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地図情報更新DVD－ROM〔Ver. 8.18〕更新情報

■現行ROMとの見分け方
　　現行ご使用中のDVD－ROMラベルにバージョンが記載されていますのでご確認ください。

■DVD－ROM交換時の注意点
　　バージョンの異なるDVD－ROMに変更した場合、目的地リストは消去され、マークリストは記憶される
　ものの、マークリストで目的地設定すると目的地から離れた場所に案内されることがありますので、
　DVD－ROMを交換した際には再度登録をする必要のある場合があります。

■VICSリンク収録エリア  ●全国対応
　※VICSセンターからの情報を元に地図上に渋滞などの情報を表示するため、地図ディスクには道路を
　　交差点などで区切った単位（VICSリンク）の情報が収録されています。VICSリンクは道路形状の変更
　　などに応じて毎年追加・更新されます。
　　更新前のVICSリンクに対しても3年間はVICS情報が提供されることになっていますが、お使いの地図
　　ディスクが作成から3年以上経過している場合、一部のレベル3情報が表示されないことがあります。
　　より正確な情報を行うためにできるだけ最新の地図ディスクをお使いいただくようお勧めください。

■地図情報更新内容

　　　Ver. 8.18

　●データ更新時期   ●高速道路・有料道路   2010年12月版
     ●国道・都道府県道   2010年9月版
     ●交通規制データ   2010年11月版
     ●VICSリンクデータ    2010年11月版
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　●地図データの更新
　　＜高速道路・有料道路の変更内容＞
道路種別 路線名称 区　間 変更内容

高速道路

尾道自動車道 尾道 JCT ～世羅 IC 新規開通
北関東自動車道 佐野田沼 IC ～岩舟JCT 延伸
九州自動車道 鹿児島 IC 施設改良
山陽自動車道 高屋 JCT・IC 施設新設
首都圏中央連絡自動車道 つくば中央 IC ～つくば JCT 延伸
中国自動車道 美祢東 JCT・美祢東料金所 施設新設
東北自動車道 大衡 IC（おおひら） 新規開通
東名高速道路 厚木 IC 施設改良
東海北陸自動車道 飛騨白川PA 施設新設
鳥取自動車道 鳥取 IC ～河原 IC 延伸

大原 IC ～佐用 JCT 延伸
道東自動車道 夕張 IC ランプ形状変更
日本海沿岸東北自動車道 荒川胎内 IC ～神林岩船港 IC 延伸

阪和自動車道
有田 IC入口 ランプ形状変更
有田 IC出口 料金所移設
和歌山北 IC 施設新設

東関東自動車道 茨城空港北 IC ～茨城町 JCT 延伸

東九州自動車道
曽於弥五郎 IC ～末吉財部 IC 延伸
高鍋 IC ～西都 IC 延伸
門川 IC ～日向 IC 延伸

松江自動車道 三刀屋木次料金所 料金所移設
舞鶴若狭自動車道 小浜西 IC ランプ形状変更

都市高速

首都高速都心環状線 浜崎橋 JCT 走行車線変更
首都高速中央環状線 西新宿 JCT ～大橋 JCT 延伸
首都高速湾岸線 湾岸環八出口 ランプ新設
首都高速神奈川6号川崎線 大師 JCT ～殿町 新規開通
首都高速道路中央環状線（外回り） 高松入口付近～熊野町 JCT付近 施設改良
北九州都市高速 5号線 東田出入口 新規開通
広島高速 1号線 全線 料金改定
広島高速 2号線 温品 JCT ～仁保 JCT 新規開通
広島高速 3号線 宇品出入口～吉島出入口 延伸

全線 料金改定
名古屋高速４号東海線 山王 JCT ～六番北出入口 新規開通
阪神高速 31号神戸山手線 湊川 JCT ～神戸長田出入口 延伸
福岡都市高速道路１号線 千鳥橋 JCT 走行車線変更

有料道路

旭川紋別自動車道 上川天幕出入口～浮島 IC 延伸
稲城大橋有料道路 全線 無料化
大野川大橋 全線 無料化
大分空港道路 全線 無料化
紀ノ川河口大橋 全線 無料化
草津沼田道路 全線 無料化
首都圏中央連絡自動車道 海老名 JCT ～海老名 IC 延伸

川島 IC ～桶川北本 IC 延伸
新大利根橋有料道路 全線 無料化
水郷有料道路 全線 無料化
仙台北部道路 利府しらかし台 IC ～富谷JCT 延伸

利府 JCT 施設改良
第二京阪道路 枚方東 IC ～門真 JCT 延伸
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道路種別 路線名称 区　間 変更内容

有料道路

第二京阪道路
京田辺松井 IC 施設新設
京田辺 PA 施設新設
枚方東 IC, 京田辺本線料金所 料金改定

途中トンネル有料道路 全線 無料化
生月大橋有料道路 全線 無料化
那覇空港自動車道（豊見城東道路） 豊見城・名嘉地 IC ランプ新設
西九州自動車道 佐世保みなとIC ～相浦中里 IC 延伸
萩有料道路 全線 無料化
平戸大橋有料道路 全線 無料化
飛騨美濃有料道路 全線 無料化
日野水口有料道路 全線 無料化
妙義荒船林道 全線 無料化
米良有料道路 全線 無料化

高規格

上尾道路

宮前 IC ～上尾市大字小敷谷
（施設名称ではありません） 延伸
埼玉県桶川市大字川田谷～
埼玉県桶川市大字川田谷
（施設名称ではありません）

延伸

余部道路（あまるべどうろ） 余部（あまるべ）IC ～香住（かすみ）IC 新規開通
猪谷楡原道路
（いのたににれはらどうろ）

富山県富山市庵谷～富山県富山市楡原
（施設名称ではありません） 新規開通

宇和島道路 津島高田 IC ～宇和島南 IC 新規開通
鹿児島東西道路 鹿児島 IC ～田上 IC 新規開通
金沢東部環状道路 神谷内 IC 施設新設
北川奈半利道路 野友 IC ～芝崎 IC 新規開通
小郡萩道路 美祢東 JCT ～十文字 IC 新規開通
三陸縦貫自動車道 登米 IC ～登米東和 IC 延伸
三陸縦貫自動車道（宮古道路） 宮古南 IC ～宮古中央 IC 新規開通
三陸縦貫自動車道
（宮古中央インター線）

宮古中央 IC ～岩手県宮古市松山
（施設名称ではありません） 新規開通

新皆野橋
埼玉県秩父郡皆野町皆野～
埼玉県秩父市小柱
（施設名称ではありません）

延伸

角館バイパス 角館町小勝田～雲然
（施設名称ではありません） 延伸

豊橋バイパス
愛知県豊橋市神野新田（じんのしんでん）町～
愛知県豊橋市富久縞（ふくしま）町
（施設名称ではありません）

新規開通

中野バイパス 岩泉龍泉洞 IC ～鵜の巣断崖 IC 延伸
名寄バイパス 智恵文 IC ～美深 IC 延伸
東広島高田道路 高屋 JCT・IC 新規開通
東広島・呉自動車道 高屋 JCT・IC ～上三永 IC 延伸
幌富バイパス 幌延 IC ～豊富サロベツIC 延伸
前橋渋川バイパス 群馬県渋川市半田～群馬県前橋市田口町

（施設名称ではありません） 延伸
益田道路 久城 IC ～遠田 IC 新規開通
南薩縦貫道（川辺道路） 南九州川辺ダムIC ～南九州神殿 IC 新規開通

名阪国道 壬生野 IC 施設改良
五月橋インター出入口 ランプ形状変更
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　●地図データの更新
　　＜住所統廃合＞
住所統廃合後 住所統廃合前

長浜市 滋賀県

東浅井郡 虎姫町
湖北町

伊香郡

高月町
木之本町
余呉町
西浅井町

糸島市 福岡県
前原市

糸島郡 二丈町
志摩町

長野市 長野県
長野市

上水内郡 信州新町
中条村

宮古市 岩手県 宮古市
下閉伊郡 川井村

みよし市 愛知県 西加茂郡 三好町

山口市 山口県 山口市
阿武郡 阿東町

八女市 福岡県

八女市

八女郡

黒木町
立花町
矢部村
星野村

豊川市 愛知県 豊川市
宝飯郡 小坂井町

南巨摩郡富士川町 山梨県 南巨摩郡 増穂町
鰍沢町

近江八幡市 滋賀県 蒲生郡 安土町

あま市 愛知県 海部郡
七宝町
美和町
甚目寺町

加須市 埼玉県 北埼玉郡
騎西町
北川辺町
大利根町

久喜市 埼玉県
南埼玉郡 菖蒲町

北葛飾郡 栗橋町
鷲宮町

印西市 千葉県 印旛郡 印旛村
本埜村

富士宮市 静岡県 富士郡 芝川町

熊本市 熊本県 下益城郡 城南町
鹿本郡 植木町

湖西市 静岡県 浜名郡 新居町
宮崎市 宮崎県 宮崎郡 清武町
小林市 宮崎県 西諸県郡 野尻町

姶良市 鹿児島県 姶良郡
加治木町
姶良町
蒲生町

住所統廃合後 住所統廃合前
吾妻郡中之条町 群馬県 吾妻郡 六合村

栃木市 栃木県 下都賀郡
大平町
藤岡町
都賀町

長岡市 新潟県 北魚沼郡 川口町
松本市 長野県 東筑摩郡 波田町

佐世保市 長崎県 北松浦郡 江迎町
鹿町町

相模原市
緑区

神奈川県 相模原市中央区
南区

天塩郡幌延町 北海道 天塩郡 幌延町
雨竜郡幌加内町 北海道 雨竜郡 幌加内町


