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転職サイトで募集したら、未経験者ばかり応募してきて、結局採用につながらなかった…
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…　etc.

採用でお悩みの企業の皆さま、
今が、優秀なクリエイターを獲得するチャンスです！

株式会社宣伝会議 申し込み締め切り1月13日

求人企画 注目エージェンシー・プロダクションの
ワークスタイル



今どきの若手クリエイターの就職観

採用サイトでは訴求できなかった、貴社の魅力・雰囲気・ブランドを、効果的に伝えられます
「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。

過去出稿企業例

イエローワーカース、エイエイピー、カゼプロ、グッドデザインカンパニー、グリッツデザイン、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、ディーエイチシー、デザインプール、TBWA\HAKUHODO、ティー・ワイ・オー、日本デザインセンター、博報堂、ネアンデルタール、マザー
ス、モスデザイン研究所、21インコーポレーション、POOL、simpleshow Japan　ほか多数

ブレーンの読者にアプローチすれば十分だと、
「ブレーンの求人でしか採用をしない」と決めている企業事例もあります

▶「ブレーン」は、前のめりで活きのいいクリエイターが読者です

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

給与や福利厚生などの
条件面をいくら見ても、
その企業に興味がわかない

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

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が 
実際にどうなるか分からず不安だ

転職サイトの横並びな情報で 「憧れ」を持たせられますか？
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。

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行為が面倒に感じることもありま
す。 そのような方こそ、転職市場にこそ出てこないですが、貴社で
力を発揮するクリエイターになりえるのです。そこでブレーンでは、
転職への潜在的なニーズを持つ、力のあるクリエイターを振り向
かせる特集を実施いたします。

画像提供：Shutterstock



▶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

01 【働く環境と仕事】 にフォーカスした紹介 

●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。

Check

チームで取り組んだ仕事の事例を
「なぜ貴社だからできたのか」まで

深堀して紹介します。

社内での働き方、
求める能力を編集担当が
読者にわかりやすく伝えます。

貴社の社員チームやオフィス環境を、
成果を上げることのできる印象を

つけて掲載します。

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

能力や熱意のある優秀なクリエイターはいれど、必ずしも貴社で

活躍する社員になるとは限りません。

貴社で長く活躍する社員を採用するには、能力や熱意に加え、

「貴社への適性」も不可欠です。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。本企

画で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!
●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分かりやすくお伝えすることで、採用候補者とのミス
マッチを減らします。
●トップクリエイティブの事例を取り上げるブレーン。そこで貴社の情報を伝えることで、業界内でのプレゼンスを高めます。
●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。
●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「ブレーンに掲載され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の向上にも繋がります。

貴社への
適性

熱意

高い能力



03 【会社のビジョン・コンセプトと仕事】  にフォーカスした紹介

●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。

Check

02 【活躍している人材と仕事】  にフォーカスした紹介 

●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

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。

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
「一流クリエイター」という
印象をつけて掲載します。

貴社がこだわりを持って取り組んだ
仕事の事例を、どの点にこだわったのか

を含めて紹介します。



特別企画内容

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

通常255万円（税抜） 150万円（税抜）

人材紹介会社経由で年収400万の方を採用すると平均で140万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分かることで、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繋がります。

広告出稿のご検討、何卒よろしくお願い申し上げます。

広告・宣伝・Web・マーケ人のための転職・求人サイト【宣伝会議キャリア
ナビ（キャリナビ）】を活用して、情報の拡散と誘導を図ります。 

Check

標準

求人情報への誘導

求人情報

掲載期間
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貴社から支給

5週間

標準

検索結果表示順

TOPページからの誘導順位

SNS（Facebook、Twitter）からの誘導

応募フォーム＋応募者管理（マイページ）

基本情報（仕事内容＋募集要項＋企業情報）

企業ロゴ（画像）

写真（画像）

PR

編集部からのコメント

原稿

毎週水曜日／毎月１日更新

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（標準）＆
ソーシャルメディア

抜き刷り
1000部



Aプラン

オプション

通常255万円（税抜） 150万円（税抜）

通常235万円（税抜） 130万円（税抜）
Bプラン

アドバタイムズ転載 25万円（税抜）
※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。

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（標準）＆
ソーシャルメディア

抜き刷り
1000部

Cプラン

35万円（税抜）

Dプラン

25万円（税抜）

求人1/2ページ

● 申し込み〆切 2017年1月13日
● タイアップ取材期間 2017年1月16日 ～ 2月6日
● 校了予定日 2017年2月17日
宣伝会議　営業支援室
TEL：03-3475-3010
MAIL： info-koukoku@sendenkaigi.co.jp

お問い合わせ
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。

広告料金

スケジュール

カラー2ページの記事 求人1ページ 求人1ページ

デジタル版
への転載

キャリナビ（標準）＆
ソーシャルメディア

キャリナビ（標準）＆
ソーシャルメディア

キャリナビ（標準）＆
ソーシャルメディア



申込書
ブレーンに広告を申し込みます。

平成  年　　　月　　　日

ふりがな

貴社名

所在地

TEL

e-mail

FAX

責任者

担当者

ふりがな

部署・役職

部署・役職

氏名

氏名

印

印

（社印）

このまま、ＦＡＸにてお申し込み下さい。ＦＡＸ：03-3475-3033

〒 -

毎月　　日締　　月　　日払支払規定 月　　日請求日 月　　日ご入金日

広告掲載のお問い合せ・お申し込みは 　株式会社宣伝会議　営業支援室
本　　　社
北海道本部
中 部 本 部
関 西 本 部
中四国本部
九 州 本
北 陸 本 部

部

〒107-8550　東京都港区南青山3-11-13
〒060-0001　北海道札幌市中央区北一条西4-1-2
〒461-0005　愛知県名古屋市東区東桜1-13-3NHK名古屋放送センタービル
〒530-0003　大阪府大阪市北区堂島2-1-31
〒730-0051　広島市中区大手町2-11-10　NHK広島放送センタービル
〒810-0001　福岡市中央区天神2-14-8　福岡天神センタービル
〒920-0835　石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ

Tel.03-3475-3010（代表）　Fax.03-3475-3033
Tel.011-222-6000（代表）　Fax.011-222-6670
Tel.052-952-0311（代表）　Fax.052-952-0312
Tel.06-6347-8900（代表）　Fax.06-6347-8944
Tel.082-545-7311（代表）
Tel.092-731-3331（代表）　Fax.092-731-3151
Tel.076-224-3010（代表）　Fax.076-224-3475

［E-mail］info-koukoku@sendenkaigi.co.jp　［URL］http://www.sendenkaigi.com/corporate/ads

当社
担当

※掲載費は前金とさせていただきます。お申し込み後１ヶ月以内にお振り込みをお願いいたします。
※広告原稿の入稿形態は、完全データでお願いいたします。
※広告の体裁、内容などにつき、当誌に不適当と思われる内容は、掲載をお断りすることがあります。

お申し込みのスペースに □ を入れてください。

 □ Aプラン  編集タイアップ広告2P + 求人広告1P + キャリナビ（標準）抜き刷り1000部

編集タイアップ広告2P + 求人広告1P + キャリナビ（標準）

￥1,500,000-

￥1,300,000-

求人広告1P + キャリナビ（標準） ￥350,000-

求人広告1/2P + キャリナビ（標準） ￥250,000-

￥250,000-

 

□ Bプラン  

□ Cプラン

□ Dプラン

□ アドバタイムズ転載

プラン 内　容 料 金（税別） 


