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 約4人に3人以上が参加 参加社数は4社 

インターンシップ参加率は昨年比＋13.5％の78.7％と6年連続増加。 

参加社数も一人当たり平均4社と過去最高となり、学生と企業双方にとって 

ますますインターンシップの重要性が高まっている。 

学生のインターンシップ参加状況 
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2019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： 2018年1月29日（月）～2月19日（月）  
■ 調査方法： 1月29日時点のマイナビ2019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： 4,466名 [内訳：文系男子798 名 理系男子1,053 名 文系女子1,795 名 理系女子820 名] 

  インターンシップ参加率と一人当たりの平均参加社数 
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インターンシップ・就活生のアンケート 

就職活動に必要な 
服装（スーツや靴等）を準備する 

72.5% 

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 

48.8% 40.7% 

47.1% 23.7% 

新聞を読む 

24.0% 

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。 

2019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： 2018年1月29日（月）～2月19日（月）  
■ 調査方法： 1月29日時点のマイナビ2019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： 4,466名 [内訳：文系男子798 名 理系男子1,053 名 文系女子1,795 名 理系女子820 名] 
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インターンシップ・就活のスケジュール 

学生側は、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。 

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2020 インターンシップ(6/1～) マイナビ2020 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 

マイナビ2020:インターンシップ関連(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 2018年6月~ 2019年3月~ 

インターンシップ 
(オータム) 

マイナビ2020:就活準備支援情報 2018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 
マガジン(仮) 

マイナビ就職EXPO・合同セミナー 

インターン 
シップ情報誌 

学生の窓口（インターンシップ・就活お役立ち情報） 
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インターンシップスタイル 準備特集(仮) 



6 

マイナビ学生の窓口 インターンシップ特集企画について 

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78.7%と、6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 

 

●インターンシップにまつわる、あらゆることをピックアップ！ 
 インターンシップ準備対策や実際に参加した先輩の体験談など、インターンシップのすべてがわかるコラムを随時掲載予定です。 

 
●適性(学力)検査対策特集 
 採用試験で頻出の適正(学力)検査。ポイントとなる練習問題を多数掲載致します。 

■特集コンテンツ 
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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84.6万人）※マイナビ2019 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 

 インターンシップ学生・就職活動生が 
  自主登録する「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 」の強み 

マイナビ学生の窓口 

URL：https://gakumado.mynavi.jp 

男女比：男性：47% 女性：53%  

月間PV: 約3000万PV（2018年3月数値） 
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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企画 

人気 

  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 

想定CTR 5～7% 5～7% 5～7% 

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- （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。 

※ 平均PV・想定CTRはその反応を保証するものではございません。 

お得 

スマホ最適化 
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編集タイアップ 
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編集タイアップ 

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。 

  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 

想定CTR ５～7% ５～7% ５～7% 

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いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。 

※ 平均PV・想定CTRはその反応を保証するものではございません。 

スマホ最適化 

お得 



インターンシップ特集企画＆タイアップページへの誘導 

SP 

タイアップ       
ページ 

※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。 

学生の窓口web 

PC 

誘導枠について 

 
特集誘導 
・A「学生の窓口」トップ／編集ピックアップ(PC/SP) 
・B「学生の窓口」特集TOP／編集ピックアップ(PC/SP) 

・C「学生の窓口」記事／編集ピックアップ(PC/SP) 

 
タイアップ誘導 
①トップページ 新着ニュース(掲載開始時) 
②トップページ ピックアップ(4週間)※ランダム表示 
③特集トップ ピックアップ(4週間)※ランダム表示 
④特集トップ 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 

  

  １ 

2 

【A】 
特集
誘導 

記事ページ 
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  4 

特集TOP 

3 

トップ 

【C】 
特集
誘導 

【B】 
特集
誘導 

トップ 

  

  

１ 

2 

【A】 
特集 
誘導 



WEBタイアップ+プロモツイートパッケージ 料金表 

WEBタイアップ+プロモツイートミニマムプラン 

クリエイティブ 
タイアップセット 

定価 
(4週間) 

￥1,450,000- 
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 
+プロモツイート (ネット) 35万円 

編集タイアップ 
セット 
定価 

(4週間) 

￥1,000,000- 
掲載料45万円+制作費(ネット)20万円 
+プロモツイート (ネット) 35万円 

実施内容 
タイアップページ１P 制作/タイアップページ4週間掲載 
プロモツイート（想定Click：2,100Click・想定imp：700,000imp） 

PV(想定) 5,100~6,100PV 

お申し込み締め切り 
クリエイティブタイアップ ：掲載の40営業日前 
編集タイアップ      ：掲載の30営業日前 

注意事項 

※ 金額に消費税は含まれておりません。 
※ 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。 
※ タイアップの詳細につきましては別紙をご確認下さい。 

学生の窓口 
アカウント 

貴社プロモツイー
ト 

学生の窓口内 
貴社タイアップ 

Twitter マイナビ学生の窓口 

WEBタイアップとプロモツイートをセットにしたミニマムプランです。 
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WEBタイアップ+リターゲティングパッケージ 料金表 

WEBタイアップ+リターゲティングパッケージミニマムプラン 

クリエイティブ 
タイアップセット 

定価 
(4週間) 

￥1,450,000- 
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 
+リターゲティング広告(ネット) 35万円 

編集タイアップ 
セット 
定価 

(4週間) 

￥1,000,000- 
掲載料45万円+制作費(ネット)20万円 
+リターゲティング広告(ネット) 35万円 

実施内容 
タイアップページ１P 制作/タイアップページ4週間掲載 
リターゲティング広告（想定Click：3,500Click） 

PV(想定) 約7,500PV 

お申し込み締め切り 
クリエイティブタイアップ ：掲載の40営業日前 
編集タイアップ      ：掲載の30営業日前 

注意事項 

※ 金額に消費税は含まれておりません。 
※ 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。 
※ タイアップの詳細につきましては別紙をご確認下さい。 

WEBタイアップとリターゲティング広告をセットにしたミニマムプランです。 

AD表示 

AD表示 

AD表示 AD表示 

学生の窓口を直近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 
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学生の窓口 インターンシップ特集クーポン企画 

学生の窓口インターンシップ特集内でインターンシップに役立つ割引クーポンを掲載。 
貴社の商品購入・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。 

貴社クーポンページ クーポンページTOP 

貴社HP 

クーポン企画 

料金 ¥300,000－ 
PC・スマホクーポンページ (1P)制作・掲載 

デバイス スマートフォン・PC 

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 

備考 

※金額に消費税は含まれておりません。 
※掲載期間は最長2018年12月末までとし、クーポンの有効期限に準じます。 
※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いただきます。 
※割引内容等はクライアント様で自由に設定できます。 

  
クーポン誘導 

特集TOP TOP 

  
クーポン誘導 
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【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。 

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 

※ 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 

※ 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
社にお任せ下さい。 

¥300,000～ ※ 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～ ※ 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～ 

※ 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～ 

※ 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)  

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～ 

※ 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 ※ 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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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・身だしなみ対策・鉄道・宿泊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 

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。 

15 



マイナビインターンシップEXPO 同梱 

ツール同梱 

バッグに封入して来場学生へ配布！ 

国内最大級※のインターンシップイベント!!                                     

東京・大阪・名古屋・福岡にて合同説明会のインターンシップEXPO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。 

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2019実績 

エリア 日程 会場名 ツール同梱料金 配布上限数 前年動員数

東京 6月3日(日) 東京ビッグサイト ¥1,300,000 13,000 13,022

東京 7月7日(土) 東京ビッグサイト ¥700,000 7,000 7,891

名古屋 6月9日(土) ポートメッセなごや ¥400,000 4,000 4,021

大阪 6月10日(日) インテックス大阪 ¥1,000,000 10,000 10,479

大阪 7月21日(土) インテックス大阪 ¥200,000 2,000 初開催

福岡 6月10日(日) マリンメッセ福岡 ¥400,000 4,000 4,322

《 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 

同梱可能サイズ：A4 12P以内  
※厚みのある同梱物の場合は別途ご相談下さい。 

Webタイアップ＋ EXPO同時申込で 
EXPO同梱料金 20％OFF 

NEW 
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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」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割以上の露出が条件となります。) 
※その他広告出稿の条件はP.21の注意事項をご確認下さい。 

締切項目 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 

2018年4月20日(金) 2018年5月18日(金) 

ツール同梱 
納品締切 

2018年5月11日(金) 2018年6月15日(金) 

受付終了 
しました 



情報誌 同梱企画 

インターシップの選び方や参加法を徹底解説した宅配型情報誌に、貴社リーフレットを同梱できます。 

 
 

同梱 

リーフレット同梱 

参画料金 2,400,000円 

 

 
 

最大 

4万部 

同梱可 

発行予定日：2018年6月16日(土)（予定） 
配布部数 ：40,000部 ※男女・県別でのセグメント同梱はできません 
配布対象 ：就職希望の文科系・理科系大学3年生および 
      理科系大学院1年生（2020年卒予定） 
判  型 ：A4変型 
配布方法 ：本人に直接宅配 
 
 
同梱可能サイズ：A4正寸（210×297）ペラ 用紙：コート110ｋ以内 
参画社数：最大10社 お申込み書受領優先 ※厚さ2mmに達し次第お申込み終了となります。 
 
申込・クリエイティブ審査締め切り 2018年5月  9日(水)  
同梱物納品締め切り        2018年5月22日(火） ※神奈川県座間市へ一括納品 4万+予備600部 
 
＜注意事項＞ 
※お申込み前にクリエイティブ内容の審査と用紙の厚さ確認がございます。 
※同梱物には「インターンシップに役立つ」「就活準備」などの表記が必須です。また、企業名を記載下さい。 
 (表記NG例 就活に役立つなど) 
※その他広告出稿の条件はP.21の注意事項をご確認下さい。 

 

sample 

NEW 
Webタイアップ＋情報誌同時申込で 

情報誌同梱料金 20％OFF 
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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月現在） 

の企業情報を記載 

約23,000社 

■マイナビ会員数（※2018年3月1日時点） 

が自主的に登録 

約84.6万人 

全国の学生 



マイナビ2020 トップバナー/ラージバナー (2018年7月13日～) 

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。 

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 ¥600,000 500,000imp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：2018年7月13日(金)～ 
入稿締め切り：掲載開始日の7営業日前 

＜マイナビ2020 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.21の注意事項をご確認下さい。 

【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2020 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2020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。 

2018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下さい。 

※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 8日(金) ・15日(金) 

7月 6日(金) ・13日(金) 

8月 3日(金) 

9月 7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.21の注意事項をご確認下さい。 

インデックス 
下 

ヘッダ 
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注意事項／広告出稿の条件 

【インターンシップEXPO 6月・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○○」「将来に役立つ」 
 

【マイナビ2020 インターンシップ6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。 
 

※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○○」「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。 


