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01   haconiwaについて

ABOUT

haconiwaはRIDE MEDIA&DESIGN株式会社の
WEBメディア＆プランナーチームです。
「世の中のクリエイティブを⾒つける、届ける」を
コンセプトに、発信と制作をメインに活動しています。

CONCEPT

“世の中にあるクリエイティブ”
それは⼤げさなものではなく、⽇常の中にあるクリエイ
ティブです。
⽇々の⽣活にはクリエイティブなモノコトがたくさん埋も
れていて、職種や仕事内容に関わらず、クリエイティブな
視点を持つこと、想像性を持つことで、⽇々の暮らしを
もっと楽しくできると考えています。そしてみなさんを
ちょっと楽しくするためのクリエイティブを世の中に増や
すことは、ささやかな世界平和にも繋がるんじゃないか。
そんな⾵にも感じています。

だから、haconiwaは世の中にあるクリエイティブを⾒つけ、
届ける。世の中のクリエイティブを増やすため、クリエイ
ターと⼀緒に制作活動を⾏う。

クリエイティブがつくる、楽しさの循環を⽬指します。
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01   haconiwaについて
WEB CONTENS

クリエイティブなモノ・コト クリエイティブなヒト

いまオススメの展⽰・イベント 暮らしを楽しむグッドな情報

2

haconiwaのコンテンツは、「DESIGN」「CREATOR」「EXHIBITION」「LIFE」のカテゴリで展開。
デザインの専⾨サイトを⽬指すのではなく、世の中にあるクリエイティブを多くの⽅々に知っていただくために、
さまざまなジャンルのクリエイティブな⼀⾯を発信しています。



01   haconiwaについて
HACONIWA CREATORS（CREATORS NETWORK）
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haconiwa creatorsは、クリエイターをたくさんの⽅につなげるプロジェクトです。
それは、クリエイター×読者であり、クリエイター×企業であり、クリエイター×クリエイターでもあります。

企業の皆さまには、さまざまなジャンルのクリエイターの⼒を集結することで可能となった、
haconiwaならではのブランディング、制作、プロモーションをご提案します。

haconiwa creators online shop

クリエイターのみなさんと制作した作品を販売する
オンラインショップも展開しています。

https://haconiwacreators.shop/

https://haconiwacreators.shop/
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02   Media Data

Web Site Open：2012/5
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Monthly PV：500,000 pv

Monthly UU：250,000 uu

SNS Total Followers：113,280

Facebook Followers：73,990

Twitter Followers：13,740

Instagram Followers：25,550

※2019年6⽉時点

Reader：クリエイティブなことが好きな⽅々。属性は下記をご覧ください。

性別 年齢 エリア

未既婚 職業



03   Business Menu

タイアップ記事
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haconiwaの記事フォーマットを利⽤した、貴社専⽤のオリジナル記事を制作します。
haconiwaが貴社の課題や⽬的をお伺いし、読者の共感を呼ぶ記事を企画・編集・制作します。

トップページ誘導枠 記事イメージ ⾦額 ¥400,000〜(税別）
※撮影費 別途¥50,000〜(税別）

想定PV数 2,000〜7,000PV

掲載期間 期限はなく、アーカイブされます
※トップページ掲載期間は約1週間

SNS投稿 Facebook/Twitter 各1回
Instagramは弊社撮影有の場合1回

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
お申込み期限：掲載1ヶ⽉前
取材：掲載3週間前
初稿提出：掲載2週間〜1週間前
校了：掲載開始2営業⽇前

ﾚﾎﾟｰﾄ
掲載1週間経過後にご連絡
PV数、SNSリーチ数
※URLリンクがあれば、クリック数

※注意事項
・すべての広告で掲載審査が必要となります。内容によりご掲載
できないことがございます。
・著名⼈起⽤、地⽅取材、スタジオ撮影が必要な場合は、別途ご
請求させていただきます。
・原稿のお戻しは、２回までとなります。
・記事中には、必ず「Sponsored」表記が⼊ります。
・記載のPV数は過去実績数値をもとに算出したものであり、保証
されるものではありませんので、予めご了承ください。

※トップページ掲載期間は、約1週間。
記事は、新着順に掲載されます。



03   Business Menu

タイアップ記事オプション
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01 SNSブースト
（Facebook、Instagram広告）

haconiwaのFacebookアカウント、Instagramアカウントで広告出稿を⾏い、
リーチ拡⼤、アクション増につなげます。
出稿料¥50,000〜(税別）
※⼿数料として、出稿料の20%を頂戴します。

02 記事の⼆次利⽤
タイアップ記事をウェブサイトコンテンツや印刷物にご利⽤いただけます。
⾦額：タイアップ費⽤の20%を頂戴します。

03 写真素材のご提供
haconiwaが撮影した写真素材をウェブサイトや印刷物にご利⽤いただけます。
⾦額：1カット¥30,000〜(税別）

04 特急料⾦
通常のスケジュールよりも早く、記事を公開する特急プランです。
⾦額：¥50,000〜(税別）
※スケジュールによっては対応できない場合もございます。



03   Business Menu

バナー広告
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haconiwaサイトのTOPページに、貴社サイトへリンクするバナーを設置します。
設置箇所は２箇所からお選びいただけます。

A

B

A：BIGバナー

⾦額 ¥50,000 (税別）
※バナー制作のご依頼は別途¥30,000（税別）となります。

想定imp数 60,000〜70,000imp

掲載期間 1ヶ⽉
ﾊﾞﾅｰｻｲｽﾞ 横1200×縦150px

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
お申込み期限：掲載10⽇前
バナー審査：掲載1週間前
バナー⼊稿：掲載3営業⽇前

ﾚﾎﾟｰﾄ 掲載終了後にご連絡（imp数、クリック数）

B：レクタングルバナー

⾦額 ¥40,000 (税別）
※バナー制作のご依頼は別途¥30,000（税別）となります。

想定imp数 60,000〜70,000imp

掲載期間 1ヶ⽉
ﾊﾞﾅｰｻｲｽﾞ 横620×縦440px

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
お申込み期限：掲載10⽇前
バナー審査：掲載1週間前
バナー⼊稿：掲載3営業⽇前

ﾚﾎﾟｰﾄ 掲載終了後にご連絡（imp数、クリック数）
※注意事項
・各箇所、掲載は１枠限定となります。



03   Business Menu

イベント掲載（関東・関⻄エリア限定）
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haconiwaの⼈気記事「今週末⾏きたいイベント○選」に最⼤1ヶ⽉掲載します。
関東の場合は毎週⽊曜⽇に公開、関⻄の場合は隔週⾦曜⽇公開となります。
イベントへの興味が⾼い⽅に訴求できます。

記事イメージ ⾦額 ¥100,000(税別）

想定PV数 Total 10,000〜25,000PV

掲載期間
関東は毎週⽊曜⽇掲載。最⼤4回（4
週間掲載します）
関⻄は、毎週⾦曜⽇掲載。最⼤2回
（4週間掲載します）

SNS投稿

Facebook/Twitter 記事公開時に各1
回
※週末⾏きたいイベント記事として
の投稿であり、個別でのイベント投
稿はございません。

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
お申込み期限：掲載2週間前
素材⼊稿：掲載10週間前
初稿提出：掲載1週間前
校了：掲載開始2営業⽇前

ﾚﾎﾟｰﾄ 掲載最終週完了後にご連絡
総PV数

※注意事項
・すべての広告で掲載審査が必要となります。内容によりご掲載
できないことがございます。
・原稿のお戻しは、1回までとなります。
・記事中には、必ず「PR」表記が⼊ります。
・掲載は最⼤1ヶ⽉であり、⼊稿からイベント終了までの期間に
よっては掲載数が変更となります。（⾦額は変更ございません）
・記載のPV数は過去実績数値をもとに算出したものであり、保証
されるものではありませんので、予めご了承ください。

こちらに
掲載されます



03   Business Menu

イベントプロモーション（展⽰・ワークショップ）
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haconiwaが貴社の課題や⽬的をお伺いし、展⽰やワークショップなどオリジナルのイベントを企画・運営します。
クリエイターネットワークを持つhaconiwaだからこそ、多くのクリエイターの⼒を集結したイベントが展開できます。
また、WEBと連動することで、集客⼒を⾼めることができるほか、WEBとリアルの⽴体的なプロモーションが可能です。

ご提案
可能な
内容

・展⽰
・ワークショップ
（⼀般向け、クリエイター向け）
・座談会
（⼀般向け、クリエイター向け）
・トークイベント等のイベント開催

業務範囲

・企画
・ディレクション
・制作
・運営
・集客

⾦額 内容によって異なります

ｽｹｼﾞｭｰﾙ まずはお気軽にご相談ください

展⽰

座談会

ワークショップ

トークイベント



03   Business Menu

制作プロデュース（プロダクト制作・WEB制作）
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haconiwaが貴社の課題や⽬的をお伺いし、プロダクト制作やWEB制作を⾏います。
クリエイターネットワークを持つhaconiwaだからこそ、多くのクリエイターの⼒を集結した制作が可能です。
また、WEBと連動することで、制作だけにとどまらず、制作後のプロモーションも⾏えます。

ご提案
可能な
内容

・プロダクト制作
・WEB制作
・印刷物制作
・ディスプレイ・装飾制作

業務範囲
・企画
・ディレクション
・クリエイター提案・アサイン
・制作

⾦額 内容によって異なります

ｽｹｼﾞｭｰﾙ まずはお気軽にご相談ください

プロダクト制作 WEB制作

ディスプレイ・装飾制作



03   Business Menu

注意事項
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• タイアップ広告、バナー広告は掲載審査が必要となります。
内容によりご掲載できないことがございますので、事前に掲載可否をご確認ください。

• 公序良俗及び法律等に違反する内容の広告は、掲載しません。

タイアップ広告、バナー広告掲載基準

• 広告商品に関して、当社の事情により掲載⾯及び、掲載位置が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承く
ださい。

• 広告主は、広告内容について、第三者の権利を侵害していないことおよび、記載内容に係わる財産権のすべてにつき権
利処理が完了していることを、当社に対して保証するものとします。

• 掲載された広告内容およびリンク先のページについては、広告主に⼀切の責任があるものとします。

• 広告掲載中において、当該広告からのリンク⾃体が無効であったり、リンク先のサイトに不具合が発⽣した場合、また
はリンク先を当社に無断で⼊稿時と異なるものに変更したことが発覚した場合、当社は当該広告掲載を停⽌することが
できるものとし、当社は広告不掲載の責を負わないものとします。

• 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、インターネットインフラその他サーバー等のシステ
ム上の不具合、緊急メンテナンス・保守点検の発⽣など、当社および媒体運営会社の責に帰すべき事由以外の原因によ
り、当社がお申込に基づく全てまたは⼀部を履⾏できなかった場合、当社は当該不履⾏の責を問われないものとします。

免責事項



04   お問い合わせ
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その他、ご相談・ご不明な点などございましたら、お気軽にhaconiwa宛までお問い合わせください。

haconiwa宛
Mail：info-haconiwa@rmd.co.jp

Tel：03-6451-0443

運営会社
RIDE MEDIA&DESIGN株式会社
住所：〒153-0061 東京都⽬⿊区中⽬⿊1-3-3 アーバンリゾート代官⼭ 7F

URL：http://www.rmd.co.jp


