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LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 全国デジタル道路 2020 年版  の機能一覧 

 

機能 概要 

基本機能 勤務地からマイカー通勤者宅までの片道通勤距離 Km を計算します。

  

片道通勤距離 Km よりマイカー通勤手当の非課税限度額、有料道路使用

時の片道有料距離 Km も計算します。 

地図・経路（ルート）検索ｴﾝｼﾞﾝ 道路地図は住友電工システムズ㈱の経路検索ｴﾝｼﾞﾝ「PowerAtlas」を使用

します。 

道路情報 住所情報 道路情報、および住所情報は 2020/7/1 現在のデータを使用します。 

Excel シート計算 

(CSV データ) 

(1)直接 Excelシート上で、勤務地住所セル、通勤者住所列の先頭セル、片

道通勤距離 Km 列の先頭セルを指定して通勤距離を計算します。 

 

(2)非課税限度額、片道有料距離Kmも計算できます。勤務地・通勤者住所

のソフトが認識する認識住所を表示できます。 

 

(3)勤務地から通勤者宅までのルートは地図上に表示できます。 

 

(4)計算結果はそのまま Excel・CSV ファイルに出力できます。 

住所表記 

 丁目・番地･号数の数字 

丁目 番地 号数の 数字は 半角数字 全角数字 漢数字 のいずれで

も、また混在でも識別するため、通常の表記を特に修正することなくそのま

ま使用できます (※1) を参照 

住所表記 

 町名・丁目・番地･号数の区切り 

町名・丁目・番地・号数の区切りはハイフン(半角･全角)でも可能です。 

認識住所 

住所位置精度 

住所は番地･号数レベルまで位置検索が可能です。 

愛知県・岐阜県など、大字・小字が混在する住所も位置を認識します。 

経路（ルート）距離計算条件 

 有料（高速）道路 時間･距離優先 

有料（高速）道路の優先・非優先・未使用 細街路（道幅 3m 道路）の使用・

未使用を条件指定します。 

有料(高速)道路利用するﾏｲｶｰ通勤者の通勤距離も計算できます。 

距離優先 時間優先（広い道 直進路を優先する） 

最新の市区町村･郵便番号データの更新 

 

購入後、1 年間は最新の市区町村･郵便番号（一般郵便番号･個別事業所

番号）のデータ更新ができます。2 年目以降は有償。 

 

(※1)住所表記について 

以下の表記のいずれであっても、東京都千代田区大手町１丁目１番 1 号の住所位置を検索します。 

東京都千代田区大手町１丁目１番 1 号 

東京都千代田区大手町一丁目一番一号 

東京都千代田区大手町１―１－１ 

東京都千代田区大手町 1-1－１ 

東京都千代田区大手町 1-1-1 

東京都千代田区大手町１丁目 1-1 

千代田区 大手町 １―１－１千代田区大手町一丁目 1-1 
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マイカー通勤距離計算 

(1)直接 Excel シート上で計算対象のセルを指定します 

 

(2) 片道通勤距離 Km・非課税限度額を計算します 

 

(3) 勤務地から通勤者宅までのルートは地図上に表示できます 
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LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 全国デジタル道路 2020 年版評価・検討・ご購入までの流れ 

 

【1】動作環境 

DM・弊社 HPをご覧になり、試用版 CDの無料貸出をご希望の場合は、まず動作環境を満たす PC があることを確認します。 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 全国デジタル道路 2020 年版を使用するために、必要な動作環境   

必要な機器･環境 機器･環境概要 

WindowsＰＣ・ＯＳ WindowsＰＣ環境で DVD/CDからインストールします。 

Microsoft Windows10/Windows8.1/ Windows7 

メモリ 4GB(8GB 以上推奨) HD 2.0GB 

インターネット接続 ライセンス認証のためインターネット接続環境でインストールします。 

また、インターネット接続環境で年間データ更新をします。 

 

【2】試用版ＣＤ無料貸出のお申し込み 

同封の FAX 用紙または メール・HPからWeb 申し込みまたは御電話願います。 試用版 CD とマニュアルを送付します。 

 

【3】評価 

試用版 CDに同封のマニュアルを参照の上、PC にインストールして、動作確認と評価をします。 

試用期間はインストール後 10 日間。評価終了後は、貸出物一式は郵送などで返却していただきます。無料貸出はこれで、完

了です。試用期間の延長、および試用時のご質問もお受けします。 

 

【4】説明デモのお申し込み 

説明デモをご希望の方は、同封の FAX 用紙または メール 、御電話でご連絡ください。 

 

【5】ご購入のお申し込み 

ご購入希望の場合は、同封の FAX 申込用紙をＦＡＸいただくか、またはメール・御電話願います。 

商品一式に請求書・納品書を同梱して、送付します。（表示価格は税込､送料は弊社負担） 

 

 

【6】請求・支払 

請求書に弊社の振込先口座を明記しています。購入月翌月末日までに現金振込。(振込手数料はお客様負担) 

ヤマト運輸 代金引換をご希望の場合は、ご連絡ください。対応します。 

 

 

【7】商品構成 

 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 全国デジタル道路 2020 年版     \88,000(税込) 

商品は以下のもので構成されています。 

 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 全国デジタル道路 2020 年版 基本ソフト ｲﾝｽﾄｰﾙ CD ﾏﾆｭｱﾙ 

住友電工ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱製 ＰｏｗｅｒＡｔｌａｓ全国版 道路地図 2020 年版 DVD 

住友電工ﾞｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱製 ＰｏｗｅｒＡｔｌａｓ全国版 2020 年版 検索ﾃﾞｰﾀ DVD 

 

 

 

【8】問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

製品名および社名などは、各社の商標または登録商標です。 

。 

(株)はるかシステム研究所  〒344-0041 埼玉県春日部市増富 437-7   

TEL 048(763)8165   FAX 048(763)1828 

電子メール：info@harukasystem.co.jp  URL ：http://www.harukasystem.co.jp 

 

 

mailto:info@harukasystem.co.jp
mailto:info@harukasystem.co.jp


- LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 全国デジタル道路 2020 年版   – 2020｡10.1  -  4/4 ﾍﾟｰｼﾞ  -- 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 全国デジタル道路 2020 年版 - 4 -     Copyrights(株)はるかｼｽﾃﾑ研究所 
Logistica（ロジスティカ ｲﾀﾘｱ語で「物流」を意味する）は、株式会社はるかシステム研究所の登録商標です。 

  

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5  2020 年版 試用版 ＣＤ送付 ･ ご購入 FAX 申込書   

必要事項を御記入の上、下記 FAX 番号へＦＡＸしてください。 

０４８－７６３－１８２８ 
試用版ＣＤのお申し込み 

□ LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5  2020 年版の試用版 CD(無料貸出)送付を申し込みます 

御送付先（名刺貼り付けでもかまいません） 

送付先住所 

 

〒 

御社名 

 

 

 

部署名 

 

 

 

御担当者名 

 

 

 

電話番号 

 

 

 

ＦＡＸ番号  

電子メール  

 

御使用予定のパソコン環境について 

ﾒｰｶ名・ 

機種名 

 メモリ容量                    

GB          

使用ＯＳ   

 

□ Windows10   □Windows8.1   □Windows7 

 

HD容量                

               ＧＢ 

 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 のご購入のお申し込み 

  申し込み案件  価格(消費税込) 申し込み本数 金額(消費税込) 

□ LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計

算 Ver5 地図 DVD ＋基本ｿﾌﾄ CD 

 

             88,000 円    

              

             本 

 

                円 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver4 から Ver5/2020 年版への VersionUp ご購入のお申し込み 

  申し込み案件  価格(消費税込) 申し込み本数 金額(消費税込) 

Ver5VerUp 地図 DVD ＋基本ｿﾌﾄ CD              66,000 円                 本                        円 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver4 から Ver5 への 基本ソフト VersionUp ご購入のお申し込み 

  申し込み案件  価格(消費税込) 申し込み本数 金額(消費税込) 

Ver5VerUp            基本ｿﾌﾄ CD              22,000 円                 本                         円 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver3 以前から Ver5/2020 年版への VersionUp ご購入のお申し込み 

  申し込み案件  価格(消費税込) 申し込み本数 金額(消費税込) 

Ver12VerUp 地図 DVD＋基本ｿﾌﾄ CD              77,000 円                 本                         円 

 

LogisticaMap-Ⅰﾏｲｶｰ通勤距離計算 Ver5 の 年間データ更新 ご購入のお申し込み 

  申し込み案件  価格(消費税込) 申し込み本数 金額(消費税込) 

Ver5         年間データ更新料               5,500 円                 本                         円 

□御請求先は御送付先と同じです。 □御請求先は下記の通りです 

請求先住所 〒 

 

御社名  

 

部署名  

御担当者名  

電話番号  

FAX 番号  

電子ﾒｰﾙ  

 


