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KDXC会報のCALL SIGN VCL Cornerに時折NHK放送局からの返信状況が載っています。私も97年春からＮ
ＨＫ各放送局にレポートを出し始め、99年秋にやっと全ての放送局から返信がありましたので、まとめて報告
致します。本稿を99年11月にNDXC会報に発表したところ、思いのほか反響があり、新しい情報も頂きました
ので、一部加筆して再報告致します。返信と言っても完全なＱＳＬもあれば、ＱＳＬ発行しない旨の書簡のもあ
ります。中波は，同一周波数に複数のNHK局が出ていて確認が難しい局もありますし、FMのみの局もあり、さ
すがに全ての局を自宅で受信できませんでした。一部の局は、ペディションなど移動しての受信です。又今回
の報告に支局は含まれていません。受信報告を出し始めて既に2年以上経ちますので、返信状況が変更にな
った局もあるかもしれません。変更情報等お持ちの方は、是非連絡ください。(CZA03126＠nifty.ne.jp)　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年1月

放　送　局 返信部署名 受信年月 返　信　状　況

函館放送局 視聴者ｺｰﾅｰ 1998年12月
ﾛｰｶﾙ番組宣伝葉書を利用した受信確認証

と受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

室蘭放送局 視聴者ｺｰﾅｰ 1999年2月
番組宣伝葉書を利用した受信確認証

(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）

札幌放送局 企画総務室広報 1997年3月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL(第1、2、FM共通QSL)

旭川放送局 視聴者ｺｰﾅｰ 1999年5月
番組宣伝葉書を利用した受信確認証(受信

ﾃﾞｰﾀ記載なし）

帯広放送局 記入なし 1999年5月
宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の受信

確認証

釧路放送局 視聴者ｺｰﾅｰ 1997年4月 釧路局ｵﾘｼﾞﾅﾙのｶｰﾄﾞ(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）

北見放送局 視聴者ｺｰﾅｰ 1998年12月
ﾛｰｶﾙ番組宣伝葉書を利用した受信確認証

(受信ﾃﾞｰﾀ記載）

仙台放送局 視聴者ｾﾝﾀｰ 1997年11月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の

受信確認証

青森放送局 記入なし 1999年5月
ﾛｰｶﾙ番組宣伝葉書を利用した受信確認証

(受信ﾃﾞｰﾀ記載)

盛岡放送局 記入なし 1998年11月 盛岡局ｵﾘｼﾞﾅﾙのｶｰﾄﾞ(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）

秋田放送局 放送ｾﾝﾀｰ技術部長

1997年3月

1998年11月
1999年9月

秋田局ｵﾘｼﾞﾅﾙのｶｰﾄﾞ(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）

第1放送、第2放送の2種類あり。

FM用はない。
その他送信所在地地図や放送区域図等送

られてきた。



放　送　局 返信部署名 受信年月 返　信　状　況

山形放送局 技術 1997年4月

受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL(第1、2、FM､TV共通

QSL)
受信報告に確認印を捺して返却

福島放送局 受信技術
1998/12月

2000/1月

98年は、受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰでしたが、最

近右のＱＳＬの返信

宇都宮放送局 放送ｾﾝﾀｰ(技術) 1999年4月

受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ
ﾛｰｶﾙ番組は、

FM：ﾘﾋﾞﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ（お知らせ・交通情報・天気

予報）11:50-12:00(月～金）、ﾆｭｰｽ12：10-

12：15(月～金）、ﾄﾜｲﾗｲﾄ宇都宮(ﾆｭｰｽ･交
通情報･天気予報)18：50-19：00(月～金)、

ふるさと自慢ＦＭ土曜ひろば12：15-14：00

（第2土曜）

東京(放送ｾﾝﾀｰ) 菖蒲久喜ﾗｼﾞｵ放送所 1998年11月

受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

送信所へ送付。埼玉県南埼玉郡菖蒲町大
字3箇3047-1　NHK菖蒲久喜ﾗｼﾞｵ放送所

横浜放送局 記入なし 1998年10月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

前橋放送局 技術 1999年9月

受信を確認する旨のﾚﾀｰ
ﾛｰｶﾙ番組は、

FM：天気予報・お知らせ等11:50-12:00(月～

金）、ﾆｭｰｽ・天気予報12：10-12：15(月～

金）、きくんべえや！たまご便18：00-19：
00(月～金)、ぐんま土曜ひろば14：00-16：00

（第1・3土曜）

水戸放送局 企画総務 1999年4月

受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

ﾛｰｶﾙ番組は、

FM：お知らせ・交通情報・天気予報･11:50-

12:00(月～金）、ﾆｭｰｽ12：10-12：15(月～
金）、ﾆｭｰｽ･交通情報･お知らせ18：50-19：

00(月～金)

千葉放送局 記入なし 1999年4月
受信を確認する旨のﾚﾀｰ

ﾃﾚﾎﾝｶｰﾄﾞも同封されていた。

浦和放送局 技術 1999年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

長野放送局 営業部（受信技術）
1999年1月
1999年3月

2度ﾚﾎﾟｰﾄするものの、受信確認証は発行し
ない旨のﾚﾀｰ

新潟放送局 記入なし 1997年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

甲府放送局 放送ｾﾝﾀｰ　技術 1999年1月 受信を確認する旨のﾚﾀｰ

名古屋放送局 企画総務(技術) 1998年8月 QSL(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）、レター



放　送　局 返信部署名 受信年月 返　信　状　況

津放送局 技術管理 1999年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

岐阜放送局 放送ｾﾝﾀｰ(技術) 1999年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

静岡放送局 放送ｾﾝﾀｰ　技術
1997/3月
2000/4月

受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL
今年3月に576kHzにQSYした浜松局同ﾃﾞｻﾞｲ

ﾝのQSLだった。

金沢放送局 記入なし 1997年4月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の
受信確認証

福井放送局 記入なし 1997年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

富山放送局 放送ｾﾝﾀｰ　技術 1998年11月
富山局ｵﾘｼﾞﾅﾙのｶｰﾄﾞ

受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

大阪放送局 技術部 1998年11月 受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

京都放送局 放送ｾﾝﾀｰ　技術担当 1999年3月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の
受信確認証（手書き）

神戸放送局 技術 1999年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

和歌山放送局 記入なし 1999年8月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

奈良放送局 視聴者ｺｰﾅｰ 1999年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記載のﾚﾀｰ

大津放送局 記入なし 1999年3月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の
受信確認証（手書き）
ﾛｰｶﾙ番組は、第1放送18：55-19：00

岡山放送局 記入なし 1999年3月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の

受信確認証（手書き）

広島放送局 視聴者ｾﾝﾀｰ 1998年11月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の
受信確認証（手書き）

松江放送局 放送ｾﾝﾀｰ　技術 1997年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

鳥取放送局 企画総務 1998年12月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の
受信確認証

山口放送局 記入なし 1997年3月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL



放　送　局 返信部署名 受信年月 返　信　状　況

松山放送局 記入なし 1997年4月 QSL(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）

高松放送局 視聴者ｺｰﾅｰ 1997年4月
高松局ｵﾘｼﾞﾅﾙのｶｰﾄﾞ(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）

ﾚﾀｰ

徳島放送局 記入なし 1997年4月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の

受信確認証

高知放送局 記入なし 1998年11月 QSL(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）

熊本放送局 放送ｾﾝﾀｰ(技術) 1998年11月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

福岡放送局 記入なし
1997/3/1

2000/1/11

受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

上は、97年、下は00年のＱＳＬ

北九州放送局 放送ｾﾝﾀｰ 1999年1月 受信を確認する旨のﾚﾀｰ

佐賀放送局 記入なし 1999年5月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の

受信確認証

大分放送局 技術管理 1997年4月 QSL(受信ﾃﾞｰﾀ記載なし）

長崎放送局 記入なし 1999年4月 受信ﾃﾞｰﾀ記入のQSL

鹿児島放送局 営業部（受信技術） 1999年1月
番組宣伝葉書を利用した受信ﾃﾞｰﾀ記載の

受信確認証（手書き）

宮崎放送局 記入なし
1997年4月

1999年1月
受信を確認する旨のﾚﾀｰ

沖縄放送局 技術計画
1997年7月

1998年7月

2度ﾚﾎﾟｰﾄするものの、受信確認証は発行し

ない旨のﾚﾀｰ


