
静岡新聞SBS
新卒採用企画のご案内

2024年以降大学(院)・高専・短大・専門学校卒業予定者対象



私たち静岡新聞SBSは
静岡で企業と学生を「つなぐ」存在として
市場の変化を捉え、
今の時流に合わせたサービスを
これからも展開していきます。
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スケジュール

企業

業界・企業研究・自己分析 企業発⾒・認知 志望 応募 内々定 内定 入社

2022年
5月

2023年
1月 3月

※スケジュールは変更となる場合がございます。予めご了承ください

10月

採用計画
⽴案・策定

インターン
シップ

就活準備
セミナー

オンライン
コンテンツ

企業訪問動画

合同企業
説明会

自社説明会 選考 内定 入社

アプリ
スカウト機能

プレサイト
掲出

採用広報活動 動機付け 採用情報公開 選考 内定 入社

プレサイト掲出(〜2/14) 本サイト掲出(エントリー開始、自社説明会情報掲出、情報更新)新卒の
かんづめ

合同企業説明会イベント

広報強化 ※就活準備セミナー、企業訪問動画 エントリー促進 ※合同企業説明会 、アプリスカウト機能オプション

内定者
フォローツール 新入社員研修

2024年
4月

学生

適性検査

就活フェス・就活準備セミナー
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アプリ
スカウト機能

オンライン
コンテンツ

Web合同説明会・Web企業座談会 Web企業セミナー オンデマンドで配信（〜新卒のかんづめ2024サイト終了⽇）Online!



「新卒のかんづめ」
就職情報サイト「新卒のかんづめ2024」に御社企業情報をご掲載いただけます

【ご利用いただける機能】※一部オプションとなります

●基本情報・採用情報 … TOPコメント、企業詳細情報、募集職種など
●採用かんた君 … エントリー者の個⼈情報の安全管理システム
●自社ＨＰリンク … 御社ＨＰへのリンクが可能
●エントリー、説明会・試験情報 … インターンシップ含むイベント情報の

告知から参加者の管理まで
●先輩社員の声 … 先輩社員から学生への仕事紹介(10名まで)
●ＷＥＢ－ＤＭ … 新卒のかんづめ登録学生へのＤＭが無制限で送信可能
●もっとＰＲ … 基本情報に載せきれない御社のＰＲ紹介
●フォトアルバム … 職場の雰囲気を写真で伝える機能(100枚まで)

就職情報サイト「新卒のかんづめ」は、静岡県に就職を希望する学生
およそ11,000⼈※が利用しています。
企業情報の公開・発信〜個⼈情報の管理まで、採用活動をサポートします︕

■就職情報サイト「新卒のかんづめ」
※PCサイト イメージ

4

■就職情報サイト「新卒のかんづめ」
※アプリ イメージ

※2021年3月 「新卒のかんづめ2022」月間ユニークユーザー数 Googl Analytics 解析



新卒のかんづめ アプリ スカウト機能
会いたい学生に対して、新卒のかんづめアプリを通じて、直接スカウトメッセージ（無制限）を送ることが
できます。待っていても会えない学生に能動的にアプローチすることが可能です。

● スカウトメッセージは 企業情報管理
システムより送ることができます︕

●学生が登録した「自己PR」「アピールポイント」
などを確認してスカウトメッセージを送り、
メッセージのやりとりをすることができます︕
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※オプション

★オプション料⾦

プレサイト期間 55,000円(税抜き価格 50,000円)

本サイト期間 55,000円(税抜き価格 50,000円)
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１ ３２

Web合同説明会 Web企業座談会 Web企業セミナー

20分間 会社説明 ＋ 5分間 質疑応答
５社 合同説明会 3社合同 60分間の特別番組 30分間の単独説明会

★20分間でしっかり企業説明︕
★質疑応答は5分間︕
→司会にSBSラジオパーソナリティ

⼭⽥門努を起用︕(質疑応答時のみ)
★チャットで学生からの質問にも

リアルタイムで応えられる︕
★25分間の配信を録画してYouTube
にアップ︕オンデマンド動画としても
活用可能︕

★○○業界や△△に強い︕などのテ
ーマを設定︕通常の説明ではなかな
か伝えきれない企業&仕事の魅⼒を
番組形式で惹きだします︕
★司会はSBSラジオパーソナリティ

⼭⽥門努を起用︕
★60分間の配信をオンデマンド

動画としてご活用いただけます。
※同時出演企業の映像も残ります

企業説明もしたい︕
多くの学生に⾒てほしい︕

★30分間を自由に使って企業説明︕
★チャットで学生からの質問にも

リアルタイムで答えられる︕
★単独会社説明会の代わりとしても

活用可能︕
★オンデマンド動画も自由に活用可能!

SBS（静岡放送）のスタジオから学生のPC・スマホへ生配信︕
新卒のかんづめ2024 Online!企画は３種類からお選びいただけます。

＜複数社＞ ＜１社＞＜複数社＞

第三者の目線から魅⼒を発信︕ 単独会社説明会の代わりにもなる︕

【選択】 コンテンツ

随時開催

スケジュール・仕様等が変更となる場合がございます。予めご了承ください

時期︓9〜2月時期︓10〜4月



7

山田門努 企業訪問動画
企業・会社PR映像を活用する事で、自社の魅⼒やより具体的な情報を学生に伝えることができます。

内容／５分間の動画制作

◇山田門努が訪問し、インタビュー、レポート取材風に貴社紹介動画を制作します。

◇コミュニケーションシートを元に内容を相談後、取材⽇を設定します。
動画の修正は1回までとさせていただきます。

◇静岡県内1か所ロケを⾏います。

【備考】
• 動画の著作権はＳＢＳに帰属しますので､お渡しした完成動画を加工･修正することはできません。
• ⼆次利用は可能です。
• 利用期間に制限はありませんが､タレントを起用する場合は許諾が必要となるため､その限りではありません。
• ＤＶＤまたはデータ（ＭＰ４など）にて納品します。
• 取材場所は1か所のみとさせていただきますが､個別相談(有料)には応じます。尚､取材場所は静岡県内に限ります。

 会社の魅⼒をしっかり伝えてアピールできる
 伝わりにくい事業内容もしっかり伝わる
 文字や写真では伝わりにくい社風などの雰囲気まで伝わる

紙や画像での会社案内では､
学生に貴社の魅⼒が伝わりきれていない場合があります。

SBSラジオパーソナリティー
⼭⽥門努
★出演番組
スポーツ＆エンタ MONDAY MONDY
SHIZUOKA もんどセレクション
上⽥朋子のGoing My West
ヨエロスンE ほか

映像を使うことで

★料⾦ 385,000円(税抜き価格 350,000円)

※動画イメージ

※オプション



■スケジュール（予定）
・企業プレゼンテーション

各社様のブースにてプレゼンテーション(25分×6回)

スケジュール・仕様等が変更となる場合がございます。予めご了承ください

パーテーションブース イメージ

【選択】新卒イベント 就活準備セミナー
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基本ブース イメージ

■ブース仕様
⻑机1、学生椅子6、企業椅子2、社名板1(L字スタンド)
※オプション
・パーテーション(間口3000×奥⾏3000、電源) 55,000円(税抜き価格50,000円)
・電源 3,300円(税抜き価格3,000円)

これから就職を考える学生、県外からの帰省学生に対して、
企業発⾒ ・業界研究および インターンシップへの参加を促すイベントです。

開催⽇ 開催時間 開催地 会場 想定社数
2022年

8月17日(水) 12:00〜16:05 静岡市 グランシップ 20社

10月10日(月祝) 12:00〜16:05 静岡市 グランシップ 20社

2023年

1月7日(土) 12:00〜16:05 静岡市 グランシップ 10階会議室 20社

2月12日(日) 12:00〜16:05 浜松市 アクトシティ浜松
コングレスセンター 15社

2月18日(土) 12:00〜16:05 静岡市 グランシップ 大ホール海 50社

12:00〜13:00 学生向け就活講座

13:15〜13:40 企業プレゼンテーション①

13:45〜14:10 企業プレゼンテーション②

14:15〜14:40 企業プレゼンテーション③

14:45〜15:10 企業プレゼンテーション④

15:15〜15:40 企業プレゼンテーション⑤

15:45〜16:10 企業プレゼンテーション⑥



■スケジュール（予定）

12:45〜13:25 学生向け就活講座

13:35〜14:00 企業プレゼンテーション①

14:05〜14:30 企業プレゼンテーション②

14:35〜15:00 企業プレゼンテーション③

15:10〜15:35 企業プレゼンテーション④

15:40〜16:05 企業プレゼンテーション⑤

企業プレゼンテーション
各社様のブースにてプレゼンテーション(25分×5回)

スケジュール・仕様等が変更となる場合がございます。予めご了承ください

【概要（予定）】
◇開催日／2022年12月
◇時 間／12:45〜16:05
◇場 所／静岡市
◇社 数／20社

【選択】新卒イベント 12月体育会セミナー
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静岡県内大学野球部を中心とする体育会学生に特化したイベントです。

パーテーションブース イメージ基本ブース イメージ

■ブース仕様
⻑机1、学生椅子6、企業椅子2、社名板1(L字スタンド)
※オプション
・パーテーション(間口3000×奥⾏3000、電源) 55,000円(税抜き価格50,000円)
・電源 3,300円(税抜き価格3,000円)



スケジュール・仕様等が変更となる場合がございます。予めご了承ください

【選択】新卒イベント 3月合同企業説明会

■スケジュール（予定）
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■ブース仕様
⻑机1、学生椅子6、企業椅子2、社名板1(L字スタンド)
※オプション
・パーテーション(間口3000×奥⾏3000、電源) 55,000円(税抜き価格50,000円)
・電源 3,300円(税抜き価格3,000円)

パーテーションブース イメージ基本ブース イメージ

就職活動が本格的にスタートする3月に、静岡県内3会場にて開催︕

【概要（予定）】
◇開催月／2023年３月
◇時 間／12:00〜16:05
◇場 所／静岡市・浜松市・沼津市で各1回開催
◇社 数／20〜50社 ※会場仕様により異なります

12:00〜13:00 学生向け就活講座

13:15〜13:45 企業プレゼンテーション①

13:50〜14:20 企業プレゼンテーション②

14:25〜14:55 企業プレゼンテーション③

15:00〜15:30 企業プレゼンテーション④

15:35〜16:05 企業プレゼンテーション⑤

・企業プレゼンテーション
各社様のブースにてプレゼンテーション(30分×5回)



静岡新聞で情報発信︕
学生や保護者に加え地域に幅広く貴社情報を伝達︕
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新聞

就活新聞
静岡新聞が就活学生および学生の保護者向けに発⾏する就活情報特
集紙面です｡1月は静岡新聞特集号で発⾏し､その他の月は静岡新聞
本紙内での掲載を予定しています。

会社説明会・試験情報広告
会社説明会の日程や試験情報を取りまとめた広告を
採用活動期に掲載しています。

イベント・Online!コンテンツ告知
弊社で主催するイベント・Online!コンテンツは
新聞紙面で告知を掲載します。

←7段1/2イメージ

Point︕

★ 会社の業界・強味が⼀目で伝わる︕

★ 会社の雰囲気・仕事情報が伝わる︕

★ 事業認証項目で社としての
取り組みもアピールできる︕

就活新聞では就活生の保護者に
向けた情報展開にも⼒を⼊れて
いていきます︕

※画像は紙面掲載イメージです

↓4段1/4イメージ



全国サイトで幅広く貴社情報を伝達︕

定価︓660,000円(税抜き価格 600,000円)
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ダイヤモンド「就活ナビ」
※オプション

★プランにお申し込みの企業様限定価格★
110,000円(税抜き価格100,000円) でご利用いただけます︕

※静岡県内に本社がある企業のみ対象

就活ナビ（イメージ）
「静岡県編集部」ページ

就活ナビ（イメージ）
「企業情報」ページ

- Point -

★ 意識の⾼い学生登録者が多い︕
★ U・Iターン向けの地域採用情報の充実︕

★ 登録学生にメールDM 2万件送信可能︕



「新卒のかんづめ」およびダイヤモンド「就活ナビ」登録学生にイベント情報を配信︕
SNSでも情報発信︕県内のみならず県外の学生もカバー︕
また、静岡新聞・SBSTV・SBSラジオでのイベント告知により、地元の保護者への訴求もはかります︕

■ 静岡新聞・SBSTV・SBSラジオでの告知
県内の学生・県外の学生ともに、WEBだけでは情報が届ききらない今、
保護者への訴求が重要度を増してきました。

「親から聞いてイベントに来た」という学生もよく⾒かけます。

■「新卒のかんづめ」およびダイヤモンド「就活ナビ」
登録学生へのメール配信

■ SNS(Instagram、LINE、Twitterなど)での告知
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マスメディア×WEBによる告知展開



■基本プラン 385,000円(税抜き価格 350,000円)

内 容
● 就職情報サイト「新卒のかんづめ2024」

基本採用情報、採用かんた君、自社HPリンク、WebDM、エントリー・説明会試験情報、先輩社員の声

●【選択】新卒イベント1会場出展
※対象/2022年8月〜2023年3月開催のイベントよりお選び頂けます

● 静岡新聞 紙面掲載
・新卒のかんづめ2024サイトオープン新聞告知（2023年2月掲載予定）にロゴを掲出※2023年1月6日までにお申し込みの企業様限定
・説明会・試験情報（2023年4月〜9月実施予定）を2ヵ月に1回掲載
・参加イベント告知（新聞、チラシ等）に社名・ロゴを掲出する場合がございます

【オプション】
ダイヤモンド「就活ナビ」 110,000円(税抜き価格 100,000円)   

※2023年3月前の就活イベントにつきましては、参加学生の個⼈情報は就活ルールにより取得できません。
※スケジュール・仕様等が変更となる場合がございます。予めご了承ください
※尚、地震・台風等の自然災害・天災時、各種感染症等の拡大時は、主催者の判断でイベントを中止させていただく場合があります。

プラン
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■新聞プラン 770,000円(税抜き価格 700,000円)

内 容
● 就職情報サイト「新卒のかんづめ2024」 フルパッケージ

基本採用情報、採用かんた君、自社HPリンク、WebDM、エントリー・説明会試験情報、
先輩社員の声、もっとPR、フォトアルバム

● 就活新聞１月号(別刷り特集号予定) 7段1/2枠 1回掲載
● 就活新聞２月号＆３月号 4段1/4枠 2回掲載
● ロゴバナー掲出（新卒のかんづめサイト）

新卒のかんづめ2024サイト上にロゴバナーを掲出

● 静岡新聞 紙面掲載
・新卒のかんづめ2024サイトオープン新聞告知（2023年2月掲載予定）にロゴを掲出※2023年1月6日までにお申し込みの企業様限定
・説明会・試験情報（2023年4月〜9月実施予定）を2ヵ月に1回掲載
・参加イベント告知（新聞、チラシ等）に社名・ロゴを掲出する場合がございます

【オプション】
イベント1会場(基本ブース) 110,000円(税抜き価格 100,000円)
ダイヤモンド「就活ナビ」 110,000円(税抜き価格 100,000円)   

※2023年3月前の就活イベントにつきましては、参加学生の個⼈情報は就活ルールにより取得できません。
※スケジュール・仕様等が変更となる場合がございます。予めご了承ください
※尚、地震・台風等の自然災害・天災時、各種感染症等の拡大時は、主催者の判断でイベントを中止させていただく場合があります。

プラン
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■充実プラン 770,000円(税抜き価格 700,000円)
内 容
● 就職情報サイト「新卒のかんづめ2024」 フルパッケージ

基本採用情報、採用かんた君、自社HPリンク、WebDM、エントリー・説明会試験情報、
先輩社員の声、もっとPR、フォトアルバム

●【選択】就活新聞 4段1/4枠 1回掲載
※対象/2023年1月〜2023年3月より掲載月をお選び頂けます

●【選択】新卒のかんづめOnline!コンテンツ 1回出演
※対象/➀Web合同説明会 ②Web企業座談会 ③Web企業セミナー よりお選び頂けます

●【選択】就活準備セミナーまたは合同企業説明会2回参加
※対象/2022年8月〜2023年3月開催のイベントよりお選び頂けます

● 「新卒のかんづめ2024」アプリ スカウト機能（本サイトオープン2/15より利用可能）
● ロゴバナー掲出（新卒のかんづめサイト）

新卒のかんづめ2024サイト上にロゴバナーを掲出
● 静岡新聞 紙面掲載

・新卒のかんづめ2024サイトオープン新聞告知（2023年2月掲載予定）にロゴを掲出※2023年1月6日までにお申し込みの企業様限定
・説明会・試験情報（2023年4月〜9月実施予定）を2ヵ月に1回掲載
・参加イベント告知（新聞、チラシ等）に社名・ロゴを掲出する場合がございます

【オプション】
ダイヤモンド「就活ナビ」 110,000円(税抜き価格 100,000円)   

※2023年3月前の就活イベントにつきましては、参加学生の個⼈情報は就活ルールにより取得できません。
※スケジュール・仕様等が変更となる場合がございます。予めご了承ください
※尚、地震・台風等の自然災害・天災時、各種感染症等の拡大時は、主催者の判断でイベントを中止させていただく場合があります。

プラン
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オプション

※スケジュール・仕様等が変更となる場合がございます。予めご了承ください

■WEB

■イベント

■②Web企業座談会

■③Web企業セミナー

■➀Web合同説明会

■山田門努企業訪問動画

ダイヤモンド「就活ナビ」 110,000円 (税抜き価格100,000円)

PCフロント大型バナー 110,000円/月 (税抜き価格100,000円)

PC･スマホフロントバナー 132,000円/月 (税抜き価格120,000円)

PC･スマホテキストバナー 66,000円/週 (税抜き価格60,000円)

PCフロントムービー 110,000円/月 (税抜き価格100,000円)

企業情報ページ内採用PR動画 55,000円 (税抜き価格50,000円)

メール・LINE配信 110,000円/回 (税抜き価格100,000円)

他社就職サイトリンク 88,000円 (税抜き価格80,000円)

企業PR代⾏(4ケ月) 110,000円 (税抜き価格100,000円)

アプリスカウト機能(プレサイト) 55,000円 (税抜き価格50,000円)

アプリスカウト機能(本サイト) 55,000円 (税抜き価格50,000円)

Web企業セミナー(1枠) 220,000円 (税抜き価格200,000円)

司会(1枠、事前打合せあり) 55,000円 (税抜き価格50,000円)

SBSアナウンサー司会(1枠) 110,000円 (税抜き価格100,000円)

出演者追加(2名→3名)※ 33,000円 (税抜き価格30,000円) 

オンデマンドDVD化 110,000円 (税抜き価格100,000円)

疑似ライブ配信 55,000円 (税抜き価格50,000円)

アンケート設定 11,000円 (税抜き価格10,000円)

Web企業座談会(1枠) 220,000円 (税抜き価格200,000円)

合同企業説明会 追加会場
※基本ブース

165,000円 (税抜き価格150,000円)

パーテーション(電源付) 55,000円 (税抜き価格50,000円)

電源 3,300円 (税抜き価格3,000円)

⼭⽥門努企業訪問動画(5分) 385,000円 (税抜き価格350,000円)
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■就活新聞
4段1/4枠(1回掲載) 110,000円 (税抜き価格100,000円)

Web合同説明会(1枠) 220,000円 (税抜き価格200,000円)

出演者追加(2名→3名) 33,000円 (税抜き価格30,000円) 

※全7段、全頁掲載も可能です。別途営業担当にご相談ください。

※司会者もカウントします


