
電子地形図 25000（オンデマンド版）購入方法チュートリアル 

 

※画面画像や操作方法等は、平成 26年 7月 8日現在のものです。予告なく変更される場合があるので、ご了承く

ださい。 

※サーバーが混みあっている場合は、時間をおいて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ご了承ください。 

※電子地形図には購入者が図郭を決める自由図郭版と、あらかじめ決められた図葉を選択する定形図郭版があり

ます。 

 

○購入までの流れ 

地図作成用サイトに移動します。 

↓ 

自由図郭版 or定形図郭版の選択をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入サイトに移動します。 

↓ 

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の選択等の手続きをします。 

↓ 

注文を確定します。 

① 自由図郭版 

メモを入力。（省略可） 

↓ 

基本設定を選択します。 

画像タイプ（PDF・TIFF・JPG）、サイズと向き（A3・A2・

A1・A0：横向き・縦向き）、解像度（508dpi・300dpi)か

ら選択します。 

↓ 

地図の色（カラー地図・モノクロ地図）を選択 

↓ 

地物の色変更や表示の ON/OFFを設定します。 

（省略可） 

↓ 

サムネイル画像を作成し、地図の範囲や設定を確認

します。 

 

 

② 定形図郭版 

基本設定を選択します。 

画像タイプ（PDF・TIFF・JPG）を選択します。 

↓ 

地図上のメッシュを選択します。 

↓ 

解像度（508dpi・300dpi)から選択します。 

↓ 

地図の色（カラー地図・モノクロ地図）を選択 

↓ 

地物の色変更や表示の ON/OFFを設定します。 

（省略可） 

↓ 

サムネイル画像を作成し、地図の範囲や設定を確認 

します。 

 



↓ 

注文後すぐに地図センターから「注文確認メール」が届きます。 

↓ 

画像データの作成完了後、地図センターから「ダウンロード URL メール」が届きます。 

注文状況等に応じ、数十分～数時間程度かかる場合があります。 

↓ 

ダウンロードページにアクセスし、ZIPファイルをダウンロードします。 

↓ 

ZIPファイルを解凍すると、画像データが生成されます。お手持ちの画像表示ソフト等でご覧ください。 



①チュートリアル 自由図郭版の場合 

1 地図センターネットショッピングの「電子地形図 25000（オ

ンデマンド版）オンライン」のページを開きます。 

 

電子地形図 25000（オンデマンド版）オンライ

ンの URL 

http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiCh

izu25000.html 

2 初回の場合は、製品紹介を読み、どのような製品かを確

認してください。確認後、製品を購入する場合はページ内

の「商品一覧～購入へ」ボタンをクリックし、「地図作成サ

イト」へ移動します。 

 

地図作成サイトは、国土地理院のサーバー

へ移動します。 

 

 

http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiChizu25000.html
http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiChizu25000.html
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地図作成サイトは、国土地理院のサーバーで

運用されます。 

 

地図作成サイトの URL 

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

 

ここでまず、①自由図郭版か②定形図郭版か

を選択します。 

4  

作成する地図の中心位置・範囲を指定します。 

 

自由図郭版では地図画面の拡大・縮小や地

名検索機能で作成する地域を表示したのち、

地図を作成する中心位置や範囲を指定しま

す。 

4-1 

 

地図を作成する地域へ移動します。 

 

（拡大・縮小） 

マウスホイールを前後に回転させるか、地図画面左上の

縮尺バーを操作し地図を拡大・縮小します。 

（移動） 

マウスをドラッグするか、地図画面左上の上下左右の矢

印を操作し地図を移動します。 

 

（地名検索） 

平成 26年 7月 8日現在、この画面で表示さ

れる地図は「電子国土基本図」です。ご購入さ

れる「電子地形図 25000」では無いので、ご注

意ください。 

電子地形図 25000は、国土地理院の本院（情

報サービス館）及び各地方測量部において、

ディスプレイで閲覧することができます。 

詳しくは国土地理院へお問い合わせくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

「地名等検索」をクリックすると、地名検索画面に切り替わ

ります。 

「地名」欄に検索したい文字を入力し、「検索」ボタンをクリ

ックしてください。「検索結果」欄に検索結果が表示されま

す。 

検索結果の文字をクリックすると、その場所に地図が移

動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村や検索対象で絞り込み検索をおこ

なう事もできます。 

 

地名検索を終了する時は、「自由図郭版設

定」タブをクリックすると元の画面に戻ります。 

 

4-2 地図を作成する中心位置、範囲を指定します。 

 

地図画面上の青色の枠が、地図のおおよその範囲です。 

A4、A3、A2は175円、A1は350円、A0は700

円です。 

 

A3、縦向き指定時の画面表示例 

 



 

サイズや向きを変更すると、枠の範囲も変更されます 

 

青色の枠内でマウスをドラッグすると、背景の地図はそ

のままで枠だけを移動できます。 

 

 

A1、横向き指定時の画面表示例 

 

「範囲指定ボックスを地図中央へ移動」ボタン

をクリックすると、青色の枠を画面中心位置に

戻せます。 

 

4-3 4-1・4-2の操作をおこない、地図の中心位置と範囲を決

定します。 

 

1/25000レベルの地図上に表示される青色の

枠は、おおよその目安であり、実際のデータ

とは異なる場合があるのでご注意ください。 

実際に作成される地図の範囲は、サムネイル

（→ 8）でご確認ください。 



5 必要な場合、メモを入力します。メモは、地図上部の余白

部分に記載されます。 

メモは空白でも構いません。 

 

 

メモのイメージ 

6 基本設定を指定します。 

 

①画像タイプ（フォーマット）を PDF、TIFF、JPGから選択

します。 

 

②解像度を 508dpi、300dpiから選択します。 

 

③モノクロ地図が必要な場合は、モノクロ地図にチェック

を入れます。 

 

デフォルトは、以下の設定です。 

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 

 

TIFFと JPG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。 

 

「モノクロ地図」を指定すると、「7」で個別の表

示色を変更しても無効となります。 

 



※ここで「サイズと向き」を変更した場合は、「4」で指定し

た地図の範囲も変更されるのでご注意ください。 

7 地物の表現を変更する場合は各項目を指定します。 

デフォルトのままで良い場合は、飛ばして 8へ進んでくだ

さい。 

 

表示色または記号を指定できるのは、高速道路、国道番

号、陰影、建物色、鉄道記号、計曲線、主曲線の７項目で

す。 

表示の ON/OFFを選択できるのは、送電線、発電所、電

波塔、記念碑、植生界、崖部の計曲線、崖部の主曲線の

7項目です。 

 

 

 

起伏の少ない平地部で陰影を選択すると、地

図の背景色が指定した色（グレー・緑）になり

ます。 



8 「4」～「7」で設定を完了したら、購入画像のサムネイルを

表示し確認します。 

「上記の内容でサムネイル」をクリックすると、サムネイル

画像が表示されます。 

 

 

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。 

 

サムネイル画像は、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は表

示されません。 

 

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。 

 

サーバーが混み合っている場合は、時間をお

いてから再度お試しください。 

 

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掛かる場合があり

ます。 

9 サムネイル画像を確認し、よろしければ「そのまま購入に

進む」をクリックし、購入へと進みます。 

 

 

 

 

設定をし直す場合は、「サムネイル画面を閉

じる」をクリックし、再び「4」～「8」をおこなって

ください。 

 

購入画面は、地図センターネットショッピング

のサーバーへ移動します。 

 

ブラウザの設定等でポップアップを制限して

いる場合は、ポップアップを許可してください。 

 

拡大画像を表示で四隅と中心部分の拡大画

像を確認することができます。 

 

 

 

 



設定を確認するポップアップが開きますので、確認してく

ださい。よろしければ「上記の内容で購入へ進む」をクリッ

クしてください。 

 

購入しない場合は、「購入へ進まず戻る」をク

リックしてください。 

10 地図作成サイトで作成した地図の内容を確認し、ショッピ

ングカートへ入れます。 

 

 

この画面でも、サムネイル画像や設定を確認できるの

で、ショッピングカートへ入れる前にご確認される事をお

勧めします。 

 

よろしければ、「カートに入れる」をクリックします。 

 

 

詳細確認画面（別ウインドウで開きます） 

 

ショッピングカートに入れた後は、戻って、続

けて製品を注文できます。 



 

「OK」をクリックします。 

11 ショッピングカートの内容を確認します。 

 

この画面でも、サムネイル画像や設定を確認できます。 

 

よろしければ、「レジにすすむ」をクリックします。 

 

 

 

 

「削除」ボタンを押すと、ショッピングカートか

ら製品を削除できます。 

一度削除すると、元には戻せないのでご注意

ください。 
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購入手続きをします。 

購入方法は、他のネットショッピング製品と同じですの

で、本チュートリアルでは割愛します。 

ご不明な点は、ページ右上にある「お買いものヘルプ」ボ

タンをクリックし、ヘルプをご参照ください。 

「お買いものヘルプ」の URL 

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

13 注文が完了すると、以下のページが表示されます。 

これで、購入手続きは終了です。ブラウザは閉じて構い

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


注文確定後すぐに、登録されているメールアドレス宛に

「ご注文確認（JapanMapCenter）」メールが送付されるの

で、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。 

注文状況やサーバー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。 

「ご注文確認（JapanMapCenter）」メールが届

かない場合、念のため迷惑メールフォルダ等

もご確認ください。 

 

14 製品のご用意ができると、登録されているメールアドレス

宛に「ダウンロード URL(JapanMapCenter)」メールが送付

されます。 

URLをクリックし、ダウンロードページを開きます。 

 

ダウンロードの期限は 14日間です。 

 

リンクより、設定した詳細情報を確認する事

ができます。 

15 

 

パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「ダウンロードボタン」をクリックします。 

 

「保存」をクリックします。 

ファイルを保存する場所を聞かれるので、任意の場所に

ファイルを保存します。 

ご利用の PC環境によっては、「ダウンロード

ボタン」のクリック後、「ファイルのダウンロー

ド」のダイアログが表示されず、ダウンロード

が自動で終了する場合があります。 

この場合、PC上の任意の場所にZIPファイル

が保存されているので、以下の方法で保存場

所をご確認ください。 

 

1.Windowsの検索機能を用い、「ファイル名」

（ダウンロード画面に表示されている、「ランダ

ムな英数字.zip」）を検索する。 

※ファイル名が 1文字でも違っているとヒット

しないのでご注意ください。 

 

2.検索結果が表示されたら、そのファイルの

保存フォルダが、ご利用PCの ZIPファイルで

設定されている保存場所です。 

16 ファイルは、ZIP圧縮されているので、お手持ちの解凍ツ

ールで解凍してください。 

解凍すると、以下のファイルが生成されます。 

PDFの場合…PDFファイル 

TIFFの場合…TIFFと TFWファイル 

JPGの場合…JPGと JWGファイル 

解凍ツールをお持ちでない方は、Vectorや窓

の杜に多数のフリーソフトがございます。 

17 本製品は画像データのため、閲覧用のソフト等は添付さ

れません。お手持ちの画像表示ソフト等でご利用くださ

い。 

画像表示ソフトをお持ちでない方は、Vector

や窓の杜に多数のフリーソフトがございます。 

 

○問い合わせ 

・データの内容に関する問い合わせ 

地図の誤り、データの技術的質問等については、国土地理院ホームページ「ご意見・ご質問」の「地図・空中写

真・地理調査に関するご質問」からお問い合わせください。 

 

・購入について 

購入時のエラー、製品ファイルの欠損等については、以下までメールにてお問い合わせください。 

  一般財団法人日本地図センター 流通事業部ネット販売課 

   E-Mail：net@jmc.or.jp  

http://www.gsi.go.jp/contactTop.html
https://geoinfo2.gsi.go.jp/contact/Inquiry2.aspx?pcode=1003
https://geoinfo2.gsi.go.jp/contact/Inquiry2.aspx?pcode=1003


②チュートリアル 定形図郭版の場合 

1 地図センターネットショッピングの「電子地形図 25000（オ

ンデマンド版）オンライン」のページを開きます。 

 

電子地形図 25000（オンデマンド版）オンライ

ンの URL 

http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiCh

izu25000.html 

2 初回の場合は、製品紹介を読み、どのような製品かを確

認してください。確認後、製品を購入する場合はページ内

の「商品一覧～購入へ」ボタンをクリックし、「地図作成サ

イト」へ移動します。 

 

地図作成サイトは、国土地理院のサーバー

へ移動します。 

 

 

http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiChizu25000.html
http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_denshiChizu25000.html
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地図作成サイトは、国土地理院のサーバーで

運用されます。 

 

地図作成サイトの URL 

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

 

ここでまず、①自由図郭版か②定形図郭版か

を選択します。 

4  

作成する地図の 2次メッシュを指定します。 

 

定形図郭版では決められた 2次メッシュの範

囲から地図を選ぶことになります。 

直接メッシュコードを入力して指定することや

地図から選択することもできます。 

4-1 

 

地図を作成する地域へ移動します。 

 

（拡大・縮小） 

マウスホイールを前後に回転させるか、地図画面左上の

縮尺バーを操作し地図を拡大・縮小します。 

（移動） 

マウスをドラッグするか、地図画面左上の上下左右の矢

印を操作し地図を移動します。 

 

（地名検索） 

平成 25年 7月 30日現在、この画面で表示さ

れる地図は「電子国土基本図」です。ご購入さ

れる「電子地形図 25000」では無いので、ご注

意ください。 

電子地形図 25000は、国土地理院の本院（情

報サービス館）及び各地方測量部において、

ディスプレイで閲覧することができます。 

詳しくは国土地理院へお問い合わせくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

「地名等検索」をクリックすると、地名検索画面に切り替わ

ります。 

「地名」欄に検索したい文字を入力し、「検索」ボタンをクリ

ックしてください。「検索結果」欄に検索結果が表示されま

す。 

検索結果の文字をクリックすると、その場所に地図が移

動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村や検索対象で絞り込み検索をおこ

なう事もできます。 

 

地名検索を終了する時は、「定形図郭版設

定」タブをクリックすると元の画面に戻ります。 

 

4-2 地図を作成する二次メッシュの範囲を指定します。 

 

地図画面上の青色の枠が、地図のおおよその範囲です。 

 

 

 

 



4-3 4-1・4-2の操作をおこない、購入する 2次メッシュの範囲

を決定します。 

1/25000レベルの地図上に表示される青色の

枠は、おおよその目安であり、実際のデータ

とは異なる場合があるのでご注意ください。 

実際に作成される地図の範囲は、サムネイル

（→ 7）でご確認ください。 

5 基本設定を指定します。 

 

①画像タイプ（フォーマット）を PDF、TIFF、JPGから選択

します。 

 

②解像度を 508dpi、300dpiから選択します。 

 

③モノクロ地図が必要な場合は、モノクロ地図にチェック

を入れます。 

 

デフォルトは、以下の設定です。 

画像タイプ：PDF 

図郭種類：2次メッシュ区画 

解像度：300dpi 

地図の色：カラー地図 

 

TIFFと JPG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。 

 

「モノクロ地図」を指定すると、「7」で個別の表

示色を変更しても無効となります。 

 

6 地物の表現を変更する場合は各項目を指定します。 

デフォルトのままで良い場合は、飛ばして 7へ進んでくだ

さい。 

 

 

 



 

表示色または記号を指定できるのは、高速道路、国道番

号、陰影、建物色、鉄道記号、計曲線、主曲線の７項目で

す。 

表示の ON/OFFを選択できるのは、送電線、発電所、電

波塔、記念碑、植生界、崖部の計曲線、崖部の主曲線の

7項目です。 

起伏の少ない平地部で陰影を選択すると、地

図の背景色が指定した色（グレー・緑）になり

ます。 

7 「4」～「6」で設定を完了したら、購入画像のサムネイルを

表示し確認します。 

「上記の内容でサムネイルを表示」をクリックすると、サム

ネイル画像が表示されます。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

サムネイル画像は、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は表

示されません。 

 

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。 

 

サーバーが混み合っている場合は、時間をお

いてから再度お試しください。 

 

 

8 サムネイル画像を確認し、よろしければ「そのまま購入に

進む」をクリックし、購入へと進みます。 

 

 

 

 

設定を確認するポップアップが開きますので、確認してく

ださい。よろしければ「上記の内容で購入へ進む」をクリッ

クしてください。 

設定をし直す場合は、「サムネイル画面を閉

じる」をクリックし、再び「4」～「7」をおこなって

ください。 

 

購入画面は、地図センターネットショッピング

のサーバーへ移動します。 

 

ブラウザの設定等でポップアップを制限して

いる場合は、ポップアップを許可してください。 

 

拡大画像を表示で四隅と中心部分の拡大画

像を確認することができます。 

 

 

 

 

購入しない場合は、「購入へ進まず戻る」をク

リックしてください。 



 

9 地図作成サイトで作成した地図の内容を確認し、ショッピ

ングカートへ入れます。 

 

この画面でも、サムネイル画像や設定を確認できるの

で、ショッピングカートへ入れる前にご確認される事をお

勧めします。 

 

よろしければ、「カートに入れる」をクリックします。 

 

 

詳細確認画面（別ウインドウで開きます） 

 

ショッピングカートに入れた後は、戻って、続

けて製品を注文できます。 



 

「OK」をクリックします。 

10 ショッピングカートの内容を確認します。 

 

この画面でも、サムネイル画像や設定を確認できます。 

 

よろしければ、「レジにすすむ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

「削除」ボタンを押すと、ショッピングカートか

ら製品を削除できます。 

一度削除すると、元には戻せないのでご注意

ください。 
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購入手続きをします。 

購入方法は、他のネットショッピング製品と同じですの

で、本チュートリアルでは割愛します。 

ご不明な点は、ページ右上にある「お買いものヘルプ」ボ

タンをクリックし、ヘルプをご参照ください。 

「お買いものヘルプ」の URL 

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

12 注文が完了すると、以下のページが表示されます。 

これで、購入手続きは終了です。ブラウザは閉じて構い

ません。 

 

注文確定後すぐに、登録されているメールアドレス宛に

「ご注文確認（JapanMapCenter）」メールが送付されるの

で、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。 

注文状況やサーバー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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ご注文確認（JapanMapCenter）」メールが届

かない場合、念のため迷惑メールフォルダ等

もご確認ください。 

 

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


13 製品のご用意ができると、登録されているメールアドレス

宛に「ダウンロード URL(JapanMapCenter)」メールが送付

されます。 

URLをクリックし、ダウンロードページを開きます。 

 

ダウンロードの期限は 14日間です。 

 

リンクより、設定した詳細情報を確認する事

ができます。 
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パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

「ダウンロードボタン」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用の PC環境によっては、「ダウンロード

ボタン」のクリック後、「ファイルのダウンロー

ド」のダイアログが表示されず、ダウンロード

が自動で終了する場合があります。 

この場合、PC上の任意の場所にZIPファイル

が保存されているので、以下の方法で保存場

所をご確認ください。 

 

1.Windowsの検索機能を用い、「ファイル名」

（ダウンロード画面に表示されている、「ランダ



 

「保存」をクリックします。 

ファイルを保存する場所を聞かれるので、任意の場所に

ファイルを保存します。 

ムな英数字.zip」）を検索する。 

※ファイル名が 1文字でも違っているとヒット

しないのでご注意ください。 

 

2.検索結果が表示されたら、そのファイルの

保存フォルダが、ご利用PCの ZIPファイルで

設定されている保存場所です。 

15 ファイルは、ZIP圧縮されているので、お手持ちの解凍ツ

ールで解凍してください。 

解凍すると、以下のファイルが生成されます。 

PDFの場合…PDFファイル 

TIFFの場合…TIFFと TFWファイル 

JPGの場合…JPGと JWGファイル 

解凍ツールをお持ちでない方は、Vectorや窓

の杜に多数のフリーソフトがございます。 

16 本製品は画像データのため、閲覧用のソフト等は添付さ

れません。お手持ちの画像表示ソフト等でご利用くださ

い。 

画像表示ソフトをお持ちでない方は、Vector

や窓の杜に多数のフリーソフトがございます。 

 

○問い合わせ 

・データの内容に関する問い合わせ 

地図の誤り、データの技術的質問等については、国土地理院ホームページ「ご意見・ご質問」の「地図・空中写

真・地理調査に関するご質問」からお問い合わせください。 

 

・購入について 

購入時のエラー、製品ファイルの欠損等については、以下までメールにてお問い合わせください。 

  一般財団法人日本地図センター 流通事業部 ネット販売課 

   E-Mail：net@jmc.or.jp  

http://www.gsi.go.jp/contactTop.html
https://geoinfo2.gsi.go.jp/contact/Inquiry2.aspx?pcode=1003
https://geoinfo2.gsi.go.jp/contact/Inquiry2.aspx?pcode=1003

