
●ハイウェイラジオ運用箇所一覧　（ＮＥＸＣＯ中日本エリア）
（平成28年3月1日時点）

道路名 方向 始点KP 終点KP 設置箇所 読み方 設置IC間

東名高速道路 上下 0.20 3.60 多摩川橋付近 ﾀﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ 東京～東名川崎

東名高速道路 上下 9.17 12.76 横浜青葉ＩＣ付近 ﾖｺﾊﾏｱｵﾊﾞ 東名川崎～横浜青葉

東名高速道路 上下 13.76 17.43 港北ＰＡ付近 ｺｳﾎｸ 横浜青葉～横浜町田

東名高速道路 上下 18.43 25.03 横浜町田ＩＣ付近 ﾖｺﾊﾏﾏﾁﾀﾞ 横浜町田～厚木

東名高速道路 上下 28.90 32.40 海老名ＳＡ付近 ｴﾋﾞﾅ 横浜町田～厚木

東名高速道路 上下 35.00 40.50 厚木ＩＣ付近 ｱﾂｷﾞ 厚木～秦野中井

東名高速道路 上下 41.37 45.57 伊勢原ＢＳ付近 ｲｾﾊﾗ 厚木～秦野中井

東名高速道路 上下 46.56 49.84 秦野中井ＩＣ付近 ﾊﾀﾞﾉﾅｶｲ 厚木～秦野中井

東名高速道路 上下 52.39 55.20 中井ＰＡ付近 ﾅｶｲ 秦野中井～大井松田

東名高速道路 上り 58.28 60.65 大井松田ＩＣ付近（別線上り） ｵｵｲﾏﾂﾀﾞ 大井松田～御殿場

東名高速道路 下り（左） 58.31 60.63 大井松田ＩＣ付近（別線下り） ｵｵｲﾏﾂﾀﾞ 大井松田～御殿場

東名高速道路 上り 62.78 64.04 山北ＢＳ付近（別線上り） ﾔﾏｷﾀ 大井松田～御殿場

東名高速道路 下り（左右） 62.64 65.70 山北ＢＳ付近（別線下り） ﾔﾏｷﾀ 大井松田～御殿場

東名高速道路 上り 66.94 77.24 鮎沢ＰＡ付近（別線上り） ｱﾕｻﾜ 大井松田～御殿場

東名高速道路 下り（左右） 66.91 72.00 鮎沢ＰＡ付近（別線下り） ｱﾕｻﾜ 大井松田～御殿場

東名高速道路 上下 81.26 88.10 御殿場ＩＣ付近 ｺﾞﾃﾝﾊﾞ 大井松田～御殿場

東名高速道路 上下 88.50 93.90 駒門ＰＡ付近 ｺﾏｶﾄﾞ 御殿場～裾野

東名高速道路 上下 94.30 97.58 裾野ＩＣ付近 ｽｿﾉ 裾野～沼津

東名高速道路 上下 97.98 103.17 沼津ＩＣ付近 ﾇﾏﾂﾞ 裾野～沼津

東名高速道路 上下 103.60 108.56 愛鷹ＰＡ付近 ｱｼﾀｶ 沼津～富士

東名高速道路 上下 114.75 121.30 富士ＩＣ東付近 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ 沼津～富士

東名高速道路 上下 121.70 127.87 富士ＩＣ付近 ﾌｼﾞ 富士～清水

東名高速道路 上下 128.27 131.16 富士川ＳＡ付近 ﾌｼﾞｶﾜ 富士～清水

東名高速道路 上下 133.88 140.03 由比ＰＡ付近 ﾕｲ 富士～清水

東名高速道路 上下 140.96 147.82 清見寺ＴＮ内 ｾｲｹﾝｼﾞ 富士～清水

東名高速道路 上下 148.27 152.06 日本平ＰＡ付近 ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾗ 清水～静岡

東名高速道路 上下 156.40 159.70 静岡ＩＣ付近 ｼｽﾞｵｶ 清水～静岡

東名高速道路 上下 162.40 170.20 安倍川橋付近 ｱﾍﾞｶﾜﾊﾞｼ 静岡～焼津

東名高速道路 上（左右）下 170.60 173.60 日本坂ＰＡ付近 ﾆﾎﾝｻﾞｶ 静岡～焼津

東名高速道路 上下 175.80 179.10 焼津ＩＣ付近 ﾔｲﾂﾞ 焼津～吉田

東名高速道路 上下 190.25 194.80 牧之原ＳＡ付近 ﾏｷﾉﾊﾗ 吉田～相良牧之原

東名高速道路 上下 195.20 201.13 相良牧ノ原ＩＣ付近 ｻｶﾞﾗﾏｷﾉﾊﾗ 相良牧之原～菊川

東名高速道路 上下 203.09 207.40 菊川ＩＣ付近 ｷｸｶﾞﾜ 菊川～掛川

東名高速道路 上下 207.74 213.44 掛川ＩＣ付近 ｶｹｶﾞﾜ 掛川～袋井

東名高速道路 上下 222.00 225.30 磐田ＩＣ付近 ｲﾜﾀ 磐田～浜松

東名高速道路 上下 225.70 228.91 浜松ＩＣ付近 ﾊﾏﾏﾂ 磐田～浜松

東名高速道路 上下 232.08 235.30 三方原ＰＡ付近 ﾐｶﾀｶﾞﾊﾗ 浜松～浜松西

東名高速道路 上下 235.70 239.00 浜松西ＩＣ付近 ﾊﾏﾏﾂﾆｼ 浜松～浜松西

東名高速道路 上下 243.35 246.65 浜名湖ＳＡ付近 ﾊﾏﾅｺ 浜松西～三ケ日

東名高速道路 上下 247.05 251.00 浜名湖ＳＡ西付近 ﾊﾏﾅｺﾆｼ 浜松西～三ケ日

東名高速道路 上下 257.86 261.80 宇利ＴＮ付近 ｳﾘ 三ケ日～豊川

東名高速道路 上下 261.80 263.10 新城ＰＡ付近 ｼﾝｼﾛ 三ケ日～豊川

東名高速道路 上下 263.10 268.51 新城ＰＡ西付近 ﾄﾖﾊｼ 三ケ日～豊川

東名高速道路 上下 269.71 273.20 豊川ＩＣ付近 ﾄﾖｶﾜ 豊川～音羽蒲郡

東名高速道路 上下 274.66 277.96 音羽蒲郡ＩＣ付近 ｵﾄﾜｶﾞﾏｺﾞｵﾘ 豊川～音羽蒲郡

東名高速道路 上下 282.50 286.00 音羽蒲郡ＩＣ付近 ｵﾄﾜｶﾞﾏｺﾞｵﾘ 音羽蒲郡～岡崎

東名高速道路 上下 287.73 292.00 岡崎ＩＣ付近 ｵｶｻﾞｷ 音羽蒲郡～岡崎

東名高速道路 上下 298.52 302.26 岡崎ＩＣ付近 ｵｶｻﾞｷ 岡崎～豊田ＪＣＴ

東名高速道路 上下 305.97 309.27 豊田ＪＣＴ付近 ﾄﾖﾀ 豊田ＪＣＴ～豊田

東名高速道路 上下 313.65 317.10 東名三好ＩＣ付近 ﾄｳﾒｲﾐﾖｼ 豊田～日進ＪＣＴ

東名高速道路 上下 319.50 322.80 日進ＪＣＴ付近 ﾆｯｼﾝ 東名三好～名古屋

東名高速道路 上下 330.96 334.20 守山ＰＡ付近 ﾓﾘﾔﾏ 名古屋～春日井

東名高速道路 上下 340.75 344.06 小牧ＩＣ付近 ｺﾏｷ 小牧ＪＣＴ～小牧

新東名高速道路 上下 55.03 58.33 御殿場ＪＣＴ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｺﾞﾃﾝﾊﾞ 御殿場ＪＣＴ～長泉沼津

新東名高速道路 上下 58.35 62.61 御殿場ＪＣＴ～長泉沼津間 ｼﾝﾄｳﾒｲｽｿﾉ 御殿場ＪＣＴ～長泉沼津

新東名高速道路 上下 62.64 66.14 長泉沼津ＩＣ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾅｶﾞｲｽﾞﾐ 御殿場ＪＣＴ～長泉沼津

新東名高速道路 上下 66.16 70.50 長泉沼津ＩＣ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾇﾏﾂﾞ 長泉沼津～新富士

新東名高速道路 上下 70.53 75.18 駿河湾沼津ＳＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾇﾏﾂﾞｴｽｴ 長泉沼津～新富士

新東名高速道路 上下 79.85 83.25 駿河湾沼津ＳＡ～新富士間 ｼﾝﾄｳﾒｲｽﾙｶﾞﾜﾝ 長泉沼津～新富士

新東名高速道路 上下 83.27 86.67 新富士ＩＣ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｼﾝﾌｼﾞ 長泉沼津～新富士

新東名高速道路 上下 86.72 93.03 新富士ＩＣ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾌｼﾞﾉﾐﾔ 新富士～新清水

新東名高速道路 上下 99.56 104.37 新清水ＰＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｼﾝｼﾐｽﾞ 新富士～新清水

新東名高速道路 上下 104.40 111.12 新清水ＪＣＴ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｼﾝｼﾐｽﾞｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 新清水～新清水ＪＣＴ

新東名高速道路 上下 111.14 117.98 新清水ＪＣＴ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｼﾝｼｽﾞｵｶ 新清水ＪＣＴ～新静岡

新東名高速道路 上下 124.24 127.56 新静岡～静岡ＳＡ間 ｼﾝﾄｳﾒｲｳﾁﾏｷ 新静岡～藤枝岡部

新東名高速道路 上下 127.60 131.46 静岡ＳＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾜﾗｼﾅ 新静岡～藤枝岡部

新東名高速道路 上下 131.48 134.97 静岡ＳＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｵｶﾍﾞ 新静岡～藤枝岡部

新東名高速道路 上下 137.74 141.38 藤枝ＰＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾌｼﾞｴﾀﾞ 藤枝岡部～島田金谷

新東名高速道路 上下 141.40 147.31 藤枝ＰＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｼﾏﾀﾞ 藤枝岡部～島田金谷

新東名高速道路 上下 147.34 150.26 藤枝ＰＡ～島田金谷間 ｼﾝﾄｳﾒｲｶﾅﾔ 藤枝岡部～島田金谷
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新東名高速道路 上下 155.27 159.90 掛川ＰＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｱﾜｶﾞﾀｹ 島田金谷～森掛川

新東名高速道路 上下 159.92 164.91 掛川ＰＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｶｹｶﾞﾜ 島田金谷～森掛川

新東名高速道路 上下 169.34 174.00 遠州森町ＰＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾓﾘｶｹｶﾞﾜ 森掛川～浜松浜北

新東名高速道路 上下 174.02 178.16 遠州森町ＰＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾓﾘﾏﾁ 森掛川～浜松浜北

新東名高速道路 上下 184.42 188.14 浜松ＳＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾊﾏｷﾀ 浜松浜北～浜松いなさＪＣＴ

新東名高速道路 上下 188.16 195.29 浜松ＳＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾊﾏﾏﾂ 浜松浜北～浜松いなさＪＣＴ

新東名高速道路 上下 195.30 198.81 浜松ＳＡ～浜松いなさＪ ｼﾝﾄｳﾒｲｲﾅｻ 浜松浜北～浜松いなさＪＣＴ

新東名高速道路 上下 201.99 206.89 鳳来ＴＮ付近 ﾎｳﾗｲ 浜松いなさＪＣＴ～新城

新東名高速道路 上下 211.76 216.10 長篠設楽原ＰＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲﾅｶﾞｼﾉｼﾀﾗｶﾞﾊﾗ 新城～岡崎東

新東名高速道路 上下 245.84 252.46 岡崎ＳＡ付近 ｼﾝﾄｳﾒｲｵｶｻﾞｷ 岡崎東～豊田東ＪＣＴ

新東名高速道路（清水連絡路） 上下 0.15 3.48 連絡路 ｼﾝﾄｳﾒｲｲﾊﾗ 清水ＪＣＴ～新清水ＪＣＴ

新東名高速道路（いなさ連絡路） 上下 2.10 5.07 連絡路 ｼﾝﾄｳﾒｲﾐｯｶﾋﾞ 浜松いなさ～三ケ日ＪＣＴ

名神高速道路 上下 350.40 353.70 一宮ＩＣ付近 ｲﾁﾉﾐﾔ 小牧～一宮

名神高速道路 上下 360.51 364.28 一宮ＪＣＴ付近 ｲﾄﾉﾐﾔ 一宮ＪＣＴ～岐阜羽島

名神高速道路 上下 370.23 373.53 大垣ＩＣ付近 ｵｵｶﾞｷ 岐阜羽島～大垣

名神高速道路 上下 379.91 383.46 養老ＳＡ付近 ﾖｳﾛｳ 大垣～関ヶ原

名神高速道路 上下 385.42 389.00 関ケ原ＩＣ付近 ｾｷｶﾞﾊﾗ 大垣～関ヶ原

名神高速道路 上下 396.41 399.11 伊吹ＰＡ付近 ｲﾌﾞｷ 関ヶ原～米原ＪＣＴ

名神高速道路 上下 407.46 410.18 米原ＪＣＴ付近 ﾏｲﾊﾞﾗ 米原ＪＣＴ～彦根

名神高速道路 上下 423.32 426.02 湖東三山ＰＡ付近 ｺﾄｳｻﾝｻﾞﾝ 彦根～八日市

新名神高速道路 上下 35.74 40.36 土山SA付近 ﾂﾁﾔﾏ 亀山ＪＣＴ～土山

中央自動車道 上下 2.70 4.90 三鷹ＴＢ付近 ﾐﾀｶ 高井戸～調布

中央自動車道 上下 15.87 19.25 国立府中ＩＣ付近 ｸﾆﾀﾁﾌﾁｭｳ 稲城～八王子

中央自動車道 上下 20.60 23.90 石川ＰＡ付近 ｲｼｶﾜ 国立府中～八王子

中央自動車道 上下 28.50 31.20 八王子ＩＣ付近 ﾊﾁｵｳｼﾞ 八王子～八王子ＪＣＴ

中央自動車道 上下 46.70 49.40 藤野ＰＡ付近 ﾌｼﾞﾉ 相模湖～上野原

中央自動車道 上下 54.69 57.39 談合坂ＳＡ付近 ﾀﾞﾝｺﾞｳｻﾞｶ 上野原～大月

中央自動車道 上下 63.30 66.26 大月ＩＣ付近 ｵｵﾂｷ 上野原～大月

中央自動車道 上下 72.32 76.80 初狩ＰＡ付近 ﾊﾂｶﾘ 大月ＪＣＴ～勝沼

中央自動車道 上り 86.22 88.92 勝沼ＩＣ付近 ｶﾂﾇﾏ 大月ＪＣＴ～勝沼

中央自動車道 下り 86.20 88.00 勝沼ＩＣ付近 ｶﾂﾇﾏ 大月ＪＣＴ～勝沼

中央自動車道 上下 93.00 95.70 釈迦堂ＰＡ付近 ｼｬｶﾄﾞｳ 勝沼～一宮御坂

中央自動車道 上下 99.00 101.70 甲府南ＩＣ付近 ｺｳﾌﾐﾅﾐ 一宮御坂～甲府南

中央自動車道 上下 109.20 111.90 甲府昭和ＩＣ付近 ｺｳﾌｼｮｳﾜ 甲府南～甲府昭和

中央自動車道 上下 162.40 165.20 中央道原ＰＡ付近 ﾁｭｳｵｳﾄﾞｳﾊﾗ 諏訪南～諏訪

中央自動車道 上下 199.45 202.15 伊那ＩＣ付近 ｲﾅ 伊北～伊那

中央自動車道 上下 292.80 295.50 恵那峡ＳＡ付近 ｴﾅｷｮｳ 中津川～恵那

中央自動車道 上下 318.20 320.90 土岐ＩＣ付近 ﾄｷ 瑞浪～土岐ＪＣＴ

中央自動車道 上下 325.70 328.30 虎渓山ＰＡ付近 ｺｹｲｻﾞﾝ 土岐ＪＣＴ～多治見

中央自動車道 上下 339.49 343.60 小牧ＪＣＴ付近 ｺﾏｷ 小牧東～小牧ＪＣＴ

中央自動車道 富士吉田線 上下 373.30 376.00 都留ＩＣ付近 ﾂﾙ 大月ＪＣＴ～河口湖

北陸自動車道 上下 10.24 13.53 長浜ＩＣ付近 ﾅｶﾞﾊﾏ 長浜～木之本

北陸自動車道 下り 35.70 38.65 柳ヶ瀬ＴＮ付近 ﾔﾅｶﾞｾ 木之本～敦賀

北陸自動車道 上り 62.86 65.56 今庄ＴＮ付近 ｲﾏｼﾞｮｳ 敦賀～今庄

北陸自動車道 上下 81.37 84.67 鯖江ＩＣ付近 ｻﾊﾞｴ 武生～鯖江

北陸自動車道 上下 184.00 186.70 不動寺ＰＡ付近 ﾌﾄﾞｳｼﾞ 金沢森本～小矢部

北陸自動車道 上下 208.30 211.60 高岡ＰＡ付近 ﾀｶｵｶ 砺波～小杉

北陸自動車道 上下 257.98 261.28 有磯海ＳＡ付近 ｱﾘｿｳﾐ 滑川～魚津

東海北陸自動車道 上下 0.51 4.02 一宮西ＩＣ付近 ｲﾁﾉﾐﾔﾆｼ 一宮ＪＣＴ～一宮木曽川

東海北陸自動車道 上下 8.93 11.63 川島ＰＡ付近 ｶﾜｼﾏ 一宮木曽川～岐阜各務原

東海北陸自動車道 上下 25.91 28.61 関ＳＡ付近 ｾｷ 関～美濃関ＪＣＴ

東海北陸自動車道 上下 32.23 35.15 美濃ＩＣ付近 ﾐﾉ 美濃～美並

東海北陸自動車道 上下 63.01 64.48 郡上八幡ＩＣ付近 ｸﾞｼﾞｮｳﾊﾁﾏﾝ 郡上八幡～ぎふ大和

東海北陸自動車道 上下 89.82 92.17 ひるがの高原ＳＡ ﾋﾙｶﾞﾉｺｳｹﾞﾝ 高鷲～荘川

東海北陸自動車道 上下 148.71 151.95 椿原ＴＮ付近 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ 白川郷～五箇山

東海北陸自動車道 上下 165.03 168.21 城端ＳＡ付近 ｼﾞｮｳﾊﾅ 五箇山～福光

長野自動車道 上下 11.70 15.00 塩尻ＩＣ付近 ｼｵｼﾞﾘ 塩尻～塩尻北

伊勢湾岸自動車道 上下 7.12 10.40 豊田ＪＣＴ付近 ﾄﾖﾀ 豊田ＪＣＴ～豊田南

伊勢湾岸自動車道 上下 14.12 17.42 刈谷ＰＡ付近 ｶﾘﾔ 豊田南～豊明

伊勢湾岸自動車道 上下 21.02 24.32 豊明ＩＣ付近 ﾄﾖｱｹ 豊明～名古屋南

伊勢湾岸自動車道 上下 30.58 34.90 名港潮見ＩＣ付近 ﾒｲｺｳｼｵﾐ 東海～名港中央

伊勢湾岸自動車道 上下 46.11 49.50 湾岸桑名ＩＣ付近 ﾜﾝｶﾞﾝｸﾜﾅ 湾岸長島～湾岸桑名

伊勢湾岸自動車道 上下 50.92 54.39 みえ朝日ＩＣ付近 ﾐｴｱｻﾋ みえ川越～みえ朝日

名古屋第二環状自動車道 上下 1.95 12.30 上社ＩＣ付近 ｶﾐﾔｼﾛ 上社～松河戸

名古屋第二環状自動車道 上下 15.60 18.23 山田西ＩＣ付近 ﾔﾏﾀﾞﾆｼ 山田東～清州東

名古屋第二環状自動車道 上下 22.43 25.50 甚目寺北・南ＩＣ付近 ｼﾞﾓｸｼﾞ 清州西～大治北

名古屋第二環状自動車道 上下 200.23 202.32 有松ＩＣ付近 ｱﾘﾏﾂ 名古屋南JCT～有松

名古屋第二環状自動車道 上下 213.06 214.34 高針ＪＣＴ付近 ﾀｶﾊﾞﾘ 高針ＪＣＴ～上社ＪＣＴ

東名阪自動車道 上下 33.10 35.80 蟹江ＩＣ付近 ｶﾆｴ 蟹江～弥富

東名阪自動車道 上下 44.75 47.45 桑名ＩＣ付近 ｸﾜﾅ 桑名東～桑名



●ハイウェイラジオ運用箇所一覧　（ＮＥＸＣＯ中日本エリア）
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道路名 方向 始点KP 終点KP 設置箇所 読み方 設置IC間

東名阪自動車道 上下 56.35 59.05 御在所ＳＡ付近 ｺﾞｻﾞｲｼｮ 四日市東～四日市

東名阪自動車道 上下 66.58 69.28 鈴鹿ＩＣ付近 ｽｽﾞｶ 四日市～鈴鹿

伊勢自動車道 上下 84.90 88.68 芸濃ＩＣ付近 ｹﾞｲﾉｳ 伊勢関～芸濃

伊勢自動車道 上下 110.40 114.77 嬉野ＰＡ付近 ｳﾚｼﾉ 一志嬉野～松阪

伊勢自動車道 上下 134.58 139.47 多気ＰＡ付近 タキ 勢和多気ＪＣＴ～玉城

紀勢自動車道 上下 28.76 31.75 紀伊長島ＩＣ付近 ｷｲﾅｶﾞｼﾏ 紀勢大内山～紀伊長島

舞鶴若狭自動車道 上下 124.15 127.04 小浜ＩＣ付近 ｵﾊﾞﾏ 小浜～若狭上中

舞鶴若狭自動車道 上下 155.53 158.10 敦賀ＪＣＴ付近 ﾂﾙｶﾞ 若狭美浜～敦賀ＪＣＴ

小田原厚木道路 上下 8.75 11.95 小田原東ＩＣ付近 ｵﾀﾞﾜﾗ 小田原東～二宮

首都圏中央連絡自動車道 上下 2.09 4.81 寒川北ＩＣ付近 ｻﾑｶﾜｷﾀ 寒川南～寒川北

首都圏中央連絡自動車道 上下 8.75 11.95 圏央厚木ＩＣ付近 ｹﾝｵｳｱﾂｷﾞ 海老名～圏央厚木

首都圏中央連絡自動車道 上り 32.30 35.90 高尾山ＩＣ付近 ﾀｶｵｻﾝ 相模原～高尾山

首都圏中央連絡自動車道 下り 32.40 35.90 高尾山ＩＣ付近 ﾀｶｵｻﾝ 相模原～高尾山

東海環状自動車道 上下 4.92 8.39 鞍ヶ池ＰＡ付近 ｸﾗｶﾞｲｹ 豊田松平～豊田勘八

東海環状自動車道 上下 35.10 38.40 土岐南多治見ＩＣ付近 ﾄｷﾐﾅﾐﾀｼﾞﾐ せと品野～土岐ＪＣＴ

東海環状自動車道 上下 41.73 44.04 可児御嵩ＩＣ付近 ｶﾆﾐﾀｹ 土岐ＪＣＴ～可児御嵩

東海環状自動車道 上下 69.70 72.00 富加関ＩＣ付近 ﾄﾐｶｾｷ 富加関～美濃関ＪＣＴ


