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【注意事項】 

MAPPLE10000 図式分類対応表について 

本書は、「MAPPLE10000」および「MAPPLE10000 ライト」の図式分類定義について記載しています。 

「MAPPLE10000」（同ライト）基本データの内容、定義、解説等については、同一年度の「MAPPLE10000 解説書」（同ライト）を参照してください。 

 

【データの出典】 

株式会社 昭文社殿より基データ（MAPPLE デジタル地図データ MDX Rel.13）をご提供して頂いております。 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

aaaaa@@ 道路施設 化粧線(地上) 高速道路 L_道路施設         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaaaca@ 道路施設 化粧線(地上) 一般道路(3-9m) L_道路施設         実線 幅:0.6pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaaacb@ 道路施設 化粧線(地上) 一般道路(10-16m) L_道路施設         実線 幅:0.9pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaaacc@ 道路施設 化粧線(地上) 一般道路(18-30m) L_道路施設         実線 幅:1.1pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaaacd@ 道路施設 化粧線(地上) 一般道路(35m 以上) L_道路施設         実線 幅:1.1pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaaada@ 道路施設 化粧線(地上) 構内道(3-9m) L_道路施設         破線 幅:0.6pt R:156 G:156 B:156 ○ 

aaaadb@ 道路施設 化粧線(地上) 構内道(10-16m) L_道路施設         破線 幅:0.9pt R:156 G:156 B:156 ○ 

aaaah@@ 道路施設 化粧線(地上) 高速ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ L_道路施設         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaabca@ 道路施設 化粧線(立体) 一般道路(3-9m) L_道路施設         実線 幅:0.6pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaabcb@ 道路施設 化粧線(立体) 一般道路(10-16m) L_道路施設         実線 幅:0.9pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaabcc@ 道路施設 化粧線(立体) 一般道路(18-30m) L_道路施設         実線 幅:1.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaabcd@ 道路施設 化粧線(立体) 一般道路(35m 以上) L_道路施設         実線 幅:1.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aabxa@@ 道路施設 分離帯 高速道路 L_道路施設         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aabxc@@ 道路施設 分離帯 一般道路 L_道路施設         実線 幅:0.3pt R:156 G:156 B:156 ○ 

aac@@@@ 道路施設 料金所  L_道路施設         実線 幅:2.1pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aae@@@@ 道路施設 歩道橋  L_道路施設         実線 幅:0.1pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcad@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地上(地下鉄) L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcah@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地上(普通鉄道) L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcaj@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地上(ﾓﾉﾚｰﾙ等) L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcal@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地上(ｹｰﾌﾞﾙｶｰ) L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcam@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地上(路面電車) L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcan@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地上(ﾘﾌﾄ) L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcao@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地上(ﾛｰﾌﾟｳｴｲ) L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcbh@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地下(普通鉄道) L_駅・独建         破線 幅:0.6pt R:0 G:0 B:0 ○ 

abcbi@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地下(地下鉄) L_駅・独建         実線 幅:0.3pt R:92 G:137 B:254 ○ 

abcbj@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 地下(ﾓﾉﾚｰﾙ等) L_駅・独建         破線 幅:0.6pt R:125 G:125 B:125 ○ 

abcch@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 計画(普通鉄道) L_駅・独建         破線 幅:0.4pt R:125 G:125 B:125 ○ 

abcci@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 計画(地下鉄) L_駅・独建         破線 幅:0.6pt R:0 G:178 B:235 ○ 

abccj@@ 鉄道施設 実形駅ｸｸﾘ 計画(ﾓﾉﾚｰﾙ等) L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:125 G:125 B:125 ○ 

abd@@@@ 鉄道施設 ﾎｰﾑ  L_駅・独建         実線 幅:0.3pt R:0 G:0 B:0 ○ 

１．図式分類コード対応表 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

acxa@@@ ﾊﾞｽ路線 地上  L_バス         実線 幅:0.3pt R:226 G:0 B:173 － 

acxb@@@ ﾊﾞｽ路線 ﾄﾝﾈﾙ  L_バス         実線 幅:0.1pt R:242 G:242 B:242 － 

afa@@@@ 水部線 岸線(水部ｸｸﾘ)  L_地形         実線 幅:0.3pt R:0 G:178 B:235 ○ 

afk@@@@ 水部線 河川構造物細  L_地形         破線 幅:0.3pt R:0 G:178 B:235 ○ 

afm@@@@ 水部線 さんご礁  L_地形         実線 幅:0.3pt R:156 G:156 B:156 ○ 

afn@@@@ 水部線 水上構造物  L_地形         実線 幅:0.3pt R:0 G:178 B:235 ○ 

aga@@@@ 特殊地形 特殊地形(線)  L_地形         実線 幅:0.1pt R:192 G:192 B:192 ○ 

aha@@@@ ｸｸﾘ 独建  L_駅・独建         実線 幅:0.1pt R:156 G:156 B:156 ○ 

ahb@@@@ ｸｸﾘ ﾀﾝｸ･無壁舎  L_駅・独建         破線 幅:0.1pt R:156 G:156 B:156 ○ 

ahc@@@@ ｸｸﾘ 緑地界  L_特定地区         破線 幅:0.1pt R:156 G:156 B:156 ○ 

ahd@@@@ ｸｸﾘ 公園界  L_特定地区         破線 幅:0.1pt R:156 G:156 B:156 ○ 

ahe@@@@ ｸｸﾘ 地類界  L_特定地区         破線 幅:0.1pt R:156 G:156 B:156 ○ 

ahp@@@@ ｸｸﾘ 空港内施設ｸｸﾘ  L_特定地区        破線 幅:0.1pt R:122 G:122 B:122 ○ 

ahn@@@@ ｸｸﾘ ﾌｪｱｳｪｲ･ﾊﾞﾝｶｰ･ｸﾞﾘｰﾝ  L_特定地区         破線 幅:0.3pt R:0 G:0 B:0 － 

babake@ 高速道路 幅員別(地上) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(20m) L_道路         実線 幅:5.7pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babakf@ 高速道路 幅員別(地上) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(18m) L_道路         実線 幅:5.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babakg@ 高速道路 幅員別(地上) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(16m) L_道路         実線 幅:4.6pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babakh@ 高速道路 幅員別(地上) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(14m) L_道路         実線 幅:4.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaki@ 高速道路 幅員別(地上) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(12m) L_道路         実線 幅:3.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babakj@ 高速道路 幅員別(地上) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(10m) L_道路         実線 幅:2.8pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babakk@ 高速道路 幅員別(地上) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babakl@ 高速道路 幅員別(地上) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(6m) L_道路         実線 幅:1.8pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babapi@ 高速道路 幅員別(地上) ｽﾏｰﾄIC(12m) L_道路         実線 幅:1.8pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babapj@ 高速道路 幅員別(地上) ｽﾏｰﾄIC(10m) L_道路                 実線 幅:1.8pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babapk@ 高速道路 幅員別(地上) ｽﾏｰﾄIC(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:51 G:179 B:25 ○ 

babapl@ 高速道路 幅員別(地上) ｽﾏｰﾄIC(6m) L_道路          実線 幅:2.3pt R:51 G:179 B:25 ○ 

babaxa@ 高速道路 幅員別 地上(40m) L_道路         実線 幅:11.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxb@ 高速道路 幅員別 地上(35m) L_道路         実線 幅:10.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxc@ 高速道路 幅員別 地上(30m) L_道路         実線 幅:8.5pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxd@ 高速道路 幅員別 地上(25m) L_道路         実線 幅:7.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxe@ 高速道路 幅員別 地上(20m) L_道路         実線 幅:5.7pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxf@ 高速道路 幅員別 地上(18m) L_道路         実線 幅:5.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxg@ 高速道路 幅員別 地上(16m) L_道路         実線 幅:4.6pt R:51 G:179 B:255 ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

babaxh@ 高速道路 幅員別 地上(14m) L_道路         実線 幅:4.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxi@ 高速道路 幅員別 地上(12m) L_道路         実線 幅:3.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxj@ 高速道路 幅員別 地上(10m) L_道路         実線 幅:2.8pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxk@ 高速道路 幅員別 地上(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babaxl@ 高速道路 幅員別 地上(6m) L_道路         実線 幅:1.7pt R:51 G:179 B:255 ○ 

babbke@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(20m) L_道路         実線 幅:5.7pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbkf@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(18m) L_道路         実線 幅:5.1pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbkg@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(16m) L_道路         実線 幅:4.6pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbkh@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(14m) L_道路         実線 幅:4.0pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbki@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(12m) L_道路         実線 幅:3.4pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbkj@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(10m) L_道路         実線 幅:2.8pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbkk@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbkl@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(6m) L_道路         実線 幅:1.8pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbpi@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｽﾏｰﾄIC(12m) L_道路         実線 幅:1.8pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbpj@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｽﾏｰﾄIC(10m) L_道路         実線 幅:1.8pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbpk@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｽﾏｰﾄIC(8m) L_道路         実線 幅:1.8pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbpl@ 高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) ｽﾏｰﾄIC(6m) L_道路         実線 幅:1.8pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxa@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(40m) L_道路         実線 幅:11.4pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxb@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(35m) L_道路         実線 幅:10.0pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxc@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(30m) L_道路         実線 幅:8.5pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxd@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(25m) L_道路         実線 幅:7.1pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxe@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(20m) L_道路         実線 幅:5.7pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxf@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(18m) L_道路         実線 幅:5.1pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxg@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(16m) L_道路         実線 幅:4.6pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxh@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(14m) L_道路         実線 幅:4.0pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxi@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(12m) L_道路         実線 幅:3.4pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxj@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(10m) L_道路         実線 幅:2.8pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxk@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babbxl@ 高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(6m) L_道路         実線 幅:1.7pt R:204 G:204 B:255 ○ 

babcxa@ 高速道路 幅員別 計画(40m) L_道路         破線 幅:10.7pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxb@ 高速道路 幅員別 計画(35m) L_道路         破線 幅:9.2pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxc@ 高速道路 幅員別 計画(30m) L_道路         破線 幅:7.8pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxd@ 高速道路 幅員別 計画(25m) L_道路         破線 幅:6.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

babcxe@ 高速道路 幅員別 計画(20m) L_道路         破線 幅:5.0pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxf@ 高速道路 幅員別 計画(18m) L_道路         破線 幅:4.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxg@ 高速道路 幅員別 計画(16m) L_道路         破線 幅:3.8pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxh@ 高速道路 幅員別 計画(14m) L_道路         破線 幅:3.3pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxi@ 高速道路 幅員別 計画(12m) L_道路         破線 幅:2.7pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxj@ 高速道路 幅員別 計画(10m) L_道路         破線 幅:2.1pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxk@ 高速道路 幅員別 計画(8m) L_道路         破線 幅:1.6pt R:0 G:0 B:0 ○ 

babcxl@ 高速道路 幅員別 計画(6m) L_道路         破線 幅:1.0pt R:0 G:0 B:0 ○ 

bbaaxc@ 有料道路 地上(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxd@ 有料道路 地上(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxe@ 有料道路 地上(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxf@ 有料道路 地上(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxg@ 有料道路 地上(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxh@ 有料道路 地上(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxi@ 有料道路 地上(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxj@ 有料道路 地上(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxk@ 有料道路 地上(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxl@ 有料道路 地上(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxm@ 有料道路 地上(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxn@ 有料道路 地上(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxo@ 有料道路 地上(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxp@ 有料道路 地上(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxq@ 有料道路 地上(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbaaxr@ 有料道路 地上(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbabxc@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxd@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxe@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxf@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxg@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxh@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxi@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxj@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxk@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:204 G:204 B:255 ○ 
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bbabxl@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxm@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxn@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxo@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxp@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxq@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbabxr@ 有料道路 ﾄﾝﾈﾙ(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:204 G:204 B:255 ○ 

bbacxc@ 有料道路 立体(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxd@ 有料道路 立体(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxe@ 有料道路 立体(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxf@ 有料道路 立体(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxg@ 有料道路 立体(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxh@ 有料道路 立体(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxi@ 有料道路 立体(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxj@ 有料道路 立体(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxk@ 有料道路 立体(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxl@ 有料道路 立体(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxm@ 有料道路 立体(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxn@ 有料道路 立体(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxo@ 有料道路 立体(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxp@ 有料道路 立体(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxq@ 有料道路 立体(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbacxr@ 有料道路 立体(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:51 G:179 B:255 ○ 

bbbaxa@ 国道 地上(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxb@ 国道 地上(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxc@ 国道 地上(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxd@ 国道 地上(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxe@ 国道 地上(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxf@ 国道 地上(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxg@ 国道 地上(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxh@ 国道 地上(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxi@ 国道 地上(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxj@ 国道 地上(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 
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bbbaxk@ 国道 地上(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxl@ 国道 地上(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxm@ 国道 地上(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxn@ 国道 地上(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxo@ 国道 地上(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxp@ 国道 地上(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxq@ 国道 地上(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxr@ 国道 地上(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxs@ 国道 地上(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbaxt@ 国道 地上(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbbxa@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(50m)  L_道路         破線 幅:14.2pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxb@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(45m)  L_道路         破線 幅:12.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxc@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(40m)  L_道路         破線 幅:11.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxd@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(35m)  L_道路         破線 幅:10.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxe@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(30m)  L_道路         破線 幅:8.5pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxf@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(25m)  L_道路         破線 幅:7.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxg@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(20m)  L_道路         破線 幅:5.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxh@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(18m)  L_道路         破線 幅:5.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxi@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(16m)  L_道路         破線 幅:4.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxj@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(14m)  L_道路         破線 幅:4.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxk@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(12m)  L_道路         破線 幅:3.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxl@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(11m)  L_道路         破線 幅:3.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxm@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(10m)  L_道路         破線 幅:2.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxn@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(9m)  L_道路         破線 幅:2.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxo@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(8m)  L_道路         破線 幅:2.3pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxp@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(7m)  L_道路         破線 幅:2.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxq@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(6m)  L_道路         破線 幅:1.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxr@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(5m)  L_道路         破線 幅:1.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxs@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(4m)  L_道路         破線 幅:1.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbbxt@ 国道 ﾄﾝﾈﾙ(3m)  L_道路         破線 幅:0.9pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbbcxa@ 国道 立体(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxb@ 国道 立体(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxc@ 国道 立体(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 
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bbbcxd@ 国道 立体(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxe@ 国道 立体(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxf@ 国道 立体(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxg@ 国道 立体(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxh@ 国道 立体(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxi@ 国道 立体(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxj@ 国道 立体(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxk@ 国道 立体(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxl@ 国道 立体(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxm@ 国道 立体(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxn@ 国道 立体(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxo@ 国道 立体(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxp@ 国道 立体(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxq@ 国道 立体(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxr@ 国道 立体(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxs@ 国道 立体(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbbcxt@ 国道 立体(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bbcaxa@ 主要地方道 地上(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxb@ 主要地方道 地上(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxc@ 主要地方道 地上(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxd@ 主要地方道 地上(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxe@ 主要地方道 地上(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxf@ 主要地方道 地上(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxg@ 主要地方道 地上(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxh@ 主要地方道 地上(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxi@ 主要地方道 地上(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxj@ 主要地方道 地上(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxk@ 主要地方道 地上(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxl@ 主要地方道 地上(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxm@ 主要地方道 地上(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxn@ 主要地方道 地上(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxo@ 主要地方道 地上(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxp@ 主要地方道 地上(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:0 G:217 B:64 ○ 
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bbcaxq@ 主要地方道 地上(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxr@ 主要地方道 地上(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxs@ 主要地方道 地上(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcaxt@ 主要地方道 地上(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbcbxa@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(50m)  L_道路         破線 幅:14.2pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxb@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(45m)  L_道路         破線 幅:12.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxc@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(40m)  L_道路         破線 幅:11.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxd@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(35m)  L_道路         破線 幅:10.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxe@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(30m)  L_道路         破線 幅:8.5pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxf@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(25m)  L_道路         破線 幅:7.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxg@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(20m)  L_道路         破線 幅:5.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxh@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(18m)  L_道路         破線 幅:5.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxi@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(16m)  L_道路         破線 幅:4.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxj@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(14m)  L_道路         破線 幅:4.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxk@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(12m)  L_道路         破線 幅:3.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxl@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(11m)  L_道路         破線 幅:3.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxm@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(10m)  L_道路         破線 幅:2.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxn@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(9m)  L_道路         破線 幅:2.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxo@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(8m)  L_道路         破線 幅:2.3pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxp@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(7m)  L_道路         破線 幅:2.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxq@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(6m)  L_道路         破線 幅:1.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxr@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(5m)  L_道路         破線 幅:1.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxs@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(4m)  L_道路         破線 幅:1.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbcbxt@ 主要地方道 ﾄﾝﾈﾙ(3m)  L_道路         破線 幅:0.9pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbccxa@ 主要地方道 立体(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxb@ 主要地方道 立体(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxc@ 主要地方道 立体(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxd@ 主要地方道 立体(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxe@ 主要地方道 立体(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxf@ 主要地方道 立体(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxg@ 主要地方道 立体(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxh@ 主要地方道 立体(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxi@ 主要地方道 立体(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:0 G:217 B:64 ○ 
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bbccxj@ 主要地方道 立体(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxk@ 主要地方道 立体(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxl@ 主要地方道 立体(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxm@ 主要地方道 立体(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxn@ 主要地方道 立体(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxo@ 主要地方道 立体(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxp@ 主要地方道 立体(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxq@ 主要地方道 立体(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxr@ 主要地方道 立体(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxs@ 主要地方道 立体(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbccxt@ 主要地方道 立体(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:0 G:217 B:64 ○ 

bbdaxa@ 一般県道 地上(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxb@ 一般県道 地上(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxc@ 一般県道 地上(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxd@ 一般県道 地上(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxe@ 一般県道 地上(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxf@ 一般県道 地上(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxg@ 一般県道 地上(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxh@ 一般県道 地上(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxi@ 一般県道 地上(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxj@ 一般県道 地上(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxk@ 一般県道 地上(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxl@ 一般県道 地上(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxm@ 一般県道 地上(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxn@ 一般県道 地上(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxo@ 一般県道 地上(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxp@ 一般県道 地上(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxq@ 一般県道 地上(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxr@ 一般県道 地上(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxs@ 一般県道 地上(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdaxt@ 一般県道 地上(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdbxa@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(50m)  L_道路         破線 幅:14.2pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxb@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(45m)  L_道路         破線 幅:12.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

bbdbxc@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(40m)  L_道路         破線 幅:11.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxd@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(35m)  L_道路         破線 幅:10.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxe@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(30m)  L_道路         破線 幅:8.5pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxf@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(25m)  L_道路         破線 幅:7.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxg@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(20m)  L_道路         破線 幅:5.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxh@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(18m)  L_道路         破線 幅:5.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxi@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(16m)  L_道路         破線 幅:4.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxj@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(14m)  L_道路         破線 幅:4.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxk@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(12m)  L_道路         破線 幅:3.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxl@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(11m)  L_道路         破線 幅:3.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxm@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(10m)  L_道路         破線 幅:2.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxn@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(9m)  L_道路         破線 幅:2.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxo@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(8m)  L_道路         破線 幅:2.3pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxp@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(7m)  L_道路         破線 幅:2.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxq@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(6m)  L_道路         破線 幅:1.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxr@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(5m)  L_道路         破線 幅:1.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxs@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(4m)  L_道路         破線 幅:1.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdbxt@ 一般県道 ﾄﾝﾈﾙ(3m)  L_道路         破線 幅:0.9pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbdcxa@ 一般県道 立体(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxb@ 一般県道 立体(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxc@ 一般県道 立体(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxd@ 一般県道 立体(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxe@ 一般県道 立体(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxf@ 一般県道 立体(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxg@ 一般県道 立体(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxh@ 一般県道 立体(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxi@ 一般県道 立体(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxj@ 一般県道 立体(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxk@ 一般県道 立体(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxl@ 一般県道 立体(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxm@ 一般県道 立体(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxn@ 一般県道 立体(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxo@ 一般県道 立体(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:255 G:255 B:0 ○ 
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bbdcxp@ 一般県道 立体(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxq@ 一般県道 立体(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxr@ 一般県道 立体(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxs@ 一般県道 立体(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbdcxt@ 一般県道 立体(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:255 G:255 B:0 ○ 

bbeaxa@ 主要道 地上(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxb@ 主要道 地上(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxc@ 主要道 地上(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxd@ 主要道 地上(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxe@ 主要道 地上(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxf@ 主要道 地上(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxg@ 主要道 地上(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxh@ 主要道 地上(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxi@ 主要道 地上(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxj@ 主要道 地上(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxk@ 主要道 地上(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxl@ 主要道 地上(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxm@ 主要道 地上(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxn@ 主要道 地上(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxo@ 主要道 地上(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxp@ 主要道 地上(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxq@ 主要道 地上(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxr@ 主要道 地上(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxs@ 主要道 地上(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbeaxt@ 主要道 地上(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbebxa@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(50m)  L_道路         破線 幅:14.2pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxb@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(45m)  L_道路         破線 幅:12.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxc@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(40m)  L_道路         破線 幅:11.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxd@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(35m)  L_道路         破線 幅:10.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxe@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(30m)  L_道路         破線 幅:8.5pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxf@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(25m)  L_道路         破線 幅:7.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxg@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(20m)  L_道路         破線 幅:5.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxh@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(18m)  L_道路         破線 幅:5.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 
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bbebxi@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(16m)  L_道路         破線 幅:4.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxj@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(14m)  L_道路         破線 幅:4.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxk@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(12m)  L_道路         破線 幅:3.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxl@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(11m)  L_道路         破線 幅:3.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxm@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(10m)  L_道路         破線 幅:2.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxn@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(9m)  L_道路         破線 幅:2.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxo@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(8m)  L_道路         破線 幅:2.3pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxp@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(7m)  L_道路         破線 幅:2.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxq@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(6m)  L_道路         破線 幅:1.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxr@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(5m)  L_道路         破線 幅:1.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxs@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(4m)  L_道路         破線 幅:1.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbebxt@ 主要道 ﾄﾝﾈﾙ(3m)  L_道路         破線 幅:0.9pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbecxa@ 主要道 立体(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxb@ 主要道 立体(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxc@ 主要道 立体(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxd@ 主要道 立体(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxe@ 主要道 立体(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxf@ 主要道 立体(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxg@ 主要道 立体(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxh@ 主要道 立体(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxi@ 主要道 立体(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxj@ 主要道 立体(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxk@ 主要道 立体(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxl@ 主要道 立体(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxm@ 主要道 立体(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxn@ 主要道 立体(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxo@ 主要道 立体(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxp@ 主要道 立体(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxq@ 主要道 立体(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxr@ 主要道 立体(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxs@ 主要道 立体(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbecxt@ 主要道 立体(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:198 G:198 B:198 ○ 

bbfaxa@ 一般道 地上(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:215 G:215 B:215 ○ 
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bbfaxb@ 一般道 地上(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxc@ 一般道 地上(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxd@ 一般道 地上(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxe@ 一般道 地上(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxf@ 一般道 地上(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxg@ 一般道 地上(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxh@ 一般道 地上(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxi@ 一般道 地上(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxj@ 一般道 地上(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxk@ 一般道 地上(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxl@ 一般道 地上(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxm@ 一般道 地上(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxn@ 一般道 地上(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxo@ 一般道 地上(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxp@ 一般道 地上(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxq@ 一般道 地上(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxr@ 一般道 地上(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxs@ 一般道 地上(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfaxt@ 一般道 地上(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfbxa@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(50m)  L_道路         破線 幅:14.2pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxb@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(45m)  L_道路         破線 幅:12.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxc@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(40m)  L_道路         破線 幅:11.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxd@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(35m)  L_道路         破線 幅:10.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxe@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(30m)  L_道路         破線 幅:8.5pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxf@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(25m)  L_道路         破線 幅:7.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxg@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(20m)  L_道路         破線 幅:5.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxh@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(18m)  L_道路         破線 幅:5.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxi@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(16m)  L_道路         破線 幅:4.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxj@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(14m)  L_道路         破線 幅:4.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxk@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(12m)  L_道路         破線 幅:3.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxl@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(11m)  L_道路         破線 幅:3.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxm@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(10m)  L_道路         破線 幅:2.8pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxn@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(9m)  L_道路         破線 幅:2.6pt R:217 G:217 B:217 ○ 
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bbfbxo@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(8m)  L_道路         破線 幅:2.3pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxp@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(7m)  L_道路         破線 幅:2.0pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxq@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(6m)  L_道路         破線 幅:1.7pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxr@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(5m)  L_道路         破線 幅:1.4pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxs@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(4m)  L_道路         破線 幅:1.1pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfbxt@ 一般道 ﾄﾝﾈﾙ(3m)  L_道路         破線 幅:0.9pt R:217 G:217 B:217 ○ 

bbfcxa@ 一般道 立体(50m)  L_道路         実線 幅:14.2pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxb@ 一般道 立体(45m)  L_道路         実線 幅:12.8pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxc@ 一般道 立体(40m)  L_道路         実線 幅:11.4pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxd@ 一般道 立体(35m)  L_道路         実線 幅:10.0pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxe@ 一般道 立体(30m)  L_道路         実線 幅:8.5pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxf@ 一般道 立体(25m)  L_道路         実線 幅:7.1pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxg@ 一般道 立体(20m)  L_道路         実線 幅:5.7pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxh@ 一般道 立体(18m)  L_道路         実線 幅:5.1pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxi@ 一般道 立体(16m)  L_道路         実線 幅:4.6pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxj@ 一般道 立体(14m)  L_道路         実線 幅:4.0pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxk@ 一般道 立体(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxl@ 一般道 立体(11m)  L_道路         実線 幅:3.1pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxm@ 一般道 立体(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxn@ 一般道 立体(9m)  L_道路         実線 幅:2.6pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxo@ 一般道 立体(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxp@ 一般道 立体(7m)  L_道路         実線 幅:2.0pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxq@ 一般道 立体(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxr@ 一般道 立体(5m)  L_道路         実線 幅:1.4pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxs@ 一般道 立体(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbfcxt@ 一般道 立体(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:215 G:215 B:215 ○ 

bbgaxk@ 構内道路 地上(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgaxm@ 構内道路 地上(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgaxo@ 構内道路 地上(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgaxq@ 構内道路 地上(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgaxs@ 構内道路 地上(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgaxt@ 構内道路 地上(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgbxk@ 構内道路 ﾄﾝﾈﾙ(12m)  L_道路         破線 幅:3.4pt R:230 G:230 B:230 ○ 
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bbgbxm@ 構内道路 ﾄﾝﾈﾙ(10m)  L_道路         破線 幅:2.8pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgbxo@ 構内道路 ﾄﾝﾈﾙ(8m)  L_道路         破線 幅:2.3pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgbxq@ 構内道路 ﾄﾝﾈﾙ(6m)  L_道路         破線 幅:1.7pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgbxs@ 構内道路 ﾄﾝﾈﾙ(4m)  L_道路         破線 幅:1.1pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgbxt@ 構内道路 ﾄﾝﾈﾙ(3m)  L_道路         破線 幅:0.9pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgcxk@ 構内道路 立体(12m)  L_道路         実線 幅:3.4pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgcxm@ 構内道路 立体(10m)  L_道路         実線 幅:2.8pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgcxo@ 構内道路 立体(8m)  L_道路         実線 幅:2.3pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgcxq@ 構内道路 立体(6m)  L_道路         実線 幅:1.7pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgcxs@ 構内道路 立体(4m)  L_道路         実線 幅:1.1pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bbgcxt@ 構内道路 立体(3m)  L_道路         実線 幅:0.9pt R:230 G:230 B:230 ○ 

bc@@@@@ 階段   L_道路         破線 幅:1.1pt R:194 G:194 B:194 ○ 

bdbake@ 無料高速道路 幅員別(地上) C・JCT(20m) L_道路         実線 幅:5.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbakf@ 無料高速道路 幅員別(地上) C・JCT(18m) L_道路         実線 幅:5.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbakg@ 無料高速道路 幅員別(地上) C・JCT(16m) L_道路         実線 幅:4.6pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbakh@ 無料高速道路 幅員別(地上) C・JCT(14m) L_道路         実線 幅:4.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaki@ 無料高速道路 幅員別(地上) C・JCT(12m) L_道路         実線 幅:3.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbakj@ 無料高速道路 幅員別(地上) C・JCT(10m) L_道路         実線 幅:2.8pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbakk@ 無料高速道路 幅員別(地上) C・JCT(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbakl@ 無料高速道路 幅員別(地上) C・JCT(6m) L_道路         実線 幅:1.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxa@ 無料高速道路 幅員別 地上(40m) L_道路         実線 幅:11.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxb@ 無料高速道路 幅員別 地上(35m) L_道路         実線 幅:10.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxc@ 無料高速道路 幅員別 地上(30m) L_道路         実線 幅:8.5pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxd@ 無料高速道路 幅員別 地上(25m) L_道路         実線 幅:7.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxe@ 無料高速道路 幅員別 地上(20m) L_道路         実線 幅:5.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxf@ 無料高速道路 幅員別 地上(18m) L_道路         実線 幅:5.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxg@ 無料高速道路 幅員別 地上(16m) L_道路         実線 幅:4.6pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxh@ 無料高速道路 幅員別 地上(14m) L_道路         実線 幅:4.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxi@ 無料高速道路 幅員別 地上(12m) L_道路         実線 幅:3.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxj@ 無料高速道路 幅員別 地上(10m) L_道路         実線 幅:2.8pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxk@ 無料高速道路 幅員別 地上(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbaxl@ 無料高速道路 幅員別 地上(6m) L_道路         実線 幅:1.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbke@ 無料高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) IC・JCT(20m) L_道路         実線 幅:5.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 
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bdbbkf@ 無料高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) IC・JCT(18m) L_道路         実線 幅:5.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbkg@ 無料高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) IC・JCT(16m) L_道路         実線 幅:4.6pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbkh@ 無料高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) IC・JCT(14m) L_道路         実線 幅:4.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbki@ 無料高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) IC・JCT(12m) L_道路         実線 幅:3.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbkj@ 無料高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) IC・JCT(10m) L_道路         実線 幅:2.8pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbkk@ 無料高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) IC・JCT(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbkl@ 無料高速道路 幅員別(ﾄﾝﾈﾙ) IC・JCT(6m) L_道路         実線 幅:1.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxa@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(40m) L_道路         実線 幅:11.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxb@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(35m) L_道路         実線 幅:10.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxc@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(30m) L_道路         実線 幅:8.5pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxd@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(25m) L_道路         実線 幅:7.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxe@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(20m) L_道路         実線 幅:5.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxf@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(18m) L_道路         実線 幅:5.1pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxg@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(16m) L_道路         実線 幅:4.6pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxh@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(14m) L_道路         実線 幅:4.0pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxi@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(12m) L_道路         実線 幅:3.4pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxj@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(10m) L_道路         実線 幅:2.8pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxk@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(8m) L_道路         実線 幅:2.3pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bdbbxl@ 無料高速道路 幅員別 ﾄﾝﾈﾙ(6m) L_道路         実線 幅:1.7pt R:255 G:153 B:76 ○ 

bexxa@@ 一般計画道 多車線  L_道路         破線 幅:4.1pt R:156 G:156 B:156 ○ 

bexxb@@ 一般計画道 2 車線  L_道路         破線 幅:1.7pt R:156 G:156 B:156 ○ 

bexxc@@ 一般計画道 1.5 車線  L_道路         破線 幅:0.9pt R:156 G:156 B:156 ○ 

bexxd@@ 一般計画道 1 車線  L_道路         破線 幅:0.6pt R:156 G:156 B:156 ○ 

caxaa@@ 新幹線 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:1.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

caxab@@ 新幹線 地上 構内 L_鉄道         実線 幅:1.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

caxca@@ 新幹線 ﾄﾝﾈﾙ 本線 L_鉄道         破線 幅:0.6pt R:0 G:0 B:0 ○ 

caxda@@ 新幹線 計画 本線 L_鉄道         実線 幅:1.4pt R:125 G:125 B:125 ○ 

cbxaa@@ JR 線 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:1.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cbxab@@ JR 線 地上 構内 L_鉄道         実線 幅:1.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cbxca@@ JR 線 ﾄﾝﾈﾙ 本線 L_鉄道         破線 幅:0.6pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cbxda@@ JR 線 計画 本線 L_鉄道         実線 幅:1.4pt R:125 G:125 B:125 ○ 

ccxaa@@ 私鉄 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:1.7pt R:0 G:0 B:0 ○ 

ccxab@@ 私鉄 地上 構内 L_鉄道         実線 幅:1.7pt R:0 G:0 B:0 ○ 
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ccxca@@ 私鉄 ﾄﾝﾈﾙ 本線 L_鉄道         破線 幅:0.6pt R:0 G:0 B:0 ○ 

ccxda@@ 私鉄 計画 本線 L_鉄道         実線 幅:1.7pt R:125 G:125 B:125 ○ 

cdxaa@@ 貨物線 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:0.3pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cdxca@@ 貨物線 ﾄﾝﾈﾙ 本線 L_鉄道         破線 幅:0.3pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cexaa@@ 新交通･ﾓﾉﾚｰﾙ 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:1.0pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cexca@@ 新交通･ﾓﾉﾚｰﾙ ﾄﾝﾈﾙ 本線 L_鉄道         破線 幅:0.6pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cexda@@ 新交通･ﾓﾉﾚｰﾙ 計画 本線 L_鉄道         実線 幅:1.0pt R:125 G:125 B:125 ○ 

cfxaa@@ ｹｰﾌﾞﾙｶｰ 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cfxca@@ ｹｰﾌﾞﾙｶｰ ﾄﾝﾈﾙ 本線 L_鉄道         破線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cgxaa@@ 引込線 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:0.3pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cgxca@@ 引込線 ﾄﾝﾈﾙ 本線 L_鉄道         破線 幅:0.3pt R:0 G:0 B:0 ○ 

chxaa@@ ﾘﾌﾄ 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:0.3pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cixaa@@ ﾛｰﾌﾟｳｴｲ 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:0.3pt R:0 G:0 B:0 ○ 

cjxaa@@ 路面電車 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:1.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

ckxaa@@ 地下鉄 地上 本線 L_鉄道         実線 幅:1.7pt R:0 G:0 B:0 ○ 

ckxba@@ 地下鉄 地下 本線 L_鉄道         実線 幅:0.9pt R:92 G:137 B:254 ○ 

ckxda@@ 地下鉄 計画 本線 L_鉄道         破線 幅:1.7pt R:125 G:125 B:125 ○ 

da@@@@@ 都道府県界   L_都道府県         一点鎖線 幅:1.7pt R:255 G:76 B:51 ○ 

dc@@@@@ 市郡･特別区界   L_市区町村         二点鎖線 幅:1.1pt R:255 G:76 B:51 ○ 

dd@@@@@ 町村･政令市区界   L_市区町村         二点鎖線 幅:1.1pt R:255 G:76 B:51 ○ 

de@@@@@ 大字･総称ﾌﾞﾛｯｸ界   L_町・大字         一点鎖線 幅:0.4pt R:0 G:178 B:235 ○ 

df@@@@@ 丁目界   L_丁目・小字         破線 幅:0.3pt R:0 G:178 B:235 ○ 

dg@@@@@ 条界   L_丁目・小字         破線 幅:0.3pt R:0 G:178 B:235 ○ 

dh@@@@@ 行政界隠線部   L_丁目・小字         破線 幅:0.3pt R:0 G:178 B:235 ○ 

dixa@@@ 海岸線 表示  L_地形         破線 幅:0.3pt R:0 G:178 B:235 ○ 

dixb@@@ 海岸線 非表示  L_地形         破線 幅:0.3pt R:0 G:178 B:235 ○ 

dixc@@@ 海岸線 いそ線 表示 L_地形         実線 幅:0.3pt R:156 G:156 B:156 ○ 

dj@@@@@ 小字界   L_丁目・小字         破線 幅:0.3pt R:255 G:153 B:76 ○ 

eaaa@@@ 計曲線 普通 表示 L_地形         実線 幅:0.3pt R:217 G:217 B:217 － 

eaab@@@ 計曲線 普通 非表示 L_地形         実線 幅:0.3pt R:217 G:217 B:217 － 

ebaa@@@ 主曲線 普通 表示 L_地形         実線 幅:0.2pt R:217 G:217 B:217 － 

ebab@@@ 主曲線 普通 非表示 L_地形         実線 幅:0.2pt R:217 G:217 B:217 － 

ecaa@@@ 補助曲線 普通 表示 L_地形         破線 幅:0.2pt R:217 G:217 B:217 － 
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ecab@@@ 補助曲線 普通 非表示 L_地形         破線 幅:0.2pt R:217 G:217 B:217 － 

mca@@@@ その他 鉄道立体表示くくり  L_駅・独建         実線 幅:0.4pt R:0 G:0 B:0 ○ 

aaa@@@@ 特定地区 緑地  P_特定地区３         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:255 B:153 境界:なし ○ 

aab@@@@ 特定地区 公園  P_特定地区２         ﾌｨﾙ:塗潰し R:191 G:255 B:128 境界:なし ○ 

aac@@@@ 特定地区 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等  P_特定地区１         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし － 

aad@@@@ 特定地区 商業地域  P_商業地域         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:230 B:179 境界:なし － 

aaf@@@@ 特定地区 ｺﾞﾙﾌ場  P_特定地区１         ﾌｨﾙ:塗潰し R:179 G:242 B:128 境界:なし ○ 

aafa@@@ 特定地区 ｺﾞﾙﾌ場 ｸﾞﾘｰﾝ P_特定地区１         ﾌｨﾙ:塗潰し R:102 G:204 B:102 境界:なし － 

aafb@@@ 特定地区 ｺﾞﾙﾌ場 ﾃｨｸﾞﾗﾝﾄﾞ P_特定地区１         ﾌｨﾙ:塗潰し R:128 G:230 B:128 境界:なし － 

aafc@@@ 特定地区 ｺﾞﾙﾌ場 ﾊﾞﾝｶｰ P_特定地区１         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:242 B:194 境界:なし － 

aafd@@@ 特定地区 ｺﾞﾙﾌ場 ﾌｪｱｳｪｲ P_特定地区２         ﾌｨﾙ:塗潰し R:244 G:255 B:217 境界:なし － 

aag@@@@ 特定地区 ｽｷｰ場  P_特定地区１         ﾌｨﾙ:塗潰し R:242 G:255 B:242 境界:なし － 

aah@@@@ 特定地区 米軍基地  P_特定地区２         ﾌｨﾙ:塗潰し R:246 G:242 B:248 境界:なし － 

aaj@@@@ 特定地区 地下街  P_地下街         ﾌｨﾙ:塗潰し R:231 G:193 B:214 境界:なし ○ 

aak@@@@ 特定地区 空港内施設  P_駅・独建                 ﾌｨﾙ:塗潰し R:235 G:235 B:235 境界:なし ○ 

aal@@@@ 特定地区 駐車場  P_特定地区１                 ﾌｨﾙ:塗潰し R:248 G:248 B:248 境界:なし － 

aba@@@@ 独建 公共建物  P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:203 G:180 B:152 境界:なし ○ 

abb@@@@ 独建 商業建物  P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:250 G:210 B:124 境界:なし ○ 

abc@@@@ 独建 ﾎﾃﾙ･旅館  P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:179 G:219 B:225 境界:なし ○ 

abd@@@@ 独建 余暇建物  P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:212 G:202 B:225 境界:なし ○ 

abe@@@@ 独建 一般建物  P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

abf@@@@ 独建 ﾀﾝｸ等  P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

abg@@@@ 独建 役所･役場  P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:102 B:128 境界:なし ○ 

acaa@@@ 鉄道施設 普通駅 地上 P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:102 B:204 境界:なし ○ 

acab@@@ 鉄道施設 普通駅 地下 P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

acba@@@ 鉄道施設 地下鉄駅 地上 P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:102 B:204 境界:なし ○ 

acbb@@@ 鉄道施設 地下鉄駅 地下 P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:153 G:191 B:255 境界:なし ○ 

acc@@@@ 鉄道施設 ﾎｰﾑ  P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:102 B:204 境界:なし ○ 

acla@@@ 鉄道施設 ｹｰﾌﾞﾙｶｰ 地上 P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:102 B:204 境界:なし ○ 

acma@@@ 鉄道施設 路面電車 地上 P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:102 B:204 境界:なし ○ 

acna@@@ 鉄道施設 ﾘﾌﾄ 地上 P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:102 B:204 境界:なし ○ 

acoa@@@ 鉄道施設 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ 地上 P_駅・独建         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:102 B:204 境界:なし ○ 

ada@@@@ 水部 水部  P_水系         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:242 B:255 境界:なし ○ 
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add@@@@ 水部 ﾀﾞﾑ等  P_地形         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

afa@@@@ 道路色 高速道路  P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

afb@@@@ 道路色 有料道路  P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

afc@@@@ 道路色 国道  P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

afd@@@@ 道路色 主要地方道  P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

afe@@@@ 道路色 一般県道  P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

aff@@@@ 道路色 主要道  P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

afg@@@@ 道路色 一般道  P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

afh@@@@ 道路色 構内道路  P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

afi@@@@ 道路色 分離帯  P_施設１         ﾌｨﾙ:塗潰し R:217 G:255 B:204 境界:なし ○ 

afk@@@@ 道路色 歩道橋  P_施設１         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

afl@@@@ 道路色 高速道路(無料)  P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

agz@@@@ ヌキ面 無色  P_特定地区３         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

ba@@@@@ 町別色ｱｲ   P_町別色         ﾌｨﾙ:塗潰し R:243 G:249 B:254 境界:なし － 

bb@@@@@ 町別色ｱｶ   P_町別色         ﾌｨﾙ:塗潰し R:254 G:246 B:248 境界:なし － 

bc@@@@@ 町別色ｵﾚﾝｼﾞ   P_町別色         ﾌｨﾙ:塗潰し R:254 G:244 B:234 境界:なし － 

bd@@@@@ 町別色ｷ   P_町別色         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:254 B:241 境界:なし － 

be@@@@@ 町別色ﾑﾗｻｷ   P_町別色         ﾌｨﾙ:塗潰し R:246 G:242 B:248 境界:なし － 

bza@@@@ 水部 海  P_水系         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:242 B:255 境界:なし ○ 

bzb@@@@ 水部 湖  P_水系         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:242 B:255 境界:なし ○ 

maaaaa@ 高速道路 本線 開通(地面) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maaaab@ 高速道路 本線 開通(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maaaac@ 高速道路 本線 開通(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maaaad@ 高速道路 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

maaaba@ 高速道路 本線 建設(地面) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maaabb@ 高速道路 本線 建設(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maaabc@ 高速道路 本線 建設(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maaabd@ 高速道路 本線 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maabaa@ 高速道路 すみきり 開通(地面) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maabab@ 高速道路 すみきり 開通(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maabac@ 高速道路 すみきり 開通(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maabad@ 高速道路 すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

maabba@ 高速道路 すみきり 建設(地面) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 
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maabbb@ 高速道路 すみきり 建設(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maabbc@ 高速道路 すみきり 建設(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maabbd@ 高速道路 すみきり 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maacaa@ 高速道路 交差点 開通(地面) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maacab@ 高速道路 交差点 開通(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maacac@ 高速道路 交差点 開通(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maacad@ 高速道路 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

maacba@ 高速道路 交差点 建設(地面) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maacbb@ 高速道路 交差点 建設(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maacbc@ 高速道路 交差点 建設(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

maacbd@ 高速道路 交差点 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mabaaa@ 有料道路 本線 開通(地面) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabaab@ 有料道路 本線 開通(立体) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabaac@ 有料道路 本線 開通(地下) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabaad@ 有料道路 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

mababa@ 有料道路 本線 建設(地面) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mababb@ 有料道路 本線 建設(立体) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mababc@ 有料道路 本線 建設(地下) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mababd@ 有料道路 本線 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mabbaa@ 有料道路 すみきり 開通(地面) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabbab@ 有料道路 すみきり 開通(立体) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabbac@ 有料道路 すみきり 開通(地下) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabbad@ 有料道路 すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

mabbba@ 有料道路 すみきり 建設(地面) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mabbbb@ 有料道路 すみきり 建設(立体) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mabbbc@ 有料道路 すみきり 建設(地下) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mabbbd@ 有料道路 すみきり 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mabcaa@ 有料道路 交差点 開通(地面) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabcab@ 有料道路 交差点 開通(立体) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabcac@ 有料道路 交差点 開通(地下) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

mabcad@ 有料道路 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

mabcba@ 有料道路 交差点 建設(地面) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mabcbb@ 有料道路 交差点 建設(立体) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 
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mabcbc@ 有料道路 交差点 建設(地下) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

mabcbd@ 有料道路 交差点 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_有料道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

macaaa@ 国道 本線 開通(地面) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

macaab@ 国道 本線 開通(立体) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

macaac@ 国道 本線 開通(地下) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

macaad@ 国道 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

macbaa@ 国道 すみきり 開通(地面) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

macbab@ 国道 すみきり 開通(立体) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

macbac@ 国道 すみきり 開通(地下) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

macbad@ 国道 すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

maccaa@ 国道 交差点 開通(地面) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

maccab@ 国道 交差点 開通(立体) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

maccac@ 国道 交差点 開通(地下) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

maccad@ 国道 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_国道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

madaaa@ 主要地方道 本線 開通(地面) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madaab@ 主要地方道 本線 開通(立体) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madaac@ 主要地方道 本線 開通(地下) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madaad@ 主要地方道 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

madbaa@ 主要地方道 すみきり 開通(地面) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madbab@ 主要地方道 すみきり 開通(立体) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madbac@ 主要地方道 すみきり 開通(地下) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madbad@ 主要地方道 すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

madcaa@ 主要地方道 交差点 開通(地面) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madcab@ 主要地方道 交差点 開通(立体) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madcac@ 主要地方道 交差点 開通(地下) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:0 G:217 B:64 境界:なし ○ 

madcad@ 主要地方道 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_主要地方道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

maeaaa@ 一般県道 本線 開通(地面) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

maeaab@ 一般県道 本線 開通(立体) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

maeaac@ 一般県道 本線 開通(地下) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

maeaad@ 一般県道 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

maebaa@ 一般県道 すみきり 開通(地面) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

maebab@ 一般県道 すみきり 開通(立体) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

maebac@ 一般県道 すみきり 開通(地下) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 
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maebad@ 一般県道 すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

maecaa@ 一般県道 交差点 開通(地面) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

maecab@ 一般県道 交差点 開通(立体) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

maecac@ 一般県道 交差点 開通(地下) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:0 境界:なし ○ 

maecad@ 一般県道 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般県道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mafaaa@ 主要道 本線 開通(地面) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafaab@ 主要道 本線 開通(立体) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafaac@ 主要道 本線 開通(地下) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafaad@ 主要道 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mafbaa@ 主要道 すみきり 開通(地面) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafbab@ 主要道 すみきり 開通(立体) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafbac@ 主要道 すみきり 開通(地下) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafbad@ 主要道 すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mafcaa@ 主要道 交差点 開通(地面) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafcab@ 主要道 交差点 開通(立体) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafcac@ 主要道 交差点 開通(地下) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:198 G:198 B:198 境界:なし ○ 

mafcad@ 主要道 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_主要道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

magaaa@ 一般道 本線 開通(地面) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magaab@ 一般道 本線 開通(立体) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magaac@ 一般道 本線 開通(地下) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magaad@ 一般道 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

magaba@ 一般道 本線 建設(地面) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magabb@ 一般道 本線 建設(立体) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magabc@ 一般道 本線 建設(地下) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magabd@ 一般道 本線 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magbaa@ 一般道 すみきり 開通(地面) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magbab@ 一般道 すみきり 開通(立体) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magbac@ 一般道 すみきり 開通(地下) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magbad@ 一般道 すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

magbba@ 一般道 すみきり 建設(地面) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magbbb@ 一般道 すみきり 建設(立体) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magbbc@ 一般道 すみきり 建設(地下) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magbbd@ 一般道 すみきり 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 
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magcaa@ 一般道 交差点 開通(地面) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magcab@ 一般道 交差点 開通(立体) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magcac@ 一般道 交差点 開通(地下) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

magcad@ 一般道 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

magcba@ 一般道 交差点 建設(地面) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magcbb@ 一般道 交差点 建設(立体) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magcbc@ 一般道 交差点 建設(地下) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

magcbd@ 一般道 交差点 建設(ﾄﾝﾈﾙ) P_一般道         ﾌｨﾙ:塗潰し R:215 G:215 B:215 境界:なし ○ 

mahaaa@ 構内道路 本線 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahaab@ 構内道路 本線 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahaac@ 構内道路 本線 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahaad@ 構内道路 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahbaa@ 構内道路 すみきり 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahbab@ 構内道路 すみきり 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahbac@ 構内道路 すみきり 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahbad@ 構内道路 すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahcaa@ 構内道路 交差点 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahcab@ 構内道路 交差点 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahcac@ 構内道路 交差点 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

mahcad@ 構内道路 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:230 G:230 B:230 境界:なし ○ 

maiaaa@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 本線 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maiaab@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 本線 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maiaac@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 本線 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maiaad@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

maicaa@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 交差点 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maicab@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 交差点 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maicac@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 交差点 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

maicad@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

majaaa@ ｽﾏｰﾄIC 本線 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:209 G:209 B:209 境界:なし ○ 

majaab@ ｽﾏｰﾄIC 本線 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

majaac@ ｽﾏｰﾄIC 本線 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:209 G:209 B:209 境界:なし ○ 

majaad@ ｽﾏｰﾄIC 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

majcaa@ ｽﾏｰﾄIC 交差点 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 
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majcab@ ｽﾏｰﾄIC 交差点 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

majcac@ ｽﾏｰﾄIC 交差点 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:51 G:179 B:255 境界:なし ○ 

majcad@ ｽﾏｰﾄIC 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:204 G:204 B:255 境界:なし ○ 

makaaa@ 高速道路(無料) 本線 開通(地面) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makaab@ 高速道路(無料) 本線 開通(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makaac@ 高速道路(無料) 本線 開通(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makaad@ 高速道路(無料) 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makbaa@ 高速道路(無料) すみきり 開通(地面) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makbab@ 高速道路(無料) すみきり 開通(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makbac@ 高速道路(無料) すみきり 開通(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makbad@ 高速道路(無料) すみきり 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makcaa@ 高速道路(無料) 交差点 開通(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makcab@ 高速道路(無料) 交差点 開通(立体) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makcac@ 高速道路(無料) 交差点 開通(地下) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

makcad@ 高速道路(無料) 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_高速道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

malaaa@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(無料) 本線 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

malaab@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(無料) 本線 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

malaac@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(無料) 本線 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

malaad@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(無料) 本線 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

malcaa@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(無料) 交差点 開通(地面) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

malcab@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(無料) 交差点 開通(立体) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

malcac@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(無料) 交差点 開通(地下) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

malcad@ ｲﾝﾀｰ･ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ(無料) 交差点 開通(ﾄﾝﾈﾙ) P_構内道路         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:153 B:76 境界:なし ○ 

mamaaa@ 階段 本線 開通(地面) P_階段         ﾌｨﾙ:塗潰し R:200 G:200 B:200 境界:なし ○ 

mamaab@ 階段 本線 開通(立体) P_階段         ﾌｨﾙ:塗潰し R:200 G:200 B:200 境界:なし ○ 

mamaac@ 階段 本線 開通(地下) P_階段         ﾌｨﾙ:塗潰し R:200 G:200 B:200 境界:なし ○ 

mamcaa@ 階段 交差点 開通(地面) P_階段         ﾌｨﾙ:塗潰し R:200 G:200 B:200 境界:なし ○ 

mamcab@ 階段 交差点 開通(立体) P_階段         ﾌｨﾙ:塗潰し R:200 G:200 B:200 境界:なし ○ 

mamcac@ 階段 交差点 開通(地下) P_階段         ﾌｨﾙ:塗潰し R:200 G:200 B:200 境界:なし ○ 

mba@@@@ 行政ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 都道府県  P_都道府県         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし － 

mbb@@@@ 行政ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 政令指定都市  P_政令指定都市         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:232 B:208 境界:なし － 

mbc@@@@ 行政ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 市区町村  P_市区町村         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし － 

mbd@@@@ 行政ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 大字･町丁目  P_大字・町丁目         ﾌｨﾙ:なし 境界:        実線 R:0 G:0 B:0 － 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

mbe@@@@ 行政ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 小字  P_小字         ﾌｨﾙ:なし 境界:        実線 R:0 G:0 B:0 － 

mbw@@@@ 行政ﾎﾟﾘｺﾞﾝ 市区町村湖沼部  P_市区町村湖沼部         ﾌｨﾙ:なし 境界:        実線 R:0 G:0 B:0 － 

mca@@@@ その他 鉄道立体表示  P_施設２         ﾌｨﾙ:塗潰し R:255 G:255 B:255 境界:なし ○ 

aaaaxc@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(40m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxd@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(35m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxe@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(30m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxf@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(25m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxg@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(20m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxh@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(18m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxi@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(16m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxj@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(14m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxk@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(12m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxm@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(10m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxo@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(8m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aaaaxq@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 高速道路 地上(6m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxc@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(40m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxd@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(35m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxe@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(30m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxf@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(25m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxg@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(20m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxh@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(18m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxi@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(16m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxj@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(14m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxk@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(12m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxl@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(11m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxm@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(10m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxn@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(9m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxo@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(8m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxp@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(7m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxq@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(6m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aabaxr@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 有料道路 地上(5m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

aadaxa@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(50m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 
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aadaxb@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(45m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxc@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(40m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxd@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(35m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxe@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(30m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxf@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(25m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxg@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(20m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxh@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(18m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxi@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(16m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxj@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(14m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxk@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(12m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxl@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(11m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxm@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(10m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxn@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(9m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxo@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(8m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxp@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(7m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxq@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(6m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxr@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(5m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxs@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(4m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aadaxt@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要地方道 地上(3m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxa@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(50m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxb@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(45m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxc@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(40m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxd@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(35m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxe@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(30m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxf@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(25m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxg@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(20m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxh@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(18m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxi@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(16m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxj@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(14m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxk@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(12m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxl@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(11m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxm@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(10m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

aaeaxn@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(9m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxo@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(8m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxp@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(7m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxq@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(6m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxr@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(5m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxs@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(4m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aaeaxt@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般県道 地上(3m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxa@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(50m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxb@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(45m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxc@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(40m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxd@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(35m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxe@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(30m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxf@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(25m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxg@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(20m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxh@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(18m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxi@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(16m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxj@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(14m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxk@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(12m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxl@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(11m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxm@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(10m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxn@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(9m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxo@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(8m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxp@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(7m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxq@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(6m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxr@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(5m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxs@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(4m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aafaxt@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 主要道 地上(3m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxa@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(50m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxb@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(45m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxc@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(40m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxd@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(35m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxe@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(30m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

aagaxf@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(25m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxg@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(20m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxh@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(18m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxi@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(16m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxj@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(14m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxk@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(12m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxl@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(11m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxm@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(10m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxn@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(9m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxo@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(8m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxp@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(7m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxq@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(6m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxr@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(5m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxs@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(4m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aagaxt@ 道路ﾄﾝﾈﾙ 一般道 地上(3m) S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:146 G:147 B:149 背景色:なし ○ 

aba@@@@ 鉄道ﾄﾝﾈﾙ 新幹線  S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

abb@@@@ 鉄道ﾄﾝﾈﾙ JR 線  S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

abc@@@@ 鉄道ﾄﾝﾈﾙ 私鉄  S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

abd@@@@ 鉄道ﾄﾝﾈﾙ 貨物線  S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

abe@@@@ 鉄道ﾄﾝﾈﾙ 新交通･ﾓﾉﾚｰﾙ  S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

abf@@@@ 鉄道ﾄﾝﾈﾙ ｹｰﾌﾞﾙｶｰ  S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

abg@@@@ 鉄道ﾄﾝﾈﾙ 引込線  S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

abi@@@@ 鉄道ﾄﾝﾈﾙ 地下鉄  S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:131 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

acfa@@@ 駅 ｹｰﾌﾞﾙｶｰ 地上 S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:46 ｻｲｽﾞ:14pt R:225 G:25 B:127 背景色:境界 ○ 

acga@@@ 駅 路面電車 地上 S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:49 ｻｲｽﾞ:14pt R:225 G:25 B:127 背景色:境界 ○ 

acha@@@ 駅 ﾘﾌﾄ 地上 S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:46 ｻｲｽﾞ:14pt R:225 G:25 B:127 背景色:境界 ○ 

acia@@@ 駅 ﾛｰﾌﾟｳｴｲ 地上 S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:46 ｻｲｽﾞ:14pt R:225 G:25 B:127 背景色:境界 ○ 

ada@@@@ 河川構造物 水路ﾄﾝﾈﾙ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:132 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:255 背景色:なし ○ 

aeb@@@@ 道路交通 一方通行  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:121 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:182 B:238 背景色:なし － 

aec@@@@ 道路交通 信号機  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:126 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:255 背景色:なし － 

aed@@@@ 道路交通 都市高速入口(右矢印)  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:45 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:182 B:238 背景色:なし － 

aee@@@@ 道路交通 都市高速入口(左矢印)  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:44 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:182 B:238 背景色:なし － 
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aef@@@@ 道路交通 都市高速出口(右矢印)  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:45 ｻｲｽﾞ:14pt R:226 G:0 B:127 背景色:なし － 

aeg@@@@ 道路交通 都市高速出口(左矢印)  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:44 ｻｲｽﾞ:14pt R:226 G:0 B:127 背景色:なし － 

aeh@@@@ 道路交通 踏切  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:135 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:217 B:0 背景色:境界 － 

aei@@@@ 道路交通 踏切(歩行者用)  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:136 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

afd@@@@ 道路施設 公衆ﾄｲﾚ  S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:78 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:182 B:238 背景色:なし － 

aaaac@@ 基本行政 都道府県 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaabc@@ 基本行政 支庁 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaacc@@ 基本行政 郡 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaadc@@ 基本行政 市 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaadd@@ 基本行政 市 小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaaec@@ 基本行政 特別区 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaaed@@ 基本行政 特別区 小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaafc@@ 基本行政 政令市区 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaafd@@ 基本行政 政令市区 小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaagc@@ 基本行政 町 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaagd@@ 基本行政 町 小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaahc@@ 基本行政 村 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aaahd@@ 基本行政 村 小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:64 G:64 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabac@@ 行政区画 大字･町 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabad@@ 行政区画 大字･町 小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabae@@ 行政区画 大字･町 狭小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabaf@@ 行政区画 大字･町 極小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabbc@@ 行政区画 大字･町名総称 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabbd@@ 行政区画 大字･町名総称 小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabbe@@ 行政区画 大字･町名総称 狭小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabbf@@ 行政区画 大字･町名総称 極小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabcc@@ 行政区画 集落 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:なし ○ 

aabdc@@ 行政区画 街区符号 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 

aabec@@ 行政区画 地番 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 

aabfc@@ 行政区画 住居番号 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:226 G:0 B:127 背景色:なし 効果:なし ○ 

aabgc@@ 行政区画 棟番号 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:226 G:0 B:127 背景色:なし 効果:なし ○ 

aabhc@@ 行政区画 整理地番 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

aabkc@@ 行政区画 小字 普 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ明朝 R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabkd@@ 行政区画 小字 小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ明朝 R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabke@@ 行政区画 小字 狭小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ明朝 R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aabkf@@ 行政区画 小字 極小 T_行政 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ明朝 R:61 G:17 B:123 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaac@@ 道路名 高速道路 普 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaaca@ 道路名 高速道路 普(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaad@@ 道路名 高速道路 小 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaada@ 道路名 高速道路 小(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

ababc@@ 道路名 都市高速 普 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

ababca@ 道路名 都市高速 普(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

ababd@@ 道路名 都市高速 小 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

ababda@ 道路名 都市高速 小(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abacc@@ 道路名 高規格有料 普 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abacca@ 道路名 高規格有料 普(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abacd@@ 道路名 高規格有料 小 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abacda@ 道路名 高規格有料 小(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abadc@@ 道路名 有料道路 普 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abadca@ 道路名 有料道路 普(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abadd@@ 道路名 有料道路 小 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abadda@ 道路名 有料道路 小(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaeb@@ 道路名 一般道路 大 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaeba@ 道路名 一般道路 大(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaec@@ 道路名 一般道路 普 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaeca@ 道路名 一般道路 普(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaed@@ 道路名 一般道路 小 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:179 B:255 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abaeda@ 道路名 一般道路 小(未開通) T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:179 B:255 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abbaa@@ 道路番号 都市高速 1 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:127 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:159 B:98 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abbab@@ 道路番号 都市高速 2 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:127 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:159 B:98 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abbba@@ 道路番号 国道 1 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:123 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

abbbb@@ 道路番号 国道 2 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:123 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abbbc@@ 道路番号 国道 3 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:123 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abbca@@ 道路番号 都道府県道 1 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:122 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abbcb@@ 道路番号 都道府県道 2 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:122 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abbcc@@ 道路番号 都道府県道 3 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:122 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abbcd@@ 道路番号 都道府県道 4 桁 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:122 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abcac@@ 道路施設 高速道路 IC･JCT 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:255 G:255 B:255 背景色:ﾎﾞｯｸｽ R:26 G:217 B:64 効果:太字 ○ 

abcaca@ 道路施設 高速道路 IC･JCT 普(未開通) 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:255 G:255 B:255 背景色:ﾎﾞｯｸｽ R:149 G:149 B:149 効果:太字 － 

abcbc@@ 道路施設 高速道路 SA･PA 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:26 G:217 B:64 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abcbca@ 道路施設 高速道路 SA･PA 普(未開通) 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:太字 － 

abcbw@@ 道路施設 高速道路 SA･PA 非表示 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:210 G:230 B:210 背景色:なし 効果:太字 － 

abccc@@ 道路施設 一般道路 IC･JCT 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abccca@ 道路施設 一般道路 IC･JCT 普(未開通) 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:太字 － 

abcdc@@ 道路施設 一般道路休憩施設 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abcec@@ 道路施設 駐車場 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:55 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:159 B:98 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

abcfc@@ 道路施設 道の駅 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:69 ｻｲｽﾞ:14pt R:64 G:20 B:247 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:76 G:0 B:255 背景色:なし 効果:太字 ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

abcgc@@ 道路施設 交差点 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:255 G:255 B:255 背景色:ﾎﾞｯｸｽ R:0 G:178 B:235 効果:なし － 

abchb@@ 道路施設 橋･ﾄﾝﾈﾙ(道路) 大 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

abchc@@ 道路施設 橋･ﾄﾝﾈﾙ(道路) 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

abchd@@ 道路施設 橋･ﾄﾝﾈﾙ(道路) 小 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

abcic@@ 道路施設 スマート IC 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:255 G:255 B:255 背景色:ﾎﾞｯｸｽ R:26 G:217 B:64 効果:太字 ○ 

abcica@ 道路施設 スマート IC 普(未開通) 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:255 G:255 B:255 背景色:ﾎﾞｯｸｽ R:149 G:149 B:149 効果:太字 － 

abcjc@@ 道路施設 本線料金所(高速道路) 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

abckc@@ 道路施設 本線料金所(都市高速) 普 
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

acaac@@ 鉄道線名 JR 線 普 T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acaaca@ 鉄道線名 JR 線 普(未開通) T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acaad@@ 鉄道線名 JR 線 小 T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acaada@ 鉄道線名 JR 線 小(未開通) T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acabc@@ 鉄道線名 私鉄線 普 T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acabca@ 鉄道線名 私鉄線 普(未開通) T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acabd@@ 鉄道線名 私鉄線 小 T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acabda@ 鉄道線名 私鉄線 小(未開通) T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acacc@@ 鉄道線名 地下鉄線 普 T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acacca@ 鉄道線名 地下鉄線 普(未開通) T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acadc@@ 鉄道線名 新交通等線 普 T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acadca@ 鉄道線名 新交通等線 普(未開通) T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acbab@@ 駅 JR 駅 大 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acbaba@ 駅 JR 駅 大(未開通) 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:太字 － 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

acbac@@ 駅 JR 駅 普 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acbaca@ 駅 JR 駅 普(未開通) 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:太字 － 

acbbb@@ 駅 私鉄駅 大 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acbbba@ 駅 私鉄駅 大(未開通) 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:太字 － 

acbbc@@ 駅 私鉄駅 普 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acbbca@ 駅 私鉄駅 普(未開通) 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:太字 － 

acbcc@@ 駅 地下鉄駅 普 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

acbcca@ 駅 地下鉄駅 普(未開通) 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:太字 － 

acbdc@@ 駅 停留所 普 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

acbdca@ 駅 停留所 普(未開通) 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:なし － 

acbec@@ 駅 新交通等駅 普 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

acbeca@ 駅 新交通等駅 普(未開通) 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:149 G:149 B:149 背景色:なし 効果:なし － 

accac@@ 鉄道施設 橋･ﾄﾝﾈﾙ(鉄道) 普 
S_鉄道  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

accbc@@ 鉄道施設 地下鉄駅出入口 普 T_鉄道 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:182 G:44 B:134 背景色:なし 効果:なし － 

admac@@ 空港 空港 普 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

admad@@ 空港 空港 小 T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

adna@@@ ﾊﾞｽ ﾊﾞｽ停  
S_道路  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:222 G:22 B:44 背景色:なし － 

T_道路 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:252 G:10 B:23 背景色:なし 効果:なし － 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

afaa@@@ 役所 都道府県庁  
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:95 ｻｲｽﾞ:12pt R:255 G:0 B:0 背景色:境界 ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

afab@@@ 役所 市役所  
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:101 ｻｲｽﾞ:12pt R:255 G:0 B:0 背景色:境界 ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

afac@@@ 役所 特別区役所  
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:101 ｻｲｽﾞ:12pt R:255 G:0 B:0 背景色:境界 ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

afad@@@ 役所 政令市区役所  
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:101 ｻｲｽﾞ:12pt R:255 G:0 B:0 背景色:境界 ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

afae@@@ 役所 町役場  
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:100 ｻｲｽﾞ:12pt R:255 G:0 B:0 背景色:境界 ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

afaf@@@ 役所 村役場  
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:100 ｻｲｽﾞ:12pt R:255 G:0 B:0 背景色:境界 ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agaac@@ 官公署 役場支所･出張所 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:100 ｻｲｽﾞ:12pt R:255 G:0 B:0 背景色:境界 ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agabc@@ 官公署 北海道支庁 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agacc@@ 官公署 中央省庁 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agacd@@ 官公署 中央省庁 小 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agadc@@ 官公署 警察署 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:94 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agaec@@ 官公署 交番 普 S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:96 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

agafc@@ 官公署 普通郵便局 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:92 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agagc@@ 官公署 特定･簡易郵便局 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:99 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agahc@@ 官公署 消防署 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:98 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agaic@@ 官公署 消防分署 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:97 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agajc@@ 官公署 裁判所 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

agakc@@ 官公署 検察庁 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agalc@@ 官公署 法務局 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agamc@@ 官公署 税務署 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

aganc@@ 官公署 労働基準監督署 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agaoc@@ 官公署 ﾊﾛｰﾜｰｸ 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agapc@@ 官公署 保健所 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agaqc@@ 官公署 年金事務所 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agarc@@ 官公署 大使館 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agasb@@ 官公署 官公署 大 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agasc@@ 官公署 官公署 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agasd@@ 官公署 官公署 小 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:93 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agbab@@ 学校 大学 大 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:128 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agbac@@ 学校 大学 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:128 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agbbc@@ 学校 短大 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:128 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agbcc@@ 学校 高専 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:128 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agbdc@@ 学校 養護･盲･聾学校 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:128 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

agbec@@ 学校 高等学校 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:128 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agbfc@@ 学校 中学校 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:128 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agbgc@@ 学校 小学校 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:128 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agbhc@@ 学校 幼稚園 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:130 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agbic@@ 学校 保育園･保育所 普 
S_公共  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:129 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_公共 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcaa@@ 一般注記 神社 特大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:62 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcab@@ 一般注記 神社 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:62 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 

agcac@@ 一般注記 神社 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:62 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcba@@ 一般注記 寺院 特大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:61 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcbb@@ 一般注記 寺院 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:61 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 

agcbc@@ 一般注記 寺院 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:61 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agccc@@ 一般注記 教会 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:68 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcda@@ 一般注記 墓地 特大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:52 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcdb@@ 一般注記 墓地 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:52 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 

agcdc@@ 一般注記 墓地 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:52 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcea@@ 一般注記 発電所･変電所 特大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:59 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

agceb@@ 一般注記 発電所･変電所 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:59 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 

agcec@@ 一般注記 発電所･変電所 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:59 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcfb@@ 一般注記 工場 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:65 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcfc@@ 一般注記 工場 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:65 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 

agcfd@@ 一般注記 工場 小 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:65 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agchc@@ 一般注記 書店 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:72 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcia@@ 一般注記 病院･診療所 特大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:53 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcib@@ 一般注記 病院･診療所 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:53 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcic@@ 一般注記 病院･診療所 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:53 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcid@@ 一般注記 病院･診療所 小 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:53 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcjb@@ 一般注記 ﾎﾃﾙ･旅館 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:60 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcjc@@ 一般注記 ﾎﾃﾙ･旅館 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:60 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcjd@@ 一般注記 ﾎﾃﾙ･旅館 小 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:60 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckb@@ 一般注記 銀行 大(その他) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:57 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckba@ 一般注記 銀行 大(みずほ) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:146 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:255 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckbb@ 一般注記 銀行 大(三菱東京 UFJ) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:147 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

agckbc@ 一般注記 銀行 大(三井住友) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:148 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:255 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckbd@ 一般注記 銀行 大(りそな) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:149 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:128 B:128 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckc@@ 一般注記 銀行 普(その他) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:57 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckca@ 一般注記 銀行 普(みずほ) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:146 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:255 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckcb@ 一般注記 銀行 普(三菱東京 UFJ) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:147 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckcc@ 一般注記 銀行 普(三井住友) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:148 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:255 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agckcd@ 一般注記 銀行 普(りそな) 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:149 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:128 B:128 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agclb@@ 一般注記 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:51 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agclc@@ 一般注記 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:51 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcld@@ 一般注記 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ 小 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:51 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcmb@@ 一般注記 ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:56 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcmc@@ 一般注記 ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:56 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcnb@@ 一般注記 ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱ 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:75 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcnc@@ 一般注記 ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱ 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:75 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcnd@@ 一般注記 ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱ 小 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:75 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcoa@@ 一般注記 温泉 特大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:71 ｻｲｽﾞ:14pt R:222 G:22 B:44 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

agcob@@ 一般注記 温泉 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:71 ｻｲｽﾞ:14pt R:222 G:22 B:44 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 

agcoc@@ 一般注記 温泉 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:71 ｻｲｽﾞ:14pt R:222 G:22 B:44 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcpc@@ 一般注記 日帰り湯 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:222 G:22 B:44 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcqc@@ 一般注記 ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:54 ｻｲｽﾞ:14pt R:222 G:22 B:44 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcrc@@ 一般注記 海水浴場 普 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 

agcrd@@ 一般注記 海水浴場 小 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcsb@@ 一般注記 ｽｷｰ場 大 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcsc@@ 一般注記 ｽｷｰ場 普 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcsd@@ 一般注記 ｽｷｰ場 小 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agctb@@ 一般注記 ｺﾞﾙﾌ場 大 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agctc@@ 一般注記 ｺﾞﾙﾌ場 普 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agctd@@ 一般注記 ｺﾞﾙﾌ場 小 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcub@@ 一般注記 名水 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:116 ｻｲｽﾞ:14pt R:222 G:22 B:44 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 － 

agcuc@@ 一般注記 名水 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:116 ｻｲｽﾞ:14pt R:222 G:22 B:44 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcvc@@ 一般注記 自動車ﾃﾞｨｰﾗｰ 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcwb@@ 一般注記 NTT 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:70 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcwc@@ 一般注記 NTT 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:70 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcxa@@ 一般注記 特大  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcxb@@ 一般注記 大  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcxc@@ 一般注記 普  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

agcxd@@ 一般注記 小  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agcxg@@ 一般注記 重要  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agcyb@@ 一般注記 広域注記 大 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcyc@@ 一般注記 広域注記 普 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agcyd@@ 一般注記 広域注記 小 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agdac@@ 観光 著名観光地 普 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:255 G:255 B:255 背景色:ﾎﾞｯｸｽ R:254 G:16 B:16 効果:太字 ○ 

agdba@@ 観光 観光一般 特大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agdbb@@ 観光 観光一般 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

agdbc@@ 観光 観光一般 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agdbd@@ 観光 観光一般 小 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agdbg@@ 観光 観光一般 重要 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agdcb@@ 観光 観光広域 大 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agdcc@@ 観光 観光広域 普 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agdcd@@ 観光 観光広域 小 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

agfac@@ 一般注記 パチンコ店普  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:143 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agfbc@@ 一般注記 ドラグストア  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:144 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:255 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agff@@@ 一般注記 公衆ﾄｲﾚ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:78 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:140 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

agfg@@@ 一般注記 公衆ﾄｲﾚ(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ)  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:78 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:140 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahaa@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ｴﾈｵｽ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:103 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahab@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 出光興産  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:107 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahac@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ｺｽﾓ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:102 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

ahad@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 昭和ｼｪﾙ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:113 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahae@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ JOMO  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:108 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahaf@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ﾓｰﾋﾞﾙ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:152 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:140 背景色:なし － 

ahag@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ｴｯｿ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:153 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahah@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ｾﾞﾈﾗﾙ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:105 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahai@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ｷｸﾞﾅｽ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:150 ｻｲｽﾞ:14pt R:32 G:90 B:167 背景色:なし － 

ahaj@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 九州石油  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:110 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahak@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 三井石油  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:111 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahal@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 太陽石油  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:151 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

aham@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ ﾎｸﾚﾝ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:106 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahan@@@ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ その他のｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:114 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahba@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:40 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:159 B:98 背景色:なし － 

ahbb@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ﾛｰｿﾝ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:37 ｻｲｽﾞ:14pt R:32 G:90 B:167 背景色:なし － 

ahbc@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:154 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:164 B:92 背景色:なし － 

ahbd@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:43 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:255 B:0 背景色:境界 － 

ahbe@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｻｰｸﾙK  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:34 ｻｲｽﾞ:14pt R:223 G:41 B:0 背景色:なし － 

ahbf@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｻﾝｸｽ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:155 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahbg@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:156 ｻｲｽﾞ:14pt R:32 G:90 B:167 背景色:なし － 

ahbh@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ﾎｯﾄｽﾊﾟｰ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:36 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:159 B:98 背景色:なし － 

ahbi@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾄｱ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:137 ｻｲｽﾞ:14pt R:32 G:90 B:167 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahbj@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｾｲｺｰﾏｰﾄ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:134 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahbk@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｺｺｽﾄｱ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:138 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:153 B:255 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahbl@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ampm  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:33 ｻｲｽﾞ:14pt R:230 G:89 B:42 背景色:なし － 

ahbm@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｾｰﾌﾞｵﾝ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:139 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahbn@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ﾓﾝﾏｰﾄ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:41 ｻｲｽﾞ:14pt R:223 G:0 B:41 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahbo@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｽﾘｰｴﾌ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:42 ｻｲｽﾞ:14pt R:32 G:90 B:167 背景色:なし － 
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図式分類コード 分類１ 分類２ 分類３ テーブル名 図形タイプ ライト 

ahbp@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ﾎﾟﾌﾟﾗ  
S_一般 ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:140 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahbq@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ その他のｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:41 ｻｲｽﾞ:14pt R:223 G:0 B:41 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahbr@@@ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｼｮｯﾌﾟ99  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:86 ｻｲｽﾞ:14pt R:243 G:194 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahca@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ｶﾞｽﾄ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:88 ｻｲｽﾞ:14pt R:189 G:0 B:57 背景色:なし － 

ahcb@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ﾃﾞﾆｰｽﾞ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:87 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahcc@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:157 ｻｲｽﾞ:14pt R:223 G:82 B:44 背景色:なし － 

ahcd@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ すかいらｰく  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:91 ｻｲｽﾞ:14pt R:225 G:128 B:0 背景色:蛍光色 － 

ahce@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ｺｺｽ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:158 ｻｲｽﾞ:14pt R: 223 G:82 B:44 背景色:なし － 

ahcf@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ｶｰｻ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:85 ｻｲｽﾞ:14pt R:35 G:115 B:185 背景色:なし － 

ahch@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ｼﾞｮﾅｻﾝ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:161 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahci@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ﾊﾞｰﾐﾔﾝ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:162 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:153 B:255 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahcj@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ｼﾞｮｲﾌﾙ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:89 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahck@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ｻｲｾﾞﾘﾔ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:89 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahcl@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:89 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahcm@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ 吉野家  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:89 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahcn@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ 松屋  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:89 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahco@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ すき家  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:145 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahcg@@@ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ その他のﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:89 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahda@@@ ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:83 ｻｲｽﾞ:14pt R:249 G:244 B:0 背景色:境界 － 

ahdb@@@ ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:82 ｻｲｽﾞ:14pt R:255 G:0 B:0 背景色:なし － 

ahdc@@@ ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ ｹﾝﾀｯｷｰ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:80 ｻｲｽﾞ:14pt R:223 G:0 B:41 背景色:なし － 
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ahdd@@@ ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ ﾛｯﾃﾘｱ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:81 ｻｲｽﾞ:14pt R:223 G:0 B:41 背景色:なし － 

ahde@@@ ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ その他のﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ  
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:84 ｻｲｽﾞ:14pt R:223 G:0 B:41 背景色:なし － 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし － 

ahdf@@@ ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ  S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:133 ｻｲｽﾞ:18pt R:80 G:0 B:0 背景色:なし － 

aiaab@@ 自然地形 山 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:79 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiaac@@ 自然地形 山 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:79 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiaba@@ 自然地形 水部 特大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiabb@@ 自然地形 水部 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiabc@@ 自然地形 水部 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiabd@@ 自然地形 水部 小 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiacb@@ 自然地形 滝 大 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:77 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiacc@@ 自然地形 滝 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:77 ｻｲｽﾞ:14pt R:0 G:178 B:235 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ 明朝 R:0 G:178 B:235 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiadb@@ 自然地形 峠 大 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:太字 ○ 

aiadc@@ 自然地形 峠 普 T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 

aiaec@@ 自然地形 標高 普 
S_一般  ﾌｫﾝﾄ名:MSR Mapple Symbols 文字ｺｰﾄﾞ:73 ｻｲｽﾞ:9pt R:0 G:0 B:0 背景色:なし ○ 

T_一般 MAPPLE ﾌｫﾝﾄ名:ＭＳ ゴシック R:0 G:0 B:0 背景色:なし 効果:なし ○ 
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【TrueType フォントについて】 

◇シンボルを表示する為には、付属されている「MSR Mapple Symbols.TTF」をインストールして下さい。 

 

[インストール方法] 

１．Windows の「スタート」>>「設定」>>「コントロールパネル」を選びコントロールパネルを表示します。 

２．フォントアイコンをダブルクリックしてフォントの一覧ウィンドウを表示します。 

３．メニューの「ファイル」>>「新しいフォントをインストール」を選び、フォントの追加ダイアログを表示します。 

４．フォントの追加ダイアログで「MSR Mapple Symbols.TTF」を選んで OK ボタンを押します。 

 

[削除方法] 

１．Windows の「スタート」>>「設定」>>「コントロールパネル」を選びコントロールパネルを表示します。 

２．フォントアイコンをダブルクリックしてフォントの一覧ウィンドウを表示します。 

３．フォントの一覧ウィンドウで「MSR Mapple Symbols」を選択します。 

４．メニューの「ファイル」>>「削除」を選びます。 

 

 

No 文字コード シンボル 備考 ライト 

１ ３３  
ａｍｐｍ 

－ 

２ ３４  
サークルＫ 

－ 

３ １５４  
ファミリーマート 

－ 

４ ３６  
ホットスパー 

－ 

５ ３７  
ローソン 

－ 

６ １５６  
ミニストップ 

－ 

７ １５５  
サンクス 

－ 

２．TrueType フォント定義表(MSR Mapple Symbols.TTF) 
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No 文字コード シンボル 備考 ライト 

８ ４０  
セブンイレブン 

－ 

９ ４１  
その他コンビニ 

－ 

１０ ４２  
スリーエフ 

－ 

１１ ４３  
デイリーヤマザキ 

－ 

１２ ４４  
都市高速出入口（左矢印） 

－ 

１３ ４５  
都市高速出入口（右矢印） 

－ 

１４ ４６  
駅（JR 線、私鉄、ケーブルカー、リフト、ロープウエイ、新交通・モノレール） 

○ 

１５ ４７  
駅（ケーブルカー、ロープウエイ、新交通・モノレール） 

－ 

１６ ４８  
駅（リフト）、バリア（高速道路、一般道） 

－ 

１７ ４９  
駅（路面鉄道） 

○ 

１８ ５０  
駅（新交通・モノレール） 

－ 

１９ ５１  
アパート・マンション 

○ 

２０ ５２  
墓地 

○ 

２１ ５３  
病院・診察所 

○ 

２２ ５４  
オートキャンプ場 

－ 

２３ ５５  
駐車場 

○ 

２４ ５６  
デパート 

○ 
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No 文字コード シンボル 備考 ライト 

２５ ５７  
銀行 

○ 

２６ ５８  
ゴルフ場 

－ 

２７ ５９  
発電所・変電所 

○ 

２８ ６０  
ホテル・旅館 

○ 

２９ ６１  
寺院 

○ 

３０ ６２  
神社 

○ 

３１ ６３  
海水浴場 

－ 

３２ ６４  
工業団地 

－ 

３３ ６５  
工場 

○ 

３４ ６６  
港湾、漁港 

－ 

３５ ６７  
空港 

－ 

３６ ６８  
教会 

－ 

３７ ６９  
道の駅 

○ 

３８ ７０  
ＮＴＴ 

○ 

３９ ７１  
温泉 

－ 

４０ ７２  
書店 

－ 

４１ ７３  
高速道路 IC・JCT・SA・PA、一般道路 IC・JCT、一般道路休憩施設、交差点、駅、停留所、新交通等駅、バス停、 

大使館、日帰り湯、自動車ディーラー、一般注記、観光一般、標高、水門、水制、山、峠、年金事務所 
○ 
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No 文字コード シンボル 備考 ライト 

４２ ７４  
スキー場 

－ 

４３ ７５  
スーパーストア 

○ 

４４ ７６  
滝 

－ 

４５ ７７  
滝 

○ 

４６ ７８  
公衆トイレ 

－ 

４７ ７９  
山 

○ 

４８ ８０  
ケンタッキー 

－ 

４９ ８１  
ロッテリア 

－ 

５０ ８２  
マクドナルド 

－ 

５１ ８３  モスバーガー － 

５２ ８４  
ファーストフードその他 

－ 

５３ ８５  
カーサ 

－ 

５４ １５８  
ココス 

－ 

５５ ８７  
デニーズ 

－ 

５６ ８８  
ガスト 

－ 

５７ ８９  
その他ファミリーレストラン 

－ 

５８ １５７  
ロイヤルホスト 

－ 



 

MAPPLE10000 V2016 図式分類対応表 

 48 

No 文字コード シンボル 備考 ライト 

５９ ９１  
すかいらーく 

－ 

６０ ９２  
普通郵便局 

○ 

６１ ９３  
北海道支庁、中央省庁、裁判所、検察庁、法務局、税務署、労働基準監督所、ハローワーク、保健所、その他官公署 

○ 

６２ ９４  
警察署 

○ 

６３ ９５  
都道府県庁 

○ 

６４ ９６  
交番 

○ 

６５ ９７  
消防分署 

○ 

６６ ９８  
消防署 

○ 

６７ ９９  
特定・簡易郵便局 

○ 

６８ １００  
町役場、村役場、役場支所・出張所、町村役場離島用 

○ 

６９ １０１  
市役所、特別区役所、政令市区役所 

○ 

７０ １０２  
コスモ 

－ 

７１ １０３  
エネオス 

－ 

７２ １５３  
エッソ 

－ 

７３ １０５  
ゼネラル 

－ 

７４ １０６  
ホクレン 

－ 

７５ １０７  
出光興産 

－ 
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No 文字コード シンボル 備考 ライト 

７６ １０８  
ＪＯＭＯ 

－ 

７７ １５０  
キグナス 

－ 

７８ １１０  
九州石油 

－ 

７９ １１１  
三井石油 

－ 

８０ １５２  
モービル 

－ 

８１ １１３  
昭和シェル 

－ 

８２ １１４  
その他ガソリンスタンド 

－ 

８３ １５１  
太陽石油 

－ 

８４ １１６  
名水 

－ 

８５ １１７  
密部インター４分の１（高速道路、一般道路、都市高速） 

－ 

８６ １１８  
密部インター４分の２（高速道路、一般道路、都市高速） 

－ 

８７ １１９  
密部インター４分の３（高速道路、一般道路、都市高速） 

－ 

８８ １２０  
密部インター４分の４（高速道路、一般道路、都市高速） 

－ 

８９ １２１  
一方通行 

－ 

９０ １２２  
都道府県道 

○ 

９１ １２３  
国道 

○ 

９２ １２４  
高速道路 PA 

－ 
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No 文字コード シンボル 備考 ライト 

９３ １２５  
高速道路 SA 

－ 

９４ １２６  
信号機 

－ 

９５ １２７  
都市高速 

○ 

９６ １２８  
小学校、中学校、高等学校、養護・盲・聾学校、高専、短大、大学 

○ 

９７ １２９  
保育園・保育所 

○ 

９８ １３０  
幼稚園 

○ 

９９ １３１  
トンネル 

○ 

１００ １３２  
水路トンネル 

－ 

１０１ １３３  
ミスタードナツ 

－ 

１０２ １３４  
セイコーマート 

－ 

１０３ １３５  
踏切 

－ 

１０４ １３６  
踏切（歩行者用） 

－ 

１０５ １３７  
コミュニティストア 

－ 

１０６ １３８  
ココストア 

－ 

１０７ １３９  
セーブオン 

－ 

１０８ １４０  
ポプラ 

－ 

１０９ １４１  
キロポスト 

－ 
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No 文字コード シンボル 備考 ライト 

１１０ １４３  
パチンコ店 

－ 

１１１ １４４  
ドラッグストア 

－ 

１１２ １４５  
すき家 

－ 

１１３ １４６  
みずほ銀行 

○ 

１１４ １４７  
三菱東京UFJ銀行 

○ 

１１５ １４８  
三井住友銀行 

○ 

１１６ １４９  
りそな銀行 

○ 

１１７ １６１  
ジョナサン 

－ 

１１８ １６２  
バーミヤン 

－ 

※シンボルファイル（MSR Mapple Symbols.TTF）は、弊社 MAPPLE 関連製品の共通ファイルです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三井造船システム技研株式会社 
 ビジネスソリューション事業部 
 

 販売・開発 〒261-8501千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンＤ棟9階 

 TEL ：043-274-6181 

 FAX ：043-274-6185 

 HomePage：http://www.msr.co.jp/mapinfo/ 

 E-Mail  ：mapinfo@msr.co.jp 

 

 

本書の一部または全部を三井造船システム技研株式会社の許諾なしに改竄し複製使用する事は禁じられています。 

 

(C)2016 Mitsui Zosen Systems Research Inc. 

 

MapInfoは米国Pitney Bowes Software Inc.の登録商標です。 

本書に掲載の社名・商品名はそれぞれの商号および登録商標または商標です。 

本書の著作権は、三井造船システム技研株式会社が所有しています。 

本書に記載されている事項は、予告なしに変更される事があります。 

 

「MAPPLE10000 V2016」図式分類対応表                                                 2016 年 3月発行 


