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抜け道データについて
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
関東 （2006年9月発行）
名古屋・中部 （2006年9月発行）
京阪神 （2006年9月発行）

●.抜け道のデータは、道路幅5 .5.m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。

■.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

電話番号検索/名称(施設名)検索について
●.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、2007年6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）、IP電話(050-XXX)、ナビダイ
ヤル(0570-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.

フリーダイヤル.受付9:00～17:00/365日

広域避難場所について
広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する
場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限り.
ません。実際の状況に応じて行動してください。
広域避難場所は国際航業㈱が各自治体の2006
年8月時点の防災情報に基づき作成したものを
使用しています。
災害時は安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場
所に避難してください。自動車で避難すると事
故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の
通行の妨げになります。

音声収録について

太字. ：. 95.％以上
細字. ：. 80.％以上
斜太字 .：. 50.％以上
斜細字.：. 50.％未満［中心部（役所）を含む］
斜細字.：. 50.％未満［中心部（役所）を含まない］を収録

※全面積カバー率

ドライビングバーチャルシティマップの収録エリア
.北海道：室蘭市,.江別市,.砂川市,.北広島市,.札幌市 ,.小樽市 ,.赤平市 ,..

夕 張 市 ,. 網 走 市 ,. 美 唄 市 ,. 紋 別 市 ,. 釧 路市 ,. 石 狩市 ,..
函館市 ,.旭川市 ,.帯広市 ,.北見市 ,.岩見沢市 ,.伊達市 ,.留萌市 ,..
苫小牧市 ,.稚内市 ,.芦別市 ,.士別市 ,.三笠市 ,.根室市 ,.千歳市 ,..
滝川市 ,.歌志内市 ,.深川市 ,.名寄市 ,.登別市 ,.恵庭市 ,.音更町 ,..
富良野市 ,.北斗市 ,.釧路町 ,.南幌町 ,.幕別町

2.青　森：田舎館村 ,.八戸市 ,.青森市 ,.黒石市 ,.五所川原市 ,十和田市 ,.
弘前市 ,.平川市 ,.三沢市 ,.むつ市 ,.藤崎町 ,.つがる市

3.岩　手：矢巾町 ,.奥州市 ,.盛岡市 ,.宮古市 ,.大船渡市 ,.花巻市 ,.北上市 ,..
久慈市 ,.遠野市 ,.一関市 ,.陸前高田市 ,.釜石市 ,.二戸市 ,..
金ヶ崎町

4.宮　城：名取市 ,.多賀城市 ,.岩沼市 ,.七ヶ浜町 ,.利府町 ,.塩竈市,.仙台市 ,..
東松島市 ,.石巻市 ,.大崎市 ,.気仙沼市 ,.白石市 ,.角田市 ,.柴田町 ,..
亘理町 ,.松島町 ,.大河原町 ,.色麻町 ,.加美町 ,.栗原市 ,.登米市 ,..
涌谷町

.秋　田：秋田市 ,.能代市 ,.横手市 ,.大館市 ,.男鹿市 ,.湯沢市 ,.鹿角市 ,..
由利本荘市 ,.大仙市

.山　形：三川町 ,.天童市,.河北町 ,.寒河江市 ,.山形市 ,.米沢市 ,.鶴岡市 ,..
酒田市 ,.新庄市 ,.上山市 ,.村山市 ,.長井市 ,.東根市 ,.尾花沢市 ,..
南陽市 ,.山辺町 ,.中山町

.福　島：福島市 ,.会津若松市 ,.郡山市 ,.いわき市 ,.白河市 ,.須賀川市 ,..
喜多方市 ,.相馬市 ,.二本松市 ,.西郷村 ,.南相馬市 ,.伊達市

.茨　城：つくばみらい市 ,.土浦市 ,.常総市 ,.古河市 ,.結城市 ,取手市 ,.
ひたちなか市 ,.守谷市 ,.潮来市 ,.坂東市 ,東海村 ,.八千代町 ,..
五霞町 ,.境町 ,.利根町 ,.水戸市,龍ヶ崎市,.下妻市,.常陸太田市,.
つくば市,.筑西市,.日立市 ,牛久市 ,.大洗町 ,.那珂市 ,.阿見町 ,.
かすみがうら市 ,.石岡市 ,高萩市 ,.北茨城市 ,.鹿嶋市 ,.笠間市 ,.
小美玉市

.栃　木：小山市 ,.下野市 ,.真岡市 ,.上三川町 ,.二宮町 ,.壬生町 ,野木町 ,.
藤岡町 ,.宇都宮市,.大平町,.足利市 ,岩舟町 ,.栃木市 ,.鹿沼市 ,.
日光市 ,.大田原市 ,.矢板市 ,那須塩原市 ,.佐野市 ,.都賀町 ,.
西方町 ,.芳賀町

.群　馬：伊勢崎市 ,.太田市 ,.館林市 ,.吉井町 ,.玉村町 ,.板倉町 ,明和町 ,.
千代田町 ,.大泉町 ,.邑楽町 ,.吉岡町,富岡市 ,.前橋市 ,.桐生市 ,.
渋川市 ,.高崎市 ,.沼田市 ,藤岡市 ,.安中市 ,.みどり市 ,.富士見村 ,.
甘楽町 ,.草津町

.埼　玉：川越市 ,.熊谷市 ,.川口市 ,.さいたま市 ,.行田市 ,.所沢市 ,.加須市 ,..
東松山市 ,. 春日部市 ,. 狭山市 ,. 羽生市 ,. 鴻巣市 ,. 深谷市 ,..
上尾市 ,.草加市 ,.越谷市 ,.蕨市 ,.戸田市 ,.入間市 ,.鳩ヶ谷市 ,..
朝霞市 ,.志木市 ,.和光市 ,.新座市 ,.桶川市 ,.久喜市 ,.北本市 ,..
八潮市 ,.富士見市 ,.三郷市 ,.蓮田市 ,.坂戸市 ,.幸手市 ,.鶴ヶ島市 ,..
日高市 ,.吉川市 ,.伊奈町 ,.三芳町 ,.滑川町 ,.川島町 ,.吉見町 ,..
上里町 ,.騎西町 ,.北川辺町 ,.大利根町 ,.宮代町 ,.白岡町 ,.菖蒲町 ,..
栗橋町 ,. 鷲宮町 ,. 杉戸町 ,. 松伏町 ,. ふじみ野市 ,. 嵐山町,..
鳩山町,.本庄市 ,.毛呂山町 ,.美里町 ,.寄居町 ,.秩父市 ,.飯能市 ,..
神川町

.千　葉：千葉市 ,.市川市 ,.船橋市 ,.松戸市 ,.野田市 ,.茂原市 ,.佐倉市 ,..
東金市 ,. 習志野市 ,. 柏市 ,. 流山市 ,. 八千代市 ,. 我孫子市 ,..
鎌ヶ谷市 ,. 浦安市 ,. 四街道市 ,. 八街市 ,. 印西市 ,. 富里市 ,..
酒々井町 ,. 印旛村 ,. 白井市 ,. 本埜村 ,. 芝山町 ,. 袖ヶ浦市,..
栄 町,. 長 生 村,. 館 山 市 ,. 木 更 津 市 ,. 匝 瑳 市 ,. 旭 市 ,..
富津市 ,.成田市 ,.大網白里町 ,.山武市 ,.香取市 ,.銚子市 ,.勝浦市 ,.
市原市 ,.鴨川市 ,.君津市 ,.南房総市 ,.いすみ市 ,.白子町

.東　京：足立区 ,.荒川区 ,.板橋区 ,.江戸川区 ,.大田区 ,.葛飾区 ,.北区 ,..
江東区 ,.品川区 ,.渋谷区 ,.新宿区 ,.杉並区 ,.墨田区 ,.世田谷区 ,..
台東区 ,.中央区 ,.千代田区 ,.豊島区 ,.中野区 ,.練馬区 ,.文京区 ,..
港区 ,.目黒区 ,.八王子市 ,.立川市 ,.武蔵野市 ,.三鷹市 ,.府中市 ,..
昭島市 ,.調布市 ,.町田市 ,.小金井市 ,.小平市 ,.日野市 ,.東村山市 ,..
国分寺市 ,.国立市 ,.西東京市 ,.福生市 ,.狛江市 ,.東大和市 ,..
清瀬市 ,.東久留米市 ,.武蔵村山市 ,.多摩市 ,.稲城市 ,.羽村市 ,..
瑞穂町 ,.日の出町 ,.青梅市,.あきる野市

.神奈川：横浜市 ,.川崎市 ,.横須賀市 ,.平塚市 ,.鎌倉市 ,.藤沢市 ,.小田原市 ,.
茅ヶ崎市 ,.逗子市 ,.三浦市 ,.厚木市 ,.大和市 ,.伊勢原市 ,.海老名市 ,..
座間市 ,.綾瀬市 ,.葉山町 ,.寒川町 ,.大磯町 ,.二宮町 ,.中井町 ,.大井町 ,..
開成町 ,.愛川町 ,.真鶴町 ,.湯河原町 ,.松田町,.箱根町,.相模原市 ,.
秦野市 ,.南足柄市 ,.山北町 ,.清川村

.新　潟：新潟市,. 聖籠町,. 田上町,. 弥彦村,.燕市 ,.長岡市 ,.三条市 ,..
柏崎市 ,.新発田市 ,.小千谷市 ,.加茂市 ,.十日町市 ,.見附市 ,..
村上市 ,.糸魚川市 ,.五泉市 ,.上越市 ,.阿賀野市 ,.妙高市 ,.湯沢町

.富　山：射水市 ,.高岡市,.砺波市,.滑川市 ,.小矢部市 ,.黒部市 ,.富山市 ,..
魚津市 ,.氷見市 ,.南砺市

.石　川：川北町 ,.野々市町 ,.内灘町,.加賀市 ,.金沢市 ,.能美市 ,.かほく市 ,..
七尾市 ,.小松市 ,.輪島市 ,.珠洲市 ,.羽咋市 ,.白山市 ,.穴水町 ,..
津幡町

.福　井：あわら市 ,.敦賀市,.鯖江市,.坂井市 ,.越前市 ,.小浜市 ,.大野市 ,..
勝山市 ,.福井市 ,.越前町 ,.永平寺町

.山　梨：昭 和 町 ,. 中 央市,. 西桂町,. 甲 斐 市 ,. 甲 州市 ,. 山梨市 ,..
甲府市 ,.富士吉田市 ,.都留市 ,.大月市 ,.韮崎市 ,.南アルプス市 ,..
笛吹市 ,.市川三郷町 ,.増穂町 ,.富士河口湖町 ,.北杜市

.長　野：小布施町 ,. 小諸市,. 千曲市,. 御代田町,.中野市 ,.諏訪市 ,..
軽井沢町 ,.安曇野市 ,.長野市 ,.松本市 ,.上田市 ,.岡谷市 ,.飯田市 ,..
須坂市 ,.伊那市 ,.駒ヶ根市 ,.大町市 ,.飯山市 ,.茅野市 ,.塩尻市 ,..
佐久市 ,.下諏訪町 ,.山形村 ,.坂城町 ,.高山村 ,.山ノ内町 ,..
南箕輪村 ,.木曽町 ,.野沢温泉村 ,.信濃町

.岐　阜：岐阜市 ,.多治見市 ,.羽島市 ,.各務原市 ,.瑞穂市 ,.岐南町 ,.笠松町 ,..
安八町 ,.北方町 ,.坂祝町 ,.富加町 ,.可児市,.関ケ原町,.輪之内町,..
恵那市 ,.美濃加茂市 ,.土岐市 ,.海津市 ,.垂井町 ,.神戸町 ,.大垣市 ,..
高山市 ,.中津川市 ,.関市 ,.飛騨市 ,.美濃市 ,.瑞浪市 ,.山県市 ,..
川辺町 ,.養老町 ,.郡上市 ,.下呂市 ,.本巣市
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地図データベースについて
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