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インストールを行う前に

動作環境の確認をしてください。

G.TWORKS Map Editor Proをお使いになる前、インストールするコンピューターの環境
を、以下の環境を参照し、環境を整えてください。

PC環境

対象OS Microsoft Windows XP Servuce Pack2以上

対象CPU １GHｚ以上

推奨メモリー 512MB以上

推奨ハードディスク 5GB以上の空き容量、残り容量が多い程良い

通信ポート USB2.0/1.1ｘ２

CD-ROMドライブ

ソフトウェア起動時には、USBキーが必要になります。
ソフトウェア本体、MAP設定ファイル、システムファイル
が入っております。

※システムファイルが入っております。
絶対にフォーマット等しないようにしてください。
間違えて消去した場合、再登録は有償になります。
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お届けするUSBキーの形、色、容量
は在庫状況や市場の状況により変更
する事がございます。



インストール方法

ＵＳＢキーをUSBポートに挿してください。

USBキーの中身です。
場合により中身が違う時もあります。

本MapEditorです。
このまま実行しPCへインス
トールしてください。

システムファイルです。
絶対に削除しないでください。
削除するとソフトウェアが起動
しなくなります。
※再発行は有償になります。
フォルダオプションの設定状況
により表示されない場合もあり
ます。

MAP設定ファイルの
フォルダです。
使いやすい場所へコ
ピーしても良いです。

本MapEditorをダブルクリック

次へをクリック
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次へ

次へ

次へ
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次へ

はい

完了

インストールは完了いたしました。
USBキーを挿したまま起動してください。

※G.TWORKS Map Editor Proを起動する度にUSBキーを挿してください。
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基本編集画面各部の名称と操作

基本編集画面

編集データファイル名

MAPツリー
MAP設定ファイル
毎に変わります。
関連のあるMAPが

フォルダに
まとまってあります。

フォルダ名を
ダブルクリックで
フォルダ内すべてを
MAP表示します。
表示中ダブルクリック
で表示MAPをすべて

閉じます。

［＋］クリックで
フォルダ内をツリー
表示します。
クリックで選択

MAP名（ファイル名）

比較ファイル名
比較用データ読込み

時に表示

範囲指定時のサイズ

ショートカット一覧

Shift+F１キー MAPデータプロパティ（Δ値の変更が出来ます。）

Shift+F２キー 右クリック画面（各設定、演算）

Shift+F5 チェックサム表示

Shift+F6
編集ファイル表示⇔比較ファイル表示切替
（比較ファイル読み込み時）

Shift+F7 比較差分表示（比較ファイル読み込み時）

Shift+F8 3Dデータ表示

[U]キー Δ値UP（デフォルト1）

[D]キー Δ値Down（デフォルト1)

Shift+→←↑↓キーで範
囲指定

MAP上のセルを範囲指定出来ます。
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モードや選択MAPの
ファイル名を表示

現在のグリッド
X,Y,Main



ファイルメニュー

ファイルメニュー画面

各説明

ROMデータを開く 編集データを選択

比較データを開く 比較するデータを開く（編集は出来ません。）

上書き保存 現在編集中のファイルを上書き保存します。

名前を付けて保存 新たにファイル名を指定し保存します。

スプリット保存 奇数、偶数に分けて保存します。（通常は使いません。）

Map画面設定を読出
Map設定ファイルを読み出します。
（データファイルに合ったMap設定ファイルを読み出してください。）

終了 本ソフトウェアを終了します。

プルダウンにより読み込みたい
ファイルの拡張子を選んでください。

通常バイナリーファイル

編集データに合ったMap設定ファイル
を選択してください。

（例、NISSAN車などは頭の3桁を合わせて
読み込んでください。）
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各ボタン説明

ツールバーボタンの説明です。

各説明

１ 編集データを選択

２ 現在編集中のファイルを上書き保存します。

３ 新たにファイル名を指定し保存します。

４ 切り取り（通常は使いません。）

５ コピー（選択し数値をコピーします。）

６ 貼り付け（コピーした数値を指定した場所に貼り付けします。）

7 戻る（一つ前の状態に戻せます。最大100回くらい）

８ MAPウィンドウをツリーへ隠します。

３ ４ ５ ６ ７ ８
２

1

ヘルプよりバージョン確認が出来ます。
当ホームページを参照し常に最新バージョンか確認してください。
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各説明

値変更 選択したMAP値を直接入力できます。

+Δ(U) プロパティにて設定したΔ値分加算します。

-Δ(D) プロパティにて設定したΔ値分減算します。

ｘ演算
演算入力が出来ます。
15％値を上げたい場合入力値「1.15」、15％下げたい入力値「0.85」

Excel対応コピペ チェックを入れる事によりMicrosoft Office Excelへのコピーが可能になります。
（Editor間での使用時はチェックを外して下さい。）

切り取り 切り取り（通常は使用しないでください。）

コピー 選択した値をコピー

貼り付け コピーした値を貼り付けます。

データ比較機能 編集データ、比較データ、差分表示を選択出来ます。

3Dデータ表示 3Dグラフにてデータを表示します。

グラデーション チェックを入れる事によりグラデショーン表示します。

操作バー MAPウィンドウ上部にΔ値を表示します。

プロパティ プロパティを表示します。

右クリックメニュー

MAPウィンドウ上での右クリックメニュー

プロパティウィンドウ

グラデーションを自動設定に
するかを選択できます。

Δ値を変更出来ます。
デフォルト1
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３D表示メニュー

右クリック3Dデータ表示　Shift+F8キー

設定画面
横軸の幅を調整します。
確認で反映されます。

縦軸の幅を調整します。
確認で反映されます。

データ倍率を変更しより
データ同士の差を分かりや
すく表示できます。
確認で反映されます。
編集データには影響
ありません。

グラフの横位置を調整します。

グラフの立て位置を調整します。

OKクリックで決定します。

※3D画面では編集出来ません。
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グラフの傾きを調整します。



比較差分表示、編集ファイル切り替えメニュー

右クリックメニュー　Shift＋F6：ファイル切り替え　Shift+F７：比較差分表示

この機能は比較するデータファイルを読み込んで使用します。
ファイルメニューより比較データを読み込んでください。
Shift+F6キーで編集データファイルと比較データファイルを切り替えます。
Shift+F7キーで比較差分表示します。（縦軸、横軸も同時に比較します。）
比較データより編集データの数値が高ければ赤、低ければ青で表示されます。
通常画面に戻る時はShift+F6キーで戻ります。

※比較差分表示では編集出来ません。
※比較データは編集出来ません。
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バージョンアップ等ございますので、随時当社ホームページを確認してください。
http://www.gtworks.net

メール登録を必ずしてください。

バージョンアップ情報やソフトウェアやをメールにてご連絡、配布いたします。

メールアドレス変更も必ずご連絡ください。

バージョンアップソフトをインストールする場合旧ソフトウェアはアンインストールしてください。

ご意見ご質問等ございましたらお問い合わせください。

テクニカルサポート
097-520-5388

gtworks@gtworks.net

http://www.gtworks.net/


アンインストール方法
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当ソフトウェアの削除方法です。

スタート→コントロールパネルをクリック

プログラムの追加と削除をクリック

G.TWORKS Map Editor Proを選択し
削除をクリック



アインストール方法
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当ソフトウェアの削除方法です。

アンインストーラーが起動するので
次へをクリック

はいをクリック

完了をクリックすればアンイン
ストール終了です。
すべて閉じてください。

開発者向けの本格的Editor
G.T WORKS Map Editor Ver.３ Ultimate

発売中！

お知らせ

http://www.gtworks.net

http://www.gtworks.net/
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