
431500176 みつひろ２ 非電気通信業務用
431500177 第三十五進康丸 非電気通信業務用
431500178 日福丸 非電気通信業務用
431500179 大全丸 非電気通信業務用
431500181 げんとく２００８ 非電気通信業務用
431500182 第三さんよう 非電気通信業務用
431500183 第一八三佐賀明神丸 非電気通信業務用
431500184 圭福丸 非電気通信業務用
431500185 日宝丸 非電気通信業務用
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431500186 おれんじ７ 非電気通信業務用
431500188 新恵和丸 非電気通信業務用
431500189 八徳丸 非電気通信業務用
431500191 第三燦斗丸 非電気通信業務用
431500192 第十五鐵運丸 非電気通信業務用
431500193 清恵丸 非電気通信業務用
431500194 第三十一和丸 非電気通信業務用
431500195 やえ丸３ 非電気通信業務用
431500196 第十五内海丸 非電気通信業務用
431500197 第十五大福丸 非電気通信業務用
431500198 新宝勢 非電気通信業務用
431500199 裕鷹丸 非電気通信業務用
431500201 國喜丸 非電気通信業務用
431500203 弓削丸 非電気通信業務用
431500204 くまの 非電気通信業務用
431500205 共成丸 非電気通信業務用
431500206 やまなか 非電気通信業務用
431500207 うしお 非電気通信業務用
431500209 明悦丸 非電気通信業務用
431500211 盛宝丸 非電気通信業務用
431500212 裕翔丸 非電気通信業務用
431500214 第八日真丸 非電気通信業務用
431500215 山貴丸 非電気通信業務用
431500216 栄興丸 非電気通信業務用
431500217 第二十一内海丸 非電気通信業務用
431500218 いよなみ 非電気通信業務用
431500223 第三十一福山丸 非電気通信業務用
431500225 第十二照宝丸 非電気通信業務用
431500226 第八興亜丸 非電気通信業務用
431500229 第二亜星丸 非電気通信業務用
431500234 裕洋丸 非電気通信業務用
431500235 第二信栄丸 非電気通信業務用
431500236 みつかぜ 非電気通信業務用
431500239 鶴宏丸 非電気通信業務用
431500241 第二幸成丸 非電気通信業務用
431500242 鐵笠丸 非電気通信業務用
431500243 第十一霧島丸 非電気通信業務用
431500245 くるしま 非電気通信業務用
431500246 瑞慶丸 非電気通信業務用
431500247 禧勝丸 非電気通信業務用
431500248 第七日扇丸 非電気通信業務用
431500249 しらたか 非電気通信業務用
431500251 若富丸 非電気通信業務用
431500252 丸進丸 非電気通信業務用
431500254 日南丸 非電気通信業務用
431500255 第八鶴宝丸 非電気通信業務用
431500257 三都丸 非電気通信業務用
431500259 第八幸栄丸 非電気通信業務用
431500261 新洋丸 非電気通信業務用
431500262 氏神丸 非電気通信業務用
431500264 太陽丸 非電気通信業務用
431500265 第五甲陽丸 非電気通信業務用
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431500266 八千代丸 非電気通信業務用
431500267 第拾壱播磨丸 非電気通信業務用
431500268 第三十二新居浜丸 非電気通信業務用
431500269 第二十三徳丸 非電気通信業務用
431500272 第二十五明神丸 非電気通信業務用
431500273 栄山丸 非電気通信業務用
431500274 大祐丸 非電気通信業務用
431500275 第八祐徳丸 非電気通信業務用
431500278 第七福神丸 非電気通信業務用
431500279 はくちょう丸 非電気通信業務用
431500281 第２２大盛丸 非電気通信業務用
431500282 征和丸 非電気通信業務用
431500283 第五三鳳丸 非電気通信業務用
431500284 明神丸 非電気通信業務用
431500285 日高丸 非電気通信業務用
431500286 昭利丸 非電気通信業務用
431500287 海翔丸 非電気通信業務用
431500288 四万十丸 非電気通信業務用
431500289 くりなみ 非電気通信業務用
431500291 ちくほう丸 非電気通信業務用
431500293 大栄丸 非電気通信業務用
431500294 星ケ城 非電気通信業務用
431500295 こうかく 非電気通信業務用
431500296 誠光丸 非電気通信業務用
431500297 瑞鶴 非電気通信業務用
431500298 第三十七三洋丸 非電気通信業務用
431500299 姫高丸 非電気通信業務用
431500301 第八金栄丸 非電気通信業務用
431500302 第十八長栄丸 非電気通信業務用
431500303 輝照丸 非電気通信業務用
431500304 第七ゆたか丸 非電気通信業務用
431500305 第一大高丸 非電気通信業務用
431500306 第三十三新居浜丸 非電気通信業務用
431500307 第二にちあす丸 非電気通信業務用
431500308 第八あきつ丸 非電気通信業務用
431500309 第１１白鳥丸 非電気通信業務用
431500312 第一天照丸 非電気通信業務用
431500314 盛山丸 非電気通信業務用
431500315 第八鋼運丸 非電気通信業務用
431500316 新旗山 非電気通信業務用
431500317 紀将丸 非電気通信業務用
431500318 真幸丸 非電気通信業務用
431500319 進宝丸 非電気通信業務用
431500322 第十大日丸 非電気通信業務用
431500323 第八十八寿丸 非電気通信業務用
431500324 英鶴 非電気通信業務用
431500325 泉栄丸 非電気通信業務用
431500327 第二十八協立丸 非電気通信業務用
431500328 弥昌丸 非電気通信業務用
431500329 第三栄幸丸 非電気通信業務用
431500331 第一弘栄丸 非電気通信業務用
431500332 第十五京丸 非電気通信業務用
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431500334 栄吉丸 非電気通信業務用
431500335 第六進和丸 非電気通信業務用
431500336 徳隣丸 非電気通信業務用
431500337 第二鶴吉丸 非電気通信業務用
431500338 第八大濱丸 非電気通信業務用
431500339 新栄丸 非電気通信業務用
431500341 第二十八宝来丸 非電気通信業務用
431500342 第二十八金栄丸 非電気通信業務用
431500343 せき丸 非電気通信業務用
431500344 博洋丸 非電気通信業務用
431500345 第三翔和丸 非電気通信業務用
431500346 第十一大栄丸 非電気通信業務用
431500347 丸山丸 非電気通信業務用
431500348 第三智勝丸 非電気通信業務用
431500349 妙宝丸 非電気通信業務用
431500352 明日春丸 非電気通信業務用
431500353 第七藤川丸 非電気通信業務用
431500354 第一すみせ丸 非電気通信業務用
431500355 海運丸 非電気通信業務用
431500356 逍遙丸 非電気通信業務用
431500357 新旭洋丸 非電気通信業務用
431500358 長久丸 非電気通信業務用
431500359 第三幸丸 非電気通信業務用
431500361 マハヤナ 非電気通信業務用
431500362 第八さくら丸 非電気通信業務用
431500363 登志丸 非電気通信業務用
431500365 恵昌丸 非電気通信業務用
431500366 第十一オ－バルエルピ－ 非電気通信業務用
431500367 新三徳丸 非電気通信業務用
431500368 翔海丸 非電気通信業務用
431500369 三島丸 非電気通信業務用
431500371 睦美丸 非電気通信業務用
431500372 高砂丸 非電気通信業務用
431500374 第十五永進丸 非電気通信業務用
431500376 ちぐさ丸 非電気通信業務用
431500377 伸幸丸 非電気通信業務用
431500378 豊和丸 非電気通信業務用
431500379 第五十一開神丸 非電気通信業務用
431500382 第七いづみ丸 非電気通信業務用
431500383 三和丸 非電気通信業務用
431500384 第十八永昇丸 非電気通信業務用
431500385 第十八昭幸丸 非電気通信業務用
431500386 貴鳳丸 非電気通信業務用
431500387 第五長久丸 非電気通信業務用
431500388 第七照栄丸 非電気通信業務用
431500389 カミ丸１ 非電気通信業務用
431500391 第八幸神丸 非電気通信業務用
431500392 星龍丸 非電気通信業務用
431500393 かいよう 非電気通信業務用
431500394 第八辰広丸 非電気通信業務用
431500395 大弘丸 非電気通信業務用
431500396 第三十八住若丸 非電気通信業務用
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431500397 第八勇進丸 非電気通信業務用
431500398 さんけい丸 非電気通信業務用
431500399 第三豊邦丸 非電気通信業務用
431500401 第六十八むろと丸 非電気通信業務用
431500402 第八くろしお丸 非電気通信業務用
431500403 第十丸住丸 非電気通信業務用
431500404 第十一菱栄丸 非電気通信業務用
431500405 いさづ 非電気通信業務用
431500406 日誠丸 非電気通信業務用
431500407 えびす丸 非電気通信業務用
431500408 豊洋丸 非電気通信業務用
431500409 第二山優丸 非電気通信業務用
431500411 第一若吉丸 非電気通信業務用
431500413 石宝丸 非電気通信業務用
431500414 晃侑丸 非電気通信業務用
431500415 大進丸 非電気通信業務用
431500416 第三大福丸 非電気通信業務用
431500417 第五松丸 非電気通信業務用
431500418 泉栄丸 非電気通信業務用
431500421 まべち 非電気通信業務用
431500423 新明幸 非電気通信業務用
431500424 第三蛭子丸 非電気通信業務用
431500425 第三新栄丸 非電気通信業務用
431500426 三徳丸 非電気通信業務用
431500427 第五十二宗嵩丸 非電気通信業務用
431500428 三髙丸 非電気通信業務用
431500429 きよづき 非電気通信業務用
431500431 第三晶泉丸 非電気通信業務用
431500432 阿州山丸 非電気通信業務用
431500433 第二王海丸 非電気通信業務用
431500434 第二太福丸 非電気通信業務用
431500436 あやなみ 非電気通信業務用
431500437 大航丸 非電気通信業務用
431500438 天栄丸 非電気通信業務用
431500439 第三十八鶴喜丸 非電気通信業務用
431500441 しおかぜ 非電気通信業務用
431500442 第二ひかり丸 非電気通信業務用
431500444 朝子７ 非電気通信業務用
431500445 春洋丸 非電気通信業務用
431500446 あかつき丸 非電気通信業務用
431500447 銀麗 非電気通信業務用
431500448 第十一内海丸 非電気通信業務用
431500451 あかし丸 非電気通信業務用
431500452 第八朝日丸 非電気通信業務用
431500453 新福壽丸 非電気通信業務用
431500454 たけより 非電気通信業務用
431500455 ２シンセイ 非電気通信業務用
431500456 扇栄丸 非電気通信業務用
431500457 輝翔丸 非電気通信業務用
431500458 第八金刀比羅丸 非電気通信業務用
431500459 藤和丸 非電気通信業務用
431500461 第参祐徳丸 非電気通信業務用



192 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431500462 第三長久丸 非電気通信業務用
431500463 第二大越丸 非電気通信業務用
431500465 第拾八日正丸 非電気通信業務用
431500467 ゆうしん丸 非電気通信業務用
431500471 泰光丸 非電気通信業務用
431500501 聖英丸 非電気通信業務用
431500502 瑞希 非電気通信業務用
431500503 第三十住若丸 非電気通信業務用
431500504 祥光 非電気通信業務用
431500505 幸喜丸 非電気通信業務用
431500506 八幡丸 非電気通信業務用
431500507 あさちどり 非電気通信業務用
431500508 千鶴丸 非電気通信業務用
431500509 八州丸 非電気通信業務用
431500511 松豊丸 非電気通信業務用
431500512 第三招福丸 非電気通信業務用
431500513 瑞光 非電気通信業務用
431500514 第五玉吉丸 非電気通信業務用
431500515 第壱幸丸 非電気通信業務用
431500516 第十五大丸 非電気通信業務用
431500518 第五大黒丸 非電気通信業務用
431500519 誠洋丸 非電気通信業務用
431500521 第二伯菱丸 非電気通信業務用
431500524 第三大栄丸 非電気通信業務用
431500525 第十五住宝丸 非電気通信業務用
431500526 隆富士丸 非電気通信業務用
431500527 王翔丸 非電気通信業務用
431500529 第十八邦友丸 非電気通信業務用
431500531 愛昌丸 非電気通信業務用
431500532 第五十一正栄丸 非電気通信業務用
431500533 誠栄丸 非電気通信業務用
431500535 第八大共丸 非電気通信業務用
431500536 たかつき 非電気通信業務用
431500537 栄球丸 非電気通信業務用
431500538 第七十八親力丸 非電気通信業務用
431500539 みかさ丸 非電気通信業務用
431500541 幸泉丸 非電気通信業務用
431500542 神宝 非電気通信業務用
431500543 盛進丸 非電気通信業務用
431500544 善榮丸 非電気通信業務用
431500545 陽光丸 非電気通信業務用
431500546 菱山丸 非電気通信業務用
431500547 一丸 非電気通信業務用
431500549 第五十三光輝丸 非電気通信業務用
431500552 あらせ 非電気通信業務用
431500553 緑隆丸 非電気通信業務用
431500554 吉福善丸 非電気通信業務用
431500555 富栄丸 非電気通信業務用
431500556 わしゅう 非電気通信業務用
431500557 伯運丸 非電気通信業務用
431500558 第三共福丸 非電気通信業務用
431500559 若貴丸 非電気通信業務用
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431500561 慶友丸 非電気通信業務用
431500562 第二オーナミ 非電気通信業務用
431500563 第八陽光 非電気通信業務用
431500564 第十一予州丸 非電気通信業務用
431500566 寿吉丸 非電気通信業務用
431500568 泰生丸 非電気通信業務用
431500569 青海丸 非電気通信業務用
431500571 第二泰永丸 非電気通信業務用
431500572 新福丸 非電気通信業務用
431500574 共和丸 非電気通信業務用
431500577 第八豊栄丸 非電気通信業務用
431500578 いよかぜ 非電気通信業務用
431500579 うわかぜ 非電気通信業務用
431500583 第五十五正栄丸 非電気通信業務用
431500584 第十八幸福丸 非電気通信業務用
431500586 泰盛丸 非電気通信業務用
431500587 第八栄隆丸 非電気通信業務用
431500591 第十一住若丸 非電気通信業務用
431500592 第三日之出丸 非電気通信業務用
431500593 かいよう 非電気通信業務用
431500594 第五十一住若丸 非電気通信業務用
431500595 第三吉招丸 非電気通信業務用
431500598 第五住吉丸 非電気通信業務用
431500599 三恵丸 非電気通信業務用
431500601 瑞栄丸 非電気通信業務用
431500602 ひなぎく 非電気通信業務用
431500603 ことかぜ 非電気通信業務用
431500604 いよざくら 非電気通信業務用
431500605 おきなみ 非電気通信業務用
431500606 やまはぎ 非電気通信業務用
431500607 はまぎく 非電気通信業務用
431500608 れいうん 非電気通信業務用
431500611 たかぎく 非電気通信業務用
431500613 ぎょれん１ 非電気通信業務用
431500615 金力丸 非電気通信業務用
431500617 明宝丸 非電気通信業務用
431500619 北清丸 非電気通信業務用
431500621 信栄丸 非電気通信業務用
431500623 山優丸 非電気通信業務用
431500624 せいりゅう 非電気通信業務用
431500629 第一光輝丸 非電気通信業務用
431500631 第十一光輝丸 非電気通信業務用
431500632 第八大和丸 非電気通信業務用
431500637 橋村照丸 非電気通信業務用
431500638 長栄丸 非電気通信業務用
431500639 金比羅丸 非電気通信業務用
431500641 ＴＲＡＮＳＷＯＲＬＤ 非電気通信業務用
431500642 ヒメコジマ 非電気通信業務用
431500646 第八三栄丸 非電気通信業務用
431500649 第七金栄丸 非電気通信業務用
431500654 睦洋丸 非電気通信業務用
431500655 第八同栄丸 非電気通信業務用
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431500656 けいよう丸 非電気通信業務用
431500657 第三弘栄丸 非電気通信業務用
431500658 フェリーつるぎ 非電気通信業務用
431500667 第六愛宕丸 非電気通信業務用
431500669 光陽丸 非電気通信業務用
431500676 第八如月丸 非電気通信業務用
431500677 第八神佑丸 非電気通信業務用
431500682 第八大鳥丸 非電気通信業務用
431500683 土佐海洋丸 非電気通信業務用
431500684 第十八蛭子丸 非電気通信業務用
431500685 第二十一蛭子丸 非電気通信業務用
431500689 第八博晴丸 非電気通信業務用
431500692 大紀丸 非電気通信業務用
431500694 第一孝和丸 非電気通信業務用
431500698 第十八信正丸 非電気通信業務用
431500699 第三十五開神丸 非電気通信業務用
431500701 第三十八開神丸 非電気通信業務用
431500702 大神丸 非電気通信業務用
431500703 第五霧島丸 非電気通信業務用
431500706 第三瀬和丸 非電気通信業務用
431500707 宮吉丸 非電気通信業務用
431500711 第十八日祥丸 非電気通信業務用
431500712 有馬 非電気通信業務用
431500713 第一神徳丸 非電気通信業務用
431500717 れいたく丸 非電気通信業務用
431500723 第十一鐵運丸 非電気通信業務用
431500729 秀洋丸 非電気通信業務用
431500731 第七幸洋丸 非電気通信業務用
431500732 伸榮丸 非電気通信業務用
431500734 第八十八金栄丸 非電気通信業務用
431500736 なると丸 非電気通信業務用
431500737 第三栄福丸 非電気通信業務用
431500738 富士山丸 非電気通信業務用
431500741 ヒメミサキ 非電気通信業務用
431500742 睦隆丸 非電気通信業務用
431500744 喜盛丸 非電気通信業務用
431500746 晃徳丸 非電気通信業務用
431500747 洋星丸 非電気通信業務用
431500748 第五新宝丸 非電気通信業務用
431500749 第三大安丸 非電気通信業務用
431500751 第二十八秀丸 非電気通信業務用
431500753 Ｆｏｍａｌｈａｕｔ 非電気通信業務用
431500756 第十八勢福丸 非電気通信業務用
431500757 おいつかぜ 非電気通信業務用
431500758 さんのう 非電気通信業務用
431500759 第二十八若栄丸 非電気通信業務用
431500761 伸栄丸 非電気通信業務用
431500762 ゆうせい丸 非電気通信業務用
431500763 きんよう 非電気通信業務用
431500764 第六十一幸栄丸 非電気通信業務用
431500765 第八東丸 非電気通信業務用
431500766 第三美和丸 非電気通信業務用
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431500769 第五金勢丸 非電気通信業務用
431500772 第二十一神栄丸 非電気通信業務用
431500773 三光丸 非電気通信業務用
431500775 とさみずき 非電気通信業務用
431500776 第八長愛丸 非電気通信業務用
431500777 第八天神丸 非電気通信業務用
431500778 五十猛 非電気通信業務用
431500782 第三大和丸 非電気通信業務用
431500783 惣開丸 非電気通信業務用
431500784 さくら 非電気通信業務用
431500785 日幸丸 非電気通信業務用
431500787 八号寿重丸 非電気通信業務用
431500789 白隆丸 非電気通信業務用
431500791 第六勢福丸 非電気通信業務用
431500792 小松島丸 非電気通信業務用
431500793 しおじ二世 非電気通信業務用
431500794 さんこう７１ 非電気通信業務用
431500795 第十共栄丸 非電気通信業務用
431500797 せと丸 非電気通信業務用
431500801 第八直栄丸 非電気通信業務用
431500802 東成丸 非電気通信業務用
431500803 第二十八福吉丸 非電気通信業務用
431500804 みずき 非電気通信業務用
431500805 第七進和丸 非電気通信業務用
431500806 第二十一金比羅丸 非電気通信業務用
431500807 光保丸 非電気通信業務用
431500808 鳳竜丸 非電気通信業務用
431500809 第五十二住若丸 非電気通信業務用
431500811 みつひろ 非電気通信業務用
431500812 第八にちあす丸 非電気通信業務用
431500814 第七豊栄丸 非電気通信業務用
431500816 雄山丸 非電気通信業務用
431500818 白菊丸 非電気通信業務用
431500821 光陽丸 非電気通信業務用
431500825 若三久丸 非電気通信業務用
431500829 第二孝和丸 非電気通信業務用
431500831 明運 非電気通信業務用
431500832 まつなみ丸 非電気通信業務用
431500835 第二十三健翔丸 非電気通信業務用
431500836 第三十六新生丸 非電気通信業務用
431500837 第八源海丸 非電気通信業務用
431500839 第二十八鳳丸 非電気通信業務用
431500841 第五十三新吉丸 非電気通信業務用
431500843 大島丸 非電気通信業務用
431500845 第二十一三晃丸 非電気通信業務用
431500846 だいしん丸 非電気通信業務用
431500847 シーマックス 非電気通信業務用
431500848 第三達栄丸 非電気通信業務用
431500849 昭有丸 非電気通信業務用
431500851 八和丸 非電気通信業務用
431500852 あきしお２１ 非電気通信業務用
431500853 第八末広丸 非電気通信業務用
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431500854 済生丸 非電気通信業務用
431500855 ニュ－四国 非電気通信業務用
431500858 第十八妙見丸 非電気通信業務用
431500859 拾八勇亀丸 非電気通信業務用
431500861 第五瑞豊丸 非電気通信業務用
431500862 黒隆丸 非電気通信業務用
431500865 興徳丸 非電気通信業務用
431500866 第八明隆丸 非電気通信業務用
431500868 第五十二大慶丸 非電気通信業務用
431500869 第二共福丸 非電気通信業務用
431500872 第八新漁丸 非電気通信業務用
431500873 第三十二光輝丸 非電気通信業務用
431500874 明神丸 非電気通信業務用
431500876 第八十八昭幸丸 非電気通信業務用
431500879 第十二旭豊丸 非電気通信業務用
431500881 鳳王 非電気通信業務用
431500882 第三照栄丸 非電気通信業務用
431500883 第二十五蛭子丸 非電気通信業務用
431500885 弘運丸 非電気通信業務用
431500887 日栄丸 非電気通信業務用
431500888 つるぎ 非電気通信業務用
431500889 常栄丸 非電気通信業務用
431500891 神佑丸 非電気通信業務用
431500892 第二幸宝 非電気通信業務用
431500893 江和丸 非電気通信業務用
431500896 第一由航丸 非電気通信業務用
431500897 天翔 非電気通信業務用
431500898 第十八覚栄丸 非電気通信業務用
431500899 大洲丸 非電気通信業務用
431500902 ２かんのん 非電気通信業務用
431500911 福吉丸 非電気通信業務用
431500913 第十八轟丸 非電気通信業務用
431500915 第六十八福栄丸 非電気通信業務用
431500917 南晴丸 非電気通信業務用
431500919 勇福神丸 非電気通信業務用
431500924 さるびあ 非電気通信業務用
431500926 第十八開神丸 非電気通信業務用
431500929 第十七東洋丸 非電気通信業務用
431500931 華山丸 非電気通信業務用
431500932 山祥丸 非電気通信業務用
431500935 日興丸 非電気通信業務用
431500936 第八菊光丸 非電気通信業務用
431500937 興生 非電気通信業務用
431500944 第二十八勝丸 非電気通信業務用
431500946 第十八千代丸 非電気通信業務用
431500947 ダイヤ丸 非電気通信業務用
431500953 笠栄丸 非電気通信業務用
431500954 あいらんど 非電気通信業務用
431500955 黄隆丸 非電気通信業務用
431500956 日昭丸 非電気通信業務用
431500957 第八やわた丸 非電気通信業務用
431500959 第三光輝丸 非電気通信業務用
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431500962 第二十五進康丸 非電気通信業務用
431500964 しんせい 非電気通信業務用
431500968 てつりゅう 非電気通信業務用
431500972 金昌丸 非電気通信業務用
431500979 第三十五天王丸 非電気通信業務用
431500981 第七十一天王丸 非電気通信業務用
431500982 第七十八天王丸 非電気通信業務用
431500983 第八十一天王丸 非電気通信業務用
431500984 第八十五天王丸 非電気通信業務用
431500985 第八十八天王丸 非電気通信業務用
431500986 第八十二天王丸 非電気通信業務用
431500987 第二十五大祐丸 非電気通信業務用
431500988 第六十八大祐丸 非電気通信業務用
431500995 第二十八明徳丸 非電気通信業務用
431500996 第十八秀宝丸 非電気通信業務用
431501005 高千穂丸 非電気通信業務用
431501006 第三玉吉丸 非電気通信業務用
431501011 第十一大祐丸 非電気通信業務用
431501012 第十七大祐丸 非電気通信業務用
431501014 第三星泉丸 非電気通信業務用
431501015 第十一共栄丸 非電気通信業務用
431501016 第二十八覚栄丸 非電気通信業務用
431501024 大和丸 非電気通信業務用
431501032 第二十一金比羅丸 非電気通信業務用
431501033 第二からたち 非電気通信業務用
431501034 住福丸 非電気通信業務用
431501035 幸栄丸 非電気通信業務用
431501036 友幸丸 非電気通信業務用
431501038 第二住力丸 非電気通信業務用
431501043 第五十八天王丸 非電気通信業務用
431501044 第十五天王丸 非電気通信業務用
431501047 第五十七大祐丸 非電気通信業務用
431501051 大鶴丸 非電気通信業務用
431501053 第三十六海援丸 非電気通信業務用
431501057 第八永昇丸 非電気通信業務用
431501058 イチキシマ 非電気通信業務用
431501061 第一甑洲 非電気通信業務用
431501064 新賢和丸 非電気通信業務用
431501072 第十八更生丸 非電気通信業務用
431501075 天祐丸 非電気通信業務用
431501076 美咲丸 非電気通信業務用
431501083 北洋丸 非電気通信業務用
431501085 第十一大鷹丸 非電気通信業務用
431501086 たから 非電気通信業務用
431501096 立昌丸 非電気通信業務用
431501097 第一天神丸 非電気通信業務用
431501098 第五旭丸 非電気通信業務用
431501105 マルキン丸 非電気通信業務用
431501106 利根丸 非電気通信業務用
431501109 たから丸 非電気通信業務用
431501113 第十二戎丸 非電気通信業務用
431501114 第十八栄雄丸 非電気通信業務用
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431501116 第十三宝生丸 非電気通信業務用
431501121 須寿川丸 非電気通信業務用
431501122 第十八協立丸 非電気通信業務用
431501125 灘吉丸 非電気通信業務用
431501126 第三十七日港丸 非電気通信業務用
431501127 日島丸 非電気通信業務用
431501129 第二十七勇仁丸 非電気通信業務用
431501131 大東丸 非電気通信業務用
431501134 大真丸 非電気通信業務用
431501136 第十青雲丸 非電気通信業務用
431501138 錦陽丸 非電気通信業務用
431501139 第二幸神丸 非電気通信業務用
431501141 第三十八海援丸 非電気通信業務用
431501142 第二十五むろと丸 非電気通信業務用
431501146 第七鉄栄丸 非電気通信業務用
431501148 第三丸住丸 非電気通信業務用
431501149 明治丸 非電気通信業務用
431501155 第八大寶丸 非電気通信業務用
431501157 第十福徳丸 非電気通信業務用
431501158 第二十一幸伸丸 非電気通信業務用
431501163 第三早鞆丸 非電気通信業務用
431501168 幸成丸 非電気通信業務用
431501169 第一早鞆丸 非電気通信業務用
431501173 第八海邦丸 非電気通信業務用
431501175 平成丸 非電気通信業務用
431501176 第七誠漁丸 非電気通信業務用
431501181 第一八勝丸 非電気通信業務用
431501182 第７八幡丸 非電気通信業務用
431501183 第８八幡丸 非電気通信業務用
431501184 第二八勝丸 非電気通信業務用
431501185 天翔丸 非電気通信業務用
431501186 第二喜久丸 非電気通信業務用
431501188 美晴丸 非電気通信業務用
431501194 第三十一進宏丸 非電気通信業務用
431501196 進成丸 非電気通信業務用
431501202 星辰丸 非電気通信業務用
431501205 壱号大慶丸 非電気通信業務用
431501208 あおば 非電気通信業務用
431501209 第二十五徳丸 非電気通信業務用
431501213 三宝丸 非電気通信業務用
431501214 第二明徳丸 非電気通信業務用
431501215 瑞洋丸 非電気通信業務用
431501217 第一福吉丸 非電気通信業務用
431501221 日英丸 非電気通信業務用
431501222 第三長久丸 非電気通信業務用
431501226 第十六海幸丸 非電気通信業務用
431501227 第十五海幸丸 非電気通信業務用
431501229 勇亀丸 非電気通信業務用
431501231 第一金生丸 非電気通信業務用
431501233 神栄丸 非電気通信業務用
431501234 宝来丸 非電気通信業務用
431501235 第三波妻丸 非電気通信業務用
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431501237 第八昭裕丸 非電気通信業務用
431501242 長洋丸 非電気通信業務用
431501243 みさき 非電気通信業務用
431501252 隆栄丸 非電気通信業務用
431501253 第二十一浜吉丸 非電気通信業務用
431501254 第二十二浜吉丸 非電気通信業務用
431501255 文祥丸 非電気通信業務用
431501257 第十八大盛丸 非電気通信業務用
431501259 第十八福寿丸 非電気通信業務用
431501261 第十永興丸 非電気通信業務用
431501263 第一新海丸 非電気通信業務用
431501268 新光丸 非電気通信業務用
431501269 豊貴丸 非電気通信業務用
431501271 第一ゆたか丸 非電気通信業務用
431501272 誠宝丸 非電気通信業務用
431501273 第三十八天栄丸 非電気通信業務用
431501275 第十八ぷろぱん丸 非電気通信業務用
431501276 明栄丸 非電気通信業務用
431501278 第五金力丸 非電気通信業務用
431501279 第三博新丸 非電気通信業務用
431501284 ジパング 非電気通信業務用
431501292 第三泉丸 非電気通信業務用
431501293 第二ゆたか丸 非電気通信業務用
431501296 徳栄丸 非電気通信業務用
431501297 第八光輝丸 非電気通信業務用
431501299 桂丸 非電気通信業務用
431501301 幸成丸 非電気通信業務用
431501302 第八かみうら 非電気通信業務用
431501304 第二十一緋那丸 非電気通信業務用
431501305 順洋丸 非電気通信業務用
431501307 第十一光新丸 非電気通信業務用
431501309 甲東丸 非電気通信業務用
431501311 第八金栄丸 非電気通信業務用
431501313 観音丸 非電気通信業務用
431501314 瀬戸丸 非電気通信業務用
431501317 第二十八互光丸 非電気通信業務用
431501318 松恵丸 非電気通信業務用
431501319 第八伊豫丸 非電気通信業務用
431501323 日光丸 非電気通信業務用
431501326 第二十八青雲丸 非電気通信業務用
431501328 第五永昇丸 非電気通信業務用
431501332 第一鋼運丸 非電気通信業務用
431501333 栄隆丸 非電気通信業務用
431501336 第三十八共栄丸 非電気通信業務用
431501338 第八栄幸丸 非電気通信業務用
431501341 第八十八太心丸 非電気通信業務用
431501343 十一松尾丸 非電気通信業務用
431501348 第七天龍丸 非電気通信業務用
431501353 第二海王 非電気通信業務用
431501362 第八幸福丸 非電気通信業務用
431501363 徳吉丸 非電気通信業務用
431501364 第三十八日章丸 非電気通信業務用
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431501367 第八生長丸 非電気通信業務用
431501371 慶洋丸 非電気通信業務用
431501373 第七裕祥丸 非電気通信業務用
431501375 第三伯和丸 非電気通信業務用
431501376 弘宝丸 非電気通信業務用
431501377 第五浦郷丸 非電気通信業務用
431501382 新菱 非電気通信業務用
431501386 第五昌栄丸 非電気通信業務用
431501387 第二十一覚栄丸 非電気通信業務用
431501388 第一日泉丸 非電気通信業務用
431501391 第三大和丸 非電気通信業務用
431501392 聰洋丸 非電気通信業務用
431501393 松吉丸 非電気通信業務用
431501395 第十二いづみ丸 非電気通信業務用
431501396 第八住宝丸 非電気通信業務用
431501398 第一甲陽丸 非電気通信業務用
431501399 第三甲陽丸 非電気通信業務用
431501401 第七飛航丸 非電気通信業務用
431501402 東昭丸 非電気通信業務用
431501404 第七天王丸 非電気通信業務用
431501405 観幸丸 非電気通信業務用
431501406 第八増栄丸 非電気通信業務用
431501408 第一徳神丸 非電気通信業務用
431501411 第十一虎丸 非電気通信業務用
431501413 第六十八誠栄丸 非電気通信業務用
431501414 第二十八覚栄丸 非電気通信業務用
431501415 星祥丸 非電気通信業務用
431501419 第五嘉寶丸 非電気通信業務用
431501422 海隆丸 非電気通信業務用
431501424 第三十五住若丸 非電気通信業務用
431501425 第十八金盛丸 非電気通信業務用
431501428 第二げんかい 非電気通信業務用
431501429 第七若島丸 非電気通信業務用
431501432 第二十五若栄丸 非電気通信業務用
431501433 愛船丸 非電気通信業務用
431501435 第八開洋丸 非電気通信業務用
431501439 日若丸 非電気通信業務用
431501441 第十八共栄丸 非電気通信業務用
431501442 第二十八神宝丸 非電気通信業務用
431501443 いよえーす 非電気通信業務用
431501445 第二十八広隆丸 非電気通信業務用
431501448 明福丸 非電気通信業務用
431501449 翔和丸 非電気通信業務用
431501451 祥雲丸 非電気通信業務用
431501453 第一寿明光丸 非電気通信業務用
431501456 鳳運丸 非電気通信業務用
431501457 瑞祥丸 非電気通信業務用
431501461 いよ丸 非電気通信業務用
431501463 第五十八良栄丸 非電気通信業務用
431501464 第三十八ひめ丸 非電気通信業務用
431501465 第十八建久丸 非電気通信業務用
431501469 第三伊豫丸 非電気通信業務用



201 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431501471 第二十三伊豫丸 非電気通信業務用
431501472 第三十三伊豫丸 非電気通信業務用
431501473 第三十八伊豫丸 非電気通信業務用
431501474 第八十八伊豫丸 非電気通信業務用
431501476 第十一八光丸 非電気通信業務用
431501479 新幸丸 非電気通信業務用
431501482 第二十八勇勝丸 非電気通信業務用
431501483 第三十八福吉丸 非電気通信業務用
431501484 第十八えひめ丸 非電気通信業務用
431501485 第三十五日栄丸 非電気通信業務用
431501486 第八えひめ丸 非電気通信業務用
431501487 すぴなー 非電気通信業務用
431501488 ニューあしずり 非電気通信業務用
431501489 みさき 非電気通信業務用
431501492 第三十三海周丸 非電気通信業務用
431501493 第拾壱泰成丸 非電気通信業務用
431501497 第五住福丸 非電気通信業務用
431501498 第八龍王丸 非電気通信業務用
431501504 第三大洋丸 非電気通信業務用
431501505 第八十八菊光丸 非電気通信業務用
431501508 第二十一善勝丸 非電気通信業務用
431501509 第三十三明徳丸 非電気通信業務用
431501515 第八幸徳丸 非電気通信業務用
431501518 第二十一廣漁丸 非電気通信業務用
431501523 第三十一明生丸 非電気通信業務用
431501525 明裕丸 非電気通信業務用
431501527 第十ニッケル丸 非電気通信業務用
431501528 第八しんこう丸 非電気通信業務用
431501535 盛栄丸 非電気通信業務用
431501536 第十五大黒丸 非電気通信業務用
431501539 だいよし 非電気通信業務用
431501542 第二海福丸 非電気通信業務用
431501545 第二十一福寿丸 非電気通信業務用
431501547 第十一秀丸 非電気通信業務用
431501548 第十一順洋丸 非電気通信業務用
431501553 たかさご 非電気通信業務用
431501562 第五昭安丸 非電気通信業務用
431501573 第五栄勢丸 非電気通信業務用
431501576 ３２幸神丸 非電気通信業務用
431501583 第八幸寶丸 非電気通信業務用
431501586 佐賀修峰丸 非電気通信業務用
431501587 武州丸 非電気通信業務用
431501588 佐賀太幸丸 非電気通信業務用
431501589 まやざくら 非電気通信業務用
431501592 泰生丸 非電気通信業務用
431501593 中亀丸 非電気通信業務用
431501594 佐賀大善丸 非電気通信業務用
431501597 第八天神丸 非電気通信業務用
431501599 宝栄丸 非電気通信業務用
431501601 第十八大栄丸 非電気通信業務用
431501602 九州 非電気通信業務用
431501603 おれんじ８ 非電気通信業務用
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431501604 ことぶき 非電気通信業務用
431501605 秀芳丸 非電気通信業務用
431501607 たかとり 非電気通信業務用
431501609 ブルーエンジェル 非電気通信業務用
431501611 小勝丸 非電気通信業務用
431501613 第七十八光輝丸 非電気通信業務用
431501615 第十八青雲丸 非電気通信業務用
431501616 清里丸 非電気通信業務用
431501617 第十八合栄丸 非電気通信業務用
431501618 ましう 非電気通信業務用
431501619 第十一丸住丸 非電気通信業務用
431501621 日新 非電気通信業務用
431501622 第十七永進丸 非電気通信業務用
431501624 第１８司丸 非電気通信業務用
431501625 王郵丸 非電気通信業務用
431501626 高昭丸 非電気通信業務用
431501628 とくしま 非電気通信業務用
431501632 第五十八正栄丸 非電気通信業務用
431501633 つるしま 非電気通信業務用
431501634 第五寅福丸 非電気通信業務用
431501635 第拾壱幸丸 非電気通信業務用
431501636 南溟 非電気通信業務用
431501637 第八阿州山丸 非電気通信業務用
431501638 第一藤成丸 非電気通信業務用
431501639 鶴泉丸 非電気通信業務用
431501641 はまかぜ 非電気通信業務用
431501642 第八十一大新丸 非電気通信業務用
431501643 第一内海丸 非電気通信業務用
431501644 オリオン 非電気通信業務用
431501645 泉翔丸 非電気通信業務用
431501646 第十八善丸 非電気通信業務用
431501647 第５勇仁丸 非電気通信業務用
431501648 三フジ 非電気通信業務用
431501649 賀茂丸 非電気通信業務用
431501652 第十一豊栄丸 非電気通信業務用
431501653 千恵丸 非電気通信業務用
431501654 第二勢福丸 非電気通信業務用
431501656 びっぐあーす 非電気通信業務用
431501657 びっぐあーす２号 非電気通信業務用
431501658 隆勝丸 非電気通信業務用
431501659 やくり 非電気通信業務用
431501661 さと丸 非電気通信業務用
431501662 維新丸 非電気通信業務用
431501663 有新丸 非電気通信業務用
431501664 第六十二英山丸 非電気通信業務用
431501665 栄匠 非電気通信業務用
431501666 たかさご 非電気通信業務用
431501667 如月丸 非電気通信業務用
431501669 明丸 非電気通信業務用
431501671 第三美洋丸 非電気通信業務用
431501672 よしゅう 非電気通信業務用
431501674 カラヌス３ 非電気通信業務用
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431501675 伸陽丸 非電気通信業務用
431501677 ほんじま 非電気通信業務用
431501678 海悠２１ 非電気通信業務用
431501679 マリン 非電気通信業務用
431501681 いまかぜ 非電気通信業務用
431501682 第十三勝南丸 非電気通信業務用
431501683 第五十七海援丸 非電気通信業務用
431501684 エリエール 非電気通信業務用
431501685 第三金洋丸 非電気通信業務用
431501686 第八伊豫丸 非電気通信業務用
431501687 第一若栄丸 非電気通信業務用
431501688 げんかい 非電気通信業務用
431501689 第二十一栄雄丸 非電気通信業務用
431501691 信風 非電気通信業務用
431501692 勇王丸 非電気通信業務用
431501693 新大誠 非電気通信業務用
431501694 えひめ 非電気通信業務用
431501695 第十五幸丸 非電気通信業務用
431501697 貴丸 非電気通信業務用
431501698 第二金力丸 非電気通信業務用
431501699 第五大神丸 非電気通信業務用
431501701 朝日丸 非電気通信業務用
431501702 泰光丸 非電気通信業務用
431501703 第八舞丸 非電気通信業務用
431501704 第五十三開神丸 非電気通信業務用
431501705 正実丸 非電気通信業務用
431501706 黒潮丸 非電気通信業務用
431501707 日の出丸 非電気通信業務用
431501708 海洋丸 非電気通信業務用
431501709 第七協栄丸 非電気通信業務用
431501711 宝山丸 非電気通信業務用
431501712 第一八照丸 非電気通信業務用
431501713 清島丸 非電気通信業務用
431501714 明泉丸 非電気通信業務用
431501715 紀新丸 非電気通信業務用
431501716 王隆丸 非電気通信業務用
431501717 あしび 非電気通信業務用
431501718 きく丸 非電気通信業務用
431501721 １８エーコープ 非電気通信業務用
431501722 ゾンネ 非電気通信業務用
431501723 しゅり 非電気通信業務用
431501724 第五十五号善丸 非電気通信業務用
431501725 第六十一住若丸 非電気通信業務用
431501726 アカシア 非電気通信業務用
431501727 第十五光新丸 非電気通信業務用
431501728 ＯＢＳＣＵＲＥ 非電気通信業務用
431501729 第十五豊栄丸 非電気通信業務用
431501731 第八竹丸 非電気通信業務用
431501732 フェニックス 非電気通信業務用
431501733 和丸 非電気通信業務用
431501734 早鞆丸 非電気通信業務用
431501735 第五松山丸 非電気通信業務用
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431501736 第五十一光輝丸 非電気通信業務用
431501737 朋富士丸 非電気通信業務用
431501738 わかば二世 非電気通信業務用
431501739 きんしゅう 非電気通信業務用
431501741 うわかい 非電気通信業務用
431501742 くろしお 非電気通信業務用
431501743 ゆうよう丸 非電気通信業務用
431501744 拓海丸 非電気通信業務用
431501745 第二十一光邦丸 非電気通信業務用
431501746 はるかぜ 非電気通信業務用
431501747 太陽 非電気通信業務用
431501748 宝恵丸 非電気通信業務用
431501749 菱栄丸 非電気通信業務用
431501751 第八盛山丸 非電気通信業務用
431501753 ニッコウ 非電気通信業務用
431501754 黒姫丸 非電気通信業務用
431501755 すくも 非電気通信業務用
431501756 第二しようどしま丸 非電気通信業務用
431501757 第十八福佳丸 非電気通信業務用
431501758 第二十八住若丸 非電気通信業務用
431501759 なんせい丸 非電気通信業務用
431501761 第八十六共栄丸 非電気通信業務用
431501762 第一漁祐丸 非電気通信業務用
431501763 八翔丸 非電気通信業務用
431501764 さんふらわあ　はかた 非電気通信業務用
431501765 第一鐵運丸 非電気通信業務用
431501766 せと 非電気通信業務用
431501767 とさかぜ 非電気通信業務用
431501768 第十五博晴丸 非電気通信業務用
431501769 第十八新映丸 非電気通信業務用
431501772 第三寿美丸 非電気通信業務用
431501773 明豊丸 非電気通信業務用
431501774 おおいた 非電気通信業務用
431501775 豊丸 非電気通信業務用
431501776 第十エーコープ 非電気通信業務用
431501777 青鷹 非電気通信業務用
431501778 第五青海 非電気通信業務用
431501779 日伸丸 非電気通信業務用
431501781 せとかぜ 非電気通信業務用
431501782 せんば 非電気通信業務用
431501783 第三健洋丸 非電気通信業務用
431501784 成丸 非電気通信業務用
431501785 鶴俊丸 非電気通信業務用
431501786 第三十一若潮丸 非電気通信業務用
431501787 第二貴雄丸 非電気通信業務用
431501788 第二明裕丸 非電気通信業務用
431501789 第五十三曙丸 非電気通信業務用
431501791 ＪＦＥ　ＴＯＫＹＯ　ＢＡＹ 非電気通信業務用
431501792 三元丸 非電気通信業務用
431501793 第五いづみ丸 非電気通信業務用
431501794 サンバード６ 非電気通信業務用
431501795 第三十三若潮丸 非電気通信業務用
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431501796 誠海丸 非電気通信業務用
431501797 あい丸 非電気通信業務用
431501798 春陽丸 非電気通信業務用
431501799 ＳＦ－５０ 非電気通信業務用
431501801 おれんじホープ 非電気通信業務用
431501802 きんゆう丸 非電気通信業務用
431501803 カミ丸６ 非電気通信業務用
431501804 なると 非電気通信業務用
431501805 勇仁丸 非電気通信業務用
431501806 ２１盛山丸 非電気通信業務用
431501807 みさき丸 非電気通信業務用
431501808 第一新生丸 非電気通信業務用
431501809 こうせい 非電気通信業務用
431501811 小鷹 非電気通信業務用
431501812 こうせい丸 非電気通信業務用
431501813 エリエール２ 非電気通信業務用
431501814 うわうみ 非電気通信業務用
431501815 第十一博晴丸 非電気通信業務用
431501816 神若 非電気通信業務用
431501817 佐賀光栄丸 非電気通信業務用
431501818 第十近雄丸 非電気通信業務用
431501819 第十一進宝丸 非電気通信業務用
431501821 カイザー 非電気通信業務用
431501822 第五弘和丸 非電気通信業務用
431501823 五号あかさき 非電気通信業務用
431501824 みさ丸 非電気通信業務用
431501825 第十一旭洋丸 非電気通信業務用
431501826 第三十一千代丸 非電気通信業務用
431501827 十二勇亀丸 非電気通信業務用
431501828 盛和丸 非電気通信業務用
431501829 第二十五内海丸 非電気通信業務用
431501831 益丸 非電気通信業務用
431501832 第十八永進丸 非電気通信業務用
431501833 大盛丸 非電気通信業務用
431501834 明隆丸 非電気通信業務用
431501835 第二十一光新丸 非電気通信業務用
431501836 三徳丸 非電気通信業務用
431501837 きんたい丸 非電気通信業務用
431501838 第八グリーン丸 非電気通信業務用
431501839 観隆丸 非電気通信業務用
431501841 東永丸 非電気通信業務用
431501842 第三十一三晃丸 非電気通信業務用
431501843 誠和丸 非電気通信業務用
431501844 アイリス 非電気通信業務用
431501845 おおとさ 非電気通信業務用
431501846 いしづち 非電気通信業務用
431501847 恵陽丸 非電気通信業務用
431501849 Ｐｏｌａｒ　Ｗｉｎｄ 非電気通信業務用
431501851 日和丸 非電気通信業務用
431501852 大久丸 非電気通信業務用
431501853 第二十三光新丸 非電気通信業務用
431501854 新栄丸 非電気通信業務用
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431501855 寿重丸 非電気通信業務用
431501856 第二はる丸 非電気通信業務用
431501857 いくた 非電気通信業務用
431501858 第二若吉丸 非電気通信業務用
431501859 第十八徳丸 非電気通信業務用
431501861 第五十八寿々丸 非電気通信業務用
431501862 第２１あずま 非電気通信業務用
431501863 日俊丸 非電気通信業務用
431501864 師子王 非電気通信業務用
431501865 第十一東丸 非電気通信業務用
431501866 鶴明丸 非電気通信業務用
431501867 扇翔丸 非電気通信業務用
431501868 第一はる丸 非電気通信業務用
431501869 盛輝丸 非電気通信業務用
431501871 あしや 非電気通信業務用
431501872 大島百合丸 非電気通信業務用
431501873 広真 非電気通信業務用
431501874 れいたく丸 非電気通信業務用
431501875 盛漁丸 非電気通信業務用
431501876 ＨＫＬ栄隆 非電気通信業務用
431501877 幸和 非電気通信業務用
431501878 ほんじま丸 非電気通信業務用
431501879 第三十二こくさい丸 非電気通信業務用
431501881 新美咲 非電気通信業務用
431501882 第五十五進康丸 非電気通信業務用
431501883 第二十一精寿丸 非電気通信業務用
431501884 日興丸 非電気通信業務用
431501885 えいふく丸 非電気通信業務用
431501886 常栄丸 非電気通信業務用
431600001 あづま丸 非電気通信業務用
431600002 大福丸 非電気通信業務用
431600004 ニュ－あかつき 非電気通信業務用
431600006 第五佐賀丸 非電気通信業務用
431600007 和晃丸 非電気通信業務用
431600008 富山幸盛丸 非電気通信業務用
431600009 第五政好丸 非電気通信業務用
431600011 東福丸 非電気通信業務用
431600013 新栄丸 非電気通信業務用
431600014 第八大運丸 非電気通信業務用
431600015 あまみ 非電気通信業務用
431600016 第二制海 非電気通信業務用
431600017 第三萬吉丸 非電気通信業務用
431600019 第十八栄福丸 非電気通信業務用
431600021 第八幸正丸 非電気通信業務用
431600023 太古 非電気通信業務用
431600024 第三十八すみせ丸 非電気通信業務用
431600025 金生丸 非電気通信業務用
431600027 筥崎丸 非電気通信業務用
431600055 第八あずま丸 非電気通信業務用
431600056 第五松丸 非電気通信業務用
431600058 大潟丸 非電気通信業務用
431600059 第三十八明力丸 非電気通信業務用
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431600061 寿扇丸 非電気通信業務用
431600062 第六山雄丸 非電気通信業務用
431600063 第十八文栄丸 非電気通信業務用
431600065 名德丸 非電気通信業務用
431600066 伊勢丸 非電気通信業務用
431600068 福豊丸 非電気通信業務用
431600071 もじかぜ 非電気通信業務用
431600072 第二明徳丸 非電気通信業務用
431600073 八起丸 非電気通信業務用
431600074 第八福栄丸 非電気通信業務用
431600075 いそしお 非電気通信業務用
431600076 かいりゅう 非電気通信業務用
431600078 第五十八松栄丸 非電気通信業務用
431600079 第三勝栄丸 非電気通信業務用
431600081 吉祥丸 非電気通信業務用
431600082 しーぐれいす 非電気通信業務用
431600083 はやなみ 非電気通信業務用
431600084 第十二共進丸 非電気通信業務用
431600085 第八十八千代丸 非電気通信業務用
431600086 第六白王丸 非電気通信業務用
431600087 フェリー屋久島２ 非電気通信業務用
431600089 第二周防丸 非電気通信業務用
431600091 ニュ－高州 非電気通信業務用
431600092 第七十八新貢丸 非電気通信業務用
431600093 第８八幡丸 非電気通信業務用
431600094 高嶋 非電気通信業務用
431600096 最上丸 非電気通信業務用
431600097 若吉丸 非電気通信業務用
431600101 平和丸 非電気通信業務用
431600102 第五天山丸 非電気通信業務用
431600109 第十八鯛福丸 非電気通信業務用
431600119 金栄丸 非電気通信業務用
431600121 第八栄信丸 非電気通信業務用
431600122 若吉丸 非電気通信業務用
431600123 第三十六源福丸 非電気通信業務用
431600124 第二十六福寿丸 非電気通信業務用
431600125 第六十三源福丸 非電気通信業務用
431600126 第十五龍生丸 非電気通信業務用
431600127 信貴山 非電気通信業務用
431600131 第二藤進 非電気通信業務用
431600132 第八蛭子丸 非電気通信業務用
431600134 第五辰丸 非電気通信業務用
431600135 第十一大栄丸 非電気通信業務用
431600137 寶積丸 非電気通信業務用
431600139 第二十八忠丸 非電気通信業務用
431600141 白陽丸 非電気通信業務用
431600143 第三十一長栄丸 非電気通信業務用
431600144 こしき 非電気通信業務用
431600146 ビートル二世 非電気通信業務用
431600147 第三栄興丸 非電気通信業務用
431600148 大和丸 非電気通信業務用
431600149 第拾八榮福丸 非電気通信業務用
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431600151 松盛丸 非電気通信業務用
431600152 新種子島丸 非電気通信業務用
431600153 第二疋田丸 非電気通信業務用
431600159 第八喜美丸 非電気通信業務用
431600162 チャレンジャーひりゅう 非電気通信業務用
431600163 興星丸 非電気通信業務用
431600164 第二十一益栄丸 非電気通信業務用
431600167 三宗丸 非電気通信業務用
431600171 第六十八福丸 非電気通信業務用
431600172 弘運丸 非電気通信業務用
431600173 平神丸 非電気通信業務用
431600174 第三十五明神丸 非電気通信業務用
431600175 扇洋丸 非電気通信業務用
431600176 成好丸 非電気通信業務用
431600177 第二海福丸 非電気通信業務用
431600178 幸秀丸 非電気通信業務用
431600179 みさき 非電気通信業務用
431600181 信宝丸 非電気通信業務用
431600182 フェリ－ちくし 非電気通信業務用
431600183 さつかぜ 非電気通信業務用
431600184 福栄丸 非電気通信業務用
431600185 かみあがた 非電気通信業務用
431600186 めかり 非電気通信業務用
431600188 第一政好丸 非電気通信業務用
431600189 海幸丸 非電気通信業務用
431600191 第八成寿丸 非電気通信業務用
431600192 第二恵祥丸 非電気通信業務用
431600193 長春丸 非電気通信業務用
431600197 第三大福丸 非電気通信業務用
431600202 とよかぜ 非電気通信業務用
431600204 第五崎陽丸 非電気通信業務用
431600208 第五松寿丸 非電気通信業務用
431600209 千島丸 非電気通信業務用
431600211 すいらん 非電気通信業務用
431600212 第八かねと丸 非電気通信業務用
431600213 第八日菖丸 非電気通信業務用
431600214 ながさき 非電気通信業務用
431600215 めかり丸 非電気通信業務用
431600216 正栄丸 非電気通信業務用
431600217 第一さんのう 非電気通信業務用
431600218 ぶんご 非電気通信業務用
431600219 第十八住吉丸 非電気通信業務用
431600222 大伸丸 非電気通信業務用
431600223 はやぶさ 非電気通信業務用
431600224 祥輝丸 非電気通信業務用
431600226 松徳丸 非電気通信業務用
431600227 光栄丸 非電気通信業務用
431600228 第二十一天祐丸 非電気通信業務用
431600234 いとしま 非電気通信業務用
431600245 かいおう 非電気通信業務用
431600247 せきかぜ 非電気通信業務用
431600251 しんりゅう 非電気通信業務用
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431600252 第三大伸丸 非電気通信業務用
431600254 はたかぜ 非電気通信業務用
431600255 第十六北扇丸 非電気通信業務用
431600256 瑞穂丸 非電気通信業務用
431600257 第三久美丸 非電気通信業務用
431600258 扇鳳丸 非電気通信業務用
431600259 第２６臼杵丸 非電気通信業務用
431600261 あさかぜ 非電気通信業務用
431600262 口洋丸 非電気通信業務用
431600263 天春 非電気通信業務用
431600265 第七十一不動丸 非電気通信業務用
431600271 第八蛭子丸 非電気通信業務用
431600272 やまくに 非電気通信業務用
431600274 正賢丸 非電気通信業務用
431600275 三十六号喜福丸 非電気通信業務用
431600276 第十五寿丸 非電気通信業務用
431600278 ありかわ８号 非電気通信業務用
431600279 ビッグ波羅門 非電気通信業務用
431600281 鳳晴丸 非電気通信業務用
431600282 久護９９ 非電気通信業務用
431600283 ありあけ 非電気通信業務用
431600285 第２１天祥丸 非電気通信業務用
431600286 第一崎陽丸 非電気通信業務用
431600288 泰神丸 非電気通信業務用
431600289 第八海龍丸 非電気通信業務用
431600292 はっこう 非電気通信業務用
431600293 幸洋丸 非電気通信業務用
431600295 ちくご 非電気通信業務用
431600296 ふくよし丸 非電気通信業務用
431600298 第二十八大成丸 非電気通信業務用
431600299 いきかぜ 非電気通信業務用
431600301 みねかぜ 非電気通信業務用
431600304 第十八たき丸 非電気通信業務用
431600306 鶴丸 非電気通信業務用
431600308 松扇丸 非電気通信業務用
431600309 竜昇丸 非電気通信業務用
431600311 あそぎり 非電気通信業務用
431600312 神力丸 非電気通信業務用
431600313 新平成 非電気通信業務用
431600315 海星丸 非電気通信業務用
431600316 第７ハト丸 非電気通信業務用
431600317 グレート神洲 非電気通信業務用
431600323 巡視船あまぎ 非電気通信業務用
431600324 くにさき 非電気通信業務用
431600326 第二十喜宝丸 非電気通信業務用
431600328 おおとり 非電気通信業務用
431600329 関豊丸 非電気通信業務用
431600331 第八福吉丸 非電気通信業務用
431600333 松盛丸 非電気通信業務用
431600334 フェリーつばさ 非電気通信業務用
431600337 第三鶴吉丸 非電気通信業務用
431600338 第五鹿児島丸 非電気通信業務用
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431600341 第七福丸 非電気通信業務用
431600342 泰平丸 非電気通信業務用
431600343 大師丸 非電気通信業務用
431600344 はつかぜ 非電気通信業務用
431600345 第十八昭洋丸 非電気通信業務用
431600346 第六十一幸栄丸 非電気通信業務用
431600348 きりしま丸 非電気通信業務用
431600351 宇佐丸 非電気通信業務用
431600352 第十一成光丸 非電気通信業務用
431600353 和丸 非電気通信業務用
431600354 みのお 非電気通信業務用
431600358 あきぐも 非電気通信業務用
431600359 やえぐも 非電気通信業務用
431600361 なつぐも 非電気通信業務用
431600362 天馬丸 非電気通信業務用
431600363 第三南海丸 非電気通信業務用
431600364 新生 非電気通信業務用
431600365 かくりゅう 非電気通信業務用
431600366 拓青 非電気通信業務用
431600367 第十八神山丸 非電気通信業務用
431600368 第十三明隆丸 非電気通信業務用
431600369 第六あおい丸 非電気通信業務用
431600371 たちばな 非電気通信業務用
431600372 苓陽 非電気通信業務用
431600373 きりしま 非電気通信業務用
431600374 天洋丸 非電気通信業務用
431600375 栄丸 非電気通信業務用
431600378 八島丸 非電気通信業務用
431600379 第六十三幸栄丸 非電気通信業務用
431600382 第十浩鉄丸 非電気通信業務用
431600384 第六十一源福丸 非電気通信業務用
431600385 第三和晃丸 非電気通信業務用
431600386 ハンマーヘッドシャーク３ 非電気通信業務用
431600387 第二住吉丸 非電気通信業務用
431600388 青豊丸 非電気通信業務用
431600389 第八香洋丸 非電気通信業務用
431600391 新栄丸 非電気通信業務用
431600393 第八十八哲丸 非電気通信業務用
431600394 第十一進栄丸 非電気通信業務用
431600395 第七十八住吉丸 非電気通信業務用
431600396 美恵丸 非電気通信業務用
431600398 第一エーコープ 非電気通信業務用
431600399 ずいうん 非電気通信業務用
431600401 第十八祐真丸 非電気通信業務用
431600404 第五大永丸 非電気通信業務用
431600405 成和丸 非電気通信業務用
431600407 制海 非電気通信業務用
431600408 旭丸 非電気通信業務用
431600409 第三ほうえい丸 非電気通信業務用
431600411 菱成丸 非電気通信業務用
431600412 広佑丸 非電気通信業務用
431600413 第七松寿丸 非電気通信業務用
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431600414 第拾泰正丸 非電気通信業務用
431600415 第三大共丸 非電気通信業務用
431600416 第六十八幸栄丸 非電気通信業務用
431600417 清栄 非電気通信業務用
431600418 瑞鷹丸 非電気通信業務用
431600421 遠見丸 非電気通信業務用
431600422 フェリーげんかい 非電気通信業務用
431600423 フェリーあずさ 非電気通信業務用
431600424 第八東優丸 非電気通信業務用
431600425 第五千陽丸 非電気通信業務用
431600426 祥栄丸 非電気通信業務用
431600432 第七大栄丸 非電気通信業務用
431600434 利根丸 非電気通信業務用
431600435 清海丸 非電気通信業務用
431600436 コスモス 非電気通信業務用
431600437 第参拾旭洋丸 非電気通信業務用
431600439 はまゆう 非電気通信業務用
431600443 石鎚 非電気通信業務用
431600444 光丸 非電気通信業務用
431600445 開成丸 非電気通信業務用
431600446 新生丸 非電気通信業務用
431600447 スーパーウィン２ 非電気通信業務用
431600448 第一八幡丸 非電気通信業務用
431600449 大豊丸 非電気通信業務用
431600451 第三十八金栄丸 非電気通信業務用
431600452 第十一充山丸 非電気通信業務用
431600455 第十一共同丸 非電気通信業務用
431600456 栄吉丸 非電気通信業務用
431600457 第五宝丸 非電気通信業務用
431600458 大栄丸 非電気通信業務用
431600459 宮幡丸 非電気通信業務用
431600461 第八隆永丸 非電気通信業務用
431600462 第七大伸丸 非電気通信業務用
431600464 第十二和加丸 非電気通信業務用
431600465 おおすみ 非電気通信業務用
431600466 第三蛭子丸 非電気通信業務用
431600467 第八辰栄丸 非電気通信業務用
431600469 ワールドマリン５ 非電気通信業務用
431600474 げんうん 非電気通信業務用
431600475 きんいん１ 非電気通信業務用
431600476 菱和丸 非電気通信業務用
431600477 豊竜丸 非電気通信業務用
431600478 きんせい 非電気通信業務用
431600479 第十一福吉丸 非電気通信業務用
431600481 豊栄丸 非電気通信業務用
431600482 第三福和丸 非電気通信業務用
431600484 明宝丸 非電気通信業務用
431600485 とびうめ丸 非電気通信業務用
431600486 大国丸 非電気通信業務用
431600487 きんいん２ 非電気通信業務用
431600488 光星丸 非電気通信業務用
431600491 雄昌 非電気通信業務用
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431600493 第八十一三社丸 非電気通信業務用
431600497 第八勝丸 非電気通信業務用
431600499 鵜戸丸 非電気通信業務用
431600502 共和丸 非電気通信業務用
431600503 ＭＡＳＩＬ 非電気通信業務用
431600505 第八明善丸 非電気通信業務用
431600507 群青１号 非電気通信業務用
431600508 群青２号 非電気通信業務用
431600509 はくりゅう 非電気通信業務用
431600512 第三美和丸 非電気通信業務用
431600513 第五若虎丸 非電気通信業務用
431600515 ビッグベンクイーン 非電気通信業務用
431600516 第弐拾福丸 非電気通信業務用
431600517 のもかぜ 非電気通信業務用
431600518 第八天神丸 非電気通信業務用
431600519 第三東洋丸 非電気通信業務用
431600526 敬天 非電気通信業務用
431600528 さんのう 非電気通信業務用
431600529 第三十すみせ丸 非電気通信業務用
431600531 くまかぜ 非電気通信業務用
431600532 いけかぜ 非電気通信業務用
431600534 進宝丸 非電気通信業務用
431600535 第十弘洋丸 非電気通信業務用
431600536 第十二伊勢丸 非電気通信業務用
431600583 ゆみかぜ 非電気通信業務用
431600584 第五稲宝山丸 非電気通信業務用
431600585 雲仙丸 非電気通信業務用
431600586 うらづき 非電気通信業務用
431600588 博隆丸 非電気通信業務用
431600591 福隆丸 非電気通信業務用
431600592 第１かの丸 非電気通信業務用
431600593 きよかぜ 非電気通信業務用
431600595 第二十一三社丸 非電気通信業務用
431600596 あそ 非電気通信業務用
431600598 さくら丸 非電気通信業務用
431600601 わかかぜ 非電気通信業務用
431600602 きくち 非電気通信業務用
431600603 第十一明神丸 非電気通信業務用
431600605 第二十一管洋 非電気通信業務用
431600607 第弐拾参福丸 非電気通信業務用
431600608 第八東邦丸 非電気通信業務用
431600609 ヒーロー 非電気通信業務用
431600613 うりずん 非電気通信業務用
431600614 箱崎丸 非電気通信業務用
431600619 みささ 非電気通信業務用
431600621 おーしゃんさうす 非電気通信業務用
431600622 早吸 非電気通信業務用
431600625 でじま 非電気通信業務用
431600626 大栄丸 非電気通信業務用
431600627 サニー吉祥 非電気通信業務用
431600628 翔大 非電気通信業務用
431600629 はるかぜ 非電気通信業務用
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431600631 第二廣良丸 非電気通信業務用
431600632 かいしん丸 非電気通信業務用
431600633 はるかぜ 非電気通信業務用
431600635 たかちほ 非電気通信業務用
431600636 さるびあ 非電気通信業務用
431600637 第二十五光栄丸 非電気通信業務用
431600638 第二十一邦久丸 非電気通信業務用
431600639 第二神陽丸 非電気通信業務用
431600641 おーしゃんのーす 非電気通信業務用
431600642 第十八幸洋丸 非電気通信業務用
431600643 いなさ 非電気通信業務用
431600645 第二十五豊玉丸 非電気通信業務用
431600646 協豊丸 非電気通信業務用
431600647 天鶴 非電気通信業務用
431600649 せんだい 非電気通信業務用
431600652 きのえ丸 非電気通信業務用
431600653 新日聖 非電気通信業務用
431600654 第三十一すみせ丸 非電気通信業務用
431600655 第２ひろ丸 非電気通信業務用
431600657 第八ふぢ丸 非電気通信業務用
431600662 Ｔｈｕｎｄｅｒ　Ｂｉｒｄ２ 非電気通信業務用
431600664 たま 非電気通信業務用
431600665 第一明栄丸 非電気通信業務用
431600666 第七管洋 非電気通信業務用
431600668 千進丸 非電気通信業務用
431600669 十一億丸 非電気通信業務用
431600671 キングチャレンジャー 非電気通信業務用
431600673 おおみね 非電気通信業務用
431600674 ほくと 非電気通信業務用
431600677 かいせい 非電気通信業務用
431600679 高見丸 非電気通信業務用
431600681 第十八充山丸 非電気通信業務用
431600682 御影 非電気通信業務用
431600683 ひご 非電気通信業務用
431600684 新豊丸 非電気通信業務用
431600686 福栄丸 非電気通信業務用
431600688 いまふく 非電気通信業務用
431600689 大綱 非電気通信業務用
431600691 第参拾壱旭洋丸 非電気通信業務用
431600692 第二十八かねと丸 非電気通信業務用
431600693 宝栄丸 非電気通信業務用
431600696 佳容丸 非電気通信業務用
431600697 第二金比羅丸 非電気通信業務用
431600699 きよたき 非電気通信業務用
431600701 もくれん 非電気通信業務用
431600703 とびうめ 非電気通信業務用
431600706 にじぐも 非電気通信業務用
431600708 ことざくら 非電気通信業務用
431600712 たつぐも 非電気通信業務用
431600713 ひめつばき 非電気通信業務用
431600715 せいうん 非電気通信業務用
431600716 そううん 非電気通信業務用
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431600717 ニューげんかい 非電気通信業務用
431600718 さとざくら 非電気通信業務用
431600719 はまゆう 非電気通信業務用
431600721 はつぎく 非電気通信業務用
431600722 さたかぜ 非電気通信業務用
431600724 はまゆり 非電気通信業務用
431600725 いそなみ 非電気通信業務用
431600726 しょううん 非電気通信業務用
431600727 第五栄吉丸 非電気通信業務用
431600732 第二十五寿美丸 非電気通信業務用
431600735 第二十一壱岐丸 非電気通信業務用
431600737 第六十八東翔丸 非電気通信業務用
431600738 第二十八三垂丸 非電気通信業務用
431600742 フェリ－太陽 非電気通信業務用
431600743 マリ－ンあずさ 非電気通信業務用
431600744 第一福丸 非電気通信業務用
431600749 平成丸 非電気通信業務用
431600751 第３青木丸 非電気通信業務用
431600753 第七長由丸 非電気通信業務用
431600754 第八海心丸 非電気通信業務用
431600755 昌和丸 非電気通信業務用
431600758 旭和丸 非電気通信業務用
431600759 海馬 非電気通信業務用
431600762 西海丸 非電気通信業務用
431600763 第３長崎丸 非電気通信業務用
431600766 第弐拾弐光福丸 非電気通信業務用
431600768 天旺丸 非電気通信業務用
431600769 ２海洋 非電気通信業務用
431600772 第三十七金比羅丸 非電気通信業務用
431600774 第十八ちくゆう丸 非電気通信業務用
431600775 第三福栄丸 非電気通信業務用
431600794 あさかぜ 非電気通信業務用
431600797 ニュー清幸 非電気通信業務用
431600798 第三十六昭徳丸 非電気通信業務用
431600801 宝満山丸 非電気通信業務用
431600804 シーカーゴ五島 非電気通信業務用
431600811 第十六健勝丸 非電気通信業務用
431600813 かなめ丸 非電気通信業務用
431600819 第八豊丸 非電気通信業務用
431600823 第二十五大吉丸 非電気通信業務用
431600824 第十八かねと丸 非電気通信業務用
431600825 清祥丸 非電気通信業務用
431600827 翔栄丸 非電気通信業務用
431600828 第八栄興丸 非電気通信業務用
431600829 マリーンチャレンジャー 非電気通信業務用
431600835 第一玄洋丸 非電気通信業務用
431600836 祥泉丸 非電気通信業務用
431600837 第一大成丸 非電気通信業務用
431600838 第三十一管洋 非電気通信業務用
431600842 第十六大徳丸 非電気通信業務用
431600843 松寿丸 非電気通信業務用
431600847 壱丸釟海皇 非電気通信業務用
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431600848 第八菱洋丸 非電気通信業務用
431600849 第五春日丸 非電気通信業務用
431600851 明徳丸 非電気通信業務用
431600852 第六十三明神丸 非電気通信業務用
431600853 ブラックカイザー 非電気通信業務用
431600854 十八豊栄丸 非電気通信業務用
431600859 豊伸丸 非電気通信業務用
431600862 太海丸 非電気通信業務用
431600863 こちかぜ 非電気通信業務用
431600864 もくれん 非電気通信業務用
431600865 萬好丸 非電気通信業務用
431600866 栄興丸 非電気通信業務用
431600867 筑豊丸 非電気通信業務用
431600868 大鳳丸 非電気通信業務用
431600872 第十五霧島丸 非電気通信業務用
431600875 新福栄丸 非電気通信業務用
431600876 ひまわり３ 非電気通信業務用
431600877 海栄丸 非電気通信業務用
431600878 トッピ－１ 非電気通信業務用
431600879 トッピー３ 非電気通信業務用
431600881 第一寿重丸 非電気通信業務用
431600885 なつかぜ 非電気通信業務用
431600886 海王２ 非電気通信業務用
431600889 飛翔丸 非電気通信業務用
431600893 フェリ－きりしま 非電気通信業務用
431600894 春風 非電気通信業務用
431600895 さちかぜ 非電気通信業務用
431600896 栄丸 非電気通信業務用
431600897 第二豊丸 非電気通信業務用
431600898 第八本浦丸 非電気通信業務用
431600899 第三南海丸 非電気通信業務用
431600901 第五三徳丸 非電気通信業務用
431600902 住吉丸 非電気通信業務用
431600903 第八明神丸 非電気通信業務用
431600904 きんいん３ 非電気通信業務用
431600905 みやこ丸 非電気通信業務用
431600912 蛭子丸 非電気通信業務用
431600913 ハヤシオ 非電気通信業務用
431600914 第八十一幸栄丸 非電気通信業務用
431600915 第一〇八金栄丸 非電気通信業務用
431600916 第三菱洋丸 非電気通信業務用
431600917 第二早潮丸 非電気通信業務用
431600919 日勝丸 非電気通信業務用
431600921 第二住栄丸 非電気通信業務用
431600923 伯豊丸 非電気通信業務用
431600924 第二神力丸 非電気通信業務用
431600926 第八長栄丸 非電気通信業務用
431600928 第二悠久丸 非電気通信業務用
431600929 第八協栄丸 非電気通信業務用
431600931 第八天照丸 非電気通信業務用
431600932 第五菱洋丸 非電気通信業務用
431600933 富栄丸 非電気通信業務用
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431600935 福栄丸 非電気通信業務用
431600936 吉丸 非電気通信業務用
431600939 敦和丸 非電気通信業務用
431600941 新日丸 非電気通信業務用
431600943 第五十八孝洋丸 非電気通信業務用
431600952 第二十六神丸 非電気通信業務用
431600953 フェリーやまと 非電気通信業務用
431600955 えれがんと１号 非電気通信業務用
431600957 鳳山丸 非電気通信業務用
431600959 福久丸 非電気通信業務用
431600964 福興丸 非電気通信業務用
431600965 第二十七対州丸 非電気通信業務用
431600966 一興丸 非電気通信業務用
431600971 かざし 非電気通信業務用
431600972 げんかい 非電気通信業務用
431600974 第八蛭子丸 非電気通信業務用
431600975 法守丸 非電気通信業務用
431600976 転法輪 非電気通信業務用
431600977 第三悠久丸 非電気通信業務用
431600978 大栄丸 非電気通信業務用
431600979 きしょう丸 非電気通信業務用
431600981 第五八起丸 非電気通信業務用
431600982 竜昇二号 非電気通信業務用
431600983 第五十八明力丸 非電気通信業務用
431600984 第十五昭徳丸 非電気通信業務用
431600985 第二長運丸 非電気通信業務用
431600987 めづら丸 非電気通信業務用
431600988 隆祥丸 非電気通信業務用
431600989 葉港丸 非電気通信業務用
431600991 崎辺丸 非電気通信業務用
431600992 立神丸 非電気通信業務用
431600993 なんせい 非電気通信業務用
431600994 日の出丸 非電気通信業務用
431600995 長栄丸 非電気通信業務用
431600996 第一長運丸 非電気通信業務用
431600997 第二十三健翔丸 非電気通信業務用
431600998 はくつる 非電気通信業務用
431600999 第八蛭子丸 非電気通信業務用
431601001 かがしま 非電気通信業務用
431601006 愛宕丸 非電気通信業務用
431601008 五十猛 非電気通信業務用
431601012 広栄丸 非電気通信業務用
431601013 第十三源福丸 非電気通信業務用
431601014 第十二源福丸 非電気通信業務用
431601015 クイーンエレナ 非電気通信業務用
431601018 清福丸 非電気通信業務用
431601019 栄信丸 非電気通信業務用
431601021 晃祥丸 非電気通信業務用
431601022 美保丸 非電気通信業務用
431601024 第一江和丸 非電気通信業務用
431601025 開洋 非電気通信業務用
431601028 第五高砂丸 非電気通信業務用
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431601031 げんかい 非電気通信業務用
431601033 第七えるぴい丸 非電気通信業務用
431601035 フェリーゆうき 非電気通信業務用
431601037 ニュー蛭子 非電気通信業務用
431601038 第十一八幡丸 非電気通信業務用
431601042 勇聖丸 非電気通信業務用
431601044 白鷹丸 非電気通信業務用
431601045 聖鳳丸 非電気通信業務用
431601047 雄邦丸 非電気通信業務用
431601051 春日丸 非電気通信業務用
431601054 第七十八金比羅丸 非電気通信業務用
431601055 明興丸 非電気通信業務用
431601056 平成丸 非電気通信業務用
431601058 祥拓丸 非電気通信業務用
431601066 第五大宝丸 非電気通信業務用
431601067 第五雄山丸 非電気通信業務用
431601068 幸運丸 非電気通信業務用
431601071 第二十五海上丸 非電気通信業務用
431601076 第一金比羅丸 非電気通信業務用
431601077 第八吉賀丸 非電気通信業務用
431601079 第二十一さつま 非電気通信業務用
431601089 ビートル 非電気通信業務用
431601095 碧鳳丸 非電気通信業務用
431601096 隆邦丸 非電気通信業務用
431601098 第二十七源福丸 非電気通信業務用
431601099 第三日之出丸 非電気通信業務用
431601101 第二大港丸 非電気通信業務用
431601104 第八日祥丸 非電気通信業務用
431601106 第三昇南丸 非電気通信業務用
431601107 栄光丸 非電気通信業務用
431601109 第二北州丸 非電気通信業務用
431601111 ニューかなざわ 非電気通信業務用
431601113 第七十二悠久丸 非電気通信業務用
431601116 第八久栄丸 非電気通信業務用
431601121 第六十七源福丸 非電気通信業務用
431601122 第一源福丸 非電気通信業務用
431601123 第七十三源福丸 非電気通信業務用
431601131 第十六源福丸 非電気通信業務用
431601134 第六十八源福丸 非電気通信業務用
431601136 第五十六千代丸 非電気通信業務用
431601137 第十一養徳丸 非電気通信業務用
431601141 第二十六庄栄丸 非電気通信業務用
431601146 昭平丸 非電気通信業務用
431601148 第三兼油丸 非電気通信業務用
431601149 第十七源福丸 非電気通信業務用
431601151 第八万洋丸 非電気通信業務用
431601152 東洋丸 非電気通信業務用
431601153 第三十八源福丸 非電気通信業務用
431601154 第五十三蛭子丸 非電気通信業務用
431601155 第三千代丸 非電気通信業務用
431601158 桜栄丸 非電気通信業務用
431601163 新栄吉丸 非電気通信業務用
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431601165 第三蛭子丸 非電気通信業務用
431601166 第八順栄丸 非電気通信業務用
431601167 福元丸 非電気通信業務用
431601172 第三十五源福丸 非電気通信業務用
431601175 第八弥生丸 非電気通信業務用
431601178 サンド１号 非電気通信業務用
431601181 あらせ 非電気通信業務用
431601182 おのがら 非電気通信業務用
431601183 くにみ 非電気通信業務用
431601184 ごんげん 非電気通信業務用
431601185 くにさき丸 非電気通信業務用
431601186 大福丸 非電気通信業務用
431601191 第六兼油丸 非電気通信業務用
431601194 第二十七野村丸 非電気通信業務用
431601201 第二十五野村丸 非電気通信業務用
431601203 第三十三魁丸 非電気通信業務用
431601206 第１０勝丸 非電気通信業務用
431601211 大黒丸 非電気通信業務用
431601212 第八虎丸 非電気通信業務用
431601213 光丸 非電気通信業務用
431601217 第一旭栄丸 非電気通信業務用
431601218 第八正和丸 非電気通信業務用
431601219 おーしゃんうえすと 非電気通信業務用
431601221 豊鐵丸 非電気通信業務用
431601224 末廣丸 非電気通信業務用
431601227 第一幸風丸 非電気通信業務用
431601229 第二十一丸繁丸 非電気通信業務用
431601232 松栄丸 非電気通信業務用
431601234 共栄丸 非電気通信業務用
431601235 おーしゃんいーすと 非電気通信業務用
431601236 第八十八福丸 非電気通信業務用
431601237 フェリ－あがた 非電気通信業務用
431601238 大平丸 非電気通信業務用
431601239 第八さとみ丸 非電気通信業務用
431601242 フェリーさくら 非電気通信業務用
431601243 あさひえ－す 非電気通信業務用
431601247 第二十八壱岐丸 非電気通信業務用
431601252 第七十八野村丸 非電気通信業務用
431601253 第八十三野村丸 非電気通信業務用
431601254 第二十八野村丸 非電気通信業務用
431601255 南興丸 非電気通信業務用
431601261 第二公龍丸 非電気通信業務用
431601262 第二十一栄進丸 非電気通信業務用
431601264 第八大吉丸 非電気通信業務用
431601265 第八新長栄丸 非電気通信業務用
431601266 第十八鈴丸 非電気通信業務用
431601269 飛鳥丸 非電気通信業務用
431601272 第五功洋 非電気通信業務用
431601273 第十八海勝丸 非電気通信業務用
431601276 第八十八岸丸 非電気通信業務用
431601278 鶴翔丸 非電気通信業務用
431601279 南西丸 非電気通信業務用
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431601284 第二十二山田丸 非電気通信業務用
431601287 第二十三大栄丸 非電気通信業務用
431601288 第二十一山田丸 非電気通信業務用
431601291 第五吉賀丸 非電気通信業務用
431601292 海運丸 非電気通信業務用
431601293 第二蛭子丸 非電気通信業務用
431601294 日吉丸 非電気通信業務用
431601296 第八天生丸 非電気通信業務用
431601297 みなかた 非電気通信業務用
431601298 金栄丸 非電気通信業務用
431601299 第八新生丸 非電気通信業務用
431601301 第五十八大栄丸 非電気通信業務用
431601303 ありかわ 非電気通信業務用
431601304 せとなみ 非電気通信業務用
431601305 つしま 非電気通信業務用
431601306 いき 非電気通信業務用
431601307 しんとう１号 非電気通信業務用
431601309 ひらど 非電気通信業務用
431601313 第十一大栄丸 非電気通信業務用
431601316 たくみ丸 非電気通信業務用
431601317 第二十八勇仁丸 非電気通信業務用
431601319 第五喜代丸 非電気通信業務用
431601323 第五十八大吉丸 非電気通信業務用
431601324 第七大吉丸 非電気通信業務用
431601326 龍喜丸 非電気通信業務用
431601328 第十一源福丸 非電気通信業務用
431601331 ことぶき丸 非電気通信業務用
431601332 伸和丸 非電気通信業務用
431601333 幸栄丸 非電気通信業務用
431601334 至幸丸 非電気通信業務用
431601335 第六十一いづみ丸 非電気通信業務用
431601336 豊後丸 非電気通信業務用
431601338 第三十八大栄丸 非電気通信業務用
431601339 第十八大栄丸 非電気通信業務用
431601344 第拾壱盛漁丸 非電気通信業務用
431601347 第八十六昭徳丸 非電気通信業務用
431601348 第十八栄興丸 非電気通信業務用
431601349 第八昭生丸 非電気通信業務用
431601351 第七栄興丸 非電気通信業務用
431601352 西運丸 非電気通信業務用
431601355 第二三徳丸 非電気通信業務用
431601359 第五盛勝丸 非電気通信業務用
431601364 栄興丸 非電気通信業務用
431601369 いぶき丸 非電気通信業務用
431601371 千祥丸 非電気通信業務用
431601376 第二大栄丸 非電気通信業務用
431601377 第十五大栄丸 非電気通信業務用
431601381 第二昭生丸 非電気通信業務用
431601382 第五野村丸 非電気通信業務用
431601383 十八興徳丸 非電気通信業務用
431601388 真名鶴丸 非電気通信業務用
431601392 ジェイケイ 非電気通信業務用
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431601394 あさか２ 非電気通信業務用
431601396 第七菱洋丸 非電気通信業務用
431601397 第八栄進丸 非電気通信業務用
431601398 光宝丸 非電気通信業務用
431601403 第五えるぴい丸 非電気通信業務用
431601405 第八十八大吉丸 非電気通信業務用
431601412 第十八太幸丸 非電気通信業務用
431601414 第一大栄丸 非電気通信業務用
431601418 第五十三大栄丸 非電気通信業務用
431601419 第十八わかば丸 非電気通信業務用
431601421 第五十八野村丸 非電気通信業務用
431601423 第三十七明神丸 非電気通信業務用
431601424 第十一出丸 非電気通信業務用
431601426 ちかびくろしお 非電気通信業務用
431601428 明安丸 非電気通信業務用
431601431 しんぷう 非電気通信業務用
431601439 豊津丸 非電気通信業務用
431601442 筑紫丸 非電気通信業務用
431601443 第八開成丸 非電気通信業務用
431601444 第三十八昭徳丸 非電気通信業務用
431601447 祥竜丸 非電気通信業務用
431601449 第二大福丸 非電気通信業務用
431601453 第五十一幸栄丸 非電気通信業務用
431601454 第十五北扇丸 非電気通信業務用
431601455 第二十三明神丸 非電気通信業務用
431601457 第一輪島丸 非電気通信業務用
431601458 第八十二喜代丸 非電気通信業務用
431601463 第二幸風丸 非電気通信業務用
431601465 陸前丸 非電気通信業務用
431601467 第五十二昭徳丸 非電気通信業務用
431601468 第八祇園丸 非電気通信業務用
431601469 第五十六昭徳丸 非電気通信業務用
431601478 第八十七昭徳丸 非電気通信業務用
431601481 第七昭徳丸 非電気通信業務用
431601485 太完丸 非電気通信業務用
431601487 第一南星丸 非電気通信業務用
431601488 まつら 非電気通信業務用
431601491 第三鹿児島丸 非電気通信業務用
431601492 第八十三昭徳丸 非電気通信業務用
431601493 第二十八昭徳丸 非電気通信業務用
431601494 第二十五昭徳丸 非電気通信業務用
431601497 浜千鳥 非電気通信業務用
431601498 第十二昭徳丸 非電気通信業務用
431601499 第八十一昭徳丸 非電気通信業務用
431601501 第三十一昭徳丸 非電気通信業務用
431601502 第八十二昭徳丸 非電気通信業務用
431601504 新双葉 非電気通信業務用
431601505 第十一昭徳丸 非電気通信業務用
431601507 第八栄進丸 非電気通信業務用
431601512 第十六三垂丸 非電気通信業務用
431601514 福神丸 非電気通信業務用
431601515 ひまわり 非電気通信業務用
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431601517 第八大成丸 非電気通信業務用
431601521 大共丸 非電気通信業務用
431601522 大和丸 非電気通信業務用
431601523 第二十三昭徳丸 非電気通信業務用
431601525 第五金比羅丸 非電気通信業務用
431601526 スミヨシマル 非電気通信業務用
431601527 愛宕丸 非電気通信業務用
431601528 第三十八福栄丸 非電気通信業務用
431601532 第八福和丸 非電気通信業務用
431601537 第五げんかい 非電気通信業務用
431601539 トッピ－２ 非電気通信業務用
431601543 雄翔丸 非電気通信業務用
431601544 第八大栄丸 非電気通信業務用
431601546 第十二金洋丸 非電気通信業務用
431601547 くろしお二号 非電気通信業務用
431601548 ななしま２ 非電気通信業務用
431601554 第七順永丸 非電気通信業務用
431601556 第八順永丸 非電気通信業務用
431601557 第十二八幡丸 非電気通信業務用
431601562 信洋丸 非電気通信業務用
431601563 松美丸 非電気通信業務用
431601567 さくら丸 非電気通信業務用
431601572 第三加寿丸 非電気通信業務用
431601573 福徳丸 非電気通信業務用
431601575 第七十八新栄丸 非電気通信業務用
431601577 第三ゆたか丸 非電気通信業務用
431601579 楠栄丸 非電気通信業務用
431601582 大峰山 非電気通信業務用
431601585 第十八千恵丸 非電気通信業務用
431601586 第八ヘーブ屋丸 非電気通信業務用
431601587 シーホーク 非電気通信業務用
431601588 フェリーなるしお 非電気通信業務用
431601593 第八栄進丸 非電気通信業務用
431601595 第八万洋丸 非電気通信業務用
431601596 第一平成丸 非電気通信業務用
431601597 日乃出丸 非電気通信業務用
431601599 満喜丸 非電気通信業務用
431601605 ニューつるよし 非電気通信業務用
431601606 第二新宝丸 非電気通信業務用
431601609 第２２美咲 非電気通信業務用
431601611 日向丸 非電気通信業務用
431601612 第二崎陽丸 非電気通信業務用
431601614 第三ともえ丸 非電気通信業務用
431601615 星泉丸 非電気通信業務用
431601616 飛龍 非電気通信業務用
431601618 第二大徳丸 非電気通信業務用
431601619 大誠丸 非電気通信業務用
431601622 十八住福丸 非電気通信業務用
431601623 第二平成丸 非電気通信業務用
431601624 第二十六玄洋丸 非電気通信業務用
431601625 第五フェリ－美咲 非電気通信業務用
431601632 海寿丸 非電気通信業務用
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431601633 龍豊丸 非電気通信業務用
431601634 第２ゆたか丸 非電気通信業務用
431601636 第六十五悠久丸 非電気通信業務用
431601638 第十八丸福丸 非電気通信業務用
431601641 海徳丸 非電気通信業務用
431601642 正輝丸 非電気通信業務用
431601643 第十一永久丸 非電気通信業務用
431601644 ニューつしま 非電気通信業務用
431601645 第六辰栄丸 非電気通信業務用
431601653 第八十八喜代丸 非電気通信業務用
431601657 若一丸 非電気通信業務用
431601658 安隆丸 非電気通信業務用
431601661 くろしお丸 非電気通信業務用
431601662 第三石龍丸 非電気通信業務用
431601663 第七喜代丸 非電気通信業務用
431601673 共和２号 非電気通信業務用
431601676 フェリーなみじ 非電気通信業務用
431601677 第２徳盛丸 非電気通信業務用
431601682 第八十八悠久丸 非電気通信業務用
431601684 第一悠久丸 非電気通信業務用
431601687 第三十八栄進丸 非電気通信業務用
431601688 翔鶴丸 非電気通信業務用
431601689 第八漁連丸 非電気通信業務用
431601692 安藝 非電気通信業務用
431601693 幸成丸 非電気通信業務用
431601695 相模丸 非電気通信業務用
431601697 第八三社丸 非電気通信業務用
431601698 第五天洋丸 非電気通信業務用
431601699 第三十八協徳丸 非電気通信業務用
431601702 第三十七協徳丸 非電気通信業務用
431601703 第十一漁明丸 非電気通信業務用
431601704 第十一漁徳丸 非電気通信業務用
431601706 第一金盛丸 非電気通信業務用
431601707 第五大運丸 非電気通信業務用
431601712 八号萬漁丸 非電気通信業務用
431601714 第十福一丸 非電気通信業務用
431601715 第八伸幸丸 非電気通信業務用
431601718 第六福栄丸 非電気通信業務用
431601731 恵徳丸 非電気通信業務用
431601732 第二海幸丸 非電気通信業務用
431601733 第二十一隼丸 非電気通信業務用
431601734 第八開成丸 非電気通信業務用
431601735 第二十一丸正丸 非電気通信業務用
431601736 公龍丸 非電気通信業務用
431601742 十一号恭進丸 非電気通信業務用
431601746 五五良福丸 非電気通信業務用
431601748 龍宮住吉丸 非電気通信業務用
431601749 フェリー福江 非電気通信業務用
431601751 フェリー長崎 非電気通信業務用
431601753 第五あき丸 非電気通信業務用
431601754 第八海上丸 非電気通信業務用
431601756 第三十八フェリー美咲 非電気通信業務用
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431601757 第八栄勝丸 非電気通信業務用
431601761 與志郎丸 非電気通信業務用
431601765 フラワーのこ 非電気通信業務用
431601768 南洋丸三号 非電気通信業務用
431601769 第八英丸 非電気通信業務用
431601771 日廣丸 非電気通信業務用
431601772 第三十一勝丸 非電気通信業務用
431601775 いろは丸 非電気通信業務用
431601776 喜扇丸 非電気通信業務用
431601777 第八供丸 非電気通信業務用
431601782 第一三社丸 非電気通信業務用
431601786 第二十さだ丸 非電気通信業務用
431601788 第二十五大勝丸 非電気通信業務用
431601791 はど 非電気通信業務用
431601792 第三クインエンゼル 非電気通信業務用
431601797 第十八都丸 非電気通信業務用
431601798 第六大栄丸 非電気通信業務用
431601802 第八明和丸 非電気通信業務用
431601803 大豊山丸 非電気通信業務用
431601804 第１あそ丸 非電気通信業務用
431601805 子宝丸 非電気通信業務用
431601806 長光丸 非電気通信業務用
431601811 航安丸 非電気通信業務用
431601815 ひのくに丸 非電気通信業務用
431601816 南洋丸１号 非電気通信業務用
431601818 豊城丸 非電気通信業務用
431601819 不捨丸 非電気通信業務用
431601823 大宝丸 非電気通信業務用
431601824 第二十八進漁丸 非電気通信業務用
431601825 第七住若丸 非電気通信業務用
431601826 第五和栄丸 非電気通信業務用
431601827 つくし 非電気通信業務用
431601835 第一長栄丸 非電気通信業務用
431601836 第三明徳丸 非電気通信業務用
431601837 はやしお 非電気通信業務用
431601838 第八十一丸福丸 非電気通信業務用
431601843 かがみ 非電気通信業務用
431601844 はやしお 非電気通信業務用
431601846 いしみね３号 非電気通信業務用
431601851 第十八長由丸 非電気通信業務用
431601855 第八さつま 非電気通信業務用
431601858 住吉丸 非電気通信業務用
431601859 海晴洋丸 非電気通信業務用
431601861 とから南風丸 非電気通信業務用
431601863 十八号孝洋丸 非電気通信業務用
431601864 第一南海丸 非電気通信業務用
431601865 第八新漁丸 非電気通信業務用
431601868 第一日光丸 非電気通信業務用
431601876 第十城山丸 非電気通信業務用
431601877 第三十八南海丸 非電気通信業務用
431601884 第十八千草丸 非電気通信業務用
431601886 第十八日広丸 非電気通信業務用
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431601887 第五太陽丸 非電気通信業務用
431601888 第三敬神丸 非電気通信業務用
431601892 高豊丸 非電気通信業務用
431601894 かいどう 非電気通信業務用
431601895 やまざくら 非電気通信業務用
431601897 第八鳳竜丸 非電気通信業務用
431601899 コブラ 非電気通信業務用
431601905 第八裕星丸 非電気通信業務用
431601906 第八関丸 非電気通信業務用
431601908 九十九丸 非電気通信業務用
431601909 第２かの丸 非電気通信業務用
431601911 昌栄丸 非電気通信業務用
431601912 第八興真丸 非電気通信業務用
431601913 第五十八長栄丸 非電気通信業務用
431601914 勝栄丸 非電気通信業務用
431601916 第二十一博洋丸 非電気通信業務用
431601917 第五十八号繁栄丸 非電気通信業務用
431601919 第三やけうち 非電気通信業務用
431601923 第一翔鶴丸 非電気通信業務用
431601924 第十八大生丸 非電気通信業務用
431601926 第十八新福丸 非電気通信業務用
431601929 勝福真丸 非電気通信業務用
431601931 真福丸 非電気通信業務用
431601932 生洋丸 非電気通信業務用
431601934 豊洋 非電気通信業務用
431601935 しんよう 非電気通信業務用
431601939 ふくえ 非電気通信業務用
431601941 さくらじま 非電気通信業務用
431601942 第八十八北海丸 非電気通信業務用
431601943 山豊丸 非電気通信業務用
431601944 ブラックサムソン 非電気通信業務用
431601945 一洋丸 非電気通信業務用
431601946 げんかい 非電気通信業務用
431601949 南王丸 非電気通信業務用
431601951 八千代丸 非電気通信業務用
431601952 陽光 非電気通信業務用
431601953 第八十八海栄丸 非電気通信業務用
431601955 第十八博進丸 非電気通信業務用
431601956 みずほ 非電気通信業務用
431601957 海潮音 非電気通信業務用
431601959 えれがんと２号 非電気通信業務用
431601961 新洞海丸 非電気通信業務用
431601962 青雲３４号 非電気通信業務用
431601963 フェリーとしま 非電気通信業務用
431601964 Ｅｍｉ　Ｔａｎ 非電気通信業務用
431601965 ニューおろしま 非電気通信業務用
431601966 がんりゅう 非電気通信業務用
431601967 ドルフィン５ 非電気通信業務用
431601968 幾伸丸 非電気通信業務用
431601969 ほうまん 非電気通信業務用
431601971 たかとう 非電気通信業務用
431601973 うりずん２１ 非電気通信業務用
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431601976 金剛丸 非電気通信業務用
431601977 ビッグ波羅門キング 非電気通信業務用
431601978 新さつま 非電気通信業務用
431601979 みずき 非電気通信業務用
431601981 第一福江丸 非電気通信業務用
431601982 第三福江丸 非電気通信業務用
431601984 銀河１号 非電気通信業務用
431601985 はやぶさ２ 非電気通信業務用
431601986 第十八福丸 非電気通信業務用
431601987 高陽丸 非電気通信業務用
431601989 富士丸 非電気通信業務用
431601991 第四十八美代丸 非電気通信業務用
431601992 第二十八十勝丸 非電気通信業務用
431601993 福栄丸 非電気通信業務用
431601994 第二誠光丸 非電気通信業務用
431601995 第一栄豊丸 非電気通信業務用
431601998 第一泰福丸 非電気通信業務用
431602002 第二十一長盛丸 非電気通信業務用
431602003 第十一長盛丸 非電気通信業務用
431602004 第二惣盛丸 非電気通信業務用
431602006 第三山田丸 非電気通信業務用
431602007 第五山田丸 非電気通信業務用
431602008 第六長運丸 非電気通信業務用
431602009 第七長運丸 非電気通信業務用
431602011 平尾山丸 非電気通信業務用
431602012 あすなろ 非電気通信業務用
431602013 第三十八清栄丸 非電気通信業務用
431602015 第八恵比寿丸 非電気通信業務用
431602018 万亀丸 非電気通信業務用
431602019 栄雄丸 非電気通信業務用
431602022 第三大運丸 非電気通信業務用
431602025 熊豊 非電気通信業務用
431602026 大東丸 非電気通信業務用
431602027 第二十八鶴菱丸 非電気通信業務用
431602028 第十八管洋 非電気通信業務用
431602029 第三十五長福丸 非電気通信業務用
431602031 ニュー豊予３ 非電気通信業務用
431602032 第八延岡丸 非電気通信業務用
431602034 おおすみ 非電気通信業務用
431602035 端島丸 非電気通信業務用
431602036 ビートル三世 非電気通信業務用
431602038 パシフィック 非電気通信業務用
431602039 忠誠丸 非電気通信業務用
431602041 さいかい 非電気通信業務用
431602042 いそかぜ 非電気通信業務用
431602043 ゆふ 非電気通信業務用
431602044 新益栄 非電気通信業務用
431602045 さつき 非電気通信業務用
431602046 第弐拾八盛漁丸 非電気通信業務用
431602047 第八大栄丸 非電気通信業務用
431602048 清海丸 非電気通信業務用
431602049 昇鶴 非電気通信業務用
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431602051 ニューフェリー美咲 非電気通信業務用
431602053 ＰＬＡＹ　ＢＯＹ 非電気通信業務用
431602058 第二十一新福丸 非電気通信業務用
431602059 第二十三成光丸 非電気通信業務用
431602061 ほくせい 非電気通信業務用
431602062 第拾壱福丸 非電気通信業務用
431602063 ＳＡＣＨＩ 非電気通信業務用
431602064 仁徳 非電気通信業務用
431602065 レインボーのこ 非電気通信業務用
431602067 さんふらわあだいせつ 非電気通信業務用
431602068 第十三エーコープ 非電気通信業務用
431602069 第五十五勇仁丸 非電気通信業務用
431602073 漁義丸 非電気通信業務用
431602074 ２１住吉 非電気通信業務用
431602075 第十一常陸丸 非電気通信業務用
431602076 さんふらわあしれとこ 非電気通信業務用
431602077 みしま 非電気通信業務用
431602078 ひのくに 非電気通信業務用
431602079 第五十三共漁丸 非電気通信業務用
431602082 はっこう２１ 非電気通信業務用
431602083 第二十二明神丸 非電気通信業務用
431602084 あさひ 非電気通信業務用
431602085 第七十八南海丸 非電気通信業務用
431602086 第三十三幸漁丸 非電気通信業務用
431602087 第八功洋 非電気通信業務用
431602088 ニューウエストリバー 非電気通信業務用
431602089 はいびすかす 非電気通信業務用
431602091 第三十一明神丸 非電気通信業務用
431602092 第一海伸丸 非電気通信業務用
431602093 みょうこう 非電気通信業務用
431602094 ちょうこう 非電気通信業務用
431602095 さいこう 非電気通信業務用
431602096 宝栄丸 非電気通信業務用
431602097 ブラックヘラクレス 非電気通信業務用
431602098 つるい丸 非電気通信業務用
431602099 第八十八永久丸 非電気通信業務用
431602107 とびうめ 非電気通信業務用
431602108 隆翔丸 非電気通信業務用
431602109 第三十二明神丸 非電気通信業務用
431602111 ツーナス 非電気通信業務用
431602112 翔鶴 非電気通信業務用
431602113 第五大伸丸 非電気通信業務用
431602114 ふよう 非電気通信業務用
431602115 すいれん 非電気通信業務用
431602116 ひごかぜ 非電気通信業務用
431602117 ゆめとび 非電気通信業務用
431602118 政好丸 非電気通信業務用
431602119 ひびき 非電気通信業務用
431602121 つばき 非電気通信業務用
431602122 むらかぜ 非電気通信業務用
431602123 あいかぜ 非電気通信業務用
431602124 華栞丸 非電気通信業務用
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431602125 こうばい 非電気通信業務用
431602127 ＣＨＥＳＵＴＯ 非電気通信業務用
431602128 第五十三勇仁丸 非電気通信業務用
431602129 俊鷹丸 非電気通信業務用
431602131 新常豊丸 非電気通信業務用
431602132 大裕丸 非電気通信業務用
431602133 第二十八明神丸 非電気通信業務用
431602134 Ｒｉｐｐｌｅｔ 非電気通信業務用
431602135 ＳＡＬＡＫＵ 非電気通信業務用
431602136 第五むつ丸 非電気通信業務用
431602137 むらくも 非電気通信業務用
431602139 コスモ 非電気通信業務用
431602142 鶴富士丸 非電気通信業務用
431602143 フェリーニューこしき 非電気通信業務用
431602145 建洋丸 非電気通信業務用
431602146 第二すみせ丸 非電気通信業務用
431602151 南星丸 非電気通信業務用
431602152 第三海交 非電気通信業務用
431602153 琉球エキスプレス 非電気通信業務用
431602154 エフ－十八 非電気通信業務用
431602155 新吉祥 非電気通信業務用
431602156 直喜丸 非電気通信業務用
431602157 第十八櫻島丸 非電気通信業務用
431602158 せとなみ 非電気通信業務用
431602159 ふくえ 非電気通信業務用
431602161 とから 非電気通信業務用
431602162 かもめ丸 非電気通信業務用
431602163 右豊丸 非電気通信業務用
431602164 山田丸 非電気通信業務用
431602165 ぎゃてい 非電気通信業務用
431602167 時愛喜Ⅲ 非電気通信業務用
431602168 鶴神丸 非電気通信業務用
431602169 ビートル五世 非電気通信業務用
431602171 おきかぜ 非電気通信業務用
431602172 海洋丸 非電気通信業務用
431602173 第八龍美 非電気通信業務用
431602174 鉱翔丸 非電気通信業務用
431602176 モンアミ 非電気通信業務用
431602177 第一栄興丸 非電気通信業務用
431602178 第五十八有磯丸 非電気通信業務用
431602182 はやて 非電気通信業務用
431602183 星昭 非電気通信業務用
431602202 うまそー 非電気通信業務用
431602203 扶喜丸 非電気通信業務用
431602204 健洋丸 非電気通信業務用
431602205 海輝 非電気通信業務用
431602206 ひまわり６ 非電気通信業務用
431602207 ニューなんせい 非電気通信業務用
431602208 トッピー７ 非電気通信業務用
431602211 むさし丸２ 非電気通信業務用
431602212 寿丸 非電気通信業務用
431602213 祐翔丸 非電気通信業務用
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431602215 おおしま 非電気通信業務用
431602216 かいもん 非電気通信業務用
431602217 ありあけ 非電気通信業務用
431602219 ぶぜん 非電気通信業務用
431602221 清漁丸 非電気通信業務用
431602222 アイリス２ 非電気通信業務用
431602223 榛名山 非電気通信業務用
431602226 海門丸 非電気通信業務用
431602227 ＴＥＧＥ　ＴＥＧＥ 非電気通信業務用
431602228 第三十一源福丸 非電気通信業務用
431602229 成漁丸 非電気通信業務用
431602231 第八十八豊栄丸 非電気通信業務用
431602232 ニューかめりあ 非電気通信業務用
431602233 第二昇南丸 非電気通信業務用
431602234 福進丸 非電気通信業務用
431602235 第十一新興丸 非電気通信業務用
431602237 第八十八号繁栄丸 非電気通信業務用
431602238 星王丸 非電気通信業務用
431602244 八潮丸 非電気通信業務用
431602266 ノーザンライト 非電気通信業務用
431602275 第二十二新福丸 非電気通信業務用
431602276 ムー 非電気通信業務用
431602277 龍昇 非電気通信業務用
431602278 第三十七愛夢丸 非電気通信業務用
431602281 第二十八南海丸 非電気通信業務用
431602282 鶴洋丸 非電気通信業務用
431602283 天拝山丸 非電気通信業務用
431602284 プリンセスわかさ 非電気通信業務用
431602285 明彦丸 非電気通信業務用
431602286 ほうおう 非電気通信業務用
431602287 ブラックヘリオス 非電気通信業務用
431602288 第十八福昇丸 非電気通信業務用
431602289 日照丸 非電気通信業務用
431602291 龍栄丸 非電気通信業務用
431602293 なのつ 非電気通信業務用
431602294 飛燕丸 非電気通信業務用
431602296 たかちほ 非電気通信業務用
431602297 くろしお丸 非電気通信業務用
431602298 第十八萬洋丸 非電気通信業務用
431602299 つしま 非電気通信業務用
431602301 第三十一福江丸 非電気通信業務用
431602302 第八芙蓉丸 非電気通信業務用
431602303 第十一朝日丸 非電気通信業務用
431602304 佑勝丸 非電気通信業務用
431602305 三泰丸 非電気通信業務用
431602306 豊鶴丸 非電気通信業務用
431602307 第十七いづみ丸 非電気通信業務用
431602308 江進丸 非電気通信業務用
431602309 ニュー春日 非電気通信業務用
431602311 第十英祥丸 非電気通信業務用
431602312 風来末 非電気通信業務用
431602313 ペガサス 非電気通信業務用
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431602314 管洋 非電気通信業務用
431602315 勝春丸 非電気通信業務用
431602316 第二十二漁福丸 非電気通信業務用
431602317 第三南海丸 非電気通信業務用
431602318 榮福丸 非電気通信業務用
431602319 海泉丸 非電気通信業務用
431602321 第八管洋 非電気通信業務用
431602322 第三十八富丸 非電気通信業務用
431602323 第八富美丸 非電気通信業務用
431602324 第十六栄幸丸 非電気通信業務用
431602325 神星 非電気通信業務用
431602326 鶴久丸 非電気通信業務用
431602327 幸翔丸 非電気通信業務用
431602328 第八明栄丸 非電気通信業務用
431602329 エルシアサクセスながうら丸 非電気通信業務用
431602331 ほうしょう 非電気通信業務用
431602332 フェリーあまみ 非電気通信業務用
431602333 鎮西 非電気通信業務用
431602334 あまくさ 非電気通信業務用
431602335 第二日豊丸 非電気通信業務用
431602336 新豊周丸 非電気通信業務用
431602337 幸真丸 非電気通信業務用
431602338 日の出丸 非電気通信業務用
431602339 吉戎丸 非電気通信業務用
431602341 栄春 非電気通信業務用
431602342 第六十八若潮丸 非電気通信業務用
431602343 日新丸 非電気通信業務用
431602344 神陽丸 非電気通信業務用
431602345 山和丸 非電気通信業務用
431602346 第三幸漁丸 非電気通信業務用
431602347 あさかぜ 非電気通信業務用
431602349 博隆丸 非電気通信業務用
431602351 千手丸 非電気通信業務用
431602352 いなりゅう 非電気通信業務用
431602353 第十三萬丸 非電気通信業務用
431602354 さつき 非電気通信業務用
431602355 つばき 非電気通信業務用
431602356 かもめ 非電気通信業務用
431602357 つしま 非電気通信業務用
431602358 第三十八かねと丸 非電気通信業務用
431602359 ＹＵＳＥＩ 非電気通信業務用
431602361 第五大運丸 非電気通信業務用
431602362 トッピー５ 非電気通信業務用
431680001 大鴻丸 非電気通信業務用
431680002 第五天竜丸 非電気通信業務用
431680003 第十八沖翔丸 非電気通信業務用
431680004 第五快琉丸 非電気通信業務用
431680011 うりずん 非電気通信業務用
431680012 かつらぎ 非電気通信業務用
431680014 アフロディーテ 非電気通信業務用
431680018 第八永見丸 非電気通信業務用
431680019 第三米丸 非電気通信業務用
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431680022 りゅうきゅう 非電気通信業務用
431680026 第八天竜丸 非電気通信業務用
431680027 第一幸丸 非電気通信業務用
431680028 かりゆし 非電気通信業務用
431680032 はてるま 非電気通信業務用
431680033 第七海宝丸 非電気通信業務用
431680038 まつしま 非電気通信業務用
431680042 栄進丸 非電気通信業務用
431680043 第三十七協栄丸 非電気通信業務用
431680044 ひなぎく 非電気通信業務用
431680045 からたち 非電気通信業務用
431680046 にいかぜ 非電気通信業務用
431680047 フェリーいへや 非電気通信業務用
431680048 協栄丸 非電気通信業務用
431680049 フェリーよなくに 非電気通信業務用
431680051 第三十八こはぐら丸 非電気通信業務用
431680052 第一天龍丸 非電気通信業務用
431680063 第十栄進丸 非電気通信業務用
431680065 第二十一徳栄丸 非電気通信業務用
431680066 第十八呉屋丸 非電気通信業務用
431680067 第七東優丸 非電気通信業務用
431680068 第八海宝丸 非電気通信業務用
431680075 ＣＯＣＯＲＩＮ 非電気通信業務用
431680077 しまかぜ 非電気通信業務用
431680078 第一たよ丸 非電気通信業務用
431680081 太洋 非電気通信業務用
431680082 フェリーけらま 非電気通信業務用
431680083 いそふじ 非電気通信業務用
431680085 おきなわ 非電気通信業務用
431680087 天竜丸 非電気通信業務用
431680091 かつれん 非電気通信業務用
431680092 第八呉屋丸 非電気通信業務用
431680094 第三青翔丸 非電気通信業務用
431680097 なごづき 非電気通信業務用
431680098 やえづき 非電気通信業務用
431680099 とさぎり 非電気通信業務用
431680101 なつづき 非電気通信業務用
431680103 第一あおい丸 非電気通信業務用
431680104 第八東海丸 非電気通信業務用
431680106 平成丸 非電気通信業務用
431680107 フェリー美咲 非電気通信業務用
431680109 フェリーざまみ 非電気通信業務用
431680112 フェリーなは 非電気通信業務用
431680113 第十八綾丸 非電気通信業務用
431680114 第三昇栄丸 非電気通信業務用
431680115 いえしま 非電気通信業務用
431680116 第十一栄進丸 非電気通信業務用
431680117 第三永見丸 非電気通信業務用
431680118 フェリーはてるま 非電気通信業務用
431680119 栄琉丸 非電気通信業務用
431680121 ニューいぜな 非電気通信業務用
431680123 菊丸 非電気通信業務用
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431680124 ひろ丸 非電気通信業務用
431680125 第十一米丸 非電気通信業務用
431680127 第八末丸 非電気通信業務用
431680128 第二十八広栄丸 非電気通信業務用
431680129 第七幸丸 非電気通信業務用
431680136 第三とも丸 非電気通信業務用
431680137 第一翔洋丸 非電気通信業務用
431680138 ぐすく 非電気通信業務用
431680141 第三十八満栄丸 非電気通信業務用
431680142 第三喜代丸 非電気通信業務用
431680143 沖建丸 非電気通信業務用
431680144 ニューくめしま 非電気通信業務用
431680146 第五安芸丸 非電気通信業務用
431680147 フェリーたらま 非電気通信業務用
431680149 第三宝和丸 非電気通信業務用
431680153 第三幸徳丸 非電気通信業務用
431680154 和佳丸 非電気通信業務用
431680155 弘貴丸 非電気通信業務用
431680156 第二十一得豊丸 非電気通信業務用
431680158 第三大王丸 非電気通信業務用
431680159 栄幸丸 非電気通信業務用
431680161 第八大洋丸 非電気通信業務用
431680164 おきしお 非電気通信業務用
431680166 第十一徳用丸 非電気通信業務用
431680174 唐翔丸 非電気通信業務用
431680175 しゅれい 非電気通信業務用
431680176 第七天竜丸 非電気通信業務用
431680177 第３６協栄丸 非電気通信業務用
431680178 あやばね 非電気通信業務用
431680179 はやぎく 非電気通信業務用
431680181 泡瀬丸 非電気通信業務用
431680182 海皇丸 非電気通信業務用
431680183 美海丸 非電気通信業務用
431680184 しゅれい 非電気通信業務用
431680185 みやこ 非電気通信業務用
431680187 東栄丸 非電気通信業務用
431680189 第５８明祥丸 非電気通信業務用
431680192 ＴＩＤＡ　ＡＧＡＩＮ 非電気通信業務用
431680193 第八十三極東丸 非電気通信業務用
431680195 久護１９ 非電気通信業務用
431680197 しらはま 非電気通信業務用
431680198 第八共和丸 非電気通信業務用
431680203 リリー 非電気通信業務用
431680204 翔英丸 非電気通信業務用
431680205 第二協栄丸 非電気通信業務用
431680206 サシバ５世 非電気通信業務用
431680207 フェリー粟国 非電気通信業務用
431680208 ＦＯＸＹ　ＬＡＤＹ 非電気通信業務用
431680212 かりゆし 非電気通信業務用
431680213 第二十一天竜丸 非電気通信業務用
431680214 よなばる 非電気通信業務用
431680217 第十八協栄丸 非電気通信業務用
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431680219 大慶丸 非電気通信業務用
431680221 リッカリッカ 非電気通信業務用
431680222 りゅうなん 非電気通信業務用
431680224 和丸 非電気通信業務用
431680225 第二十一全力丸 非電気通信業務用
431680227 ＬＡＲＫ 非電気通信業務用
431680228 第三天竜丸 非電気通信業務用
431680229 夏至南風 非電気通信業務用
431680231 第十五室生丸 非電気通信業務用
431680232 ロシナンテ 非電気通信業務用
431680233 わかなつ 非電気通信業務用
431680234 夢可優 非電気通信業務用
431680235 うるま 非電気通信業務用
431680236 第十八天竜丸 非電気通信業務用
431680237 さきしま 非電気通信業務用
431700002 東海丸 非電気通信業務用
431700008 はやちね 非電気通信業務用
431700011 うみねこ 非電気通信業務用
431700012 うみたか 非電気通信業務用
431700013 広野丸 非電気通信業務用
431700017 福宝丸 非電気通信業務用
431700018 八戸丸 非電気通信業務用
431700019 第二十八共勝丸 非電気通信業務用
431700023 第十七菱安丸 非電気通信業務用
431700024 青葉丸 非電気通信業務用
431700025 第２さんりく 非電気通信業務用
431700027 海翔丸 非電気通信業務用
431700028 第二十七東華丸 非電気通信業務用
431700031 第二十三港湾丸 非電気通信業務用
431700035 親龍３ 非電気通信業務用
431700036 月山 非電気通信業務用
431700037 てっかい丸 非電気通信業務用
431700038 第一豊富丸 非電気通信業務用
431700041 しまかぜ 非電気通信業務用
431700042 ささかぜ 非電気通信業務用
431700043 てるかぜ 非電気通信業務用
431700044 第五十一源榮丸 非電気通信業務用
431700045 北上丸 非電気通信業務用
431700046 シーラス 非電気通信業務用
431700047 うとう丸 非電気通信業務用
431700048 あづま 非電気通信業務用
431700052 しもきた 非電気通信業務用
431700054 まつしま 非電気通信業務用
431700055 れぶん 非電気通信業務用
431700058 第八善宝丸 非電気通信業務用
431700061 第七量安丸 非電気通信業務用
431700062 第五十八喜代丸 非電気通信業務用
431700065 第二十八幸洋丸 非電気通信業務用
431700066 第三十六稲荷丸 非電気通信業務用
431700068 第十八斎勝丸 非電気通信業務用
431700072 はつかぜ 非電気通信業務用
431700074 なつどまり 非電気通信業務用
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431700075 きじかぜ 非電気通信業務用
431700076 むつかぜ 非電気通信業務用
431700083 天星 非電気通信業務用
431700089 安達太良丸 非電気通信業務用
431700093 第二十一いわしろ丸 非電気通信業務用
431700094 第二十八大勝丸 非電気通信業務用
431700095 第七十五幸栄丸 非電気通信業務用
431700097 第二十北日本丸 非電気通信業務用
431700099 第五十三龍房丸 非電気通信業務用
431700101 第六北日本丸 非電気通信業務用
431700103 蔵王丸 非電気通信業務用
431700105 あぶくま 非電気通信業務用
431700107 嘉祥丸 非電気通信業務用
431700108 第三十八芸予丸 非電気通信業務用
431700111 きたかみ 非電気通信業務用
431700112 第十八正洋丸 非電気通信業務用
431700115 拓水 非電気通信業務用
431700116 蔵王丸 非電気通信業務用
431700119 はやかぜ 非電気通信業務用
431700122 さんりく 非電気通信業務用
431700123 ひばかぜ 非電気通信業務用
431700124 うみぎり 非電気通信業務用
431700125 はまゆき 非電気通信業務用
431700126 すずらん 非電気通信業務用
431700127 はざくら 非電気通信業務用
431700129 第二十八清水丸 非電気通信業務用
431700134 第二十幸丸 非電気通信業務用
431700137 北辰丸 非電気通信業務用
431700138 あきた丸 非電気通信業務用
431700139 第二十八長丸 非電気通信業務用
431700142 岩鷲 非電気通信業務用
431700145 第三十二稲荷丸 非電気通信業務用
431700146 第三十五稲荷丸 非電気通信業務用
431700147 第三十八稲荷丸 非電気通信業務用
431700151 八光丸 非電気通信業務用
431700152 第三十八北鉄丸 非電気通信業務用
431700153 第三十八幸洋丸 非電気通信業務用
431700161 みかげ丸 非電気通信業務用
431700164 つかさ 非電気通信業務用
431700165 みちのく 非電気通信業務用
431700167 三洋丸 非電気通信業務用
431700169 シルバークィーン 非電気通信業務用
431700173 第一港湾丸 非電気通信業務用
431700175 貞山丸 非電気通信業務用
431700177 第六十二源榮丸 非電気通信業務用
431700179 第八源榮丸 非電気通信業務用
431700181 第六十五源榮丸 非電気通信業務用
431700182 第八十二源榮丸 非電気通信業務用
431700183 第十八源榮丸 非電気通信業務用
431700184 第三十二源榮丸 非電気通信業務用
431700185 第六十七源榮丸 非電気通信業務用
431700188 豊隆丸 非電気通信業務用
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431700193 箱根丸 非電気通信業務用
431700194 磐手丸 非電気通信業務用
431700195 第三十二日東丸 非電気通信業務用
431700202 第三十五大鴎丸 非電気通信業務用
431700203 第三十三日東丸 非電気通信業務用
431700204 第三十五日東丸 非電気通信業務用
431700205 光慎丸 非電気通信業務用
431700206 第七十八八幡丸 非電気通信業務用
431700207 フェリーはちのへ 非電気通信業務用
431700213 第十五菊栄丸 非電気通信業務用
431700215 第５１長宝丸 非電気通信業務用
431700216 第八十八濱善丸 非電気通信業務用
431700218 第十一平徳丸 非電気通信業務用
431700221 第一〇一みなと丸 非電気通信業務用
431700223 旭友１０２ 非電気通信業務用
431700224 第五十五喜代丸 非電気通信業務用
431700225 第十八長八丸 非電気通信業務用
431700226 第八十一三嶋丸 非電気通信業務用
431700228 第三十正壽丸 非電気通信業務用
431700232 第二十八幸福丸 非電気通信業務用
431700233 最上 非電気通信業務用
431700234 第三十一寿和丸 非電気通信業務用
431700235 第三十八海幸丸 非電気通信業務用
431700237 第十八共徳丸 非電気通信業務用
431700238 第二十八光洋丸 非電気通信業務用
431700247 第三十八喜久丸 非電気通信業務用
431700248 第五十八政宝丸 非電気通信業務用
431700249 第二十二幸丸 非電気通信業務用
431700253 第三十八海運丸 非電気通信業務用
431700255 第一たかほこ丸 非電気通信業務用
431700256 第二たかほこ丸 非電気通信業務用
431700257 第八十八濱善丸 非電気通信業務用
431700261 第三たかほこ丸 非電気通信業務用
431700268 第五十一日栄丸 非電気通信業務用
431700269 第五十八花咲丸 非電気通信業務用
431700276 第拾五正進丸 非電気通信業務用
431700278 第２１長運丸 非電気通信業務用
431700281 トーセン 非電気通信業務用
431700282 第二十八大栄丸 非電気通信業務用
431700283 玄辰　但馬丸 非電気通信業務用
431700284 第参拾壱正進丸 非電気通信業務用
431700287 第二十五興富丸 非電気通信業務用
431700288 第五天榮丸 非電気通信業務用
431700292 第八大徳丸 非電気通信業務用
431700295 第三十五興富丸 非電気通信業務用
431700296 第五十一久榮丸 非電気通信業務用
431700297 第三十二竜丸 非電気通信業務用
431700298 第十一利早丸 非電気通信業務用
431700304 第八十八つばめ丸 非電気通信業務用
431700305 第五十八つばめ丸 非電気通信業務用
431700307 第十八英祥丸 非電気通信業務用
431700311 第八十八共進丸 非電気通信業務用
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431700312 第五十八廣福丸 非電気通信業務用
431700313 第一但馬丸 非電気通信業務用
431700316 第十一きんせい丸 非電気通信業務用
431700317 第拾壱正進丸 非電気通信業務用
431700318 第八正進丸 非電気通信業務用
431700322 第三十一大林丸 非電気通信業務用
431700323 第十八蛭子丸 非電気通信業務用
431700325 第八協和丸 非電気通信業務用
431700326 第三十八竜丸 非電気通信業務用
431700327 第八十一龍神丸 非電気通信業務用
431700328 第１０１勝運丸 非電気通信業務用
431700329 第一勝運丸 非電気通信業務用
431700331 第二十五勝運丸 非電気通信業務用
431700332 第二寿丸 非電気通信業務用
431700333 第六十三惣寶丸 非電気通信業務用
431700334 第三成田不動丸 非電気通信業務用
431700335 第一惣寳丸 非電気通信業務用
431700336 第二十一大林丸 非電気通信業務用
431700337 第八十三惣寶丸 非電気通信業務用
431700338 第三清竜丸 非電気通信業務用
431700339 第十五協和丸 非電気通信業務用
431700342 第五十八漁栄丸 非電気通信業務用
431700343 第十八惣寶丸 非電気通信業務用
431700344 第二十六惣寶丸 非電気通信業務用
431700345 第十七惣寶丸 非電気通信業務用
431700348 第八十三榮久丸 非電気通信業務用
431700349 第三大徳丸 非電気通信業務用
431700351 第三八興丸 非電気通信業務用
431700352 第六十八丸中丸 非電気通信業務用
431700353 明神丸 非電気通信業務用
431700354 第二永祥丸 非電気通信業務用
431700355 第八福重丸 非電気通信業務用
431700356 第三十八満吉丸 非電気通信業務用
431700358 第五十五甚宝丸 非電気通信業務用
431700359 第六十五甚宝丸 非電気通信業務用
431700362 東北丸 非電気通信業務用
431700363 北上丸 非電気通信業務用
431700365 第十二清幸丸 非電気通信業務用
431700367 第二十八黒崎丸 非電気通信業務用
431700374 第五東洋丸 非電気通信業務用
431700378 第一金栄丸 非電気通信業務用
431700379 みうら丸 非電気通信業務用
431700382 第五北日本丸 非電気通信業務用
431700384 第十二観音丸 非電気通信業務用
431700386 第五ちとせ丸 非電気通信業務用
431700387 第五十八幸勝丸 非電気通信業務用
431700388 第二十八明神丸 非電気通信業務用
431700389 伊勢丸 非電気通信業務用
431700393 はやぶさ 非電気通信業務用
431700394 興津丸 非電気通信業務用
431700395 第一庄光丸 非電気通信業務用
431700396 第三十一漁福丸 非電気通信業務用
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431700399 第三十五喜久丸 非電気通信業務用
431700401 第七十七佐賀丸 非電気通信業務用
431700402 第三十八正徳丸 非電気通信業務用
431700403 第三十五旭光丸 非電気通信業務用
431700404 第三大東丸 非電気通信業務用
431700405 第十金宝丸 非電気通信業務用
431700406 第十八清福丸 非電気通信業務用
431700407 第１北日本丸 非電気通信業務用
431700409 第八十一白山丸 非電気通信業務用
431700413 量安丸 非電気通信業務用
431700415 第三十一純友丸 非電気通信業務用
431700417 第八光洋丸 非電気通信業務用
431700419 第一明音丸 非電気通信業務用
431700422 第十一権栄丸 非電気通信業務用
431700423 第五すみせ丸 非電気通信業務用
431700425 ちかびおやしお 非電気通信業務用
431700426 第八男鹿丸 非電気通信業務用
431700428 第八福吉丸 非電気通信業務用
431700432 第三寿和丸 非電気通信業務用
431700434 第３５共徳丸 非電気通信業務用
431700436 第八十八三寳丸 非電気通信業務用
431700442 第五十一共徳丸 非電気通信業務用
431700443 第五十八共徳丸 非電気通信業務用
431700446 第十一寿和丸 非電気通信業務用
431700447 第二十三茂浦丸 非電気通信業務用
431700448 第七宮城丸 非電気通信業務用
431700451 第十八豊漁丸 非電気通信業務用
431700453 第二千秋丸 非電気通信業務用
431700454 第十八鴻丸 非電気通信業務用
431700456 第三十三寿和丸 非電気通信業務用
431700457 第八十二寿和丸 非電気通信業務用
431700459 第八十八共徳丸 非電気通信業務用
431700463 第二十二寿和丸 非電気通信業務用
431700465 第八十八大安丸 非電気通信業務用
431700466 第十六躍進丸 非電気通信業務用
431700468 北上丸 非電気通信業務用
431700471 東奥丸 非電気通信業務用
431700473 第六栄丸 非電気通信業務用
431700474 第五興富丸 非電気通信業務用
431700475 あおさぎ 非電気通信業務用
431700476 第８５朝洋丸 非電気通信業務用
431700477 第五十七大吉丸 非電気通信業務用
431700478 第一欣栄丸 非電気通信業務用
431700479 第六欣栄丸 非電気通信業務用
431700481 しらかみ 非電気通信業務用
431700483 男鹿１号 非電気通信業務用
431700484 第七十五朝洋丸 非電気通信業務用
431700485 男鹿３号 非電気通信業務用
431700486 男鹿２号 非電気通信業務用
431700487 第八十八喜美丸 非電気通信業務用
431700488 みち 非電気通信業務用
431700495 Ｎｏ．１ＩＷＡＫＩＭＡＲＵ 非電気通信業務用
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431700496 Ｎｏ．２ＩＷＡＫＩＭＡＲＵ 非電気通信業務用
431700498 開洋 非電気通信業務用
431700499 観音丸 非電気通信業務用
431700501 第八共伸丸 非電気通信業務用
431700503 第十二高重丸 非電気通信業務用
431700505 青鵬丸 非電気通信業務用
431700507 第６うみたか 非電気通信業務用
431700509 第三勘栄丸 非電気通信業務用
431700513 第六寿和丸 非電気通信業務用
431700514 べにばな 非電気通信業務用
431700515 さわかぜ 非電気通信業務用
431700518 第二十二寿丸 非電気通信業務用
431700519 喜久丸 非電気通信業務用
431700523 第二十八明神丸 非電気通信業務用
431700524 津軽丸 非電気通信業務用
431700536 第三翔洋丸 非電気通信業務用
431700538 第二十八恵比寿丸 非電気通信業務用
431700539 第十六惣寳丸 非電気通信業務用
431700541 なみふじ 非電気通信業務用
431700542 翠皓 非電気通信業務用
431700543 彗星 非電気通信業務用
431700546 第七大伸号 非電気通信業務用
431700547 東北丸二号 非電気通信業務用
431700548 よねしろ 非電気通信業務用
431700549 うみわし 非電気通信業務用
431700554 金華山 非電気通信業務用
431700555 まつばら 非電気通信業務用
431700556 アルファ 非電気通信業務用
431700558 くぼた 非電気通信業務用
431700559 ＢＬＵＥ　ＦＩＮ 非電気通信業務用
431700561 宝精丸 非電気通信業務用
431700563 みさご 非電気通信業務用
431700564 眞山丸 非電気通信業務用
431700565 しらはぎ 非電気通信業務用
431700566 Ｖｏｙａｇｅｒ 非電気通信業務用
431700568 宝運丸 非電気通信業務用
431700571 月峯 非電気通信業務用
431700572 おなはま 非電気通信業務用
431700574 第七十八源榮丸 非電気通信業務用
431700575 とよふじ 非電気通信業務用
431700576 第三十一観音丸 非電気通信業務用
431700578 第八十六龍神丸 非電気通信業務用
431700579 第五十八宮城丸 非電気通信業務用
431700581 ＶＯＹＡＧＥＲ　Ⅲ 非電気通信業務用
431700582 みさき丸 非電気通信業務用
431700583 第六金漁丸 非電気通信業務用
431700585 青葉丸 非電気通信業務用
431700586 おいらせ 非電気通信業務用
431700588 はやて丸 非電気通信業務用
431700589 第八十一源榮丸 非電気通信業務用
431700592 大海 非電気通信業務用
431700593 Ｄｏｔｔｏｒｅｓｓａ 非電気通信業務用



238 / 247

有効期限：平成26年12月31日

海上移動業務識別 船名 業種の別

海上移動業務において使用される番号順の局の識別信号の表

431700594 安積丸 非電気通信業務用
431700601 第二十六豊富丸 非電気通信業務用
431700709 只見丸 非電気通信業務用
431700711 富士丸 非電気通信業務用
431700712 第二海神丸 非電気通信業務用
431700713 海王丸 非電気通信業務用
431700714 海龍丸 非電気通信業務用
431700715 一周丸 非電気通信業務用
431700716 いずみ丸 非電気通信業務用
431700717 吾妻丸 非電気通信業務用
431700718 ＢＵＺＺ 非電気通信業務用
431700719 第八十三源榮丸 非電気通信業務用
431700721 第二十三海洋丸 非電気通信業務用
431700722 ＳＡＮ　ＬＵＣＡＳ 非電気通信業務用
431700723 南部 非電気通信業務用
431700724 ＢＵＢＵ－１ 非電気通信業務用
431700725 会津丸 非電気通信業務用
431700726 旭洋丸 非電気通信業務用
431700727 磐梯丸 非電気通信業務用
431800001 ほっかい 非電気通信業務用
431800002 ほっかい 非電気通信業務用
431800003 とまかぜ 非電気通信業務用
431800004 第五十五大彦丸 非電気通信業務用
431800006 はこだて 非電気通信業務用
431800008 しれとこ 非電気通信業務用
431800009 えさん 非電気通信業務用
431800012 れぶん 非電気通信業務用
431800014 とかち 非電気通信業務用
431800015 なつい 非電気通信業務用
431800018 かむい 非電気通信業務用
431800019 光 非電気通信業務用
431800021 みずなぎ 非電気通信業務用
431800022 はりうす 非電気通信業務用
431800023 第八十一平安丸 非電気通信業務用
431800024 おしま 非電気通信業務用
431800025 第二日幸丸 非電気通信業務用
431800026 ほるす 非電気通信業務用
431800029 第三邦憲丸 非電気通信業務用
431800034 北神丸 非電気通信業務用
431800035 海光丸 非電気通信業務用
431800037 第八十五日東丸 非電気通信業務用
431800038 おーろら２ 非電気通信業務用
431800042 プリンス宗谷 非電気通信業務用
431800043 きたぐも 非電気通信業務用
431800044 びなす 非電気通信業務用
431800046 みさご 非電気通信業務用
431800049 はやぶさ 非電気通信業務用
431800051 室生丸 非電気通信業務用
431800052 北斗丸 非電気通信業務用
431800056 てしお 非電気通信業務用
431800057 はまなす 非電気通信業務用
431800062 えさん 非電気通信業務用
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431800063 えとも 非電気通信業務用
431800064 ちとせ 非電気通信業務用
431800065 そらち 非電気通信業務用
431800066 ゆうばり 非電気通信業務用
431800067 びほろ 非電気通信業務用
431800068 ゆきぐも 非電気通信業務用
431800071 第三十六照福丸 非電気通信業務用
431800077 ニューひやま 非電気通信業務用
431800078 はやぶさ 非電気通信業務用
431800081 神威 非電気通信業務用
431800083 池丸 非電気通信業務用
431800085 第２８盛勝丸 非電気通信業務用
431800091 勇幸丸 非電気通信業務用
431800092 第十八晴昻丸 非電気通信業務用
431800093 トワエモア 非電気通信業務用
431800102 第二十釧石丸 非電気通信業務用
431800104 ゆきかぜ 非電気通信業務用
431800105 第十六能登丸 非電気通信業務用
431800108 つがる丸 非電気通信業務用
431800109 ゆりかもめ 非電気通信業務用
431800111 第八寿丸 非電気通信業務用
431800112 第八近海号 非電気通信業務用
431800115 第六十八三光丸 非電気通信業務用
431800117 第１５８河野丸 非電気通信業務用
431800119 第八十八長隆丸 非電気通信業務用
431800121 蘭丸 非電気通信業務用
431800122 隆萌 非電気通信業務用
431800124 ほろべつ 非電気通信業務用
431800125 しらかみ 非電気通信業務用
431800126 いしかり 非電気通信業務用
431800127 もとうら 非電気通信業務用
431800128 さろま 非電気通信業務用
431800131 第八十八河野丸 非電気通信業務用
431800132 摩周丸 非電気通信業務用
431800136 第八十一清和丸 非電気通信業務用
431800138 第五十八真栄丸 非電気通信業務用
431800139 北海丸 非電気通信業務用
431800142 第五ふじ丸 非電気通信業務用
431800143 第五十八栄福丸 非電気通信業務用
431800144 シーガル 非電気通信業務用
431800145 やまと 非電気通信業務用
431800146 第二十一福長丸 非電気通信業務用
431800147 第三十五松栄丸 非電気通信業務用
431800148 かわぎり 非電気通信業務用
431800155 アインス宗谷 非電気通信業務用
431800156 すずらん 非電気通信業務用
431800157 はやぎく 非電気通信業務用
431800158 えぞぎく 非電気通信業務用
431800159 あいりす 非電気通信業務用
431800161 こざくら 非電気通信業務用
431800162 あさかぜ 非電気通信業務用
431800163 みやぎく 非電気通信業務用
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431800164 ちよぎく 非電気通信業務用
431800165 ひめぎく 非電気通信業務用
431800166 りゅうせい 非電気通信業務用
431800167 翔栄丸 非電気通信業務用
431800172 第五十八漁英丸 非電気通信業務用
431800173 第五十三よし丸 非電気通信業務用
431800174 第八大東丸 非電気通信業務用
431800175 第８１天祐丸 非電気通信業務用
431800177 ひまわり 非電気通信業務用
431800178 千歳丸 非電気通信業務用
431800179 ともえ 非電気通信業務用
431800181 第五十八親力丸 非電気通信業務用
431800182 第八十一桂丸 非電気通信業務用
431800183 翔洋丸 非電気通信業務用
431800185 あかしあ 非電気通信業務用
431800186 苫小牧丸 非電気通信業務用
431800187 北南丸 非電気通信業務用
431800188 はまなす 非電気通信業務用
431800189 第二十八大光丸 非電気通信業務用
431800194 第二十一万泰丸 非電気通信業務用
431800195 第五十六万泰丸 非電気通信業務用
431800199 こまどり丸 非電気通信業務用
431800201 あさかぜ５号 非電気通信業務用
431800202 第七十一永伸丸 非電気通信業務用
431800203 あさかぜ 非電気通信業務用
431800206 第二十六漁盛丸 非電気通信業務用
431800211 第三十五碁石丸 非電気通信業務用
431800212 第八十八慶運丸 非電気通信業務用
431800213 第二十八豊浜丸 非電気通信業務用
431800216 さくら丸 非電気通信業務用
431800217 第五十七日東丸 非電気通信業務用
431800221 鴻進丸 非電気通信業務用
431800224 第８３ふみ丸 非電気通信業務用
431800228 第五十八幸久丸 非電気通信業務用
431800229 第十八北勝丸 非電気通信業務用
431800232 第五十三日香丸 非電気通信業務用
431800233 第一栄豊丸 非電気通信業務用
431800235 たんちょう 非電気通信業務用
431800238 第５７西村丸 非電気通信業務用
431800239 クィーン宗谷 非電気通信業務用
431800243 第八十五博春丸 非電気通信業務用
431800244 第五十三清栄丸 非電気通信業務用
431800245 しらゆり 非電気通信業務用
431800247 第五十三恵隆丸 非電気通信業務用
431800249 第五十三明徳丸 非電気通信業務用
431800254 第三十八大海丸 非電気通信業務用
431800255 第八明洋丸 非電気通信業務用
431800256 第八幸栄丸 非電気通信業務用
431800257 第三十八伏見丸 非電気通信業務用
431800258 千歳丸 非電気通信業務用
431800259 第十八よし丸 非電気通信業務用
431800262 第五新高丸 非電気通信業務用
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431800263 第十一漁運丸 非電気通信業務用
431800266 むかわ丸 非電気通信業務用
431800269 第六十八富丸 非電気通信業務用
431800271 第三十七まるや丸 非電気通信業務用
431800272 えさん 非電気通信業務用
431800273 第十七千代丸 非電気通信業務用
431800274 第三十五健勝丸 非電気通信業務用
431800276 第三十八宝亀丸 非電気通信業務用
431800281 第一漁運丸 非電気通信業務用
431800282 るもい 非電気通信業務用
431800283 第二十八源榮丸 非電気通信業務用
431800289 早来丸 非電気通信業務用
431800291 第二十七幸生丸 非電気通信業務用
431800307 第一〇一明星丸 非電気通信業務用
431800308 第三十八俊洋丸 非電気通信業務用
431800309 第十一萬漁丸 非電気通信業務用
431800311 第八十一萬漁丸 非電気通信業務用
431800312 第八十二萬漁丸 非電気通信業務用
431800314 第三十八大三丸 非電気通信業務用
431800315 第二十七佐賀丸 非電気通信業務用
431800318 第２テトラ丸 非電気通信業務用
431800319 第五十三雄甚丸 非電気通信業務用
431800321 びるご 非電気通信業務用
431800322 びいな 非電気通信業務用
431800325 第二平久丸 非電気通信業務用
431800326 ばあゆ 非電気通信業務用
431800329 ばにあ 非電気通信業務用
431800331 第二新徳丸 非電気通信業務用
431800332 第五十八丸中丸 非電気通信業務用
431800333 第八松本丸 非電気通信業務用
431800334 第二十八豊翔丸 非電気通信業務用
431800335 第二十八安全丸 非電気通信業務用
431800336 第六十六大浦丸 非電気通信業務用
431800338 早瀬丸 非電気通信業務用
431800339 いしかり 非電気通信業務用
431800345 べが 非電気通信業務用
431800346 さまに丸 非電気通信業務用
431800348 北扇丸 非電気通信業務用
431800349 第２１正運丸 非電気通信業務用
431800351 海宝丸 非電気通信業務用
431800352 第三佐治丸 非電気通信業務用
431800353 第五十八濱戸丸 非電気通信業務用
431800356 りんどう 非電気通信業務用
431800357 うしお丸 非電気通信業務用
431800361 第七十八住吉丸 非電気通信業務用
431800363 第八十八大吉丸 非電気通信業務用
431800364 おーろら 非電気通信業務用
431800367 ＣＵＲＬ　Ⅲ 非電気通信業務用
431800371 第八十六北雄丸 非電気通信業務用
431800372 第十七康祥丸 非電気通信業務用
431800373 第八祥勢丸 非電気通信業務用
431800374 第十八東栄丸 非電気通信業務用
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431800375 第八十八海栄丸 非電気通信業務用
431800376 第六十三好恵丸 非電気通信業務用
431800378 第三十三大彦丸 非電気通信業務用
431800384 第八十八慶安丸 非電気通信業務用
431800386 第一栄豊丸 非電気通信業務用
431800387 第５８翔洋丸 非電気通信業務用
431800388 第５８音丸 非電気通信業務用
431800389 べにりあ 非電気通信業務用
431800391 第三十五若竹丸 非電気通信業務用
431800392 第五十五幸洋丸 非電気通信業務用
431800397 第二十八天祥丸 非電気通信業務用
431800398 第７２明洋丸 非電気通信業務用
431800399 第十三伏見丸 非電気通信業務用
431800401 アヴローラおくしり 非電気通信業務用
431800402 第三十六寿々丸 非電気通信業務用
431800404 第八萬盛丸 非電気通信業務用
431800405 北珠丸 非電気通信業務用
431800406 第五十七丸中丸 非電気通信業務用
431800408 第五十八宝生丸 非電気通信業務用
431800415 おやしお丸 非電気通信業務用
431800416 勇進丸 非電気通信業務用
431800418 第八龍寶丸 非電気通信業務用
431800419 第三十二丹羽丸 非電気通信業務用
431800428 もんべつ丸３号 非電気通信業務用
431800429 第十八元丸 非電気通信業務用
431800434 第八富士丸 非電気通信業務用
431800435 第二河野丸 非電気通信業務用
431800437 みずなぎ号 非電気通信業務用
431800438 第五十八宝誉丸 非電気通信業務用
431800443 はまなす 非電気通信業務用
431800444 第五十三ふみ丸 非電気通信業務用
431800445 第五十一漁諭丸 非電気通信業務用
431800446 第六十八豊松丸 非電気通信業務用
431800448 第五十三春美丸 非電気通信業務用
431800451 第三十八大友丸 非電気通信業務用
431800453 第３８孝洋丸 非電気通信業務用
431800454 第３８宝盛丸 非電気通信業務用
431800455 第五坂本丸 非電気通信業務用
431800459 第六十七隆恵丸 非電気通信業務用
431800463 ほっこう 非電気通信業務用
431800465 第六十八翔洋丸 非電気通信業務用
431800466 さつき丸 非電気通信業務用
431800469 第１０３晃祥丸 非電気通信業務用
431800471 第五十八和辰丸 非電気通信業務用
431800472 第二十一とみ丸 非電気通信業務用
431800473 第三十八錦隆丸 非電気通信業務用
431800475 第八宝春丸 非電気通信業務用
431800476 第二十三八広丸 非電気通信業務用
431800477 第五十八幸栄丸 非電気通信業務用
431800479 第７幸栄丸 非電気通信業務用
431800481 第三十八漁英丸 非電気通信業務用
431800482 第八十六髙栄丸 非電気通信業務用
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431800483 第五十五由美丸 非電気通信業務用
431800485 第十六誠照丸 非電気通信業務用
431800486 第三十一美咲丸 非電気通信業務用
431800487 三十二廣徳丸 非電気通信業務用
431800488 第八十一武蔵 非電気通信業務用
431800491 第十邦晃丸 非電気通信業務用
431800494 第六十八雄進丸 非電気通信業務用
431800495 第１５金栄丸 非電気通信業務用
431800496 第六十三若竹丸 非電気通信業務用
431800497 花吉丸 非電気通信業務用
431800498 第三十一欣祥丸 非電気通信業務用
431800499 第２８吉丸 非電気通信業務用
431800502 第十八萬盛丸 非電気通信業務用
431800503 幸徳丸 非電気通信業務用
431800505 第三十八好恵丸 非電気通信業務用
431800506 第十八海栄丸 非電気通信業務用
431800512 第３北翔丸 非電気通信業務用
431800513 第三十八海栄丸 非電気通信業務用
431800518 第八十八浜雄丸 非電気通信業務用
431800519 第八観音丸 非電気通信業務用
431800521 第五十八優漁丸 非電気通信業務用
431800523 第三十八恵比須丸 非電気通信業務用
431800524 東海丸 非電気通信業務用
431800526 栄竜丸 非電気通信業務用
431800527 第三十八千歳丸 非電気通信業務用
431800532 第五十八松栄丸 非電気通信業務用
431800535 第二十三和榮丸 非電気通信業務用
431800536 第六十五佳江丸 非電気通信業務用
431800537 第七十一勇美丸 非電気通信業務用
431800541 第十一欣祥丸 非電気通信業務用
431800542 第二十八寶喜丸 非電気通信業務用
431800545 第三十五松栄丸 非電気通信業務用
431800546 第十五榮吉丸 非電気通信業務用
431800547 ロサルゴサ二 非電気通信業務用
431800548 そうや 非電気通信業務用
431800549 第二室生丸 非電気通信業務用
431800551 第三十八榮徳丸 非電気通信業務用
431800552 第三十五幸永丸 非電気通信業務用
431800553 第十七幹丸 非電気通信業務用
431800555 第五十八正徳丸 非電気通信業務用
431800557 第五十八北星丸 非電気通信業務用
431800558 第一やまと丸 非電気通信業務用
431800559 第三十五銀洋丸 非電気通信業務用
431800561 第八十六春光丸 非電気通信業務用
431800563 第５３大龍丸 非電気通信業務用
431800564 第５８魁漁丸 非電気通信業務用
431800565 第三十八神宝丸 非電気通信業務用
431800567 第八明神丸 非電気通信業務用
431800568 第３３弘宝丸 非電気通信業務用
431800569 第三十五幸龍丸 非電気通信業務用
431800571 第七邦晃丸 非電気通信業務用
431800572 第３８慶栄丸 非電気通信業務用
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431800573 第十八金照丸 非電気通信業務用
431800575 第八十八英宝丸 非電気通信業務用
431800576 第七十五豊栄丸 非電気通信業務用
431800578 第七十三住吉丸 非電気通信業務用
431800579 第５５西村丸 非電気通信業務用
431800581 第１８富士丸 非電気通信業務用
431800584 第六十二宏和丸 非電気通信業務用
431800585 第八十一平安丸 非電気通信業務用
431800586 第三十八八広丸 非電気通信業務用
431800592 第十八太幸丸 非電気通信業務用
431800594 第八十三吉丸 非電気通信業務用
431800595 ワールドピース 非電気通信業務用
431800596 えさん２０００ 非電気通信業務用
431800597 ３号はやぶさ 非電気通信業務用
431800598 第三ぎょれん丸 非電気通信業務用
431800599 第八十一北鮮丸 非電気通信業務用
431800601 ふよう 非電気通信業務用
431800602 リバティ　ベル 非電気通信業務用
431800603 金星丸 非電気通信業務用
431800604 くしろ 非電気通信業務用
431800605 フィルイーズ宗谷 非電気通信業務用
431800606 第三十八正栄丸 非電気通信業務用
431800607 第三十一龍昇丸 非電気通信業務用
431800608 第八十八萬盛丸 非電気通信業務用
431800611 おろろん２ 非電気通信業務用
431800612 えさん 非電気通信業務用
431800613 第十八朝日丸 非電気通信業務用
431800614 勇払丸 非電気通信業務用
431800615 りゅうえい 非電気通信業務用
431800616 北祐丸 非電気通信業務用
431800619 第五十八朝日丸 非電気通信業務用
431800622 第三十八正福丸 非電気通信業務用
431800623 第五十三寶来丸 非電気通信業務用
431800625 第三十一とみ丸 非電気通信業務用
431800635 少年北海丸 非電気通信業務用
431800636 第六十五三光丸 非電気通信業務用
431800637 やぐるま 非電気通信業務用
431800641 第二広尾丸 非電気通信業務用
431800642 ドナセシリア 非電気通信業務用
431800643 新世丸 非電気通信業務用
431800646 第八翔洋丸 非電気通信業務用
431800649 ボレアース宗谷 非電気通信業務用
431800651 第三隆盛丸 非電気通信業務用
431800652 第五十八寳龍丸 非電気通信業務用
431800653 第十五大栄丸 非電気通信業務用
431800654 第六十三豊漁丸 非電気通信業務用
431800656 第二十一正進丸 非電気通信業務用
431800658 第五十五隆静丸 非電気通信業務用
431800659 第五十三翔洋丸 非電気通信業務用
431800661 第５６榮徳丸 非電気通信業務用
431800662 第３５廣寳丸 非電気通信業務用
431800665 第二十一吉祥丸 非電気通信業務用
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431800666 五十三廣徳丸 非電気通信業務用
431800667 第５６西村丸 非電気通信業務用
431800668 第七十二海鷹丸 非電気通信業務用
431800671 第八昇陽丸 非電気通信業務用
431800672 メイフラワーヒデ 非電気通信業務用
431800673 ＦＥＬＩＸ－Ⅲ 非電気通信業務用
431800674 あぜりあ 非電気通信業務用
431800676 第六十三美咲丸 非電気通信業務用
431800677 昭邦丸 非電気通信業務用
431800678 第八宝運丸 非電気通信業務用
431800681 第七十八豊栄丸 非電気通信業務用
431800682 第三十六嘉栄丸 非電気通信業務用
431800683 第三十三豊盛丸 非電気通信業務用
431800684 第十八伊勢丸 非電気通信業務用
431800685 第二十八大正丸 非電気通信業務用
431800686 第二十一雄進丸 非電気通信業務用
431800687 第３昌徳丸 非電気通信業務用
431800688 第二十六嘉栄丸 非電気通信業務用
431800689 第二十五福栄丸 非電気通信業務用
431800691 第六十三鹿島丸 非電気通信業務用
431800692 第３８千龍丸 非電気通信業務用
431800693 幸雄丸 非電気通信業務用
431800694 第五十八勝喜丸 非電気通信業務用
431800695 第十八大三丸 非電気通信業務用
431800696 第三ふじ丸 非電気通信業務用
431800698 たくみ 非電気通信業務用
431800699 昭建丸 非電気通信業務用
431800701 第八十五慶安丸 非電気通信業務用
431800702 エトピリカ 非電気通信業務用
431800703 八号宝喜丸 非電気通信業務用
431800704 第三十二涛秀丸 非電気通信業務用
431800705 第十七室生丸 非電気通信業務用
431800706 マイウェイ 非電気通信業務用
431800707 ゲンゴロウ 非電気通信業務用
431800709 りゅうおう 非電気通信業務用
431900001 竜宝丸 非電気通信業務用
431900008 禄剛丸 非電気通信業務用
431900009 豊洋丸 非電気通信業務用
431900011 第八十八輪島丸 非電気通信業務用
431900012 若越 非電気通信業務用
431900016 第三十八徳洋丸 非電気通信業務用
431900017 第六喜多丸 非電気通信業務用
431900019 三笠丸 非電気通信業務用
431900021 てどり 非電気通信業務用
431900024 たちかぜ 非電気通信業務用
431900025 くにかぜ 非電気通信業務用
431900026 あおかぜ 非電気通信業務用
431900028 第八金晴丸 非電気通信業務用
431900029 第十八徳洋丸 非電気通信業務用
431900033 びほろ 非電気通信業務用
431900034 きたかぜ 非電気通信業務用
431900036 第二十三寳來丸 非電気通信業務用
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431900037 第八十一金剛丸 非電気通信業務用
431900038 第二十八寶來丸 非電気通信業務用
431900044 第三正栄丸 非電気通信業務用
431900045 なとり 非電気通信業務用
431900046 住吉丸 非電気通信業務用
431900047 第三栄進丸 非電気通信業務用
431900048 第六十八日章丸 非電気通信業務用
431900049 第八十二永宝丸 非電気通信業務用
431900052 あさぎり 非電気通信業務用
431900053 第三十八盛幸丸 非電気通信業務用
431900054 いせゆき 非電気通信業務用
431900055 くろゆり 非電気通信業務用
431900056 共栄丸 非電気通信業務用
431900058 第七たんぽぽ 非電気通信業務用
431900059 ニューへぐら 非電気通信業務用
431900063 おぎかぜ 非電気通信業務用
431900064 福井丸 非電気通信業務用
431900065 春日丸 非電気通信業務用
431900068 第十二神徳丸 非電気通信業務用
431900074 第２８満丸 非電気通信業務用
431900075 第三旺貴丸 非電気通信業務用
431900076 第八十八八幡丸 非電気通信業務用
431900078 第三十八永宝丸 非電気通信業務用
431900079 第三十八豊清丸 非電気通信業務用
431900088 第五十八金剛丸 非電気通信業務用
431900089 第十八旺貴丸 非電気通信業務用
431900095 第八十八吉祥丸 非電気通信業務用
431900101 第２蛸島丸 非電気通信業務用
431900102 第五蛸島丸 非電気通信業務用
431900104 第二春香丸 非電気通信業務用
431900105 第２８香若丸 非電気通信業務用
431900109 第一栄吉丸 非電気通信業務用
431900111 第五十八千歳丸 非電気通信業務用
431900115 弁慶 非電気通信業務用
431900116 第三宝山丸 非電気通信業務用
431900118 第十八圓生丸 非電気通信業務用
431900121 第二十八結城丸 非電気通信業務用
431900123 第三十五城山丸 非電気通信業務用
431900126 第十二両合丸 非電気通信業務用
431900131 かみかぜ丸 非電気通信業務用
431900134 第５正徳丸 非電気通信業務用
431900137 第八輪島丸 非電気通信業務用
431900139 第十八栄漁丸 非電気通信業務用
431900141 第三十八大勝丸 非電気通信業務用
431900142 第１８栄成丸 非電気通信業務用
431900143 第五成雄丸 非電気通信業務用
431900148 第１０専西丸 非電気通信業務用
431900149 第五福栄丸 非電気通信業務用
431900153 金剛丸 非電気通信業務用
431900155 第七十五八晃丸 非電気通信業務用
431900157 第二九頭竜丸 非電気通信業務用
431900158 はやつき 非電気通信業務用
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431900161 おしま 非電気通信業務用
431900162 あすわ 非電気通信業務用
431900163 くにみ 非電気通信業務用
431900165 第十二白嶺丸 非電気通信業務用
431900167 第六十三宏紀丸 非電気通信業務用
431900168 第三十六北辰丸 非電気通信業務用
431900169 第３玄栄丸 非電気通信業務用
431900171 第一興洋丸 非電気通信業務用
431900172 第六十八興洋丸 非電気通信業務用
431900177 第３６寶來丸 非電気通信業務用
431900182 第三十一進興丸 非電気通信業務用
431900189 あおば 非電気通信業務用
431900197 第二新星丸 非電気通信業務用
431900199 第五十八花咲丸 非電気通信業務用
431900202 第１８永宝丸 非電気通信業務用
431900209 さぎかぜ 非電気通信業務用
431900211 のげかぜ 非電気通信業務用
431900212 第１０１日本海丸 非電気通信業務用
431900213 第六十八徳洋丸 非電気通信業務用
431900214 天越丸 非電気通信業務用
431900216 第八たんぽぽ 非電気通信業務用
431900217 たてやま 非電気通信業務用
431900218 大喜丸 非電気通信業務用
431900219 はやぐも 非電気通信業務用
431900221 第八十八豊清丸 非電気通信業務用
431900222 第十八白嶺丸 非電気通信業務用
431900223 第二瑞祥丸 非電気通信業務用
431900224 第十七重福丸 非電気通信業務用
431900225 長栄丸 非電気通信業務用
431900227 第十八福洋丸 非電気通信業務用
431900228 第十八輪島丸 非電気通信業務用
431900229 のりくら 非電気通信業務用
431900231 わかさ 非電気通信業務用
431900236 第七十五たかし丸 非電気通信業務用
431900241 サンサン 非電気通信業務用
431900242 第十六輪島丸 非電気通信業務用
431900243 いしかわ 非電気通信業務用
431900244 ファーストウェーブ 非電気通信業務用
431900245 つるぎ 非電気通信業務用
431900246 もとき 非電気通信業務用
431900247 平昌丸 非電気通信業務用
431900248 平和丸 非電気通信業務用
431900249 第十七輪島丸 非電気通信業務用
431900251 第三十八栄漁丸 非電気通信業務用
431900252 ＴＯＭＯＲＲＯＷ 非電気通信業務用
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