
高速道路SA・PAの
施設案内図も搭載!

Ver.9では、一方通行・右左折禁止などの交通
規制を反映したルート検索が可能になりました。
道路の幅員や車線数等を考慮した、「走りや
すい道路」をプランニングする推奨ルート検
索にも対応しました。
また、車種別設定に加え、ETC専用出入口
を利用したルートやETC割引、障害者割引
での料金を求めることができます。
加えて、1リットルあたりのガソリン代金、車両
の燃費も設定することができるので、より詳
細な料金プランを立てることができます。

目的地までの目安の所要時間を計算する際
も、様々な機能を搭載しています。
道路の種類毎（一般道・主要道・高速道）に
移動速度（時速）を自由に設定することがで
きます。
また、プラン実行前だけでなく、プラン結果表
示時においても休憩するSA・PA、経由地な
どでの滞在時間設定が可能です。
さまざまな条件にあわせて、効率のよいルート
が検索されるため、旅行など外出の計画を立
てるときに便利です。

車ルートプランニングについて
は、キャンバスマップル株式会
社が企画開発した経路探索
エンジンを搭載しました。

徒歩（+鉄道）のルート検索ももちろん可能
です。徒歩の場合は、横断歩道などを考慮
した歩行者専用のネットワークデータから
ルート検索を行います。
鉄道を利用する場合は、路線検索ソフト
（別売）を利用して検索・表示することがで
きます。
また、鉄道利用時の駅については、最寄の
駅出入口の名称・番号まで自動的に検索・
表示されるようになります。

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）
ハイパーダイヤ（株式会社日立情報システムズ）

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）
JRトラベルナビゲータ（株式会社ジェイアール東日本企画）

連携する路線検索ソフト（別売）

徒歩（+鉄道）のルート検索

車でのプランニング（ルート検索）

交通規制を反映した
ルート検索を実現!

乗換案内と連携した場合



Super Mapple Digitalの地図は、独自のベクトルデー
タを利用しているため、出版物の地図と同じような美しさ
をもった地図の印刷が可能です。
地図単独の印刷のみならず、記入・収集した情報を一
覧形式で印刷（カスタム情報印刷）、作成したプランの
行程表と組み合わせた印刷（プラン印刷）ができます。こ
れらの機能を利用することで、旅行計画のしおりなどとし
ても活用することができます。
また、地図印刷の「カスタマイズ印刷」では、自由なレイ
アウト変更や名刺、チケットなど特殊な用紙への印刷が
可能です。

付属アプリケーション『Pocket Mapple 
Digital』を利用すれば、スマートフォンでも
地図を利用できます。
自宅や会社のパソコンで入手したおでか
け情報や、プランニングしたルート情報など
も外出先に持っていって確認することがで
きます。
GPSと連携して利用することもできるの
で、現在地の表示はもちろん、これから向か

う先までの道の確認もできます。表示位置
から任意の地点までの直線表示も可能で
す。
WILLCOM「W-ZERO3シリーズ」につい
ては、W-SIMによる連続位置測位にも対
応しています。

スマートフォンでも利用可能

印刷前におおよその位置を確
認することが可能です。
また、サムネイル表示による地
図位置の微調整、周囲の地図
の同時出力などができます。

地図の印刷です。タイトルには初期状態として画面中心付
近の住所が設定されますが、任意に変更できます。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。

記入・収集したカスタム情報の印刷です。地図+情報や情
報のみ、情報のある地図のみといった印刷ができます。同
時に複数の情報の印刷も可能です。

作成したプランニング結果の印刷です。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。

印刷機能も充実

弊社で動作検証をした機種は以下の通りです。
※2008年6月現在

Windows Mobile 6機器
・WILLCOM Advanced/W-ZERO3［es］　
・SoftBank X01T
Windows Mobile 5.0機器
・WILLCOM　W-ZERO3、W-ZERO3［es］
・マイタック　P350　・DELL Axim X51v
・SoftBank X01HT　・イー・モバイル EM・ONE
Pocket PC 2003/2003SE機器
・マイタック　Mio168RS　・hp　iPAQ　hx4700
・東芝　GENIOe830

地図印刷 カスタム情報印刷 プラン印刷



おでかけの思い出を地図アルバムに残そう

■地図スタイル
・お好みの表示タイプや必要な表示要素を選択して、オリジナルの地図スタイル
を作成することができます。

■地図検索
・住所検索:～丁目～番～号または～番地までのデータは全国で約4400万件
収録や郵便番号
・目標物:30万件以上のさまざまな施設・目標物を検索
・まっぷる/MGコード:昭文社ガイドブックに掲載されたレジャースポットを検索
・上記のほか、カスタム情報の検索や周辺情報検索も可能

■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。アイコンや色、線
種・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。
・ファイル単位での保存が可能で、メールでも送信できます。

■データの取込と出力
・住所録（テキストファイル形式）を取り込めます。逆に出力も可能です。
・記入した情報や画像と地図をHTML形式に出力できます。
・上記のほか、携帯電話用の画像出力やメールソフト（Outlook Expressなど）
への添付ができます。

■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できます。再生時にはルー
ト周辺の写真や動画を表示します。

■移動ポイント
・ブックマークとして自宅などの地点を登録しておけます。

■マップルバー（付属アプリケーション）
・Internet Explorerに地図を表示させる拡張機能があります。ホームページ上
のテキストから住所や目標物検索して地図を表示させます。

●携帯電話ソフト
携帯マスター［15～］（株式会社ジャングル）

●ホームページ作成ソフト
ホームページビルダー（株式会社ジャングル）

●地図作成ソフト
まっぷっぷ（エー・アイ・ソフト）

●電話帳ソフト
電子電話帳（日本ソフト販売株式会社）
写録宝夢巣（日本ソフト販売株式会社）　　

●はがき&住所録作成ソフト
宛名ガキ大将（日本ソフト販売株式会社）
筆円陣（日本ソフト販売株式会社）
楽々はがき（株式会社ジャストシステム）
筆ぐるめ（富士ソフト株式会社）

●営業活動支援ソフト
スキャナde!!名刺整理［Ver.3～］（エー・アイ・ソフト）

位置情報付き画像の場合
は、自動的に撮影した場所
に画像が配置されます。

Ver.9では、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
ことができるようになりました。
また、NMEA・GPXデータ等のGPSログ情報
や、au携帯電話の『あしあとデータ』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。
※画面はイメージです。左上の地図は表示スタイルを
変更しています。

折れ線の他に出発点、指定分
おきの経由点、終点がテキストと
して配置されます。

他にもいろいろな機能が充実

その他の機能 連携ソフト（別売）

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。

DVD型カーナビデータ（＊.pmf）として出力で
きるのは、入力した情報のみです。検索結果
やダウンロードした情報については、HDD型
カーナビデータ（＊.rcx）のみ出力できます（詳
しくはWebページをご覧ください）。

ルート周辺の情報だけを強調し、簡略化した地図を作成
することができます。操作は2点を指定するだけで、駅か
ら目的の施設までといったルートを自動的に検索し、地図
を表示。Microsoft Wordなどに貼り付けられますので、
案内状の作成などに使うことができます。

※路線探索ソフトについてはプランの説明を参照

カーナビ出力

路地図生成

デジカメ画像

取込メニューから、折れ線
と指定時間間隔での通過
点のテキストを生成します。

GPS情報

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。

auあしあとデータを
取り込んだ例

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。



DVD-ROM1枚　¥5,880（税込）
フルインストール　標準9GB、軽量7GB

JANコード　4955477-992685
詳細図:関東・甲信越地方の市街部

関東 甲信越DVD

※全域～小域図（1：5,000,000～1：10,000）に関しては、全商品とも日本全国を収録しています
　（小域図は、都市・郊外部）。
※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ユーザーを対象としたアップグレードパッケージです。　
　（店頭販売のみ）

全国DVD+活用ガイド本「かんたん使いこなしガイド」
全国のパソコンショップ、家電量販店で発売中

DVD-ROM1枚＋
「かんたん使いこなしガイド」　
¥16,800（税込）
フルインストール　標準12GB、軽量8GB
JANコード　4955477-992715　
詳細図:日本全国の市街部

商品ラインナップ

DVD-ROM1枚　¥8,820（税込）
フルインストール　標準10GB、軽量7GB
JANコード　4955477-992678
詳細図:西日本（東海・北陸～九州地方）の市街部

西日本DVD

DVD-ROM1枚　¥8,820（税込）
フルインストール　標準10GB、軽量7GB

JANコード　4955477-992661
詳細図:東日本（北海道～東海・北陸地方）の市街部

東日本DVD

DVD-ROM1枚　オープン価格
フルインストール　標準12GB、軽量8GB
JANコード　4955477-992708
詳細図:日本全国の市街部

乗換・アップグレード版 全国DVD

DVD-ROM1枚　¥15,330（税込）
フルインストール　標準12GB、軽量8GB

JANコード　4955477-992647
詳細図:日本全国の市街部

全国DVD

企画・制作・販売

〒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 smdv9@mapple.co.jp

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

注意事項
・地図データは、2008年2月に判明した2008年5月まで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） 
・ルート検索データについては、高速道路が2008年4月1日までに供用される道路に、一般道路・フェリー航路
が独自調査成果に基づき2008年1月までに取得できた情報に対応しています。料金データは2008年1月調
査時点での4月時点の情報になります。しかしながら、予告なく変更される事がありますので、すべて現地の通行
規制や標識、料金に従ってご利用をお願いします。
・Pocket Mapple Digitalは、地図表現がSuper Mapple Digital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。

動作環境

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。

お客様が管理されているデータベースとMappleX
を組み合わせることで、「Super Mapple Digital」
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出来ます。

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

詳しくは http://www.mapple.co.jp/corporate/product/20.html

企業様向けの便利なサービス

業務用地図システム開発

SMD Ver.9 ライセンス販売

活用ガイド本（別売）

別売  1,890円（税込）
マップルショップから購入できます。
http://ec.shop.mapple.co.jp/

（弊社オンラインショップサイト）
全国DVDとセットになった商品もあります。

活用ガイド本「Super Mapple Digital Ver.9かんたん使いこなしガイド」には、さまざまな
利用方法が図解入り、フルカラーで紹介されています。使い方が分からない、もっと使い
こなしたいという方にぜひオススメです。

活用ガイド本を読めばもっと使いこなせる!

【OS】 Microsoft® Windows VistaTM/XP/2000
（全て日本語版）
※Internet Explorer6以降（32bit版）必須
【CPU】 Intel® Pentium Ⅲ プロセッサ 600MHz
以上（推奨1GHz以上） 
【メモリー】 256MB以上（推奨512MB以上） 
【ハードディスク】 6GB以上（全国版をフルインス
トールする場合12GB以上） 
【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】 片面二層式対応ドライブ必須

※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。
※Windows Vistaの場合、CPU・メモリについて
はOSに準拠します。
【GPS】 NMEA0183出力機器に対応

Pocket Mapple Digital
Windows MobileTM 5.0/6、Pocket PC 2003/
2003 Second Editionに対応した機種（全て日
本語版）及びマイタック製「Mio PND」
※Standard Editionを除く。
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