
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

群馬県 ＪＲ上越新幹線　月夜野トンネル
群馬県 ＪＲ上越新幹線　黒岩トンネル
群馬県 ＪＲ上越新幹線　榛名トンネル
群馬県 ＪＲ上越新幹線　第一湯原トンネル
群馬県 ＪＲ上越新幹線　第二湯原トンネル
群馬県 ＪＲ上越新幹線　中山トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　一ノ瀬トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　高浜トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　秋間トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　新親不知トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　神戸トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　第１諏訪トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　第２諏訪トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　第一長岩トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　第二長岩トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　第三長岩トンネル
群馬県 ＪＲ北陸新幹線　里見トンネル
群馬県 安榛トンネル
群馬県 稲村山トンネル
群馬県 下仁田トンネル
群馬県 雁ヶ沢トンネル
群馬県 久森トンネル
群馬県 吾妻峡トンネル
群馬県 高梨子トンネル
群馬県 三国トンネル
群馬県 浅間山入山トンネル
群馬県 椎坂トンネル
群馬県 日暮山トンネル
群馬県 父母トンネル
群馬県 平畠トンネル
群馬県 茂四郎トンネル
群馬県 高立トンネル（上信越自動車道）
群馬県 大山トンネル（上信越自動車道）
群馬県 淵尻トンネル（関越自動車道）
群馬県 長井坂トンネル（関越自動車道）
群馬県 椎坂白沢トンネル（国道１２０号）
群馬県 椎坂利根トンネル（国道１２０号）
群馬県 湯の沢トンネル（県道４５号）
群馬県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ伊勢崎東店
群馬県 イオンモール高崎
群馬県 ジョイフル本田新田店
群馬県 パルコールつま恋リゾートホテル
群馬県 ホテルココ・グラン高崎
群馬県 マリエール高崎
群馬県 マリエール太田
群馬県 伊勢崎市民病院
群馬県 玉村町文化センター
群馬県 高崎オーパ
群馬県 高崎芸術劇場
群馬県 前橋赤十字病院
群馬県 東洋大学板倉キャンパス２号館
群馬県 東洋大学板倉キャンパス３号舘
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群馬県 東洋大学板倉キャンパス学生食堂棟
群馬県 万座プリンスホテル
群馬県 利根沼田文化会館
群馬県 Ｇメッセ群馬
群馬県、新潟県 ＪＲ上越新幹線　大清水トンネル
群馬県、新潟県 関越トンネル
群馬県、長野県 ＪＲ北陸新幹線　碓氷峠トンネル
群馬県、長野県 八風山トンネル（上信越自動車道）
栃木県 ＪＲ東北新幹線　安沢トンネル
栃木県 ＪＲ東北新幹線　西成田トンネル
栃木県 ＪＲ東北新幹線　第一高久トンネル
栃木県 ＪＲ東北新幹線　第二高久トンネル
栃木県 ＪＲ東北新幹線　第一大槻トンネル
栃木県 ＪＲ東北新幹線　第二大槻トンネル
栃木県 ＪＲ東北新幹線　中本田トンネル
栃木県 ＪＲ東北新幹線　東成田トンネル
栃木県 がま石トンネル
栃木県 サカシ天狗岩トンネル
栃木県 鞍掛トンネル
栃木県 越床トンネル
栃木県 鬼怒川トンネル
栃木県 穴田トンネル
栃木県 五十里岬トンネル
栃木県 高久トンネル
栃木県 三ツ岩トンネル
栃木県 新明智第二トンネル
栃木県 神長トンネル
栃木県 瀬戸合トンネル
栃木県 赤下トンネル
栃木県 打越トンネル
栃木県 大岩八汐トンネル
栃木県 大政山トンネル
栃木県 田茂沢トンネル
栃木県 唐沢山トンネル
栃木県 湯の郷トンネル
栃木県 明神ヶ岳トンネル
栃木県 明神トンネル
栃木県 鳴虫山トンネル
栃木県 野門トンネル
栃木県 龍王峡トンネル
栃木県 神主山トンネル（日光宇都宮道路）
栃木県 愛宕山トンネル（県道２３号）
栃木県 大越路トンネル（県道３２号）
栃木県 日足トンネル（国道１２２号）
栃木県 アピタ宇都宮店
栃木県 イオンモール小山店
栃木県 ウェルネスの森　那須
栃木県 ザ・リッツ・カールトン日光
栃木県 ハンターマウンテン塩原
栃木県 ベルモール
栃木県 ベルモールＢ棟
栃木県 ホテルニュー塩原
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栃木県 ホテル森の風　那須
栃木県 ろまんちっく村　温泉宿泊施設ヴィラデアグリ
栃木県 宇都宮インターリゾートホテル
栃木県 休暇村那須
栃木県 彩り湯かしき　花と華
栃木県 自治医科大学附属病院本館
栃木県 自治医科大学附属病院新館
栃木県 自治医科大学附属病院とちぎ子ども医療センター
栃木県 真岡井頭温泉
栃木県 石橋総合病院
栃木県 大江戸温泉物語　日光霧降
栃木県 中禅寺金谷ホテル
栃木県 道の駅日光　日光街道ニコニコ本陣
栃木県 栃木県総合運動公園
栃木県 那須赤十字病院
栃木県 那須南病院
栃木県 芳賀赤十字病院
栃木県、福島県 山王トンネル（国道１２１号）
茨城県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　みらい平駅～みどりの駅　駅間
茨城県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　みどりの駅～万博記念公園駅　駅間
茨城県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　研究学園駅～つくば駅　駅間
茨城県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　つくば駅
茨城県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　みらい平駅
茨城県 つくば花室トンネル
茨城県 花立トンネル
茨城県 関南トンネル
茨城県 関本トンネル
茨城県 岩瀬トンネル
茨城県 高鈴トンネル
茨城県 守谷トンネル
茨城県 十王トンネル
茨城県 小木津トンネル
茨城県 新月居トンネル
茨城県 大久保第一トンネル
茨城県 大久保第二トンネル
茨城県 大久保第三トンネル
茨城県 朝日トンネル
茨城県 唐桶山トンネル
茨城県 日立トンネル
茨城県 本山トンネル
茨城県 鞍掛トンネル（常磐自動車道）
茨城県 助川トンネル（常磐自動車道）
茨城県 成沢トンネル（常磐自動車道）
茨城県 平沢トンネル（常磐自動車道）
茨城県 大雄院トンネル（常磐自動車道）
茨城県 諏訪第一トンネル（常磐自動車道）
茨城県 諏訪第二トンネル（常磐自動車道）
茨城県 北沢トンネル（国道４６１号）
茨城県 アクアワールド茨城県大洗水族館
茨城県 アトレ取手
茨城県 イオンタウン水戸南店　モール東館
茨城県 イオンタウン水戸南店　モール北館
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茨城県 イオンモール土浦店
茨城県 ニトリ稲敷店
茨城県 つくばビューホテル
茨城県 ホテルテラスザガーデン水戸
茨城県 茨城県メディカルセンター
茨城県 茨城県立カシマサッカースタジアム
茨城県 茨城西南医療センター病院
茨城県 鵜の岬国民宿舎
茨城県 坂東市役所
茨城県 水戸市役所本庁舎
茨城県 水戸駐車場
茨城県 筑波山江戸屋
茨城県 東海村社会福祉協議会
茨城県 万葉の宿　つくばグランドホテル
千葉県 ＪＲ新八柱駅
千葉県 ＪＲ成田空港駅
千葉県 ＪＲ空港第２ビル駅
千葉県 ＪＲ西船橋駅
千葉県 ＪＲ千葉駅
千葉県 ＪＲ船橋駅
千葉県 ＪＲ柏駅
千葉県 ＪＲ舞浜駅
千葉県 京成電鉄　京成成田駅～芝山千代田駅　駅間
千葉県 京成電鉄　京成成田駅～東成田駅　駅間
千葉県 京成電鉄　公津の杜駅～京成成田駅　駅間
千葉県 京成電鉄　宗吾参道駅～公津の杜駅　駅間
千葉県 京成電鉄　成田空港駅
千葉県 京成電鉄　空港第２ビル駅
千葉県 京成電鉄　大森台駅
千葉県 京成電鉄　東成田駅
千葉県 芝山鉄道芝山鉄道線　東成田駅～芝山千代田駅　駅間
千葉県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　南流山駅～流山セントラルパーク駅　駅間

千葉県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　南流山駅
千葉県 東葉高速鉄道　西船橋駅～東海神駅　駅間
千葉県 東葉高速鉄道　村上駅～東葉勝田台駅　駅間
千葉県 東葉高速鉄道　東海神駅～飯山満駅　駅間
千葉県 東葉高速鉄道　飯山満駅～北習志野駅　駅間
千葉県 東葉高速鉄道　北習志野駅～船橋日大前駅　駅間
千葉県 東葉高速鉄道　船橋日大前駅
千葉県 東葉高速鉄道　東海神駅
千葉県 東葉高速鉄道　東葉勝田台駅
千葉県 東葉高速鉄道　北習志野駅
千葉県 北総鉄道北総線　新鎌ヶ谷駅～西白井駅　駅間
千葉県 北総鉄道北総線　新柴又駅～矢切駅　駅間
千葉県 北総鉄道北総線　東松戸駅～松飛台駅　駅間
千葉県 北総鉄道北総線　北国分駅～秋山駅　駅間
千葉県 北総鉄道北総線　矢切駅間～北国分駅　駅間
千葉県 北総鉄道　東松戸駅～西白井駅　駅間
千葉県 北総鉄道　秋山駅
千葉県 北総鉄道　北国分駅
千葉県 北総鉄道　矢切駅
千葉県 都営地下鉄　本八幡駅
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千葉県 ＪＲ成田線　取香トンネル
千葉県 ＪＲ成田線　小菅トンネル
千葉県 ＪＲ成田線　新下台トンネル
千葉県 ＪＲ成田線　第１駒井野トンネル
千葉県 ＪＲ成田線　第２駒井野トンネル
千葉県 ＪＲ成田線　長田トンネル
千葉県 ＪＲ成田線　堀之内トンネル
千葉県 ＪＲ総武本線　寺崎トンネル
千葉県 京成電鉄京成東成田線　高柴トンネル
千葉県 京成電鉄京成東成田線　台ノ田トンネル
千葉県 京成電鉄京成東成田線　台田トンネル
千葉県 京成電鉄京成本線、京成スカイアクセス線　成田空港トンネル
千葉県 京成電鉄成田スカイアクセス線　松崎トンネル
千葉県 おせんころがしトンネル
千葉県 とみやまトンネル
千葉県 岩富トンネル
千葉県 鋸山トンネル
千葉県 金谷第一トンネル
千葉県 君鴨トンネル
千葉県 元名第一トンネル
千葉県 元名第二トンネル
千葉県 山口トンネル
千葉県 山辺トンネル
千葉県 十余三トンネル
千葉県 大鷲トンネル
千葉県 大帷子トンネル
千葉県 天羽トンネル
千葉県 天神峰トンネル
千葉県 天津トンネル
千葉県 東京湾アクアトンネル
千葉県 内浦トンネル
千葉県 柏トンネル
千葉県 明鐘トンネル
千葉県 茂原第二トンネル
千葉県 嶺岡トンネル
千葉県 山口トンネル（圏央道）
千葉県 真里谷第一トンネル（圏央道）
千葉県 真里谷第二トンネル（圏央道）
千葉県 真里谷第三トンネル（圏央道）
千葉県 真里谷第四トンネル（圏央道）
千葉県 境川トンネル（国道１２８号）
千葉県 ＭＥＧＡドン・キホーテ四街道店
千葉県 ｎａｍｃｏ　東京ガリバー松戸店
千葉県 ＱＶＣＳＱＵＡＲＥ
千葉県 アピタ君津店
千葉県 イオンマリンピア店
千葉県 オークラアカデミアパークホテル
千葉県 オーケー千葉幸町店
千葉県 ザ・サーフ　オーシャンテラス
千葉県 ザ・プライス野田店
千葉県 しおかぜホール茜浜
千葉県 ショッピングセンターピア
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千葉県 スカイプラザ柏
千葉県 テラスモール松戸
千葉県 パークウェルステイト鴨川
千葉県 ハイアットプレイス東京ベイ
千葉県 プレナ幕張
千葉県 ホームプラザナフコ茂原長生店
千葉県 マルエイ第５ビル
千葉県 マルハン柏店
千葉県 ゆみーる鎌取ショッピングセンター
千葉県 ヨークマート新柏店
千葉県 リンクスビル
千葉県 海ほたる
千葉県 笠森鶴舞トンネル西
千葉県 笠森鶴舞トンネル東
千葉県 国立歴史民俗博物館
千葉県 国府台病院
千葉県 国保直営総合病院君津中央病院
千葉県 財務省税関研修所
千葉県 三井アウトレットパーク木更津
千葉県 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ
千葉県 四街道徳洲会病院
千葉県 十三ビル
千葉県 成田赤十字病院
千葉県 聖隷佐倉市民病院
千葉県 千葉銀行本店
千葉県 千葉県がんセンター
千葉県 千葉県千葉リハビリテーションセンター
千葉県 千葉市斎場
千葉県 千葉市役所本庁舎
千葉県 千葉商科大学
千葉県 千葉大学医学部付属病院
千葉県 千葉大学松戸キャンパスＡ棟
千葉県 千葉大学松戸キャンパスＤ棟
千葉県 千葉大学松戸キャンパスＥ棟
千葉県 千葉大学松戸キャンパス緑風会館
千葉県 千葉東病院
千葉県 谷川ビル
千葉県 東京ディズニーシー　Ｓ．Ｓ．コロンビア号
千葉県 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル
千葉県 東京女子医科大学八千代医療センター
千葉県 東千葉メディカルセンター
千葉県 東邦大学医療センター　佐倉病院
千葉県 南房総富浦ロイヤルホテル
千葉県 日本医科大学千葉北総病院
千葉県 米久株式会社　千葉支店
千葉県 幕張メッセ国際展示場
千葉県 幕張国際研修センター
千葉県 幕張新都心地下駐車場第一駐車場
千葉県 幕張新都心地下駐車場第二駐車場
千葉県 矢切ＩＣ～高谷ＩＣ（東京外環道）
埼玉県 埼玉高速鉄道　戸塚安行駅～東川口駅　駅間
埼玉県 埼玉高速鉄道　新井宿駅～戸塚安行駅　駅間
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埼玉県 埼玉高速鉄道　川口元郷駅～南鳩ヶ谷駅　駅間
埼玉県 埼玉高速鉄道　東川口駅～浦和美園駅　駅間
埼玉県 埼玉高速鉄道　南鳩ヶ谷駅～鳩ヶ谷駅　駅間
埼玉県 埼玉高速鉄道　鳩ヶ谷駅～新井宿駅　駅間
埼玉県 埼玉高速鉄道　戸塚安行駅
埼玉県 埼玉高速鉄道　新井宿駅
埼玉県 埼玉高速鉄道　川口元郷駅
埼玉県 埼玉高速鉄道　東川口駅
埼玉県 埼玉高速鉄道　南鳩ヶ谷駅
埼玉県 埼玉高速鉄道　鳩ヶ谷駅
埼玉県 西武鉄道西武山口線　西武球場前駅～遊園地西駅　駅間
埼玉県 西武鉄道西武秩父線　芦ヶ久保駅～正丸駅　駅間
埼玉県 西武鉄道西武秩父線　横瀬駅～芦ヶ久保駅　駅間
埼玉県 西武鉄道西武秩父線　吾野駅～東吾野駅　駅間
埼玉県 西武鉄道西武秩父線　正丸駅～西吾野駅　駅間
埼玉県 西武鉄道西武秩父線　西吾野駅～吾野駅　駅間
埼玉県 西武鉄道西武秩父線　西武秩父駅～横瀬駅　駅間
埼玉県 ＪＲ大宮駅
埼玉県 さいたま新都心トンネル
埼玉県 桶川掘割トンネル
埼玉県 下田野トンネル
埼玉県 釜伏トンネル
埼玉県 寄居トンネル
埼玉県 金勝山トンネル
埼玉県 正丸トンネル
埼玉県 大峰トンネル
埼玉県 美の山トンネル
埼玉県 風布トンネル
埼玉県 南トンネル（東京外環道）
埼玉県 和光トンネル（東京外環道）
埼玉県 西大和トンネル（東京外環道）
埼玉県 台地部トンネル（東京外環道）
埼玉県 小学校前トンネル（東京外環道）
埼玉県 都道１０８号トンネル（東京外環道）
埼玉県 北大泉公園トンネル（東京外環道）
埼玉県 金勝山トンネル（国道２５４号）
埼玉県 ＡＬＣｏ越谷ショッピングスクエア
埼玉県 ａｕＨＯＮＪＯＷＡＳＥＤＡ
埼玉県 ＣＯＳＴＣＯ新三郷
埼玉県 ＦＵＪＩＭＡＬＬ吹上
埼玉県 ＴＭＧあさか医療センター
埼玉県 イオンタウンふじみ野
埼玉県 イオンタウン吉川美南店
埼玉県 イオンモール春日部
埼玉県 イオンモール上尾
埼玉県 イオンモール川口
埼玉県 イオンモール川口前川
埼玉県 イケア新三郷店
埼玉県 オリンピック武蔵浦和店
埼玉県 さいたま市青少年宇宙科学館
埼玉県 サミットストア東浦和店
埼玉県 ステラタウンモール
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埼玉県 ニットーモール
埼玉県 バニラリゾート鶴ヶ島
埼玉県 マクドナルド大宮西口店
埼玉県 メガガーデン所沢
埼玉県 ヤマダ電機坂戸店
埼玉県 楽園大宮新館Ⅳ
埼玉県 楽園南越谷店
埼玉県 佐藤栄学園
埼玉県 彩の国東大宮メディカルセンター
埼玉県 埼玉スタジアム２００２
埼玉県 埼玉医科大学　川角キャンパス
埼玉県 埼玉県立がんセンター
埼玉県 埼玉県立循環器・呼吸器病センター
埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター
埼玉県 川口市立医療センター 
埼玉県 川越温泉湯遊ランド
埼玉県 川口共同ビル
埼玉県 大宮スカイビル
埼玉県 大宮門街
埼玉県 武蔵野銀行本店
埼玉県 東洋大学川越キャンパス５号館
埼玉県 東洋大学川越キャンパス応化・情報実験棟
埼玉県 東洋大学川越キャンパス図書館・メディアセンター
埼玉県 東洋大学朝霞キャンパス人間環境デザイン学科実験工房棟
埼玉県 東洋大学朝霞キャンパス生活支援学科実習棟、研究管理棟
埼玉県 文京学院大学ふじみ野キャンパス東館
埼玉県 文京学院大学ふじみ野キャンパス西館
埼玉県 立正大学熊谷キャンパス
埼玉県、千葉県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　三郷中央駅～南流山駅　駅間
神奈川県 ＪＲ東海道本線　根府川駅～真鶴駅　駅間
神奈川県 ＪＲ根岸線　港南台駅
神奈川県 ＪＲ根岸線　洋光台駅
神奈川県 ＪＲ横浜駅
神奈川県 ＪＲ戸塚駅
神奈川県 ＪＲ川崎駅
神奈川県 ＪＲ武蔵小杉駅
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　みなとみらい駅～馬車道駅　駅間
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　横浜駅～新高島駅　駅間
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　新高島駅～みなとみらい駅　駅間
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　日本大通り駅～元町・中華街駅　駅間
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　馬車道駅～日本大通り駅　駅間
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　みなとみらい駅
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　元町・中華街駅
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　新高島駅
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　日本大通り駅
神奈川県 横浜高速鉄道みなとみらい線　馬車道駅
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　センター北駅～北山田駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　高田駅～日吉本町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　川和町駅～都筑ふれあいの丘駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　中山駅～川和町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　都筑ふれあいの丘駅～センター南駅　駅間

神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　東山田駅～高田駅　駅間
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神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　日吉本町駅～日吉駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　北山田駅～東山田駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　高田駅
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　東山田駅
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　日吉本町駅
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　北山田駅
神奈川県 横浜市営地下鉄グリーンライン　日吉駅
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　センター北駅～中川駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　伊勢佐木長者町駅～関内駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　横浜駅～三ツ沢下町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　下永谷駅～上永谷駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　下飯田駅～立場駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　関内駅～桜木町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　岸根公園駅～新横浜駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　吉野町駅～阪東橋駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　戸塚駅～舞岡駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　弘明寺駅～蒔田駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　港南中央駅～上大岡駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　高島町駅～横浜駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　阪東橋駅～伊勢佐木長者町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　桜木町駅～高島町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　三ツ沢下町駅～三ツ沢上町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　三ツ沢上町駅～片倉町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　蒔田駅～吉野町駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　湘南台駅～下飯田駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　上永谷駅～港南中央駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　上大岡駅～弘明寺駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　新羽駅～仲町台駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　新横浜駅～北新横浜駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　中川駅～あざみ野駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　中田駅～踊場駅間　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　仲町台駅～センター南駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　舞岡駅～下永谷駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　片倉町駅～岸根公園駅　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　踊場駅～戸塚駅間　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄ブルーライン　立場駅～中田駅間　駅間
神奈川県 横浜市営地下鉄　あざみ野駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　伊勢佐木長者町駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　横浜駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　下永谷駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　下飯田駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　関内駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　岸根公園駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　吉野町駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　戸塚駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　弘明寺駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　港南中央駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　高島町駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　阪東橋駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　桜木町駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　三ツ沢下町駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　三ツ沢上町駅
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神奈川県 横浜市営地下鉄　蒔田駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　湘南台駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　上大岡駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　新横浜駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　中川駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　中田駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　都筑ふれあいの丘駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　舞岡駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　片倉町駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　北新横浜駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　踊場駅
神奈川県 横浜市営地下鉄　立場駅
神奈川県 京浜急行電鉄大師線　小島新田駅～大師橋駅　駅間
神奈川県 京浜急行電鉄大師線　大師橋駅～東門前駅　駅間
神奈川県 京浜急行電鉄大師線　大師橋駅
神奈川県 京浜急行電鉄　井土ヶ谷～弘明寺駅～上大岡駅　駅間
神奈川県 京浜急行電鉄　戸部駅～日ノ出町駅　駅間
神奈川県 京浜急行電鉄　南太田駅～井土ヶ谷駅　駅間
神奈川県 京浜急行電鉄　横浜駅
神奈川県 小田急電鉄江ノ島線　善行駅～藤沢本町駅　駅間
神奈川県 小田急電鉄小田原線　黒川駅～はるひ野駅　駅間
神奈川県 相模鉄道いずみ野線　湘南台駅～ゆめが丘駅　駅間
神奈川県 相模鉄道いずみ野線　南万騎が原駅～緑園都市駅　駅間
神奈川県 相模鉄道いずみ野線　二俣川駅～南万騎が原駅　駅間
神奈川県 相模鉄道いずみ野線　弥生台駅～いずみ野駅　駅間
神奈川県 相模鉄道いずみ野線　緑園都市駅～弥生台駅　駅間
神奈川県 相模鉄道本線　相模大塚駅～大和駅　駅間
神奈川県 相模鉄道本線　大和駅～瀬谷駅　駅間
神奈川県 相模鉄道　湘南台駅
神奈川県 相模鉄道　大和駅
神奈川県 相模鉄道　鶴ヶ峰駅
神奈川県 東急電鉄東急新横浜線　新横浜駅
神奈川県 東急電鉄東急新横浜線　新綱島駅
神奈川県 東京急行電鉄田園都市線　つきみ野駅～中央林間駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄田園都市線　たまプラーザ駅～あざみ野駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄田園都市線　梶が谷駅～宮崎台駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄田園都市線　江田駅～市ヶ尾駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄田園都市線　溝の口駅～梶が谷駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄田園都市線　鷺沼駅～たまプラーザ駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄田園都市線　青葉台駅～田奈駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄田園都市線　藤が丘駅～青葉台駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄東横線　東白楽駅～反町駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄東横線　反町駅～横浜駅　駅間
神奈川県 東京急行電鉄　横浜駅
神奈川県 東京急行電鉄　中央林間駅
神奈川県 東京急行電鉄　日吉駅
神奈川県 東京急行電鉄　反町駅
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　開戸トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　借宿トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　出縄トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　小原トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　小峰トンネル
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神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　上菅田トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　城堀トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　生沢トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　石垣山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　石橋山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　大倉山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第一根柄見トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第二根柄見トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第三根柄見トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第一生沢トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第二生沢トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第一大和トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第二大和トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第一万騎ヶ原トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　第二万騎ヶ原トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　南郷山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　日吉トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　不動山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　米神トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　片浦トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　弁天山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　本宿原トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　矢上トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道新幹線　城堀トンネルＪＴ
神奈川県 ＪＲ東海道本線　下牧屋山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道本線　佐奈田トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道本線　石橋山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道本線　不動山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道本線　米神山トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道本線　一本松トンネル
神奈川県 ＪＲ東海道本線　下長窪トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　横吹第一トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　新横吹トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　小原トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　新小原トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　平野トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　新平野トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　上の山トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　新上の山トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　与瀬トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　横道第一トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　横道第二トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　橋沢トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　天屋トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　吉野トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　藤野トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　新藤野トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　小渕第一トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　小渕第二トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　小渕第三トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　新小渕第一トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　新小渕第二トンネル
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神奈川県 ＪＲ中央本線　新小渕第三トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　諏訪トンネル
神奈川県 ＪＲ中央本線　新諏訪トンネル
神奈川県 ＪＲ根岸線　杉田第四トンネル
神奈川県 ＪＲ根岸線　日野第一トンネル
神奈川県 ＪＲ根岸線　日野第二トンネル
神奈川県 ＪＲ根岸線　矢部野トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　逸見第１トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　逸見第２トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　吉倉トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　境山トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　汐入第１トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　汐入第２トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　汐留トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　青砥トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　船越第１トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　船越第２トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　台トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　大岡トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　池子トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　長浦第１トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　長浦第２トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　田浦第１トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　田浦第２トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　馬堀トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　富岡トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　平坂トンネル
神奈川県 京浜急行電鉄　野比トンネル
神奈川県 相模鉄道相鉄新横浜線　羽沢トンネル
神奈川県 東急電鉄東急新横浜線　綱島トンネル
神奈川県 東急電鉄東急新横浜線　新横浜トンネル
神奈川県 みなとみらいトンネル
神奈川県 愛川トンネル
神奈川県 伊勢山トンネル
神奈川県 衣笠城趾トンネル
神奈川県 衣笠太田和トンネル
神奈川県 円海山トンネル
神奈川県 横浜環状北西線トンネル
神奈川県 横浜環状北線トンネル
神奈川県 横浜新道　保土ヶ谷トンネル
神奈川県 下鶴間トンネル
神奈川県 花園トンネル
神奈川県 吉浦トンネル
神奈川県 坂下トンネル
神奈川県 桜木町トンネル
神奈川県 三ツ沢トンネル
神奈川県 新善波トンネル
神奈川県 新沢トンネル
神奈川県 新島トンネル
神奈川県 新与瀬トンネル
神奈川県 逗葉トンネル
神奈川県 川崎港海底トンネル
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神奈川県 川崎航路トンネル
神奈川県 相武トンネル
神奈川県 太田和公園トンネル
神奈川県 大師トンネル
神奈川県 池田トンネル
神奈川県 長沢トンネル
神奈川県 塚山トンネル
神奈川県 殿前トンネル
神奈川県 都夫良野トンネル
神奈川県 東逗子トンネル
神奈川県 南郷トンネル
神奈川県 南郷山トンネル
神奈川県 二宮トンネル
神奈川県 二本松トンネル
神奈川県 風祭トンネル
神奈川県 六浦トンネル
神奈川県 北畑トンネル（東名高速道路）
神奈川県 吾妻山トンネル（東名高速道路）
神奈川県 鳥手山トンネル（東名高速道路）
神奈川県 太郎ヶ尾トンネル（東名高速道路）
神奈川県 新都夫良野トンネル（東名高速道路）
神奈川県 羽根トンネル（新東名高速道路）
神奈川県 高取山トンネル（新東名高速道路）
神奈川県 小原トンネル（新東名高速道路）
神奈川県 三ッ沢トンネル（首都高速）
神奈川県 東横浜トンネル（首都高速）
神奈川県 吉井トンネル（横浜横須賀道路）
神奈川県 池田トンネル（横浜横須賀道路）
神奈川県 能見堂トンネル（横浜横須賀道路）
神奈川県 並木長浜トンネル（横浜横須賀道路）
神奈川県 別所日野掘割トンネル（横浜横須賀道路）
神奈川県 横浜第一・第二・第三トンネル（横浜横須賀道路）
神奈川県 弁天山トンネル（小田原厚木道路）
神奈川県 真鶴トンネル（真鶴道路）
神奈川県 城山トンネル（圏央道）
神奈川県 小倉山トンネル（圏央道）
神奈川県 上依知第一トンネル（圏央道）
神奈川県 上依知第二トンネル（圏央道）
神奈川県 竜神トンネル（県道２１７号）
神奈川県 瀬戸トンネル（国道２４６号）
神奈川県 長浦トンネル（横須賀街道）
神奈川県 山手トンネル（石川駅～山手駅間）
神奈川県 杉田第一トンネル（新杉田～洋光台）
神奈川県 杉田第二トンネル（新杉田～洋光台）
神奈川県 杉田第三トンネル（新杉田～洋光台）
神奈川県 第一竹之丸トンネル（石川駅～山手駅間）
神奈川県 第二竹之丸トンネル（石川駅～山手駅間）
神奈川県 東海道貨物線　港北トンネル（鶴見駅～羽沢駅　駅間）
神奈川県 東海道貨物線　生見尾トンネル（鶴見駅～羽沢駅　駅間）
神奈川県 矢口台トンネル（山手駅～根岸駅　駅間）
神奈川県 草柳トンネル（相鉄本線）
神奈川県 ＡＯＩ国際病院



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

神奈川県 ＣＩＡＬ桜木町別館
神奈川県 Ｃｏａｓｋａ　Ｂａｙｓｉｄｅ　Ｓｔｏｒｅｓ
神奈川県 Ｃｏｍｆｏｒｔ１７８横浜駅前ビル
神奈川県 ＧＥＭＳ川崎
神奈川県 ＧＲＡＮＤ　ＳＨＩＰ
神奈川県 ＪＲ横浜タワー
神奈川県 ＪＲ川崎タワー
神奈川県 ＬＡＣＩＴＴＡＤＥＬＬＡ内ＶＩＶＡＣＥ棟
神奈川県 ＳＥＩＳＨＯＫＯ　ＰＬＡＺＡ１３２
神奈川県 ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＳＨＯＮＡＮ　ＨＩＲＡＴＳＵＫＡ
神奈川県 ＴＯＣみなとみらい
神奈川県 ＶｉＮＡ　ＧＡＲＤＥＮＳオフィス棟
神奈川県 ＶｉＮＡ　ＧＡＲＤＥＮＳサービス棟
神奈川県 アパホテル＆リゾート横浜ベイタワー
神奈川県 アリオ橋本店
神奈川県 アンパンマンこどもミュージアム
神奈川県 イオンスタイル新百合ヶ丘店
神奈川県 イオンモール座間店
神奈川県 イオン海老名店
神奈川県 イオン橋本店
神奈川県 イオン東神奈川店
神奈川県 イケア港北店
神奈川県 イトーヨーカドー横浜別所店
神奈川県 イトーヨーカドー古淵店
神奈川県 イトーヨーカドー食品館厚木店
神奈川県 イトーヨーカドー大和鶴間店
神奈川県 イトーヨーカドー藤沢店
神奈川県 イトーヨーカドー武蔵小杉駅前店
神奈川県 イトーヨーカドー立場店
神奈川県 ウェスティンホテル横浜
神奈川県 エクシブ湯河原離宮
神奈川県 オーケーみなとみらい店
神奈川県 オーケーみなとみらい本社ビル
神奈川県 オーケー金沢文庫店
神奈川県 オーケー港北店
神奈川県 オーケー藤沢店
神奈川県 オルトヨコハマ
神奈川県 ガーデン逗子店
神奈川県 コジマ×ビックカメラ横須賀店
神奈川県 コジマ×ビックカメラ横浜大口店
神奈川県 コジマ×ビックカメラ梶ヶ谷店
神奈川県 コスギサードアヴェニュー
神奈川県 ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜
神奈川県 サニースポーツクラブ
神奈川県 サミットストア上星川店
神奈川県 タイトーステーション横浜西口五番街店
神奈川県 ダイナシティウエスト
神奈川県 ちぇるる野毛ビル
神奈川県 ネッツトヨタ神奈川株式会社
神奈川県 ハイアットリージェンシー横浜
神奈川県 パシフィコ横浜国立大ホール
神奈川県 ヒルトン小田原リゾート＆スパ
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神奈川県 フーディアム武蔵小杉
神奈川県 プロスタイル横浜馬車道
神奈川県 ホームセンターコーナン相模原小山店
神奈川県 ホテルインディゴ箱根強羅
神奈川県 ホテルメトロポリタン鎌倉
神奈川県 ホテルメトロポリタン川崎
神奈川県 ミナカ小田原
神奈川県 モザイクモール港北
神奈川県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ座間店
神奈川県 ヤマダ電機テックランド横浜本店
神奈川県 ヤマダ電機テックランド横浜泉店
神奈川県 ヤマダ電機鴨宮店
神奈川県 ヤマダ電機新山下店
神奈川県 ゆとりろ庵
神奈川県 ヨークマート港南中央店
神奈川県 ヨークマート港北店
神奈川県 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
神奈川県 ライフコミューン川崎
神奈川県 ラゾーナ川崎プラザ
神奈川県 ルララこうほく
神奈川県 羽衣・伊勢佐木地下駐車場
神奈川県 横浜グランゲート
神奈川県 横浜スタジアム
神奈川県 横浜ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート
神奈川県 横浜みなとみらい国際コンベンションセンター
神奈川県 横浜駅みなみ通路
神奈川県 横浜駅京急連絡通路
神奈川県 横浜駅地下街群
神奈川県 横浜国際総合競技場
神奈川県 横浜市神奈川スポーツセンター
神奈川県 横浜市ポートサイド地下駐車場
神奈川県 横浜市伊勢佐木長者町地下駐車場
神奈川県 横浜市山下町地下駐車場
神奈川県 横浜市日本大通地下駐車場
神奈川県 横浜市馬車道地下駐車場
神奈川県 横浜市福富町西公園地下駐車場
神奈川県 横浜市立市民病院
神奈川県 横浜市立大学
神奈川県 横浜尾上町ビルディング
神奈川県 横濱ゲートタワー
神奈川県 学校法人洗足学園
神奈川県 茅ヶ崎市役所
神奈川県 関東学院大学　湘南・小田原キャンパス　国際研究研修センター
神奈川県 関内マリナード地下街
神奈川県 宮本ビル
神奈川県 強羅花壇
神奈川県 慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎
神奈川県 厚木市立病院
神奈川県 座間総合病院
神奈川県 済生会横浜市南部病院
神奈川県 桜木町地下街
神奈川県 三菱ケミカル株式会社Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ
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神奈川県 山下公園駐車場
神奈川県 山下町ＳＳＫビル
神奈川県 小田急新百合ヶ丘エルミロード
神奈川県 小田原駅地下街群
神奈川県 湘南モールフィル
神奈川県 新川崎・創造のもり　産学交流・研究開発施設
神奈川県 神奈川大学みなとみらいキャンパス
神奈川県 聖マリアンナ医科大学
神奈川県 聖隷横浜病院
神奈川県 川崎アゼリア
神奈川県 川崎アゼリア地下駐車場
神奈川県 川崎市スポーツ・文化総合センター
神奈川県 川崎地下街
神奈川県 相鉄ムービル
神奈川県 相模原市総合保健医療センター
神奈川県 泰光ビル
神奈川県 島忠ホームズ新山下店
神奈川県 東戸塚西口プラザ
神奈川県 東洋英和女学院大学
神奈川県 湯河原　敷島館
神奈川県 湯乃泉　東名厚木健康センター
神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院
神奈川県 箱根　ゆとわ
神奈川県 箱根・強羅　佳ら久
神奈川県 箱根リハビリテーション病院
神奈川県 箱根レイクホテル
神奈川県 箱根高原ホテル
神奈川県 箱根高原ホテル別館
神奈川県 富士屋ホテル
神奈川県 四季の宿　箱根路　開雲
神奈川県 武相中学校・高等学校
神奈川県 福住楼
神奈川県 平塚共済病院
神奈川県 片瀬海岸地下駐車場
神奈川県 北里大学東病院
神奈川県 北里大学病院
神奈川県 本牧フロント
神奈川県 明治大学生田キャンパス食堂館
神奈川県 由比ガ浜地下駐車場
神奈川県 立正佼成会　横浜教会普門館
神奈川県、東京都 京王電鉄相模原線　若葉台駅～京王永山駅　駅間
神奈川県、東京都 ＪＲ　小仏トンネル
神奈川県、東京都 ＪＲ　新小仏トンネル
神奈川県、東京都 小仏トンネル
神奈川県、東京都 新小仏トンネル
神奈川県、東京都 多摩川トンネル
東京都 ＪＲ横須賀線　東京駅～品川駅　駅間
東京都 ＪＲ京葉線　越中島駅～潮見駅　駅間
東京都 ＪＲ京葉線　東京駅～八丁堀駅　駅間
東京都 ＪＲ京葉線　八丁堀駅～越中島駅　駅間
東京都 ＪＲ総武線　錦糸町駅～馬喰町駅　駅間
東京都 ＪＲ総武線　新日本橋駅～東京駅　駅間
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東京都 ＪＲ総武線　東京駅～錦糸町駅　駅間
東京都 ＪＲ総武線　馬喰町駅～新日本橋駅　駅間
東京都 ＪＲ武蔵野線　新小平駅～新秋津駅　駅間
東京都 ＪＲ武蔵野線　西国分寺駅～新小平駅　駅間
東京都 ＪＲ東海道新幹線　東京駅
東京都 ＪＲ東海道新幹線　品川駅
東京都 ＪＲ越中島駅
東京都 ＪＲ吉祥寺駅
東京都 ＪＲ錦糸町駅
東京都 ＪＲ御茶ノ水駅
東京都 ＪＲ国分寺駅
東京都 ＪＲ四ツ谷駅
東京都 ＪＲ秋葉原駅
東京都 ＪＲ上野駅
東京都 ＪＲ新橋駅
東京都 ＪＲ新宿駅
東京都 ＪＲ新小平駅
東京都 ＪＲ新日本橋駅
東京都 ＪＲ神田駅
東京都 ＪＲ水道橋駅
東京都 ＪＲ西大井駅
東京都 ＪＲ浅草橋駅
東京都 ＪＲ代々木駅
東京都 ＪＲ大井町駅
東京都 ＪＲ池袋駅
東京都 ＪＲ中野駅
東京都 ＪＲ町田駅
東京都 ＪＲ東京駅
東京都 ＪＲ馬喰町駅
東京都 ＪＲ八丁堀駅
東京都 ＪＲ品川駅
東京都 ＪＲ目黒駅
東京都 ＪＲ御徒町駅
東京都 ＪＲ西日暮里駅
東京都 ＪＲ田端駅
東京都 ＪＲ日暮里駅
東京都 ＪＲ有楽町駅
東京都 ＪＲ立川駅
東京都 ＪＲ五反田駅
東京都 ＪＲ大崎駅
東京都 ＪＲ田町駅
東京都 ＪＲ浜松町駅
東京都 ＪＲ北千住駅
東京都 京王電鉄井の頭線　渋谷駅～神泉駅　駅間
東京都 京王電鉄井の頭線　神泉駅～駒場東大前駅　駅間
東京都 京王電鉄井の頭線　神泉駅
東京都 京王電鉄京王新線　初台駅～幡ヶ谷駅　駅間
東京都 京王電鉄京王新線　新宿駅～初台駅　駅間
東京都 京王電鉄京王新線　幡ヶ谷駅～笹塚駅　駅間
東京都 京王電鉄京王新線　新宿駅
東京都 京王電鉄京王線　国領駅～布田駅　駅間
東京都 京王電鉄京王線　柴崎駅～国領駅　駅間
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東京都 京王電鉄京王線　新宿駅～笹塚駅　駅間
東京都 京王電鉄京王線　調布駅～京王多摩川駅　駅間
東京都 京王電鉄京王線　調布駅～西調布駅　駅間
東京都 京王電鉄京王線　布田駅～調布駅　駅間
東京都 京王電鉄京王線　北野駅～京王八王子駅　駅間
東京都 京王電鉄京王線　国領駅
東京都 京王電鉄京王線　初台駅
東京都 京王電鉄京王線　調布駅
東京都 京王電鉄京王線　幡ヶ谷駅
東京都 京王電鉄京王線　八王子駅
東京都 京王電鉄京王線　布田駅
東京都 京王電鉄相模原線　京王多摩センター駅～京王堀之内駅　駅間
東京都 京王電鉄相模原線　南大沢駅～多摩境駅　駅間
東京都 京成電鉄　上野駅～日暮里駅　駅間
東京都 京成電鉄　上野駅
東京都 京成押上線、東武伊勢崎線　押上駅～曳舟駅　駅間
東京都 京浜急行電鉄本線　泉岳寺駅～品川駅　駅間
東京都 京浜急行電鉄空港線　穴守稲荷駅～天空橋駅　駅間
東京都 京浜急行電鉄空港線　大鳥居駅～穴守稲荷駅　駅間
東京都 京浜急行電鉄空港線　天空橋駅～羽田空港第３ターミナル駅　駅間
東京都 京浜急行電鉄空港線　羽田空港第３ターミナル駅～羽田空港第１・第２ターミナル駅　駅間

東京都 京浜急行電鉄空港線　糀谷駅（屋外）～大鳥居駅　駅間
東京都 京浜急行電鉄空港線　羽田空港第１・第２ターミナル駅
東京都 京浜急行電鉄空港線　羽田空港第３ターミナル駅
東京都 京浜急行電鉄空港線　天空橋駅
東京都 京浜急行電鉄空港線　大鳥居駅
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　秋葉原駅～新御徒町駅　駅間
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　新御徒町駅～浅草駅　駅間
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　青井駅～六町駅　駅間
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　浅草駅～南千住駅　駅間
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　南千住駅～北千住駅　駅間
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　北千住駅～青井駅　駅間
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　秋葉原駅
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　新御徒町駅
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　青井駅
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　浅草駅
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　南千住駅
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　六町駅
東京都 小田急電鉄小田原線　下北沢駅～世田谷代田駅　駅間
東京都 小田急電鉄小田原線　世田谷代田駅～梅ヶ丘駅　駅間
東京都 小田急電鉄小田原線　成城学園前駅～喜多見駅　駅間
東京都 小田急電鉄小田原線　祖師ヶ谷大蔵駅～成城学園前駅　駅間
東京都 小田急電鉄小田原線　代々木上原駅～東北沢駅　駅間
東京都 小田急電鉄小田原線　鶴川駅～玉川学園前駅　駅間
東京都 小田急電鉄小田原線　東北沢駅～下北沢駅　駅間
東京都 小田急電鉄　新宿駅
東京都 小田急電鉄　東北沢駅
東京都 小田急電鉄　下北沢駅
東京都 小田急電鉄　世田谷代田駅
東京都 小田急電鉄　成城学園前駅
東京都 西武鉄道西武有楽町線　新桜台駅～小竹向原駅　駅間
東京都 西武鉄道西武有楽町線　練馬駅～新桜台駅　駅間
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東京都 西武鉄道　池袋駅
東京都 西武鉄道　中井駅
東京都 西武鉄道　新桜台駅
東京都 多摩都市モノレール　多摩動物公園駅～中央大学・明星大学駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　御成門駅～内幸町駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　三田駅～芝公園駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　志村坂上駅～志村三丁目駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　芝公園駅～御成門駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　春日駅～白山駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　新板橋駅～板橋区役所前駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　神保町駅～水道橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　水道橋駅～春日駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　西巣鴨駅～新板橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　千石駅～巣鴨駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　巣鴨駅～西巣鴨駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　大手町駅～神保町駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　内幸町駅～日比谷駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　日比谷駅～大手町駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　白金高輪駅～三田駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　白金台駅～白金高輪駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　白山駅～千石駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　板橋区役所前駅～板橋本町駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　板橋本町駅～本蓮沼駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　本蓮沼駅～志村坂上駅　駅間
東京都 都営地下鉄三田線　目黒駅～白金台駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　一之江駅～瑞江駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　岩本町駅～馬喰横山駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　菊川駅～住吉駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　市ヶ谷駅～九段下駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　住吉駅～西大島駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　曙橋駅～市ヶ谷駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　小川町駅～岩本町駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　新宿駅～新宿三丁目駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　新宿三丁目駅～曙橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　森下駅～菊川駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　神保町駅～小川町駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　瑞江駅～篠崎駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　西大島駅～大島駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　船堀駅～一之江駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　大島駅～東大島駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　馬喰横山駅～浜町駅　駅間
東京都 都営地下鉄新宿線　浜町駅～森下駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　戸越駅～五反田駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　五反田駅～高輪台駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　高輪台駅～泉岳寺駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　三田駅～大門駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　新橋駅～東銀座駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　人形町駅～東日本橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　西馬込駅～馬込駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　泉岳寺駅～三田駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　浅草駅～本所吾妻橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　浅草橋駅～蔵前駅　駅間
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東京都 都営地下鉄浅草線　蔵前駅～浅草駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　大門駅～新橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　中延駅～戸越駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　東銀座駅～宝町駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　東日本橋駅～浅草橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　日本橋駅～人形町駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　馬込駅～中延駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　宝町駅～日本橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄浅草線　本所吾妻橋駅～押上駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　牛込神楽坂駅～飯田橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　牛込柳町駅～牛込神楽坂駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　月島駅～勝どき駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　国立競技場駅～代々木駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　汐留駅～大門駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　若松河田駅～牛込柳町駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　春日駅～本郷三丁目駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　勝どき駅～築地市場駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　上野御徒町駅～新御徒町駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　新御徒町駅～蔵前駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　新江古田駅～練馬駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　新宿駅～都庁前駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　新宿西口駅～東新宿駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　森下駅～清澄白河駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　清澄白河駅～門前仲町駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　西新宿五丁目駅～中野坂上駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　青山一丁目駅～国立競技場駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　赤羽橋駅～麻布十番駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　蔵前駅～両国駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　代々木駅～新宿駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　大門駅～赤羽橋駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　築地市場駅～汐留駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　中井駅～落合南長崎駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　中野坂上駅～東中野駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　都庁前駅～新宿西口駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　都庁前駅～西新宿五丁目駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　東新宿駅～若松河田駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　東中野駅～中井駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　飯田橋駅～春日駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　豊島園駅～練馬春日町駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　本郷三丁目駅～上野御徒町駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　麻布十番駅～六本木駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　門前仲町駅～月島駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　落合南長崎駅～新江古田駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　両国駅～森下駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　練馬駅～豊島園駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　練馬春日町駅～光が丘駅　駅間
東京都 都営地下鉄大江戸線　六本木駅～青山一丁目駅　駅間
東京都 都営地下鉄　一之江駅
東京都 都営地下鉄　押上駅
東京都 都営地下鉄　岩本町駅
東京都 都営地下鉄　菊川駅
東京都 都営地下鉄　牛込神楽坂駅
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東京都 都営地下鉄　牛込柳町駅
東京都 都営地下鉄　九段下駅
東京都 都営地下鉄　月島駅
東京都 都営地下鉄　戸越駅
東京都 都営地下鉄　五反田駅
東京都 都営地下鉄　御成門駅
東京都 都営地下鉄　光が丘駅
東京都 都営地下鉄　高輪台駅
東京都 都営地下鉄　国立競技場駅
東京都 都営地下鉄　三田駅
東京都 都営地下鉄　市ヶ谷駅
東京都 都営地下鉄　志村坂上駅
東京都 都営地下鉄　汐留駅
東京都 都営地下鉄　篠崎駅
東京都 都営地下鉄　芝公園駅
東京都 都営地下鉄　若松河田駅
東京都 都営地下鉄　住吉駅
東京都 都営地下鉄　春日駅
東京都 都営地下鉄　曙橋駅
東京都 都営地下鉄　勝どき駅
東京都 都営地下鉄　小川町駅
東京都 都営地下鉄　上野御徒町駅
東京都 都営地下鉄　新橋駅
東京都 都営地下鉄　新御徒町駅
東京都 都営地下鉄　新江古田駅
東京都 都営地下鉄　新宿駅
東京都 都営地下鉄　新宿三丁目駅
東京都 都営地下鉄　新宿西口駅
東京都 都営地下鉄　新板橋駅
東京都 都営地下鉄　森下駅
東京都 都営地下鉄　神保町駅
東京都 都営地下鉄　人形町駅
東京都 都営地下鉄　水道橋駅
東京都 都営地下鉄　瑞江駅
東京都 都営地下鉄　清澄白河駅
東京都 都営地下鉄　西新宿五丁目駅
東京都 都営地下鉄　西巣鴨駅
東京都 都営地下鉄　西大島駅
東京都 都営地下鉄　西馬込駅
東京都 都営地下鉄　青山一丁目駅
東京都 都営地下鉄　赤羽橋駅
東京都 都営地下鉄　千石駅
東京都 都営地下鉄　泉岳寺駅
東京都 都営地下鉄　浅草駅
東京都 都営地下鉄　浅草橋駅
東京都 都営地下鉄　巣鴨駅
東京都 都営地下鉄　蔵前駅
東京都 都営地下鉄　代々木駅
東京都 都営地下鉄　大手町駅
東京都 都営地下鉄　大島駅
東京都 都営地下鉄　大門駅
東京都 都営地下鉄　築地市場駅
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東京都 都営地下鉄　中井駅
東京都 都営地下鉄　中延駅
東京都 都営地下鉄　中野坂上駅
東京都 都営地下鉄　都庁前駅
東京都 都営地下鉄　東銀座駅
東京都 都営地下鉄　東新宿駅
東京都 都営地下鉄　東中野駅
東京都 都営地下鉄　東日本橋駅
東京都 都営地下鉄　内幸町駅
東京都 都営地下鉄　日比谷駅
東京都 都営地下鉄　日本橋駅
東京都 都営地下鉄　馬喰横山駅
東京都 都営地下鉄　馬込駅
東京都 都営地下鉄　白金高輪駅
東京都 都営地下鉄　白金台駅
東京都 都営地下鉄　白山駅
東京都 都営地下鉄　板橋区役所前駅
東京都 都営地下鉄　板橋本町駅
東京都 都営地下鉄　飯田橋駅
東京都 都営地下鉄　浜町駅
東京都 都営地下鉄　宝町駅
東京都 都営地下鉄　豊島園駅
東京都 都営地下鉄　本郷三丁目駅
東京都 都営地下鉄　本所吾妻橋駅
東京都 都営地下鉄　本蓮沼駅
東京都 都営地下鉄　麻布十番駅
東京都 都営地下鉄　門前仲町駅
東京都 都営地下鉄　落合南長崎駅
東京都 都営地下鉄　両国駅
東京都 都営地下鉄　練馬駅
東京都 都営地下鉄　練馬春日町駅
東京都 都営地下鉄　六本木駅
東京都 東京メトロ丸ノ内線　荻窪駅～南阿佐ヶ谷駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　霞ヶ関駅～銀座駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　銀座駅～東京駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　後楽園駅～茗荷谷駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　御茶ノ水駅～本郷三丁目駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　国会議事堂前駅～霞ヶ関駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　四ツ谷駅～赤坂見附駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　四谷三丁目駅～四ツ谷駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　新高円寺駅～東高円寺駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　新宿駅～新宿三丁目駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　新宿御苑前駅～四谷三丁目駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　新宿三丁目駅～新宿御苑前駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　新大塚駅～池袋駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　新中野駅～中野坂上駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　西新宿駅～新宿駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　赤坂見附駅～国会議事堂前駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　大手町駅～淡路町駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　淡路町駅～御茶ノ水駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　中野坂上駅～西新宿駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　中野坂上駅～中野新橋駅　駅間
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東京都 東京メトロ丸ノ内線　中野新橋駅～中野富士見町駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　中野富士見町駅～方南町駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　東京駅～大手町駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　東高円寺駅～新中野駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　南阿佐ヶ谷駅～新高円寺駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　本郷三丁目駅～後楽園駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　茗荷谷駅～新大塚駅　駅間
東京都 東京メトロ丸ノ内線　新宿駅
東京都 東京メトロ銀座線　稲荷町駅～田原町駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　外苑前駅～青山一丁目駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　京橋駅～日本橋駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　銀座駅～京橋駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　虎ノ門駅～新橋駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　三越前駅～神田駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　渋谷駅～表参道駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　上野駅～稲荷町駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　上野広小路駅～上野駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　新橋駅～銀座駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　青山一丁目駅～赤坂見附　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　赤坂見附駅～溜池山王駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　田原町駅～浅草駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　日本橋駅～三越前駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　表参道駅～外苑前駅　駅間
東京都 東京メトロ銀座線　溜池山王駅～虎ノ門駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　霞ヶ関駅～日比谷駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　国会議事堂前駅～霞ヶ関駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　根津駅～千駄木駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　新御茶ノ水駅～湯島駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　西日暮里駅～町屋駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　赤坂駅～国会議事堂前駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　千駄木駅～西日暮里駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　代々木公園駅～明治神宮前駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　代々木上原駅～代々木公園駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　大手町駅～新御茶ノ水駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　町屋駅～北千住駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　湯島駅～根津駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　二重橋前駅～大手町駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　日比谷駅～二重橋前駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　乃木坂駅～赤坂駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　表参道駅～乃木坂駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　北千住駅～綾瀬駅　駅間
東京都 東京メトロ千代田線　明治神宮前駅～表参道駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　茅場町駅～門前仲町駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　九段下駅～竹橋駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　高田馬場駅～早稲田駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　神楽坂駅～飯田橋駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　早稲田駅～神楽坂駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　大手町駅～日本橋駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　竹橋駅～大手町駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　中野駅～落合駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　東陽町駅～南砂町駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　南砂町駅～西葛西駅　駅間



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

東京都 東京メトロ東西線　日本橋駅～茅場町駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　木場駅～東陽町駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　門前仲町駅～木場駅　駅間
東京都 東京メトロ東西線　落合駅～高田馬場駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　永田町駅～四ツ谷駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　王子駅～王子神谷駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　王子神谷駅～志茂駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　駒込駅～西ヶ原駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　後楽園駅～東大前駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　四ツ谷駅～市ヶ谷駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　市ヶ谷駅～飯田橋駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　志茂駅～赤羽岩淵駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　西ヶ原駅～王子駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　東大前駅～本駒込駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　白金高輪駅～麻布十番駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　白金台駅～白金高輪駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　飯田橋駅～後楽園駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　本駒込駅～駒込駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　麻布十番駅～六本木一丁目駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　目黒駅～白金台駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　溜池山王駅～永田町駅　駅間
東京都 東京メトロ南北線　六本木一丁目駅～溜池山王駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　霞ヶ関駅～虎ノ門ヒルズ駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　霞ヶ関駅～日比谷駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　茅場町駅～人形町駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　銀座駅～東銀座駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　恵比寿駅～広尾駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　虎ノ門ヒルズ駅～神谷町駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　広尾駅～六本木駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　三ノ輪駅～南千住駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　秋葉原駅～仲御徒町駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　小伝馬町駅～秋葉原駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　上野駅～入谷駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　神谷町駅～霞ヶ関駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　人形町駅～小伝馬町駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　築地駅～八丁堀駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　中目黒駅～恵比寿駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　仲御徒町駅～上野駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　東銀座駅～築地駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　日比谷駅～銀座駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　入谷駅～三ノ輪駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　八丁堀駅～茅場町駅　駅間
東京都 東京メトロ日比谷線　六本木駅～神谷町駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　錦糸町駅～押上駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　三越前駅～水天宮前駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　住吉駅～錦糸町駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　渋谷駅～表参道駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　神保町駅～大手町駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　水天宮前駅～清澄白河駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　清澄白河駅～住吉駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　青山一丁目駅～永田町駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　大手町駅～三越前駅　駅間



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

東京都 東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅～九段下駅　駅間
東京都 東京メトロ半蔵門線　表参道駅～青山一丁目駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　雑司ヶ谷駅～西早稲田駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　小竹向原駅～千川駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　新宿三丁目駅～北参道駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　西早稲田駅～東新宿駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　千川駅～要町駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　池袋駅～雑司ヶ谷駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　東新宿駅～新宿三丁目駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　北参道駅～明治神宮駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　明治神宮前駅～渋谷駅　駅間
東京都 東京メトロ副都心線　要町駅～池袋駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　永田町駅～桜田門駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　銀座一丁目駅～新富町駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　月島駅～豊洲駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　護国寺駅～江戸川橋駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　麹町駅～永田町駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　桜田門駅～有楽町駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　市ヶ谷駅～麹町駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　小竹向原駅～千川駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　新富町駅～月島駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　千川駅～要町駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　辰巳駅～新木場駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　地下鉄成増駅～地下鉄赤塚駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　地下鉄赤塚駅～平和台駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　池袋駅～東池袋駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　東池袋駅～護国寺駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　飯田橋駅～市ヶ谷駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　氷川台駅～小竹向原駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　平和台駅～氷川台駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　豊洲駅～辰巳駅　駅間
東京都 東京メトロ有楽町線　有楽町駅～銀座一丁目駅　駅間
東京都 東京メトロ　稲荷町駅
東京都 東京メトロ　永田町駅
東京都 東京メトロ　押上駅
東京都 東京メトロ　王子駅
東京都 東京メトロ　王子神谷駅
東京都 東京メトロ　荻窪駅
東京都 東京メトロ　霞ヶ関駅
東京都 東京メトロ　外苑前駅
東京都 東京メトロ　茅場町駅
東京都 東京メトロ　京橋駅
東京都 東京メトロ　錦糸町駅
東京都 東京メトロ　銀座一丁目駅
東京都 東京メトロ　銀座駅
東京都 東京メトロ　九段下駅
東京都 東京メトロ　駒込駅
東京都 東京メトロ　恵比寿駅
東京都 東京メトロ　月島駅
東京都 東京メトロ　虎ノ門駅
東京都 東京メトロ　後楽園駅
東京都 東京メトロ　御茶ノ水駅
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東京都 東京メトロ　護国寺駅
東京都 東京メトロ　広尾駅
東京都 東京メトロ　江戸川橋駅
東京都 東京メトロ　高田馬場駅
東京都 東京メトロ　麹町駅
東京都 東京メトロ　国会議事堂前駅
東京都 東京メトロ　根津駅
東京都 東京メトロ　桜田門駅
東京都 東京メトロ　雑司が谷駅
東京都 東京メトロ　三ノ輪駅
東京都 東京メトロ　三越前駅
東京都 東京メトロ　四ツ谷駅
東京都 東京メトロ　四谷三丁目駅
東京都 東京メトロ　市ヶ谷駅
東京都 東京メトロ　志茂駅
東京都 東京メトロ　秋葉原駅
東京都 東京メトロ　住吉駅
東京都 東京メトロ　小竹向原駅
東京都 東京メトロ　小伝馬町駅
東京都 東京メトロ　上野駅
東京都 東京メトロ　上野広小路駅
東京都 東京メトロ　新橋駅
東京都 東京メトロ　新御茶ノ水駅
東京都 東京メトロ　新高円寺駅
東京都 東京メトロ　新宿御苑前駅
東京都 東京メトロ　新宿三丁目駅
東京都 東京メトロ　新大塚駅
東京都 東京メトロ　新中野駅
東京都 東京メトロ　新富町駅
東京都 東京メトロ　神楽坂駅
東京都 東京メトロ　神谷町駅
東京都 東京メトロ　神田駅
東京都 東京メトロ　神保町駅
東京都 東京メトロ　人形町駅
東京都 東京メトロ　水天宮前駅
東京都 東京メトロ　清澄白河駅
東京都 東京メトロ　西ヶ原駅
東京都 東京メトロ　西早稲田駅
東京都 東京メトロ　西日暮里駅
東京都 東京メトロ　青山一丁目駅
東京都 東京メトロ　赤羽岩淵駅
東京都 東京メトロ　赤坂駅
東京都 東京メトロ　赤坂見附駅
東京都 東京メトロ　赤塚駅
東京都 東京メトロ　千川駅
東京都 東京メトロ　千駄木駅
東京都 東京メトロ　浅草駅
東京都 東京メトロ　早稲田駅
東京都 東京メトロ　代々木公園駅
東京都 東京メトロ　大手町駅
東京都 東京メトロ　辰巳駅
東京都 東京メトロ　淡路町駅
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東京都 東京メトロ　地下鉄成増駅
東京都 東京メトロ　池袋駅
東京都 東京メトロ　築地駅
東京都 東京メトロ　竹橋駅
東京都 東京メトロ　中野坂上駅
東京都 東京メトロ　中野新橋駅
東京都 東京メトロ　中野富士見町駅
東京都 東京メトロ　仲御徒町駅
東京都 東京メトロ　町屋駅
東京都 東京メトロ　田原町駅
東京都 東京メトロ　東京駅
東京都 東京メトロ　東銀座駅
東京都 東京メトロ　東高円寺駅
東京都 東京メトロ　東新宿駅
東京都 東京メトロ　東大前駅
東京都 東京メトロ　東池袋駅
東京都 東京メトロ　東陽町駅
東京都 東京メトロ　湯島駅
東京都 東京メトロ　南阿佐ヶ谷駅
東京都 東京メトロ　南砂町駅
東京都 東京メトロ　二重橋前駅
東京都 東京メトロ　日比谷駅
東京都 東京メトロ　日本橋駅
東京都 東京メトロ　入谷駅
東京都 東京メトロ　乃木坂駅
東京都 東京メトロ　白金高輪駅
東京都 東京メトロ　白金台駅
東京都 東京メトロ　八丁堀駅
東京都 東京メトロ　半蔵門駅
東京都 東京メトロ　飯田橋駅
東京都 東京メトロ　氷川台駅
東京都 東京メトロ　表参道駅
東京都 東京メトロ　平和台駅
東京都 東京メトロ　方南町駅
東京都 東京メトロ　豊洲駅
東京都 東京メトロ　北参道駅
東京都 東京メトロ　北千住駅
東京都 東京メトロ　本郷三丁目駅
東京都 東京メトロ　本駒込駅
東京都 東京メトロ　麻布十番駅
東京都 東京メトロ　末広町駅
東京都 東京メトロ　明治神宮前駅
東京都 東京メトロ　木場駅
東京都 東京メトロ　門前仲町駅
東京都 東京メトロ　有楽町駅
東京都 東京メトロ　要町駅
東京都 東京メトロ　落合駅
東京都 東京メトロ　溜池山王駅
東京都 東京メトロ　六本木一丁目駅
東京都 東京メトロ　六本木駅
東京都 東京モノレール　羽田空港第３ターミナル駅～新整備場駅　駅間
東京都 東京モノレール　昭和島駅～整備場駅　駅間
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東京都 東京モノレール　新整備場駅～羽田空港第２ターミナル駅　駅間
東京都 東京モノレール　整備場駅～天空橋駅　駅間
東京都 東京モノレール　天空橋駅～羽田空港第３ターミナル駅　駅間
東京都 東京モノレール　新整備場駅
東京都 東京モノレール　天空橋駅
東京都 東京モノレール　羽田空港第１ターミナル駅
東京都 東京モノレール　羽田空港第２ターミナル駅
東京都 東京モノレール　羽田空港第３ターミナル駅
東京都 東京急行電鉄多摩川線　沼部駅～多摩川駅　駅間
東京都 東京急行電鉄大井町線　北千束駅～大岡山駅　駅間
東京都 東京急行電鉄池上線　荏原中延駅～旗の台駅　駅間
東京都 東京急行電鉄池上線　旗の台駅～戸越銀座駅　駅間
東京都 東京急行電鉄池上線　戸越銀座駅～荏原中延駅　駅間
東京都 東京急行電鉄池上線　長原駅～洗足池駅　駅間
東京都 東京急行電鉄池上線　荏原中延駅
東京都 東京急行電鉄池上線　洗足池駅
東京都 東京急行電鉄田園都市線　駒沢大学駅～桜新町駅　駅間
東京都 東京急行電鉄田園都市線　桜新町駅～用賀駅　駅間
東京都 東京急行電鉄田園都市線　三軒茶屋駅～駒沢大学駅　駅間
東京都 東京急行電鉄田園都市線　渋谷駅～池尻大橋駅　駅間
東京都 東京急行電鉄田園都市線　池尻大橋駅～三軒茶屋駅　駅間
東京都 東京急行電鉄田園都市線　用賀駅～二子玉川駅　駅間
東京都 東京急行電鉄東横線　自由が丘駅～田園調布駅　駅間
東京都 東京急行電鉄東横線　渋谷駅～代官山駅　駅間
東京都 東京急行電鉄東横線　多摩川駅～田園調布駅　駅間
東京都 東京急行電鉄東横線　代官山駅～中目黒駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　奥沢駅～多摩川駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　西小山駅～洗足駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　大岡山駅～洗足駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　田園調布駅～奥沢駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　田園調布駅～多摩川駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　不動前駅～武蔵小山駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　武蔵小山駅～西小山駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　武蔵小山駅～目黒駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　目黒駅～不動前駅　駅間
東京都 東京急行電鉄目黒線　西小山駅
東京都 東京急行電鉄目黒線　洗足駅
東京都 東京急行電鉄目黒線　武蔵小山駅
東京都 東京急行電鉄　駒沢大学駅
東京都 東京急行電鉄　桜新町駅
東京都 東京急行電鉄　三軒茶屋駅
東京都 東京急行電鉄　渋谷駅
東京都 東京急行電鉄　多摩川駅
東京都 東京急行電鉄　大岡山駅
東京都 東京急行電鉄　池尻大橋駅
東京都 東京急行電鉄　長原駅
東京都 東京急行電鉄　田園調布駅
東京都 東京急行電鉄　目黒駅
東京都 東京急行電鉄　用賀駅
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　国際展示場駅～東京テレポート駅　駅間
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　大井町駅～大崎駅　駅間
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　天王洲アイル駅～品川シーサイド駅　駅間
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東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　東雲駅～国際展示場駅　駅間
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　東京テレポート駅～天王洲アイル駅　駅間
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　品川シーサイド駅～大井町駅　駅間
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　国際展示場駅
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　大井町駅
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　天王洲アイル駅
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　東京テレポート駅
東京都 東京臨海高速鉄道りんかい線　品川シーサイド駅
東京都 ＪＲ東海道新幹線　八ツ山トンネル
東京都 ＪＲ東北新幹線　赤羽台トンネル
東京都 ＪＲ湘南新宿ライン　中里トンネル
東京都 ＪＲ東北新幹線・上越新幹線　上野駅～トンネル内
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　三ノ輪トンネル
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　寿トンネル
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　台東トンネル
東京都 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　南千住トンネル
東京都 あきる野掘割トンネル
東京都 ひよどり山トンネル
東京都 愛宕新氷川トンネル
東京都 井荻練馬トンネル
東京都 羽田トンネル
東京都 花園橋トンネル
東京都 霞ヶ関トンネル
東京都 葛老トンネル
東京都 空港トンネル
東京都 戸吹トンネル
東京都 五日市トンネル
東京都 御所トンネル
東京都 高尾山トンネル
東京都 汐留トンネル
東京都 上川トンネル
東京都 城山八王子トンネル
東京都 信濃町トンネル
東京都 新宿御苑トンネル
東京都 新小峰トンネル
東京都 新吹上トンネル
東京都 菅生トンネル
東京都 赤羽台トンネル
東京都 赤坂トンネル
東京都 千代田トンネル
東京都 浅川トンネル
東京都 大麦代トンネル
東京都 第二航路トンネル
東京都 中央線　御所トンネル
東京都 東京港臨港道路南北線トンネル
東京都 東京国際空港際内トンネル
東京都 日比谷トンネル
東京都 白金トンネル
東京都 八王子城跡トンネル
東京都 八重洲トンネル
東京都 飯倉トンネル
東京都 飛鳥山トンネル
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東京都 北町若木トンネル
東京都 網代トンネル
東京都 臨海道路トンネル
東京都 空港北トンネル（首都高速）
東京都 東京港トンネル（首都高速）
東京都 品川トンネル（首都高速中央環状線）
東京都 恩方トンネル（圏央道）
東京都 青梅トンネル（圏央道）
東京都 川口トンネル（圏央道）
東京都 友田トンネル（圏央道）
東京都 高尾山トンネル（圏央道）
東京都 宝生寺トンネル（圏央道）
東京都 相模原八王子トンネル（圏央道）
東京都 新橋～虎ノ門間トンネル（環状第２号線）
東京都 新橋～築地間トンネル（環状第２号線）
東京都 青海トンネル（東京港臨海道路）
東京都 空港北トンネル（国道３５７号）
東京都 羽田空港トンネル（国道３５７号）
東京都 城山トンネル（都道４５号）
東京都 ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京
東京都 ＡＸＬＥ御茶ノ水
東京都 ＢＩＧＢＯＸ高田馬場
東京都 Ｃｏｃｏｎｅｒｉ
東京都 Ｄａｉｗａ銀座１丁目ビル
東京都 ＤＮＰ市谷田町ビル
東京都 ＥＳＴ渋谷東口会館
東京都 ＦＩビル
東京都 ＧＩＮＺＡ　ｇＣＵＢＥ
東京都 ＧＩＮＺＡ　ＰＬＡＣＥ
東京都 ＧＩＮＺＡ　ＳＩＸ
東京都 ＧＩＮＺＡ　ＳＵＳＵＭＵ　ＢＬＤＧ．
東京都 ＧＬＩＴＴＥＲＳ　Ｓｈｉｎｊｕｋｕ
東京都 Ｈａｒｅｚａ　Ｔｏｗｅｒ
東京都 ＨＯＴＥＬ　ＳＵＬＡＴＡ渋谷道玄坂
東京都 ＩＫＥＡ東京立川
東京都 ＪＡ共済ビル
東京都 ＫＡＢＵＴＯ　ＯＮＥ
東京都 ＫＤＸ池袋ビル
東京都 ＫＩＲＡＲＩＴＯ　ＧＩＮＺＡ
東京都 ＫＵビル
東京都 ＬＡＢＩ　ＬＩＦＥ　ＳＥＬＥＣＴ　自由が丘
東京都 ＬＡＢＩ１日本総本店池袋
東京都 ＬＡＢＩ自由が丘店
東京都 ＬＡＢＩ新宿西口館
東京都 ＬＩＮＫ　ＦＯＲＥＳＴ
東京都 ＭＥＥＴＳＰＯＲＴ
東京都 ＭＥＧＡドン・キホーテ大森山王店
東京都 ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ　ＰＡＲＫ
東京都 ｍｓｂ　Ｔｍａｃｈｉ田町ステーションタワー
東京都 ＮＥＸＵＳ　ＤＯＯＲ　ＴＯＫＹＯ
東京都 ＮＲＥＧ秋葉原ビル
東京都 Ｏｔｅｍａｃｈｉ　Ｏｎｅ
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東京都 ＯＶＯＬ日本橋ビル
東京都 ＳＭＥ乃木坂ビル
東京都 ＴＡＳＡＫＩ東京本社ビル
東京都 ＴＢＣビル
東京都 ｔｈｅ　ＡＲＧＹＬＥ　ａｏｙａｍａ
東京都 ｔｈｅ　ｂ　銀座
東京都 ＴＨ銀座ビル
東京都 ＴＫ新橋ビル
東京都 Ｔ－ＬＩＴＥ
東京都 ＴＭＧ八丁堀ビル
東京都 ＷＡＣＣＡ池袋
東京都 ＷＡＴＥＲＳ　ｔａｋｅｓｈｉｂａ
東京都 ＷＩＴＨ　ＨＡＲＡＪＵＫＵ
東京都 ＹＡＭＡＤＡ　ＩＫＥＢＵＫＵＲＯ　アウトレット・リユース＆ＴＡＸ　ＦＲＥＥ館
東京都 アーク森ビル
東京都 アートコンプレックスセンター
東京都 アーバンドックららぽーと豊洲
東京都 アーバンネット内幸町ビル
東京都 アクアシティお台場
東京都 アゴーラ　東京銀座
東京都 アスペンタワービル
東京都 アスペンプラザ
東京都 アスレチッタ蒲田
東京都 アドバンストマテリアルスセンター
東京都 アトレヴィ五反田
東京都 アトレヴィ三鷹
東京都 アトレヴィ巣鴨
東京都 アトレヴィ田端
東京都 アトレ亀戸
東京都 アトレ恵比寿西館
東京都 アトレ秋葉原
東京都 アトレ秋葉原２
東京都 アトレ上野
東京都 アトレ大井町
東京都 アトレ大森
東京都 アトレ目黒１Ａ館
東京都 アニメイト池袋本店
東京都 アパホテル国会議事堂前
東京都 アパホテル浅草雷門
東京都 アブアブ上野店
東京都 アライブ美竹ビル
東京都 アリオ葛西店
東京都 アリオ亀有店
東京都 アリオ北砂店
東京都 アルカード赤羽
東京都 アルカイースト
東京都 アルカキット錦糸町
東京都 アレアレア２
東京都 イーアス高尾
東京都 イオンスタイル御嶽山駅前店
東京都 イオンスタイル有明
東京都 イオンフードスタイル小平店
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東京都 イオンモールむさし村山店
東京都 イオンモール多摩平の森店
東京都 イオンモール東久留米店
東京都 イオンモール日の出店
東京都 イオン西新井店
東京都 イオン板橋ショッピングセンター
東京都 イグジットメルサ
東京都 イトーヨーカドー綾瀬店
東京都 イトーヨーカドー金町店
東京都 イトーヨーカドー高砂店
東京都 イトーヨーカドー国領店
東京都 イトーヨーカドー小岩店
東京都 イトーヨーカドー上板橋店
東京都 イトーヨーカドー大井町店
東京都 イトーヨーカドー大森店
東京都 イトーヨーカドー竹の塚店
東京都 イトーヨーカドー東村山店
東京都 イトーヨーカドー東大和店
東京都 イトーヨーカドー南大沢店
東京都 イトーヨーカドー拝島店
東京都 イトーヨーカドー武蔵境店西館
東京都 イトーヨーカドー武蔵境店東館
東京都 イトーヨーカドー武蔵小金井店
東京都 イトーヨーカドー木場店
東京都 イマス道玄坂ビル
東京都 ヴィアイン飯田橋後楽園
東京都 ウィング新橋
東京都 ウェスティンホテル東京
東京都 エキュート赤羽
東京都 エクレ新宿ビル
東京都 エスパス日拓　高田馬場本店
東京都 エスパス日拓　渋谷本館
東京都 エスポワール表参道
東京都 オークラ　プレステージタワー
東京都 オーケー新用賀店
東京都 オンキョーハウス
東京都 お茶の水ユニオンビル
東京都 お茶の水女子大学
東京都 カラオケパセラ銀座店
東京都 カラオケ歌広場渋谷２４６通り店
東京都 カラ館雷門店
東京都 がん研究会有明病院
東京都 がん研究会有明病院新棟
東京都 キャロットタワー
東京都 キュープラザ原宿
東京都 キュープラザ池袋
東京都 グランスタ丸の内
東京都 グランデュオ蒲田東館
東京都 グランデュオ蒲田西館
東京都 グランデュオ立川
東京都 グランベリーパーク
東京都 グリーンスプリングス
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東京都 クロスガーデン調布
東京都 けやき坂コンプレックス
東京都 コーポ・トランスパル
東京都 ココリア多摩センター
東京都 コジマ×ビックカメラ葛飾店
東京都 コジマ×ビックカメラ江戸川店
東京都 コジマ×ビックカメラ三鷹店
東京都 コジマ×ビックカメラ小平店
東京都 コジマ×ビックカメラ成城店
東京都 コジマ×ビックカメラ足立加平店
東京都 コジマ×ビックカメラ池上店
東京都 コジマ×ビックカメラ東大和店
東京都 コジマ×ビックカメラ福生店
東京都 コジマ×ビックカメラ用賀店
東京都 コスモ渋谷館
東京都 コナミクリエイティブセンター銀座
東京都 ザ・パークハウス西新宿タワー６０
東京都 ザ・ビッグ昭島店
東京都 ザプリンスパークタワー東京
東京都 サミットストア成城店
東京都 サミットストア祖師谷店
東京都 サングロウビル
東京都 サンシャインシティプリンスホテル
東京都 サンシャイン学園
東京都 サンソウゴ池袋ビル
東京都 しながわ水族館
東京都 ジャラン五反田店
東京都 ショッピングセンター３０５
東京都 スーパーバリュー練馬大泉店
東京都 スーパービバホーム豊洲店
東京都 スーパーホテルＪＲ上野入谷口
東京都 スーパーホテルＰｒｅｍｉｅｒ秋葉原
東京都 ステーザ府中中河原ビル
東京都 スモールワールズトウキョウ
東京都 セルリアンタワー
東京都 セレオ八王子
東京都 センターまちや
東京都 センチュリオンホテル池袋
東京都 ソーシャルインキュベーションオフィス・ＳＵＭＩＤＡ
東京都 ソノリティ新宿御苑
東京都 ダイエー西台店
東京都 ダイエー東大島店
東京都 ダイヤゲート池袋
東京都 タイヤビル
東京都 ダイワロイネットホテル東京有明
東京都 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ東京小伝馬町
東京都 トレードピアお台場ビル
東京都 トレランス銀座ビルディング
東京都 ドン・キホーテ亀戸駅前店
東京都 ドン・キホーテ後楽園店
東京都 ドン・キホーテ御徒町店
東京都 ドン・キホーテ秋葉原店
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東京都 ドン・キホーテ上野店
東京都 ドン・キホーテ青梅新町店
東京都 ドン・キホーテ六本木店
東京都 ナショナルトレーニングセンター
東京都 ニッセイ池袋ビル
東京都 ニューピア竹芝サウスタワー
東京都 ニューピア竹芝ノースタワー
東京都 ニュー新橋ビル
東京都 ネオシティミタカ
東京都 ネストホテル新宿
東京都 パーク２４ビル
東京都 パークコート渋谷ザタワー
東京都 パークコート文京小石川ザタワー
東京都 パサージオ
東京都 パルコひばりヶ丘店
東京都 パルコ吉祥寺店
東京都 パルコ池袋店
東京都 パルコ調布店
東京都 パルロード１
東京都 パレスサイドビル
東京都 ビックカメラアウトレット池袋東口店別館
東京都 ビッグファン平和島
東京都 ひので斎場
東京都 ビバホーム板橋小豆沢店
東京都 ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン６０通り
東京都 ヒューリック銀座ビル
東京都 ヒューリック渋谷公園通りビル
東京都 ヒューリック新宿ビル
東京都 ヒルトン東京ホテル
東京都 ファンケル銀座スクエア
東京都 フェス茅場町
東京都 フォレストサイドビル
東京都 プラウドタワー武蔵小金井クロス
東京都 プリンス会館
東京都 プルマン東京田町
東京都 フレイザースイート赤坂東京
東京都 フレンテ南大沢新館
東京都 フロンティア銀座ビル
東京都 ベルビー赤坂
東京都 ホーマットシャロン
東京都 ホームセンターコーナンぐりーんうぉーく多摩店
東京都 ホームセンターコーナン小平店
東京都 ホテル　ザ・ビー水道橋
東京都 ホテルＪＡＬシティ東京豊洲
東京都 ホテルウィングインターナショナル後楽園
東京都 ホテルオークラ東京
東京都 ホテルかずさや
東京都 ホテルカデンツァ光が丘
東京都 ホテルニュースター池袋
東京都 ホテルパークイン新宿
東京都 ホテルマリナーズコート東京
東京都 ホテルメトロポリタンエドモント
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東京都 ホテルモントレ　ラ・スールギンザ
東京都 ホテルモントレ銀座
東京都 ホテル日本橋サイボー
東京都 マグレブビル
東京都 マチノマ大森
東京都 マルイシティ上野
東京都 マルイシティ池袋
東京都 マルイメン新宿
東京都 マルハン池袋ビル
東京都 マロニエゲート
東京都 メトロ・エム後楽園
東京都 モード学園コクーンタワー
東京都 ヤマダ電機　江東新砂店
東京都 ヤマダ電機ＬＡＢＩ秋葉原パソコン館
東京都 ヤマダ電機ＬＡＢＩ渋谷店
東京都 ヤマダ電機ＬＡＢＩ新橋デジタル館
東京都 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ葛西店
東京都 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ八王子別所店
東京都 ヤマダ電機テックランド足立店
東京都 ヤマダ電機テックランド大泉学園店家電館
東京都 ヤマダ電機テックランド大田糀谷店
東京都 ヤマダ電機テックランド東京本店
東京都 ヤマダ電機テックランド平和台駅前店
東京都 ヤマダ電機テックランド練馬本店
東京都 ヤマトシステム開発株式会社世田谷事業所ビル
東京都 ユニカ新宿ビル
東京都 ヨークマート小豆沢店
東京都 ヨドバシＡＫＩＢＡビル
東京都 ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺
東京都 ヨドバシカメラマルチメディア上野
東京都 ヨドバシカメラマルチメディア町田
東京都 ヨドバシカメラ八王子店
東京都 ライフ仲宿店
東京都 ららぽーと立川立飛店
東京都 リリオ亀有
東京都 リリオ弐番館
東京都 リンクスクエア新宿
東京都 ルミネエスト新宿店
東京都 ルミネエスト新宿地下フロア
東京都 ルミネ荻窪店
東京都 ルミネ立川店
東京都 レミィ五反田
東京都 レム東京京橋
東京都 レム六本木
東京都 ロイヤルパーク汐留タワー
東京都 ロイヤルホームセンター足立鹿浜店
東京都 ロイヤルライフ多摩
東京都 ロンシール四つ木Ｓ．Ｐ．
東京都 ワープ新宿
東京都 ワタナベファーストビル
東京都 杏林大学井の頭キャンパス共用棟
東京都 杏林大学三鷹キャンパス医学部講義棟
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東京都 杏林大学三鷹キャンパス図書館棟
東京都 伊勢丹会館
東京都 伊勢丹新宿店
東京都 伊勢丹立川店
東京都 伊勢丹本館パーキングビル
東京都 井門銀座みゆき通りビル
東京都 羽田イノベーションシティ
東京都 羽田エアポートガーデン
東京都 羽田クロノゲート
東京都 羽田空港第２旅客ターミナルビル
東京都 羽田空港第３旅客ターミナルビル
東京都 奥村プラッツビル
東京都 荻窪タウンセブン
東京都 加平谷中地下歩道
東京都 河北総合病院分院
東京都 学校法人杉野学園第３校舎
東京都 学校法人杉野学園本校舎
東京都 学校法人片柳学園八王子キャンパス１２号館
東京都 学校法人片柳学園八王子キャンパス２１号館
東京都 楽園立川店
東京都 株式会社イイノ・メディアプロ　南青山スタジオ
東京都 蒲田東急プラザ
東京都 丸の内１－３計画
東京都 丸の内オアゾ
東京都 丸の内センタービル
東京都 丸の内公共地下駐車場
東京都 丸の内二重橋ビルディング
東京都 丸井・喜多ビル
東京都 丸井吉祥寺店
東京都 丸井錦糸町店
東京都 丸井新宿東口ビル
東京都 丸一ビル
東京都 丸紅新本社ビル
東京都 気象庁・港区立教育センター
東京都 紀伊國屋書店本社ビル
東京都 亀戸Ｂ＆Ｖビル
東京都 吉祥寺スクエア
東京都 京王プラザホテル
東京都 京王プレッソイン池袋
東京都 京王プレッソイン東京八重洲
東京都 京王プレッソイン東銀座
東京都 京王モール
東京都 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター　Ｂ館
東京都 京王八王子ショッピングセンター
東京都 京急ＥＸイン新馬場駅北口
東京都 京急ＥＸイン浜松町・大門駅前
東京都 京橋第９長岡ビル
東京都 共同印刷株式会社本社ビル
東京都 玉川高島屋ＳＣガーデンアイランド
東京都 玉川高島屋ＳＣマロニエコート
東京都 玉川大学ＭＭＲＣ棟・食堂棟
東京都 桐朋学園大学仙川キャンパス
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東京都 銀座ＣＯＭビル
東京都 銀座コア
東京都 銀座トレシャス
東京都 銀座ナイン
東京都 銀座ベルビア館
東京都 銀座柳通りビル
東京都 駒澤大学種月館３号館
東京都 恵比寿三越
東京都 慶應義塾大学三田キャンパス研究室棟
東京都 慶應義塾大学三田キャンパス大学院校舎
東京都 慶應義塾大学三田キャンパス西校舎
東京都 慶應義塾大学三田キャンパス南校舎
東京都 慶應義塾大学三田キャンパス北校舎
東京都 慶應義塾大学病院１号館
東京都 虎ノ門２丁目タワー
東京都 虎ノ門４０ＭＴビル
東京都 虎ノ門タワーズオフィス
東京都 虎ノ門ヒルズビジネスタワー
東京都 虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
東京都 虎の門病院
東京都 御殿山トラストタワー
東京都 光が丘ＩＭＡ
東京都 公立福生病院
東京都 工学院大学新宿キャンパス
東京都 工学院大学八王子キャンパス５号館
東京都 工学院大学八王子キャンパス８号館
東京都 工学院大学八王子キャンパス１１号館
東京都 工学院大学八王子キャンパス１２号館
東京都 工学院大学八王子キャンパススチューデントセンター
東京都 高島屋日本橋店
東京都 国際ファッションセンタービル
東京都 国分寺ターミナルビル
東京都 国立科学博物館地球館
東京都 国立科学博物館日本館
東京都 国立競技場
東京都 国立代々木競技場第一体育館
東京都 国立病院機構災害医療センター
東京都 桜上水ガーデンズ
東京都 桜美林大学東京ひなたやまキャンパス
東京都 笹塚ショッピングモール　ＴＷＥＮＴＹ　ＯＮＥ
東京都 三井アウトレットパーク多摩南大沢
東京都 三井ガーデンホテル京橋
東京都 三井ガーデンホテル五反田
東京都 三井ガーデンホテル上野
東京都 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア
東京都 三井ガーデンホテル大手町
東京都 三栄ビル
東京都 三越銀座店
東京都 三会堂ビル
東京都 三鷹中央防災公園　総合スポーツセンター
東京都 産業能率大学自由が丘キャンパス１号館
東京都 産業能率大学自由が丘キャンパス３号館
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東京都 産業能率大学自由が丘キャンパス７号館
東京都 産業能率大学代官山キャンパス
東京都 志村ショッピングセンター
東京都 自衛隊中央病院
東京都 汐留パーキング
東京都 芝浦ビル
東京都 芝浦工業大学芝浦キャンパス
東京都 芝浦工業大学豊洲キャンパス
東京都 若葉台センター商業ビル
東京都 主婦会館プラザエフ
東京都 住友不動産麹町ガーデンタワー
東京都 住友不動産秋葉原ファーストビル
東京都 住友不動産西新宿６丁目ビル
東京都 住友不動産青葉台タワー
東京都 渋谷キャスト
東京都 渋谷スクランブルスクエア東棟
東京都 渋谷パルコ
東京都 渋谷マルイ（マルイジャム渋谷）
東京都 渋谷モディ
東京都 渋谷区役所
東京都 渋谷公会堂
東京都 渋谷三善ビルディング
東京都 渋谷住友信託ビル
東京都 渋谷地下街
東京都 渋谷郵便局
東京都 順天堂大学医学部附属　順天堂医院
東京都 順天堂大学医局棟
東京都 小田急ハルク
東京都 小田急百貨店町田店
東京都 昭和大学
東京都 昭和大学歯科病院
東京都 昭和通りアンダーパス
東京都 松坂屋パークプレイス２４
東京都 松坂屋上野店本館
東京都 常盤橋タワー
東京都 新丸の内センタービル
東京都 新橋２丁目ＭＴビル
東京都 新橋駅前ビル１号館
東京都 新橋駅前ビル２号館
東京都 新砂プラザ
東京都 新宿Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ
東京都 新宿コズミックスポーツセンター
東京都 新宿サブナード
東京都 新宿サンエービル 
東京都 新宿ルミネ１
東京都 新宿ルミネ２
東京都 新宿レミナビル
東京都 新宿三越本館
東京都 新宿三丁目イーストビル
東京都 新宿三丁目東宝ビル
東京都 新宿住友ビル
東京都 新宿東口ビル
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東京都 新宿西口駅前ビル
東京都 新宿西口地下街
東京都 新宿西口地下道
東京都 新宿西地下街
東京都 新大宗ビル３号館
東京都 新都乃田ビル
東京都 新槇町ビル
東京都 神谷町トラストタワー
東京都 神田大木ビル
東京都 杉野服飾大学第二校舎
東京都 成蹊大学１０号館
東京都 聖心女子大学１号館
東京都 聖心女子大学２号館
東京都 聖心女子大学３号館
東京都 聖心女子大学マリアンホール
東京都 西新井ショッピングセンター
東京都 西武池袋本店
東京都 西友ひばりヶ丘店
東京都 西友河辺店
東京都 西友花小金井店
東京都 西友吉祥寺店
東京都 西友久米川店
東京都 西友三軒茶屋店
東京都 西友成増店
東京都 西友町田店
東京都 西友調布店
東京都 西友豊田店
東京都 青海フロンティアビル
東京都 青山学院大学１号館
東京都 青山学院大学２号館
東京都 青山学院大学７号館
東京都 青山学院大学８号館
東京都 青山学院大学１１号館
東京都 青山学院大学１５号館
東京都 青山学院大学１７号館
東京都 青山学院大学記念館兼体育館
東京都 青山学院大学青学講堂
東京都 青山学院大学総研ビル
東京都 青山学院大学短大本館
東京都 青山学院大学短大体育館
東京都 青山学院大学短大南校舎
東京都 青山学院大学短大北校舎
東京都 青葉六本木ビル
東京都 赤坂クリスタルホテル
東京都 赤坂東急ビル
東京都 千住ミルディス１番館
東京都 千住大橋ポンテグランデＴＯＫＹＯ
東京都 専修大学
東京都 専修大学神田キャンパス新校舎
東京都 浅草ＲＯＸ
東京都 浅草ＲＯＸＤＯＭＥ
東京都 浅草タワー
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東京都 早稲田大学研究開発センター
東京都 早稲田大学喜久井町キャンパス４１－５号館
東京都 早稲田大学戸山キャンパス３０号館
東京都 早稲田大学戸山キャンパス３１号館
東京都 早稲田大学戸山キャンパス３２号館
東京都 早稲田大学戸山キャンパス３４号館
東京都 早稲田大学戸山キャンパス３６号館
東京都 早稲田大学戸山キャンパス３９号館
東京都 早稲田大学早稲田アリーナ
東京都 早稲田大学国際コミュニティプラザ
東京都 早稲田大学西早稲田キャンパス６３号館
東京都 早稲田大学西早稲田キャンパス６６号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス４号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス６号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス８号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス９号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１０号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１１号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１２号館３号棟
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１４号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１５号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１６号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１７号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１８号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１９号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス２０号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス２１号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス２２号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス２３号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス２４号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス２５号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス２６号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス２７号館
東京都 早稲田大学早稲田キャンパス１２０号館５号棟
東京都 早稲田大学大久保キャンパス５１号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス５５号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス５６号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス５７号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス５８号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス５９号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス６０号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス６１号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス６２号館
東京都 早稲田大学大久保キャンパス６５号館
東京都 早稲田予備校
東京都 巣鴨スポーツセンター
東京都 相鉄フレッサイン東京田町
東京都 相鉄ローゼン成瀬店
東京都 足立区役所
東京都 代官山アドレスディセ
東京都 代々木クリスタルビル
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東京都 台場フロンティアビル
東京都 大井町再開発ビル２号棟
東京都 大丸ピーコック自由が丘店
東京都 大崎ＭＴビル
東京都 大崎センタービル
東京都 大崎ニューシティ
東京都 大崎ニューシティ４号館
東京都 大山パールマンション
東京都 大森駅前ビル
東京都 大塚駅南口ビル
東京都 大田区体育館
東京都 大和ハウス工業東京ビル
東京都 第１０１東京ビル
東京都 第６東洋海事ビル
東京都 第一ホテル東京
東京都 第一ホテル東京シーフォート
東京都 拓殖大学文京キャンパスＣ館
東京都 池袋Ｐ’パルコ
東京都 池袋グローブ
東京都 池袋ショッピングパーク
東京都 池袋佐々木ビル
東京都 池袋地下街
東京都 中野マルイ
東京都 朝日生命六本木ビル
東京都 町田ジョルナ
東京都 町田ターミナルプラザ商業棟
東京都 町田モディ
東京都 町田東急ツインズ　ＥＡＳＴ
東京都 長尾ビル 
東京都 調布アミックスビル
東京都 調布市総合体育館
東京都 帝京科学大学千住キャンパス本館
東京都 帝京科学大学千住キャンパス２号館
東京都 帝京科学大学千住キャンパス３号館
東京都 帝京大学大学棟本館
東京都 帝京大学大学棟２号館
東京都 帝京大学八王子キャンパス　ソラティオスクエア
東京都 帝京大学医学部附属病院
東京都 鉄鋼会館
東京都 天王洲セントラルタワー
東京都 島忠ホームズ中野本店
東京都 東横イン大森
東京都 東横イン新宿御苑前駅３番出口
東京都 東横イン浅草蔵前雷門
東京都 東久留米ショッピングセンタークルネ
東京都 東急ステイ青山プレミア
東京都 東急ハンズ渋谷店
東京都 東急ハンズ池袋店
東京都 東急百貨店　吉祥寺店
東京都 東京イーストサイドホテル櫂会
東京都 東京ガーデンシアター
東京都 東京グランドホテル
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東京都 東京グローバルヘッドクォータ
東京都 東京タワー
東京都 東京トヨペット虎ノ門店
東京都 東京ベイコート倶楽部ホテル＆スパリゾート
東京都 東京ベイ潮見プリンスホテル
東京都 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー
東京都 東京マリオットホテル
東京都 東京医科歯科大学５号館
東京都 東京医科歯科大学Ｍ＆Ｄタワー
東京都 東京医科歯科大学医科ＡＢ棟
東京都 東京駅地下街
東京都 東京地下鉄丸ノ内線、赤坂地下歩道
東京都 東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス
東京都 東京芸術劇場
東京都 東京虎ノ門グローバルスクエア
東京都 東京国際クルーズターミナル
東京都 東京女子医科大学北校舎
東京都 東京女子医科大学中央校舎
東京都 東京女子医科大学看護学部第一校舎
東京都 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
東京都 東京女子医科大学病院
東京都 東京女子大学
東京都 東京大学駒場２キャンパスＡｎ棟
東京都 東京大学工学部２号館
東京都 東京大学工学部新３号館
東京都 東京大学生命科学総合研究棟Ｂ
東京都 東京大学農学部３号館
東京都 東京大学本郷キャンパス伊藤国際学術研究センター
東京都 東京大学本郷キャンパス銀杏メトロ食堂
東京都 東京大学本郷キャンパス工学部４号館
東京都 東京大学本郷キャンパス山上会館
東京都 東京大学本郷キャンパス中央食堂
東京都 東京大学本郷キャンパス入院棟Ｂ
東京都 東京電機大学東京千住キャンパス１号館
東京都 東京電機大学東京千住キャンパス２号館
東京都 東京電機大学東京千住キャンパス３号館
東京都 東京電機大学東京千住キャンパス４号館
東京都 東京電機大学東京千住キャンパス５号館
東京都 東京電力ホールディングス本館
東京都 東京都庁第一本庁舎
東京都 東京南新宿ビルディング
東京都 東京農工大学　小金井キャンパス
東京都 東京薬科大学ドラックラショナル研究開発センター・薬学研究棟
東京都 東京薬科大学第１部室棟
東京都 東京薬科大学第４部室棟
東京都 東京薬科大学教育棟
東京都 東京薬科大学研究棟
東京都 東京薬科大学図書館棟
東京都 東京薬科大学研究３号館
東京都 東京薬科大学教育５号館
東京都 東京薬科大学附属社会医療センター
東京都 東村山プラザ
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東京都 東武ビル
東京都 東服ビル
東京都 東洋大学白山キャンパス７号館
東京都 道玄坂秀永ビル
東京都 南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ
東京都 二子玉川ライズ
東京都 日幸大森ビル
東京都 日拓新小岩ビル
東京都 日鉄日本橋ビル
東京都 日比谷パークフロント
東京都 日比谷フォートタワー
東京都 日比谷地下自動車道
東京都 日本医科大学大学院
東京都 日本医科大学付属病院
東京都 日本医科大学付属病院東館
東京都 日本科学未来館
東京都 日本橋一丁目ビルディング
東京都 日本橋兜町パーキング
東京都 日本橋丸善東急ビル
東京都 日本橋三越本店本館
東京都 日本橋三越本店新館
東京都 日本橋室町野村ビル
東京都 日本橋髙島屋三井ビルディング
東京都 日本獣医生命科学大学Ａ・Ｂ棟
東京都 日本獣医生命科学大学Ｃ棟
東京都 日本獣医生命科学大学Ｄ棟
東京都 日本獣医生命科学大学Ｅ棟
東京都 日本生命浅草ビル
東京都 日本大学危機管理学部・スポーツ科学部１号館
東京都 日本大学危機管理学部・スポーツ科学部２号館
東京都 日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ
東京都 日本電子専門学校７号館
東京都 日本電子専門学校８号館
東京都 日本電子専門学校本館
東京都 日本文化大學２号館
東京都 日本文化大學メディアセンター
東京都 日本文化大學楽工舎
東京都 農大サイエンスポート
東京都 博愛堂ビル
東京都 白魚橋駐車場
東京都 白百合女子大学１号館本館
東京都 白百合女子大学２号館
東京都 白百合女子大学３号館
東京都 白百合女子大学クラブハウス
東京都 八王子スカイホテル
東京都 八王子ツインタワーＡ館
東京都 八王子ツインタワーＢ館
東京都 八王子駅南口ビル（セレオ八王子　南館）
東京都 八王子日本閣
東京都 八重洲セントラルパークビル
東京都 八重洲中央ビルディング
東京都 八日町夢街道パーキング
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東京都 板橋センターホテル
東京都 板橋四ツ又駐車場
東京都 飯野ビルディング
東京都 品川イーストワンタワー
東京都 品川シーサイドイーストタワー
東京都 品川シーサイドフォレスト店舗棟
東京都 不二ビル
東京都 府中駅公共地下駐車場
東京都 武蔵野音楽大学江古田キャンパス
東京都 武蔵野美術大学鷹の台キャンパス１号館
東京都 武蔵野美術大学鷹の台キャンパス２号館
東京都 武蔵野美術大学鷹の台キャンパス８号館
東京都 武蔵野美術大学鷹の台キャンパス９号館
東京都 武蔵野美術大学鷹の台キャンパス１０号館
東京都 武蔵野美術大学鷹の台キャンパス１２号館
東京都 文京ガーデンゲートタワー
東京都 文京ガーデンノーステラス
東京都 文京グリーンコート
東京都 平和島競艇場　ボートレース平和島劇場
東京都 片柳学園蒲田キャンパス２号館
東京都 片柳学園蒲田キャンパス新３号館
東京都 法政大学市ヶ谷キャンパス８０年館
東京都 法政大学市ヶ谷キャンパスボアソナードタワー
東京都 法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎
東京都 法政大学市ヶ谷キャンパス九段校舎
東京都 法政大学市ヶ谷キャンパス新一口坂校舎
東京都 法政大学市ヶ谷キャンパス富士見ゲート
東京都 法政大学市ヶ谷キャンパス法科大学院
東京都 法政大学小金井キャンパス東館
東京都 法政大学小金井キャンパス西館
東京都 法政大学小金井キャンパス南館
東京都 法政大学多摩キャンパス経済学部棟
東京都 法政大学多摩キャンパス社会学部棟
東京都 法政大学多摩キャンパス食堂Ａ棟
東京都 法政大学多摩キャンパス図書館研究所棟
東京都 法政大学多摩キャンパス総合棟
東京都 豊洲ベイサイドクロスタワー
東京都 豊洲ベイサイドクロスタワーＢ棟
東京都 豊洲特別出張所
東京都 豊島公会堂跡地　新ホール棟
東京都 北品川５丁目計画
東京都 本町駐車場
東京都 麻布子供中高生プラザ
東京都 味の素スタジアム
東京都 明治大学駿河台キャンパス１２号館
東京都 明治大学駿河台キャンパス１４号館
東京都 明治大学駿河台キャンパス紫紺館
東京都 明治大学中野キャンパス
東京都 明星大学日野校２８号館
東京都 明星大学日野校大学会館
東京都 目黒セントラルスクエア
東京都 有楽町マリオン
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東京都 有楽町地下街
東京都 有明セントラルタワー
東京都 有明フロンティアビル
東京都 有明体操競技場
東京都 立教大学池袋キャンパス
東京都 立教大学池袋キャンパス１２号館
東京都 立教大学池袋キャンパス１８号館
東京都 立正佼成会付属佼成病院
東京都 立正大学品川キャンパス
東京都 立川ステージガーデン
東京都 立川タカシマヤ
東京都 立川病院
東京都 霊友会
東京都 練馬駅北口地下駐車場
東京都 和光大学Ｂ棟
東京都 和光大学Ｈ棟
東京都 和光大学Ｌ棟
東京都 國學院大學　渋谷キャンパス
東京都、埼玉県 埼玉高速鉄道　赤羽岩淵駅～川口元郷駅　駅間
東京都、埼玉県 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス　六町駅～八潮駅　駅間
東京都、埼玉県 東京メトロ有楽町線　和光市駅～地下鉄成増駅　駅間
東京都、千葉県 都営地下鉄新宿線　篠崎駅～本八幡駅　駅間
東京都、千葉県 北総鉄道　新柴又駅～秋山駅　駅間
山梨県 ＪＲ中央本線　勝沼ぶどう郷駅～塩山駅　駅間
山梨県 ＪＲ中央本線　勝沼ぶどう郷駅～甲斐大和駅　駅間
山梨県 ＪＲ中央本線　四方津第一トンネル
山梨県 ＪＲ中央本線　四方津第二トンネル
山梨県 ＪＲ中央本線　新四方津第一トンネル
山梨県 ＪＲ中央本線　新四方津第二トンネル
山梨県 ＪＲ笹子トンネル
山梨県 ＪＲ新笹子トンネル
山梨県 奥秩父トンネル
山梨県 花咲トンネル
山梨県 巌トンネル
山梨県 雁坂トンネル
山梨県 橋西トンネル
山梨県 厳山トンネル
山梨県 午前山トンネル
山梨県 甲武トンネル
山梨県 笹子トンネル
山梨県 七里岩トンネル
山梨県 室伏トンネル
山梨県 若彦トンネル
山梨県 松姫トンネル
山梨県 新割石トンネル
山梨県 新巌トンネル
山梨県 新御坂トンネル
山梨県 新笹子トンネル
山梨県 新雛鶴トンネル
山梨県 新倉トンネル
山梨県 新倉河口湖トンネル
山梨県 新倉第一トンネル
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山梨県 新倉第二トンネル
山梨県 新中野トンネル
山梨県 新梁川第一トンネル
山梨県 新梁川第二トンネル
山梨県 太田トンネル
山梨県 大蔵経寺山トンネル
山梨県 中之倉トンネル
山梨県 都留第二トンネル
山梨県 波高島トンネル
山梨県 牧丘トンネル
山梨県 万力八幡トンネル
山梨県 梁川第一トンネル
山梨県 梁川第二トンネル
山梨県 籠坂トンネル
山梨県 大月トンネル（中央自動車道）
山梨県 谷後トンネル（中央自動車道）
山梨県 中野トンネル（中央自動車道）
山梨県 黒野田トンネル（中央自動車道）
山梨県 新岩殿トンネル（中央自動車道）
山梨県 斧窪第一トンネル（中央自動車道）
山梨県 斧窪第二トンネル（中央自動車道）
山梨県 斧窪第三トンネル（中央自動車道）
山梨県 原トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 峯トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 一色トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 塩沢トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 宮狩トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 城山トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 森山トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 醍醐山トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 竹之沢トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 八之尻トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 鴨狩津向トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 楮根第一トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 楮根第二トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 楮根第三トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 楮根第四トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 上八木沢トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 下八木沢第一トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 下八木沢第二トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 角打トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 丸滝トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 帯金第一トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 帯金第二トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 大島第一トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 大島第二トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 和田トンネル（中部横断自動車道）
山梨県 新笹子トンネル（国道２０号）
山梨県 新榧ノ木トンネル（国道５２号）
山梨県 山宮トンネル（国道１３７号）
山梨県 谷抜トンネル（国道１３７号）
山梨県 愛宕トンネル（県道６号）



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

山梨県 イオンモール甲府昭和店
山梨県 ベストイン甲府
山梨県 山中湖村役場
山梨県 山梨県富士山科学研究所　本館
山梨県 山梨県富士山科学研究所　実験棟
山梨県 日本航空学園山梨キャンパス
山梨県 富士吉田市立病院
山梨県 富士急雲上閣
山梨県 富士山リゾートホテル
新潟県 ＪＲ上越新幹線　魚沼トンネル
新潟県 ＪＲ上越新幹線　滝谷トンネル
新潟県 ＪＲ上越新幹線　妙見トンネル
新潟県 ＪＲ上越新幹線　浦佐トンネル
新潟県 ＪＲ上越新幹線　塩沢トンネル
新潟県 ＪＲ上越新幹線　堀之内トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　歌トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　金山トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　桑取トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　高田トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　高峰トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　松ノ木トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　上野トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　新木浦トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　青海トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　中浜トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　峰山トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　名引トンネル
新潟県 ＪＲ北陸新幹線　新親不知トンネル
新潟県 朝日トンネル
新潟県 浦川原トンネル
新潟県 下倉山トンネル
新潟県 角海トンネル
新潟県 笠取トンネル
新潟県 刈羽トンネル
新潟県 観音平トンネル
新潟県 岩木トンネル
新潟県 鬼伏トンネル
新潟県 吉津トンネル
新潟県 吉田トンネル
新潟県 郷津トンネル
新潟県 金山トンネル
新潟県 金谷山トンネル
新潟県 駒返トンネル
新潟県 五十島トンネル
新潟県 五福トンネル
新潟県 荒谷トンネル
新潟県 高の峰トンネル
新潟県 高岩山トンネル
新潟県 黒森山トンネル
新潟県 三坂トンネル
新潟県 山古志トンネル
新潟県 山本山トンネル



停電時にａｕ携帯電話がご利用頂けない場合がある施設
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都道府県 施設名

新潟県 子不知トンネル
新潟県 市振トンネル
新潟県 寺地トンネル
新潟県 芝原トンネル
新潟県 十二峠トンネル
新潟県 春日山トンネル
新潟県 小出トンネル
新潟県 小千谷第二トンネル
新潟県 焼山トンネル
新潟県 城山トンネル
新潟県 新榎トンネル
新潟県 新潟みなとトンネル
新潟県 新潟花立トンネル
新潟県 新潟鬼伏トンネル
新潟県 新潟金山トンネル
新潟県 新潟高の峰トンネル
新潟県 新潟山王トンネル
新潟県 新潟太平寺トンネル
新潟県 新潟徳合トンネル
新潟県 新潟米山トンネル
新潟県 新桜町トンネル
新潟県 新地蔵トンネル
新潟県 親不知トンネル
新潟県 瀬波温泉トンネル
新潟県 正善寺トンネル
新潟県 清津峡トンネル
新潟県 西山トンネル
新潟県 石打トンネル
新潟県 石峠トンネル
新潟県 赤岩トンネル
新潟県 赤田トンネル
新潟県 川内トンネル
新潟県 船ヶ沢萱付トンネル
新潟県 太平寺トンネル
新潟県 大所トンネル
新潟県 大沢山トンネル
新潟県 第一上野トンネル
新潟県 第二上野トンネル
新潟県 第三上野トンネル
新潟県 中永トンネル
新潟県 中山トンネル
新潟県 長峯トンネル
新潟県 椎谷岬トンネル
新潟県 天険トンネル
新潟県 天神堂トンネル
新潟県 湯元トンネル
新潟県 湯沢トンネル
新潟県 筒石トンネル
新潟県 徳合トンネル
新潟県 二居トンネル
新潟県 能生トンネル
新潟県 柏崎トンネル
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新潟県 八箇トンネル
新潟県 飯山トンネル
新潟県 府屋第一トンネル
新潟県 武石トンネル
新潟県 風波トンネル
新潟県 福取トンネル
新潟県 平牛トンネル
新潟県 米山トンネル
新潟県 片貝トンネル
新潟県 宝珠山トンネル
新潟県 名立トンネル
新潟県 名立大町トンネル
新潟県 毛祝坂トンネル
新潟県 薬師トンネル
新潟県 六日町トンネル（関越自動車道）
新潟県 ＨＯＴＥＬシャーレゆざわ銀水
新潟県 ホテルリッチ新潟
新潟県 むいか温泉ホテル
新潟県 魚沼市立小出病院
新潟県 新潟市水族館マリンピア日本海
新潟県 新潟食料農業大学胎内キャンパス
新潟県 西堀ローサ地下街
新潟県 日本中央競馬会　新潟競馬場
新潟県 妙高旧アライリゾート（ホテルロッテ）


