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「三井のリパーク」駐車場検索 

スマートフォンアプリを公開 
クラウドサービス Windows Azure の利用と NaviCon によるカーナビとの 

連携により、機能性と実用性を追求した駐車場検索・利用を可能に 
 
 

三井不動産リアルティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹井 英久）と、株式会社デ

ジタルアドバンテージ（本社：東京都杉並区、代表取締役：小川 誉久、以下「デジタルアドバンテージ」）

は、3 月 3 日（月）から、スマートフォンで「三井のリパーク」時間貸し駐車場を簡単に検索できる iPhone
／Android アプリケーションの公開を開始します。 iPhone※1 版は App Store※2 から、Android※3 版は

Google Play※3 から無料でダウンロードできます。 両社は本アプリケーションの提供基盤として、日本

マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、代表執行役 社長：樋口 泰行、以下「日本マイクロソフト」）

のクラウドサービスである「Windows Azure」を採用し、日本マイクロソフトはサービスの開発・提供

における技術協力を行いました。 Windows Azure のデータセンターは、開始当初は海外のデータセン

ターを利用し、3 月中旬を目途に国内のデータセンター（Windows Azure Japan Geo）に移行する予

定です。 
 
「三井のリパーク」駐車場検索スマートフォンアプリには以下の特長があります。 
 
クラウドサービス「Windows Azure」※4 を採用し、確実かつ快適な操作性を実現： 
「三井のリパーク」駐車場検索スマートフォンアプリでは、位置、満空（満車もしくは空車）状況、料金

等の駐車場情報を提供する基盤として、日本マイクロソフトのクラウドサービス「Windows Azure」を

利用しており、それらの情報は Windows Azure からユーザーのスマートフォンに供給されます。 
Windows Azure が備える耐障害性とスケーラビリティにより、サービスの継続提供を確実にするととも

に、アクセスが集中した場合でも処理速度が低下することなく、快適にサービスをご利用いただけます。  



＜駐車場検索画面イメージ＞                     ＜トップ画面イメージ＞ 
 
 
駐車場の位置情報を Bluetooth/USB でカーナビに転送可能： 
「三井のリパーク」駐車場検索スマートフォンアプリは、株式会社デンソーの NaviCon（ナビコン）※5

と連携しており、検索した「三井のリパーク」時間貸し駐車場の位置情報を NaviCon（ナビコン）を介

してカーナビに Bluetooth/USB 経由で転送することができます。 スマートフォンで探した目的の駐車

場の位置情報をカーナビに送信することで、車載カーナビでの安全なナビゲーションが可能になります。 
NaviCon 対応のカーナビは、カーナビメーカー各社から 110 機種以上が販売されています。 また、

NaviCon 対応でない従来のカーナビでも、マップコード入力を利用することで、目的の駐車場までナビ

ゲートさせることができます。 
 
地図から素早く目的の「三井のリパーク」駐車場を検索： 
スマートフォンの GPS を利用した現在地周辺やこれから訪れる目的地周辺の地図を表示し、最新の「三

井のリパーク」時間貸し駐車場の所在地、各駐車場のリアルタイムの満空状況を画像で簡単に検索・確認

できます。 地図の表示エンジンには、数々のスマートフォン用のマップアプリケーションで実績のある

デジタルアドバンテージの「PinPoint Engine（ピンポイントエンジン）」を採用。 地図の移動や拡大・

縮小も軽快に行えます。 
 
料金情報も素早く確認： 
時間貸し駐車場選びでは、各駐車場で異なる時間帯別料金単価や上限設定金額などの情報が重要です。 マ
ップに表示された各駐車場のピンをタップするだけで、これらの料金情報を確認できます。 条件に合っ

た料金設定、金額の駐車場を素早く探せます。 
 
駐車位置を一時的にメモできる「駐車中」機能： 
不案内な土地で時間貸し駐車場に駐車し、用事を済ませて車に戻ろうとしたとき、駐車場の場所がわから



なくて困った、という声を多くのユーザーのみなさまから頂戴しています。 「三井のリパーク」公式ス

マホアプリでは、駐車した「三井のリパーク」を「駐車中」としてメモしておき、駐車経過時間を確認し

たり、現在地から駐車場までの徒歩でのナビゲーションを行ったりできます。 
 
──────────────────────────────────────── 
※1. 「iPhone」商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

※2. 「App Store」は、Apple Inc.の商標または登録商標です。 

※3. 「Android」、「Google Play」は Google Inc.の商標または登録商標です。 

※4. Windows Azure は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

※5. 「NaviCon」は株式会社デンソーの登録商標です。 

 
 
今回の「三井のリパーク」駐車場検索スマートフォンアプリ公開に対して、株式会社デンソー様より以下

のコメントをいただいています。 
 

 
 
■アプリダウンロード URL（3 月 3 日公開予定） 
「三井のリパーク」駐車場検索 for iPhone（App Store） 
https://itunes.apple.com/jp/app/id810773910?&mt=8 
 
「三井のリパーク」駐車場検索 for Android（Google Play） 
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.repark.repark1 

株式会社デンソー 
専務取締役 若林宏之 様 
 
株式会社デンソーは、「三井のリパーク」アプリが、当社の「NaviCon」アプリと連携

いただけたことを歓迎いたします。 当社の技術のご採用により、「三井のリパーク」ア

プリが、スマートな駐車場検索とスムーズなクルマの移動支援に繋がることを期待して

います。 



■「三井のリパーク」駐車場検索スマートフォンアプリ 概要 
【アプリ名】 三井のリパーク 
【開始日】 2014 年 3 月 3 日（月） 
【対応ﾃﾞﾊﾞｲｽ】 iPhone、Android スマートフォン 
【対応 OS】 iPhone OS、Android OS 
【利用料金】 無料 
【提供場所】 App Store、Google Play 
【主要機能】 

・ GPS を利用した現在地周辺の時間貸し駐車場検索。 
・ 住所や駅名、施設名から周辺地図を表示した時間貸し駐車場検索。 
・ 満車・空車状況をピンのイメージとして表示。 
・ 都道府県別の時間貸し駐車場リストを表示。リスト一覧にリアルタイムの満空情報を表示。 
・ NaviCon 対応のカーナビに目的地を送信。 
・ 駐車した場所をメモし、駐車開始からの経過時間を計測。 
・ 駐車中の時間貸し駐車場への徒歩ナビゲーション。 

 
【Web ページ】http://www.repark.jp/app/search/index.html（3 月 3 日公開予定） 
 アプリの入手方法等の詳細はこちらの Web ページを参照ください。 
 
■会社概要（2014 年 2 月 1 日現在） 
○ 三井不動産リアルティ株式会社 
商号  三井不動産リアルティ株式会社 
代表者  代表取締役社長 竹井英久 
本社  東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 
設立  1969 年 7 月 15 日 
資本金  200 億円 
従業員数 3,591 名 （2013 年 4 月 1 日現在） 
 
○ 株式会社デジタルアドバンテージ 
商号  株式会社デジタルアドバンテージ 
代表者  代表取締役 小川誉久 
本社  東京都杉並区上高井戸 3-2-23 ルリテラス高井戸 2F 
設立  1998 年 10 月 16 日 
資本金  1000 万円 
従業員数 7 名 
 
○ 日本マイクロソフト株式会社 
商号  日本マイクロソフト株式会社 
代表者  代表執行役 社長 樋口泰行 
本社  東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー 
設立  1986 年 2 月 
資本金  4 億 9950 万円 
従業員数 2,225 名（2013 年 7 月 1 日現在） 
 
 



本件に関するお問い合わせは 
 

三井不動産リアルティ株式会社 
秘書広報グループ 

TEL：03（6758）4062 
 

株式会社デジタルアドバンテージ 
広報担当 

TEL：03（5357）2190 
 

日本マイクロソフト株式会社 
社長室 コーポレートコミュニケーション部 

TEL：03（4535）8055（部門代表） 
E-mail：mskkpr@microsoft.com 


