
東 京 支 社

〒320-8686　宇都宮市昭和1-8-11
☎028-625-1133（直通）
〒100-0011　東京都千代田区内幸町2-2-1（日本プレスセンタービル8Ｆ）
☎03-5501-0520
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3-4-5（毎日新聞ビル4Ｆ）
☎06-6346-8690
営業局業務推進部内・就職ガイド事務局
☎028-625-1159（直通）　ＦＡＸ028-625-1132
snavi@shimotsuke.co.jp

大 阪 支 社

〈事 務 局〉

本社営業局

資料配布学校

足利大、宇都宮大、宇都宮共和大、国際医療福祉大、作新学院大、帝京大、白鷗大、文星芸術大、
宇都宮短大、宇都宮文星短大、國學院栃木短大、作新学院女子短大、佐野日本短大、小山高専、
関東職業能力開発大学校、栃木県農業大学校、栃木県立県央産業技術専門校、宇都宮アート＆スポーツ、
宇都宮ビジネス電子、宇都宮メディアアーツ、大原学園、国際情報ビジネス、国際自動車・ビューティ、
国際テクニカルデザイン・自動車、中央アートスクール、日建工科、ハイテック学院、マロニエ医療福祉

青山学院、秋田、亜細亜、跡見学園女子、茨城、医療創生、大妻女子、桜美林、学習院、神奈川、神奈川工科、関東学院、
関東学園、共立女子、群馬、群馬県立女子、慶應義塾、工学院、國學院、国士館、駒澤、駒沢女子、埼玉、埼玉工業、産能、
実践女子、芝浦工業、城西、上智、上武、昭和女子、女子栄養、成蹊、聖心女子、専修、創価、大正、大東文化、高崎経済、
高崎商科、高千穂、拓殖、玉川、千葉、千葉工業、千葉商科、中央、中央学院、都留文科、帝京科学、帝京平成、東海、
東京学芸、東京家政、東京家政学院、東京経済、東京女子、東京女子体育、東京電機、東京農業、東京農工、東京理科、
東北、東北学院、東北福祉、東洋、獨協、新潟、日本、日本工業、日本女子、日本女子体育、福島、文化学園、文教、法政、
武蔵、明治、明治学院、山形、山梨学院、横浜国立、横浜市立、立教、立正、流通経済、早稲田　　など

ジョブカフェとちぎ、栃木県の出先機関　　など

2023キャンペーン協賛企業
㈱アカデミー
朝日分光㈱
足利銀行〔めぶきフィナンシャルグループ〕
㈱アスワン
イートランド㈱
井田安章税理士事務所
㈱井上総合印刷
宇都宮ヤクルト販売㈱
エーアイシーテック㈱
遠藤食品㈱
㈱オータニ
㈱オーリス
㈱カワチ薬品
関東マルワ産業㈱
北関東綜合警備保障㈱
キヤノンメディカルシステムズ㈱
（福）共生社
協和ビルテクノス㈱
㈱工藤設計
グリーン輸送サービス㈱
こいしや食品㈱

光陽エンジニアリング㈱
㈱五光
五月女総合プロダクト㈱〔ライブガーデングループ〕
㈱下野新聞社
㈱ジャパンエコロジーシンキング
㈱スズキ自販栃木
大日本パックス㈱
滝沢ハム㈱
㈱データサービス　宇都宮支社
東急リゾーツ＆ステイ㈱
〔東急ハーヴェストクラブ鬼怒川・那須、東急ハーヴェストクラブVIALA鬼怒川渓翠〕
東京鋼鐵㈱
栃木銀行
栃木県農業協同組合中央会〔ＪＡ栃木中央会〕
栃木日産自動車販売㈱
トヨタウッドユーホーム㈱
トヨタカローラ栃木㈱
㈱とりせん
那須信用組合
ノーザンミツワ㈱「びっくりドンキー」
㈱野村鍍金　鹿沼工場

ハシモ㈱
花咲グループ
〔栃木小松フォークリフト㈱、㈱マテハンソフト、㈱ケイエムシー、㈱マテハンサービス〕
㈱ハヤブサドットコム
㈱東日本技術研究所　宇都宮オフィス
ファーマシー中山㈱
藤井産業㈱
㈱ふじや食品　関東工場
フットワークエクスプレス関東㈱
宝栄工業㈱
㈱ホンダテクノフォート
㈱松井ピ・テ・オ・印刷
マルホ建設㈱
㈱水環境プランニング
㈱メガネトップ
㈱ヤオハン
㈱八百半フードセンター
レオン自動機㈱
㈱ローラン
（福）渡良瀬会

（※2022年7月27日現在）

県　内

県　外

その他

221大学、28短大、13専門 2024年春 大学（院）・短大・専門学校卒業予定者対象

下野新聞就職ガイドキャンペーン
企画書

2024

　



2 3

発行部数約27.7万の媒体力

対面イベントとオンラインを併用 県内外の大学・短大・専門学校との周知連携

下
野
新
聞

WEB SITE

WEB
NEWSPAPER

新聞特集

To Approach
University

大学などへの
アプローチ

EVENT

イベント

県内就職に特化した
「しもつけ就活NAVI」

県内企業の情報を一人でも多くの学生に届けたい

CONCEPT

コンセプト

P6～7

P8～9 P12

とちぎでの就職を応援！
下野新聞社では若手の人口流出を防ぎ、地方を活性化するため、県内企
業の雇用を県内に紹介する下野新聞就職ガイドキャンペーンを毎年実施し
ています。
採用活動は、新型コロナウイルス感染症の流行によりオンライン化が進
みました。一方で、民間企業の求人総数は増加。超過需要の“売り手市
場”となっています。今のような情報過多の時代、企業の情報は届けやす
く、また届きづらい状況にあります。

現在では就職活動への保護者の関心も高くなっており、学生だけではな
く、保護者に向けた情報発信も必要です。そうした中で、下野新聞就
職ガイドキャンペーンでは新聞社が運営する地域性や信頼性を武器に、
WEBによる情報発信だけではなく、新聞やイベント、大学への発信な
ど多方面から企業の情報を発信していきます。

下 野 新 聞
就職ガイド
キャンペーン

保護者に向けて 学生に向けて

学生に向けて 大学関係者に向けて
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スケジュール・特徴1
年間スケジュール
SCHEDULE

対象の企業を訪問し、取材を行います。取材した情報をもとに紙面や情報誌、しもつけ就活
NAVIへの情報掲出を事務局が一貫して行うことで人事採用担当者の負担を軽減します。さらに、
下野新聞ニュースサイト「SOON」内に対象企業を紹介する特集ページを作成、様々なデジタル
広告を活用しPV数を増やします。取材で使用した素材等は2次利用可能です。

2
POINT

ゴールド・シルバープラン対象

遠方からの参加者がより参加したいと思えるように、リアルに近い感覚で参加できるメタバース
を活用したオンライン合同説明会を実施します。メタバースでの就活イベントは学生からの好意
的感想も多くあり、現在もメタバースを活用したイベント数は増加しています。

3
POINT

ゴールド・シルバー・WEBプラン対象

2022年

2023年

新聞特集

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

就活準備特集
●11月26日（土）

企業紹介特集
●12月23日（金）

採用情報特集
●1月 4 日（水）以 降 の

希望日

企業の特色情報
●2月5日（日）・6日（月）

1
POINT

P6～7 P8～9 P8～9 P7
2024就職情報交換会
●10月12日（水）
●ベルヴィ宇都宮

イベント・セミナー

とちぎ就活フェア
●3月5日（日）
●栃木県総合文化センター

とちぎ業界研究フェア
●2月12日（日）
●ベルヴィ宇都宮

とちぎ業界研究フェア in 佐野
●11月20日（日）
●イオンモール佐野新都市

とちぎ就活フェアファイナル
●5月14日（日）
●宇都宮市内（会場未定）

とちぎの就職情報誌2024
●2月上旬発刊配信

就職情報誌

とちぎ仕事発見
オンライン
●12月中旬配信予定

とちぎ就活フェア
オンライン
●2月下旬開催予定

オンラインイベント

※掲載日および開催日や会場は変更になる可能性があります。

メタバース就活で集客アップ！（とちぎ就活フェアオンライン）

新聞社の取材力を2次利用！

しもつけ就活NAVIのイベント告知時に、企業ロゴを掲出します。ユーザー数が月平均約12.3
万人いる下野新聞ニュースサイト「SOON」や若年層の利用が多いYouTubeやInstagramに広告
を配信し、企業名の露出を増やします。

デジタル広告で社名露出アップ！

6月

7月
とちぎ就活フェア7月 in 小山
●7月8日（土）
●小山市立文化センター

ゴールド・シルバープラン対象

情報誌4ページのサンプル

▲配信媒体（予定）

「SOON」のネイティブアド広告や
SNS広告を活用し、特集ページの
PV数を増やします。

▲配信イメージ

★月★日栃木とちぎ就活フェア開催

詳しくはこちらをクリック
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NEW

栃木県内シェアNo.1！
約27.7万部発行！
県内トップの媒体力を生かし、
年間を通じて企業情報を発信！

新聞特集・就職情報誌2

現在の就活では保護者の介入が年々増加していま
す。就活生のおよそ約7割もの学生が、内々定先企
業について否定的な意見・反対を受けたことがある
というデータもあります。そこで、新聞のメイン購読
者でもある保護者をターゲットとして、年間を通じて
掲載、企業の認知度向上を図ります。本キャンペー
ンでは、通常の内容・ボリュームで1社単体で掲載を
する場合と比較し、約1/3程度の料金で出稿掲載が
可能です。

11月26日掲
載
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

12月23日 1月4日　以降
2022年 2023年

2月5日　・6日

下野新聞社では県内大学の就職課
と密に連携を取り、新卒者向けのセ
ミナーを各地で実施しております。
また、全国地方新聞社地元就職推
進協議会にも属しており、首都圏そ
の他の大学へ就職情報誌を発送し、
県内企業のPRを行っています。こ
の就職情報誌は、デジタルブックに
て「しもつけ就活 NAVI2024」の早
期登録学生に配信します。

●取材、撮影
新聞社の特性を生かし、
企業へ取材を行います。
取材をもとにした御社の
情報を第三者目線での
PRポイントとしてご活用
ください。

2月上旬
下
野
新
聞

下
野
新
聞

下
野
新
聞

下
野
新
聞

●掲載日：
2022年11月26日（土）

●体　裁：
本紙内2ページ・
フルカラー

●内　容：
1社1.5段1/4
社名・ロゴマーク等

企業紹介特集
●掲載日：

2022年12月23日（金）
●体　裁：

本紙内2ページ・
フルカラー

●内　容：
1社3段1/4
スペースを自由に使
い、フルカラーで自社
をアピール

とちぎの就職情報誌2024
●発刊時期：2023年2月上旬
　　　　　　発刊予定
●サ イ ズ：B5
●掲載社数：45社 ※2023企画実績
●掲　　載：ゴールド・シルバープラン 4ページ
　　　　　　スタンダード・WEBプラン　2ページ
　　　　　　イベントプラン 1ページ

●掲載日：
2023年2月5日（日）・6日（月）

●体　裁：
本紙内各４ページ・フルカラー

●内　容：
2月上旬発刊の就職情報誌内企
業情報をもとに86%のサイズに
変更して掲載

就活準備特集 採用情報特集 企業の特色情報

土 金 日水 月

※掲載日および体裁は変更になる可能性があります。

※2024企画版

●掲載日：
2023 年1月4日（水）
以降の希望日

●体　裁：
本紙内モノクロ
フレーム単色

●内　容：
１社5段1/2
フリースペースを、各
社の採用活動のタイ
ミングに合わせ、紙
面に掲載

OPTIONOPTION
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イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

12月中旬12月中旬 2月下旬2月下旬
2022年 2023年

●開催日：2022年10月12日（水）
●会場：ベルヴィ宇都宮

とちぎ就活フェア

就職情報交換会

イベント・セミナー3

就活コンサルタントによるセ
ミナーの他、首都圏を中心
とした県内外の大学等の就
職指導担当者との名刺交換
および情報交換の場を設け
ます。

●開催日：2023年3月5日（日）
●会場：栃木県総合文化センター

広報解禁後初となるリア
ルイベントで、キャンペー
ン最大の規模で実施しま
す。

とちぎ就活フェアオンライン

●開催日：2023年2月下旬開催予定／ライブ配信
オンラインでは臨場感が伝わりづらいなどの課題を解決で
きる新しい合同企業説明会のカタチ「メタバース就活」を導
入。メタバースのイベント需要は近年増加傾向にあり、高い
集客力があります。

とちぎ仕事発見オンライン

●開催日：
2023年2月12日（日）

●会場：
　ベルヴィ宇都宮
業界研究を目的とし、
学生に1つの業種でなく
多くの業種と接触しても
らいます。興味のある
ブースへも自由に回遊し
ていただきます。

しもつけ就活NAVI
2024の学生向けイ
ベントとして初回の
イベントとなります。
各社の企業説明を
ZOOMで配信して
いきます。

とちぎ業界研究フェア

●開催日：
2023年5月14日（日）

●会場：
　宇都宮市内（会場未定）

●11月20日（日）開催予定
　とちぎ業界研究フェア in 佐野
●7月8日（土）開催予定
　とちぎ就活フェア7月 in 小山

栃木県県南地域である佐野市・小山市で、
対面式によるフェアを開催します。

※10社以上の申込があった場合のみ開催

2024下野新聞就職
ガイドキャンペーン最
後のリアルイベントで
す。
イベント開始時に全参
加学生に向けて企業
PRの場を設けます。

とちぎ就活フェアファイナル

県南開催の就活フェア

10月12日 水 2月12日日 3月5日日 5月14日日

●開催日：2022年12月中旬配信予定
　　　　　専用ホームページ・YouTubeで配信

※開催日および会場は変更になる可能性があります。

対面式イベントと
オンラインイベントを併用し、
リアルで学生に触れる機会を創出！
県内企業および学生からの希望も多い対面式のイベントと
して合同説明会を実施。オンラインイベントでは少しでもリ
アルに近い感覚でイベントを体験できるよう、話題性の高
いメタバースを導入します。その他、大学等の就職指導担
当者と名刺交換および情報交換ができる就職情報交換会
も実施します。リアルイベント開催時には、新型コロナウ
イルス感染予防対策を図りながら運営していきます。

OPTIONOPTION
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