
報道関係者各位 

 
 iOS7対応 iPhone用ナビアプリ「navico Ｇ♭（Ｇフラット）」を本日発売！  

 
－ 2013年12月6日より発売記念キャンペーン特別価格900円（57%OFF）で提供 － 

  

株式会社ワックドットコム 
2013年12月6日 

株式会社ワックドットコム（本社：東京都千代田区 代表取締役：若林秀彦）は iPhone 用ナビアプリケーション「navico G♭」（以下navico Gフラット）を本
日、発売いたしました。 
  

「navico Gフラット」はApple社が発表する iTunes Aword 2010のトップセールス4部門を受賞した「navico 全国詳細地図版/東名阪詳細地図版」の後継
製品となります。 
 
新しい「navico Gフラット」はiOS7のフラットデザインに完全準拠。ベースマップにグーグルマップを採用し、洗練されたユーザインターフェースでより使
いやすいナビアプリとなりました。また電子コンパスを用いた徒歩ナビ機能も搭載し、クルマでも徒歩でも使える万能ナビとしてさらに活用範囲が広が
ります。 

ルート案内には音声合成エンジンで定評のある東芝製ToSpeak™を採用し、交差点や道路名の読上げに対応。 
前作でも好評のオービス機能を標準搭載。バックグラウンドでのルート案内にも対応し、誰でも簡単・安心・安全に使えるナビアプリとして大きく進化し
ました。 

本アプリケーションの公開を記念いたしまして、本日より期間限定で2014年1月5日までの1ヶ月間、 
キャンペーン特別価格としてApp Storeにて900円（定価の57%OFF）でご提供させていただきます。 
 
 
製品の詳細につきましては下記をご参照ください。  

Press Release 

クルマでも徒歩でも

 
「navico Gフラット」はこれまでのカーナビ機能に徒歩ナビ機能もプラス。 
クルマでも徒歩でも使える万能ナビアプリに進化しました。 
ドライブモードではGPSによるヘディングアップとドライブルートの探索、徒歩モードでは電子
コンパスによるヘディングアップと徒歩ルートの探索を行います。 

最高の地図で

 
「navico Gフラット」はベースマップにグーグルマップを採用。 
キレイで見やすい地図、スクロールや拡大縮小、３Ｄ表示など使い慣れた地図操作はその
ままに、最新のユーザインターフェースでさらに使いやすく。 
交通状況の表示、ストリートビューの表示、夜間モード表示、複数経由地のルート案内も可
能です。 
 
※本アプリケーションはオフラインナビではありません。インターネットに接続できる環境でお使いください。

もっと詳しく

 
「navico Gフラット」は大きく見やすい案内パネル、navicoならではの案内リスト、交差点詳細
地図でより詳しく案内。 
さらに、音声合成エンジンで交差点や道路名も音声で読み上げ。 
またバックグランドでのルート案内にも対応し、ユーザを的確に目的地までナビゲートしま
す。 
 
 ※本製品は東芝製音声合成エンジンToSpeak™を使用しています。

ビックリするほどピッタリ！滑らか！

 
iPhone内蔵のGPSは1秒間に1回のサイクルで位置情報が更新されます。 
そのため多くのナビアプリでは走行中1～2秒（10m～30m）のズレが発生します。   
「navico Gフラット」は独自のGPS補正機能でこのズレを解消。 
曲がり角や案内ポイントを通り過ぎてしまうことなくピッタリ案内します。 
しかも、自車の移動に伴い地図がカクカクしたり跳ねたりせずとても滑らかに表示されます。 

※GPS遅延補正機能はGPSの遅れによる位置ずれを補正する機能です。GPSの電波の届かないところで位置

を推測する自律航法とは異なります。ご了承ください。 

「navico Gフラット」は最新のiOS7 フラットデザインに
完全準拠。 

「navico Gフラット」はフリーワード検索の他に、住所階
層検索、周辺・カテゴリ検索、連絡先など豊富な検索
機能を装備。 
また、近くのコンビニやガソリンスタンド、銀行など急な
用事でもすぐに探して地図上に表示するクイックサー
チ機能もプラス。 

「navico Gフラット」はホワイト/ゴールド/シルバー/スペ
ースグレー/ブルー/ピンク/グリーン/イエローの全８種
類のテーマカラーをご用意。 
気分にあわせて気軽にコーディネート。自分オリジナ
ルのナビアプリに変身します。 

「navico Gフラット」は安心の買い切りアプリです。 
年間更新型のアプリケーションではありませんので、
利用期限、機能制限なしで、ずっとお使いいただけま
す。 

洗練されたフラットデザイン

行きたいところがすぐ探せる

気分にあわせてコーディネート

利用期限なし！安心の買い切りアプリ

 



「navico Ｇ♭」（navico Ｇフラット） 
 

2013年12月6日発売 ※App Storeにて販売 

「navico Gフラット（ドライブ・徒歩ナビ）」    標準価格 2,100円（税込） 

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

iOS7が動作する下記端末 

・Phone5s,iPhone5c,iPhone5,iPhone4s,iPhone4 / iOS7以上 
・iPad Air, iPad (第4世代), iPad(第3世代), iPad 2 / iOS7以上（互換モード） 
・iPad mini Retina, iPad mini (第1世代) / iOS7以上（互換モード） 
・iPod touch (第5世代)   
 
※常時インターネットに接続する環境が必要です。（オフラインナビではありません。） 
 iPod touch, iPad Wi-Fiモデルはモバイルルータもしくは携帯電話のテザリング機能でインターネットに接続してお使いください。   
※iPad Wi-Fiは外部GPSレシーバーを併用することで ナビ利用可能  

※iPod touchは電子コンパスの機能がないため徒歩モードでのヘディングアップはできません。 

※iPadでは互換モードでの動作となります。（現在 iPad対応版を開発中です。） 

  

navico G♭ 機能・仕様

 

 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 内容

地図 

地図表示 標準/地図+写真/航空写真/地形図の4種類

交通状況表示 ON/OFF
画面モード ポートレート(縦画面) /ランドスケープ（横画面）

用途 車で利用する/徒歩で利用する

夜間モード ON/OFF
現在地表示 赤/青 大/中/小 アイコン

十字カーソル ON/OFF
GPS表示 GPSレベル表示(3段階)
時計表示 現在時刻表示

地図縮尺 無段階(20段階)
3D表示 ボタン[3D]またはツーフィンガー上下スワイプ

移動 スクロール、現在地ボタン

拡大・縮小
ピンチイン/アウト 

ダブルタップ/ツーフィンガータップ 
ボタン[+][-]

ピンをドロップ ロングタップ

ベースマップ グーグルマップ

ルート編集・探索

ルート種類
ドライブルート/徒歩ルート 

※ドライブルートは一般車を対象

ルート 出発地から目的地を含む最大10箇所の地点

経路オプション
高速道路を利用しない 
有料道路を利用しない

優先度 距離優先/時間優先

編集機能 出発地、目的地、経路地追加、並べ替え、削除

ルート案内

音声種類 ドライブナビ/徒歩ナビ

音声ガイド

ON/OFF 
交差点名、道路名を読上げ可能 

※東芝ToSpeak TM 音声合成エンジン

案内パネル 方向表示アイコン、案内、距離

到着予想パネル 到着予想時間、総距離

案内リスト
ON/OFF 

案内リストのタップで縮小切替

交差点詳細地図
標準/地図+写真/なし 

交差点100mより詳細地図表示(横画面モードのみ)
オートスケール ON/OFF

リルート
オートリルート ON/OFF 

一般道/高速道の切り替えリルートをサポート

バイブレーション ON/OFF

オービス

データ提供元 三栄書房

データ種類

ループコイル式オービス 
LHシステム 
Hシステム 

レーダー式オービス 
速度取締ポイント

データ数 全国約1000件

地図表示 アイコン表示(車利用の時のみ)
警報画面表示 警報メッセージ、距離



  

  

警報音声 チャイム+警報音声

ユーザーインターフェース

テーマカラー
ツールバー、ボタンの配色 

ホワイト/ゴールド/シルバー/スペースグレイ 
ピンク/ブルー/イエロー/グリーン 全8色

全画面表示切替 地図のタップで全画面表示を切替

レイアウト

ステータスバーを常に表示 
コンパスを常に表示 
3Dボタンを常に表示 

ズームボタンを常に表示

検索 検索種類
フリーワード検索 
住所階層検索 

周辺・カテゴリー検索

登録地点

項目

名称 
住所 

タグ「自宅」で自宅属性 
電話番号 

URL 
メモ

登録地点編集 地点登録、削除

操作 登録地点選択、ルート探索

履歴
履歴編集 削除

操作 履歴選択、ルート探索

連絡先
連絡先追加 新規/既存連絡先

操作 連絡先住所選択、ルート探索

その他 GPS遅延補正機能

端末のGPSの遅れによる現在地のズレを補正する機能 
※本機能はGPSレベルが3の時のみ有効となります。 

※本機能は自律航法とは異なります。

navico G♭

対応機種

iPhone5s,iPhone5c,iPhone5,iPhone4s,iPhone4 / iOS7以上 
iPad Air, iPad (第4世代), iPad(第3世代), iPad 2 / iOS7以上（互換モード） 

iPad mini Retina, iPad mini (第1世代) / iOS7以上（互換モード） 
※iPad Wi-Fiは外部GPSレシーバーを併用することで利用可能 

バージョン 1.0
ファイルサイズ 45MB

価格

 
2,100円(税込み) 

 
※App Storeのレートによって変更される場合があります。

 ギャラリー

         



◆ 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。 

 
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://catalyst.wac-jp.com/navicoGF/ 
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 
TEL: 03-6380-8156 
URL: http://www.wac-jp.com/ 

                         

                         

                         

 


