
不透明な経済状況が続く中でも成長・発展のために採用活動に向き合う企業様を応援するべく、キャンペーンを実施いたします。

2021年7月30日（金）掲載開始分までのキャンペーンとなりますので、ぜひお早めにお申し込みください！

1クールあたり通常4週間掲載 → 6週間掲載に！

検索順位 プラン内容 1クール 2クール 3クール

第1位
MT-S+スカウト200件

（定価：200万円）
72万円 126万円

（1クールあたり：63万円）

180万円
（1クールあたり：60万円）

第2位
MT-A+スカウト150件

（定価：145万円）
52.5万円 94万円

（1クールあたり：47万円）

129万円
（1クールあたり：43万円）

第3位
MT-B+スカウト100件

（定価：95万円）
35万円 65万円

（1クールあたり：32.5万円）

84万円
（1クールあたり：28万円）

第4位
MT-C+スカウト50件

（定価：64万円）
25万円 45万円

（1クールあたり：22.5万円）

60万円
（1クールあたり：20万円）

※スカウトもクール分付与

有効応募を
見逃したくないなら

応募意欲を
上げたいなら

応募数を
増やしたいなら

1職種あたり：5万円

こんな時におすすめこんな時におすすめ こんな時におすすめ

・応募確度の高いユーザーへ

アプローチがしたい

・アプローチを送る手間を省きたい

1職種あたり：8万円 1職種あたり：40万円

・求人原稿では表現しきれない、

自社の魅力をアピールしたい

・PR動画を作成したいがスキルがない

・自社の求人を目立たせたい

・ユーザーからの注目度を高めたい

・幅広いユーザーを集客したい

求人ハイライト
ムービー

プラチナオプション 気になるアプローチ

※詳細は別途営業担当にご確認ください



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 6万円

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 5万円

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 5万円

追加画面
（セミナー、スペシャル情報除く）

20万円 10万円

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

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

エリア版

新着クローズアップ
10万円 5万円

※1クールあたりの最大掲載期間は8週間まで。
※スカウト代行、もしくはデイリーアプローチを併用する場合は、
スカウトはご利用できません。

※マイナビ転職の「バナー広告」「メール広告」は
1企業につき、1クールあたり同オプションは1回まで利用可。
再参画まで2週間以上の間隔が必要です(グループ企業様も含む）

※各商品の内容・注意事項は別途企画書よりご確認下さい

選べるオプション 補足事項

採用窓口 勤務地 採用窓口 勤務地

北海道 北海道 北海道 静岡 静岡県 静岡県

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

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

神奈川・町田 神奈川県、東京都町田市 神奈川県、東京都町田市 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

東京 東京都 東京都

山梨 山梨県 山梨県

群馬 群馬県 群馬県

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
栃木 栃木県 栃木県

茨城 茨城県 茨城県

＜キャンペーン期間＞2021年7月2日(金)～2021年7月30日(金)ご掲載開始分まで
＜ご参画条件＞次の①②ともに当てはまる企業様
①マイナビ転職の掲載終了日から6か月以上ご掲載実績がない企業様限定
②採用窓口と勤務地の組み合わせが本資料記載の「エリア区分について*」に該当する企業様
※無料オプションキャンペーンとの併用はできません。
※ナビ掲載、スカウトはそれぞれクール数分つきます。
※チケットの有効期限は初回ご掲載開始日から365日となります。

※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。


