
令和5年4月末現在

都道府県

アパホテル福岡 福岡鷹勝 室見駅

ＡＩＭビル 西日本渡辺ビルおよびエルガーラ 西新駅

九州国立博物館 ナフコ田川店 赤坂駅（空港線）

ファイヤーボールカフェ ソラリアプラザ 大濠公園駅

西新パレス ビックマートビル 唐人町駅

マリンメッセ福岡 メイト黒崎ビル 藤崎駅

福岡サンパレス セントシティ北九州 関門トンネル

天神ロフトビル 九州大学伊都キャンパス 梶原トンネル（鉄道）

ピーゾーン筑紫野店 九州大学伊都ウエスト２号館 那珂川トンネル

インペリアルパレスシティホテル福岡 マリンワールド 呉服町駅

福岡国際会議場 福岡天神パルコ 赤坂駅～天神駅間

馬出九大病院前駅 別府駅～六本松駅間 大濠公園駅～赤坂駅間

箱崎宮前駅 茶山駅～別府駅間 唐人町駅～大濠公園駅間

箱崎九大前駅 金山駅～茶山駅間 西新駅～唐人町駅間

祇園駅 七隈駅～金山駅間 藤崎駅～西新駅間

博多駅（空港線） 福大前駅～七隈駅間 室見駅～藤崎駅間

東比恵駅 梅林駅～福大前駅間 屋外（姪浜駅）～室見駅間

福岡空港駅 野芥駅～梅林駅間 中洲川端駅～呉服町駅間

博多リバレイン 賀茂駅～野芥駅間 呉服町駅～千代県庁口駅間

福智山トンネル 次郎丸駅～賀茂駅間 千代県庁口駅～馬出九大病院前駅間

金剛山トンネル（福岡） 橋本駅～次郎丸駅間 馬出九大病院前駅～箱崎宮前駅間

天神駅地下街群 天神南駅 箱崎宮前駅～箱崎九大前駅間

博多駅地下街群 渡辺通駅 箱崎九大前駅～屋外（貝塚駅）間

渡辺通駅～天神南駅間 薬院駅 天神駅～中洲川端駅間（空港線）

薬院駅～渡辺通駅間 薬院大通駅 中洲川端駅～祇園駅間

薬院大通駅～薬院駅間 桜坂駅 祇園駅～博多駅間

桜坂駅～薬院大通駅間 六本松駅 博多駅～東比恵駅間

六本松駅～桜坂駅間 別府駅 東比恵駅～福岡空港駅間

七隈駅 茶山駅 天神駅

福大前駅 金山駅（七隈線） 中洲川端駅（空港線）

梅林駅 竹原峠トンネル 千代県庁口駅

野芥駅 筑豊烏尾トンネル 高田トンネル（九州新幹線）

賀茂駅 中洲川端駅（箱崎線） 楠田トンネル

次郎丸駅 鞍手トンネル 稲荷山トンネル（鉄道・九州新幹線）

橋本駅 稲光トンネル 八丁トンネル

朽網トンネル 久山トンネル（福岡） 合瀬耳納トンネル

長野トンネル（道路） 四郎丸トンネル 国立病院機構九州医療センター

福大トンネル 室木トンネル 天神駅～中洲川端駅間（箱崎線）

光国トンネル 石坂トンネル 見坂トンネル

南原トンネル 長谷トンネル（鉄道） 北九州トンネル

新津トンネル 福岡トンネル（福岡） 新関門トンネル

宮崎県立芸術劇場 門川第一トンネル 大峡トンネル

ウェルネス交流プラザ 日向第一トンネル 桜ヶ丘トンネル

コミュニティプラザパオ 日向第二トンネル 祝子トンネル

ホテルメリージュ宮崎 富高第一トンネル 新宇和田トンネル

日南富土トンネル 富高第二トンネル 須美江トンネル

古江トンネル 加久藤トンネル（九州道） 家田小麦山トンネル

熊野江第一トンネル 門川第二トンネル 家田トンネル

熊野江第二トンネル 加久藤トンネル（国道） 平岩第一トンネル

屋敷内第一トンネル 中椎葉トンネル 平岩第二トンネル

屋敷内第二トンネル 古園２号トンネル 幸脇トンネル

蔵田トンネル 北川トンネル 鹿場第一トンネル

駄小屋トンネル 的野トンネル 鹿場第二トンネル

久保山トンネル 須佐トンネル 落鹿トンネル

高野トンネル 差木野トンネル 寺畑谷第一トンネル

小川トンネル 岡元トンネル 寺畑谷第二トンネル

曽木トンネル 大平山トンネル（道路・宮崎） 新平底トンネル

施設名

福岡県

宮崎県
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トキハ 九六位トンネル 久住格差是正局

大分スポーツ公園総合競技場 臼津トンネル 尺間山トンネル

大阪航空局大分空港事務所 臼杵トンネル 西ノ内トンネル

ナフコ別府店 南端トンネル 津久見トンネル

レンブラントホテル大分 豊岡第２トンネル 野津原格差是正局

赤尾第三トンネル 法花寺第一トンネル 挾間トンネル

赤尾第二トンネル 法花寺第二トンネル 山口下孫四郎トンネル

大長瀬トンネル 乙原トンネル 野々河内トンネル

中津トンネル 向ヶ平トンネル 今仁トンネル

城山トンネル（道路・大分） 隠山トンネル 佐伯トンネル

はなぐりトンネル 水分トンネル 山口三軒屋トンネル

鹿熊ふるさとトンネル 代太郎トンネル 山口第一トンネル

丸市尾トンネル 鳥越トンネル（道路） 山口第二トンネル

浦之迫トンネル 福万山トンネル 上岡トンネル

葛原トンネル 森崎トンネル 赤尾第一トンネル

陣が峰トンネル

弓張の丘ホテル 弓張トンネル 清水トンネル（鉄道）

佐世保玉屋 唐八景トンネル 江ノ串トンネル

長崎ロイヤルチェスターホテル 指方トンネル 松原トンネル（長崎）

佐世保中央卸売市場 大浜トンネル 木場トンネル

経ヶ岳トンネル 金水トンネル 第１岩松トンネル

平間トンネル（鉄道・長崎） 中里トンネル（道路） 第２岩松トンネル

新長崎トンネル 平間トンネル（道路・長崎） 第３岩松トンネル

長崎県五島中央病院 中尾トンネル 鈴田トンネル

三ノ瀬トンネル 長崎トンネル（道路） 第１本明トンネル

彼杵トンネル オランダ坂トンネル 第２本明トンネル

塩鶴トンネル（長崎） 仏坂平尾トンネル 諫早トンネル

千綿トンネル 牧ノ地トンネル 第１平山トンネル

久山トンネル（長崎） 江口山トンネル 第２平山トンネル

高岳トンネル

名護屋城博物館 浪瀬トンネル 宇土手トンネル

筑紫トンネル 養母田トンネル 大草野トンネル

雄渕トンネル 北波多トンネル 三坂トンネル（鉄道）

浜玉トンネル 下西山トンネル 俵坂トンネル

うつぼ木トンネル 武雄トンネル 女山トンネル

岩屋トンネル 内田トンネル 第２袴野トンネル

厳木トンネル 第１袴野トンネル 東脊振トンネル

東脊振トンネル 第２袴野トンネル

大分県

長崎県

佐賀県
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杖立トンネル 新佐敷トンネル 第２今泉トンネル

淡島トンネル 新赤松トンネル 鶴喰トンネル

横石トンネル 西の浦トンネル 田上トンネル（鉄道）

原女木トンネル 西目トンネル 桑川内トンネル

生名子トンネル 知十トンネル 吉尾トンネル

馬廻トンネル 南阿蘇トンネル 第１桑原トンネル

段トンネル 二見トンネル 第２桑原トンネル

大平山トンネル（道路・熊本） 妙見トンネル（道路） 松原トンネル（熊本）

八丁山トンネル 有明トンネル 野角トンネル

登俣トンネル 花岡トンネル（熊本） 新津奈木トンネル（鉄道）

古屋敷トンネル 乙千屋トンネル 岩城トンネル

大手木トンネル 湯治トンネル 浜崎トンネル

日光谷トンネル 湯浦トンネル 染竹トンネル

鮎帰トンネル 新津奈木トンネル（道路） 初野トンネル

万恵第一トンネル 小津奈木トンネル 水俣トンネル

白岳第一トンネル 三池トンネル 小田代トンネル

白岳第二トンネル 玉名トンネル 袋トンネル

球泉洞トンネル 大坊トンネル 高木トンネル

肥後トンネル 木葉トンネル 飯田山第二トンネル

横谷トンネル（熊本） 西安寺トンネル 飯田山第一トンネル

佐敷トンネル 野田トンネル 牧の原第一トンネル（熊本）

屋形トンネル 新田原坂トンネル 牧の原第二トンネル（熊本）

小鶴トンネル 和泉トンネル（鉄道） 俵山トンネル（再構築）

万恵第二トンネル 小塚トンネル 貢トンネル

柚木河内トンネル 妙見トンネル（鉄道・九州新幹線） 二重峠トンネル

古麓第一トンネル 第１今泉トンネル 登立トンネル

古麓第二トンネル

鹿児島ターミナルビル ナフコ谷山店

イオン鹿児島鴨池店 川内市医師会立市民病院 第２神殿トンネル

鹿児島空港 かごしま県民交流センター 第３神殿トンネル

ワイエム殖産ビル マルヤガーデンズ 麦生田トンネル

鹿児島中央ビル 関外トンネル 土橋トンネル

ホテルニューニシノ 宇都野トンネル 第１薩摩トンネル

ホテル京セラ 小原トンネル（鉄道・鹿児島） 第２薩摩トンネル

武岡トンネル 第１紫尾山トンネル 第３薩摩トンネル

田上トンネル（道路・鹿児島） 第２紫尾山トンネル 第４薩摩トンネル

新武岡トンネル 第３紫尾山トンネル 第５薩摩トンネル

金山トンネル（道路・鹿児島） 長野トンネル（鉄道） 第６薩摩トンネル

国見トンネル 小畑トンネル 薩摩田上トンネル

大里トンネル 川原段トンネル 北薩トンネル

都トンネル 高城トンネル（鹿児島） 第１梅木トンネル

薄木トンネル 第１冠岳トンネル 第２梅木トンネル

霧島格差是正局 第２冠岳トンネル 第３梅木トンネル

蓑掛トンネル 塩鶴トンネル（鹿児島） 第１神殿トンネル

網野子トンネル 針原トンネル 前田トンネル

宮里トンネル 境川トンネル（鉄道）

パレットくもじ 新与那トンネル 豊見城トンネル

漫画倉庫泡瀬店 識名トンネル 浦添前田駅～てだこ浦西駅間トンネル

ラグナガーデンホテル 那覇うみそらトンネル 数久田トンネル

東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート 名護大北トンネル 世冨慶トンネル

宜名真トンネル 幸地又トンネル

熊本県

鹿児島県

沖縄県

－3－




