
●2023年1月配信分 [全データ更新]・[差分更新]

「地点情報データ更新一覧（観光系スポットのみ抜粋）」
　※この情報は、更新情報の一部です。

　※過去の配信分で確認できる更新情報も含まれております。

対象機種
　　2017年モデル
　　ハイグレードメモリー8インチナビゲーション：99000-79BE0-000（AVIC-CLS900ZS2）
　　ハイグレードメモリーナビゲーション：99000-79BE1-000（AVIC-CZS900ZS2）
　　ハイグレードメモリーワイドナビゲーション：99000-79BE1-W00（AVIC-CWS900ZS2）
　　2016年モデル
　　ハイグレードメモリー8インチナビゲーション：99000-79BA5-000（AVIC-CLS900ZS）
　　ハイグレードメモリーナビゲーション：99000-79BA6-000（AVIC-CZS900ZS）
　　ハイグレードメモリーワイドナビゲーション：99000-79BA6-W00（AVIC-CWS900ZS）

ジャンル 市区町村 名称

旅館 nol kyoto sanjo 京都府 京都市 中京区

旅館 おのみち帆聲 広島県 尾道市

旅館 NIPPONIA出雲大社門前町 島根県 出雲市

旅館 ましこ悠和館 栃木県 芳賀郡 益子町

旅館 うだ薬湯の宿やたきや 奈良県 宇陀市

旅館 ホテル四季の館 箱根芦ノ湖 神奈川県 足柄下郡 箱根町

旅館 名湯舎 創 山形県 山形市

旅館 紫塚ゴルフ倶楽部 栃木県 さくら市

旅館 醸す森 新潟県 十日町市

旅館 日光国立公園 川俣温泉 蔵 栃木県 日光市

旅館 渡月庵 石川県 七尾市

旅館 湯快わんわんリゾート粟津 石川県 小松市

旅館 昭和温泉旅館すみれ 青森県 南津軽郡 大鰐町

旅館 四条河原町温泉空庭テラス京都 京都府 京都市 下京区

旅館 界出雲 島根県 出雲市

旅館 アウルリゾート有福温泉 島根県 江津市

旅館 界雲仙 長崎県 雲仙市

旅館 磐梯名湯リゾートボナリの森 福島県 耶麻郡 猪苗代町

遊園地 ジブリパーク 愛知県 長久手市

野球場 UDトラックス上尾スタジアム（上尾市民球場） 埼玉県 上尾市

野球場 まるさん・あったまるスタジアム（南相馬市野球場） 福島県 南相馬市

野球場 北本総合公園野球場 埼玉県 北本市

美術館 栃木市立美術館 栃木県 栃木市

博物館 陸前高田市立博物館 岩手県 陸前高田市

道の駅 うれしのまるく 佐賀県 嬉野市

展示場 東京都立多摩産業交流センター（東京たま未来メッセ） 東京都 八王子市

展示場 宇都宮駅東口交流拠点施設（ライトキューブ宇都宮） 栃木県 宇都宮市

体育館・アリーナ 滑河運動施設 千葉県 成田市

体育館・アリーナ 鶴居村村民スポーツ・健康増進施設（ファミスポ・アップ） 北海道 阿寒郡 鶴居村

体育館・アリーナ すがかわ体育館 長野県 下高井郡 山ノ内町

体育館・アリーナ 滋賀ダイハツアリーナ（滋賀アリーナ） 滋賀県 大津市

水族館 幼魚水族館 静岡県 駿東郡 清水町

水族館 みなとやま水族館 兵庫県 神戸市 兵庫区

図書館 浪江町図書館 福島県 双葉郡 浪江町

図書館 郷の本棚やさと図書館 茨城県 石岡市



ジャンル 市区町村 名称

図書館 田原町ミニ図書館 福井県 福井市

図書館 神奈川県立図書館本館 神奈川県 横浜市 西区

資料館 小平記念館 茨城県 日立市

資料館 富士モータースポーツミュージアム 静岡県 駿東郡 小山町

資料館 北杜市考古資料館 山梨県 北杜市

資料館 エプソンミュージアム諏訪 長野県 諏訪市

資料館 猪苗代町歴史民俗資料館 福島県 耶麻郡 猪苗代町

資料館 野口英世記念感染症ミュージアム 福島県 耶麻郡 猪苗代町

劇場・ホール 南国市地域交流センター 高知県 南国市

劇場・ホール 氷見市芸術文化館 富山県 氷見市

劇場・ホール 山形市西山形コミュニティセンター 山形県 山形市

劇場・ホール 葛巻町役場多目的ホール 岩手県 岩手郡 葛巻町

観光スポット
（レジャー施設）

日の出ラベンダー園 北海道 空知郡 上富良野町

温泉 土佐和紙工芸村QRAUD 高知県 吾川郡 いの町

温泉 楠の湯 秋田県 由利本荘市

温泉 御前湯 大分県 竹田市

温泉 水巻天然温泉いちょうの湯 福岡県 遠賀郡 水巻町

温泉 土佐望月温泉・姫若子の湯 高知県 高知市

温泉 有馬街道温泉すずらんの湯 兵庫県 神戸市 北区

温泉 JOCA南部・法勝寺温泉 鳥取県 西伯郡 南部町

ホテル ホテルグランビュー石垣新川 沖縄県 石垣市

ホテル ダイワロイネットホテル鹿児島天文館 鹿児島県 鹿児島市

ホテル くだまつステーションホテル 山口県 下松市

ホテル LA JOLIE MOTOMACHI 北海道 函館市

ホテル プリンススマートイン博多 福岡県 福岡市 博多区

ホテル 京急EXイン京急蒲田駅前 東京都 大田区

ホテル HOTEL AZ愛媛東予店 愛媛県 西条市

ホテル 天然温泉吉備の湯ドーミーイン岡山 岡山県 岡山市 北区

ホテル ホテルテトラリゾート仙台岩沼 宮城県 岩沼市

ホテル ABホテル木更津 千葉県 木更津市

ホテル la reyes湘南 神奈川県 足柄上郡 大井町

ホテル 東横INN京王線東府中駅北口 東京都 府中市

ホテル ヴィアイン赤坂<茜音の湯> 東京都 港区

ホテル オルダホテル 千葉県 千葉市 中央区

ホテル アマネクイン別府 大分県 別府市

ホテル ビジネスの宿ホテル太閤の湯 富山県 射水市

ホテル 東横INN埼京線北戸田駅東口 埼玉県 戸田市

ホテル 東横INN伊勢市駅 三重県 伊勢市

ホテル HOTEL R9 The Yard四国中央 愛媛県 四国中央市

ホテル ホテルエキチカ長堀橋 大阪府 大阪市 中央区

ホテル ドリームビレッジエンシン 岩手県 北上市

ホテル 東横INN春日部駅西口 埼玉県 春日部市

ホテル ホテルプライムイン福井あわら 福井県 あわら市

ホテル フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 岡山県 真庭市

ホテル ホテルサンクローバー三郷 埼玉県 三郷市

ホテル NIPPONIA HOTEL 函館 港町 北海道 函館市



ジャンル 市区町村 名称

ホテル HOTEL LEPO CHAHAL 愛媛県 松山市

ホテル HOTEL KARUIZAWA CROSS 長野県 北佐久郡 軽井沢町

ホテル ログ ホテル メープルロッジ 北海道 岩見沢市

ホテル ブランシエラヴィラ明日香 奈良県 高市郡 明日香村

ホテル Holistic Wellness Hotel望楼青海波 兵庫県 淡路市

ホテル 富士スピードウェイホテル 静岡県 駿東郡 小山町

ホテル アパホテル&リゾート六本木駅東 東京都 港区

ホテル 熱海パールスターホテル 静岡県 熱海市

ホテル ザロイヤルパークキャンバス銀座コリドー 東京都 中央区

ホテル 吉祥寺エクセルホテル東急 東京都 武蔵野市

ホテル ウォーターマークホテル&リゾーツ沖縄宮古島 沖縄県 宮古島市

ホテル ヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸 京都府 京都市 下京区

ペンション ハートン・ツリー 北海道 阿寒郡 鶴居村

ペンション 民宿旅館 丸万 三重県 鳥羽市

ペンション 京の温所 竹屋町 京都府 京都市 中京区

ペンション 田牛荘 静岡県 下田市

ペンション WAKKA 愛媛県 今治市

ペンション FBI DAISEN 鳥取県 西伯郡 伯耆町

ペンション フリーデイズリゾート小豆島ロッジ 香川県 小豆郡 小豆島町

ペンション LOG 広島県 尾道市

ペンション さなざわのテラス 群馬県 利根郡 みなかみ町

ペンション glaminka SAYO 兵庫県 佐用郡 佐用町

ペンション NIPPONIA播磨福崎蔵書の館 兵庫県 神崎郡 福崎町

ペンション ホテルさいとう白馬 長野県 北安曇郡 白馬村

ペンション MOSS十里木キャンプリゾート 静岡県 裾野市

ペンション グランプレミア瀬戸内 香川県 観音寺市

ペンション 奥胎内ヒュッテ 新潟県 胎内市

ペンション HOTEL R9 The Yard甲賀 滋賀県 甲賀市

ペンション THE BONDS ビーチSPAリゾートグランピング-御宿-&ビーチハウス 千葉県 夷隅郡 御宿町

ペンション グランドーム千葉富津 千葉県 富津市

ペンション Lakeside Resort & Cafe AFUMI KITAKOMATSU 滋賀県 大津市

ペンション 伊豆グランヴィレッジグランピング 静岡県 伊東市

ペンション レモンファームグランピングしまなみ 広島県 尾道市

プール スイミーこざかなくんプール（広島県立びんご運動公園コミュニティープール） 広島県 尾道市

テニスコート 三段池科研電機テニスコート（三段池公園テニスコート） 京都府 福知山市

テニスコート 下呂テニスコート 岐阜県 下呂市

ショッピングモール イオン天王町ショッピングセンター 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区

ショッピングモール ゆめモール西条 広島県 東広島市

キャンプ場 秩父定峰清流キャンプ場 埼玉県 秩父市

キャンプ場 PARK DAIKANYAMA 青森県 むつ市

キャンプ場 パラディッソおおいた 大分県 玖珠郡 玖珠町

キャンプ場 CAMP Knot 和歌山県 西牟婁郡 すさみ町

キャンプ場 白糠町青少年旅行村 北海道 白糠郡 白糠町

キャンプ場 North Village Hirugano Camping Fields 岐阜県 郡上市

キャンプ場 御岳ロープウェイキャンプベース 長野県 木曽郡 木曽町

キャンプ場 キャンプ&コテージフォレスタ広島 広島県 安芸高田市



ジャンル 市区町村 名称

キャンプ場 ひろしま県民の森キャンプ場 広島県 庄原市

キャンプ場 パノラマ温泉オートキャンプ場 山梨県 北杜市

キャンプ場 ばんけいキャンプフィールド 北海道 札幌市 中央区
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「道路データ更新一覧」
　※この情報は、更新情報の一部です。

　※過去の配信分で確認できる更新情報も含まれております。

対象機種
　　2017年モデル
　　ハイグレードメモリー8インチナビゲーション：99000-79BE0-000（AVIC-CLS900ZS2）
　　ハイグレードメモリーナビゲーション：99000-79BE1-000（AVIC-CZS900ZS2）
　　ハイグレードメモリーワイドナビゲーション：99000-79BE1-W00（AVIC-CWS900ZS2）
　　2016年モデル
　　ハイグレードメモリー8インチナビゲーション：99000-79BA5-000（AVIC-CLS900ZS）
　　ハイグレードメモリーナビゲーション：99000-79BA6-000（AVIC-CZS900ZS）
　　ハイグレードメモリーワイドナビゲーション：99000-79BA6-W00（AVIC-CWS900ZS）

路線名称 起点 終点

国道238号 浜猿防災（浜頓別工区） 北海道枝幸郡浜頓別町字頓別 北海道枝幸郡浜頓別町字豊寒別

国道101号（竹生バイパス） 秋田県能代市竹生字天神前 秋田県能代市竹生字天神谷地

東北中央自動車道 東根北IC～村山本飯田IC 山形県東根市大字松沢 山形県村山市大字本飯田

国道399号（十文字工区） 福島県いわき市小川町上小川 福島県いわき市小川町上小川

国道349号（大綱木1工区） 福島県伊達郡川俣町大綱木字辺切 福島県伊達郡川俣町大綱木字九日田

国道349号 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内

北関東自動車道 出流原スマートIC 栃木県佐野市出流原町 栃木県佐野市出流原町

種蔵・打保バイパス（塩屋トンネル） 岐阜県飛騨市宮川町打保 岐阜県飛騨市宮川町塩屋

国道317号（青影バイパス） 広島県尾道市因島中庄町 広島県尾道市因島中庄町

国道266号望薩峠工区 2工区 熊本県天草市倉岳町棚底 熊本県天草市倉岳町棚底
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