広告界就職ガイド
媒体資料
2 0 1 2 年 1 1月1日発 売 予 定

2014

人材こそが広告業界の資産です。
自分で考え、行動し、イノベーションを起こす社員の採用は、
企業の成長戦略には欠かせない、重要な経営課題です。

広告界とともに60年

今、広告界では、
「応募者の質の向上」が最重要課題。
企業の未来を担う「コミュニケーション能力」
「やる気」
「積極性」のある
人材の確保は、未来の成長に直結します。
●採用活動において力を入れた点

●選考において重視した点
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※広告関連会社182社の人事担当者を対象に、2011年7〜8月に実施した自社のアンケート調査による。

広告界の就・転職の決定版！

『広告界就職ガイド 2014』
○2012年11月1日発売予定
○判型/A5判
○頁数/約400ページ
○発行部数/35,000部
○価格/1,680円
○販売方法/全国有力書店
および直販

広告業界を志望する学生にとって、就職活動の第一歩となる1冊。
業界研究や就職対策を網羅し、学生にとって就職活動中の良きパートナ
ーとなるのが広告界就職ガイドです。
業界の将来を担う、モチベーションの高い学生に、貴社の魅力を伝える
ことができるメディアです。

編集概要（予定）
●広告業界の現状と最新動向

●業界研究・先輩社員インタビュー

2014年 就職戦線はこうして勝ち抜け！
一目でわかる！ 広告ビジネス業界構成図。

各業界大手企業および大阪・福岡・愛知・
北海道地域の主要企業へ独自取材。

会社概要、事業内容から採用実績、連絡先のデータを掲載
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広告業界で求める人材、面接で見るポイントについてなどを
ホンネで話し合います。

●企業データ 業種別 広告関連会社データ1,000社

●企業研究
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●人事担当者座談会 求める人材のホンネ

広告会社・インターネット広告会社・広告制作会社・
映像制作会社・SP会社・PR会社・マーケティング会社ほか。

1
2
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デジタル領域を強化！
インターネット・モバイル広告会社、WEB制作会社など、
デジタル・マーケティング領域の解説ページを大幅拡充！
採用側とのミスマッチを防ぐべく、広告界で果たす役割を徹底解説。

注目職種にクローズアップ！
若手社員や業界トップランナーの紹介を通じて、
仕事内容を解説。
デジタル系、
プランナー系、
クリエイター系など具体的に紹介します。

就職対策を大幅に拡充！
エントリーシートの設問対策や筆記試験対策、
面接の心構えなどを紹介。
業界研究、
就職対策を網羅し、
学生にとって必須の一冊となります。

会社データでは伝えられない「魅力」を誌面でアピール。
より優秀な人材を採用するために、本書をぜひご活用ください。
広告掲載のメリット
読者はモチベーションの
高い学生！
毎年完売御礼！業界ガイドとな
るロングセラー。
有料メディアを活用する情報
収集に積極的な人材に対し、誌
面でアプローチできます。

広告業界志望者の
バイブル！

貴社ブランドの向上に！
広告関連会社約1,000社を掲
載する就職本の決定版です。
誌面の中で、貴社の情報を伝
えることで競合他社との差異
化が可能です。

就職活動に必要な情報収集、
内定者インタビュー、面接スケ
ジュールなどの情報を網羅。
学生に就職活動中、
繰り返し、
長
期間、
読まれています。

広告掲載例
［編集タイアップ広告］
●誌上会社訪問（グラビアページ）
職場および先輩社員を訪ねて会社訪問。
新しいオフィスやクリエイティブな空間をPRできます。

●トップインタビュー

●人事インタビュー

社長インタビューを通じて、
企業理念や方針を効果的に伝えることができます。

ターゲットとなる学生に、
採用方針やキャリアパスを伝えることができます。

［純広告］
●CLOSE UP
企業情報だけでは伝わらない会社の雰囲気など、
学生に貴社の強みや将来性を伝えることができます。

●社員座談会

貴社のブランディングに、
クリエイティブの披露にご活用いただけます。

学生に近い立場にある、現場の若手社員の座談会を通じて
入社してからのイメージを掴んでもらいます。

純広告

1ページ

純広告

1/2ページ

広告出稿企業様の声
●会社のビジョンを伝えられる
ビジネスモデルが変わりつつある今だからこそ、当社のビ
ジョンに共感してもらえる人材を求めています。
（大手広告会社）
●学生への認知を広げる場として利用
就職サイトの利用が一般的になり、社名を知られなければ
エントリーしてもらうことさえ難しい時代になりましたので、
出稿は、説明会や応募の増加に直結しています。
（中堅広告会社）

●大きく伸びる時期だからこそ、
人材が必要
デジタルの必要性は、年々高まっています。新規事業はも
ちろん、既存の枠組みにとらわれない人材を求めています。
（デジタル・マーケティング会社）
●業務内容をきちんと知ってもらえる
広告制作会社の業務領域は、非常に幅が広いです。学生
には業務内容をきちんと理解してもらい、仕事の魅力やや
りがいなどを知ってもらいたいと考えています。
（広告制作会社）

広告掲載料金
■ 編 集タイアップ広告
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■純広告
スペース

料 金（税別）

■ マスナビ2014
料 金（税別）

掲載期間

□

企業情報掲載

2012年12月1日〜2014年3月15日

￥600,000-

※期間途中からの掲載開始につきましても、料金は同様です。

締 切日のご案 内

編集タイアップ

8月31日（金） 純広告 9月21日（金） 原稿入稿 9月28日（金）

※広告原稿は完全データでご入稿ください ※CTＰ制作のための青焼きは出ませんのでご了承下さい

新卒内定者のための特別プランをご用意！
内定者研修用 宣伝会議定期購読のご案内
【宣伝会議】

6ヵ月購読（12冊） ￥9,600

【販促会議・ブレーン・広報会議】

1年 購読（24冊）￥19,200

2012年7月1日プレオープン

宣伝会議の雑誌は、広告業界の最新事例やノウハウが満載。
これから広告業界で
活躍していく方にとって、有意義な情報が掲載されています。
定期的な集合研修での利用や、誌面を読んでのレポート提出などでモチベーション
アップや最新の重要な情報収集や勉強をする習慣づけにご活用いただけます。

6ヵ月購読（ 6冊） ￥7,200
1年 購読（12冊）￥14,400

『マスナビ2014』

●ポテンシャルが高く、しかも質の高い母集団形成が可能
マスナビは、
『 宣伝会議』などの専門誌を購読する学生が多く登録するサイトです。その上、年間200回以上の業界研究
セミナーを実施しているため広告業界への理解と意識が高く、志望動機がしっかりとした学生にダイレクトにアピールで
きます。そのため説明会からのエントリー率は、驚異の95％以上を実現しています
（昨年実績）。
●業界特化型だからこそできるメニュー
貴社の求める学生にフォーカスした特別企画セミナーの開催など専任のキャリアアドバイザーが貴社の採用課題に対し
て最後までフォローアップいたします。
※広告・WEB業界限定 合同企業説明会を2013年1月に開催。詳しくはお問い合わせください。

○広告掲載のお問い合わせ・お申し込みは
東京本社
北海道本部
東北本部
中部本部
関西本部
中四国本部
九州本部

〒107-8550
〒060-0001
〒980-0811
〒461-0005
〒530-0003
〒730-0051
〒810-0001

東京都港区南青山5-2-1
札幌市中央区北一条西4-1-2
仙台市青葉区一番町3-1-1
名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
大阪市北区堂島2-1-31
広島市中区大手町2-11-10 NHK広島放送センタービル
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル

［E-mail］ad-info@sendenkaigi.co.jp

TEL.03-6418-3331（代表）
TEL.011-222-6000（代表）
TEL.022-266-6981（代表）
TEL.052-952-0311（代表）
TEL.06-6347-8900（代表）
TEL.082-545-7311（代表）
TEL.092-731-3331（代表）

FAX.03-6418-3339
FAX.011-222-6670
FAX.022-266-6986
FAX.052-952-0312
FAX.06-6347-8944
FAX.092-731-3151

［URL］www.sendenkaigi.com/corporate/ads/

