
主な開通道路
新規開通道路は2020年6月までに供用された高速道路・有料道路と
2020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2020年度版(Ver.21.060)*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

2020年度版

(Ver.21.060)用

都道府県名 道路名称 区間
銭函IC(Dランプ)
手稲IC(小樽方面入口)

国道４５０号　旭川・紋別⾃動⾞道 遠軽瀬⼾瀬IC〜遠軽IC
国道４４号　根室道路 温根沼IC〜根室IC
国道２３３号　深川・留萌⾃動⾞道（無料区間）
幌糠留萌道路 留萌⼤和⽥IC〜留萌IC

国道２７９号　下北半島縦貫道路 むつ尻屋崎IC〜むつ東通IC
国道４５号　⼋⼾久慈⾃動⾞道 階上IC
国道４５号　三陸⾃動⾞道 釜⽯北IC〜⼤槌IC

紫波SA（下り）
岩手山SA（下り）

国道１０６号　都南川目道路 ⽥の沢IC〜手代森IC
国道４５号　⼋⼾久慈⾃動⾞道 久慈北IC〜侍浜IC
国道１０６号 古⽥〜川井
三陸⾃動⾞道 宮古中央IC
常磐⾃動⾞道 鳥の海PA(上り)
東北⾃動⾞道 ⻑者原SA(上り)
国道４５号　三陸⾃動⾞道 気仙沼中央IC〜気仙沼港IC

秋⽥県 秋⽥⾃動⾞道 横手北スマートIC
東北中央⾃動⾞道 南陽⾼畠IC〜山形上山IC
⽇本海東北⾃動⾞道 酒⽥みなとIC

常磐双葉IC
相馬IC
相馬IC〜新地IC
⼤熊IC〜浪江IC

国道１１５号　東北中央⾃動⾞道 相馬IC〜相馬山上IC
常磐⾃動⾞道 ⽔⼾北スマートIC
下総利根⼤橋有料道路 全線

栃木県 国道１１９号　⽇光宇都宮道路 篠井IC
群馬県 関越⾃動⾞道 駒寄スマートIC（上り）

東北⾃動⾞道 蓮⽥SA（上り）
常磐⾃動⾞道 三郷料⾦所スマートIC
館山⾃動⾞道 富津中央IC〜富津⽵岡IC

茂原⻑柄スマートIC
茂原⻑南IC

埼玉県

千葉県

宮城県

山形県

福島県
常磐⾃動⾞道

茨城県

札樽⾃動⾞道

北海道

東北⾃動⾞道

⻘森県

岩手県

国道４６８号　⾸都圏中央連絡⾃動⾞道



⾸都⾼速１号羽⽥線
⾸都⾼速中央環状線
⾸都⾼速湾岸線

⼤井JCT

⾸都⾼速中央環状線
⾸都⾼速７号小松川線 小松川JCT

⾸都⾼速７号小松川線 小松川出口
中環小松川入口
中環小松川料⾦所
船堀橋出入口
清新町出入口

⾸都⾼速３号渋谷線 渋谷入口

⾸都⾼速１号羽⽥線 平和島PA(上り)
平和島入口料⾦所(上り)

⾸都⾼速１０号晴海線 豊洲出口
東京外環⾃動⾞道 ⼤泉IC
新東名⾼速道路 伊勢原JCT〜伊勢原⼤山IC
⾸都⾼速神奈川７号横浜北線 馬場出入口
⾸都⾼速神奈川７号横浜北⻄線 横浜⻘葉出入口〜横浜港北JCT
城ケ島⼤橋の無料化
※無料化後名称無 全線

北陸⾃動⾞道 ⿊埼PAスマートIC（上り）
国道２５３号　上越⿂沼地域振興快速道路 門⽥新⽥IC

妙⾼⾼原IC〜妙⾼SA
中郷IC〜新井PA・新井スマートIC

富山県 有峰林道 ⻲谷連絡所〜富山県富山市有峰
柳⽥IC〜上棚⽮駄IC
柳⽥IC

のと⾥山海道　能越⾃動⾞道 のと⾥山空港IC
北陸⾃動⾞道 安宅スマートIC
中部横断⾃動⾞道（無料区間） 富沢IC〜南部IC
中央⾃動⾞道 談合坂スマートIC
国道４７４号　三遠南信⾃動⾞道（無料区間） 天龍峡IC〜龍江IC
上信越⾃動⾞道 信濃町IC〜妙⾼⾼原IC
白糸ハイランドウェイ 三笠〜峰の茶屋
東海北陸⾃動⾞道 荘川IC〜⾶騨清⾒IC

⼤野神⼾IC〜⼤垣⻄IC

関広⾒IC〜山県IC

関広⾒IC

⽇本平久能山スマートIC
駒門スマートIC
静岡SA(上り)
浜松SA(上り)

国道１５０号　新掛塚橋 全線
国道４１４号　天城北道路 月ケ瀬IC
熱海海岸⾃動⾞道　熱海ビーチライン 全線
国道１号　伊⾖縦貫⾃動⾞道 ⼤場・函南IC〜三島玉沢IC

県道５２２号　知多横断道路 りんくうIC/りんくうIC（出口）

名古屋⾼速都心環状線
名古屋⾼速２号東山線 丸⽥町JCT

名神⾼速道路
東海北陸⾃動⾞道 一宮JCT(上り)

東名阪⾃動⾞道 ⻲山IC
新名神⾼速道路 ⻲山⻄JCT

⾸都⾼速中央環状線東京都

神奈川県

東名⾼速道路

静岡県

国道４７５号　東海環状⾃動⾞道

新東名⾼速道路

上信越⾃動⾞道
新潟県

県道６０号　のと⾥山海道（無料区間）

愛知県

三重県

⽯川県

山梨県

⻑野県

岐阜県



滋賀県 名神⾼速道路
新名神⾼速道路 草津JCT

国道１６３号　第⼆阪奈道路 全線
近畿⾃動⾞道 ⻑原IC
阪和⾃動⾞道 松原IC
国道４２３号　箕面有料道路 南出口
阪神⾼速４号湾岸線
阪神⾼速５号湾岸線
阪神⾼速１６号⼤阪港線

南港JCT

阪神⾼速１号環状線
阪神⾼速１６号⼤阪港線 ⻄船場JCT(信濃橋渡り線)

信濃橋入口
⻄船場JCT〜⼟佐堀出口
三宝JCT
⾼⽯料⾦所
⾼⽯出口料⾦所
助松料⾦所

阪神⾼速６号⼤和川線 鉄砲出入口〜三宅⻄出入口
阪神⾼速１４号松原線 ⽠破本線料⾦所
国道１６５号　南阪奈道路 太⼦IC〜葛城IC
県道９５号　六甲有料道路 神⼾市灘区六甲山町
中国⾃動⾞道 宝塚IC
国道２８号　神⼾淡路鳴門⾃動⾞道 淡路北スマートIC

湯浅IC(上り入口)

川辺IC

有⽥南IC(下り入口)

国道９号　山陰道 ⽇野川東IC〜⽶⼦南IC
鳥取⾃動⾞道 智頭IC〜⽤瀬IC

岡山県 中国⾃動⾞道 ⼤佐スマートIC
広島県 国道２号　尾道バイパス 尾道バイパス終点

国道４９１号　山陰道 ⻑門湯本温泉IC〜俵山北IC
湯⽥温泉スマートIC
湯⽥温泉PA

徳島県 徳島⾃動⾞道 阿波PA(上り)
愛媛県 松山⾃動⾞道 中山スマートIC
⾼知県 国道５６号　中村宿⽑道路 間IC〜平⽥IC
福岡県 関門橋 めかりPA

⻑崎⾃動⾞道 ⻑崎芒塚IC〜⻑崎多良⾒IC
県道１２５号　島原道路 小船越IC〜諫早IC

熊本県 九州⾃動⾞道 人吉球磨スマートIC
国道２１３号　⼤分空港道路 相原PA〜杵築IC
県道４０４号　⼤分空港道路 杵築IC〜安岐IC
東九州⾃動⾞道 佐伯弥生PA(上り)
久住⾼原ロードパーク 全線
東九州⾃動⾞道 国富スマートIC
県道１０号　一ツ葉有料道路 全線
国道１０号　東九州⾃動⾞道
延岡南道路 延岡南IC

県道１７号　指宿有料道路 谷山IC〜頴娃IC
九州⾃動⾞道 桜島スマートIC(下り出口)

沖縄県 国道５８号
名護東道路 世冨慶IC

中国⾃動⾞道

⼤阪府

兵庫県

国道４２号　湯浅御坊道路和歌山県

鳥取県

阪神⾼速１号環状線

阪神⾼速４号湾岸線

⼤分県

宮崎県

⿅児島県

⻑崎県

山口県



規制データ

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、2020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2020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－B404号


