
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『『『『日本日本日本日本のののの世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬカードカードカードカードののののリストリストリストリスト

パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクト賞賞賞賞(P/1)(P/1)(P/1)(P/1) 　　　　　申請者 申請者 申請者 申請者 CALLCALLCALLCALL 　

世界遺産名称 　　所在地　  (文化財名） JCC/JCG callsign date band mode 備考

法隆寺地区の仏教建造物
(文化遺産)

奈良県生駒郡斑鳩町 24001B

姫路城(文化遺産) 兵庫県 姫路市 2702

屋久島 鹿児島県 熊毛郡上屋久町 46009B*

（自然遺産） 鹿児島県 熊毛郡屋久町 46009D*

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 46009E

白神山地 青森県 中津軽郡西目屋村 02005B

（自然遺産） 青森県 西津軽郡鰺ｹ沢町 02006E

青森県 西津軽郡岩崎村  02006F*

青森県 西津軽郡深浦町  02006H

秋田県 山本郡藤里町 04008C

古都京都の文化財 京都市北区 上賀茂神社 220101

（文化遺産） 京都市北区 金閣寺 220101

京都市左京区 下鴨神社 220103

京都市左京区 銀閣寺 220103

京都市中京区 二条城 220104

京都市東山区 清水寺 220105

京都市下京区 西本願寺 220106

京都市南区 東寺 220107

京都市右京区 龍安寺 220108

京都市右京区 仁和寺 220108

京都市右京区 天龍寺 220108

京都市右京区 高山寺 220108

京都市伏見区 醍醐寺 220109

京都市西京区 西芳寺 220111

京都府宇治市 平等院 2205

京都府宇治市 宇治上神社 2205

滋賀県大津市 延暦寺 2301

白川郷･五個山の合掌造り
集落

岐阜県 大野郡白川村 19005G

（文化遺産） 富山県 東礪波郡上平村 28008C*

富山県 東礪波郡平村 28008F*

富山県 南砺市 2810

原爆ドーム(文化遺産) 広島市 中区 350101

厳島神社 広島県 佐伯郡宮島町 35006D*

（文化遺産） 広島県 廿日市市 3514

注）JCC/JCG欄コードNo後の＊印は合併前の消滅した町村



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『『『『日本日本日本日本のののの世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬカードカードカードカードののののリストリストリストリスト

パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクト賞賞賞賞(P/2)(P/2)(P/2)(P/2) 　　　　　申請者 申請者 申請者 申請者 CALLCALLCALLCALL

世界遺産名称 　　所在地　　(文化財名） JCC/JCG callsign date band mode 備考

古都奈良の文化財 奈良市 薬師寺 2401

 (文化遺産) 奈良市 東大寺 2401

奈良市 興福寺 2401

奈良市 春日大社 2401

奈良市 元興寺 2401

奈良市 春日山原始林 2401

奈良市 唐招提寺 2401

奈良市 平城宮跡 2401

日光の社寺 栃木県 日光市 東照宮 1506

（文化遺産） 栃木県 日光市 輪王寺 1506

栃木県 日光市 二荒山神社 1506

琉球王国のグスク 沖縄県 那覇市 首里城 4701

及び関連遺産群 沖縄県 那覇市 園比屋武御獄石問 4701

 (文化遺産) 沖縄県 那覇市 玉陵 4701

沖縄県 那覇市 識名園 4701

沖縄県 国頭郡
今帰仁村

今帰仁城跡 47001F

沖縄県 島尻郡
知念村

斎場御獄 47002J*

沖縄県 中頭郡
勝連町

勝連城跡 47003A*

沖縄県 中頭郡
中城村

中城城跡 47003E

沖縄県 中頭郡
読谷村

座喜味城跡 47003G

沖縄県うるま市 勝連城跡 4713

紀伊山地の霊場 三重県 尾鷲市 2109

　　　と参詣道 三重県 熊野市 2112

 (文化遺産) 三重県 北牟婁郡紀伊長島町 21008A*

三重県 北牟婁郡海山町 21008B*

 高野山周辺エリア 三重県 北牟婁郡紀北町 21008C

 熊野周辺エリア 三重県 南牟婁郡鵜殿村 21015A*

 吉野・大峰エリア 三重県 南牟婁郡紀宝町 21015B

 伊勢路エリア 三重県 南牟婁郡紀和町 21015C*

三重県 南牟婁郡御浜町 21015D

三重県 度会郡大内山村 21016A*

三重県 度会郡大紀町 21016K

奈良県 吉野郡上北山村 24010A

奈良県 吉野郡黒滝村 24010B

奈良県 吉野郡下北山村 24010C

注）JCC/JCG欄コードNo後の＊印は合併前の消滅した町村



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『『『『日本日本日本日本のののの世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬカードカードカードカードののののリストリストリストリスト

パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクト賞賞賞賞((((PPPP////３３３３)))) �����申請者 申請者 申請者 申請者 CALLCALLCALLCALL

世界遺産名称 　    　所 在 地　　 JCC/JCG callsign date band mode 備考

紀伊山地の霊場 奈良県 吉野郡大塔村 24010D*

      と参詣道 奈良県 吉野郡川上村 24010F

 (文化遺産) 奈良県 吉野郡天川村 24010H

奈良県 吉野郡十津川村 24010I

 高野山周辺エリア 奈良県 吉野郡野迫川村 24010K

 熊野周辺エリア 奈良県 吉野郡吉野町 24010M

 吉野・大峰エリア 和歌山県 新宮市 2602

 伊勢路エリア 和歌山県 田辺市 2604

和歌山県 伊都郡九度山町 26002A

和歌山県 伊都郡高野口町 26002B

和歌山県 伊都郡かつらぎ町 26002C

和歌山県 西牟婁郡白浜町 26005D

和歌山県 西牟婁郡すさみ町 26005E

和歌山県 西牟婁郡中辺路町 26005F

和歌山県 西牟婁郡日置川町 26005G

和歌山県 東牟婁郡熊野川町 26006C

和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 26006F

和歌山県 東牟婁郡本宮町 26006G

知 床 北海道 斜里郡斜里町 01036C

（自然遺産） 北海道 目梨郡羅臼町 01069A

石見銀山遺跡とその文化
的景観

島根県 大田市 3205

（文化遺産）

(注)１ 市町村合併により､所在地名が名称変更又は消滅となった場合は､交信時点での所在地が有効。

　　２ JCC/JCG code Noの後に＊印のあるもは､合併前又は消滅前の旧町村。

　　３ 合併後の新町村と交信している場合は､旧町村のデータは不要。　

　　世界遺産名称　　　　   　 登録年月日 　　 　世界遺産名称                  登録年月日               

法隆寺地域の仏教建造物       1993/12/11 厳島神社                        1996/12/7　　　　　　　　　　　　　

姫路城                       1993/12/11 古都奈良の文化財　　　　　　　　1998/12/5

屋久島                   　  1993/12/11　 　　 日光の社寺 　　　　　 1999/12/2 　　

白神山地                     1993/12/11 琉球王国のグスク及び関連遺産群　2000/12/2　

古都京都の文化財             1994/12/17 紀伊山地の霊場と参詣道　　　　　2007/7/1                          

白川郷･五箇山の合掌造り集落　1995/12/9 知　床　　　　　　　　　　　　　2005/7/17

原爆ドーム　　　　　　　　　 1996/12/7　 石見銀山遺跡とその文化的景観　　2007/6/28



　　　　　　　　『『『『日本日本日本日本のののの世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬカードカードカードカードののののリストリストリストリスト

古都賞古都賞古都賞古都賞 　　　　申請者 申請者 申請者 申請者 CALLCALLCALLCALL

　  世界遺産名称 所在地 文化財名 JCC callsign date band mode 備考

古都京都の文化財 京都市 北　区 上賀茂神社 220101

　（文化遺産） 京都市 北　区 金閣寺 220101

京都市 左京区 下鴨神社 220103

京都市 左京区 銀閣寺 220103

京都市 中京区 二条城 220104

京都市 東山区 清水寺 220105

京都市 下京区 西本願寺 220106

京都市 南 　区 東 　寺 220107

京都市 右京区 龍安寺 220108

京都市 右京区 仁和寺 220108

京都市 右京区 高山寺 220108

京都市 伏見区 醍醐寺 220109

京都市 西京区 苔　 寺 220111

京都府 宇治市 平等院 2205

京都府 宇治市 宇治上神社 2205

滋賀県 大津市 延暦寺 2301

古都奈良の文化財 奈良市 薬師寺 2401

　（文化遺産） 奈良市 東大寺 2401

奈良市 興福寺 2401

奈良市 春日大社 2401

奈良市 元興寺 2401

奈良市 春日山原始林 2401

奈良市 唐招提寺 2401

奈良市 平城宮跡 2401

（注）１.交信日は各文化遺産が登録された年月日以降のものであること。　　　　

　　　２.古都京都の文化財の登録日は､1994/12/17。　　

　　　３.古都奈良の文化財の登録日は､1998/12/5。　　



　　　　　　　　『『『『日本日本日本日本のののの世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞世界遺産賞』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬ』ＱＳＬカードカードカードカードののののリストリストリストリスト

自然遺産賞自然遺産賞自然遺産賞自然遺産賞 　　　　申請者 申請者 申請者 申請者 CALLCALLCALLCALL

  　世界遺産名称 　　　　所　在　地 JCG callsign date band mode 備考

屋久島 鹿児島県　熊毛郡上屋久町 46009B*

（自然遺産） 鹿児島県　熊毛郡屋久町 46009D*

鹿児島県　熊毛郡屋久島町 46009E

白神山地 青森県　中津軽郡西目屋村 02006B

（自然遺産） 青森県　西津軽郡鰺ｹ沢町 02006E

青森県　西津軽郡岩崎村 02006F*

青森県　西津軽郡深浦町 02006H

秋田県　山本郡藤里町 04008C

知　床 北海道　斜里郡斜里町 01036C

（自然遺産） 北海道　目梨郡羅臼町 01069A

（注）１.市町村合併により所在地名が名称変更または消滅となった場合は交信時点での所在地が有効

　　　２.JCG Code Ｎoの後に＊印のあるものは合併前または消滅前の旧町村

　　　３.合併後の新町村と交信している場合は､旧町村のデータは不要。

　　　４.交信日は各文化遺産が登録された年月日以降のものであること。　

　　　５.屋久島の自然遺産登録日は､1993/12/11。

　　　　 白神産地の自然遺産登録日は､1993/12/11。

         知床の自然遺産登録日は､2005/7/14。 　

　 　


