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IT パッケージシステムや IT メディアの開発運営事業を行う、株式会社ウェブスクウェア
（本社：滋賀県草津市／代表：小澤 智雄）は、この度、全国 709 大学、大学生団体 41,187
団 体 の 情 報 が 集 ま る 日 本 最 大 の 大 学 生 コ ミ ュ ニ テ ィ サ イ ト 「 e-club 」
(https://e-club.jpn.com/)をオープンするとともに、大学生向けの情報タブロイド紙
「e-club times」を同時創刊致します。
大学生コミュニティサイト「e-club」は、サークル、クラブなどの学生団体専用の全国
サークル掲示板や各 SNS への投稿も可能なブログ作成機能、ホームページ作成機能など学
生団体に特化したサービスを無料で提供いたします。全国の大学生が登録をしているので、
大学や地域を超えた全国的な情報発信や、団体同士の情報交換・交流が可能なサイトです。
団体、個人の両方で会員登録をすることができ、情報発信や情報収集が簡単にできる便利
なサービスをご利用いただけます。
（ホームページ作成機能、ブログ作成機能、スケジュー
ル管理機能、イベント報告・告知機能、サークル検索機能、ダイレクトメッセージ機能、
全国サークル交流掲示板、等）
そして、全国の大学生向けのタブロイド紙「e-club times」も同時に創刊号を発行いた
します。「e-club times」は、株式会社キャンパスナビ（本社：鳥取県鳥取市／代表：蟹江
廉士）が発行する大学生向けフリーマガジン「キャンパスナビプレス」との連携により、
全国の頑張っている大学生の情報や、サークル情報、学園祭特集、ミスキャンパス候補、
アルバイト情報、就職特集といった大学生が関心の高い情報を盛りだくさんに掲載し、お
届けいたします。「e-club times」は全国 709 大学・41,187 団体の大学公認団体に各大学学
生課を通じて直接お届けするタブロイド紙です。年 6 回発行＜発行月 1,5,6,7,10,12 月発
刊＞を予定しており、2014 年 7 月に創刊号を発行いたします。今回の創刊号には「大学生
サークルニュース NEXT vol1. 早稲田大学広告研究会×NTT ドコモ」と題した学生団体の
活躍の特集記事、「第三回都道府県対抗・学生観光 PR アワードがはじまる！ファーストス

テージはトヨタのハイブリッドカー「AQUA」が展開する『AQUA SOCIAL FES!!』と連携し、
「Students’ Eco League 2014 ACTION!」を開催！」と題した全国の学園祭実行委員会対
抗のイベント企画の紹介記事を掲載させて頂いております。

＜e-club サイトデザイン＞

＜e-club 学生団体・サークルの検索方法画面＞

＜e-club times 創刊号イメージ＞

■大学生サークルコミュニティサイト「
■大学生サークルコミュニティサイト「e-club」
club」概要
URL：
URL：https://e-club.jpn.com/
掲載大学数：
掲載大学数： 709 大学
掲載団体数：
掲載団体数： 41,187 団体
【サービス内容】
サービス内容】
＜伝える機能＞
・団体、イベント検索機能
・ホームページ作成機能
・ブログ作成機能
・スケジュール管理機能
（内容）主に発信ツールとしてはホームページの無料作成機能、各 SNS との連動も簡単な
ブログ機能、スケジュール管理機能がありますが、団体のオリジナルのホームページを無
料で作成することが出来ますので、これまで SNS のページしかなかった団体や、既存のも
のはあるけれど物足りなかった皆さんにぜひ活用していただき、学生団体の皆さんの活動
を充実したコンテンツで発信していただきたい機能です。ここで作成した HP はもちろん
e-club 内にいる大学生だけではなく、たくさんの方に閲覧していただけます。
また、ブログ機能も様々な SNS と連動しており、このブログ機能を使って発信した内容を
他の SNS に簡単に拡散していただくことが可能です。団体内での情報共有と、日々の出来
事を全国の大学生と共有することができます。そしてスケジュール管理機能は主には団体
内での活用になりますが、団体内での情報共有や情報発信がとても簡単になります。

＜つながる機能＞
・イベント報告、告知機能
・サークル検索機能
・ダイレクトメッセージ機能
・全国サークル交流掲示板
（内容）全国 709 大学のサークルなどの団体の情報がすぐに検索でき、地域や大学を超え
た情報発信や、情報交換・交流が可能です。自分たちのイベントがいつ、どの場所である
のか、どんな方に来てもらいたいのか等の情報をイベントページに登録すると、TOP ページ
に新着で表示することもでき、公演やイベント企画の紹介を全国の大学生に向けて行って
いただけます。他の団体はどんな活動をしているのだろうなどといった情報を得たり、一
緒に活動したい団体を探したりなど、全国の大学生の様子を知ることができます。都道府
県別やサークルのカテゴリ別に検索が可能なサイトです。そこで連絡がとりたい団体には、
e-club 内でダイレクトメッセージを送ることができます。そして交流掲示板ではオープン
な環境で情報の掲示や意見交換がしていただけます。また、e-club 内の基本情報で登録で
きる情報も各自で公開すべき情報を選ぶことができますので安心です。

＜e-club 事務局からのサポート＞
・新商品試供品の提供や協賛金支援などの e-club 事務局からのサポート
（内容）登録団体に新発売の商品の試供品などのグッズのプレゼントやイベントの協賛ス
ポンサーの紹介を行うサポートを e-club 事務局がさせていただきます。

■大学生向けタブロイド紙「
■大学生向けタブロイド紙「e
タブロイド紙「e-club times」概要
times」概要
発行月 発行月 1,5,6,7,10,12 月発刊
媒体サイズ 縦 406mm×横 272mm のタブロイド判
配布方法 全国 709 大学、41,187 団体の大学公認団体に直接配布
サークル情報、学園祭特集、ミスキャンパス候補、アルバイト情報、就職特集といった
大学生 5 大関心情報を掲載する、学生が主体のメディアです。
＜創刊号掲載内容＞
・Topic１ 大学生サークルニュース NEXT

vol1. 早稲田大学広告研究会×NTT ドコモ

・Hot topic 全国 709 大学、大学生団体 41,187 団体の情報が集まる日本最大の大学生コ
ミュニティサイト「e-club」がついにオープン！
・Topic 2 第三回都道府県対抗・学生観光 PR アワードがはじまる！ファーストステージ
はトヨタのハイブリッドカー「AQUA」が展開する『AQUA SOCIAL FES!!』と連携し、
「Students’ Eco League 2014 ACTION!」を開催！
・Topic 3 全国の学生が競う！JCF 学生映画祭ってなに？出品作品を募集中！
・Topic 4 ミスキャンパスの開催団体がついに結束！ミスキャンパスリーグが発足しま
す！

【株式会社ウェブスクウェア 概要】
・特徴：自社で各種ウェブパッケージシステムの開発・販売を行うとともに、自社メディ
ア媒体の運営事業を展開。自社開発パッケージを中心に 1,000 社以上に販売実績。
・本社：滋賀県草津市西渋川 1-1-18 イーカムビル 4F
＜東京事務所＞東京都港区赤坂 1-1-17 細川ビル 5F
・ＵＲＬ：http://www.websquare.co.jp
・設立：2001 年 8 月
・資本金：5500 万円（資本準備金 4500 万円）
・主要株主：小澤智雄(52.6%)、株式会社ゲッティインベストメント（47.4%）
・代表取締役：小澤 智雄
・取引先：自社開発パッケージを中心に 1,000 社以上に販売実績あり

＜導入クライアント＞
・日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社・デジタルハリウッド株式会社・
株式会社インタースペース・株式会社エイチーム・ユナイテッド株式会社・株式会社ネ
ットプライス・株式会社サイバーエージェント・株式会社サイバー・バズ・株式会社テ
レビ東京コミュニケーションズ・株式会社三越伊勢丹ホールディングス・株式会社みん
なのウェディング 他
・事業内容
■メディア媒体の運営：各種サイトの企画運営
■WEB 制作・開発事業
1.各種ウェブパッケージシステムの開発・販売 ＜自社開発パッケージ：１９商品＞
2. 各種ウェブメディアの開発・運営＜自社メディア：２５サイト＞
3.ウェブシステムの開発

■本件に関するお問い合わせ先
〒107-0052 東京都港区赤坂１丁目１－１７細川ビル 510
大学生サークルコミュニティ「e-club」事務局
TEL.03-3582-0666 FAX.03-3582-0680
Mail: e.club infomation@gmail.com

以上

