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19歳DM



19歳DMとは

2

業界最大級の進学情報メディア 大学生応援メディア

※2021年3月時からの想定

約25万人

最大発送件数

高校卒業後から成人式前の多様なライフスタイルの変化や消費ニーズを
捉えることが可能な「19歳DM」

本施策対象会員は、高校生向けの進学情報ポータルサイト「マイナビ進学」をきっかけに弊社サービスに
会員登録しており、2021年4月~2022年3月までに19歳を迎える層となります。

ライフスタイルが大きく変化するタイミングを確実に捉えることができるため
今後、貴社の商品・サービスのユーザーになるエントリー層にいち早くリーチすることが可能です。
また、外出自粛が続く現在、DM注目度がUPしているため更なるプロモーション効果が見込めます。
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プライバシーマークの認定を
受け、万全の体制で個人情報
の管理運営を行っております。
また、コールセンターを設置
し、問い合わせを即座に対応
しております。

消費活動が活発になる誕生月
にDMをお送りすることがで
きるため、反応する可能性が
高いユーザーめがけてアプ
ローチが可能です。

正確なデータベース 誕生月セグメントで
反応促進

環境や心境に変化が
出始めるユーザーへ
ダイレクトアプローチ

個人情報保護方針に
対応した体制

進学情報から接点のある
「マイナビ」から発送するた
め、弊社会員に安心して受け
取っていただけます。

19歳DMの特徴

3

19歳DM(18-19歳の若年層）4つの特徴

自分自身の好きな商品・
サービスが定まっていない
時期に早期から行動を促す
情報提供をことが可能です。

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4

正確なデータベースに加え、マイナビがもつコンテンツ力を活用し、反応促進や広告効果を高めるDM施策を

ご提案しております。
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19歳DMはユーザーに好印象！ 会員登録先のDM受容度 73.5％

「利用経験がある」差出人からのDMは、「利用経験のない」差出人からのDMと比較すると、
ＤＭ受容度は約5倍となり、レスポンスに大きく影響します。
19歳DMは、進学情報メディア『マイナビ進学』からの深い信頼性により
高レスポンスが期待できる企画です。

【タイプ別ＤMの受容度】
（%）

商品やサービス情報が
欲しいので

DMを受け取りたい
まあ受け取ってもよい

どちらとも
言えない

あまり受け取りたくない DMは受け取りたくない

【参考資料】DMメディア実態調査①

5倍

会員だったり、商品やサービスの
取引のある相手からのDM

あなたが会員になっているクレジットカード
やポイントカードの会社から、あなたに対し

て紹介された企業やサービスのDM

今まであなたと特に関係のなかった企業や
サービスに関する、あなた宛てのDM

個人宛てではなく家に投函される
無記名のDM

※2019年4月 一般社団法人 日本ダイレクトメール協会「DMメディア実態調査」より
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受取 開封・閲読 その後の行動
行動内容

（DM受取1,305通に対して）

ネットで調べた

（8.7％）

家族・友人等との話題にした

（4.3％）

店に出かけた

（3.0％）

購入・利用した

（2.8％）

資料請求した

（2.1％）

問合せた

（1.4％）

ネット上の掲示板等に書き込んだ

（0.3％）

会員登録した

（1.4％）

その他

（0.8％）

DM受取

1,305通

開封・閲読

1,036通

（79.4％）

行動した

313通

（22.4％）

開封・閲読せず　269通（20.6％）

特に何もしていない723通(55.4％)

DMによる行動喚起率は22.4％！「ネットで調べた」は8.7％と最多

従来DMのレスポンスとして捕捉されていた「購入した」「資料請求した」「問合せた」といった行動
に加え、「インターネットで調べた」 「話題にした」 「来店した」といった行動をとった比率は閲覧
者の16％。今までDMの効果とされていたレスポンス率が、数パーセント程度と言われていたのに比べ
て、数倍の効果が見込めることが確認できました。 目的やシーンに合わせて、他の媒体と組み合わせる
ことにより、さらに相乗効果を発揮します。

※2019年4月 一般社団法人 日本ダイレクトメール協会「DMメディア実態調査」より

【DMを受け取った後、どんな行動をとったか】

【参考資料】DMメディア実態調査②
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DM
行動喚起率

22.4%
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19歳DMの位置づけ
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見込み客
一度も購入したことがない見込み層

新規顧客
購買経験が少ない顧客

複数回購入
している層

生活者

高

低

LTV

顧客グレード

リピーター

『DMを手にとる→興味関心を持つ→来店する』この流れをゴールとし、
新規顧客の取り込み、見込み客の醸成 をすることで貴社のCRM施策に繋げていきます。

CRM施策の対象

19歳DMは、新規顧客獲得はもちろんのこと、CRM施策の入り口
となる見込み客を増やすことも目的としています。
また、WEB広告が飽和し、生活者に情報が認知されなくなりつ
つある昨今、手元に残る紙のDMは貴重なPR施策です。

19歳DMの立ち位置

生活者の中から貴社の見込み客になる
可能性が高い層に向けてセグメントを
かけてDMを発送します。

※CRM：コンテンツ・リレーションシップ・マネージメントの略語であり、日本語では「顧客関係管理」、「顧客管理」などと訳され、
顧客との関係を管理するマネジメント手法のことです。
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※最低出稿通数【5,000件以上（ハガキ / 83.5万円～）】となります。

※上記単価は、会員データ使用料、ロゴ使用料、3点封入作業、宛名印字、配送費用を含みます。

※上記価格はサービス変更に伴い随時改定されることがあります。

※通数・形状・地域により弊社指定便の発送になります。

（発送業者を指定される場合は別途御見積りが必要になります）

※すべて機械封入対応可能な場合の料金となります。
※ハガキ/封筒/透明ラッピングの挨拶状の用紙は、光沢の無いマットコート系用紙にて作成して下さい。コート系等光沢紙使用の
場合は別途御見積りとなります。

基本費用一覧（はがき及びリーフレットの場合）
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＜定型・定形外封書＞

＜はがき＞

企画 仕様 重量 単価(3万件以上) 単価(3万件未満)

定形封書（洋0封筒）
長辺14～23.5cm 短辺9～12cm

厚さ１cm以内
封入3点まで

50gまで @160 ＠193

定形外封書（角2封筒）
長辺～33.2cm 短辺～24cm

厚さ2cm以内
封入3点まで

100ｇまで @183 ＠200

3点以上追加封入1点につき @5

企画 仕様 重量 単価(3万件以上) 単価(3万件未満)

ハガキ 長辺14～15.4cm 短辺9～10.7cm 2～6g ＠138 ＠167

A4ハガキ
A4圧着ハガキ 長辺～29.7cm 短辺～21cm 100ｇまで ＠175 ＠182

※金額には消費税は含まれていません。

＜ラッピング＞

企画 仕様 重量 単価(3万件以上) 単価(3万件未満)

定形外透明ラッピング
長辺～33.2cm 短辺～24cm

厚さ2cm以内
封入3点まで

100gまで @190 ＠205

3点以上追加封入1点につき @5

※金額には消費税は含まれていません。

※金額には消費税は含まれていません。

封筒不要！
挨拶状内に弊社クレジット
と印字スペースをデザイン
して下さい。

ハガキ

A4ハガキ/ A4圧着ハガキ

定型封筒（洋0封筒）

定型外封筒（角2封筒）

透明ラッピング

お申込み締切

お申込み締切：発送ご希望日の1ヶ月半前まで
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基本セグメントとオプションメニュー
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項目 内容 料金

基本セグメント

都道府県 -

性別 -

年齢（18歳or19歳) -

オプション
追加セグメント

郵便番号 ￥30,000

市区町村 ￥30,000

誕生月 ￥30,000

クリエイティブ用

WEBアンケート

クリエイティブ作成のためにアンケートを実施。「マイナビ学生の窓口調べ」としてリ
アルデータを活用し、商品・サービスを訴求することが可能です。
・アンケート募集ページ制作
・単純集計ご提出
・取得件数 200～300件 ※男女セグメント可、その他のセグメントはご相談下さい。

￥300,000

事後調査

WEBアンケート

DMの印象や購買意欲の変化などが分かるWEB調査が可能です。
・設問数：10問(うち、自由記述3問まで)
・アンケート募集ページ制作
・単純集計ご提出
・取得件数は発送対象数に応じて変動いたします。

￥300,000

効果測定

データマッチング

DM発送後、レスポンスがあったリスト（氏名・郵便番号）を貴社から頂き、弊社の会
員リストとマッチングします。都道府県別の反応数・反応比率をご提出いたします。
※個人情報に関する同意書が必要となります。

￥300,000

DM制作費
発送物のクリエイティブ制作から発送完了まで、全ての工程を行うことができます。長
年にわたるクリエイティブノウハウを活用し、貴社商品・サービスの魅力を最大限に引
き出します。

別途御見積り

※上記金額には消費税は含まれていません。

＜基本セグメントとオプションメニュー＞
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発送可能通数
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セグメント

都道府県

性別

年齢（18歳or19歳)

発送可能社数

週3社まで

発送可能期間

2021年5月10日～2022年3月31日（発送は平日のみ）

その他

・最大週3社まで実施可能です。

発送可能件数

248,700 件
※2021年3月時点での参考値です。

※発送可能件数は随時変動いたします。
営業担当までお問い合わせ下さい。

都道府県名 男 女 合計

北海道 4,900 6,600 11,500

青森県 1,100 1,600 2,700

岩手県 1,300 1,500 2,800

宮城県 1,800 2,700 4,500

秋田県 500 900 1,400

山形県 700 1,100 1,800

福島県 1,100 1,700 2,800

茨城県 2,300 2,900 5,200

栃木県 1,400 1,900 3,300

群馬県 2,400 3,200 5,600

埼玉県 6,600 8,100 14,700

千葉県 4,300 5,800 10,100

東京都 9,800 12,700 22,500

神奈川県 6,600 8,400 15,000

新潟県 2,800 3,500 6,300

富山県 400 500 900

石川県 700 1,100 1,800

福井県 1,000 1,100 2,100

山梨県 500 600 1,100

長野県 2,200 2,800 5,000

岐阜県 2,600 3,300 5,900

静岡県 5,000 6,200 11,200

愛知県 6,300 9,700 16,000

三重県 1,900 2,600 4,500

都道府県名 男 女 合計

滋賀県 1,500 1,700 3,200

京都府 3,000 3,500 6,500

大阪府 7,800 9,500 17,300

兵庫県 5,300 6,600 11,900

奈良県 1,200 1,500 2,700

和歌山県 700 1,000 1,700

鳥取県 300 400 700

島根県 600 800 1,400

岡山県 1,500 1,900 3,400

広島県 2,600 3,000 5,600

山口県 800 1,000 1,800

徳島県 500 600 1,100

香川県 900 1,100 2,000

愛媛県 1,500 1,600 3,100

高知県 500 800 1,300

福岡県 4,500 5,800 10,300

佐賀県 600 800 1,400

長崎県 700 1,100 1,800

熊本県 1,600 2,300 3,900

大分県 1,000 1,300 2,300

宮崎県 1,100 1,400 2,500

鹿児島県 800 1,200 2,000

沖縄県 800 1,300 2,100

合計 108,000 140,700 248,700

＜発送可能通数＞
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進行スケジュール

※1 クレジットデータをご提供いたします。貴社にて封筒、封入物のデザイン作成をお願いします。
※2 印刷開始前にデザインデータをお送り下さい。（お戻しまで3営業日を見込んで下さい。)

※3 指定場所にご納品下さい。（基本、発送日の5営業日前）
予備は発送数+1％で手配して下さい。※1％で100部以下の場合は最低100部をご手配下さい。

納品物は、DMと封入物(折加工を完成させたもの）を分けて下さい。
※4 印字作業はマイナビで実施いたします。
※5 発送後会員宅到着まで3～10日かかります。

＜お申し込みから発送までの進行フロー＞

スケジュール 貴社工程 マイナビ工程

広告商材の審査・セグメントご相談

審査結果・セグメント件数ご報告

～発送月の1ヶ月半前の月末まで お申込み クレジットデータお渡し ※1

～発送20営業日前まで 発送物デザイン提出 ※1 クリエイティブ審査戻し ※2

～発送15営業日前まで 発送物デザイン修正 クリエイティブ最終確認

～発送5営業日前まで 発送物印刷・納品 ※3

～発送前日まで 発送準備作業 宛名印字・局だし ※4

発送日 発送・発送証明発行 ※5

マイナビで制作する場合、別途御見積りいたします。また、制作期間については事前にご相談下さい。
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クレジットデザイン

11

《DM作成上のご注意》
●封筒に必要なクレジット表記がございます。

●必要項目のデータはイラストレーターのファイルとして
お渡しいたしますので、封筒制作時にお使い下さい。

●それ以外の部分に関しましては、レイアウトエリア内で
ご自由にデザインしていただけます。

※詳細は、営業担当にお問い合わせ下さい。

※デザインは、変更になる場合がございます。

ハガキ A4ハガキ・A4圧着ハガキ 定型封書（洋0封筒）

フリーレイアウトエリア
（グレー部分全体）

定形外封書（角2封筒） 定形外透明ラッピング

フリーレイアウトエリア
（グレー部分全体）

フリーレイアウト
エリア

（グレー部分全体）

フリーレイアウトエリア
（グレー部分全体）
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編集方針/審査ガイドライン
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編集方針／お願い
19歳DMの編集方針
19歳DMでは、会員に対して「進学に伴う準備や生活に役立つ情報」を提供することが可能です。

19歳DMの会員特長は、2021年3月に高校を卒業し、2022年3月までに、19歳を迎える会員が登録していることです。
高校卒業後の進路情報を保有していないため、「進学」「大学生活」のみを強く想起させるような表現は禁止しております。
本人が希望に叶わず、浪人もしくは社会人になった方にとっては、進学のみを想起させる表現は不快に感じられる方も多く、結果的に、
広告主様にとってもデメリットになると考えております。表現の制限があり恐縮ですが、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

また、万が一、DMを受け取った方から掲載内容についてのお問合せがあった場合、広告主様にご対応をお願いする場合がございます。
マイナビが対応しているのは、あくまで発送にかかわる事項（メンバー規約に則って発送させていただいたことのご説明、今後の発送停止
や個人情報の削除等）のみとさせて頂き、広告面の掲載内容に関するお問合せには、広告主様にてご回答をお願いいたします。弊社の審査
にて問題がなかった場合でも、ご対応をお願いする場合がございます。広告内容につきましては、十分にご検討いただけると幸いです。

禁止ワード
入学、大学生活、など特定の進路を想定したワード
※大学生、専門学校生、就職者、浪人生、フリーターなど、多様な進路が想定されますので、特定の進路を想起する表現はNGです。

注意ワード（文脈や表現によっては差戻し対象）
保護者様向けクリエイティブやワード

禁止・注意ワードにかかわらず、編集方針に沿っていないと判断した場合、修正を依頼させて頂きます。
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●発送物のNGキーワード
入学・大学生活など、特定の進路のみを想定した表記はNGとなります。(クレジット表記と一緒に文言チェックを行います。
印刷の入稿前にご提出下さい。) 特に封筒に大きく記載があるとクレームの確率が高くなりますのでご注意下さい。

× 卒業おめでとうございます
× 入学おめでとうございます
× 大学生の皆さまへ

●信書について
受取人の記載方法に関しては、総務省が発行する「信書の定義について」のガイドラインに基づきＤＭ企画を運営いたします。

× △△高校卒業生の皆さま
× 19歳の皆さま
※受取人を特定した表記はできません。

●ハガキ/封筒/透明ラッピングの挨拶状の用紙について
光沢の無いマットコート系用紙にて作成して下さい。
※コート系等、光沢紙利用の場合は別途御見積りとなります。

●封筒チェック
・紙製の封筒であること・・・・PP･OPP封筒の場合は別途御見積りとなります。
・定形封筒は洋型封筒であること・・・・・・和型封筒はＮＧ（長４、長３など）
・定形封筒は（洋0封筒）は「水のり」 付きで、フラップを折った状態で納品をして下さい。
※角封筒はのり無しでフラップは折らずに納品をして下さい。

●封入物チェック
・ジャバラ折り・Ｚ折りは基本ＮＧ・・・・機械封入ができません。

●納品形態
“封筒”と“封入物”は分けて、折り加工済みの完成品を納品して下さい。
例：A4ペラの三つ折など
※弊社で折り加工が必要な場合は、別途御見積りとなります。
※封入作業+宛名印字は弊社手配で行います。封緘済み印字のみはＮＧです。

●予備
発送数+1％で手配して下さい。※1％で100部以下の場合は最低100部を手配して下さい。

※本媒体資料は随時更新をいたします。最新の資料は営業担当にお問い合わせ下さいませ。

注意事項
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