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ポートフォリオ

指定掲載コース

Webサイトをバージョンアップさせるプロたちの制作実績を網羅
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はじめに

この度ご案内をさせていただく『Web制作会社年鑑』は2003年

から発行しており、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書籍となります。

2021年4月発刊の2021年度版では、約1,900点にもおよぶ画像を、

各社のプロフィール、得意な事業分野等とともに掲載し、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いたしました。制作は弊社発行のWeb業界

雑誌「Web Designing」の編集部が担当し、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19年に渡り圧倒的な信頼と支持をいただいています。

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、

制作会社様の情報収集や広告代理店様、各企業のマーケティン

グご担当者様にご活用いただく書籍となります。

5年後、10年後にも、確実に手もとに残せる作品集。
2003年創刊の、Web制作業界で絶大な信頼をいただいている一冊です。

尚、掲載には2つの方法あり、

編集部による審査・選考のうえで無償にて掲載される「公募掲載プラン」と、

有償で確実に掲載をさせていただく「指定掲載プラン」をご用意しております。

年に1度の募集となりますので、ぜひ確実な掲載をさせていただく、

次ページ以降の「指定掲載プラン」のご検討をお願いいたします。

Web制作会社年鑑編集長岡謙治
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Web制作会社年鑑の特長

・掲載社数 ：約120～150社
・発売予定月：2022年4月下旬
・体裁 ：A4変型判／約400ページ
・発行部数 ：10,000部
・本体価格 ：5,280円（税込）
・編集、制作：Web Designing 編集部、

Web制作会社年鑑編集チーム

【媒体概要】

Web事業に従事する企業様だけでなく、
発注先の選定にもご利用いただいています

・Web担当者（Webサイト構築・運営担当者）
・Webサイト・アプリの受託制作会社
・広告代理店、デジタルマーケティング関係者
・デザイナー
・総務部・購買部担当者
・美術情報デザイン
・インタラクティブメディア関係者
・学生

【対象読者】

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

全社・全ページQRコード掲載

・「つなweB」にリンク、制作会社の詳細や最新案件に簡単アクセス
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ポートフォリオ指定掲載プランとは

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。

2021年度版に続き、『Web制作会社年鑑 2022』が4月に発売予定です。
「ポートフォリオ指定掲載プラン」は編集部による審査／選考のうえで無償で掲載される
「公募掲載プラン」とは異なり、ご希望のページ数で確実に掲載できる有償プランとなります。
お申し込みいただいた方（応募内容に問題のない方）は、すべて掲載いたします。

『Web制作会社年鑑』の基本フォーマットをもとに、制作実績の紙面レイアウトをご指定
いただけます。
オプションサービス（有償）、特典もご用意しておりますので、是非ご検討ください。

・指定掲載ページ1～4Pご掲載につき紙版1冊（5,000円相当）、
6P以上ご掲載の方には紙版2冊+電子書籍版1冊（合計1.5万円相当）を
無償でご提供します。

最大16ページに渡って大幅掲載
・1ページ～最大16ページまで、お好きなページ数が選べます。
（※1P以外は偶数ページ数のみ）

自由なレイアウトで掲載
・フォーマット内で掲載する制作実績の案件数、画像点数、掲載位置、

レイアウト等を指定できます。
（※公募掲載でのレイアウト指定は不可となります）

掲載紙面の校正が可能
・紙面掲載内容の校正（修正・変更）が最大2回まで可能です。

本紙Web制作会社年鑑2022を無償提供

★

★

★

★

2022年度版より、申し込み方法が新しくなりました。「つなweB」へお申し込み・ご登録のうえ、『Web制作会社年鑑』入稿フォームから掲載
内容をお送りください。入稿フォームは、締め切り期限、もしくは「入稿する」（入稿内容を確定する）まで、いつでも編集・修正が可能です。
昨年のExcel ファイルは廃止し、300MBまでのファイルであれば入稿フォームにアップロード／受付可能となりました（300MBを超えるファイル
は、従来どおり外部のオンラインストレージサービス（2022年3月末までオンライン上にデータが残るようご設定ください）をお使いのうえ、ダ
ウンロード用URLをお送りください）。詳細は別紙のエントリーガイドをご参照ください。

* 『Web制作会社年鑑 2022』誌面レイアウトサンプル 上記画像は指定掲載プラン1Pと2Pお申し込み時の参考例です
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ポートフォリオ指定掲載プラン ご掲載価格

ポートフォリオ

1P
ポートフォリオ

2P
ポートフォリオ

4P
ポートフォリオ

6P
ポートフォリオ

8P
ポートフォリオ

10P
ポートフォリオ

12P
ポートフォリオ

14P
ポートフォリオ

16P

掲載料金 10万円 15万円 25万円 35万円 45万円 55万円 65万円 75万円 85万円

特典 ① つなweB事例掲載枠 プレゼント（3枠）

特典 ② - - - 電子書籍版 プレゼント（1冊）

特典 ③ - - - 紙面のPDFデータ プレゼント（通常価格ページ数×2万円）

※ 特典①枠のご提供時期は2月上旬頃を予定しております。提供完了後、メールでご案内をお送りします。
※ 特典②、特典③のご提供時期は4月下旬頃を予定しております。ダウンロード方法等はメールでご案内をお送りします。

※ 特典②電子書籍版プレゼント及び特典③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。

全て税抜き表示

つなweB事例掲載枠、

通常3枠5万円のところ、

今回お申込みの方限定で特別に

無償でプレゼント！
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ポートフォリオ指定掲載プラン 掲載イメージ

企業様の
ロゴデータ

ポートフォリオ
の画像

企業様の基本情報

* 『Web制作会社年鑑 2022』誌面レイアウトサンプル 上記画像は指定掲載プラン2Pの参考例です

つなweB内の企業
ページへのリンク
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ポートフォリオ

指定掲載コース

オプションプラン
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ポートフォリオ指定掲載プランをお申込みの方限定のオプションプラン

2

掲載紙面のPDF納品（有償）

・印刷、データとしての配布などが可能な掲載紙面のPDFデータをご提供します。
6P以上お申込みの方は無償となりますが、6P未満の方も1Pにつき2万円（税抜）でご購入が可能です。

取材記事ページの掲載（有償）

１

・ポートフォリオ掲載だけでは伝えきれない貴社の魅力や、クライアント・仕事に対する姿勢などをWeb Designing 編集部が取材し巻頭特集として記事にまとめます。
取材記事をお申込みいただくと、ポートフォリオも注目度の高い巻頭へと掲載することが可能です。

2P 4P 6P以上

①会社紹介 20万円 40万円 要ご相談

②事例紹介 20万円 40万円 要ご相談

※ポートフォリオ指定掲載プランを2P以上お申込み頂いた方が対象となるオプションプランです。
※偶数ページのみお申込み可能となります
※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ので、予めご了承ください
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ポートフォリオ指定掲載プランをお申込みの方限定のオプションプラン

① 会社紹介プラン

貴社ならではの“強み”をアピール！

会社のポリシーや社員の顔ぶれ、社内の雰囲気などを取材する
「会社紹介プラン」。社員の方やオフィスのお写真、WD編集部によるインタ
ビューによって他社にはない強みをアピールすることが可能になります。

※取材は2022年1月以降を予定しています。

具体的な事例で“スキル”をアピール！

1つの案件にフォーカスし仕事の進め方やクライアントの課題解決に臨む
取り組みを追う「事例紹介プラン」。
貴社の技術力や企画力を具体的にアピールすることが出来ます。

※取材は2022年1月以降を予定しています。

② 事例紹介プラン
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記事制作プラン つなweB転載オプション（2022年度版の発注企業様は無償）

Web制作会社年鑑2022「会社紹介プラン」、「事例紹介プラン」にお申込みいただくと、特別にご掲載記事をつなweB へ無償転載させていただきます。
紙面だけではなくWeb媒体でも展開ができるため、より貴社の認知を高めることができるプランが今なら無償でオプションで付きます。

2P 4P 6P以上

記事転載費
20万円

無償
40万円

無償
要ご相談

無償

記事転載イメージ

★記事への誘導枠プラン（有償）

トップページの
ホットトピックス
コーナーに固定表
示し、記事ページ
へ誘導します

つなweBのトップページに記事へのリンクを固定表示させ、通常の記事よりも長くユーザーの目に触れることで、貴社の記事ページへの誘導を強化します。

定価 100,000円（税抜）

誘導期間 4週間（月曜日 正午開始）

掲載位置 トップページ（Hot Topics内）

リンク先 つなweB内の記事ページ

想定imp数 1,000imp

※掲載開始は月曜日正午（祝日の場合は翌営業日）とさせていただきます
※5月開始、6月開始、7月開始、で期間を選択いただきます。
各月最大4枠までとなりますので、空き状況はお問い合わせください。

※クリック数等のレポート提出はございませんのでご了承ください。
※記事や誘導枠にスポンサードまたは PR 表記が入ります。
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掲載位置と掲載順位

巻頭 （会社紹介、事例紹介+ポートフォリオ） 中面 （ポートフォリオのみ）

※掲載順は、会社紹介⇒事例紹介⇒ポートフォリオの順番です。
※会社紹介プランもしくは事例紹介プランをお申込みの方で合計掲載ページ数の
多い順とし、同ページ数の場合は法人格を除いた会社名を対象にJIS X4061に
準拠した50音順となります。

※合計掲載ページ数の多い順とし、同ページ数の場合は法人格を除いた会社名を
対象にJIS X4061に準拠した50音順となります。

【例】

株式会社オカ
合計20P（会社紹介2P＋ポートフォリオ18P）

株式会社まいなび
合計20P（会社紹介2P+事例紹介2P+ポートフォリオ16P）

株式会社イガラシ
合計14P（会社紹介4P+ポートフォリオ10P）

株式会社うぇぶ
合計12P（事例紹介2P+ポートフォリオ10P）

株式会社ミノル
合計12P（事例紹介2P+ポートフォリオ10P）

株式会社wada 16P

株式会社KOGI 14P

株式会社ナカジマ 14P

株式会社笹川 10P

株式会社yoshida 10P

株式会社いしざか 8P

株式会社高橋 8P

株式会社まいなび 8P

株式会社マイナビ出版 8P

【例】

本
誌
前
方

後
方

申込みページ数の

合計が同じ場合は
50音順

本
誌
前
方

後
方

4ページ未満は
まとめて50音順

同ページ数の
場合は50音順
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ポートフォリオ

指定掲載コース

お申込み方法
※2022年版より申込方法が変更になりましたのでご注意ください
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お申込み方法

STEP1｜つなweBに登録

<https://tsunaweb.book.mynavi.jp/webpro2022/> から、つなweBにアカウントを作成する。
（登録料はかかりません）

STEP2｜『Web制作会社年鑑2022』申込フォームを入力

<https://tsunaweb.book.mynavi.jp/tsunaweb/company/apply/>から、申し込むプラン名やページ数を入力し確定する。

STEP3｜掲載内容と画像データを入稿フォームに入力
制作実績の画像、ロゴ画像、指定掲載プラン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て以下に
< https://tsunaweb.book.mynavi.jp/tsunaweb/company/manuscript_edit/ >アップロードする。

STEP4｜編集部による紙面制作
編集部でのレイアウト作業後、順次登録ご担当者様のメールアドレス宛に、
紙面掲載内容の確認／校正のご案内をお送りしますので、
よくご確認の上ご返信ください。2月末日が修正の最終受付けになります。

10
月
18
日

～

申
込
受
付
開
始

～
12
月
17
日

申
込
＆
入
稿
締
切

4
月
下
旬

本
誌
発
売

請求書送付

2022年1月下旬
・

お振込み期日

2022年2月末

※本紙のご納品は2022年4月を予定しています。
前金でのお支払いにご協力をお願い致します。

https://tsunaweb.book.mynavi.jp/webpro2022/
https://tsunaweb.book.mynavi.jp/tsunaweb/company/apply/
https://tsunaweb.book.mynavi.jp/tsunaweb/company/manuscript_edit/
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お問い合わせ先

Web制作会社年鑑へのご出稿・掲載についての詳細は、お電話またはメールでお問い合わせください。
下記広告サイトからも媒体資料や各種料金表などがダウンロードできます。

https://pub.mynavi.jp/ad/media/webseisakugaisyanennkann/

ご不明な点やご質問・ご相談がございましたら担当者までお気軽にご連絡ください。

▼エントリーに関するお問い合わせはこちら

株式会社マイナビ出版 Web制作会社年鑑編集部

Email：webprobook@mynavi.jp

TEL ：03-3556-2734

▼お支払いに関するお問い合わせはこちら

株式会社マイナビ出版 総合企画部総合企画課

Email：mnp-ad-shinkoukanri@mynavi.jp

TEL ：03-3556-2732

https://pub.mynavi.jp/ad/media/webseisakugaisyanennkann/
mailto:webprobook@mynavi.jp
mailto:mnp-ad-shinkoukanri@mynavi.jp
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