社会システム・社会インフラに、
豊富な経験と実績を持つアドソル日進が
ArcGISを活用し、
独自開発した｢SUNMAP ｣導入をしっかりサポート
®

お客様の保有情報と地図を手軽にマッピングすることで
「見える化」
し、地図視点での分析や高度な要件
（マーケティングや商圏分析）
など、
ご要望に最適なソリューションを提供します。
※ArcGIS：世界シェアNo.1のGISエンジン

配送業務の効率化！

SUNMAP® for VRP
複数拠点が保有する複数車両の情
報を同時に処理し、すべての車両の
最適な配送ルートを地図上にわかり
やすく表示。配送業務の効率化に活
用できます。

防災・災害時の情報共有！

SUNMAP® for 防災
土砂災害や水害発生時に浸水などの
被害が予測される地域、
避難場所、
避
難経路などの情報を地図にマッピン
グ。緊急時に備える防災計画に有効
に活用できます。

詳細な気象データ提供！

SUNMAP® for Weather
気象データをリアルタイムに地図上
に提供します。天候・気温・湿度ととも
に日射量のデータで、太陽光パネル
の故障検知や発電計画など、エネル
ギーマネジメントにも活用できます。

SUN MAP® の特長
■環境構築不要の、
柔軟な導入形態・方法
お客様のニーズに合わせて、SaaS型（クラウド用）
や、
パッケージ
型などの提供が可能。
クライアント環境はWebシステム
（ブラウザ
利用）
のため、
特別なソフトをインストールする必要はありません。
■高品質を低予算で実現
ご予算やご要望に合わせて｢basic｣｢standard｣｢advanced｣の
3種類のライセンス形態から選べます。
ご契約後は、高品質なGIS

エンジンを気軽にご利用いただけます。
■高度分析が可能
検索機能により、
マーケティング分析や商圏分析など、
独自の可視化
や分析が可能です。
グラフ、
帳票、
CSV形式で表示することも可能。
■ArcGIS製品との高い親和性
SUNMAP®はArcGIS製品との親和性が高いため、
データを共有
し活用レベルをアップできます。

SUNMAP®プロモーショナルサイト

SUNMAP® for クラウドの
各利用シーンのデモを閲覧いただけます。

まずはアクセス！

http://sunmap.jp

http://www.adniss.jp/

■お問い合わせ E-mail:gis-sol.business@adniss.jp

Ad-Sol Nissin Corp.

【 東 京 本 社 】 社会システム事業部 GISソリューショングループ
〒108-0075 東京都港区港南4 -1-8 リバージュ品川10階
☎ 03-5796-3131

Listed Company 3837

【 関 西 支 社 】 営業部 GISソリューショングループ
〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-4 アクア堂島東館6階
☎ 06-7178-3121
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〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-30-23
☎ 092-431-3141
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GISソリューション
GIS（地理情報システム）
を有効活用して、
地理・空間アドバイザーがお客様の問題を解決に導きます！

GISを使ってなにができるか？

GISとは？

アドソル日進の“地理・空間アドバイザー”が最適なGISソリューションを提案します。
GISは、地理・空間情報を駆使し高度IT社会を根底から支える重要な技術です。
これまでの専門的分野の利用から、
生活の中の身近な利用まで活用の範囲がさらに広がっています。

組織内のさまざまなデータ

データ集約・クラウドで共有

Geographic Information Systemの略称で、地理情報（位置を基にした
さまざまな情報）
を作成、
管理、
表現、
検索、
分析、
共有するための技術です。

たとえば、
地域防災システム。
防災施設がどこにあるか、
災害時に壊れやすい木造住宅はどこに分布しているか、
一人暮らしの高齢者はどこにいるか、
これらはすべて
「場所」
「位置」
という情報を持っています。
しかし、
それらが地図
や台帳にまとめられているだけでは、
その情報の関連性を知ることはできません。
それらすべての情報をひとつの地
図の上に、
目に見える形で表現できれば……。
これまで想像もできなかった新しい情報を得ることができるのです。

見える化・分析

G I Sの活用用途

位置や形状、量、性質、密度、傾向などの見えな
い情報を可視化。
さらに、
さまざまなデータを統
合し、
最適な状況把握と分析が可能。

GISは幅広い分野で活用できます。

3Dデータ
ビジネスデータ
画像データ

リアルタイム
データ
解析結果

□□□□□□□□

ビッグデータ

背景地図や災害情報地図、
世界中のユーザーが作成し
共有したマップコンテンツが利用可能に

GPSデータ

インターネット

イントラ

気象情報

交通情報

事故・災害情報

生活情報

顧客
監視・意思決定支援
電光掲示板・
警告灯

導入事例

農業・林業

生活者

関係機関

●空港向け車両位置検知システム ●自治体向け総合防災情報システム・災害対応システム
●自治体や企業向け設備管理システム ●官公庁向け総合指揮司令システム など

社会生活

課題解決に向けてのGISコンサルティングサービス
課題

要望モデル化

データ変換

見える化
下水道
家屋
住宅地図

●GISを使いたいが、
GISそのものがわからない

構築
下水道
家屋

住宅地図
航空写真

ArcGISなど

●GISモデリングができない
●データはあるがGIS形式
に変換が大変
●GISを低コストで導入したい
地理・空間アドバイザー※に
ご相談ください
※［地理・空間アドバイザー］

GISへのモデル化
（要件定義）
をサポート

お客様の保有情報をデータ変換
（CAD、
Shape、住所情報）

農地管理・森林情報、気象や物価・市況デー
タ、
自動化による生産性や品質の向上、作業者
や車両等の位置情報共有

GISエンジンを利用し、
お客様のデータを見える化

さまざまな課題や問題をGISを使うことで解決に導くのが、
アドソル日進のGISソリューション専任アドバイザー（地理・空間アドバイザー）
です。
些細な疑問、
目的や用途、頻度、予算など、
ご相談しながら的確なソリューションを提案します。

最適な環境、
システム
（エンジン）
、
運用を考慮したGISの構築

◆交通
（次世代ITS）
危険回避・抑制、道路改善計画、
エコルート案
内、
車、
人等の位置情報共有
◆バリアフリー、道案内
バリアフリー情報、高齢者位置情報共有
◆観光・位置情報ゲーム
リアルタイム行動支援、
セルフガイドなど、
プレ
イヤーの位置情報共有
◆生活支援（買い物弱者・見守り）
移動販売・買い物代行、要支援地区・高齢者・
子供等の位置情報共有
◆医療・介護
パンデミック防止、罹患者・高齢者等の位置情
報共有
水産業・海洋

水産・海洋資源管理、市況・気象データ、海洋・
港湾情報、保安・事故回避のための作業者や
船舶等の位置情報の共有

サービス業

◆小売り・流通
（O2O）
顧客情報を活用したプロモーション・マーケ
ティング、
顧客の位置・行動情報共有
◆物流・運輸
荷物の管理・分析、配送の効率化、輸送状況の
監視など、
荷物位置・車両位置情報共有
◆金融・通信
タイムスタンプ、動産担保融資、
自動車保険な
ど、動産・車両等の位置情報共有
◆M2M（機械警備・産業ロボット）
自動施工管理、
エリア監視など、不審者・建機
等の位置情報共有
行

政

◆行政サービスの高度化
電子化・クラウド管理、
オープンデータ、市民・
資産（個人、公共）
の位置情報等の共有
◆社会インフラ整備
地理・空間によるインフラ設備の管理、位置・
状況の情報共有
◆防災
リアルタイムな情報で市民、施設等の位置・被
害情報の共有

