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企業の社会活動をたくさんの人に 
事業内容や商品、業績だけじゃない、社会とのつながりや環境への取り組みなど、 
企業の社会への貢献について知ることができる“読む”ことに特化したCSRサイト 
それがCSR図書館.netです。 

探す・読む 取り寄せる アンケートに答える 

380社以上の企業のCSR報告書を 
電子ブック形式で掲載しています。 
企業名やフリーワードで検索し、 
読むことができます。 

CSR報告書の冊子を、 
無料で取り寄せることができます。 

CSR報告書Webアンケートに回答し、
寄付金を社会貢献にいかすことがで
きます。 
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媒体概要 

規模 ユーザー属性 

成長 連携 

オープン  ：2008年12月 
 
月間UU数  ：約10,000UU 
月間PV数  ：約200,000PV 
月間電子ブック閲覧数 ：約50,000回 
 
1日の平均閲覧回数 ：5.81回  
※1冊の電子ブックが開かれる回数 

 
掲載社数  ：400社（2013年4月現在） 
会員数  ：1330人（2013年4月現在） 

＜職業＞ 
会社員 約60％ 
学生 約25％ 
その他  約15% 
＜性別＞ 
男性 68％ 
女性 32％ 
＜年齢＞ 
10代以下 2% 20代 37%  
30代 21% 40代 21%  
50代 12% 60代 5% 70代 1% 

2008年12月の 
オープン以来、
右肩上がりで 
掲載者数、 
PV数を伸ばして
おります。 

2011年10月、環境ポータル 
サイト「環境goo」との連携を 
開始。 
 
CSR図書館.netに掲載された 
報告書の電子ブックは、 
環境goo内の「CSRレポートナビ」
でも同時掲載されます。 



ＣＳＲ図書館.net 無料掲載サービス 
貴社のCSR報告書を電子ブックに変換し、「CSR図書館.net」に掲載致します。 

無料サービス 

■CSR図書館.netにできること 
 
・CSR報告書の用語検索、電子ブックでの閲覧 
・CSR報告書の請求（一部の報告書） 
・CSR報告書が置いてある施設の確認 
・CSR報告書に対する感想書き込み（会員機能） 
・チェックした報告書や検索条件の保存（会員機能） 
・CSR報告書へのアンケート回答 

■CSR図書館.net での報告書掲載のメリット 
 

・報告書をより多くの方に見ていただけます。 

貴社サイトに来る方以外の方にも報告書を見てもらう機会が増や
せます。 

 

・電子ブックを貴社サイトでお使いいただけます（無料です） 

掲載した電子ブックはリンクフリーです。電子ブックのURLを貴社
サイトに貼り付けてお使いいただけます。PDFのように重くなく、文
章内のキーワード検索もできるのが電子ブックの特徴です。 

 

・マイページにて簡単に閲覧数をご確認いただけます 

各企業様ごとにマイページをご用意致します。ログインいただけれ
ば、電子ブックが何回閲覧されたかご確認いただけます。 
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※無料でのご掲載は2冊までとさせていただいております（日本語版・英語版を想定）。 
3冊以上のご掲載をご要望の場合は、次ページ記載の有料サービスをご利用ください。 



セキュリティが解除された 
PDFデータを担当者までお送りください。 
 

※下記仕様のPDFが貴社HPからダウンロードできる 
  場合はそのデータを使用致します。 
 

[PDFの仕様] 
＊ セキュリティ設定が 解除されている （必須） 
＊ フォントにアウトラインが取られていない 
＊ 使用されているフォントが全て埋め込まれている 
＊ 解像度が144dpi以上である 

CSR図書館.netに掲載し、 
マイページのID、パスワードをご提供致します。 
マイページで報告書の閲覧数をご確認いただけます 

STEP1 

7～14 
営業日 

貴社のHPに電子ブックURLのリンクを貼っていただければ、 
HPに電子ブックを組込んだのと同じようにお使いいただけます。 
リンク用のバナーもご用意しております。ご利用をご希望の場合
はお申し付けください。 

電子ブックはリンクフリー（無料）です 

※電子ブックデータは、1ファイル4万円でご購入も可能です。 
※3冊以上のご掲載、またはCSR報告書以外のPDFの電子ブック化は、 
1ページあたり1,000円で承ります（リンク設定費別途）。 

【リンクご利用中の企業様】 
富士重工業様/NEC様/バクスター様/ 
マンダム様/サントリー様 等 

掲載の手順 

ご用意いただくPDFデータの注意点 
 
＊必ず、「セキュリティがかかっていない」PDFをご用意ください。 
＊フォントにアウトラインが取られていると、電子ブックに変換した際や 
  サイトに登録した際、キーワード検索を利用することができませんが、 
  電子ブックへの変換自体には支障ありません。 
＊フォントが埋め込まれていないと、閲覧するPC環境によっては文字が 
  正常に表示されない場合がございます。 
＊解像度が高いほど、電子ブックを奇麗な画像でお作りできます。 
  データ容量が重くなっても、電子ブックを開く際の動作環境には 
  影響致しません。なるべく解像度の高いデータのご用意をお勧め 
  いたします。 
 
仕様についてご質問がありましたら担当者までお問い合わせください。 

ＣＳＲ図書館.net 無料掲載サービス 

ブック内のURLや 
目次、ページ数等に
該当箇所へ飛ぶ 
リンクを設定すること
ができます。 
 
【費用】 
1か所：300円 

ブック内リンク追加 
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STEP2 



WEBアンケートサービス 
フィードバックに悩まれる企業様からのお声を受けて、報告書に対するアンケートを募集する「WEBアンケートサービス」を開始しました！ 
ｇooリサーチで300件のフィードバックをめざします。ご回答者属性もお選びいただける、1社型のCSRアンケート企画です。 
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ご利用料金 
初期費用：20万円（税抜） 
アンケート設定、運用テスト費用 

運用費：10万円（税抜） 
gooリサーチアンケート実施費用 

CSR図書館.netの有料サービス 

Gooリサーチアンケート画面 5種類のデータをご納品 

 

300件の 
フィードバック 

①ローデータ （回答原データ）  
②単純集計データ（GT表）  
③調査概要ファイル  
④自動作成プレゼンテーション  
⑤基本クロス集計データ（分析軸3）  



1、160円で送れます 
   1冊につき160円（税抜）で発送致します。倉庫保管料はかかりません。 
 

2、原則 エコメール便を使用します 
   環境面を配慮し、封筒類を使わないエコメール便を使用致します。 
 

3、請求者の情報をご報告致します。 
   定期的に、貴社報告書のご請求者を、個人が特定できない形で、属性のみ 
  ご報告いたします。 
    
   ※発送は（株）オーシーエスが行います。 
   ※2012年度の、図書館寄贈企画にご参画いただいた企業様への無料 
   発送代行サービスは終了いたしました。 

CSR報告書をお預かりし、「CSR図書館.net」から請求いただいた方へ、
貴社報告書を発送代行いたします。 
『読む』ことに特化したサイトであるため、ご請求数は限定されています。
手元に置いて何度も読みたいなど、本当に冊子を欲している方だけが
ご請求されるので、質の高いリストに送付が可能です。 

ＣＳＲ報告書 個別発送サービス 

ブレインズ・ネットワークの発送代行のポイント 

CSR図書館.netの有料サービス 
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ＣＳＲ報告書 図書館寄贈サービス 
2005年から続いている、年に3回、全国の図書館・学校に報告書を寄贈するサービスです。 
毎年12月にビッグサイトで行われるエコプロダクツ展でも、御社の報告書を配布します。 

慶応義塾大学 三田図書館 2012年12月 エコプロダクツ展 弊社ブースの様子 

≪図書館寄贈 概要≫ 
■寄贈場所 
・国公立図書館 ：全国約380館 
・学校付属図書館 ：全国約1,000館 
・学校就職課    ：全国約800箇所 
※寄贈先数は増減が発生します 
 
≪規定コースとのセットサービス≫ 
以下の3点も費用内でサービスさせていただきます。 
◎CSR図書館.netの有料メニューのご提供 
◎エコプロダクツ展での報告書冊子配布 
◎エコプロダクツ展での来場者アンケートのご提供 

■寄贈スケジュール 
年間2～3回（2月、8月、11月） 

サービス料金 

CSR広報のその他の有料サービス 

※Dコースの発送代行費は無料です 
※必要部数からそれぞれの冊子数を差し引いた端数分は、エコプロダクツ展での配布分となります 

申込コース 寄贈・配布・掲載先  寄贈部数 
 

無料Dコース 
なしの場合 

必要部数 料金（税抜） 

ABCDコース 
国公立図書館、学校付属図書館、学校就職課、 
エコプロダクツ、CSR図書館.net、個別発送  2,145 2,123 2,200 ¥350,000 

BCDコース 
国公立図書館、学校付属図書館、学校就職課、 
エコプロダクツ、CSR図書館.net、個別発送  1,766 1,744 1,850 ¥285,000 

ABDコース 
国公立図書館、学校付属図書館、学校就職課、 
エコプロダクツ、CSR図書館.net、個別発送  1,386 1,364 1,450 ¥235,000 

ACDコース 
国公立図書館、学校付属図書館、学校就職課、 
エコプロダクツ、CSR図書館.net、個別発送  1,160 1,138 1,200 ¥180,000 

BDコース 
国公立図書館、学校付属図書館、学校就職課、 
エコプロダクツ、CSR図書館.net、個別発送  1,007 985 1,100 ¥170,000 

CDコース 
国公立図書館、学校付属図書館、学校就職課、 
エコプロダクツ、CSR図書館.net、個別発送  781 759 850 ¥160,000 

ADコース 
国公立図書館、学校付属図書館、学校就職課、 
エコプロダクツ、CSR図書館.net、個別発送  401 379 450 ¥115,000 
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