
                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

1

　　　第１２２号                　　　　　　　　　　　　平成２６年９月４日発行

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

 豪雨お見舞い申し上げます。めっきり秋の気配が漂い、漸く過ごしやすい季節となりま
したが、お元気でご活躍のことと存じます。９月通達、１０月１日刊行の月間地理情報を
お届けします。国土地理院は年度中５００面の新刊を出す予定です。大いに期待し販売
にご尽力頂きたくお願い申し上げます。１０月新刊は２８面です。

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター流通事業部販売営業課宛てにご送付し
てください。

をご覧ください。

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。



平成26年10月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

名寄 茂瀬 4-1 多色 Ｈ26調製

旭川 白雲岳 3-1 〃 　　　〃

夕張岳 滝ノ沢岳 14-1 〃 　　　〃

札幌 恵庭岳 12-3 〃 　　　〃

盛岡 早池峰山 11-2 〃 　　　〃

石巻 金華山 7-3 〃 　　　〃

弘前 尾太岳 10-3 〃 　　　〃

新庄 鳴子 8-2 〃 　　　〃

白河 小野新町 5-1 〃 　　　〃

新潟 貉ヶ森山 12-1 〃 　　　〃

新潟 粟ヶ岳 15-2 〃 　　　〃

宇都宮 中粕尾 5-4 〃 　　　〃

高田 六日町 2-2 〃 　　　〃

高田 大割野 6-2 〃 　　　〃

高山 寄合渡 8-2 〃 　　　〃

高山 東茂住 10-3 〃 　　　〃

豊橋 瀬戸 13-4 〃 　　　〃

名古屋 篠立 9-2 〃 　　　〃

名古屋 伊船 11-1 〃 　　　〃

名古屋 津西部 12-2 〃 　　　〃

田辺 大沼 1-1 〃 　　　〃

田辺 古座 3-4 〃 　　　〃

徳島 仮屋 1-2 〃 　　　〃

松山 三津浜 5-2 〃 　　　〃

山口 秋吉台 11-4 〃 　　　〃

2 鹿児島 鹿児島南部 7-4 〃 　　　〃



厳原 豆酘 16-1 〃 　　　〃

厳原北 泉 12-2 〃 　　　〃

計28面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/







                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。

　　　第１２１号                　　　　　　　　　　　　平成２６年７月１６日発行

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

 書中お見舞い申し上げます。皆様、猛暑の中お元気でご活躍のことと存じます。７月通
達、９月１日刊行の月間地理情報をお届けします。国土地理院は年度中５００面の新刊
を出す予定です。大いに期待し販売にご尽力頂きたくお願い申し上げます。９月新刊は
２５面です。

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター流通事業部販売営業課宛てにご送付し
てください。

をご覧ください。



平成26年9月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

浦河 札内川上流 1-3 多色 Ｈ26調製

野辺地 六川目 12-1 〃 　　　〃

弘前 竜ヶ森 4-2 〃 　　　〃

弘前 白沢 6-4 〃 　　　〃

秋田 曲崎山 1-4 〃 　　　〃

男鹿 北浦 1-3 〃 　　　〃

日光 男体山 12-1 〃 　　　〃

宇都宮 上三川 2-1 〃 　　　〃

東京 与瀬 15-1 〃 　　　〃

東京 大山 16-1 〃 　　　〃

甲府 仙丈ヶ岳 14-2 〃 　　　〃

富山 白馬岳 4-3 〃 　　　〃

富山 白馬町 4-4 〃 　　　〃

富山 小川温泉 7-2 〃 　　　〃

飯田 木曽須原 6-2 〃 　　　〃

岐阜 稲荷 9-4 〃 　　　〃

名古屋 竜ヶ岳 10-1 〃 　　　〃

姫路 楢 14-3 〃 　　　〃

岡山及丸亀 観音寺 8-1 〃 　　　〃

福岡 二日市 8-3 〃 　　　〃

福岡 玄海島 14-2 〃 　　　〃

石巻 金華山 7-3 〃 　　　〃

厳原 鹿見 9-4 〃 　　　〃

厳原 豆酘 16-1 〃 　　　〃

厳原北 泉 12-2 〃 　　　〃

計25面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

平成26年9月1日刊行は次の様に通知がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

　　　第１２０号                　　　　　　　　　　　　平成２６年６月４日発行

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

 東京は明日にも入梅いりと天気予報が出ました。皆様、お元気でご活躍のことと存じま
す。６月の月間地理情報をお届けします。国土地理院のエンジンは余り快調といえない
ようで、またまた１５面となっております。

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター地図部宛てにご送付してください。

をご覧ください。

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。



平成26年8月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

斜里 斜里岳 6-1 多色 Ｈ26調製

斜里 美留和 11-2 〃 　　　〃

北見 ウペペサンケ山 16-4 〃 　　　〃

旭川 層雲峡 2-2 〃 　　　〃

旭川 白金温泉 8-1 〃 　　　〃

留萌 晩生内 4-4 〃 　　　〃

一関 越喜来 2-3 〃 　　　〃

青森 蓬田 7-1 〃 　　　〃

日光 兎岳 14-4 〃 　　　〃

日光 奥利根湖 15-3 〃 　　　〃

東京 正丸峠 13-1 〃 　　　〃

御蔵島 御蔵島 1-4 〃 　　　〃

静岡 梅ヶ島 9-3 〃 　　　〃

静岡 八高山 15-4 〃 　　　〃

飯田 湯屋 9-4 〃 　　　〃

計15面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

平成26年８月1日刊行は次の様に通知がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。

　　　第１１９号                　　　　　　　　　　　　平成２６年５月９日発行

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　新緑の候、東京、谷根千で有名な根津神社のつつじが見事な花をつけております。皆
様、お元気でご活躍のことと存じます。５月の月間地理情報をお届けします。いよいよ国
土地理院のエンジンが掛かってまいりました。今月は２万５千分の１多色刷り地形図の
刊行は５７面です。また、楽しい夢を見ながら仕事が出来ますね。また、日本地図セン
ターでは２６年度版の国土地理院刊行地図一覧図が発行されました。元売を通して販
売店の皆様へは配布されておりますが、ご必要な方は当協会宛お申し込み下さい。２万
５千分１地形図多色刷りの刊行が黄色で表示され、見やすくなっております。どうぞ、ご
利用下さい。また緊急に５００万分の１　日本とその周辺が今月２０日に刊行されます。
前向きに確実な販売状況を作り出して行きたいと考えます。よろしくお願い致します。

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター地図部宛てにご送付してください。

をご覧ください。



平成26年5月20日刊行通知書

縮尺 図名 色数 規格 図歴

500万分1 日本とその周辺 9色 四六判 Ｈ26修正

合計　1面

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

八戸 陸中野田 4-3 多色 Ｈ26調製

一関 陸前千歳 2-1 〃 　　　〃

一関 綾里 2-4 〃 　　　〃

福島 中ノ沢 15-1 〃 　　　〃

日光 高幽山 10-3 〃 　　　〃

小笠原諸島 父島
9-3
13-1・2

〃 　　　〃

名古屋 彦根西部 13-1 〃 　　　〃

和歌山 洞川 3-1 〃 　　　〃

大分 見立 12-1 〃 　　　〃

屋久島 屋久宮之浦 6-3 〃 　　　〃

色丹島 斜古丹 1-4 〃 　　　〃

色丹島 イネモシリ 2-3 〃 　　　〃

色丹島 穴澗湾 6-1 〃 　　　〃

色丹島 松ヶ浜湾 6-2 〃 　　　〃

蘂取 ラッキベツ岬 3-4 〃 　　　〃

蘂取 弁財崎 4-3 〃 　　　〃

平成26年7月1日刊行は次の様に通知がありました。

平成26年５月１日　次の様に通知がありました。



蘂取 硫黄岳 4-4 〃 　　　〃

蘂取 蘂取岬 7-2 〃 　　　〃

蘂取 長根山 8-1 〃 　　　〃

蘂取 蘂取沼 8-2 〃 　　　〃

蘂取 蘂取岳 8-3 〃 　　　〃

蘂取 乙今牛山 8-4 〃 　　　〃

蘂取 トウロ沼 12-4 〃 　　　〃

蘂取 大岬 16西-1 〃 　　　〃

蘂取 散布山 16西-2 〃 　　　〃

別飛 トシルリ 9-2 〃 　　　〃

別飛 留茶留原 9-4 〃 　　　〃

別飛 アンコロ川 13-2 〃 　　　〃

別飛 乙知志岬 14-1 〃 　　　〃

別飛 指臼山 14-3 〃 　　　〃

別飛 指臼鼻 14-4 〃 　　　〃

紗那 別飛 1-2 〃 　　　〃

紗那 ナヨカ湾 1-4 〃 　　　〃

紗那 三角山 2-1 〃 　　　〃

紗那 小田萌山 2-2 〃 　　　〃

紗那 程越 3-1 〃 　　　〃

紗那 レブン沼 3-3 〃 　　　〃

紗那 内保 6-1 〃 　　　〃

紗那 年萌湖 6-2 〃 　　　〃

紗那 珊湖崎 6-3 〃 　　　〃

紗那 振別 6-4 〃 　　　〃

紗那 天寧 7-3 〃 　　　〃

紗那 チカッポロ 7-4 〃 　　　〃

紗那 オワタリ川 11-1 〃 　　　〃

紗那 単冠山 11-2 〃 　　　〃

紗那 西単冠山 11-4 〃 　　　〃

紗那 野塚崎 12-1 〃 　　　〃

紗那 入里節 12-3 〃 　　　〃



紗那 阿登佐岳 15-2 〃 　　　〃

紗那 神居古丹 16-1 〃 　　　〃

得茂別湖 メナトイ崎 9-3 〃 　　　〃

得茂別湖 得茂別湖 13-1 〃 　　　〃

得茂別湖 得茂別 13-2 〃 　　　〃

得茂別湖 六甲 13-4 〃 　　　〃

安渡移矢岬 萌消崎 1-1 〃 　　　〃

安渡移矢岬 丹根萌 1-2 〃 　　　〃

安渡移矢岬 ベルタルベ山 2-1 〃 　　　〃

計57面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

　　　第１１８号                　　　　　　　　　　　　平成２６年４月７日発行

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター地図部宛てにご送付してください。

をご覧ください。

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。



平成26年6月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

秋田 新町 4-4 多色 Ｈ26調製

秋田 抱返り渓谷 7-1 〃 　　　〃

仙台 定義 6-2 〃 　　　〃

新潟 越後白山 15-1 〃 　　　〃

富山 庵 14-4 〃 　　　〃

飯田 飛騨小坂 9-3 〃 　　　〃

金沢 北谷 8-3 〃 　　　〃

大分 坂梨 15-1 〃 　　　〃

熊本 草野 5-1 〃 　　　〃

開聞岳 今和泉 5-3 〃 　　　〃

〃 　　　〃

計10面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

平成26年6月1日刊行は次の様に通知がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。

　　　第１１7号                　　　　　　　　　　　　平成２６年3月3日発行

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　春は名のみの風の寒さや・・と歌の通り東京は冷えびえとしております。暖かい春をお
待ちの会員の皆様は如何お過ごしでしょうか。２万５千分１地形図多色刷りの刊行販売
が始まりましたが、販売枚数の増加につながらないのは何故でしょうか？５月刊行も発
行点数が少なく先行きが思いやられますが、先月より１点多く刊行するとの通知がござ
いました。少しでも明るい情報がお届け出来るよう、今後も努力してまいります。

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター地図部宛てにご送付してください。

をご覧ください。



2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

白河 旗宿 14-2 多色 Ｈ26調製

大多喜 鴨川 14-3 〃 　　　〃

鳥取 江原 4-3 〃 　　　〃

鳥取 稲葉山 12-3 〃 　　　〃

浜田 仁万 10-1 〃 　　　〃

浜田 下府 15-3 〃 　　　〃

大分 竹田 11-1 〃 　　　〃

八代 河浦 15-3 〃 　　　〃

奄美大島 古仁屋 12-3 〃 　　　〃

富江 男島及女島 12-4 〃 　　　〃

石垣島 鳩間島 10-3 〃 　　　〃

計11面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

平成26年5月1日刊行は次の様に通知がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

平成26年4月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

石巻 陸前相川 5-3 多色 Ｈ25調製

　　　第１１６号                　　　　　　　　　　　　平成２６年２月１０日発行

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　東京は２月７日、８日と２７センチを超える４０年ぶりの大雪が降り、交通機関が麻痺
し、この影響で経済活動にも少なからず被害が出ているようでございます。会員の皆様
は如何お過ごしでしょうか。お見舞い申し上げます。２万５千分１地形図多色刷りの刊行
販売が始まりましたが、４月刊行も発行点数が少なく、ご期待に応えられない状況が続
いております。予算は２５年の分であり、２６年度の販売数量が多くなることを期待してい
るところです。

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター地図部宛てにご送付してください。

をご覧ください。

平成26年４月1日刊行は次の様に通知がありました。

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。



弘前 温湯 5-1 〃 　　　〃

甲府 金峰山 5-2 〃 　　　〃

飯田 薮原 1-3 〃 　　　〃

七尾 石動 4-4 〃 　　　〃

高梁 高梁 8-3 〃 　　　〃

松山 笠取山 3-2 〃 　　　〃

中津 耶馬溪西部 16-3 〃 　　　〃

大分 木浦鉱山 8-3 〃 　　　〃

延岡 古屋敷 14-4 〃 　　　〃

計10面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

をご覧ください。

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。

　　　第１１5号                　　　　　　　　　　　　平成２6年１月7日発行

　今年３月刊行予定の通知がありましたのでご案内申し上げます。１０点と予定通りの
点数でございます。２６年度は年間５００点刊行の予算が設定されており、徐々に新刊
販売の効果が現れてくるものと期待しておりまして、皆様に喜んで頂く情報を今後とも発
信してまりますので、様々な意見を交換する場所として地図協会のＨＰをご活用下さい。

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　明けましておめでとうございます。今年は午年にて景気の回復と、アベノミクスによる
経済の活性化が期待されております。会員の皆様におかれましては輝かしい新年を迎
えられ、益々ご清栄の事と存じます。昨年、２万５千分１地形図多色刷りの刊行販売が
始まり、今年度は発行点数が少ないですが、来年度は５００点の予定があり、予算が確
定しますと本格的なうごきになるものときたしております。地図協会は少ない予算ですが
紙地図の復活を願い活動してまいります。今年も変わらぬご支援、ご協力をお願いいた
しまして新年のご挨拶とさせて頂きます。

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター地図部宛てにご送付してください。



平成26年3月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

石巻 寄磯 6-4 多色 Ｈ25調製

日光 栗生沢 2-3 〃 　　　〃

宇都宮 石下 4-1 〃 　　　〃

東京 越生 9-3 〃 　　　〃

高田 安塚 10-1 〃 　　　〃

高山 穂高岳 7-1 〃 　　　〃

高山 打保 14-2 〃 　　　〃

豊橋 猿投山 13-2 〃 　　　〃

鳥取 岩坪 16-4 〃 　　　〃

松江 伯耆大山 8-4 〃 　　　〃

計10面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

平成26年3月1日刊行は次の様に通知がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

　　　第１１４号                　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月１１日発行

　今月も来年２月刊行予定の通知がありましたが、１０点と予定通りの点数でございま
す。２６年度は年間５００点刊行の予算が設定されており、徐々に新刊販売の効果が現
れてくるものと期待しておりまして、皆様に喜んで頂く情報を今後とも発信してまります
ので、様々な意見を交換する場所として地図協会のＨＰをご活用下さい。

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　今年も慌しい年の瀬を迎え、雪の便りが聞こえてまいりました。会員の皆様におかれ
ましては益々ご清栄の事と存じます。１１月１日より２万５千分１地形図多色刷りの刊行
販売が始まりましたが、まだ新刊点数も少なく、１１月度の実績はこの効果を見るにはい
たっておりませんが、消費者に受け入れて頂くためにも、宣伝が必要であります。

　新刊に対応する旧図交換は従来どおり、行っております。在庫をご確認して頂き、新刊
発行後３ケ月以内に、（一財）日本地図センター地図部宛てにご送付してください。

をご覧ください。

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　地図協会へのご意見は下記のメールにどしどしお送り下さい。皆様にご紹介させてい
ただきます。



平成26年2月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

新庄 瀬見 12-1 多色 Ｈ25調製

福島 安達太良山 11-3 〃 　　　〃

大多喜 上総中野 13-2 〃 　　　〃

新潟 上三寄 4-2 〃 　　　〃

新潟 日出谷 6-4 〃 　　　〃

高田 水上 4-1 〃 　　　〃

長野 松原湖 12-2 〃 　　　〃

富山 小滝 3-3 〃 　　　〃

金沢 願教寺山 8-2 〃 　　　〃

岐阜 海津 16-3 〃 　　　〃

計10面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

平成26年2月1日刊行は次の様に通知がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

平成26年1月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

弘前 中滝 2-2 多色 Ｈ25調製

福島 関 9-1 〃 　　　〃

平成26年1月1日刊行は次の様に通知がありました。

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ）

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　第１１３号                　　　　　　　　　　　　平成２５年１１月１１日発行

　さて、繰り返して恐縮ですが、新２万５千分の１地形図は、電子国土地形図あり方検討
会等の協議を経て、３色刷り２万５千分の１地形図は５０年ぶりに多色刷りに変わりまし
て平成２５年１１月より刊行され、価格は３３０円（本体３１４円）にです。旧図交換も従来
どおり行われます。全国をカバーする「電子国土基本図」を基に、現行図と比べ道路や
建物などより詳細に盛り込まれます。多彩な色を使い地物を表現すると共に、地形に陰
影を付け立体感を得やすく、読みやすくなります。多色刷りと３色刷りとなりますが、接続
は可能です。また各図名も同一です。

国土地理院 地形図に関する内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　深まり行く秋を楽しむ洸となりました。会員の皆様におかれましては益々ご清栄の事と
存じます。国土地理院では１１月１日２万５千分１地形図多色刷りの刊行販売が始まり
ましたが、好感を持って消費者には受け入れられておりますようで、胸をなでおろしてお
ります。

をご覧ください。



福島 稲子 9-3 〃 　　　〃

白河 川前 1-4 〃 　　　〃

白河 磐城片貝 7-4 〃 　　　〃

村上 蒲萄 6-4 〃 　　　〃

新潟 只見 12-4 〃 　　　〃

日光 甲子山 1-2 〃 　　　〃

豊橋 海老 6-4 〃 　　　〃

田辺 皆地 6-1 〃 　　　〃

計10面

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

野辺地 猿ヶ森 9-1 多色 Ｈ25調製

　　　第１１２号                　　　　　　　　　　　　平成２５年１０月１８日発行

　さて、新２万５千分の１地形図は前回ご案内致しましたように、電子国土地形図あり方
検討会等の協議を経て、３色刷り２万５千分の１地形図は５０年ぶりに多色刷りに変わり
まして平成２５年１１月より刊行されることになりました。価格は３３０円（本体３１４円）に
なります。旧図交換も従来どおり行われます。全国をカバーする「電子国土基本図」を基
に、現行図と比べ道路や建物などより詳細に盛り込まれます。多彩な色を使い地物を表
現すると共に、地形に陰影を付け立体感を得やすく、読みやすくなります。多色刷りと３
色刷りとなりますが、接続は可能であり、各図名も同一です。今後とも販売結果などをモ
リタリングして、販売店の皆様と問題を共有して、今後の地形図販売に生かしていただ
きますようご案内申し上げます。

国土地理院の内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　会員の皆様におかれましては益々ご清栄の事と存じます。今月は伊豆大島で台風２６
号による大きな被害をもたらしました。風水害に土石流の発生により、多くの方々が被
災されておられます。心よりお見舞い申し上げます。

同封いたしますＡ３のご案内は、店頭でポスターとしてご使用下さい。

をご覧ください。

平成25年12月1日刊行は次の様に通知がありました。

　なお、この件での国土地理院のご意見等対応窓口は　応用地理部応用地図課が担当
しております。　　電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-5939　(応用
地図課長　直通）　029-864-6271　（応用地図課長補佐　直通へ

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp



盛岡 釜津田 6-3 〃 　　　〃

弘前 川原平 13-2 〃 　　　〃

秋田 左草 8-2 〃 　　　〃

新庄 軍沢 7-2 〃 　　　〃

新庄 羽根沢温泉 16-1 〃 　　　〃

仙台 立谷沢 13-3 〃 　　　〃

新潟 室谷 11-4 〃 　　　〃

相川 鷲崎 11-1 〃 　　　〃

長野 神ヶ原 4-3 〃 　　　〃

計10面

平成25年12月1日刊行通知書

数値地図（CD-ROM）

種類 区分 名称 備考

数値地図（CD-ROM 200000(地図画像） 日本Ⅱ

合計 １枚

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

      第１１０号                                            平成２５年８月２５日発行

 一般社団法人 地図協会

国土地理院より１０月発行の新刊はありません。という通知がありました。

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴

村上 朝日岳 3-1 多色 Ｈ25調製

新庄 鳥海山 14-3 〃 　　　〃

新潟 飯豊山 5-2 〃 　　　〃

平成25年11月1日刊行は次の様に通知がありました。

　なお、国土地理院へのご意見等対応窓口は　広報広聴室が担当しております。
電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-3729へ

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　第１１１号                　　　　　　　　　　　　　　平成２５年９月１２日発行

　さて、新２万５千分の１地形図の記者発表があり、具体的実施要領が示されないまま、
今後の方向性について従来の考え方を説明しております。そこで前回より一歩突っ込ん
だ形で第２回の説明会を地理院より受けることになりました。一般財団法人日本地図セ
ンター会議室にて、９月１３日（金）１３時３０分より１５時３０分まで説明会が行われま
す。どうぞ、会員の皆様はお誘いあわせの上お越し下さいまして、問題を共有して、今
後の地形図販売に生かしていただきますようご案内申し上げます。

国土地理院の記者発表の内容をお知りになりたい方は

http:www.gsi.gp.jp/chizuhenshu/chikeizu20130905hitml

　会員の皆様におかれましては益々ご清栄の事と存じます。８月末より９月初めにかけ
て全国的に台風よち熱帯低気圧に変化した気象は各地に大きな被害をもたらしました。
風水害に加え、竜巻の発生により、多くの方々が被災されておられます。心よりお見舞
い申し上げます。

をご覧ください。



日光 会津駒ケ岳 10-4 〃 　　　〃

日光 尾瀬ヶ原 15-1 〃 　　　〃

東京 奥多摩湖 14-3 〃 　　　〃

甲府 丹波 2-1 〃 　　　〃

甲府 塩見岳 15-2 〃 　　　〃

甲府 赤石岳 16-1 〃 　　　〃

甲府 上河内岳 16-2 〃 　　　〃

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/



                         月  刊    地  理  情  報

      第１０９号の２                                            平成２５年７月２５日発行

 一般社団法人 地図協会

平成25年8月1日刊行数値通知書

数値地図（CD-ROM）　

種類 区分 名称 備考

数値地図（CD-
ROM）

25000（土地条
件） 全国

計１枚

　会員の皆様におかれましては益々ご清栄の事と存じます。京都は暑い夏の真っ盛りで
すが、７月２７日（土）より８月３日まで京都駅前ＰＯＲＵＴＡにて地図展「世界遺産と地図」
が開催されております。是非ご覧下さいますよう御案内申し上げます。電子国土地図新
２万５千分の１地形図が紙地図刊行されることになりました。８月１日午後４時より、一般
財団法人日本地図センター会議室にて、国土地理院より説明会が行われます。どうぞ、
会員の皆様はお越し下さいまして、問題を共有して、今後の地形図販売の糧にして頂き
ますよう、奮ってご参加下さいますよう御案内申し上げます。７月の月刊地図情報は、本
日通達があり、８月に数値地図の変更があり、下記の通りお送り致します。何卒周知徹
底頂きたく、宜しくお願い申し上げます。（９月は先にご連絡の通り、新刊はありませ
ん。）

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/

　旧図交換につきましては財団法人　日本地図センターより７月下旬以降に発送の予定
です。　窓口（地図部　 03-3485-5413）までお問い合わせください。

　なお、国土地理院へのご意見等対応窓口は　広報広聴室が担当しております。
電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-3729へ

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください



ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp



                         月  刊    地  理  情  報

      第１10号                                             平成２５年7月1日発行

 一般社団法人 地図協会

平成25年９月度の新刊予定はありません。

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

　東京は7月６日梅雨明けし、茹だるような猛暑が続いております。日銀による短観は景
気が回復基調にあると発表されましたが、皆様のご判断は如何でございましょうか。皆
様におかれましては益々ご清栄の事と存じます。今月の月刊地図情報は、本日通達が
あり、９月の新刊予定は無いとの通知がございました。何卒周知徹底頂きたく、宜しくお
願い申し上げます。

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　なお、国土地理院へのご意見等対応窓口は　広報広聴室が担当しております。
電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-3729へ

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください



                         月  刊    地  理  情  報

      第１０９号                                             平成２５年６月３日発行

 一般社団法人 地図協会

平成25年8月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴 備考

仙台 月山 13-4 3 Ｈ24更新

新潟 大日岳 6-1 3 　　　〃

日光 帝釈山 11-1 3 　　　〃

日光 至仏山 15-2 3 　　　〃

日光 鎌田 16-1 3 　　　〃

日光 藤原湖 16-3 3 　　　〃

宇都宮 大谷 1-3 3 　　　〃

宇都宮 栃木 6-2 3 　　　〃

宇都宮 武蔵小川 12-4 3 　　　〃

甲府 中津峡 1-3 3 　　　〃

甲府 大月 3-1 3 　　　〃

　東京は例年よりも一週間早く梅雨入りしましたが、爽やかな空気に包まれております。
一般社団法人として初めての総会が先月２７日（金）に開催され、提出議案は原案通り
承認され、新しく船出致しました。皆様におかれましては益々ご清栄の事と存じます。一
般社団法人として今まで通り宜しくご支援のほど、お願い申し上げます。今月の月刊地
図情報は、本日通達があり、下記の通りお送り致します。何卒周知徹底頂きたく、宜しく
お願い申し上げます。

　旧図交換につきましては財団法人　日本地図センターより６月下旬以降に発送の予定
です。　窓口（地図部　 03-3485-5413）までお問い合わせください。

　なお、国土地理院へのご意見等対応窓口は　広報広聴室が担当しております。
電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-3729へ

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp



甲府 都留 3-2 3 　　　〃

甲府 若神子 10-1 3 　　　〃

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください



                         月  刊    地  理  情  報

      第１０８号                                             平成２５年５月８日発行

 一般社団法人 地図協会

平成25年7月1日刊行通知書

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴 備考

岩内 羊蹄山 4-3 3 Ｈ24更新

静岡 御殿場 1-1 3 　　　〃

静岡 裾野 1-2 3 　　　〃

静岡 印野 1-3 3 　　　〃

静岡 愛鷹山 1-4 3 　　　〃

静岡 三島 2-1 3 　　　〃

静岡 沼津 2-3 3 　　　〃

静岡 吉原 6-1 3 　　　〃

静岡 清水 10-2 3 　　　〃

静岡 静岡東部 11-1 3 　　　〃

静岡 静岡西部 11-3 3 　　　〃

飯田 御岳高原 5-4 3 　　　〃

　爽やかな５月の風がいっぱいの今日この頃、株価も上がり景気上昇のムードが漂い
始めましたが、皆様の地域は如何でしょうか？皆様におかれましては益々ご清栄の事と
存じ上げます。今月の月刊地図情報は、本日通達があり、下記の通りお送り致します。
何卒周知徹底頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

　旧図交換につきましては財団法人　日本地図センターより５月下旬以降に発送の予定
です。　窓口（地図部　 03-3485-5413）までお問い合わせください。

　なお、国土地理院へのご意見等対応窓口は　広報広聴室が担当しております。
電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-3729へ

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

2万5千分１地形図



飯田 御嶽山 9-2 3 　　　〃

豊橋 三河大野 7-3 3 　　　〃

岐阜 石徹白 1-3 3 　　　〃

名古屋 名古屋南部 2-1 3 　　　〃

高知 別子銅山 9-4 3 　　　〃

広島 祇園 10-1 3 　　　〃

広島 広島 10-2 3 　　　〃

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください



                         月  刊    地  理  情  報

      第１０７号                                             平成２５年４月１６日発行

 一般社団法人 地図協会

平成25年6月1日刊行通知書

2万5千分１地形図

総図名 図名 図葉№ 色数 図歴 備考

大多喜 坂畑 13-4 3 Ｈ24更新

東京 東京西部 6-2 3 Ｈ25更新

東京 吉祥寺 6-4 3 Ｈ24更新

東京 東京西南部 7-1 3 Ｈ25更新

東京 横浜東部 8-1 3 Ｈ24更新

東京 横浜西部 8-3 3 　　　〃

東京 武蔵御岳 14-1 3 　　　〃

東京 五日市 14-2 3 　　　〃

東京 中川 16-3 3 　　　〃

横須賀 保田 2-3 3 　　　〃

長野 浅間山 6-4 3 　　　〃

　春爛漫の花の香に、アベノミックスで景気も上向きか？。皆様にはご壮健にてお過ごし
事と存じ上げます。弊社社団法人から一般社団法人へと移行認可されました。引き続き
宜しくお引き立ての程お願い申し上げます。今月も月刊地図情報が遅いのでやきもきさ
れておられることと存じます。本日通達にて、下記の通りお送り致します。何卒宜しくお
願い申し上げます。

　旧図交換につきましては財団法人　日本地図センターより3月下旬以降に発送の予定
です。　窓口（地図部　 03-3485-5413）までお問い合わせください。

　なお、国土地理院へのご意見等対応窓口は　広報広聴室が担当しております。
電話番号：029-864-4462または5953へ　ＦＡＸ：029-864-3729へ

                   電話＆ＦＡＸ：０３－６４１６－８３８３

                 メール：qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp



富山 親不知 7-1 3 　　　〃

20万分１地勢図

図名 図葉№ 色数 図歴 　備　　　考

八戸 NK-54-18 6 Ｈ24更新

深浦 NK-54-30 6 　　　〃

盛岡 NＪ-54-7・13 6 　　　〃

一関 NＪ-54-14 6 　　　〃

石巻 NＪ-54-15 6 　　　〃

福島 NＪ-54-16・22 6 　　　〃

白河 NＪ-54-17・23 6 　　　〃

日光 NＪ-54-29 6 　　　〃

長岡 NJ-54-34 6 　　　〃

高田 NＪ-54-35 6 　　　〃

松山 NＩ-53-34 6 　　　〃

ご意見・お問い合わせのメールアドレスは

以上

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp

平成25年6月1日刊行通知書

　　　　　　　　　　　弊社ホームページを是非読んでください



刊行計画実施完了地形図　

月 ２．５万 ２０万 数値地図 合計面数

4 5 0 1 6

5 5 6 0 11

6 12 11 0 23

7 19 0 0 19

8 13 0 1 14

9 0 0 0 0

計 54 17 2 73

10 0 0 0 0

11 10 0 0 10

12 10 0 1 11

1

2

3

計 20 0 1 21

合計 74 17 3 94


	26年9月 (10)
	26年7月 (9)
	26年6月 (8)
	26年5月 (7)
	26年4月 (6)
	26年3月 (5)
	26年2月 (4)
	26年1月 (3)
	25年12月 (2)
	25年1１月 (１)
	25年10月(12) 
	25年8・9月(10・11)
	25年7月(8)
	25年7月(9)
	25年6月(8)
	25年5月(7)
	25年4月(6)
	新刊刊行推移

