
■消費カロリーがわかる！ ■オンライン百科事典で一発検索！

テーマを選択して一括取り込み 情報を選択してダウンロード

■おでかけ情報を入手しよう！
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。ダウンロードした機能は編
集・保存が可能なので、どんどん
ダウンロードして、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。 約8万件のおでかけ情報をゲット!

ルートの距離から、消費カロリーを計算！  食べ物などへの換算も可能です。

ダイエット＆
健康管理に!

MAPPLE観光ガイド季節特集例

オンライン百科事典『ウィキペディア』の検索結果を右クリックで表示します。

気になる地名も
即スッキリ!

ガイドブック

まっぷるダウンロードペー
ジからは、日本百名山、日
本の道100選などのガイ
ド情報をはじめ、花火やイ
ルミネーションなどの季節
特集もダウンロードするこ
とができます。

「まっぷる」検索結果のリストから情報を選択してダウンロードボタンを押します。

自分だけのオリジナル
マップが作れる！

詳細情報を表示

かんたん
ダウンロード



■スマートフォンをフル活用

地図の印刷です。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。

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。同時に複数の情報を印刷する
ことも可能です。

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。

弊社で動作検証をした
機種は以下の通りです。
※2009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

■高精度地図プリントも充実

持ち出す　紙への印刷、スマートフォンへの取り込み。ニーズに合わせて活用できます。

地図印刷 カスタム情報印刷 プラン印刷

建物の形状も表示！

※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。

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、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
現在地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
です。今回は新たにGPS機器接続時、標高と時速が表示できるようになり
ました。

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。



BA

■その他の機能

使いこなす　お持ちのデータを地図と連携させることによって、情報をより高度に活かすことができます。

■エコドライブにも、トレッキングにも。GPSログを活用！ 
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。

GPSログを取り込み

〈時間・速度グラフ〉 〈時間・高度グラフ〉

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
つかんで燃費を節約！

標高差が
断面図で
わかる！

■地図からヒントが！  エリアマーケティングに活用！
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

円グラフ…エリアごとの割
合・比率が分かる

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。

■思い出を整理し、地図アルバムを作成！

■連携ソフト（別売）

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。

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。

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。

■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・目標物を検索できます。
・上記のほか、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・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。

■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。

■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。

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）／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…筆ぐるめ（株式会社ジャングル）／宛名
ガキ大将（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）



全国版

関東 甲信越 版
DVD-ROM1枚　¥5,880（税込）

フルインストール　9GB
JANコード　4955477-992838

詳細図（1：8,000～1：1,000）:関東・甲信越エリアの都市部

西日本版
DVD-ROM1枚　¥8,820（税込）
フルインストール　11GB
JANコード　4955477-992821
詳細図（1：8,000～1：1,000）:西日本エリアの都市部

東日本版
DVD-ROM1枚　¥8,820（税込）
フルインストール　11GB
JANコード　4955477-992814
詳細図（1：8,000～1：1,000）:東日本エリアの都市部

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　4955477-992845
詳細図（1：8,000～1：1,000）:日本全国の都市部

DVD-ROM1枚　¥15,330（税込）
フルインストール　13GB
JANコード　4955477-992807
詳細図（1：8,000～1：1,000）:日本全国の都市部

ライセンス販売ライセンス販売

※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。

商品ラインナップ

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

企業様向けの便利なサービス

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）

活用ガイド本「スーパーマップル・デジタル10 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!

注意事項
・地図データは、2009年2月に判明した2009年5月までの情報を反映しています。但し、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。
・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2009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11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2009年1月
調査時点での4月1日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。
・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。
・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
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
【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）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®6/5.0に対応（Standa
rd Edition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 smdv10@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

全国版+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　13GB
JANコード　4955477-992852　
詳細図（1：8,000～1：1,000）:日本全国の都市部

業務用地図システム業務用地図システム
「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
ションを構築できる開発キットもご用意しております。
（お問い合わせはTEL 03-3556-8155）


