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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

Copyright Mynavi Corporation 6



中学受験を成功に導く情報サイト

中学受験ナビは、中学受験を検討する保護者の方のた
めの情報サイトです。中学受験の基本情報から、塾選
び、学校選びに至るまで、受験を成功に導くための情
報をご提供しています。

Media

中学受験ナビ

Media

とりぐら

メディアデータ

対象 中学受験を検討しているお子さんを持つ保護者

URL https://katekyo.mynavi.jp/juken/

PV 545,713PV ／月間 (2021年5月実績) 

UU 365,385UU ／月間 (2021年5月実績) 

デバイス SP:66.0％ PC/Tablet:34.0％

男女比 男性：56.1% 女性：43.9%

対象 18-29歳の一人暮らし女性

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

PV 353,415PV ／月間 (2021年3月実績) 

UU 319,898UU ／月間 (2021年3月実績) 

デバイス SP:83.0％ PC/Tablet:17.0％

男女比 男性：10.0% 女性：90.0%

とりぐらInstagram（フォロワー：2.8万人）：
https://www.instagram.com/torigurajp/

若年層の一人暮らしメディア

とりぐらは、若年層の一人暮らしメディアです。一人
暮らしを楽しみたい大学生の毎日をサポートするお役
立ち情報から、理想の暮らしに近づくヒントをご提供
しています。

その他ターゲットメディア

その他にも「一人暮らしを検討している若年層」「中学受験を検討している小学生のお子さんを持つ保護者」をターゲットにした
下記2メディアもご案内可能です。
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若年層市場を狙うメリット

進学生約68万人※1

を捉える
就活生約80万人※2

詳細データを保有

新生活約36万人※3

詳細データを保有
全国の大学生・短大生約300万人※1

の行動を把握

大学生活 社会人生活高校生活

資格
取得

勉強

免許

飲み会
旅行

課外
活動

恋愛

結婚

仕事

恋愛

大学受験 入学 就職活動 入社

オ
ン
タ
イ
ム

オ
フ
タ
イ
ム

キャリア

転職

妊娠
出産

子育て
家事

勉強

部活
趣味 バイト

サークル
部活

競合他社がアプローチできていない若年層にいち早くリーチすることで、
長期にわたってリピート購入が期待できるエントリー層を効率的に獲得できます。

貴社商品・サービスのLTV（ライフタイムバリュー）向上に貢献し、その後のプロモーション効果を最大化します。

※1 文部科学統計要覧（令和2年版）
※2 マイナビ2022就職サイト会員実績
※3 フレッシャーズ会員実績 2021卒

ライフスタイル転換期や学生ならではのイベントに合わせて効率よくリーチ

若年層には「入試」「入学」「就活」「入社」などの人生の一大イベントや「長期休み」「進級」「学園祭」「試験」などの
大学生ならではのイベントがあり、この時期の若年層は、時期によるマインドが明確であり、非常に捉えやすいという特徴があります。
また、ライフイベントに合わせて、自ら積極的に情報収集を行い、ブランドスイッチや今までになかった購買行動を喚起しやすく、
消費が活発になります。

Copyright Mynavi Corporation 8



■単独マガジン

マイナビ学生の窓口マガジン（大学入学を控えた高校生とその保護者向け）

マイナビ学生の窓口マガジン 新社会人号：春から入社する学生向け（大学3年生や院1年生など）

■連合型マガジン

インターンシップ＆就活準備号（就活を控えた大学3年生・院1年生向け）

■イベント

マイナビ就職EXPO

■DM

高校生DM・19歳DM・フレッシャーズDM・社会人1年目DM・研究室DM

マイナビ学生の窓口 ブランドネットワーク

サンプ
リング

オンライン
イベント

学内
メディア

SNS
インフルエンサー

定量・定性
調査

商品
開発

若年層への圧倒的なリーチを誇るマイナビのネットワーク

マイナビグループのネットワークとナレッジを最大限に活用、WEBとリアルの両側からワンストップで若年層へアプローチできる
メニューをご用意、訴求したい商品やサービスに合わせて、認知から刈り取りまで一気通貫でマーケティング支援をさせていただきます。

■マイナビ学生の窓口

■就活スタイル・マイナビ2023

■フレッシャーズ

■とりぐら

■中学受験ナビ

最大32万部 最大125万通最大17万部

DM

試供品

マガジン

最大25万部

WEB
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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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サイトコンテンツ 特集企画

コロナ禍の激動の時代。国の施策を
いち早く伝え、学生たちに自ら未来を
切り開く選択肢を与えていきます。

官公庁・自治体他

新・社会の窓口官公庁特集
学校では教えてくれない
「お金の授業」特集

大人になって「知っておけば
よかった」では遅い、お金の

リテラシーを手ほどきしています。

金融業界

大学生の冒険（たび）応援特集

一歩動けば見える世界が変わる！
「はじめてのこと」や「かけがえの

ない仲間」との出会い方を指南します。

旅行業界・エンタメ業界他

学生生活に欠かせないPC。
充実のPCライフを手に入れてもらう

ための情報を集めています。

PC・周辺機器
IT・ソフトウェア業界 他

新生活PC特集

恋愛はいつの時代も難しいもの。
そんな学生に処方箋を提示しています。

化粧品・消費財・食品業界他

大学生の恋愛特集

世の中を変える技術として注目「5G」
…どんな風に社会は変わっていくの？

未来を一緒に考えます。

５G特集

5G・IoT関連業界他

“with コロナ・afterコロナ”の時代を
たくましく、楽しく生きるための

情報や術をお伝えします。

今とこれからを
生き抜くためのスキル特集

資格スクール・金融業界他

SDGsに取り組む企業
官公庁・自治体他

大学生と考えるSDGs特集

最近何かと話題の
「SDGs」について大学生と一緒に考え、

ひも解いています。

お勧め業界 お勧め業界 お勧め業界 お勧め業界

お勧め業界 お勧め業界 お勧め業界 お勧め業界

若年層に関心の高いジャンルやテーマで多数の特集企画を展開

特集・連載は記事広告タイアップで活用することが可能です。
※連載企画の内容変更や終了に関しましては営業にお問い合わせくださいませ。
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TOPIX
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【7-10月】若年層のイベントとインサイト

夏休みを「快適」+「安心・安全」+「有意義」に過ごす

イ
ベ
ン
ト

イ
ン
サ
イ
ト
と
お
す
す
め
企
画

7月 8月 9月 10月

1・2年生 3年生 4年生 若手社会人

世
間
の
動
き

夏休み商戦 夏の防災・防犯

夏のインターンシップ 新学期資格・留学・習い事

夏ボーナス商戦 暑さ対策と夏の健康・美容

アルバイト

インターンシップに向けて、準備しなきゃ

今後のキャリアについても考えないと…

コロナ禍で安心安全・節約志向のため、人混みを避け自宅・近所で過ごしたい

新生活準備は何をすればいいんだろう…

夏のボーナスをどう使おう…貯金もしなきゃ

もっと勉強したい

スキル特集

大学生の社会見学

フレッシャーズDM／社会人1年目DM

アルバイトしたい

✓ 夏のレジャーシーズンが到来し、旅行や帰省、アウトドアなどレジャー関連に期待する一方で、安心安全志向は依然として根強く、
休暇中は自宅で「快適」「安心・安全」に過ごすという傾向が高くなっている。

✓ オンライン学習や読書、資格取得など自己研鑽に励んだり、ゲーム・映画・ドラマ鑑賞などの趣味にいそしむなど、
おうち時間を有意義に過ごす。

✓ 若手社会人は、ボーナス時期となり、ボーナスの使い方、預貯金や金融商品の購入など、お金の使い方に対するマインドも高まる。

定期考査

筆記試験・面接・内々定

夏休み

内定式

サマーインターンシップ

学園祭

自己分析（興味・能力・価値観の整理）

仕事研究（業界・企業・職種の研究

ボーナス
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【TOPIX】大学生の社会見学

企業の裏側にある仕事のやりがいや面白さを発見する「大学生の社会見学」

3つのポイント

特集URL
https://gakumado.mynavi.jp/gmd/tags/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9

F%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%A6%8B%E5%AD%A6

掲載期間 4週間掲載・8週間掲載・12週間掲載

申込〆切 掲載の45営業日前

金額等
編集タイアップ（4週間掲載）の場合

120万円～

企業と就活生からの圧倒的な支持を受ける

マイナビならではのノウハウを活かした企画展開
01.

就職活動が始まる前から情報感度の高い学生に

リーチ・早期囲い込みができる
02.

ヒートマップ形式でユーザーのリアルな反応を可視化、

今後の広告効果の最大化を図る
03.

通常では知ることができない企業の裏側に潜入し、そこで働くやりがいや面白さなどを発見するコンテンツを発信しております。
「マイナビ学生の窓口」では、就活情報サイトでは展開できない現役大学生のリアルな目線で企業の情報発信が可能で、
大学生に向けて、就職活動が始まる前から貴社の商品・サービスの良さ、貴社の技術、働きがい等の企業情報をアピールすることで、
情報感度の高い学生にリーチ・早期囲い込みすることができます。

※詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。
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【TOPIX】今とこれからを生き抜くためのスキル特集

今とこれからを生き抜くためのスキル特集 #Stay Safe , and Survive

3つのポイント

特集URL https://gakumado.mynavi.jp/contents/m/articles/gmd/_ft_money#1st

掲載期間 4週間掲載・8週間掲載・12週間掲載

申込〆切 掲載の45営業日前

金額等
編集タイアップ（4週間掲載）の場合

120万円～

特集のコンセプトに沿ったプロモーションで、

広告感のない、より自然なカタチでの訴求が可能
01.

ユーザーが望むタイミングにアプローチが可能で、

自ら情報収集している若年層に行動のきっかけを作る
02.

ヒートマップ形式でユーザーのリアルな反応を可視化、

今後の広告効果の最大化を図る
03.

新型コロナウイルス感染拡大により、私たちの生活や働き方は大きく変わりました。
この特集では、変化の多い今の時代をたくましく、そして楽しく生きるための情報や術をお伝えしていきます。
将来のために何かを始めたいと考えている若年層の新しい一歩を踏み出すきっかけを作ります。

※詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。

Copyright Mynavi Corporation 17

https://gakumado.mynavi.jp/contents/m/articles/gmd/_ft_money#1st


【TOPIX】フレッシャーズDM／社会人1年目DM

コロナ禍で注目度アップ！消費機会が多い新社会人約60万人に届くDM

3つのポイント

特集URL ー

掲載期間 2021年8月末～2022年3月末

申込〆切 発送の45営業日前

金額等
ハガキの場合

＠110円～

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
01.

データがクリーンだからこそ、不着も少なく、

細やかなセグメントやレギュレーションで反応促進
02.

外出自粛により、郵送物への注目度が上昇、

更なるプロモーション効果が見込める
03.

マイナビが運営する就職情報サイト「マイナビ2021・2022」の会員データを活用し、来春社会人デビューを飾る大学生（大学4年生・
大学院2年生）と社会人1年目を対象にDMを発送いたします。学生から社会人へとライフスタイルが大きく変化する時期の消費ニーズを
確実に捉え、かつ親世代を巻き込んだ消費活動を促すことができます。
また、外出自粛をきっかけにDMの注目度がアップしているため、更なるプロモーション効果が見込めます。

※詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。
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大学生に、いまと未来のきっかけを

広告メニュー
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WEBタイアップ
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マイナビ学生の窓口が提供するWEBタイアップの強み

リーチメインのネット広告ではなし得ない
深い「ブランディング」を実現

× ×

確実なリーチ

興味・関心、情報感度が高い

ユーザーへのリーチ

「マイナビ学生の窓口」では
多 岐 に わ た る ソ リ ュ ー ションで、

貴社のプロモーションを
ワンストップでサポートすることが

可能です。

データに基づく

知見から若年層に

響くコンテンツ

深く刺さるクリエイティブ

長年培われた入学・就活支援・新社会人準備
といった大学生向けメディアでの

編集力・知見を活かし、
ユーザーのモーメントを確実に捉えた

プロモーション展開が可能です。

PDCAを回しながら

施策実施が可能

データ収集・分析

各記事ごとに詳細なレポートを
ご提出させていただきます。

記事の読了率や誘導効率などを分析し、
改善を行っていくことで、

より効果の高いプロモーションを
実現いたします。

P
D

C

A
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タイアップページまでの誘導

【誘導枠】
①トップページ 新着ニュース(掲載開始時)
②トップページ Sponsored(タイアップ掲載期間中ランダム表示)
③カテゴリトップ ピックアップ(タイアップ掲載期間中ランダム表示)
④カテゴリトップ 新着枠(掲載開始時)
⑤カテゴリトップ Sponsored(タイアップ掲載期間中ランダム表示)
⑥記事ページ ピックアップ(タイアップ掲載期間中ランダム表示)
⑦特集記事一覧ページ
※特集参画の場合、⑦の特集ページ内に誘導枠を設置いたします。
※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。

6

2
2

１

２

１

3

4

貴
社
H
P

トップページ トップページ 記事ページ

PC SP

タイアップページ

カテゴリトップページ 各種特集ページ

75

Copyright Mynavi Corporation 22



編集・クリエイティブタイアップ 概要

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。ユーザー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

ユーザーが普段見慣れた記事に沿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
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料金表と制作スケジュール

クリエイティブタイアップ（撮影型） 編集タイアップ（撮影型）

お
申
込
み

オ
リ
エ
ン

構
成
案
提
出

構
成
案
確
定

イ
ラ
ス
ト
・
原
稿
提
出

初
稿
～
再
校
や
り
と
り

校
了

コ
ー
デ
ィ
ン
グ

テ
ス
ト
ペ
ー
ジ
提
出

リ
リ
ー
ス

クリエイティブタイアップ（イラスト・原稿型） 編集タイアップ（イラスト・原稿型）

お
申
込
み

オ
リ
エ
ン

構
成
案
提
出

構
成
案
確
定

撮
影

初
稿
～
再
校
や
り
と
り

校
了

コ
ー
デ
ィ
ン
グ

テ
ス
ト
ペ
ー
ジ
提
出

リ
リ
ー
ス

原
稿
提
出

お
申
込
み

オ
リ
エ
ン

構
成
案
提
出

構
成
案
確
定

初
稿
提
出

テ
ス
ト
ペ
ー
ジ
提
出

最
終
確
認
・
校
了

リ
リ
ー
ス

45
営
業
日
前

42
営
業
日
前

37
営
業
日
前

33
営
業
日
前

27
営
業
日
前

17
営
業
日
前

10
営
業
日
前

9
営
業
日
前

4
営
業
日
前

30
営
業
日
前

28
営
業
日
前

22
営
業
日
前

18
営
業
日
前

12
営
業
日
前

4
営
業
日
前

2
営
業
日
前

お
申
込
み

オ
リ
エ
ン

構
成
案
提
出

構
成
案
確
定

撮
影

初
稿
提
出

テ
ス
ト
ア
ッ
プ
提
出

最
終
確
認
・
校
了

リ
リ
ー
ス

45
営
業
日
前

42
営
業
日
前

37
営
業
日
前

33
営
業
日
前

30
営
業
日
前

24
営
業
日
前

16
営
業
日
前

9
営
業
日
前

8
営
業
日
前

3
営
業
日
前

30
営
業
日
前

28
営
業
日
前

22
営
業
日
前

19
営
業
日
前

15
営
業
日
前

9
営
業
日
前

4
営
業
日
前

2
営
業
日
前

メニュー名 原稿タイプ 掲載期間 料金 備考 想定PV 申込期限

クリエイティブタイアップ

取材・撮影型
4週間 ¥1,750,000

学生アサイン3名まで
（弊社内で撮影）

7,500PV～8,500PV

掲載の45営業日前
8週間 ¥2,300,000 13,000PV～14,500PV

イラスト・
アンケート型

4週間 ¥1,750,000
アンケート取得および

イラスト4点まで

7,500PV～8,500PV

8週間 ¥2,300,000 13,000PV～14,500PV

編集タイアップ

取材・撮影型
4週間 ¥1,200,000

学生アサイン3名まで
（弊社内で撮影）

7,500PV～8,500PV

掲載の30営業日前
8週間 ¥1,700,000 13,000PV～14,500PV

イラスト・
アンケート型

4週間 ¥1,200,000
アンケート取得および

イラスト4点まで

7,500PV～8,500PV

8週間 ¥1,700,000 13,000PV～14,500PV

※上記スケジュールは、イメージとなります。制作内容に応じて変動いたしますので、詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。
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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。

クリエイティブタイアップ
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読後調査

掲載期間 4週間 8週間

定価
(実施料金)

￥1,750,000-
制作費85万円を含む

￥2,300,000-
制作費85万円を含む

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・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掲載期間終了後 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 ￥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150名となります。

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。



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。
ユーザー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。

編集タイアップ
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掲載期間 4週間 8週間

定価
(実施料金)

￥1,200,000-
制作費40万円を含む

￥1,700,000-
制作費40万円を含む

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・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掲載期間終了後 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28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。
※ 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150名となります。

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。

スマホ PC

読後調査



掲載レポートについて

PV・クリック

タイアップ訪問者に読後アンケート調査記事の熟読率ヒートマップ

外部誘導実施数値

タイアップ実施後、ヒートマップや読後アンケートで掲載した記事を分析し、ユーザーのリアルな反応を可視化いたします。
若年層の動向やニーズをまとめ、今後の施策に活用できるマーケティングデータとしてご報告させていただいております。

      

    

  

改善案をご提案

【ご提出内容】
・imp数
・クリック数・CTR
・誘導に対する考察

【ご提出内容】
・ブランドリフト調査結果
広告接触者の態度変容

【ご提出内容】
・熟読率
ユーザーがどのような内容に
興味を持ったか

【ご提出内容】
・PV数
・クリック数・CTR
・平均ページ滞在時間
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WEBタイアップ DMP属性分析レポート
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マイナビ学生の窓口DMPとは
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マイナビ学生の窓口DMPでは、タイアップのユーザー閲覧データを蓄積、
マイナビ学生の窓口の独自データで分析を行い、貴社のマーケティング施策を支援します。

属性

読了率

年齢 性別 居住地域

興味関心

アウトドア・スポーツ・ファッション・
ショッピング・美容・健康・資格取得など

ユーザーの属性・傾向を把握

タイアップ閲覧ユーザーと
貴社に関心が高いユーザーを

比較分析

データ収集 データ集計・分析 データ活用

マイナビメディア
ユーザー閲覧データ

広告の効果検証・コンテンツ嗜好性の把握などの分析レポート
新たなターゲットの発見・データ起点の広告戦略策定などの プランニング

マイナビ学生の窓口DMP



マイナビ学生の窓口DMP 属性分析レポート

※案件の内容に応じて、レポートの項目の設計をします。

記事広告を閲覧したユーザーの属性や記事閲覧状況など、
記事の閲覧がどのような効果をもたらしたかを分析し、PDCAサイクルを創出します。

基本レポート PV数・クリック数・CTR・平均ページ滞在時間をご報告します。

個人属性
年齢・性別・居住地域など、記事広告の閲覧ユーザーの基本的な属性を捉えます。

※若手社会人がターゲットの場合、職種・業種のレポーティングも可能です。

興味関心・趣味嗜好
アウトドア・映画・音楽・本・グルメ・スポーツ・ゲーム・ショッピング・資格取得・自動車・趣味・美容・健康・

引っ越し・習い事・ファッションなどの幅広いカテゴリからユーザーのインサイトを調査します。

読了率 コンテンツへの関心度を調査、貴社に関心が高いユーザー像を明確にします。

タイアップ訪問者の
データ蓄積

ユーザー
インサイト分析

タイアップ掲載

サイト訪問者の
ペルソナを可視化

ご提案

ターゲット
誘導

コンテンツ
改善

読了率向上

新たなターゲットを発見し、
コンテンツの見直しなどに活用
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DMP属性分析レポートイメージ
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性別

ユーザー属性／セグメント一覧

就活生高校3年生 大学生 新社会人

▼その他のセグメント

志望業界、所属大学・学部、資格、文理、志望大学・学部、居住地、英語試験受験目標など、詳細なセグメントも可能です。
※セグメントによって組み合わせられない場合もございます。
※セグメント内容によって金額が変動いたします。弊社担当までお問い合わせください。

文系/理系エリア別
（1都3県/関西/九州）

偏差値別
（高学歴/MARCH以上/

日東駒専以上）

貴社商品やサービスのターゲットユーザーに向けて、効率的にアプローチが可能です。
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クリエイティブタイアップ DMP属性分析レポートパッケージ

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。

実施内容

①タイアップページ1P制作・掲載
②マイナビ学生の窓口DMP 分析レポート
・基本レポート（PV数・クリック数・CTR・平均ページ滞在時間）
・個人属性
・興味関心・趣味嗜好
・読了率

③掲載期間終了後 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45営業日前

オリエン実施日 掲載の42営業日前まで

レポート提出目安 掲載終了後、10～15営業日程度

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。

実施イメージ

訪問者データ蓄積

ユーザー
インサイト分析

実施内容

4週間掲載

8週間掲載

掲載料金 想定PV

360万円
85万円の制作費含む

540万円
85万円の制作費含む

10,000PV
公開後半年間アーカイブ保証

20,000PV
公開後半年間アーカイブ保証
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編集タイアップ DMP属性分析レポートパッケージ

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。

実施内容

①タイアップページ1P制作・掲載
②マイナビ学生の窓口DMP 分析レポート
・基本レポート（PV数・クリック数・CTR・平均ページ滞在時間）
・個人属性
・興味関心・趣味嗜好
・読了率

③掲載期間終了後 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28営業日前まで

レポート提出目安 掲載終了後、10～15営業日程度

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。

実施内容

実施イメージ

訪問者データ蓄積

ユーザー
インサイト分析

4週間掲載

8週間掲載

掲載料金 想定PV

300万円
40万円の制作費含む

480万円
40万円の制作費含む

10,000PV
公開後半年間アーカイブ保証

20,000PV
公開後半年間アーカイブ保証
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連載タイアップ DMP属性分析レポートパッケージ
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「シリーズ」「テーマ」に基づいて記事を掲載、
連載形式で継続的なアプローチが可能です。 実施イメージ

全3回
扉ページ付き

実施内容

①扉ページ・タイアップページ3P制作・各記事4週間掲載
②マイナビ学生の窓口DMP 分析レポート
・基本レポート（PV数・クリック数・CTR・平均ページ滞在時間）
・個人属性
・興味関心・趣味嗜好
・読了率

③掲載期間終了後 アーカイブ掲載 48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45営業日前

オリエン実施日 掲載の42営業日前まで

レポート提出目安 掲載終了後、10～15営業日程度

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。

訪問者データ蓄積

ユーザー
インサイト分析

クリエイティブTU

編集TU

掲載料金 想定PV

1,160万円
1記事目145万円
2記事目以降各95万円の制作費含む

980万円
1記事100万円
2記事目以降各50万円の制作費含む

30,000PV（1記事 10,000PV想定）

公開後1年間アーカイブ保証

30,000PV（1記事 10,000PV想定）

公開後1年間アーカイブ保証

実施内容



ロイヤルユーザーの傾向を比較・分析

※イメージ

【オプション】連載タイアップ ロイヤルユーザー分析

連載タイアップ ロイヤルユーザーの比較・分析

メニュー レポート内容 金額

ロイヤルユーザー分析
連載タイアップ複数回閲覧ユーザーと単発閲覧ユーザーを比較。

貴社タイアップに関心の高いユーザーの傾向を把握することが可能です。
30万円/1レポート

訪問者データ蓄積

※規定フォーマット以外のご要望に関しては別途お見積りいたします。

1本目タイアップ 2本目タイアップ
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WEBタイアップオプション
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メニュー一覧

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、
ユーザー目線でリアルな商品・サービスの
紹介をすることが可能です。

¥50,000～/1人

※ 学生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。

¥150,000～/1人

※ 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。
※ 郊外、または2時間を超える撮影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。

¥450,000～
※ 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●●がオススメするなどのコラボが可能です。

¥450,000～ ※ 起用団体・人数・実施条件によって変動します。
詳細は弊社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商品・
サービスを登場させ、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。

詳細は弊社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ユーザーの
興味喚起を行うことで購買意欲を醸成します。 ¥600,000～

※ 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。

二次利用・
コンテンツ納品

制作したタイアップを広告主様のHPや
その他にて活用する費用。期限は1年間となります。

編集タイアップ：

¥300,000～
クリエイティブタイアップ：

￥450,000～

※ 編集タイアップの場合、テキストと画像データの納品のみとなります。
※ クリエイティブタイアップの場合、HTMLコードと画像データの納品と

なります。
※ 利用範囲を事前にお知らせください。
※ インフルエンサーの起用や専門家の起用、イラストなど、展開によって

費用が前後いたします。
※ 基本的には1年間の二次利用を想定しております。

コンテンツ制作・納品
若年層のニーズを把握したマイナビだからこそ制作で
きるコンテンツを制作・納品させていただきます。 ￥1,200,000～ ※ 費用に関しましては制作するコンテンツによって大きく変動がございま

す。

※金額に消費税は含まれておりません。
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著名人・インフルエンサーアサイン
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※貴社のご要望に合わせてプランニングいたします。
商材やご要望によってはお受けできない場合もございますので、ご了承ください。

※フォロワー数値は、2021年6月末時点での数値になります。

マイナビのネットワークを活用して、
TikTokやInstagram、Youtubeなどで若年層に人気のあるインフルエンサーを企画内容に合わせてにアサインが可能です。

じんじん
(パパラピーズ)

影井ひな 山之内すず

Instagramフォロワー 30.8万人

TikTokフォロワー 710万人

28.8万人

66.6万人

32.9万人

31.8万人

Instagramフォロワー

TikTokフォロワー

Instagramフォロワー

TikTokフォロワー

Kou
(よるのひと笑い)

こばしり。
なこなこ
カップル

もーりー
(森英寿)

120万人

14.6万人

140万人

29.3万人 12.2万人

16.3万人13万人TikTokフォロワー

Instagramフォロワー

TikTokフォロワー

Instagramフォロワー

TikTokフォロワー

Instagramフォロワー

TikTokフォロワー



漫画家(作家)アサイン
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鴻池 剛

Twitterフォロワー

103.9万人

系統

ギャグ系・日常系

しろまんた

Twitterフォロワー

91.1万人

系統

創作系・ラブコメ系

松村ひで吉

Twitterフォロワー

58.9万人

系統

ほのぼの系・日常系

ヒメユリ

Twitterフォロワー

54.4万人

系統

ギャグ系・創作系

※案件ごとにお声掛けを行うため、記載人物のアサインを確約するものではございません。
※フォロワー数値は、2021年6月末時点での数値になります。



二次利用
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WEBタイアップ記事に活用したアンケートデータやイラストなどを活用して、
リーフレットやブックレット、店頭販促物のPOPのデザイン制作・印刷納品までのご提案が可能です。
タイアップの掲載が終了しても、訴求力の高いクリエイティブをご活用いただけます。

※上記オプションは、別途費用が発生いたします。詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。

消費財メーカー様

就活に欠かせないマナーや良い印象を

与える表情を指南したブックレットで、

コンタクトレンズを訴求。

文具メーカー様

文具アイテムを使用して課題解決を

するためのアイディアをまとめた

ガイドブック作成。大学にも配布。

リーフレット・ブックレット制作

店頭のパネルやポップなど
オリジナル店頭販促ツール等にお使い頂けます。

タイアップコンテンツを活用し、
オリジナルのリーフレットを作成します。

店頭販促物

文具メーカー様

大学生向けにペンをサンプリングする

際に同時に配布する営業ツールを作成。

POPも制作し、店頭に設置。

食品メーカー様

大学受験を控えた子どもを持つ保護者

をターゲットにうどんの購入意欲を

促進するため、東大料理愛好会との

コラボを実施。店頭でご利用いただく

POPも制作。



ブーストオプション
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クリエイティブ制作

インフィード広告クリエイティブ例Stories広告クリエイティブ例
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マイナビのノウハウを活かし、各メディアの特徴を捉えた最適なクリエイティブをご提案

戦略をもとに、高いデザイン力、ユーザーのニーズにマッチした最適なクリエイティブを制作します。
ABテストを実施し、クリエイティブを最適化することで、ユーザーへ「興味」「関心」をより引きつけます。
※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。

タイアップメニューとブーストメニューの同時お申し込みで2点制作費無料！



ブーストメニュー一覧

メニュー 特徴 セグメント 想定CPC 最低出稿金額
（想定Click数）

直接誘導

LINE
若年層の利用率が高い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でき
ます。

エリア、年齢、性別 ¥45～ ¥500,000-
(11,111 click)

×

Twitter
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。

アカウント、キーワード、
興味関心、都道府県、性別、

年齢
¥215～ ¥500,000-

(2,325 click)
〇

※審査により判断

Instagram
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。

エリア、年齢、性別
興味関心

¥230～ ¥500,000-
(2,173 click)

〇

TikTok
10代～20代の利用が急増しているTikTokを活用した配信広告です。
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。

年齢、性別、エリア、
興味関心、キャリア

¥41～ ¥650,000-
(15,853 click)

〇

popIn
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、ユーザーのニーズに応
える広告配信が可能です。

性別、コンテンツマッチ ¥113～ ¥500,000-
(4,424 click)

〇

リターゲティング

「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。

性別、都道府県、
興味関心など

¥114～ ¥350,000-
(3,070 click)

〇

若年層DSP
「大学受験生」「就職活動生」「新社会人」など大分類から「学部」
「偏差値」などの詳細分類まで年齢や行動データを元に高精度なターゲ
ティングを行い、ターゲットユーザーを効率よく外部提携媒体から貴社
サイト・広告へ集客します。

年齢、性別、
志望業界、所属大学・学部、

資格、文理、志望大学・
居住地など

¥149～ ¥750,000-
(5,033 click)

〇

GDN
Goooleで配信できる「Googleディスプレイネットワーク（GDN）」上
での広告配信プラン。広域での広告配信を行うことで安価かつ多くの
ターゲットユーザーへのアプローチすることが可能です。

年代、性別、地域、
デバイス、配信サイトのカ
テゴリー指定・関連性の高

いコンテンツなど

¥27～ ¥500,000-
(18,518 click)

〇

※ご希望の実施時期、セグメントの条件に合わせて正式なシミュレーションさせていただきます。
※タイアップとの同時お申し込みの場合、記事内で活用した素材を元に2本の制作をさせていただきます。
※単独での広告運用の場合のバナー制作は、2万円 / 1本（税抜）となります。
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LINE広告
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LINE広告の特徴

豊富な配信面

LINEで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。

他のSNSでリーチできない層へも
アプロ―チ可能

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。

学生と親和性の高い「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

れられるため好反応が見込めます。

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 2,777,750 imp 5,600,000 imp

想定Click 11,111 Click 22,400 Click

CTR 0.40 % 0.40 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

LINE
タイムライン

LINE
NEWS

Smart
Channel

LINEマンガ LINE BLOG
LINE
ポイント

送
客

マイナビアカウントで配信

学生の窓口 タイアップ記事
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

※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、弊社担当にお問い合わせ下さい。
※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。

※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。

プランシミュレーション

若年層が利用するSNSで利用率が高く、他のSNSでリーチできない層にもアプローチ可能

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・サービスとの接触ポイントを増やすことが可能です。



Twitter広告の特徴

Twitter広告
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貴社HP

送客 送客

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイ
アップ
ページ

Twitterホーム

ツイート

効果の高いクリエイティブ制作
および運用

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。

課題解決に最適な
ターゲット・キーワード提出

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。

マイナビアカウントで配信

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

※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。

学生と親和性の高い「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

れられるため好反応が見込めます。

直接誘導

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 664,285 imp 1,342,857 imp

想定Click 2,325 Click 4,700 Click

CTR 0.35 % 0.35 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

プランシミュレーション

情報収集ツールとして利用されているTwitterを活用した広告

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。



Instagram広告の特徴

Instagram広告

注目度が高い配信面

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。

ビジュアル訴求に最適

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。

最適化された動画サイズ

若年層が日常で多くの時間活用する

スマートフォンに最適化された広告配信が可能です。

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

※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。

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 334,307 imp 669,230 imp

想定Click 2,173 Click 4,350 Click

CTR 0.65 % 0.65 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

プランシミュレーション

貴社HP

送客 送客

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイ
アップ
ページ

Instagram
ストーリーズ or 

フィード

直接誘導
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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

Instagramのフィードやストーリーズ上に広告配信が可能です。
ビジュアル訴求で目を引きやすいファッション・メイク・化粧品・グルメ・旅行などの商品・サービスの紹介に最適です。



TikTok広告の特徴

TikTok広告

TikTok
インフィード

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

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。

態度変容が生まれやすい

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

マイナビアカウントで配信

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好反

応が見込めます。

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

※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、650,000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。

出稿金額 ￥650,000- ￥1,000,000-

想定imp 1,981,625 imp 3,062,500 imp

想定Click 15,853 Click 24,500 Click

CTR 0.80 % 0.80 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

プランシミュレーション

貴社HP

送客 送客

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイ
アップ
ページ

直接誘導
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若年層の利用が急増しているTikTokを活用した広告

ユーザーのリラックスタイムに自然に受け入れられやすいネイティブな動画配信方式で接触が可能なため、
高い態度変容が生まれやすいことが特徴です。



popIn広告

popIn
定型メディア

popIn広告の特徴

自然な流れでの誘導が可能

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。

ホワイトリスト管理によるブランド毀損の防止

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。

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

※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。

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 1,382,500 imp 2,777,500 imp

想定Click 4,424 Click 8,888 Click

CTR 0.32 % 0.32 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

プランシミュレーション

貴社HP

送客 送客

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイ
アップ
ページ

直接誘導
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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

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、各メディアの記事下に設置される関連記事などに、
サイト内コンテンツと同じデザインで掲載いたします。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。



リターゲティング広告の特徴

マイナビ学生の窓口リターゲティング広告

貴社
HP離脱

送客

タイアップ記事

貴社
タイ
アップ
ページ

リターゲティング

【学生の窓口】
訪問ユーザー

再訪

学生の窓口WEB

若年層への効率的な
アプローチ

「マイナビ学生の窓口」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。

明確なターゲット
設定が可能

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。

タイアップと組み合わせで
より高い広告効果

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。

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

※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、350,000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。

出稿金額 ￥350,000- ￥1,000,000-

想定imp 383,750 imp 1,093,750 imp

想定Click 3,070 Click 8,750 Click

CTR 0.80 % 0.80 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

プランシミュレーション

直接誘導
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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

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



若年層DSP広告の特徴

若年層DSP広告

※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、750,000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。

的確なターゲティング

弊社サイトに訪れたユーザーや提携パートナーの会員

データなどを活用して、詳細な配信を実現。貴社商品

サービスのターゲットユーザー的確にリーチすることが

可能です。

高校生～新社会人までの人生の転機を迎える年齢層の

ユーザー対して、ワンストップで効率的な商品・サービ

スの認知活動ができます。若年層キャンペーンなどにご

活用いただくことが可能です。

若年層への効率的な
アプローチ

タイアップと組み合わせで
より高い広告効果

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。

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

出稿金額 ￥750,000- ￥1,000,000-

想定imp 3,673,722 imp 4,894,890 imp

想定Click 5,033 Click 6,706 Click

CTR 0.137 % 0.137 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

プランシミュレーション

学年 性別 詳細セグメント

高校3年生

大学1年生

大学2年生

大学3年生(就活生)

大学4年生
(フレッシャーズ)

男性

女性

志望業界

所属大学

学部（文理）

志望大学

居住地
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マイナビの持つ若年層ネットワークを活用して、ターゲットユーザーへ的確に届けるDSP広告

「大学受験生」「就職活動生」「新社会人」など大分類から「学部」「偏差値」などの詳細分類まで年齢や行動データを元に
高精度なターゲティングを行い、ターゲットユーザーを効率よく外部提携媒体から貴社サイト・広告へ集客します。

貴社HP

送客 送客

直接誘導

※年齢、性別、志望業界、所属大学・学部、資格、文理、志望大学、居住地など詳細なセグメントが可能です。
※セグメントによって組み合わせられない場合もございます。



※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、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。

GDN広告の特徴

GDN広告

広範囲のネットワークに広告掲載
が可能でリーチ効果が高い

幅広いリーチが可能なアドネットワークへの掲載を

行うことで広い認知をとる広告配信を実現。

低単価でのターゲットユーザーを
指定のページへ誘導が可能

他の誘導施策よりも低単価で貴社商品やサービスのター

ゲットとなるユーザーをマイナビ学生の窓口タイアップ

記事や貴社HPに誘導可能です。

入稿バナー

タイアップと組み合わせで
より高い広告効果

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。

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

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 3,703,600 imp 7,466,600 imp

想定Click 18,518 Click 37,333 Click

CTR 0.50 % 0.50 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

プランシミュレーション

貴社HP

送客 送客

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイ
アップ
ページ

GDN

直接誘導
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広範囲のネットワークに広告掲載でリーチ効果が高い配信を実現

Goooleで配信できる「Googleディスプレイネットワーク（GDN）」上での広告配信プラン。
広域での広告配信を行うことで安価かつ多くのターゲットユーザーへのアプローチすることが可能です。

※年代、性別、地域、デバイス、興味関心領域、配信サイトのカテゴリー指定・
関連性の高いコンテンツ、特定プレースメントなどのセグメントが可能です。



メニュー 入稿サイズ 容量・形式 その他入稿物 入稿本数 注意事項

LINE 入稿サイズ：
1200×628px1080×1080px

5MB以内

JPG・PNG
ー

配信費30万 ： 1本
配信費50万 ： 2本
配信費100万： 3本

※メイン画像内のテキストエリアは20％となります
※配信面LINEウォレットは静止画（1080×1080）の配信不
可です。

Twitter
入稿サイズ：
800px×418px
800px×800px

1MB以内推奨

JPG・JPEG・PNG

140文字以内
（本文内にURLが入る場合は

128文字以内）
２～４本

※入稿本数は、配信費用に応じて変動いたします。
詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。

Instagram
ストーリーズ

入稿サイズ：
1080×1920px

画像アスペクト比:
1.91:1～1:1
入稿可能解像度:
最小600×315～最大1,080 x 1,920px

30MB以下

JPG・PNG
ー ２～４本

※貴社HPへ直接誘導の場合はドメイン認証必須となります。
※画像にテキストをつける場合は半角30文字以内となりま
す。
※入稿本数は、配信費用に応じて変動いたします。

詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。

Instagram
フィード

入稿サイズ：
1080×1080px

画像アスペクト比:
1.91:1～1:1
入稿可能解像度:
最小600×315～最大1,080 x 1,350px

30MB以下

JPG・PNG
ー ２～４本

※貴社HPへ直接誘導の場合はドメイン認証必須になります。
※入稿本数は、配信費用に応じて変動いたします。

詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。

TikTok

入稿サイズ：
720 ×1280px

入稿可能解像度:
・9:16（720 ×1280px以内）
・16:9（1280 × 720px以内）
・1:1 （640 × 640px以内）

500MB以下

mp4・mov・mpeg・
3gp・avi

ー １本

※動画内に、制服・黒板・校庭など、学校を匂わせる要素
を用いた

クリエイティブの使用は不可となります。
※ハッシュタグ（#）を活用した表示名および説明文の使用
は

不可となります。

popIn

入稿サイズ：
600×600px

画像アスペクト比:
1:1
入稿可能解像度:
・600×600px以上

150KB以内

JPEG・PNG・GIF

・広告主様名
・リンク先ページの

URLタイトル
・原稿（40文字以内）

１本
※アニメ―ション不可です。
※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。

リターゲティング

入稿サイズ：
300×250px
320×50px

150KB以内

JPG・GIF
ー

配信費30万：3本～
配信費50万：4本～
配信費100万：5本～

※記載サイズ以外での運用希望がございましたら、
弊社担当にお問い合わせ下さい。

若年層DSP
入稿サイズ：
300x250 px
320x50 px

50KB以内推奨
（最大150KB位までは可能）

JPG・PNG・GIF

ー
4本

各サイズ2デザイン想定
※記載サイズ以外での運用希望がございましたら、

弊社担当にお問い合わせ下さい。

GDN
入稿サイズ：
1,200×628px
1,200×1,200px

3MB以内

JPG・PNG・GIF
ー

配信費30万：2本
配信費50万：4本
配信費100万：6本

※記載サイズ以外での運用希望がございましたら、
弊社担当にお問い合わせ下さい。

入稿規定

※入稿本数などは配信費用に応じて変動いたします。
※媒体の規定に応じて、配信が難しい商品やサービスなどがございます。詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。
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WEBモニターサンプリング
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概要

応募フォーム

アンケートで親和性の高い
ユーザーを厳選！

～100名

ユーザーに貴社商品を実際に商品を体験してもらうことで認知・理解を促進する機会を創出し、ブランドチェンジを狙うことが可能です。
使用後の感想を回収したアンケートデータを今後の商品開発やマーケティングにご活用いただけます。

【事後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。

マイナビ
調べ

実際に使ってもらうことで、
良さを体感！

メニュー詳細

定価
(実施料金) ￥800,000-

件数 50～100件

掲載可能媒体
フレッシャーズ：大学4年生～新社会人1年目

とりぐら：18～29歳の一人暮らし

掲載開始日 木曜日

誘導枠

・モニター募集告知枠（4週間）

・メールマガジン アンケート募集告知枠×1回

※とりぐらの場合、ストーリーのアカウント投稿

実施内容

・告知・募集ページ制作
・募集時のアンケート~5問
・事後アンケート~10問

注意事項
※金額に消費税は含まれていません。
※発送費は別途頂戴いたします。

各種媒体へ
募集告知ページを掲載

募
集
告
知

実
施
／
体
験

ア
ン
ケ
ー
ト
／
報
告

モニターサンプリング企画
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進行スケジュール

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10営業日

募集

1営業日

14営業日
10営業日

2営業日1営業日

ヒアリングシートご記入
＆

募集フォーム作成

配信設定 サンプリング募集開始
（募集期間）

当選者選定オリエン

告知
【Instagram】

9営業日 10営業日

クリエイティブ制作 サンプリング募集告知の開始

10営業日

サンプリング

発送

5営業日
7営業日

商品を弊社にご発送
商品の梱包

＆
送付状作成

商品発送手配
＆

発送完了

14営業日

使用後
アンケート アンケート集計

＆
ご提出

ヒアリングシートご記入
＆

アンケートフォーム作成

サンプリング使用
＆

アンケート回答期間

約2か月半
全体

スケジュール

※Instagramでの告知は、とりぐら媒体で実施した場合のみ、行う旨ご了承下さい。
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ディスプレイ
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メニュー一覧

メニュー名 課金形態
最低
出稿量

単価 掲載面 デバイス 枠数 申込〆切 入稿〆切

SP動画オーバーレイ imp
100,00

回再生
@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 掲載開始日の

10営業日前
掲載開始日の

5営業日前

SPオーバーレイ imp
100,000

imp
@1.2 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 掲載開始日の

10営業日前
掲載開始日の

5営業日前

レクタングルバナー imp 300,000
imp

@1.0
・ローテーション表示
・PC/SPサイトのTOPページ以外の

全ページ (一部広告ページ除く)

PC
SP

1枠 掲載開始日の
10営業日前

掲載開始日の
5営業日前

マイナビ
2023

トップバナー

imp
300,000

imp

＠1.2
・マイナビ2023_トップページ(PC)
・マイナビ2023_就活準備

トップページ(PC・SP)

PC
SP

1枠
掲載開始日の
10営業日前

掲載開始日の
7営業日前

ラージバナー @1.0 ・マイナビ2023_トップページ(PC) PC 1枠

※ディスプレイ広告の在庫につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。
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SP動画オーバーレイ

メニュー詳細

料金 ¥ 400,000-

掲載量 100,000回再生保証

課金形態 再生回数

単価 ＠4.0

掲載面 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）

掲載媒体 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

デバイス SP

枠数 1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）

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。

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。

ＳＰ動画
オーバーレイ

動画オーバーレイの特徴

• 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

ビジネス系メディア 女性誌系メディア 旅行系メディア

意識の高い
大学生向けに

女性向け商材の
アプローチ強化に

長期休暇や
卒業旅行向けに

拡張配信プランについて

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。
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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。



SPオーバーレイ

ＳＰオーバーレイ

メニュー詳細

料金 ￥120,000-

掲載量 100,000imp保証

課金形態 imp課金

単価 ＠1.2

掲載面 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）

掲載媒体 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

デバイス SP

枠数 1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）

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5営業日前

入稿規定

◆バナークリエイティブ上限数
・同時掲載は3クリエイティブまでとなります。
・クリエイティブの差し替えについては、週1回までとなります。
※それ以上のクリエイティブ入稿をご希望の場合は、
弊社担当にお問い合わせ下さい。
◆画像サイズ／容量／形式
・横60×縦60px
・15KB以内（gif/png/jpg）
※アニメーション不可
◆テキスト
・タイトル文字数 40文字以内
・ALTテキスト（指定がある場合）
上記以外に画像のみ
（画像サイズ:横320×縦50px、タイトル文字非表示）の掲載も可能です。
詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。

入稿メールアドレス f-web@mynavi.jp

※最低出稿金額は、120,000円（100,000imp）となります。
※金額に消費税は含まれておりません。
※画像クリエイティブ背景色が黒の場合は視認可能な色の枠線を付けて下さい。
※サポート対象ブラウザはiOS Ver.7以降、Andoroid Ver.4.2以降となります。
※掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
※バナー制作の場合は別途費用が発生いたします。
※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。
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記事ページフッター部分に掲載されるバナー広告

学生向け編集記事の画面の下部に常時表示されるので、認知拡大・ブランディングに最適です。



レクタングルバナー

【PC】 【SP】

※最低出稿金額は100,000円（100,000imp）となります。
※当日入稿、当日掲載は、ご対応致しかねます。
※金額に消費税は含まれておりません。
※画像クリエイティブ背景色が黒の場合は視認可能な色の枠線を付けて下さい。
※サポート対象ブラウザはiOS Ver.7以降、Andoroid Ver.4.2以降となります。
※掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
※バナー制作の場合は別途費用が発生いたします。
※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。

メニュー詳細

料金 ￥300,000-

掲載量 300,000imp保証

課金形態 imp課金

単価 ＠1.0

掲載面
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）

掲載媒体 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

デバイス PC・SP

枠数 1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）

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5営業日前

入稿規定

◆バナークリエイティブ上限数
・同時掲載は3クリエイティブまでとなります。
・クリエイティブの差し替えについては、週1回までとなります。
※それ以上のクリエイティブ入稿をご希望の場合は、
弊社担当にお問い合わせ下さい。
◆画像サイズ／容量／形式
・横300×縦250px
・40KB以内（gif/png/jpg）
※アニメーション可 ループ3回、FLASH不可
◆テキスト
・ALTテキスト全角20文字以内
上記以外に画像のみ
（画像サイズ:横320×縦50px、タイトル文字非表示）の掲載も可能です。
詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。

入稿メールアドレス f-web@mynavi.jp
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PC・SPどちらにも掲載されるディスプレイ広告

マイナビ学生の窓口のディスプレイ広告のなかでも、低単価で配信できるお得なメニューです。



マイナビ2023トップバナー/ラージバナー

マイナビ2023TOPページ
（PC）

メニュー詳細

掲載面

◆トップバナー
マイナビ2023_トップページ(PC)
マイナビ2023_就活準備トップページ(PC・SP)
◆ラージバナー
マイナビ2023_トップページ(PC)

デバイス SP・PC ※SPは就活準備トップバナーのみ

枠数 各1枠

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7営業日前

入稿規定

◆トップバナー 画像サイズ／容量／形式／テキスト①のみ 2種必要です
①TOPページ 画像サイズ：横120 × 縦120px 15KB以内(png/jpg推奨）
テキスト：タイトル15文字以内・本文20文字以内
※アニメーション・FLASH不可
②就活支援TOPページ 画像サイズ：横300×縦75px 15KB以内(png/jpg推奨)
表示サイズ PC：300×75 SP：300×75 ※アニメーション・FLASH不可
◆ラージバナー 画像サイズ／容量／形式
画像サイズ：横510 × 縦60px 50KB以内(png/jpg推奨）
※アニメーション・FLASH不可

■料金表

メニュー 定価 掲載量 単価 掲載面

マイナビ2023             
トップバナー

¥360,000-
300,000imp

保証
@1.2 TOPページ(PC)、就活準備トップ(PC・SP)

マイナビ2023
ラージバナー

¥300,000-
300,000imp

保証
@1.0 TOPページ(PC)

●広告出稿の条件

・インターンシップや就職活動準備に必要と思われる販促プロモーションであること。
●バナークリエイティブ規定

・クリエイティブには「インターンシップに役立つ」、「就活準備に役立つ」等の表現が必須です。
・社名もしくは商品名の記載が必須となります。
・マイナビとタイアップ/コラボレーションしているような表現は不可となります。
・リンク先1ページ目は、採用に結びつく就職活動のためのキャンペーンや訴求を行う事は出来ません。
●その他

※8月、10月、3月1日にサーバーメンテナンスがあり、半日程度バナー表示されないケースがあります。
※最低出稿金額は、トップバナーの場合360,000円（300,000imp）、ラージバナーの場合300,000円（300,000imp）
となります。
※金額に消費税は含まれておりません。
※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。

SPビューの場合は、
「今週のおすすめコンテンツ」エリアと
「2020年卒の就活全体スケジュール」
エリアの間に設置されます。

トップ
バナー

トップ
バナー

ラージ
バナー

トップ
バナー

就活準備ページ
（SP）

就活準備ページ
（PC）
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マイナビが運営する就職情報サイト上にて就活生へアプローチ

就職活動時に学生が登録する企業情報掲載サイトマイナビ2023のTOPページ（PC）および就活支援TOP（PC・SP）にも掲出が可能です。



メールマガジン
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マイナビ2023メルマガ

ヘッダ

インデックス下

■配 信 数 ：約80万件（ピーク時）
■配信対象：マイナビ2023 登録会員
■配 信 日 ：金曜日

マイナビ2023編集部が配信するメールマガジン。求人情報のみならず、イベント情報なども含めインターンシップや就活準備に役立つ
情報を学生にお届けしております。就活本番を控えた情報感度の高い学生に貴社商品やサービスの情報を届けることが可能です。

●広告出稿の条件
※インターンシップ学生にふさわしい広告であること。
※インターンシップ・就職活動準備に必要と思われる販促プロモーションであること。
※2週連続の掲載は出来ません。

●メルマガクリエイティブ規定
※「インターンシップに役立つ」、「就活準備に役立つ」といった表現が必須です。
※マイナビとタイアップしているような表現は不可となります。※リンク先には商材の明確化が必須となります。
※リンク先1ページ目には、採用に結びつく就職活動のためのキャンペーンや訴求を行う事は出来ません。

●その他
※金額に消費税は含まれておりません。
※メールマガジンの配信は、平日AM10：00～17:00の間となります。
※メールマガジン配信件数は時期により変動いたします。詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。

配信月 配信日

2021年7月 2日・16日

2021年8月 6日

2021年9月 3日

2021年10月 1日・15日

2021年11月 5日・19日

2021年12月 3日・10日・17日・24日

2022年1月 7日・14日・21日・28日

2022年2月 確定後に更新

■配 信 枠： 企画名 料金 備考

ヘッダ（1枠） ¥500,000- 全角35文字×5行

インデックス下（1枠） ¥300,000- 全角35文字×5行

申込・入稿締切 申込締切：配信日の10営業日、入稿締切：配信日の7営業日前
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フレッシャーズメルマガ

枠版 企画名 枠数 配信日 配信数 定価料金 形式／詳細

A ヘッダ広告 2枠
毎週

木曜日配信

最大
36万通

¥200,000
・テキスト形式

・35文字×5行

B 記事中15行 1枠 ¥200,000
・テキスト形式

・35文字×5行

C
号外メール(テキスト)

※セグメント可
1枠

毎週
月・水曜日

配信

¥600,000
・テキスト形式

・20文字×85行

D
号外メール(HTML)

※セグメント可
1枠

¥1,000,000

制作費別途

・文字コード：utf-8
・本文＋画像ファイルの

総容量：2MB以下推奨

号外メールは、セグメント※が可能です。住所(都道府県)･男女のセグメントは通常料金に含まれます。
※有料オプション セグメント例 (1セグメント ＋¥30,000-) ●学部 ●実家／一人暮らし（みなし） ●メールアドレスドメイン

※発送件数が変動しても、定価金額は変わりません。

【通常メールマガジン】

【号外メール ※html号外含む】

──────────────────────────────────
◎社会人準備応援【マイナビ学生の窓口 フレッシャーズ】PR号外

──────────────────────────────────

以下省略

Ｃ:テキスト号外
本文：1行全角20文字×85行まで
（飾り文字、改行、スペースも含みます）

Ｄ:号外メール(HTML)
・文字コード：utf-8
・本文＋画像ファイルの総容量：2MB以下推奨
・詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。

─────────────────────────────────────────
◎社会人準備応援【マイナビ学生の窓口フレッシャーズ】 3.17

────────────────────────────────────── ───

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

B 記事中15行（1枠）

中略

以下省略

A ヘッダ広告（2枠）

最大36万人のフレッシャーズ会員を対象に新生活・入社準備に役立つ情報をメールマガジンでお届けしています。就活時からユーザーに
寄り添ってサービスを提供をする弊社から新生活時に役立つ情報として、貴社商品やサービスを紹介することで効率的な興味促進を行う
ことが可能です。

※金額に消費税は含まれておりません。
※メールマガジンの配信は、平日AM10：00～17:00の間となります。
※メールマガジン配信件数は時期により変動いたします。詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。
※HTMLメルマガの制作は、45万円（税抜）～となります。
※号外メルマガは、2021年9月6日（月）～、通常メルマガは、2021年9月2日（木）～の配信が可能です。

北海道 9,686 埼玉県 24,599 岐阜県 4,756 鳥取県 972 佐賀県 1,347

青森県 2,027 千葉県 20,329 静岡県 5,713 島根県 945 長崎県 2,257

岩手県 1,870 東京都 58,405 愛知県 24,075 岡山県 4,553 熊本県 3,388

宮城県 7,244 神奈川県 35,863 三重県 3,371 広島県 7,053 大分県 1,985

秋田県 1,256 新潟県 4,418 滋賀県 5,415 山口県 2,522 宮崎県 1,398

山形県 1,616 富山県 1,865 京都府 14,144 徳島県 1,569 鹿児島県 2,457

福島県 2,397 石川県 3,567 大阪府 33,050 香川県 1,700 沖縄県 2,376

茨城県 5,662 福井県 1,448 兵庫県 17,172 愛媛県 2,583

栃木県 3,375 山梨県 1,923 奈良県 4,844 高知県 1,168

群馬県 3,581 長野県 2,863 和歌山県 1,382 福岡県 17,060

申込・入稿締切 申込締切：配信日の10営業日、入稿締切：配信日の7営業日前
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大学生に、いまと未来のきっかけを

SNSメニュー
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インスタマガジン
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概要

貴社でお持ちの素材をご提供いただきクリエイティブを作成させていただくプランです。
マイナビ学生の窓口WEBタイアップの素材を活用させていただくことも可能です。

インスタグラムと相性がよい傾向にあるイラストを使ったクリエイティブを作成いたします。

マイナビ学生の窓口で抱えるインフルエンサー2名を起用して商品体験のレビューをしていただき
その口コミを集約してクリエイティブを作成いたします。

Instagram広告配信面 クリエイティブ

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フィード広告

タイアップ
ページ

貴社HP
※1

Instagram
ホーム

素材支給型

イラスト型

インフルエンサー口コミ集約型

※1：直接貴社HPへ誘導する場合はドメイン認証が必須となりますが
マイナビアカウントを使用することができます。
ドメイン認証の際には株式会社マイナビの子会社より申請をお送りいたします。
貴社でのドメイン認証作業にお時間を要する場合ご希望の配信日に配信開始できない
可能性がございます。あらかじめご留意下さい。
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ビジュアル訴求でブランドや商品の理解を促進する「マガジン風コンテンツ」

Instagramマガジンとは複数投稿・スワイプ機能を活用した雑誌風のコンテンツで、雑誌のページをめくるような投稿形式で
広告運用いたします。複数枚の投稿により世界観を出しやすいためブランディング効果と商品の魅力を深く訴求することが可能です。



イラストレータ例（一部抜粋）

ヤベ ミユキ

マイナビ就活スタイルやマイナビウーマン
でも活躍中。美容業界、アパレル業界での
業務を経験しており、イラスト内容も美容
やファッションなど多岐にわたる。

Yopipi

前職は大手通販会社WEBプランナーとして
コスメ・美容・ダイエットカテゴリを担当。
ファッションやコスメ、育児や漫画形式の
イラストなどを作成。アメブロ公式トップ
ブロガーとしても活躍中。

※起用例であり起用を保証するものではございません。
商材や内容によって候補者をご提出いたします。
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インスタグラム広告と相性がいいイラストを使った展開で貴社商品を訴求することが可能

SNS上でも話題のイラストレーターを起用することができます。また、他のプランでは表現が難しい商品のシーン展開が可能です。



インフルエンサー例（一部抜粋）

Follower:50,829Follower:106,712chie_kt manae_violet press.inc Follower:95,096

rarastagram918 Follower:36,000 mn.iiiz Follower:20,000

Fassion Beauty Life Style

Office lady Office lady
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ユーザーの声をわかりやすく集約できるレビュー型コンテンツで商品やサービスの魅力を伝えることが可能

「ガクマドラボ」で活躍中の学生インフルエンサー及び学生を卒業して様々なカテゴリーで活躍するマイクロインフルエンサーとの
つながりを活かし、貴社のご要望に合わせてご提案が可能です。



クリエイティブ制作プラン 金額 詳細

素材支給型 ￥150,000‐
・ストーリーズ、フィードのどちらかご要望のサイズにて4枚のクリエイティブを

作成いたします。それ以降の追加は、別途ご相談下さい。
▼素材支給型
・基本は4枚統一のフォーマットデザインになります。

4枚独自デザインにしたい場合は別途3営業日ほど制作期間がかかります。
▼イラスト型
・金額にはクリエイティブ制作、1年間の二次利用を含みます。

※二次利用の使用範囲は貴社HP・SNSとなります。
・イラストレーターアサイン候補者リストをご提出させていただきます。

イラスト型 ￥350,000‐

インフルエンサーレビュー集約型
（想定3万フォロワー） ￥350,000‐

・フィードのサイズ（1：1）にて4枚のクリエイティブを作成いたします。
それ以降の追加は、別途ご相談下さい。

※ストーリーズ配信の場合、正方形のサイズで配信となりますことご留意下さい。
・金額にはインフルエンサー2名のアサイン、商品体験レビュー回収、クリエイティ
ブ制作、インフルエンサーによるInstagramのPR投稿を費用に含みます。
・二次利用をご要望の際は事前にご相談下さい。
・フォロワー数は保証ではございません。ご要望に応じてインフルエンサーの

候補者リストをご提出させていただき、正式なお見積りをご提出いたします。
※5万フォロワー以上での実施も可能です。弊社担当にお問い合わせ下さい。

インフルエンサーレビュー集約型
（想定5万フォロワー） ￥475,000-

お申し込み締切

素材支給型 クリエイティブ納品のみ：16営業日前 /運用込み：21営業日前
イラスト型 クリエイティブ納品のみ：21営業日前 /運用込み：26営業日前
インフルエンサーレビュー集約型 クリエイティブ納品のみ：36営業日前 /運用込み：41営業日前

Instagramマガジン
広告運用料金

想定imp 想定Click 想定CPC

669,231imp 4,350 ¥230～

金額

￥1,000,000-

※最低出稿金額は￥500,000-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。
※上記シミュレーション数値はフィード配信の場合の数値となります。
※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。
※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。
※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。

クリエイティブ制作料金／運用料金
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TikTok
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概要

（ アカウントURL：https://www.tiktok.com/@gm_mynavi?lang=ja )

▼株式会社ウィゴー ▼セコムトラストシステムズ株式会社

▼日産自動車株式会社 ▼株式会社バンダイ

弊社アカウント掲載企業
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企業で働く“人”を紹介することで企業へ興味を持つきっかけを作る

弊社「学窓ちゃんねる」では、企業で働く人にフォーカスしたコンテンツを展開することで、
名称認知および企業へ興味促進を行っております。
実際に各企業様の再生数は、現在も増え続けており、20万～30万回の再生をされているコンテンツもございます。

https://www.tiktok.com/@gm_mynavi?lang=ja


TikTok動画制作

【企画①】どんなお仕事？5つの質問

【企画②】マニアックなこだわりを語る

若年層が興味を持つ内容で60秒の縦型動画を制作し、掲載をいたします。
弊社アカウントへのアーカイブ掲載や企業ブランディング・リクルーティング企画への活用が可能です。

メニュー詳細

定価
(実施料金)

1本制作：￥350,000-
2本制作：￥650,000-

実施内容
①フォーマット化された60秒動画1本の制作（撮影・編集）
②弊社アカウントへのアーカイブ掲載

お申し込み締切 納品の30営業日前まで

オリエン実施日 納品の25営業日前まで

3本以降
1本追加制作
ごとの費用

￥250,000-

枠数 月に10本まで（先着順）

注意事項

※ 金額に消費税は含まれておりません。
※ 制作する動画は、2種類のフォーマットからの制作になります。それ以外のパターンでの動画

制作をご希望の場合は、弊社弊社担当までご相談下さい。
※ 遠方ロケ（首都圏外）・外部ロケ撮影などの費用は別途お見積りとなります。
※ アーカイブ掲載での視聴回数などは、保証するものではございません。
※ ご納品させて頂いた動画を弊社プラン外での活用の際には、弊社にご一報をいただけますよ

うお願いいたします。
※ 動画制作の修正は1本につき、2回までとさせて頂きます。それ以上の修正を行う場合は、
※ 1回につき、追記5万円（税抜き）の追加費用と修正期間をいただきますのでご了承下さい。
※ 撮影後の修正に関して、修正内容によっては撮り直しとなるため、別途お見積もりおよび
※ スケジュ―リングをさせていただきます。
※ ご納品後の内容修正等は、別途お見積もりをさせて頂きます。
※ 動画データの完全買取に関しましては、別途15万円（税抜）にてご対応いたします。
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概要

• 貴社社員様に5つの質問にお答えいただく

• オフィスを案内し、貴社の魅力について深掘する

質問例

• 仕事をしていて今までで一番"嬉しかった"ことは？

• 逆に一番落ち込んだことは？

• 後輩にするならどんな人？動物で例えると？

• 今のお仕事で一番”楽しい”と思う部分は？ など

補足事項

• 撮影場所は事前にオリエンテーション等で決定いたします。

• 動画尺は30秒～1分程度です。

企画１ どんなお仕事？5つの質問

制作動画フォーマットについて

企画２ マニアックなこだわりを語る

概要

• 社員様へのインタビューと、お仕事の様子をそれぞれ撮影

• インタビューでの語りをベースに、お仕事風景を入れ込む

• お仕事でのマニアックなこだわりや熱意を紹介

お聞きする内容

• 営業職：トーク術や広告主様との関係構築の仕方についてなど

• 商品企画職：商品開発に携わる際のこだわりについてなど

• 製品管理職：日常業務内で気を使っていることなどについてなど

• 広報職：本人が思う外部に発信していきたい会社の魅力でについてなど

補足事項

• 撮影場所は事前にオリエンテーション等で決定いたします。

• 動画尺は30秒～1分です

弊社TikTokの動画制作では、貴社社員様に登場いただく下記2パターンのフォーマットから選択が可能です。
貴社で働く“人”を通して、企業の魅力を発信することで、若年層への名称認知の促進と興味を持たせるきっかけを作ります。
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制作スケジュール

W
EB

オ
リ
エ
ン

動
画
撮
影
用
台
本
確
定

撮
影

動
画
撮
影
用
台
本
の
初
校
ご
提
出

初
校
ご
提
出
・
修
正
対
応

校
了
・
納
品

3営業日 4営業日 3営業日 5営業日 5営業日

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。
全体の動画制作には、約20～30営業日ほどお時間を頂きます。

お
申
し
込
み
・
オ
リ
エ
ン
シ
ー
ト
の
お
渡
し

5営業日

※

再
校
ご
提
出
・
修
正
対
応

5営業日
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※上記スケジュールは、イメージとなります。
制作内容に応じて変動いたしますので、詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。
※再校の修正がない場合、すぐに校了・納品になります。



大学生に、いまと未来のきっかけを

動画メニュー
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動画制作企画

名称 イベントダイジェスト 若年層対談 ブランドコンセプト

定価
(実施料金) ￥2,000,000 ～ ￥3,000,000 ～ ￥5,000,000 ～

実施内容

①企画・立案
②絵コンテ・画コンテの制作
③進行管理・制作ディレクション
④編集・グラフィック・イラスト・エフェクト等制作費用
⑤音源に関わる費用（BGM・効果音等）
⑥制作動画の納品

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

注意事項

※金額に消費税は含まれておりません。
※上記費用内にインフルエンサーや専門家などの著名人のキャスティング費用は含みません。
※制作する動画内容に応じて、費用は変動いたします。
※遠方ロケなどの費用は、別途お見積りをさせていただきます。
※動画はご納品させて頂きますが、キャスティングした出演者の契約内容に応じて、

使用期限や範囲が変動いたしますので、お申込み時点にお伝えさせていただきます。
※納品後の動画の修正は基本お受けいたしません。

制作途中の修正に関しましては、修正回数などお申込み時点でお伝えさせていただきます。
お伝えさせていただいた以上に修正が必要な場合は追加費用と修正期間をいただきますのでご了承下さい。

※動画データの二次利用に関しましては、別途お見積りをさせていただきます。

イベントダイジェスト

若年層対談

ブランドコンセプト

定量・定性データにもとづく知見から若年層に深く刺さる切り口で動画コンテンツの制作をいたします。
イベントダイジェストや対談系、ブランドコンセプトムービーなど様々な形式の展開が可能です。
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ブーストメニュー一覧

メニュー 特徴 セグメント 想定CPV 最低出稿金額
（想定再生数）

直接誘導

LINE
若年層の利用率が高い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。

エリア、年齢、性別 ¥2.1～ ¥500,000
(238,095 回)

×

Twitter
SNSの中で情報収集ツールとして利用されているTwitterを活用し、
若年層に向けた動画での情報発信が可能。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」のアカウントにて動画を表示させ、
貴社商品・サービスへの認知・興味促進を行います。

アカウント、キーワード、
興味関心、都道府県、性別、

年齢
¥5.8～ ¥500,000

(86,206 回)
×

Instagram
Facebook

若年層ユーザーが多いInstagram及びビジネス情報の発信を得意とする
Facebookを活用した動画配信。Instagram・Facebookのフィードや
Stories上に動画の広告配信を行い、貴社商品・サービスへの認知・興味
促進を行います。

エリア、年齢、性別
興味関心

¥5.8～ ¥500,000
(86,206 回)

〇

TikTok
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。

年齢、性別、エリア、
興味関心、キャリア

¥5.1～
※完全視聴単価

¥650,000
(127,450 回)

※完全視聴回数

〇

YouTube
若年層ユーザーの動画視聴の中心であるYoutubeを活用した動画配信
短尺長尺限らずユーザーに動画視聴選択させることができるYouTubeの
「TrueView インストリーム広告」。好意度や購入利用意向などの
エンゲージメントを高めることが可能です。

年齢、性別、エリア、
興味関心、キーワード、

デバイス、トピックスなど
¥5.8～ ¥500,000

(86,206 回)
〇

若年層DSP
「大学受験生」「就職活動生」「新社会人」など大分類から「学部」
「偏差値」などの詳細分類まで年齢や行動データを元に高精度なターゲ
ティングを行い、ターゲットユーザーを効率よく外部提携媒体から貴社
サイト・広告へ集客します。

年齢、性別、
志望業界、所属大学・学部、

資格、文理、志望大学・
居住地など

¥12.7～
※完全視聴単価

¥750,000
(59,055 回)

※完全視聴回数

〇

※ご希望の実施時期、セグメントの条件に合わせて正式なシミュレーションさせていただきます。
※再生完了率等は、動画の内容や尺の長さなどによって大きく変動いたしますので、シミュレーション時にお伝えさせていただきます。
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LINE広告

LINE動画広告の特徴

LINE
タイムライン

LINE
NEWS

ウォレット

LINEマンガ

LINE BLOG

LINE
ポイント

LINE
ショッピング

LINE チラシ

LINE 
ネットワーク

16:9 1:1

送
客

学生の窓口 タイアップ記事

豊富な配信面

LINEで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。

他のSNSでリーチできない層へも
アプロ―チ可能

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。

学生と親和性の高い「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

れられるため好反応が見込めます。

マイナビアカウントで配信

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 680,271 imp 1,388,888 imp

再生数 238,095 回 486,111 回

再生率 35 % 35 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

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

※金額に消費税は含まれていません。
※3秒以上の最適化される運用を実施し、CPM課金型になります。
※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。
※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。

※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。

プランシミュレーション
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若年層が利用するSNSで利用率が高く、他のSNSでリーチできない層にもアプローチ可能

コミュニケーションツールとして利用されるLINE上の様々な配信面で動画広告を行うことで、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。



※金額に消費税は含まれていません。
※課金形態は、CPV課金型となります。
※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。
※動画の50％以上の領域が表示されている状態で2秒以上の視聴、

もしくは動画のタップにより、1再生としてカウントされます。
※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。

Twitter広告

Twitter
タイムライン

Twitter動画広告の特徴

新しい情報を見つける
Twitterにて動画広告の配信

ユーザー同士が様々な情報を発信するTwitterでは、

75％（Twitter調べ）の人が新しいことを発見する場所

だと思うと回答している。そんなTwitterのタイムライ

ン上に自然な形で貴社商品・サービスの動画を配信する

ことが可能です。

課題解決に最適な
ターゲット・キーワード提出

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。

学生と親和性の高い「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

れられるため好反応が見込めます。

マイナビアカウントで配信

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 246,302 imp 491,428 imp

再生数 86,206 回 172,000 回

再生率 35 % 35 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

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

プランシミュレーション
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情報収集ツールとして利用されているTwitterを活用した広告

若年層に貴社動画を視聴させるための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
動画を表示させ、貴社商品・サービスへの認知・興味促進を行います。



Instagram / Facebook広告

Facebook
タイムライン

Instagram
タイムライン

Instagram
ストーリーズ

送
客

貴社HP

学生の窓口 タイアップ記事

or

Instagram / Facebook動画広告の特徴

注目度が高い配信面

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。

ビジュアル訴求に最適

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。

最適化された動画サイズ

スマートフォンに最適化された広告配信が可能で

す。

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 431,030 imp 860,000 imp

再生数 86,206 回 172,000 回

再生率 20 % 20 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

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

※金額に消費税は含まれていません。
※課金形態は、CPV課金型となります。
※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。
※動画が2秒以上継続して再生された場合に、1再生としてカウントされます。
※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。

プランシミュレーション
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若年層ユーザーが多いInstagram及びビジネス情報の発信を得意とするFacebookを活用した動画配信

Instagram・FacebookのフィードやStories上に動画の広告配信が可能です。また Instagram・Facebook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。



TikTok広告

TikTok動画広告の特徴

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。

態度変容が生まれやすい

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

マイナビアカウントで配信

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好反

応が見込めます。

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

出稿金額 ￥650,000- ￥1,000,000-

想定imp 1,748,904 imp 2,684,931 imp

再生数 127,450 回 196,000 回

再生率 7.3 % 7.3 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

※金額に消費税は含まれていません。
※課金形態は、CPV課金型となります。
※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。
※6秒以上の再生にて1再生とカウントされます。
※最低出稿金額は、650,000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。

プランシミュレーション

TikTok
インフィード

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

貴社HP

送客 送客

学生の窓口
タイアップ記事

貴社
タイ
アップ
ページ

直接誘導
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若年層の利用が急増しているTikTokを活用した広告

ユーザーのリラックスタイムに自然に受け入れられやすいネイティブな動画配信方式で接触が可能なため、
高い態度変容が生まれやすいことが特徴です。



Youtube広告

若年層の生活の一部である
Youtubeに広告掲載

調理やDIYなどの生活情報からスポーツ、旅行などの趣

味、様々なジャンルのクリエーターの動画など幅広い情

報が発信されている動画プラットフォームYoutubeで自

然な形で若年層に向けた動画広告配信が可能です。

最適ユーザーに向けて
ターゲティング配信が可能

地域・性別・年齢・好み・キーワード・時間帯・曜日

などを詳細な配信設定できるため、建材層・潜在顧客層

などターゲットユーザーに絞って配信でき、より効果を

出しやすい配信が可能です。

費用対効果が高い
配信システム

TrueViewインストリーム広告は、冒頭の5秒間はかな

らず表示する設定が可能。また30秒以内でスキップされ

れば料金は発生しない配信システムのため、興味をもつ

ユーザーに動画配信をすることができる費用対効果が高

い施策になります。

Youtube
Trueview

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

送客

Youtube動画広告の特徴

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

出稿金額 ￥500,000- ￥1,000,000-

想定imp 191,568 imp 382,222 imp

再生数 86,206 回 172,000 回

再生率 45 % 45 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

※金額に消費税は含まれていません。
※課金形態は、CPV課金型となります。
※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。
※ trueviewでは30秒以上の再生、もしくはクリックにて1再生とカウントされます。
※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。

プランシミュレーション

直接誘導
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若年層ユーザーの動画視聴の中心であるYoutubeを活用した動画配信

短尺長尺限らずユーザーに動画視聴選択させることができるYouTubeの「TrueView インストリーム広告」。
選択したユーザーとのエンゲージを高めることができ、好意度、購入利用意向などエンゲージメントを高めることが可能です。



若年層DSP広告

若年層DSP広告の特徴

的確なターゲティング

弊社サイトに訪れたユーザーや提携パートナーの会員

データなどを活用して、詳細な配信を実現。貴社商品

サービスのターゲットユーザー的確にリーチすることが

可能です。

高校生～新社会人までの人生の転機を迎える年齢層の

ユーザー対して、ワンストップで効率的な商品・サービ

スの認知活動ができます。若年層キャンペーンなどにご

活用いただくことが可能です。

若年層への効率的な
アプローチ

タイアップと組み合わせで
より高い広告効果

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。

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

出稿金額 ￥750,000- ￥1,000,000-

想定imp 1,845,468 imp 2,456,125 imp

再生完了数 59,055 回 78,596 回

再生完了率 3.2 % 3.2 %

想定配信期間 30 日間 30 日間

※金額に消費税は含まれていません。
※課金形態は、CPM課金型となります。
※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。
※上記は15秒の動画を配信した際の想定数になります。
※最低出稿金額は、750,000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。

プランシミュレーション

学年 性別 詳細セグメント

高校3年生

大学1年生

大学2年生

大学3年生(就活生)

大学4年生
(フレッシャーズ)

男性

女性

志望業界

所属大学

学部（文理）

志望大学

居住地

貴社HP

送客 送客

直接誘導

※セグメントによって組み合わせられない場合もございます。

※年齢、性別、志望業界、所属大学・学部、資格、文理、志望大学、居住地など詳細なセグメントが可能です。
※セグメントによって組み合わせられない場合もございます。
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マイナビの持つ若年層ネットワークを活用して、ターゲットユーザーへ的確に届けるDSP広告

「大学受験生」「就職活動生」「新社会人」など大分類から「学部」「偏差値」などの詳細分類まで年齢や行動データを元に
高精度でターゲティングし、特定のユーザーに対して、外部提携媒体から貴社サイト・広告へ集客します。



入稿規定

メニュー 動画サイズ 容量・形式 その他入稿物 注意事項

LINE
入稿サイズ：
16:9,1:1

入稿可能解像度:
16：9（width：240px以上1920px以下height：135px以上1080px以下）
1：1v（width：600px以上1280px以下 height：600px以上1280px以下）

100MB以内

mp4
ー

※配信面Smart Channelは動画配信不可となります。
※配信面LINEウォレットは動画（１：１）の配信不可
となります。

Twitter

入稿サイズ：
16:9,1:1

入稿可能解像度:
最大サイズ：横1200 x 縦1200px
(縦横どちらかが1200ピクセル以内であれば入稿可)

1GB未満

mp4・mov

・ツイート本文：140文字以内
・タイトル：70文字以内
・説明文：200文字以内

・サムネイル画像（縮小版画像）
ファイル形式: PNGまたはJPEG
最小サイズ: 横640X縦360ピクセル
最大サイズ: 5MB 

※縦型素材は入稿不可となります。
※動画広告のツイート本文内に短縮URLを使用すること
は非推奨です。

Instagram
Facebook

ストーリーズ

入稿サイズ：
9:16, 16:9～4:5

入稿可能解像度:
720p以上

4GB以下

mp4・mov
ー

※貴社HPへ直接誘導の場合はドメイン認証必須となり
ます。
※ストーリーズ広告は、15秒以上の場合は1～3枚の
カードに分割表示され、最後のカード上に「▶このまま
見る」が表示されます。（「▶このまま見る」をタップ
すると残りの秒数が再生されます。）

Instagram
Facebook

フィード

入稿サイズ：
16：9 ～ 4：5

入稿可能解像度:
解像度: 720p以上

4GB以下

mp4・mov
ー

※貴社HPへ直接誘導の場合はドメイン認証必須となり
ます。

TikTok
入稿サイズ：
9:16, 16:9, 1:1

入稿可能解像度:
解像度(正方形) ≥ 640 × 640px
解像度(ヨコ型) ≥ 1280 × 720px

500MB以下

Mp4・mov・
mpeg

・3gp・avi

ー

※動画内に、制服・黒板・校庭など、学校を匂わせる要
素を用いた

クリエイティブの使用は不可となります。
※ハッシュタグ（#）を活用した表示名および説明文の
使用は

不可となります。

YouTube
入稿サイズ：
16:9

入稿可能解像度:
解像度：240px〜2160px

128GB以内

mp4・mov・
mpeg4

・行動を促すフレーズのテキスト：
全角5文字（半角10文字）以内のテキスト

・広告見出しのテキスト：
全角7文字（半角15文字）以内のテキスト

※Youtube広告ではURLでの入稿が基本になるため、
マイナビ学生の窓口アカウントで配信の場合、
弊社アカウントにアップロード・限定公開で設定を
させていただきます。

若年層DSP 入稿サイズ：
9:16, 16:9, 1:1

100MB以内推奨

mp4・mov

・再生終了後画像
16：9の場合1280ｘ720

（スマホビルボード枠のみの場合640x360のみで可）
9：16の場合720ｘ1280
1：1の場合、1280ｘ1280

（スマホ枠のみの場合640x640のみで可）
画像形式：jpegまたはpngとなります。

ー
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※入稿内容の詳細は、案件内容に応じてご案内させていただきます。
※媒体の規定に応じて、配信が難しい商品やサービスなどがございます。詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせ下さい。



大学生に、いまと未来のきっかけを

リアルメニュー
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マガジン
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インターンシップ・就活準備のバイブル

インターンシップ＆就活準備号

実施後調査

媒体概要

媒体概要

「マイナビ2023」に早期会員登録いただいた、インターンシップ・就活準備に対する意識が高い学生のご自宅に宅配するマガジンです。

発行日 2021年11月26日（金）【仮】

発行対象 23卒インターンシップ・就活準備学生

発行部数 17万部

内訳

宅配 （17万部）
┗関東 11万部
（関東1都3県）
┗関西・東海 6万部
（関西2府4県 4.5万部＋東海地域 1.5万部）

実施内容

①マイナビ学生の窓口マガジン
インターンシップ＆就活準備号

②実施後アンケート調査
┗取得件数：約150件
┗設問数：3問
⑴認知度 ⑵興味関心 ⑶自由設定
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メニュー ページ数 関東・関西版 関東版 関西版

表4 1P ¥3,900,000- ¥2,700,000- ¥2,200,000-

表2
1P ¥3,700,000- ¥2,700,000- ¥1,950,000-

2P ¥6,500,000- ¥4,500,000- ¥3,100,000-

第2表2 2P ¥5,700,000- ¥4,000,000- ¥2,800,000-

目次対向 1P ¥3,100,000- ¥2,300,000- ¥1,700,000-

表3 1P ¥3,100,000- ¥2,300,000- ¥1,700,000-

純広告
1P ¥2,600,000- ¥1,900,000- ¥1,550,000-

2P ¥4,400,000- ¥3,100,000- ¥2,400,000-

リコメンド見開き
（リコメンド企画＋純広告）

2P ¥6,000,000- ¥4,200,000- -

リコメンド対向純広告 1P ¥3,100,000- ¥2,300,000- -

リコメンド企画 1P ¥3,500,000- ¥2,500,000- -

編集タイアップ
（制作費別途）

2P~ ¥4,400,000~ ¥3,100,000~ ¥2,400,000~

制作費 制作費1P ¥350,000-

クーポン企画 誌面・PC・スマホ ¥600,000-

タイアップ/制作純広告： 2021年9月24日（金）
純広告（原稿支給の場合）： 2021年9月30日（木）
※お申込み後、制作内容の確定時期によっては、実施内容に制限が出る場合がございます。

お申し込み締切

※ 今後新型コロナウイルスの影響により就活スケジュールの変更が生じた場合、発行日の変更を行う可能性がございます。

※ 金額に消費税は含まれておりません。
※ 制作費は内容により別途費用を頂戴いたします。

※ 外部ロケ・ロケ撮影・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。

※ 純広告については、弊社規定によるクリエイティブ審査を行います。あらかじめ次頁のガイドラインをご参照下さい。詳細は弊社担当にご確認下さい。

※ 会員登録状況によりエリア・部数変更の場合もございます。

料金表と申込要件について
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※上記の編集コンテンツ内容は現時点での予定となります。制作状況により変更・変動の可能姓がございます。

特集内テーマ（仮）

インターンシップ＆就活準備に関する先輩たちの体験談や、今の時代ならではのQ&Aなど、
この時期にぴったりの特集で読者ニーズに応えます。

インターン＆就活準備の体験談満載！ 新しい時代の「働く」を考えよう（仮）

メイン特集

学生の読みたい！を誌面へ反映

先輩たちのリアルな声を聞きたいというニーズに応え、インターンシップ経験者や内定者たちの活動内容
をベースにこの時期必須の情報満載。就活準備についてさまざまな切り口で紹介します。

特集内容

●SUIT
かっちりスーツからオフィスカジュアルまで！ビジネスシーンのファッション図鑑。

●APPEARANCE
必要なのは、清潔感とTPO！ ビジネスシーンのための身だしなみルール。

●GOODS & SERVICES
外出時もリモートも！ ビジネスモードなツール選び。

●ID PHOTO
意思が伝わる撮影の極意！ 好印象が作れる写真館の選び方。

●RESEARCH
探して分類して掘り下げる！ 企業研究&業界研究のススメ。

●巻頭コラム
インターンシップ＆就活準備NEWS【各１ページ】リコメンド広告【6社限定】 (仮)
インターンシップ＆就活準備シーンにオススメのサービスや新商品を、ニューストピックスとして紹介。
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「インターンシップ・就活準備」を知り尽くした編集部が、
貴社の訴求したい内容を効果的に就活生に伝えるべく、目的に合わせた最適なタイアップページ展開を制作させていただきます。

●テーマに添ったアンケート
調査を実施し、ページに反映いたします。
●読者からの関心度が高い
先輩コメント取得によって、
共感を得やすい内容を展開できます。

アンケート型タイアップ イラスト型タイアップ

●イラストを中心に見せることで
柔らかい表現が可能です。
●難しい商品特性、内容なども
学生にわかりやすく
訴求することができます。

●内定を獲得した先輩の就活中の
経験を踏まえて、貴社の商品・
サービスを紹介します。
●就活成功経験と商品メリットを
合わせて訴求することで
大きな反響が見込めます。

●インターンシップ生が
実際の商品やサービスを
モニターとして
体験するという内容となります。
●同じ学生の目線から特性、
使用感や効果などを訴求します。

※タイアップ企画参画の場合は雑誌全体のトーン&マナーに基づいて作成させていただきます。

※発行時期の変更により、下記の過去事例にあるような「就活」という文言は原則として本誌では使用できませんのでご了承ください。詳細につきましてはP11【審査ガイドライン】をご覧ください。

タイアップ展開手法

先輩体験型タイアップ 体験レポート型タイアップ
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クーポン企画

タイアップ掲載に連動し、 「インターンシップ&就活準備号」および就活スタイルナビ（PC・SP）でインターンシップ・就活準備に
役立つ割引クーポンを掲載。商品購入・サービス利用の促進を図ります。

「マイナビ学生の窓口マガジンインターンシップ&就活準備号」 就活スタイル（WEB）クーポンページ

■実施内容
１．マガジンクーポンページ1枠制作・掲載
２．PC・スマホクーポンページ (1P)制作・掲載

定価 ￥600,000-

クーポン企画（マガジン・WEB連動）

※マガジンに御参画いただいた企業様限定です。

※金額に消費税は含まれておりません。

※WEBクーポンの掲載期間はクーポンの有効期限に準じ

最長2022年5月末までとします。

※デザイン・掲載内容は弊社レギュレーションに準じて

制作させていただきます。

※参画社数によって複数ページとなる可能性がございます。

※割引内容等は広告主様で設定できますが、就活の

早期化を助長しないという観点から、マガジン掲載に

あたっては特典内容がインターンシップに役立つものである

必要があります。

クーポンページTOP 貴社クーポンページ

※クーポンページのデザインは変更になる場合がございます。
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2021年10月8日(金）

リーフレット
（Ａ4以内 ペラ）

ブックレット
（Ａ4以内 4Ｐ～12P）

●エリア別 発送予定部数

お申し込み締切

※同日までに形状確認および原稿審査が必須となります。

※納品日：2021年11月初旬
納品場所は10月中旬目途でご案内いたします。

同梱企画

ツールの種類 全エリア 関東 関西/東海

部数 17万部 11万部 6万部

リーフレット(@22円） ¥3,740,000- ¥2,420,000- ¥1,320,000-

ブックレット(@32円） ¥5,440,000- ¥3,520,000- ¥1,920,000-

パウチ型サンプル(@80円～） ¥13,600,000～ ¥8,800,000～ ¥4,800,000～

パウチ型サンプル
（Ａ4以内 形状要確認）

形状イメージ

※同梱可能物はA4以内 12Pまで（最小ハガキサイズ）重さ 50g以内です。ジャバラ/Z折りは不可です。
※パウチ型サンプルは台紙リーフレット（ A4orB5 ）に貼り付けをして下さい。台紙無しのサンプルは不可です。

また、液体商材は液漏れを考慮し、ビニール等へ封入した状態で貼り付けをして下さい。

※事前審査がございます、同梱物仕様（サイズ・折り加工・厚さ等）及び印刷デザインをお知らせ下さい。

※金額に消費税は含まれておりません。

※県別でのセグメント同梱はできません。

※会員登録状況によって部数変更の場合がございます。

※5万部未満の場合 +3円Upとなります。

※厚み制限・最大7社に達し次第お申し込み終了となります。

学生の自宅に届く「インターンシップ&就活準備号」と一緒に
リーフレット・ブックレット・パウチ型サンプル（形状要確認）を同梱することができます。

台紙リーフレット

パウチ型
サンプル

同梱実績
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＜審査のガイドライン＞
ご参画にあたっては、弊社の「マイナビ学生の窓口 コンテンツ掲載ガイドライン」に
基づく審査を行わせて頂きます。下記に該当する場合は掲載不可とさせていただきます。
審査には、一週間～10日間程度の日数をいただきます。早めの審査依頼をお願いいたします。

1. 就活の早期化を助長・促進するような表現・内容【UPDATED】

就活の早期化を抑制するという観点から、就活の早期化を助長・促進するような表現および内容は掲載不可となります。審査はこの主
旨に基づき、コンテクストを踏まえて判断されます。コンテクストにより、他のページで掲載可と判断された表現が掲載不可と判断さ
れることもありますので、予めご了承下さい。

2. 男女雇用機会均等法に抵触する表現／内容

（「就職に不利な女性の～」など）

3. 差別的用語を使った表現

（「貧乏人のための～」など）

4. 根拠のない数値データ

（「内定率xx％」など）

5. 根拠のない最大級・絶対的表現

（ 「NO.１～」「世界初～」 「当社だけ～」など）

バナーやメールなどの広告クリエイティブ内に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。（「当社調べ」は原則不可）

6. 確約を明示するような表現

（「絶対内定が出る～」など）

7. 著しい不安・恐怖を与えるような表現

（「内定取り消しになるかもしれない」など）

8. 個人情報保護法、プライバシーマーク規定に抵触するような表現

（個人情報の取り扱いに関する記述がないなど）

9. 景品表示法に抵触する表現

10. 薬事法に抵触する表現

11. 求人広告/採用広告にあたる表現

・求人広告／採用広告

・「求人」「採用」と明記されていなくても、求人／採用のニュアンスを強く感じさせる文言・ビジュアルを含むクリ■エイティブ

・採用関連の問い合わせ先電話番号・窓口、採用情報ページのURL、採用を想定した検索キーワードなど採用情報への誘導となる文言

12. 業種・取扱い商材がインターンシップ・就活準備マガジンへの

掲載・同梱にそぐわないと弊社が判断した場合
13．多様性を否定する表現・内容 【UPDATED】

【具体的事例】
掲載可否の具体的事例は下記のようなものです。

NG例 NGの理由・考え方など

想定読者である2023卒予定者を
「就活生」とする表現

就活の早期化を助長・促進する表現・内容
として掲載不可。
【UPDATED】

2023卒予定者が行う行動として
の「就活」「就職活動」という
表現

2023卒予定者に就活時の行動を
推奨すること

Web上の就活生向けコンテンツ
等の紹介・リンク

「就活」「就活生」を名称に含
む商品・キャンペーン等や就活
生向け商品の紹介

「就活」「就活生」を名称に含む商品や就
活生向け商品の訴求により、就活の早期ス
タートを促していると理解されうる場合は、
掲載不可。
【UPDATED】

絶対内定 内定確実
内定補償 内定に有利
内定スーツ 内定顔

内定を確約することはできないため掲載不
可。

●●ガイダンス
●●セミナー
●●説明会

プレナビ期間は「ガイダンス」「説明会」
「セミナー」はNG。言い換えて「●●
フェア」は掲載可。

就活塾 内定塾
内定を確約できないため、表現および業種
NG。

修整 フォト修正
美肌修正 レタッチ
美肌加工

加工・修正・補正など本来あるべき姿を、
別のものにするという意味合いの表現は全
て掲載不可。
「修正」「修整」ともに不可。

満足度NO.1 人気NO.1
根拠のない数値データにあたる。客観的な
根拠があれば掲載可。
（「当社調べ」は原則NG）

OK例 OKの理由・考え方など

就活を経験した先輩がとった行
動およびその感想・反省を紹介
すること 就活の早期化を助長・促進するものでない

表現・内容については、就活および就活準
備に言及しても掲載可能。
【UPDATED】

2023卒予定者が行う行動につい
て、「就活準備」の範疇内にお
さまる行動を取り上げること、
およびそれを「就活準備」と表
現すること

好印象仕上げ
高度画像調整プラン
超高画質仕上がりプラン
専門家による画像調整プラン
顔色いきいきプラン
プロ向け画像処理プラン

「写真画像を処理する」という行為（色味
を明るくするなど）は一般的に行なう行為
のため、「画像処理」「処理技術」「画像
調整」「調整技術」は掲載可。

審査のガイドライン
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「インターンシップ&就活準備号」で制作した誌面を抜き刷りいたします。
抜き刷り特典として、【マイナビ学生の窓口ロゴ】もご活用いただけますので、
就活生を含む、大学生へ信頼性のある情報として、貴社のプロモーションにご活用いただけます。
また、関東1都3県・関西2府4県・東海エリア以外の学生へのアプローチ施策としても効果的にご活用いただけます。

インターンシップ＆就活準備号
編集タイアップ記事

活用例①：
抜き刷りパンフレット

活用例②：店頭POP

活用例③：
イベント用
（看板やポスターなど）

パンフレット制作の概算価格表

企画名 料金 備考

4Pデザイン費・印刷費 ¥2,250,000 A4(展開A3) 20万部印刷

8Pデザイン費・印刷費 ¥4,500,000 A4(展開A3) 20万部印刷

12Pデザイン費・印刷費 ¥6,250,000 A4(展開A3) 20万部印刷

※その他の制作物をご希望の場合は、別途お見積りとさせていただきます。
※マガジンのタイアップにご参画いただいた場合、
「マイナビ学生の窓口ロゴ」をご使用いただけます。
※次ページの「ロゴ利用や抜き刷り等のガイドライン」も併せてご確認下さい。

※入稿： 完全データ入稿

※校正： 本紙色校正1回+デジコン1回×1通

※製本・加工： 中綴じ

※納品： 都内近郊一括

※用紙： 雷鳥コート127.9g/㎡＜110kg＞想定

※イラスト費・撮影費・モデル費などは含んでおりません。

※二次利用料は含んでおりません。

※価格表は概算であり、最終的には実施内容決定後にお見積りとなります。
※金額に消費税は含まれておりません。

マガジン抜き刷りプラン

抜き刷りプラン活用例

※掲載した誌面流用＋抜き刷り冊子の表紙＋表4の追加デザイン制作費になります。
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就活に欠かせないマナーや良い印象を

与える表情を指南したブックレットで、

コンタクトレンズの訴求。

▼消費財メーカー様

文具アイテムを使用して

課題解決をするためのアイディアを

まとめたガイドブック作成。

大学にも配布。

▼文房具メーカー様

ロゴ利用や抜き刷り等のガイドライン

マガジン抜き刷り及びマイナビ学生の窓口ロゴ使用に関する表現ルールについて

制作物事例

＜表現ルール＞

基本的には、「インターンシップ＆就活準備号に掲載されました。」のみ表現としてOKになります。
上記以外の表現については基本的にNGとなります。下記OK表現、NG表現をご確認下さい。

「インターンシップ＆就活準備号に
掲載されました。」OK

※社内審査により、表現として使用がOKとなる場合もございますので、ご相談下さい。

※「マイナビ学生の窓口掲載中」等とした場合、掲載を終了際は、使用を中止して下さい。
※使用するクリエイティブは弊社内での審査が必要になります。

マイナビ
学生の窓口マガジン
「インターンシップ＆
就活準備号マガジン」
に掲載されました

NG表現例

マイナビ
学生の窓口

編集部オススメ

●「編集部オススメ」

マイナビ
学生の窓口

編集部オススメ

●「マイナビ学生の窓口ロゴ」の使用

×
株式会社●▼■

●「×」を使用したコラボ表現
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消費活動が活発なタイミングに
ターゲットユーザーに確実なリーチ

新生活や誕生月、初任給などブランドス
イッチや消費が起こりやすいタイミングで、
自宅へのDM発送を行うことが可能です。

メニュー一覧と各種特徴・主な商材

DMの特徴

大学進学/インターンシップ／就活時期
から接点のある「マイナビ」から発送す
るため、会員や保護者様にも安心して受
け取っていただけます。

正確なデータベース

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。

個人情報保護方針に
対応した体制

メニュー名

高校生DM 19歳DM フレッシャーズDM 社会人1年目DM

ピーク時DM
発送可能件数

約42万件 約25万件 約35万 約26万

主な商材

学習塾、ファッション・
アクセサリー、銀行口座、
クレジットカード、PC・

周辺機器、Wi-Fi、賃貸など

クレジットカード、
電子決済アプリ、振袖、家具、

携帯キャリア、
学割サービス情報など

ファッション・アクセサリー、
保険、クレジットカード、
卒業袴、資格、卒業旅行、

自動車、賃貸など

ファッション・アクセサリー、
保険、クレジットカード、

家具、携帯キャリア、
スポーツジム、賃貸など

活用シーン 受験、大学入学等の新生活 成人式 新社会人の新生活
初ボーナス・初給料、

母の日・父の日

※発送件数は都度変動いたします。詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。

消費ニーズを確実に捉えたDM企画

弊社サービスを活用したことがある会員限定に対して、モーメントをとらえたダイレクトアプローチが可能です。
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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発送形態と料金表

※高校生・19歳DMにつきましては、最低出稿通数【5,000件以上（83.5万円～）】となります。

※フレッシャーズ・新社会人1年目DMにつきましては、最低出稿通数【5,000件以上（72.5万円～）】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）

※「パウチサンプル透明ラッピング」以外は、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。

企画 仕様 重量

フレッシャーズ・新社会人1年目DM 高校生・19歳DM

単価（3万件以上） 単価（3万件未満） 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 @110 @145 @138 @167

A4ハガキ
A4圧着ハガキ

長辺～29.7cm 短辺～21cm 100gまで @153 @160 @175 @182

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 ＠140 ＠173 ＠160 ＠193

※3点以上追加封入1点につき ＠5

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 ＠162 ＠180 ＠183 ＠200

※3点以上追加封入1点につき ＠5

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 ＠169 ＠185 ＠190 ＠205

※3点以上追加封入1点につき ＠5

パウチサンプル
透明ラッピング

A4以内（長辺～34cm以内 短辺～24cm以内）
厚さ2cm以内 封入3点まで

100gまで ＠186 ＠198 ＠204 ＠216

※3点以上追加封入1点につき ＠10
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セグメントやオプションについて

項目 内容 料金
実施可否

高校生 19歳 フレッシャーズ 社会人1年目

基本セグメント

都道府県 ー 〇 〇 〇 〇

性別 ー 〇 〇 〇 〇

学年（高校2年生or高校3年生） ー 〇 × × ×

年齢（18歳or19歳） ー × 〇 × ×

実家みなし ー × × 〇 〇

オプション
追加セグメント

大学情報（学校名、学科系統、文理区分、学校ランク等） ¥30,000

×

× 〇 〇

郵便番号 ¥30,000 〇 〇 〇

市区町村 ¥30,000 〇 〇 〇

PC／携帯メールアドレスのドメイン ¥30,000 × 〇 ×

誕生月 ※ハガキ・定型封書（洋0封筒）のみ発送可能 ¥100,000 〇 × ×

号外メールマガジン テキスト
DM発送後に号外メールマガジン
（全角20文字×85行まで）を配信（任意の火曜日）

¥600,000 × × 〇 ×

号外メールマガジン html形式
DMデザインを活用して、DM発送後に
号外メールマガジンを配信／製作費別途（任意の火曜日）

¥1,000,000 × × 〇 ×

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 〇 〇 〇 〇

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。
※フレッシャーズは、2022卒業予定者のみ実施可能です。

¥300,000 × × 〇 ×

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 〇 〇 〇 〇

DM製作費

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。

別途お見積り 〇 〇 〇 〇
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メニューごとの概算発送件数

Coming
Soon…

エリア
高校生DM 19歳DM フレッシャーズDM 社会人1年目DM

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計

北海道 12,200 9,300 21,500 5,000 6,700 11,700 5,100 3,800 8,900 3,700 2,800 6,500

青森県 2,500 1,800 4,300 1,200 1,800 3,000 1,000 700 1,700 600 400 1,000

岩手県 2,600 2,400 5,000 1,400 1,600 3,000 900 700 1,600 600 400 1,000

宮城県 4,500 3,200 7,700 2,000 3,000 5,000 3,600 3,100 6,700 2,600 2,200 4,800

秋田県 1,300 800 2,100 600 1,000 1,600 600 400 1,000 300 200 500

山形県 1,900 1,100 3,000 700 1,300 2,000 700 700 1,400 400 400 800

福島県 2,400 1,500 3,900 1,300 1,900 3,200 1,200 900 2,100 800 700 1,500

茨城県 5,300 4,200 9,500 2,300 2,900 5,200 2,900 2,400 5,300 2,200 2,000 4,200

栃木県 3,300 2,400 5,700 1,500 1,900 3,400 1,500 1,400 2,900 1,100 1,100 2,200

群馬県 5,300 3,700 9,000 2,500 3,400 5,900 1,700 1,800 3,500 1,300 1,400 2,700

埼玉県 13,400 11,000 24,400 6,700 8,200 14,900 11,900 10,400 22,300 10,100 8,900 19,000

千葉県 9,700 6,900 16,600 4,200 5,700 9,900 9,800 8,200 18,000 8,000 7,200 15,200

東京都 22,000 16,800 38,800 9,800 12,800 22,600 26,100 25,600 51,700 20,900 20,300 41,200

神奈川県 14,300 10,900 25,200 7,000 8,800 15,800 17,600 14,900 32,500 14,300 12,600 26,900

新潟県 6,000 5,000 11,000 3,100 3,900 7,000 2,300 1,800 4,100 1,600 1,200 2,800

富山県 1,000 700 1,700 400 500 900 1,100 700 1,800 700 400 1,100

石川県 1,800 1,000 2,800 700 1,100 1,800 2,000 1,300 3,300 1,200 800 2,000

福井県 1,900 1,700 3,600 1,000 1,100 2,100 800 400 1,200 500 300 800

山梨県 1,200 1,000 2,200 600 700 1,300 1,000 800 1,800 700 500 1,200

長野県 4,500 3,200 7,700 2,500 3,300 5,800 1,500 1,200 2,700 900 800 1,700

岐阜県 5,600 4,400 10,000 2,500 3,200 5,700 2,100 1,900 4,000 1,700 1,600 3,300

静岡県 11,200 9,000 20,200 5,100 6,300 11,400 2,700 2,300 5,000 2,000 1,800 3,800

愛知県 17,000 11,800 28,800 6,300 9,600 15,900 10,900 9,800 20,700 8,800 8,100 16,900

三重県 4,100 2,800 6,900 1,900 2,600 4,500 1,500 1,400 2,900 1,200 1,200 2,400

滋賀県 2,700 2,300 5,000 1,500 1,800 3,300 2,900 2,000 4,900 2,100 1,600 3,700

京都府 6,000 5,200 11,200 3,100 3,600 6,700 6,600 6,000 12,600 4,800 4,200 9,000

大阪府 16,400 12,800 29,200 8,000 9,600 17,600 16,200 14,400 30,600 13,600 12,400 26,000

兵庫県 11,800 9,400 21,200 5,400 6,700 12,100 7,800 7,900 15,700 6,500 6,500 13,000

奈良県 2,300 1,800 4,100 1,200 1,500 2,700 2,100 2,100 4,200 1,800 1,700 3,500

和歌山県 1,700 1,300 3,000 700 1,000 1,700 600 500 1,100 500 400 900

鳥取県 500 300 800 300 400 700 400 300 700 300 100 400

島根県 1,000 800 1,800 600 800 1,400 500 300 800 200 100 300

岡山県 3,400 2,800 6,200 1,600 1,900 3,500 2,000 2,100 4,100 1,400 1,500 2,900

広島県 4,700 4,100 8,800 2,700 3,100 5,800 3,300 3,000 6,300 2,300 2,300 4,600

山口県 1,600 1,200 2,800 800 1,200 2,000 1,200 900 2,100 700 600 1,300

徳島県 700 600 1,300 500 700 1,200 800 600 1,400 500 400 900

香川県 2,100 1,700 3,800 900 1,100 2,000 700 600 1,300 500 400 900

愛媛県 3,000 2,700 5,700 1,500 1,700 3,200 1,300 1,000 2,300 800 600 1,400

高知県 1,400 1,000 2,400 500 800 1,300 600 500 1,100 300 200 500

福岡県 10,300 7,900 18,200 4,600 5,900 10,500 8,400 7,300 15,700 6,500 5,700 12,200

佐賀県 1,500 1,100 2,600 600 800 1,400 600 600 1,200 400 400 800

長崎県 1,600 1,100 2,700 700 1,000 1,700 900 900 1,800 600 600 1,200

熊本県 3,400 2,300 5,700 1,600 2,300 3,900 1,500 1,200 2,700 1,000 800 1,800

大分県 2,200 1,700 3,900 900 1,300 2,200 1,000 700 1,700 600 500 1,100

宮崎県 2,200 1,600 3,800 1,100 1,400 2,500 700 500 1,200 400 300 700

鹿児島県 2,000 1,300 3,300 900 1,300 2,200 1,300 1,000 2,300 900 700 1,600

沖縄県 2,100 1,100 3,200 800 1,300 2,100 1,200 1,200 2,400 900 1,000 1,900

合計 239,600 182,700 422,300 110,800 144,500 255,300 173,100 152,200 325,300 133,800 120,300 254,100
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発送スケジュールに関して

※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）

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。
※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

～発送月の2ヶ月前の月末まで 申込 参画審査

～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 ※4

発送日 発送・発送証明発行 ※5
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クレジットデザイン

《DM作成上のご注意》
●ハガキ・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。

※詳細につきましては、弊社担当へお問い合わせ下さい。

※フォーマットデザインは、発送するDMの種類によって変更になります。

ハガキ A4ハガキ・A4圧着ハガキ 定型封書（洋0封筒）

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

フリーレイアウトエリア

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

マイナビ高校生DM 19歳DM フレッシャーズDM 新社会人１年目DM

禁止ワード

「合格」、「不合格」進学(高校3年
生8月以降)
「就職」、「入学」
※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。

「入学」、「大学生活」
※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。

「卒業おめでとうございます」
「就職（内定）おめでとうございま
す」「ご卒業の皆さまへ」
※内定、就職、卒業などが特定され
る表記はNGとなります。

「入社おめでとうございます。」
「就職おめでとうございます。」
※就職、卒業などが特定される表記
はNGとなります。

（全企画共通）「女性らしさ」「男性らしさ」といった、性別に基づく固定観念にとらわれるような表現もNGとさせていただきます。

注意ワード

新生活、春、卒業、桜
※デザインも含めて判断させていた
だきます。
合否を想起させるような表現の場合
はNGです。

保護者様向け
クリエイティブやワード

ー ー

信書について ー 「〇月生まれの皆さま」など 「△△大学卒業生の皆さま」など受取人を特定した表記はできません。

※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。
※万が一、DMを受け取った方から掲載内容についてのお問い合わせがあった場合、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い合わせには、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。
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その他注意点

●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。
・宛名台紙の紙厚は、四六判で90kg以上でご手配下さい。

●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。

●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。

●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、弊社担当にお問い合わせ下さいませ。
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協賛型イベント
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化粧品会社様 製薬会社様

面接対策として身だしなみに気を使
う就活生に対して、シャンプーと日
焼け止めのサンプリングを実施。

会場内で就活生にリポビタンDを飲
んでいただく試飲サンプリングを実
施。また数量限定でノベルティを配
布。

Googleカレンダーなど
就活に使える機能をま
とめた8Pブックレット

IT・通信会社様

日本最大級のインターンシップイベントで就職活動生にダイレクトアプローチが可能

東京・札幌・仙台・京都・大阪・名古屋・福岡・その他各都市にて開催。
インターンシップ学生に就職活動が始まる前からダイレクトにアプローチするメニューをご用意しております。

来場学生へ貴社ツールを配布することが可能です。
比較的低単価でアプローチができるメニューです。

日本全国で開催するインターンシップおよび業界研究イベント(東京)
にて、販促用のブース出展ができます。
貴社の商品・サービスにあわせて、お役立ちミニ講座やサンプリング
などが実施可能です。イベントに来場する学生へリアルにアプローチ
することができます。

セキュリティソフト様

ウイルス対策の啓蒙パン
フレットを作成し配布

販促ブース ツール同梱

【マイナビインターンシップEXPO】概要
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※新型コロナウィルスの感染状況によっては、イベントの開催を延期、中止
または開催内容を変更させていただく場合がございます。また、中止になった
場合は、納品された資材は返却できませんのでご了承下さいませ。
※配布数変動による価格変更はありません。
また、未配布分の返却はできませんのでご了承下さい。



シリーズ 開催地 日程 会場名 想定配布数
リーフレット
同梱価格

ブックレット
同梱価格

サンプル
同梱価格

ツール
同梱

ISEXPO

東京

10/9(土) 東京ビッグサイト 3,000 ¥120,000 ¥180,000 ¥300,000～

11/14(日) 東京ビッグサイト 3,000 ¥120,000 ¥180,000 ¥300,000～

1/8(土) 東京ビッグサイト 3,000 ¥120,000 ¥180,000 ¥300,000～

名古屋

11/6(土) 愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo） 2,000 ¥80,000 ¥120,000 ¥200,000～

12/4(土) 愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo） 2,000 ¥80,000 ¥120,000 ¥200,000～

1/8(土) ポートメッセなごや 1,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000～

大阪

10/17(日) インテックス大阪 1,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000～

11/13(土) インテックス大阪 1,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000～

12/19(日) インテックス大阪 1,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000～

1/16(日) インテックス大阪 1,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000～

福岡

10/2(土) マリンメッセ福岡 B館 700 ¥28,000 ¥42,000 ¥70,000～

12/12(日) 博多国際展示場＆カンファレンスセンター 1,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000～

1/8(金) マリンメッセ福岡 B館 500 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000～

ISフェア

札幌 11/3(水) アクセスサッポロ 700 ¥28,000 ¥42,000 ¥70,000～

仙台 11/3(水) 夢メッセみやぎ 1,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000～

幕張 10/10(日) 幕張メッセ 500 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000～

横浜 1/10(月) パシフィコ横浜 700 ¥28,000 ¥42,000 ¥70,000～

石川 11/13(土) 石川県産業展示館 500 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000～

静岡 11/3(水) ツインメッセ静岡 500 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000～

神戸 10/2(土) 神戸国際展示場 500 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000～

神戸 12/18(土) 神戸国際展示場 500 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000～

IS理系
東京

10/3(日) ベルサール渋谷ガーデン 700 ¥28,000 ¥42,000 ¥70,000～

11/7(日) 東京国際フォーラム 500 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000～

名古屋 11/6(土) 愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo） 600 ¥24,000 ¥36,000 ¥60,000～

IS土建 東京 10/2(土) ベルサール渋谷ガーデン 500 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000～

【マイナビインターンシップEXPO】開催日程と料金表

＜注意事項＞
※配布数変動による価格変更はありません。また、未配布分の返却はできませんのでご了承下さい。
※クリエイティブ内容の審査があります。事前に見本をご提出下さい。
※リーフレット・ブックレットのクリエイティブには「インターンシップに役立つ」「インターンシップ・就活準備に役立つ」の表記が必須です。サンプル同梱は上記の表記不要です。同梱物には企業名をご記載下さい。
※今後の新型コロナウィルスの感染状況によっては、イベントの開催を延期、中止または開催内容を変更させていただく場合がございます。また、中止になった場合は、納品された資材は返却できませんのでご了承下さいませ。

早期から活動する意識の高いインターンシップ学生へと、ツール同梱によるアプローチが可能です。
※参画可能商材：新聞・ファッション・身だしなみ対策グッズ・証明写真・通信・資格

ツール同梱

最大

27,400部
10月~1月

シリーズ 開催地 日程 会場名 出展価格 開口 幅
(mm)

高さ
(mm)

奥行
(mm)

机
(台)

企イス
(脚)

学イス
(脚)

販促
ブース

ISEXPO

名古屋

11/6(土) 愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo） 1,800,000円 L字 7,200 2,100 3,600 2 5 16

12/4(土) 愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo） 1,800,000円 L字 7,200 2,100 3,600 2 5 16

1/8(土) ポートメッセなごや 1,800,000円 L字 7,200 2,100 3,600 2 5 16

大阪

10/17(日) インテックス大阪 2,100,000円 背面のみ 7,200 2,100 未定 2 6 18

11/13(土) インテックス大阪 2,100,000円 背面のみ 7,200 2,100 未定 2 6 18

12/19(日) インテックス大阪 2,100,000円 背面のみ 7,200 2,100 未定 2 6 18

1/16(日) インテックス大阪 2,100,000円 背面のみ 7,200 2,100 未定 2 6 18

福岡

10/2(土) マリンメッセ福岡B館 1,800,000円 背面のみ 6,300 2,400 未定 2 5 12

12/12(日) 博多国際展示場＆カンファレンスセンター 1,800,000円 背面のみ 6,300 2,400 未定 2 5 12

1/8(土) マリンメッセ福岡B館 1,800,000円 背面のみ 6,300 2,400 未定 2 5 12

■お申し込み締切(原稿審査含む)

開催月 販促ブース ツール同梱

10月開催 8月6日(金) 8月20日(金)

11月開催 9月3日(金) 9月17日(金)

12月開催 10月15日(金) 10月22日(金)

1月開催 11月5日(金) 11月19日(金)

販促ブース

3エリア
10日程
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【キャリア甲子園2021】概要
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株式会社マイナビが手がける高校生ビジネスコンテスト

マイナビが手がける高校生ビジネスコンテスト『キャリア甲子園』
2015年に誕生し、現在は全国168校、約2,000チーム、6,800名以上の高校生が参加する大会へと成長しました。
キャリア甲子園に参加する高校生は、協賛企業から出題されたテーマを自由に選択し、
最大８か月もの間、その企業や事業内容、商品やサービスの課題を自ら発見し、解決に向かって取り組みます。
本企画は“若年層のキャリア教育”という領域で、企業・団体様の中長期的なブランディング・広報活動に貢献いたします。



“Re:Creation“という大会テーマに基づき出題テーマを決定いただきます。
貴社のビジネスに関わる内容での設定となります。
テーマを設定した意図・高校生へのメッセージを掲載します。

企業テーマの確定
メッセージページ掲載

インタビューページ掲載
解説動画の収録・掲載

出題いただいたテーマについてその出題意図をインタビューさせていただき、
インタビュー記事、および動画教材を制作し掲載します。多くの高校生が目にし、
テーマに興味を引いたり、課題に取り組んだりするきっかけになります。

プレゼン動画の審査
一次選考の書類審査を突破した上位20チームのプレゼン動画を審査いただき、
準決勝進出チームを選抜いただきます。
動画審査後には高校生に向け、フィードバックコメントを頂戴します。

高校生のメンター
（任意）

準決勝大会進出チーム選出後、選出チームのメンターとして準決勝大会までのフォローをいた
だくことができます。ビジネスの第一線で活躍する社会人からのフィードバックは高校生の
キャリアにとって貴重な糧となり、最終目標に向け、高校生と伴走いただくことで一層貴社へ
のロイヤリティ向上を狙うことができます。

準決勝大会
サンプリング・ご登壇・審査

８チームの高校生から直接プレゼンを受け、審査していただきます。
ここまで残ったチームの中から、貴社代表の１チームを確定します。
準決勝大会では、出場生徒にサンプリングを行うことができます。（任意）

決勝大会ご登壇・CM放映
決勝大会では、貴社代表チームの最終プレゼンを観覧いただきます。
当日はチームおよび大会全体に向けたご挨拶を頂戴いたします。
※決勝大会では、事務局にて選定した審査員にて審査いたします。

書類審査
※運営事務局で実施） 一次選考の書類審査は、運営事務局で、各社様上位20チームを選定いたします。

※スケジュールは状況によって変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

5~8
月

8~9
月

12
月

1
月

1~2
月

2
月

3
月

2~3
月

企業代表チームのメンター
企業代表チーム選出後、チームのメンターとして決勝大会までのフォローをお願いしております。
総合優勝に向けた伴走をお願いいたします。

書類審査の結果を
日経新聞に掲載！

大会の結果と総括を
日経新聞に掲載！

９月１日に
全社テーマ公開！

11月末に
エントリー者数確定！

７月１日に
第一弾企業テーマ公開

【キャリア甲子園2021】スケジュール
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【キャリア甲子園2021】料金表

基本料金（税抜）
枠数

（最大）
主な協賛内容 締め切り

冠協賛 10,000,000円 1社

キャリア甲子園のロゴと共に貴社ロゴが掲出されます。全広報物に露出されるため、
貴社認知＆ブランドイメージに高い効果が期待できます。
また決勝大会では審査委員長として開会宣言と優勝チームを発表をいただきます。

2021年5月末日

テーマ協賛 4,000,000円
最大８社

＊1業種1社

高校生が挑戦するテーマを出題することができます。また準決勝進出チームに
メンターとしてついていただくことで、高校生のロイヤリティを高めます。
業種は、1業種につき1社とします。
なおテーマは先着順とし、テーマ性が重複した場合は先に決定いただいた企業様を
優先いたします。

一次締め切り：2021年5月末日
⇒テーマ公開 7月1日予定

二次締め切り：2021年7月16日
⇒テーマ公開 9月1日予定

高校生
サポート

協賛
3,000,000円～ -

キャリア甲子園に参加する高校生に、貴社サービスや商品、リソースを高校生に
提供することで、ファン獲得を狙う協賛プランです。
基本料金に下記の実施内容が含まれております。２回目以降のサンプリングや
制作物の作成など、ご要望にあわせたさまざまなご提案が可能です。
弊社担当にお問い合わせください。

一次締め切り：2021年7月16日
二次締め切り：2021年11月末日まで

※お申込みいただいた時点からロゴ掲載・
記事掲載が始まります。

WEB
タイアップ

1,000,000円 -

キャリア甲子園出場者にとって関心の高い“どうやったらキャリア甲子園で勝てるの
か”という攻略のヒントを切り口に、貴社の商品やサービスを訴求するWEBタイアッ
プ企画です。

22021年7月1日以降任意の日程～2022
年3月末日まで
2021年9月1日～11月30日は誘導強化

攻略動画
協賛

2,000,000円 -

キャリア甲子園出場者が教材として使用する【動画教材】に、貴社の商材やサービス
を起用し、自然と高校生に理解を促します。同時に、高校生に伝えたいメッセージを
記事タイアップで訴求します。 イベント：2021年8月～10月の任意の時

期
タイアップ：イベント終了後～2022年3
月末日まで
2021年9月1日～11月30日は誘導強化

攻略
イベント

協賛
2,500,000円 -

出場者の中でも特に意欲の高い高校生に、ダイレクトリーチが可能なオンラインイベ
ントに協賛いただくプランです。貴社ご担当者様を講師にお招きし、貴社のフレーム
ワークや商品・サービスを活用したキャリア甲子園の攻略法をレクチャー。参加者と
オンラインでのリアルタイムコミュニケーションが可能なZoomミーティング形式で、
自然と高校生に理解を促します。

※詳細内容に関しましては別紙キャリア甲子園2021資料にてご紹介させていただきます。
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【キャリア甲子園2021】大会注意事項

■テーマ協賛企業は1業種1社とさせていただきます。
キャリア甲子園のテーマ協賛企業様は1業種1社とさせていただいております。

■テーマ協賛企業は他協賛メニューへのご協賛は頂けません。
テーマ協賛企業様は、1社につき複数のご協賛はいただけません。それ以外の協賛メニューは複数の組み合わせが可能です。

■一次締切までにお申し込みいただくとより多くの高校生に取り組ませることができます
キャリア甲子園では学事日程の都合上、企業様のお申込み締切を2段階に分けさせていただいております。なお、一次締切までに参画申込書とテーマを決定いただくと、多くの生徒に
貴社テーマを取り組ませることが出来ます。

■テーマ設定および情報提供について
キャリア甲子園は「答えのない問い」を高校生達に考えさせる機会を創出する大会であるため、基本的には高校生たちの自由な発想を尊重しています。社会経験の乏しい高校生に
とって、企業様に解説いただく動画教材やインタビュー記事で得られる情報は大きな影響力を持ちます。
ここで得られた情報をヒントに自分たちなりに解釈して調査＆企画立案を行っていくので、高校生達に何を大切にして考えてほしいかをご検討いただき、インタビューや動画教材で
触れていただけると幸いです。

■テーマ設定は先着順とさせていただきます
テーマ協賛企業様が設定するテーマは先着順とさせていただきます。テーマは、必ずしも業種と一致していない場合もありますので、お早目のご検討をお勧めします。
例：ITを駆使した、少子高齢化・健康志向ソリューションを考えよう！（帝人様出題）
なお、テーマは大会全体に大きな影響を与えるため、運営事務局から修正させていただく場合があります。予めご了承ください。

■お申し込み後のキャンセルは出来ません
大会の進行上、お申込書をいただいてからのキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

■審査方法およびフィードバックについて
審査については大会審査項目に準じて審査いただきますよう、よろしくお願いいたします。特に準決勝大会は生徒たちにとって正念場であることもあり、時間やエネルギーを賭けて
挑戦してきます。公正な審査と、適切なフィードバックをお願いいたします。
準決勝大会審査方法については、追って事務局からご案内をさせていただきます。
なお、決勝大会の審査員は審査項目にそって審査いたします。その点、ご留意いただいたうえで審査をお願いいたします。

キャリア甲子園は年々注目度が高まっており、大学入試の推薦入試やAO入試のPR材料とする高校生も増えています。またPBL授業の
一環として成績評価にキャリア甲子園の成果を加える高校もございます。
これまでも協賛各社様に真摯にご対応いただいておりましたが、改めて審査についてご留意いただきたいことをまとめております。
ただし、必要以上に硬い基準を設ける意向はありません。自由度の高さや、数値や理屈では測れない物事がある事もキャリア甲子園の
魅力です。
参加高校生全員に対して公正であり、また透明性のある大会運営を目指していきたいと考えています。
大変恐縮ですが、ご確認くださいませ。

Copyright Mynavi Corporation 113



個別イベント
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オンラインイベントについて

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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開催までの集客フロー

2
2

１

※その他SPからの誘導もあり。
タイアップと同じ誘導枠となります。

告知
(イベントから約4週間前)

▼学生の窓口TOPページ（PC）

学生から御申込をいただいた後は、弊社にて管理・申込
者対応・事前アンケートを取得をいたします。

●申込データの管理
●問い合わせ対応
●来場促進メール配信
●キャンセル対応
●参加者名簿作成
●事前アンケート取得

募集管理/事前アンケート

マイナビ学生の窓口内に告知ページを掲載。併せて、
ガクマドラボメンバーや繋がりのある学生団体にもお
声がけいたします。

イベント実施

ご報告
(イベントから5～10営業日後)

貴社のご要望に沿って、イベントを開催いたします。イベントの企画
から当日の配信環境のご用意・運営・進行まで、一気通貫で請け負い
ます。

▼募集告知ページ

イベント当日の様子や、参加者から集計したアンケートデータなどを
集計し、レポートを提出させていただきます。
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【オプション】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

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。

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。
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サンプリング
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概要

※サンプリングメニューの詳細に関しましては別紙媒体資料をご確認ください。

マイナビの強力な若年層ネットワークを活用して、学生のマインドが高まるタイミングで商品のサンプリングを行うことが可能です。
また商品のファン化を図るために必要な理解促進ツールなどの企画・制作を含め、ワンストップで施策の実施可能です。

オープンキャンパス

高校生向けサンプリング

教習所

新大学生向けサンプリング

受験会場

大学生向けサンプリング

正門・通学路

保護者向けサンプリング

保育園学生マンション

大学生サークル 大学書店

幼稚園 小学校
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大学生に、いまと未来のきっかけを

調査メニュー
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概要

若年層の実態調査 共創プロジェクト

条件にマッチした学生をアサインし
学生のインサイトを調査します。

調査から見えてきた発見や仮説は、
企画開発のエビデンス等にご活用いただけます。

ガクマドラボから選抜した学生でチームをつくり、
プロジェクト化。

大学生のとともに商品開発やプロモーション施策
のプランニングなどをいただけます。

＜主な内容＞ ＜主な内容＞

若年層の実態調査に基づく商品開発・PR企画PJ

若年層のアイデアを抽出するミニワークショップ企画

定量調査（WEBアンケート）

定性調査（グループor個別インタビュー)
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若年層インサイトを理解することでマーケティングを最適化

多様性を重視するZ世代のインサイトは、数値からは見えにくいものです。しかし、次世代のファンを作っていくためには
早い変化をとらえ、リアルなユーザーニーズを深堀り、新たな切り口（課題・訴求点）が見つけることが重要です。
ガクマドラボマーケティング部の学生と一緒に並走することで、大学生の半径1メートル以内に届くPRプランをご提案します。



設問数 ～10問 ～15問 ～20問 ～25問 ～30問

料金 ¥310,000- ¥370,000- ¥410,000- ¥470,000- ¥520,000-

Copyright Mynavi Corporation 123

商品企画のためのマーケティングリサーチやサンプリング使用前後での態度変容などにもご活用いただけます。
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。

▼設問設計費

▼本調査

【アンケートページ】

アンケートページ作成・実施 報告

【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

注意事項
※金額に消費税は含まれておりません。
※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。

詳細は、弊社担当にお問い合わせ下さい。
※調査内容によっては、金額が変動する場合がございます。
※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

サンプル数 ~5問 ～10問 ～15問 ～20問 ～25問 ～30問

100ss ¥150,000- ¥190,000- ¥250,000- ¥310,000- ¥370,000- ¥430,000-

200ss ¥210,000- ¥250,000- ¥330,000- ¥390,000- ¥450,000- ¥560,000-

300ss ¥290,000- ¥330,000- ¥410,000- ¥490,000- ¥560,000- ¥660,000-

400ss ¥350,000- ¥410,000- ¥490,000- ¥580,000- ¥640,000- ¥780,000-

500ss ¥410,000- ¥470,000- ¥580,000- ¥680,000- ¥740,000- ¥880,000-

600ss ¥490,000- ¥560,000- ¥660,000- ¥760,000- ¥840,000- ¥1,000,000-

アンケート調査企画



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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オンライン学生座談会 個別インタビュー

▼個別インタビュー（1名60分×5名）

大学生のリアルな声を個別インタビューでヒアリングする座談会となります。若年層の興味関心ごとや思考などを深く聞くことが
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。

メニュー詳細

定価
(実施料金) ¥ 1,800,000～

参加人数 大学生5名 / 各60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）

¥ 650,000 ~

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）
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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）

Copyright Mynavi Corporation 126



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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