
検索順位 企画 掲載期間 スカウト 価格

第2位 MT-A

８週間

150件 43万円
（定価：175万円）

第3位 MT-B 100件 32万円
（定価：115万円）

【エリア版】ご新規企業様限定！

経済状況が不透明の中、採用活動に影響が出ている企業様も多いかと存じます。
この状況下でも成長、発展のために「販売・フード・アミューズメント」職の採用に向き合う企業様をマイナビ転職は応援します。

1クールあたり 通常4週間掲載 → 8週間掲載となり、 スカウトメールが付きます！

価格

1職種あたり：8万円

価格

1職種あたり：15万円

価格

1職種あたり：15万円

※詳細は営業担当にお問い合わせください

求人ハイライトムービー 企業ハイライトムービー 社員ハイライトムービー

求人のおススメポイントを
30秒の動画でご紹介

◆デザインパターンを選ぶだけ
◆メインカラー指定可能
◆ロゴ画像、求人原稿の画像を指定可能

求人原稿には書ききれない
貴社の魅力を、

約120秒の動画でご紹介

お仕事内容と社員の生の声を
約150秒の動画でご紹介

◆貴社指定のPRポイントを打ち出せる
◆求人原稿以外の画像も指定可能
◆人事や社長のメッセージ動画も挿入可能

◆先輩社員のメッセージ動画を挿入可能
◆社員の一日の仕事の流れをPR
◆人事や社長のメッセージ動画も挿入可能

POINT 短い時間で求人情報・企業の魅力を分かりやすく伝え、求職者の応募意欲を醸成・促進します

POINT マイナビTVキャリアページ（マイナビ転職サイト内特設ページ）にて動画も8週間配信します

セットでおすすめ商品のハイライトムービー（PR動画）をご紹介します！



＜キャンペーン期間＞2022年1月4日(火)～2022年1月28日(金)ご掲載開始分まで
＜ご参画条件＞次の①②③すべてに当てはまる企業様
①マイナビ転職の掲載終了日から1年以上ご掲載実績がない企業様限定
②採用窓口と勤務地が本資料記載の「 *エリア区分について」に該当する企業様
③メイン職種コードが『販売・フード・アミューズメント』に設定されている企業様
※その他、キャンペーンとの併用はできません。（セレクトオプションキャンペーンを除く）
※セレクトオプションキャンペーンの注意事項はセレクトオプションキャンペーン資料からご確認ください。
※上記価格に消費税は含まれておりません。請求時に合わせて請求させていただきます。
※一括でのご請求および一括でのご入金とさせていただきます。 ※価格はワンプライスとなります。 ※その他商品に関わる規定に関しては、マイナビ転職の規約に準じます。

*エリア区分について（採用窓口・勤務地が以下のみの企業様）

採用窓口 勤務地 採用窓口 勤務地

北海道 北海道 北海道 北信越 石川県、富山県、福井県、
長野県、新潟県

石川県、富山県、福井県、
長野県、新潟県

東北 青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県

青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県 東海 愛知県、岐阜県、三重県 愛知県、岐阜県、三重県

千葉 千葉県 千葉県 近畿 大阪府、京都府、和歌山県、
兵庫県、滋賀県、奈良県

大阪府、京都府、和歌山県、
兵庫県、滋賀県、奈良県

埼玉 埼玉県 埼玉県

中四国
岡山県、広島県、島根県、
鳥取県、香川県、愛媛県、
高知県、徳島県、山口県

岡山県、広島県、島根県、
鳥取県、香川県、愛媛県、
高知県、徳島県、山口県

山梨 山梨県 山梨県

群馬 群馬県 群馬県

栃木 栃木県 栃木県

九州
福岡県、佐賀県、長崎県、
大分県、熊本県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

福岡県、佐賀県、長崎県、
大分県、熊本県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

茨城 茨城県 茨城県

静岡 静岡県 静岡県

【販売・フード・アミューズメントキャンペーン】注意事項

基本料金にプラスするだけ！多彩なオプションを特別価格でご利用いただけます！

併 用 可 能 ！ セ レ ク ト オ プ シ ョ ン キ ャ ン ペ ー ン

掲載期間延長※新着なし 通常価格 特別価格

MT－S企画／1週間延長 24万円 10万円

MT－A企画／1週間延長 18万円 8万円

MT－B企画／1週間延長 12万円 5万円

MT－C企画／1週間延長 8万円 3万円

MT－S企画／2週間延長 40万円 15万円

MT－A企画／2週間延長 30万円 10万円

MT－B企画／2週間延長 20万円 8万円

MT－C企画／2週間延長 14万円 6万円

バナー、メール広告 通常価格 特別価格

検索マッチバナー 20万円 10万円

追加画面 通常価格 特別価格

セミナー情報画面 10万円 8万円

追加画面
（セミナー、スペシャル情報除く） 20万円 10万円

追加画面 スペシャル情報 40万円 12万円

サブサイト 通常価格 特別価格

注目企業のキャリア採用
※ITor女性orグローバル 10万円 5万円

メルマガ 通常価格 特別価格

新着求人メールヘッダ広告 20万円 6万円

女性のおしごと情報
お届け便ヘッダ広告 20万円 10万円

スカウト 通常価格 特別価格

スカウト／30件 10万円 5万円

スカウト／50件 15万円 7万円

スカウト／100件 25万円 10万円

スカウト／200件 40万円 14万円

スカウト／300件 50万円 18万円

スカウト／400件 60万円 22万円

スカウト／500件 70万円 26万円

スカウト代行 通常価格 特別価格

スカウト代行／30件 15万円 7万円

スカウト代行／50件 23万円 9万円

スカウト代行／100件 38万円 12万円

スカウト代行／200件 60万円 18万円

スカウト代行／300件 75万円 22万円

スカウト代行／400件 90万円 26万円

スカウト代行／500件 105万円 30万円

スカウト代行／1000件 137.5万円 40万円

スカウト代行／2000件 187.5万円 55万円

スカウト代行／3000件 215万円 60万円

デイリーアプローチ 通常価格 特別価格

最大30件/日
（最大570件配信） 20万円 12万円

最大50件/日
（最大950件配信） 30万円 18万円

最大100件/日
（最大1900件配信） 50万円 30万円

プレミアムスカウト 通常価格 特別価格

プレミアムスカウト/10件 20万円 10万円

プレミアムスカウト/20件 40万円 15万円

プレミアムスカウト/30件 60万円 18万円

プレミアムスカウト/40件 80万円 20万円

プレミアムスカウト/50件 100万円 22万円

新着 通常価格 特別価格

新着クローズアップ 30万円 15万円

エリア版
新着クローズアップ 10万円 5万円

掲載延長 オプション

職種コード追加 通常価格 特別価格

ＭＴ－S 企画職種コード追加 15万円 10万円

ＭＴ－A 企画職種コード追加 10万円 7万円

ＭＴ－B 企画職種コード追加 5万円 4万円

プラチナオプション 通常価格 特別価格

プラチナオプション 40万円 20万円

プラチナプラス 60万円 30万円

オートマッチメール 通常価格 特別価格

オートマッチメール 25万円 12万円

オートマッチメール
（女性） 20万円 7万円

SP版オプション 通常価格 特別価格

SP版 アピールAD
（エリア版） 5万円 3万円

上位表示オプション 通常価格 特別価格

社員インタビュー検索
1位表示 50万円 25万円

社員インタビュー検索
2位表示 35万円 17.5万円

社員インタビュー検索
3位表示 20万円 10万円

社員インタビュー検索
4位表示 10万円 5万円

上位表示 オプション

バナー オプション

メール オプション

SP版 オプション

職種 オプション

追加画面 オプション


