
（別紙②）

＜ご利用可能なSA・PA一覧（NEXCO中日本管内）＞

No. 道路名 SA・PA名 上下線区分

1 中央自動車道 石川パーキングエリア 上り
2 中央自動車道 石川パーキングエリア 下り
3 中央自動車道 藤野パーキングエリア 上り
4 中央自動車道 藤野パーキングエリア 下り
5 中央自動車道 談合坂サービスエリア 上り
6 中央自動車道 談合坂サービスエリア 下り
7 中央自動車道 谷村パーキングエリア 上り
8 中央自動車道 谷村パーキングエリア 下り
9 中央自動車道 初狩パーキングエリア 上り
10 中央自動車道 初狩パーキングエリア 下り
11 中央自動車道 釈迦堂パーキングエリア 上り
12 中央自動車道 釈迦堂パーキングエリア 下り
13 中央自動車道 境川パーキングエリア 上り
14 中央自動車道 境川パーキングエリア 下り
15 中央自動車道 双葉サービスエリア 上り
16 中央自動車道 双葉サービスエリア 下り
17 中央自動車道 八ヶ岳パーキングエリア 上り
18 中央自動車道 八ヶ岳パーキングエリア 下り
19 中央自動車道 中央道原パーキングエリア 上り
20 中央自動車道 中央道原パーキングエリア 下り
21 中央自動車道 諏訪湖サービスエリア 上り
22 中央自動車道 諏訪湖サービスエリア 下り
23 中央自動車道 辰野パーキングエリア 上り
24 中央自動車道 辰野パーキングエリア 下り
25 中央自動車道 小黒川パーキングエリア 上り
26 中央自動車道 小黒川パーキングエリア 下り
27 中央自動車道 駒ヶ岳サービスエリア 上り
28 中央自動車道 駒ヶ岳サービスエリア 下り
29 中央自動車道 阿智パーキングエリア 上り
30 中央自動車道 阿智パーキングエリア 下り
31 中央自動車道 神坂パーキングエリア 上り
32 中央自動車道 神坂パーキングエリア 下り
33 中央自動車道 恵那峡サービスエリア 上り
34 中央自動車道 恵那峡サービスエリア 下り
35 中央自動車道 屏風山パーキングエリア 上り
36 中央自動車道 屏風山パーキングエリア 下り
37 中央自動車道 虎渓山パーキングエリア 上り
38 中央自動車道 内津峠パーキングエリア 上り
39 中央自動車道 内津峠パーキングエリア 下り
40 名神高速道路 尾張一宮パーキングエリア 上り
41 名神高速道路 尾張一宮パーキングエリア 下り
42 名神高速道路 養老サービスエリア 上り
43 名神高速道路 養老サービスエリア 下り
44 名神高速道路 伊吹パーキングエリア 上り
45 名神高速道路 伊吹パーキングエリア 下り
46 名神高速道路 多賀サービスエリア 上り
47 名神高速道路 多賀サービスエリア 下り
48 長野自動車道 みどり湖パーキングエリア 上り
49 長野自動車道 みどり湖パーキングエリア 下り
50 長野自動車道 梓川サービスエリア 上り
51 長野自動車道 梓川サービスエリア 下り
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52 東名高速道路 港北パーキングエリア 上り
53 東名高速道路 港北パーキングエリア 下り
54 東名高速道路 海老名サービスエリア 上り
55 東名高速道路 海老名サービスエリア 下り
56 東名高速道路 中井パーキングエリア 上り
57 東名高速道路 中井パーキングエリア 下り
58 東名高速道路 鮎沢パーキングエリア 上り
59 東名高速道路 鮎沢パーキングエリア 下り
60 東名高速道路 足柄サービスエリア 上り
61 東名高速道路 足柄サービスエリア 下り
62 東名高速道路 駒門パーキングエリア 上り
63 東名高速道路 駒門パーキングエリア 下り
64 東名高速道路 愛鷹パーキングエリア 上り
65 東名高速道路 愛鷹パーキングエリア 下り
66 東名高速道路 富士川サービスエリア 上り
67 東名高速道路 富士川サービスエリア 下り
68 東名高速道路 由比パーキングエリア 上り
69 東名高速道路 日本平パーキングエリア 上り
70 東名高速道路 日本平パーキングエリア 下り
71 東名高速道路 日本坂パーキングエリア 上り
72 東名高速道路 日本坂パーキングエリア 下り
73 東名高速道路 牧之原サービスエリア 上り
74 東名高速道路 牧之原サービスエリア 下り
75 東名高速道路 小笠パーキングエリア 上り
76 東名高速道路 小笠パーキングエリア 下り
77 東名高速道路 遠州豊田パーキングエリア 上り
78 東名高速道路 遠州豊田パーキングエリア 下り
79 東名高速道路 三方原パーキングエリア 上り
80 東名高速道路 三方原パーキングエリア 下り
81 東名高速道路 浜名湖サービスエリア 集約
82 東名高速道路 新城パーキングエリア 上り
83 東名高速道路 新城パーキングエリア 下り
84 東名高速道路 赤塚パーキングエリア 上り
85 東名高速道路 美合パーキングエリア 上り
86 東名高速道路 美合パーキングエリア 下り
87 東名高速道路 上郷サービスエリア 上り
88 東名高速道路 上郷サービスエリア 下り
89 東名高速道路 東郷パーキングエリア 上り
90 東名高速道路 東郷パーキングエリア 下り
91 東名高速道路 守山パーキングエリア 上り
92 東名高速道路 守山パーキングエリア 下り
93 新東名高速道路 駿河湾沼津サービスエリア 上り
94 新東名高速道路 駿河湾沼津サービスエリア 下り
95 新東名高速道路 清水パーキングエリア 集約
96 新東名高速道路 静岡サービスエリア 上り
97 新東名高速道路 静岡サービスエリア 下り
98 新東名高速道路 藤枝パーキングエリア 上り
99 新東名高速道路 藤枝パーキングエリア 下り
100 新東名高速道路 掛川パーキングエリア 上り
101 新東名高速道路 掛川パーキングエリア 下り
102 新東名高速道路 遠州森町パーキングエリア 上り
103 新東名高速道路 遠州森町パーキングエリア 下り
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104 新東名高速道路 浜松サービスエリア 上り
105 新東名高速道路 浜松サービスエリア 下り
106 新東名高速道路 長篠設楽原パーキングエリア 上り
107 新東名高速道路 長篠設楽原パーキングエリア 下り
108 新東名高速道路 岡崎サービスエリア 集約
109 北陸自動車道 神田パーキングエリア 上り
110 北陸自動車道 神田パーキングエリア 下り
111 北陸自動車道 賤ヶ岳サービスエリア 上り
112 北陸自動車道 賤ヶ岳サービスエリア 下り
113 北陸自動車道 杉津パーキングエリア 上り
114 北陸自動車道 杉津パーキングエリア 下り
115 北陸自動車道 南条サービスエリア 上り
116 北陸自動車道 南条サービスエリア 下り
117 北陸自動車道 北鯖江パーキングエリア 上り
118 北陸自動車道 北鯖江パーキングエリア 下り
119 北陸自動車道 女形谷パーキングエリア 上り
120 北陸自動車道 女形谷パーキングエリア 下り
121 北陸自動車道 尼御前サービスエリア 上り
122 北陸自動車道 尼御前サービスエリア 下り
123 北陸自動車道 徳光パーキングエリア 上り
124 北陸自動車道 徳光パーキングエリア 下り
125 北陸自動車道 不動寺パーキングエリア 上り
126 北陸自動車道 不動寺パーキングエリア 下り
127 北陸自動車道 小矢部川サービスエリア 上り
128 北陸自動車道 小矢部川サービスエリア 下り
129 北陸自動車道 呉羽パーキングエリア 上り
130 北陸自動車道 呉羽パーキングエリア 下り
131 北陸自動車道 有磯海サービスエリア 上り
132 北陸自動車道 有磯海サービスエリア 下り
133 東海北陸自動車道 川島パーキングエリア 下り
134 東海北陸自動車道 関サービスエリア 上り
135 東海北陸自動車道 長良川サービスエリア 下り
136 東海北陸自動車道 ぎふ大和パーキングエリア 上り
137 東海北陸自動車道 城端サービスエリア 集約
138 東名阪自動車道 大山田パーキングエリア 上り
139 東名阪自動車道 大山田パーキングエリア 下り
140 東名阪自動車道 御在所サービスエリア 上り
141 東名阪自動車道 御在所サービスエリア 下り
142 東名阪自動車道 亀山パーキングエリア 上り
143 東名阪自動車道 亀山パーキングエリア 下り
144 伊勢自動車道 安濃サービスエリア 上り
145 伊勢自動車道 安濃サービスエリア 下り
146 伊勢自動車道 嬉野パーキングエリア 上り
147 伊勢自動車道 嬉野パーキングエリア 下り
148 紀勢自動車道 奥伊勢パーキングエリア 上り
149 紀勢自動車道 奥伊勢パーキングエリア 下り
150 西湘バイパス 西湘パーキングエリア 上り
151 西湘バイパス 西湘パーキングエリア 下り
152 小田原厚木道路 小田原パーキングエリア 下り
153 小田原厚木道路 大磯パーキングエリア 上り
154 小田原厚木道路 平塚パーキングエリア 下り
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155 伊勢湾岸自動車道 湾岸長島パーキングエリア 上り
156 伊勢湾岸自動車道 湾岸長島パーキングエリア 下り
157 首都圏中央連絡自動車道 厚木パーキングエリア 上り
158 首都圏中央連絡自動車道 厚木パーキングエリア 下り
159 舞鶴若狭自動車道 三方五湖パーキングエリア 集約
160 新名神高速道路 鈴鹿パーキングエリア 集約
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