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滋賀県 ＪＲ東海道新幹線　横山トンネル
滋賀県 ＪＲ湖西線　高島トンネル
滋賀県 ＪＲ湖西線　城山トンネル
滋賀県 ＪＲ湖西線　第二白鬚トンネル
滋賀県 ＪＲ湖西線　長等山トンネル
滋賀県 ＪＲ湖西線　峰山トンネル
滋賀県 金勝山トンネル（新名神高速道路）
滋賀県 ＭＥＧＡドン・キホーテ豊郷店
滋賀県 レジーナリゾートびわ湖長浜
滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院
滋賀県、三重県 鈴鹿トンネル（新名神高速道路）
滋賀県、三重県 石榑トンネル（国道４２１号）
滋賀県、岐阜県 ＪＲ東海道新幹線　関ヶ原トンネル
京都府 京阪京津線　御陵駅～京阪山科駅　駅間
京都府 京阪電気鉄道本線　祇園四条駅～三条駅　駅間
京都府 京阪電気鉄道本線　三条駅～神宮丸太町駅　駅間
京都府 京阪電気鉄道本線　七条駅～清水五条駅　駅間
京都府 京阪電気鉄道本線　神宮丸太町駅～出町柳駅間　駅間
京都府 京阪電気鉄道本線　清水五条駅～祇園四条駅　駅間
京都府 京阪電気鉄道本線　東福寺駅～七条駅　駅間
京都府 京阪電気鉄道本線　七条駅
京都府 京阪電気鉄道本線　出町柳駅
京都府 京阪電気鉄道京阪本線　祇園四条駅
京都府 京阪電気鉄道京阪本線　三条駅
京都府 京阪電気鉄道京阪本線　神宮丸太町駅
京都府 京阪電気鉄道京阪本線　清水五条駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　くいな橋駅～竹田駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　鞍馬口駅～今出川駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　丸太町駅～烏丸御池駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　京都駅～九条駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　九条駅～十条駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　五条駅～京都駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　国際会館駅～松ヶ崎駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　今出川駅～丸太町駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　四条駅～五条駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　十条駅～くいな橋駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　松ヶ崎駅～北山駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　北山駅～北大路駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　北大路駅～鞍馬口駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　鞍馬口駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　烏丸御池駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　丸太町駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　京都駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　五条駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　国際会館駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　今出川駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　松ヶ崎駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　北山駅
京都府 京都市営地下鉄烏丸線　北大路駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　東山駅～三条京阪駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　東野駅～山科駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　六地蔵駅～石田駅　駅間
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京都府 京都市営地下鉄東西線　烏丸御池駅～二条城前駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　京都市役所前駅～烏丸御池駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　御陵駅～蹴上駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　三条京阪駅～京都市役所前駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　山科駅～御陵駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　蹴上駅～東山駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　二条駅～西大路御池駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　二条城前駅～二条駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　西大路御池駅～太秦天神川駅　駅間
京都府 京都市営地下鉄東西線　京都市役所前駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　御陵駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　三条京阪駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　山科駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　蹴上駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　小野駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　西大路御池駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　石田駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　太秦天神川駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　醍醐駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　東山駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　東野駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　二条駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　二条城前駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　六地蔵駅
京都府 京都市営地下鉄東西線　椥辻駅
京都府 京都市営地下鉄　京都駅
京都府 阪急電鉄京都線　烏丸駅～大宮駅　駅間
京都府 阪急電鉄京都線　京都河原町駅～烏丸駅　駅間
京都府 阪急電鉄京都線　西院駅～西京極駅　駅間
京都府 阪急電鉄京都線　大宮駅～西院駅　駅間
京都府 阪急電鉄京都線　烏丸駅
京都府 阪急電鉄京都線　京都河原町駅
京都府 阪急電鉄京都線　西院駅
京都府 阪急電鉄京都線　大宮駅
京都府 ＪＲ東海道新幹線　東山トンネル
京都府 ＪＲ東海道本線　東山トンネル
京都府 ＪＲ山陰本線　愛宕トンネル
京都府 ＪＲ山陰本線　小倉山トンネル
京都府 ＪＲ山陰本線　第一保津トンネル
京都府 ＪＲ山陰本線　第二保津トンネル
京都府 ＪＲ山陰本線　地蔵トンネル
京都府 ＪＲ山陰本線　朝日トンネル
京都府 稲荷山トンネル（阪神高速８号京都線）
京都府 森トンネル（京都縦貫道）
京都府 院内トンネル（京都縦貫道）
京都府 広野トンネル（京都縦貫道）
京都府 須知トンネル（京都縦貫道）
京都府 曽根トンネル（京都縦貫道）
京都府 大簾トンネル（京都縦貫道）
京都府 新瑞穂トンネル（京都縦貫道）
京都府 水戸谷トンネル（野田川大宮道路）
京都府 地蔵トンネル（宮津与謝道路）
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京都府 宇治トンネル（国道１号）
京都府 北大河原トンネル（国道１６３号）
京都府 ＣＯＣＯＮ　ＫＡＲＡＳＵＭＡ
京都府 ＭＥＧＡドン・キホーテ山科店
京都府 ＭＵＮＩ　ＫＹＯＴＯホテル
京都府 アゴーラ　京都烏丸
京都府 ホテルエムズ・エスト四条烏丸
京都府 ホテルエムズ・プラス四条大宮
京都府 ザ・ホテル青龍　京都清水
京都府 ふふ京都
京都府 プラムイン城陽
京都府 宇治おうばく病院
京都府 烏丸通公共地下道（京都駅周辺）
京都府 京都アバンティ
京都府 京都リサーチパーク１０号館
京都府 京都駅ビル地下街
京都府 京都駅前地下街ポルタ
京都府 京都市役所　本庁舎
京都府 御宿　野乃　京都七条
京都府 市立福知山市民病院
京都府 石長松菊園
京都府 然林房
京都府 東急ハーヴェストクラブ京都鷹峯
京都府 美加ノ原カンツリークラブ
京都府 文化財団小倉百人一首殿堂時雨殿
京都府 立命館大学　衣笠キャンパス
京都府、滋賀県 ＪＲ東海道新幹線　音羽山トンネル
京都府、滋賀県 ＪＲ東海道本線　逢坂山トンネル
奈良県 近畿日本鉄道けいはんな線　学研北生駒駅～学研登美ヶ丘駅　駅間
奈良県 近畿日本鉄道けいはんな線　生駒駅～白庭台駅　駅間
奈良県 近畿日本鉄道けいはんな線　白庭台駅～学研北生駒駅　駅間
奈良県 近畿日本鉄道　近鉄奈良駅
奈良県 近鉄奈良線　新大宮駅～近鉄奈良駅　駅間
奈良県 東生駒トンネル（近鉄けいはんな線）
奈良県 白庭トンネル（近鉄けいはんな線）
奈良県 北大和トンネル（近鉄けいはんな線）
奈良県 榛原トンネル（近鉄大阪線）
奈良県 朝町トンネル（大和御所道路）
奈良県 巨勢山トンネル（大和御所道路）
奈良県 風の森トンネル（大和御所道路）
奈良県 かもきみトンネル（大和御所道路）
奈良県 阪奈トンネル（第二阪奈有料道路）
奈良県 新鹿路トンネル（県道３７号）
奈良県 新猿谷トンネル（国道１６８号）
奈良県 一ヶ山トンネル（国道１６９号）
奈良県 栗の木トンネル（国道１６９号）
奈良県 大嶽トンネル（国道１６９号）
奈良県 滝の脇トンネル（国道１６９号）
奈良県 伯母谷トンネル（国道１６９号）
奈良県 新笠木トンネル（国道３０９号）
奈良県 ＴＨＥ　ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ
奈良県 近畿大学医学部奈良病院
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奈良県 奈良県立医科大学附属病院
奈良県 和空　法隆寺
大阪府 ＪＲ関西線本線　今宮駅～ＪＲ難波駅　駅間
大阪府 ＪＲ東西線　御幣島駅～加島駅　駅間
大阪府 ＪＲ西日本旅客鉄道東西線　加島駅
大阪府 ＪＲ西日本旅客鉄道東西線　御幣島駅
大阪府 ＪＲ西日本旅客鉄道東西線　新福島駅
大阪府 ＪＲ西日本旅客鉄道東西線　北新地駅
大阪府 ＪＲ海老江駅
大阪府 ＪＲ大阪駅
大阪府 ＪＲ大阪城北詰駅
大阪府 ＪＲ天王寺駅
大阪府 京阪電気鉄道中之島線　なにわ橋駅～天満橋駅　駅間
大阪府 京阪電気鉄道中之島線　大江橋駅～なにわ橋駅　駅間
大阪府 京阪電気鉄道中之島線　中之島駅～渡辺橋駅　駅間
大阪府 京阪電気鉄道中之島線　渡辺橋駅～大江橋駅　駅間
大阪府 京阪電気鉄道中之島線　なにわ橋駅
大阪府 京阪電気鉄道中之島線　大江橋駅
大阪府 京阪電気鉄道中之島線　中之島駅
大阪府 京阪電気鉄道中之島線　渡辺橋駅
大阪府 京阪電気鉄道本線　京橋駅～天満橋駅　駅間
大阪府 京阪電気鉄道本線　天満橋駅～北浜駅　駅間
大阪府 京阪電気鉄道本線　北浜駅～淀屋橋駅　駅間
大阪府 京阪電気鉄道本線　天満橋駅
大阪府 京阪電気鉄道本線　北浜駅
大阪府 京阪電気鉄道本線　淀屋橋駅
大阪府 近畿日本鉄道大阪線　大阪上本町駅～鶴橋駅　駅間
大阪府 近畿日本鉄道大阪線　大阪上本町駅
大阪府 近畿日本鉄道難波線　近鉄日本橋駅～大阪上本町駅　駅間
大阪府 近畿日本鉄道難波線　大阪難波駅～近鉄日本橋駅　駅間
大阪府 近畿日本鉄道難波線　近鉄日本橋駅
大阪府 近畿日本鉄道難波線　大阪上本町駅
大阪府 近畿日本鉄道難波線　大阪難波駅
大阪府 近畿日本鉄道けいはんな線　長田駅～吉田駅　駅間
大阪府 近鉄日本鉄道けいはんな線　荒本駅
大阪府 近鉄けいはんな線　荒本駅～吉田駅　駅間
大阪府 近鉄けいはんな線　長田駅～荒本駅　駅間
大阪府 阪急電鉄京都線　大阪梅田駅
大阪府 阪神なんば線　九条駅～ドーム前駅　駅間
大阪府 阪神なんば線　ドーム前駅～桜川駅　駅間
大阪府 阪神なんば線　桜川駅～大阪難波駅　駅間
大阪府 阪神電気鉄道なんば線　ドーム前駅
大阪府 阪神電気鉄道なんば線　九条駅
大阪府 阪神電気鉄道なんば線　桜川駅
大阪府 阪神電気鉄道本線　梅田駅～福島駅～野田駅　駅間
大阪府 阪神電気鉄道　大阪梅田駅
大阪府 阪神電気鉄道　福島駅
大阪府 泉北高速鉄道　中百舌鳥駅～深井駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　あびこ駅～北花田駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　昭和町駅～西田辺駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　心斎橋駅～難波駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　新金岡駅～なかもず駅　駅間
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大阪府 大阪メトロ御堂筋線　西田辺駅～長居駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　大国町駅～動物園前駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　中津駅～梅田駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　長居駅～あびこ駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　天王寺駅～昭和町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　動物園前駅～天王寺駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　難波駅～大国町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　梅田駅～淀屋橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　北花田駅～新金岡駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　本町駅～心斎橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　淀屋橋駅～本町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　あびこ駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　なかもず駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　なんば駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　昭和町駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　心斎橋駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　新金岡駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　西田辺駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　大国町駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　天王寺駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　動物園前駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　北花田駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　本町駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　淀屋橋駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　中津駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　長居駅
大阪府 大阪メトロ御堂筋線　梅田駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　だいどう豊里駅～太子橋今市駅　駅間
大阪府 大阪メトロ今里筋線　井高野駅～瑞光四丁目駅　駅間
大阪府 大阪メトロ今里筋線　蒲生四丁目駅～鴫野駅　駅間
大阪府 大阪メトロ今里筋線　鴫野駅～緑橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ今里筋線　新森古市駅～関目成育駅　駅間
大阪府 大阪メトロ今里筋線　清水駅～新森古市駅　駅間
大阪府 大阪メトロ今里筋線　緑橋駅～今里駅　駅間
大阪府 大阪メトロ今里筋線　だいどう豊里駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　井高野駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　蒲生四丁目駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　関目成育駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　今里駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　鴫野駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　新森古市駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　瑞光四丁目駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　清水駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　太子橋今市駅
大阪府 大阪メトロ今里筋線　緑橋駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　天神橋筋六丁目駅～扇町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ堺筋線　扇町駅～南森町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ堺筋線　南森町駅～北浜駅　駅間
大阪府 大阪メトロ堺筋線　北浜駅～堺筋本町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ堺筋線　堺筋本町駅～長堀橋駅側隧道
大阪府 大阪メトロ堺筋線　長堀橋駅～日本橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ堺筋線　日本橋駅～恵美須町駅　駅間
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大阪府 大阪メトロ堺筋線　恵美須町駅～動物園前駅　駅間
大阪府 大阪メトロ堺筋線　動物園前駅～天下茶屋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ堺筋線　堺筋本町駅～長堀橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ堺筋線　北浜駅～堺筋本町駅側隧道
大阪府 大阪メトロ堺筋線　恵美須町駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　堺筋本町駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　扇町駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　長堀橋駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　天下茶屋駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　天神橋筋六丁目駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　動物園前駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　南森町駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　日本橋駅
大阪府 大阪メトロ堺筋線　北浜駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　なんば駅～大国町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　花園町駅～岸里駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　岸里駅～玉出駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　玉出駅～北加賀屋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　四ツ橋駅～なんば駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　西梅田駅～肥後橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　大国町駅～花園町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　肥後橋駅～本町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　北加賀屋駅～住之江公園駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　本町駅～四ツ橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　なんば駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　花園町駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　岸里駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　玉出駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　四ツ橋駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　住之江公園駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　西梅田駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　大国町駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　肥後橋駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　北加賀屋駅
大阪府 大阪メトロ四つ橋線　本町駅
大阪府 大阪メトロ中央線　阿波座駅～本町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ中央線　堺筋本町駅～谷町四丁目駅　駅間
大阪府 大阪メトロ中央線　本町駅～堺筋本町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ中央線　森ノ宮駅～緑橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ中央線　谷町四丁目駅～森ノ宮駅　駅間
大阪府 大阪メトロ中央線　緑橋駅～深江橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ中央線　深江橋駅～高井田駅　駅間
大阪府 大阪メトロ中央線　高井田駅～長田駅　駅間
大阪府 大阪メトロ中央線　コスモスクエア駅
大阪府 大阪メトロ中央線　阿波座駅
大阪府 大阪メトロ中央線　高井田駅
大阪府 大阪メトロ中央線　堺筋本町駅
大阪府 大阪メトロ中央線　森ノ宮駅
大阪府 大阪メトロ中央線　深江橋駅
大阪府 大阪メトロ中央線　谷町四丁目駅
大阪府 大阪メトロ中央線　長田駅
大阪府 大阪メトロ中央線　本町駅
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大阪府 大阪メトロ中央線　緑橋駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　新深江駅～小路駅　駅間
大阪府 大阪メトロ千日前線　西長堀駅～桜川駅　駅間
大阪府 大阪メトロ千日前線　なんば駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　阿波座駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　玉川駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　今里駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　桜川駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　小路駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　新深江駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　西長堀駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　谷町九丁目駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　鶴橋駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　南巽駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　日本橋駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　北巽駅
大阪府 大阪メトロ千日前線　野田阪神駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　谷町四丁目駅～谷町六丁目駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　谷町六丁目駅～谷町九丁目駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　谷町九丁目駅～四天王寺前夕陽ヶ丘駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　中崎町駅～東梅田駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　天神橋筋六丁目駅～中崎町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　東梅田駅～南森町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　天満橋駅～谷町四丁目駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　南森町駅～天満橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　千林大宮駅～関目高殿駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　太子橋今市駅～千林大宮駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　関目高殿駅～野江内代駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　都島駅～天神橋筋六丁目駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　野江内代駅～都島駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　阿倍野駅～文の里駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　四天王寺前夕陽ヶ丘駅～天王寺駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　天王寺駅～阿倍野駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　田辺駅～駒川中野駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　文の里駅～田辺駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　守口駅～太子橋今市駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　大日駅～守口駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　駒川中野駅～平野駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　喜連瓜破駅～出戸駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　平野駅～喜連瓜破駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　出戸駅～長原駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　長原駅～八尾南駅　駅間
大阪府 大阪メトロ谷町線　阿倍野駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　関目高殿駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　喜連瓜破駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　駒川中野駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　四天王寺前夕陽ヶ丘駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　守口駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　出戸駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　千林大宮駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　太子橋今市駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　大日駅
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大阪府 大阪メトロ谷町線　谷町九丁目駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　谷町六丁目駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　谷町四丁目駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　中崎町駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　長原駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　天王寺駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　天神橋筋六丁目駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　天満橋駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　田辺駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　都島駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　東梅田駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　南森町駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　文の里駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　平野駅
大阪府 大阪メトロ谷町線　野江内代駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　ドーム前千代崎駅～西長堀駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　玉造駅～森ノ宮駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　松屋町駅～谷町六丁目駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　西長堀駅～西大橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　大正駅～ドーム前千代崎駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　谷町六丁目駅～玉造駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　長堀橋駅～松屋町駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　京橋駅～蒲生四丁目駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　心斎橋駅～長堀橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　森ノ宮駅～大阪ビジネスパーク駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　西大橋駅～心斎橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　大阪ビジネスパーク駅～京橋駅　駅間
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　横堤駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　蒲生四丁目駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　京橋駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　玉造駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　今福鶴見駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　松屋町駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　心斎橋駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　森ノ宮駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　西大橋駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　西長堀駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　大阪ドーム前千代崎駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　大阪ビジネスパーク駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　大正駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　谷町六丁目駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　長堀橋駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　鶴見緑地駅
大阪府 大阪メトロ長堀鶴見緑地線　門真南駅
大阪府 大阪メトロ南港ポートタウン線（ニュートラム）　コスモスクエア駅
大阪府 北大阪急行電鉄　千里中央駅～桃山台駅　駅間
大阪府 北大阪急行電鉄　緑地公園駅
大阪府 神戸市営地下鉄西神・山手線　三宮駅
大阪府 箕面トンネル（新名神高速道路）
大阪府 原萩谷トンネル（新名神高速道路）
大阪府 神峰山トンネル（新名神高速道路）
大阪府 鍋谷トンネル（国道４８０号）
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大阪府 父鬼トンネル（国道４８０号）
大阪府 夢咲トンネル（夢洲～咲洲）
大阪府 阪神高速大和川線　三宝出入口～鉄砲出入口
大阪府 阪神高速大和川線　鉄砲出入口～三宅ジャンクション
大阪府 Ｄ・Ｄ・ＨＯＵＳＥ
大阪府 Ｄｅｗ阪急山田
大阪府 ＪＲ大阪駅うめきた地下口エリア
大阪府 ＯＭＭビル
大阪府 ＯＰＡ心斎橋
大阪府 ＯＰＡ心斎橋きれい館
大阪府 ＹＥＳ・ＮＡＭＢＡビル
大阪府 Ｚｅｐｐなんば
大阪府 Ｚｅｐｐ大阪ベイサイド
大阪府 アジア太平洋トレードセンター
大阪府 アパホテル御堂筋本町駅前タワー
大阪府 あべちか
大阪府 あべのキューズタウン連絡通路
大阪府 アベノセンタービル
大阪府 あべのハルカス
大阪府 あべのルシアス
大阪府 あべのルシアス連絡通路
大阪府 アリオ八尾店
大阪府 アルザ１棟（いずみおおつＣＩＴＹ）
大阪府 アンド
大阪府 イオンタウン茨木太田
大阪府 イオンタウン豊中緑丘店Ａ棟
大阪府 イオンモール大阪ドームシティ店
大阪府 イオンモール鶴見緑地店
大阪府 イオン喜連瓜破駅前店
大阪府 イオン金剛店
大阪府 イオン鴻池店
大阪府 イオン東大阪店
大阪府 イオン南千里店
大阪府 イオン箕面店
大阪府 イケア鶴浜
大阪府 イズミヤ河内長野店
大阪府 イズミヤ桑津店
大阪府 イズミヤ古市店
大阪府 イズミヤ今福店
大阪府 イズミヤ昭和町店
大阪府 イズミヤ松原店
大阪府 イズミヤ深江橋店
大阪府 イズミヤ西田辺店
大阪府 イズミヤ千里丘店
大阪府 イズミヤ淡路店
大阪府 イズミヤ天下茶屋店
大阪府 イズミヤ天六樋之口店
大阪府 イズミヤ八尾店
大阪府 イズミヤ百舌鳥店
大阪府 イズミヤ平野店
大阪府 イズミヤ豊新店
大阪府 イズミヤ枚方店
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大阪府 イズミヤ門真店
大阪府 イトゥビル
大阪府 イトーヨーカドー津久野店
大阪府 ウインズ道頓堀
大阪府 ウインズ梅田Ａ館
大阪府 ウインズ梅田Ｂ館
大阪府 うえほんまちハイハイタウン
大阪府 ヴェル・ノール布施
大阪府 エキマルシェ大阪
大阪府 エキモなんば（大阪メトロ御堂筋線　なんば駅　駅ナカ）
大阪府 エスト
大阪府 エディオンなかもず店
大阪府 エディオンフォレオ大阪ドームシティ店
大阪府 エディオンみてじま店
大阪府 エディオン河内長野店
大阪府 エディオン外環大東店
大阪府 エディオン京橋店
大阪府 エディオン高槻宮田店
大阪府 エディオン高槻店
大阪府 エディオン堺インター店
大阪府 エディオン堺石津店
大阪府 エディオン寝屋川店
大阪府 エディオン泉大津店
大阪府 エディオン泉北店
大阪府 エディオン中環東大阪店
大阪府 エディオン東大阪店
大阪府 エディオン東淡路店
大阪府 エディオン八尾太子堂店
大阪府 エディオン八尾南店
大阪府 エディオン富田林店
大阪府 エディオン豊中店
大阪府 エディオン枚方店
大阪府 エディオン門真店
大阪府 エブノ泉の森ホール
大阪府 オスカードリーム
大阪府 ガーデンモール彩都
大阪府 カナートモール松原
大阪府 かみしんプラザ
大阪府 カラオケ館なんば戎橋本店
大阪府 キキ京橋
大阪府 きさいちカントリークラブ
大阪府 クリスタ長堀
大阪府 クロスホテル大阪
大阪府 コーナンダイニング堺店
大阪府 コストコ和泉倉庫店
大阪府 ザ・キタハマ
大阪府 ザ・ロイヤルパーク　キャンバス　大阪北浜
大阪府 シェラトン都ホテル大阪
大阪府 シティプラザ大阪
大阪府 ジョーシンＪ＆Ｐテクノランド
大阪府 ジョーシンホームズ寝屋川店
大阪府 ジョーシン羽曳が丘店
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大阪府 ジョーシン河内長野店
大阪府 ジョーシン外環柏原店
大阪府 ジョーシン外環八尾店
大阪府 ジョーシン蒲生店
大阪府 ジョーシン岸和田店
大阪府 ジョーシン久宝寺店
大阪府 ジョーシン光明池店
大阪府 ジョーシン高井田店
大阪府 ジョーシン高石店
大阪府 ジョーシン高槻大塚店
大阪府 ジョーシン高槻店
大阪府 ジョーシン堺インター店
大阪府 ジョーシン三国ヶ丘店
大阪府 ジョーシン住吉店
大阪府 ジョーシン寝屋川店
大阪府 ジョーシン新石切店
大阪府 ジョーシン新大阪店
大阪府 ジョーシン吹田上新庄店
大阪府 ジョーシン千里丘店
大阪府 ジョーシン大東店
大阪府 ジョーシン鶴見店
大阪府 ジョーシン東香里店
大阪府 ジョーシン東大阪店
大阪府 ジョーシン南摂津店
大阪府 ジョーシン南津守店
大阪府 ジョーシン日本橋１ばん館
大阪府 ジョーシン美原店
大阪府 ジョーシン富田林店
大阪府 ジョーシン平野うりわり店
大阪府 ジョーシン平野加美店
大阪府 ジョーシン豊中インター店
大阪府 ジョーシン鳳店
大阪府 ジョーシン枚方店
大阪府 ジョーシン門真店
大阪府 ジョーシン緑地公園店
大阪府 ジョーシン和泉中央店
大阪府 セブンパーク天美
大阪府 ソフマップなんば店
大阪府 ダイエー泉大津店
大阪府 ダイワロイネットホテル四ツ橋
大阪府 チャスカ茶屋町
大阪府 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭなんばＡＮＮＥＸ
大阪府 トレードピア淀屋橋
大阪府 なんなんタウン
大阪府 なんばＣＩＴＹ南館
大阪府 なんばＣＩＴＹ本館
大阪府 なんばウォーク東
大阪府 なんばグランド花月
大阪府 なんばパークス
大阪府 ニトリモール枚方
大阪府 ヌーちゃやまち
大阪府 ノバティながの南館
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大阪府 ノバティながの北館
大阪府 ハートンホテル南船場
大阪府 ハービスＯＳＡＫＡ（西梅田地下通路）
大阪府 ハービスエント
大阪府 ビオルネ
大阪府 ファイブ
大阪府 プール学院大学Ａ・Ｌ棟
大阪府 フォレオひらかた
大阪府 プラザオーサカ
大阪府 フレスポ長田サウスエリア
大阪府 フレスポ東大阪
大阪府 ベルファ都島
大阪府 ポップタウン住道オペラパーク
大阪府 ホテル・アゴーラリージェンシー堺
大阪府 ホテルウィングインターナショナル新大阪
大阪府 ホテルきららリゾート関空
大阪府 ホテルサンルート梅田本館
大阪府 ホテルフクラシア大阪ベイ
大阪府 ホテルユニバーサルポートヴィータ
大阪府 マイドームおおさか
大阪府 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ寝屋川店
大阪府 ヤマダ電機テックランド高槻大塚本店
大阪府 ヤマダ電機テックランド高槻店
大阪府 ヤマダ電機テックランド今福東店
大阪府 ヤマダ電機テックランド泉大津店
大阪府 ヤマダ電機テックランド大阪りんくう店
大阪府 ヤマダ電機テックランド大阪住之江店
大阪府 ヤマダ電機テックランド大阪野田店
大阪府 ヤマダ電機テックランド東大阪新家店
大阪府 ヤマダ電機テックランド東大阪店
大阪府 ヤマダ電機テックランド淀川店
大阪府 ヤマダ電機堺本店
大阪府 ヤマダ電機豊中店
大阪府 ヤマダ電機和泉中央本店
大阪府 ユニバーサルシティウォーク大阪
大阪府 ゆめニティまつばら
大阪府 ライフセントラルスクエア森ノ宮店
大阪府 ライフセントラルスクエア西宮原店
大阪府 ライフセントラルスクエア北畠店
大阪府 ラビワンナンバ
大阪府 ラビ千里中央
大阪府 ららぽーとエキスポシティ
大阪府 ららぽーと和泉
大阪府 リーガロイヤルホテル大阪
大阪府 リッツカールトン大阪
大阪府 りんくうゲートタワービル
大阪府 りんくうプレミアムアウトレットシーサイド
大阪府 りんくうプレミアムアウトレットメインサイド
大阪府 レインボー金岡
大阪府 関西スーパー京阪大和田店
大阪府 関西スーパー高石駅前店
大阪府 関西スーパー三島丘店
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大阪府 関西スーパー瑞光店
大阪府 関西スーパー大和田店
大阪府 関西スーパー南江口店
大阪府 関西スーパー福島店
大阪府 関西大学第１学舎１号館
大阪府 関西大学第２学舎２号館
大阪府 京阪シティモール天満橋
大阪府 京阪枚方ステーションモール
大阪府 近畿産業信用組合
大阪府 近畿大学病院
大阪府 金剛ショッピングモール
大阪府 江坂東急ビル
大阪府 高島屋堺店
大阪府 高島屋大阪店
大阪府 阪急かっぱ横丁
大阪府 阪急三番街
大阪府 阪神ＮＫ共同ビル
大阪府 堺市役所本庁舎
大阪府 桜橋駐車場（ＪＲ大阪駅周辺）
大阪府 星野リゾート　ＯＭＯ７大阪新今宮
大阪府 西友千代田店
大阪府 千里金蘭大学３号館
大阪府 千里阪急
大阪府 専門大店
大阪府 船場センタービル１～１０号館（Ｂ１Ｆ）
大阪府 船場センタービル１～１０号館（Ｂ２Ｆ）
大阪府 大丸心斎橋店北館
大阪府 大阪キャッスルホテル
大阪府 大阪ベイタワー
大阪府 大阪マルビル
大阪府 大阪駅前第１ビル
大阪府 大阪駅前第２ビル
大阪府 大阪駅前第３ビル
大阪府 大阪急性期・総合医療センター
大阪府 大阪芸術大学１１号館
大阪府 大阪芸術大学総合体育館
大阪府 大阪工業大学１号館
大阪府 大阪工業大学６号館
大阪府 大阪工業大学記念会館
大阪府 大阪工業大学総合体育館
大阪府 大阪国際会議場
大阪府 大阪市役所
大阪府 大阪市立総合医療センター
大阪府 大阪商工会議所
大阪府 大阪松竹座
大阪府 大阪証券取引所
大阪府 大阪大学吹田キャンパス工学部　Ａ１棟
大阪府 大阪大学吹田キャンパス工学部　センテラス
大阪府 大阪大学豊中キャンパス学生交流棟
大阪府 大阪大学豊中キャンパス福利会館
大阪府 大阪大学箕面キャンパス福利会館
大阪府 大阪東急ＲＥＩホテル
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大阪府 大阪東急イン
大阪府 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
大阪府 大阪府立体育会館
大阪府 大阪母子医療センター
大阪府 大日横断地下道（大阪メトロ谷町線　大日駅周辺）
大阪府 大和大学厚生棟
大阪府 朝潮橋パーキングエリア（１６号大阪港線）
大阪府 長堀地下駐車場
大阪府 追手門学院大学
大阪府 追手門学院大学２号館
大阪府 追手門学院大学３号館
大阪府 追手門学院大学５号館
大阪府 追手門学院大学６号館
大阪府 通天閣
大阪府 鶴見緑地北車庫
大阪府 帝塚山学院大学泉ヶ丘キャンパス
大阪府 天王寺ミオプラザ館
大阪府 天王寺ミオ本館
大阪府 東急ハンズ心斎橋店
大阪府 東宝南街ビル
大阪府 堂島グランドビル
大阪府 堂島リバーフォーラム
大阪府 堂島地下センター
大阪府 道の駅しらとりの郷・羽曳野
大阪府 道の駅みさき
大阪府 道の駅愛彩ランド
大阪府 南海難波駅構内
大阪府 梅花女子大学学生会館
大阪府 梅花女子大学緑風館
大阪府 梅田スカイビル
大阪府 梅田センタービル
大阪府 梅田新道ビル
大阪府 梅田地下街
大阪府 菱江ショッピングプラザ
大阪府 舞洲アリーナ
大阪府 箕面市立文化芸能劇場
大阪府 淀屋橋三井ビルディング
大阪府 立命館大学大阪いばらきキャンパスＡ棟
大阪府 立命館大学大阪いばらきキャンパスＢ棟
大阪府 立命館大学大阪いばらきキャンパスＣ棟
大阪府、奈良県 近畿日本鉄道けいはんな線　新石切駅～生駒駅　駅間
大阪府、奈良県 新生駒トンネル（近鉄奈良線）
大阪府、奈良県 水越トンネル（国道３０９号）
大阪府、兵庫県 ＪＲ東西線　加島駅～尼崎駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道神戸高速線　高速神戸駅～西代駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道神戸高速線　新開地駅～湊川駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道神戸高速線　神戸三宮駅～高速神戸駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道神戸高速線　新開地駅～大開駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道神戸高速線　大開駅～高速長田駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道神戸高速線　高速長田駅
兵庫県 阪神電気鉄道神戸高速線　大開駅
兵庫県 阪神電気鉄道本線　岩屋駅～春日野道駅　駅間
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兵庫県 阪神電気鉄道本線　元町駅～西元町駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道本線　春日野道駅～神戸三宮駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道本線　神戸三宮駅～元町駅　駅間
兵庫県 阪神電気鉄道本線　元町駅
兵庫県 阪神電気鉄道本線　春日野道駅
兵庫県 阪神電気鉄道本線　神戸三宮駅
兵庫県 山陽電気鉄道　東須磨駅～板宿駅～西代駅　駅間
兵庫県 山陽電気鉄道　西代駅
兵庫県 山陽電気鉄道　板宿駅
兵庫県 神戸高速鉄道神戸高速線　花隈駅～高速神戸駅　駅間
兵庫県 神戸高速鉄道神戸高速線　阪急神戸三宮駅～花隈駅　駅間
兵庫県 神戸高速鉄道東西線　高速神戸駅～花隈駅　駅間
兵庫県 神戸高速鉄道東西線　三宮駅～花隈駅　駅間
兵庫県 神戸高速鉄道東西線　花隈駅
兵庫県 神戸高速鉄道東西線　高速神戸駅
兵庫県 神戸高速鉄道東西線　新開地駅
兵庫県 神戸高速鉄道東西線　西元町駅
兵庫県 神戸高速鉄道南北線　新開地駅
兵庫県 神戸高速鉄道南北線　湊川駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神山手線　学園都市駅～西神中央駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神山手線　新神戸駅～三宮駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神山手線　三宮駅～県庁前駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神山手線　県庁前駅～大倉山駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神山手線　大倉山駅～湊川公園駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神山手線　湊川公園駅側隧道～湊川公園駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神山手線　湊川公園駅～上沢駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神山手線　上沢駅～長田駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　ハーバーランド駅～中央市場前駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　みなと元町駅～ハーバーランド駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　苅藻駅～駒ヶ林駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　旧居留地・大丸前駅～みなと元町駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　駒ヶ林駅～新長田駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　御崎公園駅～苅藻駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　三宮・花時計前駅～旧居留地・大丸前駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　中央市場前駅～和田岬駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　和田岬駅～御崎公園駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　ハーバーランド駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　みなと元町駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　苅藻駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　旧居留地・大丸前駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　駒ヶ林駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　御崎公園駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　三宮花時計前駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　新長田駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　中央市場前駅
兵庫県 神戸市営地下鉄海岸線　和田岬駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　新長田駅～板宿駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　総合運動公園駅～学園都市駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　長田駅～新長田駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　板宿駅～妙法寺駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　妙法寺駅～名谷駅　駅間
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　名谷駅～総合運動公園駅　駅間
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兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　上沢駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　新神戸駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　新長田駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　大倉山駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　長田駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　湊川公園駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　県庁前駅
兵庫県 神戸市営地下鉄西神・山手線　板宿駅
兵庫県 神戸電鉄有馬線　湊川駅～長田駅　駅間
兵庫県 北神急行電鉄　谷上駅～新神戸駅　駅間
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　奥畑トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　黍田トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　宮山トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　京見山トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　高塚山トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　神戸トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　須磨トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　西庄トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　赤穂トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　大津トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　第１原トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　第２原トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　第３原トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　檀特山トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　長坂トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　那波野トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　帆坂トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　立岡山トンネル
兵庫県 ＪＲ山陽新幹線　六甲トンネル　
兵庫県 ＪＲ福知山線城山トンネル
兵庫県 ＪＲ福知山線生瀬トンネル
兵庫県 ＪＲ福知山線第一道場トンネル
兵庫県 ＪＲ福知山線第二道場トンネル
兵庫県 ＪＲ福知山線第三道場トンネル
兵庫県 ＪＲ福知山線第一武田尾トンネル
兵庫県 ＪＲ福知山線第二武田尾トンネル
兵庫県 ＪＲ福知山線名塩トンネル
兵庫県 第二布引トンネル
兵庫県 布引トンネル
兵庫県 三谷トンネル（八鹿日高道路）
兵庫県 シブレ山トンネル（山陽自動車道）
兵庫県 間室トンネル（山陰近畿自動車道）
兵庫県 菊水第一トンネル（山麓バイパス）
兵庫県 菊水第二トンネル（山麓バイパス）
兵庫県 新神戸トンネル（新神戸トンネル有料道路）
兵庫県 新桃観トンネル（鳥取豊岡宮津自動車道）
兵庫県 神戸長田トンネル（阪神高速３１号神戸山手線）
兵庫県 船越トンネル（山陰近畿自動車道）
兵庫県 第２新神戸トンネル（新神戸トンネル有料道路）
兵庫県 丹生山トンネル（山陽自動車道）
兵庫県 丹波第一トンネル（舞鶴若狭自動車道）
兵庫県 東畦野トンネル（新名神高速道路）
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兵庫県 八鹿トンネル（北近畿豊岡自動車道）
兵庫県 舞子トンネル（神戸淡路鳴門自動車道）
兵庫県 平野トンネル（山麓バイパス）
兵庫県 鵯越第一トンネル（山麓バイパス）
兵庫県 鵯越第二トンネル（山麓バイパス）
兵庫県 鵯越第三トンネル（山麓バイパス）
兵庫県 油良トンネル（山陰近畿自動車道）
兵庫県 余部トンネル（山陰近畿自動車道）
兵庫県 六甲山トンネル（六甲有料道路）
兵庫県 奥小屋トンネル（播磨自動車道）
兵庫県 角ヶ鼻トンネル（播磨自動車道）
兵庫県 国見山トンネル（播磨自動車道）
兵庫県 時重トンネル（播磨自動車道）
兵庫県 鍛冶屋トンネル（播磨自動車道）
兵庫県 牧トンネル（播磨自動車道）
兵庫県 莇原トンネル（播磨自動車道）
兵庫県 ＵＳＳオークション神戸会場
兵庫県 オーキッドコート
兵庫県 デュオこうべ
兵庫県 のじまスコーラ
兵庫県 プリコ垂水
兵庫県 ホテルキャッスルプラザ
兵庫県 ホテルグリーンプラザ東条湖
兵庫県 メトロこうべ
兵庫県 レバンテ垂水２番館
兵庫県 加古川中央市民病院
兵庫県 加西カントリークラブ
兵庫県 銀波荘
兵庫県 小野東洋ゴルフ倶楽部　クラブハウス
兵庫県 深山楽亭
兵庫県 三宮駅地下街
兵庫県 三宮地下街
兵庫県 三宮中央通り駐車場
兵庫県 神戸ポートミュージアム
兵庫県 神戸駅前ＪＵＳＴスクエア
兵庫県 神戸駅南駐車場
兵庫県 神戸市立三宮駐車場
兵庫県 塚口さんさんタウン２番館
兵庫県 兵庫県立はりま姫路総合医療センター
兵庫県 宝塚ホテル
兵庫県 旅館ひだまり
和歌山県 ＪＲ阪和線　雄ノ山トンネル
和歌山県 下津トンネル（阪和自動車道）
和歌山県 長峰トンネル（阪和自動車道）
和歌山県 藤白トンネル（阪和自動車道）
和歌山県 安上岩出トンネル（紀北西道路）
和歌山県 椿トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 安宅トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 見草トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 大古トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 矢田トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 西津浦トンネル（近畿自動車道紀勢線）
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和歌山県 長井坂トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 和深川トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 見老津第一トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 見老津第二トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 周参見第一トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 周参見第二トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 田野井第一トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 田野井第二トンネル（近畿自動車道紀勢線）
和歌山県 根来トンネル（紀北西道路）
和歌山県 知谷トンネル（紀北西道路）
和歌山県 春日山城トンネル（紀北西道路）
和歌山県 鳥松山トンネル（湯浅御坊道路）
和歌山県 川辺第一トンネル（湯浅御坊道路）
和歌山県 川辺第二トンネル（湯浅御坊道路）
和歌山県 天満トンネル（那智勝浦道路）
和歌山県 湯川第一トンネル（那智勝浦道路）
和歌山県 湯川第二トンネル（那智勝浦道路）
和歌山県 湯川第三トンネル（那智勝浦道路）
和歌山県 シーサイドホテル加太海月
和歌山県 和歌山南陵高等学校


