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ワックドットコム iOS4対応 iPhone用カーナビアプリケーション 

「navico（ナビコ）」を本日発売！  

 
－ きれいで見やすい、昭文社「MAPPLE（マップル）」地図をアプリケーションに内蔵し、オフラインでも本格的なカーナビ機能を提供 － 

  

株式会社ワックドットコム 
2010年07月23日 

 株式会社ワックドットコム（本社：東京都小平市 代表取締役：若林秀彦）はiPhone用カーナビアプリケーション「navico（ナビコ）」（以下
navico）を本日、発売いたしました。 
 
 「navico」は地図・検索データを内蔵し、オフラインでも「地図表示」「目的地検索」「ルート探索」「ルート案内」のカーナビとして必要なすべ
ての機能をご利用になれる画期的なiPhoneアプリケーションです。地図・検索データはガイドブックでおなじみの昭文社「MAPPLE（マップ
ル）」を採用し、きれいで見やすい地図を「ノースアップ」「ヘディングアップ」「簡易3D」の３つのモードで表示します。 iPhone 4 ならびに 
iPhone 3GS に搭載された最新のiOS 4に対応しており、アプリケーションを終了することなしに他のアプリケーションと切り替えて使用するこ
とができます。また、Twitterと連携して周辺のつぶやきを表示、「渋滞なう」とつぶやいたり、iPodの操作や楽曲のアートワークを表示できる
楽しくてホットな機能を搭載しました。 

 全国の道路地図に47都道府県1450エリアの市街詳細地図を収録した「navico全国詳細版」を6,000円（税込み）、全国の道路地図と東名
阪を中心に約300エリアの市街詳細地図を収録した「navico東名阪詳細地図版」を5,400円（税込み）の２つのラインナップを用意いたしまし
た。App Store（Apple社）でご購入いただけます。 
 
 
製品の詳細につきましては下記をご参照ください。  

Press Release 

オフライン（圏外）でもカーナビに必要なすべての機能が使えます！

 
  「navico」は地図・検索データをアプリケーションに内蔵しているので、地図の表
示やルート検索に通信環境を必要とせず、オフライン（圏外）においても、地図の
表示、目的地の検索、ルート探索、ルート案内のカーナビとして必要なすべての
機能が使える本格的なiPhone用 のカーナビアプリケーションです。 
  さらにオンラインであれば内蔵されたデータによる検索だけでなく、ネットワーク
拡張検索やnavicoのさまざまなネットワークサービスもご利用になることが可能で
す。 

ガイドブックでおなじみの昭文社「MAPPLE（マップル）」を採用！

 
  「navico」はガイドブックでおなじみの昭文社「MAPPLE」を採用し、10m〜200km
スケールの14段階のデジタル地図、レストラン・ラーメン店・コンビニ・銀行・ガソリ
ンスタンド・観光地など周辺情報を満載。 
  また、「MAPPLE」ならではの「ぬけみち」や「でっか字」「もっとでっか字」を表示
し、とてもきれいで見やすい地図情報を提供します。 

３つの地図モード、音声ガイド、詳しいルート案内でドライブを強力にサポート！

 
  「navico」は「ノースアップ」、「ヘディングアップ」さらにiPhoneアプリケーションで
は国内初となる「簡易3D」の３つの地図表示モードを切り替えられます。 
  もちろんiPhoneならではのスムーズなスクロール、ピンチイン・ピンチアウト操
作、ポートレート（縦長）・ランドスケープ（横長）の画面にも対応しています。 
  聞き取りやすい音声ガイドに加え、交差点付近を拡大表示、高速道路のインタ
ーチェンジや分岐点などをわかりやすい3D(立体)で表示。サービスエリアなどの
施設表示、レーン情報表示、案内リストを表示して確実に目的地まで導きます。 

利用期限なし！ 
安心の買い切りアプリケーションを２つのラインナップで！

 
  「navico」は年間更新のアプリケーションではありません。 利用期限、機能制限
なし（ネットワーク検索サービスも含む）で、ずっとお使いいただけます。 
  また、全国地図＋全国1450都市の市街詳細図を収録した「navico 全国詳細地
図版」6,000円（税込み）と全国地図＋東名阪エリアの市街詳細図を収録した
「navico 東名阪詳細地図版」5,400円（税込み）の２つの製品をラインナップ。 
用途に合わせてお選びください。 

navicoならずっと使えます！

 
  「navico」はオフライン地図および検索データの更新を2012年までアップデータと
して無料で提供します。 

  「navico」はiPhone 4 ならびに iPhone 3GS用の最新
OS「iOS 4」に対応。 
アプリケーションを終了せずにその他のアプリケーショ
ンと切り替えて使用することが可能です。  

  今話題のTwitterと連携し、周辺のつぶやきを表示し
たり、「渋滞なう」「いまここ」などとつぶやくことができ
ます。 
  iPodの再生・停止、曲順を操作したり、アートワーク
を表示することができます。  

  「navico」は車速を感知し、運転中にドライバーが複
雑な操作をすることを制限する「運転者モード（操作制
限あり）」と同乗者が操作を行える「同乗者モード（操
作制限なし）」の２つのモードを用意。 
  ドライバーの安全運転をサポートします。  

  

最新「iOS 4」に対応！

Twitter、iPod 連携でドライブを楽しむ！

安全運転をサポート。「操作制限モード」搭載！

 

  



※アップデータによる地図データの更新は全2回を予定しております。第１回目は
2011年1月予定、第２回目は2012年春頃提供の予定です。 
※アップデータによる地図更新のサービスが終了いたしましても、インストールさ
れたアプリケーション、データはそのままお使いいただけます。（使用許諾されま
す）  
 

「navico」（ナビコ）  

2010年7月23日発売 ※App Storeにて販売 

「navico 全国詳細地図版」    標準価格 6,000円（税込） 

「navico 東名阪詳細地図版」  標準価格 5,400円（税込） 

製品情報・サポート http://iphone.wac-jp.com/navico/ 

・iPhone 4 / iOS4 
・iPhone 3GS / iOS4 または iPhone OS 3.1.2以上 
・iPad Wi-Fi + 3G / iPhone OS 3.2（互換モード） 

※iPhone 3Gは非対応です。 
※iPad Wi-Fi および iPod touch 3rdについてはGPSが使用できないため、ナビゲーション機能はご利用になれません。 
※約2GBの空き容量が必要です。  
※iPadでは互換モードでの動作となります。 

 製品名

 発売日

 価格

 URL

 対応端末・動作環境

 主な機能仕様

項目・製品名
navico

全国詳細地図版 東名阪詳細地図版

地図

地図 昭文社「MAPPLE」デジタル地図データ

表示モード ノースアップ / ヘディングアップ / バードアイ（簡易3Dビュー）

画面モード ランドスケープ（横長） / ポートレート（縦長）

地図色 昼 / 夜 / 外

文字サイズ 普通 / でっか字 / もっとでっか字

現在地表示 住所名称 / 道路名称 / 緯度・経度

GPS表示 GPSスコープ、GPSレベル表示（３段階）

地図データバージョン 昭文社 09年春版

広域～詳細道路地図 国内全域

地図スケール 10m～200km/14段階

市街詳細道路地図

全国47都道府県 
1450エリア 

市街図収録エリア  

東名阪11都道府県 
335エリア 

市街図収録エリア  

地図スケール 10m～25m/50mスケール 2-3段階

ぬけみちマップ 31都道府県 50～200mスケール道路点滅

移動 スクロール、ダブルタップ、現在地ボタン

拡大・縮小 ピンチイン/アウト、ボタン[+][-]

表示モード切替 コンパスをタップで切り替え

企業アイコン ●

3Dランドマーク ●

ぬけみち表示 ●

走行軌跡 ●

空（3D背景） オート / 晴れ / 曇り

探索条件 おすすめ/ 距離優先 / 高速回避 / 高速優先

車種 普通車 / 自動二輪 / 軽自動車/ 中型車 / 大型車 / 特大車



ルート探索

ぬけみち考慮探索 ●

ETC考慮探索 ●

探索結果 到着予定時刻、距離、料金、天気

自動再探索（オートリルート） ●

ルート案内

音声ガイド ●

交差点拡大図 ●

案内リスト ●

都市高速入り口イラスト ●

JCTイラスト ●

SA/PAイラスト ●

ETCイラスト ●

踏み切り注意案内音声 ●

合流注意案内音声 ●

リルート案内音声 ●

誘導時縮尺変更 ●

自車位置表示 GPSロケーション / 道路マッチング

ルート

ルート編集 経由地追加、並べ替え、削除、探索

ルート消去 ●

ルートデモ 3段階スピード

検索

プリセット（内蔵）データ検索 
データバージョン

昭文社 08年秋版

フリーワード検索 約215万件（索引）

ジャンル分類 391ジャンル

ジャンル検索、周辺検索 約55万件

ネットワークデータ検索 
データバージョン

昭文社 09年春版

住所検索 約3600万件（丁目、番地、号まで）

電話番号検索 約780万件（事業所電話番号）

まっぷるコード 約8万件

登録地点

種別 自宅 / その他

登録地点編集 地点登録、削除

操作 登録地点地図表示、ルート探索

履歴
履歴編集 削除

操作 履歴地図表示、ルート探索

アプリケーション 
サービス連携

Twitter連携（つぶやき表示） 周辺5kmのつぶやきをポップアップ

Twitter連携（つぶやき機能） いまここ / 渋滞なう / 気になった

iPod連携（操作パネル）
曲名/アルバム名/歌手名/アートワーク表示 

再生/一時停止、前の曲/次の曲

iPod連携（アートワーク表示） ●

天気予報 livedoor Weather Hacks API

ブックマークレット safari連携

その他

ダッシュボード機能 ガジェット

LCDディスプレイ 現在地 / 曲名 / 天気予報 を字幕表示

操作タップ音 ●

案内中のiPod再生音 フェードアウト / ポーズ

操作制限 走行時操作制限 運転者モード（制限あり） / 同乗者モード（制限なし）

navico

対応機種

iPhone 4 / iOS4 
iPhone 3GS / iOS4, iPhone OS 3.1.2以上 

iPad Wi-Fi + 3G / iPhone OS 3.2（互換モード） 
※iPhone 3Gは非対応、 

iPad Wi-Fiおよび iPod touch 3rd はGPS機能がないため非推奨

バージョン 1.0.1

ファイルサイズ 1.42 GB 953 MB

価格 6,000円 5,400円



◆ navico 公式サイト 

◆ 本プレスリリース   PDF版 

◆ 株式会社ワックドットコム 

●本ニュースリリースについて 

本ニュースリリースに掲載されている内容、製品情報、価格等については、製品の仕様変更、市場動向、社会情勢そのほかの事情により予告なく変更される可能性が
あります。 

●記載されている会社名、商品名について 

iPod, iPod touch, iTunes, Safariは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。 

 
MAPPLEは株式会社 昭文社の商標または登録商標です。 

 ギャラリー

         

                         

                         



その他の記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

●本件、ニュースリリースに関するお問い合わせ 

URL ： http:/iphone.wac-jp.com/navico/ 
E-mail ： support_navico@wac-jp.com 
 

開発・販売元 ： 株式会社ワックドットコム 
担当 ： 若林/松木 
TEL: 0422-28-7021 
URL: http://www.wac-jp.com/ 


