
報道関係者各位 

 
ワックドットコム iPod touch がカーナビになるGPSクレードル製品 

「Dual Portable GPS & Battery Cradle for iPod touch - XGPS251」を３月１日より発売！  

 
－ 韓国Namsung Corporate社と販売代理店契約を締結し、DualブランドのGPS製品を国内で正規輸入販売 － 

  

株式会社ワックドットコム 
2011年02月25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Namsung Corporate社（本社：韓国）と正規販売店契約を締
結し、米国Dual社（Namsung Corporate社の米国子会社）のGPSクレードル製品について日本国内での販売権を取得いたしました。 

 この度の合意により、iPod touch用GPSクレードル製品「Dual Portable GPS & Battery Cradle for iPod touch - XGPS251」（以下Dual 
XGPS251）を2011年3月1日より販売開始致します。 

 Dual XGPS251は第１世代～第４世代のiPod touchに取り付けることにより、GPSによる位置情報データおよびバックアップバッテリーの
電力を供給します。 

 本製品はApple社のハードウェア認証（made for iPod : iPod touch 1st～4th）を取得しており、iOS標準の位置情報サービス（コアロケー
ション）を使用するほとんどのiPhoneアプリケーションがそのまま動作可能です（JailBreak不要）。 

 付属のカーキットを車のダッシュボードに取り付ければカーナビとして、またXGPS-251本体だけをセパレートして使用することが可能で
すのでアウトドアでの利用など、幅広く活用することができる画期的な製品です。 

 本製品は欧米諸国では非常に人気が高くiPod touchを利用するユーザに広く普及いたしておりますが、一方で日本の一般消費者にと
っては入手が非常に困難でした。 
 
 今回ワックドットコムが正規輸入を行い国内において検品し、日本独自の仕様として車のダッシュボードに取り付けるための吸盤ベース
と日本語マニュアル、そして１年間の保証付きで販売する事により、消費者の方々に安心してご購入いただける製品となりました。 
 
 本日2月25日よりオンラインによる先行予約販売を開始し、特別販売価格でのご提供と期間中ご予約された方全員に1,000円分の
iTunesギフトコードを進呈するダブルキャンペーンを実施いたします。 

 
製品の詳細につきましては下記をご参照ください。  

Press Release 

iPod touchがカーナビに変身！

 
Dual XGPS251とオフラインのカーナビアプリケーションの組み合わせでiPod 
touchがカーナビに変身します。   

本製品は車に取り付けるためのカーキット（吸盤付きスタンド）が付属していま
すので、車内のダッシュボード等に取り付けることによりiPod touchを簡単に車
載カーナビとして使用することが可能となります。 

※iPod touchをカーナビとしてご利用になる場合は、オフライン型（地図等の情報を予め端末に
ダウンロードしておくネットワーク接続不要のタイプ ）のカーナビアプリケーションのご利用をお
勧めします。（モバイルWi-Fi等によるインターネット通信が可能な機器と併用することで標準マ
ップやオンラインのカーナビアプリケーションもご利用可能です。） 

  

GPSとバッテリーを切り替えてご利用になれます。

 
Dual XGPS251の本体裏面のスイッチをGPS⇔バッテリーに切り替えることで、
iPod touchへの補助バッテリーとしてご利用になれます。 
 
① GPSモード：位置情報をiPod touchに通知します。（バッテリー電力はGPSが
使用します。） 

② バッテリーモード：iPod touchのバックアップバッテリーとして動作します。   
 
またカーキットに取り付けて車内のシガー電源を使用している場合はGPSを利
用しながらiPod touchに電源を供給します。 

  

  XGPS251は第４世代のiPod touchに対応済み。 
 
第４世代には専用のスペーサーが付属。 
ファームウェアも第４世代に対応済みですので、 
購入してすぐご利用になれます。 
  

 ① 日本語マニュアル 

詳しい利用方法や、サポートについて記
載した日本語マニュアルが付属。 

 ② 吸盤ベース 

カーキットをダッシュボードに取り付けるた
めの吸盤ベースを付属。 
（国内有名メーカー製） 
  

 ③ １年保証と安心サポート 

１年保証とカスタマーサポートセンターに
よるアフターサービス 

  

第１～第４世代すべてのiPod touchに対応！

充実の日本仕様！



さらに拡がるワンランク上の使い方。

 
Dual XGPS251はiOS標準の位置情報サービス（コアロケーション）を利用するア
プリケーション全般で動作可能ですのでカーナビとしての利用にとどまらず、フ
ィットネス、ゴルフ、アウトドア、レジャーなど様々なシチュエーションで活用する
ことができます。  
  

◆対応アプリケーション 

※1 地図の表示、その他主要な機能においてインターネットの接続が必要なアプリケーション 
はモバイルWi-Fi等のインターネット通信機器と併用した場合に利用可能です。 

※上記アプリケーションは弊社にてGPS動作確認を行ったアプリケーションを記載しております
が、アプリケーションの仕様・動作を一切保証するものではありません。予めご了承をお願いし
ます。 

※上記アプリケーションは本製品に含まれておりません。別途AppStoreからのご購入・ダウン
ロードが必要です。 
  

 
iPod touch 

第１世代～4世代 
GPSクレードル 

 
・高性能GPS 
・バッテリー 

・スピーカー＆マイク 

お気に入りのAppを 
App Storeから選んで 

iPod touchとGPSで拡がる 
新しいユーザー体験 

ジャンル アプリケーション名 発売元

カーナビ

「navico 全国詳細地図版」 ワックドットコム

「navico 東名阪詳細地図版」 ワックドットコム

「NAVIelite」 アイシンAW

「GoGo Navigation」 EnGIS Communications Inc.

「mapfan for iPhone」※1 インクリメントP

「いつもNAVI」※1 ゼンリン

「全力案内」※1 ユビクリンク

地図 標準マップ（Googleマップ）※1 Google

WEB Mobile Safari※1 Apple

その他
フィットネス、ゴルフ、アウトドア、レジャー、サイクリングなど 
位置情報サービス（コアロケーション）を使用するアプリケーシ
ョン全般

  ご購入後１年以内（製品保証期間）に故障した場合
は無償サービスを受けられます。 

 正常使用で発生した性能・機能上の欠陥による故障
発生時（故障による不良に限る） 

・保証期間内：交換および無償修理 

  

  

安心の１年保証！

Dual Portable GPS & Battery Cradle 
for iPod touch  

「Dual Portable GPS & Battery Cradle for iPod touch - XGPS251」  米国Dual社製 

2011年3月1日 （先行予約開始 2011年2月25日） 

標準価格 19,800円（税込） 

ワックオンラインストアにて販売 
URL ： http://catalyst.wac-jp.com/ 

※順次、家電量販店・大手オンラインショップへの販路拡大を予定 

 製品名

 発売日

 価格

 販売店・オンラインショップ



対応端末 ： iPod touch 第１世代～第４世代  
 
対応アプリケーション ： iOSが標準でサポートする位置情報サービス（コアロケーション）を使用するアプリケーション全般 
 
※標準マップ、オンラインカーナビアプリケーション等、地図の表示、その他主要な機能においてインターネットの接続が必要なアプリケーションはモバイル
Wi-Fi等のインターネット通信機器 を併用してください。 
  

 対応端末・動作環境

 主な機能仕様

(1) 全般 
・クレードルの形状：63.5mm×129.5mm×20.3mm（幅×高さ×
奥行き） 
・ホルダーの形状： 71.1mm×147.3mm×25.4mm（幅×高さ×
奥行き） 
 
(2) 電圧 
・クレードル入力電圧：5V DC 
・ホルダー入力電圧：5V DC 
 
(3) シガーソケット電源アダプタ 
・入力：12V DC～24V DC 
・出力：5V DC 
 
(4) GPS 
・50チャンネル u box エンジン 
 
(5) 内部バッテリー 
・バッテリー：リチウムイオン 
・容量：1,100mAH 
・動作時間：約10時間（GPSモード、音量50%設定時） 
・充電時間：約4時間 
 

(6) 同梱物 
・本体：GPS&バッテリークレードル 
・カーキット： 
  ホルダー 
  吸盤付きスタンド 
・スペーサー(第２～第３世代用） 
・スペーサー（第４世代用） 
・USBケーブル 
・ステレオ音声ケーブル（ステレオミニジャック オス×オス） 
・英文マニュアル 
 
日本版特別仕様 
・日本語マニュアル（保証書付き） 
・吸盤ベース（国内有名メーカー） 
 

 先行予約販売およびキャンペーン販売のお知らせ（ダブルキャンペーン）

Dual XGPS251の発売を記念し、ワックオンラインショップでは特別価格でのご提供を行います。 

また本日より先行予約販売を開始し、予約特典として期間中にご予約をいただいた方にもれなくiTunes ギフトコード1,000円分
を差し上げます。 

① オンラインショップ特別価格 

定価 19,800円（税込み） ⇒ 特別価格 17,800円（税込み） 

② 先行予約販売（2011年2月25日～3月1日） 

予約特典 ： iTunes ギフトコード 1,000円分 （期間中にご予約いただいた方全員） 

※製品の出荷開始は3月1日となります。 
※iTunes ギフトコードはカード形式ではなくギフトコードが印刷された用紙が製品に同梱されます。 

 特記事項

・本製品にはiPod touchは付属しておりません。 

・本製品にはアプリケーションは付属しておりません。 
別途App StoreよりiPod touch対応のアプリケーションをご購入またはダウンロードが必要となります。 



画像

ギャラリー（クリックすると画像が拡大されます） 

     

  
【使用例：DUAL XGPS251 + iPod touch 4th】

パッケージ内容  

  

  



◆ 本プレスリリース   PDF版 

◆ Dual XGPS251 国内正規販売サイト（ワックドットコム） 

◆ Dual XGPS251 米国公式サイト 

 
◆ 株式会社ワックドットコム 

◆ Namsung Corporation 

◆ Dual Electronics Corporation 

  

【株式会社ワックドットコム会社概要】 

●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 

Dual は韓国および米国その他の国々で登録されたNamsung Corporationの保有するブランドです。 

iPhone 4®、iPhone® 3GS/3G®、iPad®、iPod® touche、iTunes® safariは米国及びその他の国々で登録されたApple Computer,Inc.の商標または登録商標です。 

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/ 
E-mail ： catalyst@wac-jp.com 
 

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

パッケージ内容（日本特別仕様） 

  

会社名 ： 株式会社ワックドットコム

本社 ： 東京都小平市

事業所 ： 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-1 NAGATA ビル3F

設立 ： 2000年5月17日

資本金 ： 2,000万円

代表者 ： 若林秀彦

事業内容 ： ソフトウェアの開発・販売 コンピュータの周辺機器の販売

企業概要

  
 ワックドットコムではこれまでに数多くのパッケージソフトウェアの開発・販売を行ってまいりました。 
昨年７月にリリースいたしましたiPhone用のカーナビアプリケーション「navico」では 
App Storeのトップセールスランキングで総合１位を獲得し、昨年12月末にApple社より発表されました「iTunes Rewind 2010」において
部門に選出、内２部門において１位を獲得いたしました。 
今後、iPhone/Android等スマートデバイスに特化した事業に注力し、ユーザーの皆様に新しいエクスペリエンスを提供していきます。 
 

  


