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当社メディアの 3 大特徴！ 

1. 純度 100％の読者

2. 約 3 万人のクリエイターと連携

3. 低価格広告

カラーズは各種クリエイター向けメディアを展開する編集カンパニーです。

2018年度の広告展開にぜひ当社媒体をご検討願います。

2017年 12月吉日 

カラーズ出版事業部

http://pdweb.jp/
http://japancreators.jp/


  

[1] Web マガジン 
 

●pdweb.jp  http://pdweb.jp/ 

プロダクト／建築などモノ作り系媒体。2007 年 9月創刊 

・読者は影響力や発信力の高い、プロのコア層中心です。 

・著名筆者陣のコラムが好評です。 

・2018 年初頭より pdweb内に 3D プリンタ関連情報の専門ページ 3D Creators を新設 

 

●JapanCreators.jp  http://japancreators.jp/ 

イラスト／グラフィック／写真系媒体。2016 年 8月創刊。 

・イラスト、デザイン、写真の 3本柱によるクリエイター向けサイトです 

・絵も写真もデザインも、といった、ボーダーレスなクリエイターに愛読されています。 

・若手クリエイターによるリレーコラムが好評。新世代の発想や技術を伝えます。 

 

  pdweb JapanCreators 

創刊年 2007 年 9 月 2016 年 8 月 

コンセプト 
プロダクトデザイン／建

築などモノ作り系媒体 

イラスト／グラフィック／

写真系のクリエイター向

け媒体 

月間アクセス数 12 万 visit 6 万 visit 

  33 万 pv 12 万 pv 

  4 万 uu 2 万 uu 

読者層 プロデザイナー：55％ イラストレーター：30％ 

  エンジニア：15％ 
グラフィックデザイナー：

20％ 

  モノ作り営業系：9％ カメラマン：20％ 

  学生：21％ プランナー系：5％ 

    学生：25％ 

 

●pdwebメールマガジン 

毎月最終金曜日もしくは月曜日に「pdweb メールマガジン」を配信。 

読者層は pdweb.jpとほぼ同じ、モノ作り系のクリエイター、プランナーです。 

 

配信数：約 3,000 

 

バックナンバーは以下より閲覧できます。 

http://pdweb.jp/column/index.shtml#mailmag 

 

 

 

 

http://pdweb.jp/
http://japancreators.jp/
http://pdweb.jp/column/index.shtml#mailmag


  

[2] 年鑑書籍 
「デザイナーズ FILE」「プロカメラマン FILE」「ジャパン･クリエイターズ」の 3誌合計で 

約 3 万人のクリエイターと常に連携しています（常時追加中）。 

各誌とも若手からベテランの皆様まで、第一線で活躍されているクリエイターの皆様にご活用いただい

ています。各誌 1号当たり 140名前後のクリエイターを掲載。 

 

  デザイナーズ FILE プロカメラマン FILE ジャパン・クリエイターズ 

創刊年 
2011 年創刊／毎年 3 月

刊行 

2013 年創刊／毎年 10 月

刊行 

2014 年創刊／毎年 7 月

刊行 

コンセプト プロダクト／建築系媒体 写真系媒体 
イラスト／デザイン系媒

体 

発行部数 約 4,000 部 約 4,000 部 約 4,000 部 

販売 （株）ボーンデジタル （株）ボーンデジタル （株）ボーンデジタル 

流通 
全国主要書店およびアマ

ゾンなどネット系書店 

全国主要書店およびアマ

ゾンなどネット系書店 

全国主要書店およびアマ

ゾンなどネット系書店 

読者層 
モノ作り系業界関係者全

般 
プロフォトグラファー プロクリエイター 

  学生など予備軍 
学生などフォトグラファー

予備軍 
クリエイター予備軍 

 

年鑑書籍の詳細は以下の Webページでご確認願います。 

http://japancreators.jp/info/yb.shtml 

 

facebookページにて情報発信中！ 
●デザイナーズ FILE    

https://www.facebook.com/df2018/ 

●プロカメラマン FILE   

https://www.facebook.com/PCF2018/ 

●ジャパン・クリエイターズ 

https://www.facebook.com/japancreators/ 

 

■■■■■■■■Web サイトの広告企画も好評です■■■■■■■■■ 

現在は以下の広告企画を実施中です。Web での広告企画もご相談ください。 

 

▲エプソン様プリンタ企画  http://japancreators.jp/design/ep_01.shtml 

 

▲写真コンテスト（協賛企業募集中）  http://japancreators.jp/info/jc_compe_2018.shtml 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

http://japancreators.jp/info/yb.shtml
https://www.facebook.com/df2018/
https://www.facebook.com/PCF2018/
https://www.facebook.com/japancreators/
http://japancreators.jp/design/ep_01.shtml
http://japancreators.jp/design/ep_01.shtml
http://japancreators.jp/info/jc_compe_2018.shtml
http://japancreators.jp/info/jc_compe_2018.shtml
http://japancreators.jp/design/ep_01.shtml�
http://japancreators.jp/info/jc_compe_2018.shtml�


[3] 2018 年度のお得な広告プラン
さまざまな種類の広告を組み合わせた、お得なパッケージ広告となります。低予算でターゲットを絞っ

た効率的な広告展開が可能です。ぜひご利用願います（2018 年 1月より有効）。 

※6 ヶ月～12ヶ月の契約でお願いいたします。

お得な広告プラン プラン A プラン B プラン C 

価格 25,000 円/月 30,000 円/月 60,000 円/月 

pdweb 小バナー ○ 

pdweb 中バナー ○ ○ 

JC バナー ○※ ○ ○ 

3DCreatord バナー ○※ ○ ○ 

pdweb メールマガジン 

年 2 回 
○ ○ 

貴社ニュース随時掲載 ○ ○ ○ 

オリジナル記事 1 本 ※1 ○ 

年鑑書籍 1 ページ ※2 ○ 

※↑どちらかを

選択 

※料金はすべて消費税別です。またネット料金となります。

※1：オリジナル記事。「pdweb」、「JapanCreators」でユーザー事例／インタビュー／レビュー／製品解

説などを掲載します。デザイナー、イラストレーター、フォトグラファーなど約 3 万人のクリエイター

と連携していますので、第一線のプロにレビューや執筆などを依頼することが可能です。

※2：年鑑書籍「デザイナーズ FILE」「プロカメラマン FILE」「ジャパン・クリエイターズ」内の

広告企画カンパニーFILE 1ページ（定価 60,000円／1ページ）

■■■■■■■年間契約 最大 20％割引キャンペーン■■■■■■■■

本日より 2018年 3月 30日（金）まで、年間契約（6ヶ月以上）の割引キャンペーン期間といたします。 

プラン A：20,000円／月   プラン B：24,000円／月･･･20％ OFF 

プラン C：54,000円／月･･･10％ OFF 

※ご予算・ご要望に応じてのカスタムプランも承ります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●お申込み連絡先

お申込み、お問い合わせは、本メールの返信で承ります。常時受付ています。 

info@pdweb.jp

電話＆FAX 03-3375-5395 

mailto:info@pdweb.jp


[4] 広告料金表

（1）Web バナー 192×145 296×210 739×90 300×60 

pdweb （33 万 pv） 30,000 円/月 50,000 円/月 80,000 円/月 － 

JapanCreators （12 万

pv） 
－ － 20,000 円/月 

3D Creators － － 20,000 円/月 

（2）メールマガジン
ヘッダー35 字×3

行

記事中 35 字×3

行 
臨時増刊号 

pdweb メールマガジン

（3,000 部） 
24,000 円 18,000 円 100,000 円 

（3）Web 広告企画 インタビュー 製品レビュー 製品解説 

pdweb 100,000 円 100,000 円 80,000 円（1 回） 

JapanCreators 90,000 円 90,000 円 70,000 円（1 回） 

（4）年鑑書籍

（各 4,000 部）
B5 判 4C/1P B5 判 4C/2P 

デザイナーズ FILE 60,000 円 120,000 円 

プロカメラマン FILE 60,000 円 120,000 円 

ジャパン・クリエイターズ 60,000 円 120,000 円 

（5）企業様向け制作物 取材・原稿料 

パンフレット、ユーザー

事例 
80,000 円より 

A4 判 1～2 ページ 

※料金はすべて消費税別です。またネット料金となります。

貴社のニーズに合わせ、（1）～（5）の自由な組み合わせ広告も可能です。6 ヶ月以上のお申込みで最大

20％割引となります。 

※（5）企業様向け制作物について 

弊社では各企業様とユーザー事例などの小冊子、パンフレットを制作しています。お気軽にご相談くだ

さい。事例やレビューを第一線のプロクリエイターに依頼することが可能です。 

※デザイン料、撮影料（カメラマン依頼の場合）、企画料、印刷用紙代、出張交通費などは別途ご請求さ

せていただきます。



[5] デザイン制作のご案内
弊社では 2018年よりデザイン制作業務を開始いたします。一流のデザイナーによる優れたデザイン提案

が可能ですので、ぜひご利用願います。 

●デザイン対象

（1）パッケージデザイン、パンフレット、冊子、DMなど紙全般（印刷物納品も可能）

（2）Webデザイン／ムービー／アニメーション（弊社より外注）

※（1）（2）のトータルデザインも可能です。

●当社デザインの特徴

当社のデザインスタッフに加え「ジャパン・クリエイターズ」「プロカメラマン FILE」掲載のグラフィッ

クデザイナー、イラストレーター、カメラマンなど第一線のプロクリエイターへのご依頼も承ります。

またご要望があれば、著名デザイナーへの依頼も可能です。

●料金

基本的に各社様の社内規定の範囲で承ります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●弊社媒体の対象クライアント企業様

ソフト：CAD関連ツール／グラフィック関連ツール／写真関連ツール、

ハード：PC／デジタルカメラ／ディスプレイ／プリンタ・スキャナ／ストレージ／ネットワーク関連／

3D プリンタ・3Dスキャナ／タブレット

サービス：出力センター／3D系入出力サービス／撮影スタジオ

･･･その他すべてのクリエイティブ関連企業様

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●主な実績クライアント様（敬称略、Web含む）

アプリクラフト、アドビシステムズ、アムテック、アルテアエンジニアリング、EIZO、エーアンドエー、

エプソン、オートデスク、シグマ、シーメンス PLM ソフトウェア、スペースクレイム、ストタラシス、

セルシス、ソリッドワークス、DNP フォトイメージング、豊通マシナリー、PTCジャパン、ボーンデジタ

ル、マクソンコンピュータ、ローランド ディー.ジー.、ワコム…。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

以上、2018年もよろしくお願い申し上げます。 

2017年 12月吉日 

〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-20-2 パルムハウス初台 909 

カラーズ(有)出版事業部

電話＆FAX 03-3375-5395

info@pdweb.jp

mailto:info@pdweb.jp

