
働く姿のイメージが
一番の転職動機になる

8月号 2017年7月1日発売

株式会社宣伝会議 広告申し込み締め切り 2017年5月31日

広告企画

求人企画

条件面の提示で
人を集めようとしていませんか？

人事 クリエイター

1月、7月のタイミングで
辞める社員が多いので、
欠員募集をしないといけ

ない

作業員、オペレーターで
はなく、自発的に動け
る人材がほしい

経験を積み、スキルにも
自信がついてきたので

次のステップで活躍したい

給与や福利厚生などの
条件面をいくら見ても、
実際に働くイメージが

湧かない

今の会社は広告会社
のぶら下がりで、クライ
アントと直接仕事が

できない

徹夜で仕上げた仕事が
3日前にはクライアントと
代理店の間で変更になっ
ていたこともあり、もう振り
回されるのはうんざり

転職サイトで募集した
ら、未経験が100名近
く応募してきて、結局
採用につながらなかった

人材紹介会社から優
秀そうな人を紹介され
たが、条件面が厳しく
て採用できない

即戦力になるAD、リー
ダー候補を募集したら、
40代からの応募ばかり

になってしまった



2014年のＡＤ・デザイナー職の求人は前年と比較する
と151.3％増でした（マスメディアン調べ）。他の業種だ
と転職はキャリアアップに支障が出る場合も少なくありませ
んが、クリエイターの場合は、転職を重ねるごとにキャリア
が上がっていくという逆の現象があります。各企業は、優
秀な人材を獲得しようとしていますが、採用活動がうまく
いかないと嘆く企業も少なくありません。

成功企業は気が付いている採用活動時の盲点とは？

企画実施の背景

▶求人が増えている中、大手企業と同じ
土俵で戦うことが本当に効果的なのか。

転職サイトへの登録

情報の検索
申し込み

しかし、いざ中途採用の募集で転職サイトに登録
して、採用活動を実施してみても、「人数は集まる
が、採用したい人材が全然いない」「能力はありそ
うだが、自社のことをあまり理解していない」など、な
かなかマッチングできないという声も聞かれます。こ
れは、転職サイトでのアピールの問題だけではなく、
クリエイターの性質が関係しています。例えば、現
状に不満を持ち、仕事も消極的な姿勢で臨んで
いる人ほど、安易な気持ちで転職サイトを利用しが
ちです。一方、ブレーンの読者は常に上を目指す、
向上心の高い方々ですので、質の高い層にリーチ
することができます。

クリエイターは常に自分を磨きつつ、活躍できる環境
を探しています。しかし、日々の業務も多忙を極め
る彼らにとって、転職サイトに登録して求人情報を
見るということは面倒に感じることもあります。
また、会社に対して忠実で、まじめに仕事に取り組
んでいるにも関わらず、なかなか成果が上がらない。
業務量に押しつぶされてしまう。といった優秀なクリエ
イターの多くいます。
そこでブレーンでは、潜在的なニーズを持つ、力のあ
るクリエイターに振り向かせる特集を実施いたします。

履歴書作成

面接

採用

▶転職サイトで募集をかけても、大量に届く履歴書の大半はシュレッダー行き。

▶転職サイトへの登録をしていない人の中にこそ、幹部候補が埋もれている。

転職サイト
利用者層

現状不満層 ぶら下がり社員

キャリアアップ
志向

リーダー候補
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ブレーンが貴社が求める人材にアプローチできる理由

「ブレーン」の読者層は、60.7％が20
代30代の若手クリエイターです。常に
最新の情報を捉えている、マインドの高
い即戦力となる方に読まれています。
転職サイトにはなかなか登録していな
い意欲の高い人材に、貴社の魅力、
働き方を誌面を通じて訴求することで、
貴社の臨む人材獲得に繋げていきます。

▶よりよい条件より、よりよい仕事を求めるクリエイターが主な読者

【過去出稿企業例】
ｲｴﾛｰﾜｰｶｰｽ、ｶｾﾞﾌﾟﾛ、エイエイピー、グッドデザインカンパニー、セーラー広告、
ソニーミュージックコミュニケーションズ、 ﾃﾞｨｰｴｲﾁｼｰ、デザインプール、TBWA/HAKUHODO
グリッツデザイン、ﾃｨｰ･ﾜｲ･ｵｰ、ﾈｱﾝﾃﾞﾙﾀｰﾙ、マザース、モスデザイン研究所
日本デザインセンター、博報堂、21ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、POOL、simpleshow Japan ほか多数

・クリエイティブ界で広く認知されている本誌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。
・Webで無料の情報が手に入る時代に毎月1,300円を払ってでも情報を得ようとする、本気度の高い人
材が集まります。
・編集タイアップを活用することで、貴社の業務内容や特色を今以上にわかりやすくお伝えします。
・貴社の働き方や魅力について取り上げる企画ですので、会社のPRやブランディングにも繋がります。
同時に「ブレーンに載る企業で働いている」という貴社社員のインナーモチベーションアップにも繋がります。

貴社で成果を出す人材は、
・能力
・熱意
・貴社への適性
の3つがうまくかみ合ってはじめて採用することができま
す。しかし、転職サイトだけでは、これらを備えた人材
を集めるのがなかなか難しい状態です。貴社ならでは
の仕事の魅力や、やりがいを理解してもらうことがミス
マッチを防ぎ、長く活躍する社員を獲得する際のポイ
ントになります。

▶「ブレーン」への広告掲載で何ができるのか
Point

貴社への
適性

熱意

能力

▶優秀なクリエイターと、貴社で成果を出すクリエイターは違う



貴社の魅力を訴求する際の切り口

01 【働く環境と仕事】 にフォーカスした紹介

Check

・貴社での働き方やチーム、オフィス
にフォーカスを当てる切り口です。
・事例だけを見ていると分からない御
社での働き方も、画像を文面と共
に誌面で展開することで「貴社だか
らこそ、この仕事ができた」という理
解を促進します。
・社内の環境などにフォーカスを当て
ることで、「こういう環境で働きたい」
という気持ちを醸成します。

▶力のあるクリエイターが共鳴する切り口で貴社を取り上げます

貴社の社員チーム
やオフィス環境

チームで取り組ん
だ仕事の事例紹介

社内での働き方、
求める能力

リーダー候補層の転職動機を掻き立てる特集を組みます

企業が求めるクリエイターの役割と働き方にフォーカスした特集

今回の特集では、貴社への理解を深めるため、
・働く環境と仕事 ・活躍している人材と仕事 ・会社のビジョン・コンセプトと仕事
という切り口で、貴社の魅力を引き出します。

連動特集 第2特集 第3特集
求人
ページ

ピックアップ



02 【活躍している人材と仕事】 にフォーカスし紹介

【会社のビジョン・コンセプトと仕事】 にフォーカスし紹介03

Check

・貴社の中でも特に活躍している人材や
代表などにフォーカスを当てる、人を立
てた切り口です。
・その人が、どのような働き方で活躍をし
ているのかをブレーンで取り上げることで、
業界内でも有名な、会社の顔となる
人材となります。
・人にフォーカスを当てることで、個人とし
てのスキルアップのイメージを付けたり、
その人と一緒に働きたい、という気持ち
を醸成します。

Check

・代表の考えや貴社の方針、コンセプト
についてフォーカスを当てる切り口です。
・企業としてどのような成長イメージを
持っているのか、仕事の進め方や働き
方を取り上げることで、今後の方針や
知られていない側面を訴求することが
できます。
・ビジョン・コンセプトにフォーカスを当てる
ことでミスマッチを起こさず、共に会社を
発展させることができる人材に訴求す
ることができます。

こだわりを持って

取り組んだ仕事の
事例を紹介します。

企業としてどのような
成長イメージを

持っているのか、仕
事の進め方や働き
方を取り上げます。

活躍している社員の
写真を掲載します

どのような働き方で活
躍をしているのか、ス
キルアップをしている
のかを取り上げます。



貴社の魅力を訴求する際の切り口



【働く環境と仕事】 にフォーカスした紹介



貴社が求めるクリエイターにアプローチするための
具体的な施策

▶オプションで記事の抜き刷りを制作

ブレーンに取り上げられたということを採用説明会や
営業の際にアピールする際に、オプションで記事の
抜き刷りツールを作成することができます。

▶デジタルを用いた拡散

アドタイ・オンライン

Twitter & Facebook 
ブレーン：Twitter + Facebook

21,115フォロワー
アドタイ：Twitter + Facebook

65,022フォロワー1,087,827PV/月
393,711/月
※2014年12月実績

自社調べ

記事ページと求人ページを連動します

誌面での展開 デジタル版での展開

▶ブレーン誌面での展開

デジタル版での展開

誘導と拡散
を図ります

誘導と拡散
を図ります



特別企画内容

・売り手市場の今、いい会社でないと人が動かない。ブレーンでブランディングしていくことが重要な時代になっています。

人材紹介会社経由で年収400万の人を採用すると平均で120～150万の費用がかかります。
今回、特集企画を組むことで、普段ではできないボリューム感と価格を両立しています。
また、人材紹介業のマスメディアンも、転職希望者との面談でブレーンの本企画の誌面を見せながら紹介しています。
誌面で会社情報が詳しくわかることで、ミスマッチが格段に減ります。
ブレーンで求人広告を出すことで貴社で活躍する人材募集をしつつ、会社のブランディングにもつながります。

カラー2ページの記事 求人1ページ
デジタル版
への転載 キャリナビ＆

ソーシャルメディア

通常235万円（税別） 150万円（税別）

人材紹介会社を使った採用活動に必要な経費で
ブランディングと求人ができる企画です

オプション

※上記以外の特殊面などへの出稿については営業担当にお問い合わせください。

抜き刷り作成
参考価格 30万円（4C4P・1000部）
※頁数、部数で価格は変動しますのでお問い合わせください。

Bプラン 35万円（税別）

求人1ページ
キャリナビ（標準）＆
ソーシャルメディア

Cプラン 25万円（税別）

求人1/2ページ
キャリナビ（標準）＆
ソーシャルメディア



お問い合わせ
宣伝会議 営業支援室

TEL：03-3475-3010 MAIL： info-koukoku@sendenkaigi.co.jp

申し込み〆切 2017年5月25日
タイアップ取材期間 2017年6月2日～6月8日
校了予定日 2017年6月13日

具体的な事例が知りたい方、活用法を知りたい方、は下記まで
お気軽にご連絡ください。弊社担当が詳細をご案内いたします。

ブレーン 年間広告企画（予定）

スケジュール

※上記は特集予定となります。変更の可能性がありますことをご了承ください。

月号 内容

6月1日発売 クリエイティブチーム特集

7月1日発売 求人企画（本企画）

8月1日発売 求人企画

9月1日発売 映像特集

10月1日発売 アワード特集

11月1日発売 2018年注目のクリエイティブチーム特集

12月1日発売 グッドデザイン賞特集


