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電気自動車用急速充電設備の充電サービス開始予定について 

 

NEXCO 東日本（東京都千代田区）とジャパンチャージネットワーク株式会社（横浜市西区）（以下、ジャ

パンチャージネットワーク）は、経済産業省が所管する「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」による

補助金を活用して整備を進めてきた高速道路のサービスエリア・パーキングエリアにおける電気自動車用

急速充電設備について、一部の積雪地域等を除き、ジャパンチャージネットワークの運営管理による充電

サービス（有料）を本年春頃にかけて順次開始します。まず、1 月 30 日に次の箇所でサービスを開始しま

す。 

 開始予定日 開始予定箇所 急速充電設備の基数

1 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 嵐山 PA 上り線 １基 

2 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 嵐山 PA 下り線 １基 

 

また、現在無料サービスを行っている急速充電器のうち、次の箇所につきましては、同じく１月３０日から

有料サービスに切り替わります。 

 有料化予定日 開始予定箇所 急速充電設備の基数

1 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 三芳 PA 上り線 １基 

2 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 三芳 PA 下り線 １基 

3 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 上里 SA 上り線 １基 

4 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 上里 SA 下り線 １基 

5 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 谷川岳 PA 上り線 １基 

6 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 谷川岳 PA 下り線 １基 

7 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 越後川口 SA 上り線 １基 

8 平成 27 年 1 月 30 日 関越自動車道 越後川口 SA 下り線 １基 

9 平成 27 年 1 月 30 日 東関東自動車道 湾岸幕張 PA 上り線 １基 

10 平成 27 年 1 月 30 日 東関東自動車道 湾岸幕張 PA 下り線 １基 

上記以外の現在運用中の箇所につきましては、本年春頃に有料サービスに切り替わる予定です。 

 

以上の予定については、別紙「急速充電器設置個所毎のサービス開始予定時期」をご確認ください。 

なお、充電サービス開始の詳細は、決定次第 NEXCO 東日本ウェブサイトでお知らせします。 

 

３．サービス内容（ご利用時間・方法等）について 

ジャパンチャージネットワークの運営管理による充電サービスの内容は次のとおりです。 



①ご利用時間 

2４時間（年中無休） 

②ご利用方法 

次のカードがご利用できます（1 月 14 日現在）。 

発行会社等 カードの種類 ご利用料金 備考 

日産自動車 日産ゼロ・エミッション

サポートプログラム 

カード発行会社にお問い合わ

せください 

 

三菱自動車 三菱自動車 

電動車両サポート 

カード発行会社にお問い合わ

せください 

 

日本充電サービ

ス 

NCS カード カード発行会社にお問い合わ

せください 

急速充電器用と急速・普通

併用の２種類あります 

ク レ ジ ッ ト カ ー ド

（会員カードをお

持ちでない場合） 

JCB、アメリカンエクス

プレス、ダイナーズク

ラブ、VISA、Master 

初の 5 分までは 250 円（税

別）、以降1 分あたり50 円（税

別）加算。なお、1 回あたりの

大充電時間は 30 分まで 

お手持ちのクレジットカードを

ジャパンチャージネットワーク

に登録のうえ、同社が発行す

る充電パスワードを取得する

必要があります 

なお、有料サービスに切り替わる三芳 PA、上里 SA、谷川岳 PA、越後川口 SA、湾岸幕張 PA につい

ては、上記に加え、平成 27 年 3 月 31 日まではジャパンチャージネットワークが発行する充電カードまた

はジャパンチャージネットワークが相互乗り入れする EVSS ネットワークの充電カードがご利用できます。た

だし、平成 27 年 4 月 1 日以降はご利用できなくなりますのでご注意ください。 

③お問い合わせ先 

詳しくは充電器本体に掲示するご利用ガイドをご確認のうえ、下表に記載の宛先までお問い合わせく

ださい。 

充電カード・充電料金に関する

こと 

◎専用の充電カードをご利用の方 

充電カード発行会社までお問い合わせください 

＜日産自動車＞ 

カード裏面に記載の窓口にお問い合わせください。 

※充電カードをお持ちでない方のお問い合わせ先 

⇒お客さま相談室 0120-315-232   

9:00～17:00（12/31～1/2を除く） 

＜三菱自動車 電動車両サポート＞ 

 http://www.ev-life.com/charging/support.html 
＜日本充電サービス＞ 

日本充電サービス コールセンター 0120-983-302   

9:00～18:00 （平日のみ） 
◎クレジットカードをご利用の方（充電パスワードの取得によりご利用可能）

またはジャパンチャージネットワーク若しくはEVSSネットワークの充電カー

ドをご利用の方 

ジャパンチャージネットワークお客様相談窓口 

0570-200-588（自動音声ガイド案内） （２４時間対応） 



充電パスワードの発行やカード

認証・操作に関すること、故障

など充電器のトラブルに関する

こと 

ジャパンチャージネットワークお客様相談窓口 

0570-200-588（自動音声ガイド案内） （２４時間対応） 

サービスの開始時期に関する

こと 

NEXCO東日本お客さまセンター 

0570-024-024 

・PHS、IP電話のお客さま 03-5338-7524 

・サービス開始に関する詳細な日時については、決定次第NEXCO東日本

ウェブサイトにてお知らせいたします。 

http://www.driveplaza.com/sapa/shisetsu_service/car_charge/ 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

道路名 基数 サービス開始予定 備考

道央自動車道 輪厚ＰＡ 上り線 １基 平成27年夏

下り線 １基 平成27年夏

東北自動車道 蓮田ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

羽生ＰＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

佐野ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

都賀西方ＰＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

上河内ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

那須高原ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

安達太良ＳＡ 上り線 １基 平成27年夏

下り線 １基 平成27年夏

国見ＳＡ 上り線 １基 平成27年夏

下り線 １基 平成27年夏

菅生ＰＡ 上り線 １基 平成27年夏

下り線 １基 平成27年夏

山形自動車道 山形蔵王ＰＡ 上り線 １基 平成27年夏

下り線 １基 平成27年夏

常磐自動車道 守谷ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

千代田ＰＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

友部ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

関越自動車道 三芳ＰＡ 上り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

下り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

高坂ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

嵐山ＰＡ 上り線 １基 平成27年1月30日

下り線 １基 平成27年1月30日

上里ＳＡ 上り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

下り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

赤城高原ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

谷川岳ＰＡ 上り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

下り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

塩沢石打ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

急速充電設備の設置箇所

サービスエリア・パーキングエリア名

【別紙】急速充電器設置箇所毎のサービス開始予定時期



 

 

  

道路名 基数 サービス開始予定 備考

関越自動車道 越後川口ＳＡ 上り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

下り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

上信越自動車道 横川ＳＡ 上り線 １基 平成27年夏

下り線 １基 平成27年夏

東部湯の丸ＳＡ 上り線 １基 平成27年夏

下り線 １基 平成27年夏

長野自動車道 姨捨ＳＡ 上り線 １基 平成27年夏

下り線 １基 平成27年夏

北陸自動車道 名立谷浜ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

米山ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

栄ＰＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

黒埼ＰＡ 上り線 １基 平成27年春 有料サービスへ切り替え

下り線 １基 平成27年春 有料サービスへ切り替え

東関東自動車道 湾岸幕張ＰＡ 上り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

下り線 １基 平成27年1月30日 有料サービスへ切り替え

酒々井ＰＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

館山自動車道 市原ＳＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

君津ＰＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

東京湾アクアライン 海ほたるＰＡ 上り線 １基 平成27年春

下り線 １基 平成27年春

北関東自動車道 波志江ＰＡ 東行き １基 平成27年春

西行き １基 平成27年春

壬生ＰＡ 東行き １基 平成27年春

西行き １基 平成27年春

笠間ＰＡ 東行き １基 平成27年春

西行き １基 平成27年春

首都圏中央 狭山ＰＡ 上り線 １基 平成27年春

連絡自動車道 下り線 １基 平成27年春

高滝湖ＰＡ 上り線 １基 未定 事業調整中

下り線 １基 未定 事業調整中

第三京浜 都筑ＰＡ 上り線 １基 平成27年春 有料サービスへ切り替え

保土ヶ谷ＰＡ 下り線 １基 平成27年春 有料サービスへ切り替え

横浜横須賀道路 横須賀ＰＡ 上り線 １基 平成27年春 有料サービスへ切り替え

下り線 １基 平成27年春 有料サービスへ切り替え

急速充電設備の設置箇所

サービスエリア・パーキングエリア名



 

 （参考）整備ビジョンマップ 

横須賀ＰＡ

保土ヶ谷ＰＡ

都筑ＰＡ
海ほたるＰＡ

三芳ＰＡ

高坂ＳＡ

上里ＳＡ

越後川口ＳＡ

谷川岳ＰＡ

塩沢石打ＳＡ

赤城高原ＳＡ

横川ＳＡ

市原ＳＡ

湾岸幕張ＰＡ

黒埼ＰＡ

波志江ＰＡ

狭山ＰＡ

酒々井ＰＡ

栄ＰＡ

嵐山PA

君津ＰＡ

蓮田ＳＡ

佐野ＳＡ

羽生PA

高滝湖ＰＡ

上河内ＳＡ

都賀西方ＰＡ

壬生ＰＡ

那須高原ＳＡ

守谷ＳＡ

友部ＳＡ

笠間ＰＡ

千代田ＰＡ

東部湯の丸ＳＡ姨捨ＳＡ

菅生PA

山形蔵王PA

国見SA

安達太良SA

米山ＳＡ
名立谷浜ＳＡ

輪厚PA

整備ビジョンリスト記載箇所

整備済み箇所

凡例


