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３ 県内無線局一覧表 
    

(1) 警察庁       

番
号 

局名 機関名 電話番号   
通信範

囲 

1 山梨本部 山梨県警察本部 055-235-2121   県内 

2 甲府 甲府警察署 055-232-0110   県内 

3 南甲府 南甲府警察署 055-243-0110   県内 

4 南アルプス 南アルプス警察署 055-282-0110   県内 

5 韮崎 韮崎警察署 0551-22-0110   県内 

6 長坂 長坂警察署 0551-32-3111   県内 

7 鰍沢 鰍沢警察署 0556-22-0110   県内 

8 南部 南部警察署 0556-64-3301   県内 

9 市川 市川警察署 055-272-0110   県内 

10 笛吹 笛吹警察署 055-262-0110   県内 

11 日下部 日下部警察署 0553-22-0110   県内 

12 塩山 塩山警察署 0553-32-0110   県内 

13 都留 都留警察署 0554-45-0110   県内 

14 富士吉田 富士吉田警察署 0555-22-0110   県内 

15 大月 大月警察署 0554-22-0110   県内 

16 上野原 上野原警察署 0554-63-0110   県内 

17 高速甲府 山梨県警察高速道路交通警察隊 055-275-4551     

18 高速小淵沢 山梨県警察高速道路交通警察隊小淵沢分駐隊 0551-36-3235     

19 高速大月 山梨県警察高速道路交通警察隊大月分駐隊 0554-22-1181     

20 山梨機動隊 山梨県警察機動隊 055-276-7470     

21 山梨航空隊 山梨県警察航空隊 055-240-4109     

22 鉄警甲府 山梨県警察鉄道警察隊 055-235-5396     

23 山梨交通管制ｾﾝﾀｰ 山梨県警察交通管制センター 055-232-5000     

24 鑑識課 山梨県警察石和分庁舎 055-262-8601     

25 機捜隊 山梨県警察機動捜査隊 055-243-8390     

        
(2) 国土交通省         

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 

通信範

囲 

1 建設甲府 甲府河川国道事務所 055-252-8890 24 関東地方

2 建設貢川 甲府河川国道事務所甲府出張所 055-222-4891 7 関東地方

3 建設市川大門 甲府河川国道事務所富士川上流出張所 055-272-0040 6 関東地方

4 建設石和 甲府河川国道事務所笛吹川出張所 055-262-2821 6 関東地方

5 建設波木井 甲府河川国道事務所峡南国道出張所 0556-62-0621 8 関東地方

6 建設南部 甲府河川国道事務所富士川中流出張所 0556-64-2310 6 関東地方

7 建設大月 甲府河川国道事務所大月出張所 0554-22-2411 6 関東地方

8 建設富士吉田 甲府河川国道事務所富士吉田国道出張所 0555-22-4188 8 関東地方

9 建設大和 甲府河川国道事務所大和出張所 0553-48-2514 6 関東地方

10 建設富士 甲府河川国道事務所富士川下流出張所 0545-61-0078 5 関東地方

11 建設富士川砂防 富士川砂防事務所 055-252-7108 18 関東地方

12 建設白州 富士川砂防事務所白州出張所 0551-35-2059 2 関東地方

13 建設早川 富士川砂防事務所早川出張所 0556-45-2319 4 関東地方

14 建設釜無 富士川砂防事務所釜無川出張所 0266-62-2116 2 関東地方
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(3) 県防災行政無線 
 

番
号 

局名 機関名 電話番号  
通信

範囲

1 防災山梨県 山梨県消防防災課 055-223-1433  県内

2 防災身延山 山梨県消防防災課    県内

3 防災三ッ峠 山梨県消防防災課    県内

4 防災開運山 山梨県消防防災課    県内

5 防災鶴峠 山梨県消防防災課    県内

6 防災富士吉田合庁 富士・東部地域県民センター 0555-24-9047  県内

7 防災南巨摩 峡南地域県民センター 0556-22-8165  県内

8 防災北巨摩 中北地域県民センター 0551-23-3057  県内

9 防災西八代 峡南地域県民センター西八代総務課 055-240-4111  県内

10 防災東八代 山梨県消防防災課    県内

11 防災東山梨 峡東地域県民センター 0553-20-2704  県内

12 防災南都留 富士・東部地域県民センター 0554-45-7801  県内

13 防災北都留 富士・東部地域県民センター北都留総務課 0554-22-7800  県内

14 防災小瀬 山梨県体育協会 小瀬スポーツ公園 055-243-3111  県内

15 防災農業大学 農業大学校 0551-32-2269  県内

16 防災甘利 山梨県消防防災課 055-223-1433  県内

17 防災身延土木 峡南建設事務所身延管理課 0556-62-9062  県内

18 山梨００８ 甲府市役所 055-237-1161  県内

19 山梨００９ 富士吉田市役所 0555-22-1111  県内

20 山梨０１０ 都留市役所 0554-43-1111  県内

21 山梨０１１ 山梨市役所 0553-22-1111  県内

22 山梨０１２ 大月市役所 0554-22-2111  県内

23 山梨０１３ 韮崎市役所 0551-22-1111  県内

24 山梨０１４ 南アルプス市役所 055-282-1111  県内

25 山梨０１５ 北杜市役所 0551-42-1111  県内

26 山梨０１６ 甲斐市役所 055-278-2111  県内

27 山梨０１７ 笛吹市役所 055-262-4111  県内

28 山梨０１８ 上野原市役所 0554-62-3111  県内

29 山梨０１９ 甲州市役所 0553-32-2111  県内

30 山梨０２０ 中央市役所 055-274-1111  県内

31 山梨０２１ 市川三郷町役場 055-272-1111  県内

32 山梨０２２ 増穂町役場 0556-22-3111  県内

33 山梨０２３ 鰍沢町役場 0556-22-2151  県内

34 山梨０２４ 早川町役場 0556-45-2511  県内

35 山梨０２５ 身延町役場 0556-42-2111  県内

36 山梨０２６ 南部町役場 0556-66-2111  県内

37 山梨０２７ 昭和町役場 055-275-2111  県内

38 山梨０２８ 道志村役場 0554-52-2111  県内

39 山梨０２９ 西桂町役場 0555-25-2121  県内

40 山梨０３０ 忍野村役場 0555-84-3111  県内

41 山梨０３１ 山中湖村役場 0555-62-1111  県内

42 山梨０３２ 鳴沢村役場 0555-85-2311  県内

43 山梨０３３ 富士河口湖町役場 0555-72-1111  県内

44 山梨０３４ 小菅村役場 0428-87-0111  県内

45 山梨０３５ 丹波山村役場 0428-88-0211  県内

46 山梨０３６ 甲府地区広域行政事務組合消防本部 055-222-1190  県内

47 山梨０３７ 都留市消防本部 0554-43-1119  県内

48 山梨０３８ 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 0555-22-0119  県内

49 山梨０３９ 大月市消防本部 0554-22-0119  県内
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番
号 

局名 機関名 電話番号  
通信

範囲

50 山梨０４０ 峡北広域行政事務組合消防本部 0551-22-3311  県内

51 山梨０４１ 笛吹市消防本部 055-261-0119  県内

52 山梨０４２ 峡南広域行政組合消防本部 055-272-1919  県内

53 山梨０４３ 東山梨行政事務組合東山梨消防本部 0553-32-0119  県内

54 山梨０４４ 上野原市消防本部 0554-62-4111  県内

55 山梨０４５ 南アルプス市消防本部 055-283-0119  県内

56 山梨０４６ 関東森林管理局 山梨森林管理事務所 055-253-7003  県内

57 山梨０４７ 関東財務局 甲府財務事務所 055-253-2261  県内

58 山梨０４８ 関東農政局 山梨農政事務所 055-226-6611  県内

59 山梨０４９ 関東運輸局 山梨運輸支局 055-261-0880  県内

60 山梨０５０ 厚生労働省 山梨労働局 055-225-2850  県内

61 山梨０５１ 陸上自衛隊 第一特科隊 0555-84-3135  県内

62 山梨０５２ 山梨県市長会 055-237-3153  県内

63 山梨０５３ 山梨県町村会 055-235-3228  県内

64 山梨０５４ 東日本旅客鉄道（株）甲府地区センター 055-253-0116  県内

65 山梨０５５ 東日本電信電話（株）山梨支店 055-237-0569  県内

66 山梨０５６ 日本銀行 甲府支店 055-227-2411  県内

67 山梨０５７ 日本赤十字社 山梨県支部 055-251-6711  県内

68 山梨０５８ 日本放送協会 甲府放送局 055-222-1313  県内

69 山梨０５９ 中日本高速道路（株）甲府管理事務所 055-275-5121  県内

70 山梨０６０ 中日本高速道路（株）大月管理事務所 0554-22-2151  県内

71 山梨０６１ 日本通運（株） 山梨支店 055-224-4102  県内

72 山梨０６２ 東京電力（株） 山梨支店 055-270-2111  県内

73 山梨０６３ 東京ガス（株） 甲府支社 055-253-1341  県内

74 山梨０６５ 甲府中央郵便局 055-235-3394  県内

75 山梨０６６ （株）山梨放送 055-231-3232  県内

76 山梨０６７ （株）テレビ山梨 055-232-1114  県内

77 山梨０６８ （株）エフエム富士 055-228-6969  県内

78 山梨０６９ 山梨交通（株） 敷島営業所 055-277-8911  県内

79 山梨０７０ 富士急行（株） 0555-22-7101  県内

80 山梨０７１ 山梨県トラック協会 055-262-5561  県内

81 山梨０７２ 吉田ガス（株） 0555-22-2161  県内

82 山梨０７３ 山梨県医師会 055-226-1611  県内

83 山梨０７４ 山梨県ＬＰガス協会 055-228-4171  県内

84 山梨０７５ 山梨県道路公社 055-226-3835  県内

85 山梨０７６ 山梨県看護協会 055-226-4288  県内

86 山梨０７７ 山梨県バス協会 055-262-1201  県内

87 山梨０７８ 山梨県社会福祉協議会 055-254-8610  県内

88 山梨０７９ 山梨県ボランティア協会 055-224-2941  県内

89 山梨０８０ 山梨県建築士会 055-233-5414  県内

90 山梨０８１ 山梨大学医学部付属病院 055-273-1111  県内

91 山梨０８２ 山梨赤十字病院 0555-72-2222  県内

92 山梨０８３ 市立甲府病院 055-244-1111  県内

93 山梨０８４ 山梨厚生病院 0553-23-1311  県内

94 山梨０８５ 笛吹中央病院 055-262-2185  県内

95 山梨０８６ 社会保険鰍沢病院 0556-22-3135  県内

96 山梨０８７ 韮崎市立病院 0551-22-1221  県内

97 山梨０８８ 巨摩共立病院 055-283-3131  県内

98 山梨０８９ 富士吉田市立病院 0555-22-4111  県内

99 山梨０９０ 大月市立中央病院 0554-22-1251  県内

100 山梨０９１ 富士北麓公園 0555-24-3651  県内
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番
号 

局名 機関名 電話番号  
通信

範囲

101 山梨０９２ 南アルプス市 櫛形総合公園 055-284-2640  県内

102 山梨０９３ 山梨県 富士川クラフトパーク 0556-62-5545  県内

103 山梨０９４ 山梨県立 防災安全センター 055-273-1048  県内

104 山梨０９５ 山梨県緑が丘スポーツ公園 055-253-1906  県内

105 山梨０９６ 山梨県笛吹川フルーツ公園 0553-23-4101  県内

106 山梨０９７ 山梨県曽根丘陵公園 055-266-5854  県内

107 山梨０９８ （株）岡島 055-232-2111  県内

108 山梨０９９ （株）日向 0553-23-5222  県内

109 山梨１０１ （株）いちやまマート 055-278-6000  県内

110 山梨１０２ （株）オギノ 055-227-7100  県内

111 山梨１０３ （株）くろがねや 055-241-2472  県内

112 山梨１０４ 生活協同組合 市民生協やまなし 055-243-2440  県内

113 山梨１０５ 生活協同組合 コープやまなし 055-243-6327  県内

114 山梨１０６ 生活クラブ生活協同組合 055-241-1641  県内

115 山梨１０７ 山梨県電設協会 055-232-4144  県内

116 山梨１０８ 山梨県消防設備協会 055-223-0119  県内

117 山梨１０９ 山梨県管工事協会 055-227-2811  県内

118 山梨１１０ 山梨県治山林道協会 055-251-5522  県内

119 山梨１１１ 山梨県建設業協会 055-235-4421  県内

120 山梨１１２ 山梨県警備業協会 055-228-2559  県内

121 山梨１１３ 赤帽山梨県軽自動車運送共同組合 055-228-0028  県内

122 山梨１１５ 山梨県産業廃棄物協会 055-244-0755  県内

123 山梨１１６ 防災航空隊 0551-20-3601  県内

124 山梨１１７ 山梨県立北病院 0551-22-1621  県内

125 山梨１１８ 環境科学研究所 0555-72-6211  県内

126 山梨１１９ 広瀬ダム 0553-39-2411  県内

127 山梨１２０ 琴川ダム 0553-33-7305  県内

128 山梨１２１ 荒川ダム 055-287-2006  県内

129 山梨１２２ 塩川ダム 0551-45-0789  県内

130 山梨１２３ 大門ダム 0551-47-3799  県内

131 山梨１２４ 中北保健所 055-237-1381  県内

132 山梨１２５ 新環状・西関東道路建設事務所 055-261-1490  県内

133 山梨１２６ （株）山交百貨店 055-237-0111  県内

134 発電総合制御所 発電総合制御所（企業局） 055-278-1211  県内

135 笛吹発電 笛吹川水系発電管理事務所（企業局） 0553-32-2334  県内

136 雁坂トンネル 山梨県道路公社雁坂ﾄﾝﾈﾙ有料道路管理事務所 0553-39-2330  県内

137 深城ダム 深城ダム管理事務所 0554-24-7062  県内

      

 水防・消防     

番
号 

局名 機関名 電話番号  通信範囲

1 消防山梨県 山梨県消防防災課 055-223-1430  全国 

2 水防山梨県本部 山梨県治水課 055-223-1700  全国 
 

(4) 県森林環境部  

 局名 機関名 電話番号   通信範囲

1 林務甲府 中北林務環境事務所 055-233-8135   
甲,東八,中

巨,南ｱ 

2 林務夜叉神 南アルプス林道管理事務所 055-288-2311   南ｱ 
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(5) 県企業局  

番
号 

局名 機関名 電話番号  
通信

範囲

1 水防山梨県企業局 山梨県企業局 055-223-5389  1-2

2 水防奈良田 早川水系発電管理事務所 0556-48-2670  1-2

3 水防荒川 早川水系野呂川発電所 0556-48-2670  2-3
 

(6) 消防無線 
◎ 甲府地区消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

1 甲府消防 甲府地区広域行政事務組合消防本部 055-222-1190 10 甲府地区管内 

1 甲府 101 外 甲府地区広域行政事務組合消防本部 055-222-1190 12 甲府地区管内 

2 中央指揮１外 中央消防署 055-254-9119 18 甲府地区管内 

3 東部ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 東部出張所 055-231-1119 4 甲府地区管内 

4 武田ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 武田出張所 055-254-0199 2 甲府地区管内 

5 湯村ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 湯村出張所 055-254-0099 4 甲府地区管内 

6 宮本ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 宮本出張所 055-287-2126 2 甲府地区管内 

7 南指揮１外 南消防署 055-233-1490 19 甲府地区管内 

8 田富ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 田富出張所 055-273-0999 4 甲府地区管内 

9 昭和ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 昭和出張所 055-275-5499 3 甲府地区管内 

9-1 玉穂ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 玉穂出張所 055-273-0699 3 甲府地区管内 

10 西指揮１外 西消防署 055-276-3825 18 甲府地区管内 

11 敷島ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 敷島出張所 055-277-8119 5 甲府地区管内 

12 貢川ﾎﾟﾝﾌﾟ１外 貢川出張所 055-224-1119 2 甲府地区管内 

◎ 東山梨消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

13 消防東山 東山梨行政事務組合東山梨消防本部 0553-32-0119 81 東山消防管内 

14 消防東山一之瀬 東山梨行政事務組合東山梨消防本部 0553-32-0119 81 東山消防管内 

◎ 笛吹市消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

15 消防笛吹 笛吹市消防本部 055-261-0119 148 笛吹消防管内 

16 笛吹４０ 春日居出張所 0553-26-6119 5 笛吹消防管内 

17 笛吹２５ 東部出張所 055-262-1190 5 笛吹消防管内 

18 笛吹２７ 中部出張所 055-266-3891 5 笛吹消防管内 

19 石和１０１ 石和支所 055-262-4111 1 笛吹消防管内 

20 御坂１０１ 御坂支所 055-262-2271 1 笛吹消防管内 

21 一宮１０１ 一宮支所 0553-47-1111 1 笛吹消防管内 

22 八代１０１ 八代支所 055-265-2111 1 笛吹消防管内 

23 境川１０１ 境川支所 055-266-2111 1 笛吹消防管内 

24 春日居１０１ 春日居支所 0553-26-3111 1 笛吹消防管内 

◎ 峡南消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

25 消防峡南 峡南広域事務組合消防本部北部消防署 055-272-1919 63 峡南消防管内 

26 (移)峡南７ 北部消防署増穂分駐所 0556-22-0923 3 峡南消防管内 

27 峡南消防中部 中部消防署 0556-62-5119 54 峡南消防管内 

28 (移)中部９ 中部消防署下部分駐所 0556-38-0140 3 峡南消防管内 

29 (移)中部８ 中部消防署早川分駐所 0556-48-2119 3 峡南消防管内 

30 峡南消防南 中部消防署南分署 0556-66-2119 21 峡南消防管内 
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◎ 南アルプス市消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

31 南アルプス消防 南アルプス市消防本部 055-283-0119 54 南ｱ消防管内 

32 南アルプス八田 八田消防署 055-285-0119 10 南ｱ消防管内 

33 南アルプス 101 八田支所 055-285-0011 1 南ｱ消防管内 

34 南アルプス 102 白根支所 055-283-3000 1 南ｱ消防管内 

35 南アルプス 103 芦安支所 055-288-2112 1 南ｱ消防管内 

36 南アルプス 104 若草支所 055-282-3100 1 南ｱ消防管内 

37 南アルプス 105 市役所本庁 055-282-1111 1 南ｱ消防管内 

38 南アルプス 106 甲西支所 055-282-3120 1 南ｱ消防管内 

39 南アルプス白根 白根分遣所 055-284-0119 6 南ｱ消防管内 

40 南アルプス甲西 甲西分遣所 055-282-0119 6 南ｱ消防管内 

◎ 峡北消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

41 峡北消防 峡北広域行政事務組合消防本部 0551-22-3311 26 峡北消防管内 

42 峡北３外 韮崎消防署須玉分署 0551-42-2449 6 峡北消防管内 

43 峡北４外 韮崎消防署白州分署 0551-35-2155 6 峡北消防管内 

44 峡北５外 長坂消防署 0551-32-2508 11 峡北消防管内 

45 峡北６外 長坂消防署高根分署 0551-47-2099 6 峡北消防管内 

46 峡北７外 長坂消防署小淵沢分遣所 0551-36-3311 6 峡北消防管内 

47 無線中継基地局 峡北広域行政事務組合消防本部       

◎ 富士五湖消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

48 消防富士五湖 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 0555-22-0119 39 富士五湖消防管内

49 富士五湖１外 富士吉田消防署 0555-23-0119 19 富士五湖消防管内

50 富士五湖８外 富士吉田消防署東部出張所 0555-62-0119 5 富士五湖消防管内

51 富士五湖４外 富士吉田消防署西桂分遣所 0555-25-2119 5 富士五湖消防管内

52 富士五湖消防河口 河口湖消防署 0555-72-0119 12 富士五湖消防管内

53 富士五湖９外 河口湖消防署西部出張所 0555-85-2119 5 富士五湖消防管内

54 救急河口３外 河口湖消防署上九一色分遣所 0555-87-2119 3 富士五湖消防管内

55 富士五湖消防鳴沢 富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 0555-22-0119   富士五湖消防管内

◎ 都留市消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

56 消防都留 都留市消防本部 0554-43-1119 42 都留消防管内

57 消防道志 道志出張所 0554-52-2264 7 都留消防管内

◎ 大月市消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

58 消防大月 大月市消防本部 0554-22-0119 39 市内 

59 大月消防丹波 大月市消防署丹波山出張所 0428-88-0211 6 出張所管内 

60 大月消防小菅 大月市消防署小菅出張所 0428-87-0422 5 出張所管内 

◎ 大月市消防 

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

61 消防上野原 上野原市消防本部 0554-62-4111 21 市内 

62 上野原消防棡原 棡原出張所 0554-67-2119 4 市内 

63 上野原消防秋山 秋山出張所 0554-56-2310 7 市内 
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(7) ＮＴＴ       

番
号 

局名 機関名 電話番号  通信範囲

1 東電電甲府 甲府営業所 055-237-0554  県内 

2 東電電吉田 富士吉田交換センター 055-237-0554  県内 

3 東電電韮崎 韮崎交換センター 055-237-0554  県内 

4 東電電山梨 東山梨交換センター 055-237-0554  県内 

5 東電電鰍青 鰍沢青柳交換センタ 055-237-0554  県内 

6 東電電都留 都留交換センタ 055-237-0554  県内 

7 東電電大月 大月交換センタ 055-237-0554  県内 

8 東電電上野原 上野原交換センタ 055-237-0554  県内 

9 東電電長坂 長坂交換センタ 055-237-0554  県内 

10 東電電山中湖 山中湖交換センタ 055-237-0554  県内 

11 東電電南部 南部交換センタ 055-237-0554  県内 

12 東電電中富 中富交換センタ 055-237-0554  県内 

13 東電電桜井 桜井無線中継局 055-237-0554  県内 
 

(8) 日本赤十字社    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数
通信範囲

1 にっせきやまなし 日本赤十字社山梨県支部 055-251-6711 21 県内 

2 にっせきやまなし 11 外 日本赤十字病院 0555-72-2222 5 県内 

3 にっせきやまなし 21 外 山梨県赤十字血液センター 055-251-5891 13 県内 

4 せきじゅうじやまなし 日本赤十字社山梨県支部 055-251-6711 18 県内 

5 せきじゅうじやまなし４外 日本赤十字病院 0555-72-2222 3 県内 
 

(9) ＮＨＫ    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数
通信範囲

1 ＮＨＫ甲府 ＮＨＫ甲府放送局 055-222-1315 18 県内 

2 ＮＨＫ甲府第２ ＮＨＫ甲府放送局 055-222-1315 12 県内 
 

(10) 山梨放送    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数
通信範囲

1 ＹＢＳ本社 株式会社山梨放送 055-231-3241 8 県内 

2 ＹＢＳ本社第２ 株式会社山梨放送 055-231-3241 17 県内 

3 ＹＢＳ携帯本社 株式会社山梨放送 055-231-3241 1 県内 
 

(11) テレビ山梨    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数
通信範囲

1 ＵＴＹ本社 株式会社テレビ山梨 055-232-1111 15 県内 

2 ＵＴＹ携帯本社 株式会社テレビ山梨 055-232-1111 2 県内 
 

(12) 富士急行    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

1 富士急甲府 富士急行株式会社甲府営業所 055-222-7101 13 営業路線一円

2 富士急吉田 富士急行株式会社吉田営業所 0555-22-7131 54 営業路線一円

3 富士急御殿場 富士急行株式会社御殿場営業所 0550-82-1335 7 営業路線一円
 

 



- 192 - 

(13) 東京ガス    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

1 東ガス甲府 東京ガス株式会社甲府支社 055-253-1341 20 甲府玉穂昭和
 

(14) 山梨交通    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

1 山交甲府 山梨交通株式会社敷島営業所 055-277-1600 16 県内 
 

(15) 綜合警備保障    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

1 綜警山梨 綜合警備保障株式会社山梨支社 055-227-3311 13 県内 

2 綜警富士吉田 綜合警備保障株式会社山梨支社富士吉田営業所 0555-23-7411 5 県内 
 

 

(16) 東京電力    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

1 東電山梨支店 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   東京,大月,身延 

2 東電三ﾂ峠 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   
東京,大月, 

塩尻,沼津 

3 東電身延山 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   甲府,早川,身延 

4 東電早川制御所 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   甲府,早川,身延 

5 東電早川第三発電 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   甲府,早川,身延 

6 東電甲府支社 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   甲府 

7 東電櫛形営業ｾﾝﾀｰ 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   甲府 

8 東電身延営業ｾﾝﾀｰ 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   身延 

9 東電甲府工務 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371 40 県内 

10 東電北巨摩工務 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371 40 県内 

11 東電木賊工務 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371 36 県内 

12 東電木賊中継所 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   県内 

13 東電駒橋制御所 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   甲府 

14 東電東山梨変電所 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   甲府,上野原 

15 東電権現山 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   大月,東京 

16 東電富士吉田営業ｾﾝﾀｰ 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   甲府 

17 東電鹿留工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 32 県内 

18 東電駒橋工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 46 県内 

19 東電富士吉田工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 46 県内 

20 東電塩山工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 46 県内 

21 東電上野原工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 46 県内 

22 東電道志工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 32 県内 

23 東電嵯峨塩工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 41 県内 

24 東電東山梨工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 62 県内 

25 東電深城工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 41 県内 

26 東電身延工務 東京電力㈱早川制御所 0556-50-2351 26 県内 

27 東電新倉工務 東京電力㈱早川制御所 0556-50-2351 26 県内 

28 東電奈良田工務 東京電力㈱早川制御所 0556-50-2351 21 県内 

29 東電大月 東京電力㈱大月支社 0554-90-2271 31 県内 

30 東電道志 東京電力㈱大月支社 0554-90-2271 31 県内 

31 東電深城 東京電力㈱大月支社 0554-90-2271 31 県内 

32 東電七保 東京電力㈱大月支社 0554-90-2271 31 県内 
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番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

33 東電笹子 東京電力㈱大月支社 0554-90-2271 31 県内 

34 東電谷村 東京電力㈱大月支社 0554-90-2271 31 県内 

35 東電富士吉田 東京電力㈱富士吉田営業センター 0555-90-2271 26 県内 

36 東電鳴沢 東京電力㈱富士吉田営業センター 0555-90-2271 26 県内 

37 東電塩山 東京電力㈱塩山営業センター 0553-90-2272 18 県内 

38 東電嵯峨塩 東京電力㈱塩山営業センター 0553-90-2272 18 県内 

39 東電甲府 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371 48 県内 

40 東電身延 東京電力㈱身延営業センター 0556-69-2282 18 県内 

41 東電早川 東京電力㈱身延営業センター 0556-69-2282 18 県内 

42 東電新倉 東京電力㈱身延営業センター 0556-69-2282 18 県内 

43 東電万沢 東京電力㈱身延営業センター 0556-69-2282 18 県内 

44 東電櫛形 東京電力㈱櫛形営業センター 055-270-5271 31 県内 

45 東電韮崎 東京電力㈱韮崎営業センター 0551-90-2271 26 県内 

46 東電御岳 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371 48 県内 

47 東電早川工務 東京電力㈱早川制御所 0556-50-2351 26 県内 

48 東電帯那山 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   
甲府塩山 

韮崎大月 

49 東電韮崎営業ｾﾝﾀｰ 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   
甲府塩山 

韮崎大月 

50 東電葛野川開閉所 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   大月 

51 東電大月支社 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   甲府 

52 東電上日川 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   甲府 

53 東電上野原中継所 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   大月 

54 東電塩山営業ｾﾝﾀｰ 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311   甲府 

55 東電平野 東京電力㈱富士吉田営業センター 0555-90-2271 26 県内 

56 東電大野山 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371   身延 

57 東電上野原 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 31 県内 

58 東電猿橋工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 32 県内 

59 東電葛野川工務 東京電力㈱駒橋制御所 0554-90-3311 9 県内 

60 東電御岳工務 東京電力㈱甲府支社 055-270-4371 40 県内 

61 東電北巨摩 東京電力㈱韮崎営業センター 0551-90-2271 26 県内 

62 東電万沢工務 東京電力㈱早川制御所 0556-50-2351 21 県内 
 

 

(17) ＪＲ東海    

番
号 

局名 機関名 電話番号 
移動

局数 
通信範囲 

1 静鉄電力身延 身延工務区 0556-92-1210 14   

2 静鉄身延 身延工務区 0556-92-1210 6   

3 静鉄南甲府 身延工務区 0556-92-1210 6   
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ＮＨＫ甲府放送局の無線局
局種 呼出符号（呼出名称）

電波
形式

周波数
(MHz)

空中線
電力

設置場所 通信相手局 備考

基地 NHK三ツ峠 F3 149.03 50W
南都留郡富士河口湖町
河口2733

移動 NHK甲府１号 F3 149.03 50W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府２～３号 F3 149.03 10W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府４～６号 F3 149.03 5W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府７～８号 F3 149.03 3W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府９～12号 F3 149.03 1W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府テレビ１～２号 F9
6438
6486

甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

0.25W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

笛吹市境川町
坊ヶ峰放送所

10W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

富士吉田
三ッ峠は反射板使用
（テレビ中継用）

移動 NHK甲府FM固定 F3 944 2W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

笛吹市境川町
坊ヶ峰放送所

基地 NHK甲府第２ F3 459.575 20W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府50号 F3 459.575 10W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府51号 F3 459.575 3W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府52号 F3 459.575 1W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府53号 F3 459.575 1W
甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

移動 NHK甲府20～21号 F3

143.54
149.01
149.03
153.33
165.97

1W
1W
1W
1W
5W

甲府市飯田三丁目
NHK甲府放送会館内

多周波用１台
5波切替式

株式会社山梨放送無線局

局種 呼出符号（呼出名称）
電波
形式

周波数
(MHz)

空中線
電力

設置場所 通信相手局 備考

基地局 ＹＢＳ本社 F3 149.81 50W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ１１ F3 149.81 25W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ１２ F3 149.81 25W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ１３ F3 149.81 10W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ１４ F3 149.81 10W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ４１ F3 464.24 10W 甲府市北口二丁目6

基地局 ＹＢＳほんしゃ第２ F3 164.17 50W
笛吹市境川町坊ヶ峰
黒木平2-123

甲府市北口二丁目
本社内で遠隔操作

陸上
移動局

ＹＢＳ２１ F3 164.17 25W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ２２ F3 164.17 25W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ２３ F3 164.17 25W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ２４ F3 164.17 10W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ２５ F3 164.17 10W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ２６ F3 164.17 1W 甲府市北口二丁目6

陸上
移動局

ＹＢＳ２７ F3 164.17 1W 甲府市北口二丁目6

移動 NHK甲府テレビ固定 F9
6887.5
6558.0

1W
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東海旅客鉄道株式会社

局種 呼出符号（呼出名称）
電波
形式

周波数
(MHz)

空中線
電力

設置場所 通信相手局 備考

陸上
移動局

しずてつ　でんりょく
　みのぶ　１～１４

F2 151.61 1W
山梨県南巨摩郡身延町角打
官有無番地（身延工務区）

免許人所属の
陸上移動局

陸上
移動局

しずてつ　みのぶ
　１～６

F2 157.69 1W
山梨県南巨摩郡身延町角打
官有無番地（身延工務区）

免許人所属の
陸上移動局

陸上
移動局

しずてつ　みなみこう
ふ

F2
152.49
157.69

1W
山梨県南巨摩郡身延町角打
官有無番地（身延工務区）

免許人所属の
陸上移動局

富士急行株式会社無線局

局種 呼出符号（呼出名称）
電波
形式

周波数
(MHz)

空中線
電力

設置場所 通信相手局 備考

固定
基地

ふじきゅう　よしだ F3 149.81 25W
富士吉田市松山331-1
富士急行㈱吉田営業所

御殿場固定 富士吉田　3-1111

基地 ふじきゅう　こうふ F3 149.81 25W
甲府市飯田三丁目2-40
富士急行㈱甲府営業所

移動 甲府　222-7101

移動 ふじきゅう　１ F3 149.81 10W
主として
　大月周辺

移動 ふじきゅう　２ F3 149.81 5W
主として
　吉田周辺

移動 ふじきゅう　６ F3 149.81 10W
主として
　上野原周辺

移動 ふじきゅう　11 F3 149.81 10W
主として
　旭丘周辺

移動 ふじきゅう　13 F3 149.81 5W
主として
　都留周辺

移動 ふじきゅう　14 F3 149.81 5W
主として
　河口湖周辺

移動 ふじきゅう　16 F3 149.81 5W
主として
　ハイランド周辺  

日本赤十字社無線局

局種 呼出符号（呼出名称）
電波
形式

空中線
電力

設置場所 通信相手局 備考

基地局 にっせきやまなし F3 50W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許人所属の
陸上移動局

甲府局
251-6711

移動局 にっせきやまなし1～8 F3 25W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

甲府局
251-6711

移動局 にっせきやまなし9～10 F3 10W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

甲府局
251-6711

移動局 にっせきやまなし33 F3 10W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

甲府局
251-6711

移動局 にっせきやまなし101～111 F3 1W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

甲府局
251-6711

移動局 にっせきやまなし11～12 F3 25W
南都留郡富士河口湖町船津
丸尾6663-1　山梨赤十字病院

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

河口湖局
72-2222

移動局 にっせきやまなし13 F3 10W
南都留郡富士河口湖町船津
丸尾6663-1　山梨赤十字病院

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

河口湖局
72-2222

移動局 にっせきやまなし14 F3 25W
南都留郡富士河口湖町船津
丸尾6663-1 山梨赤十字病院

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

河口湖局
72-2222

移動局 にっせきやまなし201 F3 1W
南都留郡富士河口湖町船津
丸尾6663-1 山梨赤十字病院

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

河口湖局
72-2222

移動局 にっせきやまなし21～32 F3 25W
甲府市池田1-6-1
山梨県赤十字血液センター

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

甲府局
251-6711

携帯
基地局

にっせきやまなし F3 50W
甲府市池田1-6-1
山梨県赤十字血液センター

免許人所属の携帯局
甲府局
251-6711

携帯局 にっせきやまなし101～102 F3 1W
甲府市池田1-6-1
山梨県赤十字血液センター

免許人所属の携帯基地
局及び携帯局

甲府局
251-6711

基地局 せきじゅうじやまなし F3 10W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許任所族の陸上移動局
甲府局
251-6711

移動局 せきじゅうじやまなし1～3 F3 10W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

甲府局
251-6711

移動局 せきじゅうじやまなし5～7 F3 10W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

甲府局
251-6711

移動局 せきじゅうじやまなし102～112 F3 1W
甲府市池田1-6-1
日本赤十字社山梨県支部

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

甲府局
251-6711

移動局 せきじゅうじやまなし4 F3 1W
南都留郡富士河口湖町船津
丸尾6663-1 山梨赤十字病院

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

河口湖局
72-2222

移動局 せきじゅうじやまなし113～114 F3 1W
南都留郡富士河口湖町船津
丸尾6663-1　山梨赤十字病院

免許人所属の
基地局及び陸上移動局

河口湖局
72-2222

101～108

山梨アマチュアラジオクラブ
名称 代表者 現在地 備考

日本アマチュア無線連盟山梨支部 古屋　知志 西八代郡市川大門町八之尻2085 市川大門　272-6647

免許人所属の陸上移動局 


