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青森県 ＪＲ東北新幹線　牛鍵トンネル
青森県 ＪＲ東北新幹線　五戸トンネル
青森県 ＪＲ東北新幹線　高岩トンネル
青森県 ＪＲ東北新幹線　細越トンネル
青森県 ＪＲ東北新幹線　三戸トンネル
青森県 ＪＲ東北新幹線　赤平トンネル
青森県 ＪＲ東北新幹線　錦ヶ丘トンネル
青森県 ＪＲ東北新幹線　田茂木野トンネル
青森県 ＪＲ東北新幹線　八甲田トンネル
青森県 ＪＲ北海道新幹線　館下トンネル
青森県 ＪＲ北海道新幹線　館沢トンネル
青森県 ＪＲ北海道新幹線　青函トンネル
青森県 ＪＲ北海道新幹線　大平トンネル
青森県 ＪＲ北海道新幹線　大川平トンネル
青森県 ＪＲ北海道新幹線　津軽蓬田トンネル
青森県 ＪＲ北海道新幹線　第二外黒山トンネル
青森県 是川トンネル（八戸久慈自動車道）
青森県 弘前大学医学部附属病院
青森県 ビジネスイン横浜
秋田県 ＪＲ秋田新幹線　第一志度内トンネル
秋田県 ＪＲ秋田新幹線　第二志度内トンネル
秋田県 ＪＲ秋田新幹線　下木取トンネル
秋田県 ＪＲ秋田新幹線　堀木トンネル
秋田県 ＪＲ秋田新幹線　相沢山トンネル
秋田県 イーホテルショッピングモール
秋田県 イオンタウン能代
秋田県 イオン大曲ショッピングセンター
秋田県 秋田赤十字病院
秋田県 秋田大学医学部付属病院
秋田県 中通総合病院
秋田県 北秋田市民ふれあいプラザ
秋田県 ホテル鹿角
秋田県、岩手県 ＪＲ秋田新幹線　仙岩トンネル
岩手県 ＪＲ秋田新幹線　第一岩沢トンネル
岩手県 ＪＲ秋田新幹線　第二岩沢トンネル
岩手県 ＪＲ秋田新幹線　松倉トンネル
岩手県 ＪＲ秋田新幹線　炭焼トンネル
岩手県 ＪＲ秋田新幹線　大坪山トンネル
岩手県 ＪＲ秋田新幹線　高倉トンネル
岩手県 ＪＲ東北新幹線　長瀬トンネル
岩手県 ＪＲ東北新幹線　二戸トンネル
岩手県 ＪＲ東北新幹線　福岡トンネル
岩手県 ＪＲ東北新幹線　金田一トンネル
岩手県 鵜住居第２トンネル
岩手県 小槌第１トンネル
岩手県 小槌第２トンネル
岩手県 新小本トンネル
岩手県 石塚トンネル
岩手県 豊間根トンネル
岩手県 間木戸トンネル（三陸沿岸道路　山田宮古道路）
岩手県 手代森トンネル（宮古盛岡横断道路）
岩手県 新区界トンネル（宮古盛岡横断道路）
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岩手県 摂待第一トンネル（田老岩泉道路）
岩手県 摂待第二トンネル（田老岩泉道路）
岩手県 田名部トンネル（三陸沿岸道路　山田宮古道路）
岩手県 羅生トンネル（国道４５号）
岩手県 熊の木トンネル（国道４５号）
岩手県 城山トンネル（国道４５号）
岩手県 簗川トンネル（国道１０６号）
岩手県 重津部トンネル
岩手県 新三陸トンネル西
岩手県 水海トンネル
岩手県 大槌第１トンネル
岩手県 大槌第２トンネル
岩手県 定内トンネル
岩手県 田名部トンネル
岩手県 岩手県立中部病院
岩手県 イオンモール盛岡南
岩手県 世界遺産の隠れ宿　果実の実
岩手県 ガーデンリゾート悠の湯　風の季
岩手県 モルデンの湯　ラビスタ安比高原
宮城県 ＪＲ東日本仙石線　榴ヶ岡駅
宮城県 ＪＲ東日本仙石線　宮城野原駅
宮城県 ＪＲ東日本仙石線　陸前原ノ町駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　卸町駅～六丁の目駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　宮城野通駅～連坊駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　国際センター駅～大町西公園駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　青葉山駅～川内駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　青葉通一番町駅～仙台駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　仙台駅～宮城野通駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　川内駅～国際センター駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　大町西公園駅～青葉通一番町駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　八木山動物公園駅～青葉山駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　薬師堂駅～卸町駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　連坊駅～薬師堂駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　六丁の目駅～荒井駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄東西線　卸町駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　宮城野通駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　荒井駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　国際センター駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　青葉山駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　青葉通一番町駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　仙台駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　川内駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　大町西公園駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　八木山動物公園駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　薬師堂駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　連坊駅
宮城県 仙台市地下鉄東西線　六丁の目駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　愛宕橋駅～五橋駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　旭ヶ丘駅～黒松駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　河原町駅～愛宕橋駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　五橋駅～仙台駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　勾当台公園駅～北四番丁駅　駅間
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宮城県 仙台市地下鉄南北線　広瀬通駅～勾当台公園駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　仙台駅～広瀬通駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　台原駅～旭ヶ丘駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　長町一丁目駅～河原町駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　長町駅～長町一丁目駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　長町南駅～長町駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　富沢駅～長町南駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　北四番丁駅～北仙台駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　北仙台駅～台原駅　駅間
宮城県 仙台市地下鉄南北線　黒松駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　旭ヶ丘駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　愛宕橋駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　河原町駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　五橋駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　勾当台公園駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　広瀬通駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　仙台駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　台原駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　長町一丁目駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　長町駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　長町南駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　北四番丁駅
宮城県 仙台市地下鉄南北線　北仙台駅
宮城県 小原温泉トンネル
宮城県 松ヶ房トンネル（相馬福島道路）
宮城県 清水トンネル（南三陸道路）
宮城県 ＪＣＨＯ仙台病院
宮城県 ＪＲ仙台イーストゲートビル
宮城県 イオンモール新利府南館
宮城県 イオン仙台中山ショッピングセンター
宮城県 スーパービバホーム仙台中山店
宮城県 ドン・キホーテ仙台駅前店
宮城県 ホテル伽羅
宮城県 ホテル観洋
宮城県 みやぎ生協　幸町店
宮城県 一番町ステア
宮城県 栗原市立栗原中央病院
宮城県 仙台トラストタワー
宮城県 仙台パルコ２
宮城県 仙台パルコ２新館
宮城県 仙台徳洲会病院
宮城県 東北大学農学部　青葉山新キャンパス
宮城県 東北放送新社屋
山形県 ＪＲ山形新幹線　峠駅
山形県 ＪＲ山形新幹線　板谷駅
山形県 ＪＲ山形新幹線　第一板谷峠トンネル
山形県 ＪＲ山形新幹線　第二板谷峠トンネル
山形県 ＪＲ山形新幹線　板谷峠トンネル
山形県 ＪＲ山形新幹線　第一太鼓沢トンネル
山形県 ＪＲ山形新幹線　第二太鼓沢トンネル
山形県 ＪＲ山形新幹線　太鼓沢トンネル
山形県 ＪＲ山形新幹線　滝の沢トンネル



停電時にａｕ携帯電話がご利用頂けない場合がある施設

2023年3月31日現在

都道府県 施設名

山形県 ＪＲ山形新幹線　第一猿羽根トンネル
山形県 ＪＲ山形新幹線　第二猿羽根トンネル
山形県 山形蔵王トンネル
山形県 新宇津トンネル
山形県 大網トンネル
山形県 朝日第一トンネル
山形県 三吉山トンネル（東北中央自動車道）
山形県 にしごう中山トンネル
山形県 高ツムジ山トンネル
山形県 山形県立中央病院
山形県 赤湯トンネル
山形県 大洞トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　第一芳ヶ沢トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　第二芳ヶ沢トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　新第一芳ヶ沢トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　新第二芳ヶ沢トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　観音平トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　松川トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　新松川トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　第三赤岩トンネル
福島県 ＪＲ山形新幹線　環金トンネル
福島県 中野トンネル（東北中央自動車道）
福島県 沖根山トンネル（東北中央自動車道）
福島県 新高平トンネル（東北中央自動車道）
福島県 杉ノ平トンネル（東北中央自動車道）
福島県 大笹生トンネル（東北中央自動車道）
福島県 鞍手山トンネル（磐越自動車道）
福島県 新中山トンネル（磐越自動車道）
福島県 荻平トンネル（相馬福島道路）
福島県 楢這トンネル（相馬福島道路）
福島県 東栗子トンネル（国道１３号）
福島県 絵馬平トンネル（国道１１４号）
福島県 渡利トンネル（国道１１４号）
福島県 四時トンネル（国道２８９号）
福島県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ会津若松店
福島県 ビジネスホテルドリームイン
福島県 ボートピア玉川
福島県 ホテルフレンテ広野
福島県 ホテル花天
福島県 飯坂ホテル聚楽
福島県 マウントイン
福島県 福島駅東西自由通路
福島県 福島県南会津町役場
福島県 福島県立医科大学附属病院
福島県、山形県 栗子トンネル（東北中央自動車道）
福島県、山形県 大滝トンネル（東北中央自動車道）
福島県、栃木県 山王トンネル（国道１２１号）


