
【別紙５】 渋滞情報の入手方法 
 

  渋滞情報をインターネットなど各種の媒体を通じて提供しており、旅行計画段階、旅行の出

発前、走行中、休憩中など、いつでもどこからでも情報を入手できます。 

 

（１）旅行計画に役立つ渋滞予測情報 

① インターネット 

ＮＥＸＣＯ各社のホームページで、渋滞予測情報が検索できます。 

   ・ＮＥＸＣＯ東日本： ドラぷら      ［http://www.driveplaza.com/］ 

   ・ＮＥＸＣＯ中日本： 高速日和      ［http://www.kousokubiyori.jp/］ 

   ・ＮＥＸＣＯ西日本： 渋滞予測カレンダー ［http://www.w-nexco.co.jp/］ 

   ・ＪＢ本四高速  ： 渋滞予測      ［http://www.jb-honshi.co.jp/］ 

② リーフレット（渋滞予測ガイド）など 

高速道路の各サービスエリアのインフォメーションや、各社の料金所事務室などでお配

りしています。 

③ 携帯電話を用いたインターネット接続サービス 

携帯電話で渋滞予測箇所や渋滞予測を見込んだ旅行時間予測情報をご覧いただけます。 

   ・ＮＥＸＣＯ東日本： ドラぷらモバイル    ［http://m.driveplaza.com/］ 

   ・ＮＥＸＣＯ中日本： 高速日和モバイル版  ［http://kousokubiyori.jp/］ 

・ＮＥＸＣＯ西日本：ドライブポーターモバイル［http://www.w-nexco.co.jp/mobile/］ 

・ＪＢ本四高速   ： ＪＢ本四モバイル   ［http://www.jb-honshi.co.jp/mobile/］ 

 

（２）お出かけ前に入手出来る道路交通情報 

① 日本道路交通情報センターの道路交通情報  [http://www.jartic.or.jp/] 

インターネットや電話(電話番号はＰ２２をご覧ください)で道路交通情報を入手でき

ます。 

② ハイウェイテレホン（電話番号はＰ２１をご覧ください。） 

リアルタイムの主要道路の交通情報（５分更新）を２４時間入手できます。 

なお、自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。 

 

（３）走行中に入手できる道路交通情報 

① 道路情報板 

② ハイウェイラジオ（１６２０ｋＨｚ） 

③ ＶＩＣＳ   ＶＩＣＳ対応のカーナビゲーションなどで入手できます。 
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（４）休憩中に入手できる道路交通情報 

① ハイウェイ情報ターミナル（サービスエリアなどに設置） 

テレビ画面などにより、分かりやすくお知らせします。 

② ハイウェイテレホン（電話番号はＰ２１をご覧ください。） 

リアルタイムの主要道路の交通情報（５分更新）を２４時間入手できます。 

なお、自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。 

③ 携帯電話を活用 

携帯電話で道路交通情報をご覧いただけます。 

    ・ＮＥＸＣＯ東日本： ドライブトラフィック   ［http://m.drivetraffic.jp/］ 

    ・ＮＥＸＣＯ中日本： アイハイウェイ中日本   ［http://c-ihighway.jp/］ 

    ・ＮＥＸＣＯ西日本： アイハイウェイ       ［http://ihighway.jp/］ 

なお、自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は禁止されています。 

④ その他 

サービスエリアのインフォメーション、案内看板などで交通情報を入手できます。 
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【別紙５】道路交通情報のお問い合わせ先
 

◆ハイウェイテレホン  （５分ごとに最新の情報を２４時間案内）

・携帯電話からは、「♯８１６２」におかけいただくと、その場所から最も近い地域の高速道路状況を自動音声で提供します。
・固定電話からは、「♯８１６２」をご利用いただけませんので、下表の地域ごとの番号におかけ下さい。
・なお、携帯電話からも下表の地域ごとの番号もご利用いただけます。

北海道情報 札幌局 ０１１（８９６）１６２０
旭川局 ０１６６（５４）１６２０
室蘭局 ０１４３（５９）１６２０
帯広局 ０１５５（４２）１６２０

東北地区情報 青森局 ０１７ (７８１）１６２０
盛岡局 ０１９（６３９）１６２０
秋田局 ０１８（８２６）１６２０
仙台局 ０２２（７１１）１６２０
郡山局 ０２４（９６１）１６２０
山形局 ０２３（６８５）１６２０

関東地区情報
東北道、東京外環道、常磐道、磐越道 岩槻局 ０４８（７５８）１６２０
関越道、上信越道、長野道 宇都宮局 ０２８（６６５）１６２０

柏局 ０４（７１７１）１６２０
水戸局 ０２９（２５４）１６２０
大泉局 ０３（３９２２）１６２０
所沢局 ０４（２９４６）１６２０
前橋局 ０２７（２５２）１６２０
長野局 ０２６（２７８）１６２０

中央道・長野道 八王子局 ０４２（６９２）１６２０
甲府局 ０５５ (２７５）１６２０
諏訪局 ０２６６（５７）１６２０

東関道・館山道・京葉道路 千葉局 ０４３（２５７）１６２０
千葉東金道路・東京湾アクアライン
第三京浜道路・横浜新道・横浜横須賀道路 京浜局 ０４５（７８０）１６２０

東名高速情報 東京局 ０３（５４９１）１６２０
川崎局 ０４４（８６６）１６２０
横浜局 ０４５（９２３）１６２０
御殿場局 ０５５０（８２）１６２０
富士局 ０５４５（５１）１６２０
静岡局 ０５４（２８８）１６２０
浜松局 ０５３（４３５）１６２０

中部地区情報 名古屋局 ０５２（７０９）１６２０
豊川局 ０５３３（８２）１６２０
岐阜局 ０５８（２５９）１６２０

 四日市局 ０５９（３５２）１６２０
北陸地区情報 敦賀局 ０７７０（２１）１６２０

福井局 ０７７６（５７）１６２０
金沢局 ０７６（２５３）１６２０
富山局 ０７６（４７６）１６２０
上越局 ０２５（５３５）１６２０
湯沢局 ０２５（７８４）１６２０
新潟局 ０２５（３７０）１６２０

近畿地区情報 大阪局 ０６（６８７６）１６２０
　 大津局 ０７７（５６４）１６２０

京都局 ０７５（６０２）１６２０
神戸局 ０７８（９０３）１６２０

中国地区情報 広島局 ０８２（８７６）１６２０
岡山局 ０８６（２５６）１６２０
山口局 ０８３（９４１）１６２０
米子局 ０８５９（３７）１６２０
浜田局 ０８５５（２４）１６２０

四国地区情報 香川局 ０８７（８５１）１６２０
松山局 ０８９（９０５）１６２０
高知局 ０８８７（７２）１６２０
徳島局 ０８８（６４１）１６２０

九州地区情報 福岡局 ０９２（９４２）１６２０
　 熊本局 ０９６（２７５）１６２０

宮崎局 ０９８５（８６）１６２０
大分局 ０９７（５１４）１６２０
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【別紙５】道路交通情報のお問い合わせ先
◆日本道路交通情報センター

インターネット

http://www.jartic.or.jp ２４時間・５分更新で道路交通情報を提供
　

　 日本道路交通情報センター  全国統一番号 ０５７０－０１１０１１
※ 全国どこからでも最寄りの情報センターに接続されます。 ＃８０１１（携帯短縮ダイヤル）
　

北海道地区
北海道地方情報（札幌センター） ０１１（２８１）６５１１
高速情報（高速札幌センター） ０１１（８９１）８１１１

東北自動車道
全国・関東甲信越情報（九段センター） ０３（３２６４）１３３１
東北地方・宮城情報（仙台センター） ０２２（２２５）７７１１
高速情報（高速さいたま駐在） ０４８（７５７）２０３９
高速情報（高速東北センター） ０２２（２２６）０６２６

常磐自動車道
全国・関東甲信越情報（九段センター） ０３（３２６４）１３３１
高速情報（高速さいたま駐在） ０４８（７５７）２０３９

関越自動車道
全国・関東甲信越情報（九段センター） ０３（３２６４）１３３１
新潟情報（新潟センター） ０２５（２８３）５２５２
高速情報（高速さいたま駐在） ０４８（７５７）２０３９
高速情報（高速新潟駐在） ０２５（２３３）０１０２

上信越自動車道
全国・関東甲信越情報（九段センター） ０３（３２６４）１３３１
高速情報（高速さいたま駐在） ０４８（７５７）２０３９

長野自動車道
全国・関東甲信越情報（九段センター） ０３（３２６４）１３３１
長野情報（長野センター） ０２６（２４４）００１１
高速情報（高速八王子駐在） ０４２（６９１）００５８

東関東自動車道
全国・関東甲信越情報（九段センター） ０３（３２６４）１３３１
高速情報（高速さいたま駐在） ０４８（７５７）２０３９

中央自動車道
全国・関東甲信越情報（九段センター） ０３（３２６４）１３３１
中部地方・愛知情報（名古屋センター） ０５２（９５４）８８８８
高速情報（高速八王子駐在） ０４２（６９１）００５８
高速情報（高速一宮センター） ０５８６（７７）３１７９

東名高速道路
全国・関東甲信越情報（九段センター） ０３（３２６４）１３３１
中部地方・愛知情報（名古屋センター） ０５２（９５４）８８８８
高速情報（高速川崎センター） ０４４（８６６）３４１０
高速情報（高速一宮センター） ０５８６（７７）３１７９

名神高速道路
中部地方・愛知情報（名古屋センター） ０５２（９５４）８８８８
関西地方・大阪情報（大阪センター） ０６（４７９３）１１４１
高速情報（高速一宮センター） ０５８６（７７）３１７９
高速情報（高速吹田センター） ０６（６８７７）１８３０

北陸自動車道
新潟情報（新潟センター） ０２５（２８３）５２５２
富山情報（富山センター） ０７６（４３２）２２２３
石川情報（金沢センター）  ０７６（２６６）３１４１
高速情報（高速一宮センター） ０５８６（７７）３１７９
高速情報（高速金沢駐在） ０７６（２４９）１８５２
高速情報（高速新潟駐在） ０２５（２３３）０１０２ 

東名阪自動車道
中部地方・愛知情報（名古屋センター） ０５２（９５４）８８８８
三重情報（津センター） ０５９（２２６）７１５１
高速情報（高速一宮センター） ０５８６（７７）３１７９

西名阪自動車道
関西地方・大阪情報（大阪センター） ０６（４７９３)１１４１
高速情報（高速吹田センター） ０６（６８７７)１８３０

舞鶴自動車道
関西地方・大阪情報（大阪センター） ０６（４７９３）１１４１
兵庫情報（神戸センター） ０７８（３７１）１１４１
高速情報（高速吹田センター） ０６（６８７７）１８３０

中国自動車道・山陽自動車道
関西地方・大阪情報（大阪センター） ０６（４７９３）１１４１
中国地方・広島情報（広島センター） ０８２（２２１）７７７７
高速情報（高速吹田センター） ０６（６８７７）１８３０
高速情報（高速広島駐在） ０８２（８７７）９２９２

四国地区
四国地方・香川情報（高松センター） ０８７（８３４）３４００
高速情報（高速高松駐在） ０８７（８２３）８１８８

九州地区
九州地方・福岡情報（福岡センター） ０９２（６５１）１３３１
高速情報（高速太宰府駐在） ０９２（９２５）４０００
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