
主な開通道路
新規開通道路は２０１７年９月の調査時点で２０１８年4月1日までに供用される
新規道路を収録の対象としました※

 全地図更新サービス 地図データの内容 

今回の更新で、地図バージョンが２０１８年度版(Ver.15.18)*に更新されます。 
この地図データは下記時点までに収集した情報をもとに作成したものです。 

*Ver番号は予告無く変更される場合がありますが、下記の地図内容には変更ありません。 

前バージョンからの主な変更内容 

2018年度版 

(Ver.15.18)用 

都道府県 路線名称 施設/区間/地名

上幌内早来停車場線 勇払郡厚真町字幌内

日高自動車道（門別厚賀道路）　 沙流郡日高町字緑町～美原・日高門別ＩＣ～日高厚賀ＩＣ

十勝オホーツク自動車道　 足寄郡陸別町字日宗・陸別小利別ＩＣ～訓子府ＩＣ

忍路防災 小樽市忍路１丁目～桃内１丁目

下北半島縦貫道路　吹越バイパス 上北郡横浜町字豊栄平～六ヶ所村大字尾駮字二又

蓬田～蟹田バイパス（かにた跨線橋） 東津軽郡外ヶ浜町字上蟹田～蟹田鰐ヶ淵

三陸自動車道　
下閉伊郡山田町山田第１４地割～宮古市金浜第３地割

・山田ＩＣ～宮古南ＩＣ

東北自動車道　
奥州市胆沢区小山字笹森・奥州スマートＩＣ・

紫波郡矢巾町大字煙山第１９地割・矢巾スマートＩＣ

野田山形線　 九戸郡野田村大字野田第２２地割～野田第２７地割（野田工区）

室根バイパス 一関市室根町折壁字梅木～矢越字大畑

田老岩泉道路　
宮古市田老字向新田～下閉伊郡岩泉町小本字長内・

田老北ＩＣ（仮称）～岩泉龍泉洞ＩＣ

三陸自動車道・三陸沿岸道路　
宮古市田老字新田平～向新田・

田老第２ＩＣ（仮称）～田老北ＩＣ（仮称）

大船渡広田陸前高田線
陸前高田市広田町字大陽～御城林（大陽工区）・

陸前高田市広田町字田端～谷地（久保～泊工区）

国道３９７号 気仙郡住田町世田米～高屋敷（高屋敷工区）

重茂半島線 下閉伊郡山田町大沢～宮古市重茂第２２地割（川代地区）

吉里吉里釜石線 釜石市片岸町第１０地割

宮古山田線　 下閉伊郡山田町石峠第４地割～豊間根第２地割（豊間根工区）

大槌停車場線 上閉伊郡大槌町本町

三陸自動車道（本吉気仙沼道路）　
気仙沼市本吉町九多丸～松崎高谷・

大谷ＩＣ（仮称）～気仙沼ＩＣ（仮称）

大島浪板線 気仙沼市小々汐～三ノ浜

三陸自動車道（南三陸道路）　
本吉郡南三陸町志津川字磯の沢～歌津字寄木

・南三陸海岸ＩＣ～歌津ＩＣ

払川町向線 本吉郡南三陸町歌津字田表～白山

泊崎半島線 本吉郡南三陸町歌津字板橋～大磯

国道３９８号 牡鹿郡女川町御前浜字御前～牡鹿郡女川町御前浜

十二所花輪大湯線 大館市十二所～折橋

秋田自動車道　
北秋田市脇神字高森下岱～北秋田市脇神・

あきた北空港ＩＣ（仮称）～鷹巣ＩＣ

北の又井川線 南秋田郡井川町大麦字柳台

余目酒田道路 酒田市新堀字前岡～東田川郡庄内町廻館字盛利新田（１～３工区）

東北中央自動車道　
村山市大字土生田～尾花沢市大字尾花沢・

大石田村山ＩＣ～尾花沢ＩＣ

米沢南陽道路　米沢北本線料金所 米沢市窪田町小瀬

東北中央自動車道　天童本線料金所 天童市大字高木

東北中央自動車道　相馬福島道路（霊山道路）　

伊達市霊山町石田字五束刈～下小国字清水・

阿武隈ＩＣ（仮称）～霊山ＩＣ（仮称）・

相馬市東玉野～伊達市霊山町石田字大貝・

相馬玉野ＩＣ～阿武隈ＩＣ（仮称）

東北中央自動車道　
福島市大笹生字大畑～米沢市窪田町小瀬・

福島大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ

須賀川矢吹線 西白河郡矢吹町陣ケ岡（天開工区）

原町海老相馬線 相馬市磯部字狐穴～芹谷地（磯部工区）

相馬亘理線 相馬郡新地町谷地小屋字舛形～埓木崎字台前（新地工区）

二本松金屋線 本宮市糠沢字八幡～郡山市西田町鬼生田字日向

郡山矢吹線 岩瀬郡天栄村大字高林字苧畑～高林字南

久之浜港線 いわき市久之浜町久之浜字北町～立町

国道１１８号 石川郡石川町大字中野字竹下

広野小高線 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原～井出字前沢
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東北中央自動車道　相馬福島道路（霊山道路）　

伊達市霊山町石田字五束刈～下小国字清水・

阿武隈ＩＣ（仮称）～霊山ＩＣ（仮称）・

相馬市東玉野～伊達市霊山町石田字大貝・

相馬玉野ＩＣ～阿武隈ＩＣ（仮称）

東北中央自動車道　
福島市大笹生字大畑～米沢市窪田町小瀬・

福島大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ

須賀川矢吹線 西白河郡矢吹町陣ケ岡（天開工区）

原町海老相馬線 相馬市磯部字狐穴～芹谷地（磯部工区）

相馬亘理線 相馬郡新地町谷地小屋字舛形～埓木崎字台前（新地工区）

二本松金屋線 本宮市糠沢字八幡～郡山市西田町鬼生田字日向

郡山矢吹線 岩瀬郡天栄村大字高林字苧畑～高林字南

久之浜港線 いわき市久之浜町久之浜字北町～立町

国道１１８号 石川郡石川町大字中野字竹下

広野小高線 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原～井出字前沢

東関東自動車道　
東茨城郡茨城町大字鳥羽田～鉾田市飯名・

鉾田ＩＣ～茨城空港北ＩＣ

筑西つくば線 筑西市中根～筑西市宮山

東山田岩瀬線バイパス 筑西市宮後

里根神岡上線バイパス 北茨城市関南町関本下～関本町関本中

下檜沢上小瀬線 常陸大宮市上小瀬～氷之沢

鉾田茨城線　バイパス 鉾田市当間～飯名

水戸神栖線 水戸市梅香１丁目～千波町

都計道３・３・９宮中佐田線 鹿嶋市大字宮中～佐田

高萩塙線バイパス 高萩市大字下手綱

守谷藤代線 取手市上高井

国道１２５号 稲敷郡美浦村大字宮地～大谷

下土木内常陸太田線 常陸太田市内田町～上土木内町

那須烏山矢板線 さくら市金枝

板荷引田線 鹿沼市引田～板荷

藤原宇都宮線　 宇都宮市上田原町（上田原工区）

大間々世良田線 太田市大原町～みどり市笠懸町鹿

国道１２２号　館林明和バイパス 館林市苗木町～邑楽郡明和町川俣

北関東自動車道　 太田市大鷲町・太田ＰＡ・スマートＩＣ（仮称）

阿左美バイパス　 みどり市笠懸町阿左美（２期工区）

板倉北川辺バイパス 邑楽郡板倉町大字海老瀬～加須市柏戸

皆野秩父バイパス 秩父市蒔田

草加八潮三郷線 八潮市大字鶴ケ曽根

中瀬牧西線 伊勢崎市境平塚～深谷市中瀬

袖ケ浦中島木更津線 袖ケ浦市奈良輪１丁目～袖ケ浦市奈良輪

茂原環状線 茂原市上永吉

千葉鎌ヶ谷松戸線 千葉市花見川区武石町１丁目～長作町

首都高速１０号晴海線　
江東区有明１丁目～中央区晴海２丁目・

晴海ランプ（仮称）～豊洲ランプ

東京駅丸の内駅前広場 東京都千代田区丸の内１丁目

相模原立川線

（３・１・６号南多摩尾根幹線　小山）側道
町田市小山町～小山ヶ丘３丁目

武蔵野狛江線 調布市若葉町２丁目～入間町１丁目

新東名高速道路　 海老名市門沢橋～厚木市戸田・海老名南ＪＣＴ～厚木南ＩＣ

都計道久里浜田浦線 横須賀市平作３丁目～衣笠町（衣笠工区）

新屋敷バイパス　小千谷十日町津南線 十日町市安養寺～堀之内

小須戸田上バイパス 南蒲原郡田上町大字田上

千足呼坂線 小千谷市大字小栗山

新潟中央環状線・横越バイパス 新潟市江南区横越～区袋津
八箇峠道路 十日町市八箇庚～南魚沼市野田

新潟燕線 新潟市西蒲区五之上

高岡やぶなみ停車場線 高岡市和田～羽広１丁目

井波城端線 南砺市井波～北川

魚津生地入善線 黒部市生地神明町～立野

北陸自動車道　 能美市吉原釜屋町・能美根上スマートＩＣ

庵鵜浦大田新線 七尾市鵜浦町

宇出津町野線 鳳珠郡能登町字小間生

不動寺バイパス 金沢市不動寺町ロ～不動寺町

福井鯖江線・石田家久停車場線 越前市家久町

松ヶ谷宝慶寺大野線 大野市寶慶寺

畑若狭和田停車場線 大飯郡高浜町薗部

中央自動車道　 富士吉田市小明見３丁目・富士吉田西桂スマートＩＣ

西関東連絡道路二期　八幡南ランプ～岩手ランプ 山梨市南～山梨市東

河口湖精進線 南都留郡富士河口湖町河口

国道４１１号 甲州市塩山上萩原

飯田富山佐久間線 下伊那郡泰阜村温田（中尾工区）

中部横断自動車道　
佐久市桜井北桜井～南佐久郡佐久穂町大字畑・

八千穂高原ＩＣ～佐久南ＩＣ

三遠南信自動車道（飯喬道路）　 飯田市龍江～上久堅・龍江ＩＣ（仮称）～飯田東ＩＣ（仮称）

中央自動車道　 駒ヶ根市赤穂南割・駒ヶ岳スマートＩＣ

下小田切バイパス 佐久市下小田切

中沢バイパス 駒ヶ根市中沢中割

下諏訪岡谷バイパス 岡谷市間下～内山

御牧原蓬田線 東御市御牧原

上久堅拡幅 飯田市上久堅中宮～上久堅

国道４０３号
安曇野市明科東川手～東筑摩郡筑北村西条・

下高井郡山ノ内町大字夜間瀬～木島平村大字上木島

可児金山線 加茂郡七宗町上麻生

名神高速道路　 安八郡安八町中・安八スマートＩＣ

東海環状自動車道　
養老郡養老町飯積２丁目～大跡・

養老ＪＣＴ～養老ＩＣ

井尻八百津線 可児郡御嵩町小和沢～加茂郡八百津町八百津

国道３６１号（上ケ洞バイパス） 高山市高根町上ケ洞～阿多野郷

古川清見線　平岩バイパス 飛騨市古川町平岩

牧田関ヶ原線 不破郡関ケ原町大字今須（今須工区）

牧田室原線 養老郡養老町大坪

下呂白川線 下呂市門和佐

静岡バイパス 静岡市駿河区中島～西島

都計道　池田柊線 駿東郡長泉町下土狩～下長窪（下長窪工区）

青部バイパス 榛原郡川根本町青部

瀬戸東バイパス（都計道瀬戸環状東部線） 瀬戸市屋戸町～塩草町

蒲郡中央バイパス 蒲郡市竹谷町下日山～蒲郡町貴船

東名高速道路 名古屋市守山区大字下志段味字上東禅寺・守山スマートＩＣ

碧南高浜環状線 高浜市論地町３丁目～碧南市三度山町４丁目

能登瀬新城線 新城市有海字並松～洗林

長篠東栄線 新城市副川字貝津田～海老字千原田

金野豊川線 豊川市御津町広石五反田～為当町市木

上野名張線 伊賀市比土～上神戸

鵜方・磯部バイパス 志摩市阿児町鵜方～磯部町穴川

三田坂バイパス 伊賀市大谷～諏訪

信楽上野線 伊賀市西高倉～小田町

松阪久居線 松阪市鎌田町

国道４２号 伊勢市二見町松下

四日市関線 亀山市白木町

阿曽浦港線 度会郡南伊勢町大江

鵜殿熊野線 熊野市久生屋町

大津能登川長浜線 彦根市甘呂町

国道８号 長浜市西浅井町塩津浜

新名神高速道路　 高槻市宮が谷町～川西市西畦野・高槻ＪＣＴ・ＩＣ～川西ＩＣ

都計道大岩線（茨木摂津線） 茨木市大字千提寺～大岩

豊能池田線（都計道止々呂美吉川線） 箕面市下止々呂美

高槻東道路（仮称）（高槻ＩＣアクセス道路） 高槻市大字成合～成合南の町

三林岡山線（都計道泉州山手線） 和泉市唐国町１丁目～いぶき野５丁目

伏見柳谷高槻線 高槻市梶原６丁目

第二阪和国道（和歌山岬道路）　孝子ランプ 泉南郡岬町孝子
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福井鯖江線・石田家久停車場線 越前市家久町

松ヶ谷宝慶寺大野線 大野市寶慶寺
畑若狭和田停車場線 大飯郡高浜町薗部
中央自動車道　 富士吉田市小明見３丁目・富士吉田西桂スマートＩＣ

西関東連絡道路二期　八幡南ランプ～岩手ランプ 山梨市南～山梨市東
河口湖精進線 南都留郡富士河口湖町河口
国道４１１号 甲州市塩山上萩原

飯田富山佐久間線 下伊那郡泰阜村温田（中尾工区）

中部横断自動車道　
佐久市桜井北桜井～南佐久郡佐久穂町大字畑・
八千穂高原ＩＣ～佐久南ＩＣ

三遠南信自動車道（飯喬道路）　 飯田市龍江～上久堅・龍江ＩＣ（仮称）～飯田東ＩＣ（仮称）
中央自動車道　 駒ヶ根市赤穂南割・駒ヶ岳スマートＩＣ
下小田切バイパス 佐久市下小田切

中沢バイパス 駒ヶ根市中沢中割
下諏訪岡谷バイパス 岡谷市間下～内山
御牧原蓬田線 東御市御牧原

上久堅拡幅 飯田市上久堅中宮～上久堅

国道４０３号
安曇野市明科東川手～東筑摩郡筑北村西条・

下高井郡山ノ内町大字夜間瀬～木島平村大字上木島

可児金山線 加茂郡七宗町上麻生
名神高速道路　 安八郡安八町中・安八スマートＩＣ

東海環状自動車道　
養老郡養老町飯積２丁目～大跡・
養老ＪＣＴ～養老ＩＣ

井尻八百津線 可児郡御嵩町小和沢～加茂郡八百津町八百津
国道３６１号（上ケ洞バイパス） 高山市高根町上ケ洞～阿多野郷
古川清見線　平岩バイパス 飛騨市古川町平岩

牧田関ヶ原線 不破郡関ケ原町大字今須（今須工区）
牧田室原線 養老郡養老町大坪
下呂白川線 下呂市門和佐
静岡バイパス 静岡市駿河区中島～西島

都計道　池田柊線 駿東郡長泉町下土狩～下長窪（下長窪工区）
青部バイパス 榛原郡川根本町青部
瀬戸東バイパス（都計道瀬戸環状東部線） 瀬戸市屋戸町～塩草町

蒲郡中央バイパス 蒲郡市竹谷町下日山～蒲郡町貴船
東名高速道路 名古屋市守山区大字下志段味字上東禅寺・守山スマートＩＣ
碧南高浜環状線 高浜市論地町３丁目～碧南市三度山町４丁目

能登瀬新城線 新城市有海字並松～洗林
長篠東栄線 新城市副川字貝津田～海老字千原田
金野豊川線 豊川市御津町広石五反田～為当町市木

上野名張線 伊賀市比土～上神戸
鵜方・磯部バイパス 志摩市阿児町鵜方～磯部町穴川
三田坂バイパス 伊賀市大谷～諏訪

信楽上野線 伊賀市西高倉～小田町
松阪久居線 松阪市鎌田町
国道４２号 伊勢市二見町松下

四日市関線 亀山市白木町
阿曽浦港線 度会郡南伊勢町大江
鵜殿熊野線 熊野市久生屋町

大津能登川長浜線 彦根市甘呂町
国道８号 長浜市西浅井町塩津浜
新名神高速道路　 高槻市宮が谷町～川西市西畦野・高槻ＪＣＴ・ＩＣ～川西ＩＣ

都計道大岩線（茨木摂津線） 茨木市大字千提寺～大岩
豊能池田線（都計道止々呂美吉川線） 箕面市下止々呂美
高槻東道路（仮称）（高槻ＩＣアクセス道路） 高槻市大字成合～成合南の町

三林岡山線（都計道泉州山手線） 和泉市唐国町１丁目～いぶき野５丁目
伏見柳谷高槻線 高槻市梶原６丁目
第二阪和国道（和歌山岬道路）　孝子ランプ 泉南郡岬町孝子

山陰近畿自動車道（浜坂道路） 美方郡香美町香住区余部～新温泉町七釜・余部ＩＣ～新温泉浜坂ＩＣ

新名神高速道路　 宝塚市玉瀬・宝塚北スマートＩＣ
塩瀬宝塚線 宝塚市切畑（切畑工区）

神戸淡路鳴門自動車道　 洲本市中川原町市原・淡路島中央スマートＩＣ
新名神高速道路　 川西市西畦野～神戸市北区八多町中・川西ＩＣ～神戸ＪＣＴ
川西インター線（アクセス道路） 川西市石道～川西市西畦野

長坂垂水線 神戸市垂水区多聞町
塩瀬宝塚線 宝塚市切畑
大川瀬吉川線 三木市吉川町古川～実楽

国道４２６号 豊岡市但東町畑
都計道　石木城線 奈良市石木町～大和郡山市城町
大和御所道路　 御所市大字室（８工区）・御所南ＰＡ・御所区間

月瀬三ヶ谷線　 山辺郡山添村大字大塩（大塩工区）
中和幹線 香芝市穴虫
白浜空港フラワーライン 西牟婁郡白浜町才野

国道４２５号 日高郡印南町大字川又
江川小松原線 御坊市湯川町小松原
井関御坊線 有田郡広川町大字上津木

国道３７０号（美里３バイパス） 海草郡紀美野町松ケ峯～高畑
御坊由良線 日高郡由良町大字大引
和歌山野上線 海南市野尻

国道１８３号 日野郡日南町宮内
境車尾線 西伯郡南部町境
鳥取鹿野倉吉線 東伯郡三朝町大字砂原～片柴
鳥取空港賀露線 鳥取市賀露町～湖山町西４丁目

山陰自動車道（朝山大田道路）　
大田市朝山町朝倉～久手町刺鹿・
朝山ＩＣ（仮称）～大田ＩＣ（仮称）

松江木次線 雲南市大東町大東
国道１８４号 飯石郡飯南町下来島
上久野大東線 雲南市大東町大東（金成工区）

浜田作木線 邑智郡邑南町日貫（吉原工区）
国賀海岸線　新国賀トンネル 隠岐郡西ノ島町大字浦郷

福井県

鳥取県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

島根県



山陰近畿自動車道（浜坂道路） 美方郡香美町香住区余部～新温泉町七釜・余部ＩＣ～新温泉浜坂ＩＣ

新名神高速道路　 宝塚市玉瀬・宝塚北スマートＩＣ

塩瀬宝塚線 宝塚市切畑（切畑工区）

神戸淡路鳴門自動車道　 洲本市中川原町市原・淡路島中央スマートＩＣ

新名神高速道路　 川西市西畦野～神戸市北区八多町中・川西ＩＣ～神戸ＪＣＴ
川西インター線（アクセス道路） 川西市石道～川西市西畦野

長坂垂水線 神戸市垂水区多聞町

塩瀬宝塚線 宝塚市切畑

大川瀬吉川線 三木市吉川町古川～実楽

国道４２６号 豊岡市但東町畑

都計道　石木城線 奈良市石木町～大和郡山市城町
大和御所道路　 御所市大字室（８工区）・御所南ＰＡ・御所区間

月瀬三ヶ谷線　 山辺郡山添村大字大塩（大塩工区）

中和幹線 香芝市穴虫

白浜空港フラワーライン 西牟婁郡白浜町才野

国道４２５号 日高郡印南町大字川又
江川小松原線 御坊市湯川町小松原

井関御坊線 有田郡広川町大字上津木

国道３７０号（美里３バイパス） 海草郡紀美野町松ケ峯～高畑

御坊由良線 日高郡由良町大字大引

和歌山野上線 海南市野尻

国道１８３号 日野郡日南町宮内

境車尾線 西伯郡南部町境

鳥取鹿野倉吉線 東伯郡三朝町大字砂原～片柴

鳥取空港賀露線 鳥取市賀露町～湖山町西４丁目

山陰自動車道（朝山大田道路）　
大田市朝山町朝倉～久手町刺鹿・

朝山ＩＣ（仮称）～大田ＩＣ（仮称）

松江木次線 雲南市大東町大東

国道１８４号 飯石郡飯南町下来島

上久野大東線 雲南市大東町大東（金成工区）

浜田作木線 邑智郡邑南町日貫（吉原工区）

国賀海岸線　新国賀トンネル 隠岐郡西ノ島町大字浦郷

岡山県 倉敷飽浦線 岡山市南区飽浦～宮浦

神辺バイパス　 福山市神辺町字上御領・（最終工区）

山陽自動車道　
福山市津之郷町大字津之郷・福山ＳＡスマートＩＣ（仮称）・

広島市安佐南区伴東５丁目（沼田スマートＩＣ（仮称））

東広島本郷忠海線 竹原市忠海床浦２丁目～忠海中町２丁目

別迫上下線 府中市上下町国留

永田郷室津川棚線 下関市豊浦町大字川棚

萩篠生線 山口市阿東蔵目喜

萩城趾線 萩市大字南片河町城東南区～平安古町平安古東区
益田阿武線 阿武郡阿武町大字奈古

湯ノ口美祢線 美祢市美東町大田聞波

国道４９０号 宇部市大字荒瀬

田耕湯玉停車場線 下関市豊北町大字田耕
徳島県 由岐大西線 海部郡美波町阿部

飯山バイパス 丸亀市飯山町川原～下法軍寺

国道３７７号 東かがわ市五名
朝倉伊予桜井停車場線（新森山橋） 今治市朝倉北～朝倉下

国道３７８号 西予市三瓶町下泊

鳥井喜木津線 西宇和郡伊方町亀浦（亀浦工区）

国道４９４号（仕七川拡幅） 上浮穴郡久万高原町東川

新居浜東港線（都計道郷桧の端線） 新居浜市観音原町

横浜生名港線（久保の谷～前新開） 越智郡上島町生名

高知県 小味野々川口線（南川口バイパス） 高岡郡四万十町南川口

博多バイパス 福岡市東区松島３丁目～下原１丁目
砂津バイパス 北九州市小倉北区浅野２丁目～末広１丁目

久留米小郡線（２期区間） 小郡市福童～大崎

福岡太宰府線 糟屋郡宇美町大字宇美～光正寺２丁目
本町新田大川線 大川市大字向島～小保

猪野篠栗線 糟屋郡久山町大字久原

飯江長田線 みやま市瀬高町大草

飯塚福間線 福津市中央３丁目

添田赤池線 田川郡福智町神崎～糸田町西部

長崎自動車道　 小城市小城町松尾・小城スマートＩＣ

西九州自動車道（唐津伊万里道路） 伊万里市南波多町谷口～府招・南波多谷口ＩＣ～伊万里東府招ＩＣ

武雄バイパス 武雄市北方町大字大崎

多久若木線（女山地区） 武雄市若木町大字川古～多久市西多久町大字板屋

黒川松島線 伊万里市脇田町～松島町
伊万里松浦道路　 松浦市今福町浦免～調川町下免・今福ＩＣ～調川ＩＣ

長崎自動車道　 大村市木場１丁目・木場スマートＩＣ

国道２５１号 雲仙市愛野町甲～吾妻町阿母名
上五島空港線 南松浦郡新上五島町赤尾郷

平戸田平線 平戸市田平町小手田免

平山荒尾線 荒尾市本井手～平山
荒尾南関線 荒尾市平山

国道２６６号　大矢野バイパス 上天草市大矢野町登立～宇城市三角町三角浦

本渡牛深線 天草市河浦町宮野河内
国道２６６号 上天草市龍ヶ岳町大道

知十橋架け替え 上天草市松島町今泉

水俣田浦線 葦北郡芦北町大字女島～津奈木町大字福浜

都計道　荒尾海岸線 荒尾市荒尾
熊本高森線 阿蘇郡西原村大字小森

大分臼杵線 大分市六坊南町～下郡
庄内久住線 由布市庄内町五ケ瀬・（大龍工区）

豊後高田国東線 豊後高田市一畑

楢本拡幅 宇佐市安心院町楢本
成仏杵築線 杵築市大字鴨川・（鴨川工区）

国道２１７号 大分市大字白木

高崎大分線 由布市挾間町高崎

下恵良九重線 宇佐市院内町羽馬礼

鳥取県

兵庫県

奈良県

和歌山県

島根県

広島県

山口県

 香川県

愛媛県

福岡県
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長崎県

熊本県

大分県



規制データ
タウンページ ＮＴＴタウンページ株式会社２０１７年９月発行のものを収録しています。
市区町村合併 今回は対象となる情報はありません。

本製品に使用している交通規制データは、２０１７年９月現在のものです。

※本地図データに収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合がありますので 
 ご了承ください。ご使用に際しては、実際の道路状況及び交通規制に従ってください。 

長崎自動車道　 小城市小城町松尾・小城スマートＩＣ
西九州自動車道（唐津伊万里道路） 伊万里市南波多町谷口～府招・南波多谷口ＩＣ～伊万里東府招ＩＣ
武雄バイパス 武雄市北方町大字大崎
多久若木線（女山地区） 武雄市若木町大字川古～多久市西多久町大字板屋
黒川松島線 伊万里市脇田町～松島町
伊万里松浦道路　 松浦市今福町浦免～調川町下免・今福ＩＣ～調川ＩＣ
長崎自動車道　 大村市木場１丁目・木場スマートＩＣ
国道２５１号 雲仙市愛野町甲～吾妻町阿母名
上五島空港線 南松浦郡新上五島町赤尾郷
平戸田平線 平戸市田平町小手田免
平山荒尾線 荒尾市本井手～平山
荒尾南関線 荒尾市平山
国道２６６号　大矢野バイパス 上天草市大矢野町登立～宇城市三角町三角浦
本渡牛深線 天草市河浦町宮野河内
国道２６６号 上天草市龍ヶ岳町大道
知十橋架け替え 上天草市松島町今泉
水俣田浦線 葦北郡芦北町大字女島～津奈木町大字福浜
都計道　荒尾海岸線 荒尾市荒尾
熊本高森線 阿蘇郡西原村大字小森
大分臼杵線 大分市六坊南町～下郡
庄内久住線 由布市庄内町五ケ瀬・（大龍工区）
豊後高田国東線 豊後高田市一畑
楢本拡幅 宇佐市安心院町楢本
成仏杵築線 杵築市大字鴨川・（鴨川工区）
国道２１７号 大分市大字白木
高崎大分線 由布市挾間町高崎
下恵良九重線 宇佐市院内町羽馬礼
都城志布志道路　 都城市梅北町・梅北ＩＣ～金御岳ＩＣ
東九州自動車道　 日南市北郷町郷之原～東弁分乙・日南北郷ＩＣ～日南東郷ＩＣ
益安平山線 日南市大字平山・（平山工区）
諸塚高千穂線　丸小野橋 西臼杵郡高千穂町大字向山・（椎屋谷工区　）
国道３８８号 東臼杵郡美郷町南郷水清谷
札の元佐土原線 西都市大字鹿野田
都城志布志道路（有明道路） 志布志市有明町伊崎田・有明北ＩＣ～有明東ＩＣ
北薩横断道路（泊野道路） 出水市高尾野町柴引～薩摩郡さつま町泊野・中屋敷ＩＣ～きららＩＣ
石垣加世田線 南九州市川辺町中山田・（勝目工区）
九州自動車道　 姶良市西餅田・桜島スマートＩＣ（仮称）
南九州西回り自動車道（出水阿久根道路） 出水市下知識町～高尾野町上水流・出水ＩＣ～高尾野北ＩＣ
鹿児島加世田線 鹿児島市下福元町
那覇宜野湾線（パイプライン線） 宜野湾市嘉数４丁目
具志川環状線 うるま市字兼箇段～沖縄市字登川
恩納南バイパス 国頭郡恩納村字谷茶～恩納

鹿児島県

沖縄県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県


