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「Monodzukuri Quest 」は、

モノづくりを探求する
動画ポータルサイトです

動画や画像、テキスト、PDF 資料などで
新製品・技術やサービスなど
伝えたい内容を効果的にピーアールします。

「Monodzukuri Quest」（略称「Mono Que」モノクエ）は
モノづくり技術の「解」に出会える探求の場と
技術の凄み・面白みを知る有意義で楽しい時間を提供します。

Mono Que
モ　ノ　づ　く　り　       　　　　ク　エ　ス　ト

＜トップページイメージ＞
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「Monodzukuri Quest 」は、

モノづくりの「解」に出会える、探求の場に

モノづくりの技術や製品の特長を分かりやすく伝える
「動画」を通じ、モノづくりの現場が抱える課題に対して、
「これだ！」と納得できる解決策に出会える場を提供し
ます。

User Maker

Expert Market

Mono Que

弊社は半世紀以上にわたり「モノづくりを応援する新聞」
を編集・発行しています。
本サイトは、「モノづくりを応援し、業界の底上げに力
を添えるメディア」として、新聞編集で培った「伝える力」
を活かしたプラットホームです。

＜各社様ページイメージ＞

視聴者が持った疑問や、製品価格等に関する質問を、
簡単に貴社へ通知できる「問い合わせフォーム」。
記入内容は、貴社指定のメールアドレスに直接送信さ
れます。情報を「伝える」だけでなく、反響を活かす
ことで、貴社ビジネスの発展に貢献します。

「問い合わせフォーム」で顧客を掴む

モ　ノ　づ　く　り　       　　　　ク　エ　ス　ト
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User Maker

Expert Market

Mono Que

①「モノづくり動画は Mono Que で見る」を広めるために
・専門記者が分かりやすい記事ですべての動画を解説。見どころ＋αを即座に掴めます。
・各動画「問い合わせフォーム」で視聴者の「もっと知りたい」にしっかり対応します。
・バーチャルの動画サイトと、リアル世界のユーザーを「具体的に」結びます。

②「貴社に新たなファン層を呼び込むことができるサイト」として
・新聞社ならではの産学官とのパイプを活かし，幅広いユーザー層にPR を実施中です。
・視聴者からの反響を適切な形で貴社へフィードバックし、ビジネス機会を創出します。
・英文テロップ併記など、ワールドワイドにアピールする仕組みを徐々に構築中です。

③「ユーザーとメーカーをつなぎ、相互に役立つ存在になる」
　 これが Mono Que 主義です。

・モノづくりの世界のユーザー、メーカーが集い、学び、情報を交わし
　ビジネスに役立てるためのサイトに特化しています。

・Mono Queは新たなユーザー層へリーチする可能性を高め、
　さらに確度の高いユーザーを呼び込むことができると考えています。

User

Mono Que

ユーザー　Mono Que　メーカー　

User Maker

Mono Que

User Maker

Mono Que
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2020 年 11 月に約 100 本の動画掲載からスタートました。1000 本、2000 本、のべ１万本を
目指すとともに、掲載ジャンルやコンテンツメニューも充実させます。
技術動画のほかに、専門家らの意見を掲載、市場のトレンドを分析・掲載し、

「まとめサイト」とは大きく一線を画すサイトへさらに進化×深化していきます。

User Maker

Expert Market

Mono Que
「Monodzukuri Quest 」は、

日本最大級の「モノづくり動画サイト」を目指して

アクセス数拡大に向け、視聴者を導くための
様々な仕掛けを企画・実施、さらに計画予定です。
・ネット広告を活用したサイトのピーアール活動
・メールマガジンでのピーアール活動
・モノづくり団体との連携
・オンラインセミナーの開催
・著名なモノづくり系 YouTuber とのコラボ企画
・生産財商社のネットワークを活用したピーアール
  …など

Mono Que 動画視聴への誘導・7 つの入り口
①本サイトのトップページから視聴
②メーカー様の動画記事ページから視聴
③サイト内検索から視聴

④「関連動画を見る」から視聴
⑤タグ検索からの視聴

⑥特集記事から視聴
⑦ SNS 共有による視聴

モ　ノ　づ　く　り　       　　　　ク　エ　ス　ト
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本規約は、株式会社日本物流新聞社（以下「当社」といいます）が運
営する「Monodzukuri Quest」上で提供するサービスおよびこれに付
帯して提供されるサービスの利用に関し、当社と情報提供企業との間
の契約関係を定めるものです。
 第 1 条（定義）
1. 本サービス
当社が「掲載情報」を「Web サイト」に掲載することを「本サービス」
といいます。
2. 商品
本サービスの掲載対象となる商材、サービス等を「商品」といいます。
3. 情報提供企業
当社に対し、「掲載情報」を「Web サイト」上に掲載することを希望
する法人または個人事業者を「情報提供企業」といいます。
4. ユーザー
情報提供企業以外の本サービスの利用者を「ユーザー」といいます。
5.Web サイト
当社が運営する Web サイト「Monodzukuri Quest」を「Web サイト」
といいます。
6. 掲載情報
情報提供企業が Web サイトへの掲載を希望し当社に提供する商品に関
する画像、動画等のコンテンツを「掲載情報」といいます。
7. 個人情報データ
ユーザーのメールアドレス・氏名・所属団体名・所属団体における役職・
業種・アンケート回答・問い合わせ内容・その他の個人情報保護法上
の個人情報を「個人情報データ」といいます。
第 2 条（本サービスの目的）
本サービスは、掲載情報を Web サイトに掲載し公開すること、および
掲載情報に基づき当社またはユーザーが本サービスを利用し、商品の
情報を効率的に伝達し、商品の認知度向上と拡販を図ることを目的と
します。
第 3 条（本サービスを通じて得られた情報）
当社は、第 6 条に定める場合を除き、引き合い情報、問い合せ情報、
閲覧履歴、その他の本サービスを通じて得られた一切の情報を無償で
自由に使用する権利を有します。
第 4 条（知的財産権の非侵害）
情報提供企業は、掲載情報について、第三者の特許権、実用新案権、
意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作者人格権、ノウハウ、
営業秘密およびその他一切の知的財産権を侵害しないことを保証する
こととします。万一、権利侵害の問題が発生し、または発生するおそ
れがあるときは、情報提供企業は当社に対してただちにその旨を通知
し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決することとし、当社に損
害が発生した場合はその損害を賠償するものとします。
第 5 条（当社の知的財産権について）
当社が本サービスの運営のために独自で作成し、又は情報提供企業以
外の第三者に委託して作成したシステム、コンテンツ、データ、デザ
イン、ノウハウ、プログラム、マニュアル等の著作物の著作権、著作
者人格権、商標権その他の知的財産権及びそれらに関連する全ての権
利は当社に帰属するものとし、情報提供企業は当社の事前の承諾なく
これらを利用、複製、転載等（スクレイピングを含みます）すること

はできないものとします。
第 6 条（情報提供企業の知的財産権について）
1. 掲載情報のうち、当社が情報提供企業から提供を受けたものについ
ては、著作権、著作者人格権、商標権、肖像権、その他これらに関連
する権利は、情報提供企業または原権利者に帰属するものとします。
2. 情報提供企業は、当社に対し提供した掲載情報を、当社が本サービ
スの運営、本サービスのマーケティングもしくは広告宣伝または第 2
条（本サービスの目的）のために、日本国内外において無償かつ無期
限に使用する権利（当社のグループ会社に対して利用の再許諾する権
利を含む）を許諾するものとします。情報提供企業は、当社及び当社
が権利を再許諾した当社のグループ会社に対して、知的財産権を行使
しないものとします。
3. 情報提供企業および当社は、掲載情報の知的財産上の権利は、前項
に定める使用により移転するものではないことを確認します。
第 7 条（情報提供企業の情報について）
1. 当社は情報提供企業の登録情報について、理由の如何を問わずいつ
でも登録抹消、カテゴリの変更、内容の変更・編集等を行うことがで
きるものとします。
2. 当社は、掲載する情報提供企業の登録情報について、公開すべきか
否か、当社の裁量で決定する権利を有するものとし、いずれのカテゴ
リに登録を行うのが適切かについても決定することが出来るものとし
ます。
第 8 条（個人情報データについて）
1. 情報提供企業が当社、本サービスまたは当該個人から個人情報デー
タを取得した場合、情報提供企業は、当社からの業務受託先として、
当社が別途プライバシーポリシーにて定める個人情報の利用目的の範
囲内に限って個人情報データを利用するものとし、その他の目的に利
用する場合はユーザーの了承を得るものとします。
2. 情報提供企業は当社が提供した個人情報データを、頒布、譲渡、販
売等、方法を問わず、第三者に提供しないものとします。
3. 前 2 項のほか、情報提供企業は個人情報保護法の規定を遵守するも
のとします。
第 9 条（ユーザーの秘密情報について）
1. 本サービスを通じて取得した当社およびユーザーの技術上、営業上、
その他のあらゆる情報は秘密情報にあたるものとし、情報提供企業は
秘密情報を本サービスの目的達成のためにのみ使用するものとします。
2. 情報提供企業は前項の秘密情報を第三者に開示しないものとし、開
示をしようとする場合には事前に当社またはユーザーの承諾を得るも
のとします。
第 10 条（取引不介入）
1. 当社は、本サービスの利用により情報提供企業とユ－ザーとの間で
発生した引合い、取引には介入しないものとします。当社は、本サー
ビスの利用により、取引が成立するか否か、その取引が収益を生むか
否かはもとより、ユーザーの信頼性や取引実績について、何らの責任
を負いません。当社は、情報提供企業とユーザーとの交渉、取引、支
払い等、またはそれらに起因、関連して発生した当事者間での紛争等
についての責任は一切負わないものとします。
2. 前項のほか、当社は本サービスの利用に関して情報提供企業とユー
ザーその他の第三者との間で発生したあらゆる紛争等に関して一切の
責任を負いません。

第 11 条（情報の管理）
1. 当社は掲載情報および情報提供企業から提供さ
れる情報について、善良な管理者の注意をもって
適切に管理します。
2. 当社は、本サービスを提供するために必要な作
業を委託するにあたり、掲載情報および情報提供
企業に関する情報の一部または全部を提供するこ
とができるものとします。
第 12 条（掲載情報に対する責任）
情報提供企業は、掲載情報の内容について責任を負うものとし、掲載
情報に起因して当社に損害が発生した場合は、その損害を賠償するも
のとします。
第 13 条（サービスの停止）
当社は、本サービスを停止する必要があると当社が合理的に判断した
ときは、必要となる期間、本サービスの全部または一部を停止するこ
とができるものとします。当該停止は本サービスの運営上必要となる
ものであり、当社は当該停止に関して責任を負わないものとします。
第 14 条（利用規約違反）
当社は、情報提供企業が本規約又は HP 規約に違反するような行為等
を発見した場合には、違反者の違反行為に該当する登録・掲載を削除
することができます。この場合、当社は、当該違反者に対して一切の
責任を負わないものとします。
第 15 条（損害賠償）
情報提供企業が本規約又は HP 規約に違反して当社に損害が生じたと
きは、情報提供企業はその損害を賠償する責任を負うものとします。
ただし、情報提供企業に故意または過失がないときはこの限りでは有
りません。
第 16 条（非保証）
当社は、本 Web サイトにエラー、バグ、不具合その他のセキュリティ
上の欠陥がないこと、及び、本サービスが第三者の権利を侵害してい
ないことを保証しません。
第 17 条（再委託）
当社は、第三者に対し、本サービスを提供する業務の全部または一部
を第三者に委託できます。この場合、当社は、当該第三者に対し、当
社が本規約上の義務を履行するために必要な範囲で義務を負わせます。
第 18 条（適用期間）
1. 本規約の適用期間は、情報提供企業が「Monodzukuri Quest」利用
申込書を提出した日から、本サービスの利用を中止したとき、もしく
は第 14 条の違反行為により掲載情報が削除されたときとします。
2. 本規約の適用期間満了後であっても、第 4 条乃至第 10 条、第 12 条、
第 15 条および第 16 条の規定は当該期間満了後も存続するものとしま
す。
第 19 条（期間満了後の掲載情報の取扱い）
情報提供企業は、本規約の適用期間が終了したときは、掲載情報の返却、
破棄を求めることができるものとし、当社は返却・破棄の要求があっ
たときは速やかにこれに応じるものとします。
第 20 条（基本契約）
当社と情報提供企業が別途取引基本契約を締結している場合、本契約
に定めのない事項は当該取引基本契約によるものとします。
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「Monodzukuri Quest 」 各料金について

※1）掲載期間は、貴社より特段のご指示がない場合、最低でも「1年」の掲載を保証いたします。
※2）表示額は基本料金です。なお、東京圏及び近畿圏以外の地域への出張撮影には交通費（実費）をご請求いたします

（２本目以降は、1 本につき掲載料 3 万円※ 1）

（但し同時申込み同時撮影の場合、
　２本目以降は、1 本につき掲載料 3 万円※ 1）

（２本目以降は、1 本につき掲載料 3 万円※ 1）

① 動画掲載料        1 本　5 万円

② 動画撮影・編集 1 本 15 万円※ 2）＋ 動画掲載料 1 本 5 万円

③ 動画の専門業者による企画・撮影・編集
　 動画撮影・編集 1 本 35 万円※ 2） ＋ 動画掲載料 1 本 5 万円

対象：自社で動画を用意される企業様
条件：視聴時間 3 分程度までの動画（音楽等の著作権にご注意ください）

対象：弊社に動画を依頼される企業様
条件：弊社編集部員による企画、撮影、編集
        視聴時間 3 分程度までの動画

対象：弊社に動画を依頼される企業様
条件：テレビ、CM 制作など映像専門の業者による企画、撮影、編集 
        視聴時間 3 分程度までの動画

その他、詳しくは、弊社の営業担当者までお問合せください。

精度の高い映像作りが可能です !

User Maker

Expert Market

Mono Que
ー 価格説明 ー 

新聞社の「情報を整理して伝える」という特性を強みに、
伝えたいことが伝わる動画作りを目指しています！

モ　ノ　づ　く　り　       　　　　ク　エ　ス　ト
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動画制作スケジュール

お申込 打ち
合わせ

企画
提案

取材
撮影 編集 確認

修正
修正は

２回まで

完成 公開

撮影は
2〜3時間程度

アピールしたい
モノ・サービスに
ついて検討・調整

ストーリー
の組み立て
撮影計画等

動画編集
おおよそ
2週間程度

「Monodzukuri Quest」運営：株式会社 日本物流新聞社

「Monodzukuri Quest」掲載お申込書

お申込み・お問合せ先

■大阪本社　　営業担当：
〒 550-0012　大阪市西区立売堀 2-1-9 日建ビル 7F　
TEL 06-6541-8048　FAX 06-6541-8056

■東京支社　　営業担当：
〒 108-0075　東京都港区港南 2-14-14 品川インターシティフロントビル3F
TEL 03-6712-1391　FAX 03-6712-1398

ご注意：詳しくは、弊社の担当者までお問合せください。動画の企画・撮影・編集につきましては、時間を要しますので早めのご用命をお願いいたします。

※お申込の際は、下記「申込書」を弊社担当者に
　お渡しいただくか、FAX にてお送り下さい。

モノづくり動画ポータルサイト「Monodzukuri Quest」利用規約に同意して、下記のとおり申し込みます。日本物流新聞社宛 年　　月　　日

貴社名 部署名・お役職

ご担当者名 ご担当者
E-mail アドレス

ご住所・TEL 〒

掲載動画数 自社より動画データを［　　　　本］支給します※ 1 動画を［　　　　本］制作依頼します

価格 制作料※ 2：¥ 掲載料※ 3：¥

お支払い方法 １．銀行振り込み（締切日　　　　日・支払日　　　　日）　　　　　

TEL.(　　　　）　　　　　ー         

切 り 取 り 線切 り 取 り 線

※ 1）動画編集に関し、打合せをさせて頂く場合があります。　※ 2）本企画書「価格説明」頁の料金体系に沿って弊社担当より提示いたします。
※ 3）本企画書「価格説明」頁をご参照ください。なお、掲載期間は特段のご指示等がない場合、最低 1 年を保証いたします。

ー 申込書 ー 

新聞編集で培った「情報を整理して、分かりやすく伝える力」を動画事業に存分に活かします！


