
いつでも、どこでも、使いたいときに。マルチデバイス対応で大切な
お客様の来店フォローを確実にします。

5つのステップで簡単マップ作成

スマホでも、タブレットでも。

大切なお客様を確実にあなたの元へ。

　　　　  ができること

xmaps（クロスマップス）は日本全国の「ココに行きたい！」「お越し下さい！」を支えます。

　　　　  の導入事例

一番搾り フローズン〈生〉が飲めるお店
全国各地の「一番搾り フローズン〈生〉が飲めるお店」を
エリア検索や GPS 検索を使って、パソコンやスマートフォ
ンからお探し頂けるマップメディアでご利用頂いています。

［ウェブサイト］
http://kirin.xmap.jp/frozen/neighbor/

日本電計株式会社国内拠点のご案内
日本国内の営業所など 43 拠点の交通案内としてご利用頂
いています。拠点から距離の近い最寄り駅 2 箇所を自動表
示してルート案内をするため、お取引先様のご来社時にも
活躍するメディアとなっています。

［ウェブサイト］
http://www.n-denkei.co.jp/kigyo/kigyo_kokunai.html

ファンタジーキッズリゾート店舗ご案内
全国 6箇所に展開している「ファンタジーキッズリゾート」
のマップメディアとしてご利用頂いています。最寄り駅か
らのルート検索や現在地からの GPS 検索で施設までの交
通アクセスをご案内しています。

［ウェブサイト］
http://www.fantasyresort.jp/renew/shop/ebina/access.html

※ 2 店舗以降のご利用は登録数に応じた有償プランへのお申し込みが必要です。

※以下はエンタープライズ（有償版）の導入事例です。

Powered by

無料

1MAP
（１地点）無料

1店舗

Freemium

来店フォローを確
実にサポート。商
機を逃しません。

ワンソースマルチ
デバイスでアクセ
スの最大化。

選べる公開ページ
形式で、既存デザ
インを損なわない。

GPS で現在地や
最寄り駅からの経
路案内もできる。

アクセスページ
を友達にもメー
ルでお知らせ。

ソーシャルリンク
でお店の情報を拡
散できる。

【使える　   つの理由】6

さらに詳しく！

 by

〈設定画面〉 〈公開画面〉

製品サイト https://xmap.jp/

あなたのホームページに使えるアクセスマップを設置しませんか？
xmaps（クロスマップス）は、お店や会社のアクセスマップを
簡単に作成できるクラウド型地図ページ作成サービス。
ご利用は無料　です。さあ今すぐアクセスマップを公開しよう！※



概要

アカウント認証し、ログインすることができます。

レポート（簡易版）を表示します。

運営者からの連絡やリリース情報などのお知らせを表示します。

住所や名称等、そのプレイスの情報を登録することができます。

各プレイスに設定したカテゴリ毎に集計や一覧データ出力（XML）をすることができます。

郵便番号検索により、都道府県、市区町村を自動的に補完します。

オリジナルのアイコンと影を登録することができます。

吹出しに表示する内容を登録することができます。

地図タイプやズームと移動などの詳細項目を設定することができます。

印刷やSNSなど、各種ボタンの表示・非表示と、公開画面の基本配色を選択することができます。

定休日や営業時間などの地図ページに表示する項目を設定することができます。

地図ページに掲載する画像や写真をプレイス毎に3枚まで登録することができます。

地図ページのプレビューを、パソコン、スマートフォン、フィーチャーフォン別に表示します。

パソコン、スマートフォン、フィーチャーフォンに対応した地図ページを自動的に作成します。

現在設定されているプレイスの一覧を表示します。

今月のPV 等の集計値を表示します。

携帯で作成した地図ページを見るためのQRコードを自動生成します。

作成したプレイス一覧をカテゴリや地域毎に並べ替え、XML形式で出力することができます。

パソコン、スマートフォン、フィーチャーフォンそれぞれに最適な形でウェブ表示します。

現在地から目的地までの距離を測定し、表示します。（GPS 対応時のみ）

現在地や最寄り駅からの経路をGoogle マップに連動して検索することができます。

スマートフォンでは、GoogleMapアプリと連動して、ナビゲーション等の機能が利用できます。

目的地からの最寄り駅を検索し、表示します。

現在地から最寄り駅を割り出し、その最寄り駅から目的地までの乗換案内を表示します。

Twitter（ツイート）、Facebook（いいね）、Google+（+1）、LINE（LINEで送る）のアイコンを表示します。

※LINEはスマートフォンで閲覧したときのみ表示されます。

各プレイスのアクセス数、ユニーク数を、パソコン、スマートフォン、フィーチャーフォンの機器毎に分

類して集計することができます。

集計期間や対象プレイスを絞り込んで集計することができます。

各集計結果を日別でCSV出力することができます。

機能名

ログイン

レポートサマリー表示

お知らせ表示

プレイス情報登録

カテゴリ登録

郵便番号検索

オリジナルアイコン

吹出し登録

詳細項目設定

オプション設定

各項目設定

画像登録

プレビュー表示

地図ページ作成

一覧表示

PV集計値表示

QRコード

XML出力

地図表示

距離測定

経路検索

最寄り駅検索

乗換案内

SNS 連携

アクセス数集計

日付やプレイスでの絞込

CSV出力
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ログイン

ダッシュボード

 

新規プレイス登録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレイス一覧
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アクセス数集計

 

・Windows7 ／ 8
・Mac OS X 以降
・iOS6以降
・Android4.0 以降

■対応OS
システム動作環境

下記は代表的な機能です。詳しくは製品サイトへ。

■ライセンス情報

・Internet Explorer 9 ／ 10
・Mozilla Firefox
・safari
・Google Chrome
※ver の表記の無いものは最新版
　を推奨します

M i c r o s o f t 、 W i n d o w s 、
Windows XP、Windows Vista、
W i n dow s  7 ,  W i n d ow s  8 ,  
Internet Explorer は、米 国
Microsoft Corporation の米国お
よびその他の国における商標また
は登録商標です。
IOS の商標は、Cisco の米国およ
びその他の国のライセンスに基づ
き使用されています。
iPhone、iPad、Safari は、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基づき使用さ
れています。
Android、Google Chrome、
Google Maps API for Business
は、Google Inc. の商標です。
Firefox は Mozilla Foundation の
商標です。
その他、記載されている会社名、
製品名、サイト名は各社の登録商
標または商標です。

・

・

・

・

・

・

・

■対応ブラウザ

みんなが使えるフリーミアム方式でご提供。
1店舗までのご利用なら無料でお使いいただけます。

※ 2店舗以降のご利用は登録数に応じた有償プランへのお申し込みが必要です。
※ 2店舗以降は店舗ごとに1,000円／月（税別）がかかります。
※ 有償プランは、１店舗お申し込み後に管理画面から切替することができます。

の提供価格とお申し込み

確かな機能と性能で大切なお客様を目的地到着までサポートします。

の主な機能

地図の登録作業やオリジナル
デザインのテンプレート制作、
各種登録代行などお手伝い致
します。

のオプション（導入サービスなど）

１店舗 Freemium無料

Googleプレイス、Yahoo!
ロコへの登録代行

プレイス登録（店舗登録）
の一括登録サービス

オリジナルデザインの
テンプレート制作サービス

店舗一覧などダイナミック
ページの開発サービス

平成 25 年 9 月 1 日時点の情報で
す。本製品は情報やサービス向上
のため予告なく仕様の変更や改定
を行うことがありますので、予め
ご了承ください。

注

お申し込みはこちら！

https://xmap.jp/
お申し込み後、かんたん5ステップ5分程度ですぐに使う事ができます！

https://xmap.jp/

インクレイブ株式会社
仙台オフィス　宮城県仙台市青葉区大町 2-10-14 TAKAYUパークサイドビル 5階
東京オフィス　東京都港区芝 2-3-9 芝イーストビル 7F

関連会社    
インクレイブR&D株式会社  
宮城県仙台市青葉区大町 2-10-14 TAKAYUパークサイドビル 5階http://www.incrave.co.jp

TEL 022-796-6101( 代 )　FAX 022-796-6102
TEL 03-5730-1090( 代 )　FAX 03-5730-1098

TEL 022-796-6100　　　 FAX 022-796-6115


