
近畿地方 港コード表

都道府県名 港名 読み仮名 LOCODE 備考

三重県 宇治山田 うじやまだ JP UJY

三重県 鵜殿 うどの JP UDO

三重県 尾鷲 おわせ JP OWA

三重県 賢島 かしこじま JP KKZ

三重県 賀田 かた JP KTZ

三重県 木本 きのもと JP KNT

三重県 桑名 くわな JP KNA

三重県 五ヶ所 ごかしょ JP GKS

三重県 白子 しろこ JP SJR

三重県 須賀利 すがり

三重県 千代崎 ちよざき JP CYZ

三重県 津松阪
つまつさか
(まつさか)

JP MSA

三重県 津松阪 つまつさか(つ) JP TSU

三重県 鳥羽 とば JP TOB

三重県 長島 ながしま JP NSA

三重県 波切 なきり JP NKR

三重県 二木島 にぎしま JP NXG

三重県 浜島 はまじま JP HJM

三重県 引本 ひきもと JP HMT

三重県 的矢 まとや JP MTY

三重県 三木里 みきさと JP MKJ

三重県 吉津 よしづ JP YSZ

三重県 四日市 よっかいち JP YKK

三重県 県内その他港

滋賀県 大津 おおつ JP OTU 同名の港あり　茨城県

滋賀県 竹生島 ちくぶしま JP CHK

滋賀県 長浜 ながはま JP NHM 同名の港あり　愛媛県、鹿児島県

滋賀県 彦根 ひこね JP HIE

滋賀県 県内その他港

京都府 浅茂川 あさもがわ JP AMG

京都府 伊根 いね JP INE

京都府 久美浜 くみはま JP KMH

京都府 田井(栗田) たい(くんだ)

京都府 田井(舞鶴) たい(まいづる) JP TAZ

京都府 間人 たいざ JP TZA

京都府 中浜 なかはま JP NKJ 同名の港あり　鳥取県、広島県

京都府 野原 のはら JP NOH

京都府 伏見 ふしみ JP FUS

京都府 本庄 ほんじょう JP HNJ

京都府 舞鶴 まいづる JP MAI

京都府 宮津 みやづ JP MIY

京都府 府内その他港

大阪府 泉佐野 いづみさの JP IZS

大阪府 大阪 おおさか JP OSA

大阪府 尾崎 おざき JP OZX

大阪府 堺泉北 さかいせんぼく JP SAK

大阪府 泉州 せんしゅう JP KIX

大阪府 淡輪 たんのわ JP TAW

大阪府 二色 にしき JP NSK
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大阪府 阪南 はんなん JP HAN

大阪府 深日 ふけ JP FUE

大阪府 府内その他港

兵庫県 相生 あいおい JP AIO

兵庫県 明石 あかし JP AKA

兵庫県 赤穂 あこう JP AKO

兵庫県 網手 あで JP ADE

兵庫県 阿万 あま JP AMM

兵庫県 尼崎西宮芦屋
あまがさきにしの
みやあしや

JP AMX

兵庫県 淡路交流の翼
あわじこうりゅう
のつばさ

JP TBS

兵庫県 淡路島 あわじしま

兵庫県 家島 いえしま JP IES

兵庫県 岩屋 いわや JP IWY

兵庫県 浦 うら JP URA

兵庫県 江井 えい JP EII

兵庫県 江井ヶ島 えいがしま JP EGS

兵庫県 大磯 おおいそ 同名の港あり　神奈川県

兵庫県 香住 かすみ JP KXS

兵庫県 郡家 ぐんけ JP GNG

兵庫県 神戸 こうべ JP UKB

兵庫県 古茂江 こもえ JP KAX

兵庫県 坂越 さこし JP SKO

兵庫県 柴山 しばやま JP SBY

兵庫県 洲本 すもと JP SUH

兵庫県 竹野 たけの JP TKE

兵庫県 津井 つい JP TUI

兵庫県 津居山 ついやま JP TYN

兵庫県 都志 つし JP TSH

兵庫県 津名 つな JP TNA

兵庫県 富島 としま JP TJO

兵庫県 浜坂 はまさか JP HKJ

兵庫県 東播磨 ひがしはりま JP HHR

兵庫県 姫路 ひめじ JP HIM

兵庫県 姫路 ひめじ(やぎ) JP YAG

兵庫県 福良 ふくら JP FRA

兵庫県 古池 ふるいけ JP FRK

兵庫県 湊 みなと JP MNT

兵庫県 室津 むろつ JP MRS 同名の港あり　山口県、高知県

兵庫県 妻鹿 めが

兵庫県 山田 やまだ JP YQD 同名の港あり　岩手県、岡山県

兵庫県 由良 ゆら JP YRA 同名の港あり　山形県、和歌山県

兵庫県 県内その他港

和歌山県 池田 いけだ JP IKD 同名の港あり　香川県

和歌山県 宇久井 うくい JP UKI

和歌山県 浦神 うらがみ JP URM

和歌山県 大川 おおかわ JP OKW 同名の港あり　長崎県

和歌山県 大島 おおしま JP OSH
同名の港あり　東京都、香川県、福岡県、長崎
県、宮崎県

和歌山県 加太 かだ JP KAA

和歌山県 勝浦 かつうら JP KAT 同名の港あり　千葉県
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和歌山県 串本 くしもと

和歌山県 古座
こざ
(こざにしむかい)

JP KOB

和歌山県 白浜 しらはま 同名の港あり　千葉県、鹿児島県、沖縄県

和歌山県 新宮 しんぐう JP SHN

和歌山県 田辺 たなべ

和歌山県 比井 ひい

和歌山県 日置 ひき JP HIK

和歌山県 日高 ひだか JP HDK

和歌山県 袋 ふくろ JP FUO

和歌山県 文里 もり(たなべ) JP TAE

和歌山県 湯浅広 ゆあさひろ JP YSH

和歌山県 由良 ゆら JP YUR 同名の港あり　山形県、兵庫県

和歌山県 和歌山下津
わかやましもつ
(しもつ)

JPSMT

和歌山県 和歌山下津
わかやましもつ
(わかやま)

JPWAK

和歌山県 県内その他港
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