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マイナビ就活生プロモーションとは

インターンシップ・就職活動をする学生からの
圧倒的支持を得るマイナビブランドの元
クロスメディアでのアプローチにより、
貴社商材・サービスの認知拡大、販売促進が可能です。
学生にとって、インターンシップ・就職活動は社会に踏み出す「最初の一歩」です。
就活生が目の前の扉を開き、新しく社会に踏み出そうとするその第一歩をマイナビは応援しています。
マイナビによる就活生プロモーションでは、国内最大級のインターンシップ・就活生向け採用サイト
全国の就活準備応援サイト

と

にて効果的なアプローチ方法をご提案させていただきます！
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マイナビだからできる効果的なプロモーション

01

国内最大級の就活メディアで
全国のインターンシップ生、
就活生にダイレクトリーチ可能

02

マイナビブランドの元
就活生のマインドを捉えた
企画展開・アプローチ可能

03

媒体毎の特性を活かした
クロスメディアでの
一貫した施策展開が可能

マイナビは「就活生に最も利用された就職情報

多くの企業情報を取り扱うマイナビからの情報

WEB/マガジン/SNS/EXPOと

サイト」「企業掲載社数」で共に1位を獲得

という信頼性・安心感と共に、就活生のマイン

複合型のプロモーションを展開。

しております。就活生、企業様からの圧倒的支

ドを徹底的に捉えた企画をご評価いただき、

各メディア特性を効果的に結びつけるクロスメ

持の元、全国文系理系様々な大学で就活ガイダ

官公庁の啓発案件から、スーツ企業、製薬企業、

ディア展開で既存のメディアでは成し得ないパ

ンスも行っている強固なネットワークを駆使し

証明写真企業、又昨今ではBtoB企業のコンテン

フォーマンスを実現いたします。

た就活生ダイレクトリーチが可能です。

ツ制作のお手伝いもさせていただいております。

※出典：2019年3月に利用した就職情報サイトに対する調査結果より
調査 委託先：楽天インサイト株式会社（2019年4月）
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就活生の年間スケジュール
昨今、就活解禁前に85％の方が平均5社インターンシップに参加しており、就活準備は非常に活発です。※就活生へ効果的な
プロモーションを行うためにマイナビだから知り得る就活生の動きを元に、最適なプロモーション時期をご提案させていただきます。
※出典：2021年卒 マイナビ大学生 広報活動開始前の活動調査より

大学3年生

6月

7月

6／1

就
活
生
の
動
き

8月

9月

10月

インターンシップ
(サマー)

就活
サイト
オープン

大学４年生

11月

12月

インターンシップ
(オータム)

2月

インターンシップ
(ウィンター)

3月

4月

5月

3／１

6月

7月

8月

6／1～

就活
解禁

内々定出し

自己分析・業界研究・テスト対策
企業説明会に予約＆参加

インターンシップ
情報検索

面接

企業研究・エントリーシート提出
適正診断テスト受験

スーツ・オフィスカジュアルファッション等購入

消
費
行
動

1月

スーツ等購入
証明写真撮影

証明写真撮影
資格取得・勉強
就職活動お役立ちアイテム購入

W
E
B

就活
スタイル

就活準備応援コンテンツ

マイナビ
2022

2020年6月~

マイナビ2022

インターンシップ応援コンテンツ

2021年3月~

マイナビ2022

就活応援コンテンツ

11月25日
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

マガジン連動就活準備
応援キャンペーン

イ
ベ
ン
ト

インターンシップEXPO/業界研究EXPO

マイナビ就職EXPO・合同セミナー

掲載可能情報

…『インターンシップ・就活準備応援』情報(ファッション・通信キャリア・資格・新聞・証明写真・化粧品・消費財・食品飲料業界)

掲載可能情報

…『就活応援』情報 (ファッション・通信キャリア・資格・新聞・証明写真・化粧品・消費財・食品飲料・その他業界)

※イベント…スクールは掲載NGとなる場合がございます。営業担当にお問い合わせ下さい。
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活生の心境と消費活動
絶対に失敗したくない就活だからこそ、就活に役立つ情報に敏感に反応します。
今まで気が付かなかったことを意識するタイミングであり、親世代も巻き込んだ消費活動が活発になります。

就活は大変だった

スーツや靴などを購入した

80

95

％

親にスーツを購入してもらった

81

％

体調管理の意識が高まった

51

％

％

就活中に感じた体の不調や悩み
メイク方法を変えた

資格・検定試験を受けた

※女性のみ

54
就職活動中のライフスタイルに関するアンケート

％

2019/05/10～05/31

34

％

1
２
３
４
５
６
７
８
９
10

40%

睡眠不足

37%

靴擦れ

36%

肩こり

33%

足のむくみ

27%

頭痛
全身のダルさ

22%

イライラ

20%

腰痛

20%

花粉症
腹痛

19%
16%

対象：就職活動中の学生男女4,271件
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SHU-KATSU STYLE

WEB
タイアップ広告・クーポン企画
ディスプレイ広告・ブーストメニュー
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ポータルサイト「就活スタイル」について

インターンシップ生・就活生応援総合情報サイト
インターンシップ・就職活動準備をサポートする便利な情報を日々配信するとともに、
就活を「自分らしく働ける仕事と出会う」場に変えていくために前を向けるきっかけとなるヒントを届けることで学生を応援しているサイトです。

＝MEDIA SPECK＝
対象

インターンシップ生・就活生

PV

1,359,200PV ／ 月間 (2020年3月実績)

UU

417,527UU ／ 月間 (2020年3月実績)

デバイス
男女比

SP:75％

＝QR/URL＝

＝CATEGORY＝
お得クーポン

マナー・身だしなみ

就活の基本

ES・履歴書

業界・企業研究

面接対策

PC(Tablet):25％

男性：49% 女性：51%
https://gakumado.mynavi.jp/style
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就活スタイル

連載一覧

面接やESの書き方等、目の前にある就活の取り組み方がわかる連載から、

先輩や芸能人著名人インタビューによる広くキャリアを考えるための連載、また女性向け、保護者向けの連載まで、
就活に関わる全ての方に、参考としていただける連載をご用意しております。

先輩たちの就活スタイル

身だしなみ＆マナーをおさらい！就活クローゼット

#やしろあずきの就活相談酒場

オヤカツ 就活生の親の心得

#ワクワクしごと基地

その他証明写真連合企画や、仕事に役立つ資格カタログ等のコンテンツもございます！
Copyright Mynavi Corporation
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就活スタイル

タイアップページまでの誘導

PC

SP

トップページ

トップページ

カテゴリトップページ

貴社タイアップページ

記事ページ

４
貴
社
H
P

１
１

２
２
就活スタイル誘導枠

３

５
２

3

２

１

新着情報（掲載開始時）

２ ダイレクトリンク（ローテーション表示）
３

注目の記事

(カルーセル表示)

４

カテゴリトップページ誘導枠(ローテーション表示)

５

編集記事下リンク（ローテーション表示）

※１新着情報は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致します。
※誘導枠は、予告なく変更になる場合がございます。
※UI変更を予定しているためデザイン・レイアウトが
変更になる場合がございます。
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就活スタイル 編集・クリエイティブタイアップ 概要
WEBタイアップメニュー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。
Choice① 形式
クリエイティブタイアップ

編集タイアップ
フォーマット型のタイアップ
読者が普段見慣れた記事にそったフォーマット展開となるため、自然な
リーチができ、且つ低コストで実施が可能です。

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。

Choice② 展開手法
取材・撮影型

イラスト・アンケート型
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。

学生や若手社会人を3名まで起用可能です。読者の身近な存在の方に、商
品・サービスを紹介してもらうことで、自分事化を促します。商品の体験
や検証、座談会などの展開が可能です。

※イラスト追加の場合別途費用となります。

※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。

クリエイティブタイアップ記事

編集タイアップ記事

クリエイティブタイアップ記事

Copyright Mynavi Corporation
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就活スタイル 編集タイアップ（4週間掲載）
就活スタイルオリジナルフォーマットによるタイアップ展開。
読者との親和性の高い記事紹介、且つ低コストでのタイアップ実施が可能です。
スマホ

PC

人気

スマホ・PC適用

編集タイアップ
定価
(実施料金)
期間
想定PV

実施内容

制作費40万円を含む
4週間
7,500PV～8,500PV
①タイアップページ１P制作・4週間掲載
②読後アンケート（募集ページ制作・単純集計ご提出）
取得件数：約150件～200件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

お申し込み締切

掲載の30営業日前

オリエン実施日

掲載の26営業日前まで

4週間掲載延長定価

注意事項

読後調査

￥1,200,000

￥500,000-

（5,000～6,000PV）

•金額に消費税は含まれておりません。
•『イラスト・アンケート型』もしくは『取材・撮影型』からお選びいただけます。
•『イラスト・アンケート型』は、アンケート取得およびイラスト4点まで使用可能です。
•『取材・撮影型』は、学生アサイン3名まで（弊社内で撮影）起用可能です。
•外部ロケ・ロケ撮影・学生の文理/性別/内定業界などアサイン条件追加、4名以上の学生アサイン、
インフルエンサー、専門家アサイン費などの費用は別途お見積りとなります。
•情報量は1ページあたりA4サイズ2枚程度（本文 最大800文字程度、インフォメーション120文字
程度、画像3点程度 ※制限設定はございません）となります。
•追加の制作費は、 A4サイズ1枚相当ごとに追加10万円となります。
•掲載期間終了後のアーカイブは別途費用が発生いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。
•読後アンケートの取得対象者は年齢18歳～26歳のインターンシップ参加予定/就活予定
もしくは就活中の学生男女となります。
•読後アンケートの設問項目については上記推奨となります。詳細は営業担当にご相談下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
AM10:00～開始希望の場合は1営業日前17:00までに校了いただく必要がございます。
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就活スタイル 編集タイアップ（8週間掲載）
就活スタイルオリジナルフォーマットによるタイアップ展開。
読者との親和性の高い記事紹介、且つ低コストでのタイアップ実施が可能です。
スマホ

PC

人気

スマホ・PC適用

編集タイアップ
定価
(実施料金)
期間
想定PV

実施内容

制作費40万円を含む
8週間
13,000PV～14,500PV
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～200件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

お申し込み締切

掲載の30営業日前

オリエン実施日

掲載の26営業日前まで

4週間掲載延長定価

注意事項

読後調査

￥1,700,000

￥500,000-

（5,000～6,000PV）

•金額に消費税は含まれておりません。
•『イラスト・アンケート型』もしくは『取材・撮影型』からお選びいただけます。
•『イラスト・アンケート型』は、アンケート取得およびイラスト4点まで使用可能です。
•『取材・撮影型』は、学生アサイン3名まで（弊社内で撮影）起用可能です。
•外部ロケ・ロケ撮影・学生の文理/性別/内定業界などアサイン条件追加、4名以上の学生アサイン、
インフルエンサー、専門家アサイン費などの費用は別途お見積りとなります。
•情報量は1ページあたりA4サイズ2枚程度（本文 最大800文字程度、インフォメーション120文字
程度、画像3点程度 ※制限設定はございません）となります。
•追加の制作費は、 A4サイズ1枚相当ごとに追加10万円となります。
•掲載期間終了後のアーカイブは別途費用が発生いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。
•読後アンケートの取得対象者は年齢18歳～26歳のインターンシップ参加予定/就活予定
もしくは就活中の学生男女となります。
•読後アンケートの設問項目については上記推奨となります。詳細は営業担当にご相談下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
AM10:00～開始希望の場合は1営業日前17:00までに校了いただく必要がございます。
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就活スタイル クリエイティブタイアップ（4週間掲載）
就活スタイルオリジナルフォーマットによるタイアップ展開。
読者との親和性の高い記事紹介、且つ低コストでのタイアップ実施が可能です。
スマホ

PC

人気

スマホ・PC適用

クリエイティブタイアップ
定価
(実施料金)
期間
想定PV

実施内容

制作費85万円を含む
4週間
7,500PV～8,500PV
①タイアップページ１P制作・4週間掲載
②読後アンケート（募集ページ制作・単純集計ご提出）
取得件数：約150件～200件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

お申し込み締切

掲載の45営業日前

オリエン実施日

掲載の41営業日前まで

4週間掲載延長定価

注意事項

読後調査

￥1,750,000-

￥550,000-

（5,000～6,000PV）

•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頂く場合がございます。
•掲載期間終了後のアーカイブは別途費用が発生いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。
読後アンケートの取得対象者は年齢18歳～26歳のインターンシップ参加予定/就活予定もしくは就
活中の学生男女となります。
•読後アンケートの設問項目については上記推奨となります。詳細は営業担当にご相談下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
AM10:00～開始希望の場合は1営業日前17:00までに校了いただく必要がございます。
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就活スタイル クリエイティブタイアップ（8週間掲載）
就活スタイルオリジナルフォーマットによるタイアップ展開。
読者との親和性の高い記事紹介、且つ低コストでのタイアップ実施が可能です。
スマホ

PC

人気

スマホ・PC適用

クリエイティブタイアップ
定価
(実施料金)
期間
想定PV

実施内容

制作費85万円を含む
8週間
13,000PV～14,500PV
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～200件
設問数：5問⑴認知 ⑵商品理解 ⑶~⑸自由設定

お申し込み締切

掲載の45営業日前

オリエン実施日

掲載の41営業日前まで

4週間掲載延長定価

注意事項

読後調査

￥2,300,000-

￥550,000-

（5,000～6,000PV）

•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頂く場合がございます。
•掲載期間終了後のアーカイブは別途費用が発生いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。
•読後アンケートの取得対象者は年齢18歳～26歳のインターンシップ参加予定/就活予定もしくは就
活中の学生男女となります。
•読後アンケートの設問項目については上記推奨となります。詳細は営業担当にご相談下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
AM10:00～開始希望の場合は1営業日前17:00までに校了いただく必要がございます。
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就活スタイル 素材支給型特急タイアップ
貴社より支給頂いた素材を活用して若年層に商品・サービスを紹介す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。低コストかつ短期間の制作スケジュールで展開が可能です。
スマホ

PC

スマホ・PC適用

編集タイアップ
定価
(実施料金)
期間
想定PV

実施内容

お申し込み締切

オリエンシート
ご提出日締め切り
4週間掲載延長定価

￥1,050,000
制作費25万円を含む
4週間
7,500PV～8,500PV
①タイアップページ１P制作・4週間掲載
②レポートの作成（PV・クリック数・CTR・滞在時間のご報告）

掲載の15営業日前
掲載の14営業日前まで

￥500,000-

（5,000～6,000PV）

•金額に消費税は含まれておりません。
•制作内容は、弊社でのモデルアサイン・撮影等を行わない素材支給型の記事となり、
貴社に記載いただく、オリエンシートをもとにした簡易的な内容になります。
•次ページ記載のスケジュール内の貴社ご対応箇所における営業日を超過した場合、
掲載日を超過した営業日分後ろ倒しさせて頂きますのでご了承下さい。

注意事項

•本施策では、貴社内容確認が2回かつ修正も2回のみとなります。
3回以上の修正が発生する場合、1回につき別途5万円（税別）および
修正に要する営業日をいただきますのでご了承下さい。
また修正内容に関しましては、言い回しや表現の修正のみの対応となりますので、
ご了承下さい。
•掲載情報に関しましては、弊社フォーマットのオリエンシートに記載いただいた内容となります。
•掲載期間終了後のアーカイブは別途費用が発生いたします。詳細は営業担当にご確認下さい。
•想定PVはその反応を保証するものではございません。
•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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就活スタイル 素材支給型特急タイアップ 記事内容と制作スケジュール
記事の構成

制作スケジュール

制作コンテンツの構成は、下記3つとさせていただきます。
別途用意させていただいておりますオリエンシートに記載の内容から
学生が貴社商品・サービスに対して興味関心が高まる、理解が深まる文章
を作成させていただきます。

下記お申し込みから掲載までのスケジュールになります。
記載の通り、貴社確認・修正はともにテストアップページで
実施させていただき、赤字のみの対応となりますのでご了承下さい。

▼記事TOP

▼訴求内容（最大3点）

▼Info（商品・サービス情報）

▼制作スケジュール
広告主様ご対応領域

弊社対応領域
15営業日前

お申込み書受領

金
土

素材・情報ご提供

日
14営業日前

月

13営業日前

火

12営業日前

水

11営業日前

木

10営業日前

金
土

原稿執筆／コーディング

日
9営業日前

月

8営業日前

火

7営業日前

水

テストアップページご確認・

6営業日前

木

お戻し

5営業日前

金

修正

土
日
4営業日前

月

テストアップページご確認・

3営業日前

火

お戻し

2営業日前

水

1営業日前

木

リリース日

金

修正
最終ご確認・FIX
リリース

※2021年3月末掲載終了の場合、同年2月9日（火）が最終お申し込み日、
2月10日（水）がオリエンシートおよび素材の入稿締め切りになります。
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就活スタイル

タイアップオプション価格一覧

展開手法

座談会
（1名追加毎）

内容

大学生を起用することで親近感を演出し、読者目線でリ
アルな製品紹介をすることが可能です。

オプション価格

¥30,000～/1人
（ネット）

¥100,000～/1人

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。

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。

学生団体
コラボ企画

企業様が打ち出したい新商品やサービス・キャンペーン
の内容に合わせた学生団体をタイアップ内に登場させる
オプション企画。ミス●●がおススメするなどのコラボ
が可能です。

小説・マンガ

人気コンテンツである小説やマンガの中で貴社製品を登
場させ、ブランドの浸透とシーン訴求をはかります。

診断テスト

診断テスト。リーチを広げるだけでなく読者の興味喚起
を行うことで購買意欲を醸成します。

モニター
同時実施

タイアップ広告からモニター応募へ誘導。読者にサンプ
ル使用などモニターとなってもらい、使用後のリアルな
感想をアンケートにて集約します。

¥400,000～

動画

貴社商品を使った動画コンテンツを制作。How toを見せ
ることで商品の認知促進を図ります。

別途お見積り

（ネット）

¥300,000～
（ネット）

¥300,000～
（ネット）
別途お見積り

¥400,000～
（ネット）

（ネット）

備考
※
※
※
※
※

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時間以上の実施は別途費用を頂戴致します。
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致
します。

※
※
※
※
※

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頂くことがございます。
取材撮影は都内にて、2時間程度実施が条件となります。
都外にて、または、2時間以上の実施は別途費用を頂戴致します。
競合排除は行いません。

※ 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、追加費用を頂くことがございます。

※ 起用団体・人数・実施条件によって変動します。詳細は営業担当にご確認下さい。

※ 漫画家や小説家によって費用が異なります。詳細は営業担当にご確認下さい。
※ 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5万円頂戴
致します。
※
※
※
※

モニター募集・事後アンケートページ制作
モニター募集時のアンケート設問数：5問以内
事後のアンケート設問数：10問以内(うち記述式3問まで)
発送費は別途頂戴致します。

※ 動画の秒数や内容によって異なるため、詳細は営業担当にご確認下さい。

※金額に消費税は含まれておりません。
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アンケート企画
インターンシップ学生や就活生に対して、WEBアンケートの実施が可能です。
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。
アンケートページ作成・実施

報告

【アンケートページ】

【アンケート結果報告書】
単純集計結果を報告書としてご提出いたします。

学生の窓口
調べ

SAMPLE

WEBアンケート企画
詳細
定価

￥300,000-

件数

150～200件 ※内容によって異なります。

実施内容

アンケート募集ページ（1P）制作
アンケート10問まで（うち記述式3問まで）
ローデータ、報告書作成（単純集計のみ）

お申し込み締切
注意事項

アンケート配信日の30営業日前
※ 金額に消費税は含まれていません。
※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。お問合せ下さい。

就活スタイル

クーポン企画

就活スタイル（PC/スマホ）に就活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。
就活スタイル

誘導枠

クーポンページTOP

貴社クーポンページ

●就活スタイルヘッダ『お得クーポン』

●就活スタイルヘッダ『お得クーポン』

ランダム表示

クーポン企画（WEB)
定価
平均PV

￥300,000約2,000PV

掲載期間

4週間～※クーポンの有効期限に準じます

実施内容

PC・スマホクーポンページ (1P)制作・掲載

誘導枠

就活スタイルナビTOPページ1枠

※ランダム表示

※金額に消費税は含まれておりません。
※タイアップにご参画いただいた場合のみ、
オプションとしてクーポン掲載が可能。
※掲載期間はクーポンの有効期限に準じ最長2021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、制作させて頂きます。
※割引内容等はクライアント様で自由に設定できます。
※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・誘導枠は仮・変更となる場合がございます。
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就活スタイル

ディスプレイ広告

SP動画オーバーレイ

スマートフォン特化のオーバーレイ型ジャック広告。
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。
動画オーバーレイ
定価
掲載量

ＳＰ動画
オーバーレイ

再生単価
掲載面
デバイス

枠数
お申し込み締切
入稿締切

¥400,000‐
100,000回再生保証
@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）

スマートフォン

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

入稿規定

・形式：avi、mpeg/mpg、mov、mp4、wmv、flv/f4v、3gpp/ 3gp、webm
・サイズ：横640×縦360px(16：9)
・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。

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

※上記は最低出稿金額となります。
※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。
※掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
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【SP】動画オーバーレイ：拡張配信プラン
大学生メディアの学生の窓口だけでなく、「学生」や「年齢」でターゲティングし、
貴社のご要望、プロモーションの目的に合わせ、下記メディアへの拡張配信もご提案しております。

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

ビジネス系メディア

女性誌系メディア

ＳＰ動画
オーバーレイ

ＳＰ動画
オーバーレイ

長期休暇や卒業旅行向けに
旅行系メディア

ＳＰ動画
オーバーレイ

料金や規定等は、前ページの「【SP】動画オーバーレイ」をご参考にして下さい。
その他、ご要望に合わせ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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就活スタイル

ディスプレイ広告

SPオーバーレイ

記事ページフッター部分に掲載されるバナー広告です。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。
SP オーバーレイ
定価

￥120,000-

掲載量

100,000imp保証

単価

@1.2円
全編集記事ページ

掲載面

（タイアップ記事広告には表示されません）

デバイス
枠数
お申し込み締切
入稿締切

スマートフォン
1枠（掲載期間中、複数社掲載する場合がございます）

掲載開始日の10営業日前
掲載開始日の5営業日前
◆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

入稿規定

◆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。
詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。
※100,000imp～の販売となります。
※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Safari for iOS Ver.7以降、Andoroid標準ブラウザ Ver.4以降となります。

※バナー制作の場合は別途費用が発生いたします。
※掲載開始曜日は平日AM10：00～17:00の間となります。
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就活スタイル
PC

ディスプレイ広告
SP

企画名

枠数

ワイド
レクタングル
バナー

1枠

掲載期間/保証

300,000imp保証

定価料金

¥300,000

単価

@1.0

形式／詳細
・横300×縦250px・ローテーション表示
・PC/SPサイトの全ページ
(一部広告ページ除く)
・40KB以内（gif/png/jpg）
・アニメーション可ループ3回、Flash不可
・ALTテキスト全角20文字以内
・掲載開始曜日：土日・祝日以外の任意

※最低出稿量は、100,000imp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。

締め切り

お申し込み締切：掲載開始日の7営業日前
入稿締切
：掲載開始日の5営業日前
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ブーストメニュー一覧
就活スタイルでは5つのブーストメニューを提供しています。
貴社のニーズに合わせ、適切なメニューをご提案させていただきます。
Twitter
プロモツイート

学生の窓口
リターゲティング

Instagram
広告

特徴

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

「マイナビ学生の窓口」
に訪問したユーザーへ、
リターゲティング広告を
配信するネットワーク型
広告です。
一度サイトに訪れたユー
ザーに広告を配信するた
め、若年層へ継続的な商
品・サービスの認知活動
ができます。

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

セグメン
ト

アカウント、キーワー
ド、
興味関心、都道府県、
性別、年齢

性別、都道府県、興味関
心
など

エリア、年齢、性別
興味関心

想定Click

2,100CL

4,000CL

想定CPC

¥160～

最低
出稿金額

¥350,000
(ネット)～

メニュー

LINE 広告

TikTok広告

popIn

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

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

エリア、年齢、性別

年齢、性別、エリア、
興味関心、キャリア

性別、コンテンツマッ
チ

2,143CL

3,750CL

6,286CL

5,000CL

¥60～

￥140～

￥80～

¥70～

¥65～

¥240,000
(ネット)～

¥300,000
(ネット)～

¥300,000
(ネット)～

¥440,000
(ネット)～

¥325,000
(ネット)～

若年層の利用率が最も
高いSNSであり、他の
SNSでリーチできない
層にもアプローチが可
能です。コミュニケー
ションツールとして利
用されるLINE上の様々
な配信面を活用するこ
とで、接触ポイントを
増やすことが可能です。
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ブーストメニュー｜クリエイティブ制作
タイアップメニューとブーストメニュー同時お申し込みで2点制作費無料！
長年の編集部のノウハウを活用したクリエイティブを制作・ABテスト運用いたします。
誘導用の広告画像と遷移先の内容に乖離がある場合、離脱が非常に多くなる可能性があります。マイナビでは、
自然な形で誘導させるクリエイティブで若年層にささりやすいクリエイティブを作成することが可能です。
※単体実施の場合にも、貴社サイト内の画像を提供頂き、弊社で加工・加筆し制作することを推奨しております。
Stories広告クリエイティブ例

インフィード広告クリエイティブ例
複数の画像を組み合わせ雑誌風にクリエイティブ
を展開する『Instagramマガジン』という手法も
好評です。※詳細はP41をご覧下さい。

▼インスタマガジンイメージ
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ブーストメニュー｜Twitterプロモツイート
SNSの中で情報収集ツールとして最も利用されているTwitterを活用した広告です。
サイト誘導を図るためのTwitter広告。ターゲットユーザーのタイムライン上に「就活スタイル」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。
就活スタイル
タイアップ記事

Twitterホーム

送客

送客

貴社HP

プロモツイート広告のメリット
効果の高いクリエイティブ制作
および運用

課題解決に最適な
ターゲット・キーワード提出

マイナビアカウントで配信

ユーザーの反応が上がるようなバナー

商材と関連性の高いアカウントを多くフォ

同じ商材の訴求でも、自社アカウントでは

のクリエイティブを複数作成いたします。

ローしている、又投稿しているユーザーに

なく、第三者の「就活スタイル」アカウン

また、配信後もABテストを繰り返しより

広告を表示させることができるため、効率

トから広告を配信することで、ターゲット

効率が良い配信方法で運用させていただ

よくタイアップへ誘導ができます。課題解

に自然に受け入れられるため、クリック率、

きます。

決に最適なターゲティング・キーワードの

クリック単価共に好反応が見込めます。

ご提案をいたします。
Copyright Mynavi Corporation
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ブーストメニュー｜プロモツイート料金表

想定imp

想定Click

想定CPC

想定配信期間

金額

1,500,000imp

4,000

￥163

4週間

￥650,000(ネット）

2,400,000imp

6,200

￥161

4週間~8週間

￥1,000,000(ネット）

3,000,000imp

7,500

￥160

4週間~8週間

￥1,200,000(ネット)

※ 金額に消費税は含まれておりません。
※ ネット価格となります。
※ 上記以外の価格でご参画も可能ですが最低出稿金額は35万円となります。詳細は営業担当にご相談下さい。
詳細は営業担当にご相談下さい。
※ 配信時期や商材に応じて、上記シミュレーションは変動いたします。
※ 想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※ WEBタイアップの詳細は別紙をご確認下さい。
※ プロモツイートのみのご参画はいただけません。タイアップのオプションメニューとなります。

お申し込み締切

お申し込み締切：配信開始希望日の10営業日前
入稿締切：配信開始希望日の7営業日前
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ブーストメニュー｜就活スタイルリターゲティング
就活スタイルに訪問したユーザーへリターゲティング広告を配信するネットワーク型広告です。
マイナビ学生の窓口 就活スタイル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、
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
就活スタイル
タイアップ記事
就活スタイル

DSP

再訪

送客
貴社HP

就活
スタイル

「就活スタイル」
訪問ユーザー
離脱

OR
※CPM課金
送客
貴社HP

リターゲティング広告のメリット
若年層への効率的なアプローチ

明確なターゲット設定が可能

タイアップと組み合わせで
より高い広告効果

「就活スタイル」に訪れたユーザーと、

サイ トに 訪 れた ユ ーザ ー の中 で 、 商品 の

ターゲットユーザーの興味を引く広告を継続

ターゲット属性の方に向けてディスプレイ

ターゲットに応じて男性 or 女性のみにリー

的に配信することで、ニーズを継続的に刺激

広告を配信するため、効率的な商品・サー

チすることが可能です。さらに、都道府県

でき、より高いコンバージョンへと繋げてい

ビスの認知活動ができます。

などのセグメントを追加することも可能な

きます。さらに弊社タイアップ掲載と組み合

のでより広告効果を高めることができます。

わせで、より深い訴求が見込めます。
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ブーストメニュー｜就活スタイルリターゲティング料金表

実施料金

参考値

想定imp

想定Click

想定CPC

500,000imp

4,000

￥60

1,000,000imp

8,000

￥60

金額

入稿規定

￥240,000（ネット）
※タイアップとセットの場合、最低出稿金額

￥480,000（ネット）
※リタゲ単体の場合、最低出稿金額

◆サイズ／容量／形式
・300×250px
・150KB以内（gif/jpg）
・同時掲載本数は2～4本
・フリークエンシーコントロール可
（日・合計の単位で可）
◆バナー制作
300～600万impプラン：2本
900～1200万impプラン：4本

1,500,000imp

2,000,000imp

12,000

16,000

￥60

￥60

￥720,000（ネット）

￥960,000（ネット）

※上記以上のバナーの制作は別途費用
（1本3万円）がかかります。
※掲載媒体毎のレポートは非開示とさせ
て
いただきます。

※すべてネット金額です。
※金額に消費税は含まれていません。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※タイアップページにつきましては、別途費用がかかります。詳細はWEBタイアップ概要ページをご確認下さい。
※「都道府県別」などセグメントする場合は、営業担当までお問合せ下さい。
※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。

お申し込み締切

お申し込み締切：配信開始希望日の7営業日前
入稿締切：配信開始希望日の5営業日前
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ブーストメニュー｜インスタグラム広告
SNSの中でも利用ユーザーが増えているInstagramを活用した運用型広告です。
InstagramのフィードやStories上に広告配信が可能です。 Instagramユーザーへの配信と
「マイナビ学生の窓口 就活スタイル」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。
Instagram Stories広告

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

就活スタイル
タイアップ記事

Instagram
ホーム

送客

貴社
タイアップ
ページ

Instagram
ホーム

送客

貴社
HP

送客

就活スタイル
タイアップ記事

Instagram
Stories

広告を表示

Recom
mend

送客

貴社
タイアップ
ページ

送客

貴社
HP

送客

貴社HP

貴社HP

※1

※1

インスタグラム広告のメリット
注目度が高い配信面

ビジュアル訴求に最適

最適化された動画サイズ

通常の投稿と投稿の間に表示されるため、自

写真クリエイティブに特化した形式のため、

スマートフォンに最適化された広告

然な流れで閲覧をしてもらえます。

ビジュアル重視の訴求に最適です。

配信が可能です。

※1：直接貴社HPへ誘導する場合もマイナビアカウントを利用することが
できますがドメイン認証が必要となります。
方法は営業担当にお問い合わせ下さい。
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ブーストメニュー｜インスタグラム広告料金表

参考値

想定imp

実施料金

想定Click

想定CPC

金額

入稿規定
◆ストーリーズ

612,245imp

2,143

￥140

￥300,000（ネット）

◆動画サイズ／容量／形式
・1080×1920※推奨
・動画-4GB以下（mp4/mov）
※メイン画像内のテキストエリアは20％
※アスペクト比: 9:16
※動画再生時間：15秒以内
◆画像サイズ／容量／形式
・1080×1920※推奨
・画像-30MB以下（JPG/PNG）
※画像にテキストをつける場合は半角30文字以内
※アスペクト比: 9:16

1,020,408imp

3,571

￥140

￥500,000 （ネット）

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

2,040,816imp

7,143

￥140

￥1,000,000 （ネット）

◆画像サイズ／容量／形式
・1080×1080※推奨
・画像-30MB以下（JPG/PNG）
※アスペクト比:正方形1:1
※貴社HPへ直接誘導の場合はドメイン認証必須
※その他、推奨サイズ以外での実施も可能です。
営業担当までご相談下さい。

※最低出稿金額は￥300,000～となります。
※すべてネット金額です。
※金額に消費税は含まれていません。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※上記シミュレーション数値はストーリーズ配信の場合の数値となります。フィード広告をご希望の場合はお問い合わせ下さい。
※タイアップページにつきましては、別途費用がかかります。詳細はWEBタイアップ概要ページをご確認下さい。
※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。

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
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ブーストメニュー｜LINE広告
若年層が利用するSNSで最も利用率が高く、他のSNSでリーチできない層にもアプローチ可能です。
コミュニケーションツールとして利用されるLINE上の様々な配信面を活用することで、日常生活の中で貴社商品・サービス
と接触ポイントを増やすことが可能です。

LINE
タイムライン

LINE
NEWS

Smart

Channel

LINEマンガ

LINE BLOG

LINEポイント

就活スタイル
タイアップ記事

貴社
タイアップページ

送客
貴社
HP

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

※遷移先は、学生の窓口メディア内のみとなります

LINE広告のメリット
豊富な配信面

他のSNSでリーチできない層へも
アプロ―チ可能

LINEで最も利用率の高いトークリストの上

TwitterやInstagramを利用していない一定

部に広告が配信できるSmart Channel面な

層に対してもダイレクトにリーチすること

ど、日常の中での接触を増やすことが可能

が可能です。

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「マイナビ就活スタイル」
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

です。

反応が見込めます。
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ブーストメニュー｜就活スタイルLINE広告

料金表

参考値

想定imp

937,500imp

実施料金

想定Click

想定CPC

3,750

金額

￥80

¥300,000（ネット）

1,470,588imp

5,882

￥85

￥500,000 （ネット）

2,777,778imp

11,111

￥90

￥1,000,000 （ネット）

入稿規定
◆静止画サイズ／容量／形式
・1200×628/1080×1080
・5MB以内（JPG/PNG）
※メイン画像内のテキストエリアは20％
※配信面LINEウォレットは静止画（1080×1080）
の配信不可
◆動画サイズ／容量／形式
・16:9/1:1
・100MB以内（mp4）
※配信面Smart Channelは動画配信不可
※配信面LINEウォレットは動画（１：１）の
配信不可
【動画】H.264
メイン/ハイプロファイル推奨、正方画素、
固定フレームレート プログレッシブスキャン
【音声】AAC、128kbps以上推奨、モノラルまたはステレオ
【フレームレート】最大30fps
【アスペクト比】
16：9
（width：240px以上1920px以下 height：135px以上1080px以下）
1：1
（width：600px以上1280px以下 height：600px以上1280px以下）
【解像度】最大1080p(広告配信時は最大720p)
【ビットレート】最大8Mbps
【動画再生時間】最大120秒(最低5秒以上）

※「静止画」はCPC課金、「動画」はCPM課金

※すべてネット金額です。
※金額に消費税は含まれていません。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。
※上記シミュレーション数値は20～29歳セグメントとなっております。
※タイアップページにつきましては、別途費用がかかります。詳細はWEBタイアップ概要ページをご確認下さい。
※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。
※LINE広告のみのご参画はいただけません。タイアップのオプションメニューとなります。

お申し込み締切

お申し込み締切：配信開始希望日の7営業日前
入稿締切：配信開始希望日の5営業日前
※審査が長引いた場合、配信日が変動する場合がございますこと予めご留意下さい。
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ブーストメニュー｜TikTok広告
現在10代～20代の利用が急増しているTikTokを活用した広告です。
ネイティブな動画広告で、多くのユーザーとの接点をつくります。ユーザーはリラックスタイムとしてTikTokを利用しております。
他SNSと異なり広告視聴を強制されないため広告を含めて自然に受け入れられやすく、高い態度変容が生まれやすいことが特徴です。
TikTok
インフィード

学生の窓口
タイアップ記事

以下の中で①②④のいずれかをタップも
しくはスクリーンを左にスライドするこ
とでLPへ遷移します。
① プロフィールアイコン
② ニックネーム（＠ブランド名）
③ クリエイティブタイトル
④アクションテキスト

送客

①

送客
貴社
タイアップページ

貴社HP

②
③
④
※CPC/CPM/CPV課金
課金形態をお選びいただけます

送客

貴社HP
※直接誘導の場合事前審査が必要です。

TikTok広告のメリット
ユーザーファーストな視聴環境

マイナビアカウントで配信

態度変容が生まれやすい

他SNSと比較して、フルスクリーン＆サウ

ユーザーファーストの視聴環境により、広

同じ商材の訴求でも、自社アカウントでは

ンドONでの視聴ユーザーが多く、自分の

告も自然に受け入れられやすく、ポジティ

なく、第三者の「学生の窓口」アカウント

ペースでスワイプが可能なため、広告視聴

ブな 行 動 や反 応 （ ブラ ン ド認 知 リ フト 率

から広告を配信することで、ターゲットに

が強制されず、視聴時間・エンゲージメン

79％、購入意向リフト率61％の実績有り）

自然に受け入れられるため好反応が見込め

ト共に大きく伸長し続けています。

が期待できます。※TikTok 2020年4月データより

ます。
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ブーストメニュー｜TikTok広告

料金表

貴社動画素材を活用しTikTok広告の運用をいたします。
参考値

広告運用プラン

実施料金

想定imp

想定Click

想定CPC

金額

785,714imp

6,286

￥70

￥440,000(ネット）

1,160,714imp

9,286

￥70

￥650,000 (ネット）

1,785,714imp

14,286

￥70

￥1,000,000 (ネット）

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

入稿規定

動画仕様：9:16縦型/
16:9横型/1:1正方形
容量：≤500MB
動画秒数：5-60秒

お申し込み・入稿締切

配信開始希望日の5営業日前

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

《WEBタイアップセットプラン》

動画制作
広告運用プラン

実施料金

想定imp

想定Click

想定CPC

839,286imp

6,714

¥70

1,642,857imp

13,143

¥70

20,286

¥70

2,535,714imp

※WEBタイアップセットプランは広告運用とセットでのみ発注が可能です。
※上記は概算お見積もりです。
※動画仕様はサイズ：9:16縦型／容量：≤500MB／動画秒数：5-20秒程度となります。
※想定クリック数・imp数は保証するものではございません。上記はCPC課金の場合の参考値です。
※CPC/CPM/CPV課金から課金形態をお選びいただけます。
※セグメント・クリエイティブ内容によって数値が大幅に変わります。
※本メニューはリターゲティング配信を適用することができません。
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金額
￥550,000‐(ネット)
(動画制作費¥80,000‐/配信費470,000)

￥1,000,000‐(ネット)
(動画制作費¥80,000‐/配信費920,000)

¥1,500,000-（ネット）
(動画制作費¥80,000‐/配信費1,420,000)
お申し込み締切

配信開始希望日の18営業日前
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ブーストメニュー｜popIn
コンテンツマッチで効率的に誘導が可能な国内最大規模のネイティブアドネットワークです可能です。
大手出版社・通信社など優良メディアをネットワーク化し、「あなたにおすすめの記事」でレコメンドします。広告枠は、各メディア
の記事下に設置されるレコメンドウィッジ内（関連記事など）に、サイト内コンテンツと同じデザインで掲載いたします。そのため、
ユーザーの目にとまりやすく、自然な流れで記事に誘導することが可能です。※すべての広告枠にPRマークを表示
レコメンド型ブロードリーチ
popIn
提携メディア

￥325,000（ネット）

金額

就活スタイル
タイアップ記事

想定IMP

1,666,667

想定Click

5,000

想定CPC

65

課金方式

クリック課金（入札制）

お申し込み締切 掲載開始日の10営業日前
関連記事
として表示

画像

タイトル

送客

入稿締切

学生の窓口
就活スタイル
貴社タイアップ

【PR】貴社名/マイナビ学生の窓口
などの表記が入ります

入稿規定

ターゲティング
条件

掲載開始日の4営業日前
1. リンク先ページのURL
2. 広告主名
3. タイトル原稿（40文字以内）
4. 画像（600×600px以上/150KB以内/JPEG,GIF,PNG/アニメ―ション不可）
※画像内のテキスト挿入は不可、外枠の罫線は不可です。
※機種依存文字は使用不可です。
⚫ デバイス：モバイル/PC
⚫ 性別：男性/女性
⚫ コンテキスト：エンタメ/恋愛結婚/ビューティ・ファッション/経済・マネー/旅
行・グルメ/ヘルスケア/スポーツ/住まい・ライフスタイル/政治・社会/ガジェッ
ト・車/ビジネス

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

popIn広告のメリット
ホワイトリスト管理による
ブランド毀損の防止

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。

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。

Copyright Mynavi Corporation
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若年層DSP※提携データ活用
年齢や行動データを元に高精度でターゲティングし外部提携媒体からユーザーを貴社サイトや貴社広告へ集客します。

▼基本セグメント

高校3年生

男性

大学1年生
大学2年生

女性

大学3年生(就活生)
大学4年生(フレッシャーズ)
▼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。

Copyright Mynavi Corporation
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セグメント別・参考事例

DSPの過去実績

実績

セグメント

期間

imp

Click

CTR

CPC

金額

ウィルスソフト

高校3年生

1ヶ月間

5,898,711imp

14,650

0.25%

￥62

￥913,097

銀行

新社会人×エリア

3ヶ月間

10,334,436imp

10,993

0.11%

￥118

￥1,300,429

1ヶ月間

17,423,700imp

14,457

0.08%

￥121

￥1,750,144

ファイナンシャル 新社会人1年目～3年目
新聞

就活生×エリア

2ヶ月間

3,375,482imp

4,285

0.13%

￥93

￥396,631

採用

就活生×エリア

1ヶ月間

4,228,411imp

14,064

0.33%

￥48

￥674,854

※価格は実績を元にした参考価格です。
※本メニューはネット金額です。
※セグメント内容によって最低出稿金額は変動いたします。弊社営業担当までお問い合わせください。
※想定インプレッション数・CTR・想定CPCは、保証するものではございません。

実施時期やセグメント等の条件により費用感が変わりますので、
ご要望に応じてお見積りいたします。

Copyright Mynavi Corporation
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MYNAVI2022

WEB
ディスプレイ広告・メール広告

マイナビ2022とは

株式会社マイナビが運営する、企業と就職活動生から圧倒的支持を受ける

国内最大級のインターンシップ・就活サイトです
※マイナビ2021実績

※出典：2019年3月に利用した就職情報サイトに対する調査結果より／調査 委託先：楽天インサイト株式会社（2019年4月）

■掲載企業社数（※2020年5月時点）

■マイナビ会員数（※2020年5月時点）
全国の学生

掲載企業社数NO.1

約80万人
が自主的に登録

Copyright Mynavi Corporation

約26,500社
の企業情報を記載
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マイナビ2022を利用するには

マイナビ2022は学生の自主登録サイトです
マイナビ2022は会員登録制サイトです。会員登録をするには2つのパターンがあります。
いずれの方法でも氏名・大学名・住所・電話・メールアドレスなどを登録していただきます。

マイナビ2022のアプリ・サイトから登録する

大学の就職ガイダンスで会員登録カードを記入

学生自身が、マイナビ2022のアプリやサイトを直接訪れ、登録

弊社キャリアサポーターが全国の大学にて就職ガイダンスでご案内

サイトに登録するとできること

企業への
エントリー

インターン
シップへの
お申し込み

業界研究
適性診断

会社
説明会の
予約や応募
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管理

筆記試験
や面接対策
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マイナビ2022の情報について
マイナビ2022ではインターンシップ情報や企業情報、その他お役立ちコンテンツを随時お届けしています。

●大学3年生

6月1日～ 「マイナビ2022」インターンシップ情報オープン※採用情報なし

●インターンシップ情報、仕事や業種に関する情報を提供します。(採用情報なし)

※6月～9月はインターンシップに役立つ情報のみ掲載可
資格・新聞・ファッション・証明写真・通信キャリアの広告掲載が可能です。
広告出稿は、インターンシップをメインとした訴求内容に限ります。

●大学3年生

10月1日～「マイナビ2022」就活準備情報オープン

●就活準備に役立つ情報の掲載が可能となります。（採用情報なし）

※10月以降、就活準備(インターンシップ含む)に役立つ訴求内容のみ掲載可

●大学3年生

3月1日～「マイナビ2022」エントリースタート※採用情報あり

●各企業の採用情報がオープンし、会社説明会へのお申し込みや資料請求などサイトを通じて
就職活動を行えるようになります。
※経団連の「採用選考に関する指針」に則り、企業の採用情報は2021年3月1日からの掲載となります。

Copyright Mynavi Corporation
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2021年3月から

マイナビ2022

トップバナー/ラージバナー

サイトリニューアルに伴い、3月1日~バナー掲出位置と画像サイズが変更となります。
TOPページ(PC)および就活支援TOP(PC＆スマホ)にも掲出が可能です。
マイナビ2022TOPページ（PC）

デザイン変更

3月1日~

トップバナー ／ ラージバナー

就活支援ページ（SP）

◆トップバナー
掲載面

マイナビ2022_トップページ(PC)
マイナビ2022_就活支援トップページ(PC＆SP)

◆ラージバナー

マイナビ2022_トップページ(PC)

デバイス
PC・SP ※SPは就活支援トップバナーのみ
枠数
各1枠
お申し込み締切 掲載開始日の10営業日前
トップ
バナー

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

トップ
バナー
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。

■料金表
就活支援ページ（PC）

ラージ
バナー

メニュー
マイナビ2022
トップバナー
マイナビ2022
ラージバナー

定価

掲載量

単価

掲載面

¥360,000

TOPページ(PC)
300,000imp保証 @1.2
就活支援トップ(PC＆SP)

¥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。

トップ
バナー

●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
※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。
※300,000imp～の販売となります。※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。
Copyright Mynavi Corporation
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MYNAVI2022

EVENT & SAMPLING
マイナビ主催イベント・CSサンプリング

業界研究EXPO・マイナビ就職EXPO

メニュー

日本最大級のインターンシップ＆就職イベントで貴社の販促プロモーションが可能です。
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や就活生にアプローチするメニューをご用意しております。

ツール同梱

販促ブース

日本全国で開催する就職イベント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。

化粧品会社様

販促ブース
ご案内中止
製薬会社様

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。
※サンプル配布は中止いたします。
※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。

セキュリティソフト様

IT・通信会社様

ウイルス対策の啓蒙パ
ンフレットを作成し配
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

新型コロナウィルスの影響により、
販促ブースの販売を中止いたします。

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。

Copyright Mynavi Corporation
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マイナビ就職EXPO【2021年3月】
ツール同梱
最大
57,450部

全国の就活生と出会える日本最大級の就職イベント「マイナビ就職EXPO/フェア」。
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

開催地情報

開催地

日程

東京
東京
西東京
札幌

3月2日
3月7日
3月1日
3月9日

3月10日

仙台

3月1日

3月2日

仙台
新潟
横浜
千葉

3月17日
3月2日
3月1日
3月4日

3月3日
3月2日
-

埼玉

3月19日

-

静岡
名古屋
神戸
京都
大阪
大阪
金沢
長野
高松
岡山

3月8日
3月1日
3月1日
3月3日
3月4日
3月15日
3月4日
3月1日
3月5日
3月6日

3月9日
3月2日
3月5日
3月5日
3月2日
3月7日

広島

3月3日

3月4日

福岡
福岡

3月1日
3月8日

-

ツール同梱企画
リーフレット
同梱価格

3月

ブックレット
同梱価格

会場名

想定配布数

幕張メッセ
東京ビッグサイト 青海展示棟
アリーナ立川立飛
札幌ドーム
セキスイハイム スーパーアリーナ
（グランディ・21）
ゼビオアリーナ仙台
（3月2日）朱鷺メッセ（展示ホール）
パシフィコ横浜
幕張メッセ
さいたまスーパーアリーナ
コミュニティアリーナ
ツインメッセ静岡
ポートメッセなごや
神戸国際展示場
京都市勧業館（みやこめっせ）
インテックス大阪
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
石川県産業展示館４号館
ホワイトリング
高松市総合体育館
コンベックス岡山（岡山県総合展示場）
グリーンアリーナ
（広島県立総合体育館）
福岡PayPayドーム
マリンメッセ福岡

5,000
5,000
800
3,000

¥200,000
¥200,000
¥32,000
¥120,000

¥300,000
¥300,000
¥48,000
¥180,000

2,800

¥112,000

¥168,000

700
1,300
2,500
800

¥28,000
¥52,000
¥100,000
¥32,000

¥42,000
¥78,000
¥150,000
¥48,000

1,000

¥40,000

¥60,000

1,800
8,000
1,000
1,000
10,000
1,000
2,000
1,750
1,000
1,000

¥72,000
¥320,000
¥40,000
¥40,000
¥400,000
¥40,000
¥80,000
¥70,000
¥40,000
¥40,000

¥108,000
¥480,000
¥60,000
¥60,000
¥600,000
¥60,000
¥120,000
¥105,000
¥60,000
¥60,000

1,000

¥40,000

¥60,000

4,000
1,000

¥160,000
¥40,000

¥240,000
¥60,000

■ツール同梱の注意事項
※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。
※配布数変動による価格変更はありません。
※クリエイティブ内容の審査があります。事前に同梱見本をご提出下さい。
※リーフレット及びブックレットには「就活に役立つ」、「就活応援」などの表記が必須です。
※同梱物には企業名または商品名をご記載下さい。
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マイナビCS（キャリアサポーター）コラボサンプリング企画
マイナビキャリアサポーター(CS)による、全国の大学生・大学院生・短大・専門学校生に向けたサンプリングが可能です。
マイナビCSが講演対応する学内ガイダンスや講座、 弊社主催のイベントなど貴社商品を配布いたします。
■「マイナビキャリアサポーター」とは？
就職情報サイト「マイナビ」の広報部隊であり、全国各支社・営業所53拠点（ 2020年4月現在)で各大学のキャリアセンターをまわり、
マイナビ2022に関する広報活動を行っています。活動は多岐にわたり、各大学のキャリアセンターを始め、学生主導セミナー等、各大学のニーズに合わせて
マイナビ2021の利用促進・就職活動全般のサポート(主に講演活動)や、弊社主催の就活準備講座等の運営を行っております。
(

(各大学主催)

(弊社主催)

学内キャリアガイダンスなど

就活準備講座など

サンプリング配布

■キャリアサポーター 月別講演実施数

弊社にてマイナビコラボシールを
貼付して配布

全国講演実施数

9,000回以上

※2018年3月～2019年2月実績

オススメ

4月-6月は大規模なガイダンス多数開催！

■料金表
セグメント
セグメントなし
女性のみ
男性のみ

オススメ

配布期間

配布想定数

実施料金

4月～6月の3カ月間

4,000～6,000

¥400,000~¥600,000

7月・9月~3月の1カ月間
4月～6月の3カ月間
7月・9月~3月の1カ月間
4月～6月の3カ月間
7月・9月~3月の1カ月間

500～1,000
2,000～3,000
200～ 400
2,000～3,000
200～ 400

¥50,000~¥100,000
¥200,000~¥300,000
¥20,000~¥40,000
¥200,000~¥300,000
¥20,000~¥40,000

※配布時期や期間、およびサンプル品の納品のタイミング(時期)により配布可能個数は変動いたします。
※金額に消費税は含まれておりません。
※200個~の販売となります。

※新型コロナウィルスの影響で配布数が変動する場合がございます、
事前にお問い合わせ下さい。
※配布に関しては「事前審査」がございます。予めご了承ください。
※チラシ・冊子・クーポンのみの配布はお引受出来かねます。(サンプル品や現物配布のみ)
チラシ・冊子・クーポンのみ配布を希望される場合は、予め「サンプル品に同梱」
いただいた上でご納品となります。
（サンプルにチラシや冊子などの同梱作業を弊社でご希望の場合は別途お見積となります。）
※当企画は「数値保証商品」ではありません。配布個数と期間は目安となりますので
予めご了承ください。
※左記料金はサンプル品(1種類)の費用となります。
サンプル品＋チラシ同梱の場合は「2点換算」となり別途お見積りとなります。
※大学の指定などはお受け出来ませんので予めご了承ください。
※実施報告書はサンプリング実施後のご提出となります。
※実施NG期間：8月 ※ガイダンスや講座が開催されないため。
※申込締切：実施日より30日前まで
※納品締切：実施日より20日前まで ※コラボシール貼り付け作業があるため
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免責事項 / 注意事項について
【キャンセルポリシー】
・お申し込み後のキャンセルの場合、以下のとおりキャンセル料
(参画料金に対して以下の割合を乗じた金額および消費税等)が発生します。
なお、各期限前のキャンセルであっても、当社における業務の進行状況により、
相当の費用を請求させていただく場合があります。
・広告掲載
① 掲載前日および当日:100％② 掲載7日前から前々日まで:80％
③ 掲載14日前から8日前まで:60％④ 掲載21日前から15日前まで:40％
・イベント開催
① 開催30日前から当日まで:100％② 開催45日前から31日前まで:80％
③ 開催60日前から46日前まで:60％
・紙媒体発行
① 発行30日前から当日まで:100％② 発行60日前から31日前まで:60％
・就職イベントブース出展
① 開催初日から起算して91日以前まで:10％
② 開催初日から起算して90日前から61日前まで:20％
③ 開催初日から起算して60日前から31日前まで:40％
④ 開催初日から起算して30日前から15日前まで:60％
⑤ 開催初日から起算して14日前から開催初日まで:100％
・同梱／サンプリング／DM発送:納品締切日の前日および当日:100％
・制作物(紙／ノベルティ等)／マーケティングメニュー
オリエン実施日以降:100％
・サービス提供開始後の中止等(いずれも当社の責めによる場合は除きます)については、
参画料金の返金・精算は一切いたしません。またキャンセルについてはお申込者からの
解約・取り消しの意思表示が弊社に到達した時点をもって区別します。
※お申し込みの解約・取り消しが土日祝日の場合翌営業日の日時となります。

【イベントの開催中止、変更（開催当日含む）】
・当社は、地震、台風等の天災地変、伝染性疫病、その他の不可抗力または弊社の責め
に帰さない事由により、イベントの開催中止および開催時間・会場等を変更（開催当日
含む）することがあります。その場合、当社は、参画企業に対して参画料金を返金しま
せん。また、これらを起因とした参画企業が被る損害について、弊社は、一切の責任を
負いません。
・当社は、開催規模、開催内容、参加者数等から予測し、開催の趣旨・目的の達成が困
難と判断した場合、本契約を解除し、イベントの開催を中止できるものとします。その
場合、支払い済みの参画料金については全額返金いたします。
※イベントとは、当社主催のイベントのみならず、当社主催以外のイベント、および当
該イベントに付随して提供する当社サービスも含まれるものとします。

【免責】
・停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インフラその他サーバー等の
システム不具合、緊急メンテナンスの発生など弊社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載
契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、弊社はその責を問われないものとし、
当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。
・広告掲載初日及び広告内容の変更日の午前0時から午前12時までの間は広告掲載試験時間とし、
当該試験時間内の不具合について、弊社は免責されるものとします。広告掲載および変更日は営業
日とし、休日および祭日の対応はできかねます。
・リンク先URLに接続できない場合には掲載を開始できかねます。また、掲載中にリンク先URLに
接続できない状態になった際には掲載を停止することがあります。
・あらかじめ掲載される内容はチェックさせていただきますが、本広告のご利用における事故・ト
ラブルに関して、弊社では一切の責任を負いかねます。
・競合排除は致しません。
【動作環境等に関する事項】
・当社は、事前の通知なく、掲載広告等に関するコンピュータの動作環境等（UI）を変更する場合
があります。
・参画企業は、Internet Explorer 11.0以上、Firefox最新バージョン、Google Chrome最新バー
ジョン、iOS：Safari for iOS12以上、Android：Google Chrome(最新版) for Android 7以上、
以外のブラウザの場合等、広告閲覧者側の環境により、掲載広告等が想定どおり表示されない場合
があることについて、予め承諾するものとします。
【企画内容について】
・期間保証型の広告メニューは露出回数を保証するものではございません。またimp保証型純広告
以外に関して、提示する数値は平均値であり、PV数やCTR等を保証するものではございません。
・お見積書に記載されていない内容（ロケ/モデル使用/専門家アサイン/イラスト/バナー制作等）
については、別途費用が発生いたします。
・タイアップコンテンツ（テキスト/画像/アンケートデータ等）を二次利用される場合は、いかな
る場合も別途費用が発生いたします。
・公開日以降の修正・追加・削除は別途費用が発生いたします。
【企画全般について】
・お申し込みいただいた内容を事例として紹介させていただく場合がございます。
・バナーやメール等の広告クリエイティブ内に「ナンバー1」「世界初」「当社だけ」などの最大
級・絶対的表現を使用する際は、表示の根拠となる出典もしくは調査機関名を当該クリエイティ
ブ・ランディングページへ明記下さい。
・掲載のお申し込み方法ついては、必要事項を記入したお申込書を弊社営業担当にお渡し下さい。
確認後、弊社営業担当者から当お申し込みに関して、受領の連絡をいたします。この受領の連絡を
もって、広告掲載のお申し込み完了といたします。受領の連絡がない場合は、お申し込みは未完了
といたします。また、お申込者が受領の連絡を受けた時から、お申込者は本免責事項の全ての内容
を承諾したものとみなします。

Copyright Mynavi Corporation

49

