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つなweB（つなうぇぶ）とは

つなweBは、企業と制作会社をつなぐ
マッチングプラットフォームです

制作会社は、業務内容・得意分野といった企業情報を「つなweB」に登録／公開

することで具体的に自社の特徴を伝えることができるほか、詳しい制作実績もビ
ジュアルで公開できます。

つなweBでできること

１ 全国のWebを活用した課題解決を手がける会社・個人の最新事例や得意分野、
スタッフの情報などの掲載

２ 地域、得意分野、施策実績、制作事例などからの会社検索

３ 気になった制作会社を保存できる「お気に入り」機能

４ 発注社へ向けたメルマガや制作会社へ向けたメルマガでの情報発信

５ マイナビ出版発行の雑誌「Web Designing」やWebメディア「WD Online」等
のオリジナル記事、編集部制作コンテンツを公開



5

メディアコンセプト

発注社と受託社がお互いを理解し、
対等な関係性でプロジェクトチームをつくる

年々、デジタルを活用したビジネス展開の必要性が高まっている中、Webサイトやアプリの制作需要も高まってきています。
しかしその半面、Webサイト単体における制作費の相場は下降傾向にあり、さらには制作会社をはじめとする受託社は時間

的にも人的にもコストの割に合わない仕事をしなければいけない、ということが起きています。また、発注社も委託先の選
定にあたり、「どんな会社があるのかわからない」という担当者も多く、選定した受託先が果たして自社の課題解決・目標
を達成してくれるのか、安心して任せられるのかという不安を抱えています。

このようなことが起こってしまうのは、「発注社の受託社に対する理解不足」「発注社と受託社の上下関係」「受発注の不
均衡」など、発注社と受託社の適切な関係性が構築されてないことに起因するのではないでしょうか。
これからご紹介する「つなweB」は、発注社（需要）と受託社（供給）が最適化（健全化）したチームを作り、発注社が抱
えている諸問題を解決しながら、お互いが納得できる最良の成果を出す手助けをするプラットフォームです。

また、このサイトはWeb Designing編集部が運営します。
Web制作業界を「第三者の目」で20年以上見つめてきた編集部だからこそできる
「最適なパートナーと出会える場」を作ります。

このプラットフォームを機能させることで、Web制作業界の活性化・地位向上に寄与していきたいと思います。

Web Designing編集長 / つなweb編集長 岡謙治
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メディアプロフィール

媒体名 ：つなweB（つなうぇぶ）
掲載社数 ：約1,700社
掲載事例数：約600点

メディアデータ
月間PV                            ：4,000PV
月間UU                           ：1,300UU
月間記事本数 ：約20～30本掲載

メルマガ（登録企業宛）：毎月28日配信
メルマガ（ユーザー宛）：不定期配信
アクセス状況 ：PC70％、SP30％

SNSデータ（Web Designing）
Facebook（@wdmag） ：8,000人
Twitter（@WD_editors）：15,000人

※データ、ユーザー数：2021年8月実績
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つなweB 6つの特長

日本全国の1700社を網羅した

「Web制作会社データベース」

Point１ Point２ Point３

Point４ Point５ Point６

Webサイト制作会社やWebコンサルティング会社、代
理店からフリーランスの方まで登録いただけます。
つなweBなら案件に必要な技術を持つ協業候補も見つ
けることができ、同業他社との交流のきっかけも作る
ことが可能です。

所在地や得意分野で検索できる

「会社検索」

グラフィックデザイン、アニメーション、
映像制作、マーケティング、コンサルティング
等、貴社の設定した受注可能分野から検索して
もらうことで、精度の高いマッチングが可能で
す。

豊富なキーワード検索できる

「事例検索」

コーポレートサイト、プロモーション、アプリ、
SNS、採用等、施策毎にジャンルタグを付ける
ことが可能です。具体的な過去の事例を参考に
発注企業の選定に利用されています。

注目企業にインタビューした

「タイアップ記事」

20年来、Web業界誌を作り続けてきたWeb Designing編
集部が直接取材を行い、記事を作成します。
制作会社は自社の強み、最近の案件、制作のこだわりな
どをより具体的に全国にアピールすることができます。

Web業界の最新情報を発信する

「メールマガジン」

ご登録いただいた方にはつなweBをご利用いた
だく上で役立つ情報、他の掲載企業・事例を知
る機会になるような情報をお届けします。

Web Designing、WD onlineの
「記事転載」

「つなweB」に公開された情報はWeb Designing
およびWeb媒体『WD Online』において、取材記
事や会社紹介など、貴社の情報が優先的に掲載さ
れるようになります。

詳しくはP12～13へ 詳しくはP14へ 詳しくはP15へ

詳しくはP18～20へ 詳しくはP23～24へ
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想定利用者（ターゲット）

全国の1,700社の制作会社と、Web制作を希望する企業がアクセスします

・ Webサイト構築
運営業務責任者/担当者

・ 広告マーケティング担当者
・ PR業務担当者
・ 経営者、役員
・ 営業/販促担当者
・ カスタマーサポート担当者
・ 自営業／独立事業者

発注企業の理想・・・

・制作会社選定においてミスマッチを防ぎたい
・余計なコストを掛けずに予算内で最適な効果を
上げていきたい

日本全国に数ある企業は、既存のビジネスに危
機感を持ちWeb（IT）に新たな活路を見出そう
としています。しかし、どのようにしたらいい
のか、どんな委託先に相談したらいいのか分か
らないという担当者が多くいます。

閲覧者
（発注企業）

・Web制作会社
・企業などの社内Web制作部門
・Web制作個人
・ITコンサル会社
・データアナリスト
・広告代理店

制作会社の理想・・・

・発注社と対等で長くてよい関係が築きたい
・発注者と信頼できる関係を作ることで、
自社の強みを活かし継続的な受注を確保したい

制作会社はWeb制作１案件に対する単価もますま

す下がってきている現状で、より安定した収益を
得るため、長く継続できる案件・クライアントを
求めています。
また、クライアントにある程度のITの知識を持っ
てもらえると仕事もしやすくなります。

登録者
（制作会社）



9

つなweB登録企業（Web制作会社）への訴求について

自社ページの更新や他社の動向チェックだけでなく、Web Designing編集部が

更新する豊富な記事コンテンツを読んだり、イベントやセミナー情報のチェック
のため、制作会社は日々つなweBにアクセスしています。

情報感度が高く、業界を最前線でリードする制作会社を中心とした

良質なユーザーへのリーチが可能です。
つなweBを通して広告主様や広告主様のコンテンツに触れることで見込み客の
態度変容を促します。

Web制作業界を20年以上見つめてきた編集部だからこそできる確かな
知識と経験で、広告主様の商材・サービスをしっかりと紹介しアピールします。

※メニューの詳細はP18以降のページをご覧ください。

全国の1,700社の制作会社に向けて、
商材・サービス・イベントの認知拡大＆興味関心度を高めることができます！

つなweB登録者

バナー タイアップメルマガ

ベンダー企業様（広告主様）

動画制作

マンガ制作
etc
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つなweBとWeb Designingメディアとの関係

雑誌・書籍・Webと連携した幅広い

媒体が培ったユーザーとの信頼関係
を基に、広告主様の訴求内容を違和
感なくユーザーに届けます

「つなweB」に公開された情報は雑誌『Web Designing』および
Web Designing 公式Web媒体『WD Online』において、取材記事や会社
紹介などが優先的に掲載されます。

雑誌・書籍・Webを連携させたメディア展開でより多くのリード獲得を
お手伝いします。

※見本誌が必要な方は以下よりお気軽にお問い合わせください。
広告メディアガイド（https://pub.mynavi.jp/ad/）

【偶数月定期刊行・Web Designing】

【年1回発行・Web制作会社年鑑】

【WD Online】
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広告ガイド



安心と信頼の担保
20年もの間Web業界を見つめてきた「Web Designing」が運営するサービスに自社名が載ることで
信頼の担保につながります。

自社の特徴を理解してもらった上での受注
発注者は「つなweB」上で自社の得意とする技術、分野を知った上で発注するかどうかを検討でき、
受託者は無理な注文を受けなければならなくなるといった問題の発生が軽減されます。

制作会社間の交流・協業候補が全国規模で見つかる
現在、制作会社は自社単体で案件を手がけるほかに、複数の会社が得意分野を担当する協業体制を
とること多くなっています。「つなweB」なら、案件に必要な技術を持つ協業候補なども見つける
ことができ、同業社との交流・意見交換のきっかけも作ることができます。
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PRメニュー① 「Web制作会社データベース」への掲載

企業情報や制作事例をPRする「Web制作会社データベース」に掲載できます。

Webに関する悩みを持つ方、Web関連の仕事を依頼したい方が企業情報や事例を見て問い合わせができるため、
掲載することで新規受注や受注増加に繋がげることができます。

1

2

3
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【PC版掲載イメージ】 【スマホ版掲載イメージ】

PRメニュー① 「Web制作会社データベース」

新規登録 無償

事例枠追加購入 3枠 50,000円（税抜）

検索時の上位固定表示 有り（詳細はP16へ）

デバイス PC・SP

掲載期間 無し

更新料 無し

掲載料金

① ② ③

※ 一度購入いただいた事例枠は本サービスが続く限り使用可能です
※ 掲載情報は随時、更新可能です
※ 掲載する画像、テキストは貴社でご用意ください
※ 掲載する画像、テキストの使用許諾は貴社でお取りください
※ 一定期間更新がなかった場合や、当社が不適切と判断した場合など、

当社の判断で事例を非表示にすることがございます
※ 掲載ページのPV数、UU数はお出ししておりません

③

②

①

よりたくさんの事例を掲載いただくことで検索にもヒットしやすくなり、多くの人の目に触れる機会が増えていきます。
事例掲載は貴社の技術やクオリティの高さをPRするのに最も効果的です。
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PRメニュー① 「Web制作会社データベース」への掲載

会社情報に掲載できること

基本情報

企業ロゴ画像

会社名

取り扱い業務

企業イメージ画像

企業説明文

住所

URL

組織形態（任意）

代表者名（任意）

連絡先（TEL、FAX、Mail）

資本金（任意）

スタッフ数（任意）

受注金額の目安（任意）

検索フリーワード

W
e
b
サ
イ
ト
制
作
関
連

Webデザイン

モバイル・スマートフォン

UXデザイン

マークアップ（HTML/CSSなど）

制作ディレクション

アートディレクション

Webサイト設計

Webサイト（SNS含）管理・運用・保守

ECサイト構築

ECサイト管理・運営（代行）

Webサイト制作(バックエンド)

CMS開発・構築・運用

データベース構築

ネットワーク構築・保守・運用

サーバ構築（ホスティング・レンタルサーバ）

サーバ構築（ASP・クラウド）

プログラミング

システム開発

セキュリティ

得意分野としてタグ設定できる“取り扱い業務”

コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
関
連

コンテンツ企画・制作

ライティング・コピーネーミング

編集・校正

写真撮影

映像制作

グラフィックデザイン（2D・3D）

アニメーション

イラスト

ロゴ

コンサルティング

Web戦略/企画

ブランディング

プロモーション

EC・ネットショップ戦略

SEO

SNS

ゲーム

AI

AR/VR

【会社情報ページの掲載イメージ】

“取り扱い業務”を詳細に記入することできるため、発注企業とのミスマッチを防ぐことが可能です。



サ
イ
ト
制
作
の
目
的

認知拡大

集客up

売上向上

業務効率化

コミュニティ形成

顧客満足度向上

商品、サービス開発

サポート

採用

W
e
b
施
策
の
種
類
・
役
割

コーポレート

プロモーション

キャンペーン

ブランディング

EC

商品紹介

オウンドメディア

業務システム・サポート

アプリ

SNS

インバウンド・グローバル

BtoB ・BtoC
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PRメニュー① 「Web制作会社データベース」への掲載

事例情報に掲載できること
“事例情報”を詳細に記入することできるため、発注企業とのミスマッチを防ぐことが可能です。

掲載可能内容

事例タイトル

事例の概要（300字以内）

事例画像（1事例につき最大10枚）

事例URL

クライアント名（任意）

着手から納品までの期間（任意）

公開日（任意）

事例担当者名（任意）

製作費の目安

クライアントの業種（任意）

Web 施策の種類・役割（任意）

サイト制作の目的（任意）

制作物のテイスト（任意）

検索フリーワード

【事例ページの掲載イメージ】

事例一つ一つにこれだけの
情報をタグ付けすることが
できるため、貴社の強みを
具体的にアピールすること
ができます！
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PRメニュー① 「Web制作会社データベース」への掲載

オプションメニューA「メンテナンス代行」

※ 掲載する画像、テキストは貴社でご用意ください
※ 掲載する画像、テキストの使用許諾は貴社でお取りください
※ 掲載ページのPV数、UU数はお出ししておりません
※ その他、ご要望があればお気軽にご相談ください

契約期間 １ヶ月毎

依頼価格（3事例まで） 30,000円（税抜）

依頼価格（4事例以降1枠につき） 10,000円（税抜）

依頼回数制限 無し

会社情報、掲載事例などの登録情報の修正・更新を代行します。
すでに登録いただいた会社情報や事例のメンテナンス（画像のトリミングやテキストの校正、掲載設定まで）を全て弊社が代行しておこないます。
お忙しい場合にも弊社にご依頼いただくことでスムーズに更新作業を行うことが可能です。

つなのweBのトップページでは会社情報や事例情報の更新があった企業をPickupして掲載しているため、更新頻度の高い会社ほどユーザーの目に触れる
機会が多くなるなど、つなweB内での効果的なページの設定方法や使い方をご提案させていただきます。
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PRメニュー① 「Web制作会社データベース」への掲載

オプションメニューB「誘導強化」

契約期間 4週間

掲載枠数 3枠セット

定価 150,000円（税抜）

①想定インプレッション 1000imp /月

②③想定インプレッション 1200imp /月

トップページと検索結果ページに貴社情報を最上位に表示することができます。

記事や検索結果の目立つ場所に必ず掲載されるため、
確実に人の目に止まる確率が上がり、より多くの
ユーザーに貴社の情報を発信することができます！

①トップページ ②制作会社検索結果 ③事例検索結果

※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
※空き枠状況はお問い合わせください
※表示する事例ページや会社ページは制作会社様に作成いただきます
※ページ内に広告表記を記載いたします
例：「[PR]提供：（出稿企業社名）」
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PRメニュー② 「タイアップ記事」の掲載

タイプ①“会社紹介”記事

会社のポリシーや社員の顔ぶれ、社内の雰囲気など
を取材します。社員の方やオフィスのお写真、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。

タイプ②“事例紹介”記事

ひと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
うことで、貴社の技術力や企画力を具体的に
アピールすることができます。

多様な視点から企画取材をおこない記事にします

制作会社様の会社情報や事例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、技術力の高さをアピールするため、
編集部が取材し、インタビュー形式の記事にまとめます。
またその他ツール等のサービスベンダー様には、つなweBを利用するWeb制作会社や発注企業へ訴求したいサービスや製品の紹介記事をつなweB編集部が作成しま
す。サービスの導入事例や特長などを深く訴求することが可能です。

タイプ③“サービス紹介”記事

具体的なサービス内容をピックアップして取材いた
します。他社のサービスにはない強みや効果的な使
用方法などをアピールすることができます。
編集部が実際に使用するレビュー・検証記事などの
フォーマットも可能です。

EC

ウェビナー

CMS
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PRメニュー② 「タイアップ記事」の掲載

制作料金 ①②③ともに 400,000円（税抜）

文字数 約3,000字

取材
首都圏1回まで
（遠方の場合、別途交通費請求）（オンライン可・※要相談）

校正回数 2回まで

制作期間 4週間程度

広告表記 有り「PR」「企画協力」など

1ヶ月の想定PV数 100PV

二次利用（テキスト・画像） 別途購入で使用可 ※要相談

記事誘導枠 有り（詳細はP19へ）

※二次利用では、制作したテキストや画像を、貴社のツールやコンテンツとして活用いただけます。（ウェブサイトやチラシ等）
納品方法・料金などは別途ご相談ください
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PRメニュー② 「タイアップ記事」の掲載

タイアップ記事誘導枠（誘導期間：1週間保証）

☆ 期間中、トップページとHot Topics一覧ページの最上部に
タイアップ記事への誘導リンクを上位に固定設置します

☆ 制作会社と事例の検索結果ページ
の上部に記事への誘導リンクを
設置します

①トップページ
③制作会社検索結果

④事例検索結果

②Topics一覧ページ

※期間中トップページのHot Topics内に上位表示し、その後は更新順に切り替わります。空き状況はお問い合わせください
※タイトルに広告表記を記載いたします 例：「[PR] 提供：（出稿企業社名）」

☆ Web Designing の Facebook 、
Twitterアカウントで記事について
投稿します（SNS 各 1 回保証）

Twitter 1.5万フォロワー
Facebook 8000人

タイアップ記事はつなweB内の様々なページに設置された専用枠から読者を誘導します。サイト内で記事閲覧を行う読者にコンテンツとして発信します。
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PRメニュー③ バナー掲載A（トップページ）

※広告原稿の背景が白地の場合は、外枠線を付けてください
※PC版、SP版で掲載サイズが異なりますので、2タイプご用意ください
※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
※空き枠状況はお問い合わせください
※サイト利用者が不快に感じる文章や画像、過度な値引き表記が含まれた場合修正をお願いすることがございます
※レポートは配信後5営業日以降に提出いたします

定価 100,000円（税抜）

掲載期間 4週間（月曜日 正午開始）

掲載位置 トップページ（https://tsunaweb.book.mynavi.jp/tsunaweb/）

入稿サイズ（PC） 728×90pix

入稿サイズ（SP） 320×50pix

リンク先 任意

画像形式 Jpeg・png（動画・ループ不可）

想定imp数 1,000imp

想定CTR数 4％

レポート内容 PV、UU、CTR数（PC,SPの合算値）

申込締め切り 掲載開始日の10営業日前まで

入稿締め切り 掲載開始日の5営業日前まで

つなweBのトップページに任意のバナーを掲載します。来訪者がまず目にする場所になりますので、効果的に貴社の情報をPRすることができます。
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PRメニュー③ バナー掲載B（Topicsページ）

※広告原稿の背景が白地の場合は、外枠線を付けてください
※PC版、SP版は掲載サイズは共通です
※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
※空き枠状況はお問い合わせください
※サイト利用者が不快に感じる文章や画像、過度な値引き表記が含まれた場合修正をお願いすることがございます
※レポートは配信後5営業日以降に提出いたします

定価 100,000円（税抜）

掲載期間 4週間（月曜日 正午開始）

掲載位置 Topicsカテゴリ内のすべての記事ページ

入稿サイズ（PC・SP） 300×250pix

リンク先 任意

画像形式 Jpeg・png（動画・ループ不可）

想定imp数 2,000imp

想定CTR数 1.5％

レポート内容 PV、UU、CTR数（PC,SPの合算値）

申込締め切り 掲載開始日の10営業日前まで

入稿締め切り 掲載開始日の5営業日前まで

つなweBのTopics（記事ページ）に任意のバナーを掲載します。
インタビュー記事、編集部ブログ、イベント告知、Tips等のすべてのページにバナーが掲載されるため、効果的に貴社の情報をPRすることができます。
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PRメニュー④ メルマガ配信（定期配信号）

定価 150,000円（税抜）

配信数 約1,700通

配信日 毎月28日※土日祝の場合は前営業日

文字数（タイトル） タイトル：29文字以内、本文150字以内

リンク先 任意

画像形式 Jpeg・png（動画・ループ不可）

画像サイズ 580x380pix

平均開封率 33%

想定CTR数 2％

申込締め切り 掲載開始日の10営業日前まで

入稿締め切り 掲載開始日の5営業日前まで

入稿先アドレス mnp-ad-mail@mynavi.jp

『つなマガ』は、つなweB編集部が注目する企業や事例の紹介や、最新情報等の良質なコンテンツをつなweBユーザーに向けて月に1回配信しています。
1,700社のユーザーに向けて、セミナー・展示会の集客、キャンペーン告知、新製品・サービスの案内など、幅広く皆さまのマーケティング活動にお役立てください。

■掲載規定
・テキスト、画像は貴社でご用意ください。
・メール本文内に原稿を直接記入せず、テキストエディタで作成した原稿をファイル添付してご入稿ください。
・タイトルに「PR」表記を必須で入れさせていただきます。

■注意事項
※ 配信日の変更はできかねますのでご了承ください
※ 年齢/性別/役職/地域でのセグメントはございません
※ サイト利用者が不快に感じる文章や画像、過度な値引き表記が含まれた場合、修正をお願いすることがございます
※ 入稿遅延の場合、掲載開始日・掲載日を変更させていただくことがございます
※ 掲載申し込みについての解約・申し込み変更においては弊社承諾を得ない限り認められません

解約・取り消しには次のキャンセル料が発生致します。掲載開始日の前日/当日100％、15日前60％、20日前40％
（お申込みの解約・取り消しの連絡が土日祝日の場合、翌営業日を基準日時とさせていただきます。）

自由なフォーマットで貴社の
情報だけに特化した
特別号外配信も承ります！
是非ご相談ください。
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PRメニュー④ メルマガ配信 進行スケジュール

①お申込み ②ご入稿 ③原稿審査 ④配信

担当営業からお送りする
申込書にご捺印、ご返送
をもって申し込み完了と
なります。

指定のアドレスまで
原稿データを送付ください。
ご入稿は配信日の
5営業日前を必須とします。

弊社で審査・設定を
おこないます。

掲載原稿に不備があった場合
修正していただくことが
ございます。

つなweB登録会社へ向け
配信いたします。

※ 掲載日の
10日営業日前

※ 掲載日の
5日営業日前

※ ご入稿から
2～3営業日程度

※ 毎月28日
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その他のPRメニュー

タイアップ記事だけでなく貴社の商品・サービス特性に合せて、
幅広いコンテンツ制作、つなweBへの掲載をご提案します！

3

動画制作
（1本15分 40万～）

Web Designing掲載記事の
転載（1本10万～）

21

イラスト・マンガ制作
（40万～）

※制作したコンテンツの2次利用も承ります、お気軽にご相談ください

【Web Designing掲載】

【つなweBへ】
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問い合わせ・入稿先

お問合せ
つなweB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。必ず事前に掲載可否のご確認をお願い致します。
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。

マイナビ出版広告サイト
http://pub.mynavi.jp/ad/

バナー枠およびメールマガジン広告の広告枠仮押さえ
広告枠の仮押さえをすることができます。
詳しくは各営業もしくは下記お問い合わせアドレスにE-mailにてお問い合わせください。
その際は広告主様名、広告メニューおよび掲載希望期日などをあわせてお願いします。
在庫状況を確認後、営業担当より受領メールを返信致しますのでお申込をお願いします。

マイナビ出版 総合企画部
電話番号 ： 03-3556-2732
メールアドレス： ad@mynavi.jp

広告原稿の入稿
入稿規定は下記のURLからご確認いただくことができます。こちらのご確認・ご了承をいた
だいた後、各種バナー・メールマガジンの規定に沿った原稿を入稿締切日までに、E-mail
に添付してご入稿ください。受領後、営業担当ないし進行担当よりご返信いたします。万
が一原稿規定にそぐわない場合もその旨ご返信申しあげます。
なお、入稿締切日を過ぎたご入稿の場合は、広告掲載期間の保証は致し兼ねますことを予
めご了承ください。

※ 入稿の際には弊社営業担当者をccに入れてメールをお送りください

入稿窓口
バナー入稿 ：mnp-ad-banner@mynavi.jp
メルマガ入稿 ：mnp-ad-mail@mynavi.jp

掲載レポート
バナー広告：掲載終了後5営業日以降に、日毎のインプレッション数、クリック数およびクリエイティ
ブ別のインプレッション数、クリック数を報告いたします。

メール広告：クリック数は計測はございません。
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広告掲載にかかわる免責事項／注意事項

●停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インフラその他サーバー等のシステム不具合、緊急メンテナンスの発生など弊社の責に帰すべき
事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、弊社はその責を問われないものとし、当該履行については、
当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。

●広告掲載初日及び広告内容の変更日の午前0時から午前12時までの間は広告掲載試験時間とし、当該試験時間内の不具合について、弊社は免責されるものとします。
広告掲載および変更日は営業日とし、休日および祭日の対応はできかねます。

●リンク先URLに接続できない場合には掲載を開始できかねます。また、掲載中にリンク先URLに接続できない状態になった際には掲載を停止することがあります。

●バナーやメール等の広告クリエイティブ内に「ナンバー1」「世界初」「当社だけ」などの最大級・絶対的表現を使用する際は、表示の根拠となる出典もしくは、
調査機関名を当該クリエイティブ・ランディングページへ明記下さい。

●バナー広告には、『会社名』か『ブランド名・商品名・サービス名のいずれかのロゴマーク』、または『「提供：○○」という表記』を
視認可能な大きさで表示してください。

●ブラウザの仕様などのユーザー環境により想定通り表示されない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
Internet Explorer 7以上、Firefox最新バージョン、Google Chrome最新バージョン以外のブラウザをご利用の場合、一部、正しく動作しない可能性がございます。

●あらかじめ掲載される内容はチェックさせていただきますが、本広告のご利用における事故・トラブルに関して、弊社では一切の責任を負いかねます。

●期間保証型の広告メニューは露出回数を保証するものではございません。

●掲載レポートは配信後、５営業日以降のご提出となります。速報値レポートが必要な場合は別途費用で対応いたします。

●ご掲載いただいた広告を事例として紹介させていただく場合がございます。

●掲載申し込みについての解約・申し込み変更においては弊社承諾を得ない限り認められません。解約・取り消しには下記のキャンセル料が発生致します。
掲載開始日の前日/当日100％、15日前60％、20日前40％（お申込みの解約・取り消しが土日祝日の場合翌営業日の日時となります。）
なお各期限前のキャンセルであっても、業務の進行状況により、相当の実費を請求させていただく場合があります。

●広告主の業種や広告内容による競合（同載）調整は行いません。
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