【別紙３】 混雑が予想される主な休憩施設 （ＮＥＸＣＯ東日本）
お盆時期１４日間［平成２１年８月６日（木）～１９日（水）］に混雑が予想される主な休憩施設
東北道（上り） 国見SA
東北道（下り） 国見SA
東北道（上り） 安達太良SA
東北道（下り） 安達太良SA

上り方面の混雑が予想される主な休憩施設

東北道（上り） 津軽SA
東北道（下り） 津軽SA
秋田道（上り） 錦秋湖SA
秋田道（下り） 錦秋湖SA

下り方面の混雑が予想される主な休憩施設

東北道（上り） 花輪SA
東北道（下り） 花輪SA

東北道（下り） 安積PA

上記以外の休憩施設
道央道(上り) 砂川SA
道央道(下り) 砂川SA

八戸道（上り） 折爪SA
八戸道（下り） 折爪SA

能代南

磐越道（上り） 磐梯山SA
磐越道（下り） 磐梯山SA

【凡例】

東北道（上り） 岩手山SA
東北道（下り） 岩手山SA

磐越道(上り） 阿賀野川SA
磐越道(下り） 阿賀野川SA

道央道(上り) 岩見沢SA
道央道(下り) 岩見沢SA

東北道（上り） 紫波SA
東北道（下り） 紫波SA

北陸道(上り） 黒埼PA
北陸道(下り） 黒埼PA

道央道(上り) 野幌PA
道央道(下り) 野幌PA

ﾄﾏﾑ

東北道（上り） 前沢SA
東北道（下り） 前沢SA

東北道（上り） 那須高原SA
東北道（下り） 那須高原SA

道東道(上り) 十勝平原SA
道東道(下り) 十勝平原SA

八雲

東北道（上り） 長者原SA
東北道（下り） 長者原SA

東北道（上り） 黒磯PA
東北道（下り） 黒磯PA
東北道（上り） 矢板北PA
東北道（下り） 矢板北PA

道央道(上り) 有珠山SA
道央道(下り) 有珠山SA

道央道(上り) 輪厚PA
道央道(下り) 輪厚PA

東北道（上り） 菅生PA
東北道（下り） 菅生PA

東北道(上り) 上河内SA
東北道（下り） 上河内SA

磐越道（上り） 阿武隈高原SA
磐越道（下り） 阿武隈高原SA

東北道(上り) 羽生PA
東北道(下り) 羽生PA

東北道（下り） 大谷PA
常磐道(上り) 千代田PA
常磐道(下り) 千代田PA

北陸道(上り） 米山SA
北陸道(下り） 米山SA
常磐道(上り) 中郷SA
常磐道(下り) 中郷SA

関越道(上り） 越後川口SA
関越道(下り） 越後川口SA
上信越道(上り) 妙高SA
上信越道(下り) 妙高SA

桜川筑西
太田桐生

真岡

ひたち海浜公園

上信越道(上り) 小布施PA
上信越道(下り) 小布施PA

潮来

八王子

千葉東金道路(上り) 野呂PA
千葉東金道路(下り) 野呂PA
木更津東

東北道(上り) 蓮田SA
東北道(下り) 蓮田SA

関越道(上り) 高坂SA
関越道(下り) 高坂SA

関越道(上り) 上里SA

◆NEXCO東日本の当該混雑予想は、
今年のGWなどの状況に基づき記載し
たものです。交通状況は変動する場合
がありますので、ご承知おきください。
◆混雑予想の無い休憩施設でも通常よ
りは混雑することが予想されますので、
ご注意願います。

関越道(上り) 三芳PA
関越道(下り) 三芳PA

東北道(上り) 佐野SA
東北道(下り) 佐野SA
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京葉道路(上り) 幕張PA
京葉道路(下り) 幕張PA
東関東道(下り) 湾岸幕張PA

常磐道(上り) 友部SA
常磐道(下り) 友部SA
関越道(下り) 嵐山PA

関越道(上り) 赤城高原SA

上信越道(上り) 横川SA
上信越道(下り) 横川SA

北関東道(西行き) 笠間PA
北関東道(東行き) 笠間PA

常磐道(上り) 守谷SA
常磐道(下り) 守谷SA

稲敷

川島

富浦

館山道(上り) 市原SA
館山道(下り) 市原SA
アクアライン(上り) 海ほたるPA
アクアライン(下り) 海ほたるPA

圏央道(内回り) 狭山PA
圏央道(外回り) 狭山PA

横浜横須賀道路(上り) 横須賀PA

【別紙３】 混雑が予想される主な休憩施設 （ＮＥＸＣＯ中日本）
お盆時期１４日間［平成２１年８月６日（木）～１９日（水）］に特に混雑すると予想される主な休憩施設
【凡例】
上り方面の混雑が予想される主な休憩施設
下り方面の混雑が予想される主な休憩施設
上記以外の休憩施設
※本線渋滞が発生した際、その渋滞区間に含まれる
休憩施設は混雑が予想されますので、「別紙-1」 の本線
渋滞予測情報もあわせてご確認ください。

東海北陸道（上り） ひるがの高原ＳＡ
東海北陸道（下り） ひるがの高原ＳＡ

中央道（上り） 諏訪湖ＳＡ
中央道（下り） 諏訪湖ＳＡ

東海北陸道（上り） ぎふ大和ＰＡ
東海北陸道（下り） ぎふ大和ＰＡ

高鷲

岡谷JCT

中央道（上り） 双葉ＳＡ
中央道（下り） 双葉ＳＡ
中央道（上り） 藤野ＰＡ
中央道（下り） 藤野ＰＡ

中央道（上り） 駒ヶ岳ＳＡ
中央道（下り） 駒ヶ岳ＳＡ

ぎふ大和
東名（上り） 養老ＳＡ
東名（下り） 養老ＳＡ

中央道（下り） 辰野PA

中央道（上り） 恵那峡ＳＡ
中央道（下り） 恵那峡ＳＡ

高井戸

双葉JCT

大月JCT

松川
美濃関JCT
中央道（下り） 釈迦堂PA

恵那
関ヶ原
米原JCT

厚木

中央道（下り） 初狩PA

一宮JCT

小牧JCT

土岐JCT
東名（上り） 富士川ＳＡ
東名（下り） 富士川ＳＡ

御殿場
東名（下り） 港北PA

富士
東名(上り) 美合ＰＡ

四日市JCT
四日市

東京
相
模
湖

東名（上り） 海老名ＳＡ
東名（下り） 海老名ＳＡ
東名（上り） 浜名湖ＳＡ
東名（下り） 浜名湖ＳＡ

豊田JCT
岡崎

東名（上り） 足柄ＳＡ
東名（下り） 足柄ＳＡ

豊川

東名（下り） 駒門PA

東名阪道（上り） 御在所ＳＡ
東名阪道（下り） 御在所ＳＡ
東名（下り） 赤塚PA

東名（上り） 愛鷹ＰＡ
東名（下り） 愛鷹ＰＡ

浜松西
東名（下り） 新城PA
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混雑が予想される休憩施設について、本線に仮設のＬＥＤ
情報板を設置し、実際の混雑状況を提供する予定です。
ぜひご活用ください。

【別紙３】 混雑が予想される主な休憩施設 （ＮＥＸＣＯ西日本）
お盆時期１４日間［平成２１年８月６日（木）～１９日（水）］に混雑が予想される主な休憩施設
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【別紙－３】混雑が予想される主な休憩施設（ＪＢ本四高速）
お盆時期１４日間［平成２１年８月６日（木）～１９日（水）］に混雑が予想される主な休憩施設
【凡例】
上り方面の混雑が予想される主な休憩施設
下り方面の混雑が予想される主な休憩施設
上下一体で確保予定の休憩施設
神戸淡路鳴門自動車道（上り） 淡路ＳＡ
神戸淡路鳴門自動車道（下り） 淡路ＳＡ

瀬戸中央自動車道
与島ＰＡ

西瀬戸自動車道（上り） 大浜ＰＡ
西瀬戸自動車道（下り） 大浜ＰＡ

神戸淡路鳴門自動車道（上り） 室津ＰＡ
神戸淡路鳴門自動車道（下り） 室津ＰＡ

神戸淡路鳴門自動車道（上り） 淡路島南ＰＡ
神戸淡路鳴門自動車道（下り） 淡路島南ＰＡ

西瀬戸自動車道（上り） 瀬戸田ＰＡ
西瀬戸自動車道（下り） 瀬戸田ＰＡ

西瀬戸自動車道（上り） 来島海峡ＳＡ
西瀬戸自動車道（下り） 来島海峡ＳＡ
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