
TerraMap Ver13 リリース情報 

主な新機能及び拡張機能 

【Standard / DX 共通】 

2015年3月 



1 

リリース時期 

■2015年3月2日リリース 
■ダウンロードにて順次提供開始 



2 

データ貼り付けT.Aの一括貼り付け 

データ貼り付けT.A作成時に複数のT.Aを作成することができるようになりました。 

各拠点が紐づいた顧客/商圏エリアリストを一括インポートすることができます。 



3 

データビューアーの詳細表示から選択地域の全体を表示 

詳細値の選択した地域の全体を表示することができるようになりました。 

①詳細値を表示 

②確認したいエリアを選択し、
右クリック 



4 

統計データ小分類選択時のダブルクリック対応 

統計データ「小分類」を選択する際、リストのダブルクリックで追加ができるよう
になりました。 

ダブルクリック 



5 

シンボル参照画面内からURLジャンプ機能 

シンボル参照画面のデータ内にあるURLへジャンプすることができるようになりま
した。 

②URLを選択し、右クリック 

①シンボル参照→ 

見たいシンボルをクリック 



6 

計算機能の拡張 

登録済み計算式の並び替えができるようになりました。 

また、計算式の入力可能な文字列数が増えました。 

①計算式の保存・読込 

②表示順 

登録済みの計算式を並び替え 

計算式の文字列数が 

半角2000文字
(2000byte)まで可能。 



7 

用途地域ポリゴンデータ搭載に対応 ※オプション 

用途地域ポリゴンデータの搭載ができるようになりました。 



8 

その他の拡張機能について 

■T.A機能の拡張 

- T.Aコピー時に凡例の表示情報のコピーを追加 

 

■印刷機能の拡張 

- 通常印刷のBitmap地図印刷機能を拡張 

- 拡張印刷時、凡例・縮尺の表示機能を追加 

 

■オプションに関する機能拡張 

- 新聞販売店T.A作成時のレスポンス改善 



9 

行政界・町丁目メンテナンス 

※市区町村は2014年12月末実施分まで、町丁目は2014年6月発表分まで。 
※記載事項は2015年2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。 

【市区町村の変更】 

【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。 

【大字名の変更】宮崎県 東臼杵郡美郷町 

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 Ver.13 は対応済みです。 

★2014年は全国で 約 550 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。 

岩手県 

新 旧 

滝沢市 岩手郡滝沢村 

栃木県 

新 旧 

栃木市 下都賀郡岩舟町 

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 旧大字名 新大字名 

南郷区山三ケ ⇒ 南郷山三ケ 南郷区中渡川 ⇒ 南郷中渡川 西郷区田代 ⇒ 西郷田代 西郷区山三ケ ⇒ 西郷山三ケ 北郷区黒木 ⇒ 北郷黒木 

南郷区神門 ⇒ 南郷神門 南郷区鬼神野 ⇒ 南郷鬼神野 西郷区立石 ⇒ 西郷立石 北郷区宇納間 ⇒ 北郷宇納間 

南郷区上渡川 ⇒ 南郷上渡川 南郷区水清谷 ⇒ 南郷水清谷 西郷区小原 ⇒ 西郷小原 北郷区入下 ⇒ 北郷入下 

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

北海道 

札幌市北区 

東茨戸二条 1-3丁目 茨城県 つくば市 学園南 1-3丁目 

新潟県 

十日町市 

袋町西   

静岡県 

静岡市葵区 北 1-5丁目 京都府 亀岡市 篠町夕日ケ丘 3丁目 

福岡県 
福岡市西区 

西都 1-2丁目 

東茨戸三条 1-2丁目 栃木県 那須塩原市 沓掛 3丁目 昭和町 1丁目 静岡市清水区 船越 1-3丁目 

大阪府 

箕面市 森町西 1丁目 北原 1丁目 

東茨戸四条 1丁目 

埼玉県 

川越市 中台元町 1-2丁目 十日町栄町   
浜松市西区 

志都呂 1-2丁目 四條畷市 砂 1-4丁目 女原北   

旭川市 新星町 1-5丁目 川口市 戸塚南 1-5丁目 本町一丁目上   西都台町   岸和田市 土生町 13丁目 徳永北   

北広島市 輪厚工業団地 1-2丁目 本庄市 早稲田の杜 1-5丁目 本町一丁目下   
磐田市 

中泉 1-4丁目 
兵庫県 

神戸市須磨区 桜の杜 1-2丁目 福津市 日蒔野 1-6丁目 

北斗市 
当別 5丁目 東松山市 坂東山   宮下町西   二之宮浅間   明石市 朝霧南町 1-4丁目 佐賀県 佐賀市 兵庫北 1-7丁目 

茂辺地 6-7丁目 

日高市 

高麗川 1-3丁目 宮下町東   掛川市 洋望台   

奈良県 北葛城郡上牧町 

米山台 6丁目 長崎県 諫早市 貝津ヶ丘   

青森県 上北郡おいらせ町 向山 1-5丁目 猿田上ノ台   
燕市 

本町 1-2丁目 

愛知県 

西尾市 平坂吉山 1-2丁目 ゆりが丘 1丁目 熊本県 熊本市南区 城南町さんさん 1-2丁目 

宮城県 

仙台市宮城野区 
町前 1丁目 四本木 1-2丁目 中央通 1-3丁目 

長久手市 

卯塚 1-2丁目 ささゆり台 1-3丁目 大分県 大分市 王子山の手町   

宮内 1丁目 

千葉県 

印西市 
牧の台 2-3丁目 上越市 大貫 1-4丁目 片平 1-2丁目 和歌山県 田辺市 東陽   

宮崎県 宮崎市 
清武町岡 1-3丁目 

石巻市 

美園 1-3丁目 滝野 7丁目 富山県 砺波市 杉木 1-5丁目 市が洞 1-3丁目 

広島県 

広島市佐伯区 五日市港 1丁目 清武町西新町   

わかば 1-3丁目 白井市 桜台 4-5丁目 

石川県 金沢市 

無量寺 4-5丁目 海部郡蟹江町 本町 12丁目 廿日市市 城内 2-3丁目 

鹿児島県 
鹿児島市 

和田 3丁目 

恵み野 1-6丁目 印旛郡酒々井町 飯積 1-2丁目 戸板 1-5丁目 知多郡阿久比町 卯坂南   

東広島市 

黒瀬楢原北 1-3丁目 谷山中央 8丁目 

岩沼市 玉浦西 1-4丁目 

東京都 

町田市 

成瀬 4-8丁目 戸板西 1-2丁目 三重県 津市 豊が丘 1-5丁目 黒瀬楢原西 1-2丁目 西谷山 1-2丁目 

柴田郡大河原町 字広表   西成瀬 1-3丁目 

福井県 福井市 

高柳 1-3丁目 
滋賀県 

草津市 追分南 1-9丁目 黒瀬楢原東 1-3丁目 薩摩川内市 平佐 1丁目 

黒川郡富谷町 明石台 9丁目 高ヶ坂 1-7丁目 高木中央 3丁目 湖南市 菩提寺西 1-7丁目 

山口県 
山口市 

大内矢田北 1-6丁目 

沖縄県 

那覇市 
古波蔵 1丁目 

秋田県 由利本荘市 
大町   小平市 天神町 3-4丁目 大和田 1-2丁目 

京都府 京都市左京区 

岩倉南木野町   大内矢田南 1-8丁目 真嘉比 1-2丁目 

本荘   国立市 泉 5丁目 新保北 1丁目 岩倉南河原町   山陽小野田市 自由ヶ丘   
宜野湾市 

愛知 1-3丁目 

山形県 
山形市 みはらしの丘 1-5丁目 神奈川

県 

川崎市高津区 末長 1-2丁目 
山梨県 富士吉田市 

下吉田東 1-4丁目 岩倉北平岡町   

愛媛県 今治市 

クリエイティブヒルズ   神山 1丁目 

東根市 神町北 2-5丁目 横浜市泉区 和泉が丘 1-3丁目 下吉田 6-9丁目 岩倉中河原町   高橋ふれあいの丘           

茨城県 

稲敷郡阿見町 よしわら 1-6丁目 

新潟県 

新潟市東区 中野山 8丁目 
岐阜県 

岐阜市 則武東 1-4丁目 岩倉三笠町   にぎわい広場     

つくば市 
学園の森 1-3丁目 

十日町市 
袋町東   各務原市 桜木町 1-5丁目 岩倉北桑原町   

福岡県 
粕屋郡粕屋町 長者原西 1-4丁目   

研究学園 1-7丁目 袋町中   静岡県 静岡市葵区 東 1-2丁目 岩倉北四ノ坪町   福岡市西区 今宿西 1丁目   


