
【別紙３】　大型車駐車ますを確保予定の休憩施設

　　ＮＥＸＣＯ３社及びＪＢ本四高速の休憩施設では、９月大型連休時期[平成２１年９月１９日（土）～２７日（日）]
　は大変な混雑が予想されています。このため、下表の休憩施設では、混雑時において大型車駐車ますを重点
　的に確保する対策を実施します。
　　参考にしていただき、効率的なドライブ計画にお役立て下さい（位置については、Ｐ１３～１６を参照）。

路線名 区分 ＩＣ間名 休憩施設名 確保予定日 会社区分
（９月） ※１

東北自動車道 上り 那須ＩＣ～白河ＩＣ 那須高原ＳＡ 19～23、27日 東日本
東北自動車道 下り 那須ＩＣ～白河ＩＣ 那須高原ＳＡ 20～21日 東日本
東北自動車道 上り 西那須野塩原ＩＣ～那須ＩＣ 黒磯ＰＡ 19～23、27日 東日本
東北自動車道 下り 西那須野塩原ＩＣ～那須ＩＣ 黒磯ＰＡ 20～21日 東日本
東北自動車道 上り 矢板ＩＣ～西那須野塩原ＩＣ 矢板北ＰＡ 19～23、27日 東日本
東北自動車道 下り 矢板ＩＣ～西那須野塩原ＩＣ 矢板北ＰＡ 20～21日 東日本
東北自動車道 上り 宇都宮ＩＣ～矢板ＩＣ 上河内ＳＡ 19～23、27日 東日本
東北自動車道 下り 宇都宮ＩＣ～矢板ＩＣ 上河内ＳＡ 20～21日 東日本
東北自動車道 上り 鹿沼ＩＣ～宇都宮ＩＣ 大谷ＰＡ 20～23、27日 東日本
東北自動車道 下り 鹿沼ＩＣ～宇都宮ＩＣ 大谷ＰＡ 19～22、26日 東日本
東北自動車道 上り 佐野藤岡ＩＣ～栃木ＩＣ 佐野ＳＡ 19～24、26～27日 東日本
東北自動車道 下り 佐野藤岡ＩＣ～栃木ＩＣ 佐野ＳＡ 19～22、26日 東日本
東北自動車道 上り 羽生ＩＣ～館林ＩＣ 羽生ＰＡ 20～23日 東日本
東北自動車道 下り 羽生ＩＣ～館林ＩＣ 羽生ＰＡ 20～21日 東日本
東北自動車道 上り 岩槻ＩＣ～久喜ＩＣ 蓮田ＳＡ 20～23日 東日本
東北自動車道 下り 岩槻ＩＣ～久喜ＩＣ 蓮田ＳＡ 19～22日 東日本
関越自動車道 上り 赤城ＩＣ～昭和ＩＣ 赤城高原ＳＡ 20～22日 東日本
関越自動車道 下り 赤城ＩＣ～昭和ＩＣ 赤城高原SA 19～21日 東日本
関越自動車道 上り 本庄児玉ＩＣ～藤岡ＪＣＴ 上里ＳＡ 20～23日 東日本
関越自動車道 下り 本庄児玉ＩＣ～藤岡ＪＣＴ 上里SA 19～21日 東日本
関越自動車道 上り 鶴ヶ島ＩＣ～東松山ＩＣ 高坂ＳＡ 21～22日 東日本
関越自動車道 下り 鶴ヶ島ＩＣ～東松山ＩＣ 高坂ＳＡ 19～22日 東日本
関越自動車道 上り 所沢ＩＣ～川越ＩＣ 三芳PA 21～22日 東日本
関越自動車道 下り 所沢ＩＣ～川越ＩＣ 三芳PA 19～22日 東日本
常磐自動車道 上り 高萩ＩＣ～北茨城ＩＣ 中郷ＳＡ 20～22日 東日本
常磐自動車道 下り 高萩ＩＣ～北茨城ＩＣ 中郷ＳＡ 19～22日 東日本
常磐自動車道 上り 岩間IC～水戸IC 友部SA 20～22日 東日本
常磐自動車道 下り 岩間IC～水戸IC 友部SA 19～22日 東日本
常磐自動車道 上り 柏ＩＣ～谷和原ＩＣ 守谷ＳＡ 20～23、27日 東日本
常磐自動車道 下り 柏ＩＣ～谷和原ＩＣ 守谷ＳＡ 19～22日 東日本

上信越自動車道 上り 須坂長野東ＩＣ～信州中野ＩＣ 小布施ＰＡ 21日 東日本
上信越自動車道 下り 須坂長野東ＩＣ～信州中野ＩＣ 小布施ＰＡ 19～22日 東日本
上信越自動車道 上り 東部湯の丸IC～上田菅平IC 東部湯の丸SA 19日 東日本
上信越自動車道 下り 小諸IC～東部湯の丸IC 東部湯の丸SA 21～23日 東日本
上信越自動車道 上り 松井田妙義ＩＣ～碓氷軽井沢ＩＣ 横川ＳＡ 20～23日 東日本
上信越自動車道 下り 松井田妙義ＩＣ～碓氷軽井沢ＩＣ 横川ＳＡ 19～20日 東日本
北関東自動車道 上り 笠間西ＩＣ～友部ＩＣ 笠間ＰＡ 19～22日 東日本
北関東自動車道 下り 笠間西ＩＣ～友部ＩＣ 笠間ＰＡ 19～22日 東日本

京葉道路 上り 幕張ＩＣ～武石ＩＣ 幕張ＰＡ 19～27日 東日本
京葉道路 下り 幕張ＩＣ～武石ＩＣ 幕張ＰＡ 19～27日 東日本

館山自動車道 上り 市原ＩＣ～姉崎袖ヶ浦ＩＣ 市原SA 20～22日 東日本
館山自動車道 下り 市原ＩＣ～姉崎袖ヶ浦ＩＣ 市原SA 20～22日 東日本
東北自動車道 上り 鹿角八幡平ＩＣ～十和田ＩＣ 花輪SA 19～23日 東日本
東北自動車道 下り 鹿角八幡平ＩＣ～十和田ＩＣ 花輪SA 19～23日 東日本
東北自動車道 上り 西根ＩＣ～松尾八幡平ＩＣ 岩手山SA 19～23日 東日本
東北自動車道 下り 西根ＩＣ～松尾八幡平ＩＣ 岩手山SA 19～23日 東日本
東北自動車道 上り 花巻ＩＣ～紫波ＩＣ 紫波SA 19～23日 東日本
東北自動車道 下り 花巻ＩＣ～紫波ＩＣ 紫波SA 19～23日 東日本
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路線名 区分 ＩＣ間名 休憩施設名 確保予定日 会社区分
（９月） ※１

東北自動車道 上り 平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ 前沢SA 19～23、26～27日 東日本
東北自動車道 下り 平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ 前沢SA 19～23、26～27日 東日本
東北自動車道 上り 若柳金成ＩＣ～一関ＩＣ 金成PA 19日 東日本
東北自動車道 下り 若柳金成ＩＣ～一関ＩＣ 金成PA 22日 東日本
東北自動車道 上り 古川ＩＣ～築館ＩＣ 長者原SA 19～23日 東日本
東北自動車道 下り 古川ＩＣ～築館ＩＣ 長者原SA 19～22日 東日本
東北自動車道 上り 泉ＩＣ～大和ＩＣ 鶴巣PA 19～23日 東日本
東北自動車道 下り 泉ＩＣ～大和ＩＣ 鶴巣PA 19～22日 東日本
東北自動車道 上り 村田ＪＣＴ～仙台南ＩＣ 菅生PA 19～23日 東日本
東北自動車道 下り 村田ＪＣＴ～仙台南ＩＣ 菅生PA 19～23日 東日本
東北自動車道 上り 国見ＩＣ～白石ＩＣ 国見ＳＡ 19～23、26～27日 東日本
東北自動車道 下り 国見ＩＣ～白石ＩＣ 国見ＳＡ 18～23、26～27日 東日本
東北自動車道 上り 福島西ＩＣ～福島飯坂ＩＣ 吾妻ＰＡ 19～23、26～27日 東日本
東北自動車道 下り 福島西ＩＣ～福島飯坂ＩＣ 吾妻ＰＡ 18～23、26～27日 東日本
東北自動車道 上り 二本松ＩＣ～福島西ＩＣ 福島松川ＰＡ 19～23、26～27日 東日本
東北自動車道 下り 二本松ＩＣ～福島西ＩＣ 福島松川ＰＡ 18～23、26～27日 東日本
東北自動車道 上り 本宮ＩＣ～二本松ＩＣ 安達太良ＳＡ 19～23、26～27日 東日本
東北自動車道 下り 本宮ＩＣ～二本松ＩＣ 安達太良ＳＡ 18～23、26～27日 東日本
東北自動車道 上り 須賀川ＩＣ～郡山南ＩＣ 安積ＰＡ 22～24、27～28日 東日本
東北自動車道 下り 須賀川ＩＣ～郡山南ＩＣ 安積ＰＡ 18～21日 東日本
東北自動車道 上り 矢吹ＩＣ～須賀川ＩＣ 鏡石ＰＡ 22～24、27～28日 東日本
東北自動車道 下り 矢吹ＩＣ～須賀川ＩＣ 鏡石ＰＡ 18～21日 東日本
東北自動車道 上り 白河ＩＣ～矢吹ＩＣ 阿武隈ＰＡ 22～23、27日 東日本
東北自動車道 下り 白河ＩＣ～矢吹ＩＣ 阿武隈ＰＡ 19～21日 東日本
八戸自動車道 上り 九戸ＩＣ～軽米ＩＣ 折爪ＳＡ 19～23日 東日本
八戸自動車道 下り 九戸ＩＣ～軽米ＩＣ 折爪ＳＡ 19～23日 東日本
秋田自動車道 上り 北上西ＩＣ～湯田ＩＣ 錦秋湖ＳＡ 19～23日 東日本
秋田自動車道 下り 北上西ＩＣ～湯田ＩＣ 錦秋湖ＳＡ 19～23日 東日本
磐越自動車道 上り 小野ＩＣ～船引三春ＩＣ 阿武隈高原ＳＡ 19～24、26～27日 東日本
磐越自動車道 下り 小野ＩＣ～船引三春ＩＣ 阿武隈高原ＳＡ 19～23、26～27日 東日本
磐越自動車道 上り 猪苗代磐梯高原ＩＣ～磐梯河東ＩＣ 磐梯山ＳＡ 18～23日 東日本
磐越自動車道 下り 猪苗代磐梯高原ＩＣ～磐梯河東ＩＣ 磐梯山ＳＡ 18～23日 東日本
北陸自動車道 上り 巻潟東ＩＣ～新潟西ＩＣ 黒埼ＰＡ 19～23日 東日本
北陸自動車道 下り 巻潟東ＩＣ～新潟西ＩＣ 黒埼ＰＡ 19～23日 東日本
北陸自動車道 上り 米山ＩＣ～柏崎ＩＣ 米山ＳＡ 19～23日 東日本
北陸自動車道 下り 米山ＩＣ～柏崎ＩＣ 米山ＳＡ 19～23日 東日本
北陸自動車道 上り 名立谷浜ＩＣ～上越JCT 名立谷浜ＳＡ 19～23日 東日本
北陸自動車道 下り 名立谷浜ＩＣ～上越JCT 名立谷浜ＳＡ 19～23日 東日本
磐越自動車道 上り 三川ＩＣ～安田ＩＣ 阿賀野川ＳＡ 19～23日 東日本
磐越自動車道 下り 三川ＩＣ～安田ＩＣ 阿賀野川ＳＡ 19～23日 東日本

上信越自動車道 上り 妙高高原ＩＣ～中郷ＩＣ 妙高ＳＡ 19～23日 東日本
上信越自動車道 下り 妙高高原ＩＣ～中郷ＩＣ 妙高ＳＡ 19～23日 東日本
上信越自動車道 上り 中郷ＩＣ～上越高田ＩＣ 新井ＰＡ 19～23日 東日本
上信越自動車道 下り 中郷ＩＣ～上越高田ＩＣ 新井ＰＡ 19～23日 東日本
東名高速道路 上り 厚木～横浜町田 海老名SA 19～23日 中日本
東名高速道路 下り 横浜町田～厚木 海老名SA 19～23日 中日本
東名高速道路 上り 御殿場～大井松田 足柄SA 19～27日 中日本
東名高速道路 下り 大井松田～御殿場 足柄SA 19～27日 中日本
東名高速道路 上り 清水～富士 富士川SA 19～27日 中日本
東名高速道路 下り 富士～清水 富士川SA 19～27日 中日本
東名高速道路 上り 相良牧之原～吉田 牧之原SA 19～23日 中日本
東名高速道路 下り 吉田～相良牧之原 牧之原SA 19～23日 中日本
東名高速道路 上り 三ヶ日～浜松西 浜名湖SA 19～27日 中日本
東名高速道路 下り 浜松西～三ヶ日 浜名湖SA 19～27日 中日本
東名高速道路 上り 音羽蒲郡～岡崎 美合PA 19～23日 中日本
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路線名 区分 ＩＣ間名 休憩施設名 確保予定日 会社区分
（９月） ※１

中央自動車道 上り 大月～上野原 談合坂SA 19～23、26～27日 中日本
中央自動車道 下り 上野原～大月 談合坂SA 19～23、26～27日 中日本
中央自動車道 上り 一宮御坂～勝沼 釈迦堂ＰＡ　 21～23日 中日本
中央自動車道 下り 勝沼～一宮御坂 釈迦堂ＰＡ　 19～20日 中日本
中央自動車道 上り 韮崎～甲府昭和 双葉SA 20～23日 中日本
中央自動車道 下り 甲府昭和～韮崎 双葉SA 19～22日 中日本
中央自動車道 上り 松川～駒ヶ根 駒ヶ岳SA 19～23日 中日本
中央自動車道 下り 駒ヶ根～松川 駒ヶ岳SA 19～23日 中日本
中央自動車道 上り 恵那～中津川 恵那峡SA 19～23日 中日本
中央自動車道 下り 中津川～恵那 恵那峡SA 19～23日 中日本
名神高速道路 上り 一宮～小牧 尾張一宮PA 19～23日 中日本
名神高速道路 下り 小牧～一宮 尾張一宮PA 19～23日 中日本
名神高速道路 上り 関ヶ原～大垣 養老SA 19～23日 中日本
名神高速道路 下り 大垣～関ヶ原 養老SA 19～23日 中日本

東海北陸自動車道 上り 荘川～高鷲 ひるがの高原SA 19～23日 中日本
東海北陸自動車道 下り 高鷲～荘川 ひるがの高原SA 19～23日 中日本
東海北陸自動車道 上り 白鳥～郡上八幡 ぎふ大和PA 19～23日 中日本
東海北陸自動車道 下り 郡上八幡～白鳥 ぎふ大和PA 19～23日 中日本
東海北陸自動車道 上り 白川郷～飛騨清見 飛騨河合PA 19～23日 中日本
東海北陸自動車道 下り 飛騨清見～白川郷 飛騨河合PA 19～23日 中日本
東海北陸自動車道 上り 福光～五箇山 城端SA 19～23日 中日本
東海北陸自動車道 下り 五箇山～福光 城端SA 19～23日 中日本
東名阪自動車道 上り 四日市～四日市東 御在所SA 19～23日 中日本
東名阪自動車道 下り 四日市東～四日市 御在所SA 19～23日 中日本
東名阪自動車道 上り 亀山～鈴鹿 亀山PA 19～23日 中日本
東名阪自動車道 下り 鈴鹿～亀山 亀山PA 19～23日 中日本
新名神高速道路 上り 甲賀土山～亀山JCT 土山SA 19～23日 中日本
新名神高速道路 下り 亀山JCT～甲賀土山 土山SA 19～23日 中日本
北陸自動車道 上り 敦賀～木之本 賤ヶ岳ＳＡ 19～23、26～27日 中日本
北陸自動車道 下り 木之本～敦賀 賤ヶ岳ＳＡ 19～23、26～27日 中日本
北陸自動車道 上り 今庄～敦賀 杉津ＰＡ 19～23、26～27日 中日本
北陸自動車道 下り 敦賀～今庄 杉津ＰＡ 19～23、26～27日 中日本
北陸自動車道 上り 武生～今庄 南条SA 19～23、26～27日 中日本
北陸自動車道 下り 今庄～武生 南条SA 19～23、26～27日 中日本
北陸自動車道 上り 片山津～加賀 尼御前SA 19～23日 中日本
北陸自動車道 下り 加賀～片山津 尼御前SA 19～23日 中日本
北陸自動車道 上り 金沢西～美川 徳光PA 19～23日 中日本
北陸自動車道 下り 美川～金沢西 徳光PA 19～23日 中日本
北陸自動車道 上り 砺波～小矢部 小矢部川SA 19～23日 中日本
北陸自動車道 下り 小矢部～砺波 小矢部川SA 19～23日 中日本
北陸自動車道 上り 富山西～小杉 呉羽ＰＡ 19～23日 中日本
北陸自動車道 下り 小杉～富山西 呉羽ＰＡ 19～23日 中日本
北陸自動車道 上り 魚津～滑川 有磯海SA 19～23日 中日本
北陸自動車道 下り 滑川～魚津 有磯海SA 19～23日 中日本
山陽自動車道 下り 山陽姫路東IC～山陽姫路西IC 白鳥PA 19～20日 西日本
山陽自動車道 上り 龍野IC～播磨JCT 龍野西SA 21～23日 西日本
山陽自動車道 下り 龍野IC～播磨JCT 龍野西SA 19～20日 西日本
山陽自動車道 下り 赤穂IC～備前IC 福石PA 19～20日 西日本
山陽自動車道 上り 赤穂IC～備前IC 福石PA 21～23日 西日本
山陽自動車道 下り 岡山IC～岡山JCT 吉備SA 19～23日 西日本
山陽自動車道 上り 岡山IC～岡山JCT 吉備SA 19～23日 西日本
山陽自動車道 下り 福山東IC～福山西IC 福山SA 19～24日 西日本
山陽自動車道 上り 福山東IC～福山西IC 福山SA 20～24日 西日本
山陽自動車道 下り 五日市IC～廿日市IC 宮島SA 19～23日 西日本
山陽自動車道 上り 五日市IC～廿日市IC 宮島SA 19～23日 西日本
山陽自動車道 下り 河内IC～西条IC 小谷SA 19～23日 西日本
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路線名 区分 ＩＣ間名 休憩施設名 確保予定日 会社区分
（９月） ※１

山陽自動車道 上り 河内IC～西条IC 小谷SA 19～23日 西日本
山陽自動車道 下り 熊毛IC～徳山東IC 下松SA 19～23日 西日本
山陽自動車道 上り 熊毛IC～徳山東IC 下松SA 19～23日 西日本
山陽自動車道 下り 防府西IC～山口南IC 佐波川SA 19～23日 西日本
山陽自動車道 上り 防府西IC～山口南IC 佐波川SA 19～23日 西日本
中国自動車道 下り 加西IC～福崎IC 加西SA 19～22日 西日本
中国自動車道 上り 加西IC～福崎IC 加西SA 20～23日 西日本
中国自動車道 下り 福崎IC～山崎IC 安富PA 19～22日 西日本
中国自動車道 上り 福崎IC～山崎IC 安富PA 20～23日 西日本
中国自動車道 下り 小郡IC～美祢IC 美東SA 19～23日 西日本
中国自動車道 上り 小郡IC～美祢IC 美東SA 19～23日 西日本
米子自動車道 下り 湯原IC～蒜山IC 蒜山高原ＳＡ 19～23､26､27日 西日本
米子自動車道 上り 湯原IC～蒜山IC 蒜山高原ＳＡ 19～23､26､27日 西日本
山陰自動車道 下り 松江玉造IC～宍道IC 宍道湖SA 19～23日 西日本
山陰自動車道 上り 松江玉造IC～宍道IC 宍道湖SA 19～23日 西日本
高松自動車道 下り 大野原IC～川之江JCT 豊浜ＳＡ 19～23日 西日本
高松自動車道 上り 大野原IC～川之江JCT 豊浜ＳＡ 19～23日 西日本

関門橋 下り 下関IC～門司IC 壇ノ浦ＰＡ 19～23日 西日本
関門橋 上り 下関IC～門司IC めかりＰＡ 19～23日 西日本

九州自動車道 下り 若宮IC～古賀IC 古賀ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 上り 若宮IC～古賀IC 古賀ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 下り 筑紫野IC～鳥栖JCT 基山ＰＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 上り 筑紫野IC～鳥栖JCT 基山ＰＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 下り 久留米IC～八女IC 広川ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 上り 久留米IC～八女IC 広川ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 下り 植木IC～熊本IC 北熊本ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 上り 植木IC～熊本IC 北熊本ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 下り 松橋IC～八代IC 宮原ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 上り 松橋IC～八代IC 宮原ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 下り 加治木JCT･IC～姶良IC 桜島ＳＡ 19～23日 西日本
九州自動車道 上り 加治木JCT･IC～姶良IC 桜島ＳＡ 19～23日 西日本
長崎自動車道 下り 東脊振IC～佐賀大和IC 金立ＳＡ 19～23日 西日本
長崎自動車道 上り 東脊振IC～佐賀大和IC 金立ＳＡ 19～23日 西日本
長崎自動車道 下り 武雄北方IC～武雄JCT 川登ＳＡ 19～23日 西日本
長崎自動車道 上り 武雄北方IC～武雄JCT 川登ＳＡ 19～23日 西日本

神戸淡路鳴門自動車道 上り 東浦IC～淡路IC 淡路ＳＡ 20～22日 本四高速
神戸淡路鳴門自動車道 下り 垂水ＩＣ～淡路IC 淡路ＳＡ 19～22日 本四高速
神戸淡路鳴門自動車道 上り 北淡IC～津名一宮ＩＣ 室津ＰＡ 22～23日 本四高速
神戸淡路鳴門自動車道 下り 北淡IC～津名一宮ＩＣ 室津ＰＡ 19～22日 本四高速
神戸淡路鳴門自動車道 上り 鳴門北ＩＣ～淡路島南ＩＣ 淡路島南ＰＡ 19～23日 本四高速
神戸淡路鳴門自動車道 下り 西淡三原ＩＣ～淡路島南ＩＣ 淡路島南ＰＡ 19～23日 本四高速
瀬戸中央自動車道 上下 児島ＩＣ～坂出北ＩＣ 与島ＰＡ 19～23日 本四高速
西瀬戸自動車道 上り 因島北ＩＣ～向島ＩＣ 大浜ＰＡ 19～23日 本四高速
西瀬戸自動車道 下り 因島北ＩＣ～向島ＩＣ 大浜ＰＡ 19～23日 本四高速
西瀬戸自動車道 上り 大三島ＩＣ～生口南ＩＣ 瀬戸田ＰＡ 19～23日 本四高速
西瀬戸自動車道 下り 大三島ＩＣ～生口南ＩＣ 瀬戸田ＰＡ 19～23日 本四高速
西瀬戸自動車道 上り 今治ＩＣ～大島南ＩＣ 来島海峡ＳＡ 19～23日 本四高速
西瀬戸自動車道 下り 大島南ＩＣ～今治北ＩＣ 来島海峡ＳＡ 19～23日 本四高速

　※１　会社区分については、以下のとおりです。
東日本：　ＮＥＸＣＯ東日本 西日本：　ＮＥＸＣＯ西日本
中日本：　ＮＥＸＣＯ中日本 本四高速：　ＪＢ本四高速

（ご注意）　上表は平成２１年９月４日時点の計画であり、今後の関係機関との協議調整により、変更にな
　　　　　　る場合がありますことを、予めご了承ください。
　　　　　　　なお、最新情報は各社ホームページをご確認ください。
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東北道(上り)　羽生PA
東北道(下り)　羽生PA

９月の大型連休時期９日間［平成２１年９月１９日（土）～２７日（日）］に大型車駐車ま
すを重点的に確保する予定の休憩施設

木更津東

稲敷

八 王 子

富浦

【凡例】

　上り方面の大型車ますを確保する休憩施設

　下り方面の大型車ますを確保する休憩施設

ﾄﾏﾑ

太田桐生

川島

桜川筑西

真岡

常磐道(上り)　守谷SA
常磐道(下り)　守谷SA

東北道(上り)　蓮田SA
東北道(下り)　蓮田SA

【別紙３】　大型車駐車ますを重点的に確保する予定の休憩施設　（ＮＥＸＣＯ東日本）

潮来

能代南

ひたち海浜公園

東北道（上り）　大谷PA
東北道（下り）　大谷PA

関越道(上り)　赤城高原SA
関越道(下り)　赤城高原SA

上信越道(上り)　妙高SA
上信越道(下り)　妙高SA

　東北道(上り)　佐野SA
  東北道(下り)　佐野SA

関越道(上り)　高坂SA
関越道(下り)　高坂SA

関越道(上り)　三芳PA
関越道(下り)　三芳PA

常磐道(上り)　中郷SA
常磐道(下り)　中郷SA

関越道(上り)　上里SA
関越道(下り)　上里SA

上信越道(上り)　横川SA
上信越道(下り)　横川SA

上信越道(上り)　小布施PA
上信越道(下り)　小布施PA

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）　菅生PA
東北道（下り）　菅生PA

東北道（上り）　前沢SA
東北道（下り）　前沢SA

東北道（上り）　安積ＰＡ
東北道（下り）　安積ＰＡ

東北道（上り）　岩手山SA
東北道（下り）　岩手山SA

　　上記以外の休憩施設
東北道（上り）　花輪SA
東北道（下り）　花輪SA

八戸道（上り）　折爪SA
八戸道（下り）　折爪SA

東北道（上り）　紫波SA
東北道（下り）　紫波SA

東北道（上り）　長者原SA
東北道（下り）　長者原SA

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

秋田道（上り）　錦秋湖SA
秋田道（下り）　錦秋湖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)　友部SA
常磐道(下り)　友部SA

館山道(上り)　市原SA
館山道(下り)　市原SA

京葉道路(上り)　幕張PA
京葉道路(下り)　幕張PA

北陸道(上り）  米山SA
北陸道(下り）  米山SA

東北道(上り)　上河内SA
東北道（下り）　上河内SA

東北道（上り）　那須高原SA
東北道（下り）　那須高原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

磐越道（上り）　磐梯山SA
磐越道（下り）　磐梯山SA

八雲

北陸道(上り）  黒埼PA
北陸道(下り）  黒埼PA

磐越道(上り） 阿賀野川SA
磐越道(下り） 阿賀野川SA

※平成21年9月4日時点の計画であり、今後の関係機関との協議調整に
  より、変更になる場合がありますことを、予めご了承ください。
　なお、最新情報はホームページをご確認下さい。

※各休憩施設の大型車駐車ますの確保予定日は、
Ｐ９～１２をご確認ください。

上信越道(上り)　東部湯の丸SA
上信越道(下り)　東部湯の丸SA

上信越道(上り)　新井PA
上信越道(下り)　新井PA

北陸道(上り）  名立谷浜SA
北陸道(下り）  名立谷浜SA
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【別紙3】　大型車駐車ますを重点的に確保する予定の休憩施設　（ＮＥＸＣＯ中日本）

岡谷JCT

　中央道（上り）　双葉ＳＡ
　中央道（下り）　双葉ＳＡ

双葉JCT

大月JCT

高井戸

東京

【凡例】

　上り方面で確保予定の休憩施設

　下り方面の確保予定の休憩施設

厚木

　東名（上り）　海老名ＳＡ
　東名（下り）　海老名ＳＡ

　東名（上り）　足柄ＳＡ
　東名（下り）　足柄ＳＡ

御殿場

富士

　東名（上り）　富士川ＳＡ
　東名（下り）　富士川ＳＡ

　東名（上り）　浜名湖ＳＡ
　東名（下り）　浜名湖ＳＡ

浜松西

豊田JCT

東名(上り)　美合ＰＡ

　名神（上り）　養老ＳＡ
　名神（下り）　養老ＳＡ

関ヶ原

　中央道（上り）　恵那峡ＳＡ
　中央道（下り）　恵那峡ＳＡ

松川

恵那

土岐JCT

　東海北陸道（上り）　ぎふ大和ＰＡ
　東海北陸道（下り）　ぎふ大和ＰＡ

　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

高鷲

ぎふ大和

美濃関JCT

一宮JCT
小牧JCT米原JCT

四日市JCT

　東名阪道（上り）　御在所ＳＡ
　東名阪道（下り）　御在所ＳＡ

亀山

　　上記以外の休憩施設

相
模
湖

岡崎

　東名（上り）　牧之原ＳＡ
　東名（下り）　牧之原ＳＡ

　名神（上り）　尾張一宮ＰＡ
　名神（下り）　尾張一宮ＰＡ

　東名阪道（上り）　亀山ＰＡ
　東名阪道（下り）　亀山ＰＡ

　新名神（上り）　土山ＳＡ
　新名神（下り）　土山ＳＡ

　中央道（上り）　談合坂ＳＡ
　中央道（下り）　談合坂ＳＡ

　北陸道（上り）　賤ヶ岳ＳＡ
北陸道（下り）　賤ヶ岳ＳＡ

　北陸道（上り）　南条ＳＡ
　北陸道（下り）　南条ＳＡ

　北陸道（上り）　尼御前ＳＡ
　北陸道（下り）　尼御前ＳＡ

　北陸道（上り）　徳光ＰＡ
　北陸道（下り）　徳光ＰＡ

　北陸道（上り）　小矢部川ＳＡ
　北陸道（下り）　小矢部川ＳＡ

　東海北陸道（上り）　飛騨河合ＰＡ
　東海北陸道（下り）　飛騨河合ＰＡ

　東海北陸道（上り）　城端ＳＡ
　東海北陸道（下り）　城端ＳＡ

　北陸道（上り）　有磯海ＳＡ
　北陸道（下り）　有磯海ＳＡ

吉田

四日市甲賀土山

木之本

今庄

加賀

美川

小矢部

滑川

福光

白川郷

八王子

八王子

　中央道（上り）　駒ヶ岳ＳＡ
　中央道（下り）　駒ヶ岳ＳＡ

※各休憩施設の大型車駐車ますの確保予定日は、
　Ｐ９～１２をご確認ください。

９月の大型連休時期９日間［平成２１年９月１９日（土）～２７日（日）］に大型車駐車ますを重点的に確保する予定の休憩施設
　北陸道（上り）　呉羽ＰＡ
　北陸道（下り）　呉羽ＰＡ

　北陸道（上り）　杉津ＰＡ
　北陸道（下り）　杉津ＰＡ

　中央道（上り）　釈迦堂ＰＡ
　中央道（下り）　釈迦堂ＰＡ

岡谷JCT

　中央道（上り）　双葉ＳＡ
　中央道（下り）　双葉ＳＡ

双葉JCT

大月JCT

高井戸

東京

【凡例】

　上り方面で確保予定の休憩施設

　下り方面の確保予定の休憩施設

厚木

　東名（上り）　海老名ＳＡ
　東名（下り）　海老名ＳＡ

　東名（上り）　足柄ＳＡ
　東名（下り）　足柄ＳＡ

御殿場

富士

　東名（上り）　富士川ＳＡ
　東名（下り）　富士川ＳＡ

　東名（上り）　浜名湖ＳＡ
　東名（下り）　浜名湖ＳＡ

浜松西

豊田JCT

東名(上り)　美合ＰＡ

　名神（上り）　養老ＳＡ
　名神（下り）　養老ＳＡ

関ヶ原

　中央道（上り）　恵那峡ＳＡ
　中央道（下り）　恵那峡ＳＡ

松川

恵那

土岐JCT

　東海北陸道（上り）　ぎふ大和ＰＡ
　東海北陸道（下り）　ぎふ大和ＰＡ

　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

高鷲

ぎふ大和

美濃関JCT

一宮JCT
小牧JCT米原JCT

四日市JCT

　東名阪道（上り）　御在所ＳＡ
　東名阪道（下り）　御在所ＳＡ

亀山

　　上記以外の休憩施設

相
模
湖

岡崎

　東名（上り）　牧之原ＳＡ
　東名（下り）　牧之原ＳＡ

　名神（上り）　尾張一宮ＰＡ
　名神（下り）　尾張一宮ＰＡ

　東名阪道（上り）　亀山ＰＡ
　東名阪道（下り）　亀山ＰＡ

　新名神（上り）　土山ＳＡ
　新名神（下り）　土山ＳＡ

　中央道（上り）　談合坂ＳＡ
　中央道（下り）　談合坂ＳＡ

　北陸道（上り）　賤ヶ岳ＳＡ
北陸道（下り）　賤ヶ岳ＳＡ

　北陸道（上り）　南条ＳＡ
　北陸道（下り）　南条ＳＡ

　北陸道（上り）　尼御前ＳＡ
　北陸道（下り）　尼御前ＳＡ

　北陸道（上り）　徳光ＰＡ
　北陸道（下り）　徳光ＰＡ

　北陸道（上り）　小矢部川ＳＡ
　北陸道（下り）　小矢部川ＳＡ

　東海北陸道（上り）　飛騨河合ＰＡ
　東海北陸道（下り）　飛騨河合ＰＡ

　東海北陸道（上り）　城端ＳＡ
　東海北陸道（下り）　城端ＳＡ

　北陸道（上り）　有磯海ＳＡ
　北陸道（下り）　有磯海ＳＡ

吉田

四日市甲賀土山

木之本

今庄

加賀

美川

小矢部

滑川

福光

白川郷

八王子

八王子

　中央道（上り）　駒ヶ岳ＳＡ
　中央道（下り）　駒ヶ岳ＳＡ

※平成21年9月4日時点の計画であり、今後の関係機関との
協議調整により、変更となる場合がありますことを、予めご了
承ください。
  なお、最新情報は各社ホームページを確認ください。

※各休憩施設の大型車駐車ますの確保予定日は、
　Ｐ９～１２をご確認ください。

　北陸道（上り）　呉羽ＰＡ
　北陸道（下り）　呉羽ＰＡ

　北陸道（上り）　杉津ＰＡ
　北陸道（下り）　杉津ＰＡ

　中央道（上り）　釈迦堂ＰＡ
　中央道（下り）　釈迦堂ＰＡ
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【凡例】

　上り方面で確保予定の休憩施設

　下り方面で確保予定の休憩施設

【別紙3】　大型車駐車ますを重点的に確保する予定の休憩施設　（ＮＥＸＣＯ西日本）

※平成21年9月4日時点の計画であり、今後の関係機関との協議調整により、
　変更になる場合がありますことを、予めご了承ください。
　なお、最新情報は各社ホームページをご確認下さい。

※各休憩施設の大型車駐車ますの確保予定日は、Ｐ９～１２をご確認くださ
い。

９月の大型連休時期９日間［平成２１年９月１９日（土）～２７日（日）］に大型車駐車ますを重点的に確保する予定の休憩施設
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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）

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

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

西瀬戸自動車道（上り） 大浜ＰＡ
西瀬戸自動車道（下り） 大浜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

【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

　上下線一体型で混雑が予想される休憩施設

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

９月の大型連休時期９日間［平成２１年９月１９日（土）～２７日（日）］に大型車駐車ますを重点的に確保する予定の休憩施設

※平成21年9月4日時点の計画であり、今後の関係機関との協議調整により、
　変更になる場合がありますことを、予めご了承ください。
　なお、最新情報は各社ホームページをご確認下さい。

※各休憩施設の大型車駐車ますの確保予定日は、Ｐ９～１２をご確認くださ
い。

緑
PA

粒江

鴻ノ池

上浦
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