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TerraMap Web 2018 リリースについて

■リリース日程

2017年12月リリース

■提供方法

ダウンロードにて提供（無償）
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TerraMap Web 2017から2018の主な変更点

TerraMap Web 2017から2018の主な変更点は以下となります。

1.ファイルを開く場合の「追加で開く」機能を追加

2.「エリアコード表示」機能の追加

3. データビューアの「按分率加味」機能の追加

4.行政界・町丁目メンテナンス
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1.ファイルを開く場合の「追加で開く」機能を追加

作業中のT.Aはそのまま残してセーブファイル内のT.Aを追加で開く機能が追加され
ました。

保存していたセーブファイル内
にあったT.Aが表示されました。
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2.「エリアコード表示」機能の追加

T.A内のエリア名や項目に加え、エリアコードを表示することができます。

Geocodeやメッシュコード、
郵便番号などを表示することが

できます。

※郵便番号エリアはオプションデータです。
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3.データビューアの「按分率加味」機能の追加

町丁目など、各エリア別の按分率を加味した値をデータビューア上で確認すること
ができるようになりました。

按分率加味「無」

按分率加味「有」
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4.行政界・町丁目メンテナンス

※市区町村は2017年12月実施分まで、町丁目は2017年6月発表分まで。
※記載事項は2017年12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。
TerraMap Web 2018 は対応済みです。

★2017年は全国で約 350 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―
「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。

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

岩手県 宮古市 近内 2～6丁目 松戸市 秋山 1～3丁目 大河端西 1～2丁目 神戸市北区 しあわせの村

仙台市宮城野区 田子西 1丁目 野田市 なみき 1～4丁目 野田 1～4丁目 明石市 大久保町松陰山手

仙台市若林区 荒井 3丁目 高柳 1～2丁目 加賀市 丸山町 1～3丁目 南あわじ市 桜花の郷

仙台市若林区 荒井南 大室 1～3丁目 白山市 陽羽里 1～2丁目 重根西 1～2丁目

さくら町 1～5丁目 小青田 1～5丁目 能美市 旭台 3～4丁目 重根東 1～2丁目

二子 1～3丁目 船戸 1～3丁目 二日市 2～5丁目 広島県 東広島市 寺家産業団地

名取市 愛島郷 1～2丁目 市原市 姉崎東 1～3丁目 郷 1～2丁目 大内千坊 1～6丁目

あさひ野 1～2丁目 四街道市 もねの里 1、4～6丁目 徳用 1～3丁目 大内中央 1～2丁目

空港西 1丁目 東京都 国立市 谷保 7丁目 三日市 1～3丁目 山陽小野田市 大学通 2丁目

東松島市 野蒜ケ丘 1～3丁目 横浜市泉区 和泉中央北 1～3丁目 小明見 1～5丁目 春日市 星見ヶ丘 5～6丁目

幕内南町 川崎市宮前区 馬絹 1～3丁目 向原 1～4丁目 福津市 西福間 5丁目

飯寺北 1丁目 厚木市 下依知 1～3丁目 羽高町 ゆりが丘 7丁目

結城市 下り松 3～4、6丁目 泉 1～2丁目 あさはた 1～2丁目 神武原 1～6丁目

つくば市 中東 めぐみ町 袋井市 上山梨 5～6丁目 糟屋郡新宮町 新宮東 1～5丁目

守谷市 松並青葉 1～4丁目 長岡市 上前島 1～3丁目 有松幕山 長崎県 西彼杵郡長与町 北陽台 1～2丁目

那珂郡東海村 大山台 1～2丁目 稲荷町 4丁目 桶狭間西 大分市 下郡山の手

栃木県 塩谷郡高根沢町 光陽台 6丁目 3丁目本通り 桶狭間巻山 日田市 あやめ台

前橋市 古市町 2丁目 西本町 1丁目 一宮市 伝法寺 1～12丁目 鹿児島県 鹿児島市 清和 3～4丁目

舞木東 本町六の 1～3丁目 松河戸町 1～6丁目 古謝 1～3丁目

赤岩西 八幡田町 庄名町 1～2丁目 古謝津嘉山町

さいたま市緑区 美園 1～6丁目 稲荷町西 日進市 米野木台 1～6丁目 上原 1～2丁目

さいたま市岩槻区 美園東 1～3丁目 五泉市 下条川向 北名古屋市 西春駅前 1～2丁目 棚原 1丁目

川越市 豊田本 1～2丁目 上越市 土橋 知多郡美浜町 北方 5～7丁目

上尾市 小泉 2～9丁目 阿賀野市 新座下 滋賀県 湖南市 日枝山手台 1丁目

北下新井 1丁目 阿賀野市 外山王 土生町 3丁目

旗井 1～3丁目 富山県 砺波市 中神 1～5丁目 岸の丘町 3丁目

蓮田市 藤ノ木 1～4丁目 上松町 2～4丁目

下松町 4丁目

沖縄県

沖縄市

中頭郡西原町

福岡県

加須市

糟屋郡宇美町

千葉県

山梨県 富士吉田市

柏市

静岡県
静岡市葵区

大分県

群馬県

和歌山県 海南市

邑楽郡千代田町

石川県

金沢市

埼玉県

山口県
山口市野々市市

福島県 会津若松市

大阪府 岸和田市

茨城県

兵庫県

愛知県

名古屋市緑区

宮城県

神奈川県

石巻市

海老名市

春日井市
新潟県

岩沼市

十日町市


