
◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.44⇒ Ver 1.45　◆　（2017年8月）
★　追加箇所　★ ★　変更箇所　★
首都高速道路 空港西 南九州自動車道 松元　（旧　鹿児島道路）
首都高速道路 平和島上 近畿自動車道 東大阪第一　（旧　東大阪JCT）
首都高速道路 鈴ケ森 北陸自動車道 流杉スマート　（旧　流杉PA仮）
首都高速道路 芝浦下
首都高速道路 汐留乗継所
首都高速道路 新富町
首都高速道路 戸越
首都高速道路 霞が関外
首都高速道路 霞が関内
首都高速道路 高樹町
首都高速道路 東名接続
首都高速道路 東名接続
首都高速道路 新宿
首都高速道路 中央道接続
首都高速道路 中央道接続
首都高速道路 護国寺
首都高速道路 白魚橋乗継所
首都高速道路 西銀座乗継所
首都高速道路 東関道接続
首都高速道路 空港中央西
首都高速道路 晴海
首都高速道路 京葉道接続
首都高速道路 京葉道接続
首都高速道路 羽田上
首都高速道路 羽田下
首都高速道路 東北道接続
首都高速道路 東北道接続
首都高速道路 臨海副都心
首都高速道路 常磐道接続
首都高速道路 常磐道接続
首都高速道路 第三京浜接続
首都高速道路 第三京浜接続
首都高速道路 川崎アクア接続
首都高速道路 南本牧ふ頭東
首都高速道路 南本牧ふ頭西
首都高速道路 横横並木接続
首都高速道路 川向上
首都高速道路 第三京浜川向接続
首都高速道路 新横浜上
首都高速道路 新横浜
首都高速道路 新横浜下
首都高速道路 馬場
首都高速道路 馬場上
首都高速道路 馬場下
首都高速道路 岸谷生麦上
首都高速道路 岸谷生麦上
首都高速道路 岸谷生麦下
首都高速道路 岸谷生麦下
日出バイパス 速見
播但連絡道路 市川南
播但連絡道路 神崎南
播但連絡道路 生野
播但連絡道路 生野北第一
播但連絡道路 朝来
南九州自動車道 松元
新東名高速道路 駿河湾沼津スマート
東名高速道路 三方原スマート
阪和自動車道 岩出根来本線
中部横断自動車道 増穂
中部横断自動車道 富士川本線
舞鶴若狭自動車道 敦賀南スマート
東九州自動車道 門川南スマート
中央自動車道 笛吹八代スマート
今治小松自動車道 いよ小松北
新名神高速道路 城陽
新名神高速道路 城陽JCT
新名神高速道路 八幡京田辺
西名阪自動車道 香芝
西名阪自動車道 法隆寺
西名阪自動車道 郡山

＊）阪神高速道路、「普通車」、「大型車」に加え、車種分類3車種（特大車、中型車、軽自動車）追加

参考　道路会社　URL：
　　http://www.driveplaza.com/etc/area/etc_area.html
　　http://www.w-nexco.co.jp/etc/maintenance/kinki//#kyotojukan



◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.43⇒ Ver 1.44　◆　（2017年2月）
★　追加箇所　★ ★　修正箇所　★
近畿自動車道 摂津北 阪神高速道路 武庫川　（旧　須磨）
近畿自動車道 門真 西九州自動車道 武雄南本線（旧路側名：武雄南本線）
東海環状自動車道 東員 阪神高速道路 岸和田北（南行）出
西九州自動車道 佐世保三川内 阪神高速道路 岸和田北（北行）出
東北自動車道 福島JCT 阪神高速道路 岸和田南（南行）出
宮崎自動車道 山之口スマート 阪神高速道路 岸和田南（北行）出
大分自動車道 由布岳スマート 阪神高速道路 前開（東行）出口
第三京浜道路 港北 阪神高速道路 前開（西行）
山陰自動車道 安来本線 阪神高速道路 しあわせの村（西行）出
西九州自動車道 武雄南本線（59011ゲート追加） 阪神高速道路 しあわせの村（東行）出
阪神高速道路 東大阪第一（近畿道合併） 阪神高速道路 西宮山口南（東行）出
阪神高速道路 東大阪第二（近畿道合併） 阪神高速道路 西宮山口南（西行）出
阪神高速道路 海老江北 阪神高速道路 尼崎末広（西行）出
阪神高速道路 大淀 阪神高速道路 尼崎末広（東行）入
阪神高速道路 豊崎（西行） 東京外環自動車道 川口JCT第一
阪神高速道路 三宅西 東京外環自動車道 川口JCT第二
阪神高速道路 天美 北陸自動車道 高岡砺波スマート
阪神高速道路 常磐（東行） 北陸自動車道 南砺スマート
阪神高速道路 常磐（西行）
阪神高速道路 鉄砲（東行）
阪神高速道路 鉄砲（西行）
阪神高速道路 中島
阪神高速道路 大浜（北行）
阪神高速道路 大浜（南行）
阪神高速道路 泉大津（南行）
阪神高速道路 助松（北行） ★　削除箇所　★
阪神高速道路 助松（南行） 阪神高速道路 大阪管理部
阪神高速道路 海老江北出 阪神高速道路 福島営業所
阪神高速道路 大淀出 阪神高速道路 扇町営業所
阪神高速道路 豊崎（東行）出 阪神高速道路 長田営業所
阪神高速道路 天美出 阪神高速道路 えびす町営業所
阪神高速道路 常磐（西行）出 阪神高速道路 長田入口
阪神高速道路 常磐（東行）出 阪神高速道路 豊中南（北行）出
阪神高速道路 鉄砲（西行）出 阪神高速道路 東大阪西行近南入
阪神高速道路 鉄砲（東行）出 阪神高速道路 東大阪東行近北出
阪神高速道路 高石出 阪神高速道路 松原（本線）入
阪神高速道路 泉大津（南行）出 阪神高速道路 松原（本線）出
阪神高速道路 尼崎末広 阪神高速道路 湾岸管理部
阪神高速道路 鳴尾浜 阪神高速道路 島屋東
阪神高速道路 甲子園浜 阪神高速道路 南港営業所
阪神高速道路 尼崎西出 阪神高速道路 泉大津営業所
阪神高速道路 尼崎末広（東行）出 阪神高速道路 泉佐野営業所
阪神高速道路 尼崎末広（西行）入 阪神高速道路 神戸管理部
阪神高速道路 尼崎東海岸出 阪神高速道路 箕谷（新神戸トンネル合併）
阪神高速道路 西宮浜出 阪神高速道路 深江浜営業所
中央自動車道 高井戸本線 阪神高速道路 箕谷出
中央自動車道 高井戸 阪神高速道路 西宮山口東出
中央自動車道 調布 阪神高速道路 生田川箕谷
中央自動車道 稲城 阪神高速道路 箕谷生田川
中央自動車道 府中スマート 阪神高速道路 中之島西出口
中央自動車道 国立府中 阪神高速道路 波除出口
中央自動車道 八王子 阪神高速道路 境出口
中央自動車道 八王子本線 阪神高速道路 麻耶東出口
東京外環自動車道 大泉 阪神高速道路 大浜出口
東京外環自動車道 和光第一 阪神高速道路 前開東出口（無人）
東京外環自動車道 和光第二 阪神高速道路 前開東出口（有人）
東京外環自動車道 和光北第一 阪神高速道路 前開西入口（無人）
東京外環自動車道 和光北第二 阪神高速道路 前開西入口（有人）
東京外環自動車道 戸田西 阪神高速道路 布施畑西入口（無人）
東京外環自動車道 美女木第一 阪神高速道路 布施畑西入口（有人）
東京外環自動車道 美女木第二 阪神高速道路 しあわせの村（無人）
東京外環自動車道 戸田東 阪神高速道路 しあわせの村（有人）
東京外環自動車道 外環浦和
東京外環自動車道 川口西
東京外環自動車道 川口中央
東京外環自動車道 川口JCT第一
東京外環自動車道 川口JCT第二
東京外環自動車道 川口東
東京外環自動車道 草加第一
東京外環自動車道 草加第二
東京外環自動車道 外環三郷西
東京外環自動車道 外環三郷東
東京外環自動車道 外環三郷西
東京外環自動車道 三郷南
首都圏中央連絡道 坂東　　＊２）
首都圏中央連絡道 常総　　＊２）
常磐自動車道 山元南スマート　　＊１）
仙台東部道路 名取中央スマート　　＊１)
北陸自動車道 長岡北スマート　　＊１）
北陸自動車道 小谷城スマート　　＊１）

＊１）　平成29年3月開通予定
＊２）　平成29年2月開通予定
＊３）　平成29年2月26日～　東京外環自動車道は距離制へ移行



◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.42⇒ Ver 1.43　◆　（2016年7月）
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
京都縦貫自動車道 八木本線 東名高速道路 大井川焼津藤枝スマート
京都縦貫自動車道 八木西 中国自動車道 勝央
京都縦貫自動車道 園部 中国自動車道 夢前スマート
京都縦貫自動車道 丹波 三陸自動車道 多賀城
京都縦貫自動車道 京丹波みずほ 西名阪自動車道 松原本線
京都縦貫自動車道 八木西 名神高速道路 栗東湖南
関越自動車道 上里スマート 常磐自動車道 鳥の海スマート
第三京浜道路 港北 常磐自動車道 流山
日本海東北自動車道 酒田本線 京葉道路 船橋（下り入口）
日本海東北自動車道 酒田本線 京葉道路 船橋（下り）
日本海東北自動車道 酒田みなと 阪和自動車道 岸和田本線
日本海東北自動車道 新潟東スマート 近畿自動車道 八尾本線
首都圏中央連絡道 下総 南阪奈道路 羽曳野東
首都圏中央連絡道 桶川加納 南阪奈道路 太子
道央自動車道 砂川SAスマート
新湘南バイパス 茅ヶ崎中央
新湘南バイパス 茅ヶ崎西
近畿自動車道 大東鶴見
阪和自動車道 平井本線
堺泉北有料道路 平井本線 ★　追加箇所　★
堺泉北有料道路 菱木本線 東名高速道路 愛鷹スマート
堺泉北有料道路 太平寺　平井 ＊）旧　北九州高速道路、馬場山本線

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.41⇒ Ver 1.42　◆　（2016年2月）
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
中央自動車道 三鷹本線 近畿自動車道 吹田本線
中央自動車道 調布 近畿自動車道 摂津南
中央自動車道 国立府中 近畿自動車道 東大阪北
西名阪自動車道 柏原本線 近畿自動車道 東大阪第一
阪和自動車道 堺 近畿自動車道 東大阪南
阪和自動車道 南紀田辺本線 近畿自動車道 東大阪第二
阪和自動車道 美原北 近畿自動車道 東大阪第一（合併）
首都圏中央連絡道 下総 近畿自動車道 東大阪第二（合併）
道央自動車道 砂川スマートSA　（2ヶ所） 近畿自動車道 東大阪第一（合併）
首都高速道路 臨海副都心 近畿自動車道 東大阪第二（合併）
新東名高速道路 新城
新東名高速道路 岡崎東

★　修正箇所　★
関西国際空港橋 関西国際空港

＊）首都高速道路、「普通車」、「大型車」に加え、車種分類3車種（特大車、中型車、軽自動車等）追加 ＊）旧　関西国際空港連絡橋

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.40⇒ Ver 1.41　◆　（2015年7月）
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
広島呉道路 坂 京都縦貫自動車道 亀岡
広島呉道路 坂本線入口 京都縦貫自動車道 大井
広島呉道路 坂本線料金所 京都縦貫自動車道 八木東
西名阪自動車道 藤井寺 南阪奈有料道路 たじはや合併
首都高速道路 五反田出口 近畿自動車道 門真本線
首都高速道路 五反田入口 近畿自動車道 門真JCT
首都高速道路 中環大井南出口 京奈和自動車道 精華下狛
首都高速道路 王子南出口 名古屋高速道路 東新町出口
首都高速道路 王子南入口 名古屋高速道路 白川出口
阪神高速道路 松原近畿道入 名古屋高速道路 吹上西出口
阪神高速道路 松原近畿道出 名古屋高速道路 高辻出口
東関東自動車道 酒々井 名古屋高速道路 尾頭橋出口
道央自動車道 新千歳空港 名古屋高速道路 六番南出口
西名阪自動車道 大和まほろばスマート 名古屋高速道路 明道町出口
西名阪自動車道 大和まほろばスマート 第二京阪道路 京田辺本線
西名阪自動車道 郡山下ツ道 東九州自動車道 都農
西名阪自動車道 郡山下ツ道 東九州自動車道 清武南本線
西名阪自動車道 法隆寺 東九州自動車道 今川スマート
道央自動車道 大沼公園本線 東九州自動車道 みやこ豊津
道央自動車道 札幌 東九州自動車道 豊前
道央自動車道 江別西 東九州自動車道 上毛スマート
道央自動車道 江別東 東九州自動車道 中津
道央自動車道 岩見沢 東九州自動車道 門川本線
道央自動車道 三笠 東九州自動車道 日向
道央自動車道 美唄 東九州自動車道 行橋
道央自動車道 奈井江砂川 紀勢自動車道 大紀本線
道央自動車道 滝川 中国自動車道 三次東
道央自動車道 深川 関西国際空港連絡橋 関空橋税
道央自動車道 旭川鷹栖 新湘南バイパス 茅ヶ崎JCT合併
道央自動車道 旭川北 新湘南バイパス 茅ヶ崎中央
道央自動車道 和寒 徳島自動車道 松茂スマート
道央自動車道 士別剣淵本線 徳島自動車道 徳島
道央自動車道 比布JCT 道東自動車道 むかわ穂別
道央自動車道 深川西本線 東北自動車道 小坂JCT
臨港道路海田大橋 海田広島入口 三陸自動車道 松島大郷第一・第二
臨港道路海田大橋 海田広島料金所 関越自動車道 高崎玉村スマート
臨港道路海田大橋 海田料金所（下り） 八戸自動車道 八戸JCT
臨港道路海田大橋 海田料金所（上り） 新東名高速道路 遠州森町スマート
臨港道路海田大橋 海田広島入口 西九州自動車道 福岡西
臨港道路海田大橋 海田広島料金所 西九州自動車道 前原
臨港道路海田大橋 海田料金所（下り） 西九州自動車道 今宿
臨港道路海田大橋 海田料金所（上り） 西九州自動車道 佐世保三川内本線
宇佐別府道路 宇佐 西九州自動車道 武雄南
南九州自動車道 松元本線 広島高速３号線 宇品入口
山陰自動車道 安来 広島高速３号線 宇品料金所
常磐自動車道 浪江 広島高速３号線 出島入口
常磐自動車道 南相馬 広島高速３号線 出島料金所
常磐自動車道 相馬 広島高速３号線 吉島入口
常磐自動車道 新地 広島高速３号線 吉島料金所
常磐自動車道 南相馬鹿島スマート 広島高速３号線 都市高速観音入口
椎田道路 築城 広島高速３号線 都市高速観音料金所
椎田道路 椎田 広島高速３号線 都市高速観音料金所入口
椎田道路 椎田南 広島高速３号線 都市高速観音料金所出口



広島高速１号線 都市高速広島東入口 広島高速４号線 沼田上り
広島高速１号線 都市高速広島東料金所 広島高速４号線 沼田下り
広島高速１号線 福田入口 北陸自動車道 高岡蛎波スマート
広島高速１号線 福田料金所 東海北陸自動車道 南蛎スマート
広島高速１号線 馬木入口 中央自動車道 府中スマート入口
広島高速１号線 馬木料金所 中央自動車道 府中スマート出口
広島高速１号線 温品入口 首都圏中央連絡道 稲敷東
広島高速１号線 温品料金所 首都圏中央連絡道 神崎
広島高速１号線 間所入口 首都圏中央連絡道 相模原
広島高速１号線 間所料金所 首都圏中央連絡道 幸手
広島高速２号線 矢賀入口 首都圏中央連絡道 五霞
広島高速２号線 矢賀料金所 首都圏中央連絡道 境古河
広島高速２号線 府中入口 東京湾アクアライン 木更津金田第一
広島高速２号線 府中料金所 東京湾アクアライン 木更津金田第一
広島高速２号線 大洲入口 第二阪奈有料道路 壱分
広島高速２号線 大洲料金所
広島高速２号線 東雲入口 ★　修正箇所　★
広島高速２号線 東雲料金所 名古屋第二環状自動車道 清洲東第一
広島高速２号線 仁保入口 名古屋第二環状自動車道 勝川第一
広島高速２号線 仁保料金所 名古屋第二環状自動車道 勝川第二

＊）事業所ID（道路会社ID）　修正（201～250）

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.39⇒ Ver 1.40　◆　（2015年2月）
★　追加箇所　★ ★　修正箇所　★
舞鶴若狭自動車道 若狭上中 東関東自動車道 谷津船橋
舞鶴若狭自動車道 若狭三方 ＊）　東関越自動車道→　東関東自動車道
舞鶴若狭自動車道 若狭美浜

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.38⇒ Ver 1.39　◆　（2014年9月　非公開）
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
阪神高速道路 守口近畿道北入 西名阪自動車道 郡山
阪神高速道路 守口近畿道北出 阪和自動車道 たじはや合併
阪神高速道路 守口近畿道南入 阪和自動車道 岸和田和泉（均一）
近畿自動車道 門真JCT　　(旧　守口JCT） 南阪奈道路 太子本線
近畿自動車道 守口JCT 南阪奈有料道路 たじはや
近畿自動車道 守口

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.37⇒ Ver 1.38　◆　（2014年8月）
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
首都高速道路 臨海副都心 仙台北道路 富谷
西名阪自動車道 天理本線（上り）
西名阪自動車道 天理本線（下り）
九州自動車道 宇城氷川スマート
九州横断自動車道延岡線 益城本線　（九州中央自動車道、小池高山）
＊）ETCPROは、バージョンV1.38、またはV1.38Zで表示（V1.38Zは富谷対応）

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.36⇒ Ver 1.37　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
名神高速道路 湖東三山スマート 京奈和自動車道 田辺北
東海環状自動車道 五斗蒔スマート 京奈和自動車道 田辺西
関越自動車道 坂戸西スマート 京奈和自動車道 精華学研
東関越自動車道 谷津船橋 京奈和自動車道 木津
名古屋高速道路 六番南 京奈和自動車道 田辺西本線
名古屋高速道路 木場入口 京奈和自動車道 精華下狛本線
名古屋高速道路 木場出口 関西国際空港連絡橋 関西国際空港
名古屋高速道路 山王入口 京都縦貫自動車道 長岡京南
名古屋高速道路 港明入口 京都縦貫自動車道 長岡京北
名古屋高速道路 船見入口 京都縦貫自動車道 大原野
名古屋高速道路 東海新宝 京都縦貫自動車道 沓掛
名古屋高速道路 東海 京都縦貫自動車道 篠
名神高速道路 豊中（合併） 京都縦貫自動車道 篠本線
名神高速道路 蒲生スマート

★　訂正箇所　★
東北自動車道 佐野SAスマート
東北自動車道 大衡
＊）道東自動車道、誤記

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.35⇒ Ver 1.36　◆
★　追加箇所　★
首都高速道路 東関東接続　（旧　市川本線）

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.34⇒ Ver 1.35　◆
★　追加箇所　★ ★　修正箇所　★
首都圏中央連絡道 茂原北 山陰自動車道 斐川本線　（旧　甲斐川本線）
＊）V1.34にてETCPRO4ソフトウェア追加漏れ
　　卓上プリンタ、車載プリンタはV1.34反映済み

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.33⇒ Ver 1.34　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
阪神高速道路 正蓮寺川 首都圏中央連絡道 寒川南
阪神高速道路 大開 首都圏中央連絡道 寒川北
阪神高速道路 淀川左岸舞洲 首都圏中央連絡道 茅ヶ崎ＪＣＴ
阪神高速道路 正蓮寺川出 首都圏中央連絡道 茅ヶ崎ＪＣＴ合併
阪神高速道路 大開出 首都圏中央連絡道 茂原北
阪神高速道路 淀川左岸舞洲出 首都圏中央連絡道 茂原長南
首都圏中央連絡道 圏央厚木
首都圏中央連絡道 相模原愛川 ★　変更箇所　★
首都圏中央連絡道 市原鶴舞 阪神高速道路 湾岸舞洲　（旧　北港西）

阪神高速道路 湾岸舞洲出　（旧　北港西出）

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.32⇒ Ver 1.33　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
阪神高速道路 三宅西入口 仙台東部自動車道 仙台港
阪神高速道路 三宅西出口
首都高速道路 新木場西



◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.31⇒ Ver 1.32　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
山陽自動車道 尾道本線 山形自動車道 鶴岡本線
山陽自動車道 高屋 磐越自動車道 新津西スマート
山陽自動車道 宇部本線 日本海東北自動車道 鶴岡ＪＣＴ
山陽自動車道 甲斐川本線 日本海東北自動車道 酒田本線
道央自動車道 落部 上信越自動車道 佐久小諸ＪＣＴ
道央自動車道 森 伊勢湾岸自動車道 東海合併
道央自動車道 輪厚スマート 北陸自動車道 栄スマート
道央自動車道 士別剣淵本線 舞鶴若狭自動車道 小浜
道央自動車道 深川西本線 中国自動車道 美祢東
道央自動車道 苫小牧東本線 米子自動車道 大山高原スマート
道央自動車道 黒松内ＪＣＴ 高知自動車道 土佐ＰＡスマート
道東自動車道 占冠 横浜横須賀道路 佐原本線
道東自動車道 帯広ＪＣＴ 東海環状自動車道 大垣西
道東自動車道 佐野ＳＡスマート 第二京浜阪道路 京田辺本線
道東自動車道 大衡
東北自動車道 蓮田スマート ★　変更箇所　★
東北自動車道 黒磯板室 長野自動車道 安曇野

　（旧　豊科、12年10月7日開通）

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.30⇒ Ver 1.31　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
阪神高速道路 箕谷 阪神高速道路 二宮入
阪神高速道路 北神戸箕谷出 阪神高速道路 神若出
阪神高速道路 新神戸箕谷入口 阪神高速道路 国道２号入
阪神高速道路 新神戸箕谷出口 阪神高速道路 国道２号出
阪神高速道路 新神戸駅出

★　修正箇所　★
阪神高速道路 北神戸箕谷　（旧　箕谷入口）

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.29⇒ Ver 1.30　◆　（未公開）
★　追加箇所　★ ★　修正箇所　★
北陸自動車道 白山 紀勢自動車道 紀勢大内山
東海環状自動車道 関広見
松江自動車道 三刀屋木次
東九州自動車道 高鍋
東九州自動車道 門川（他2ヶ所同名料金所あり）
中国自動車道 佐用本線
首都高速道路（湾岸線） 東関道接続出口

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.28⇒ Ver 1.29　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
新東名高速道 長泉沼津 新東名高速道 島田金谷
新東名高速道 新富士 新東名高速道 森掛川
新東名高速道 新清水 新東名高速道 浜松浜北
新東名高速道 清水いはら 新東名高速道 浜松ＳＡスマート
新東名高速道 新静岡 新東名高速道 浜松いなさ
新東名高速道 静岡ＳＡスマート 新東名高速道 浜松いなさ北
新東名高速道 藤枝岡部 首都圏中央連絡道 高尾山

＊）新東名（第2東名）高速道追加。

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.27⇒ Ver 1.28　◆
★　追加箇所　★ ★　修正箇所　★
中央自動車道 稲城 中央自動車道 八王子本線
首都高速道路 大井南（西）出口 中央自動車道 八王子本線

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.26⇒ Ver 1.27　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
中央自動車道 調布出口 第二神明道路 大久保
中央自動車道 稲城出口 第二神明道路 明石西本線（上り）
中央自動車道 国立府中出口 第二神明道路北線 学園南
中央自動車道 高井戸出口 第二神明道路 須磨本線（合併）
中央自動車道 八王子出口 第二神明道路 明石西本線（下り）
第二神明道路 須磨本線
第二神明道路 名谷 ★　修正箇所　★
第二神明道路 高丸 阪神高速道路 豊中合併（南行）

阪神高速道路 豊中合併（北行）
◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.25⇒ Ver 1.26　◆
★　修正箇所　★ ★　追加箇所　★
首都高速道路 横新狩場接続　（横横→横新：　誤植） 阪和自動車道 海南
首都高速道路 横新狩場接続　（横横→横新：　誤植） 阪和自動車道 和歌山北

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.24⇒ Ver 1.25　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
北関東自動車道 水戸南 首都高速道路 常磐道接続
北関東自動車道 足利 首都高速道路 （大師下）
北関東自動車道 佐野田沼 首都高速道路 （大師本線）
首都圏中央連絡道 海老名 首都高速道路 （三ツ沢本線）
首都圏中央連絡道 稲敷 首都高速道路 第三京浜接続
首都圏中央連絡道 つくば中央 首都高速道路 三ツ沢
首都圏中央連絡道 白岡菖蒲 首都高速道路 横横狩場接続
首都圏中央連絡道 桶川北本 首都高速道路 横横狩場接続
東関東自動車道 茨城空港北 首都高速道路 横横狩場接続
常磐自動車道 石岡小美玉スマート 首都高速道路 横横狩場接続
常磐自動車道 東海スマート 首都高速道路 （狩場本線）
常磐自動車道 三郷スマート 首都高速道路 浮島アク湾東　
関越自動車道 長岡南越路スマート 首都高速道路 （湾岸浮島）
館山自動車道 君津スマート 首都高速道路 アクア湾西接続
新空港自動車道 成田スマート 首都高速道路 浮島湾岸西
長野自動車道 梓川スマート 首都高速道路 アクア湾東接続
紀伊自動車道 紀勢大内山 首都高速道路 浮島湾岸東
安房峠道路 平湯 首都高速道路 湾西アクア接続
山麓バイパス 天王谷 首都高速道路 浮島
綾部宮津道路 宮津天橋立本線 首都高速道路 （鳥浜町本線）
首都高速道路 羽田上 首都高速道路 幸浦
首都高速道路 羽田下 九州自動車道 宮田スマート
首都高速道路 空港西 九州自動車道 太宰府本線

＊）ETCPROソフトウェア（料金者マスタV1.25～1.27対象）の首都高速道路：用賀料金所の名称登録ミス。
　　CSV出力、印刷した際、用賀/東名接続/高井戸/用賀と改行される点を改修済み。



首都高速道路 （平和島本線） 九州自動車道 鞍手
首都高速道路 平和島上 東九州自動車道 門川
首都高速道路 （平和島上） 延岡南道路 門川本線
首都高速道路 目黒 西九州自動車道 佐世保大塔
首都高速道路 （白金本線） 西九州自動車道 佐世保大塔本線
首都高速道路 荏原 川平有料道路 川平
首都高速道路 戸越 川平有料道路 川平本線
首都高速道路 （用賀本線） 八木山バイパス 篠栗
首都高速道路 用賀
首都高速道路 東名接続 ★　料金所番号変更　★
首都高速道路 高井戸 道東自動車道 トマム（十勝清水本線）
首都高速道路 （永福本線） 道東自動車道 十勝清水
首都高速道路 中央道接続 道東自動車道 芽室
首都高速道路 美女木上 道東自動車道 音更帯広
首都高速道路 戸田南 道東自動車道 池田
首都高速道路 高島平 道東自動車道 池田
首都高速道路 中台 道東自動車道 本別・足寄
首都高速道路 （志村本線）
首都高速道路 美女木下 首都高速道路 横羽線接続
首都高速道路 （浦和南本線） 首都高速道路 東名接続
首都高速道路 （浦和南） 首都高速道路 中央道接続
首都高速道路 （大井本線） 首都高速道路 埼玉線接続
首都高速道路 （大井南東） 首都高速道路 池袋線接続
首都高速道路 （空港中央東） 首都高速道路 東関道接続
首都高速道路 空港中央東 首都高速道路 湾岸神奈川接続
首都高速道路 （湾岸環八） 首都高速道路 京葉道接続
首都高速道路 錦糸町上 首都高速道路 東北道接続
首都高速道路 （錦糸町本線） 首都高速道路 常磐道接続
首都高速道路 小松川 首都高速道路 羽田線接続
首都高速道路 （錦糸町上） 首都高速道路 第三京浜接続
首都高速道路 一之江上 首都高速道路 横横狩場接続
首都高速道路 京葉道接続 首都高速道路 湾岸東京接続
首都高速道路 新井宿 首都高速道路 湾東アクア接続
首都高速道路 東北道接続 首都高速道路 川崎アクア接続
首都高速道路 （川口本線） 首都高速道路 鳥浜町本線
首都高速道路 （八潮本線） 首都高速道路 横横並木接続
首都高速道路 八潮 首都高速道路 横横並木接続

＊）阪神高速道路では、近距離割引が開始されました。入口で課金され、近距離出口で降りた場合、マイナス課金（割引）されます。
　　但し、近距離でない場合でも、出口の路側アンテナからデータが降られます。この際、”料金未確定”のデータがカードに書き込まれますが、\0課金の意味になります。
　　詳しくは、阪神高速道路㈱へお問合せください。

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.23⇒ Ver 1.24　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
名古屋高速道路 六番北 名古屋第二環状自動車道 楠
広島呉道路 坂 名古屋第二環状自動車道 楠ＪＣＴ（内回り）（名古屋高速方面）
広島高速3号線 吉島料金所 名古屋第二環状自動車道 楠ＪＣＴ（外回り）（名古屋高速方面）
山陽自動車道 都市高速広島東 名古屋第二環状自動車道 山田東（内回り）
阪神高速道路 巨椋池・阪高割引 名古屋第二環状自動車道 山田東（外回り）
阪神高速道路 鴨川東出 名古屋第二環状自動車道 平田
阪神高速道路 西宮山口東中国出 名古屋第二環状自動車道 清洲東第二
阪神高速道路 生田川箕谷 名古屋第二環状自動車道 清洲ＪＣＴ（外回り）（名古屋高速方面）

阪神高速道路 箕谷生田川 名古屋第二環状自動車道 清洲ＪＣＴ（内回り）（名古屋高速方面）

阪神高速道路 西宮山口東出 名古屋第二環状自動車道 清洲東第二
常磐自動車道 山本 名古屋第二環状自動車道 清洲西

名古屋第二環状自動車道 甚目寺北
名古屋第二環状自動車道 名古屋南第三（伊勢湾岸経由） 名古屋第二環状自動車道 甚目寺南
名古屋第二環状自動車道 名古屋南第三（名古屋高速経由） 名古屋第二環状自動車道 大治北
名古屋第二環状自動車道 有松第一 名古屋第二環状自動車道 大治南
名古屋第二環状自動車道 有松第二 名古屋第二環状自動車道 名古屋西ＪＣＴ（名古屋高速方面）
名古屋第二環状自動車道 鳴海第一 名古屋第二環状自動車道 名古屋西ＪＣＴ（東名阪方面）
名古屋第二環状自動車道 鳴海第二
名古屋第二環状自動車道 植田第一 ●　道路名称変更箇所　●
名古屋第二環状自動車道 植田第二 名古屋第二環状自動車道 名二環名古屋
名古屋第二環状自動車道 上社南 名古屋第二環状自動車道 本郷
名古屋第二環状自動車道 名古屋南第三（伊勢湾岸経由） 名古屋第二環状自動車道 上社
名古屋第二環状自動車道 大治本線 名古屋第二環状自動車道 引山
名古屋第二環状自動車道 名古屋南第三（名古屋高速方面） 名古屋第二環状自動車道 大森
名古屋第二環状自動車道 名古屋南第三（名古屋高速方面） 名古屋第二環状自動車道 小幡
名古屋第二環状自動車道 有松第一 名古屋第二環状自動車道 松河戸
名古屋第二環状自動車道 有松第二 名古屋第二環状自動車道 勝川第二
名古屋第二環状自動車道 鳴海第一 名古屋第二環状自動車道 楠
名古屋第二環状自動車道 鳴海第二 名古屋第二環状自動車道 楠ＪＣＴ第一
名古屋第二環状自動車道 植田第一 名古屋第二環状自動車道 楠ＪＣＴ第二
名古屋第二環状自動車道 植田第二 名古屋第二環状自動車道 山田西第一
名古屋第二環状自動車道 高針ＪＣＴ（名古屋高速方面） 名古屋第二環状自動車道 山田西第二
名古屋第二環状自動車道 上社南 名古屋第二環状自動車道 平田
名古屋第二環状自動車道 東名名古屋（東名方面） 名古屋第二環状自動車道 清洲東第一
名古屋第二環状自動車道 本郷 名古屋第二環状自動車道 勝川第一
名古屋第二環状自動車道 上社 名古屋第二環状自動車道 清洲ＪＣＴ第一
名古屋第二環状自動車道 引山 名古屋第二環状自動車道 清洲ＪＣＴ第二
名古屋第二環状自動車道 大森 名古屋第二環状自動車道 清洲東第二
名古屋第二環状自動車道 小幡 名古屋第二環状自動車道 清洲西
名古屋第二環状自動車道 松河戸 名古屋第二環状自動車道 甚目寺北
名古屋第二環状自動車道 勝川第二 名古屋第二環状自動車道 甚目寺南
名古屋第二環状自動車道 勝川第一 名古屋第二環状自動車道 大治北

名古屋第二環状自動車道 大治南
名古屋第二環状自動車道 大治本線
名古屋第二環状自動車道 高針



◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.22⇒ Ver 1.23　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
東北自動車道 三本木スマート出口 北九州高速1号線 横代
第2京阪道路 第二京阪門真上り 北九州高速1号線 若園
第2京阪道路 第二京阪門真下り 北九州高速1号線 北方
第2京阪道路 寝屋川南上り 北九州高速1号線 篠崎南
第2京阪道路 寝屋川南下り 北九州高速1号線 篠崎北
第2京阪道路 寝屋川北上り 北九州高速1号線 大手町
第2京阪道路 寝屋川北下り 北九州高速1号線 勝山
第2京阪道路 交野南上り 北九州高速1号線 下到津
第2京阪道路 交野南下り 北九州高速2号線 小倉駅北
第2京阪道路 交野北上り 北九州高速2号線 日明
第2京阪道路 枚方学研 北九州高速2号線 戸畑
第2京阪道路 枚方東上り 北九州高速2号線 戸畑本線（高速）
第2京阪道路 枚方東下り 北九州高速2号線 戸畑本線（若戸）
第2京阪道路 枚方東下り 北九州高速4号線 門司本線
第2京阪道路 京田辺本線 北九州高速4号線 春日
第2京阪道路 京田辺本線 北九州高速4号線 大里南
第2京阪道路 京田辺本線 北九州高速4号線 大里北
第2京阪道路 京田辺本線 北九州高速4号線 富野
第2京阪道路 京田辺本線 北九州高速4号線 足立北
第2京阪道路 京田辺本線上り 北九州高速4号線 足立南
第2京阪道路 京田辺本線上り 北九州高速4号線 紫川
第2京阪道路 京田辺本線下り 北九州高速4号線 山路
第2京阪道路 京田辺松井 北九州高速4号線 黒崎東
第2京阪道路 門真本線合併 北九州高速4号線 黒崎西
新名神高速道路 甲南 北九州高速4号線 小嶺
広島高速1号線 都市高広島東入口 北九州高速4号線 馬場山
広島高速1号線 都市高広島東料金所 北九州高速4号線 馬場山本線
広島高速1号線 福田入口 北九州高速4号線 金剛入口
広島高速1号線 福田料金所 北九州高速5号線 大谷
広島高速1号線 馬木入口 北九州高速5号線 東田
広島高速1号線 馬木料金所 北九州高速1号線 横代本線出口
広島高速1号線 温品入口 北九州高速1号線 若園出口
広島高速1号線 温品料金所 北九州高速1号線 北方出口
広島高速1号線 間所入口 北九州高速1号線 篠崎南出口
広島高速1号線 間所料金所 北九州高速1号線 篠崎北出口
広島高速2号線 矢賀入口 北九州高速1号線 大手町出口
広島高速2号線 矢賀料金所 北九州高速1号線 勝山出口
広島高速2号線 府中入口 北九州高速1号線 下到津出口
広島高速2号線 府中料金所 北九州高速2号線 小倉駅北出口
広島高速2号線 大州入口 北九州高速2号線 日明出口
広島高速2号線 大州料金所 北九州高速2号線 西港出口
広島高速2号線 東雲入口 北九州高速2号線 戸畑本線出口
広島高速2号線 東雲料金所 北九州高速4号線 春日本線出口
広島高速2号線 仁保入口 北九州高速4号線 大里南出口
広島高速2号線 仁保料金所 北九州高速4号線 大里北出口
広島高速3号線 宇品入口 北九州高速4号線 富野出口
広島高速3号線 宇品料金所 北九州高速4号線 足立北出口
広島高速3号線 出島入口 北九州高速4号線 足立南出口
広島高速3号線 出島料金所 北九州高速4号線 紫川出口
広島高速3号線 吉島入口 北九州高速4号線 山路北出口
広島高速3号線 吉島料金所 北九州高速4号線 山路南出口
広島高速4号線 沼田上り 北九州高速4号線 黒崎東出口
広島高速4号線 沼田下り 北九州高速4号線 黒崎西出口
関西国際空港連絡橋 関西国際空港 北九州高速4号線 小嶺出口
近畿自動車道 門真JCT(東大阪JCT経由) 北九州高速4号線 馬場山本線出口
近畿自動車道 門真JCT 北九州高速5号線 大谷出口
近畿自動車道 門真本線 北九州高速5号線 東田本線出口
近畿自動車道 門真本線(合併) 福岡高速5号線 堤東
近畿自動車道 東大阪JCT 福岡高速5号線 野芥東
近畿自動車道 東大阪北
九州自動車道 みやま柳川

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.21⇒ Ver 1.22　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
日本海東北自動車道 中条本線 首都高速道路 三渓園東出口
首都高速道路 初台南入口
首都高速道路 初台南出口 ▼　削除箇所　▼
首都高速道路 富ヶ谷入口 首都高速道路 高松出口
首都高速道路 富ヶ谷出口 首都高速道路 市川本線

首都高速道路 金港本線
首都高速道路 湾西浮島アク出口

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.20⇒ Ver 1.21　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
道央自動車道 八雲 関西空港自動車道 泉佐野本線
首都高速道路 豊洲 首都高速道路 北の丸出口
首都高速道路 豊洲出口 首都高速道路 大井南（東）
首都高速道路 大師下 首都高速道路 大井南（西）出口
首都高速道路 大師下出口 首都高速道路 大井南（西）
首都高速道路 大師上出口 首都高速道路 大井南（東）出口
首都高速道路 (横横金支接続） 首都高速道路 大師上

首都高速道路 鳥浜町本線東料
◆　路線名称変更箇所　◆ 首都高速道路 (横横金支接続）出口
名古屋瀬戸道路 長久手出口



◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.19⇒ Ver 1.20　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
札樽自動車道 札幌西本線 広島高速4号線 沼田
札樽自動車道 朝里 丹波綾部道路 京丹波わち
札樽自動車道 朝里 丹波綾部道路 綾部安国寺
道東自動車道 トマム（十勝清水本線） 広島呉道路 坂
北関東自動車道 波志江スマート 広島呉道路 天応西
北関東自動車道 太田藪塚 広島呉道路 天応
北関東自動車道 太田桐生 東海環状自動車道 鞍ヶ池ＰＡ仮
北関東自動車道 真岡 東海環状自動車道 鞍ヶ池ＰＡ仮
北関東自動車道 桜川筑西 福岡北九州高速道路 福岡西（前原道路分）
首都圏中央連絡道 坂戸 広島高速1号線 福田
首都圏中央連絡道 川島 広島高速1号線 温品
中央自動車道 飯田山本
北陸自動車道 流杉PA仮
北陸自動車道 安宅PA仮 ●　IC名称変更箇所　●
阪和自動車道 南紀田辺 東名阪自動車道 亀山PAスマート
山陽自動車道 宮島ＳＡ 阪和自動車道 有田
高松自動車道 府中湖ＰＡ 湯浅御坊道路 有田南
大分自動車道 大分光吉第二 大分自動車道 大分光吉第一
大分自動車道 別府湾スマート 六甲有料道路 六甲山トンネル
東九州自動車道 佐伯 堺泉北有料道路 太平寺・平井
阪神高速道路 鴨川西 福岡北九州高速道路 福岡西（高速道路分）
阪神高速道路 鴨川東
阪神高速道路 山科

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.18⇒ Ver 1.19　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
道央自動車道 虻田洞爺湖 東北自動車道 上河内スマート
東北自動車道 鏡石スマート 東北自動車道 那須高原スマート
釜石自動車道 花巻空港本線 東北自動車道 泉PAスマート
北関東自動車道 笠間西 釜石自動車道 花巻空港本線
京葉道路 蘇我南 磐越自動車道 新鶴スマート
首都圏中央連絡道 八王子西 上信越自動車道 佐久平スマート
東海北陸自動車道 ひるがの高原SA 日本海東北自動車道 豊栄スマート
高知自動車道 須崎東 日本海東北自動車道 秋田空港本線
首都高速道路 （横羽線接続） 東名高速道路 富士川スマート
首都高速道路 西池袋（内） 東名高速道路 遠州豊田スマート
首都高速道路 西池袋（外）出口 北陸自動車道 大潟スマート
首都高速道路 西池袋（内）出口 北陸自動車道 大潟スマート
首都高速道路 中野長者橋 東名阪自動車道 亀山SAスマート
首都高速道路 中野長者橋出口 山陽自動車道 吉備スマート
首都高速道路 八重洲（外）出口 浜田自動車道 金城スマート
首都高速道路 八重洲（内）出口 徳島自動車道 吉野川スマート
首都高速道路 常盤橋（内）出口 三陸自動車道 鳴瀬奥松島本線
首都高速道路 （埼玉線接続） 首都高速道路 横浜公園（上）
首都高速道路 （池袋線接続） 首都高速道路 横浜公園（下）出口
首都高速道路 （湾岸神奈接続） 首都高速道路 臨海副都心出口
首都高速道路 （羽田線接続） 首都高速道路 臨海副都心
首都高速道路 横浜公園（上）出口 阪神高速道路 中之島西
首都高速道路 （第三京浜接続） 阪神高速道路 尼崎末広東行入
首都高速道路 三ツ沢出口 堺泉北有料道路 太平寺
首都高速道路 横浜駅西口出口 日光宇都宮道路 大沢
首都高速道路 (湾岸東京接続） 日光宇都宮道路 日光
阪神高速道路 巨椋池合併
阪神高速道路 伏見 ◆　路線名称変更箇所　◆
阪神高速道路 城南宮南 広島高速3号線 宇品
阪神高速道路 城南宮北
阪神高速道路 上鳥羽
名古屋高速道路 呼続出口
名古屋高速道路 明道町
名古屋高速道路 鳥見町
名古屋高速道路 庄内通
名古屋高速道路 清須
名古屋高速道路 鳥見町出口
第二京阪道路 巨椋池本線
箕面グリーンロード 止々呂美
新名神高速道路 甲賀土山インター
新名神高速道路 信楽インター
関西国際空港連絡橋 連絡橋料金所

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.17⇒ Ver 1.18　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
山陰自動車道 松江玉造 東北自動車道 福島松川スマート
山陰自動車道 宍道 東北自動車道 長者原スマート
松江自動車道 三刀屋木次 山形自動車道 寒河江SAスマート
福岡北九州高速道路 大宰府本線 常磐自動車道 友部SAスマート
福岡北九州高速道路 福岡本線 上信越自動車道 小布施スマート
常磐自動車道 水戸北スマート 上信越自動車道 新井スマート
日本海東北自動車道 秋田空港本線 長野自動車道 姨捨スマート
中部横断自動車道 南アルプス本線 関越自動車道 三芳スマート
首都圏中央連絡道 牛久阿見 関越自動車道 駒寄スマート
首都圏中央連絡道 阿見東 関越自動車道 大和スマート
首都圏中央連絡道 木更津東 中央自動車道 双葉スマート
小田原厚木道路 小田原東 北陸自動車道 徳光スマート
小田原厚木道路 小田原東 北陸自動車道 入善スマート
小田原厚木道路 小田原本線上り 伊勢自動車道 伊勢関
小田原厚木道路 小田原本線下り 京葉道路 松ヶ丘北
小田原厚木道路 平塚本線上り 中国自動車道 大佐スマート
小田原厚木道路 平塚本線下り 中国自動車道 加計スマート
小田原厚木道路 平塚東 九州自動車道 須恵スマート
小田原厚木道路 平塚東
山陽自動車道 都市高速広島東 ●　IC名称修正箇所　●
沖縄自動車道 喜舎場SA仮 日本海東北自動車道 豊栄SA仮
東九州自動車道 末吉財部 北陸自動車道 黒埼スマート
山陰自動車道 斐川
遠阪トンネル 遠阪トンネル
広島高速1号線 都市高速広島東
日光宇都宮道路 大沢本線
日光宇都宮道路 大沢IC料金所

＊）京葉道路、一般道路から千葉下りへの船橋料金所～船橋本線乗継ぎ(手渡し精算時)の車種分類仕様が特殊な為、対応バージョンアップ実施。



日光宇都宮道路 日光本線
日光宇都宮道路 日光IC料金所

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.16⇒ Ver 1.17　◆
★　追加箇所　★
東北自動車道 泉PA仮 福岡北九州高速道路 名島
日本海東北自動車道 東栄SA仮 福岡北九州高速道路 箱崎
千葉東金道路 松尾横芝 福岡北九州高速道路 東浜東
千葉東金道路 松尾横芝本線 福岡北九州高速道路 東浜西
銚子連絡道路 松尾横芝 福岡北九州高速道路 築港
東名高速道路 富士川SA 福岡北九州高速道路 天神北
東名高速道路 遠州豊田SA 福岡北九州高速道路 西公園
北陸自動車道 大潟PA仮 福岡北九州高速道路 百道東
北陸自動車道 大潟PA仮 福岡北九州高速道路 百道西
阪和自動車道 岸和田和泉（均一） 福岡北九州高速道路 愛宕
阪和自動車道 堺本線（上り） 福岡北九州高速道路 姪浜
阪和自動車道 堺 福岡北九州高速道路 石丸
阪和自動車道 岸和田本線 福岡北九州高速道路 福岡西本線
阪和自動車道 岸和田本線 福岡北九州高速道路 呉服町
高松自動車道 三豊鳥坂 福岡北九州高速道路 千代
ながさき出島道路 長崎本線料金所 福岡北九州高速道路 博多駅東
播但連絡道路 和田山 福岡北九州高速道路 榎田
東九州自動車道 苅田北九州空港 福岡北九州高速道路 半道橋
首都高速道路 汐留出口 福岡北九州高速道路 月隈
首都高速道路 新都心西（上）出口 福岡北九州高速道路 金の隈
首都高速道路 新都心西（下） 福岡北九州高速道路 大野城
首都高速道路 新都心上出口 福岡北九州高速道路 水城
首都高速道路 新都心下 福岡北九州高速道路 空港通
首都高速道路 さいたま見沼 福岡北九州高速道路 貝塚
首都高速道路 さいたま見沼出口 福岡北九州高速道路 松島
名古屋高速道路 烏森出口 福岡北九州高速道路 多の津
名古屋高速道路 黒川北入口 福岡北九州高速道路 粕屋
名古屋高速道路 黒川南出口 福岡北九州高速道路 西月隈
名古屋高速道路 春岡出口 福岡北九州高速道路 板付
名古屋高速道路 吹上東出口 福岡北九州高速道路 野多目東
堺泉北有料道路 平井本線 福岡北九州高速道路 野多目西
堺泉北有料道路 平井本線 福岡北九州高速道路 堤東
堺泉北有料道路 平井本線
堺泉北有料道路 太平寺・平井 ●　IC名称変更箇所　●
堺泉北有料道路 菱木本線 名神高速道路 一宮合併（名古屋方面）
堺泉北有料道路 菱木本線 首都高速道路 高樹町出口
紀勢自動車道 大宮大台 首都高速道路 新都心上

首都高速道路 新都心下出口
◆　路線名称変更箇所　◆ 阪神高速道路 中之島西入口
セントレアライン 常滑 名古屋高速道路 烏森入口
セントレアライン りんくう 名古屋高速道路 黒川入口
セントレアライン りんくう本線 名古屋高速道路 春岡入口
セントレアライン りんくう本線 名古屋高速道路 吹上東入口

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.15⇒ Ver 1.16　◆
★　追加箇所　★
道東自動車道 本別・足寄 阪神高速道路 中野入
東名高速道路 横浜町田 阪神高速道路 中野出
東名高速道路 厚木 阪神高速道路 水走入
北陸自動車道 南条SA仮 阪神高速道路 水走出
東名阪自動車道 亀山SA仮 阪神高速道路 東大阪（本線）入
伊勢自動車道 勢和多気 阪神高速道路 東大阪（本線）出
山陽自動車道 吉備SA 阪神高速道路 東大阪（東行）出
神戸淡路鳴門自動車道 垂水第一 阪神高速道路 東大阪荒本近北入
神戸淡路鳴門自動車道 垂水第三 阪神高速道路 東大阪荒本近南入
首都高速道路 羽田（上）出口 阪神高速道路 東大阪荒本入
首都高速道路 羽田（下）出口 阪神高速道路 東大阪西行近南入
首都高速道路 空港西出口 阪神高速道路 東大阪東行近北出
首都高速道路 平和島（下）出口 阪神高速道路 天王寺出
首都高速道路 鈴ヶ森出口 阪神高速道路 文の里出
首都高速道路 勝島出口 阪神高速道路 駒川出
首都高速道路 芝浦（下）出口 阪神高速道路 平野出
首都高速道路 芝浦（上）出口 阪神高速道路 喜連瓜破出
首都高速道路 汐留乗継所①出口 阪神高速道路 三宅入
首都高速道路 汐留乗継所②出口 阪神高速道路 三宅出
首都高速道路 銀座（外）出口 阪神高速道路 大堀入
首都高速道路 銀座（内）出口 阪神高速道路 大堀出
首都高速道路 京橋出口 阪神高速道路 松原（本線）入
首都高速道路 宝町出口 阪神高速道路 松原（本線）出
首都高速道路 本町（下）出口 阪神高速道路 松原JCT入
首都高速道路 上野出口 阪神高速道路 松原JCT出
首都高速道路 入谷 阪神高速道路 松原（本線）入
首都高速道路 新富町出口 阪神高速道路 松原（本線）出
首都高速道路 芝公園（外）出口 阪神高速道路 湊町出
首都高速道路 芝公園（内）出口 阪神高速道路 芦原出
首都高速道路 天現寺出口 阪神高速道路 津守出
首都高速道路 目黒出口 阪神高速道路 玉出出
首都高速道路 荏原出口 阪神高速道路 住之江出
首都高速道路 戸越出口 阪神高速道路 堺入
首都高速道路 飯倉出口 阪神高速道路 堺出
首都高速道路 霞が関（外）出口 阪神高速道路 堺（本線）入
首都高速道路 霞が関（内）出口 阪神高速道路 堺（本線）出
首都高速道路 高樹町 阪神高速道路 大正東入
首都高速道路 渋谷(上）出口 阪神高速道路 大正東出
首都高速道路 渋谷(下）出口 阪神高速道路 弁天町入
首都高速道路 三軒茶屋出口 阪神高速道路 弁天町出
首都高速道路 用賀出口 阪神高速道路 安治川（本線）入
首都高速道路 (東名道接続） 阪神高速道路 安治川（本線）出
首都高速道路 江戸橋出口 阪神高速道路 中之島西出
首都高速道路 呉服橋出口 阪神高速道路 海老江出
首都高速道路 北の丸 阪神高速道路 姫島出
首都高速道路 丸の内出口 阪神高速道路 大和田出
首都高速道路 神田橋（外）出口 阪神高速道路 天保山JCT出
首都高速道路 神田橋（内）出口 阪神高速道路 北港西出
首都高速道路 代官町出口 阪神高速道路 中島入
首都高速道路 外苑（上）出口 阪神高速道路 中島出
首都高速道路 外苑（下）出口 阪神高速道路 ユニバーシティ出
首都高速道路 代々木出口 阪神高速道路 島屋出
首都高速道路 新宿出口 阪神高速道路 天保山出



首都高速道路 初台出口 阪神高速道路 南港北出
首都高速道路 幡ヶ谷出口 阪神高速道路 南港中出
首都高速道路 永福（下）出口 阪神高速道路 南港南出
首都高速道路 高井戸出口 阪神高速道路 三宝出
首都高速道路 (中央道接続） 阪神高速道路 大浜（北行）出
首都高速道路 王子北出口 阪神高速道路 大浜（南行）出
首都高速道路 新板橋出口 阪神高速道路 出島出
首都高速道路 美女木（下）出口 阪神高速道路 石津出
首都高速道路 戸田南出口 阪神高速道路 浜寺出
首都高速道路 高島平出口 阪神高速道路 助松JCT入
首都高速道路 高松出口 阪神高速道路 助松JCT出
首都高速道路 中台出口 阪神高速道路 助松入
首都高速道路 板橋本町（下）出口 阪神高速道路 助松出
首都高速道路 板橋本町（上）出口 阪神高速道路 泉大津（北行）出
首都高速道路 北池袋出口 阪神高速道路 泉大津（南行）入
首都高速道路 東池袋出口 阪神高速道路 岸和田北南行出
首都高速道路 護国寺出口 阪神高速道路 岸和田北北行出
首都高速道路 飯田橋出口 阪神高速道路 岸和田南南行出
首都高速道路 西神田出口 阪神高速道路 岸和田南北行出
首都高速道路 一ツ橋出口 阪神高速道路 貝塚（南行）出
首都高速道路 早稲田出口 阪神高速道路 貝塚（北行）出
首都高速道路 白魚橋乗継所①出口 阪神高速道路 泉佐野北出
首都高速道路 白魚橋乗継所②出口 阪神高速道路 泉佐野南入
首都高速道路 美女木（上）出口 阪神高速道路 泉佐野南出
首都高速道路 西銀座乗継所出口 阪神高速道路 りんくう関空入
首都高速道路 浦和北出口 阪神高速道路 りんくう関空出
首都高速道路 新都心西（下）出口 阪神高速道路 りんくう阪和道入
首都高速道路 新都心出口 阪神高速道路 りんくう阪和道出
首都高速道路 13号地出口 阪神高速道路 尼崎東出
首都高速道路 有明出口 阪神高速道路 武庫川入
首都高速道路 新木場西出口 阪神高速道路 武庫川出
首都高速道路 新木場東出口 阪神高速道路 西宮JCT入
首都高速道路 葛西（西）出口 阪神高速道路 西宮JCT出
首都高速道路 葛西（東）出口 阪神高速道路 西宮入
首都高速道路 浦安東出口 阪神高速道路 西宮出
首都高速道路 千鳥町出口 阪神高速道路 深江出
首都高速道路 （東関東道接続） 阪神高速道路 魚崎出
首都高速道路 空港中央（西行）出口 阪神高速道路 摩耶（西行）出
首都高速道路 TCAT出口 阪神高速道路 摩耶（東行）出
首都高速道路 箱崎出口 阪神高速道路 生田川（西行）出
首都高速道路 浜町出口 阪神高速道路 生田川（東行）出
首都高速道路 清洲橋出口 阪神高速道路 京橋（西行）出
首都高速道路 駒形出口 阪神高速道路 京橋（東行）出
首都高速道路 向島(上）出口 阪神高速道路 柳原（西行）出
首都高速道路 向島(下）出口 阪神高速道路 柳原（東行）出
首都高速道路 堤通（上）出口 阪神高速道路 湊川（西行）出
首都高速道路 堤通（下）出口 阪神高速道路 湊川（東行）出
首都高速道路 小菅出口 阪神高速道路 若宮出
首都高速道路 加平（上）出口 阪神高速道路 月見山出
首都高速道路 加平（上）出口 阪神高速道路 伊川谷JCT入
首都高速道路 加平（下）出口 阪神高速道路 伊川谷JCT出
首都高速道路 小松川（下）出口 阪神高速道路 永井谷入
首都高速道路 錦糸町（下）出口 阪神高速道路 永井谷出
首都高速道路 一之江（下）出口 阪神高速道路 前開（西行）出
首都高速道路 (京葉道接続） 阪神高速道路 前開（東行）入
首都高速道路 福住出口 阪神高速道路 布施畑西出
首都高速道路 木場出口 阪神高速道路 布施畑JCT出
首都高速道路 枝川出口 阪神高速道路 布施畑東出
首都高速道路 台場出口 阪神高速道路 しあわせの村西出
首都高速道路 東領家出口 阪神高速道路 しあわせの村東出
首都高速道路 新井宿出口 阪神高速道路 藍那（東行）出
首都高速道路 （東北道接続） 阪神高速道路 藍那（西行）出
首都高速道路 安行出口 阪神高速道路 箕谷出
首都高速道路 新郷（下）出口 阪神高速道路 からと西出
首都高速道路 足立入谷出口 阪神高速道路 からと東出
首都高速道路 加賀出口 阪神高速道路 有馬口出
首都高速道路 鹿浜橋出口 阪神高速道路 西宮山口南東行出
首都高速道路 清新町出口 阪神高速道路 西宮山口南西行出
首都高速道路 船堀橋出口 阪神高速道路 西宮山口東出
首都高速道路 平井大橋出口 阪神高速道路 五社出
首都高速道路 四つ木（内）出口 阪神高速道路 柳谷（本線）出
首都高速道路 四つ木（外）出口 阪神高速道路 尼崎末広西行出
首都高速道路 千住新橋（外）出口 阪神高速道路 尼崎末広東行出
首都高速道路 千住新橋（内）出口 阪神高速道路 鳴尾浜入
首都高速道路 扇大橋（外）出口 阪神高速道路 鳴尾浜出
首都高速道路 扇大橋（内）出口 阪神高速道路 甲子園浜入
首都高速道路 八潮南（下）出口 阪神高速道路 甲子園浜出
首都高速道路 八潮出口 阪神高速道路 南芦屋浜出
首都高速道路 (常磐道接続） 阪神高速道路 深江浜（西行）出
首都高速道路 浜川崎出口 阪神高速道路 深江浜（東行）出
首都高速道路 浅田出口 阪神高速道路 住吉浜出
首都高速道路 汐入出口 阪神高速道路 魚崎浜出
首都高速道路 生麦出口 阪神高速道路 六甲アイランド出
首都高速道路 子安（上）出口 阪神高速道路 神戸長田出
首都高速道路 子安（下）出口 阪神高速道路 妙法寺出
首都高速道路 守屋町出口 阪神高速道路 白川南出
首都高速道路 東神奈川（下）出口 阪神高速道路 神戸線（本線）出
首都高速道路 横浜公園出口
首都高速道路 みなとみらい（上）出口 ●　IC名称変更箇所　●
首都高速道路 山下町出口 首都高速道路 渋谷(上）
首都高速道路 新山下（上）出口 首都高速道路 新都心西（上）
首都高速道路 新山下（下）出口 首都高速道路 大井本線
首都高速道路 花之木出口 首都高速道路 大井南
首都高速道路 永田出口 首都高速道路 大井南出口
首都高速道路 (横横道接続） 首都高速道路 新木場第一
首都高速道路 本牧ふ頭出口 首都高速道路 新木場第二
首都高速道路 大黒ふ頭出口 首都高速道路 葛西第一
首都高速道路 湾西浮島アク出口 首都高速道路 葛西第二
首都高速道路 三渓園出口 首都高速道路 浦安第一
首都高速道路 磯子出口 首都高速道路 浦安第二
首都高速道路 杉田（西）出口 首都高速道路 市川本線
首都高速道路 幸浦出口 首都高速道路 湾岸環八出口
首都高速道路 (横横金支接続） 首都高速道路 湾岸環八
阪神高速道路 湊町OCAT出 首都高速道路 向島第一



阪神高速道路 信濃橋出 首都高速道路 向島第二
阪神高速道路 土佐堀出 首都高速道路 堤通第一
阪神高速道路 北浜出 首都高速道路 堤通第二
阪神高速道路 本町出 首都高速道路 錦糸町（上）出口
阪神高速道路 道頓堀出 首都高速道路 新郷第一
阪神高速道路 夕陽丘出 首都高速道路 新郷第二
阪神高速道路 なんば出 首都高速道路 鹿浜橋第一
阪神高速道路 出入橋出 首都高速道路 鹿浜橋第二
阪神高速道路 梅田出 首都高速道路 四つ木第一
阪神高速道路 福島出 首都高速道路 四つ木第二
阪神高速道路 塚本出 首都高速道路 千住新橋第一
阪神高速道路 加島出 首都高速道路 千住新橋第二
阪神高速道路 豊中南（北行）出 首都高速道路 扇大橋第一
阪神高速道路 豊中南北行名神出 首都高速道路 扇大橋第二
阪神高速道路 豊中南南行名神出 首都高速道路 新山下第一
阪神高速道路 豊中南（南行）出 首都高速道路 新山下第二
阪神高速道路 豊中北出 首都高速道路 東扇島第一
阪神高速道路 大阪空港入 首都高速道路 東扇島第二
阪神高速道路 大阪空港出 首都高速道路 杉田第一
阪神高速道路 池田（本線）入 首都高速道路 杉田第二
阪神高速道路 池田（本線）出 阪神高速道路 豊中（名神合併）
阪神高速道路 川西小花入 阪神高速道路 豊中南（南行）
阪神高速道路 川西小花出 阪神高速道路 東大阪荒本入口
阪神高速道路 池田木部入 阪神高速道路 東大阪第一（近畿道合併）
阪神高速道路 池田木部出 阪神高速道路 東大阪第二（近畿道合併）
阪神高速道路 豊中南（北行）出 阪神高速道路 中島
阪神高速道路 南森町出 阪神高速道路 高石
阪神高速道路 扇町出 阪神高速道路 泉大津
阪神高速道路 長柄出 阪神高速道路 泉佐野
阪神高速道路 城北出 阪神高速道路 尼崎
阪神高速道路 森小路出 阪神高速道路 芦屋
阪神高速道路 守口入 阪神高速道路 須磨（第二神明道路合併）
阪神高速道路 守口出 阪神高速道路 前開
阪神高速道路 守口（本線）入 阪神高速道路 箕谷（新神戸トンネル合併）
阪神高速道路 守口（本線）出 阪神高速道路 柳谷（六甲北有料道路合併）
阪神高速道路 波除出 阪神高速道路 布施畑（神戸淡路鳴門道合併）
阪神高速道路 九条出 阪神高速道路 西宮山口（中国道合併）
阪神高速道路 西長堀出 延岡南道路 延岡道路
阪神高速道路 阿波座出 名古屋高速道路 一宮合併（名神方面）
阪神高速道路 法円坂出
阪神高速道路 森之宮出 ◆　路線名称変更箇所　◆
阪神高速道路 高井田出 椎田道路 椎田道路
阪神高速道路 長田入
阪神高速道路 長田出 ●　IC名称修正箇所　●
阪神高速道路 東大阪西行近南入 南知多道路 豊丘
阪神高速道路 東大阪東行近北出 神戸淡路鳴門自動車道 洲本
阪神高速道路 東大阪西行近北入
阪神高速道路 東大阪東行近南出

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.14⇒ Ver 1.15　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
長野自動車道 姨捨ＳＡ 首都高速道路 平和島（上）出口
北陸自動車道 入善ＰＡ 首都高速道路 浦和南（出口）
東海北陸自動車道 川島ＰＡ 首都高速道路 浦和南
湯浅御坊道路 広川南 首都高速道路 大師出口

首都高速道路 大師
●　IC名称修正箇所　● 首都高速道路 金港本線
山陽自動車道 龍野 江津道路 浜田東
山陽自動車道 龍野西

◆　路線名称変更箇所　◆
名神高速道路 瀬田東

＊）民営化に伴い（05年10月1日）公団名から新会社名に変更。

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.13⇒ Ver 1.14　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
東北自動車道 上河内SA 京葉道路 船橋下り入口
東北自動車道 那須高原SA 東京湾アクアライン 木更津金田第一（木更津→川崎）
東北自動車道 福島松川PA 第三京浜道路 保土ヶ谷本線
東北自動車道 長者原SA 第三京浜道路 保土ヶ谷本線
山形自動車道 寒河江SA 横浜新道 戸塚本線
上信越自動車道 佐久平PA 中央自動車道 八王子本線（下り）
上信越自動車道 小布施PA 宮崎自動車道 宮崎本線
上信越自動車道 新井PA 宇佐別府道路 大分農業文化公園
関越自動車道 三芳PA 三陸自動車道 石巻港本線
関越自動車道 駒寄PA 阪神高速道路 豊中南
館山自動車道 富津中央 阪神高速道路 大阪空港
首都圏中央連絡道 あきる野 阪神高速道路 守口
中央自動車道 双葉SA 阪神高速道路 長田
北陸自動車道 徳光PA 阪神高速道路 東大阪荒本
北陸自動車道 黒崎PA 阪神高速道路 大和川
名神高速道路 一宮合併 阪神高速道路 南開
名神高速道路 草津田上 阪神高速道路 堺
東名阪自動車道 清洲JCT第一 阪神高速道路 西宮山口南（西行）
東名阪自動車道 清洲JCT第ニ 阪神高速道路 西宮山口南（東行）
東名阪自動車道 亀山 阪神高速道路 西宮山口
中国自動車道 作東 名古屋高速道路 西春
中国自動車道 大佐SA 名古屋高速道路 一宮東
中国自動車道 加計バスストップ 名古屋高速道路 一宮中
浜田自動車道 金城PA
徳島自動車道 吉野川SA ◆　路線名称変更箇所　◆
九州自動車道 須恵PA 東京湾アクアライン連絡道 袖ヶ浦第二
八代日奈久道路 日奈久本線 東京湾アクアライン連絡道 袖ヶ浦第一
三陸自動車道 鳴瀬奥松島 東京湾アクアライン連絡道 木更津金田第二
日立有料道路 日立中央 東富士五湖道路 富士吉田本線
南九州自動車道 美山本線 京滋バイパス 瀬田東
東海環状自動車道 豊田松平 阪和自動車道 下津
東海環状自動車道 豊田勘八 阪和自動車道 吉備
東海環状自動車道 豊田藤岡 第二神明道路北線 学園南
東海環状自動車道 せと赤津 南九州自動車道 松元本線
東海環状自動車道 せと品野
東海環状自動車道 土岐南多治見
東海環状自動車道 可児御嵩



東海環状自動車道 美濃加茂
東海環状自動車道 富加関

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.12⇒ Ver 1.13　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
伊勢湾岸自動車道 豊田南第一 伊勢湾岸自動車道 豊田南第二
知多横断道路 常滑
知多横断道路 りんくう
知多横断道路・中部国際空港連りんくう本線
中部国際空港連絡道路 りんくう本線
猿投グリーンロード 八草
猿投グリーンロード 西広瀬

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.11⇒ Ver 1.12　◆
★　追加箇所　★
名古屋高速道路 吹上西 名古屋高速道路 JH一宮入口
名古屋高速道路 春岡 名古屋高速道路 一宮東入口
名古屋高速道路 豊山南出口 名古屋高速道路 一宮東出口
名古屋高速道路 豊山南入口 名古屋高速道路 一宮中入口
名古屋高速道路 豊山北
名古屋高速道路 堀の内 ●　IC名称変更箇所　●
名古屋高速道路 小牧南 名古屋高速道路 吹上東
名古屋高速道路 四谷
名古屋高速道路 西春出口 ●　IC名称修正箇所　●
名古屋高速道路 西春入口 名古屋高速道路 千音寺
名古屋高速道路 一宮南出口 名古屋高速道路 千音寺
名古屋高速道路 JH一宮出口

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.10⇒ Ver 1.11　◆
★　追加箇所　★
東名高速道路 長久手
名古屋瀬戸道路 長久手

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.09⇒ Ver 1.10　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
山陰自動車道 松江玉造 関越自動車道 新座本線（下り）
山陰自動車道 宍道
松江自動車道 三刀屋木次
六甲北有料道路 柳田合併阪神
名古屋高速道路 小牧北

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.08⇒ Ver 1.09　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
日本海東北自動車道 岩城 横浜新道 戸塚本線(上）
横浜新道 戸塚本線（下）
北陸自動車道 小矢部東本線 ◆　路線名称変更箇所　◆
中国自動車道 山崎チェックバリア（上り） 福岡高速道路 福岡本線
中国自動車道 山崎チェックバリア（下り） 福岡高速道路 大宰府本線
富津館山道路 富浦
三陸自動車道 石巻港
流山有料道路 流山
能越自動車道 小矢部東本線

＊）都道府県公社の路線IDマスターを新規追加。

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.07⇒ Ver 1.08　◆
★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
道央自動車道 比布JCT 関越自動車道 嵐山小川
道東自動車道 本別・足寄 三陸自動車道 石巻本線
常磐自動車道 常磐富岡 湯沢横手道路 十文字本線
首都高速道路 本町（上）出口 神戸淡路鳴門自動車道 鳴門本線
首都高速道路 池尻出口 富津館山道路 富津竹岡
首都高速道路 永福（上）出口 富津館山道路 富津金谷
首都高速道路 浦安（西）出口 富津館山道路 鋸南保田
首都高速道路 八潮南（上）出口 富津館山道路 鋸南富山
首都高速道路 東神奈川（上）出口 道東自動車道 本別・足寄
首都高速道路 横浜駅東口出口 六甲北有料道路 有野
首都高速道路 みなとみらい（下）出口 六甲北有料道路 大沢
首都高速道路 三ッ沢出口／横浜駅西口出口 六甲有料道路 六甲
首都高速道路 阪東橋出口 六甲有料道路 六甲トンネル北
首都高速道路 湾岸アクアライン出口 山陰自動車道 米子西
首都高速道路 川崎アクアライン出口 山陰自動車道 東出雲
首都高速道路 東扇島（西）出口 中部横断自動車道 南アルプス
首都高速道路 東扇島（東）出口 北陸自動車道 金沢森本
首都高速道路 殿町出口 阪和自動車道 たじはや合併
首都高速道路 杉田（東）出口 松山自動車道 大洲松尾本線
首都高速道路 新都心西 長崎自動車道 長崎芒塚
首都高速道路 新都心 長崎自動車道 長崎

長崎自動車道 長崎本線
●　IC名称変更箇所　●
名神高速道路 名神吹田（合併） ◆　路線名称変更箇所　◆
首都高速道路 新郷(上)出口 東水戸道路 水戸南
首都高速道路 浮島出口 山陰自動車道 安来
東水戸道路 ひたちなか本線 山陰自動車道 安来本線

西九州自動車道 佐世保みなと

＊）本州四国橋連絡道路の車種分類追加(6.軽車両）対応バージョンアップ実施。



◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.06⇒ Ver 1.07　◆
★　追加箇所　★ ●　IC名称変更箇所　●
仙台東部道路 亘理 名古屋高速道路 星崎
仙台東部道路 亘理 名古屋高速道路 星崎
仙台東部道路 岩沼 名古屋高速道路 千音時
仙台東部道路 仙台空港 名古屋高速道路 千音時
仙台東部道路 名取
仙台東部道路 仙台東 ●　IC名称修正箇所　●
三陸自動車道 利府塩釜 名神高速道路 大山崎
三陸自動車道 仙台港北
三陸自動車道 利府塩釜 ◆　路線名称変更箇所　◆
三陸自動車道 利府中 三陸自動車道 仙台港北
三陸自動車道 松島海岸 三陸自動車道 多賀城
三陸自動車道 松島大郷第二 三陸自動車道 利府中
三陸自動車道 松島大郷第一 三陸自動車道 松島海岸
三陸自動車道 松島北 三陸自動車道 松島大郷第二
三陸自動車道 鳴瀬奥松島 三陸自動車道 松島大郷第一
三陸自動車道 矢本 三陸自動車道 松島北
三陸自動車道 石巻港 三陸自動車道 鳴瀬奥松島
三陸自動車道 石巻本線 三陸自動車道 矢本
仙台南部道路 今泉 三陸自動車道 石巻港
仙台南部道路 長町 三陸自動車道 石巻河南
仙台南部道路 山田
仙台北部道路 利府しらかし台
仙台北部道路 利府しらかし台
首都高速道路 新郷上
南阪奈有料道路 たじはや
南阪奈有料道路 たじはや合併
南阪奈道路 羽曳野東
南阪奈道路 太子本線
南阪奈道路 太子（大阪方面）
南阪奈道路 太子（奈良方面）
名古屋高速道路 楠
名古屋高速道路 楠入口
名古屋高速道路 高針
名古屋高速道路 大山川
名古屋高速道路 小牧

＊）本州四国橋連絡道路の車種分類仕様が特殊な為、対応バージョンアップ実施。

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.05⇒ Ver 1.06　◆
★　追加箇所　★
首都高速道路 浮島A出口

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.04⇒ Ver 1.05　◆
●　IC名称変更箇所　●
道央自動車道 札幌南本線（下り） 北陸自動車道 米原
道央自動車道 札幌南本線（上り） 北陸自動車道 米原チェックバリア（上り）
道央自動車道 札幌本線（上り） 北陸自動車道 米原チェックバリア（下り）
道央自動車道 札幌本線（下り） 名神高速道路 西宮本線
道央自動車道 札幌南（下り） 名神高速道路 豊中（合併）
東北自動車道 浦和本線（上り） 東名阪自動車道 東名阪名古屋本線
東北自動車道 浦和本線（下り） 東名阪自動車道 名古屋西本線（上り）
常磐自動車道 三郷本線下り 東名阪自動車道 名古屋西本線（下り）
関越自動車道 新座本線（上り） 東名阪自動車道 大治本線
関越自動車道 新座本線（上り） 西名阪自動車道 天理本線（上り）
東関東自動車道 習志野本線（下り） 西名阪自動車道 天理本線（下り）
東関東自動車道 習志野本線（上り） 阪和自動車道 堺本線下り
京葉道路 船橋 近畿自動車道 吹田本線(合併）
東名高速道路 豊橋チェックバリア(上り) 近畿自動車道 八尾本線
東名高速道路 豊橋チェックバリア(下り) 近畿自動車道 東大阪第一(合併）
東名高速道路 御殿場東（入口） 近畿自動車道 東大阪第二(合併）
中央自動車道 八王子本線（上り） 中国自動車道 山崎チェックバリア（上り）
中央自動車道 三鷹本線 中国自動車道 山崎チェックバリア（下り）
中央自動車道 八王子（均一） 九州自動車道 大宰府本線
中央自動車道 八王子（下り） 伊勢湾岸自動車道 大府第二
中央自動車道 富士吉田本線 箱根新道 箱根
第二神明道路 明石西本線上り
第二神明道路 須磨本線（合併）

★　追加箇所　★
道央自動車道 士別剣淵 江津道路 江津
札樽自動車道 朝里 江津道路 江津西
東北自動車道 仙台南 江津道路 江津東
秋田自動車道 五城目八郎潟 北九州高速道路 門司本線
館山自動車道 君津 北九州高速道路 馬場山本線
名神高速道路 茨木 新神戸トンネル 箕谷（公社単独）
中国自動車道 西宮山口本線 新神戸トンネル 箕谷（阪高合併）
伊勢湾岸自動車道 大府第一 六甲北有料道路 柳谷（公社単独）
伊勢湾岸自動車道 豊田南 六甲北有料道路 柳谷（阪高合併）
京滋バイパス 久御山 阪和自動車道 御坊南
京滋バイパス 久御山淀 阪和自動車道 印南
青森自動車道 青森中央 阪和自動車道 みなべ
青森自動車道 青森中央本線

●　IC名称誤字修正箇所　●
伊勢自動車道 松阪

＊）京葉道路、一般道路から千葉下りへの船橋料金所～船橋本線乗継ぎの車種分類仕様が特殊な為、対応バージョンアップ実施。



◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.03⇒ Ver 1.04　◆
●　IC名称変更箇所　● ●　IC名称変更箇所　●
阪神高速道路 JH豊中合併（名神高速合併） 東北自動車道 浦和本線（出口）
阪神高速道路 豊中南（北行） 常磐自動車道 三郷
阪神高速道路 豊中南（南行） 関越自動車道 新座（出口）
阪神高速道路 大阪空港本線 関越自動車道 新座（入口）
阪神高速道路 神田入口 東関東自動車道 習志野本線（入口）
阪神高速道路 守口本線 東関東自動車道 習志野本線（出口）
阪神高速道路 長田本線 京葉道路 船橋下り
阪神高速道路 東大阪荒本入口 京葉道路 船橋上り
阪神高速道路 JH東大阪第一（近畿道合併） 東京湾アクアライン 木更津金田第一
阪神高速道路 JH東大阪第二（近畿道合併） 東京湾アクアライン 木更津金田第一
阪神高速道路 大和川本線 第三京浜道路 保土ヶ谷
阪神高速道路 南開本線 第三京浜道路 保土ヶ谷
阪神高速道路 堺本線 首都高速道路 空港中央（西行）入口
阪神高速道路 中島本線 首都高速道路 扇大橋第二（内）
阪神高速道路 高石本線 東名高速道路 豊橋
阪神高速道路 泉大津本線 東名高速道路 豊橋
阪神高速道路 岸和田北（北行） 東名高速道路 御殿場東
阪神高速道路 岸和田北（南行） 中央自動車道 八王子本線
阪神高速道路 岸和田南（北行） 中央自動車道 高井戸
阪神高速道路 岸和田南（南行） 中央自動車道 八王子本線
阪神高速道路 貝塚（北行） 中央自動車道 富士吉田
阪神高速道路 貝塚（南行） 北陸自動車道 米原バリア
阪神高速道路 泉佐野本線 名神高速道路 西宮
阪神高速道路 尼崎本線 東名高速道路 豊橋
阪神高速道路 芦屋本線 東名高速道路 豊橋
阪神高速道路 摩耶（東行） 東名阪自動車道 東名阪名古屋
阪神高速道路 摩耶（西行） 東名阪自動車道 名古屋西（出口）
阪神高速道路 京橋（東行） 東名阪自動車道 名古屋西（入口）
阪神高速道路 京橋（西行） 東名阪自動車道 大治
阪神高速道路 柳原（東行） 阪和自動車道 堺本線
阪神高速道路 柳原（西行） 第二神明道路 明石西本線
阪神高速道路 湊川（東行） 近畿自動車道 八尾
阪神高速道路 JH須磨合併（第二神明合併） 近畿自動車道 東大阪第一
阪神高速道路 前開本線 近畿自動車道 東大阪第二　
阪神高速道路 箕谷合併（新神戸トンネル合併） 中国自動車道 山崎バリア
阪神高速道路 南芦屋浜本線 中国自動車道 山崎バリア
阪神高速道路 深江浜（東行） 九州自動車道 八幡
阪神高速道路 深江浜（西行） 九州自動車道 大宰府
阪神高速道路 神戸長田 宮崎自動車道 宮崎
阪神高速道路 妙法寺
阪神高速道路 白川南

★　追加箇所　★ ★　追加箇所　★
阪神高速道路 島屋東 阪神高速道路 西宮山口（東行）
阪神高速道路 柳谷合併（六甲北有料道路合併） 阪神高速道路 西宮山口（西行）
阪神高速道路 布施畑合併（神戸淡路鳴門道合併） 阪神高速道路 西宮山口東

阪神高速道路 西宮山口本線

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.02⇒ Ver 1.03　◆
★　追加箇所　★
首都高速道路 大井本線
首都高速道路 三渓園
第二神明道路 須磨本線（乗り継ぎ）

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.01⇒ Ver 1.02　◆
●　IC名称誤字修正箇所　●
阪神高速道路 湊川西行

◆　料金所マスタ Ｖｅｒ 1.00 ⇒ Ver 1.01　◆
★　追加箇所　★ ◆　道路名称・IC名称変更箇所　◆
高松自動車道 高松東 伊勢湾岸自動車道 名古屋南第一（上り）
高松自動車道 津田東 伊勢湾岸自動車道 名古屋南第一（下り）
高松自動車道 津田寒川
高松自動車道 志度 ●　IC名称変更箇所　●
高松自動車道 さぬき三木 第三京浜道路 玉川本線
高知自動車道 土佐 東海北陸自動車道 飛騨清見
九州自動車道 加治木 東海北陸自動車道 白鳥本線
長崎自動車道 長崎多良見 第二神明道路 明石西本線上り
伊勢湾岸自動車道 飛島（四日市方面） 伊勢湾岸自動車道 飛島（名古屋南方面）
伊勢湾岸自動車道 弥富木曽岬 今治小松自動車道 今治湯ノ浦
伊勢湾岸自動車道 湾岸長島 首都高速道路 大井本線・大井南（東行）入口
伊勢湾岸自動車道 湾岸桑名 首都高速道路 平和島本線
伊勢湾岸自動車道 みえ川越 首都高速道路 北上野本線
伊勢湾岸自動車道 みえ朝日 首都高速道路 白金本線
伊勢湾岸自動車道 豊明 首都高速道路 用賀本線
伊勢湾岸自動車道 豊田東 首都高速道路 永福本線
伊勢湾岸自動車道 名古屋南第二 首都高速道路 志村本線
綾部宮津道路 宮津天橋立 首都高速道路 浦和南本線



宇佐別府道路 速見本線 首都高速道路 浦和南（下）（出口）
八代日奈久道路 日奈久 首都高速道路 浦和南（上）（入口）
東九州自動車道 臼杵 首都高速道路 大井南（西行）入口
東九州自動車道 末吉財部 首都高速道路 大井南（東行）出口
東九州自動車道 国分 首都高速道路 新木場第一（西行）
東九州自動車道 隼人東 首都高速道路 新木場第二（東行）
東九州自動車道 津久見 首都高速道路 葛西第一（西行）
首都高速道路 八重洲（外） 首都高速道路 葛西第二（東行）
首都高速道路 八重洲（内） 首都高速道路 浦安第一（西行）
首都高速道路 常盤橋 首都高速道路 浦安第二（東行）
首都高速道路 王子北 首都高速道路 市川本線
首都高速道路 滝野川 首都高速道路 空港中央（東行）出口
首都高速道路 舞浜 首都高速道路 空港中央（東行）入口
首都高速道路 清新町 首都高速道路 湾岸環八（東行）出口
首都高速道路 川崎浮島 首都高速道路 湾岸環八（西行）入口
首都高速道路 川崎浮島本線 首都高速道路 向島第一（上）
首都高速道路 殿町 首都高速道路 向島第二（下）
首都高速道路 磯子 首都高速道路 堤通第一（上）
首都高速道路 杉田第一（東行） 首都高速道路 堤通第二（下）
百石道路 下田百石 首都高速道路 錦糸町本線
百石道路 下田本線 首都高速道路 川口本線
京滋バイパス 石山 首都高速道路 新郷第一（上）
京滋バイパス 南郷 首都高速道路 新郷第二（下）
京滋バイパス 笠取 首都高速道路 鹿浜橋第一（上）
京滋バイパス 宇治東 首都高速道路 鹿浜橋第二（下）
京滋バイパス 宇治西 首都高速道路 四つ木第一（内）
京滋バイパス 巨椋 首都高速道路 四つ木第二（外）
道東自動車道 帯広JCT 首都高速道路 千住新橋第一（外）
八戸自動車道 八戸北 首都高速道路 千住新橋第二（内）
松江自動車道 三刀屋木次 首都高速道路 扇大橋第一（外）
隼人道路 隼人西 首都高速道路 扇大橋第二（外）
第二京阪道路 巨椋池 首都高速道路 八潮本線
第二京阪道路 久御山南 首都高速道路 大師本線
第二京阪道路 八幡東 首都高速道路 みなとみらい（上）
第二京阪道路 京田辺本線 首都高速道路 みなとみらい（下）
播磨自動車道 播磨新宮 首都高速道路 三ッ沢本線
西名阪自動車道 天理下り 首都高速道路 新山下第一（上）

首都高速道路 新山下第二（下）
首都高速道路 狩場本線
首都高速道路 湾岸浮島本線
首都高速道路 東扇島第一（東行）
首都高速道路 東扇島第二（西行）
首都高速道路 杉田第二（西行）
首都高速道路 鳥浜町本線
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