
別紙 早見表

会社名）　西日本高速道路株式会社
●高速自動車国道及びその取り付け道路

起点
（IC/JCT）

交差点
番号

～
終点

（IC/JCT）
交差点
番号

セミトレーラ

関西支社 阪和自動車道 72 海南IC 5135110064 ～ - - 17.0 流出入する場合のみ

●一般有料道路他及びその取り付け道路

起点
（IC/JCT）

交差点
番号

～
終点

（IC/JCT）
交差点
番号

セミトレーラ

関西支社 第二京阪道路 1（65） 巨椋池TB 523526F001 ～ 巨椋池IC 5235260904 17.0 阪神高速接続
関西支社 第二神明道路 2（01） 月見山IC 5135710142 ～ 須磨IC 5135701215 17.0 阪神高速接続

はみ出し後の長さ

備考

支社名 路線名（道路名） 路線番号

区間

支社名 路線名（道路名） 路線番号

区間

備考



会社名）　首都高速道路株式会社
●一般有料道路他及びその取り付け道路

起点
（IC/JCT）

交差点
番号

～
終点

（IC/JCT）
交差点
番号

セミトレーラ 備考

東京西局 首都高速1号 1 入谷出入口 5339469375 ～ 羽田出入口 5339253763 16.5

東京西局 首都高速1号 1 上野出入口 5339463342 - - - 16.5 入口のみ長さ12.0ｍまで
東京西局 首都高速1号 1 本町出入口 5339461369 - - - 16.5 入口のみ長さ12.0ｍまで
東京西局 首都高速1号 1 宝町出入口 5339460741 - - - 16.5 入口のみ長さ12.0ｍまで
東京西局 首都高速1号 1 京橋入口（外回り） 533946F019 - - - 12.0
東京西局 首都高速1号 1 銀座出入口２ 5339361107 - - - 12.0
東京西局 首都高速1号 1 勝島出入口 5339350393 - - - 16.5 入口のみ長さ12.0ｍまで
東京西局 首都高速1号 1（01） 鈴ヶ森分岐 5339350226 ～ 鈴ヶ森入口 5339350098 16.5
東京西局 首都高速1号 1（02） 新富町分岐 5339460223 ～ 新富町出口 533946F018 12.0

東京西局 首都高速2号 2 一ノ橋ＪＣＴ 5339351928 ～ 戸越出入口 5339354564 16.5

東京西局 首都高速2号 2 天現寺出入口 5339351646 - - - 12.0
東京西局 首都高速2号(複線02） 2(02) 荏原分岐 5339350884 ～ 荏原出入口 5339354568 16.5

東京西局 首都高速3号 3 谷町ＪＣＴ 5339352330 ～ 大橋ＪＣＴ 5339353187 16.5
東京西局 首都高速3号 3 大橋ＪＣＴ 5339353187 ～ 東京インター 5339353751 17.0

東京西局 首都高速3号 3 道玄坂上 5339354395 - - - 16.5 入口のみ長さ12.0ｍまで

東京西局 首都高速4号 4 三宅坂ＪＣＴ 5339450387 ～ 西新宿ＪＣＴ 5339452853 16.5
東京西局 首都高速4号 4 西新宿ＪＣＴ 5339452853 ～ 高井戸インター 5339441437 17.0

東京西局 首都高速4号 4 外苑出口（下り） 5339454061 - - - 12.0
東京西局 首都高速4号 4 外苑出入口（上り） 5339450280 - - - 12.0
東京西局 首都高速4号 4(01) 代々木分岐 5339450292 ～ 代々木出入口 5339450174 16.5
東京西局 首都高速4号 4(02) 新宿分岐 5339452766 ～ 新宿出入口 5339450458 16.5

東京西局 首都高速5号 5 竹橋ＪＣＴ 5339465537 ～ 熊野町ＪＣＴ 5339451906 16.5
東京西局 首都高速5号 5 熊野町ＪＣＴ 5339451906 ～ 美女木ＪＣＴ 5339553481 17.0

東京西局 首都高速5号 5 一ツ橋入口 5339469091 - - - 12.0
東京西局 首都高速5号 5 護国寺出入口 5339453654 - - - 16.5 入口のみ長さ12.0ｍまで
東京西局 首都高速5号 5(01) 東池袋分岐 5339451409 ～ 東池袋出入口 5339451410 16.5
東京西局 首都高速5号 5(03) 早稲田分岐 5339453573 ～ 早稲田出口 5339453569 12.0
東京西局 首都高速5号 5(04) 一ツ橋分岐 5339467130 ～ 一ツ橋出口 5339466127 12.0

東京西局 首都高速12号 12 浜崎橋ＪＣＴ 5339360641 ～ 江戸橋ＪＣＴ 5339461141 12.0

東京西局 首都高速12号 12 芝公園入口 5339363182 - - - 12.0 内回り
東京西局 首都高速12号 12 芝公園出口（外回り） 5339360626 - - - 12.0
東京西局 首都高速12号 12 芝公園入口 5339351918 - - - 12.0 外回り
東京西局 首都高速12号 12 飯倉入口（内回り） 5339352265 - - - 12.0
東京西局 首都高速12号 12 代官町出入口 5339461582 - - - 12.0
東京西局 首都高速12号 12 北の丸出口 5339468849 - - - 12.0
東京西局 首都高速12号 12 呉服橋出入口 5339469028 - - - 12.0
東京西局 首都高速12号 12 江戸橋入口 5339466716 - - - 12.0
東京西局 首都高速12号 12(01) 江戸橋分岐 5339461164 ～ 江戸橋出口 5339468576 12.0

東京西局 首都高速43号 43 板橋ＪＣＴ 5339553379 ～ 江北ＪＣＴ 5339563672 17.0
東京西局 首都高速43号 43（01） 王子分岐 5339553390 ～ 王子北出入口 5339553831 17.0

東京西局 首都高速44号 44 大井ＪＣＴ湾岸 5339361411 ～ 熊野町ＪＣＴ 5339451906 17.0

東京西局 首都高速44号 44
大井南入口2・中環大
井南出口

5339364200 ～ 大井ＪＣＴ分岐 5339364201 17.0

東京西局 首都高速71号 71 美女木ＪＣＴ 5339553481 ～ 与野出入口 5339641001 17.0
東京西局 首都高速71号 71 与野出入口 5339641001 ～ さいたま見沼出入口 5339651437 16.5
東京西局 首都高速71号 71（01） 新都心出入口分岐 5339651150 ～ 新都心出口 5339651759 16.5
東京西局 首都高速71号 71（02） 新都心出入口分岐 5339651150 ～ 新都心入口 5339652811 16.5

東京東局 首都高速6号 6 江戸橋ＪＣＴ 5339461141 ～ 堀切ＪＣＴ 5339464990 17.0
上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

東京東局 首都高速6号 6 箱崎出入口 5339460935 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速6号 6 駒形出入口 5339468582 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速6号 6 堤通出入口 5339466179 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで

東京東局 首都高速6号（01） 6（01） 箱崎ＪＣＴ・浜町入口 5339461052 ～ 浜町出口 5339466100 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速6号（02） 6（02） 向島分岐 5339464032 ～ 向島出入口 5339469405 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで

東京東局 首都高速7号小松川線 7 両国ＪＣＴ 5339461761 ～ 京葉道路　京葉口 5339470846 17.0

東京東局 首都高速9号深川線 9 箱崎ＪＣＴ 5339461052 ～ 辰巳ＪＣＴ 5339360477 17.0
上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

東京東局 首都高速9号深川線 9 福住出入口 5339460542 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速9号深川線 9 塩浜入口 5339361763 - - - 17.0
東京東局 首都高速9号深川線(複線01） 9（01） 木場出入口 5339468897 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速9号深川線(複線02） 9（02） 枝川分岐 5339361847 ～ 枝川出口 5339363232 17.0

東京東局 首都高速10号晴海線 10 東雲ＪＣＴ 5339361908 ～ 晴海出入口 5339363626 17.0

東京東局 首都高速11号台場線 11 芝浦ＪＣＴ 5339363439 ～ 有明ＪＣＴ 5339361780 17.0
上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

東京東局 首都高速11号台場線 11 台場出入口 5339361845 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで

東京東局 高速湾岸線 31 湾岸環八出入口 5339260643 ～ 高谷ＪＣＴ 5339470394 17.5
上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

東京東局 高速湾岸線 31 大井出入口 5339360101 - - - 17.5 入口のみ幅2.7ｍまで
東京東局 高速湾岸線 31 大井南入口2 5339364200 - - - 17.5

東京東局 高速湾岸線 31 舞浜入口 5339370955 - - - 17.5
東京東局 高速湾岸八潮連結路（複線2） 31(02) 大井ＪＣＴ湾岸 5339361411 ～ 大井ＪＣＴ1号 5339361850 17.0

東京東局 首都高速湾岸分岐線 32 昭和島ＪＣＴ 5339260114 ～ 東海ＪＣＴ 5339260331 17.0

東京東局 首都高速川口線 41 小菅ＪＣＴ 5339468857 ～ 川口ＪＣＴ 5339651124 17.0
上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

東京東局 首都高速川口線 41 千住新橋出入口1 5339560268 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 千住新橋出入口2 5339560383 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 扇大橋出入口1 5339560253 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 扇大橋出入口2 5339564781 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 鹿浜橋出入口1 5339560763 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 鹿浜橋入口2 5339560914 - - - 17.0
東京東局 首都高速川口線 41 加賀出入口 5339561812 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 足立入谷出入口 5339562549 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 新郷出入口1 5339562612 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 新郷出入口2 5339562797 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速川口線 41 安行出入口 5339563074 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで

東京東局 首都高速42号 42 小菅ＪＣＴ 5339468857 ～ 葛西ＪＣＴ 5339360527 17.0
上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

東京東局 首都高速42号 42 四つ木出入口1 5339464552 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速42号 42 四つ木出入口2 5339464466 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速42号 42 平井大橋出入口 5339467909 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速42号 42 船堀橋出入口 5339466027 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで

東京東局 首都高速42号分岐線(複線01） 42（01） 清新町分岐 5339361930 ～ 清新町出口 5339361932 17.0
東京東局 首都高速42号分岐線(複線02） 42（02） 清新町分岐 5339361930 ～ 清新町入口 5339363470 17.0
東京東局 首都高速42号分岐線(複線03） 42（03） 小菅分岐・小菅出口 5339465236 ～ 小菅入口 5339468542 17.0
東京東局 首都高速51号 51 小菅ＪＣＴ 5339468857 ～ 三郷ＪＣＴ 5339563738 17.0

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。
東京東局 首都高速51号 51 八潮南出入口 5339562213 - - - 17.0 入口のみ幅2.5ｍまで
東京東局 首都高速51号 51 三郷JCT 5339563738 - - - 17.0 三郷入口のみ幅2.5ｍまで

神奈川管理局 首都高速21号 21 羽田出入口 5339253763 ～ 生麦ＪＣＴ 5339151352 17.5
神奈川管理局 首都高速21号 21 生麦ＪＣＴ 5339151352 ～ 石川町ＪＣＴ（東） 5339151361 17.5
神奈川管理局 都市高速道21号(複線02） 21（02） 石川町ＪＣＴ分岐 5339151767 ～ 横浜公園出口2 5339152708 17.5

神奈川管理局 高速神奈川2号三ツ沢線 22 金港ＪＣＴ 5339150799 ～ 保土ヶ谷IC首都高接続 5339141542 17.5

神奈川管理局 高速神奈川5号大黒線 23 生麦ＪＣＴ 5339151352 ～ 大黒ＪＣＴ 5339151341 17.5

神奈川管理局 高速神奈川3号狩場線 24 本牧ＪＣＴ 5339151337 ～ 狩場ＩＣ首都高接続 533914F008 17.5
神奈川管理局 高速神奈川3号狩場線(複線01） 24（01） 阪東橋分岐 5339141127 ～ 阪東橋出入口 5339151364 17.5
神奈川管理局 高速神奈川3号狩場線(複線02） 24（02） 花之木分岐・花之木入口 5339142294 ～ 花之木出口 5339141122 17.5
神奈川管理局 高速神奈川3号狩場線(複線03） 24（03） 石川町入口 5339151771 ～ 石川町合流 5339151362 17.5
神奈川管理局 高速神奈川3号狩場線(複線04） 24（04） 石川町ＪＣＴ 5339151605 ～ 石川町ＪＣＴ(西） 5339151359 17.5
神奈川管理局 高速神奈川3号狩場線(複線05） 24（05） 本牧ＪＣＴ西 5339152830 ～ 本牧ＪＣＴ東 5339152527 17.5

神奈川管理局 首都高速25号 25 大師ＪＣＴ出入口 5339254711 ～ 川崎浮島ＪＣＴ 5339260343 17.5

神奈川管理局 高速神奈川7号横浜北線 26 港北インター 5339242438 ～ 生麦ＪＣＴ 5339151352 17.5

神奈川管理局 高速湾岸線 31 並木インター 5339050493 ～ 湾岸環八出入口 5339260643 17.5
神奈川管理局 高速湾岸線（複線01） 31(01) 幸浦分岐 5339050495 ～ 幸浦出入口 5339050084 17.5

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。
神奈川管理局 高速湾岸線 31 大黒ふ頭出入口 5339152558 - - - 17.0
神奈川管理局 高速湾岸線 31 本牧ふ頭出入口 5339152531 - - - 17.0

はみ出し後の長さ
支社名 路線名（道路名） 路線番号

区間

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。



会社名）　阪神高速道路株式会社
●一般有料道路他及びその取り付け道路

起点
（IC/JCT）

交差点
番号

～
終点

（IC/JCT）
交差点
番号

セミトレーラ

大阪管理局 11号池田線 101 阪神高速空港線分岐 5235030815 ～ 木部第１出入口 5235230603 17.0
大阪管理局 1号環状線(複線01） 101（01） 阪神高速空港線分岐 5235041508 ～ 阪神高速空港線分岐 5235030815 17.0
大阪管理局 11号池田線木部出入路線（複線02） 101（02） 木部分岐 5235230599 ～ 木部第2出入口 5235230604 17.0
大阪管理局 11号池田線池田出入路線（複線03） 101（03） 空港分岐 5235131092 ～ 池田出入口 5235130543 17.0
大阪管理局 1号環状線 102 湊町出入口・湊町分岐 5135742275 ～ 湊町出入口・湊町分岐 5135742275 17.0
大阪管理局 環状線（複線01） 102（01） 阪神高速松原線分岐 5135741873 ～ 阿倍野入口 5135741655 17.0
大阪管理局 12号守口線 103 阪神高速守口線分岐 5235041358 ～ 守口出入口 5235043735 17.0
大阪管理局 12号守口線（複線01） 103（01） 森小路線分岐 5235042723 ～ 森小路出口 5235046611 17.0
大阪管理局 12号守口線（複線02） 103（02） 森小路上下線分岐 5235046032 ～ 森小路入口 5235042364 17.0
大阪管理局 13号東大阪線 105 天保山ＪＣＴ 5135731000 ～ - 5235050080 17.0
大阪管理局 15号堺線 106 高津入口 5135745934 ～ 堺出入口 5135631084 17.0 芦原出口を通過する経路は特車通行不許可
大阪管理局 15号堺線（複線０1） 106（０1） 堺出口 5135630468 ～ 堺入口 5135631893 17.0
大阪管理局 17号西大阪線 107 安治川大橋出入口 5235034551 ～ 阪神高速西大阪線分岐 5135730847 17.0
大阪管理局 14号松原線 108 阿倍野入口 5135741655 ～ 松原ＪＣＴ 5135740055 17.0
大阪管理局 4号湾岸線 109 天保山JＣＴ 5135731000 ～ りんくうJCT 5135421133 17.0
大阪管理局 4号湾岸線天保山出路線（複線01） 109（01） 天保山JＣＴ 5135731000 ～ 天保山出口 5135734186 17.0
大阪管理局 4号湾岸線助松出入路線（複線02） 109（02） 助松JCT出入口 5135632448 ～ 助松一丁目 5135632302 17.0
大阪管理局 4号湾岸線（複線03） 109（03） 関西国際空港連絡橋JCT 5135420969 ～ りんくうJCT 5135421133 17.0
大阪管理局 3号神戸線 111 大阪西宮線分岐 5235030482 ～ - 5235032551 17.0
大阪管理局 3号神戸線西長堀出入路線（複線01） 111（01） 大阪西宮線分岐 5235030482 ～ 西長堀出入口 5235034585 17.0
大阪管理局 5号湾岸線 113 湾岸線上路・下路分岐 5135730552 ～ - 5235034434 17.0
大阪管理局 5号湾岸線中島出入路線（バイパス複線01） 113（01） 中島分岐 5235034501 ～ 中島取付路 5235034323 17.0

大阪管理局 2号淀川左岸線 114 海老江ＪＣＴ 5235034504 ～
湾岸・淀川左岸舞洲
出入口北港ＪＣＴ

5135732966 17.0

大阪管理局 2号淀川左岸線ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ出路（複線01） 114（01） ユニバーサルシティ出口分岐 5235035686 ～ ユニバーサルシティ出路 5235035716 17.0
大阪管理局 6号大和川線 116 三宝出入口 5135735026 ～ 鉄砲出入口 5135735050 17.0
大阪管理局 8号京都線 132 鴨川東出入口 5235362977 ～ 巨椋池TB 523526Ｆ001 17.0
大阪管理局 8号京都線 132（01） - 5235360768 ～ 鴨川東出入口 5235362977 17.0
大阪管理局 8号線京都（上鳥羽入路）線（複線02） 132（02） 上鳥羽入口 5235362097 ～ 上鳥羽出口 5235362975 17.0
神戸管理部 3号神戸線 110 西宮インター 5235020579 ～ 月見山インター 5135710142 17.0
神戸管理部 3号神戸線 111 - 5235032551 ～ 西宮インター 5235020579 17.0
神戸管理部 7号北神戸線 112 伊川谷インター 5235000112 ～ 有馬口JCT 5235110614 17.0
神戸管理部 7号北神戸線 112 有馬口JCT 5235110614 ～ 西宮山口JCT 5235121044 17.0
神戸管理部 箕谷出入路線（複線01） 112(01) 箕谷 5235110382 ～ 箕谷南出入口 5235110390 17.0
神戸管理部 7号北神戸線箕谷出入路線（複線02） 112(02) 箕谷 5235110382 ～ 箕谷北出入口 5235110269 17.0
神戸管理部 7号北神戸線有野出入路線（複線03） 112(03) 有馬口JCT 5235110614 ～ 柳谷JCT 5235110463 17.0
神戸管理部 5号湾岸線 113 - 5235034434 ～ 六甲アイランド北 5235021592 17.0
神戸管理部 5号湾岸（垂水）線（複線02） 113(02) 垂水JCT・IC 5135701164 ～ 名谷JCT 5135701181 17.0
神戸管理部 5号湾岸線住吉浜出入路線（複線03） 113(03) - 5235021681 ～ 住吉浜出入口 5235022386 17.0
神戸管理部 5号湾岸線深江浜東行出路線（複線04） 113(04) 深江浜JCT 523502F003 ～ 深江浜出口（東行） 5235021697 17.0
神戸管理部 5号湾岸線深江浜西行入路線（複線05） 113(05) 深江浜JCT 523502F003 ～ 深江浜入口（西行） 5235020192 17.0
神戸管理部 5号湾岸線魚崎浜出入路線（複線06） 113(06) - 5235021681 ～ 魚崎浜出入口 5235021667 17.0
神戸管理部 5号湾岸線深江浜西行出路線（複線07） 113(07) 深江浜出口（西行） 523502F002 ～ 深江浜JCT 523502F003 17.0
神戸管理部 5号湾岸線深江浜東行入路線（複線08） 113(08) 深江浜JCT 523502F003 ～ 深江浜入口（東行） 5235021755 17.0
神戸管理部 尼崎東海岸出入路線（複線09） 113(09) - 5235034446 ～ 尼崎東海岸出入口 5235034450 17.0
神戸管理部 31号神戸山手線 115 湊川ＪＣＴ 5135710268 ～ 白川JCT 5235000787 17.0
神戸管理部 湊川JCT連結路線（複線01） 115(01) 湊川JCT 5135710268 ～ - 5135710911 17.0
神戸管理部 生田川箕谷線 40 生田川出入口 5235010503 ～ 皆森 5235110302 17.0
神戸管理部 生田川箕谷線 40（01） 布引 5235012821 ～ 中央区葺合町 5235012853 17.0

備考

はみ出し後の長さ

支社名 路線名（道路名） 路線番号

区間



会社名）　本州四国連絡高速道路株式会社
●一般有料道路他及びその取り付け道路

起点
（IC/JCT）

交差点
番号

～
終点

（IC/JCT）
交差点
番号

セミトレーラ

岡山管理センター 国道30号（瀬戸中央自動車道）（複線31） 30（31） 早島IC 5133760558 ～ 坂出IC 5133360148 17.0 最低速度有区間　早島ＩＣ～坂出ＩＣ

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。
岡山管理センター 国道30号（瀬戸中央自動車道）（複線31） 30（31） 児島IC 5133560027 - - - 17.0

岡山管理センター 国道30号（瀬戸中央自動車道）（複線32） 30（32） 坂出北IC 5133360242 ～ 坂出北IC 5133360808 17.0
しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317 今治北インター 5132170083

～
大島南インター 5133100076 17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317 大島北インター 5133100031

～
生口島南インター 5133300111 17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317 生口島北インター 5133310135

～
長者原入口 5133510039 17.0

上記区間のうち、個別の制限を行う出入口等は下記のとおり。
しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317 向島ＩＣ 5133410039

- - -
17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317 大三島ＩＣ 5133200117

- - -
17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317 大島北ＩＣ 5133100031

- - -
17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317 大島南ＩＣ 5133100076

- - -
17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317 今治北ＩＣ 5132170083

- - -
17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317（01） 尾道大橋出入口 5133410114

～
尾道大橋出入口 5133410320 17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317（01） 生口島南ＩＣ 5133300113

～
生口島南ＩＣ 5133300111 17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317（03） 今治インター 5132070234

～
今治北インター 5132170083 17.0

しまなみ尾道管理
センター 国道317号西瀬戸自動車道 317（33） 生口島北ＩＣ 5133310101

～
生口島北ＩＣ 5133310135 17.0

支社名 路線名（道路名） 路線番号

区間

備考

はみ出し後の長さ



公社名）名古屋高速道路公社

全区間について、長さが１６．５メートルを超える場合



公社名）広島高速道路公社

全区間について、長さが１６．５メートルを超える場合



公社名）福岡・北九州高速道路公社

全区間について、長さが１６．５メートルを超える場合
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