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NO 施設名称（漢字表記） 施設名称（読み仮名） 道路名称
1 青森中央インターチェンジ あおもりちゅうおうインターチェンジ 青森自動車道
2 秋田中央インターチェンジ あきたちゅうおうインターチェンジ 秋田自動車道
3 足柄サービスエリア（上り） あしがらサービスエリア（のぼり） 東名高速道路
4 碇ヶ関インターチェンジ いかりがせきインターチェンジ 東北自動車道
5 生田川出口 いくたがわでぐち 阪神高速道路3号神戸線
6 諫早インターチェンジ いさはやインターチェンジ 長崎自動車道
7 伊勢崎インターチェンジ いせさきインターチェンジ 北関東自動車道
8 板野インターチェンジ いたのインターチェンジ 高松自動車道
9 板橋ジャンクション いたばしジャンクション 首都高速道路5号池袋線と中央環状線のジャンクション
10 揖保川パーキングエリア（下り） いぼがわパーキングエリア（くだり） 中国自動車道
11 いわき勿来インターチェンジ いわきなこそインターチェンジ 常磐自動車道
12 岩槻インターチェンジ いわつきインターチェンジ 東北自動車道
13 植木インターチェンジ うえきインターチェンジ 九州自動車道
14 宇治東インターチェンジ うじひがしインターチェンジ 京滋バイパス
15 宇都宮インターチェンジ うつのみやインターチェンジ 東北自動車道と日光宇都宮道路(日光道)のインターチェンジ
16 宇都宮上三川インターチェンジ うつのみやかみのかわインターチェンジ 北関東自動車道
17 大月インターチェンジ おおつきインターチェンジ 中央自動車道
18 大野原インターチェンジ おおのはらインターチェンジ 高松自動車道
19 大村インターチェンジ おおむらインターチェンジ 長崎自動車道
20 岡崎インターチェンジ おかざきインターチェンジ 東名高速道路
21 岡谷ジャンクション おかやジャンクション 中央自動車道と長野自動車道のジャンクション
22 姨捨サービスエリア（上り） おばすてサービスエリア（のぼり） 長野自動車道
23 小布施パーキングエリア（上り） おぶせパーキングエリア（のぼり） 上信越自動車道
24 麻績インターチェンジ おみインターチェンジ 長野自動車道
25 小矢部砺波ジャンクション おやべとなみジャンクション 北陸自動車道と東海北陸自動車道と能越自動車道のジャンクション
26 加治木インターチェンジ かじきインターチェンジ 九州自動車道および隼人道路のインターチェンジ
27 金沢森本インターチェンジ かなざわもりもとインターチェンジ 北陸自動車道
28 上里サービスエリア（上り） かみさとサービスエリア（のぼり） 関越自動車道
29 上之郷インターチェンジ かみのごうインターチェンジ 関西空港自動車道
30 鴨方インターチェンジ かもがたインターチェンジ 山陽自動車道
31 川内インターチェンジ かわうちインターチェンジ 松山自動車道
32 川平インターチェンジ かわひらインターチェンジ 長崎バイパス
33 菊水インターチェンジ きくすいインターチェンジ 九州自動車道
34 清武ジャンクション きよたけジャンクション 宮崎自動車道と東九州自動車道のジャンクション
35 久喜インターチェンジ くきインターチェンジ 東北自動車道
36 久世インターチェンジ くせインターチェンジ 米子自動車道
37 国見インターチェンジ くにみインターチェンジ 東北自動車道
38 倉敷ジャンクション くらしきジャンクション 山陽自動車道と倉敷早島支線のジャンクション
39 久留米インターチェンジ くるめインターチェンジ 九州自動車道
40 高知インターチェンジ こうちインターチェンジ 高知自動車道
41 江津インターチェンジ ごうつインターチェンジ 山陰自動車道
42 神戸ジャンクション こうべジャンクション 中国自動車道と山陽自動車道と新名神高速道路のジャンクション
43 神戸長田出口 こうべながたでぐち 阪神高速道路31号神戸山手線
44 御殿場インターチェンジ ごてんばインターチェンジ 東名高速道路
45 西条インターチェンジ さいじょうインターチェンジ 山陽自動車道
46 坂出インターチェンジ さかいでインターチェンジ 瀬戸中央自動車道と高松自動車道のインターチェンジ
47 坂出北インターチェンジ さかいできたインターチェンジ 瀬戸中央自動車道
48 桜川筑西インターチェンジ さくらがわちくせいインターチェンジ 北関東自動車道
49 札幌ジャンクション さっぽろジャンクション 道央自動車道と札樽自動車道のジャンクション
50 山陽姫路西インターチェンジ さんようひめじにしインターチェンジ 山陽自動車道
51 渋川伊香保インターチェンジ しぶかわいかほインターチェンジ 関越自動車道
52 新静岡インターチェンジ しんしずおかインターチェンジ 新東名高速道路
53 新富士インターチェンジ しんふじインターチェンジ 新東名高速道路と西富士道路のインターチェンジ
54 前開出口 ぜんかいでぐち 阪神高速道路7号北神戸線
55 高崎インターチェンジ たかさきインターチェンジ 関越自動車道
56 高松中央インターチェンジ たかまつちゅうおうインターチェンジ 高松自動車道
57 多久インターチェンジ たくインターチェンジ 長崎自動車道
58 武雄南インターチェンジ たけおみなみインターチェンジ 西九州自動車道
59 館林インターチェンジ たてばやしインターチェンジ 東北自動車道
60 田野パーキングエリア（下り） たのパーキングエリア（くだり） 常磐自動車道
61 垂水インターチェンジ たるみインターチェンジ 神戸淡路鳴門自動車道
62 津田東インターチェンジ つだひがしインターチェンジ 高松自動車道
63 出入橋出口 でいりばしでぐち 阪神高速道路11号池田線
64 土岐ジャンクション ときジャンクション 東海環状自動車道と中央自動車道のジャンクション
65 土佐インターチェンジ とさインターチェンジ 高知自動車道
66 富加関インターチェンジ とみかせきインターチェンジ 東海環状自動車道
67 豊田飯山インターチェンジ とよたいいやまインターチェンジ 上信越自動車道
68 豊浜サービスエリア（上り） とよはまサービスエリア（のぼり） 高松自動車道



69 浪岡インターチェンジ なみおかインターチェンジ 東北自動車道
70 南港北出口 なんこうきたでぐち 阪神高速道路４号湾岸線
71 南国インターチェンジ なんこくインターチェンジ 高知自動車道
72 西宮山口南入口 にしのみややまぐちみなみいりぐち 阪神高速道路7号北神戸線
73 西原インターチェンジ にしはらインターチェンジ 沖縄自動車道
74 沼津インターチェンジ ぬまづインターチェンジ 東名高速道路と伊豆縦貫自動車道のジャンクション
75 能生インターチェンジ のうインターチェンジ 北陸自動車道
76 花園インターチェンジ はなぞのインターチェンジ 関越自動車道
77 浜名湖サービスエリア（上り） はまなこサービスエリア（のぼり） 東名高速道路
78 彦根インターチェンジ ひこねインターチェンジ 名神高速道路
79 屏風山パーキングエリア（上り） びょうぶざんパーキングエリア（のぼり） 中央自動車道
80 平泉前沢インターチェンジ ひらいずみまえさわインターチェンジ 東北自動車道
81 広島インターチェンジ ひろしまインターチェンジ 山陽自動車道
82 福井インターチェンジ ふくいインターチェンジ 北陸自動車道
83 福知山インターチェンジ ふくちやまインターチェンジ 舞鶴若狭自動車道
84 福山東インターチェンジ ふくやまひがしインターチェンジ 山陽自動車道
85 別府湾スマートインターチェンジ べっぷわんスマートインターチェンジ 東九州自動車道
86 防府東インターチェンジ ほうふひがしインターチェンジ 山陽自動車道
87 法隆寺インターチェンジ ほうりゅうじインターチェンジ 西名阪自動車道
88 本町出入口 ほんちょうでいりぐち 首都高速道路1号上野線
89 舞鶴パーキングエリア（下り） まいづるパーキングエリア（くだり） 舞鶴若狭自動車道
90 前橋南インターチェンジ まえばしみなみインターチェンジ 北関東自動車道
91 益城熊本空港インターチェンジ ましきくまもとくうこうインターチェンジ 九州自動車道
92 松橋インターチェンジ まつばせインターチェンジ 九州自動車道
93 松山インターチェンジ まつやまインターチェンジ 松山自動車道
94 三方原パーキングエリア（下り） みかたはらパーキングエリア（くだり） 東名高速道路
95 三郷ジャンクション みさとジャンクション 常磐自動車道と首都高速6号三郷線と東京外環自動車道のジャンクション
96 水戸インターチェンジ みとインターチェンジ 常磐自動車道
97 三次インターチェンジ みよしインターチェンジ 中国自動車道
98 村田ジャンクション むらたジャンクション 東北自動車道と山形自動車道のジャンクション
99 用瀬インターチェンジ もちがせインターチェンジ 鳥取自動車道
100 八代インターチェンジ やつしろインターチェンジ 九州自動車道
101 柳原出口 やなぎわらでぐち 阪神高速道路３号神戸線
102 山形ジャンクション やまがたジャンクション 山形自動車道と東北中央自動車道のジャンクション
103 山口南インターチェンジ やまぐちみなみインターチェンジ 山陽自動車道
104 横浜町田インターチェンジ よこはままちだインターチェンジ 東名高速道路
105 四日市インターチェンジ よっかいちインターチェンジ 東名阪自動車道
106 四街道インターチェンジ よつかいどうインターチェンジ 東関東自動車道
107 和歌山インターチェンジ わかやまインターチェンジ 阪和自動車道
108 早稲田出口 わせだでぐち 首都高速道路5号池袋線
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