
中部地方 港コード表

都道府県名 港名 読み仮名 LOCODE 備考

新潟県 相川 あいかわ JP AIK

新潟県 赤泊 あかどまり JP AKD

新潟県 岩船 いわふね JP IWH

新潟県 小木 おぎ(おぎ) JP OGI 同名の港あり　石川県

新潟県 小木 おぎ(はもち) JP HMC

新潟県 柏崎 かしわざき JP KWZ

新潟県 寺泊 てらどまり JP TRD

新潟県 直江津 なおえつ JP NAO

新潟県 新潟 にいがた(にし) JP NIN

新潟県 新潟 にいがた(ひがし) JP NIH

新潟県 能生 のう JP NOU

新潟県 姫川 ひめかわ JP HMK

新潟県 二見 ふたみ JP HUT 同名の港あり　東京都

新潟県 両津 りょうつ JP RYO

新潟県 県内その他港

富山県 魚津 うおづ JP UOZ 同名の港あり　島根県

富山県 氷見 ひみ JP HMJ

富山県 伏木富山
ふしきとやま
(とやま)

JP TOP

富山県 伏木富山
ふしきとやま
(ふしき)

JP FSK

富山県 伏木富山
ふしきとやま
（しんこう）

JP TOS

富山県 県内その他港

石川県 穴水 あなみず JP ANM

石川県 飯田 いいだ JP IDA

石川県 宇出津 うしつ JP UST

石川県 小木 おぎ JP OII 同名の港あり　新潟県

石川県 金沢 かなざわ JP KNZ

石川県 塩屋 しおや JP SIO 同名の港あり　沖縄県

石川県 滝 たき JP TKI

石川県 七尾 ななお JP NNO

石川県 能登島 のとじま

石川県 半浦 はんうら JP HUR

石川県 福浦 ふくうら JP FRJ

石川県 和倉 わくら JP WKR

石川県 輪島 わじま JP WJM

石川県 県内その他港

福井県 内浦 うちうら JP UCU

福井県 小浜 おばま JP OBA 同名の港あり　長崎県

福井県 鷹巣 たかす JP TXK

福井県 高浜 たかはま 同名の港あり　熊本県

福井県 敦賀 つるが JP TRG

福井県 福井 ふくい JP FKJ

福井県 和田 わだ JP WDA

福井県 県内その他港

静岡県 網代 あじろ JP AJR 同名の港あり　鳥取県、岡山県

静岡県 熱海 あたみ JP AMI

静岡県 伊東 いとう JP ITJ

静岡県 稲取 いなとり JP INR

静岡県 宇久須 うぐす JP UGU
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静岡県 大井川 おおいがわ JP OIG

静岡県 御前崎 おまえざき JP OMZ

静岡県 相良 さがら JP SGR

静岡県 静浦 しづうら JP SZU

静岡県 清水 しみず JP SMZ 同名の港あり　高知県

静岡県 下田 しもだ JP SMD 同名の港あり　高知県、長崎県、熊本県

静岡県 田子の浦 たごのうら JP TGO

静岡県 手石 ていし JP TIS

静岡県 土肥 とい JP TOI

静岡県 沼津 ぬまづ JP NUM

静岡県 榛原 はいばら JP HBA

静岡県 浜名 はまな JP HMN

静岡県 戸田 へだ JP HAD

静岡県 松崎 まつざき JP MTZ

静岡県 焼津 やいづ JP YZU

静岡県 県内その他港

愛知県 泉 いずみ JP IZM

愛知県 一色 いっしき JP IKJ

愛知県 伊良湖 いらこ JP IRK

愛知県 内海 うつみ JP UTM 同名の港あり　広島県

愛知県 衣浦 きぬうら JP KNU

愛知県 倉舞 くらまい JP KRC

愛知県 河和 こうわ JP KWX

愛知県 篠島 しのじま JP SNJ

愛知県 常滑 とこなめ JP TXN

愛知県 豊浜 とよはま JP TYJ 同名の港あり　香川県

愛知県 名古屋 なごや JP NGO

愛知県 西浦 にしうら

愛知県 東幡豆 ひがしはず JP HGH

愛知県 日間賀 ひまが

愛知県 福江 ふくえ JP FKE 同名の港あり　長崎県

愛知県 冨具崎 ふぐさき JP FGS

愛知県 馬草 まぐさ JP MGU

愛知県 三河 みかわ JP MKW

愛知県 三河
みかわ
(がまごうり)

JP GAM

愛知県 三河 みかわ(とよはし) JP THS

愛知県 師崎 もろざき JP MRZ

愛知県 吉田 よしだ JP YDA 同名の港あり　愛媛県

愛知県 県内その他港
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