
人事部・総務部の担当者様に朗報です！

小学校

駅

病院

スーパー

コンビニ

Windows 8/7/Vista
対応のソフトです

最新のOS
Windows 8
対応！

日本ソフト販売株式会社について
日本ソフト販売（株）は、公開されている電話帳情報をデータベース化し、社会のさまざまな仕組みに提供しているシステム開発会
社です。官公庁の業務効率化や警察の捜査補助システムなど、当社の製品は多様な業種で利用されています。「ここナビ」は、人
事部・総務部において、転勤先や、事務所・店舗を開設する際の周辺環境を調査するツールとして利用いただけます。インターネッ
トの接続環境がなくても利用できる本製品をぜひお試しください。

人事・総務における
物件選びをサポート！ここナビ

Best information for you

転勤先や新事務所の
周辺環境を調査！

日本全国
まるごと
施設案内

日本全国
まるごと
施設案内



周辺施設を調査できる理由、それは最新の施設データベース
※

を搭載しているから。 これほど多業種の施設を検索できるのは「ここナビ」だから！

・2015年度版最新施設データ搭載
・住所から近い順に周辺施設を案内
・施設の電話番号もわかる
・62業種のカテゴリ検索に対応
・検索結果の一覧と照会画面の印刷に対応

【不動産関連・ライフライン】不動産 / 賃貸 /住宅 /電気 / ガス /通信 /新聞  【ショッピング】スーパー・デパー
ト/コンビニエンス/食料品・嗜好品/生協/薬局・薬店/家具・生活雑貨/電気機器/書籍・文具/繊維・衣料/化粧品・装身具/時計・
カメラ　【教育・医療・公共機関】幼稚園・保育園 /小学校 /中学校 /塾・予備校 /図書館 /公民館 /福祉施設 /病院・医院 / 保健所・
保健施設/市区町村/警察　【サービス】公衆浴場/レンタル/クリーニング/理美容/パチンコ/ゲームセンター　【交通・金融機関】
郵便局 /銀行 /信用金庫・労働金庫 /鉄道・駅 /バス /タクシー　【車関連】駐車場・駐輪場 /ガソリンスタンド・休憩場 /自動車・
バイク・自転車販売 /レンタカー /自動車修理・整備・洗車 /自動車部品・タイヤ販売　【飲食】ファミリーレストラン/ファーストフー
ド / イタリア料理 / フランス料理 / その他レストラン / ラーメン・餃子 / 中華料理 / 焼肉 / すし / そば・うどん / 焼き鳥・炉端焼
き/和風飲食店 /割烹・料亭・懐石 /喫茶 /スナック・バー・酒場

※2014年10月までに発刊された最新情報を収録しています。

ここナビの特長 62業種のカテゴリから検索できます

移転先の住所から検索
（郵便番号・電話番号からも検索可能）

地図と連携

各世代・ライフスタイルに合わせて
それぞれの要望に対応できます

20代 （独身）

30代 （妻子あり）
子供を育てる環境はとても大事。
病院や警察が近いと安心ね。

内科と消化器科はよく利用するけど
通院に便利な病院があるといいいな。

ある拠点を中心に
営業する企業を選びたいな。

コンビニが近くにあるといいな。
通勤に便利なところがいいな。

40代 （単身赴任）

営業活動にも

不動産会社を探す 周辺環境を調査

暮らしやすい環境かな？
競合する店舗はないかな？

近い順に一覧表示します！

転勤者がいる！ 新事務所を開設したい！
まずは物件を紹介してくれる
不動産会社を調べてみよう。

物件の候補が決まった！
周辺環境を調査してみよう。

社員の住居や、新事務所・新店舗 探しに役立つ情報が満載です。

移転先の不動産会社を探す　周辺環境を調べる!!

各社地図ソフトと連携して
ルートや所要時間も調査できます。
※ルートや所要時間の案内は地図ソフトの
　機能に依存します。
※対応地図の詳細は、最終ページの
　【対応地図ソフト】をご覧ください。

・コンビニは近くにあるかな？
・駅は近いかな？
・ファーストフード店はあるかな？

・幼稚園、小学校は近いかな？
・スーパーは近いかな？
・小児科や総合病院は近くにあるかな？

・病院は近くにあるかな？
・駅は近いかな？
・コンビニは近くにあるかな？

・業種ごとにターゲットを選びたいな
・出張先で飛び込み営業をしたいな
・接待の場所を探したいな

1 2 3

インターネットに
接続していなくても
全国の施設が検索
できるソフトです。

電話番号を表示するため
そのまま物件の問い合わせができます

駅も、小学校も
スーパーも、コンビニも！
全国の施設を検索！

物件住所からの
方角・距離が
一目瞭然！

ここが
ポイント！
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インターネットに接続していないパソコンでも施設検索がご利用いただけます。
企業の規模を問わず、人事部・総務部など、あらゆる部署でご活用ください。

社員の皆さんに気持ちよく働いてもらうために
会社全体で生活面においてもサポートできる環境をつくる
当社は社員の異動が多く、移転先の住居は不動産業者に任せきりでした。
会社主導で物件を選んでは社員のモチベーションにも関わります。そこで、独身者、妻帯
者、子持ちなど様々な社員のライフスタイルに合わせて、周辺環境の情報を提供しながら
物件を紹介できないかと考えたことが、「ここナビ」を導入するきっかけとなりました。
当社では特定の端末にインターネットの接続ができないように規定されているため、スタンド
アローンで動作する「ここナビ」はまさに最適でした。

ご購入のまえに
必ずご確認ください

ここナビがあれば、いつでも全国の施設案内が利用できます！
操作は簡単、検索したいポイントを指定して検索するだけ。
営業ターゲットの選定にも最適です！

【動作環境】●OS：Windows 8/7/Vista（管理者権限が必要）※64bit 版では、32bit 互換モード
（WOW64）で動作　●デバイス：Windows 対応のマウス、その他ポインティング・デバイス　●DVD-ROM
ドライブ：4 倍速以上を推奨　●メモリ：Windows 8/7：1GB 以上（64bit 版は 2GB 以上）、Windows 
Vista：1GB以上（Vista Home Basicは512MB以上）　●画面解像度：1024×768 以上　●表示色：
High Color 以上
※操作ガイドをご覧になる場合、Adobe Reader9 以降のインストールが必要です。
※Windows 8.1/8 では、デスクトップ上で動作します。

【対応地図ソフト】◎スーパーマップル・デジタル 1～ 15（株式会社
昭文社）◎MapFan.net（インクリメント P 株式会社）　◎いつも
NAVI（株式会社ゼンリンデータコム）　◎Google マップ（Google 
Inc.）　◎プロアトラスSV7/SV6/SV5（株式会社筆まめ）

設備投資の助成金を
利用した導入も
ご検討ください。

製造会社H様の導入事例

日本全国まるごと施設案内

・ここナビはWindows 8/7/Vista 対応のパソコンソフトです。
・本ソフトウェアはインストール不要です（DVD-Rから起動します）。

ここナビ

日本ソフト販売株式会社は2007年1月、日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク」を取得しております。

月曜日～金曜日 10時～12時/13時～17時（祝祭日を除く）受付時間

■ 製品に関するお問い合わせは ●お申し込み・お問い合わせは

■ 販売元

http://www.nipponsoft.co.jp/

日本ソフト販売株式会社
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7階

〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町312-32 浜松シティビル4階

本　　　　社

浜松センター

本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です。 使用している画面は開発中の画面又ははめこみ合成ですので、実際の表示画面とは異なる場合があります。

TEL.053-452-0609

U80157-02

【 個人のプライバシー保護について 】

日本ソフト販売株式会社 カスタマーサポートセンター

本製品では電話帳検索機能を実現する目的で、公開された電話帳情報を使用しております。弊社は、本製品において当該電話帳情報を上記機能の実現以外には使用しておりません。掲載電話帳情報の開示・訂正・削
除・利用または第三者への提供の拒否を希望される場合は、下記窓口までご連絡ください。ご連絡がご本人またはご本人の代理人と確認できた後に、次期製品より対応させていただきます。また、当社は個人情報保護にあ
たりJISQ15001に準拠し個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善に努めております。お客様も本製品を利用して個人情報を使用する場合には、「個人情報保護に関する法律」を遵守の上ご使用ください。電話帳
データは暗号化で保護され提供されています。

日本ソフト販売株式会社 情報セキュリティ委員会　TEL:053-452-0609

本体価格 30,000円 + 税

価格・動作環境




