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○ 発売予定日 :  2021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

日本発・クリエイティブの底力。 

本書への掲載を希望する団体の募集を開始します。

2020年度版に続き、『Web制作会社年鑑 2021』が4月に発売予定です。未曾有の事態に遭

遇した2020年。生活やビジネスが一変し、新たな時代に突入する2021年を支えてくれる「頼

れるパートナー」たる日本のデジタル制作会社、クリエイティブカンパニーが一堂に集結。

デザイン&クリエイティブで企業の課題を解決する会社の情報はもちろん、手がけた案件ポー

トフォリオ、さらに具体的な取り組みを追う事例紹介記事、制作会社そのものの強みやメリッ

トを掘り下げる会社紹介記事で、あなたに最適なパートナー選びをサポートします。 

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 2021の特長】

『Web制作会社年鑑 2020』掲載例 P062 株式会社ディーゼロ様
062  WD Year Book 2020 WD Year Book 2020  063

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

関東

東京

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

株式会社ディーゼロ

https://www.d-zero.co.jp/

組織形態    株式会社    資本金    4,500万円    スタッフ数    60名    代表    矢野修作    

受注額の目安    おおよそ150万円～3,000万円

〒810-0022    福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル2F

TEL 092-736-5255    info＠d-zero.co.jp

大学や病院、銀行などの大規模Webサイトから小規模サイトまで対応可能。サイトを制作

するデザイナー、システムエンジニアだけでなく、専門のプランナーが10名以上在籍してお

り、設計前のアクセス分析やペルソナ作成、マーケット分析から対応できるため、どのような

コンテンツや機能が最適なのかを的確に設計することができます。新規構築から公開後の運

用まで安心してご相談いただけるWeb制作会社です。

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

北海道
東北

東京

IoT 分析／解析

海外向け BtoBゲーム

オルドギア Webサイト
https://old-gear.com/
有限会社 ひまわり

株式会社北海道アイ 「たべよう北海道」ブランドサイト
https://tabekita.jp/
株式会社北海道アイ

コベルコ建機株式会社 
五日市工場バーチャル工場見学 Webサイト
https://www.kobelcocm-global.com/jp/factorytour/itsukaichi/
コベルコ建機エンジニアリング株式会社

株式会社リーボ  Webサイト
https://reevo.jp/
株式会社リーボ

Ｇ20福岡　財務大臣・中央銀行総裁会議（公開終了）
福岡市　AG : 株式会社電通九州

くまモンハンド部　
PASS TO THE MOON PROJECT （公開終了）
熊本国際スポーツ大会推進事務局　AG : 株式会社電通九州

FBS開局50周年記念Webサイト
http://www.fbs.co.jp/50th/
株式会社福岡放送
AG : 株式会社電通九州

霧島酒造公式LINEアカウント
霧島酒造株式会社
AG : 株式会社電通九州
霧島酒造公式LINEアカウント 企画、
制作、配信代行、分析レポート

『Web制作会社年鑑 2021』刊行概要

『Web制作会社年鑑 2021』カバーイメージ
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■ 募集内容
・2020年1月～2020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／関係者から誌面、オンライン上への掲載許諾を得ていること。

■ 募集締切　2020年12月15日（火）23時59分

■ 選考方法
「公募掲載プラン」（公募形式、無償）と、「指定掲載プラン」（確実に掲載、有償）をご用意し

ており、公募掲載プランにご応募いただいた団体は、編集部による審査／選考のうえで掲載

団体を決定します。

■ 応募方法
下記URLからお申し込みください。

https://book.mynavi.jp/webpro2021/

・『Web制作会社年鑑』掲載団体の募集は、Webサイト上のエントリーフォーム（掲載申し

込み手続き）ならびにExcelのエントリーシート（誌面掲載内容をご記入いただきます）に

て受け付けています。このPDFでご紹介する応募要項をよくご確認のうえ、上記URLから

ご応募ください。

・エントリーフォームへの登録にあたっては、一切費用はかかりません。

・一部、有償オプション選択肢がございます。

『Web制作会社年鑑 2021』募集概要

『Web制作会社年鑑 2021』エントリーフォーム
https://book.mynavi.jp/webpro2021/

『Web制作会社年鑑』では、2つのプランで掲載の申し込みを受け付けています。
・「公募掲載プラン」 : 公募形式。編集部にて選考を行ったうえで、掲載団体を決定します。掲載
にあたり、一切の費用がかかりません。
・「指定掲載プラン」 : 確実な掲載、複数ページでの掲載をご希望の方向けに、各種特典付きプラ
ン（有償・1／2／4ページ、6ページ以上も別途ご相談）をご用意しています。
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以前『Web制作会社年鑑』へお申し込みいただいたことのある皆さま用に、今年の要点をま

とめています。基本的な要項は例年と同じですが、下記の点についてご確認ください。

○ 掲載順が変わりました　
2020年度版より、掲載順を大きく変更いたしました。

巻頭　会社紹介プラン、事例紹介プランをお申し込みの方は、巻頭に掲載いたします。巻頭

内は、会社紹介＋事例紹介＋ポートフォリオの合計ページ数の多い順での掲載となります。

ポートフォリオ　従来の「あかさた～」行わけを廃止、ページ数の多い順に掲載いたします。

いずれの場合も、ページ数が同じ場合は50音順（JIS X 4061に準拠）での掲載となります。

○ 申し込み方法、エントリーフォームが新しくなりました　
2020年度版より、申し込み方法、エントリーフォームが新しくなりました。

・Web上のエントリーフォーム（https://book.mynavi.jp/webpro2021/）から会社情報、

掲載ページ数などをご選択いただき（制作実績の情報は入力不要）、先に「掲載申し込み」を

おこなっていただきます

・お申し込み各社様（公募掲載プラン／指定掲載プラン共通）あてに、お申し込み内容の確認

と合わせ、誌面掲載内容（基本情報、制作実績）などをご記入いただくためのExcelのエント

リーシートを登録ご担当者様にご送付いたします

・Excelのエントリーシートへ必要事項をご記入のうえ、掲載する制作実績のキャプチャ画

像、ロゴ画像などを1つの圧縮ファイルとし、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うえ、掲載用素材提出サイト（https://book.mynavi.jp/webpro/

submission2021/）からご提出ください

○ 応募内容は、オンライン上にも掲載／転載されます　
ご応募いただいた内容は、マイナビ出版、『Web Designing』誌面および各種Webサービス

にも登録・掲載されることがあります。関係者から掲載許諾を得る際、誌面・印刷物だけで

はなくオンラインでの公開についてもご確認ください。オンライン上への情報掲載に不都

合のある方は編集部（webprobook@mynavi.jp）へご相談ください。

○ 応募のキャンセルは2020年12月17日（木）昼12時まで
応募をキャンセルされる場合、公募掲載プラン、指定掲載プランともに12月17日（木）昼

12時までに総合企画部 Web制作会社年鑑担当（webprobook@mynavi.jp TEL 03-3556-

2732）宛にその旨をご連絡ください。以降のキャンセルは基本的に受け付けられません、ご

了承ください。

以前お申し込みいただいたことのある方へ

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。

お支払いに関するお問い合わせ
お支払いに関しての質問・ご要望などは、
総合企画部 Web制作会社年鑑担当宛に
ご連絡ください。
webprobook@mynavi.jp

TEL 03-3556-2732

募集締切12月15日火曜日

日本全国 “つながる” Web制作会社ナビ

発注企業と制作会社が出会い「ベストな
チーム」をつくることをサポートするため
のプラットフォーム「つなweB」が正式
オープンしました。ぜひご活用ください。

https://tsunaweb.book.mynavi.jp/
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『Web制作会社年鑑 2021』掲載団体の募集は、「Webサイト上のエントリーフォーム（掲

載申し込み手続き）」ならびに「Excelのエントリーシート（誌面掲載内容をご記入いただき

ます）」にて受け付けます。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。

2020年度版より、お申し込み手続きが一部変更になりました。

お手間のかかる掲載内容の入力をオフラインで、ご都合のいいタイミングでご対応いただけるようにな
り、数多くの情報を一度にWebサイト上で入力いただく手間を軽減いたします。

Step 1. 下記Web上のエントリーフォームにて、御社基本情報や掲載ページ数など、掲載

申し込み手続きを承ります。

Step 2. 掲載申し込み手続き後、弊社担当者よりご登録担当者様あてにお申し込み内容確

認のメールをお送りします。あわせて、Excelのエントリーシート（2020年度版より新設）

をお届けします。

誌面掲載内容、画像類、ご希望のレイアウト（指定掲載プランのみ）をご用意いただきまし

たら、掲載用素材提出サイト（お送りするExcelにURL記載）からご提出ください。

『Web制作会社年鑑 2021』掲載申し込みフォーム

https://book.mynavi.jp/webpro2021/

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BOOKS」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BOOKS」ログイン ID（メールアドレス）とパス
ワードが必要です。お持ちでない方は新規会員登録をお願いいたします。

「マイナビBOOKS」会員登録　https://book.mynavi.jp/webpro2021/

マイナビBOOKSの会員登録には、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。

『Web制作会社年鑑 2021』エントリーフォーム
https://book.mynavi.jp/webpro2021/
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公募掲載プランのご案内

選考の基準について
掲載団体を選考する際には、その作品の話題性や作品性、読者からみた委託や相談のしやすさ、地
域性や事業形態、サイトによる成果・効果などのバランスを考慮のうえ、総合的に判断しておりま
す。なお、個別の選択理由・落選の理由などについてはお答えできません。

応募内容の修正／確認ができません
公募掲載プランでご応募いただき、選考の結果掲載が決まった場合でも、掲載前の校正や内容確認
はできません。応募内容がそのまま掲載されます。入力した内容に誤りがないこと、掲載許諾が確
実に得られていることなどを十分にご確認ください。

掲載されない場合があります
公募掲載プランには毎年数多くのご応募をいただいております。必ず掲載されるわけではないこ
とを、あらかじめご承知おきください。

1ページ（公募掲載プラン／指定掲載プラン1P）
掲載イメージ
『Web制作会社年鑑 2021』 レイアウト参考例

024  WD Year Book 2021

株式会社ウェブデザイニング

https://book.mynavi.jp/wdonline/

組織形態    株式会社    資本金    5,000万円    代表    滝口直樹            

受注額の目安    おおよそ1万円～1,000万円

〒101-0003    東京都千代田区一ツ橋二丁目6番3号
TEL 03-3556-2734    wd@mynavi.jp

ネットビジネスに携わる事業者やWeb制作者、企業のWeb担当者などに向けた、「ネット

ビジネス情報誌」です。

今話題のネットビジネスをグッと掘り下げて解説するとともに、具体的な事例をたっぷり紹

介。インターネットを利用してビジネスを展開するすべての人に向けた情報をお届けします。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

コンサルティング 調査・分析 海外向け

ゲーム BtoB

SNS

ECサイト

UXデザイン

マーケティング

サーバ構築 動画

アプリCMS開発・導入 コンテンツ

調査・分析

BtoB

UXデザイン

マーケティング

サーバ構築

アプリCMS開発・導入

『Web制作会社年鑑』では、公募形式（公募掲載プラン、無償）での掲載のお申し込みを受け

付けています。

公募掲載プランでは応募内容をもとに、編集部にて審査／選考を行ったうえで、掲載団体を

決定します。基本フォーマットに沿って編集部にて誌面レイアウトを作成し、応募団体ごと

に1ページで掲載となります。

公募掲載プランは、一切費用がかかりません
公募掲載プランでのお申し込みの場合、費用は一切かかりません。
お気軽にご応募ください。

日本全国 “つながる” Web制作会社ナビ

発注企業と制作会社が出会い「ベストな
チーム」をつくることをサポートするため
のプラットフォーム「つなweB」が正式
オープンしました。ぜひご活用ください。

https://tsunaweb.book.mynavi.jp/
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指定掲載プランのご案内

公募掲載プランとは別に、ご希望のページ数で確実に掲

載できる「指定掲載プラン（有償）」をご用意しています。

お申し込みいただいた方（応募内容に問題のない方）は、

すべて掲載となります。

『Web制作会社年鑑』の基本レイアウトをもとに、制作実

績の誌面レイアウトをご指定いただけます。

指定掲載プランをご選択の方だけがお申し込みいただけ

るオプションサービス（有償）、特典などもございますの

で、ぜひご検討ください。

■ 指定掲載プランの特徴とご案内
○ 1ページ、2ページ、4ページ以上（最大16ページ）の中からお選びいただけます。

○ 掲載する制作実績の案件数、画像点数、掲載位置、レイアウトなどを指定できます。

○ 締め切り後、刊行前に誌面掲載内容の校正（修正・変更）機会をご提供します。

○ 見本誌は、1～4Pご掲載の方には1冊、6P以上ご掲載の方には2冊+電子書籍アカウント2名様分

　 を無償でご提供いたします。

○ 高品質での印刷や、データとしての配布などが可能な、掲載誌面のPDFデータをご購入いただけます。

　 （1～4Pでご掲載の方は有償オプション、6P以上でご掲載の方には特典として無償にて提供いたします）

○ 編集部取材による会社紹介プラン／事例紹介プランを巻頭特集ページに掲載できます（有償オプション）。

■ 弊社担当者より個別にご案内、ご説明いたします
指定掲載プランにはさまざまな選択肢、オプション、お得なセットプランなどをご用意しております。詳細は、弊社

担当者より個別にご案内、ご説明いたします。エントリーフォームからのお申し込み前でもご案内いたしますので、

ご興味をお持ちの方は編集部（webprobook@mynavi.jp）へご相談ください。担当者よりご連絡いたします。

編集部制作の取材記事でさらにアピール　 会社紹介取材記事／事例取材記事について
編集部制作の取材記事でさらにアピール
会社紹介プラン／事例紹介プランについて
指定掲載プランでのポートフォリオ掲載だけでは伝え
きれない御社の魅力や、クライアント・仕事に対する
姿勢などをWeb Designing 編集部が取材し、『Web

制作会社年鑑 2021』巻頭特集として記事にまとめ
ます。詳しくは編集部へお問い合わせください。 038  WD Year Book 2020 WD Year Book 2020  039

25年以上の実績とニーズに最適化するメソッド

株式会社キノトロープ
https://www.kinotrope.co.jp/

〒151-0065 東京都渋谷区大山町45-14 

TEL 03-5478-8440　o_toiawase@kinotrope.co.jp

WorkFlow

25年の実績を支えてきた「コアコンピタンス」 スマートフォンファーストとプロトタイプドリブン

　Webの黎明期から第一線で業界をリー

ドし続けてきたキノトロープ。同社は「す

べては成果のために」をブランドプロミス

に定めて、クライアントの企業価値そのも

のを高めることを実践してきました。25年

を超える長きにわたり、同社を支えてきた

のは、3つの明確なコアコンピタンスです。

　まず1つ目は、Webビジネスで成功す

るために必要なサービスを「ワンストップ」

「ワンチーム」で提供できること。キノト

ロープでは、コンサルティングから設計・制

作、開発、運用まで、すべて内製で対応して

います。これにより、迅速なレスポンスと

高いクオリティでの制作を実現しているの

です。

　2つ目は、業界トップクラスの高い評価

を得る明確な「メソッド（コンサル・構築・

開発手法）」を提供できること。キノトロー

プは、Webビジネスを成功に導くための

明確なメソッドを持っています。これらの

メソッドは、時間とコストの削減だけでな

く、成果に大きく影響を与えます。メソッ

ドを用いたWebサイト構築により、コスト

パフォーマンスの高い制作だけでなく、成

果の出るWebサイトを実現します。

　そして3つ目は、サービスクオリティの

高さを裏付ける「25年を超える実績」です。

1993年の創業以来、キノトロープは、

Webビジネスの歴史とともに歩んできま

した。25年を超える実績やさまざまなノウ

ハウなど、同社には大きなアドバンテージ

があります。

　そして、スマートフォンの普及により、

インターネットが激動の時代を迎えようと

している現在。同社は、さらなる飛躍を目

指し、ワークフローを刷新しました。

　これからもキノトロープは、時代の先を

予測して、クライアントの成果を生み出す

ためにチャレンジを続けていきます。

　キノトロープは、常に時代を先取りした

ワークフローを業界に提供し続けていま

す。1995年の初代ワークフローから、足掛

け25年にわたる長きにおいて、業界そのも

のをリードしています。

　今回リリースするワークフローは4代

目。ポイントは「スマートフォンファース

ト」と「プロトタイプドリブン」です。そ

して、これにより成し得たいことは「Web

（データドリブン）ブランディング」です。

　時代は、スマートフォンの時代に、劇的

に変化しています。確かにPCとスマート

フォンのアクセス比率は、5対5から4対

6程度かもしれません。しかし、実際には、

PCとスマートフォン両方で閲覧するユー

ザーも鑑みると90％以上のユーザーがス

マートフォンで閲覧する時代になっている

のです。こんな状況にも関わらず、Web

サイト制作の現場では、いまだにPCサイ

トを中心に制作が進められています。

　同社の「スマートフォンファーストワー

クフロー」（上図）は、スマートフォンで閲

覧するユーザーだけでなく、PCでもスマー

トフォンでの閲覧やUIに慣れたユーザー

に最適化する制作のキードライバーになる

はずです。

　また、スマートフォンでの閲覧では、

ユーザーはクリックして多くのページを閲

覧しません。そのため、CMSを基盤とし

たOne to Oneの施策が必須となります。

これはユーザーごとに表示が変わるため、

制作途中でクライアントがどのように表示

されるのかを理解することが困難になりま

す。そこでスマートフォンファーストワー

クフローと同時に必要になるのがプロトタ

イプを見ながら進めていく制作手法です。

　これからも同社は、時代とお客様のニー

ズに最適化したWebサイトを構築するた

めのメソッドを提供していきます。

企画協力：株式会社キノトロープ

スマートフォンファーストワークフロー

スマートフォン時代に最適化するために開発されたワークフローで、お客様とクライアン
トへの最適化を目指しています。初期段階から、スマートフォンで閲覧した際の動きを理
解できるだけでなく、サイト内でのお客様の実際の動き（動線）も確認できます。さらに、
CMS等のツールを利用した場合の制限や表示の仕方もツール導入前に確認できます
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20周年を迎えた、九州トップクラスの大規模Web制作会社

株式会社ディーゼロ
https://www.d-zero.co.jp/

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14-5MG薬院ビル2F 

TEL 092-736-5255　info@d-zero.co.jp

Office

Anniversary

社内外でのさまざまな目的に利用できる
新設された「ディーゼロ・サロン」

設立20周年の記念プロジェクト
オリジナルグッズで周囲への感謝を伝える

3部署5ユニットの社内体制で、ニーズの最適化をカタチに 目標シート、育児休暇、時短勤務…社員を想う制度が充実

開放的な空間が拡がるコミュニティスペース。社長デザインの
バーカウンターには、各種飲料が完備。いつでも誰でも気軽にく
つろげる場所づくりにも注力しています

2020年で20周年になることから、「D020（ディーゼロ・ニーゼロ）」
というタグラインを用いた各種グッズ（飲料水、清涼系タブレッ
ト、ステッカー）を制作。訪問機会があればもらえるかも !?

　2000年の設立以来、福岡を中心に九

州でデジタルクリエイティブを牽引する

ディーゼロ。2018年末に東京オフィスを

開設し、社内制度もますます充実化させる

など、現在進行形で進化を続けています。

　九州で長年頼られる存在だからこそ、サ

イトリニューアルなど、クライアントが整

理できていない千差万別のデジタルに関す

る困りごとに応え続けてきたのが強み。設

立当初から20年間営業部署を置かず、社

員全員がクリエイター職であることも特徴

としています。

「クライアントは僕らに、課題の発見から施

策の実行まで求めています。だからこそ手

が動かせて戦略も立てられるデジタルのプ

ロが対応すべきだと考えます」（黒木ヨウ

ドウさん）

　ほとんどが上流工程の「そもそも」から

携わる案件ばかり。長年クライアントへの

本質的な対応を積み重ねた結果、特に九州

で信頼を得られたからだそうです。

　もう1つ、ディーゼロを支えるユニーク

な制度が「ユニット制」。社員は、プランニ

ング部、クリエイティブデザイン部、テク

ニカルデザイン部の3部署いずれかへの

配属とは別に、ユニットと呼ばれる枠組み

にも所属します。「隣の部署は何をやって

いる？」といった部署の縦割り化を防ぐた

めに、大規模案件を中心に取り組むユニッ

ト、先鋭的な表現と向き合うユニットなど

目的別で5つを設け、案件が各ユニットに

紐づく組織体制に改めたのです。

「異なる職種との交流が盛んになるほか、小

さな単位で小回りがきく分、誰もが上流工

程から案件に携わりやすくなりました。社

内横断的なノウハウの共有など確かな成

果を実感しています。近い将来、各ユニッ

トが独立採算に近い形を敷き、今以上に各

自の一本立ちも計画中です」（黒木さん）

　1年後、3年後、5年後の自らのキャリ

アを想像して記入する「目標シート」に基

づいた上司との面談も、月1回の頻度で実

施中。希望の働き方などをこまめに共有で

きる機会となっており、ユニット制とあわ

せて、社員一人ひとりが快活に働ける環境

を提供しています。

「ユニットができて、直属の上司以外にも

相談しやすい仕組みも生まれました。従来

までは所属部署を越えた交流が難しかった

ですが、仕組みを通じて社内の風通しの良

さを担保するスタンスで、開かれた組織づ

くりにつなげています」（屋代敬介さん）

　福岡本社オフィスが入るビルには、ワークスペース中心の2階とは別に、

4階に社員やさまざまなゲスト、クライアントが集える「ディーゼロ・サロ

ン」を開設しました。代表取締役の矢野修作さんが自らデザインを担当し

た室内には、打ち合わせができる囲いのあるテーブル席、社員とゲストメン

バーが気軽に楽しめるバーカウンターを設置。ステージも完備しており、

各種社内行事や、時には社内研修の場にもなったり、年間アワードの表彰

などにも利用されています。外部からの問い合わせにも応えて、セミナー

やイベントの開催など、さらなる利活用に期待大です。

　2020年8月に20周年を迎えるディーゼロ。設立当初2名でスタートし

た同社は、いまや社員数が約60名。制作会社としては大所帯と言える規

模になり、九州では代表的なプロダクションという地位にまで成長しまし

た。ここまでの発展への御礼と20周年を記念して、ディーゼロは「D020

（ディーゼロ・ニーゼロ）」とあしらったノベルティグッズを社内で制作。

グッズの配布は、20年を通じて拡がったさまざまなクライアント、外部

パートナーとのリレーションを見つめ直し、関係性を深めることにつな

がっています。「20周年プロジェクト」では、その他にもさまざまな企画を

予定。クリエイティブ業務とは異なる形で社会との接点づくりに努めます。

　また、育児休暇や時短勤務など、社員の

ライフステージにあわせた社内制度も完備

しています。常に社内の声を反映しながら、

実態に適った制度へと改善を続けるのが

ディーゼロ流です。

「2019年には男性が初めて育児休暇を取

得しました。事前に制度をつくるだけでな

く、必要に応じて社内から遠慮なく進言で

きて、柔軟に制度を変えられる雰囲気づく

りを意識しています」（黒木さん）

　環境面の充実もあってか、Iターン採用

の事例も生まれています。「生まれも育ち

も東京」という長田亜緯さんは、縁もゆか

りもなかった福岡に移住した1人です。

「もともと、東京での暮らししか経験してい

ないことに勿体なさを感じたのがきっかけ

です。いくつかの地方都市に絞って Iター

ン先を検討しましたが、最終的には福岡に

決定。福岡の人の地元愛、優しさに心を動

かされました（笑）。それに飛行機だと首都

圏から2時間弱、福岡空港から市街地への

アクセスがいいのも好印象ですね。ディー

ゼロへの入社は、疑問や不安について親身

に回答してくれた誠実な姿勢が決め手にな

りました。入社後、改めて社内の風通しの

良さも実感します」（長田さん）

企画協力：株式会社ディーゼロ

Text：遠藤義浩　Photo：松本庄太郎（TRIPOD）

『Web制作会社年鑑 2020』会社紹介プラン／事例紹介プラン掲載例

『Web制作会社年鑑 2020』掲載例 P062 株式会社ディーゼロ様
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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

関東

東京

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

株式会社ディーゼロ

https://www.d-zero.co.jp/

組織形態    株式会社    資本金    4,500万円    スタッフ数    60名    代表    矢野修作    

受注額の目安    おおよそ150万円～3,000万円

〒810-0022    福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル2F

TEL 092-736-5255    info＠d-zero.co.jp

大学や病院、銀行などの大規模Webサイトから小規模サイトまで対応可能。サイトを制作

するデザイナー、システムエンジニアだけでなく、専門のプランナーが10名以上在籍してお

り、設計前のアクセス分析やペルソナ作成、マーケット分析から対応できるため、どのような

コンテンツや機能が最適なのかを的確に設計することができます。新規構築から公開後の運

用まで安心してご相談いただけるWeb制作会社です。

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

北海道
東北

東京

IoT 分析／解析

海外向け BtoBゲーム

オルドギア Webサイト
https://old-gear.com/
有限会社 ひまわり

株式会社北海道アイ 「たべよう北海道」ブランドサイト
https://tabekita.jp/
株式会社北海道アイ

コベルコ建機株式会社 
五日市工場バーチャル工場見学 Webサイト
https://www.kobelcocm-global.com/jp/factorytour/itsukaichi/
コベルコ建機エンジニアリング株式会社

株式会社リーボ  Webサイト
https://reevo.jp/
株式会社リーボ

Ｇ20福岡　財務大臣・中央銀行総裁会議（公開終了）
福岡市　AG : 株式会社電通九州

くまモンハンド部　
PASS TO THE MOON PROJECT （公開終了）
熊本国際スポーツ大会推進事務局　AG : 株式会社電通九州

FBS開局50周年記念Webサイト
http://www.fbs.co.jp/50th/
株式会社福岡放送
AG : 株式会社電通九州

霧島酒造公式LINEアカウント
霧島酒造株式会社
AG : 株式会社電通九州
霧島酒造公式LINEアカウント 企画、
制作、配信代行、分析レポート
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■ 指定掲載プランの料金
指定掲載プラン、オプションの料金は以下の通りです。

※特典②紙面PDFデータプレゼントはポートフォリオ指定掲載ページ数のご発注ページ数を基
準に有償・無償を判別します（「会社紹介プラン」及び「事例紹介プラン」のページ数は合算され
ません）。
※ポートフォリオ指定掲載ページ数が6P以上のご発注かつ「会社紹介プラン」もしくは「事例紹
介プラン」をご発注の場合、「会社紹介プラン」もしくは「事例紹介プラン」のPDF納品も無償
となります。
※ポートフォリオ指定掲載ページ数1～4Pをお申し込みの方は「会社紹介プラン」及び「事例紹
介プラン」含め『ページ数×2万円』でPDFデータの購入ができます。購入いただいたPDFデー
タは印刷、データとしての配布などが可能です。
※「会社紹介プラン」「事例紹介プラン」では掲載料金のほか遠方取材の場合は追加で交通費が
発生する場合があります。

編集部制作の取材記事でさらにアピール
会社紹介プラン／事例紹介プランについて
指定掲載プランでのポートフォリオ掲載だけでは伝え
きれない御社の魅力や、クライアント・仕事に対する
姿勢などをWeb Designing 編集部が取材し、『Web

制作会社年鑑 2021』巻頭特集として記事にまとめ
ます。詳しくは編集部へお問い合わせください。 038  WD Year Book 2020 WD Year Book 2020  039

25年以上の実績とニーズに最適化するメソッド

株式会社キノトロープ
https://www.kinotrope.co.jp/

〒151-0065 東京都渋谷区大山町45-14 

TEL 03-5478-8440　o_toiawase@kinotrope.co.jp

WorkFlow

25年の実績を支えてきた「コアコンピタンス」 スマートフォンファーストとプロトタイプドリブン

　Webの黎明期から第一線で業界をリー

ドし続けてきたキノトロープ。同社は「す

べては成果のために」をブランドプロミス

に定めて、クライアントの企業価値そのも

のを高めることを実践してきました。25年

を超える長きにわたり、同社を支えてきた

のは、3つの明確なコアコンピタンスです。

　まず1つ目は、Webビジネスで成功す

るために必要なサービスを「ワンストップ」

「ワンチーム」で提供できること。キノト

ロープでは、コンサルティングから設計・制

作、開発、運用まで、すべて内製で対応して

います。これにより、迅速なレスポンスと

高いクオリティでの制作を実現しているの

です。

　2つ目は、業界トップクラスの高い評価

を得る明確な「メソッド（コンサル・構築・

開発手法）」を提供できること。キノトロー

プは、Webビジネスを成功に導くための

明確なメソッドを持っています。これらの

メソッドは、時間とコストの削減だけでな

く、成果に大きく影響を与えます。メソッ

ドを用いたWebサイト構築により、コスト

パフォーマンスの高い制作だけでなく、成

果の出るWebサイトを実現します。

　そして3つ目は、サービスクオリティの

高さを裏付ける「25年を超える実績」です。

1993年の創業以来、キノトロープは、

Webビジネスの歴史とともに歩んできま

した。25年を超える実績やさまざまなノウ

ハウなど、同社には大きなアドバンテージ

があります。

　そして、スマートフォンの普及により、

インターネットが激動の時代を迎えようと

している現在。同社は、さらなる飛躍を目

指し、ワークフローを刷新しました。

　これからもキノトロープは、時代の先を

予測して、クライアントの成果を生み出す

ためにチャレンジを続けていきます。

　キノトロープは、常に時代を先取りした

ワークフローを業界に提供し続けていま

す。1995年の初代ワークフローから、足掛

け25年にわたる長きにおいて、業界そのも

のをリードしています。

　今回リリースするワークフローは4代

目。ポイントは「スマートフォンファース

ト」と「プロトタイプドリブン」です。そ

して、これにより成し得たいことは「Web

（データドリブン）ブランディング」です。

　時代は、スマートフォンの時代に、劇的

に変化しています。確かにPCとスマート

フォンのアクセス比率は、5対5から4対

6程度かもしれません。しかし、実際には、

PCとスマートフォン両方で閲覧するユー

ザーも鑑みると90％以上のユーザーがス

マートフォンで閲覧する時代になっている

のです。こんな状況にも関わらず、Web

サイト制作の現場では、いまだにPCサイ

トを中心に制作が進められています。

　同社の「スマートフォンファーストワー

クフロー」（上図）は、スマートフォンで閲

覧するユーザーだけでなく、PCでもスマー

トフォンでの閲覧やUIに慣れたユーザー

に最適化する制作のキードライバーになる

はずです。

　また、スマートフォンでの閲覧では、

ユーザーはクリックして多くのページを閲

覧しません。そのため、CMSを基盤とし

たOne to Oneの施策が必須となります。

これはユーザーごとに表示が変わるため、

制作途中でクライアントがどのように表示

されるのかを理解することが困難になりま

す。そこでスマートフォンファーストワー

クフローと同時に必要になるのがプロトタ

イプを見ながら進めていく制作手法です。

　これからも同社は、時代とお客様のニー

ズに最適化したWebサイトを構築するた

めのメソッドを提供していきます。

企画協力：株式会社キノトロープ

スマートフォンファーストワークフロー

スマートフォン時代に最適化するために開発されたワークフローで、お客様とクライアン
トへの最適化を目指しています。初期段階から、スマートフォンで閲覧した際の動きを理
解できるだけでなく、サイト内でのお客様の実際の動き（動線）も確認できます。さらに、
CMS等のツールを利用した場合の制限や表示の仕方もツール導入前に確認できます
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20周年を迎えた、九州トップクラスの大規模Web制作会社

株式会社ディーゼロ
https://www.d-zero.co.jp/

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14-5MG薬院ビル2F 

TEL 092-736-5255　info@d-zero.co.jp

Office

Anniversary

社内外でのさまざまな目的に利用できる
新設された「ディーゼロ・サロン」

設立20周年の記念プロジェクト
オリジナルグッズで周囲への感謝を伝える

3部署5ユニットの社内体制で、ニーズの最適化をカタチに 目標シート、育児休暇、時短勤務…社員を想う制度が充実

開放的な空間が拡がるコミュニティスペース。社長デザインの
バーカウンターには、各種飲料が完備。いつでも誰でも気軽にく
つろげる場所づくりにも注力しています

2020年で20周年になることから、「D020（ディーゼロ・ニーゼロ）」
というタグラインを用いた各種グッズ（飲料水、清涼系タブレッ
ト、ステッカー）を制作。訪問機会があればもらえるかも !?

　2000年の設立以来、福岡を中心に九

州でデジタルクリエイティブを牽引する

ディーゼロ。2018年末に東京オフィスを

開設し、社内制度もますます充実化させる

など、現在進行形で進化を続けています。

　九州で長年頼られる存在だからこそ、サ

イトリニューアルなど、クライアントが整

理できていない千差万別のデジタルに関す

る困りごとに応え続けてきたのが強み。設

立当初から20年間営業部署を置かず、社

員全員がクリエイター職であることも特徴

としています。

「クライアントは僕らに、課題の発見から施

策の実行まで求めています。だからこそ手

が動かせて戦略も立てられるデジタルのプ

ロが対応すべきだと考えます」（黒木ヨウ

ドウさん）

　ほとんどが上流工程の「そもそも」から

携わる案件ばかり。長年クライアントへの

本質的な対応を積み重ねた結果、特に九州

で信頼を得られたからだそうです。

　もう1つ、ディーゼロを支えるユニーク

な制度が「ユニット制」。社員は、プランニ

ング部、クリエイティブデザイン部、テク

ニカルデザイン部の3部署いずれかへの

配属とは別に、ユニットと呼ばれる枠組み

にも所属します。「隣の部署は何をやって

いる？」といった部署の縦割り化を防ぐた

めに、大規模案件を中心に取り組むユニッ

ト、先鋭的な表現と向き合うユニットなど

目的別で5つを設け、案件が各ユニットに

紐づく組織体制に改めたのです。

「異なる職種との交流が盛んになるほか、小

さな単位で小回りがきく分、誰もが上流工

程から案件に携わりやすくなりました。社

内横断的なノウハウの共有など確かな成

果を実感しています。近い将来、各ユニッ

トが独立採算に近い形を敷き、今以上に各

自の一本立ちも計画中です」（黒木さん）

　1年後、3年後、5年後の自らのキャリ

アを想像して記入する「目標シート」に基

づいた上司との面談も、月1回の頻度で実

施中。希望の働き方などをこまめに共有で

きる機会となっており、ユニット制とあわ

せて、社員一人ひとりが快活に働ける環境

を提供しています。

「ユニットができて、直属の上司以外にも

相談しやすい仕組みも生まれました。従来

までは所属部署を越えた交流が難しかった

ですが、仕組みを通じて社内の風通しの良

さを担保するスタンスで、開かれた組織づ

くりにつなげています」（屋代敬介さん）

　福岡本社オフィスが入るビルには、ワークスペース中心の2階とは別に、

4階に社員やさまざまなゲスト、クライアントが集える「ディーゼロ・サロ

ン」を開設しました。代表取締役の矢野修作さんが自らデザインを担当し

た室内には、打ち合わせができる囲いのあるテーブル席、社員とゲストメン

バーが気軽に楽しめるバーカウンターを設置。ステージも完備しており、

各種社内行事や、時には社内研修の場にもなったり、年間アワードの表彰

などにも利用されています。外部からの問い合わせにも応えて、セミナー

やイベントの開催など、さらなる利活用に期待大です。

　2020年8月に20周年を迎えるディーゼロ。設立当初2名でスタートし

た同社は、いまや社員数が約60名。制作会社としては大所帯と言える規

模になり、九州では代表的なプロダクションという地位にまで成長しまし

た。ここまでの発展への御礼と20周年を記念して、ディーゼロは「D020

（ディーゼロ・ニーゼロ）」とあしらったノベルティグッズを社内で制作。

グッズの配布は、20年を通じて拡がったさまざまなクライアント、外部

パートナーとのリレーションを見つめ直し、関係性を深めることにつな

がっています。「20周年プロジェクト」では、その他にもさまざまな企画を

予定。クリエイティブ業務とは異なる形で社会との接点づくりに努めます。

　また、育児休暇や時短勤務など、社員の

ライフステージにあわせた社内制度も完備

しています。常に社内の声を反映しながら、

実態に適った制度へと改善を続けるのが

ディーゼロ流です。

「2019年には男性が初めて育児休暇を取

得しました。事前に制度をつくるだけでな

く、必要に応じて社内から遠慮なく進言で

きて、柔軟に制度を変えられる雰囲気づく

りを意識しています」（黒木さん）

　環境面の充実もあってか、Iターン採用

の事例も生まれています。「生まれも育ち

も東京」という長田亜緯さんは、縁もゆか

りもなかった福岡に移住した1人です。

「もともと、東京での暮らししか経験してい

ないことに勿体なさを感じたのがきっかけ

です。いくつかの地方都市に絞って Iター

ン先を検討しましたが、最終的には福岡に

決定。福岡の人の地元愛、優しさに心を動

かされました（笑）。それに飛行機だと首都

圏から2時間弱、福岡空港から市街地への

アクセスがいいのも好印象ですね。ディー

ゼロへの入社は、疑問や不安について親身

に回答してくれた誠実な姿勢が決め手にな

りました。入社後、改めて社内の風通しの

良さも実感します」（長田さん）

企画協力：株式会社ディーゼロ

Text：遠藤義浩　Photo：松本庄太郎（TRIPOD）

『Web制作会社年鑑 2020』会社紹介プラン／事例紹介プラン掲載例

日本全国 “つながる” Web制作会社ナビ

発注企業と制作会社が出会い「ベストな
チーム」をつくることをサポートするため
のプラットフォーム「つなweB」が正式
オープンしました。ぜひご活用ください。

https://tsunaweb.book.mynavi.jp/

※価格はすべて税抜き価格
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『Web制作会社年鑑 2021』への掲載申し込みは、Web上のエントリーフォームにて受け

付けています。事前に必要事項をご検討のうえ、下記URLからお手続きください。

 https://book.mynavi.jp/webpro2021/

Web上のエントリーフォームにご記入いただいた内容は誌面には掲載されず、掲載申し込

みの事務手続きにのみ利用されます。

「誌面掲載内容」は、別途登録ご担当者様にお送りするExcelのエントリーシートにご記入

いただき、締切日までに画像やご希望のレイアウト（指定掲載プランのみ）などと合わせ、掲

載用素材提出サイト（URLはExcel内に記載）からご提出ください。

■ 申し込み団体の基本情報一式

○ 【必須】会社名
○ 【必須】会社名読み仮名（ひらがな）
○ 【必須】住所（郵便番号）
○ 【必須】住所（都道府県）
○ 【必須】住所（市区町村～番地）
○ 【必須】電話番号
○ 【必須】登録担当者のお名前
○ 【必須】登録担当者のメールアドレス
○ 【必須】過去3年間のご掲載実績

経理担当者
ご登録担当者様とは別に、経理担当者様
がいる、別法人名、別部署へ送ってほしい
などをご希望の方は、「編集部への通信
欄」に
・郵便番号、住所
・ご請求先名義、ご担当者様お名前
・ご連絡先（メールアドレス／電話番号）
をご記入ください。

Step 1. 掲載申し込み／Webサイト上のエントリーフォーム
に必要な情報、選択肢をご検討ください

お支払い方法について
お支払い方法は「銀行振込」のみとなりま
す。お支払い方法に関する詳細はエント
リー完了後にメールにてご連絡させてい
ただきます。
お支払い方法について質問・ご要望などが
ございましたら、総合企画部 Web制作会
社年鑑担当宛にご連絡ください。
webprobook@mynavi.jp

TEL 03-3556-2732

募集締切12月15日火曜日

『Web制作会社年鑑 2021』エントリーフォーム
https://book.mynavi.jp/webpro2021/
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■【必須】ご希望のプラン

○ 指定掲載プラン
○ 公募掲載プラン
指定掲載プランをご選択の方は、引き続き「ご希望のページ数」をご選択ください。

■【必須】ご希望のページ数

○ 1ページ
○ 2ページ
○ 4ページ
　 ～以降、6P、8P、10P、12P、14P、16P、各ページ数をご選択いただけます
公募掲載プランの方は自動的に1ページでのお申し込みとなります。指定掲載プランをご

選択の方は、ご希望のページ数をご選択ください。

■【必須】紙面データPDF納品のご希望

○ あり（ページ数×2万円）
○ なし
6ページ以上お申し込みの方には無償でご提供いたします。詳しくはP.8をご覧ください。

■【必須】「会社紹介プラン」「事例紹介プラン」のご希望

○ 会社紹介（取材あり）プラン　2P／4P

○ 会社紹介（取材無し）プラン　1P／2P

○ 事例紹介プラン　2P／4P

○ ご案内を希望する
○ 「会社紹介プラン」「事例紹介プラン」を希望しない
取材記事の掲載について迷われている方は「ご案内を希望する」をご選択ください。

別途改めてご案内の連絡をさせていただきます。

■ 編集部への通信欄
編集部への通信欄は、募集期間終了後に編集部にて拝見いたします。急ぎの返信が必要な

場合は、この通信欄ではなく、編集部（webprobook@mynavi.jp）あてにメールにてお問い

合わせください。

編集部制作の取材記事でさらにアピール　 会
社紹介取材記事／事例取材記事について編集部制作の取材記事でさらに
アピール　会社紹介プラン／事
例紹介プランについて

指定掲載プランでのポートフォリオ掲
載だけでは伝えきれない御社の魅力や、
クライアント・仕事に対する姿勢などを
Web Designing 編集部が取材し、『Web

制作会社年鑑 2021』巻頭特集として記
事にまとめます。詳しくは編集部へお問
い合わせください。
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25年以上の実績とニーズに最適化するメソッド

株式会社キノトロープ
https://www.kinotrope.co.jp/

〒151-0065 東京都渋谷区大山町45-14 

TEL 03-5478-8440　o_toiawase@kinotrope.co.jp

WorkFlow

25年の実績を支えてきた「コアコンピタンス」 スマートフォンファーストとプロトタイプドリブン

　Webの黎明期から第一線で業界をリー

ドし続けてきたキノトロープ。同社は「す

べては成果のために」をブランドプロミス

に定めて、クライアントの企業価値そのも

のを高めることを実践してきました。25年

を超える長きにわたり、同社を支えてきた

のは、3つの明確なコアコンピタンスです。

　まず1つ目は、Webビジネスで成功す

るために必要なサービスを「ワンストップ」

「ワンチーム」で提供できること。キノト

ロープでは、コンサルティングから設計・制

作、開発、運用まで、すべて内製で対応して

います。これにより、迅速なレスポンスと

高いクオリティでの制作を実現しているの

です。

　2つ目は、業界トップクラスの高い評価

を得る明確な「メソッド（コンサル・構築・

開発手法）」を提供できること。キノトロー

プは、Webビジネスを成功に導くための

明確なメソッドを持っています。これらの

メソッドは、時間とコストの削減だけでな

く、成果に大きく影響を与えます。メソッ

ドを用いたWebサイト構築により、コスト

パフォーマンスの高い制作だけでなく、成

果の出るWebサイトを実現します。

　そして3つ目は、サービスクオリティの

高さを裏付ける「25年を超える実績」です。

1993年の創業以来、キノトロープは、

Webビジネスの歴史とともに歩んできま

した。25年を超える実績やさまざまなノウ

ハウなど、同社には大きなアドバンテージ

があります。

　そして、スマートフォンの普及により、

インターネットが激動の時代を迎えようと

している現在。同社は、さらなる飛躍を目

指し、ワークフローを刷新しました。

　これからもキノトロープは、時代の先を

予測して、クライアントの成果を生み出す

ためにチャレンジを続けていきます。

　キノトロープは、常に時代を先取りした

ワークフローを業界に提供し続けていま

す。1995年の初代ワークフローから、足掛

け25年にわたる長きにおいて、業界そのも

のをリードしています。

　今回リリースするワークフローは4代

目。ポイントは「スマートフォンファース

ト」と「プロトタイプドリブン」です。そ

して、これにより成し得たいことは「Web

（データドリブン）ブランディング」です。

　時代は、スマートフォンの時代に、劇的

に変化しています。確かにPCとスマート

フォンのアクセス比率は、5対5から4対

6程度かもしれません。しかし、実際には、

PCとスマートフォン両方で閲覧するユー

ザーも鑑みると90％以上のユーザーがス

マートフォンで閲覧する時代になっている

のです。こんな状況にも関わらず、Web

サイト制作の現場では、いまだにPCサイ

トを中心に制作が進められています。

　同社の「スマートフォンファーストワー

クフロー」（上図）は、スマートフォンで閲

覧するユーザーだけでなく、PCでもスマー

トフォンでの閲覧やUIに慣れたユーザー

に最適化する制作のキードライバーになる

はずです。

　また、スマートフォンでの閲覧では、

ユーザーはクリックして多くのページを閲

覧しません。そのため、CMSを基盤とし

たOne to Oneの施策が必須となります。

これはユーザーごとに表示が変わるため、

制作途中でクライアントがどのように表示

されるのかを理解することが困難になりま

す。そこでスマートフォンファーストワー

クフローと同時に必要になるのがプロトタ

イプを見ながら進めていく制作手法です。

　これからも同社は、時代とお客様のニー

ズに最適化したWebサイトを構築するた

めのメソッドを提供していきます。

企画協力：株式会社キノトロープ

スマートフォンファーストワークフロー

スマートフォン時代に最適化するために開発されたワークフローで、お客様とクライアン
トへの最適化を目指しています。初期段階から、スマートフォンで閲覧した際の動きを理
解できるだけでなく、サイト内でのお客様の実際の動き（動線）も確認できます。さらに、
CMS等のツールを利用した場合の制限や表示の仕方もツール導入前に確認できます
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20周年を迎えた、九州トップクラスの大規模Web制作会社

株式会社ディーゼロ
https://www.d-zero.co.jp/

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1丁目14-5MG薬院ビル2F 

TEL 092-736-5255　info@d-zero.co.jp

Office

Anniversary

社内外でのさまざまな目的に利用できる
新設された「ディーゼロ・サロン」

設立20周年の記念プロジェクト
オリジナルグッズで周囲への感謝を伝える

3部署5ユニットの社内体制で、ニーズの最適化をカタチに 目標シート、育児休暇、時短勤務…社員を想う制度が充実

開放的な空間が拡がるコミュニティスペース。社長デザインの
バーカウンターには、各種飲料が完備。いつでも誰でも気軽にく
つろげる場所づくりにも注力しています

2020年で20周年になることから、「D020（ディーゼロ・ニーゼロ）」
というタグラインを用いた各種グッズ（飲料水、清涼系タブレッ
ト、ステッカー）を制作。訪問機会があればもらえるかも !?

　2000年の設立以来、福岡を中心に九

州でデジタルクリエイティブを牽引する

ディーゼロ。2018年末に東京オフィスを

開設し、社内制度もますます充実化させる

など、現在進行形で進化を続けています。

　九州で長年頼られる存在だからこそ、サ

イトリニューアルなど、クライアントが整

理できていない千差万別のデジタルに関す

る困りごとに応え続けてきたのが強み。設

立当初から20年間営業部署を置かず、社

員全員がクリエイター職であることも特徴

としています。

「クライアントは僕らに、課題の発見から施

策の実行まで求めています。だからこそ手

が動かせて戦略も立てられるデジタルのプ

ロが対応すべきだと考えます」（黒木ヨウ

ドウさん）

　ほとんどが上流工程の「そもそも」から

携わる案件ばかり。長年クライアントへの

本質的な対応を積み重ねた結果、特に九州

で信頼を得られたからだそうです。

　もう1つ、ディーゼロを支えるユニーク

な制度が「ユニット制」。社員は、プランニ

ング部、クリエイティブデザイン部、テク

ニカルデザイン部の3部署いずれかへの

配属とは別に、ユニットと呼ばれる枠組み

にも所属します。「隣の部署は何をやって

いる？」といった部署の縦割り化を防ぐた

めに、大規模案件を中心に取り組むユニッ

ト、先鋭的な表現と向き合うユニットなど

目的別で5つを設け、案件が各ユニットに

紐づく組織体制に改めたのです。

「異なる職種との交流が盛んになるほか、小

さな単位で小回りがきく分、誰もが上流工

程から案件に携わりやすくなりました。社

内横断的なノウハウの共有など確かな成

果を実感しています。近い将来、各ユニッ

トが独立採算に近い形を敷き、今以上に各

自の一本立ちも計画中です」（黒木さん）

　1年後、3年後、5年後の自らのキャリ

アを想像して記入する「目標シート」に基

づいた上司との面談も、月1回の頻度で実

施中。希望の働き方などをこまめに共有で

きる機会となっており、ユニット制とあわ

せて、社員一人ひとりが快活に働ける環境

を提供しています。

「ユニットができて、直属の上司以外にも

相談しやすい仕組みも生まれました。従来

までは所属部署を越えた交流が難しかった

ですが、仕組みを通じて社内の風通しの良

さを担保するスタンスで、開かれた組織づ

くりにつなげています」（屋代敬介さん）

　福岡本社オフィスが入るビルには、ワークスペース中心の2階とは別に、

4階に社員やさまざまなゲスト、クライアントが集える「ディーゼロ・サロ

ン」を開設しました。代表取締役の矢野修作さんが自らデザインを担当し

た室内には、打ち合わせができる囲いのあるテーブル席、社員とゲストメン

バーが気軽に楽しめるバーカウンターを設置。ステージも完備しており、

各種社内行事や、時には社内研修の場にもなったり、年間アワードの表彰

などにも利用されています。外部からの問い合わせにも応えて、セミナー

やイベントの開催など、さらなる利活用に期待大です。

　2020年8月に20周年を迎えるディーゼロ。設立当初2名でスタートし

た同社は、いまや社員数が約60名。制作会社としては大所帯と言える規

模になり、九州では代表的なプロダクションという地位にまで成長しまし

た。ここまでの発展への御礼と20周年を記念して、ディーゼロは「D020

（ディーゼロ・ニーゼロ）」とあしらったノベルティグッズを社内で制作。

グッズの配布は、20年を通じて拡がったさまざまなクライアント、外部

パートナーとのリレーションを見つめ直し、関係性を深めることにつな

がっています。「20周年プロジェクト」では、その他にもさまざまな企画を

予定。クリエイティブ業務とは異なる形で社会との接点づくりに努めます。

　また、育児休暇や時短勤務など、社員の

ライフステージにあわせた社内制度も完備

しています。常に社内の声を反映しながら、

実態に適った制度へと改善を続けるのが

ディーゼロ流です。

「2019年には男性が初めて育児休暇を取

得しました。事前に制度をつくるだけでな

く、必要に応じて社内から遠慮なく進言で

きて、柔軟に制度を変えられる雰囲気づく

りを意識しています」（黒木さん）

　環境面の充実もあってか、Iターン採用

の事例も生まれています。「生まれも育ち

も東京」という長田亜緯さんは、縁もゆか

りもなかった福岡に移住した1人です。

「もともと、東京での暮らししか経験してい

ないことに勿体なさを感じたのがきっかけ

です。いくつかの地方都市に絞って Iター

ン先を検討しましたが、最終的には福岡に

決定。福岡の人の地元愛、優しさに心を動

かされました（笑）。それに飛行機だと首都

圏から2時間弱、福岡空港から市街地への

アクセスがいいのも好印象ですね。ディー

ゼロへの入社は、疑問や不安について親身

に回答してくれた誠実な姿勢が決め手にな

りました。入社後、改めて社内の風通しの

良さも実感します」（長田さん）

企画協力：株式会社ディーゼロ

Text：遠藤義浩　Photo：松本庄太郎（TRIPOD）

『Web制作会社年鑑 2020』
会社紹介プラン／事例紹介プラン掲載例
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■ アンケート
今後の『Web制作会社年鑑』のさらなる品質向上と利便性向上のため、みなさまのご意見を

いただけますと幸いです。エントリーフォーム入力後、以下の設問欄へのご入力をお願いい

たします。

○ 何を見て年鑑を知りましたか？
　 (選択項目の中から選択してください。複数可 )

　・Webサイト、SNS   　・『Web Designing』の誌面告知

　・『Web Designing』のメールマガジン 　・書店

　・口コミ    　・継続掲載している

　・その他

○ 年鑑に何を期待しますか？
　 (選択項目の中から選択してください。複数可 )

　・クライアントへのアピール

　・新規受託案件の獲得   　・人材獲得のアピール

　・自社実績の整理   　・協業相手の選定

　・掲載されることによる信頼性の獲得 　・その他

○ ＜継続して掲載されている団体様へ＞何度目の掲載ですか？
　・初めての応募    　・2～3回

　・4～6回、7回以上   　・10回以上

　・毎年     　・数回

　・かなり多い    　・わからない

○ ＜継続して掲載されている団体様へ＞
　  掲載したことでどんな効果がありましたか？
 　(選択項目の中から選択してください。複数可 )

　・受託案件の問い合わせが増えた  　・企業認知が広がった

　・クライアントの信頼を得やすくなった 　・入社希望者が増えた

　・社内のモチベーションにつながった 　・他社の実績で刺激を受けた

　・その他

○ 現在の項目やページ企画以外に掲載したい情報はありますか？
　(選択項目の中から選択してください。複数可。)

　・プロジェクトの戦略   　・クライアントインサイト

　・制作メンバー    　・その他
『Web制作会社年鑑 2021』エントリーフォーム
https://book.mynavi.jp/webpro2021/
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Step 2. 誌面掲載内容／Excelのエントリーシート
に必要な情報、選択肢をご記入のうえご提出ください

Webサイト上のエントリーフォームから

掲載申し込み手続きを済ませていただき

ましたら、弊社担当者より登録ご担当者様

へ、誌面掲載内容を入力していただくため

のExcelファイル（エントリーシート）をお

送りします。

掲載内容をご準備いただけましたら、エン

トリーシートに掲載内容ほか一式をご記

入いただき、

　・Excelのエントリーシート

　・御社ロゴ画像

　・制作実績の画像一式

　・ご希望のレイアウト

　　（指定掲載プランのみ）

を1つの圧縮ファイルにまとめ、任意の

サーバ、またはオンラインストレージサー

ビスなどにアップロードのうえ、掲載要素

大提出サイトより、ダウンロード用URLを

ご提出ください。

『Web制作会社年鑑 2021』掲載用素材提出サイト
 https://book.mynavi.jp/webpro2021/submission2021/

オンラインストレージサービスを利用の方
は、有効期限の設定にご注意ください
ファイル、URLの有効期限の設定にご注
意ください。無期限、もしくは2021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。ファイルは、12月15日（火）
の募集締め切り後にダウンロードをおこな
います。

レイアウトのご希望も締め切りまでにご用
意ください
レイアウトラフ、レイアウトの自主制作
データともに、12月15日（火）までにご
用意のうえ、エントリーフォームにダウン
ロード用URLをご記入いただくか、編集
部（webprobook@mynavi.jp）あてにお
送りください。

募集締切12月15日火曜日

エントリーシート（Excelファイル）
基本情報入力シート

エントリーシート（Excelファイル）
制作実績入力シート
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■ 基本情報（誌面掲載用）

○ 【必須】団体名
○ 【必須】団体名読み仮名（ひらがな）
○ 郵便番号（任意）／【必須】住所・都道府県／住所（任意）
○ 電話番号（任意）／メールアドレス
○ 【必須】団体URL

○ 組織形態（任意）
法人格／任意団体／個人事業などからご選択ください。選択肢に合うものがない場合、「編

集部への通信欄」にてご希望の内容をお知らせください。

○ 【必須】資本金　
資本金額を半角英数でご記入ください。単位は「万円」となります。位取りは不要です。個

人事業や任意団体など、資本金を持たない場合未記入でOKです。

○ スタッフ数（任意）
日常的に業務を手掛けている人数とし、外注や、他団体の仕事をメインにしている方は除い

てください。

○【必須】代表者名　
法人の社長、事業部やプロジェクトの代表、中心となるクリエイターのお名前などをご記入

ください。必ずご記入のうえ、代表者名を誌面に「掲載する／しない」をご選択ください。

○ 受注額の目安（任意）　
1案件あたりの中心となる価格帯を、おおよそ○○万円～○○万円まで、としてご記入いた

だけます。過去の制作実績や、積極的に受注したい価格帯をご記入ください。

見出し周り掲載例（『Web制作会社年鑑 2021』 レイアウト参考例

024  WD Year Book 2021

株式会社ウェブデザイニング

https://book.mynavi.jp/wdonline/

組織形態    株式会社    資本金    5,000万円    代表    滝口直樹            

受注額の目安    おおよそ1万円～1,000万円

〒101-0003    東京都千代田区一ツ橋二丁目6番3号
TEL 03-3556-2734    wd@mynavi.jp

ネットビジネスに携わる事業者やWeb制作者、企業のWeb担当者などに向けた、「ネット

ビジネス情報誌」です。

今話題のネットビジネスをグッと掘り下げて解説するとともに、具体的な事例をたっぷり紹

介。インターネットを利用してビジネスを展開するすべての人に向けた情報をお届けします。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

コンサルティング 調査・分析 海外向け

ゲーム BtoB

SNS

ECサイト

UXデザイン

マーケティング

サーバ構築 動画

アプリCMS開発・導入 コンテンツ

調査・分析

BtoB

UXデザイン

マーケティング

サーバ構築

アプリCMS開発・導入

掲載ページ順について
2020年度版より、掲載順を大きく変更い
たしました。

巻頭　会社紹介プラン、事例紹介プラン
をお申し込みの方は、50音順に関わらず
巻頭に掲載いたします。
→巻頭内は、会社紹介＋事例紹介＋ポー
トフォリオの合計ページ数の多い順での掲
載となります。

ポートフォリオ　従来の「あかさたな～」
行わけを廃止し、ページ数の多い順に掲載
いたします。

いずれの場合も、ページ数が同じ場合は50

音順（JIS X 4061に準拠）での掲載となり
ます。

エントリーシート（Excelファイル）
基本情報入力シート
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■ 【必須】得意分野
コンサルティング  マーケティング

UXデザイン  ECサイト

SNS   CMS開発・導入

サーバ構築  コンテンツ

動画   アプリ

調査・分析  ゲーム

海外向け   BtoB

以上14項目の中から、団体が得意とする項目、団体の特徴を表すものを少なくとも1つ以上

選択してください。選択にあたって個数の制限はありません。選択された項目のみ、ハイラ

イト表示いたします（非選択の項目はグレーアウト表示）。

■ 自社紹介文

○ 自社紹介文
得意とする業務内容、ポリシーなどを、全角換算200文字ほどで自由にご記入ください。印

刷物となりますので、最新情報や期間限定の情報などはよくご検討のうえご記入ください。

■ レイアウトについてのご要望（指定掲載プランのみ）
詳しくはP.15をご確認ください。

■ 登録担当者のお名前／メールアドレス
サブ担当者の方のお名前とメールアドレスもあわせてご記入ください。サブ担当者の方が

いらっしゃらない場合、登録担当者様の別のメールアドレスをご記入ください（メールの不

達、SPAM／迷惑メールの誤判定を避けるため、ご協力ください）。

自社紹介文　文字量にご注意ください
誌面の都合上、自社紹介文を掲載できる
エリアの行数、文字量は拡大／拡張がで
きません。編集部判断で改行を省かせて
いただくこともございます。

見出し周り掲載例（『Web制作会社年鑑 2021』 レイアウト参考例

024  WD Year Book 2021

株式会社ウェブデザイニング

https://book.mynavi.jp/wdonline/

組織形態    株式会社    資本金    5,000万円    代表    滝口直樹            

受注額の目安    おおよそ1万円～1,000万円

〒101-0003    東京都千代田区一ツ橋二丁目6番3号
TEL 03-3556-2734    wd@mynavi.jp

ネットビジネスに携わる事業者やWeb制作者、企業のWeb担当者などに向けた、「ネット

ビジネス情報誌」です。

今話題のネットビジネスをグッと掘り下げて解説するとともに、具体的な事例をたっぷり紹

介。インターネットを利用してビジネスを展開するすべての人に向けた情報をお届けします。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。
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きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

コンサルティング 調査・分析 海外向け

ゲーム BtoB

SNS

ECサイト
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マーケティング
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組織形態    株式会社    資本金    5,000万円    代表    滝口直樹            

受注額の目安    おおよそ1万円～1,000万円

〒101-0003    東京都千代田区一ツ橋二丁目6番3号
TEL 03-3556-2734    wd@mynavi.jp

ネットビジネスに携わる事業者やWeb制作者、企業のWeb担当者などに向けた、「ネット

ビジネス情報誌」です。

今話題のネットビジネスをグッと掘り下げて解説するとともに、具体的な事例をたっぷり紹

介。インターネットを利用してビジネスを展開するすべての人に向けた情報をお届けします。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
https://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
きください。

制作実績掲載例
http://book.mynavi.jp/wdonline/
制作実績についてのコメント、スタッフや外注先の
クレジット表記、制作にあたってのコメントをお書
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コンサルティング 調査・分析 海外向け
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SNS

ECサイト

UXデザイン

マーケティング

サーバ構築 動画

アプリCMS開発・導入 コンテンツ
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BtoB

UXデザイン

マーケティング

サーバ構築

アプリCMS開発・導入

エントリーシート（Excelファイル）
基本情報入力シート
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■ 制作実績のレイアウト（指定掲載プランのみ）
指定掲載プランに限り、レイアウトについてのご希望を承ります。

（公募掲載プランは編集部の基本フォーマットにおまかせいただきます）

○ 制作実績のレイアウト
　1. 編集部の基本フォーマットにまかせる

　2. ラフ／おおまかな希望レイアウトを編集部に送る

　3. 編集部へ相談する

「編集部の基本フォーマットにまかせる」を選択の場合
制作実績のレイアウト順や、どの制作実積を大きく扱うか、小さく扱うかを「レイアウトの

ご要望」欄でご指定ください。大小付けずに順番にシンプルに並べる、なども可能です。

「ラフ／おおまかな希望レイアウトを編集部に送る」を選択の場合
手書きラフをスキャンしたもの、または、おおまかな配置のわかる画像データなどをお送りく

ださい。ラフ／おおまかな希望レイアウトを作成しやすいテンプレートを用意しています。

○レイアウトについてのご要望
レイアウトについての各種ご要望、おおまかなご指定などをご記入くだ

さい。入力内容は募集締め切り後にまとめて拝見するため、返信が必要

なご相談などは事前に編集部（webprobook@mynavi.jp）へご相談ください。

■ 編集部への通信欄
編集部へのご希望、追伸などがあればご記入ください。

ラフ／おおまかな希望レイアウト作成用テンプレート ダウンロード用URL

1ページ用テンプレート : https://book.mynavi.jp/files/user/wdonline/2021/WDlayout2021_B1P.ai.zip

2ページ用テンプレート : https://book.mynavi.jp/files/user/wdonline/2021/WDlayout2021_C2P.ai.zip

4ページ以上用テンプレート : https://book.mynavi.jp/files/user/wdonline/2021/WDlayout2021_D4P.zip 

レイアウトのご希望も締め切りまでにご用
意ください
レイアウトラフ、レイアウトの自主制作
データともに、12月15日（火）までにご
用意のうえ、エントリーフォームにダウン
ロード用URLをご記入いただくか、編集
部（webprobook@mynavi.jp）あてにお
送りください。

詳細なレイアウトを指定、希望される方は
・DTP／印刷用データ作成経験のある団体に限ります
・他のページとの違和感を避けるため、編集部の基本フォーマッ
トに合わせて修正させていただくことがございます
・装飾目的での画像加工はご遠慮ください（ドロップシャドウ、
パースや変形、半透明化やグラデーションなど）
・Illustrator CC2020互換の形式にて作成ください
・フォント（画像キャプション）部分は編集部指定フォーマット
どおりとさせていただきます

複雑なパス、クリッピングパス、透明／透過など、作成いただ
いたデータや画像ファイルの構造などは、編集部では詳細な
チェックができないため、印刷結果については責任を負いかねま
す。ご不安な方は事前に別途ご相談ください。

急ぎの返信を希望される方はメールを
「編集部への通信欄」は募集期間終了後（2020年12月15日以降）に編集
部にて拝見いたします。急ぎの返信が必要な場合は、応募／締切前に編集
部（webprobook@mynavi.jp）あてにお問い合わせください。

「編集部へ相談する」方は事前にご相談を
制作実績のレイアウトについて「編集部
へ相談する」をご選択の方は、事前に編集
部（webprobook@mynavi.jp）へご相談
ください。
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■ 制作実績
1ページにつき制作実績を2件～9件掲載できます。最低2件の場合は画像がかなり大きく、

最高9件の場合は3件×3列で升目状にレイアウトされます。縦長の画像は大幅にトリミン

グされることになりますので、コメントのテキスト文量も少なめにご用意ください。

○ 【必須】制作実績タイトル／サイト名　入力例 : Web制作会社年鑑 2021

公開時の正式名称、クライアント名とサイト名、などをご記入ください。「」『』などの括弧は

不要、極端に長いサイト名はメインとなるタイトルのみとしてください。1つのサイトで複

数の画像を掲載する場合も、サイト名は必ずご記入ください。

○ 制作サイトのURL（任意）　入力例 : https://book.mynavi.jp/wdonline/

「https://」なども略さずにご記入ください。期間限定のサイトや、すでに閉鎖されたサイト

など、読者がアクセスできない場合はURLを未記入としてください。

○ コメント（任意）  入力例 : DBと連動した出版物への掲載情報受付サイト。登録者増を

KPIとし、サイト遷移に注力　D : 小宮佳将

制作した実績に関するコメントをお書きください。サイトの概要や制作内容、受注背景、制

作意図など、読者に興味をもってもらえる解説をご検討ください。スタッフや外注先のクレ

ジット表記、著作権（コピーライト表記）など各種但し書きもこちらにお願いいたします。

公募掲載プラン：全角換算50文字ほど　指定掲載プラン：全角換算100文字ほど

○ 画像ファイル名　入力例 : mynavi_制作実績Aメイン画面1.png

掲載する画像のファイル名をご記入ください。画像ファイルはすべてを1つの圧縮ファ

イルにまとめ、任意のサーバもしくはオンラインストレージサービスなどにアップロード

のうえ、『Web制作会社年鑑 2021』掲載用素材提出サイト（ https://book.mynavi.jp/

webpro2021/submission2021/）へURLをご記入ください。

スタッフクレジットの省略記号
Cl : クライアント／Ag : 代理店／ Co : 協
力／Pl : プランナー／P : プロデューサー
／D : ディレクター／AD : アートディレク
ター／CD : クリエイティブディレクター
／TD : テクニカルディレクター／De : デ
ザイナー／PM : プロジェクトマネージャー
／HTML : HTMLコーダー／Fl : Flashデ
ベロッパー／PG : プログラマー／ME : 

マーケティングエンジニア／So : サウンド・
音響制作／V : 映像・ビデオ制作／Ph : 撮
影／DP : 撮影監督／ Il : イラストレーター
／E : エディター／W : ライター／CW : 

コピーライター／EP : エグゼクティブプロ
デューサー／AE : 営業／AP : アカウント
プランナー

オンラインストレージサービスを利用の方は、有効期限の設定にご注意ください
ファイル、URLの有効期限の設定にご注意ください。無期限、もしくは2021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。ファイルは、12月15日（火）の募集締め切り後にダ
ウンロードをおこないます。

エントリーシート（Excelファイル）
制作実績入力シート



17
Web Designing Year book Entry Guide

○ 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
・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
掲載内容のご準備ができましたら、Excelのエントリーシート／御社ロゴ画像／制作実績

の画像一式／ご希望のレイアウト（指定掲載プランのみ）などを1つの圧縮ファイルにまと

め、任意のサーバ、またはオンラインストレージサービスなどにアップロードのうえ、下記

Webサイトへ、掲載素材ダウンロード用URLをご記入ください。

『Web制作会社年鑑 2021』掲載用素材提出サイト
 https://book.mynavi.jp/webpro/submission2021/

誌面掲載用画像について

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。

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サービスを利用の方は、有効期限の設定にご注意ください
ファイル、URLの有効期限の設定にご注意ください。無期限、もしくは2021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。ファイルは、12月15日（火）の募集締め切り後にダ
ウンロードをおこないます。
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2020年12月15日（火）23時59分
  掲載申し込み締め切り

  レイアウトのご希望も締め切りまでにお送りください。

2021年1月 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。

 公募掲載プランでお申し込みの場合
 2月  編集部による審査／選考を行います。

   掲載が決まった団体さまにのみ、結果をお知らせします。

   選考後の応募プランの変更はできません。

 指定掲載プランでお申し込みの場合
 1月中　  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。

 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18日 お振込締め切り。

 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。

  指定掲載プラン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

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

27 28 29 30 31 1 2

12月 December

日 月 火 水 木 金 土

27 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 29 30

31 1 2 3 4 5 6

1月 January

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 1 2 3 4 5 6

2月 February

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 29 30 1

4月 April

日 月 火 水 木 金 土

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 1 2 3

3月 March
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発注企業と制作会社が出会い「ベストなチーム」を
つくることをサポートするためのプラットフォーム

発注企業とWeb制作会社が出会い「ベストなチーム」をつくることをサポートするための

プラットフォーム「つなweB」が、2020年9月1日（火）正式オープンしました。

「つなweB」には1,600社以上の制作会社と、500件以上の制作実績（事例）が登録されて

います（2020年9月1日現在）。制作会社データと事例データをもとに、目的や予算感、テ

イストに合ったパートナーを探して問い合わせが可能です。

Web制作会社年鑑、Web Designing、WD Online、つなweB
が相互にリンク、幅広いメディアで制作実績をアピールできます

『Web Designing』のさまざまなメディアで制作会社さまと発注企業さまをつなぎます。年

に一度の集大成とも言える『Web制作会社年鑑』刊行に加えて、通年、かつリアルタイムで

最新の制作実績や各種施策を掲載できる「つなweB」もぜひご活用ください。

つなweB 日本全国“つながる”Web制作会社ナビ｜マイナビ出版
https://tsunaweb.book.mynavi.jp/

「つなweB」への新規登録や、制作実績の掲載など、詳細は弊社担当者よりご案内いたしま

す。編集部（webprobook@mynavi.jp）へお問い合わせください。

「つなweB」正式オープンのご案内
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■ 応募のキャンセルは2019年12月17日（木）昼12時まで
応募をキャンセルされる場合、公募掲載プラン、指定掲載プランとも、12月17日（木）昼

12時までに総合企画部 Web制作会社年鑑担当（webprobook@mynavi.jp TEL 03-3556-

2732）宛にその旨をご連絡ください。以降のキャンセルは基本的に受け付けられません。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
応募される内容は応募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、応募者

者が責任を持って行ってください。

■ 掲載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、いただいた内容に編集／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

公募掲載プラン
■応募されても掲載されない場合があります
毎年数百社からのご応募をいただいております。必ず掲載されるわけ
ではないことを、あらかじめご承知おきください。
■選考の基準について
掲載団体を選考する際には、その作品の評価はもちろんのこと、読者
からの要望や、誌面構成上のバランスなどを総合的に判断したうえで
行っています。なお、個別の選択理由・落選の理由などについては一
切お答えできません、あらかじめご了承ください。
■応募内容の修正／確認ができません
公募掲載プランの場合、エントリーフォームにご記入いただいた内容
は、書籍になるまでご確認いただくことができません。入力した内容
に誤りがないこと、掲載許諾が確実に得られていることなどを十分に
ご確認ください。

指定掲載プラン
■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2回まで
指定掲載プランに限り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「2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。

利用規約への同意が必要です
『Web制作会社年鑑 2021』へのお申し込
みは、マイナビBOOKS利用規約（P.24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。
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FAQ : 申し込み、掲載について、よくいただくご質問

ご不明な点、迷っていること、聞きたかったこと、こんな疑問はありませんか？

■ FAQ INDEX

・制作実績、スクリーンショットは何点くらい必要でしょうか？

・Webサイト以外の制作実績、画像も掲載できますか？

・制作実績のコメントにはなにを書けばいいのでしょうか？

・締め切り後に公開される制作実績を掲載したい。

・掲載許諾をとるさい、確実に掲載されるのかどうかクライアントに聞かれた。

・公募掲載プランの「編集部による選考」とは？

・公募掲載プランで選ばれる可能性はどのくらいありますか？

・公募掲載プランで選考に漏れたあとで、指定掲載プランへ切り替えられますか？

・1ページで掲載の場合、公募掲載プランと指定掲載プランで誌面に違いはありますか？

・応募した制作実績に変更が出たので修正したい。

・校正は何回まで可能ですか？

・編集部と電話で相談したい。

・レイアウトはどの程度まで指定することができますか？

・ラフ／おおまかな希望レイアウトをどうやって送ればいい？

・締め切り前に、申し込み内容や制作実績、レイアウトについて相談したい。

・締め切り前にレイアウトの希望を送付したい。

・掲載ページ順序はどうなりますか？　掲載ページ順の指定や希望は？

・応募後に、入力内容の確認、チェックをしたい。

・応募後に、別のプランへ切り替えたい。

・支払い方法について相談がしたい。 『Web制作会社年鑑 2021』カバーイメージ

募集締切12月15日火曜日

日本全国 “つながる” Web制作会社ナビ

発注企業と制作会社が出会い「ベストな
チーム」をつくることをサポートするため
のプラットフォーム「つなweB」が正式
オープンしました。ぜひご活用ください。

https://tsunaweb.book.mynavi.jp/
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制作実績、スクリーンショットは何点くらい必要でしょうか？
目安としては、1ページあたり2～6点ほどの制作実績が掲載可

能です。1つの制作実績から複数の画面（画像）を掲載することも可

能です。またページ全面を使い、升目状に9点の画像を配置するこ

とも可能です。

Webサイト以外の制作実績、画像も掲載できますか？
Webサイト、インターネット関連のコンテンツを集めた作品集、と

いう点をふまえていただければ、下記のような内容も掲載実績があ

ります。

制作実績のコメントにはなにを書けばいいのでしょうか？
コメントの内容は自由、かつ制作実績をPRする絶好の場です。実

直に背景を解説する、個性／オリジナリティを発揮する、スタッフ

名／クレジットを列挙するなど、スクリーンキャプチャ画像では伝

えられない制作者からのコメントをご用意ください。

締め切り後に公開される制作実績を掲載したい。
クライアントから情報公開／誌面掲載の許諾を得ていれば、最新の

Webサイトの情報／画像も掲載可能です。

掲載許諾の際、確実に掲載されるかクライアントに聞かれた。
「公募掲載プラン」でのご応募の場合、全応募団体のなかから、掲載

可能なページ数を勘案の上で選考を行いますので、どの団体であっ

ても確実な掲載をお約束をすることはできません。

確実な掲載をご希望の方は「指定掲載プラン」をご検討ください。

公募掲載プランの「編集部による選考」とは？
公募掲載プランは毎年多数の応募をいただいているため、編集部

による審査／選考を行ったうえで掲載団体を決定いたします。応

募いただいた内容を編集部全スタッフが目を通し、『Web制作会

社年鑑』で想定される読者が求めるであろう作品や記述内容の団

体を選んだ上、掲載するようにしています。必要に応じて、各団体

の属する地域や、各団体の持つ特徴が偏らないようにするなどの調

整を行うこともあります。

公募掲載プランで選ばれる可能性は
どのくらいありますか？
公募掲載プランへの応募団体のうち、誌面に掲載される確率につ

いては年度によって異なります。過去の実績では、おおよそ4倍か

ら12倍の競争率となっています。

公募掲載プランで選考に漏れたあとで、
指定掲載プランへ切り替えられますか？
公平な選考を実現するため、受け付けておりません。確実な掲載を

ご希望であればあらかじめ指定掲載プランでお申し込みください。

1ページで掲載の場合、公募掲載プランと
指定掲載プランで誌面に違いはありますか？
公募掲載プランと、指定掲載プラン1Pは、ともに1ページでの掲載

となりますが、誌面上、公募掲載プランと指定掲載プランの違いは

設けていません。

応募した制作実績に変更が出たので修正したい。
指定掲載プランに限り、校正時（DTP作業後の誌面掲載内容確認）

に変更／修正を受け付けます。公募掲載プランには校正の特典が

ありませんので、応募時の内容にて誌面を制作いたします。万が一

の不都合については、編集部（webprobook@mynavi.jp）へご相

談ください。

校正は何回まで可能ですか？
指定掲載プランに限り、最大2回まで校正のリクエストを承りま

す。応募者都合の修正はこの範囲内に収めていただけますよう、お

願いします。

Webサイト以外の実績例
インターネットで配信される各種動画／携帯スマートフォン・タブ
レット向けサイト／モバイルアプリ／ネット上の広告／Flashによ
る各種インターフェイス／インターネット関連のアプリケーション／
blogパーツ、ウィジェット／TV、サイネージ、アートなど、 各種イン
タラクティブコンテンツの作品など

具体例
サイト制作にあたってのコンセプト／担当した役割／クライアントの
要望と実現した機能／読者にアピールしたいポイント、など。
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編集部と電話で相談したい。
各種お問い合わせ、経緯を記録として残し、誌面へと確実・正確

に反映させるために、編集部との連絡はメール（webprobook@

mynavi.jp）をご利用いただけるよう、強くお願いしています。トラ

ブルを避けるための処置としてご了承ください。

レイアウトはどの程度まで指定することができますか？
『Web制作会社年鑑』の基本的なレイアウトデザインを踏襲し、

ページをめくったときに他のページとの間に極端な違和感を感じ

させない範囲でのレイアウトをお願いしています。

ラフ／おおまかな希望レイアウトをどうやって送ればいい？
制作実績のキャプチャ画像やロゴ画像と合わせ、ラフレイアウトな

どの資料もまとめて1つの圧縮ファイルとし、任意のサーバやオン

ラインストレージサービスへアップロードのうえ、『Web制作会

社年鑑 2021』掲載用素材提出サイト（https://book.mynavi.jp/

webpro/submission2021/）から必要事項をご送信ください。

締め切り前に、申し込み内容や制作実績、
レイアウトについて相談したい。
初めてお申し込みや、ご不安のある方、確認したい点など、事前のご

相談は編集部（webprobook@mynavi.jp）へお送りください。ご

希望のレイアウトが可能かどうかの確認なども編集部にて確認／

アドバイスさせていただきます。

締め切り前にレイアウトの希望を送付したい。
締め切り日前にレイアウトの希望をご送付いただいてもかまいま

せん。順次、編集部によるチェックを行いますので、万が一の不備

があった場合も、早期に確実に修正／反映できるようになります。

掲載ページ順序はどうなりますか？
掲載ページ順の指定や希望は？
掲載ページ順序は自動的に決まるため、掲載ページの指定、希望に

はお応えできません。

応募後に、入力内容の確認、チェックをしたい。
エントリーフォームからの送信後は、入力内容の確認ができなくな

ります。編集部（webprobook@mynavi.jp）にてご登録内容をチェッ

クしますので、ご相談ください。

応募後に、別のプランへ切り替えたい。
個別に対応いたします。編集部（webprobook@mynavi.jp）へご

相談ください。ただし、通常エントリーで選考に漏れたあとで指定

掲載プランには切り替えられません。

支払い方法について相談がしたい。
お支払いに関するお問い合わせについては、総合企画部 Web制作

会社年鑑担当（webprobook@mynavi.jp／TEL 03-3556-2732）

までお問い合わせください。

ラフ／おおまかな希望レイアウト作成用テンプレート
1ページ用テンプレート
https://book.mynavi.jp/files/user/

wdonline/2021/WDlayout2021_B1P.ai.zip

2ページ用テンプレート
https://book.mynavi.jp/files/user/

wdonline/2021/WDlayout2021_C2P.ai.zip

4ページ以上用テンプレート
https://book.mynavi.jp/files/user/

wdonline/2021/WDlayout2021_D4P.zip 

掲載ページ順について

2020年度版より、掲載順を大きく変更いたしました。

巻頭　会社紹介プラン、事例紹介プランをお申し込みの方は

巻頭に掲載いたします。巻頭内は会社紹介＋事例紹介＋ポー

トフォリオの合計ページ数の多い順での掲載となります。

ポートフォリオ　従来の「あかさた～」行わけを廃止、ページ

数の多い順に掲載いたします。

いずれの場合も、ページ数が同じ場合は50音順（JIS X 4061

に準拠）での掲載となります。
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マイナビBOOKS利用規約

第1条（本規約の適用範囲）

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」

および「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）

1.　「会員」とは、本規約および「個人情報の取り扱いについて（マイナビ出版）」

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「個人情報の取り扱いについて（マイナビ

出版）」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.　「GM会員」とは、第1項に定める会員のうち、「将棋情報局」ゴールドメン

バー会員資格を取得した者をいいます。

4.　会員登録にあたっては、登録料その他会費等は不要です。ただし、GM会

員については、年額4,800円（税込）または月額480円（税込）の会費が発生し

ます。GM会員の会費等については、第18条に定めるとおりとします。

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、ゲスト会員およびGM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り扱いにつ

いては、「個人情報の取り扱いについて（マイナビ出版）」に基づいて行われます。

第8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に基づいてコンテンツを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9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10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11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12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13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ません。

第14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 )、注文内容・注文方法が不適当

と当社が判断した場合、または予約期間が57日を超えた商品の購入にあたって

クレジットカードの有効期限切れ等により再与信に失敗した場合は、その時点

でキャンセルと取り扱うものとします。

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、当社からの発送通知発信後の注文の変更や取消

しはできません。

5.　会員等の注文に応じて個別に製作する商品（以下「受注生産商品」といい

ます）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ません。

第15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、注文成立通知発信

後すぐに発送手続きに入るものとします（地域・商品によって異なりますが、年

末年始・棚卸し等の時期を除き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

ことをあらかじめ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が完了したものとします。

第16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

500円（税込）の送料を負担するものとします。また、一回の注文金額が3,300

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。ただし、コンテンツの注文において、受注生産商品と併せて

注文する場合には、それぞれ個別の注文として注文金額を算出するものとしま

す。なお、GM会員については、注文金額にかかわらず送料を無料とします。

第17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330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.　第2条第4項に定めるGM会員の会費の支払方法については、クレジット

カード決済に限るものとします。

5. 前四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、会員等

はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第18条（GM会員に関する特則）

1.　会員等は、第2条第4項に定めるGM会員の会費の支払いにかかる登録手

続きが完了した日よりGM会員資格を取得するものとします。なお、当該会費

はいかなる場合も返金いたしかねます。

2.　前項の会費は、GM会員からの申し出がない限り自動継続支払がなされる

ものとします。GM会員資格の喪失を希望する場合、当社所定のウェブサイト

上（https://book.mynavi.jp/mypage/）にて自動継続支払の解除手続を行うこ

とができます。GM会員資格は、当該資格喪失手続完了日が属する月の末日を

もって喪失するものとします。

3.　GM会員資格取得に伴う無料期間は、当社がキャンペーン等により追加で

付与する場合を除き、GM会員資格を取得した日の属する月の翌月１日午前

９時まで（最大31日間）とし、月の中途でGM会員資格を取得した場合におい

ても無料期間は伸長されないものとします。ただし、GM会員資格を取得した

日が毎月１日の午前０時から午前10時であった場合、当月１日に無料期間が

終了します。

4.　GM会員の会費は、前項の無料期間が終了した月の翌月１日に、会員等が

あらかじめ指定したクレジットカード決済の方法により、自動的に当社に支払

いがなされるものとします。ただし、会員等が無料期間中にGM会員資格を喪

失した場合、当社は当該資格の喪失日に1ヵ月分（年額コースの場合は1年分）

の会費を徴収するものとします。

第19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、会員等がマイ

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20条（退会）

1.　会員等は、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21条（プレゼントの授与）

1.　プレゼントの当選は、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、次の各号の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、当社が当選の無効を妥当と判断した場合

第22条（書き込み等）

会員等は、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、次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、または当社の信用を毀損する内容

　　(17) 前各号に準ずる内容、またはその他当社が不適当と判断した内容

第23条（禁止事項）

当社は、会員等が次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

れのある行為をした場合、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) 本サービスを通じて入手した情報を用いた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) 本サービス上での政治活動、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

　　(14) 前各号の行為を目的として会員資格を取得する行為

第24条（反社会的勢力の排除）

1.　会員等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、会員等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、あわせて「反社

会的勢力」といいます）であること。

2.　会員等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25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

一切の責任を負わないものとします。

第26条（免責）

1.　当社は、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、当社の責任は直接

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の責任を負いません。会員等

は、これをあらかじめ承諾のうえ、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に

は、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、当社は一切関与いたしませ

ん。

第27条（分離条項）

本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、

その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

第28条（本規約の変更）

1．当社は、次の各号に定める場合、会員等の同意を得ることなく、本規約を変更

することができるものとします。

(1) 本規約の変更が、会員等の一般の利益に適合する場合。

(2) 本規約の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の

内容の相当性、変更の内容、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なもの

である場合。

２．当社は、前項による本規約の変更にあたり、変更実施日の１ヶ月前までに、

本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容を本サービス上に掲示、また

は会員等に電子メールで通知します。

第29条（合意管轄裁判所）

会員等と当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の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
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2015年7月16日改訂
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2016年7月25日改定

2016年8月16日改訂

2017年4月5日改訂

2017年6月1日改訂

2019年4月15日改訂

2019年10月1日改訂

2020年1月23日改訂

2020年7月1日改訂
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