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TerraMapWeb2016 リリースについて

■リリース

2016年3月15日リリース

■提供方法

ダウンロードにて提供（無償）
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TerraMapWeb2015から2016の主な変更点

TerraMapWeb2015から2016の主な変更点は以下となります。

1. T.Aについて

－凡例からのエリア抽出 等

2. シンボル、データバンクについて

－シンボルT.A作成時の絞込み機能の追加 等

3. メイン画面、オブジェ表示、マクロなどの変更点

－検索バー、マウス右クリック操作 等
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1. T.Aについて

T.Aに関係する箇所の新機能、拡張機能の主な点は以下となります。

1-1. 凡例選択時の地図上強調及び凡例からの条件エリア抽出

1-2. T.Aラインのみコピー

1-3. フリーハンドT.Aのラインの変更方法を拡張

1-4. 行政界指定でのメッシュ等集計単位の範囲指定

1-5. T.A作成後の分析地点への移動

1-6. ハフモデルでのレンジ設定

1-7. 時間圏T.Aのポリゴンレベル表記及び有料道路使用表記

1-8.画像出力時の範囲イメージの表示
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1-1. 凡例選択時の地図上強調及び凡例からの条件抽出作成

凡例を選択すると、そのクラスが強調表示されます。

また、条件抽出T.A作成も凡例から実施することが可能となりました。

拡張

強調

抽出
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1-2. T.Aラインのみコピー

T.A一覧右クリックメニューに「コピー（ラインのみ）」が追加されました。

過去に作成したT.Aの変更や再集計に利用できます。

ラインのみT.Aが
コピーされます

New



6

1-3. フリーハンドT.Aのラインの変更方法を拡張

多次商圏の場合は詳細ラインごとに変更を行うことが可能です。

また変更方法も3種類から選択して変更を行うことが可能です。

拡張

■頂点操作

【一つ前の頂点に戻る】最後にクリックした地点の一つ前の状態に
戻って作成が可能です。
【クリア】選択中の詳細ラインの頂点が全てクリアになります。
■最初からやりなおす：0の状態からの作成が可能です。
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1-4. 行政界指定でのメッシュ等集計単位の範囲指定

行政界指定でT.A作成をする際に、メッシュで集計範囲の選択が
行えるようになりました。

拡張

例：渋谷区を500mメッシュで集計
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1-5. T.A作成後の分析地点への移動

T.A作成時に、作成したT.Aが表示されるように地図画面を移動する機能が追加され
ました。

移動先は現在の縮尺のまま分析地点が中心となるように移動する『分析地点』と
T.Aをすべて包括するように画面表示させる『全体表示』の2パターンの移動が可能
となりました。

New

『移動する』を選択すると移動先
の選択が表示されます
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1-6. ハフモデル分析でのレンジ設定

T.Aハフモデル分析の出力設定の際にレンジ表示する場合、レンジ設定が可能とな
りました。

レンジ表示選択画面横に設定ボタンを追加し、分割数及び使用カラーパターンの設
定ができます。

拡張
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1-7. 時間圏T.Aのポリゴンレベル表記及び有料道路使用表記

時間圏T.A作成後にポリゴンレベル、有料道路の使用有無判別のため、
『メモ』にポリゴンレベルの表記の追加、
『データビューアー』に高速表記を追加しました。

拡張

種別欄に『自動車・高速』を追加

メモに『ポリゴンレベル』を記載

※時間圏作成機能は有料オプションとなります。
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1-8. 画像出力時の範囲イメージの表示

画像出力をする際に、出力される範囲のイメージ画像を赤枠で表示し、出力範囲を
わかりやすくしました。

拡張

画像出力時の印刷範囲を赤枠表示
※表示される画面はイメージ画像となります。
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2. シンボル、データバンクについて

シンボル、データバンクに関係する箇所の新機能、拡張機能の主な点は
以下となります。

2-1. シンボルT.A作成時の絞込機能の追加

2-2. インポート処理終了後の結果表示

2-3. 変更したレコードの表示差別化

2-4. 新規追加/データ移動の住所リスト表示

2-5. マッチングレベル一覧クリック時のデータ編集呼び出し
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2-1. シンボルT.A作成時の絞込機能の追加

シンボルT.A作成時に、任意の値で絞込み可能となりました。

拡張
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2-2. インポート処理終了後の結果表示

データバンクへインポートする際、処理終了後にプロパティが表示され、
マッチング結果などが分かるようになりました。

拡張

マッチング状況



15

2-3. 変更したレコードの表示差別化

シンボル編集やデータバンク編集で変更した箇所の表示方法をわかりやすく
変更しました。

拡張

変更時の色の説明

変更した箇所の色が変わります
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2-4. 新規追加/データ移動の住所リスト表示

シンボルの新規追加や位置移動する際に『データ移動位置指定』からの調整機能が
追加されました。

拡張

住所をダブルクリック
すると移動できます
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2-5. マッチングレベル一覧クリック時のデータ編集呼び出し

データバンクのプロパティ内でマッチングレベル別レコード数一覧で選択したマッ
チングレベルをクリックすると絞込み条件として、データ編集画面が表示されます。

拡張

2-4でOKボタンを押下すると、データ編集画面

終了後はプロパティ画面に戻り、その際マッチ
ングレベルが更新される。
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3. メイン画面、オブジェ表示、マクロなどの変更点

その他に関係する箇所の新機能、拡張機能の主な点は以下となります。

3-1. 検索バーの履歴の保持

3-2. 距離・面積測定の作業戻し

3-3. 地図上での外部Webサイトリンク

3-4. マクロの追加機能①

3-5. マクロの追加機能②

3-6. マクロの追加機能③
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3-1. 検索バーの履歴の保持 / 3-2. 距離測定の作業戻し

3-1. 検索バーの履歴の保持

検索バーの履歴を保持することができるようになりました。

拡張

3-2. 距離・面積測定の作業戻し

『一つ前に戻る』により操作を戻すことが可能になりました。
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3-3. 地図上での外部Webサイトリンク

地図上でマウス右クリックにより外部Webサイトリンクへ接続します。

＜外部リンク＞＜外部リンク＞＜外部リンク＞＜外部リンク＞

■Google Street View ■Google Map

■全国地価マップ（固定資産税路線価等）

■全国地価マップ（相続税路線価等）

■全国地価マップ（地価公示・地価調査）

New
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3-4. マクロの追加機能①

マクロでコード別サマリのプロセス詳細設定内で集計項目選択画面で保存した条件
以外でも条件を設定できるようになりました。

保存前の今後インポートされる予定の項目名を使った条件設定が可能です。

拡張
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3-5. マクロの追加機能②

マクロでデータバンク絞込みでプロセス詳細設定をする際に保存した条件以外での
絞込みが可能な画面を追加しました。

拡張
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3-6. マクロの追加機能③

マクロの『データバンクT.A作成』のプロセス詳細設定時に、単位及び小数点以下
桁数設定の為の『項目設定』画面を追加しました。

拡張

任意の単位と小数点以下桁数を設定
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6. 各バージョン別サポート期間について

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 12 1

TerraMapWeb Ver7 サポート終了

TerraMapWeb Ver8 サポート終了

TerraMapWeb 2015 サポート終了

TerraMapWeb 2016

サ
ポ
ー
ト

2015 2016 2017
        ・・・

リリース日程
※TMW=TerraMapWeb

・・・・

今後のリリース時期及びサポート期間は、以下のスケジュールとなっております。

★TMW V.8

★TMW 2015

★TMW 2016 ★TMW 2017

サポート期間サポート期間

サポート期間サポート期間

サポート期間サポート期間

【予定】サポート期間【予定】サポート期間

※TerraMapWebVer.8及び2015のサポート期間は2017リリースまでとなります。



県名 市区町村 大字 丁目 県名 市区町村 大字 丁目 県名 市区町村 大字 丁目 県名 市区町村 大字 丁目 県名 市区町村 大字 丁目

宮前1条 1～5丁目 上尾市 上平中央 1～3丁目 加賀糸屋町 岐阜県 美濃加茂市 山崎町 岡山県 岡山市中区 中井 1～3丁目

宮前2条 1～3丁目 川越市 中台南 1～3丁目 高田町 1～2丁目 掛川市 紅葉台 大塚西 1～2丁目

岩見沢市 上幌向南二条 7～9丁目 新栄 1～4丁目 七軒町 袋井市 掛之上 大塚西町

恵庭市 柏木町 1～3丁目 清門 1～3丁目 昭和町 2～4丁目 藤枝市 水守 1～3丁目 大塚東 2丁目

札幌市南区 豊滝 1～2丁目 長栄 1～4丁目 西浦町西 みよし市 根浦町 1～7丁目 大塚東町

千歳市 北陽 5～8丁目 茜町 1丁目 西浦町東 海部郡飛島村 政成 1～2丁目 伴西 3～6丁目

西13条南 28～34丁目 大瀬 1～6丁目 西寺町 海部郡蟹江町 桜 1～2丁目 伴西町

西14条南 28～34丁目 白岡市 新白岡 4～9丁目 西本町 2～3丁目 額田郡幸田町 大字相見 伴中央 1～7丁目

西15条南 28～34丁目 川口市 本前川 1～3丁目 泉町 春日井市 南下原町 2～6丁目 伴東 2～5・7丁目

北斗市 追分 5～7丁目 佐倉市 寺崎北 1～6丁目 田中町西 大府市 森岡町 4・7～9丁目 伴東町

宮城郡七ヶ浜町 笹山 田間 田中町本通り 茨谷山 伴北 4～7丁目

仙台港北 1～2丁目 田間 1～3丁目 本町 高根山 1～2丁目 伴北町

中野 1～5丁目 木更津市 金田東 1～6丁目 本町 4～5丁目 諸の木 3丁目 黒石北 1～5丁目

仙台市泉区 泉中央南 瑞江 4丁目 上越市 塩屋新田 水広 1～3丁目 厚南中央 1～6丁目

名取市 美田園北 東瑞江 3丁目 新潟市中央区 鳥屋野南 1～3丁目 大清水東 山口市 大内氷上 1～7丁目

静西 1～2丁目 国立市 谷保 6丁目 長岡市 沖田 1～3丁目 忠治山 浦山 1～2丁目

谷地本町 新宿区 四谷坂町 朝霧台 1～2丁目 南大高 1～4丁目 御山町

中野 2丁目 横浜市泉区 和泉中央南 1～3丁目 田上さくら 1～3丁目 別所山 東北山 1～2丁目

取手市 ゆめみ野 1～5丁目 海老名市 扇町 田上の里 1～2丁目 京都府 木津川市 城山台 1～13丁目 北山 1～2丁目

水戸市 内原 1～2丁目 川崎市高津区 末長 3～4丁目 田上本町 1～4丁目 貝塚市 半田 1丁目 蓮ヶ浴 1～2丁目

栃木県 芳賀郡芳賀町 祖母井南 1～3丁目 足柄上郡開成町 みなみ 1～5丁目 木曳野 1～4丁目 摂津市 千里丘新町 戸原東 1～3丁目

新越谷 1～2丁目 平塚市 真田 4丁目 白山市 相木 1～3丁目 門真市 三ツ島 4～6丁目 長者原東 1～3・5～7丁目

レイクタウン 1～9丁目 阿賀野市 大和 福井県 坂井市 丸岡町石上 西宮市 山口町金仙寺 1～3丁目 松尾 1～2丁目

インター南 1～2丁目 旭町 富士見 1～7丁目 明石市 大久保町茜 1～3丁目 上松尾町

ピアラシティ 1～2丁目 稲荷町 1～2丁目 大明見 1～6丁目 奈良県 香芝市 すみれ野 1～2丁目 西松尾町

泉 1～3丁目 稲荷町 3丁目東 岐阜市 鏡島中 1～2丁目 岡山市南区 芳泉 1～4丁目 中松尾町

中央 1～5丁目 駅通り 美濃加茂市 あじさいヶ丘 1～3丁目 岡山市中区 中井 大分県 大分市 賀来西 1～3丁目

鹿児島市 吉野 1～2丁目

伊集院町猪鹿倉 1丁目

伊集院町徳重 1～3丁目

沖縄県 南城市 大里字平良

金沢市

富士吉田市山梨県

日置市

三郷市

名古屋市緑区

兵庫県

周南市

糟屋郡粕屋町

草加市

千葉県

東京都

神奈川県

帯広市

石川県

旭川市

仙台市宮城野区

福島県

茨城県

静岡県

大阪府

愛知県

宮城県

越谷市

八潮市
広島県 広島市安佐南区

熊本市西区熊本県

北海道

山口県

十日町市

岐阜県 岡山県

宇部市

鹿児島県

福岡県

郡山市

埼玉県

埼玉県

新潟県
十日町市

江戸川区

東金市

新潟県
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行政界・町丁目メンテナンス

※市区町村は2015年12月末実施分まで、町丁目は2015年6月発表分まで。
※記載事項は2015年11月現在のものです。内容については予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

【新設・変更のあった町丁・字】 ※以下表に記載のない新設・変更地域も一部あり。

町丁目の新設・変更のあった地域を
色塗り表示しています。
TerraMapWeb 2016は対応済みです。

★2015年は全国で 約約約約 500500500500 以上以上以上以上 の町丁目が新設・変更されています。

正確なエリアマーケティングを行なうには、当然、正確な地図データ（行政界・町丁目）が必要です。
マップマーケティング社では、各自治体の区画整理などで毎年変わる地図データ（行政界・町丁目）を毎年メンテナンスしており、
保守サービスとしてユーザ様は無料で更新しています。

■行政界（ぎょうせいかい）とは■行政界（ぎょうせいかい）とは■行政界（ぎょうせいかい）とは■行政界（ぎょうせいかい）とは————
行政機関の権限の及ぶ範囲として定められた区画です。
基本的な構成としては、まず都道府県の下に、市区町村が置かれています（市の中でも、政令指定都市には区が置かれます）。
そして、その市区町村の下に、さらに大字、町丁目などに細分化されていきます。

■町丁目（ちょうちょうもく）とは■町丁目（ちょうちょうもく）とは■町丁目（ちょうちょうもく）とは■町丁目（ちょうちょうもく）とは————
「富士見町3丁目」「広尾1丁目」など「●丁目」で表わされることが多く、エリアマーケティングにおける行政界の最小単位。
出店の際の商圏調査(特に小商圏および駅前立地の店舗)、ハフモデル分析、顧客のマッピングやシェア分析、
また、ポスティングなど販促エリアの選定には、必ず使用する行政界です。

【大字名の変更】青森県八戸市南郷区

旧大字名 新大字名 旧大字名 新大字名 旧大字名 新大字名 旧大字名 新大字名

南郷区島守 → 南郷島守 南郷区中野 → 南郷中野 南郷区泥障作 → 南郷泥障作 南郷区泉清水 → 南郷泉清水

南郷区頃巻沢 → 南郷頃巻沢 南郷区市野沢 → 南郷市野沢 南郷区大森 → 南郷大森


