
お客様 各位 

2015年 4月 22日 

三菱自動車 電動車両サポート事務局 

 

マイページ機能および一部充電器の一時休止のご案内 

 

『三菱自動車 電動車両サポート』のご利用、誠に有難うございます。 

このたび、システムメンテナンスのため、『三菱自動車 電動車両サポート』のマイページ機能およ

び NCS ネットワークの一部充電器の利用を一時休止させていただきます。会員の皆様にはご迷惑を

おかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

  

記 

１．対象期間 

   2015 年 4 月 30 日 午前 0 時～午前 6 時 

 

２．対象となるマイページ機能 

   マイページの全機能 

 

３．対象となる充電器 

   急速充電器 257 基、普通充電器 328 基 

※詳細は「別紙 対象充電器一覧」を参照ください。 

 

４．本件に関するお問い合わせ先 

   三菱自動車 電動車両サポート サポートデスク 

    電話番号：０５７０－７８３－２７５ 

 

以 上 



別紙　対象充電器一覧

※同一名称で複数行記載されている施設は、充電器が複数台設置されている施設です。
県 種別 施設名 住所 充電器グループ

北海道 普通 旅館 一乃松 北海道函館市湯川町1丁目3-7 NCSネットワーク
北海道 普通 割烹旅館若松 北海道函館市湯川町1丁目2-27 NCSネットワーク
北海道 普通 割烹旅館若松 北海道函館市湯川町1丁目2-27 NCSネットワーク
北海道 普通 平成館海羊亭 北海道函館市湯川町1丁目３－８ NCSネットワーク
北海道 普通 平成館海羊亭 北海道函館市湯川町1丁目３－８ NCSネットワーク
北海道 普通 平成館しおさい亭 北海道函館市湯川町１丁目２－３７ NCSネットワーク
北海道 普通 平成館しおさい亭 北海道函館市湯川町１丁目２－３７ NCSネットワーク
北海道 普通 いわない温泉高島旅館 北海道岩内郡岩内町野束505 NCSネットワーク
北海道 普通 サイロ展望台 北海道虻田郡洞爺湖町成香3-5 NCSネットワーク
北海道 普通 ホテルサンルート室蘭 北海道室蘭市中島町2丁目28-6 NCSネットワーク
北海道 普通 ホテルサンルート室蘭 北海道室蘭市中島町2丁目28-6 NCSネットワーク
北海道 普通 ホテルクレセント旭川					 旭川市５条通８丁目緑橋通 NCSネットワーク
北海道 普通 ホテルクレセント旭川					 旭川市５条通８丁目緑橋通 NCSネットワーク
北海道 普通 旭川パークホテル				 北海道旭川市高砂台３丁目８番３８号 NCSネットワーク
北海道 普通 旭川パークホテル				 北海道旭川市高砂台３丁目８番３８号 NCSネットワーク
北海道 普通 扇松園 北海道旭川市高砂台３丁目８番３号 NCSネットワーク
北海道 普通 扇松園 北海道旭川市高砂台３丁目８番３号 NCSネットワーク
北海道 普通 白金四季の森ホテルパークヒルズ 北海道上川郡美瑛町白金温泉 NCSネットワーク
北海道 普通 白金四季の森ホテルパークヒルズ 北海道上川郡美瑛町白金温泉 NCSネットワーク
北海道 急速 あしょろ銀河ホール２１ 北海道足寄郡足寄町北１条１丁目 NCSネットワークカテゴリーA
北海道 普通 紋別セントラルホテル 北海道紋別市港町7丁目1-58 NCSネットワーク
北海道 急速 幌延町役場 北海道天塩郡幌延町宮園町１番地１ NCSネットワークカテゴリーA
青森県 普通 ホテルメセナ八戸駐車場 青森県八戸市柏崎１－８－２２ NCSネットワーク
青森県 普通 ホテルメセナ八戸駐車場 青森県八戸市柏崎１－８－２２ NCSネットワーク
青森県 普通 パークイン五所川原エルムシティ 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻６６－１２ NCSネットワーク
秋田県 普通 道の駅　かづの 秋田県鹿角市花輪字新田町11番地4 NCSネットワーク
東京都 急速 ホテル椿山荘東京 東京都文京区関口2-10-8 NCSネットワークカテゴリーA
東京都 急速 阪急大井町ガーデン駐車場 東京都品川区大井1丁目50番5号 NCSネットワークカテゴリーA
東京都 急速 阪急大井町ガーデン駐車場 東京都品川区大井1丁目50番5号 NCSネットワークカテゴリーA
東京都 普通 プラザイン羽村 東京都羽村市五ノ神4-14-14 NCSネットワーク
東京都 急速 フレスポ若葉台 東京都稲城市若葉台2-4-2 NCSネットワークカテゴリーA
神奈川県 急速 東名高速道路 海老名SA(上) 神奈川県海老名市大谷南5-1-1 NCSネットワークカテゴリーA
神奈川県 急速 東名高速道路 海老名SA(下) 神奈川県海老名市大谷南5-2-1 NCSネットワークカテゴリーA
神奈川県 普通 LA CIENEGA （ホテル ラ シェネガ） 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜69 NCSネットワーク
神奈川県 普通 LA CIENEGA （ホテル ラ シェネガ） 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜69 NCSネットワーク
千葉県 急速 千葉三菱 千葉東店 千葉県千葉市若葉区若松町２１５０－１ 三菱自動車販売店(NCS提携)
千葉県 普通 ホテルマークワンアビコ 千葉県我孫子市柴崎台1-9-14 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテルマークワンアビコ 千葉県我孫子市柴崎台1-9-14 NCSネットワーク
千葉県 普通 栄町役場 駐車場 千葉県印旛郡栄町安食台１－２ NCSネットワーク
千葉県 急速 栄町役場 駐車場 千葉県印旛郡栄町安食台１－２ NCSネットワークカテゴリーA
千葉県 急速 栄町　ドラムの里 千葉県印旛郡栄町龍角寺 NCSネットワークカテゴリーA
千葉県 急速 千葉三菱 八千代店 千葉県八千代市大和田新田２９８ 三菱自動車販売店(NCS提携)
千葉県 普通 銚子プラザホテル 千葉県銚子市西芝町11-2 NCSネットワーク
千葉県 普通 銚子プラザホテル 千葉県銚子市西芝町11-2 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテルサンモール 千葉県旭市ニ-236 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテルサンモール 千葉県旭市ニ-236 NCSネットワーク
千葉県 普通 矢指ヶ浦温泉館 千葉県旭市足川3918 NCSネットワーク
千葉県 普通 矢指ヶ浦温泉館 千葉県旭市足川3918 NCSネットワーク
千葉県 普通 亀山温泉ホテル 千葉県君津市豊田65 NCSネットワーク
千葉県 普通 亀山温泉ホテル 千葉県君津市豊田65 NCSネットワーク
千葉県 普通 さゞ波館 千葉県富津市小久保2868 NCSネットワーク
千葉県 普通 さゞ波館 千葉県富津市小久保2868 NCSネットワーク
千葉県 普通 鴨川ユニバースホテル 千葉県鴨川市前原69 NCSネットワーク
千葉県 普通 鴨川ユニバースホテル 千葉県鴨川市前原69 NCSネットワーク
千葉県 普通 青松庭　白砂 千葉県長生郡白子町古所3291 NCSネットワーク
千葉県 普通 青松庭　白砂 千葉県長生郡白子町古所3291 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテルニューオーツカ 千葉県長生郡白子町鷲1014 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテルニューオーツカ 千葉県長生郡白子町鷲1014 NCSネットワーク
千葉県 普通 城之内荘 千葉県長生郡白子町中里4442-3 NCSネットワーク
千葉県 普通 城之内荘 千葉県長生郡白子町中里4442-3 NCSネットワーク
千葉県 普通 白子ニューシーサイドホテル 千葉県長生郡白子町中里4482 NCSネットワーク
千葉県 普通 白子ニューシーサイドホテル 千葉県長生郡白子町中里4482 NCSネットワーク
千葉県 普通 サニーインむかい 千葉県長生郡白子町中里4369 NCSネットワーク
千葉県 普通 サニーインむかい 千葉県長生郡白子町中里4369 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテル　カアナパリ 千葉県長生郡白子町中里4519 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテルニューカネイ 千葉県長生郡白子町中里4442 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテルニューカネイ 千葉県長生郡白子町中里4442 NCSネットワーク
千葉県 普通 グリーン向井 千葉県長生郡白子町中里4428-2 NCSネットワーク
千葉県 普通 グリーン向井 千葉県長生郡白子町中里4428-2 NCSネットワーク
千葉県 普通 ホテル白洋 千葉県長生郡白子町幸治2866 NCSネットワーク
千葉県 普通 満ちてくる心の宿　吉夢 千葉県鴨川市小湊182-2 NCSネットワーク
千葉県 普通 満ちてくる心の宿　吉夢 千葉県鴨川市小湊182-2 NCSネットワーク
茨城県 普通 ビジネスホテル湖北 茨城県土浦市湖北1-1-8 NCSネットワーク
茨城県 普通 ビジネスホテル湖北 茨城県土浦市湖北1-1-8 NCSネットワーク
茨城県 普通 牛久シティホテル 茨城県牛久市牛久町885-1 NCSネットワーク
茨城県 普通 牛久シティホテル 茨城県牛久市牛久町885-1 NCSネットワーク
茨城県 普通 アーバンホテルつくば 茨城県つくば市筑穂2-1-2 NCSネットワーク
茨城県 普通 アーバンホテルつくば 茨城県つくば市筑穂2-1-2 NCSネットワーク
茨城県 普通 筑波山ホテル青木屋 茨城県つくば市筑波753-1 NCSネットワーク
茨城県 普通 筑波山ホテル青木屋 茨城県つくば市筑波753-1 NCSネットワーク
茨城県 普通 サンライズホテル 茨城県竜ケ崎市2911 NCSネットワーク
茨城県 普通 サンライズホテル 茨城県竜ケ崎市2911 NCSネットワーク
茨城県 普通 水海道第一ホテル 茨城県常総市水海道宝町2718 NCSネットワーク
茨城県 普通 水海道第一ホテル 茨城県常総市水海道宝町2718 NCSネットワーク
茨城県 普通 ホテルマークワンつくば研究学園 茨城県つくば市研究学園D3街区5 NCSネットワーク
茨城県 普通 ホテルマークワンつくば研究学園 茨城県つくば市研究学園D3街区5 NCSネットワーク
茨城県 急速 ホテルテラスザガーデン水戸 茨城県水戸市宮町１－７ NCSネットワークカテゴリーA
茨城県 普通 大洗ホテル 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881 NCSネットワーク
茨城県 急速 大洗ホテル 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881 NCSネットワークカテゴリーA
茨城県 普通 旅館民宿くるみ屋 茨城県鉾田市造谷605-61 NCSネットワーク
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別紙　対象充電器一覧

※同一名称で複数行記載されている施設は、充電器が複数台設置されている施設です。
県 種別 施設名 住所 充電器グループ

茨城県 普通 潮来富士屋ホテル 茨城県潮来市潮来102 NCSネットワーク
茨城県 普通 潮来富士屋ホテル 茨城県潮来市潮来102 NCSネットワーク
茨城県 普通 ホテルクリスタルパレス 茨城県ひたちなか市大平1-18-15 NCSネットワーク
茨城県 普通 ホテルクリスタルパレス 茨城県ひたちなか市大平1-18-15 NCSネットワーク
茨城県 急速 ホテルクリスタルパレス 茨城県ひたちなか市大平1-22-1 NCSネットワークカテゴリーA
茨城県 普通 はぎ屋旅館 茨城県日立市水木町1-1-15 NCSネットワーク
茨城県 普通 五浦観光ホテル　本館 茨城県北茨城市大津町722 NCSネットワーク
茨城県 普通 五浦観光ホテル 別館大観荘 茨城県北茨城市大津町宇島廻り1809-7 NCSネットワーク
茨城県 急速 五浦観光ホテル　別館大観荘 茨城県北茨城市大津町宇島廻り1809-7 NCSネットワークカテゴリーA
茨城県 普通 滝味の宿　豊年万作 茨城県久慈郡大子町袋田169-3 NCSネットワーク
茨城県 普通 思い出浪漫館 茨城県久慈郡大子町袋田978 NCSネットワーク
茨城県 急速 思い出浪漫館 茨城県久慈郡大子町袋田978 NCSネットワークカテゴリーA
茨城県 急速 滝味の宿　豊年万作 茨城県久慈郡大子町袋田169-3 NCSネットワークカテゴリーA
栃木県 普通 コンセーレ（一般財団法人栃木県青年会館） 栃木県宇都宮市駒生１丁目1-6 NCSネットワーク
栃木県 普通 コンセーレ（一般財団法人栃木県青年会館） 栃木県宇都宮市駒生１丁目1-6 NCSネットワーク
栃木県 急速 コンセーレ 栃木県宇都宮市駒生１丁目１－６ NCSネットワークカテゴリーA
栃木県 普通 日光金谷ホテル 栃木県日光市上鉢石町1300番地 NCSネットワーク
栃木県 普通 日光金谷ホテル 栃木県日光市上鉢石町1300番地 NCSネットワーク
栃木県 普通 日光星の宿 栃木県日光市上鉢町1115番地 NCSネットワーク
栃木県 普通 日光グルマンズ和牛冷凍庫熟成庫 栃木県日光市所野1541-523 NCSネットワーク
栃木県 普通 懐かし家　風和里 栃木県日光市本町9番地19号 NCSネットワーク
栃木県 普通 ホテルナチュラルガーデン日光 栃木県日光市花石町1825-3 NCSネットワーク
栃木県 普通 ホテル湖上苑 栃木県日光市中宮祠２４７８ NCSネットワーク
栃木県 普通 鬼怒川温泉　若竹の庄 栃木県日光市鬼怒川温泉藤原136 NCSネットワーク
栃木県 普通 ほてる白河　湯の蔵 栃木県日光市鬼怒川温泉滝483 NCSネットワーク
栃木県 急速 鬼怒川観光ホテル 栃木県日光市鬼怒川温泉滝359-2 NCSネットワークカテゴリーA
栃木県 普通 彩り湯かしき　花と華 栃木県日光市湯西川温泉601 NCSネットワーク
栃木県 普通 ホテル一乃館 栃木県佐野市出流原町１２６２ NCSネットワーク
栃木県 普通 四季味亭ふじや 栃木県那須塩原市上塩原675 NCSネットワーク
栃木県 普通 ホテル三吉野別館 栃木県佐野市富岡町324 NCSネットワーク
栃木県 普通 光雲荘 栃木県那須塩原市塩原2340-1 NCSネットワーク
栃木県 普通 奥塩原高原ホテル 栃木県那須塩原市湯本塩原113-4 NCSネットワーク
栃木県 普通 渓雲閣 栃木県那須塩原市湯本塩原37 NCSネットワーク
栃木県 普通 湯荘白樺 栃木県那須塩原市湯本塩原14 NCSネットワーク
栃木県 普通 元泉館 栃木県那須塩原市湯本塩原１０１ NCSネットワーク
栃木県 普通 元泉館 栃木県那須塩原市湯本塩原１０１ NCSネットワーク
埼玉県 急速 ルミエール童夢１階ファミリーマート 埼玉県さいたま市南区大谷口1747-1 NCSネットワークカテゴリーA
埼玉県 急速 春日部中央店 埼玉県春日部市中央二丁目1-12 三菱自動車販売店(NCS提携)
埼玉県 急速 道の駅おがわまち 埼玉県比企郡小川町大字小川1220 NCSネットワークカテゴリーA
埼玉県 急速 小川町役場 埼玉県比企郡小川町大字大塚５５ NCSネットワークカテゴリーA
埼玉県 急速 神川町役場駐車場 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909番地			 NCSネットワークカテゴリーA
埼玉県 急速 埼西三菱自動車販売　秩父店 埼玉県秩父市下宮地町25番6号 三菱自動車販売店(NCS提携)
埼玉県 普通 道の駅「みなの」 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野3236番地35 NCSネットワーク
埼玉県 普通 道の駅「みなの」 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野3236番地35 NCSネットワーク
群馬県 急速 ふるさと交流センターつむじ 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町938 NCSネットワークカテゴリーA
群馬県 急速 道の駅　霊山たけやま 群馬県吾妻郡中之条町大字五反田222-1 NCSネットワークカテゴリーA
群馬県 急速 晩釣せせらぎ公園 群馬県吾妻郡中之条町大字上沢渡 NCSネットワークカテゴリーA
群馬県 普通 豊島屋 群馬県吾妻郡中之条町四万3887 NCSネットワーク
群馬県 普通 四万やまぐち館 群馬県吾妻郡中之条町大字四万甲3876-1 NCSネットワーク
群馬県 普通 四万温泉　鹿覗キセキノ湯　つるや 群馬県吾妻郡中之条町大字四万4372-1 NCSネットワーク
群馬県 急速 四万清流の湯 群馬県吾妻郡中之条町大字四万3830-1 NCSネットワークカテゴリーA
群馬県 急速 道の駅　あがつま峡 群馬県吾妻郡東吾妻町大字三島６４４１ NCSネットワークカテゴリーA
群馬県 普通 ヴィラ北軽井沢エルウイング 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1924-172 NCSネットワーク
群馬県 普通 ヴィラ北軽井沢エルウイング 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1924-172 NCSネットワーク
群馬県 普通 高原のホテルラパン 群馬県吾妻郡嬬恋村干俣2401 NCSネットワーク
群馬県 普通 望雲 群馬県吾妻郡草津町大字草津433 NCSネットワーク
群馬県 普通 ホテル高松 群馬県吾妻郡草津町３１２番地 NCSネットワーク
群馬県 普通 ホテル湖城閣 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１２１ NCSネットワーク
群馬県 普通 ホテル湖城閣 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１２１ NCSネットワーク
長野県 急速 道の駅 北信州やまのうち 長野県下高井郡山ノ内町大字佐野３９３－２ NCSネットワークカテゴリーA
長野県 普通 ホテルセラン 長野県下高井群山之内町夜間瀬6995 NCSネットワーク
長野県 普通 須坂温泉 古城荘 長野県須坂市大字日滝大谷町5414 NCSネットワーク
長野県 普通 臨泉楼　柏屋別荘 長野県上田市別所温泉1640 NCSネットワーク
長野県 普通 臨泉楼　柏屋別荘 長野県上田市別所温泉1640 NCSネットワーク
長野県 普通 軽井沢ショッピングプラザ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 NCSネットワーク
長野県 普通 軽井沢ショッピングプラザ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 NCSネットワーク
長野県 普通 軽井沢ショッピングプラザ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 NCSネットワーク
長野県 普通 軽井沢ショッピングプラザ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 NCSネットワーク
長野県 普通 軽井沢ショッピングプラザ 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 NCSネットワーク
長野県 普通 ホテルプラトン 長野県千曲市上山田温泉3-12-2 NCSネットワーク
長野県 急速 道の駅　ふるさと豊田 長野県中野市大字永江2136 NCSネットワークカテゴリーA
長野県 普通 追分屋旅館 長野県松本市里山辺1145 NCSネットワーク
長野県 急速 長野自動車道　梓川SA（下） 長野県松本市島内西河原6931-5 NCSネットワークカテゴリーA
長野県 急速 中央自動車道　諏訪湖SA（上） 長野県諏訪市豊田所久保3171 NCSネットワークカテゴリーA
長野県 急速 中央自動車道　諏訪湖SA（下） 長野県岡谷市湊方久保461 NCSネットワークカテゴリーA
長野県 急速 大鹿村役場 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原354 NCSネットワークカテゴリーA
長野県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
長野県 急速 中央自動車道　駒ヶ岳SA（下）　 長野県駒ヶ根市赤穂15-204 NCSネットワークカテゴリーA
長野県 急速 長野自動車道　梓川SA（上） 長野県安曇野市豊科高家961-1 NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 普通 要害 山梨県甲府市上積翠寺町1003 NCSネットワーク
山梨県 普通 常磐ホテル 山梨県甲府市湯村２－５－２１ NCSネットワーク
山梨県 普通 柳屋  山梨県甲府市湯村３丁目１６－２ NCSネットワーク
山梨県 普通 柳屋  山梨県甲府市湯村３丁目１６－２ NCSネットワーク
山梨県 急速 中央自動車道　双葉SA（上） 山梨県甲斐市龍地2395 NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 急速 中央自動車道　双葉SA（下） 山梨県甲斐市龍地2630 NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 急速 道の駅しらね 山梨県南アルプス市在家塚５９５－１ NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 普通 ホテル白根  山梨県南アルプス市飯野３６５８－２ NCSネットワーク
山梨県 普通 ホテル白根  山梨県南アルプス市飯野３６５８－２ NCSネットワーク
山梨県 急速 道の駅　富士川 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１６５５－３ NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 普通 真木温泉 山梨県大月市大月町真木5353 NCSネットワーク
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山梨県 普通 真木温泉 山梨県大月市大月町真木5353 NCSネットワーク
山梨県 普通 ロイヤルホテル河口湖 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6713-22 NCSネットワーク
山梨県 普通 ロイヤルホテル河口湖 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6713-22 NCSネットワーク
山梨県 普通 花水庭おおや 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4025 NCSネットワーク
山梨県 普通 富士レークホテル 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1 NCSネットワーク
山梨県 普通 富士レークホテル 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1 NCSネットワーク
山梨県 普通 丸栄ホテル 山梨県南都留郡富士河口湖町小立532-1 NCSネットワーク
山梨県 普通 丸栄ホテル 山梨県南都留郡富士河口湖町小立532-1 NCSネットワーク
山梨県 普通 楽游 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川1182 NCSネットワーク
山梨県 普通 湖月 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2312 NCSネットワーク
山梨県 普通 湖月 山梨県南都留郡富士河口湖町河口2312 NCSネットワーク
山梨県 急速 「道の駅」花かげの郷まきおか 山梨県山梨市牧丘町室伏2120 NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 急速 「道の駅」みとみ 山梨県山梨市三富川浦1822番地1 NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 普通 花いさわ 山梨県笛吹市石和町松本1409 NCSネットワーク
山梨県 普通 花いさわ 山梨県笛吹市石和町松本1409 NCSネットワーク
山梨県 普通 富士野屋夕亭 山梨県笛吹市石和町八田286 NCSネットワーク
山梨県 普通 富士野屋夕亭 山梨県笛吹市石和町八田286 NCSネットワーク
山梨県 普通 喜仙 山梨県笛吹市石和町川中島482 NCSネットワーク
山梨県 普通 喜仙 山梨県笛吹市石和町川中島482 NCSネットワーク
山梨県 普通 ホテル八田 山梨県笛吹市石和町川中島1607 NCSネットワーク
山梨県 普通 ホテル八田 山梨県笛吹市石和町川中島1607 NCSネットワーク
山梨県 普通 石和びゅーほてる 山梨県笛吹市石和町川中島1607 NCSネットワーク
山梨県 普通 石和びゅーほてる 山梨県笛吹市石和町川中島1607 NCSネットワーク
山梨県 普通 石和常磐ホテル 山梨県笛吹市石和町川中島1607-14 NCSネットワーク
山梨県 普通 石和常磐ホテル 山梨県笛吹市石和町川中島1607-14 NCSネットワーク
山梨県 普通 きこり 山梨県笛吹市石和町川中島３２５				 NCSネットワーク
山梨県 普通 きこり 山梨県笛吹市石和町川中島３２５				 NCSネットワーク
山梨県 普通 古柏園 山梨県笛吹市石和町市部８２２ NCSネットワーク
山梨県 普通 古柏園 山梨県笛吹市石和町市部８２２ NCSネットワーク
山梨県 普通 ホテル石庭 山梨県笛吹市石和町窪中島587 NCSネットワーク
山梨県 普通 ホテル石庭 山梨県笛吹市石和町窪中島587 NCSネットワーク
山梨県 普通 清里高原ハイランドホテル 山梨県北杜市高根町清里３５５６ NCSネットワーク
山梨県 普通 清里高原ハイランドホテル 山梨県北杜市高根町清里３５５６ NCSネットワーク
山梨県 急速 中央自動車道　談合坂SA（上） 山梨県 上野原市 大野4943 NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 急速 中央自動車道　談合坂SA(下） 山梨県上野原市野田尻710 NCSネットワークカテゴリーA
山梨県 普通 西山温泉慶雲館 山梨県南巨摩郡早川町湯島825 NCSネットワーク
山梨県 普通 西山温泉慶雲館 山梨県南巨摩郡早川町湯島825 NCSネットワーク
山梨県 普通 下部ホテル 山梨県南巨摩郡身延町上之平１９００ NCSネットワーク
山梨県 普通 下部ホテル 山梨県南巨摩郡身延町上之平１９００ NCSネットワーク
静岡県 急速 ニューウェルサンピア沼津 静岡県沼津市宮本80-27 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 普通 沼津グランドホテル 静岡県沼津市大手町3-6-12 NCSネットワーク
静岡県 急速 東名高速道路 足柄SA(下) 静岡県駿東郡小山町桑木595-5 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 普通 伊豆長岡温泉　桂川彩峰 静岡県伊豆の国市古奈407 NCSネットワーク
静岡県 普通 修善寺温泉　ホテル桂川 静岡県伊豆市修善寺860 NCSネットワーク
静岡県 急速 東名高速道路 足柄SA(上) 静岡県御殿場市深沢1792 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 普通 自然家.Haco 静岡県伊東市富戸1160-11 NCSネットワーク
静岡県 普通 自然家.Haco 静岡県伊東市富戸1160-11 NCSネットワーク
静岡県 普通 富士グリーンホテル 静岡県富士市本町5-1 NCSネットワーク
静岡県 普通 富士市ビジネスホテル　ふるいや旅館 静岡県富士市平垣町6-1 NCSネットワーク
静岡県 普通 富士市ビジネスホテル　ふるいや旅館 静岡県富士市平垣町6-1 NCSネットワーク
静岡県 普通 富士宮グリーンホテル 静岡県富士宮市東町23-18 NCSネットワーク
静岡県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 新東名高速道路 浜松ＳＡ（上） 静岡県浜松市北区四大地9-872 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 新東名高速道路 浜松ＳＡ（下） 静岡県浜松市北区都田町7821-1 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 東名高速道路 牧之原SA(上) 静岡県牧之原市静谷2559-3 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 東名高速道路 牧之原SA(下) 静岡県牧之原市静谷2545-60 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 東名高速道路 富士川SA(上) 静岡県富士市木島 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 東名高速道路 富士川SA(下) 静岡県富士市岩淵 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 普通 日本平ホテル 静岡県静岡市清水区馬走1500-2 NCSネットワーク
静岡県 普通 日本平ホテル 静岡県静岡市清水区馬走1500-2 NCSネットワーク
静岡県 普通 浜名湖ロイヤルホテル 静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396－1 NCSネットワーク
静岡県 急速 浜名湖ロイヤルホテル 静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396－1 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 ペットショップ　アニマルファーム　本店 静岡県浜松市北区細江町中川888-9 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
静岡県 急速 フードワン泉店 静岡県浜松市中区泉4-12-1 NCSネットワークカテゴリーA
石川県 急速 内灘町サイクリングターミナル 石川県河北郡内灘町字宮坂に1番地3 NCSネットワークカテゴリーA
石川県 急速 かほく市役所 石川県かほく市宇野気ニ81番地 NCSネットワークカテゴリーA
福島県 急速 東山グランドホテル 福島県会津若松市東山町大字湯本字上湯本5 NCSネットワークカテゴリーA
福島県 急速 道の駅「南相馬」 福島県南相馬市原町区高見町２丁目３０-１ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ファミリーマート　豊川御油店 愛知県豊川市御油町青戸５－３ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 サークルＫサンクス　新城名号店 愛知県新城市名号袋林１０９－２ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ローソン　渥美病院前店 愛知県田原市東赤石４－６６ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 普通 ニュー東洋ホテル１ 愛知県豊橋市白河町2番地 NCSネットワーク
愛知県 急速 ココストア　幸田坂崎店 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ミニストップ　吉良吉田店 愛知県西尾市吉良町吉田松木田９３ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 デイリーヤマザキ　安城箕輪店 愛知県安城市三河安城東町１－１－１５ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 伊勢湾岸自動車道　刈谷PA（上） 愛知県刈谷市東境町吉野55 NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 伊勢湾岸自動車道　刈谷PA（下） 愛知県刈谷市東境町吉野５５ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 セブンイレブン　春日町落合店 愛知県清須市春日下中割３８－２ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 普通 セントラルパーク地下駐車場 愛知県名古屋市中区錦３－１５－１３先 NCSネットワーク
愛知県 普通 セントラルパーク地下駐車場 愛知県名古屋市中区錦３－１５－１３先 NCSネットワーク
愛知県 急速 ミニストップ　日進折戸町店 愛知県日進市折戸町孫三ヶ入８４番３ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 東名高速道路 上郷SA(上) 愛知県豊田市永覚町上長根6-263 NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 東名高速道路 上郷SA(下) 愛知県豊田市永覚町中長根1-4 NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 セブンイレブン　豊田和会町店 愛知県豊田市和会町弁天１９７－１ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ファミリーマート　南知多豊浜店 愛知県知多郡南知多町豊浜中村７１ NCSネットワークカテゴリーA
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※同一名称で複数行記載されている施設は、充電器が複数台設置されている施設です。
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愛知県 急速 サークルＫサンクス　南知多大井店 愛知県知多郡南知多町大井浜辺３３－１ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ローソン　あいち健康の森公園前店 愛知県大府市森岡町６丁目６９ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 普通 アズイン半田インター 愛知県半田市宮本町６－２１６－１ NCSネットワーク
愛知県 普通 アズイン半田インター 愛知県半田市宮本町６－２１６－１ NCSネットワーク
愛知県 急速 サークルＫサンクス　知多新広見店 愛知県知多市新広見１６９番 NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 サークルＫサンクス　春日井坂下４丁目店 愛知県春日井市坂下４丁目６８１番地３　 NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ミニストップ　瀬戸品野町店 愛知県瀬戸市品野町１丁目１９８－１４ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 サークルＫサンクス　新小牧小木店 愛知県小牧市小木南二丁目４１番地１ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ファミリーマート　大治三本木店 愛知県海部郡大治町三本木西之川１５１－１ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 セブンイレブン　弥富六條店 愛知県弥富市六條町大山１０－２ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 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 NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ローソン　稲沢千代一丁目店 愛知県稲沢市千代１丁目５－２ NCSネットワークカテゴリーA
愛知県 急速 ココストア　愛西西新田店 愛知県愛西市内佐屋町西新田７２－３ NCSネットワークカテゴリーA
岐阜県 急速 東海石油給油所 岐阜県大垣市北方町1-833-1 NCSネットワークカテゴリーA
岐阜県 普通 高山グリーンホテル 岐阜県高山市西之一色町2-180 NCSネットワーク
岐阜県 普通 高山グリーンホテル 岐阜県高山市西之一色町2-180 NCSネットワーク
岐阜県 普通 奥飛騨ガーデンホテル焼岳 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根2498-1 NCSネットワーク
岐阜県 普通 なごみの宿　木曽屋 岐阜県下呂市森971-1 NCSネットワーク
岐阜県 急速 大江戸温泉物語　下呂 岐阜県下呂市森2458 NCSネットワークカテゴリーA
岐阜県 急速 中央自動車道　恵那峡SA（上）　 岐阜県恵那市大井町船山１１２０ NCSネットワークカテゴリーA
岐阜県 急速 中央自動車道　恵那峡SA（下）　 岐阜県恵那市 大井町2194-82 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 第三銀行　稲生支店 三重県鈴鹿市稲生西3丁目11番18号 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 普通 北山水産株式会社 三重県津市河芸町一色2842-1 NCSネットワーク
三重県 急速 北山水産株式会社 三重県津市河芸町一色2842-1 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 東名阪自動車道 御在所SA(上) 三重県四日市市山之一色町 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 東名阪自動車道 御在所SA(下) 三重県四日市市山之一色町 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 普通 ホテル　ザ・グランコート津西 三重県津市広明町345-4 NCSネットワーク
三重県 急速 第三銀行　一身田支店 三重県津市一身田町205番地の1 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 普通 ホテル　ザ・グランコート松阪 三重県松阪市宮町２３８－２ NCSネットワーク
三重県 急速 第三銀行　松阪東支店 三重県松阪市宮町172番地の1 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 第三銀行　川井町支店 三重県松阪市川井町772番地の5 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 第三銀行八間通支店 三重県伊勢市船江１丁目２番４１号 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 名阪上野ドライブイン 三重県伊賀市大内2017番地 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 名張市役所庁舎駐車場 三重県名張市鴻之台1番町1番地 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 第三銀行小俣支店 三重県伊勢市小俣町元町687番地 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 急速 名阪関ドライブイン 三重県亀山市関町萩原39番地 NCSネットワークカテゴリーA
三重県 普通 ホテル季の座 三重県紀北町紀伊長島区城ノ浜 NCSネットワーク
三重県 普通 ホテル季の座 三重県紀北町紀伊長島区城ノ浜 NCSネットワーク
三重県 普通 尾鷲シーサイドビュー 三重県尾鷲市曽根町６２０－１ NCSネットワーク
三重県 普通 尾鷲シーサイドビュー 三重県尾鷲市曽根町６２０－１ NCSネットワーク
三重県 普通 ホテル なみ 三重県熊野市大泊町７７２－１ NCSネットワーク
滋賀県 急速 株式会社緑水亭  びわこ緑水亭 滋賀県大津市雄琴6-1-6 NCSネットワークカテゴリーA
滋賀県 急速 WEST LAKE HOTEL 可以登楼 滋賀県高島市安曇川町中央2-1-6 NCSネットワークカテゴリーA
滋賀県 急速 ホテル可以登 滋賀県高島市今津町名小路1-6 NCSネットワークカテゴリーA
滋賀県 急速 エネクスフリート　マキノ店 滋賀県高島市マキノ町大字野口字樋ノ口1280 NCSネットワークカテゴリーA
滋賀県 普通 アズイン東近江　能登川駅前 滋賀県東近江市林町20 NCSネットワーク
滋賀県 普通 アズイン東近江　能登川駅前 滋賀県東近江市林町20 NCSネットワーク
滋賀県 急速 名神高速道路 多賀SA(下) 滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺 NCSネットワークカテゴリーA
滋賀県 急速 名神高速道路 多賀SA（上） 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺59-2 NCSネットワークカテゴリーA
滋賀県 急速 名神高速道路 草津PA（上） 滋賀県草津市笠山 NCSネットワークカテゴリーA
滋賀県 急速 名神高速道路 草津PA（下） 滋賀県草津市 NCSネットワークカテゴリーA
滋賀県 急速 エネクスフリート　ルート1水口店 滋賀県甲賀市水口町北脇1854-2 NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 ローソン西中島南方店 大阪府大阪市淀川区西中島2-15-14 NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 阪神高速道路　朝潮橋ＰＡ 大阪市港区石田３－１－２５ NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 名神高速道路 吹田SA（下） 大阪府吹田市岸部北4-8-1 NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 名神高速道路 吹田SA（上） 大阪府吹田市岸部北4-8-1 NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 ローソン枚方南中振二丁目店 大阪府枚方市南中振2-46-15 NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 株式会社ナカキン　春日工場 大阪府枚方市春日北町２丁目１０番５号 NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 フレスポ東大阪 大阪府東大阪市稲田新町３－９－６４ NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 デンソー関西 東大阪ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 大阪府東大阪市本庄西1-10-27 NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 西日本三菱自動車販売　藤井寺店 大阪府藤井寺市大井2-479 三菱自動車販売店(NCS提携)
大阪府 急速 フレスポしんかな 大阪府堺市北区新金岡町5丁1番1号 NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 普通 道の駅　いずみ山愛の里 大阪府和泉市仏並町３９８－１ NCSネットワーク
大阪府 急速 道の駅　いずみ山愛の里 大阪府和泉市仏並町３９８－１ NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 阪神高速道路　泉大津PA（下り） 大阪府泉大津市なぎさ町５－１ NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 阪神高速道路　泉大津PA（上り） 大阪府泉大津市なぎさ町６－１ NCSネットワークカテゴリーA
大阪府 急速 エネクスフリート　泉大津店 大阪府泉大津市新港町1-36 NCSネットワークカテゴリーA
京都府 急速 名神高速道路 桂川PA（上） 京都府京都市南区久世東土川町 NCSネットワークカテゴリーA
京都府 急速 名神高速道路 桂川PA（下） 京都府京都市南区久世東土川町 NCSネットワークカテゴリーA
京都府 急速 エネクスフリート　京都下り店 京都府八幡市八幡一ノ坪121-1 NCSネットワークカテゴリーA
京都府 普通 ホテルロイヤルヒル福知山 京都府福知山市字土師小字澤居山176番地 NCSネットワーク
京都府 普通 ホテルロイヤルヒル福知山 京都府福知山市字土師小字澤居山176番地 NCSネットワーク
京都府 急速 ホテルロイヤルヒル福知山 京都府福知山市字土師小字澤居山176番地 NCSネットワークカテゴリーA
京都府 急速 エネクスフリート　丹波店 京都府船井郡京丹波町水戸白次郎12 NCSネットワークカテゴリーA
奈良県 急速 マクドナルド 中和幹線大和高田店 奈良県大和高田市池尻181-1 NCSネットワークカテゴリーA
奈良県 急速 エネクスフリート　法隆寺インター店 奈良県北葛城郡河合町泉台3-22-9 NCSネットワークカテゴリーA
奈良県 急速 マクドナルド24号五條店 奈良県五條市今井2-362-1 NCSネットワークカテゴリーA
奈良県 急速 道の駅　ふたかみパーク當麻 當麻の家 奈良県葛城市新在家402-1 NCSネットワークカテゴリーA
奈良県 急速 葛城市相撲館 奈良県葛城市當麻83番地1 NCSネットワークカテゴリーA
和歌山県 普通 和歌山プリンスイン海南・地下駐車場 和歌山県海南市日方1521-1 NCSネットワーク
和歌山県 普通 ホテルニューパレス 和歌山県新宮市新宮７６８３－１８ NCSネットワーク
和歌山県 急速 橘家 和歌山県有田市宮原町新町17 NCSネットワークカテゴリーA
和歌山県 急速 湯崎浜広場駐車場 和歌山県西牟婁郡白浜町１６６７－１５ NCSネットワークカテゴリーA
和歌山県 急速 白浜町　椿温泉　椿はなの湯 和歌山県西牟婁郡白浜町椿1058-1 NCSネットワークカテゴリーA
和歌山県 急速 紀州なぎさの駅水門まつり 和歌山県東牟婁郡串本町串本１５５７－２０ NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 阪神高速道路　京橋PA（上り） 神戸市中央区新港町２６ NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 阪神高速道路　京橋PA（下り） 神戸市中央区新港町２６ NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 神戸空港ターミナルビル 兵庫県神戸市中央区神戸空港1番 NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 箕谷駐車場 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字小橋11－9 NCSネットワークカテゴリーA
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県 種別 施設名 住所 充電器グループ

兵庫県 急速 神戸市須磨区役所 兵庫県神戸市須磨区大黒町４丁目1番1号 NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 三田サミットホテル 兵庫県三田市武庫が丘7-2-1 NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 普通 西村屋ホテル招月庭 兵庫県豊岡市城崎町湯島1016-2 NCSネットワーク
兵庫県 普通 西村屋ホテル招月庭 兵庫県豊岡市城崎町湯島1016-2 NCSネットワーク
兵庫県 急速 城崎温泉　きのさき 兵庫県豊岡市城崎町桃島1232 NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 普通 こころのお宿　庵月 兵庫県美方郡香美町香住区下浜646 NCSネットワーク
兵庫県 急速 山陽自動車道 三木SA（上） 兵庫県三木市大村 NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 山陽自動車道 三木SA（下） 兵庫県三木市大村 NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 エネクスフリート　加古川店 兵庫県加古川市平岡町中野574－1 NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 エネクスフリート　小野店 兵庫県小野市浄谷町2727-1 NCSネットワークカテゴリーA
兵庫県 急速 ミキモト化粧品上月営業所 兵庫県佐用郡佐用町上月455－6 NCSネットワークカテゴリーA
鳥取県 急速 お菓子の壽城 鳥取県米子市淀江町佐陀1605-1 NCSネットワークカテゴリーA
鳥取県 急速 米子自動車道 大山PA（上） 鳥取県西伯郡伯耆町久古 NCSネットワークカテゴリーA
島根県 急速 道の駅　頓原 島根県飯石郡飯南町花栗48番地 NCSネットワークカテゴリーA
島根県 急速 道の駅　赤来高原 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地3 NCSネットワークカテゴリーA
島根県 急速 ＪＡいずも西出雲店 島根県出雲市西新町2丁目2458-3 NCSネットワークカテゴリーA
島根県 急速 ＪＡいずも長浜店 島根県出雲市西園町267-1 NCSネットワークカテゴリーA
島根県 急速 藤原商店長浜給油所 島根県出雲市長浜町1372-28 NCSネットワークカテゴリーA
島根県 急速 ＪＡいずもドーム北店 島根県出雲市平野町458-1 NCSネットワークカテゴリーA
島根県 急速 （株）キヌヤ中吉田店 島根県益田市中吉田町1085-5 NCSネットワークカテゴリーA
岡山県 急速 山陽自動車道 吉備SA（下） 岡山県岡山市北区今岡 NCSネットワークカテゴリーA
岡山県 急速 山陽自動車道 吉備SA（上） 岡山県岡山市北区今岡705 NCSネットワークカテゴリーA
岡山県 急速 山陽自動車道 福石PA（下） 岡山県備前市三石 NCSネットワークカテゴリーA
岡山県 急速 山陽自動車道 福石PA（上） 岡山県備前市三石 NCSネットワークカテゴリーA
岡山県 普通 リゾートイン湯郷 岡山県美作市中山886-1 NCSネットワーク
岡山県 普通 ゆのごう美春閣 岡山県美作市中山1144 NCSネットワーク
岡山県 普通 清次郎の湯　ゆのごう館 岡山県美作市湯郷906-1 NCSネットワーク
岡山県 普通 清次郎の湯　ゆのごう館 岡山県美作市湯郷906-1 NCSネットワーク
岡山県 普通 湯郷グランドホテル 岡山県美作市湯郷581-2 NCSネットワーク
岡山県 普通 倉敷国際ホテル 岡山県倉敷市中央1-1-44 NCSネットワーク
岡山県 普通 倉敷ロイヤルアートホテル 岡山県倉敷市阿知3-21-19 NCSネットワーク
岡山県 普通 鷲羽ハイランドホテル 岡山県倉敷市下津井吹上303-17 NCSネットワーク
岡山県 急速 岡山自動車道 高梁SA（上） 岡山県高梁市巨瀬町 NCSネットワークカテゴリーA
岡山県 急速 岡山自動車道 高梁SA（下） 岡山県高梁市巨瀬町 NCSネットワークカテゴリーA
岡山県 急速 米子自動車道 蒜山高原SA（下） 岡山県真庭市蒜山西茅部 NCSネットワークカテゴリーA
岡山県 急速 米子自動車道 蒜山高原SA（上） 岡山県真庭市蒜山西茅部 NCSネットワークカテゴリーA
広島県 普通 養老温泉 広島県尾道市美ノ郷町三成2502-1 NCSネットワーク
広島県 普通 養老温泉 広島県尾道市美ノ郷町三成2502-1 NCSネットワーク
広島県 普通 すずらんホテル木原 広島県世羅郡世羅町西上原427-6 NCSネットワーク
広島県 急速 道の駅ゆめランド布野 広島県三次市布野町下布野６６１番１ NCSネットワークカテゴリーA
広島県 急速 道の駅ふぉレスト君田（君田温泉森の泉） 広島県三次市君田町泉吉田３１１番３ NCSネットワークカテゴリーA
広島県 普通 RCC文化センター 広島県広島市中区橋本町５－１１ NCSネットワーク
広島県 急速 RCC文化センター 広島県広島市中区橋本町５－１１ NCSネットワークカテゴリーA
広島県 普通 宮浜グランドホテル 広島県廿日市市宮浜温泉2-5-4 NCSネットワーク
広島県 普通 旅館　かんざき 広島県廿日市市宮浜温泉1-21-42 NCSネットワーク
広島県 普通 石亭 広島県廿日市市宮浜温泉3-5-27 NCSネットワーク
広島県 普通 萩本陣 山口県萩市大字椿東385-8 NCSネットワーク
広島県 普通 萩本陣 山口県萩市大字椿東385-8 NCSネットワーク
山口県 普通 東京第一ホテル下関 山口県下関市赤間町6番2号 NCSネットワーク
山口県 普通 東京第一ホテル下関 山口県下関市赤間町6番2号 NCSネットワーク
山口県 普通 西の雅　常盤 山口市湯田温泉4-6-4 NCSネットワーク
山口県 普通 西の雅　常盤 山口市湯田温泉4-6-4 NCSネットワーク
山口県 普通 ホテル喜良久 山口県山口市湯田温泉4-4-3 NCSネットワーク
山口県 普通 ホテル喜良久 山口県山口市湯田温泉4-4-3 NCSネットワーク
山口県 普通 湯の宿、味の宿　梅乃屋 山口市湯田温泉4-3-19 NCSネットワーク
山口県 普通 ビジネスホテルうえの 山口県山口市湯田温泉1-1-38 NCSネットワーク
山口県 普通 ビジネスホテルうえの 山口県山口市湯田温泉1-1-38 NCSネットワーク
山口県 普通 ホテルニュータナカ 山口県山口市湯田温泉2-6-24 NCSネットワーク
山口県 普通 ホテルニュータナカ 山口県山口市湯田温泉2-6-24 NCSネットワーク
山口県 普通 ビジネスホテル富士の家 山口県山口市湯田温泉4-8-2 NCSネットワーク
山口県 普通 公立学校共済組合山口宿泊所　セントコア山口 山口県山口市湯田温泉3-2-7 NCSネットワーク
山口県 普通 公立学校共済組合山口宿泊所　セントコア山口 山口県山口市湯田温泉3-2-7 NCSネットワーク
山口県 普通 ホテルかめ福 山口県山口市湯田温泉4-5-2 NCSネットワーク
山口県 普通 翠山荘 山口県山口市湯田温泉3-1-1 NCSネットワーク
山口県 普通 翠山荘 山口県山口市湯田温泉3-1-1 NCSネットワーク
山口県 急速 道の駅「あさひ」 山口県萩市大字佐々並2476-1 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 普通 湯遊の郷　天宿 山口県美祢市美東町真名１０７１ NCSネットワーク
山口県 普通 湯遊の郷　天宿 山口県美祢市美東町真名１０７１ NCSネットワーク
山口県 急速 道の駅・萩しーまーと 山口県萩市椿東4160-61 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 普通 萩観光ホテル 山口県萩市大字椿東1189 NCSネットワーク
山口県 普通 萩観光ホテル 山口県萩市大字椿東1189 NCSネットワーク
山口県 普通 萩グランドホテル天空 山口県萩市大字古萩町25番地 NCSネットワーク
山口県 普通 萩グランドホテル天空 山口県萩市大字古萩町25番地 NCSネットワーク
山口県 急速 萩総合庁舎 山口県萩市江向河添沖田531-1 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 急速 道の駅「萩往還」 山口県萩市大字椿1258 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 急速 道の駅「ハピネスふくえ」 山口県萩市大字福井下4014-2 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 急速 道の駅「うり坊の郷katamata」 山口県萩市大字片俣1244-7 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 急速 道の駅「ゆとりパークたまがわ」 山口県萩市大字下田万2849-1 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 急速 ＪＲ須佐駅前 山口県萩市大字須佐429-4 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 急速 道の駅「萩・さんさん三見」 山口県萩市三見1028-2 NCSネットワークカテゴリーA
山口県 普通 湯免観光ホテル　ゆめの郷 長門市三隅中272 NCSネットワーク
山口県 普通 湯免観光ホテル　ゆめの郷 長門市三隅中272 NCSネットワーク
山口県 普通 山村別館 山口県長門市深川湯本533番地の1 NCSネットワーク
山口県 普通 ホテル長門はらだ 山口県長門市深川湯本2485 NCSネットワーク
山口県 普通 湯元温泉ホテル枕水 山口県長門市深川湯本2294-1 NCSネットワーク
香川県 普通 喜代美山荘　花樹海 高松市西宝町3-5-10 NCSネットワーク
香川県 普通 喜代美山荘　花樹海 高松市西宝町3-5-10 NCSネットワーク
香川県 普通 国民宿舎　栗林山荘 香川県高松市宮脇町二丁目31-27 NCSネットワーク
香川県 普通 シーサイドホテル松風 香川県小豆郡土庄町甲1481-1 NCSネットワーク
香川県 普通 町営駅前西駐車場 香川県仲多度郡琴平町榎井831番地の3 NCSネットワーク
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別紙　対象充電器一覧

※同一名称で複数行記載されている施設は、充電器が複数台設置されている施設です。
県 種別 施設名 住所 充電器グループ

香川県 急速 道の駅　恋人の聖地　うたづ臨海公園 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁４ NCSネットワークカテゴリーA
徳島県 普通 昴宿　よしの 徳島県徳島市一番町3-18 NCSネットワーク
徳島県 普通 徳島グランドホテル偕楽園 徳島県徳島市伊賀町1丁目8 NCSネットワーク
徳島県 普通 リゾートホテルモアナコースト 徳島県鳴門市鳴門町土佐柏浦字高砂186-16 NCSネットワーク
徳島県 普通 リゾートホテルモアナコースト 徳島県鳴門市鳴門町土佐柏浦字高砂186-16 NCSネットワーク
徳島県 急速 徳島県立南部防災館 徳島県海部郡海陽町浅川字西福良４３ NCSネットワークカテゴリーA
徳島県 普通 ホテル白い燈台 徳島県海部郡美波町日和佐浦455 NCSネットワーク
徳島県 普通 峡谷の宿　大歩危峡まんなか 徳島県三好市山城町西字1644-1 NCSネットワーク
高知県 急速 はるのの湯 高知県高知市春野町西分3546 NCSネットワークカテゴリーA
高知県 急速 高知自動車道 立川PA（下） 高知県長岡郡大豊町立川下名 NCSネットワークカテゴリーA
愛媛県 普通 たかのこのホテル 愛媛県松山市鷹ノ子町737番地2 NCSネットワーク
愛媛県 普通 たかのこのホテル 愛媛県松山市鷹ノ子町737番地2 NCSネットワーク
愛媛県 普通 JA-SSオズメッセ セルフSS 愛媛県大洲市東大洲1589-1 NCSネットワーク
愛媛県 急速 高知自動車道 馬立PA（上） 愛媛県四国中央市新宮町馬立2番地 NCSネットワークカテゴリーA
福岡県 急速 おとぎの杜 北九州市八幡西区御開1-19-1 NCSネットワークカテゴリーA
福岡県 急速 ＢｉＶｉ福岡 福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目１番３６号 NCSネットワークカテゴリーA
福岡県 急速 一楽ビル 福岡県福岡市中央区清川1丁目8-18 NCSネットワークカテゴリーA
福岡県 急速 ラクレイス西新レジデンシャルタワー 福岡県福岡市中央区地行二丁目3番14号 NCSネットワークカテゴリーA
福岡県 急速 デイリーヤマザキ福岡篠栗店 福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒163-2 NCSネットワークカテゴリーA
福岡県 急速 大分自動車道 山田SA（下） 福岡県朝倉市山田 NCSネットワークカテゴリーA
福岡県 急速 大分自動車道 山田SA（上） 福岡県朝倉市山田 NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 普通 旅館　山水 佐賀県佐賀市富士町大字古湯877-1 NCSネットワーク
佐賀県 普通 鶴霊泉 佐賀県佐賀市富士町大字古湯875 NCSネットワーク
佐賀県 普通 佐賀ワシントンホテルプラザ 佐賀県佐賀市駅前中央１－１６４ NCSネットワーク
佐賀県 急速 佐賀空港 佐賀県佐賀市川副町犬井道9476-187　第３駐車場 NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 急速 ローソン鳥栖GLP店 佐賀県鳥栖市姫方町字蓮原１６１７‐２ NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 急速 神埼市神埼町保健センター 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２４０４ NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 急速 神埼市千代田支所 佐賀県神埼市千代田町直鳥166番地1 NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 急速 九州陶磁文化館 佐賀県西松浦郡有田町戸杓3100-1 NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 急速 まちなか市民交流プラザ 佐賀県小城市町253番地21 NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 普通 旅館 綿屋 佐賀県唐津市大名小路5-10 NCSネットワーク
佐賀県 普通 旅館 綿屋 佐賀県唐津市大名小路5-10 NCSネットワーク
佐賀県 普通 唐津シーサイドホテル 佐賀県唐津市東唐津4-182 NCSネットワーク
佐賀県 普通 唐津シーサイドホテル 佐賀県唐津市東唐津4-182 NCSネットワーク
佐賀県 急速 九電玄海エネルギーパーク前駐車場 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村5562-1 NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 急速 福富ゆうあい館 佐賀県杵築郡白石町大字福富３５３５番地１ NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 普通 旅館　平浜荘 佐賀県藤津郡太良町大浦丙893-イ NCSネットワーク
佐賀県 普通 カニと天然温泉の一福荘 佐賀県藤津郡太良町大浦甲122 NCSネットワーク
佐賀県 普通 竹崎観光ホテル　梅崎亭 佐賀県藤津郡太良町大浦甲47 NCSネットワーク
佐賀県 急速 道の駅山内 佐賀県武雄市山内町大字三間坂甲１４６９７－２ NCSネットワークカテゴリーA
佐賀県 普通 都荘 佐賀県唐津市相知町伊岐佐568-2 NCSネットワーク
佐賀県 急速 多久市南多久公民館 佐賀県多久市多久市南多久町大字下多久6063番地1 NCSネットワークカテゴリーA
長崎県 急速 ボスコ島原店 長崎県島原市大手原町18 NCSネットワークカテゴリーA
長崎県 急速 轟街道ふれあい市 長崎県諫早市高来町小船津３６３－５ NCSネットワークカテゴリーA
長崎県 急速 ひらど新鮮市場 長崎県平戸市岩の上町228-1 NCSネットワークカテゴリーA
熊本県 普通 菊池グランドホテル 熊本県菊池市隈府1144-2 NCSネットワーク
熊本県 普通 菊池グランドホテル 熊本県菊池市隈府1144-2 NCSネットワーク
熊本県 急速 火の国ハイツ 熊本県熊本市東区石原2-2-28 NCSネットワークカテゴリーA
熊本県 普通 尚玄山荘 熊本県玉名市河崎1-1 NCSネットワーク
熊本県 普通 さつき別荘 熊本県玉名市岩崎368-2 NCSネットワーク
熊本県 普通 ホテルしらさぎ 熊本県玉名市岩崎７３０ NCSネットワーク
熊本県 急速 熊本県(司ロイヤルホテル) 熊本県玉名市立願寺50-1 NCSネットワークカテゴリーA
熊本県 急速 道の駅　きくすい 熊本県玉名郡和水町江田455 NCSネットワークカテゴリーA
熊本県 普通 人吉旅館駐車場 熊本県人吉市上青井町147-6 NCSネットワーク
熊本県 急速 道の駅　子守唄の里五木 熊本県球磨郡五木村甲字下手2672番地の53 NCSネットワークカテゴリーA
熊本県 急速 道の駅　大津 熊本県菊池郡大津町大字引水759	 NCSネットワークカテゴリーA
熊本県 急速 九州自動車道 宮原SA（上） 熊本県八代郡氷川町 NCSネットワークカテゴリーA
熊本県 急速 九州自動車道 宮原SA（下） 熊本県八代郡氷川町 NCSネットワークカテゴリーA
大分県 急速 フレスポ春日浦 大分県大分市王子北町５－９ NCSネットワークカテゴリーA
宮崎県 普通 たまゆら温泉　ホテル金住 宮崎県宮崎市吾妻町66 NCSネットワーク
宮崎県 普通 綾 てるはの森の宿 東諸県郡綾町北俣3765 NCSネットワーク
宮崎県 普通 シティホテルプラザ延岡 宮崎県延岡市幸町2-41-2 NCSネットワーク
宮崎県 普通 シティホテルプラザ延岡 宮崎県延岡市幸町2-41-2 NCSネットワーク
宮崎県 普通 サンホテル都城 宮崎県都城市栄町18-5 NCSネットワーク
宮崎県 普通 サンホテル都城 宮崎県都城市栄町18-5 NCSネットワーク
宮崎県 急速 道の駅「つの」 宮崎県児湯郡都農町大字川北5129番地 NCSネットワークカテゴリーA
宮崎県 普通 サンチェリー北郷 宮崎県日南市北郷町大藤1519－3 NCSネットワーク
鹿児島県 急速 フレスポジャングルパ－ク 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目11-1 NCSネットワークカテゴリーA
鹿児島県 普通 旅館　吟松 鹿児島県指宿市湯の浜5-26-27 NCSネットワーク
鹿児島県 普通 旅館　吟松 鹿児島県指宿市湯の浜5-26-27 NCSネットワーク
鹿児島県 普通 指宿フェニックスホテル 鹿児島県指宿市十二町4320 NCSネットワーク
鹿児島県 普通 指宿フェニックスホテル 鹿児島県指宿市十二町4320 NCSネットワーク
鹿児島県 急速 いせえび荘 鹿児島県南九州市頴娃町別府5202 NCSネットワークカテゴリーA
鹿児島県 急速 ホテル＆レジデンス　南洲館 鹿児島県鹿児島市東千石町19-17 NCSネットワークカテゴリーA
鹿児島県 普通 ニシムタ 上川内店 薩摩川内市御陵下町公佛3226番 NCSネットワーク
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