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玄関 ＪＡＲＬ九州地方本部 渡邉 秀明 受付・ガイドブック配布

舞台 ＪＡＲＬ九州地方本部 渡邉 秀明 電子工作教室　…　午前　　抽選会（ビンゴゲーム）…　午後

ロビー
１

一般社団法人
日本アマチュア無線連盟

高尾　義則 ＪＡＲＬ会費新規・継続受付　QSLカード転送受付

ロビー
２

ＪＡＲＬ九州地方本部 渡邉 秀明 西日本ハムフェア事務局

ロビー
３

一般社団法人
日本アマチュア無線連盟

高尾　義則 ＤＸＣＣフィールドチェック

ロビー
４

株式会社オノウエ印刷 尾上　武 ＱＳＬカード紹介、受注

Ａ１ アルインコ株式会社 山下　佳祐 アマチュア無線機器全般

Ａ２ コメット株式会社 川口　昌紀 アマチュア無線周辺機器の展示

Ａ３
一般財団法人
日本アマチュア無線振興協会

三木　哲也
技適・認証　養成課程講習会　保証及び

アマチュア無線に関する電波利用秩序維持への協力ＰＲ

Ａ４ ハンドクラフターズ株式会社 加藤　喜朗 中古パソコン販売　ＨＡＭＬＯＧ入力サービス

Ａ５ 株式会社　ＧＨＤキー 氏家　俊彦 当社製品（電鍵及び関連商品）の展示販売

Ｂ１ ＣＱＮＥＴウエスターコミュニケーションズ 坪根　正樹 アマチュア無線機、アマチュア無線用アンテナ等の周辺機器

Ｂ２ オール九州ＮＥＴ 林崎　昭一 ライセンスフリー無線のＡＰＲＳ　コーヒー販売　　ジャンク品販売

Ｂ３ ３エリア６ｍＡＭロールコールグールプ 竹中　信雄 ロールコール紹介　　資料配布　ジャンク　販売　ロールコールの実施　

Ｂ４ 福岡Ａ３ロールコール 井上　誠一 ＵＳ製全ＴＵＢＥ式６mＡＭ ＱＲＰ機展示　ＡＭ通話啓蒙活動

Ｂ５ ＪＶみなこの梅鉢技研 石本みなこ ひよどりロールコール群の紹介　グリッドローケーター普及　その他

Ｂ６ サイパン無線娯楽部 (SRAC) 海　　　秀行
アンテナ コネクター 電源 SWR計 マルチメーター ハンディー機 モービル機等の

販売   (無線機は、東京ハムフェア、KANHAMで販売許可を得たJA仕様)

Ｂ７ Ｑ－NET ＡＰＲＳ 上村　隆志 ＡＰＲＳ関連の展示　三郡山レピータ機器　デジタル簡易無線機の展示

Ｃ１ ２ｍＳＳＢグループ福岡 平田　利彦 ジャンク販売及びアンテナ展示

Ｃ２ アート似顔絵 比良英一郎 似顔絵販売と自作アンテナ販売

Ｃ３ ひなたぼっこの会と移動運用 山田　　守 ハムログ相談　　アワード　　移動運用などの情報交換

Ｃ４ ＲＧＢデルタループ 宮崎　勝彦 デルタループアンテナ展示・販売

Ｃ５ 電気がらくた愛好会 松永　浩一
BCLラジオ、中古パソコン、電子電気雑貨類などの電気系がらくた

ドライブレコーダー、防犯カメラ、LEDコールサインプレートなど

Ｃ６ ぷくぷくハムクラブ 中嶋　道信 アイボールアワード紹介　ジャンク品販売

Ｄ１ マイクロウェーブ山口 村田　行雄 1200ＭＨz帯以上の周波数についての展示　遊休品の販売

Ｄ２ 案てな工房 上田　　均 オリジナルＨＦ帯モービルアンテナ　　オリジナルＨＦ帯モービル移動用アンテナ

Ｄ３ 第一工業大学JA6YJV(USBIF4CW) 中茂　睦裕 ＵＳＢＩＦ４ＣＷ　　ＵＳＢＩＦ４ＣＷ　モールス信号シールド

Ｄ４ 永瀬　博文 永瀬　博文 ジャンク販売
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Ｄ５ 劉　載福 劉　載福 ポータブルＨＦアンテナ、ＦＴ－８１７内蔵バッテリー等

Ｄ６ 博多アマチュア無線協会 三宅　正司 海外移動運用紹介　　ＦＣＣ試験紹介　　ジャンク品販売

Ｄ７ ぼんくら～ず 竹生　憲司 ＦＴ－８×７　ＩＣ－X75シリーズ用パーツ　各種電子パーツ等販売

Ｄ８ 株式会社キューシーキュー企画 林　ちぐさ
会社事業（1・2アマ通信教育、3・4アマ養成過程講習会等）のPR

取扱商品（問題集等）の販売

Ｅ１ アイコム株式会社 河合　泰裕 アマチュア無線機器の展示

Ｅ２ 日栄無線株式会社 志摩　弘章 無線機　新品・中古販売　各種ジャンク品

Ｅ３ A1CLUB 畠山　陽一 モールス通信の普及　　クラブ活動紹介　　ＣＷ関連キットの頒布

Ｅ４ 神埼ハムクラブ 江頭　坂男 マイクの測定

Ｅ５ ＣＱジャンクハム 岩崎　忠雄 ＨＦ無線機、ＶＵＦ無線機他オプションパーツ類の展示、販売

Ｆ１ 無線とパソコンのモリ 内海　京子 アマチュア無線機器の販売　Ｏqt5商品の紹介

Ｆ２ ８Ｊ６ＶＬＰ・ＪＡ６ＹＢＲ 川島　和人 ＱＲＰデー特別記念局・50ＭＨz宮崎ビーコン

Ｆ３ 京極ハムクラブ 窪田　誠一 QSLカード用紙　　ジャンク品販売　　

Ｆ４ 近本　輝雄 近本　輝雄 パーツ・無線機等のジャンク

Ｆ５ ハムのラジオ 曽根　賢朗 ハムのラジオ紹介　インタビュー・ジングル録音

Ｆ６ 松本留五郎と仲間たち 寺仙　光弘 コネクタ　　電圧計　　各種部品など　不要バッテリー無料回収

Ｆ７ 小倉無線愛好会 奥原　雅幸 ジャンク品販売

Ｆ８ 株式会社ＣＱ出版社 松岡　正純 アマチュア無線関連図書販売

Ｇ１ 八重洲無線株式会社 今村　良一 新製品及びＹＡＥSU製品の展示

Ｇ２ 有限会社福岡ハムセンター 青栁　眞悟 アマチュア無線機及び周辺機器

Ｇ３ (株)ハムセンター長崎 大久保晃宏 無線機器展示

Ｈ１ 九州計測器株式会社 高橋　　 定 電子計測器　　中古計測器（完動品）海外局との交信に使われる国際共通語

Ｈ２ 木下　学 木下　　学 アマチュア無線関係ジャンク品

Ｈ３ 西福岡ハムクラブ(JA6ZKN) 宮崎　　巌 ハイパージャンク市　　クラブ紹介

Ｈ４ ＪＩ６ＲＣＹ 日高　康敬 無線機・パソコン周辺機器・家電品・日用品などのジャンク品の展示、販売

Ｈ５ オリエンタルハムショップ 沢田　正之 アマチュア無線関連用品販売

Ｈ６ アマチュア無線八代クラブ 岡本　幸夫 クラブ紹介とジャンク

Ｈ７
ジャパンアワードハンターズグループ
(JAG)

加来　　 勉 クラブ紹介　　アワード展示　入会紹介

Ｊ１ 株式会社ラジオパーツジャパン 篠原なつえ 海外のアマチュア無線周辺機器
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Ｊ２ 第一電波工業(株)九州営業所 巴田　邦彦 アマチュア無線用アンテナ及び周辺機器

Ｊ３ 株式会社ＪＶＣケンウツド 中山　真一 アマチュア無線機器の展示

Ｊ４ 株式会社ウエダ無線 上田　勝久 無線機　　中古品　　電鍵　　オリジナル商品販売

Ｊ５ 無線のクマデン 宮崎　俊介 中古・ジャンク無線機販売

Ｊ６ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｱﾜｰﾄﾞﾁｪｲｻｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ(ACC) 池田　一雄 クラブ紹介　アイボールＡＷＤ発行　　アワード紹介

Ｊ７ ＫＣＪ（全国ＣＷ同好会） 中島　昌巳 アワードやコンテスト紹介　ＣＷのノウハウ　　会報配布

Ｊ８ 天領日田アワードハンターズグループ 井上　信行 発行アワードの展示紹介　　資料配布　　ジャンク販売

屋外 等覚寺のそば　餅つき 秋山　静美 等覚寺蕎麦の販売と苅田町観光協会による餅つき

株式会社キュービック 八峠　　 永 QSLカード印刷の資料配布と弊社取扱製品の案内
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