
                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

　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。

　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

をご覧ください。

　　　第１２７号                　　　　　　　　　　　　平成２７年１月１５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

　明けましておめでとうございます。会員の皆様にはお元気に新年を迎えられたことと存
じます。良き年になりますよう心からお祈り申し上げます。羊は、群れを作って新鮮な草
を求めて歩き回る動物ですが、未年の今年、未知との遭遇と、新たなる地図の使い方を
求めて、新しい地図を利活用すべく努力する年にしたいと考えます。平成２７年３月１日
刊行の通達が参りましたので、ご案内申し上げます。３月新刊は５０面となっておりま
す。　　　　　本日より２２日（木）まで、横浜市横浜港大桟橋客船ターミナルにおきまして
第４７回地図展が開催されております。是非お立ち寄り下さい。

　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。



平成27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

網走 ウトロ 4-2 多色 Ｈ26調製

斜里 海別岳 1-2 〃 　　　〃

紋別 中宇津々 15-1 〃 　　　〃

紋別 丸立峠 16-2 〃 　　　〃

枝幸 上徳志別 8-4 〃 　　　〃

枝幸 屋根棟山 12-2 〃 　　　〃

名寄 茶古志山 13-4 〃 　　　〃

名寄 遠別川上流 14-3 〃 　　　〃

尻屋崎 尻屋 12-2 〃 　　　〃

八戸 玉川 4-4 〃 　　　〃

弘前 阿闍羅山 6-3 〃 　　　〃

福島 古道 4-3 〃 　　　〃

白河 竪破山 8-4 〃 　　　〃

大多喜 上総大原 9-2 〃 　　　〃

酒田 小砂川 2-1 〃 　　　〃

酒田 鶴岡 4-4 〃 　　　〃

新潟 川入 2-3 〃 　　　〃

新潟 東尾岐 4-4 〃 　　　〃

日光 関谷 3-1 〃 　　　〃

日光 糸沢 6-1 〃 　　　〃

日光 未丈ヶ岳 13-2 〃 　　　〃

横須賀 箱根 13-4 〃 　　　〃

長岡 河原田 9-3 〃 　　　〃

長野 真田 10-3 〃 　　　〃

長野 上田 10-4 〃 　　　〃

長野 蓼科 12-4 〃 　　　〃

甲府 小淵沢 9-4 〃 　　　〃

富山 黒薙温泉 8-1 〃 　　　〃



富山 欅平 8-2 〃 　　　〃

富山 宇奈月 8-3 〃 　　　〃

富山 毛勝山 8-4 〃 　　　〃

高山 神城 1-3 〃 　　　〃

高山 贄川 4-4 〃 　　　〃

高山 十字峡 5-1 〃 　　　〃

高山 黒部湖 5-2 〃 　　　〃

高山 剱岳 5-3 〃 　　　〃

高山 立山 5-4 〃 　　　〃

高山 烏帽子岳 6-1 〃 　　　〃

高山 船津 11-3 〃 　　　〃

金沢 新岩間温泉 3-4 〃 　　　〃

岐阜 荒島岳 5-3 〃 　　　〃

京都及大阪 笠置山 4-1 〃 　　　〃

和歌山 梁瀬 8-3 〃 　　　〃

鳥取 浜坂 11-1 〃 　　　〃

延岡 石堂山 15-1 〃 　　　〃

熊本 八方ヶ岳 2-4 〃 　　　〃

八代 一勝地 7-2 〃 　　　〃

屋久島 尾之間 7-3 〃 　　　〃

北大東島 NG-52-4-9-3 〃 　　　〃

久米島 阿波連岬 4-3 〃 　　　〃

計50面

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
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