
主な開通道路
新規開通道路は2019年6月までに供用された高速道路・有料道路と
2019年4月までに供用された国道・都道府県道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2019年度版(Ver.21.050)*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

2019年度版

(Ver.21.050)用

都道府県名 道路名称 区間
朝⾥IC/朝⾥IC（札幌⽅⾯）
銭函IC

国道３８号 北の峰IC〜布部IC
後志⾃動⾞道 ⼩樽JCT〜余市IC
国道４０号　幌富バイパス 幌延IC
国道４４号 釧路東IC〜釧路別保IC
東北⾃動⾞道 津軽SA
国道４５号　上北⾃動⾞道 上北IC〜七⼾IC
⼋⼾⾃動⾞道 ⼋⼾⻄スマートIC
県道８号　第⼆みちのく有料道路 第⼆みちのく料⾦所
国道１０１号 ⻄津軽郡鰺ヶ沢町⼤字北浮⽥町〜つがる市⽊造越⽔

陸前⾼⽥⻑部IC〜陸前⾼⽥IC
吉浜IC〜釜⽯南IC
釜⽯北IC
⼤槌IC〜⼭⽥南IC
⼭⽥南IC
釜⽯南IC〜釜⽯JCT
釜⽯JCT〜釜⽯両⽯IC
岩手⼭SA（上り）
滝沢中央スマートIC
紫波SA（上り）
花巻南IC〜盛岡南IC

国道２８３号　釜⽯⾃動⾞道 釜⽯JCT〜釜⽯仙⼈峠IC
釜⽯⾃動⾞道（無料区間） 遠野住⽥IC〜遠野IC
国道１０６号 宮古中央IC〜宮古根市IC

鳴瀬奥松島本線料⾦所
歌津IC〜歌津北IC
歌津北IC〜⼩泉海岸IC
春日PA(上り)
唐桑⼩原⽊IC〜陸前⾼⽥⻑部IC

国道４５号 本吉津⾕IC〜⼤⾕海岸IC
秋⽥県 国道１３号　湯沢横手道路 須川IC〜三関IC

国道４７号 津⾕IC〜⼾沢村⼤字古⼝
⼭形上⼭IC
南陽⾼畠IC
東根IC〜東根北IC
南陽⾼畠IC〜⼭形上⼭IC
⼭形PA

国道１３号　東北中央⾃動⾞道 ⽶沢北IC〜南陽⾼畠IC
郡⼭中央スマートIC
国⾒SA

磐越⾃動⾞道 ⽥村スマートIC
相馬IC
ならはスマートIC
⼤熊IC

国道４５号　三陸⾃動⾞道
宮城県

東北中央⾃動⾞道⼭形県

札樽⾃動⾞道

⻘森県

国道４５号　三陸⾃動⾞道

東北⾃動⾞道

岩手県

北海道

福島県

東北⾃動⾞道

常磐⾃動⾞道



⽔⼾北スマートIC
⽯岡⼩美玉スマートIC（上り）
稲敷IC〜神崎IC
坂東IC

栃⽊県 東北⾃動⾞道 都賀⻄⽅PA(下り)
太⽥強⼾PA
太⽥強⼾スマートIC
花園IC付近/花園IC
寄居スマートIC(下り)
君津IC〜富津中央IC
君津PA(上り)

国道１６号　京葉道路 ⽳川IC(⽳川⻄出⼝)
国道１４号　京葉道路 京葉市川IC〜船橋IC
国道４６８号　⾸都圏中央連絡⾃動⾞道 ⼤網⽩⾥スマートIC
鴨川有料道路 君津市笹〜鴨川市打墨

⼤井入⼝
臨海副都⼼出⼝

東名⾼速道路 横浜町⽥IC
⾸都⾼速中央環状線 中環⼤井南入⼝
⾸都⾼速中央環状線
⾸都⾼速湾岸線 ⼤井JCT

⾸都⾼速１号羽⽥線 羽⽥入⼝料⾦所
⾸都⾼速４号新宿線 ⾼井⼾出入⼝
中央⾃動⾞道（均⼀区間） ⾼井⼾IC

厚⽊南IC〜伊勢原JCT
海⽼名南JCT〜厚⽊南IC

国道４６８号　⾸都圏中央連絡⾃動⾞道 厚⽊PA
上越⾼⽥IC〜上越JCT
新井PA・新井スマートIC〜上越⾼⽥IC
妙⾼⾼原IC〜妙⾼SA
中郷IC〜新井PA・新井スマートIC

国道２５３号 寺IC〜鶴町IC
福岡本線料⾦所
⼩⽮部砺波JCT〜⾼岡IC
福岡PA

中央⾃動⾞道 富⼠吉⽥⻄桂スマートIC（河⼝湖⽅⾯）
下部温泉早川IC〜六郷IC
⽩根IC

平井寺トンネル有料道路 上⽥市古安曽〜上⽥市東内
信濃町IC〜妙⾼SA
信濃町IC〜妙⾼⾼原IC

名神⾼速道路 養⽼SAスマートIC
荘川IC〜⾶騨清⾒IC
ひるがの⾼原SA・ひるがの⾼原スマートIC〜荘川IC
⽩⿃IC〜⾼鷲IC
⾼鷲IC〜ひるがの⾼原SA・ひるがの⾼原スマートIC
松ノ⽊峠PA〜⾶騨清⾒IC
荘川IC〜松ノ⽊峠PA

⾸都⾼速湾岸線

東京都

茨城県
常磐⾃動⾞道

国道４６８号　⾸都圏中央連絡⾃動⾞道

北関東⾃動⾞道群馬県

関越⾃動⾞道埼玉県

千葉県

館⼭⾃動⾞道

新東名⾼速道路

新潟県
上信越⾃動⾞道

能越⾃動⾞道富⼭県

神奈川県

中部横断⾃動⾞道
⼭梨県

⻑野県
上信越⾃動⾞道

東海北陸⾃動⾞道
岐阜県



駿河湾沼津SA
新静岡IC〜森掛川IC
御殿場JCT
足柄スマートIC
舘⼭寺スマートIC

中部横断⾃動⾞道 新清⽔JCT〜富沢IC
国道１３６号　天城北道路 ⼤平IC〜⽉ケ瀬IC
国道４７４号 佐久間川合ＩＣ〜東栄ＩＣ

武豊料⾦所
美浜料⾦所
豊丘料⾦所

東名⾼速道路 豊橋PA（下り線）
県道５２２号　中部国際空港連絡道路 セントレア東IC
県道５２２号　知多横断道路　中部国際空港連絡道路 りんくうIC
国道２５号　名阪国道 南在家IC（下り）
新名神⾼速道路 新四日市JCT〜⻲⼭⻄JCT
新名神⾼速道路
東名阪⾃動⾞道
伊勢湾岸⾃動⾞道

四日市JCT

伊勢湾岸⾃動⾞道 みえ朝日IC〜四日市JCT
⼤安IC〜東員IC
東員IC〜新四日市JCT
琵琶湖⼤橋東詰
琵琶湖⼤橋料⾦所

舞鶴若狭⾃動⾞道 綾部PA〜舞鶴⻄IC
国道１号　第⼆京阪道路 巨椋池本線料⾦所〜鴨川東IC
府道１１８号 鴨川東出入⼝〜⼭科出入⼝

湊町JCT
中之島JCT
天神橋JCT
⾼津JCT
えびすJCT
南開JCT
阿波座JCT
蛍池JCT
南港JCT

国道３０８号　第⼆阪奈道路 全線
阪神⾼速７号　北神⼾線 ⽩川PA
阪神⾼速 布引JCT
国道３１２号　播但連絡有料道路 花⽥本線料⾦所(北⾏き)
阪神⾼速３号神⼾線 尼崎PA
阪神⾼速５号湾岸線 南芦屋浜PA
県道９５号　六甲北有料道路 神⼾北IC〜⼤沢IC
国道２号　第⼆神明道路 全線
国道２号　第⼆神明北線 全線

御所南IC
郡⼭南IC(上り)

和歌⼭県 阪和⾃動⾞道 和歌⼭南スマートIC
琴の浦IC
はわいIC
⿃取⻄IC〜吉岡温泉IC
吉岡温泉IC〜瑞穂宝⽊IC(ハーフIC)
瑞穂宝⽊IC(ハーフIC)〜⻘⾕IC

島根県 国道９号 出雲多伎IC〜⼤⽥朝⼭IC

東名⾼速道路

新東名⾼速道路

静岡県

県道７号　南知多道路

愛知県

国道４７５号　東海環状⾃動⾞道

三重県

滋賀県 琵琶湖⼤橋有料道路

京都府

⼤阪府
阪神⾼速

国道２４号　京奈和⾃動⾞道奈良県

兵庫県

⿃取県 国道９号　⼭陰道



規制データ

(市名変更/兵庫県)　旧：篠山市　新：丹波篠山市
市区町村合併 (市制施行/福岡県)　旧：筑紫郡那珂川町　新：那珂川市

本製品に使用している交通規制データは、2019年5月現在のものです。
本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。

タウンページ ＮＴＴタウンページ株式会社2019年3月発行のものを収録しています。

※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。

※地図データの作成にあたっては、(株)ゼンリンが国土地理院長の承認、同院発行の50万分の1地方図及び
2万5千分の1地形図を使用しております。平29情使、第444－B252号

⿃取⾃動⾞道 ⼤原IC〜⻄粟倉IC
佐伯IC
瀬⼾IC〜熊⼭IC

県道２７号 佐伯IC〜吉井IC
鳴門IC〜⽩⿃⼤内IC
板野IC〜鳴門JCT
津⽥東IC〜志度IC
津⽥東IC〜津⽥寒川IC
⽩⿃⼤内IC〜津⽥東IC
引⽥IC〜板野IC
⽩⿃⼤内IC〜引⽥IC
さぬき三⽊IC〜鳴門IC

愛媛県 国道５６号　⼤洲道路（無料区間） ⼤洲北IC〜⼤洲冨⼠IC
⾼知県 国道５６号 四万⼗町⻄IC〜⿊潮拳ノ川IC

国道１９９号　若⼾⼤橋 -
新若⼾道路 -

福岡⻄料⾦所
前原料⾦所

北九州都市⾼速道路４号線 ⾦剛入⼝
若⼾ランプ
⼾畑ランプ

九州⾃動⾞道 古賀SA（下り）
国道４９７号 調川IC〜松浦IC
⻑崎⾃動⾞道 ⻑崎芒塚IC〜⻑崎多良⾒IC

北熊本SA(上り出⼝/下り入⼝)
北熊本スマートIC

九州中央⾃動⾞道 ⼩池⾼⼭IC〜⼭都中島⻄IC
国道３号　南九州⻄回り⾃動⾞道 津奈⽊IC〜⽔俣IC

別府湾スマートIC
速⾒JCT･IC〜⼤分⽶良IC

国道５７号　⼤野⽵⽥道路 朝地IC〜⽵⽥IC
国道２１２号　中津日⽥道路 中津IC〜⽥⼝IC
県道４０４号　⼤分空港道路 杵築IC〜安岐IC
国道２１３号　⼤分空港道路 相原PA〜杵築IC
国道２１８号 雲海橋交差点〜日之影深角IC
国道１０号 横市IC〜平塚IC
国道１０号　東九州⾃動⾞道（無料区間） 北川IC
国道５０４号 きららIC〜さつま泊野IC
九州⾃動⾞道 桜島スマートIC(上り出⼝/下り入⼝)

県道７９号岡⼭県

⾼松⾃動⾞道徳島県

⾼松⾃動⾞道香川県

福岡県
国道４９７号　福岡前原道路

北九州都市⾼速道路２号線

宮崎県

⿅児島県

⻑崎県

九州⾃動⾞道
熊本県

東九州⾃動⾞道

⼤分県


