
地図アイコン
※ ロゴマークや 3Dランドマークは非表示にすることもできます。地図設定の設定一覧（ * P.140）
を参照ください。

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

都道府県庁

市区役所

町村役場

指示点（・）

観光施設

高速 IC（普通）

高速 JCT（普通）

高速SA（普通）

高速PA（普通）

料金所

信号機

駅

空港

港湾

踏切

踏切（歩行者専用）

一般道休憩施設

道の駅

駐車場

トイレ

デパート

スーパー

警察署

交番・駐在所

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

消防署

消防分署

普通郵便局

特定郵便局

学校

幼稚園

保育園

病院

ホテル・旅館

マンション

工場

発電所

NTT

山

滝

オートキャンプ場

海水浴場

ゴルフ場

スキー場

名水

温泉

日帰り湯

神社（観光）

寺院（観光）

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

神社

寺院

キリスト教会

墓地

都市高速番号

国道番号（1・2桁）

国道番号（3桁）

県道番号（1・2桁）

県道番号（3桁）

県道番号（4桁）

一方通行

都市高速入口（右矢印）

都市高速入口（左矢印）

都市高速出口（右矢印）

都市高速出口（左矢印）

 ロゴマーク一覧

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

エネオス

出光興産

コスモ

昭和シェル

モービル

エッソ

ゼネラル

キグナス

SOLATO

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

三井石油

ホクレン

JASS

充電スタンド（普通）

充電スタンド（急速）

その他のガソリン 
スタンド

モスバーガー

マクドナルド

ケンタッキー

ロッテリア

ミスタードーナツ

その他のファースト
フード

セブンイレブン

ローソン

ファミリーマート

デイリーヤマザキ

サークルK

サンクス

ミニストップ

コミュニティストア

セイコーマート

ココストア

セーブオン

スリーエフ

ポプラ

その他のコンビニエンス 
ストア



種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

ガスト

デニーズ

ロイヤルホスト

ココス

カーサ

ジョナサン

バーミヤン

ジョイフル

サイゼリヤ

リンガーハット

吉野家

松屋

すき家

その他のファミリー 
レストラン

みずほ銀行

三菱東京UFJ銀行

三井住友銀行

りそな銀行

埼玉りそな銀行

その他の銀行

日産

日産カレスト

スバル

トヨタ

トヨペット

トヨタカローラ

ネッツトヨタ

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

Honda Cars

マツダ

三菱自動車

ダイハツ

スズキ

レクサス

いすゞ

BMW

MINI

アウディ

アルファロメオ

フィアット

クライスラー

シトロエン

プジョー

ジャガー

フォード

フォルクスワーゲン

ボルボ

メルセデスベンツ

ヤナセ

ランドローバー

ルノー

その他のカーディーラー

スーパーオートバックス

オートバックス

イエローハット

オートアールズ

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

ジェームス

コクピット

タイヤ館

タイヤガーデン

タイヤセレクト

ミスタータイヤマン

タイヤランド

オートバックス走り屋
天国セコハン市場

オートバックスエクス
プレス

オートバックス・カーズ

イエローハット
リサイクルマーケット

YMS

ASM

その他のカー用品店

ニッポンレンタカー

日産レンタカー

トヨタレンタリース

オリックスレンタカー

タイムズ カー レンタル

その他レンタカー

その他ホームセンター

 案内ポイントアイコン一覧

施　設 アイコン

料金所

SA（サービスエリア）

PA（パーキングエリア）

IC（インターチェンジ）

JCT（ジャンクション）

SA/IC 併設施設

PA/IC 併設施設

PA/JCT併設施設

SA/JCT併設施設

IC/JCT併設施設

道の駅

出発地

経由地

目的地

通過アイコン

案内矢印（10方向）



種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

札幌ドーム
（北海道）

札幌市時計台
（北海道）

さっぽろテレビ塔
（北海道）

五稜郭タワー
（北海道）

ひとめぼれスタジアム
宮城
（東北）

仙台大観音
（東北）

牛久大仏
（関東）

カシマサッカー 
スタジアム
（関東）

埼玉スタジアム2002
（関東）

西武ドーム
（関東）

千葉ポートタワー
（関東）

QVCマリンフィールド
（関東）

味の素スタジアム
（関東）

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

江戸東京博物館
（関東）

NTTドコモ代々木ビル
（関東）

国会議事堂
（関東）

サンシャイン60
（関東）

新宿パークタワー
（関東）

東京オペラシティ
（関東）

東京国際フォーラム
（関東）

東京タワー
（関東）

東京ドーム
（関東）

東京都庁
（関東）

ビッグサイト
（関東）

東京ミッドタウン
（関東）

日本武道館
（関東）

 ３Dランドマーク一覧

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

NECビル
（関東）

フジテレビ本社
（関東）

六本木ヒルズ
（関東）

迎賓館
（関東）

横浜マリンタワー
（関東）

横浜ランドマークタワー
（関東）

鎌倉大仏
（関東）

ヨコハマグランドインター
コンチネンタル
（関東）

日産スタジアム
（関東）

デンカビッグスワン 
スタジアム
（関東）

浜松アクトタワー
（中部）

静岡スタジアムエコパ
（中部）

JRセントラルタワーズ
（中部）

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

ミッドランドスクエア
（中部）

ツインアーチ138
（中部）

名古屋港ポートビル
（中部）

名古屋テレビ塔
（中部）

ナゴヤドーム
（中部）

東山スカイタワー
（中部）

京都市美術館
（関西）

京都タワー
（関西）

コスモタワー
（関西）

ホテル大阪ベイタワー
（関西）

OAPタワー
（関西）

京セラドーム大阪
（関西）

海遊館
（関西）



種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

梅田スカイビル
（関西）

通天閣
（関西）

りんくうゲート 
タワービル
（関西）

阪神甲子園球場
（関西）

神戸ポートタワー
（関西）

原爆ドーム
（中国）

福岡タワー
（九州）

博多ポートタワー
（九州）

福岡ヤフオク！ドーム
（九州）

大分銀行ドーム
（九州）

首里城
（九州）

日テレタワー
（関東）

TBS放送センター
（関東）

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

SHIBUYA109
（関東）

クイーンズスクエア横浜
（関東）

平和祈念像
（九州）

東京スカイツリー
（関東）

富士山
（中部）

クロスランドタワー
（中部）

ゴールドタワー
（四国）

さいたまスーパー 
アリーナ
（関東）

岐阜シティ・タワー43
（中部）

群馬県庁
（関東）

四日市港ポートビル
（中部）

アスパム
（東北）

大阪駅
（関西）

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

東京駅
（関東）

幕張メッセ
（関東）

名古屋城
（中部）

金閣寺
（関西）

中尊寺金色堂
（東北）

平等院
（関西）

MARK/IS みなとみらい
（関東）

MARK/IS 静岡
（中部）

あべのハルカス
（関西）

グランフロント大阪
（関西）

歌舞伎座
（関東）

中之島フェスティバル
タワー
（関西）

鉄道博物館
（関東）

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

国立新美術館
（関東）

清水寺
（関西）

新丸ビル
（関東）

丸ビル
（関東）

JPタワー
（関東）

朱鷺メッセ
（中部）

赤れんが庁舎
（北海道）

国技館
（関東）

関帝廟
（関東）

海ほたる
（関東）

日光東照宮
（関東）

仙台城跡（青葉城跡）
（東北）

虎ノ門ヒルズ
（関東）



種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

OOTEMORI
（関東）

横浜赤レンガ倉庫
（関東）

東京ゲートブリッジ
（関東）

姫路城
（関西）

富岡製糸場
（関東）

野球場

サッカー場

陸上競技場

サーキット場

遊園地・レジャーランド

大公園

競馬場

動物園

水族館

城郭・城跡

寺院

種　類 地図上の表示
( ランドマーク )

神社

空港

ショッピングセンター

灯台

フェリーターミナル

沖縄城跡

合掌造り

牧場

 SA/PA施設アイコン一覧

 道の駅施設アイコン一覧

 盗難多発地点警告アイコン一覧

アイコン 施　設

スマートインターチェンジ

ハイウェイオアシス

ガソリンスタンド
※ 企業アイコンで表示する場合
もあります。

レストラン

カフェ

ショッピング

ベーカリー

風呂温泉

ドッグラン

ベビーコーナー

インフォメーション

コンビニエンスストア

ファストフード

アイコン 施　設

道路情報

宿泊施設

風呂

温泉

レストランまたは軽食

売店

産直

レンタサイクル

種　類 アイコン 施　設

危険度 3
（赤色）

危険性大の地点を
示します。

危険度 2
（橙色）

危険性中の地点を
示します。

危険度 1
（水色）

危険性小の地点を
示します。

※ アイコンにタッチして、「詳細情報」にタッチ
すると、「車上ねらい等 多発地点情報」を表示
します。

アイコン 説　明
MAPPLE がお勧めする 
スポット
MAPPLE がイチオシする 
スポット

 MAPPLEアイコン

 登録地点アイコン
アイコン 説　明

自宅

マイエリア

 青色 赤色 黄色 紫色

お気に入り

検索結果リスト画面にて、該当施設に表示します。
（ * P.72）



アイコン 説　明

食べる

買う

遊ぶ

見る

泊まる

温泉

その他（くるま /交通 /
くらし等）

 ジャンルアイコン

アイコン 説　明
　 ルート探索に利用した地点の履歴

　 検索地点の履歴

アイコン 説　明
推奨 1 幹線道路を利用し、できるだけ

曲がらずに目的地へ到着する
ルートを探索します。

推奨 2 推奨ルートの一部のリンクの
通過コストを増やしたルート
を探索します。

一般道優先 高速道路をできるだけ利用せず
に目的地へ到着するルートを探
索します。

高速道優先 高速道路をできるだけ利用して
目的地へ到着するルートを探索
します。

距離優先 距離がなるべく短く目的地へ
到着するルートを探索します。

 履歴アイコン

 ルート検索アイコン  キャンセルポイントアイコン

アイコン 説　明

（緑）
アイキャンセルポイント

（赤）
アイキャンセル禁止ポイント
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