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○ 発売予定日 :  2018年4月   ○ ポートフォリオ掲載社数 : 約120～150社

○ 体裁 :   A4変型判／約400ページ  ○ 発行部数 :   10,000部

○ 読者対象 :  各企業・団体におけるWebサイト構築部門・運営部門担当者、Webサイトの受託制作を行う制作会社に勤める人、

   IT業界従事者、広告業界関係者、デザイナー、美術・情報デザイン・インタラクティブメディア・IT系の学生 ほか。

○ お問い合わせ先 : Web Designing 編集部　Web制作会社年鑑編集チーム　webprobook@mynavi.jp

広告代理店や発注企業が活用する、インタラクティブの資料／作品集として。 

本書への掲載を希望する団体の募集を開始します。

この1年で成果をあげたWebサイト、Webマーケティング施策、スマートフォン／タブレッ

ト向けアプリ施策などを、制作会社ごとにアーカイブ化した『Web制作会社年鑑』。

Web Designing編集部がまとめた本誌は、時間とともに姿を変えるインタラクティブメディ

アの『今』を切り取った書籍として、15年に渡り圧倒的な信頼と支持をいただいています。

2017年度版では、約1,400点にもおよぶ画像を、各社のプロフィール、得意な事業分野など

とともに掲載し、巻末には全国の主要制作実績／特徴／コンタクト情報を掲載するデータ

ベースも収録しました。 

最適な業務委託先を探すための資料集として、また、時代の先端をいくインタラクティブを記

録した1冊の書籍として、広告代理店や各企業にご活用いただいています。

年に1度の募集となりますので、ぜひご応募ください。

□ 圧倒的な規模と情報量を誇るWebサイト作品集
　・全国から集められた制作会社約120～150社による

　 Webサイト作品約1,900点をビジュアルで紹介

　・各作例には各社による詳細な解説がつきます

□ 制作会社に関する知りたい内容を網羅
　・企業の基本情報、業務内容、対応技術などをコメントつきで掲載

　・サイトの成果　・各社の特徴を視覚化して表示

□ 探したい会社がすぐ見つかる
　・社名順、地域別に探せる2つのインデックス

　・会社の特徴がひと目でわかる特徴項目／得意分野

【Web制作会社年鑑 2018の特長】

『Web制作会社年鑑 2017』掲載例 P200 株式会社シフトブレイン
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株式会社シフトブレイン

http://www.shiftbrain.com/

組織形態    株式会社    資本金    1,000万円    スタッフ数    20名    代表    加藤琢磨    

受注額の目安    おおよそ400万円～1,000万円

〒107-0062    東京都港区南青山2-19-14

contact@shiftbrain.com

デジタル領域を中心にコミュニケーションプランニング、デザイン、テクノロジーまでをワ

ンストップで行う、現在14期目のデジタルクリエイティブエージェンシー。企業／製品のブ

ランディング、採用、キャンペーンなどを中心に、紙／デジタル／映像など幅広く展開。国や

人種やメディアやデバイスを越えた、新たなコミュニケ̶ションの形を追求している。
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ゲームネット広告

DRAFT コーポレートサイト
http://draft.co.jp/
オフィス、ショップ、施設の空間デザインを手がける、DRAFTのコーポレートサイト。「その空間にかかわるすべ
ての人を幸せにするデザイン」という約束事を、デザイン、アニメーション、コンテンツ全体で表現。
CL : 株式会社ドラフト

KUUM
http://www.kuum.jp/
アメリカ・ポートランドにあるデザインファーム、monogotoのクリエイティブ
ディレクションのもと、あたらしい「組む」つみき KUUMの海外展開用LPを制作。
CL : 株式会社フェリシモ　PT : monogoto

BEYOND BY LEXUS Magazine
http://www.lexus-int.com/jp/magazine/
Lexus Internationalが発行する雑誌『BEYOND BY 
LEXUS Magazine』のグローバルサイト。
CL : Lexus International　Ag : Saatchi & Saatchi 
Fallon Tokyo　PT : COPILOT Inc.

LAMDASH DNA
http://panasonic.jp/shaver/lamdash/dna/
パナソニックのメンズシェーバー「LAMDASH」
のブランドアイデンティティや開発秘話を語る
『LAMDASH DNA』をリニューアル。
CL  : パナソニック株式会社　Ag : 株式会社クリエ
イターズグループMAC　PT : 株式会社アマナ CGI

GOODLIFE ロゴ／コーポレートサイト
http://goodlife-inc.co.jp/
オフィス移転やデザインを手がけるGOODLIFEの
企業ロゴ及びWebサイトをリニューアル。最大の
強みである顧客とのパートナーシップを、サイト全
体で表現。　CL : 株式会社グッドライフ

Technical Creator Hub
https://www.cyberagent.co.jp/technicalcreator/
サイバーエージェントが新しく提唱する「テクニカ
ルクリエイター」という職種について紹介するWeb
サイトを制作。
CL : CyberAgent　PT : 株式会社ディバータ

CROSS ME（クロスミー）
https://crossme.jp/
すれ違いを恋のきっかけにするマッチングアプリ
『CROSS ME』のプロモーションサイトを制作。
CL : 株式会社プレイモーション
PT : 株式会社ロースター

Good Morning Sunshine
https://gms.life/
New Balance Japanの女性向けキャンペーン『Good 
Morining Sunshine』のWebサイトを制作。極力
文字情報を省き、写真や#タグから直感的にサイト
内を回遊できる設計に。
CL : ニューバランス ジャパン　Ag : BOOMER Inc.

Technics 50th Anniversary
http://www.technics.com/global/50th-anniversary/
2014年に復活を果たした高級オーディオブランド「Technics」の歴史を紐解く50
周年記念サイトを制作。
CL : パナソニック株式会社　Ag : Nippon SP Center Co.,Ltd.

gloops特別ドラマ企画 『ONETEAM ～ゆずれないものたち～』
http://gl.gloops.com/oneteam/
モバイルゲーム業界で働く人々にスポットを当て、ゲーム開発にチーム一丸となって情熱を注ぐ姿を描いた6編
からなるショートドラマと特設サイトを制作。
CL : 株式会社gloops　PT : 株式会社EPOCH、株式会社ROBOT

『Web制作会社年鑑 2018』カバーイメージ

『Web制作会社年鑑 2018』刊行概要
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■ 募集内容
・2017年1月～2017年12月の期間中に公開された、

または公開予定のWebサイト実績の情報。

・Webサイトのキャプチャ画像と、制作者から読者への解説（コメント）。

・制作者についての情報（連絡先、業務内容や対応技術、得意分野など）。

■ 応募資格
・Webサイト／コンテンツの受託制作を行う企業／団体／個人（事業規模／形態問わず）。

・制作実績を自らの責任をもって誌面に公開できること。

・クライアント／関係者から掲載許諾を得ていること。

■ 募集締切　2018年1月22日（月曜日）24時
■ 掲載料金　60,000円＋税

『Web制作会社年鑑 2018』募集概要
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組織形態    株式会社    資本金    5,000万円    スタッフ数    100名    代表    小木昌樹    組織形態    株式会社    資本金    5,000万円    スタッフ数    100名    代表    小木昌樹    

組織形態    株式会社    資本金    5,000万円    スタッフ数    100名    代表    小木昌樹    組織形態    株式会社    資本金    5,000万円    スタッフ数    100名    代表    小木昌樹    

〒101-0003    東京都千代田区一ツ橋2-6-3

TEL 03-3556-2734    info@webdesigning.jp

〒101-0003    東京都千代田区一ツ橋2-6-3

TEL 03-3556-2734    info@webdesigning.jp

〒101-0003    東京都千代田区一ツ橋2-6-3

TEL 03-3556-2734    info@webdesigning.jp

〒101-0003    東京都千代田区一ツ橋2-6-3

TEL 03-3556-2734    info@webdesigning.jp

Web Designingは、Webサイト、アプリケーション、ブランディングなどの制作を通じてユーザー

とクライアントの有意義な橋渡しをするお手伝いをします。Webやアプリだけでなく、動画や

イベント、商品開発まで幅広くご相談ください。

Web Designingは、Webサイト、アプリケーション、ブランディングなどの制作を通じてユーザー

とクライアントの有意義な橋渡しをするお手伝いをします。Webやアプリだけでなく、動画や

イベント、商品開発まで幅広くご相談ください。

Web Designingは、Webサイト、アプリケーション、ブランディングなどの制作を通じてユーザー

とクライアントの有意義な橋渡しをするお手伝いをします。Webやアプリだけでなく、動画や

イベント、商品開発まで幅広くご相談ください。

Web Designingは、Webサイト、アプリケーション、ブランディングなどの制作を通じてユーザー

とクライアントの有意義な橋渡しをするお手伝いをします。Webやアプリだけでなく、動画や

イベント、商品開発まで幅広くご相談ください。

ブランディング IoT 分析／解析

海外向け BtoB

SNS

ECネットショップ

マーケティング

プロモーション

オウンドメディア アプリ

ゲーム動画 ネット広告

IoT

海外向け

SNS

ゲーム

ブランディング IoT 分析／解析

海外向け BtoB

SNS

ECネットショップ

マーケティング

プロモーション

オウンドメディア アプリ

ゲーム動画 ネット広告

IoT

海外向け

SNS

ゲーム

ブランディング IoT 分析／解析

海外向け BtoB

SNS

ECネットショップ

マーケティング

プロモーション

オウンドメディア アプリ

ゲーム動画 ネット広告

IoT

海外向け

SNS

ゲーム

ブランディング IoT 分析／解析

海外向け BtoB

SNS

ECネットショップ

マーケティング

プロモーション

オウンドメディア アプリ

ゲーム動画 ネット広告

IoT

海外向け

SNS

ゲーム

企業情報①
社名、URL、所在地などの情報が入ります。

実績紹介
画像 2点まで（1実績 2画像または 1実績 1画像× 2）

企業情報②
組織形態、規模、業務内容、対応技術など
の情報が入ります。

■掲載スペース
1/2ページのご提供となります。
レイアウトの指定はできません。
刊行前の誌面校正は 1回となります。
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『Web制作会社年鑑 2018』掲載団体の募集は、すべてWebサイト上のエントリーフォー

ムにて受け付けています。このPDFでご紹介する応募要項をご確認のうえご応募ください。

■ エントリーフォームご利用の手順

○ 『Web制作会社年鑑 2018』は下記URLからお申し込みください。

　 http://book.mynavi.jp/webpro/

○ エントリーフォームの各項目に情報をご記入ください。事前に画像やテキストを準備の

うえ、用意ができてからの入力作業をおすすめします。

○ 再ログイン／入力内容の編集作業はできません。応募／Submit後の応募内容の変更を

ご希望の方は、【新規の応募しなおし】をお願いいたします。同一団体から複数のお申し込

みがあった場合、最新のお申し込み内容を有効とさせていただきます。

応募方法

エントリーフォームへのアクセスには「マイナビ ID」へのご登録が必要です
エントリーフォームへのアクセスには、「マイナビID」ログインID（メールアドレス）とパスワー
ドが必要です。お持ちでない方は下記より会員登録をお願いいたします。

「マイナビ ID」会員登録
https://book.mynavi.jp/webpro/

マイナビ IDの会員登録には、入力されたアドレスでのメール受信が必要です。弊社ドメイン
（mynavi.jp）からのメールを受信できるよう、メール環境の事前確認をお願いいたします。
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『Web制作会社年鑑 2018』へのお申し込みには、多数の情報、画像、項目をご用意／ご検討

いただく必要があります。掲載申し込みに必要な資料をご確認ください。

○ 制作実績の画像は印刷向きの画像をご用意ください
・Webサイトをキャプチャ後、Webブラウザの枠などを除去し、コンテンツ部分のみにト

リミングしたものをご用意ください

・画像は、大きなままのサイズとし、リサイズや縮小をしないでください

・PNGやPSDなど画質非圧縮なものを基本とし、画質が良ければ JPEGでもかまいません

・ご希望があればCMYK／EPSなどのファイルをご用意ください

・特色、DICなどの指定はできません。すべてCMYKに変換して印刷となります

・スマホサイトはスマホ筐体へのはめ込み合成済み画像をご用意ください

○ 団体ロゴ画像
・用意があれば、Illustrator（.ai）やEPSなどのファイルをご送付ください

・ロゴ画像も制作実績と同様に、大きなサイズ、解像度の高いものをご用意ください

・ロゴ画像のファイル名には「団体名_logo.eps」など、わかりやすいものをご指定ください

○ 掲載用画像一式を任意のサーバへアップロードし、URLをお知らせください
制作実績の画像、ロゴ画像、指定掲載コースでレイアウトの希望がある場合はラフレイアウ

トなど、必要な画像はすべてを1つの圧縮ファイルにまとめ、任意のサーバ、オンラインスト

レージサービスなどにアップロードの上、ダウンロード用のURLをエントリーフォームにご

入力ください。

掲載申し込みに必要な素材（画像やテキスト）

スマホサイト画像参考例
スマホサイトはスマホ筐体（実写／イラス
トは問いません）へはめ込み合成済みの画
像をご用意ください。編集部でははめ込み
合成、画像の加工は行いません。

参考
iPhone Screenshot Maker

http://iphone-screenshot.com/

トリミング済み画像をご用意ください
・Webサイトのスクリーンショットから
Webブラウザの枠を取り、掲載するコンテ
ンツのみにトリミングしてください。
・コンテンツ左右、下部の余白部分は適宜
トリミングしてください。誌面上、編集部
の判断でトリミングすることがあります。
・紙色（白）に溶け込んでしまう可能性の
ある画像（背景色が白など）には、編集部
にて囲み罫をつけます。

Webブラウザの枠はトリミングで除去してください 左右余白部分も掲載用サイズにトリミングを！

オンラインストレージご利用の方は、
有効期限の設定にご注意ください
「firestorage」などのオンラインストレー
ジサービスをご利用の場合、有効期限の
設定にご注意ください。無期限、もしくは
2018年3月までオンライン上に残るよう
設定をお願いいたします。
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2018年1月22日24時 掲載申し込み締め切り

2018年1月中  編集部による応募内容の整理／確認。

   応募受付けの確認メールをお送りします

 　  ご請求先、ご請求内容をメールにて確認させていただき、

  ` ご請求書をお送りします

 1月末日  お振込締め切り

 2月  誌面掲載内容の確認／校正

   （DTPレイアウト済みのPDFをお送りします）

   修正／変更受付け期間は約1週間の予定です

 2月末日  誌面掲載内容の修正／校正の最終受付け日

2月中旬  巻末「全国Web制作会社リスト」掲載団体決定（約1,700社収録予定）。

2月下旬  誌面掲載団体、掲載内容の最終決定

  オンライン上にアップロードしたファイルは3月末まで残してください

4月  全国の主要図書店店頭、オンラインショップにて販売開始予定

  指定掲載コースの方に見本誌を発送いたします

応募から刊行までのスケジュール

日 月 火 水 木 金 土

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

1月 January

日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 1 2 3

2月 February

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

4月 April

日 月 火 水 木 金 土

25 26 27 28 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

3月 March
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■ エントリー後のキャンセルは基本お受けできません
1度エントリーされますと、キャンセルは基本受け付けられませんのでご了承ください。

■ 入力された情報の内容、著作権・肖像権などにご注意ください
応募される内容は各申込者が責任を持ってその内容を保証してください。応募された掲載

内容により貴社および関係する個人、団体に問題、損害などが発生した場合、いかなる理由

でもWeb Designing編集部および（株）マイナビ出版はその責任を負いません。また、応募

された内容の不備、誤りによってWeb Designing編集部および（株）マイナビ出版が損害を

負った場合には、それに代わる補償を求める場合がございます。あらかじめご了承ください。

ポートフォリオとして掲載する制作実績／クライアント様からの掲載許諾（誌面／印刷物

への掲載ならびにオンライン上での公開、著作権・肖像権などの問題がないこと）を、各申込

者が責任を持って行ってください。

■ ご提供内容には編集を加えさせていただくことがあります
下記の理由などにより、いただいた原稿に編集／修正／加工などを

行わせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

　○ 明らかな誤字、脱字、誤った記載

　○ 第三者に迷惑などを与える可能性がある場合など

　○ 書籍全体の語句や表現の統一などのため

　○ 文字量調整や改行位置など、レイアウト上の配慮のため

必ずお読みください : 応募にあたっての注意

■2月中に誌面掲載内容（PDF）を必ずご確認ください
編集部でのレイアウト作業後、登録ご担当者様のメールアドレスあてに、誌面掲載内容の確認／校正のご案内（PDFでご確認いただけます）をお送りし
ますので、誌面掲載内容をよくご確認のうえ、ご返信ください。
毎年締め切り後に、ご担当者様の異動、メールアドレス変更、メールソフトによるSPAM／迷惑フィルタの誤判定などにより、編集部からの連絡が届か
ないという例が報告されています。万が一、校正期間中（おおよそ2月中）に、編集部（webprobook@mynavi.jp）から誌面掲載内容の確認／校正
の案内が届かなかった場合には、必ずお問い合わせください。上記のようなメール不達のトラブルを避けるためにも、「サブ担当者の設定」にご協力くだ
さい。
■修正・変更の指示は1回まで
誌面掲載内容の校正（修正・変更の機会）をご提供します。やりとり上の混乱を避け、確実にご要望を反映させるために、修正・変更の指示は「1回まで」
に収めていただけますようお願いいたします（編集部による作業ミス、再修正には対応いたします）。
■色校、校正紙の出校はありません
制作進行上、紙による色校／校正紙はお届けすることができません。PDFによる校正確認にご協力ください。なお、印刷物の色味や、モアレなどに懸念
がある場合は、別途編集部（webprobook@mynavi.jp）へご相談ください。

クライアント、関係者からの掲載許諾を確
実に！　オンライン上にも掲載されます
掲載する制作実績のクライアント、関係
者から確実な掲載許諾を得てください。
誌面・印刷物にかぎらず、オンライン上で
の公開についてもご確認ください。

代理店、出演タレントの所属事務所、写真
やイラストなどの著作権者、Webサイト
のキャプチャに写り込んでいる広告主など
への確認漏れにご注意ください。

利用規約への同意をお願いいたします
『Web制作会社年鑑 2018』へのお申し込
みは、マイナビBOOKS利用規約（P08に
掲載）に示す利用規約に同意いただいたも
のとして取り扱わせていただきます。



8
Web Designing Year book Entry Guide

マイナビBOOKS利用規約

第1条（本規約の適用範囲）

1.　本規約は、株式会社マイナビ出版（以下「当社」といいます）
の運営する「マイナビBOOKS」、「Tech Book Zone Manatee」、「く
らしの本棚」、「将棋情報局」及び「978STORE」（以下「本サービ
ス」といいます）を利用するすべての利用者に適用されるものとし
ます。

第2条（会員登録）
1.　「会員」とは、本規約および「マイナビ出版の個人情報取り扱
いについて」の内容をすべて承諾したうえで、会員登録を申請し、
当社がこれを承認した者をいいます。会員は、当社が本サービスで
提供する商品、画像、記事、情報、サービス等（以下「コンテンツ」
と総称します）を検索、閲覧、購入、または会員サービスを利用す
ることができるものとします。
2.　「ゲスト会員」とは、本規約および「マイナビ出版の個人情報
取り扱いについて」の内容をすべて承諾したうえで、コンテンツを
検索、閲覧、または所定の情報を入力することで本サービスが提供
する一部コンテンツの購入ができる者をいいます。
3.　会員登録にあたっては、登録料その他会費等は不要です。

第3条（登録内容の変更）
会員は、本サービスの登録時に設定した住所・氏名・電話番号、そ
の他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合、所定の方法に
より、速やかに変更するものとします。

第4条（会員 ID・パスワードの管理）
1.　会員は、自らが設定した会員 ID・パスワードを使用するものと
し、自己の責任において管理するものとします。
2.　会員は、会員 ID・パスワードを第三者が不正に使用している
ことを知った場合は、直ちに当社に連絡するものとし、損害が生じ
た場合であっても、当社はその責任を一切負わないものとします。
3.　会員は、所定の方法により、パスワードを変更することができ
ます。

第5条（除名）
1.　当社は、会員が本規約に違反したと判断した場合、当該会員
に対し事前に通知することなく、当該会員の会員サービスの全部
または一部の利用を中止する、または当該会員を除名することが
できるものとします。
2.　除名により会員登録は抹消され、再度の会員登録があった場
合であっても、当社は承認しないものとします。また、万一当社が
承認したとしても、過去に除名となった事実が判明した時点で再
度除名するものとします。

第6条（会員等の情報の管理、保護）
1.　当社は、会員およびゲスト会員（以下あわせて「会員等」とい
います）の個人情報を安全に保護されたサーバ上で管理し、クレ
ジットカードの情報は暗号化して取り扱います。
2.　当社は、法律に基づき政府もしくは公的機関より情報開示等
が要求された場合、または法令で定められた場合を除き、会員等の
同意なく、当該会員等の個人情報を第三者に開示しないものとし
ます。
第7条（個人情報の利用目的）

1.　当社は、会員から必要な範囲内で個人情報をお預かりし、以
下の目的のために利用できるものとします。
　　(1) 会員サービスの提供
　　(2) 会員サービスにおける個人認証
　　(3) 個人が特定できないよう加工した上でのランキングや統計
データの作成
　　(4) 第3号の規定により作成したデータの本サービス上での開
示
　　(5) 第3号の規定により作成したデータの、本サービス利用企
業への情報提供
　　(6) 会員の承諾にもとづく、本サービス利用企業等への個人
情報開示
　　(7) 当社からのお知らせ、ニュース、アンケート (一部広告を
含む )の配信
　　(8) 会員へのプレゼントの当選メールの送信およびプレゼント
の発送
　　(9) 記事作成等における取材対象者の募集
　　(10)第11条第2項の規定に基づく、購入者を特定するための、
電子書籍（雑誌）（以下「電子書籍」といいます）への情報の埋め
込み
　　(11)その他、当社からの連絡
2.　ゲスト会員の個人情報は、当社で一時的に収集し、注文され
たコンテンツの発送にかかる業務のためにのみ利用します。

第8条（個人情報の取り扱い）
本サービスの提供に関連して当社が知り得た会員等の個人情報の
取扱いについては、本規約に定めるほか、「マイナビ出版の個人情
報取り扱いについて」に基づいて行われます。

第9条（cookie等について）
当社は、会員等のアクセス履歴、利用状況の調査、およびその他最
適なサービスを提供するために、会員等が本サービスのサーバに
アクセスする際の IPアドレスに関する情報、携帯電話端末でアク
セスした場合には携帯端末の機体識別番号に関する情報、および
cookieの技術を使用して会員等のアクセス履歴等に関する情報を
収集します。なお、会員等は、ブラウザでcookieを拒否する設定
がなされている場合、本サービスの利用が制限される場合があるこ
とを、承諾するものとします。また、本サービスでは、利用状況を

把握するため、Google社が提供するアクセス解析サービス (以下
「Googleアナリティクス」という )を利用しています。Googleア
ナリティクスは、クッキー (cookie)またはこれに類する技術を使用
し、データの収集、処理を行います。なお、Googleアナリティク
スで使用される情報には個人を識別できる内容は含まれません。
Googleアナリティクスにおけるデータの収集、処理の仕組みにつ
いての詳細は、下記Google社のサイトをご確認ください。
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/

第10条（コンテンツ情報）
1.　当社は、コンテンツ情報を正しく表示するよう努めておりま
す。万一誤って表示したコンテンツ情報で購入された会員等は、正
しいコンテンツ情報をご確認いただいたうえで、注文を変更または
取り消しできるものとします。
2.　コンテンツの代金は、消費税を含む総額を表示しています。た
だし、本サービス上で異なる取り扱いをする旨の表示がある場合
は、この限りではありません。

第11条（電子書籍（雑誌）について）
1.　電子書籍には、ダウンロードが可能なPDFおよびEPUB形式
と、ダウンロードができないHTML形式のコンテンツがあります。
2.　ダウンロードが可能な電子書籍には、購入時に購入者情報お
よび暗号化したコードが埋め込まれます。
3.　購入者の個人的な利用目的以外での電子書籍の複製はでき
ません。

第12条（著作権について）
コンテンツの著作権は、当社またはコンテンツ提供元に属します。

第13条（転載について）
1.　コンテンツの転載は、非営利目的での転載または企業のイン
トラネット上での転載であっても、当社の許諾なしに無断で行うこ
とはできません。
2.　コンテンツの複製・転載を希望する場合は、当社所定の「お問
い合わせフォーム」により、当社に連絡するものとします。

第14条（引用について）
コンテンツの引用は、次の各号の条件をすべて満たしているほか、
著作権法上認められている範囲を超えて、当社に無断で行うこと
はできません。
　　(1) 報道・批評・研究等、対象記事を引用する必然性があり、
その範囲についても合理性・必然性があること。
　　(2) 引用先と引用部分に量的・質的な主従関係があること。引
用は自らの創作性のある文章に対し補強材料とすることが前提で
あり、引用部分が本文よりも短いこと。
　　(3) 引用部分と本文が明確に区別できること。および、出所を
明示すること。
　　(4) 原文のまま取り込み、部分的な改変等を行わないこと。

第15条（リンクについて）
1.　本サービスへのリンクは、原則として自由に行うことができる
ものとし、本サービスであることを明記したうえで、自然な形式で
掲載するものとします。
2.　フレーム内で表示される形でのリンク等、本サービスの運用に
差し支えるおそれのある形式での掲載はできないものとします。

第16条（注文）
1.　会員等は、コンテンツを所定の方法により購入することができ
ます。
2.　前項にかかわらず、本サービスに掲載されていても調達が不可
能なコンテンツ (絶版・取り寄せ不可・未発売・在庫調査中等 )の
場合は、その時点での購入ができないものとします。
3.　会員等と当社との売買契約は、本サービスによる会員等の注
文を当社が受け付け、Ｅメールを利用して注文成立通知を会員等
に発信したときに成立するものとします。
4.　電子書籍を含めた電子商材の注文の取消しはできません。ま
た、発送をともなうコンテンツに関しては、発送通知発信後の注文
の変更や取消しはできないものとします。
5.　会員等の注文に応じて個別に製作する受注生産商品について
は、製作過程に入った段階でEメールを利用して会員等へ通知す
るものとし、それ以降の注文の変更や取消しはできないものとしま
す。

第17条（発送）
1.　当社は、発送を要するコンテンツについて、原則として注文
成立通知の発信後すぐに発送手続きをとるものとします（地域に
よって異なりますが、年末年始・棚卸しの時期を除き、3日～5日
程度でお届けしています）。
2.　当社は、複数のコンテンツの注文について、すべてのコンテン
ツが揃ってから発送するものとします。この場合、会員等は、発送
に時間を要する場合があることを承諾するものとします。
3.　本サービスによるコンテンツのお届け先は、日本国内に限るも
のとします。
4.　定期購読にかかる雑誌の発送は、契約期間中（契約期間は原
則1年間とします）、原則として雑誌の発売日の2営業日前を目安
に発送するものとします。
5.　ダウンロードが可能な電子書籍を含めた電子商材は、会員等
が「マイページ」からコンテンツをダウンロードすることで発送に
代えるものとします。

第18条（送料）
会員等は、発送を要するコンテンツについて、一回の注文につき日
本国内一律450円(税込)の送料を負担するものとします。ただし、

一回の注文金額が3,240円 (税込 )以上の場合で、注文にかかるコ
ンテンツを同時に発送するときは、送料を無料とします。

第19条（支払方法）
1.　会員等は、本サービス上で購入するコンテンツの代金・送料・
消費税・代引手数料を、クレジットカード、Pay-easyを利用した
銀行・ネット銀行振込み、コンビニ決済、代金引換のいずれかの方
法にて支払うものとします。
2.　会員等は、代金引換を利用する場合、送料とは別に代引手数
料324円 (税込 )を負担するものとします (一部ご利用いただけな
い地域があります )。
3.　会員等が利用可能なクレジットカードの種類は、VISA、
MasterCard、JCB、American Express、Diners Clubとします。
会員等は、クレジットカードを利用する場合、クレジットカード会
社の定める引き落とし方法と規約に従って支払うものとします。
4.　前三項の定めにかかわらず、当社は、支払方法を限定する場合
があります。

第20条（交換）
1.　会員等は、注文と異なるコンテンツを受領した場合または不
良品を受領した場合にのみ、当社に商品の交換を請求できるもの
とします。ただし、コンテンツ到着後14日以内に当社宛に連絡が
なされた場合に限るものとします。
2.　CDやDVD等のメディア開封後の交換はできません。ただし、
CDやDVD等のメディア不良の場合はこの限りではありません。
3.　ダウンロードを伴う電子書籍を含めた電子商材の場合は、会
員がマイページより再ダウンロードを行うことで交換に代えるもの
とします。

第21条（退会）
1.　会員は、希望により随時退会することができるものとします。
2.　会員等が退会した場合、「マイページ」へのアクセスができな
くなるため、ダウンロードが可能な電子書籍を含めた電子商材で
あっても再ダウンロードができなくなります。

第22条 (プレゼントの授与 )

プレゼントの当選者に関する一切の関係については、以下の条項
が適用されるものとします。
1.　プレゼントの当選発表は、本サービス上で確認できるものと、
当選者のみに送信される「当選メール」により確認されるものの２
種類とします。
2.　当社は、当選発表のために、当選者の登録している公開用
ニックネーム等を本サービス上に掲載することができるものとしま
す。
3.　当選者は、プレゼントを受け取るまでに発生する電子メールお
よび携帯電話、PHSによるメール送受信費用、通話料、ならびに
本サービスの閲覧をはじめとする情報送受信にかかる一切の費用
を負担するものとします。
4.　当社は、商品の発送および配送におけるトラブルについて、一
切責任を負わないものとします。
5.　当社の都合により、やむを得ず、当選確定から商品到着までに
日数がかかることがあります。
6.　当社は、以下の各号いずれかの理由により、当選を無効とする
ことがあります。
　　(1) 当選者の応募時に入力した内容に誤り、または確認不可
能な内容が存在する場合
　　(2) 応募に際し、不正行為が発覚した場合
　　(3) 当選確定後、本規約に違反した場合、または除名会員で
あることが発覚した場合
　　(4) その他、本規約に基づき、弊社が当選の無効を妥当と判断
した場合

第23条 (書き込み等 )

会員は、本サービスへの投稿、投稿時の公開用ニックネーム、コメ
ント、掲示板、評価機能の利用において、以下の内容を含む書き込
み・入力(写真、イラスト等を含みます）をしてはならないものとし、
当該書き込み・入力がなされた場合には、当社の裁量にて、内容の
一部または全部を削除、修正、編集できるものとします。また、当
該書き込み・入力を行った者は、これに対して一切の異議を述べな
いものとします。
　　(1) 個人・法人を問わず、他人に対して誹謗中傷を目的として
書かれた内容
　　(2) 個人・法人を問わず、他人の身体、生命、財産、名誉に対し
て危害を加えることを予告し、または恐喝、脅迫する内容
　　(3) 違法、または差別的もしくは反社会的表現・内容
　　(4) 特定の商品に対する虚偽の情報
　　(5) 特定の職務に対する虚偽の情報
　　(6) 社会通念上、暴力的と判断される、あるいはそのおそれが
ある表現・内容
　　(7) 公序良俗に反する表現・内容
　　(8) 猥褻、アダルト関連、その他性的嫌悪感を催す表現・内容
　　(9) 肖像権、著作権、またはその他の知的財産権を侵害するお
それのある表現・内容
　　(10) 違法薬物、違法武器等の情報
　　(11) コンピュータウィルスなど、有害なプログラム・スクリプ
トの類を含む内容
　　(12) すでに投稿された内容と同一の内容、掲示板等の趣旨と
関係のない内容
　　(13) 宣伝や営利を目的とした内容
　　(14) 特定の団体への加入を勧誘する内容
　　(15) 政治的、宗教的活動と判断される内容
　　(16) 当社の業務を妨げる内容、または弊社の信用を毀損する
内容

　　(17) 上記各号に準ずる内容、またはその他当社が不適当と判
断した内容

第24条（禁止事項）
当社は、会員等よりに以下の各号いずれかに該当する行為または
それに該当するおそれのある行為がなされた場合、会員等に断りな
く、本サービスの利用を制限、停止できるものとします。
　　(1) 宣伝その他営利を目的とした行為
　　(2) 本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版そ
の他私的利用の範囲を超えて使用する行為
　　(3) 二重、虚偽の情報、自己以外の情報を登録、告知、提供す
る行為、または自己以外の人物を名乗ったなりすまし行為
　　(4) 法令を遵守しない行為、公序良俗に反する行為
　　(5) 個人や団体を差別、批判、攻撃、誹謗中傷する行為
　　(6) 暴力的な言動またはそれに類する行為
　　(7) 第三者または当社に不利益を与える行為
　　(8) 著作権などの知的所有権、商標権、プライバシー、名誉、
肖像権等の他人の権利を侵害する行為
　　(9) サーバへの不正アクセスなど、本サービスの運営に支障を
与えるおそれのある行為
　　(10) 本サービスの運営を妨げ、または当社の信用を毀損する
行為
　　(11) 政治活動、選挙活動、宗教活動またはそれらに類する行
為
　　(12) 会員 IDおよびパスワードを第三者に貸与・譲渡する行為
　　(13) 会員 IDおよびパスワードを第三者と共用する行為

第25条（反社会的勢力の排除）
1.　会員は次の者に該当しないこと、および、今後もこれに該当
しないことを保証し、会員がこれに該当したとき、または該当して
いたことが判明したときは、当社は別段の催告を要せず、直ちに本
サービスの利用を停止させることができるものとします。
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しな
い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等
標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者（以
下、合わせて「反社会的勢力」という）であること、または反社会
的勢力であったこと。
2.　会員が次の各号の一に該当したときは、当社は別段の催告を
要せず、直ちに本サービスの利用を停止させることができるものと
します。
　　(1) 当社に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用
いること、または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
　　(2) 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること。
　　(3) 当社に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること。
　　(4) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせ
ること。
第26条（本サービスの変更、中断、終了）

当社は、会員等に事前の通知なく、本サービスの内容の変更・追
加、または中断・終了ができるものとし、その結果会員等が損害を
被った場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。

第27条（免責）
1.　本サービスの利用または利用できなかったことによって発生
したトラブルや損失、損害に対して、当社は当社に故意または重大
な過失がない限り、一切責任を負いません。ただし、当社が責任を
負う場合であっても、弊社の責任は直接かつ通常の損害に限られ
るものとします。また、本サービスから利用できる当社以外のWeb

サイトの内容について、当社は一切責任を負いません。
2.　当社は、本サービスに掲載されている情報の内容に関して一切
の保証を行いません。また、本サービスに掲載されている情報を利
用することによって引き起こされた結果について、著者および当社
は一切責任を負いません。会員等は、これを承諾したうえで、当該
情報を自己の責任において利用するものとします。
3.　会員等が本サービスの利用により第三者に対して損害を生じ
させた場合、会員等は自己の責任においてそれを解決するものと
し、当社はいかなる関与もせず、一切責任を負いません。また、会
員等の間の紛争について、会員等は相互に自己の責任においてそ
れを解決するものとし、当社は一切関与しません。

第28条（本規約の変更）
当社は、会員等の承諾なく、本規約を変更できるものとし、会員等
はこれを承諾するものとします。

第29条（合意管轄裁判所）
会員等と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判
所または東京簡易裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所としま
す。

第30条（準拠法）
本規約の解釈・適用については日本法に準拠するものとします。

付則
この規約は2013年10月23日から実施します。

改定履歴
2013年11月5日改訂
2014年4月1日改訂
2015年2月4日改訂
2015年7月16日改訂
2016年7月25日改訂
2017年6月1日改訂
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