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［別表Ⅰ］「サービスの提供区域」
東京都  23区及び昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、

国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、
多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米
市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、
三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

神奈川県  厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、
川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、
平塚市、藤沢市、三浦市、南足柄市、大和市、横須賀市、
横浜市

埼玉県  上尾市、朝霞市、入間市、岩槻市、桶川市、春日部市、
加須市、上福岡市、川口市、川越市、北本市、行田市、
久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、
幸手市、狭山市、志木市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、
所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、羽生市、
飯能市、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、本庄市、
三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

千葉県  我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、柏市、勝浦市、
鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、佐倉市、白井市、袖ヶ浦市、
館山市、千葉市、銚子市、東金市、流山市、習志野市、
成田市、野田市、船橋市、松戸市、茂原市、八街市、
八千代市、四街道市

愛知県  安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、
尾張旭市、春日井市、蒲郡市、刈谷市、江南市、小牧市、
新城市、瀬戸市、高浜市、知多市、知立市、津島市、東海市、
常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、
西尾市、日進市、半田市、尾西市、碧南市

大阪府  池田市、和泉市、泉大津市、泉佐野市、茨木市、大阪市、
大阪狭山市、貝塚市、交野市、門真市、河内長野市、
岸和田市、堺市、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、
大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、
羽曳野市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、
守口市、八尾市

京都府  綾部市、宇治市、亀岡市、京田辺市、京都市、城陽市、
長岡京市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市

長野県  飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、更埴市、
駒ヶ根市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、
茅野市、中野市、長野市、松本市

兵庫県  相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、小野市、
加古川市、加西市、川西市、神戸市、三田市、洲本市、
高砂市、宝塚市、龍野市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、
三木市

福岡県  飯塚市、大川市、大野城市、大牟田市、春日市、北九州市、
久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後市、筑紫野市、
中間市、直方市、福岡市、前原市、宗像市、柳川市、山田市、
八女市、行橋市

広島県  因島市、尾道市、呉市、竹原市、廿日市市、広島市、福山市、
府中市、三原市、三次市

宮城県  石巻市、岩沼市、角田市、気仙沼市、塩竈市、白石市、
仙台市、多賀城市、名取市、古川市

北海道（札幌地区） 
  赤平市、芦別市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、

江別市、小樽市、北広島市、札幌市、砂川市、滝川市、
伊達市、千歳市、苫小牧市、登別市、美唄市、三笠市、
室蘭市、夕張市

静岡県  熱海市、伊東市、磐田市、御殿場市、静岡市、島田市、
下田市、裾野市、天竜市、沼津市、浜北市、浜松市、袋井市、
富士市、藤枝市、富士宮市、三島市、焼津市

群馬県  安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、
館林市、富岡市、沼田市、藤岡市、前橋市

［別表Ⅱ］  視聴料金　315円（税込み）
 ただし、車載機購入価格に含まれております。

福島県  会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、
須賀川市、相馬市、二本松市、原町市、福島市

岡山県  井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、総社市、高梁市、玉野市、
津山市、新見市

沖縄県 糸満市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、那覇市
宮崎県 小林市、西都市、日南市、延岡市、都城市、宮崎市
岐阜県  恵那市、大垣市、各務原市、岐阜市、関市、高山市、

多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、瑞浪市、美濃加茂市、
山県市、瑞穂市

三重県  伊勢市、尾鷲市、亀山市、桑名市、鈴鹿市、津市、久居市、
松阪市、四日市市

山口県  岩国市、宇部市、小野田市、下松市、下関市、長門市、萩市、
光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市、周南市

茨城県  石岡市、笠間市、北茨城市、古河市、高萩市、土浦市、
下館市、下妻市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、
水戸市、結城市

北海道（旭川地区） 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、留萌市
和歌山県  有田市、海南市、御坊市、新宮市、田辺市、和歌山市
滋賀県  大津市、近江八幡市、草津市、彦根市、守山市、八日市市、

栗東市
奈良県  生駒市、橿原市、香芝市、御所市、桜井市、天理市、奈良市、

大和郡山市、大和高田市
栃木県  足利市、今市市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、

黒磯市、佐野市、栃木市、日光市、真岡市、矢板市
山梨県  塩山市、大月市、甲府市、都留市、韮崎市、富士吉田市、

山梨市、南アルプス市
新潟県  小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、三条市、新発田市、

上越市、白根市、燕市、栃尾市、豊栄市、長岡市、新潟市、
新津市、見附市、村上市、両津市

石川県 金沢市、小松市、珠洲市、七尾市、羽咋市、松任市、輪島市
北海道（函館地区） 函館市
熊本県  荒尾市、牛深市、宇土市、菊池市、熊本市、玉名市、人吉市、

水俣市、八代市、山鹿市
大分県  宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、佐伯市、竹田市、

津久見市、中津市、日田市、別府市
香川県 坂出市、善通寺市、高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市
愛媛県  今治市、伊予市、伊予三島市、宇和島市、大洲市、川之江市、

西条市、東予市、新居浜市、松山市、八幡浜市
佐賀県 伊万里市、鹿島市、唐津市、佐賀市、多久市、武雄市、鳥栖市
長崎県  諫早市、大村市、佐世保市、島原市、長崎市、平戸市、

福江市、松浦市
鹿児島県  阿久根市、出水市、指宿市、大口市、鹿児島市、加世田市、

鹿屋市、国分市、川内市、垂水市、西之表市、枕崎市
徳島県 阿南市、小松島市、徳島市、鳴門市
高知県  安芸市、高知市、宿毛市、須崎市、土佐市、土佐清水市、

中村市、南国市、室戸市
福井県 大野市、小浜市、鯖江市、武生市、敦賀市、福井市
富山県  魚津市、小矢部市、黒部市、新湊市、高岡市、砺波市、

富山市、滑川市、氷見市
山形県  上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童市、

長井市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市
秋田県 秋田市、大館市、男鹿市、能代市、本荘市、湯沢市
青森県  青森市、黒石市、五所川原市、十和田市、八戸市、弘前市、

三沢市、むつ市
島根県  出雲市、江津市、大田市、浜田市、平田市、益田市、松江市、

安来市
鳥取県 倉吉市、境港市、鳥取市、米子市
岩手県  一関市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野市、

花巻市、宮古市、水沢市、盛岡市、陸前高田市
北海道（釧路地区） 釧路市、根室市、帯広市
北海道（北見地区） 網走市、北見市、紋別市

● いかなる形式においても著作者に無断でこの全部ま
たは一部を複製し、利用することを固く禁じます。

● この地図の作成にあたっては、建設省（現・国土交通
省）国土地理院発行の5万分の1地形図および2.5
万分の1地形図を使用しました。（測量法第30条に
基づく成果使用承認　平3総使第55号）

● この地図の作成にあたっては、国土情報整備事業の
一環として国土交通省国土地理院において作成され
た、国土数値情報を使用しました。

● この地図の作成にあたっては、(財)日本デジタル道
路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベー
スを使用しました。

 （測量法第44条に基づく成果使用承認93-046）
● この地図に使用している交通規制データは、道路交通

法に基づき設立された全国交通安全活動推進センター
が作成した交通規制番号図を用いて(財)日本交通管
理技術協会（TMT）が作成したものを使用しています。

● この地図に使用している交通規制データは、2005
年4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・標示等にした
がってください。

● この地図に使用している交通規制データの著作権
は、(財)日本交通管理技術協会が有し、松下電器産業
(株)は二次的著作物作成の使用実施権を取得してい
ます。(承認番号06-6)著作権表示は二次的著作物に
「©2005.TMT」とします。

● この地図に使用している交通規制データを無断で複
写複製、加工または改変することはできません。

● この地図に利用しているVICSリンクデータベース
は、(財)日本デジタル道路地図協会と(財)日本交通
管理技術協会がその著作権を有します。

● 本地図データは（財）日本デジタル道路地図協会作成
の「平成16年度版（2005年3月発行）全国デジタル
道路地図データベース」、（株）ゼンリン、（株）昭文社、
（株）トヨタマップマスターの地理情報に基づいて、松
下電器産業（株）が2006年2月に作成したものです。

● 株式会社ローソン、株式会社エーエム・ピーエム・
ジャパンより提供の店舗リストを使用しています。

● 住所索引データは、(株)ゼンリンが作成したものを
使用しています。

● 公開電話番号および登録者のデータは、（株）トヨタ
マップマスターが、ハローページの電話帳（個人・法
人含む）およびタウンページに収録の4000万件の
データに基づき作成したものを使用しています。

● この地図に使用している事故多発地点データは、
(財)交通事故総合分析センターのデータに基づき作
成したものを使用しています。

地図データベースについて お願い
運転中の地図ディスクの出し入れは危険です。必ず停
車中に行ってください。

お知らせ
● この地図ディスクはパナソニックカーナビステー

ションCN-DS120D / CN-D050D専用です。
● この地図データは、調査・作成時期などの都合で、現状

のものと異なる場合があります。また、その後の道路
の変更、施設・住所の移転、住所表示の変更があった部
分については、現状のものと異なる場合があります。

● この地図ディスクを無断で複製、複写することを禁
止します。

● この地図ディスクを業務用に使用することはでき
ません。

● この地図ディスクがお客様の特定の目的に適合する
ことを当社は保証するものではありません。

● この地図ディスクの内容は予告なく変更することが
あります。

● この地図ディスクの誤字・脱字・位置ずれなどの表
記または内容の誤りに対して、取り替え、代金の返
却はいたしかねます。

● この地図ディスクにより、お客様にいかなる損害が発
生したとしても、当社は一切の責任を負いかねます。

● ケースからの出し入れにご注意ください。ディスク
面に指紋、傷をつけないようにしてください。

● 長時間使用しないときは、汚れ、ゴミ、キズ、そりな
どを避けるため必ずケースに保管してください。

● 長時間直射日光のあたる場所、湿気やゴミ、ほこり
の多い場所、車のシートやダッシュボード上に放置
しないでください。

なお、この地図ディスクの梱包を開封されたときは、上記
の内容を承諾されたものとみなさせていただきます。
©2006　財団法人　日本デジタル道路地図協会
©2006　財団法人　日本交通管理技術協会
©2006　 松下電器産業 (株) ＆ (株) ゼンリン ＆

(株) サムスィング ＆ (株) 昭文社 ＆ 
(株) ジオサイエンス ＆ 国際航業 (株) ＆ 
(株) トヨタマップマスター

全国　約20 000 ヵ所収録しています。

駐車場情報について

● 本機は、ETC車載器を接続できません。
● ETC料金所の運用によって、ETC拡大図の案内が

実際と異なる場合があります。
 （閉鎖中や、一般レーンとして運用中のレーンを、

ETCレーンとして案内する場合があります。）
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