News Release
報道関係各位

2011 年 6 月 30 日
株式会社筆まめ

最大縮尺約 1/250 の超詳細図「2.5 千都心図」収録！
精密さと機能性を備えた地図活用ソフト

『プロアトラス SV7』 2011 年 7 月 29 日（金）発 売

株式会社筆まめ（本社：東京都港区、代表取締役社長：萩原義博）は、電子地図ソフト「プロアトラス」シリーズの最新版『プロ
アトラスSV7』全 4 タイトルを 2011 年 7 月 29 日（金）より全国の家電量販店で一斉に発売します。発売後 1 年で、2 万本の出荷
を目指します。
製品名

媒体

価 格 (税 込 )

プロアトラス SV7 全国版 1 年間地図データ更新パック付

15,750 円

プロアトラス SV7 全国版 アップグレード・乗り換え専用 1 年間地図データ更新パック付 DVD-ROM 3 枚

10,815 円
9 ,9 7 5 円

プロアトラス SV7 全国版
プロアトラス SV7 首都圏・中部・関西版

DVD-ROM 2 枚

発売日

対 応 OS

2011 年
7 月 29 日
(金)

Windows
7/Vista/XP

8 ,8 2 0 円

各タイトルの収録エリア、『プロアトラスSV7 全国版 アップグレード・乗り換え専用 1 年間地図データ更新パック付』の対象製品は 4 ページを参照。

◆市 場 シ ェア No.1！「BCN AWARD2011 MAP・ナビソフト部門 最優秀賞」受賞
「プロアトラス」は、情報の精密さとグラフィックの美しさに定評があるローカル
BCN AWARD 2011
型電子地図ソフトです。縮尺切り替えがスムーズな 11 階層の地図データ、東名
阪の高画質な航空写真データ、全国 46 か所の地下街マップを標準搭載してい
ます。2010 年は地図ソフト市場でシェア No.1 を獲得し、「BCN AWARD 2011
MAP・ナビソフト部門 最優秀賞」受賞。2011 年の販売数も堅調に推移していま
す。

MAP・ナビソフト部門 市場シェア
プロアトラス
25.1%

※株式会社 BCN による全国有力パソコン販売店 2,373 店の
年間（2010 年 1 月～12 月） POS 実売統計

◆プロアトラス SV7 製品概要
『プロアトラス SV7』では、地図データ量を大幅に増量しました。建物名まで表記された、最大縮尺約 1/250 の超詳細図「2.5 千都
心図」を新たに収録し、徒歩にも便利な縮尺の「1 万詳細図」は収録エリアを約 7 倍に拡大しました。地図の表示スタイルには、
「モノトーン」 、「鉄道路線図」を追加し、地図の表現力がアップ。検索機能では、施設が支店名まで表示されるようになり、検索
結果がわかりやすくなっています。
より詳しくキレイな地図と、位置検索・ルート検索・測定・オリジナルマップ作成・印刷機能を使って活用の幅が広がります。
■本件に関する読者のお問い合わせ先
インフォメーションセンター（日・祝日を除く 10：00～17：00） TEL：03-5216-2900 / FAX：03-5216-2901
■本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社筆まめ マーケティング部 杉野/富永 ＜pr-product@creo.co.jp＞
TEL：03-6414-6270 FAX：03-6414-6271 〒108-0014 東京都港区芝 4-5-10 カーニープレイス芝３階
筆まめネット：http://fudemame.net/
■詳細資料、画像は専用ページにご用意しています http://www.fudemame.co.jp/news/
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■さらに詳しく、さらに豊富に！収録地図データ大幅増量！
最大縮尺約 1/250 の超詳細図！「2.5 千都心図」 NEW
最大縮尺約 1/250、建物名まで表記された超詳細図です。全国 816
市区町村（首都圏・中部・関西版は 527 市区町村）をカバーしていま
す。

「1 万詳細図」収録エリアを約 7 倍 に拡大！

UP

信号や交差点、駅のまわりの一方通行、ランドマークになっている
ビルなどがわかりやすく、徒歩にも便利な「1 万詳細図」の収録エリ
アを拡大。SV6 の約 7 倍にあたる面積をカバーしています。

約7倍

SV6

SV7

■地図表示スタイルに「モノトーン」 、「鉄道路線図」を追加 NEW
地図を白黒で表現する「モノトーン」、日本全国の鉄道に対応した「鉄道路線図」表示が加わりました。
■モノトーン

地図に画像や文字を貼り付けても見やすく、FAX でもつぶれない

■鉄道路線図

地図にリンクした路線図を表示できる

■位置検索
UP
コンビニや飲食店、その他の販売店などの施設を検索した際に、施設名が支店名まで表示されるようなり、検索結果がわかりやすくなりまし
た。

※検索結果はイメージです
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見る
■東名阪の航空写真データ、主要都市の地下街マップを標準搭載

プロアトラスだけ

ローカル型電子地図ソフトで唯一、東名阪（東京 23 区、大阪市、名古屋市の主要駅中心部）の高画質な航空写真データと地下街全図（縮尺
約 1/1,500）、地下街広域図（縮尺約 1/750）、地下街詳細図（縮尺約 1/380）が表示できる全国 46 か所の地下街マップを標準搭載しています。
■多彩な表示スタイル
標高データによる臨場感あふれるジオラマ表示の他、好みに応じて表示形式を替えられます。
■表示情報を詳細にカスタマイズ
地図に掲載されている情報について、ジャンル別に表示・非表示を指定することができます。
■ローカル型電子地図ソフトで唯一、地図データが更新できる！

プロアトラスだけ

「1 年間地図データ更新パック付」モデルなら、発売時の地図データから最新の地図データに定期的に更新できます。
※最新の更新地図データは 2 月、5 月、8 月、11 月に公開予定です。初回公開は 2011 年 11 月予定です。

調べる
■位置検索
目的地の住所や郵便番号、駅やお店の施設名から検索できる「キーワード検索」、リストから都道府県・市区町村など目的地を絞り込む「ツリ
ー検索」、指定した場所からの最寄り駅や施設等の検索ができる「最寄り検索」ができます。
■ルート検索
車・自転車・徒歩・フェリーから移動手段を選択できる「ルート検索」、徒歩と鉄道を組み合わせた目的地までの「鉄道ルート検索」、検索したル
ート沿いにある駅やお店などの施設を表示できる「道沿い検索」ができます。
■測定
地図上の指定区間の距離、指定範囲の面積、指定区間の方位が測定できます。ホーム位置から表示中の画面の位置までの距離をリアルタ
イムでステータスバーに表示できます。
編集する
■図形や写真を貼り付けてオリジナルマップ作成
地図上に線・円・多角形などの図形や写真、アイコン、テキスト（メモ）を登録し、オリジナルマップが作成できます。
■案内図作成
任意の場所とその周辺情報を表示するポイント案内、ルート検索結果とその周辺情報を表示するルート案内の 2 種類で略地図のような案内
図が作成できます。
■CSV ファイルから簡易分布図を作成
位置情報が入った CSV データをインポートして、その場所を地図上にマッピングできます。
■簡易分布図を棒グラフで表示
CSV データを取り込む際、インポートデータの振り分け、図式割り当てを実装し、自動的に分布図を作成することができます。データベースを
ビジュアライズすることで簡易エリアマーケティングに威力を発揮します。
■よく使う情報が登録できる
よく見る地点やルート検索結果、図形や画像が登録でき、いつでも呼び出せます。
活用する
■いろいろできる印刷機能
プレビュー画面を見ながら自由にレイアウトして、キレイな地図をキレイに印刷できます。縮尺や解像度を指定しての印刷や、コメントを付けた
印刷も可能です。
■ミニ地図帳印刷
プロアトラスだけ
ルート全体・出発点・到着点・ルート情報・メモ欄・表紙で構成される地図を印刷するルートマップ印刷、3 種類の縮尺と表紙で構成される地図
を印刷する通常印刷の 2 種類でミニ地図帳が作成できます。
■GPS を利用した機能
GPS ナビゲーション機能で、GPS 受信機とパソコンを接続して現在位置の表示や、ハンディ GPS の移動ログとデジカメ写真の撮影時刻をマッ
チングさせて地図上の撮影された地点へ写真をプロットすることができます。
■2 台まで使える プロアトラスだけ
「1 年間地図データ更新パック付」モデルでは、2 台目パソコン用に「プロアトラス SV7Select」をダウンロードできます。2 台目のパソコンでも「プ
ロアトラス」が使えます。
※個人所有のパソコンに限ります。
※「プロアトラス SV7Select」は 2011 年 9 月 2 日ダウンロード提供開始予定です。「プロアトラス SV7Select」でも 1 年間地図データの更新ができます。最新の更
新地図データは 2 月、5 月、8 月、11 月に公開予定です。初回公開は 2011 年 11 月予定です。
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各 タイト ルの収 録 エ リア
製品名

収 録 エリア

プロアトラス SV7 全国版 1 年間地図データ更新パック付
プロアトラス SV7 全国版 アップグレード・乗り換え専用
1 年間地図データ更新パック付※

全国

プロアトラスSV7 全国版
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
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版

野県、富山県、石川県、福井県、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

※『プロアトラスSV7 全国版 アップグレード・乗り換え専用 1 年間地図データ更新パック付』のアップグレード・乗り換え対象製品：プロアトラスシリーズ、電子地
図帳 Z[Zi:]シリーズ、Super Mapple Digital シリーズ、デジタル全国地図シリーズ、MapFan シリーズ、速攻！全国ゼンリン地図帳シリーズ（パッケージ製品、パソコ
ンプレインストール版、書籍付属ソフト等すべてのバージョンが対象です。体験版は対象外です。）

ラ イセン ス販 売
複数台のパソコンでご利用いただけるライセンス製品をご用意しております。『プロアトラス SV7』を 2 台以上のパソコンに導入される場合にご
利用ください。ライセンス管理の簡略化ができ、スタンドアロン、ネットワークサーバなどの利用環境に応じた導入を選択することができます。
ネットワークサーバ環境では、容量の大きい地図データをサーバで共有できます。
■都道府県単位で地図データインストールが可能に

UP

地図データのインストールエリアが都道府県単位で指定できるようになりました。インストール時間やサーバの負担を軽減することができま
す。
※アップグレードライセンスは旧プロアトラスライセンス、旧プロアトラスパッケージをお持ちのお客様が対象となります。
製品名
プロアトラスSV7 全国版ライセンス（1年間地図データ更新付） 2～4ライセンス
プロアトラスSV7 全国版ライセンス(1年間地図データ更新付) 5～9ライセンス
プロアトラスSV7 全国版ライセンス(1年間地図データ更新付) 10～19ライセンス
プロアトラスSV7 全国版ライセンス(1年間地図データ更新付) 20～ライセンス
プロアトラスSV7 全国版ライセンス 2～4ライセンス
プロアトラスSV7 全国版ライセンス 5～9ライセンス
プロアトラスSV7 全国版ライセンス 10～19ライセンス
プロアトラスSV7 全国版ライセンス 20～ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス(1年間地図データ更新付) 2～4ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス(1年間地図データ更新付) 5～9ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス(1年間地図データ更新付) 10～19ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス(1年間地図データ更新付) 20～ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス 2～4ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス 5～9ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス 10～19ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス 20～ライセンス
プロアトラスSV7 全国版アップグレードライセンス(1年間地図データ更新付) 2～4ライセンス
プロアトラスSV7 全国版アップグレードライセンス(1年間地図データ更新付) 5～9ライセンス
プロアトラスSV7 全国版アップグレードライセンス(1年間地図データ更新付) 10～19ライセンス
プロアトラスSV7 全国版アップグレードライセンス(1年間地図データ更新付) 20～ライセンス
プロアトラスSV7 全国版アップグレードライセンス 2～4ライセンス
プロアトラスSV7 全国版アップグレードライセンス 5～9ライセンス
プロアトラスSV7 全国版アップグレードライセンス 10～19ライセンス
プロアトラスSV7 全国版アップグレードライセンス 20～ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版アップグレードライセンス(1年間地図データ更新付) 2～4ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版アップグレードライセンス(1年間地図データ更新付) 5～9ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版アップグレードライセンス(1年間地図データ更新付) 10～19ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版アップグレードライセンス(1年間地図データ更新付) 20～ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版アップグレードライセンス 2～4ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版アップグレードライセンス 5～9ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版アップグレードライセンス 10～19ライセンス
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版アップグレードライセンス 20～ライセンス
プロアトラスSV7 全国版ライセンス追加ディスク
プロアトラスSV7 首都圏・中部・関西版ライセンス追加ディスク
プロアトラス 全国版1年間地図データ更新ライセンス（SV7用）
プロアトラス 首都圏・中部・関西版1年間地図データ更新ライセンス（SV7用）
プロアトラス 全国版地図データライセンス（SV7用）
プロアトラス 首都圏・中部・関西版地図データライセンス（SV7用）

価格(税込)
13,230円
12,810円
12,495円
12,180円
9,030円
8,610円
8,295円
7,980円
12,075円
11,655円
11,340円
11,130円
7,350円
6,930円
6,615円
6,405円
11,907円
11,529円
11,235円
10,962円
8,127円
7,749円
7,455円
7,182円
10,857円
10,479円
10,206円
10,017円
6,615円
6,237円
5,943円
5,754円
3,150円
3,150円
10,500円
9,450円
4,200円
3,150円

発売日

2011年
7月29日
（金）

2011年
11月下旬
発売予定
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対応OS（日本語版）
コンピュータ本体
必要メモリ

必要ディスク容量

動作環境
Microsoft Windows 7(SP1以上、64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows Vista(SP2以上、64bit版/32bit版)※
Microsoft Windows XP(SP3以上、32bit版)
※64bitOSではWOW64モードで動作します。
Windowsが正常に動作するパーソナルコンピュータ
Windows 7：1GB以上必要(64bit版の場合は2GB以上必要)
Windows Vista：1GB以上必要
Windows XP：512MB以上必要
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。
1.1GB以上の空き容量
◎Windowsがインストールされているドライブに必要な空き容量は100MBです。
◎フルインストールに必要なハードディスクの空き容量は以下の通りです。
全国版 1年間地図データ更新パック付 18.2GB
全国版 アップグレード・乗り換え専用 1年間地図データ更新パック付 18.2GB
全国版 18.2GB
首都圏・中部・関西版 11.7GB
※詳細図・航空写真データは、都道府県単位でインストールすることができます。
※詳細図・航空写真データは、ディスク読みでも利用できます。
※ジオラマ機能、標高グラフ表示(距離測定)を行う場合、標高データをハードディスクにインストールする必要
があります。
※ルート検索データをハードディスクにインストールしない場合、ルート検索・鉄道ルート検索の利用にはイン
ターネットに接続できる環境が必要です。

ディスクドライブ

DVD-ROMドライブ（片面二層式対応）

ディスプレイ

画面の解像度：800×600以上（1024×600以上を推奨）、色数：16ビットカラー以上必要
※動作保証解像度は1920×1080までです。

ビデオカード

ジオラマ機能を利用する場合：DirectX8.1b以上に対応したビデオカード

注意事項

※プロアトラスのご使用にはシステムにMicrosoft Internet Explorer6 SP1以上がインストールされている必
要があります。
※インストールには、管理者権限/昇格が必要です。
※ネットワーク接続のドライブからのインストールは動作保証外です。

Copyright・商標
Copyright (C) 2011 Yahoo Japan Corporation.
Copyright (C) 2011 FUDEMAME CO., LTD.
・プロアトラスは、ヤフー株式会社の登録商標です。
・筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。
・地図、各種データおよびプログラムの著作権ならびに産業財産権は、ヤフー株式会社またはライセンサーに帰属します。
・Microsoft®Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
・Microsoft®,Windows®,Windows Vista®は、米国Microsoft® Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
企画・開発・販売元
企画・販売 株式会社筆まめ
企画・開発 ヤフー株式会社
地図データ提供 株式会社ゼンリン
航空写真提供 デジタル・アース・テクノロジー株式会社
会社概要
【株式会社筆まめ】 http://www.fudemame.co.jp/
株式会社筆まめは、はがき・住所録ソフト「筆まめ」、地図ソフト「プロアトラス」、DTPソフト「パーソナル編集長」をはじめとしたコンシューマー
向けソフトウエア製品、ライセンスソフトウエア製品の企画・開発・販売を中心に事業展開しています。
重要
このリリースに記載されている製品の仕様およびサービス等は、予告なく変更または中止されることがあります。
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