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1．Career TANQが提供する価値
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「ガクチカ」 「就活の為のインターン」 「就活に活きる経験」 「理想的なキャリアプラン」

内定が欲しいから、人事に褒められたいから、良い人生を歩みたいからと思って、学生達の中では、日常的にこ

んな言葉が飛び交っています。

少しでも高く、少しでも多く、たくさんのことを学ぼうという姿勢は素晴らしいものです。

しかし、我々が一緒に働きたいと思う人には、本当にそんな経験が必要なのでしょうか？

その人自身の魅力や価値観は、就活のための経験で得られるものなのでしょうか？

我々はそうではない、と考えています。

キャリアとは、これまでの人生で見て、聞いて、体験して溜まった全ての経験そのものであり、

自分の本心で行動してきたあらゆる経験こそが、その人の魅力であり、本質であると信じています。

だからこそ、我々は学生にとって就活としてではなく、本心からやりたいと思う機会を提供し、

自分だけのキャリアを溜める、即ち”タンク”することで、自分らしさを手に入れられる場所が必要だと考えました。

そうして生まれたのが、”Career TANQ” という、学生が思わず 「ためるって、おもしろいかも。」 と、

呟いてしまうような、全学年の学生に提供する、学生から”共感”を生む Webメディア です。

なぜCareer TANQなのか
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企業とタイアップした特別企画

Career TANQが提供するコンテンツ

豊富な参加型イベントの開催

日々の運営の中で、学生の求める企画を抽出し、

編集部企画もしくは企業とタイアップする形で

イベント等も定期的に開催。ただ記事を読んで納得

するだけでなく、実際に行動してみることで経験をタン

クすることができます。

Career TANQの世界観に共感いただいた

企業様とタイアップし、学生の成長を促す

企画の実行が可能です。まさに社会共創型

スキームとして、今の学生に共感される

コンテンツ設計のお手伝いをいたします。

学生編集部による学生目線の企画

Career TANQの記事を執筆するライターの内、一

部を学生だけで組織したチームが運営。当事者だか

らこそ、今の学生が使う言葉や表現、好む企画を

提案することができます。学生ライターの記事は、他

の記事と比較してもPVが高い傾向にあります。

Career TANQは”学生目線”を重視した記事とイベントを展開しています。

コンセプトである「タンクする」を体現するために、未来の話を見せるのではなく、現在地からの視点の情報を届けることで、キャリアを自分ごと化してもらいたい、という思いからです。

様々な学習経験（知る・やってみる・身につける等）を用意し、学生の「自己効力感」「結果期待」が”タンクされる”仕組みを整えます。
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こんなお悩みはありませんか？

求めている人材が、
全然エントリーして
くれないぞ。

エントリーはしているが
自社にあまり好意を
抱いてないぞ。

自社のことちゃんと
分かってる？
全然伝わってないぞ。

内定を出したけど、
競合に取られて
内定辞退が勃発。。

せっかく採用したのに
たった1年で
退職！？

母集団の課題 施策効果の課題 学生の質の課題 内定辞退の課題 早期退職の課題

広報時 説明会時 選考時 内定時 入社後

こ れ ら の 課 題 は 、 自 社 の 求 め る 人 材 が 、 自 社 の 理 念 や 思 想 に 共 感 し て い な い か ら 発 生 し ま す

今の学生から共感を得る採用手法 “採用ブランディング” をご紹介します！
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企業の伝えたいことと、学生が本心から思っていることを“一致”させることがゴールとなります。

採用ブランディングとは？

学生 企業

A社は若手から
活躍できる会社

だと思う

当社は若手から
活躍できる会社だと

思ってほしい

HP

イベ
ント

広告

社会
貢献

共同
活動

人材
育成

座談
会

今の学生に選んでもらうためには “共感” が必要不可欠であり、

共感が得られる活動や、伝え方を工夫することが求められます。

求める人材に自分たちの活動を共感してもらい、本心から選んでもらうための採用手法です
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就活生になる「前」の学生に対して、自社らしさを伝える活動

（=学生に共感してもらう活動）を行います

1年 2年 3年

1年生から
アプローチ
した場合

ブランディング
経過時間

共感度

●●は御社しかない

●●って御社らしい

御社は●●なの？

学びを得る
（インプット）

実体験
（アウトプット）

自己内省
（PDCA）

キャリアの選択

入社

共感度は経年的に積みあがっていくもの

(大学1,2年生からアプローチ）

キャリア教育等、学生から共感が得られる接点が必要

（共感を生む方法で学生と接点をもつアプローチ）

従来

キャリア教育段階から

接点を持つことで

共感度が上昇する

2年生から
アプローチ
した場合

3年生から
アプローチ
した場合

採用ブランディングの基本（学生から共感ってどうやったらしてもらえるの？）
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Career TANQは「共創型」アプローチとして、

採用ブランディング効果にこだわったサービスを提供しています

アプローチ方法 企業主体型 学生主体型 共創型

伝えられる価値 企業が伝えたいこと 学生が知りたいこと 互いに共感していること

良い点
一次情報として自社の伝えたいこと
を直接伝えられる

学生が知りたいことだからこそ、より興味
をもって聞いてくれる

学生が共感する方法で、押し付け
感なく自社の活動を伝えることで共
感を獲得しやすい

課題点
学生の価値観や志向に合わないこ
とも多く、興味を持ってもらいにくい

学生に寄りすぎた結果、ただボランティ
ア的な活動で終わってしまう

自社らしさを正しく伝えるからこそ、合
わない人も明確になる

接点方法 一時的 一時的 継続的

対象学生 就活生が中心 就活生が中心（一部低学年） 全学年

訴求手法 採用広告 マーケティング、PR 採用ブランディング

主なサービス SNS広告、HP、情報サイト 口コミサイト、OBOG訪問
Career TANQ、キャリア教育
（アクティブラーニング）
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2．サイト・イベント実績
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月間平均PV（3カ月ごとの推移）

⚫ 大学生ペルソナを想定したSEO施策と知るカフェユーザーへのサイト告知などで安定したPVを獲得。月間平均PVは179,816。

⚫ 新学期となる4～5月はPVが上昇する傾向。

⚫ イベントやコンペ企画など、学生参加型コンテンツを増やしてロイヤリティを高めていく。

サイトのPV推移
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2022年 年間記事PVランキング

⚫ 就職活動に関する記事のほか、学生生活に身近な「GPA」「奨学金」に関する記事がレギュラー化している。

⚫ 「メタバース」「シンギュラリティ」「オリンピック」など、世間で注目を集めていることをテーマにした記事もランクイン。

記事タイトル 年間PV 滞在時間

BtoB,BtoC,CtoCとは？今さら聞けない用語を解説！ 193,631 00:06:36

最近話題のメタバースとは何か？どんな可能性がある？ 137,038 00:06:57

今さら聞けない大学生の常識 GPAってなに？ 就職に影響するの？ 74,833 00:04:24

困ったらこれ聞いとけ！人事がグッとくる逆質問10選 70,156 00:04:17

シンギュラリティって何？ いつ起こるか知ってる？ 67,818 00:06:51

財閥系とは？商社、金融、メーカーに繋がる四大財閥の基礎知識 53,553 00:02:48

給付型奨学金とは？新制度や注意することについて紹介 39,521 00:04:00

東京オリンピックの経済効果は？データを基に今後の景気を予想 37,650 00:09:05

コンサルティング会社ってなに？大学生のうちに調べておこう！ 36,481 00:02:19

アウフヘーベンとは？ 弁証法を通じてSDGsについて考える 35,078 00:08:17

※編集部記事のみ。企業様取材記事は除く
※集計：2022年1月1日～2022年12月13日
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2022年度 イベント開催報告

▼参加の多かった学生の大学

イベントテーマ

23年卒

4.4%

24年卒

53.2%

25年卒

24.9%

26年卒

16.5%

その他

1.0%

卒業年次

23年卒

24年卒

25年卒

26年卒

その他 文系

74.7%

理系

22.6%

その他

2.7%

文理区分

学校名

関西学院大学

慶應義塾大学

早稲田大学

立命館大学

東京大学

一橋大学

九州大学

神戸大学

同志社大学

名古屋大学

就活年次

低学年

●就活関連
・【24年・25年卒対面型】就活の力学
・【24年・25年卒】ES対策講座
・実践！グループ面接入門講座
・【大学1,2年生向け】今、知っておきたい就活基礎セミナー

●企業コラボ
・【コラボトークVol.5】大手社員に聞く！ダイバーシティへの取り組みと女性のキャリア

2022年4月以降にCareerTANQで開催したイベントに予約した学生データです。

集計：2022年4月20日～2022年12月5日

●スキルアップ
・マーケティング基礎講座
・外資コンサル出身者が教える、フェルミ推定講座
・#IamRemarkable ワークショップ
・【大学生学年不問】はじめての、エクセル講座
・【大学生学年不問】アイデアによる課題解決講座
・【大学生学年不問】ロジカルシンキング講座
・ハーバード流交渉学
・誰も教えてくれない、キャリアとお金の話
・デジタルマーケティング領域で、企業でめちゃくちゃ活躍できるようになろう！
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学生が関心を引く講座・イベントを定期開催

タイトル 形式 満足度
（10点）

NPSスコア 参加学生のコメント

外資コンサル出身者が教える、
フェルミ推定講座 オンライン 9.2 ＋65.0

✓ 実践ワークがあり、他の参加者と交流しながらフェルミ推定に対する理解を深める
ことができたから。

✓ 分からないことがあったらネットに頼ってばかりだったので、考えることがとても楽し
かった。

✓ 実際にコンサルティング業界の経験のある方からのご講義で、非常にわかりやすく、
フェルミ推定の難しいというイメージが改善されました。

ハーバード流交渉学 オンライン 9.25 ＋73.4

✓ 実践編のフィードバックが得られたり、総評で他のグループの交渉がどうだったのか、
また、なぜその提案に至ったのか知ることができた。

✓ オンラインでもTAの方々のサポートにより複数人でもコミュニケーションが取りやすく、
また1対1の交渉であったため、ワークが取り組みやすかった。

✓ 座学で説明されて頭では理解したつもりでも、実際にやってみると思っていた何倍
も難しく、その難しさや面白さを、身をもって体験できた。

✓ 交渉学という学問について初めて知り、内容が全く想像つかない中で今回のイベ
ントに参加したが、講義が進むにつれ、「交渉」の奥深さを実感し、今まで自分が
考えていなかった視点で物事を見るきっかけとなり非常に興味深かった。

【大学1,2年生向け】
今、知っておきたい
就活基礎セミナー

オンライン 9.3 ＋62.5

✓ 基礎的なことを多く話してくださったので、まだ就活についてよく分からない私にとっ
てちょうど良く情報を得ることができた。

✓ 何から始めていいのかよく分からなかったために不安に思っていたが、今やるべきこ
とや今後のスケジュールが分かった。

✓ 就活のリアルを教えてくれただけでなく、就活テクニックに終始せずもっと大事なこと
を教えてくれた気がする。
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3．Career TANQ広報展開
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定量的な成長に加え、SNSでの定性的な反応率も高く、

共感を生むサービスとして着実に成長しています

*Twitterのエゴサーチ結果一部抜粋

人数

経過年月

807

176

1,249

x4.5倍

SNS(Twitter)フォロワー数の成長推移

x1.5倍

1,450

x1.1倍
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全国の知るカフェ利用学生に、CareerTANQのさまざまなコンテンツを広報しています。

月間約3万人の大学生・院生が利用する“知るカフェ”と連携

学生の将来の選択肢を広げる
キャリア支援カフェ

①月間約3万人の大学生・院生が利用

②年間約2,500回のMeetupを開催

③登録会員学生の約半数が大学1,2年生

【店舗一覧】
⚫ 京都大学前店（吉田）
⚫ 大阪大学前店（豊中）
⚫ 神戸大学前店（六甲）
⚫ 関西大学前店（千里山）
⚫ 同志社大学前店（今出川）
⚫ 立命館大学前店（衣笠）
⚫ 立命館大学びわこ・くさつ店（学内）
⚫ 関西学院大学前店（上ヶ原）
⚫ みなと銀行学園都市店
⚫ みなと銀行武庫川女子大学店

⚫ 東京工業大学前店（大岡山）
⚫ 一橋大学前店（国立）
⚫ 早稲田大学前店（早稲田）
⚫ 慶應大学前店（三田）
⚫ 東京大学前店（本郷）
⚫ 東京大学前店（駒場）
⚫ 名古屋大学前店（東山）
⚫ 九州大学前店（伊都）
⚫ 東京理科大学店（学内）
⚫ BiZCAFE(関西学院大学神戸三田)店（学内）
⚫ BiZCAFE(千葉大学）店（学内）

※2022年12月時点

全国21店舗を構える知るカフェ店舗では
利用者に向けてサイネージ動画やチラシでCareerTANQを広報

累計10万人以上のフォロワーを持つ知るカフェSNS（Twitter/Instagram）、
全会員に配信できるメルマガでイベント告知やおすすめ記事を紹介
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4．ご参画プラン 記事広告

「オリジナル取材掲載」
「イベント・セミナー告知掲載」
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記事広告―概要

ご参画メニュー サービス内容 ご提供価格

⚫ 企画作成のサポート

⚫ 取材・撮影の実施

⚫ 記事のご掲載

⚫ PICK UPとして周知（4週間）

⚫ 記事URLの活用

￥350,000-（税別）

※PICK UPとして4週間掲載

※以降はアーカイブとして設置（URL利用可能）

※公開開始1週間以内にCareer TANQ公式

SNSで告知

⚫ 実施コンテンツ作成のサポート

⚫ 告知記事の掲載

⚫ 予約促進のサポート

（数のコミットは致しかねます）

￥100,000-（税別）

※PICK UPとして2週間掲載

※以降はアーカイブとして設置（URL利用可能）

※公開開始1週間以内にCareer TANQ公式

SNSで告知

イベント・セミナー告知掲載

オリジナル取材記事掲載

※価格は税抜。
※目的別のテーマ例等もご用意しておりますのでお気軽にご相談いただければと思います。
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オリジナル取材記事掲載 項目 詳細

掲載期間

●導線①：新着記事、PICK UP CONTENTS（4週間）
●導線②：記事一覧
●導線③：Career TANQ公式SNSで告知（公開1週間以内1回）
※5週目以降は、「記事一覧」にてアーカイブに掲載

✓ 公開開始は毎週木曜日です（祝日、弊社公休日を除く）
✓ 「新着記事」には新しい10記事のうち5記事がランダムで表示されます。
✓ 掲載開始後4週間は、「PICK UP」記事として導線が表示されます。同時期に11記事以上ある

場合はランダムで表示されます。
✓ 「記事一覧」スペースは、その他記事が更新されるごとに掲載順位が下がります（編集部記事も含

めた記事一覧にのみ掲載されます）
✓ 掲載開始1週間以内にCareer TANQ公式SNSで告知します

スペック
●通常記事、ボックス有記事、会話文記事の3種から選択可能。
※共通：写真点数3~6点、原稿最大3000文字／最大6段落

（推奨＝3段落✕400文字構成）

取材について 1日1か所、2時間まで、撮影点数最大6カット
（それ以上は別途お見積）

取材人数 1～2名

取材対象 各テーマにより対象が異なります。

取材テーマ

1）学生に伝えたい貴社の魅力（貴社商材の告知等はNG）

［テーマ例］働き方／ダイバーシティ／経営戦略／ワークライフバランス
ビジネスモデル／プロダクト／社員／イベントレポート

2）学生ライターが伝える貴社の魅力（貴社商材の告知等はNG）

［テーマ例］学生ライターからの逆面接／学生お悩み相談
入社体験／公開インターンシップ／イベントレポート

参画料金 ￥350,000-（税別）／取材・撮影・ページ制作費込み
※撮影写真・原稿の二次使用は料金に含まれません

※原則、ライターによる取材はWEB対応となります。
※学生ライターは学業優先です。ご希望の日程・場所に沿えない場合や、学生ライターによる取材
をお受けできない可能性もあります。対応可否については弊社営業担当へお問い合わせください。

※公開後の修正は原則不可です。

掲載ページ

記事一覧
（アーカイブ）

TOPページ

PICK UP
CONTENTS
（4週間）

新着記事
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オリジナル取材記事テンプレート

オリジナル取材記事は3種類のテンプレートから
任意の形式をお選びいただけます。
全てのテンプレートにおいて、ページ上部の

・タイトル
・メインビジュアル
・キャプション
・リード文

は共通で掲載されます。

◆通常記事テンプレート

・小見出し
・写真
・本文

で構成される、
読み物としての従来のテンプレートです。

◆ボックス有記事テンプレート

通常記事に加え、
各段落の最後にボックスをつけることができます。
（ボックスは段落ごとに
有り無しを選ぶことが可能です）

強調したい内容や話者についての補足に
ご活用いただけます。

◆会話文記事テンプレート

全段落を会話文で掲載します。
視認性に優れ、気軽に読みやすい形式です。

※取材対象が2人の場合のみ選択可能。
※撮影する写真点数は、
吹き出し用の写真（2枚）を含め6枚です。
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企業様掲載事例

三菱電機 様

「働きやすさ」をテーマに、3本の連載記事を掲載。

学年の異なる3人の大学生と若手社員の座談会や、地方に初期配属された社員の生の声、若手社員の

オンライン同期会などに潜入し、企業目線の情報発信ではなく第三者視点で「働きやすさ」を探る企画。

SHIFT 様

理系大学院の女子就活生の悩みに、理系女子社員が相談に乗る、という企画。

「人事がよく言う“理系らしさ”って何？」「専門性を生かした就職をしないといけないのか？」

「女子が少なくてやっていけるのか？」など、ペルソナ学生が悩みそうなことを学生の言葉で

ストレートにぶつけた。

クラウンパッケージ 様

「ビジネスモデル」だけにフォーカスした記事。学生が懸念する「不景気に強い企業は？」という興味に

ストレートに答え、またなぜ同社が強い不況に強いのか、をビジネスモデルの観点から解説。

合わせて企業理念を貫き、企業としての「あり方」も訴求した。
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イベント・セミナー告知掲載 項目 詳細

掲載期間

●導線①：PICK UP CONTENTS（2週間）
●導線②：「イベント一覧内」上位表示
●導線③：Career TANQ公式SNSで告知（公開1週間以内1回）
※3週目以降は、「イベント一覧」にてアーカイブに掲載

✓ 公開開始は毎週木曜日です（祝日、弊社公休日を除く）
✓ 掲載開始後2週間は、「PICK UP」記事として導線が表示されます。同時期に11記事以上ある

場合はランダムで表示されます。
✓ 掲載開始1週間以内にCareer TANQ公式SNSで告知します。

スペック

●画像点数1点、イベントタイトル45文字
●リード文（最大200文字）
●告知本文（1段落400文字、最大2段落 ※見出しあり）

✓ TOPページの一覧には、メイン画像とイベントタイトルが表示されます
✓ 一覧の画像をクリックすると、イベント詳細ページへ遷移します
✓ 日程は最大4日程、別途テキスト表記も可能です

原稿入稿

指定の入稿シートに記入いただき、公開希望日の2週間前までにご提出ください
（取材対応はありません）
✓ 事務局にて原稿の審査を行います。内容によっては掲出内容詳細確認や修正依頼をさせてい

ただくこともございます。

応募受付
Career TANQ内での直接応募受付はできません。主催者にて遷移先等で同
意を得たうえでの応募受付をお願いいたします。

掲載内容
条件

✓ 学生のキャリア形成を支援する内容であること
✓ 学年問わず参加可能であること

参画料金

￥100,000-（税別）

※画像・原稿はご提供ください。
※メイン画像を新規デザイン・制作する場合、別途制作料金が発生します。

告知掲載ページTOPページTOPページ

PICK UP
CONTENTS
（2週間）

イベント一覧
（アーカイブ）
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告知可能なイベントの例

イベント種別 具体例

インターンシップ ⚫ 低学年向けの長期インターンシップの応募促進
⚫ マイナビ掲載のインターンシップの応募促進
⚫ インターンシップ告知LPへの誘導（貴社サイト）

OBOG訪問 ⚫ 先輩社会人とのフリートーク
⚫ マイナビ掲載の先輩訪問予約の応募促進
⚫ リクルーターとの接触機会促進

グループイベント ⚫ 企業グループの合同イベント ⚫ 複数社主催の合同イベント

ワークショップ ⚫ 課題解決型ワークショップ

業界・企業研究
⚫ 業界研究セミナー
⚫ 各種講演会、パネルディスカッション等
⚫ オフィス見学ツアー

キャリア教育
⚫ PBL（Project Based Learning）プログラム
⚫ 講座（ロジカルシンキング、クリティカルシンキング等のスキルアップ系 等）

採用関連イベント （告知不可）
⚫ 説明会告知・受付
⚫ 選考会の応募受付
⚫ 特別選考ルート案内 等

※告知内容については事前に事務局にて審査の上掲載可否を判断させていただきますので予めご了承ください。

1年生 2年生 3年生 4年生

院1年生 院2年生
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インターンシップ情報掲載における注意点

マイナビ
プレサイト

Career 
TANQ

掲載OK

LP ＝Landing Page（自社ホームページ等）

Career 
TANQ

LP

Carrer TANQ から貴社への誘導は

マイナビプレサイトにて公開中のインターンシップコー

ス情報掲載画面、または企業にて準備するランディ

ングページへの誘導に限定しております。

Career TANQ から直接マイナビプレサイト以外の掲載画面、エントリー画面への誘導は禁止しております。
また、マイナビプレサイトであっても直接エントリー・セミナーエントリー画面への誘導は禁止しております。
必ずインターンシップコース情報のページへ誘導をお願いします。
※マイナビでの審査が終了しているコース情報をもとに入稿いただき、内容に相違がないようお願いします。

注意事項

Career TANQ内でインターンシップへの誘致を実施したい場合、リンク先（誘導先）はマイナビプレサイトまたはLPのみ可能です。
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記事広告―ご利用の流れ

01 02 03 04

掲載内容の決定 取材・記事作成 校閲・校正 掲載・広報

貴社らしさを追求し、
学生から共感を得る

企画作成をサポートします

取材から執筆、写真撮影
まで、弊社でご対応します

原稿をご確認いただきます
細かい文字チェック等は、
校正会社に委託します

最終原稿の弊社確認後、
所定期日に掲載開始します

（掲載開始4週間は
PICK UPにも掲載します）

01 02 03 04

実施企画の決定 告知記事の作成 掲載・広報 イベント実施

オリジナル
記事

ご掲載の
場合

イベント
告知

ご掲載の
場合

（掲載開始2週間は
PICK UPにも掲載します）
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記事広告―進行スケジュール

①オリジナル取材
記事掲載

②でマイナビのインターン
シップコース情報掲載の
告知をする場合

取材完了
ライターより記事UP

入稿シートご提出

入稿シートご提出

事務局より
プレチェック画面

発行

※事務局より直接メールにて、
企業ご担当者様へ

確認依頼のご連絡を
させていただきます

（営業担当をメールCC）

企業様より
校了のご連絡

※校了証跡のため
必ずメールにて

「校了」のご返信を
お願いします

ご確認
（修正1回）

ご確認
（修正2回）

公開準備 公開

イベント・セミナー告知掲載の入稿シートは、
公開の約2週間前までにご提出ください。

②イベント・セミナー
告知掲載

月曜16:00校了→ 木曜日11:00公開
※祝日・休日を挟む場合は、校了〆切が前倒しになります
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記事広告―よくある質問

Q1 掲載開始までにはどれくらい時間がかかりますか？
お申込みいただいてから運用開始まで、オリジナル取材記事制作（取材有り）におよそ1カ月前後、 イベント告知

（原稿・写真ご支給）に3週間程度、インターンシップ誘導告知に2週間程度の期間を頂戴しております。

Q2 自社セミナーの告知は可能ですか？
可能です。ただし、商品のPR、消費者マーケティング目的でのセミナー告知は掲載不可となります。

お申込み前に掲載内容の審査がございます。

Q3 告知対象を限定することは可能ですか？
対象外学生(学年・属性等)へ非表示・非告知に設定することはシステム上できません。

記事やイベントタイトルにて表現いただくことは可能です。

Q4 取材記事および撮影写真の二次使用は可能ですか？ 二次使用については有料（別途お見積り）となりますが、掲載ページへのリンクURLは自由にご利用いただけます。
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5．ご参画プラン 「採用ブランディングパッケージ」
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採用ブランディングパッケージ―概要

ご提供内容 詳細 ご提供価格

① 学生調査
企業のWebサイトや説明会動画を学生が視聴し、企業のイメージ調査を実施。
調査結果をもとに企業広報の改善案をまとめます。
→詳細はP.31～34

採用ブランディングパッケージ／
￥1,000,000-（税別）
※取材・撮影・ページ制作費込み
（原則②オリジナル取材記事2本と③特設ページの取材を
同時に実施。1日1か所、4時間まで。それ以上は別途費用
を申し受けます）

【オプション】
・学生調査追加／￥100,000-（税別）
・追加取材費／￥100,000-（税別）

② オリジナル取材記事2本
学生の生の声をもとに、オリジナル取材記事2本の内容をご提案。
記事はプロのライター・フォトグラファーが制作します。

→詳細はP.35

③ 特設ページ
オリジナル取材記事2本をまとめた特設ページを作成。
CareerTANQ編集部のおすすめ記事として打ち出します。

→詳細はP.36

④ スマホトップバナー
掲載開始後4週間、スマホ画面のトップページにバナーを貼り、特設ページへ遷移します。

→詳細はP.37

採用ブランディングパッケージは、企業が「見られたい姿（＝ブランディング）」を、「学生視点」で大学1～2年生から伝えることができます。
以下の①～④すべてが内包されており、現役大学生による企業のイメージ調査から記事の公開までを一連の流れでサポートします。

採用における広報強化や採用ブランディングの手始めとして、是非ご検討ください。
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採用ブランディングパッケージ、３つの特徴

学生視点を入れた広報プランをご提案
Career TANQは学生の「生の声」こだわっているサイトです。
運営面で連携している学生の協力により、貴社が学生にはどう見えているのか、
見せたい姿をどのように伝えたら学生に届くのかなどをご提案します。

学年を問わずフラットな状態で企業を知ってもらえる
Career TANQは就職情報サイトではないため、大学1～2年生からキャリア意識の高い学生が利用しています。
採用母集団に限らず、早期から幅広い学生に認知と魅力付けが可能です。

掲載開始4週間はトップページの目立つところに記事を掲載
PC・スマホ両方のトップページから貴社記事へのわかりやすい導線を設置。
広報力を強化したい企業様にご活用いただける「仕組み」をご用意しています。
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採用ブランディングパッケージ―詳細

レビューシートを納品Webサイト or 説明会動画
のご提供

学生10名分の採点とフリーコメント、最終
ページには改善提案を記載した20～30枚
程度のレビューシートを納品します。

①学生調査

01 02 03

学生10名が視聴

貴社の公式WebサイトのURLまたは
オンライン説明会動画をお送りください。

指定のWebサイトまたは説明会動画
をモニター学生が視聴し、

調査項目にそって採点します。

企業のWebサイトまたは説明会動画から企業のイメージ調査を実施。調査結果をもとに企業広報の改善点をご提案します。

3週間でご納品
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①学生調査（Webサイトの場合）

採用ブランディングパッケージ―詳細

・企業ホームページまたは採用サイトのURLをご提供ください。
・Webサイト内の動画の内容やSNSのレビューは含んでおりません。

Webサイトについて

・学生が回答するレビュー項目は全クライアント様共通項目に加え、貴社オリジナル項目
を4問追加可能です（5問以上の場合は別途オプション）。

・モニター学生は1属性まで選択可能です。属性の追加はできません。
卒年／性別／希望勤務地／志望業界／志望職種／文理／志向性（グローバル/

起業/大手志向/ベンチャー志向/社会貢献/その他）／学校群

・評価については、回答者本人の志望度は関係なく、あくまで「学生がどう感じるか」という
視点で評価するよう指示しています。

学生レビューについて

調査項目について

【全社共通項目】
・就活時の志望業界
・該当企業を知っていたか（３段階評価）
・該当企業に就職先として興味があったか（５段階評価）
・業界内での企業の強み・個性・特徴の理解度（10段階評価）＋理由一言
・仕事内容への理解度（10段階評価）＋理由一言
・入社後のキャリアルートへの理解度（10段階評価）＋理由一言
・社風の伝わり度（10段階評価）＋理由一言
・働く環境や福利厚生の理解度（10段階評価）＋理由一言
・全体的な見やすさ（10段階評価）＋理由一言
・「特にわかりやすい」と思った点（200文字程度）
・「改善した方がいい」と思った点（200文字程度）
・Webサイトを見た上で、該当企業を一言で表すと？
・その他、気になる点があれば（任意回答）

【貴社オリジナル項目】
・設問は最大4問（5問以上の場合は別途オプション）

追加オプションについて

・調査項目または学生の追加のみ、別途￥100,000（税別）にて申し受けます。
属性の追加はできません。調査項目追加の場合は3問まで、学生追加の場合は5名
までとなります。

WebサイトのURLを１つご提供ください
対応可能なもの
●企業ホームページ
●採用サイト
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説明会動画をご提供ください
対応可能なもの
●2時間以内
●オンライン説明会動画

33

採用ブランディングパッケージ―詳細

①学生調査（説明会動画の場合）

・説明会動画は実施内容が2時間以内のものをお送りください。（待合時間などは含み
ません）
・学生参加の説明会収録の場合は、学生に「改善のために録画し、第三者機関に提
供する」旨をお知らせください。
・いただいた動画ファイルはレビュー後はデータ削除いたします。

説明会動画について

・学生が回答するレビュー項目は全クライアント様共通項目に加え、貴社オリジナル項目
を4問追加可能です（5問以上の場合は別途オプション）。

・モニター学生は1属性まで選択可能です。属性の追加はできません。
卒年／性別／希望勤務地／志望業界／志望職種／文理／志向性（グローバル/

起業/大手志向/ベンチャー志向/社会貢献/その他）／学校群

・評価については、回答者本人の志望度は関係なく、あくまで「学生がどう感じるか」という
視点で評価するよう指示しています。

学生レビューについて

調査項目について

【全社共通項目】
・就活時の志望業界
・該当企業を知っていたか（３段階評価）
・該当企業に就職先として興味があったか（５段階評価）
・業界内での企業の強み・個性・特徴の理解度（10段階評価）＋理由一言
・仕事内容への理解度（10段階評価）＋理由一言
・入社後のキャリアルートへの理解度（10段階評価）＋理由一言
・社風の伝わり度（10段階評価）＋理由一言
・働く環境や福利厚生の理解度（10段階評価）＋理由一言
・全体的な総合印象点（10段階評価）
・印象点の理由（150～200文字程度）
・学生に響きそう、と思った点（200文字以上）
・改善した方がいい、と思った点（200文字以上）
・説明会を見た上で、該当企業を一言で表すと？
・その他、伝えたいことがあれば（任意回答）

【貴社オリジナル項目】
・設問は最大4問（5問以上の場合は別途オプション）

追加オプションについて

・調査項目または学生の追加のみ、別途￥100,000（税別）にて申し受けます。
属性の追加はできません。調査項目追加の場合は3問まで、学生追加の場合は5名
までとなります。
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文系

55%

理系

45% 文理

34

採用ブランディングパッケージ―詳細

①学生調査

CareerTANQの運営・企画制作を委託している株式会社Strobolightsが保有する学生コミュニティにて調査を行います。※知るカフェスタッフではありません。

男性

40%

女性

60%

性別

▼学生の属性

24年卒 150名

学生レビューを踏まえた改善提案は、株式会社Strobolights代表の羽田啓一郎が務めます。
羽田は2003年立命館大学卒業後、株式会社毎日コミュニケーションズ（現マイナビ）に就職し、中堅・大手の
新卒採用担当営業を経験。全社年間MVPも受賞後は学生向けキャリア支援サービス「MY FUTURE CAMPUS」
「キャリア甲子園」「キャリアインカレ」「課題解決プロジェクト」などを責任者として立ち上げました。
2020年3月独立以降は早稲田大学、立命館大学、昭和女子大学などで就活講座をレギュラーで担当しつつ、
複数の企業様のアドバイザーを務めています。

▼学生調査の委託先
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採用ブランディングパッケージ―詳細

項目 詳細

掲載期間

●導線①：新着記事、PICK UP CONTENTS（4週間）
●導線②：記事一覧

※「オリジナル取材記事2本」「特設ページ」「スマホトップバナー」の公開日は同日
に設定します

✓ 公開開始は毎週木曜日です（祝日、弊社公休日を除く）
✓ 「新着記事」には新しい10記事のうち5記事がランダムで表示されます。
✓ 掲載開始後4週間は、「PICK UP」記事として導線が表示されます。同時期に11記事以上ある場合

はランダムで表示されます。
✓ 「記事一覧」スペースは、その他記事が更新されるごとに掲載順位が下がります（編集部記事も含め

た記事一覧にのみ掲載されます）
✓ 掲載開始1週間以内にオリジナル取材記事2本をまとめた「特設ページ」をCareer TANQ公式SNS

で告知します

スペック
●通常記事、ボックス有記事、会話文記事の3種から選択可能。（詳細はP.20）

※共通：写真点数3~6点、原稿最大3000文字／最大6段落

（推奨＝3段落✕400文字構成）

取材について
●オリジナル取材記事2本と特設ページの取材は同時に実施

1日1か所、4時間まで
（それ以上は別途お見積）

取材人数 1記事あたり1～2名

※原則、ライターによる取材はWEB対応となります。
※公開後の修正は原則不可です。
※撮影写真・原稿の二次使用は料金に含まれません

掲載ページ

②オリジナル取材記事掲載

学生調査の結果をもとにオリジナル取材記事2本の内容をご提案し、プロのライター・フォトグラファーが制作をおこないます。

記事一覧
（アーカイブ）

TOPページ

PICK UP
CONTENTS
（4週間）

新着記事
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③特設ページ

採用ブランディングパッケージ―詳細

オリジナル取材記事2本をまとめた特設ページを制作。CareerTANQ編集部のおすすめ記事として打ち出します。

項目 詳細

掲載期間

●導線①：特集コンテンツ
●導線②：スマホトップバナー（4週間）
●導線③：Career TANQ公式SNSで告知（公開1週間以内1回）

※「オリジナル取材記事2本」「特設ページ」「スマホトップバナー」の公開日は
同日に設定します

✓ 公開開始は毎週木曜日です（祝日、弊社公休日を除く）
✓ 掲載開始後4週間は、スマホトップバナーから特設ページへ遷移します（詳細はP.37）
✓ 「特集コンテンツ」および「特集コンテンツ一覧」スペースは、その他記事が更新されるごとに掲載

順位が下がります

スペック

写真1点（トップ画像）をフォトグラファーが撮影いたします。
原稿はライターによる執筆と、貴社入稿項目にて制作します。
・写真3点（トップ画像1点、オリジナル取材記事のサムネイル画像2点）
・原稿1000文字程度（タイトル、リード文、記事要約文、企業概要）
・企業ロゴ
・会社紹介ムービー（YoutubeのURLをご提供いただいた場合のみ埋め込み）

取材について
●オリジナル取材記事2本と特設ページの取材は同時に実施

1日1か所、4時間まで
（それ以上は別途お見積）

会社紹介ムービー
ムービーは作成いたしません。YoutubeのURLをご提供の場合のみ設置します。
ご提供いただかない場合は項目ごと削除となります。

※画面はイメージです。

掲載ページ

※原則、ライターによる取材はWEB対応となります。
※公開後の修正は原則不可です。
※撮影写真・原稿の二次使用は料金に含まれません。

TOPページ
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④スマホトップバナー

採用ブランディングパッケージ―詳細

掲載開始4週間、スマホトップバナーを表示。リンク先を「特設ページ」へ設定し、オリジナル取材記事の閲覧を促します。
学生の利用頻度の高いスマホの目立つところに表示されるので、広報力UPが期待できます。

項目 詳細

掲載期間

●スマホトップバナー（掲載開始4週間）

※「オリジナル取材記事2本」「特設ページ」「スマホトップバナー」の公開日は同
日に設定します

✓ 公開開始は毎週木曜日です（祝日、弊社公休日を除く）
✓ リンク先は「特設ページ」となります
✓ バナーはスマホ画面のトップページのみ表示されます。PCやタブレット画面には表示されません
✓ 同時期に複数社参画がある場合はランダムで表示されます
✓ スマホを横にすると非表示となります

スペック 横640px×縦200px

制作ついて
弊社にて制作いたします。
カラーは5色から選択可能です。

※画面はイメージです。

※公開後の修正は原則不可です。
※撮影写真・原稿の二次使用は料金に含まれません。
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採用ブランディングパッケージ―広報イメージ

オリジナル取材記事①

掲載開始4週間はPC・スマホ両方から「オリジナル取材記事」への導線が充実。トップページから学生の注目をあつめやすい仕組みをご用意しています。
また、CareerTANQ公式SNSからも「特設ページ」の公開をお知らせします。

特設ページ

スマホトップページ
からの導線

スマホトップバナー
4週間

掲載開始1週間以内に
CareerTANQ公式SNS
で特設ページを告知します

掲載画面のURLは貴社に
てご自由にお使いください

オリジナル取材記②

PCトップページからの導線

PICK UP
CONTENS

4週間

新着記事
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採用ブランディングパッケージ―ご活用の一例

採用サイトや説明会を聞いた上で、学生の声としてよくあがるのが

・業界内でのその企業ならではの特徴や強みがわからない
・会社の制度はわかるが、入社後どんな仕事をするのか、またどんなキャリアを歩むのかがわからない

というものです。これらは、企業のビジネスモデルを学生にわかるように解説した上で、企業の強みや仕事内容に落とし込んでいく必要があります。
学生調査を踏まえたオリジナル記事2本の活用例をご紹介します。

Vol.1 ビジネスモデル解説と企業の強み

パターンA：貴社の強みと、そこで働く若手社員をリアルにイメージさせる

学生調査の結果を踏まえて、学生が特に理解できないポイントを中心
に、貴社の業界の解説や、その中で貴社がどのような特徴を持つのかを
解説。人事担当者様への取材と資料提供で進行可能です。

主な初期配属の部署や職種の若手社員を取材します。
学生調査の結果を踏まえて、学生がイメージしづらい職種の解説を深掘
りして掲載します。

Vol.2 若手社員の仕事解説

Vol.1 5年後に見える景色

パターンB：キャリア志向の高い学生が興味のある「その会社でのキャリア」をイメージさせる

学生にとって近い目線の将来像である「5年目」をリアルにイメージさせる
インタビュー記事です。5年目社員様を2名取材させていただき、これま
でと現在、そして未来についてインタビューを深掘りして記事にします。

もしもその会社に長い時間勤めたらどんな人生になるのか？をイメージ
させるインタビュー記事です。40代前後の社員様を1名取材。なぜ会社
に残ったのか、そして今後どんなキャリアを歩むのかを記事にします。

Vol.2 20年後に見える景色
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採用ブランディングパッケージ―ご利用の流れ・進行スケジュール

約1カ月

01 02 03 04

実施企画の決定 学生調査 記事内容の提案

貴社らしさを追求し、
学生から共感を得る

企画作成をサポートします

貴社のイメージ調査実施、
学生評価をまとめたレビュー

シートを納品します

学生調査をもとに、オリジナ
ル取材記事の内容を弊社

でご提案します

05

取材・記事作成

オリジナル取材記事2本と
特設ページを制作

取材・撮影から原稿作成まで
弊社で対応します

07

校閲・校正

原稿をご確認いただきます
細かい文字チェック等は、
校正会社に委託します

08

掲載・広報

最終原稿の弊社確認後、
所定期日に掲載開始します

取材準備
取材対象者の選定とヒアリング

シートをご提出ください

06

スマホバナー制作

制作は弊社で対応します

約2カ月

※学生調査から記事のご提案まで約1か月、その後、取材準備から画面公開までが約2か月です。
スケジュールには余裕をもってご参画ください。

木曜16:00校了→ 翌週木曜11:00公開
※祝日・休日を挟む場合は、校了〆切が前倒しになります



4141

採用ブランディングパッケージ―よくある質問

Q1 学生調査のみ実施することはできますか？
パッケージ企画のため、学生調査のみの実施は不可です。

CareerTANを活用した広報を目的として学生調査をご利用ください。

Q2 オリジナル取材記事2本は異なる日程で公開できますか？
異なる日程で公開することはできません。

オリジナル取材記事2本だけでなく、特設ページとスマホトップバナーもすべて同日に掲載開始となります。

Q3 取材記事および撮影写真の二次使用は可能ですか？ 二次使用については有料（別途お見積り）となりますが、掲載ページへのリンクURLは自由にご利用いただけます。

Q4 ご依頼してから記事の公開までどのくらいかかりますか？

最短で3ヵ月程度です。

ご依頼を受け、学生調査実施からレビューシートと記事内容のご提案までが1か月程度、その後、取材を経て原稿作成し、公

開までは2カ月程度かかります。スケジュールには余裕をもってご参画ください。
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6．ご参画プラン 「企業ゼミ」
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Career TANQ上で完結する模擬インターンシップイベント「企業ゼミ」

Day1 課外 Day2 課外 Day3

プログラム

・参加学生同士と企業様との
顔合わせ

・企業のビジネスモデル理解
・ゼミテーマの提示

学生自主活動 学生の取り組み、中間発表 学生自主活動
・学生最終発表

・ブレイクアウトルーム交流会

学生の学び ・企業のビジネスの強み、課題
中間発表に対する他者からの

フィードバック
最終発表に対する他者からの

フィードバック

企業様
ご負担

ビジネスモデル講義（60分） なし
なし

（見学にお越しいただけます）
なし

学生プレゼンのフィードバック

交流会にて社員様アサイン
（交流会中は企業ページ等

への誘導OK）

編集部
（Day1まで）告知/集客

・司会進行
・学生サポート

問い合わせ対応

・司会進行
・中間フィードバック

・学生サポート

問い合わせ対応
・司会進行

・学生サポート

約 2 ヶ 月 間

「企業ゼミ」とは3日間のプログラムで構成され、アクティブラーニングの手法を取り入れたプログラムで、
意欲のある学生一人ひとりが企業様のビジネスの真髄を学びながら「自分ゴト化」していくことを狙いとしています。

オンライン時代の新たな学生のキャリア支援の形として、是非ご検討ください。
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企業ゼミ、3つの特徴

選抜された学生が参加するため、質が高い学生と濃いコミュニケーションが可能
月間PV150,000（2021年度平均）のCareer TANQで募集告知を行うほか、
知るカフェ内でもイベント告知が行われます。
さらに、集まった学生の中から運営本部で審査を行うため、質の高い学生が集まるイベントです。

企業様の工数を可能な限り削減
企業ゼミの運営主体はCareer TANQであり、企業様はゲスト講師としてご参画いただく形式です。
全3回のゼミにおいて、各回のオペレーションはCareer TANQで行うため、
イベントにかかる企業様のご負担を抑えることに貢献いたします。

アフターフォローで、貴社のファンへ
最後の交流会では、2ヶ月間貴社のゼミで活動した学生を貴社のデータベースやフォームを案内可能。
学生が任意で登録する形にはなりますが、貴社のことを深く知り、ファンになった学生と、
より継続的な関係を構築いただくことができます。
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「企業ゼミ」年間想定スケジュールおよび注意点

・ 企業ゼミは「実施シーズンごとに枠数限定」、および「1回の開催あたり100万円（税抜）※告知記事含む」です。

お申込みいただく時期により、希望日程でのご参画が難しい場合がございます。予めご了承ください。

・ 学生と密度の濃いコミュニケーションを取っていただくため、学生の参加人数は上限30名を想定しています。

上限を超える応募があった場合は、企業様へご相談のもと事前課題の内容で決定いたします。

シーズン1

1月 2月 3月 4月 5月 6月

シーズン2 シーズン3

※時間は平日夕方以降を予定。企業様のご都合・学校の状況等を踏まえ、詳細を決定いたします。

◆注意点

◆年間想定スケジュール
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「企業ゼミ」ご活用の一例

（例１）ブランディング促進（記事掲載）+企業ゼミ …… 記事35万円×3 + 企業ゼミ100万円

（例２）企業ゼミ+企業マイページ誘致（記事掲載） …… 企業ゼミ100万円 + 記事35万円

連載記事①

企業概要

理念

社風 等紹介

連載記事②

若手社員の

インタビュー

対談 等

連載記事③

社員密着記事

ゼミ告知

イベント告知記事

企業ゼミ

事前に企業理解を深めた上でイベントに臨むことができるため、どの企業様でも学生と齟齬なくゼミを実施することが可能。

学生からのハードルも下がり、企業ゼミへ応募しやすくなる効果にも期待できます。

記事

企業紹介

ゼミレポート

採用ページ告知

イベント告知記事

企業ゼミ

企業ゼミで学生へ企業の考え方を周知した上で、改めて第一回で説明した概要を記事化し、参加した学生の復習や、タイミングが合わず参加出来なかった

学生への周知を兼ねて記事を掲載。さらに記事の中でインターンへのリンクを貼ることで囲い込みを実施できます。
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企業ゼミ―よくある質問

Q1 企業ゼミの事前準備に必要なものはありますか？

「企業ゼミ1回目で行う企業説明（ppt等）」「企業ゼミを通じて学生に考えさせたいテーマ」のご用意をお願いいたします。

当日画面共有にて学生へ直接お話いただきます。

最終日には特にご準備は不要ですが、必要に応じてアンケート等をご用意いただいて構いません。

Q2 予約した学生のデータはもらえますか？

予約・参加者共に、Career TANQ運営事務局より企業様への個人情報のお渡しはございません。

ただし、企業ゼミの最後に予定している交流会等で、企業様から個別にエントリーページやアンケートを

学生へお渡しいただくことは可能です。

Q3 文系のみ/理系のみ等、告知対象を限定して募集できますか？
対象外学生(学年・属性等)へ非表示・非告知に設定することはシステム上できません。

記事やイベントタイトルにて表現いただくことは可能です。

Q4 企業ゼミの様子を記事にして掲載できますか？

別途「記事広告企画」プランをぜひご活用ください。

企業ゼミに参加できなかった学生に対しても、LPページ等への遷移が可能です。

※ライターは第一回・第三回の企業ゼミのみ参加いたします。

Q5 学生とオフラインで会うことはできますか？
申し訳ございませんが、オフラインでの実施予定はございません。

企業ゼミはzoomを利用した完全オンラインイベントとなっております。

Q6 見学はできますか？
可能です。

ただしシステム上の設定が必要なため、見学者様のお名前は事前に伝達のほどをお願いいたします。
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7．ご参画にあたっての注意事項
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6．ご参画にあたっての注意事項

• 価格には消費税は含まれておりません。請求時に別枠表示の上、合計額を請求させていただきます。

• 制作の過程で、納品物の仕様・スペック・取材撮影日数に変更が生じた場合は、再度お見積りの上、ご請求金額の変更をさせていただきます。

• 納品完了後に、仕様変更、追加取材、データ修正依頼等が生じた場合は、再度お見積りの上、追加のご請求をさせていただきます。

• 弊社にて作成した記事および撮影した写真の著作権は弊社に帰属します。他のメディアに利用する場合には、二次使用料金が別途発生いたします。 ただし、

掲載ページへのリンクおよび内容に編集・加工を加えない記事フィードの場合は無償でご利用が可能です。

• 複数箇所および長時間にわたる取材・撮影の場合、追加取材・撮影費と別途交通費が必要となる場合がございます。

• 記事広告企画につきまして、お客様のご都合により、取材日程を変更・キャンセルされる場合には手数料を申し受けます。

• 当社は、天災地変その他の不可抗力（当社の責に帰すべき事由によらない回線障害、サーバ障害等を含みます）によって生じた損失につき、一切責任を負

わないものとします。

• 当社での納品物／納品データ保管期間は、納品月から3年間とし、それ以降の保管・保存に関しては、一切の責任を追いません。

• Webサイトを納品の際は、下記のバージョン以上を動作保証の対象とします。動作保証外のバージョンでの閲覧には一切の責任を追いません。

※ブラウザ：Windows：Internet Explorer 11以上/Edge 最新版/Firefox 最新版/Chrome 最新版 Mac：Safari 最新版 Firefox 最新版/Chrome 最新版

• お申込書に記載しております「お申し込みに関する注意事項」、利用規約（https://saponet.mynavi.jp/agreement/）を予めご確認の上、

お申し込みくださいますようお願いいたします。

• 「オリジナル取材記事」・「イベント・セミナー告知記事」「採用ブランディングパッケージ」は記事掲載をもって、「企業ゼミ」は初回(Day1)の開催をもって納品とさせ

ていただきます。

• 諸般の事情により、企画内容が変更になる場合があります。
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• 記事広告企画につきまして、お客様のご都合により、取材日程を変更・キャンセルされる場合には手数料を申し受けます。

取材中1営業日前～取材前日17:00までのキャンセル：20,000円（税別）、取材前日17:00以降のキャンセル：50,000円（税別）

• イベント企画につきまして、キャンセルポリシーは下記の通りです。

1.本サービスへの申込みのキャンセルは、当社においてこれを承諾しない限り認められません。

2.当社がキャンセルを承諾した場合であっても、参画企業は、次のとおりキャンセル料を支払うものとします。

なお、キャンセルの起算日については、参画企業からの意思表示が当社に到達した時点により区別します。

【キャンセル】

①初回開催日(Day1)の30日前から15日前まで...利用料金の50％

②初回開催日(Day1)の14日前以降...利用料金の100％

【日程変更】

①初回開催日(Day1)の14日前から配信日の前日まで...利用料金の15％

②初回開催日(Day1)当日...利用料金の50％

キャンセル料の発生時期

・申込日から8日目以降のキャンセルからキャンセルポリシーが適用されます。

ただし初回開催日(Day1)の30日前から当日までの申込みの場合には、翌日以降のキャンセルからキャンセルポリシーが適用されます。

・キャンセルから初回開催日(Day1)までの日数には、土日祝日および当社公休日を含みます。

・キャンセルの意思表示が土日祝日および当社公休日に当社に到達した場合には、翌営業日午前0時と取り扱います。

キャンセルポリシー

6．ご参画にあたっての注意事項
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更新日 変更内容 ページ数 Ver

2020/12/18 各種注意事項や説明文を追加・修正 追記・修正
・P1,11,12,13,18,19,21,25
ページ追加
・P14,15,16

Ver. 2.1

2021/6/4 マイナビフォーマットに反映 Ver 2.2

2021/7/21 記事掲載テンプレートを追加
イメージ画像を新CMSへ差し替え
PV数について最新の数値を反映

追記・修正
・P1,17,18,21,23
ページ追加
・P22

Ver.3

2021/12/17 企業ゼミに関する記載を追加 追記・修正
・P.34
ページ追加
・P30~33、35

Ver.4

2022/7/7 サイトPV、イベント実績を更新
知るカフェデータを更新
オリジナル取材記事掲載に関して追記・修正
イベント・セミナー告知掲載に関して追記・修正

追記・修正
P8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20

Ver.5

2022/7/20 キャンセルポリシーの文言を修正 修正
P33

Ver.5.1

2022/11/24 CareerTANQ広報展開を修正 修正
P13

Ver5.2

2023/1/6 ご参画プランに「採用ブランディングパッケージ」を追加
サイトPV、イベント実績を更新

ページ追加
・P28～41
追記・修正
・P10～13

Ver6.1


