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図番 図名 出版者 編集年 図歴 出版年 請求記号 資料ID

昭和63年編集 平成5年修正 平成6.8
RT0・290-81-2-1-3-
94

1128258467

昭和63年編集 平成10年修正 平成11.6
T0・290-81-2-1-3-
1999

5020937365

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-2-1-4 1124363974

昭和59年編集 平成5年修正 平成6.7
RT0・290-81-2-1-4-
94

1128258476

昭和59年編集 平成10年修正 平成11.9
T0・290-81-2-1-4-
1999

5020937374

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-2-2-3 1124363983

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.8
RT0・290-81-2-2-3-
95

1128258485

昭和59年編集 昭和60. 02-23E-9-3-2-2-4 1112940693

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-2-2-4 1124363992

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.12
RT0・290-81-2-2-4-
95

1128258494

昭和61年編集 平成3年修正 平成4.7
RT0・290-81-2-3-1-
92

1128258529

昭和61年編集 平成8年修正 平成9.8
T0・290-81-2-3-1-
1997

5020937300

昭和58年編集 昭和59. 02-23E-9-3-2-3-2 1112940719

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-2-3-2 1124364004

昭和58年編集 平成6年修正 平成6.12
RT0・290-81-2-3-2-
94

1128258538

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.7
T0・290-81-2-3-2-
1999

5020937356

東京2-3-3 草加 国土地理院 昭和61年編集 平成8年修正 平成9.4
RT0・290-81-2-3-3-
97

1128258583

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-2-3-4 1124364013

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.7
RT0・290-81-2-3-4-
94

1128258592

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.7
T0・290-81-2-3-4-
1999

5020937347

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-2-4-1 1124364022

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.7
RT0・290-81-2-4-1-
94

1128258547

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.10
T0・290-81-2-4-1-
1999

5020937418

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-2-4-2 1124364031

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.12
RT0・290-81-2-4-2-
94

1128258556

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.10
T0・290-81-2-4-2-
1999

5020937463

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-2-4-3 1124364040

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.7
RT0・290-81-2-4-3-
94

1128258609

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.9
T0・290-81-2-4-3-
1999

5020937409

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-2-4-4 1124364050

昭和58年編集 平成6年修正 平成6.7
RT0・290-81-2-4-4-
94

1128258618

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.9
T0・290-81-2-4-4-
1999

5020937454

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-3-1-3 1124364069

昭和59年編集 成6年修正 平成7.11
RT0・290-81-3-1-3-
95

1128258500

東京3-1-4 浦安南部 国土地理院 昭和59年編集 平成6年修正 平成7.11
RT0・290-81-3-1-4-
95

1128258510

国土地理院

国土地理院

国土地理院

国土地理院

国土地理院

国土地理院

国土地理院

浦安

市川

行徳

亀戸

上野

日本橋

東京2-2-3

東京2-2-4

東京2-3-1 八潮 国土地理院

東京2-4-1 青戸

東京2-3-2 亀有 国土地理院

国土地理院東京2-3-4 西新井

東京2-1-3 新松戸 国土地理院

東京2-1-4 松戸 国土地理院

東京2-4-2

東京2-4-3

東京2-4-4

東京3-1-3



1万分1地形図（1984-）

－61－

図番 図名 出版者 編集年 図歴 出版年 請求記号 資料ID

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-3-3-1 1124364102

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.7
RT0・290-81-3-3-1-
95

1128258565

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.5
T0・290-81-3-3-1-
2000

5020937580

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-3-3-2 1124364078

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.7
RT0・290-81-3-3-2-
95

1128258574

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.6
T0・290-81-3-3-2-
2000

5020937632

昭和59年編集 昭和59. RT0・290-81-3-3-3 1124364087

昭和59年編集
平成6年修正
平成7年部分修正
(鉄道)

平成8.5
RT0・290-81-3-3-3-
96

1128258627

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.6
T0・290-81-3-3-3-
2000

5020937570

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-3-3-4 1124364096

昭和59年編集
平成6年修正
平成7年部分修正
(鉄道)

平成8.2
RT0・290-81-3-3-4-
96

1128258636

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.7
T0・290-81-3-3-4-
2000

5020937623

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-3-4-3 1124364111

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.7
RT0・290-81-3-4-3-
95

1128258645

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.5
T0・290-81-3-4-3-
2000

5020937688

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-3-4-4 1124364120

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.12
RT0・290-81-3-4-4-
95

1128258654

昭和59年編集 平成12年修正 平成13.10
T0・290-81-3-4-4-
2001

5020937712

東京6-1-1 川口 国土地理院 昭和62年編集 平成8年修正 平成9.3
RT0・290-81-6-1-1-
97

1128258663

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-1-2 1124364130

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.7
RT0・290-81-6-1-2-
94

1128258672

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.8
T0・290-81-6-1-2-
1999

5020937338

昭和61年編集 平成8年修正 平成9.4
RT0・290-81-6-1-3-
97

1128258761

昭和61年編集
平成8年修正
平成12年部分修正
(行政名)

平成13.5
T0・290-81-6-1-3-
2001

5020937294

昭和58年編集 昭和59. 02-23E-9-3-6-1-4 1112940942

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-1-4 1124364149

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.1
RT0・290-81-6-1-4-
94

1128258743

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.8
T0・290-81-6-1-4-
1999

5020937329

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-2-1 1124364158

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.7
RT0・290-81-6-2-1-
94

1128258681

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.8
T0・290-81-6-2-1-
1999

5020937392

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-2-2 1124364167

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.7
RT0・290-81-6-2-2-
94

1128258690

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.9
T0・290-81-6-2-2-
1999

5020937445

国土地理院

東京6-2-1 池袋 国土地理院

国土地理院

東京6-2-2 新宿 国土地理院

国土地理院

国土地理院

国土地理院

高島平

国土地理院

若洲 国土地理院

国土地理院

国土地理院

戸田

羽田空港

浮島

赤羽

東京3-3-1 夢の島

東京3-4-4

東京3-3-2

東京3-3-3 新橋

東京3-3-4 大井ふ頭

東京6-1-3

東京6-1-4

東京3-4-3

東京6-1-2
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図番 図名 出版者 編集年 図歴 出版年 請求記号 資料ID

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-2-3 1124364176

昭和58年編集
平成5年修正
平成8年部分修正
(鉄道)

平成9.3
RT0・290-81-6-2-3-
97

1128258752

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.5
T0・290-81-6-2-3-
1999

5020937383

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-2-4 1124364185

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.12
RT0・290-81-6-2-4-
94

1128258770

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.10
T0・290-81-6-2-4-
1999

5020937436

昭和62年編集 成5年修正 平成6.1
RT0・290-81-6-3-2-
94

1128258814

昭和62年編集
平成10年修正
平成14年部分修正
(行政名)

平成14.8
T0・290-81-6-3-2-
2002

5015248717

昭和63年編集 平成5年修正 平成6.1
RT0・290-81-6-3-4-
94

1128258860

昭和63年編集
平成10年修正
平成14年部分修正
(行政名)

平成14.12
T0・290-81-6-3-4-
2002

5015248726

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-4-1 1124364194

昭和58年編集
平成5年修正
平成8年部分修正
(鉄道)

平成9.1
RT0・290-81-6-4-1-
97

1128258823

昭和58年編集
平成10年修正
平成14年部分修正
(行政名)

平成14.1
T0・290-81-6-4-1-
2002

5015248762

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-4-2 1124364200

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.1
RT0・290-81-6-4-2-
94

1128258832

昭和58年編集 平成10年修正 平成11.10
T0・290-81-6-4-2-
1999

5020937427

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-4-3 1124364210

昭和58年編集 成5年修正 平成6.12
RT0・290-81-6-4-3-
94

1128258879

昭和58年編集
平成11年修正
平成14年部分修正
(行政名)

平成14.9
T0・290-81-6-4-3-
2002

5015248753

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-6-4-4 1124364229

昭和58年編集 平成5年修正 平成6.12
RT0・290-81-6-4-4-
94

1128258888

昭和58年編集
平成11年修正
平成14年部分修正
(行政名)

平成15.1
T0・290-81-6-4-4-
2003

5015248708

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-7-1-1 1124364238

昭和58年編集 成6年修正 平成7.6
RT0・290-81-7-1-1-
95

1128074497

昭和58年編集 成6年修正 平成7.6
RT0・290-81-7-1-1-
95A

1128258707

昭和58年編集 平成11年修正 平成12.7
T0・290-81-7-1-1-
2000

5020937561

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-7-1-2 1124364247

昭和58年編集 平成6年修正 平成7.3
RT0・290-81-7-1-2-
95

1128258716

昭和58年編集 平成11年修正 平成12.7
T0・290-81-7-1-2-
2000

5020937614

昭和58年編集 昭和59. RT0・290-81-7-1-3 1124364256

昭和58年編集 平成6年修正 平成7.7
RT0・290-81-7-1-3-
95

1128258780

昭和58年編集 平成11年修正 平成12.9
T0・290-81-7-1-3-
2000

5020937552

東京7-1-3 世田谷

国土地理院

練馬 国土地理院

東京6-2-4 中野

東京6-3-2 国土地理院大泉学園

清瀬

東京6-4-1

国土地理院

東京7-1-2 品川 国土地理院

国土地理院

東京6-4-2 吉祥寺

東京6-4-4 小金井 国土地理院

東京7-1-1 渋谷

国土地理院

石神井 国土地理院

東京6-3-4

東京6-2-3

国土地理院

東京6-4-3 田無 国土地理院
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図番 図名 出版者 編集年 図歴 出版年 請求記号 資料ID

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-7-1-4 1124364265

昭和59年編集 平成7年修正 平成8.1
RT0・290-81-7-1-4-
96

1128258799

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.9
T0・290-81-7-1-4-
2000

5020937605

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-7-2-1 1124364274

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.8
RT0・290-81-7-2-1-
95

1128258725

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.9
T0・290-81-7-2-1-
2000

5020937679

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-7-2-2 1124364283

昭和59年編集 平成7年修正 平成8.2
RT0・290-81-7-2-2-
96

1128258734

昭和59年編集 平成12年修正 平成13.10
T0・290-81-7-2-2-
2001

5020937703

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-7-2-3 1124364292

昭和59年編集 平成7年修正 平成8.1
RT0・290-81-7-2-3-
96

1128258805

昭和59年編集 平成12年修正 平成13.11
T0・290-81-7-2-3-
2001

5020937660

東京7-2-4 鶴見 国土地理院 昭和59年編集 平成17年修正 平成19.3
T0・290-81-7-2-4-
2007

5020937697

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-7-3-1 1124364309

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.8
RT0・290-81-7-3-1-
95

1128258841

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.8
T0・290-81-7-3-1-
2000

5020937543

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-7-3-2 1124364318

昭和59年編集 平成7年修正 平成8.1
RT0・290-81-7-3-2-
96

1128258850

昭和59年編集 平成12年修正 平成13.11
T0・290-81-7-3-2-
2001

5015248771

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-7-3-3 1124364327

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.1
RT0・290-81-7-3-3-
95

1128258458

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.8
T0・290-81-7-3-3-
2000

5020937534

昭和59年編集 昭和60. RT0・290-81-7-3-4 1124364336

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.1
RT0・290-81-7-3-4-
95

1128258449

昭和59年編集 平成11年修正 平成12.10
T0・290-81-7-3-4-
2000

5020937599

東京7-4-1 鷺沼 国土地理院 昭和59年編集 平成17年修正 平成19.3
T0・290-81-7-4-1-
2007

5020937650

昭和59年編集 平成6年修正 平成7.12
RT0・290-81-7-4-3-
95

1128258430

昭和59年編集 平成12年修正 平成13.11
T0・290-81-7-4-3-
2001

5020937641

昭和63年編集 平成5年修正 平成6.12
RT0・290-81-10-1-
2-94

1128258420

昭和63年編集 平成10年修正 平成11.7
T0・290-81-10-1-2-
1999

5020937310

昭和61年編集 昭和61. RT0・290-81-10-2-1 1124364345

昭和61年編集 平成2年修正 平成3.7
RT0・290-81-10-2-
1-91

1128258411

昭和61年編集 平成11年修正 平成13.1
T0・290-81-10-2-1-
2001

5015248744

昭和61年編集 昭和61. RT0・290-81-10-2-2 1124364354

昭和61年編集 平成2年修正 平成3.7
RT0・290-81-10-2-
2-91

1128258402

昭和61年編集 平成11年修正 平成13.6
T0・290-81-10-2-2-
2001

5015248691

東京10-2-2 国分寺 国土地理院

東京7-3-3 調布 国土地理院

東京7-3-4 百合丘 国土地理院

東京7-3-1 成城 国土地理院

東京7-3-2 溝口 国土地理院

東京7-2-2 川崎 国土地理院

東京7-2-3 武蔵小杉 国土地理院

東京7-2-1 蒲田 国土地理院

国土地理院

国土地理院

所沢

荏田

東京7-1-4 自由が丘

東京10-2-1 小平 国土地理院

東京10-1-2

東京7-4-3

国土地理院
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図番 図名 出版者 編集年 図歴 出版年 請求記号 資料ID

昭和61年編集 昭和61. RT0・290-81-10-2-3 1124364363

昭和61年編集 平成2年修正 平成3.7
RT0・290-81-10-2-
3-91

1128258396

昭和61年編集 平成11年修正 平成13.4
T0・290-81-10-2-3-
2001

5015248735

昭和61年編集 昭和61. RT0・290-81-10-2-4 1124364372

昭和61年編集 平成2年修正 平成3.7
RT0・290-81-10-2-
4-91

1128258387

昭和61年編集 平成11年修正 平成12.11
T0・290-81-10-2-4-
2000

5015248815

東京11-1-1 府中 国土地理院 平成8年編集 平成9.6
T0・290-81-11-1-1-
1997

5015248806

東京11-1-3 豊田 国土地理院 平成8年編集 平成9.6
T0・290-81-11-1-3-
1997

5015248790

東京11-3-1 八王子 国土地理院 平成8年編集 平成9.6
T0・290-81-11-3-1-
1997

5015248780

その他

図番 図名 出版者 出版年 請求記号 資料ID

記述なし
東京中心
部

国土地理院 平成2.11 20・23E-5090-1990 1112753636

東京10-2-4 立川 国土地理院

東京10-2-3 砂川 国土地理院

備考

地図1枚 8色刷
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