


一般国道４７号
東大町交差点～新堀・山形県新庄市本合海～

大字升形

米沢南陽道路 国道13号線 米沢北IC

米沢南陽道路 米沢北IC・米沢北本線料金所

湯殿山有料自動車道 鶴岡市田麦俣字六十里山

日本海東北自動車道 酒田中央IC

西蔵王有料道路 全線

東北中央自動車道（無料区間） 米沢八幡原IC～米沢北IC

東北中央自動車道 国道13号線 米沢北IC～南陽高畠IC

東北中央自動車道 天童本線料金所・東根ＩＣ・東根IC

国道121号 会津縦貫道 湯川南IC～会津若松北IC

東北中央自動車道 福島JCT～福島大笹生IC

国道115号線 東北中央自動車道 相馬山上IC～相馬玉野IC

常磐自動車道
ならはPA・南相馬鹿島SA・南相馬鹿島SIC・

南鹿島相馬SA・浪江IC～常磐富岡IC

東北自動車道 白河中央スマートIC（下り）

東北中央自動車道（無料区間） 福島大笹生IC～米沢八幡原IC

常磐自動車道
日立北IC（入口）・守谷SA（下り）・

那珂IC（出口）

首都圏中央連絡自動車道 国道468号 五霞IC・境古河IC～つくば中央IC

北関東自動車道 宇都宮上三川IC（出口）

東北自動車道 岩舟JCT付近（岩舟JCT～栃木IC間）・上河内SA

上信越自動車道 碓氷軽井沢IC・吉井IC（入口）・下仁田IC（入口）

関越自動車道 谷川岳PA・赤城IC（入口）

首都圏中央連絡自動車道 国道468号
久喜白岡JCT～境古河IC・白岡菖蒲IC～つくば中央

IC・桶川北本IC～白岡菖蒲IC

皆野寄居有料道路

国道１４０号線 秩父やまなみ街道
秩父郡皆野町大字皆野

首都圏中央連絡自動車道 圏央鶴ヶ島IC（入口）

東北自動車道 浦和IC（出口）・浦和本線料金所

東京外環自動車道

和光IC（入口）・戸田東IC（入口）・和光北IC（入

口）・川口中央IC（入口）・外環浦和IC（入口）・

和光北(内回り)IC・草加IC外回り料金所・戸田西IC

関越自動車道 上里スマートIC・嵐山PA

首都圏中央連絡自動車道 国道468号 神崎IC・神崎IC～大栄JCT・高滝湖PA（外回り）

新空港自動車道 新空港IC

館山自動車道 富津竹岡IC

千葉東金道路 全線

京葉道路 穴川IC～貝塚IC

千葉外房有料道路 県道６７号線 大木戸IC

流山有料道路 全線

九十九里有料道路 真亀JCT～山武郡九十九里町片貝

 

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

埼玉県

山形県



京葉道路 国道14号 市川IC

千葉東金道路 国道126号線 野呂PA

中央自動車道 全線・府中スマートIC・調布IC～三鷹BS

首都高速中央環状線
王子南出入口・小菅出口・熊野町JCT・

大井JCT～大橋JCT・板橋JCT

首都高速湾岸線
新木場入口（西行き）・臨海副都心入口・

臨海副都心出口

東名高速道路 横浜町田ＩＣ

第三京浜道路 全線

京葉道路 全線

首都圏中央連絡自動車道 全線

東京外環自動車道 全線・大泉JCT～三郷南IC・大泉JCT～大泉出口

首都高速道路 全線

首都高速八重洲線 常盤橋出入口

国道16号 保土ヶ谷バイパス 町田市鶴間～鶴間

首都高速1号羽田線 勝島出入口～芝浦出入口・大井JCT

首都圏中央連絡自動車道 国道468号 日の出IC（入口）・八王子西IC

国道357号 湾岸道路 江東区青海１丁目～品川区八潮３丁目

首都高速5号池袋線 志村PA・竹橋JCT・志村本線料金所

首都圏中央連絡自動車道 国道468号 相模原IC・海老名JCT・寒川北IC～海老名JCT

中央自動車道 相模湖東IC

第三京浜道路 国道466号
港北IC（出口）（上りのみ）・港北IC・

港北IC（出口）（下りのみ）

首都高速湾岸線 本牧ふ頭入口

横浜新道 全線

横浜横須賀道路 全線

新湘南バイパス 全線

首都高速神奈川7号横浜北線 横浜港北JCT～生麦JCT

八王子バイパス 全線

首都高速神奈川1号横羽線 横浜駅東口出口

箱根ターンパイク 全線

新湘南バイパス 国道1号 城南交差点～茅ヶ崎料金所

国道1号線 小田原箱根道路 湯本山崎オフランプ

東海北陸自動車道 南砺スマートIC

北陸自動車道 高岡砺波スマートIC・高岡IC

能越自動車道 国道470号 氷見南IC

北陸自動車道 黒埼スマートIC（下り）・長岡北スマートIC

関越自動車道 大和スマートIC

日本海東北自動車道 新潟東スマートIC・荒川PA

磐越自動車道 三川IC～安田IC

富山県

東京都

神奈川県

新潟県



国道253号線

上越魚沼地域振興快速道路
八箇IC～野田IC

上信越自動車道 新井スマートIC

能越自動車道

一般国道４７０号 七尾氷見道路
能越県境ＰＡ

のと里山海道

国道470号 能越自動車道
のと里山空港IC

国道470号 能越自動車道 七尾城山IC～七尾IC・灘浦IC～七尾大泊IC

白山白川郷ホワイトロード 全線

のと里山海道 県道60号 西山PA

国道159号線 山側環状 東長江IC～神谷内IC

舞鶴若狭自動車道 敦賀南スマートIC

中部縦貫自動車道 国道158号線 永平寺大野道路
永平寺IC～上志比IC・福井北IC～松岡IC・

永平寺IC・永平寺参道IC・上志比IC

中央自動車道 全線・双葉スマートIC・笛吹八代スマートIC

国道140号線 西関東道路 万力ランプ～八幡南ランプ

中部横断自動車道
増穂IC～六郷IC・南アルプス本線料金所・

増穂ＩＣ・増穂IC

上信越自動車道
豊田飯山IC（入口）・佐久IC（入口）・

信濃町IC（入口）

長野自動車道 更埴IC・梓川SA(下り)

中央自動車道 小黒川スマートIC

名神高速道路 大垣IC

東海環状自動車道 美濃関JCT

中央自動車道 多治見IC～内津峠PA

東海環状自動車道 国道475号 養老JCT～養老IC

国道136号線 天城北道路 大平IC

国道1号 浜名バイパス 大倉戸IC

東名高速道路
愛鷹スマートIC・三方原スマートIC・三方原PA・駒

門PA（下り）・大井川焼津藤枝スマートIC

新東名高速道路
駿河湾沼津スマートIC・清水いはらIC・

浜松いなさJCT～豊田東JCT

国道136号 伊豆中央道 江間交差点

中部国際空港連絡道路 全線

近畿自動車道 全線

小坂井バイパス 全線

小牧東インター有料道路 全線

三ヶ根山スカイライン 西尾市東幡豆町入会山

猿投グリーンロード 八草料金所・西広瀬料金所

東名高速道路 音羽蒲郡IC～豊田JCT

伊勢湾岸自動車道

国道３０２号線 名港トリトン
名港中央IC

 

岐阜県

静岡県

愛知県

石川県

山梨県

福井県

長野県



 

名古屋高速１１号小牧線 小牧北料金所

知多半島道路 県道7号線 半田IC・阿久比PA

名古屋高速都心環状線 丸田町JCT

近畿自動車道 全線

東名阪自動車道 御在所SA（上下）・四日市IC～鈴鹿IC

紀勢自動車道 紀北PA・海山IC～紀北PA

東海環状自動車道 東員IC～新四日市JCT

新名神高速道路 四日市JCT～新四日市JCT

伊勢二見鳥羽ライン 全線

京滋バイパス 全線

名神高速道路 栗東湖南IC

琵琶湖大橋有料道路 全線

北陸自動車道 小谷城スマートIC

阪神高速 全線

第二京阪道路 全線

京滋バイパス 全線

京都縦貫自動車道 丹波綾部道路 丹波IC

京奈和自動車道 国道24号 城陽IC

鳥取豊岡宮津自動車道

国道312号 宮津与謝道路
与謝天橋立IC

嵐山‐高雄パークウエイ
京都市右京区嵯峨鳥居本

右京区梅ケ畑

京奈和自動車道 城陽IC

京都縦貫自動車道 八木本線料金所～丹波IC

京都縦貫自動車道国道 478号 丹波綾部道路 京丹波わちIC～丹波IC

山陰近畿自動車道

国道312号線 野田川大宮道路
与謝天橋立IC～京丹後大宮IC

新名神高速道路 城陽JCT・IC～八幡京田辺JCT・IC

阪神高速 全線

近畿自動車道 全線・長原料金所

西名阪自動車道 全線

第二京阪道路 全線

阪神高速14号松原線 松原JCT

阪神高速4号湾岸線 三宝出入口

五月山幹線道路 大阪府池田市綾羽2丁目

阪神高速1号環状線 西船場JCT・信濃橋入口

阪神高速6号大和川線 三宝JCT～鉄砲出入口

国道26号線 第二阪和国道 孝子ランプ・淡輪IC～深日IC・深日IC～平井IC

堺泉北有料道路 主要地方道36号 平井料金所

阪神高速3号神戸線 中之島出口～西長堀出口

阪和自動車道 長原IC～岸和田和泉IC

滋賀県

三重県

京都府

大阪府



 

阪神高速11号池田線 梅田出入口

新名神高速道路 高槻JCT・IC～川西IC

中央自動車道 全線・夢前スマートIC・神戸JCT

阪神高速 全線

六甲北有料道路 柳谷料金所・六甲有料道路料金所

播但連絡道路 国道312号
全線・生野料金所・生野北第１料金所・朝来料金所・

生野北第２料金所・市川北料金所・神崎北料金所

芦有ドライブウェイ 一部区間

国道178号 余部道路 余部IC

六甲北有料道路 県道95号線 大沢出入口料金所・大沢本線料金所・有野本線料金所

阪神高速5号湾岸線
南芦屋浜本線料金所・

西宮浜出口料金所・甲子園浜料金所

播但有料道路 市川南ランプ・神崎南ランプ

阪神高速3号神戸線
尼崎西出口・武庫川入口・

尼崎本線料金所・尼崎ミニPA

北近畿豊岡自動車道 国道４８３号線 八鹿日高道路 日高神鍋高原IC～八鹿氷ノ山IC

国道178号 山陰近畿自動車道 余部IC～新温泉浜坂IC

近畿自動車道 全線

西名阪自動車道 全線・郡山IC

国道25号 名阪国道 五月橋IC

南阪奈道路 国道165号線 葛城IC

国道24号 京奈和自動車道
御所南IC～五條北IC・御所南PA・郡山下ツ道JCT～

郡山南IC・御所IC～御所南IC・三宅IC

国道26号 第二阪和国道 平井ランプ～大谷ランプ

国道24号 京奈和自動車道 紀の川IC～岩出根来IC・岩出根来IC～和歌山JCT

国道42号 那智勝浦道路 那智勝浦IC～市屋

紀勢自動車道 南紀田辺IC～南紀白浜IC・南紀白浜IC～すさみ南IC

阪和自動車道 みなべIC～南紀田辺IC

志戸坂峠道路 国道373号 福原PA

国道9号線 青谷羽合道路 北条バイパス はわいIC

国道178号 岩美道路 岩美IC～浦富IC

国道9号線 山陰道 道の駅 琴の浦

国道9号線 青谷羽合道路 青谷IC

国道9号 山陰道 原井IC～西村IC

国道9号 仁摩・温泉津道路 仁摩・石見銀山IC～湯里IC

国道9号 山陰道 西村IC～石見三隅IC

国道2号 玉島笠岡道路 玉島西IC～浅口金光IC

美作岡山道路 国道374号 勝央IC～勝央JCT

山陽自動車道 宮島SA

尾道自動車道 世羅IC～吉舎IC

東広島・呉自動車道

国道375号
黒瀬IC～馬木IC・大多田IC

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県

広島県

奈良県

和歌山県
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島根県

岡山県



県道354号線 小野田湾岸道路 中川五丁目交差点～大塚交差点

県道6号 山口宇部道路 由良IC

小郡萩道路 国道490号 大田IC

中国自動車道 小郡IC・小郡JCT・美東SA

関門橋 壇之浦PA

徳島自動車道 徳島IC～徳島JCT～鳴門JCT

高松自動車道 板野IC

屋島ドライブウェイ 高松市屋島中町～屋島東町

高松自動車道 津田寒川ＩＣ～高松東ＩＣ・津田東IC～高松東IC

宇和島道路 津島高田IC～津島岩松IC

国道33号 松山外環状道路 市坪IC～余戸南IC・古川IC～市坪IC

松山自動車道 西予宇和ＩＣ～三間ＩＣ

高知県 国道55号 高知東部自動車道
なんこく南IC～高知龍馬空港IC・

高知南IC～なんこく南IC・なんこく南IC

東九州自動車道
豊前IC～宇佐IC・椎田南IC～豊前IC・

門川南スマートIC

国道200号 冷水道路 全線

九州自動車道 古賀SA（上り）

福岡都市高速環状線 半道橋出口

国道208号線 有明海沿岸道路 柳川西IC・徳益IC～柳川西IC

高知南IC～なんこく南IC 東浜出口

関門橋 めかりPA

国道444号 佐賀福富道路 芦刈IC～芦刈南IC

国道497号 唐津伊万里道路 北波多IC～南波多谷口IC

国道497号 伊万里松浦道路 山代久原IC～今福IC

西九州自動車道

国道497号 佐々佐世保道路
佐世保中央IC

中央自動車道 全線・諏訪湖SA

国道497号線 西九州自動車道 今福IC～調川IC

ながさき出島道路

国道324号線 国道324号バイパス
ながさき出島道路料金所

九州自動車道 城南スマートIC

南九州西回り自動車道 芦北出水道路 芦北IC～津奈木IC

阿蘇山公園道路 全線

県道３４２号線 熊本西環状道路 花園IC～下硯川IC

国道57号線 大野IC～朝地IC

東九州自動車道 佐伯IC～蒲江IC

中津日田道路 国道212号 伊藤田IC～三光下秣IC・三光下秣IC～中津IC

久住高原ロードパーク 全線

大分自動車道 別府湾SA・由布岳スマートIC

中津日田道路 県道505号 定留IC
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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。
タウンページ ＮＴＴタウンページ株式会社２０１７年１１月発行のものを収録しています。

本製品に使用している交通規制データは、２０１７年１１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。 

九州中央自動車道

国道218号 北方延岡道路
北方IC～蔵田

宮崎自動車道 山之口スマートIC

東九州道

国道１０号線 延岡道路
延岡JCT～北川IC

東九州自動車道 鹿屋串良JCT～曽於弥五郎IC・野方IC

南九州西回り自動車道 薩摩川内都IC

南九州西回り自動車道 国道3号 薩摩川内高江IC～薩摩川内都IC・松元料金所

主要地方道27号 知覧道路 南九州川辺IC～知覧金山水車IC

県道２７号線 知覧道路 知覧金山水車IC～南九州知覧IC

大隅縦貫道 県道552号線 串良鹿屋道路 鹿屋串良JCT～笠之原IC

国道3号 出水阿久根道路
野田IC～阿久根北IC・野田IC～高尾野北IC・

高尾野北IC～出水IC・阿久根北IC～阿久根IC

指宿有料道路 県道17号線 山田料金所

県道252号線 宮古島～伊良部島

那覇空港自動車道

国道506号 豊見城東道路
豊見城・名嘉地IC～豊見城IC

沖縄県

鹿児島県

宮崎県


