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『マイナビ学生の窓口』のコンセプト
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大学生活は「きっかけ」の連続だ。

平成も最後の年にさしかかり、世の中はどんどん便利になってきたはずなのに、

「アレをしないと就職できない」とか「こうしないと人生詰む」とか

たくさんの情報に振り回されて、世の中が窮屈になっていくような気がする。

もっと自由でいい、いろんな考えや生き方があっていいと思う。

だけど、自由を押し付けるだけなら、そんな大人やメディアは無責任だ、とも思う。

だから『マイナビ学生の窓口』は「きっかけ」をとどけたい。

いろんな価値観や選択肢、疑問が集まる場所をつくりたい。

ひょっとしたらここには、そのまま正解はないかもしれないけれど、

そのどれかが、あなたの背中をそっと押せる「きっかけ」になれるかもしれない。

『マイナビ学生の窓口』はWEBメディア、SNS、リアルイベントを通じて

一歩踏み出す「きっかけ」を大学生にとどけます。



マイナビ学生の窓口について
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大学生の3人に１人が利用する大学生向けポータルサイトです。

全国大学生/短大生数

300万人

学窓ユーザー
約121万人

※2019年3月実績
※文部科学統計要覧（平成29年版）

は



マイナビ学生の窓口のカテゴリ

大学生に必然性のある6カテゴリの情報を大学生目線で配信する

大学生のための総合情報メディアです

仕事・将来入学・新生活

バイト・家庭教師学割・お得

【ご参画メリット】

お得情報を求めている学生に対して、商品購入・サービス利用の
促進が可能！

就活準備

内定につながる就活準備情報やお得なクーポン情報が得られる！

新社会人準備

「履修登録」・「サークル選び」・「友達作り」が解決できる！ 大学1年生から憧れの社会人＆企業に出会える！

マイナビ学生の窓口だけの学割、ポイント、プレゼントがもらえる！ 高時給＆将来につながる厳選バイト情報が手に入る！
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「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、アクティブなユーザーの誘導を図っています。全国100万人を超える大学生のデータベースと
1,000を超える学生団体とのネットワークを生かした広告展開が可能です。

【ご参画メリット】

新入学・新生活の購買需要のタイミングに合わせて確実に訴求！ラ
イフスタイルが劇的に変わる「人生の転換期」に、効果の高いブラ
ンディング＆販促プロモーションを実現します。

【ご参画メリット】

就職活動が始まる前から貴社の商品・サービスの良さ、貴社の技
術、働きがい等の企業情報をアピールし、優秀な学生に早期に
リーチすることが可能！

【ご参画メリット】

アルバイト採用のメインユーザーである学生に貴社のアルバイト
の様子やメリットを訴求。『マイナビバイト』との連携も可能！

【ご参画メリット】

入社を控えた会員約33万人※の新生活需要を確実に捉えたプロ
モーションを実現。早期囲い込みにより、貴社商品・サービスの
ライフタイムバリュー向上に貢献します！

【ご参画メリット】

国内最大級の就職活動メディアの会員80万人※にダイレクトアプ
ローチ！今までになかった購買行動を喚起しやすく、親世代も巻
き込んで消費活動が活性化するタイミング。

社会人一年目から活躍するためのコツや
失敗しないためのノウハウが得られる！

※カテゴリはご参画時に弊社よりご提案させていただきます。

※マイナビ2020実績 ※マイナビ2020実績



マイナビ学生の窓口だからできる効果的なプロモーション
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入学から卒業まで、
大学生の消費シーン・消費タイミングを徹底網羅

※１文部科学統計要覧（平成29年版）
※２マイナビ2020実績

１ 確実な消費タイミングをおさえた
多岐に渡るソリューションの提供

Media

Event

Production

Marketing

✓ 大学生の３人に１人が見ているポータルサイトの保有

✓ 67万人(※1)が大学・短大に入学するタイミングを抑えたメディア保
有

✓ 就職活動生80万人(※2)を対象としたメディア保有

✓ 全国53万人(※1)の新社会人を対象としたメディア保有

✓ ダイレクトマガジン・WEB・SNS・交通広告・イベントなどによる
複合型のプロモーションが可能

✓ 約1,000の学生団体・サークル、約300人の学窓ラボ登録学生、
約200人のマイナビ家庭教師学生講師陣・約700人のインフルエン
サーとの繋がりを生かしたクリエイティブやリアル施策が可能

✓ 効果検証（Pre/Post）、PDCA体制、専属チームでのバックアップ
体制

２ 弊社独自のデータに基づく豊富な知見から
学生・新社会人に響くコンテンツをご提案

✓ 定期的な座談会やアンケート調査により年間延べ25万人以上の調査
データを取得しており、若者のトレンドに敏感

✓ 約1,000社との取り組み実績とデータの蓄積から最適なソリュー
ションをご提案。10年以上のお取引クライアント様も存在。

✓ ４０年以上にわたり蓄積された学生市場の知見により、大学生の動
きや時期によるマインド・消費のタイミングを熟知。



マイナビ学生の窓口媒体概要
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『マイナビ学生の窓口』とは、大学生に必然性のある情報を
大学生に「伝わる」切り口で配信する大学生のための総合情報メディアです。

WEB・マガジンを中心に、サンプリングから商品開発まで、さまざまなプロモーションが可能です。

■就活スタイルブック：

就活を控えた学生向け（大学3年生・院1年生など）

■フレッシャーズマガジン：

春から入社する学生向け（大学3年生や院1年生など）

サンプ
リング

イベント
学内

メディア
SNS

インフル
エンサー

商品
開発

WEB マガジン

対象 全国の大学1～４年生男女～社会人1年目男女

URL https://gakumado.mynavi.jp/

PV 24,213,000PV ／ 月間 (2019年3月実績) 

UU 5,258,000UU ／ 月間 (2019年3月実績) 

デバイス SP:76％ PC/Tablet:24％

男女比 男性：51% 女性：49%



学生の窓口の学生ネットワーク『学窓ラボ』

マイナビ学生の窓口では、現役大学生を使った効果的なプロモーションが可能です
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マイナビ学生の窓口｢学窓ラボ｣には、現在約300名の現役学生が所属し（2019年7月時点）
商品開発から調査協力、モデル・モニター活動など多岐にわたる活躍をしています。

これまでマイナビが培ってきた知見やデータベースと、行動力・意欲・発信力の優れた学生たちの力を最大限に掛け合わせ、
貴社のニーズに最適なご提案をさせていただきます。

学窓ラボとは…

社会との接点を持ちたい学生と、学生の消費行動を知りたい企業の架け橋

◆実施可能タスク◆学窓ラボ 稼動可能学生数

約300人

早慶上智 約40人
GMARCH 約50人

その他… 国公立大学、医学部等

◆男女比 ◆大学

アンケート/調査 ユーザーテスト

ライティング モデル 座談会

高学歴学生
多数！

女性
60％

男性
40％

・WEBアンケート
・モニター調査
・企業印象などの調査

・アプリやサイトの
ユーザビリティテスト

・WEB記事ライティング
・体験レポート

・タイアップ記事への出演 ・学生の集客

その他…
・学生団体・部活・サークル：約1,000団体
・インフルエンサー：約700名
・マイナビ家庭教師/大学生講師：約200名・など、
各大学生チャネルとのコネクションを活用したご提案が可能です。
詳細は営業担当にご確認ください。

※2019年7月時点



学窓ラボ 部活・サークル・学生団体例
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国際ボランティア・NPO系

スポーツ・ダンス系

500団体 15,000人が活動

高学歴系・理系

学園祭実行委員会

100団体 7,000人が活動

30団体 1,000人が活動

イベント企画・ミスコン系

50団体 2,500人が活動 50団体 1,500人が活動

「学窓ラボ」では、企業とのコラボ企画に参加してくれる約300人の学生に加えて
約1,000の部活・サークル・学生団体（30,000人以上）とつながりを持っており、
サンプリング商品モニター、イベント・大会協賛、座談会や商品開発などが可能です。

実績：サンプリング／大会協賛など 実績：学園祭協賛（ブース・サンプリング）など

実績：商品開発・座談会参加 実績：タイアップ出演・座談会参加 実績：商品開発・座談会参加

など



学生市場を狙うメリット

大学生には「入試」 「入学」 「就活」「入社」などの人生の一大イベントが訪れます。また「長期休み」「進級」「大学祭」「試
験」など大学生ならではのイベントもあるため、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。
「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、
大学生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。
競合他社がアプローチできていないエントリー層にいち早くリーチすることができ、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

ライフスタイル転換期・学生ならではのイベントに合わせて効率よくリーチ
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大学生ペルソナ～属性と消費傾向～
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18歳～24歳

■居住形態

■年齢

■平均収入額

¥1,009,000/年

▼収入内訳
仕送り・小遣い ¥281,000/年

奨学金 ¥289,000/年

アルバイト ¥439,000/年

¥656,000/年

▼主な支出項目
友人交際費（83.4%）
恋人交際費（43.7%）
趣味（87.9%）
洋服・アクセサリー（71.1%）
国内旅行（帰省を除く）（59.7%）

など

■特定支出項目合計額 ■消費への意識

■部活・サークルの所属

運動部 26.7%
文化部 19.4%
運動系サークル 27.6%
文科系サークル 27.3%
NPO・学生団体 8.0%
委員会 7.3%
その他 3.2%

■興味のジャンル

エンタメ（テレビ・映画・音楽）

ゲーム

アニメ・コミック

ファッション

旅行

恋愛

• 話題の商品でも自分の趣味に合わなければ買わない
• お金がたまっていくことに幸せを感じる
• 収入に見合った買い物をするべきだ
• 買い物をすることは楽しい
• 必要なものかをよく考えてから買う
• 事前に情報収集や比較をしてから買うことが多い

買い物自体を楽しんでいるが、きちんと比較
検討をしてから必要だと思ったものを購入し
たい。

大学生のライフスタイル調査
大学生・大学院生/n=1103/2017.06.29～07.07



大学生ペルソナ～情報収集とマインド～
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■スマートフォン ■利用しているSNS ■情報収集

■時間の使い方

• アルバイト 約8時間30分

• 家族と過ごす時間 約8時間30分

• 友人と過ごす時間 約8時間

• 自分の趣味 約7時間20分

• ネットサーフィン 約7時間15分

• ＳＮＳ 約6時間15分

• テレビ 約6時間10分

など

▼一週間の時間の使い方 ▼余暇や休日の過ごし方

87.3%

73.1%

36.3%

42.7%

LINE

Twitter

Facebook

Instagram

※アカウントを持っているが使用していない場合を除く

※何もアカウントを持っていない4.6%

▼利用している ▼信頼している

1. SNS(93.7%)
2. テレビ（50.1%）
3. ニュースサイト・WEBメディア

（35.2%）
4. まとめサイト（29.6%）
5. 書籍（22.8%）
6. 口コミサイト（22.1%）
7. ニュースアプリ（17.0%）
8. 掲示板（16.8%）
9. 新聞（16.5%）
10. 比較サイト（16.0%）

1. SNS(91.0%)
2. 新聞（50.4%）
3. 書籍（46.9%）
4. テレビ（40.7%）
5. ニュースサイト・WEBメディア

（39.7%）
6. 比較サイト（33.5%）
7. 口コミサイト（31.9%）
8. 雑誌（29.6%）
9. ラジオ（29.1%）
10. ニュースアプリ（25.4%）

スマートフォン、インターネットを使いこなすデジタルネイティブ世代」。
自分の時間を大事に考えていながら、家族や友人との時間もしっかりとっている。

■働き方に対する考え

• 心身を休めるために使いたい（66.7%）

• 自分の好きなことに熱中・集中し、リフレッ
シュしたい（63.6%）

• 普段できないことをして、気分転換したい
（52.5%）

▼休日に出かける先の重視点

• 自分がしたいことができるところ（72.8%）

• 交通の便がいい、アクセスしやすい（67.3%）

• 一緒に行く人が楽しめるところ（63.8%）

• 仕事は、生活に必要な収入を得るた
めの手段だと思う

• 自分の夢を実現したい

• 時間に融通が利く仕事や職場を選び
たい

• 同じ職場で長く働き続けたい

• 仕事を通じて成長したい、自己実現
したい

成長意欲はあるものの、安定・現実
的な思考が強い、リアリスト。

大学生のライフスタイル調査
大学生・大学院生/n=1103/2017.06.29～07.07

65.7%

iOS

29.7%

Android

※会社名・商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。



大学生年間スケジュールと学生の窓口プロモーションタイミング
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

アルバイト
大学生
全般

大学1年生

大学2年生

大学3年生

大学4年生

サークル
代替わり

試験 夏休み/旅行 学園祭
冬休み/
旅行

試験 春休み/旅行

内定式

進級
就活準備

サマーインターンシップ

就職活動

成人式

キャンパス
移行／
引越し

入学

卒業旅行

卒論 卒業式

引越し

WEBタイアップ

マガジン
1月24日発行（仮）

マガジン
2月28日発行（仮）

WEBタイアップ

大学生
全体向け

就活生
向け

新社会人
向け

CSサンプリング

サンプリング サンプリング

就職活動

WEBタイアップ

DM

就職
EXPO

ウィンターインターンシップ



消費者の態度変容ステップとマイナビ学生の窓口のソリューション
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購入
＜Purchase＞

興味
＜Interest＞

認知
＜Attention＞

リピート
＜Loyalty＞

口コミ
＜Advocacy＞

学生の窓口ではターゲットに対して、的確なメディア・展開手法で
学生マインドの態度変容を実現いたします。

サンプリング

WEBタイアップ

マガジン

プロモーション

商品・サービス改善

定量・定性調査

イベント

リターゲティング/バナー

口コミ収集

実
現
手
法

■態度変容の流れと適切な刺激

潜在的な現状の不満を顕在化さ
せることで、商品・サービス未
利用によって損失があることを
認知させる。

商品・サービスについて体験し
てみたい！と思わせる。
また、これまで購入してこな
かった理由の解消を行う。

購入・利用・体験させることで
他社と比較したときの優位性を
理解。利用のメリットを実感さ
せ、リピートにつなげる。

期待を超えた実感を与える。誰
かに伝えたい、という気持ちと
共に共感したい情報発信の機会
を創出することで口コミを産む。
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AD MENU WEB

タイアップ広告



タイアップメニュー
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「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。

クリエイティブタイアップ 編集タイアップ素材支給型編集タイアップ



タイアップページまでの誘導
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【誘導枠】
①トップページ ピックアップ(4週間)※ランダム表示
②トップページ 新着ニュース(掲載開始時)
③カテゴリトップ ピックアップ(4週間)※ランダム表示
④カテゴリトップ 新着枠(掲載開始時)
⑤記事ページ ピックアップ(4週間)※ランダム表示
※企画掲載日に掲載致しますが、サイト更新状況によって掲載期間が前後する場合がございます。
※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。予めご了承下さいませ。

トップ(PC) トップ(SP)

貴社タイアップページ

貴社HP

記事ページ(SP)

5

4

カテゴリトップ(SP)

3

１

2

１

2



マイナビ学生の窓口 スペシャルブーストパック
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「販促プロモーション注力時期」や「キャンペーン実施時期」に対して訴求効果の最大化を目指し、
誘導施策とタイアップ記事広告をパッケージ化。大学生を熟知した編集部のノウハウをフル活用した短期間での
訴求効果の最大化に貢献します。

スペシャルブーストパック

人気

誘導施策

New企画

8週間

定価
(実施料金)

￥3,000,000-
制作費60万円を含む

想定PV 約30,000PV

実施内容 「クリエイティブタイアップページ１P 制作 8週間掲載」＋「誘導施策※」

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

掲載延長について 別途御見積

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頂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致します。詳細は営業担当にご確認下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•誘導施策については、弊社側で利用する施策を選定した上で運用させて頂きます。
クライアント様側からのご指定などはお受けできませんので、予めご了承ください

スマホ・PC適応



クリエイティブタイアップ
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自由度の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。
最新の学生動向と貴社ニーズをマッチングさせる訴求効果の高い定番メニューです。

クリエイティブタイアップ

人気

4週間 8週間 12週間

定価
(実施料金)

￥1,300,000-
制作費60万円を含む

￥1,700,000-
制作費60万円を含む

￥2,000,000-
制作費60万円を含む

平均PV 約5,000PV 約8,000PV 約10,000PV

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 ￥500,000- （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頂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致します。詳細は営業担当にご確認下さい。
•平均PVはその反応を保証するものではございません。

スマホ・PC適応



編集タイアップ
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学生の窓口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。

編集タイアップ

スマホ・PC適応

4週間 8週間 12週間

定価
(実施料金)

￥700,000-
制作費20万円を含む

￥1,000,000-
制作費20万円を含む

￥1,200,000-
制作費20万円を含む

平均PV 約5,000PV 約8,000PV 約10,000PV

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 ￥400,000- （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致します。詳細は営業担当にご確認下さい。
•平均PVはその反応を保証するものではございません。



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

リターゲティング
popIn

特徴

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」の
アカウントにて広告を表示させ、掲載中の
WEBタイアップへ誘導を行います。

「マイナビ学生の窓口」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。

セグメント
アカウント、キーワード、興味関心、都道
府県、性別、年齢など

性別、都道府県、興味関心など 性別、コンテンツマッチ

想定クリック 2,100CL 2,400CL 5,000CL

想定CPC 160円 100円～ 65円

最低出稿金額
350,000円～
（ネット）

240,000円～
（ネット）

325,000円～
（ネット）

マイナビ学生のでは３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。



マイナビ学生の窓口 タイアップ誘導施策｜プロモツイート
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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。
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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」

アカウントから配信することで、ターゲット
とする大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。

効果の高いバナー制作及び運用

学生の反応が上がるようなクリエイティブを
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３つのメリット

ターゲットや商材に合った
ターゲティング・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ターゲティングをし
て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することができます。
より精緻に、より適切なタイミングで広告を
届けることができるよう、ターゲティングの
ご提案をいたします。

情報収集ツール
として使用



マイナビ学生の窓口 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
貴社タイアップ

Twitter マイナビ学生の窓口

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(ネット）

6,200クリック 2,400,000imp 4週間~8週間 ￥1,000,000(ネット）

7,500クリック 3,000,000imp 4週間~8週間 ￥1,200,000(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。

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」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。

22



マイナビ学生の窓口 タイアップ誘導施策｜ リターゲティング広告

「マイナビ学生の窓口」を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。
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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のみ 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」を訪れたユーザー
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

離脱 再訪

「マイナビ学生の窓口」
訪問ユーザー

CPM課金
ディスプレイ広告※他サイト

（リターゲティング）

アドネットワーク マイナビ学生の窓口 タイアップ記事

貴社
タイ
アップ
ページ

貴社HP

ECサイト



【オプション価格一覧】
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※金額に消費税は含まれておりません。
※すべてネット金額となります。

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、または2時間超え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、または2時間超え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5万円を頂

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）

※ モニター募集・事後アンページ制作
※ 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 ※ 動画の再生時間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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AD MENU WEB

ディスプレイ広告



【SP】ディスプレイ広告 ＳＰ動画オーバーレイ
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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。
※上記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）

申込締切 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250MB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。
・2018/4/18より仕様変更となりました

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

サムネイル画像映像

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

※詳細は営業担当にご確認下さい。

コンパニオンバナー



料金表

※上記は最低出稿金額となります。
※上記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視認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。

【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）

申込締切 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。
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【PC】ディスプレイ広告 ＰＣビルボード広告
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PCビルボード広告

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）

申込締切 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

◆サイズ／容量／形式
・横970×縦250pix
・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下さい。
・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
・ビビッド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視認可能な色の枠線を付けて下さい。

料金表

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

※上記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）



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ゲート広告

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）

申込締切 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
・ビビッド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。
※上記に消費税は含まれておりません。

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視認可能な色の枠線を付けて下さい。

【PC】ディスプレイ広告 PCゲート広告

横170
×

縦1,024

横170
×

縦1,024
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【PC/SP】ディスプレイ広告

Copyright Mynavi Corporation 30

金額に消費税は含まれていません。

※ページイメージや誘導枠は変更になる場合があります。

入稿について
・規定の原稿を入稿締め切り日までにE-Mailに添付して下記にご入稿下さい。
・同時掲載は3クリエイティブまでとなります。
・クリエイティブの差し替えについては、週1回までとなります。
・当日入稿、当日掲載は、ご対応致しかねます。

入稿メールアドレス： f-web@mynavi.jp

入稿締切日： 7営業日前

【PC】 【SP】

A

A
B

B

枠版 企画名 枠数 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 300,000imps ¥300,000 @1.0 ・横300×縦250px
・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 300,000imps ¥240,000 @0.8

※2018年10月1日以降の掲載開始案件より適用いたします。



免責事項 / 注意事項について
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＜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。

＜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。

＜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。

＜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 Android 4.2以上以外のブラウザをご利用でない場合、一

部、正しく動作しない可能性がございます。


