
地図データについて
この地図の作成に当たっては、一般
財団法人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。
©2009-2014　一般財団法人日本
デジタル道路地図協会（測量法第44
条に基づく成果使用承認）[2014年
3月発行データ使用 ]
この地図は小田原市長の承認を得て、
同市発行の1/2,500国土基本図を
使用したものである。
（承認番号）小田原市指令第52号　
平成10年4月2日承認
この地図の作成に当たっては、知
多市長の承認を得て、同市発行の
2,500分の1都市計画基本図を使用
したものである。(測量法第44条に
基づく成果使用承認平成12年度知
都発第170号 )
この地図は、養老町長の承認を得て、
同町所管の2500分の1都市計画図
を使用したものである。
( 平成 12年　養建第1902号 )
この地図は、貴志川町長の承認を得
て同町発行の1/2,500全図を使用
し、調製したものである。
（承認番号）平10．近公．第34号
この地図は大木町長の承認を得て、
同町発行の5,000分の1の地形図
を使用し調製したものです。
( 承認番号15大木建第734号 )
この地図は、堀金村長の承認を得て
1/2,500の都市計画図を参照して作
成したものです。
( 承認番号16堀第5417号 )
この地図は東近江市長の承認を得て、
同市発行の地形図1/2,500を使用
し、調製したものである。
（承認番号　東開第111号　平成
18年2月28日承認）
この地図は、伊香保町長の承認を得
て平成7年度作成の10,000分の
1の白図を使用し、調製したもので
す。(承認番号伊建農発229号平
成 17年 7月14日承認 )
この地形図は、東京都都市整備局お
よび東京デジタルマップの東京都縮
尺1/2500地形図を使用して作成し
たものである。(承認番号 :18東デ
共041号 )
この地図は、東京都知事の承認を受
けて、東京都縮尺2,500分の1の
地形図を使用して作成したもので
ある。(承認番号 )18都市基交第
478号
この地図は、津山市長の承認を得て、
同市所管の測量成果津山市都市計画
(1/2,500) を使用し調製したもので
す。(承認番号平成17年津山市使
用承認第5号 )
この地図は、宇部市長の承認を得て
平成13年作成の宇部市域図を使用
したものである。(承認番号 )指令宇
都第13号　平成18年5月15日
承認

この地図は、宇部市長の承認を得て
平成13年作成の宇部市域図を使用
したものである。(承認番号 )指令宇
都第14号　平成18年5月31日
承認
この地図は、周防大島町長の承認を
得て、周防大島町管内図を使用した
ものである。(承認番号 )周防建設第
56号　平成18年5月12日承認
この地図は、東かがわ市長の承認を
得て、同市所管の測量成果である東
かがわ市地形図1/10,000及び東か
がわ市都市計画図1/2,500を使用
して調製したものである。(承認番号
平成18年5月2日18建第107号)
この測量の成果は、東温市長の承認
により、平成17年3月作成の東
温市都市計画図を使用して得たもの
である。(承認番号H18東温都第
174号 )
この地図は、宮城県知事の承認を得
て、同県所管の1/5,000森林基本
図を使用したものである。
( 承認番号林振第350号平成 18
年 9月19日承認 )
この地図は、宮城県知事の承認を得
て、同県所管の1/5,000森林基本
図を使用したものである。(承認番号
林振第611号平成 19年 2月28
日承認 )
この地図は秋田県知事の承認を得て
森林基本図を複製したものである。
承認番号平成19年 3月7日指令
水緑 -1258
この地図は、山形県の森林基本図を
複製したものである。承認番号森第
18-10号
この地図は長岡市長の承認を得て、
同市所管の地形図1/10,000を使用
して調製したものである。
( 長都政第477号平成 18年 3月
28日承認 )
この図面は山梨県が作成した測量成
果をもとに作成したものです。
使用承認平成19年 3月1日森整
第1561号
この地図は、長野県知事の承認を得
て、長野県森林基本図を使用して作
成したものである。
( 承認番号18森政第5-5号 )
この地図は島根県が作成した森林基
本図1:5,000を原図とし、島根県
知事の承認を得て使用したものであ
る。(承認番号平成18年 11月 24
日付け森第1286号 )
この地図は島根県が作成した森林基
本図1:5,000を原図とし、島根県知
事の承認を得て使用したものである。
(承認番号平成19年 2月27日付
け森第1736号 )
この地図は、広島県知事の承認を得
て、同県所管の1/5,000森林基本
図を使用したものである。
( 広島県使用承認林振第115号平成
19年 2月15日承認 )
この地図は、徳島県知事の承認を得
て、同県所管の1/5,000森林基本

図を使用したものである。(承認番号
林振第484号平成 19年 1月30
日承認 )
この地図は、佐賀県知事の承認を得
て、同県所管の1/5,000森林基本
図を使用したものである。(承認番号
森整第010634号平成 18年 10
月 4日承認 )
この地図は、長崎県知事の承認を得
て、長崎県森林基本図 (1/5,000) を
使用し調製したものである。承認番
号18林第492号 ( 平成 18年 10
月 6日 )
この地図は、熊本県知事の承認を得
て5,000分の1の森林地形図を複
製したものである。(承認番号森整
第993号・平成19年2月14日 )
この地図は、熊本県知事の承認を得
て5,000分の1の森林地形図を複
製したものである。(承認番号森整
第1079号・平成19年3月7日 )
この地図は、大分県知事の承認を得
て、5,000分の1森林基本図を使用
し、調製したものである (承認番号
林18-1平成 18年 12月 5日 )
この地図は、大分県知事の承認を得
て、5,000分の1森林基本図を使用
し、調製したものである (承認番号
林18-2平成 19年 3月7日 )
この地図は宮崎県知事の承認を得て
5000分の1森林基本図を使用し、
調製したものである。(承認番号使
18-1 号平成 18年 12月 8日 )
この地図は宮崎県知事の承認を得て
5000分の1森林基本図を使用し、
調製したものである。(承認番号使
18-3 号平成 19年 3月8日 )
この地図の作製に当たっては、鹿児
島県知事の承認を得て、5千分の1
森林基本図を使用したものである。
( 承認番号平 18林振第360号 )
この地図は、知覧町長の承認を得て、
同町発行の1/5,000全図を使用し、
調製したものである。
( 承認番号 )平成18年5月26日知
耕第590号
この地図の作成にあたっては、茨城
県林政課作成の5千分の1森林基本
図を使用しました。(測量法第44条
第3項の規定に基づく成果使用承認　
平成19年8月8日付、承認番号
林政19-482号、茨城県林政課長 )
この地図は秋田県知事の承認を得て
森林基本図を複製したものである。
（承認番号平成18年 11月 30日
指令水緑 -947）
この地図は、笛吹市長の承認を得て
同市発行の10000分の1の全図を
使用し、作成したものである。
( 承認番号笛まち第12-25号平成
19年 12月 13日承認 )
この地図は、岐阜県知事の承認を得
て、岐阜県共有空間データ (18国地
部公発第334号 ) を使用したもので
ある。(承認番号情企第590号平
成 20年 3月24日承認 )
この成果品は、高知県が作成した測

量成果を、高知県知事の承認を得て
使用し作成したものである。
( 承認番号平成19年 2月14日付
け18高森推第568号 )
この地図の作製に当たっては、鹿児
島県知事の承認を得て、5千分の1
森林基本図を使用したものである。
( 承認番号平 19林振第404号 )
この地図データの一部は、小樽市長
の承認を得て、同市が作成した平成
19年度臨港道路竣工平面図を複製し
たものである。
( 承認番号 )平 21樽港事第33号
この地図は、森林計画室長の承認を
得て静岡県作成の5000分の1の森
林基本図を複製したものである。
( 承認番号 )平成21年森計第477
号
この地図の作製に当たっては、鹿児
島県知事の承認を得て、5千分の1
森林基本図を使用したものである。
( 承認番号平 18林振第497号 )
この地図は、東根市長の承諾を得て
同市保管の東根市道路台帳図を使用
し、調製したものである。
( 承認番号東建収第8号平成21年
5月27日承認 )
この地図は幕別町長の承認を得て、
同町発行の２千５百分の１幕別町現
況図を使用し、調整したものである。
( 承認番号 )H22　幕都計第185号
この地図は、国土地理院長の承認を
得て、同院の技術資料H・1‐No.3「日
本測地系における離島位置の補正量」
を利用し作成したものである。
( 承認番号国地企調第180号　平
成22年9月28日 )
この地図の作成に当たっては、国土
地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報を使用した。
（承認番号　平22業使、第311号）
この地図の作成に当たっては、国土
地理院長の承認を得て、同院発行の
5千分の1国土基本図を使用した。
（承認番号　平23情使、第43号
-46号）
この地図の作製に当たっては、鹿児
島県知事の承認を得て、5千分の1
森林基本図を使用したものである。
（承認番号　平19　林振第246号）
この地図の作成に当たっては、国土
地理院長の承認を得て、同院発行の
5千分の1国土基本図を使用した。
（承認番号　平23情使、第283号
-46号）
この地図は、田原市長の承認を得て、
同市発行の都市計画図を使用して作
成したものである。
( 承認番号 )23田街第55号
この地図の作成に当たっては、国土
地理院長の承認を得て、同院発行の
災害復興計画基図を使用した。
（承認番号　平24情使、第199号
-46号）
この地図の作成に当たっては、国土
地理院長の承認を得て、同院発行の

5千分1国土基本図を使用した。（承
認番号　平26情使、第74号-46号）
この地図の作成に当たっては、国土
地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報を使用した。
（承認番号　平26情使、第163号
-46号）
このデータは、国土地理院長の承
認を得て、同院の技術資料H1‐
No.15「小笠原諸島西之島周辺の正
射画像（平成26年7月4日撮影）」
を利用して作成したものである。
（承認番号国地企調第155号　平
成26年8月4日）
この地図の作成に当たっては、国土
地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報を使用した。
（承認番号　平24情使、第780号
-46号）
このデータは、国土地理院長の承認
を得て、同院の「小笠原諸島西之島
周辺の正射画像（平成26年3月
22日撮影）」を利用して作成したも
のである。（承認番号国地企調第
89号　平成26年6月13日）

交通規制データについて
本製品に使用している交通規制
データは、2014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。

駐車場データについて
駐車場データは、株式会社アイ・エ
ム・ジェイ提供の2014年9月デー
タを使用しています。

タウンページデータについて
タウンページデータは、NTTタウ
ンページ株式会社が提供する2014
年 9月現在のデータを使用していま
す。
もとのデータそのものが、実際の位
置と異なる場合があります。
一部のデータでは、ピンポイント検
索できない場合があります。その場
合、その地区の代表地点が表示され
ます。

ハローページデータについて
訪問宅（個人宅）電話番号デー
タ (ハローページデータ )は、日
本ソフト販売株式会社が提供する
「Bellemax®」2014年 9月時点
のデータを使用しています
もとのデータそのものが、実際の位
置と異なる場合があります。
一部のデータでは、ピンポイント検
索できない場合があります。その場
合、その地区の代表地点が表示され
ます。

料金データについて
高速道路(有料道路を含む)料金デー
タは、2014年 9月調査で2015
年 4月1日時点の軽自動車・中型
自動車・普通自動車のデータです。

抜け道データについて
ぬけみちデータは、㈱昭文社発行の
「抜け道データ2014年 7月版」の
データを使用しています。

放送局リストのデータについて
放送局リストのデータは2014年
4月現在のものです。ワンセグ放送
局については2014年 10月現在
のものです。放送局の開局、廃局、
名称変更、周波数 (チャンネル )変
更が行われた場合は、実際の内容と
表示が異なる場合や、受信できない
場合があります。

施設情報及び個人情報（電話番号）
について
電話番号検索は、ハローページおよ
びタウンページのデータを使用して
います。
これらの情報は本ソフト作成後、変
更されている場合があります。
本ソフトに格納されるあらゆるデー
タ、個人情報については、購入者の
責任において使用するものとし、当
社は何らの責を負いません。また、
これらの情報に誤りがあった場合で
も、当社は何らの責を負いません。

なお、個人情報の削除 ･掲載 ･修正に
関するお問い合わせは、JVCケンウッ
ドカスタマーサポートセンターにご連
絡ください。

注意事項
データベース作成時点の関連で、表
示される地図が現状と異なることが
ありますのでご了承ください。
いかなる形式においても著作権者に
無断でこの地図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。
この地図に使用している交通規制
データは普通車両に適用されるもの
のみで、大型車両や二輪車等の規制
は含まれておりません。あらかじめ
ご了承ください。
収録するデータは、その正確性を保
証するものではありません。データ
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。
本データを使用したことによって生
じたお客様および第三者のいかなる
損害についても、弊社は一切その責
任を負いかねます。

©2009-2014（一般財団法人）日本
デジタル道路地図協会
©2015INCREMENTPCORP.



ジャンルの分類について
ジャンル検索などに使用するジャンルは、次のように分類
されています。

大分類 中分類
コンビニエンス
ストア コンビニエンスストア各社

ガソリンスタン
ド 石油元売り各社

駐車場 —

食事

ファミリーレストラン、ファーストフード、
ラーメン、うどん・そば屋、和食、回転寿司、
寿司屋、肉料理、中華料理、イタリア料理、
フランス料理、スパゲティ専門店、ピザハ
ウス、お好み焼き・もんじゃ、カレーハウス、
喫茶・カフェ、パン・お菓子、持ち帰り弁
当、居酒屋・バー・クラブ、その他食事

ショッピング

ショッピングセンター・モール、アウトレッ
トモール、スーパーマーケット、デパート、
ドラッグストア、ホームセンター、電器店、
ディスカウントストア、１００円ショップ、
雑貨屋、携帯電話ショップ、本屋、古本屋・
リサイクルショップ、ＣＤレコード店、レ
ンタルビデオ・ＣＤ、おもちゃ屋、スポー
ツ用品店、釣具店、家具・インテリア用品
店、花屋・園芸店、酒屋

レジャー

入浴施設、遊園地・テーマパーク、レジャー
公園、牧場、海水浴場・海岸、釣り、野・
川遊び、キャンプ場、果物狩り、遊覧船、
リフト・ロープウェイ、ホール・会館、映
画館、ボウリング場、カラオケ、パチンコ・
スロット、公営ギャンブル、その他レジャー

観光
動物園・サファリパーク、観光名所、星の
観察、天文台、城・城跡、史跡、観光案内
所、その他観光

宿泊
ホテル、ビジネスホテル、カプセルホテル、
ファッションホテル、旅館、民宿、ペンショ
ン、公共の宿、その他宿泊

交通機関
高速・都市高速・有料道路施設、駅、道の
駅、空港、旅客船発着所、フェリーターミ
ナル、EV充電スポット、交差点

トイレ —

銀行

都市銀行、地方銀行（北海道・東北）、地
方銀行（関東）、地方銀行（中部）、地方銀
行（近畿）、地方銀行（中国・四国）、地方
銀行（九州・沖縄）、ＪＡバンク、ゆうちょ
銀行、その他銀行

公共施設
役所、警察署・交番、消防署、郵便局、図
書館、裁判所、法務局、税務署、年金事務所、
保健所、外国公館、放送局、新聞社、運転
免許試験場

病院

病院・医院・診療所、内科、外科、小児科、
歯科、矯正歯科、小児歯科、眼科、耳鼻咽
喉科、皮膚科、アレルギー科、産婦人科・
産院、胃腸消化器内科・同外科、呼吸器内科、
循環器内科・同外科、精神科、脳神経外科、
心療内科、整形外科、泌尿器科、肛門内科・
同外科、ホスピス、はり・きゅう、カイロ
プラクティック、整体、美容外科、その他
病院

教育
大学、短大、高専、高校、中学校、小学校、
幼稚園、保育園、特別支援学校、各種専門
学校、予備校、自動車教習所

大分類 中分類

ファッション・
装飾品

フォーマルウェア、カジュアルウェア、婦
人服店、ブティック、子供服・ベビー用品
店、和服店、アクセサリー店、宝石・貴金
属店、めがね店、靴店、理容・美容、その
他ファッション・装飾品

スポーツ

ゴルフ場、ゴルフ練習場、スキー場、スケー
ト場、体育館、武道館・道場、野球場、陸
上競技場、テニスコート、バッティングセ
ンター、スポーツクラブ、プール、マリン
スポーツ、サーキット場、その他スポーツ

ペット

ペットショップ、ペット病院、ペット美容
院、ペットホテル、ペット霊園・葬祭、ペッ
トと泊まれる宿泊施設、ペットと泊まれる
キャンプ場、ペットと入れるレストラン、
ペットと行ける観光名所、ドッグスクール、
ドッグラン＆ドッグスパ、その他ペット

冠婚葬祭 冠婚葬祭場、結婚式、霊園・墓地

カーディーラー カーディーラー各社

自動車
カー用品店、自動車整備工場、中古車販
売、中古車買取、洗車、運転代行サービス、
レッカーサービス、ロードサービス、レン
タカー、レンタルバイク

住所 —

注意
以下のジャンルにつきましては、地図上に表示され
るランドマークと、ジャンル選択時のリストに表示
されるランドマークのデザインが異なります。

<MDV-Z701W/MDV-Z701/MDV-X701W/
MDV-X701/MDV-X802L/MDV-L401/
MDV-L301/MDV-L201>
珈琲館 /はなまるうどん /丸亀製麺 / コメダ珈琲 /
カフェ・ド・クリエ /レッドロブスター /華屋与兵
衛 /駅レンタカー /モスバーガー /はま寿司 /さと
/ホンダオートテラス

<MDV-Z700W/MDV-Z700/MDV-X500/
MDV-R700/MDV-L500/MDV-L300/
MDV-L100>
ローソンストア100/牛角 /華屋与兵衛 /てんや
/ かっぱ寿司 /くら寿司 /元気寿司 /スシロー /
その他回転寿司 /珈琲館 /EV急速充電スポット /
EV普通充電スポット /MINI/Jネットレンタカー /
ロッテリア /三井石油 /JA-SS/タイムズカーレン
タル /クライスラー /レクサス /レッドロブスター
/はま寿司 /はなまるうどん /丸亀製麺 /コメダコ
ーヒー /カフェ・ド・クリエ /赤ちゃん本舗 /西松
屋 /バースデイ /ベビーザラス /ミキハウス /その
他子供服・ベビー用品店 /駅レンタカー /モスバー
ガー /さと /ホンダオートテラス

<MDV-737DT/MDV-525DT/MDV-434DT/
MDV-333/MDV-131>
ローソンストア100/牛角 /華屋与兵衛 /てんや /
かっぱ寿司 /くら寿司 /元気寿司 /スシロー /その
他回転寿司 /珈琲館 /EV急速充電スポット /EV普
通充電スポット /MINI/Jネットレンタカー /ロッ
テリア /三井石油 /JA-SS/タイムズカーレンタル
/クライスラー /レクサス /au/レッドロブスター /
はま寿司 /はなまるうどん /丸亀製麺 /コメダコー
ヒー /カフェ・ド・クリエ /赤ちゃん本舗 /西松屋
/バースデイ /ベビーザラス /ミキハウス /その他
子供服・ベビー用品店 /駅レンタカー /モスバーガ
ー /さと /ホンダオートテラス

<MDV-727DT/MDV-626DT/MDV-525/ 
MDV-323>
ローソンストア100/牛角 /華屋与兵衛 /てんや /
かっぱ寿司 /くら寿司 /元気寿司 /スシロー /
その他回転寿司 /珈琲館 /EV急速充電スポット /
EV普通充電スポット /MINI/Jネットレンタカー
ロッテリア /三井石油 /JA-SS/タイムズカーレン
タル /クライスラー /レクサス /au/モスバーガー
/フレッシュネスバーガー /すき屋 /サンマルク /
餃子の王将 /トマト＆オニオン /セイコーマート /
駐車場 /トヨタレンタカー / ボーリング場 /スタ
ーバックス /スーパーオートバックス /レッドロ
ブスター /はま寿司 /はなまるうどん /丸亀製麺 /
コメダコーヒー /カフェ・ド・クリエ /赤ちゃん本
舗 /西松屋 /バースデイ /ベビーザラス /ミキハウ

ス /その他子供服・ベビー用品店 /駅レンタカー /
モスバーガー /さと /ホンダオートテラス

更新内容
地図データを最新版 (2015年 4月 ) に更新します。
<MDV-Z700W/Z700/X500/R700>
200m以下のスケールでのランドマーク情報の表示に
対応します。


