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マイナビ学生の窓口 フレッシャーズとは

新生活需要を確実に捉える！！
「学生のための社会人準備応援メディア」

「マイナビ学生の窓口 フレッシャーズ」は、
日本最大級の就職情報サイト「マイナビ2019」を卒業し、

来春社会人デビューを飾る学生を対象にした「新社会人応援メディア」です。
大学を卒業するまでの期間を充実させ、社会人準備に必要な情報をご提供しております。

マガジンWEB
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内定者の年間イベント

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

学生の動き

マガジン

交通広告

WEB

DM

試験 夏休み 授業履修 試験

旅行・レジャー

短期バイト

就職活動

内
定
式

学園祭 追いコン卒論

卒業旅行

卒業式

内定者懇親会 内定者懇親会・内定者研修

新生活準備・入社準備

引越し

2/28発行

交通広告

10/2 DM発送開始

入社
新生活

■新社会人(内定者)の年間イベント

就職活動を行う学生の約84.6万人※

が登録。登録学生数・掲載社数ともに
日本最大級の就職情報サイトです。

内定獲得後から新社会人になるまでの期間、
最後の学生生活や新生活に必要な情報を提供する
新社会人応援サイトです。約35万人の会員が登録。

■フレッシャーズ会員の流れ

会員数

約35万人
※昨年実績

※マイナビ2019実績参照
新社会人への圧倒的なリーチ



新社会人市場を狙うメリット
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入社のタイミングはライフスタイルが変化する転換期！
気持ち、生活での変化が起こるため、情報を能動的に求め、行動にも変化が起きます。
また、入社のタイミングは興味関心が一様であるため、時期によるマインドが明確であり、非常に捉えやすいことが特徴です。
この時期にアプローチすることにより、新社会人をまとめて捉えることが可能になります。
「マイナビ学生の窓口」では長年培われた入学・就活支援・新社会人準備といった大学生向けメディアでの編集力、知見を活かし、
新社会人の消費タイミングを確実に捉えたプロモーション展開が可能です。
早期からアプローチすることで、貴社商品・サービスのLTV（ライフタイムバリュー）向上に貢献します。

入社入学
就職
活動

バイト

旅行

免許

飲み会

勉強

課外
活動

恋愛 サークル

大学生活 社会人生活

趣味

仕事

恋愛
入試

高校生活

競合他社がまだアプローチできていない潜在見込み顧客にいち早くリーチすることにより、効率的に新規顧客獲得ができます。
また、長期にわたってのリピート購入が期待できる若年層に貴社商品の早期訴求、囲い込みを行なうことにより、
その後のプロモーション効果を最大化していきます。
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新社会人の消費行動

入社前は、ライフスタイルが大きく変化するタイミングです。
人生で初めて経験する社会人生活を目前に、情報収集意欲や購買意欲が格段に高まっています。
ブランドスイッチや今までになかった購買行動を喚起しやすく、消費が活発化します。

スーツなどの

通勤服を購入した

80

クルマを購入した・

購入予定である

31

銀行の新規口座

を開設した

42

入社前後で

引越しをした

体調管理の意識

が高まった

5755 %%

%%%

出典元：社会人1年目の実態調査2017 n=308 調査時期：2017年5月29日～6月5日 対象：社会人１年目の男女

入社前後は消費活動や情報収集が活発に

新生活用品 19%

自分へのプレゼント 17%

4位
5位

両親などお世話に

なった人へのプレゼント 39%

貯金 25%

生活費 31%

初任給の使い方 TOP5
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媒体一覧

学生生活最大の消費タイミングを迎える新社会人に対して、様々な接触ポイントを設けています。
新社会人に確実にリーチし、読者の興味関心をより強く刺激、情報感度の高いユーザーに考えるきっかけ・行動するきっかけを作ります。

マルチメディア展開でターゲットへの深いコミュニケーションと最大限の効果を引き出します。

●タイアップ企画
●バナー広告
●メールマガジン広告
●アンケート

WEB

会 員 数：約35万人
メルマガ配信数：約35万通(2018年3月実績)
P V    ピーク時：6,900,000PV (2018年3月実績)
配 信 対 象：来春入社予定の大学4年生
※会員向けアンケートなどに参加するとTポイントが貯まります。
※媒体特性上、会員数・メルマガ配信数は時期により異なります。
詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。

会員数

約35万人

新社会人が能動的に集まるポータルサイト

イベント

フレッシャーズを対象に、セミナーやイベント
を開催。
貴社のサービスや商品をダイレクトに訴求可
能。

OOH（窓上広告）

マガジンと連動した交通広告

実施期間 ：2019年３月中旬～下旬

掲載社数 ：3社～8社(1期間 1業種1社まで)

実施箇所 ：JR山手線・JR中央快速線

JR中央総武線各駅停車

DM

地域や男女のセグメントが可能！
新社会人にダイレクトにアプローチ

最大配布可能数：35万通
発 行 対 象：来春入社予定の大学4年生
発行可能時期 ：2018年10月2日～

全国

約35万通

宅配マガジン

入社前に自宅に宅配される新社会人のバイブル！

発行時期：2019年2月28日（年1回）
体 裁：A4変型、オールカラー
発行対象：来春入社予定の大学4年生
発行部数：宅配20万部発行
配本エリア：東エリア版/西エリア版

※会員登録状況によりエリア変更の場合もございます。

●純広告/タイアップ企画・OOH連動企画
●クーポン企画
●同梱企画
（チラシ20万部可/サンプル同梱11万部可)

発行部数

20万部



Copyright Mynavi Corporation 8

FRESHERS WEB
タイアップ広告・アンケート企画

ディスプレイ広告・メールマガジン広告
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URL https://gakumado.mynavi.jp/freshers/

PV ピーク時: 6,900,000PV／ 月間 (2018年3月実績) 

UU 2,645,200UU ／ 月間 (2018年3月実績) 

デバイス SP:71％ PC (Tablet):29％

会員数 約35万人（2018年3月実績）

情報提供期間 大学4年生の7月から社会人1年目6月末まで

メールマガジン発行数 350,000通 (2018年3月実績)

男女比 男性：52.1% 女性：47.9%

特徴
・ 日本最大級の就職情報サイト「マイナビ2019」を卒業した“新社会人”が登録。

・ WEB、宅配マガジン、DM、アンケートなどを絡めたクロスメディア展開。

社会人ライフ
引越し、暮らし方、オフの過ごし方など、
先輩社会人のライフスタイルの紹介。

マナー・ファッション
社会人としての振る舞いや、
身だしなみ、オフィスファッションなど。

内定・仕事
就職が内定してからの悩み、職場のルール、
新人の仕事の仕方などをレクチャー。

卒業旅行
初めての海外旅行指南、人気の行き先
ランキング、スポット紹介など。

お金の知識
給料・ボーナスの使い方、貯金の方法、
クレジットカード等お金の使い方を指南。

恋愛
学生同士の恋愛、社会人になってからの
付き合い方、モテテクなど。

【カテゴリと人気コンテンツ】新社会人の生活に関するすべてのジャンルを網羅！

【WEB】媒体概要

全国のフレッシャーズに向けて新生活準備の情報を発信！

マイナビ学生の窓口 フレッシャーズWEBは、日本最大級の就職情報サイト「マイナビ2019」
登録者のうち就活終了後に新生活情報を希望しているユーザーへ情報を提供しております。

「卒業旅行」「新生活」「新社会人準備」といった切り口で、残り少ない学生生活を
充実させるための情報や、新社会人になった際にビジネスシーンで役立つ情報を提供しています。

WEB
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【WEB】タイアップ広告

クリエイティブタイアップ 編集タイアップ 編集タイアップ素材支給型

「クリエイティブタイアップ」「編集タイアップ」「編集タイアップ素材支給型」の3メニューをご用意しています。
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【WEB】タイアップページまでの誘導

【フレッシャーズタイアップ誘導枠】
①カルーセル誘導枠（掲載中タイアップランダム）
（トップ、該当大カテゴリトップ、該当小カテゴリトップ）
②新着（数時間程度）
③話題のコンテンツ（掲載中タイアップランダム）
（トップ、大カテゴリトップ）
④ピックアップ（掲載中タイアップランダム）
⑤記事ページ 記事下オススメ記事1行目
（掲載中タイアップランダム）

１

2

3

4

１

2

3

4

トップページ トップページ カテゴリトップページ 記事ページ

PC SP

貴
社
H
P

貴社タイアップページ

※誘導枠は、予告なく変更になる場合がございます。
※デザイン・レイアウトが変わる可能性がございます。

予めご了承くださいませ。

4

3

4

5

3
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自由度が高いクリエイティブにより、貴社のニーズ・ご要望に合わせた商品・サービス告知が可能です。
最新の新社会人動向と貴社ニーズをマッチングさせる訴求効果の高い人気メニューです。

人気

【WEB】クリエイティブタイアップ

4週間 8週間 12週間

定価

￥1,100,000-
掲載料50万円
+制作費(ネット)35万円
+スマホ最適化(ネット)25万円

￥1,500,000-
掲載料90万円
+制作費(ネット)35万円
+スマホ最適化(ネット)25万円

￥1,800,000-
掲載料120万円
+制作費(ネット)35万円
+スマホ最適化(ネット)25万円

平均PV 約4,000PV 約7,000PV 約9,000PV

実施内容
タイアップページ１P 制作
4週間掲載

タイアップページ１P 制作
8週間掲載

タイアップページ１P 制作
12週間掲載

お申し込み締切 掲載の40営業日前

オリエン実施日 掲載の30営業日前まで

4週間掲載延長定価 ￥450,000- （2,000～3,000PV）

注意事項

※ 金額に消費税は含まれておりません。

※ イラスト（2点まで）・学生アサイン3名（弊社内で撮影）からお選びいただけます。

※ 外部ロケ・ロケ撮影・4名以上の学生アサイン、インフルエンサー、専門家アサイン費などの費用は
別途御見積りとなります。

※ 企画、ページ数によっては、制作費を別途追加でいただく場合がございます。

※ 掲載期間終了後のアーカイブは別途費用が発生いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。

※ 平均PV・想定CTRはその反応を保証するものではございません。

クリエイティブタイアップ企画

人気

お得

スマホ最適化
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4週間 8週間 12週間

定価
￥650,000-
掲載料45万円
+制作費(ネット)20万円

￥950,000-
掲載料75万円
+制作費(ネット)20万円

￥1,150,000-
掲載料95万円
+制作費(ネット)20万円

平均PV 約4,000PV 約7,000PV 約9,000PV

実施内容
タイアップページ１P 制作
4週間掲載

タイアップページ１P 制作
8週間掲載

タイアップページ１P 制作
12週間掲載

お申し込み締切 掲載の30営業日前

オリエン実施日 掲載の30営業日前まで

4週間掲載延長定価 ￥350,000- （2,000～3,000PV）

注意事項

※ 金額に消費税は含まれておりません。

※ イラスト（2点まで）・学生アサイン3名（弊社内で撮影）からお選びいただけます。

※ 外部ロケ・ロケ撮影・4名以上の学生アサイン、インフルエンサー、専門家アサイン費などの費用は
別途御見積りとなります。

※ 情報量は1ページあたりA4サイズ2枚程度（本文 最大800文字程度、インフォメーション120文字程
度、画像3点程度 ※制限設定はございません）となります。

※ 追加の制作費は、 A4サイズ1枚相当ごとに追加10万円となります。

※ 掲載期間終了後のアーカイブは別途費用が発生いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。

※ 平均PV・想定CTRはその反応を保証するものではございません。

編集タイアップ

【WEB】編集タイアップ

フレッシャーズオリジナルフォーマットによるタイアップ展開。
読者との親和性の高い記事紹介、且つ低コストでのタイアップ実施が可能です。

お得

スマホ最適化
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【WEB】編集タイアップ素材支給型

編集タイアップ 素材支給型企画

スマホ最適化

フレッシャーズオリジナルフォーマットによるタイアップ展開。
貴社に素材を支給していただくことで低コスト・最短スケジュールでのタイアップ実施が可能です。

4週間 8週間 12週間

定価
￥550,000-
掲載料45万円
+制作費(ネット)10万円

￥850,000-
掲載料75万円
+制作費(ネット)10万円

￥1,050,000-
掲載料95万円
+制作費(ネット)10万円

平均PV 約4,000PV 約7,000PV 約9,000PV

実施内容
タイアップページ１P 制作
4週間掲載

タイアップページ１P 制作
8週間掲載

タイアップページ１P 制作
12週間掲載

お申し込み締切
掲載の15営業日前
※オリエンを省き、基本的にメールでのやり取りで進行いたします

4週間掲載延長定価 ￥350,000- （2,000～3,000PV）

注意事項

※ 金額に消費税は含まれておりません。

※ 情報量は1ページあたりA4サイズ1枚程度（本文 最大500文字程度、インフォメーション120文字程
度、画像3点程度 ※制限設定はございません）となります。

※ 追加の制作費は、 A4サイズ1枚相当ごとに追加10万円となります。

※ 製品・サービスに関するリリースをご支給いただきます。

※ 掲載期間終了後のアーカイブは別途費用が発生いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。

※ 平均PV・想定CTRはその反応を保証するものではございません。

お得



ブーストメニュー一覧
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媒体名
Twitter

プロモツイート

学生の窓口
フレッシャーズ
リターゲティング

popIn

Instagram
Stories広告
フレッシャーズ
ターゲティング

特徴

サイト誘導を図るための、
Twitter広告。ユーザーのタイム
ライン上に「マイナビ学生の窓
口フレッシャーズ」のアカウン
トにて広告を表示させ、掲載中
のWEBタイアップへ効率よく誘
導が可能です。

「マイナビ学生の窓口フレッ
シャーズ」に訪問したユーザーへ、
リターゲティング広告を配信する
ネットワーク型広告です。
一度サイトに訪れたユーザーに広
告を配信するため、若年層へ継続
的な商品・サービスの認知活動が
できます。

ユーザーにあったおすすめ記事
として広告を表示し、タイアッ
プページへ誘導をいたします。
ユーザが読んでいる記事に関連
しているコンテンツとして表示
されるため、WEBタイアップと
の相性が良く、読者のニーズに
応える広告配信が可能です。

Instagramフィード上部に誘導
枠が表示され、動画を視聴して
いるユーザーに対して、全画面
の動画を表示することができる
動画広告です。会員データを活
用した正確なターゲティングが
可能です。

セグメント
フレッシャーズ会員、アカウン
ト、キーワード、興味関心、都
道府県、性別、年齢

性別、都道府県、興味関心など 性別、コンテンツマッチ
フレッシャーズ会員、

性別、文系など

想定クリック 2,100CL 2,400CL 5,000CL -

想定CPC 160円 100円～ 50円 -

最低出稿金額 350,000円(ネット)～ 240,000円(ネット)～ 250,000円(ネット)～ 300,000円(ネット)～

マイナビ学生の窓口フレッシャーズでは4つのブーストメニューを提供しています。
貴社のニーズに合わせ、適切なメニューをご提案させていただきます。



【WEB】タイアップ誘導施策｜プロモツイート

Copyright Mynavi Corporation

サイト誘導を図るための、Twitter広告。ターゲットユーザーのタイムライン上に広告を表示させ

掲載中のタイアップへ誘導を行います。フレッシャーズ会員データを活用したターゲティング配信が可能のため

正確なターゲティングや詳細な絞り込みができ、リーチの最大化が期待できます。
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どのアカウントも持っていないのはわずか4.6%

2017/6/29～7/7/マイナビ学生の窓口調べ/ 有効回答件数1,103件

【学生アンケート】「電車での移動」「お昼休み」「就寝前」に、最も使うサービスは「Twitter」

2016/12/16～2017/1/15/2018年卒マイナビ大学生のライフスタイル調査/有効回答件数3,924名

Q,朝起きた時、電車で移動中、お昼休み、夜寝る前に最も使うサービスは？

93%

54%

50%

LINE

Twitter

Facebook

Instagram

80%

Q,アカウントを持っているSNSサービス

マイナビアカウントで配信

同じ商材の訴求でも、学生に親和
性の高い 「マイナビ学生の窓口
フレッシャーズ」アカウントから
配信することで、ターゲットとす
る学生に自然に受け入れられるた
め、クリック率、クリック単価共
に好反応が見込めます。

効果の高いクリエイティブ
制作および運用

ユーザーの反応が上がるようなバ
ナーのクリエイティブを複数作成
いたします。
また、配信後もABテストを繰り
返し、より効率が良い配信方法で
運用させていただきます。

プロモツイート広告の4つのメリット

課題解決に最適な
ターゲット・キーワード提出

商材と関連性の高いアカウントを多
くフォローしているユーザーに広告
を表示させることができるため、効
率よくタイアップへ誘導ができま
す。課題解決に最適なターゲティン
グ・キーワードのご提案をいたしま
す。

情報収集ツール
として使用

会員データを活用した
正確なターゲティング

就職サイトの登録情報に基づく
データを活用した正確なターゲ
ティング配信を行います。会員
データと併用することで、精緻な
絞り込み（性別／大学文理区分）
が可能です。

NEW



【WEB】プロモツイート 料金表

学生の窓口
アカウント

貴社プロモツイート

学生の窓口
フレッシャーズ
貴社タイアップ

Twitter マイナビ学生の窓口
フレッシャーズ
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想定Click 想定imp数 想定配信期間 金額

4,000クリック 1,500,000imp 4週間
650,000円
（ネット）

6,200クリック 2,400,000imp 4週間~8週間
1,000,000円

（ネット）

7,500クリック 3,000,000imp 4週間~8週間
1,200,000円

（ネット）

※ 金額に消費税は含まれておりません。
※ ネット価格となります。
※ 上記以外の価格でご参画も可能ですが最低出稿金額は35万円となります。詳細は営業担当にご相談下さい。
※ 配信時期や商材に応じて、上記シミュレーションは変動いたします。
※ 想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※ WEBタイアップの詳細は別紙をご確認下さい。
※ プロモツイートのみのご参画はいただけません。タイアップのオプションメニューとなります。

サイト誘導を図るための、Twitter広告。
ターゲットユーザーのタイムライン上に「マイナビ学生の窓口 フレッシャーズ」のアカウントにて広告を表示させ、掲載中のタイ
アップへ誘導を行います。フレッシャーズ会員データを活用したターゲティング配信が可能のため、正確なターゲティングや詳細な
絞り込み（性別／大学文理区分）ができ、リーチの最大化が期待できます。



【WEB】タイアップ誘導施策｜ リターゲティング広告

Copyright Mynavi Corporation 18

「マイナビ学生の窓口 フレッシャーズ」に訪問したユーザーへ、リターゲティング広告を配信する
ネットワーク型広告です。一度サイトに訪れたユーザーに広告を配信するため、若年層へ継続的な商品・サービスの認知活動ができま
す。

離脱 再訪

フレッシャーズWEB
訪問ユーザー

ディスプレイ広告※他サイト
（リターゲティング）

CPM課金

アドネットワーク フレッシャーズ
タイアップ記事

貴社HP

ECサイト

タイアップと組み合わせで
より高い広告効果

ターゲットユーザーの興味を引く広告を継続
的に配信することで、より高いコンバージョ
ンへと繋げていきます。さらに弊社タイアッ
プ掲載と組み合わせで、より深い訴求が見込
めます。

明確なターゲット設定が可能

サイトに訪れたユーザーの中で、商品のター
ゲットに応じて男性 or 女性のみにリーチす
ることが可能です。さらに、都道府県などの
セグメントを追加することも可能なのでより
広告効果を高めることができます。

若年層への効率的なアプローチ

「マイナビ学生の窓口 フレッシャーズ」に
訪れたユーザーに広告を配信するため、若
年層へ継続的な商品・サービスの認知活動
ができます。

リターゲティング広告の３つのメリット

施策イメージ

貴社
タイ
アップ
ページ
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インプレッション
想定
Click

想定
CPC

想定
CTR

金額 入稿規定

若年層リーチ

3,000,000 2,400 100 0.08% 240,000円(ネット)
※タイアップとセットの場合、最低出稿金額

◆サイズ／容量／形式
・300×250px
・150KB以内（gif/jpg）
・同時掲載本数は2～4本
・フリークエンシー可
（日・合計の単位で可）

◆バナー制作
300～600万impsプラン：2本
900～1200万]impsプラン：4本

※上記以上のバナーの制作は別途費用
（1本3万円）がかかります。

※掲載媒体毎のレポートは非開示とさせて
いただきます。

6,000,000 4,800 100 0.08% 480,000円(ネット)
※リタゲ単体の場合、最低出稿金額

9,000,000 7,200 100 0.08% 720,000円(ネット)

12,000,000 9,600 100 0.08% 960,000円(ネット)

若年層＋性別
セグメント

3,000,000 3,000 150 0.1% 450,000円(ネット)
※タイアップとセットの場合、最低出稿金額

6,000,000 6,000 150 0.1% 900,000円(ネット)
※リタゲ単体の場合、最低出稿金額

9,000,000 9,000 150 0.1% 1,350,000円(ネット)

12,000,000 12,000 150 0.1% 1,800,000円(ネット)

※すべてネット金額です。
※金額に消費税は含まれていません。
※タイアップページにつきましては、別途費用がかかります。詳細はタイアップ概要ページをご確認下さい。

※「都道府県別」などセグメントする場合は、営業担当までお問合せ下さい。
※最低出稿金額は、「若年層リーチ」単体申し込みの場合の最低出稿金額48万円、「若年層＋性別セグメント」単体申し込みの場合の最低出稿金額90万円となります。

【WEB】リターゲティング広告 料金表
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プラン名
想定

インプレッション
Click

想定
CPC

金額

5,000CL保証 1,666,667 5,000 50
250,000円
（ネット）

料金表

※上記は最低出稿金額／ネット料金となります。※金額に消費税は含まれておりません。
※レポートは、広告表示回数、クリック数、クリック率をご提出いたします。
※媒体毎のレポートを開示することはできません。
※セグメントの内容によっては別途見積りとなります。詳細は営業担当にご相談下さい。

【WEB】タイアップ誘導施策｜popIn

popInは大手出版社・通信社など優良メディアをネットワーク化し、

「あなたにおすすめの記事」でレコメンドする国内最大規模のネイティブアドネットワークです。

広告枠は、各メディアの記事下に設置されるレコメンドウィッジ内（関連記事など）に、サイト内コンテンツと同じデザインで掲載い
たします。そのため、ユーザーの目にとまりやすく、自然な流れで記事に誘導することが可能です。

※すべての広告枠にPRマークを表示

レコメンド型ブロードリーチ

課金方式 クリック課金（入札制）

お申込み締切 掲載開始日の10営業日前

入稿締切 掲載開始日の4営業日前

入稿規定

1. リンク先ページのURL
2. 広告主名
3. タイトル原稿（40文字以内）
4. 画像（600×600px以上/150KB以内/JPEG,GIF,PNG/アニメ―ション不可）
※画像内のテキスト挿入は不可、外枠の罫線は不可です。
※機種依存文字は使用不可です。

ターゲティング
条件

 デバイス：モバイル/PC
 性別：男性/女性
 コンテキスト：エンタメ/恋愛結婚/ビューティ・ファッション/経

済・マネー/旅行・グルメ/ヘルスケア/スポーツ/住まい・ライフス
タイル/政治・社会/ガジェット・車/ビジネス

【PR】貴社名/マイナビ学生の窓口
などの表記が入ります

popIn
提携メディア

学生の窓口
フレッシャーズ
貴社タイアップ

マイナビ学生の窓口
フレッシャーズ

タイトル画像

関連記事
として表示



【SP】Instagram Stories広告 フレッシャーズターゲティング
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Instagram Stories（ストーリーズ）広告は、Instagramフィード上部に誘導枠が表示され、動画を視聴しているユーザーに対して、
全画面の動画を表示することができる動画広告です。

ビジュアル訴求に最適

写真クリエイティブに特化
した形式のため、ビジュア
ル重視の訴求に最適です。

注目度が高い配信面

通常の投稿と投稿の間に表
示されるため、自然な流れ
で閲覧をしてもらえます。

Instagram Stories広告の特徴

最適化された動画サイズ

スマートフォンに最適化された
縦長サイズの動画広告配信が
可能です。

誘導リンクの設置可能

動画コンテンツ視聴後、
タイアップページや貴社

ページへ送客いたします。

正確なターゲティング

フレッシャーズ会員データを
活用した正確なターゲティン
グ配信を行います。

施策イメージ

「マイナビ学生の窓口」の
アカウントで広告配信が可
能。

タイアップ
ページ

動画広告を表示

NEW

貴社HP
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【SP】Instagram Stories広告 フレッシャーズターゲティング料金表

※最低出稿金額は300,000円～となります。
※インプレッション課金方式のメニューです。
※すべてネット料金です。
※金額に消費税は含まれておりません。
※配信レポートは、広告表示回数、動画完全再生数、動画完全再生率、クリック数、クリック率をご提出いたします。

プラン名 インプレッション 単価 金額 想定配信期間 入稿素材

オールリーチ 1,000,000 1.1円
1,100,000円

（ネット）

4週間～

◆動画形式
動画の長さ: 最大15秒
推奨アスペクト比: 縦型(9:16)
推奨フォーマット: .mp4、.mov、.gif
解像度: 最小横幅600px
ファイルサイズ: 最大4GB

◆動画をお持ちの場合
1. リンク先ページのURL
2. 動画ファイル
3. テキスト原稿（40文字以内）

◆動画をお持ちでない場合
1. リンク先ページのURL
2. 画像（5～10枚）
3. 商品または企業ロゴ
4. テキスト（2～6個）
※弊社にて動画制作をご希望の場合は、営業
担当までお問合せ下さい。

男性セグメント 350,000 1.4円
490,000円
（ネット）

女性セグメント 650,000 1.4円
910,000円
（ネット）

文系セグメント 650,000 1.4円
910,000円
（ネット）



【WEB】タイアップオプション価格一覧

※金額に消費税は含まれておりません。※価格はすべてネットとなります。

展開手法 内容 オプション価格 備考

座談会
（1名追加毎）

大学生を起用することで親近感を演出し、読者目線でリア
ルな製品紹介をすることが可能です。

¥30,000～/1人
（ネット）

※ 3名までは各タイアップ料金に含まれています。
※ 4名以上起用の場合、1名ずつ費用が追加となります。
※ 取材撮影は都内にて、2時間程度が条件となります。
※ 都外にて、3時間以上の実施は別途費用を頂戴いたします。
※ 学生の属性（サークル・学部など）に細かい指定がある場合は別途費用を頂戴い

たします。

インフルエンサー
起用

ミスコン参加者や、SNSフォロワーの多い現役大学生を起
用し、貴社サービス・商品の紹介を行います。

¥100,000～/1人
（ネット）

※ インフルエンサーによるPR表記付きSNS発信1回分が含まれています。
※ SNS発信の内容によっては追加費用をいただくことがございます。
※ 取材撮影は都内にて、2時間程度実施が条件となります。
※ 都外にて、3時間以上の実施は別途費用を頂戴いたします。
※ 競合排除は行いません。

専門家起用
専門家の意見を掲載、または専門家が監修することで、記
事に信頼性を持たせます。専門家の選定は基本的に弊社に
お任せ下さい。

¥300,000～
（ネット）

※ 監修者や実施条件によって費用が異なります。
※ ご指定の監修者をアサインする場合は、追加費用をいただくことがございます。

学生団体
コラボ企画

企業様が打ち出したい新商品やサービス・キャンペーンの
内容に合わせた学生団体をタイアップ内に登場させるオプ
ション企画。ミス●●がおススメするなどのコラボが可能
です。

¥300,000～
（ネット）

※ 起用団体・人数・実施条件によって変動します。詳細は営業担当にご確認下さい。

小説・マンガ
人気コンテンツである小説やマンガの中で貴社製品を登場
させ、ブランドの浸透とシーン訴求をはかります。

別途見積もり ※ 漫画家や小説家によって費用が異なります。詳細は営業担当にご確認下さい。

診断テスト
診断テスト。リーチを広げるだけでなく読者の興味喚起を
行うことで購買意欲を醸成します。

¥400,000～
（ネット）

※ 設問（選択式）：7問以内
※ 結果ページ及びイラストは5パターンまで設置、制作が可能です。
※ クリエイティブタイアップでスマホ対応をご希望の場合は、追加費用5万円頂戴

いたします。

Webアンケート
企画

タイアップの印象や購買意欲の変化等の広告効果測定、
マーケティングデータの収集にご活用可能です。

¥300,000～
（ネット）

※ アンケートページ制作（1P）
※ 設問数：10問以内（うち記述式3問まで）
※ ローデータおよび報告書提出

モニター
同時実施

タイアップ広告からモニター応募へ誘導。読者にサンプル
使用などモニターとなってもらい、使用後のリアルな感想
をアンケートにて集約します。

¥400,000～
（ネット）

※ アンケート募集・事後ページ制作
※ モニター募集時のアンケート設問数：5問以内
※ 事後のアンケート設問数：10問以内(うち記述式3問まで)
※ 発送費は別途頂戴いたします。

動画
貴社商品を使った動画コンテンツを制作。How toを見せる
ことで商品の認知促進を図ります。

別途見積もり ※ 動画の尺や内容によって異なるため、詳細は営業担当にご確認下さい。
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【SP】ディスプレイ広告 SP動画オーバーレイ

動画再生保証型スマートフォン特化のオーバーレイ型ジャック広告。
完全再生率やCTRも高く、商品ブランド・サービス認知度を高め、購入及びサービス利用等の行動を効果的に促すことができます。

※上記は最低出稿金額となります。
※金額に消費税は含まれておりません。
※50％以上の領域を2秒以上再生で1ビューとカウントしております。

動画オーバーレイ

掲載面 全編集記事ページ
（タイアップ記事広告には表示されません）

デバイス スマートフォン

枠数 1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）

お申込み締切 掲載開始日の10営業日前

入稿締切 掲載開始日の5営業日前

入稿規定

◆動画について
・形式：avi、mpeg mpg、mov、mp4、wmv、flv f4v、3gpp 
3gp、webm
・サイズ：横640×縦360px(16：9)
・秒数：推奨15秒(最長1分以内)
・容量：推奨250MG以上(最大1GB未満)
・音声：ミュート状態での配信

◆サムネイル画像(動画再生後に表示される画像)

・形式：jpg
・サイズ：横640x縦360px

◆コンパニオンバナー (動画オーバーレイの表示が消えた後に出現

する上部固定のバナー)

・形式：jpg
・サイズ：横320x縦50px 

※1点は必須。最大2点まで。

※配信レポートについて
完全再生率および再生時間毎(15秒、30秒、25%到達～75％到達の
25％単位)の再生率もレポーティング可。

【その他ご注意点】
・フリークエンシーコントロールをいたします。（一部広告ページには表示されない場合もあります）
・音声ミュート状態での配信となります。
・サポート対象ブラウザはiOS Ver.7以降、Andoroid Ver.4以降となります。
・サポート対象外のブラウザの場合、サムネイル画像が代替表示される可能性がございます。

また、Andoroidは一部端末では正常な動作をしない可能性があります。ご了承下さい。

① 表示されるとページをプッシュダウンするためコンテンツに
かぶらない

② ヘッダーにFix(固定)する動画広告のため視認性が高い

③ 縮小ボタンによりユーザビリティを保護 ※下図参照

④ 動画終了後にバナーが出現し貴社サイトへ送客を促進(任意)

Tap!

縮小ボタンの挙動

スクロールしても
縮小サイズのまま動画が

固定されています。

料金表 動画再生10万回保証

動画オーバーレイについて

メニュー 料金 掲載量 単価
動画

オーバーレイ ¥200,000 100,000再生保証 @2.0

コンパニオンバナー
サムネイル画像映像
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【SP】ディスプレイ広告 SPオーバーレイ

SP オーバーレイ

掲載面 全編集記事ページ
（タイアップ記事広告には表示されません）

デバイス スマートフォン

想定CTR 0.2～0.4％

枠数 1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）

お申込み締切 掲載開始日の10営業日前

入稿締切 掲載開始日の5営業日前

入稿規定

◆画像サイズ／容量／形式
・横60×縦60px
・15KB以内（gif/png/jpg）
・アニメーション不可
◆テキスト
・タイトル文字数 40文字以内
・ALTテキスト（指定がある場合）

上記以外に画像のみ（画像サイズ:横320×縦50px、タイトル文字非
表示）の掲載も可能です。詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。

料金表

※上記は最低出稿金額となります。
※金額に消費税は含まれておりません。

メニュー 料金 掲載量 単価

SP オーバーレイ広告 ¥120,000 100,000imp保証 @1.2

【その他ご注意点】
・画像クリエイティブ背景色が黒の場合は可視可能な色の枠線を付けて下さい。
・フリークエンシーコントロールをする場合がございます。予めご了承下さい。

（一部広告ページには表示されない場合もあります）
・サポート対象ブラウザはiOS Ver.7以降、Andoroid Ver.4.2以降となります。

記事ページフッター部分に掲載されるバナー広告です。画面の下部に常時表示されるので、認知拡大・ブランディングに最適です。



Copyright Mynavi Corporation 26

PCビルボード

掲載面 全編集記事ページ（タイアップ記事広告には表示されません）

想定CTR 0.1～0.3％

想定CPC ¥400～¥1,200

デバイス PC

枠数 1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）

お申込み締切 掲載開始日の10営業日前

入稿締切 掲載開始日の5営業日前

入稿規定

◆サイズ／容量／形式
・横970×縦250px
・150KB以内（gif/png/jpg）
・アニメーション： 30秒程度（ループ3回、FLASH不可）
・差替：週1回まで

◆クリエイティブ内容に関する禁止事項
画面を大きく占有する広告となるため、編集部にてクリエイティブ審査
をさせていただきます。また下記表現が含まれた場合、表記や画像の修
正をお願いすることがございますのでご了承ください。
・テキストの占有率が20%以上
・サイト利用者が不快に感じる文章や画像
・ビビットな原色の占める割合が多い画像
・価格や値引きを全面に押し出す表記
・ボタンクリエイティブ（続きはコチラ、などを浮き出たボタン状に
表示すること）

グローバルナビゲーション直下に大型のバナーを掲出いたします。
ファーストビューに表示されることにより読者へ強いインパクトを与えるため、ブランディングに適しています。

【その他ご注意点】
・フリークエンシーコントロールをいたします。
（一部広告ページには表示されない場合もあります）
・クリエイティブ背景色が白の場合は可視可能な色の枠線を付けて下さい。

料金表

【PC】ディスプレイ広告 PCビルボード

メニュー 料金 掲載量 単価

PC
ビルボード広告

¥360,000 300,000imp保証

@1.2¥480,000 400,000imp保証

¥600,000 500,000imp保証

※金額に消費税は含まれておりません。

PCビルボード広告
（縦970×横250）
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【PC】ディスプレイ広告 PCゲート

クライアント様仕様にページの左右を囲む「ゲート」をカスタマイズして掲載するリッチ広告です。
読者へ強いインパクトを与えるため、ブランディングに最適です。

PCゲート

掲載面 トップ及び編集記事ページ（タイアップ記事広告には表示されません）

デバイス PC

枠数 1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）

お申込み締切 掲載開始日の10営業日前

入稿締切 掲載開始日の5営業日前

入稿規定

◆サイズ／容量／形式
・横170×縦1,024px(左右1枚ずつ)
・150KB以内（gif/png/jpg）
・アニメーション不可
・差替不可

◆クリエイティブ内容に関する禁止事項
画面を大きく占有する広告となるため、編集部にてクリエイティブ審査
をさせていただきます。また下記表現が含まれた場合、表記や画像の修
正をお願いすることがございますのでご了承ください。
・テキストの占有率が20%以上
・サイト利用者が不快に感じる文章や画像
・ビビットな原色の占める割合が多い画像
・価格や値引きを全面に押し出す表記
・ボタンクリエイティブ（続きはコチラ、などを浮き出たボタン状に
表示すること）

料金表

メニュー 料金 掲載量 単価

PCゲート広告 ¥500,000 100,000imp保証 @5.0

※上記は最低出稿金額となります。

横170
×

縦1,024

横170
×

縦1,024

【その他ご注意点】
・フリークエンシーコントロールをいたします。
（一部広告ページには表示されない場合もあります）
・URLは左右バナー同一URLとなります。
・レポートは左右バナー個別集計不可となります。
・同時にビルボードバナーの出稿がある場合もございます。予めご了承下さい。
・クリエイティブ背景色が白の場合は可視可能な色の枠線を付けて下さい。 ※金額に消費税は含まれておりません。
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【WEB】ディスプレイ広告

枠版 企画名 枠数 掲載期間/保証 定価料金 単価 形式／詳細

A
ワイドレクタングル
バナーA

1枠 300,000imp保証 ¥300,000 @1.0
・300×250px[左右×天地]
・ローテーション表示
・PC/SPサイトの全ページ

(一部広告ページ除く)
・40KB以内(アニメーション可ループ3
回、Flash不可)
・ALTテキスト全角20文字以内
・掲載開始曜日：土日・祝日以外の任意

B
ワイドレクタングル
バナーB

1枠 300,000imp保証 ¥240,000 @0.8

C フルテキストバナー 2枠 2週間 ¥200,000 -
・全角25文字以内
・掲載開始曜日：任意の木曜

D ダイレクトラージBOX 3枠 2週間 ¥400,000 -

・90×90px[左右×天地]
・15KB以内(アニメーション不可
/gif,jpg可)
・タイトル：全角20文字以内
・テキスト：全角50文字以内
・掲載開始曜日：任意の木曜

A

C A

D

規定の原稿を入稿締め切り日までに下記E-Mailに添付し、ご入稿下さい。
入稿先アドレス ： f-web@mynavi.jp
お申込み締切： 10営業日前
入稿 締切： 5営業日前

トップPC トップSP

D

C

B

B

C

※金額に消費税は含まれておりません。
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【MAIL】メールマガジン広告 （ 2018年9月中旬より実施）

枠版 企画名 枠数 配信数 配信日 定価料金 形式／詳細

A ヘッダ広告 2枠

最大

約35万通

毎週
月・木曜日

配信

¥200,000 ・テキスト形式

・35文字×5行

B 記事中15行 1枠 ¥200,000 ・テキスト形式

・35文字×5行

C 号外メール(テキスト)

※セグメント可

1枠
毎週火曜日

¥600,000 ・テキスト形式

・20文字×85行

D 号外メール(HTML)

※セグメント可

1枠 毎週火曜日 ¥1,000,000

制作費別途

・文字コード：utf-8
・本文＋画像ファイルの総
容量：2MB以下推奨

号外メールは、セグメント※が可能です。住所(都道府県)･男女のセグメントは通常料金に含まれます。
※有料オプション セグメント例 (1セグメント ＋¥30,000-) ●学部 ●実家／一人暮らし（みなし） ●メールアドレスドメイン

【通常メールマガジン】

─────────────────────────────
────────────
◎社会人準備応援【マイナビ学生の窓口 フレッシャーズ】 3.17

─────────────────────────────
───────── ───

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

B 記事中15行（1枠）

中略

以下省略

─────────────────────────
─────────
◎社会人準備応援【マイナビ学生の窓口 フレッシャーズ】PR号外

──────────────────────────
────────

以下省略

【号外メール ※html号外含む】

Ｃ:テキスト号外
本文：1行全角20文字×85行まで
（飾り文字、改行、スペースも含みます）

Ｄ:号外メール(HTML)
・文字コード：utf-8
・本文＋画像ファイルの総容量：2MB以下推奨
・詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。

A ヘッダ広告（2枠）

約35万人の会員を対象に、新生活や卒業旅行そして入社準備に役立つ情報をメールマガジンでお届けしています。
号外メールは対象をセグメントして配信が可能です。訴求したい商品／サービスの特性にあわせてご活用いただけます。

※金額に消費税は含まれておりません。
※メールマガジン配信件数は随時変動いたします、詳細は営業担当にご確認下さい。

北海道 9,923 埼玉県 23,798 岐阜県 4,183 鳥取県 810 佐賀県 1,209

青森県 1,712 千葉県 18,447 静岡県 5,241 島根県 960 長崎県 2,113

岩手県 1,771 東京都 56,205 愛知県 21,225 岡山県 4,244 熊本県 2,991

宮城県 6,524 神奈川県 33,032 三重県 3,066 広島県 6,785 大分県 1,806

秋田県 1,372 新潟県 3,932 滋賀県 4,820 山口県 2,285 宮崎県 1,290

山形県 1,476 富山県 1,678 京都府 13,213 徳島県 1,460 鹿児島県 2,454

福島県 2,153 石川県 2,918 大阪府 29,350 香川県 1,473 沖縄県 2,127

茨城県 5,617 福井県 1,287 兵庫県 15,784 愛媛県 2,490

栃木県 2,888 山梨県 1,875 奈良県 4,483 高知県 984

群馬県 3,301 長野県 2,690 和歌山県 1,231 福岡県 15,474

規定の原稿を入稿締め切り日までに下記E-Mailに添付し、ご入稿下さい。
入稿メールアドレス： f-web@mynavi.jp
お申込み締切： 10営業日前
入稿 締切： 5営業日前
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【WEB】アンケート企画

募集告知 実施

【アンケートページ】

報告

【アンケート結果報告書】

単純集計結果を報告書としてご提出いたしま

す。

【WEBアンケート活用事例】

●学生への意識調査

●商品企画のためのマーケティングリサーチ

●他企画との併用における広告効果測定

●プレゼント付きアンケートキャンペーン

●サンプリングの使用前後での態度変容調査

等にご活用いただいております。

社会人準備応援サイト【フレッシャーズ】メールマガジン号外 2016.03.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもマイナビ学生の窓口をお楽しみいただき、ありがとうございます。
今号は、「●●●● 」からのおトクな情報をお届けします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
━ 【アンケート】 ━━━━━━

アンケートに答えて現金やWEBマネーに替えられる「マイポ」をゲットしよう！
あなたは現在【0ポイント】貯まっています。

■マイポ会員の会員特典
http://mypo.mynavi.jp/html/04/6RV.xrl?Q:0132B:20150427:9T93P 

【現在募集中のアンケートはこちら】
【30pt】フレッシャーズマガジン/WEBの内容に関するアンケート
【19pt】ニトリの新生活カタログに関するアンケート
【15pt】三井住友VISAデビュープラスカードに関するアンケート
【10pt】アシックスタイアップページに関するアンケート
【6pt】 楽しかったアルバイトなどに関するアンケート

★アンケート回答はこちらから
http://mypo.mynavi.jp/html/04/6RV.xrl?R:0132B:20150427:9T93P
└───────────────

【メールマガジン】

大学生・新社会人の会員に対して、Webアンケートを実施可能です。
商品企画のためのマーケティングリサーチやサンプリング使用前後での態度変容などにもご活用いただけます。

詳細

定価 ￥300,000-

件数 200～300件 ※内容によって異なります。

誘導枠 メルマガ アンケート募集告知枠

実施内容

アンケート募集ページ（1P）制作
アンケート10問まで（うち記述式3問まで）
ローデータ、報告書作成（単純集計のみ）

お申し込み締切 アンケート配信日の30営業日前

注意事項 ※ 金額に消費税は含まれていません。

WEBアンケート企画

フレッシャーズ
調べ

SAMPLE
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WEB
ターゲットセグメント別DSP



【WEB】ターゲットセグメント別DSPとは

年齢や行動データを元に高精度でターゲティングし提携媒体からユーザーを貴社広告へ集客します。

高校3年生

大学1年生

大学2年生

大学3年生(就活生)

大学4年生(フレッシャーズ)

男性

女性

▼基本セグメント

▼その他のセグメント

所属高校、所属大学、WEB閲覧データ、居住地、加入保険、旅行回数、趣味、健康・美容に関する関心事、ゲーム
など、詳細のセグメントも可能です。

※セグメントによって組み合わせられない場合もございます。

おすすめ

32



ターゲットセグメント別・参考事例
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実績 ターゲット 期間 Imp クリック CTR CPC かかった費用

不動産賃貸案件の出稿実績 高校3年生 1ヶ月間 748,726 2,144 0.29％ ￥97 ¥207,961
(ネット)

時間割アプリの出稿実績 高校3年生 1ヶ月間 534,673 1,924 0.36％ ￥268 ¥516,071
(ネット)

アルバイトアプリの出稿実績 大学1年生 0.5ヶ月間 188,263 281 0.15％ ￥313 ¥88,046
(ネット)

PCメーカーの出稿実績 高校3年生 2ヶ月間 3,581,419 11,087 0.31％ ￥100 ¥1,105,743
(ネット)

※価格は実績を元にした参考価格です。
※最低出稿金額は300,000円～です。(応相談)
※想定imp数・CTR・想定CPCは、保証するものではございません。

ターゲットを外部サイトからピンポイントに集客し、精度高く効果的にコンテンツを届けます。

実施時期やセグメント等の条件により費用感が変わりますので、
ご要望に応じてお見積もりいたします。

DSPの過去実績
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FRESHERS DM/SAMPLING
フレッシャーズDM・モニターサンプリング
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クライアント様の納品物をフレッシャーズ編集
部からの特典・ご案内として発送します。
・会員限定特典・クーポン
・直接サンプリング・通販

●クレジットカード
●銀行
●保険
●その他金融商品

●スーツ
●靴・カバン
●メガネ
●卒業式袴
●その他衣料品

●プロバイダ
●携帯電話
●パソコン

マネー ファッション デジタル

●車・バイク
●旅行会社
●テーマパーク
●旅行情報誌

●化粧品
●エステ
●グルーミング製品

●インテリア・家電
●新聞・ビジネス誌
（定期購読）
●引越しサービス
●商業施設
●各官公庁・外郭団体

旅行 美容 ライフスタイル・その他

フレッシャーズ会員の消費ニーズを把握したリアルタイム提供！

「フレッシャーズＤＭ」は、広告主様からお預かりした発送物を、弊社から会員限定の特典として
発送を代行するサービスです。就職活動期よりお付き合いのある会員が対象のため、弊社から送られる
DMへの抵抗が非常に少ないことも特徴であり、学生から社会人へとライフスタイルが大きく変化する時期
の消費ニーズを確実に捉えることができる媒体です。

【DM】フレッシャーズDMとは （10/2～DM発送可能）

フレッシャーズDMは、就職活動時期からの深い信頼性により、
高いレスポンスが期待できます。新鮮でなおかつ確実なリストを
セグメントすることにより効率的なアプローチが可能です。

効率的にサービス・商品告知をすることにより、
消費活動を促すことができます。
・店舗誘導
・会員獲得

梱包発送・配信代行 実施／体験 行動喚起



基本費用一覧
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※最低発送数は、3万件となります。

※上記単価は、会員データ使用料、ロゴ使用料、3点封入作業、宛名印字、配送費用を含みます。

※上記価格はサービス変更に伴い随時改定されることがあります。

※通数・形状・地域により弊社指定便の発送になります。

※すべて機械封入対応可能な場合の料金となります。

※都道府県・男女別でのセグメントが基本になります。それ以外の追加セグメントをご利用される場合は追加料金１セグメント ￥30,000－を別途頂戴します。

※ハガキ/封筒/透明ラッピングの挨拶状の用紙は、光沢の無いマットコート系用紙にて作成して下さい。コート系等光沢紙使用の場合は別途お見積もりとなります。

＜定型・定形外封書＞

＜はがき＞

企画 仕様 重量 単価

定形封書（洋0封筒）
長辺14～23.5cm 短辺9～12cm

厚さ１cm以内
封入3点まで

50gまで @140

定形外封書（角2封筒）
長辺～33.2cm 短辺～24cm

厚さ2cm以内
封入3点まで

100ｇまで @157

3点以上追加封入1点につき @5

企画 仕様 重量 単価

ハガキ 長辺14～15.4cm 短辺9～10.7cm 2～6g ＠110

A4ハガキ・A4圧着ハガキ 長辺～29.7cm 短辺～21cm 100ｇまで ＠148

※金額には消費税は含まれていません。

＜ラッピング＞

企画 仕様 重量 単価

定形外透明ラッピング
長辺～33.2cm 短辺～24cm

厚さ2cm以内
封入3点まで

100gまで @164

3点以上追加封入1点につき @5

※金額には消費税は含まれていません。

※金額には消費税は含まれていません。

封筒不要！
挨拶状内に弊社クレジット
と印字スペースをデザイン
して下さい。

ハガキ A4ハガキ/ A4圧着ハガキ

定型封筒（洋0封筒）

定型外封筒（角2封筒）

透明ラッピング
お申し込み締切： 発送ご希望日の1ヶ月半前まで



発送可能通数とオプション①
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発送可能通数

357,816 件 ※2018年1月時点の参考数値です。

※発送可能件数は随時変動いたします。

都道府県名 男性 女性 合計

愛知県 9,646 11,674 21,320

愛媛県 1,071 1,476 2,547

茨城県 2,738 3,162 5,900

岡山県 2,136 2,123 4,259

沖縄県 1,117 1,188 2,305

岩手県 869 1,012 1,881

岐阜県 2,121 2,226 4,347

宮崎県 616 794 1,410

宮城県 3,264 3,838 7,102

京都府 6,609 7,789 14,398

熊本県 1,574 1,908 3,482

群馬県 1,688 2,025 3,713

広島県 3,129 3,811 6,940

香川県 647 913 1,560

高知県 502 565 1,067

佐賀県 618 779 1,397

埼玉県 11,521 13,756 25,277

三重県 1,567 1,687 3,254

山形県 820 797 1,617

山口県 959 1,368 2,327

山梨県 1,064 1,057 2,121

滋賀県 2,037 3,054 5,091

鹿児島県 1,229 1,467 2,696

秋田県 527 799 1,326

新潟県 2,067 2,407 4,474

神奈川県 15,756 19,922 35,678

青森県 833 984 1,817

静岡県 2,404 2,903 5,307

石川県 1,147 1,890 3,037

千葉県 8,717 11,104 19,821

大阪府 14,182 17,760 31,942

大分県 876 1,046 1,922

長崎県 1,177 1,191 2,368

長野県 1,235 1,427 2,662

鳥取県 311 558 869

島根県 417 567 984

東京都 27,559 31,957 59,516

徳島県 646 851 1,497

栃木県 1,507 1,664 3,171

奈良県 2,116 2,418 4,534

富山県 715 1,123 1,838

福井県 442 891 1,333

福岡県 7,608 9,198 16,806

福島県 1,062 1,416 2,478

兵庫県 8,516 8,524 17,040

北海道 4,317 5,785 10,102

和歌山県 582 701 1,283

合計 162,261 195,555 357,816

基本セグメント

都道府県

性別

実家みなし

オプション追加セグメント 各￥30,000

大学情報（学校名、学科系統、文理区分等）

郵便番号

市区町村

PC/携帯メールアドレスのドメイン

■号外メール
DM発送前後のタイミングで号外メールマガジンを配信。DMの認識を高めることにより、発送物の開封率を上
げ、より高いコンバージョンへと繋げて行きます。

料金
1回毎の配信数

3万件以上配信：＠10/通

3万件以下配信：＠20/通

配信曜日 任意の火曜日

入稿締め切り 5営業日前

実施内容 号外メール2回（DM発送前後に配信）

入稿形式 全角20文字×85行まで（最大）

※配信可能期間は2019年3月末までとなりま
す。
※上記は号外メール2配信分の合算料金です。
※金額には消費税は含まれていません。

■効果測定用調査データマッチング
DM発送後に、貴社反応データとマッチングし、効果測定/PDCAにお役立ていただけます。

料金 ￥150,000～

実施内容

DM発送後、レスポンスがあったリスト（氏名・郵
便番号）を貴社から頂き、弊社の会員リストとマッ
チングします。
都道府県別の反応数・反応比率をご提出いたします。

※個人情報に関する同意書が必要となります。
※5万件以上の発送で無料でご案内となります。
※金額には消費税は含まれていません。
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■発送までのフロー

■既得権ルール
・10万件以上の発送⇒期間グループ内の既得権発生いたします。

※他社参画は不可となります。

・10万件以下の発送⇒エリア既得権のみ発生いたします。
※参画順位を優先し、発送エリア外であれば同業種参画可能です。

ハイレスポンス実現のため、同じ発送期間内では同業種排除、発送も隔週で行います。
※前年実績での既得権がございます。発送可能なグループは別途営業担当までお問い合わせ下さい。
※同業種排除は下記の既得権ルールに準拠いたします。
※8/27～9/28の期間は同業他社排除はございません。(袴、卒業旅行業界のみ実施可能な期間となります。)

■発送可能時期（入社前）

グループ 発送可能期間（通常営業日発送）

袴/旅行業界のみ 2018年8月27日 ～ 2018年9月28日

Ａ 2018年10月1日 ～ 2018年10月5日

Ｂ 2018年10月15日 ～ 2018年10月19日

Ｄ 2018年10月29日 ～ 2018年11月2日

Ｅ 2018年11月12日 ～ 2018年11月16日

Ｆ 2018年11月26日 ～ 2018年11月30日

Ｇ 2018年12月10日 ～ 2018年12月14日

Ｈ 2018年12月25日 ～ 2018年12月27日

Ｉ 2019年1月8日 ～ 2019年1月11日

Ｊ 2019年1月21日 ～ 2019年1月25日

Ｋ 2019年2月4日 ～ 2019年2月8日

Ｌ 2019年2月18日 ～ 2019年2月22日

Ｍ 2019年3月4日 ～ 2019年3月8日

Ｎ 2019年3月18日 ～ 2019年3月22日

【入社後】新社会人1年目に向けての発送も可能です

＜お申込＞
発送の1ヶ月半前までにはお申込予約をお願いいたします。

↓
＜制作開始＞
クレジットデータをご提供いたします。
貴社にて封筒、封入物のデザイン作成をお願いします。

↓
＜クリエイティブ審査＞
印刷開始前にデザインデータをお送り下さい。
（お戻しまで3~4営業日かかります。）

↓
＜納 品＞
指定場所にご納品下さい。（基本、発送日の5営業日前）
納品物は、DMと封入物(折加工を完成させたもの）を分けて下さ
い。

↓
<発送作業＞ 印字/封入作業を弊社で実施いたします。

↓
＜到 着＞ 発送から3日～10日かかります。

↓
＜発送証明＞ 発送完了後に証明書を提出させていただきます。

対象：2018卒「実家みなし」のみ発送可能 発送期間：～2019/3/25 ※通常営業日発送

※既得権、同業他社の発送制限はございません。
※号外メール、編集部によるプレゼントキャンペーンはございません。
※通数、発送日詳細は担当営業にご確認下さい。
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【DM発送前】発送予告メール DM発送 【DM発送後】リマインドメール

【ＤＭ】オプション 号外メールセット企画

DM発送の数日前に、発送対象者に対してDM発送予告
の貴社単独号外メールを実施し、興味を喚起致します。

貴社DMを、フレッシャーズ会員の
ご自宅に発送致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━
◎社会人準備応援サイト【フレッシャーズ】メールマガジン号外 2016.2.22

━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもフレッシャーズをお楽しみいただきありがとうございます。
今号は、○○○○からのお知らせをお届けします。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

関東・関西エリア在住の皆様のご自宅に、

○○○○株式会社のフレッシャーズ限定DMが届きます！！

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

フレッシャーズ限定の優待割引などお得なお得な情報が盛りだくさん！！

さらにDMをご持参いただきご来店いただいた先着100名様に

△△△をプレゼントいたします！！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

最後の学生生活、いかがお過ごしですか？

━━━━━━━━━━━━━━━━
◎社会人準備応援サイト【フレッシャーズ】メールマガジン号外 2017.4.10

━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールマガジンは、●●●頃に○○○○からＤＭを発送させていただいた方
にお送りさせていただいております。

☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・

ご自宅に届いたダイレクトメールを店舗に持参の方限定
お得なキャンペーン実施中！

☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・

フレッシャーズ限定の優待割引などお得なお得な情報が盛りだくさん！！

さらにDMをご持参いただきご来店いただいた先着100名様に

△△△をプレゼントいたします！！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

最後の学生生活、いかがお過ごしですか？

DM発送の数日後に、発送対象者に対して貴社単独号外
メールを実施することにより、更なる開封率の向上を図
ります。

フレッシャーズDM企画にご参画いただいた場合、DM発送前後のタイミングで「DM発送のご案内」の号外メールマガジンを配信す
ることが可能です。DMの認知率を高めることにより、発送物の開封率を上げ、より高いコンバージョンへと繋げて行きます。

【発送予告メール】 【リマインドメール】

あ！この前届いていた
DMを開けてみよう！

号外メールセット企画

配信可能件数 最大約33万通 ※昨年実績

配信曜日 任意の火曜日

入稿締切 5営業日前

実施内容 号外メール2回（DM発送の前後に1回ずつ配信）

入稿形式 全角20文字×85行まで（最大）

1回毎の配信数 3万通以上 ￥10/通

1回毎の配信数 3万通以下 ￥20/通

※金額に消費税は含まれていません。
※DMに参画いただいた企業様限定となります。
※上記は号外メール2配信分を合算した料金となります。
※配信日は別途営業担当までお問い合わせ下さい。

この間メールで
案内があった
DMが来た！

これから●●の
DMが家に届くんだ！
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【リアル】モニターサンプリング

応募フォーム

アンケートで親和性の高い読者を厳選！

MAX300名まで

募集告知 実施／体験 アンケート／報告

発送

フレッシャーズ会員に、貴社商品を実際に体験していただく施策となります。（会員の自宅へ配送）
実際に商品を体験してもらうことで、認知・理解を促進する機会となり、ブランドチェンジを狙います。
使用した後の感想をWebアンケート収集いたしますので、今後の商品開発やマーケティングにもご活用いただけます。

募集告知ページ

詳細

定価 ￥600,000-

件数 ～300件 ※内容によって異なります。

掲載開始日 木曜日

誘導枠
・モニター募集告知枠（4週間）

・メールマガジン アンケート募集告知枠×1回

実施内容

・告知・募集ページ制作
・募集時のアンケート~5問
・事後アンケート~10問

注意事項
※金額に消費税は含まれていません。
※発送費は別途頂戴いたします。

モニターサンプリング企画

【事後アンケート結果報告書】

単純集計結果を報告書としてご提出いたしま

す。

フレッシャーズ
調べ

実際に使ってもらうことで、
良さを体感！
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免責事項 / 注意事項について

＜個人情報の提供・使用に関する規約＞

【利用目的】

・請求された資料の送付、商品・サービスの案内

【禁止事項】

・請求された資料以外の商品・サービスの案内

・会員登録

・メルマガ会員登録

【管理責任】

・漏洩、盗難などの防止のため、個人情報を安全管理するための施策を講じます。

・目的終了後、下記に定める期間内に廃棄・消去します。

【個人情報の利用期間】

・提供日より2ヶ月間

【利用停止】

・弊社からの利用停止・削除要請に従います。

＜キャンセルポリシー＞

・掲載お申し込みについての解約・取り消し・変更においては弊社の承諾を得ない限り認められませ

ん。

・前項につき、掲載お申し込みの解約・取り消しを承諾した場合でも下記の通りキャンセル料が発生い

たします。

【WEB広告掲載】掲載前日および当日まで100%、掲載7日前から前々日まで80%、掲載14日前から8

日前まで60%、掲載21日前から15日前まで40%

【紙媒体発行】発行30日前から当日まで100%、発行60日前から31日前まで60%

【同梱／DM発送】納品締切日の前日および当日100% ※封入作業開始後の抜き取りはいたしません。

【制作物（紙／ノベルティ等）】オリエン実施日以降100%

またキャンセルについてはお申し込み者からの解約・取り消しの意思表示が弊社に到達した時点を

もって区別します。

※お申込みの解約・取り消しが土日祝日の場合は翌営業日の日時となります。

＜その他＞

・停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インフラその他サーバー等のシス

テム不具合、緊急メンテナンスの発生など弊社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基

づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、弊社はその責を問われないものとし、当該履行に

ついては、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。

・広告掲載初日及び広告内容の変更日の午前0時から午前12時までの間は広告掲載試験時間とし、当該

試験時間内の不具合について、弊社は免責されるものとします。広告掲載および変更日は営業日とし、

休日および祭日の対応はできかねます。

・リンク先URLに接続できない場合には掲載を開始できかねます。また、掲載中にリンク先URLに接続

できない状態になった際には掲載を停止することがあります。

・あらかじめ掲載される内容はチェックさせていただきますが、本広告のご利用における事故・トラブ

ルに関して、弊社では一切の責任を負いかねます。

・競合排除は致しません。※一部の企画を除く。

・掲載レポートは配信後、５営業日以降のご提出となります。速報値レポートが必要な場合は別途費用

で対応いたします。

＜審査のガイドライン＞
ご参画にあたっては、弊社の「マイナビ学生の窓口 コンテンツ掲載ガイドライン」に
基づく審査を行わせていただきます。

＜企画全般について＞

・お申し込みいただいた内容を事例として紹介させていただく場合がございます。

・バナーやメール等の広告クリエイティブ内に「ナンバー1」「世界初」「当社だけ」などの最大級・絶

対的表現を使用する際は、表示の根拠となる出典もしくは調査機関名を当該クリエイティブ・ランディン

グページへ明記下さい。

＜WEBサイト掲載＞

【制作進行について】

・制作の進行は別途提示しているスケジュールに沿って進めさせていただきます。

・制作はウォーターフォール方式で進めさせていただきます。

（構成確定→原稿確定→ページ制作→テストアップ→掲載開始のステップで進め、基本的に作業工程単位

の戻しは不可といたします。）

・原稿文章の修正は2回程度を想定しております。修正が多く発生する場合は別途費用を頂戴する場合が

ございます。

・テストアップ後の修正は2回程度を想定しております。修正が多く発生する場合は別途費用を頂戴する

場合がございます。

＜素材について＞

・構成確定後の大幅な内容の変更は、別途費用を頂戴する場合がございます。

・素材の購入及びイラスト作成、カメラマン・スタイリストの手配等は別途費用を頂戴いたします。

・貴社からの素材提供の遅延、及び貴社都合によって制作進行に滞りが生じた場合は、当初のスケジュー

ルより変更させていただく場合がございます。

＜企画内容について＞

・imp保証型純広告以外に関しては、提示する数値は平均値でありPV数やCTR等を保証するものではござ

いません。

・お見積書に記載されていない内容（ロケ/モデル使用/専門家アサイン/イラスト/バナー制作等）につい

ては、別途費用が発生いたします。

・媒体資料に記載のある、1Ｐあたりの規定の情報量を超える場合は、別途費用が発生いたします。

・タイアップコンテンツ（テキスト/画像/アンケートデータ等）を二次利用される場合は、いかなる場合

も別途費用が発生いたします。

・公開日以降の修正・追加・削除は別途費用が発生いたします。

＜環境について＞

ブラウザの仕様などのユーザー環境により想定通り表示されない場合がありますので、あらかじめご了承

願います。

Internet Explorer 11.0以上、Firefox最新バージョン、Google Chrome最新バージョン、iOS：Safari 

for iOS7以上、Android：標準ブラウザ for Android4.2以上のブラウザをご利用の場合、一部、正しく動

作しない可能性がございます。


