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Press Release 

報道関係 各位 

2016年 6月 7日 

エクセルソフトは、クラウド マッピング サービス 

Bing Maps の ISV ライセンスを販売開始 

 

エクセルソフト株式会社（東京都港区）は、クラウド マッピング サービスの Bing 

Maps の ISV ライセンス (独立系ソフトウェア ベンダー向けの再販用ライセンス) を 

2016年 6月 8日より販売開始します。 

Bing Maps は、Microsoft が提供する検索エンジン サービス Bing の一部として提供

される地図検索サービスです。Bing Maps は、リッチでインタラクティブな地図イメージ

により、業務データをダイナミックなユーザー エクスペリエンスに変換することで、よ

り可視化されたデータ分析による効果的な業務と意思決定を支援します。 

Bing Maps の ISV ライセンスは、Bing Maps を自社アプリケーションに組み込んで、

パッケージ製品や SaaS としてエンドユーザーに提供する場合に必要となる ISV (独立系

ソフトウェア ベンダー) 向けの再販用ライセンスです。 

■ 製品名 

Bing Maps 

(ビング マップス) 

■ 製品カテゴリー 

地図検索サービス 

■ 製品概要 

一般的な業務データの 80% 以上には、何らかの位置情報が含まれています。Bing 

Maps は、リッチでインタラクティブな地図イメージにより、これらの業務データを

ダイナミックなユーザー エクスペリエンスに変換することで、より可視化された

データ分析による効果的な業務と意思決定を支援します。 

■ 製品の主な特長 

 アセット トラッキング 

カスタマー サービスの改善、在庫のコスト管理など、Bing Maps の正確な地理情

報とクリアーなイメージにより、人やモノの位置情報を視覚化できるので、必要
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な所在情報を素早く共有できます。 

 

 ビジネス インテリジェンス 

ビジュアライゼーション レイヤーによる Bing Maps のリッチで正確なイメージ

によってデータを視覚化することで、スマートな意思決定が可能になります。 

 

 Web サイトをもっと利用しやすく 

Silverlight Map Control や Streetside ビューによる画像イメージやシームレスな

ナビゲーションにより、制作者の意図に沿ってカスタマイズ可能で利用しやすい 

Web サイトを構築することでサイト訪問者に最先端の Web エクスペリエンスを

提供できます。 

 

 開発者にとっての Bing Maps 

Bing Maps には、いくつかの API オプションが提供されるので、マップ、ジオ

コーディング (地理的位置を、緯度/軽度の座標に変換)、ルート検索、交通情報、

その他の地理情報サービスを業務アプリケーション、Web サイト、モバイル デ

バイスに追加することができます。Microsoft ストア アプリ コントロール、

WPF コントロール、REST サービス、Windows 10 ユニバーサル、Spatial Data 

Services、Bing Maps 最新の V8 コントロールなどを利用できます。 

 

 他のツールとの親和性 

Bing Maps は、SQL Server、SharePoint Server、Dynamics CRM、Dynamics 

ERP、Azure、Excel、Windows 10、Microsoft .NET、Office 365、Visual Studio 

および Windows Phone など、他の Microsoft 製品にシームレスに統合できます。 

■ ライセンス体系 

Bing Maps ISV ライセンスは、Bing Maps を自社アプリケーションに組み込んで、

パッケージ製品や SaaS としてエンドユーザーに提供する場合に必要となる ISV (独

立系ソフトウェア ベンダー) 向けの再販用ライセンスです。実装方法や利用方法に応

じて下記のライセンス タイプが、年間サブスクリプション ライセンスとして提供さ

れます。 

 

 無償ライセンス 

Web サイトのサービスを利用するためにログインの必要がない、一般ユーザー向

けに公開される Web サイト。 

※年間の課金対象トランザクションが 125,000 未満の場合に利用可能。 

 

 ユーザー ベース / トランザクション ベース ライセンス 

エクストラネットまたはインターネット上で、ログイン、パスワードまたはユー

ザー認証が必要になる一般に非公開なアプリケーション。また、ユーザーがアプ

リケーションを利用するために課金される場合も一般に非公開な利用方法と見な

されます。 

 

 モバイル アセット マネージメント ライセンス 

オペレーターやソフトウェアによって定期的またはオンデマンドで実行される、
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アセット トラッキング (モバイルなどの位置情報追跡) やジオコーディング処理 

(地理的情報を緯度、経度の座標に変換)。 

■ 価格 

 

製品名 税抜価格 

Bing Maps フル機能版 100 ユーザー ¥446,800 

Bing Maps 機能限定版 1,000 ユーザー ¥563,000 

Bing Maps インターナル 500,000 トランザクション ¥959,500 

Bing Maps パブリック 500,000 トランザクション ¥495,500 

Bing Maps 業務用 100 アセット ¥345,500 

Bing Maps 一般向け 1,000 アセット ¥738,500 

 

※ Bing Maps 製品は年間サブスクリプション ライセンスとして提供されます。 

※ 上記の価格はすべて税抜価格です。購入の際は、別途、消費税を申し受けます。 

 

製品の詳細については、弊社 Web ページをご参照ください。 

http://www.xlsoft.com/jp/products/bing_maps/index.html 

 

■ エクセルソフト株式会社について 

エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 名取弘人 資本金１千万円 TEL 

03-5440-7875）は、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを

日本およびアジアにおいて販売しています。 

コンパイラー、帳票ツール、デバイスドライバ開発ツール、ヘルプ作成ツール、セ

キュリティソフトウェアなど幅広い製品を提供し、今日のコンピュータ ユーザーの

多様なニーズに応えています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ

業務も承っています。 

 

本プレス リリースについてのお問い合わせ先 

エクセルソフト株式会社 営業部 

TEL: 03-5440-7875 

FAX: 03-5440-7876 

URL: http://www.xlsoft.com/jp 

Email: xlsoftkk@xlsoft.com 

 

記載された社名、製品名、機種名は、各社の商標または登録商標です。 

http://www.xlsoft.com/jp
mailto:xlsoftkk@xlsoft.com

