


東京都 首都高速１０号晴海線 晴海ランプ～豊洲ランプ

都計道久里浜田浦線（衣笠工区） 横須賀市平作３丁目～衣笠町
圏央道 海老名南ＪＣＴ
新東名高速道路 海老名南ＪＣＴ～厚木南ＩＣ

国道４０４号（長岡東西道路） 長岡市大宮町～西宮内２丁目
上越安塚柏崎線 上越市大字戸野目古新田～本道
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
新潟中央環状線・横越バイパス 新潟市江南区横越～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
小杉婦中線 富山市婦中町新町～平岡

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
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～不動寺町ヘ
北陸自動車道 能美根上スマートＩＣ
国道４１６号 福井市布施田町～波寄町

中部縦貫自動車道 永平寺大野道路 永平寺ＩＣ～上志比ＩＣ 吉田郡永平寺町諏訪間～永平寺町大月
松ヶ谷宝慶寺大野線 大野市寶慶寺

中部縦貫自動車道 上志比ＩＣ～大野ＩＣ
北杜八ヶ岳公園線 北杜市須玉町若神子～高根町下黒澤
西関東連絡道路二期 八幡南ランプ～岩手ランプ 山梨市南～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
中央自動車道 富士吉田西桂スマートＩＣ

野尻バイパス（第一工区） 上水内郡信濃町大字古間～穂波落影
国道４１８号 飯島拡幅 飯田市南信濃南和田
飯田富山佐久間線（中尾工区） 下伊那郡泰阜村温田

三遠南信自動車道（飯喬道路） 龍江ＩＣ（仮称）～飯田東ＩＣ（仮称） 飯田市龍江～上久堅
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
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
中央自動車道 小黒川スマートＩＣ・駒ヶ岳スマートＩＣ
中部横断自動車道 八千穂高原ＩＣ～佐久南ＩＣ

安郷野橋架け替え 郡上市和良町安郷野
可児金山線 加茂郡七宗町上麻生
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
下呂白川線 下呂市門和佐

東海環状自動車道 養老ＪＣＴ～養老ＩＣ
名神高速道路 安八スマートＩＣ
山宮バイパス 富士宮市山宮

清水富士宮線 静岡市清水区庵原町
静岡バイパス 静岡市駿河区中島～西島
都計道 池田柊線（下長窪工区） 駿東郡長泉町下土狩～下長窪

青部バイパス 榛原郡川根本町青部
国道１５１号 北設楽郡東栄町大字振草～豊根村上黒川
名古屋岡崎線 名古屋市緑区鳴海町字笹塚～豊明市沓掛町勅使

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
長篠東栄線 新城市副川字貝津田～海老字千原田

東名高速道路 守山スマートＩＣ
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
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
木之本長浜線 びわ大橋 長浜市新居町～川道町

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

京都府 京都広河原美山線 南丹市美山町内久保下カルノ～内久保

第二阪和国道 淡輪ランプ～深日ランプ 泉南郡岬町淡輪～岬町深日
第二阪和国道（和歌山岬道路） 深日ランプ～平井ランプ 泉南郡岬町深日～和歌山県和歌山市平井

都計道大岩線（茨木摂津線） 茨木市大字千提寺～大岩
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
伏見柳谷高槻線 高槻市梶原６丁目

新名神高速道路 高槻ＪＣＴ～神戸ＪＣＴ
名神高速道路 高槻ＪＣＴ・高槻ＩＣ
門前西交差点改良（立体交差化） たつの市揖保町門前～西構

山陰近畿自動車道（浜坂道路）余部ＩＣ～新温泉浜坂ＩＣ 美方郡香美町香住区余部～新温泉町七釜
塩瀬宝塚線（切畑工区） 宝塚市切畑
国道４２６号 豊岡市但東町畑

新名神高速道路 高槻ＪＣＴ～神戸ＪＣＴ
神戸淡路鳴門自動車道 淡路島中央スマートＩＣ

榛原菟田野御杖線 宇陀郡御杖村大字桃俣
大和御所道路 御所区間（８工区） 御所南ＩＣ～五條北ＩＣ 御所市大字池之内～五條市居傳町
都計道 石木城線 奈良市石木町～大和郡山市城町

京奈和自動車道 橿原高田ＩＣ～五條北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９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。

国道４２４号 日高郡みなべ町清川・有田郡有田川町大字瀬井

吉備金屋線 有田郡有田川町大字水尻

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

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

国道１８３号 日野郡日南町宮内

鳥取鹿野倉吉線 東伯郡三朝町大字砂原～片柴

安来木次線 安来市切川町～安来町今村町

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

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

浜田作木線（吉原工区） 邑智郡邑南町日貫

勝山栗原線 真庭市関～真庭市佐引

高梁御津線 加賀郡吉備中央町湯山～加茂市場

加茂奥津線 苫田郡鏡野町奥津

倉敷飽浦線 岡山市南区飽浦～宮浦

岩国大竹線（木野工区） 大竹市木野１丁目～山口県岩国市小瀬

神辺バイパス 最終工区 福山市神辺町字上御領

東広島本郷忠海線 竹原市忠海床浦２丁目～中町２丁目

山陽自動車道 沼田スマートＩＣ・福山ＳＡスマートＩＣ

萩篠生線 山口市阿東蔵目喜

益田阿武線 阿武郡阿武町大字奈古

国道４９０号 宇部市大字荒瀬

国道３１９号（大野工区） 三好市山城町大野

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

久万中山線 喜多郡内子町臼杵

野村柳谷線 西予市野村町舟戸

国道３７８号 西予市三瓶町下泊

国道４９４号（仕七川拡幅） 上浮穴郡久万高原町東川

大牟田川副線（沖端川工区） 柳川市吉富町～南浜武

有明海沿岸道路 徳益ＩＣ～柳川西ＩＣ 柳川市大和町豊原～西蒲池

国道４９６号（伊良原ダム付替道路） 京都郡みやこ町犀川下伊良原

筑紫野古賀線（新宮１・２工区） 糟屋郡新宮町大字的野～久山町大字山田

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

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

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

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

長崎自動車道 小城スマートＩＣ

国道２０７号 諫早市多良見町佐瀬

伊万里松浦道路 今福ＩＣ～調川ＩＣ 松浦市今福町浦免～調川町下免

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

長崎自動車道 長崎自動車道

山鹿植木線 山鹿市南島

瀬目トンネル 球磨郡五木村野々脇～熊本県球磨郡五木村小浜

水俣田浦線 葦北郡津奈木町大字福浜

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～熊本県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～熊本県葦北郡津奈木町大字福浜

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

九州自動車道 城南スマートＩＣ

大田杵築線 杵築市大字溝井東溝井

大分臼杵線 大分市六坊南町～下郡

庄内久住線（大龍工区） 由布市庄内町五ケ瀬

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

国道２１７号 大分市大字白木

諸塚高千穂線（椎屋谷工区 丸小野橋） 西臼杵郡高千穂町大字向山

国道３８８号 東臼杵郡美郷町南郷水清谷

東九州自動車道 日南北郷ＩＣ～日南東郷ＩＣ

都城志布志道路（有明道路） 有明北ＩＣ～有明東ＩＣ 志布志市有明町伊崎田

北薩横断道路（泊野道路）中屋敷ＩＣ～きららＩＣ 出水市高尾野町柴引～薩摩郡さつま町泊野

石垣加世田線（勝目工区） 南九州市川辺町中山田

南九州西回り自動車道（出水阿久根道路） 出水ＩＣ～高尾野北ＩＣ 出水市下知識町～高尾野町上水流

鹿児島加世田線 鹿児島市下福元町

九州自動車道 桜島スマートＩＣ

沖縄県 恩納南バイパス 国頭郡恩納村字谷茶～恩納
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