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株式会社 JDN｜2022年10月

JDNは1997年創刊
おかげさまで25周年
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株式会社JDNについて

https://jobs.japandesign.ne.jphttps://compe.japandesign.ne.jp

空間づくりのプロフェッショナルである株式会社丹青社の社内新規事業として、インターネットビジネス黎明期の
1997年に立ち上げた「Japan Design Net」から現在の事業をスタートしました。
デザインに関する情報をインターネットメディアで発信してきた、デザイン情報サイト「JDN」は、本年2022年に創
刊25周年を迎えます。またメディア事業のほか、コンテストの企画実施を支援しています。デザインとビジネスを結
び、笑顔と元気を拡げていくことを目指し、これからもお客さまの課題解決に取り組んでいきます。

“デザイン”をキーワードに、国内
外の最新情報や、注目のデザイナ
ー紹介、インタビュー、イベント
情報など、あらゆる角度からデザ
インに関する情報を発信。

デザイン情報サイト「JDN」

デザインする人・デザインに関わ
る人のための求人情報サイト。デ
ザインやクリエイティブに関わる
業界・業種の求職者と、企業をつ
なぐ「場」を提供。

求人情報サイト
「デザインのお仕事」

コンテスト情報サイト
「登竜門」

日本から参加できるコンテスト情
報を網羅。年間2,000件以上のコ
ンテスト情報を紹介する、日本最
大級のコンテスト情報サイト。

https://www.japandesign.ne.jp
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https://school.japandesign.ne.jp

クリエイティブを学び、
将来を考える

「デザインノトビラ」

デザイン・クリエイティブを学び、
将来を考えたい人のための情報サ
イト。学校情報の掲載をはじめ、
オープンキャンパスや卒業制作展
の開催情報など、進学先を決める
参考となる情報を発信。



デザイン情報サイト「JDN」
https://www.japandesign.ne.jp

媒体名 :JDN
ユーザー数 :11万／月（2021年）
ページビュー:28万／月（2021年）

【年代】・18歳～24歳 19.3%     

【性別】・男性 51.2%                 

ユーザー属性

“デザイン”をキーワードに、国内外の最新情報や、注目のデザイナー紹介、インタビュー、イベント

情報など、あらゆる角度からデザインに関する情報を発信しています。企業、自治体、デザイナーに

よる新しい取り組みや、クリエイティブマインドを刺激するデザイン情報を、日々ユーザーにお届け

しています。デザインやものづくりに込められた背景を記事を通して伝えることで、デザイナーやマ

ーケティング・PR担当に向けて、企業やプロジェクト、商品が持つ魅力を訴求します。

■つくる、使う、考える人のデザイン情報サイト「JDN」

・45歳～54歳 13.0% 

・55歳～64歳 6.7% ・65歳～ 4.0%

14,991 いいね!
（2022年3月時点）

16,119 フォロワー
（2022年3月時点）

・35歳～44歳 23.4%

・25歳～34歳 33.4%

・女性 48.8%
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「JDN」ユーザー属性 職種

2021年11月読者調査より (n=302)

グラフィックデザイナー・エディトリアルデザイナー
建築家・空間デザイナー（非住宅系10％／住宅系18％）
プロダクトデザイナー・家具デザイナー
WEBデザイナー・UI／UXデザイナー
その他デザイナー

■デザイナー内訳

38%
28%
16%
15%
3%

36%

44%

13%
10%

■マーケティング・PR内訳

企画・マーケティング
広報・PR
広告宣伝

73%
20%
7%

ユーザーの半数以上が、デザイナー・クリエイティブ職。さまざまな分野で活躍するデザイナーが注目しています。
デザインを発注・検討する立場にあるマーケティング・PR担当の方にもご覧いただいております。

経理・人事・総務・事務
教育（教師・講師）
接客・販売・サービス
研究・開発・技術
営業
その他

26%
13%
7%
5%
5%

44%

■その他内訳

デザイナー

クリエ
イティブ職

33%
その他
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マーケティング
・PR

■クリエイティブ職内訳

ディレクター・プロデューサー
イラストレーター
ITエンジニア・SE
編集・ライター
アーティスト
映像制作
その他

23%
15%
15%
13%
10%
8%

16%

(n=133)

(n=39) (n=30)

(n=100)



広告・PR・メディア
家具・インテリア・生活用品
不動産・建設・設備
IT・通信・インターネット
内装・ディスプレイ
自動車・機械・電機

出版・印刷
教育関連
エンターテインメント・ゲーム
ファッション・アパレル
公共サービス

映像・アニメーション
美容・化粧品
食品
その他

14%
12%
12%
9%
8%
7%

7%
4%
3%
3%
3%

1%
1%
1%

18%

「JDN」ユーザー属性 業種

2021年11月読者調査より (n=302)

クリエイティブを必要とする業種、幅広い業種のデザインリテラシーのある高感度層にご覧いただいています。
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「JDN」ユーザー属性 目的・頻度

2021年11月読者調査より (n=302)

デザイン業務に活かす情報を得るため
趣味や余暇に活かす情報を得るため
デザインを切り口に社会の動きを知るため
デザインを事業・経営に生かす情報を得るため
デザインの発注に活かす情報を得るため
デザインを教育に活かす情報を得るため

JDNに訪れる目的

38%
25%
21%
8%
4%
4%

毎日
週に4～6日
週に2～3日
週に1日
月に数日
月に1回以下

10%
11%
22%
24%
23%
11%

媒体閲覧頻度

38%

25%

10%

11%

15%

ユーザーの目的の約4割は「デザイン業務に活かす情報を得る」こと。
また、週1回以上訪れるリピーターが多いことも特徴です。

デザイン業務
に活かすため

趣味や余暇

毎日

週4～6日

週2～3日
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社会の動き
を知るため

21%

22%
週1日

23%
月に数日

11%

月に
1回
以下



「JDN」のこんなコンテンツが人気です!

インタビュー 第一線で活躍するデザイナー・クリエイターから、
これからの活躍が期待される新世代まで、編集部が
注目する人物にインタビュー。

注目のデザイナー デザインディレクター桐山登士樹が、旬のデザイナーを
セレクトする「桐山登士樹が選ぶ 注目のデザイナー」。
これまでに270組以上のデザイナーを紹介。

空間デザイン事例 商業空間、公共空間、文化空間、住空間など、ユニーク
な空間事例について担当者のコメントとともにデザイン
コンセプトを紹介。

デザインニュース アート、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、
建築、映像・写真、メディアデザイン、ファッション、
エンターテインメント、ライフスタイルなど…旬の話題
をほぼ毎日発信。
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「JDN」広告プラン

タイアップ広告 スペシャルバナー広告 バナー広告

掲載費用 10万円、50万円、80万円～
※プランによって異なります

50万円
（グロス価格）

30万円
（グロス価格）

露出見込 1,500～6,000PV／4週
※インタビュープランの場合

40,000～47,000imp 42,000～60,000imp

掲載期間 1年間は必ずアーカイブ 4週間／露出100%、1枠掲載
4週間／露出20%、1枠掲載

※空き枠状況により
2週間／露出40%での設定も可能

掲載場所 トップページ誘導枠
Twitter/Facebookより誘導

トップページ上部のみ
（スライド直下）

トップページ（上段）＋
下層ページ（上段）

※「JDN」「デザインのお仕事」「登竜門」連携したタイアップ広告も展開可能です。詳細はP.38をご覧ください。
9



中川ケミカル CSデザイン賞

https://www.japandesign.ne.jp/interview/cs-designaward-21th-student

中川ケミカルが開発するカッティングシートを活
用したアワード「CSデザイン賞」。学生賞の金賞
を受賞したデザインチームのインタビュー。

さまざまな企業や団体のお取り組みを「デザイン」の切り口で紹介しています。企業のブランディングやリクルーティング、
製品やサービス、プロジェクトの認知向上、イベントの参加促進、デザイン系学校の入学促進などの目的でご利用いただいています。

＜注意事項＞
掲載形態はJDNの記事仕様となります。記事広告の意図・方向性を確認の上作成し、仮掲載をご確認
いただき、校了後の公開となります。タイトル、コピーなど記事内の表現について、ご希望はお受け
できますが、JDN編集部の判断で変更をご相談させていただくことがございます。

制作日程目安
取材:掲載4週前 校正提出:掲載1週前 校了:掲載1営業日前

「JDN」広告プラン  タイアップ広告（1）インタビュー

アクセス誘導
＜SNS・メールマガジン＞
・メールマガジン「DESIGN WEEKLY」

（水曜日配信）
・Twitter／Facebookで情報発信

＜媒体内＞
・トップページ スライド 1週保証
・「RECOMMEND」2週保証
・「LATEST」掲出
・「INTERVIEW」インデックスにアーカイブ

※媒体費、誘導枠はグロス価格、制作費はネット価格です
※2ページ（1ページ3,500～4,000文字程度）の基本料金です
※記事の転載や二次利用は掲載費用の20%～です
※ヒアリング後、最適なチームを編成し、企画提案します
※インタビュー取材・撮影込み
※コーディネート、遠方での取材、特急制作、映像制作などは別途お見積り

アクセス実績値
1,500～6,000PV／4週
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります
※数値はお約束するものではありません

80万円（税別）～
掲載費用

内訳／媒体費+誘導（60万円）、
制作費（20万円～）

https://www.japandesign.ne.jp/interview/if-design-project

茨城県が2018年にスタートさせた「if design 
project 」。フィールドワークやWSを通して、
地元企業の課題解決に挑むプロジェクト。

株式会社リビタ if design project Vectorworks活用事例 × タイトー

https://www.japandesign.ne.jp/interview/taito-vw-1

CADツール『Vectorworks』の活用事例を紹介する連
載。アミューズメント施設の企画や運営を行う、株式
会社タイトー担当者インタビュー。

凸版印刷 デザインシンクタンク「C-lab.」

https://www.japandesign.ne.jp/interview/toppan-c-lab-1

凸版印刷の建装材事業が進める、デザインシンクタ
ンク「C-lab」。事業部の紹介と、空間演出を手掛
ける方向けのセミナーの案内。

[インタビュー事例]

※祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆時期は特別進行
※掲載までの日程は、校正確認により前後いたします。
※取材から掲載まで、4週以内での掲載の場合は、特急料金をいただきます。
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佐藤新宿ルミネ館内に展示するアート作品を募集する公
募企画「LUMINE meets ART AWARD 」。グランプリ
のインタビューとともに、展示された6作品をご紹介。

デザインやアート、クリエイティブに関する展示イベントやトークイベントのレポート記事を作成いたします。
イベントなどの来場促進やリアルタイムでは参加できなかった方にも活動を伝え、アーカイブとしてご活用いただいています。

＜注意事項＞
掲載形態はJDNの記事仕様となります。記事広告の意図・方向性を確認の上作成し、仮掲載をご確認
いただき、校了後の公開となります。タイトル、コピーなど記事内の表現について、ご希望はお受け
できますが、JDN編集部の判断で変更をご相談させていただくことがございます。

制作日程目安
取材:掲載4週前 校正提出:掲載1週前 校了:掲載1営業日前

「JDN」広告プラン  タイアップ広告（2）レポート

アクセス実績値
1,000～3,000PV／4週
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります
※数値はお約束するものではありません

50万円（税別）～
掲載費用

内訳／媒体費+誘導（30万円）
制作費（20万円～）

https://www.japandesign.ne.jp/report/lmaa-2019-2020

LUMINE meets ART AWARD

たばこと塩の博物館 丹青社×アンリアレイジ

https://www.japandesign.ne.jp/report/tabashio-poster

ポスターやたばこのパッケージを通して、印刷技術
の歴史を振り返る展示「たば塩コレクションに見る
ポスター黄金時代」の紹介。

https://www.japandesign.ne.jp/report/tanseisha-anrealage-talk

新たなファッション空間体験をテーマとして行われたト
ークセッションをレポート。記事内では、対談の様子が
見られる動画もあわせて紹介している。

[レポート事例]

※媒体費、誘導枠はグロス価格、制作費はネット価格です
※1ページ（1ページ3,500～4,000文字程度）の基本料金です
※記事の転載や二次利用は掲載費用の20%～です
※ヒアリング後、最適なチームを編成し、企画提案します
※インタビュー取材・撮影込み
※コーディネート、遠方での取材、特急制作、映像制作などは別途お見積り

※祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆時期は特別進行
※掲載までの日程は、校正確認の進捗により前後いたします。
※取材から掲載まで、4週以内での掲載の場合は、特急料金をいただきます。

アクセス誘導
＜SNS・メールマガジン＞
・メールマガジン「DESIGN WEEKLY」
（水曜日配信）

・Twitter／Facebookで情報発信

＜媒体内＞
・「RECOMMEND」2週保証
・「LATEST」掲出
・「REPORT」インデックスにアーカイブ
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LIFULL DESIGN

https://www.japandesign.ne.jp/report/lifulldesginevent

デザインポートフォリオサイト「LIFULL DESIGN」
のローンチイベント「視点のセッション」。異分野の
クリエイターたちのトークイベントをレポート。



ロフトワークが主催する、地域を牽引するデザイン
経営企業となることを目指し、実施されるプログラ
ム「Dcraft デザイン経営リーダーズゼミ」の紹介。

奈良市に開業した、株式会社中川政七商店、初の複
合商業施設「鹿猿狐ビルヂング」。設計を手がける
のは内藤廣氏。オープンに先がけた情報を紹介。

イベント告知、新製品や施設オープン発表、サービスのローンチ情報など、デザインにまつわる旬なトピックを紹介します。

＜注意事項＞
掲載形態はJDNの記事仕様となります。記事広告の意図・方向性を確認の上作成し、仮掲載をご確認
いただき、校了後の公開となります。タイトル、コピーなど記事内の表現について、ご希望はお受け
できますが、JDN編集部の判断で変更をご相談させていただくことがございます。

制作日程目安
制作開始:掲載3営業日前 校正提出:掲載2営業日前 校了:掲載1営業日前

「JDN」広告プラン  タイアップ広告（3）ニュース

※媒体費、誘導枠はネット価格です
※プレスリリース、画像データ（推奨サイズ1200px×800px以上）を基に作成します
※取材、コーディネート、撮影、特急制作などは別途お見積り

アクセス実績値
300～1,000PV／4週
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります
※数値はお約束するものではありません

10万円（税別）
掲載費用

内訳／媒体費（10万円）

[ニュース事例]

デザイナーの多数派意見も確認できる、アナライザーサ
イト「マジョリティマーケティング」が運営開始。新商
品・新サービスの発売前に売れ行き予測ができる。

https://www.japandesign.ne.jp/news/2021/01/57651

アティック 「マジョリティマーケティング」 コクヨデザインアワード2021

https://www.japandesign.ne.jp/news/2021/03/58375

商品デザインのアイデアコンペ「コクヨデザインアワ
ード2021」。同コンペの最終審査会・受賞作品発
表・審査員トークショーの情報を紹介。

ロフトワーク「Dcraft」 中川政七商店 「鹿猿狐ビルヂング」

https://www.japandesign.ne.jp/news/2021/02/58172https://www.japandesign.ne.jp/news/2021/02/58160

※祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆時期は特別進行

アクセス誘導
＜SNS・メールマガジン＞
・メールマガジン「DESIGN WEEKLY」
（水曜日配信）

・Twitter／Facebookで情報発信

＜媒体内＞
・「LATEST」掲出
・「NEWS」インデックスにアーカイブ
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マンガの巨匠たちが集った、伝説のアパート「トキ
ワ荘」。丹青社が設計を手がけ、当時の様子のまま
にマンガミュージアムとして生まれ変わった。

デジタルデザインを中心とした事業を行うデザイン
＆テックカンパニー「FOURIDIGIT（フォーデジッ
ト）」のコーポレートサイト。

製品やプロダクト、建築・内装インテリアの空間事例、ブランディング・パッケージ・Webサイトなどの広告事例を、
ビジュアルとテキストでご紹介します。コンセプトや開発秘話などを伝え、その背景にあるストーリーを掘り下げます。

＜注意事項＞
掲載形態はJDNの記事仕様となります。記事広告の意図・方向性を確認の上作成し、仮掲載をご確認
いただき、校了後の公開となります。タイトル、コピーなどの記事内の表現について、ご希望はお受
けできますが、JDN編集部の判断で変更をご相談させていただくことがございます。

制作日程目安
制作開始:掲載2週前 校正提出:掲載1週前 校了:掲載1営業日前

「JDN」広告プラン  タイアップ広告（4）ピックアップ

※媒体費、誘導枠はグロス価格です
※1ページ（画像最大9枚程度）の基本料金です
※プレスリリース、画像データ（推奨サイズ1200px×800px）を基に作成します
※取材、コーディネート、撮影などは別途お見積り
※別途JDNバナーB（2週間10万円～）のオプションあり

アクセス実績値
1,000PV～／4週
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります
※数値はお約束するものではありません

20万円（税別）
掲載費用

内訳／媒体費+誘導（20万円）

[ピックアップ事例]

アロマ製品の開発から香りのある空間までトータル
に提供する香りの専門ブランド「アットアロマ」よ
り発売のネブライザー式ディフューザー「orb」。

https://www.japandesign.ne.jp/products/2020/11/56602

モノとコト アットアロマ「orb」 モノとコト TONON「the river collection」

https://www.japandesign.ne.jp/products/2020/08/54958

イタリアの家具ブランド「TONON」から発売さ
れた、新シリーズ「the river collection」。彫刻
的な形状が特徴の家具シリーズ。

空間事例 丹青社「トキワ壮ミュージアム」 広告事例 FOURIDIGITホームページ

https://www.japandesign.ne.jp/advertising/fourdigit-20th-special-sitehttps://www.japandesign.ne.jp/space/tokiwasomm

※祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆時期は特別進行

アクセス誘導
＜SNS・メールマガジン＞
・メールマガジン「DESIGN WEEKLY」
（水曜日配信)

・Twitter／Facebookで情報発信

＜媒体内＞
・「RECOMMEND」1週保証
・「LATEST」掲出
・「PICKUP」インデックスにアーカイブ
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「JDN」広告プラン  スペシャルバナー広告

入稿内容
リンク先 :URLを1か所指定
画像サイズ :<PC用>左右1200×天地300px（200KBまで）、

<SP用>左右426×天地200px（150KBまで）
それぞれ1点づつ（同一デザイン）

ファイル形式:JPG ・PNG・GIF （アニメ・ループ不可）

【入稿時の注意事項】
・背景色とバナーの境界が分かりづらい場合、アウトラインをつけてください
・バナーのアウトラインは「RGB:180.180.180」「16進数#aaaaaa」以下の

明度を目安に調整してください
・メイン事項の文字サイズは、20px以上を目安に記載してください
・入稿は掲載開始の3営業日前まで

PC SP

保証形態
4週間／100%露出

掲載場所
トップページ上部のみ（スライド直下）

CTR中心値目安
平均1.63%（実績値幅:1.4～1.8%）
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります

スペシャルバナー
トップページ上部に掲載される、スペシャルバナー枠です。
トップページに100%露出されるため、より効果的な訴求を期待できます。

426 x 
200px

掲載費用
50万円（税別）

露出見込
40,000～47,000imp

1200x 300px
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PC

「JDN」広告プラン  バナー広告

保証形態
4週間／20%露出
※空き枠状況により、2週間／40%露出の設定も可能です

掲載場所
トップページ（上段）＋下層ページ（上段）

入稿内容
リンク先 :URLを1か所指定
画像サイズ :左右300×天地250px、左右600×天地500pxの2点（同一デザイン）
ファイル形式:JPG ・PNG・GIF （300×250pxは50KBまで アニメ可・ループ可）
※入稿は掲載開始の3営業日前まで
※詳細は41ページを参照

レクタングルバナー
サイト上部に掲載されるバナー枠です。
デザイン・クリエイティブ層に向けた、訴求効果が期待できます。

CTR中心値目安
0.3～0.4%（実績値幅:0.2～0.8%）
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります

掲載費用
30万円（税別）

最大枠数
5枠（週に最大）

300 x 
250px

300 x 
250px

SP

露出見込
42,000～60,000imp

300 x 
250px
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求人情報サイト「デザインのお仕事」
https://jobs.japandesign.ne.jp 

媒体名 :デザインのお仕事
ユーザー数 :2.7万／月（2021年）
ページビュー:10万／月（2021年）

16

■つくる人と場をつなぐ求人情報サイト

「デザインのお仕事」は、グラフィック・空間・プロダクト・Webなど、さまざまな領域の仕事を探

すユーザーに対して、貴社の求人情報を届けることができます。プロジェクトの繁忙による急な人員

募集や、将来的な企業の成⾧を見据えたメンバー募集、企業のカルチャーとマッチする人材との出会

いを求めた継続的な採用活動など、会社・事務所の規模や事業領域を問わず、さまざなシーンにおけ

る採用活動をサポートするプランをご用意しています。



「デザインのお仕事」- 広告プラン

シンプルプラン プライムプラン インタビュープラン

掲載期間 8週間

掲載費用
（ネット価格）

5万円 10万円 50万円※

入稿方法 フォームよりご入稿ください お申し込み後、
担当者よりご連絡いたします

掲載日 校了後 最短即日（対応は16時まで） 取材日からおおよそ4週間後
（募集要項を先行して掲載も可）

インタビュー記事 - ◯

画像

メイン画像 1点

PR画像 なし 10点まで 10点まで

企業ロゴ 1点

募集要項への誘導

求人一覧 ◯ ◯ ◯

トップページ「ピックアッ
プ」枠 - ◯ ◯

該当カテゴリ「おすすめ」枠 - ◯ ◯

JDN誘導枠+ニュース - ◯ ◯

SNS配信 - ◯ ◯

インタビュー記事への誘導 -
トップページ「スライドショー」枠

（求人要項掲載中のインタビューから
ランダムで表示）

※SNSは、Twitter「@JDN_info」／Facebook「@JDN.info」より掲載開始時および、掲載4週間後の2回配信
※遠方での取材、特急制作は別途お見積り

※記事の転載や二次利用は別途10万円

※「JDN」「デザインのお仕事」「登竜門」連携したタイアップ広告も展開可能です。詳細はP.38をご覧ください。 17



採用情報のみを掲載するもっともシンプルなプランです。
急な求人募集の開始やコストを抑えた採用活動におすすめです。

■掲載費用 5万円（税別）／8週間

「デザインのお仕事」- シンプルプラン

トップページ カテゴリーページ 募集要項
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「ピックアップ求人」としてサイト上部に掲載されるほか、
デザイン情報サイト「JDN」にて求人ニュースの配信・SNS投稿が掲載されます。

「デザインのお仕事」- プライムプラン

トップページ カテゴリーページ 募集要項

■掲載費用 10万円（税別）／8週間
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プライムプランの求人広告に加え、企業を深堀りしたインタビュー記事を制作します。
会社のメッセージ発信や、職場の雰囲気を求職者に伝えたい方におすすめです。

「デザインのお仕事」- インタビュープラン

※募集要項の仕様はプライムプランと同様（掲載期間終了後もインタビューは特集コンテンツとしてアーカイブ）

特集ページ インタビュー 募集要項

■掲載費用 50万円（税別）／8週間
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「デザインのお仕事」- 年間パスポート

◯費用
198,000円（税別）

◯内容
1年間、プライムプランが継続的にご利用可能です。
プライムプランの掲載料金が10万円（税別）のため、1年間に2回以上ご利用される場合にお得です。

◯「年間パスポート」のメリット
・年間通して、継続的な採用活動が実施できる
・連続して利用することで、求職者との巡り合わせの機会損失が軽減できる
・採用活動への積極的な姿勢をアピールできる

※ご利用条件
・有効期限は1回目の掲載開始日より、1年間です。

（例:2022年4月1日から掲載の場合、翌2023年3月31日掲載終了分まで有効）
・原則として掲載開始日より8週間掲載します。
・連続して掲載をご希望の場合、掲載終了日から次回の掲載までに1営業日を要します。
・採用決定により募集を終了することになった場合のみ、途中で掲載を終了することが可能です。
・掲載期間中にいったん掲載終了し、再度掲載をご希望の場合は、本来の掲載終了予定日（8週間）以降から再掲載いたします。
・公開後の記事内容の修正は受け付けておりません。記事内容に修正・変更が発生する場合は、次回掲載時より反映可能です。

その場合は、次回公開前にまとめてご指示ください。
・修正を反映した仮記事の送付後に、さらに修正をお受けできるのは1回までです。修正・変更ご依頼の際は最終原稿をご提示ください。

■年間パスポート
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コンテスト情報サイト「登竜門」
https://compe.japandesign.ne.jp

日本最大級のコンテスト情報サイト「登竜門」は、日本から参加できるコンテスト（コンペ、公募、

アワード）情報を網羅することを目指しています。「JDN」のコンテストコーナーを分離独立して以

来、年間2,000件以上のコンテスト情報を紹介してきました。読者・参加者には、最新のコンテスト

情報が得られる場として、主催・広報担当者には、良質な読者が集まる情報発信の場として、登竜門

は両者をつなぐ存在であり続けたいと考えています。また、多くの実績をふまえ、コンテストの企

画・実施も支援。応募要項作成、審査会運営、権利関連を含め関わる全てをご提供しております。

媒体名 :登竜門
ユーザー数 : 26万／月（2021年）
ページビュー:178万／月（2021年）

17,371 フォロワー
（2022年3月時点）
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「登竜門」ユーザー属性

2021年10月読者調査より (n=892)

Google Analytics（2021年集計）より

性別 年齢 媒体閲覧頻度

23%
29%
20%
12%
7%
8%

18歳～24歳
25歳～34歳
35歳～44歳
45歳～54歳
55歳～64歳
65歳以上

10%
25%
22%
22%
13%
8%

1日に1回以上
週2～6回
週1回
月2～3回
月1回
月1回以下

『登竜門』で探すコンテストの分野

42%
38%
36%
32%
28%

文芸・コピー・論文
ロゴ・マーク・キャラクター
絵画・アート
川柳・俳句・短歌
イラスト・マンガ

24%
23%
15%
13%
13%

写真・フォトコン
グラフィック・ポスター
プロダクト・商品企画・家具
工芸・ファッション・雑貨
ビジネス・アイデア・企画

10%
10%
5%
5%

建築・インテリア・エクステリア
映像・アニメ・動画
デジタル・Web・アプリ
音楽・エンタメ・レシピ

Google Analytics（2021年集計）より 2021年10月読者調査より (n=892)

男性
47%

女性
53%
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「登竜門」ユーザー属性 職種

2021年10月読者調査より (n=892)

接客・販売・サービス
経理・人事・総務・事務・営業
主婦・主夫
研究・開発・技術
教育（教師・講師）
編集・ライター
広報・PR・宣伝・マーケティング
ITエンジニア・SE
ほか

9%
11%
8%
4%
3%
2%
2%
2%

16%

グラフィックデザイン
建築
プロダクトデザイン
美術・工芸系
イラスト・アニメ・マンガ
映像
インテリアデザイン
写真
音楽・演劇・放送
ファッション
WEBデザイン
ほか芸術系

16%
10%
8%
6%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
2%

(n=173)

(n=212)

30%
18%
11%
10%
6%
3%

映像制作・アニメーター
ディレクター・プロデューサー
WEBデザイナー・UI／UXデザイナー
フォトグラファー・写真家
CGデザイナー
ほかクリエイティブ職

3%
3%
2%
1%
1%

13%

グラフィックデザイナー・エディトリアルデザイナー
アーティスト・画家・彫刻家
建築士・空間デザイナー（住宅系6%／非住宅系5%）
イラストレーター・漫画家
プロダクトデザイナー・家具デザイナー
ファッションデザイナー・テキスタイルデザイナー

■クリエイティブ職内訳

■学生専攻内訳 デザイン・アート・芸術系が約半数を占める

幅広い領域のクリエイティブ職

デザイン・アート・芸術系
文系
理工学
ほか学生（高校生等）

53%
18%
9%

21%

■デザイン・アート・芸術系内訳

19%
クリエイティブ職

24%
学生57%

その他

■その他内訳

24

さまざまな属性のアクティブ層
(n=507)



「登竜門」の魅力

何かを作り出し発表することに意欲のある、能動的なクリエイティブ層に向けて
1997年からコンテスト情報を紹介し続けてきました!

登竜門を使って腕を磨いた、デザイナー・クリエイターが多数
「プロへの登竜門として」「趣味を極めるため」「賞金や賞品狙い」など、コンテストに参加する理由はさまざま。
現在、第一線で活躍しているデザイナーの中には、日々「登竜門」をチェックしてコンテストに応募したという方
も少なくありません。

年間2,000件以上のコンテストを掲載!圧倒的な情報量

毎週約40件、年間2,000件以上のコンテスト情報を紹介。情報量は日本最大級です!
紹介する全てのコンテストについて、編集スタッフが主催者に直接確認を取ったうえで掲載しています。

読者と主催者をつなぐ、さまざまなコンテンツ
読者・参加者と主催者・広報担当をつなぐ存在でありたいとの考えから、コンテストに関するニュース、
イベント情報、結果発表、編集企画、インタビューなど、さまざまなコンテンツを掲載しています。
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「登竜門」募集要項プラン

無料
1dayプラン 1weekプラン 注目プラン 締切直前プラン

※掲載開始時のみご利用いただけます ※回数制限無く
ご利用いただけます

※締切5週前から1回のみ
ご利用いただけます

掲載費用 0円 10万円
（ネット価格）

25万円
（グロス価格）

20万円
（グロス価格）

25万円
（グロス価格）

トップページ
掲載期間 - 1日 1週間

（1週間延⾧＋10万円） 1週間

掲載広告スペース - トップページ新着枠、
カテゴリーページPR枠

トップページ注目枠、
カテゴリーページPR枠

全ページ締切直前枠、
カテゴリーページPR枠

カテゴリーページPR枠
掲載期間 - 2週間 締切日まで掲載

トップページ想定
インプレッション - 約3,600～3,700imp 約25,000～27,000imp

サムネイル画像 - - ○ ○ -

募集要項
詳細ページ

リード文
（企画主旨） - ○ ○ ○ ○

一言コメント - - ○ ○ ○
関連リンク対応 - - ○ ○ ○

記事公開までの期間
掲載時期は当サイトに一任

掲載保証なし
※問合せの対応はいたしかねます

中2営業日～ ※公開済みの記事

校正回数 初校のみ 何回でも可 ※すでに公開済みのため校正なし

Twitter配信 - - ○ - -

※掲載開始は、営業日午前10時
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1weekプラン

掲載費用
25万円（税別）

掲載場所

「登竜門」募集要項プラン

掲載期間
■トップページ新着枠 1週間
■カテゴリーページPR枠 締切日まで
■募集要項ページ 締切日まで

仕様
■サムネイル画像掲載（140×86px）
■一言コメント（30文字）TOP／詳細
■Twitterで情報・画像発信（1200×630px）

トップページ新着枠
カテゴリーページPR枠

トップページの新着枠に1週間、各カテゴリー最上部のPRスペースに募集締切まで掲載し、
より多くの読者の目に触れることで、認知拡大を図ります。※掲載開始時のみ利用可能なプランです

TOPページ(PC) TOPページ(SP) 詳細ページ（PC）

※リリースや募集要項を入稿いただき、当社にて記事を制作いたします
※中1営業日で校正を提出、最短で翌々営業日の掲載が可能です

※オプションで1週間延⾧プランあり（10万円）

カテゴリーページ（PC）
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注目プラン

掲載費用
20万円（税別）

掲載場所

「登竜門」募集要項プラン

掲載期間
■トップページ注目枠 1週間
■カテゴリーページPR枠 締切日まで
■募集要項ページ 締切日まで

仕様
■サムネイル画像掲載（140×86px）
■一言コメント（30文字）TOP／詳細トップページ注目枠

カテゴリーページPR枠

TOPページ(PC) TOPページ(SP) カテゴリーページ（PC） 詳細ページ（PC）

※掲載済みの記事が対象です

トップページの注目枠に1週間、各カテゴリー最上部のPRスペースに募集締切まで掲載し、
より多くの読者の目に触れることで、認知拡大を図ります。※複数回利用可能なプランです
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締切直前プラン

掲載費用
25万円（税別）

掲載場所

「登竜門」募集要項プラン

掲載期間
■締切直前枠 1週間
■カテゴリーページPR枠 締切日まで
■募集要項ページ 締切日まで

仕様
■締切日までの日付カウント表示
■一言コメント（30文字）詳細
■Twitterで情報・画像発信（1200×630px）
■メルマガで情報発信（毎週金曜日、夕方）
※祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆時期
は休刊あるいは特別進行

全ページ締切直前枠
カテゴリーページPR枠

TOPページ(PC) TOPページ(SP) 詳細ページ（PC）

「登竜門」内の全ページの締切直前枠に1週間掲載し、
より多くの読者の目に触れることで、認知拡大を図ります。

※掲載済みの記事が対象です

カテゴリーページ（PC）
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バナー広告 タイアップ広告 メルマガ広告
レクタングルバナー

※最大10枠 特集コーナー COMPE WEEKLY

掲載費用
40万円

※コンテスト告知以外でのご利用の場合20万円
※新着プランとセットのご利用で20万円

（グロス価格）

80万円～ 3万円
（ネット価格）

露出見込 160,000～200,000imp
※2022年11月より

露出10％→20％へ変更のため、数値は想定値です
1,000～4,500PV／4週 約23,000部配信

CTR中心値目安 0.2%
（実績値幅:0.1～0.6%）

- -

掲載期間
4週間／露出20％掲載

※空き枠状況により
2週間／露出40％の設定も可能

特集一覧ページ
1年間は必ずアーカイブ -

掲載場所（PC） トップ+下層ページ
上段右

トップ 中段右「特集」枠
下層ページ 中段右 -

掲載場所(SP) トップ+下層ページ
下段

トップ 下段「特集」枠
下層ページ 下段 -

その他、掲載場所 - メルマガ「COMPE WEEKLY」配信
Twitter 配信

メルマガ ヘッダー枠
※掲載順位は申込先着順

「登竜門」広告プラン

※「JDN」「デザインのお仕事」「登竜門」連携したタイアップ広告も展開可能です。詳細はP.38をご覧ください。 30



TOPページ(PC)

「登竜門」広告プラン  バナー広告

トップページと下層ページ（カテゴリーページ、詳細ページなど）で展開する、注目度の高いスペースです。
クリエイティブ活動に能動的・積極的な層へ向けた、直接のアクセス誘導が可能です。

掲載費用
40万円（税別）

露出見込
160,000～200,000imp

最大枠数
10枠

CTR中心値目安
0.1～0.6%（実績値幅:0.2%）
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります

掲載場所
PC:

※コンテスト告知以外でのご利用の場合、優待価格20万円（税別）でご提供
※新着枠をご利用の場合、優待価格20万円（税別）でご提供

保証形態
4週間／露出20%
※空き枠により2週間／露出40%

もしくは1週間／露出80%の設定も可

入稿内容
リンク先 :URLを1か所指定
画像サイズ :左右300×天地250px、左右600×天地500pxの2点（同一デザイン）
ファイル形式:JPG ・PNG・GIF （300×250pxは50KBまで アニメ可・ループ可）
※コンテスト告知の場合は、画像内にコンテスト名、主催者名、日程を記載すること
※入稿は掲載開始の3営業日前まで
※詳細は41ページを参照

TOPページ(SP)

SP:

トップページ＋下層（カテゴリトップページ、
詳細ページ）上段右に掲載

トップページ+下層ページ下段に掲載
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受賞者や審査員へのインタビュー、記者会見、授賞式、展示会レポートなどを実施し、受賞後のサポートや
応募促進、認知拡大につなげます。また、当社姉妹メディアへ転載し、応募者層以外にも認知を広げます。

「登竜門」広告プラン  タイアップ広告

アクセス誘導
＜掲載開始時＞
・トップ特集枠（掲載開始～4週間掲載）
・詳細（募集要項）ページ テキストリンク
・メールマガジン「COMPE WEEKLY」
（約23,000部配信）金曜日

・Twitter配信

＜4週目以降＞
・「特集」インデックスにアーカイブ
・大学主催のコンペは「デザインノトビ
ラ」へ転載、企業主催は「JDN」へ転載
(選択可)

PC SP

※媒体費、誘導枠はグロス価格、制作費はネット価格です
※テキスト1Pあたり2,000字程度、画像3～5点程度
※記事の転載や二次利用は掲載費用の20%です
※ヒアリング後、最適なチームを編成し、企画提案します
※インタビュー取材・撮影込み
※コーディネート、遠方での取材、特急制作などは別途お見積り

アクセス実績値
1,000～4,500PV／4週
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります
※数値はお約束するものではありません

80万円（税別）～
掲載費用

内訳／媒体費+誘導（60万円）、
制作費（20万円～）

＜注意事項＞
掲載形態はJDNの記事仕様となります。記事広告の意図・方向性を確認の上作成し、仮掲載をご確認
いただき、校了後の公開となります。タイトル、コピーなど記事内の表現について、ご希望はお受け
できますが、JDN編集部の判断で変更をご相談させていただくことがございます。

制作日程目安
取材:掲載4週前 校正提出:掲載1週前 校了:掲載1営業日前

※掲載までの日程は、校正確認により前後いたします
※取材から掲載まで、4週以内での掲載の場合は、特急料金をいただきます。
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掲載費用
8万円（税別）

アクセス実績値
1,200～1,600PV／4週
※企画、クリエイティブ、時期によって異なります
※数値はお約束するものではありません

「登竜門」広告プラン  結果発表広告

掲載内容目安
テキスト:作品情報 画像:1~10点程度

アクセス誘導
＜掲載開始時＞
・トップページ結果発表PR枠1週間掲載
・結果一覧ページ上部PR枠1週間掲載

＜2週目以降＞
・「結果発表」インデックスにアーカイブ

結果発表ページ

TOPページ下部
（1週間掲載）

結果一覧ページ上部
（1週間掲載）

関連記事が最新３つまで表示されます。
募集要項と同時掲載の場合、最新の募集要項が表示されます。

関連記事（最新の募集要項などへリンク）

コンテストの結果発表の認知拡大を図るプランです。
受賞作を研究し戦略的に応募を考える、能動的クリエイティブ層への訴求効果も期待できます。

制作日程目安
取材:掲載4営業日前 校正提出:掲載2営業日前 校了:掲載1営業日前
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毎週金曜日、その週に掲載したコンテスト情報をまとめて配信する、メールマガジン「COMPE WEEKLY」。
メルマガ上部ヘッダ枠にて、コンテストに意欲的な読者に向けて、広告を配信します。

配信日
毎週金曜日、夕方
※祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆時期は休刊あるいは特別進行

配信内容
毎週約30件の新規コンペ／コンテスト情報を紹介。
締切間近の企画や注目の企画の紹介など

仕様
全角38文字×5行、半角カタカナ不可、URL前後の半角スペース必須、
媒体推奨閲覧フォントは等幅
※入稿は配信の1営業日前まで

「登竜門」広告プラン  メルマガ広告

掲載費用
3万円（税別）
※掲載順位は先着順

配信数
約23,000部
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クリエイティブを学び、将来を考える「デザインノトビラ」
https://school.japandesign.ne.jp

媒体名 :デザインノトビラ

35

デザイン・クリエイティブを学び、将来を考えたい人のための
情報サイトとして、2021年12月にオープンしました

デザインノトビラは、わたしたちの生活の中にある「デザイン」のおもしろさや奥深さ、学ぶことの

楽しさを伝え、「デザイン」の世界への“トビラ”となる情報サイトです。デザイン・クリエイティブ

に関する学校への進学を目指す人に向けて、学校情報の掲載をはじめ、オープンキャンパスや卒業制

作展の開催情報など、学校と進学者の懸け橋となる情報の提供を行います。



デザイン・クリエイティブに関する学校への進学を目指す人と学校をつなぐ3つのコンテンツ

デザインを学べる大学・専門学校を中心に、数百件以
上の学科・専攻（コース）の情報を掲載。興味関心に
よって「学べる内容」「目指せる職業」を選択し、デ
ータベースからの検索が可能。各学校・学科ページで
は、カリキュラム・授業、就職先、入学・入試情報な
どを紹介する。

オープンキャンパス・説明会などの入学イベント、学
園祭、卒業制作展など学校行事、学校主催で開催する
展覧会や講演会、またオンラインでのイベントなども
掲載。日程や場所だけではなく、学校情報同様、学べ
る内容でも絞り込み可能。

卒業制作展を紹介する「卒展特集」やイベントのレポ
ート、学校や教育に関するインタビュー、受験生・学
生に向けたニュースなどの記事を掲載。学校生活が伝
わる記事やデザイン・クリエイティブを学ぶためのヒ
ントとなるコンテンツも発信。

「デザインノトビラ」コンテンツ概要
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学校をさがす
- 学校情報検索機能

イベントをさがす
- イベント情報検索機能

読みもの
– デザインを学ぶことに

関するコンテンツ



学校情報広告 イベント広告 卒展特集広告 タイアップ広告 バナー広告

掲載費用
Aプラン:40万円（税別）
Bプラン:20万円（税別）
Cプラン:12万円（税別）

15件掲載プラン:100万円（税別）
5件掲載プラン:40万円（税別）
1件掲載プラン:10万円（税別）

40作品掲載プラン:30万円（税別）～
20作品掲載プラン:20万円（税別）～

10作品プラン:10万円（税別）～

インタビュープラン:80万円（税別）～
レポートプラン:50万円（税別）～
ニュースプラン:10万円（税別）～

30万円（税別）

初年度
キャンペーン

掲載費用

15件掲載プラン:50万円（税別）
5件掲載プラン:20万円（税別）
1件掲載プラン:5万円（税別）

40作品掲載プラン:20万円（税別）
20作品掲載プラン:15万円（税別）

インタビュープラン:60万円（税別）～
レポートプラン:40万円（税別）～

※初年度のみ「JDN」*に転載

掲載期間 掲載日～掲載年度3月末日 プランによって異なる 無期限 無期限 4週間

「デザインノトビラ」広告メニュー

*デザイン情報サイト「JDN」（https://www.japandesign.ne.jp/）
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学校と学生を結ぶ、コンテンツだけではなく、
企業から進学をめざす人や在校生にむけたタイアップ広告やバナー広告も出稿できます

より詳細な媒体資料は以下のURLよりご覧いただけます
https://www.jdn-inc.co.jp/documents/designnotobira2110.pdf



各種メディアの組み合わせ
SNS広告
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「JDN」「登竜門」- 応募促進・コンテスト活動周知

コンテスト活動のより幅広い周知のために、「JDN」「登竜門」両媒体で記事コンテンツを展開いたします。主催者側の開催にかける想いや受賞者の応募作品の秘話
など、「JDN」と「登竜門」それぞれ異なる切り口でコンテストを紹介することで、応募者がコンテストの開催意義の理解を深め、より踏み込んだ提案を促します。
応募対象者だけではなく、クリエイティブな活動に関心をもつ幅広い読者に対し、コンテスト活動やその結果を伝えることもできます。1回の取材で両媒体に掲載し、
通常よりも費用を抑えて出稿することも可能です。

事例紹介:SHACHIHATA New Product Design Competition

https://compe.japandesign.ne.jp/special/2020/04/50508 https://www.japandesign.ne.jp/interview/sndc

受賞者インタビュー 主催者インタビュー
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「JDN」「デザインのお仕事」- 求人募集・企業認知獲得

企業の理解を深め、求職者とのマッチングを高めることを目的として、「JDN」「デザインのお仕事」両媒体で記事コンテンツを展開いたします。「JDN」では、
企業全体にフォーカスをあて、企業理念やカルチャーを紹介し、「デザインのお仕事」では、募集する事業部や職種に関する、より具体的な仕事内容を中心とした
記事を作成するなど、ご希望にそった内容を媒体にあわせて提案いたします。デザインに関心のある幅広い読者に対し発信することで、ブランディングとして企業
の認知獲得につなげることも期待できます。1回の取材で両媒体に掲載し、通常よりも費用を抑えて出稿することも可能です。

事例紹介:バニスター株式会社

https://jobs.japandesign.ne.jp/interview/bannistar-design-planning https://www.japandesign.ne.jp/interview/bannistar-hosoyamasato

社員インタビュー 代表インタビュー
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SNS広告のご案内

ご希望の費用と掲載期間にあわせて実施いたします。
ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。

※利用できるSNSはJDN（Facebook・Twitter・Instagram）か、
登竜門（Facebook・Twitter）です。

※掲載先は原則JDN・デザインのお仕事・登竜門の記事となります。
※ターゲティングに関しては、ご要望をお伺いの上、当社にて設定いたします。
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JDN・デザインのお仕事・登竜門に掲載した記事を、「JDN」「登竜門」のSNSを利用し、SNS広告を実施いたします。
メディアに記事を掲載することにとどまらず、SNS広告を通して、露出を拡大することが可能です。

14,991 いいね!
（2022年3月時点）

16,119 フォロワー
（2022年3月時点）

17,371 フォロワー
（2022年3月時点）

事例紹介:凸版印刷



■広告掲載基準
・広告掲載の可否の決定権は、株式会社JDNが有しています
・掲載を承認もしくは拒否した広告について

株式会社JDNはその理由を説明する義務を負いません
・申込、掲載された広告の責任は、全て広告主が負うものと

します
・同ページに複数の広告が掲載される場合、同業種競合

調整は致しません

広告掲載｜注意事項

■掲載禁止商品・サービス
以下の項目のいずれかに該当すると株式会社JDNが判断した
場合には、掲載をお断りすることがあります。
・責任の所在、または広告主が明確でないもの
・内容、または目的が明確でないもの
・虚偽または誤認されやすいもの

・社会秩序を乱す次のような表現あるいはコンテンツ
-暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化するもの
-醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの
-性に関する表現を含むもの、猥褻性の高いもの
-その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの

・投機、射幸心を著しく煽るもの
・人権を侵害するもの
・著作権や商標権等の知的財産権を侵害するもの
・個人情報の取得、管理、利用等に十分な配慮がされていないもの
・誹謗中傷するもの
・医療、医薬品、化粧品、健康食品類については、薬機法の定めを遵守していないもの
・非科学的または迷信に類し、ユーザーを迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
・第三者の客観的または科学的根拠の提示のない比較表現、「最大」「最高」「日本初」など

の実績値のない絶対的表現が含まれるもの
・氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で利用したもの
・内外の国家、民族などの尊厳を傷つけるおそれのあるもの
・詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなされるもの
・ユーザーに不快感や視覚障害を与える恐れのあるもの
・過去に広告掲載でユーザーからクレームを招いたことがあるもの
・関係諸法規に反するもの
・その他、内容、表現から株式会社JDNが不適当と判断するもの

■掲載開始後であっても、下記の場合には掲載を
中止させていただくことがあります

・リンク先サイトが削除された場合
・リンク先サイトの内容または表現が著しく変化した場合
・広告主の事業内容が著しく変化した場合
・その他、株式会社JDNが不適当と判断した場合
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■個別審査基準を設けている商品・サービス
以下の商品、サービスについては個別審査の上、株式会社JDNが承認した場合のみ
掲載可能とします。
審査にあたっては、下記1～3をご連絡下さい。
「1:会社概要（会社名、所在、代表者名、連絡先）」
「2:プロモーション内容」
「3:対象商品・サービス」

・貸金業（消費者金融・商工ローンなど）
・結婚情報サービス
・医療機関、美容およびエステティックサロンなど
・先物取引・為替証拠金取引
・ゴルフ会員、リゾートクラブ会員募集など
・コンサルティング、セミナー（経営、起業など）
・医薬品、医療器具、化粧品、健康食品等（治験も含む）
・代理店募集、フランチャイズ、起業支援
・人材関連
・ギャンブル関連
・懸賞サイト
・宗教団体
・国家資格を必要とする業種
・意見広告
・選挙、政党広告
・クレジットカードのショッピング枠現金化サービス
・入札権購入型オークション（ペニーオークションなど）
・たばこ、電子たばこ
・仮想通貨

■個別審査基準を設けているサイト
以下のようなサイト構成への広告配信は、株式会社JDNが承認した場合のみ
掲載可能とします。
・自社コンテンツが乏しいサイト
・アービトラージサイト等、第三者のサイトへのリンクや広告が多数掲載され

ているサイト
・隠しテキストや隠しリンクが設置されているサイト
・ユーザーの意思確認なく、ソフトウェアのダウンロードを開始したり、アプ

リケーションを起動したりするサイト

■免責事項
・何らかの障害または緊急対応により、

掲載不具合のあった場合でも補償しないことがあります
・ユーザー環境により、広告が表示できない場合は補償しません

広告掲載｜注意事項
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広告掲載｜レクタングルバナー入稿規定

■入稿規定
・画像サイズ

左右300 px×天地250 px・50KBまで（1点の場合はこちらのみ入稿も可）
左右600 px×天地500 px・100KBまで
※表示サイズは300 px×250 px
※同デザインのサイズ違いとすること（高解像度画面に対応のため）
※ALTテキスト不可

・ファイル形式
JPG ・PNG・GIF（アニメ可・ループ可）

■制作上の注意点
バナーのアウトライン（境界内枠のトーン）については
「RGB:180,180,180」「16進数:#aaaaaa」 以下の明度を目安に制作をお願いします。
※上記の値より高い場合、アウトラインに上記の明度以下の枠線を引くなどして対処をお願いします

■入稿期日
バナーを掲出される3営業日前までには、入稿をお願いします。
※当社内でのクリエィテイブチェックにより、修正をお願いする場合がございます
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■登竜門
【1dayプラン・1weekプラン・注目プラン・締切直前プラン】
・掲載お申し込み後のお客様都合によるキャンセル

→掲載料金の50%をキャンセル料金として請求いたします
・掲載以降のお客様都合によるキャンセル

→掲載料金の全額をキャンセル料金として請求いたします

【バナー広告・メルマガ広告】
・広告掲載開始11営業日以前のお客様都合によるキャンセル

→キャンセル料は発生しません
・広告掲載開始10営業日以内のお客様都合によるキャンセル

→掲載料金の全額をキャンセル料金として請求いたします

【タイアップ広告】
・掲載お申し込み後のお客様都合によるキャンセル

→掲載料金の全額をキャンセル料金として請求いたします

広告掲載｜キャンセル規定

■JDN
【バナー広告】
・広告掲載開始日の11営業日前までのお客様都合によるキャンセル

→キャンセル料は発生いたしません
・広告掲載開始日の10営業日前から

→掲載料金の全額をキャンセル料として請求いたします

【タイアップ広告】
・掲載お申し込み後のお客様都合によるキャンセル

→掲載料金の全額をキャンセル料金として請求いたします

■デザインのお仕事
【シンプルプラン・プライムプラン】
・仮記事作成以降のお客様都合によるキャンセル

→申し込み費用の20%をキャンセル料として請求いたします
・掲載以降のお客様都合によるキャンセル

→申し込み費用の100%をキャンセル料として請求いたします

【インタビュープラン】
・仮記事作成以降のお客様都合によるキャンセル

→実費費用をキャンセル料として請求いたします
・掲載以降のお客様都合によるキャンセル

→申込み費用の100%をキャンセル料として請求いたします

45



お問合せはこちら
■メール ad@japandesign.ne.jp
■お問い合わせフォーム https://www.jdn-inc.co.jp/contact

■所在地 〒101-0042東京都千代田区神田東松下町41-1 H¹O神田503
■ウェブサイト https://www.jdn-inc.co.jp
■お問い合わせ対応時間 10:00～16:00
■休業日 土日祝、お盆・正月、その他当社指定日
■T E L 03-5207-2882

※担当者が外出・在宅勤務などで不在の場合には、速やかに折り返しのご連絡をさしあげます

株式会社JDN（ジェイディエヌ）株式会社丹青社（東京証券取引所プライム市場）の100%子会社

広告掲載｜お問い合わせ先
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