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「親の受験」とも言われる中学受験。悩みや不安は山積み。
初めての我が子の受験となると、なおさら誰に聞いたらいいのかわからないという
悲痛の声をお聞きします。
早期から中学受験を検討している方々は、低学年、それよりも早い幼少期から
お子さまの学習方法を模索されているのが現状です。

インターネットやスマートフォンの発達により、情報が乱立し信頼できる情報の選別も難しい中、
信ぴょう性が高く、有益な情報を届け、少しでも保護者とお子様のお役に立ち、

受験合格に導くことができればと立ち上がったのが、
中学受験特化型サイト『中学受験ナビ』です。
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中学受験ナビとは

中学受験にまつわるすべての情報を網羅するサイトです
中学受験初心者の方から、受験真っ盛りの方まで、どのご家庭にも役立つ情報をお届けいたします！

▼中学受験ナビの特徴

▼ユーザーのマインド
中学受験ってなに？中学受験をすべきかわからない…

家庭に見合った最適な決断ができる

受験に興味があるが、何をすべきかわからない

王道ステップの明示

信頼できる情報を教えてくれる人がいない

信頼できる協力者が見つかる

学力があがらない！志望校合格に必要な学力が足りない！

つまづきの原因、家庭学習のコツがわかる
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中学受験ナビの３つの強み

の３つの強み

中学受験関連の各種イベントを運営
リアルな受験現場の知見を反映

中学受験の知識が豊富な
専門家の方による信頼性ある情報

「中学受験」情報のみに
特化した希少な情報サイト

「中学受験をする保護者の方」を対象

ドラマ化もされたベストセラー『下剋上

様々な教育情報サイトの中でも

に、累計110回以上、3,300組に上るご

受験』の著者、桜井信一さんをはじめと

「中学受験」情報のみに特化したWEBサイ

家庭に向けイベントを実施しておりま

した、中学受験の知識が豊富な現役指導

トは少ないため、中学受験を控える親御様

す。イベントを通じて多くの保護者様

者や専門家の方による、生きた信頼性あ

に効率的にアプローチできる希少な情報サ

の声を伺っており、リアルな受験現場

る情報をお届けいたします。

イトです。

の知見を活かしたサイト作りをしてお
ります。
※昨今は、新型コロナウイルスの影響を鑑み、
イベントの実施を見合わせております。
今後の状況を見ながら再開していく予定です。
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連載一例
中学受験の知識が豊富な現役指導者や専門家の方による、信頼性ある情報をお届けします
ベストセラー『下剋上受験』の著者、桜井信一さんをはじめとした現役指導者、専門家を起用した
「中学受験とは」から始まり、「お金」の話、学年、ステージに応じた「成績アップの方法」など
ご家庭の大小様々なお悩みにお答えできる連載をご用意しております。

親子で疲弊しない
ノビノビ中学受験

今一度立ち止まって
中学受験を考える

桜井信一
中学受験相談室

卒業生インタビュー
あの学校のリアル

中学受験と聞くと難関校を目

東京・吉祥寺に中学受験専門

ドラマ化もされたベストセ

「あの中高一貫校ってどんな

指す受験がどうしてもイメー

のアテナ進学ゼミを経営し、

ラー『下剋上受験』の著者、

ところ？」「受験勉強はどん

ジされますが、この連載では、

数多くの中学受験に関する著

桜井信一さんによる受験相談

な風にしたの？」「その後の

『ゆる中学受験 ハッピーな合

書を執筆される宮本毅さんに

の連載。娘さんを自宅学習で

キャリアはどう考えてい

格を親子で目指す』の著者で

よる連載です。「共働きでの

難関中学合格へ導いた経験を

る？」そのような疑問へのひ

ある亀山卓郎先生に、親子で

受験」「親子の会話」「夏休

元にしたアドバイスの連載で

とつの答えとして、さまざま

疲弊しない中学受験をテーマ

みの受験法」など保護者の方

す。

な学校の卒業生に体験談を聞

にさまざまなお話を伺います。

が一度は考えるトピックに、

く連載です。

現場を熟知した観点より触れ
ております。
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読者属性
『小学生のお子様を持つ35歳以上全国都心部に住む女性』を中心に支持されています
性別

ユーザーの７割が女性

居住地

首都圏を中心に、全国都心部に集中

北海道 3.01%

京都 2.09%

東京

兵庫 3.31%
福岡 3.37%

女性

19.84%

千葉 4.25%

43.9%

男性

埼玉 5.10%

56.1%

愛知 6.62%

神奈川

大阪10.55%

年齢

35歳～44歳が過半数で、ターゲットと合致

15.45%

※ Google アナリティクスより

60%
50%
40%

53%

30%
20%
10%

14%

15%

18-24

25-34

14%

2%

1%

0%

35-44

45-54

55-64

65+

Copyright Mynavi Corporation

左記データは、通常時のデータとなります。
直近では、通常時よりも男性比率が高く、25～34歳の年齢層の方の閲覧が増えて
おります。
新型コロナウイルスの影響を受け、普段は情報収集をしていなかったお父様や、
自宅での勉強法が不安になり、検索して情報を探しに来た小学校低学年の子を持
つ保護者様の流入が増えたものと思われます。
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ターゲットオーディエンス

初めての受験のため悩んでいる小学生のお子様を持つお母様
受験に対する悩みはつきませんが、センシティブな話であるため、極力自分で情報収集を行おうとする、
世帯年収の高い家庭のお母さまがメインターゲットオーディエンスです。

基本属性①

基本属性②

家族構成：父親４５歳（外資マーケター・受験経験あり）

家族構成：父親４７歳（メーカー 研究職・受験経験なし）

母親４３歳（専業主婦・受験経験なし）

母親４０歳（メーカー営業サポート・受験経験あり）

娘９歳（小学三年生）

息子９歳（小学三年生）

息子６歳（年長）
世帯年収：１５００万円

世帯年収：１３００万円

住居 ：都内分譲マンション

住居 ：都内戸建て

出身 ：父母共に地方出身

出身 ：父母共に首都圏出身

受験に対する価値観
●父親が中学受験経験をしており、
その後も順調にキャリアを積み上げてきたため
子供も同じような道を歩んでほしい。

受験に対する価値観
●自分自身も中学受験をしたので、
子供にも中学受験をさせたい。
●可能であれば有名大学にいかせたい。

●有名大学進学は絶対

●共働きで時間がないため、中学受験王道ステップを知りたい。

●自身は受験の経験がなく知識は乏しいため、

●子供のためなら、ある程度のお金は惜しまない。

最新の情報を取り入れていきたい。
●子供のためなら、お金は惜しまない。
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中学受験検討者のマインドの変化&消費需要

＜モデルケース＞

親御様のマインドの変化に応じた受験の悩みに向き合い、信頼できる情報で解決に導きます
ステージ

１年生

２年生

受験検討・情報収集期

受験期

入塾期
学校探し本格化
学校訪問

入塾体験
ママ友と
教育話が
始まる

教育・受験に関する
情報収集開始

入塾
公開
テスト

行動
習い事を検討

６年生

５年生

４年生

３年生 ★３年生２月から本格化

学習環境の
サポートを
始める

試験対策
塾と
進路相
談

転塾・家庭教師等
学習法の改め

健康管理

塾費用の捻出
▶３年間平均200万

受験料・私立中学学費の捻出

家計見直し

▶受験料平均16万
▶私立中学学費３年間平均420万

思考

子供の教育
について
考え始める

家庭学習
について
考える

中学受験
をする
べきか

いい塾は
どこか

漠然とした
悩みがあるが
まだ深刻
ではない

成績が上がらず
問題が表面化
し始め、焦る

６年生を
目前に
不安が
募る

受験のために
なんでもする

学資保険・教積み立て

消費需要
（例）

家庭教師・転塾

旅行・おでかけ
通信教材・習い事

子供新聞・子供携帯

PVC・プリンタ
入塾

※イベント等にご参加頂いた保護者の方の定性リサーチ

※文部科学省「平成30年度子供の学習費調査」

体調管理（風邪・花粉）
受験生応援（食品・消費財）
学習資料

※東京都生活文化局「平成31年度 都内私立中学校の学費の状況」より
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【参照】教育市場の現状（首都圏）
中学入試は、受験者数の急増で好機到来！今後5年間は過熱化が予想されます
子供の出生率こそ、近年100万人を切ったニュースも大きく取り上げられておりますが、
中学受験者数は2015年より右肩上がりで増加傾向にあります。
交通の利便性が高まり、千葉埼玉から、東京の中学校への受験者数が増えたこと、
「2020年大学入試改革」「グローバル教育の導入」に伴い公立中学校・高校では
将来の大学受験が心配されること等が理由として考えられます。

脱ゆとり教育

リーマンショック

※参考：森上教育研究所
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AD MENU
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WEBタイアップメニュー｜タイアップページまでの誘導
SP

PC
トップページ

カテゴリトップ

個別記事ページ

トップページ

タイアップページ

１
１

3

2
貴
社
HP

3

5
4

2

【誘導枠】
①トップページ 新着記事(掲載開始時)
②トップページ 編集部からのおすすめ(タイアップ掲載期間中ランダム表示)
③トップページ 中学受験ノウハウ(タイアップ掲載期間中ランダム表示)
④カテゴリトップ 編集部からのおすすめ(タイアップ掲載期間中ランダム表示)
⑤記事ページ 合わせて読みたい(タイアップ掲載期間中ランダム表示)
※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する場合がございます。
※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。
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クリエイティブタイアップ
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・サービス告知ができます。
最新の受験生とその親の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。

4週間
定価

平均PV

￥1,650,000-

￥2,200,000-

制作費75万円を含む

制作費75万円を含む

7,500～8,500PV

13,000～14,000PV

①タイアップページ1P制作・掲載
②掲載期間終了後 アーカイブ掲載 24週間 実施

実施内容

お申し込み締切

掲載の45営業日前

オリエン実施日

掲載の42営業日前まで

4週間掲載延長定価

注意事項

8週間

￥550,000-

（5,000～6,000PV）

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

金額に消費税は含まれておりません。
『イメージ素材・イラスト型』もしくは『取材・撮影型』からお選びいただけます。
『イメージ素材型』はイメージ素材が3点まで使用可能です。
『イラスト型』は、イラスト4点まで使用可能です。
『取材・撮影型』の場合、別途専門家等のアサイン費用が発生いたします。
『取材・撮影型』は、弊社内で撮影想定となります。外部施設等で撮影の場合、別途お見積り となります。
インフルエンサー、専門家アサイン費などの費用は別途お見積りとなります。
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。
想定PVはその反応を保証するものではございません。
記事へご希望のタグの設置等ございましたら、弊社担当までご相談ください。
タグの種類によっては、ご対応が難しい場合がございますのでご了承ください。
※ 掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
AM10:00～開始希望の場合は1営業日前17:00までに校了いただく必要がございます。
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編集タイアップ
中学受験ナビオリジナルフォーマットによるタイアップ展開。
貴社商品（サービス）に関して、専門ライターによる読者に響き、且つ共感のある紹介記事をご用意いたします。

4週間
定価

想定PV

￥1,100,000-

￥1,600,000-

制作費30万円を含む

制作費30万円を含む

7,500～8,500PV

13,000～14,000PV

①タイアップページ1P制作・掲載
②掲載期間終了後 アーカイブ掲載 24週間 実施

実施内容

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28営業日前まで

4週間掲載延長定価

注意事項

8週間

￥500,000-

（5,000～6,000PV）

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

金額に消費税は含まれておりません。
『イメージ素材・イラスト型』もしくは『取材・撮影型』からお選びいただけます。
『イメージ素材型』はイメージ素材が3点まで使用可能です。
『イラスト型』は、イラスト4点まで使用可能です。
『取材・撮影型』の場合、別途専門家等のアサイン費用が発生いたします。
『取材・撮影型』は、弊社内で撮影想定となります。外部施設等で撮影の場合、別途お見積りとなります。
インフルエンサー、専門家アサイン費などの費用は別途お見積りとなります。
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。
想定PVはその反応を保証するものではございません。
記事へご希望のタグの設置等ございましたら、弊社担当までご相談ください。
タグの種類によっては、ご対応が難しい場合がございますのでご了承ください。
※ 掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
AM10:00～開始希望の場合は1営業日前17:00までに校了いただく必要がございます。
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進行スケジュールイメージ
スケジュールは内容によって変動いたしますが、おおよそ下記のようなスケジュールで進行いたします。

5営業日

構
成
案
提
出

3営業日

構
成
案
確
定

15営業日
※

オ
リ
エ
ン

実
施
内
容
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

初
稿
提
出

5営業日

校
了

2営業日

掲
載

※お申込書を頂戴してから、制作進行させていただきます。
※複数の確認作業が生じてしまう場合は、上記スケジュールを超過する可能性がございます。
※クリエイティブタイアップの場合、上記スケジュールに制作期間として＋15営業日ほどいただきます。
Copyright Mynavi Corporation

14

アンケート調査企画
中学受験を控えたお子様を持つ、保護者に向けた定量アンケートになります。
市場調査への活用やWEBタイアップの効果測定として接触前後の比較をするブランドリフト調査も実施が可能です。

アンケートページ作成・実施

報告

【アンケートページ】

【アンケート結果報告書】
単純集計結果を報告書としてご提出いたします。

学生の窓口
調べ

SAMPLE

▼設問設計費

設問数

～10問

～15問

～20問

料金

¥310,000-

¥370,000-

¥410,000-

▼本調査

サンプル数

~5問

～10問

～15問

～20問

100ss

¥290,000-

¥330,000-

¥400,000-

¥460,000-

200ss

¥470,000-

¥510,000-

¥670,000-

¥730,000-

300ss

¥550,000-

¥590,000-

¥750,000-

¥830,000-

400ss

¥610,000-

¥670,000-

¥830,000-

¥920,000-

500ss

¥670,000-

¥730,000-

¥920,000-

¥1,020,000-

600ss

¥750,000-

¥820,000-

¥1,000,000-

¥1,100,000-
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注意事項
※金額に消費税は含まれておりません。
※左記は、中学受験を控えたお子様をお持ちの保護者を対象とした際の
費用感になります。調査内容によって、金額が変動する場合がございます
ので、詳細につきましては、弊社担当までお問い合わせ下さい。
※性別、年齢、居住地域（都道府県）、職業以外設問を設定する際には
別途スクリーニング費用が発生いたします。
※ご報告は、単純集計でのご納品となります。
※クロス集計やご報告書の作成などは別途費用が発生いたします。
※ブランドリフト調査をご要望の場合は費用が変動いたします。
詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。
※※アンケート結果を活用した媒体や販促物への掲載やリリース配信など
に関しましては、弊社担当まで活用方法をお伝えください。

お申し込み締切

お申し込み締切：アンケート配信日の30営業日前
15

オプション
展開手法

内容

オプション価格

お申し込み締切

備考

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。

¥450,000～

掲載の30日営業前

※ 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。

※ 金額に消費税は含まれておりません。

Copyright Mynavi Corporation
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ブーストメニュー｜一覧
中学受験ナビでは2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。

媒体名

中学受験ナビ
リターゲティング

GDN

特徴

「中学受験ナビ」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。
精度の高いリターゲティングが可能です。

Google社のディスプレイ広告。
性別、都道府県のみならずキーワードターゲティング等
細かなセグメント設定が可能です。

想定クリック

3,147 CL

5,813 CL

想定CPC

¥143～

¥86～

最低出稿金額

¥ 450,000

¥500,000

タイアップ
記事

アドネットワーク

再訪

離脱

施策イメージ

中学受験
ナビ

ディスプレイ
広告リタゲ

貴社
タイアッ
プページ

貴社HP

遷移

貴社
HP

CPC課金

Copyright Mynavi Corporation

タイアップ
記事

アドネットワーク

遷移

ディスプレイ
広告

貴社
タイアッ
プページ

貴社HP

遷移

貴社
HP

CPC課金
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ブーストメニュー｜ 中学受験ナビリターゲティング

料金表

実施料金

参考値

インプレッション

想定Click

想定CPC

想定CTR

金額

入稿規定
◆サイズ／容量／形式
・300×250px

699,301

3,147

143

0.45%

¥450,000-

・150KB以内（gif/jpg）
・同時掲載本数は2～4本

※最低出稿金額

・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

中学受験ナビ
リターゲティング

1,087,801

4,895

143

0.45%

左記プランの場合は、1本

¥700,000-

300万imp以上ご出稿いただいた場合は、2本
900万imp以上ご出稿いただいた場合は、3本
作成いたします。
※上記以上のバナーの制作は別途費用
1,554,002

6,993

143

0.45%

¥1,000,000-

（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。

※金額に消費税は含まれていません。
※本メニューの課金形態は、CPM課金となります。
※想定imp数・想定クリック数は、保証するものではございません。
※セグメント・クリエイティブ内容によって、上記シミュレーションは変動いたします。
※最低出稿金額は、450,000円となります。 詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。
※広告主様のHPへの直接誘導が可能です。
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お申し込み締切

お申し込み締切：配信開始希望日の7営業日前
入稿締切：配信開始希望日の5営業日前
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ブーストメニュー｜GDN

料金表
実施料金

参考値
インプレッション

想定Click

想定CPC

想定CTR

金額

入稿規定

1,937,666

5,813

¥86

0.3%

￥500,000-

※最低出稿金額

◆サイズ／容量／形式
【画像素材＿イメージ画像】
サイズA.横長（1.91:1）: 1200×628
サイズB.スクエア : 1200×1200

中学受験
を控える親

2,713,000

8,139

¥86

0.3%

￥700,000-

リーチ

大きさ：150KB以内
拡張子：gif/jpg/png
【画像素材＿ロゴ画像】
スクエア: 300× 300
大きさ：150KB以内

3,875,666

11,627

¥86

0.3%

￥1,000,000-

拡張子：gif/jpg/png
【テキスト素材】
短いタイトル：最大30文字（半角1文字、全角2文字）
長いタイトル：最大90文字（半角1文字、全角2文字）

1,937,666

5,813

¥86

0.3%

￥500,000-

※最低出稿金額

◆バナー制作
～300万impご出稿いただいた場合は、1本

中学受験

300万imp以上ご出稿いただいた場合は、2本

を控える親
＋

説明文：最大90文字（半角1文字、全角2文字）

2,713,000

8,139

¥86

0.3%

￥700,000-

900万imp以上ご出稿いただいた場合は、3本
作成いたします。

一都三県

※上記以上のバナーの制作は別途費用

リーチ

（1本3万円）がかかります。
3,875,666

11,627

¥86

0.3%

￥1,000,000-

※金額に消費税は含まれていません。
※本メニューの課金形態は、CPC課金となります。
※想定imp数・想定クリック数は、保証するものではございません。
※セグメント・クリエイティブ内容によって、上記シミュレーションは変動いたします。
※最低出稿金額は、500,000円となります。 詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。
※広告主様のHPへの直接誘導が可能です。
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※掲載媒体毎のレポートは非開示とさせていただきま
す。

お申し込み締切

お申し込み締切：配信開始希望日の7営業日前
入稿締切：配信開始希望日の5営業日前

19

SP動画オーバーレイ
再生保証型スマートフォン特化のオーバーレイ型動画広告
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。

料金

動画オーバーレイの特徴

ＳＰ動画
オーバーレイ

掲載量
課金形態

•

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

•

ヘッダーにFix(固定)する動画広告のた
め視認性が高い

単価
掲載面
デバイス
枠数
お申し込み締切

料理を作る
母親層に

ビジネス系メディア

育児系メディア

料理系メディア

再生回数
＠4.0
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）

SP
1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）
掲載開始日の10営業日前
掲載開始日の5営業日前

入稿規定

◆動画について
・形式：mp4（wmv、mov等、PCで再生できる形式であれば可）
・サイズ：フルHDサイズ（1,920×1,080px）推奨
・秒数：推奨30秒以内
・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
※配信レポートについて
View-IMP（再生回数）、25%～100%到達率（25%単位）、クリック、
CTRのレポーティングが可。

ご要望に合わせて拡張先のメディアをご提案させていただきます。
子育てをする
パパ・ママ層に

100,000回再生保証

入稿締切

拡張配信プランについて

女性ビジネス層に

メニュー詳細
¥ 400,000-

入稿メールアドレス

f-web@mynavi.jp

※最低出稿金額は、400,000円（100,000回再生）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1秒以上再生で1ビューとカウントしております。
※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。
※クリエイティブ制作の場合は別途費用が発生いたします。
※掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
※掲載期間は、お申し込み状況によって変動いたしますが、広告主様のご希望に沿った期間設定が可能です。

Copyright Mynavi Corporation
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免責事項 / 注意事項について
【取引基準】
株式会社マイナビ（以下「当社」といいます）は、以下に該当する
取引については、いかなる場合においても行いません。
１．以下の各号に該当すると当社が判断する相手方との取引
（１）運営する事業・サービスの内容が法令に反する等、社会倫理上問題がある相手方
（２）著しく不適切な商品・サービスを提供している相手方
（３）個人のプライバシーを侵害し、または差別を肯定・助長する可能性が高い相手方
（４）経営難またはその可能性が高い相手方
（５）当社と係争中またはそのおそれがある相手方
（６）その他前各号に準ずる事情が認められる相手方
２．以下の各号に該当すると当社が判断する広告掲載取引
（１）当社所定の広告掲載基準（以下単に「掲載基準」といいます）に
抵触する政治・選挙に関する広告
（２）掲載基準に抵触する意見広告・宗教広告等の思想信条に関わる広告
（３）実態と異なる情報等が記載された広告
（４）その他前各号に準ずる事情が認められる広告

【著作権等の取り扱い】
１．当社または当社委託先が作成した、提供サービスに関する記事・写真・イラスト・
その他の情報等（あわせて以下「コンテンツ」といいます）の著作権その他の権利は、
当社または当社委託先に帰属します。
２．提供サービスに関して提供サービスに参画されるお客様（以下「参画企業」と
いいます）から当社にコンテンツをご提供いただく場合、参画企業は、
当該コンテンツが他者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証し、
この点に関する第三者との間におして生じた紛争等に関して
一切の責任を負うものとします。
３．参画企業は、提供サービスにかかる内容・コンテンツ等を当社が事例紹介に
使用する場合があることについて、予め承諾するものとします。

【広告事前審査】
１．当社は、掲載基準に照らして広告内容の事前審査を行います。なお、当社は、
当該事前審査の有無にかかわらず、広告内容にかかる事故・トラブルに関して
一切責任を負いません。
２．掲載基準は、事前の通知なく変更されることがあります。

【反社会的勢力の排除】
１．参画企業は、次の各号の一に該当しないことおよび今後もこれに該当しないことを
表明・保証し、参画企業が次の各号の一に該当した場合または該当していたことが
当社は、別段の催告を要せず、即時に参画企業との全取引を停止し、参画企業との
間で判明した場合、締結している全契約を解除することができるものとします。
（１）暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準
構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、
その他これらに準ずる者（以下あわせて「反社会的勢力」といいます）であること、
または反社会的勢力であったこと
（２）役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または
反社会的勢力であったこと
（３）親会社、子会社（いずれも会社法の定義によります。以下同じ）または取引先が
前二号のいずれかに該当すること
２．参画企業が次の各号の一に該当した場合、当社は、別段の催告を要せず、即時に
参画企業との全取引を停止し、参画企業との間で締結している全契約を解除する
ことができるものとします。
（１）当社に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、
または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
（２）偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること
（３）当社に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること
（４）反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること
（５）自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への
資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
（６）親会社、子会社または取引先が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと

【請求】
当社の学生の窓口事業部が提供する諸サービス（以下「提供サービス」といいます）の
参画料金は、広告掲載サービスの場合は広告掲載開始日の属する月の末日、
制作物等にかかるサービスの場合は成果物の納品月の末日に、それぞれ請求されます。

【免責】
当社の責めに帰さない事由により参画企業にサービスの全部または一部を
提供できない場合であっても、それに伴って生じた損害等について、
当社は一切責任を負いません。

【キャンセルポリシー】
１．お申込み後のキャンセルの場合、以下のとおりキャンセル料
（参画料金に対して以下の割合を乗じた金額および消費税等）が発生します。
なお、各期限前のキャンセルであっても、当社における業務の進行状況により、
相当の費用を請求させていただく場合があります。
（１）広告掲載
① 掲載前日および当日：１００％
② 掲載７日前から前々日まで：８０％
③ 掲載１４日前から８日前まで：６０％
④ 掲載２１日前から１５日前まで：４０％
（２）イベント開催
① 開催３０日前から当日まで：１００％
② 開催４５日前から３１日前まで：８０％
③ 開催６０日前から４６日前まで：６０％
（３）紙媒体発行
【個人情報の取り扱い】
① 発行３０日前から当日まで：１００％
１．参画企業は、提供サービスを通じて取得する個人情報について、
② 発行６０日前から３１日前まで：６０％
個人情報主体の承諾なく、利用目的を超えて使用してはならないものとし、
（４）就職イベントブース出展
関係法令等に従い、個人情報を管理するものとします。
① 開催初日から起算して９１日以前まで：１０％
２．当社は、参画企業よりご提供いただいた個人情報について、
② 開催初日から起算して９０日前から６１日前まで：２０％
提供サービスに関する業務遂行および参画企業への適切なご提案のために利用します。
③ 開催初日から起算して６０日前から３１日前まで：４０％
なお、当社は、当該個人情報を、利用目的の範囲内で、当社のグループ会社、
④ 開催初日から起算して３０日前から１５日前まで：６０％
販売代理店および協力会社と共有させていただくことがあります。
⑤ 開催初日から起算して１４日前から開催初日まで：１００％
３．当社は、個人情報を取り扱う業務の全部または一部を外部に
（５）同梱／サンプリング／DM発送：納品締切日の前日および当日：１００％
委託することがあります。委託を行う場合、当社は、十分な個人情報
（６）制作物（紙／ノベルティ等）／マーケティングメニュー：オリエン実施日以降：１００％
保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、秘密保持に
２．サービス提供開始後の中止等（いずれも当社の責めによる場合は除きます）に
関する契約等の適切な契約を締結するとともに、当該委託先における
ついては、参画料金の返金・精算は一切いたしません。
個人情報管理について、必要かつ適切な監督を行います。
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【動作環境等に関する事項】
１．当社は、事前の通知なく、掲載広告等に関するコンピュータの
動作環境等（UI）を変更する場合があります。
２．参画企業は、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 Android 4.2以上、
以外のブラウザの場合等、広告閲覧者側の環境により、
掲載広告等が想定どおり表示されない場合があることについて、
予め承諾するものとします。
【広告掲載に関する事項】
１．PV保証型タイアップ広告およびimp保証型純広告以外に関して、
当社が参画企業に提示する数値は平均値であり、当社は、PV数や
CTR等について保証しません。
２．広告内容について構成が確定した後に、参画企業の都合により
大幅な変更が行われる場合、別途費用を請求させていただく
場合があります。
３．広告に記載されたリンク先に接続できない場合、広告掲載を
開始できません。また、当社は、広告掲載中にリンク先に
接続できない状態となった場合、事前の通知なく、
掲載を停止することがあります。
【モニター・サンプリング・アンケートに関する事項】
１．当社は、応募者数、条件に合致する当選者数、
アンケート回答数等について、保証しません。
２．当社は、アンケートの回答者に対して、謝礼をお渡しする場合がございます。
【イベントに関する事項】
１．当社は、イベントに関する応募者数、参加者数、条件に合致する
当選者数等について、保証しません。
２．参画企業は、イベント当日およびその後における、
イベント参加者への過度な勧誘行為は行わないものとします。
当社は、イベント参加者と参画企業との直接のやり取りが
原因となって発生した苦情・紛争等に関して、
一切責任を負いません。
3．当社は、イベント参加者に対して、撮影、インタビュー、レポート等の協力に関する謝礼、
および交通費等の必要経費をお支払いする場合がございます。
【イベントの開催中止、変更（開催当日含む）】
１．当社は、地震、台風等の天災地変、伝染性疫病、
その他の不可抗力または弊社の責めに帰さない事由により、
イベントの開催中止および開催時間・会場等を変更（開催当日含む）することがあります。
その場合、当社は、参画企業に対して参画料金を返金しません。
また、これらを起因とした参画企業が被る損害について、弊社は、一切の責任を負いません。
２．当社は、開催規模、開催内容、参加者数等から予測し、
開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合、本契約を解除し、
イベントの開催を中止できるものとします。
その場合、支払い済みの参画料金については全額返金いたします。
※イベントとは、当社主催のイベントのみならず、当社主催以外のイベント、
および当該イベントに付随して提供する当社サービスも含まれるものとします。
提供サービスに関して、参画企業と当社との間において訴訟の必要が
生じた場合は、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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