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電話番号検索/名称(施設名)検索について

株式会社昭文社発行の「渋滞・ぬけみちマップル」よ
りデータを収録しています。
● 抜け道データ収録エリア

首都圏詳細編 （2002年5月発行）
関東・週末レジャー&ドライブ編（2002年5月発行）
名古屋・中部編 （2000年1月発行）
京阪神編 （2000年1月発行）

● 抜け道のデータは、道路幅5.5m以上の道路を
対象に収録しています。

● 抜け道は、推奨ルートではありません。実際
の走行にあたっては、交通規制や道路標識に
従って走行してください。

● 抜け道データには、探索に活用する方向デー
タも含まれています。ただし抜け道表示にあ
たっては、方向を示す矢印等の表示は行いま
せん。抜け道が表示されているのに探索しな
い場合もあります。

● 抜け道探索時、抜け道上にVICSの渋滞や規制
情報がある場合は、探索しない場合もあります。

● 株式会社昭文社のぬけみちデータによるもの
で、すべての抜け道を収録していません。

抜け道データについて

音声収録について

■ 全国交差点名称 約75000カ所
■ 高速道路方面名称 約6000カ所
■ 7名のナレーターにて収録しています。
　 録音：(株)サムスィング

屋久島

三宅島

八丈島

母島

硫黄島

奄美大島

沖縄本島

宮古島

石垣島

加藤冬美

中村優里

米山ゆかり

桶谷早苗

戸部飛鳥

加藤冬美

井澤靖子

丹羽紫保里

井澤靖子

● 施設名称、位置等のデータは、電話帳データを
もとに整備を行っておりますが、電話帳デー
タに登録されている施設データの内容によっ
ては、検索した施設がお客様の意向に沿わな
い場合があります。

 (例) 1. その施設そのものが表示される
  2.  その施設を管理している施設が表示される
  3.  その施設の連絡先(事務所等)が表示

されるなど
● 電話番号検索は、13桁までの番号に対応して
います。

● 市外局番は、2005年12月変更分まで対応し
ています。

● 検索された個人宅は、プライバシー保護のた
め住所表示は行いません。

● 市外・市内局番は、必ず入力してください。
● ダイヤルQ2（0990-XXX）、フリーダイヤル
（0120-XXX）、PHS、携帯電話は検索対象外
です。ただし、該当する場所を登録ポイントと
して登録し、電話番号を一緒に登録している
場合は電話番号検索から検索することができ
ます。（最大13桁まで）

● 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4 000万件のデータに基づき作成したもの
を使用しています。

● カーナビゲーションシステムの個人情報について
 本機には、電話番号検索などの機能を利用する
ため、50音順電話帳(ハローページ)および職
業別電話帳(タウンページ)に掲載されており
ます公開電話番号登録者氏名、電話番号、住所
の個人情報が使用されています。

 当該個人情報に対するお問い合わせなどにつ
きましては、下記の窓口までご連絡ください。

  お客様ご相談センター
 電話 　0120‒50‒8729
 受付 9:00～17:00(土・日・祝日・当社休日を除く)

エリアにより(主に都市周辺部において)異なる地図
データを使用しています。そのため、地図の接合部にお
いて地図表示の方法に相違がある場合があります。(接
合部において、色の違い、道路・鉄道・施設等の表現の
相違が生じる場合があります。)

ドライビングバーチャルシティ
マップについて

ランドマーク
目印になる施設などを地図上にマークで表示。（縮尺：10 m～ 400 m）
● 表示する/しないの設定ができます。（134ページ）

●  企業マークの凡例は、交差点拡大図のときの内容です。通常画面では簡略化している場合が
あります。

●  上記凡例は、2005年12月現在のものです。
● 地図データの整備上、すべての施設、企業等を表示していません。
● 改善のため予告なく変更することがあります。　

表示 内　容 表示 内　容 表示 内　容 表示 内　容
高速・有料道路(青) パーキングエリア カスミ 不二家
国道(赤) 交差点 Aコープ 明治サンテオレ
主要地方道(緑) 一方通行 ジャスコ さと
一般都道府県道(黄) 駐車場 西友 ロイヤルホスト
他の道路 (巾5.5ｍ以上)(灰) コイン駐車場 相鉄ローゼン 吉野家
他の道路 (巾3 ～ 5.5m)(灰) 駅 ダイエー ケンタッキーフライドチキン
J R(黒) フェリーのりば 東急ストア 小僧寿司
私鉄(黒) 港湾 東武ストア ドムドム
水路(水色) 空港・飛行場 マルエツ ロッテリア
都道府県境・市区町村境(黒) 学校 ユニー ファーストキッチン
緑地(緑) 病院・医院 アオキ マクドナルド
庁舎・敷地など(灰) 電力会社・発電所 青山 ミスタードーナツ
官公庁 海水浴場 コナカ モスバーガー
都道府県庁 アイススケート場 ユニクロ ampm
市役所・東京23区役所 ヨットハーバー 出光興産 Kマートチェーン
町村・東京以外区役所 競技場・体育館 キグナス ココストア
NTT キャンプ場 九州石油 コミュニティストア
銀行・信用金庫 公園 コスモ石油 サークルK
デパートなど 温泉 昭和シェル石油 サンクス
ホテル・旅館など 山 ジャパンエナジー スパー
ガソリンスタンド レジャーランド ゼネラル石油 スリーエフ
ファーストフード 名所・観光地など エネオス セーブオン
スーパー ゴルフ場 三井石油 ニコマート
ホームセンター クラブハウス モービル石油 ファミリーマート
レストラン スキー場 藍屋 ポプラ
コンビニなど 洗車場 CASA ミニストップ
ビル カーショップ ガスト モンマート
工場 伊勢丹 カレーハウスCoCo壱番屋 ローソン
灯台 近鉄百貨店 餃子の王将チェーン デイリーヤマザキ
神社 西武百貨店 グルメドール 三井住友銀行
寺院 そごう サイゼリヤ みずほ銀行
教会 高島屋 サンデーサン 三菱東京UFJ銀行
霊園・墓地 大丸 ジョナサン りそな銀行
城跡 東急百貨店 すえひろ タイムズ
警察署 阪急百貨店 すかいらーく その他の施設
消防署 松坂屋 デニーズ
郵便局 三越 得得
インターチェンジ イトーヨーカ堂 ビッグボーイ
サービスエリア いなげや フォルクス
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地図データベースについて
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