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ABOUT Makerムーブメントを伝えるメディア

• オライリー・ジャパンでは、雑誌「Make」日本語版、ウェブサイト「Makezine.jp」、
イベント「Maker Fair」の運営を通じ、Makerムーブメントの「今」を伝えています
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BOOKS

EVENT

「Make」日本語版
（雑誌体裁の書籍）
年1～2回刊行 Vol.12まで発売中
（2013年2月現在）

BOOKS／年3～4点刊行

Maker Faire Tokyo
個人のものづくりを応援する
Maker ムーブメントのお祭り

Maker Conference  Tokyo 
Maker向けカンファレンス

Mini Maker Faire
各種スピンオフイベント

makezine.jp
WEBサイト／日々更新
4000 PV／日

WEB
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ABOUT Makerムーブメントとは

• 「Make」は、アメリカ発のテクノロジー系DIY工作専門雑誌として2005年に誕生しました。

• 自宅の庭や地下室やガレージで、びっくりするようなものを作っている才能あふれる人たちのコミュニティ
が、現在どんどん大きくなっています。

• 「Make」は、そうしたコミュニティ同士を結びつけ、刺激と情報と娯楽を与えることを目的としています。

• 「Make」は、すべての人が思いのままに、あらゆるテクノロジーを遊び、いじくり、改造する権利を
称賛します。

• 「Make」の読者は、自分自身、環境、教育──私たちの世界全体をよりよいものにするための文化、
コミュニティとして成長を続けています。

• それは、雑誌の読者という枠を超え、全世界的なムーブメントになりました。
私たちはそれを「Makerムーブメント」と呼んでいます。
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US

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

JP

ABOUT Make: TimeLine US/ Japan
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・雑誌「Make:」
O‘Reilly  Mediaから創刊
・「Maker」「Maker Movement」
というコンセプトを打ち出す ・Maker Shed リリース

・World Maker Faire Ney York
スタート

・MAKER 
MEDIA ,Inc

設立

・Make: Tokyo Meeting 01 
スタート

・雑誌「Make」日本語版創刊

・Make: Ogaki Meeting開催

・Maker Faire Tokyo 2012開催

・Maker Conference Tokyo
2012開催

・WEB
リニューアル

・Maker Faire Bay Area
開始

・Mini Maker Faire
開催箇所が世界
60地域に



WEB makezine.jp

■概要

• 「Make」日本語版編集部が厳選した、グローバルなMakerムーブメント情報を発信するWEBメディア

– makezine.com翻訳記事／日本オリジナルコンテンツ

– Make／Maker Faire情報

• 月間PV数 約120,000（2013年2月現在）

■掲載スペース
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掲載スペース 掲載期間
サイズ
（分量）

料金
（税別）

①スーパーバナー 1ヶ月 728px×90px

お問い合わせ
ください

②レクタングルバナー 1ヶ月 300px×250p

③サイドバーバナー 1ヶ月 300px×124p

④タイアップ記事 1ヶ月
（掲載期間終了後
もアーカイブとして
記事は掲載いたし
ます）

1P
（1200字前後のテキスト＋
2点までの画像）
facebookならびにtwitter
での誘導も実施致します

・掲載期間は1ヶ月単位となります。
・お申込みは掲載開始の10営業日前までにお願い致します。
・原稿の入稿は掲載開始の5営業日前までにお願い致します。
・期間中の原稿の差し替えはできません。
・掲載内容、リンク先はオライリー・ジャパンにより審査の上掲載可否を判断致します。

（内容如何によっては、修正ならびに掲載をお断りする可能性がありますのでご了承ください）
・イベントページ（Maker Faire Tokyo/Maker Conference Tokyo/他イベント）へのバナー掲載は協賛プランにて承ります。
・タイアップ広告の原稿はMake:日本版編集部にて制作いたします。
・タイアップ広告制作で遠方への取材が発生する場合は別途交通費をご請求致します。



EVENT Maker Faire Tokyo

■概要

• Maker Faire Tokyoは「電子工作」「電子楽器」「ロボット」「手芸」「乗り物」「小型飛行物体」…等々、
ものづくりを愛する人々が集い、それぞれの制作物を展示・発表し、作り手と使い手が交流できる
Makerムーブメントのお祭りです。

• Makerたちによる「展示」「ワークショップ」「プレゼンテーション」を中心に、様々なコンテンツで構成
されています。

• Maker Faireは、2006年アメリカで第1回目が開催されたのを皮切りに、現在世界60か所で開催
されています。2012年6月にサンフランシスコで開催されたMaker Faire Bay Area 2012には2日間で
11万人が参加。日本では2008年より、オライリー・ジャパンがMake Tokyo Meeting（MTM）を開催して
いましたが、2012年12月から「Maker Faire Tokyo」（MFT）としてリニューアル致しました。
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Maker Faire Tokyo 2013は 2013年秋に開催予定です

※Maker FaireはMaker Media, Incの登録商標です

来場者数：9100名
出展者数：240組

>Maker Faire Tokyo 2012

2013年度より各地のコミュニティが自主的に行うMini Maker Faireも開催予定です。正規のMaker Faireより規模は小さいものの、目を見張る展示内容はまったく変わりません。Mini
Maker Faireへの協賛を希望される企業様は、sponsors@makejapan.org にお問い合わせください。詳細が決定次第ご案内を差し上げます。（Mini Maker Faireの協賛につきましては、
各企業様とそれぞれのMini Maker Faireの主催団体とのご契約となります）



EVENT  Maker Faire Tokyo

■MFT2013 ご協賛プラン（予定）
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分類
PLATINUMSMITH

SPONSOR
GOLDSMITH
SPONSOR

SILVERSMITH
SPONSOR

（ご参考）
企業出展

ロゴ掲示 ＷＥＢ

大 中 小 無し全員配布プログラム

会場内ロゴパネル等

プレゼンテーション（20分間）実施 有り 有り 有り 無し

来場者への資料配布 2点まで 1点まで 無し 無し

出展ブース（180cm×60cm） 机4本 机2本 机1本 1本

ブースでの物品の販売 可能

このほか、規定枚数の出展者パス、入場チケット、懇親会チケットのご提供がございます。／先着順の受付で、枠が埋まり次第終了となります。 ／出展ブースへの机追加は別料金にて承り
ます。／出展ブースの数には限りがあり、先着順による受付となります。 ／出展可否ならびに配布チラシ内容に関しましては、事前に弊社規定に基づき確認させていただきます。 なお、出
展内容等が不適当だと思われる場合、ご協賛をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。



EVENT Maker Conference Tokyo

■概要

• Maker Faire に出展したMakerたちが集い、Maker ムーブメントについて意見を交えるカンファレンスです。

• 国内外より集う発表者による複数トラックのカンファレンス、協賛企業によるブース展示、物販等を
予定しています。

■Maker Conference Tokyo 2013 実施要項（予定）

• 開催日程：2013年6月
• 来場者数予定：150～300名
■Maker Conference Tokyo 2013 ご協賛プラン（予定）

8© 2013 O'Reilly Japan, Inc.

分類
ゴールド

スポンサー
シルバー

スポンサー
企業出展

ロゴ掲示
（WEB/会場/プログラム）

大 中 無し

スポンサーパスのご提供 6枚 4枚 4枚

入場チケットのご提供 10枚 8枚 無し

懇親会チケットのご提供 4枚 4枚 無し

来場者への資料配布 2点まで 1点まで 無し

出展ブース（180cm×60cm） 机2本 机2本 1本

オプションとして貴社マーケティング
プランに合わせたワークショップ等

実施も可能です。
お問い合わせください。



EVENT MFT2013/MCT2013 協賛特典
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■プレゼンテーション（イメージ）

会場内のプレゼンテーションスペースで20分間の
プレゼンテーションを行うことができます。

ブース展示

会期中は、協賛プランに応じ
た台数の長机を使って展示
をすることができます。

自社サービス・商品のご紹介
お客様とのコミュニケーション
などにご活用ください。
物販も可能です。

プレゼンテーション（MFTのみ）

会期中1回、会場内のプレゼ
ンテーションスペースで20分
間のプレゼンテーションを行
うことができます。
（プレゼンテーションの実施日時に
つきましては、オライリー・ジャパン
にて決定させていただきます）

ロゴ掲示（全員配布プログラム）

入場時全員に配布される
プログラムに貴社ロゴを
掲示いたします。
（掲示サイズは協賛プランに

応じます）

ロゴ掲示（ウェブサイト）

makezine.jpのイベント特設

ページに貴社ロゴを掲示いた
します。
（掲示サイズは協賛プランに

応じます）

ロゴ掲示場所、サイズはプログ
ラム／ウェブサイトのデザインに

応じて変更される場合がござい
ます。ご了承ください。



TARGET 読者・来場者層
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■男女比率

■年齢層

■今後作ってみたいと思ってるもの（n=650,複数回答可）

項目 %

Arduino を使った作品 53%

スマートフォンとつながる電子工作 32%

ロボット 29%

3D プリント 25%

レーザーカッターを使った加工 23%

Kinect を使った作品 20%

電子楽器 18%

CNC など工作機械を使った加工 16%

電子手芸 13%

キット製作 12%

ペーパークラフト 12%

模型飛行機/UAV 10%

手芸（電子部品を使わない） 10%

乗り物製作 7%

料理 6%

※Maker Faire Tokyo 2012（2012年12月実施）来場者アンケートより
サンプル数 668



TARGET 読者・来場者層
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■仕事や学業で関わっていること（n=650,複数回答可）

項目 %

プログラミング 23%

システム開発 15%

ハードウェア製作（機械系） 13%

ハードウェア製作（電気、電子系） 12%

Web デザイン 8%

. 美術、音楽 7%

手芸 3%

化学実験 2%

料理 2%

その他 15%

来
場
者
数

※数字はMakerFaire Bay Area のものです

100

200

300

400

500

600

Make Tokyo Meeting（無料）
MFT
（有料）

国外

0

■来場者・出展者数推移

来
場
者
数

出
展
者
数

※Maker Faire Tokyo 2012（2012年12月実施）来場者アンケートより
サンプル数 668



BENEFIT Make: ご協賛のメリット

• 物作りに興味、関心があり、エンジニアマインドを持つアーリーアダプターである「Maker」が
出展者ならびに来場者の中心のイベント／媒体です。

• 出展者、来場者の多くを占める「物作り志向が強いエンジニア」に貴社及び貴社商品を認知させる
ことが可能です。

• 個人の物づくりに関する幅広いジャンルのユニークな展示が多く、各種メディアから高い注目を
集めています。

– 掲載誌・番組：The Japan Times／NHK「ただイマ！」／週刊アスキー／ダイヤモンドオンライン
日経MJ（流通新聞）／@IT／インプレス「PC Watch」／アイティメディア「ねとらぼ」
CBC NET／R25／Switch  …他多数

• 御社の「モノづくりをする人々を支援する」という姿勢を広く露出させ、ブランドイメージの向上に
つながります。
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スポンサー様関連スケジュール（予定）
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

MCT
2013

MFT
2013

単発
イベント
／Mini
Maker
Faire

WEB

協賛募集期間

イベント実施

協賛募集期間（予定）

イベント実施

イベント実施決定次第、ご案内申し上げます

通年ご出稿可能です



お申込み方法・お問い合わせ先

• お申し込み方法と流れ

1. お申込書を sponsors@makejapan.org 宛てにご用命ください。

2. お申込書に必要事項をご記入の上送付ください。

お申込み内容に基づく審査の上、掲載可能な企業様には請求書を送付いたします。

3. 出展情報、ロゴ、テキストデータ等をご提出ください。

4. お支払をもって受付を完了と致します。

5. イベント実施／WEB掲載。
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お申込書のご用命／お問い合わせ先
株式会社オライリー・ジャパン 「Make」営業担当

E‐mail  sponsors@makejapan.org


