
GPSログを活用！特徴6

地図からヒントが！　エリアマーケティングに活用特徴5

地図描画のスピードアップ特徴3

〈時間・速度グラフ〉

地図操作の快適性を向上さ
せるため、地図描画のスピー
ドアップを実現、更なる利便性
を高めました。

住所録データやをスーパーマップ
ルに取り込むことで、地図上で位
置を確認できるようになります。ま
た、タイプ別のアイコン設定や
フォント設定で、ご利用用途に合
わせたカスタマイズが可能です。

お客様管理情報などのExcel
データ（.xls）やテキストデータ
（.csv）を使って、エリアの分析を
行うことができます。地図上に
データを配置することで、情報の
特性をはじめ、文字や数字だけ
では分かりにくい情報が見えて
きます。

Excelデータを取り込み

〈グラフは3種類〉

分布図…エリアによる規模
と分布の特徴が分かる

棒グラフ…エリアごとの規模と割合が同時に分かる
▲ 商品別売上データを棒グラフに。駅からの距離に
よって商品ごとの売り上げ規模が異なることがわか
ります。

スマートフォンやGPS機器で取
得したログデータを取り込めば、
高度または速度のタイムチャート
（グラフ）を表示できます。例えば
速度グラフでは、速度の変移を
見ることで効率的な運転かどう
か確認することができ、高度グラ
フでは、移動ルートの標高差が
ひと目でわかります。

Bはアクセルを急にふかしたため、速度が急上昇し
ています。このことからゆるやかに速度を上げてい
るAのほうがエコドライブであることがわかります。

ドライビングの傾向をつかんで
エコドライブ！

〈時間・高度グラフ〉

円グラフ…エリアごとの割
合・比率が分かる

GPSログを取り込み

標高差が
断面図でわかる！

スマートフォンも
サクサク動く！
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ビジネス

顧客データの分析に
タイプ別、規模別、重要度別に地図上の
アイコンやフキダシの大きさ・色を変えれ
ば、視覚的に確認しやすくなります。

住所録の取り込み特徴4

ビジネス

統計データを円グラフに
市販の統計情報を活用して、割合による
エリア特性をつかみましょう！

ビジネス

商品別売上を棒グラフに
商品ごとの売上比率と売上規模の両方か
ら、店舗の売り上げ傾向をつかみましょう！

ビジネス

印刷して会議用資料に
データ分析ができたら、印刷して会議用
資料として利用しましょう。グラフの色合
いや大きさも調整が可能です。

レジャー

登山やハイキングの記録に
歩いた時間とルートの高低差を確認でき
るので、ペース配分を見返してみましょう

ビジネス

ドライブテクニックの分析で
燃費節約に！
市街地、高速道路、山道での運転はエコ
ドライブできていますか？　GPSログを地
図と重ね合わせることで、確認しやすくな
ります。

GPS機能付きカメラなら、
写真管理の機能もチェック！

A

B

スマートフォンもスマートフォンも

　エリアマーケティングに活用

住所を取り込んだら、関連する
他のデータも取り込んでみましょう

タイプ別 重要度別 規模別
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コレクションMAP特徴9

付属アプリケーション「Pocket Mapple Digital」を使用すれば、スーパーマップル・デジタルのわかりやすい地図を、
通信環境なしでもスマートフォンで見ることができます。また、地図への写真の取り込みや、メモの登録も可能です。
地図だけでなく、パソコンでプランニングしたルート情報や、ダウンロードしたおでかけ情報なども、スマートフォンに取
り込むことができます。
さらに、ルート検索を除き、表示位置から任意の地点までの直線表示、GPS機器を利用しての現在位置取得と地図
のヘッドアップ処理（進行方向を上に表示）も可能で、簡易ナビとしても利用できます。また、GPS機器接続時には、
標高と時速が表示可能です。

❶現在地と状況を連絡

❷地図上で確認

❸次の指示と目的地を連絡❹地図上で確認

❶現在地と状況を連絡現地に
到着しました！

次の目的地は
こちらです！

■カーナビ出力
・収集、作成した情報は、SDカードを通じてカーナビの目的地登録に利用できます。
※ルートや地図情報自体は利用できません
※対応しているのは、Panasonicカーナビのみです。

■地図検索
・～丁目～番～号、または～番地までの住所検索（全国で約5000万件収録）、郵便番号検索が可能です。
・約60万件のさまざまな施設、目標物検索のほか、カスタム情報の検索や周辺情報検索も可能です。

■情報記入
・テキスト、直線、四角形、円、折れ線、ルートの記入が可能です。アイコンや
色、線種、線幅、塗りスタイル、終端の矢印形状などを設定できます。
・内部的なフォルダ構成での保存ができ、またフォルダ単位で地図上の表
示、非表示を制御することができます。

■経路再生
・作成したプランや記入したルートをたどる経路再生が可能です。再生時に
はルート周辺の写真や動画を表示します。

登録したポイントや、ダウンロー
ドしたガイド情報は、ランキング
や表示順の設定が可能で、
順位や名称、住所で並べ替
えることも可能です。写真や
コメントの入力も利用して、ご
趣味に合わせたコレクション
MAPとしてご利用ください。

まっぷるダウンロードサイトから入手した情報を、お気に入りの順番に並べ替え

お気に入りは５つ星で
評価して、

ランキングを
作ることも可能

デジカメ画像を地図上にドラッグ＆ドロップするだけで、簡単に写真を貼り付けることができます。また、NMEA・GPX
データ等のGPSログ情報も取り込むことができます。旅行先で撮ってきたデジカメ画像とGPSデータを地図上に展開
し加工・編集すれば、あなただけの『地図アルバム』が完成します。

地図上の画像をクリックすると情報と
画像が大きく表示されます。

近接する場合は、
画像が集約表示さ
れます。サムネイル
一覧から、表示した
い情報を選択する
ことができます。

スマートフォンでオフィスと外出先が連携！特徴7

ビジネス

配送車両の位置確認に
GPSを利用して車両の位置確認
を行なえば、オフィスから配送の順
の指示も簡単になります。

レジャー

登山やハイキングの記録にも
GPSログで歩いたルートを確認しながら、写
真をレイアウトしましょう。経路再生機能を使
うと、ルートを辿りながら撮影した写真がポッ
プアップ表示されますので、地図を見ながら
旅の行程を確認できます。

地図アルバム特徴8

その他の機能

ビジネス

災害時の調査活動に
災害などで携帯電話の通信環境
が遮断された場合でも、地図の確
認が可能です。メモや写真で調
査の記録を地図上に登録するこ
とも可能です。

ダウンロード

付属アプリケーション「Pocket Mapple Digital」を使用すれば、スーパーマップル・デジタルのわかりやすい地図を、
通信環境なしでもスマートフォンで見ることができます。また、地図への写真の取り込みや、メモの登録も可能です。
地図だけでなく、パソコンでプランニングしたルート情報や、ダウンロードしたおでかけ情報なども、スマートフォンに取

さらに、ルート検索を除き、表示位置から任意の地点までの直線表示、GPS機器を利用しての現在位置取得と地図
のヘッドアップ処理（進行方向を上に表示）も可能で、簡易ナビとしても利用できます。また、GPS機器接続時には、
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スマートフォンのGPS機能と地図を利用することで、現在地と状況をオフィスのPCへ簡単に連絡することができます。逆に、次の
目的地をオフィス側からスマートフォンへ送信することも可能です。複数のスマートフォン端末との連携が可能ですので、外出業務
のサポートに是非お役立てください。
※複数のスマートフォンにインストールする場合は、端末数分ソフトの購入が必要です。

❷地図上で確認

複数ユーザーとの
連携が可能！！

動作環境：
Windows Mobile 
5.0/6/6.1/6.5

経路再生に合わせて
写真がポップアップ



全域図
1:5,000,000～1:350,000

日本全体を表現する地
図です。地形表示が可
能です。

1:2,500,000表示時 ▼

広域図
1:350,000～1:70,000

地方を表現する地図で
す。全域図に比べより
繊細な地形表示が可
能です。

1:100,000表示時 ▼

中域図
1:70,000～1:24,000

市域を表現する地図で
す。全国を網羅して収
録しています。

1:25,000表示時 ▼

小域図
1:24,000～1:8,000

町域を表現する地図で
す。全国の主要部を収
録しています。ランド
マーク的な建物も表示
されます。

1:12,000表示時 ▼

※小域図データがない場合は、
　中域図を拡大表示します。

詳細図
1:8,000～1:1,000

詳細な街並みを表現する
地図です。1:3,000より大
きい表示になると、詳細な
建物を表示します。

1:3,000表示時 ▼

※詳細図データがない場合は、
　小域図を拡大表示します。

見やすい地図  収録データのご紹介見やすい地図  収録データのご紹介

■いろいろな地図スタイル
目的に合わせて地図のスタイル（見た目）をさまざまに設定できます。
下図のようなスタイルの他にも、全体を薄く表現した淡色表示、道路
を白くした白図表示など多様な切り替えが可能です。また、ベースと
なる地図デザインを選択して、オリジナル地図スタイルを作成する機
能も搭載しています。

全国版詳細図収録市区町村

見やすい！わかりやすい！
マップルの地図の秘密

スーパーマップル・デジタルでは、「高精度ベクトル地図」を採用。全
域図から詳細図までどの縮尺でも美しく、最適な地図要素が表示さ
れます。また、交差点名やバス停、コンビニ、ガソリンスタンドなど道
案内に適した情報の他に、一方通行や右折禁止など交通規制情
報もアイコンで分かりやすく表示しています。

一方通行右折禁止アイコンマーク交差点名・バス停

詳細図収録エリアは、
店頭のパッケージもしくは
WEBをご覧ください
スーパーマップルデジタル

または　
http://www.mapple.net/smd/

おでかけ情報をダウンロード！
観光＆旅行のガイド情報を入手して自分だけのプラン作成クルマも徒歩も安心おでかけ！

休憩時間も含んだルートプランのシュミレーションが可能ビジネスにもフル活用！マーケティングやスマートフォンで使える機能が充実

レジャーもビジネスも地図はマップル！

使える ！ 見える ！ 分かる ！

全国版

高速道路強調表示

白地図表示

鉄道バス強調表示

色覚UD表示

「色覚UD表示」はNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により色覚の
個人差を問わず、多くの方に見やすく配慮されたデザイン（カラーユニ
バーサルデザイン）として認定されました。

マップル！マップル！マップ



※全域～小域図（1：5,000,000～1：8,000）に関しては、全商品とも日本全国を収録しています。
　（小域図（1：24,000～1：8,000）については、山間部を除く）
※各商品の違いは、基本的に詳細図収録エリアの違いのみです。
※「乗換・アップグレード版」は弊社および他社地図ソフトをご利用されているお客様を対象とさせていただきます。

全国のパソコンショップ、家電量販店で発売中

商品ラインナップ

全国版
DVD-ROM1枚　
¥15,330（税込）
フルインストール　13GB
JANコード　4955477-992906　
詳細図（1：8,000～1：1,000）:
日本全国の都市部

乗換・アップグレード 全国版
DVD-ROM1枚　オープン価格
フルインストール　13GB
JANコード　4955477-992944
詳細図（1：8,000～1：1,000）:日本全国の都市部

東日本版
DVD-ROM1枚　¥8,820（税込）
フルインストール　11GB
JANコード　4955477-992913
詳細図（1：8,000～1：1,000）:東日本エリアの都市部

西日本版
DVD-ROM1枚　¥8,820（税込）
フルインストール　11.5GB
JANコード　4955477-992920
詳細図（1：8,000～1：1,000）:西日本エリアの都市部

関東 甲信越 版
DVD-ROM1枚　¥5,880（税込）
フルインストール　10GB
JANコード　4955477-992937
詳細図（1：8,000～1：1,000）:関東・甲信越エリアの都市部

連携ソフト （別売）

業務などで複数のPCに入れてご利用になる場合はライセンスでの購入
が便利です。何本も同じソフトウェアを購入、保管する必要が無く購入
コストの削減が可能です。

詳しくは http://www.mapple.net/smd/license_smd.html

注意事項
・地図・検索データは、2010年1月までに判明した2010年4月の情報を反映しています。
・住所検索については、詳細図整備エリア内では～丁目○番○号あるいは～番地まで検索が可能
です。（一部は検索できない場合があります）
・「車」のルートデータについては、高速道路が2009年4月、一般道路・フェリー航路が独自調査成
果に基づき2008年11月までに取得した情報となっています。料金データは2009年4月現在の情
報になります。そのため、地図データと整合しない場合があります。また、情報は変更される場合があり
ますので、現地の通行規制や標識、料金に従ってご利用ください。
・プランニングで表示されるETC割引料金については、一部の区間で料金が正しく算出されない場
合があります。
・詳細図で表示される詳細な建物形状については、一部の地域で情報が最新ではない場合があります。
・本製品は、開発キット「MappleX」で作成されたアプリケーションではご利用いただけません。
・Pocket Mapple Digitalは、地図表現がスーパーマップル・デジタルとは異なる場合があります。
・まっぷるダウンロードサービス等一部の機能はインターネット接続が必要です。
・本ソフトの地図をカーナビまたはカーナビデータとして利用することはできません。
・旧バージョンの地図はご利用できません。
・この地図ソフトは、地図データをハードディスクにコピーするタイプです。

スーパーマップル・デジタル、Super Mapple・Digitalは、（株）昭文社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米Microsoft Co.の米国及びその他の国における登録
商標です。
その他製品名及び社名などは各社の商標または登録商標です。
仕様は予告なく変更することがあります。

【OS】 日本語版 Microsoft Windows 
7/Vista/XP
Internet Explorer6.0以降（32bit版）必須
【CPU】 1GHz以上（2GHz以上推奨）
【メインメモリ】 512MB以上（1GB以上
推奨）
【ハードディスク】 8GB以上の空き容量
（全国全てのデータをフルインストールす
ると約13GB）
【モニター】 800×600ピクセルHigh 
Color（16ビット）以上（1024×768ピク

セルTrue Color（24ビット）以上を推奨）
【DVD-ROMドライブ】（片面二層式）必須
【GPS】 NMEA 0183出力機器に対応
【Pocket Mapple Digital】 日本語版 
Windows Mobile 5.0/6/6.1/6.5に
対応（StandardEditionを除く）
※256色以下では、正常に色を表示でき
ないことがあります。
※A2・B3以上の大判印刷、Post Script
プリンタへの印刷・ファイル出力には対応
していません。

動作環境

〒102-8238 東京都千代田区麹町3-1
http://www.mapple.co.jp/

■製品・操作方法に関するお問い合わせ
TEL 03-3556-5972／FAX 03-5625-4143
Mail smdv11@mapple.co.jp

■著作権に関するお問い合わせ
TEL 03-3556-8155／FAX 03-3556-8881
Mail smd-com@mapple.co.jp

業務用地図システム
お客様が管理されているデータベースと
MappleG-SDKを組み合わせることで、
「スーパーマップル・デジタル」の美しい高
精細な地図を使用した、簡易的GISアプリ
ケーションを構築することができます。

ライセンス販売

企業様向けの便利なサービス

路線検索ソフト
時刻表示ができる路線検索ソフト…乗換案内（ジョルダン株式会社）／
リンク起動する路線検索ソフト…駅すぱあと（株式会社ヴァル研究所）／
　　　　　　　　　　　　　駅探エクスプレス（株式会社駅探）
携帯電話ソフト…携帯マスター（株式会社ジャングル）
電話帳ソフト…電子電話帳（日本ソフト販売株式会社）
はがき&住所録作成ソフト…筆ぐるめ（株式会社ジャングル）
顧客管理・売上管理ソフト…顧客王、販売王（ソリマチ株式会社）




