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インターネット＆地図『プロアトラス2001 for FUJITSU』�
をフル活用して、あなたをモバイルナビゲーション。�

今、自分がいる場所から目的地までを、地図と鉄道経路探索ソフト『乗換案内』（本体にプレインストール）�
を組みあわせれば、簡単に、現在地－駅－駅－目的地間を調べることができます。さらに、経由地・時間などを�
細かく選択して、運賃・時間・距離なども併せて検索することができるため、スムーズな移動ができます。�

■今見ている地図をそのままメール添付�

■検索機能も簡単。�

常駐機能で抜群の速さ「クイックアドレス」�

デジタルマップの紙の地図に比べて優位な点は、�

なんといっても『検索機能』。施設の名称や住所�

などから、すぐに目的地周辺の地図を表示させるこ�

とができます。さらに、住所検索をより簡単にできる�

「クイックアドレス」を利用すれば、場所を素早く検�

索して地図に表示できます。�

■さらにサクサク使える「プロアトラスLite」を搭載�

動作が軽くてサクサク使えるＬｉｔｅ版もご用意�

Ｌｉｔｅ版は、ＧＰＳにも対応した、快適な超高速地図�

ビューアとして利用でき、シーンに合わせて『プロ�

アトラス２００１ for FUJITSU』、『Ｌｉｔｅ版』を選べます。�

�

まだまだ、こんなこともできる。�

【他にも便利な機能が満載】�

■道に迷ったら、GPSで現在位置を確認�
外出先で、道に迷った時も安心。ＧＰＳ PCカードを利用すれば、�
自分の位置を地図上に表示でき、即座に確認できます。�
外出先で、あなたをしっかりモバイルナビゲーションしてくれます。�
�

宿泊施設情報を知りたいなら�

タウン情報を知りたいなら�
現在位置を地図に表示させ、メニュー内の「最寄り駅を探す」を選択します。� 出発駅と目的地の最寄り駅を到着駅に指定し、検索を実行します。� 目的地の最寄り駅までの最短経路、運賃などの検索結果を表示します。�

地図画面上で添付したい領域を指定し、�
メニュー内の「地図をメールに添付」を選択します。�
�

すでにメールには画像が添付されており、�
これでメール送信はＯＫです。�

着信先のメールに添付�
された地図が送信され�
ました。�

「クイックアドレス」のアイコンをクリックし�
『クイックアドレスを開く』を選択。または、�
ホームページやメール中の住所文字列を�
コピーします。�

「クイックアドレス」の入力欄に住所を直接入力します。住�
所文字列をコピーした場合はすでに住所が入ってます。�
�

「プロアトラスＬｉｔｅ」の�
地図画面が立ち上がり、�
地図上に住所の場所が�
表示されます。�
�

●マップサーバ機能で地図情報を複数ユーザ間で簡単交換�

●検索結果をワンタッチでブックマーク登録�

●写真や画像を地図に貼り付けできる�

●緯度経度入力で地図表示�

●地図を２５～４００％まで縮小拡大できる�

●緯度経度・距離・面積・方位角が測定できる�

●索引地図用サブウインドウを表示可能�

�

■旅行先での宿泊施設も簡単検索�
『プロアトラス2001 for FUJITSU』と連携する『旅の窓口』（日立造船情報システム株式�
会社）を利用すれば、旅先近辺の宿泊施設情報が地図上で簡単に検索できます。�
旅行前の計画やホテル予約もインターネット上で行うことができ、スムーズにプランを�
立てられます。�
�

GPS機能�

■人気の地図ソフト『プロアトラス2001 for FUJITSU（全国版）』を搭載�
『キレイ、カンタン、ベンリ』で有名な人気の地図ソフト『プロアトラス２００１ for FUJITSU』�
（全国版）を搭載。地図の見やすさ、地下鉄の出口情報まで確認できる情報量の豊富さ�
など、地図ソフトとしての性能はもちろん、住所・郵便番号・施設・ＵＲＬ別といった検索�
機能も充実しています。さらに、インターネットの最新情報と地図とのスムーズな連携を�
実現した「情報チャンネル」を搭載。飲食店情報、タウン情報、宿泊情報、交通情報、…�
ありとあらゆる移動を伴う生活シーンに必要な情報を集めており、どの情報もプロアトラス�
の正確な位置情報付きだから、頼りになること間違いなしです。�

「情報チャンネル」の表示は�
カスタマイズ可能。あなただけ�
のチャンネルバーを作ることが�
できます。�

■辺りの美味しい料理が食べられるお店を検索し、�
あなたをその場所までナビゲート�
インターネットのグルメ情報としてＮｏ．１の『ぐるなび』（株式会社ぐるなび）情報が地図�
上で検索できます。地図のセンターから周辺の飲食店情報を検索して、地図上に表示�
できるため、今、自分がいる場所から、目的のお店まで道のりを確認することができます。�
さらに、詳しいお店情報を知りたい時には、地図上のマークをクリックするだけで、確認�
でき、外出先でお店探しに困った時でも簡単に調べられます。�
�

■外出先、旅先で地域のタウン情報を検索し、新発見�
日本全国の地図をタウン情報とともに提供する地図サービス�
サイト『Ｍａｐｉｏｎ』（株式会社サイバーマップ・ジャパン）と�
『プロアトラス2001 for FUJITSU』が連携。今、自分がいる�
場所の周辺のタウン情報を簡単に検索し、地図上に表示�
できます。さらに地図上のマークをクリックするだけで、詳細�
情報を確認できるため行きたい場所がすぐに見つけられます。�

 注）写真のGPS PCカードは、�
　　株式会社アイ・オー・データ機器のPCGPS（別売）です。�
 ※左記商品に関するお問い合わせは下記となります。�
　 購入案内窓口：　�
   【東京】03-4288-1039 月曜日～金曜日9：30～19：00�
　　　　             土日、祝・祭日10：30～18：00�
   【大阪】06-4705-5544 月曜日～金曜日（祝・祭日を除く）�
　　　　　           9：30～12：00　13：00～17：00

�

■鉄道経路探索ソフトと地図を組み合わせて、スムーズに移動�
�

※対応メールソフト　@メール、Outlook、Netscape Messenger（Netscape Communicator Ver.4.06以上）、 �
Becky! Internet mai l（Ver.1.24以上）、Eudora Pro（Ver.4.0J以上）、AL-mai l、Shuriken（Shuriken-Pro含む）�

�

画面に表示されている地図で範囲を指定するだけで、ＪＰＥＧ画像としてご使用のメールソフトの新規メールに添付することができます。待ち合わせや仕事の打ち合わ�

せなど、場所の案内を簡単にメールで知らせることができ、とても便利です。�

お店情報を知りたいなら�

インターネットをフル活用。�
地図を便利に使いこなそう。�

この近くに、おもしろいところ�
ないかしら？�
�

あ、この駅で乗り換えればいいんだ。�

地図をつけとけば�
安心だよね。�
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※画面はハメコミ合成です。�
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パソコンのライフスタイルを快適にするWindows Me搭載�R


