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学生の窓口のご紹介



マイナビ学生の窓口について
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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、WEBメディア・SNS・イベントを通じた
「社会体験」プラットフォームです。

学生時代のさまざまな体験が、自分自身を創り、支え、
また違う世界に踏み出す勇気や自信を与えてくれるはずです。

はじめの一歩は、すごく怖いし大変。
でも、踏み出せば見える景色は間違いなく変わる。

私たちは、学生と共に歩き、ときに背中を押す存在でありたい。

マイナビ学生の窓口は、未来に続く勇気ある「一歩目」を全力で応援していきます。



マイナビ学生の窓口の特徴

大学生の入学から卒業までを徹底網羅し、WEBメディア・マガジン・イベントなどの様々なサービスを展開！

※１文部科学統計要覧（令和2年版）
※２マイナビ2021実績

確実な消費タイミングをおさえた
ソリューションの提供

✓ 大学生の３人に１人が見ているポータルサイトの保有

✓ 68万人(※1)が大学・短大に入学するタイミングを捉えた

メディア保有

✓ 就職活動生80万人(※2)を対象としたメディア保有

✓ 全国54万人(※1)の新社会人を対象としたメディア保有

✓ 宅配マガジン・WEB・SNS・イベントなどによるメディア
ミックスのプロモーションが可能

独自データに基づく豊富な知見から学生に響く
コンテンツをご提案

✓ 定期的な座談会やアンケート調査により年間延べ25万人以上
の調査データを取得。大学生の動きや時期によるマインド・
消費のタイミングを熟知。

✓ 約1,000の学生団体・サークル、約300人の学窓ラボ登録学
生との繋がりを活かしたクリエイティブやリアル施策が提
供。

✓ 約1,000社との取り組み実績とデータ蓄積から最適なソ
リューションをご提案。15年以上継続しているお取引も存
在。

✓ 効果検証（Pre/Post）、PDCA体制、専属チームでのバック
アップ体制

マガジン
＆DM

サンプ
リング

イベント
学内

メディア

SNS
定量/定性

調査

商品
開発

WEB

Point 1 Point 2
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仕事・将来 就活準備

新社会人準備

マイナビ学生の窓口WEB 媒体概要

対象 全国の大学1～４年生男女～社会人1年目男女

URL https://gakumado.mynavi.jp

PV 16,402,000PV ／月間 (2020年3月実績) 

UU 3,706,000UU ／月間 (2020年3月実績) 

デバイス SP:74％ PC/Tablet:26％

男女比 男性：51% 女性：49%

＝WEB SPECK＝

＝CATEGORY＝

入学・新生活

大学生活 学割・プレゼント

＝QR/URL＝

＝CATEGORY＝

https://gakumado.mynavi.jp/

マイナビ学生の窓口WEBは、「入学・新生活」「仕事・将来」「大学生活」といった切り口で
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。

大学生の3人に1人が利用する大学生向けポータルサイト
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マイナビ学生の窓口WEBのカテゴリ

大学生に必然性のある6カテゴリの情報を大学生目線で配信！

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！

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！

【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。

【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！

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！

大学生活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＆インタビュー多数。
大学生の一歩を踏み出すきっかけ届けるコンテンツを提供しています。
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恋愛特集とは
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Conceptあ

大学生の恋愛に“ほんの少しの勇気“を。

大学時代、様々な経験をする中で、「恋愛」は必要不可欠ではないものの、
人生に彩りを加えてくれる大事なエッセンスになる。
「恋愛したい」けれど人には言いづらかったり、一人で悩んでしまうといったセンシティブな要素も多いため、
大学生の恋愛に“ほんの少しの勇気“を与えられる本特集とすることで、
一人でも多くの学生の背中を押せればとリリースいたします。



恋愛特集｜展開コンテンツについて
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0201 様々なマインドの主人公が恋愛に前向きになっていく

恋愛コミックス

恋愛に対して、トラウマや悩みなどを持つ主人公が大学生活の中で様々な

人に出会い、学び、体験することで少しずつ恋愛っていいなと思えるよう

になるエピソードを展開。現役大学生から恋愛事情を伺ったアンケートを

もとにエピソードを制作しているため、共感を得られるとともに、インス

タで多くのフォロワーを持つ漫画家を起用しているため、注目度の高いコ

ンテンツとなります。

学生の恋の悩みに対して、恋愛コラム二ストが的確なアドバイスを展開。

また、気になる人にあのひとに良い印象をもってもらうためのコスメや

美容、印象をアップするファッション、宅トレなど、恋を成就させるた

めに自分を磨く方法を紹介し、一人でも多くの学生が前向きな恋愛がで

きるように応援致します。

恋愛コラム二ストが学生の恋の悩みを解決

恋のお悩み相談室



恋愛特集 ３つのメリット
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１

２

３

幅広い層が興味を持ちやすい恋愛を切り口に商品・サービス情報を届けることで、認知向上・利用促進に寄与します

✓ 現在恋をしている、これから恋をするなど恋愛に興味がある大学生に、【恋愛特集】で展開する記事をとどけます。
ターゲットが集まるプラットフォーム内で、プロモーションを展開できます。

✓ 自身の恋愛に近いシーンなどに関連付けて、商品やサービスを紹介することで、実際に活用してみようなど
行動を喚起することが可能です。

特集のコンセプトに沿ったプロモーションで、自然にターゲットにリーチできます

効果測定としてWEBアンケートを実施する事で、顧客へ育成するまでのPDCAが回せます

✓ 恋愛特集のコンセプトは、「大学生の恋愛に“ほんの少しの勇気“を。」です。「恋愛を応援する」という切り口とともに
貴社の情報に触れることにより、ポジティブな情報として受け取ってもらう環境を作る事で、自然なリーチに繋がります。

✓ 「恋愛特集」内でプロモーションを展開した後、そのプロモーションに接触したターゲットがどんな行動を起こしたか、
どんなマインドの変化が生じたかを調査する事ができます。

✓ 大学生は毎年入れ替わります。大学生の調査結果を分析する事で、毎年ターゲットに寄り添ったプロモーションを継続できます。
最適なプロモーションから、将来の顧客へとナーチャリングさせます。



メニュー一覧



WEBタイアップメニュー
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WEBタイアップは訴求内容や商材に合わせ、形式と展開手法をお選びいただけます。

編集タイアップ クリエイティブタイアップ

アンケートデータを取得・活用し、イラスト4点まで使用可能です。貴社
商品やサービスの魅力を分かりやすく訴求することが可能です。

シーン訴求などの展開に最適です。
※イラスト追加の場合別途費用となります。

学生や若手社会人を3名まで起用可能です。読者の身近な存在の方に、商
品・サービスを体験・紹介してもらうことで自分事化しやすくします。

サービス体験や座談会などの展開に最適です。
※起用人数の追加、文理/内定業界/性別等の指定がある場合別途費用となります。

デザイン・コンテンツのカスタマイズが可能
自由度が高いクリエイティブにより、貴社のブランドイメージに合わせて
オリジナルのデザインが可能です。貴社ニーズをマッチングさせた深いブ

ランディング訴求が可能です。

フォーマット型のタイアップ
読者が普段見慣れた記事にそったフォーマット展開となるため、

自然なリーチができ、且つ低コストで実施が可能です。

Choice① 形式

Choice② 展開手法

編集タイアップ クリエイティブタイアップ 編集タイアップ クリエイティブタイアップ

イラスト・アンケート型 取材・撮影型



編集タイアップ

定価
(実施料金)

￥1,200,000
制作費40万円を含む

期間 4週間

想定PV 7,500PV～8,500PV

実施内容

①タイアップページ１P制作・4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200件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

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。
•『イラスト・アンケート型』もしくは『取材・撮影型』からお選びいただけます。
•『イラスト・アンケート型』は、アンケート取得およびイラスト4点まで使用可能です。
•『取材・撮影型』は、学生アサイン3名まで（弊社内で撮影）起用可能です。
•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。詳細は営業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。詳細は営業担当にご相談下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•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。

人気 スマホ・PC適用スマホ PC

オリジナルフォーマットによるタイアップ展開により、自然な流れで理解を促すことができます。
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展開が可能です。
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学生の窓口 編集タイアップ（4週間掲載）

読後調査



編集タイアップ

定価
(実施料金)

￥1,700,000
制作費40万円を含む

期間 8週間

想定PV 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200件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

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。
•『イラスト・アンケート型』もしくは『取材・撮影型』からお選びいただけます。
•『イラスト・アンケート型』は、アンケート取得およびイラスト4点まで使用可能です。
•『取材・撮影型』は、学生アサイン3名まで（弊社内で撮影）起用可能です。
•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。詳細は営業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。詳細は営業担当にご相談下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•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。

人気 スマホ・PC適用

オリジナルフォーマットによるタイアップ展開により、自然な流れで理解を促すことができます。
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展開が可能です。
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学生の窓口 編集タイアップ（8週間掲載）

スマホ PC

読後調査



クリエイティブタイアップ

定価
(実施料金)

￥1,750,000-
制作費85万円を含む

期間 4週間

想定PV 7,500PV～8,500PV

実施内容

①タイアップページ１P制作・4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200件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

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41営業日前まで

4週間掲載延長定価 ￥550,000- （5,000～6,000PV）

注意事項

•金額に消費税は含まれておりません。
•『イラスト・アンケート型』もしくは『取材・撮影型』からお選びいただけます。
•『イラスト・アンケート型』は、アンケート取得およびイラスト4点まで使用可能です。
•『取材・撮影型』は、学生アサイン3名まで（弊社内で撮影）起用可能です。
•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。
•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。
•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。詳細は営業担当にご相談下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•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。

人気 スマホ・PC適用スマホ PC

自由度が高いクリエイティブにより、貴社のブランドイメージに合わせたオリジナルのデザインが可能です。
最新の大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人気メニューです。
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学生の窓口 クリエイティブタイアップ（4週間掲載）

読後調査



クリエイティブタイアップ

定価
(実施料金)

￥2,300,000-
制作費85万円を含む

期間 8週間

想定PV 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200件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

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41営業日前まで

4週間掲載延長定価 ￥550,000- （5,000～6,000PV）

注意事項

•金額に消費税は含まれておりません。
•『イラスト・アンケート型』もしくは『取材・撮影型』からお選びいただけます。
•『イラスト・アンケート型』は、アンケート取得およびイラスト4点まで使用可能です。
•『取材・撮影型』は、学生アサイン3名まで（弊社内で撮影）起用可能です。
•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。
•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。
•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。詳細は営業担当にご相談下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•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。

人気 スマホ・PC適用スマホ PC

自由度が高いクリエイティブにより、貴社のブランドイメージに合わせたオリジナルのデザインが可能です。
最新の大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人気メニューです。

Copyright Mynavi Corporation 17

学生の窓口 クリエイティブタイアップ（8週間掲載）

読後調査



※金額に消費税は含まれておりません。※価格はすべてネットとなります。

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
（ネット）

※ 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、または2時間超え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
（ネット）

※ 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、または2時間超え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～
（ネット）

※ 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～
（ネット）

※ 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図ります。

別途お見積り ※ 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～
（ネット）

※ 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5万円を頂

戴いたします。

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～
（ネット）

※ モニター募集・事後アンページ制作
※ 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。

別途お見積り ※ 動画の再生時間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。

タイアップオプション価格一覧
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※2021年3月31日（水）までのお申し込みが対象となります。

期間限定特別プラン

19

期間限定 恋愛特集 PV増加パッケージ企画の

誘導を強化してPV単価を下げつつ、事後調査アンケートもセットにした期間限定の特別プランです。

▼60,000PV保証プラン＜PV単価＠83.3円～＞

▼35,000PV保証プラン＜PV単価＠85.7円～＞

▼22,000PV保証プラン＜PV単価＠90.9円～＞

メニュー詳細 掲載期間 特別価格

・タイアップページ制作
・サイト内各種誘導枠

・読後アンケート（募集ページ制作・単純集計）

取得件数：約200件
設問数：5問 (1)認知 (2)商品理解 (3)～(5)自由設定

8週間 ¥5,000,000 (G)
掲載・制作・アンケート込み

メニュー詳細 掲載期間 特別価格

・タイアップページ制作
・サイト内各種誘導枠

・読後アンケート（募集ページ制作・単純集計）

取得件数：約200件
設問数：5問 (1)認知 (2)商品理解 (3)～(5)自由設定

8週間

メニュー詳細 掲載期間 特別価格

・タイアップページ制作
・サイト内各種誘導枠

・読後アンケート（募集ページ制作・単純集計）

取得件数：約200件
設問数：5問 (1)認知 (2)商品理解 (3)～(5)自由設定

8週間

¥3,000,000 (G)
掲載・制作・アンケート込み

¥2,000,000 (G)
掲載・制作・アンケート込み



タイアップと組み合わせるお勧めブーストメニュー
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メニュー
Twitter

プロモツイート
学生の窓口

リターゲティング
Instagram

広告
LINE 広告 TikTok広告 popIn

特徴

サイト誘導を図るため
の、Twitter広告。
ユーザーのタイムライ
ン上に「マイナビ学生
の窓口」のアカウトに
て広告を表示させ、掲
載中のWEBタイアッ
プへ効率よく誘導が可
能です。

「マイナビ学生の窓口」
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。
一度サイトに訪れたユー
ザーに広告を配信するた
め、若年層へ継続的な商
品・サービスの認知活動
ができます。

利用ユーザーが急増し
ているInstagram。ビ
ジュアル訴求に最適な
メニューです。
Instagram登録会員の
データを使った配信と
「マイナビ学生の窓
口」に訪問したユー
ザーへ、リターゲティ
ング広告配信する2つ
の配信方法から選択で
きます。

若年層の利用率が最も
高いSNSであり、他の
SNSでリーチできない
層にもアプローチが可
能です。コミュニケー
ションツールとして利
用されるLINE上の様々
な配信面を活用するこ
とで、接触ポイントを
増やすことが可能です。

10代～20代の利用が
急増しているTikTok
を活用した動画広告で
す。広告視聴を強制さ
れないため広告を含め
て自然に受け入れられ
やすくポジティブな行
動が生まれやすいこと
が特徴です。

ユーザーにあったおす
すめ記事として広告を
表示し、タイアップへ
誘導いたします。ユー
ザーが読んでいる記事
に関連しているコンテ
ンツとして表示される
ため、タイアップとの
相性が良く、読者の
ニーズに応える広告配
信が可能です。

セグメン
ト

アカウント、キーワー
ド、
興味関心、都道府県、
性別、年齢

性別、都道府県、興味関
心

など

エリア、年齢、性別
興味関心

エリア、年齢、性別
年齢、性別、エリア、
興味関心、キャリア

性別、コンテンツマッ
チ

想定Click 2,100CL 4,000CL 2,143CL 3,750CL 6,286CL 5,000CL

想定CPC ¥160～ ¥60～ ￥140～ ￥80～ ¥70～ ¥65～

最低
出稿金額

¥350,000
(ネット)～

¥240,000
(ネット)～

¥300,000
(ネット)～

¥300,000
(ネット)～

¥440,000
(ネット)～

¥325,000
(ネット)～

マイナビ学生の窓口では、各種ブーストメニューをご用意しております。
タイアップの内容に合わせ、適切なメニューをご提案させていただきます。



ブーストメニュー｜クリエイティブ制作
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タイアップメニューとブーストメニュー同時お申し込みで2点制作費無料！
長年の編集部のノウハウを活用したクリエイティブを制作・ABテスト運用いたします。

誘導用の広告画像と遷移先の内容に乖離がある場合、離脱が非常に多くなる可能性があります。
マイナビ学生の窓口では、若年層にささりやすいクリエイティブを作成することが可能です。
また、ABテストを実施することで広告効果を最大化する運用を行います。
※単体実施の場合にも、貴社サイト内の画像を提供いただき、弊社で加工・加筆し制作することを推奨しております。

インフィード広告クリエイティブ例

▼インスタマガジンイメージ

Stories広告クリエイティブ例

複数の画像を組み合わせ雑誌風にクリエイティ
ブを展開する『Instagramマガジン』という手
法も好評です。※詳細は別紙をご覧下さい。

制作費
無料



ブーストメニュー｜Twitterプロモツイート
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マイナビアカウントで配信効果の高いクリエイティブ制作
および運用

課題解決に最適な
ターゲット・キーワード提出

プロモツイート広告のメリット

ユーザーの反応が上がるようなバナー

のクリエイティブを複数作成いたします。

また、配信後もABテストを繰り返し、よ

り効率が良い配信方法で運用させていた

だきます。

商材と関連性の高いアカウントを多くフォ

ローしている、又投稿しているユーザーに

広告を表示させることができるため、効率

よくタイアップへ誘導ができます。課題解

決に最適なターゲティング・キーワードの

ご提案をいたします。

同じ商材の訴求でも、自社アカウントでは

なく、第三者の「マイナビ学生の窓口」ア

カウントから広告を配信することで、ター

ゲットに自然に受け入れられるため、ク

リック率、クリック単価共に好反応が見込

めます。

送客

Twitterホーム

SNSの中で情報収集ツールとして最も利用されているTwitterを活用した広告です。

サイト誘導を図るためのTwitter広告。ターゲットユーザーのタイムライン上に「マイナビ学生の窓口」
のアカウントにて広告を表示させ、掲載中のタイアップへ誘導を行います。

貴社HP
送客

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイアップ
ページ

学生の窓口
アカウント

貴社
プロモツイート



ブーストメニュー｜プロモツイート料金表
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想定imp 想定Click 想定CPC 想定配信期間 金額

1,500,000imp 4,000 ￥163 4週間 ￥ 650,000(ネット）

2,400,000imp 6,200 ￥161 4週間~8週間 ￥1,000,000(ネット）

3,000,000imp 7,500 ￥160 4週間~8週間 ￥1,200,000(ネット）

※ 金額に消費税は含まれておりません。
※ ネット価格となります。
※ 上記以外の価格でご参画も可能ですが最低出稿金額は35万円となります。詳細は営業担当にご相談下さい。

配信時期や商材に応じて、上記シミュレーションは変動いたします。
※ 想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※ WEBタイアップの詳細は別紙をご確認下さい。
※ プロモツイートのみのご参画はいただけません。タイアップのオプションメニューとなります。

お申し込み締切

お申し込み締切：配信開始希望日の10営業日前
入稿締切：配信開始希望日の7営業日前



ブーストメニュー｜リターゲティング
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タイアップと組み合わせで
より高い広告効果若年層への効率的なアプローチ 明確なターゲット設定が可能

リターゲティング広告のメリット

「学生の窓口」に訪れたユーザーと、ター

ゲット属性の方に向けてディスプレイ広告

を配信するため、効率的な商品・サービス

の認知活動ができます。

サイトに訪れたユーザーの中で、商品の

ターゲットに応じて男性 or 女性のみにリー

チすることが可能です。さらに、都道府県

などのセグメントを追加することも可能な

のでより広告効果を高めることができます。

ターゲットユーザーの興味を引く広告を継続

的に配信することで、ニーズを継続的に刺激

でき、より高いコンバージョンへと繋げてい

きます。さらに弊社タイアップ掲載と組み合

わせで、より深い訴求が見込めます。

学生の窓口WEB

離脱

再訪 送客

「学生の窓口」
訪問ユーザー

DSP

※CPC課金

タイアップ記事

貴社HP

送客

OR
貴社

タイアップ
ページ

貴社HP

マイナビ学生の窓口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。

マイナビ学生の窓口に訪問したユーザーを貴社タイアップページや貴社HPへ送客することが可能です。
若年層へ継続的な商品・サービスの認知活動ができます。※拡張配信含む



ブーストメニュー｜リターゲティング料金表
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※すべてネット金額です。
※金額に消費税は含まれていません。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※タイアップページにつきましては、別途費用がかかります。詳細はWEBタイアップ概要ページをご確認下さい。

※「都道府県別」などセグメントする場合は、営業担当までお問合せ下さい。
※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。

想定imp 想定Click 想定CPC

500,000imp 4,000 ￥60

1,000,000imp 8,000 ￥60

1,500,000imp 12,000 ￥60

2,000,000imp 16,000 ￥60

金額 入稿規定

￥240,000(ネット）
※タイアップとセットの場合、最低出稿金額

◆サイズ／容量／形式
・300×250px
・150KB以内（gif/jpg）
・同時掲載本数は2～4本
・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
300～600万impプラン：2本
900～1200万impプラン：4本

※上記以上のバナーの制作は別途費用
（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。

￥480,000(ネット）
※リタゲ単体の場合、最低出稿金額

￥720,000(ネット）

￥960,000（ネット）

参考値 実施料金

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



Instagram Stories広告

ブーストメニュー｜インスタグラム広告
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最適化された動画サイズ注目度が高い配信面 ビジュアル訴求に最適

インスタグラム広告のメリット

通常の投稿と投稿の間に表示されるため、自

然な流れで閲覧をしてもらえます。

クリエイティブに特化した形式のため、ビ

ジュアル重視の訴求に最適です。

スマートフォンに最適化された広告

配信が可能です。

SNSの中でも利用ユーザーが増えているInstagramを活用した運用型広告です。

InstagramのフィードやStories上に広告配信が可能です。 Instagramユーザーへの配信と「マイナビ学生の窓口」
に訪問したユーザーへ、リターゲティング広告配信する2つの配信方法から選択できます。

※1：直接貴社HPへ誘導する場合はドメイン認証が必要となります。
方法は営業担当にお問い合わせ下さい。
マイナビアカウントを使用することができかねますことご留意下さい。

Instagram フィード広告は、フィード上に表示さ
れる広告枠です。

Instagram
ホーム

広告を表示

Instagram Stories広告は、Instagramフィード上部に誘導枠が表示
され、全画面で動画または静止画を表示することができる広告です。

Instagram
ホーム

Instagram
Stories

貴社HP
※1

貴社
HP

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイアップ
ページ

送客

送客

貴社HP
※1

貴社
HP

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイアップ
ページ

送客

送客

Instagramフィード広告

送客送客

オススメ



ブーストメニュー｜インスタグラム広告料金表
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※最低出稿金額は￥300,000～となります。
※すべてネット金額です。
※金額に消費税は含まれていません。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※上記シミュレーション数値はストーリーズ配信の場合の数値となります。フィード広告をご希望の場合はお問い合わせ下さい。
※タイアップページにつきましては、別途費用がかかります。詳細はWEBタイアップ概要ページをご確認下さい。

※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。

想定imp 想定Click 想定CPC

612,245imp 2,143 ￥140

1,020,408imp 3,571 ￥140

2,040,816imp 7,143 ￥140

金額 入稿規定

￥300,000(ネット）

◆ストーリーズ

◆動画サイズ／容量／形式
・1080×1920※推奨
・動画-4GB以下（mp4/mov）
※メイン画像内のテキストエリアは20％
※アスペクト比: 9:16
※動画再生時間：15秒以内

◆画像サイズ／容量／形式
・1080×1920※推奨
・画像-30MB以下（JPG/PNG）
※画像にテキストをつける場合は半角30文字以内
※アスペクト比: 9:16

◆フィード

◆動画サイズ／容量／形式
・1080×1080※推奨
・動画-4GB以下（mp4/mov）
※アスペクト比: 縦型4:5
※動画再生時間：１動画、120秒以内

◆画像サイズ／容量／形式
・1080×1080※推奨
・画像-30MB以下（JPG/PNG）
※アスペクト比:正方形1:1

※貴社HPへ直接誘導の場合はドメイン認証必須
※その他、推奨サイズ以外での実施も可能です。
営業担当までご相談下さい。

￥500,000 (ネット）

￥1,000,000 (ネット）

参考値 実施料金

お申し込み締切

お申し込み締切：配信開始希望日の10営業日前
入稿締切：配信開始希望日の7営業日前



ブーストメニュー｜LINE広告
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若年層が利用するSNSで最も利用率が高く、他のSNSでリーチできない層にもアプローチ可能です。

コミュニケーションツールとして利用されるLINE上の様々な配信面を活用することで、日常生活の中で貴社商品・サービス
と接触ポイントを増やすことが可能です。

LINE広告のメリット

LINE
タイムライン

LINE
NEWS

Smart
Channel

LINEマンガ LINE BLOG LINEポイント

※配信面は上記の他、LINEショッピング・LINEウォレット（2020年7月～）が含まれます。

貴社
HP

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイアップ
ページ

マイナビアカウントで配信豊富な配信面 他のSNSでリーチできない層へも
アプロ―チ可能

LINEで最も利用率の高いトークリストの上

部に広告が配信できるSmart Channel面な

ど、日常の中での接触を増やすことが可能

です。

TwitterやInstagramを利用していない一定

層に対してもダイレクトにリーチすること

が可能です。

同じ商材の訴求でも、自社アカウントでは

なく、第三者の「学生の窓口」アカウント

から広告を配信することで、ターゲットに

自然に受け入れられるため好反応が見込め

ます。

送客

※遷移先は、学生の窓口メディア内のみとなります
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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

※審査が長引いた場合、配信日が変動する場合がございますこと予めご留意下さい。

想定imp 想定Click 想定CPC

937,500imp 3,750 ￥80

1,470,588imp 5,882 ￥85

2,777,778imp 11,111 ￥90

金額 入稿規定

¥300,000(ネット）

◆静止画サイズ／容量／形式
・1200×628/1080×1080
・5MB以内（JPG/PNG）
※メイン画像内のテキストエリアは20％
※配信面LINEウォレットは静止画（1080×1080）

の配信不可

◆動画サイズ／容量／形式
・16:9/1:1
・100MB以内（mp4）
※配信面Smart Channelは動画配信不可
※配信面LINEウォレットは動画（１：１）の

配信不可
【動画】H.264
メイン/ハイプロファイル推奨、正方画素、
固定フレームレート プログレッシブスキャン
【音声】AAC、128kbps以上推奨、モノラルまたはステレオ
【フレームレート】最大30fps
【アスペクト比】

16：9
（width：240px以上1920px以下 height：135px以上1080px以下）

1：1
（width：600px以上1280px以下 height：600px以上1280px以下）

【解像度】最大1080p(広告配信時は最大720p)
【ビットレート】最大8Mbps
【動画再生時間】最大120秒(最低5秒以上）

※「静止画」はCPC課金、「動画」はCPM課金

￥500,000 (ネット）

￥1,000,000 (ネット）

参考値 実施料金

※すべてネット金額です。
※金額に消費税は含まれていません。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※上記シミュレーション数値は20～29歳セグメントとなっております。
※タイアップページにつきましては、別途費用がかかります。詳細はWEBタイアップ概要ページをご確認下さい。

※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。
※LINE広告のみのご参画はいただけません。タイアップのオプションメニューとなります。
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TikTok広告のメリット

マイナビアカウントで配信ユーザーファーストな視聴環境

他SNSと比較して、フルスクリーン＆サウ

ンドONでの視聴ユーザーが多く、自分の

ペースでスワイプが可能なため、広告視聴

が強制されず、視聴時間・エンゲージメン

ト共に大きく伸長し続けています。

ユーザーファーストの視聴環境により、広

告も自然に受け入れられやすく、ポジティ

ブな行動や反応（ブランド認知リフト率

79％、購入意向リフト率61％の実績有り）

が期待できます。※TikTok 2020年4月データより

同じ商材の訴求でも、自社アカウントでは

なく、第三者の「学生の窓口」アカウント

から広告を配信することで、ターゲットに

自然に受け入れられるため好反応が見込め

ます。

送客

TikTok
インフィード

送客

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイアップ
ページ

現在10代～20代の利用が急増しているTikTokを活用した広告です。

ネイティブな動画広告で、多くのユーザーとの接点をつくります。ユーザーはリラックスタイムとしてTikTokを利用しております。
他SNSと異なり広告視聴を強制されないため広告を含めて自然に受け入れられやすく、高い態度変容が生まれやすいことが特徴です。

①

②

④

以下の中で①②④のいずれかをタップも
しくはスクリーンを左にスライドするこ
とでLPへ遷移します。

① プロフィールアイコン
② ニックネーム（＠ブランド名）
③ クリエイティブタイトル
④アクションテキスト

態度変容が生まれやすい

※CPC/CPM/CPV課金
課金形態をお選びいただけます 貴社HP

送客

貴社HP

※直接誘導の場合事前審査が必要です。

③
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貴社動画素材を活用しTikTok広告の運用をいたします。

《WEBタイアップセットプラン》

動画制作
広告運用プラン

想定imp 想定Click 想定CPC 金額

839,286imp 6,714 ¥70
￥550,000‐(ネット)

(動画制作費¥80,000‐/配信費470,000)

1,642,857imp 13,143 ¥70
￥1,000,000‐(ネット)

(動画制作費¥80,000‐/配信費920,000)

2,535,714imp 20,286 ¥70
¥1,500,000-（ネット）

(動画制作費¥80,000‐/配信費1,420,000)

※WEBタイアップセットプランは広告運用とセットでのみ発注が可能です。
※上記は概算お見積もりです。
※動画仕様はサイズ：9:16縦型／容量：≤500MB／動画秒数：5-20秒程度となります。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。上記はCPC課金の場合の参考値です。
※CPC/CPM/CPV課金から課金形態をお選びいただけます。
※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。
※本メニューはリターゲティング配信を適用することができません。

参考値

お申し込み締切

配信開始希望日の18営業日前

WEBタイアップの素材を活用し、弊社で静止画をスライドショーもしくはアニメーションをつけた動画を制作し
TikTok広告の運用をいたします。

広告運用プラン

想定imp 想定Click 想定CPC

785,714imp 6,286 ￥70

1,160,714imp 9,286 ￥70

1,785,714imp 14,286 ￥70

金額 入稿規定

￥440,000(ネット）

動画仕様：9:16縦型/
16:9横型/1:1正方形

容量：≤500MB
動画秒数：5-60秒

￥650,000 (ネット）

￥1,000,000 (ネット）

実施料金参考値

※最低出稿金額は￥440,000～となります。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。上記はCPC課金の場合の参考値です。
※CPC/CPM/CPV課金から課金形態をお選びいただけます
※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。
※本メニューはリターゲティング配信を適用することができません。

実施料金

お申し込み・入稿締切

配信開始希望日の5営業日前
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レコメンド型ブロードリーチ

金額 ￥325,000（ネット）

想定IMP 1,666,667

想定Click 5,000

想定CPC 65

課金方式 クリック課金（入札制）

お申し込み締切 掲載開始日の10営業日前

入稿締切 掲載開始日の4営業日前

入稿規定

1. リンク先ページのURL
2. 広告主名
3. タイトル原稿（40文字以内）

4. 画像（600×600px以上/150KB以内/JPEG,GIF,PNG/アニメ―ション不可）
※画像内のテキスト挿入は不可、外枠の罫線は不可です。
※機種依存文字は使用不可です。

ターゲティング
条件

⚫ デバイス：モバイル/PC
⚫ 性別：男性/女性
⚫ コンテキスト：エンタメ/恋愛結婚/ビューティ・ファッション/経済・マネー/旅

行・グルメ/ヘルスケア/スポーツ/住まい・ライフスタイル/政治・社会/ガジェッ
ト・車/ビジネス

【PR】貴社名/マイナビ学生の窓口
などの表記が入ります

タイトル画像
学生の窓口

貴社タイアップ
ページ

関連記事
として表示

学生の窓口
タイアップ記事

popIn
提携メディア

送客

自然な流れでの誘導が可能 ホワイトリスト管理による
ブランド毀損の防止

popIn広告のメリット

サイト内コンテンツ「あなたにおすすめ記事」と同じデザインで掲

載するため、ユーザーの目にとまりやすく、自然な流れで記事に誘

導することが可能であるため、能動的な情報獲得を期待できます。

ブランド毀損リスクを回避するため、配信するメディアのリス

トを管理いたします。さらにネガティブな記事には配信しない

などの調整が可能です。

※上記は最低出稿金額／ネット料金となります。※金額に消費税は含まれておりません。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※レポートは、広告表示回数、クリック数、クリック率をご提出いたします。
※媒体毎のレポートを開示することはできません。
※セグメントの内容によっては別途お見積りとなります。詳細は営業担当にご相談下さい。

コンテンツマッチで効率的に誘導が可能な国内最大規模のネイティブアドネットワークです可能です。

大手出版社・通信社など優良メディアをネットワーク化し、「あなたにおすすめの記事」でレコメンドします。広告枠は、各メディア
の記事下に設置されるレコメンドウィッジ内（関連記事など）に、サイト内コンテンツと同じデザインで掲載いたします。そのため、
ユーザーの目にとまりやすく、自然な流れで記事に誘導することが可能です。※すべての広告枠にPRマークを表示



【キャンセルポリシー】
・お申し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。

・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％

・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％

・紙媒体発行
① 発行30日前から当日まで:100％② 発行60日前から31日前まで:60％

・就職イベントブース出展
① 開催初日から起算して91日以前まで:10％
② 開催初日から起算して90日前から61日前まで:20％
③ 開催初日から起算して60日前から31日前まで:40％
④ 開催初日から起算して30日前から15日前まで:60％
⑤ 開催初日から起算して14日前から開催初日まで:100％

・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％
・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％
・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)については、
参画料金の返金・精算は一切いたしません。またキャンセルについてはお申込者からの
解約・取り消しの意思表示が弊社に到達した時点をもって区別します。
※お申し込みの解約・取り消しが土日祝日の場合翌営業日の日時となります。

【イベントの開催中止、変更（開催当日含む）】
・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。
・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。

【免責】
・停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インフラその他サーバー等の
システム不具合、緊急メンテナンスの発生など弊社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載
契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、弊社はその責を問われないものとし、
当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。
・広告掲載初日及び広告内容の変更日の午前0時から午前12時までの間は広告掲載試験時間とし、
当該試験時間内の不具合について、弊社は免責されるものとします。広告掲載および変更日は営業
日とし、休日および祭日の対応はできかねます。
・リンク先URLに接続できない場合には掲載を開始できかねます。また、掲載中にリンク先URLに
接続できない状態になった際には掲載を停止することがあります。
・あらかじめ掲載される内容はチェックさせていただきますが、本広告のご利用における事故・ト
ラブルに関して、弊社では一切の責任を負いかねます。
・競合排除は致しません。

【動作環境等に関する事項】
・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。
・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 iOS12以上、Android：Google Chrome(最新版) for Android 7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。

【企画内容について】

・期間保証型の広告メニューは露出回数を保証するものではございません。またimp保証型純広告

以外に関して、提示する数値は平均値であり、PV数やCTR等を保証するものではございません。

・お見積書に記載されていない内容（ロケ/モデル使用/専門家アサイン/イラスト/バナー制作等）

については、別途費用が発生いたします。

・タイアップコンテンツ（テキスト/画像/アンケートデータ等）を二次利用される場合は、いかな

る場合も別途費用が発生いたします。

・公開日以降の修正・追加・削除は別途費用が発生いたします。

【企画全般について】

・お申し込みいただいた内容を事例として紹介させていただく場合がございます。

・バナーやメール等の広告クリエイティブ内に「ナンバー1」「世界初」「当社だけ」などの最大

級・絶対的表現を使用する際は、表示の根拠となる出典もしくは調査機関名を当該クリエイティ

ブ・ランディングページへ明記下さい。

・掲載のお申し込み方法ついては、必要事項を記入したお申込書を弊社営業担当にお渡し下さい。

確認後、弊社営業担当者から当お申し込みに関して、受領の連絡をいたします。この受領の連絡を

もって、広告掲載のお申し込み完了といたします。受領の連絡がない場合は、お申し込みは未完了

といたします。また、お申込者が受領の連絡を受けた時から、お申込者は本免責事項の全ての内容

を承諾したものとみなします。

免責事項 / 注意事項について
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ご紹介は以上となります。

最後まで資料をご覧いただき、ありがとうございました。

ご興味やご質問等ございましたら

お気軽に下記にご連絡をいただけますと幸いです。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

株式会社マイナビ 学生の窓口事業部
セールス&マーケティング部

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル
Mail: gakumado-ps@mynavi.jp


