
九州地方 港コード表

都道府県名 港名 読み仮名 LOCODE 備考

福岡県 藍島 あいのしま

福岡県 芦屋 あしや JP ASZ

福岡県 宇島 うのしま JP UNS

福岡県 馬島 うましま

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

福岡県 大牟田 おおむた JP OMU

福岡県 加布里 かふり JP KAF

福岡県 苅田 かんだ JP KND

福岡県 北九州
きたきゅうしゅう
(かんもんとばた)

JP TBT

福岡県 北九州
きたきゅうしゅう
(かんもんもじ)

JP MOJ

福岡県 博多 はかた JP HKT

福岡県 三池 みいけ JP MII 同名の港あり　東京都

福岡県 若津 わかつ JP WKT

福岡県 県内その他港

佐賀県 伊万里 いまり JP IMI

佐賀県 大浦 おおうら JP OOA
同名の港あり　岡山県、香川県、熊本県、鹿児
島県

佐賀県 鹿島 かしま JP KSC 同名の港あり　茨城県

佐賀県 唐津 からつ JP KAR

佐賀県 仮屋 かりや JP KRY

佐賀県 住ノ江 すみのえ JP SUM

佐賀県 星賀 ほしか JP HOS

佐賀県 諸富 もろどみ JP MOM

佐賀県 呼子 よぶこ JP YBK

佐賀県 県内その他港

長崎県 相の浦 あいのうら JP AIN

長崎県 青方 あおかた JP AOK

長崎県 芦ノ浦 あしのうら JP ASH

長崎県 芦辺 あしべ JP ASB

長崎県 阿房下 あぼした JP ABS

長崎県 有川 ありかわ JP ARK

長崎県 伊王島 いおうじま JP IWO

長崎県 壱岐 いき

長崎県 生月 いきつき JP IKK

長崎県 池島 いけしま JP IKE

長崎県 諌早 いさはや JP ISY

長崎県 石田 いしだ JP ISD

長崎県 厳原 いずはら JP IZH

長崎県 今福 いまふく JP IMA

長崎県 印通寺 いんどうじ JP IDJ

長崎県 宇久島 うくしま

長崎県 臼ノ浦 うすのうら JP USU

長崎県 榎津 えのきづ JP EKZ

長崎県 江迎 えむかえ JP EMU

長崎県 大川 おおかわ JP OOW 同名の港あり　和歌山県

長崎県 大川原 おおかわはら JP OKH

長崎県 大島 おおしま JP OSM
同名の港あり　東京都、和歌山県、香川県、福
岡県、宮崎県
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長崎県 大瀬戸柳 おおせとやなぎ JP OST

長崎県 太田尾 おおたお JP OTA

長崎県 太田和 おおたわ JP OTW

長崎県 大村 おおむら JP OMJ

長崎県 小値賀 おじか JP OJI

長崎県 小浜 おばま JP OBB 同名の港あり　福井県

長崎県 面高 おもだか JP OMD

長崎県 折紙 おりがみ JP ORG

長崎県 カヅメ かづめ JP KZM

長崎県 勝本 かつもと JP KSU

長崎県 椛島 かばしま JP KBM

長崎県 上五島 かみごとう

長崎県 川棚 かわだな JP KWT

長崎県 川内 かわち JP KWC

長崎県 岐宿 きしゅく JP KSH

長崎県 鯨ヶ浦 くじらがうら JP KRR

長崎県 口ノ津 くちのつ JP KUC

長崎県 久吹 くぶき JP KBU

長崎県 久山 くやま JP KYM

長崎県 毛吹 けぶき JP KEB

長崎県 神崎 こうざき JP KKL

長崎県 神代 こうじろ JP KZR

長崎県 神ノ浦 こうのうら JP KNR

長崎県 郷ノ浦 ごうのうら JP GON

長崎県 郷ノ首 ごうのくび JP GKB

長崎県 小口 こぐち JP KGC

長崎県 小瀬良 こぜら JP KZE

長崎県 五島諸島 ごとう

長崎県 小長井 こながい JP KNI

長崎県 小波止 こばと JP KBT

長崎県 小迎 こむかえ JP KKE

長崎県 小茂田 こもだ JP KMD

長崎県 西郷 さいごう JP SGU 同名の港あり　島根県

長崎県 崎戸 さきと JP STO

長崎県 佐々 さざ JP SAZ

長崎県 佐須奈 さすな JP SSN

長崎県 佐世保 させぼ JP SSB

長崎県 三里 さんり JP MST

長崎県 獅子吼 ししぼえ JP SSH

長崎県 鹿見 ししみ JP SSM

長崎県 島原 しまばら JP SMB

長崎県 下田 しもだ JP SDA 同名の港あり　静岡県、高知県、熊本県

長崎県 舟志 しゅうし JP SHU

長崎県 城の下 じょうのした JP JON

長崎県 須川 すがわ JP SUU

長崎県 瀬川 せがわ JP SGW

長崎県 瀬戸 せと JP SEQ 同名の港あり　鹿児島県

長崎県 曽根 そね JP SNE

長崎県 曽ノ浦 そのうら JP SOR

長崎県 彼杵 そのぎ JP SGX

長崎県 大塔 だいとう JP DTU
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長崎県 多比良 たいら JP TAQ

長崎県 高島 たかしま JP TSM 同名の港あり　島根県

長崎県 岳崎 たけざき JP TKZ

長崎県 竹敷 たけしき JP TAS

長崎県 館浦 たてうら

長崎県 田平 たびら JP TBR

長崎県 玉ノ浦 たまのうら JP TMN

長崎県 田結 たゆい JP TYU

長崎県 調川 つきのかわ JP TWA

長崎県 対馬 つしま

長崎県 豆酘 つつ JP TST

長崎県 津吉 つよし JP TYP

長崎県 堂崎 どうざき JP DZK

長崎県 堂代 どうしろ JP DSR

長崎県 東望 とうぼう JP TBO

長崎県 時津 とぎつ JP TTU

長崎県 床浪 とこなみ JP TKO

長崎県 富江 とみえ JP TME

長崎県 中浦 なかうら JP NKN

長崎県 長崎 ながさき JP NGS

長崎県 長崎三重式見 ながさきみえしきみ JP NMX

長崎県 長与 ながよ JP NAY

長崎県 七ツ釜 ななつがま JP NNT

長崎県 奈良尾 ならお JP NRO

長崎県 奈留島 なるしま JP NRS

長崎県 仁位 にい JP NIX

長崎県 仁田 にた JP NIA

長崎県 早岐 はいき JP HAI

長崎県 浜窄 はまさこ JP HSK

長崎県 浜脇 はまわき JP HMW

長崎県 原 はら JP HAR

長崎県 肥前大島 ひぜんおおしま JP HIZ

長崎県 比田勝 ひだかつ JP HTK

長崎県 紐差 ひもさし JP HMS

長崎県 平戸 ひらど JP HRD

長崎県 広浦 ひろうら JP HRU

長崎県 福江 ふくえ JP FKN 同名の港あり　愛知県

長崎県 福島 ふくしま(いまり) JP FKM

長崎県 淵ノ元 ふちのもと JP FCM

長崎県 古江 ふるえ JP FRE 同名の港あり　愛媛県、宮崎県

長崎県 古里 ふるさと JP FRS 同名の港あり　鹿児島県

長崎県 松浦 まつうら JP MTS 同名の港あり　鹿児島県

長崎県 松島 まつしま JP MAT 同名の港あり　宮城県、岡山県、熊本県

長崎県 三浦船津 みうらふなつ JP MIR

長崎県 三重式見 みえしきみ JP MSI

長崎県 峰 みね

長崎県 宮浦 みやのうら JP MNR 同名の港あり　香川県

長崎県 三代 みよ JP MSR

長崎県 茂木 もぎ JP MOG

長崎県 森ノ浜 もりのはま JP MRH

長崎県 若松 わかまつ JP WTU
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長崎県 脇岬 わきみさき JP WKI

長崎県 県内その他港

熊本県 合津 あいづ JP AIZ

熊本県 赤崎 あかさき JP AKK

熊本県 天草その他港 あまくさ

熊本県 天附 あまつけ JP AMT

熊本県 阿村 あむら JP AMU

熊本県 荒尾 あらお JP ARO

熊本県 一町田 いっちょうだ JP ICD

熊本県 牛深 うしぶか JP UBK

熊本県 江後 えご JP EGO

熊本県 江樋戸 えびと JP EBI

熊本県 大浦 おおうら JP OUA
同名の港あり　岡山県、香川県、佐賀県、鹿児
島県

熊本県 大道 おおどう JP ODO

熊本県 大宮地 おおみやじ JP OMY

熊本県 大門 おおもん JP OMN

熊本県 鬼池 おにいけ JP ONJ

熊本県 魚貫 おにき JP ONK

熊本県 鏡 かがみ JP KGM

熊本県 金焼 かなやき JP KYK

熊本県 椛ノ木 かばのき JP KAB
熊本県 上平 かみひら JP KAH
熊本県 亀浦 かめうら JP KJM 同名の港あり　徳島県
熊本県 唐木崎 からつざき JP KRK
熊本県 河内 かわち JP KCH
熊本県 熊本 くまもと JP KMP
熊本県 上津浦 こうつうら JP KTU
熊本県 上津深江 こうつふかえ JP KFU
熊本県 小泊 こどまり JP KDM 同名の港あり　青森県
熊本県 佐敷 さしき JP SSI
熊本県 下田 しもだ JP SIA 同名の港あり　静岡県、高知県、長崎県
熊本県 下津浦 しもつうら JP SSA
熊本県 栖本 すもと JP SUT
熊本県 高浜 たかはま JP TKH 同名の港あり　福井県
熊本県 棚底 たなそこ JP TNK
熊本県 田浦 たのうら JP TNR
熊本県 知十 ちじゅう JP CJU
熊本県 富岡 とみおか JP TMO 同名の港あり　福島県、徳島県
熊本県 富津 とみつ JP TMU
熊本県 都呂々 とろろ JP TRO
熊本県 長洲 ながす JP NGU 同名の港あり　大分県
熊本県 中田 なかた JP NTX 同名の港あり　広島県
熊本県 永目 ながめ JP NGG
熊本県 呑崎 のみざき JP NOM
熊本県 日奈久 ひなぐ JP HNG
熊本県 樋島 ひのしま JP HNS
熊本県 姫戸 ひめど JP HDO
熊本県 百貫 ひゃっかん JP HKK
熊本県 二江 ふたえ JP FTE
熊本県 二間戸 ふたまど JP FMD
熊本県 本渡 ほんど JP HOD
熊本県 松島 まつしま 同名の港あり　宮城県、岡山県、長崎県
熊本県 三角 みすみ JP MIS
熊本県 水俣 みなまた JP MIN
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熊本県 茂木根 もぎね JP MGN
熊本県 八代 やつしろ JP YAT
熊本県 柳 やなぎ JP YAA
熊本県 与一ヶ浦 よいちがうら JP YOC
熊本県 竜ヶ岳 りゅうがたけ
熊本県 県内その他港
大分県 伊美 いみ JP IMM
大分県 臼杵 うすき JP USK
大分県 臼野 うすの JP USN
大分県 浦代 うらしろ JP URR
大分県 大分 おおいた JP OIP
大分県 堅来 かたく JP KTK
大分県 蒲江 かまえ JP KME
大分県 岐部 きべ JP KIB
大分県 櫛来 くしく JP KKK
大分県 国東 くにさき JP KNS
大分県 熊毛 くまげ JP KGE
大分県 小高島 こだかじま JP KDK
大分県 佐伯 さいき JP SAE
大分県 佐賀関 さがのせき JP SAG
大分県 下ノ江 したのえ JP SNO
大分県 高田 たかだ JP TKD
大分県 竹田津 たけだつ JP TDJ
大分県 津久見 つくみ JP TMI
大分県 富来 とみく JP TMM
大分県 長洲 ながす JP NSU 同名の港あり　熊本県
大分県 中津 なかつ JP NAT
大分県 羽根 はね JP HNE
大分県 日出 ひじ JP HJI
大分県 姫島 ひめしま JP HMH
大分県 別府 べっぷ JP BPU 同名の港あり　島根県
大分県 保戸島 ほとじま
大分県 真玉 またま JP MAM
大分県 丸市尾 まるいちび JP MAB
大分県 向田 むかた JP MKA
大分県 武蔵 むさし JP MSH
大分県 守江 もりえ JP MOO
大分県 四浦 よつうら
大分県 県内その他港
宮崎県 油津 あぶらつ JP ABU
宮崎県 内海 うちうみ JP UCH

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

宮崎県 大納 おおのう JP OON
宮崎県 北浦 きたうら JP KIT 同名の港あり　秋田県、香川県、愛媛県
宮崎県 熊野江 くまのえ JP KUU
宮崎県 黒井 くろい JP KRX
宮崎県 島野浦 しまのうら JP SNU
宮崎県 高鍋 たかなべ JP TNB
宮崎県 土々呂 ととろ JP TOT
宮崎県 外浦 とのうら JP TON
宮崎県 直海 のうみ JP NMI
宮崎県 延岡 のべおか JP NOB
宮崎県 延岡新 のべおかしん JP NBS
宮崎県 平岩 ひらいわ JP HRW
宮崎県 福島 ふくしま JP FMS 同名の港あり　北海道
宮崎県 古江 ふるえ JP FRM 同名の港あり　愛媛県、長崎県
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宮崎県 細島 ほそしま JP HSM
宮崎県 美々津 みみつ JP MMT
宮崎県 宮崎 みやざき JP KMI
宮崎県 県内その他港
鹿児島県 赤木名 あかぎな JP AKG
鹿児島県 阿久根 あくね JP AKN
鹿児島県 赤生原 あこおばる JP AKB
鹿児島県 浅川 あざこう JP AKW
鹿児島県 芦徳 あしとく JP AST
鹿児島県 有村 ありむら JP AMR
鹿児島県 安房 あんぼう JP ANB
鹿児島県 硫黄島 いおうじま JP IOU
鹿児島県 伊唐 いから JP IKR
鹿児島県 伊関 いせき JP ISK
鹿児島県 一湊 いっそう
鹿児島県 伊延 いのべ JP INO
鹿児島県 指宿 いぶすき JP IBS
鹿児島県 岩屋泊 いわやどまり JP IDM
鹿児島県 魚見 うおみ JP UOM
鹿児島県 浮津 うきつ JP UKT
鹿児島県 請島 うけじま JP UKJ
鹿児島県 内之浦辺塚 うちのうらへつか JP UNU
鹿児島県 宇土 うど JP UDD
鹿児島県 浦底 うらそこ JP URS
鹿児島県 浦之前 うらのまえ JP UNM
鹿児島県 浦原 うらはら JP URH
鹿児島県 江石 えいし JP EIS
鹿児島県 円 えん JP ENN

鹿児島県 大浦 おおうら JP ORR
同名の港あり　岡山県、香川県、佐賀県、熊本
県

鹿児島県 大笠利 おおがさり JP OSR
鹿児島県 大久保 おおくぼ JP OOJ 同名の港あり　東京都
鹿児島県 王籠 おおごもり JP OGM
鹿児島県 大崎 おおさき JP OSX
鹿児島県 大里 おおさと JP OTO
鹿児島県 大塩屋 おおしおや JP OYA
鹿児島県 大漉 おおすき JP OSU
鹿児島県 大棚 おおだな JP ODN
鹿児島県 大泊 おおどまり JP ODM
鹿児島県 大根占 おおねじめ JP ONE
鹿児島県 尾之間 おのあいだ JP OAD
鹿児島県 小浜 おはま JP KHM
鹿児島県 面縄 おもなわ JP OMW
鹿児島県 思勝 おんがち JP OGC
鹿児島県 加計呂麻 かけろま JP KER
鹿児島県 鹿児島 かごしま JP KOJ
鹿児島県 加治木 かじき JP KJK
鹿児島県 加世堂 かせどう JP KDJ
鹿児島県 片側 かたそば JP KBA
鹿児島県 片泊 かたどまり JP KDR
鹿児島県 門倉 かどくら JP KDO
鹿児島県 鹿屋 かのや JP KYA
鹿児島県 上嘉鉄 かみかてつ JP KKT
鹿児島県 上ノ古田 かみのふるた JP KMF
鹿児島県 上屋久永田 かみやくながた JP KMY
鹿児島県 上屋久元浦 かみやくもとうら JP KYR
鹿児島県 亀徳 かめとく JP KAM
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鹿児島県 唐隈 からくま JP KKA
鹿児島県 喜入 きいれ JP KII
鹿児島県 岸良 きしら JP KSR
鹿児島県 切石 きりいし JP KJR
鹿児島県 串木野新 くしきのしん JP KSO
鹿児島県 楠川 くすかわ JP KXK
鹿児島県 管鈍 くだどん JP KJD
鹿児島県 口之福浦 くちのふくうら JP KCF
鹿児島県 蔵ノ元 くらのもと
鹿児島県 栗生 くりお JP KRI
鹿児島県 黒之浜 くろのはま JP KUX
鹿児島県 桑之浦 くわのうら JP KUW
鹿児島県 花良治 けらじ JP KEJ
鹿児島県 高免 こうめん JP KOO
鹿児島県 小浦 こうら JP KJU 同名の港あり　香川県
鹿児島県 小島 こじま JP KJJ
鹿児島県 小漉 こすき JP KSX
鹿児島県 小宝島 こたからじま JP KTJ
鹿児島県 古仁屋 こにや JP KNY
鹿児島県 米之津 こめのつ JP KKO
鹿児島県 西道 さいどう JP SAD
鹿児島県 桜島 さくらじま JP SRZ
鹿児島県 指江 さすえ JP SSE
鹿児島県 里 さと JP SAO
鹿児島県 椎ノ木 しいのき JP SIN
鹿児島県 塩屋ヶ元 しおやがもと JP SYG
鹿児島県 鹿浦 しかうら JP SAR
鹿児島県 獅子島 ししじま JP SJM
鹿児島県 志戸桶 しどおけ JP SDK
鹿児島県 篠川 しのかわ JP SNW
鹿児島県 志布志 しぶし JP SBS
鹿児島県 島間 しまま JP SIM
鹿児島県 城川内 じょうかわうち JP JKW
鹿児島県 諸浦 しょうら JP SYO
鹿児島県 白瀬 しらせ JP SRS
鹿児島県 白浜 しらはま JP SHH 同名の港あり　千葉県、和歌山県、沖縄県
鹿児島県 新川 しんかわ JP SNK
鹿児島県 新島 しんじま JP SZI
鹿児島県 住吉 すみよし JP SMY
鹿児島県 聖ヶ浦 せいがうら JP SEG
鹿児島県 瀬崎 せざき JP SEZ
鹿児島県 瀬戸 せと JP STT 同名の港あり　長崎県
鹿児島県 川内 せんだい JP SEN
鹿児島県 園山 そのやま JP SYM
鹿児島県 鯛ノ川 たいのかわ JP TKW
鹿児島県 高須 たかす JP TKG
鹿児島県 高之口 たかのくち JP TKC
鹿児島県 宝島 たからじま JP TJI
鹿児島県 武 たけ JP TEE
鹿児島県 竹島 たけしま JP TSX
鹿児島県 田尻 たじり JP TAJ
鹿児島県 立山 たちやま JP TAC
鹿児島県 竜郷 たつごう JP TAT
鹿児島県 谷山 たにやま
鹿児島県 種子島 たねがしま
鹿児島県 田之脇 たのわき JP TNW
鹿児島県 椨川 たぶかわ JP TAB
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鹿児島県 垂水 たるみづ JP TMZ
鹿児島県 知名 ちな JP CHI
鹿児島県 知名瀬 ちなせ JP CNS
鹿児島県 手打 てうち JP TEU
鹿児島県 手久津久 てくつく JP TEK
鹿児島県 戸口 とぐち JP TGC
鹿児島県 徳之島 とくのしま
鹿児島県 中甑 なかこしき JP NKK
鹿児島県 中之島 なかのしま JP NKS
鹿児島県 長浜 ながはま JP NMA 同名の港あり　滋賀県、愛媛県
鹿児島県 中間 なかま JP NKL
鹿児島県 名柄 ながら JP NAB
鹿児島県 名瀬 なぜ JP NAZ
鹿児島県 七ツ山 ななつやま JP NTY
鹿児島県 西方 にしかた JP NST
鹿児島県 西塩屋 にししおや JP NSH
鹿児島県 西之表 にしのおもて JP IIN
鹿児島県 西之浜 にしのはま
鹿児島県 根占 ねじめ JP NEJ
鹿児島県 野尻 のじり JP NJR
鹿児島県 野間池 のまいけ JP NMK
鹿児島県 南之浜 はえのはま JP HAE
鹿児島県 長谷 はせ JP HSS
鹿児島県 八郷 はちごう JP HGO
鹿児島県 浜尻 はまじり JP HJR
鹿児島県 浜漉 はますき JP HSU
鹿児島県 浜津脇 はまつわき JP HWA
鹿児島県 波見 はみ JP HAA
鹿児島県 隼人 はやと JP HYT
鹿児島県 東塩屋 ひがししおや JP HIG
鹿児島県 東之浜 ひがしのはま JP HHH
鹿児島県 平崎 ひらさき JP HII
鹿児島県 広田 ひろた JP HJT 同名の港あり　岩手県
鹿児島県 福山 ふくやま JP FYM 同名の港あり　広島県
鹿児島県 古河良 ふくら JP FUU
鹿児島県 藤野 ふじの JP FJN
鹿児島県 二川 ふたがわ JP FGW
鹿児島県 二俣 ふたまた JP FMT 同名の港あり　島根県
鹿児島県 古里 ふるさと JP FST 同名の港あり　長崎県
鹿児島県 平土野 へどの JP HED
鹿児島県 北方崎 ほっぽうざき JP HPP
鹿児島県 母間 ぼま JP BOM
鹿児島県 前籠 まえごもり
鹿児島県 前之浜 まえのはま JP MMA
鹿児島県 牧川 まきかわ JP MKG
鹿児島県 枕崎 まくらざき JP MKK
鹿児島県 馬毛島岬 まげしまみさき JP MMM
鹿児島県 増田 ますだ JP MDJ
鹿児島県 松浦 まつうら JP MAU 同名の港あり　長崎県
鹿児島県 松ヶ浦 まつがうら JP MGA
鹿児島県 宮ヶ浜 みやがはま JP MYG

鹿児島県 宮之浦(東)
みやのうら
(あずま)

JP MYN

鹿児島県
宮之浦    (上
屋久)

みやのうら
(かみやく)

JP MNO

鹿児島県 本浦(東) もとうら(あずま) JP MTO
鹿児島県 元浦(豊島) もとうら(としま) JP MOU
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鹿児島県 屋久津 やくつ JP YKU
鹿児島県 やすら浜 やすらはま JP YMA
鹿児島県 屋仁 やに JP YNI
鹿児島県 山川 やまかわ JP YAM
鹿児島県 山間 やんま JP YNN
鹿児島県 湯泊 ゆどまり JP YDM
鹿児島県 湯之持木 ゆのもちぎ JP YNM
鹿児島県 湯向 ゆむぎ JP YMU
鹿児島県 百合ヶ浜 ゆりがはま JP YRG
鹿児島県 湯湾 ゆわん JP YWN
鹿児島県 与路 よろ JP YOR
鹿児島県 与論 よろん JP RNJ
鹿児島県 脇崎 わきざき JP WKZ
鹿児島県 和泊 わどまり JP WAD
鹿児島県 和野 わの JP WNA
鹿児島県 湾 わん JP WAN
鹿児島県 県内その他港
沖縄県 粟国 あぐに JP AGU
沖縄県 安護の浦 あごのうら JP AGR
沖縄県 伊江 いえ JP IEJ
沖縄県 石垣 いしがき JP ISG
沖縄県 伊是名 いぜな
沖縄県 伊良部 いらぶ
沖縄県 上地 うえち JP UEC
沖縄県 内花 うちはな JP UHH
沖縄県 運天 うんてん JP UNT

沖縄県 江崎
えざき
(きただいとう）

JP EZA

沖縄県 奥 おく JP OKU
沖縄県 兼城 かねぐすく JP KGU

沖縄県 亀池
かめいけ
(みなみだいとう)

JP KEE

沖縄県 北(北大東)
きた
(きただいとう)

JP KTX

沖縄県 北(南大東)
きた
(みなみだいとう)

JP KDX

沖縄県 宜野湾 ぎのわん JP GNW
沖縄県 金武中城 きんなかぐすく JP KNX
沖縄県 久米島 くめしま JP KMS
沖縄県 来間前浜 くりままえはま JP KHJ
沖縄県 黒島 くろしま JP KRJ
沖縄県 慶留間 けるま JP KEM
沖縄県 古宇利 こうり JP KKR
沖縄県 小浜 こはま JP KOH 同名の港あり　鳥取県
沖縄県 座間味 ざまみ JP ZMM
沖縄県 塩屋 しおや JP SYA 同名の港あり　石川県
沖縄県 白浜 しらはま JP SIH 同名の港あり　千葉県、和歌山県、鹿児島県
沖縄県 瀬底 せそこ JP SES
沖縄県 祖納(竹富) そない(たけとみ) JP SNI
沖縄県 祖納(与那国) そない(よなくに) JP SNA
沖縄県 竹富東 たけとみひがし JP TTH
沖縄県 渡嘉敷 とかしき JP TJS
沖縄県 徳仁 とくじん JP TKJ
沖縄県 渡久地 とくち JP TCC
沖縄県 渡名喜 となき
沖縄県 中城湾 なかぐすくわん JP NAK
沖縄県 仲田 なかだ JP NKD
沖縄県 仲間 なかま JP NKM
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沖縄県 長山 ながやま JP MGY
沖縄県 那覇 なは JP NAH

沖縄県 西(北大東)
にし
(きただいとう)

JP NID

沖縄県 西(南大東)
にし
(みなみだいとう)

JP NDI

沖縄県 野甫 のほ JP NQH
沖縄県 鳩間 はとま JP HTO
沖縄県 浜崎 はまさき JP HMX
沖縄県 平良 ひらら JP HRR
沖縄県 普天間 ふてんま JP FTM
沖縄県 船浮 ふなうき JP FNU
沖縄県 船浦 ふなうら JP FNR

沖縄県 前泊(伊平屋)
まえどまり
（いへや）

JP MAD

沖縄県 前泊(多良間)
まえどまり
(たらま)

JP MDR

沖縄県 宮古島 みやこじま JP MMY
沖縄県 水納(多良間) みんな(たらま) JP MNN
沖縄県 水納(本部) みんな(もとぶ) JP MNJ
沖縄県 本部 もとぶ JP MBT
沖縄県 県内その他港
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