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マイナビ学生の窓口 就活スタイルとは
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『マイナビ学生の窓口 就活スタイル』は
就職活動という人生のターニングポイントを迎える就活生へ

マイナビから「為になる」「役立つ」「お得で便利な商品・サービス情報」
を提供するダイレクトプロモーションメディアです。

就 職 活 動 準 備 の バ イ ブ ル

マガジンWEB
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マイナビだからできる効果的なプロモーション

全国の就職活動学生にダイレクトリーチが可能。
企業掲載数・学生登録数※共に国内最大級就活メディア
※大学3年生・院１年生

就活生を対象に実施するアンケート調査による
就活生のマインドを徹底的にとらえた企画を展開。
多くの企業情報を取り扱うマイナビからの情報という
信頼性・安心感を提供！

就職活動が始まる時期に合わせた
絶妙なタイミングでのプロモーションが可能！

WEB/マガジン/SNS/EXPOと
複合型のプロモーションを展開。
各メディア特性を効果的に結びつけるクロスメディア
展開で既存のメディアでは成し得ないパフォーマンス
を実現！

大学生 → 就活生

マイナビ会員

昨年度マイナビ会員
約85万人！！

就活スタイルブック
(マガジン)就活スタイル（WEB）



就活生の年間スケジュール
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就活生は、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、スーツなどの就活アイテムを
購入します。いかに効率よく学業と両立しながら就活準備を進められるかが重要になっています。

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

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

エントリーシート提出

インターンシップ
(ウィンター)

企業説明会に予約＆参加
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2020 インターンシップ(6/1～)インターンシップ関連情報 マイナビ2020 グランドオープン(３/1～)

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2018年6月~ 2019年3月~

マイナビ就活スタイル／マイナビ学生の窓口
インターンシップ関連情報・就活準備情報

インターンシップ
(オータム)

就活準備支援情報 2018年10月~

マガジン

イベント

就活
スタイル
ブック

マイナビ就職EXPO・合同セミナー

1月25日
発行(仮)

業界研究インターンシップEXPO/フェア(6~1月)

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

証明写真撮影

適正診断テスト受験



メイク方法を変えた※女性のみ
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就活生の心境と消費活動
就職活動中のライフスタイルに関するアンケート 2018/05/15～06/01 対象：就職活動中の学生男女4,806件

就活は大変だった

80％

54％

スーツや靴など

を購入した

94％

45%

39%

34%

33%

28%

25%

21%

21%

21%

19%

1
２
３
４
５
６
７
８
９
10

睡眠不足

肩こり

靴擦れ

足のむくみ

頭痛

全身のダルさ

腰痛

花粉症

イライラ

腹痛

体調管理の

意識が高まった

46％

絶対に失敗したくない就活だからこそ、就活に役立つ情報に敏感に反応します。
今まで気が付かなかったコトを意識するタイミングであり、親世代も巻き込み消費活動が活発になります。

就活中に感じた体の不調や悩み資格・検定試験を受けた

34％

親にスーツを

購入したもらった

81％
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媒体一覧

クロス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。

7

宅配マガジンWEB

マイナビ就職EXPO（イベント）

就活準備のバイブル！
EXPO等イベントでも配布展開

発行時期：2019年1月25日（金）（仮）
体裁：A4変型／オールカラー／92P程度
発行対象：就職希望の大学3年生・大学院1年生
発行部数：25万部発行

・20万部 宅配送付
(関東版12万部・関西・東海版8万部)
・5万部 イベント配布

※会員登録状況によりエリア変更の場合もございます。

OOH（窓上広告）

●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
●イベント/サンプリング

全国で約24万人動員を誇る日本最大級の就職イベント※マイナビ2019実績
東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・その他各都市にて開催（3月～5月）

●タイアップ企画
●バナー広告
●SNS（FB/Twitter）
●メールマガジン広告

●ブース出展 ●ツール同梱 ●サンプリング

総動員数

約24万人

2019年卒向け全国EXPO
３～5月開催実績

●沿線 山手線・中央快速線・中央総武線各駅停車

●期間 2019年2月25日～3月3日 7日間

会員数

約85万人

就活に役立つ情報満載の人気サイト

日本最大級の就職情報サイト

発行部数

25万部



SHU-KATSU STYLE  

WEB
タイアップ広告・クーポン企画・ディスプレイ広告
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「マイナビ学生の窓口 就活スタイル」コンテンツについて

■広告企画について
証明写真連合企画（11月上旬～予定）
証明写真会社様のみの集合クーポンページを掲載。
PCサイトのみならず、スマホ最適化サイトもセットになっている大変お得な企画で
す。
地域ごとに検索可能ですので店舗数の少ないor特定の地域のみに特化した企業様のニー
ズにもお答え可能となっております。

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。

「マイナビ学生の窓口 就活スタイル」は

全国の就活準備学生に向けて情報を発信をしているポータルサイトです！

■編集コンテンツについて

各業界を網羅！
エントリーシートの自己PR＆志望動機データベース
就活に成功した内定者から、エントリーに使った自己PR＆志望動機を集めたデータ
ベース型のコンテンツ。
「努力家」や「責任感」などテーマ別の自己PR文から、金融業界・IT業界など業界
別の志望動機文を多数掲載しています。

就活生のリアルがわかる！ 内定者に聞く、就活成功体験談
就活を終えた内定者の先輩にアンケート調査を実施。就活の前準備から選考対策ま
で、就活に成功した先輩の体験談やノウハウを紹介します。

診断コンテンツ
「自分で動物に例えると何？」「あなたを色に例えると何色？」など
就活中によく聞かれる質問について診断型コンテンツを多数用意しています。
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対象 大学3年生、大学院1年生向け

URL https://gakumado.mynavi.jp/style

PV 3,000,000PV ／ 月間 (2018年3月実績) 

UU 700,000UU ／ 月間 (2018年3月実績) 

デバイス SP:74％ PC(Tablet):26％

男女比 男性：49% 女性：51%



就活スタイル 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）
※企画掲載日に掲載致しますが、サイト更新状況によって掲載期間
が前後致します。

②ダイレクトリンク（ローテーション表示）

③注目の記事 (カルーセル表示)

④カテゴリトップページ誘導枠(ローテーション表示)

⑤編集記事下リンク（ローテーション表示）

※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

３

２

１

２

４

５
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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。

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

人気

就活スタイル クリエイティブタイアップ

お得
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スマホ最適化



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。

編集タイアップ

就活スタイル 編集タイアップ
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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



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致します

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頂きます。

※ 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。

就活スタイル 編集タイアップ素材支給型

編集タイアップ 素材支給型

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頂くことで低コスト・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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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 就活スタイル

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 就活スタイル」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 就活スタイル」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～ 50円

最低出稿金額 350,000円～ 240,000円～ 250,000円～

マイナビ学生の窓口 就活スタイルでは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。



就活スタイル 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。

Copyright Mynavi Corporation 15

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 就活スタイル」

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



就活スタイル プロモツイート 料金表

学生の窓口
就活スタイル
アカウント

貴社プロモツイート

学生の窓口
就活スタイル

貴社タイアップ

Twitter マイナビ学生の窓口
就活スタイル

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

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

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

※ 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 就活スタイル」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。
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就活スタイル 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 就活スタイルナビ」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。

Copyright Mynavi Corporation 17

離脱 再訪

「就活スタイルナビ」
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 就活スタイル タイアップ記事

貴社
タイ

アップ
ページ

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 就活スタイル」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



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
・フリークエンシーコントロール可
（日・合計の単位で可）

◆バナー制作
300～600万impプラン：2本
900～1200万]imp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WEB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は48万円、「若年層＋性別セグメント」単体申し込みの場合は90万円となります。

就活スタイル リターゲティング広告 料金表

18
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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

マイナビ学生の窓口
就活スタイル

タイトル画像

関連記事
として表示

学生の窓口
就活スタイル

貴社タイアップ



就活スタイル 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。
※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、3時間以上の実施は別途費用を頂戴致します。
※ 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致

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頂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致します。
※ 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、追加費用を頂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

致します。

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～
（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）
※ 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～
（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)
※ 発送費は別途頂戴致します。

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 ※ 動画の秒数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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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

多種多様な企業様とお取り組み実績がございます。
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就活スタイル クーポン企画

就活スタイル（PC/スマホ）に就活に役立つ割引クーポンを掲載。
商品購入・サービス利用の促進を図ります。※デザイン・誘導枠は仮・変更となる場合がございます。

【就活スタイルヘッダ・お得クーポン】

貴社クーポンページクーポンページTOP就活スタイル 誘導枠

ランダム
に表示

クーポン企画（WEB)

定価 ￥300,000-

平均PV 約1,000PV

掲載期間 4週間～※クーポンの有効期限に準じます

実施内容 PC・スマホクーポンページ (1P)制作・掲載

誘導枠 就活スタイルナビTOPページ1枠 ※ランダム表示

注意事項

※金額に消費税は含まれておりません。
※タイアップにご参画いただいた場合のみ、オプション
としてクーポン掲載が可能。

※掲載期間はクーポンの有効期限に準じ
最長2019年5月末までとします。

※デザイン・掲載内容は弊社レギュレーションに準じて
制作させて頂きます。

※割引内容等はクライアント様で自由に設定できます。
※誘導枠は、予告なく変更になる場合がございます。
ご了承下さいませ。
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就活スタイル ディスプレイ広告 SP動画オーバーレイ
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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）

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。

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。

【その他ご注意点】
・フリークエンシーコントロールを致します。（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Safari for iOS Ver.7以降、Andoroid標準ブラウザ 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

コンパニオンバナー

ＳＰ動画
オーバーレイ

サムネイル画像映像

メニュー 定価 掲載量 単価

動画
オーバーレイ

¥200,000 100,000再生保証 @2.0

※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。



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【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Safari for iOS Ver.7以降、Andoroid
標準ブラウザ Ver.4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。

就活スタイル ディスプレイ広告 SPオーバーレイ

メニュー 定価 掲載量 単価
SP

オーバーレイ ¥360,000 300,000imp保証 @1.2

※100,000imp～の販売となります。
※金額に消費税は含まれておりません。
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就活スタイル ディスプレイ広告 ＰＣビルボード
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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
せて頂きます、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致します。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致します。
（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 定価 掲載量 単価

PC
ビルボード

¥360,000 300,000imp保証

@1.2¥480,000 400,000imp保証

¥600,000 500,000imp保証

PCビルボード広告
（縦970×横250）

※金額に消費税は含まれておりません。



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
頂きます。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 定価 掲載量 単価

PCゲート ¥500,000 100,000imp保証 @5.0

【その他ご注意点】
・フリークエンシーコントロールを致します。
（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。

就活スタイル ディスプレイ広告 PCゲート
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横170 ×
縦1,024
横170

×
縦1,024

横170
×

縦1,024

※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。



※ 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致します。

※ 金額に消費税は含まれておりません。

お申込み締切：掲載開始日の7営業日前
入稿締切 ：掲載開始日の5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 2週間 4枠 ¥150,000

【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

就活スタイル ディスプレイ広告

SPPC

B

A

C

D

B

C

A

D
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WEB
ターゲットセグメント別DSP
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【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
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ターゲットセグメント別・参考事例

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30万円です。(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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MYNAVI2020  

WEB
ディスプレイ広告・メール広告・SNS広告
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マイナビ2020とは

※2017年6月～2018年1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（2018年2月）

就職情報サイトお役立ち度 No.1

No.1就職情報サイト登録率

No.1
就職情報サイトインターンシップ

エントリー利用率

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

国内最大級のインターンシップ・就活サイトです
(※マイナビ2019実績)

学生満足度No.1

■掲載企業社数（※2018年3月時点）

の企業情報を記載

約23,000社

■マイナビ会員数（※2018年3月時点）

が自主的に登録

約84.6万人

全国の学生
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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頂きます。

マイナビは学生の自主登録サイトです

マイナビ2020を利用するには

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

学生自身が、マイナビのサイトやアプリを直接訪れ、登録

大学の就職ガイダンスで会員登録カードを記入

サイトに登録するとできること

業界研究
適性診断

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

企業への
エントリー
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マイナビ2020の情報について

マイナビ2020ではインターンシップ情報や企業情報、その他お役立ちコンテンツを随時お届けしています。

●インターンシップ情報、仕事や業種に関する情報を提供します。(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。

●各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、企業の採用情報は19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2020」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2020」就活準備情報オープン

●大学3年生 3月1日～「マイナビ2020」エントリースタート※採用情報あり

※10月と3月1日にサーバーメンテナンスがあります。

●就活準備に役立つ情報の掲載が可能となります。（採用情報なし）

※10月以降、就活準備(インターンシップ含む)に役立つ訴求内容の広告出稿が可能



マイナビ2020 トップバナー/ラージバナー

マイナビ2020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。

【バナークリエイティブ規定】
・クリエイティブには「インターンシップに役立つ」、「就活準備に役立つ」等の表現が必須です。
・社名もしくは商品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。

【その他】
・8月、10月、3月1日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。

トップ
バナー

ラージ
バナー

マイナビ2020TOPページ（PC）
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トップバナー ／ ラージバナー

掲載面 マイナビ2020トップページ

デバイス PC

想定CTR トップバナー0.11％ / ラージバナー0.05％

枠数 各1枠

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7営業日前

入稿規定

◆トップバナー 画像サイズ／容量／形式
サイズ：224 × 33px 15kb以内 JPG,GIF可
アニメーションGIF ループ2回まで FLASH不可

ALTテキスト全角15文字以内
◆ラージバナー 画像サイズ／容量／形式
サイズ：510 × 60px 50kb以内
アニメーション不可 FLASH不可

料金表

※100,000imp～の販売となります。※金額に消費税は含まれておりません。

メニュー 定価 掲載量 単価

マイナビ2020  トップバナー ¥360,000 300,000imp保証 @1.2

マイナビ2020ラージバナー ¥300,000 300,000imp保証 @1.0



マイナビ公式FacebookとTwitterにて貴社の就活支援・プロモーション情報を配信。情報の拡散を狙います。
※マイナビドメイン内ページへのリンクに限ります。

マイナビ2020公式 Facebook・TwitterによるSNS施策

入稿締切 掲載開始日の7営業日前
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タイアップ
キャンペーン

告知枠

企画名 料金 内容

Twitter施策 ¥200,000 Twitter1回

Facebook施策 ¥200,000 Facebook1回

3回パッケージ ¥500,000
Twitter月2回（隔週配信）・Facebook月1回のパック
Twitterは2週連続の配信は不可お得！

※配信数は時期により変動致します。
※マイナビ内ページへのリンクに限ります。

※金額に消費税は含まれておりません。
※クリエイティブには「インターンシップに役立つ」、「就活準備に役立つ」といった表現が必須です。

タイアップ
キャンペーン

告知枠

Twitter Facebook

マイナビ
2019実績

フォロワー/ファン数
※2018年3月実績

14,507人 1,874人

投稿数 1日1~3回程度 1日1~3回程度

規定

投稿数 週1回投稿 2週に1回投稿

配信曜日 金曜日配信 金曜日配信

配信内容

テキスト140文字以内
※文字は110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

画像
※720×720以内

テキスト
※推奨字数100字。
字数制限無し。

■マイナビ2020 公式SNS

料金表

Twitter

Facebook



MYNAVI2020  / SHU-KATSU STYLE

SAMPLING & EVENT
マイナビ主催イベント・CSサンプリング
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インターンシップEXPO・マイナビ就職EXPO メニュー

資生堂様 大正製薬様

内容：ブース内にて 整髪
料UNOを使った 就活生
身だしなみ講座と商品展示
を実施

内容：会場内で就活生
にリポビタンDを飲ん
でいただく試飲サンプ
リングを実施

エントリーシート
の書き方指南のミ
ニパンフレットと
ボールペンをサン
プリング

Google カ レ ン
ダーなど就活に使
える各機能をマン
ガでまとめた8P
ブックレット

ツール同梱

BICジャパン様 グーグル様

日本最大級のインターンシップ＆就職イベントで貴社の販促プロモーションが可能です。
東京・札幌・仙台・京都・大阪・名古屋・福岡・その他各都市にて開催。
インターンシップ学生や就活生にダイレクトにアプローチするメニューをご用意しております。
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各会場受付で配布される
「マイナビバッグ」に
貴社販促ツールを封入
し、来場学生へ配布する
ことが可能です。

販促
ブース

日本全国で開催する就職イベントおよび業界研究
イベント(東京)にて、販促用のブース出展が可能
です。貴社の商品・サービスにあわせて、お役立
ちミニ講座やサンプリングなどが実施可能です。
イベントに来場する学生へリアルにアプローチす
ることができます。
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マイナビ就職EXPO メニュー概要【2019年3月以降】

■販促ブースお申し込み締切 2018年11月22日（木）
販促ブース注意事項
※ブース位置は指定できませんのでご了承下さい。
※商品・サービスの販売や個人情報の授受はできません。
※就職イベントにそぐわない商品・サービスの場合はお断りする場合がございます。
※飲食物をサンプリングは、会場やサンプリング方法により配布NGとなる場合がございます。

■ツール同梱お申し込み締切 イベント開催月の60営業日前
ツール同梱注意事項
※配布数変動による価格変更はありません。
※同梱物には「就活生に役立つ」などの表記が必要です。また、企業名もしくは商品名などを記載下さい。
※就職イベントにそぐわない商品・サービスの場合はお断りする場合がございます。
※同梱物にはクリエイティブ内容の審査があります。事前に見本をご提出下さい。

EXPO分類 会場名
ブースサイズ

（幅×奥行×高さmm）

1日

出展価格

２日間

出展価格
想定配布数

リーフレット

同梱価格

ブックレット

同梱価格

来場者数

(合計)

来場者数

(1日目)

来場者数

(2日目)

MEGA 3月9日 （土） ー ー 東京ビッグサイト 5,400×3,600×2,100 280万円 ー 51,393名 38,173名 13,220名

理系 3月1日 （金） 3月2日 （土） ベルサール渋谷ガーデン 5,400×1,800×2,100 280万円 370万円 10,821名 8,186名 2,635名

建築・土木 3月3日 （日） 3月4日 （月） ベルサール渋谷ガーデン ー 2,824名 1,751名 1,073名

WEB 3月1日 （金） ー ー プリズムホール ー
来場者1,000名

視聴者81,974名

来場者1,000名

視聴者81,974名
ー

EXPO 3月18日 （月） ー ー 東京ビッグサイト 5,400×3,600×2,100 240万円 ー 3,682名 3,682名 ー

EXPO 4月6日 （土） 4月7日 （日） ベルサール渋谷ガーデン 5,400×1,800×2,100 170万円 270万円 2,500 ¥100,000 ¥150,000 3,004名 1,786名 1,218名

EXPO 5月11日 （土） 5月12日 （日） ベルサール渋谷ガーデン 5,400×1,800×2,100 170万円 270万円 1,500 ¥60,000 ¥90,000 2,489名 1,462名 1,027名

EXPO 3月予定 ー 3月予定 ー 未定 6,000×2,000×2,100 140万円 240万円 9,217名 4,909名 4,308名

EXPO 3月予定 ー ー 未定 6,000×2,000×2,100 120万円 ー 1,015名 1,015名 ー

EXPO 4月3日 （水） ー ー 北海きたえーる 5,000×2,000×2,100 120万円 ー 600 ¥24,000 ¥36,000 762名 762名 ー

EXPO 3月1日 （金） 3月2日 （土）
セキスイハイム スーパーアリーナ

（グランディ・21）
5,400×1,800×2,100 140万円 240万円 8,344名 4,437名 3,907名

理系 3月1日 （金） 3月2日 （土）
セキスイハイム スーパーアリーナ

（グランディ・21）
ー 1,279名 735名 544名

EXPO 3月20日 （水） 3月21日 （祝・木） 仙台国際センター 5,400×1,800×2,100 130万円 220万円 1,541名 827名 714名

埼玉 EXPO 3月1日 （金） ー ー さいたまスーパーアリーナ 5,400×1,800×2,100 出展不可 ー 1,200 ¥48,000 ¥72,000 1,536名 731名 805名

千葉 EXPO 3月5日 （火） ー ー 幕張メッセ 5,400×1,800×2,100 出展不可 ー 1,200 ¥48,000 ¥72,000 1,388名 1,388名 ー

西東京 EXPO 3月6日 （水） ー ー アリーナ立川立飛 5,400×1,800×2,100 出展不可 ー 1,000 ¥40,000 ¥60,000 1,480名 1,480名 ー

横浜 EXPO 3月12日 （火） 3月13日 （水） パシフィコ横浜 5,400×1,800×2,100 140万円 240万円 5,000 ¥200,000 ¥300,000 7,138名 3,126名 4,012名

新潟 EXPO 3月2日 （土） ー ー 朱鷺メッセ ー 出展不可 ー 1,800 ¥72,000 ¥108,000 1,918名 1,918名 ー

長野 EXPO 3月7日 （木） ー ー ホワイトリング ー 出展不可 ー 1,400 ¥56,000 ¥84,000 1,517名 1,517名 ー

北陸 EXPO 3月1日 （金） 3月2日 （土） 石川県産業展示館 ー 2,800 ¥112,000 ¥168,000 3,301名 1,730名 1,571名

静岡 EXPO 3月4日 （月） 3月5日 （火） ツインメッセ静岡 5,400×1,800×2,100 130万円 220万円 2,000 ¥80,000 ¥120,000 2,381名 1,297名 1,084名

EXPO 3月1日 （金） 3月2日 （土） ポートメッセなごや 5,400×3,600×2,100 180万円 320万円 22,066名 11,050名 11,016名

理系 3月3日 （日） ー ー ポートメッセなごや 5,400×1,800×2,100 210万円 ー 2,713名 2,713名 ー

EXPO 4月13日 （土） ー ー ポートメッセなごや 5,400×1,800×2,100 140万円 ー 800 ¥32,000 ¥48,000 2,011名 2,011名 ー

EXPO 5月9日 （木） ー ー ウインクあいち 5,400×1,800×2,100 140万円 ー 600 ¥24,000 ¥36,000 1,191名 1,191名 ー

京都 EXPO 3月1日 （金） ー ー みやこめっせ 5,400×1,800×2,100 140万円 ー 4,000 ¥160,000 ¥240,000 4,741名 4,741名 ー

理系 3月1日 （金） 3月2日 （土） グランキューブ大阪 ー 2,709名 2,709名 ー

EXPO 3月4日 （月） 3月5日 （火） インテックス大阪 5,400×3,600×2,100 250万円 380万円 48,555名 26,787名 21,768名

EXPO 3月6日 （水） ー ー インテックス大阪 5,400×3,600×2,100 220万円 ー 2,553名 2,553名 ー

EXPO 4月4日 （木） ー ー グランキューブ大阪 ー 出展不可 ー 1,000 ¥40,000 ¥60,000 1,433名 1,433名 ー

EXPO 5月12日 （日） ー ー グランキューブ大阪 ー 出展不可 ー 1,000 ¥40,000 ¥60,000 1,571名 1,571名 ー

神戸 EXPO 3月11日 （月） ー ー 神戸国際展示場 140万円 ー 2,500 ¥100,000 ¥150,000 3,320名 3,320名 ー

岡山 EXPO 3月予定 ー 3月予定 ー 未定 5,400×1,800×2,100 120万円 190万円 3,000 ¥120,000 ¥180,000 3,513名 1,859名 1,654名

EXPO 3月5日 （火） 3月6日 （水） 広島グリーンアリーナ 5,400×1,800×2,100 130万円 200万円 7,304名 4,210名 3,094名

理系 3月5日 （火） ー ー 広島グリーンアリーナ ー 出展不可 803名 803名 ー

EXPO 3月13日 （水） 3月14日 （木） 広島グリーンアリーナ 5,400×1,800×2,100 120万円 190万円 1,695名 1,024名 671名

EXPO 3月1日 （金） ー ー 高松市総合体育館 ー 出展不可 ー 1,555名 1,555名 ー

EXPO 3月7日 （木） ー ー 高松市総合体育館 5,400×1,800×2,400 120万円 ー ー ー ー

EXPO 3月予定 ー 3月予定 ー 未定 5,400×3,600×2,400 180万円 320万円 15,785名 9,208名 6,577名

理系 3月予定 ー ー ー 未定 ー 出展不可 ー 1,477名 1,477名 ー

EXPO 3月18日 （月） 3月19日 （火） 福岡国際センター ー 1,790名 1,065名 725名

EXPO 4月23日 （火） ー ー 福岡国際センター ー 出展不可 ー 400 ¥16,000 ¥24,000 890名 890名 ー

熊本 EXPO 3月6日 （水） ー ー 熊本市総合体育館 ー 出展不可 ー 600 ¥24,000 ¥36,000 1,214名 761名 453名

開催地

開催日程詳細 販促ブース　価格表 ツール同梱企画 前年実績

日程（1日目） 日程（2日目）

東京

29,500 ¥1,180,000 ¥1,770,000
出展不可

出展不可

北海道
10,000 ¥400,000 ¥600,000

東北 11,000 ¥440,000 ¥660,000出展不可

大阪

出展不可

43,000 ¥1,720,000 ¥2,580,000

出展不可

名古屋

10,000 ¥400,000 ¥600,000

広島 8,000 ¥320,000 ¥480,000

香川 1,500 ¥60,000 ¥90,000

福岡
14,000 ¥560,000 ¥840,000

出展不可



レンタル備品の仕様と料金一覧

販促ブースの出展料金には、企業用イス / 学生用イス / 机が含まれます。
開催会場・日時により備品数が変動する場合がございます、詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。
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販促ブースに含まれている備品 オプション 備品価格表（概算）

※レンタル費用には、機材レンタル費の他、搬入費・撤去費・電力利用料が含まれています。
※会場により、大きさや仕様が異なる場合があります。
※レンタル備品内容･金額は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

EXPO分類 会場名 企業用椅子 学生用椅子 机

MEGA 3月9日 （土） ー ー 東京ビッグサイト 6 32 2

理系 3月1日 （金） 3月2日 （土） ベルサール渋谷ガーデン 6 18 2

EXPO 3月18日 （月） ー ー 東京ビッグサイト 6 32 2

EXPO 4月6日 （土） 4月7日 （日） ベルサール渋谷ガーデン 6 18 2

EXPO 5月11日 （土） 5月12日 （日） ベルサール渋谷ガーデン 6 18 2

EXPO 3月予定 ー 3月予定 ー 未定 6 32 2

EXPO 3月予定 ー ー ー 未定 6 18 2

EXPO 4月3日 （水） ー ー 北海きたえーる 6 18 2

EXPO 3月1日 （金） 3月2日 （土）
セキスイハイム スーパーアリーナ

（グランディ・21）
6 18 2

EXPO 3月20日 （水） 3月21日 （祝・木） 仙台国際センター 6 18 2

横浜 EXPO 3月12日 （火） 3月13日 （水） パシフィコ横浜 4 16 2

静岡 EXPO 3月4日 （月） 3月5日 （火） ツインメッセ静岡 6 12 2

EXPO 3月1日 （金） 3月2日 （土） ポートメッセなごや 6 32 2

理系 3月3日 （日） ー ー ポートメッセなごや 6 12 2

EXPO 4月13日 （土） ー ー ポートメッセなごや 6 12 2

EXPO 5月9日 （木） ー ー ウインクあいち 6 12 2

京都 EXPO 3月1日 （金） ー ー みやこめっせ 6 12 2

EXPO 3月4日 （月） 3月5日 （火） インテックス大阪 6 32 2

EXPO 3月6日 （水） ー ー インテックス大阪 6 32 2

神戸 EXPO 3月11日 （月） ー ー 神戸国際展示場 6 12 2

岡山 EXPO 3月予定 ー 3月予定 ー 未定 6 12 2

EXPO 3月5日 （火） 3月6日 （水） 広島グリーンアリーナ 6 12 2

EXPO 3月13日 （水） 3月14日 （木） 広島グリーンアリーナ 6 12 2

四国 EXPO 3月7日 （木） ー ー 高松市総合体育館 6 12 2

福岡 EXPO 3月予定 ー 3月予定 ー 未定 6 32 2

販促ブース　備品

日程（1日目） 日程（2日目）

東京

広島

開催日程詳細

北海道

東北

名古屋

大阪

開催地
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■「マイナビキャリアサポーター」とは？
就職情報サイト「マイナビ」の広報部隊であり、全国各支社・営業所50拠点(2018年5月現在)で各大学のキャリアセンターをまわりマイナビを広げていく活動をし
ております。（各大学、短期大学、専門学校、高等専門学校など、ほぼすべての学校を網羅）
活動は多岐にわたり、各大学のキャリアセンターを始め、体育会連盟・サークル代表会・文化祭実行委員会等の学生主導セミナー等、各大学のニーズに合わ
せ、マイナビの利用促進・就職活動全般のサポートをしています。
活動の多くは、キャリアガイダンス（または授業）、就活対策講座での講演でございます。

マイナビCS（キャリアサポーター）コラボサンプリング企画

マイナビキャリアサポーターによる全国の就活生へ向けたサンプリング企画

2016年度に全国で行った講演月別実施数です。

6月1日
★マイナビ

プレOPEN

★後期ガイダンス
ピーク時期

3月1日
★マイナビ
グランドOPEN直前

■講演 月別実施数

全国講演数

6,200回以上
※2016年3月～2018年2月実績

マイナビCSサンプリング企画

サンプリング費 @80円～

注意事項

※ 金額に消費税は含まれておりません。
※ 必ずマイナビコラボシールを貼って配布します。
※ 配布に関しては、審査がございますことを予めご了承下さいませ。

学校によっては、「食品は配布禁止」といった規定がある場合がございます。

※ チラシ・冊子のみの配布はお引受出来かねます。配布を希望される場合は予め同梱頂いた上でご納品となります。サンプル

にチラシや冊子などを同梱作業希望の場合は別途お見積となります。

※ 4月~7月、10月~2月がキャリアサポーターの活動のピークとなります。時期によっては配布個数が大きく異なります。
予めご了承下さいませ。

※ サンプリングを実施後、ご報告書を提出させて頂きます。
※ 最低配布数は、3,000個~となります(要相談）。

■ 配布可能数（2ヶ月）

・消費財、文具＝10,000個・食品＝5,000個
※3ヶ月の場合は、1.5倍配布可能（要相談）

■ 配布対象

・2020年卒大学生・短大・専門学校生
・全大学生・短大・専門学校生

▼マイナビコラボシール貼付例

Copyright Mynavi Corporation 41



【参考資料】審査のガイドライン

＜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頂きます。下記に該当する場合は掲載不可とさせて頂きます。

1. 男女雇用機会均等法に抵触する表現（就職に不利な女性の～など）

2. 差別的用語を使った表現（貧乏人のための～など）

3. 根拠のない数値データ（内定率xx％など）

4. 根拠のない最大級・絶対的表現（ 「NO.１～」「世界初～」 「当社だけ～」など）

5. 確約を明示するような表現（絶対内定が出る～など）

6. 著しい不安・恐怖を与えるような表現（内定取り消しになるかもしれないなど）

7. 個人情報保護法、プライバシーマーク規定に抵触するような表現（個人情報の取り扱いに関す

る記述がないなど）

8. 景品表示法に抵触する表現

9. 薬事法に抵触する表現

10.求人広告/採用広告にあたる表現

11.業種・取扱い商材が就活スタイルブックへの掲載にそぐわないと弊社が判断した場合

【具体的事例】
掲載可否の具体的事例は下記のようなものです。

NG例 NGの理由・考え方など

絶対内定

内定を確約することはできないので

内定確実

内定保証

内定に有利

内定スーツ

内定顔

●●ガイダンス
●●セミナー

プレナビ期間はガイダンス、説明会、
セミナーはNG。言い換えて●●フェア
はOK

就活塾、内定塾 表現および業種NG、内定を確約できな
いので

修整

加工・修正・補正など本来あるべき姿
を、別のものにするという意味合いの
ものは全て掲載不可となります。
「修正」「修整」はともに不可となり
ます。

フォト修正

美肌修正

レタッチ

美肌加工

満足度NO.1 根拠のない数値データにあたります。
客観的な根拠があればOK（「当社調
べ」は原則NG）人気NO.1

OK例 OKの理由・考え方など

好印象仕上げ

「写真画像を処理する」という行為
（色味を明るくするなど）は一般的に
行なう行為のため、「画像処理」「処
理技術」「画像調整」「調整技術」は
掲載可。

高度画像調整プラン

超高画質仕上がりプラン

専門家による画像調整プラン

顔色いきいきプラン

プロ向け画像処理プラン

達人プラン
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• 求人広告／採用広告
• 「求人」「採用」と明記されていなくても、求人／採用のニュアンスを強く感じさせる文言・ビ

ジュアルを含むクリエイティブ
• 採用関連の問い合わせ先電話番号・窓口、採用情報ページのURL、採用を想定した検索キーワー

ドなど、採用情報への誘導となる文言

※バナーやメールなどの広告クリエイティブ内に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。（「当社調べ」は原則不可）



免責事項 / 注意事項について
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＜キャンセルポリシー＞

掲載申し込みについての解約・申し込み変更においては弊社承諾を得ない限り認め

られません。解約・取り消しには下記のキャンセル料が発生致します。

【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%

【就職イベントブース出展】開催日14日前から当日まで100%、開催日30日前から

15日前まで60%、開催日60日前から31日前まで40%、開催日90日前から61日前ま

で20%、開催日91日前まで10%

【同梱】納品締切日の前日および当日100%

【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頂きますが、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。

＜企画内容について＞

・期間保証型の広告メニューは露出回数を保証するものではございません。

またimp保証型純広告以外に関して、 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、別途費用が発生致します。

・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

生致します。

・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致します。

・公開日以降の修正・追加・削除は別途費用が発生致します。

＜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頂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。

・掲載の申込方法については、必要事項を記入した申込書を弊社営業担当にお渡し

下さい。確認後、弊社営業担当者から当申込に関して、受領の連絡を致します。こ

の受領の連絡をもって、広告掲載の申込完了と致します。

受領の連絡がない場合は、申込は未完了と致します。また、申込者が受領の連絡を

受けた時から、申込者は本免責事項の全ての内容を承諾したものとみなします。

＜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。


