全国の広告関連会社 強みと特徴・採用データがこれ1冊

広告界就職ガイド2021
広告掲載のご案内
2019年12月初旬発売（予定）
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、企業の成長戦略に欠かせない、重要な経営課題です。

採用担当者の悩み…
結局、大手に
行きたいのか…

憧れだけで志望されても困る。
実際の仕事は甘くないのに。

それ、他社の
強みなんだけどな…

仕事内容や職種くらいは
理解していてほしい…

希望している仕事、
ウチにはないんだけどな…

労働環境についての
質問が多いな…

会社のイメージって、実際と全然
違って伝わっているんだな…

なんでウチで働きたいのかわ
からないな。元気はいいけど。
※画像提供：123RF

広告業界だけを志望している人が減っている中、
学生の志望度を上げて質の高い学生を採用するためには？

2018/7/4更新

貴社が欲しい人材と、
応募してくる学生に
大きな差があるのはなぜか？
〇2018年12月初旬発売予定
〇判型：A5判
〇頁数：約330ページ
〇発行部数：35,000部 （予定）
〇価格：1700円（税別）
〇販売：全国有力書店、Amazon、
講座などでの直販

『広告界就職ガイド』は
貴社が求める学生に対し、企業の魅力をしっかりと伝え、
広告の仕事、貴社の理念などを理解した学生に、
モチベーション高く応募してもらうためのメディアです。

＜20卒の新卒採用のポイント＞
①売り手市場
エントリー社数は減少傾向。少ない選択肢の1つに
入ることが求められます。

②業界研究の不足
エントリー数の減少で、同じ業界でも会社を受ける
会社の数を絞る傾向があります。これから受ける学
生に自社の特徴、強み、業務内容、働き方など正
確に情報を伝えていく必要があります。

③採用広報強化・ブランディングの必要性
©Shao-ChunWang/123RF.COM

倫理憲章の形骸化で採用広報解禁前の各企業
の動きがより活発に。企業には情報発信強化施策、
採用ブランディング等の対策が求められています。

『広告界就職ガイド』の読者は、、、
■Ａさん・女性（大手リサーチ会社内定）
・ 大学3年生の6月より情報収集開始
・ セミナーなどに参加、業界研究、会社研究
・ 20社にエントリー、2社より内定
・ 広告業界が第一志望で志望度が高い
・ 広告界就職ガイドほか、『宣伝会議』も愛読
・ 講座にも参加して業界全体の勉強も実施
・ 情報収集の結果、リサーチ会社への志望度があがる
・ 内定先のベンチャー気質なところが決め手

■Ｂくん・男性（大手制作会社内定）
・ 大学3年生の6月より情報収集開始
・ 30社にエントリー、5社より内定
・ 広告業界が第一志望
・ 業界全体のことを知るために講座を受講
・ 広告界就職ガイドほか、情報を集め、研究
・ 集めた情報からでた質問疑問を講座に参加し、解消
・ 内定先は、自分のやりたいことと、その企業での仕事
が一番マッチした志望の高い企業

オンライン上の情報だけでなく、書籍・講座を通じて
広告業界・それぞれの企業の違いを理解した上で、
実際に働くことまで考えて受ける学生が読者です。
© 2019 Sendenkaigi Co., Ltd.
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広告業界
志望者の
バイブル

業種・職種紹介、内定者インタビュー、
各社紹介、採用スケジュールなど
広告業界を目指す学生に必要な情報を網羅

2021年版のポイント
①時流を捉えた広告に注目

②地域の情報も発信

③就職対策も万全に

2018～19年にかけて世の中で話題に
なったユニークな広告に着目。その背景な
どを探ります。

最 近 の 学 生 で も 関 心 が 高 いが“ 地
域 活 性 化 ”の情報を掲載！地域に
根を張る会社から、地域貢献をサポー
トする仕事までを網羅します！

エントリーシート対策から面接ノウハウ、傾向
と対策など。脚色や装飾ではなく、自分をしっ
かりとプレゼンテーションするための情報を
盛り込みます。

④講座でも配布・販売
「コピーライター養成講座」、「広告界就職講座」の受講生という
本気で広告界を目指す大学生が確実な読者！
※例年550名ほどの大学生が通っています。
30,000円という受講料を支払い、講座を受けている本気度の高い学生に対して確実にアプローチができます 。無料 の 合 同 説 明会 や
就職フェ スの ような ものに 「ノリ」で来る学生とは違う、質の高い学生ばかりです。
学生にとっては決して安い金額ではありませ
ん。自分達の現状と就職活動に疑問を抱き、広告界のことを本当に理解したいと考えている 、極めてモチベーションの高い学生達
が読者です。
大手広告会社しか見つけられない学生に貴社の魅力を伝え、
振り向 か せることができます。
広告界を目指す学生の多くは、大手広告会
社に目が向きがちですが、広告会社のビジネスモデルを理解いただくこと で、中堅の会社、ハウスエージェンシー、メディアエージェ
ンシー、
イベント会社など、
やりたいことができる会社は他にもある、
と気付く学生が非常に多いのが現状です。

誌面構成（昨年実績）

ビジネスモデルから職種まで！広告の仕事と、
代表的な会社の概要がこの１冊でまるごと分かる！

●巻頭企画
・広告って面白い!広告クリエイティブの潮流を探る
・エリア活性に貢献!地域で躍進するクリエイター

●第3章：就職活動
目指せ内定！就職活動必勝法

●第1章：職種研究
自分に合う働き方を見つける！
広告界の仕事大研究

●第4章：企業研究
主要各社の人事担当者に聞く！
求める人物像と採用プロセス

＞業界勢力図、 先輩社員からのメッセージなど

●第2章：業界研究
これだけは知っておきたい
広告ビジネスの基本と最新動向
＞業界のジャンル、最新事例や面接の話題に使える 最新トピックなど

© 2019 Sendenkaigi Co., Ltd.

＞エントリーシートの書き方、Ａ４白紙自由に 書けの事例、面接のコツ、
傾向と対策、人事担 当からのメッセージなど

＞注目企業紹介（広告企画）※2020版より新たに設定
＞広告会社、デジタルマーケティングエージェンシー、広告制作クリエイティブ
エージェンシー、CM・映像制作会社、SP・イベント会社、PR会社

●第5章：企業研究活動
強みと特徴・採用状況は？
全国の広告関連会社データ
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広告メニュー
【巻頭】編集タイアップ
2ページ（見開き）

カラー

150万円

1ページ

カラー
モノ
クロ
モノ
クロ

75万円

2ページ（見開き）
1ページ

100万円
50万円

★ポイント
・編集部が取材に伺い貴社の魅力を読者に分かりやす
く伝えます！
・編集部が取材し記事を制作します。
「2ページ（見開き）

カラー」のイメージ

【第4章】注目企業としての紹介
（フォーマットタイプ）

2ページ（見開き）

モノ
クロ

80万円

1ページ

モノ
クロ

40万円

★ポイント
・業界を代表する企業の中の1社として取り上げます！
「2ページ（見開き）」のイメージ

純広告
表2・表3 1ページ

カラー

80万円

中面 1ページ

カラー
モノ
クロ
モノ
クロ

60万円

中面 1ページ
中面 1/2ページ

左側「中面1ページ（モノクロ）

35万円
25万円

右側「中面1/2ページ」
価格は全て税別表記となっております

広告の掲載には審査がございます。

© 2019 Sendenkaigi Co., Ltd.

４

出稿企業様の声
社名やビジョンを伝えられる
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）
▶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）

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。新規事業に興味のある方はもちろん、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）

＜過去掲載企業（抜粋）＞
■広告会社
電通、JR九州エージェンシー、新東通信、クオラス、JTBコミュニケーションデザイン、オリコム、読売IS、ステッチ、CIRCUS、ジェイアール東海エージェンシー、ニットー、
三晃社、BBDO J WEST、産案、京王エージェンシー、ビデオプロモーション
■デジタルエージェンシー
サイバー・コミュニケーションズ、DAC、アンダス、ファンコミュニケーションズ、ディーツーコミュニケーションズ
■制作会社
たき工房、AOI Pro.、太陽企画、ティー・ワイ・オー、フェロールーム、電通クリエーティブX、ビービーメディア、セーラー広告、Viibar、ピクト、ENJIN、東北新社、ギー
クピクチュアズ、ティーアンドイー、新通コム、ライツアパートメント、博報堂プロダクツ、マザース、アイキャッチ、ビデオ・ステーション・キュー、サンク、スパイスボックス、阪急デ
ザインシステムズ、ノース・ヒル
■SP会社
ワヨー、クレオ、東具、スコープ、CDG、電通ライブ、フロンティアインターナショナル、タカラッシュ、オンド、ヒロモリ、日本SPセンター
■その他
トランスコスモス、ディーエムソリューションズ、ベクトル、アマナ、ヤラカス舘、mediba、リード、リンクコーポレートコミュニケーションズ

＜お申込み〆切＞

編集タイアップ：9月13日（金） その他：9月30日（月）

本社
北海道本部
東北本部
北陸本部
中部本部
関西本部
中四国本部
九州本部

〒107-8550
〒060-0001
〒980-0811
〒920-0853
〒461-0005
〒530-0003
〒730-0051
〒810-0041

東京都港区南青山3-11-13
北海道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
金沢市本町1-5-2
名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
大阪府大阪市北区堂島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

電話：03-3475-7666
電話：011-222-6000
電話：022-266-6981
電話：076-224-3010
電話：052-952-0311
電話：06-6347-8900
電話：082-545-7312
電話：092-731-3331

FAX：03-3475-7676
FAX：011-222-6670
FAX:022-266-6986
FAX：076-224-3475
FAX：052-952-0312
FAX：06-6347-8944
FAX：092-731-3151

【メールでお問合せ】 info-koukoku@sendenkaigi.co.jp
© 2019 Sendenkaigi Co., Ltd.
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広告掲載申込書
『広告界就職ガイド2021』への広告掲載を申し込みます。

お申込日

年

月

日

ふりがな
貴社名

印
〒

住所
（部署名）

（役職）

責任者様
（氏名）

印

（部署名）

（役職）

担当者様
（氏名）

印

（電話）

担当者様連絡先
（メール）

支払い規定

月

請求／入金日

日 締め
月

月

日 請求／

月

日 払い
日 入金

ご希望のメニューをチェックしてください
【巻頭】編集タイアップ

純広告

□ 2ページ（見開き）

4色

150万円

□ 表2・表3 1ページ

4色

80万円

□ 1ページ

4色

75万円

□ 中面 1ページ

4色

60万円

□ 2ページ（見開き）

1色

100万円

□ 中面 1ページ

1色

35万円

□ 1ページ

1色

50万円

□ 中面 1/2ページ

1色

25万円

【第4章】注目企業としての紹介（フォーマットタイプ）
□ 2ページ（見開き）

1色

80万円

□ 1ページ

1色

40万円

本社
北海道本部
東北本部
北陸本部
中部本部
関西本部
中四国本部
九州本部

〒107-8550
〒060-0001
〒980-0811
〒920-0853
〒461-0005
〒530-0003
〒730-0051
〒810-0041

計

東京都港区南青山3-11-13
北海道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
金沢市本町1-5-2
名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
大阪府大阪市北区堂島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

【メールでのお問合せ】 houjin@sendenkaigi.com

円（税別）

電話：03-3475-7666
電話：011-222-6000
電話：022-266-6981
電話：076-224-3010
電話：052-952-0311
電話：06-6347-8900
電話：082-545-7312
電話：092-731-3331

FAX：03-3475-7676
FAX：011-222-6670
FAX:022-266-6986
FAX：076-224-3475
FAX：052-952-0312
FAX：06-6347-8944
FAX：092-731-3151

