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○ 発売予定日 :  2023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336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。

2022年度版に続き、『Web制作会社年鑑 2023』が4月に発売予定です。コロナ禍により

生活やビジネスが一変し、新たな時代に突入する2023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
　・各制作会社を得意な施策ごとに分類したインデックス

　・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

『Web制作会社年鑑 2023』の特長

『Web制作会社年鑑 2023』誌面レイアウトサンプル
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コンサルティング グローバル グラフィック

EC 商品開発・販促

システム開発

プロモーション

ブランディング

マーケティング

動画制作 調査・分析

SNS施策コンテンツ制作 アプリ開発

株式会社マイナビ出版

https://pub.mynavi.jp/

東京都

株式会社マイナビ出版は、2015年10月1日、株式会社マイナビの出版事業

本部を分社化し、設立されました。マイナビの出版事業本部が長年にわたっ

て培ってきた出版物には、コンピュータ・IT関連の雑誌や書籍、将棋雑誌、将

棋・囲碁書籍、生活実用書籍、スポーツ書籍、さらに学生や転職希望者の就職

活動を応援する書籍、新書、文庫などがあります。株式会社イードと連携し、

パズル雑誌の販売も行っています。

マイナビ出版株式会社
https://pub.mynavi.jp/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

Mac Fan｜マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/macfan/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読みたいかた
ちで。マイナビ出版は、新しい時代の、新しいタイプの総合出
版社をめざします。

Web制作会社年鑑2021 | マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=121808
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読みたいかた
ちで。マイナビ出版は、新しい時代の、新しいタイプの総合出
版社をめざします。

WD ONLINE
https://book.mynavi.jp/wdonline/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

『Web制作会社年鑑 2023』刊行概要

『Web制作会社年鑑 2023』カバーイメージ
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■ 募集内容
・2022年1月～2022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。

・「つなweB」へのお申し込み・ご登録（無料）いただけること。

・エントリーガイドに記載されている利用規約、説明・注意事項へ同意いただけること。

■ 募集締切　2022年12月16日（金）23時59分

■ 掲載プラン
「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。各プラン」について、詳しくは次ページ以降をご覧ください。

■ 応募方法
・「つなweB」へご登録（無料）、ログインのうえお申し込みください

・詳しくは次ページ以降、ならびに下記URLをご覧ください。

『Web制作会社年鑑 2023』への掲載申し込み、最新情報は

https://book.mynavi.jp/webpro2023/

『Web制作会社年鑑 2023』募集概要

『Web制作会社年鑑 2023』カバーイメージ

ご応募のキャンセルは2022年12月20日（火）昼12時まで
掲載申し込み、掲載内容、画像やレイアウトなど、ご不明な点、ご心配応募をキャンセルされる場
合、上記期限までに弊社総合企画部  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。

募集締切12月16日金曜日
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■ 『Web制作会社年鑑 2023』の新企画
○ 巻頭取材プランに新企画記事！
サイトそのものの機能、UI／UX、能力に注目した『制作サイト紹

介プラン』を新設し、3つのプランをご用意しました。

○ 巻頭に「○○○のトレンド2023」
ご選択いただいた分野ごとに、編集部がセレクトした制作会社様

に2023のトレンドについてコメントいただきます。

○ 会社情報をもっと魅力的にする
　 「○○○のここがすごい！」（希望者のみ無償掲載）
会社情報欄を拡張し、各制作会社の強みをさらに効果的にアピー

ルするための「囲み記事」を掲載できるようになりました。

詳しくはP8「『Web制作会社年鑑 2023』の新企画」をご覧ください。

■ 昨年に引き続き、下記にもご留意ください
○ 最新の掲載申し込み・応募方法
・「つなweB」へのご登録（無料）が必要です。

・入稿フォームは、締め切り日時、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

・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、外部のオ

ンラインストレージサービス（2023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）。

○ 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「つなweB」をはじめとした弊社Webサービスに掲載され

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。

以前お申し込みいただいたことのある方へ

募集締切12月16日金曜日

ご不明な点は編集部、または弊社担当者がご説明いたします
掲載申し込み、掲載内容、画像やレイアウトなど、ご不明な点、ご心配
な点は、編集部（webprobook@mynavi.jp）、または弊社担当者へ
お問い合わせください。個別にご説明いたします。

「制作サイト紹介プラン」掲載イメージ
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株式会社マイナビ出版採用サイト
http://www.mynavi.co.jp/ 事業の繋がりを

アイコンで視覚化

　ベースメントと言えば、長年の実績や抜

群の開発力が際立ちますが、それらを生み

出し支える社員の育成や投資にも、業界最

高水準で力を入れている会社です。象徴的

なのが、福利厚生はじめ社員を完全バック

アップする保障体制です。例えば、住宅補

助制度。徒歩・自転車通勤圏内への転居に

は契約金（敷金・礼金）、更新費を会社が負

担。年棒の5％分の住宅手当ても支給し、

ベースメントの8割以上の社員が近隣に在

住するほど社内でも好評の制度です。開発

案件を抱えるベースメントだからこそ、コ

ロナ禍に設備の整う会社へ行きやすい環境

を提供する意味は大きいのです（希望者は

いつでもリモート対応OK）。

　また、給料の一部を掛け金にする私的年

金制度「選択制確定拠出年金（401K）制度」

も採用。勤続年数（3年、5年、7年、10年）

に応じた功労賞も設定（10万円～最大50

万円）し、流動性の高い業界で社員が安心

して長く働ける制度が充実した職場です。

　新卒採用にも積極的で、毎年複数人が

入社。有望な若手社員は実務を抱えなが

ら技術五輪全国大会に2年連続で出場し、

2021年第59回「ウェブデザイン」職種競

技で敢闘賞受賞者も輩出しました。

「自社事業を通じて公共性の高いサービス

を開発したり、ナショナルクライアントの

案件を大切に手がけるなど、幅広くやりが

いのある業務環境が提供できるのも、私た

ちの強みです。制作部門は2年前から役員

制度や役職を全撤廃し、フラットな組織構

造に変えたので、大きな案件に新卒など若

手メンバーも積極的に参画できます。組織

内の新陳代謝の著しさこそ、今日のベース

メントを支えています」（北村さん）　ベー

スメントと言えば、長年の実績や抜群の開

発力が際立ちますが、それらを生み出し支

える社員の育成や投資にも、業界最高水準

で力を入れている会社です。象徴的なのが、

福利厚生はじめ社員を完全バックアップす

る保障体制です。例えば、住宅補助制度。

徒歩・自転車通勤圏内への転居には契約金

（敷金・礼金）、更新費を会社が負担。年棒

の5％分の住宅手当ても支給し、ベースメ

ントの8割以上の社員が近隣に在住するほ

ど社内でも好評の制度です。開発案件を抱

えるベースメントだからこそ、コロナ禍に

設備の整う会社へ行きやすい環境を提供す

る意味は大きいのです（希望者はいつでも

リモート対応OK）。

　また、給料の一部を掛け金にする私的年

金制度「選択制確定拠出年金（401K）制度」

も採用。勤続年数（3年、5年、7年、10年）

に応じた功労賞も設定（10万円～最大50

万円）し、流動性の高い業界で社員が安心

して長く働ける制度が充実した職場です。

　新卒採用にも積極的で、毎年複数人が

入社。有望な若手社員は実務を抱えなが

ら技術五輪全国大会に2年連続で出場し、

2021年第59回「ウェブデザイン」職種競

技で敢闘賞受賞者も輩出しました。

「自社事業を通じて公共性の高いサービス

を開発したり、ナショナルクライアントの

案件を大切に手がけるなど、幅広くやりが

いのある業務環境が提供できる。

このサイトがすごい！

イーストクリエイティブの

企業文化を理解してもらい、新規事業を担う
応募者を増やしたい

アクセスの度に
メインコピーが
ランダムに切り替わる

PCではカーソルの
クリックで進むが、
モバイルでは見出しが
一覧できる

情報更新に
ヘッドレスCMSを採用
Jamstackのノウハウを
存分に発揮

コンセプトや課題解決の作戦、
使用している技術、自社のアピール
したいポイントを表す箇所など

コンセプトや課題解決の作戦、
使用している技術、自社のアピール
したいポイントを表す箇所など

コンセプトや課題解決の作戦、
使用している技術、自社のアピール
したいポイントを表す箇所など

コンセプトや課題解決の作戦、
使用している技術、自社のアピール
したいポイントを表す箇所など

クライアント：マイナビ出版
CD：五十嵐正憲／AD：佐藤実／PH:黒田彰／W:原明日香

企業文化を理解してもらい、新規事業を担う
応募者を増やしたい

課題

POINT1

サイト構成図

サイト作成のプロセスがわかる資料など

サイトともに仕立てた施策（紙媒体・プロダクトなど）

POINT1

POINT1

トップページ

会社情報

会社情報

事業内容

解決策・方針

トップページ

採用情報

事業内容

メッセージ

社員紹介

会社情報

「○○○のトレンド2023」掲載イメージ 「○○○のここがすごい！」掲載イメージ
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マーケティングのトレンド 2023

株式会社TAM …………………………………………… 064

他にも→  コンサルティング  EC  

株式会社トルク …………………………………………… 072

他にも→  ブランディング  システム開発  

INI株式会社 ……………………………………………… 142

他にも→  コンサルティング  システム開発  

株式会社ポテンシャルユナイテッド ……………………… 268

他にも→  ブランディング  コンテンツ制作  
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他にも→  コンサルティング  EC  

株式会社トルク …………………………………………… 072

他にも→  ブランディング  システム開発  
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他にも→  コンサルティング  システム開発  

株式会社ポテンシャルユナイテッド ……………………… 268

他にも→  ブランディング  コンテンツ制作  

● マーケティングに強い！ MARKETING

北は北海道から南は沖縄まで 海外も含む 、日本全国のWeb 制作会社・団体 総数約1,350 社 の連絡先、主な実績、 己紹介文といっ

た情報をリスト形式で掲 します。ここに掲 されているWeb 制作会社・団体の情報は、日本全国“つながる”Web 制作会社ナビ「つなweB」 

https://tsunaweb.book.mynavi.jp/ に

北は北海道から南は沖縄まで 海外も含む 、日本全国のWeb 制

作会社・団体 総数約1,350 社 の連絡先、主な実績、 己紹介

文といった情報をリスト形式で掲します。ここに掲 されているWeb 

制作会社・団体の情報は、日本全国“つながる”Web 制作会社

ナビ「つなweB」 https://tsunaweb.book.mynavi.jp/ に日本全国

のWeb 制作会社・団体 総数約1,350 社 の連絡先、主な実績、 

己紹介文といった情報をリスト形式で掲 します。ここに掲 されて

いるWeb 制作会社・団体の情報は、日本全国“つながる”Web 

制作会社ナビ「つなweB」 https://tsunaweb.book.mynavi.jp/ 

に情報をリスト形式で掲 します。

教えて
くれたのは

株式会社マイナビ」
https://pub.mynavi.jp/

関根聖二さん
マイナビ代表

関根聖二さん
マイナビ代表

2023年のポイントはココだ！

●パーソナライズに拍車がかかる

●Googleアナリティクス4で激変

●囲い込みが加速する

●ダイナミックコンテント

●ヘッドレス
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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

株式会社マイナビ

https://pub.mynavi.jp/
東京都渋谷区

マイナビは、Webビジネスで成功するために必要なすべてのサービスをワ

ンストップ・ワンチームで提供できるソリューションカンパニーです。業界

トップクラスの高い評価を得る明確なメソッド、28年を超える豊富な実績

とノウハウにより「成果の出る」Webサイト構築を実現します。

ゲーム

バッファロー
https://www.buffalo.jp/

東急ホテルズ
https://www.tokyuhotels.co.jp/

「エイトザタラソ」ぷるん髪実感RTキャンペーン
http://eightthethalasso.jp/campaign/twcp1910/

業種：製造 ジャンル：化粧品 目的：キャンペーンサイト　新ブランドの発売
に合わせて実施。参加の敷居が低いRTキャンペーンでターゲット層へのリーチを
最大化。

「ほしい！」で当たる「BOTANICAL ESTHEで新習慣」Twitterキャンペーン
http://botanicalesthe.jp/campaign/twcp1904/
既存ブランドのクチコミを促進する「欲しいツイートキャンペーン」。商品の売上
も増加しました。

●グループ会社で施策・分野のプロが在籍
●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○

○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○

○○○○○○○○●○○○

●グループ会社で施策・分野のプロが在籍
●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○

○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○

○○○○○○○○●○○○

●グループ会社で施策・分野のプロが在籍
●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○

○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○

○○○○○○○○●○○○

●過去のピカイチ事例
●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○
○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○
○○○○○○○○●○○○

マイナビのここがすごい！
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『Web制作会社年鑑 2023』への掲載申し込みは、下記手順にて受け付けております。

Step 1.    「つなweB」へお申し込み・ご登録（無料）ください。

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

 つなweBご登録済みの方は、登録内容を確認・更新のうえ、Step 2へ。

Step 2.   『Web制作会社年鑑 2023』へお申し込みください。

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

 上記URLからの掲載申し込みには、つなweBへのログインが必要です。

 掲載プランやページ数などをご選択いただきます。

 掲載申し込み後に自動送信されるメールを必ずご確認ください。

Step 3.  掲載用のテキスト、制作実績のキャプチャ画像、御社ロゴ画像、ご希望のレイア

ウト（指定掲載プランのみ）をご用意ください。

Step 4.  『Web制作会社年鑑』入稿フォーム（URLは掲載申し込み後に自動送信された

メールに記載されています）、へ進み、掲載内容をお送りください。入稿フォーム

は締め切り日時、もしくは「入稿する」（入稿内容の確定）まで、期間中いつでも編

集・修正できます。

Step 5,  つなweb登録内容の確認・更新、入稿フォームへの

入力が済み次第、「入稿する」（入稿確定）を押して

いただけば、お申し込み完了です。募集締め切り12

月16日（金）23時59分までに、入稿確定をお願い

いたします。

掲載に必要な項目、ご準備いただく素材、入稿フォームのご案内は次ページ以降をご覧くだ

さい。ご不明な点は編集部 webprobook@mynavi.jp へご相談ください。

応募方法

Webビジネス・制作の現場課題を
解決に導く専門メディア

「つなweB」は、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です。
https://tsunaweb.book.mynavi.jp/

募集締切12月16日金曜日

会社情報の一部は、つなweB登録情報を引用します
誌面に掲載されるURL、所在都道府県は、締め切り時の「つなweB」登録情報から
引用し誌面に掲載します。入稿フォームから掲載内容をお送りいただく前に、つな
weB登録情報の更新・確認をお願いいたします。
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公募掲載プランのご案内

選考の基準について
選考は、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。

1ページ掲載イメージ
（公募掲載プラン／指定掲載プラン1P）
『Web制作会社年鑑 2023』 レイアウト参考例

042  WD Year Book 2023 WD Year Book 2023  043

コンサルティング グローバル グラフィック

EC 商品開発・販促

システム開発

プロモーション

ブランディング

マーケティング

動画制作 調査・分析

SNS施策コンテンツ制作 アプリ開発

コンサルティング グローバル グラフィック

EC 商品開発・販促

システム開発

プロモーション

ブランディング

マーケティング

動画制作 調査・分析

SNS施策コンテンツ制作 アプリ開発

株式会社マイナビ出版

https://pub.mynavi.jp/

株式会社マイナビ出版は、2015年10月1日、株式会社マイナビの出版事業

本部を分社化し、設立されました。マイナビの出版事業本部が長年にわたっ

て培ってきた出版物には、コンピュータ・IT関連の雑誌や書籍、将棋雑誌、将

棋・囲碁書籍、生活実用書籍、スポーツ書籍、さらに学生や転職希望者の就職

活動を応援する書籍、新書、文庫などがあります。株式会社イードと連携し、

パズル雑誌の販売も行っています。

東京都

株式会社マイナビ出版

https://pub.mynavi.jp/

株式会社マイナビ出版は、2015年10月1日、株式会社マイナビの出版事業

本部を分社化し、設立されました。マイナビの出版事業本部が長年にわたっ

て培ってきた出版物には、コンピュータ・IT関連の雑誌や書籍、将棋雑誌、将

棋・囲碁書籍、生活実用書籍、スポーツ書籍、さらに学生や転職希望者の就職

活動を応援する書籍、新書、文庫などがあります。株式会社イードと連携し、

パズル雑誌の販売も行っています。

東京都

コンサルティンググローバル グラフィック

EC商品開発・販促

システム開発

プロモーション

ブランディング

マーケティング

動画制作 調査・分析

SNS施策コンテンツ制作 アプリ開発

WD ONLINE
https://book.mynavi.jp/wdonline/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読みたいかた
ちで。マイナビ出版は、新しい時代の、新しいタイプの総合出
版社をめざします。

Web制作会社年鑑2021 | マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=121808
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読みたいかた
ちで。マイナビ出版は、新しい時代の、新しいタイプの総合出
版社をめざします。

Web制作会社年鑑2021 | マイナビブックス
https : / /book.mynav i . jp /ec /products /deta i l /
id=121808
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

マイナビ出版株式会社
https://pub.mynavi.jp/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

Mac Fan｜マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/macfan/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

WD ONLINE
https://book.mynavi.jp/wdonline/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

『Web制作会社年鑑』では、公募形式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ページでの

掲載となります。

掲載にあたり、一切の費用は発生いたしません。

（一部有償オプションもご選択いただけますが、お申し出がない限

り費用はかかりません）

掲載団体はさまざまな観点を考慮のうえで編集部が選考いたしま

す。法人や個人、クライアントや制作費の大小、有名・無名といった

点は問いません。どうぞふるってご応募ください。

なお公募掲載プランには毎年多数のご応募をいただき、年にもより

ますが掲載倍率は数倍～10倍ほどです。確実な掲載をご希望の方

は、指定掲載プランをご選択ください。
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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。

○ 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。

○ 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）。

■ 編集部制作の取材記事による3つの巻頭取材プランをご用意
サイトそのものの機能、UI／UX、能力に注目した『制作サイト紹介プラン』、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記

事化する「会社紹介プラン」「課題解決プロセス紹介プラン」（旧事例紹介プラン）など、

3つの巻頭取材プラン（オプション／有償）をご用意しています。

■ 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。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。

■ 指定掲載プランの料金

※ 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のご発注ページ数を基準に有償・無償を判別します（巻頭取材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、かつ巻頭取材プランをご発注の場合、巻頭取材プランの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、巻頭取材プランを含め『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。
※巻頭取材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。

※価格はすべて税抜き価格
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ご不明な点は編集部、または弊社担当者がご説明いたします
掲載申し込み、掲載内容、画像やレイアウトなど、ご不明な点、ご心配な点は、編集部
（webprobook@mynavi.jp）、または弊社担当者へお問い合わせください。個別にご説明いた
します。

■ 巻頭に「○○○のトレンド2023」
ご選択いただいた「得意分野」ごとに、編集

部がセレクトした制作会社様に2023のト

レンドについてコメントいただき、巻頭の

得意分野インデックスで第一人者として

ご紹介します（編集部企画／無償）。

■ 会社情報をもっと魅力的にする
　 「○○○のここがすごい！」
会社情報欄を拡張し、各制作会社の強み

をさらに効果的にアピールできる「囲み

記事」を掲載できるようになりました。よ

り具体的なソリューションの紹介や、スク

ショやビジュアルでは伝えにくかったセー

ルスポイントの訴求にご活用ください（指

定掲載2ページ以上で掲載の方のみ、囲み

記事の掲載は任意／無償）。

「制作サイト紹介プラン」掲載イメージ

096  WD Year Book 2023 WD Year Book 2023  097

株式会社マイナビ出版採用サイト
http://www.mynavi.co.jp/ 事業の繋がりを

アイコンで視覚化

　ベースメントと言えば、長年の実績や抜

群の開発力が際立ちますが、それらを生み

出し支える社員の育成や投資にも、業界最

高水準で力を入れている会社です。象徴的

なのが、福利厚生はじめ社員を完全バック

アップする保障体制です。例えば、住宅補

助制度。徒歩・自転車通勤圏内への転居に

は契約金（敷金・礼金）、更新費を会社が負

担。年棒の5％分の住宅手当ても支給し、

ベースメントの8割以上の社員が近隣に在

住するほど社内でも好評の制度です。開発

案件を抱えるベースメントだからこそ、コ

ロナ禍に設備の整う会社へ行きやすい環境

を提供する意味は大きいのです（希望者は

いつでもリモート対応OK）。

　また、給料の一部を掛け金にする私的年

金制度「選択制確定拠出年金（401K）制度」

も採用。勤続年数（3年、5年、7年、10年）

に応じた功労賞も設定（10万円～最大50

万円）し、流動性の高い業界で社員が安心

して長く働ける制度が充実した職場です。

　新卒採用にも積極的で、毎年複数人が

入社。有望な若手社員は実務を抱えなが

ら技術五輪全国大会に2年連続で出場し、

2021年第59回「ウェブデザイン」職種競

技で敢闘賞受賞者も輩出しました。

「自社事業を通じて公共性の高いサービス

を開発したり、ナショナルクライアントの

案件を大切に手がけるなど、幅広くやりが

いのある業務環境が提供できるのも、私た

ちの強みです。制作部門は2年前から役員

制度や役職を全撤廃し、フラットな組織構

造に変えたので、大きな案件に新卒など若

手メンバーも積極的に参画できます。組織

内の新陳代謝の著しさこそ、今日のベース

メントを支えています」（北村さん）　ベー

スメントと言えば、長年の実績や抜群の開

発力が際立ちますが、それらを生み出し支

える社員の育成や投資にも、業界最高水準

で力を入れている会社です。象徴的なのが、

福利厚生はじめ社員を完全バックアップす

る保障体制です。例えば、住宅補助制度。

徒歩・自転車通勤圏内への転居には契約金

（敷金・礼金）、更新費を会社が負担。年棒

の5％分の住宅手当ても支給し、ベースメ

ントの8割以上の社員が近隣に在住するほ

ど社内でも好評の制度です。開発案件を抱

えるベースメントだからこそ、コロナ禍に

設備の整う会社へ行きやすい環境を提供す

る意味は大きいのです（希望者はいつでも

リモート対応OK）。

　また、給料の一部を掛け金にする私的年

金制度「選択制確定拠出年金（401K）制度」

も採用。勤続年数（3年、5年、7年、10年）

に応じた功労賞も設定（10万円～最大50

万円）し、流動性の高い業界で社員が安心

して長く働ける制度が充実した職場です。

　新卒採用にも積極的で、毎年複数人が

入社。有望な若手社員は実務を抱えなが

ら技術五輪全国大会に2年連続で出場し、

2021年第59回「ウェブデザイン」職種競

技で敢闘賞受賞者も輩出しました。

「自社事業を通じて公共性の高いサービス

を開発したり、ナショナルクライアントの

案件を大切に手がけるなど、幅広くやりが

いのある業務環境が提供できる。

このサイトがすごい！

イーストクリエイティブの

企業文化を理解してもらい、新規事業を担う
応募者を増やしたい

アクセスの度に
メインコピーが
ランダムに切り替わる

PCではカーソルの
クリックで進むが、
モバイルでは見出しが
一覧できる

情報更新に
ヘッドレスCMSを採用
Jamstackのノウハウを
存分に発揮

コンセプトや課題解決の作戦、
使用している技術、自社のアピール
したいポイントを表す箇所など

コンセプトや課題解決の作戦、
使用している技術、自社のアピール
したいポイントを表す箇所など

コンセプトや課題解決の作戦、
使用している技術、自社のアピール
したいポイントを表す箇所など

コンセプトや課題解決の作戦、
使用している技術、自社のアピール
したいポイントを表す箇所など

クライアント：マイナビ出版
CD：五十嵐正憲／AD：佐藤実／PH:黒田彰／W:原明日香

企業文化を理解してもらい、新規事業を担う
応募者を増やしたい

課題

POINT1

サイト構成図

サイト作成のプロセスがわかる資料など

サイトともに仕立てた施策（紙媒体・プロダクトなど）

POINT1

POINT1

トップページ

会社情報

会社情報

事業内容

解決策・方針

トップページ

採用情報

事業内容

メッセージ

社員紹介

会社情報

「○○○のトレンド2023」掲載イメージ 「○○○のここがすごい！」掲載イメージ
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マーケティングのトレンド 2023

株式会社TAM …………………………………………… 064

他にも→  コンサルティング  EC  

株式会社トルク …………………………………………… 072

他にも→  ブランディング  システム開発  

INI株式会社 ……………………………………………… 142

他にも→  コンサルティング  システム開発  

株式会社ポテンシャルユナイテッド ……………………… 268

他にも→  ブランディング  コンテンツ制作  

株式会社TAM …………………………………………… 064

他にも→  コンサルティング  EC  

株式会社トルク …………………………………………… 072

他にも→  ブランディング  システム開発  

INI株式会社 ……………………………………………… 142

他にも→  コンサルティング  システム開発  

株式会社ポテンシャルユナイテッド ……………………… 268

他にも→  ブランディング  コンテンツ制作  

● マーケティングに強い！ MARKETING

北は北海道から南は沖縄まで 海外も含む 、日本全国のWeb 制作会社・団体 総数約1,350 社 の連絡先、主な実績、 己紹介文といっ

た情報をリスト形式で掲 します。ここに掲 されているWeb 制作会社・団体の情報は、日本全国“つながる”Web 制作会社ナビ「つなweB」 

https://tsunaweb.book.mynavi.jp/ に

北は北海道から南は沖縄まで 海外も含む 、日本全国のWeb 制

作会社・団体 総数約1,350 社 の連絡先、主な実績、 己紹介

文といった情報をリスト形式で掲します。ここに掲 されているWeb 

制作会社・団体の情報は、日本全国“つながる”Web 制作会社

ナビ「つなweB」 https://tsunaweb.book.mynavi.jp/ に日本全国

のWeb 制作会社・団体 総数約1,350 社 の連絡先、主な実績、 

己紹介文といった情報をリスト形式で掲 します。ここに掲 されて

いるWeb 制作会社・団体の情報は、日本全国“つながる”Web 

制作会社ナビ「つなweB」 https://tsunaweb.book.mynavi.jp/ 

に情報をリスト形式で掲 します。

教えて
くれたのは

株式会社マイナビ」
https://pub.mynavi.jp/

関根聖二さん
マイナビ代表

関根聖二さん
マイナビ代表

2023年のポイントはココだ！

●パーソナライズに拍車がかかる

●Googleアナリティクス4で激変

●囲い込みが加速する

●ダイナミックコンテント

●ヘッドレス
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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

株式会社マイナビ

https://pub.mynavi.jp/
東京都渋谷区

マイナビは、Webビジネスで成功するために必要なすべてのサービスをワ

ンストップ・ワンチームで提供できるソリューションカンパニーです。業界

トップクラスの高い評価を得る明確なメソッド、28年を超える豊富な実績

とノウハウにより「成果の出る」Webサイト構築を実現します。

ゲーム

バッファロー
https://www.buffalo.jp/

東急ホテルズ
https://www.tokyuhotels.co.jp/

「エイトザタラソ」ぷるん髪実感RTキャンペーン
http://eightthethalasso.jp/campaign/twcp1910/

業種：製造 ジャンル：化粧品 目的：キャンペーンサイト　新ブランドの発売
に合わせて実施。参加の敷居が低いRTキャンペーンでターゲット層へのリーチを
最大化。

「ほしい！」で当たる「BOTANICAL ESTHEで新習慣」Twitterキャンペーン
http://botanicalesthe.jp/campaign/twcp1904/
既存ブランドのクチコミを促進する「欲しいツイートキャンペーン」。商品の売上
も増加しました。

●グループ会社で施策・分野のプロが在籍
●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○

○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○

○○○○○○○○●○○○

●グループ会社で施策・分野のプロが在籍
●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○

○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○

○○○○○○○○●○○○

●グループ会社で施策・分野のプロが在籍
●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○

○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○

○○○○○○○○●○○○

●過去のピカイチ事例
●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○
○○○○●○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○
○○○○○○○○●○○○

マイナビのここがすごい！

『Web制作会社年鑑 2023』の新企画

■ 巻頭取材プランに新企画記事！
サイトそのものの機能、UI／UX、能力に

注目した『制作サイト紹介プラン』を新設

し、「会社紹介プラン」「課題解決プロセス

紹介プラン」（旧事例紹介プラン）など、3

つの巻頭取材プランをご用意しました。

巻頭取材プランにご興味をお持ちの方は、

編集部、もしくは担当者にお問い合わせく

ださい。各制作会社様のアピールしたいポ

イント、に合わせて柔軟なご提案をいたし

ます（指定掲載プランをお申し込みの方の

みの有償オプションです）。
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『Web制作会社年鑑 2023』掲載用のテキスト、画像、ご希望のレイアウト

（指定掲載プランのみ）などをご用意ください。

ご用意いただけましたら、入稿フォーム（URLは掲載申し込み後に自動送

信されたメールに記載されています）から掲載内容をお送りください。

■ 掲載団体名

○ 【必須】掲載団体名　○ 【必須】掲載団体名読みがな

■ 得意ジャンル

○ 【必須】得意ジャンル　○ 【必須】最も得意とするジャンル
○ 2番めに得意とするジャンル　○ 3番めに得意とするジャンル

コンサルティング マーケティング ブランディング

プロモーション システム開発 コンテンツ制作

動画制作 アプリ開発 調査・分析

SNS施策 グローバル EC

グラフィック 商品開発・販促

複数選択可、選択数の制限はありません。

会社情報の一部は、つなweB登録情報を引用します
誌面に掲載されるURL、所在都道府県は、締め切り時の「つなweB」登録情報
から引用し誌面に掲載します。入稿フォームから掲載内容をお送りいただく前
に、つなweB登録情報の更新・確認をお願いいたします。

『Web制作会社年鑑』入稿フォーム
（URLは掲載申し込み後に自動送信されたメールに記載）

入稿フォーム／掲載内容のご案内

見出し周り掲載例（『Web制作会社年鑑 2023』 レイアウト参考例

040  WD Year Book 2023 WD Year Book 2023  041

コンサルティング グローバル グラフィック

EC 商品開発・販促

システム開発

プロモーション

ブランディング

マーケティング

動画制作 調査・分析

SNS施策コンテンツ制作 アプリ開発

株式会社マイナビ出版

https://pub.mynavi.jp/

東京都

株式会社マイナビ出版は、2015年10月1日、株式会社マイナビの出版事業

本部を分社化し、設立されました。マイナビの出版事業本部が長年にわたっ

て培ってきた出版物には、コンピュータ・IT関連の雑誌や書籍、将棋雑誌、将

棋・囲碁書籍、生活実用書籍、スポーツ書籍、さらに学生や転職希望者の就職

活動を応援する書籍、新書、文庫などがあります。株式会社イードと連携し、

パズル雑誌の販売も行っています。

マイナビ出版株式会社
https://pub.mynavi.jp/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

Mac Fan｜マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/macfan/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。

マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読みたいかた
ちで。マイナビ出版は、新しい時代の、新しいタイプの総合出
版社をめざします。

Web制作会社年鑑2021 | マイナビブックス
https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=121808
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読みたいかた
ちで。マイナビ出版は、新しい時代の、新しいタイプの総合出
版社をめざします。

WD ONLINE
https://book.mynavi.jp/wdonline/
いつでも、どこでも、誰にでも、知りたいことを、読
みたいかたちで。マイナビ出版は、新しい時代の、
新しいタイプの総合出版社をめざします。
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■ ポートフォリオ（制作実績）
1ページあたり2案件～最大9案件を目処に、掲載するポートフォ

リオをご用意ください。

○ 業種　最も該当するものをご選択ください
メーカー　流通・小売・その他商業　農・林・水産・鉱　　

建設・住宅・その他工事　不動産・リース

旅行・レジャー・宿泊・エンターテインメント

サービス（生活関連・その他）　　金融・保険　

IT・ソフトウェア・情報通信　学校・教育・研究・文化施設　　

専門サービス（コンサルティング・会計・法律・調査など）

医療・福祉　飲食　交通・運輸　広告・メディア・Web・デザイン

電気・ガス・水道　　官公庁・自治体関連　　各種法人・団体・他

○ Web施策の種類役割　最も該当するものをご選択ください
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

採用　EC　商品紹介（カタログ含）　サポート　オウンドメディア

業務システム　アプリ（Webアプリ）　SNS

インバウンド・グローバル　BtoC　BtoB

○ サイトの制作目的　最も該当するものをご選択ください
認知拡大　集客UP　売上向上　業務効率化　サポート

コミュニティ形成　顧客満足度向上　商品・サービス開発　採用

○ 制作実績タイトル／サイト名
実績の名称、クライアント名とサイト名、などをご記入ください。

○ 制作サイトのURL

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
制作した実績に関するコメントをお書きください。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。

○ 画像ファイル名
掲載する画像のファイル名をご記入ください。

■ 掲載用画像について
掲載用画像をご用意いただくにあたり、サイズ、画質、ファイル

フォーマットなどにご留意ください。ご用意いただいた内容によっ

ては印刷時に荒れる、ボケる可能性がございます。

入稿フォームにアップロードできるファイル容量は最大300MB

です。ファイル容量が制限を超える場合、御社サーバ、もしくは

オンラインストレージサービスなどへアップロードのうえ、入稿

フォームの「編集部への通信欄」にてURLをお知らせください。

○ 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

・PNGやPSDなど高画質な画像ファイルをお送りください

・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

○ 団体ロゴ画像
・Illustrator（.ai）やPSD、PNGなどのファイルをご送付ください

オンラインストレージサービス有効期限の設定にご注意ください
URLの有効期限を無期限、もしくは2023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16日（金）の
募集締め切り後にダウンロードいたします。

スマホ向けサイト画像について
『Web制作会社年鑑』ではスマホ向けサイトの画像は「スマホへのは
め込み合成無し」での掲載を基本としています。
はめ込み合成済み画像での掲載をご希望の場合、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。

ご不明な点は編集部、または弊社担当者がご説明いたします
掲載申し込み、掲載内容、画像やレイアウトなど、ご不明な点、ご心配
な点は、編集部（webprobook@mynavi.jp）、または弊社担当者へ
お問い合わせください。個別にご説明いたします。
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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。

○ 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」
基本的にご登録いただいた制作実績の順にレイアウトいたします。

各制作実積の大小など簡単なご要望であれば「編集部への通信欄」

にて承ります。

「ラフ／おおまかな希望レイアウトを編集部に送る」
手書きラフ、おおまかな配置のわかる資料などをお送りください。

下記URLにテンプレートをご用意しています。

■ 自社紹介文

○ 自社紹介文（ポートフォリオ掲載用）
全角換算200文字ほどでご記入ください。『Web制作会社年鑑』

基本フォーマットでは、「強制改行」「装飾目的の記号」などは無し

とし、一文での掲載としています。

○ 自社紹介文（巻末制作会社リスト用）
『Web制作会社年鑑 2023』の巻末に掲載される「全国制作会社リ

スト」用の自社紹介文を全角換算100文字ほどでご用意ください。

■ 編集部への通信欄
編集部へのご希望、レイアウトに関するご要望などがあればご記入

ください。「素材ファイル」が300MBを超える場合は別途アップ

ロードのうえ、ダウンロード用URLをお知らせください。

ラフ／おおまかな希望レイアウト作成用テンプレート ダウンロード用URL

1ページ用テンプレート : https://tsunaweb.book.mynavi.jp/tsunaweb/files/user/webpro/WDlayout2023_B1P.ai.zip

2ページ用テンプレート : https://tsunaweb.book.mynavi.jp/tsunaweb/files/user/webpro/WDlayout2023_C2P.ai.zip

4ページ以上用テンプレート : https://tsunaweb.book.mynavi.jp/tsunaweb/files/user/webpro/WDlayout2023_D4P.zip

応募から刊行までのスケジュール

2022年12月16日（金）23時59分
掲載申し込み、レイアウト希望締め切り

 

2022年12月～2023年1月
編集部による応募内容の整理／確認

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。
 掲載が決まった方にのみ、結果をお知らせします。

指定掲載プランでお申し込みの場合
1月中　 　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月末 　お振込締め切り。
 　誌面掲載内容の修正／校正の最終受付け。

2月中旬 　巻末「全国Web制作会社リスト」掲載団体決定
2月下旬 　誌面掲載団体、掲載内容の最終決定。
3月下旬 　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

ご不明な点は編集部、または弊社担当者がご説明いたします
掲載申し込み、掲載内容、画像やレイアウトなど、ご不明な点、ご心配
な点は、編集部（webprobook@mynavi.jp）、または弊社担当者へ
お問い合わせください。個別にご説明いたします。


