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都道府県

音羽山トンネル（東海道新幹線） アル・プラザ木津 ハイアット リージェンシー 京都

東山トンネル（東海道新幹線・JR東海道本線） イオンモール高の原 バザールタウン綾部アスパ館

院内トンネル（京都縦貫自動車道） イズミヤ大久保店 パセオ・ダイゴロー西館

大簾トンネル（京都縦貫自動車道） イズミヤ長岡店 パセオ・ダイゴロー東館

須知トンネル（京都縦貫自動車道） イズミヤ八幡店 ホテル＆リゾーツ 京都 宮津

新瑞穂トンネル（京都縦貫自動車道） ウェスティン都ホテル京都 ホテルモントレ京都

曽根トンネル（京都縦貫自動車道） カナート洛北店 ホテル近鉄京都駅

森トンネル（京都縦貫自動車道） からすま京都ホテル ホテル日航プリンセス京都

北大河原トンネル
（国道１６３号 北大河原バイパス）

キタオオジタウン ホテル法華クラブ京都

河原町駅～西京極駅間（阪急電鉄 京都線） 京都市中央卸売市場 第一市場 水産棟 都ホテル 京都八条

BiVi二条 京都ブライトンホテル リーガロイヤルホテル京都

アル・プラザ城陽 グランドプリンスホテル京都 リゾーピア久美浜

アル・プラザ宇治東 パークハイアット 京都 烏丸御池駅～西大路御池駅（京都市営地下鉄東西線）

京都競馬場 西友桂店 西友長岡店

西友亀岡店 国際会館駅（京都市営地下鉄烏丸線） 松ヶ崎駅（京都市営地下鉄烏丸線）

北山駅（京都市営地下鉄烏丸線） 北大路駅（京都市営地下鉄烏丸線） 鞍馬口駅（京都市営地下鉄烏丸線）

今出川駅（京都市営地下鉄烏丸線） 丸太町駅（京都市営地下鉄烏丸線） 烏丸御池駅（京都市営地下鉄烏丸線）

四条駅（京都市営地下鉄烏丸線） 五条駅（京都市営地下鉄烏丸線） 京都駅（京都市営地下鉄烏丸線）

九条駅（京都市営地下鉄烏丸線） 十条駅（京都市営地下鉄烏丸線） くいな駅（京都市営地下鉄烏丸線）

太秦天神川駅（京都市営地下鉄東西線） 西大路御池駅（京都市営地下鉄東西線） 二条駅（京都市営地下鉄東西線）

二条城前（京都市営地下鉄東西線） 烏丸御池駅（京都市営地下鉄東西線） 京都市役所前駅（京都市営地下鉄東西線）

三条京阪駅（京都市営地下鉄東西線） 東山駅（京都市営地下鉄東西線） 蹴上駅（京都市営地下鉄東西線）

御陵駅（京都市営地下鉄東西線） 山科駅（京都市営地下鉄東西線） 東野駅（京都市営地下鉄東西線）

椥辻駅（京都市営地下鉄東西線） 小野駅（京都市営地下鉄東西線） 醍醐駅（京都市営地下鉄東西線）

石田駅（京都市営地下鉄東西線） 六地蔵駅（京都市営地下鉄東西線） 七条駅（京阪電車　京阪本線）

清水五条駅（京阪電車　京阪本線） 祇園四条駅（京阪電車　京阪本線） 三条駅（京阪電車　京阪本線）

神宮丸太町駅（京阪電車　京阪本線） 出町柳駅（京阪電車　京阪本線）

逢坂山トンネル（JR東海道本線） アル・プラザ長浜 琵琶湖ホテル

音羽山トンネル東（東海道新幹線） アル・プラザ彦根 琵琶湖マリオットホテル

関ヶ原トンネル西（東海道新幹線） アル・プラザ水口 ホテル＆リゾーツ 長浜

横山トンネル（東海道新幹線） Oh!Me大津テラス molive（守山モリーブ）

栗東トンネル（新名神高速道路） 北ビワコホテルグラツィエ本館／新館 西友長浜楽市店

アル・プラザ近江八幡 琵琶湖グランドホテル 大津赤十字病院

天神橋六丁目駅～長堀橋駅間 （大阪メトロ堺筋線） イビススタイルズ大阪 千里阪急ホテル

阿波座駅～長田駅間（大阪メトロ中央線） インテックス大阪 DCMダイキ茨木店

千里中央駅～桃山台駅間（北大阪急行電鉄） ヴィアインあべの天王寺 天保山マーケットプレース

荒本駅（近畿日本鉄道 けいはんな線） ウェスティンホテル大阪 ドン・キホーテあべの天王寺駅前店

長田駅～吉田駅間
（近畿日本鉄道 けいはんな線）

エディオンアリーナ大阪 ドン・キホーテ道頓堀店

中百舌鳥駅～深井駅間（泉北高速鉄道） エル西三荘ポケットスクエア 南港ポートタウンショッピングセンター

梅田駅～野田駅間（阪神電気鉄道 阪神本線） オークワ わくわくシティ尾崎店 日生病院

箕面トンネル（新名神高速道路） 大阪ガーデンパレス ソフマップなんば店ザウルス1

アークホテル大阪心斎橋 大阪シティエアターミナル 寝屋川デポマート

アドバンスねやがわ1号館 大阪東急ＲＥＩホテル 野田阪神ウイステ

アプローズタワー（茶屋町） 香川東急ビル（江坂東急プラザオッツ） ノバティながの北館

あべちか ガーデンモール彩都 ハイアット リージェンシー 大阪

あべのルシアス カリーノ江坂 阪急かっぱ横丁

アベノセンタービル 関西国際空港第1ターミナルビル ビオルネ

アポロビル 京阪くずは駅ビル ぷららてんま

アリオ鳳 京阪枚方ステーションモール ホテルウィングインターナショナル新大阪

アル・プラザ茨木 KiKi京橋 ホテルサンルート大阪なんば

アル・プラザ香里園 サンシティ池田 ホテル阪急エキスポパーク

アル・プラザ枚方 サンパティオ（庄内） ホテルプラザオーサカ

イオン南千里店 サンポードシティ マイドームおおさか

いずみおおつCITY 三明町あべのビル 三国ヶ丘ショッピングプラザ

イズミヤ門真店 シェラトン都ホテル大阪 三井ガーデンホテル大阪プレミア

イズミヤ河内長野店 ショッピングセンターエブリー もりのみやキューズモールＢＡＳＥ

イズミヤ千里丘店 新大阪辰野第２ビル 八尾光町駅前ビル

イズミヤ若江岩田店 心斎橋第二東洋ビル ゆめニティまつばら

イズミヤ八尾店 スイスホテル南海大阪 ラグザ大阪（阪神杉村ビルディング）

イトーヨーカドー津久野店 スーパーホテル大阪天然温泉 ラパーク岸和田

茨木駅前ビル 西武高槻店 緑地ビル（緑地公園駅）

堂島アバンザ 大正駅～門真南駅間（大阪メトロ長堀鶴見緑地線） 八尾南～大日駅間（大阪メトロ谷町線）

NAMBAなんなん なんばCITY 難波駅（南海本線）

難波駅（高野線） 西梅田駅～岸里駅間（大阪メトロ四つ橋線） 阿波座駅～コスモスクエア駅間（大阪メトロ中央線）

西中島南方駅～なかもず駅間（大阪メトロ御堂筋線） 大阪メトロ　花園町駅（四つ橋線） 大阪メトロ　桜川駅（千日前線）

大阪メトロ　長田駅（中央線） 大阪メトロ　高井田駅（中央線） 大阪メトロ　深江橋駅（中央線）

大阪メトロ　大国町駅（御堂筋線・四つ橋線） 大阪メトロ　なんば駅（御堂筋線・四つ橋線・千日前線） なんばウォーク

大阪メトロ　北花田駅（御堂筋線） 本町南ガーデンシティ 大阪メトロ　文の里駅（谷町線）

大阪メトロ　田辺駅（谷町線） 大阪メトロ　門真南駅（長堀鶴見緑地線） 大阪メトロ　鶴見緑地駅（長堀鶴見緑地線）　

大阪メトロ　横堤駅（長堀鶴見緑地線） 大阪メトロ　蒲生四丁目駅（長堀鶴見緑地線）　 エディオン中環東大阪店

大阪メトロ　緑橋駅 大阪メトロ　大阪ビジネスパーク駅（長堀鶴見緑地線）　 大阪メトロ　京橋駅（長堀鶴見緑地線）　

大阪メトロ　森ノ宮駅 大阪メトロ　井高野駅（今里筋線） 大阪メトロ 　瑞光四丁目駅（今里筋線）

大阪メトロ　だいどう豊里駅（今里筋線） 大阪メトロ　太子橋今市駅（今里筋線） 大阪メトロ　 新森古市駅（今里筋線）  

大阪メトロ　清水駅（今里筋線） 大阪メトロ　肥後橋駅（四つ橋線） 大阪メトロ　本町駅（四つ橋線・中央線・御堂筋線）

大阪メトロ　堺筋本町駅（堺筋線） 大阪メトロ　北巽駅（千日前線） 大阪メトロ　南巽駅（千日前線）

大阪メトロ　小路駅（千日前線） 大阪メトロ　今里駅（千日前線） 大阪メトロ　谷町九丁目駅（千日前線・谷町線）

大阪メトロ　鶴橋駅（千日前線） 大阪メトロ　四天王寺前夕陽ヶ丘駅（谷町線） 大阪メトロ　谷町六丁目駅（谷町線・長堀鶴見緑地線）

大阪メトロ　谷町四丁目駅（谷町線・中央線） 大阪メトロ　玉造駅（長堀鶴見緑地線） 大阪メトロ　松屋町駅（長堀鶴見緑地線）

大阪メトロ　天満橋駅（谷町線） 大阪メトロ　日本橋駅（堺筋線・千日前線） 天下茶屋駅～長堀橋駅間（大阪メトロ堺筋線）

住之江公園駅～岸里駅間（大阪メトロ四つ橋線） 野田阪神～南巽駅間（大阪メトロ千日前線） ＪＲ難波駅Ｂ１Ｆ（ＪＲ大和路線）

京橋駅～尼崎駅間（ＪＲ東西線） 大阪難波駅（近畿日本鉄道） 近鉄日本橋駅（近畿日本鉄道）

淀屋橋駅（京阪電車　京阪本線） 北浜駅（京阪電車　京阪本線） 天満橋駅（京阪電車　京阪本線）

中之島駅（京阪電車　中之島線） 渡辺橋駅（京阪電車　中之島線） 大江橋駅（京阪電車　中之島線）

なにわ橋駅（京阪電車　中之島線） 大阪難波駅～西九条駅間（阪神電気鉄道　阪神なんば線） 水越トンネル

船場センタービル　１号館（B1F/B2F） 船場センタービル　２号館（B1F/B2F） 船場センタービル　３号館（B1F/B2F）

船場センタービル　４号館（B1F/B2F） 船場センタービル　５号館（B1F/B2F） 船場センタービル　６号館（B1F/B2F）

船場センタービル　７号館（B1F/B2F） 船場センタービル　８号館（B1F/B2F） 船場センタービル　９号館（B1F/B2F）

船場センタービル　１０号館（B1F/B2F） 堂島地下街 夢咲トンネル

阪急三番街 ホワイティ梅田 エキマルシェ大阪

ディアモール 曽根崎地下歩道 ハービス大阪
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城山トンネル（JR福知山線） アスタくにづか３番館 スーパーセンターイズミヤ神戸玉津店

第一武田尾トンネル（JR福知山線） アスタプラザイースト スプリングゴルフ＆アートリゾート淡路

第二武田尾トンネル（JR福知山線） アスタプラザウエスト 山陽百貨店本館、キャスパ（西館）

第一道場トンネル（JR福知山線） アスタプラザファースト 西友川西店

第二道場トンネル（JR福知山線） アスティアかさい セリオ

第三道場トンネル（JR福知山線） アスピア明石 そごう神戸店

名塩トンネル（JR福知山線） 有馬グランドホテル ダイエー名谷店

生瀬トンネル（JR福知山線） イオン淡路店、アル・クリオ TOTOシーウィンド淡路

新開地駅～湊川駅間（神戸高速鉄道） イオン三木店 ニッケパークタウン

高速長田駅（神戸高速鉄道） イオンモール伊丹 阪急伊丹リータ（伊丹阪急駅ビル）

神戸三宮～西代駅間（神戸高速鉄道） イトーヨーカドー明石店 兵庫県立尼崎総合医療センター

大開駅（神戸高速鉄道） エビスタ西宮 プラストいきいき

長田駅～西神中央駅間
（神戸市営地下鉄 西神・山手線）

キッピーモール ブランチ神戸学園都市

湊川駅～長田駅間（神戸電鉄 有馬線） グリーンヒルホテル神戸 ブルメールＨＡＴ神戸

板宿駅（山陽電気鉄道） グリーンプラザべふ フローラ８８

西代駅（山陽電気鉄道） グレースコウベ ホテル＆リゾーツ 南淡路

東須磨駅～西代駅間（山陽電気鉄道） 神戸国際交流会館 モザイクボックス（阪急川西能勢口駅前）

東畦野トンネル（新名神高速道路） 神戸国際展示場 ゆめタウン丹波

花隈駅（阪急電鉄 神戸線） コスモビル Liv

岩屋駅～神戸三宮駅間
（阪神電気鉄道 阪神本線）

サキランドショッピングセンター リファーレ横尾

余部トンネル（鳥取豊岡宮津自動車道） 三共神戸ツインビル プリコ六甲道

新桃観トンネル（鳥取豊岡宮津自動車道） 三宮ビブレ ゆめタウン姫路

芦屋ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート 三宮ビル南館 新神戸駅（神戸市営地下鉄）

三宮駅（神戸市営地下鉄） 県庁前駅（神戸市営地下鉄） 大倉山駅（神戸市営地下鉄）

湊川公園駅（神戸市営地下鉄） 上沢駅（神戸市営地下鉄） 長田駅（神戸市営地下鉄）

新長田駅（神戸市営地下鉄） 板宿駅（神戸市営地下鉄） 三宮・花時計前駅～新長田駅間（神戸市営地下鉄海岸線）

三宮・花時計前駅（神戸市営地下鉄海岸線） 旧居留地・大丸前駅（神戸市営地下鉄海岸線） みなと元町駅（神戸市営地下鉄海岸線）

ハーバーランド駅（神戸市営地下鉄海岸線） 中央市場前駅（神戸市営地下鉄海岸線） 和田岬駅（神戸市営地下鉄海岸線）

御崎公園駅（神戸市営地下鉄海岸線） 苅藻駅（神戸市営地下鉄海岸線） 駒ヶ林駅（神戸市営地下鉄海岸線）

新長田駅（神戸市営地下鉄海岸線） 湊川駅（神戸電鉄） 大開駅（山陽電気鉄道）

高速長田駅（山陽電気鉄道） 西元町駅（神戸高速鉄道） 元町駅（神戸高速鉄道）

神戸三宮駅（阪神電気鉄道　阪神本線） さんちか 三宮駐車場

三宮中央通駐車場 デュオ神戸 新神戸トンネル（阪神高速）

八鹿トンネル（北近畿豊岡自動車道） 六甲山トンネル（六甲有料道路） シブレ山トンネル（山陽自動車道）

丹波第一トンネル（舞鶴若狭自動車道） 鵯越トンネル（山麓バイパス） 船越トンネル（山陰近畿自動車道）

安宅トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 長井坂トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 根来トンネル（京奈和自動車道）

大古トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 西津浦トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 天満トンネル（那智勝浦新宮道路）

周参見第一トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 見草トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 湯川第一トンネル（那智勝浦新宮道路）

周参見第二トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 見老津第一トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 湯川第二トンネル（那智勝浦新宮道路）

田野井第一トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 見老津第二トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 湯川第三トンネル（那智勝浦新宮道路）

田野井第二トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 矢田トンネル（近畿自動車道 紀勢線） ホテル＆リゾーツ 和歌山 串本

椿トンネル（近畿自動車道 紀勢線） 和深川トンネル（近畿自動車道 紀勢線） ホテル＆リゾーツ 和歌山 南部

岩出トンネル（京奈和自動車道）

白庭トンネル（近畿日本鉄道 けいはんな線） イオン桜井店 奈良県立医科大学附属病院

東生駒トンネル（近畿日本鉄道 けいはんな線） イオン西大和店 レインボープラザ西大和 

新鹿路トンネル（県道３７号桜井吉野線） イオンモール奈良登美ヶ丘 リーベル王寺東館・リーベル王寺西館

アントレいこま１ エコール・マミ（北館） 近鉄奈良駅（近畿日本鉄道）

奈良県

和歌山県

兵庫県
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