
ＵＲＬ一覧      2017.08.10現在

下のＵＲＬ（ホームページ アドレス）にポインタを当てると
(指マーク)に変わる。そこでクリックするとそれぞれのサイトにつ
ながる。

№ 分類 サイト名 ＵＲＬ
1 市川の情報 市川市役所 http://www.city.ichikawa.chiba.jp
2 市川の情報 市川警察署 http://www.police.pref.chiba.jp/police_department/ichikawa/index.html

3 市川の情報 市川税務署 http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/chiba/ichikawa/
4 市川の情報 市川市消防局 http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir01/1111000035.html
5 市川の情報 いちかわＨＰネット http://www.j-mode.ne.jp/ichikawa/
6 市川の情報 市川市立図書館 http://www.city.ichikawa.lg.jp/library/index.html
7 市川の情報 市川文化会館 http://www.tekona.net/bunkakaikan/
8 市川の情報 市川市動植物園 http://www.city.ichikawa.lg.jp/zoo/
9 市川の情報 J:COM（旧市川ケーブル） www.jcom.co.jp
10 市川の情報 ニッケ・コルトンプラザ http://www.nikke-cp.gr.jp/
11 千葉県 千葉県庁 http://www.pref.chiba.lg.jp/
12 東京都 東京都庁 http://www.metro.tokyo.jp/
13 国の機関 首相官邸 www.kantei.go.jp/
14 国の機関 国税庁 http://www.nta.go.jp
15 国の機関 国土地理院 www.gsi.go.jp
16 国の機関 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/
17 買物 楽天市場 http://www.rakuten.co.jp/
18 買物 Yahoo!ショッピング http://shopping.yahoo.co.jp/
19 買物 アマゾン（本、家電、食品etc） http://www.amazon.co.jp/gp/site-directory/ref=nav_shopall_btn/
20 買物 価格.com（一番安い店探し） http://kakaku.com/
21 買物 チケットぴあ（チケットの購入・予約） http://t.pia.co.jp/
22 買物 carview!（自動車カタログ） http://autos.yahoo.co.jp/
23 買物 ソフマップ（パソコン新品・中古） http://www.sofmap.com/
24 買物 Joshin電機 http://shop.joshin.co.jp/
25 買物 ヤマダ電機 http://www.yamada-denki.jp/store/contents/?p=12
26 グルメ ぐるなび http://gnavi.joy.ne.jp/
27 グルメ 美味案内 http://bimi.jorudan.co.jp/
28 検索 タウンページ・千葉県 https://itp.ne.jp/chiba/
29 検索 郵便番号検索（日本郵便） http://www.post.japanpost.jp/zipcode/
30 検索ｴﾝｼﾞﾝ インフォシーク（infoseek楽天） http://www.infoseek.co.jp/
31 検索ｴﾝｼﾞﾝ エキサイトExcite(ニュース系の情報が充実） www.excite.co.jp/
32 検索ｴﾝｼﾞﾝ ビングBing（Microsoft） https://www.bing.com/
33 検索ｴﾝｼﾞﾝ グーGoo（News検索、辞書検索他） www.goo.ne.jp/
34 検索ｴﾝｼﾞﾝ グーグルGoogle 日本 www.google.co.jp/
35 検索ｴﾝｼﾞﾝ ヤフー　ジャパン http://www.yahoo.co.jp/
36 ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ オールアバウト(Yahoo) http://allabout.co.jp/
37 ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ @Nifty（富士通） www.nifty.com/
38 ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ BIGLOBE（ＮＥＣ） http://join.biglobe.ne.jp/
39 ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ msn（Microsoft） http://www.msn.com/ja-jp
40 辞典 デジタル用語辞典(アスキー) http://yougo.ascii.jp/
41 辞典 IT用語辞典(e-Words) http://e-words.jp/
42 辞典 三省堂 Web Dictionary http://www.sanseido.net/
43 辞典 ウィキペディア（フリー百科事典） http://ja.wikipedia.org/wiki/
44 鉄道時刻表 えきから時刻表(ＪＲ・私鉄乗り換え情報) http://ekikara.jp/
45 鉄道時刻表 ekitan(ＪＲ・私鉄乗り換え情報) www.ekitan.com/
46 鉄道時刻表 京成電鉄・駅別時刻表 http://keisei.ekitan.com/norikae/pc/T1
47 新聞社 朝日新聞 www.asahi.com/
48 新聞社 日本経済新聞社 http://www.nikkei.co.jp/
49 新聞社 毎日新聞 www.mainichi.co.jp/
50 新聞社 読売新聞（ON LINE） www.yomiuri.co.jp/
51 新聞社 読売新聞(IT＆メディア) http://www.yomiuri.co.jp/science/
52 テレビ ＮＨＫ･オンライン www.nhk.or.jp/
53 テレビ ＮＨＫ総合テレビ（あさイチ） http://www1.nhk.or.jp/asaichi/
54 テレビ ＮＨＫ総合テレビ（ためしてガッテン） http://www3.nhk.or.jp/gatten/
55 テレビ ＴＢＳ http://news.tbs.co.jp/
56 テレビ 日本テレビ www.ntv.co.jp/
57 テレビ フジテレビ www.fujitv.co.jp/
58 テレビ テレビ朝日 http://www.tv-asahi.co.jp/
59 テレビ テレビ東京 http://www.tv-tokyo.co.jp/
60 テレビ ＴＶer(民放番組を放送終了後７日間無料で視聴) http://tver.jp/info/about.html
61 ラジオ OTTAVAbyTBS(インターネットラジオ・24時間音楽配信)http://ottava.jp/
62 病気 がんふぉーらむ www.gan.ne.jp/
63 病気 病院探し「全国15万件以上のお医者さんガイド」 www.10man-doc.co.jp/
64 地図 MapFan(生活地図サイト) www.mapfan.com/
65 地図 Mapion(情報地図コミュニケーションサイト) http://www.mapion.co.jp/
66 地図 ゼンリン地図（いつもＮＡＶＩ） http://www.its-mo.com/
67 郵便 日本郵便（郵便料金や追跡サービス） http://www.post.japanpost.jp/
68 電報 Ｄ-ＭＡＩＬ（ネットで電報） www.ntt-east.co.jp/dmail/
69 便利 ビジネスマナー タウンページ https://itp.ne.jp/contents/business/
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№ 分類 サイト名 ＵＲＬ
70 便利 冠婚葬祭 リンク集 http://www.taka.co.jp/kkss/
71 便利 今日は何の日？ http://today.hakodate.or.jp/
72 旅行 ＪＴＢ www.jtb.co.jp/
73 旅行 読売旅行 http://www.yomiuri-ryokou.co.jp/
74 旅行 クラブツーリズム（海外・国内旅行） http://www.club-t.com/kokunai/index.htm
75 旅行 日本旅行 www.nta.co.jp/
76 旅行 ＪＲサイバーステイション(指定席の空席案内等） www.jr.cyberstation.ne.jp/
77 旅行 えきねっと（ＪＲ東日本 切符の手配） http://www.eki-net.com/pc/personal/yoyaku/wb/Common/ReserveTop/ReserveTop.aspx

78 旅行 日本道路交通情報センター www.jartic.or.jp/
79 旅行 ドラぷら（お出かけドライブ情報） http://www.driveplaza.com/
80 旅行 ドライブルート検索(JX) http://eneos-ss.com/search/drive/route_top.php
81 旅行 ホテルの予約「楽天トラベル」 www.mytrip.net/
82 旅行 ゆこゆこネット（温泉・宿・予約） http://www.yukoyuko.net/
83 料理 キューピー３分クッキング http://www.ntv.co.jp/3min/
84 料理 テレビ朝日（上沼恵美子のおしゃべりクッキング）http://asahi.co.jp/oshaberi/
85 料理 COOKPAD(レシピ検索No.1) http://cookpad.com/
86 お楽しみ 日本の借金時計（財部誠一） http://www.takarabe-hrj.co.jp/clockabout.html
87 お楽しみ サラリーマン川柳（第一生命） http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html
88 ウイルス セキュリティ通信(So-net) www.so-net.ne.jp/security/
89 ウイルス ウイルスバスタークラウド･30日間無料体験版 http://virusbuster.jp/vb2010/trial/?tmos=TMOS_ConsTop_VBTrial&WT.ac=Cons_Top_VB3

90 ウイルス トレンドマイクロ オンラインスキャン http://www.trendmicro.co.jp/hcall/index.asp
91 ウイルス ノートン セキュリティソフト http://www.symantecstore.jp/index.asp
92 ウイルス マカフィー ウイルス対策ソフト http://www.mcafee.com/japan/home/
93 ウイルス ＩＰＡセキュリティセンター(情報処理推進機構) http://www.ipa.go.jp/security/
94 測定 ＢＮＲスピードテスト（回線速度の測定） http://www.musen-lan.com/speed/
95 測定 ＮＴＴ東日本（電話回線の距離測定） http://www.ntt-east.co.jp/line-info/consent.html
96 ソフトウェア マイクロソフト サポートオンライン(技術情報) https://support.microsoft.com/ja-jp
97 ソフトウェア Adobe Reader最新バージョンのダウンロード http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
98 ソフトウェア Vector(ベクター)（有料・無料のソフトを探す） http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/
99 ソフトウェア 窓の杜(フリーソフト･シェアウェアの紹介) http://www.forest.impress.co.jp/
100
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