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企画概要 
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   小説公募イベント企画 

■ 小説公募イベントとは 

小説投稿サイト「エブリスタ」と総合ニュースサイト「マイナビニュース」(以下MNews)共同の 
クライアント様の希望テーマに沿った小説を募集する小説公募コンテスト企画です。 
公募により集まった受賞作品は、コンテンツとして動画、ブックレット等への 
二次利用も可能。認知プロモーションとコンテンツ制作を兼ねたブランディング施策です。 

■ 小説公募イベントの価値 

対象物に『ストーリー』を吹きこめられることが最大のバリューです。 
困難であるブランドイメージの醸成や、多様性や幅を出しづらいPRなど、 
小説という『ストーリー』の力を借りることで、生活者により深く訴求できると期待できます。 
公募イベントにより多種多様なストーリーを集められ、 
集めた作品をその後のPRに活かせるのも魅力のひとつです。 
 

“ブランディング” と ”コンテンツ拡充” をワンストップで行える企画です。 
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   期待できる効果 

マイナビニュース及びエブリスタ上にて、複数の誘導枠を用い 
 

コンテストページに送客を行うことでサービスの露出UP、リーチの拡大が狙えます。 

企業認知、商品・サービス認知の向上 

モノが溢れ、技術革新が進み、競合他社との差別化が難しい現代において、 
 

サービスや商品に「文脈」を吹き込むことで、ブランド価値の創出/醸成につながることが期待できます。 

ブランドイメージの醸成 

作品募集時に活用範囲を明示することで、 
 

コンテスト終了後も様々なシーンで作品を活用可能となりコンテンツマーケティングにも役立ちます。 

自社サイト、メディアに活用可能なコンテンツの作成 

募集テーマは細かく設定が可能です。 
 

貴社サービスを中心とした生活者視点のオリジナル作品を集めることが可能です。 

オリジナル脚本の獲得（映像化、ゲームなど） 

コンテスト参加者は、貴社サービス、商品のことを考え、小説を執筆します。 
 

事前に貴社に関して能動的に調べる工程が入るため、深い理解や良質な態度変容が見込めます。 

ユーザー参加型イベントによるファン化、顧客化 
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   小説公募イベントの基本的なフロー 

企画・設計 

告知・募集 

選定・表彰 

利用・作成 

①企画 
 目的に応じたイベントの種類や規模、テーマ開催期間等をコンサルティング 
 させて頂きます。 
 

②イベントページ、広告素材を作成 
 MNews & エブリスタ両サイトでのイベントページの作成、 
 各種誘導広告の作成。 

③イベントのPR、作品の募集 

   エブリスタ：イベントの事前PRから開催中のPR、作品募集、個人情報の 

          管理や顧客対応までさせて頂きます。 
     
    M N e w s ：Welcomeバナー/ゲート広告のリッチバナー、及び告知記事や  
                     メールマガジンによる小説募集のハブとしてのPR 

④下読み・一次選考・最終選考 
    募集作品の中から、ご希望に応じて作品の一次絞込みをさせて頂きます。 
    (30作品程度) 最終選考時にもMNews、エブリスタが混ざる事も可能です。 
 

⑤受賞作品決定・発表 
  結果発表、受賞作の記事掲載、賞品及び賞金の発送まで対応させて頂きます。 
  ※オプションで、審査員として著名人をアサインすることも可能です。 
 

⑥二次利用・作成 
 受賞作品を貴社Webサイト掲載やパンフレットやカタログ等で活用頂く 

 ことが可能です。動画の脚本にもご利用頂けます。 
 
 ※応募時にイベント後の作品の取り扱いについて明記する必要がございます。 
 ※オプションで、冊子制作、動画制作等も承ることが可能です。 
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   実施イメージ 

マイナビニュース、エブリスタ上で、各種広告誘導枠を活用し、 
生活者へ向けて、コンテスト開催のお知らせと応募促進を行います。 
最終的な応募の受け皿は、エブリスタのサイト上となります。 
キュレーションや、SNSなども連動して活用いただく事も可能です。 

MNews応募ページ 

募集フェーズ 発表フェーズ 

エブリスタ応募ページ 

MNews告知記事 

MNews Welcomeバナー 

MNews ゲートバナー 

MNews メルマガ 

MNews結果発表ページ 

エブリスタ結果発表ページ 

エブリスタ応募フォーム 

MNews受賞作掲載記事 

受賞作掲載 
5作品想定 

（前編、後編に分け  
  ての計10本掲載） 

マイナビニュース、エブリスタ上で、結果発
表を行います。 
受賞作品は、マイナビニュースで掲載を行い、
事後でも認知拡大を図ります。 
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   本施策の強み 

施策ポイントは、以下の3点 
 

小説公募イベントの 
運用ノウハウ 

総合ニュースサイトの 
発信力 

小説投稿サイトの 
募集力 × × 

メディアコラボレーションによる 
 

ジャンルに縛られずにコンテストを実施出来る総合力、 
 

一次発信メディアとしての情報の信頼性とバリュー性 
 

の強みを生かし本施策を展開致します。 
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   スケジュール & 金額感 

 実施期間  金額(グロス・税抜）  作品文字数  想定応募作品  想定PV 

 5ヶ月～9ヶ月 ¥10,000,000～ 
 ・1万文字未満 
 ・1-5万文字程度 
 ・10万文字以上 

100作品～1,000作品 
（テーマ、文字数により
異なります） 

100,000PV～ 
（マイナビニュー
ス、エブリスタの
合算PV) 

１ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月～ 

告知・募集期間 選考期間 結果発表・記事掲載 

MNews告知記事、イベントページ
（エブリスタ、MNews）、各種誘
導広告（エブリスタ、MNews） 
実施期間。 
 
応募テーマの難易度、文字数によ
り期間が前後します。 

エブリスタによる下読み（作品
絞り込み、一次選考）、Mnews
及び広告主様による最終選考。 
 
応募作品数により、期間が前後
します。著名審査員が入る場合
は長くなる可能性有。 

イベントページを更新し、
結果発表（エブリスタ、
MNews） 
その後、マイナビニュー
スにて受賞作品を記事広
告として10本掲載(5作品
を前後編に分けて計10本
掲載)。 
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お見積もり 

スケジュール（仮） 



媒体紹介 
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   マイナビニュースとは 1 

その先を伝える総合ニュースサイト「マイナビニュース」 
オンからオフまで、読者の趣味・志向・興味・行動にあわせた全４ジャンル １３カテゴリの豊富な情報を網羅。 
各ジャンルに専門編集・ライターがおり、月間数千本のニュース記事、コラム記事を配信しています。 

Google や yahoo! などの検索流入、キーワードの選定に強み 

マイナビニュースはSEOに強く、各種検索サイトからの流入が多いのが
特徴です。貴社商品の関連ワードなどを考察し、検索での強みを発揮する
ことも期待できます。 

メルマガ、ブックマークなど、特徴的な固定ユーザーの存在 

マイナビニュースでは趣味嗜好にあったカテゴリに関して、リピート読者
が存在します。また、他社にはない特徴を持った会員組織展開によるメー
ルマガジン等からの流入も魅力です。 

大手ポータルをはじめ、ＳＮＳはもちろん、ゲーム系サイト、ブログサイ
ト、携帯キャリアのポータルなど様々なサイトとニュース配信提携を行っ
ており、そこからの流入が期待できます。 

最近話題のニュースアプリとも連携 

Smartnews、Gunosy、Antenna、LINEニュースなど話題の、ニュー
スアプリとも連携。掲載されることにより、多くのトラフィックが期待さ
れます。 

など 

※一部メディア抜粋 2015年12月現在 

    ※提携先によって一部の記事のみ配信している場合がございます。 

多くのサイトと連携、ＷＥＢ上にマイナビニュースの情報の網 
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   マイナビニュースとは 2 
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全4ジャンルによる情報構成 : 各情報分野毎に ”嗜好の異なるユーザー” が存在 

 

PC PV 約19,300,000/月 

UU 約5,700,000/月 

PV 約52,000,000/月 

UU 約14,700,000/月 
SP  

TOTAL 
約7,130万 PV/月 

約2,040万 UU/月 

■経営・ビジネス 
■企業IT 
■テクノロジー 
■IT製品比較 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

■パソコン 
■スマホとデジタル家電 

■ライフスタイル 
■ヘルスケア 
■マネー 
■旅と乗りもの 
■シゴト 
 

■ホビー 
■エンタメ 
 

CH群 CH群 CH群 CH群 

ver 

ver 

ジャンル チャネル(CH) カテゴリ のサイト階層。 
 

細分化された情報分野、セグメントされた読者を包括的に囲っています。 



   エブリスタとは 1 
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   エブリスタとは 2 
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   エブリスタとは 3 
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パッケージ詳細 
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   本コンテストに含まれる内容 

■ 募集フェーズ 

①コンテストページ作成＆運営  
 

②コンテスト告知記事掲載 1週間誘導 
 

③ゲートバナー 1週間 
 

④Welcomeバナー 1週間 
 

⑤号外メールマガジン 1本 
 

⑥トップページカルーセルバナー 1週間 

■ 結果発表フェーズ 

⑦コンテストページ更新 
  

⑧Welcome バナー 1週間 
 

⑨受賞作記事掲載 10本（受賞5作品を前後編に分け掲載） 

■ オプション 

・審査員アサイン 
  

・キュレーション メディアブースト 
 

・ネットワーク広告 
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   ①⑦コンテストページ作成＆運営＆更新（結果発表時） 
 

マイナビニュース 
コンテスト 

ページ 

 
エブリスタ 
コンテスト 

ページ 
*応募フォームは 

エブリスタサイト上 

 ■マイナビニュース、およびエブリスタ内にコンテストページを作成いたします。 
 

  両サイトにて告知ページを掲示致します。小説の応募は、エブリスタ上のフォームから行います。 

   募集された作品の管理から、コンテスト開催中のお問い合わせに関しても、コンテスト事務局で対応いたします。 
   
 

 ■各種タイアップへは通常の「新着記事見出し」ナビゲーションのほかに 
    「特別企画」の２つの導線をご用意しております。 
 

    掲載面は、総合トップ、チャンネルトップ、カテゴリトップ、同チャンネルの記事下、全チャンネルの記事の右カラムなど多種多様。 

     新着記事ではタイトルやリードが、サイト内でアクティブに記事を探す読者の眼に確実に触れます。 

 

Copyright© Mynavi News. All Rights Reserved.           | 18 

PC版 SP版 

特別企画枠 

アイコンとテキストの誘導枠を掲載。
誘導期間は広告ページ等以外のTOP
ページ、関連ジャンルのページのす
べてにランダム表示されます。 
（ビジネス、デジタル、暮らし、エ
ンタメ）こちらにより安定的な送客
が可能です。 

記事掲載チャンネルTOP、カテゴリ
TOPの新着枠に表示されます。 
（新着記事発生毎に掲載順が下がり
ます。） 

新着記事枠 

   

   



   ②コンテスト告知記事 マイナビニュース 

 コンテスト開催内容を、記事としても掲載致します。 

コンテストページ掲載後、広告記事としても開催内容を告知し、 
イベント認知の向上と応募喚起を図ります。 
開催期間、審査員の紹介、賞金・商品の有無などの要点をまとめ 
ご紹介します。 
 

ポイント 

誘導枠 掲載面 想定PV 

 特別企画枠（1週間） 

 ライフ・エンタメジャンル  2,000PV 

 デジタルジャンル  1,200PV 

タイアップ 
ページ 

【内容】 
・タイトル 
・本文500文字程度 
 （コンテスト内容の記載） 
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マイナビニュース 
コンテスト 

ページ 

記事ページリンクより 
コンテストページへ誘導 



   ③ゲートバナー マイナビニュース 

【その他ご注意点】 
・URLは個別指定不可（左右バナー同一URL）。 
・レポートは左右バナー個別集計不可。 
・掲載開始時間は午前10時です。 
・想定impはメニューによって異なります。下記一覧表をご覧ください。 
・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ください。 
・スマートデバイスではクリエイティブの全てが表示されない場合もございます。 
・同時にWelcomeバナーの出稿がある可能性もございます。予めご了承ください。 
・広告掲載および変更日は休日および祭日も可能ですが、その際の不具合について、 

 弊社は免責されるものとします。 

該当ページの左右を囲む「ゲート」を掲載するリッチな広告パックです。 
ページ全体を取り囲むことにより読者へ強いインパクトを与えるため、 
ブランディングにおいて非常に適しています。 

【レギュレーション（左右バナー共通）】 
・サイズ：左右260×天地1200ピクセル 
・ファイル容量：GIF,JPEG100KB以内 
・アニメーション：不可 
・差替：差替不可 
・同時掲載本数：1本/1週間 
・音声：不可 
・入稿締切日：7営業日前 ゲート

（左バナー） 

ゲート
（右バナー） 
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メニュー名 掲載面 期間 露出頻度 枠数 想定imp 料金 

ニューストップ ニューストップ 1週間 常時表示 1 140,000  ¥1,700,000 

ライフ＆ホビー＆エンタメ 
ライフ、エンタメジャンルトップ 
ライフスタイル、マネー、ヘルスケア、旅と乗りもの、
シゴト、エンタメ、ホビーの各チャンネルトップ 

1週間 常時表示 1 40,000  ¥1,000,000  

デジタル＆ビジネス 
デジタル、ビジネスジャンルトップ 
パソコン、スマホとデジタル家電、企業IT、経営・ビ
ジネス、テクノロジーの各チャンネルトップ 

1週間 常時表示 1 70,000  ¥2,500,000  



   ④⑧Welcomeバナー マイナビニュース 

各チャンネル・カテゴリのTOPページや記事ページにアクセスした読者に「左右640×天地480」の 
大型バナーを表示します。強いインパクトと共に、高いクリック率も期待できるメニューです。 

【レギュレーション】 
・サイズ：左右640×天地480ピクセル 
・ファイル容量：Flash50KB以内＋代替GIF50KB以内 
・アニメーション：10秒以内＋停止5秒 
・差替：不可 
・同時掲載本数：1本/1週間 
・音声：不可 
・入稿締切日：7営業日前 

【その他ご注意点】 
・詳細のレギュレーションは別途「Flash入稿規定」と「Welcomeバナー入稿規定」を 
 ご覧ください。 
・各メニュー毎（下記ご参照ください）にフリークエンシーントロールをかけ、該当 
   ジャンルトップチャンネルトップ、カテゴリ、記事ページにアクセスすると、ブラウザ 
 毎に1日1回表示されます（一部広告ページには表示されない場合もあります）。 
・ニューストップには掲載不可。 
・右上にSkipボタンがつきます。 
・Chromeブラウザで閲覧した際は代替GIFが表示される場合もあります。 
・掲載開始時間は午前10時です。 
・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ください。 
・広告掲載および変更日は休日および祭日も可能ですが、 
   その際の不具合について、弊社は免責されるものとします。 

約15秒後 
終了 
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10秒以内の 
Flashアニメーション 

メニュー名 掲載ジャンル・チャンネル 期間 枠数 想定imp 料金 

デジタル 
デジタルジャンルトップ 
パソコン、スマホとデジタル家電チャンネル 

1週間 1 160,000 ¥1,400,000 

ライフ 
ライフジャンルトップ 
ライフスタイル、マネー、ヘルスケア、 
旅と乗りもの、シゴトチャンネル 

1週間 1 180,000  ¥1,000,000  

ホビー＆エンタメ 
エンタメジャンルトップ 
エンタメ、ホビーチャンネル 

1週間 1 100,000 ¥700,000 

ビジネス 
ビジネスジャンルトップ 
経営・ビジネス、企業ITチャンネル 

1週間 1 100,000  ¥1,400,000 

テクノロジー テクノロジーチャンネル 2週間 1 60,000 ¥500,000 



   ⑤メールマガジン マイナビニュース 

マイナビニュースメールマガジン PC/デジタル版 

配信数 95,000通配信 

配信日 1社号外：任意 

マイナビニュースメールマガジン 企業IT版 

マイナビニュースメールマガジン ライフ版 

配信数 85,000通配信 

配信日 1社号外：任意 

配信数 900,000通配信 

配信日 1社号外：任意 

マイナビニュースメールマガジン エンタメ＆ホビー版 

配信数 650,000通配信 

配信日 1社号外：任意 

マイナビニュースメールマガジン テクノロジー版 

配信数 40,000通配信 

配信日 1社号外：任意 

※レギュレーションは別途「メルマガ入稿規定」をご覧ください。 http://media-ad.mynavi.jp/pdf/mn_mail_rule.pdf 
※配信数は保証ではなく、想定です。                                 
※クリックカウントは無料です。申込み時にお知らせ下さい。（頂いたURLは、クリックカウント計測用のURLに変更されますので、ご了承ください。） 
※配信数につきましては、実数配信となります。そのタイミングでの通数につきましては、営業にお問い合わせください。 
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募集する小説のテーマにより最適な面でメールマガジンを配信させて頂きます。 
マイナビニュースの会員に対して、ダイレクトに情報を届け、 
コンテストへの参加を促します。 
 

http://media-ad.mynavi.jp/pdf/mn_mail_rule.pdf
http://media-ad.mynavi.jp/pdf/mn_mail_rule.pdf
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   ⑥トップページバナー エブリスタ 

SP、PC共に訪問時ポップアップ、TOPページの最上部カルーセルにイベント告知掲載いたします！ 

TOPページカルーセル 

メニュー名 掲載面 期間 露出頻度 枠数 想定imp

サイトTOP 訪問時ポップアップ／TOPページ最上部カルーセル（SP、PC） 1週間 常時表示 1 4,000,000

※ポップアップの表示頻度は都度変わります 
※素材はご用意ください(弊社で作成する場合は別途料金が発生します) 
※掲載素材は1本 
※その他プロモーションメニューもございます(バナー、お知らせページ、Twitter、メルマガなど) 
※詳細はご相談ください 

ポップアップ TOPページ カルーセル 
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   ⑨受賞作記事掲載 マイナビニュース 

受賞作小説を元に原稿作成し掲載いたします！ 

誘導枠 掲載面 想定PV 

 特別企画枠（2週間） 

 ライフ・エンタメジャンル 3,000PV 

 デジタルジャンル 2,200PV 

受賞作掲載 
タイアップ 

ページ 
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小説コンテストでの受賞作5作品を前編後編に分け、計10本とし 
て掲載をさせて頂きます。 
掲載のタイミングは、ご相談に応じて対応させて頂きます。 
原則、受賞された原稿をそのまま掲載致します。 
 

ポイント 

×10本 

×10本 

オプション 

記事に関して、オプションで追加誘導を承ることも可能です。 
キュレーションからソーシャル、リコメンドネットワークまで 
幅広くメニューを揃えてございます。 
 

キュレーション リコメンドNW ソーシャル 



お問い合わせ 
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   お問い合わせ・お申し込み・入稿窓口 
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ご出稿・掲載についての詳細は、お電話またはE-mailでお問い      
合わせください。必ず、事前に掲載可否のご確認をお願い致し      
ます。尚、広告サイトからも媒体資料や各種料金表などがダウン
ロードできます。 

広告枠の仮押さえをすることができます。広告主、広告メニュー 
および掲載期間を明記の上、下記記載のマイナビ   ニュース    
メディア事業部 営業部お問い合わせ専用アドレスにE-mailにて  
お問い合わせください。                            
尚、仮押さえ期間はE-mail受領後1週間とさせていただきます。 

在庫状況を確認後、E-mailにてお申し込みください。内容確認後、
営業担当より受領メールを返信致します。                        

入稿規定は下記のURLからご確認いただくことができます。こちらの  
ご確認・ご了承をいただいた後、各種バナー・メールマガジンの規定  
に沿った原稿を入稿締切日までにE-mailに添付してご入稿ください。 
受領後、営業担当ないし進行担当よりご返信致します。        
万が一原稿規定 にそぐわない場合もその旨ご返信申しあげます。尚、 
入稿締切日を過ぎたご入稿の場合は、広告掲載期間の保証は致し兼ね  
ますことを予めご了承 ください。 

バナー広告：掲載終了後6営業日以降に、日毎のインプレッション数、  
クリック数及びクリエイティブ別のインプレッション数、クリック数を  
報告致します。 
 

メール広告：ご要望がない限り、クリック数は計測致しません。     
クリック数の測定が必要な場合は、お申込時にお知らせください。    
ご要望があった場合は、配信日より1週間計測した後その日より6営業日以降
に、配信数、クリック数を報告致します。 

【マイナビ   ニュースメディア事業部 営業部】 
 電話番号    03-6267-4335 

 メールアドレス webmedia@mynavi.jp 
 （お問い合わせ、在庫確認、仮押さえ用） 

●バナー入稿規定 
http://media-ad.mynavi.jp/news/siryo/mn_banner_rule.pdf 
 
●メルマガ入稿規定 
http://media-ad.mynavi.jp/news/siryo/mn_mail_rule.pdf 
 

【入稿窓口】 
 

  バナー入稿        web_ad@mynavi.jp 
 

  メルマガ入稿 to:  team_mailmag@mynavi.jp 
 

                      cc:  各営業担当メールアドレス 

【マイナビ広告サイト】 
http://media-ad.mynavi.jp/mn_index.html 

お問い合わせ 

枠の仮押さえ 

お申し込み 

広告原稿の入稿 

掲載レポート 
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