
伊豆の国市　　　　　

伊豆スカイライン　　

富士見パークウェイ　

熱海新道　　　　　　

鳥帽子岩　　　　　　
錦ヶ浦　　　　　　　

赤根崎　　　　　　　

上多賀　　　　　　　

下多賀　　　　　　　
小山　　　　　　　　

網代港　　　　　　　

和田木　　　　　　　網代　　　　　　　　

大崎　　　　　　　　阿原田　　　　　　　宇佐美　　　　　　　

亀石峠　　　　　　　

山伏峠　　　　　　　

長者原　　　　　　　

田原野　　　　　　　

浮橋　　　　　　　　

高原　　　　　　　　

▲ 玄岳　　　　　　　　

▲ 巣雲山　　　　　　　

自然郷　　　　　　　

城宿　　　　　　　　

杉山洞　　　　　　　

中野　　　　　　　　

入谷　　　　　　　　

八幡　　　　　　　　

板橋　　　　　　　　

片町　　　　　　　　

峰　　　　　　　　　

万路　　　　　　　　

留田　　　　　　　　

緑町　　　　　　　　

和田山　　　　　　　

ひばりヶ丘　　　　　南箱根ダイヤランド　

梅花町　　　　　　　

紅葉ガ丘町　　　　　 和田浜南町　　　　　

宇佐美駅　　　　　　

網代駅　　　　　　　

伊豆多賀駅　　　　　

熱函道路　　　　　　

熱海市　　　　　　　

熱海街道　　　　　　 熱海ビ｜チライン　　

函南町　　　　　　　

湯河原新道　　　　　

湯河原町　　　　　　

三島市　　　　　　　 湯河原パークウエイ　

広河原　　　　　　　

宮上　　　　　　　　 城堀　　　　　　　　

鍛冶屋　　　　　　　

湯河原　　　　　　　

吉浜　　　　　　　　

泉　　　　　　　　　

大黒崎　　　　　　　

▲ 岩戸山　　　　　　　

土沢　　　　　　　　

伊豆山　　　　　　　

稲村　　　　　　　　

熱海　　　　　　　　

魚見崎　　　　　　　

熱海峠　　　　　　　

十国峠　　　　　　　

田代　　　　　　　　

名賀　　　　　　　　

丹那　　　　　　　　

禁伐林　　　　　　　

乙越　　　　　　　　

温泉場　　　　　　　

下丹那　　　　　　　

海光町　　　　　　　

桜町　　　　　　　　桜木町　　　　　　　

七尾　　　　　　　　

小嵐町　　　　　　　

新山　　　　　　　　

西山町　　　　　　　西方　　　　　　　　

泉五軒町　　　　　　泉中沢　　　　　　　

泉本区　　　　　　　

滝沢　　　　　　　　

東伊豆山　　　　　　

浜　　　　　　　　　

鳴沢　　　　　　　　

緑ガ丘町　　　　　　

林ガ丘町　　　　　　

軽井沢　　　　　　　

咲見町　　　　　　　

笹良ヶ台町　　　　　

山手町　　　　　　　

春日町　　　　　　　

昭和町　　　　　　　

上宿町　　　　　　　

水口町　　　　　　　

清水町　　　　　　　

西熱海町（一）　　　西熱海町（二）　　　

青葉町　　　　　　　

相の原町　　　　　　

中央（一）　　　　　

中央（五）　　　　　

中央（三）　　　　　

中央町　　　　　　　

土肥（一）　　　　　

土肥（五）　　　　　
土肥（三）　　　　　

桃山町　　　　　　　

日金町　　　　　　　

熱海　　　　　　　　

梅園町　　　　　　　

和田町　　　　　　　

熱海市役所　　　　　

熱海駅　　　　　　　

湯河原町役場　　　　

来宮駅　　　　　　　

湯河原駅　　　　　　

初島　　　　　　　　

真鶴道路　　　　　　

真鶴　　　　　　　　

真鶴岬　　　　　　　

三ツ石　　　　　　　

福浦　　　　　　　　

岩　　　　　　　　　

真鶴　　　　　　　　

真鶴町役場　　　　　
真鶴駅　　　　　　　

熱海警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



箱根新道　　　　　　

芦ノ湖スカイライン　

旧東海道　　　　　　

裾野市　　　　　　　

上湯場　　　　　　　
木賀　　　　　　　　

湖尻　　　　　　　　

姥子　　　　　　　　
大涌谷　　　　　　　

▲ 早雲山　　　　　　　

強羅　　　　　　　　

宮ノ下　　　　　　　

▲ 神山　　　　　　　　 小涌谷　　　　　　　
大平台　　　　　　　

箱根登山鉄道　　　　

塔之沢　　　　　　　

玉簾ノ滝　　　　　　

湯本　　　　　　　　

箱根　　　　　　　　

湯本茶屋　　　　　　

須雲川　　　　　　　

▲ 鷹巣山　　　　　　　

▲ 駒ヶ岳　　　　　　　

元箱根　　　　　　　

箱根山　　　　　　　

二子山　　　　　　　

飛竜ノ滝　　　　　　

畑宿　　　　　　　　

▲ 白銀山　　　　　　　

▲ 屏風山　　　　　　　

芦ノ湖　　　　　　　

箱根　　　　　　　　

▲ 大観山　　　　　　　

▲ 鞍掛山　　　　　　　

▲ 星ヶ山　　　　　　　

▲ 聖岳　　　　　　　　

▲ 塔ノ峰　　　　　　　

箱根登山鉄道ケーブル

山崎　　　　　　　　

箱根峠ＩＣ　　　　　
芦ノ湖大観ＩＣ　　　

山崎ＩＣ　　　　　　

須雲川ＩＣ　　　　　

箱根ターンパイク　　

温泉荘　　　　　　　

旭町　　　　　　　　

奥湯本　　　　　　　

三枚橋　　　　　　　

滝通り　　　　　　　

蛸川　　　　　　　　

仲町　　　　　　　　笛塚　　　　　　　　湯ノ花沢　　　　　　

湯場　　　　　　　　

堂ヶ島　　　　　　　

南長尾　　　　　　　

芦之湯　　　　　　　 須雲川　　　　　　　

底倉　　　　　　　　

二ノ平　　　　　　　

畑宿　　　　　　　　

向山　　　　　　　　強羅　　　　　　　　

箱根町役場　　　　　

入生田駅　　　　　　

箱根湯本駅　　　　　
塔ノ沢駅　　　　　　

大平台駅　　　　　　

宮ノ下駅　　　　　　
小涌谷駅　　　　　　

彫刻の森駅　　　　　

強羅駅　　　　　　　公園下駅　　　　　　
公園上駅　　　　　　

中強羅駅　　　　　　
上強羅駅　　　　　　早雲山駅　　　　　　

山北町　　　　　　　

開成町　　　　　　　

小山町　　　　　　　

箱根町　　　　　　　

南足柄市　　　　　　

▲ 矢倉岳　　　　　　　

矢倉沢　　　　　　　

関場　　　　　　　　
苅野　　　　　　　　

福泉　　　　　　　　

怒田　　　　　　　　千津島　　　　　　　

南足柄　　　　　　　関本　　　　　　　　

狩野　　　　　　　　中沼　　　　　　　　

板屋窪　　　　　　　

地蔵堂　　　　　　　

足柄峠　　　　　　　

▲ 金時山　　　　　　　

仙石原　　　　　　　

俵石　　　　　　　　

▲ 台ヶ岳　　　　　　　

▲ 小塚山　　　　　　　
宮城野　　　　　　　

▲ 明神ヶ岳　　　　　　

▲ 明星ヶ岳　　　　　　

舟原　　　　　　　　
諏訪原　　　　　　　

下湯場　　　　　　　

円通寺　　　　　　　

元湯場　　　　　　　

下向　　　　　　　　

下怒田　　　　　　　

春山荘　　　　　　　
小塚山　　　　　　　

中筋　　　　　　　　

日影　　　　　　　　

日向　　　　　　　　

板里　　　　　　　　

品ノ木　　　　　　　

矢佐芝　　　　　　　

和留沢　　　　　　　

雨坪　　　　　　　　

久野　　　　　　　　

宮台　　　　　　　　

向田　　　　　　　　
広町　　　　　　　　

弘西寺　　　　　　　

三竹　　　　　　　　

生駒　　　　　　　　

大雄町　　　　　　　

竹松　　　　　　　　

中之名　　　　　　　

飯沢　　　　　　　　

矢倉沢　　　　　　　 壗下　　　　　　　　

南足柄市役所　　　　
大雄山駅　　　　　　

富士フイルム前駅　　
和田河原駅　　　　　

小田原市　　　　　　

真鶴町　　　　　　　

風祭　　　　　　　　

入生田　　　　　　　

早川　　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

米神　　　　　　　　

東海道新幹線　　　　

根府川　　　　　　　

江之浦　　　　　　　

小田原西ＩＣ　　　　

早川ＩＣ　　　　　　
箱根口ＩＣ　　　　　

石橋ＩＣ　　　　　　

棚子下　　　　　　　

早川（一）　　　　　

早川（三）　　　　　

早川（二）　　　　　

南町（一）　　　　　

南町（三）　　　　　
南町（四）　　　　　

本町（三）　　　　　
本町（四）　　　　　

城山（三）　　　　　

城山（四）　　　　　城内　　　　　　　　浜町（三）　　　　　
本町（二）　　　　　

早川駅　　　　　　　

根府川駅　　　　　　

風祭駅　　　　　　　
箱根板橋駅　　　　　

小田原厚木道路　　　

西湘バイパス　　　　

大井町　　　　　　　
中井町　　　　　　　

二宮町　　　　　　　

吉田島　　　　　　　

金手　　　　　　　　

金子　　　　　　　　

大井　　　　　　　　

赤田　　　　　　　　

岩原　　　　　　　　

沼田　　　　　　　　

曽比　　　　　　　　

栢山　　　　　　　　

小田急小田原線　　　

酒匂川　　　　　　　

鬼柳　　　　　　　　

曽我大沢　　　　　　

上曽我　　　　　　　

御殿場線　　　　　　

下曽我　　　　　　　

曽我谷津　　　　　　 沼代　　　　　　　　 山西　　　　　　　　

小竹　　　　　　　　

小船　　　　　　　　

中村原　　　　　　　

押切　　　　　　　　

国府津　　　　　　　

成田　　　　　　　　

桑原　　　　　　　　

北ノ窪　　　　　　　

府川　　　　　　　　

穴部　　　　　　　　

下宿　　　　　　　　

坂下　　　　　　　　

荻窪ＩＣ　　　　　　

宮久保　　　　　　　小田原　　　　　　　

東町　　　　　　　　

小田原ＩＣ　　　　　

小田原東ＩＣ　　　　

飯泉　　　　　　　　

鴨宮　　　　　　　　

酒匂　　　　　　　　

酒匂ＩＣ　　　　　　

小八幡　　　　　　　

国府津ＩＣ　　　　　

橘ＩＣ　　　　　　　

鴨沢　　　　　　　　松本　　　　　　　　

中井　　　　　　　　

藤沢　　　　　　　　

久所　　　　　　　　

遠藤　　　　　　　　

井ノ口　　　　　　　

矢作　　　　　　　　

永塚　　　　　　　　

前川　　　　　　　　

岡　　　　　　　　　

伊豆箱根鉄道大雄山線

和田河原　　　　　　

坊所　　　　　　　　

二宮ＩＣ　　　　　　

下延沢　　　　　　　

欠ノ上　　　　　　　

駒形新宿　　　　　　

羽根尾　　　　　　　

越地　　　　　　　　

下井ノ口　　　　　　

下山田　　　　　　　

下新田　　　　　　　

下島　　　　　　　　

河原庭　　　　　　　

貝ヶ窪　　　　　　　

釜野　　　　　　　　

吉原　　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

五所ノ宮　　　　　　

五分一　　　　　　　

国府津（三）　　　　

坂呂　　　　　　　　寺下　　　　　　　　

上新田　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

星山　　　　　　　　

西栢山　　　　　　　

西成田　　　　　　　

西之庭　　　　　　　

川端　　　　　　　　

浅原　　　　　　　　

相互台　　　　　　　

台河原　　　　　　　

茶屋　　　　　　　　

中家村　　　　　　　

中久野　　　　　　　中宿　　　　　　　　
中新田　　　　　　　

中堀　　　　　　　　

通川匂　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

東栢山　　　　　　　

東成田　　　　　　　

入川匂　　　　　　　

坊村　　　　　　　　

北久保　　　　　　　

明沢　　　　　　　　

留場　　　　　　　　

脇　　　　　　　　　

栄町（二）　　　　　

延清　　　　　　　　

荻窪　　　　　　　　

下大井　　　　　　　

鴨宮　　　　　　　　

牛島　　　　　　　　

穴部新田　　　　　　

古怒田　　　　　　　

高田　　　　　　　　

国府津（五）　　　　

雑色　　　　　　　　

酒匂（一）　　　　　

酒匂（五）　　　　　

酒匂（三）　　　　　

酒匂（四）　　　　　

酒匂（二）　　　　　

寿町（五）　　　　　

寿町（三）　　　　　

小台　　　　　　　　

小八幡（一）　　　　
小八幡（三）　　　　

小八幡（二）　　　　

上大井　　　　　　　

城山（一）　　　　　

城山（二）　　　　　

新屋　　　　　　　　

水之尾　　　　　　　

清水新田　　　　　　

西酒匂（一）　　　　

西酒匂（三）　　　　

西酒匂（二）　　　　

西大井　　　　　　　

西大友　　　　　　　

川匂　　　　　　　　

扇町（一）　　　　　

扇町（五）　　　　　

扇町（三）　　　　　
扇町（四）　　　　　

扇町（二）　　　　　

曽我岸　　　　　　　

曽我原　　　　　　　
曽我光海　　　　　　

曽我別所　　　　　　

多古　　　　　　　　

中曽根　　　　　　　

中町（二）　　　　　

中里（二）　　　　　

東ヶ丘　　　　　　　

東大友　　　　　　　

東町（一）　　　　　

東町（五）　　　　　
東町（三）　　　　　

東町（四）　　　　　

南鴨宮（一）　　　　
南鴨宮（三）　　　　

南鴨宮（二）　　　　

半分形　　　　　　　

飯田岡　　　　　　　

百合が丘（一）　　　

百合が丘（三）　　　

百合が丘（二）　　　

浜町（四）　　　　　

別堀　　　　　　　　

北田　　　　　　　　

柳新田　　　　　　　

緑が丘（一）　　　　

緑が丘（二）　　　　

蓮正寺　　　　　　　

河原　　　　　　　　 関　　　　　　　　　

松本下　　　　　　　中屋敷　　　　　　　
北窪　　　　　　　　

比奈窪　　　　　　　

開成町役場　　　　　

大井町役場　　　　　

小田原市役所　　　　

中井町役場　　　　　

小田原駅　　　　　　

相模金子駅　　　　　

上大井駅　　　　　　

下曽我駅　　　　　　

国府津駅　　　　　　

鴨宮駅　　　　　　　

開成駅　　　　　　　

栢山駅　　　　　　　

富水駅　　　　　　　

螢田駅　　　　　　　

足柄駅　　　　　　　

小田原駅　　　　　　

緑町駅　　　　　　　

井細田駅　　　　　　

五百羅漢駅　　　　　

穴部駅　　　　　　　

飯田岡駅　　　　　　

相模沼田駅　　　　　

岩原駅　　　　　　　

塚原駅　　　　　　　

小田原警察署
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交通管理リンク出力図
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交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界
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南足柄市　　　　　　

松田町　　　　　　　

小山町　　　　　　　

延沢　　　　　　　　

金井島　　　　　　　

御殿場線　　　　　　

▲ 高松山　　　　　　　

玄倉　　　　　　　　

世附　　　　　　　　 丹沢湖　　　　　　　

八丁　　　　　　　　

神縄　　　　　　　　

▲ 不老山　　　　　　　

山市場　　　　　　　

▲ 大野山　　　　　　　

人遠　　　　　　　　

高松　　　　　　　　

岸　　　　　　　　　

酒匂川　　　　　　　

山北　　　　　　　　

鍛治屋敷　　　　　　

市間　　　　　　　　

皆瀬川　　　　　　　
用沢　　　　　　　　

大蔵野　　　　　　　

諸渕　　　　　　　　

谷ヶ　　　　　　　　

透間　　　　　　　　

内山　　　　　　　　

上怒田　　　　　　　

小市　　　　　　　　

越地　　　　　　　　

塩沢　　　　　　　　

横境　　　　　　　　

宮地　　　　　　　　

原耕地　　　　　　　

古宿　　　　　　　　

高杉　　　　　　　　

根石　　　　　　　　

尺里　　　　　　　　

摺手　　　　　　　　

浅瀬　　　　　　　　

前耕地　　　　　　　

大仏　　　　　　　　

滝　　　　　　　　　鍛冶屋敷　　　　　　

怒杭文化　　　　　　

湯坂　　　　　　　　

湯触　　　　　　　　

湯本平　　　　　　　

峠　　　　　　　　　

萩原　　　　　　　　

畑　　　　　　　　　

嵐　　　　　　　　　

岡野　　　　　　　　

山北　　　　　　　　

神尾田　　　　　　　
世附　　　　　　　　

都夫良野　　　　　　

班目　　　　　　　　

（仮）山北ＳＩＣ　　

東山北駅　　　　　　

山北駅　　　　　　　

谷峨駅　　　　　　　

駿河小山駅　　　　　
山北町役場　　　　　

道志村　　　　　　　

山北町　　　　　　　

▲ 檜岳　　　　　　　　

▲ 檜洞丸　　　　　　　

▲ 鳥ノ胸山　　　　　　

城ヶ尾峠　　　　　　

▲ 畦ヶ丸山　　　　　　

箒沢　　　　　　　　

河内川　　　　　　　

▲ 屏風岩山　　　　　　

湯沢　　　　　　　　

中川　　　　　　　　

玄倉川　　　　　　　

▲ 権現山　　　　　　　

大又沢　　　　　　　

焼津　　　　　　　　

秦野市　　　　　　　

開成町　　　　　　　
大井町　　　　　　　 中井町　　　　　　　

大倉　　　　　　　　

堀山下　　　　　　　

横野　　　　　　　　

戸川　　　　　　　　

菩提　　　　　　　　

羽根　　　　　　　　

金目川　　　　　　　

小蓑毛　　　　　　　

名古木　　　　　　　

東田原　　　　　　　
西田原　　　　　　　

三屋　　　　　　　　堀川　　　　　　　　
堀西　　　　　　　　

三廻部　　　　　　　

柳川　　　　　　　　

菖浦　　　　　　　　

八沢　　　　　　　　

千村　　　　　　　　

渋沢　　　　　　　　

寺井　　　　　　　　

秦野　　　　　　　　

尾尻　　　　　　　　

砂口　　　　　　　　

西大竹　　　　　　　

上大槻　　　　　　　

秦野中井ＩＣ　　　　

上惣領　　　　　　　
井ノ口　　　　　　　

境原　　　　　　　　

境別所　　　　　　　

高尾　　　　　　　　
柳　　　　　　　　　

篠窪　　　　　　　　

大井松田ＩＣ　　　　

松田　　　　　　　　

弥勒寺　　　　　　　
寄　　　　　　　　　

虫沢　　　　　　　　

稲郷　　　　　　　　

開成　　　　　　　　

松田庶子　　　　　　

くずは台団地　　　　

稲荷木　　　　　　　

宇津茂　　　　　　　

榎本　　　　　　　　

横手　　　　　　　　

横道　　　　　　　　

横畑　　　　　　　　花鳥　　　　　　　　

角ヶ谷戸　　　　　　

久所　　　　　　　　

宮　　　　　　　　　

宮向　　　　　　　　

宮坂　　　　　　　　

宮上　　　　　　　　

桐ヶ窪　　　　　　　古堂　　　　　　　　

御嶽道　　　　　　　

向庭　　　　　　　　

溝ノ尾　　　　　　　

黒木　　　　　　　　

山居　　　　　　　　

山谷　　　　　　　　

山内　　　　　　　　

四山　　　　　　　　

小羽根　　　　　　　

小金沢　　　　　　　

小原　　　　　　　　

沼代　　　　　　　　

象ヶ谷戸　　　　　　

上山田　　　　　　　

上大倉　　　　　　　

上島　　　　　　　　

新道　　　　　　　　

諏訪丸　　　　　　　政ヶ谷戸　　　　　　

西沢　　　　　　　　

斉玉　　　　　　　　

石打場　　　　　　　

扇沢　　　　　　　　

大倉　　　　　　　　

沢之下　　　　　　　

棚原　　　　　　　　

鍛治ヶ谷戸　　　　　

茶屋　　　　　　　　

中庭　　　　　　　　

仲町屋　　　　　　　

土橋　　　　　　　　

土佐原　　　　　　　

湯ノ沢団地　　　　　

二ッ屋　　　　　　　

二ッ沢　　　　　　　

波多川　　　　　　　

番天　　　　　　　　

宝作　　　　　　　　

北ノ開戸　　　　　　

北庭　　　　　　　　

本境　　　　　　　　

本八沢　　　　　　　

味噌田　　　　　　　

爼原　　　　　　　　

ひばりヶ丘　　　　　

岩倉　　　　　　　　

曲松（一）　　　　　
曲松（二）　　　　　 今川町　　　　　　　

今泉台（一）　　　　今泉台（二）　　　　

室町　　　　　　　　

寿町　　　　　　　　

渋沢（一）　　　　　渋沢（三）　　　　　
渋沢（二）　　　　　

渋沢上（一）　　　　

渋沢上（二）　　　　

松原町　　　　　　　

松田惣領　　　　　　

沼代新町　　　　　　
上今川町　　　　　　

神山　　　　　　　　

水神町　　　　　　　

千村（一）　　　　　
千村（五）　　　　　

千村（三）　　　　　

千村（四）　　　　　
千村（二）　　　　　

曽屋　　　　　　　　

曽屋（一）　　　　　
曽屋（二）　　　　　

大秦町　　　　　　　

栃窪　　　　　　　　

南が丘（一）　　　　

南が丘（五）　　　　

南が丘（三）　　　　

南が丘（四）　　　　南が丘（二）　　　　

入船町　　　　　　　

萩が丘　　　　　　　

文京町　　　　　　　

平沢　　　　　　　　

並木町　　　　　　　

蓑毛　　　　　　　　

柳町（一）　　　　　柳町（二）　　　　　

立野台（一）　　　　

鈴張町　　　　　　　

秦野ＩＣ　　　　　　

（仮）秦野ＳＡＳＩＣ

松田駅　　　　　　　
新松田駅　　　　　　

渋沢駅　　　　　　　

秦野駅　　　　　　　

松田町役場　　　　　

秦野市役所　　　　　

▲ 東峰　　　　　　　　

▲ 丹沢山　　　　　　　

札掛　　　　　　　　

▲ 三峰山　　　　　　　

▲ 大山　　　　　　　　

▲ 三ノ塔　　　　　　　

ヤビツ峠　　　　　　
水無川　　　　　　　

▲ 蛭ヶ岳　　　　　　　

▲ 塔ヶ岳　　　　　　　

▲ 鍋割山　　　　　　　

大山ケーブル駅　　　
大山寺駅　　　　　　

阿夫利神社駅　　　　

松田警察署

秦野警察署
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古福志　　　　　　　

都留市　　　　　　　

▲ 高畑山　　　　　　　

▲ 倉岳山　　　　　　　

無生野　　　　　　　

浜沢　　　　　　　　

▲ 二十六夜山　　　　　

▲ 赤鞍ヶ岳　　　　　　

板崎　　　　　　　　
秋山　　　　　　　　

厳道峠　　　　　　　

神野　　　　　　　　

竹之本　　　　　　　

秋山川　　　　　　　

富岡　　　　　　　　

安寺沢　　　　　　　

月夜野　　　　　　　

大渡　　　　　　　　

野原　　　　　　　　

大室指　　　　　　　
大栗　　　　　　　　

道志　　　　　　　　

▲ 大室山　　　　　　　

和出村　　　　　　　

▲ 菜畑山　　　　　　　

川原畑　　　　　　　

▲ 加入道山　　　　　　

長者舎　　　　　　　

音久和　　　　　　　

一古沢　　　　　　　

遠所　　　　　　　　
栗谷　　　　　　　　

笹久根　　　　　　　

寺下　　　　　　　　

小善地　　　　　　　

大川原　　　　　　　

大地　　　　　　　　

青根　　　　　　　　

道志村役場　　　　　

富浜町鳥沢　　　　　

梁川町新倉　　　　　

梁川町塩瀬　　　　　

大月市　　　　　　　

上野原市　　　　　　

鶴島　　　　　　　　

桂川　　　　　　　　

松留　　　　　　　　

上野原　　　　　　　

新屋　　　　　　　　棡原　　　　　　　　今野　　　　　　　　

芦垣　　　　　　　　
鶴川　　　　　　　　

大椚　　　　　　　　

八ッ沢　　　　　　　

四方津　　　　　　　

千足　　　　　　　　

▲ 高柄山　　　　　　　

川合　　　　　　　　

野田尻　　　　　　　

桑久保　　　　　　　

和見　　　　　　　　

棚頭　　　　　　　　

矢坪　　　　　　　　

犬目　　　　　　　　

日留野　　　　　　　

七保町浅川　　　　　

▲ 扇山　　　　　　　　

斧窪　　　　　　　　

下畑　　　　　　　　小篠　　　　　　　　
猿橋　　　　　　　　

大地峠　　　　　　　

上野原ＩＣ　　　　　

綱の上　　　　　　　

津成　　　　　　　　

安達野　　　　　　　

羽佐間　　　　　　　

遠山　　　　　　　　

奥山　　　　　　　　

奥平　　　　　　　　

荻野　　　　　　　　

花坂　　　　　　　　

丸畑　　　　　　　　

金山　　　　　　　　

駒門　　　　　　　　

桑久保西区　　　　　

桑久保東区　　　　　

向風　　　　　　　　

高橋　　　　　　　　

黒田　　　　　　　　

山風呂　　　　　　　

小和田　　　　　　　

杖突　　　　　　　　

新田倉　　　　　　　

瀬淵　　　　　　　　

聖武連　　　　　　　

西区　　　　　　　　

西大野　　　　　　　

先祖　　　　　　　　

大越路　　　　　　　

大田　　　　　　　　

谷後　　　　　　　　

丹野原　　　　　　　

談合坂　　　　　　　

中新田　　　　　　　

仲山　　　　　　　　

殿地　　　　　　　　

登下　　　　　　　　

東大野　　　　　　　

当月　　　　　　　　栃穴　　　　　　　　

南区　　　　　　　　

南米沢　　　　　　　

入　　　　　　　　　

八米　　　　　　　　

尾続　　　　　　　　

墓村　　　　　　　　

恋塚　　　　　　　　

コモアしおつ（一）　
コモアしおつ（三）　

コモアしおつ（四）　コモアしおつ（二）　

上野原　　　　　　　鶴川　　　　　　　　

井戸　　　　　　　　
桐坪　　　　　　　　

用竹　　　　　　　　

談合坂ＳＩＣ　　　　

上野原駅　　　　　　

四方津駅　　　　　　

梁川駅　　　　　　　

鳥沢駅　　　　　　　

上野原市役所　　　　

東野　　　　　　　　

津久井町青野原　　　

清川村　　　　　　　

▲ 石老山　　　　　　　

牧馬　　　　　　　　

伏馬田　　　　　　　

道志川　　　　　　　

菅井　　　　　　　　

綱子　　　　　　　　

大鐘　　　　　　　　

▲ 袖平山　　　　　　　

▲ 黍殻山　　　　　　　

津久井町青根　　　　
▲ 焼山　　　　　　　　

西野々　　　　　　　

前戸　　　　　　　　

宮ヶ瀬　　　　　　　

宮之前　　　　　　　
津久井町鳥屋　　　　

馬石　　　　　　　　

津久井町青山　　　　

津久井町三ケ木　　　

宮ヶ瀬　　　　　　　

奥牧野　　　　　　　

上野田　　　　　　　

梶野　　　　　　　　

関平　　　　　　　　

宮前　　　　　　　　

橋津原　　　　　　　

桜野　　　　　　　　

舟久保　　　　　　　

小舟　　　　　　　　

上青根　　　　　　　

上村　　　　　　　　

西門　　　　　　　　

大岩下　　　　　　　

大久和　　　　　　　

中開戸　　　　　　　長又　　　　　　　　

渡戸　　　　　　　　

東開戸　　　　　　　

南畑　　　　　　　　

平丸　　　　　　　　

平戸　　　　　　　　

鮑子　　　　　　　　

牧野　　　　　　　　

奈須部　　　　　　　

▲ 高尾山　　　　　　　

▲ 景信山　　　　　　　

和田峠　　　　　　　

底沢　　　　　　　　小仏峠　　　　　　　

相模湖町千木良　　　

赤馬　　　　　　　　

寸沢嵐　　　　　　　
阿津　　　　　　　　

相模湖町寸沢嵐　　　

道志　　　　　　　　

鼠坂　　　　　　　　

相模湖　　　　　　　

相模湖町与瀬　　　　

▲ 陣馬山　　　　　　　

鎌沢　　　　　　　　

藤野町佐野川　　　　

上岩　　　　　　　　

上沢井　　　　　　　
藤野町沢井　　　　　

栃谷　　　　　　　　

相模湖ＩＣ　　　　　

藤野　　　　　　　　

藤野町日連　　　　　杉　　　　　　　　　

篠原　　　　　　　　

藤野町牧野　　　　　

藤野町名倉　　　　　

葛原　　　　　　　　

田野入　　　　　　　
津久井町又野　　　　

相模湖東ＩＣ　　　　

御霊　　　　　　　　

塚場　　　　　　　　

東区　　　　　　　　

奥畑　　　　　　　　

横橋　　　　　　　　

下岩　　　　　　　　

下小渕　　　　　　　

関野　　　　　　　　

桂北　　　　　　　　

原替戸　　　　　　　

三本木　　　　　　　

芝田　　　　　　　　

若柳　　　　　　　　

小津久　　　　　　　

沼本　　　　　　　　

上河原　　　　　　　

上小渕　　　　　　　

上野久保　　　　　　

新和田　　　　　　　

西村　　　　　　　　

増原　　　　　　　　

大刀　　　　　　　　

伝通　　　　　　　　

田ヶ岡　　　　　　　

登里　　　　　　　　

藤野台　　　　　　　

堂地　　　　　　　　

奈良本　　　　　　　

日向　　　　　　　　

日野　　　　　　　　

馬本　　　　　　　　

尾房　　　　　　　　

名手　　　　　　　　

野尻　　　　　　　　

柳馬場　　　　　　　

椚戸　　　　　　　　

吉野　　　　　　　　

小渕　　　　　　　　

与瀬本町　　　　　　

澤井　　　　　　　　

上恩方町　　　　　　

相模湖駅　　　　　　
藤野駅　　　　　　　

上野原警察署
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平塚市　　　　　　　

大磯町　　　　　　　

茅ヶ崎市　　　　　　

二宮　　　　　　　　

黒岩　　　　　　　　

寺坂　　　　　　　　

虫窪　　　　　　　　生沢　　　　　　　　

国府新宿　　　　　　
国府本郷　　　　　　東海道本線　　　　　西小磯　　　　　　　大磯　　　　　　　　

下吉沢　　　　　　　

万田　　　　　　　　

徳延　　　　　　　　

花水川　　　　　　　

花水台　　　　　　　

代官町　　　　　　　

馬入本町　　　　　　

平塚　　　　　　　　

相模川　　　　　　　

高麗　　　　　　　　

大磯ＩＣ　　　　　　

西湘二宮ＩＣ　　　　

大磯東ＩＣ　　　　　

大磯西ＩＣ　　　　　

大磯港ＩＣ　　　　　

緑が丘（三）　　　　

栗谷　　　　　　　　

元町　　　　　　　　原田　　　　　　　　

山王町　　　　　　　

台町　　　　　　　　

中丸　　　　　　　　

中町　　　　　　　　

長者町　　　　　　　

南下町　　　　　　　

南本町　　　　　　　北下町　　　　　　　

北新道　　　　　　　

妙見　　　　　　　　

榎木町　　　　　　　

久領堤　　　　　　　

宮の前　　　　　　　

錦町　　　　　　　　

月京　　　　　　　　

見附町　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

紅谷町　　　　　　　

高根　　　　　　　　

高浜台　　　　　　　

高麗（三）　　　　　

高麗（二）　　　　　 黒部丘　　　　　　　

桜ヶ丘　　　　　　　

札場町　　　　　　　

山下　　　　　　　　出縄　　　　　　　　

松根　　　　　　　　

松風町　　　　　　　

上平塚　　　　　　　

西久保　　　　　　　

石神台（一）　　　　

石神台（三）　　　　

千石河岸　　　　　　袖ヶ浜　　　　　　　

大磯　　　　　　　　

中里　　　　　　　　

東小磯　　　　　　　

桃浜町　　　　　　　

虹ヶ浜　　　　　　　

八重咲町　　　　　　

八千代町　　　　　　

富士見が丘（一）　　

富士見が丘（三）　　

富士見が丘（二）　　

撫子原　　　　　　　

平塚（一）　　　　　

平塚（五）　　　　　

平塚（三）　　　　　

平塚（四）　　　　　

平塚（二）　　　　　明石町　　　　　　　

夕陽ヶ丘　　　　　　

龍城ヶ丘　　　　　　

老松町　　　　　　　

菫平　　　　　　　　

高村　　　　　　　　 浅間町　　　　　　　達上ヶ丘　　　　　　 中堂　　　　　　　　
天沼　　　　　　　　

豊原町　　　　　　　
立野町　　　　　　　平塚市役所　　　　　

大磯町役場　　　　　

二宮町役場　　　　　
二宮駅　　　　　　　

大磯駅　　　　　　　

平塚駅　　　　　　　
新湘南バイパス　　　 昭和通　　　　　　　

湘南新道　　　　　　

鎌倉市　　　　　　　

藤沢市　　　　　　　

浜見平　　　　　　　

辻堂　　　　　　　　

鵠沼海岸　　　　　　

引地川　　　　　　　

鵠沼　　　　　　　　

境川　　　　　　　　

江ノ島　　　　　　　

小田急江ノ島線　　　

茅ヶ崎西ＩＣ　　　　

茅ヶ崎海岸ＩＣ　　　

丸島　　　　　　　　 原　　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

新林　　　　　　　　
通り町　　　　　　　

矢島　　　　　　　　 旭が丘　　　　　　　
下町屋（一）　　　　

下町屋（二）　　　　

共恵（一）　　　　　

共恵（二）　　　　　

江の島（一）　　　　

江の島（二）　　　　

鵠沼海岸（一）　　　

鵠沼海岸（五）　　　
鵠沼海岸（三）　　　

鵠沼海岸（四）　　　

鵠沼海岸（七）　　　

鵠沼海岸（二）　　　

鵠沼海岸（六）　　　
鵠沼桜が岡（一）　　

鵠沼桜が岡（三）　　

鵠沼桜が岡（四）　　

鵠沼桜が岡（二）　　

鵠沼松が岡（一）　　

鵠沼松が岡（五）　　

鵠沼松が岡（三）　　
鵠沼松が岡（四）　　

鵠沼松が岡（二）　　

鵠沼藤が谷（三）　　

腰越（五）　　　　　

腰越（三）　　　　　腰越（二）　　　　　

汐見台　　　　　　　

若松町　　　　　　　

十間坂（一）　　　　

十間坂（三）　　　　

十間坂（二）　　　　 松が丘（一）　　　　
松が丘（二）　　　　

松尾　　　　　　　　

松浪（一）　　　　　

松浪（二）　　　　　

常盤町　　　　　　　

新栄町　　　　　　　

中海岸（一）　　　　

中海岸（三）　　　　

中海岸（四）　　　　中海岸（二）　　　　

中島　　　　　　　　

津西（二）　　　　　

辻堂（五）　　　　　

辻堂（三）　　　　　辻堂（四）　　　　　

辻堂（六）　　　　　

辻堂元町（五）　　　辻堂元町（三）　　　

辻堂元町（四）　　　

辻堂西海岸（一）　　
辻堂西海岸（三）　　

辻堂西海岸（二）　　

辻堂太平台（一）　　

辻堂太平台（二）　　

辻堂東海岸（一）　　

辻堂東海岸（四）　　

辻堂東海岸（二）　　
東海岸南（一）　　　東海岸南（五）　　　

東海岸南（三）　　　東海岸南（四）　　　

東海岸南（二）　　　

東海岸南（六）　　　

東海岸北（五）　　　

東海岸北（三）　　　

東海岸北（四）　　　

東海岸北（二）　　　

南湖（一）　　　　　

南湖（五）　　　　　

南湖（三）　　　　　

南湖（四）　　　　　

南湖（七）　　　　　

南湖（二）　　　　　

南湖（六）　　　　　
白浜町　　　　　　　

美住町　　　　　　　

菱沼海岸　　　　　　

浜竹（四）　　　　　
浜之郷　　　　　　　

富士見町　　　　　　
平和町　　　　　　　

片瀬（一）　　　　　

片瀬（五）　　　　　

片瀬（三）　　　　　片瀬（四）　　　　　

片瀬（二）　　　　　

片瀬海岸（一）　　　

片瀬海岸（三）　　　

片瀬海岸（二）　　　

片瀬山（一）　　　　

片瀬山（五）　　　　片瀬山（三）　　　　片瀬山（四）　　　　

片瀬目白山　　　　　

本鵠沼（三）　　　　

柳島　　　　　　　　

柳島（一）　　　　　
柳島（二）　　　　　

柳島海岸　　　　　　

緑が浜　　　　　　　

番屋　　　　　　　　
ひばりが丘　　　　　

下町屋（三）　　　　

茅ヶ崎（一）　　　　

茅ヶ崎（二）　　　　 鵠沼橘（一）　　　　
鵠沼橘（二）　　　　

鵠沼石上（一）　　　

鵠沼石上（三）　　　
鵠沼石上（二）　　　鵠沼東　　　　　　　出口町　　　　　　　

小桜町　　　　　　　
川名（一）　　　　　

川名（二）　　　　　
辻堂（一）　　　　　辻堂（二）　　　　　辻堂元町（二）　　　

辻堂元町（六）　　　 南藤沢　　　　　　　

浜竹（一）　　　　　浜竹（三）　　　　　
浜竹（二）　　　　　 本鵠沼（五）　　　　

本鵠沼（四）　　　　
本鵠沼（二）　　　　本村（一）　　　　　

本村（二）　　　　　
茅ヶ崎市役所　　　　

茅ヶ崎駅　　　　　　 本鵠沼駅　　　　　　

鵠沼海岸駅　　　　　

片瀬江ノ島駅　　　　

石上駅　　　　　　　

柳小路駅　　　　　　

鵠沼駅　　　　　　　

湘南海岸公園駅　　　

江ノ島駅　　　　　　

腰越駅　　　　　　　

湘南江の島駅　　　　

目白山下駅　　　　　

片瀬山駅　　　　　　

大磯警察署

藤沢警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



海老名市　　　　　　

寒川町　　　　　　　

茅ヶ崎市　　　　　　

小田原厚木道路　　　

下津古久　　　　　　

戸田　　　　　　　　

田村　　　　　　　　

横内　　　　　　　　

四之宮　　　　　　　真土　　　　　　　　

渋田川　　　　　　　

徳延　　　　　　　　

寺田縄　　　　　　　

片岡　　　　　　　　

岡崎　　　　　　　　

公所　　　　　　　　

下吉沢　　　　　　　

上吉沢　　　　　　　

北金目　　　　　　　

真田　　　　　　　　

土屋　　　　　　　　

下大槻　　　　　　　

南矢名　　　　　　　

北矢名　　　　　　　
鶴巻　　　　　　　　

善波　　　　　　　　

串橋　　　　　　　　
鈴川　　　　　　　　

下平間　　　　　　　

伊勢原ＩＣ　　　　　

小稲葉　　　　　　　

見附島　　　　　　　

伊勢原　　　　　　　

下糟屋　　　　　　　

東富岡　　　　　　　

三ノ宮　　　　　　　

上粕屋　　　　　　　

平塚ＩＣ　　　　　　

厚木西ＩＣ　　　　　

南金目　　　　　　　

上平間　　　　　　　

平塚市　　　　　　　

遠藤原　　　　　　　

斉ヶ分　　　　　　　

メ引　　　　　　　　

粟久保　　　　　　　

稲荷坂　　　　　　　瓜生野　　　　　　　

遠蔵　　　　　　　　

王御住　　　　　　　

沖　　　　　　　　　

沖小稲葉　　　　　　

屋敷　　　　　　　　

下ノ坪　　　　　　　

下沖　　　　　　　　

下戸田　　　　　　　

下小稲葉　　　　　　

笠神　　　　　　　　

釜ヶ坪　　　　　　　

岩井戸　　　　　　　

吉浜　　　　　　　　

久松　　　　　　　　

久保田　　　　　　　
宮ノ下　　　　　　　

宮ノ腰　　　　　　　

宮の前　　　　　　　

宮下　　　　　　　　

宮田　　　　　　　　

宮東　　　　　　　　

橋下　　　　　　　　

欠ノ上　　　　　　　

向田　　　　　　　　

根下　　　　　　　　

鷺坂　　　　　　　　

山の神　　　　　　　

山王原　　　　　　　

山田屋敷　　　　　　

山入　　　　　　　　

子易　　　　　　　　

枝　　　　　　　　　

社宮地　　　　　　　

蛇窪　　　　　　　　

秋山　　　　　　　　

十二社　　　　　　　

宿矢名　　　　　　　

出口　　　　　　　　

小熊　　　　　　　　

小南　　　　　　　　

松延　　　　　　　　

城東　　　　　　　　

人増　　　　　　　　

水神戸　　　　　　　

西屋　　　　　　　　

西八幡原　　　　　　

青屋敷　　　　　　　

川上　　　　　　　　

曽我　　　　　　　　

早田　　　　　　　　

台久保　　　　　　　

大句　　　　　　　　

大上　　　　　　　　

大西　　　　　　　　

大夫久保　　　　　　

谷戸大竹　　　　　　

中戸田　　　　　　　

仲絛　　　　　　　　

鳥居松　　　　　　　

坪ノ内　　　　　　　

田谷　　　　　　　　

土屋窪　　　　　　　

南平　　　　　　　　

馬渡　　　　　　　　

八的　　　　　　　　

八面　　　　　　　　

番匠面　　　　　　　

飛谷津　　　　　　　

琵琶　　　　　　　　

蛭田　　　　　　　　

舞台　　　　　　　　

平内久保　　　　　　

別名　　　　　　　　

北ノ前　　　　　　　

北久保　　　　　　　
堀合　　　　　　　　

箕子橋　　　　　　　

木津根　　　　　　　

矢際　　　　　　　　

友牛　　　　　　　　

六反田　　　　　　　

ふじみ野（一）　　　
ふじみ野（二）　　　

めぐみが丘（一）　　めぐみが丘（二）　　

伊勢原（一）　　　　
伊勢原（三）　　　　

伊勢原（四）　　　　

伊勢原（二）　　　　

下島　　　　　　　　

下落合　　　　　　　

河内　　　　　　　　

笠窪　　　　　　　　

吉際　　　　　　　　

宮松町　　　　　　　

御殿（一）　　　　　

御殿（三）　　　　　

御殿（四）　　　　　

御殿（二）　　　　　

広川　　　　　　　　

高森（一）　　　　　高森（五）　　　　　
高森（三）　　　　　

高森（七）　　　　　

高森（二）　　　　　
高森（六）　　　　　

根坂間　　　　　　　

桜台（四）　　　　　

四之宮（一）　　　　

四之宮（五）　　　　

四之宮（三）　　　　

四之宮（四）　　　　

四之宮（七）　　　　

四之宮（二）　　　　

四之宮（六）　　　　

酒井　　　　　　　　

小鍋島　　　　　　　

沼目　　　　　　　　

沼目（一）　　　　　

沼目（五）　　　　　

沼目（三）　　　　　

沼目（四）　　　　　
沼目（七）　　　　　

沼目（二）　　　　　沼目（六）　　　　　

上落合　　　　　　　

城所　　　　　　　　

神戸　　　　　　　　

西真土（一）　　　　

西真土（三）　　　　

西真土（四）　　　　

西真土（二）　　　　

西八幡（一）　　　　

西八幡（三）　　　　

千須谷　　　　　　　

大住台（一）　　　　
大住台（三）　　　　
大住台（二）　　　　

大神　　　　　　　　

池端　　　　　　　　

長持　　　　　　　　

長沼　　　　　　　　

長瀞　　　　　　　　

鶴巻南（一）　　　　

鶴巻南（五）　　　　

鶴巻南（三）　　　　

鶴巻南（四）　　　　

鶴巻南（二）　　　　

鶴巻北（一）　　　　

鶴巻北（三）　　　　

鶴巻北（二）　　　　

堤町　　　　　　　　

田村（一）　　　　　

田村（九）　　　　　

田村（五）　　　　　

田村（三）　　　　　

田村（四）　　　　　

田村（七）　　　　　

田村（二）　　　　　

田村（八）　　　　　

田村（六）　　　　　

東真土（一）　　　　

東真土（三）　　　　

東真土（四）　　　　

東真土（二）　　　　

東成瀬　　　　　　　

東大竹　　　　　　　

東大竹（一）　　　　

東大竹（二）　　　　

東中原（一）　　　　
東中原（二）　　　　

東八幡（一）　　　　

東八幡（五）　　　　

東八幡（三）　　　　

東八幡（四）　　　　

東豊田　　　　　　　

南原（一）　　　　　

南原（三）　　　　　南原（四）　　　　　
南原（二）　　　　　

南豊田　　　　　　　

南矢名（一）　　　　

南矢名（五）　　　　
南矢名（三）　　　　

南矢名（四）　　　　
南矢名（二）　　　　

日向岡（一）　　　　

日向岡（二）　　　　

馬入　　　　　　　　

白根　　　　　　　　

八幡台（一）　　　　

八幡台（二）　　　　

板戸　　　　　　　　

豊田宮下　　　　　　

豊田小嶺　　　　　　

豊田打間木　　　　　

豊田平等寺　　　　　

豊田本郷　　　　　　

北豊田　　　　　　　

鈴川　　　　　　　　

纒　　　　　　　　　

子易下　　　　　　　
子易上　　　　　　　 粟窪　　　　　　　　高森（四）　　　　　

石田　　　　　　　　

厚木南ＩＣ　　　　　

伊勢原ＪＣＴ　　　　

伊勢原大山ＩＣ　　　

新東名高速道路　　　

伊勢原市役所　　　　

東海大学前駅　　　　

鶴巻温泉駅　　　　　

伊勢原駅　　　　　　

愛甲石田駅　　　　　

東名高速道路　　　　

伊勢原市　　　　　　

厚木市　　　　　　　

法論堂　　　　　　　

柿ノ木平　　　　　　

煤ヶ谷　　　　　　　

清川　　　　　　　　

舟沢　　　　　　　　

▲ 白山　　　　　　　　

宮野　　　　　　　　

金翅　　　　　　　　

大山　　　　　　　　

日向川　　　　　　　

西富岡　　　　　　　
高森　　　　　　　　

厚木ＩＣ　　　　　　

愛甲　　　　　　　　

厚木　　　　　　　　

戸室　　　　　　　　

温水　　　　　　　　

岡津古久　　　　　　

愛名　　　　　　　　

七沢　　　　　　　　

峰岸　　　　　　　　

上古沢　　　　　　　

下古沢　　　　　　　

山岸　　　　　　　　

飯山　　　　　　　　

千頭　　　　　　　　及川　　　　　　　　

妻田　　　　　　　　

下荻野　　　　　　　
宮村　　　　　　　　

三田　　　　　　　　

山際　　　　　　　　
下川入　　　　　　　

棚沢　　　　　　　　

中荻野　　　　　　　

尾台　　　　　　　　

上荻野　　　　　　　▲ 高取山　　　　　　　

一ノ郷　　　　　　　

榎田　　　　　　　　

横林　　　　　　　　

黄金原　　　　　　　

下荻原　　　　　　　

下前河原　　　　　　

下長谷　　　　　　　

下分　　　　　　　　

柿の木平　　　　　　

岩坂　　　　　　　　

岩田　　　　　　　　

旗谷　　　　　　　　

久保屋敷　　　　　　

宮ノ越　　　　　　　

橋場　　　　　　　　

曲師宿　　　　　　　

金剛堂　　　　　　　

桂木　　　　　　　　

古在家　　　　　　　

御門　　　　　　　　

荒井　　　　　　　　

高坪　　　　　　　　

才戸　　　　　　　　

坂尻　　　　　　　　

山ノ根　　　　　　　

子合　　　　　　　　

市道　　　　　　　　

志田原　　　　　　　

寺家谷戸　　　　　　

寺鐘　　　　　　　　

十軒村　　　　　　　

十三ノ域　　　　　　

宿愛甲　　　　　　　

宿原　　　　　　　　

升割　　　　　　　　

小平　　　　　　　　上三田　　　　　　　

上谷戸　　　　　　　

上長谷　　　　　　　

上分　　　　　　　　

深堀　　　　　　　　

神明前　　　　　　　

清水ヶ丘　　　　　　

泉　　　　　　　　　

浅間山　　　　　　　

洗水　　　　　　　　

足ヶ久保　　　　　　

台　　　　　　　　　

大道添　　　　　　　
沢　　　　　　　　　

谷戸長谷　　　　　　

谷太郎　　　　　　　

竹ノ内　　　　　　　

中屋　　　　　　　　

中河原　　　　　　　

中金井　　　　　　　

中川原　　　　　　　

中長谷　　　　　　　

中分　　　　　　　　

中平　　　　　　　　

仲通　　　　　　　　

長坂　　　　　　　　

田野　　　　　　　　

藤野　　　　　　　　

銅座金山　　　　　　

尼寺　　　　　　　　

日向川　　　　　　　

日枝　　　　　　　　

畠中　　　　　　　　
尾崎　　　　　　　　

桧谷　　　　　　　　

片原　　　　　　　　

片平　　　　　　　　

宝地　　　　　　　　

坊中　　　　　　　　

野竹沢　　　　　　　

矢崎　　　　　　　　

柳梅　　　　　　　　

椚山　　　　　　　　

みはるの（一）　　　

王子（三）　　　　　

王子（二）　　　　　

岡田（一）　　　　　

岡田（二）　　　　　

恩名（一）　　　　　

恩名（五）　　　　　

恩名（三）　　　　　

恩名（四）　　　　　

恩名（二）　　　　　

温水西（一）　　　　

温水西（二）　　　　

及川（一）　　　　　

及川（二）　　　　　

宮の里（一）　　　　

宮の里（三）　　　　

宮の里（四）　　　　宮の里（二）　　　　

戸室（一）　　　　　

戸室（五）　　　　　戸室（三）　　　　　

戸室（四）　　　　　

戸室（二）　　　　　

吾妻町　　　　　　　

厚木町　　　　　　　

高森台（一）　　　　

高森台（三）　　　　

高森台（二）　　　　

妻田西（一）　　　　

妻田西（三）　　　　

妻田西（二）　　　　

妻田東（一）　　　　

妻田東（三）　　　　

妻田東（二）　　　　

妻田南（一）　　　　
妻田南（二）　　　　

妻田北（一）　　　　

妻田北（三）　　　　
妻田北（四）　　　　

妻田北（二）　　　　

三田南（一）　　　　
三田南（三）　　　　

三田南（二）　　　　

寿町（三）　　　　　

松枝（一）　　　　　

森の里（一）　　　　

森の里（五）　　　　

森の里（三）　　　　

森の里（四）　　　　

森の里（二）　　　　
森の里若宮　　　　　

森の里青山　　　　　

水引（一）　　　　　

水引（二）　　　　　

船子　　　　　　　　

中依知　　　　　　　

田村町　　　　　　　

鳶尾（一）　　　　　

鳶尾（五）　　　　　
鳶尾（三）　　　　　

鳶尾（四）　　　　　

鳶尾（二）　　　　　

煤ヶ谷　　　　　　　

毛利台（一）　　　　

毛利台（三）　　　　

毛利台（二）　　　　

緑ヶ丘（五）　　　　
緑ヶ丘（三）　　　　
緑ヶ丘（四）　　　　

林（五）　　　　　　
林（三）　　　　　　

林（四）　　　　　　

林（二）　　　　　　

広町　　　　　　　　

山際山ノ根　　　　　

市島　　　　　　　　
上原　　　　　　　　

真弓　　　　　　　　清田谷　　　　　　　みはるの（二）　　　

厚木ＰＡスマートＩＣ

清川村役場　　　　　

厚木市役所　　　　　

本厚木駅　　　　　　

新湘南バイパス　　　

綾瀬市　　　　　　　

藤沢市　　　　　　　

中河内　　　　　　　

門沢橋　　　　　　　

倉見　　　　　　　　

小動　　　　　　　　

宮山　　　　　　　　

寒川　　　　　　　　

岡田　　　　　　　　

一之宮　　　　　　　

大曲　　　　　　　　

田端　　　　　　　　

萩園　　　　　　　　

西久保　　　　　　　

矢畑　　　　　　　　茅ヶ崎　　　　　　　

円蔵　　　　　　　　

赤羽根　　　　　　　

甘沼　　　　　　　　
香川　　　　　　　　

堤　　　　　　　　　

湘南ライフタウン　　

行谷　　　　　　　　

獺郷　　　　　　　　

打戻　　　　　　　　

用田　　　　　　　　

菖蒲沢　　　　　　　

遠藤　　　　　　　　

大庭　　　　　　　　

羽鳥　　　　　　　　

辻堂　　　　　　　　
藤沢　　　　　　　　

善行　　　　　　　　

西俣野　　　　　　　

引地川　　　　　　　

石川　　　　　　　　

亀井野　　　　　　　

今田　　　　　　　　

円行　　　　　　　　
湘南台　　　　　　　

下土棚　　　　　　　

高倉　　　　　　　　

長後　　　　　　　　

下飯田　　　　　　　

上土棚　　　　　　　

茅ヶ崎中央ＩＣ　　　

藤沢ＩＣ　　　　　　

相鉄いずみ野線　　　海老名南ＪＣＴ　　　

寒川北ＩＣ　　　　　

茅ヶ崎ＪＣＴ　　　　

寒川南ＩＣ　　　　　

月ノ浦　　　　　　　

一之宮（五）　　　　

一之宮（六）　　　　

平太夫新田　　　　　

旭　　　　　　　　　

一ノ坪　　　　　　　

羽根沢　　　　　　　

臼久保　　　　　　　

塩井淵　　　　　　　

屋中　　　　　　　　屋中向　　　　　　　

下ヶ町　　　　　　　

下ノ根　　　　　　　

下屋敷　　　　　　　

下河内　　　　　　　

下場　　　　　　　　

下滝谷戸　　　　　　

外原　　　　　　　　

葛野　　　　　　　　

久保地　　　　　　　

宮ノ前　　　　　　　

宮沼　　　　　　　　

宮台　　　　　　　　

牛沢　　　　　　　　

居合　　　　　　　　

駒寄　　　　　　　　

窪河内　　　　　　　

窪前田　　　　　　　

権現庭　　　　　　　

古道　　　　　　　　

古里　　　　　　　　

枯薮　　　　　　　　

御手洗水　　　　　　

光徳　　　　　　　　

国郷　　　　　　　　

坂口　　　　　　　　
笹窪上　　　　　　　

笹谷　　　　　　　　

三屋向　　　　　　　
三清　　　　　　　　

山ノ神　　　　　　　四ッ塚　　　　　　　

持瀬　　　　　　　　

芝池　　　　　　　　

若狭　　　　　　　　

秋葉原　　　　　　　

宿下分　　　　　　　

諸之木　　　　　　　

女坂　　　　　　　　
女坂台　　　　　　　

小栗　　　　　　　　

小栗塚　　　　　　　

小糸　　　　　　　　

菖蒲沢境　　　　　　

上谷津　　　　　　　

城山　　　　　　　　

城之腰　　　　　　　

神崎　　　　　　　　

神明谷　　　　　　　

聖ヶ谷　　　　　　　

西山田　　　　　　　

西谷　　　　　　　　

西富　　　　　　　　

膳棚　　　　　　　　

走内　　　　　　　　

打越　　　　　　　　

大屋敷　　　　　　　

大河内　　　　　　　

大向　　　　　　　　

大仲　　　　　　　　

大洞谷　　　　　　　

大道　　　　　　　　

大道東　　　　　　　

大平　　　　　　　　

大六天　　　　　　　

滝ノ沢　　　　　　　

滝谷　　　　　　　　

谷ノ根　　　　　　　

谷ノ上　　　　　　　

鍛冶山　　　　　　　

男坂　　　　　　　　

中ノ谷　　　　　　　

中横須賀　　　　　　

中根松　　　　　　　

中条　　　　　　　　

中谷　　　　　　　　

中谷津　　　　　　　

仲桜　　　　　　　　

仲谷　　　　　　　　

長久保　　　　　　　

長谷　　　　　　　　

鳥居前　　　　　　　

辻西　　　　　　　　
辻東　　　　　　　　

天神原　　　　　　　

殿窪　　　　　　　　

都築山　　　　　　　

唐池　　　　　　　　

東横須賀　　　　　　

東原　　　　　　　　

東山田　　　　　　　
南葛野　　　　　　　

南谷　　　　　　　　
南方　　　　　　　　

二ノ町　　　　　　　

入内島　　　　　　　

琵琶島　　　　　　　

百石原　　　　　　　

不動上　　　　　　　

不動前　　　　　　　

歩一　　　　　　　　

北窪　　　　　　　　

北根　　　　　　　　

北方　　　　　　　　

堀切　　　　　　　　

本社　　　　　　　　

矢向　　　　　　　　

薬師峰　　　　　　　

雷　　　　　　　　　

六本松　　　　　　　

槐戸　　　　　　　　

みずき（一）　　　　

みずき（三）　　　　

みずき（四）　　　　

みずき（二）　　　　

みその台　　　　　　

一之宮（一）　　　　

一之宮（九）　　　　

一之宮（三）　　　　

一之宮（四）　　　　

一之宮（七）　　　　

一之宮（二）　　　　

一之宮（八）　　　　

稲荷（一）　　　　　

羽鳥（一）　　　　　
羽鳥（五）　　　　　羽鳥（三）　　　　　

羽鳥（四）　　　　　
羽鳥（二）　　　　　

円行（一）　　　　　

円行（二）　　　　　

円蔵（一）　　　　　

円蔵（二）　　　　　

岡田（五）　　　　　
岡田（三）　　　　　

岡田（四）　　　　　

岡田（七）　　　　　

岡田（八）　　　　　

岡田（六）　　　　　

下寺尾　　　　　　　

下谷津　　　　　　　

下飯田町　　　　　　

花の木　　　　　　　

茅ヶ崎（三）　　　　

亀井野（一）　　　　

亀井野（三）　　　　

亀井野（四）　　　　

亀井野（二）　　　　

香川（一）　　　　　

香川（五）　　　　　

香川（三）　　　　　
香川（四）　　　　　

香川（七）　　　　　

香川（二）　　　　　

香川（六）　　　　　

高田（一）　　　　　

高田（五）　　　　　高田（四）　　　　　
高田（二）　　　　　

鵠沼花沢町　　　　　

鵠沼神明（五）　　　
鵠沼神明（三）　　　

鵠沼神明（四）　　　室田（一）　　　　　

室田（三）　　　　　

室田（二）　　　　　

小谷（一）　　　　　

小谷（三）　　　　　
小谷（四）　　　　　

小谷（二）　　　　　

小和田（一）　　　　

小和田（三）　　　　

小和田（二）　　　　
松林（一）　　　　　

松林（三）　　　　　

松林（二）　　　　　

湘南台（一）　　　　

湘南台（五）　　　　

湘南台（三）　　　　

湘南台（四）　　　　

湘南台（七）　　　　
湘南台（二）　　　　

湘南台（六）　　　　

上土棚中（五）　　　
上土棚中（六）　　　

上土棚南（一）　　　

上土棚南（五）　　　

上土棚南（四）　　　

上土棚南（二）　　　

上土棚南（六）　　　

城南（五）　　　　　

城南（三）　　　　　

城南（四）　　　　　城南（二）　　　　　

西富（二）　　　　　

石川（一）　　　　　

石川（五）　　　　　

石川（三）　　　　　

石川（四）　　　　　
石川（二）　　　　　

石川（六）　　　　　

赤松町　　　　　　　

善行（一）　　　　　

善行（五）　　　　　

善行（三）　　　　　

善行（四）　　　　　

善行（七）　　　　　

善行（二）　　　　　

善行（六）　　　　　

善行坂（一）　　　　
善行坂（二）　　　　

善行団地　　　　　　

代官町　　　　　　　

大鋸　　　　　　　　

大鋸（一）　　　　　

大鋸（三）　　　　　

大曲（一）　　　　　

大曲（三）　　　　　

大曲（四）　　　　　

大曲（二）　　　　　

中瀬　　　　　　　　

朝日町　　　　　　　辻堂新町（一）　　　
辻堂新町（三）　　　

鶴が台　　　　　　　

天神町（三）　　　　

天神町（二）　　　　

東俣野町　　　　　　

藤が岡（一）　　　　

藤が岡（三）　　　　

藤沢　　　　　　　　

藤沢（一）　　　　　
藤沢（五）　　　　　

藤沢（三）　　　　　

白旗（一）　　　　　

白旗（三）　　　　　
白旗（四）　　　　　

白旗（二）　　　　　

菱沼（一）　　　　　
菱沼（三）　　　　　

菱沼（二）　　　　　

本鵠沼（一）　　　　

本宿町　　　　　　　
本村（五）　　　　　

本村（三）　　　　　本村（四）　　　　　

本藤沢（一）　　　　

本藤沢（五）　　　　

本藤沢（三）　　　　

本藤沢（四）　　　　

本藤沢（七）　　　　

本藤沢（二）　　　　

本藤沢（六）　　　　

俣野町　　　　　　　

門沢橋（一）　　　　

門沢橋（五）　　　　
門沢橋（三）　　　　

門沢橋（四）　　　　

門沢橋（二）　　　　

門沢橋（六）　　　　

弥勒寺（一）　　　　

落合南（五）　　　　
落合南（三）　　　　落合南（四）　　　　

立石（一）　　　　　

立石（三）　　　　　

立石（四）　　　　　

宿中分　　　　　　　
小町　　　　　　　　

聖台　　　　　　　　 天神添　　　　　　　

道庵橋　　　　　　　
目坂谷　　　　　　　 上土棚中（四）　　　上土棚中（二）　　　

上飯田町　　　　　　杉久保南（五）　　　 落合南（一）　　　　
落合南（九）　　　　落合南（七）　　　　

落合南（二）　　　　
落合南（六）　　　　

寒川町役場　　　　　

藤沢市役所　　　　　藤沢駅　　　　　　　

門沢橋駅　　　　　　

倉見駅　　　　　　　

宮山駅　　　　　　　

寒川駅　　　　　　　

香川駅　　　　　　　

北茅ヶ崎駅　　　　　

辻堂駅　　　　　　　

六会日大前駅　　　　

善行駅　　　　　　　

藤沢本町駅　　　　　

長後駅　　　　　　　

江ノ電藤沢駅　　　　

いずみ中央駅　　　　

湘南台駅　　　　　　

下飯田駅　　　　　　

ゆめが丘駅　　　　　

座間市　　　　　　　

大和市　　　　　　　

旭区　　　　　　　　

目黒　　　　　　　　

二ツ橋　　　　　　　
瀬谷町　　　　　　　

宮沢　　　　　　　　

上飯田　　　　　　　

長後　　　　　　　　

福田　　　　　　　　

下毛　　　　　　　　

上和田　　　　　　　

小田急江ノ島線　　　柳橋　　　　　　　　

大和　　　　　　　　

下鶴間　　　　　　　南林間　　　　　　　

上草柳　　　　　　　

小池　　　　　　　　

座間　　　　　　　　

相模線　　　　　　　

四ッ谷　　　　　　　

新戸　　　　　　　　

依知　　　　　　　　

今泉　　　　　　　　

相模鉄道本線　　　　

柏ヶ谷　　　　　　　

国分　　　　　　　　

海老名　　　　　　　

社家　　　　　　　　

吉岡　　　　　　　　

深谷　　　　　　　　綾瀬　　　　　　　　

早川　　　　　　　　

小園　　　　　　　　

寺尾　　　　　　　　

蓼川　　　　　　　　

相模鉄道専用線　　　

厚木（大山）街道　　

上川井ＩＣ　　　　　

相模川　　　　　　　

海老名ＪＣＴ　　　　

海老名ＩＣ　　　　　

圏央厚木ＩＣ　　　　

芦久保　　　　　　　

伊勢山　　　　　　　

井出野　　　　　　　

稲荷谷　　　　　　　

宇治山　　　　　　　

永池　　　　　　　　

乙一ノ区　　　　　　

乙九ノ区　　　　　　

乙九号　　　　　　　
乙五号　　　　　　　

乙四ノ区　　　　　　

乙四号　　　　　　　

乙七ノ区　　　　　　

乙七号　　　　　　　

乙八ノ区　　　　　　

乙八号　　　　　　　

乙六号　　　　　　　

下ノ原　　　　　　　

下新戸　　　　　　　

久田原　　　　　　　

宮久保　　　　　　　

業平　　　　　　　　

芹沢　　　　　　　　

御屋敷　　　　　　　

甲一ノ区　　　　　　甲五ノ区　　　　　　

甲三ノ区　　　　　　甲四ノ区　　　　　　

甲七ノ区　　　　　　

甲二ノ区　　　　　　

甲八ノ区　　　　　　

甲六ノ区　　　　　　

細谷戸団地　　　　　

桜山　　　　　　　　

三貫目　　　　　　　

山王塚　　　　　　　

山王添　　　　　　　

四ツ谷　　　　　　　

市兵衛谷　　　　　　

寺ノ上　　　　　　　

篠山　　　　　　　　

宿上分　　　　　　　

小池西原　　　　　　小池東原　　　　　　

上ノ松　　　　　　　

上ノ町　　　　　　　

上新戸　　　　　　　

上谷台　　　　　　　

上島合　　　　　　　

城ヶ岡　　　　　　　

新戸河原　　　　　　

新道向　　　　　　　

新道添　　　　　　　

森下　　　　　　　　

西山　　　　　　　　

千鳥　　　　　　　　

宣山　　　　　　　　

扇野　　　　　　　　

前畑　　　　　　　　祖師谷　　　　　　　

大塚戸　　　　　　　

滝ノ本　　　　　　　

谷戸頭　　　　　　　

竹ノ鼻　　　　　　　

中ノ原　　　　　　　

中屋敷　　　　　　　

長ヲサ　　　　　　　

天谷原　　　　　　　

島ヶ関　　　　　　　

島津　　　　　　　　

東ヶ里　　　　　　　

東根　　　　　　　　

東裏　　　　　　　　

入ヶ谷　　　　　　　

入村　　　　　　　　

梅ノ木下　　　　　　

武者寄　　　　　　　

文ヶ岡　　　　　　　

峰下　　　　　　　　

峰山　　　　　　　　

坊之窪　　　　　　　

北山　　　　　　　　

北山上　　　　　　　

要石　　　　　　　　

緑野　　　　　　　　

さがみ野（一）　　　
さがみ野（三）　　　

さがみ野（二）　　　

さつき町　　　　　　

ひばりが丘（一）　　ひばりが丘（五）　　

ひばりが丘（三）　　

ひばりが丘（四）　　

阿久和西（一）　　　

阿久和西（三）　　　

阿久和西（四）　　　

綾西（一）　　　　　

綾西（五）　　　　　

綾西（三）　　　　　
綾西（四）　　　　　

綾西（二）　　　　　

一ノ関　　　　　　　

下依知　　　　　　　

下今泉　　　　　　　

下今泉（一）　　　　

下今泉（五）　　　　

下今泉（三）　　　　
下今泉（四）　　　　

下今泉（二）　　　　

下瀬谷（一）　　　　下瀬谷（三）　　　　
下瀬谷（二）　　　　

下草柳　　　　　　　

下鶴間（一）　　　　
下鶴間（二）　　　　

下和田　　　　　　　

河原口　　　　　　　

吉岡東（一）　　　　

吉岡東（五）　　　　
吉岡東（三）　　　　

吉岡東（四）　　　　

吉岡東（二）　　　　

宮沢（一）　　　　　

宮沢（三）　　　　　

宮沢（四）　　　　　

宮沢（二）　　　　　

橋戸（一）　　　　　

橋戸（三）　　　　　橋戸（二）　　　　　

栗原中央（一）　　　

栗原中央（五）　　　栗原中央（三）　　　

栗原中央（四）　　　

栗原中央（二）　　　

栗原中央（六）　　　

国分寺台（一）　　　

国分寺台（五）　　　

国分寺台（三）　　　

国分寺台（四）　　　

国分寺台（二）　　　

国分南（一）　　　　

国分南（三）　　　　国分南（四）　　　　

国分南（二）　　　　

国分北（一）　　　　国分北（三）　　　　

国分北（四）　　　　

国分北（二）　　　　

今里　　　　　　　　

今里（一）　　　　　

今里（三）　　　　　
今里（二）　　　　　

座間（一）　　　　　

座間（二）　　　　　

桜森（一）　　　　　

桜森（三）　　　　　

桜森（二）　　　　　

寺尾釜田（一）　　　

寺尾釜田（二）　　　
寺尾西（一）　　　　

寺尾西（三）　　　　

寺尾台（一）　　　　

寺尾台（三）　　　　
寺尾台（二）　　　　

寺尾中（一）　　　　

寺尾中（三）　　　　

寺尾南（三）　　　　

寺尾南（二）　　　　

寺尾北（一）　　　　

寺尾北（三）　　　　

寺尾北（二）　　　　

寺尾本町（一）　　　寺尾本町（三）　　　

渋谷（一）　　　　　

渋谷（二）　　　　　

小園南（一）　　　　

小園南（二）　　　　

小松原（一）　　　　

小松原（二）　　　　

上郷（一）　　　　　

上郷（三）　　　　　

上郷（四）　　　　　

上郷（二）　　　　　

上今泉　　　　　　　

上今泉（一）　　　　

上今泉（五）　　　　

上今泉（三）　　　　
上今泉（四）　　　　

上今泉（二）　　　　

上今泉（六）　　　　

上瀬谷町　　　　　　

上草柳（一）　　　　

上草柳（九）　　　　
上草柳（五）　　　　

上草柳（三）　　　　

上草柳（四）　　　　

上草柳（七）　　　　

上草柳（二）　　　　

上草柳（八）　　　　

上草柳（六）　　　　

上土棚北（五）　　　
上土棚北（三）　　　

上土棚北（四）　　　

上土棚北（二）　　　

新田宿　　　　　　　

深見　　　　　　　　

深見西（一）　　　　

深見西（五）　　　　
深見西（三）　　　　深見西（四）　　　　

深見西（七）　　　　

深見西（二）　　　　

深見西（八）　　　　

深見西（六）　　　　

深見台（一）　　　　

深見台（三）　　　　

深見台（四）　　　　

深見台（二）　　　　

深見東（一）　　　　

深見東（三）　　　　

深谷上（五）　　　　
深谷上（三）　　　　

深谷上（四）　　　　

深谷上（七）　　　　

深谷上（八）　　　　
深谷上（六）　　　　

深谷中（九）　　　　

深谷中（五）　　　　

深谷中（三）　　　　

深谷中（四）　　　　

深谷中（七）　　　　

深谷中（八）　　　　

深谷中（六）　　　　

深谷南（一）　　　　

深谷南（五）　　　　深谷南（三）　　　　

深谷南（四）　　　　

深谷南（七）　　　　
深谷南（二）　　　　

深谷南（六）　　　　

杉久保南（一）　　　

杉久保南（三）　　　杉久保南（四）　　　

杉久保南（二）　　　

杉久保北（一）　　　

杉久保北（五）　　　

杉久保北（三）　　　

杉久保北（四）　　　
杉久保北（二）　　　

瀬谷（一）　　　　　瀬谷（五）　　　　　瀬谷（三）　　　　　瀬谷（四）　　　　　
瀬谷（二）　　　　　

瀬谷（六）　　　　　

西栗原（一）　　　　

西栗原（二）　　　　

西鶴間（一）　　　　

西鶴間（五）　　　　

西鶴間（三）　　　　

西鶴間（四）　　　　
西鶴間（七）　　　　

西鶴間（二）　　　　

西鶴間（八）　　　　

西鶴間（六）　　　　

早川城山（一）　　　
早川城山（五）　　　

早川城山（三）　　　

早川城山（四）　　　

早川城山（二）　　　

相沢（一）　　　　　

相沢（五）　　　　　

相沢（三）　　　　　相沢（四）　　　　　

相沢（七）　　　　　

相沢（二）　　　　　

相沢（六）　　　　　

相武台（三）　　　　

相武台（四）　　　　

草柳（一）　　　　　

草柳（三）　　　　　

草柳（二）　　　　　

代官（一）　　　　　

代官（三）　　　　　

代官（四）　　　　　

代官（二）　　　　　

大上（一）　　　　　

大上（九）　　　　　

大上（五）　　　　　大上（三）　　　　　

大上（四）　　　　　大上（七）　　　　　
大上（二）　　　　　

大上（八）　　　　　
大上（六）　　　　　

大谷　　　　　　　　大谷南（一）　　　　

大谷南（五）　　　　

大谷南（三）　　　　

大谷南（四）　　　　

大谷南（二）　　　　

大谷北（一）　　　　

大谷北（三）　　　　

大谷北（四）　　　　

大谷北（二）　　　　

大和東（一）　　　　

大和東（三）　　　　大和東（二）　　　　

大和南（一）　　　　

大和南（二）　　　　

竹村町　　　　　　　

中屋敷（一）　　　　
中屋敷（三）　　　　中屋敷（二）　　　　

中新田（一）　　　　

中新田（五）　　　　

中新田（三）　　　　

中新田（四）　　　　

中新田（二）　　　　

鶴間（一）　　　　　

鶴間（二）　　　　　

東原（一）　　　　　

東原（五）　　　　　東原（三）　　　　　東原（四）　　　　　

東原（二）　　　　　

東柏ヶ谷（一）　　　

東柏ヶ谷（五）　　　

東柏ヶ谷（三）　　　
東柏ヶ谷（四）　　　

東柏ヶ谷（二）　　　
東柏ヶ谷（六）　　　

南栗原（一）　　　　

南栗原（五）　　　　
南栗原（三）　　　　

南栗原（四）　　　　

南栗原（二）　　　　

南栗原（六）　　　　

南瀬谷（一）　　　　

南瀬谷（二）　　　　

南林間（一）　　　　

南林間（九）　　　　南林間（五）　　　　

南林間（三）　　　　

南林間（四）　　　　南林間（七）　　　　

南林間（二）　　　　
南林間（八）　　　　

南林間（六）　　　　

二ッ橋町　　　　　　

入谷（五）　　　　　

入谷（四）　　　　　

入谷（二）　　　　　

浜田町　　　　　　　

福田（一）　　　　　

福田（五）　　　　　福田（三）　　　　　

福田（四）　　　　　

福田（七）　　　　　
福田（二）　　　　　

福田（八）　　　　　

福田（六）　　　　　

望地（一）　　　　　

望地（二）　　　　　

北新　　　　　　　　

本郷（四）　　　　　

明王　　　　　　　　

目黒町　　　　　　　

柳橋（一）　　　　　

柳橋（五）　　　　　柳橋（三）　　　　　

柳橋（四）　　　　　

柳橋（二）　　　　　

落合南（八）　　　　

落合北（一）　　　　

落合北（五）　　　　

落合北（三）　　　　落合北（四）　　　　

落合北（七）　　　　落合北（二）　　　　
落合北（六）　　　　

立野台（三）　　　　

立野台（二）　　　　

緑ヶ丘（六）　　　　

林間（一）　　　　　

林間（二）　　　　　

和泉町　　　　　　　

蓼川（一）　　　　　

蓼川（三）　　　　　蓼川（二）　　　　　

中央林間西（二）　　
乙一号　　　　　　　

乙三号　　　　　　　

乙二号　　　　　　　五貫目町　　　　　　広野台（二）　　　　

相武台（二）　　　　 中央林間（二）　　　

中央林間西（一）　　中央林間西（三）　　

綾瀬スマートＩＣ　　

大和市役所　　　　　

海老名市役所　　　　

綾瀬市役所　　　　　

座間市役所　　　　　

さがみ野駅　　　　　
大和駅　　　　　　　

相武台下駅　　　　　

入谷駅　　　　　　　

社家駅　　　　　　　

厚木駅　　　　　　　

海老名駅　　　　　　

座間駅　　　　　　　

相武台前駅　　　　　

かしわ台駅　　　　　

相模大塚駅　　　　　 瀬谷駅　　　　　　　

南林間駅　　　　　　

鶴間駅　　　　　　　

桜ヶ丘駅　　　　　　

高座渋谷駅　　　　　

大和駅　　　　　　　

いずみ野駅　　　　　

平塚警察署

伊勢原警察署

厚木警察署

茅ヶ崎警察署

藤沢北警察署

大和警察署

座間警察署

海老名警察署

泉警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



愛川町　　　　　　　

津久井　　　　　　　
津久井町中野　　　　

津久井町太井　　　　

津久井町根小屋　　　

長竹　　　　　　　　

韮尾根　　　　　　　

横根　　　　　　　　

原下　　　　　　　　

樫原　　　　　　　　
半原　　　　　　　　

中細野　　　　　　　

中津川　　　　　　　田代　　　　　　　　

三増　　　　　　　　

中之平　　　　　　　

原箕輪　　　　　　　

愛川　　　　　　　　

六倉　　　　　　　　

中津　　　　　　　　

半縄　　　　　　　　

用野　　　　　　　　

▲ 鳶尾山　　　　　　　

猿ヶ島　　　　　　　

上依知　　　　　　　

当麻　　　　　　　　

田名塩田　　　　　　

田名　　　　　　　　

上溝　　　　　　　　

星が丘　　　　　　　

中央　　　　　　　　

相模原　　　　　　　
下九沢　　　　　　　

上九沢　　　　　　　

大島　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

城山町葉山島　　　　

▲ 小倉山　　　　　　　

城山町小倉　　　　　

▲ 経ヶ岳　　　　　　　半原越　　　　　　　

相模原愛川ＩＣ　　　

相模原ＩＣ　　　　　

関　　　　　　　　　

稲生　　　　　　　　

隠川　　　　　　　　臼ヶ谷　　　　　　　

王子　　　　　　　　

下河原　　　　　　　

下原　　　　　　　　

下宿　　　　　　　　

下新久　　　　　　　

下倉　　　　　　　　

下谷　　　　　　　　

下之街道　　　　　　

下平　　　　　　　　

下箕輪　　　　　　　

海底　　　　　　　　

葛輪　　　　　　　　

関口　　　　　　　　

丸崎　　　　　　　　

久保　　　　　　　　

久保ヶ谷戸　　　　　

金丸　　　　　　　　

沓掛　　　　　　　　 熊坂　　　　　　　　

古清水　　　　　　　

根本　　　　　　　　

作ノ口　　　　　　　

桟敷戸　　　　　　　

残草　　　　　　　　

市場　　　　　　　　

市之田　　　　　　　

志田　　　　　　　　

上河内　　　　　　　

上熊坂　　　　　　　

上細野　　　　　　　

上三増　　　　　　　

上宿　　　　　　　　

上新久　　　　　　　

上大島　　　　　　　

上田代　　　　　　　

上峰　　　　　　　　

常盤　　　　　　　　

新開　　　　　　　　

森戸　　　　　　　　

深沢　　　　　　　　

深沢尻　　　　　　　

真名倉　　　　　　　

諏訪面　　　　　　　

石ヶ沢　　　　　　　

石橋　　　　　　　　

相生　　　　　　　　

霜田　　　　　　　　

大保戸　　　　　　　大和　　　　　　　　

谷原　　　　　　　　

中ノ郷　　　　　　　

中沢原　　　　　　　

田尻　　　　　　　　

土沢　　　　　　　　

藤木　　　　　　　　
堂ノ尾　　　　　　　

二井　　　　　　　　

日々良野　　　　　　

梅沢　　　　　　　　

半在家　　　　　　　

番田　　　　　　　　

幣山　　　　　　　　

平井　　　　　　　　

峰　　　　　　　　　

望地　　　　　　　　

北尾附　　　　　　　

堀之内　　　　　　　

明音寺　　　　　　　

明日原　　　　　　　

陽原　　　　　　　　

六地蔵　　　　　　　

和平　　　　　　　　

まつかげ台　　　　　

横山（五）　　　　　
横山（三）　　　　　

横山（四）　　　　　
横山（二）　　　　　

横山台（一）　　　　

横山台（二）　　　　

下九沢団地　　　　　

角田　　　　　　　　

春日台　　　　　　　

小町通（一）　　　　
小町通（二）　　　　

上溝（一）　　　　　

上溝（五）　　　　　
上溝（三）　　　　　
上溝（四）　　　　　

上溝（七）　　　　　

上溝（二）　　　　　

上溝（六）　　　　　

水郷田名（一）　　　
水郷田名（三）　　　

水郷田名（四）　　　

水郷田名（二）　　　

星が丘（一）　　　　

星が丘（三）　　　　星が丘（四）　　　　

清新（五）　　　　　

清新（三）　　　　　

清新（四）　　　　　

清新（七）　　　　　

清新（二）　　　　　

清新（八）　　　　　

清新（六）　　　　　

相模原（一）　　　　

相模原（三）　　　　

相模原（二）　　　　

相模原（八）　　　　

田名塩田（一）　　　

田名塩田（三）　　　

田名塩田（四）　　　

田名塩田（二）　　　

南橋本（一）　　　　

南橋本（三）　　　　

南橋本（四）　　　　

八菅山　　　　　　　

陽光台（一）　　　　

陽光台（三）　　　　

陽光台（二）　　　　

宮原　　　　　　　　原　　　　　　　　　
小網　　　　　　　　 上ノ原　　　　　　　北根小屋　　　　　　 橋本台（一）　　　　

橋本台（四）　　　　
向陽町　　　　　　　大島団地　　　　　　

南橋本（二）　　　　

愛川町役場　　　　　

南橋本駅　　　　　　

上溝駅　　　　　　　

番田駅　　　　　　　

相模原駅　　　　　　

相模原市　　　　　　

八王子市　　　　　　

元八王子　　　　　　

横川町　　　　　　　

八王子　　　　　　　

浅川　　　　　　　　

北野町　　　　　　　

打越町　　　　　　　

中山　　　　　　　　

鑓水　　　　　　　　

片倉町　　　　　　　

寺田町　　　　　　　大船町　　　　　　　

京王電鉄高尾線　　　

長房町　　　　　　　

椚田町　　　　　　　

館町　　　　　　　　

狭間町　　　　　　　

浅川　　　　　　　　

裏高尾　　　　　　　

高尾町　　　　　　　

大戸　　　　　　　　
鍛冶谷　　　　　　　

相原町　　　　　　　

境　　　　　　　　　

小山町　　　　　　　
橋本　　　　　　　　

二本松　　　　　　　

城山町町屋　　　　　

城山　　　　　　　　
久保沢　　　　　　　

城山町川尻　　　　　

津久井町三井　　　　

津久井湖　　　　　　

南浅川町　　　　　　

高尾登山電鉄　　　　

八王子バイパス　　　

相原ＩＣ　　　　　　

鑓水ＩＣ　　　　　　

片倉ＩＣ　　　　　　

打越ＩＣ　　　　　　

八王子ＪＣＴ　　　　

高尾山ＩＣ　　　　　

緑区　　　　　　　　

奈良井　　　　　　　

裏高尾町　　　　　　

グリーンヒル寺田　　

旭ヶ丘団地　　　　　

雨降　　　　　　　　

横山　　　　　　　　

霞ヶ丘団地　　　　　

開都　　　　　　　　

館ヶ丘団地　　　　　館町団地　　　　　　

義　　　　　　　　　

穴川　　　　　　　　

権現谷　　　　　　　

向原　　　　　　　　

孝　　　　　　　　　

作ヶあらく　　　　　

山野　　　　　　　　

蚕種石　　　　　　　

小松　　　　　　　　

小野　　　　　　　　

松風　　　　　　　　

信　　　　　　　　　

真米　　　　　　　　

川坂　　　　　　　　

大島界　　　　　　　

滝尻　　　　　　　　

智　　　　　　　　　

中ヶ谷戸　　　　　　

忠　　　　　　　　　

長沼都営住宅　　　　

都営長房団地　　　　

土ヶ谷戸　　　　　　

東急片倉台団地　　　

梅ノ木沢　　　　　　

尾太　　　　　　　　

武蔵ヶ岡　　　　　　

風間　　　　　　　　
陽田　　　　　　　　

龍籠　　　　　　　　

緑ヶ丘住宅　　　　　

すすきの町　　　　　

みなみ野（一）　　　

みなみ野（五）　　　みなみ野（三）　　　

みなみ野（四）　　　

みなみ野（二）　　　

みなみ野（六）　　　

めじろ台（一）　　　

めじろ台（三）　　　

めじろ台（四）　　　

めじろ台（二）　　　

旭が丘（五）　　　　
旭が丘（三）　　　　

旭が丘（四）　　　　

旭が丘（六）　　　　

宇津貫町　　　　　　

横山町　　　　　　　

久保沢（一）　　　　

久保沢（三）　　　　

久保沢（二）　　　　

宮下（一）　　　　　

宮下（三）　　　　　
宮下（二）　　　　　

宮下本町（三）　　　

宮下本町（二）　　　

橋本（一）　　　　　

橋本（五）　　　　　

橋本（三）　　　　　

橋本（四）　　　　　

橋本（七）　　　　　

橋本（二）　　　　　

橋本（八）　　　　　

橋本（六）　　　　　

橋本台（三）　　　　

橋本台（二）　　　　

絹ヶ丘（一）　　　　

絹ヶ丘（三）　　　　

絹ヶ丘（二）　　　　

元横山町（一）　　　元横山町（三）　　　

元横山町（二）　　　

元橋本町　　　　　　

元八王子町（三）　　

元八王子町（二）　　
元本郷町（一）　　　

元本郷町（三）　　　元本郷町（四）　　　元本郷町（二）　　　

原宿（一）　　　　　
原宿（四）　　　　　

原宿南（一）　　　　

原宿南（三）　　　　

原宿南（二）　　　　

広田　　　　　　　　

高倉町　　　　　　　

三崎町　　　　　　　

山田町　　　　　　　

散田町（一）　　　　

散田町（五）　　　　

散田町（三）　　　　

散田町（四）　　　　
散田町（二）　　　　

子安町（一）　　　　

子安町（三）　　　　

子安町（四）　　　　

子安町（二）　　　　

寺町　　　　　　　　

七国（一）　　　　　
七国（五）　　　　　

七国（三）　　　　　

七国（四）　　　　　

七国（二）　　　　　

七国（六）　　　　　

若葉台（五）　　　　

若葉台（七）　　　　若葉台（六）　　　　

初沢町　　　　　　　

小山ヶ丘（五）　　　

小山ヶ丘（四）　　　

小山ヶ丘（六）　　　

小比企町　　　　　　

小門町　　　　　　　

上野町　　　　　　　

上柚木（三）　　　　

上柚木（二）　　　　

城山（一）　　　　　

城山（三）　　　　　

城山（四）　　　　　

城山（二）　　　　　

城山手（一）　　　　城山手（二）　　　　

西橋本（一）　　　　

西橋本（五）　　　　

西橋本（三）　　　　
西橋本（四）　　　　西橋本（二）　　　　

西浅川町　　　　　　

西平山（五）　　　　

西平山（三）　　　　西平山（四）　　　　

西平山（二）　　　　

西片倉（一）　　　　西片倉（三）　　　　
西片倉（二）　　　　

千人町（一）　　　　
千人町（三）　　　　

千人町（四）　　　　

千人町（二）　　　　

相原（一）　　　　　

相原（五）　　　　　

相原（三）　　　　　

相原（四）　　　　　

相原（二）　　　　　

相原（六）　　　　　

台町（一）　　　　　

台町（三）　　　　　

台町（四）　　　　　

台町（二）　　　　　

大横町　　　　　　　 大和田町（一）　　　大和田町（五）　　　

大和田町（三）　　　

大和田町（二）　　　大和田町（六）　　　

谷ヶ原（一）　　　　

谷ヶ原（二）　　　　

町屋（一）　　　　　

町屋（三）　　　　　

町屋（四）　　　　　

町屋（二）　　　　　

追分町　　　　　　　

天神町　　　　　　　

田町　　　　　　　　

東橋本（一）　　　　

東橋本（三）　　　　

東橋本（四）　　　　

東橋本（二）　　　　

東浅川町　　　　　　

南新町　　　　　　　

南大沢（五）　　　　

二本松（一）　　　　

二本松（三）　　　　二本松（四）　　　　

二本松（二）　　　　

廿里町　　　　　　　

日吉町　　　　　　　 八日町　　　　　　　八幡町　　　　　　　八木町　　　　　　　

兵衛（一）　　　　　

兵衛（二）　　　　　

平岡町　　　　　　　

北野台（一）　　　　北野台（五）　　　　

北野台（三）　　　　

北野台（四）　　　　
北野台（二）　　　　

万町　　　　　　　　

明神町（一）　　　　

明神町（三）　　　　

明神町（四）　　　　

明神町（二）　　　　

鑓水（二）　　　　　

松子舞団地　　　　　 暁町（一）　　　　　

元八王子町（一）　　

川町　　　　　　　　

大和田町（四）　　　
大和田町（七）　　　

中野上町（一）　　　

中野上町（四）　　　
富士見町　　　　　　

八王子市役所　　　　

八王子駅　　　　　　

高尾駅　　　　　　　

西八王子駅　　　　　

北八王子駅　　　　　

片倉駅　　　　　　　

相原駅　　　　　　　

高尾山口駅　　　　　

狭間駅　　　　　　　

めじろ台駅　　　　　山田駅　　　　　　　京王片倉駅　　　　　

京王八王子駅　　　　

北野駅　　　　　　　
長沼駅　　　　　　　

清滝駅　　　　　　　高尾山駅　　　　　　

橋本駅　　　　　　　

多摩境駅　　　　　　

八王子みなみ野駅　　

町田市　　　　　　　

川崎市飛地　　　　　

麻生区　　　　　　　

相模原　　　　　　　矢部　　　　　　　　
淵野辺　　　　　　　

由野台　　　　　　　

古淵　　　　　　　　

大沼　　　　　　　　
鵜野森　　　　　　　

古山　　　　　　　　

下溝　　　　　　　　

麻溝台　　　　　　　

相模大野　　　　　　上鶴間本町　　　　　

東林間　　　　　　　

相模台　　　　　　　

磯部　　　　　　　　

相武台　　　　　　　

中央林間　　　　　　

鶴間　　　　　　　　

南つくし野　　　　　

金森　　　　　　　　

小田急小田原線　　　
町田　　　　　　　　

森野　　　　　　　　

横浜線　　　　　　　

木曽　　　　　　　　

根岸　　　　　　　　

本町田　　　　　　　

玉川学園　　　　　　

金井　　　　　　　　

三輪　　　　　　　　

岡上　　　　　　　　

奈良　　　　　　　　

東急こどもの国線　　

恩田　　　　　　　　

長津田　　　　　　　

横浜町田ＩＣ　　　　

南区　　　　　　　　
原当麻　　　　　　　

相模原（四）　　　　

虹吹　　　　　　　　

星が丘（二）　　　　
千代田（五）　　　　

千代田（六）　　　　

相模原（五）　　　　
相模原（六）　　　　

陽光台（五）　　　　

陽光台（四）　　　　

磯部山谷　　　　　　

下磯部　　　　　　　

下三輪　　　　　　　

下中丸　　　　　　　

下庭　　　　　　　　

境川住宅　　　　　　

栗ヶ谷戸　　　　　　

三ッ又　　　　　　　

山崎第二団地　　　　

住吉　　　　　　　　

勝坂　　　　　　　　

松原　　　　　　　　

上磯部　　　　　　　

上中丸　　　　　　　

上庭　　　　　　　　 西田　　　　　　　　

大下　　　　　　　　

谷戸　　　　　　　　

町田山崎団地　　　　

町田木曽住宅　　　　

藤の台団地　　　　　

畑ヶ中　　　　　　　

八景　　　　　　　　

木曽住宅　　　　　　

薬師ヶ丘団地　　　　

あかね台（一）　　　あかね台（二）　　　

すみよし台　　　　　

つきみ野（一）　　　

つきみ野（五）　　　
つきみ野（三）　　　

つきみ野（四）　　　

つきみ野（七）　　　

つきみ野（二）　　　

つきみ野（八）　　　
つきみ野（六）　　　

つくし野（一）　　　

つくし野（三）　　　

つくし野（四）　　　

つくし野（二）　　　

鵜野森（一）　　　　

鵜野森（三）　　　　

鵜野森（二）　　　　

岡上　　　　　　　　

恩田町　　　　　　　

学園奈良団地　　　　
共和（一）　　　　　

共和（三）　　　　　

共和（四）　　　　　

共和（二）　　　　　

玉川学園（一）　　　

玉川学園（五）　　　

玉川学園（三）　　　

玉川学園（四）　　　
玉川学園（七）　　　

玉川学園（二）　　　

玉川学園（八）　　　

玉川学園（六）　　　
玉川学園台団地　　　

金井（一）　　　　　

金井（五）　　　　　

金井（三）　　　　　金井（四）　　　　　

金井（七）　　　　　
金井（二）　　　　　

金井（八）　　　　　
金井（六）　　　　　

金井町　　　　　　　

金森（一）　　　　　

原町田（一）　　　　

原町田（五）　　　　

原町田（三）　　　　

原町田（四）　　　　

原町田（二）　　　　

原町田（六）　　　　

古淵（一）　　　　　

古淵（五）　　　　　

古淵（三）　　　　　
古淵（四）　　　　　古淵（二）　　　　　

古淵（六）　　　　　

御園（一）　　　　　

御園（五）　　　　　

御園（三）　　　　　

御園（四）　　　　　

御園（二）　　　　　

光が丘（一）　　　　

光が丘（三）　　　　

光が丘（二）　　　　

広野台（一）　　　　

高ヶ坂　　　　　　　

高根（一）　　　　　
高根（三）　　　　　

高根（二）　　　　　

根岸（一）　　　　　

根岸町　　　　　　　 三輪町　　　　　　　

三輪緑山（一）　　　

三輪緑山（三）　　　
三輪緑山（四）　　　

三輪緑山（二）　　　

山崎（一）　　　　　

山崎町　　　　　　　

鹿沼台（一）　　　　

鹿沼台（二）　　　　

若松（一）　　　　　

若松（五）　　　　　

若松（三）　　　　　
若松（四）　　　　　

若松（二）　　　　　

若松（六）　　　　　

小川（一）　　　　　

小川（三）　　　　　

小川（四）　　　　　

小川（二）　　　　　

松が丘（二）　　　　

松が枝町　　　　　　

上鶴間（一）　　　　

上鶴間（五）　　　　
上鶴間（三）　　　　上鶴間（四）　　　　

上鶴間（七）　　　　

上鶴間（二）　　　　
上鶴間（六）　　　　

上鶴間本町（一）　　

上鶴間本町（九）　　

上鶴間本町（五）　　

上鶴間本町（三）　　

上鶴間本町（四）　　

上鶴間本町（七）　　

上鶴間本町（二）　　

上鶴間本町（八）　　

上鶴間本町（六）　　

上矢部（三）　　　　
上矢部（四）　　　　

新磯野　　　　　　　

新磯野（一）　　　　

新磯野（五）　　　　

新磯野（三）　　　　

新磯野（四）　　　　

新磯野（二）　　　　

森野（一）　　　　　

森野（五）　　　　　

森野（三）　　　　　

森野（四）　　　　　

森野（二）　　　　　

森野（六）　　　　　

成瀬（一）　　　　　成瀬（三）　　　　　
成瀬（二）　　　　　

成瀬が丘（一）　　　

成瀬が丘（三）　　　
成瀬が丘（二）　　　

成瀬台（一）　　　　

成瀬台（三）　　　　

成瀬台（四）　　　　

成瀬台（二）　　　　

西大沼（一）　　　　

西大沼（五）　　　　

西大沼（三）　　　　

西大沼（四）　　　　

西大沼（二）　　　　

青葉（一）　　　　　

青葉（三）　　　　　

青葉（二）　　　　　

千代田（四）　　　　

千代田（七）　　　　

双葉（一）　　　　　

双葉（二）　　　　　

相生（一）　　　　　

相生（三）　　　　　

相生（四）　　　　　相生（二）　　　　　

相南（一）　　　　　

相南（三）　　　　　
相南（四）　　　　　

相南（二）　　　　　

相武台（一）　　　　

相武台団地（一）　　

相武台団地（二）　　相模が丘（一）　　　

相模が丘（五）　　　

相模が丘（三）　　　

相模が丘（四）　　　

相模が丘（二）　　　相模が丘（六）　　　

相模台（一）　　　　

相模台（五）　　　　

相模台（三）　　　　

相模台（四）　　　　

相模台（七）　　　　

相模台（二）　　　　

相模台（六）　　　　
相模台団地　　　　　

相模大野（一）　　　

相模大野（九）　　　

相模大野（五）　　　

相模大野（四）　　　

相模大野（七）　　　

相模大野（二）　　　

相模大野（六）　　　

大野台（一）　　　　

大野台（五）　　　　

大野台（三）　　　　

大野台（四）　　　　

大野台（七）　　　　

大野台（二）　　　　

大野台（八）　　　　

大野台（六）　　　　

中央林間（一）　　　

中央林間（五）　　　

中央林間（三）　　　
中央林間（四）　　　

中央林間（六）　　　

中町（三）　　　　　

中町（四）　　　　　

忠生（一）　　　　　

忠生（三）　　　　　

忠生（四）　　　　　

忠生（二）　　　　　

長津田（五）　　　　

長津田（三）　　　　

長津田（四）　　　　

長津田（七）　　　　

長津田（二）　　　　

長津田みなみ台（四）

長津田みなみ台（二）

長津田町　　　　　　

鶴間（三）　　　　　

東玉川学園（一）　　
東玉川学園（四）　　

東玉川学園（二）　　

東大沼（一）　　　　

東大沼（三）　　　　

東大沼（四）　　　　

東大沼（二）　　　　

東淵野辺（一）　　　

東淵野辺（五）　　　東淵野辺（三）　　　

東淵野辺（四）　　　

東淵野辺（二）　　　

東林間（一）　　　　

東林間（三）　　　　
東林間（四）　　　　

東林間（七）　　　　

東林間（二）　　　　

東林間（八）　　　　

東林間（六）　　　　

奈良（一）　　　　　

奈良（五）　　　　　

奈良（三）　　　　　

奈良（四）　　　　　

奈良（二）　　　　　

奈良町　　　　　　　

奈良北団地　　　　　

南つくし野（一）　　

南つくし野（四）　　

南つくし野（二）　　

南成瀬（一）　　　　

南成瀬（五）　　　　

南成瀬（三）　　　　

南成瀬（四）　　　　

南成瀬（七）　　　　

南成瀬（二）　　　　

南成瀬（八）　　　　

南成瀬（六）　　　　

南台（一）　　　　　

南台（五）　　　　　

南台（四）　　　　　

南台（六）　　　　　

南大谷　　　　　　　

淵野辺（一）　　　　

淵野辺（五）　　　　

淵野辺（三）　　　　
淵野辺（四）　　　　

淵野辺（二）　　　　
淵野辺本町（一）　　

淵野辺本町（五）　　淵野辺本町（三）　　
淵野辺本町（四）　　

淵野辺本町（二）　　

文京（一）　　　　　

文京（二）　　　　　

並木（三）　　　　　並木（二）　　　　　

豊町　　　　　　　　

北里（一）　　　　　

北里（二）　　　　　

麻溝台（一）　　　　

麻溝台（五）　　　　

麻溝台（三）　　　　

麻溝台（四）　　　　

麻溝台（七）　　　　

麻溝台（二）　　　　

麻溝台（八）　　　　

麻溝台（六）　　　　

木曽西（一）　　　　

木曽西（五）　　　　

木曽西（三）　　　　

木曽西（四）　　　　

木曽西（二）　　　　

木曽東（一）　　　　

木曽東（三）　　　　
木曽東（四）　　　　

弥栄（一）　　　　　

弥栄（三）　　　　　

弥栄（二）　　　　　

矢部（一）　　　　　

矢部（三）　　　　　
矢部（四）　　　　　

矢部（二）　　　　　

矢部新町　　　　　　

薬師台（三）　　　　

薬師台（二）　　　　

由野台（一）　　　　

由野台（三）　　　　

由野台（二）　　　　

陽光台（七）　　　　

陽光台（六）　　　　
緑が丘（一）　　　　

緑山　　　　　　　　

中央林間西（四）　　中央林間西（五）　　中央林間西（六）　　

中央林間西（七）　　

関ノ上　　　　　　　

関山　　　　　　　　丸山　　　　　　　　

川島　　　　　　　　
袋　　　　　　　　　 第一住宅　　　　　　

暖沢前　　　　　　　並木　　　　　　　　
上麻生（六）　　　　

上矢部（五）　　　　
上矢部（二）　　　　

常盤町　　　　　　　 大蔵町　　　　　　　

相模原市役所　　　　

町田市役所　　　　　

矢部駅　　　　　　　

淵野辺駅　　　　　　

町田駅　　　　　　　

成瀬駅　　　　　　　

長津田駅　　　　　　

原当麻駅　　　　　　

下溝駅　　　　　　　

小田急相模原駅　　　

相模大野駅　　　　　

玉川学園前駅　　　　

鶴川駅　　　　　　　

中央林間駅　　　　　

東林間駅　　　　　　

つきみ野駅　　　　　
グランベリーパーク駅

すずかけ台駅　　　　

つくし野駅　　　　　

こどもの国駅　　　　

古淵駅　　　　　　　

恩田駅　　　　　　　

多摩市　　　　　　　

稲城市　　　　　　　

豊田　　　　　　　　

平山　　　　　　　　

動物園線　　　　　　

高幡　　　　　　　　

三沢　　　　　　　　

落川　　　　　　　　

南町　　　　　　　　

府中　　　　　　　　

武蔵野貨物線　　　　大丸　　　　　　　　

松台　　　　　　　　

坂浜　　　　　　　　

平尾　　　　　　　　

多摩　　　　　　　　

和田　　　　　　　　

貝取　　　　　　　　
多摩ニュータウン　　

落合　　　　　　　　

唐木田　　　　　　　

松が谷　　　　　　　
越野　　　　　　　　

下柚木　　　　　　　

上柚木　　　　　　　

南大沢　　　　　　　

別所　　　　　　　　

境川　　　　　　　　

上小山田　　　　　　
下小山田　　　　　　

図師　　　　　　　　

小野路　　　　　　　

野津田　　　　　　　

大蔵　　　　　　　　

真光寺　　　　　　　

広袴　　　　　　　　

能ヶ谷　　　　　　　

五力田　　　　　　　

黒川　　　　　　　　

小田急多摩線　　　　

京王電鉄相模原線　　

中央本線　　　　　　

多摩都市モノレール　

旭が丘（一）　　　　

旭が丘（二）　　　　

宮下本町（一）　　　

小山ヶ丘（三）　　　

西平山（一）　　　　

長沼町　　　　　　　

東平山（三）　　　　

南陽台（一）　　　　

綾部　　　　　　　　

於部屋　　　　　　　

押越　　　　　　　　

下根　　　　　　　　

下堤　　　　　　　　

河原方　　　　　　　

宮ノ台　　　　　　　

狐久保　　　　　　　

高幡台団地　　　　　

砂場　　　　　　　　

桜ヶ谷　　　　　　　

小ヶ谷　　　　　　　

小田良　　　　　　　

新屋敷　　　　　　　

石久保　　　　　　　

善治ヶ谷　　　　　　

大久保　　　　　　　

大沢　　　　　　　　

竪台　　　　　　　　

中村　　　　　　　　

中程　　　　　　　　

鶴巻　　　　　　　　

天神台　　　　　　　

田中谷戸　　　　　　

堂谷　　　　　　　　

入方　　　　　　　　

半沢　　　　　　　　

百草団地　　　　　　

本村　　　　　　　　

万松寺谷　　　　　　
竜沢　　　　　　　　

六万台　　　　　　　

はるひ野（一）　　　

はるひ野（五）　　　

はるひ野（三）　　　
はるひ野（四）　　　

はるひ野（二）　　　

愛宕（一）　　　　　

愛宕（四）　　　　　

一ノ宮（一）　　　　

一ノ宮（三）　　　　一ノ宮（四）　　　　

一ノ宮（二）　　　　

永山（一）　　　　　

永山（五）　　　　　

永山（三）　　　　　

永山（四）　　　　　

永山（七）　　　　　

永山（二）　　　　　

永山（六）　　　　　

下小山田町　　　　　

下柚木（三）　　　　

下柚木（二）　　　　

貝取（一）　　　　　

貝取（五）　　　　　

貝取（三）　　　　　
貝取（四）　　　　　

貝取（二）　　　　　

関戸（一）　　　　　

関戸（五）　　　　　

関戸（三）　　　　　
関戸（四）　　　　　

関戸（二）　　　　　

関戸（六）　　　　　

栗平（一）　　　　　

栗平（二）　　　　　

栗木　　　　　　　　

栗木（一）　　　　　
栗木（二）　　　　　

栗木台（一）　　　　

栗木台（五）　　　　栗木台（三）　　　　

栗木台（四）　　　　

栗木台（二）　　　　

古沢　　　　　　　　

五力田（一）　　　　

五力田（三）　　　　
五力田（二）　　　　

乞田　　　　　　　　

向陽台（一）　　　　
向陽台（五）　　　　

向陽台（三）　　　　

向陽台（四）　　　　
向陽台（二）　　　　

向陽台（六）　　　　

広袴（一）　　　　　

広袴（三）　　　　　広袴（四）　　　　　広袴（二）　　　　　

広袴町　　　　　　　

桜ケ丘（一）　　　　

桜ケ丘（三）　　　　

桜ケ丘（四）　　　　

桜ケ丘（二）　　　　

三沢（一）　　　　　

三沢（三）　　　　　
三沢（四）　　　　　

三沢（二）　　　　　

山王下（一）　　　　

山王下（二）　　　　

四谷（一）　　　　　

四谷（二）　　　　　

鹿島　　　　　　　　

若葉台（一）　　　　

若葉台（三）　　　　

若葉台（四）　　　　

若葉台（二）　　　　

住吉町（一）　　　　

住吉町（五）　　　　

住吉町（三）　　　　

住吉町（四）　　　　

住吉町（二）　　　　

小山ヶ丘（一）　　　

小山ヶ丘（二）　　　

小山田桜台（一）　　
小山田桜台（二）　　

小野路町　　　　　　

松木　　　　　　　　

上小山田町　　　　　

上矢部（一）　　　　

新井　　　　　　　　

真光寺（一）　　　　

真光寺（三）　　　　

真光寺（二）　　　　

真光寺町　　　　　　

諏訪（五）　　　　　

諏訪（四）　　　　　

図師町　　　　　　　

是政（一）　　　　　

是政（五）　　　　　

是政（三）　　　　　是政（二）　　　　　

是政（六）　　　　　

聖ケ丘（一）　　　　

聖ケ丘（三）　　　　

聖ケ丘（四）　　　　

聖ケ丘（二）　　　　

多摩平（一）　　　　

多摩平（三）　　　　
多摩平（四）　　　　

多摩平（二）　　　　

大塚　　　　　　　　

大塚団地　　　　　　

中沢（一）　　　　　

長峰（一）　　　　　
長峰（三）　　　　　

長峰（二）　　　　　

鶴川（一）　　　　　

鶴川（五）　　　　　
鶴川（三）　　　　　

鶴川（四）　　　　　

鶴川（二）　　　　　

鶴川（六）　　　　　

鶴牧（一）　　　　　

鶴牧（五）　　　　　

鶴牧（三）　　　　　

鶴牧（四）　　　　　

鶴牧（二）　　　　　

鶴牧（六）　　　　　

程久保　　　　　　　

程久保（五）　　　　

程久保（三）　　　　

程久保（四）　　　　

程久保（七）　　　　程久保（二）　　　　

程久保（八）　　　　

程久保（六）　　　　

唐木田（一）　　　　

唐木田（三）　　　　

唐木田（二）　　　　

東寺方　　　　　　　

東寺方（一）　　　　

東中野　　　　　　　

東平山（一）　　　　

東平山（二）　　　　

東豊田（一）　　　　

東豊田（二）　　　　

南黒川　　　　　　　

南大沢（一）　　　　

南大沢（三）　　　　

南大沢（四）　　　　

南大沢（二）　　　　

南町（五）　　　　　
南町（六）　　　　　

南平（九）　　　　　

南平（五）　　　　　

南平（三）　　　　　

南平（二）　　　　　

南平（八）　　　　　

南平（六）　　　　　

南野（一）　　　　　

南野（三）　　　　　
南野（二）　　　　　

南陽台（三）　　　　

南陽台（二）　　　　

能ヶ谷町　　　　　　

馬引沢（一）　　　　

馬引沢（二）　　　　

白鳥（一）　　　　　

白鳥（三）　　　　　

白鳥（二）　　　　　

百草　　　　　　　　

百草園　　　　　　　

百村　　　　　　　　

分梅町（五）　　　　

分梅町（三）　　　　
分梅町（二）　　　　

平山（一）　　　　　

平山（五）　　　　　平山（三）　　　　　

平山（四）　　　　　

平山（二）　　　　　

平山（六）　　　　　

平尾（一）　　　　　

平尾（三）　　　　　
平尾（二）　　　　　

別所（二）　　　　　

片平（五）　　　　　

片平（三）　　　　　

片平（四）　　　　　

片平（七）　　　　　

片平（二）　　　　　

片平（八）　　　　　

片平（六）　　　　　

豊ケ丘（一）　　　　

豊ケ丘（五）　　　　

豊ケ丘（三）　　　　

豊ケ丘（四）　　　　

豊ケ丘（二）　　　　

豊ケ丘（六）　　　　

豊田（一）　　　　　
豊田（三）　　　　　

豊田（四）　　　　　

豊田（二）　　　　　

野津田町　　　　　　

矢崎町（一）　　　　

矢崎町（四）　　　　

矢崎町（二）　　　　

落合（一）　　　　　

落合（五）　　　　　

落合（三）　　　　　

落合（四）　　　　　

落合（二）　　　　　

落合（六）　　　　　

連光寺（一）　　　　

連光寺（五）　　　　

連光寺（三）　　　　

連光寺（四）　　　　

連光寺（二）　　　　

連光寺（六）　　　　

和田（三）　　　　　

宮西町（五）　　　　

宮町（三）　　　　　四谷（五）　　　　　四谷（四）　　　　　上田　　　　　　　　 清水が丘（二）　　　

石田（一）　　　　　石田（二）　　　　　川辺堀之内　　　　　多摩平（七）　　　　
東豊田（三）　　　　東豊田（四）　　　　

日新町（五）　　　　日新町（三）　　　　 八幡町（一）　　　　八幡町（二）　　　　

片町（三）　　　　　

片町（二）　　　　　万願寺（五）　　　　
万願寺（六）　　　　

府中市役所　　　　　

多摩市役所　　　　　

府中本町駅　　　　　

南多摩駅　　　　　　

豊田駅　　　　　　　

平山城址公園駅　　　

南平駅　　　　　　　

高幡不動駅　　　　　

百草園駅　　　　　　

聖蹟桜ヶ丘駅　　　　

中河原駅　　　　　　

分倍河原駅　　　　　府中競馬正門前駅　　東府中駅　　　　　　
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小網代湾　　　　　　

油壺　　　　　　　　

浜ノ原　　　　　　　

三崎　　　　　　　　

灘ヶ崎　　　　　　　

長津呂崎　　　　　　

城ヶ島　　　　　　　

三崎町城ヶ島　　　　

ぐみが作　　　　　　

屋志倉　　　　　　　

戸張　　　　　　　　

黒鯛込　　　　　　　

鷺野　　　　　　　　
城ノ内　　　　　　　西ノ台　　　　　　　

西山　　　　　　　　

白須　　　　　　　　

名向崎　　　　　　　

遊ヶ崎　　　　　　　

海外町　　　　　　　

三崎（一）　　　　　
三崎（五）　　　　　

三崎（二）　　　　　

三崎町城ヶ島　　　　

城山町　　　　　　　

天神町　　　　　　　
東岡町　　　　　　　

白石町　　　　　　　

尾上町　　　　　　　

谷ノ前　　　　　　　

三浦市役所　　　　　

三崎町小網代　　　　

南下浦町金田　　　　

岩浦　　　　　　　　
雨崎　　　　　　　　

柳作　　　　　　　　

南下浦町松輪　　　　
間口　　　　　　　　

剱崎　　　　　　　　

南下浦町毘沙門　　　岬陽町　　　　　　　

三崎町諸磯　　　　　

安房崎　　　　　　　

▲ 岩堂山　　　　　　　

新田　　　　　　　　

入道込　　　　　　　

諏訪町　　　　　　　

から池　　　　　　　

引橋　　　　　　　　

雨崎　　　　　　　　奥縄　　　　　　　　

丸込　　　　　　　　
丸山　　　　　　　　

丸畑　　　　　　　　

宮ノ脇　　　　　　　

郷戸　　　　　　　　

剣崎　　　　　　　　

江奈　　　　　　　　

高山　　　　　　　　
女堰　　　　　　　　

上原　　　　　　　　

水神　　　　　　　　

西谷戸　　　　　　　

仙神　　　　　　　　

大乗谷　　　　　　　

大々久保　　　　　　

大米　　　　　　　　大宝院　　　　　　　

地蔵ヶ作　　　　　　

池田　　　　　　　　

塚ノ越　　　　　　　

塚間　　　　　　　　

田鳥原　　　　　　　

田鳥川　　　　　　　

渡戸　　　　　　　　

東ノ台　　　　　　　

八ヶ久保　　　　　　

八浦　　　　　　　　

尾屋敷　　　　　　　

片谷　　　　　　　　

鋒　　　　　　　　　

房作　　　　　　　　

栄町　　　　　　　　

宮川町　　　　　　　

原町　　　　　　　　

向ヶ崎町　　　　　　

三崎町六合　　　　　

晴海町　　　　　　　

水谷戸　　　　　　　

大原　　　　　　　　

殿畑　　　　　　　　

当ヶ作　　　　　　　蛭田　　　　　　　　

三崎警察署
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三浦市　　　　　　　

峯山　　　　　　　　秋谷　　　　　　　　

芦名　　　　　　　　

天神島　　　　　　　

佐島　　　　　　　　

小田和湾　　　　　　

長井　　　　　　　　

荒崎　　　　　　　　

黒崎の鼻　　　　　　

初声町三戸　　　　　

観音鼻　　　　　　　

長者ヶ崎　　　　　　

海老田　　　　　　　

寒沢　　　　　　　　

溝山　　　　　　　　

仲里　　　　　　　　

唐ヶ原　　　　　　　

唐池　　　　　　　　

芦名（一）　　　　　

芦名（二）　　　　　

佐島（一）　　　　　

佐島（三）　　　　　

佐島（二）　　　　　

子安　　　　　　　　

秋谷（一）　　　　　

秋谷（三）　　　　　

秋谷（二）　　　　　

長井（五）　　　　　

長井（三）　　　　　

長井（四）　　　　　長井（二）　　　　　

長井（六）　　　　　

関渡　　　　　　　　
御代定　　　　　　　浜田　　　　　　　　

逗葉新道　　　　　　

湘南道路　　　　　　

若宮大路　　　　　　

横浜市　　　　　　　

横須賀市　　　　　　

葉山町　　　　　　　

金沢区　　　　　　　
西鎌倉　　　　　　　

手広　　　　　　　　

寺分　　　　　　　　

笛田　　　　　　　　

七里ヶ浜　　　　　　

稲村ヶ崎　　　　　　

長谷　　　　　　　　

山ノ内　　　　　　　

鎌倉　　　　　　　　

材木座　　　　　　　

▲ 衣張山　　　　　　　

十二所　　　　　　　

大道　　　　　　　　

六浦　　　　　　　　

小坪　　　　　　　　

池子　　　　　　　　

新宿　　　　　　　　逗子　　　　　　　　

桜山　　　　　　　　

沼間　　　　　　　　

五ッ合　　　　　　　

堀内　　　　　　　　

森戸　　　　　　　　
葉山　　　　　　　　

一色　　　　　　　　

下山口　　　　　　　

上山口　　　　　　　

長柄　　　　　　　　

逗子ＩＣ　　　　　　

朝比奈ＩＣ　　　　　

京浜急行電鉄本線　　

京浜急行逗子線　　　

二階堂　　　　　　　

浄明寺　　　　　　　

由比ヶ浜　　　　　　
七里ガ浜　　　　　　

下山川　　　　　　　

江ノ島電鉄　　　　　

▲ 鷹取山　　　　　　　

森久　　　　　　　　

腰越（一）　　　　　

西鎌倉（三）　　　　

西鎌倉（四）　　　　

イトーピア団地　　　

宇佐小路　　　　　　

荏柄　　　　　　　　

下小路　　　　　　　

会下　　　　　　　　

蟹田谷　　　　　　　

鎌倉逗子ハイランド　

茅木山　　　　　　　

間門　　　　　　　　

亀ヶ淵　　　　　　　

牛ヶ谷　　　　　　　

栗坪　　　　　　　　

戸根山　　　　　　　

御所　　　　　　　　

御所ノ内　　　　　　

紅葉ヶ谷　　　　　　

三ヶ岡　　　　　　　

三堂　　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

室ヶ谷　　　　　　　

松久保　　　　　　　

菖蒲沢　　　　　　　

上耕地　　　　　　　

新沢　　　　　　　　真名瀬　　　　　　　

杉本　　　　　　　　

正吟　　　　　　　　

西ヶ谷　　　　　　　

積善　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

前田　　　　　　　　

大山　　　　　　　　

大沢　　　　　　　　滝ノ上　　　　　　　

丹後ヶ谷　　　　　　

仲ノ坂　　　　　　　

殿入下　　　　　　　

唐木作　　　　　　　

東管領屋敷　　　　　

内割　　　　　　　　

南郷　　　　　　　　

二ッ橋　　　　　　　

白黒小路　　　　　　

白石　　　　　　　　

平　　　　　　　　　

平ノ越　　　　　　　

芳ヶ久保　　　　　　

明石　　　　　　　　

葉山　　　　　　　　

葉山桜山団地　　　　

理智光寺谷　　　　　
鑪ヶ谷　　　　　　　

稲村ガ崎（一）　　　

稲村ガ崎（五）　　　

稲村ガ崎（三）　　　

稲村ガ崎（二）　　　

梶原（一）　　　　　

梶原（五）　　　　　

梶原（三）　　　　　

梶原（四）　　　　　

梶原（二）　　　　　

鎌倉山（一）　　　　
鎌倉山（三）　　　　

鎌倉山（四）　　　　

鎌倉山（二）　　　　

久木（九）　　　　　

久木（五）　　　　　

久木（三）　　　　　久木（四）　　　　　

久木（七）　　　　　

久木（二）　　　　　

久木（八）　　　　　

極楽寺（一）　　　　

極楽寺（四）　　　　極楽寺（二）　　　　

御成町　　　　　　　

高舟台（二）　　　　

佐助（一）　　　　　

佐助（二）　　　　　

材木座（一）　　　　

材木座（五）　　　　

材木座（三）　　　　

材木座（四）　　　　
材木座（六）　　　　

桜山（九）　　　　　

桜山（五）　　　　　

桜山（三）　　　　　
桜山（四）　　　　　

桜山（七）　　　　　

桜山（二）　　　　　

桜山（八）　　　　　

桜山（六）　　　　　

笹目町　　　　　　　

山の根（一）　　　　
山の根（三）　　　　

山の根（二）　　　　

寺分（三）　　　　　

七里ガ浜（一）　　　
七里ガ浜（二）　　　

七里ガ浜東（五）　　七里ガ浜東（三）　　七里ガ浜東（四）　　

七里ガ浜東（二）　　

手広（一）　　　　　

手広（五）　　　　　

手広（三）　　　　　

手広（四）　　　　　

手広（二）　　　　　

手広（六）　　　　　

小町（三）　　　　　

小町（二）　　　　　

小坪（一）　　　　　

小坪（五）　　　　　

小坪（三）　　　　　

小坪（七）　　　　　

小坪（六）　　　　　

沼間（一）　　　　　

沼間（五）　　　　　
沼間（三）　　　　　

沼間（四）　　　　　沼間（二）　　　　　
沼間（六）　　　　　

湘南国際村（一）　　

湘南鷹取（一）　　　湘南鷹取（五）　　　

湘南鷹取（三）　　　

湘南鷹取（四）　　　

常盤　　　　　　　　

浄明寺（一）　　　　

浄明寺（五）　　　　

浄明寺（三）　　　　

浄明寺（四）　　　　

浄明寺（二）　　　　

浄明寺（六）　　　　

新宿（一）　　　　　

新宿（五）　　　　　
新宿（三）　　　　　

新宿（四）　　　　　

逗子（四）　　　　　

逗子（七）　　　　　
逗子（二）　　　　　

逗子（六）　　　　　

瀬戸　　　　　　　　

西鎌倉（一）　　　　

西鎌倉（二）　　　　

西御門（一）　　　　

雪ノ下（一）　　　　
雪ノ下（三）　　　　

雪ノ下（四）　　　　

扇ガ谷（四）　　　　

扇ガ谷（二）　　　　

船越町（四）　　　　

大町（一）　　　　　

大町（五）　　　　　

大町（三）　　　　　

大町（四）　　　　　

大町（七）　　　　　大町（二）　　　　　

大町（六）　　　　　

大道（一）　　　　　

大道（二）　　　　　

鷹取（一）　　　　　
鷹取（二）　　　　　

池子（一）　　　　　

池子（三）　　　　　

池子（四）　　　　　

池子（二）　　　　　

朝比奈町　　　　　　

長谷（一）　　　　　

長谷（五）　　　　　

長谷（三）　　　　　

長谷（四）　　　　　

長谷（二）　　　　　

津　　　　　　　　　

津西（一）　　　　　

笛田（一）　　　　　

笛田（五）　　　　　

笛田（三）　　　　　
笛田（四）　　　　　

笛田（二）　　　　　

笛田（六）　　　　　

東朝比奈（一）　　　

東朝比奈（三）　　　

東朝比奈（二）　　　

由比ガ浜（一）　　　

由比ガ浜（四）　　　

由比ガ浜（二）　　　

六浦（一）　　　　　

六浦（五）　　　　　

六浦（三）　　　　　

六浦（四）　　　　　

六浦（二）　　　　　

六浦東（三）　　　　

六浦東（二）　　　　
六浦南（一）　　　　

六浦南（五）　　　　

六浦南（三）　　　　

六浦南（四）　　　　

六浦南（二）　　　　

巨福山　　　　　　　
西瓜ヶ谷　　　　　　

西管領屋敷　　　　　
東瓜ヶ谷　　　　　　宮前　　　　　　　　

高舟台（一）　　　　
寺分（一）　　　　　

寺分（二）　　　　　 大川　　　　　　　　

鎌倉市役所　　　　　

逗子市役所　　　　　

鎌倉駅　　　　　　　

逗子駅　　　　　　　
東逗子駅　　　　　　

鎌倉高校前駅　　　　七里ヶ浜駅　　　　　
稲村ヶ崎駅　　　　　

極楽寺駅　　　　　　

長谷駅　　　　　　　
由比ヶ浜駅　　　　　

和田塚駅　　　　　　

西鎌倉駅　　　　　　

湘南深沢駅　　　　　

逗子・葉山駅　　　　

神武寺駅　　　　　　

六浦駅　　　　　　　

金沢八景駅　　　　　

葉山町役場　　　　　

▲ 大楠山　　　　　　　

長坂　　　　　　　　 太田和　　　　　　　

衣笠　　　　　　　　

衣笠ＩＣ　　　　　　

森崎　　　　　　　　

大矢部　　　　　　　
佐原　　　　　　　　

浦賀　　　　　　　　

浦賀水道　　　　　　

浦賀港　　　　　　　

鴨井　　　　　　　　

久村　　　　　　　　

久里浜　　　　　　　

千代ヶ崎　　　　　　

久里浜港　　　　　　

野比　　　　　　　　

▲ 富士山　　　　　　　

大町谷　　　　　　　

津久井　　　　　　　

▲ 武山　　　　　　　　

武　　　　　　　　　

林　　　　　　　　　

須軽谷　　　　　　　

上宮田　　　　　　　

入江　　　　　　　　

菊名　　　　　　　　

佐原ＩＣ　　　　　　

浦賀ＩＣ　　　　　　

三浦縦貫道路　　　　

一番地　　　　　　　

黒崎　　　　　　　　

森ノ後　　　　　　　

二番地　　　　　　　

長坂（四）　　　　　

長坂（二）　　　　　

一ノ坪　　　　　　　

稲荷小路　　　　　　

隠田　　　　　　　　

榎原　　　　　　　　

奥越　　　　　　　　

皆ヶ久保　　　　　　

外堀　　　　　　　　

岩井口　　　　　　　

岩神　　　　　　　　

元屋敷　　　　　　　

原下　　　　　　　　

黒ノ山　　　　　　　

今井原　　　　　　　

山ヶ谷戸　　　　　　

鹿穴台　　　　　　　

鹿島　　　　　　　　

小谷戸　　　　　　　

小長作　　　　　　　

松原　　　　　　　　

丈しが久保　　　　　
神台　　　　　　　　

神田　　　　　　　　

陣場　　　　　　　　

水深　　　　　　　　

清水　　　　　　　　

石作　　　　　　　　

赤羽根　　　　　　　

仙上　　　　　　　　

扇山　　　　　　　　

大井戸　　　　　　　

大込　　　　　　　　

大坪　　　　　　　　

谷戸　　　　　　　　

池代　　　　　　　　

竹ノ下　　　　　　　

仲田　　　　　　　　

仲尾　　　　　　　　

長作　　　　　　　　

天王谷　　　　　　　

内込　　　　　　　　
馬場　　　　　　　　

飯森　　　　　　　　

明ノ町　　　　　　　

木ノ間　　　　　　　

和田ノ里　　　　　　

グリーンハイツ　　　

ハイランド（一）　　

ハイランド（五）　　
ハイランド（三）　　

ハイランド（四）　　

ハイランド（二）　　

粟田（一）　　　　　

粟田（二）　　　　　

衣笠町　　　　　　　

浦賀（五）　　　　　浦賀（四）　　　　　

浦賀（七）　　　　　

浦賀（六）　　　　　

浦賀丘（一）　　　　
浦賀丘（三）　　　　

浦賀丘（二）　　　　

荻野　　　　　　　　

鴨居（一）　　　　　

鴨居（二）　　　　　

岩戸（一）　　　　　
岩戸（五）　　　　　

岩戸（三）　　　　　岩戸（二）　　　　　

吉井（一）　　　　　

吉井（三）　　　　　

吉井（二）　　　　　

久比里（一）　　　　久比里（二）　　　　
久里浜（一）　　　　

久里浜（九）　　　　

久里浜（五）　　　　

久里浜（七）　　　　

久里浜（二）　　　　

久里浜（八）　　　　

久里浜（六）　　　　

久里浜台（二）　　　

光の丘　　　　　　　

光風台　　　　　　　

佐原（一）　　　　　

佐原（五）　　　　　

佐原（三）　　　　　
佐原（四）　　　　　

佐原（二）　　　　　

山科台　　　　　　　 若宮台　　　　　　　

舟倉（一）　　　　　
舟倉（二）　　　　　

初声町下宮田　　　　

初声町高円坊　　　　

小矢部（三）　　　　
小矢部（四）　　　　

森崎（三）　　　　　

森崎（四）　　　　　森崎（二）　　　　　

神明町　　　　　　　

西浦賀（一）　　　　

西浦賀（五）　　　　

西浦賀（三）　　　　

西浦賀（四）　　　　

西浦賀（二）　　　　

西浦賀（六）　　　　

太田和（一）　　　　

太田和（五）　　　　

太田和（三）　　　　
太田和（四）　　　　

太田和（二）　　　　

大矢部（五）　　　　大矢部（三）　　　　

大矢部（四）　　　　

大矢部（二）　　　　

池田町（五）　　　　

池田町（三）　　　　

池田町（四）　　　　

長井（一）　　　　　

長坂（三）　　　　　
長瀬（一）　　　　　

長瀬（三）　　　　　

長瀬（二）　　　　　

長沢（一）　　　　　

長沢（五）　　　　　

長沢（三）　　　　　長沢（四）　　　　　

長沢（二）　　　　　

長沢（六）　　　　　

津久井（一）　　　　

津久井（五）　　　　

津久井（三）　　　　
津久井（四）　　　　

津久井（二）　　　　

東浦賀（一）　　　　

東浦賀（二）　　　　

内川（一）　　　　　

内川（二）　　　　　

南浦賀　　　　　　　

武（一）　　　　　　

武（五）　　　　　　

武（三）　　　　　　

武（四）　　　　　　

武（二）　　　　　　

野比（一）　　　　　

野比（五）　　　　　野比（三）　　　　　

野比（四）　　　　　

野比（二）　　　　　

林（一）　　　　　　

林（五）　　　　　　

林（三）　　　　　　林（四）　　　　　　

林（二）　　　　　　

浦賀（一）　　　　　

浦賀（三）　　　　　
吉井（四）　　　　　

公郷町（一）　　　　

根岸町（四）　　　　

根岸町（二）　　　　小矢部（一）　　　　森崎（一）　　　　　
池田町（二）　　　　池田町（六）　　　　

二葉（一）　　　　　

二葉（二）　　　　　
平作（三）　　　　　

林ＩＣ　　　　　　　

久里浜駅　　　　　　

北久里浜駅　　　　　

京急久里浜駅　　　　

ＹＲＰ野比駅　　　　

京急長沢駅　　　　　

津久井浜駅　　　　　

三浦海岸駅　　　　　

三崎口駅　　　　　　

浦賀駅　　　　　　　

横浜横須賀道路　　　

逗子市　　　　　　　

追浜　　　　　　　　

浦郷　　　　　　　　

船越　　　　　　　　

田浦　　　　　　　　

長浦湾　　　　　　　

長浦　　　　　　　　

吉倉　　　　　　　　

横須賀本港　　　　　

稲岡　　　　　　　　

横須賀　　　　　　　

横須賀港　　　　　　

猿島　　　　　　　　

坂本　　　　　　　　

横須賀線　　　　　　

衣笠栄町　　　　　　

三春　　　　　　　　
旗山崎　　　　　　　

走水　　　　　　　　

観音崎　　　　　　　

馬堀　　　　　　　　

京浜急行久里浜線　　阿部倉　　　　　　　 大津　　　　　　　　

根岸　　　　　　　　

公郷　　　　　　　　

上町　　　　　　　　

汐入　　　　　　　　

横須賀ＩＣ　　　　　

夏島　　　　　　　　

平潟　　　　　　　　

馬堀海岸ＩＣ　　　　

港が丘（一）　　　　

港が丘（二）　　　　

湘南鷹取（二）　　　

船越町（二）　　　　

柳町　　　　　　　　

六浦東（一）　　　　

アラク　　　　　　　

後山　　　　　　　　広尾　　　　　　　　

高祖坂　　　　　　　

入　　　　　　　　　

藪　　　　　　　　　

安浦町（一）　　　　

安針台　　　　　　　

衣笠栄町（一）　　　

逸見が丘　　　　　　

稲岡町　　　　　　　

浦賀（二）　　　　　

浦郷町（一）　　　　

浦郷町（五）　　　　

浦郷町（三）　　　　

浦郷町（四）　　　　

浦上台（三）　　　　

乙舳町　　　　　　　

夏島町　　　　　　　

鴨居（三）　　　　　
鴨居（四）　　　　　

吉倉町（一）　　　　

吉倉町（二）　　　　

金谷（二）　　　　　

公郷町（五）　　　　

公郷町（三）　　　　

根岸町（一）　　　　
根岸町（五）　　　　
根岸町（三）　　　　

佐野町（一）　　　　

佐野町（四）　　　　

坂本町（一）　　　　

坂本町（三）　　　　

坂本町（二）　　　　

坂本町（六）　　　　

桜が丘（一）　　　　

三春町（一）　　　　

三春町（五）　　　　

三春町（四）　　　　
三春町（二）　　　　

三春町（六）　　　　

山中町　　　　　　　

汐見台（二）　　　　

汐入町（一）　　　　

汐入町（五）　　　　

汐入町（三）　　　　汐入町（四）　　　　

若松町（一）　　　　

小原台　　　　　　　

小川町　　　　　　　

小矢部（二）　　　　

上町（一）　　　　　

上町（四）　　　　　

新港町　　　　　　　

深田台　　　　　　　

西逸見町（一）　　　

西逸見町（二）　　　

船越町（七）　　　　
船越町（六）　　　　

走水（一）　　　　　

走水（二）　　　　　

大滝町（一）　　　　

大津町（一）　　　　

大津町（五）　　　　
大津町（三）　　　　

大津町（四）　　　　

大津町（二）　　　　

池上（一）　　　　　

池上（五）　　　　　

池上（三）　　　　　池上（四）　　　　　

池上（七）　　　　　
池上（二）　　　　　

池上（六）　　　　　

池田町（一）　　　　

長浦町（一）　　　　

長浦町（五）　　　　

長浦町（三）　　　　
長浦町（四）　　　　

追浜町（一）　　　　

追浜町（二）　　　　

追浜東町（一）　　　

追浜東町（三）　　　

追浜本町（一）　　　

追浜本町（二）　　　

鶴が丘（二）　　　　

田浦港町　　　　　　

田浦泉町　　　　　　

田浦大作町　　　　　

田浦町（一）　　　　田浦町（四）　　　　田浦町（二）　　　　

田浦町（六）　　　　

田戸台　　　　　　　

東逸見町（一）　　　

東逸見町（三）　　　

東逸見町（四）　　　

東逸見町（二）　　　

日の出町（三）　　　

日の出町（二）　　　

馬堀海岸（一）　　　
馬堀海岸（三）　　　

馬堀海岸（四）　　　馬堀海岸（二）　　　
馬堀町（一）　　　　

馬堀町（三）　　　　

馬堀町（四）　　　　
馬堀町（二）　　　　

不入斗町（一）　　　

不入斗町（三）　　　

富士見町（一）　　　
富士見町（三）　　　

富士見町（二）　　　

平潟町　　　　　　　

平作（一）　　　　　
平作（五）　　　　　

平作（四）　　　　　
平作（二）　　　　　

平作（八）　　　　　

平作（六）　　　　　

平成町（一）　　　　平成町（三）　　　　

平和台　　　　　　　

米が浜通（一）　　　

本町（一）　　　　　

木古庭　　　　　　　

野島町　　　　　　　

泥亀（一）　　　　　

洲崎町　　　　　　　

町屋町　　　　　　　
八景島　　　　　　　

横須賀市役所　　　　

田浦駅　　　　　　　

横須賀駅　　　　　　

衣笠駅　　　　　　　

追浜駅　　　　　　　

京急田浦駅　　　　　

安針塚駅　　　　　　

逸見駅　　　　　　　汐入駅　　　　　　　
横須賀中央駅　　　　

県立大学駅　　　　　

堀ノ内駅　　　　　　

京急大津駅　　　　　
馬堀海岸駅　　　　　

新大津駅　　　　　　

野島公園駅　　　　　

逗子警察署

葉山警察署

鎌倉警察署

浦賀警察署

田浦警察署

金沢警察署

横須賀警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



鎌倉市　　　　　　　

戸塚区　　　　　　　 港南区　　　　　　　

金沢区　　　　　　　

横浜横須賀道路　　　

柏尾町　　　　　　　

中田　　　　　　　　

矢部町　　　　　　　

吉田町　　　　　　　

舞岡町　　　　　　　

戸塚　　　　　　　　

上倉田町　　　　　　

汲沢町　　　　　　　
深谷町　　　　　　　

原宿　　　　　　　　

小雀町　　　　　　　

柏尾川　　　　　　　

下倉田町　　　　　　

飯島町　　　　　　　

笠間　　　　　　　　

小菅ヶ谷　　　　　　

公田町　　　　　　　

岩瀬　　　　　　　　

大船　　　　　　　　

岡本　　　　　　　　

植木　　　　　　　　

関谷　　　　　　　　

東俣野　　　　　　　

釜利谷　　　　　　　

▲ 円海山　　　　　　　

峰町　　　　　　　　

港南台ＩＣ　　　　　

杉田　　　　　　　　

洋光台　　　　　　　

磯子　　　　　　　　

岡村　　　　　　　　
大岡　　　　　　　　

別所ＩＣ　　　　　　

上大岡　　　　　　　

永谷　　　　　　　　

港南　　　　　　　　

笹下　　　　　　　　

野庭町　　　　　　　

日野　　　　　　　　

日野ＩＣ　　　　　　

湘南モノレール　　　

釜利谷ＪＣＴ　　　　

横浜横須賀道路金沢支

磯子出入口　　　　　

泉区　　　　　　　　

上矢部ＩＣ　　　　　

横浜新道　　　　　　

栄区　　　　　　　　

鞍骨　　　　　　　　

稲荷山　　　　　　　

影取町　　　　　　　

柄沢　　　　　　　　

弥勒寺（三）　　　　

小台　　　　　　　　

植谷戸　　　　　　　
相模陣　　　　　　　

天岳院下　　　　　　

本在寺　　　　　　　

磯子（五）　　　　　

磯子（三）　　　　　

磯子（四）　　　　　

磯子（七）　　　　　

磯子（八）　　　　　

磯子（六）　　　　　

磯子台　　　　　　　

岡村（五）　　　　　

岡村（七）　　　　　

岡村（二）　　　　　

岡村（八）　　　　　

岡村（六）　　　　　

岡本（二）　　　　　

下永谷（一）　　　　

下永谷（五）　　　　

下永谷（三）　　　　

下永谷（四）　　　　

下永谷（二）　　　　

笠間（一）　　　　　

笠間（五）　　　　　笠間（三）　　　　　

笠間（四）　　　　　

笠間（二）　　　　　

釜利谷西（一）　　　

釜利谷西（五）　　　

釜利谷西（三）　　　
釜利谷西（四）　　　

釜利谷西（二）　　　

釜利谷西（六）　　　

釜利谷東（一）　　　

釜利谷東（五）　　　 釜利谷東（三）　　　

釜利谷東（四）　　　

釜利谷東（七）　　　

釜利谷東（二）　　　

釜利谷東（八）　　　

釜利谷東（六）　　　

釜利谷南（一）　　　

釜利谷南（三）　　　
釜利谷南（四）　　　釜利谷南（二）　　　

丸山台（三）　　　　

丸山台（四）　　　　

丸山台（二）　　　　

岩瀬（一）　　　　　

亀井町　　　　　　　

汲沢（一）　　　　　汲沢（五）　　　　　

汲沢（三）　　　　　

汲沢（四）　　　　　

汲沢（七）　　　　　
汲沢（二）　　　　　汲沢（八）　　　　　

汲沢（六）　　　　　

玉縄（一）　　　　　

玉縄（五）　　　　　

玉縄（三）　　　　　

玉縄（二）　　　　　

芹が谷（五）　　　　
芹が谷（三）　　　　

芹が谷（四）　　　　

栗木（三）　　　　　

桂台西（一）　　　　
桂台西（二）　　　　

桂台中　　　　　　　
桂台東　　　　　　　

桂台南（一）　　　　

桂台南（二）　　　　

桂台北　　　　　　　

桂町　　　　　　　　

犬山町　　　　　　　

元大橋（一）　　　　

元大橋（二）　　　　

原宿（五）　　　　　

原宿（三）　　　　　

原宿（二）　　　　　
原宿団地　　　　　　

港南（一）　　　　　

港南（五）　　　　　

港南（三）　　　　　

港南（二）　　　　　

港南（六）　　　　　

港南台（一）　　　　

港南台（九）　　　　
港南台（五）　　　　

港南台（七）　　　　

港南台（二）　　　　

港南台（八）　　　　

港南台（六）　　　　

港南中央通　　　　　

高谷　　　　　　　　

今泉（一）　　　　　

今泉（三）　　　　　
今泉（四）　　　　　

今泉（二）　　　　　

今泉台（五）　　　　

今泉台（三）　　　　

今泉台（四）　　　　

今泉台（七）　　　　

今泉台（六）　　　　

最戸（一）　　　　　
最戸（二）　　　　　

笹下（一）　　　　　

笹下（五）　　　　　
笹下（三）　　　　　笹下（四）　　　　　

笹下（七）　　　　　

笹下（二）　　　　　

笹下（六）　　　　　

汐見台（一）　　　　

汐見台（三）　　　　
汐見台（二）　　　　

若竹町　　　　　　　

小山台（一）　　　　
小山台（二）　　　　

小菅ヶ谷（一）　　　

小菅ヶ谷（三）　　　

小菅ヶ谷（四）　　　

小菅ヶ谷（二）　　　

小袋谷（一）　　　　

小袋谷（二）　　　　

庄戸（一）　　　　　

庄戸（五）　　　　　

庄戸（三）　　　　　庄戸（四）　　　　　

庄戸（二）　　　　　

上永谷（一）　　　　上永谷（五）　　　　

上永谷（三）　　　　
上永谷（四）　　　　

上永谷（二）　　　　
上永谷（六）　　　　

上永谷町　　　　　　

上郷町　　　　　　　

上大岡西（三）　　　上大岡西（二）　　　

上大岡東（一）　　　

上大岡東（二）　　　

上中里町　　　　　　

上町屋　　　　　　　

上之町　　　　　　　
城廻　　　　　　　　

森（一）　　　　　　

森（五）　　　　　　
森（三）　　　　　　

森（四）　　　　　　
森（二）　　　　　　

森（六）　　　　　　

森が丘（一）　　　　

杉田（一）　　　　　

杉田（九）　　　　　

杉田（三）　　　　　

杉田（四）　　　　　

杉田（七）　　　　　

杉田（二）　　　　　

杉田（八）　　　　　

杉田（六）　　　　　

杉田坪呑　　　　　　

村岡東（一）　　　　

村岡東（三）　　　　
村岡東（四）　　　　

村岡東（二）　　　　
台（五）　　　　　　

台（三）　　　　　　

台（二）　　　　　　

大岡（五）　　　　　

大岡（三）　　　　　

大岡（四）　　　　　
大久保（一）　　　　大久保（三）　　　　

大久保（二）　　　　

大船（一）　　　　　

大船（四）　　　　　

大船（二）　　　　　
大船（六）　　　　　

鍛冶ヶ谷（一）　　　

鍛冶ヶ谷（二）　　　

鍛冶ヶ谷町　　　　　

中田西（一）　　　　

中田西（三）　　　　

中田西（四）　　　　

中田西（二）　　　　
中田東（一）　　　　

中田東（三）　　　　

中田東（四）　　　　
中田東（二）　　　　

中田南（一）　　　　

中田南（五）　　　　

中田南（三）　　　　中田南（四）　　　　
中田南（二）　　　　

中田北（一）　　　　中田北（二）　　　　

中野町　　　　　　　

長倉町　　　　　　　

長尾台町　　　　　　

鳥が丘　　　　　　　

田谷町　　　　　　　

田中（一）　　　　　

田中（二）　　　　　

渡内　　　　　　　　

渡内（一）　　　　　

渡内（三）　　　　　
渡内（二）　　　　　

東永谷（一）　　　　

東永谷（三）　　　　

東芹が谷　　　　　　

東上郷町　　　　　　

南舞岡（一）　　　　

南舞岡（三）　　　　

南舞岡（四）　　　　南舞岡（二）　　　　

日限山（一）　　　　

日限山（三）　　　　

日限山（四）　　　　

日限山（二）　　　　
日野（一）　　　　　

日野（九）　　　　　

日野（五）　　　　　

日野（三）　　　　　

日野（四）　　　　　

日野（七）　　　　　

日野（二）　　　　　

日野（八）　　　　　

日野（六）　　　　　
日野中央（一）　　　

日野中央（三）　　　

日野中央（二）　　　

日野南（一）　　　　

日野南（五）　　　　
日野南（三）　　　　

日野南（四）　　　　

日野南（七）　　　　

日野南（二）　　　　

日野南（六）　　　　

能見台（一）　　　　

能見台（五）　　　　

能見台（三）　　　　

能見台（四）　　　　

能見台（二）　　　　

能見台（六）　　　　

柏陽　　　　　　　　

白百合（一）　　　　
白百合（二）　　　　

尾月　　　　　　　　

氷取沢町　　　　　　

富岡西（五）　　　　

富岡西（四）　　　　

富岡西（六）　　　　

別所（五）　　　　　

別所（三）　　　　　

本郷台（一）　　　　

本郷台（五）　　　　

本郷台（三）　　　　
本郷台（四）　　　　

本郷台（二）　　　　

野七里（一）　　　　

野七里（二）　　　　弥勒寺（四）　　　　

弥勒寺（二）　　　　

洋光台（一）　　　　

洋光台（五）　　　　

洋光台（三）　　　　

洋光台（四）　　　　

洋光台（二）　　　　

洋光台（六）　　　　

領家（四）　　　　　

戸塚町　　　　　　　

岡村（一）　　　　　

岡村（三）　　　　　岡津町　　　　　　　
下永谷（六）　　　　

芹が谷（一）　　　　芹が谷（二）　　　　
上柏尾町　　　　　　

大岡（二）　　　　　
中田北（三）　　　　

中里（四）　　　　　
白百合（三）　　　　

別所（一）　　　　　
別所中里台　　　　　

戸塚駅　　　　　　　

大船駅　　　　　　　

磯子駅　　　　　　　

新杉田駅　　　　　　

洋光台駅　　　　　　

港南台駅　　　　　　

本郷台駅　　　　　　

北鎌倉駅　　　　　　

上大岡駅　　　　　　

屏風浦駅　　　　　　

杉田駅　　　　　　　

湘南町屋駅　　　　　

上永谷駅　　　　　　
舞岡駅　　　　　　　下永谷駅　　　　　　

港南中央駅　　　　　

上大岡駅　　　　　　

富士見町駅　　　　　

金沢文庫駅　　　　　

戸塚駅　　　　　　　

立場駅　　　　　　　

中田駅　　　　　　　

踊場駅　　　　　　　

神奈川区　　　　　　

保土ケ谷区　　　　　
瀬谷区　　　　　　　

鳥山　　　　　　　　

岸根　　　　　　　　菅田　　　　　　　　

羽沢　　　　　　　　

三枚町　　　　　　　

六角橋　　　　　　　

三ッ沢　　　　　　　

軽井沢　　　　　　　

浅間町　　　　　　　

浜松町　　　　　　　

吉野町　　　　　　　

井土ヶ谷　　　　　　

狩場ＪＣＴ　　　　　
狩場　　　　　　　　

今井　　　　　　　　

新保土ヶ谷ＩＣ　　　

保土ヶ谷　　　　　　

峰沢　　　　　　　　

上白根　　　　　　　

東海道新幹線　　　　

小高　　　　　　　　

市沢　　　　　　　　

万騎が原　　　　　　

二俣川　　　　　　　

本村　　　　　　　　

中沢　　　　　　　　

今川　　　　　　　　

鶴ヶ峰　　　　　　　

今宿　　　　　　　　

都岡　　　　　　　　

下川井　　　　　　　

上川井　　　　　　　

三ッ境　　　　　　　

阿久和　　　　　　　

新橋　　　　　　　　

岡津　　　　　　　　

上矢部　　　　　　　

名瀬　　　　　　　　

相模鉄道いずみ野線　

保土ヶ谷ＩＣ　　　　

三ッ沢ＪＣＴ　　　　

保土ケ谷バイパス　　

市営ブルーライン　　

羽沢ＩＣ　　　　　　

首都高速狩場線　　　

藤塚ＩＣ　　　　　　

星川ランプ　　　　　

峰岡ランプ　　　　　

常盤台ランプ　　　　

横浜駅西口出入口　　

三ッ沢出入口　　　　

今井ＩＣ　　　　　　

下川井ＩＣ　　　　　

狩場ＩＣ　　　　　　

川上ＩＣ　　　　　　

新桜ヶ丘ＩＣ　　　　
阿久和西（二）　　　

阿久和南（四）　　　

東野台　　　　　　　

花之木町　　　　　　

岩間町　　　　　　　

吉野町　　　　　　　

宮元町　　　　　　　
共進町　　　　　　　

高砂町　　　　　　　

若宮町　　　　　　　

新川町　　　　　　　

前里町　　　　　　　

楠町　　　　　　　　

日枝町　　　　　　　

帷子町　　　　　　　

さちが丘　　　　　　

阿久和東（一）　　　

阿久和東（三）　　　
阿久和東（四）　　　

阿久和東（二）　　　

阿久和南（一）　　　

阿久和南（三）　　　

阿久和南（二）　　　

伊勢町　　　　　　　

井土ケ谷下町　　　　
井土ケ谷上町　　　　

井土ケ谷中町　　　　

羽沢町　　　　　　　

羽沢南（一）　　　　
羽沢南（三）　　　　

羽沢南（四）　　　　

羽沢南（二）　　　　

永田みなみ台　　　　

永田山王台　　　　　

永田台　　　　　　　

永田東（一）　　　　

永田東（三）　　　　

永田東（二）　　　　

永田南（一）　　　　

永田南（二）　　　　

永田北（一）　　　　永田北（三）　　　　

永田北（二）　　　　

岡村（四）　　　　　

岡沢町　　　　　　　

岡野（二）　　　　　

下川井町　　　　　　

花見台　　　　　　　

霞ヶ丘　　　　　　　

霞台　　　　　　　　

釜台町　　　　　　　

鎌谷町　　　　　　　

鴨居町　　　　　　　
岸根町　　　　　　　

岩井町　　　　　　　

岩崎町　　　　　　　

久保町　　　　　　　

宮ヶ谷　　　　　　　

宮田町　　　　　　　

境之谷　　　　　　　

境木町　　　　　　　

境木本町　　　　　　

桐が作　　　　　　　

金が谷（一）　　　　

金が谷（二）　　　　 栗田谷　　　　　　　

桂坂　　　　　　　　

権太坂（一）　　　　

権太坂（三）　　　　

権太坂（二）　　　　

元久保町　　　　　　

戸部本町　　　　　　

庚台　　　　　　　　

弘明寺町　　　　　　

高島台　　　　　　　

今井町　　　　　　　

今宿（一）　　　　　

今宿（二）　　　　　

今宿西町　　　　　　

今宿町　　　　　　　

今宿東町　　　　　　

今宿南町　　　　　　

左近山　　　　　　　

坂本町　　　　　　　

桜ヶ丘（一）　　　　桜ヶ丘（二）　　　　

笹野台（一）　　　　

笹野台（三）　　　　

笹野台（四）　　　　
笹野台（二）　　　　

三ツ沢下町　　　　　三ツ沢上町　　　　　

三ツ沢西町　　　　　

三ツ沢中町　　　　　

三ツ沢東町　　　　　三ツ沢南町　　　　　

三春台　　　　　　　

三反田町　　　　　　

三枚町　　　　　　　

四季美台　　　　　　

市沢町　　　　　　　

蒔田町　　　　　　　

篠原西町　　　　　　

狩場町　　　　　　　

秋葉町　　　　　　　

初音ヶ丘　　　　　　

小高町　　　　　　　

松ヶ丘　　　　　　　

松本町　　　　　　　

上菅田町　　　　　　

上星川（一）　　　　
上星川（三）　　　　

上星川（二）　　　　

上川井町　　　　　　

上白根（一）　　　　

上白根（三）　　　　

上白根（二）　　　　

上白根町　　　　　　

上品濃　　　　　　　

上矢部町　　　　　　

常盤台　　　　　　　

新井町　　　　　　　

新橋町　　　　　　　

新桜ヶ丘（一）　　　

新桜ヶ丘（二）　　　

神戸町　　　　　　　

神大寺（一）　　　　神大寺（三）　　　　

神大寺（四）　　　　

神大寺（二）　　　　

菅田町　　　　　　　

瀬戸ヶ谷町　　　　　

星川（一）　　　　　

星川（三）　　　　　

星川（二）　　　　　

西が岡（一）　　　　

西が岡（三）　　　　

西が岡（二）　　　　

西久保町　　　　　　

西戸部町　　　　　　

西川島町　　　　　　

西谷町　　　　　　　

西平沼町　　　　　　

川井宿町　　　　　　川井本町　　　　　　

川上町　　　　　　　

川島町　　　　　　　

川辺町　　　　　　　

浅間台　　　　　　　

浅間町　　　　　　　

前田町　　　　　　　

善部町　　　　　　　

大岡（一）　　　　　

大池町　　　　　　　

滝頭（一）　　　　　
滝頭（二）　　　　　

沢渡　　　　　　　　

池の谷　　　　　　　

竹山（三）　　　　　

竹山（四）　　　　　

中丸　　　　　　　　

中希望が丘　　　　　

中沢（三）　　　　　中沢（二）　　　　　

中田町　　　　　　　

中島町　　　　　　　

中白根（一）　　　　

中白根（三）　　　　
中白根（四）　　　　

中白根（二）　　　　

中尾（一）　　　　　

中尾（二）　　　　　

鶴ケ峰（二）　　　　
鶴ケ峰本町（一）　　

鶴ケ峰本町（三）　　
鶴ケ峰本町（二）　　

鶴屋町　　　　　　　

天王町　　　　　　　

都岡町　　　　　　　

東希望が丘　　　　　

東久保町　　　　　　

東蒔田町　　　　　　

東川島町　　　　　　

藤棚町　　　　　　　藤塚町　　　　　　　

南希望が丘　　　　　

南軽井沢　　　　　　

南幸（二）　　　　　

南浅間町　　　　　　

南太田（一）　　　　
南太田（四）　　　　

南太田（二）　　　　

南本宿町　　　　　　

二俣川（一）　　　　

二俣川（二）　　　　

白根（一）　　　　　

白根（五）　　　　　

白根（三）　　　　　
白根（四）　　　　　

白根（七）　　　　　

白根（二）　　　　　

白根（八）　　　　　

白根（六）　　　　　

白根町　　　　　　　

品濃町　　　　　　　

浜松町　　　　　　　

仏向町　　　　　　　

平戸（一）　　　　　
平戸（五）　　　　　

平戸（三）　　　　　

平戸（四）　　　　　

平戸（二）　　　　　

平戸町　　　　　　　

平沼（一）　　　　　

平沼（二）　　　　　

片倉（一）　　　　　

片倉（五）　　　　　
片倉（三）　　　　　

片倉（四）　　　　　

片倉（二）　　　　　

保土ヶ谷町　　　　　

峰岡町　　　　　　　

峰沢町　　　　　　　

法泉（一）　　　　　
法泉（三）　　　　　

法泉（二）　　　　　

北軽井沢　　　　　　

北幸（二）　　　　　

睦町　　　　　　　　

堀ノ内町　　　　　　

本村町　　　　　　　

名瀬町　　　　　　　

明神台　　　　　　　

弥生台　　　　　　　

矢指町　　　　　　　

緑園（一）　　　　　

緑園（五）　　　　　

緑園（三）　　　　　

緑園（四）　　　　　

緑園（七）　　　　　

緑園（二）　　　　　

緑園（六）　　　　　

六ッ川（一）　　　　

六ッ川（三）　　　　

六ッ川（四）　　　　

六ッ川（二）　　　　

六角橋（五）　　　　

六角橋（四）　　　　

六角橋（六）　　　　

和田（一）　　　　　

和田（二）　　　　　

鴨居（七）　　　　　

鴨居（六）　　　　　 篠原町　　　　　　　上山（三）　　　　　

竹山（一）　　　　　竹山（二）　　　　　

花之木出入口　　　　

永田出入口　　　　　

相鉄新横浜線　　　　

東戸塚駅　　　　　　

保土ヶ谷駅　　　　　

三ッ境駅　　　　　　

希望ヶ丘駅　　　　　

二俣川駅　　　　　　

鶴ヶ峰駅　　　　　　

西谷駅　　　　　　　

上星川駅　　　　　　

和田町駅　　　　　　

星川駅　　　　　　　

天王町駅　　　　　　西横浜駅　　　　　　

平沼橋駅　　　　　　

弥生台駅　　　　　　

緑園都市駅　　　　　

南万騎が原駅　　　　

弘明寺駅　　　　　　

井土ヶ谷駅　　　　　

南太田駅　　　　　　

戸部駅　　　　　　　

岸根公園駅　　　　　

片倉町駅　　　　　　

三ッ沢上町駅　　　　三ッ沢下町駅　　　　

横浜駅　　　　　　　

吉野町駅　　　　　　

蒔田駅　　　　　　　

弘明寺駅　　　　　　

羽沢横浜国大駅　　　

中区　　　　　　　　

磯子区　　　　　　　

豊浦　　　　　　　　

根岸　　　　　　　　

根岸線　　　　　　　

長浜　　　　　　　　

柴町　　　　　　　　

称名寺境内　　　　　
金沢　　　　　　　　

寺前　　　　　　　　

金沢シーサイドライン

並木ＩＣ　　　　　　幸浦出入口　　　　　

杉田出入口　　　　　

三溪園出入口　　　　

高速湾岸線　　　　　

堀口能見台ＩＣ　　　

磯子（二）　　　　　

久木町　　　　　　　

新杉田町　　　　　　

杉田（五）　　　　　

谷津町　　　　　　　

富岡西（一）　　　　

富岡西（三）　　　　

富岡西（七）　　　　

富岡東（一）　　　　

かもめ町　　　　　　

金沢町　　　　　　　

幸浦（一）　　　　　

幸浦（二）　　　　　

寺前（一）　　　　　

寺前（二）　　　　　

昭和町　　　　　　　

新磯子町　　　　　　

西柴（一）　　　　　

西柴（三）　　　　　
西柴（四）　　　　　

西柴（二）　　　　　

中浜町　　　　　　　

長浜（一）　　　　　

長浜（二）　　　　　

鳥浜町　　　　　　　

泥亀（二）　　　　　

能見台通　　　　　　

能見台東　　　　　　

白帆　　　　　　　　

富岡西（二）　　　　富岡東（五）　　　　

富岡東（三）　　　　

富岡東（四）　　　　

富岡東（二）　　　　

富岡東（六）　　　　

福浦（一）　　　　　

福浦（三）　　　　　

福浦（二）　　　　　

片吹　　　　　　　　

豊浦町　　　　　　　

鳳町　　　　　　　　

広地町　　　　　　　
滝頭（三）　　　　　根岸旭台　　　　　　坂下町　　　　　　　 池袋　　　　　　　　

本牧間門　　　　　　本牧元町　　　　　　
本牧大里町　　　　　

南本牧ふ頭出入口　　

根岸駅　　　　　　　

京急富岡駅　　　　　

能見台駅　　　　　　

南部市場駅　　　　　

鳥浜駅　　　　　　　

並木北駅　　　　　　

並木中央駅　　　　　

幸浦駅　　　　　　　

産業振興センター駅　

福浦駅　　　　　　　

市大医学部駅　　　　

八景島駅　　　　　　
海の公園柴口駅　　　

海の公園南口駅　　　

高速横羽線　　　　　

鶴見区　　　　　　　

扇町　　　　　　　　

川崎港（東扇島）　　

扇島　　　　　　　　

汐入　　　　　　　　

鶴見川　　　　　　　

生麦　　　　　　　　

東海道本線　　　　　

西寺尾　　　　　　　

守屋　　　　　　　　

東神奈川　　　　　　

高島町　　　　　　　

日の出町　　　　　　

桜木町　　　　　　　

関内　　　　　　　　横浜　　　　　　　　

県庁　　　　　　　　

大棧橋　　　　　　　

山下公園　　　　　　

山下　　　　　　　　

山下ふ頭　　　　　　

本牧　　　　　　　　

森林公園　　　　　　

横浜港　　　　　　　

貨物線　　　　　　　

鶴見線　　　　　　　

新横浜貨物線　　　　

京浜急行電鉄本線　　

新山下出入口　　　　

山下町出口　　　　　
横浜公園出入口　　　

横浜駅東口出入口　　

金港ＪＣＴ　　　　　

東神奈川出入口　　　

子安出口　　　　　　守屋町出口　　　　　

生麦出入口　　　　　

汐入出入口　　　　　

本牧ふ頭出入口　　　

大黒ふ頭出入口　　　

大黒ＪＣＴ　　　　　

首都高速大黒線　　　

東扇島出入口　　　　

本牧ＪＣＴ　　　　　
石川町ＪＣＴ　　　　

みなとみらい出入口　

阪東橋出入口　　　　

子安入口　　　　　　

子安出入口　　　　　

石川町入口　　　　　

地下鉄みなとみらい線

高根町　　　　　　　

浦舟町　　　　　　　

戸部町　　　　　　　御所山町　　　　　　
紅葉ケ丘　　　　　　

高島（一）　　　　　

高島（二）　　　　　

篠原東（二）　　　　

西神奈川（三）　　　

東ケ丘　　　　　　　

老松町　　　　　　　

六角橋（二）　　　　

伊勢佐木町　　　　　

海岸通　　　　　　　

子安通　　　　　　　

若葉町　　　　　　　

松影町　　　　　　　
千歳町　　　　　　　

扇町　　　　　　　　

相生町　　　　　　　

長者町　　　　　　　

南仲通　　　　　　　

白妙町　　　　　　　

尾上町　　　　　　　

不老町　　　　　　　

福富町仲通　　　　　

蓬莱町　　　　　　　

末吉町　　　　　　　

万世町　　　　　　　

みなとみらい（一）　

みなとみらい（四）　

みなとみらい（二）　

みなとみらい（六）　

旭ケ丘　　　　　　　

安善町　　　　　　　

浦島丘　　　　　　　

下野谷町　　　　　　

花咲町　　　　　　　

岸谷（一）　　　　　

岸谷（四）　　　　　
岸谷（二）　　　　　

亀住町　　　　　　　

橋本町（一）　　　　
橋本町（二）　　　　

桐畑　　　　　　　　

金港町　　　　　　　

恵比須町　　　　　　

幸ケ谷　　　　　　　

斎藤分町　　　　　　

鷺山　　　　　　　　

桜木町　　　　　　　

山下町　　　　　　　

山元町　　　　　　　

山手町　　　　　　　

山内町　　　　　　　

子安台（一）　　　　

寺久保　　　　　　　

汐入町　　　　　　　

七島町　　　　　　　

篠原台町　　　　　　

篠原東（一）　　　　

守屋町　　　　　　　

出田町　　　　　　　

小港町　　　　　　　

小野町　　　　　　　

上町　　　　　　　　

新浦島町　　　　　　

新港（一）　　　　　

新港（二）　　　　　

新山下（一）　　　　

新山下（三）　　　　

新子安（一）　　　　

真金町　　　　　　　

神奈川（一）　　　　

神之木台　　　　　　

神之木町　　　　　　

瑞穂町　　　　　　　

生麦（一）　　　　　

生麦（五）　　　　　

生麦（三）　　　　　

生麦（二）　　　　　

西寺尾（三）　　　　西寺尾（四）　　　　

西寺尾（二）　　　　

西神奈川（一）　　　

西大口　　　　　　　

西竹之丸　　　　　　西之谷町　　　　　　

千代崎町　　　　　　

大口仲町　　　　　　

大口通　　　　　　　

大黒町　　　　　　　

大芝台　　　　　　　

大川町　　　　　　　

大野町　　　　　　　

大和町　　　　　　　

滝之上　　　　　　　

竹之丸　　　　　　　

中村町　　　　　　　

仲手原（一）　　　　仲手原（二）　　　　

仲尾台　　　　　　　

鳥越　　　　　　　　

東寺尾（四）　　　　

豆口台　　　　　　　

日本大通　　　　　　

入江（一）　　　　　

入江（二）　　　　　

馬場町　　　　　　　

柏葉　　　　　　　　

白幡向町　　　　　　
白幡上町　　　　　　

白幡西町　　　　　　

白幡仲町　　　　　　
白幡東町　　　　　　白幡南町　　　　　　

麦田町　　　　　　　

反町　　　　　　　　

平楽　　　　　　　　

弁天町　　　　　　　

宝町　　　　　　　　

北方町　　　　　　　

本牧宮原　　　　　　

本牧原　　　　　　　

本牧荒井　　　　　　
本牧三之谷　　　　　

本牧十二天　　　　　

本牧町　　　　　　　

本牧満坂　　　　　　
本牧緑ケ丘　　　　　

本牧和田　　　　　　

末広町　　　　　　　

野毛町　　　　　　　

矢口台　　　　　　　

鈴繁町　　　　　　　

和田山　　　　　　　
簑沢　　　　　　　　

篠原東（三）　　　　
寛政町　　　　　　　岸谷（三）　　　　　菊名（二）　　　　　

松見町　　　　　　　

水江町　　　　　　　西寺尾（一）　　　　 鶴見（一）　　　　　
鶴見中央（五）　　　

東寺尾（一）　　　　東寺尾（五）　　　　

東寺尾（三）　　　　 白石町　　　　　　　
浜町　　　　　　　　本町通　　　　　　　

岸谷生麦出入口　　　
生麦ＪＣＴ　　　　　

神奈川県庁　　　　　

横浜市役所　　　　　桜木町駅　　　　　　

横浜駅　　　　　　　

東神奈川駅　　　　　

大口駅　　　　　　　

新子安駅　　　　　　

国道駅　　　　　　　

鶴見小野駅　　　　　
弁天橋駅　　　　　　

浅野駅　　　　　　　

安善駅　　　　　　　

武蔵白石駅　　　　　

新芝浦駅　　　　　　

海芝浦駅　　　　　　

大川駅　　　　　　　

扇町駅　　　　　　　

関内駅　　　　　　　

石川町駅　　　　　　

山手駅　　　　　　　

妙蓮寺駅　　　　　　

白楽駅　　　　　　　

東白楽駅　　　　　　

反町駅　　　　　　　

神奈川駅　　　　　　

京急東神奈川駅　　　

神奈川新町駅　　　　

子安駅　　　　　　　

京急新子安駅　　　　

生麦駅　　　　　　　

花月総持寺駅　　　　

黄金町駅　　　　　　

日ノ出町駅　　　　　

高島町駅　　　　　　

桜木町駅　　　　　　

関内駅　　　　　　　

伊勢佐木長者町駅　　

阪東橋駅　　　　　　

新高島駅　　　　　　

みなとみらい駅　　　

馬車道駅　　　　　　

日本大通り駅　　　　

元町・中華街駅　　　

栄警察署

大船警察署

港南警察署

戸塚警察署

瀬谷警察署 旭警察署

戸部警察署

保土ヶ谷警察署

南警察署

磯子警察署

伊勢佐木警察署

山手警察署

加賀町警察署

神奈川警察署

神奈川県警察本部
横浜水上警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



第三京浜道路　　　　

川崎市　　　　　　　

横浜市　　　　　　　

宮前区　　　　　　　

港北区　　　　　　　

梶ヶ谷　　　　　　　
千年　　　　　　　　

久末　　　　　　　　

野川　　　　　　　　

馬絹　　　　　　　　

鷺沼　　　　　　　　

有馬　　　　　　　　

牛久保　　　　　　　

大棚　　　　　　　　

勝田橋　　　　　　　

勝田　　　　　　　　

港北ニュータウン　　

新羽　　　　　　　　

新横浜　　　　　　　

小机　　　　　　　　

港北ＩＣ　　　　　　

折本　　　　　　　　
東方　　　　　　　　

川向　　　　　　　　

鴨居　　　　　　　　上山　　　　　　　　

佐江戸　　　　　　　

池辺　　　　　　　　

川和　　　　　　　　

荏田　　　　　　　　

東急田園都市線　　　

美しが丘　　　　　　

黒須田　　　　　　　

鉄町　　　　　　　　
大場　　　　　　　　

柿の木台　　　　　　

市ヶ尾　　　　　　　

藤が丘　　　　　　　

梅が丘　　　　　　　

八朔　　　　　　　　

青砥　　　　　　　　

中山　　　　　　　　

寺山　　　　　　　　
三保　　　　　　　　

十日市場　　　　　　

長津田　　　　　　　

青葉台　　　　　　　

たちばな台　　　　　

鴨志田　　　　　　　

寺家　　　　　　　　

早野　　　　　　　　

都筑ＩＣ　　　　　　

都筑区　　　　　　　

青葉区　　　　　　　

横浜青葉ＩＣ　　　　

長津田（六）　　　　

長津田みなみ台（一）長津田みなみ台（五）

あざみ野（一）　　　
あざみ野（三）　　　

あざみ野（四）　　　

あざみ野（二）　　　

あざみ野南（一）　　
あざみ野南（三）　　あざみ野南（四）　　あざみ野南（二）　　

あゆみが丘　　　　　

いぶき野　　　　　　

さつきが丘　　　　　

しらとり台　　　　　

すすき野（一）　　　

すすき野（三）　　　

すすき野（二）　　　

すみれが丘　　　　　

たちばな台（一）　　たちばな台（二）　　

つつじが丘　　　　　

みすずが丘　　　　　

みたけ台　　　　　　

もえぎ野　　　　　　

もみの木台　　　　　

荏子田（一）　　　　

荏子田（三）　　　　

荏子田（二）　　　　

荏田西（一）　　　　

荏田西（五）　　　　

荏田西（三）　　　　
荏田西（四）　　　　

荏田西（二）　　　　

荏田町　　　　　　　

荏田東（一）　　　　

荏田東（三）　　　　

荏田東（四）　　　　

荏田東（二）　　　　

荏田東町　　　　　　

荏田南（一）　　　　

荏田南（五）　　　　
荏田南（三）　　　　

荏田南（四）　　　　

荏田南（二）　　　　

荏田南町　　　　　　

荏田北（一）　　　　
荏田北（三）　　　　荏田北（二）　　　　

榎が丘　　　　　　　

王禅寺東（五）　　　

王禅寺東（六）　　　

下谷本町　　　　　　

下麻生（三）　　　　

下麻生（二）　　　　

加賀原（一）　　　　

加賀原（二）　　　　

梶ヶ谷　　　　　　　

葛が谷　　　　　　　

鴨居（一）　　　　　

鴨居（五）　　　　　鴨居（三）　　　　　

鴨居（四）　　　　　

鴨居（二）　　　　　

鴨志田町　　　　　　

茅ケ崎中央　　　　　
茅ケ崎東（一）　　　

茅ケ崎東（五）　　　

茅ケ崎東（三）　　　

茅ケ崎東（四）　　　

茅ケ崎東（二）　　　

茅ケ崎南（一）　　　茅ケ崎南（五）　　　茅ケ崎南（三）　　　
茅ケ崎南（四）　　　

茅ケ崎南（二）　　　

牛久保（一）　　　　

牛久保（三）　　　　

牛久保（二）　　　　

牛久保西（一）　　　

牛久保西（三）　　　

牛久保西（四）　　　

牛久保西（二）　　　

牛久保町　　　　　　

牛久保東（一）　　　

牛久保東（三）　　　
牛久保東（二）　　　

桂台（一）　　　　　

桂台（二）　　　　　

見花山　　　　　　　

元石川町　　　　　　

高田西（五）　　　　

高田西（三）　　　　

高田西（四）　　　　

高田西（二）　　　　

高田町　　　　　　　

佐江戸町　　　　　　

鷺沼（一）　　　　　

鷺沼（三）　　　　　

鷺沼（四）　　　　　

鷺沼（二）　　　　　

桜並木　　　　　　　

三保町　　　　　　　

市ケ尾町　　　　　　

寺家町　　　　　　　

寺山町　　　　　　　

若草台　　　　　　　

十日市場町　　　　　

勝田町　　　　　　　

勝田南（一）　　　　

勝田南（二）　　　　

小机町　　　　　　　

小台（一）　　　　　

小台（二）　　　　　

松風台　　　　　　　

上山（一）　　　　　

上山（二）　　　　　

上谷本町　　　　　　

上麻生（七）　　　　

新羽町　　　　　　　

新横浜（一）　　　　

新横浜（三）　　　　

新横浜（二）　　　　

新吉田町　　　　　　

新吉田東（一）　　　

新吉田東（五）　　　

新吉田東（三）　　　

新吉田東（四）　　　

新吉田東（七）　　　

新吉田東（二）　　　

新吉田東（八）　　　新吉田東（六）　　　

新治町　　　　　　　

新石川（一）　　　　

新石川（三）　　　　
新石川（四）　　　　新石川（二）　　　　

森の台　　　　　　　

西八朔町　　　　　　

青砥町　　　　　　　

折本町　　　　　　　

千草台　　　　　　　

川向町　　　　　　　

川和台　　　　　　　
川和町　　　　　　　

早渕（一）　　　　　

早渕（三）　　　　　

早渕（二）　　　　　

台村町　　　　　　　

大熊町　　　　　　　

大場町　　　　　　　

大倉山（五）　　　　

大倉山（四）　　　　

大倉山（七）　　　　

大倉山（六）　　　　

大棚町　　　　　　　

池辺町　　　　　　　

中山町　　　　　　　

中川（一）　　　　　

中川（五）　　　　　

中川（三）　　　　　

中川（四）　　　　　

中川（七）　　　　　

中川（二）　　　　　

中川（八）　　　　　

中川（六）　　　　　

中川中央（一）　　　

中川中央（二）　　　

仲町台（五）　　　　
仲町台（三）　　　　

仲町台（四）　　　　

仲町台（二）　　　　

長津田（一）　　　　

長津田みなみ台（七）
長津田みなみ台（六）

鳥山町　　　　　　　

田奈町　　　　　　　

土橋（三）　　　　　

東山田（一）　　　　

東山田（三）　　　　

東山田（四）　　　　
東山田（二）　　　　

東山田町　　　　　　

東方町　　　　　　　

東本郷（一）　　　　

東本郷（五）　　　　

東本郷（三）　　　　

東本郷（四）　　　　

東本郷（二）　　　　

東本郷（六）　　　　

東本郷町　　　　　　

東有馬（一）　　　　

東有馬（五）　　　　

東有馬（三）　　　　

東有馬（四）　　　　

東有馬（二）　　　　

藤が丘（一）　　　　

藤が丘（二）　　　　

南山田（一）　　　　

南山田（三）　　　　南山田（二）　　　　

南山田町　　　　　　

二の丸　　　　　　　

虹ヶ丘（一）　　　　

虹ヶ丘（三）　　　　

虹ヶ丘（二）　　　　

白山（一）　　　　　

白山（三）　　　　　白山（二）　　　　　

美しが丘（一）　　　

美しが丘（五）　　　

美しが丘（四）　　　

富士見が丘　　　　　

平台　　　　　　　　

北山田（一）　　　　

北山田（五）　　　　

北山田（三）　　　　北山田（四）　　　　
北山田（七）　　　　

北山田（二）　　　　

北山田（六）　　　　

北新横浜（一）　　　

北新横浜（二）　　　

北八朔町　　　　　　

霧が丘（一）　　　　

霧が丘（五）　　　　

霧が丘（三）　　　　

霧が丘（四）　　　　霧が丘（六）　　　　

有馬（一）　　　　　

有馬（九）　　　　　有馬（五）　　　　　

有馬（三）　　　　　有馬（四）　　　　　

有馬（七）　　　　　

有馬（二）　　　　　

有馬（八）　　　　　

有馬（六）　　　　　

王禅寺西（八）　　　
王禅寺東（四）　　　

下麻生（一）　　　　 梶ヶ谷（五）　　　　梶ヶ谷（六）　　　　
宮崎（一）　　　　　宮前平（一）　　　　犬蔵（二）　　　　　

新作（一）　　　　　

新作（二）　　　　　

土橋（四）　　　　　
土橋（二）　　　　　

美しが丘（二）　　　
美しが丘西（三）　　

新横浜出入口　　　　
横浜港北ＪＣＴ　　　

横浜港北出入口　　　

横浜青葉ＪＣＴ　　　

高速横浜環状北西線　

新横浜駅　　　　　　

十日市場駅　　　　　

中山駅　　　　　　　

鴨居駅　　　　　　　

小机駅　　　　　　　

田奈駅　　　　　　　

青葉台駅　　　　　　藤が丘駅　　　　　　

市が尾駅　　　　　　

江田駅　　　　　　　

あざみ野駅　　　　　

たまプラーザ駅　　　

鷺沼駅　　　　　　　

宮前平駅　　　　　　

新横浜駅　　　　　　

北新横浜駅　　　　　

新羽駅　　　　　　　

仲町台駅　　　　　　

センター南駅　　　　

センター北駅　　　　

中川駅　　　　　　　

あざみ野駅　　　　　

高田駅　　　　　　　

東山田駅　　　　　　

北山田駅　　　　　　

都筑ふれあいの丘駅　

川和町駅　　　　　　

荒玉水道道路　　　　

環状八号線　　　　　

世田谷区　　　　　　

狛江市　　　　　　　

多摩区　　　　　　　

西武多摩川線　　　　

小柳　　　　　　　　

白糸台　　　　　　　

関場　　　　　　　　

稲城　　　　　　　　矢野口　　　　　　　

高石　　　　　　　　

百合ヶ丘　　　　　　

王禅寺　　　　　　　

柿生　　　　　　　　

菅生　　　　　　　　

東名川崎ＩＣ　　　　

向ヶ丘　　　　　　　

五所塚　　　　　　　

宿河原　　　　　　　

登戸駅　　　　　　　

南武線　　　　　　　登戸　　　　　　　　

▲ 枡形山　　　　　　　

生田　　　　　　　　

寺尾台　　　　　　　

読売ランド　　　　　

菅　　　　　　　　　

中野島　　　　　　　

染地　　　　　　　　

国領　　　　　　　　

京王電鉄京王線　　　調布　　　　　　　　小島　　　　　　　　

調布ＩＣ　　　　　　

入間　　　　　　　　

仙川　　　　　　　　

中原　　　　　　　　
給田　　　　　　　　

八幡山　　　　　　　

船橋　　　　　　　　

成城　　　　　　　　
成城学園　　　　　　

砧　　　　　　　　　

喜多見　　　　　　　

溝口　　　　　　　　

高津　　　　　　　　溝ノ口駅　　　　　　

久本　　　　　　　　

作延　　　　　　　　

和泉　　　　　　　　

狛江　　　　　　　　

猪方　　　　　　　　

東京ＩＣ　　　　　　

稲城ＩＣ　　　　　　

下方　　　　　　　　

山崎　　　　　　　　

金程（三）　　　　　

金程（二）　　　　　

向原（一）　　　　　

小柳町（四）　　　　

小柳町（二）　　　　

清水が丘（三）　　　

片平（一）　　　　　

稲荷島　　　　　　　

榎戸　　　　　　　　

下関　　　　　　　　

後村　　　　　　　　

根方　　　　　　　　

宿　　　　　　　　　

上関　　　　　　　　
中関　　　　　　　　

中島　　　　　　　　

塚戸　　　　　　　　

入谷戸　　　　　　　

本郷　　　　　　　　

けやき平　　　　　　

宇奈根　　　　　　　

宇奈根（一）　　　　

宇奈根（三）　　　　

宇奈根（二）　　　　

堰（一）　　　　　　

堰（三）　　　　　　

押立　　　　　　　　

押立町（一）　　　　

押立町（五）　　　　

押立町（四）　　　　

王禅寺西（一）　　　

王禅寺西（三）　　　
王禅寺西（四）　　　

王禅寺西（二）　　　

王禅寺西（六）　　　

王禅寺東（一）　　　

王禅寺東（三）　　　

王禅寺東（二）　　　

岡本（一）　　　　　岡本（三）　　　　　

下作延　　　　　　　
下作延（一）　　　　

下作延（三）　　　　

下作延（四）　　　　
下作延（二）　　　　

下石原（一）　　　　

下石原（三）　　　　

下石原（二）　　　　

梶ヶ谷（三）　　　　

梶ヶ谷（四）　　　　

梶ヶ谷（二）　　　　

鎌田（一）　　　　　

鎌田（三）　　　　　

鎌田（四）　　　　　

鎌田（二）　　　　　

岩戸南（一）　　　　
岩戸南（三）　　　　

岩戸南（四）　　　　

岩戸南（二）　　　　

岩戸北（一）　　　　

岩戸北（三）　　　　

岩戸北（四）　　　　

喜多見（一）　　　　

喜多見（九）　　　　

喜多見（五）　　　　

喜多見（三）　　　　

喜多見（四）　　　　

喜多見（七）　　　　

喜多見（二）　　　　

喜多見（八）　　　　

喜多見（六）　　　　

菊野台（一）　　　　

菊野台（三）　　　　

菊野台（二）　　　　

砧（一）　　　　　　
砧（三）　　　　　　

砧（四）　　　　　　

砧（七）　　　　　　

砧（二）　　　　　　

砧（八）　　　　　　

砧（六）　　　　　　

久地（一）　　　　　

久地（三）　　　　　
久地（四）　　　　　久地（二）　　　　　

久本（三）　　　　　

久本（二）　　　　　
宮崎（五）　　　　　宮崎（三）　　　　　宮崎（六）　　　　　

宮前平（三）　　　　
宮前平（二）　　　　

給田（一）　　　　　

給田（三）　　　　　

給田（二）　　　　　

金程（一）　　　　　

金程（四）　　　　　

駒井町（三）　　　　

栗谷（一）　　　　　
栗谷（三）　　　　　栗谷（四）　　　　　

栗谷（二）　　　　　

犬蔵（一）　　　　　

元和泉（一）　　　　

元和泉（三）　　　　

元和泉（二）　　　　

五所塚（一）　　　　
五所塚（二）　　　　

向原（三）　　　　　

溝口（一）　　　　　

溝口（五）　　　　　

溝口（三）　　　　　
溝口（四）　　　　　

溝口（二）　　　　　

溝口（六）　　　　　

高石（三）　　　　　

高石（四）　　　　　

高石（二）　　　　　

高石（六）　　　　　

国領町（一）　　　　

国領町（五）　　　　

国領町（三）　　　　

国領町（四）　　　　

国領町（七）　　　　
国領町（六）　　　　

佐須町（一）　　　　

佐須町（四）　　　　

細山　　　　　　　　

細山（一）　　　　　
細山（五）　　　　　

細山（三）　　　　　

細山（四）　　　　　

細山（七）　　　　　
細山（八）　　　　　

坂戸（三）　　　　　

桜丘（五）　　　　　

三田（一）　　　　　

三田（四）　　　　　

柴崎（一）　　　　　

柴崎（二）　　　　　

若葉町（一）　　　　若葉町（二）　　　　

宿河原（一）　　　　
宿河原（四）　　　　

宿河原（七）　　　　

宿河原（二）　　　　
宿河原（六）　　　　

初山（一）　　　　　

初山（二）　　　　　

小島町（一）　　　　

小島町（三）　　　　

小島町（二）　　　　

小柳町（一）　　　　

小柳町（五）　　　　

小柳町（三）　　　　

上作延　　　　　　　

上石原（一）　　　　

上石原（三）　　　　

上石原（二）　　　　 上祖師谷（五）　　　上祖師谷（三）　　　

上祖師谷（四）　　　

上祖師谷（七）　　　

上祖師谷（二）　　　上祖師谷（六）　　　

上麻生（一）　　　　

上麻生（五）　　　　

上麻生（三）　　　　

上麻生（四）　　　　

上麻生（二）　　　　

新作（三）　　　　　
新作（四）　　　　　

深大寺元町（二）　　深大寺南町（四）　　
深大寺南町（二）　　

神木（一）　　　　　

神木（二）　　　　　

神木本町（一）　　　

神木本町（四）　　　

神木本町（二）　　　

水沢（三）　　　　　

水沢（二）　　　　　

菅（一）　　　　　　

菅（四）　　　　　　

菅（六）　　　　　　

菅稲田堤（三）　　　

菅稲田堤（二）　　　菅城下　　　　　　　

菅生（一）　　　　　

菅生（三）　　　　　

菅生（二）　　　　　

菅生（六）　　　　　

菅生ヶ丘　　　　　　

菅仙谷（一）　　　　

菅仙谷（三）　　　　

菅馬場（一）　　　　

菅馬場（四）　　　　

菅馬場（二）　　　　菅北浦（四）　　　　
菅北浦（二）　　　　

菅野戸呂　　　　　　
成城（一）　　　　　

成城（九）　　　　　

成城（五）　　　　　

成城（三）　　　　　

成城（四）　　　　　

成城（七）　　　　　

成城（二）　　　　　

成城（八）　　　　　

成城（六）　　　　　

生田（五）　　　　　

生田（二）　　　　　

生田（八）　　　　　

西つつじヶ丘（一）　

西つつじヶ丘（四）　

西つつじヶ丘（二）　

西生田（一）　　　　

西生田（五）　　　　

西生田（三）　　　　西生田（四）　　　　

西生田（二）　　　　

西野川（一）　　　　

西野川（三）　　　　

西野川（四）　　　　
西野川（二）　　　　

西和泉（二）　　　　

仙川町（一）　　　　

仙川町（三）　　　　

千歳台（一）　　　　

千歳台（五）　　　　

千歳台（三）　　　　

千歳台（二）　　　　

千代ヶ丘（一）　　　

千代ヶ丘（五）　　　

千代ヶ丘（四）　　　

千代ヶ丘（八）　　　
千代ヶ丘（六）　　　

染地（一）　　　　　

染地（三）　　　　　

染地（二）　　　　　

船橋（一）　　　　　

船橋（四）　　　　　

船橋（七）　　　　　

船橋（二）　　　　　

祖師谷（一）　　　　

祖師谷（五）　　　　

祖師谷（三）　　　　

祖師谷（四）　　　　祖師谷（二）　　　　

祖師谷（六）　　　　

多摩川（五）　　　　

多摩川（三）　　　　

多摩川（七）　　　　

多摩川（六）　　　　

多摩美（一）　　　　
多摩美（二）　　　　

大蔵（一）　　　　　

大蔵（五）　　　　　

大蔵（三）　　　　　

大蔵（六）　　　　　

大沢（四）　　　　　

中原（一）　　　　　

中原（二）　　　　　

中野島（一）　　　　
中野島（五）　　　　

中野島（三）　　　　

中野島（六）　　　　

中和泉（一）　　　　

中和泉（五）　　　　

中和泉（三）　　　　

猪方（三）　　　　　猪方（二）　　　　　

潮見台　　　　　　　

調布ヶ丘（一）　　　
調布ヶ丘（三）　　　

調布ヶ丘（四）　　　

長沢（一）　　　　　

長沢（三）　　　　　
長沢（四）　　　　　

長尾（一）　　　　　長尾（五）　　　　　長尾（四）　　　　　

長尾（七）　　　　　
長尾（六）　　　　　

登戸新町　　　　　　

土橋（一）　　　　　

土橋（五）　　　　　
土橋（七）　　　　　

土橋（六）　　　　　

東つつじヶ丘（三）　

東つつじヶ丘（二）　

東三田（三）　　　　
東生田（二）　　　　

東長沼　　　　　　　

東百合丘（一）　　　

東百合丘（四）　　　

東野川（一）　　　　

東野川（三）　　　　
東野川（四）　　　　

東野川（二）　　　　

東和泉（一）　　　　

南生田（一）　　　　

南生田（三）　　　　

南生田（四）　　　　

南生田（七）　　　　

南生田（二）　　　　南生田（六）　　　　

南平台　　　　　　　

二子（一）　　　　　

二子（五）　　　　　

二子（四）　　　　　

二子（二）　　　　　

二子（六）　　　　　

入間町（一）　　　　

入間町（三）　　　　入間町（二）　　　　

白山（五）　　　　　

白山（四）　　　　　

白糸台（五）　　　　

白糸台（三）　　　　
白糸台（四）　　　　

白糸台（六）　　　　

白幡台（一）　　　　

粕谷（一）　　　　　

粕谷（三）　　　　　

粕谷（四）　　　　　
粕谷（二）　　　　　

八雲台（一）　　　　

八雲台（二）　　　　

八幡山（一）　　　　

飛田給（一）　　　　

飛田給（三）　　　　

美しが丘（三）　　　

美しが丘西（二）　　

百合丘（一）　　　　

百合丘（三）　　　　

百合丘（二）　　　　

布田　　　　　　　　

布田（五）　　　　　

布田（三）　　　　　

布田（二）　　　　　

布田（六）　　　　　

平（一）　　　　　　
平（二）　　　　　　

平（六）　　　　　　

末長　　　　　　　　

万福寺（一）　　　　

万福寺（五）　　　　

万福寺（三）　　　　

万福寺（四）　　　　

万福寺（六）　　　　

和泉本町（一）　　　

和泉本町（四）　　　

枡形（五）　　　　　

枡形（七）　　　　　

枡形（二）　　　　　

枡形（六）　　　　　

若松町（一）　　　　

上祖師谷（一）　　　

深大寺東町（三）　　

深大寺南町（五）　　
中原（四）　　　　　 南烏山（一）　　　　

南烏山（五）　　　　南烏山（二）　　　　
南烏山（六）　　　　

白糸台（一）　　　　
白糸台（二）　　　　

八幡山（三）　　　　

緑ヶ丘（一）　　　　
緑ヶ丘（二）　　　　

府中ＳＩＣ　　　　　

稲城市役所　　　　　

調布市役所　　　　　

狛江市役所　　　　　

稲城長沼駅　　　　　

矢野口駅　　　　　　

稲田堤駅　　　　　　

中野島駅　　　　　　

登戸駅　　　　　　　

宿河原駅　　　　　　

久地駅　　　　　　　

津田山駅　　　　　　

武蔵溝ノ口駅　　　　

多磨霊園駅　　　　　

武蔵野台駅　　　　　

飛田給駅　　　　　　

西調布駅　　　　　　

調布駅　　　　　　　
布田駅　　　　　　　国領駅　　　　　　　

柴崎駅　　　　　　　

つつじヶ丘駅　　　　

仙川駅　　　　　　　

千歳烏山駅　　　　　

稲城駅　　　　　　　

京王よみうりランド駅
京王稲田堤駅　　　　

京王多摩川駅　　　　

競艇場前駅　　　　　

白糸台駅　　　　　　

新百合ヶ丘駅　　　　

百合ヶ丘駅　　　　　

読売ランド前駅　　　生田駅　　　　　　　

向ヶ丘遊園駅　　　　

和泉多摩川駅　　　　

狛江駅　　　　　　　

喜多見駅　　　　　　

成城学園前駅　　　　

祖師ヶ谷大蔵駅　　　

宮崎台駅　　　　　　

梶が谷駅　　　　　　

溝の口駅　　　　　　

高津駅　　　　　　　

柿生駅　　　　　　　

大田区　　　　　　　

高津区　　　　　　　

中原区　　　　　　　

幸区　　　　　　　　

丸子橋　　　　　　　

丸子　　　　　　　　

小杉駅　　　　　　　

市ノ坪　　　　　　　

木月　　　　　　　　

小田中　　　　　　　

千年　　　　　　　　

子母口　　　　　　　

下田　　　　　　　　

日吉　　　　　　　　

東急東横線　　　　　

綱島　　　　　　　　

大曽根　　　　　　　

太尾　　　　　　　　
師岡　　　　　　　　

上の宮　　　　　　　

菊名　　　　　　　　

鶴見　　　　　　　　

北寺尾　　　　　　　

末吉　　　　　　　　

末吉橋　　　　　　　

加瀬　　　　　　　　

矢上　　　　　　　　

鹿島田　　　　　　　

平間　　　　　　　　

古市場　　　　　　　

小向　　　　　　　　

幸町　　　　　　　　

川崎駅　　　　　　　川崎　　　　　　　　

池田　　　　　　　　

小田　　　　　　　　

浅田　　　　　　　　

鋼管通り　　　　　　

浜町　　　　　　　　

追分町　　　　　　　

富士見　　　　　　　

京浜急行大師線　　　大師駅　　　　　　　

塩浜　　　　　　　　

水江町　　　　　　　

日ノ出　　　　　　　

大師橋　　　　　　　

大森南　　　　　　　

大森　　　　　　　　

大森西　　　　　　　

蒲田　　　　　　　　

京浜急行本線　　　　

池上　　　　　　　　

矢口　　　　　　　　

下丸子　　　　　　　

ガス橋　　　　　　　

東急池上線　　　　　

東急多摩川線　　　　

京浜急行空港線　　　

横須賀線　　　　　　

南武支線　　　　　　

浜川崎支線　　　　　

平和島　　　　　　　

羽田出入口　　　　　

大師ＪＣＴ　　　　　

浜川崎出入口　　　　

浅田出入口　　　　　

富士見出入口　　　　

大師出入口　　　　　

市営グリーンライン　

綱島上町　　　　　　

高田東（一）　　　　

高田東（三）　　　　
高田東（二）　　　　

大倉山（三）　　　　

大倉山（二）　　　　

大豆戸町　　　　　　

井田（一）　　　　　
井田（三）　　　　　

井田（二）　　　　　

井田三舞町　　　　　
井田杉山町　　　　　

井田中ノ町　　　　　

羽田（一）　　　　　

羽田（三）　　　　　

鵜の木（一）　　　　

鵜の木（三）　　　　

鵜の木（二）　　　　

栄町通　　　　　　　

遠藤町　　　　　　　

塩浜（三）　　　　　

下丸子（一）　　　　
下丸子（三）　　　　

下丸子（四）　　　　

下丸子（二）　　　　

下小田中（一）　　　

下小田中（五）　　　

下小田中（三）　　　

下小田中（四）　　　

下小田中（二）　　　

下小田中（六）　　　
下沼部　　　　　　　

下新城（一）　　　　
下新城（三）　　　　

下田町（一）　　　　下田町（五）　　　　

下田町（三）　　　　

下田町（二）　　　　

下田町（六）　　　　

下並木　　　　　　　

下末吉（一）　　　　下末吉（五）　　　　

下末吉（三）　　　　

下末吉（四）　　　　

下末吉（六）　　　　

河原町　　　　　　　

蟹ヶ谷　　　　　　　

貝塚（一）　　　　　

梶山（一）　　　　　

梶山（二）　　　　　

蒲田（一）　　　　　

蒲田（五）　　　　　

蒲田（三）　　　　　

蒲田（四）　　　　　

蒲田（二）　　　　　

蒲田本町（一）　　　

苅宿　　　　　　　　

観音（一）　　　　　観音（二）　　　　　

菊名（一）　　　　　

菊名（五）　　　　　

菊名（三）　　　　　

菊名（四）　　　　　

菊名（七）　　　　　

菊名（六）　　　　　

久が原（五）　　　　

久が原（三）　　　　久が原（四）　　　　
久が原（二）　　　　

久が原（六）　　　　

京町（一）　　　　　

京町（三）　　　　　

境町　　　　　　　　

錦が丘　　　　　　　

駒岡（一）　　　　　

駒岡（五）　　　　　

駒岡（三）　　　　　

駒岡（四）　　　　　

駒岡（二）　　　　　

元宮（一）　　　　　
元宮（二）　　　　　

元木（一）　　　　　

元木（二）　　　　　

古市場（一）　　　　

古市場（二）　　　　

古川町　　　　　　　
戸手（四）　　　　　

戸手（二）　　　　　

戸手本町（一）　　　

戸手本町（二）　　　

向井町　　　　　　　

幸町（一）　　　　　

幸町（三）　　　　　

江ケ崎町　　　　　　

江川（一）　　　　　

綱島西（一）　　　　

綱島西（五）　　　　

綱島西（三）　　　　

綱島西（四）　　　　

綱島西（二）　　　　

綱島西（六）　　　　

綱島台　　　　　　　

綱島東（一）　　　　

綱島東（五）　　　　綱島東（三）　　　　

綱島東（四）　　　　綱島東（二）　　　　

綱島東（六）　　　　

鋼管通（一）　　　　

鋼管通（四）　　　　

今井上町　　　　　　

今井西町　　　　　　今井仲町　　　　　　

今井南町　　　　　　

紺屋町　　　　　　　

砂子（二）　　　　　

桜本（一）　　　　　

桜本（二）　　　　　
三ッ池公園　　　　　

四谷下町　　　　　　

四谷上町　　　　　　

子母口　　　　　　　

市ノ坪　　　　　　　

市場下町　　　　　　

市場上町　　　　　　

師岡町　　　　　　　

獅子ヶ谷（一）　　　

獅子ヶ谷（三）　　　

獅子ヶ谷（二）　　　

寺谷（一）　　　　　

寺谷（二）　　　　　

鹿島田　　　　　　　

篠原北（一）　　　　

篠原北（二）　　　　

小向西町（三）　　　

小向西町（四）　　　

小向仲野町　　　　　

小向町　　　　　　　

小杉御殿町（一）　　
小杉町（二）　　　　

小川町　　　　　　　

小田（一）　　　　　

小田（五）　　　　　

小田（三）　　　　　

小田（四）　　　　　

小田（二）　　　　　

小田栄（一）　　　　

昭和（一）　　　　　

昭和（二）　　　　　

上の宮（一）　　　　

上の宮（二）　　　　

上丸子山王町（一）　

上丸子八幡町　　　　上小田中（五）　　　

上小田中（七）　　　

上末吉（五）　　　　

上末吉（三）　　　　
上末吉（四）　　　　

上末吉（二）　　　　

尻手（三）　　　　　

尻手（二）　　　　　

新蒲田（一）　　　　

新蒲田（三）　　　　

新蒲田（二）　　　　

新丸子町　　　　　　

新丸子東（一）　　　

新丸子東（三）　　　

新小倉　　　　　　　

新川崎　　　　　　　

新塚越　　　　　　　

神明町（二）　　　　

諏訪坂　　　　　　　 菅沢町　　　　　　　

西加瀬　　　　　　　

西蒲田（一）　　　　

西蒲田（四）　　　　

西蒲田（七）　　　　

西蒲田（二）　　　　

西蒲田（八）　　　　

西蒲田（六）　　　　

西嶺町　　　　　　　

西六郷（一）　　　　

西六郷（三）　　　　

西六郷（四）　　　　

西六郷（二）　　　　

西糀谷（一）　　　　

西糀谷（三）　　　　西糀谷（四）　　　　

西糀谷（二）　　　　

千鳥（一）　　　　　千鳥（三）　　　　　
千鳥（二）　　　　　

千年新町　　　　　　

川中島（一）　　　　

川中島（二）　　　　

浅田（一）　　　　　
浅田（三）　　　　　

浅田（四）　　　　　

浅野町　　　　　　　

多摩川（一）　　　　

多摩川（二）　　　　

台町　　　　　　　　大宮町　　　　　　　

大師町　　　　　　　

大師本町　　　　　　

大森西（一）　　　　

大森西（五）　　　　

大森西（三）　　　　大森西（四）　　　　

大森西（七）　　　　

大森西（二）　　　　

大森西（六）　　　　
大森中（一）　　　　

大森中（三）　　　　

大森東（一）　　　　

大森東（五）　　　　

大森東（三）　　　　

大森東（四）　　　　

大森東（二）　　　　

大森南（一）　　　　
大森南（三）　　　　

大森南（二）　　　　

大森北（五）　　　　
大森北（三）　　　　

大森北（六）　　　　
大森本町（二）　　　

大曽根（三）　　　　大曽根（二）　　　　

大曽根台　　　　　　

大倉町　　　　　　　

大島（一）　　　　　
大島（五）　　　　　

大島（二）　　　　　
大島上町　　　　　　

大東町　　　　　　　

樽町（一）　　　　　

樽町（三）　　　　　

樽町（四）　　　　　

樽町（二）　　　　　

池上（一）　　　　　

池上（五）　　　　　

池上（三）　　　　　池上（四）　　　　　

池上（七）　　　　　

池上（二）　　　　　

池上（八）　　　　　池上（六）　　　　　

池上新町（三）　　　

池上新町（二）　　　

池上町　　　　　　　

中央（二）　　　　　

中央（八）　　　　　

中丸子　　　　　　　

中幸町（一）　　　　

中幸町（三）　　　　

中瀬（一）　　　　　中瀬（三）　　　　　

仲六郷（一）　　　　

仲六郷（三）　　　　

仲六郷（二）　　　　

潮田町　　　　　　　

塚越（三）　　　　　

塚越（四）　　　　　

佃野町　　　　　　　

鶴見中央（三）　　　
鶴見中央（二）　　　

殿町（一）　　　　　

田園調布南　　　　　

田尻町　　　　　　　

田町（二）　　　　　

田島町　　　　　　　

田辺新田　　　　　　

渡田（一）　　　　　

渡田（三）　　　　　

渡田向町　　　　　　

渡田新町（三）　　　渡田東町　　　　　　

都町　　　　　　　　

東蒲田（一）　　　　

東蒲田（二）　　　　

東古市場　　　　　　

東寺尾（六）　　　　東寺尾中台　　　　　

東寺尾東台　　　　　

東寺尾北台　　　　　

東小倉　　　　　　　

東田町　　　　　　　

東門前（三）　　　　

東矢口（一）　　　　

東矢口（三）　　　　

東矢口（二）　　　　

東六郷（一）　　　　

東六郷（三）　　　　

東六郷（二）　　　　

東糀谷（一）　　　　
東糀谷（五）　　　　

東糀谷（三）　　　　

東糀谷（四）　　　　
東糀谷（二）　　　　

藤崎（一）　　　　　

藤崎（四）　　　　　

藤崎（二）　　　　　

南加瀬（一）　　　　

南加瀬（五）　　　　

南加瀬（三）　　　　

南加瀬（四）　　　　

南加瀬（二）　　　　

南蒲田（一）　　　　

南蒲田（三）　　　　

南蒲田（二）　　　　

南久が原（一）　　　

南久が原（二）　　　

南幸町（三）　　　　南幸町（二）　　　　

南渡田町　　　　　　

南馬込（六）　　　　

南六郷（一）　　　　

南六郷（三）　　　　

南六郷（二）　　　　

日ノ出（一）　　　　

日吉（一）　　　　　

日吉（五）　　　　　

日吉（三）　　　　　

日吉（四）　　　　　

日吉（七）　　　　　

日吉（二）　　　　　

日吉（六）　　　　　

日吉本町（一）　　　

日吉本町（五）　　　
日吉本町（三）　　　

日吉本町（四）　　　

日吉本町（二）　　　日吉本町（六）　　　

日進町　　　　　　　

馬場（五）　　　　　

馬場（三）　　　　　
馬場（四）　　　　　

馬場（七）　　　　　

馬場（六）　　　　　

萩中（一）　　　　　萩中（三）　　　　　萩中（二）　　　　　

浜町（三）　　　　　

浜町（二）　　　　　

富士塚（一）　　　　
富士塚（二）　　　　

平安町　　　　　　　

平和島（五）　　　　

平和島（四）　　　　

豊岡町　　　　　　　

北加瀬（一）　　　　

北加瀬（三）　　　　
北加瀬（二）　　　　

北寺尾（一）　　　　北寺尾（五）　　　　

北寺尾（三）　　　　北寺尾（四）　　　　

北寺尾（七）　　　　
北寺尾（六）　　　　

北谷町　　　　　　　
北糀谷（一）　　　　

北糀谷（二）　　　　

本羽田（一）　　　　
本羽田（二）　　　　

箕輪町（一）　　　　
箕輪町（三）　　　　

箕輪町（二）　　　　

明津　　　　　　　　

木月（一）　　　　　

木月（三）　　　　　

木月（四）　　　　　

木月（二）　　　　　

木月伊勢町　　　　　

木月住吉町　　　　　

木月大町　　　　　　

木月祗園町　　　　　

夜光（三）　　　　　

矢口（一）　　　　　

矢口（三）　　　　　

矢口（二）　　　　　

矢向（一）　　　　　

矢向（五）　　　　　

矢向（三）　　　　　

矢向（二）　　　　　

矢向（六）　　　　　

矢上　　　　　　　　

柳町　　　　　　　　

鈴木町　　　　　　　

新作（六）　　　　　
久が原（一）　　　　 山王（三）　　　　　

小杉陣屋町（二）　　上小田中（三）　　　
上小田中（四）　　　

上小田中（六）　　　

新城（三）　　　　　

新城（二）　　　　　
大森北（一）　　　　

仲池上（二）　　　　

田園調布本町　　　　

東嶺町　　　　　　　

南馬込（三）　　　　南馬込（四）　　　　
平和島（一）　　　　

北嶺町　　　　　　　

馬場出入口　　　　　

高速横浜環状北線　　

大田区役所　　　　　

川崎市役所　　　　　

鶴見駅　　　　　　　

川崎駅　　　　　　　

蒲田駅　　　　　　　

武蔵中原駅　　　　　

向河原駅　　　　　　

平間駅　　　　　　　

鹿島田駅　　　　　　

矢向駅　　　　　　　

尻手駅　　　　　　　

川崎新町駅　　　　　

昭和駅　　　　　　　

浜川崎駅　　　　　　菊名駅　　　　　　　

大倉山駅　　　　　　

綱島駅　　　　　　　

日吉駅　　　　　　　

元住吉駅　　　　　　

武蔵小杉駅　　　　　

新丸子駅　　　　　　

沼部駅　　　　　　　

鵜の木駅　　　　　　

下丸子駅　　　　　　

武蔵新田駅　　　　　

矢口渡駅　　　　　　
蓮沼駅　　　　　　　

池上駅　　　　　　　
千鳥町駅　　　　　　

久が原駅　　　　　　

御嶽山駅　　　　　　

京急鶴見駅　　　　　

鶴見市場駅　　　　　

八丁畷駅　　　　　　

京急川崎駅　　　　　

六郷土手駅　　　　　

雑色駅　　　　　　　

京急蒲田駅　　　　　

梅屋敷駅　　　　　　

大森町駅　　　　　　

平和島駅　　　　　　

糀谷駅　　　　　　　

大鳥居駅　　　　　　

穴守稲荷駅　　　　　

港町駅　　　　　　　鈴木町駅　　　　　　川崎大師駅　　　　　
東門前駅　　　　　　大師橋駅　　　　　　

新川崎駅　　　　　　
日吉駅　　　　　　　

日吉本町駅　　　　　

小田栄駅　　　　　　

首都高速三号線　　　

環状七号線　　　　　目黒通　　　　　　　

中原街道　　　　　　

渋谷区　　　　　　　

港区　　　　　　　　

目黒区　　　　　　　

大原　　　　　　　　

北沢　　　　　　　　

代沢　　　　　　　　

三宿　　　　　　　　

下馬　　　　　　　　

野沢　　　　　　　　

上馬　　　　　　　　

三軒茶屋　　　　　　

若林　　　　　　　　

代田　　　　　　　　

豪徳寺　　　　　　　

赤堤　　　　　　　　

上北沢　　　　　　　

経堂　　　　　　　　

用賀　　　　　　　　 駒沢　　　　　　　　

駒沢公園　　　　　　

瀬田　　　　　　　　

玉川　　　　　　　　

二子橋　　　　　　　

等々力　　　　　　　

尾山台　　　　　　　

玉川ＩＣ　　　　　　

北見方　　　　　　　

下野毛　　　　　　　

宮内　　　　　　　　

小杉　　　　　　　　

田園調布　　　　　　

石川台　　　　　　　

雪谷　　　　　　　　

馬込　　　　　　　　
山王下　　　　　　　

勝島　　　　　　　　

品川　　　　　　　　

南品川　　　　　　　

東品川　　　　　　　大崎　　　　　　　　

五反田　　　　　　　

中延　　　　　　　　

東急目黒線　　　　　

荏原　　　　　　　　

武蔵小山　　　　　　

小山台　　　　　　　

下目黒　　　　　　　

洗足　　　　　　　　

自由が丘　　　　　　

碑文谷　　　　　　　

中目黒　　　　　　　

上目黒　　　　　　　

大橋　　　　　　　　

松濤　　　　　　　　

渋谷　　　　　　　　

代官山　　　　　　　

恵比寿　　　　　　　天現寺橋　　　　　　

白金台　　　　　　　

白金　　　　　　　　

清正公園　　　　　　

高輪　　　　　　　　

札の辻　　　　　　　

古川橋　　　　　　　

麻布　　　　　　　　

一ノ橋　　　　　　　赤羽橋　　　　　　　

飯倉　　　　　　　　

六本木　　　　　　　

西麻布　　　　　　　

南青山　　　　　　　

東京メトロ日比谷線　

都営地下鉄浅草線　　

東急大井町線　　　　

東急世田谷線　　　　

野毛　　　　　　　　

大井町　　　　　　　

永福出入口　　　　　

三軒茶屋出入口　　　

渋谷出入口　　　　　

高樹町出入口　　　　

谷町ＪＣＴ　　　　　

飯倉出入口　　　　　

一ノ橋ＪＣＴ　　　　

天現寺出入口　　　　

目黒出入口　　　　　

鈴ヶ森出入口　　　　

用賀出入口　　　　　

京浜川崎ＩＣ　　　　

荏原出入口　　　　　
戸越出入口　　　　　

勝島出入口　　　　　

都営地下鉄大江戸線　

臨海副都心線　　　　

大橋ＪＣＴ　　　　　

東京メトロ副都心線　

富ヶ谷出入口　　　　

玉川（三）　　　　　

玉川（四）　　　　　

経堂（四）　　　　　

坂戸（二）　　　　　

桜丘（四）　　　　　

桜丘（二）　　　　　

上北沢（一）　　　　

上北沢（三）　　　　

上用賀（六）　　　　

新作（五）　　　　　

諏訪（三）　　　　　

瀬田（五）　　　　　

瀬田（四）　　　　　

船橋（三）　　　　　

船橋（六）　　　　　

二子（三）　　　　　

五反田出入口　　　　

池尻（一）　　　　　

宇田川町　　　　　　

羽根木（一）　　　　

荏原（一）　　　　　

荏原（五）　　　　　

荏原（三）　　　　　

荏原（四）　　　　　

荏原（七）　　　　　

荏原（二）　　　　　

荏原（六）　　　　　

円山町　　　　　　　

猿楽町　　　　　　　

奥沢（一）　　　　　

奥沢（五）　　　　　

奥沢（三）　　　　　

奥沢（四）　　　　　

奥沢（七）　　　　　

奥沢（二）　　　　　

奥沢（八）　　　　　
奥沢（六）　　　　　

下馬（一）　　　　　

下馬（五）　　　　　下馬（三）　　　　　
下馬（四）　　　　　

下馬（二）　　　　　

下馬（六）　　　　　

下目黒（五）　　　　

下目黒（二）　　　　

下目黒（六）　　　　

下野毛（一）　　　　

下野毛（三）　　　　
下野毛（二）　　　　

柿の木坂（一）　　　

柿の木坂（三）　　　

柿の木坂（二）　　　

旗の台（一）　　　　

旗の台（五）　　　　

旗の台（四）　　　　

旗の台（六）　　　　

宮坂（一）　　　　　

宮坂（三）　　　　　

宮坂（二）　　　　　

宮内（一）　　　　　

宮内（三）　　　　　

宮内（四）　　　　　

宮内（二）　　　　　

玉川（一）　　　　　

玉川台（一）　　　　

玉川台（二）　　　　

玉川田園調布（二）　

玉堤（一）　　　　　

玉堤（二）　　　　　

駒場（四）　　　　　

駒場（二）　　　　　

駒沢（一）　　　　　

駒沢（五）　　　　　

駒沢（三）　　　　　

駒沢（四）　　　　　

駒沢（二）　　　　　

恵比寿（一）　　　　

恵比寿（三）　　　　

恵比寿（四）　　　　
恵比寿（二）　　　　

恵比寿西（二）　　　

恵比寿南（一）　　　
恵比寿南（三）　　　

経堂（一）　　　　　

経堂（五）　　　　　

経堂（三）　　　　　
経堂（二）　　　　　

元麻布（三）　　　　

元麻布（二）　　　　

原町（一）　　　　　

弦巻（一）　　　　　弦巻（五）　　　　　
弦巻（四）　　　　　

弦巻（二）　　　　　

戸越（一）　　　　　

戸越（五）　　　　　

戸越（二）　　　　　

戸越（六）　　　　　

虎ノ門（四）　　　　

五本木（一）　　　　

五本木（三）　　　　

五本木（二）　　　　

広町（一）　　　　　

広尾（一）　　　　　
広尾（五）　　　　　

広尾（三）　　　　　

広尾（二）　　　　　

高輪（一）　　　　　

高輪（三）　　　　　

高輪（四）　　　　　

高輪（二）　　　　　

豪徳寺（一）　　　　

豪徳寺（二）　　　　

桜（一）　　　　　　

桜（三）　　　　　　

桜（二）　　　　　　桜丘（一）　　　　　

桜丘（三）　　　　　

桜丘町　　　　　　　

桜上水（一）　　　　

桜上水（三）　　　　
桜上水（二）　　　　

桜新町（一）　　　　

桜新町（二）　　　　

三軒茶屋（一）　　　三軒茶屋（二）　　　

三宿（一）　　　　　

三宿（二）　　　　　

三田（五）　　　　　

三田（三）　　　　　

三田（二）　　　　　

山王（一）　　　　　

山王（四）　　　　　

山王（二）　　　　　

自由が丘（一）　　　自由が丘（三）　　　自由が丘（二）　　　

芝（三）　　　　　　

芝公園（三）　　　　

若林（一）　　　　　

若林（五）　　　　　

若林（三）　　　　　

若林（四）　　　　　

若林（二）　　　　　

渋谷（三）　　　　　

勝島（一）　　　　　

勝島（二）　　　　　

小山（一）　　　　　

小山（五）　　　　　

小山（七）　　　　　

小山（六）　　　　　

小杉陣屋町（一）　　

松原（五）　　　　　

松原（三）　　　　　

松原（四）　　　　　

松原（六）　　　　　

松濤（一）　　　　　
松濤（二）　　　　　

上丸子天神町　　　　

上原（三）　　　　　上原（二）　　　　　

上小田中（一）　　　

上小田中（二）　　　

上新城（一）　　　　

上新城（二）　　　　

上大崎（一）　　　　上大崎（三）　　　　

上大崎（二）　　　　

上池台（一）　　　　

上池台（五）　　　　

上池台（三）　　　　

上池台（四）　　　　
上池台（二）　　　　

上馬（一）　　　　　

上馬（五）　　　　　

上馬（四）　　　　　

上馬（二）　　　　　

上目黒（一）　　　　

上目黒（五）　　　　
上目黒（三）　　　　

上目黒（四）　　　　

上目黒（二）　　　　

上野毛（一）　　　　

上野毛（三）　　　　

上野毛（四）　　　　

上野毛（二）　　　　

上用賀（五）　　　　

上用賀（三）　　　　

上用賀（四）　　　　

深沢（一）　　　　　深沢（五）　　　　　
深沢（三）　　　　　

深沢（四）　　　　　

深沢（七）　　　　　

深沢（二）　　　　　

深沢（八）　　　　　
深沢（六）　　　　　

神宮前（五）　　　　神山町　　　　　　　

神泉町　　　　　　　

神南（一）　　　　　

世田谷（一）　　　　

世田谷（三）　　　　
世田谷（四）　　　　

世田谷（二）　　　　

瀬田（一）　　　　　

瀬田（三）　　　　　

瀬田（二）　　　　　

西五反田（五）　　　

西五反田（三）　　　

西五反田（四）　　　
西五反田（七）　　　

西五反田（二）　　　

西大井（一）　　　　

西大井（五）　　　　
西大井（三）　　　　

西大井（四）　　　　

西大井（二）　　　　

西大井（六）　　　　

西中延（一）　　　　

西中延（二）　　　　

西馬込（一）　　　　
西馬込（二）　　　　

西品川（一）　　　　

西品川（三）　　　　
西品川（二）　　　　

西麻布（一）　　　　

西麻布（三）　　　　

西麻布（四）　　　　

西麻布（二）　　　　

青葉台（三）　　　　

青葉台（四）　　　　

青葉台（二）　　　　

石川町（一）　　　　

石川町（二）　　　　

赤堤（一）　　　　　

赤堤（五）　　　　　

赤堤（三）　　　　　

赤堤（四）　　　　　

赤堤（二）　　　　　

雪谷大塚町　　　　　

洗足（一）　　　　　

洗足（二）　　　　　

船橋（五）　　　　　

太子堂（一）　　　　

太子堂（五）　　　　
太子堂（三）　　　　

太子堂（四）　　　　太子堂（二）　　　　

代官山町　　　　　　

代沢（一）　　　　　代沢（五）　　　　　

代沢（三）　　　　　

代沢（四）　　　　　

代沢（二）　　　　　

代田（一）　　　　　

代田（五）　　　　　

代田（三）　　　　　

代田（四）　　　　　

代田（二）　　　　　

代田（六）　　　　　

大井（一）　　　　　

大井（五）　　　　　

大井（三）　　　　　

大井（四）　　　　　

大井（七）　　　　　
大井（六）　　　　　

大岡山（一）　　　　

大岡山（二）　　　　

大橋（一）　　　　　

大橋（二）　　　　　

大崎（一）　　　　　大崎（四）　　　　　
大崎（二）　　　　　

鷹番（一）　　　　　

鷹番（二）　　　　　

池尻（三）　　　　　

池尻（四）　　　　　

池尻（二）　　　　　

中延（一）　　　　　

中延（三）　　　　　

中延（四）　　　　　

中延（二）　　　　　

中延（六）　　　　　

中央町（二）　　　　

中根（一）　　　　　中根（二）　　　　　

中町（五）　　　　　

中馬込（一）　　　　

中馬込（三）　　　　

中馬込（二）　　　　

中目黒（一）　　　　

中目黒（五）　　　　

中目黒（三）　　　　中目黒（四）　　　　

仲池上（一）　　　　

田園調布（一）　　　

田園調布（五）　　　
田園調布（三）　　　

田園調布（四）　　　

田園調布（二）　　　

東が丘（一）　　　　

東が丘（二）　　　　

東玉川（一）　　　　
東玉川（二）　　　　

東五反田（五）　　　

東五反田（三）　　　

東五反田（二）　　　

東山（一）　　　　　

東山（三）　　　　　

東山（二）　　　　　

東雪谷（一）　　　　

東雪谷（五）　　　　

東雪谷（三）　　　　東雪谷（四）　　　　

東雪谷（二）　　　　

東大井（一）　　　　東大井（五）　　　　

東大井（三）　　　　
東大井（四）　　　　

東大井（六）　　　　

東中延（一）　　　　

東中延（二）　　　　

東馬込（一）　　　　

東馬込（二）　　　　

東品川（一）　　　　

東品川（三）　　　　

東品川（四）　　　　

東麻布（一）　　　　

等々力　　　　　　　

等々力（一）　　　　

等々力（五）　　　　
等々力（三）　　　　

等々力（四）　　　　

等々力（七）　　　　

等々力（二）　　　　

等々力（八）　　　　

等々力（六）　　　　

道玄坂（一）　　　　

南青山（五）　　　　

南青山（四）　　　　

南青山（七）　　　　

南青山（六）　　　　

南雪谷（一）　　　　

南雪谷（五）　　　　

南雪谷（三）　　　　

南雪谷（四）　　　　

南千束（一）　　　　南千束（三）　　　　
南千束（二）　　　　

南大井（一）　　　　南大井（五）　　　　

南大井（三）　　　　

南大井（四）　　　　

南大井（六）　　　　
南馬込（一）　　　　

南馬込（五）　　　　
南馬込（二）　　　　

南品川（五）　　　　

南品川（四）　　　　
南品川（二）　　　　

南品川（六）　　　　

南平台町　　　　　　

南麻布（一）　　　　

南麻布（五）　　　　

南麻布（三）　　　　

南麻布（四）　　　　

二葉（一）　　　　　

二葉（四）　　　　　

二葉（二）　　　　　

梅丘（一）　　　　　

梅丘（三）　　　　　梅丘（二）　　　　　

白金（一）　　　　　
白金（三）　　　　　

白金（四）　　　　　白金（二）　　　　　
白金（六）　　　　　

白金台（三）　　　　

白金台（四）　　　　

白金台（二）　　　　

八雲（一）　　　　　

八雲（五）　　　　　

八雲（三）　　　　　

八雲（四）　　　　　

八雲（二）　　　　　

鉢山町　　　　　　　

碑文谷（一）　　　　

碑文谷（三）　　　　

碑文谷（四）　　　　

碑文谷（二）　　　　

碑文谷（六）　　　　

尾山台（一）　　　　

尾山台（三）　　　　
尾山台（二）　　　　

富ヶ谷（一）　　　　

平町（一）　　　　　

平町（二）　　　　　
平塚（一）　　　　　

平塚（三）　　　　　

平塚（二）　　　　　

平和島（二）　　　　

豊町（五）　　　　　

豊町（三）　　　　　

豊町（四）　　　　　
豊町（六）　　　　　

北見方（一）　　　　

北見方（二）　　　　

北千束（一）　　　　

北千束（三）　　　　
北千束（二）　　　　

北沢（一）　　　　　

北沢（三）　　　　　

北沢（二）　　　　　

北馬込（一）　　　　北馬込（二）　　　　

北品川（一）　　　　

北品川（五）　　　　

北品川（三）　　　　

北品川（四）　　　　

北品川（二）　　　　

北品川（六）　　　　

麻布永坂町　　　　　

麻布十番（二）　　　

麻布台（一）　　　　

麻布台（二）　　　　

目黒（一）　　　　　
目黒（三）　　　　　

目黒（四）　　　　　

目黒（二）　　　　　

目黒本町（一）　　　

目黒本町（五）　　　
目黒本町（四）　　　

目黒本町（二）　　　

目黒本町（六）　　　

野沢（一）　　　　　

野沢（三）　　　　　

野沢（四）　　　　　
野沢（二）　　　　　

野毛（一）　　　　　

野毛（三）　　　　　
野毛（二）　　　　　

祐天寺（一）　　　　

祐天寺（二）　　　　

用賀（一）　　　　　

用賀（三）　　　　　

用賀（四）　　　　　
用賀（二）　　　　　

緑が丘（二）　　　　

六本木（一）　　　　

六本木（五）　　　　

六本木（三）　　　　

六本木（四）　　　　

六本木（七）　　　　

六本木（六）　　　　

鶯谷町　　　　　　　

羽根木（二）　　　　
下高井戸（一）　　　 虎ノ門（二）　　　　

桜上水（五）　　　　 松原（一）　　　　　松原（二）　　　　　

上原（一）　　　　　 神宮前（四）　　　　神宮前（六）　　　　 赤坂（一）　　　　　

赤坂（六）　　　　　
大山町　　　　　　　 南青山（一）　　　　

南青山（三）　　　　

南青山（二）　　　　

富ヶ谷（二）　　　　
北青山（三）　　　　

北沢（五）　　　　　

北沢（四）　　　　　

池尻出入口　　　　　

世田谷区役所　　　　

目黒区役所　　　　　

渋谷区役所　　　　　

品川区役所　　　　　

品川駅　　　　　　　

目黒駅　　　　　　　

五反田駅　　　　　　

大崎駅　　　　　　　

大井町駅　　　　　　大岡山駅　　　　　　

恵比寿駅　　　　　　

大森駅　　　　　　　
武蔵新城駅　　　　　

泉岳寺駅　　　　　　

北品川駅　　　　　　

新馬場駅　　　　　　

青物横丁駅　　　　　

鮫洲駅　　　　　　　

立会川駅　　　　　　

大森海岸駅　　　　　

上北沢駅　　　　　　
桜上水駅　　　　　　

下高井戸駅　　　　　

明大前駅　　　　　　

松原駅　　　　　　　

山下駅　　　　　　　

宮の坂駅　　　　　　

上町駅　　　　　　　世田谷駅　　　　　　松陰神社前駅　　　　

若林駅　　　　　　　
西太子堂駅　　　　　三軒茶屋駅　　　　　

千歳船橋駅　　　　　

経堂駅　　　　　　　

豪徳寺駅　　　　　　

梅ヶ丘駅　　　　　　

世田谷代田駅　　　　

下北沢駅　　　　　　

東北沢駅　　　　　　

代々木上原駅　　　　

東松原駅　　　　　　新代田駅　　　　　　
下北沢駅　　　　　　

池ノ上駅　　　　　　
駒場東大前駅　　　　

神泉駅　　　　　　　

二子新地駅　　　　　

二子玉川駅　　　　　

用賀駅　　　　　　　

桜新町駅　　　　　　
駒沢大学駅　　　　　

三軒茶屋駅　　　　　

池尻大橋駅　　　　　

上野毛駅　　　　　　

等々力駅　　　　　　
尾山台駅　　　　　　

九品仏駅　　　　　　
自由が丘駅　　　　　

緑が丘駅　　　　　　北千束駅　　　　　　
旗の台駅　　　　　　

荏原町駅　　　　　　
中延駅　　　　　　　

戸越公園駅　　　　　下神明駅　　　　　　

多摩川駅　　　　　　

田園調布駅　　　　　

都立大学駅　　　　　

学芸大学駅　　　　　

祐天寺駅　　　　　　

中目黒駅　　　　　　

代官山駅　　　　　　

奥沢駅　　　　　　　

洗足駅　　　　　　　

西小山駅　　　　　　

武蔵小山駅　　　　　

不動前駅　　　　　　

雪が谷大塚駅　　　　

石川台駅　　　　　　

洗足池駅　　　　　　

長原駅　　　　　　　

荏原中延駅　　　　　

戸越銀座駅　　　　　

大崎広小路駅　　　　

西馬込駅　　　　　　

馬込駅　　　　　　　

中延駅　　　　　　　

戸越駅　　　　　　　

五反田駅　　　　　　

高輪台駅　　　　　　

代々木八幡駅　　　　代々木公園駅　　　　

乃木坂駅　　　　　　
表参道駅　　　　　　

恵比寿駅　　　　　　

広尾駅　　　　　　　

六本木駅　　　　　　神谷町駅　　　　　　

西大井駅　　　　　　

渋谷駅　　　　　　　

白金台駅　　　　　　

白金高輪駅　　　　　

麻布十番駅　　　　　

六本木一丁目駅　　　

赤羽橋駅　　　　　　

明治神宮前駅　　　　

渋谷駅　　　　　　　

高輪ゲートウェイ駅　

港北警察署
緑警察署

青葉警察署

都筑警察署

調布警察署
成城警察署

麻生警察署

宮前警察署

多摩警察署

高津警察署

池上警察署

蒲田警察署

大森警察署

鶴見警察署

川崎警察署
川崎臨港警察署

幸警察署

中原警察署

渋谷警察署

三田警察署

荏原警察署

世田谷警察署

玉川警察署

北沢警察署

品川警察署

大崎警察署

大井警察署

碑文谷警察署

目黒警察署

麻布警察署

高輪警察署

田園調布警察署
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲



首都高速湾岸分岐線　

京浜島　　　　　　　

羽田　　　　　　　　

浮島　　　　　　　　

京浜港　　　　　　　

東京湾　　　　　　　

東京モノレール　　　東海道貨物線　　　　

平和島出入口　　　　

昭和島ＪＣＴ　　　　

空港西出入口　　　　

首都高速湾岸線　　　

湾岸環八出入口　　　

空港中央出入口　　　

東海ＪＣＴ　　　　　

殿町出入口　　　　　

浮島入口　　　　　　

川崎浮島ＪＣＴ　　　

浮島出口　　　　　　

羽田（五）　　　　　

羽田（六）　　　　　

羽田旭町　　　　　　

江川（二）　　　　　

昭和島（一）　　　　

大森南（五）　　　　

殿町（二）　　　　　

田町（三）　　　　　

東糀谷（六）　　　　

平和島（六）　　　　

夜光（二）　　　　　

羽田空港（一）　　　

羽田空港（三）　　　
羽田空港（二）　　　

京浜島（一）　　　　
京浜島（三）　　　　

京浜島（二）　　　　

小島町　　　　　　　

昭和島（二）　　　　

城南島（一）　　　　

城南島（五）　　　　

城南島（三）　　　　

城南島（四）　　　　
城南島（七）　　　　

城南島（二）　　　　

城南島（六）　　　　

千鳥町　　　　　　　

殿町（三）　　　　　

東海（三）　　　　　
東海（二）　　　　　

浮島町　　　　　　　

夜光（一）　　　　　

東海（四）　　　　　

小島新田駅　　　　　

第１・２ターミナル駅

流通センター駅　　　

昭和島駅　　　　　　

整備場駅　　　　　　

天空橋駅　　　　　　

新整備場駅　　　　　

羽田第２ターミナル駅
羽田第１ターミナル駅

第３ターミナル駅　　
羽田第３ターミナル駅

首都高速一号線　　　

首都高速九号線　　　

品川区　　　　　　　

江東区　　　　　　　

新橋　　　　　　　　

芝公園　　　　　　　

竹芝棧橋　　　　　　

芝浦　　　　　　　　

品川ふ頭　　　　　　

大井ふ頭　　　　　　

築地　　　　　　　　

隅田川　　　　　　　

勝どき橋　　　　　　月島　　　　　　　　

晴海　　　　　　　　
晴海ふ頭　　　　　　

豊洲　　　　　　　　

越中島　　　　　　　

木場　　　　　　　　

新砂　　　　　　　　

潮見　　　　　　　　

夢の島　　　　　　　

辰巳　　　　　　　　

東雲　　　　　　　　

有明　　　　　　　　

フェリーふ頭　　　　

東京港　　　　　　　

中川　　　　　　　　

葛西　　　　　　　　

東京メトロ東西線　　

葛西出入口　　　　　

新木場出入口　　　　

辰巳ＪＣＴ　　　　　

枝川出口　　　　　　

有明出入口　　　　　

塩浜入口　　　　　　

銀座出入口　　　　　

新橋出入口　　　　　

汐留出入口　　　　　

土橋出入口　　　　　

芝公園出入口　　　　

芝浦出入口　　　　　

臨海副都心出入口　　

大井出入口　　　　　

中環大井南入口　　　

大井南出入口　　　　

葛西ＪＣＴ　　　　　

京葉線　　　　　　　

首都高速中央環状線　

有明ＪＣＴ　　　　　

台場出入口　　　　　

大井ＪＣＴ　　　　　

首都高速十二号線　　

芝浦ＪＣＴ　　　　　

汐留ＪＣＴ　　　　　

浜崎橋ＪＣＴ　　　　

清新町出入口　　　　

東京臨海新交通臨海線

東雲ＪＣＴ　　　　　

豊洲出入口　　　　　

晴海出入口　　　　　

港南（四）　　　　　

芝浦（三）　　　　　

芝浦（四）　　　　　

東品川（二）　　　　

越中島（三）　　　　

塩浜（一）　　　　　
塩浜（二）　　　　　

海岸（一）　　　　　

海岸（三）　　　　　

月島（一）　　　　　
月島（三）　　　　　

月島（四）　　　　　

月島（二）　　　　　

枝川（一）　　　　　
枝川（三）　　　　　

枝川（二）　　　　　

芝浦（一）　　　　　

芝浦（二）　　　　　

芝大門（二）　　　　

勝どき（一）　　　　

勝どき（五）　　　　
勝どき（四）　　　　勝どき（二）　　　　

勝どき（六）　　　　

新橋（四）　　　　　

新橋（六）　　　　　
新砂（一）　　　　　 新砂（三）　　　　　

新砂（二）　　　　　

新木場（一）　　　　

新木場（三）　　　　

新木場（四）　　　　

新木場（二）　　　　

晴海（一）　　　　　

晴海（五）　　　　　

晴海（三）　　　　　

晴海（四）　　　　　

晴海（二）　　　　　

清新町（一）　　　　

清新町（二）　　　　

西葛西（五）　　　　

西葛西（七）　　　　

西葛西（八）　　　　

西葛西（六）　　　　

西新橋（三）　　　　

青海（一）　　　　　

青海（三）　　　　　

青海（四）　　　　　

青海（二）　　　　　

台場（一）　　　　　

辰巳（一）　　　　　

辰巳（三）　　　　　

辰巳（二）　　　　　

築地（五）　　　　　

築地（四）　　　　　築地（六）　　　　　

中葛西（五）　　　　

中葛西（七）　　　　
中葛西（八）　　　　

中葛西（六）　　　　

潮見（一）　　　　　
潮見（二）　　　　　

佃（三）　　　　　　

東雲（一）　　　　　

東雲（二）　　　　　

東海（五）　　　　　

東海（六）　　　　　

東新橋（一）　　　　

東新橋（二）　　　　

東八潮　　　　　　　
東品川（五）　　　　

南葛西（一）　　　　

南葛西（三）　　　　

八潮（一）　　　　　

八潮（五）　　　　　

八潮（四）　　　　　

八潮（二）　　　　　

浜松町（一）　　　　

浜松町（二）　　　　

豊海町　　　　　　　

豊洲（一）　　　　　

豊洲（五）　　　　　

豊洲（四）　　　　　
豊洲（二）　　　　　

豊洲（六）　　　　　

夢の島（一）　　　　

夢の島（三）　　　　
夢の島（二）　　　　

有明（一）　　　　　

有明（三）　　　　　

有明（四）　　　　　

有明（二）　　　　　

臨海町（一）　　　　

臨海町（三）　　　　

臨海町（四）　　　　

臨海町（二）　　　　

臨海町（六）　　　　

若洲（一）　　　　　

若洲（三）　　　　　

若洲（二）　　　　　

虎ノ門（一）　　　　

越中島（二）　　　　

銀座（八）　　　　　
銀座（六）　　　　　 古石場（一）　　　　

古石場（二）　　　　
新橋（二）　　　　　

西葛西（三）　　　　
西葛西（四）　　　　西新橋（一）　　　　

築地（三）　　　　　
築地（七）　　　　　

中葛西（三）　　　　中葛西（四）　　　　

東砂（八）　　　　　

東陽（一）　　　　　東陽（二）　　　　　

南砂（七）　　　　　
明石町　　　　　　　

木場（一）　　　　　木場（六）　　　　　

中環大井南出口　　　

大井南出口　　　　　

港区役所　　　　　　

新橋駅　　　　　　　

浜松町駅　　　　　　

田町駅　　　　　　　

芝公園駅　　　　　　

御成門駅　　　　　　

内幸町駅　　　　　　東銀座駅　　　　　　
築地駅　　　　　　　

木場駅　　　　　　　東陽町駅　　　　　　
南砂町駅　　　　　　

西葛西駅　　　　　　

大門駅　　　　　　　

三田駅　　　　　　　

大井競馬場前駅　　　

モノレール浜松町駅　

月島駅　　　　　　　

豊洲駅　　　　　　　

辰己駅　　　　　　　

越中島駅　　　　　　

潮見駅　　　　　　　

新木場駅　　　　　　
葛西臨海公園駅　　　

天王洲アイル駅　　　

東雲駅　　　　　　　

国際展示場駅　　　　

東京テレポート駅　　

有明駅　　　　　　　

東京ビッグサイト駅　

青海駅　　　　　　　

クルーズターミナル駅

台場駅　　　　　　　

お台場海浜公園駅　　

日の出駅　　　　　　

竹芝駅　　　　　　　

テレコムセンター駅　

勝どき駅　　　　　　

築地市場駅　　　　　

天王洲アイル駅　　　

品川シーサイド駅　　

有明テニスの森駅　　

市場前駅　　　　　　

新豊洲駅　　　　　　

豊洲駅　　　　　　　

汐留駅　　　　　　　

新橋駅　　　　　　　
虎ノ門ヒルズ駅　　　

東京湾岸道路　　　　

浦安市　　　　　　　

船橋市　　　　　　　

習志野市　　　　　　

長島町　　　　　　　

旧江戸川　　　　　　

猫実　　　　　　　　

浦安　　　　　　　　

塩浜　　　　　　　　

浦安出入口　　　　　

舞浜入口　　　　　　

東葛西（七）　　　　

南葛西（五）　　　　

南葛西（四）　　　　

塩浜（四）　　　　　

海楽（一）　　　　　

海楽（二）　　　　　

港　　　　　　　　　

高洲（一）　　　　　

高洲（九）　　　　　

高洲（五）　　　　　
高洲（三）　　　　　
高洲（四）　　　　　

高洲（二）　　　　　

高洲（六）　　　　　

今川（二）　　　　　

鉄鋼通り（一）　　　

鉄鋼通り（三）　　　

鉄鋼通り（二）　　　
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交通管理リンク出力図

制作　(公財)日本交通管理技術協会及び(一財)日本デジタル道路地図協会

許可なく複製することを禁ずる。

凡例

交通管理リンク

出力交通管理ﾘﾝｸ以外のﾘﾝｸ

交通管理リンク端点

高速自動車国道No

都市高速道路No

一般国道No

主要地方道No

一般都道府県道No

都道府県界

市町村界

鉄道・駅

線水系（川幅の小さな河川）

面水系（海・湖沼・川幅の大きな河川）

山岳▲


