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Yahooトラベル：メールマガジン・特集ページ 
JTBるるぶ：海外データ・国内出版物 
ゼンリン：PSPのゲーム 
HIS:海外アプリ 
カシオ計算機：デジカメ内地図＆観光データ 
パナソニック：旅ナビデータ  etc・・・・ 
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自己紹介 
 
株式会社タビマップ 代表取締役社長 山本渉 
http://tabimap.net   (市川真間 在住) 
 
【タビマップの業務・実績】 
観光コンテンツ（タビ）と地図コンテンツ（マップ）に特化した
IT会社です。 
国内・海外の観光データと地図をwebコンテンツや出版物にして
提供しております。 
 GIS地図データ600都市以上 
 国内・海外観光コンテンツ100万カ所 
 在留邦人ネットワーク 1500人以上 
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市川地図イベントポータルサイト 
http://i-lncnavi.com（アイリンクナビドットコム） 
 
 

男女共同参画センター近辺のランチマップ 
http://site03.i-lncnavi.com/ 
 

http://tabimap.net/
http://site03.i-lncnavi.com/
http://site03.i-lncnavi.com/
http://site03.i-lncnavi.com/
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i-lncナビ 事例紹介 

いちかわ手づくり市 
 
市川の手づくり作家さんの地
図サイトです。 
手づくり市のイベント開催情
報や手づくり作家の商品が購
入できる場所の地図などがあ
ります。 
 

いちかわアートマップ 
 
文化と芸術の街、市川で活動
するアーティストのサイトで
す。 
市川のアーティスト情報や
ギャラリーマップやイベント
情報などが満載のサイトです。 

市川市消防団 第20分団 
 
消防団第20分団のサイトで
す。 
この地区の消防時に必要な
消火栓の位置が全部プロッ
トされています。 
災害時には消火栓の位置を
確認すると安心です。 

http://site04.i-lncnavi.com/map/
http://gallery.i-lncnavi.com/
http://banana.i-lncnavi.com/
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【問題】 
市川市の地域活動は盛んに行われていますが、実際にどこでどのよう
な団体が何をやっているかあまり公表されていません。 
「いちかわNPOweb」登録団体332団体。TMO卒業生約100名。 
 

【解決方法】 
地域活動している団体・ユーザーが、簡単に地域活動を登録できる
HPのプラットフォーム『i-lncナビ』作りました。 
このシステムを使えばSNSやワープロ並みのお手軽さで地域活動を地
図上に登録することができます。 
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i-lncナビの構造① 
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i-lncnavi.com （地図） 

いちかわ手づくり市 市川アートマップ 回遊展 八幡 洪水避難所 

i-lncnavi.com （イベント） 

地図 イベント 

i-lncナビポータルサイト（i-lncnavi.com ） 

ユーザーサイト（TMOメンバー・NPO法人etc・・・） 



tabimap.net 

i-lncナビの構造② 
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i-lncnavi.com （地図） 

いちかわ手づくり市 
（TMO） 

ランチマップ 
（TMO発表会用） 

江戸川洪水避難所地図 
（行政） 

市川市アートマップ 
（TMO） 

八幡回遊展地図 
（TMO/商店街） 

市川市消火栓地図 
（行政） 

ユーザーの地図を可視化した地図ポータル 
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i-lncナビに参加すると1日で地図・イベント
サイトがオープンできます。 
 
① タビマップに連絡（ユーザー） 
② 審査・環境提供（タビマップ） 
③ 地図サイト制作（ユーザー＆タビマップ） 
④ 地図・イベントサイトオープン！（ユーザー） 
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市川の地域活動団体様は 
「i-lncナビ」に参加してください。 

TMOメンバー 
ボランティアガーデニング
マップ 
ヘルパーさんのトイレマップ 
医療福祉活動 
ちびっ子交流 
文化国際活動 
フリーマーケット、手作り市 

 

地域学習・研究基盤（小中高
大） 
学生交流＆下宿大学生サポート 
ファミリーサポート（コミュニ
ティ） 
医療機関の場所・相談窓口 
防犯防災の情報（発生場所等） 
工事情報（場所・期間） 
公共施設情報（場所・イベン
ト） 

 

リゾコン・不動産情報 
求人・アルバイト情報（場所） 
商店サポータ（店舗ＰＲ） 
建設会社ＰＲ（実績建物の場
所） 
訪問先近くの花屋・菓子店（場
所） 
引越しシミュレーション 
観光情報（イベントＰＲ） 

 

【市民団体】 【学校・行政】 【商工会議所・法人】 
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お問い合わせ 
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「i-lncnavi.com」 
http://i-lncnavi.com 

【連絡先】 
株式会社タビマップ 山本 
〒101-0033 
東京都千代田区神田岩本町15番地会計ビル702号室 
TEL / 03-3526-5515   FAX / 03-3251-2011 

「i-lncナビ」お申込み＆説明ページ 
http://i-lncnavi.com/about/ 

http://i-lncnavi.com/
http://i-lncnavi.com/about/
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