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文言集１ 
路線名 よみがな 

伊勢湾岸 イセワンガン 

沖縄 オキナワ 

外環 ガイカン 

関越 カンエツ 

北関東 キタカントウ 

九州 キュウシュウ 

近畿 キンキ 

圏央 ケンオウ 

札樽 サッソン 

山陽 サンヨウ 

三陸 サンリク 

首都 シュト 

上信越 ジョウシンエツ 

常磐 ジョウバン 

新東名 シントウメイ 

新名神 シンメイシン 

仙台東部 センダイトウブ 

中央 チュウオウ 

中国 チュウゴク 

道央 ドウオウ 

東海北陸 トウカイホクリク 

東京湾アクアライン トウキョウワンアクアライン 

道東 ドウトウ 

東北 トウホク 

東北中央 トウホクチュウオウ 

東名 トウメイ 

長崎 ナガサキ 

長野 ナガノ 

名古屋 ナゴヤ 

西九州 ニシキュウシュウ 

西名阪 ニシメイハン 

阪神 ハンシン 

阪和 ハンワ 

東関東 ヒガシカントウ 

東九州 ヒガシキュウシュウ 

東名阪 ヒガシメイハン 

福岡都市 フクオカトシ 

北陸 ホクリク 

名神 メイシン 

名二環 メイニカン 
 

文言集２ 
都道府県名 目印、区間等 フリガナ 

北海道 大谷地ＩＣ オオヤチＩＣ 
 雁来ＩＣ カリキＩＣ 
 北郷ＩＣ キタゴウＩＣ 
 札幌北ＩＣ サッポロキタＩＣ 
 札幌西ＩＣ サッポロニシＩＣ 
 札幌南ＩＣ サッポロミナミＩＣ 
 占冠ＩＣ シムカップＩＣ 
 新川ＩＣ シンカワＩＣ 
 十勝清水ＩＣ トカチシミズＩＣ 
 トマムＩＣ トマムＩＣ 
 伏古ＩＣ フシコＩＣ 
 北郷ＩＣ ホクゴウＩＣ 

岩手県 一関ＩＣ イチノセキＩＣ 
 平泉前沢ＩＣ ヒライズミマエザワＩＣ 

宮城県 泉ＩＣ イズミＩＣ 
 今泉ＩＣ イマイズミＩＣ 
 大衡ＩＣ オオヒラＩＣ 
 白石ＩＣ シロイシＩＣ 
 仙台東ＩＣ センダイヒガシＩＣ 
 仙台南ＩＣ センダイミナミＩＣ 
 仙台若林ＪＣＴ センダイワカバヤシＪＣＴ 
 大和ＩＣ タイワＩＣ 
 富谷ＪＣＴ トミヤＪＣＴ 
 長町ＩＣ ナガマチＩＣ 
 鳴瀬奥松島ＩＣ ナルセオクマツシマＩＣ 
 村田ＩＣ ムラタＩＣ 
 桃生津山ＩＣ モノウツヤマＩＣ 
 桃生豊里ＩＣ モノウトヨサトＩＣ 
 山田ＩＣ ヤマダＩＣ 
 山元ＩＣ ヤマモトＩＣ 

都道府県名 目印、区間等 フリガナ 
 矢本ＩＣ ヤモトＩＣ 
 若柳金成ＩＣ ワカヤナギカンナリＩＣ 
 亘理ＩＣ ワタリＩＣ 

山形県 米沢八幡原ＩＣ ヨネザワハチマンパラＩＣ 

福島県 いわきＪＣＴ イワキＪＣＴ 
 いわき中央ＩＣ イワキチュウオウＩＣ 
 いわき湯本ＩＣ イワキユモトＩＣ 
 いわき四倉ＩＣ イワキヨツクラＩＣ 
 国見ＩＣ クニミＩＣ 
 郡山ＪＣＴ コオリヤマＪＣＴ 
 常磐富岡ＩＣ ジョウバントミオカＩＣ 
 白河ＩＣ シラカワＩＣ 
 相馬ＩＣ ソウマＩＣ 
 二本松ＩＣ ニホンマツＩＣ 
 広野ＩＣ ヒロノＩＣ 
 福島飯坂ＩＣ フクシマイイザカＩＣ 
 福島大笹生ＩＣ フクシマダイササオＩＣ 
 福島トンネル フクシマトンネル 
 福島西ＩＣ フクシマニシＩＣ 
 南相馬ＩＣ ミナミソウマＩＣ 
 本宮ＩＣ モトミヤＩＣ 

茨城県 阿見東ＩＣ アミヒガシＩＣ 
 牛久阿見ＩＣ ウシクアミＩＣ 
 五霞ＩＣ ゴカＩＣ 
 幸手ＩＣ サッテＩＣ 
 谷田部ＩＣ タニタベＩＣ 
 つくばＪＣＴ ツクバＪＣＴ 
 つくば中央ＩＣ ツクバチュウオウＩＣ 

栃木県 宇都宮ＩＣ ウツノミヤＩＣ 
 上河内ＩＣ カミカワチＩＣ 
 佐野ＩＣ サノＩＣ 
 佐野藤岡ＩＣ サノフジオカＩＣ 
 那須ＩＣ ナスＩＣ 
 那須高原ＳＡ ナスコウゲンＳＡ 
 西那須野塩原ＩＣ ニシナスノシオバラＩＣ 
 矢板ＩＣ ヤイタＩＣ 

群馬県 伊勢崎ＩＣ イセサキＩＣ 
 碓氷軽井沢ＩＣ ウスイカルイザワＩＣ 
 駒形ＩＣ コマガタＩＣ 
 渋川伊香保ＩＣ シブカワイカホＩＣ 
 昭和ＩＣ ショウワＩＣ 
 高崎ＩＣ タカサキＩＣ 
 館林ＩＣ タテバヤシＩＣ 
 沼田ＩＣ ヌマタＩＣ 
 前橋ＩＣ マエバシＩＣ 
 松井田妙義ＩＣ マツイダミョウギＩＣ 

埼玉県 新井宿ＩＣ アライジュクＩＣ 
 入間ＩＣ イルマＩＣ 
 岩槻ＩＣ イワツキＩＣ 
 浦和ＩＣ ウラワＩＣ 
 浦和南ＩＣ ウラワミナミＩＣ 
 浦和料金所 ウラワリョウキンジョ 
 桶川加納ＩＣ オケガワカノウＩＣ 
 外環浦和ＩＣ ガイカンウラワＩＣ 
 外環三郷西ＩＣ ガイカンミサトニシＩＣ 
 加須ＩＣ カゾＩＣ 
 川口ＪＣＴ カワグチＪＣＴ 
 川口中央ＩＣ カワグチチュウオウＩＣ 
 川口西ＩＣ カワグチニシＩＣ 
 川口東ＩＣ カワグチヒガシＩＣ 
 川越ＩＣ カワゴエＩＣ 
 川島ＩＣ カワシマＩＣ 
 久喜ＩＣ クキＩＣ 
 久喜白岡ＪＣＴ クキシラオカＪＣＴ 
 圏央鶴ヶ島ＩＣ ケンオウツルガシマＩＣ 
 坂戸ＩＣ サカドＩＣ 
 幸手ＩＣ サッテＩＣ 
 狭山日高ＩＣ サヤマヒダカＩＣ 
 白岡菖蒲ＩＣ シラオカショウブＩＣ 
 新郷ＩＣ シンゴウＩＣ 
 新都心西ＩＣ シントシンニシＩＣ 
 草加ＩＣ ソウカＩＣ 
 鶴ヶ島ＩＣ ツルガシマＩＣ 
 鶴ヶ島ＪＣＴ ツルガシマＪＣＴ 
 所沢ＩＣ トコロザワＩＣ 
 戸田西ＩＣ トダニシＩＣ 
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都道府県名 目印、区間等 フリガナ 
 戸田東ＩＣ トダヒガシＩＣ 
 花園ＩＣ ハナゾノＩＣ 
 羽生ＩＣ ハニュウＩＣ 
 東松山ＩＣ ヒガシマツヤマＩＣ 
 東領家ＩＣ ヒガシリョウケＩＣ 
 美女木ＪＣＴ ビジョギＪＣＴ 
 本庄児玉ＩＣ ホンジョウコダマＩＣ 
 三郷ＩＣ ミサトＩＣ 
 三郷ＪＣＴ ミサトＪＣＴ 
 三郷中央ＩＣ ミサトチュウオウＩＣ 
 八潮ＩＣ ヤシオＩＣ 
 八潮南ＩＣ ヤシオミナミＩＣ 
 与野ＩＣ ヨノＩＣ 
 嵐山小川ＩＣ ランザンオガワＩＣ 
 和光ＩＣ ワコウＩＣ 
 和光北ＩＣ ワコウキタＩＣ 
 穴川ＩＣ アナカワＩＣ 

千葉県 市川北ＩＣ イチカワキタＩＣ 
 市川中央ＩＣ イチカワチュウオウＩＣ 
 浦安ＩＣ ウラヤスＩＣ 
 貝塚ＩＣ カイヅカＩＣ 
 柏ＩＣ カシワＩＣ 
 木更津金田ＩＣ キサラヅカネダＩＣ 
 京葉ＪＣＴ ケイヨウＪＣＴ 
 高谷ＪＣＴ コウヤＪＣＴ 
 武石ＩＣ タケイシＩＣ 
 千鳥町ＩＣ チドリチョウＩＣ 
 千葉北ＩＣ チバキタＩＣ 
 千葉東ＩＣ チバヒガシＩＣ 
 千葉東ＪＣＴ チバヒガシＪＣＴ 
 流山ＩＣ ナガレヤマＩＣ 
 花輪ＩＣ ハナワＩＣ 
 船橋ＩＣ フナバシＩＣ 
 船橋料金所 フナバシリョウキンジョ 
 舞浜ＩＣ マイハマＩＣ 
 幕張ＩＣ マクハリＩＣ 
 松ヶ丘ＩＣ マツガオカＩＣ 
 松戸ＩＣ マツドＩＣ 
 宮野木ＪＣＴ ミヤノギＪＣＴ 
 谷津船橋ＩＣ ヤツフナバシＩＣ 
 四街道ＩＣ ヨツカイドウＩＣ 
 湾岸市川ＩＣ ワンガンイチカワＩＣ 

東京都 あきる野ＩＣ アキルノＩＣ 
 有明ＩＣ アリアケＩＣ 
 有明ＪＣＴ アリアケＪＣＴ 
 池尻ＩＣ イケジリＩＣ 
 板橋ＪＣＴ イタバシＪＣＴ 
 板橋本町ＩＣ イタバシホンチョウＩＣ 
 稲城ＩＣ イナギＩＣ 
 永福ＩＣ エイフクＩＣ 
 江戸橋ＩＣ エドバシＩＣ 
 江戸橋ＪＣＴ エドバシＪＣＴ 
 青梅ＩＣ オウメＩＣ 
 大井ＩＣ オオイＩＣ 
 大井ＪＣＴ オオイＪＣＴ 
 大泉ＩＣ オオイズミＩＣ 
 大泉ＪＣＴ オオイズミＪＣＴ 
 大井南ＩＣ オオイミナミＩＣ 
 扇大橋ＩＣ オオギオオハシＩＣ 
 大橋ＪＣＴ オオハシＪＣＴ 
 外苑ＩＣ ガイエンＩＣ 
 葛西ＩＣ カサイＩＣ 
 葛西ＪＣＴ カサイＪＣＴ 
 神田橋ＪＣＴ カンダバシＪＣＴ 
 錦糸町ＩＣ キンシチョウＩＣ 
 空港中央ＩＣ クウコウチュウオウＩＣ 
 空港西ＩＣ クウコウニシＩＣ 
 国立府中ＩＣ クニタチフチュウＩＣ 
 熊野町ＪＣＴ クマノチョウＪＣＴ 
 江北ＪＣＴ コウホクＪＣＴ 
 小菅ＩＣ コスゲＩＣ 
 小菅ＪＣＴ コスゲＪＣＴ 
 五反田ＩＣ ゴタンダＩＣ 
 呉服橋ＩＣ ゴフクバシＩＣ 
 駒形ＩＣ コマガタＩＣ 
 小松川ＪＣＴ コマツガワＪＣＴ 

都道府県名 目印、区間等 フリガナ 
 三軒茶屋ＩＣ サンゲンヂャヤＩＣ 
 鹿浜橋ＩＣ シカハマバシＩＣ 
 東雲ＪＣＴ シノノメＪＣＴ 
 芝浦ＪＣＴ シバウラＪＣＴ 
 渋谷ＩＣ シブヤＩＣ 
 昭和島ＪＣＴ ショウワジマＪＣＴ 
 新木場ＩＣ シンキバＩＣ 
 新桜ヶ丘ＩＣ シンサクラガオカＩＣ 
 新宿ＩＣ シンジュクＩＣ 
 清新町ＩＣ セイシンチョウＩＣ 
 千住新橋ＩＣ センジュシンバシＩＣ 
 台場ＩＣ ダイバＩＣ 
 高井戸ＩＣ タカイドＩＣ 
 高尾山ＩＣ タカオサンＩＣ 
 高樹町ＩＣ タカギチョウＩＣ 
 辰巳ＩＣ タツミＩＣ 
 辰巳ＪＣＴ タツミＪＣＴ 
 谷町ＪＣＴ タニマチＪＣＴ 
 千鳥町ＩＣ チドリチョウＩＣ 
 中環大井南ＩＣ チュウカンオオイミナミＩＣ 
 調布ＩＣ チョウフＩＣ 
 堤通ＩＣ ツツミドオリＩＣ 
 東京ＩＣ トウキョウＩＣ 
 東京料金所 トウキョウリョウキンジョ 
 富ヶ谷ＩＣ トミガヤＩＣ 
 中台ＩＣ ナカダイＩＣ 
 中野長者橋ＩＣ ナカノチョウジャバシＩＣ 
 西池袋ＩＣ ニシイケブクロＩＣ 
 西新宿ＪＣＴ ニシシンジュクＪＣＴ 
 練馬ＩＣ ネリマＩＣ 
 箱崎ＩＣ ハコザキＩＣ 
 箱崎ＪＣＴ ハコザキＪＣＴ 
 幡ヶ谷ＩＣ ハタガヤＩＣ 
 八王子ＩＣ ハチオウジＩＣ 
 八王子ＪＣＴ ハチオウジＪＣＴ 
 八王子西ＩＣ ハチオウジニシＩＣ 
 初台ＩＣ ハツダイＩＣ 
 花園ＩＣ ハナゾノＩＣ 
 浜崎橋ＪＣＴ ハマザキバシＪＣＴ 
 日の出ＩＣ ヒノデＩＣ 
 船堀橋ＩＣ フナボリハシＩＣ 
 堀切ＪＣＴ ホリキリＪＣＴ 
 三宅坂ＪＣＴ ミヤケザカＪＣＴ 
 用賀ＩＣ ヨウガＩＣ 
 横浜町田ＩＣ ヨコハママチダＩＣ 
 両国ＪＣＴ リョウゴクＪＣＴ 
 臨海副都心ＩＣ リンカイフクトシンＩＣ 
 湾岸環八ＩＣ ワンガンカンパチＩＣ 

神奈川県 浅田ＩＣ アサダＩＣ 
 厚木ＩＣ アツギＩＣ 
 石川町ＪＣＴ イシカワチョウＪＣＴ 
 伊勢原ＪＣＴ イセハラＪＣＴ 
 海老名ＩＣ エビナＩＣ 
 海老名ＪＣＴ エビナＪＣＴ 
 大井松田ＩＣ オオイマツダＩＣ 
 狩場ＩＣ カリバＩＣ 
 川崎浮島ＪＣＴ カワサキウキシマＪＣＴ 
 圏央厚木ＩＣ ケンオウアツギＩＣ 
 小仏トンネル コボトケトンネル 
 相模湖ＩＣ サガミコＩＣ 
 相模湖東ＩＣ サガミコヒガシＩＣ 
 相模原愛川ＩＣ サガミハラアイカワＩＣ 
 汐入ＩＣ シオイリＩＣ 
 新保土ヶ谷ＩＣ シンホドガヤＩＣ 
 東名川崎ＩＣ トウメイカワサキＩＣ 
 生麦ＩＣ ナマムギＩＣ 
 生麦ＪＣＴ ナマムギＪＣＴ 
 秦野中井ＩＣ ハダノナカイＩＣ 
 大和トンネル ヤマトトンネル 
 横浜青葉ＩＣ ヨコハマアオバＩＣ 
 横浜青葉ＪＣＴ ヨコハマアオバＪＣＴ 
 横浜港北ＪＣＴ ヨコハマコウホクＪＣＴ 
 横浜町田ＩＣ ヨコハママチダＩＣ 

富山県 小矢部ＩＣ コヤベＩＣ 

石川県 金沢森本ＩＣ カナザワモリモトＩＣ 

山梨県 上野原ＩＣ ウエノハラＩＣ 
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都道府県名 目印、区間等 フリガナ 
 大月ＩＣ オオツキＩＣ 
 大月ＪＣＴ オオツキＪＣＴ 

長野県 岡谷ＩＣ オカヤＩＣ 
 駒ヶ根ＩＣ コマガネＩＣ 
 塩尻ＩＣ シオジリＩＣ 
 松川ＩＣ マツカワＩＣ 

岐阜県 大垣ＩＣ オオガキＩＣ 
 岐阜羽島ＩＣ ギフハシマＩＣ 
 関ＩＣ セキＩＣ 

静岡県 御殿場ＩＣ ゴテンバＩＣ 
 御殿場ＪＣＴ ゴテンバＪＣＴ 
 静岡ＩＣ シズオカＩＣ 
 清水ＩＣ シミズＩＣ 
 裾野ＩＣ スソノＩＣ 
 長泉沼津ＩＣ ナガイズミヌマヅＩＣ 
 三ケ日ＪＣＴ ミッカビＪＣＴ 

愛知県 一宮ＩＣ イチノミヤＩＣ 
 一宮ＪＣＴ イチノミヤＪＣＴ 
 一宮西ＩＣ イチノミヤニシＩＣ 
 一宮南ＩＣ イチノミヤミナミＩＣ 
 大治北ＩＣ オオハルキタＩＣ 
 大治南ＩＣ オオハルミナミＩＣ 
 大府ＩＣ オオブＩＣ 
 大森ＩＣ オオモリＩＣ 
 大山崎ＪＣＴ オオヤマザキＪＣＴ 
 岡崎ＩＣ オカザキＩＣ 
 音羽蒲郡ＩＣ オトワガマゴオリＩＣ 
 小幡ＩＣ オバタＩＣ 
 春日井ＩＣ カスガイＩＣ 
 勝川ＩＣ カツガワＩＣ 
 蟹江ＩＣ カニエＩＣ 
 清洲ＪＣＴ キヨスＪＣＴ 
 清洲西ＩＣ キヨスニシＩＣ 
 清洲東ＩＣ キヨスヒガシＩＣ 
 楠ＪＣＴ クスノキＪＣＴ 
 小牧ＩＣ コマキＩＣ 
 小牧ＪＣＴ コマキＪＣＴ 
 小牧北ＩＣ コマキキタＩＣ 
 小牧東ＩＣ コマキヒガシＩＣ 
 鶴舞南ＪＣＴ ツルマイミナミＪＣＴ 
 東海ＩＣ トウカイＩＣ 
 東海ＪＣＴ トウカイＪＣＴ 
 東名三好ＩＣ トウメイミヨシＩＣ 
 飛島ＩＣ トビシマＩＣ 
 豊明ＩＣ トヨアケＩＣ 
 豊川ＩＣ トヨカワＩＣ 
 豊田ＩＣ トヨタＩＣ 
 豊田ＪＣＴ トヨタＪＣＴ 
 豊田南ＩＣ トヨタミナミＩＣ 
 名古屋ＩＣ ナゴヤＩＣ 
 名古屋西ＩＣ ナゴヤニシＩＣ 
 名古屋南ＩＣ ナゴヤミナミＩＣ 
 日進ＪＣＴ ニッシンＪＣＴ 
 堀の内ＩＣ ホリノウチＩＣ 
 丸田町ＪＣＴ マルタマチＪＣＴ 
 名港潮見ＩＣ メイコウシオミＩＣ 
 名港中央ＩＣ メイコウチュウオウＩＣ 
 弥富木曽岬ＩＣ ヤトミキソミサキＩＣ 
 湾岸弥富ＩＣ ワンガンヤトミＩＣ 

三重県 亀山ＩＣ カメヤマＩＣ 
 亀山ＪＣＴ カメヤマＪＣＴ 
 亀山西ＪＣＴ カメヤマニシＪＣＴ 
 桑名ＩＣ クワナＩＣ 
 菰野ＩＣ コモノＩＣ 
 新四日市ＪＣＴ シンヨッカイチＪＣＴ 
 鈴鹿ＩＣ スズカＩＣ 
 長島ＩＣ ナガシマＩＣ 
 みえ朝日ＩＣ ミエアサヒＩＣ 
 四日市ＩＣ ヨッカイチＩＣ 
 四日市ＪＣＴ ヨッカイチＪＣＴ 
 四日市東ＩＣ ヨッカイチヒガシＩＣ 

滋賀県 大津ＩＣ オオツＩＣ 
 草津ＪＣＴ クサツＪＣＴ 
 草津田上ＩＣ クサツタウエＩＣ 
 甲賀土山ＩＣ コウガツチヤマＩＣ 
 信楽ＩＣ シンラクＩＣ 

都道府県名 目印、区間等 フリガナ 
 鈴鹿ＩＣ スズカＩＣ 
 瀬田西ＩＣ セタニシＩＣ 
 瀬田東ＩＣ セタヒガシＩＣ 
 瀬田東ＪＣＴ セタヒガシＪＣＴ 
 栗東ＩＣ リットウＩＣ 
 栗東湖南ＩＣ リットウコナンＩＣ 
 竜王ＩＣ リュウオウＩＣ 

京都府 宇治西ＩＣ ウジニシＩＣ 
 宇治東ＩＣ ウジヒガシＩＣ 
 大山崎ＪＣＴ オオヤマザキＪＣＴ 
 笠取ＩＣ カサトＩＣ 
 京都東ＩＣ キョウトヒガシＩＣ 
 京都南ＩＣ キョウトミナミＩＣ 
 久御山ＩＣ クミヤマＩＣ 
 久御山淀ＩＣ クミヤマヨドＩＣ 

大阪府 阿倍野ＩＣ アベノＩＣ 
 尼崎ＩＣ アマガサキＩＣ 
 阿波座ＩＣ アワザＩＣ 
 阿波座ＪＣＴ アワザＪＣＴ 
 池田ＩＣ イケダＩＣ 
 石津ＩＣ イシツＩＣ 
 茨木ＩＣ イバラキＩＣ 
 魚崎浜ＩＣ ウオザキハマＩＣ 
 梅田ＩＣ ウメダＩＣ 
 海老江ＪＣＴ エビエＪＣＴ 
 えびすＪＣＴ エビスＪＣＴ 
 えびす町ＩＣ エビスマチＩＣ 
 扇町ＩＣ オウギマチＩＣ 
 大浜ＩＣ オオハマＩＣ 
 加島ＩＣ カシマＩＣ 
 門真ＩＣ カドマＩＣ 
 門真ＪＣＴ カドマＪＣＴ 
 喜連瓜破ＩＣ キレウリワリＩＣ 
 駒川ＩＣ コマガワＩＣ 
 堺ＪＣＴ サカイＪＣＴ 
 三宝ＩＣ サンポウＩＣ 
 三宝ＪＣＴ サンポウＪＣＴ 
 吹田ＩＣ スイタＩＣ 
 吹田ＪＣＴ スイタＪＣＴ 
 助松ＩＣ スケマツＩＣ 
 助松ＪＣＴ スケマツＪＣＴ 
 住吉浜ＩＣ スミヨシハマＩＣ 
 摂津北ＩＣ セッツキタＩＣ 
 摂津南ＩＣ セッツミナミＩＣ 
 大東鶴見ＩＣ ダイトウツルミＩＣ 
 第二京阪門真ＩＣ ダイニケイハンカドマＩＣ 
 高井田ＩＣ タカイダＩＣ 
 高槻ＪＣＴ タカツキＪＣＴ 
 中国池田ＩＣ チュウゴクイケダＩＣ 
 中国豊中ＩＣ チュウゴクトヨナカＩＣ 
 塚本ＩＣ ツカモトＩＣ 
 出入橋ＩＣ デイバシＩＣ 
 出島ＩＣ デジマＩＣ 
 天王寺ＩＣ テンノウジＩＣ 
 天保山ＩＣ テンポサンＩＣ 
 豊中ＩＣ トヨナカＩＣ 
 豊中南ＩＣ トヨナカミナミＩＣ 
 取石ＩＣ トリイシＩＣ 
 長田ＩＣ ナガタＩＣ 
 中野ＩＣ ナカノＩＣ 
 中之島西ＩＣ ナカノシマニシＩＣ 
 中之島西ＪＣＴ ナカノシマニシＪＣＴ 
 長原ＩＣ ナガハラＩＣ 
 波除ＩＣ ナミヨケＩＣ 
 南港北ＩＣ ナンコウキタＩＣ 
 南港南ＩＣ ナンコウミナミＩＣ 
 西船場ＪＣＴ ニシセンバＪＣＴ 
 西長堀ＩＣ ニシナガホリＩＣ 
 東大阪ＪＣＴ ヒガシオオサカＪＣＴ 
 東大阪荒本ＩＣ ヒガシオオサカアラモトＩＣ 
 東大阪北ＩＣ ヒガシオオサカキタＩＣ 
 東大阪南ＩＣ ヒガシオオサカミナミＩＣ 
 東船場ＪＣＴ ヒガシセンバＪＣＴ 
 平野ＩＣ ヒラノＩＣ 
 藤井寺ＩＣ フジイデラＩＣ 
 文の里ＩＣ フミノサトＩＣ 
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都道府県名 目印、区間等 フリガナ 
 法円坂ＩＣ ホウエンサカＩＣ 
 本田ＩＣ ホンデンＩＣ 
 松原ＩＣ マツバラＩＣ 
 松原ＪＣＴ マツバラＪＣＴ 
 湊町ＩＣ ミナトマチＩＣ 
 南森町ＩＣ ミナミモリマチＩＣ 
 美原北ＩＣ ミハラキタＩＣ 
 美原南ＩＣ ミハラミナミＩＣ 
 三宅ＩＣ ミヤケＩＣ 
 守口ＩＣ モリグチＩＣ 
 守口ＪＣＴ モリグチＪＣＴ 
 森之宮ＩＣ モリノミヤＩＣ 
 八尾ＩＣ ヤオＩＣ 

兵庫県 明石西ＩＣ アカシニシＩＣ 
 芦屋ＩＣ アシヤＩＣ 
 尼崎ＩＣ アマガサキＩＣ 
 生田川ＩＣ イクタガワＩＣ 
 魚崎ＩＣ ウオサキＩＣ 
 魚崎浜ＩＣ ウオザキハマＩＣ 
 大久保ＩＣ オオクボＩＣ 
 加古川ＩＣ カコガワＩＣ 
 加古川北ＩＣ カコガワキタＩＣ 
 加古川中央ＪＣＴ カコガワチュウオウＪＣＴ 
 加古川西ＩＣ カコガワニシＩＣ 
 京橋ＩＣ キョウバシＩＣ 
 神戸ＪＣＴ コウベＪＣＴ 
 神戸北ＩＣ コウベキタＩＣ 
 山陽姫路東ＩＣ サンヨウヒメジヒガシＩＣ 
 須磨ＩＣ スマＩＣ 
 住吉浜ＩＣ スミヨシハマＩＣ 
 太子東ＩＣ タイシヒガシＩＣ 
 高砂北ＩＣ タカサゴキタＩＣ 
 高砂西ＩＣ タカサゴニシＩＣ 
 宝塚ＩＣ タカラヅカＩＣ 
 宝塚北ＩＣ タカラヅカキタＩＣ 
 月見山ＩＣ ツキミヤマＩＣ 
 長田ＩＣ ナガタＩＣ 
 名谷ＪＣＴ ナヤＪＣＴ 
 西宮ＩＣ ニシノミヤＩＣ 
 西宮北ＩＣ ニシノミヤキタＩＣ 
 西宮山口ＪＣＴ ニシノミヤヤマグチＪＣＴ 
 姫路ＪＣＴ ヒメジＪＣＴ 
 姫路西ＩＣ ヒメジニシＩＣ 
 姫島ＩＣ ヒメジマＩＣ 
 深江ＩＣ フカエＩＣ 
 深江浜ＩＣ フカエハマＩＣ 
 摩耶ＩＣ マヤＩＣ 
 湊川ＩＣ ミナトガワＩＣ 
 湊川ＪＣＴ ミナトガワＪＣＴ 
 柳原ＩＣ ヤナギハラＩＣ 
 六甲アイランド北ＩＣ ロッコウアイランドキタＩＣ 
 若宮ＩＣ ワカミヤＩＣ 

奈良県 橿原高田ＩＣ カシハラタカダＩＣ 
 郡山ＩＣ コオリヤマＩＣ 
 郡山南ＩＣ コオリヤマミナミＩＣ 
 御所ＩＣ ゴショＩＣ 
 三宅ＩＣ ミヤケＩＣ 

和歌山県 川辺ＩＣ カワベＩＣ 
 御坊ＩＣ ゴボウＩＣ 
 南紀田辺ＩＣ ナンキタナベＩＣ 
 広川南ＩＣ ヒロカワミナミＩＣ 
 みなべＩＣ ミナベＩＣ 
 湯浅ＩＣ ユアサＩＣ 

岡山県 岡山ＩＣ オカヤマＩＣ 
 岡山ＪＣＴ オカヤマＪＣＴ 
 鴨方ＩＣ カモガタＩＣ 
 倉敷ＪＣＴ クラシキＪＣＴ 
 玉島ＩＣ タマシマＩＣ 
 早島ＩＣ ハヤシマＩＣ 

広島県 大竹ＩＣ オオタケＩＣ 
 西条ＩＣ サイジョウＩＣ 
 志和ＩＣ シワＩＣ 
 廿日市ＩＣ ハツカイチＩＣ 
 廿日市ＪＣＴ ハツカイチＪＣＴ 
 広島ＩＣ ヒロシマＩＣ 
 広島ＪＣＴ ヒロシマＪＣＴ 

都道府県名 目印、区間等 フリガナ 
 広島東ＩＣ ヒロシマヒガシＩＣ 

山口県 岩国ＩＣ イワクニＩＣ 
 小月ＩＣ オヅキＩＣ 
 下関ＩＣ シモノセキＩＣ 

福岡県 大野城ＩＣ オオノジョウＩＣ 
 鞍手ＩＣ クラテＩＣ 
 古賀ＩＣ コガＩＣ 
 太宰府ＩＣ ダザイフＩＣ 
 筑紫野ＩＣ チクシノＩＣ 
 月隈ＩＣ ツキグマＩＣ 
 半道橋ＩＣ ハンミチバシＩＣ 
 広川ＩＣ ヒロカワＩＣ 
 福岡ＩＣ フクオカＩＣ 
 水城ＩＣ ミズキＩＣ 
 八女ＩＣ ヤメＩＣ 

佐賀県 鳥栖ＩＣ トスＩＣ 
 鳥栖ＪＣＴ トスＪＣＴ 
 東脊振ＩＣ ヒガシセフリＩＣ 

長崎県 佐世保大塔ＩＣ サセボダイトウＩＣ 
 佐世保みなとＩＣ サセボミナトＩＣ 

大分県 日出ＪＣＴ ヒノデＪＣＴ 
 別府ＩＣ ベップＩＣ 

鹿児島県 姶良ＩＣ アイラＩＣ 
 加治木ＩＣ カジキＩＣ 
 国分ＩＣ コクブＩＣ 
 薩摩吉田ＩＣ サツマヨシダＩＣ 
 末吉財部ＩＣ スエヨシザイブＩＣ 
 隼人西ＩＣ ハヤトニシＩＣ 

沖縄県 石川ＩＣ イシカワＩＣ 
 沖縄北ＩＣ オキナワキタＩＣ 
 沖縄南ＩＣ オキナワミナミＩＣ 
 北中城ＩＣ キタナカグスクＩＣ 
 宜野座ＩＣ ギノザＩＣ 
 許田ＩＣ キョダＩＣ 
 西原ＩＣ ニシハラＩＣ 

 

 

文言集３ （高速道路渋滞集計） 
都道府県名 区間表示 

北海道 札幌西ＩＣ→新川ＩＣ 
 札幌南ＩＣ→大谷地ＩＣ 
 札幌北ＩＣ→新川ＩＣ 
 トマムＩＣ→占冠ＩＣ 
 札幌北ＩＣ→伏古ＩＣ 
 新川ＩＣ→札幌北ＩＣ 
 伏古ＩＣ→雁来ＩＣ 
 北郷ＩＣ→大谷地ＩＣ 
 十勝清水ＩＣ→トマムＩＣ 
 大谷地ＩＣ→北郷ＩＣ 

岩手県 一関ＩＣ→平泉前沢ＩＣ 
 若柳金成ＩＣ→一関ＩＣ 

宮城県 山田ＩＣ→長町ＩＣ 
 仙台若林ＪＣＴ→仙台東ＩＣ 
 大和ＩＣ→泉ＩＣ 
 今泉ＩＣ→長町ＩＣ 
 山田ＩＣ→仙台南ＩＣ 
 仙台若林ＪＣＴ→今泉ＩＣ 
 仙台東ＩＣ→仙台若林ＪＣＴ 
 村田ＩＣ→白石ＩＣ 
 長町ＩＣ→今泉ＩＣ 
 桃生津山ＩＣ→桃生豊里ＩＣ 
 富谷ＪＣＴ→泉ＩＣ 
 富谷ＪＣＴ→大衡ＩＣ 
 矢本ＩＣ→鳴瀬奥松島ＩＣ 
 亘理ＩＣ→山元ＩＣ 

福島県 福島西ＩＣ→二本松ＩＣ 
 いわき四倉ＩＣ→いわき中央ＩＣ 
 常磐富岡ＩＣ→広野ＩＣ 
 南相馬ＩＣ→相馬ＩＣ 
 いわきＪＣＴ→いわき湯本ＩＣ 
 いわき四倉ＩＣ→広野ＩＣ 
 那須ＩＣ→白河ＩＣ 
 二本松ＩＣ→本宮ＩＣ 
 白石ＩＣ→国見ＩＣ 
 福島西ＩＣ→福島トンネル 
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都道府県名 区間表示 
 福島飯坂ＩＣ→福島西ＩＣ 
 米沢八幡原ＩＣ→福島大笹生ＩＣ 
 本宮ＩＣ→郡山ＪＣＴ 

茨城県 幸手ＩＣ→五霞ＩＣ 
 つくばＪＣＴ→谷田部ＩＣ 
 つくば中央ＩＣ→つくばＪＣＴ 
 牛久阿見ＩＣ→阿見東ＩＣ 

栃木県 矢板ＩＣ→宇都宮ＩＣ 
 佐野藤岡ＩＣ→佐野ＩＣ 
 西那須野塩原ＩＣ→矢板ＩＣ 
 那須高原ＳＡ→那須ＩＣ 
 白河ＩＣ→那須ＩＣ 
 矢板ＩＣ→上河内ＩＣ 

群馬県 佐野藤岡ＩＣ→館林ＩＣ 
 羽生ＩＣ→館林ＩＣ 
 駒形ＩＣ→伊勢崎ＩＣ 
 高崎ＩＣ→前橋ＩＣ 
 昭和ＩＣ→渋川伊香保ＩＣ 
 昭和ＩＣ→沼田ＩＣ 
 松井田妙義ＩＣ→碓氷軽井沢ＩＣ 
 前橋ＩＣ→渋川ＩＣ 
 前橋ＩＣ→渋川伊香保ＩＣ 

埼玉県 幸手ＩＣ→久喜白岡ＪＣＴ 
 岩槻ＩＣ→浦和ＩＣ 
 草加ＩＣ→外環三郷西ＩＣ 
 浦和ＩＣ→川口ＪＣＴ 
 外環三郷西ＩＣ →三郷ＪＣＴ 
 久喜白岡ＪＣＴ→幸手ＩＣ 
 川口東ＩＣ→川口ＪＣＴ 
 東松山ＩＣ→鶴ヶ島ＩＣ 
 圏央鶴ヶ島ＩＣ→鶴ヶ島ＪＣＴ 
 川口東ＩＣ→草加ＩＣ 
 加須ＩＣ→羽生ＩＣ 
 久喜ＩＣ→久喜白岡ＪＣＴ 
 八潮ＩＣ→三郷ＪＣＴ 
 流山ＩＣ→三郷ＩＣ 
 加須ＩＣ→久喜ＩＣ 
 館林ＩＣ→羽生ＩＣ 
 狭山日高ＩＣ→入間ＩＣ 
 圏央鶴ヶ島ＩＣ→狭山日高ＩＣ 
 戸田西ＩＣ→美女木ＪＣＴ 
 五霞ＩＣ→幸手ＩＣ 
 三郷ＪＣＴ→八潮ＩＣ 
 川口ＪＣＴ→新井宿ＩＣ 
 川口ＪＣＴ→川口東ＩＣ 
 鶴ヶ島ＩＣ→鶴ヶ島ＪＣＴ 
 入間ＩＣ→狭山日高ＩＣ 
 流山ＩＣ→三郷ＪＣＴ 
 浦和料金所→川口ＪＣＴ 
 戸田東ＩＣ→美女木ＪＣＴ 
 川口中央ＩＣ→川口ＪＣＴ 
 白岡菖蒲ＩＣ→久喜白岡ＪＣＴ 
 武石ＩＣ→幕張ＩＣ 
 本庄児玉ＩＣ→花園ＩＣ 
 嵐山小川ＩＣ→花園ＩＣ 
 羽生ＩＣ→加須ＩＣ 
 浦和南ＩＣ→美女木ＪＣＴ 
 花園ＩＣ→本庄児玉ＩＣ 
 花園ＩＣ→嵐山小川ＩＣ 
 外環浦和ＩＣ→戸田東ＩＣ 
 外環三郷西ＩＣ →草加ＩＣ 
 岩槻ＩＣ→浦和料金所 
 久喜白岡ＪＣＴ→久喜ＩＣ 
 久喜白岡ＪＣＴ→白岡菖蒲ＩＣ 
 狭山日高ＩＣ→鶴ヶ島ＪＣＴ 
 圏央鶴ヶ島ＩＣ→鶴ヶ島ＩＣ 
 坂戸ＩＣ→川島ＩＣ 
 三郷中央ＩＣ→三郷ＪＣＴ 
 新郷ＩＣ→川口ＪＣＴ 
 新都心西ＩＣ→与野ＩＣ 
 青梅ＩＣ→入間ＩＣ 
 川越ＩＣ→所沢ＩＣ 
 川口ＪＣＴ→川口中央ＩＣ 
 川口西ＩＣ→外環浦和ＩＣ 
 川口中央ＩＣ→川口西ＩＣ 
 大泉ＪＣＴ→所沢ＩＣ 

都道府県名 区間表示 
 鶴ヶ島ＩＣ→東松山ＩＣ 
 鶴ヶ島ＪＣＴ→圏央鶴ヶ島ＩＣ 
 鶴ヶ島ＪＣＴ→坂戸ＩＣ 
 鶴ヶ島ＪＣＴ→鶴ヶ島ＩＣ 
 白岡菖蒲ＩＣ→桶川加納ＩＣ 
 白岡菖蒲ＩＣ→幸手ＩＣ 
 八潮ＩＣ→八潮南ＩＣ 
 嵐山小川ＩＣ→東松山ＩＣ 
 和光北ＩＣ→和光ＩＣ 

千葉県 穴川ＩＣ→貝塚ＩＣ 
 花輪ＩＣ→船橋料金所 
 千鳥町ＩＣ→浦安ＩＣ 
 貝塚ＩＣ→千葉東ＪＣＴ 
 穴川ＩＣ→宮野木ＪＣＴ 
 三郷ＪＣＴ→流山ＩＣ 
 市川中央ＩＣ→京葉ＪＣＴ 
 谷津船橋ＩＣ→湾岸市川ＩＣ 
 武石ＩＣ→宮野木ＪＣＴ 
 幕張ＩＣ→武石ＩＣ 
 花輪ＩＣ→船橋ＩＣ 
 花輪ＩＣ→幕張ＩＣ 
 宮野木ＪＣＴ→穴川ＩＣ 
 宮野木ＪＣＴ→千葉東ＪＣＴ 
 宮野木ＪＣＴ→千葉北ＩＣ 
 高谷ＪＣＴ→千鳥町ＩＣ 
 高谷ＪＣＴ→湾岸市川ＩＣ 
 四街道ＩＣ→千葉北ＩＣ 
 市川北ＩＣ→松戸ＩＣ 
 松ヶ丘ＩＣ→千葉東ＪＣＴ 
 松戸ＩＣ→市川北ＩＣ 
 千葉東ＩＣ→千葉東ＪＣＴ 
 千葉北ＩＣ→宮野木ＪＣＴ 
 大井南ＩＣ→空港中央ＩＣ 
 谷和原ＩＣ→柏ＩＣ 
 流山ＩＣ→柏ＩＣ 
 湾岸市川ＩＣ→高谷ＪＣＴ 

東京都 東名川崎ＩＣ→東京ＩＣ 
 調布ＩＣ→高井戸ＩＣ 
 加平ＩＣ→小菅ＪＣＴ 
 東京ＩＣ→用賀ＩＣ 
 八王子西ＩＣ→八王子ＪＣＴ 
 池尻ＩＣ→大橋ＪＣＴ 
 大泉ＪＣＴ→練馬ＩＣ 
 相模湖東ＩＣ→八王子ＪＣＴ 
 高樹町ＩＣ→谷町ＪＣＴ 
 八王子ＪＣＴ→八王子ＩＣ 
 外苑ＩＣ→三宅坂ＪＣＴ 
 鹿浜橋ＩＣ→江北ＪＣＴ 
 小仏トンネル→八王子ＪＣＴ 
 高井戸ＩＣ→永福ＩＣ 
 国立府中ＩＣ→八王子ＩＣ 
 小菅ＪＣＴ→小菅ＩＣ 
 千住新橋ＩＣ→小菅ＪＣＴ 
 両国ＪＣＴ→箱崎ＪＣＴ 
 臨海副都心ＩＣ→大井ＩＣ 
 横浜青葉ＩＣ→横浜町田ＩＣ 
 空港中央ＩＣ→東海ＪＣＴ 
 熊野町ＪＣＴ→板橋ＪＣＴ 
 高尾山ＩＣ→八王子ＪＣＴ 
 芝浦ＪＣＴ→浜崎橋ＪＣＴ 
 所沢ＩＣ→大泉ＪＣＴ 
 新木場ＩＣ→辰巳ＩＣ 
 西池袋ＩＣ→中野長者橋ＩＣ 
 大井ＪＣＴ→大井ＩＣ 
 板橋本町ＩＣ→板橋ＪＣＴ 
 富ヶ谷ＩＣ→大橋ＪＣＴ 
 両国ＪＣＴ→箱崎ＩＣ 
 永福ＩＣ→高井戸ＩＣ 
 錦糸町ＩＣ→両国ＪＣＴ 
 駒形ＩＣ→両国ＪＣＴ 
 三軒茶屋ＩＣ→池尻ＩＣ 
 三軒茶屋ＩＣ→用賀ＩＣ 
 渋谷ＩＣ→池尻ＩＣ 
 初台ＩＣ→西新宿ＪＣＴ 
 小菅ＪＣＴ→加平ＩＣ 
 西新宿ＪＣＴ→新宿ＩＣ 
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 大井ＩＣ→大井ＪＣＴ 
 中台ＩＣ→板橋本町ＩＣ 
 入間ＩＣ→青梅ＩＣ 
 臨海副都心ＩＣ→有明ＪＣＴ 
 和光ＩＣ→大泉ＪＣＴ 
 稲城ＩＣ→国立府中ＩＣ 
 葛西ＩＣ→葛西ＪＣＴ 
 葛西ＪＣＴ→新木場ＩＣ 
 空港西ＩＣ→昭和島ＪＣＴ 
 五反田ＩＣ→大井ＪＣＴ 
 呉服橋ＩＣ→神田橋ＪＣＴ 
 江戸橋ＩＣ→箱崎ＪＣＴ 
 江戸橋ＪＣＴ→箱崎ＪＣＴ 
 江北ＪＣＴ→扇大橋ＩＣ 
 三郷ＪＣＴ→小菅ＪＣＴ 
 渋谷ＩＣ→大橋ＪＣＴ 
 小松川ＪＣＴ→錦糸町ＩＣ 
 小松川ＪＣＴ→船堀橋ＩＣ 
 小菅ＩＣ→小菅ＪＣＴ 
 小菅ＪＣＴ→千住新橋ＩＣ 
 新木場ＩＣ→葛西ＪＣＴ 
 新木場ＩＣ→有明ＪＣＴ 
 清新町ＩＣ→葛西ＪＣＴ 
 西新宿ＪＣＴ→大橋ＪＣＴ 
 千住新橋ＩＣ→扇大橋ＩＣ 
 台場ＩＣ→浜崎橋ＪＣＴ 
 大井ＩＣ→大井南ＩＣ 
 大井ＪＣＴ→大井南ＩＣ 
 大井ＪＣＴ→東京港トンネル 
 大橋ＪＣＴ→渋谷ＩＣ 
 池尻ＩＣ→三軒茶屋ＩＣ 
 池尻ＩＣ→渋谷ＩＣ 
 池尻ＩＣ→用賀ＩＣ 
 中環大井南ＩＣ→大井ＩＣ 
 堤通ＩＣ→小菅ＪＣＴ 
 堤通ＩＣ→堀切ＪＣＴ 
 東雲ＪＣＴ→辰巳ＪＣＴ 
 東領家ＩＣ→鹿浜橋ＩＣ 
 日の出ＩＣ→あきる野ＩＣ 
 幡ヶ谷ＩＣ→永福ＩＣ 
 幡ヶ谷ＩＣ→初台ＩＣ 
 八王子ＩＣ→国立府中ＩＣ 
 八王子西ＩＣ→あきる野ＩＣ 
 八潮南ＩＣ→加平ＩＣ 
 八潮南ＩＣ→箱崎ＪＣＴ 
 板橋ＪＣＴ→熊野町ＪＣＴ 
 板橋本町ＩＣ→西池袋ＩＣ 
 舞浜ＩＣ→葛西ＩＣ 
 堀切ＪＣＴ→小菅ＩＣ 
 堀切ＪＣＴ→小菅ＪＣＴ 
 有明ＩＣ→大井ＪＣＴ 
 有明ＩＣ→東京港トンネル 
 有明ＩＣ→有明ＪＣＴ 
 用賀ＩＣ→東京ＩＣ 
 用賀ＩＣ→東京料金所 
 臨海副都心ＩＣ→有明ＩＣ 
 和光ＩＣ→大泉ＩＣ 
 湾岸環八ＩＣ→川崎浮島ＪＣＴ 

神奈川県 海老名ＪＣＴ→横浜町田ＩＣ 
 海老名ＩＣ→海老名ＪＣＴ 
 海老名ＪＣＴ→厚木ＩＣ 
 厚木ＩＣ→海老名ＪＣＴ 
 伊勢原ＪＣＴ→厚木ＩＣ 
 横浜町田ＩＣ→海老名ＪＣＴ 
 厚木ＩＣ→横浜町田ＩＣ 
 伊勢原ＪＣＴ→秦野中井ＩＣ 
 上野原ＩＣ→相模湖ＩＣ 
 秦野中井ＩＣ→大井松田ＩＣ 
 横浜青葉ＪＣＴ→横浜港北ＪＣＴ 
 海老名ＩＣ→圏央厚木ＩＣ 
 海老名ＪＣＴ→海老名ＩＣ 
 海老名ＪＣＴ→大和トンネル 
 厚木ＩＣ→伊勢原ＪＣＴ 
 汐入ＩＣ→浅田ＩＣ 
 大井松田ＩＣ→秦野中井ＩＣ 
 東京ＩＣ→東名川崎ＩＣ 

都道府県名 区間表示 
 横浜青葉ＩＣ→東名川崎ＩＣ 
 圏央厚木ＩＣ→海老名ＩＣ 
 御殿場ＩＣ→大井松田ＩＣ 
 新桜ヶ丘ＩＣ→新保土ヶ谷ＩＣ 
 生麦ＪＣＴ→生麦ＩＣ 
 石川町ＪＣＴ→狩場ＩＣ 
 相模原愛川ＩＣ→圏央厚木ＩＣ 
 相模湖東ＩＣ→相模湖ＩＣ 
 木更津金田ＩＣ→川崎浮島ＪＣＴ 

富山県 金沢森本ＩＣ→小矢部ＩＣ 

山梨県 上野原ＩＣ→大月ＩＣ 
 相模湖ＩＣ→上野原ＩＣ 
 大月ＩＣ→上野原ＩＣ 
 大月ＪＣＴ→上野原ＩＣ 

長野県 塩尻ＩＣ→岡谷ＩＣ 
 松川ＩＣ→駒ヶ根ＩＣ 

岐阜県 一宮ＪＣＴ→岐阜羽島ＩＣ 
 岐阜羽島ＩＣ→大垣ＩＣ 
 亀山ＩＣ→関ＩＣ 

静岡県 御殿場ＪＣＴ→御殿場ＩＣ 
 裾野ＩＣ→御殿場ＩＣ 
 大井松田ＩＣ→御殿場ＩＣ 
 静岡ＩＣ→清水ＩＣ 
 長泉沼津ＩＣ→御殿場ＪＣＴ 

愛知県 一宮ＪＣＴ→一宮ＩＣ 
 一宮ＩＣ→小牧ＩＣ 
 岐阜羽島ＩＣ→一宮ＪＣＴ 
 一宮ＩＣ→一宮ＪＣＴ 
 名古屋南ＩＣ→豊明ＩＣ 
 岡崎ＩＣ→音羽蒲郡ＩＣ 
 小牧ＩＣ→一宮ＩＣ 
 小牧ＪＣＴ→小牧ＩＣ 
 日進ＪＣＴ→東名三好ＩＣ 
 豊明ＩＣ→豊田南ＩＣ 
 蟹江ＩＣ→名古屋西ＩＣ 
 岐阜羽島ＩＣ→一宮ＩＣ 
 小牧ＪＣＴ→春日井ＩＣ 
 日進ＪＣＴ→名古屋ＩＣ 
 堀の内ＩＣ→小牧北ＩＣ 
 東名三好ＩＣ→豊田ＩＣ 
 名古屋ＩＣ→日進ＪＣＴ 
 一宮西ＩＣ→一宮ＪＣＴ 
 小牧ＩＣ→小牧ＪＣＴ 
 小牧東ＩＣ→小牧ＪＣＴ 
 豊田ＪＣＴ→岡崎ＩＣ 
 豊田南ＩＣ→豊田ＪＣＴ 
 音羽蒲郡ＩＣ→岡崎ＩＣ 
 春日井ＩＣ→小牧ＪＣＴ 
 大治北ＩＣ→大治南ＩＣ 
 東名三好ＩＣ→日進ＪＣＴ 
 豊田ＩＣ→豊田ＪＣＴ 
 名港中央ＩＣ→飛島ＩＣ 
 一宮南ＩＣ→一宮ＩＣ 
 丸田町ＪＣＴ→鶴舞南ＪＣＴ 
 三ケ日ＪＣＴ→豊川ＩＣ 
 春日井ＩＣ→名古屋ＩＣ 
 小幡ＩＣ→大森ＩＣ 
 清洲ＪＣＴ→一宮ＩＣ 
 清洲東ＩＣ→清洲西ＩＣ 
 東海ＩＣ→東海ＪＣＴ 
 楠ＪＣＴ→勝川ＩＣ 
 飛島ＩＣ→湾岸弥富ＩＣ 
 豊田ＪＣＴ→豊田南ＩＣ 
 名古屋ＩＣ→春日井ＩＣ 
 名古屋南ＩＣ→大府ＩＣ 
 名港潮見ＩＣ→東海ＩＣ 
 湾岸弥富ＩＣ→飛島ＩＣ 

三重県 四日市ＩＣ→鈴鹿ＩＣ 
 鈴鹿ＩＣ→亀山ＪＣＴ 
 四日市東ＩＣ→四日市ＩＣ 
 甲賀土山ＩＣ→亀山ＪＣＴ 
 四日市東ＩＣ→四日市ＪＣＴ 
 鈴鹿ＩＣ→四日市ＩＣ 
 亀山ＪＣＴ→鈴鹿ＩＣ 
 亀山西ＪＣＴ→亀山ＪＣＴ 
 みえ朝日ＩＣ→四日市ＪＣＴ 
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 亀山ＩＣ→亀山ＪＣＴ 
 桑名ＩＣ→四日市ＪＣＴ 
 菰野ＩＣ→新四日市ＪＣＴ 
 四日市ＩＣ→四日市東ＩＣ 
 四日市ＪＣＴ→みえ朝日ＩＣ 
 四日市ＪＣＴ→四日市東ＩＣ 
 四日市ＪＣＴ→新四日市ＪＣＴ 
 弥富木曽岬ＩＣ→長島ＩＣ 

滋賀県 瀬田東ＪＣＴ→草津ＪＣＴ 
 京都東ＩＣ→大津ＩＣ 
 瀬田西ＩＣ→瀬田東ＩＣ 
 瀬田東ＪＣＴ→大津ＩＣ 
 草津ＪＣＴ→栗東ＩＣ 
 草津田上ＩＣ→草津ＪＣＴ 
 瀬田東ＩＣ→草津ＪＣＴ 
 瀬田東ＪＣＴ→瀬田西ＩＣ 
 草津ＪＣＴ→瀬田東ＪＣＴ 
 瀬田西ＩＣ→瀬田東ＪＣＴ 
 甲賀土山ＩＣ→亀山西ＪＣＴ 
 草津ＪＣＴ→草津田上ＩＣ 
 大津ＩＣ→瀬田西ＩＣ 
 亀山ＪＣＴ→亀山ＩＣ 
 栗東湖南ＩＣ→栗東ＩＣ 
 栗東湖南ＩＣ→竜王ＩＣ 
 石山ＩＣ→瀬田東ＩＣ 
 草津田上ＩＣ→信楽ＩＣ 

京都府 京都南ＩＣ→京都東ＩＣ 
 京都東ＩＣ→京都南ＩＣ 
 大津ＩＣ→京都東ＩＣ 
 高槻ＪＣＴ→大山崎ＪＣＴ 
 大山崎ＪＣＴ→京都南ＩＣ 
 京都南ＩＣ→大山崎ＪＣＴ 
 宇治東ＩＣ→宇治西ＩＣ 
 宇治東ＩＣ→笠取ＩＣ 
 笠取ＩＣ→宇治東ＩＣ 
 久御山ＩＣ→久御山淀ＩＣ 

大阪府 摂津北ＩＣ→吹田ＪＣＴ 
 摂津北ＩＣ→摂津南ＩＣ 
 東大阪北ＩＣ→東大阪ＪＣＴ 
 吹田ＪＣＴ→摂津北ＩＣ 
 摂津南ＩＣ→摂津北ＩＣ 
 中国豊中ＩＣ→吹田ＪＣＴ 
 門真ＪＣＴ→門真ＩＣ 
 大東鶴見ＩＣ→門真ＪＣＴ 
 茨木ＩＣ→吹田ＪＣＴ 
 加島ＩＣ→塚本ＩＣ 
 高井田ＩＣ→長田ＩＣ 
 高槻ＪＣＴ→茨木ＩＣ 
 取石ＩＣ→助松ＪＣＴ 
 守口ＪＣＴ→門真ＩＣ 
 中之島西ＩＣ→阿波座ＩＣ 
 東大阪ＪＣＴ→長田ＩＣ 
 法円坂ＩＣ→東船場ＪＣＴ 
 門真ＩＣ→門真ＪＣＴ 
 柳原ＩＣ→京橋ＩＣ 
 阿倍野ＩＣ→えびすＪＣＴ 
 喜連瓜破ＩＣ→三宅ＩＣ 
 高井田ＩＣ→森之宮ＩＣ 
 守口ＪＣＴ→摂津南ＩＣ 
 松原ＪＣＴ→松原ＩＣ 
 西船場ＪＣＴ→阿波座ＩＣ 
 大浜ＩＣ→三宝ＩＣ 
 中之島西ＩＣ→阿波座ＪＣＴ 
 長原ＩＣ→八尾ＩＣ 
 東大阪南ＩＣ→八尾ＩＣ 
 東大阪北ＩＣ→大東鶴見ＩＣ 
 宝塚ＩＣ→中国池田ＩＣ 
 豊中ＩＣ→吹田ＪＣＴ 
 えびす町ＩＣ→湊町ＩＣ 
 海老江ＪＣＴ→中之島西ＪＣＴ 
 喜連瓜破ＩＣ→平野ＩＣ 
 駒川ＩＣ→文の里ＩＣ 
 出島ＩＣ→石津ＩＣ 
 出島ＩＣ→大浜ＩＣ 
 助松ＩＣ→助松ＪＣＴ 
 松原ＩＣ→松原ＪＣＴ 

都道府県名 区間表示 
 松原ＪＣＴ→長原ＩＣ 
 森之宮ＩＣ→高井田ＩＣ 
 森之宮ＩＣ→東大阪ＪＣＴ 
 森之宮ＩＣ→法円坂ＩＣ 
 吹田ＩＣ→豊中ＩＣ 
 瀬田東ＪＣＴ→高槻ＪＣＴ 
 西長堀ＩＣ→阿波座ＪＣＴ 
 扇町ＩＣ→南森町ＩＣ 
 大浜ＩＣ→三宝ＪＣＴ 
 第二京阪門真ＩＣ→門真ＪＣＴ 
 中国吹田ＩＣ→中国豊中ＩＣ 
 中国池田ＩＣ→池田ＩＣ 
 中之島西ＩＣ→西長堀ＩＣ 
 中野ＩＣ→東大阪荒本ＩＣ 
 長田ＩＣ→高井田ＩＣ 
 長田ＩＣ→東大阪ＪＣＴ 
 天王寺ＩＣ→えびすＪＣＴ 
 東大阪南ＩＣ→東大阪ＪＣＴ 
 藤井寺ＩＣ→松原ＪＣＴ 
 南港南ＩＣ→三宝ＩＣ 
 南港北ＩＣ→天保山ＩＣ 
 南森町ＩＣ→天神ＪＣＴ 
 尼崎ＩＣ→豊中ＩＣ 
 波除ＩＣ→天保山ＩＣ 
 梅田ＩＣ→出入橋ＩＣ 
 美原南ＩＣ→堺ＪＣＴ 
 美原北ＩＣ→松原ＩＣ 
 姫島ＩＣ→海老江ＪＣＴ 
 文の里ＩＣ→阿倍野ＩＣ 
 法円坂ＩＣ→阿波座ＩＣ 
 法円坂ＩＣ→西船場ＪＣＴ 
 豊中南ＩＣ→加島ＩＣ 
 豊中南ＩＣ→豊中ＩＣ 
 本田ＩＣ→阿波座ＩＣ 
 門真ＩＣ→守口ＩＣ 
 門真ＪＣＴ→大東鶴見ＩＣ 

兵庫県 生田川ＩＣ→摩耶ＩＣ 
 生田川ＩＣ→京橋ＩＣ 
 芦屋ＩＣ→西宮ＩＣ 
 西宮山口ＪＣＴ→宝塚ＩＣ 
 摩耶ＩＣ→生田川ＩＣ 
 魚崎浜ＩＣ→住吉浜ＩＣ 
 深江浜ＩＣ→住吉浜ＩＣ 
 西宮山口ＪＣＴ→西宮北ＩＣ 
 魚崎ＩＣ→深江ＩＣ 
 摩耶ＩＣ→魚崎ＩＣ 
 名谷ＪＣＴ→須磨ＩＣ 
 加古川中央ＪＣＴ→加古川ＩＣ 
 魚崎ＩＣ→摩耶ＩＣ 
 魚崎浜ＩＣ→六甲アイランド北ＩＣ 
 京橋ＩＣ→柳原ＩＣ 
 神戸北ＩＣ→神戸ＪＣＴ 
 尼崎ＩＣ→西宮ＩＣ 
 宝塚ＩＣ→西宮山口ＪＣＴ 
 芦屋ＩＣ→京橋ＩＣ 
 加古川西ＩＣ→加古川ＩＣ 
 加古川北ＩＣ→山陽姫路東ＩＣ 
 京橋ＩＣ→生田川ＩＣ 
 高砂西ＩＣ→姫路ＪＣＴ 
 高砂北ＩＣ→明石西ＩＣ 
 山陽姫路東ＩＣ→加古川北ＩＣ 
 若宮ＩＣ→月見山ＩＣ 
 若宮ＩＣ→湊川ＩＣ 
 神戸ＪＣＴ→宝塚北ＩＣ 
 西宮ＩＣ→尼崎ＩＣ 
 西宮北ＩＣ→神戸ＪＣＴ 
 太子東ＩＣ→姫路西ＩＣ 
 大久保ＩＣ→明石西ＩＣ 
 湊川ＪＣＴ→月見山ＩＣ 

奈良県 郡山南ＩＣ→郡山ＩＣ 
 御所ＩＣ→橿原高田ＩＣ 

和歌山県 湯浅ＩＣ→広川ＩＣ 
 みなべＩＣ→南紀田辺ＩＣ 
 広川南ＩＣ→広川ＩＣ 
 川辺ＩＣ→御坊ＩＣ 

岡山県 鴨方ＩＣ→玉島ＩＣ 
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都道府県名 区間表示 
 岡山ＪＣＴ→岡山ＩＣ 
 倉敷ＪＣＴ→早島ＩＣ 

広島県 広島東ＩＣ→志和ＩＣ 
 広島東ＩＣ→広島ＩＣ 
 志和ＩＣ→西条ＩＣ 
 志和ＩＣ→広島東ＩＣ 
 西条ＩＣ→志和ＩＣ 
 広島ＩＣ→広島東ＩＣ 
 広島ＪＣＴ→広島ＩＣ 
 廿日市ＪＣＴ→廿日市ＩＣ 

山口県 下関ＩＣ→小月ＩＣ 
 大竹ＩＣ→岩国ＩＣ 

福岡県 筑紫野ＩＣ→太宰府ＩＣ 
 太宰府ＩＣ→福岡ＩＣ 
 太宰府ＩＣ→筑紫野ＩＣ 
 鳥栖ＪＣＴ→鳥栖ＩＣ 
 鳥栖ＪＣＴ→筑紫野ＩＣ 
 古賀ＩＣ→福岡ＩＣ 
 鞍手ＩＣ→古賀ＩＣ 
 月隈ＩＣ→半道橋ＩＣ 
 広川ＩＣ→八女ＩＣ 
 大野城ＩＣ→水城ＩＣ 

佐賀県 筑紫野ＩＣ→鳥栖ＪＣＴ 
 東脊振ＩＣ→鳥栖ＩＣ 

長崎県 佐世保みなとＩＣ→佐世保大塔ＩＣ 

大分県 日出ＪＣＴ→別府ＩＣ 

鹿児島県 姶良ＩＣ→薩摩吉田ＩＣ 
 国分ＩＣ→末吉財部ＩＣ 
 隼人西ＩＣ→加治木ＩＣ 

沖縄県 北中城ＩＣ→西原ＩＣ 
 宜野座ＩＣ→許田ＩＣ 
 沖縄南ＩＣ→沖縄北ＩＣ 
 沖縄南ＩＣ→北中城ＩＣ 
 石川ＩＣ→沖縄北ＩＣ 

 

文言集４ 
都道府県名 名称 フリガナ SA・PA 種別 

北海道 長流枝 オサルシ ＰＡ 
 金山 カネヤマ ＰＡ 
 占冠 シムカップ ＰＡ 
 砂川 スナガワ ＳＡ 
 銭函 ゼニバコ ＳＡ 
 茶志内 チャシナイ ＰＡ 
 十勝平原 トカチヘイゲン ＳＡ 
 比布大雪 ピップタイセツ ＰＡ 
 輪厚 ワッツ ＰＡ 

青森県 高舘 タカダテ ＰＡ 

岩手県 岩手山 イワテサン ＳＡ 
 折爪 オリツメ ＳＡ 
 北上金ヶ崎 キタカミカネガサキ ＰＡ 
 田山 タヤマ ＰＡ 
 中尊寺 チュウソンジ ＰＡ 
 前沢 マエサワ ＳＡ 
 矢巾 ヤハバ ＰＡ 

宮城県 泉 イズミ ＰＡ 
 春日 カスガ ＰＡ 
 金成 カンナリ ＰＡ 
 蔵王 ザオウ ＰＡ 
 三本木 サンボンギ ＰＡ 
 志波姫 シワヒメ ＰＡ 
 菅生 スゴウ ＰＡ 
 長者原 チョウジャハラ ＳＡ 
 鶴巣 ツルス ＰＡ 
 鳥の海 トリノウミ ＰＡ 
 古関 フルセキ ＰＡ 
 矢本 ヤモト ＰＡ 

山形県 山形蔵王 ヤマガタザオウ ＰＡ 

福島県 吾妻 アガツマ ＰＡ 
 阿賀野川 アガノガワ ＳＡ 
 安積 アサカ ＰＡ 
 安達太良 アダタラ ＳＡ 
 阿武隈 アブクマ ＰＡ 
 鏡石 カガミイシ ＰＡ 
 国見 クニミ ＳＡ 

都道府県名 名称 フリガナ SA・PA 種別 
 ならは ナラハ ＳＡ 
 福島松川 フクシママツカワ ＰＡ 
 南相馬鹿島 ミナミソウマカシマ ＳＡ 
 四倉 ヨツクラ ＰＡ 

茨城県 笠間 カサマ ＰＡ 
 関本 セキモト ＰＡ 
 千代田 チヨダ ＰＡ 
 東海 トウカイ ＰＡ 
 友部 トモベ ＳＡ 
 日立中央 ヒタチチュウオウ ＰＡ 
 美野里 ミノリ ＰＡ 
 守谷 モリヤ ＳＡ 
 谷田部東 ヤタベヒガシ ＰＡ 

栃木県 出流原 イズルハラ ＰＡ 
 大谷 オオヤ ＰＡ 
 上河内 カミカワチ ＳＡ 
 黒磯 クロイソ ＰＡ 
 佐野 サノ ＳＡ 
 都賀西方 ツガニシカタ ＰＡ 
 那須高原 ナスコウゲン ＳＡ 
 壬生 ミブ ＰＡ 
 矢板北 ヤイタキタ ＰＡ 

群馬県 赤城 アカギ ＰＡ 
 甘楽 カンラ ＰＡ 
 駒寄 コマヨセ ＰＡ 
 下牧 シモモク ＰＡ 
 谷川岳 タニガワダケ ＰＡ 
 波志江 ハシエ ＰＡ 
 横川 ヨコカワ ＳＡ 

埼玉県 上里 カミサト ＳＡ 
 川口 カワグチ ＰＡ 
 狭山 サヤマ ＰＡ 
 菖蒲 ショウブ ＰＡ 
 高坂 タカサカ ＳＡ 
 新倉 ニイクラ ＰＡ 
 蓮田 ハスダ ＳＡ 
 羽生 ハニュウ ＰＡ 
 三芳 ミヨシ ＰＡ 
 八潮 ヤシオ ＰＡ 
 寄居 ヨリイ ＰＡ 
 嵐山 ランザン ＰＡ 

千葉県 市川 イチカワ ＰＡ 
 京葉市川 ケイヨウイチカワ ＰＡ 
 酒々井 シスイ ＳＡ 
 大栄 タイエイ ＰＡ 
 習志野 ナラシノ ＰＡ 
 富楽里とみやま フラリトミヤマ  ハイウェイオアシス 
 幕張 マクハリ ＰＡ 
 湾岸幕張 ワンガンマクハリ ＰＡ 

東京都 石川 イシカワ ＰＡ 
 大井 オオイ ＰＡ 
 加平 カヘイ ＰＡ 
 駒形 コマガタ ＰＡ 
 辰巳 タツミ ＰＡ 
 平和島 ヘイワジマ ＰＡ 
 南池袋 ミナミイケブクロ ＰＡ 
 代々木 ヨヨギ ＰＡ 

神奈川県 厚木 アツギ ＰＡ 
 鮎沢 アユザワ ＰＡ 
 海老名 エビナ ＳＡ 
 大磯 オオイソ ＰＡ 
 港北 コウホク ＰＡ 
 相模湖 サガミコ ＳＡ 
 大黒 ダイコク ＰＡ 
 都筑 ツヅキ ＰＡ 
 戸塚 トツカ ＰＡ 
 中井 ナカイ ＰＡ 
 藤野 フジノ ＰＡ 
 保土ヶ谷 ホドガヤ ＰＡ 
 横須賀 ヨコスカ ＰＡ 

新潟県 荒川 アラカワ ＰＡ 
 大潟 オオガタ ＰＡ 
 黒崎 クロサキ ＰＡ 
 栄 サカエ ＰＡ 
 塩沢石打 シオザワイシウチ ＳＡ 
 豊栄 トヨサカ ＳＡ 
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都道府県名 名称 フリガナ SA・PA 種別 
 大和 ヤマト ＰＡ 
 山谷 ヤマヤ ＰＡ 
 蓮台寺 レンダイジ ＰＡ 

富山県 有磯海 アリソウミ ＳＡ 
 越中境 エッチュウサカイ ＰＡ 
 小矢部川 オヤベガワ ＳＡ 
 呉羽 クレハ ＰＡ 
 城端 ジョウハナ ＳＡ 
 高岡 タカオカ ＰＡ 
 流杉 ナガレスギ ＰＡ 
 入善 ニュウゼン ＰＡ 

石川県 尼御前 アマゴゼン ＳＡ 
 徳光 トクミツ ＰＡ 

福井県 女形谷 オナガタニ ＰＡ 
 北鯖江 キタサバエ ＰＡ 
 南条 ナンジョウ ＳＡ 

山梨県 境川 サカイガワ ＰＡ 
 釈迦堂 シャカドウ ＰＡ 
 談合坂 ダンゴウザカ ＳＡ 
 初狩 ハツカリ ＰＡ 
 双葉 フタバ ＳＡ 
 八ヶ岳 ヤツガタケ ＰＡ 

長野県 梓川 アズサガワ ＳＡ 
 阿智 アチ ＰＡ 
 小黒川 オグロガワ ＰＡ 
 姨捨 オバステ ＳＡ 
 駒ヶ岳 コマガタケ ＳＡ 
 佐久平 サクダイラ ＰＡ 
 座光寺 ザコウジ ＰＡ 
 諏訪湖 スワコ ＳＡ 
 辰野 タツノ ＰＡ 
 千曲川さかき チクマガワサカキ ＰＡ 
 中央洞原 チュウオウドウハラ ＰＡ 
 長野 ナガノ ＳＡ 
 松代 マツシロ ＰＡ 
 みどり湖 ミドリコ ＰＡ 

岐阜県 恵那峡 エナキョウ ＳＡ 
 羽島 ハシマ ＰＡ 
 屏風山 ビョウブザン ＰＡ 
 ひるがの高原 ヒルガノコウゲン ＳＡ 
 神坂 ミサカ ＰＡ 
 養老 ヨウロウ ＳＡ 

静岡県 愛鷹 アシタカ ＰＡ 
 足柄 アシガラ ＳＡ 
 遠州豊田 エンシュウトヨダ ＰＡ 
 遠州森町 エンシュウモリマチ ＰＡ 
 掛川 カケガワ ＰＡ 
 駒門 コマカド ＰＡ 
 静岡 シズオカ ＳＡ 
 清水 シミズ ＰＡ 
 駿河湾沼津 スルガワンヌマヅ ＳＡ 
 日本坂 ニホンザカ ＰＡ 
 日本平 ニホンダイラ ＰＡ 
 浜名湖 ハマナコ ＳＡ 
 浜松 ハママツ ＳＡ 
 藤枝 フジエダ ＰＡ 
 牧之原 マキノハラ ＳＡ 
 三方原 ミカタハラ ＰＡ 
 由比 ユイ ＰＡ 

愛知県 せと赤津 セトアカヅ ＰＡ 
 赤塚 アカツカ ＰＡ 
 内津峠 ウツツトウゲ ＰＡ 
 岡崎 オカザキ ＳＡ 
 尾張一宮 オワリイチノミヤ ＰＡ 
 上郷 カミゴウ ＳＡ 
 刈谷 カリヤ ＰＡ 
 鞍ヶ池 クラガイケ ＰＡ 
 新城 シンシロ ＰＡ 
 東郷 トウゴウ ＰＡ 
 豊橋 トヨハシ ＰＡ 
 長篠設楽原 ナガシノシタラガハラ ＰＡ 
 美合 ミアイ ＰＡ 
 守山 モリヤマ ＰＡ 

三重県 安濃 アノウ ＳＡ 
 大山田 オオヤマダ ＰＡ 
 亀山 カメヤマ ＰＡ 

都道府県名 名称 フリガナ SA・PA 種別 
 御在所 ゴザイショ ＳＡ 
 鈴鹿 スズカ ＳＡ 
 湾岸長島 ワンガンナガシマ ＰＡ 

滋賀県 大津 オオツ ＳＡ 
 神田 カンダ ＰＡ 
 草津 クサツ ＰＡ 
 黒丸 クロマル ＰＡ 
 甲南 コウナン ＰＡ 
 湖東三山 コトウサンザン ＰＡ 
 賤ヶ岳 シズガタケ ＳＡ 
 多賀 タガ ＳＡ 
 土山 ツチヤマ ＳＡ 
 菩提寺 ボダイジ ＰＡ 

京都府 桂川 カツラガワ ＰＡ 
 京田辺 キョウタナベ ＰＡ 
 六人部 ムトベ ＰＡ 

大阪府 朝潮橋 アサシオバシ ＰＡ 
 泉大津 イズミオオツ ＰＡ 
 茨木千堤寺 イバラギセンダイジ ＰＡ 
 吹田 スイタ ＳＡ 
 中島 ナカジマ ＰＡ 
 東大阪 ヒガシオオサカ ＰＡ 
 八尾 ヤオ ＰＡ 

兵庫県 明石 アカシ ＳＡ 
 赤松 アカマツ ＰＡ 
 尼崎 アマガサキ ＰＡ 
 揖保川 イボガワ ＰＡ 
 淡河 オウゴ ＰＡ 
 加西 カサイ ＳＡ 
 京橋 キョウバシ ＰＡ 
 権現湖 ゴンゲンコ ＰＡ 
 篠山 シノヤマ ＳＡ 
 白鳥 シラトリ ＰＡ 
 前開 ゼンカイ ＰＡ 
 損保川 ソンポガワ ＰＡ 
 宝塚北 タカラヅカキタ ＳＡ 
 龍野西 タツノニシ ＳＡ 
 垂水 タルミ ＰＡ 
 豊富 トヨトミ ＰＡ 
 名谷 ミョウダニ ＳＡ 
 西紀 ニシキ ＳＡ 
 西宮 ニシノミヤ ＳＡ 
 西宮名塩 ニシノミヤナジオ ＳＡ 
 西宮北 ニシミヤキタ ＰＡ 
 姫路西 ヒメジニシ ＰＡ 
 別所 ベッショ ＰＡ 
 三木 ミキ ＳＡ 
 南芦屋浜 ミナミアシヤハマ ＰＡ 
 社 ヤシロ ＰＡ 

奈良県 香芝 カシバ ＳＡ 
 天理 テンリ ＰＡ 

和歌山県 かつらぎ西 カツラギニシ ＰＡ 
 紀の川 キノカワ ＳＡ 
 吉備湯浅 キビユアサ ＰＡ 

鳥取県 用瀬 モチガセ ＰＡ 

岡山県 吉備 キビ ＳＡ 
 篠坂 シノサカ ＰＡ 
 勝央 ショウオウ ＳＡ 
 瀬戸 セト ＰＡ 
 粒江 ツブエ ＰＡ 
 福石 フクイシ ＰＡ 
 道口 ミチグチ ＰＡ 

広島県 奥屋 オクヤ ＰＡ 
 久地 クジ ＰＡ 
 小谷 コダニ ＳＡ 
 高坂 タカサカ ＰＡ 
 沼田 ヌマタ ＰＡ 
 福山 フクヤマ ＳＡ 
 宮島 ミヤジマ ＳＡ 
 八幡 ヤハタ ＰＡ 

山口県 伊佐 イサ ＰＡ 
 王司 オウジ ＰＡ 
 玖珂 クガ ＰＡ 
 下松 クダマツ ＳＡ 
 佐波川 サバガワ ＳＡ 
 周防灘 スオウナダ ＰＡ 
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都道府県名 名称 フリガナ SA・PA 種別 
 壇之浦 ダンノウラ ＰＡ 
 富海 トノミ ＰＡ 
 美東 ミトウ ＳＡ 
 美祢 ミネ ＳＡ 

香川県 津田の松原 ツダノマツバラ ＳＡ 
 府中湖 フチュウコ ＰＡ 

愛媛県 入野 イリノ ＰＡ 
 桜三里 サクラサンリ ＰＡ 

福岡県 今川 イマガワ ＰＡ 
 吉志 キシ ＰＡ 
 鞍手 クラテ ＰＡ 
 上毛 コウゲ ＰＡ 
 古賀 コガ ＳＡ 
 須恵 スエ ＰＡ 
 大刀洗 タチアライ ＰＡ 
 直方 ノオガタ ＰＡ 
 広川 ヒロカワ ＳＡ 
 山川 ヤマカワ ＰＡ 

佐賀県 金立 キンリュウ ＳＡ 
 基山 キヤマ ＰＡ 

熊本県 北熊本 キタクマモト ＳＡ 
 坂本 サカモト ＰＡ 
 玉名 タマナ ＰＡ 
 緑川 ミドリカワ ＰＡ 
 宮原 ミヤハラ ＳＡ 

大分県 玖珠 クス ＳＡ 
 別府湾 ベップワン ＳＡ 

宮崎県 えびの エビノ ＰＡ 

鹿児島県 国分 コクブ ＰＡ 
 桜島 サクラジマ ＳＡ 
 美山 ミヤマ ＰＡ 

沖縄県 中城 ナカグスク ＰＡ 

 

文言集 5 （高速道路駐車スペース集計） 

都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 

北海道 道央 輪厚 ＰＡ 下り 道央 輪厚 ＰＡ 下り（北海道） 
 道東 占冠 ＰＡ  道東 占冠 ＰＡ （北海道） 

 札樽 
金山 

（金山ＰＡで上下が無いものの扱い） 
ＰＡ  札樽 金山 ＰＡ （北海道） 

 札樽 
金山 

（金山ＰＡで上下が無いものの扱い） 
ＰＡ 下り 札樽 金山 ＰＡ 下り（北海道） 

 札樽 
金山 

（金山ＰＡで上下が無いものの扱い） 
ＰＡ 上り 札樽 金山 ＰＡ 上り（北海道） 

 札樽 銭函 ＳＡ 下り 札樽 銭函 ＳＡ 下り（北海道） 
 札樽 銭函 ＳＡ 上り 札樽 銭函 ＳＡ 上り（北海道） 
 道央 砂川 ＳＡ  道央 砂川 ＳＡ （北海道） 
 道央 茶志内 ＰＡ  道央 茶志内 ＰＡ （北海道） 
 道央 輪厚 ＰＡ 上り 道央 輪厚 ＰＡ 上り（北海道） 
 道東 占冠 ＰＡ  道東 占冠 ＳＡ （北海道） 
 道東 長流枝 ＰＡ  道東 長流枝 ＰＡ （北海道） 
 道東 夕張方面  下り 道東 夕張方面  下り（北海道） 
 道東 夕張方面  上り 道東 夕張方面  上り（北海道） 
 道北 十勝平原 ＳＡ 下り 道北 十勝平原 ＳＡ 下り（北海道） 
 道北 比布大雪 ＰＡ 下り 道北 比布大雪 ＰＡ 下り（北海道） 

青森県 東北 高舘 ＰＡ 上り 東北 高舘 ＰＡ 上り（青森県） 

岩手県 東北 前沢 ＳＡ 下り 東北 前沢 ＳＡ 下り（岩手県） 
 東北 前沢 ＳＡ 上り 東北 前沢 ＳＡ 上り（岩手県） 
 東北 岩手山 ＳＡ 下り 東北 岩手山 ＳＡ 下り（岩手県） 
 東北 前沢 ＳＡ  東北 前沢 ＳＡ （岩手県） 
 東北 中尊寺 ＰＡ  東北 中尊寺 ＰＡ （岩手県） 
 東北 中尊寺 ＰＡ 上り 東北 中尊寺 ＰＡ 上り（岩手県） 
 東北 田山 ＰＡ 上り 東北 田山 ＰＡ 上り（岩手県） 
 東北 平泉   東北 平泉  （岩手県） 
 東北 北上金ヶ崎 ＰＡ  東北 北上金ヶ崎 ＰＡ （岩手県） 
 東北 矢巾 ＰＡ 上り 東北 矢巾 ＰＡ 上り（岩手県） 
 八戸 折爪 ＳＡ 下り 八戸 折爪 ＳＡ 下り（岩手県） 

宮城県 東北 菅生 ＰＡ 下り 東北 菅生 ＰＡ 下り（宮城県） 
 東北 菅生 ＰＡ 上り 東北 菅生 ＰＡ 上り（宮城県） 
 常磐 鳥の海 ＰＡ 下り 常磐 鳥の海 ＰＡ 下り（宮城県） 
 東北 泉 ＰＡ 下り 東北 泉 ＰＡ 下り（宮城県） 
 東北 金成 ＰＡ 下り 東北 金成 ＰＡ 下り（宮城県） 
 東北 金成 ＰＡ 上り 東北 金成 ＰＡ 上り（宮城県） 
 東北 蔵王 ＰＡ 上り 東北 蔵王 ＰＡ 上り（宮城県） 
 常磐 鳥の海 ＰＡ 上り 常磐 鳥の海 ＰＡ 上り（宮城県） 
 東北 蔵王 ＰＡ 下り 東北 蔵王 ＰＡ 下り（宮城県） 

都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 
 東北 鶴巣 ＰＡ 上り 東北 鶴巣 ＰＡ 上り（宮城県） 
 三陸 矢本 ＰＡ  三陸 矢本 ＰＡ （宮城県） 
 東北 三本木 ＰＡ  東北 三本木 ＰＡ （宮城県） 
 東北 蔵王 ＰＡ  東北 蔵王 ＰＡ （宮城県） 
 東北 長者原 ＳＡ 上り 東北 長者原 ＳＡ 上り（宮城県） 
 東北 鶴巣 ＰＡ 下り 東北 鶴巣 ＰＡ 下り（宮城県） 
 三陸 三滝堂   三陸 三滝堂  （宮城県） 
 三陸 春日 ＰＡ 下り 三陸 春日 ＰＡ 下り（宮城県） 
 三陸 矢本 ＰＡ 下り 三陸 矢本 ＰＡ 下り（宮城県） 
 山形 古関 ＰＡ 上り 山形 古関 ＰＡ 上り（宮城県） 
 東北 金成 ＰＡ  東北 金成 ＰＡ （宮城県） 
 東北 三本木 ＰＡ 上り 東北 三本木 ＰＡ 上り（宮城県） 
 東北 志波姫 ＰＡ  東北 志波姫 ＰＡ （宮城県） 
 東北 泉 ＰＡ 上り 東北 泉 ＰＡ 上り（宮城県） 
 東北 長者原 ＳＡ 下り 東北 長者原 ＳＡ 下り（宮城県） 
 東北 鶴巣 ＰＡ  東北 鶴巣 ＰＡ （宮城県） 

山形県 山形 山形蔵王 ＰＡ 下り 山形 山形蔵王 ＰＡ 下り（山形県） 
 山形 山形蔵王 ＰＡ 上り 山形 山形蔵王 ＰＡ 上り（山形県） 

福島県 東北 吾妻 ＰＡ 下り 東北 吾妻 ＰＡ 下り（福島県） 
 東北 国見 ＳＡ 下り 東北 国見 ＳＡ 下り（福島県） 
 東北 吾妻 ＰＡ 上り 東北 吾妻 ＰＡ 上り（福島県） 
 東北 安積 ＰＡ 下り 東北 安積 ＰＡ 下り（福島県） 
 東北 安達太良 ＳＡ 下り 東北 安達太良 ＳＡ 下り（福島県） 
 東北 鏡石 ＰＡ 上り 東北 鏡石 ＰＡ 上り（福島県） 
 東北 安積 ＰＡ 上り 東北 安積 ＰＡ 上り（福島県） 
 東北 鏡石 ＰＡ 下り 東北 鏡石 ＰＡ 下り（福島県） 
 東北 国見 ＳＡ 上り 東北 国見 ＳＡ 上り（福島県） 
 東北 福島松川 ＰＡ 下り 東北 福島松川 ＰＡ 下り（福島県） 
 東北 安達太良 ＳＡ 上り 東北 安達太良 ＳＡ 上り（福島県） 
 常磐 四倉 ＰＡ 下り 常磐 四倉 ＰＡ 下り（福島県） 
 東北 阿武隈 ＰＡ 下り 東北 阿武隈 ＰＡ 下り（福島県） 
 東北 阿武隈 ＰＡ 上り 東北 阿武隈 ＰＡ 上り（福島県） 
 東北 福島松川 ＰＡ 上り 東北 福島松川 ＰＡ 上り（福島県） 
 常磐 四倉 ＰＡ 上り 常磐 四倉 ＰＡ 上り（福島県） 
 常磐 ならは ＰＡ 上り 常磐 楢葉 ＳＡ 上り（福島県） 
 常磐 南相馬鹿島 ＳＡ 下り 常磐 南相馬鹿島 ＳＡ 下り（福島県） 
 磐越 阿賀野川 ＳＡ 下り 磐越 阿賀野川 ＳＡ 下り（福島県） 
 磐越 阿賀野川 ＳＡ 上り 磐越 阿賀野川 ＳＡ 上り（福島県） 

茨城県 常磐 守谷 ＳＡ 上り 常磐 守谷 ＳＡ 上り（茨城県） 
 常磐 谷田部東 ＰＡ 下り 常磐 谷田部東 ＰＡ 下り（茨城県） 
 常磐 関本 ＰＡ 下り 常磐 関本 ＰＡ 下り（茨城県） 
 常磐 千代田 ＰＡ 下り 常磐 千代田 ＰＡ 下り（茨城県） 
 常磐 関本 ＰＡ 上り 常磐 関本 ＰＡ 上り（茨城県） 
 常磐 谷田部東 ＰＡ 上り 常磐 谷田部東 ＰＡ 上り（茨城県） 
 常磐 日立中央 ＰＡ 下り 常磐 日立中央 ＰＡ 下り（茨城県） 
 常磐 守谷 ＳＡ  常磐 守谷 ＳＡ （茨城県） 
 常磐 守谷 ＳＡ 下り 常磐 守谷 ＳＡ 下り（茨城県） 
 常磐 千代田 ＰＡ 上り 常磐 千代田 ＰＡ 上り（茨城県） 
 常磐 東海 ＰＡ  常磐 東海 ＰＡ （茨城県） 
 常磐 日立中央 ＰＡ 上り 常磐 日立中央 ＰＡ 上り（茨城県） 
 常磐 美野里 ＰＡ 下り 常磐 美野里 ＰＡ 下り（茨城県） 
 常磐 美野里 ＰＡ 上り 常磐 美野里 ＰＡ 上り（茨城県） 
 北関東 笠間 ＰＡ  北関東 笠間 ＰＡ （茨城県） 
 北関東 友部 ＳＡ  北関東 友部 ＳＡ （茨城県） 

栃木県 東北 黒磯 ＰＡ 下り 東北 黒磯 ＰＡ 下り（栃木県） 
 東北 黒磯 ＰＡ 上り 東北 黒磯 ＰＡ 上り（栃木県） 
 東北 都賀西方 ＰＡ 上り 東北 都賀西方 ＰＡ 上り（栃木県） 
 東北 大谷 ＰＡ 上り 東北 大谷 ＰＡ 上り（栃木県） 
 東北 那須高原 ＳＡ 下り 東北 那須高原 ＳＡ 下り（栃木県） 
 東北 矢板北 ＰＡ 上り 東北 矢板北 ＰＡ 上り（栃木県） 
 東北 那須高原 ＳＡ 上り 東北 那須高原 ＳＡ 上り（栃木県） 
 東北 矢板北 ＰＡ 下り 東北 矢板北 ＰＡ 下り（栃木県） 
 東北 佐野 ＳＡ 上り 東北 佐野 ＳＡ 上り（栃木県） 
 東北 大谷 ＰＡ 下り 東北 大谷 ＰＡ 下り（栃木県） 
 東北 都賀西方 ＰＡ 西行き 東北 都賀西方 ＰＡ 下り（栃木県） 
 東北 那須高原 ＳＡ 上り 東北 那須高原 ＳＡ （栃木県） 
 北関東 壬生 ＰＡ  北関東 壬生 ＰＡ （栃木県） 
 北関東 壬生 ＰＡ 下り 北関東 壬生 ＰＡ 下り（栃木県） 
 東北 佐野 ＳＡ 下り 東北 佐野 ＳＡ 下り（栃木県） 
 東北 上河内 ＳＡ 上り 東北 上河内 ＳＡ 上り（栃木県） 
 東北 矢板北 ＰＡ 下り 東北 矢板北 ＰＡ （栃木県） 
 北関東 出流原 ＰＡ 下り 北関東 出流原 ＰＡ 下り（栃木県） 
 北関東 出流原 ＰＡ 上り 北関東 出流原 ＰＡ 上り（栃木県） 
 北関東 出流原 ＰＡ 西行き 北関東 出流原 ＰＡ 西行き（栃木県） 
 北関東 壬生 ＰＡ 上り 北関東 壬生 ＰＡ 上り（栃木県） 
 北関東 壬生 ＰＡ 東行き 北関東 壬生 ＰＡ 東行き（栃木県） 
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都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 

群馬県 北関東 波志江 ＰＡ  北関東 波志江 ＰＡ （群馬県） 
 関越 駒寄 ＰＡ 下り 関越 駒寄 ＰＡ 下り（群馬県） 
 関越 駒寄 ＰＡ 上り 関越 駒寄 ＰＡ 上り（群馬県） 
 北関東 波志江 ＰＡ 西行き 北関東 波志江 ＰＡ 西行き（群馬県） 
 北関東 波志江 ＰＡ 東行き 北関東 波志江 ＰＡ 東行き（群馬県） 
 関越 谷川岳 ＰＡ 下り 関越 谷川岳 ＰＡ 下り（群馬県） 
 関越 下牧 ＰＡ  関越 下牧 ＰＡ （群馬県） 
 関越 下牧 ＰＡ 下り 関越 下牧 ＰＡ 下り（群馬県） 
 関越 下牧 ＰＡ 上り 関越 下牧 ＰＡ 上り（群馬県） 
 関越 赤城 ＰＡ 上り 関越 赤城 ＰＡ 上り（群馬県） 
 関越 谷川岳 ＰＡ 上り 関越 谷川岳 ＰＡ 上り（群馬県） 
 上信越 横川 ＳＡ 上り 上信越 横川 ＳＡ 上り（群馬県） 
 上信越 甘楽 ＰＡ  上信越 甘楽 ＰＡ （群馬県） 
 上信越 甘楽 ＰＡ 下り 上信越 甘楽 ＰＡ 下り（群馬県） 
 上信越 甘楽 ＰＡ 上り 上信越 甘楽 ＰＡ 上り（群馬県） 

埼玉県 圏央 狭山 ＰＡ 外回り 圏央 狭山 ＰＡ 外回り（埼玉県） 
 東北 蓮田 ＳＡ 下り 東北 蓮田 ＳＡ 下り（埼玉県） 
 圏央 菖蒲 ＰＡ 外回り 圏央 菖蒲 ＰＡ 外回り（埼玉県） 
 圏央 狭山 ＰＡ 内回り 圏央 狭山 ＰＡ 内回り（埼玉県） 
 東北 羽生 ＰＡ 下り 東北 羽生 ＰＡ 下り（埼玉県） 
 関越 三芳 ＰＡ 上り 関越 三芳 ＰＡ 上り（埼玉県） 
 圏央 菖蒲 ＰＡ 内回り 圏央 菖蒲 ＰＡ 内回り（埼玉県） 
 東北 蓮田 ＳＡ 上り 東北 蓮田 ＳＡ 上り（埼玉県） 
 関越 嵐山 ＰＡ 上り 関越 嵐山 ＰＡ 上り（埼玉県） 
 東北 羽生 ＰＡ 上り 東北 羽生 ＰＡ 上り（埼玉県） 
 関越 高坂 ＳＡ 上り 関越 高坂 ＳＡ 上り（埼玉県） 
 関越 嵐山 ＰＡ 下り 関越 嵐山 ＰＡ 下り（埼玉県） 
 首都 川口 ＰＡ  首都 川口 ＰＡ （埼玉県） 
 外環 新倉 ＰＡ  外環 新倉 ＰＡ （埼玉県） 
 外環 新倉 ＰＡ 外回り 外環 新倉 ＰＡ 外回り（埼玉県） 
 外環 新倉 ＰＡ 内回り 外環 新倉 ＰＡ 内回り（埼玉県） 
 関越 寄居 ＰＡ 下り 関越 寄居 ＰＡ 下り（埼玉県） 
 関越 寄居 ＰＡ 上り 関越 寄居 ＰＡ 上り（埼玉県） 
 関越 高坂 ＳＡ 下り 関越 高坂 ＳＡ 下り（埼玉県） 
 関越 三芳 ＰＡ 下り 関越 三芳 ＰＡ 下り（埼玉県） 
 関越 上里 ＳＡ 下り 関越 上里 ＳＡ 下り（埼玉県） 
 関越 上里 ＳＡ 上り 関越 上里 ＳＡ 上り（埼玉県） 
 首都 八潮 ＰＡ  首都 八潮 ＰＡ （埼玉県） 
 首都 八潮 ＰＡ 上り 首都 八潮 ＰＡ 上り（埼玉県） 

千葉県 東関東 湾岸幕張 ＰＡ 下り 東関東 湾岸幕張 ＰＡ 下り（千葉県） 
 京葉 幕張 ＰＡ 上り 京葉 幕張 ＰＡ 上り（千葉県） 
 京葉 幕張 ＰＡ 下り 京葉 幕張 ＰＡ 下り（千葉県） 
 首都 市川 ＰＡ 西行き 首都 市川 ＰＡ 西行き（千葉県） 
 東関東 大栄 ＰＡ  東関東 大栄 ＰＡ （千葉県） 
 東関東 湾岸幕張 ＰＡ 上り 東関東 湾岸幕張 ＰＡ 上り（千葉県） 

 館山 富楽里 ＰＡ  
館山 富楽里 ＰＡ （千葉県） 

ハイウェイオアシス 
 京葉 京葉市川 ＰＡ 下り 京葉 京葉市川 ＰＡ 下り（千葉県） 
 京葉 幕張 ＰＡ  京葉 幕張 ＰＡ （千葉県） 
 東関東 酒々井 ＳＡ 下り 東関東 酒々井 ＳＡ 下り（千葉県） 
 東関東 酒々井 ＳＡ 上り 東関東 酒々井 ＳＡ 上り（千葉県） 
 東関東 習志野 ＰＡ  東関東 習志野 ＰＡ （千葉県） 
 東関東 習志野 ＰＡ 下り 東関東 習志野 ＰＡ 下り（千葉県） 
 東関東 習志野 ＰＡ 上り 東関東 習志野 ＰＡ 上り（千葉県） 
 東関東 大栄 ＰＡ 下り 東関東 大栄 ＰＡ 下り（千葉県） 
 東関東 大栄 ＰＡ 上り 東関東 大栄 ＰＡ 上り（千葉県） 
 東関東 湾岸幕張 ＰＡ  東関東 湾岸幕張 ＰＡ （千葉県） 

東京都 中央 石川 ＰＡ 上り 中央 石川 ＰＡ 上り（東京都） 
 中央 石川 ＰＡ 下り 中央 石川 ＰＡ 下り（東京都） 
 首都 大井 ＰＡ 東行き 首都 大井 ＰＡ （東京都） 
 首都 加平 ＰＡ 下り 首都 加平 ＰＡ （東京都） 
 東名 東京  上り 東名 東京  （東京都） 
 首都4号 代々木 ＰＡ 上り 首都 4 号 代々木 ＰＡ （東京都） 
 首都 駒形 ＰＡ 上り 首都 駒形 ＰＡ （東京都） 
 首都 大井 ＰＡ 西行き 首都 大井 ＰＡ 西行き（東京都） 
 首都 南池袋 ＰＡ 上り 首都 南池袋 ＰＡ （東京都） 
 首都 平和島 ＰＡ 下り 首都 平和島 ＰＡ （東京都） 
 首都湾岸 辰巳 ＰＡ 第二下り 首都 湾岸 辰巳 ＰＡ （東京都） 
 新東名 東京（用賀） ＩＣ 上り 新東名 東京（用賀） ＩＣ （東京都） 
 中央 石川 ＰＡ  中央 日野 ＰＡ （東京都） 

神奈川県 東名 海老名 ＳＡ 上り 東名 海老名 ＳＡ 上り（神奈川県） 
 東名 中井 ＰＡ 上り 東名 中井 ＰＡ 上り（神奈川県） 
 東名 港北 ＰＡ 上り 東名 港北 ＰＡ 上り（神奈川県） 
 東名 中井 ＰＡ 下り 東名 中井 ＰＡ 下り（神奈川県） 
 圏央 厚木 ＰＡ 外回り 圏央 厚木 ＰＡ 外回り（神奈川県） 
 東名 鮎沢 ＰＡ 上り 東名 鮎沢 ＰＡ 上り（神奈川県） 

都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 
 東名 海老名 ＳＡ 下り 東名 海老名 ＳＡ 下り（神奈川県） 
 東名 港北 ＰＡ 下り 東名 港北 ＰＡ 下り（神奈川県） 
 圏央 厚木 ＰＡ 内回り 圏央 厚木 ＰＡ 内回り（神奈川県） 
 中央 藤野 ＰＡ 上り 中央 藤野 ＰＡ 上り（神奈川県） 
 首都 大黒 ＰＡ  首都 大黒 ＰＡ （神奈川県） 
 中央 藤野 ＰＡ 下り 中央 藤野 ＰＡ 下り（神奈川県） 
 東名 鮎沢 ＰＡ 下り 東名 鮎沢 ＰＡ 下り（神奈川県） 
 横浜横須賀 横須賀 ＰＡ 下り 横浜横須賀 横須賀 ＰＡ 下り（神奈川県） 
 横浜新道 戸塚 ＰＡ  横浜新道 戸塚 ＰＡ （神奈川県） 
 横浜新道 戸塚 ＰＡ 下り 横浜新道 戸塚 ＰＡ 下り（神奈川県） 
 横浜新道 戸塚 ＰＡ 上り 横浜新道 戸塚 ＰＡ 上り（神奈川県） 
 小田原厚木 大磯 ＰＡ 下り 小田原厚木 大磯 ＰＡ 下り（神奈川県） 
 小田原厚木 大磯 ＰＡ 上り 小田原厚木 大磯 ＰＡ 上り（神奈川県） 
 東名 都筑 ＰＡ 上り 第3 京浜 都筑 ＰＡ 上り（神奈川県） 
 第3京浜 保土ヶ谷 ＰＡ 下り 第3 京浜 保土ヶ谷 ＰＡ 下り（神奈川県） 
 中央 相模湖 ＳＡ  中央 相模湖 ＳＡ （神奈川県） 
 東名 神奈川県下 ＰＡ  東名 神奈川県下 ＰＡ （神奈川県） 
 東名 神奈川県下 ＳＡ  東名 神奈川県下 ＳＡ （神奈川県） 

新潟県 関越 山谷 ＰＡ 下り 関越 山谷 ＰＡ 下り（新潟県） 
 北陸 栄 ＰＡ 下り 北陸 栄 ＰＡ 下り（新潟県） 
 北陸 栄 ＰＡ 上り 北陸 栄 ＰＡ 上り（新潟県） 
 北陸 蓮台寺 ＰＡ 下り 北陸 蓮台寺 ＰＡ 下り（新潟県） 
 北陸 蓮台寺 ＰＡ 上り 北陸 蓮台寺 ＰＡ 上り（新潟県） 
 関越 塩沢石田 ＳＡ  関越 塩沢石田 ＳＡ （新潟県） 
 関越 山谷 ＰＡ 上り 関越 山谷 ＰＡ 上り（新潟県） 
 関越 大和 ＰＡ 下り 関越 大和 ＰＡ 下り（新潟県） 
 関越 大和 ＰＡ 上り 関越 大和 ＰＡ 上り（新潟県） 
 日本海東北 荒川 ＰＡ 下り 日本海東北 荒川 ＰＡ 下り（新潟県） 
 日本海東北 荒川 ＰＡ 上り 日本海東北 荒川 ＰＡ 上り（新潟県） 
 日本海東北 豊栄 ＳＡ 下り 日本海東北 豊栄 ＳＡ 下り（新潟県） 
 北陸 黒崎 ＰＡ 下り 北陸 黒崎 ＰＡ 下り（新潟県） 
 北陸 大潟 ＰＡ 下り 北陸 大潟 ＰＡ 下り（新潟県） 
 北陸 大潟 ＰＡ 上り 北陸 大潟 ＰＡ 上り（新潟県） 

富山県 北陸 越中境 ＰＡ 上り 北陸 越中境 ＰＡ 上り（富山県） 
 北陸 小矢部川 ＳＡ 上り 北陸 小矢部川 ＳＡ 上り（富山県） 
 北陸 小矢部川 ＳＡ 下り 北陸 小矢部川 ＳＡ 下り（富山県） 
 東海北陸 城端 ＳＡ 下り 東海北陸 城端 ＳＡ 下り（富山県） 
 北陸 越中境 ＰＡ 下り 北陸 越中境 ＰＡ 下り（富山県） 
 北陸 呉羽 ＰＡ  北陸 呉羽 ＰＡ （富山県） 
 北陸 高岡 ＰＡ 上り 北陸 高岡 ＰＡ 上り（富山県） 
 北陸 小矢部川 ＳＡ  北陸 小矢部川 ＳＡ （富山県） 
 北陸 入善 ＰＡ 上り 北陸 入善 ＰＡ 上り（富山県） 
 北陸 有磯海 ＳＡ 上り 北陸 有磯海 ＳＡ 上り（富山県） 
 北陸 流杉 ＰＡ 下り 北陸 流杉 ＰＡ 下り（富山県） 
 北陸 流杉 ＰＡ 上り 北陸 流杉 ＰＡ 上り（富山県） 

石川県 北陸 尼御前 ＳＡ 下り 北陸 尼御前 ＳＡ 下り（石川県） 
 北陸 徳光 ＰＡ 上り 北陸 徳光 ＰＡ 上り（石川県） 
 北陸 徳光 ＰＡ 下り 北陸 徳光 ＰＡ 下り（石川県） 
 北陸 徳光 ＰＡ  北陸 徳光 ＰＡ （石川県） 
 北陸 尼御前 ＳＡ 上り 北陸 尼御前 ＳＡ 上り（石川県） 

福井県 北陸 南条 ＳＡ 下り 北陸 南条 ＳＡ 下り（福井県） 
 北陸 南条 ＳＡ 上り 北陸 南条 ＳＡ 上り（福井県） 
 北陸 北鯖江 ＰＡ 下り 北陸 北鯖江 ＰＡ 下り（福井県） 
 北陸 北鯖江 ＰＡ 上り 北陸 北鯖江 ＰＡ 上り（福井県） 
 北陸 女形谷 ＰＡ 上り 北陸 女形谷 ＰＡ 上り（福井県） 
 北陸 女形谷 ＰＡ 下り 北陸 女形谷 ＰＡ 下り（福井県） 

山梨県 中央 談合坂 ＳＡ 上り 中央 談合坂 ＳＡ 上り（山梨県） 
 中央 初狩 ＰＡ  中央 初狩 ＰＡ （山梨県） 
 中央 境川 ＰＡ 下り 中央 境川 ＰＡ 下り（山梨県） 
 中央 境川 ＰＡ 上り 中央 境川 ＰＡ 上り（山梨県） 
 中央 釈迦堂 ＰＡ 下り 中央 釈迦堂 ＰＡ 下り（山梨県） 
 中央 釈迦堂 ＰＡ 上り 中央 釈迦堂 ＰＡ 上り（山梨県） 
 中央 初狩 ＰＡ 下り 中央 初狩 ＰＡ 下り（山梨県） 
 中央 初狩 ＰＡ 上り 中央 初狩 ＰＡ 上り（山梨県） 
 中央 双葉 ＳＡ 上り 中央 双葉 ＳＡ 上り（山梨県） 
 中央 談合坂 ＳＡ  中央 談合坂 ＳＡ （山梨県） 
 中央 談合坂 ＳＡ 下り 中央 談合坂 ＳＡ 下り（山梨県） 
 中央 八ヶ岳 ＰＡ  中央 八ヶ岳 ＰＡ （山梨県） 

長野県 中央 阿智 ＰＡ 下り 中央 阿智 ＰＡ 下り（長野県） 
 中央 駒ヶ岳 ＳＡ 下り 中央 駒ヶ岳 ＳＡ 下り（長野県） 
 中央 駒ヶ岳 ＳＡ 上り 中央 駒ヶ岳 ＳＡ 上り（長野県） 
 中央 駒ヶ岳 ＳＡ  中央 駒ヶ岳 ＳＡ （長野県） 
 中央 小黒川 ＰＡ 下り 中央 小黒川 ＰＡ 下り（長野県） 
 中央 辰野 ＰＡ 下り 中央 辰野 ＰＡ 下り（長野県） 
 長野 梓川 ＳＡ 上り 長野 梓川 ＳＡ 上り（長野県） 
 上信越 松代 ＰＡ 下り 上信越 松代 ＰＡ 下り（長野県） 
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都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 
 中央 阿智 ＰＡ 上り 中央 阿智 ＰＡ 上り（長野県） 
 中央 辰野 ＰＡ  中央 辰野 ＰＡ （長野県） 
 長野 みどり湖 ＰＡ 下り 長野 みどり湖 ＰＡ 下り（長野県） 
 長野 梓川 ＳＡ 下り 長野 梓川 ＳＡ 下り（長野県） 
 上信越 松代 ＰＡ 上り 上信越 松代 ＰＡ 上り（長野県） 
 中央 座光寺 ＰＡ  中央 座光寺 ＰＡ （長野県） 
 中央 辰野 ＰＡ 上り 中央 辰野 ＰＡ 上り（長野県） 
 中央 中央洞原 ＰＡ  中央 中央洞原 ＰＡ （長野県） 
 長野 みどり湖 ＰＡ 上り 長野 みどり湖 ＰＡ 上り（長野県） 
 上信越 佐久平 ＰＡ 下り 上信越 佐久平 ＰＡ 下り（長野県） 
 上信越 佐久平 ＰＡ 上り 上信越 佐久平 ＰＡ 上り（長野県） 
 上信越 千曲川さかき ＰＡ 下り 上信越 千曲川さかき ＰＡ 下り（長野県） 
 上信越 千曲川さかき ＰＡ 上り 上信越 千曲川さかき ＰＡ 上り（長野県） 
 中央 諏訪湖 ＳＡ  中央 諏訪湖 ＳＡ （長野県） 
 中央 辰野 ＰＡ 夜間 中央 辰野 ＰＡ 夜間（長野県） 
 中央 中央洞原 ＰＡ 上り 中央 中央洞原 ＰＡ 上り（長野県） 
 中央 長野 ＳＡ  中央 長野 ＳＡ （長野県） 
 長野 みどり湖 ＰＡ  長野 みどり湖 ＰＡ （長野県） 
 長野 姨捨 ＳＡ 下り 長野 姨捨 ＳＡ 下り（長野県） 

岐阜県 中央 恵那峡 ＳＡ 下り 中央 恵那峡 ＳＡ 下り（岐阜県） 
 中央 神坂 ＰＡ  中央 神坂 ＰＡ （岐阜県） 
 中央 屏風山 ＰＡ  中央 屏風山 ＰＡ （岐阜県） 
 中央 屏風山 ＰＡ 上り 中央 屏風山 ＰＡ 上り（岐阜県） 
 名神 羽島 ＰＡ 下り 名神 羽島 ＰＡ 下り（岐阜県） 
 名神 養老 ＳＡ 上り 名神 養老 ＳＡ 上り（岐阜県） 
 中央 恵那峡 ＳＡ 上り 中央 恵那峡 ＳＡ 上り（岐阜県） 
 中央 神坂 ＰＡ 下り 中央 神坂 ＰＡ 下り（岐阜県） 
 中央 屏風山 ＰＡ 下り 中央 屏風山 ＰＡ 下り（岐阜県） 
 東海北陸 ひるがの高原 ＳＡ  東海北陸 ひるがの高原 ＳＡ （岐阜県） 
 名神 羽島 ＰＡ 上り 名神 羽島 ＰＡ 上り（岐阜県） 
 名神 養老 ＳＡ  名神 養老 ＳＡ （岐阜県） 
 名神 養老 ＳＡ 下り 名神 養老 ＳＡ 下り（岐阜県） 

静岡県 東名 足柄 ＳＡ 上り 東名 足柄 ＳＡ 上り（静岡県） 
 新東名 駿河湾沼津 ＳＡ 上り 新東名 駿河湾沼津 ＳＡ 上り（静岡県） 
 新東名 掛川 ＰＡ 上り 新東名 掛川 ＰＡ 上り（静岡県） 
 新東名 浜松 ＳＡ 上り 新東名 浜松 ＳＡ 上り（静岡県） 
 新東名 清水 ＰＡ 上り 新東名 清水 ＰＡ 上り（静岡県） 
 新東名 掛川 ＰＡ 下り 新東名 掛川 ＰＡ 下り（静岡県） 
 新東名 静岡 ＳＡ 上り 新東名 静岡 ＳＡ 上り（静岡県） 
 新東名 遠州森町 ＰＡ 下り 新東名 遠州森町 ＰＡ 下り（静岡県） 
 新東名 浜松 ＳＡ 下り 新東名 浜松 ＳＡ 下り（静岡県） 
 東名 足柄 ＳＡ 下り 東名 足柄 ＳＡ 下り（静岡県） 
 新東名 清水 ＰＡ 下り 新東名 清水 ＰＡ 下り（静岡県） 
 新東名 遠州森町 ＰＡ 上り 新東名 遠州森町 ＰＡ 上り（静岡県） 
 東名 牧之原 ＳＡ 上り 東名 牧之原 ＳＡ 上り（静岡県） 
 新東名 駿河湾沼津 ＳＡ 下り 新東名 駿河湾沼津 ＳＡ 下り（静岡県） 
 新東名 藤枝 ＰＡ 下り 新東名 藤枝 ＰＡ 下り（静岡県） 
 東名 駒門 ＰＡ 上り 東名 駒門 ＰＡ 上り（静岡県） 
 東名 三方原 ＰＡ 上り 東名 三方原 ＰＡ 上り（静岡県） 
 東名 日本坂 ＰＡ 上り 東名 日本坂 ＰＡ 上り（静岡県） 
 東名 日本平 ＰＡ 上り 東名 日本平 ＰＡ 上り（静岡県） 
 東名 由比 ＰＡ 下り 東名 由比 ＰＡ 下り（静岡県） 
 東名 由比 ＰＡ 上り 東名 由比 ＰＡ 上り（静岡県） 
 新東名 静岡 ＳＡ 下り 新東名 静岡 ＳＡ 下り（静岡県） 
 新東名 藤枝 ＰＡ  新東名 藤枝 ＰＡ （静岡県） 
 新東名 藤枝 ＰＡ 上り 新東名 藤枝 ＰＡ 上り（静岡県） 
 東名 愛鷹 ＰＡ 上り 東名 愛鷹 ＰＡ 上り（静岡県） 
 東名 遠州豊田 ＰＡ 上り 東名 遠州豊田 ＰＡ 上り（静岡県） 
 東名 日本平 ＰＡ 下り 東名 日本平 ＰＡ 下り（静岡県） 
 東名 牧之原 ＳＡ  東名 牧之原 ＳＡ （静岡県） 
 東名 三方原 ＰＡ 下り 東名 三方原 ＰＡ 下り（静岡県） 
 東名 日本平 ＰＡ  東名 日本平 ＰＡ （静岡県） 
 東名 浜名湖 ＳＡ 下り 東名 浜名湖 ＳＡ 下り（静岡県） 
 東名 浜名湖 ＳＡ 上り 東名 浜名湖 ＳＡ 上り（静岡県） 
 新東名 静岡 ＳＡ  新東名 静岡県 ＳＡ （静岡県） 
 新東名 静岡 ＳＡ 下り 新東名 静岡県 ＳＡ 下り（静岡県） 
 新東名 藤枝 ＰＡ 下り 新東名 藤枝  下り（静岡県） 
 新東名 藤枝 ＰＡ 上り 新東名 藤枝  上り（静岡県） 
 東名 愛鷹 ＰＡ 下り 東名 愛鷹 ＰＡ 下り（静岡県） 
 東名 駒門 ＰＡ 下り 東名 駒門 ＰＡ 下り（静岡県） 
 東名 御殿場   東名 御殿場  （静岡県） 
 東名 三方原 ＰＡ  東名 三方原 ＰＡ （静岡県） 
 新東名 藤枝 ＰＡ  東名 藤枝 ＰＡ （静岡県） 
 東名 日本坂 ＰＡ  東名 日本坂 ＰＡ （静岡県） 
 東名 日本坂 ＰＡ 下り 東名 日本坂 ＰＡ 下り（静岡県） 
 東名 浜名湖 ＳＡ  東名 浜名湖 ＳＡ （静岡県） 

都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 
 東名 牧之原 ＳＡ 下り 東名 牧之原 ＳＡ 下り（静岡県） 
 東名 由比 ＰＡ  東名 由比 ＰＡ （静岡県） 

愛知県 伊勢湾岸 刈谷 ＰＡ 下り 伊勢湾岸 刈谷 ＰＡ 下り（愛知県） 
 東名 美合 ＰＡ 上り 東名 美合 ＰＡ 上り（愛知県） 
 伊勢湾岸 刈谷 ＰＡ 上り 伊勢湾岸 刈谷 ＰＡ 上り（愛知県） 
 新東名 岡崎 ＳＡ 下り 新東名 岡崎 ＳＡ 下り（愛知県） 
 東名 守山 ＰＡ 下り 東名 守山 ＰＡ 下り（愛知県） 
 名神 尾張一宮 ＰＡ 上り 名神 尾張一宮 ＰＡ 上り（愛知県） 
 新東名 岡崎 ＳＡ 上り 新東名 岡崎 ＳＡ 上り（愛知県） 
 中央 内津峠 ＰＡ 下り 中央 内津峠 ＰＡ 下り（愛知県） 
 東名 赤塚 ＰＡ 下り 東名 赤塚 ＰＡ 下り（愛知県） 
 東名 東郷 ＰＡ 上り 東名 東郷 ＰＡ 上り（愛知県） 
 名神 尾張一宮 ＰＡ 下り 名神 尾張一宮 ＰＡ 下り（愛知県） 
 東名 守山 ＰＡ 上り 東名 守山 ＰＡ 上り（愛知県） 
 東名 新城 ＰＡ 上り 東名 新城 ＰＡ 上り（愛知県） 
 東名 東郷 ＰＡ 下り 東名 東郷 ＰＡ 下り（愛知県） 
 東名 美合 ＰＡ 下り 東名 美合 ＰＡ 下り（愛知県） 
 新東名 長篠設楽原 ＰＡ 下り 新東名 長篠設楽原 ＰＡ 下り（愛知県） 
 東名 上郷 ＳＡ 下り 東名 上郷 ＳＡ 下り（愛知県） 
 東名 上郷 ＳＡ 上り 東名 上郷 ＳＡ 上り（愛知県） 
 新東名 長篠設楽原 ＰＡ 下り 新東名 設楽原 ＰＡ 下り（愛知県） 
 新東名 長篠設楽原 ＰＡ 上り 新東名 設楽原 ＰＡ 上り（愛知県） 
 新東名 豊田 ＪＣＴ  新東名 豊田 ＪＣＴ （愛知県） 
 中央 内津峠 ＰＡ 上り 中央 内津峠 ＰＡ 上り（愛知県） 
 東海環状 鞍ヶ池 ＰＡ 下り 東海環状 鞍ヶ池 ＰＡ 下り（愛知県） 
 東海環状 鞍ヶ池 ＰＡ 上り 東海環状 鞍ヶ池 ＰＡ 上り（愛知県） 
 東名 新城 ＰＡ 下り 東名 新城  下り（愛知県） 
 東名 赤津 ＰＡ 下り 東名 赤津 ＰＡ 下り（愛知県） 
 東名 赤津 ＰＡ 上り 東名 赤津 ＰＡ 上り（愛知県） 
 東名 赤塚 ＰＡ 上り 東名 赤塚 ＰＡ 上り（愛知県） 
 東名 豊橋 ＰＡ  東名 豊橋 ＰＡ （愛知県） 

三重県 東名阪 亀山 ＰＡ 下り 東名阪 亀山 ＰＡ 下り（三重県） 
 伊勢湾岸 湾岸長島 ＰＡ 上り 伊勢湾岸 湾岸長島 ＰＡ 上り（三重県） 
 東名阪 大山田 ＰＡ 上り 東名阪 大山田 ＰＡ 上り（三重県） 
 東名阪 御在所 ＳＡ  東名阪 御在所 ＳＡ （三重県） 
 東名阪 亀山 ＰＡ 上り 東名阪 亀山 ＰＡ 上り（三重県） 
 新名神 鈴鹿 ＳＡ  新名神 鈴鹿 ＰＡ （三重県） 
 伊勢湾岸 湾岸長島 ＰＡ 下り 伊勢湾岸 長島 ＳＡ 下り（三重県） 
 東名阪 御在所 ＳＡ 下り 東名阪 御在所 ＳＡ 下り（三重県） 
 東名阪 御在所 ＳＡ 上り 東名阪 御在所 ＳＡ 上り（三重県） 
 伊勢 安濃 ＳＡ  伊勢 安濃 ＳＡ （三重県） 
 新名神 鈴鹿 ＳＡ 下り 新名神 鈴鹿 ＳＡ 下り（三重県） 
 新名神 鈴鹿 ＳＡ 上り 新名神 鈴鹿 ＳＡ 上り（三重県） 

滋賀県 名神 草津 ＰＡ 下り 名神 草津 ＰＡ 下り（滋賀県） 
 名神 草津 ＰＡ 上り 名神 草津 ＰＡ 上り（滋賀県） 
 名神 大津 ＳＡ 下り 名神 大津 ＳＡ 下り（滋賀県） 
 新名神 土山 ＳＡ 下り 新名神 土山 ＳＡ 下り（滋賀県） 
 名神 多賀 ＳＡ 下り 名神 多賀 ＳＡ 下り（滋賀県） 
 新名神 甲南 ＰＡ 下り 新名神 甲南 ＰＡ 下り（滋賀県） 
 名神 大津 ＳＡ 上り 名神 大津 ＳＡ 上り（滋賀県） 
 名神 多賀 ＳＡ 上り 名神 多賀 ＳＡ 上り（滋賀県） 
 新名神 甲南 ＰＡ 上り 新名神 甲南 ＰＡ 上り（滋賀県） 
 名神 黒丸 ＰＡ 下り 名神 黒丸 ＰＡ 下り（滋賀県） 
 名神 黒丸 ＰＡ 上り 名神 黒丸 ＰＡ 上り（滋賀県） 
 名神 菩提寺 ＰＡ  名神 菩提寺 ＰＡ （滋賀県） 
 新名神 甲南 ＰＡ  新名神 湖南 ＰＡ （滋賀県） 
 新名神 土山 ＳＡ 上り 新名神 土山 ＳＡ 上り（滋賀県） 
 北陸 神田 ＰＡ 上り 北陸 神田 ＰＡ 上り（滋賀県） 
 北陸 賤ヶ岳 ＳＡ 上り 北陸 賤ヶ岳 ＳＡ 上り（滋賀県） 
 名神 湖東三山 ＰＡ  名神 湖東三山 ＰＡ （滋賀県） 
 名神 湖東三山 ＰＡ 下り 名神 湖東三山 ＰＡ 下り（滋賀県） 
 名神 黒丸 ＰＡ  名神 黒丸 ＰＡ （滋賀県） 
 名神 草津 ＰＡ 下り 名神 草津・大津 ＰＡ 下り（滋賀県） 
 名神 菩提寺 ＰＡ 下り 名神 菩提寺 ＰＡ 下り（滋賀県） 
 名神 菩提寺 ＰＡ 上り 名神 菩提寺 ＰＡ 上り（滋賀県） 

京都府 名神 桂川 ＰＡ 下り 名神 桂川 ＰＡ 下り（京都府） 
 名神 桂川 ＰＡ 上り 名神 桂川 ＰＡ 上り（京都府） 
 第二京阪 京田辺 ＰＡ  第二京阪 京田辺 ＰＡ （京都府） 
 第二京阪 京田辺 ＰＡ 下り 第二京阪 京田辺 ＰＡ 下り（京都府） 
 第二京阪 京田辺 ＰＡ 上り 第二京阪 京田辺 ＰＡ 上り（京都府） 
 舞鶴若狭 六人部 ＰＡ 下り 舞鶴若狭 六人部 ＰＡ 下り（京都府） 

大阪府 名神 吹田 ＳＡ 下り 名神 吹田 ＳＡ 下り（大阪府） 
 名神 吹田 ＳＡ 上り 名神 吹田 ＳＡ 上り（大阪府） 
 阪神 朝潮橋 ＰＡ  阪神 朝潮橋 ＰＡ （大阪府） 
 近畿 東大阪 ＰＡ  近畿 東大阪 ＰＡ （大阪府） 
 阪神 泉大津 ＰＡ  阪神 泉大津 ＰＡ （大阪府） 
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都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 
 阪神 中島 ＰＡ  阪神 中島 ＰＡ （大阪府） 
 近畿 八尾 ＰＡ  近畿 八尾 ＰＡ （大阪府） 
 阪神 泉大津 ＰＡ 上り 阪神 泉大津 ＰＡ 上り（大阪府） 
 新名神 茨木千堤寺 ＰＡ  新名神 茨木千堤寺 ＰＡ （大阪府） 
 近畿 東大阪 ＰＡ 下り 近畿 東大阪 ＰＡ 下り（大阪府） 
 近畿 八尾 ＰＡ 上り 近畿 八尾 ＰＡ 上り（大阪府） 
 阪神 泉大津 ＰＡ 下り 阪神 泉大津 ＰＡ 下り（大阪府） 
 近畿 東大阪 ＰＡ 上り 近畿 東大阪 ＰＡ 上り（大阪府） 
 近畿 八尾 ＰＡ 下り 近畿 八尾 ＰＡ 下り（大阪府） 
 阪神 朝潮橋 ＰＡ 上り 阪神 朝潮橋 ＰＡ 上り（大阪府） 
 阪神 朝潮橋 ＰＡ  阪神 弁天町 ＰＡ （大阪府） 
 新名神 茨木千堤寺 ＰＡ 上り 新名神 茨木千堤寺 ＰＡ 上り（大阪府） 

兵庫県 山陽 淡河 ＰＡ 下り 山陽 淡河 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 中国 西宮名塩 ＳＡ 上り 中国 西宮名塩 ＳＡ 上り（兵庫県） 
 山陽 淡河 ＰＡ 上り 山陽 淡河 ＰＡ 上り（兵庫県） 
 山陽 白鳥 ＰＡ 下り 山陽 白鳥 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 山陽 三木 ＳＡ 上り 山陽 三木 ＳＡ 上り（兵庫県） 
 中国 西宮名塩 ＳＡ 下り 中国 西宮名塩 ＳＡ 下り（兵庫県） 
 第二神明 垂水 ＰＡ  第二神明 垂水 ＰＡ （兵庫県） 
 阪神 京橋 ＰＡ  阪神 京橋 ＰＡ （兵庫県） 
 阪神 尼崎 ＰＡ 上り 阪神 尼崎 ＰＡ 上り（兵庫県） 
 山陽 三木 ＳＡ 下り 山陽 三木 ＳＡ 下り（兵庫県） 
 山陽 龍野西 ＳＡ  山陽 龍野西 ＳＡ （兵庫県） 
 第二神明 垂水 ＰＡ 下り 第二神明 垂水 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 山陽 権現湖 ＰＡ 下り 山陽 権現湖 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 山陽 権現湖 ＰＡ 上り 山陽 権現湖 ＰＡ 上り（兵庫県） 
 山陽 白鳥 ＰＡ 上り 山陽 白鳥 ＰＡ 上り（兵庫県） 
 中国 赤松 ＰＡ  中国 赤松 ＰＡ （兵庫県） 
 姫路ＢＰ 別所 ＰＡ 下り 姫路ＢＰ 別所 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 阪神 京橋 ＰＡ 下り 阪神 京橋 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 阪神 前開 ＰＡ  阪神 前開 ＰＡ （兵庫県） 
 阪神 南芦屋浜 ＰＡ  阪神 南芦屋浜 ＰＡ （兵庫県） 
 山陽 権現湖 ＰＡ  山陽 権現湖 ＰＡ （兵庫県） 
 山陽 瀧野西 ＳＡ 下り 山陽 瀧野西 ＳＡ 下り（兵庫県） 
 山陽 兵庫県内全般  上り 山陽 兵庫県内全般  上り（兵庫県） 
 山陽 龍野西 ＳＡ 下り 山陽 龍野  下り（兵庫県） 
 山陽 龍野西 ＳＡ 上り 山陽 龍野西 ＳＡ 上り（兵庫県） 
 新名神 宝塚北 ＳＡ  新名神 宝塚北 ＳＡ （兵庫県） 
 新名神 宝塚北 ＳＡ 上り 新名神 宝塚北 ＳＡ 上り（兵庫県） 
 第2神明 姫路西 ＰＡ  第 2 神明 姫路西 ＰＡ （兵庫県） 
 第二神明 名谷  下り 第二神明 名谷  下り（兵庫県） 
 第二神明 名谷 ＳＡ 下り 第二神明 名谷 ＳＡ 下り（兵庫県） 
 第二神明 明石 ＳＡ  第二神明 明石 ＳＡ （兵庫県） 
 第二神明 明石 ＳＡ 下り 第二神明 明石 ＳＡ 下り（兵庫県） 
 第二神明 明石 ＳＡ 上り 第二神明 明石 ＳＡ 上り（兵庫県） 
 中国 加西 ＳＡ  中国 加西 ＳＡ （兵庫県） 
 中国 社 ＰＡ  中国 社 ＰＡ （兵庫県） 
 中国 社 ＰＡ 上り 中国 社 ＰＡ 上り（兵庫県） 
 中国 西宮 ＳＡ 下り 中国 西宮 ＳＡ 下り（兵庫県） 
 中国 西宮北 ＰＡ 下り 中国 西宮北 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 中国 赤松 ＰＡ 下り 中国 赤松 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 中国 赤松 ＰＡ 上り 中国 赤松 ＰＡ 上り（兵庫県） 
 中国 損保川 ＰＡ 下り 中国 損保川 ＰＡ 下り（兵庫県） 
 中国 揖保川 ＰＡ  中国 揖保川 ＰＡ （兵庫県） 
 播但(上下) 豊富 ＰＡ  播但 （上下） 豊富 ＰＡ （兵庫県） 
 姫路ＢＰ 別所 ＰＡ  姫路ＢＰ 別所 ＰＡ （兵庫県） 
 姫路ＢＰ 別所 ＰＡ 上り 姫路ＢＰ 別所 ＰＡ 上り（兵庫県） 
 舞鶴 篠山 ＳＡ  舞鶴 篠山 ＳＡ （兵庫県） 
 舞鶴若峡 西紀 ＳＡ  舞鶴若峡 西紀 ＳＡ （兵庫県） 

奈良県 西名阪 天理 ＰＡ 上り 西名阪 天理 ＰＡ 上り（奈良県） 
 西名阪 天理 ＰＡ 下り 西名阪 天理 ＰＡ 下り（奈良県） 
 西名阪 香芝 ＳＡ 下り 西名阪 香芝 ＳＡ 下り（奈良県） 
 西名阪 香芝 ＳＡ 上り 西名阪 香芝 ＳＡ 上り（奈良県） 

和歌山県 阪和 紀の川 ＳＡ 下り 阪和 紀の川 ＳＡ 下り（和歌山県） 
 湯浅御坊 吉備湯浅 ＰＡ  湯浅御坊 吉備湯浅 ＰＡ （和歌山県） 
 京奈和 かつらぎ西 ＰＡ  京奈和 かつらぎ西 ＰＡ （和歌山県） 
 湯浅御坊 吉備湯浅 ＰＡ 下り 湯浅御坊 吉備湯浅 ＰＡ 下り（和歌山県） 
 湯浅御坊 吉備湯浅 ＰＡ 上り 湯浅御坊 吉備湯浅 ＰＡ 上り（和歌山県） 

鳥取県 鳥取 用瀬 ＰＡ  鳥取 用瀬 ＰＡ （鳥取県） 

岡山県 山陽 道口 ＰＡ 上り 山陽 道口 ＰＡ 上り（岡山県） 
 山陽 吉備 ＳＡ 下り 山陽 吉備 ＳＡ 下り（岡山県） 
 山陽 瀬戸 ＰＡ 下り 山陽 瀬戸 ＰＡ 下り（岡山県） 
 山陽 瀬戸 ＰＡ 上り 山陽 瀬戸 ＰＡ 上り（岡山県） 
 山陽 篠坂 ＰＡ 下り 山陽 篠坂 ＰＡ 下り（岡山県） 
 瀬戸中央 粒江 ＰＡ 下り 瀬戸中央 粒江 ＰＡ 下り（岡山県） 
 山陽 篠坂 ＰＡ 上り 山陽 篠坂 ＰＡ 上り（岡山県） 

都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 
 山陽 福石 ＰＡ  山陽 福石 ＰＡ （岡山県） 
 山陽 福石 ＰＡ 下り 山陽 福石 ＰＡ 下り（岡山県） 
 山陽 福石 ＰＡ 上り 山陽 福石 ＰＡ 上り（岡山県） 
 山陽 岡谷県下 ＰＡ  山陽 岡谷県下 ＰＡ （岡山県） 
 山陽 岡谷県下 ＳＡ  山陽 岡谷県下 ＳＡ （岡山県） 
 山陽 吉備 ＳＡ 上り 山陽 吉備 ＳＡ 上り（岡山県） 
 山陽 道口 ＰＡ 下り 山陽 道口 ＰＡ 下り（岡山県） 
 瀬戸中央 粒江 ＰＡ  瀬戸中央 粒江 ＰＡ （岡山県） 
 中国 勝央 ＳＡ 下り 中国 勝央 ＳＡ 下り（岡山県） 

広島県 山陽 宮島 ＳＡ 下り 山陽 宮島 ＳＡ 下り（広島県） 
 山陽 小谷 ＳＡ 下り 山陽 小谷 ＳＡ 下り（広島県） 
 山陽 沼田 ＰＡ 下り 山陽 沼田 ＰＡ 下り（広島県） 
 山陽 奥屋 ＰＡ 上り 山陽 奥屋 ＰＡ 上り（広島県） 
 山陽 奥屋 ＰＡ 下り 山陽 奥屋 ＰＡ 下り（広島県） 
 山陽 小谷 ＳＡ 上り 山陽 小谷 ＳＡ 上り（広島県） 
 山陽 沼田 ＰＡ 上り 山陽 沼田 ＰＡ 上り（広島県） 
 山陽 八幡 ＰＡ 下り 山陽 八幡 ＰＡ 下り（広島県） 
 山陽 福山 ＳＡ 上り 山陽 福山 ＳＡ 上り（広島県） 
 山陽 宮島 ＳＡ 上り 山陽 宮島 ＳＡ 上り（広島県） 
 山陽 八幡 ＰＡ 上り 山陽 八幡 ＰＡ 上り（広島県） 
 山陽 福山 ＳＡ 下り 山陽 福山 ＳＡ 下り（広島県） 
 広島 久地 ＰＡ 上り 広島 久地 ＰＡ 上り（広島県） 
 山陽 高坂 ＰＡ 下り 山陽 高坂 ＰＡ 下り（広島県） 
 山陽 大竹  下り 山陽 大竹  下り（広島県） 
 山陽 八幡 ＰＡ  山陽 八幡 ＰＡ （広島県） 

山口県 中国 王司 ＰＡ 下り 中国 王司 ＰＡ 下り（山口県） 
 山陽 佐波川 ＳＡ 下り 山陽 佐波川 ＳＡ 下り（山口県） 
 中国 美東 ＳＡ 下り 中国 美東 ＳＡ 下り（山口県） 
 山陽 下松 ＳＡ 下り 山陽 下松 ＳＡ 下り（山口県） 
 山陽 佐波川 ＳＡ 上り 山陽 佐波川 ＳＡ 上り（山口県） 
 山陽 下松 ＳＡ 上り 山陽 下松 ＳＡ 上り（山口県） 
 中国 伊佐 ＰＡ 下り 中国 伊佐 ＰＡ 下り（山口県） 
 中国 王司 ＰＡ 上り 中国 王司 ＰＡ 上り（山口県） 
 中国 美東 ＳＡ 上り 中国 美東 ＳＡ 上り（山口県） 
 山陽 玖珂 ＰＡ 下り 山陽 玖珂 ＰＡ 下り（山口県） 
 山陽 玖珂 ＰＡ 上り 山陽 玖珂 ＰＡ 上り（山口県） 
 中国 伊佐 ＰＡ 上り 中国 伊佐 ＰＡ 上り（山口県） 
 関門 壇之浦 ＰＡ 上り 関門 壇之浦 ＰＡ （山口県） 
 九州 壇之浦 ＰＡ 下り 九州 壇ノ浦 ＰＡ 下り（山口県） 
 山陽 山口県全域 ＰＡ 上り 山陽 山口県下 ＰＡ （山口県） 
 山陽 山口県全域 ＳＡ 上り 山陽 山口県下 ＳＡ （山口県） 
 山陽 周防灘 ＰＡ  山陽 周防灘 ＰＡ （山口県） 
 山陽 富海 ＰＡ 下り 山陽 富海 ＰＡ （山口県） 
 山陽 富海 ＰＡ 上り 山陽 富海 ＰＡ 上り（山口県） 
 中国 壇之浦 ＰＡ 下り 中国 壇ノ浦 ＰＡ 下り（山口県） 
 中国 美祢 ＳＡ  中国 美祢 ＳＡ （山口県） 

香川県 高松 津田の松原 ＳＡ 下り 高松 津田の松原 ＳＡ 下り（香川県） 
 高松 府中湖 ＰＡ 下り 高松 府中湖 ＰＡ 下り（香川県） 

愛媛県 松山 入野 ＰＡ 下り 松山 入野 ＰＡ 下り（愛媛県） 
 松山 桜三里 ＰＡ 下り 松山 桜三里 ＰＡ 下り（愛媛県） 
 松山 桜三里 ＰＡ 上り 松山 桜三里 ＰＡ 上り（愛媛県） 

福岡県 九州 古賀 ＳＡ 下り 九州 古賀 ＳＡ 下り（福岡県） 
 九州 鞍手 ＰＡ 下り 九州 鞍手 ＰＡ 下り（福岡県） 
 九州 基山 ＰＡ 下り 九州 基山 ＰＡ 下り（福岡県） 
 九州 吉志 ＰＡ 下り 九州 吉志 ＰＡ 下り（福岡県） 
 九州 須恵 ＰＡ 下り 九州 須恵 ＰＡ 下り（福岡県） 
 九州 須恵 ＰＡ 上り 九州 須恵 ＰＡ 上り（福岡県） 
 九州 古賀 ＳＡ 上り 九州 古賀 ＳＡ 上り（福岡県） 
 九州 直方 ＰＡ 上り 九州 直方 ＰＡ 上り（福岡県） 
 九州 吉志 ＰＡ 上り 九州 吉志 ＰＡ 上り（福岡県） 
 九州 広川 ＳＡ 下り 九州 広川 ＳＡ 下り（福岡県） 
 九州 広川 ＳＡ 上り 九州 広川 ＳＡ 上り（福岡県） 
 九州 直方 ＰＡ 上り 九州 鞍手 ＰＡ 上り（福岡県） 
 九州 広川 ＳＡ  九州 広川 ＳＡ （福岡県） 
 九州 山川 ＰＡ 下り 九州 山川 ＰＡ 下り（福岡県） 
 九州 山川 ＰＡ 上り 九州 山川 ＰＡ 上り（福岡県） 
 九州 直方 ＰＡ  九州 直方 ＰＡ （福岡県） 
 九州 鞍手 ＰＡ 下り 九州 直方 ＰＡ 下り（福岡県） 
 大分 大刀洗 ＰＡ 下り 大分 大刀洗 ＰＡ 下り（福岡県） 
 東九州 今川 ＰＡ 下り 東九州 今川 ＰＡ 下り（福岡県） 
 東九州 上毛 ＰＡ 下り 東九州 上毛 ＰＡ 下り（福岡県） 
 東九州 上毛 ＰＡ 上り 東九州 上毛 ＰＡ 上り（福岡県） 

佐賀県 九州 基山 ＰＡ 上り 九州 基山 ＰＡ 上り（佐賀県） 
 九州 鳥栖  下り 九州 鳥栖  下り（佐賀県） 
 九州 鳥栖  上り 九州 鳥栖  上り（佐賀県） 
 長崎 金立 ＳＡ 上り 長崎 金立 ＳＡ 上り（佐賀県） 
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都道府県名 路線名 名称 SA・PA種別 上下区分等 路線・名称・上下・都道府県 

熊本県 九州 北熊本 ＳＡ 下り 九州 北熊本 ＳＡ 下り（熊本県） 
 九州 玉名 ＰＡ 下り 九州 玉名 ＰＡ 下り（熊本県） 
 九州 北熊本 ＳＡ 上り 九州 北熊本 ＳＡ 上り（熊本県） 
 九州 玉名 ＰＡ 上り 九州 玉名 ＰＡ 上り（熊本県） 
 九州 坂本 ＰＡ 下り 九州 坂本 ＰＡ 下り（熊本県） 
 九州 宮原 ＳＡ 下り 九州 宮原 ＳＡ 下り（熊本県） 
 九州 玉名 ＰＡ  九州 玉名 ＰＡ （熊本県） 
 九州 坂本 ＰＡ 上り 九州 坂本 ＰＡ 上り（熊本県） 
 九州 緑川 ＰＡ 下り 九州 緑川 ＰＡ 下り（熊本県） 
 九州 緑川 ＰＡ 上り 九州 緑川 ＰＡ 上り（熊本県） 

大分県 九州 玖珠 ＳＡ 上り 九州 玖珠 ＳＡ 上り（大分県） 
 九州 別府湾 ＳＡ 下り 九州 別府湾 ＳＡ 下り（大分県） 

宮崎県 九州 えびの ＰＡ 下り 九州 えびの ＰＡ 下り（宮崎県） 
鹿児島県 九州 桜島 ＳＡ 下り 九州 桜島 ＳＡ 下り（鹿児島県） 

 東九州 国分 ＰＡ  東九州 国分 ＰＡ （鹿児島県） 
 東九州 国分 ＰＡ 下り 東九州 国分 ＰＡ 下り（鹿児島県） 
 南九州西回り 美山 ＰＡ 下り 南九州西回り 美山 ＰＡ 下り（鹿児島県） 
 南九州西回り 美山 ＰＡ 上り 南九州西回り 美山 ＰＡ 上り（鹿児島県） 

沖縄県 沖縄 中城 ＰＡ 下り 沖縄 中城 ＰＡ 下り（沖縄県） 
 沖縄 中城 ＰＡ 上り 沖縄 中城 ＰＡ 上り（沖縄県） 

 

 

文言集 6 (国道県道渋滞集計) 
都道府県名 路線名 区間 

北海道 国道 274 号 札幌新道～平和通り交差点 
 国道 274 号 雁来～厚別 
 国道 275 号 雁木大橋 
 国道 275 号 新道 国道 275 号との交差 
 36 号 美しが丘コストコ交差点 
 外環状 産業道路 美原～山の手間 
 国道 12 号 旭川市春志内トンネル及び神居古潭トンネル 
 国道 12 号 貴江 片道一車線の所 
 国道 12 号 神居古丹 （旭川） 
 国道 12 号 滝川市内出口 
 国道 12 号 東橋 
 国道 12 号 東橋交差点～36 号線交差点 
 国道 230 号 中山峠～藤野 
 国道 236 号 様似～静内 
 国道 237 号 美瑛町付近 
 国道 239 号 和迩ＩＣ～坂本北ＩＣ 
 国道 274 号 新川方面 札幌インター〇〇～東雁木まで 
 国道 274 号 新道 国道 275 号との交差 
 国道 274 号 日高町交差点 
 国道 337 号（道道 225 号） 銭函 4 丁目交差点 
 国道 36 号 大曲・北広島 
 国道 5 号 北1 条東1 丁目交差点及び北33 条西5 丁目交差点 
 札幌新道 大谷地～新川 
 札幌地区 橋のある道全般 
 道道 125 号～道道 452 号 新川ＩＣ付近～(道道125号)～北24条～(道道452号)～北1条 

青森県 国道 4 号 道の駅七戸交差点 

岩手県 国道 4 号 花巻バイパスから花巻南ＩＣ入口 
 国道 4 号 盛岡 

宮城県 国道 4 号 鹿又交差点 
 国道 45 号 坂下交差点 
 国道 4 号 六丁目交差点 
 国道 45 号 松島 
 国道 45 号 松島海岸駅～松島第一小学校 
 国道 4 号 運転免許センター入口 
 県道 10 号 七木田橋周辺 
 県道 10 号 仙台空港 
 県道 10 号 仙台港ＩＣ出口 
 県道 10 号 東部復興道路 
 県道 10 号 閖上大橋周辺 
 県道 22 号 仙台市 台原 
 県道 22 号 仙台市泉区 泉中央 
 県道 22 号 仙台市泉将監トンネル 
 県道 31 号 仙台市 北四番丁～東北大学 
 県道 31 号 東北大学病院 
 県道 58 号 多賀城市 大代（右折レーン） 
 県道 8 号 （利府街道） 岩切～利府 
 県道 8 号 岩切交差点 
 県道 8 号 坂下交差点～仙台市幸町 仙台ガス局 
 県道 8 号 仙台ガス局前交差点 
 県道塩釜亘理 蒲生前通り～蒲生二本木 
 国道 175 号 三本木 

都道府県名 路線名 区間 
 国道 23 号 大崎ＩＣ～小松原ＩＣ 
 国道 286 号 仙台南ＩＣ～長町方面（特に通勤時間帯） 
 国道 31 号 馬越石トンネル 
 国道 457 号 ＪＲ落合駅～折笠交差点 
 国道 45 号 越ノ浦からの下り線（マリンゲートまで） 
 国道 45 号 塩釜 
 国道 45 号 塩釜 観光桟橋かなり酷いので早急な対応望む 
 国道 45 号 塩釜～仙台 
 国道 45 号 塩釜マリンゲート 
 国道 45 号 塩釜市 新浜交番前の上下線 
 国道 45 号 塩釜市 杉ノ入から北浜 
 国道 45 号 塩釜市 北浜 
 国道 45 号 気仙沼市田中バイパス 
 国道 45 号 苦竹 
 国道 45 号 苦竹ＩＣ 
 国道 45 号 鹿折（宮城県立東陵高等学校前信号） 学生通学時間帯、勤ラッシュが重なるとき 
 国道 45 号 松島周辺 
 国道 45 号 新浜交番 
 国道 45 号 多賀城市 下馬の交差点 
 国道 45 号 多賀城市八幡交差点（右折レーン） 
 国道 45 号 中野 
 国道 45 号 北浜～荒浜 上下線 
 国道 47 号 鳴子峡レストハウス入口 
 国道 48 号 愛子バイパス 
 国道 48 号 熊ヶ根～愛子 
 国道 48 号 広瀬総合運動公園前交差点 
 国道 48 号 森の駅 
 国道 48 号 仙台市 東北大学病院～市内 
 国道 4 号 運転免許センター交差点 
 国道 4 号 岩沼市阿武隈の国道 4 号と国道 6 号の分岐 
 国道 4 号 宮城県内 古川～築館間上下線の片側1 車線区間 
 国道 4 号 宮城県免許センター 
 国道 4 号 苦竹ＩＣ～泉ＩＣ 
 国道 4 号 市名坂交差点 
 国道 4 号 仙台市泉区 市名坂 
 国道 4 号 仙台市泉区～仙台市太白区八本松地内（上下線） 
 国道 4 号 仙台鳥井原交差点 
 国道 4 号 仙台鶴ケ谷交差点 
 国道 4 号 仙台六丁目交差点 
 国道 4 号 泉～名取（朝夕各所） 
 国道 4 号 泉ＩＣ 
 国道 4 号 泉ＩＣ～仙台市 
 国道 4 号 泉区から苦竹ＩＣが特にひどい（上下線） 
 国道 4 号 泉区市名坂～鶴ケ谷～名取市田高 
 国道 4 号 泉免許センター入口交差点 
 国道 4 号 大崎市古城交差点 
 国道 4 号 大沢大ヶ沢交差点 
 国道 4 号 築館 
 国道 4 号 槻木 山崎パン工場 
 国道 4 号 鶴ケ谷～泉ＩＣ 
 国道 4 号 鶴ケ谷交差点 
 国道 4 号 箱堤交差点 
 国道 4 号 箱堤交差点～泉ＩＣ 
 国道 4 号 名取～岩沼間（上下線）慢性的に渋滞 
 国道 4 号（仙台バイパス） 山崎交差点 
 国道 5 号 仙台市内 
 産業道路 町前交差点周辺、仙台港方向から渋滞する 
 仙台塩釜 中の島東交差点～塩釜築港大通 
 仙台-松島 8 号 仙台ガス局前 

秋田県 国道 7 号 秋田市内における渋滞 
 国道 7 号 二ツ井～象潟間工事渋滞が多すぎ 
 国道 7 号・8 号 新潟新新バイパス 

山形県 国道 13 号 立谷川交差点 
 国道 13 号 桜田 
 国道 13 号 松山交差点～成沢 
 国道 13 号 青田 
 国道 13 号 南陽市岩部山トンネル 
 国道 7 号 酒田市京田交差点 

福島県 国道 4 号 福島市内 
 国道 357 号 秋津～若松～栄町～二俣 
  広野ＩＣに接続する国道、県道 
 京奈和 郡山出口 
 国道 247 号 棚倉ＩＣ 
 国道 49 号 いわき中央インター 上下線渋滞 
 国道 49 号 郡山警察署前交差点（通勤ラッシュ時の渋滞大） 
 国道 4 号 4号線下り線（福島県郡山市日和田町・三菱ふそう先の右折ラインの場所）通勤時間帯 
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都道府県名 路線名 区間 
 国道 4 号 旧4号線と4号線の合流地点（福島県郡山市日和田）通勤時間帯 
 国道 4 号 郡山 
 国道 4 号 郡山バイパス 
 国道 4 号 国見交差点 
 国道 4 号 上り 郡山～矢吹 
 国道 4 号 仁池向交差点 
 国道 4 号 須賀川 
 国道 4 号 大黒町交差点 
 国道 4 号 伏拝交差点 
 国道 4 号 福島県 安達ヶ原入口交差点 （上り） 
 国道 4 号 福島県 惎池下交差点 （上り） 
 国道 4 号 福島市市内 
 国道 4 号 福島市内（通勤時間帯） 
 国道 6 号 上り 広野～四ツ倉 復興の作業社長などで大渋滞である 午後3時以降 
 国道 6 号 浪江～広野 

茨城県 新国道 4 号バイパス 五霞町消防署前交差点 
 国道 6 号 石岡市全線 
 国道 6 号 土浦市 中貫交差点 
 国道 6 号 日立市内全線 
 国道 125 号 下妻市 高道祖東 
 国道 294 号 筑西市 西谷貝交差点 
 国道 294 号と国道50 号 下館の交差点 
 国道 354 号 古河市 大堤交差点 
 国道 4 号 下り 五霞町 五霞交差点 
 国道 4 号 五霞町 五霞 下線 
 国道 4 号 五霞町 五霞交差点 
 国道 4 号 五霞町 道の駅ごか～消防署前 
 国道 50 号 筑西市 玉戸交差点 
 国道 50 号 筑西市 門井交差点 
 国道 6 号 つくば市 学園東大通り入口 
 国道 6 号 ひたちなか市 田彦→市毛（8:30～9:00 頃） 
 国道 6 号 牛久市 牛久駅西入口 
 国道 6 号 牛久市内全線 
 国道 6 号 水戸市 水戸大橋（8:30～9:00 頃） 
 国道 6 号 土浦市内全線 

栃木県 国道 4 号 栃木県 西那須野三島（北）交差点 
 国道新 4 号 上三川町上蒲生中交差点 
 国道 50 号 佐野新都市（栃木県佐野市） 
 新国道 4 号バイパス 宇都宮市平出 （夕方） 
 宇都宮環状 国道 119 号 長岡交差点 
 国道 4 号 矢板ＩＣ交差点 
 栃木県道 64 号 平出陸橋～柳田大橋（柳田街道） 
 宇都宮北道路 上戸祭出口 
 県道 2 号 八千代 1 丁目交差点 
 国道 18 号 野田市新井南交差点 
 国道 23 号 上り 日光川大橋 藤前流通団地ＩＣ 
 国道 23 号 日光川～北頭 
 国道 4 号 下 那須塩原市街～矢板市街 
 国道 4 号 黒磯 
 国道 4 号 出井～向野（小山市） 
 国道 4 号 上 那須塩原市街～矢板市街 
 国道 4 号 上下 那須町～矢板 
 国道 4 号 上三川町上蒲生中交差点 
 国道 4 号 中交差点 （栃木県矢板市） 
 国道 4 号 栃木 
 国道 4 号 那須市内 
 国道 4 号 那須川 
 国道 50 号 小山高架橋 
 国道 50 号 神鳥栖～小田林（西）（栃木県小山市）（小山市旧4 号～4 号バイパス 上下） 
 国道 67 号 下津原交差点 
 国道新 4 号 那須塩原 400 号交差点 
 新国道 4 号 石橋宇都宮バイパス 寺内交差点 （下り） 

群馬県 国道 50 号 西久保交差点 
 県道 27 号 高崎市芝塚交差点 
 県道 3 号 新里町小林交差点 
 県道 71 号 吉井町池交差点 
 高駒線 亀里町→高崎市内を抜けるまで 
 国道 17～18 安中～高崎 
 国道 17 号  伊熊 
 国道 17 号  高崎市、前橋市 
 国道 17 号  前橋市 
 国道 17 号 （上武） 芳賀東部団地 
 国道 17 号 五代工業団地 
 国道 17 号 渋川～前橋 
 国道 17 号 上武ＢＰ上り線 新上武橋手前 
 国道 17 号 上武バイパス上武小神明交差点 

都道府県名 路線名 区間 
 国道 17 号 上武小神明交差点～上泉交差点 
 国道 17 号 前橋市五代工業団地 
 国道 17 号 倉賀野～新町門等 
 国道 17 号 並榎町～城南大橋 
 国道 18 号 セキチュー 
 国道 18 号 安中市 高別当 
 国道 254 号 藤岡市小林交差点 
 国道 354 号 小桑原 
 国道 354 号 赤生田～館林インター前 
 国道 354 号 緑町～小桑原 
 国道 407 号 刀水橋 
 国道 50 号  前橋市～鹿 
 国道 50 号 広沢高架橋下（群馬県桐生市） 
 国道 50 号 小島田交差点 
 国道 50 号 前鹿田交差点 
 上武 上武橋（下り） 
 上武 上武橋（上り） 
 上武 上武上泉交差点（下り） 
 上武 上武大橋 

埼玉県 国道 122 号 加倉（南）交差点 
 国道 122 号 大門交差点 
 国道 122 号 加倉交差点 
 国道 16 号 加倉（南）交差点 
 国道 17 号 新大宮バイパス 
 国道 17 号 大宮バイパス 
 国道 17 号 町谷 
 19 号 野田橋 
 さいたま栗橋（埼玉県道 3 号） 東大宮バイパス 
 県道 115 号 越谷～草加（埼玉県） 
 県道 27 号 天神二丁目～御成橋（東）（埼玉県鴻巣市） 
 県道 3 号  関山交差点 
 県道 3 号  吉野西交差点 
 県道 3 号  久喜駅入口交差点 
 県道 3 号  原市交差点 
 国道 116 号 西区～西蒲区 田島交差点 
 国道 116 号 田島交差点 
 国道 122 号 浦和ＩＣ 
 国道 122 号 加倉（北）交差点 
 国道 122 号 加倉（北）交差点と加倉（南）交差点の上り・下り 
 国道 122 号 岩槻区 16 号との加倉交差点 （下り） 
 国道 122 号 国道 16 と 122 号交差点 
 国道 122 号 昭和橋羽生側上り信号機 
 国道 122 号 石神交差点 
 国道 122 号 大門（埼玉県さいたま市） 
 国道 122 号 大門交差点の上り・下り 
 国道 125 号 佐沼公園入口 
 国道 140 号 玉淀大橋 
 国道 140 号 熊谷警察署前交差点 
 国道 16 号 さいたま市～春日部 
 国道 16 号 下り 岩槻インターチェンジ 
 国道 16 号 加倉交差点 
 国道 16 号 埼玉県さいたま市 
 国道 16 号 埼玉県内 
 国道 16 号 上り 岩槻インターチェンジ 
 国道 16 号 新宿町（北）～川越ＩＣ 
 国道 16 号 川越方面 
 国道 16 号 大袋新田 
 国道 16 号 東北道岩槻ＩＣ 
 国道 16 号 入間ＩＣからアウトレット・コストコ入間店まで 
 国道 17 号 ＢＰ 三橋 
 国道 17 号 ＢＰ 町谷 
 国道 17 号 バイパス 三橋 
 国道 17 号 バイパス 上り 三橋交差点 
 国道 17 号 バイパス 田島 
 国道 17 号 吉野町交差点 
 国道 17 号 戸田橋～与野 
 国道 17 号 三橋 
 国道 17 号 四拾坂下 
 国道 17 号 上尾運動公園交差点 
 国道 17 号 上尾交差点 
 国道 17 号 上尾市内～戸田市内 
 国道 17 号 蓮沼交差点 
 国道 20 号 大原陸橋 
 国道 254 号  新座 
 国道 254 号 田島交差点 
 国道 254 号 氷川町交差点 
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 国道 289 号 三郷西ＩＣ 
 国道 298 号 三郷西出口 
 国道 298 号 草加～三郷 
 国道 298 号 草加～川口市 
 国道 298 号 草加産業道路交差点 
 国道 354 号 鴻巣西 
 国道 407 号 熊谷警察署前 
 国道 407 号 日高～鶴ヶ島日光街道杉並木 
 国道 463 号 下大久保交差点 
 国道 4 号 越谷市～草加市 
 国道 4 号 下り 春日部ＢＰ～草加 
 国道 4 号 下間久里（北）交差点 埼玉県越谷市 
 国道 4 号 下間久里～梅島陸橋 
 国道 4 号 上り 春日部ＢＰ～草加 
 国道 4 号 新善町交差点 
 国道 4 号 新明町交差点 
 国道 4 号 新明町北交差点 
 国道 4 号 草加 
 国道 4 号 草加西町 
 国道 4 号 朝の通勤時の越谷 
 国道 4 号 朝は越谷・草加 
 国道 8 号 本郷交差点 
 埼玉県 国道4 号バイパス （上り） 下間久里（北）交差点 
 埼玉県道 吉野町 
 新大宮バイパス 田島交差点 

千葉県 国道 16 号 呼塚交差点 
 国道 357 号 若松交差点 
 国道 16 号 千葉北 
 国道 16 号 柏 
 国道 16 号 穴川 
 国道 16 号 内回り 呼塚交差点 
 国道 16 号 柏ＩＣ 
 国道 357 号 浦安 
 国道 357 号 栄町交差点 
 国道 357 号 若松～日の出 
 国道 357 号 千鳥町交差点 
 国道 357 号 船橋市内 
 国道 357 号 二俣 
 国道 6 号 陣ヶ前交差点 
 29 号 流山橋 
 326 号 玉葉橋 
 3 号 芽吹大橋 
 66 号 御成街道 
 87 号 （週末） 木更津金田ＩＣ 
 8 号 駿河台交差点 
 茨城県道 326 号 玉葉橋 
 茨城県道 3 号 目吹大橋 
 夏見小室 夏見台～船橋駅 
 環状 8 号 若林 
 県道 8 号 大島田交差点～若松交差点（千葉県） 
 県道 8 号（千葉県） 中野木交差点 
 国道 14 号 運輸支局入口 
 国道 14 号 千葉市内 
 国道 14 号 千葉市美浜区の黒砂陸橋 
 国道 14 号 船橋湊町 
 国道 14 号 中山競馬場入り口 
 国道 16 号 （外） 松ヶ崎交差点～柏ＩＣ 
 国道 16 号 （内） 松ヶ崎交差点～柏トンネル 
 国道 16 号 下り 千葉北警察署 
 国道 16 号 外回り 呼塚交差点 
 国道 16 号 外回り 市原埠頭入口 
 国道 16 号 外回り 千葉北ＩＣ 
 国道 16 号 穴川交差点（千葉県千葉市） 
 国道 16 号 呼塚交差点⇔十余二工業団地間 
 国道 16 号 五井 
 国道 16 号 黒砂～穴川～スポーツセンター 
 国道 16 号 若柴（千葉県柏市） 
 国道 16 号 若松～柏トンネル 
 国道 16 号 勝田台（八千代）～スポーツセンター（千葉市） 
 国道 16 号 小室交差点 
 国道 16 号 上り 千葉北警察署 
 国道 16 号 千葉北ＩＣ 
 国道 16 号 千葉北インター（千葉県千葉市） 
 国道 16 号 千葉北警察 
 国道 16 号 千葉北警察署前 
 国道 16 号 千葉北警察署前交差点 

都道府県名 路線名 区間 
 国道 16 号 千葉北入口 
 国道 16 号 村上団地交差点⇔千葉北警察署前間 
 国道 16 号 村田町 
 国道 16 号 柏～千葉 
 国道 16 号 柏～千葉北 
 国道 16 号 柏ＩＣ 内回り 
 国道 16 号 柏ＩＣ～呼塚～大島田 
 国道 16 号 柏ＩＣ～国道 6 号線 
 国道 16 号 柏ＩＣ～大島田交差点（千葉県柏市） 
 国道 16 号 柏ＩＮ 
 国道 16 号 柏インター出口 
 国道 16 号 柏トンネル 
 国道 16 号 柏市～野田市 
 国道 16 号 柏市十余二（千葉県柏市） 
 国道 16 号 風早工業団地入口 
 国道 16 号 野田市～千葉市 
 国道 171 号 若山町交差点（西行） 
 国道 17 号 十余二工業団地交差点 
 国道 289 号 市川道の駅 
 国道 296 号 自衛隊 
 国道 296 号 中野木～新木戸 
 国道 297 号 市原ＩＣ～五井南海岸交差点（国道 16 号まで） 
 国道 298 号  高谷 
 国道 298 号 市川南ＩＣ南交差点 
 国道 298 号 市川南交差点 
 国道 357 号 （西行き） 塩浜交差点 
 国道 357 号 （東行き） 塩浜交差点 
 国道 357 号 （東行き） 二俣 
 国道 357 号 浦安 下り 
 国道 357 号 浦安～船橋 
 国道 357 号 塩浜交差点 
 国道 357 号 行徳警察署 
 国道 357 号 市原市八幡 
 国道 357 号 市川 
 国道 357 号 市川～幕張 
 国道 357 号 市川二俣～習志野市谷津 （両方向） 
 国道 357 号 若松 
 国道 357 号 上り 日の出町交差点 
 国道 357 号 上り・下り 舞浜 
 国道 357 号 新木場 
 国道 357 号 千葉県内 浜町2 丁目交差点及び日の出交差点 
 国道 357 号 千葉西警察署 
 国道 357 号 船橋 
 国道 357 号 船橋市(上下) 
 国道 357 号 蘇我 下り 
 国道 357 号 蘇我陸橋南 
 国道 357 号 村田町 
 国道 357 号 日ノ出 
 国道 357 号 日の出交差点 
 国道 357 号 浜町 2 丁目 
 国道 357 号 浜野 2 丁目～二俣 
 国道 367 号 蘇我 
 国道 367 号 村田町 
 国道 409 号（週末） 木更津金田ＩＣ 
 国道 6 号 呼塚交差点 
 国道 6 号 松戸 千葉大学交差点（トンネル） 
 国道 6 号 松戸街道入口 
 国道 6 号 千葉北インター～柏インターの間 
 黒砂水路沿い 黒砂橋東側 
 神奈川県道 6 号 塩浜交差点 
 千葉県市川市 千鳥町交差点 
 千葉県道 8 号 駿河台交差点 海向き 
 船取県道 道野辺坂上～馬込十字路 

東京都 国道 6 号 青戸八丁目交差点 
 国道 16 号 左入町交差点 
 国道 23 号 港区 
 国道 4 号 梅島陸橋 
 23 号 港区 
 311 号 瀬田中～用賀（内・外） 
 8 号 馬込十字路 
 環状 2 号 日野出口 
 環状 7 号 鹿浜橋から西新井までの内回り 
 環状 7 号 大原交差点 
 環状 7 号 大原交差点（東京都世田谷区） 
 環状 7 号 南千東交差点 
 環状 8 号 井荻トンネル 
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 環状 8 号 井荻トンネル出口 
 環状 8 号 羽田～上高井戸 所々渋滞  
 環状 8 号 砧二丁目 
 環状 8 号 高井戸近く 
 環状 8 号 高井戸陸橋 
 環状 8 号 三本杉陸橋 
 環状 8 号 三本杉陸橋の外回り・内回り 
 環状 8 号 成城警察 
 環状 8 号 谷原～用賀 
 環状 8 号 中の橋 
 環状 8 号 東京ＩＣ 
 環状 8 号 東京ＩＣ～荻窪 
 環八 瀬田交差点 
 県道 344 号 南中学校前 
 国道 16 号 （内回り） 拝島橋～左入橋（八王子ＢＰ方面入口交差点） 
 国道 16 号 横田基地 
 国道 16 号 横田基地前 
 国道 16 号 横田方面 
 国道 16 号 新宿三丁目交差点 
 国道 16 号 第二ゲート前交差点 
 国道 16 号 八王子市左入町 
 国道 16 号 八王子市内 
 国道 17 号 板橋本町交差点 
 国道 1 号 八丁交差点 下り 
 国道 1 号 八丁交差点 上り 
 国道 20 号 上高井戸一丁目 
 国道 20 号 新宿～府中 
 国道 20 号 新宿駅南口交差点 
 国道 20 号 西八王子 
 国道 20 号 大和田橋 
 国道 20 号 日野万願寺駅前交差点 
 国道 20 号 本宿交番前 
 国道 246 号 渋谷駅西口交差点 
 国道 246 号 渋谷交差点の上り・下り 
 国道 246 号 上馬 
 国道 246 号 用賀 
 国道 254 号 新宿町交差点 
 国道 256 号 日野橋交差点 
 国道 286 号 根岸交差点 
 国道 357 号（東行き） 有明二丁目交差点 
 国道 357 号 葛西交差点 
 国道 357 号 京浜大橋北交差点 
 国道 357 号 大井 
 国道 357 号 辰巳交差点 
 国道 357 号 東京湾トンネル出入口 
 国道 357 号 夢の島 
 国道 4 号 環七交差点 
 国道 4 号 若林交差点 
 国道 4 号 西保木間交差点 
 国道 4 号 足立区梅島 
 国道 4 号 大関横丁交差点から入谷交差点 
 国道 6 号  環七交差点 下り 
 国道 6 号 下り 新宿踏切 
 国道 6 号 亀有警察署前 
 国道 6 号 金町～新葛飾橋 
 国道 6 号 金町 3 丁目交差点 
 国道 6 号 上り 金町三丁目 
 国道 6 号 上り 四ツ木橋南 
 国道 6 号 青戸 1 丁目交差点 
 国道 6 号 東向島交差点 
 多摩沿線 稲城多摩川原 
 多摩沿線 二子玉川 
 中央 上り 府中→高井戸間 
 中原街道（都道 2 号） 丸子橋交差点（東京都大田区） 
 都道 305 号 新宿 7 丁目～千歳橋下 
 都道 307 号 金町二丁目（国道 6 号との合流地点） 
 都道 311 号（環 8） 上高井戸一丁目 
 都道 311 号（環 8） 瀬田 
 都道 311 号（環 8） 川南 
 都道 311 号（環八） 瀬田交差点 外回り 
 都道 311 号（環八） 瀬田交差点 内回り 
 都道 311 号（環八） 中の橋交差点 外回り 
 都道 311 号（環八） 中の橋交差点 内回り 
 都道 318 号 （環七） 大原交差点 
 都道 318 号（環 7） 大原 
 都道 8 号 （目白通り） 西落合一丁目交差点 

都道府県名 路線名 区間 
 都道 8 号 飯田橋交差点 
 東京都道 311 号（環状 8 号） 瀬田～井荻トンネル 

神奈川県 国道 16 号 保土ヶ谷バイパス全線 
 国道 1 号 原宿交差点 
 国道 246 号 伊勢原交差点 
 国道 246 号 秦野市内 
 県道22 号（長後街道） 高倉中学校入り口 
 国道 16 号 橋本五差路 
 国道 246 号 伊勢原市内 
 国道 357 号 千鳥町交差点 
 一般道 登戸駅付近 
 一般道 流通団地前交差点（横浜市金沢区） 
 横浜横須賀道路 横須賀ＩＣ 
 横浜新～国道 1 号 戸塚区内 
 環状４号線 桜台交差点 
 県道 40 号 （海老名） 海老名駅入口交差点 
 県道 40 号 （海老名） 相模大塚交差点 
 県道 508 号線 田尻交差点 
 県道 6 号 横浜市鶴見区 
 県道 6 号 大師河原交差点 
 国道 129 号 金田陸橋（金田交差点） 
 国道 129 号 橋本五差路 
 国道 15 号 横浜市鶴見区 
 国道 16 号 鵜野森交差点 
 国道 16 号 横浜町田ＩＣ 
 国道 16 号 吉野町３交差点 
 国道 16 号 元橋本交差点 
 国道 16 号 坂東橋交差点（下り） 
 国道 16 号 坂東橋交差点（上り） 
 国道 16 号 狩場町から横浜町田ＩＣ 
 国道 16 号 相模原市街地～新桜ヶ丘ＩＣ 
 国道 16 号 大野台 6 交差点 
 国道 1 号 影取交差点 
 国道 1 号 不動坂交差点 
 国道 1 号 矢沢交差点 
 国道 246 号 伊勢原～秦野 
 国道 246 号 伊勢原市：市役所入口交差点 
 国道 246 号 伊勢原市～秦野市 （上下線） 
 国道 246 号 伊勢原市〜松田 
 国道 246 号 荏田交差点 
 国道 246 号 横浜町田ＩＣ 
 国道 246 号 横浜―秦野市 
 国道 246 号 宮地交差点 
 国道 246 号 金田陸橋（金田交差点） 
 国道 246 号 県内厚木ＩＣより以南 
 国道 246 号 厚木市街地 
 国道 246 号 厚木市街地～秦野市街地 
 国道 246 号 厚木市内 
 国道 246 号 厚木市付近～横浜市付近 
 国道 246 号 溝口交差点～病院入口交差点 
 国道 246 号 桜坂交差点～善波トンネル 
 国道 246 号 沼代交差点 
 国道 246 号 新二子橋交差点 
 国道 246 号 相模原市～厚木市 
 国道 246 号 大和市街地 
 国道 466 号 保土ヶ谷（神奈川県横浜市） 
 首都 狩場ＩＣ 
 神奈川県座間市 相武台団地入口交差点 
 神奈川県道 6 号 臨港警察署前交差点 
 神奈川県道 6 号（産業道路） 大師河原交差点 
 保土ヶ谷バイパス 横浜町田ＩＣ 
 保土ヶ谷バイパス 狩場～南本宿ＩＣ 
 保土ヶ谷バイパス 狩場ＩＣ 
 保土ヶ谷バイパス 上川井ＩＣ～新桜ヶ丘ＩＣ 
 保土ヶ谷バイパス 新保土ヶ谷ＩＣ～横浜ＩＣ 

新潟県 国道 8 号 新潟バイパス 
 国道 7 号 新潟バイパス 
 国道 116 号 黒埼～県庁 
 国道 116 号 新潟市西区 田島交差点 
 国道 116 号 新通ＩＣ～黒埼ＩＣ 
 国道 116 号 曽和～田島 
 国道 116 号 曽和ＩＣ～田島交差点 
 国道 116 号 分水～吉田 
 国道 17 号 小千谷 ちぢみの里 
 国道 7 号 紫竹山ＩＣ～海老ケ瀬ＩＣ 
 国道 7 号 新潟バイパス全線 
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 国道 7 号 新新バイパス 
 国道 8 号  新潟バイパス黒埼インター 
 国道 8 号 黒埼～三条 
 国道 8 号 黒埼ＩＣ～桜木ＩＣ 
 国道 8 号 黒埼ＩＣ～紫竹山ＩＣ 
 国道 8 号 上塩俵～大野町 
 国道 8 号 新新バイパス 
 国道 8 号 豊栄市～黒崎町 
 新潟バイパス 豊栄～黒埼 
 新潟バイパス 豊栄～女池 
 新新バイパス 黒埼～竹尾 
 新新バイパス 全線 朝・夕方 

富山県 国道 8 号 豊田交差点 
 県道 62 号 有沢橋 
 国道 359 号 婦中大橋 
 国道 41 号 掛尾交差点 
 国道 41 号 富山市 掛尾交差点 
 国道 472 号，359 号 長沢西交差点 
 国道 8 号  富山市豊田交差点 
 国道 8 号 （富山） 芹川（東）～西高岡駅口 
 国道 8 号 （富山） 豊田西～新屋 
 国道 8 号 滑川～朝日 
 国道 8 号 高岡市内 
 国道 8 号 坂東交差点 
 国道 8 号 新屋交差点 
 国道 8 号 入善町～朝日町の間 
 国道 8 号 富山市 豊田交差点 
 国道 8 号 富山市中島ＩＣ～金泉寺ＩＣ上下線 
 国道 8 号 豊田東交差点 
 国道 8 号 北島交差点 

石川県 県道 17 号 六牧－中橋 
 県道 25 号 海浜公園口交差点付近 
 国道 8 号 宮丸交差点～松島間付近 
 国道 8 号 金沢西～白山市方面 
 国道 8 号 金沢東インター～金沢西インター間付近 
 国道 8 号 御経塚交差点付近 
 国道 8 号 松山交差点付近 
 国道 8 号 福久東交差点付近 
 国道 8 号（金沢バイパス） 南新保交差点付近 
 山側環状 もりの里 

福井県 国道 8 号 （福井） 新田～問屋団地口 間 
 国道 8 号 丸岡～鯖江 
 国道 8 号 福井バイパス 
 国道 8 号 福井県 新保交差点～大町交差点 
 国道 8 号 福井県坂井南～武生 
 国道 8 号 福井県内 
 国道 8 号 福井市～鯖江市 間 
 国道 8 号 福井市市場 
 国道 8 号 福井市内 
 国道 8 号 福井西～越前市 
 国道 8 号 福井全般 
 国道 8 号 問屋団地口 

山梨県 国道 20 号 国母交差点～横町交差点 
 国道 20 号 小瀬入り口から国母信号 
 国道 20 号 竜王～石和までの間 

長野県 国道 19 号 高出交差点 
 18 号 戸倉～坂城 
 19 号 村井～白坂 
 295 号 塩釜神社 
 295 号 蟻ケ崎 
 295 号 松本合同庁舎北交差点 
 295 号 松本市 
 311 号 上高井戸交差点 
 34 号 下 落合橋 
 34 号 上 落合橋 
 380 号 関崎橋東詰交差点 
 58 号 上高田交差点 
 国道 116 号 善光寺～門島 
 国道 117 号 上高田交差点 
 国道 152 号 塚原交差点 
 国道 153 号 伊北インター 
 国道 18 号 下 母袋高架橋から東和田 
 国道 18 号 軽井沢 
 国道 18 号 更埴～上田 
 国道 18 号 上 母袋高架橋から東和田 
 国道 18 号 上田～千曲 

都道府県名 路線名 区間 
 国道 18 号 千曲市～上田市の間 
 国道 18 号 打沢交差点 
 国道 18 号 大屋交差点 
 国道 18 号 長野～上田 
 国道 18 号 長野～上田 間 
 国道 18 号 長野市 
 国道 18 号 長野市東和田交差点 
 国道 18 号 長野市内 
 国道 18 号 長野大橋 
 国道 18 号 母袋の交差点 
 国道 19 号 鎌田交差点 
 国道 19 号 渚交差点 
 国道 19 号 松本市内 
 国道 19 号 村井下町北 
 国道 19 号 南松本交差点 
 国道 19 号 白坂～鎌田 
 国道 254 号 望月トンネル出口 
 国道 308 号 中野 
 国道 406 号 長野県長野市 
 国道 406 号 長野東郵便局前交差点 
 長野 塩尻北ＩＣ 

岐阜県 国道 21 号 茜部本郷 
 国道 21 号 茜部本郷交差点 
 岐阜県 国道 19 号 多治見市住吉町交差点 
 岐阜県道 18 号 羽島大橋東～大垣大橋石 
 岐阜県道 31 号 西鶉 1～墨俣西 東西両方向 
 国道 16 号 養老大橋 
 国道 19 号 多治見市内全線 
 国道 21 号 大垣市 
 国道 23 号 庄内川 
 国道 23 号 長良川大橋西交差点 上り下り 
 国道 248 号 多治見市内全線 

静岡県 国道 1 号 ＢＰ（藤枝ＢＰ） 藤枝市 谷稲葉ＩＣ（上り） 
 国道 1 号 共栄町（沼津市） 
 国道 1 号 江原公園 
 国道 1 号 沼津市内 
 170 号 新大井橋（大和川） 
 県道 65 号 西ヶ崎町交差点 
 県道 65 号 赤松坂交差点 
 国道 136 号 三島玉川交差点 
 国道 150 号 下り 三ケ名交差点 
 国道 150 号 富士見橋東側 
 国道 1 号 ＢＰ 島田市 向谷ＩＣ近辺（上り） 
 国道 1 号 ＢＰ 浜松市 石原町～中田島砂丘入り口（下り） 
 国道 1 号 庵原交差点 
 国道 1 号 下り 横砂北交差点 
 国道 1 号 玉川交差点 下り 
 国道 1 号 広幡ＩＣ←→野田ＩＣ 上下区間 
 国道 1 号 三好町西交差点 
 国道 1 号 沼津 
 国道 1 号 上り 清水ＩＣ西交差点 
 国道 1 号 上下 富士川 
 国道 1 号 清水市 
 国道 1 号 静岡県清水市中央大通り 
 国道 1 号 静岡県内 
 国道 1 号 静清ＢＰ 下り 庵原交差点 
 国道 1 号 静清ＢＰ 上り 清水ＩＣ西交差点 
 国道 1 号 石原町交差点 
 国道 1 号 中田島砂丘入口交差点 
 国道 1 号 長鶴交差点 
 国道 1 号 藤枝ＢＰ 広幡ＩＣ 下り 
 国道 1 号 藤枝ＢＰ 上り 東光寺トンネル 
 国道 1 号 磐田ＢＰ 岩井ＩＣ 
 国道 1 号 浜松ＢＰ 上下 中田島交差点 
 国道 1 号 富士由比ＢＰ 上り 宮島交差点 
 国道 1 号 北島交差点 
 国道 1 号バイパス 掛川～藤枝市 1 車線区間 
 国道 1 号バイパス 沼津市内 
 国道 1 号バイパス 東光寺トンネル 上り 
 静岡旧国道 1 号 島田市内 
 静岡旧国道 1 号 藤枝市内 
 静清バイパス 新大井川橋 
 静清バイパス 清水ＩＣ西交差点 

愛知県 国道 23 号 十一屋交差点 
 国道 23 号 庄内新川橋 上り 
 国道 23 号 名古屋市内全般 
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都道府県名 路線名 区間 
 国道 23 号 豊明ＩＣ交差点 
 国道 41 号 村中交差点 
 国道 22 号 古城交差点 
 国道 23 号 十一屋交差点（下り） 
 国道 23 号 庄内新川橋～竜宮町 
 国道 23 号 庄内川～名古屋 
 国道 23 号 上重原ＩＣ降口 
 国道 23 号 知立バイパス 
 国道 23 号 豊明市内 
 国道 23 号 要町交差点 
 国道 247 号 東海市新宝町交差点 上り 
 国道 41 号 小牧ＩＣ 
 西尾張中央道（県道 65 号） 津島～飛島 間 
 県道 106 号 庄内川左岸 豊公橋東交差点 
 国道 155 号 一宮から小牧間 
 国道 19 号 春日井ＩＣ出口～春日井インター交差点 
 国道 1 号 ほたる橋南 
 国道 1 号 岡崎市八帖交差点 
 国道 1 号 音羽蒲郡ＩＣ交差点 
 国道 23 号 愛知県内 下り 
 国道 23 号 愛知県名古屋市港区内 上下線 全線 
 国道 23 号 十一屋交差点～庄内新川橋西交差点 
 国道 23 号 庄内新川橋 下り 
 国道 23 号 上り 豊明ＩＣ～大高 
 国道 23 号 知立バイパス 上重原インター 
 国道 23 号 知立バイパス 西中ＩＣ （上り・下りとも） 
 国道 23 号 梅之郷～北頭交差点 下り（竜宮ＩＣを先頭に） 
 国道 23 号 宝神交差点 上り 
 国道 23 号 野田ＩＣ 
 国道 23 号 有松交差点 
 国道 247 号 衣浦大橋 
 国道 247 号 東海市新宝町交差点 下り 
 国道 302 号 有松交差点 
 国道 41 号 小牧ＩＣ降りて名古屋方面 上り（北方向） 
  豊田市上原町西山交差点 
 23 号 名古屋市内全般 
 一般道 155 号 （稲沢）下津交差点 
 県道（内環状線）～国道 153 号 朝日町 2 丁目（昆森公園）～小坂町 10 丁目 
 県道 125 号 立田大橋 
 県道 14 号 苅安賀交差点 
 県道 14 号 苅安賀踏切 
 県道 158 号 上小口交差点（朝） 
 県道 158 号 上小口交差点（夕） 
 県道 190 号 （稲沢）下津交差点 
 県道 194 号 上小口 2 丁目（朝） 
 県道 194 号 上小口 2 丁目（夕） 
 県道 215 号 （愛知県） 前能東交差点 （通学時） 
 県道 225 号線 船見交差点～竜宮町交差点 
 県道 232 号 打越百々 交差点～打越新池浦交差点の先の交差点まで 
 県道 504 号 吉身 3 丁目～野洲川橋北詰 
 県道 56 号 祐福寺交差点 
 県道 57 号 丸ノ内信号 
 呼続街道 呼続ふみ切 
 国道 155 号 恩田町交差点 
 国道 155 号 春日井インター出口 
 国道 155 号 村中交差点～御供所 下り 
 国道 155 号 村中交差点～御供所 上り 
 国道 155 号 宝町交差点～鳥居 2 丁目交差点の間 
 国道 164 号 名四交差点 
 国道 19 号 勝川町交差点 
 国道 1 号 岡崎市内 
 国道 1 号 音羽蒲郡―豊明 
 国道 1 号 今川町交差点西 
 国道 1 号 中汐田近くの天白川 
 国道 1 号 中汐田交差点 
 国道 1 号 豊橋市西八町交差点 
 国道 1 号 豊川市御油町追分交差点 
 国道 1 号 豊川市内 
 国道 1 号 豊川市白鳥町京次西交差点 
 国道 1 号 六番町交差点 
 国道 22 号 一宮ＩＣ 
 国道 22 号 一宮市～清須市 
 国道 22 号 下之郷交差点 
 国道 22 号 小牧～名古屋向き 
 国道 23 号 愛知県内 上り 
 国道 23 号 岡崎～豊橋 

都道府県名 路線名 区間 
 国道 23 号 岡崎バイパス 
 国道 23 号 下り 刈谷市西中ＩＣ 419 号線合流 
 国道 23 号 下り 西中ＩＣ～高棚北ＩＣ 
 国道 23 号 蒲郡ＩＣ 
 国道 23 号 蒲郡ＩＣ出口の国道23号と三河湾オレンジロードの交差点「上大内東」 
 国道 23 号 蒲郡市ラグーナ蒲郡 下り 
 国道 23 号 蒲郡市ラグーナ蒲郡 上り 
 国道 23 号 刈谷・上重原交差点 
 国道 23 号 寛政ＩＣ 
 国道 23 号 十一屋交差点～大高ＩＣ 
 国道 23 号 上り ＡＭ 豊明ＩＣ～上重原ＩＣ 
 国道 23 号 上り 上重原～共和 5：00～9：00 
 国道 23 号 上重原～豊明 
 国道 23 号 上大内東交差点（蒲郡） 
 国道 23 号 西中ＩＣ～高棚北ＩＣ 
 国道 23 号 折戸交差点 
 国道 23 号 前芝ＩＣ～豊川橋南ＩＣ 
 国道 23 号 丹後通 
 国道 23 号 知立バイパス 上り 上重原ＩＣ 
 国道 23 号 知立バイパス 西中ＩＣ～高棚北ＩＣ 
 国道 23 号 知立バイパス 西尾東ＩＣ 
 国道 23 号 知立バイパス 野田ＩＣ 
 国道 23 号 知立バイパス西中ＩＣ先頭に 下り 
 国道 23 号 知立バイパス西中ＩＣ先頭に 上り 
 国道 23 号 梅之郷～北頭交差点 上り（竜宮ＩＣを先頭に） 
 国道 23 号 飛島村内 
 国道 23 号 浜田町南交差点～折戸交差点 
 国道 23 号 宝神 
 国道 23 号 宝神～十一屋 
 国道 23 号 宝神交差点 
 国道 23 号 豊橋～飛島間 中央環状線 
 国道 23 号 豊川橋北交差点 
 国道 23 号 豊明市～西尾市 
 国道 23 号 名古屋トラックステーション 
 国道 23 号 名古屋市市内上下線 
 国道 23 号 名古屋南ＩＣ交差点 
 国道 23 号 竜宮インター 
 国道 23 号 龍宮インター 
 国道 23 号 龍宮インター～十一屋 
 国道 23 号 和泉ＩＣ～上重原 
 国道 23 号＋県道 73 号 上大内東交差点（蒲郡ＩＣ） 
 国道 247 号 加家ＩＣ 
 国道 247 号 名和北交差点 
 国道 25 号 大里町（名四国道合流） 
 国道 27 号 上重原ＩＣ 
 国道 302 号 勝川ＩＣ～勝川町 4（19 号） 
 国道 302 号 小幡ＩＣ西～茶臼前 
 国道 302 号 上入道信号（知多半島道路） 
 国道 302 号 大森インター 
 国道 302 号 朝日交差点 
 国道 302 号 島井町交差点 
 国道 302 号 東海ＩＣ 
 国道 302 号 梅之郷～鳥井町交差点 下り（工事中の為？） 
 国道 302 号 梅之郷～鳥井町交差点 上り（工事中の為？） 
 国道 366 号 下り 有松ＩＣ～若草町三丁目交差点 
 国道 41 号 愛知県内 
 国道 41 号 横内西、南交差点（朝） 
 国道 41 号 横内西、南交差点（夕） 
 国道 41 号 小牧ＩＣ降りて名古屋方面 下り（南方向） 
 国道 41 号 小牧インター交差点 
 国道 41 号 清水口交差点 
 国道 41 号 豊山～村中交差点（下り） 
 国道 41 号 名古屋高速 小牧南ＩＣ～横内交差点 
 国道 41 号 名濃バイパス 小牧ＩＣ降りて名古屋方面 上り（北方向） 
 国道 41 号（名濃バイパス） 村中新町北交差点 

三重県 国道 23 号 四日市市内 
 国道 23 号 午起交差点 
 国道 23 号 四日市競輪場付近 上・下線 
 国道 1 号 四日市（日永） 
 国道 1 号 四日市市内 
 国道 23 号 霞 
 国道 23 号 霞ヶ浦町南交差点 
 国道 23 号 海山道一交差点 
 国道 23 号 四日市 塩浜 
 国道 23 号 住友電装 
 国道 23 号 昌栄町交差点 
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都道府県名 路線名 区間 
 国道 23 号 西末広町交差点 
 国道 23 号 北納屋町交差点 
 23 号 四日市市内 
 県道 64 号 霞～四日市東ＩＣ 
 国道 1 号 亀山バイパス （上り） 
 国道 1 号 金場 
 国道 1 号 四日市市内全域 
 国道 1 号 上り 新正二～迫 
 国道 1 号 新正二南交差点 
 国道 1 号 桃園～城山 
 国道 1 号～国道 23 号 四日市市内 
 国道 1 号・国道 23 号 四日市 国道に交わる交差点 
 国道 23 号 （中勢バイパス） 津市（メッセウイングみえ付近） 
 国道 23 号 （中勢バイパス） 鈴鹿 県道 41 号野町西交差点出口 
 国道 23 号 （中勢バイパス） 鈴鹿～津 
 国道 23 号 みえ川越 
 国道 23 号 塩浜～霞ヶ浦 上下（三重県四日市市） 
 国道 23 号 下り 南玉垣町北 右折レーン 
 国道 23 号 霞～塩浜大里 
 国道 23 号 霞ヶ浦町南～西末広町 
 国道 23 号 霞ヶ浦町北交差点 
 国道 23 号 海山道交差点 
 国道 23 号 午起～四日市間内 （下り） 
 国道 23 号 高浜新町交差点 
 国道 23 号 四日市（すすり） 
 国道 23 号 四日市～川越 
 国道 23 号 四日市・霞ヶ浦交差点 
 国道 23 号 四日市から朝日間 
 国道 23 号 四日市間内 （上り） 
 国道 23 号 四日市市 大里町交差点を先頭に 下り 
 国道 23 号 四日市市 大里町交差点を先頭に 上り 
 国道 23 号 四日市市内全域 
 国道 23 号 曙～浜旭 上下線 
 国道 23 号 松泉交差点 （四日市近郊） 
 国道 23 号 上り 霞交差点～塩浜 6：30～8：30 
 国道 23 号 上り 四日市市塩浜 25 号線合流 
 国道 23 号 大里町交差点 
 国道 23 号 天ヶ須賀～塩浜 （上下） 
 国道 25 号 采女～塩浜 上り（三重県四日市市） 
 国道 25 号 大里町交差点 
 国道 25 号 板屋～加太トンネル（下り） 
 国道 365 号 生桑 
 国道 421 号 星川交差点 
 三重県 国道 23 号 四日市 六呂見町～霞ヶ浦町南 
 名四国 四日市市内 

滋賀県 国道 8 号 高宮町交差点 
 国道 8 号 外町交差点 
 国道 8 号 御幸橋北交差点 
 国道 1 号 上鈎交差点 
 国道 8 号 栗東ＩＣ出口彦根方面（済生会病院前） 
 国道 8 号 宅屋交差点 
 国道 1 号 大江 4 丁目交差点 
 国道 8 号 野洲川大橋南 
 国道 161 号 西大津バイパス 
 国道 8 号 御上神社前交差点 
 国道 8 号 辻交差点 
 県道 2 号～25 号 松原橋交差点～八坂町北交差点 
 県道 31 号 上鈎交差点 
 県道 4 号 吉永交差点 
 県道 558 号 大津市内 
 国道 161 号 湖西道路 坂本北ＩＣ～真野ＩＣ 
 国道 161 号 湖西道路 真野ＩＣ～仰木雄琴ＩＣ 
 国道 161 号 湖西道路 和迩ＩＣ～坂本北ＩＣ 
 国道 161 号 志賀バイパス 北小松交差点 
 国道 161 号 西大津バイパス 下坂本ＩＣ 
 国道 161 号 西大津バイパス 坂本北ＩＣ 
 国道 161 号 琵琶湖西縦貫道路（国道 161 号バイパス） 
 国道 1 号 （上り） 岩根西交差点 
 国道 1 号 横木2 丁目交差点～逢坂1 丁目交差点 
 国道 1 号 外町交差点 
 国道 1 号 月輪１丁目交差点～竜が丘交差点 
 国道 1 号 国道小柿交差点～草津 3 丁目交差点 
 国道 1 号 正福寺東交差点～岩根交差点 
 国道 1 号 草津 
 国道 1 号 草津 3 丁目～国道小柿 
 国道 1 号 大津 

都道府県名 路線名 区間 
 国道 1 号 大津市内～草津市内 
 国道 1 号 朝国交差点 
 国道 1 号 辻交差点 
 国道 1 号 伴谷口交差点～正福寺東交差点 
 国道 1 号／県道 22 号 石部口交差点～中郡橋北交差点（通勤時間帯） 
 国道 477 号／県道 559 号 琵琶湖大橋東詰交差点 
 国道 8 号 （上り） 簗瀬交差点 
 国道 8 号 外町交差点～高宮町 
 国道 8 号 古沢町交差点～高宮町交差点 
 国道 8 号 御幸橋北 
 国道 8 号 御幸橋北交差点・宅屋交差点 
 国道 8 号 御上神社前交差点～宅屋交差点 
 国道 8 号 三上交差点 
 国道 8 号 妙光寺交差点 
 国道 8 号 野洲川大橋交差点 
 国道 8 号 友定町交差点 
 国道 8 号 簗瀬交差点 
 国道 8 号 簗瀬交差点～御幸橋北交差点 
 国道 8 号～306 号 鳥居本町交差点～多賀交差点 

京都府 国道 1 号 京都南ＩＣ 
 京都市山科区 六地蔵～東野 
 国道 171 号 京都方面より五領交差点 
 国道 171 号 五条本 
 国道 171 号 大山崎ＩＣ 
 国道 171 号 東土川 
 国道 171 号 東土川（下り） 
 国道 171 号 馬場交差点 
 国道 171 号 菱川（上り） 
 国道 1 号 河原町五条 
 国道 1 号 久御山 
 国道 1 号 京都 
 国道 1 号 山科区東野交差点 
 国道 1 号 赤池交差点 
 国道 1 号 東野交差点 
 国道 1 号 八幡交差点 上り 
 国道 1 号 伏見区横大路～久御山 
 国道 24 号 セキスイの交差点 
 国道 24 号 城場 
 国道 24 号 城陽警察前の信号 
 国道 24 号 木津 
 国道 302 号 名鉄線踏切 
 国道 372 号 加塚 朝 
 国道 9 号 加塚 朝 
 国道 9 号 亀岡 
 国道 9 号 五条大宮交差点 
 国道 9 号 篠交差点 
 国道 9 号 西大路五条交差点 
 国道 9 号 頼政塚 
 第二京阪 久御山ＩＣから京都市内 
 府道 7 号 （京都府） 六地蔵奈良町交差点 

大阪府 国道 1 号 天の川交差点 
 国道 171 号 茨木ＩＣ 
 中央環状 鳥飼大橋 
 国道 1 号 池之宮北交差点 
 国道 1 号 中振交差点 
 国道 309 号 舟渡南交差点 
 国道 423 号 千里ＩＣ 
 国道 43 号 大和田西交差点 
 国道 479 号 京阪本通 1 交差点 
 中央環状 吹田 
 外環状 寝屋川署 
 外環状 摂南大学 
 外環状 東大阪市内 
 外環状 南北両方向被覆団地交差点 
 外環状 六万寺 
 県道 13 号 170 号から枚方方面ラポール枚方前 
 県道 29 号 南加賀屋 4 交差点 
 国道 10 号 大阪 歌島橋交差点 
 国道 165 号 国分交差点 
 国道 165 号 田辺～国分 
 国道 165 号 柏原、国分 
 国道 165 号 老原交差点 
 国道 170 号 中振南交差点 
 国道 171 号 京都向き茨木インター 
 国道 171 号 西河原～畑田東 
 国道 171 号 畑田交差点 
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 国道 171 号 八丁畷 
 国道 171 号 萓野交差点 
 国道 1 号  バイパス 寝屋川～枚方 （上下線） 
 国道 1 号  バイパス 寝屋川～枚方（第 2 京阪沿） 
 国道 1 号 （大日）守口～枚方間（中振） 
 国道 1 号 バイパス 枚方 
 国道 1 号 バイパス 門真 
 国道 1 号 花博記念公園口東～向井田 2 
 国道 1 号 出屋敷 
 国道 1 号 出屋敷～出屋敷南 
 国道 1 号 出屋敷交差点 
 国道 1 号 小路北～寝屋 2 
 国道 1 号 寝屋 2 津田北町 3 
 国道 1 号 寝屋川南ＩＣ 
 国道 1 号 西天満交差点 
 国道 1 号 大阪北道路 
 国道 1 号 大府市近郊 
 国道 1 号 天の川 
 国道 1 号 天の川～中振 
 国道 1 号 東天満交差点 
 国道 1 号 枚方市 
 国道 1 号 門真市～枚方 
 国道 1 号・国道 23 号 枚方 
 国道 20 号 柏原、国分 
 国道 25 号 国分 
 国道 25 号 国分交差点 
 国道 25 号 国分本町 4 町目交差点 
 国道 25 号 志紀駅～平野東 
 国道 25 号 老原交差点 
 国道 26 号 花園北交差点 
 国道 26 号 大和川大橋 
 国道 26 号 幡代 
 国道 2 号 歌島橋交差点 
 国道 2 号 玉出 
 国道 2 号 大阪市内 
 国道 2 号 難波交差点 
 国道 2 号 梅田大正交差点 
 国道 2 号 野田阪神前 
 国道 308 号 河内中野南交差点 
 国道 309 号 舟渡～三宅インター（阪神 14 号） 
 国道 309 号 松原市内と喜連瓜破から内環状 
 国道 310 号 亀甲 
 国道 41 号 元町 3 交差点 
 国道 423 号 新御堂筋 梅新東～桃山台 
 国道 423 号 新大阪～江坂 
 国道 423 号 千里～中津 上下 
 国道 423 号 梅新交差点 
 国道 423 号（新御堂筋） 新淀川大橋 
 国道 43 号 新今宮～梅香 
 国道 43 号 西宮～西淀川 
 国道 43 号 泉尾交差点 
 国道 43 号 大和田交差点 
 国道 43 号 伝法大橋 
 国道 43 号 弁天 
 国道 43 号 北津守～弁天町駅前 
 国道 479 号 住之江～長居 
 国道 479 号 新深江交差点 
 国道 479 号 長居公園通り 
 国道 479 号 北巽交差点 
 国道 479 号 流町 1 交差点 
 国道 479 号 流町交差点 
 阪奈道路 田原交差点 
 堺 大和高田 石川橋 
 新なにわ筋 阪堺大橋 
 大阪中央 別所交差点 
 大阪府道 29 号 石津西町交差点 
 大阪府道2号（大阪環状） 奈良交差点 
 大阪臨海線 石津西町交差点 
 大阪臨海線 石津西町交差点 上下線 
 大阪臨海線 浅香山 
 大阪臨海線 大浜 
 大阪臨海線 二色浜 
 中央環状 吹田ＩＣ～北トラックターミナル 
 中央環状 摂津 
 中央環状 東大阪 
 中央環状 東大阪トタックターミナル 

都道府県名 路線名 区間 
 中央環状 奈良交差点 
 中央環状 北大阪トラックターミナル 
 中央環状 淀川 
 中環 高浜町 
 内環状 上新庄交差点 
 府道 10 号 阪神高速豊中南料金所 
 府道 143 号 高浜町東 
 府道 168 号 佐川急便 
 府道 173 号 北巽駅前交差点までの西向き道路 
 府道 21 号 （八尾枚方） 河内中野南交差点から枚方方面 
 府道 21 号 赤井 （朝） 
 府道 29 号 （大阪臨海） 三宝公園前交差点手前から阪堺大橋 
 府道 29 号 阪堺大橋交差点 
 府道 2 号  一津屋交差点 
 府道 2 号  吹田～摂津北 
 府道 2 号 （大阪中央環状） 安田東交差点 
 府道 2 号 中央環状 八尾ＩＣ 
 府道 2 号 奈良（大阪府茨木市） 
 府道 2 号 奈良交差点 
 府道 36 号 美原ロータリー 

兵庫県 国道 2 号 加古川バイパス 
 国道 2 号 姫路バイパス 
 国道 171 号 札場筋交差点 
 国道 2 号 札場筋交差点 
 国道 43 号 東本町－西本町 
 兵庫県道 13 号 (産業道路) 西長洲町－西本町 
 142 号 (五合橋線) 十間－西本町 2 丁目 
 加古川ＢＰ 明石西～たつの 
 加古川バイパス 合体 
 加古川バイパス 第二神明 明石 
 県道 514 号 清水～明石料金所交差点 
 国道 176 号 宝塚ＩＣ～生瀬橋 
 国道 24 号 新堂交差点 北向き 
 国道 250 号 飾磨区今在家 
 国道 250 号 新日鉄 
 国道 250 号 正門四丁目交差点 
 国道 250 号 姫路市内（下り）姫路港入口から西行 
 国道 2 号 市川橋 東行 
 国道 2 号 神戸垂水区 
 国道 2 号 垂水 
 国道 2 号 相生交差点 
 国道 2 号 瀧野～明石西 
 国道 2 号 夢前橋 東西行 
 国道 2 号 野口交差点 
 国道 306 号 正法寺交差点 
 国道 43 号 住吉交差点 
 国道 43 号 深江 東向き 
 国道 43 号 神戸 
 国道 43 号 瀬戸～東御影 西行き 
 国道 43 号 尼崎 
 国道 43 号 尼崎東交差点 
 国道 45 号 海岸通り交差点 
 山手幹線 城ヶ堀町北交差点（171 号合流） 
 住吉浜ＩＣ～摩耶ＩＣ間 乗り継ぎ間の一般道 
 神戸市灘区神戸製鉄所前道路 摩耶ランプ南交差点～高羽大橋南詰 
 太子ＢＰ 明石西～たつの 
 第二神明 志染土山線～明石西 
 姫路ＢＰ 明石西～たつの 
 姫路バイパス 合体 
 姫路バイパス 市川出口 
 姫路バイパス 中地出口 
 姫路バイパス 姫路東－中地 
 兵庫県道 15 号(有馬街道) 有馬口～皆森 南行き 
 兵庫県道 198 号 摩耶ランプ南～阪神高速道路湾岸線住吉浜入口 （上り・下り） 
 兵庫県道 22 号 新日鉄前 
 兵庫県道 42 号(尼宝線) 末広町 1 丁目－南武庫之荘 7 丁目 
 兵庫県道 65 号 白川ランプ～長田箕谷 東行き 

奈良県 国道 24 号 柏木町交差点 
 国道 24 号 葛本町交差点 
 国道 24 号 南六条交差点 
 国道 24 号 横田町交差点 
 国道 24 号 曲川町交差点 
 国道 24 号 曲川東交差点～新堂ランプ交差点 
 国道 24 号 新堂ランプ交差点 
 国道 24 号 土橋町南交差点 
 105 号 土橋町南交差点 
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 193 号 南六条交差点 
 24 号バイパス 曲川町交差点 
 県道 5 号 大塚交差点 
 国道 165 号 阿部交差点 
 国道 168 号 王寺町役場 
 国道 24 号 庵治町交差点 
 国道 24 号 横田交差点 
 国道 24 号 橿原北ＩＣ出口 南向き 
 国道 24 号 西九条町南交差点 
 国道 24 号 檀原市役所東 
 国道 24 号 檀原北ＩＣ～曲川町 7 丁目南交差点 
 国道 24 号 檀原北ＩＣ出口 
 国道 24 号 中町中川交差点 
 国道 24 号 土橋町南交差点～新堂ランプ交差点 
 国道 24 号 奈良バイパス 南六条町交差点～柏木町北交差点（上り） 
 国道 24 号 八木駅 
 国道 24 号 法華寺東交差点 
 国道 25 号 県道 108 今国府町交差点 南北行き 
 国道 26 号 千代北交差点 
 国道 27 号 葛本町交差点 
 名阪国道 針ＩＣ～天理ＩＣ 

和歌山県 10 号 岩出野上線 船戸交差点 
 14 号 （宮街道） 和歌山ＩＣ～田中町 
 国道 24 号 花山交差点 
 国道 26 号 延時交差点 
 国道 26 号 紀の国屋大橋 
 国道 26 号 西汀丁交差点 
 国道 42 号 国体道路 

鳥取県 国道 9 号 陰田町交差点 
 国道 9 号 米子市陰田交差点 

岡山県 国道 2 号 古新田交差点 
 国道 2 号 大樋橋西交差点 
 国道 2 号 備前大橋 
 国道 2 号 岡山バイパス 
 国道 2 号 岡山市内 
 国道 2 号 大樋橋交差点 
 県道 152 号 （岡山） 古新田交差点 
 県道 3 号 ＪＦＥ西日本製鉄所前 
 県道 61 号 （岡山） 古新田交差点 
 県道 62 号 広江 
 県道 62 号 水島ＩＣ～広江 1 丁目 （東行 16 時～19 時） 
 国道 250 号 高屋東交差点 
 国道 250 号 東平島交差点 
 国道 2 号 バイパス 大樋橋交差点 
 国道 2 号 岡山 妹尾交差点 
 国道 2 号 岡山ＢＰ 
 国道 2 号 岡山玉島 
 国道 2 号 岡山県内 
 国道 2 号 岡山市 大樋橋 
 国道 2 号 岡山市～倉敷市 
 国道 2 号 岡山早島～岡山長船 
 国道 2 号 岡山大樋橋 
 国道 2 号 加須山 
 国道 2 号 笠岡 
 国道 2 号 笠岡～鴨方 
 国道 2 号 古新田 （上り） 
 国道 2 号 古新田～早島 
 国道 2 号 職業安定所前 笠岡市 
 国道 2 号 新田交差点 
 国道 2 号 西ノ浜交差点 
 国道 2 号 青江交差点 
 国道 2 号 浅川 
 国道 2 号 倉敷 
 国道 2 号 倉敷市 新田 
 国道 2 号 早島インターから岡山南区 
 国道 2 号 早島中 （上り） 
 国道 2 号 早島中～早島ＩＣ 
 国道 2 号 大樋橋 
 国道 2 号 大樋橋～無津 
 国道 2 号 大樋橋西 
 国道 2 号 大樋橋西 （下り） 
 国道 2 号 唐船 岡山県倉敷市 
 国道 2 号 備前～倉敷 
 国道 2 号 備前～相生 
 国道 2 号 豊成交差点～青江交差点 
 国道 2 号 妹尾、朝、晩 12 時間以上絶えず混んでいる。 
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 国道 2 号 妹尾～青江 
 国道 2 号 妹尾交差点～ブルーライン入口 上下線 
 国道 2 号 妹尾西交差点 
 国道 30 号 清輝橋 

広島県 国道 2 号 広島市内 
 国道 2 号 上瀬野 1 丁目交差点 
 国道 2 号 福山市内 
 国道 2 号 大門駅（南）交差点 
 県道 243 号 御幸橋 
 国道 182 号 広尾交差点～十九軒屋北交差点（福山市） 
 国道 2 号 一貫田交差点 上下線 
 国道 2 号 広島市内・福山市内 
 国道 2 号 広島市役所前 
 国道 2 号 三原バイパス出口入口 
 国道 2 号 西広島バイパス商工センターから上り 
 国道 2 号 大正交差点 
 県道 247 号 藤掛交差点（廿日市市） 
 県道 37 号 口田～戸坂間 （バスレーン時間規制の為） 
 県道 37 号 小河原口交差点 
 県道 37 号 上深川～高陽町間 
 県道 37 号 中深川 
 県道 38 号 動物園入口交差点 
 県道 71 号 大塚駅北交差点 
 国道 182 号 明神町交差点 
 国道 183 号 可部郵便局 
 国道 185 号 三原警察署入口交差点 
 国道 185 号 先小倉交差点 
 国道 2 号 宮島 
 国道 2 号 三原バイパス 
 国道 2 号 糸崎 8 丁目交差点 
 国道 2 号 出汐町交差点 
 国道 2 号 上り 西条バイパス(国道 375 号との合流付近） 
 国道 2 号 神島橋西詰 
 国道 2 号 仁保 2 丁目交差点 
 国道 2 号 瀬野、東広島バイパス入り口、出口 
 国道 2 号 瀬野小学校前 
 国道 2 号 西広島バイパス 上り 出口 観音ランプ 
 国道 2 号 西広島バイパス入口交差点 
 国道 2 号 大竹・廿日市 
 国道 2 号 大竹市内 
 国道2号 東広島バイパス 上瀬野 1 丁目交差点 
 国道 2 号 東広島早稲木交差点 
 国道 2 号 道照交差点（東広島市） 
 国道 2 号 府中別れ交差点から明神町交差点 
 国道 2 号 本郷～三原 
 国道 2 号 本庄町西 福山市 
 国道 2 号 明神町交差点（福山市） 
 国道 31 号 熊野別れ交差点 
 国道 31 号 総頭橋 
 国道 31 号 東部流通団地入口 
 国道 486 号 牛田橋（北）交差点～十九軒屋北交差点 
 国道 54 号 国道 183 号 中須 1 丁目 
 国道 54 号 緑井 1 丁目交差点 

山口県 国道 2 号 印内交差点 
 国道 2 号 長府トンネル 
 国道 2 号 関門トンネル 
 国道 190 号 宇部興産前 
 国道 2 号 岩国市装束町 
 国道 2 号 小俣交差点～今宿東交差点（長沢池） 朝 下り 
 県道 2 号 印内交差点 
 県道 9 号 印内交差点 
 国道 188 号 岩国 保津～藤生 朝 上り 
 国道 2 号 瓜生野交差点 
 国道 2 号 下関 
 国道 2 号 岩国新港岩国港交差点付近 絞り込み 上り 
 国道 2 号 才川交差点 
 国道 2 号 三田川交差点 
 国道 2 号 山口南ＩＣ下り出口 
 国道 2 号 周東町西長野～岩国ＩＣ間 
 国道 2 号 埴生 瀬の川 
 国道 2 号 新港 
 国道 2 号 新港 岩国 
 国道 2 号 新港 山口県岩国市 
 国道 2 号 新港～立戸 4 丁目交差点上り 
 国道 2 号 新港～立戸 5 丁目交差点下り 
 国道 2 号 椿峠 
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 国道 2 号 道の駅ソレーネ周南 
 国道 2 号 徳山バイパス 
 国道 2 号 徳山中央病院 朝 下り 
 国道 9 号 下関 

徳島県 国道 55 号 勝浦川橋 
 旧国道 55 号 論田 
 国道 11 号 三軒屋町 
 国道 11 号 小松島市日開野町交差点 
 国道 11 号 徳島本町交差点 
 国道 11 号 鳴門～小松島 
 国道 130 号 那賀川橋 
 国道 55 号 鳴門～小松島 

香川県 国道 11 号 観音寺本大交差点～池田外科医院交差点 
 国道 11 号 上天神交差点 
 国道 11 号 鳥坂交差点 
 国道 32 号 上り 峰山口交差点右折→の時間が短すぎる 
 国道 32 号 峰山口のＪＲＡ交差点 

愛媛県 県道 23 号 高尾田交差点 
 県道 23 号 拾町交差点 
 国道 11 号 愛媛 川之江～三島 
 国道 11 号 伊予三島～川之江 
 国道 11 号 井地～中之庄町 
 国道 11 号 井地交差点 
 国道 11 号 下り 三島金子交差点 
 国道 11 号 三島金子交差点 
 国道 11 号 四国中央（大王製紙） 
 国道 11 号 四国中央市 三島中央 1 丁目交差点 
 国道 11 号 四国中央市 市内全域 
 国道 11 号 四国中央市川之江全般 
 国道 11 号 四国中央市川之江町 
 国道 11 号 小坂交差点 
 国道 11 号 西条～新居浜 
 国道 11 号 中之庄町交差点 
 国道 11 道 下り 井地交差点 

高知県 国道 24 号 土佐町南 
 国道 55 号 県庁前 

福岡県 国道 201 号 広田交差点～箱崎ふ頭中央入口交差点 
 国道 3 号 上津荒木交差点 
 県道 35 号 須恵 
 国道 3 号 久留米市東町交差点 
 国道 3 号 久留米市内 
 国道 3 号 東節原交差点（福岡県久留米市） 
 国道 3 号 二又瀬交差点 
 国道 3 号 福岡市内 
 県道 24 号 香椎浜交差点 
 県道 31 号 大佐野交差点 
 県道 31 号 武蔵交差点 
 県道 31 号 宝町交差点 
 県道 35 号 太郎丸交差点 
 国道 10 号 下り 小倉南区津田西交差点 
 国道 10 号 苅田 
 国道 10 号 上り 小倉南区津田西交差点 
 国道 199 号 西港町～中原東交差点 北九州 
 国道 200 号 上り 筑紫大橋北信号 
 国道 201 号 九郎原トンネル 
 国道 201 号 松島交差点（国道 3 号） 
 国道 201 号 焼町交差点 
 国道 201 号 筑穂トンネル 
 国道 201 号 長浦交差点 
 国道 209 号 一条交差点 
 国道 210 号 夜明け→久留米 
 国道 3 号 久留米市苅原交差点 
 国道 3 号 君畑交差点（下り） 
 国道 3 号 君畑交差点（上り） 
 国道 3 号 御笠川 6 丁目交差点 
 国道 3 号 御笠川四丁目 
 国道 3 号 工業団地入口交差点 
 国道 3 号 高雄交差点 
 国道 3 号 砂津交差点 
 国道 3 号 三萩野交差点 
 国道 3 号 諏訪野町 1 丁目交差点～諏訪野町 3 丁目交差点 
 国道 3 号 成田山入口交差点 
 国道 3 号 粕屋ＩＣ～貝塚交差点 
 国道 3 号 八女～福岡 
 国道 3 号 福岡市 
 国道 3 号 福岡市西月隈 3 丁目交差点 

都道府県名 路線名 区間 
 国道 3 号 福岡市東区二又瀬 
 国道 3 号 立花寺北交差点 
 粕屋町 内橋交差点～広田交差点 
 福岡県県道 31 号 須恵 
 福岡県道 25 号 新門司入口北交差点～葛原東 3 丁目交差点 

佐賀県 国道 34 号 永吉交差点 
 国道 202 号 伊万里二里大橋 
 国道 34 号 佐賀バイパス 
 国道 34 号 佐賀市内 
 国道 34 号 村田交差点 
 国道 34 号～下り 佐賀ゆめタウン～信号機が多すぎ 
 国道 3 号 永吉交差点 
 国道 3 号 永吉交差点（佐賀県鳥栖市） 
 国道 3 号 広川町～鳥栖市 
 国道 3 号 曽根崎交差点 
 国道 3 号 曽根崎交差点(下り) 
 国道 3 号 鳥栖 
 国道 3 号 鳥栖市内 
 国道 3 号 姫方交差点 
 国道 3 号 姫方町交差点(上り) 
 国道 3 号 弥生ヶ丘 
 国道 3 号～34 号 切替した後～佐賀競馬場迄 

長崎県 国道 34 号 貝津町交差点 
 国道 206 号 時津町交差点 
 国道 499 号 江川交差点 
 国道 202 号 長崎市内全般 
 国道 205 号 佐世保大塔ロータリー 
 国道 206 号 井手園交差点 
 国道 206 号 下の川橋交差点、岩屋橋交差点 
 国道 206 号 時津町 全般 
 国道 206 号 住吉あたり時津から長崎方面 
 国道 206 号 住吉電停 
 国道 206 号 長崎市内全般 
 国道 206 号バイパス 時津町井出園交差点 
 国道 207 号 貝津町交差点 
 国道 207 号 時津町交差点 
 国道 34 号 時津町 全般 
 国道 34 号 大村市鈴田峠、岩松 
 国道 34 号 日見～馬町 
 国道 34 号 本野入口交差点 
 国道 34 号 諫早市小船越町～貝津町 
 国道 34 号 諫早市本野町～大村市岩松町 
 国道 37 号 大村貝津線 日大高校前 
 国道 444 号 大村インター出口交差点 
 国道 444 号 大村インター入口交差点左右の道 
 国道 57 号 栗面交差点 
 国道 57 号 諫早市小船越町～鷲崎町 
 長崎市内  

熊本県 国道 3 号 熊本市内 
 国道 3 号 熊本市街地 
 国道 3 号 熊本市内（水道町・投刀塚） 
 国道 3 号 熊本市内水道町 
 国道 3 号 御船 
 国道 3 号 浄行寺交差点 
 国道 3 号 大窪 2 丁目交差点 
 国道 3 号 日奈久～八代間 

大分県 210 号 大道入口交差点 
 県道 21 号 北下郡ガード西 
 県道 21 号（大分臼杵） 滝尾橋～猪野（上・下） 
 県道 22 号 三佐田交差点（早朝時） 
 県道 22 号 中島十条交差点 
 県道 387 号 九重町→小国方面 桐木・菅原 
 国道 10 号 下り ＡＰＵ入口～上人が浜 
 国道 10 号 上り 小浦交差点～日出八日市 
 国道 10 号 大分（宮崎交差点） 
 国道 10 号 大分駅 
 国道 10 号 東別府～亀川（上・下） 
 国道 10 号 府内大橋～大分大学（上・下） 

宮崎県 県道 16 号 伊達町～平原交差点 
 県道 17 号 京園交差点 
 県道 44 号 池内北交差点から池内南交差点 
 国道 10 号 旭ヶ丘～土々呂～門川加草 
 国道 10 号 延岡昭和町交差点 
 国道 10 号 宮崎市江平交差点 
 国道 10 号 宮崎市島之内交差点 
 国道 10 号 甲斐元交差点～10～269 
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 国道 10 号 佐土原（バイパス出口）～新名爪交差点 
 国道 10 号 住友～佐土原バイパス間 
 国道 10 号 新名爪交差点 
 国道 10 号 新名爪交差点～佐土原町片瀬原 
 国道 10 号 都城市平江交差点登り 
 国道 10 号 土々呂 
 国道 10 号 土々呂～旭ヶ丘 
 国道 10 号 日向住吉駅前 
 国道 10 号 日大高校 
 国道 10 号 門川（船起交差点）～平原田交差点 
 国道 10 号 門川～土々呂 
 国道 10 号 門川～土々呂～延岡 土々呂の清本鉄工前 
 国道 220 号 源藤交差点 

鹿児島県 県道 16 号 国道 10 号との合流地点（稲荷町） 
 県道 24 号 仁田尾北交差点から春山交差点区間 
 国道 10 号 磯交番前交差点 
 国道 10 号 加治木～隼人間 
 国道 10 号 加治木団地入口～準人 
 国道 10 号 始良（重富） 
 国道 10 号 鹿児島市竜ヶ水 
 国道 10 号 鹿児島北バイパス 鹿児島市北側磯地域 
 国道 219 号 和田坂交差点 
 国道 225 号 産業道路入口 
 国道 225 号 産業道路入口交差点 
 国道 3 号 小山田町交差点 
 武岡トンネル～中州通り 中州陸橋 
 武岡トンネル～中州通り 武岡トンネル出入口 

沖縄県 国道 58 号 北谷交差点 
 国道 329 号 与那原交差点 
 331 号  豊見城警察署 
 34 号 大謝名交差点 
 38 号 坂田交差点 
 58 号 枚港交差点 
 82 号  安謝交差点～首里向け  
 82 号 上間交差点 
 85 号 泡瀬交差点 
 浦添市 なうら橋 
 浦添市 西海岸道路 
 浦添北道路 浦添北ＩＣ 
 沖縄 北中ＩＣ料金所～イオンライカム向け 
 国道 329 号 伊波交差点 
 国道 329 号 奥間交差点 
 国道 329 号 小那覇交差点 
 国道 329 号 渡口交差点 
 国道 329 号 比屋根交差点(7：00～/16：00～) 
 国道 330 号 コザ交差点 
 国道 330 号 安里高架橋 
 国道 330 号 古渡蔵交差点～古島交差点 
 国道 330 号 古島インター交差点 
 国道 330 号 古島交差点 
 国道 330 号 楚辺十字路交差点 
 国道 330 号 普天間交差点 
 国道 331 号 小禄バイパス赤嶺交差点 
 国道 331 号 瀬長交差点 
 国道 331 号 瀬長島入口交差点 
 国道 58 号 旭橋交差点 
 国道 58 号 安謝交差点 
 国道 58 号 伊佐交差点 
 国道 58 号 伊良皆交差点 
 国道 58 号 我謝 
 国道 58 号 城間交差点 
 国道 58 号 世冨慶交差点 
 国道 58 号 大謝交差点 
 国道 58 号 大謝名交差点 
 国道 58 号 大湾交差点 
 国道 58 号 大湾付近  
 国道 58 号 泊交差点 
 国道 58 号 牧港交差点 
 国道 58 号 名護 
 国道 85 号 イオン具志川 
 西海岸道路  サンエーＰＡＲＣＯＣＩＴＹ～曙交差点 
 臨港道路浦添線 曙交差点 
   

 
 

文言集７ (国道県道 道の駅駐車スペース集計) 
都道府県名 路線名 名称 

北海道 国道 12 号 たきかわ 
 国道 37 号 とようら 
 国道 36 号 花ロードえにわ 
 国道 12 号 三笠 
 国道 36 号 ウトナイ 
 国道 274 号 樹海ロード日高 
 国道 275 号 つるぬま 
 国道 38 号 豊頃・茂岩 
 国道 235 号 むかわ 
 国道 12 号 ライスランドふかがわ 

青森県  青森 
 国道 7 号 サンフェスタいしかわ 
 国道 4 号 十和田 
 国道 7 号 ひろさき 
 国道 7 号 ひろさきとサンフェスタいしかわ 

岩手県 国道 284 号 川崎 
 国道 45 号 野田 

宮城県 国道 45 号 上品の郷 
 国道 4 号 三本木 
 国道 47 号 あ・ら・伊達な道の駅 
 国道 45 号 大谷海岸 
 県道 272 号 かくだ 
 県道 14 号 村田 
 国道 398 号 路田里はなやま 
  石巻 
 地方道大和松 おおさと 
 国道 45 号 三滝堂 
 国道 346 号 米山 

秋田県 国道 7 号 ねむの丘 

山形県 国道 47 号 とざわ 
 国道 113 号 たかはた 
 国道 13 号 天童温泉 
 国道 287 号 大江 
 東北中央 尾花沢ＩＣ 尾花沢 
 国道 47 号 高麗館 
 旧 国道 7 号 庄内みかわ 
 国道 121 号 田沢 
 国道 7 号 ふらっと 
 国道 13 号 村山 
 東北中央 米沢中央ＩＣ 米沢 

福島県 国道 4 号 安達 
 国道 4 号 国見 あつかしの郷 
 国道 4 号 安達 下り 
 国道 4 号 安達 上り 
 国道 49 号 にしあいづ 
 国道 6 号 南相馬 
 国道 443 号 大牟田 
 国道 6 号 相馬 
 国道 118 号 はなわ天領の里 

茨城県 国道 4 号 ごか 
 国道 4 号 まくらがの里 こが 
 国道 294 号 しもつま 
 国道 17 号 さかい(境） 
 国道 123 号 かつら 
 国道 354 号 たまつくり 

栃木県 国道 4 号 しもつけ 
 国道 50 号 思川 
 国道 50 号 みかも 
 国道 294 号 にのみや 
 国道 293 号 うつのみや ろまんちっく村 
 宇都宮茂木（県道69号） はが 
 国道 123 号 もてぎ 
 国道 4 号 矢板トラックステーション 

群馬県 国道 17 号 おおた 
 国道 17 号 こもち 
 国道 17 号 上武 尾島ＰＡ 
 国道 353 号 おのこ 
 国道 17 号 渋川ＩＣ 
 国道 354 号 玉村宿 
 国道 17 号 よしおか 

埼玉県 国道 4 号 庄和 
 国道 298 号 川口・あんぎょう 
 国道 319 号 アグリパークゆめすぎと 
 国道 17 号 おかべ 
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 国道 17 号 大宮トラックステーション 
 県道 27 号 いちごの里よしみ 
 国道 140 号 はなぞの 
 国道 122 号 はにゅう 
 広域農道 アブリパーク杉戸 
 旧 254 号 おがわまち 
 国道 140 号 かわもと 
 国道 407 号 妻沼 
 国道 254 号 道のオアシス神川 
 埼玉県杉戸町 ゆめすぎと 

千葉県 国道 16 号 やちよ 
 国道 298 号 いちかわ 
 国道 296 号 多古あじさい館 
 国道 356 号 水の郷さわら 

東京都 国道 16 号 八王子滝山 

神奈川県 国道 246 号 東神トラックステーション 

新潟県 国道 7 号 豊栄 

 国道 17 号 越後川口 
 国道 17 号 ちぢみの里おぢや 
 国道 17 号 ＪＪの里 
 国道 290 号 Ｒ290 とちお 
 国道 18 号 あらい 
 国道 8 号 越後市振の関 
 国道 17 号  小千谷 
 国道 7 号 胎内 
 国道 7 号 鷹の巣 
 国道 8 号 新潟ふるさと村 
 国道 116 号 良寛の里 わしま 

富山県 国道 1 号 ウェーブパークなめりかわ 
 国道 8 号 カモンパーク新湊 
 国道 41 号 林林（猪谷） 
 国道 8 号 万葉の里高岡 
 国道 8 号 メルヘンおやべ 

石川県 県道 215 号 倶利伽羅源平郷 
 国道 8 号 こまつ木場潟 
 国道 8 号 トラックステーション金沢 
 国道 8 号 めぐみ白山 

福井県 県道 29 号 さかい（坂井） 
 国道 8 号 河野 
 国道 305 号 みくに 
 国道 158 号 九頭竜 

山梨県 国道 20 号 甲斐大和 
 国道 141 号 きよさと 
 国道 140 号 とよとみ 
 国道 20 号 にらさき 
 国道 20 号 はくしゅう 

長野県 国道 19 号 大桑 
 国道 18 号 雷電くるみの里 
  アルプス安曇野ほりがねの里 
 国道 153 号 善知鳥峠 
 国道 148 号 小谷 
 国道 19 号 木曽川 
 国道 19 号 木曽福島 
 国道 117 号 栄村 
 国道 19 号 信州新町 
 国道 117 号 野沢温泉 
 国道 148 号 白馬 
 国道 254 号 ほっとぱーく浅科 

岐阜県 国道 19 号 賤母 
 国道 258 号 月見の里 南濃 
 国道 270 号 上矢作ラフォーレ福寿の里 
 岐阜県道 23 号 クレール平田 
 国道 256 号 茶の里東白川 
 国道 41 号 七原 
 国道 156 号 美濃にわか茶屋 
 国道 41 号 美濃白川 
 県道 94 号 むげ川 
 岐阜柳津 やないづ 
 国道 41 号 ロックガーデンひちそう 

静岡県 国道 1 号 掛川 
 国道 1 号 富士 
 国道 1 号 ふじおやま 
 国道 1 号 潮見坂 
 国道 1 号 宇津ノ谷峠 
 国道 1 号 富士 上り 
 国道 1 号 富士 下り 

都道府県名 路線名 名称 
 県道 65 号 浜松トラックステーション 

愛知県 国道 23 号 筆柿の里・幸田 
 国道 1 号 藤川宿 
 県道 210 号 瀬戸しなの 
 県道 125 号 立田ふれあいの里 
 フラワーロード デンパーク安城 
 国道23号 豊橋バイパス とよはし 
 国道 153 号 どんぐりの里いなぶ 
 国道 151 号 もっくる新城 

三重県 国道 25 号 いが 
 国道 1 号 関宿 
 県道 49 号 あやま 
 国道 25 号 伊賀ＳＡ 上り※大型車多い 
 国道 25 号 伊賀ＳＡ 下り※大型車多い 
 国道 42 号 紀伊長島マンボウ 
 国道 42 号 紀宝町ウミガメ公園 
 国道 477 号 菰野 
 国道 166 号 茶倉 
 国道 23 号 長島 上下 
 国道 42 号 ピネ（パーク七里御浜） 

滋賀県 国道 8 号 竜王かがみの里 
 国道 161 号 藤樹の里あどがわ 
 国道 8 号 アグリの郷栗東 
 国道 1 号 あいの土山 
 国道 161 号 妹子の郷 
 国道559号 湖面道路 草津 
 国道 307 号 せせらぎの里こうら 
 国道 477 号 びわ湖大橋 米プラザ 
 国道 161 号 マキノ追坂峠 
 国道 307 号 あいとうマーガレットステーション 
 県道 40 号 伊吹の里 旬彩の森 
 県道 2 号 近江母の郷 
 県道 12 号 こんぜの里 りっとう 

京都府 国道 9 号 ガレリアかめおか 
 国道 19 号 京都新光悦村 
 国道 27 号 舞鶴湾とれとれセンター 
 1 号 八幡 

大阪府 大阪府道 32 号 しらとりの郷・羽曳野 
 国道 170 号 いずみ山愛の里 
 国道 1 号 大阪トラックステーション 
 国道 170 号 奥河内くろまろの郷 
 国道 309 号 かなん 
 国道 1 号 北大阪トラックターミナル 
 国道 166 号 近つ飛鳥の里・太子 
 国道 1 号 トラックステーション大阪 
 中央環状 中環東大阪休憩所 
 国道 173 号 能勢（くりの郷） 

兵庫県 国道 179 号 しんぐう 
 兵庫県道 38 号 淡河 
 国道 175 号 春日 おばあちゃんの里 
 国道 9 号 但馬楽座 
 兵庫県東条ＩＣ下りてすぐ とうじょう 
 国道 9 号 ハチ北 
 国道 2 号 上り 姫路 
 国道 2 号 上り 別所 
 国道 9 号 ようか但馬蔵 

奈良県 国道 25 号 針Ｔ・Ｒ・Ｓ 
 国道 24 号 レスティ唐古 鍵 
 国道 370 号 宇陀路大宇陀 
 国道 168 号 大和路へぐり 

和歌山県 京奈和道 24 号 かつらぎ西 
 泉佐野岩出 根来さくらの里 

鳥取県 鳥取 清流茶屋 かわはら 
 国道 261 号 インフォメーションセンターかわもと 

岡山県 国道 2 号 岡山～玉島 間 
 国道 2 号 おさふねサービスエリア 

広島県 国道 2 号 みはら神明の里 
 国道 2 号 佐方ＳＡ 
 国道 182 号 さんわ 182 ステーション 
 国道 185 号 たけはら 
 国道 486 号 備後府中 

山口県 国道 2 号 ソレーネ周南 
 国道 191 号 阿武町 
 国道 9 号 長門峡 

徳島県 国道 192 号 貞光ゆうゆう館 
 国道 11 号 那賀川 
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都道府県名 路線名 名称 
 国道 55 号 宎喰  

香川県 国道 32 号 滝宮 
 国道 11 号 とよはま 
 県道 13 号 香南 
 国道 17 号 箕浦 
 県道 12 号 みろく 

愛媛県 国道 196 号 今治湯ノ浦温泉 
 国道 196 号 風和里 
 国道 11 号 桜三里 

福岡県 国道 210 号 うきは 
 国道 442 号 おおき 
 国道 10 号 豊前おこしかけ 
 国道 201 号 いとだ 
 国道 443 号 みやま 

佐賀県 国道 442 号 厳木 

長崎県 国道 205 号 彼杵の荘 

 国道 34 号 鈴田街道 

熊本県 国道 3 号 たのうら 
 国道 325 号 旭志 
 国道 3 号 宇城 
 国道 325 号 大津 
 国道 387 号 小国 
 国道 3 号 すいかの里 植木 
 国道 57 号 波野神楽苑 
 国道 3 号 みなまた 
 国道 3 号 竜北 

大分県 国道 57 号 すごう 
 国道 502 号 きよかわ 
 国道 10 号 なかつ 

宮崎県 国道 10 号 つの 
 国道 318 号 青雲橋 
 国道 222 号 酒谷 
 国道 218 号 高千穂 
 県道 28 号 田野 
 国道 448 号 南郷 
 国道 10 号 日向 

鹿児島県 国道 3 号 阿久根 
 国道 226 号 いぶすき 
 国道 369 号 黒之瀬戸だんだん市場 
 国道 220 号 たるみず湯っ足り館 

沖縄県 国道 58 号 おんなの駅  
 国道 331 号 いとまん 
 国道 58 号 許田 
 国道 331 号 豊崎 
   

 




