
オフィスで強い オフにも強い
グラフ機能がデータを活かす 情報を視覚的にとらえ、ビジネスヒントを把握 ルート検索・プランニング機能 最新のおでかけ情報をダウンロード！

写真管理を簡単に！ 現地調査にも使える！

GPSログの活用

新東名高速道路にも対応！

エリアマーケティングに活用 1万件以上の「住所録データ」取り込みも可能

やっぱり地図は印刷したい

安心充実のサポート

お客様管理情報などお手持ちのExcelデータやテキストデータを使って、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。

住所録データをスーパーマップルデジタルに取り込むことで地図上で位置を確認することができます。
顧客管理での集計、分析結果を販売活動に生かすことができます。

スーパーマップルデジタルの
地図は、独自のベクトルデータ
を利用しているため、出版物
のような美しい地図印刷が可
能です。作成したルートと行
程表を組み合わせた印刷もで
きますので、持ち歩きにご利用
ください。

簡単使いこなしガイドやビジネス活用マニュアルで基本的な使い方からビジ
ネスでの活用法まで、疑問点を即座に解決していただけます。さらに専用の
サポートデスクをご用意。メールや電話でのお問い合わせに対応いたします。

カスタム情報(.rcm)形式はExcelデータ
を収録することが出来るため、Excelで分
析したデータをグラフとともに地図上に
表示することが出来ます

※対応形式はExcel97-2003形式（.xls）およびテキスト形式（.ｃｓｖ/.txt）になります。

（データ提供：株式会社ビジコム）

数値データを
インポート

住所録を
インポート

分析情報も
地図上に表示

棒グラフ エリアごとの規模と割合が
同時に分かる

分布図
エリアによる規模と
分布の特徴が分かる

円グラフ
エリアごとの割合・比率が分かる

Excelデータを取り込み

顧客のクラス分けを
棒グラフ表示

顧客情報と
クラス分けグラフを一体表示

販売戦略の
ポイントエリアが見えてくる（データ提供：ソリマチ株式会社）

さらにスマートフォンが
あると訪問効率もアップ！

詳細は「ガイドマップ」の
各種マニュアルをご覧ください

◉ルート、時間、距離、料金を検索
◉�一方通行、右左折禁止などの交通規制を考慮した経路掲載
◉季節、時間ごとの交通規制情報を採用
◉「走りやすい道」推奨ルート検索
◉車両燃費計算機能にガソリン代金設定も対応
◉見やすいSA・PA施設案内図

配送コースの計画に使える！
• 出発地・目的地・経由地点は、50箇所まで設定可能
•滞在時間・出発時間、通過するSA・PAも設定が可能

◉歩行者専用のネットワークデータを採用
◉車で進入できない公園、遊歩道、地下道にも対応
◉路線検索ソフト（別売り）との連携が可能
◉最寄駅の出入口名を表示
◉徒歩の消費カロリー計算

■車で

■迷った時はガイドマップをオープン

■電車・徒歩で
経路再生機能が便利！
再生に合わせて写真やカスタム情報が
ポップアップで表示

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）

連携する路線検索ソフト（別売）

出口も
わかるから
便利！

SA・PAの構造、
ガソリンスタンドの
有無が分かります。

交通規制を反映した
ルート検索を実現!

経路再生に合わせて
写真がポップアップ

タイトルは任意に変更
できるほか、タイトルや
縮尺・スケールは、表
示・非表示の選択が
可能です。また、地図
とコメントを合わせた
印刷や周辺8面の同
時印刷も可能です。

地図印刷

記入・収集した情報と
地図を組み合わせて、
多彩なパターンの印
刷ができます。同時に
複数の情報を印刷す
ることも可能です。

カスタム
情報印刷

行程表、行程図、プラ
ンニングポイント情報、
プランニングポイント
間のみの地図など、さ
まざまなスタイルで印
刷することができます。

プラン
印刷

◉日本百名山
◉日本の道100選
◉桜の名所
◉イルミネーション
などお好みの情報を
ダウンロードできます

まっぷるダウンロードページから
特選情報をダウンロードできます。

自分だけの
オリジナルマップが作れます！

■テーマを選択して
　ダウンロード

■地図から
　情報を検索して
　ダウンロード

「まっぷる」検索結果から情報を選
択してダウンロードボタンを押します。

日本の道100選

日本百名山ガイド

ダウンロード

MAPPLE観光ガイド

※ダウンロード期間は発売より3年間となります。

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
出来ます。位置情報を持った画像なら、撮
影した位置に自動で配置されます。

スマートフォンのGPSロガーアプリ（※）
で取得したログデータをパソコン上の
スーパーマップル・デジタルに取り込め
ば、たどったルートはもちろんのこと、高
低差などの情報も確認できます。

撮影し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、
現地調査の集計にも利用できます。

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。

標高差が断面図でわかる！

ガイドブック

※Android端末の方は「トコログ」（CUBIC INC）
　iPhone端末の方は 「iPhone版 山と高原地図」
　（株式会社マップル・オン）をご利用頂けます。

2012年
4月14日開通！！
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スマートフォン対応で
ビジネスに強い地図

出先で強い Super Mapple Digital for Android

Androidに対応 オフィスで編集した情報を
スマートフォンでもタブレットでも“持ち出せる”

SDカードに保存した地図データを利用するので通信環境に左右されず、
また通信による電力消費を抑えつつ快適に地図を操作できます。
端末のGPS機能を利用した現在位置の確認も可能です。

あらかじめスーパーマップル・デジタル（PC）でポイント情報（カスタム情報）に
URLを登録しておけば、アプリの地図上からWebサイトの確認が可能です。
出先での取引先の会社情報確認などに利用できます。

スーパーマップル・デジタル（PC）で作成した旅行計画を取り込んで、
旅先で簡易ナビとしてもご利用いただけます。
また「帰宅支援データ」からダウンロードした避難場所の確認も可能です。

※iPhoneには対応していません

オフラインで
快適操作

オンラインで
さらに便利に

ビジネス以外
でも

街中でも 登山、トレッキングにも

パソコンでの計画を旅先に
いざという時
の確認に

現在位置を確認オンラインでさらに便利にビジネス活動の営業支援に

【主な機能】
・地図移動、拡大縮小、回転（ヘディングアップ可）　
・スーパーマップル・デジタル（PC）の「カスタム情報」表示　
・GPS連動による現在地、高度、速度表示
・ホームポジションの登録/移動、目的地方向の指示　
・詳細地図出力で等高線や建物形状も確認可能

開発キット「Mapple G-SDK」とあわせて使うと、さらに便利に…

メールフォーム： http://www.mapple.co.jp/biz/contact/business/digital/　　電話でのお問い合わせ：03-5625-4140
詳細はデジタルコンテンツ営業部にお問い合わせください

※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（1：8,000～1：1,000）の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 連携ソフト （別売）

企業様向けの便利なサービス

全国版
DVD-
ROM1枚　
¥15,330（税込）
フルインストール　13GB
JANコード　4955477-993804
■収録エリア
　全域～小域図：日本全国
　詳細図：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　�4955477-993842
■収録エリア
　全域～小域図：日本全国
　詳細図：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　�4955477-993811
■収録エリア
　全域～小域図：日本全国
　詳細図：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
　　　�　福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
　　　�　東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
　　　�　山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　　�　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　4955477-993828
■収録エリア
　全域～小域図：日本全国
　詳細図：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、
　　　�　岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
　　　�　大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
　　　�　岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
　　　�　高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
　　　�　宮崎県、鹿児島県、沖縄県
　　　�　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　4955477-993835
■収録エリア
　全域～小域図：日本全国
　詳細図：福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
　　　�　東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
　　　�　の都市部

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/index.html

注意事項
・��地図・検索データは、2011年11月までに判明した2012年4月1日現在の情報を反映しています。
（2012年4月14日開通の新東名高速道路も反映※）ただし東日本大震災の被災地域におい
ては、地形表現など一部の地図情報が現状と異なっている場合があります。※通行料金を除く
・����「車」のルート検索に用いるデータは、高速道路（料金を含む）・フェリー航路については2011年
10月末までに判明した2012年4月1日現在の情報を、一般道路については2011年5月までに
入手した情報を元に作成しています。そのため、本製品によるご案内と最新の状況とが異なって
いる場合があります。また、さまざまな交通規制が実施されていますので、本製品によるご案内で
あったとしても現地の規制・誘導に従ってください。なお、2012年4月14日に開通した新東名高
速道路の通行料金に関する情報は収録しておりません。
・�住所検索については、一部の地域を除き、～丁目◯番◯号あるいは～番地まで検索が可能です。
・��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、旧開発キット「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。
・��Super�Mapple�Digital�for�Androidや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。
・�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。
・��まっぷるダウンロードサービス等の一部機能は、ソフトウェア本体とサポート期間が異なる場合が
あります。
・��仕様は予告なく変更することがあります。
・��ダウンロードサービスは予告なく変更・終了することがあります。

スーパーマップル・デジタル、Super�Mapple�Digital、Mapple�G-SDK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。Android、Google�Play�は�Google�Inc.の商標または登録商標です。
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。

【OS】�日本語版�Microsoft�Windows�7/
Vista（SP2以上）/XP（SP3以上）
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】�7.5GB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�Mobile5.0/6/6.1/6.5に対応
（StandardEditionを除く）
【Super�Mapple�Digital� for� Android】
Android�OS�2.1～4.0（日本語版）
※個別の端末について詳しくはWebページを
ご確認ください。
※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。
※A2・B3以上の大判印刷、PostScript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 smdv13@mapple.co.jp
■著作権に関するお問い合わせ
TEL 03-5625-4140／FAX 03-5625-4118 
Mail smd-com@mapple.co.jp

※弊社サポートページからもお問い合わせ
いただけます。
http://www.mapple.net/smd/support/

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

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）
POSシステムソフト…TenpoVisor（株式会社ビジコム）
　　　　　　　　　　　BCPOS（株式会社ビジコム）

Webページも
ご参照ください またはスーパーマップルデジタル http://www.mapple.net/smd/Webページも
ご参照ください

出先で強い
オフラインで快適操作
デスクの情報を現地で確認

オフィスで強い
地図で顧客情報を見える化、
連携ソフトも充実

オフにも強い
まっぷるダウンロードページから
四季折々のガイド情報をダウンロード

オフィスで編集した情報を
スマートフォンで持ち出せる

グラフ機能も充実
簡易マーケティングに活用できる

アプリは
Google Play ストアから

ダウンロード！

昭文社 検索

「昭文社」で検索

あらかじめ登録した情報を持ち出せます GPS接続で現在地が取得できますあらかじめ登録したURLも出先で確認可能です

ルートや物件情報もまとめて持ち出せます「帰宅支援データ」も
持ちだし可能です

あらかじめ登録した
物件の詳細情報も表示可能です

等高線や目的地方向の確認もできます
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