
作業時間(JST) 点番号 点名 都道府県 点番号 点名 都道府県

10:00～14:30 970787 上富良野 北海道 完了

03S047 S浦河 北海道 完了

00R015 R大町３ 長野県 完了

03S046 S浅間山１ 長野県 完了

970787 上富良野 北海道 完了

03S047 S浦河 北海道 完了

00R015 R大町３ 長野県 完了

03S046 S浅間山１ 長野県 完了

98H007 Ｈ比木１ 静岡県 完了

950119 根室２ 北海道 完了

950112 音別 北海道 完了

960529 七飯 北海道 完了

950155 大鰐 青森県 完了

051145 岩手川崎Ａ 岩手県 完了

940037 利府 宮城県 完了

940040 山都 福島県 完了

950241 大潟 新潟県 完了

950227 丸山 千葉県 完了

141209 川根Ａ 静岡県 完了

93102 愛知一宮町 愛知県 完了

02P118 Ｐ田後 鳥取県 完了

021010 天川 奈良県 完了

021024 弥栄 島根県 完了

950424 徳島海南 徳島県 完了

031123 檮原２ 高知県 完了

950477 日之影 宮崎県 完了

02P212 Ｐ那覇 沖縄県 完了

98H023 Ｈ下板沢 静岡県 98H007 Ｈ比木１ 静岡県 完了

05S050 Ｓ根室 北海道 950119 根室２ 北海道 完了

940011 池田 北海道 950112 音別 北海道 完了

02P204 Ｐ函館 北海道 960529 七飯 北海道 完了

950167 山田 岩手県 950155 大鰐 青森県 完了

020912 平泉 岩手県 051145 岩手川崎Ａ 岩手県 完了

960555 遊佐 山形県 940037 利府 宮城県 完了

020946 いわき４ 福島県 940040 山都 福島県 完了

020964 安塚 新潟県 950241 大潟 新潟県 完了

99R006 Ｒ麻績 長野県 950227 丸山 千葉県 完了

970820 島田 静岡県 141209 川根Ａ 静岡県 完了

041136 雄踏Ａ 静岡県 93102 愛知一宮町 愛知県 完了

091180 岩美Ａ 鳥取県 02P118 Ｐ田後 鳥取県 完了

960650 かつらぎ 和歌山県 021010 天川 奈良県 完了

950397 倉敷１ 岡山県 完了

950411 美東 山口県 完了

970829 宇和 愛媛県 完了

960702 泉 熊本県 完了

021096 那覇 沖縄県 完了

実施

17:00～21:0011月5日

17:00～21:0011月6日

電子基準点ファームウェア更新スケジュール　（掲載日：2019年11月11日）

作業日
受信機ファームウェア更新

10月28日

10月29日

10:00～12:00

17:00～18:00

17:00～18:00

受信機へのデータ転送



960770 北波多 佐賀県 98H023 Ｈ下板沢 静岡県

13H103 Ｈ豊橋 愛知県 021024 弥栄 島根県

950115 標津 北海道 950424 徳島海南 徳島県

020860 小平２ 北海道 031123 檮原２ 高知県

970794 厚沢部 北海道 950477 日之影 宮崎県

020904 安代 岩手県 02P212 Ｐ那覇 沖縄県

02P104 Ｐ男鹿 秋田県 05S050 Ｓ根室 北海道

111185 仙台太白 宮城県 940011 池田 北海道

020945 棚倉 福島県 02P204 Ｐ函館 北海道

93012 守谷 茨城県 950167 山田 岩手県

99R004 Ｒ生坂２ 長野県 020912 平泉 岩手県

93071 富士宮１ 静岡県 960555 遊佐 山形県

02S043 Ｓ掛川 静岡県 020946 いわき４ 福島県

950291 垂井 岐阜県 020964 安塚 新潟県

031105 磯部 三重県 99R006 Ｒ麻績 長野県

03P214 Ｐ熊野 三重県

031113 古座 和歌山県

960670 山口豊田 山口県

02P122 Ｐ細島 宮崎県

02P124 Ｐ沖縄 沖縄県

98H010 Ｈ下朝比奈２ 静岡県 13H103 Ｈ豊橋 愛知県

101182 根室１Ａ 北海道 970820 島田 静岡県

970791 豊頃 北海道 041136 雄踏Ａ 静岡県

940021 乙部 北海道 091180 岩美Ａ 鳥取県

950161 岩手 岩手県 960650 かつらぎ 和歌山県

950175 志津川 宮城県 950397 倉敷１ 岡山県

950195 立川 山形県 950411 美東 山口県

07S069 Ｓ高萩 茨城県 970829 宇和 愛媛県

93001 佐野 栃木県 960702 泉 熊本県

141206 小菅Ａ 山梨県 021096 那覇 沖縄県

000841 冷川峠Ａ 静岡県 950115 標津 北海道

960623 静岡相良２ 静岡県 020860 小平２ 北海道

940056 敦賀 福井県 970794 厚沢部 北海道

970801 檜枝岐 福島県

031107 三重熊野２ 三重県

950399 芸北 広島県

141205 西条Ａ 愛媛県

960684 窪川 高知県

950468 芦北 熊本県

960738 大宜味 沖縄県

11月11日 17:00～21:00

11月12日 17:00～21:00



98H016 Ｈ下平川２ 静岡県 98H010 Ｈ下朝比奈２ 静岡県

02P202 Ｐ網走 北海道 960770 北波多 佐賀県

05S053 Ｓ豊頃 北海道 020904 安代 岩手県

940020 奥尻１ 北海道 02P104 Ｐ男鹿 秋田県

960543 岩手松尾 岩手県 111185 仙台太白 宮城県

020914 宮城東和 宮城県 020945 棚倉 福島県

950179 亘理 宮城県 93012 守谷 茨城県

950209 下郷 福島県 99R004 Ｒ生坂２ 長野県

96S007 Ｓ富士宮２ 静岡県 93071 富士宮１ 静岡県

95113 八丈 東京都 02S043 Ｓ掛川 静岡県

020997 豊橋２ 愛知県 950291 垂井 岐阜県

950341 村岡 兵庫県 031105 磯部 三重県

021004 阪南 大阪府 03P214 Ｐ熊野 三重県

121193 田辺Ａ 和歌山県 031113 古座 和歌山県

141207 大豊Ａ 高知県 960670 山口豊田 山口県

970828 愛媛三崎 愛媛県

960717 東 鹿児島県

141208 鹿児島天城Ａ 鹿児島県

98H025 Ｈ細谷 静岡県 98H016 Ｈ下平川２ 静岡県

960505 網走 北海道 02P122 Ｐ細島 宮崎県

960521 帯広 北海道 02P124 Ｐ沖縄 沖縄県

02P102 Ｐ奥尻 北海道 101182 根室１Ａ 北海道

950163 玉山 岩手県 970791 豊頃 北海道

06S056 Ｓ石巻北上 宮城県 940021 乙部 北海道

940035 天童 山形県 950161 岩手 岩手県

020941 昭和 福島県 950175 志津川 宮城県

950252 舳倉島 石川県 950195 立川 山形県

171223 平塚Ａ 神奈川県 07S069 Ｓ高萩 茨城県

960626 沼津 静岡県 93001 佐野 栃木県

020994 土岐 岐阜県 141206 小菅Ａ 山梨県

960638 虎姫 滋賀県 000841 冷川峠Ａ 静岡県

960636 度会 三重県 960623 静岡相良２ 静岡県

950387 赤来 島根県 940056 敦賀 福井県

03P215 Ｐ御坊 和歌山県

950441 東洋 高知県

960706 日出 大分県

950480 川南 宮崎県

960732 喜界２ 鹿児島県

11月18日 17:00～21:00

11月13日 17:00～21:00



13H102 Ｈ新城 愛知県 98H025 Ｈ細谷 静岡県

950101 猿払 北海道 970801 檜枝岐 福島県

960509 北竜 北海道 031107 三重熊野２ 三重県

07S062 Ｓ三沢 青森県 950399 芸北 広島県

020907 川井２ 岩手県 141205 西条Ａ 愛媛県

06S057 Ｓ石巻雄勝 宮城県 960684 窪川 高知県

940038 相馬１ 福島県 950468 芦北 熊本県

960571 小須戸 新潟県 960738 大宜味 沖縄県

960569 新井 新潟県 02P202 Ｐ網走 北海道

00R015 Ｒ大町３ 長野県 05S053 Ｓ豊頃 北海道

96S006 Ｓ富士宮１ 静岡県 940020 奥尻１ 北海道

950292 多治見 岐阜県 960543 岩手松尾 岩手県

071161 豊橋Ａ 愛知県 020914 宮城東和 宮城県

960647 青垣 兵庫県 950179 亘理 宮城県

950398 西城 広島県 950209 下郷 福島県

960677 丸亀 香川県

950414 柳井 山口県

940089 日田 大分県

950497 南大東 沖縄県

13H101 Ｈ新居 静岡県 13H102 Ｈ新城 愛知県

960514 富良野 北海道 96S007 Ｓ富士宮２ 静岡県

960535 脇野沢 青森県 95113 八丈 東京都

970798 鹿角２ 秋田県 020997 豊橋２ 愛知県

020913 栗駒２ 宮城県 950341 村岡 兵庫県

950196 朝日 山形県 021004 阪南 大阪府

960585 那須 栃木県 121193 田辺Ａ 和歌山県

020956 境 群馬県 141207 大豊Ａ 高知県

02P206 Ｐ布良 千葉県 970828 愛媛三崎 愛媛県

020973 松任 石川県 960717 東 鹿児島

93093 大東１ 静岡県 141208 鹿児島天城Ａ 鹿児島

960602 青ヶ島 東京都 960505 網走 北海道

021007 月ヶ瀬 奈良県 960521 帯広 北海道

970825 十津川 奈良県

141204 高松Ａ 香川県

960673 鳴門 徳島県

950394 高梁 岡山県

940079 下関 山口県

950472 湯布院 大分県

950485 鹿児島大口 鹿児島県

11月19日 17:00～21:00

11月25日 17:00～21:00



98H004 Ｈ地頭方１ 静岡県 13H101 Ｈ新居 静岡県

970779 浜頓別 北海道 02P102 Ｐ奥尻 北海道

950138 大樹 北海道 950163 玉山 岩手県

960537 野辺地 青森県 06S056 Ｓ石巻北上 宮城県

07S065 Ｓ大船渡 岩手県 940035 天童 山形県

950173 栗駒 宮城県 020941 昭和 福島県

970797 白石 宮城県 950252 舳倉島 石川県

020965 大子 茨城県 171223 平塚Ａ 神奈川県

950265 山ノ内 長野県 960626 沼津 静岡県

02P207 Ｐ富山 富山県 020994 土岐 岐阜県

960614 三岳 長野県 960638 虎姫 滋賀県

960622 小笠 静岡県 960636 度会 三重県

950305 幡豆 愛知県 950387 赤来 島根県

940067 箕面 大阪府 03P215 Ｐ御坊 和歌山県

950396 邑久 岡山県 950441 東洋 高知県

02P208 Ｐ串本 和歌山県

960672 東和 山口県

960709 大分 大分県

960713 新富 宮崎県

02P201 Ｐ稚内 北海道 98H004 Ｈ地頭方１ 静岡県

031112 白浜 和歌山県 960706 日出 大分県

950316 鵜殿 三重県 950480 川南 宮崎県

950353 宝塚 兵庫県 960732 喜界２ 鹿児島

020998 南知多 愛知県 950101 猿払 北海道

93099 鳳来 愛知県 960509 北竜 北海道

950296 静岡清水市２ 静岡県 07S062 Ｓ三沢 青森県

950230 小田原 神奈川県 020907 川井２ 岩手県

940045 富岡 群馬県 06S057 Ｓ石巻雄勝 宮城県

93006 出島 茨城県 940038 相馬１ 福島県

091176 福島川内Ａ 福島県 960571 小須戸 新潟県

950192 鳥海 秋田県 960569 新井 新潟県

950491 佐多 鹿児島県 00R015 Ｒ大町３ 長野県

960552 天王 秋田県 96S006 Ｓ富士宮１ 静岡県

960697 西有家 長崎県 950292 多治見 岐阜県

950160 葛巻 岩手県

950147 鹿部 北海道

950459 平戸 長崎県

950413 宇部 山口県

960506 愛別 北海道

11月26日 17:00～21:00

11月27日 17:00～21:00


