
令和5年4月末現在

都道府県
国立病院機構災害医療センター（医療機関） 虎ノ門ヒルズ駅地下通路 新宿駅（ＪＲコンコース）
池袋駅（ＪＲコンコース） 目黒駅（ＪＲコンコース） 王子駅（ＪＲ線）
荻窪駅（ＪＲ線） 蒲田駅（ＪＲ線） 吉祥寺駅（ＪＲ線）
錦糸町駅（ＪＲ線） 恵比寿駅（ＪＲ線） 五反田駅（ＪＲ線）
御茶ノ水駅（ＪＲ線） 御徒町駅（ＪＲ線） 高田馬場駅（ＪＲ線）
国分寺駅（ＪＲ線） 国立駅（ＪＲ線） 三鷹駅（ＪＲ線）
四ツ谷駅（ＪＲ線） 渋谷駅（ＪＲ線） 上野駅（ＪＲ線）
新宿駅（ＪＲ線） 新大久保駅（ＪＲ線） 神田駅（ＪＲ線）
水道橋駅（ＪＲ線） 西大井駅（ＪＲ線） 西日暮里駅（ＪＲ線）
赤羽駅（ＪＲ線） 浅草橋駅（ＪＲ線） 巣鴨駅（ＪＲ線）
代々木駅（ＪＲ線） 大井町駅（ＪＲ線） 大崎駅（ＪＲ線）
大塚駅（ＪＲ線） 池袋駅（ＪＲ線） 町田駅（ＪＲ線）
田端駅（ＪＲ線） 田町駅（ＪＲ線） 東京駅（ＪＲ線）
日暮里駅（ＪＲ線） 品川駅（ＪＲ線） 浜松町駅（ＪＲ線）
府中本町駅（ＪＲ線） 北千住駅（ＪＲ線） 目黒駅（ＪＲ線）
有楽町駅（ＪＲ線） 立川駅（ＪＲ線） 秋葉原駅（ＪＲ線、ＪＲコンコース、秋葉原連絡通路）

東京駅（コンコース、駅内通路、新幹線改札付近） 国際展示場駅（りんかい線） 大井町駅（りんかい線）
天王洲アイル駅（りんかい線） 東京テレポート駅（りんかい線） 品川シーサイド駅（りんかい線）
神泉駅（京王井の頭線） 初台駅（京王新線） 新宿駅（京王新線）
幡ヶ谷駅（京王新線） 京王八王子駅（京王線） 国領駅（京王線）
新宿駅（京王線） 調布駅（京王線） 布田駅（京王線）
泉岳寺駅（京急本線） 押上駅（京成押上線） 京成上野駅（京成本線）
羽田空港第１・第２ターミナル駅（京浜急行空港線） 羽田空港第３ターミナル駅（京浜急行空港線） 大鳥居駅（京浜急行空港線）
天空橋駅（京浜急行空港線） 東京駅（ＪＲ京葉線） 越中島駅（京葉線、ＪＲコンコース）
八丁堀駅（京葉線、ＪＲコンコース） 秋葉原駅（つくばエクスプレス） 新御徒町駅（つくばエクスプレス）
青井駅（つくばエクスプレス） 浅草駅（つくばエクスプレス） 南千住駅（つくばエクスプレス）
北千住駅（つくばエクスプレス） 六町駅（つくばエクスプレス） 下北沢駅（小田急小田原線）
新宿駅（小田急小田原線） 世田谷代田駅（小田急小田原線） 成城学園前駅（小田急小田原線）
東北沢駅（小田急小田原線） 上野駅（上越新幹線） 中井駅（西武新宿線）
池袋駅（西武池袋線） 新桜台駅（西武有楽町線） 東京駅（ＪＲ総武線）
新橋駅（ＪＲ総武本線、ＪＲコンコース） 新日本橋駅（総武本線、ＪＲコンコース） 馬喰町駅（総武本線、ＪＲコンコース）
御成門駅（都営三田線） 三田駅（都営三田線） 志村坂上駅（都営三田線）
芝公園駅（都営三田線） 春日駅（都営三田線） 新板橋駅（都営三田線）
神保町駅（都営三田線） 水道橋駅（都営三田線） 西巣鴨駅（都営三田線）
千石駅（都営三田線） 巣鴨駅（都営三田線） 大手町駅（都営三田線）
内幸町駅（都営三田線） 日比谷駅（都営三田線） 白金高輪駅（都営三田線）
白金台駅（都営三田線） 白山駅（都営三田線） 板橋区役所前駅（都営三田線）
板橋本町駅（都営三田線） 本蓮沼駅（都営三田線） 目黒駅（都営三田線）
一之江駅（都営新宿線） 岩本町駅（都営新宿線） 菊川駅（都営新宿線）
九段下駅（都営新宿線） 市ヶ谷駅（都営新宿線） 篠崎駅（都営新宿線）
住吉駅（都営新宿線） 曙橋駅（都営新宿線） 小川町駅（都営新宿線）
新宿駅（都営新宿線） 新宿三丁目駅（都営新宿線） 森下駅（都営新宿線）
神保町駅（都営新宿線） 瑞江駅（都営新宿線） 西大島駅（都営新宿線）
大島駅（都営新宿線） 馬喰横山駅（都営新宿線） 浜町駅（都営新宿線）
押上駅（都営浅草線） 戸越駅（都営浅草線） 五反田駅（都営浅草線）
高輪台駅（都営浅草線） 三田駅（都営浅草線） 新橋駅（都営浅草線）
人形町駅（都営浅草線） 西馬込駅（都営浅草線） 泉岳寺駅（都営浅草線）
浅草駅（都営浅草線） 浅草橋駅（都営浅草線） 蔵前駅（都営浅草線）
大門駅（都営浅草線） 中延駅（都営浅草線） 東日本橋駅（都営浅草線）
日本橋駅（都営浅草線） 馬込駅（都営浅草線） 宝町駅（都営浅草線）
本所吾妻橋駅（都営浅草線） 東銀座駅（都営浅草線、東銀座駅通路） 牛込神楽坂駅（都営大江戸線）
牛込柳町駅（都営大江戸線） 月島駅（都営大江戸線） 光が丘駅（都営大江戸線）
国立競技場駅（都営大江戸線） 国立競技場前駅（都営大江戸線） 汐留駅（都営大江戸線）
若松河田駅（都営大江戸線） 春日駅（都営大江戸線） 勝どき駅（都営大江戸線）
上野御徒町駅（都営大江戸線） 新御徒町駅（都営大江戸線） 新江古田駅（都営大江戸線）
新宿駅（都営大江戸線） 新宿西口駅（都営大江戸線） 森下駅（都営大江戸線）
清澄白河駅（都営大江戸線） 西新宿五丁目駅（都営大江戸線） 青山一丁目駅（都営大江戸線）
赤羽橋駅（都営大江戸線） 蔵前駅（都営大江戸線） 代々木駅（都営大江戸線）
大門駅（都営大江戸線） 築地市場駅（都営大江戸線） 中井駅（都営大江戸線）
中野坂上駅（都営大江戸線） 東新宿駅（都営大江戸線） 東中野駅（都営大江戸線）
飯田橋駅（都営大江戸線） 豊島園駅（都営大江戸線） 本郷三丁目駅（都営大江戸線）
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麻布十番駅（都営大江戸線） 門前仲町駅（都営大江戸線） 落合南長崎駅（都営大江戸線）
両国駅（都営大江戸線） 練馬駅（都営大江戸線） 練馬春日町駅（都営大江戸線）
都庁前駅（都営大江戸線、新宿歩行者専用道） 六本木駅（都営大江戸線、六本木地下通路） 多摩川駅（東急多摩川線）
大岡山駅（東急大井町線） 荏原中延駅（東急池上線） 長原駅（東急池上線）
駒沢大学駅（東急田園都市線） 桜新町駅（東急田園都市線） 三軒茶屋駅（東急田園都市線）
池尻大橋駅（東急田園都市線） 用賀駅（東急田園都市線） 渋谷駅（東急田園都市線、渋谷駅共同ビル（１０９手前））

多摩川駅（東急東横線） 田園調布駅（東急東横線） 渋谷駅（東急東横線、東急ヒカリエ通路、渋谷駅東口地下歩道、渋谷駅東口地下広場）

西小山駅（東急目黒線） 洗足駅（東急目黒線） 多摩川駅（東急目黒線）
大岡山駅（東急目黒線） 田園調布駅（東急目黒線） 武蔵小山駅（東急目黒線）
目黒駅（東急目黒線） 羽田空港第１ビル駅（東京モノレール） 羽田空港第２ビル駅（東京モノレール）
新整備場駅（東京モノレール） 天空橋駅（東京モノレール） 荻窪駅（東京メトロ丸ノ内線）
霞ヶ関駅（東京メトロ丸ノ内線） 銀座駅（東京メトロ丸ノ内線） 後楽園駅（東京メトロ丸ノ内線）
御茶ノ水駅（東京メトロ丸ノ内線） 国会議事堂前駅（東京メトロ丸ノ内線） 四ツ谷駅（東京メトロ丸ノ内線）
四谷三丁目駅（東京メトロ丸ノ内線） 新高円寺駅（東京メトロ丸ノ内線） 新宿御苑前駅（東京メトロ丸ノ内線）
新宿三丁目駅（東京メトロ丸ノ内線） 新大塚駅（東京メトロ丸ノ内線） 新中野駅（東京メトロ丸ノ内線）
淡路町駅（東京メトロ丸ノ内線） 池袋駅（東京メトロ丸ノ内線） 中野坂上駅（東京メトロ丸ノ内線）
中野新橋駅（東京メトロ丸ノ内線） 中野富士見町駅（東京メトロ丸ノ内線） 東京駅（東京メトロ丸ノ内線）
東高円寺駅（東京メトロ丸ノ内線） 南阿佐ヶ谷駅（東京メトロ丸ノ内線） 方南町駅（東京メトロ丸ノ内線）
本郷三丁目駅（東京メトロ丸ノ内線） 大手町駅（東京メトロ丸ノ内線、みずほ銀行地下通路、大手町再開発ビル地下通路、大手町パレスホテル連絡通路） 新宿駅（東京メトロ丸ノ内線、新宿東南口地下歩道）
西新宿駅（東京メトロ丸ノ内線、西新宿地下歩道、タイムズアベニュー（区道）） 赤坂見附駅（東京メトロ丸ノ内線、赤坂地下歩道） 稲荷町駅（東京メトロ銀座線）
外苑前駅（東京メトロ銀座線） 京橋駅（東京メトロ銀座線） 銀座駅（東京メトロ銀座線）
虎ノ門駅（東京メトロ銀座線） 三越前駅（東京メトロ銀座線） 渋谷駅（東京メトロ銀座線）
上野広小路駅（東京メトロ銀座線） 神田駅（東京メトロ銀座線） 青山一丁目駅（東京メトロ銀座線）
赤坂見附駅（東京メトロ銀座線） 浅草駅（東京メトロ銀座線） 田原町駅（東京メトロ銀座線）
日本橋駅（東京メトロ銀座線） 表参道駅（東京メトロ銀座線） 末広町駅（東京メトロ銀座線）
溜池山王駅（東京メトロ銀座線） 新橋駅（東京メトロ銀座線、汐留地下歩道、内幸町地下通路） 上野駅（東京メトロ銀座線、上野駅通路）
霞ヶ関駅（東京メトロ千代田線） 国会議事堂前駅（東京メトロ千代田線） 根津駅（東京メトロ千代田線）
新御茶ノ水駅（東京メトロ千代田線） 西日暮里駅（東京メトロ千代田線） 赤坂駅（東京メトロ千代田線）
千駄木駅（東京メトロ千代田線） 代々木公園駅（東京メトロ千代田線） 大手町駅（東京メトロ千代田線）
町屋駅（東京メトロ千代田線） 湯島駅（東京メトロ千代田線） 二重橋前駅（東京メトロ千代田線）
日比谷駅（東京メトロ千代田線） 乃木坂駅（東京メトロ千代田線） 表参道駅（東京メトロ千代田線）
北千住駅（東京メトロ千代田線） 明治神宮前駅（東京メトロ千代田線） 茅場町駅（東京メトロ東西線）
九段下駅（東京メトロ東西線） 高田馬場駅（東京メトロ東西線） 神楽坂駅（東京メトロ東西線）
早稲田駅（東京メトロ東西線） 大手町駅（東京メトロ東西線） 竹橋駅（東京メトロ東西線）
東陽町駅（東京メトロ東西線） 南砂町駅（東京メトロ東西線） 日本橋駅（東京メトロ東西線）
飯田橋駅（東京メトロ東西線） 木場駅（東京メトロ東西線） 門前仲町駅（東京メトロ東西線）
落合駅（東京メトロ東西線） 永田町駅（東京メトロ南北線） 王子駅（東京メトロ南北線）
王子神谷駅（東京メトロ南北線） 駒込駅（東京メトロ南北線） 後楽園駅（東京メトロ南北線）
四ツ谷駅（東京メトロ南北線） 市ヶ谷駅（東京メトロ南北線） 市ヶ谷駅（東京メトロ南北線）
志茂駅（東京メトロ南北線） 西ヶ原駅（東京メトロ南北線） 西ヶ原駅（東京メトロ南北線）
赤羽岩淵駅（東京メトロ南北線） 東大前駅（東京メトロ南北線） 白金高輪駅（東京メトロ南北線）
白金台駅（東京メトロ南北線） 飯田橋駅（東京メトロ南北線） 本駒込駅（東京メトロ南北線）
麻布十番駅（東京メトロ南北線） 目黒駅（東京メトロ南北線） 溜池山王駅（東京メトロ南北線）
六本木一丁目駅（東京メトロ南北線） 霞ヶ関駅（東京メトロ日比谷線） 茅場町駅（東京メトロ日比谷線）
銀座駅（東京メトロ日比谷線） 恵比寿駅（東京メトロ日比谷線） 虎ノ門ヒルズ駅（東京メトロ日比谷線）
広尾駅（東京メトロ日比谷線） 三ノ輪駅（東京メトロ日比谷線） 秋葉原駅（東京メトロ日比谷線）
小伝馬町駅（東京メトロ日比谷線） 上野駅（東京メトロ日比谷線） 神谷町駅（東京メトロ日比谷線）
人形町駅（東京メトロ日比谷線） 築地駅（東京メトロ日比谷線） 仲御徒町駅（東京メトロ日比谷線）
東銀座駅（東京メトロ日比谷線） 日比谷駅（東京メトロ日比谷線） 入谷駅（東京メトロ日比谷線）
八丁堀駅（東京メトロ日比谷線） 六本木駅（東京メトロ日比谷線） 永田町駅（東京メトロ半蔵門線）
押上駅（東京メトロ半蔵門線） 錦糸町駅（東京メトロ半蔵門線） 九段下駅（東京メトロ半蔵門線）
三越前駅（東京メトロ半蔵門線） 住吉駅（東京メトロ半蔵門線） 渋谷駅（東京メトロ半蔵門線）
神保町駅（東京メトロ半蔵門線） 水天宮前駅（東京メトロ半蔵門線） 水天宮前駅（東京メトロ半蔵門線）
清澄白河駅（東京メトロ半蔵門線） 青山一丁目駅（東京メトロ半蔵門線） 大手町駅（東京メトロ半蔵門線）
半蔵門駅（東京メトロ半蔵門線） 表参道駅（東京メトロ半蔵門線） 雑司が谷駅（東京メトロ副都心線）
渋谷駅（東京メトロ副都心線） 小竹向原駅（東京メトロ副都心線） 新宿三丁目駅（東京メトロ副都心線）
西早稲田駅（東京メトロ副都心線） 千川駅（東京メトロ副都心線） 地下鉄成増駅（東京メトロ副都心線）
地下鉄赤塚駅（東京メトロ副都心線） 池袋駅（東京メトロ副都心線） 東新宿駅（東京メトロ副都心線）
氷川台駅（東京メトロ副都心線） 平和台駅（東京メトロ副都心線） 北参道駅（東京メトロ副都心線）
明治神宮前駅（東京メトロ副都心線） 要町駅（東京メトロ副都心線） 永田町駅（東京メトロ有楽町線）
月島駅（東京メトロ有楽町線） 護国寺駅（東京メトロ有楽町線） 江戸川橋駅（東京メトロ有楽町線）
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麹町駅（東京メトロ有楽町線） 桜田門駅（東京メトロ有楽町線） 市ヶ谷駅（東京メトロ有楽町線）
市ヶ谷駅（東京メトロ有楽町線） 小竹向原駅（東京メトロ有楽町線） 新富町駅（東京メトロ有楽町線）
千川駅（東京メトロ有楽町線） 辰巳駅（東京メトロ有楽町線） 地下鉄成増駅（東京メトロ有楽町線）
地下鉄赤塚駅（東京メトロ有楽町線） 池袋駅（東京メトロ有楽町線） 東池袋駅（東京メトロ有楽町線）
飯田橋駅（東京メトロ有楽町線） 氷川台駅（東京メトロ有楽町線） 平和台駅（東京メトロ有楽町線）
豊洲駅（東京メトロ有楽町線） 有楽町駅（東京メトロ有楽町線） 要町駅（東京メトロ有楽町線）
銀座一丁目駅（東京メトロ有楽町線、有楽町地下通路、有楽町駅地下街） 北千住駅（東武伊勢崎線） 池袋駅（東武東上線）
新小平駅（武蔵野線） 八丁堀駅（ＪＲ武蔵野線、ＪＲコンコース） エチカフィット上野
渋谷地下街 新宿サブナード 八重洲地下街
東京駅地下街 新橋駅地下街群 新宿駅西地下街群Ｂ
新宿駅西地下街群Ａ 池袋駅地下街群 東京駅地下街群
丸の内公共地下駐車場 汐留駐車場（首都高） 上野地下歩道・駐車場
広小路駐車場 台東区雷門地下駐車場 兜町駐車場（首都高）
白魚橋駐車場（首都高） 本町駐車場（首都高） 京橋プラザ地下駐車場
銀座地下駐車場 浜町公園地下駐車場 八日町夢街道パーキング
練馬駅北口地下駐車場 練馬駅北口地下駐車場 りんかい線　国際展示場駅～東京テレポート駅（駅間）

りんかい線　大井町駅～大崎駅（駅間） りんかい線　天王洲アイル駅～品川シーサイド駅（駅間） りんかい線　東雲駅～国際展示場駅（駅間）
りんかい線　東京テレポート駅～天王洲アイル駅（駅間） りんかい線　品川シーサイド駅～大井町駅（駅間） 横須賀線　新橋駅～品川駅（駅間）
横須賀線　東京駅～新橋駅（駅間） 京王新線　初台駅～幡ヶ谷駅（駅間） 京王新線　新宿駅～初台駅（駅間）
京王新線　幡ヶ谷駅～笹塚駅（駅間） 京王線　国領駅～布田駅（駅間） 京王線　柴崎駅～国領駅（駅間）
京王線　新宿駅～笹塚駅（駅間） 京王線　調布駅～西調布駅（駅間） 京王線　布田駅～調布駅（駅間）
京王線　北野駅～京王八王子駅（駅間） 京王相模原線　京王多摩センター駅～京王堀之内駅（駅間） 京王相模原線　調布駅～京王多摩川駅（駅間）
京王相模原線　南大沢駅～多摩境駅（駅間） 京急本線　泉岳寺駅～品川駅（駅間） 京成押上線　押上駅～京成曳舟駅（駅間）
京成本線　京成上野駅～日暮里駅（駅間） 京浜急行空港線　羽田空港第３ターミナル駅～羽田空港第１・第２ターミナル駅（駅間） 京浜急行空港線　穴守稲荷駅～天空橋駅（駅間）
京浜急行空港線　大鳥居駅～穴守稲荷駅（駅間） 京浜急行空港線　天空橋駅～羽田空港第３ターミナル駅（駅間） 京浜急行空港線　糀谷駅～大鳥居駅（駅間）
京葉線　越中島駅～潮見駅（駅間） 京葉線　東京駅～八丁堀駅（駅間） 京葉線　八丁堀駅～越中島駅（駅間）
つくばエクスプレス　秋葉原駅～新御徒町駅（駅間） つくばエクスプレス　新御徒町駅～浅草駅（駅間） つくばエクスプレス　青井駅～六町駅（駅間）
つくばエクスプレス　浅草駅～南千住駅（駅間） つくばエクスプレス　南千住駅～北千住駅（駅間） つくばエクスプレス　北千住駅～青井駅（駅間）
つくばエクスプレス　六町駅～八潮駅（駅間） 小田急小田原線　成城学園前駅～喜多見駅（駅間） 小田急小田原線　祖師ヶ谷大蔵駅～成城学園前駅（駅間）

小田急小田原線　代々木上原駅～東北沢駅（駅間） 小田急小田原線　鶴川駅～玉川学園前駅（駅間） 小田急小田原線、１Ｆ　新宿駅～南新宿駅１Ｆ間
小田急小田原線、Ｂ１Ｆ　新宿駅～南新宿駅Ｂ１Ｆ間 小田急小田原線、Ｂ２Ｆ　東北沢駅～下北沢駅（駅間） 小田急小田原線、Ｂ２Ｆ（緩行線）　下北沢駅～世田谷代田駅Ｂ２Ｆ間

小田急小田原線、Ｂ２Ｆ（緩行線）　世田谷代田駅～梅ヶ丘駅Ｂ２Ｆ間 小田急小田原線、Ｂ３Ｆ　東北沢駅～下北沢駅（駅間） 小田急小田原線、Ｂ３Ｆ（急行線）　下北沢駅～世田谷代田駅Ｂ３Ｆ間

小田急小田原線、Ｂ３Ｆ（急行線）　世田谷代田駅～梅ヶ丘駅Ｂ３Ｆ間 小田急多摩線　はるひ野駅～小田急永山駅（駅間） 湘南新宿ライン　中里トンネル鉄道
西武山口線　西武遊園地駅～遊園地西駅（駅間） 西武有楽町線　新桜台駅～小竹向原駅（駅間） 西武有楽町線　練馬駅～新桜台駅（駅間）
総武本線　新日本橋駅～馬喰町駅（駅間） 総武本線　東京駅～新日本橋駅（駅間） 総武本線　馬喰町駅～錦糸町駅（駅間）
多摩都市モノレール　多摩動物公園駅～中央大学・明星大学駅（駅間） 都営三田線　御成門駅～内幸町駅（駅間） 都営三田線　三田駅～芝公園駅（駅間）
都営三田線　志村坂上駅～志村三丁目駅（駅間） 都営三田線　芝公園駅～御成門駅（駅間） 都営三田線　春日駅～白山駅（駅間）
都営三田線　新板橋駅～板橋区役所前駅（駅間） 都営三田線　神保町駅～水道橋駅（駅間） 都営三田線　水道橋駅～春日駅（駅間）
都営三田線　西巣鴨駅～新板橋駅（駅間） 都営三田線　千石駅～巣鴨駅（駅間） 都営三田線　巣鴨駅～西巣鴨駅（駅間）
都営三田線　大手町駅～神保町駅（駅間） 都営三田線　内幸町駅～日比谷駅（駅間） 都営三田線　日比谷駅～大手町駅（駅間）
都営三田線　白金高輪駅～三田駅（駅間） 都営三田線　白山駅～千石駅（駅間） 都営三田線　板橋区役所前駅～板橋本町駅（駅間）

都営三田線　板橋本町駅～本蓮沼駅（駅間） 都営三田線　本蓮沼駅～志村坂上駅（駅間） 都営新宿線　一之江駅～瑞江駅（駅間）
都営新宿線　岩本町駅～馬喰横山駅（駅間） 都営新宿線　菊川駅～住吉駅（駅間） 都営新宿線　九段下駅～神保町駅（駅間）
都営新宿線　市ヶ谷駅～九段下駅（駅間） 都営新宿線　篠崎駅～本八幡駅（駅間） 都営新宿線　住吉駅～西大島駅（駅間）
都営新宿線　曙橋駅～市ヶ谷駅（駅間） 都営新宿線　小川町駅～岩本町駅（駅間） 都営新宿線　新宿駅～新宿三丁目駅（駅間）
都営新宿線　新宿三丁目駅～曙橋駅（駅間） 都営新宿線　森下駅～菊川駅（駅間） 都営新宿線　神保町駅～小川町駅（駅間）
都営新宿線　瑞江駅～篠崎駅（駅間） 都営新宿線　西大島駅～大島駅（駅間） 都営新宿線　船堀駅～一之江駅（駅間）
都営新宿線　大島駅～東大島駅（駅間） 都営新宿線　馬喰横山駅～浜町駅（駅間） 都営新宿線　浜町駅～森下駅（駅間）
都営浅草線　戸越駅～五反田駅（駅間） 都営浅草線　五反田駅～高輪台駅（駅間） 都営浅草線　高輪台駅～泉岳寺駅（駅間）
都営浅草線　三田駅～大門駅（駅間） 都営浅草線　新橋駅～東銀座駅（駅間） 都営浅草線　人形町駅～東日本橋駅（駅間）
都営浅草線　西馬込駅～馬込駅（駅間） 都営浅草線　泉岳寺駅～三田駅（駅間） 都営浅草線　浅草駅～本所吾妻橋駅（駅間）
都営浅草線　浅草橋駅～蔵前駅（駅間） 都営浅草線　蔵前駅～浅草駅（駅間） 都営浅草線　大門駅～新橋駅（駅間）
都営浅草線　中延駅～戸越駅（駅間） 都営浅草線　東銀座駅～宝町駅（駅間） 都営浅草線　東日本橋駅～浅草橋駅（駅間）
都営浅草線　日本橋駅～人形町駅（駅間） 都営浅草線　馬込駅～中延駅（駅間） 都営浅草線　宝町駅～日本橋駅（駅間）
都営浅草線　本所吾妻橋駅～押上駅（駅間） 都営大江戸線　牛込神楽坂駅～飯田橋駅（駅間） 都営大江戸線　牛込柳町駅～牛込神楽坂駅（駅間）
都営大江戸線　月島駅～勝どき駅（駅間） 都営大江戸線　国立競技場駅～代々木駅（駅間） 都営大江戸線　汐留駅～大門駅（駅間）
都営大江戸線　若松河田駅～牛込柳町駅（駅間） 都営大江戸線　春日駅～本郷三丁目駅（駅間） 都営大江戸線　勝どき駅～築地市場駅（駅間）
都営大江戸線　上野御徒町駅～新御徒町駅（駅間） 都営大江戸線　新御徒町駅～蔵前駅（駅間） 都営大江戸線　新江古田駅～練馬駅（駅間）
都営大江戸線　新宿駅～都庁前駅（駅間） 都営大江戸線　新宿西口駅～東新宿駅（駅間） 都営大江戸線　森下駅～清澄白河駅（駅間）
都営大江戸線　清澄白河駅～門前仲町駅（駅間） 都営大江戸線　西新宿五丁目駅～中野坂上駅（駅間） 都営大江戸線　青山一丁目駅～国立競技場駅（駅間）

都営大江戸線　赤羽橋駅～麻布十番駅（駅間） 都営大江戸線　蔵前駅～両国駅（駅間） 都営大江戸線　代々木駅～新宿駅（駅間）
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都営大江戸線　大門駅～赤羽橋駅（駅間） 都営大江戸線　築地市場駅～汐留駅（駅間） 都営大江戸線　中井駅～落合南長崎駅（駅間）
都営大江戸線　中野坂上駅～東中野駅（駅間） 都営大江戸線　都庁前駅～新宿西口駅（駅間） 都営大江戸線　都庁前駅～西新宿五丁目駅（駅間）
都営大江戸線　東新宿駅～若松河田駅（駅間） 都営大江戸線　東中野駅～中井駅（駅間） 都営大江戸線　飯田橋駅～春日駅（駅間）
都営大江戸線　豊島園駅～練馬春日町駅（駅間） 都営大江戸線　本郷三丁目駅～上野御徒町駅（駅間） 都営大江戸線　麻布十番駅～六本木駅（駅間）
都営大江戸線　門前仲町駅～月島駅（駅間） 都営大江戸線　落合南長崎駅～新江古田駅（駅間） 都営大江戸線　両国駅～森下駅（駅間）
都営大江戸線　練馬駅～豊島園駅（駅間） 都営大江戸線　練馬春日町駅～光が丘駅（駅間） 都営大江戸線　六本木駅～青山一丁目駅（駅間）

東急多摩川線　多摩川駅～沼部駅（駅間） 東急大井町線　北千束駅～大岡山駅（駅間） 東急池上線　荏原中延駅～旗の台駅（駅間）
東急池上線　旗の台駅～長原駅（駅間） 東急池上線　戸越銀座駅～荏原中延駅（駅間） 東急池上線　長原駅～洗足池駅（駅間）
東急田園都市線　駒沢大学駅～桜新町駅（駅間） 東急田園都市線　桜新町駅～用賀駅（駅間） 東急田園都市線　三軒茶屋駅～駒沢大学駅（駅間）
東急田園都市線　渋谷駅～池尻大橋駅（駅間） 東急田園都市線　池尻大橋駅～三軒茶屋駅（駅間） 東急田園都市線　用賀駅～二子玉川駅（駅間）
東急東横線　自由が丘駅～田園調布駅（駅間） 東急東横線　渋谷駅～代官山駅（駅間） 東急東横線　代官山駅～中目黒駅（駅間）
東急東横線　田園調布駅～多摩川駅（駅間） 東急目黒線　奥沢駅～田園調布駅（駅間） 東急目黒線　西小山駅～洗足駅（駅間）
東急目黒線　洗足駅～大岡山駅（駅間） 東急目黒線　田園調布駅～多摩川駅（駅間） 東急目黒線　不動前駅～武蔵小山駅（駅間）
東急目黒線　武蔵小山駅～西小山駅（駅間） 東急目黒線　目黒駅～不動前駅（駅間） 東京モノレール羽田空港線　羽田空港国際線ビル駅～新整備場駅（駅間）

東京モノレール羽田空港線　羽田空港第１ビル駅～羽田空港第２ビル駅（駅間） 東京モノレール羽田空港線　昭和島駅～整備場駅（駅間） 東京モノレール羽田空港線　新整備場駅～羽田空港第１ビル駅（駅間）

東京モノレール羽田空港線　整備場駅～天空橋駅（駅間） 東京モノレール羽田空港線　天空橋駅～羽田空港国際線ビル駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　荻窪駅～南阿佐ヶ谷駅（駅間）

東京メトロ丸ノ内線　霞ヶ関駅～銀座駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　銀座駅～東京駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　後楽園駅～茗荷谷駅（駅間）
東京メトロ丸ノ内線　御茶ノ水駅～本郷三丁目駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　国会議事堂前駅～霞ヶ関駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　四ツ谷駅～赤坂見附駅（駅間）

東京メトロ丸ノ内線　四谷三丁目駅～四ツ谷駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　新高円寺駅～東高円寺駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　新宿駅～新宿三丁目駅（駅間）

東京メトロ丸ノ内線　新宿御苑前駅～四谷三丁目駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　新宿三丁目駅～新宿御苑前駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　新大塚駅～池袋駅（駅間）
東京メトロ丸ノ内線　新中野駅～中野坂上駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　西新宿駅～新宿駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　赤坂見附駅～国会議事堂前駅（駅間）

東京メトロ丸ノ内線　大手町駅～淡路町駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　淡路町駅～御茶ノ水駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　中野坂上駅～西新宿駅（駅間）

東京メトロ丸ノ内線　中野新橋駅～中野坂上駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　中野富士見町駅～中野新橋駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　東京駅～大手町駅（駅間）
東京メトロ丸ノ内線　東高円寺駅～新中野駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　南阿佐ヶ谷駅～新高円寺駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　方南町駅～中野富士見町駅（駅間）

東京メトロ丸ノ内線　本郷三丁目駅～後楽園駅（駅間） 東京メトロ丸ノ内線　茗荷谷駅～新大塚駅（駅間） 東京メトロ銀座線　稲荷町駅～田原町駅（駅間）
東京メトロ銀座線　外苑前駅～青山一丁目駅（駅間） 東京メトロ銀座線　京橋駅～日本橋駅（駅間） 東京メトロ銀座線　銀座駅～京橋駅（駅間）
東京メトロ銀座線　虎ノ門駅～新橋駅（駅間） 東京メトロ銀座線　三越前駅～神田駅（駅間） 東京メトロ銀座線　渋谷駅～表参道駅（駅間）
東京メトロ銀座線　上野駅～稲荷町駅（駅間） 東京メトロ銀座線　上野広小路駅～上野駅（駅間） 東京メトロ銀座線　新橋駅～銀座駅（駅間）
東京メトロ銀座線　神田駅～末広町駅（駅間） 東京メトロ銀座線　青山一丁目駅～赤坂見附駅（駅間） 東京メトロ銀座線　赤坂見附駅～溜池山王駅（駅間）
東京メトロ銀座線　田原町駅～浅草駅（駅間） 東京メトロ銀座線　日本橋駅～三越前駅（駅間） 東京メトロ銀座線　表参道駅～外苑前駅（駅間）
東京メトロ銀座線　末広町駅～上野広小路駅（駅間） 東京メトロ銀座線　溜池山王駅～虎ノ門駅（駅間） 東京メトロ千代田線　霞ヶ関駅～日比谷駅（駅間）
東京メトロ千代田線　国会議事堂前駅～霞ヶ関駅（駅間） 東京メトロ千代田線　根津駅～千駄木駅（駅間） 東京メトロ千代田線　新御茶ノ水駅～湯島駅（駅間）
東京メトロ千代田線　西日暮里駅～町屋駅（駅間） 東京メトロ千代田線　赤坂駅～国会議事堂前駅（駅間） 東京メトロ千代田線　千駄木駅～西日暮里駅（駅間）

東京メトロ千代田線　代々木公園駅～明治神宮前駅（駅間） 東京メトロ千代田線　代々木上原駅～代々木公園駅（駅間） 東京メトロ千代田線　大手町駅～新御茶ノ水駅（駅間）

東京メトロ千代田線　町屋駅～北千住駅（駅間） 東京メトロ千代田線　湯島駅～根津駅（駅間） 東京メトロ千代田線　二重橋前駅～大手町駅（駅間）
東京メトロ千代田線　日比谷駅～二重橋前駅（駅間） 東京メトロ千代田線　乃木坂駅～赤坂駅（駅間） 東京メトロ千代田線　表参道駅～乃木坂駅（駅間）
東京メトロ千代田線　北千住駅～綾瀬駅（駅間） 東京メトロ千代田線　明治神宮前駅～表参道駅（駅間） 東京メトロ東西線　茅場町駅～門前仲町駅（駅間）

東京メトロ東西線　九段下駅～竹橋駅（駅間） 東京メトロ東西線　高田馬場駅～早稲田駅（駅間） 東京メトロ東西線　神楽坂駅～飯田橋駅（駅間）
東京メトロ東西線　早稲田駅～神楽坂駅（駅間） 東京メトロ東西線　大手町駅～日本橋駅（駅間） 東京メトロ東西線　竹橋駅～大手町駅（駅間）
東京メトロ東西線　中野駅～落合駅（駅間） 東京メトロ東西線　東陽町駅～南砂町駅（駅間） 東京メトロ東西線　南砂町駅～西葛西駅（駅間）
東京メトロ東西線　日本橋駅～茅場町駅（駅間） 東京メトロ東西線　飯田橋駅～九段下駅（駅間） 東京メトロ東西線　木場駅～東陽町駅（駅間）
東京メトロ東西線　門前仲町駅～木場駅（駅間） 東京メトロ東西線　落合駅～高田馬場駅（駅間） 東京メトロ南北線　永田町駅～四ツ谷駅（駅間）
東京メトロ南北線　王子駅～王子神谷駅（駅間） 東京メトロ南北線　王子神谷駅～志茂駅（駅間） 東京メトロ南北線　駒込駅～西ヶ原駅（駅間）
東京メトロ南北線　後楽園駅～東大前駅（駅間） 東京メトロ南北線　四ツ谷駅～市ヶ谷駅（駅間） 東京メトロ南北線　市ヶ谷駅～飯田橋駅（駅間）
東京メトロ南北線　志茂駅～赤羽岩淵駅（駅間） 東京メトロ南北線　西ヶ原駅～王子駅（駅間） 東京メトロ南北線　東大前駅～本駒込駅（駅間）
東京メトロ南北線　白金高輪駅～麻布十番駅（駅間） 東京メトロ南北線　白金台駅～白金高輪駅（駅間） 東京メトロ南北線　飯田橋駅～後楽園駅（駅間）
東京メトロ南北線　本駒込駅～駒込駅（駅間） 東京メトロ南北線　麻布十番駅～六本木一丁目駅（駅間） 東京メトロ南北線　目黒駅～白金台駅（駅間）
東京メトロ南北線　溜池山王駅～永田町駅（駅間） 東京メトロ南北線　六本木一丁目駅～溜池山王駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　霞ヶ関駅～日比谷駅（駅間）
東京メトロ日比谷線　茅場町駅～人形町駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　銀座駅～東銀座駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　恵比寿駅～広尾駅（駅間）
東京メトロ日比谷線　広尾駅～六本木駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　三ノ輪駅～南千住駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　秋葉原駅～仲御徒町駅（駅間）

東京メトロ日比谷線　小伝馬町駅～秋葉原駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　上野駅～入谷駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　神谷町駅～霞ヶ関駅（駅間）
東京メトロ日比谷線　人形町駅～小伝馬町駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　築地駅～八丁堀駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　中目黒駅～恵比寿駅（駅間）
東京メトロ日比谷線　仲御徒町駅～上野駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　東銀座駅～築地駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　日比谷駅～銀座駅（駅間）
東京メトロ日比谷線　入谷駅～三ノ輪駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　八丁堀駅～茅場町駅（駅間） 東京メトロ日比谷線　六本木駅～神谷町駅（駅間）

東京メトロ半蔵門線　永田町駅～半蔵門駅（駅間） 東京メトロ半蔵門線　錦糸町駅～押上駅（駅間） 東京メトロ半蔵門線　九段下駅～神保町駅（駅間）
東京メトロ半蔵門線　三越前駅～水天宮前駅（駅間） 東京メトロ半蔵門線　住吉駅～錦糸町駅（駅間） 東京メトロ半蔵門線　渋谷駅～表参道駅（駅間）
東京メトロ半蔵門線　神保町駅～大手町駅（駅間） 東京メトロ半蔵門線　水天宮前駅～清澄白河駅（駅間） 東京メトロ半蔵門線　清澄白河駅～住吉駅（駅間）
東京メトロ半蔵門線　青山一丁目駅～永田町駅（駅間） 東京メトロ半蔵門線　大手町駅～三越前駅（駅間） 東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅～九段下駅（駅間）
東京メトロ半蔵門線　表参道駅～青山一丁目駅（駅間） 東京メトロ副都心線　雑司が谷駅～西早稲田駅（駅間） 東京メトロ副都心線　小竹向原駅～千川駅（駅間）
東京メトロ副都心線　新宿三丁目駅～北参道駅（駅間） 東京メトロ副都心線　西早稲田駅～東新宿駅（駅間） 東京メトロ副都心線　千川駅～要町駅（駅間）
東京メトロ副都心線　池袋駅～雑司が谷駅（駅間） 東京メトロ副都心線　東新宿駅～新宿三丁目駅（駅間） 東京メトロ副都心線　北参道駅～明治神宮前駅（駅間）
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東京メトロ副都心線　明治神宮前駅～渋谷駅（駅間） 東京メトロ副都心線　要町駅～池袋駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　永田町駅～桜田門駅（駅間）
東京メトロ有楽町線　銀座一丁目駅～新富町駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　月島駅～豊洲駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　護国寺駅～江戸川橋駅（駅間）
東京メトロ有楽町線　江戸川橋駅～飯田橋駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　麹町駅～永田町駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　桜田門駅～有楽町駅（駅間）
東京メトロ有楽町線　市ヶ谷駅～麹町駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　小竹向原駅～千川駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　新富町駅～月島駅（駅間）
東京メトロ有楽町線　千川駅～要町駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　辰巳駅～新木場駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　地下鉄成増駅～地下鉄赤塚駅（駅間）

東京メトロ有楽町線　地下鉄赤塚駅～平和台駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　池袋駅～東池袋駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　東池袋駅～護国寺駅（駅間）
東京メトロ有楽町線　飯田橋駅～市ヶ谷駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　氷川台駅～小竹向原駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　平和台駅～氷川台駅（駅間）

東京メトロ有楽町線　豊洲駅～辰巳駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　有楽町駅～銀座一丁目駅（駅間） 東京メトロ有楽町線　要町駅～池袋駅（駅間）
東武伊勢崎線　押上駅～曳舟駅（駅間） 武蔵野線　新小平駅～新秋津駅（駅間） 武蔵野線　西国分寺駅～新小平駅（駅間）
北総鉄道北総線　新柴又駅～矢切駅（駅間） 京王井の頭線　渋谷駅～神泉駅（駅間） 京王井の頭線　神泉駅～駒場東大前駅（駅間）
赤羽台トンネル（ＪＲ埼京線） 御所トンネル（ＪＲ中央本線） 八ツ山トンネル（東海道新幹線）
上野トンネル（東北新幹線） 赤羽台トンネル（東北新幹線） ひよどり山トンネル（ひよどり山道路）
新橋～虎ノ門間トンネル（環状第二号線） 井荻トンネル（環状八号線） 北町若木トンネル（環状八号線）
練馬トンネル（環状八号線） あきる野掘割トンネル（圏央道） 恩方トンネル（圏央道）
高尾山トンネル（圏央道） 菅生トンネル（圏央道） 青梅トンネル（圏央道）
川口トンネル（圏央道） 相模原八王子トンネル（圏央道） 八王子城跡トンネル（圏央道）
八王子城跡トンネル（圏央道） 宝生寺トンネル（圏央道） 友田トンネル（圏央道）
新宿御苑トンネル（国道２０号） 浅川トンネル（国道２０号） 羽田空港トンネル（国道３５７号）
空港北トンネル（国道３５７号） 東京港トンネル（国道３５７号） 東京国際空港アクセストンネル（国道３５７号）
大麦代トンネル（国道４１１号） 羽田トンネル（首都高） 霞ヶ関トンネル（首都高）
空港北トンネル（首都高） 山手トンネル（首都高） 汐留トンネル（首都高）
信濃町トンネル（首都高） 赤坂トンネル（首都高） 千代田トンネル（首都高）
東京港トンネル（首都高） 八重洲トンネル（首都高） 飯倉トンネル（首都高）
飛鳥山トンネル（首都高） 品川トンネル（首都高） 昭和通りアンダーパス（昭和通り）
加平谷中トンネル（足立区道） 愛宕トンネル（都道１８４号） 新氷川トンネル（都道１８４号）
日原トンネル（都道２０４号） 日比谷地下自動車道（都道３０４号（晴海通り）） 新小峰トンネル（都道３２号）
白金トンネル（都道４１８号） 城山トンネル（都道４５号） 戸吹トンネル（都道４６号）
新吹上トンネル（都道５３号） 五日市トンネル（都道６１号） 上川トンネル（都道６１号）
網代トンネル（都道６１号） 青海トンネル（東京港臨海道路） 第二航路トンネル（東京港臨海道路）
臨海トンネル（東京港臨海道路） 臨港道路南北線トンネル（東京港臨港道路） 際内トンネル（東京国際空港）
アトレ大井町 ヴィーナスフォート サンシャインシティプリンスホテル
ジェイシティ東京東棟 つくばトンネル（つくばエクスプレス） ビッグファン平和島
ホープセンター マーヴ綾瀬リエッタ ラフォーレ原宿
リーガロイヤルホテル東京 ルミネ町田 綾瀬川トンネル（つくばエクスプレス）
伊勢丹新宿店（本館・メンズ館を除く） 羽田トンネル（東京モノレール） 加平トンネル（つくばエクスプレス）
加平谷中トンネル 海老取トンネル（東京モノレール） 葛西臨海水族園
京王ストア桜ヶ丘 京王プラザホテル 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター
京王八王子ショッピングセンター 京王百貨店新宿店 京急空港線　穴守稲荷駅～羽田空港国内線ターミナル駅（駅間）

京橋プラザ駐車場 銀座東芝ビル 空港トンネル（東京モノレール）
港南台駅（ＪＲ京浜東北線） 国技館 三ノ輪トンネル（つくばエクスプレス）
三越銀座店 寿トンネル（つくばエクスプレス） 小田急百貨店新宿店
小仏トンネル（中央道） 松屋浅草 上野トンネル（上越新幹線）
上野駅（東北新幹線） 常磐道トンネル（つくばエクスプレス） 新宿アルタ
新宿タカシマヤ 新宿マルイワン 西綾瀬トンネル（つくばエクスプレス）
赤羽台トンネル（上越新幹線） 赤坂地下歩道 台東トンネル（つくばエクスプレス）
大手センタービル 池袋パルコ 築地虎ノ門トンネル（環状２号）
中野サンプラザ 帝国ホテル 都ホテル東京
東京タワー 南新宿駅（小田急小田原線） 南千住トンネル（つくばエクスプレス）
南流山トンネル（つくばエクスプレス） 八重洲富士屋ホテル 八日町地下駐車場
品川イーストワンタワー　 品川プリンスホテル 本八幡駅（都営新宿線）
和光トンネル群トンネル（外環道）

東京都
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太田和公園トンネル（三浦縦貫道路） 衣笠城址トンネル（三浦縦貫道路） 衣笠太田和トンネル（三浦縦貫道路）
竜神トンネル(三浦半島中央道路) 上依知第一トンネル(さがみ縦貫道路) 上依知第二トンネル(さがみ縦貫道路)
円海山トンネル(横浜横須賀道路) 横横大山トンネル(横浜横須賀道路) 大山トンネル(横浜横須賀道路)
長浜トンネル(横浜横須賀道路) 東逗子トンネル(横浜横須賀道路) 池田トンネル(横浜横須賀道路)
六浦トンネル(横浜横須賀道路) 吉井トンネル(横浜横須賀道路) 真鶴トンネル(真鶴道路)
塚山トンネル(本町中山道) 吾妻山トンネル(東名道) 吾妻山下りトンネル(東名道)
吾妻山上りトンネル(東名道) 新都夫良野トンネル(東名道) 太郎ヶ尾トンネル(東名道)
鳥手山トンネル(東名道) 都夫良野トンネル(東名道) 北畑トンネル(東名道)
大和トンネル(東名道) 愛川トンネル（圏央道） 小倉山トンネル（圏央道）
城山トンネル(圏央道) 花園トンネル(首都高) 花園橋トンネル(首都高)
桜木町トンネル(首都高) 三ツ沢トンネル(首都高) 川崎航路トンネル(首都高)
多摩川トンネル(首都高) 東横浜トンネル(首都高) 並木トンネル(首都高)
下鶴間トンネル(国道247号) 新善波トンネル(国道246号) 長浦トンネル(国道16号)
吉浦トンネル(国道16号) 新吉浦トンネル(国道16号) みなとみらいトンネル(臨港幹線道路)
川崎港海底トンネル(川崎市道) 風祭トンネル(小田原厚木道) 弁天山トンネル(小田原厚木道)
開戸トンネル(東海道新幹線) 借宿トンネル(東海道新幹線) 出縄トンネル(東海道新幹線)
小原トンネル(東海道新幹線) 小峰トンネル(東海道新幹線) 小峰西トンネル(東海道新幹線)
小峰東トンネル(東海道新幹線) 上菅田トンネル(東海道新幹線) 城堀トンネル(東海道新幹線)
石垣山トンネル(東海道新幹線) 石橋山トンネル(東海道新幹線) 大倉山トンネル(東海道新幹線)
第一根柄見トンネル(東海道新幹線) 第一生沢トンネル(東海道新幹線) 第一大和トンネル(東海道新幹線)
第一万騎が原トンネル(東海道新幹線) 第三根柄見トンネル(東海道新幹線) 第二根柄見トンネル(東海道新幹線)
第二生沢トンネル(東海道新幹線) 第二大和トンネル(東海道新幹線) 第二万騎が原トンネル(東海道新幹線)
南郷山トンネル(東海道新幹線) 日吉トンネル(東海道新幹線) 不動山トンネル(東海道新幹線)
米神トンネル(東海道新幹線) 片浦トンネル(東海道新幹線) 弁天山トンネル(東海道新幹線)
弁天山西トンネル(東海道新幹線) 弁天山東トンネル(東海道新幹線) 本宿原トンネル(東海道新幹線)
矢上トンネル(東海道新幹線) あざみ野駅（横浜市営地下鉄） 伊勢佐木長者町駅（横浜市営地下鉄）
横浜駅（横浜市営地下鉄） 下永谷駅（横浜市営地下鉄） 下飯田駅（横浜市営地下鉄）
関内駅（横浜市営地下鉄） 岸根公園駅（横浜市営地下鉄） 吉野町駅（横浜市営地下鉄）
戸塚駅（横浜市営地下鉄） 弘明寺駅（横浜市営地下鉄） 港南中央駅（横浜市営地下鉄）
高田町駅（横浜市営地下鉄） 高島町駅（横浜市営地下鉄） 阪東橋駅（横浜市営地下鉄）
桜木町駅（横浜市営地下鉄） 三ツ沢下町駅（横浜市営地下鉄） 三ツ沢上町駅（横浜市営地下鉄）
蒔田駅（横浜市営地下鉄） 湘南台駅（横浜市営地下鉄） 上大岡駅（横浜市営地下鉄）
新横浜駅（横浜市営地下鉄） 中山駅（横浜市営地下鉄） 中川駅（横浜市営地下鉄）
中田駅（横浜市営地下鉄） 都筑ふれあいの丘駅（横浜市営地下鉄） 東山田駅（横浜市営地下鉄）
日吉駅（横浜市営地下鉄） 日吉本町駅（横浜市営地下鉄） 舞岡駅（横浜市営地下鉄）
片倉町駅（横浜市営地下鉄） 北山田駅（横浜市営地下鉄） 北新横浜駅（横浜市営地下鉄）
踊場駅（横浜市営地下鉄） 立場駅（横浜市営地下鉄） みなとみらい駅（横浜高速鉄道みなとみらい線）
元町・中華街駅（横浜高速鉄道みなとみらい線） 新高島駅（横浜高速鉄道みなとみらい線） 日本大通り駅（横浜高速鉄道みなとみらい線）
馬車道駅（横浜高速鉄道みなとみらい線） 横浜駅（東急東横線） 日吉駅（東急東横線）
反町駅（東急東横線） 中央林間駅（東急田園都市線） 湘南台駅（相鉄線）

大和駅（相鉄線） 東急東横線　東白楽駅～横浜駅（駅間）
みなとみらい線　横浜駅～元町・中華街駅間
（駅間）

横浜市営地下鉄　ブルーライン　あざみ野駅
～湘南台駅（駅間）

横浜市営地下鉄　グリーンライン　中山駅～
日吉駅（駅間）

桜木町ゴールデンセンター

マリナード地下街 片瀬海岸地下駐車場 羽衣・伊勢佐木地下駐車場
藤沢市営駐車場 由比ヶ浜海岸地下駐車場 山下公園駐車場
ビーンズ武蔵中原 セレオ相模原 湘南モールフィル
平塚ラスカ ルミネ藤沢 三ツ境ライフ
川崎モアーズ 相模大野モアーズ 横須賀モアーズシティ

さいか屋横須賀店
相模原アイワールドビル（アイワールド相模
原店）

センタープラザ（A棟・B棟）（アイワールド相
模原店）

マルエツ長津田店 マルエツ東逗子店 赤い風船食彩館
ショッピングタウンあいたい 朝木ビルジング（ユニー大口店） イオン本牧
横浜赤レンガ倉庫 クイーンズタワー ランドマークプラザ
新島トンネル(真鶴道路) 二本松トンネル(笹下釜利谷道路) 桜木町駅地下街
横浜駅地下街A 横浜駅地下街Ｂ 大師トンネル(首都高)
東急田園都市線　つくし野駅～中央林間駅
間（駅間）

南郷トンネル(県道217号) 小田原駅地下街

京急本線　南太田駅～京急富岡駅(駅間) 京急本線　戸部駅～県立大学駅(駅間) 京急本線　京急久里浜駅～津久井浜駅
相鉄いずみ野線　二俣川駅～いずみ野駅(駅間) 京急本線　馬堀海岸駅～浦賀駅(駅間) 逗子線　六浦駅～神武寺駅(駅間)

神奈川県
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相武トンネル(県道23号) 横浜第一トンネル(横浜横須賀道路) 別所日野掘割トンネル(横浜横須賀道路)
横浜第三トンネル(横浜横須賀道路) 横浜第二トンネル(横浜横須賀道路) 能見堂トンネル(横浜横須賀道路)
横浜市福富町西公園地下駐車場 横浜市日本大通地下駐車場 新沢トンネル(県道217号)
横浜市馬車道地下駐車場 横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場 京急本線　戸部駅～日ノ出町駅(駅間)
横浜市山下町地下駐車場 相鉄いずみ野線　ゆめが丘駅～湘南台駅(駅間) 長柄トンネル(国道134号)
横浜市ポートサイド地下駐車場 相鉄本線　瀬谷駅～相模大塚駅(駅間) 伊勢山トンネル(国道134号)
新長浦トンネル(国道16号) 武蔵小杉駅 衣笠城跡トンネル(三浦縦貫道路)
大船駅（ＪＲ線） 二宮トンネル(小田原厚木道路) 湘南台駅地下駐車場
藤沢駅（ＪＲ線） 坂下トンネル(小田原厚木道路) 横浜北トンネル(首都高速　神奈川７号横浜北線)
逗葉トンネル(逗葉新道) 新与瀬トンネル(中央本線) 相鉄・ＪＲ直通線　西谷駅～羽沢横浜国大駅(駅間)

港南台トンネル(根岸線) 小田急多摩線　黒川駅～はるひ野駅(駅間) 小田急江ノ島線　善行駅～藤沢本町駅(駅間)
山手トンネル（根岸線） 保土ヶ谷トンネル（国道1号） 横浜環状北西線トンネル（東海道貨物線）
第二竹之丸トンネル（根岸線） 第一竹之丸トンネル（根岸線） 生見尾トンネル（東海道貨物線）
相鉄・ＪＲ直通線　羽沢横浜国大駅 港北トンネル（東海道貨物線）
小菅トンネル 内浦トンネル（千葉） 真里谷第一トンネル
長田トンネル おせんころがしトンネル 真里谷第二トンネル
堀之内トンネル（成田線） 東成田駅～屋外（芝山千代田駅）間 真里谷第三トンネル
第１駒井野トンネル 屋外（京成成田駅）～東成田駅間（東成田駅側） 成田空港トンネル
第２駒井野トンネル 矢切駅～北国分駅間 外環千葉県区間トンネル
取香トンネル 北国分駅～秋山駅間 空港第２ビル駅（京成本線）
新八柱駅 秋山駅～屋外（東松戸駅）間 千葉駅（ＪＲ駅対策）
成田空港駅（成田線） 東松戸駅～松飛台駅間トンネル 成田空港駅（空港線）
空港第２ビル駅（成田線） 屋外（新鎌ヶ谷駅）～屋外（西白井駅）間トンネル 屋外（京成成田駅）～東成田駅間（京成成田駅側）

東海神駅 屋外（西船橋駅）～東海神駅間 南流山駅～屋外（流山セントラルパーク駅）間
北習志野駅 東海神駅～飯山満駅間 岩富トンネル
船橋日大前駅 飯山満駅～北習志野駅間 元名第一トンネル
東葉勝田台駅 北習志野駅～船橋日大前駅間 元名第二トンネル
東成田駅 屋外（村上駅）～東葉勝田台駅間 茂原第二トンネル
東京湾アクアトンネル 船橋駅（ＪＲ駅対策） 笠森鶴舞トンネル
柏トンネル群 新浦安駅（ＪＲ駅対策） 山口トンネル（千葉）
本八幡駅（新宿線） 西船橋駅（ＪＲ駅対策） 真里谷第四トンネル
嶺岡トンネル 松戸駅（ＪＲ駅対策） 秋山駅
南流山駅～屋外（三郷中央駅）間 津田沼駅（ＪＲ駅対策） 北国分駅
南流山駅 舞浜駅（ＪＲ駅対策） 明鐘トンネル
成田空港駅（京成本線） 柏駅（ＪＲ駅対策） 公津の杜駅～京成成田駅間
矢切駅 勝田台駅 宗吾参道駅～公津の杜駅間
とみやまトンネル 成田湯川トンネル 大森台駅
鋸山トンネル 大帷子トンネル 新八柱駅前後のトンネル
金谷第一トンネル 寺崎トンネル 空港第２ビル駅～成田空港駅間
天羽トンネル 新下台トンネル 十余三トンネル
山辺トンネル 台ノ田トンネル 天神峰トンネル
大鷲トンネル 境川トンネル（道路） 安房白浜トンネル
天津トンネル 君鴨トンネル 国保直営総合病院君津中央病院
下田野トンネル(皆野寄居有料道路) 釜伏トンネル(皆野寄居有料道路) 寄居トンネル(皆野寄居有料道路)
美の山トンネル(皆野寄居有料道路) 風布トンネル(皆野寄居有料道路) さいたま新都心トンネル(首都高)
正丸トンネル(国道299号) 小学校前トンネル(外環道) 西大和トンネル(外環道)
台地部トンネル(外環道) 都道180号トンネル(外環道) 南トンネル(外環道)
北大泉公園トンネル(外環道) 和光トンネル(外環道) 桶川掘割トンネル（圏央道）
戸塚安行駅（埼玉高速鉄道） 新井宿駅（埼玉高速鉄道） 川口元郷駅（埼玉高速鉄道）
東川口駅（埼玉高速鉄道） 南鳩ヶ谷駅（埼玉高速鉄道） 鳩ヶ谷駅（埼玉高速鉄道）
埼玉高速鉄道線　赤羽岩淵駅～浦和美園駅
（駅間）

大宮駅（JR線） アズ熊谷

新越谷VARIE 西武本川越ペペ 熊谷アズセカンド
アトレマルヒロ イオンモール川口前川 桶川掘割トンネル（圏央道）
奥秩父トンネル（国道140号） 金勝山トンネル(国道254号） 西武秩父線　吾野駅～西武秩父駅(駅間)
西武山口線　遊園地西駅～西武球場前駅
(駅間）

埼玉県

神奈川

千葉県
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令和5年4月末現在

都道府県 施設名

【関東・甲信越】
停電時に携帯電話がご利用頂けない場合がある施設

鞍掛トンネル(常磐道) 関南トンネル(常磐道) 関本トンネル(常磐道)
助川トンネル(常磐道) 諏訪第一トンネル(常磐道) 諏訪第二トンネル(常磐道)
成沢トンネル(常磐道) 大久保第一トンネル(常磐道) 大久保第三トンネル(常磐道)
大久保第二トンネル(常磐道) 大雄院トンネル(常磐道) 日立トンネル(常磐道)
平沢トンネル(常磐道) 十王トンネル(常磐道) 小木津トンネル(常磐道)
岩瀬トンネル(北関東道) 唐桶山トンネル(北関東道) 梅香トンネル（国道349号）
守谷トンネル(茨城県道46号) つくば花室トンネル（茨城県道24号） 五十里岬トンネル（五十里バイパス）
朝日トンネル 泉町駐車場 さん・あぴお
水戸エクセル 水戸京成百貨店 宇宙開発事業団筑波宇宙センター
イオンモール土浦 新月居トンネル（国道461号） みらい平駅（つくばエクスプレス）

つくば駅（つくばエクスプレス） 大政山トンネル（北関東自動車道）
つくばエクスプレス　研究学園駅～つくば駅
間(駅間)

本山トンネル(県道36号) 高鈴トンネル（県道66号） 花立トンネル（国道293号）
北沢トンネル（国道461号）
神主山トンネル(日光宇都宮道路) 鳴虫山トンネル(日光宇都宮道路) 明智第二トンネル（国道120号）
三ツ岩トンネル（国道121号） 湯の郷トンネル（国道121号） 大岩八汐トンネル（国道249号）
明神ヶ岳トンネル（国道249号） 赤下トンネル（国道249号） 穴田トンネル（国道249号）
サカシトンネル（国道249号） 天狗岩トンネル（国道249号） 越床トンネル(国道293号)
西成田トンネル(東北新幹線) 第１高久トンネル(東北新幹線) 第1大槻トンネル(東北新幹線)
第２高久トンネル(東北新幹線) 第2大槻トンネル(東北新幹線) 中本田トンネル(東北新幹線)
東成田トンネル(東北新幹線) 那須トンネル(東北新幹線) 安沢トンネル(東北新幹線)
龍王峡トンネル（日塩有料道路） 葛老トンネル（県道川俣温泉川治線） 田茂沢トンネル（県道川俣温泉川治線）
愛宕山トンネル（県道川俣温泉川治線） 大越路トンネル（県道栃木粕尾線） 明神トンネル（県道大子黒羽線）
神長トンネル(県道10号) 鬼怒川トンネル(国道121号) がま石トンネル(国道400号)
瀬戸合トンネル～野門トンネル(県道23号) 新明智第二トンネル(国道120号) 唐沢山トンネル(北関東自動車道)
打越トンネル（国道249号） 鞍掛トンネル（国道22号)

下仁田トンネル（国道254号） 高梨子トンネル(国道254号) 平畠トンネル(国道254号)
吾妻狭トンネル（県道375号） 久森トンネル(国道145号) 高岩山トンネル(上信越道)
高立トンネル(上信越道) 浅間山トンネル(上信越道) 大山トンネル(上信越道)
日暮山トンネル(上信越道) 入山トンネル(上信越道)
長井坂トンネル(関越道) 淵尻トンネル(関越道) 湯の沢トンネル（ふるさと林道湯の沢線）
高崎モントレー 吾妻峡トンネル（県道林岩下線） 高浜トンネル（北陸新幹線）
第１諏訪トンネル（北陸新幹線） 第２諏訪トンネル（北陸新幹線） 神戸トンネル（北陸新幹線）
里見トンネル（北陸新幹線） 榛名トンネル（上越新幹線） 中山トンネル（上越新幹線）
黒岩トンネル（上越新幹線） 第一湯原トンネル（上越新幹線） 第二湯原トンネル（上越新幹線）
月夜野トンネル（上越新幹線） 一ノ瀬トンネル（北陸新幹線）

籠坂トンネル(東富士五湖道路) 花咲トンネル(中央道富士吉田線) 岩殿トンネル(中央道)
新岩殿トンネル(中央道) 新太田トンネル(中央道) 新中野トンネル(中央道)
太田トンネル(中央道) 大月トンネル(中央道) 谷後トンネル(中央道)
中野トンネル(中央道) 斧窪第一トンネル(中央道) 斧窪第三トンネル(中央道)
斧窪第二トンネル(中央道) 大蔵経寺山トンネル（甲府山梨道路） 新笹子トンネル(国道20号)
新笹子隧道トンネル(国道20号) 新榧ノ木トンネル（国道52号） 山宮トンネル（国道137号）
谷抜トンネル（国道137号） 新倉河口湖トンネル（国道137号） 新御坂トンネル(国道137号)
牧丘トンネル（国道140号） 室伏トンネル（国道140号） 甲武トンネル（県道33号）
若彦トンネル（県道719号） パウ石和店 イーストモールショッピングセンターバリオ
岡島百貨店 松姫トンネル（国道139号） 波高島トンネル（国道300号）
万力八幡トンネル（国道140号） 原トンネル（中央横断自動車道） 宮狩トンネル（中央横断自動車道）
八之尻トンネル（中央横断自動車道） 雁坂トンネル(国道140号) 笹子トンネル(中央道)
醍醐山トンネル（中部横断自動車道） 鴨狩津向トンネル（中部横断道） 城山トンネル(中部横断自動車道)
中之倉トンネル(国道300号) 新榧ノ木隧道(国道52号) 都留第二トンネル(国道139号)
愛宕トンネル（県道6号） 七里岩トンネル(国道141号) 新割石トンネル(県道9号）
一色トンネル(中部横断自動車道) 黒野田トンネル(中央自動車道) 猿橋トンネル（中央本線）
御前山トンネル（中央本線） 新倉トンネル（中央本線） 梁川第一トンネル（中央本線）
石合トンネル（中央横断自動車道） 森山トンネル（中央横断自動車道） 竹之沢トンネル（中央横断自動車道）
峯トンネル（中央横断自動車道） 楮根第1トンネル（中央横断自動車道） 楮根第２トンネル（中央横断自動車道）
楮根第３トンネル（中央横断自動車道） 楮根第4トンネル（中央横断自動車道） 塩沢トンネル（中央本線）
巌トンネル（中央本線） 巌山トンネル（中央本線） 新倉第一トンネル（中央本線）
斧窪トンネル（中央本線） 新巌トンネル（中央本線） 新倉第二トンネル（中央本線）
新倉第三トンネル（中央本線） 新梁川第一トンネル（中央本線） 新梁川第二トンネル（中央本線）
梁川第二トンネル（中央本線）

茨城県

栃木県

群馬県

山梨県
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都道府県 施設名

【関東・甲信越】
停電時に携帯電話がご利用頂けない場合がある施設

一本松トンネル(長野道) 塩嶺トンネル(長野道) 岡谷トンネル(長野道)
柴山トンネルトンネル(長野道) 八幡トンネルトンネル(長野道) 明科トンネル(長野道)
立峠トンネル(長野道) 花岡トンネル(中央道) 恵那山トンネル(中央道)
網掛トンネル(中央道) さみずトンネル(上信越道) 永江トンネル(上信越道)
熊坂トンネル(上信越道) 五里ヶ峰トンネル(上信越道) 山口トンネル(上信越道)
上今井トンネル(上信越道) 森トンネル(上信越道) 太郎山トンネル(上信越道)
大久保トンネル(上信越道) 八風山トンネル(上信越道) 片山トンネル(上信越道)
薬師岳トンネル(上信越道) 有明山トンネル(上信越道) 閼伽流山トンネル(上信越道)
小諸トンネル(上信越道) 中野トンネル(志賀中野道) 松島トンネル(国道406号)
新地蔵トンネル(国道381号) 清内路トンネル(国道256号) 鹿教湯トンネル(国道254号)
松本トンネル(国道254号) 白山トンネル(国道152号) 塩坂トンネル(国道148号)
外沢トンネル(国道148号) 中土トンネル(国道148号) 平倉トンネル(国道148号)
木崎湖トンネル(国道148号) 湖北トンネル(国道142号) 新和田トンネル(国道142号)
木落し坂トンネル(国道142号) 横倉トンネル(国道117号) 羽渕トンネル(国道361号)
姥神トンネル(国道381号) 権兵衛トンネル(国道361号) 番所トンネル(国道361号)
三才山トンネル(国道254号) 長地トンネル(国道20号) 犬戻トンネル(国道19号)
笹平第一トンネル(国道111号) 笹平第二トンネル(国道19号) 小松原トンネル(国道19号)
上松第２トンネル(国道111号) 上松第３トンネル(国道19号) 生坂トンネル(国道19号)
小千谷第２トンネル(国道18号) 新望月トンネル(国道142号) 飯綱トンネル(県道506号)
帯川トンネル（国道151号） 平井寺トンネル(県道上田丸子線) 御牧原トンネル(北陸新幹線)
安房トンネル(安房峠道) 権堂駅（長野電鉄長野線） 市役所前駅（長野電鉄長野線）
善光寺下駅（長野電鉄長野線） 長野駅（長野電鉄長野線） 長野電鉄長野線　本郷駅～長野駅（駅間）
長野MIDORI　NAGANO 新山吹トンネル（国道158号） 清水トンネル（国道158号）
小坂トンネル（長野道） 小鍋トンネル（国道406号） 川下トンネル（国道407号）
瀬戸トンネル（国道406号） 入山トンネル（上信越道） 立峠トンネル（長野道）
裾花トンネル（国道406号） 薬師山トンネル（上信越道） 矢筈トンネル（国道474号）
釜トンネル（県道24号） 関電トンネル（立山黒部アルペンルート） 売木トンネル（国道418号）
第１追分トンネル(北陸新幹線) 向原トンネル(北陸新幹線) 八重原トンネル(北陸新幹線)
第２追分トンネル(北陸新幹線) 児玉トンネル(北陸新幹線) 丸子トンネル(北陸新幹線)
第３追分トンネル(北陸新幹線) 小田井トンネル(北陸新幹線) 五里ヶ峯トンネル(北陸新幹線)
草越トンネル(北陸新幹線) 浅科トンネル(北陸新幹線) 内山トンネル(国道254号)
木賊トンネル(国道158号) 浅科トンネル(北陸新幹線) 銚子口トンネル（国道406号)
小雪なぎトンネル(国道158号) 芝山トンネル(長野自動車道) 新釜トンネル(県道上高地公園線)
ずみの窪隧道(国道158号) 蟹沢トンネル(北信五岳道路) 新佐野坂トンネル(国道148号)
親子滝トンネル(国道158号) 鳥居トンネル(国道19号) 賤母洞門トンネル(国道19号)
福島トンネル(国道19号) 奈川渡トンネル(国道158号) 大室第一トンネル(上信越自動車道)
新久米路トンネル(国道19号) 日高トンネル(県道31号) 大室第二トンネル(上信越自動車道)
池沢トンネル(国道19号) 山吹トンネル(国道19号) 白骨トンネル(県道300号)
蝮坂スノーシェルター(県道394号) 青木湖２号トンネル(国道148号) 青木湖１号トンネル(国道148号)
月岡トンネル(北陸新幹線) 高丘トンネル(北陸新幹線) 高社山トンネル(北陸新幹線)
宮ノ下トンネル(県道26号奈川木祖線) ぶなの木隧道(県道26号奈川木祖線) 長峯トンネル（北陸新幹線）
新矢越トンネル（国道403号）

長野県
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新潟みなとトンネル(臨港道路入舟臨港線) 花立トンネル(北陸道) 岩木トンネル(北陸道)
鬼伏トンネル(北陸道) 金山トンネル(北陸道) 高の峰トンネル(北陸道)
高畑トンネル(北陸道) 山王トンネル(北陸道) 子不知トンネル(北陸道)
市振トンネル(北陸道) 寺地トンネル(北陸道) 春日山トンネル(北陸道)
新地蔵トンネル(北陸道) 親不知トンネル(北陸道) 正善寺トンネル(北陸道)
太平寺トンネル(北陸道) 筒石トンネル(北陸道) 徳合トンネル(北陸道)
能生トンネル(北陸道) 柏崎トンネル(北陸道) 鉢崎トンネル(北陸道)
風波トンネル(北陸道) 平牛トンネル(北陸道) 米山トンネル(北陸道)
名立トンネル(北陸道) 薬師トンネル(北陸道) 吉津トンネル(磐越道)
小出トンネル(磐越道) 焼山トンネル(磐越道) 西山トンネル(磐越道)
宝珠山トンネル(磐越道) 観音平トンネル(上信越道) 金谷山トンネル(上信越道)
天神堂トンネル(上信越道) 下倉山トンネル(関越道) 山本山トンネル(関越道)
石打トンネル(関越道) 笠取トンネル(国道7号) 郷津トンネル(国道8号)
駒返トンネル(国道8号) 府屋第一トンネル（国道8号） 二居トンネル（南）（国道17号）
五十島トンネル(国道49号) 赤岩トンネル（国道49号） 黒岩トンネル（国道49号）
吉田トンネル（国道253号） 浦川原１号トンネル（国道253号） 浦川原２号トンネル（国道253号）
八箇トンネル（国道253号） 椎谷岬トンネル（国道352号） 城山トンネル（国道459号）
五福トンネル（国道460号） CoCoLo新潟 大所トンネル（国道148号）
大倉トンネル（国道117号） 豊原トンネル（国道353号） 高館トンネル（国道353号）
五ヶ浜トンネル（国道403号） 新榎トンネル(国道351号） 新桜町トンネル(国道291号）
三坂トンネル(国道252号) 赤田トンネル(国道8号) 毛祝坂トンネル(国道18号)
黒森山トンネル（磐越自動車道) 十二峠トンネル(国道353号) 石峠トンネル(国道290号)
天険トンネル(国道8号） 大平寺トンネル（北陸自動車道） 名立大町トンネル(北陸自動車道)
西堀ローサ(新潟地下街) 刈羽トンネル(国道352号) 荒谷トンネル(国道113号)
芝原トンネル(国道17号) 小千谷第二トンネル(国道17号) 瀬波温泉トンネル(国道345号)
清津峡トンネル(国道353号） 福取トンネル(国道49号) 片貝トンネル(国道113号)
柿崎トンネル(北陸自動車道) 川内トンネル(北陸自動車道) 新親不知トンネル(北陸新幹線）
妙見トンネル(上越新幹線） 滝谷トンネル(上越新幹線） 名引トンネル(北陸新幹線)
新木浦トンネル(北陸新幹線) 高峰トンネル(北陸新幹線) 中浜トンネル(北陸新幹線)
上野トンネル(北陸新幹線) 青海トンネル(北陸新幹線) 鮫ヶ尾トンネル(上信越自動車道)
宮内トンネル(上信越自動車道) 萱付トンネル(国道17号） 船ヶ沢トンネル(国道17号）
当麻トンネル(国道459号) 南片辺トンネル(県道45号) 角海トンネル(国道402号)
大毎トンネル(国道7号） 山古志トンネル(国道291号) 大沢山トンネル(県道76号)
中永トンネル(国道352号) 山中トンネル(国道252号) 湯元トンネル(上越新幹線）
湯沢トンネル(上越新幹線） 第一大沢トンネル(上越新幹線） 第二大沢トンネル(上越新幹線）
浦佐トンネル(上越新幹線） 堀之内トンネル（上越新幹線） 魚沼トンネル（北陸新幹線）
飯山トンネル（北陸新幹線） 高田トンネル（北陸新幹線） 松ノ木トンネル（北陸新幹線）
桑取トンネル（北陸新幹線） 峰山トンネル（北陸新幹線） 六日町トンネル（関越道）
関越トンネル(関越道)

新潟県
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