
はこんなシーンで活躍します！！

会社や自宅で活躍！外出先で活躍！
クラウドを使ってパソコンからスマートフォンから簡単情報共有！
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クラウドを使ってパソコンからスマートフォンから簡単情報共有！

多くの顧客情報を
地図上に簡単配置！
個人情報や思い出の写真を
ローカル環境で安心管理！

顧客情報を地図上に
グラフ表示してデータを可視化！
GPSログから行動履歴を
表示して行動パターンを分析！

道路規制を考慮した
効率の良いルート計画を作成！
　　  の厳選観光情報で
休日の計画も充実！

パソコンで作成した
ポイント情報を現地で確認！

オフラインで地図や
住所・駅検索もサクサク動作!

現地でポイント情報の
入力・編集ができ手軽に情報収集！

移動中のGPSログも
ラクラク取得！

※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　
¥14,500（税抜）
フルインストール　13GB
JANコード　4955477-994313
■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　4955477-994351
■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　¥8,500（税抜）
フルインストール　11GB
JANコード　4955477-994320
■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　¥8,500（税抜）
フルインストール　11.5GB
JANコード　4955477-994337
■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　¥5,500（税抜）
フルインストール　10GB
JANコード　4955477-994344
■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・検索用データは、2013年11月までに判明した2014年4月1日時点の情報に基づいて作
成しています。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。 

・    「車」のルート検索に用いるデータは、高速道路（料金を含む）・フェリー航路は、2013年10月まで
に判明した2014年4月1日時点の情報を、一般道路は、2013年5月までに判明した2013年9
月時点の情報に基づいて作成しています。
※2014年4月の消費税引き上げに伴う新高速道路料金には対応しておりません。
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。 
・ 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高速道路（有料道路含む）の料金・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は、一部の地域で情報が最新ではない場合があります。
・  スーパーマップル・デジタル for Android / iOS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。
・  本製品は、端末搭載のGPSおよび電子コンパスの誤差の影響を受けます。また本製品の使用
によって生じた遭難などいかなる問題についても弊社では責任を取りかねます。
・ 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。

【OS】日本語版Microsoft Windows 8.1・8（デスク
トップモードのみ）/7/Vista(SP2以上)
※Windows XP（SP3以上）は動作可能ですが、保
証対象外となります
Internet Explorer 8 以上（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/Sensor Location API
に対応
【Pocket Mapple Digital】 日本語版 Windows Mo
bile5.0/6/6.1/6.5に対応（StandardEditionを除く）
【スーパーマップル・デジタル for Android / iOS】
Android OS 2.3～4.4（日本語版） iOS 7.0～7.1
※個別の推奨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 03-5625-4127
Mail smdv15@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

※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）
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パソコンとスマートフォン間で
ポイント情報を共有！
クラウドを利用して

データ交換がさらに便利！

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
ご覧ください

スマートフォンを使って現地で
情報の確認ができる

グラフ機能も充実
マーケティングに活用できる

スマートフォン、タブレットで使える！
ビジネスに強い地図ソフト！

便利機能を使いこなす！
オフラインによる快適な地図操作や
GPSログの取得ができます！

iOS&Androidに対応！
スマートフォンで地図情報を持ち出し
現地で情報の確認ができます！

休日でも使える！
　　　の厳選観光情報を使って
旅やおでかけの計画を立てられます！

ビジネスに役立てる！
顧客情報を地図上で分析し
マーケティングに活用できます！

役立てる！

スマートフォン・タブレットにも対応！

に対応！

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、Goog
le Play は Google Inc.の商標または登録商標です。iOS、App Storeは、Apple 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。



はこんなシーンで活躍します！！

会社や自宅で活躍！外出先で活躍！
クラウドを使ってパソコンからスマートフォンから簡単情報共有！
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クラウドを使ってパソコンからスマートフォンから簡単情報共有！

多くの顧客情報を
地図上に簡単配置！
個人情報や思い出の写真を
ローカル環境で安心管理！

顧客情報を地図上に
グラフ表示してデータを可視化！
GPSログから行動履歴を
表示して行動パターンを分析！

道路規制を考慮した
効率の良いルート計画を作成！
　　  の厳選観光情報で
休日の計画も充実！

パソコンで作成した
ポイント情報を現地で確認！

オフラインで地図や
住所・駅検索もサクサク動作!

現地でポイント情報の
入力・編集ができ手軽に情報収集！

移動中のGPSログも
ラクラク取得！

※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　
¥14,500（税抜）
フルインストール　13GB
JANコード　4955477-994313
■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　4955477-994351
■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　¥8,500（税抜）
フルインストール　11GB
JANコード　4955477-994320
■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　¥8,500（税抜）
フルインストール　11.5GB
JANコード　4955477-994337
■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　¥5,500（税抜）
フルインストール　10GB
JANコード　4955477-994344
■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・検索用データは、2013年11月までに判明した2014年4月1日時点の情報に基づいて作
成しています。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。 

・    「車」のルート検索に用いるデータは、高速道路（料金を含む）・フェリー航路は、2013年10月まで
に判明した2014年4月1日時点の情報を、一般道路は、2013年5月までに判明した2013年9
月時点の情報に基づいて作成しています。
※2014年4月の消費税引き上げに伴う新高速道路料金には対応しておりません。
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。 
・ 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高速道路（有料道路含む）の料金・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は、一部の地域で情報が最新ではない場合があります。
・  スーパーマップル・デジタル for Android / iOS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。
・  本製品は、端末搭載のGPSおよび電子コンパスの誤差の影響を受けます。また本製品の使用
によって生じた遭難などいかなる問題についても弊社では責任を取りかねます。
・ 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。

【OS】日本語版Microsoft Windows 8.1・8（デスク
トップモードのみ）/7/Vista(SP2以上)
※Windows XP（SP3以上）は動作可能ですが、保
証対象外となります
Internet Explorer 8 以上（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/Sensor Location API
に対応
【Pocket Mapple Digital】 日本語版 Windows Mo
bile5.0/6/6.1/6.5に対応（StandardEditionを除く）
【スーパーマップル・デジタル for Android / iOS】
Android OS 2.3～4.4（日本語版） iOS 7.0～7.1
※個別の推奨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 03-5625-4127
Mail smdv15@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

※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）
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パソコンとスマートフォン間で
ポイント情報を共有！
クラウドを利用して

データ交換がさらに便利！

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
ご覧ください

スマートフォンを使って現地で
情報の確認ができる

グラフ機能も充実
マーケティングに活用できる

スマートフォン、タブレットで使える！
ビジネスに強い地図ソフト！

便利機能を使いこなす！
オフラインによる快適な地図操作や
GPSログの取得ができます！

iOS&Androidに対応！
スマートフォンで地図情報を持ち出し
現地で情報の確認ができます！

休日でも使える！
　　　の厳選観光情報を使って
旅やおでかけの計画を立てられます！

ビジネスに役立てる！
顧客情報を地図上で分析し
マーケティングに活用できます！

役立てる！

スマートフォン・タブレットにも対応！

に対応！

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、Goog
le Play は Google Inc.の商標または登録商標です。iOS、App Storeは、Apple 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。



はこんなシーンで活躍します！！

会社や自宅で活躍！外出先で活躍！
クラウドを使ってパソコンからスマートフォンから簡単情報共有！

1

2

3

クラウドを使ってパソコンからスマートフォンから簡単情報共有！

多くの顧客情報を
地図上に簡単配置！
個人情報や思い出の写真を
ローカル環境で安心管理！

顧客情報を地図上に
グラフ表示してデータを可視化！
GPSログから行動履歴を
表示して行動パターンを分析！

道路規制を考慮した
効率の良いルート計画を作成！
　　  の厳選観光情報で
休日の計画も充実！

パソコンで作成した
ポイント情報を現地で確認！

オフラインで地図や
住所・駅検索もサクサク動作!

現地でポイント情報の
入力・編集ができ手軽に情報収集！

移動中のGPSログも
ラクラク取得！

※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　
¥14,500（税抜）
フルインストール　13GB
JANコード　4955477-994313
■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　4955477-994351
■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　¥8,500（税抜）
フルインストール　11GB
JANコード　4955477-994320
■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　¥8,500（税抜）
フルインストール　11.5GB
JANコード　4955477-994337
■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　¥5,500（税抜）
フルインストール　10GB
JANコード　4955477-994344
■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・検索用データは、2013年11月までに判明した2014年4月1日時点の情報に基づいて作
成しています。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。 

・    「車」のルート検索に用いるデータは、高速道路（料金を含む）・フェリー航路は、2013年10月まで
に判明した2014年4月1日時点の情報を、一般道路は、2013年5月までに判明した2013年9
月時点の情報に基づいて作成しています。
※2014年4月の消費税引き上げに伴う新高速道路料金には対応しておりません。
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。 
・ 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高速道路（有料道路含む）の料金・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は、一部の地域で情報が最新ではない場合があります。
・  スーパーマップル・デジタル for Android / iOS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。
・  本製品は、端末搭載のGPSおよび電子コンパスの誤差の影響を受けます。また本製品の使用
によって生じた遭難などいかなる問題についても弊社では責任を取りかねます。
・ 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。

【OS】日本語版Microsoft Windows 8.1・8（デスク
トップモードのみ）/7/Vista(SP2以上)
※Windows XP（SP3以上）は動作可能ですが、保
証対象外となります
Internet Explorer 8 以上（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/Sensor Location API
に対応
【Pocket Mapple Digital】 日本語版 Windows Mo
bile5.0/6/6.1/6.5に対応（StandardEditionを除く）
【スーパーマップル・デジタル for Android / iOS】
Android OS 2.3～4.4（日本語版） iOS 7.0～7.1
※個別の推奨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 03-5625-4127
Mail smdv15@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

※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）
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パソコンとスマートフォン間で
ポイント情報を共有！
クラウドを利用して

データ交換がさらに便利！

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
ご覧ください

スマートフォンを使って現地で
情報の確認ができる

グラフ機能も充実
マーケティングに活用できる

スマートフォン、タブレットで使える！
ビジネスに強い地図ソフト！

便利機能を使いこなす！
オフラインによる快適な地図操作や
GPSログの取得ができます！

iOS&Androidに対応！
スマートフォンで地図情報を持ち出し
現地で情報の確認ができます！

休日でも使える！
　　　の厳選観光情報を使って
旅やおでかけの計画を立てられます！

ビジネスに役立てる！
顧客情報を地図上で分析し
マーケティングに活用できます！

役立てる！

スマートフォン・タブレットにも対応！

に対応！

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、Goog
le Play は Google Inc.の商標または登録商標です。iOS、App Storeは、Apple 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。



操作に困った時はビジネス活用例のＰＤＦマニュアルを活用することで
問題を解決できます。ABC（クラス分け）分析結果を地図上に表示す
る方法に関するマニュアルをダウンロードできます。

簡易マニュアルをダウンロード！

スーパーマップル・デジタルはオフィスで活躍！ スーパーマップル・デジタル for Android / iOS は外出先で活躍！スーパーマップル・デジタルは自宅でも活躍！ スーパーマップル・デジタルをもっと活用しよう！

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
スマートフォンでも、タブレットでも快適操作！

ルート検索・プランニング機能 GPSログの活用

最新のおでかけ情報をダウンロード！

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

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。

スーパーマップル・デジタル for Android / iOS のロガー機能や既にお持ちのスマートフォンGPSロガーアプリ、携帯用ハンディ
GPSナビゲータ等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。

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。

※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。

数値データを
インポート

棒グラフ エリアごとの規模と
割合が同時に分かる

エリアによる規模と
分布の特徴が分かる

エリアごとの割合・
比率が分かる

◆Excelデータを取り込み

分布図 円グラフ

分析情報も地図上に表示

カスタム情報(.rcm)形式はExcelデータ収録が可能です。
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できます。

（データ提供：株式会社ビジコム）

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）

操作に困った時はビジネス活用例のＰＤＦマニュアルを活用することで
問題を解決できます。Excelのデータ表を地図に表示する方法に関す
るマニュアルをダウンロードできます。

簡易マニュアルをダウンロード！

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。

◆迷った時はガイドマップをオープン

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!•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

•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

◆電車・徒歩で

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

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）

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

出口も
わかるから
便利！

経路再生に合わせて
写真がポップアップ

まっぷるマガジンなどの旅行ガイドブックや、観光＆旅行情報サイト「MAPPLE観光ガイド」に掲載されている約8万件のおでかけ情報を、インターネットから簡単に
ダウンロードすることができます。また、季節に応じたイチオシのスポットから、定番コース、各種百選の情報もご用意。ダウンロードした情報は、編集・保存可能で
す。旅行先の検討や、情報収集、オリジナルマップの作成などにご利用ください。

◆昭文社がおすすめする最新のガイド情報をダウンロードしてオリジナルマップが作成できる！

まっぷるダウンロードページから メニューバーの「まっぷる」ボタンを押すだけで、ダウンロードページが開きます。
あとは好きなテーマを選択するだけ。※ダウンロード期間は発売より3年間となります。

検索したい施設名を指定して、検索バーの「まっぷる」ボタンを押すか、気になる施設の地図上で右クリック－まっぷるを選
択すると、周辺情報が表示されます。あとはダウンロードした物件を選択するだけ。地図情報検索から

ダウンロード

配送時やドライブ時のルート管理に！

趣味のランニング、サイクリングのコース確認に！

本格的な登山記録の管理、確認にも

ルート、コースのログ取得はGPSロガーを使うと便利！

本格的な登山には出版物と
同一のラインナップが楽しめ
る、スマートフォンアプリ「山
と高原地図」をぜひご利用く
ださい。

スーパーマップル・デジタルに取り込めば時
間・速度グラフも表示できます！

スーパーマップル・デジタルに取り込めば、
高低差が断面図で分かります！

Android版/iPhone版 
「山と高原地図」

取込

取込

やっぱり地図は印刷したい

開発キット「MAPPLE G-SDK 」でビジネス拡大！　

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。

Mapple G-SDK は、さまざまな情報を地図上に展開し、地理的に情報を把握・分析するGISアプリケーションを構築する開発キットです。

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

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：03-3556-8155
詳細はソリューション営業本部にお問い合わせください

管理データ

Mapple G-SDK

地図データ
（スーパーマップル・デジタル）

独自
アプリケーションを構築

【MAPPLE G-SDK 開発事例】
・施設管理…施設情報を一元管理、視覚的に設置状況把握や維持管理を支援
・防災関連…各地域の被害予測・避難場所などの防災情報を把握、ハザードマップ作成
・移動体管理…ＧＰＳによる車両・派遣者の位置情報管理、検索が可能
・調査業務…現場調査・収集データの地理的な管理と編集、業務効率化を実現
・顧客管理・分析…顧客情報管理・分布図把握、エリア分析によるＤＭ配布計画の策定を支援
・不動産物件管理…物件情報を地図上で一元管理・共有化、物件状況ごとに検索・色分け表示による視覚化
・営業支援…営業テリトリーの把握や割当て、営業先への検索閲覧と計画の策定
・配送支援…GPSによる配送車両位置情報管理、ルートシミュレーションによる配送ルート最適化
・保守支援…窓口対応や点検保守業務を円滑に支援、ＧＰＳによる緊急派遣時に保守要員位置情報把握で検索指示

オフラインで地図操作や情報確認が簡単、快適！

SDカード・内部ストレージ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、快適に地図を操作できます。また、あらかじめパソコン上のスーパー
マップル・デジタルで作成したポイント情報（カスタム情報）を、スマートフォンに取り込むことも可能です。
※地図データ、検索用データはスーパーマップル・デジタル（パソコン）から取り込んでご利用下さい

スーパーマップル・デジタル for Android / iOS で

住所録をインポート

ダウンロード

※画面は開発中のものです

※画面は開発中のものです

アプリは App Store・
 Google Play ストア  
からダウンロード！

「昭文社」で検索
収録したい地図エリアを都道府県ごとに選択できます。
また、地図種類を「軽量」「標準」「詳細」も選択できますので、
お使いのスマートフォンの容量に応じてご利用ください。

軽量 標準 詳細

地図種類イメージ 地図データ取込方法

スーパーマップル・デジタル（パソコン）の【メニュー】から【出力】の
「スマートフォン」を選択してください。
パソコンに出力された「Super Mapple」フォルダ（出力先は任意で
選択可）を、スマートフォンのSDカード・内部ストレージにコピーすれ
ば地図データの取込が完了です。詳しくはスマートフォン用活用マ
ニュアルをご参照ください。

分類 機能 Android版 iOS版

地図

地図表示 ○ ○

拡大・縮小 ○ ○

回転 ○ ○

北固定 ○ ○

目的地指示 ○ ○

GPS

位置取得 ○ ○

軌跡表示 ○ ○

高度・速度表示 ○ △（速度未対応）

ログ取得 ○（ウィジェット） ○

ヘディングアップ ○ ○

情報

カスタム情報表示 ○ ○

カスタム情報書込み ○ 対応予定

カスタム情報検索 ○ 対応予定

駅・住所リスト検索 ○ 対応予定

クラウド連携 ○ 対応予定

iOSにも
対応！

あらかじめ登録した情報を持ち出せます

ビジネス活動の営業支援に

GPS接続で現在地が取得できます

現在位置を確認

あらかじめ登録したURLも出先で確認可能です

オンラインでさらに便利に

「帰宅支援データ」も
持ちだし可能です

いざという時の確認に

ルートや物件情報もまとめて持ち出せます

パソコンでの計画を旅先に

等高線や目的地方向の確認もできます

登山、トレッキングにも

◆主な機能一覧

スマートフォン・タブレットにも対応！

※2014年4月の消費税引き上げに伴う新高速道路料金には対応しておりません




