
東北地方 港コード表

都道府県名 港名 読み仮名 LOCODE 備考

青森県 青森 あおもり JP AOM

青森県 鰺ヶ沢 あじがさわ JP AJK

青森県 大畑 おおはた JP OHT

青森県 大間 おおま JP OAX

青森県 大湊 おおみなと JP OMT

青森県 川内 かわうち JP KAW

青森県 小泊 こどまり JP KOD 同名の港あり　熊本県

青森県 小湊 こみなと JP KMN

青森県 佐井 さい JP SJA

青森県 七里長浜 しちりながはま JP SCH

青森県 尻屋岬 しりやみさき JP SYZ

青森県 関根浜 せきねはま JP SEK

青森県 平館 たいらだて JP TDT

青森県 子ノ口 ねのくち JP NNK

青森県 野辺地 のへじ JP NHJ

青森県 八戸 はちのへ JP HHE

青森県 深浦 ふかうら JP FKK 同名の港あり　愛媛県

青森県 仏ケ浦 ほとけがうら JP HOT

青森県 三厩 みんまや JP MNY

青森県 むつ小川原 むつおがわら JP MUT

青森県 休屋 やすみや JP YAS

青森県 脇野沢 わきのさわ JP WKW

青森県 県内その他港

岩手県 大槌 おおづち JP OTJ

岩手県 大船渡 おおふなと JP OFT

岩手県 小本 おもと JP OMO

岩手県 釜石 かまいし JP KIS

岩手県 久慈 くじ JP KJI

岩手県 広田 ひろた JP HTA 同名の港あり　鹿児島県

岩手県 宮古 みやこ JP MYK

岩手県 八木 やぎ JP YGI

岩手県 山田 やまだ JP YAD 同名の港あり　兵庫県、岡山県

岩手県 県内その他港

宮城県 網地 あじ

宮城県 鮎川 あゆかわ JP AYU

宮城県 石巻 いしのまき JP ISM

宮城県 浦ノ浜 うらのはま

宮城県 雄勝 おがつ JP OAT

宮城県 荻浜 おぎのはま JP OGH

宮城県 御崎 おさき JP OSK

宮城県 女川 おながわ JP ONG

宮城県 表浜 おもてはま JP OMH

宮城県 金華山 きんかざん JP KNK

宮城県 気仙沼 けせんぬま JP KSN

宮城県 塩釜 しおがま JP SGM

宮城県 志津川 しずがわ JP SZG

宮城県 松島 まつしま JP MRA 同名の港あり　岡山県、長崎県、熊本県

宮城県 渡波 わたのは JP WAT

宮城県 県内その他港
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秋田県 秋田 あきた JP AXT

秋田県 象潟 きさかた JP KST

秋田県 北浦 きたうら JP KJT 同名の港あり　香川県、愛媛県、宮崎県

秋田県 金浦 このうら JP KNO

秋田県 戸賀 とが JP TOJ

秋田県 能代 のしろ JP NSR

秋田県 平沢 ひらさわ JP HSW

秋田県 船川 ふなかわ JP FNK

秋田県 本荘 ほんじょう JP HON

秋田県 県内その他港

山形県 加茂 かも JP KMO

山形県 酒田 さかた JP SKT

山形県 飛島 とびしま

山形県 鼠ヶ関 ねずがせき JP NEZ

山形県 由良 ゆら JP YUJ 同名の港あり　兵庫県、和歌山県

山形県 県内その他港

福島県 江名 えな JP ENA

福島県 翁島 おきなじま JP OKN

福島県 小名浜 おなはま JP ONA

福島県 湖南 こなん JP KOF

福島県 相馬 そうま JP SMA

福島県 富岡 とみおか 同名の港あり　徳島県、熊本県

福島県 中之作 なかのさく JP NKX

福島県 久之浜 ひさのはま JP HSN

福島県 松川浦 まつかわうら

福島県 四倉 よつくら JP YOT

福島県 県内その他港
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