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インターンシップ需要を捉えた販促施策



約5人に4人が参加

学生のインターンシップ参加率は79.9％と7年連続増加しており、学生と企業の双方にとって、インターンシップ

の重要性は年々高まっています。また、売り手市場といわれる環境の中でも「不安や焦り」からインターンシップ・
就活準備が早期化する傾向にあります。

学生のインターンシップ活動状況

Copyright Mynavi Corporation

2020年卒 マイナビ大学生広報活動開始前の活動調査 実施期間：2019年1月28日～2月20日 ｎ=5,694名
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参加社数は3.6社
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就職活動に必要な服装
（スーツや靴等）を準備する

筆記試験対策をする 就活に役立つと思う
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（自動車免許等）
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就職活動準備は″早期化″傾向に
＜経年比較＞

インターンシップ以外の
就活準備開始時期

2020年卒 マイナビ学生就職モニター調査 2月の活動状況 実施期間:2019年2月25日～2019年2月28日 n=2,810名

実施は8月以降(説明会は6月~)

9月以前から就活準備を
開始する人が増加

オータム・ウィンター I S

説明会・エントリー受付

サマー I S

説明会・エントリー受付

開催時期 開催時期
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インターンシップ・就活のスケジュール

大学3年の夏ごろからインターンシップへの参加や就活に必要な情報やアイテムを準備します。

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

大学4年生

学生の
動き

企業エントリー・選考
インターンシップ

(サマー)

消費行動

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
(オータム・ウィンター)

証明写真撮影

宅配マガジン

イベント
サンプリング

インターンシップ情報誌

通年
インターンシップ・就活お役立ち情報

WEB/SNS/DSP

掲載可能情報

就活マガジン(仮)

掲載可能情報 6/1-2/28
インターンシップ支援関連(ファッション・通信・身だしなみ・資格・新聞・証明写真業界)

就活支援情報
3/1-予定

10/1-2/28
就活準備支援

展開メニュー



東京・大阪・名古屋・福岡などを中心に合同説明会のインターンシップEXPO・フェアを開催（6月～7月）。
早期から活動する意識の高いインターンシップ学生に、貴社販促ツールを配布することが可能です。

マイナビインターンシップEXPO 同梱

国内最大級※のインターンシップイベント!!

インターンシップEXPO東京会場

インターンシップ説明会ブース

※マイナビ2020実績

《 6・7月参画可能業種 》
新聞／資格／通信キャリア／身だしなみ対策／ファッション※オフィスカジュアルメイン

配布イメージ
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＜注意事項＞
※配布数変動による価格変更はありません。※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。
※同梱物には「インターンシップに役立つ」「インターンシップ・就活準備に役立つ」の表記が必須です。また、企業名を記載下さい。
(表記注意事項：「就活準備」「就活に役立つ」などの就職活動に直結する表現はNGです。それに伴って、スーツ会社様はオフィスカジュアルで5割の露出をお願いいたします。)
※その他広告出稿の条件は最終ページの注意事項をご確認下さい。

ツール同梱

締切 6月開催分締切 7月開催分締切

申込・クリエイティブ審査締切 2019年4月25日(木) 2019年5月23日(木)
ツール同梱 納品締切 2019年5月13日(月) 2019年6月3日(月)

エリア EXPO分類 日程 会場名

ツール同梱料金

前年動員数
配布上限数

リーフレット
同梱

ブックレット
同梱

サンプル
同梱

東京

EXPO 6月8日 土 6月9日 日 ベルサール渋谷ガーデン 2,000 ¥100,000 ¥140,000

サイズ・重
さ・形状に
より事前審
査を行い、
実施可能の
場合にお見
積りとなり
ます。

初開催

EXPO 6月22日 土 - - 東京ビッグサイト 12,000 ¥600,000 ¥840,000 15,443

EXPO 7月6日 土 - - 東京ビッグサイト 6,000 ¥300,000 ¥420,000 9,172

理系EXPO 6月2日 日 - - ベルサール渋谷ガーデン 2,000 ¥100,000 ¥140,000 3,278

名古屋

理系EXPO 6月2日 日 - - ウインクあいち 800 ¥40,000 ¥56,000 1,678

EXPO 6月11日 火 6月12日 水 吹上ホール 4,000 ¥200,000 ¥280,000 4,673

EXPO 7月9日 火 - - 名古屋国際会議場 1,000 ¥50,000 ¥70,000 初開催

大阪

理系EXPO 6月2日 日 - - グランキューブ大阪 確認中 確認中 確認中 1,827

EXPO 6月9日 日 - - インテックス大阪 9,000 ¥450,000 ¥630,000 9,897

理系EXPO 6月16日 日 - - ハービスホール 確認中 確認中 確認中 初開催

EXPO 7月15日 月祝 - - インテックス大阪 2,500 ¥125,000 ¥175,000 3,273

福岡
EXPO 6月16日 日 - - 福岡国際会議場 1,000 ¥50,000 ¥70,000 初開催

EXPO 7月6日 土 - - 福岡国際センター 2,000 ¥100,000 ¥140,000 4,385

札幌 フェア 6月8日 土 - - 札幌パークホテル 800 ¥40,000 ¥56,000 1,002

仙台 フェア 6月8日 土 6月9日 日 ゼビオアリーナ仙台 1,800 ¥90,000 ¥126,000 1,857

さいたま フェア 6月23日 日 - - さいたまスーパーアリーナ 1,500 ¥75,000 ¥105,000 1,697

千葉 フェア 6月16日 日 - - 幕張メッセ 国際会議場 1,000 ¥50,000 ¥70,000 1,227

横浜 フェア 6月16日 日 - - パシフィコ横浜 3,000 ¥150,000 ¥210,000 3,613

石川 フェア 6月8日 土 - - 石川県産業展示館 500 ¥25,000 ¥35,000 1,215

静岡 フェア 6月16日 日 - - ツインメッセ静岡 700 ¥35,000 ¥49,000 758

京都 フェア 6月15日 土 - - みやこめっせ（京都市勧業館） 2,000 ¥100,000 ¥140,000 2,937

神戸 フェア 6月22日 土 - - 神戸国際展示場3号館 1,500 ¥75,000 ¥105,000 2,068

岡山 フェア 6月22日 土 - - コンベックス岡山 600 ¥30,000 ¥42,000 859

広島 フェア 6月8日 土 - - 広島産業会館 1,000 ¥50,000 ¥70,000 1,403
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【インターンシップEXPO・フェア 6-7月開催】
インターンシップに役立つ情報のみ取り扱い可能です。
※クリエイティブには「インターンシップ・就活準備に役立つ」といった表記や企業名・問い合わせ先を明記して下さい。
※ファッションは、クリエイティブの5割以上をオフィスカジュアルでの展開のみ可とさせていただきます。

【掲載OK】「インターンシップに役立つ○○」「インターンシップ・就活準備のための」「将来に役立つ」
【掲載NG】「就活準備」「就活対策」「採用」「内定」など左記に類似する表現。

※「就活準備」単独での利用は不可です。

【マイナビ2021 インターンシップ6-9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。

※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、ご注意下さい。

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。あらかじめご了承下さい。
※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OK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○○」「将来に役立つ」「就活準備」

【掲載NG文言】「就活対策」「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。

注意事項／広告出稿の条件


