
 

 1 / 4 

 

 

  2020 年 11 月 9 日 

報道関係者各位 

 

 

 

 

世界各国のモバイル通信機器のレンタルサービスを提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都

千代田区、代表取締役社長：吉竹 雄次、以下テレコムスクエア）と ICT ソリューションを提供する株式会

社 SCREEN アドバンストシステムソリューションズ（本社：京都市上京区、代表取締役 社長執行役員：

中村 憲彦、以下 SCREEN AS）は 2020 年 11 月 9 日、AR ナビゲーションアプリ「PinnAR（ピナー）」の

新機能「屋内ナビゲーション機能」を Android 版先行（※1）でリリースいたしました。対応施設の第一弾

は、乗降客数世界一と言われる新宿駅。この機能により、屋内施設でも屋外でのナビゲーションアプリ同

様に、現在地を測定しながら目的地に迷わず行けるようになります。 

 

 

 

 

■PinnAR「屋内ナビゲーション機能」プロモーション動画 

URL： https://youtu.be/UU1BFgSUyK4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新機能「屋内ナビゲーション」のポイント 

1. GPSが遮られる屋内でも迷わず目的地に行ける 

昨今、紙の地図を持ち歩く人は減少し、移動するときに「スマー

トフォンの地図」を利用する人は 62％となっています（※2）。し

かし、現状は“屋外”での地図アプリ活用がほとんどで、“屋内”で

は現在地を測位する GPS などのシステムが建物に遮られるた

め、屋内ナビアプリはほとんど提供されていません。 

このたびリリースした PinnAR の「屋内ナビゲーション機能」は

独自のルーティングエンジンを用い、屋内でも現在地を測定し、

ナビゲーションできる機能として開発。屋外同様に、迷ったその

場からルート検索が可能となり、またルートから外れてしまっ

た場合も自動的にルートを再検索するため、“迷った時はスター

ト地点に戻る”などの対処法は必要なくなります。 

 屋内施設の迷った場所から自動ルート検索 

ARナビゲーションアプリ「PinnAR」が屋内ナビ機能をリリース！ 

～対応施設第一弾は高難易度の迷宮駅といわれる「新宿駅」～ 

2 次元マップ画面 屋内ナビ画面 

https://youtu.be/UU1BFgSUyK4
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2. 屋内ナビ対応施設第一弾は、乗降客数世界一かつ東京都民も迷う「新宿駅」 
屋内ナビゲーション機能の対応第一弾は「新宿駅」。新宿駅は、1 日当たり

約 359 万人が利用しており、その乗降客数は世界一を誇っています（※3）。

JR、東京メトロ、都営地下鉄、小田急、京王、西武など複数の鉄道路線が

集まっており、長年の拡張により広大化かつ複雑化され、まさに迷宮と呼

ばれるほど攻略難易度が高いターミナル駅です。 

SNS で新宿駅を検索すると「新宿駅は迷路」「迷った」「地上に出られな

い」など、困った経験のツイートが多く散見されます。世界一利用者数が

多いということは、迷う人数も多い駅といえます。そこで、屋内ナビゲー

ション機能は、世界一迷っている人が多いと思われる新宿駅から対応を開

始します。 

 

 

3. 迷子経験者は 8割以上。位置情報サービスの利用率は年々増加 

株式会社ゼンリンの調査によると、8 割強が大人になってから“迷ったことがある”と回答していま

す。一方、位置情報サービスの利用経験者は年々増加しており、「徒歩や車などのナビゲーション

サービス」への位置情報提供に抵抗を感じない人は 33％となっています（※2）。 

このように、道に迷う人の多さと、屋外中心にナビゲーションサービスが浸透してきたことを背景

に「屋内でも迷っている人をサポートしたい」との思いから、屋内ナビゲーション機能を開発しま

した。 

AR ナビゲーション機能は、SCREEN AS の「NAVIMICHAEL（ナビマイケル）」を活用して提供し

ています。ルーティングエンジンは株式会社写真化学より提供されています。また新宿駅構内地図

は「新宿駅周辺屋内地図オープンデータ」（国土交通省）を利用し、テレコムスクエア、写真化学

で加工して使用しました。 

 

4. 駅構内の施設内スポット検索が実用的！ 

PinnAR 屋内ナビでは、ナビゲーションのほかに「施設内ス

ポット」を検索することも可能。駅構内の実用的なスポット

13 ジャンルが登録されており、「現在地から一番近いトイレ

に行きたい！」という場面でもタップするだけで簡単に最寄

りのトイレの場所を検索することができ、AR ルート表示によ

り迷わず向かうことができます。 

<施設内スポット> 

出入口、改札、トイレ、エレベーター、ATM、コンビニ、食

事、カフェ、ショッピング、インフォメーションセンター、

両替所、タクシー乗り場、バス乗場 

 

 

PinnAR の屋内ナビゲーション機能は、今後駅や空港など公共施設はもちろん、大型商業施設など、さら

に多くの屋内施設に対応していく予定です。一つのアプリで屋外・屋内の両方に対応し、さまざまな施設

の中でもストレスや時間、体力の浪費なくスムーズに目的地に移動できるようサービスを拡充してまいり

ます。 

 

【注意事項】 

※本サービスは、新宿駅の改札内には対応しておりません。改札通過後にご利用ください。 

※ナビゲーション利用中に、現在地測位が乱れる場合がございますが予めご了承ください。 

測位精度の向上は今後も続けてまいります。 

施設内スポット画面 参考：カフェ検索画面 

オレンジ色の範囲が 

新宿屋内ナビ対象エリア 
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（※1）今回のリリースでは Android 端末に対してのみのご提供です。iPhone は近日対応予定です。 

（※2）株式会社ゼンリン「地図利用実態調査 2016」「地図利用実態調査 2017」「地図利用実態調査 2018」 

https://www.zenrin.co.jp/product/article/research503/pdf/material06.pdf 

（※3）ギネスワールドレコーズ「Busiest Station2018」https://www.guinnessworldrecords.jp/world-records/busiest-station 

「PinnAR」とは 

PinnAR は、カメラで映した実際の風景上に、道路に沿う形でルートを表示する「AR ナビ画面」と、

従来の地図アプリでよく使われるマップ上にルートが表示された「マップナビ画面」両方を切り替えて利

用できます。これまで累計 120 万ダウンロードされており、地図が読めなくても迷わない便利な地図ア

プリです。 

AR ナビ画面では AR によるルート表示の他に、目的地の方向も矢印で表示してくれるため、どの方向

へ向かうべきかがすぐにわかります。また周辺のさまざまな施設をカテゴリ別に検索できる「周辺スポッ

ト」機能、文字スキャン機能を使った目的地検索機能、お得なクーポン機能なども搭載されており、だれ

でもわかりやすく目的地に行くことができ、ショッピングも楽しめます。PinnAR は世界の主要国（※4）

のマップにも対応しているため、海外旅行時などで大変便利なアプリです。 

（※4）Google マップが対応する全ての国において利用可能です。 

AR ナビゲーションアプリ「PinnAR」屋内ナビゲーション機能 

・ア プ リ 名： PinnAR 

・サ ー ビ ス 名： 屋内ナビゲーション機能 新宿駅 

・価 格： 無料 

・対 応 O  S： Android のみ OS4.4 以上 

・ダウンロード URL： https://pinnar.onelink.me/3IhY/99df0afb 
 

・「PinnAR」は株式会社テレコムスクエアの登録商標です。 

・iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用さ

れています。 

・「Google」、「Google マップ」、「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。 

・「NAVIMICHAEL」は株式会社 SCREEN ホールディングスの商標または登録商標です。 

会社概要 

■株式会社テレコムスクエア 

当社は、モバイル通信サービスのパイオニアとして 28 年余にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の

「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-Fi ルーターのレンタルやプリペイド SIM 販売などの通

信サービスに加えて、AR ナビゲーションアプリ“PinnAR”の開発・運営を行い、旅がより自由で豊かにな

るような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。 

 

社 名： 株式会社テレコムスクエア 

代 表 者： 代表取締役社長 吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ) 

本 社： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 6-2 ホーマットホライゾンビル 3F 

創 業： 1992 年（平成 4 年） 

従 業 員：  294 人（2020 年 7 月 1 日現在） 

事 業 内 容：  モバイルサービス通信事業（Wi-Fi ルーターや携帯電話のレンタル、 

プリペイド SIM カードの販売など国際モバイル通信機器の提供） 

 デジタルメディア事業（AR ナビゲーションアプリの提供） 

 

https://www.zenrin.co.jp/product/article/research503/pdf/material06.pdf
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■株式会社 SCREEN アドバンストシステムソリューションズ 

当社は、半導体製造装置、グラフィックアーツ機器、ディスプレー製造装置および成膜装置、プリント基

板関連機器の各事業において、数々の世界トップシェア製品を有するメーカー、株式会社 SCREEN ホール

ディングスの事業子会社として設立されました。これまでに培ってきた実績とノウハウを事業として承継

し、ビッグデータ分析、IoT、AI、画像処理などの IT 技術を用いて、装置や周辺システム、さらにサービ

スの分野におけるソフトウエア開発を行い、より洗練された先進の ICT ソリューションをグループ内外に

提供しています。 

 

社 名： 株式会社 SCREEN アドバンストシステムソリューションズ 

代 表 者： 代表取締役 社長執行役員 中村 憲彦(なかむら のりひこ) 

本 社： 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町 1 番地の 1 

事 業 内 容：  ICT ソリューション事業 

 

 

本件に関する 

お問い合わせ 

株式会社テレコムスクエア  広報担当：吉武、後藤 

TEL：03-3239-3252  080-4732-9538（吉武） E-mail：press@telecomsquare.co.jp 

 

株式会社 SCREEN アドバンストシステムソリューションズ  第二開発部：山下 

TEL：075-414-7702  E-mail：queryAS@screen.co.jp 

mailto:press@telecomsquare.co.jp

