
停電時にａｕ携帯電話がご利用頂けない場合がある施設

2023年3月31日現在

都道府県 施設名

長野県 長野電鉄　権堂駅
長野県 長野電鉄　長野駅
長野県 長野電鉄　市役所前駅
長野県 長野電鉄　善光寺下駅
長野県 ＪＲ塩嶺トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　丸子トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　月岡トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　五里ヶ峯トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　御牧原トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　向原トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　高丘トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　高社山トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　児玉トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　借宿トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　小田井トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　浅科トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　草越トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　第一追分トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　第二追分トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　第三追分トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　長峯トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　八重原トンネル
長野県 ＪＲ北陸新幹線　飯山トンネル
長野県 三才山トンネル
長野県 松本トンネル
長野県 新久米路トンネル
長野県 新佐野坂トンネル
長野県 新和田トンネル
長野県 平井寺トンネル
長野県 永江トンネル（上信越自動車道）
長野県 熊坂トンネル（上信越自動車道）
長野県 山口トンネル（上信越自動車道）
長野県 さみずトンネル（上信越自動車道）
長野県 上今井トンネル（上信越自動車道）
長野県 太郎山トンネル（上信越自動車道）
長野県 薬師岳トンネル（上信越自動車道）
長野県 薬師山トンネル（上信越自動車道）
長野県 有明山トンネル（上信越自動車道）
長野県 五里ヶ峯トンネル（上信越自動車道）
長野県 永江第二トンネル（上信越自動車道）
長野県 閼伽流山トンネル（上信越自動車道）
長野県 花岡トンネル（中央自動車道）
長野県 立峠トンネル（長野自動車道）
長野県 一本松トンネル（長野自動車道）
長野県 臼田トンネル（中部横断自動車道）
長野県 矢筈トンネル（三遠南信自動車道）
長野県 中野トンネル（志賀中野有料道路）
長野県 日高トンネル（白馬長野有料道路）
長野県 犬戻トンネル（国道１９号）
長野県 桜沢トンネル（国道１９号）
長野県 上松トンネル（国道１９号）
長野県 生坂トンネル（国道１９号）
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長野県 池沢トンネル（国道１９号）
長野県 小松原トンネル（国道１９号）
長野県 長地トンネル（国道２０号）
長野県 横倉トンネル（国道１１７号）
長野県 湖北トンネル（国道１４２号）
長野県 新望月トンネル（国道１４２号）
長野県 塩坂トンネル（国道１４８号）
長野県 外沢トンネル（国道１４８号）
長野県 中土トンネル（国道１４８号）
長野県 平倉トンネル（国道１４８号）
長野県 木崎湖トンネル（国道１４８号）
長野県 青木湖２号トンネル（国道１４８号）
長野県 伊那白山トンネル（国道１５２号）
長野県 安房トンネル（国道１５８号）
長野県 白骨トンネル（国道１５８号）
長野県 内山トンネル（国道２５４号）
長野県 鹿教湯トンネル（国道２５４号）
長野県 清内路トンネル（国道２５６号）
長野県 鳥居トンネル（国道３６１号）
長野県 姥神トンネル（国道３６１号）
長野県 権兵衛トンネル（国道３６１号）
長野県 新地蔵トンネル（国道３６１号）
長野県 羽渕番所トンネル（国道３６１号）
長野県 笹平トンネル（国道４０６号）
長野県 小鍋トンネル（国道４０６号）
長野県 松島トンネル（国道４０６号）
長野県 新釜トンネル（県道２４号）
長野県 飯綱トンネル（県道５０６号）
長野県 ＴＨＥ　ＨＩＲＡＭＡＴＳＵ　軽井沢御代田
長野県 イオンタウン茅野店
長野県 いこいの村アゼィリア飯綱
長野県 サァラ軽井沢ホテル
長野県 ホテルマロウド軽井沢
長野県 ホテルモアリゾート　ホテルけやきの樹
長野県 レジーナリゾート旧軽井沢
長野県 安曇野市穂高地域福祉センター
長野県 丸善　松本店
長野県 駒ヶ根高原レディスクリニック
長野県 上高地清水屋ホテル
長野県 信州大学医学部附属病院
長野県 須坂市役所
長野県 大町市文化会館
長野県 中野区軽井沢少年自然の家
長野県 長野県立大学三輪キャンパス
長野県 東横イン　上田駅前
長野県 日本大学軽井沢研修所
長野県 菱野温泉常盤館
長野県 綿半スーパーセンター豊科店
長野県 蝮坂スノーシェルター（県道３９４号）
長野県、岐阜県 恵那山トンネル（中央自動車道）
長野県、群馬県 ＪＲ北陸新幹線　碓氷峠トンネル
長野県、群馬県 八風山トンネル（上信越自動車道）



停電時にａｕ携帯電話がご利用頂けない場合がある施設

2023年3月31日現在

都道府県 施設名

長野県、富山県 関電トンネル
静岡県 ＪＲ東海道本線　島田駅～菊川駅　駅間
静岡県 ＪＲ東海道本線　用宗駅～焼津駅　駅間
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　下の池トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　蒲原トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　観音松トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　菊川トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　興津トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　玉沢トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　新丹那トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　石部トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　切山トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　泉越トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　袖師トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　大竹トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　第一高尾山トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　第二高尾山トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　第一熱海トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　第二熱海トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　谷田トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　竹倉トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　潮海寺トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　日本坂トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　函南トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　牧の原トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　由比トンネル
静岡県 ＪＲ東海道新幹線　用宗トンネル
静岡県 ＪＲ東海道本線　逢初山トンネル
静岡県 ＪＲ東海道本線　伊豆山トンネル
静岡県 ＪＲ東海道本線　杵越トンネル
静岡県 ＪＲ東海道本線　泉越トンネル
静岡県 金谷トンネル（新東名高速道路）
静岡県 富士宮トンネル（新東名高速道路）
静岡県 富士川トンネル（新東名高速道路）
静岡県 明星山トンネル（新東名高速道路）
静岡県 静岡第２トンネル（新東名高速道路）
静岡県 藤枝島田トンネル（新東名高速道路）
静岡県 日本坂トンネル（東名高速道路）
静岡県 新日本坂トンネル（東名高速道路）
静岡県 興津清見寺トンネル（東名高速道路）
静岡県 葛沢トンネル（中部横断自動車道）
静岡県 石合トンネル（中部横断自動車道）
静岡県 樽峠トンネル（中部横断自動車道）
静岡県 湯沢トンネル（中部横断自動車道）
静岡県 三遠トンネル（三遠南信自動車道）
静岡県 佐久間第１トンネル（三遠南信自動車道）
静岡県 丸子藁科トンネル（国道１号）
静岡県 新日本坂石部トンネル（国道１５０号）
静岡県 切山トンネル東
静岡県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ掛川店
静岡県 ＴＨＥ　ＨＩＲＡＭＡＴＳＵホテルズアンドリゾーツ熱海
静岡県 ケアリゾート熱海
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静岡県 シースケープ伊豆高原
静岡県 ニトリ静岡草薙店
静岡県 ニトリ藤枝店
静岡県 ニトリ富士宮店
静岡県 ホテルセンチュリー静岡
静岡県 ゆとりろ熱海
静岡県 ららぽーと沼津
静岡県 リブマックスリゾート伊東川奈
静岡県 伊豆ホテル　リゾート＆スパ
静岡県 伊豆今井浜病院
静岡県 新富士病院
静岡県 聖隷浜松病院
静岡県 静岡駅北口地下駐車場（エキパ）
静岡県 静岡県立総合病院
静岡県 静岡済生会総合病院
静岡県 静岡赤十字病院
静岡県 島田市立総合医療センター
静岡県 磐田市立総合病院
静岡県 川根温泉ふれあいの泉
静岡県 川根温泉ホテル
静岡県 大滝温泉　天城荘
静岡県 土肥マリンホテル
静岡県 富士スピードウェイホテル
静岡県 富嶽温泉花の湯
静岡県 ニューウェルシティ湯河原
愛知県 近畿日本鉄道　近鉄名古屋駅
愛知県 名古屋市営地下鉄桜通線　名古屋駅
愛知県 名古屋市営地下鉄東山線　名古屋駅
愛知県 名古屋市営地下鉄名城線　上飯田駅
愛知県 名古屋市交通局　いりなか駅
愛知県 名古屋市交通局　ナゴヤドーム前矢田駅
愛知県 名古屋市交通局　一社駅
愛知県 名古屋市交通局　栄駅
愛知県 名古屋市交通局　塩釜口駅
愛知県 名古屋市交通局　覚王山駅
愛知県 名古屋市交通局　丸の内駅
愛知県 名古屋市交通局　岩塚駅
愛知県 名古屋市交通局　亀島駅
愛知県 名古屋市交通局　久屋大通駅
愛知県 名古屋市交通局　金山駅
愛知県 名古屋市交通局　原駅
愛知県 名古屋市交通局　御器所駅
愛知県 名古屋市交通局　港区役所駅
愛知県 名古屋市交通局　荒畑駅
愛知県 名古屋市交通局　高岳駅
愛知県 名古屋市交通局　高畑駅
愛知県 名古屋市交通局　国際センター駅
愛知県 名古屋市交通局　黒川駅
愛知県 名古屋市交通局　今池駅
愛知県 名古屋市交通局　砂田橋駅
愛知県 名古屋市交通局　桜山駅
愛知県 名古屋市交通局　桜本町駅
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愛知県 名古屋市交通局　市役所駅
愛知県 名古屋市交通局　志賀本通駅
愛知県 名古屋市交通局　自由ヶ丘駅
愛知県 名古屋市交通局　車道駅
愛知県 名古屋市交通局　庄内通駅
愛知県 名古屋市交通局　庄内緑地公園駅
愛知県 名古屋市交通局　上前津駅
愛知県 名古屋市交通局　浄心駅
愛知県 名古屋市交通局　植田駅
愛知県 名古屋市交通局　新栄町駅
愛知県 名古屋市交通局　新瑞橋駅
愛知県 名古屋市交通局　神宮西駅
愛知県 名古屋市交通局　神沢駅
愛知県 名古屋市交通局　吹上駅
愛知県 名古屋市交通局　瑞穂運動場西駅
愛知県 名古屋市交通局　瑞穂運動場東駅
愛知県 名古屋市交通局　瑞穂区役所駅
愛知県 名古屋市交通局　星ヶ丘駅
愛知県 名古屋市交通局　西高蔵駅
愛知県 名古屋市交通局　赤池駅
愛知県 名古屋市交通局　千種駅
愛知県 名古屋市交通局　川名駅
愛知県 名古屋市交通局　浅間町駅
愛知県 名古屋市交通局　相生山駅
愛知県 名古屋市交通局　総合リハビリセンター駅
愛知県 名古屋市交通局　大須観音駅
愛知県 名古屋市交通局　大曽根駅
愛知県 名古屋市交通局　池下駅
愛知県 名古屋市交通局　築地口駅
愛知県 名古屋市交通局　茶屋ヶ坂駅
愛知県 名古屋市交通局　中村区役所駅
愛知県 名古屋市交通局　中村公園駅
愛知県 名古屋市交通局　中村日赤駅
愛知県 名古屋市交通局　鶴舞駅
愛知県 名古屋市交通局　鶴里駅
愛知県 名古屋市交通局　伝馬町駅
愛知県 名古屋市交通局　東海通駅
愛知県 名古屋市交通局　東山公園駅
愛知県 名古屋市交通局　東別院駅
愛知県 名古屋市交通局　徳重駅
愛知県 名古屋市交通局　日比野駅
愛知県 名古屋市交通局　八事駅
愛知県 名古屋市交通局　八事日赤駅
愛知県 名古屋市交通局　八田駅
愛知県 名古屋市交通局　伏見駅
愛知県 名古屋市交通局　平安通駅
愛知県 名古屋市交通局　平針駅
愛知県 名古屋市交通局　堀田駅
愛知県 名古屋市交通局　本山駅
愛知県 名古屋市交通局　本陣駅
愛知県 名古屋市交通局　妙音通駅
愛知県 名古屋市交通局　名古屋駅



停電時にａｕ携帯電話がご利用頂けない場合がある施設

2023年3月31日現在

都道府県 施設名

愛知県 名古屋市交通局　名古屋港駅
愛知県 名古屋市交通局　名古屋大学駅
愛知県 名古屋市交通局　名城公園駅
愛知県 名古屋市交通局　鳴子北駅
愛知県 名古屋市交通局　野並駅
愛知県 名古屋市交通局　矢場町駅
愛知県 名古屋市交通局　六番町駅
愛知県 名古屋鉄道　栄町駅
愛知県 名古屋鉄道　名鉄名古屋駅
愛知県 ＪＲ東海道新幹線　羽角トンネル
愛知県 ＪＲ東海道新幹線　永野トンネル
愛知県 ＪＲ東海道新幹線　坂野坂トンネル
愛知県 ＪＲ東海道新幹線　星越トンネル
愛知県 鳳来乗本トンネル（新東名高速道路）
愛知県 猿投山トンネル（東海環状自動車道）
愛知県 守山トンネル（名古屋第二環状自動車道）
愛知県 植田掘割トンネル（名古屋第二環状自動車道）
愛知県 東山トンネル（名古屋高速２号東山線）
愛知県 鏡ヶ池トンネル（名古屋高速２号東山線）
愛知県 国坂トンネル（国道２３号）
愛知県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹアラタマ店
愛知県 ＴＨＥ　ＣＯＮＤＥＲ　ＨＯＵＳＥ
愛知県 Ｔ―グランシア水源
愛知県 アーバンネット名古屋ネクスタビル
愛知県 アーバンネット名古屋ビル
愛知県 アイプラザ豊橋
愛知県 イーアス春日井
愛知県 イオンモール　Ｎａｇｏｙａ　Ｎｏｒｉｔａｋｅ　Ｇａｒｄｅｎ
愛知県 エスカ
愛知県 コートヤード・バイ・マリオット名古屋
愛知県 コジマ×ビックカメラ清洲東インター店
愛知県 サカエチカ
愛知県 シャイン山清ビル
愛知県 セントラルパーク
愛知県 フォーポイントバイシェラトン名古屋国際空港
愛知県 ベッセルイン栄駅前
愛知県 ホームセンターコーナン蟹江店
愛知県 まるは食堂旅館
愛知県 ユニモール
愛知県 ららぽーと愛知東郷
愛知県 ららぽーと名古屋みなとアクルス
愛知県 レクサス刈谷
愛知県 愛知県医療療育総合センター
愛知県 愛知県国際展示場（Ａｉｃｈｉ　Ｓｋｙ　Ｅｘｐｏ）
愛知県 愛知県三河青い鳥医療療育センター
愛知県 愛知県自治センター
愛知県 栄地下街
愛知県 小牧駅地下駐車場
愛知県 西尾市民病院
愛知県 赤岩荘
愛知県 東横イン中部国際空港２
愛知県 東急三島駅前ビル
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愛知県 藤田医科大学岡崎医療センター
愛知県 藤田保健衛生大学病院
愛知県 豊田厚生病院
愛知県 伏見地下街
愛知県 名駅地下街
愛知県 名駅ダイヤメイテツビル
愛知県 名古屋三井ビルディング北館
愛知県 名古屋三交ビル
愛知県 名古屋産業大学
愛知県 名古屋市池下駐車場
愛知県 名古屋市役所緑政土木局　吹上自動車駐車場
愛知県 名古屋市立大学病院
愛知県 名古屋市立東部医療センター
愛知県 名古屋第二赤十字病院
愛知県 名古屋徳洲会総合病院
三重県 野登トンネル
三重県 荷坂トンネル（紀勢自動車）
三重県 新三軒家トンネル（近畿日本鉄道大阪線）
三重県 新八鬼山トンネル（熊野尾鷲道路）
三重県 白木トンネル（第二伊勢道路）
三重県 近畿日本鉄道　新梶ヶ広トンネル
三重県 近畿日本鉄道　新総谷トンネル
三重県 イオンタウン四日市泊
三重県 スーパービバホーム　四日市泊店
三重県 フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜
三重県 慶泉
三重県 三重県立総合医療センター
三重県 三重大学医学部附属病院
三重県 三重北勢健康増進センターヘルスプラザ
三重県 四日市地下駐車場
三重県 松阪わんわんパラダイス森のホテルスメール
三重県 松阪市民病院
三重県 鳥羽水族館
三重県 津市産業スポーツセンター
三重県 藤田保健衛生大学　七栗記念病院
三重県、滋賀県 鈴鹿トンネル（新名神高速道路）
三重県、滋賀県 石榑トンネル（国道４２１号）
岐阜県 ＪＲ東海道新幹線　山中トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　久尻第一トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　久尻第二トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　久尻第三トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　久尻第四トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　新久尻第一トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　新久尻第二トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　虎渓トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　新虎渓トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　廿原トンネル
岐阜県 ＪＲ中央本線　諏訪トンネル
岐阜県 保トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 江黒トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 高鷲トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 舟原トンネル（東海北陸自動車道）
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岐阜県 雛成トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 池本トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 東俣トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 飛騨トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 ミボロトンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 いら谷トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 二本木トンネル（東海北陸自動車道）
岐阜県 高山国府トンネル（国道４１号）
岐阜県 小鳥トンネル（国道１５８号）
岐阜県 ささゆりトンネル（国道２５６号）
岐阜県 さわやかナーシング川辺
岐阜県 ホワイトピアたかす
岐阜県 臥龍の郷
岐阜県 岐阜県総合医療センター
岐阜県 岐阜県立下呂温泉病院
岐阜県 岐阜県立多治見病院
岐阜県 岐阜大学医学部附属病院
岐阜県 岐阜市役所
岐阜県 光ミュージアム
岐阜県 高山グリーンホテル本館
岐阜県 高山グリーンホテル　桜凛閣
岐阜県 国立病院機構長良医療センター
岐阜県 山岡カントリークラブ
岐阜県 小萱チェリークリークカントリークラブ
岐阜県 荘川高原リゾートホテル
岐阜県 大垣市民病院
岐阜県、愛知県 ＪＲ中央本線　愛岐トンネル
岐阜県、愛知県 愛岐トンネル（東海環状自動車道）
岐阜県、滋賀県 ＪＲ東海道新幹線　関ヶ原トンネル


