
出展表示名称 団体名 出展内容 出展ブース紹介文

NPO JAMSAT

JLRS JLRS

じゃぱん ひなたぼっこの会 ハムログ相談と当会発行のアワード紹介

のむさんローテク工房

MVG Handicraft

JARL QRP CLUB JARL QRP CLUB

USBIF4CW USBIF4CW

ミリ波に挑戦 ミリ波帯機器の展示とマイクロ波含む自作ノウハウの情報交換

セブロン電子 セブロン電子 マイクロ波関係のパーツ等の販売

大阪パチモン商会 大阪パチモン商会

大正会 大正会

高槻クラブ 高槻クラブ

ワイヤーズ関連の展示　エコーリンク　スマートホン用ネックマイク

パナソニックグループのアマチュア無線活動状況　紹介

中古計測器、無線機等の販売。電子部品・真空管・その他部品の販売 中古計測器（特に実験用小型電源）が安いよ！

リトルガンくらぶ アマチュア無線機器の展示、ジャンク品の販売等々

HL1WOU & HL1 OWW アンテナおよび関連装置を安価に供給

大阪国際交流センターラジオクラブ 大阪国際交流センターラジオクラブ

FLRM2016

寝屋川無線クラブ 基盤解体部品　中古無線機　アンテナ　その他部品

ジャンクの測定器、無線機、小物パーツなどの販売

加美クラブ 加美クラブ

チカチカホタルうちわを作ろう

かしはら無線 無線機、アンテナ、パーツ等の販売。

第21回 関西アマチュア無線フェスティバル 屋内展示販売

特定非営利活動法人　日本アマチュア衛星通信
協会（展示）

1.アマチュア衛星通信に関する資料配布
2.アマチュア衛星通信に関する、よろず相談

現在、地球の周りを沢山のアマチュア衛星が飛び交っています。
国際宇宙ステーションの宇宙飛行士との交信も活発です。さらに
深宇宙をテーマにした無線通信なども取り組まれています。この
機会に、ぜひ貴方も衛星通信の仲間入りをしませんか！

NPO法人　日本災害情報サポートネットワーク(J-
DINS)

NPO法人　日本災害情報サポートネットワーク(J-
DINS)

J-DINSの活動目的・内容を、ビデオ・パネル展示で紹介し、メンバーと
支援者を募ります。

NPOのJ-DINSは、大地震など大規模災害時に、被災者が必要とする情報
を伝える支援活動を目的に、アマチュア無線を活用して情報を収集し、整
理・スクリーニングして、地域メディアに提供します。メンバーと支援いただ
けるハム仲間を募ります。

JLRSの紹介 全国規模としては唯一の女性のアマチュア無線の団体です。活動としては
総会、コンテスト、エリアごとのミーティングなどがあります。

今年で創立１０周年を迎えて２回目の出展です。今回もＪＧ１ＭＯＵ局のハ
ムログ何でも相談や当会発行のアワード紹介／各種ｍｃｓｖファイルの配布
を行います。また、アイボールの場所としてもご利用ください。

ホームメイドのパドルの他、アマチュア無線を10倍楽しむためのグッズ
販売やジャンク販売。

好評のどこでもパドルＭＩＮＩ、小型アンテナチューナーの他、今年は3.5～28
㎒バンドで使用できるＳＷＲアナライザー、真空管を使ったバグキーモード
専用エレキーなどユニークなグッズを揃えました。ぜひ覗いてみてください
。

スイス　STAMPFL Morsetasten社　縦ぶれキー、短波ラジオキットの展
示販売、その他ジャンク品の販売

スイス製　縦ぶれキー「STMシリーズ」と、短波ラジオ「JUNIOR-1」組み立て
キット、新発想で作った「45度パドルII」の紹介と販売。
ジャンク品の販売。
その他、アイボールなどもお願いします。

小電力での交信とその楽しみ方，意外なほどの交信の可能性の高さ
と，交信が出来た時の喜びの大きさをアピールする．

JARL QRP CLUB では，ＱＲＰ運用の方法の１つとして，例年自作品の展
示を行っています．今年も会員各位の新たな作品を展示します．

USBIF4CWの展示・頒布とサポート。ジャンク販売。 USBIF4CWの頒布とサポートを実施します。無線機・パソコンとの接続方法
や対応ソフトウェアの操作方法などでご質問がありましたら、ぜひお立ち寄
りください。ジャンク販売もあります。

249GHz帯他ミリ波自作機器を展示します。ハムフェアー自作品コンテスト
入賞作品３点展示します。興味の有る方は是非お集まりください。

大阪2mSSB愛好会　3エリア2mSSB連絡会 3エリア2mSSB連絡会
大阪2mSSB愛好会活動　紹介

大阪2mSSB愛好会は、クラブ創設38年目、会員数120名、毎週のロールコ
ールも約1950回の実施となります。全国でも屈指の大家族のアマチュア無
線クラブです。会場にて新入会も受け付けています。是非ともお立ち寄り下
さい。

3エリア各2mSSB愛好会グループが、情報の交換をし合同行事
（コンテストの開催）をしています。

・5.7G、10G、24Gのトランスバーター
・5～24Ghzのパワーアンプ
・5～24GHzの受信アンプ
・4～24GHzの２逓倍器
・セミリジッドケーブル
・マジカルスティック
・その他

無線機器・周辺機器・同軸ケーブル・電子部品やジャンク、生活雑貨の
販売

またまた今年もやります。大阪パチモン商会。いろんな商品をご用意して皆
様をお待ち申し上げます。無線機器、周辺機器、部品など数多く取り揃えて
おります。ぜひご来訪をお待ち申し上げます。他では手に入らない珍しいモ
ノもたくさんあります。関ハムでお会いできることを楽しみにしております。

関西SSTV愛好会 関西SSTV愛好会 SSTVの楽しさを紹介します。SSTVのデモンストレーション等々 毎週月曜日の20時30分から144.425MHzにて、関西SSTV愛好会のロール
コールを行っています。会費、会則等はなくそして会長もいません、SSTVを
楽しんでいる会です。SSTVでアマチュア無線の楽しさ倍に変わります、是
非お立ち寄りください。

3エリア6mAMロールコールグループ（販売） 3エリア6mAMロールコールグループ AMやロールコールの現状を紹介。AMの機器展示。ジャンクを販売。
会場周辺を対象とするAMロールコール実施。

南大阪A3ロールコールは、毎週金曜日20時から28.710MHz±AM、21時か
ら50.550MHz±AM、24時から430.410MHz±AMでチェックインを受け付けて
います。関ハム会場でも、ＡＭによる臨時ロールコールを決行予定です。

ジャンク市並びにアワードPR

高槻クラブ賞(アワード)の申請受付と大安売りのジャンク市 高槻クラブ賞(アワード)の申請受付をします。申請料は，現金500円です。
特に，金賞の申請をお待ちしております。大安売りのジャンク市もします。
つり銭の要らない様に(必ず)お願いします。

JYA河内無線クラブ JYA河内無線クラブ エコーリンク　スマホに使うＳＰアンプ付きおにぎりマイク、イヤホン付きネッ
ツクマイク。　Bluetoothネックセット

パナソニック松愛会ハムクラブ&パナソニックアマ
チュア無線クラブ（展示）

パナソニック松愛会ハムクラブ
パナソニックアマチュア無線クラブ

パナソニックグループOBと現役が一体となり、アンテナなどの自作活動を
中心として、ご紹介します。
初心者からベテランまで楽しんで頂けるブースです。
みなさん是非お立ち寄りください。
お空でいつも聞いているコールサインの方とのアイボールも実現できるか
もしれません。
是非、お立ち寄りください。

CUT&TRY 電子工作愛好会

今年も出展させて頂きます。「リトルガンくらぶ」のブースでみなさまとお会
いできます事を、楽しみにしております。

JARL神戸クラブ JARL神戸クラブ ①アマチュア無線機、電気・電子関連部品、ジャンク品展示販売
②JARL神戸クラブの活動内容のの紹介

アマチュア無線機、電気・電子関連部品等をクラブ員より収集し、ジャンク
品として展示販売します。
また、JARL神戸クラブの活動内容も紹介します。

月刊 FB NEWS 月刊 FB NEWS 月刊 FB NEWSのピーアール アマチュア無線のWebマガジン「月刊 FB NEWS」(www.fbnews.jp)のピーア
ールを行います。ノベルティの配布も行いますので、ぜひお立ち寄り下さい
。

ポータブルHFアンテナ(PRC77アンテナをアマチュア用に改造したポータブ
ルHFアンテナ)。電動基台,デジタルボルトメータ,ソーラーパネル(3.7V 
150mA)

・アマチュア無線の国際交流
・SEANETの案内・報告
・APDXC開催案内
・JAIG開催案内報告
・クック島(E51J)、ブルキナファソ(XT2)　運用記　等

・アマチュア無線の国際交流、海外のアマチュア無線家の紹介、昨年10月
にインドで開催さSEANET2015の報告、本年１1月にタイで開催される
SEANET2016の案内、本年4月のブルキナファソ（XT2）での運用記

5月にドイツで開催されたJAIG2015の報告、今年11月に大阪市で開催され
るAPDXC2016の案内などをパネルで紹介します。

全国高等学校アマチュア無線連盟(全国高等学校
文化連盟アマチュア無線専門部設立準備会)

全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部設
立準備会

　全国組織を作ることで孤立して活動している生徒、ま
た、熱心に指導したいと思っている教師の橋渡しになる
よう活躍している団体です。
　高校生に限らず、ジュニアハムのお悩みやご相談等を
お待ちしています。

FLRM実行委員会 市民ラジオ、特定小電力無線、デジタル簡易無線などのライセンスフリ
ーラジオの紹介

市民ラジオ、特定小電力無線、デジタル簡易無線などライセンスフリーラジオを紹介するブースです。新技術対応市民ラジオの実機展示などを予定しています。詳細情報→http://blogs.yahoo.co.jp/hirohiroki0420

全国CW同好会（KCJ） 全国CW同好会 1.アワードやコンテストの紹介パネル展示、会報や入
会案内の配布。 
2.会員の活動状況を紹介。
3.CWの運用についての相談受付。
4.創設40周年記念行事のPR
（記念局、記念アワード、記念QSOパーティー等）

KCJは電信(CW)をこよなく愛する人々が集まった全国的なクラブで、今年創
設40周年を迎えます。CWに興味をお持ちの方、熟練OPがお手伝いさせて
頂きます。是非ブースへお越し下さい！

アマチュア無線で 遊/楽/創 田舎に転居をし、ジャンクの整理をしています。　動かない測定器、無線機
、余剰のパーツなど・・・　ハム談義をしながら手にして楽しみましょう。

「加美クラブ」の紹介・活動状況の展示

QSLカード用インクジェット紙や、ジャンク品等の展
示・販売

JR3YJW「加美クラブ」の活動状況を紹介します。昔なつか
しいリグ、自作品、会報などを展示します。

毎年ご好評を得ているQSLカード用インクジェット紙を販
売します。また、多数のジャンク品も販売しております
ので、ぜひ一度お立ち寄り下さい。

旭地区BBS会 子ども達が電気に興味を持ってもらえるよう、簡単にハンダ付けなどを
体験できる工作体験教室を行います。

BBSは非行や犯罪のない社会を目指す青年ボランティアです。LEDが点滅
するうちわ作りで、子ども達が電気に親しめるような工作体験教室を行いま
す。

JARL阪神クラブ JARL阪神クラブ JARL阪神クラブの活動報告およびジャンク品等の展示販売 JARL阪神クラブの活動を紹介します。入会を希望される方はお近くのメン
バーに声をおかけください。クラブの活動が、あなたのハムライフをこれま
でとは違ったものに変えるでしょう。リサイクル用のジャンク品なども販売し
ています。

格安無線機、アンテナの販売。
ジャンク品も取り扱います。
冷やかし、値切り大歓迎です。
一度覗いてみて下さい！

ジャパン アワードハンターズ グループ(JAG) ジャパン アワードハンターズ グループ(JAG) a)JAG発行アワード展示
b)JAGに関するPR
c)アワードに関するQ&A
d)メンバー等のアイボール

ジャパン アワードハンターズ グループは1977年8月53名
の有志によって　発足したアワード収集家のグループで
す。
38年の歴史と520名の会員を有するアマチュア無線クラブ
です。

http://blogs.yahoo.co.jp/hirohiroki0420


松本留五郎と仲間たち

ぷくぷくハムクラブ ぷくぷくハムクラブ ぷくぷくハムクラブの活動広報及びクラブグッズ等の販売

軍用無線同好会

池田市民アマチュア無線クラブ 池田市民アマチュア無線クラブ クラブ員持ち寄りジャンク販売 お宝ジャンクが、沢山あります。是非見に来てください。冷やかし大歓迎。

通信周波数確度向上のための各種検討とその成果報告

自作品の展示。自作に関する情報交換。技術的なハム談義。

ＪＶみなこの梅鉢技研

JA3VXH

名古屋デジタル通信懇談会 各種インターフェースの配布。ジャンク販売。

冗楽工業

あばうとどあ あばうとどあ クラブ紹介　活動報告

大阪ハムクラブ いろいろ

一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会

ジャンク品、RFコネクター、宅配便の受付 使えない古バッテリー無料引取（廃品　不要品）
RFコネクターとモービルアンテナ
M型コネクターはインチ他ミリ規格(M16)の5Dも用意
毎年好評ゆうパック160サイズまでなら激安900円発送受付
BCLラジオやガラクタ・ジャンク品も放出

HAM ＠ SNS アマチュア無線とSNSの融合 関ハムで逢いましょう2016　今やアマチュア無線とインターネットは切っても
切れない関係です。
フェイスブックの友達などとの楽しいアイボールと情報交換の場になればと
思います。

JL3ZFR「ぷくぷくハムクラブ」は、京都府亀岡市を常置
場所とし、アクティブなアマチュア無線愛好家が集まっ
て平成28年2月に設立したばかりのクラブで、「Help 
Each Other」（お互いに助け合う）をクラブのモットー
に、アマチュア無線を通じ、クラブ員相互の親睦を深め
、自己啓発と人格の向上に努めるとともに、広く社会に
奉仕することを目的に活動しています。
また、豪華景品が当たる「ぷくぷくハムクラブ　ハッピ
ーアワード」も6月１日から実施予定です。　　　　　　
　

軍用無線のコレクションとしての紹介。アマチュア無線用ジャンクの販
売。RG316、RG400テフロンケーブルの格安販売。LEDランプの販売。

長年コレクションしてきた、通信機、受信機の整理の為格安にて販売。アマ
チュア無線用ジャンクの販売。RG316、RG400テフロンケーブルの格安販売
。LEDランプの販売。

HAAP3　（ハープスリー） GPS等により作成した基準信号を無線機へ導入する手法の実験と検討。ま
た、実験で不要になった電子部品や工具、測定器、ジャンク品などの販売
も実施。

A1クラブ（関西） A1クラブの紹介とモールス通信の普及を目的とした実演や講習をA1
た展示

CWであなたのハムライフが変わる。　移動運用がもっと楽しくなるよ。　後
悔するものは何も無い！　モールス通信をこよなく愛するCWファンのため
のAクラブ。　http://a1club.net/

２１MHz関西和文電信愛好グループ モールス通信の普及を目的とした実演や講習を交えた展示と電信ロ
ールコールの紹介

「今年こそは本気でモールスをやってみるよ。」　後悔することは何も無い！
　ハムライフが変わる！　　モールス通信（英語と日本語）

ねこまんま工房　with　楽描倶楽部 身近にあるもので何か作ってみよう！

参加メンバーのアマチュア無線の楽しみ方を紹介・展示します。
自作に関する情報交換。ハム談義など、
ぜひお立ち寄りください。

●アマチュア無線イベントにおけるディスプレイ・印刷物の製作のアド
バイス・関連する資料配布
●アマチュア無線情報紙ＭＵＧ（Minako's Universal Garter Link）ひよ
どり台通信の配布
●グリッドロケーターの測定・活用方法の紹介
●日本地図・世界地図パズル組立トライアル
●136kHzCWおよび5.6GHzFMTVを実演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

ブースディスプレイ・広報が原点ですが、恒例の日本地図・世界地図の組
立トライアルも実施します。136kHzCWおよび5.6GHzFMTVの実演もお楽し
みに。

アイボール用ブースとコモンモードフィルターとヘッドセットの接続ボッ
クスの頒布

アイボール用のブースを準備いたします。
販売ブースではコモンモードフィルターとヘッドセットの接続ボックスを販売
します。
接続ボックスはコンテスト、移動運用でとても便利なコンピューター用ヘッド
セットを無線機に接続する、変換BOXです。
その他、不用品を放出いたします。

NDC（名古屋デジタル通信懇談会） ＣＷ、ＲＴＴＹ、ＳＳＴＶ、コンテスト用インターフェース、リグコントロールインタ
ーフェース、Ｆ２インターフェース、衛星通信用ローテータコントロールインタ
ーフェースの配布。ジャンク販売。

JR3VHアマチュア無線クラブ JR3VHクラブ D-STARを使って海外局と交信してみませんか？ 昨年10月と今年４月に米国のAF6IM（Mr　Mark）がパラシュート・モービルで
空中飛行中にJR3VH（大阪谷町４３０）ゲートウエイを使い交信しました。こ
の体験をパネルにまとめD-STAR GWで海外局との交信を楽しんで頂く参
考になればと思います。

2ピン/4ピン/6ピン電源コネクタ、ハーネス、ケーブル、基台、端子台、
ヒューズボックス、DCプラグ、ベアリング、表面実装型タクトスイッチ、
ゲームスイッチ、ホールソー、ダミーロード、バンコード、マザーボード
アナライザなどの販売

★ 予約ＯＫ。6月末日までに「joraku_kogyo@yahoo.co.jp」宛にご連絡下さい
。「○○様専用」と書いて陳列しておきます(*^-^)/
★ 基本的に無人販売です。たまに店番が出現するかも？？

近畿を本拠に、全国で活躍する行動派無線家集団「あばうとどあ」は、次代
を担う無線家が集うスペースを提供します。珍味やおせん、キャラメルでも
かじりながら、無線やさまざまについて語りましょう。

RSH ラジオ・サポート・ハセガワ 無線局法定点検（登録点検事業者；関R第0024号
）

　QRO局開設の無料相談コーナー；ハイパワーのアマチュア局への変
更申請、　電波防護指針への対応、落成委検査等の法定点検に関す
る周知・啓発や相談ごと及び　支援業務内容の紹介並びにハイパワー
変更申請、免許取得の事例紹介を致します。

ハイパワー免許取得 相談コーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
イパワーの開設に係る疑問点,変更申請,法定登録点検をサポート
●ＨＦ帯～６ｍ　1kW ＆ 144/430/1200MHz～24GHz　ＥＭＥ
立地を考慮した無線設備の整備や電波防護指針への対策、登録点検、電
波障害対策等の相談下さい。

問合せ　http://www.radiosupport.jp/　

ZKTハムクラブ 今年も出展します。
宜しくお願い致します。

アマチュア局の保証業務、３・４アマ養成課程講習会及び２アマｅラー
ニングのＰＲと案内配布。バンドプラン下敷きの配布。

■　アマチュア局の保証は、迅速・丁寧なＪＡＲＤへ
■　高校生以下（18歳以下）の方は、第４級標準コース受講料が7,750円　
　　で受講出来ます！
■　２アマ養成課程講習会(ｅラーニング)実施中

http://a1club.net/
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