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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 

マイナビとは 

■広報活動 TV CM ／ 屋外広告 
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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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インターンシップ・就活のスケジュール 

6/1 
プレサイト 
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 

マイナビプレサイト(6/1～)  マイナビプレ本ナビ(10/1～) マイナビグランドオープン(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 

学生は企業の採用情報が3月1日に解禁される前に、就活に必要な情報を集めたり、 
資格取得などをして就活に備えています。 
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資格特集 概要 

掲載サイト マイナビ2019 ＆ マイナビ学生の窓口 就活スタイル 

掲載時期 2017年7月28日（金）～2018年5月31日(木) 
（8月～9月末がメイン掲載期間、10月以降は記事バックナンバーとしてページ保存のみ ※更新不可） 

掲載可能商材 資格・検定（運営する団体・企業が営業対象） 
※資格取得のためのスクールは掲載不可 

ページ構成 
職業観涵養を目的とした資格特集ページ（編集ページ）を設置※インデックス＋インタビューページ 

⇒各資格のタイアップページへ誘導 

効果測定基準 資料請求は不可/HPへの誘導は可 

その他 資格特集ページ（編集ページ）は資格保持者インタビューを想定 

※導線は想定となります。今後変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。 
※ページ内への具体的な出身学校名、企業名の掲載は不可とさせていただきます。 
※スマホ最適化対応しております。スマホサイトにも同様に掲載されます。 
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「仕事に役立つ資格カタログ」特集 

「資格紹介ページ」 
貴社タイアップ 

貴 
社 
H 
P 

マイナビ2019「就活準備」 
「就活力アップ」タブ内 

「仕事に役立つ資格カタログ」 

 「仕事に役立つ資格カタログ」ページ 「マイナビ学生の窓口 就活スタイル」トップ 
「特集・スペシャル」タブ内「資格・スキル特集」 

※「マイナビ2019 」「就活スタイル」の 
  両サイトに掲載されます。 

1 

1 

2 

貴社ページへの導線 ※こちらの誘導枠は仮になっております。 
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【編集ページ】資格特集TOPページ 

社会人たちはいったいどんな資格を持っているのか？  
実際に持って働いている社会人のリアルなコメントを掲載し、
学生に資格への興味を喚起。合わせて、タイアップページで
おすすめの資格の詳細をご紹介していく特集です。 

■掲載する資格の例 掲載時に分類します。 
ビジネス・英語系：実用英語技能検定、秘書検定、中小企業診断士など 
IT業界向け：基本情報技術者、応用情報技術者など 
金融・不動産業界向け：BATIC、FP技能検定、宅地建物取引士（旧：
宅地建物取引主任者） など 
その他専門資格：貿易実務検定、社会調査士、旅行業務取扱管理者など 

※掲載は上からご参画順とさせて頂きます。 

編集誘導枠 
25～30資格分 

(3カテゴリ程度に分割) 

資格記事 
企画ページ誘導枠 
出稿した社数分。 

■特集内容 

個別の資格に関する 
編集ページへリンク 

編集ページ 1 

個別資格記事企画 
タイアップページ 

へリンク 
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■資格の概要 

■役立つ業種、業界、職種 
アイコンにて、どんな職業に対して有効なのかを視覚的に掲載。 
「業種、業界」と「職種」の2つの側面からの分け方があるので、
色などで区別しアイコンを掲載する。 

■編集部のおすすめ 
担当者へのヒアリングをもとに、編集部としての推薦コメントや 
アピールするポイントを掲載する。 
編集部からのおすすめコメントを掲載することで、役に立つ資格と
して信頼感や興味関心を高める。 

■資格の詳細 
一覧にて、試験期間や料金などを掲載。 
試験期間は月に1回のメンテナンスが可能。 

■ページ制作の目的 
「資格」×「職業観の涵養」を基本に、その資格がどんな職業に役に立つ
のか、実用性があるのか、掲載可能であれば収入に影響があるのかなどを
紹介します。 
 
■想定PV／CTR(クリック数) 
1,500～3,000PV／5～7％ PC/スマホ合計 

■資格記事企画 （タイアップページ） 

【タイアップページ】プレナビ（8～9月）資格記事企画詳細ページ 

イメージイラスト 

協会名 
願書申込み期間 
試験日程 
受験地 
受験料 
合格発表 
受験申込、問い合わせ 
ホームページ     等 
 

※「就活スタイル」内にも掲載されます。 

貴社ご参画ページ 2 
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ご参画料金 

お申込み及び素材入稿締切 20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致します。 

※プレナビは毎週金曜日更新につき、毎週水曜日までに完全データ校了というスケジュールを組ませていただきます。 

媒体名 メニュー名 掲載期間※ 詳細 定価料金

記事1P　掲載費 \450,000-

記事1P　制作費
\100,000-

(ネット)

合計 \550,000－

マイナビ2019

※「就活スタイル」内にも

掲載されます

資格記事企画ページ
掲載開始日～

2018年5月31日まで

※2017年８月～9月末がメイン掲載期間となります。10月以降は記事バックナンバーとしてページ保存のみ ※更新不可 


