
株式会社マイナビ 学生の窓口事業部 MAIL: gakumado-ps@mynavi.jp

オンラインイベント・ワークショップ・座談会
グラレコWEBレポート掲載企画
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人々の暮らしや人生において

成長と成功のきっかけを

マイナビは、
就職や転職、人材紹介、アルバイトなどの求人サービスや
ニュースやウエディング、農業といった生活情報サービスなど、
人生の転機、人々の生活をサポートする事業を多数展開、
人と企業の「成長と成功のきっかけ」を提供しています。

マイナビ学生の窓口は、
大学生に、いまと未来のきっかけを届けます。

求人メディア

生活情報メディア



マイナビ学生の窓口とは

一歩踏み出せば 世界が変わる。

学生のはじめの一歩 を応援したい。

『マイナビ学生の窓口』は、大学生にきっかけを届けるWEBメディア。

「一歩踏み出せば世界が変わる。学生のはじめの一歩を応援したい。」という

コンセプトのもと、WEBメディア・SNS・イベントを通じた

「社会体験(仕事や社会、世の中のしくみがちょっと身近になる体験)」を提供しています。

Media

学生の窓口
就活スタイル
マイナビ2023
就職EXPO

フレッシャーズ

とりぐら 中学受験ナビ

ライフスタイルの転換期にあわせて様々なサービスを展開、
若年層の日々の生活をワンストップでサポート！
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メディアデータ

大学生活をサポートする3メディア

社会人準備をサポートする

社会人準備応援サイト

フレッシャーズWEBは、社会人のマナーやファッショ
ン、お金、恋愛の話まで、来春社会人デビューを飾る
学生向けに内定後の不安解消、社会人準備をサポート
するコンテンツをご提供しています。

フレッシャーズ

就活のお役立ち情報・ノウハウを提供する

就活準備中の学生応援サイト

就活スタイルWEBは、インターンシップ生・就活生を
対象に面接のマナー、自己分析、証明写真からスーツ、
メイクまで幅広い就活情報をご提供しています。

Media

就活スタイル

大学生にいまと未来のきっかけを届ける

学生生活応援サイト

マイナビ学生の窓口WEBは、「入学・新生活」「大学
生活」「仕事・将来」といったカテゴリから、学生生
活に役立つ情報・大学生ならではの悩みを解決するた
めのヒントを提供しています。

Media

マイナビ学生の窓口

対象 内定者・社会人1年目～若手社会人

URL https://gakumado.mynavi.jp/freshers

PV 3,095,567PV ／ 月間 (2021年3月実績) 

UU 1,780,299UU ／ 月間 (2021年3月実績) 

デバイス SP:60.3％ PC(Tablet):39.7％

男女比 男性：56.2% 女性：43.8%

対象 インターンシップ生・就活生

URL https://gakumado.mynavi.jp/style

PV 1,038,518PV ／ 月間 (2021年3月実績) 

UU 367,951UU ／ 月間 (2021年3月実績) 

デバイス SP:71.9％ PC(Tablet):28.1％

男女比 男性：51.9% 女性：48.1%

対象 新入学生～若手社会人

URL https://gakumado.mynavi.jp

PV 15,313,186PV ／月間 (2021年3月実績) 

UU 3,555,749UU ／月間 (2021年3月実績) 

デバイス SP:70.5％ PC/Tablet:29.5％

男女比 男性：52.3% 女性：47.7%

マイナビ学生の窓口では、「大学進学を検討している高校生」「大学生」「就活生」「これから社会人になるフレッシャーズ」を
ターゲットにした下記3メディアをご案内しております。ターゲットのセグメントが明確な媒体で、情報を届けたいターゲットにだけ
無駄打ちなくリーチ、ユーザーのモーメントを捉えた施策展開が可能です。

Media
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マイナビ学生の窓口 学生ネットワーク

若年層の持つ力を課題解決に変える「ガクマドラボ」

マイナビでは若年層とのリアルなつながりを活かし、年間延べ25万人以上の調査データを取得しています。
2017年に発足した「ガクマドラボ」では、300名以上の学生や多くの学生団体・サークルとのネットワークを駆使、
購買傾向・行動分析などの各種リサーチをもとに企業の課題解決の糸口を見つけ、具体策をアウトプットします。
若年層の視点・発想・個性を活かし、さまざまな領域でのコラボレーションが可能です。

◆案件稼働可能学生数

約300人

※2020年12月時点

早慶上智 約40人
GMARCH 約60人

その他、国公立大学、地方学生、
体育会所属、就活生・内定保有者など
多種多様な学生が所属

◆大学

◆学年比

4年
27％

1年
12％

3年
31％

2年
30％

ミスコングランプリ受賞者、イベント企画運営経験者、
映像編集経験者、ライバーなど多数の特性を持つ学生が所属

女性
70％

男性
30％

◆男女比

ガクマドラボを活用してできること

◆実態調査

アンケート調査やインタビュー調査で
インサイトを分析

◆ユーザーテスト／座談会

ユーザーが感じた価値をヒアリングする
とともに、リアルなユーザ視点で
課題や改善余地を見出す

◆広告出演

タイアップ記事や動画などに出演
自分事化を促し、深い訴求につなげる

◆マーケティング活用
商品開発／PR戦略策定

大学生と一緒に商品・サービスの新規開発や改善、
コミュニケーション設計・制作・効果検証を実施

マイナビの強力な学生とのネットワークを活用、
これからの未来を担う若者と企業をつなぐハブとなり、貴社の課題解決に貢献！
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企業が
伝えたいこと

生活者が
必要なこと

マイナビ×若年層で
”伝える”から”伝わる” 情報発信へ

適切な
コンテンツ

ユーザーと一緒にサイトを活性化

マイナビ学生の窓口では、リアルな若年層とのつながりを活かし、
サイトコンテンツを制作しています。
コンテンツの制作では、ユーザー自身がイベントの運営や、
ときには取材の立ち合いなども行い、
ユーザーのニーズや声を反映しながら、
若者の経験を共有し、共感を得るコンテンツを配信しています。

若年層の悩みや欲求に寄り添い、
徹底したユーザー視点のクリエイティブと新規コンテンツを制作、
「共感」「信頼」を軸に記事を提供することで
ユーザーとのエンゲージメントを高めています。

サイトコンテンツ 編集方針

ユーザー参加型の「質の高い」コンテンツ
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サイトコンテンツ 一覧

若年層に必然性のある6カテゴリの情報をユーザー目線で配信

若年層の悩みを解決するコンテンツや将来のきっかけになる記事を多数ご用意し、
若年層のはじめの一歩を応援しています。

仕事・将来入学・新生活

大学生活

【ご参画メリット】

大学生活に役立つ＆話題の情報として
貴社商品・サービスを訴求できます。

就活準備
就活準備情報やお得な情報が得られる！

新社会人準備

新入学に役立つ情報や新生活コンテンツ満載！ 大学1年生から憧れの社会人＆企業に出会える！

学割、ポイント、プレゼントがもらえる！

【ご参画メリット】

新入学・新生活の購買需要のタイミング
に合わせて確実に訴求できます。

【ご参画メリット】

貴社の商品・技術、働きがい等の企業情報を
アピールし、早期にアプローチが可能です。

【ご参画メリット】

内定者～若手社会人の新生活需要を確実に
捉えたプロモーションを実現できます。

【ご参画メリット】

インターンシップ・就活を始める学生向け
に販促・キャンペーン施策などが可能です。

若手社会人に必要なノウハウ＆情報が得られる！

※カテゴリはご参画時に弊社よりご提案させていただきます。

【ご参画メリット】

お得情報を求めている学生に対して、
商品購入・サービス利用の促進が可能です。

学割・プレゼント
大学生活の悩み解決やトレンド情報をお届け！
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グラレコWEBレポート掲載企画
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グラレコとは
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グラレコの特徴

“グラフィックレコーディング”、略して「グラレコ」

イベントや会議、座談会などの議事録を目に見える形で、絵やグラフィックを使い、記録する手法

なぜいま「グラレコ」が流行っているのか？

★イベントの内容や議論の経緯が可視化されるので、その場にいなかった人にもわかりやすくシェアできる
★テキストではなく、手書きの文字とイラストを使って表現するため、難しい・堅い内容、絵変わりのない座談会でも
レポートが華やかで楽しい雰囲気になる。

★グラレコ単体でもイベント・座談会の様子が一目で理解できるため、貴社のＬＰや店頭のポップ、
その他販促ツールとしても活用できる

★ソーシャルメディアでシェアされやすい！



イベントレポート掲載 ＋ グラレコ納品

オンラインイベント×グラレコイベントレポート企画
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セミナーやワークショップから座談会まで、
大学生を対象としたオンラインイベントをご提案。

グラフィックを活用した手法でイベント内容を分かりやすく可視化して、
広く、大学生に対する理解を促すプロモーションのお手伝いをさせていただきます！

イベントレポート作成

グラレコは納品させて
いただきます。
WEBやコンテンツやLP、
ECサイトやポップ
リーフレット等

貴社販促ツールとして
自由にご活用ください。

＋

① ②

手法① 手法② 手法③

オンラインイベント オンライン座談会 ワークショップイベント

セミナー等、オンラインイベントの企画立
案から募集告知、当日の運営、ご報告まで
をトータルにご提案

人数・・・～３０名程度

ワークショップを行い、学生の興味関心
ごとや着眼点などから商品・サービスの
開発を行う

人数・・・12～15名程度

オンライン上に大学生を集め、リアルな
声をヒアリングする場を提供します

人数・・・～４名程度

グラレコ＝グラフィックレコーディングを用いたイベントレポート作成

グラレコを用いて
イベントや座談会の内容を
一目でわかるような
レポートを作成。

学生の窓口内に
掲載を行います。

グラレコ納品



オンラインイベント

セミナーやワークショップ等のオンラインイベントの企画の立案から募集告知、当日の運営・ご報告まで、
一連の業務をトータルでご提案させていただきます。商品やサービスの認知度や、態度変容についても調査をすることが可能です。

メニュー詳細

定価
(実施料金) ¥2,850,000～

集客人数 約30名

実施内容

・イベント告知ページ制作
・募集告知
・応募管理（応募受付システム、応募者問い合わせ対応）
・参加者事前アンケート取得（5問程度）
・イベント企画制作・お打ち合わせ
・台本・マニュアル制作
・オンラインイベントシステム設定・利用料
・当日運営一式（配信会場・スタッフ含む）
・参加者事後アンケート取得（10問程度）
・報告書作成

お申し込み締切 実施の45営業日前

オリエン実施日 実施の40営業日前まで

注意事項

※金額に消費税は含まれておりません。
※実施内容によって、参加人数、実施費用が変動いたします。
※イベント参加者に対して、撮影・インタビュー・アンケート等の協力に
関する謝礼、および交通費等の必要経費をお渡しする場合がございます。

※参加者のセグメント、会場・ケータリング費、その他特別な講師やゲスト・
設営・備品・スタッフや、制作物に関わる費用は別途御見積もりとなります。

※月間での開催数に限りがございますので、担当営業までお問い合わせください。
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オンライン学生座談会 グループインタビュー

メニュー詳細

定価
(実施料金) ¥ 1,200,000～

参加人数 大学生4名 / 1回90分

実施内容

➀企画準備
②キャスティング
③インタビューフロー作成
④事前アンケート（5～10問）
⑤モデレート
⑥システム設定/接続管理
⑦発言録の作成

納品物
・事前アンケート（5~10問）
・発言録
・座談会録画データ（二次利用をご希望の場合はご相談ください）

ご報告書の作成
（オプション）

¥ 200,000 ~

お申し込み締切 実施の20営業日前

注意事項

※金額に消費税は含まれておりません。
※web会議システムを使用したオンラインインタビューになります。
※月毎・日毎の実施可能件数には上限がございます。
※参加学生は弊社主導で選定致します。性別の指定は承れますが、その他、追加条件をご指定の場
合は1セグメントあたり、¥10,000～×人数となります（学年・学部・趣味嗜好・志望業界・商品利
用経験・SNS使用有無など）条件によって異なりますので都度ご相談ください。
※参加学生数の追加は、1名あたり¥30,000~となります。
※実施時間の追加は、30分追加ごとに¥50,000~となります。
※開催日時は参加者の予定を考慮した調整となりますことをご了承下さい。
※インタビューの映像や画像はご報告用となり、原則二次利用は不可となります。
※座談会内容の分析・レポートは含まれません。（ご希望の場合は別途御見積り）

大学生のリアルな声をグループインタビューでヒアリングする座談会となります。1度の調査で多角的な視点からマーケティング
データの取得が可能です。貴社プロモーション・マーケティング戦略や商品・サービス開発に役立てていただけます。

▼グループインタビュー
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フレームワークを活用したワークショップを行い、大学生の視点を起点にした具体的なプランを企画いたします。

新規の商品開発やプロモーション施策のプランニングの材料になる情報収集が可能です。

ワークショッププラン

▼商品開発（ワークショップ）

メニュー詳細

定価
(実施料金) ¥ 1,550,000～

参加人数 大学生4~5名×3グループ/ 1回120分

実施内容

➀企画準備
②キャスティング
③企画設計、企画フォーマットの作成
④事前・事後アンケート（5～10問）
⑤ディレクター兼モデレーター
⑥システム設定/接続管理

納品物 ・事前・事後アンケート（5~10問）
・録画データ（二次利用をご希望の場合はご相談ください）

ご報告書の作成
（オプション）

¥ 800,000 ~

お申し込み締切 実施の20営業日前

注意事項

※金額に消費税は含まれておりません。
※web会議システムを使用したオンラインワークショップになります。
オフラインでの実施につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい

※録画データのご納品は、オンラインでの開催時のみとなります。
※月毎・日毎の実施可能件数には上限がございます。
※参加学生は弊社主導で選定致します。性別の指定は承れますが、その他、追加条件をご指定の場
合は1セグメントあたり、¥10,000～×人数となります（学年・学部・趣味嗜好・志望業界・商品利
用経験・SNS使用有無など）条件によって異なりますので都度ご相談ください。
※実施時間の追加は、30分追加ごとに¥50,000~となります。
※開催日時は参加者の予定を考慮した調整となりますことをご了承下さい。
※インタビューの映像や画像はご報告用となり、原則二次利用は不可となります。
※発言録や座談会内容の分析・レポートは含まれません。（ご希望の場合は別途御見積り）
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グラレコWEBタイアップ

イベントに参加出来なかった学生に座談会の様子を絵やグラフィックを活用し、視覚的に読みやすく分かりやすい情報として、
発信することが可能です。

スマホ PC

読後調査

掲載期間 4週間 8週間

定価
(実施料金)

￥1,500,000-
制作費70万円を含む

￥2,000,000-
制作費70万円を含む

想定PV 7,500PV～8,500PV 13,000PV～14,500PV

実施内容

①タイアップページ１P制作・8週間掲載
②読後アンケート（募集ページ制作・単純集計ご提出）
取得件数：約150件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

③アーカイブ掲載 24週間実施

対応デバイス SP・PC

掲載可能媒体 マイナビ学生の窓口WEB,就活スタイルWEB,フレッシャーズWEB,各種特集企画

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26営業日前まで

4週間掲載延長定価 ￥500,000- （5,000～6,000PV）

注意事項

※ 金額に消費税は含まれておりません。
※ グラレコは、制作内容によって別途お見積りをさせていただく事がございます。
※ 外部ロケ・ロケ撮影・学生の文理/性別/内定業界などアサイン条件追加、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。詳細は弊社担当にご確認下さい。
※ 読後アンケートの取得対象者は年齢18歳～26歳の大学生・大学院生200名、男女セグメント可能で

す。6問以上の取得をご要望の場合は別途アンケート企画をご検討下さい。
※ 読後アンケートの設問項目については上記推奨となります。詳細につきましては、弊社担当にお問

い合わせ下さい。
※ 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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【オプション】ダイジェストムービーの制作

イベント当日の様子を録画し、ダイジェストムービーを制作・納品します。イベントレポートページに埋め込むことで当日の様子を
より分かりやすく伝えたり、貴社のプロモーション用の素材としてご活用いただくことが可能です。

▼ダイジェストムービーイメージ

動画のオープニングの演出

当日のハイライトを映像・スライドを交えて
分かりやすく編集いたします。

Copyright Mynavi Corporation 15

メニュー詳細

定価
(実施料金) ¥750,000～

実施内容

イベントダイジェスト動画（約120秒）を制作・納品いたします。

内訳
・進行管理費
・企画・編集・制作費
・音源に関わる費用（BGM・効果音等）
・グラフィック・イラスト・エフェクト等制作費用

お申し込み締切 実施の45営業日前

オリエン実施日 実施の40営業日前まで

注意事項

金額に消費税は含まれておりません。
ご希望の内容によって金額が異なる場合がございますので、
都度御見積りとさせていただきます。
以下の場合は別途費用をご請求させていただきます。
・カメラマンによる撮影が発生する場合。
・特殊機材のレンタルを必要とする場合
・CG、アニメーション制作を必要とする場合
・著作権フリーではない音源をBGMに使用する場合
・納品後、1ヶ月以上のデータ保管をご希望される場合。
・講師やゲストの二次利用費が発生する場合。



各プランの料金表
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※金額に消費税は含まれておりません。
※実施内容に関しましては、各企画詳細ページをご確認下さい。
※イベント及びグラレコ制作は、実施内容によって別途お見積りとさせていただく場合がございます。

①オンラインイベント×グラレコWEBタイアップ

オンラインイベント各種＋グラレコWEBタイアップ

オプション施策

②オンライン学生座談会×グラレコWEBタイアップ

③ワークショップ×グラレコWEBタイアップ

¥4,850,000 ~

④ダイジェスト動画制作

¥3,200,000 ~

¥3,550,000 ~

¥750,000 ~



過去事例／リース事業協会様
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登壇者や参加者は似顔
絵アイコンに。記事全
体が読みやすく、華や
かで明るい雰囲気にな
ります。

イベントの中で、誰がどん
な発言をしたのかをポイン
トを絞って可視化します。
グラレコを追うだけでもイ
ベントの内容を理解するこ
とができます。

看板画像と合わせて約３
枚程度のグラレコを作成
させていただきます。内
容やご要望によっては１
枚に詰め込んだり４枚以
上に分割することも可能
です。

オンラインイベントや座
談会の様子とグラレコを
合わせて使用することで、
より分借りやすくその場
の雰囲気をつたえること
が可能です。



過去事例／サマンサタバサジャパンリミテッド様
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タイアップ グラレコ⇒ＬＰへ グラレコ⇒ＳＮＳへ

グラレコ⇒店頭ＰＯＰへ

ページの内容に合わせて、
1枚のグラレコを6枚に分
割するパターンでご参画い
ただいた事例です。

こちらの事例のように、写
真とグラレコを合わせて表
現することも可能です。

サマンサタバサ様の公式サ
イト内のLPに、グラレコ
をご活用いただいておりま
す。

グラレコをご活用した店頭
POPを作成いただき、販促
にお役立ていただいており
ます。



参考 その他グラレコ事例

貴社のご要望やイメージに合わせて、さまざまなテイスト・パターンのグラレコをご提案させていただきます。

サマンサタバサ様（グラレコ×写真）

学窓ラボ マーケティング部

学窓ラボ 座談会

就活ホンネ会議（グラレコ×模造紙）
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免責事項 / 注意事項について

【取引基準】 【著作権等の取り扱い】 【動作環境等に関する事項】　

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 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・ 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

取引については、いかなる場合においても行いません。 　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、 　動作環境等（UI）を変更する場合があります。

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 　当社または当社委託先に帰属します。 ２．参画企業は、Internet Explorer 11.0以上、

（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．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 　Firefox最新バージョン、Google Chrome最新バージョン、

（２）著しく不適切な商品・サービスを提供している相手方 　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、 　iOS：Safari for iOS7以上、

（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 　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、 　Android：標準ブラウザ for Android 4.2以上、

（４）経営難またはその可能性が高い相手方 　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 　以外のブラウザの場合等、広告閲覧者側の環境により、

（５）当社と係争中またはそのおそれがある相手方 　一切の責任を負うものとします。 　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、

（６）その他前各号に準ずる事情が認められる相手方 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 　予め承諾するものとします。

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 　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。

（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 【広告掲載に関する事項】

　抵触する政治・選挙に関する広告 【免責】 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、

（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 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 　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

（３）実態と異なる情報等が記載された広告 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、 　CTR等について保証しません。

（４）その他前各号に準ずる事情が認められる広告 当社は一切責任を負いません。 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

【広告事前審査】 【反社会的勢力の排除】 　場合があります。

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、 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 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

　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 　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 　開始できません。また、当社は、広告掲載中にリンク先に

　一切責任を負いません。 　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 　接続できない状態となった場合、事前の通知なく、

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。 　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。 　掲載を停止することがあります。

（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

【請求】 　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、 【モニター・サンプリング・アンケートに関する事項】

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 　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、 １．当社は、応募者数、条件に合致する当選者数、

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、 　または反社会的勢力であったこと アンケート回答数等について、保証しません。

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。 （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 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。

　反社会的勢力であったこと

【キャンセルポリシー】 （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 【イベントに関する事項】

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 　前二号のいずれかに該当すること 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

 （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。 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 　当選者数等について、保証しません。

　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、 　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 ２．参画企業は、イベント当日およびその後における、

　相当の費用を請求させていただく場合があります。 　ことができるものとします。 　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。

（１）広告掲載 （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、 　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

　① 掲載前日および当日：１００％ 　または当社の名誉・信用を毀損する行為を行うこと 　原因となって発生した苦情・紛争等に関して、

　② 掲載７日前から前々日まで：８０％ （２）偽計または威力を用いて当社の業務を妨害すること 　一切責任を負いません。

　③ 掲載１４日前から８日前まで：６０％ （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 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、

　④ 掲載２１日前から１５日前まで：４０％ （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 　　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。

（２）イベント開催 （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

　① 開催３０日前から当日まで：１００％ 　資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと 【イベントの開催中止、変更（開催当日含む）】

　② 開催４５日前から３１日前まで：８０％ （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 １．当社は、地震、台風等の天災地変、伝染性疫病、

　③ 開催６０日前から４６日前まで：６０％ 　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、

（３）紙媒体発行 【個人情報の取り扱い】 　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。

　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、 　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。

　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、 　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。

（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。 ２．当社は、開催規模、開催内容、参加者数等から予測し、

　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、 　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、

　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。 　イベントの開催を中止できるものとします。

　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、 　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。

　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。 　※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、

　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 　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。

（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 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

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 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

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。 第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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