基本仕様
地図を見る

地図の表示

地図の操作

補助的な表示機能

地図を調べる

位置検索

ルート検索・
料金計算

測定

インターネット連携

地図を記録する
（1/2）

登録（1/2）

全国フリースクロール
最大13段階の縮尺切り替え
中心を指定して表示（住所・緯度経度・マップコード）
ホーム位置表示
地図の表示履歴
ジオラマ機能（地図の立体表示）
ダウンロードサービス対応
航空写真の表示
地下街マップの表示
地図の回転
地図の拡大・縮小
虫眼鏡
地図の表示スタイルの変更
地図の表示情報の選択
白地図表示
サブマップの表示
画面の中心点の表示
スケールバー・コンパス（方位記号）の表示
全画面表示
キーワード検索（おまかせ検索）
ツリー検索
最寄り検索
道沿い検索
位置情報の表示・コピー（住所、緯度経度、マップコード、標高）
ブラウザ上から検索
◇検索対象データ：
住所（「○丁目○番○号」までの番地・号レベル）、郵便番号、
施設、情報チャンネル（ぐるなび、地下街マップ、
近畿日本ツーリスト、JTB国内宿泊、るるぶトラベル、タイムズ、
ソフトバンクショップ、マクドナルド）
ルート検索
-全６車種の高速・有料道路料金を検索結果に反映
タクシー料金計算
鉄道ルート検索
鉄道ソフトとの連携
距離測定（標高グラフ表示）
リアルタイム測定
巻尺機能
面積測定
方位測定
インターネット検索（Yahoo! JAPAN／JWord）
Yahoo!天気情報を表示
インターネット地図で表示（Yahoo!地図情報やマピオンで表示）
メモ、ポイント、図形の追加（お絵描きツールバー）
検索結果やデジタルカメラ画像の追加
プロアトラス図形ファイルやCSVファイルのインポート
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基本仕様
地図を記録する
（2/2）

登録（2/2）

編集

保存

地図を活用する

印刷

連携

現在地表示

筆まめ住所録ファイルのインポート
分布図作成
登録したデータを複数ユーザーで共有
図形の形状の変更
タイトルやスタイル（アイコン・色など）の変更
登録したデータのキーワード検索
案内図の作成
プロアトラス図形ファイルやCSVファイルで保存（エクスポート）
地図を画像ファイル（JPG・BMP形式）で保存
検索結果をテキストファイルに保存
多機能な印刷プレビュー画面
・プレビュー画面上でのフリースクロール&拡大・縮小
・自由なレイアウト変更
・印刷解像度を指定
コメントを地図に付けて印刷
モノクロ印刷
縮尺を指定して印刷
ミニ地図帳印刷
地図を範囲指定＆コピー
筆まめに地図をダイレクトに貼り付け
ハイパーリンク
地図切り出し
GPS機能
・リアルタイム現在位置表示（ナビゲーション）
・GPSログデータ（トラック、ウェイポイント、ルート）
の双方向データ通信連携
・フォトロケーター
（GPSログとJPGファイルのマッチング＆地図プロット）
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動作環境
対応OS（日本語版）

・Microsoft Windows 8.1(64bit版/32bit版)※
・Microsoft Windows 8(64bit版/32bit版)※
・Microsoft Windows 7(64bit版/32bit版)※
・Microsoft Windows Vista
(Service Pack 2以上、64bit版/32bit版)※
・Microsoft Windows XP(Service Pack3以上、32bit版)
※ 64bitOSではWOW64モードで動作します。

コンピュータ本体
必要メモリ

Windowsが正常に動作するパーソナルコンピュータ
・Windows 8.1、Windows 8、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。

必要ディスク容量

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 16.7GB
-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 16.7GB
-全国版 16.7GB
-首都圏・中部・関西版 10.4GB
※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
ディスプレイ
ビデオカード
注意事項

DVD-ROMドライブ（片面二層式対応）
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
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
※プロアトラスのご使用にはシステムに
Microsoft Internet Explorer6 Service Pack1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。
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対応機器
GPS

リアルタイム
現在地表示

NMEA(National Marine Electronics Association)
0183規格の出力をするGPS受信機
■ 動作確認機種
・ガーミン社：
eTrex、eTrex Venture、eTrex Legend、eTrex Vista、
Geko201、Foretrex 101、GPSMAP60CS(※)、
GPSMAP60CSx(※)、GPSMAP76C(※)
（設定で［NMEA］を選択してください。(※)の機種を
USBで接続する場合、［Garmin USB接続］を選択
してください）
・株式会社アイ・オー・データ機器：CFGPS、CFGPS2、
PDC-GPS、USBGPS2
・ソニー株式会社：VGP-BGU1
その他、次の機種でも動作確認をしております
（設定で各機種を選択してください）。

データ通信

・株式会社アイ・オー・データ機器 PCGPS、USB-GPS
ガーミン社のハンディGPS
(ガーミン社のGPSデータ転送プロトコル対応機種)。
■ 動作確認機種
・ガーミン社：
eTrex、eTrex Venture、eTrex Legend、eTrex Vista、
Geko201、Foretrex 101、GPSMAP60CS(※)、
GPSMAP60CSx(※)、GPSMAP76C(※)、
edge305（※）(トラックのアップロードはできません)
（設定で［Garmin ハンディGPS］を選択してください。
(※)の機種をUSBで接続する場合、［Garmin USB接続］
を選択してください）

フォトロケーター

プロアトラス側で保存したログでの利用
「リアルタイム現在地表示」の動作確認機種すべて。
GPS受信機側で保存したログ（トラック）での利用
・「データ通信」の動作確認機種すべて。※1※2
※1 Geko201、Foretrex 101、edge305以外の機種は、
自動記録されたログ（アクティブログ）で利用
できます
（受信機上で「保存」処理を行ったログについては、
ご利用いただけません）。
※2 トラック以外のデータ（ウェイポイント、ルート）
では利用できません。

地図切り出し

PDA、携帯電話
iPod

jpg形式の画像ファイルが表示可能な機種
・カラーディスプレイを装備しているiPod
Fifth Generation iPod (iPod with video)、iPod nano、
iPod U2 Special Edition(カラーディスプレイ装備)、
iPod with color display、iPod photo、iPod touch
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諸事項
ご注意
・本製品と、それ以前のバージョン（以下、旧製品）のプロアトラスとの併用については、以下の通りです。
-プロアトラスSV5/SV4/SV3/SV2/SV/SV航空写真は、併用できません。本製品のインストールに
あたっては、旧製品をアンインストール（削除）していただく必要があります。
-上記以外の旧製品は、本製品と同じパソコンで併用できます。
・施設検索データは、ヤフー株式会社が独自で編集したものです。また、「5千市街図」で記載されている
施設の一部は、収録されておりません。
・一部の機能及び地図データの更新のご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。
・「ルート検索」「鉄道ルート検索」をインターネット経由でご利用になる場合、インターネット
に接続できる環境が必要です。
・「ルート検索」の結果に、スマートインターチェンジは反映されません（地図情報としては掲載されておりま
す）。
・「GPS機能」のご利用にはGPS受信機が必要です。動作確認機種は、
筆まめネット(http://fudemame.net/)をご参照ください。
・「CSVファイルのエクスポート」では、緯度経度は反映されません。
・地図の「印刷」は、A3サイズまで印刷できます。
・ディスクに収録している地図・検索データの情報日付については、次の通りです。
-市区町村合併は2010年5月1日まで対応しています
-その他は、2010年2月～5月までの情報を反映しています（一部情報を省く）。
※一部のデータは、ダウンロードサービス（有料）により、新しい情報日付に更新することができます。
ライセンス表記
・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。
・地図データに使用したフォント情報の著作権を含む一切の権利は、株式会社モリサワに帰属します。
・5千市街図データは株式会社ゼンリン製地図データを基に作成されています。
・印刷機能につきましては、グレープシティ株式会社製VS-VIEW 8.0J Classic Edition
「Copyright (C) 2001,2003 ComponentOne LLC.」を使用して作成されています。
・インターネット経由で利用するルート検索データ、および有料道路料金データ（以下、本品）は
以下の情報に基づいて作成しております。
＜地図データについて＞
・この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図、
2万5千分の1地形図、1万分の1地形図及び数値地図250mメッシュ（標高）を使用したものである。
（承認番号 平20業使、第411-3号）
・この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図
データベース（(c)2009財団法人日本デジタル道路地図協会）を使用しました。
（測量法第44条に基づく成果使用承認09-022N）
・この地図の作成にあたっては、上記の地理情報及びインクリメント・ピー株式会社の電子地図
データベースを基に住友電工システムソリューション株式会社が追加・加工したものを使用しています。
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諸事項
＜交通規制データについて＞
・本品に使用している交通規制データは、2009年9月時点のものです。本データが現場の交通規制と違う
ときは、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。
・本品に使用している交通規制データは、普通車両に適用されているもののみで、大型車両や二輪車等の
規制は含まれておりません。あらかじめご了承ください。
＜注意事項＞
・データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。
・いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを
固く禁じます。
・本品より出力された地図情報の著作権は、住友電気工業株式会社、住友電工システムソリューション
株式会社及びインクリメント・ピー株式会社に帰属します。
地図の承認番号
・この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の100万分の1日本、
50万分の1地方図、20万分の1地勢図、2万5千分の1地形図、 1万分の1地形図、
数値地図2500（空間データ基盤）及び数値地図50mメッシュ（標高）を使用したものです。
（承認番号 平21業使、第579-4号）
・「5千市街図」については、株式会社ゼンリンから提供された情報をもとに地図を作成しています。

Copyright・商標
Copyright (C) 2010 Yahoo Japan Corporation.
Copyright (C) 2010 CREO 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、株式会社クレオの登録商標です。
・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。

同梱物
■全国版
・CD-ROM:1枚(メインディスク）
・DVD-ROM:2枚(データディスク）
・インストールガイド:1部 使用許諾契約書:1部
・製品ユーザ登録カード:1部
■首都圏・中部・関西版
・DVD-ROM:2枚(メインディスク、データディスク）
・インストールガイド:1部 使用許諾契約書:1部
・製品ユーザ登録カード:1部

企画・開発・販売元
企画・販売 株式会社クレオ
企画・開発 ヤフー株式会社
地図データ提供(5千市街図) 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
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重要
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。

1年間地図データ更新パックについて
1年間地図データ更新パックの対象データは下記の通りです。
・プロアトラス地図データパッケージ～北海道 ○年○月版
・プロアトラス地図データパッケージ～東北 ○年○月版
・プロアトラス地図データパッケージ～関東 ○年○月版
・プロアトラス地図データパッケージ～甲信越・静岡 ○年○月版
・プロアトラス地図データパッケージ～東海 ○年○月版
・プロアトラス地図データパッケージ～北陸・関西（東部）○年○月版
・プロアトラス地図データパッケージ～関西（西部）○年○月版
・プロアトラス地図データパッケージ～中国・四国 ○年○月版
・プロアトラス地図データパッケージ～九州・沖縄 ○年○月版
・プロアトラス検索データパッケージ ○年○月版
※5千市街図は含まれていません。
※5千都心図、1万詳細図の収録エリアは本製品の収録エリアに準拠します。
※航空写真、地下街マップのデータは対象外です。
※地図データをダウンロードするには製品ユーザ登録が必要です。
※製品ユーザ登録から1年間、地図データをダウンロードできます。
2011年12月31日までに製品ユーザ登録を完了しない場合、
地図データをダウンロードできる期間が1年未満になります。
※最新の地図データは1月、4月、7月、10月に公開予定です。
※ブロードバンド環境が必要です。

2台目PCでの利用について
・ダウンロード方法はパッケージに同梱の「インストールガイド」をご覧ください。
・ダウンロード期間：2010年10月27日から2012年12月31日まで。
※「プロアトラスSV6 Select」がダウンロードできます。
※ブロードバンド環境が必要です。
※個人所有のPCに限ります。
※製品ユーザ登録が必要です。
※5千市街図、航空写真データは対象外です。
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