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あなたの探し物がここにある

パスコの豊富な地図コンテンツ

© Airbus DS/Spot Image 2015
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はじめに

1953年に航空測量会社として創業して以来、最先端の測量・計測技術を活用して地
球上のあらゆる事象を捉え、社会課題を解決に向けた空間情報ソリューションを提供してきた
パスコ。その技術により生成された空中（航空・衛星）写真や３次元モデルのデータを、地図
コンテンツとして販売します。パスコの持つ豊富なアーカイブから、あなたの求めるコンテンツが、
きっと見つかります。
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パスコ3つの地図コンテンツ
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航空機から撮影した空中写真です。日本全土を対象に、20cm解像度から、25cm・40cm・1mの解像度のものを、東西
2km×南北1.5kmの図郭単位でご用意しています。位置情報を持つデータでご提供するため、画像としだけでなく、GIS解析
などにもご利用いただけます。

航空写真
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整備エリア 3大都市圏（首都圏、近畿圏、中部圏）、政令指定都市 など
整備年 2000年、2002年、2005年～2014年、2017年～
解像度 20cm その他の解像度はお問合せください
販売単位 3km2（56,000円～）
納品形式 tiff、jpg ※ワールドファイル付
納期 ご契約より３～５営業日で納品
利用形態 社内利用 その他のご利用方法については別途契約が必要となります

大手建設コンサルタント様
都市部における緑地の配置状
況を調査・分析したり、緑地計
画の策定などにご活用いただけ
ます。

公共施設運営機関様
公園や博物館、運動施設などの
広大な敷地内をリアルに表現し
た案内版にご活用いただけます。

大手デベロッパー様
より現実に近い空間を表現する
ために、建築模型のテクスチャと
して活用いただけます。

詳細情報

使用実績

航空写真
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人工衛星により宇宙空間から広範囲を撮影した衛星画像です。SPOT6＆7衛星で撮影した衛星写真をシームレスな画像に処
理し解像度1.5mのデータとして島嶼部を含む日本全国をご提供しています。データの更新は毎年実施していますので、経年変
化も分かります。

衛星画像
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整備エリア 日本全国（島嶼部含む）
整備年 2015年以降、毎年全国を更新
解像度 1.5m （その他の解像度についてはこちら）
販売単位 100km2（61,000円～）
納品形式 GEOtiff、IMG、MrSID、JPEG2000 など
納期 ご契約より３～7営業日で納品
利用形態 社内利用 その他のご利用方法については別途契約が必要となります

大手インフラ企業様
測量範囲を包括する広範囲な
状況を把握する背景図としてご
利用いただいています。

地方公共団体O様
過去と現在の森林の変化を抽
出するための比較画像として、
活用いただいています。

農業関連団体様
農地管理のため、変化を抽出す
るための比較画像として活用い
ただけます。

詳細情報

使用実績

衛星画像

衛星画像

https://www.pasco.co.jp/products/optical-satellite/?_ga=2.232410271.1845601720.1637919347-1704882557.1637556259
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限りなく現実に近い都市空間を表現した、地形や建築構造物の3次元都市モデルデータです。東京都23区や13政令指定都市の
データをご提供します。建物などの形状を表現した「白モデル」と、建物等の外観を再現した「ランドマークモデル」をご用意しています。

3D モデル
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整備エリア 札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪
市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市 ※詳しくはFAQをご確認ください

整備年 2020年版
販売単位 500mメッシュ
納品形式 OBJ 他の形式については別途ご相談ください
納期 ご契約より３～5営業日で納品
利用形態 社内利用 その他のご利用方法については別途契約が必要となります

大手建設コンサルタント様
建築設計や、住民説明のための
景観シミュレーションに活用いた
だいています。

環境コンサルタント様
建築物の間を通る熱や風の流れ
方の検証（流体解析）に活用
いただいています。

映像制作会社様
映画やゲームなど、映像作品の
CGの一部として活用いただいて
います。

詳細情報

使用実績

3D モデル
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ご契約までの流れ

お問合せフォーム
より見積依頼

営業担当より
見積のご提案

ご契約 納品

希望エリア・希望年・
希望納期・解像度・
用途をご確認の上、
お問合せフォームより
ご依頼ください。

営業担当者より、正
式なお見積りをご提
案いたします。

お見積り内容に合意
いただけましたら、契
約書を取り交わし、契
約となります。

DVDまたはストレー
ジにて納品いたします。
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お見積りに必要な項目 –解説–

エリア
希望の場所をご指定いただけましたら、
画像の有無をお調べすることが可能で
す。
地名・住所等で検索できます。

具体的な場所がお決まりであれば、地
図に該当範囲を記載いただき、画像を
送付いただけましたら、スムーズなご案
内が可能です。
また、座標が分かる場合は、座標を指
定いただいても構いません。

撮影年
航空写真は、毎年、撮影する都市を
決めて撮影を行っており、年度ごとに撮
影の範囲が異なります。
希望される撮影年の画像があるか、お
調べして回答いたします。

特定の年度がない場合は、

・最新のもの
・〇年以前のもの
・特定のランドマーク建設後（〇年以
降）

といった指定でも構いません。

解像度
画像の1pixcel（１点）が地上のど
の位の長さに相当するかを表したもの
で、データの詳細さのことです。１点が
小さいほど詳細になります。詳細になる
ほどデータ容量は増えます。

◆サンプル

１m解像度
（縮尺1/1,000）

20cm解像度
（縮尺1/1,000）
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Q&A

費用を詳しく知りたいです

【航空写真】
56,000円（税別）から、購入面積に応じて金額をご提案します。
<km2単価>

購入面積によりボリュームディスカウントがありますので、詳細は別途お問合
せください。

【衛星画像】
61,000円（税別）から販売しています。
購入面積によりボリュームディスカウントがありますので、詳細は別途お問合
せください。

【3Dモデル】
購入面積により費用が変わります。詳しくはお問合せください。

20cm・25cm解像度 ：2,800円/km2

40cm解像度 ：2,500円/km2

1m解像度 ：2,000円/km2

基本料金 ：50,000円

探している地域が整備されているか知りたいです

【航空写真】
3大都市圏（首都圏、近畿圏、中部圏）、政令指定都市 等を整備して
います。詳しい撮影エリアはホームページに掲載しています。
撮影エリアの撮影年については、お問合せください。

【衛星画像】
島嶼部を含む、日本全国のデータを整備しています。
詳細はホームページをご覧ください。

【3Dモデル】
整備エリアは以下の通りです。
＜全域を販売中＞
東京23区、さいたま市（岩槻区を除く）、横浜市、川崎市、名古屋市、
大阪市、神戸市（北区を除く）

＜一部を販売中の地域＞
札幌市、仙台市、千葉市、京都市、広島市、北九州市、福岡市

詳しくはお問合せください。

https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/aerial_photo_maintenance_area.pdf
https://www.pasco.co.jp/products/psi/
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/tokyo_23.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/saitama.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/yokohama.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/kawasaki.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/nagoya.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/osaka.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/kobe.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/sapporo.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/sendai.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/chiba.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/kyoto.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/hiroshima.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/kitakyushu.pdf
https://www.pasco.co.jp/map/common/pdf/fukuoka.pdf
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Q&A

データの販売単位を教えてください
【航空写真】
東西2km×南北1.5km （国土基本図の 1/2500 図郭単位）

【衛星画像】
10km×10kmメッシュ

【3Dモデル】
国土基本図の 1/2500 図郭単位（東西2km、南北1.5km）を東西
に 8 等分、南北に 6 等分した250m×250m メッシュで整備しています。

購入する際の最小購入面積はありますか？
【航空写真】3km2

【衛星画像】100km2

【3Dモデル】0.25km2（250mメッシュ×4）

社内利用以外の目的で使用することはできますか？
基本的には社内での利用とさせていただいておりますが、公開範囲や用途
によっては、別途ご契約いただくことで、ご使用いただけます。
費用等、詳細は別途ご相談ください。

専用ソフトウェアは必要ですか？
【航空写真】
不要
ただし、付属の位置情報を使用される場合は、GIS専用ソフトウェアが必要
です。

【衛星画像】
必要
画像データでの提供が必要な場合は別途お問合せください。

【3Dモデル】
必要

災害写真はありますか？

過去にパスコが撮影を行った災害写真についてはホームページに掲載してま
す。提供が可能なものがありますので、詳細は災害緊急撮影ページをご覧く
ださい。

https://corp.pasco.co.jp/disaster/

https://corp.pasco.co.jp/disaster/


地図コンテンツ
特設ページは
こちらから

www.pasco.co.jp
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