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ＪＡＧ入会
最短ルート
JAG のライオンマークを QSL カードに印刷したい！
JAG コンテストにメンバー局として参加したい！
楽しいJAG総会に参加したい(美味しいお酒を飲みたい)！
そんなあなたに贈る、選りすぐりのアワードルール集！
所持している QSL カードが 1,000 枚以下でも OK！
挑戦しやすく、また魅力的なアワードを中心に選定し 30 件紹介しています。
JAG ホームページ
から詳細をご覧ください。
アワード申請書・QSL カードリストもあるので、それをコピーして使えます。
(もちろんご自分で作成も可)
申請料金は、郵便局の貯金窓口で「定額小為替」を購入し、領収書を手元において、
申請書に同封してください。郵貯ダイレクトも便利です。
スキルアップは入会してからで OK！
ご入会を心よりお待ちしています。 JAG 会長 JH5GEN 越智 省二
※ スパムメール防止のためアドレス＠マークは全角で表記しています。
JAG 入会に必要なアワード 30 枚のルールです。
●申請書 C は QSL カードの所持証明不要で自己宣誓のもの。
●申請書 A は QSL カードの所持証明に印鑑が必要、同じく B は不要のもの。
●サフィックスとは JR1DTN の DTN の部分のこと。
●テールレターは最後の文字…DTN の N。トップレターは最初の文字…DTN の D。

1 The Samurai (JAG 発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

https://www.jarl.com/jag/awards.html
ＪＡＧメンバーと次のように QSO して QSL カードを得る。
クラス ５

メンバー局
５局
申請方法：申請書＋400 円（定額小為替）（10ＩＲＣ）
ゆうちょ銀行 10510-6876861 サトウアキラ
他行からは 店名 058 店番 058 番号 0687686
申請先：〒270-0111 流山市江戸川台東 2-121 JR1DTN 佐藤 哲
dtn599(at)yahoo.co.jp

2 Over Three Letters of The Suffix Award (JAG 発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

https://www.jarl.com/jag/awards.html
サフィックスが 4 文字以上の局 3 局以上と交信して QSL カードを得る。
申請方法：申請書＋300 円（定額小為替）（3ＩＲＣ）
ゆうちょ銀行 10330-72913811 カネコカツミ
他行からは 店名〇三八 店番 038 番号 7291381
申請先：〒353-0003 志木市下宗岡 2-9-33 JH1QPJ 金子勝美
jh1qpj(at)jarl.com

3 Japan Special Call Award (道東アワードハンターズグループ発行)
http://je8jsx.sakura.ne.jp/
◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇
日本の特別局及び特別記念局（8J・8M・8N 等）と交信して異なる 10 局
以上の QSL カードを得る。
申請方法：自己宣誓書＋500 円（無記名定額小為替）
海外局 5ＩＲＣｓ／6ＵＳ＄
申請先：〒084-0910 北海道釧路市昭和中央 2 丁目 17-12
JF8QOR 山田和博 Tel/FAX 0154-51-7177

4 JAG 創立 40 周年記念アワードⅡ (JAG 発行) ◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇
https://www.jarl.com/jag/awards.html
異なる交信相手 12 局のサフィックスのいずれか 1 文字で「JAGJAGJAGJAG」
と綴る。
申請方法： 申請書＋交信リスト＋300 円
ゆうちょ銀行
10540-6507061 イナミエイジ
他行からは 店名 058 店番 058 番号 0650706
申請先：〒286-0036 成田市加良部 4-22-4-103
JM1ATF(#824) 伊南 栄治
電子申請は jm1atf(at)jarl.com

5 彩の国さいたまアワード （JR1DHD 佐藤圭一発行） ◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇
http://www.jarl.com/sahg/saino.htm

埼玉県内のＱＳＬを得る。
クラス C：テールレターで「SAINOKUNISAITAMA」と綴る。
申請方法：申請書（GCR）＋定額小為替 500 円．10ＩＲＣ．
申請先：〒360-0111 埼玉県大里郡江南町押切 2653-19
JR1DHD 佐藤圭一

6 430MHz-100 (JARL 発行) ◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇
https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-2_Award/Award_Main.htm
430MHz で 100 局の QSL カードを得る。
他に 50Hz-100,144MHz-100,10MHz-100,18MHz-100,24MHz-100 もある。
申請方法：申請書 C＋1,000 円(JARL 非会員は 2,000 円) 電子申請も可。
JARL の HP から。
申請先：〒170-8073 (東京都豊島区南大塚 3-43-1) JARL アワード係
その他、144MHz-100、50MHz-100、1200MHz-10 等もお薦めです。
7 ISOC アワード (ISOC 発行)
SSB で得た QSL カードのテールレターで｢ISOC SSB JA TOP｣と綴る。
申請方法：申請書 B＋500 円
申請先：〒080-2473 帯広市西 23 条南 4 丁目 28-5 JH8DEH 宮田 旭
d77to88＠yahoo.co.jp
8 NORTHERN FOX AWARD クラス A (ﾉｰｻﾞﾝ・ﾌｫｯｸｽ・ﾊﾑｸﾗﾌﾞ発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

https://www.jarl.com/nf/23-9-11.html

クラス A テールレターで｢NORTHERN FOX AWARD｣と綴る。
申請方法：申請書 C＋500 円
申請先：〒062-2284 札幌市南区藤野 4 条 9 丁目 3-33 JG8DSR 髙取清孝
jg8dsr＠jarl.com
9

WORKED TOKACHI AWARD

(十勝アマチュア無線クラブ発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

https://www.ja8yad.com/test

テールレターで「TOKACHI」と綴る。
申請方法：申請書 B＋500 円
申請先：〒080-0013 帯広郵便局私書箱 1 号 十勝アマチュア無線クラブ

10

さよなら広尾線賞 クラス C (十勝アワードグループ発行)
テールレターで「AIKOKU KOFUKU」と綴る。
申請方法：申請書 B＋500 円
申請先：〒080-2474 帯広市西 24 条南 3 丁目 17-1 JR8LRL 伊吹公文
jr8lrl8＠yahoo.co.jp

11

滝川しぶき祭賞 クラス C (滝川エブリナイトハムクラブ発行)
テールレターで「TAKIKAWASHIBUKI」と綴る。
申請方法：申請書 A＋500 円
申請先：〒073-0043 滝川市幸町 1-2-37 JH8EZK 石元 滋

12 苫小牧賞 (苫小牧アマチュア無線クラブ 発行)
テールレターで｢TOMAKOMAI｣と綴る＋苫小牧在住 1 局(144MHz 以上
での申請は自局エリアの YL1 局)
申請方法：申請書 A＋500 円
申請先：〒053-0055 苫小牧市新明町 4-15-5 JH8CGU 清水 清
jh8cgu＠jarl.com
13

八戸三社大祭賞 クラス B (JI7WTK 発行)
テールレターで「SANSYATAISAI」と綴る。
申請方法：申請書 B＋500 円
申請先：〒039-3116 上北郡野辺地町赤坂 63-15 JI7WTK 太田光彦

14 さくらんぼ賞（ＣＨＥＲＲＹ ＡＷＡＲＤ）
YL を 1 枚含み、テールレターで「CHERRY」と綴り、それを 2 組。
申請方法：申請書 C＋500 円
〒申請先：〒960-0201 福島市飯坂町寺畑 1-1 JE7GNQ 藍原伴子

15

砂町

クラス Club賞 (砂町クラブ発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

http://ja1yvq.web.fc2.com/

テールレターで「SUNAMACHI CLUB」と綴る。
申請方法：申請書 C＋400 円＋自局の QSL カード 1 枚
申請先：〒132-0024 江戸川区一之江 6-5-4 JO1CZT 渡辺重夫

16 RL アワード クラス C (JH1XUP 発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

テールレターで｢JAPAN AMATEUR RADIO LEAGUE CLUB ZOO｣と綴る。
申請方法：申請書 B＋500 円
申請先：〒181-0001 三鷹市井の頭 2-18-15 JH1XUP 前田吉実
jh1xup＠aol.com

17 ABIKO AWARD

クラス 3 (JH1KMC 発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

http://jh1kmc.blogspot.jp/2013/10/blog-post.html

トップ・ミドル・テールレターで「ABIKO」と 1 組ずつ綴る。15 枚で完成。
申請方法：申請書 C + 300 円
申請先：〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台 3-11-4-301 JH1KMC 尾内保之
jh1kmc＠jarl.com

18 大熊猫賞 クラス EX (144.170 グループ 発行)
アマチュア局 1 局を 1 ポイントとして 1000 ポイントとなるよう QSL カードを
取得する。たたし異なるプリフィックスをマルチ(乗数)として、下記の計算式
にてポイントを算出する。
(局数)×(プリフィックスの数)＝1000 ポイント以上
申請方法：申請書 C＋300 円
申請先：〒299-4205 長生郡白子町南日当 1347-14 7K1MFR 川嶋経法
関東(1 エリア)のプリフィックス 35
JA1,JE1,JF1,JG1,JH1,JI1,JJ1,JK1,JL1,JM1,JN1,JO1,JP1,JQ1,JR1,JS1,
7J1,7K1,7K2,7K3,7K4,7L1,7L2,7L3,7L4,7M1,7M2,7M3,7M4,7N1,7N2,7N3,7N4,8J1,8N1
例：50 局×20 プリフィックスで完成。

19 ぼたんアワード (東松山比企ハム愛好会 発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

https://www.jarl.com/sahg/botan.htm

テールレターで｢BOTAN AWARD｣と綴る＋YL1 局、計 11 枚。
申請方法：申請書 C＋500 円
申請先：〒355-0072 東松山市石橋 1548-5 JA1POE 大塚敏郎

20 100 局交信賞 (岐阜 CW DXer クラブ発行 )

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

http://gifucwdx.atukan.com/new1.html

1 つの地域 (都道府県，国大陸等 )の異なる 100 局と交信する 。
QSL カード不要。
申請方法：申請書 C＋500 円 (リターンラベル同封 ) ゆうちょ銀行あり。
メールで ja2gcw＠jarl.com
申請先：〒502-0851 岐阜市鷺山 2101 -2 JA2GCW 林 浩
21 こま犬賞 (アイボリーコーストハムクラブ 発行)
トップレターで｢KOMAINUSHOU｣と綴る 。
申請方法：申請書 C＋400 円
申請先：〒509-6101

瑞浪市土岐町 2640 JL2HRX 遠山英俊

22 まほろば賞 ジュニアクラス (奈良フレンズクラブ 発行)
テールレターで｢MAHOROBA｣と綴る。
申請方法：申請書 B＋500 円
申請先：〒630-8291 奈良市西笹鉾町 13 JE3IAC 松谷倫男
je3iac＠jarl.com

23

SL 義経号賞 (渡辺ファミリークラブ 発行)
テールレターで｢SL YOSHITUNE｣と綴る。
申請方法：申請書 B＋500 円
申請先：〒676-0811 高砂市竜山 1-1-14 渡辺敏歩

24 倉敷クラブ創立 40 周年記念アワード (JARL 倉敷クラブ 発行) ◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇
http://jl4tty2.husuma.com/yabaward/yabaward.html

テールレターで｢KURASHIKI CLUB 40YEARS｣と綴る。
倉敷クラブ 40 周年記念 QSL カードはどの文字にも代用できる。
『40』は『4』を含むプ リフィックスで代用する。
［例］7N4 JA4RL XF4L 4U1ITU
1959年9月13日以降の交信が有効。
申請方法：申請書 C＋500 円
申請先：〒719-1126 総社市総社 1360-4 JL4TTY 光成清志
jl4tty＠jarl.com
25 尾道 21 世紀アワード 奇祭賞 (722 ハムクラブ 発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

http://www.jarl.com/hc-722/award/index.html

トップレターまたはテールレターで｢ONOMICHI 21ST CENTURY｣と綴る。
数字の 2 は自局エリアの任意の QSL カード、数字の 1 は他のエリアの
QSL カードを充当する。ただし他エリアの局の運用地は問わないので、
ローカルの局で可。
例：1 エリアの申請者なら JH4EZE/1 とか JF0BNY/1 など。
申請方法：申請書 C＋500 円(ゆうちょ銀行は 15140-28943941 722 ハムクラブ)
jj4kme＠jarl.com
申請先：〒729-032 三原市木原 2-13-24 JJ4KME 古城朋和
26

新龍馬賞 クラス脱藩(高知アワードハンターズグループ 発行) ◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇
http://www.jarl.com/kahg/

テールレターで｢SAKAMOTO RYOMA｣と綴る。
申請方法：申請書 B＋500 円
申請先：〒781-6401 安芸郡奈半利町甲 87
jh5rmw＠jarl.com

27 NKDXC アワード (北九州 DX クラブ 発行)

JH5RMW

田村隆一

◇ 公開 award リンク集にも掲載 ◇

http://nkdxc.web.fc2.com/award-1.htm

テールレターで｢NORTHERN KYUSHU DX CLUB｣と綴る。
申請方法：申請書 B＋300 円
申請先：〒805-8691 北九州市八幡中央郵便局私書箱 11 号 北九州 DX クラブ
nkdxc＠jcom.home.ne.jp

28 大牟田大蛇山まつりアワード (有明アクティブハムクラブ 発行)
テールレターで｢OMUTA DAIJA｣と綴る。
申請方法：申請書 A＋80 円 切手 6 枚
申請先：〒837-0916 大牟田市田隈 5-6 JE6ONQ
je6onq＠jarl.com

井上 滋

29 北九州市賞 SILVER クラス (北九州市職員文化体育協議会，北九州市職員アマチュア無線
クラブ発行)
テールレタ－で ｢KITAKYUSHU｣ と綴る 。
申請方法：申請書 B＋400 円(定額小為替)、切手は 450 円分。
申請先：〒804-0082 北九州市戸畑区新池 2-12 -5-1205 JI6BFF 北川泰志

30

THAG FM AWARD (天領日田アワードハンターズグループ 発行)

◇ 公開 award リンク集に掲載 ◇

http://www.jarl.com/thag/

2001 年以降 FM モードの交信で、テールレターで｢THAG FM AWARD｣と綴る。
*FM の 2 文字は YL 局で綴る。
*THAG(天領日田アワードハンターズグループ)メンバー発行の
創立 20・25 周年記念 QSL カードは、バンド・モードに関係なく 1 枚で
FM の 2 文字に代用可。
申請方法：申請書 C＋400 円
申請先：〒877-0047 日田市中本町 6-13 JR6QJR 井上信行
jr6qjr＠jarl.com

