cssnite marketplaceとして、展示や即売会のブースを設けます。
休憩時間などにご利用ください。
領収書は、それぞれのブースで準備しています。
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吉川雅彦の技術書

旅行のしおりを簡単に共有できる「行程さん」のサービスを作っ
た吉川です。
今回、Web デザイナー・エンジニアの方に、制作に役立つ書籍
を販売いたします。ご購入いただいた方には、
「行程さん」
ステッ
カーを 1 冊につき1 つプレゼントいたします。

① ブースにて名刺交換いただいた方に、ハッピーターン（魔
法の粉がかかったお菓子）をプレゼント。
② チラシに記載された QR コードから、アンケートに答えてい
ただくと、抽選で 15 名様に新潟の逸品プレゼント（オー
ダーボーダー T シャツ、特別栽培米こしひかり5 キロ、ステ
ンレスマグカップ）。
③ ②のプレゼント商品の一部を、当日ブースで展示します。
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カリカチュア アイコン製作所

カリカチュアとは顔を誇張してコミカルに描くアメリカンスタイルの
似顔絵のこと。カリカチュア世界チャンピオンの田中ラオウが
キャラクターのようなタッチであなたのお顔を描かせていただきま
す。 SNS のアイコンやプロフィールに、ぜひ、ご利用ください。

〈個人制作誌〉
•『CSS z-index を倒す』／ 700 円
•『IE11 以上対応できもちよく書くCSS』／ 1,000 円

〈商業誌〉
•『最新ブラウザ対応で気持ちよく書くCSS デザイン』（インプ
レス R&D）／ 1,800 円（『IE11 以 上 対 応できもちよく書く
CSS』
の商業版です）
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ロジクール

世界で 10 億台以上のマウスを販売している Logitech の日本法
人株式会社ロジクールです。
ロジクールは多ボタンマウスや、エルゴノミクス（縦型）マウス、
ダイヤル付きキーボードなど、クリエーターの方にもメリットのある
製品を提案しております。マウスやキーボードなどツールに少しこ
だわることにより、大きく作業効率があげることができると信じて
います。

〈メニュー〉
① 10min カリカチュア

• ふんわりタッチで即興で描かせていただきます。
• 通常 7,000 → 3,000 円
②カリカチュア アイコン（上半身）

• キャラクターのようなタッチでバス
トアップを描か せていただきま
す。
• 通常 10,000 → 5,000 円
③カリカチュア アイコン（全身）

• キャラクターのようなタッチで全身
を描かせていただきます。
• 通常 12,000 円→ 7,000 円

〈受付方法〉

CSS Nite Shift12 では、そのみなさんの作業効率向上に大きく
貢献できるデバイスを実際に触っていただける環境をご用意しま
す。製品担当者も会場におりますので、お気軽に感想・ご要望
をお聞かせください！！

• 受付用紙にご記入いただき、その場でお顔のお写真を撮
らせていただくだけ。2 週間ほどで絵のデータをメールで納
品いたします。
• お支払いはその場で現金、または、後日銀行振込。
•「10min カリカチュア」のみ 、その日のうちにデータをお渡
し。最後の休憩時点で受付終了とします（10 名限定）。

また、お名刺をいただいた方限定で、製品もしくはノベルティが
当たる抽選会を実施いたします。抽選会ご参加の方には、2 月
のオフラインイベントへ優先的にご招待いたします。
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スマイルファーム

「競合企業の戦略も丸裸に！」「自社やクライアントの取るべき
戦略が明確に！」「自社にぴったりのインフルエンサーが見つけ
られる！」
企 業・ブランドの SNS 戦 略に必 要な分 析できていますか？
Twitter はもちろん、Instagram・Facebook・世界中のメディアから
リアルタイムに情報収集して分析ができる、ソーシャルリスニング
SNS分析・アカウント活性化など、スマイルファー
ツールZanrooと、
ムが強みを持つ SNS 関連サービスをご紹介します。

aun

ウェブ制作にたずさわるみなさまに。
ウェブ制作の校正作業をラクにするツールをご案内します。
今日からクライアント様に
こう言えるようになります。
「お客さま、
ウェブサイトの修正指示なら
こちらが最速です。」
まるでガムを 1 粒噛み終わるくらいの
短い時間で、今まで大変だった指示出しも完了します。
【ブースでガムを差し上げます！】

10 LINICA
業界の老舗として1995年からウェブ制作に携わってきた「株式
会社マックグラフィックアーツ」ですが、つい先日の10月1日「株
式会社LINICA」へと社名変更いたしました。この機会を通じ
改めてクリエイターの皆さんにご挨拶できればと、シャイ目な代
表 江川＆仲間たちがブースにてお待ちしています。

① LINICA 特製手ぬぐい 名刺交換により、先着 20 名に
LINICA 特製手ぬぐいを会社案内と一緒に差し上げます。
② LINICA 特製７色フィルム付箋
名 刺 交 換により、 先 着
120 名に下地が透けて見えワイヤー修正時などに便利な
特製７色フィルム付箋を差し上げます。
③ カシカガク ステッカー 秋葉原の DMM.make を根城に活
のステッ
動している、LINICA の可視科学分室「カシカガク」
カーを配布します。
私たちと受託ウェブ制作についての情報交換をしませんか？
また、フリーランスのクリエイターの方は外部パートナーも募集し
ていますので、お気軽にお立ち寄りください。

11『わかばちゃんと学ぶ』ショップ
マンガで楽しくWeb 技術が学べる書籍『 わかばちゃんと学ぶ』
シリーズの他、書店では買えない限定冊子『 マンガでわかる
Docker ②』『告白に学ぶ HTTP ステータスコード 〜エラー編〜』
なども頒布します。

12 ウェブコンサルタント協会
ウェブを活用して中小企業のイノベーションを促進するため、
2018 年 10 月にウェブコンサルタント協会を設立しました。
以下の 3 つのミッションを掲げ、3 つのサービスを目的とした組
織を運営します。

• ウェブコンサルタントの育成と支援
• 中小零細企業のウェブ活用支援
• 女性を中心とした在宅ワークの機会提供

3 つのサービス
① 教育
セミナーやワークショップなどの教育プログラムを提供しま
す。「選ばれる理由」を成立させるための骨組みとして、
3C フレームワークをはじめ、ウェブ専門家が学ぶべきウェ
ブ以外のノウハウを学ぶことができます。
② 資格制度
「3C ファシリテーター」
「ウェブアドバイザー」
「ウェブコンサ
ルタント」「 イノベーションコンサルタント」を設け、専門家
としての信用を保証します。
③ ウェブコンサルタントのための活動支援
コンサルティングツールの提供、相談、仕事のあっせん、
書籍執筆やセミナー機会の提供など、コンサルタントとし
ての活動を支援し、知識を高めあうコミュニティを構築しま
す。

ぜひブースにお越しください
① 協会パンフレットに「当たり」
の紙が挟んであった方にプレ
ゼント
→ 20 名様に「3Cノート」1 冊
→ 50 名様に「クリスマスカード +3C 解説」
② クラウドファンディングにご支援いただいた方、スマホ等で
画面をお見せいただくと、「戦略キャンバスノート」1 冊を
プレゼント

①書籍『 わかばちゃんと学ぶ』シリーズ 購入時、ご希望の方
には著者の湊川あいがイラスト付きのサインをします。

• わかばちゃんと学ぶ Web サイト制 作の基 本（HTML5・
CSS3）／ 2400 円
• わかばちゃんと学ぶ Git 使い方入門 ／ 2400 円
• わかばちゃんと学ぶ Google アナリティクス ／ 2400 円
②個人制作誌

書店では買えない限定冊子です。

•『 マンガでわかる Docker ② 〜開発環境を作ろう編〜』／
1000 円
•『 告 白に学ぶ HTTP ステータスコード 〜エラー編 〜』／
1000 円
•『マンガでわかる Web デザイン 設定資料集』／ 500 円
③キャラクターノベルティー無料配布 『わかばちゃんと学ぶ』シ
リーズのキャラクターグッズを無料頒布します。なくなり次第終了
しますのでお早めに！

③ 本日会場でセミ ナー＆パーティーお申し込みの方に、3C
携帯画面クリーナーをプレゼント
④ 本日協会メルマガに申込の方は入会金半額！ 25,000 円
（定価 50,000 円）でご入会いただけます
⑤ 書籍を限定特価で販売します

•『 なぜ、あなたのウェブには戦略がないのか ?』／限定
特価 1,000 円（定価 2,138 円）
•『アマゾンにも負けない、本当に強い会社が続けてい
ること。
』／限定特価 1,000 円（定価 1,620 円）
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Web ディレクターショップ

デスクトップワークスのオリジナル商品を、大ご奉仕価格で販売
します（表示金額はすべて税込）。

「FONTPLUS ためし書き」の遊び方は、こちらから PDF をダウン
ロードできます。http://bit.ly/shift12-fontplus

〈プレゼント内容〉
• フォントおじさんトートバッグ
しっかりとした縫製の綿帆布のトートバッグです。洗濯する
とさらにアンティークな風合いが楽しめます。秘かなブームに
なっている「フォントおじさんトートバッグ」は Facebook 顔認
証するらしいです。

① Web ディレクター手帳（特別セット）
• 定価 7,500 円→限定特価 5,000 円
• Web ディレクションを支援する世界初の手帳型サイトプラン
ニング＆マネジメントツール

• 筑紫書体見本帖 2018
フォントワークスは、来年（2019 年）筑紫書体誕生 15 周
年を迎えます。部数限定製本の「筑紫書体見本帖 2018」
をトートバッグに入れてお渡しします。

②書籍『ディレクション思考』

• 定価 3,000 円→限定特価 2,000 円
• 現役 18 年の Web ディレクター 田口真行による初の単著
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Monotype

Monotype は、Helvetica®、Frutiger®、Optima® などの 世 界
的に著名な欧文書体で知られる文字に関連する製品、テクノロ
ジー、専門知識を提供する世界有数の企業です、昨年（2017
年）には、Monotype 初の和文フォントの「たづがね角ゴシック」
をリリー
を、さらに今年（2018 年）は「たづがね角ゴシック Info」
スしました。
本年より、これらの欧文／和文書
体をソフトバンク・テクノロジー様の
Web フォントサービス「FONTPLUS」
に追加させていただきました。 企業ブランディングに大切な「和
欧混植」を一つのサービスで提供可能となり、日本における
Web タイポグラフィの普及に貢献したいと考えております。
ブースにおいて名刺交換をさせていただいた方には、Monotype
書体ブランドのノートブック、または、たづがね書体の見本帳を
進呈いたします。 その他、書体ライセンス、カスタムフォントのご
相談など承りますのでお気軽にお立ち寄りください。
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FONTPLUS＋フォントワークス

Web フォントの FONTPLUS は、今年（2018 年）7 月に全面リ
Web フォントを「ためし書き」
できるウェブアプリケー
ニューアルし、
ションをリリースしました。
リニューアル記念として、先着 100 名に「 フォントおじさんトート
をプレゼントします。
バッグ」
と「筑紫書体見本帖 2018」

〈入手するには〉

Twitter または Facebook で事 前に「FONTPLUS ためし書き」
をシェアされた方、または必ずシェアするよ！と約束してくれた
方、先着 100 名にプレゼントします。

【 フォントよろず相談所 】

Web フォントや書体に関するよろず相談所を開設します。スタッ
フがフォントに関するご相談にお答えします。ご相談いただいた
方には、レアなノベルティを差し上げます。

FONTPLUS ＋フォントワークスブースでは物販はおこなっておりま
せんが、日頃のご愛顧に感謝し、文字っ子グッズを多数ご用意
して、みなさまのご来場お待ちしてます。
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WACA（ウェブ解析士協会）

ウェブマーケティングの基礎となる「 ウェブ解析」
。主に、初心
者から講師を目指す方向けに 3 つの
講座や試験の運営をしています。 ま
た、ウェブ解析士の認定資格以外に
も、国内外でエキスパート向けセミ
ナーや、カジュアルな勉強会も開催
し、グローバルな輪も広がっていま
す。
今回はブースにて、ほぼ全部内容が
刷新された 2019 年のテキストを割引
価格 4,000 円で販売！（ステッカー付）
発売されたばかりのテキストで来年の試験をいまからすぐ準備で
きます。
※ WACA 特製サードバーティークッキー、無料配布いたします！

