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About
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haconiwaはRIDE MEDIA&DESIGN株式会社の
WEBメディア＆クリエイティブファームです。

社名
RIDE MEDIA&DESIGN株式会社
（ライド メディア＆デザイン株式会社）

〒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6F・7F

haconiwa

2011年5⽉にWEBメディアを発⾜。
現在は、WEBメディア運営に加え、
プランニング、ディレクション、など
クリエイティブファームとしての活動も⾏う。

所属メンバー5名（アルバイト含む）
（2022年3⽉現在）



Concept
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“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。



Service
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Web Media Produce
Creator
Network

• WEBメディア「haconiwa」
の編集・運営

• WEBメディア「haconiwa」
を活⽤した下記広告
- タイアップ広告
- バナー広告
- イベント掲載
- SNS広告

• ブランディング
• プロジェクト
• プロモーション
• イベント・展⽰・ワークショップ
• プロダクト
• WEB
• グラフィック

• クリエイターネットワーク
「haconiwa creators」の運営

• キュレーション
• 座談会、サンプリング
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Web Media



Web Media「haconiwa」
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サイトの主役はあくまでも、⽇々ピックアップするクリエ
イティブと考え、WEBサイトのデザインは、できるだけ
ニュートラルにし、読みやすさを⼼掛けたサイトにしてい
ます。

haconiwaのオリジナルフォントを使⽤することで統⼀感を
出し、メインカラーは、常にニュートラルな⽬線で全ての
⾊・個性を包むhaconiwaの姿勢を表すため、中⽴的なグ
レーとしています。

世の中にあるクリエイティブを⽇々届けるWEBメディア。

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。

サイトについて

サイトデザインについて

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



Web Media「haconiwa」
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編集部やクリエイターによる連載コンテンツも多数発信しています。

連載⼀覧：https://www.haconiwa-mag.com/series/

SERIES CONTENTS（編集部）

WHO’S HOT?

編集部注⽬のクリエイター
毎週更新 おみやげクリップ

全国各地の素敵なおみやげ
毎週更新 週末読みたい本

編集部の気になる本
毎週更新 WEBサイト

最近気になるWEBサイト
毎⽉更新

イベント
週末⾏きたいイベント

毎週or隔週
更新 まとめ選

編集部のセレクトまとめ選
毎⽉更新 商品開発インタビュー

商品開発の裏側インタビュー
毎⽉更新

編集部連載

https://www.haconiwa-mag.com/series/


Web Media「haconiwa」
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編集部やクリエイターによる連載コンテンツも多数発信しています。

連載⼀覧：https://www.haconiwa-mag.com/series/

SERIES CONTENTS（編集部）

イラストレーター Johnnp イラストレーター 神崎遥 作家 くらもちあすか

器作家 椎猫⽩⿂デザイナー 岡⼝房雄

クリエイター連載

イラストレーター・デザイナー
⼤伴亮介

https://www.haconiwa-mag.com/series/


18-24歳
17%

25-34歳
34%

35-44歳
25%

45-54歳
14%

55歳-
10%

Facebook Followers：72,300

Media Date
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※2021年12⽉時点

Monthly PV：450,000 pv

Monthly UU：210,000 uu

Twitter Followers：22,300

Instagram Followers：34,000

User：クリエイティブなモノコトに興味関⼼がある⽅。
「クリエイター」「マーケティング・広報」「企画」に関わる⽅に多く読まれています。

性別 年齢 エリア

未既婚 職業

SNS Total Followers：128,600

⼥性
64%

男性
36%

北海道・東北
5%

関東
53%中部

13%

近畿
19%

中四国
4%

九州・沖縄
6%

未婚
63%

既婚
37% クリエイター

42%

⾮クリエイター
38%

学⽣
20%



Web Media Business Menu
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タイアップ記事（編集部制作）
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 1,500〜7,000PV

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 Twitter/Facebook 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
※記事内容によっては、レポート集
計期間が異なります。

※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。



Web Media Business Menu
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記事広告（ニュースリリース掲載）
貴社のニュースリリースをhaconiwaサイトで掲載します。貴社制作の原稿と画像素材を元に掲載します。
haconiwa編集部が企画・制作・撮影を⾏わないため、安価で掲載が⾏えるメニューです。

トップページ誘導枠 記事イメージ ⾦額 ¥200,000(税別）

想定PV数 1,000〜5,000PV

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 Twitter/Facebook 各1回

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
お申込み期限：掲載3週間前
⼊稿：掲載10営業⽇前
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。
・画像も全て後⼊稿いただきます。別途撮影が必要な場合はご請
求させていただきます。
・画像のサイズには規定がございます。お申し込み後にご連絡さ
せていただきます。
・ご⼊稿いただいた原稿に、編集・校正が⼊る場合がございます。
・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。

NEW
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タイアップ記事オプション

01
SNSブースト
（Twitter、Instagram、
Facebook広告）

haconiwaのTwitter、Instagram、Facebook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。
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haconiwaサイトのページに、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 ※TOPページ上部に掲載

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 35,000〜70,000imp

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
※TOPページ記事⼀覧、各記事ページの記事⼀覧に掲載
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 100,000〜200,000imp

掲載期間 2週間
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。

バナー広告

TOPページ 各記事ページ

UP
DATE
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イベント掲載（関東・関⻄エリア限定）
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 5,000〜25,000PV

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

Twitter/Facebook 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営業⽇前
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
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haconiwa公式SNS投稿（Instagram投稿・ストーリー、Twitter）
haconiwaの公式Instagram（投稿とストーリー）、Twitterに各１回投稿します。
貴社の公式アカウントとのタグ付けも可能です。少ない情報量で、多くの⽅にアプローチできます。
SNS投稿をブーストさせることも可能です。

⾦額

¥150,000(税別）
※ブツ撮り費込み
ただし、取材撮影・場所撮影の場合
は別途¥50,000（税別）〜となります。
また、クリエイターによる制作等が
必要な場合は、内容に応じて別途費
⽤がかかります。

想定imp数 Total 20,000〜25,000imp

投稿SNS
Instagram（投稿、ストーリー）
Twitter
各１回

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
お申込み期限：掲載3週間前
素材⼊稿：掲載2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1週間経過後にご連絡
SNSリーチ数

※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。
・想定imp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。
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タイアップ記事

サードウェーブ様[raytrekクリエイター向けPC]

商品紹介

https://www.haconiwa-mag.com/design/2021/12/raytrekx4-t/
台東区様[台東区産業フェア]

事業活動

https://www.haconiwa-mag.com/design/2021/04/taito-sangyo-fair/

https://www.haconiwa-mag.com/design/2021/12/raytrekx4-t/
https://www.haconiwa-mag.com/design/2021/04/taito-sangyo-fair/


Web Media Cases 事例紹介
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タイアップ記事

東京ドームシティ様[テーブルウェア・フェスティバル ]

イベント紹介

https://www.haconiwa-mag.com/exhibition/2020/01/tableware/
有⾺グランドホテル様[有⾺温泉]

旅

https://www.haconiwa-mag.com/life/2020/11/arimaonsen-custom-
tabi/

https://www.haconiwa-mag.com/exhibition/2020/01/tableware/
https://www.haconiwa-mag.com/life/2020/11/arimaonsen-custom-tabi/
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Produce
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ブランディング
ブランドや商品において

アイデンティやコンセプト定義を

⾏います。
また、ロゴ制作、商品開発など
その他メニューと合わせ、

幅広いご提案が可能です。

プロジェクト
⽬的や課題をヒアリングし
企画⽴案から実⾏までを

⾏います。

プロモーション
haconiwaのWEBメディアやSNSを
活⽤したプロモーションから

リアルイベントまで
最適なプロモーションを
提案・実⾏します。

イベント・展⽰・
ワークショップ
⽬的に適した、

イベント・展⽰・ワークショップを

企画・実⾏します。
オンラインワークショップも

可能です。

プロダクト
新商品やコラボ商品、
オリジナルグッズなどの

企画・開発⽀援・
デザイン制作を⾏います。

WEB
⽬的や課題をヒアリングし、
企画・設計を⾏い、

WEB制作や特設サイト制作を
⾏います。

グラフィック
ロゴ、キービジュアル、
パッケージ、紙媒体、

展⽰等のグラフィック制作を
⾏います。

40万円〜 70万円〜70万円〜70万円〜

60万円〜 100万円〜 40万円〜

※⾦額はあくまでも概算MIN⾦額とお考えください。内容をヒアリングし、都度お⾒積もりさせていただきます。
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貴社の課題を徹底的にお伺いし、現状の課題を明⽂化。現状の課題と市場や競合を把握し、⽬的・コンセプト設計を⾏います。
⽬的・コンセプトに沿って、実施するサービス、企画内容をご提案させていただきますので、具体的に実施したいサービスが⾒
えていない場合も、まずはお気軽にご相談ください。

メディアを運営しているhaconiwaだからこそ、消費者に興味・関⼼を持っていただくためには、どのような⽂脈で語ることが良
いかをご提案、貴社の商品・サービスの価値・財産の定義・拡張を⾏います。

クリエイターネットワークを持つhaconiwaだからこそ、⽬的や世界観に合わせて、適宜さまざまなクリエイターをアサイン。
クリエイターと協業しながらハイクオリティな制作を⾏います。haconiwaは、企画⽴案、全体のディレクション統括を⾏います。

※下記のフローは代表的なものになります。ご提案時に、フローについてもご提案させていただきます。

haconiwa

クリエイター
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ツナギ様[⽞繋屋・OKAYU SOUP ]

URL

SERVICE

施策詳細

https://gentsuguya.jp/

ブランディング / プロジェクト / プロダクト /
WEB / グラフィック

美味しいお⽶のセレクト通販「ツナギ」の新しい⽞⽶
ブランド⽴ち上げのブランディングからプロジェクト
に関わる業務全般を担当しました。

・ブランディング、コンセプト設計
・ブランドネーミング⽴案
・キャッチコピー、メッセージ制作
・ロゴ制作
・キービジュアル撮影・デザイン制作
・新商品開発アイデア、コンサルティング
・商品ネーミング⽴案
・商品パッケージ制作
・WEB制作

⽇本のお⽶づくりの⽂化を守り、おいしい、そして、
からだに良い商品をお届けすることで、消費者のすこ
やかなからだをつくり、未来へ繋げる⽞⽶ブランド
「⽞繋屋」

第⼀弾の商品は、⽞⽶を⼿軽に取り⼊れてもらうため、
厳選した⽞⽶に、国産⾷材とこだわりの出汁スープで
仕上げた、これまでにないおかゆ「OKAYU SOUP」
を3種つくりました。

https://gentsuguya.jp/
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ボッシュ様[ドレメル フィーノ プロモーション]

URL

SERVICE

施策詳細

https://www.bosch.co.jp/pt/dremel-2020/

プロモーション / ワークショップ / WEB /
グラフィック

ロータリーツール世界No.1メーカーDREMELブラン
ドが開発した、ペン型ミニルーター「ドレメル
フィーノ」のプロモーションを企画から実⾏まで担当。

特設サイトのWEB制作、コンテンツ制作、Instagram
公式アカウント⽤の撮影等を実施。

また、クリエイターを講師にお招きし、リアル・オン
ラインでのワークショップを実施。クリエイターと協
業し、WEBとリアルを⽴体的に使った、プロモー
ションを展開しています。

https://www.bosch.co.jp/pt/dremel-2020/


Produce Cases 事例紹介

24

ボッシュ様[ボッシュプロモーション]

URL

SERVICE

施策詳細

https://www.haconiwa-
mag.com/information/2019/08/boschten/

プロモーション / 展⽰ / グラフィック

ボッシュの多⾓的な製品・サービスのプロモーション
施策。

ボッシュの製品・サービスを10名のイラストレーター
に描いていただき、展⽰「ボッシュと10名のイラスト
レーター展」を実施。

イラストレーターに楽しく描いていただくことで、⾃
動⾞分野や農業分野などを⼀般の⽅にわかりやすく、
楽しく伝え、広げる施策としました。
また、様々なテイストのイラストレーターに参画いた
だくことで、より多くの⽅に届く仕組みを作っていま
す。

https://www.haconiwa-mag.com/information/2019/08/boschten/


Produce Cases 事例紹介
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ルミネ様[えんなり 和菓⼦カレンダー]

URL

SERVICE

施策詳細

https://www.haconiwa-
mag.com/information/2019/12/ennaricalendar/

プロダクト / グラフィック

ニュウマン新宿にある和菓⼦のセレクトショップ
「えんなり」の2020年和菓⼦カレンダーの企画、制作
を担当。

4名のイラストレーターにアサインし、それぞれ３つ
の和菓⼦を描いていただきました。

https://www.haconiwa-mag.com/information/2019/12/ennaricalendar/
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阪神阪急百貨店様[2019年クリスマスプロモーション]

URL

SERVICE

施策詳細

https://www.hanshin-dept.jp/dept/xmas_2019/sp/
https://www.haconiwa-
mag.com/information/2019/11/hanshin2019christmas/

プロジェクト / プロモーション / イベント / 
プロダクト / WEB / グラフィック

阪神梅⽥本店の2019年クリスマスプロジェクトの全体
統括を担当。
新時代、多様化にあわせて、“あたらしい”と“あなた
らしい”を掛け合わせたコピー「あなたらしい、クリ
スマス」をテーマに展開しました。

・企画制作
・メインビジュアルの制作
・特設サイトの制作
・各フロアにあるイベントスペースのマーケット企
画・出店者提案・アサイン・ディレクション
・マーケットでのラッピング企画

※残布を活かし、メインビジュアルのイラストをテ
キスタイル⽤にリデザインしプリント。アップサイク
ルなラッピングを展開。
・クリスマス限定ショッパーの企画・デザイン

https://www.haconiwa-mag.com/information/2019/11/hanshin2019christmas/
https://www.haconiwa-mag.com/information/2019/11/hanshin2019christmas/
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コクヨ様[GLOOプロモーション]

URL

SERVICE

施策詳細

https://www.haconiwa-
mag.com/life/2019/10/gloo_haconiwa/
https://www.haconiwa-
mag.com/life/2019/10/gloo_workshop/

プロジェクト / プロモーション / イベント・ワーク
ショップ/ プロダクト / グラフィック

接着・粘着⽤品のブランド「GLOO」のプロモーショ
ンキャンペーンの企画・制作を担当。

「GLOO」の接着剤を使って完成するギフトバックを
制作。3名のクリエイターにデザイン制作を依頼。そ
れぞれテイストが異なるデザインで、⼩さいお⼦様か
ら⼤⼈まで楽しめるデザインとしました。

また、2⽇間のワークショップイベントも開催。さま
ざまなプログラムで「GLOO」を楽しめるイベントと
しました。

https://www.haconiwa-mag.com/life/2019/10/gloo_haconiwa/
https://www.haconiwa-mag.com/life/2019/10/gloo_workshop/
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⽇本テレビサービス様[みんなのミュシャ展]

URL

SERVICE

施策詳細

https://www.haconiwa-
mag.com/information/2019/06/mucha-haconiwa-goods/

展覧会「みんなのミュシャ ミュシャからマンガへ
――線の魔術」とコラボレーションし、オリジナル
グッズを制作。企画、クリエイターアサイン、全体
ディレクションを担当。

ミュシャの魅⼒を最⼤限に活かしながら、3名のクリ
エイターに協業いただき、お菓⼦、靴下、トートバッ
グの３商品を制作しました。

プロダクト

https://www.haconiwa-mag.com/information/2019/06/mucha-haconiwa-goods/


Special Menu（Circular economy × Creative）
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サーキュラーエコノミー研究家安居昭博⽒と様々なクリエイターと協業し、サーキュラーエコノミー視点と編集・デザイン視点
で参画します。

サーキュラーエコノミーを推進させるためには意識の⾼い消費者だけではなく、⼀般的な消費者に関⼼を持ってもらうことが必
要になります。そのためには、「⼀般消費者にとって魅⼒的なサービス・商品の開発」と「サービス・商品そのものに興味を
持ってもらいやすいデザイン」が重要です。

Circular economy × Creativeで良い循環をつくり、企業・地域をサポートします。

詳細はお問い合わせください。

サーキュラー
エコノミー研究家

編集・
プロデュース

クリエイター

× ×サーキュラーエコノミー視点から
地域・企業の価値・財産を掘り起こし

有機的な⼈と⼈の掛け合わせから
新しい仕組みづくりを模索

どのような⽂脈で語ることが良いか
価値・財産の定義・拡張を⾏う

クリエイティブやデザインの視点から
⼀般の⽅への認知・興味を増やす

安居昭博⽒ Profile
1988年12⽉12⽇⽣まれ。東京都練⾺区出⾝。Circular Initiatives&Partners代表。
世界経済フォーラムGlobal Future Council on Japanメンバー。ドイツ・キール⼤学「Sustainability, Society and the 
Environment」修⼠課程卒業。
サーキュラーエコノミー研究家 / サスティナブル・ビジネスコンサルタント / 映像クリエイター。アムステルダムと東京
の2拠点で視察イベントやオンライン講習会の開催、各種プロジェクトへアドバイザリーとして参画し、サーキュラーエコ
ノミーを国内外へ広める活動に従事している。
2021年6⽉「サーキュラーエコノミー実践 ーオランダに探るビジネスモデル（学芸出版社）」出版。

NEW
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Creator Network



Creator Network「HACONIWA CREATORS」
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クリエイターネットワーク「HACONIWA CREATORS」では、さまざまなジャンルのクリエイターをネットワークしています。

クリエイター×クリエイター、クリエイター×企業、クリエイター×読者など、クリエイターをたくさんの⽅につなげることで、
クリエイターの可能性をさらに引き出し、共にクリエイティブを⽣み出します。

⽬的や課題によって、適宜さまざまなクリエイターをアサイン、キュレーションが可能です。
クリエイターと協業しながらハイクオリティな制作を⾏います。

HACONIWA CREATORS https://www.haconiwa-mag.com/creators/

クリエイター例⼀部（現在85名が参加）

https://www.haconiwa-mag.com/creators/


Creator Network Business Menu
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キュレーション
貴社の課題や⽬的等をお伺いし、haconiwaがクリエイターの
キュレーション、アサインを⾏います。
様々なジャンルのクリエイターと繋がっているhaconiwaだか
らこそ、貴社の求めるクリエイターをキュレーションします。

⾦額
¥70,000〜(税別）
※キュレーション⼈数や内容により
異なりますので、お問い合わせくだ
さい。

業務範囲

ヒアリング
⽬的、コンセプト設計
企画
キュレーション
ディレクション
※予算、内容によりご提案させてい
ただきます。

クリエイターへのアンケート、座談会
クリエイターの貴重な声をアンケートや座談会で聞くことが
できます。
貴社の課題や⽬的等をお伺いし、haconiwaが企画・座組みを
ご提案、クリエイターのアサインからアンケート・座談会の
運営までを⾏います。商品開発等にご活⽤ください。

⾦額
¥300,000〜(税別）
※⼈数や内容により異なりますので、
お問い合わせください。

業務範囲

ヒアリング
企画、座組み設計
クリエイターアサイン
アンケート、座談会の運営
ディレクション
※予算、内容によりご提案させてい
ただきます。
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Adobe様[Adobe Creative Cloud Japan]

URL

SERVICE

施策詳細

https://www.instagram.com/adobecreativecloudjp/

Adobe Creative Cloud JapanのInstagram公式アカウン
トのキュレーションを担当。

⽇本で活躍するクリエイターのサポートと、クリエイ
ターがインスピレーションの元となるような作品を紹
介したいという⽬的のもと、Adobe Creative Cloudを
使⽤している⽇本のクリエイターの作品を紹介してい
ます。

キュレーション

https://www.instagram.com/adobecreativecloudjp/
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阪急うめだ本店様[イベントマーケット]

URL

SERVICE

施策詳細

https://www.haconiwa-
mag.com/information/2022/03/hankyu/

阪急うめだ本店にて開催されるイベントマーケットの
キュレーションを担当。

『暮らしを元気にするHappyダイニング！』をテーマ
に３ブランド・５クリエイターをキュレーション。

キュレーション

https://www.haconiwa-mag.com/information/2022/03/hankyu/
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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

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

※ 次ページのRegulationにつきましてもご⼀読ください。
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注意事項

• 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。

haconiwa Media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


