
電子地形図 25000 オンライン 購入方法チュートリアル 
 

【ご注意】 

※画面画像や操作方法等は令和元年９月２日現在のものですが、予告なく変更される場合があります。 

※地図作成サイトが混みあっていて反応が遅い場合は、ある程度時間をおいてからアクセスしてください。 

※エラー以外の、操作方法等の個別の質問には応じられませんので、あらかじめご了承ください。 

※文中、青字の文字列で下線が引いてある部分にはリンク先が設定してあります。クリックするとリンク先

へジャンプします。 

 

●はじめに 

「電子地形図 25000 オンライン」に限らず、地図センターネットショッピングをご利用いただくには、会

員登録が必要です。会員登録をされていない方は、まず、以下の手順で会員登録をしてから「電子地形図 

25000オンライン」の購入へお進みください。 

既に会員登録が済んでいる方は、会員登録手順を飛ばして次に進んでいただいて構いません。 

会員登録手順を飛ばす場合は、ここをクリックしてください。 

 

●会員登録の手順 

手順１） 

地図センターネットショッピングページの右上にある「会員登録」ボタンをクリックします。（会員登録ボ

タンは、ネットショッピングのトップページだけではなく、他のページにも設定してあります。） 

 

すると「ログインが必要・・・」というメッセージが出てくるので「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

 

 

会員登録をするには、

ここをクリックする 

クリックする 



手順２） 

ネットショッピングを利用するための「ログイン」や「新規会員登録」を行う画面が表示されます。すでに

会員登録をされている方は「ログイン」すると先に進むことができます。 

新しく会員登録される方は、画面下方の「新規会員登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

手順３） 

「会員情報登録」の画面で、お客様のお名前やメールアドレスなど、必要な情報を入力します。 

マークがついている記入欄は必須項目ですので、必ず記入してください。 

 

入力が終わったら、内容に間違いがないか、ご確認ください。 

 

クリックする 



手順４） 

画面下方の「会員規約および個人情報の取り扱いについて」をお読みください。内容をご了解いただけまし

たら、「□上記会員規約、個人情報の取り扱いについて同意する」にチェックを入れてください。 

 

次に「この内容で会員登録する」ボタンをクリックします。 

登録内容の確認画面が出てくるので「ＯＫ」ボタンをクリックします。もし、内容が間違っている場合は「キ

ャンセル」ボタンをクリックして、正しい情報を入力し直してください。 

 

「登録しました。」というメッセージが表示されれば、会員登録は完了となります。最後に「ＯＫ」ボタン

をクリックしてください。もとのネットショッピングページに戻ります。 

 

※会員登録が完了すると、地図センターネットショッピングから、お客様が登録されたメールアドレスあて

に、会員登録が完了した旨のメールが送信されます。メールが届かない場合は、メールアドレスの入力間違

いなどが考えられますので、ネットショッピングサイトにログインして、登録情報をご確認ください。 

 

クリックして 
チェックを入れる 

クリックする 

内容を確認して

クリックする 

クリックする 



注）もとのネットショッピングページの右上を見ると、会員登録前は「ログイン」の表示だったものが「ロ

グアウト」に切り替わっています。これは、ネットショッピングサイトにログインしているという状態を示

しています。 

このまま買い物を続けることが可能ですが、会員登録だけで済ませる場合は「ログアウト」ボタンをクリッ

クして、ネットショッピングのページからログアウトをしてください。 

      

今後、お買い物をされる場合は、ネットショッピングサイトにログインした状態で手続き等を進めていただ

く必要があります。 

 

●電子地形図 25000オンラインの種類 

電子地形図 25000オンラインには、２種類の商品があります。 

１．自由図郭版・・・地図の中心位置やサイズ、横向き・縦向きなどがお客様の好みにより、設定できます。 

２．定形図郭版・・・従来の紙の地形図（世界測地系 2次メッシュ）と同じサイズです。紙の地形図と同じ

ように利用したい場合は、こちらをお選びください。 

 

●購入までの流れ 

「自由図郭版」も「定形図郭版」も、地図作成サイト「ようこそ電子地形図へ」にアクセスするところまで

は同じです。 

ＵＲＬ：https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm 

 

購入までの全体の流れは、以下の通りです。 

１）「ようこそ電子地形図へ」で、どんな地図を購入するかを設定します。 

    ↓ 

２）電子地形図の購入サイトに移動します。 

    ↓ 

３）通常のネットショッピングと同様、購入者情報の入力や決済方法等の手続きをします。 

    ↓ 

４）注文を確定します。 

    ↓ 

５）注文後すぐに地図センターからお客様あてに「注文確認メール」が届きます。 

    ↓ 

６）電子地形図の画像データ作成完了後、ネットショッピングから、商品を発送した旨のメールが届きます。

（注文や地図作成サイトの混雑状況に応じ、数十分～数時間程度かかる場合があります。） 

    ↓ 

７）ネットショッピングページにログインし「注文履歴」から ZIP 形式のファイルをダウンロードします。 

    ↓ 

８）ZIP 形式のファイルは圧縮されているので解凍すると、画像データが生成されます。 

    ↓ 

９）お手持ちの画像表示ソフト等で電子地形図の画像を表示します。 

 

購入までの詳しい流れについて、「自由図郭版」をお買い求めの場合は「自由図郭版の購入手順」を、「定

形図郭版」をお買い求めの場合は「定型図郭版の購入手順」をご覧ください。 

https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm
https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm


自由図郭版の購入手順 

手順１） 

地図センターネットショッピングの「電子地形図 25000オンライン」のページを開きます。 

ＵＲＬ：http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiChizu25000.html 

   

初めてお買い求めの場合は、製品紹介などをよくお読みいただき、電子地形図 25000がどのような製品なの

かをご確認ください。確認後、電子地形図 25000を購入する場合は「地図から購入する」をクリックしてく

ださい。 

 

手順２） 

地図作成サイトである「ようこそ電子地形図へ」が表示されます。このサイトは、国土地理院のサーバーで

運用されています。 

ＵＲＬ：https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm 

 
 

 

電子地形図を購入するには、

ここをクリックする 

https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm
http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiChizu25000.html
https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm
https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm


手順３） 

今回は、自由図郭版を購入するので、画面左上の「自由図郭」をクリックします。 

                  

 

手順４） 

「ようこそ電子地形図へ」の地図表示エリアで、作成する地図の中心位置・範囲を指定します。 

 

主に、マウスの左ボタンで操作します。マウスをドラッグすることで地図を移動したり、マウスホイールを

前後に回転させることで地図を拡大・縮小したりすることができます。お客様が希望する中心位置や範囲を

指定してください。 

希望する地図の地名がわかっている場合は、「地名検索」機能を使って、該当する場所を表示することが出

来ます。 

画面左上の「地名等検索」をクリックして検索画面に切り替えます。 

「地名」欄に地名を入力して「検索」ボタンをクリックしてください。検索結果が一覧表示されます。 

 

検索結果の中から、該当する地名をクリックすると、その場所の地図が表示されます。 

地名検索が終わったら、再び「自由図郭」をクリックして、元の画面に戻ります。 

 

 

自由図郭版では、希望する地図に独自のタイトルを付けられるほか、サイズや向き、道路の色選択、陰影の

有無などが指定できます。お好みに合わせたオリジナル地図を作成することが出来ます。 

      

ここをクリックする 

      

ここをクリックして 
地名検索に切り替える 



初期の設定のままで、変更する必要がなければ次に「個別表示色・記号の選択」の設定をします。 

・基本設定 

 

オリジナルのタイトル（図名）をつけることができます。文

字数は全角文字で、２０文字までです。 

初期の設定は、以下のとおりです。 

画像タイプ：PDF 

サイズ：A3 

向き：横向き 

解像度：300dpi 

地図の色：カラー地図 

 

画像タイプは「PDF」「JPG」「TIFF」から選べます。 

このうち、「JPG」「TIFF」には、GIS で利用するためのワー 

ルドファイルが添付されます。 

 

サイズは「A0」「A1」「A2」「A3」A4」から選べます。地図の向

きは「横向き」「縦向き」のいずれかが選べます。 

サイズにより、商品価格が異なります。 

 

解像度は「300dpi」「508dpi」のいずれかが選べます。 

解像度を高くすると画像は鮮明になりますが、ファイルサイ

ズが大きくなります。ご使用の PC 環境に合わせてご選択くだ

さい。 

 

地図の色は「カラー」「モノクロ」のいずれかが選べます。 

「モノクロ地図」を選んだ場合、道路等の表示色を指定して

も無効になります。 

 

基本設定が終了したら、次に「個別表示色・記号の選択」を設定します。 

これも初期設定のままで、変更する必要がなければ、必要に応じて「詳細設定」に進みます。 

 

                      

 

 

 

 

 



・個別表示色・記号の選択 

 

 

道路関係の設定をします。 

高速道路は４色、国道は３色、県道は２色から選べます。 

国道番号の表示は２パターンから選べます。  

 

山部分に陰影をつけたり、建物の色を選んだりすることができ

ます。 

陰影の光の当たり方は「北西」方向のみですが、色は「緑」「グ

レー」から選べます。ただし、起伏の少ない平地部で陰影を選

ぶと、地図の背景色が指定した色（グレー・緑）になります。 

色合いのサンプルは「色見本」をご覧ください。 

 

「詳細設定」をクリックすると、鉄道記号や等高線の設定ほか、「表示項目の選択」で、送電線や電波塔な

どを表示する・しないが選べます。必要に応じて設定してください。 

・詳細設定 

 

鉄道記号は、２種類から選べます。 

等高線は、計曲線・主曲線それぞれ「茶色（褐色）」「こげ茶」

「緑」「ピンク」の４色から選べます。 

「表示項目の選択」では、「送電線」「発電所」など７項目に対

し、「表示する・しない」を選べます。表示する場合は、□に

チェックを入れてください。 

 

手順５） 

各種の設定が終わった状態を示します。下図の設定例では、皇居を中心にして、大きさはＡ３サイズにして

います。タイトルは「皇居」としました。 

 



手順６） 

最後に、画面左下の「上記の内容でサムネイルを表示」をクリックして、出来上がった地図の確認をします。 

 
注） 

購入後の、返品はお受けできない（データエラーや欠損等の不良品は除く）ので、必ずサムネイル画像で範

囲等を確認してください。 

 

手順７） 

ここに表示されるサムネイル画像は、出来上がりの電子地形図を概略的にイメージしていただくものです。

そのため、お客様のお手元に届けられる商品の電子地形図に比べ、解像度も低く、表示項目を間引いて表示

しています。建物や等高線の主曲線も表示されていません。 

 

注） 

・サムネイル画像に空白や欠落がある場合は、サムネイル画像の作成に失敗しています。設定を確認し、再

度サムネイル画像を表示してください。それでも空白や欠落が生じる場合には、データ自体の不具合が考え

られるので、お問い合わせください。 

・サムネイル画像がなかなか表示されない場合、地図作成サイトが混み合っていることが考えられます。し

ばらく時間をおいてから再度お試しください。特に A0 や A1 のように画像サイズが大きい場合、サムネイ

ル表示に時間がかかる場合があります。 

 

      

ここをクリックして 
サムネイルを表示する 



手順８） 

このサムネイル画像を確認し、よろしければサムネイル画像の下にある「そのまま購入に進む」ボタンをク

リックし、次へ進みます。 

 

サムネイル画像では細かいところまで判読しにくいですが、「拡大画像を表示」ボタンをクリックすると、

サムネイル画像を拡大した詳細な画像が確認できます。 

ただし、拡大表示できるのは、サムネイル画像の、紫色で表示された４隅と中心部分だけです。下図の例で

は、左上隅部分を拡大表示してあります。 

 

設定をやりなおす場合は、「サムネイル画面を閉じる」ボタンをクリックし、再び「手順４」～「手順７」

を行ってください。 

 

手順９） 

「そのまま購入に進む」ボタンをクリックすると、お客様が作成された地図の設定情報が表示されますので

ご確認ください。 

もし、この画面が表示されない場合は、ブラウザの設定で、ポップアップを制限している可能性があります

ので、ポップアップを許可するよう設定を変更してください。 

ご確認後、出来上がった地図を購入する場合は「上記の内容で購入へ進む（一般財団法人日本地図センター

のサイトに移動します）」ボタンをクリックします。 

これ以降の購入手続き画面は、地図センターネットショッピングのサーバーで運用されています。 

 

出来上がった地図を購入しない場合は「購入へ進まず戻る」ボタンをクリックしてください。もとの「よう

こそ電子地形図へ」に戻ります。 

      

ここをクリックする 



 

 

手順１０） 

「上記の内容で購入へ進む（一般財団法人日本地図センターのサイトに移動します）」ボタンをクリックす

ると、地図センターネットショッピングのページに戻り、「買い物かご」が表示されます。 

 

念のため、お買い求めの商品名や数量、金額などをご確認ください。 

これでＯＫの場合は「規約」をお読みいただき、「□規約に同意する」にチェックを入れてください。 

「規約に同意して購入手続きへ進む」ボタンをクリックしてください。 

 

      

      

ここをクリックする 

商品名、数量等を確認する 

      
チェックを入れる 

ここをクリックする 

      



手順１１） 

この時点で、ログインしていない場合は、「ログイン」画面が表示されるので、「新規会員登録」で登録した

メールアドレス、パスワードを入力してネットショッピングサイトにログインしてください。 

 

ログインした状態であれば、「ログイン」画面は表示されず、下図のような「１ 送付先の入力」画面が表

示されます。 

 

注文者の情報には、会員登録で登録した情報がそのまま表示されています。 

 

 

 

      

メールアドレス、パスワー

ドを入力してクリックする 



画面下方の「お届け先の入力」では、初期設定として「注文者の住所にお届けする」になっています。必要

に応じてお届け先を変更してください。 

商品や、ネットショッピング担当への連絡事項などがある場合は、「注文備考」欄にご記入ください。 

 

「次へ」ボタンをクリックします。 

 

手順１１） 

「２ 決裁・配送方法選択」の画面が表示されますので、「お支払い方法の選択」からお支払いの方法をお

選びください。 

 

変更したい部分をクリ

ックする 

コメント記入欄 

      

ここをクリックする 



お支払い方法には、「銀行振込」「代金引換」「クレジットカード」がありますが、「電子地形図 25000」はダ

ウンロード商品のため、「代金引換」は選択できません。「銀行振込」か「クレジットカード」のいずれかを

お選びください。 

・銀行振込 

商品の配送は、銀行での入金確認後になります。また、振込手数料はお客様のご負担とさせていただいてお

ります。あらかじめご了承ください。 

・クレジットカード 

信販会社の与信照会が完了すれば、すぐに商品が配送されます。商品の入手をお急ぎの場合は、クレジット

カードをおすすめします。 

 

注）ご法人様で「請求書払い」の登録をされている場合は、上記のお支払方法に加え、「請求書払い」も選

択できます。 

 

「配送方法の選択」で、「ダウンロード」になっていることを確認して「次へ」ボタンをクリックします。 

 
 

手順１２） 

「３ 注文内容確認」の画面が表示されますので、商品名、数量、金額等をご確認ください。画面下方には、

商品のお届け先なども表示されますので、併せてご確認ください。 

 
情報に間違いがなければ「注文内容を確定する」ボタンをクリックします。 

      

      

ここをクリックする 

      

ここをクリックする 



 

手順１２） 

「４ 注文完了」の画面が表示されますので、赤字で表示されている注文番号をご確認ください。 

 

商品の問い合わせに必要となりますので、注文番号をメモしていただくか、この画面をプリントアウトして

いただくようお願いいたします。プリントするには、画面の一番下、「印刷する」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

「トップページへ」ボタンをクリックすると、地図センターネットショッピングサイトのトップページに戻

ります。お買い物を終了する場合は「ログアウト」ボタンをクリックしてログアウトしてください。 

 

 

      
ログアウトするには

ここをクリックする 

      

ここをクリックする 



手順１３） 

以上で電子地形図の注文は完了です。この後、お客様が登録されたメールアドレスあてに注文確認メールが

届きます。 

件名 ：ご注文ありがとうございました。 

差出人：日本地図センター ネット販売担当 

 

注文確認メールは、ご注文の完了後、自動的に即時送信されますが、ご注文からしばらくたっても注文確認

メールが届かない場合は、迷惑メールに振り分けられてしまっている可能性があります。念のため、お使い

のメールソフトの迷惑メールフォルダ等をご確認ください。 

 

ご注文確定後、地図の作成に入ります。ご用意が出来次第、メールにてお知らせしますので、メール到着ま

でお待ちください。銀行振り込みにてご入金の場合は、ご入金が確認できてからの地図作成となります。 

注文状況や地図作成サイトの混雑度合によっては、数 10 分から数時間要する場合もあります。 

 

手順１４） 

電子地形図の作成が完了すると、登録されているメールアドレス宛に商品の発送メールが送付されます。 

件名 ：ご注文された商品を発送致しました 

差出人：日本地図センター ネット販売担当 

 

メールには、注文日や注文番号、商品名などが記載されています。お客様がご自分で注文した商品に相違な

いか、ご確認ください。 

 

※）お買い上げいただいた電子地形図はメールに添付されているわけではありません。電子地形図はサーバ

ー上に保存されているので、お客様ご自身でサーバーからダウンロードしていただく必要があります。 

ご注文いただいた電子地形図がサーバー上に保存されている期間は１４日間です。その間にダウンロードを

完了してください。１４日間が過ぎるとダウンロードができなくなりますので、その際は、改めてご注文を

お願いします。 

 

手順１５） 

電子地形図をダウンロードするには、ネットショッピングサイトにログインしている必要があります。 

ログインしていない場合は、 

地図センターネットショッピング：http://net.jmc.or.jp/index.html 

より、ログインを行ってください。 

すでにログインしている場合は、そのまま次の手順に進んでください。 

 

手順１６） 

ログインした状態で、画面右上の「注文履歴」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

      
ここをクリックする 

http://net.jmc.or.jp/index.html


手順１７） 

「注文履歴」の画面に切り替わり、今までお客様がご注文された商品の一覧が表示されます。件数が多くて、

目的の商品が見つけにくい場合は、注文日を指定して「検索」することもできます。 

 
注文番号や注文日時、商品名等から、ダウンロードしたい商品（電子地形図）の「注文番号」をクリックし

ます。 

 

手順１８） 

当該商品の詳細が表示されます。ここで再度、ダウンロードしたい商品かどうか確認します。 

間違いがなければ「コンテンツダウンロード」ボタンをクリックします。 

 
「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。ファイルの「名前」は、数字やアルファベットの羅列で、

拡張子は「zip」となっています。「発信元」は、「shop.jmc.or.jp」です。 

もし、発信元が「shop.jmc.or.jp」ではない場合、ファイルのダウンロードはせずに、「キャンセル」して

ください。 

ダウンロードを開始する場合は「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

ダウンロードしたい商品

の注文番号クリックする 

      

ここをクリックする 

      

ここをクリックする 



「保存」ボタンをクリックすると、「名前を付けて保存」画面が表示されて、どこに保存するかを指定しま

す。「デスクトップ」や「ドキュメント」など、お客様が使いやすい場所を指定してください。 

保存場所を指定したら「保存」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードしてください。 

 
 

手順１９） 

ダウンロードが完了したら、指定した保存場所にファイルが保存されているか、確認します。 

下図の例では、デスクトップに保存しました。 

 
 

手順２０） 

ファイルは「zip」形式なので、このままでは電子地形図をみることができません。電子地形図の状態に戻

すには「解凍」という作業が必要です。 

ファイルを解凍するには、お客様がお持ちの解凍ソフトをお使いください。 

解凍ソフトをお持ちでなくても、Windowsマシンの場合は、ファイルを、マウスの右ボタンでクリックする

ことで「解凍」ができます。 

マウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューから、「すべて展開」をクリックします。 

 

      

ここをクリックする 

      

      

ここをクリックする 



 

すると、どこに「展開」を指定する画面が表示されます。通常、zipファイルを保存した場所にそのまま展

開するようになっていますので、同じ場所で問題なければ、「展開」ボタンをクリックしてください。 

 
zipファイルを、保存した場所ではない、別の場所に展開することもできます。その場合は「参照」ボタン

をクリックして、別の展開場所を指定してください。 

 

手順２１） 

展開が完了すると、保存した zipファイルと同じ名前のフォルダができます。その中には２つのファイルが

入っています。 

 

一つは「電子地形図 25000凡例.pdf」で、その名の通り、電子地形図の凡例が記載されています。必要に応

じてご覧ください。 

もう一つの数字の羅列のファイルが、電子地形図そのものです。この数字の羅列にも意味があり、お客様が

作成された中心位置（経緯度）やサイズ、日付等を示していますが、詳細はここでは省略します。 

 

手順２２） 

電子地形図を見るには、その画像形式に対応している表示ソフトが必要です。 

今回の例では、「PDF」形式で電子地形図を作成しましたが、「PDF」を表示する市は、Adobe社の「Acrobat Reader」

などの PDF 表示ソフトが必要です。 

「jpg」「TIFF」の場合は、お客様がお使いのパソコンにあらかじめ搭載されている画像表示ソフト（Windows

マシンであれば「フォトビューア」など）で表示することが可能です。 

ただし、サイズが大きかったり、解像度が高い場合には表示しきれない可能性があります。その場合は、画

像処理専用のソフトをご利用ください。 

下図は、今回作成した「皇居」の画像です。 

      

ここをクリックする 



 

 

 

  



定型図郭版の購入手順 

手順１） 

地図センターネットショッピングの「電子地形図 25000オンライン」のページを開きます。 

ＵＲＬ：http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiChizu25000.html 

   

初めてお買い求めの場合は、製品紹介などをよくお読みいただき、電子地形図 25000がどのような製品なの

かをご確認ください。確認後、電子地形図 25000を購入する場合は「地図から購入する」をクリックしてく

ださい。 

 

手順２） 

地図作成サイトである「ようこそ電子地形図へ」が表示されます。このサイトは、国土地理院のサーバーで

運用されています。 

ＵＲＬ：https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm 

 
 

 

電子地形図を購入するに

は、ここをクリックする 

https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm
http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiChizu25000.html
https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm
https://dkgd.gsi.go.jp/dkgx/page1.htm


手順３） 

今回は、定型図郭版を購入するので、画面左上の「定型図郭」をクリックします。 

 

※「定型図郭」では、「定型図郭（インデックスカラー）」も選択することができます。設定項目は「定型図

郭」と大きな違いはありませんが、「定型図郭（インデックスカラー）」では、「画像タイプ」は「TIFF」の

みとなります。 

 

手順４） 

「ようこそ電子地形図へ」の地図表示エリアに、図郭の範囲を示すメッシュと図名が表示されます。 

 

主に、マウスの左ボタンで操作します。マウスをドラッグすることで地図を移動したり、マウスホイールを

前後に回転させることで地図を拡大・縮小したりすることができます。お客様が希望する場所の図郭を指定

してください。 

希望する地図のメッシュコードがわかっている場合は、メッシュコードを直接入力して、該当する場所を表

示することが出来ます。 

 

 

      

ここをクリックする 

定型図郭の範囲と図名 

      

ここにメッシュコード

を入力する 

      
定型図郭（インデックスカラー） 



定型図郭版では、「基本設定」で、画像タイプや解像度などの指定ができます。 

初期の設定のままで、変更する必要がなければ次に「個別表示色・記号の選択」の設定をします。 

 

・基本設定 

 

初期の設定は、以下のとおりです。 

画像タイプ：PDF 

解像度：300dpi 

地図の色：カラー地図 

 

画像タイプは「PDF」「JPG」「TIFF」から選べます。 

このうち、「JPG」「TIFF」には、GIS で利用するためのワー 

ルドファイルが添付されます。 

 

解像度は「300dpi」「508dpi」のいずれかが選べます。 

解像度を高くすると画像は鮮明になりますが、ファイルサイ

ズが大きくなります。ご使用の PC 環境に合わせてご選択く

ださい。 

 

地図の色は「カラー」「モノクロ」のいずれかが選べます。 

「モノクロ地図」を選んだ場合、道路等の表示色を指定して

も無効になります。 

 

画像タイプが「TIFF」の場合に限り、整飾の「あり・なし」

が選択できます。 

「整飾なし」にすると、地図周りの凡例等がなくなり、図郭

部分だけになります。 

 

基本設定が終了したら、次に「個別表示色・記号の選択」を設定します。 

これも初期設定のままで、変更する必要がなければ、必要に応じて「詳細設定」に進みます。 

 



・個別表示色・記号の選択 

 

 

道路関係の設定をします。 

高速道路は４色、国道は３色、県道は２色から選べます。 

国道番号の表示は２パターンから選べます。  

 

山部分に陰影をつけたり、建物の色を選んだりすることができ

ます。 

陰影の光の当たり方は「北西」方向のみですが、色は「緑」「グ

レー」から選べます。ただし、起伏の少ない平地部で陰影を選

ぶと、地図の背景色が指定した色（グレー・緑）になります。 

色合いのサンプルは「色見本」をご覧ください。 

「詳細設定」をクリックすると、鉄道記号や等高線の設定ほか、「表示項目の選択」で、送電線や電波塔な

どを表示する・しないが選べます。必要に応じて設定してください。 

 

・詳細設定 

 

鉄道記号は、２種類から選べます。 

等高線は、計曲線・主曲線それぞれ「茶色（褐色）」「こげ茶」

「緑」「ピンク」の４色から選べます。 

「表示項目の選択」では、「送電線」「発電所」など７項目に対

し、「表示する・しない」を選べます。表示する場合は、□に

チェックを入れてください。 

 

手順５） 

各種の設定が終わった状態を示します。下図の設定例では、「東京西部」としました。欲しいところの地図

をクリックすると、その範囲が紫色で指定されます。 

 



 

手順６） 

最後に、画面左下の「上記の内容でサムネイルを表示」をクリックして、出来上がった地図の確認をします。 

 
注） 

購入後の、返品はお受けできない（データエラーや欠損等の不良品は除く）ので、必ずサムネイル画像で範

囲等を確認してください。 

 

手順７） 

表示されるサムネイル画像は、出来上がりの電子地形図を概略的にイメージしていただくものです。そのた

め、お客様のお手元に届けられる商品の電子地形図に比べ、解像度も低く、表示項目を間引いて表示してい

ます。 

定型図郭版には、上部中央に図名、右側に凡例が入っているなど、従来の紙地図と同じような体裁になって

います。 

 

注） 

・サムネイル画像に空白や欠落がある場合は、サムネイル画像の作成に失敗しています。設定を確認し、再

度サムネイル画像を表示してください。それでも空白や欠落が生じる場合には、データ自体の不具合が考え

られるので、お問い合わせください。 

      

ここをクリックして 
サムネイルを表示する 



・サムネイル画像がなかなか表示されない場合、地図作成サイトが混み合っていることが考えられます。し

ばらく時間をおいてから再度お試しください。特に A0 や A1 のように画像サイズが大きい場合、 

サムネイル表示に時間がかかる場合があります。 

 

手順８） 

このサムネイル画像を確認し、よろしければサムネイル画像の下にある「そのまま購入に進む」ボタンをク

リックし、次へ進みます。 

 

サムネイル画像では細かいところまで判読しにくいですが、「拡大画像を表示」ボタンをクリックすると、

サムネイル画像を拡大した詳細な画像が確認できます。 

ただし、拡大表示できるのは、サムネイル画像の、紫色で表示された４隅と中心部分だけです。下図の例で

は、左上隅部分を拡大表示してあります。 

 

設定をやりなおす場合は、「サムネイル画面を閉じる」ボタンをクリックし、再び「手順４」～「手順７」

を行ってください。 

 

手順９） 

「そのまま購入に進む」ボタンをクリックすると、お客様が作成された地図の設定情報が表示されますので

ご確認ください。 

もし、この画面が表示されない場合は、ブラウザの設定で、ポップアップを制限している可能性があります

ので、ポップアップを許可するよう設定を変更してください。 

ご確認後、出来上がった地図を購入する場合は「上記の内容で購入へ進む（一般財団法人日本地図センター

のサイトに移動します）」ボタンをクリックします。 

これ以降の購入手続き画面は、地図センターネットショッピングのサーバーで運用されています。 

出来上がった地図を購入しない場合は「購入へ進まず戻る」ボタンをクリックしてください。もとの「よう

こそ電子地形図へ」に戻ります。 

      

ここをクリックする 



  

 

手順１０） 

「上記の内容で購入へ進む（一般財団法人日本地図センターのサイトに移動します）」ボタンをクリックす

ると、地図センターネットショッピングのページに戻り、「買い物かご」が表示されます。 

  

念のため、お買い求めの商品名や数量、金額などをご確認ください。 

これでＯＫの場合は「規約」をお読みいただき、「□規約に同意する」にチェックを入れてください。 

「規約に同意して購入手続きへ進む」ボタンをクリックしてください。 

 

      

      

ここをクリックする 

商品名、数量等を確認する 

      チェックを入れる 

ここをクリックする 

      



手順１１） 

この時点で、ログインしていない場合は、「ログイン」画面が表示されるので、「新規会員登録」で登録した

メールアドレス、パスワードを入力してネットショッピングサイトにログインしてください。 

 

ログインした状態であれば、「ログイン」画面は表示されず、下図のような「１ 送付先の入力」画面が表

示されます。 

 

注文者の情報には、会員登録で登録した情報がそのまま表示されています。 

 

画面下方の「お届け先の入力」では、初期設定として「注文者の住所にお届けする」になっています。必要

に応じてお届け先を変更してください。 

商品や、ネットショッピング担当への連絡事項などがある場合は、「注文備考」欄にご記入ください。 

      

メールアドレス、パスワー

ドを入力してクリックする 



 

「次へ」ボタンをクリックします。 

 

手順１１） 

「２ 決裁・配送方法選択」の画面が表示されますので、「お支払い方法の選択」からお支払いの方法をお

選びください。 

 

 

変更したい部分をクリ

ックする 

コメント記入欄 

      

ここをクリックする 



お支払い方法には、「銀行振込」「代金引換」「クレジットカード」がありますが、「電子地形図 25000」はダ

ウンロード商品のため、「代金引換」は選択できません。「銀行振込」か「クレジットカード」のいずれかを

お選びください。 

・銀行振込 

商品の配送は、銀行での入金確認後になります。また、振込手数料はお客様のご負担とさせていただいてお

ります。あらかじめご了承ください。 

・クレジットカード 

信販会社の与信照会が完了すれば、すぐに商品が配送されます。商品の入手をお急ぎの場合は、クレジット

カードをおすすめします。 

 

注）ご法人様で「請求書払い」の登録をされている場合は、上記のお支払方法に加え、「請求書払い」も選

択できます。 

 

「配送方法の選択」で、「ダウンロード」になっていることを確認して「次へ」ボタンをクリックします。 

 
 

手順１２） 

「３ 注文内容確認」の画面が表示されますので、商品名、数量、金額等をご確認ください。画面下方には、

商品のお届け先なども表示されますので、併せてご確認ください。 

 

情報に間違いがなければ「注文内容を確定する」ボタンをクリックします。 

      

      

ここをクリックする 

      

ここをクリックする 



 

手順１２） 

「４ 注文完了」の画面が表示されますので、赤字で表示されている注文番号をご確認ください。 

 

商品の問い合わせに必要となりますので、注文番号をメモしていただくか、この画面をプリントアウトして

いただくようお願いいたします。プリントするには、画面の一番下、「印刷する」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

「トップページへ」ボタンをクリックすると、地図センターネットショッピングサイトのトップページに戻

ります。そのままお買い物を続けるか、お買い物を終了する場合は「ログアウト」ボタンをクリックしてロ

グアウトしてください。 

 

      

ここをクリックする 

      

ログアウトするには

ここをクリックする 



手順１３） 

以上で電子地形図の注文は完了です。この後、お客様が登録されたメールアドレスあてに注文確認メールが

届きます。 

件名 ：ご注文ありがとうございました。 

差出人：日本地図センター ネット販売担当 

 

注文確認メールは、ご注文の完了後、自動的に即時送信されますが、ご注文からしばらくたっても注文確認

メールが届かない場合は、迷惑メールに振り分けられてしまっている可能性があります。念のため、お使い

のメールソフトの迷惑メールフォルダ等をご確認ください。 

 

ご注文確定後、地図の作成に入ります。ご用意が出来次第、メールにてお知らせしますので、メール到着ま

でお待ちください。銀行振り込みにてご入金の場合は、ご入金が確認できてからの地図作成となります。 

注文状況や地図作成サイトの混雑度合によっては、数 10 分から数時間要する場合もあります。 

 

手順１４） 

電子地形図の作成が完了すると、登録されているメールアドレス宛に商品の発送メールが送付されます。 

件名 ：ご注文された商品を発送致しました 

差出人：日本地図センター ネット販売担当 

 

メールには、注文日や注文番号、商品名などが記載されています。お客様がご自分で注文した商品に相違な

いか、ご確認ください。 

 

※）お買い上げいただいた電子地形図はメールに添付されているわけではありません。電子地形図はサーバ

ー上に保存されているので、お客様ご自身でサーバーからダウンロードしていただく必要があります。 

ご注文いただいた電子地形図がサーバー上に保存されている期間は１４日間です。その間にダウンロードを

完了してください。１４日間が過ぎるとダウンロードができなくなりますので、その際は、改めてご注文を

お願いします。 

 

手順１５） 

電子地形図をダウンロードするには、ネットショッピングサイトにログインしている必要があります。 

ログインしていない場合は、 

地図センターネットショッピング：http://net.jmc.or.jp/index.html 

より、ログインを行ってください。 

 

すでにログインしている場合は、そのまま次の手順に進んでください。 

 

手順１６） 

ログインした状態で、画面右上の「注文履歴」をクリックします。 

 

 

手順１７） 

「注文履歴」の画面に切り替わり、今までお客様がご注文された商品の一覧が表示されます。件数が多くて、

目的の商品が見つけにくい場合は、注文日を指定して「検索」することもできます。 

      
ここをクリックする 

http://net.jmc.or.jp/index.html


 
注文番号や注文日時、商品名等から、ダウンロードしたい商品（電子地形図）の「注文番号」をクリックし

ます。 

 

手順１８） 

当該商品の詳細が表示されます。ここで再度、ダウンロードしたい商品かどうか確認します。 

間違いがなければ「コンテンツダウンロード」ボタンをクリックします。 

 

「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。ファイルの「名前」は、数字やアルファベットの羅列で、

拡張子は「zip」となっています。「発信元」は、「shop.jmc.or.jp」です。 

もし、発信元が「shop.jmc.or.jp」ではない場合、ファイルのダウンロードはせずに、「キャンセル」して

ください。 

ダウンロードを開始する場合は「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

「保存」ボタンをクリックすると、「名前を付けて保存」画面が表示されて、どこに保存するかを指定しま

す。「デスクトップ」や「ドキュメント」など、お客様が使いやすい場所を指定してください。 

保存場所を指定したら「保存」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードしてください。 

ダウンロードしたい商品

の注文番号クリックする 

      

ここをクリックする 

      

ここをクリックする 



 
 

手順１９） 

ダウンロードが完了したら、指定した保存場所にファイルが保存されているか、確認します。 

下図の例では、デスクトップに保存しました。 

 
 

手順２０） 

ファイルは「zip」形式なので、このままでは電子地形図をみることができません。電子地形図の状態に戻

すには「解凍」という作業が必要です。 

ファイルを解凍するには、お客様がお持ちの解凍ソフトをお使いください。 

解凍ソフトをお持ちでなくても、Windowsマシンの場合は、ファイルを、マウスの右ボタンでクリックする

ことで「解凍」ができます。 

マウスの右ボタンをクリックして表示されるメニューから、「すべて展開」をクリックします。 

 

すると、どこに「展開」を指定する画面が表示されます。通常、zipファイルを保存した場所にそのまま展

開するようになっていますので、同じ場所で問題なければ、「展開」ボタンをクリックしてください。 

      

ここをクリックする 

      

      

ここをクリックする 



 
zipファイルを、保存した場所ではない、別の場所に展開することもできます。その場合は「参照」ボタン

をクリックして、別の展開場所を指定してください。 

 

手順２１） 

展開が完了すると、保存した zipファイルと同じ名前のフォルダができます。その中には１つのフォルダと

１つのファイルが入っています。 

 

一つは「KANRI2KN.CSV」で、図名や電子地形図４隅の経緯度座標などが記載されています。必要に応じてご

覧ください。 

フォルダをクリックすると、数字の羅列のファイル名がついたファイルが表示されます。これが電子地形図

そのものです。この数字の羅列にも意味があり、お客様が作成された日付等を示していますが、詳細はここ

では省略します。 

 
 

手順２２） 

電子地形図を見るには、その画像形式に対応している表示ソフトが必要です。 

今回の例では、「PDF」形式で電子地形図を作成しましたが、「PDF」を表示する市は、Adobe社の「Acrobat Reader」

などの PDF 表示ソフトが必要です。 

「jpg」「TIFF」の場合は、お客様がお使いのパソコンにあらかじめ搭載されている画像表示ソフト（Windows

マシンであれば「フォトビューア」など）で表示することが可能です。 

ただし、サイズが大きかったり、解像度が高い場合には表示しきれない可能性があります。その場合は、画

像処理専用のソフトをご利用ください。 

      

ここをクリックする 



下図は、今回作成した「東京西部」の画像です。 

 
 

 


