
＜対象充電器一覧＞
【急速充電器】

設置場所名 住所 充電器名
1 ＯＮＳＥＮ　ＲＹＯＫＡＮ　山喜 栃木県那須塩原市板室８４４ ＯＮＳＥＮ　ＲＹＯＫＡＮ　山喜　急速１
2 ａｕショップ高崎中央店 群馬県高崎市緑町１－２８－１１ ａｕショップ高崎中央店　急速１
3 春日部三菱自動車販売㈱中央店 埼玉県春日部市中央２－１－１２ 春日部三菱自動車販売　春日部中央店　急速
4 ファミリーマート（ルミエール童夢１階） 埼玉県さいたま市南区大谷口１７４７－１ ファミリーマート（ルミエール童夢）急速１
5 神川町役場 埼玉県児玉郡神川町大字植竹９０９ 神川町役場　急速１
6 中央自動車道　双葉ＳＡ（上） 山梨県甲斐市龍地2395 双葉ＳＡ（上）
7 中央自動車道　双葉ＳＡ（下） 山梨県甲斐市龍地2630 双葉ＳＡ（下）
8 中央自動車道　諏訪湖ＳＡ（上） 長野県諏訪市豊田所久保3171 諏訪湖ＳＡ（上）
9 中央自動車道　諏訪湖ＳＡ（下） 長野県岡谷市湊方久保461 諏訪湖ＳＡ（下）
10 長野自動車道　梓川ＳＡ（上） 長野県安曇野市豊科高家961-1 梓川ＳＡ（上）
11 長野自動車道　梓川ＳＡ（下） 長野県松本市島内西河原6931-5 梓川ＳＡ（下）
12 中央自動車道　駒ヶ岳ＳＡ（上） 長野県駒ヶ根市赤穂大徳原15-160 駒ヶ岳ＳＡ（上）
13 中央自動車道　駒ヶ岳ＳＡ（下） 長野県駒ヶ根市赤穂15-204 駒ヶ岳ＳＡ（下）
14 中央自動車道　恵那峡ＳＡ（上） 岐阜県恵那市大井町船山１１２０ 恵那峡ＳＡ（上）
15 中央自動車道　恵那峡ＳＡ（下） 岐阜県恵那市大井町2194-82 恵那峡ＳＡ（下）
16 フードワン泉店 静岡県浜松市中区泉４－１２－１ フードワン泉店　急速１
17 東名高速道路　富士川ＳＡ（上） 静岡県富士市木島 富士川ＳＡ（上）
18 東名高速道路　富士川ＳＡ（下） 静岡県富士市岩淵 富士川ＳＡ（下）
19 東名高速道路　牧之原ＳＡ（上） 静岡県牧之原市静谷2559-3 牧之原ＳＡ（上）
20 東名高速道路　牧之原ＳＡ（下） 静岡県牧之原市静谷2545-60 牧之原ＳＡ（下）
21 東名高速道路　浜名湖ＳＡ（上） 静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米47-1 浜名湖ＳＡ（上）
22 東名高速道路　浜名湖ＳＡ（下） 静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米 浜名湖ＳＡ（下）
23 新東名高速道路　駿河湾沼津ＳＡ（上） 静岡県沼津市井出字銭神1392-7-73 駿河湾沼津ＳＡ（上）
24 新東名高速道路　駿河湾沼津ＳＡ（下） 静岡県沼津市根古屋字的場770-1-65 駿河湾沼津ＳＡ（下）
25 新東名高速道路　静岡ＳＡ（上） 静岡県静岡市葵区小瀬戸字谷川地1514 静岡ＳＡ（上）
26 新東名高速道路　静岡ＳＡ（下） 静岡県静岡市葵区飯間字サヲリ939 静岡ＳＡ（下）
27 新東名高速道路　浜松ＳＡ（上） 静岡県浜松市北区四大地9-872 浜松ＳＡ（上）
28 新東名高速道路　浜松ＳＡ（下） 静岡県浜松市北区都田町7821-1 浜松ＳＡ（下）
29 株式会社　えびせんべいの里 愛知県知多郡美浜町大字北方字吉田流１４７ 株式会社　えびせんべいの里　急速１
30 東名高速道路　上郷ＳＡ（上） 愛知県豊田市永覚町上長根6-263 上郷ＳＡ（上）
31 東名高速道路　上郷ＳＡ（下） 愛知県豊田市永覚町中長根1-4 上郷ＳＡ（下）
32 名神高速道路　尾張一宮ＰＡ（上） 愛知県一宮市丹陽町三ツ井東金浦２７０９ 尾張一宮ＰＡ（上）
33 名神高速道路　尾張一宮ＰＡ（下） 愛知県一宮市千秋町塩尻猫島30 尾張一宮ＰＡ（下）
34 伊勢湾岸自動車道　刈谷ＰＡ（上） 愛知県刈谷市東境町吉野55 刈谷ＰＡ（上）
35 伊勢湾岸自動車道　刈谷ＰＡ（下） 愛知県刈谷市東境町吉野５５ 刈谷ＰＡ（下）
36 東名阪自動車道　御在所ＳＡ（上） 三重県四日市市山之一色町 御在所ＳＡ（上）
37 東名阪自動車道　御在所ＳＡ（下） 三重県四日市市山之一色町 御在所ＳＡ（下）
38 名神高速道路　多賀ＳＡ（下） 滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺 多賀ＳＡ（下）
39 名神高速道路　多賀ＳＡ（上） 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺59-2 多賀ＳＡ（上）
40 デンソーセールス東大阪サービスセンター 大阪府東大阪市本庄西１丁目１０－２７ 東大阪サービスセンター　急速１
41 阪神高速道路泉大津ＰＡ（海側） 大阪府泉大津市なぎさ町６－１ 阪神高速道路泉大津ＰＡ（海側）　急速１
42 阪神高速道路　朝潮橋ＰＡ 大阪府大阪市港区石田３丁目１－２５ 阪神高速道路　朝潮橋ＰＡ　急速１
43 阪神高速道路泉大津ＰＡ（陸側） 大阪府泉大津市なぎさ町５－１ 阪神高速道路　泉大津ＰＡ（陸側）　急速１
44 阪神高速道路　京橋ＰＡ（東行） 兵庫県神戸市中央区新港町２６ 阪神高速道路　京橋ＰＡ（東行）　急速１
45 阪神高速道路　京橋ＰＡ（西行） 兵庫県神戸市中央区新港町 ２６ 阪神高速道路　京橋ＰＡ（西行）　急速１
46 湯崎浜広場駐車場 和歌山県西牟婁郡白浜町１６６７－１５ 湯崎浜広場駐車場　急速１
47 ラクレイス西新レジデンシャルタワー 福岡県福岡市地行２－３－１０ ラクレイス西新レジデンシャルタワー急速１
48 神埼市千代田支所 佐賀県神埼市千代田町直鳥１６６－１ 神埼市千代田支所　急速１
49 神埼町保健センター 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２４０４ 神埼町保健センター　急速１
50 玄海エネルギーパーク 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村５５６２－１ 玄海エネルギーパーク　急速１
51 道の駅　きくすい 熊本県玉名郡和水町江田４５５ 道の駅　きくすい　急速１
52 五木温泉　夢唄 熊本県球磨郡五木村甲２６７２－５４ 五木温泉夢唄　急速１

【普通充電器】
設置場所名 住所 充電器名

1 ユーランドホテル八橋　普通コネクタ１
2 ユーランドホテル八橋　普通コネクタ２
3 カバヤゴルフクラブ　普通１
4 カバヤゴルフクラブ　普通２
5 Ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｏｃｅａｎ　普通１
6 Ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｏｃｅａｎ　普通２
7 筑波学園ゴルフ倶楽部　普通１
8 筑波学園ゴルフ倶楽部　普通２
9 ゴルフ倶楽部セブンレイクス　普通１
10 ゴルフ倶楽部セブンレイクス　普通２
11 日光グルマンズ和牛冷凍庫熟成庫駐車場 栃木県日光市所野１５４１－５２３ 和牛冷凍庫熟成庫前駐車場　普通１
12 所沢市民体育館 埼玉県所沢市並木５－３ 所沢市民体育館　普通１
13 日高カントリー倶楽部　普通１
14 日高カントリー倶楽部　普通２
15 おおむらさきゴルフ倶楽部　普通１
16 おおむらさきゴルフ倶楽部　普通２

埼玉県比企郡滑川町中尾１１８５おおむらさきゴルフ倶楽部

筑波学園ゴルフ倶楽部 茨城県桜川市西飯岡１３１２

ゴルフ倶楽部セブンレイクス 茨城県常陸大宮市北塩子５３３

日高カントリー倶楽部 埼玉県日高市高萩１２０３

ユーランドホテル八橋 秋田県秋田市八橋イサノ２－１６－２９

茨城県常陸大宮市国長２４０８－１カバヤゴルフクラブ

Ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｏｃｅａｎ 茨城県鉾田市大蔵２００



【普通充電器】
設置場所名 住所 充電器名

17 埼玉県児玉郡美里町 埼玉県児玉郡美里町大字木部３２３-１ 埼玉県児玉郡美里町　普通１
18 東秩父村役場 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂６３４ 東秩父村役場　普通１
19 カレドニアンゴルフクラブ　普通１
20 カレドニアンゴルフクラブ　普通２
21 千葉県印旛郡栄町役場（役場内駐車場） 千葉県印旛郡栄町安食台１－２ 栄町役場内駐車場　普通１
22 ＧＭＧ八王子ゴルフ場　普通１
23 ＧＭＧ八王子ゴルフ場　普通２
24 氷見市役所 富山県氷見市鞍川１０６０ 氷見市役所　普通１
25 道の駅　氷見番屋街 富山県氷見市北大町２５－５ 道の駅　氷見番屋街　普通１
26 塩嶺カントリークラブ　普通１
27 塩嶺カントリークラブ　普通２
28 蓼科高原カントリークラブ 長野県茅野市北山４０３５ 蓼科高原カントリークラブ　普通１
29 かしおゴルフ場　普通１
30 かしおゴルフ場　普通２
31 ひるかわゴルフ場　普通１
32 ひるかわゴルフ場　普通２
33 賑済寺ゴルフ場　普通１
34 賑済寺ゴルフ場　普通２
35 明智ゴルフ場　普通１
36 明智ゴルフ場　普通２
37 みずなみカントリー倶楽部 岐阜県瑞浪市釜戸町字大洞２３８３－１ みずなみカントリー倶楽部　普通１
38 メナードカントリークラブ西濃コース普通１
39 メナードカントリークラブ西濃コース普通２
40 恵那峡カントリークラブ　普通１
41 恵那峡カントリークラブ　普通２
42 富嶽カントリークラブ　普通１
43 富嶽カントリークラブ　普通２
44 富士グリーンホテル 静岡県富士市本町５－１ 富士グリーンホテル　普通１
45 富士宮グリーンホテル 静岡県富士宮市東町２３－１８ 富士宮グリーンホテル　普通１
46 静岡第一ホテル　普通１
47 静岡第一ホテル　普通２
48 富士市ビジネスホテルふるいや旅館　普通１
49 富士市ビジネスホテルふるいや旅館　普通２
50 株式会社日本平ホテル　普通１
51 株式会社日本平ホテル　普通２
52 東富士カントリークラブ　普通１
53 東富士カントリークラブ　普通２
54 三河カントリークラブ　普通１
55 三河カントリークラブ　普通２
56 伊勢中川カントリークラブ普通１コネクタ１
57 伊勢中川カントリークラブ普通１コネクタ２
58 伊勢中川カントリークラブ普通２コネクタ１
59 伊勢中川カントリークラブ普通２コネクタ２
60 ホテルシャンベール　普通１
61 ホテルシャンベール　普通２
62 三恵観光株式会社　普通コネクタ１
63 三恵観光株式会社　普通コネクタ２
64 ホテルりょうぜん 京都府東山区清閑寺霊山町７ ホテルりょうぜん　普通１
65 道の駅いずみ山愛の里 大阪府和泉市仏並町３９８－１ 道の駅いずみ山愛の里　普通１
66 和泉シティプラザ 大阪府和泉市いぶき野５－４－７ 和泉シティプラザ　普通１
67 有馬ロイヤルゴルフクラブ　普通１
68 有馬ロイヤルゴルフクラブ　普通２
69 三木ゴルフ倶楽部　普通１
70 三木ゴルフ倶楽部　普通２
71 洲本ゴルフ倶楽部　普通１
72 洲本ゴルフ倶楽部　普通２
73 オリムピックゴルフ倶楽部　普通１
74 オリムピックゴルフ倶楽部　普通２
75 廣野ゴルフ倶楽部　普通１
76 廣野ゴルフ倶楽部　普通２
77 吉川インターゴルフクラブ　普通１
78 吉川インターゴルフクラブ　普通２
79 サンロイヤルゴルフクラブ　普通コネクタ１
80 サンロイヤルゴルフクラブ　普通コネクタ２
81 北六甲カントリー倶楽部　普通１
82 北六甲カントリー倶楽部　普通２
83 紀南カントリークラブ　普通１
84 紀南カントリークラブ　普通２
85 カバヤゴルフガーデン　普通１
86 カバヤゴルフガーデン　普通２
87 セントラルパークゴルフ倶楽部 山口県美祢市豊田前町保々長尾３３５ セントラルパークゴルフ倶楽部　普通１
88 鹿児島サンロイヤルホテル　普通１
89 鹿児島サンロイヤルホテル　普通２
90 沖縄残波岬ロイヤルホテル　普通１
91 沖縄残波岬ロイヤルホテル　普通２

沖縄残波岬ロイヤルホテル 沖縄県中頭郡読谷村字宇座１５７５

紀南カントリークラブ 和歌山県日高郡印南町大字南谷９２５

カバヤゴルフガーデン 岡山県岡山市南区海岸通り２－４－１

鹿児島サンロイヤルホテル 鹿児島県鹿児島市与次郎１－８－１０

吉川インターゴルフクラブ 兵庫県三木市吉川町実楽２９０－４

サンロイヤルゴルフクラブ 兵庫県加東市上久米１７６３－９０

北六甲カントリー倶楽部　（東コース） 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢１９８２

洲本ゴルフ倶楽部 兵庫県洲本市池内１２６２

オリムピックゴルフ倶楽部 兵庫県三木市細川町瑞穂１３６９－２

廣野ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市志染町広野７－３

三恵観光株式会社 京都府福知山市字堀小字下高田２３４６

有馬ロイヤルゴルフクラブ 兵庫県神戸市北区淡河町北畑５７１

三木ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市細川町垂穂字槙山８９４－８２７

三河カントリークラブ 愛知県新城市豊栄１－１６

伊勢中川カントリークラブ 三重県津市一志町井生１７４３－２

メナード青山リゾートホテルシャンベール 三重県伊賀市霧生２３５６

富士市ビジネスホテルふるいや旅館

株式会社日本平ホテル 静岡県静岡市清水区馬走１５００－２

静岡県富士市平垣町６－１

東富士カントリークラブ 静岡県駿東郡小山町大御神６０４－３

恵那峡カントリークラブ 岐阜県恵那市長島町中野１２６９－５１

富嶽カントリークラブ 静岡県静岡市清水区宍原１７８３－１

静岡第一ホテル 静岡県静岡市駿河区泉町１－２１

賑済寺ゴルフ場 岐阜県美濃加茂市山之上町３３００－１

明智ゴルフ場 岐阜県恵那市明智町吉良見字西山９８０－２

メナードカントリークラブ西濃コース 岐阜県大垣市上石津町祢宜上６００

塩嶺カントリークラブ 長野県塩尻市大字北小野４９５６

かしおゴルフ場

ひるかわゴルフ場 岐阜県中津川市蛭川5735-3

岐阜県加茂郡川辺町鹿塩字白砂１１６８

カレドニアンゴルフクラブ 千葉県山武郡横芝光町長倉１６５８

ＧＭＧ八王子ゴルフ場 東京都八王子市川口町３５１５


