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繊研ソリューション はじまります。

「メディア」から、「メディア＋ソリューション」へ。
繊研新聞社は進化し、繊維・アパレル業界の皆様にさらに貢献できる企業へと成⻑します。
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繊研新聞

THE SENKEN

Petit h

TOKYO
PERSPECTIVE

JFW-IFF

FB懇話会

SAPLi

繊研digital

メディア ソリューション

NEW
センケン
JOB新卒

NEW
各種制作

NEW
コンサル
ティング

繊維・アパレル業界に特化し、お客様を知り尽くした繊研だからこそできる
お客様の課題解決に貢献していくサービスが拡充していきます。



新卒採用をお手伝いする繊研ソリューションメニュー！

新卒採用活動を様々な切り⼝でサポート致します。メニューは組み合わせたり、
ご希望に合わせてカスタマイズすることも可能です。

情報を
発信したい

コンテンツを
創りたい

センケンの
「眼」が欲しい

学生と
出会いたい

繊研
ソリューション

� センケンjobサイト掲載
エントリー／スタンダード／プレミアム

� センケンjob新卒BOOK
企業特別版
Book１ページ
Book½ページ
Book¼ページ

� 採用サイト制作
� 各種コンテンツ制作

ランディングページ／映像／ライティング など

� プレゼンテーションツール・リーフレット制作

� リアルイベント
� メルマガ・DMの発信

� 講師派遣
� ディレクション・コンサルティング
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思い当たる“フシ”・・・ありませんか？？

こんなコト、
起きてませんか？

様々な課題が想定されますが、とりわけ⺟集団形成のための
アプローチ方法に課題が起因する事が多い。

インターンを実施したが、例年より参加者数が獲得できていない･･･

⼤⼿採⽤ポータルサイトに掲載はしているが、例年よりもエントリー数が取れなかった･･･

求めている人材像に相応しい人材からの応募が乏しかった･･･

内定数は出したが、辞退が多く本採⽤数に空席ができた･･･

採⽤メディアの中で目⽴てておらず、ふるいに掛けられてしまっている･･･

こんな所に
原因があるかも
しれません。

正直、採⽤サイトやツールに“しっくり”来ていないが、ドコを直せばいいのかよく分からない･･･

何となく「コンテンツ案」はあるが、効果的な⾒せ方/作り方までは考えられていない･･･

サイトの閲覧実績(PV数、平均PV、滞在時間、コンバージョン率など)を把握、分析し、改修や新
規制作に役⽴てられていない･･･

⾒て“⾯⽩い”“分かりやすい”“興味関⼼が沸く”「学生目線」でのコンテンツ制作が弱い･･･
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採⽤メディアの中で何をどうやって伝えていけば効果的かがよく分からない･･･

どんなメディアに露出？どんなイベントに参加？どんなインターンを開催？⼤きな施策を決めあ
ぐねる･･･



センケンjob新卒サイト



センケンjob新卒 とは?

繊研ならではの編集⼒と集客⼒で
ファッション業界を志望する学生と企業の接点をつくり、

採用につなげる新卒求人メディアサイトです。

① ⼤⼿ナビ系就職サイトでは表現できない・埋
もれてしまいがちな企業の“イイトコロ”を
繊研ならではの視点で魅⼒的に紹介します。

② ファッション業界の最新ニュースや職種紹介
など業界研究に役⽴つコンテンツも充実し、
ファッション業界へ就職志望する学生を集客
します。

http://job.senken.co.jp

▼センケンjobはここがポイント！▼
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センケンjob_求人情報

①企業の要望
ヒアリング

②繊研新聞社によ
る掲載内容ディレ

クション
③必要情報を収集 ④job新卒サイトに

掲載

【センケンjob掲載までのフロー】

【求人ページ内コンテンツ掲載例】
※基本は掲載のみ。制作のお⼿伝い（ライティング）も⾏います。

• 新しいブランドの⽴ち上げ「プロジェクトストーリー｣
• 販売職の楽しさ・やりがいを伝える「密着！販売最前線24時」
• あの有名ブランドを支えているのは、私たち！「実はこんなにすごい企業なんです」
• 繊研新聞から企業の歴史を紐解く！「企業成⻑物語」
• 先輩社員に取材して聞きました「企業のここが好き、ベスト10」 etc･･･
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年間5000社を超える取材を⾏う繊研新聞社のディレクションで、
貴社ならではの企業紹介を⾏います。



センケンjob_求人情報_企業PRページ例①

多彩な視点で企業紹介が
可能な求人ページ

学生が企業に訪問！
学生目線で企業の良さを伝える企画
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「繊研新聞」掲載記事。第三者視点で
企業の取組や雰囲気を紹介します



センケンjob_求人情報_企業PRページ例②

社⻑・人事担当者・先輩インタビュー・オフィス風景など･･･
動画にした方が伝わるコンテンツです
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分野ごとに担当の記者が
業界構造をわかりやすく解説する企画

マクロな視点で市場の動きを知れる記事も充実

センケンjob新卒_コンテンツ例①
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繊研新聞から
旬のネタを提供！

最新「業界ニュース」

輝く業界の
先輩に取材！

「インタビュー」

企業を知るには、
業界構造をまず知ろう

「業界研究」

参加者（学生）と
企業の距離が
どこよりも近い！

「イベント情報」
リアルな仕事の
イメージが湧く！
「職種紹介」

ファッション業界なら
ではの疑問を解決
「Q＆A集」

求人情報だけじゃない。
どこよりも詳しい業界研究・企業研究が

可能なコンテンツ



働くイメージがわくように
実際の職種の方にも取材をし、紹介

センケンjob新卒_コンテンツ例②
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センケンjob_料⾦体系①

まずはお試し・・・・
「エントリープラン」 10万円（年間）
• 企業情報＋募集要項
• 繊研新聞１記事
• イベント情報

企業の魅⼒を表現するには・・・・
「ベーシックプラン」 20万円（年間）
• 企業情報＋さらに詳しい募集要項
• 繊研新聞２記事まで
• イベント情報
• コンテンツ掲載枠最大３つまで（動画、自由記入欄より選べます）

⾊んな角度から魅⼒を伝えたいなら・・・・
「プレミアムプラン」 40万円（年間）
• 企業情報＋さらに詳しい募集要項
• 繊研新聞５記事まで
• イベント情報
• コンテンツ掲載枠最大６つまで（動画、自由記入欄より選べます）
• 繊研新聞社によるコンテンツ制作 １本

※掲載のみ。制作のお⼿伝い（ライティング）は別途料⾦がかかります。
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３つの料⾦プランがございます



エントリープラン ベーシックプラン プレミアムプラン

価格体系（年間） 10万円 20万円 40万円

求人情報 ○
◎

エントリープラン
＋更に詳しい募集要項

◎
エントリープラン

＋更に詳しい募集要項

会社概要 ○ ○ ○

掲載職種 3職種まで 3職種まで 3職種まで

イベント情報 ○ ○ ○

繊研新聞記事のウェブ掲載
とリンク
※取材実績がある場合

○
○

最⼤２つまで ○
最⼤５つまで

コンテンツ掲載枠
※掲載料のみ ×

○
下記から最大３つまで掲載

・自由記入欄A
・自由記入欄B
・動画A：５〜１０分１本
・動画B：３〜５分２本
・動画C：２〜３分３本

○
下記から最大６つまで掲載

・自由記入欄A
・自由記入欄B
・自由記入欄C
・自由記入欄D
・動画A：５〜１０分１本
・動画B：３〜５分２本
・動画C：２〜３分３本

繊研新聞社による
コンテンツ制作 × × １本

センケンjob_料⾦体系②
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紙媒体BOOK



企業特別版：1社限定媒体企画

【1社限定媒体企画とは？】

一つの企業で働く社員とその姿にフォーカスした新卒採用向け紙媒体を、
繊研新聞社で企画・デザイン・作成し、新聞社の編集目線で紙面を構成します。

説明会で学生の理解や興味を更に深めたい。

⾃分たちでどれだけ企業の良さを伝えても、
本当に？と思われてしまう
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人事・採用担当のみなさん！
例えばこんな悩みがありませんか？

⾃社制作でなく、繊研新聞が制作をする媒体を使用するメリットは？

1. 第３者の目線で御社の企業文化、事業、業務について書くことで、信頼感と納得感のある訴求が可能です。
2. 学生が読み物として楽しみながら、御社の理解促進ができるよう編集いたします。
3. 新聞社編集の紙媒体のため、学生の両親からの理解も得やすくなります。
4. 内容を一度作れば、⼤体２〜３年の間使用できるため、時間とコストが削減できます。
※ 修正と追加増刷は随時ご相談下さい。



企業特別版：1社限定紙面 参考例

▼媒体の基本仕様例

企画名：企業特別版

発⾏⽇：お打ち合わせの上、決定

体裁：Ａ４判変型、16 ページ

発⾏部数：3,000 部

配布：企業様が新卒採用活動でご活用

費用：400万円(税別)

※モデル費⽤、出張費、特殊な撮影機材費、スタジオ費等は上記のお⾒積り
には含まれません
※増刷は随時可能
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企業イメージを表紙で表現します
上記イメージは『社員全員が舞台(企業) で主役』



企業特別版：企業紹介
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企業のカラーを表現しつつ、学生にも読みやすくデザインした紙面で、
分かりやすく企業の情報をまとめます。繊研新聞社の編集目線で、記事を作ることがポイントです！



企業特別版：内定者の声
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内定者の仕事への考えや率直な気持ちをまとめた誌面は、
就職希望の学生たちに具体的な就職イメージを喚起させ、共感を生みます！



企業特別版：販売員紹介
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店頭で活躍する社員のリアルな姿、
一日の具体的な仕事を伝えます。

普段の悩みや課題、自然な姿を
記者のメモでも紹介します



企業特別版：チャンスの掴み方/トップインタビュー
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憧れの企画担当になぜなれたのか？仕事
でのチャンスの掴み方と、やる気のある
社員を引き上げる企業風土を紹介 トップインタビューと、繊研新聞社から

⾒た企業の印象を客観的に編集後記とい
う形でまとめています

ポイント！！
� 客観的に新聞社がまとめるからこそ、企業の特徴と魅⼒が際⽴ちます！
� 学生が本当に知りたいことを聞き出し、まとめる編集⼒！
� 新聞社の編集だからこそ、信頼感のある企業紹介ができる！



⼈⼿不⾜が問題視される中、販売職を始めとして、企画、
営業、マーケティング、プレスなど、学生に対して、ファッショ
ンの仕事としての楽しさや働く魅⼒を伝えると同時に、各
企業の新卒採用情報を伝える媒体です。

学生に繊維・ファッションの仕事の情報を伝えます

センケンjob新卒＝繊維・ファッション産業に特化した新卒情報媒体

ファッション関連の新卒採⽤
情報をまとめた紙媒体は
『センケンjob新卒』だけ→

22

悩んでいる学生からはこんな意⾒が出ています

・ファッションは好きですが、仕事のイメージが湧きません。
・会社の特徴ってどんなところですか？
・どんな職種があるんですか？資格とかいるのでしょうか？
・レディス中心ですが、男性も働けますか？
・おしゃれじゃないと働けないですよね？
・忙しくて給料が安いんですよね・・・続ける自信が・・・
・両親から、何となくアパレル企業は止めとけと言われて・・・
・みんなが知っている有名企業って少ないですよね



繊研新聞の媒体だからできること！！

•専門の新聞社がまとめている情報だから安心
業界を68年取材し続けているからこそ、表現し、伝えることができることがあります！

•多くの企業を知っているからこそ、その企業にしかない魅⼒を
紙面で表現します

•企業で働く社員の姿を活き活きと紹介します
皆さんの仕事を理解し、その思いとやりがいを学生へ伝えます！

•繊維・ファッション業界の魅⼒も同時に伝えていきます！
ファッションの仕事はなぜ⾯⽩いのかを、さまざまな角度から学生に紹介できます

センケンjob新卒＝繊維・ファッション産業に特化した新卒情報媒体
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媒体設置ポイント

全国服飾・生活系⼤学、短⼤、専門学校
OKA学園、⻘⼭ファッション、上⽥安⼦、エスモード大阪、
エスモード東京、大阪産業大学、大阪成蹊短大、大阪
⽂化服装、大阪モード、織⽥ファッション、神⼾ファッション、
⾹蘭ファッション、埼⽟⼥⼦短大、桜ヶ丘ファッション、佐野
短大、⼥⼦美術大学、信州大学繊維学部、杉野服飾
大学、中部ファッション、ディーズファッション、⼾板⼥⼦短
期大学、東京経済大学、東京モード、ドレスメーカー学院
名古屋ファッション、名古屋モード、日本経済大、ヒロ・デザ
イン、⽂化学園大学、⽂化服装学院、マロニエファッション、
武蔵野ファッション、目⽩ファッション横浜ｆカレッジ、和洋
⼥⼦大学 他

日常的に取材しているからこそ、媒体への理解
もあり、配布にも協⼒してもらえます！！

全国主要私⽴⼤学
愛知、⻘⼭学院、大妻⼥⼦、学習院、学習院⼥⼦、関⻄、
共⽴⼥⼦、近畿、⾦城学院、慶應、國學院、駒澤、実践
⼥⼦、上智、昭和⼥⼦、椙⼭⼥⼦、成蹊、成城、聖心⼥
⼦、⻄南学院、専修、⽟川、中央、津⽥塾、東京家政、
東京⼥⼦、同志社、同志社⼥⼦、東邦、東洋、東洋英和、
独協、南⼭、日本、日本⼥⼦、フェリス⼥⼦、⽂教、法政、
武庫川⼥⼦、武蔵、明治、明治学院、名城、⽴教、⽴命
館、龍⾕、早稲⽥ 他

業界専門紙のまとめる就職情報
媒体だからこそ、学校の協⼒の

下配布が可能です！！

配布協⼒学校の多さも魅⼒です！！
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▼媒体の基本仕様例

【媒 体 名】 繊研job新卒
【発 ⾏】 2016年3月（予定）
【発⾏形態】 Ａ４サイズ・カラー20P（予定）
【発⾏部数】 ４万部

【配布方法】
①私⽴主要⼤学・専門学校のキャリアセンターに設置・

学内イベントで配布
②2017年度新卒採用就職説明会にて配布。
③ウェブサイト登録者には媒体を直接送付
④一部商業施設で配布

センケンjob新卒＝繊維・ファッション産業に特化した新卒情報誌

【繊研新聞ならではの、企業を掘り下げるタイアップ企画案】

1. 「いいね！」がいっぱいファッション業界
2. “ファッションの世界で働き隊”が⾒つけた！素敵

な企業
3. 思わず本音がポロリ！よき友・よきライバル「同

期対談」
4. みんな最初は LEVEL １／なりたい姿はこの

先輩！（５年目程度の先輩からのエール）
5. プロフェッショナル列伝！ココが販売最前線

だっ！(技術、専門知識、心構え、⼈柄などよ
り徹底分析 )

6. 仕事は一⼈でするものじゃない！「チームだから
こそできる最高の仕事」

7. ファッションを⽀える“男⼦⼒
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＊他にもニーズに応じ様々なテーマに対応させて頂きます
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学生企業訪問企画＝ファッションの世界で働き隊

ポイント！！
� 学生や学校の協⼒をスムーズに得ることができるネットワークを持っています
� 学生が本当に知りたいことを聞き出す取材⼒
� 取材のしやすい現場の雰囲気作りもおまかせ下さい！
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学生と一緒に企業訪問し、
企業の魅⼒を探ることで、読者である
学生の企業への関⼼度を⾼めます

就職人気企業の『エイネット』の仕事の実態とは？



販売員紹介企画＝プロフェッショナル列伝！ここが販売最前線だっ！

ポイント！！
� 販売の仕事の重要さを、どの媒体より理解している前提で、取材をして紙面を作ります！
� さまざまな企業を知っているからこそ、御社ならではの販売の特徴をより明確に表現！
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重要な仕事である販売にフォーカスし、
そこで活躍する若い社員の活き活きとし
た仕事への姿勢と思いを表現します

同ページ内で、学生の質問にも答え、仕
事への理解を⾼めます！



学生企業訪問企画＝マル秘企業データファイル

企業を掘り下げるさまざまな紙面企画

社員の成⻑の軌跡＝みんな最初はレベル１

ポイント！！
� 先輩の失敗談と成⻑がまとめて読める企画は繊研だけ
� ⼊社して働き、成⻑していくイメージをよりリアルに表現！

ポイント！！
� 新聞社だからこそ客観的に、しかも御社の業界での

役割や重要度をはっきりとアピールできる！
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一般には知られていないが、服には欠か
せない織ネームやブランドのタグの代表
企業を紹介

仕事はみんな初心者からスタートしてい
る。社員の成⻑を紹介する企画



媒体スペース広告＆タイアップ広告 料⾦表

広告スペース

（全て４Cカラー）

掲載サイズ

※全て裁断時予備＋3mmを周囲に付ける
掲載料⾦（税別）

表４ １ページ※純広告
のみ

天地297mm×左右210mm １００万円

表２表３ １ページ 天地297mm×左右210mm ８０万円

中⾯ １ページ 天地297mm×左右210mm ６０万円

中⾯ 横１／２ページ 天地148mm×左右210mm ４０万円

中⾯ 横１／３ページ 天地99mm×左右210mm ３０万円

中⾯ Ⅰ／４ページ 天地148mm×左右105mm １２万５０００円

【媒体スペース広告】

タイアップを
ご希望の際は・・・ ＋

○繊研新聞社ライティング費
○撮影費 などが別途かかります
○紙面デザイン費

掲載内容も含め、担当者にご相談下さい。
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制作系サービス



サービスイメージ：制作系_採用サイト制作

「もう数年採⽤サイトを更新していない」「採⽤サイトから募集
を受けたことがない」「なかなか求める⼈材がエントリーしてくれ
ないがどうしていいかわからない」などの課題をお持ちではあり
ませんか？

業界や企業規模に問わず採⽤競争において、勝ち組となっ
ている企業様は採⽤サイトのコンテンツは勿論のこと、デザイ
ンやユーザビリティに知恵と工夫を凝らしています。
繊研新聞ではLPや動画などコンテンツ企画から、デザインや
実制作まで採⽤サイト構築・リニューアルをお客様と二⼈三
脚で⾒直し、制作まで実施するサービスを始めました。
自社の情報や募集要項のみならず、繊研新聞が業界を俯
瞰的に捉えた上での御社の特徴や強みに関する情報など、
繊研新聞ならではの視点でのコンテンツも掲載致します。
また、⽂章だけでなく、効果的な画像や動画などを使い、わ
かりやすい！⾯⽩い！トンガったサイト制作を⽀援致します。

１５０万円〜
＊価格はコンテンツ企画の量と
内容によって異なります。

採用サイト制作サービス概要
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昨今情報が錯綜し溢れかえる中、Googleなどの検索サー
ビスでのヒット率向上やシンプルに情報を伝える⼿段の一つ
としてランディングページが重視されています。
御社の採⽤サイト情報が一⼈でも多くの学生の目に止まる
ようなひと工夫をお勧めします。
クライアント企業の事業内容や募集要項の特性を捉え、１
ページ読めば、求める⼈材像や描けるキャリアパス、職場環
境など採⽤サイト全般で発信している情報が概ね理解でき
るページを制作致します。
また、先輩社員の実績やある特徴的なプロジェクトなど特定
のメッセージにフォーカスしたランディングページなど、お客様の
要望に合わせた内容を構想からディスカションし、ヒアリング、
原稿おこし、実ページ制作まで実施致します。

ボリューム：３０００字程度
想定価格：２０万円〜
制作期間：１ヶ⽉程度

ランディングページ制作概要

主なサービスメニュー

主なサービスメニュー



サービスイメージ：制作系_会社説明・パンフレット制作

昨今採⽤競争も情報戦略とされていますが、最終的に内定
承諾に⾄るのは、⾯接官や実社員の⽅々とのコミュニケー
ションから伝わる温度感が半分近くを占めています。

実際に学生と顔を合わせる「説明会」は欠かすことのできな
い企業のアピールの場でもあるということです。
そんな中、どこにでもありそうな説明（プレゼンテーション）や
分厚い難解なパンフレットで説明を実施したりしてませんか？
紹介パンフレットはあるけど、イマイチわかりにくい・・・
学生向けの紹介リーフレットが欲しい・・・ など
リアルな学生募集活動の場で学生の目を引く、印象に残る
説明投影資料やパンフレットを制作致します。

新卒者への企業説明に使⽤する、プレゼンテーション資料
(パワーポイントなど）と⼿渡し⽤のパンフレット・冊⼦を企画
から制作までお受けする。
＊全ページからある１コンテンツに絞った形での受注も可能。

４０万円〜
内容とボリュームにより変動
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会社説明資料・パンフレット制作概要

主なサービスメニュー



サービスイメージ：制作系＿ランディングページ①

ランディングページとは、「様々なネット広告やリンクをクリックした際に表示されるする、サイトを含むＷＥＢページ全般」を指す言葉で、LP、ランペ、などとも
呼ばれています。
しかし、一般的に「ランディングページ」や「ＬＰ」が指すものは、一つの商品やサービスを売るための、一枚の⻑いＷＥＢページです。
ランディングページとは、リスティング広告を含む様々な広告やリンクからの⾶び先となるページです。自然検索からは公式サイトへ⾶ばし、広告からの⾶び先は
ランディングページとなっている場合が多いです。

様々な広告の受けページとなるランディングページの改善は、獲得数や獲得率に非常に大きな影響を与えます。
事例）
・ユーザの不安を払拭したら獲得数6倍
・ユーザ視点で求めている情報を提供して2.6倍
・広告を配信しているキーワードに合わせた訴求で1.5倍等々

ランディングページを作る理由
１．広告の内容などから流入してくるユーザを制限できるので、それら特定のユーザに最適化しやすい（サイトへはいろいろなユーザが流入してき
てしまうため、浅く広くの作りになってしまいがちです）
２．特定のユーザが求めている情報を1ページに集約でき、リンク先も少ないため、ページ遷移の際の離脱が少ない
３．特定のユーザに対してサイトを最適化するよりも、ランディングページを制作する⽅が安い
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ランディングページとは・・・



サービスイメージ：制作系＿ランディングページ②

① 何を扱い、どんな業務があるのか？ その業務の面白さはどこにあるのか？をキャッチーに紹介しながら、

② 企業魅力を業務の全体像を通して伝える業務ガイドコンテンツを作成します。

③ ポイントは、一見して有象無象のIT企業と同じように捉えられることのない、●●●のアイデンティティーを盛り込むこと。

④ 導入部では「弊社はまさに、あなたが探している企業だ」というツカミを用意。その後のコンテンツをしっかり読ませる下地をつくります。

企画

概要

弊社参考事例

イメージ：「はじめてガイド」
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サービスイメージ：制作系＿ランディングページ③

① どんなプロジェクトが、どんな人達（上司・部下）と、どういう形で進み（業務シーン・環境）、どういった結果を向かえるのかをドラマ

チックに展開するコンテンツ。

② ●●●ならではの業務のスケール感、ダイナミクス感を伝えると同時に、

③ コンピテンシーのある社員（模範的な社員）像を明示し、魅力訴求をする。

企画

概要

弊社事例

弊社事例
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イメージ：プロジェクトストーリー



サービスイメージ：制作系＿ライティング①

「自社採⽤サイトに“客観性”を持たせたい」「他社とは異なるコンテンツでアクセントをつけたい」といった
課題をお持ちのお客様におすすめのサービスです。
採⽤サイトのある１コンテンツ企画やある部分を制作致します。
制作内容は⽂章と画像で、企画から取材、原稿おこしや撮影、編集まで弊社にて実施致します。
テーマ別での先輩社員紹介や特徴的な経営⽅針、さらには会社の遍歴と今後の展望などのコンテンツに
弊社が持っている業界全体を俯瞰した視点により他業界や他社との比較により御社の優れた特徴や
ユニークな点などを第三者の客観的な切り⼝で制作致します。

①繊研新聞からみた当社、⼈物インタビューなどライトなもの 10万円〜
②複数のコンテンツや⻑い読み物コンテンツなど 30万円〜
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ライティングサービス概要

主なサービスメニュー



サービスイメージ：制作系＿映像①

「他社のサイトと差別化を図りたい」「学生に短時間でわかりやすく、⾯⽩く発信したい」など
一つ尖ったアクセントを加えたい企業様にオススメな動画制作サービスです。
採⽤サイトや説明会で利⽤する企業紹介映像の制作。企画、撮影、編集までの制作全工程を
請け負います。価格はコンテンツ企画の量と内容によって異なりますので、原則都度ご相談の上、設定してまいります。
ご要望のヒアリングと構想策定へのディレクションとリードを⾏い、撮影から編集までをワンストップで弊社にて⾏い、完成動画
を納品させていただきます。

①ライトプラン
代表メッセージや社員紹介など一⼈当たりの紹介コンテンツ（2〜3分）･･･8万〜

②ベーシックプラン
企業紹介、ブランド紹介などを中心に紹介し、採⽤イベントの導入などに使⽤する
動画コンテンツ（3分〜5分）･･･50万〜

③プレミアムプラン
企業紹介、代表メッセージ、ブランド紹介、社員紹介など採⽤に必要な情報全てを
5分〜10分にまとめた映像コンテンツ･･･80万〜
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映像コンテンツ制作サービス概要

主なサービスメニュー



講師派遣・ディレクションサービス



「外部スピーカー（講師派遣）」という説得⼒ ①

弊社メンバーを「外部スピーカー（講師）」として派遣します

ファッション産業の潮流はもちろん、他産業との共通/相違点や他産業からヒントを得た事例など、「産業」レベルでの俯瞰
的視点における講演から、「企業(様)」レベルでの事業の魅⼒や特徴、はたまたこぼれ話まで、ライブだからこそ伝えられる
情報を目指します。個別に人材開発・教育や採用活動などを取材・編集し、第３者的視点（外部スピーカー）という
⽴場で説得⼒のある講演（ライブコンテンツ）を提供させて頂きます。

こんなシーンでご利用ください

1. 企業説明会など個別企業様対応
2. 合同説明会など各種イベント対応
3. 就活プログラムなどキャリアセンター様対応
4. 業界・企業研究など学校様対応
5. インターンシップなど独自対応
6. 就活イベントなど⾏政、各種団体様対応 など

弊社主催新入社員様向けセミナーより
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「外部スピーカー（講師派遣）」という説得⼒ ②

こんなテーマはいかがでしょうか？

1. 真⾯目な定番もの（産業基礎、業界
研究、マーケットなど）

2. オタな企業研究
3. 好調なぞとき・注目ふかぼり
4. ぶっちゃけ！お仕事
5. オムニチャネルってＥＣと違うの？
6. インバウンドが国内消費を救う？
7. 自分の未来！⼈事・教育戦略
8. やっぱりファッション！産業比較
9. この前やってたコレクション＆トレンド
10. 記者の注目ブランド
・・・

＊上記以外もニーズに応じ様々な
テーマに対応させて頂きます

主な実績

コスト感のお目安

３万円よりお引き受け可能なプランがございます

＊講師、構成内容、時間、ご参加⼈数により価格は異なります
＊開催地域により交通費などの諸経費が発生します

繊研新聞社は社員による学校様への講師派遣を実施
しています。

昨年〜今年は、早稲⽥大学、明治大学、東京成徳大、
⽂化学園大学、大阪成蹊短大、⽂化服装学院、大阪
⽂化服装学院、モード学園、織⽥ファッション、岩崎学
園他全国各学校に講師を派遣。

早稲田大学にて 「業界研究 百貨店・ファッション業界」
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メディアだから…リッチなコンテンツをワンストップで。

「貴社をｕｐ！する」 リッチなコンテンツを具体化＝「制作管理」するためのサービスです

＊価格は、制作物の内容およびサービス期間
によって異なりますので、ご要件確認時にお⾒
積りを提示致します。

学生に響くコンテンツが不⾜しているかもしれません！
採⽤サイトや関連するランディングページ、会社説明会等で使⽤するプレゼン資料やリーフレットなどのコンテンツに関するコ
ンサルティングやディレクション、アドバイジングを⾏います。
弊社が築いてきた取材・情報化ノウハウや情報資産の活⽤はもちろん、採用活動に通じた「グラフィックデザイナー」「エ
ディター」「ウェブコンサルタント」等とのコラボレーションによる支援の体制もございます。
また、改修した採⽤サイト(への流入を目的として)を繊研jobへ掲載頂くことも可能です。

主なメニュー

1. オーバービュー（どのようなコンテンツが必要なのかを概観、レクチャーします）

2. コンテンツを具体化するための素材調達（取材⽀援、繊研ポートフォリオなど）

3. コンテンツ制作に関する指揮・管理（ディレクション）⽀援

4. コンテンツに関する各種ソリューション⽀援
（クリエーション、エディトリアル、キャスティング、動画、ウェブ、メディア等）

5. その他ご相談により、⽀援内容をハンドメイド

コスト感のお目安
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学生へのアプローチ



サービスイメージ：学生へのダイレクトアプローチ

ダイレクトアプローチを成功させる鍵は学生の囲い込み！

学校への繊研新聞社員の講師派遣
卒業展での審査員派遣。

昨年は、早稲⽥大学、大阪成蹊短大、大阪⽂化
服装学院、モード学園に講師を派遣。

また、卒業展への審査員として、上⽥安⼦服飾専門
学校、モード学園などの実績があります

繊研媒体の学校配布を通して、キャリ
アとの接点があります。

センケンjob新卒(冊子)
は全国で4万部配布

配布学校はP２１をご確認ください。

取材や協賛なども含め
ファッションサークルとの関

わりもあります。

Ex)昨年はREADY TO FASHION 
に特別協賛いたしました

学ぶ育てる・専門学校特
集日常的な取材活動を
通して学校/学生との接
点があります。

⇒2015年6⽉22日6⾯掲

優秀な学生と接点を持てるのはメディアとしての繊研新聞の機能を生かせるから！

約8000名の学生が⾃宅で
繊研新聞を購読

繊研新聞の読者20万⼈のうち４．１％は
専門学校生及び4短大生です。

学ぶ育てる・専門学校特集
日常的な取材活動を通し
て学校/学生との接点があり
ます。
⇒2015年6⽉22日6⾯掲載
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サービスイメージ：学生へのダイレクトアプローチ
①DMメール／②学生参加イベント

アプローチ 料⾦
ＤＭ配信（登録メール宛） 1回2万円【税別】

こちらのサービスは2016年春頃の
開始をイメージしております

繊維・ファッション業界に関心の高い学生やモチベーションの高い学生に対してアプローチすることができるほか、一企業では
接点を設けることのない学生との接点を設けることを可能にします。

①DMメール
は、各企業のイベント情報、求⼈情報を個別に学生へメール配信します。貴社のことをご存じない学生に対して貴社情
報を直接伝えることが可能です。
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繊維・ファッション業界に関心の高い学生やモチベーションの高い学生に対してアプローチすることができるほか、一企業では
接点を設けることのない学生との接点を設けることを可能にします。

②学生に向けて企業の魅⼒をアピールできる場を繊研が設ける就活イベント。
≪イベント案≫
・繊維、ファッション業界が幅広く参加する合同説明会。
・テーマ別(海外で活躍、⼥性が活躍、とにかく服が好き、⼩さくても若いうちから任してもらえる）マッチングイベント等

アプローチ 料⾦
大規模イベント 1回20万円【税別】
⼩規模イベント 1回5万円【税別】

こちらのサービスは2016年春頃の
開始をイメージしております



繊維・ファッション業界に関心の高い学生やモチベーションの高い学生に対してアプローチすることがで
きるほか、一企業では接点を設けることのない学生との接点を設けることを可能にします。

②学生に向けて企業の魅⼒をアピールできる場を繊研が設ける就活イベント。
≪イベント案≫
・繊維、ファッション業界が幅広く参加する合同説明会。
・テーマ別(海外で活躍、⼥性が活躍、とにかく服が好き、⼩さくても若いうちから任してもらえる）マッ
チングイベント等

こちらのサービスは2016年春頃の開始をイメージしております

アプローチ 料⾦
大規模イベント 1回20万円【税別】
⼩規模イベント 1回5万円【税別】
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サービスイメージ：学生へのダイレクトアプローチ
②学生参加イベント


