
【北海道・東北・北陸エリア】
番号 コール 周波数 TONE A 番号 コール 周波数 TONE A

北海道 新潟県
#5825D JA8CCL 北海道旭川市 433.74 v #5925D JA0ZRY 新潟 長岡市 438.72 77 ◎
#5829D JH8YHI 北海道旭川市 145.62 88.5 v #5029D JJ0FRV 新潟 上越市 433.72 v
#5546D JR8RNR 北海道上川郡 438.34 100 v #5932D JH0UAO 新潟 上越市 438.08 88.5 v
#5809D JR8YHW 北海道札幌市中央区 438.02 ◎ #5007D JA0GXY 新潟 新潟市 433.26 v
#5819D JA8EAG 北海道札幌市南区 52.02 v #5015D JI0TWA 新潟 妙高市 431.72 v
#5828D JA8YAA 北海道小樽市 438.70 v
#5587D JL8HEJ 北海道斜里郡 145.62 67 ◎ 長野県
#5802D JA8YFI-R 北海道札幌市中央区 439.32 JP8YCB #5492D JH0HYX 長野 松本市 438.50 88.5 v

#5017D JR0ZBM 長野 伊那市 438.66 ◎
青森県 #5002D JH0ODI 長野 上田市 438.84 88.5 ◎
#5720D JE7YSK 青森 八戸市 144.70 ◎ #5025D JH0YHV 長野 中野市 145.70 v
#5704D JE7YNO 青森 八戸市 438.22 ◎ #5027D JE0MHN 長野 小諸市 431.67 88.5 v
#5718D JI7SPU 青森 八戸市 438.18 v #5024D JG0HAP 長野 長野市 432.28 ◎
#5728D JE7YNG 青森 八戸市 1294.94 ◎ #5014D JA0FCF 長野 飯田市 432.20 v
#5741D JE7YQJ 青森 八戸市 145.70 88.5 ◎ #5008D JH0YNV 長野 北安曇郡 438.44 ◎

#5022D JA0KHW 長野 北安曇郡 145.52 v
#5010D JA0GTA-R 長野 長野市 1292.22 JP0YCU

秋田県 #6902D JP0YDL 新潟 見附市 1291.90
#5532D JH7GLZ 秋田 鹿角市 145.76 88.5 v #6813D JP0YDN 長野 北佐久郡 439.54
#5729D JA7YZZ 秋田 仙北郡 438.88 ◎ #6818D JP0YCU 長野 長野市 439.90
#5711D JE7GXQ 秋田 大仙市 438.86 88.5 v

石川県
#5928D JH9TJT 石川 白山市 145.66 100 ◎
#5794D JH9YHU 石川 石川郡 438.66 100 ◎

山形県 #5923D JH9IXA 石川 石川郡 431.68 123 v
#5765D JJ7KRA 山形 酒田市 431.48 ◎ #5914D JA9GEE 石川 河北郡 144.80 100 v
#5701D JH7YXP 山形 天童市 438.62 ◎ #5936D JH9YBB/9 石川 珠洲市 145.78 103.2 v

富山県
岩手県 #5922D JA9YNN 富山 高岡市 438.56 v
#5758D JK7CJM 岩手 一関市 438.96 88.5 v #5487D JH9DOY 富山 富山市 438.98 107.2 v
#5762D JA7YAG 岩手 盛岡市 438.42 v #5920D JH9YBB 富山 富山市 431.72 107.2 v

#5580D JH9JCZ 富山 魚津市 438.86 103.5 v

宮城県 福井県
#5709D JE7YSC 宮城 仙台市太白区 438.04 ◎ #5916D JA9QIR 福井 あわら市 438.74 88.5 v
#5757D JO7MGE 宮城 白石市 438.24 ◎ #5927D JH9YAY 福井 今立郡 438.76 88.5 v
#5730D JA7QMB 宮城 亘理郡 433.88 #5919D JR9HXT 福井 鯖江市 438.90 88.5 v

#5563D JE9THN 福井 鯖江市 438.14 88.5 v
福島県 #5921D JH9YVE 福井 小浜市 438.84 88.5 ◎
#5751D JE7YTK 福島 いわき市 438.08 ◎ #5929D JH9YVE 福井 小浜市 51.58 82.5 ◎
#5747D JR7YPX 福島 伊達郡 433.34 v #5931D JR9ECD 福井 小浜市 438.52 100 ◎
#5712D JK7CNB 福島 会津若松市 438.08 ◎ #5912D JR9MOY 福井 大野市 438.20 88.5 v
#5764D JK7TBB 福島 会津若松市 438.12 v #5908D JA9YFO 福井 福井市 438.82 88.5 v
#5753D JH7ZIJ/7 福島 郡山市 438.88 88.5 v
#5745D JF7RKV 福島 須賀川市 438.94 ◎
#5736D JK7OSL 福島 西白河郡 438.86 ◎ 備考
#5752D JH7NFM 福島 双葉郡 145.74 v ■このリストは安定稼動と思われるノードを選抜して掲載したものです

#5756D JA7ZED 福島 田村市 438.68 ◎ 　正確な稼動情報はケータイサイト　http://cqwires.com/i/ でどうぞ。

#5749D JH7YVL 福島 白河市 432.82 v ■TONE欄について

#5748D JA1OQG/7 福島 耶麻郡 438.10 v 　数字はトーンの周波数です。D付はDCS(DTCS)です。

#5742D JH7DQM 福島 福島市 431.80 ◎ 　レピータリンク局は「-R」を付した上で、TONE欄にリンクしている

#5746D JA7XHH 福島 福島市 432.66 88.5 ◎ 　レピータ局のコールサインを記載してあります。

#5527D JJ1DVU/7 福島 福島市 438.46 v ■A欄について (A=アクティビティ)

#6817D JR7WO 福島 福島市 439.80 ◎ 　◎はオススメできそうな公開ノード局。DはDSTARデジタル変調。

#5761D JH7YLM 福島 二本松市 438.98 ◎ 　v印は最近の抜き打ち調査で稼動確認できた事を意味します。

■ご注意

　ノード局は常に稼動しているとは限りません。アクセスできない

■WiRESコマンドリスト 　場合や周波数が変更されている場合があります。

正式 　10KHz台が奇数の周波数を利用しているノード局はナローFM

#nnnnD 　でアクセスしてください。

#9999D ■掲載基準

#6666D 運用周波数をソフトウェア上で設定し公開されているノードで

#7777D アクティブリストで稼動確認できたものを厳選して掲載しました。

#8888D 運用周波数不明局、グループ用やプライベート用ノードと判明

#5555D したノードは掲載していません。

※掲載・変更・訂正依頼はお手数でも→jq1yda@cqwires.com　までメールにてご一報ください。情報お待ちしております。
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【関東・東海エリア】

番号 コール 周波数 TONE A 番号 コール 周波数 TONE A

茨城県 東京都
#5198D JH0MQQ/1 茨城 つくば市 431.41 v #5043D 7K1FHJ 東京 大島町 432.52 v
#5868D JQ1VUE 茨城 古河市 438.76 100 v #5101D JL1ERQ 東京 千代田区 432.28 ◎
#5557D JJ1WDD 茨城 石岡市 438.86 91.5 v #5054D JF8VAT/1 東京 江戸川区 438.78 123 v
#5947D JM1CZS 茨城 那珂郡 438.16 88.5 v #5856D JQ1YIQ 東京 江東区 145.75 38 D
#5866D 7M4PLF 茨城 常陸大宮市 438.66 100 v #5776D JQ1YIE 東京 江東区 52.90 88.5 v

#5039D JA1CBK 東京 港区 438.39 v
群馬県 #5142D JI1SUV 東京 港区 431.42 77 ◎
#5111D JE1IIE 群馬 伊勢崎市 438.02 v #5997D JO1ZVW 東京 足立区 431.50 77 ◎
#5271D JO1ZCE 群馬 館林市 438.34 88.5 v #5846D JH1GHJ 東京 中野区 431.52 123 ◎
#5153D JH3GJO/1 群馬 吾妻郡 438.98 v #5153D JH3GJO/1 東京 世田谷区 438.88 v

#5151D JN1OHW 東京 練馬区 438.46 79.7 v
栃木県 #5564D JQ1YKH 東京 練馬区 52.12 A

#5588D JG1IEX 栃木 大田原市 1298.50 v #5269D JE1BRH 東京 大田区 1298.84 v
#5047D JR7STE/1 栃木 宇都宮市 438.58 v #5956D JA1WYO 東京 大田区 438.08 123
#5185D 7N4SLQ 栃木 那須郡 438.92 ◎ #5957D JA1UOI 東京 大田区 51.66 v
#6819D JP1YDL 栃木 那須塩原市 439.72 v #5998D JA1NOV 東京 大田区 431.60 151.4 v

#5993D JR1ING 東京 大田区 438.34 123 v
埼玉県 #5080D 7J1YAA-R 東京 大田区 1292.98 JR1VI
#5982D JM1IIP 埼玉 幸手市 431.46 77 ◎ #5031D JN1YBQ 東京 板橋区 51.92 88.5 ◎
#5789D JA1UKM 埼玉 上尾市 144.84 77 v #5073D 7K1NAQ 東京 文京区 431.82 100 ◎
#5290D JQ1YGI 埼玉 川口市 431.60 77 ◎ #5109D JQ1YBF 東京 目黒区 51.76 ◎
#5090D JG2TZW/1 埼玉 和光市 438.74 250.3 ◎ #6800D JR1WD 東京 目黒区 439.70 ◎
#5948D 7K3WNX 埼玉 和光市 1298.50 v #6900D JR1WD 東京 目黒区 1292.66 ◎
#5474D JA1HBS 埼玉 北本市 431.88 77 v #5122D JR1NNV-R 東京 目黒区 439.98  JR1VI
#5472D JE1LLX/1 埼玉 新座市 438.86 77 v #6801D JR1WN 東京 豊島区 439.88 v
#5480D JE1HGZ 埼玉 南埼玉郡 438.46 77 v #6803D JP1YIS 東京 品川区 439.86
#5114D JH1SPN 埼玉 北足立郡 438.02 v (以下東京都市部)
#5886D JA1GCJ 埼玉 北足立郡 144.72 77 v #5974D JQ1YDA 東京 狛江市 1296.50 88.5 ◎

#5055D JQ1YDA 東京 狛江市 51.72 88.5 ◎
山梨県 #5260D JQ1YDA-R 東京 狛江市 439.29 JP1YJO
#5119D JG1ZPP 山梨 甲府市 438.90 v #5493D JI1WIF 東京 町田市 431.54 123 ◎
#5127D JQ1ITL 山梨 山梨市 145.76 77 #5037D JJ1SXA 東京 立川市 51.44 v
#5773D JN1ZWM 山梨 山梨市 144.82 77 v #5597D 7N4SEJ 東京 立川市 438.50 123 ◎
#5050D JQ1YFK 山梨 南巨摩郡 438.08 71.9 ◎ #5108D JO1ZSM 東京 羽村市 51.54
#5150D JS1WJM 山梨 南巨摩郡 53.18 71.9 v #5579D JQ1VRA 東京 町田市 1298.10 v
#5189D 7J1YAK 山梨 富士吉田市 433.60 88.5 v #5586D JA1LWX 東京 日野市 53.12 123 v
#5972D JA1NLU 山梨 笛吹市 438.72 71.9 ◎ #5792D 7M4QOA 東京 福生市 145.66 88.5 v
#5987D 7M1FCC 山梨 甲府市 145.70 77 ◎ #6808D JP1YJG 東京 小金井市 439.86
#5262D JA1NWJ 山梨 大月市 439.92 JP1YGX

千葉県 神奈川県
#5143D JH1HPL 千葉 君津市 438.06 88.5 v #5135D JQ1YFT 神奈川 相模原市 51.90 88.5 v
#5280D 7N4SJX 千葉 松戸市 431.50 123 ◎ #5124D JI1DNQ 神奈川 伊勢原市 51.54 210.7 v
#5570D JS1AGU 千葉 松戸市 438.62 77 ◎ #5966D JH1NLF 神奈川 横浜市旭区 438.16 110.9 v
#5294D JQ1XLC 千葉 千葉市若葉区 438.32 88.5 v #5855D JO1NII 神奈川 横浜市港南区 438.34 88.5 ◎
#5180D JM1ZMA 千葉 千葉市中央区 438.34 77 #5261D JM1YNL 神奈川 横浜市 51.64 D246 v
#6904D JP1YFW 千葉 千葉市 1292.62 v #5276D JA1DXG 神奈川 横浜市西区 51.98 123 v
#5130D JE0JMZ/1 千葉 船橋市 438.84 88.5 #5541D JQ1YMA 神奈川 横浜市西区 438.56 123 ◎
#5272D JI1PPU 千葉 木更津市 438.78 88.5 v #5052D JL1SGT 神奈川 横浜市鶴見区 438.32 123 ◎
#5884D JH1SLC 千葉 流山市 438.26 79.7 v #5550D JQ1YMD 神奈川 横浜市鶴見区 51.88 123 ◎
#5033D JE1ZDX 千葉 野田市 51.68 ? v #6804D JP1YJC 神奈川 横浜市青葉区 439.54 v
#6815D JP1YJH 千葉 市原市 439.76 v #6811D JP1YIT 神奈川 横浜市都筑区 439.52 v

#5155D JI1TPH 神奈川 鎌倉市 144.72 88.5 v
#5199D JI1HVR 神奈川 鎌倉市 438.78 v

静岡県 #5852D JI1BQW 神奈川 座間市 438.02 123 ◎
#5225D JE2ZUF 静岡 伊豆市 438.68 103.5 ◎ #5293D JI1MPO 神奈川 小田原市 145.68 123 v
#5259D JA2QNE 静岡 榛原郡 1298.62 v #5071D JA1EHX 神奈川 川崎市多摩区 438.27 77 v
#5476D JF2XUM 静岡 静岡市 1298.54 v #5841D JM1XTK 神奈川 川崎市麻生区 438.82 88.5 v
#5979D JA2OKX 静岡 静岡市 1298.50 ◎ #5289D JL1PEE-R 神奈川 川崎市 439.60 JR1WO
#5795D JJ2RON 静岡 静岡市 145.68 123 ◎ #5061D JM1YOV 神奈川 相模原市 51.96 88.5 v
#5214D JK2PLQ 静岡 熱海市 438.16 123 ◎ #5975D JQ1YFU-R 神奈川 大和市 1292.46 JP1YJN
#5645D JA6JQZ/2 静岡 浜松市 145.70 88.5 v #6809D JP1YJF 神奈川 大和市 439.88 v
#5578D JM2MDE 静岡 富士市 438.86 123 ◎ #5106D JA1YOC 神奈川 藤沢市 1297.00 ◎
#6805D JP2YGM 静岡 伊豆市 439.48 #5889D JL1CTA 神奈川 藤沢市 431.56 123 ◎
#6806D JP2YGN 静岡 沼津市 439.76 #5044D JQ1NTP 神奈川 平塚市 438.94 123 v

#5190D JM1IZV 神奈川 平塚市 1294.88 v

※掲載・変更・訂正依頼はお手数でも→jq1yda@cqwires.com　までメールにてご一報ください。情報お待ちしております。
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【中部・近畿・山陽・山陰・四国エリア】
番号 コール 周波数 TONE A 番号 コール 周波数 TONE A

岐阜県 兵庫県
#5244D JA2JOJ 岐阜 中津川市 438.88 123 v #5367D JA3LBJ 兵庫 加古川市 1294.88 v
#5488D JF2OWN 岐阜 不破郡 1296.36 ◎ #5370D JA3YBB 兵庫 赤穂市 144.76 v
#5494D JA2WSM 岐阜 関市 438.06 100 v #5324D JF3RBP 兵庫 姫路市 433.78 v
#5584D JN2ESN 岐阜 瑞穂市 1298.36 v #5344D JA3ZKG 兵庫 姫路市 431.42 v

#6802D JR3WO 兵庫 西宮市 439.65
愛知県 #6807D JR3VK 兵庫 神戸市灘区 439.11
#5853D JF2FNB 愛知 名古屋市守山区 438.04 123 ◎
#5241D JQ2JYW 愛知 名古屋市西区 51.74 88.5 v 岡山県
#5858D JM2UYS 愛知 名古屋市中川区 438.68 210.7 ◎ #5411D JA4ZIZ 岡山 新見市 145.64 v
#5940D JM2NEC 愛知 名古屋市中川区 438.68 79.7 ◎
#5209D JA2YSO 愛知 名古屋市名東区 51.80 v 鳥取県
#5223D JI2ZTU 愛知 愛知郡 438.68 123 ◎ #5448D JN4SRR 鳥取 米子市 431.42 ◎
#5872D JH2CBM 愛知 愛知郡 145.68 v
#5212D JR2YEC 愛知 安城市 1295.74 広島県
#5786D JI2ZWE 愛知 蒲郡市 145.42 88.5 v #5439D JR4EHZ 広島 広島市安佐北 431.48 v
#5217D JR2YNQ 愛知 西尾市 433.14 #5436D JF4FMY 広島 広島市東区 438.02 ◎
#5984D JR2YEC 愛知 知立市 438.98 77 ◎ #5414D JJ4KME 広島 三原市 145.62 v
#5216D JR2TER 愛知 宝飯郡 432.94 88.5 v #5444D JA4HCG 広島 三次市 144.98 v
#5222D JN2XRK 愛知 宝飯郡 1294.94 v #5438D JA4BOL 広島 山県郡 145.16 v
#5243D JR2ENW 愛知 宝飯郡 432.94 100 v #5425D JJ4RJE 広島 東広島市 431.46 v
#5479D JK2BAC 愛知 豊橋市 51.64 v #5405D JA4ZAQ 広島 福山市 433.22 ◎
#5251D JG2TYN 愛知 豊川市 1294.94 ◎ #5418D JK4UQS 広島 福山市 431.46 v
#5239D JA2OFK 愛知 豊田市 438.82 v #5443D JN4HYS 広島 安芸高田市 145.04 v
#5582D JK2JTJ 愛知 東海市 439.80 v
#5218D JR2SRH-R 愛知 東海市 439.80 JR2WR 山口県
#6810D JP2YGB 愛知 名古屋市昭和区 439.86 #5148D JE4USZ/4 山口 下関市 438.20 94.8 ◎

三重県 愛媛県
#5523D JJ2KZA 三重 南牟婁郡 438.10 88.5 v #5514D JR5YAA 愛媛 伊予市 432.14 v
#5202D JA2YUE 三重 津市 438.86 123 ◎ #5501D JH5ZZZ 愛媛 松山市 431.78 v
#5246D JN2SHT 三重 松坂市 438.36 77 v #5515D JH5ZYN 愛媛 松山市 431.76 v
#5238D JQ2XVP 三重 伊勢市 438.94 v #5517D JH5GYF 愛媛 松山市 433.78 v
#5577D JA2PIT 三重 四日市市 145.78 77 v

香川県
滋賀県 #5513D JA5MY 香川 高松市 438.26
#5378D JE3SVO 滋賀 愛知郡 438.34 77 ◎
#5392D JO3GOU 滋賀 大津市 438.28 77 高知県
#5544D JI3OMK 滋賀 長浜市 438.10 77 v #5469D JA5CYW 高知 高知市 432.84 123 v

#5504D JJ5BTA 高知 高知市 145.34 v
京都府 #5512D JH5ZXX 高知 高知市 433.72 v
#5473D JG3EYA 京都 宮津市 438.76 123 v
#5486D JF3UPE 京都 与謝郡 145.70 127.3 v
#5497D JR3HFR 京都 亀岡市 438.10 77 v
#5332D JA3YNS-R 京都 向日市 439.98 JR3VU

大阪府 (1)アクセスできそうなノード局を探してチューニング
#5379D JL3OGC 大阪 高石市 438.77 D 場合によってはトーン等を設定。
#5336D JE3FFD 大阪 吹田市 51.64 v
#5350D JG3EBB 大阪 東大阪市 438.68 82.5 ◎ (2)しばしワッチして様子を確かめる(混信の有無など)
#5304D JI3YZK 大阪 大阪市 438.72 88.5 v
#5343D JA3DSA 大阪 豊中市 433.16 v (3)DTMFで #6666D を送信してノードの接続状況を確認
#5358D JS3OKZ 大阪 豊中市 51.46 100 v
#5464D JR3KQF 大阪 羽曳野市 438.22 100 v (4)どこかに接続されていないようであればDTMFで
#5315D JL3YKH 大阪 枚方市 53.05 v 接続したい先のノード番号やルーム番号を送信する。
#6812D JP3YGZ 大阪 吹田市 439.58
#6903D JP3YHO 大阪 大東市 1292.52 (5)接続アナウンスが聞こえたら、それ以降送信する

音声は接続先のノードから再送信されます。
奈良県
#5375D JA3GHI 奈良 大和郡山市 431.84 107.2 v (6) QSOが終わったら #9999D または * を送信して

切断します。接続した人が切断するのがマナーです。
和歌山県
#5348D JA3FRI 和歌山那賀郡 1294.76 v ※すでに全国向けCQルームなどに接続されている場合
#5365D JM3TCG 和歌山和歌山市 145.72 123 v はDTMFでの操作をおこなわなくてもそのままQSO可能。
#6814D JR3WV 和歌山和歌山市 439.78 (トーン等の設定が必要な場合があります)
#6816D JP3YCV 和歌山有田郡 439.60 ※連続送信が３分を超えないようにご注意ください。

※掲載・変更・訂正依頼はお手数でも→jq1yda@cqwires.com　までメールにてご一報ください。情報お待ちしております。

-簡単- WiRESの使い方

WiRES-II ノード局・周波数リスト

QTHQTH



■シンプレックスノード　【九州・沖縄エリア】 ■ラウンドQSOルーム一覧
番号 コール 周波数 TONE A ID No

福岡県 #0100D
#5661D JH6IUY 福岡 飯塚市 433.56 88.5 ◎ #0123D
#5653D JH6ZWD 福岡 福岡市早良区 438.50 v #0125D
#5609D JF6ZZI 福岡 福岡市博多区 438.68 v #0412D

#0510D
長崎県 #0511D
#5603D JA6YZE 長崎 長崎市 438.68 v #0514D
#5620D JG6YAF 長崎 長崎市 145.72 77 ◎ #0515D
#5676D JA6BJB 長崎 西彼杵郡 438.50 v #0516D
#5669D JM6BKG 長崎 長崎市 438.76 77 v #0517D
#5691D JE6VDB 長崎 長崎市 1294.80 v #0518D

#0520D
大分県 #0522D
#5698D JF6RSK 大分 中津市 145.74 88.5 v #0523D

#0533D
佐賀県 #0535D
#6905D JR6WQ 佐賀県唐津市 1292.80 #0549D

#0553D
宮崎県 #0555D
#5647D JH6YSL 宮崎 宮崎郡 438.10 v #0561D
#5605D JA6ZIX 宮崎 宮崎市 438.02 v #0566D
#5617D JA6BHL 宮崎 宮崎市 438.08 v #0570D
#5672D JE6GMQ 宮崎 宮崎市 438.50 v #0577D
#5646D JH6YLM 宮崎 児湯郡 438.32 v #0587D
#5612D JA6EWH 宮崎 都城市 438.98 v #0596D
#5250D JQ1AHZ/6 宮崎 延岡市 51.90 v #0599D

#0604D
鹿児島県 #0606D
#5655D JA6APT 鹿児島国分市 145.74 v #0608D
#5462D JA6TMP 鹿児島鹿児島市 145.78 123 v #0620D
#5668D JG6YAD/6 鹿児島曽於郡 438.06 v #0631D
#6901D JP6YFU 鹿児島鹿児島市 1292.20 #0637D
#5625D JA6NKA-R 鹿児島鹿児島市 439.92 JP6YHK #0648D
#5604D JA6YUN 鹿児島鹿児島市 439.70 JP6YDO #0652D
#5628D JH6YYB 鹿児島薩摩川内市 439.74 JP6YHM #0659D

#0661D
沖縄県 #0665D
#5643D JS6LLE 沖縄 具志川市 144.86 v #0672D
#5639D JS6QMR 沖縄 糸満市 438.96 v #0677D
#5687D JR6WGE 沖縄 石垣市 145.70 v #0680D
#5692D JR6YAH 沖縄 中頭郡 144.96 123 ◎ #0683D
#5622D JR6GY 沖縄 名護市 438.84 v #0688D
#5634D JR6UAM 沖縄 中頭郡 145.20 v #0689D
#5640D JR6RHM 沖縄 浦添市 144.70 v #0710D
#5679D JS6CCD 沖縄 沖縄市 145.14 v ※テスト用およびプライベート用と思われるルームは除外してあります。

※名称は公開リストより転記したものです。

■メモ

※掲載・変更・訂正依頼はお手数でも→jq1yda@cqwires.com　までメールにてご一報ください。情報お待ちしております。

京都府北部 QSO ROOM
EU/AF CQ Room

IWATE QSO ROOM
北摂FREEROOM
JA0ZRY
バスルーム

NASU waiting ROOM
Free ROOM
TIARA LINK
尾張東部ネット

Welcome 439.700 Rptr
MARINE SPORTS
O.I.R.A.
WIRES NIIGATA ROOM

RoomName
INTL CQ ROOM
US-JPN WiRES Gateway
SouthEastern-US link
VK3RTL Link
ALL JA CQ ROOM (日本国内向けCQ用ルーム)
JA BIGINNERS ROOM

愛知県蒲郡市

Free ROOM
Fukushima VOIP NET Q
VoIP conference
Waiting Room

CW NAGANO QSO Room
Kagoshima

Fussa Amateur RADio

JH9YBB/9
東海道
ARDF Japan and World
NWDLレピータリンク

JA1YOC
NAGANO Pre. EMG room

JP6YFA
フェイズ札幌レピータ

Kazusa

QTH

JPHC-NET
CQ HAM CLUB (毎月第4日曜日20:00～ﾛｰﾙｺｰﾙ)
Wakasa QSO Room

Repeaters in JAPAN
CW (F2A) QRO ROOM (FM-CWでQSOするルーム)

ALL JA QSO ROOM
CHEW THE LAG! at FRE


