
                         月  刊    地  理  情  報

 一般社団法人 地図協会

平成27年3月31日刊行通知書

　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、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１２９号                　　　　　　　　　　　　平成２７年３月２３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

　東京の桜は明日開花宣言が行われるとの予想に、一気に春が訪れた様であります。
会員の皆様にはお元気にご活躍のことと存じます。平成２７年５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月追加の刊行通知がありました。５００万分の日
本とその周辺（英語版）であります。５月新刊は新２万５千分の１地形図（多色刷り）５０
面となっております。

　貴店様の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。交換方法は従来と同じです。

新刊の情報については、当協会は国土地理院より毎月、初旬から中旬において通知が
あり（今月は１８日）、当協会は直ちに月刊地理情報にて会員の皆様にご案内させて頂
いております。一方、新刊が刊行されますと当該地図の在庫を旧版図として新刊との交
換（等価）の作業を行うために、一般財団法人日本地図センターは書類を販売店に文書
でご案内しておりました。この度、平成２７年１月１６日より文書送付を中止し、電子メー
ルまたはＦＡＸのご案内に変更致しております。



縮尺 図名 色数 規格 図歴

500万分1 日本とその周辺（英語 9色 四六判 Ｈ26修正

合計　1面

平成27年5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

紋別 浜佐呂間 4-2 多色 Ｈ27調製

名寄 三頭山 16-3 〃 　　　〃

札幌 札幌岳 15-2 〃 　　　〃

室蘭 洞爺湖温泉 1-4 〃 　　　〃

盛岡 平舘 13-3 〃 　　　〃

盛岡東 霞露ヶ岳 16-3 〃 　　　〃

青森 十面沢 12-4 〃 　　　〃

弘前 花輪 3-4 〃 　　　〃

弘前 大鰐 5-4 〃 　　　〃

弘前 陸奥田代 9-4 〃 　　　〃

秋田 六郷 8-3 〃 　　　〃

福島 柳橋 8-4 〃 　　　〃

白河 上遠野 6-2 〃 　　　〃

水戸 山方 9-1 〃 　　　〃

千葉 旭 6-2 〃 　　　〃

酒田 藤島 4-1 〃 　　　〃

新潟 博士山 8-2 〃 　　　〃

新潟 御神楽岳 11-2 〃 　　　〃

宇都宮 古峰原 5-3 〃 　　　〃

宇都宮 下野藤岡 7-1 〃 　　　〃

東京 武蔵日原 13-4 〃 　　　〃

高田 四万 4-4 〃 　　　〃

高田 鳥甲山 7-4 〃 　　　〃



長野 車坂峠 10-2 〃 　　　〃

甲府 富士吉田 4-3 〃 　　　〃

甲府 鳴沢 8-1 〃 　　　〃

甲府 富士山 8-2 〃 　　　〃

甲府 精進 8-3 〃 　　　〃

静岡 印野 1-3 〃 　　　〃

静岡 愛鷹山 1-4 〃 　　　〃

静岡 天母山 5-1 〃 　　　〃

静岡 入山瀬 5-2 〃 　　　〃

静岡 上井出 5-3 〃 　　　〃

静岡 富士宮 5-4 〃 　　　〃

高山 大町 1-4 〃 　　　〃

飯田 伊那宮田 2-1 〃 　　　〃

飯田 木曽駒ヶ岳 2-3 〃 　　　〃

飯田 空木岳 2-4 〃 　　　〃

飯田 下市田 3-2 〃 　　　〃

飯田 金山 15-1 〃 　　　〃

岐阜 那留 1-2 〃 　　　〃

鳥取 神鍋山 7-2 〃 　　　〃

高梁 延助 5-3 〃 　　　〃

高知 越知 11-4 〃 　　　〃

高知 大崎 15-2 〃 　　　〃

広島 坪野 9-4 〃 　　　〃

広島 三段峡 13-1 〃 　　　〃

広島 上久原 16-4 〃 　　　〃

松山 鹿野川 8-1 〃 　　　〃

宮崎 日向青島 10-1 〃 　　　〃

計50面

　　　　　　　　　　　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

 　　　　　http://chizu-kyoukai.com/

　　　　　　　　　qqhm38s9k@dance.ocn.ne.jp
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