
主な開通道路
新規開通道路は２０２０年４月までに供用された高速道路・有料道路と
２０１９年９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.G701.04)*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.G701.04)用

都道府県 路線名称 施設/区間/地名

根室道路
温根沼ＩＣ（仮称）～根室ＩＣ（仮称）

根室市温根沼 ～ 根室市穂香

深川留萌自動車道（幌糠留萌道路）
留萌大和田ＩＣ～留萌ＩＣ（仮称）

留萌市大字留萌村 ～ 留萌市大字留萌村字バンゴベ

国道２７２号　上別保道路 釧路郡釧路町字上別保原野東５線 ～ 川上郡標茶町字阿歴内原野
道央圏連絡道路　泉郷道路
中央ランプ～南⾧沼ランプ（仮称）

千歳市中央 ～ 夕張郡⾧沼町東１０線南

旭川紋別自動車道（丸瀬布遠軽道路）
遠軽瀬戸瀬ＩＣ～遠軽ＩＣ

紋別郡遠軽町瀬戸瀬東町 ～ 紋別郡遠軽町豊里

八雲厚沢部線 二海郡八雲町落部
旭川幌加内線 旭川市江丹別町西里 ～ 旭川市江丹別町拓北
洞爺公園洞爺線（東湖畔トンネル） 有珠郡壮瞥町字東湖畔 ～ 有珠郡壮瞥町字滝之町
津軽自動車道　鰺ヶ沢道路 つがる市木造越水稲村 ～ 西津軽郡鰺ヶ沢町大字北浮田町字平野
国道３９４号（榎林バイパス） 上北郡七戸町字榎林家ノ後 ～ 上北郡七戸町字野崎揚地北
八戸野辺地線（駒沢バイパス） 三沢市大字三沢字猫又
軽米名川線・名川階上線 三戸郡南部町大字剣吉字荒町
水沢東バイパス 奥州市水沢東中通り２丁目 ～ 奥州市水沢上姉体７丁目
三陸自動車道　釜石北ＩＣ～大槌ＩＣ 釜石市鵜住居町第１０地割 ～ 上閉伊郡大槌町大槌第１５地割
八戸久慈自動車道
侍浜ＩＣ（仮称）～久慈北ＩＣ

久慈市侍浜町桑畑 ～ 久慈市夏井町鳥谷

都南川目道路　田の沢ＩＣ～手代森ＩＣ 盛岡市手代森７地割 ～ 盛岡市川目第５地割
宮古箱石道路 宮古市古田第１地割 ～ 宮古市川井第３地割
国道１０７号 北上市口内町金峯山 ～ 奥州市江刺梁川字石刎
国道３４０号立丸峠工区（大峠工区） 宮古市小国 ～ 遠野市土淵町栃内
国道３４０号 気仙郡住田町世田米字火石 ～ 気仙郡住田町世田米字田谷
国道３９６号　上宮守工区 遠野市宮守町上宮守１５地割 ～ 遠野市宮守町下宮守５地割
一関北上線　柵の瀬橋 一関市川辺字柵瀬 ～ 一関市舞川字下谷起
野田山形線　野田工区 九戸郡野田村大字野田第２５地割 ～ 九戸郡野田村大字野田第２２地割
重茂半島線 宮古市津軽石第５地割 ～ 宮古市赤前第１４地割
重茂半島線＜大沢～浜川目工区＞ 下閉伊郡山田町大沢第６地割 ～ 下閉伊郡山田町大沢第１１地割

国道４５号
石巻市鹿又字町浦 ～ 石巻市小船越字二子南上
本吉郡南三陸町志津川字大久保 ～ 本吉郡南三陸町志津川字林

三陸自動車道（気仙沼道路）
気仙沼中央ＩＣ～気仙沼港ＩＣ（仮称）

気仙沼市松崎高谷 ～ 気仙沼市赤岩港

古川東バイパス（２工区） 大崎市三本木上伊場野字逆川 ～ 大崎市古川宮内字上供輪堂
石巻バイパス（大瓜工区） 石巻市大瓜字亀山待井 ～ 石巻市真野字七の坪

石巻鮎川線
石巻市小網倉浜椿下 ～ 石巻市清水田浜尾崎
石巻市十八成浜十八成

塩釜亘理線 仙台市宮城野区岡田字新浜中通 ～ 仙台市若林区藤塚字一本松
みやぎ県北高速幹線道路（２～４期） 栗原市築館字萩沢⿁ケ崎 ～ 栗原市築館字萩沢後沢道北
相馬亘理線（坂元外工区） 福島県相馬郡新地町大字埓木崎字磯山 ～ 亘理郡山元町坂元字真加串
女川牡鹿線 石巻市谷川浜光沢 ～ 石巻市谷川浜川原
下浜道路 秋田市下浜桂根字浜添 ～ 秋田市下浜羽川字上浜
滝ノ沢バイパス 北秋田市米内沢字⾧下 ～ 北秋田市米内沢字諏訪岱
秋田八郎潟線 南秋田郡五城目町馬場目字蓬内台 ～ 南秋田郡五城目町馬場目字町脇
鷹巣川井堂川線　杉山田工区 北秋田市鎌沢字杉山田岱 ～ 北秋田市鎌沢字雪田家ノ後
神岡南外東由利線 大仙市南外字上野 ～ 大仙市南外字中宿

山形県 寒河江村山線 東根市大字松沢 ～ 東根市大字⾧瀞

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県



都道府県 路線名称 施設/区間/地名

国道１１５号 相馬市中野字大橋 ～ 相馬市成田字栗町
東北中央自動車道
相馬ＩＣ～相馬山上ＩＣ

相馬市山上字山岸 ～ 相馬市山上字小田原

若松西バイパス（第２工区） 会津若松市神指町大字中四合字寺西乙 ～ 会津若松市町北町中沢西
国道２８９号南倉沢バイパス 南会津郡下郷町大字南倉沢
国道２８９号 東白川郡鮫川村大字青生野字青生野 ～ いわき市田人町旅人字前山
国道３９９号（戸渡２工区） いわき市小川町上小川字下戸渡 ～ 双葉郡川内村大字下川内
国道４５９号（西新殿） 二本松市西新殿字古屋敷 ～ 二本松市西新殿字太郎田
柳津昭和線（大成沢工区） 河沼郡柳津町大字大成沢字前田 ～ 河沼郡柳津町大字大成沢
相馬亘理線（原釜工区） 相馬市原釜字北谷地 ～ 相馬市原釜字蕨平

相馬亘理線（新地工区）
相馬郡新地町大戸浜字前田上 ～ 相馬郡新地町小川字浜田
相馬郡新地町大字埓木崎字作田 ～ 相馬郡新地町大字埓木崎字磯山

土湯温泉線（狼ヶ森工区） 福島市松川町水原字唐滝
二本松金屋線（糠沢工区） 本宮市糠沢字山中 ～ 本宮市糠沢字八幡
袋田バイパス 久慈郡大子町大字袋田 ～ 久慈郡大子町大字南田気
大谷バイパス 稲敷郡美浦村大字大谷
笠間バイパス 笠間市下市毛 ～ 笠間市手越
国道３５５号 石岡市正上内
那須烏山御前山線 常陸大宮市那賀
取手つくば線 つくばみらい市板橋 ～ つくばみらい市谷井田
新都市中央通り線（面野井工区） つくば市島名 ～ つくば市面野井
宇都宮亀和田栃木線 栃木市都賀町家中
小山環状線　間中工区 小山市大字間中 ～ 小山市大字下国府塚
宇都宮向田線　大塚工区 芳賀郡芳賀町大字下高根沢 ～ 塩谷郡高根沢町大字上高根沢
宇都宮向田線　平出板戸工区 宇都宮市平出町
国道１２０号（須賀川工区） 利根郡片品村大字須賀川 ～ 利根郡片品村大字菅沼
国道１４５号 吾妻郡⾧野原町大字⾧野原
国道２９１号（小川工区） 利根郡みなかみ町小川
西毛広域幹線道路　高崎西工区 高崎市箕郷町上芝
コンベンション施設北口線 高崎市岩押町
国道１７号 行田市大字持田
国道４６８号 久喜市菖蒲町下栢間
飯能寄居線（北平沢工区） 入間郡毛呂山町大字葛貫 ～ 日高市大字南平沢
松伏春日部関宿線 幸手市大字惣新田
熊谷館林線 熊谷市新島 ～ 熊谷市代

千葉県 国道２９７号線　松野バイパス 勝浦市松野 ～ 勝浦市杉戸
新宿国立線（放射第５号線　久我山） 杉並区上高井戸２丁目 ～ 三鷹市牟礼１丁目
新宿国立線（放射第５号線　高井戸西） 杉並区上高井戸２丁目
新宿国立線（三鷹３・２・２号東八道路） 三鷹市牟礼１丁目 ～ 三鷹市北野２丁目

神奈川県 国道２４６号 伊勢原市上粕屋
国道７号 新潟市中央区本馬越２丁目 ～ 新潟市中央区紫竹１丁目
国道２８９号　燕北バイパス 燕市小高 ～ 燕市井土巻１丁目
国道２９２号 妙高市大字東関 ～ 妙高市大字猿橋
新潟中央環状線 新潟市北区島見町 ～ 新潟市北区白勢町
当間バイパス 十日町市伊達辛 ～ 十日町市新宮甲
砺波東バイパス 砺波市芹谷 ～ 砺波市頼成
宇奈月大沢野線 中新川郡上市町中村 ～ 中新川郡上市町下田

福井県 佐田竹波敦賀線（美浜バイパス） 三方郡美浜町北田 ～ 三方郡美浜町菅浜
甲府市川三郷線 中央市臼井阿原
甲府山梨線 甲府市上積翠寺町
宇山バイパス 北佐久郡立科町大字山部 ～ 北佐久郡立科町大字宇山
国道２５４号 上田市東内
国道４０６号 ⾧野市戸隠栃原 ～ ⾧野市戸隠祖山
国道４１８号 下伊那郡売木村
三遠南信自動車道（飯喬道路）
天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ

飯田市川路 ～ 飯田市龍江

塩尻鍋割穂高線 安曇野市穂高柏原
松代バイパス ⾧野市松代町東条
大町麻績インター千曲線 千曲市大字上山田 ～ 千曲市大字新山
松川インター大鹿線　（西下トンネル） 上伊那郡中川村大草
松川インター大鹿線　（東山トンネル） 上伊那郡中川村大草
国道２５６号 山県市西深瀬
横山鶴見バイパス 揖斐郡揖斐川町東横山 ～ 揖斐郡揖斐川町鶴見
可児金山線 加茂郡七宗町上麻生

富山県

山梨県

⾧野県

岐阜県

新潟県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

東京都



都道府県 路線名称 施設/区間/地名

笹原山中バイパス（笹原工区） 三島市山中新田 ～ 三島市笹原新田
国道１３６号バイパス事業
（土肥峠第２期工区）

伊豆市土肥

宮口バイパス 浜松市北区新都田１丁目 ～ 浜松市浜北区宮口
井川湖御幸線 静岡市葵区昭府２丁目 ～ 静岡市葵区上伝馬

清水富士宮線
静岡市清水区庵原町
静岡市清水区吉原

国道１５１号 豊川市下⾧山町宮下 ～ 豊川市牛久保町城下
豊田北バイパス 豊田市平戸橋町上井畑 ～ 豊田市勘八町中根
東三河環状線（三蔵子工区） 豊川市篠田町新切 ～ 豊川市樽井町川添
名古屋蟹江弥富線 弥富市五明２丁目 ～ 弥富市五明１丁目
豊田知立線（福谷東工区） みよし市三好丘１丁目 ～ みよし市福谷町壱丁田
土場バイパス 熊野市神川町柳谷 ～ 熊野市神川町神上
伊船バイパス 鈴鹿市追分町 ～ 鈴鹿市⾧澤町
四日市関線 鈴鹿市山本町 ～ 鈴鹿市大久保町
大石東バイパス 大津市関津１丁目 ～ 大津市大石東２丁目
大津南郷宇治線 大津市石山外畑町
大津信楽線（平野・黄瀬工区） 大津市平野２丁目 ～ 大津市牧３丁目
木津東バイパス 木津川市木津馬場南 ～ 木津川市城山台１３丁目
国道１７８号 京丹後市久美浜町
奥山田バイパス 綴喜郡宇治田原町大字奥山田 ～ 綴喜郡宇治田原町大字奥山田小字安場
国道３１２号 京丹後市久美浜町橋爪
美原太子線（粟ヶ池バイパス） 富田林市中野町３丁目 ～ 富田林市宮町１丁目
西京高槻線（梶原工区） 高槻市萩之庄１丁目 ～ 高槻市梶原１丁目
神戸西バイパス（３工区）（一般部） 神戸市西区櫨谷町菅野
三木宍粟線（丸山バイパス） 加西市北条町北条 ～ 加西市北条町西高室
篠山山南線（川代道路） 丹波篠山市味間奥
国道２４号 橿原市川西町 ～ 橿原市一町
十津川道路　１工区 吉野郡十津川村大字平谷 ～ 吉野郡十津川村大字折立
橿原高取線（一町工区） 橿原市川西町
阪井バイパス 海南市木津 ～ 海南市重根東２丁目

粉河加太線
和歌山市山口西 ～ 和歌山市藤田
和歌山市磯の浦

和歌山橋本線（和田～吉礼工区） 和歌山市森小手穂 ～ 和歌山市和田
和歌山打田線　岩出橋 岩出市船戸 ～ 岩出市宮
山陰自動車道（鳥取西道路）
浜村鹿野温泉ＩＣ～青谷ＩＣ

鳥取市青谷町青谷 ～ 鳥取市鹿野町乙亥正

山陰自動車道（鳥取西道路）
鳥取西ＩＣ～浜村鹿野温泉ＩＣ

鳥取市嶋 ～ 鳥取市鹿野町乙亥正

国道９号　湯梨浜地区交差点立体化 東伯郡湯梨浜町はわい⾧瀬
国道１８１号岸本バイパス 西伯郡伯耆町坂⾧ ～ 西伯郡伯耆町吉定
津山智頭八東線 八頭郡智頭町大字坂原

島根県 田所国府線 浜田市金城町追原
岡山県 国道２号 倉敷市船穂町船穂
広島県 吉舎油木線（小畠工区） 神石郡神石高原町上 ～ 神石郡神石高原町小畠

山陰自動車道　⾧門・俵山道路
俵山北ＩＣ～⾧門湯本温泉ＩＣ

⾧門市俵山 ～ ⾧門市深川湯本

防府環状線 防府市牟礼今宿２丁目 ～ 防府市牟礼柳
志度山川線 阿波市阿波町東原
小松島港線（江田工区） 小松島市江田町字腰前 ～ 小松島市前原町字東
徳島環状線（末広～住吉工区　高架部分） 徳島市城東町２丁目 ～ 徳島市住吉６丁目
国道４４１号 大洲市松尾
宿毛城辺線 南宇和郡愛南町脇本
大平砥部線 伊予郡砥部町大南
橘防災 吾川郡仁淀川町橘 ～ 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津
大方改良 幡多郡黒潮町入野
南国伊野線 高知市土佐山弘瀬
高知南環状線（八田工区） 吾川郡いの町八田
中村宿毛線 幡多郡三原村大字柚ノ木 ～ 幡多郡三原村大字広野
興津窪川線 高岡郡四万十町興津
八丁峠道路 朝倉市秋月野鳥 ～ 嘉麻市大力
千手バイパス 嘉麻市嘉穂才田 ～ 嘉麻市大力
国道４４２号（日向改良２期） 八女市矢部村矢部
前原富士線 糸島市⾧野
八女香春線　合瀬耳納トンネル うきは市浮羽町妹川 ～ 八女市星野村
北九州小竹線 直方市大字永満寺 ～ 直方市大字畑
宗像篠栗線 宮若市三ケ畑 ～ 宮若市湯原

奈良県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

和歌山県

山口県

徳島県

愛媛県

高知県

福岡県

鳥取県



規制データ

タウンページ
市区町村合併

          ＮＴＴタウンページ株式会社２０１９年９月発行のものを収録しています。  
          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、２０１９年９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。

※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。

都道府県 路線名称 施設/区間/地名

佐賀県 国道２０４号（湊工区） 唐津市湊町
国道２０７号 諫早市多良見町舟津
松浦ＩＣアクセス道路 松浦市志佐町浦免
諫早飯盛線 諫早市飯盛町開 ～ 諫早市飯盛町後田
知十橋架け替え 上天草市松島町今泉
都計道　⾧洲玉名線 玉名郡⾧洲町大字⾧洲
佐俣拡幅 下益城郡美里町佐俣
本渡牛深線 天草市河浦町宮野河内
大津植木線　辻久保バイパス 合志市栄 ～ 合志市合生
水俣田浦線 葦北郡芦北町大字女島
芦北坂本線 葦北郡芦北町大字宮浦
国道４４２号 大分市大字今市
庄内久住線（大龍工区） 由布市庄内町五ケ瀬
玖珠山国線　松信工区 玖珠郡玖珠町大字太田
竹田直入線 竹田市大字植木
大田杵築線（２期工区） 杵築市大字溝井 ～ 杵築市大字船部

宮崎県 宮崎東環状道路　広瀬バイパス 宮崎市佐土原町東上那珂 ～ 宮崎市佐土原町下那珂
国道２２６号 南さつま市笠沙町片浦
国道３８９号 出水郡⾧島町山門野
指宿鹿児島インター線 指宿市池田
浦添西原線 浦添市字前田 ～ 中頭郡西原町字翁⾧
南部東道路
４工区（大里東ＩＣ～佐敷・玉城ＩＣ）

南城市玉城字船越 ～ 南城市佐敷字新里

⾧崎県

熊本県

大分県

鹿児島県

沖縄県


