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マイナビとは 

月間PV数 

約3億PV 

TOPページPV数 

約1,043万PV 
＊2017年3月実績 

2016年6月～2017年2月に利用した就職情報サイトに対する 
調査結果より／調査委託先：楽天リサーチ株式会社※2016年2月 
 

インターンシップサイトお役立ち度 No.1 

No.1 インターンシップサイト登録率 

No.1 インターンシップエントリー率 

株式会社マイナビが運営する、企業と就職活動生から圧倒的支持を受ける 

国内最大級の就活サイトです  (※マイナビ2018実績) 

学生満足度No.1 

■掲載企業社数（※2017年5月現在） 

の企業情報を記載!! 

約21,000社超え 

■マイナビ会員数 

が自主的に登録 

約80万人 

全国の就職活動学生 



3 

マイナビを利用するには 

マイナビは会員登録制サイトです。会員登録をするには2つのパターンがあります。 
いずれの方法でも氏名・大学名・住所・電話・メールアドレスなどを登録していただきます。 

大学の就職ガイダンスで会員登録カードを記入 

弊社キャリアサポーターが全国の大学にて就職ガイダンスでご案内 

マイナビのサイトを直接訪れ、登録する 

マイナビは学生の自主登録サイトです 

学生自身が、マイナビのサイトやアプリを直接訪れ、登録 

業界研究 
適正診断 

インターン
シップへの 
申込み 

選考結果 
の連絡 

会社 
説明会の 
予約や応募 

筆記試験 
や面接対策 

など 

スケジュール
の管理 

サ イ ト に 登 録 す る と で き る こ と 
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マイナビ広報宣伝・大学への施策 

毎年パワーアップする“マイナビ“は本年度もマスメディア露出等に加え全国の大学・短大・専門学校に 
ポスター・チラシを掲出・配布するなど、採用戦線の時期に向けて宣伝ＰＲを積極的に行っていきます。 

TV CM 屋外広告 学校キャンパス 
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インターンシップ・就活のスケジュール 

インターンシップ情報が6月1日から掲載されます。学生側は、大学3年生の夏頃から、インターンシップへの参
加や就活に必要な情報を集めたり、スーツ購入・資格取得などを開始しています。 

6/1 
サイト 
オープン 

大学3年生 

3月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 4月 5月 6月 7月 8月 

大学4年生 

学生の 
動き 

3/1 
就活解禁 

8/1～ 
内々定獲得 

6/1 
内々定 

筆記試験・面接 

インターンシップ 
情報検索 

自己分析・業界研究 
企業研究 

ESシート提出 

インターンシップ 
(ウィンター) 

企業説明会 
インターンシップ 

(サマー) 

消費行動 

WEB 

掲載可能 
情報 

マイナビ2019 インターンシップ(6/1～) マイナビ2019 グランドオープン(３/1～) 

スーツ・オフィスカジュアルファッション等購入 スーツ等購入 

証明写真撮影 

  資格取得・勉強 

就職活動お役立ちアイテム購入 

インターンシップ関連情報(ファッション・通信キャリア・資格・新聞・証明写真業界) 就活支援情報 2017年6月~ 2018年3月~ 

就活スタイル 
インターンシップ関連情報 

インターンシップ 
(オータム) 

就活準備支援情報 2017年10月~ 

就活スタイル 
就活準備情報・インターンシップ情報 

証明写真撮影 

マガジン 

イベント インターンシップEXPO/フェア(6~1月) 

就活 
スタイル 
ブック 

マイナビ就職EXPO・合同セミナー 
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マイナビ2019の情報について 

マイナビ2019ではインターンシップ情報や自己分析などのお役立ちコンテンツを6月1日よりお届けしています。 

インターンシップ情報、仕事や業種に関する情報を提供。(採用情報なし) 

●6月～9月はインターンシップに役立つ情報のみ掲載可 

資格・新聞・ファッション・証明写真・通信キャリアの広告掲載が可能です。 

広告出稿は、インターンシップをメインとした訴求内容に限ります。 

企業の採用情報がオープンし、会社説明会への申し込みや資料請求などサイトを通じて 
就職活動を行えるようになります。 
※経団連の「採用選考に関する指針」に則り、企業の採用情報公開は18年3月1日からの掲載となります。 

●大学3年生 6月1日～ 「マイナビ2019」インターンシップ情報オープン※採用情報なし 

●大学3年生 10月1日～「マイナビ2019」就活準備情報オープン 

●大学3年生 3月1日～「マイナビ2019」エントリースタート※採用情報あり 

ご提案 
時期 

※8月と10月にサーバーメンテナンスがあります 

●10月以降は就活準備に役立つ情報の掲載可 
広告出稿は、就活準備(インターンシップ含む)に役立つ訴求内容に限ります。 
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「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」コンテンツについて 

■編集コンテンツについて 
インターンシップスタイル 準備特集 ※広告特集連動※ 
オフィスで恥ずかしくないスーツやオフィスカジュアルの着こなし術や 
社会人として身に付けておきたい身だしなみのポイントなどをテーマ別にわけて展開いたします。 
 

データで見るインターンシップコラム（６月~予定） 
先輩のインターンシップ期間中に体験した 
ちょっといい話や忘れられない失敗などの体験談を集めてコラム連載形式でお届け。 
各コラムは編集部からの記事としてアライアンスサイトへ配信も実施します。 
 

仕事に役立つ資格カタログ（8月１日～） 
社会人の先輩達が持っている資格の紹介とそれがどのように仕事に役立っているか、 
取得に向けたアドバイスなどを紹介。 
(プロモーションでのご活用も可能です。詳細は各営業担当へお問い合わせください。) 
 
 
 

■広告企画について 
インターンシップスタイル 準備特集(仮) 
「私服でお越しください」と言われたときの正しい服装とマナーとは？ そろえておきたお役立ちグッズなど 
インターンシップについて学生が知りたい内容をテーマ別で特集いたします。 

 
先輩はこんなに持っている！仕事に役立つ資格カタログ（仮） 
社会人の先輩達が持っている資格の紹介と、それがどのように仕事に役立っているか、取得に向けたアドバイス
などを紹介。 
 

2017年6月1日(木) 2019卒版オープン！ 

全国の 
インターンシップ参加者・ 

就活準備学生 
に向けて情報を発信！  

WEB 

対象：大学3年生、大学院1年生向け                          

URL：https://gakumado.mynavi.jp/style 

男女比：男性：55% 女性：45%  

月間PV: 約270万PV（2017年3月時点） 



SHU-KATSU STYLE  / MYNAVI2019   

WEB 
 

タイアップ広告・クーポン企画・ディスプレイ広告 
2017/6/1-2017/9/30 
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「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」 タイアップページまでの誘導 

貴
社
H
P 

貴社タイアップページ 

【就活スタイル誘導枠】 
①新着情報（掲載開始時） 
※企画掲載日に掲載いたしますが、サイト更新状況によって掲載期間 
 が前後いたします。 

②ダイレクトリンク（ローテーション表示） 

③カテゴリトップページ誘導枠(ローテーション表示) 

④編集記事下リンク（ローテーション） 

※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。 

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 

１ ２ 

２ 

１ 
２ 

3 

4  
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  4週間 8週間 12週間 

定価 
￥800,000- 
掲載料50万円 
+制作費(ネット)30万円 

￥1,200,000- 
掲載料90万円 
+制作費(ネット)30万円 

￥1,500,000- 
掲載料120万円 
+制作費(ネット)30万円 

想定PV 2,000～4,000PV 3,000～6,000PV 4,000～8,000PV 

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 

お申し込み締め切り 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- （1,000～2,000PV） 

スマホ最適化定価 ￥200,000- 

注意事項 

※金額に消費税は含まれていません。 

※イラスト（500×300px程度、4点まで）、ないし、学生アサイン3名（弊社マイナビルームなどにて
撮影、カメラマン含む）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。 

※想定PVはその反応を保証するものではございません。 

就活生を熟知した編集力により、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。 
最新の就活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企画 

人気 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」 クリエイティブタイアップ 

お得 
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  4週間 8週間 12週間 

定価 
￥600,000- 
掲載料45万円 
+制作費(ネット)15万円 

￥900,000- 
掲載料75万円 
+制作費(ネット)15万円 

￥1,100,000- 
掲載料95万円 
+制作費(ネット)15万円 

想定PV 2,000～4,000PV 3,000～6,000PV 4,000～8,000PV 

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 

お申し込み締め切り 掲載の35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 ￥300,000- （1,000～2,000PV） 

注意事項 

※金額に消費税は含まれていません。 

※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1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。 

※想定PV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 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」 編集タイアップ 

就活スタイル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。 

スマホ最適化 

お得 
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  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 

想定PV 2,000～4,000PV 3,000～6,000PV 4,000～8,000PV 

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 

お申し込み締め切り 
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 ￥300,000- （1,000～2,000PV） 

注意事項 

※金額に消費税は含まれていません。 

※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。 

※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。 

※想定PVはその反応を保証するものではございません。 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」  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 

就活スタイル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！ 

お得 
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飲料メーカー様 

内定者のアドバイスと共に就活を応援す

るアイテムとして商品訴求。商品のモニ

ターサンプリングを実施、就活生に商品

を体感してもらい認知につなげる。 

 

検定協会様 

認定資格検定の認知拡大および受験促進。

アンケートデータや専門家を立て、グ

ループディスカッションや面接などでコ

ミュニケーション能力が大切であること

を伝え受験へとつなげる。 

文具メーカー様 

就活生に向けた「就活戦略ノート」の認

知訴求。就活シーンでのノート活用法を

内定者の先輩から紹介することで商品へ

の興味喚起につなげる。 

 

ソフトウェア会社様 

履歴書作成や、社会人になってからの仕

事にも役立つ書類作成ソフトの訴求。コ

メディタッチのイラストを使用する事で

記事にインパクトを持たせ、商品への興

味喚起につなげる。 

クリエイティブタイアップ事例 
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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） 

想定CTR 2～8％ 

想定CPC ¥25～¥100 

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４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360pix(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360pix 

 
○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50pix  
 ※1点は必須。最大2点まで。 

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。 
ページヘッダから出現し大画面で動画掲載ができるため、テキストだけでは伝えきれない情報を読者に届けることが可能です。 

【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） 
・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。ご了承ください。 

料金表 

2 ヘッダーにFix(固定)する動画広告のため視認性が高い 

縮小ボタンによりユーザビリティを保護 ※下図参照 3 

4 

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 

動画終了後にバナーが出現し 
お客様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 

※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 再生単価

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 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」動画オーバーレイ 
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※4週間掲載の企画については、前後2週間ずつでの、クリエイティブの変更が必須となります。 
 原稿のご準備をお願いいたします。 
※価格はすべて税抜き表示です。 

入稿締め切り 掲載開始日の7営業日前 

  企画名 期間 枠数 料金 形式・詳細 掲載範囲 

A 4社限定特別誘導枠 4週間 4枠 ¥350,000 

【画像】140×140px (左右×天
地) 
15kb以内 
(アニメーション、FLASH共に不
可) 
【テキスト】 
タイトル：全角20文字以内 
本文：全角20文字以内 
ランダム表示 

・就活スタイル 
トップページ 
・編集ページ 

B フルテキストバナー 4週間 2枠 ¥300,000 
【テキスト】 
タイトル：全角25文字以内 

・就活スタイル 
トップページ 
・編集ページ 

C リコメンド限定枠 2週間 1枠 ¥300,000 

【画像】300×250px (左右×天
地) 
40kb以内 (アニメーション可
ループ3回、FLASH不可) 

・就活スタイル 
トップページ 
・編集ページ 

D 
ダイレクト 
ラージリンク 

4週間 2枠 ¥350,000 

【画像】120×120px (左右×天
地) 
15kb以内 (アニメーション可
ループ3回、FLASH不可) 
【テキスト】 
タイトル：全角20文字以内 
本文：全角50文字以内 
固定表示 

・就活スタイル 
トップページ 
・編集ページ 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」  ディスプレイ広告 

SP PC 

B 

A 

C 

D 

B 

C 

A 

D 
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マイナビ2019 トップバナー/ラージバナー (2017年7月14日～) 

マイナビ2019トップページファーストビューのバナーに加え、 
メインカラムにてラージバナーも掲出可能です。 

企画名 料金 インプレッション 内容 

プレナビトップバナー 

¥540,000 300,000imp保証 サイズ： 224×33 15KB以内 
JPG、GIF 可 
アニメーションGIF ループ2回まで可 
FLASH不可  
ALT/アンダーテキスト全角15文字以内 

¥700,000 500,000imp保証 

¥1,200,000 1,000,000imp保証 

プレナビラージバナー ¥500,000 500,000imp保証 
サイズ： 510x60 50KB以内 
アニメーション不可 FLASH不可 

掲載可能時期：2017年7月14日(金)～ 
入稿締め切り：掲載開始日の7営業日前 

＜マイナビ2019 トップページ＞ 

トップ 
バナー 

ラージ 
バナー 

【バナークリエイティブ規定】 
※社名の記載が必須となります。 
※マイナビとタイアップしているような表現は不可となります。 
※リンク先には商材の明確化が必須となります。 
※リンク先1ページ目には、採用に結びつく就職活動のためのキャンペーンや訴求を行う事は出来ません。 
※社名はアンダーテキストでの表示、リンク先商材は画像での記載が可能です。 
※その他広告出稿の条件はP.30の注意事項をご確認ください。 

【その他】 
※8月と10月にサーバーメンテナンスがあり、半日程度 バナー表示されないケースがあります。 
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マイナビ2019 公式 Facebook・TwitterによるSNS誘導メニュー 

■マイナビ2019 公式Facebook（2017/7/21～9/29） 
 マイナビ2018 2016年9月実績ファン数 4,039人 

《 投稿内容 》 
 画像（720ｘ720 以内）+ テキスト（推奨字数100字。字数制限無し） 

■マイナビ2019 公式Twitter（2017/7/21～9/29） 
  マイナビ2018 2016年9月実績フォロワー数  44,447人 

《 投稿内容 》 
 テキスト 140文字以内 
 ［文字は117文字以内（改行は1文字でカウント）│URLは22～23文字でカウントされます］ 

  

《 配信可能日 》 

《 配信可能日 》 

企画名 料金 内容 

SNS施策  ¥600,000  Twitter月2回（隔週配信）・Facebook月1回のパック  

入稿締め切り 掲載開始日の7営業日前 

7月  21日(金) 

8月  4日(金)・18日(金) 

9月  1日(金)・15日(金)・29日(金) 

7月  21日(金)・28日(金) 

8月  4日(金)・18(金)・25日(金) 

9月  1日(金)・8日(金)・15日(金)・22日(金)・29日(金) 

5枠 
限定 

※広告出稿の条件はP.30の注意事項をご確認ください。 
※マイナビ内ページへのリンクに限ります。 

タイアップ 
キャンペーン 

告知枠 

タイアップ 
キャンペーン 

告知枠 
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マイナビ2019 メール ヘッダ/インデックス下 

金曜日に配信するマイナビ2019メールマガジンでは、 
ヘッダ枠とインデックス下枠の2枠で学生へアプローチが可能です。 

2017年6月～9月の期間は 

インターンシップ情報やキャリア支援コンテンツを紹介しています。 

 

※配信数は時期により変動いたします。予め営業担当にお問い合わせください。 

※2週連続の出稿不可となります。 

※企業情報の＜ヘッダ＞＜インデックス下＞枠が別途有ります。 

 

入稿締め切り 配信日の7営業日前 

《 配信可能日 》 

企画名 料金 内容 

ヘッダ（1枠）  ¥500,000 全角35文字×5行  

インデックス下（1枠）  ¥300,000 全角35文字×5行 

6月 9日(金) ・16日(金) 

7月 7日(金) ・14日(金) 

8月 4日(金) 

9月 1日(金) 

各種6枠 
限定 

各種６枠 
限定 

【メルマガクリエイティブ規定】 
※マイナビとタイアップしているような表現は不可となります。 
※リンク先には商材の明確化が必須となります。 
※リンク先1ページ目には、採用に結びつく就職活動のためのキャンペーンや訴求を 
 行う事は出来ません。 
※社名はアンダーテキストでの表示、リンク先商材は画像での記載が可能です。 
※その他広告出稿の条件はP.30の注意事項をご確認ください。 

インデックス 
下 

ヘッダ 
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マイナビ2019 メニュー  マイナビ2019 メール／ＳＮＳ配信メニュー 
企画名 料金 備考

ヘッダ(1枠) ¥500,000 全角35文字×5行

インデックス下(1枠) ¥300,000 全角35文字×5行

SNS施策（Facebook/Twitter） ¥600,000

毎週金曜配信

Twitter2回・Facebook1回のパック

※Twitterは2週連続での投稿不可

企画名 料金 掲載量 形式

¥540,000 300,000imp保証

¥640,000 400,000imp保証

¥700,000 500,000imp保証

¥1,200,000 1,000,000imp保証

¥480,000 300,000imp保証

¥560,000 400,000imp保証

¥600,000 500,000imp保証

¥1,000,000 1,000,000imp保証

ラージバナー
サイズ：510 × 60px　50kb以内

アニメーション不可 FLASH不可

トップバナー

サイズ：224 × 33px　15kb以内

アニメーションGIF 可　ループ2回まで

FLASH不可

アンダーテキスト全角15文字以内

ALTテキスト全角15文字以内

マイナビ学生の窓口 就活スタイル ディスプレイ広告メニュー 

バナー/メール/SNS配信メニュー入稿締め切り：配信日・掲載日の7営業日前 
WEBクリエイティブタイアップお申し込み締め切り：掲載日の40営業日前 
WEB編集タイアップお申し込み締め切り：掲載日の35営業日前 
WEB編集タイアップ 素材支給型お申し込み締め切り：掲載日の15営業日前 

広告枠料金一覧 (~2017/9/30まで) 

※期間延長メニューの金額は各該当ページをご参照ください。 
※上記メニューは、2017年9月30日までとなります。 

※価格はすべて税抜き表示です。 

締め切り 

企画名 期間 枠数 料金 

4社限定特別誘導枠 4週間 4枠 ¥350,000 

フルテキストバナー 4週間 2枠 ¥300,000 

リコメンド限定枠 2週間 1枠 ¥300,000 

ダイレクトラージリンク 4週間 2枠 ¥350,000 

動画オーバーレイ 10万再生保証 - 1枠 ¥200,000 

マイナビ学生の窓口 就活スタイル タイアップ広告メニュー 

企画名 期間 枠数 料金 

クリエイティブタイアップ制作・掲載 ※ 4週間 - ¥800,000 

編集タイアップ制作・掲載 ※ 4週間 - ¥600,000 

編集タイアップ 素材支給型制作・掲載 ※ 4週間 - ¥550,000 



 
 

インターンシップスタイル 準備特集(仮) 
「好印象」になるスキルを磨け！! 
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マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ 本企画について 

2017年卒から経団連の指針により選考期間が超短期化されました。これにより、企業と学生との
相互理解を深めるため、就活解禁前にインターンシップを積極的に行なうなど施策を行っており
学生のインターンシップ参加率は65.2%と、5年連続の増加となりました。 
 
本企画は、就活解禁前の時期において、インターンシップ参加者や早い段階から就活準備をして
いる意識の高い学生に向けてプロモーションができる企画です。 

インターンシップ需要を確実に捉えたプロモーション展開 

インターンシップ・就活生から圧倒的支持/実績を誇る「マイナビ」の高い信頼度 

本格的な就職活動の前からアプローチができる戦略的プロモーション 

就活アーリーアダプター層に確実にリーチするタイミングを捉えた企画 

どんな服装で 

参加すればいい？ 

髪型などの 

身だしなみ 
整えたい 

話題について 
いけるかな 

新聞を読もう 

応募用の 

証明写真を

用意しよう 

そろそろ 

資格取得を

したい 
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インターンシップスタイル 準備特集 概要 

企画名 「好印象」になるスキルを磨け！! インターンシップスタイル  準備特集(仮) 

掲載サイト マイナビ学生の窓口 就活スタイル 

掲載時期 2017年6月1日～2017年9月30日(予定) 

掲載可能商材 
ファッション・証明写真・通信キャリア 
資格・検定（運営する団体・企業が対象） 

実施プラン 
①リターゲティングパック(WEBタイアップメニュー+特集からの誘導+リターゲティング広告)  

②プロモツイートパック(WEBタイアップメニュー＋特集からの誘導＋プロモツイート広告＋就活スタイルナビ 4社限定誘導枠) 

備考 

【クリエイティブタイアップ場合】 
  イラスト(500ｘ300px程度、4点まで)ないし、学生アサイン3名まで(弊社内マイナビルームなどにて撮影、カメラマン含む)から選択可。 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【編集タイアップの場合】 
  イラスト(2点まで)・学生アサイン3名まで（弊社内マイナビルームなどにて撮影、カメラマン含む）から選択可。 
  ※情報量は1ページあたりA4サイズ1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 (※制限設定なし） 
  ※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。  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
【編集タイアップ 素材支給型の場合】 
  貴社より支給いただいた素材・リリースで作成 
  ※情報量は1ページあたりA4サイズ1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 (※制限設定なし） 
  ※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。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
掲載延長：4週間につき クリエイティブタイアップ¥450,000-、編集タイアップ￥300,000-となります 

取り扱い情報 
インターンシップのお役立ち情報をメインとした訴求内容のみ出稿可能です。 
採用情報に関する情報掲載は不可となります。詳細は、Ｐ.30をご確認ください。 
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28.4% 32.1% 32.7% 

58.2% 62.1% 65.2% 1.4 
1.7 1.6 

2.6 2.7 
2.9社 

0

1

2

3

0%

20%

40%

60%

80%

13年卒 14年卒 15年卒 16年卒 17年卒 18年卒 

インターンシップ参加率 平均参加社数 

（社） 

  インターンシップ参加率と平均参加社数  約3人に2人が参加 

参加社数は2.9社 

2017年卒 マイナビ大学生広報活動開始前の活動調査 
■調査期間  :2017年2月6日（月）～2月23日（木） 
■調査方式  :マイナビ2018全会員にＷEB DMを配信。 
                  インターネット上のアンケートフォームで回収。 
■有効回答数:3,996名 

インターンシップ参加率は5年連続増加。 
参加時期は大学3年生の8月・2月が多い。 

学生のインターンシップ参加状況 

Copyright Mynavi Corporation 

3.1% 1.0% 1.7% 

20.8% 

11.4% 

4.1% 6.8% 

12.0% 
16.5% 

22.7% 

0%

10%

20%

30%

入学後～3月 7月 9月 11月 1月 

前年 今年 

8月 9月 1月 2月 

インターンシップ参加時期 

4～6月 10月 12月 
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学生アンケート 

就職活動に必要な 
服装（スーツや靴等）を準備する 

YES 

74.9% 

筆記試験対策をする 

証明写真を準備する 

就活に役立つと思う 
資格を取得する 

髪型を整える 

YES 

49.1% 

YES 

46.2% 

YES 

50.1% 

YES 

25.9% 

新聞を読む 

YES 

31.5% 

就活解禁前より、インターンシップ・就活準備のため購買活動が活発になっている。 

2017年卒 マイナビ大学生広報活動開始前の活動調査 
■調査期間  :2017年2月6日（月）～2月23日（木） 
■調査方式  :マイナビ2018全会員にＷEB DMを配信。インターネット上のアンケートフォームで回収。 
■設問内容：3月から始まる就職活動に向けて、いまから準備している（既に行った）ことについて（複数回答) 
■有効回答数:3,996名 
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１ 

 全国のインターンシップ参加者・就職活
動生が一斉に動き出すタイミングにリー
チ（会員約80万人）※マイナビ2018 実績 

 96.9%の学生が就活準備、または就活中
に必要な商品を購入 ※マイナビ学生の窓口調べ 

 就職活動生の約93％が自主的に登録す
る「マイナビ」ブランドの高い信頼度 

 約15年間の学生のリアルデータを取
得・集積し、一次メディアとしてコンテ
ンツに反映 

 5500案件の実績とデータの蓄積もあ
り、10年以上のお取引クライアント様
も存在 

 ダイレクトマガジン・WEB・SNS・
交通広告・イベントと複合型のプロ
モーション展開が可能 

 約200の学生団体・サークル、約500
名の学生記者・マイナビ家庭教師講師
と繋がりを生かしたクリエイティブや
リアル施策 

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

インターンシップ参加者・就活生の消費シーン・消費タイミングを徹底網羅 

２ ３ 確実な消費タイミングを 
おさえたメディア展開 

一次メディアとして就職活動生に 
響くコンテンツをご提案 

弊社独自のルートを生かした 
多岐に渡るソリューションの提供 

Media 

Event 

Production 

Marketing 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイル」の強み 
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【Ａ】 

インターンシップ特集 
 

マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ 特集への導線 

インターンシップ特集 TOP 就活スタイルナビ TOP  

貴社タイアップ 

④ 

 
特集誘導 
・Ａ「就活スタイルナビ」トップページ バナー 
・Ｂ「マイナビ学生の窓口」トップ／編集記事ページ 右カラム バナー 
 

タイアップ誘導 
①トップ ピックアップ枠(4週間)※ランダム表示 
②新着情報(掲載開始時) 
③トップ ダイレクトリンク(4週間)※ランダム表示 
④特集トップ ピックアップ枠(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。予めご了承くださいませ 

① 

誘導枠について 

マイナビ学生の窓口 TOP  

【Ｂ】イン
ターンシッ
プ特集 

貴社のご要望にあわせてキーワード、フォロー 
アカウントなどでセグメントが可能。 
文系・理系や学部属性など、より効率的に質
の良い学生を貴社ページに誘導いたします。 

プロモツイート 
SNSを活用したコンテンツ誘導 

P
u

ll 

「就活スタイルナビ」サイト閲覧者に 
他媒体でも広告配信 

リターゲティング 
アドネットワークを活用した 

コンテンツ誘導 

オプション 

オプション 

③ ② 
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料金プラン概算 リターゲティングパック 

※リターゲティング広告についてはP.32～P.33をご参照ください。 
※価格はすべて税抜き表示です。 
※想定PV：4週間掲載の場合 8,500～10,500PV,8週間掲載の場合 13,000~16,000PV   

クリエイティブ 
タイアップ 

＋ 
リターゲティング※ 

■４週間掲載 

■８週間掲載   

編集タイアップ 
＋ 

リターゲティング※ 

素材支給型 
タイアップ 

＋ 
リターゲティング※ 

特別価格 ¥ 1,450,000-   掲載費50万円  制作費30万円(NET) リターゲティング広告65万円（NET） 

■4週間掲載 

■8週間掲載   

■4週間掲載 

特別価格 ¥ 2,200,000-   掲載費90万円 制作費30万円(NET)   リターゲティング広告100万円（NET） 

特別価格 ¥ 1,250,000-   掲載費45万円 制作費15万円(NET) リターゲティング広告65万円（NET） 

特別価格 ¥ 1,900,000-   掲載費75万円 制作費15万円(NET) リターゲティング広告100万円（NET） 

特別価格 ¥ 1,200,000-   掲載費45万円 制作費10万円(NET)  リターゲティング広告65万円（NET） 

お申し込み〆切：掲載の40営業日前 

お申し込み〆切：掲載の35営業日前 

お申し込み〆切：掲載の15営業日前 

■8週間掲載   

特別価格 ¥ 1,850,000-   掲載費75万円 制作費10万円(NET)  リターゲティング広告100万円（NET） 
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特別価格 ¥ 1,800,000-  掲載費50万円 制作費30万円(NET) 
・プロモツイート65万円(NET) 

・就活スタイルナビ 4社限定誘導枠35万円 

 
 
  

          

特別価格 ¥ 2,900,000-  掲載費90万円 制作費30万円(NET) 
・プロモツイート100万円(NET) 

・就活スタイルナビ 4社限定誘導枠70万円 

            

 
 
  

          

特別価格 ¥ 1,600,000-  掲載費45万円 制作費15万円(NET) 
・プロモツイート65万円(NET) 

・就活スタイルナビ 4社限定誘導枠35万円 

 
 
  

        

特別価格 ¥ 2,600,000-  掲載費75万円 制作費15万円(NET) 
・プロモツイート100万円(NET) 

・就活スタイルナビ 4社限定誘導枠70万円 

            

 
 
  

          

特別価格 ¥ 1,550,000-  掲載費45万円 制作費10万円(NET) 
・プロモツイート65万円(NET) 

・就活スタイルナビ 4社限定誘導枠35万円 

 
  

          

特別価格 ¥ 2,550,000-  掲載費75万円 制作費10万円(NET) 
・プロモツイート100万円(NET) 

・就活スタイルナビ 4社限定誘導枠70万円 

            

料金プラン概算 プロモツイートパック 

※プロモツイートについてはP.35～P.36をご参照ください。 
※価格はすべて税抜き表示です。 
※想定PV：4週間掲載の場合 6,000～8,000PV,8週間掲載の場合 9,000~12,000PV   

クリエイティブ 
タイアップ 

＋ 
プロモツイート※ 

■4週間掲載 

編集タイアップ 
＋ 

プロモツイート※ 

 

素材支給型 
タイアップ 

＋ 
プロモツイート※ 

 

■4週間掲載 

お申し込み〆切：掲載の40営業日前 

お申し込み〆切：掲載の15営業日前 

■4週間掲載 

■8週間掲載 

■8週間掲載 

■8週間掲載 

お申し込み〆切：掲載の35営業日前 
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就活スタイルナビ タイアップオプション価格一覧 

※価格はすべて税抜き表示です。 

展開手法 内容 オプション価格 
クリエイティブ 編集 

備考 
タイアップ4週 タイアップ4週 

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 ¥830,000～ ¥630,000～ 

※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 ￥900,000～ ¥700,000~ 

※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
弊社にお任せください。 

¥300,000～ ¥1,100,000～ ¥900,000～ 
※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～ ¥1,100,000～ ¥900,000～ 
※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 別途見積もり 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～ ¥1,200,000～ ¥1,000,000～ 

※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 
タイアップ広告からアンケートへ誘導。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～ ¥1,100,000～ ¥900,000～ 

※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） 
※最大収集件数：150件（ローデータおよび報告書提出)  
※事前・事後アンケートは実施できませんのでご了承下さい。 

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～ ¥1,200,000～ ¥1,000,000～ 

※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 別途見積もり 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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注意事項 

■広告出稿の条件 
 
【マイナビ2019 インターンシップ/就活スタイルナビ 下記期間の取り扱い可能内容】 
 
●7月～9月 
インターンシップのお役立ち情報での取り扱い可能です。 
 
●10月～2月 
就活準備のお役立ち情報の取り扱い可能です。 
 

※掲載可否商材の詳細につきましては事前審査がございます。 

 上記内容としてそぐわないと弊社で判断した場合、掲載のお断りや修正をお願いする場合がございます。 

※就職活動・採用につながる表現、ならびにそれを想起される文言は掲載不可となっておりますので、ご注意ください。 

 なお、そのような表現/文言がある場合は弊社にて修正させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※掲載お申し込み後、必ずバナークリエイティブ、リンク先の審査をさせていただきます。 
※資格取得のためのスクール情報は10月以降のみ掲載可能となります。 
 
 

【掲載可能文言】 
「インターンシップに役立つ○○」「インターンシップで活用できる○○」 
「仕事に役立つ」「将来に役立つ」 
 

【掲載NG文言】 
「就活アシスト」「採用支援」「リクルートフェア」「選考に有利になる」「就活力がつきます」など 
 

【バナー/SNS/メルマガ/ＬＰクリエイティブ/リンク先ＨＰについて】 
・バナーには社名の記載が必須となります。 
・バナー/SNS/メルマガ/ＬＰクリエイティブにて、マイナビとタイアップしているような表現は不可となります。 
・リンク先には商材の明確化が必須となります。 
・リンク先1ページ目には、採用に結びつく就職活動のためのキャンペーンや訴求を行う事は出来ません。 
・社名はアンダーテキストでの表示、リンク先商材は画像での記載が可能です。 
・マイナビ公式SNS誘導メニューはマイナビ内ページへのリンクに限ります。 



リターゲティング誘導 
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誘導施策｜ リターゲティング広告 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」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 クリック 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」 
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） 

【PC】                                【SP】 

CPC課金 

 タイアップ記事 

貴社HP 

アドネットワーク 

image 
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誘導施策｜リターゲティング広告 実施メリット 

AD表示 

AD表示 

AD表示 AD表示 

学生の窓口 就活スタイルナビ 
を直近30日間で 

閲覧したユーザーを対象に 
他媒体でも広告配信 

効率よくアクセスを 
獲得することが可能 

その1  : 若年層への効率的なアプローチ 
 

「マイナビ学生の窓口 就活スタイルナビ」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。 
 
 

その2  : 費用対効果が見えやすいクリック課金型広告 
 
クリック課金型広告のため、低予算から始めることができます。リスクが低く、柔軟にプロモーションに組み込めます。 
初期費用は不要で、広告表示そのものには費用が発生しないため、無駄な費用がかかりません。  
※4パターン以上のバナーの制作は別途費用 
 
 

その3  : タイアップと組み合わせることでより高い効果を狙う 
 

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 
繋げて行きます。さらに弊社タイアップ掲載と組み合わせてご活用いただくことで、 
より深い訴求ができ、高い広告効果が見込めます。 



プロモツイート誘導 
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誘導施策｜プロモツイートとは 

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ることが可能です。 

■掲載イメージ 

アカウントを持っているSNSサービスを教えてください 

どのアカウントも持っていないのはわずか3.7% 

92.5% 71.6% 36.2% 34.4% 

Twitter LINE Facebook Instagram 

2016/11/04～11/07/マイナビ学生の窓口調べ/有効回答件数401件/対象18歳～22歳学生 

コミュニケーション 
ツールとして使用 

情報収集ツール 
として使用 
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誘導施策｜プロモツイート_マイナビご提供価値 

指定したキーワードやフレーズをツイート、または検索したユーザーや、宣伝
したい商品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、狙った層を効率よくタ
イアップへ誘導することができます。 
より精密に、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、マイナ
ビよりターゲティングの設定のご提案をさしあげます。 
 

１ 

２ 

３ 

ターゲットや貴社商材に合った 
フォロワーターゲティングキーワードのご提出 

学生に効果の高いバナー制作及び運用 

※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。 
※詳細は営業担当にご相談ください。 

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。 

マイナビアカウントでの配信 

同じ商材の訴求でも、学生に親和性の高いマイナビ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
リック単価共に好調に着地いたします。 

マイナビで提供できる３つのメリット 


