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新規開通道路一覧

※種別は国道以上を記載しています。

都道府県 種別 路線名

北海道 国道 国道229号 積丹防災（祈石工区）
北海道 国道 国道230号 国縫道路
北海道 国道 国道235号
北海道 国道 国道242号
北海道 国道 国道274号
北海道 国道 国道275号 幌加内峠
北海道 国道 国道336号 襟広防災（襟裳工区）
北海道 国道 国道337号 道央圏連絡道路 新千歳空港関連
北海道 国道 国道337号 美原道路
青森県 国道 国道101号
青森県 国道 国道280号 蓬田・蟹田バイパス（１期工区）
青森県 国道 国道338号 長後バイパス
青森県 国道 国道4号 七戸バイパス
岩手県 国道 国道282号
岩手県 国道 国道282号 一本木バイパス
岩手県 国道 国道284号 真滝バイパス
岩手県 国道 国道284号 清田バイパス
岩手県 国道 国道397号 石淵道路（胆沢ダム付替道路）
岩手県 国道 国道397号（分限城工区）
岩手県 国道 国道45号 釜石山田道路
岩手県 国道 国道45号 中野バイパス
岩手県 国道 国道46号 盛岡西バイパス
宮城県 高速道路 仙台北部道路 利府ＪＣＴ フル化
宮城県 高速道路 東北自動車道 大衡ＩＣ
宮城県 国道 国道457号 竹之内橋架け替え
宮城県 国道 国道45号 三陸縦貫自動車道（唐桑道路）
宮城県 国道 国道48号 作並線形改良
秋田県 国道 国道103号
秋田県 国道 国道103号 葛原バイパス
秋田県 国道 国道105号
秋田県 国道 国道108号
秋田県 国道 国道13号 神宮寺バイパス
秋田県 国道 国道282号
秋田県 国道 国道46号 角館バイパス（第２工区）
山形県 国道 国道13号 上山バイパス
山形県 国道 国道13号 新庄北道路 新庄北ＩＣ～新庄南ＩＣ
福島県 国道 国道121号 大峠道路（大峠２工区）
福島県 国道 国道252号 早戸バイパス（早戸温泉郷トンネル）
福島県 国道 国道288号 三春西バイパス（１工区）
福島県 国道 国道288号（玉ノ湯工区）
福島県 国道 国道289号 荷路夫バイパス
福島県 国道 国道352号 八総バイパス
福島県 国道 国道399号 中島バイパス
福島県 国道 国道459号 西新殿バイパス
福島県 国道 国道459号（真ヶ沢工区）
福島県 国道 国道49号 いわき三和トンネル
茨城県 高速道路 常磐自動車道 石岡小美玉スマートＩＣ
茨城県 国道 国道354号
茨城県 国道 国道355号 石岡岩間バイパス
茨城県 国道 国道461号 大能バイパス
茨城県 国道 国道50号 下館バイパス
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都道府県 種別 路線名
栃木県 高速道路 東北自動車道 佐野ＳＡスマートＩＣ
栃木県 高速道路 東北自動車道 上河内スマートＩＣ フル化
栃木県 高速道路 東北自動車道 那須高原スマートＩＣ フル化
栃木県 高速道路 日光宇都宮道路 土沢ＩＣ
栃木県 国道 国道121号 板橋バイパス
栃木県 国道 国道123号 茂木バイパス
栃木県 国道 国道293号 鹿子畑バイパス
栃木県 国道 国道293号 足利インター線
栃木県 国道 国道408号
群馬県 高速道路 北関東自動車道 太田桐生ＩＣ～佐野田沼ＩＣ
群馬県 国道 国道145号 八ツ場バイパス
群馬県 国道 国道462号 鬼石橋架け替え
埼玉県 有料道路 圏央道 久喜白岡ＪＣＴ～白岡菖蒲ＩＣ
埼玉県 国道 国道140号 新皆野橋
埼玉県 国道 国道17号 鴨川大橋架け替え
埼玉県 国道 国道17号 上尾道路
埼玉県 国道 国道4号 利根川橋
千葉県 高速道路 常磐自動車道 流山ＩＣランプ
千葉県 国道 国道297号 平蔵橋架け替え
東京都 高速道路 首都高速湾岸線 湾岸環八出口ランプ
東京都 国道 国道20号 八王子南バイパス
東京都 国道 国道411号

神奈川県 高速道路 首都高速神奈川6号川崎線 殿町ランプ～大師ＪＣＴ
神奈川県 有料道路 第三京浜道路 羽沢下り線出口ランプ
神奈川県 国道 国道1号 原宿交差点立体化
神奈川県 国道 国道246号 曽屋上り線入口ランプ
新潟県 高速道路 日本海東北自動車道 神林岩船港ＩＣ～朝日まほろばＩＣ
新潟県 国道 国道253号 三和安塚道路
新潟県 国道 国道253号 虫川バイパス
新潟県 国道 国道290号 上助淵バイパス
新潟県 国道 国道402号 新潟海岸バイパス
新潟県 国道 国道459号 角神拡幅
富山県 国道 国道41号 猪谷楡原道路
石川県 国道 国道159号 金沢東部環状道路 鈴見交差点立体化
石川県 国道 国道249号 藤橋バイパス
石川県 国道 国道415号 羽咋バイパス
福井県 国道 国道305号
福井県 国道 国道305号 越前バイパス
福井県 国道 国道305号バイパス
福井県 国道 国道305号バイパス（白方町～川尻町）
福井県 国道 国道417号
山梨県 国道 国道137号 河口２期バイパス
山梨県 国道 国道139号 都留バイパス
長野県 高速道路 中部横断自動車道 佐久小諸ＪＣＴ～佐久南ＩＣ
長野県 高速道路 長野自動車道 梓川スマートＩＣ
長野県 国道 国道153号 伊那バイパス
長野県 国道 国道153号 徳本水ミニバイパス
長野県 国道 国道20号 坂室バイパス（坂室トンネル）
長野県 国道 国道256号 漆畑拡幅
長野県 国道 国道406号（菅平大橋）
岐阜県 高速道路 東海北陸自動車道 飛騨白川ＰＡ
岐阜県 国道 国道156号 西洞２期バイパス
岐阜県 国道 国道156号 福島バイパス
岐阜県 国道 国道157号 日当平野バイパス
岐阜県 国道 国道361号
岐阜県 国道 国道418号 羽生地区道路
岐阜県 国道 国道41号 美濃加茂バイパス 中川辺入口ランプ
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都道府県 種別 路線名
静岡県 高速道路 東名高速道路 富士川スマートＩＣ フル化
静岡県 国道 国道136号 函南三島バイパス仮設道路
静岡県 国道 国道138号 道の駅すばしりアクセス道路
静岡県 国道 国道152号 浜北天竜バイパス
静岡県 国道 国道362号（大原～谷津）
静岡県 国道 国道469号
静岡県 国道 国道469号 山宮バイパス
静岡県 国道 国道473号 相良バイパス 相良牧之原ＩＣ～西萩間ＩＣ
愛知県 高速道路 名古屋高速4号東海線 山王ＪＣＴ～六番北ランプ
愛知県 高速道路 名古屋第二環状自動車道 上社南ＩＣ
愛知県 高速道路 名古屋第二環状自動車道 名古屋南ＪＣＴ～高針ＪＣＴ
愛知県 国道 国道153号 足助バイパス
愛知県 国道 国道153号 天白高校東交差点立体化
愛知県 国道 国道1号 一色大橋架け替え
愛知県 国道 国道23号 豊橋バイパス（神野新田地区立体化）
愛知県 国道 国道302号 名古屋環状２号線（東部・東南部）
愛知県 国道 国道302号 名古屋環状２号線（東北部）
愛知県 国道 国道366号 半田～大府バイパス
三重県 国道 国道166号 田引バイパス
三重県 国道 国道260号 木谷拡幅
三重県 国道 国道306号
三重県 国道 国道421号 石榑峠道路
滋賀県 国道 途中トンネル有料道 無料化
滋賀県 国道 国道1号 栗東水口道路２
滋賀県 国道 日野水口有料道路 無料化
京都府 高速道路 阪神高速8号京都線（油小路線） 上鳥羽ランプ～鴨川東ランプ
京都府 国道 国道163号 井平尾特改
京都府 国道 国道312号 宮津与謝道路 宮津天橋立ＩＣ～与謝天橋立ＩＣ
京都府 国道 国道477号 大布施拡幅
大阪府 国道 国道26号 第二阪和国道 箱ノ浦ランプ～淡輪ランプ
兵庫県 高速道路 阪神高速31号神戸山手線 神戸長田ランプ～湊川ＪＣＴ
兵庫県 国道 国道178号 余部道路 香住ＩＣ～余部ＩＣ
兵庫県 国道 国道2号 明石跨線橋
奈良県 国道 国道165号 都計道中和幹線（脇本工区）
奈良県 国道 国道168号 上庄バイパス
奈良県 国道 国道309号 丹生バイパス（丹生工区）

和歌山県 高速道路 阪和自動車道 有田ＩＣ 料金所切り替え
和歌山県 国道 国道370号 小西毛原拡幅
和歌山県 国道 国道371号
和歌山県 国道 国道371号 蔵土バイパス
和歌山県 国道 国道425号 王子川谷拡幅
和歌山県 国道 国道425号 切目川バイパス
和歌山県 国道 国道425号 福井バイパス
鳥取県 高速道路 米子自動車道 大山高原スマートＩＣ
鳥取県 国道 国道9号 東伯中山道路
島根県 国道 国道186号（小国工区）
島根県 国道 国道432号 東岩坂バイパス（別所地区）
島根県 国道 国道485号 別府バイパス
島根県 国道 国道9号
島根県 国道 国道9号 岡見ショートバイパス
岡山県 国道 国道180号 岡山西バイパス（２－２工区） 側道
岡山県 国道 国道374号 初瀬橋架け替え
岡山県 国道 国道429号
岡山県 国道 国道429号 馬形バイパス
岡山県 国道 国道486号 川辺尾崎バイパス
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都道府県 種別 路線名
広島県 高速道路 尾道自動車道 尾道ＪＣＴ～世羅ＩＣ
広島県 有料道路 広島呉道路 坂ＰＡ
広島県 国道 国道375号
広島県 国道 国道375号 作木拡幅（門田トンネル）
広島県 国道 国道486号 尾道北ＩＣ アクセス道
広島県 国道 国道487号 藤脇バイパス
山口県 国道 国道435号
山口県 国道 国道490号 小郡萩道路 十文字ＩＣ～秋吉台ＩＣ
徳島県 国道 国道438号 園瀬橋架け替え
徳島県 国道 国道439号
徳島県 国道 国道439号 菅生バイパス
愛媛県 国道 国道319号
愛媛県 国道 国道378号
愛媛県 国道 国道378号 三瓶バイパス（垣生工区）
愛媛県 国道 国道379号
愛媛県 国道 国道440号
愛媛県 国道 国道440号 地芳道路
愛媛県 国道 国道494号
高知県 高速道路 高知自動車道 須崎西ＩＣ～中土佐ＩＣ
高知県 国道 国道493号 北川奈半利道路 野友ＩＣ～芝崎ＩＣ
高知県 国道 国道55号 南国安芸道路
福岡県 高速道路 九州自動車道 鞍手ＩＣ
福岡県 高速道路 福岡高速5号線 野芥ランプ～福重ランプ
福岡県 高速道路 北九州高速5号線 東田ランプ
福岡県 国道 国道199号
福岡県 国道 国道200号 片島交差点
福岡県 国道 国道202号 福岡外環状道路
福岡県 国道 国道202号 福岡外環状道路（井尻工区）
福岡県 国道 国道264号 豆津バイパス
福岡県 国道 国道385号 三橋大川バイパス
福岡県 国道 国道442号 筑後バイパス
福岡県 国道 国道442号 日向神改良（１号橋）
福岡県 国道 国道497号 西九州自動車道（今宿道路） 福重ＪＣＴ
佐賀県 国道 国道203号 河原橋架け替え
佐賀県 国道 国道323号 富士バイパス
佐賀県 国道 国道444号
佐賀県 国道 国道444号 有明海沿岸道路（佐賀福富道路） 嘉瀬南ＩＣ～久保田ＩＣ
佐賀県 国道 国道498号 大坪バイパス
長崎県 国道 平戸大橋有料道路 無料化
長崎県 国道 国道383号（大野工区）
長崎県 国道 国道384号
長崎県 国道 国道499号
熊本県 国道 国道208号 玉名バイパス
熊本県 国道 国道212号
熊本県 国道 国道389号 鬼海ヶ浦トンネル
熊本県 国道 国道3号 植木バイパス
熊本県 国道 国道445号 御船１バイパス
大分県 国道 大分空港道路 無料化
大分県 国道 国道217号 佐伯弥生バイパス
大分県 国道 国道388号 小蒲江バイパス
宮崎県 高速道路 東九州自動車道 西都ＩＣ～高鍋ＩＣ
宮崎県 高速道路 東九州自動車道 門川ＩＣ～日向ＩＣ
宮崎県 国道 国道219号
宮崎県 国道 国道219号 園元バイパス
宮崎県 国道 国道327号 日向バイパス

鹿児島県 国道 国道220号 古江バイパス（２６工区）
鹿児島県 国道 国道226号 坊ノ津道路



別紙２－（5）

都道府県 種別 路線名
沖縄県 国道 国道329号 金武バイパス
沖縄県 国道 国道329号 南風原バイパス
沖縄県 国道 国道329号 与那原バイパス
沖縄県 国道 国道331号 中山改良
沖縄県 国道 国道331号 二見バイパス
沖縄県 国道 国道332号
沖縄県 国道 国道449号 本部南道路（４工区）
沖縄県 国道 国道506号 那覇空港自動車道 豊見城東道路 ロングランプ整備
沖縄県 国道 国道58号 沖縄西海岸道路 那覇西道路
沖縄県 国道 国道58号 恩納バイパス
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※2011年4月1日施行分まで反映(ただし、2010年10月時点で取得できた情報に限る。)

名称 読み 名称 読み
西尾市 ニシオシ

幡豆郡　一色町 ハズグン　イッシキチョウ

幡豆郡　吉良町 ハズグン　キラチョウ

幡豆郡　幡豆町 ハズグン　ハズチョウ

吾妻郡　中之条町 アガツマグン　ナカノジョウマチ
吾妻郡　六合村 アガツマグン クニムラ

アガツマグン　ナカノジョウマチ編入合併2010/03/28 群馬県 吾妻郡　中之条町

ニシオシ2011/04/01 愛知県 編入合併 西尾市

実施年月日

地区町村合併一覧

旧市町村名
合併等の内容

合併、市・町制施行後の状況
都道府県
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対象ナビゲーション 販売時期 当キットで行えるバージョンアップ 最終地図のご案内　※１

８７５０Ａ１１０/
ＱＸ６５９０ＭＡ

０５／１２～
０６／９

2010年度版ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
ROAD EXPLORER HDD８．０

当該機種は、HDD８．０が
最終版となっております。

８７５０Ａ０１６/
ＱＸ６５９０ＭＢ

０５／１２～
０６／１１

2010年度版ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
ROAD EXPLORER HDD８．０

当該機種は、HDD８．０が
最終版となっております。

８７５０Ａ１２７/
ＱＸ６５９０ＭＣ

０６／８～
０７／８

2011年度版ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
ROAD EXPLORER HDD９．０

当該機種は、HDD９．０が
最終版となっております。

８７５０Ａ１４７/
ＱＸ６５９０ＭＤ

０６／１１～
０７／８

2011年度版ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
ROAD EXPLORER HDD９．０

当該機種は、HDD９．０が
最終版となっております。

８７５０Ａ１２７/
ＱＸ６５９０ＭＥ

０７／８～
０８／３

2011年度版ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 
ROAD EXPLORER HDD９．０

当該機種は、HDD９．０が
最終版となっております。

８７５０Ａ１４７/
ＱＸ６５９０ＭＦ

０７／８～
０７／１２

2011年度版ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
ROAD EXPLORER HDD９．０

当該機種は、HDD９．０が
最終版となっております。

　　※１　バージョンアップ地図の最終版は、ナビの販売打切り時期により異なっておりますのでご注意下さい。

２０１０年度版
地図更新対象

２０１１年度版
地図更新対象

MZ608459のバージョンアップ内容


