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ダウンロード

iOS版

App Storeの検索に
「スマホ山ナビ」と入力

スマホ山ナビを
ダウンロードする

↓↓↓リンクはこちら↓↓↓
App Store (スマホ山ナビ)

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E5%B1%B1%E3%83%8A%E3%83%93/id6443634896


Android版

Google Playの検索に
「スマホ山ナビ」と入力

スマホ山ナビを
ダウンロードする

↓↓↓リンクはこちら↓↓↓
Google Play (スマホ山ナビ)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yama.navi


ログイン
※ID, PWは弊社に申し込みで取得（詳細はこちら）

枠内にIDとPWを入力

ログインのボタンをクリック

https://sinrin-create.jp/?page_id=310


ログイン処理中は、
「ログイン処理中」と表示される

iOS版

ログイン終了後、
位置情報の使用を許可する

iOSの場合、
「Appの使用中は許可」を選択

Andoroidの場合、
「アプリの使用時のみ」を選択



Android版

この画面のように、
地図が表示されたらログイン完了



画面の説明

ヘッダー：
　画面の中心の緯度、経度、標高
　を表示する部分

現在位置アイコン：
　地図上に現在位置を表すマーク



北向きアイコン：
　地図の北を表すマーク
　Nが北方向を示す

スケール：
　地図の縮尺を表示



現在位置移動ボタン：
　現在位置に移動するボタン

現在位置移動ボタンを押すと、
このようになります。

この状態で移動すると、現在位置ア
イコンが連動して移動します。



ポイント追加ボタン：
　押すと現在地を保存
　詳細は
　　ポイントの追加

メニューバー（地図）：
　地図の種類を切り替える時に
　使用します。
　詳細は
　　地図の切り替え



メニューバー（保存図）：
　読み込んだ図面を管理する時に
　使用します。
　詳細は
　　保存された図面の管理

メニューバー（GPS）：
　追加したポイントの管理、
　記録した軌跡の管理時に
　使用します。
　詳細は
　　保存したポイントの管理

　　保存した軌跡の管理



メニューバー（設定）：
　オフライン地図の保存、
　図面の読み込み、詳細設定に
　使用します。
　詳細は
　　オフライン地図の保存

　　図面の読み込み

　　その他の設定



図面の読み込み
※図面はメールで受け取ったことを前提に説明します。

図面の読み込み手順（iOS版）

メールを開き、
添付ファイルを長押し

共有を選択



スマホ山ナビを選択

読み込みが完了すると、
このような画面になります



図面の読み込み手順（Android版）

メールを開き、
ダウンロードを選択

設定を選択



図面の読み込みを選択

ファイルの読み込みを許可する



読み込むファイルを選択

読み込みが完了すると、
このような画面になります



保存された図面の管理

保存図面の表示・非表示

保存図を選択

表示中をタップ



このようになり、
図面は非表示になります

保存図面の削除

保存図を選択



削除したい図面を選択

図面の削除を選択



「はい」を選択

これで図面は削除されます

保存図面への移動



保存図を選択

移動したい図面を選択



保存図へ移動を選択

保存図へ移動を選択後、
このように図面に移動します



ポイントの追加

ポイントの追加方法

ポイント追加ボタンを選択

ポイント取得中
複数回数のGPSを取得し、平均値
を保存します。

※GPSの取得回数は変更可能
　詳しくはこちら



追加を選択

追加されたポイントは、
緑色の点として表示されます



保存したポイントの管理

ポイントの表示・非表示

GPSを選択

ポイントの一覧を選択



表示中を選択

このようになり、
ポイントは非表示になります



ポイントの削除

GPSを選択

ポイントの一覧を選択



削除したいポイントを選択

ポイントの削除を選択



「はい」を選択

これでポイントは削除されます

ポイントへの移動

GPSを選択



ポイントの一覧を選択

移動したいポイントを選択



ポイントへ移動を選択

ポイントへ移動を選択後、
このようにポイントに移動します



ポイントの出力

GPSを選択

ポイントの出力を選択



メールが開くので、
宛先を入力する

送信する

出力したデータは、
カシミール３DかGoogleアースで開
くことができます

https://www.kashmir3d.com/
https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/


軌跡の保存

軌跡の記録方法

GPSを選択

軌跡記録の開始を選択



軌跡の記録中は、
このように表示されます

記録された軌跡は、
赤色の点として表示されます

軌跡は３０秒周期で記録されます
※軌跡の取得周期は変更可能
　詳しくはこちら



軌跡の記録を終了する時は、
軌跡記録の終了を選択する

保存した軌跡の管理

保存した軌跡の表示・非表示

GPSを選択



軌跡の一覧を選択

表示中を選択



このようになり、
軌跡は非表示になります

保存した軌跡の削除

GPSを選択



軌跡の一覧を選択

削除したい軌跡を選択



軌跡の削除を選択

「はい」を選択

これで軌跡は削除されます



保存した軌跡の出力

GPSを選択

軌跡の一覧を選択



出力したい軌跡を選択

軌跡の出力を選択



メールが開くので、
宛先を入力する

送信する

出力したデータは、
カシミール３DかGoogleアースで開
くことができます

https://www.kashmir3d.com/
https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/


その他の設定

地図の切り替え

地図を選択

表示したい地図を選択



表示可能な地図
・非表示（オフライン地図のみ）
・国土地理院標準地図
・国土地理院航空写真

３つの切り替えが可能です

オフライン地図の保存

設定を選択



オフライン地図の保存を選択

100％になれば、保存完了です

表示中の保存図の周辺の地図を
保存します



ポイントの記録回数設定

設定を選択

詳細設定を選択



ポイントの記録を選択

選択すると、
このように切り替わります

次の切り替えが可能
・１回平均
・５回平均



軌跡の記録間隔設定

設定を選択

詳細設定を選択



軌跡の記録間隔を選択

選択すると、
このように切り替わります

次の切り替えが可能
・３０秒
・１分
・２分



スケールの表示・非表示

設定を選択

詳細設定を選択



スケールを選択

選択すると、
このように切り替わります



スケールが非表示になります


