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受験生応援メディア
『受験のミカタ』をご紹介
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01 実績

平均120万PV

過去最高

178万PV

122万UU

「受験のミカタ」は現役大学生が創る、受験生応援メディアです。
競合メディアで扱うような記事（ハウツーなど）を避け、常に受験勉強に役立つ学習記事を配信しています。
大学・短大受験者のうち、受験のミカタに訪れたことのあるユーザーの割合は約4割（弊社調べ）となっており、
高校の授業の現場でも使用された実績があります。
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02 特徴

受験生のニーズを
分析した検索に強い記事

難関の現役大学生による
オリジナル記事

コンテンツマーケティングの

ノウハウを反映

検索ワードに焦点を当て、
タイムリーな記事配信を実現。
その結果、サイトへの流入の
90%以上が検索によるもの。

キーワード分析で
受験生のニーズをキャッチ

掲載記事はすべて、現役大学生
が執筆。
読者の1記事辺りの滞在時間は
約5分と記事の読了率が高い。

高校生に確実に届く
オリジナルコンテンツ

メディア・雑誌の経験豊富な編
集長を中心に、Webアナリスト、
エンジニア、広告運用者を配置、
スムーズな運用体制を実現。

成長を促すための
スムーズな運用体制
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03 検索キーワード

ユーザーに検索されている検索クエリからも分かるように、受験のミカタは科目・分野の単元となるような
キーワードや公式に強く、検索結果で上位表示されるキーワードを多く保有しております。

掲載順位順の高い検索クエリ クリック数の多い検索クエリ
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大学生 7%

浪人生 4%

04 利用ユーザー

利用ユーザーは男性が約6割、女性が4割となっています。
関東・各地方の都市部を中心に、全国各地からアクセスがあります。
高校生だけでなく、中学生・浪人生・現役大学生にもご利用いただいております。

高校3年生 28%

高校2年生 26%

高校1年生 24%

関東 49%

近畿 23%

中部 12%

九州 6%

中学3年生 7%

中学2年生 3%

東北 4%

中国 3%

北海道 3%

四国 2%
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中学1年生 1%



04 利用ユーザー アンケート調査
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24%

29%

27%

10%

10%

0. 0.075 0.15 0.225 0.3 0.375

1時間未満

1時間以上

2時間未満

2時間以上

4時間未満

4時間以上

6時間未満

6時間以上

1日の勉強時間はどれくらいですか？
（学校の勉強を除く）

67%

7%

19%

2%

4%

0. 0.175 0.35 0.525 0.7 0.875

家

学校

塾の自習室

カフェや

ファミレス

その他

Q 主にどこで勉強していますか？Q



04 利用ユーザー アンケート調査
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36%

46%

17%

1%

0. 0.125 0.25 0.375 0.5

文系

理系

決めていない

親

あなたは文系ですか？理系ですか？

7%

9%

32%

62%

12%

0. 0.175 0.35 0.525 0.7

幼稚園受験

小学校受験

中学校受験

高校受験

受験を

したことはない

Q これまで受験をしたことがありますか？Q



04 利用ユーザー アンケート調査
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64%

22%

1%

3%

1%

3%

4%

4%

0. 0.175 0.35 0.525 0.7

将来のため

（就職・資格など）

学びたい・研究

したいことがある

部活動・サークル

活動をしたい

出会い・

人脈づくり

親の勧め

みんながするから

何となく

大学受験はしない

その他

大学受験を決めた理由は何ですか？

23%

35%

25%

15%

3%

0. 0.1 0.2 0.3 0.4

私立のみ

国公立のみ

私立・国公立

問わず

決めていない

その他

Q 大学受験で考えているのは？Q



04 利用ユーザー アンケート調査
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39%

30%

21%

5%

6%

11%

20%

11%

6%

6%

2%

2%

0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

数学

英語

物理

化学

生物

日本史

世界史

古文・漢文

現代文

地理

公民

その他

最も苦手な科目を教えてください。

75%

69%

37%

43%

24%

24%

24%

17%

33%

16%

12%

0. 0.2 0.4 0.6 0.8

数学

英語

物理

化学

生物

日本史

世界史

古文・漢文

現代文

地理

公民

Q どの科目について、インターネットで
検索したことがありますか？Q



04 利用ユーザー アンケート調査
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20%

17%

17%

5%

37%

0. 0.1 0.2 0.3 0.4

友達

学校の先生

塾や予備校の

先生

親

自分で調べる

わからないことや問題があったとき、
誰に聞くことが多いですか？

3%

13%

26%

13%

39%

7%

0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

私立中学校

（中高一貫でない）

私立高校

（中高一貫でない）

中高一貫私立高校

公立中学校

公立高校

その他

Q 現在通っているor通っていた中学/高校に
ついて教えてください。Q



受験のミカタを使えば
こんなことができます

13



売り上げをUPさせるために
学生対象の広告を出したいけれど、
どうしたら良いのかわからない

01 学生をサイトに流入させたい

課題
- Problem -

解決
- Solution -

受験のミカタの広告で
サイトへの流入数がUP！

広告プランがおすすめ

キャンペーンや学生向けの訴求を広く公開したい時は、広告を掲載することで多くの学生に見てもらい、
流入につなげることができます。

こちらの問題を解決するには
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アンケートプランがおすすめ

アンケートを利用すれば、ユーザーが何に興味をもっているかセグメントをしっかり把握することで、
より高品質な訴求内容へとアップグレードすることができます。

こちらの問題を解決するには

02 現役受験生のニーズが知りたい

現役の受験生を対象に
ニーズの調査と調査結果に基づいた

訴求内容にしたい

課題
- Problem -

解決
- Solution -

現役の学生の生の声を反映し
ニーズに沿った訴求ができた
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エディトリアル記事広告がおすすめ

訴求内容をランディングページ用にカスタマイズし、有益なコンテンツとしてユーザーに提供することで
課題解決に導きます。

こちらの問題を解決するには

サービス内容や商品を広く認知させ
コンバージョンにつなげたい

課題
- Problem -

解決
- Solution -

ユーザー調査や懸賞キャンペーンを
フックに訴求内容をカスタマイズし
良質なコンテンツとして評価された

03 コンバージョンにつなげる広告を出したい
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掲載プラン
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広告プラン
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01 推奨広告枠

料金（グロス価格） 510,000円 掲載単価 @1.13円

保証形態 期間保証 表示方法 貼付

表示枠数 1 掲載社数 1

※掲載開始日が祝日の場合、翌日開始となります。

20

掲載面 [PC]サイト全体 / [SP]記事詳細（2つ目見出しの上）

掲載期間 4週間

掲載開始日 平日任意

掲載開始時間 午前中開始

想定掲載量/想定CTR 450,000imp/0.25%

サイズ
（左右×天地）

[PC広告サイズ] 横336px×縦600px
[SP広告サイズ] 横336px×縦105px

形式、容量 JPEG/PNG、容量は400KB以内

アニメーション 不可

ALTテキスト 全角20文字以内、半角英数字可、半角カナ不可

同時出稿本数 同時出稿不可

差し替え規定 差し替え不可

入稿締め切り メディアへの⼊稿は5営業⽇前17時まで

PC/SPで露出の多い広告枠です。PCではスクロール時
に追従します。



01 推奨広告枠 地域別料金表

推奨広告枠は、地域別に広告を絞って配信するセグメント広告ができます。
地域別セグメント配信のグロス価格は（配信希望の地域別グロス価格の総額）＋セグメント手数料6万円
にて算出いたします。
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関東エリア (グロス価格)

北海道エリア (グロス価格)

東北エリア (グロス価格)

甲信越エリア (グロス価格)

北陸エリア (グロス価格)

東海エリア (グロス価格)

近畿エリア (グロス価格)

愛媛県 ¥22,000

香川県 ¥21,000

徳島県 ¥21,000

高知県 ¥20,000

四国エリア (グロス価格)

広島県 ¥27,000

岡山県 ¥24,000

山口県 ¥22,000

島根県 ¥20,000

鳥取県 ¥20,000

中国エリア (グロス価格)

福岡県 ¥35,000

熊本県 ¥23,000

沖縄県 ¥22,000

長崎県 ¥21,000

鹿児島県 ¥21,000

大分県 ¥21,000

宮崎県 ¥20,000

佐賀県 ¥20,000

九州・沖縄エリア (グロス価格)

東京都 ¥103,000

神奈川県 ¥89,000

埼玉県 ¥47,000

千葉県 ¥43,000

茨城県 ¥28,000

群馬県 ¥25,000

栃木県 ¥24,000

宮城県 ¥103,000

福島県 ¥89,000

山形県 ¥47,000

青森県 ¥43,000

岩手県 ¥28,000

秋田県 ¥25,000

新潟県 ¥25,000

長野県 ¥25,000

山梨県 ¥21,000

石川県 ¥23,000

富山県 ¥22,000

福井県 ¥21,000

愛知県 ¥51,000

静岡県 ¥30,000

岐阜県 ¥24,000

三重県 ¥24,000

大阪府 ¥74,000

兵庫県 ¥38,000

京都府 ¥29,000

奈良県 ¥24,000

滋賀県 ¥24,000

和歌山県 ¥21,000

北海道 ¥33,000



02 ビルボード広告枠

料金（グロス価格） 486,000円 掲載単価 @0.88円

保証形態 期間保証 表示方法 貼付

表示枠数 1 掲載社数 1

※掲載開始日が祝日の場合、翌日開始となります。
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掲載面 [PC]記事詳細 / [SP]記事詳細

掲載期間 4週間

掲載開始日 平日任意

掲載開始時間 午前中開始

想定掲載量/想定CTR 550,000imp/0.08％

サイズ
（左右×天地）

[PC広告サイズ] 横640px×縦240px
[SP広告サイズ] 横336px×縦105px

形式、容量 JPEG/PNG、容量は400KB以内

アニメーション 不可

ALTテキスト 全角20文字以内、半角英数字可、半角カナ不可

同時出稿本数 同時出稿不可

差し替え規定 差し替え不可

入稿締め切り メディアへの⼊稿は5営業⽇前17時まで

各記事詳細ページの上部へ表示する広告枠です。記事
タイトルの上に表示されます。



02 ビルボード広告枠 地域別料金表

ビルボード広告枠は、地域別に広告を絞って配信するセグメント広告ができます。
地域別セグメント配信のグロス価格は（配信希望の地域別グロス価格の総額）＋セグメント手数料6万円
にて算出いたします。
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東京都 ¥99,000

神奈川県 ¥86,000

埼玉県 ¥46,000

千葉県 ¥42,000

茨城県 ¥27,000

群馬県 ¥24,000

栃木県 ¥24,000

関東エリア (グロス価格)

北海道エリア (グロス価格)

宮城県 ¥25,000

福島県 ¥22,000

山形県 ¥21,000

青森県 ¥21,000

岩手県 ¥21,000

秋田県 ¥20,000

東北エリア (グロス価格)

新潟県 ¥24,000

長野県 ¥24,000

山梨県 ¥21,000

甲信越エリア (グロス価格)

石川県 ¥23,000

富山県 ¥22,000

福井県 ¥21,000

北陸エリア (グロス価格)

愛知県 ¥49,000

静岡県 ¥29,000

岐阜県 ¥24,000

三重県 ¥24,000

東海エリア (グロス価格)

大阪府 ¥71,000

兵庫県 ¥37,000

京都府 ¥29,000

奈良県 ¥23,000

滋賀県 ¥23,000

和歌山県 ¥21,000

近畿エリア (グロス価格)

愛媛県 ¥22,000

香川県 ¥21,000

徳島県 ¥21,000

高知県 ¥20,000

四国エリア (グロス価格)

広島県 ¥27,000

岡山県 ¥24,000

山口県 ¥22,000

島根県 ¥20,000

鳥取県 ¥20,000

中国エリア (グロス価格)

福岡県 ¥35,000

熊本県 ¥23,000

沖縄県 ¥22,000

長崎県 ¥21,000

鹿児島県 ¥21,000

大分県 ¥21,000

宮崎県 ¥20,000

佐賀県 ¥20,000

九州・沖縄エリア (グロス価格)

北海道 ¥32,000



03 ジャック広告枠

料金（グロス価格） 686,000円 掲載単価 @0.53円

保証形態 期間保証 表示方法 貼付

表示枠数 1 掲載社数 1

※掲載開始日が祝日の場合、翌日開始となります。
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掲載面 [PC]サイト全体/[SP]サイト全体

掲載期間 4週間

掲載開始日 平日任意

掲載開始時間 午前中開始

掲載量 1,300,000imp想定

サイズ
（左右×天地）

[PC広告サイズ] 横2400px ×縦315px
[SP広告サイズ] 横640px ×縦240px

形式、容量 JPEG/PNG、容量は400KB以内

アニメーション 不可

ALTテキスト
全角20文字以内、半角英数字可、半角カナ不可

PCのみ設定不可

同時出稿本数 同時出稿不可

差し替え規定 差し替え不可

入稿締め切り メディアへの⼊稿は5営業⽇前17時まで

PC/SPのサイト全体に表示する広告枠です。

配信の仕様上、imp数やクリック数が測定できないため、
同程度のimp数が見込める広告枠の情報を元に、数値を算出
しています。



アンケートプラン
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01 アンケート収集

アンケート
誘導ボタン

リード文

誘導枠掲載期間 4週間

想定回答数 150件/4週間

料金（グロス価格） ¥180,000〜

入稿形式

[アンケートタイトル] 文字数制限なし
[リード文] 130〜150文字程度

[アンケートフォームURL] PC/SP共通
[回答目安時間] 1〜3分以内を推奨

中高生を対象とした『ユーザー調査』や『懸賞キャンペーン』等にご活用いただけます。

26

※アンケートフォームは御社でご作成いただくか、弊社アンケートツールにて作成するかをお選
びいただく必要があります。

弊社作成のアンケート事例を
元にした記事



エディトリアル記事広告
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アンケート回答でシャーペンGET！プレゼ
ントキャンペーン実施中

【○○のシャーペンに関するアンケート】あなたの
考えが商品になる！有益な情報を提供してくれた人
の中から抽選で〇名様に〇〇をプレゼント！

01 エディトリアル記事広告

中高生を対象とした『ユーザー調査』や『懸賞キャンペーン』等をフックに、訴求内容をランディングページ用に
カスタマイズし、有益なコンテンツとしてユーザーに提供することで課題解決に導きます。

アンケートを企画・収集 アンケート結果を元に記事を作成

LP誘導用バナー

広告主のサイト

掲載面 記事

掲載期間
3ヶ月

※但し問題が発生しない限り、
記事の掲載は続けます

掲載開始日 平日任意

掲載開始時間 午前中開始

料金（グロス価格
）

¥800,000〜

保証形態 期間保証

28

※掲載開始日が祝日の場合、翌日開始となります。
※作成した記事に関しては、広告出稿の際、LPとしても
利用可能。
但し、その際には1媒体につき5万円のコンテンツ
二次使用料が別途かかります。



広告掲載ガイドライン

広告掲載ガイドラインと掲載判断について

1.受験のミカタ広告掲載ガイドラインについて
受験のミカタ広告掲載ガイドラインは、当社が提供するすべてのサー
ビス、および提携パートナー上に掲載される広告に適用される基準で

す。広告掲載を申し込む広告主は、その広告についてこの基準を遵守
いただく必要があります。

2.広告掲載ガイドラインと掲載判断の関係について

当社の個別の判断により、この基準を満たしている場合でも掲載をお
断りする場合があります。また、基準を満たさない場合でも、掲載を
認める場合があります(法令に違反するものはいかなる場合も掲載しま
せん)。いずれの場合でもその掲載可否の理由については回答いたしま
せん。

3.掲載の可否判断と広告の責任について

当社は、この基準に基づいて個別に掲載の可否を判断いたします。し
かしながら、当社の判断は広告に関する広告主の責任を軽減するもの

ではありません。広告掲載を申し込む際には、広告に関する責任は広
告主自身が負うことを承諾したものとします。また、掲載の可否を判
断した理由について回答することはできません。

受験のミカタ広告掲載ガイドラインについて

A.お取り扱いできない広告について

霊感商法、睡眠商法、悪徳商法ブランド品などの模倣品、偽造品各種工
作行為（復讐代行、リストラ工作など）オンラインカジノサービスサー
ビス、商品の内容が不明確なものクレジットカード枠の現金化

アダルト広告出会い系サービス（性的意味合いの強い成人用友達紹介サ
ービスや出会い系サイトの広告は認められません）
B.広告コミュニティ規定について

インターネット利用者やインフルエンサーから著しく否定的な評価を受
ける以下のような広告は削除する可能性があります。
（1）非合法行為（広告が非合法な行為に寄与したり、それを促進また
は宣伝することは認められません。）
（2）嫌がらせ広告で他の人に対する侮辱、攻撃、嫌がらせ、いじめ、
脅迫、中傷、なりすましを行うことは許可されません。
（3）差別発言広告に、個人または団体が所属する特定のカテゴリに基

づいて、その個人または団体を対象とする「差別発言」を含めることは
許可されません。このカテゴリには、人種、性別、信条、出身国、信仰
、婚姻状況、性的嗜好、性同一性、言語などが含まれます。
（4）未成年者未成年者を対象とする広告で、その未成年者が使用する

と違法になる製品やサービス、または危険または不適切と見なされる製
品やサービスを宣伝することは許可されません。
（5）性的コンテンツ/ヌードヌード、露骨なまたは挑発的な姿勢をとっ

ている人の描写、過度に挑発的なまたは性的に刺激的な行為など、成人
向けコンテンツを広告に含めることは許可されません。

（6）衝撃的なコンテンツショッキングなものや、扇情的であったり非
礼なもの、または過度に暴力的な広告は許可されません。
C.広告原稿について
（1）ランディングページは正常に閲覧が出来るウェブサイトでなけれ
ばいけません。
（2）ランディングページと広告原稿が関係の無い内容では出稿できま
せん。
（3）法律、政令、省令、条例、条約等に違反している広告原稿は掲載
できません。
（4）内容に虚偽がある、または誤認・錯誤されるおそれのある広告原
稿は掲載できません。
（5）根拠なく比較表現、最大級・絶対的表現を使用している広告原稿
は掲載できません。
（6）著しく射幸心を煽るような表現を使用している広告原稿は掲載で
きません。
（7）視覚的に刺激の強い画像などユーザーに不快感を与えるような画
像は掲載できません。
（8）ユーザーに誤認を与える恐れのある画像は掲載できません。
（9）公序良俗に反する表現内容のある広告原稿は掲載できません。
D.禁止行為について
広告主は以下の行為を行わないものとします。
（1）弊社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行
為、または侵害するおそれのある行為
（2）他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、また
は侵害するおそれのある行為
（3）他者を差別もしくは誹謗中傷侮辱し、他者への差別を助長し、ま
たはその名誉もしくは信用を毀損する行為
（4）詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の
違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
（5）わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待、あるいは弊社が児童ポル
ノに類すると判断する内容を送信または掲載する行為
（6）性器露出画像、動画、あるいは性器を描写したデータ等、弊社が
性器を描写した内容であると判断した内容を掲載する行為
（7）無限連鎖講およびマルチ商法、またはそれに類するもの、そのお

それのあるもの、あるいは弊社が無限連鎖講およびマルチ商法、または
それに類するもの、そのおそれのあるものと判断する内容を送信または
掲載する行為
（8）本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
（9）他者になりすまして本サービスを利用する行為
（10）ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載
する行為
（11）無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールやメッセージを送

信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメ
ールやメッセージを送信する行為
（12）他者または弊社の設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為
、または与えるおそれのある行為
（13）違法に賭博ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為

（14）違法行為（けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造

、殺人、脅迫等）を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引
（他人に依頼することを含む）する行為
（15）人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報

、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、
または不特定多数の者にあてて送信する行為
（16）人を自殺に誘引または勧誘する行為
（17）他者の個人情報を収集する行為、あるいは弊社が他者の個人

情報を収集する行為であると判断した内容を送信または掲載する行
為
（18）犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や

、他者を不当に誹謗中傷侮辱したり、プライバシーを侵害したりす
る情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長
する行為
（19）名誉毀損、誹謗中傷につながる内容
（20）弊社に不利益や損害をもたらす内容
（21）アカウントの譲渡貸与の内容
（22）その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると
当社が判断した行為
（23）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、そ
の行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為
（24）その他弊社が不適切であると判断する行為
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お問い合わせ

広告出稿のご依頼、ご不明な点などございましたら、
弊社担当までお気軽にお問い合わせください。

株式会社パンタグラフ
橋本（広告全般についてのご質問）
伊原（エディトリアル記事についてのご質問）
--------------------------------------------------------

MAIL ad@pantograph.co.jp

TEL 03-5464-1444

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西2丁目17-6

代官山ウェスト1階

mailto:info@pantograph.co.jp?subject=%E5%8F%97%E9%A8%93%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%82%BF%20%E5%BA%83%E5%91%8A%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B


御社のインターネット戦略部に。

パンタグラフはクライアントの課題に共に向き合い、

インターネットを通じた最適な解決策で成果を出していきます。

Attracting x Action x Repeat = Success


