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発行の経緯 

 地元宮城に40年以上根付いた出版社として「せんだいタウン情報S-style」や「大人
のためのプレミアムマガジンKappo」等のタウン誌を発行している中で、企業や各施
設、お店の皆様より上記のような声を聞くことがここ数年非常に多くなっております。 

 このような状況を踏まえ、地元企業
の皆様の働く姿や商品・サービスなど
にもスポットを当てた本誌を2017年3
月に創刊し、大きな反響をいただきま
した。そして今回、企業様や読者の声
を更に反映させ、2019年12月第4弾を
発行することとなりました。躍動する
各企業の皆様の魅力を存分に伝える1冊
をお届け出来るよう考えておりますの
で、是非、今回のご提案をご検討いた
だけますようお願い致します。 

・「求人を出しても思うように人が集まらない」 
・「求人誌では待遇面などの条件で大手企業に負けてしまう」 
・「商品や店のイメージが強く、会社の本質を理解してもらうことがなかなか出来ない」 
・「良い人材が真っ先に中央資本へながれてしまう事に憤りを感じている」 
・「まずは地元の方々へ自分たちの取り組みや存在などを知ってもらいたい」 

※平成31年3月 宮城労働局発表 

■大卒者等の県内・県外就職（内定者）数の推移 増加傾向 
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コンセプト／ターゲット 

「地元宮城で躍動する企業」を、若手求職者をはじめ
とした各方面へ訴求する『企業ブランドガイド』 

◎求職者 ⇒「こんな会社で働いてみたい」 

◎顧客層 ⇒「ここの商品・サービスを試してみたい」 

◎取引先 ⇒「こんな企業と仕事をしてみたい」 

 

コンセプト 

ターゲット ※優先順位順 
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目的 

「S-style」発行44年で培った取材力で御社の魅力を多角的に紹介 
出版社による第三者目線で、読者に御社の魅力をより明確に伝えます 

①採用活動の活性化ツール 

● この会社何だか面白そう、こんな会社があったんだ… 求人誌では 
    見えない各企業の「企業カラー・人柄」をわかりやすく表現     
● 求人情報のバックアップツール、採用説明会等での二次活用 
● 既存社員のモチベーション・意識の向上 

②商品･サービスの認知向上 
● こんな商品、サービスがあるんだ…潜在顧客への情報発信 
● 以前活用（購入、利用）したことがある…既存顧客の掘り起こし     
● 同業他社との差別化・優位性向上による販売促進や集客の活性化 

③対外的イメージ向上 
   取引先拡大の活性化 

● この会社と取引をしてみたい… 取引先拡大のきっかけに 
● 新規開拓の営業ツール・会社概要の補足資料として 
● 既存取引先へのアピール素材として   
 
県内の大学や高校、首都圏の大学で 

本誌無料配布 
※配布内容など詳細は9、11ページにて 
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「せんだいタウン情報S-style みやぎで働く!」 掲載企業・読者からの声 

■「企業セミナー参加者総数の1割が『みやぎで働く!』見て参加した学生だったことがアンケート結果から分かり 
  反響の大きさに満足です。」（掲載企業、IT） 
 
■「社名の認知度は高くなっては来ていますが、詳細を知っていただく機会がなかなか無かったので、社風や社内 
  の雰囲気をしっかり見てもらえるこのような本を待っていました！」（掲載企業、食品製造） 
 
■「読みやすい誌面構成と知りたい情報がまとまっていて、短時間で情報収集ができる点がとても役に立った。」          
 （21歳 学生） 
 
■「宮城県の企業情報を入手できるツールや情報誌が少ないので、学生にとって有益な情報誌になると思います。」  
 （大学就職担当） 
 
■「聞いたことのない企業が多かったが、会社の理念や社風、社長や従業員の見えることにより地元企業も興味を 
  持つきっかけになりました。」 
 （21歳 学生） 
 
■「これまで自分が目を向けていなかった企業情報が事細かに紹介されていて、地元企業への興味が一気に沸きま 
  した。特に各企業の福利厚生が丁寧に記載していて、会社も選ぶポイントとなりました。」  
 （21歳 学生） 
 
■「神奈川県の大学の就職資料棚（宮城）で『みやぎで働く!』を見つけました。横浜まで地元宮城の情報が届けら 
  れていたことを嬉しく思った。この1冊が参考になり宮城で働くことを考える事になりました。」  
 （21歳 学生） 
 
■「地元に根付いた様々な企業を知ることができ、宮城で就職することを考える理由の一つとなりました。」 
 （20歳 学生） 
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企画内容（企画対象、媒体概要、スケジュール） 

媒体概要 

○発行日・・・・・2019年12月13日（金）予定 
○仕様・・・・・・オールカラーA4判あじろ綴じ、96ページ（予定） 
○発行部数・・・・12,000部（すべて無料配布） 
○発行形態・・・・無料･フリー配布（贈呈、各施設設置）※次ページを参照ください 

スケジュール 

○申込締切・・・・ 2019年10月11日（金） 
○取材撮影・・・・～2019年11月１日（金） 
○校了日 ・・・・ 2019年11月20日（水） 
○発行日 ・・・・ 2019年12月13日（金） 

※スケジュールは発行日の確定により多少前後する可能性がございます 

企画対象 

宮城県内に本社または本社機能を持つ「地元企業」 
 

宮城県内資本、または地元に根差した企業様が対象となります。 
掲載対象企業および業種の詳細につきましては、担当者までお問い合わせください。 

※掲載想定業態／農業、漁業、建設業、製造業、運輸・通信業、卸売業、小売業（販売・流通、飲食等）、 
        金融業、不動産業、サービス業（ホテル・旅館、教育、出版・広告、IT 等）、他 



COPYRIGHT 2019 PRESSART CO.,LTD. All Rights Reserved. 

企画内容（配布チャネル①） 

配布チャネル 

①ご掲載企業様へ10冊贈呈 ※企業PR、人材採用セミナー等での配布に活用ください。 
 

②宮城県内の主要14大学＆専門学校や県外の大学にて無料配布 
   ※配布予定大学…東北大学、宮城大学、宮城教育大学、東北学院大学、東北福祉大学、東北工業大学、 
         東北医科薬科大学、東北文化学園大学、宮城学院女子大学、仙台白百合女子大学、 
         尚絅学院大学、東北生活文化大学、石巻専修大学、仙台大学 
 ※専門学校等……聖和学園短期大学、仙台青葉学院短期大学、仙台医療福祉専門学校、仙台工科専門学校、 
         仙台大原簿記公務員専門学校、仙台総合ビジネス公務員専門学校、仙台保健福祉専門学校、 
         東北外語観光専門学校、国際マルチビジネス専門学校、仙台医療福祉専門学校、 
         仙台リゾート＆スポーツ専門学校、仙台ビューティアート専門学校、仙台こども専門学校、 
         仙台ウェディング＆ブライダル専門学校、仙台スイーツ＆カフェ専門学校 
 ※宮城県外大学………青森県、岩手県、秋田県、福島県、山形県、関東エリアの大学 ※詳細はP９参照 
 

③宮城県内の県立・市立・私立高校にて無料配布及び設置 ※詳細はP９参照 
 

④仙台市営地下鉄8駅10か所に無料設置 
 ※設置地下鉄駅／南北線…泉中央駅、勾当台公園駅、広瀬通駅、仙台駅（南北2か所）、長町南駅 
          東西線…八木山動物公園駅、青葉通一番町駅、仙台駅（東西2か所） 
 

⑤仙台市内＆近郊のカフェ約120軒、携帯ショップ約30軒に設置（予定） 
 

⑥公共施設や市内各商業施設に設置（予定） 
  ※設置予定施設／みやぎジョブカフェ、宮城県図書館、仙台市榴岡図書館、アリオ仙台泉、 
          BiVi仙台駅東口、仙台ロフト、E BeanS 等々 

企業PR、人材採用の両面を考え、以下の配布先を想定しております。 

―7― 
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 企画内容（配布チャネル②） 

山形県、福島県、岩手県、秋田県、
青森県及び関東エリアの大学で設置
及び無料配布します。 
他県へ進学している学生にも宮城県
の地元企業の情報を提供し、UIJ
ターンの促進を図ります。  

 宮城県における地元就職率の向上、地元企業への関心増加、幅広い接点を持って
もらうなど宮城県の企業情報の提供を目的とし、更なる情報誌の設置及び無料配布
エリアを拡大致します。宮城県内の学生はもちろん、UIJターン者への情報として
幅広く訴求していきます。  

宮城県内の高校 
設置及び無料配布 

東北・関東エリアの大学 
設置及び無料配布 

宮城県の県立、市立、私立高校
で設置及び無料配布いたします。
宮城県の高校性にキャリア教育
の一環として、就職支援及びU
ターンを促進を図ります。さら
に他県へ進学する学生にも宮城
地元企業の情報を提供します。 

2019年版より配布チャネルを拡大、2020年版は配布校をさらに拡大予定‼ 
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企画内容（配布チャネル③） 

弘前大学、青森公立大学、青森大学、岩手大学、岩手県立大学、盛岡大学、秋田県立大学、山形大学、東北
公益文科大学、福島大学、会津大学、お茶の水女子大学、東京大学、東京外国語大学、東京工業大学、首都
大学東京、青山学院大学、亜細亜大学、工学院大学、國學院大學、国際基督教大学、昭和大学、昭和大学、
成城大学、専修大学、創価大学、大東文化大学、拓殖大学、多摩大学、中央大学、津田塾大学、東海大学、
東京家政大学、東京女子大学、東洋大学、二松學舍大学、日本大学、日本体育大学、横浜市立大学、神奈川
大学、関東学院大学、昭和大学、中央学院大学、帝京平成大学、埼玉県立大学、武蔵野学院大学、他32校 

宮城県内の高校設置及び無料配布（67校） 

東北・関東エリアの大学設置及び無料配布（78校） 

仙台育英学園高等学校、東北学院高等学校、宮城県仙台第三高等学校、仙台市立仙台工業高等学校、聖ウル
スラ学院英智高等学校、宮城県仙台二華高等学校、聖ドミニコ学院高等学校、宮城学院高等学校、常盤木学
園高等学校、宮城県仙台第二高等学校、明成高等学校、宮城県宮城第一高等学校、尚絅学院高等学校、宮城
県工業高等学校、宮城県宮城広瀬高等学校、宮城県泉高等学校、東北学院榴ケ岡高等学校、宮城県仙台西高
等学校、宮城県岩出山高等学校、古川学園高等学校、大崎中央高等学校、宮城県鹿島台商業高等学校、宮城
県松山高等学校、宮城県登米高等学校、宮城県白石工業高等学校、宮城県富谷高等学校、宮城県農業高等学
校、宮城県農業高等学校、宮城県名取北高等学校、宮城県蔵王高等学校、宮城県中新田高等学校、宮城県黒
川高等学校、宮城県柴田農林高等学校 川崎校、宮城県村田高等学校、宮城県南郷高等学校、宮城県利府高
等学校、宮城県志津川高等学校、西山学院高等学校、宮城県名取高等学校、宮城県気仙沼高等学校、東陵高
等学校、宮城県石巻好文館高等学校、石巻市立桜坂高等学校、他25校 

■2019年版設置及び配布実績校 
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企画内容（本誌プロモーション） 

本誌プロモーション 

本誌発行の際は以下のプロモーションを予定しております 

①せんだいタウン情報S-style 
②大人のためのプレミアムマガジンKappo 
③せんだいタウン情報S-style日刊web 
④せんだいタウン情報machico 
⑤Twitter、Instagramなどの各種SNS 
⑥各報道機関へのプレスリリース 
⑦イベント「情報交換懇親会（仮）」 
◎2020年2月開催予定：仙台市内中心部で「みやぎで働く!」掲載企業数十社の人事担当者と学生と情報交換懇親会を開催しま
す。学生は参加費無料で参加できます。 

自社メディアはもとより、若年層へリーチするためSNSや 
web広告を活用し、情報の拡散を図ります。 

また、各報道機関での取り上げも働きかけていきます。 

トーク交流会「みやぎで働く!CAFE」（2018年） 

「会社訪問バスツアー懇親会」（2019年） 
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掲載料金 

◎取材・撮影・紹介記事制作費込 ◎本誌10冊贈呈 
◎web掲載（みやぎで働く!公式HP、日刊せんだいタウン情報S-style web ) 
 

＜企業紹介／編集タイアップ広告＞ 
 

2ページ 300,000円（税別） 
 
 

※定型フォーマットデザインをご用意しております 

★2ページ限定特典：パンフレット（1,000部）制作含む：A3判、2つ折り、コート135㎏ 
※パンフレットの中面2ページは掲載誌面流用、表紙、表4（裏表紙）はフォーマットデザインを使用。 

 

4ページ 480,000円（税別） 
※定型フォーマットデザインをご用意しております（１～2ページ目、3~4ページ目各3種類から選択できます） 

※パンフレット（1,000部）制作は含まれておりません 

 
 

企画内容（編集タイアップ広告） 
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web展開（みやぎで働く!公式HP） 

「みやぎで働く!」誌面と連動し、webでも展開しま
す。掲載各社様の企業概要、商品、サービス内容など
を求職者（新卒者、転職希望者）へ幅広いPR訴求が
可能です。 

Web掲載 

HP内では誌面掲載見本に加え、掲載各社のHPへダイ
レクトにアクセスできるアイコンを掲載。各企業様の
魅力を存分にPRが出来ます。 

https://www.miyagi-hataraku.jp/ 

https://www.miyagi-hataraku.jp/
https://www.miyagi-hataraku.jp/
https://www.miyagi-hataraku.jp/
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Web展開（日刊せんだいタウン情報S-style web） 

■日刊S-style Webとは 
「せんだいタウン情報S-style」は、日刊で更新されるWebメ
ディアを新たに立ち上げました。グルメ、お出かけ、イベントなど、
編集部スタッフが毎日に記事をUPします。本誌では紹介しきれ
なかった内容やWeb限定の連載コーナーも開始。 
街のイベントスケジュールはWebで簡単に検索することができる
のでお出かけの際も便利です。 

【日刊S-style Web】 

日刊S-style Webに 
掲出された情報は 

S-style公式 
SNSで拡散! 

 
 

【みやぎで働く！2020】 

発行部数 

12,000部 

【日刊S-style Web】 

月間UU数 

22,080人 
 

月間PV数 

47,043V 
（2018年10月1日～ 

2019年７月29日現在） 

ツイッターフォロワー

13,929人 
 

フェイスブックいいね数 

11,127人 
（2019年7月29日現在） 

【S-style公式アカウント】 

106,179人に 
リーチが可能! 

【ＵＲＬ】 
  http://s-style.machico.mu/ 

各メディアでの 
情報発信で 

影響力を拡大‼ 

編集タイアップ広告にお申込み頂いた企業様には、特典として「日刊せんだいタウン情報S-style web」内新設のコ
ンテンツ「みやぎで働く！」でスタッフインタビューを掲載致します（2020年3月1日から毎日1社掲載スタート予
定）。現場で働くスタッフの志望動機、やりがいなど紹介します。 

―13― 
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掲載料金 

＜自由デザイン/ディスプレイ広告＞ 

企画内容（ディスプレイ広告） 

こちらの企画に関するお問合せは･･･ 
■各広告代理店または株式会社プレスアート  
 〒984-8516 仙台市若林区土樋103 
  TEL 022-266-0911  FAX 022-266-0913  担当／ 

表4（天地297㎜×左右195㎜）  400,000円 
表2（天地297㎜×左右210㎜）  350,000円 
表2対向（天地297㎜×左右210㎜）350,000円 
表3（天地297㎜×左右210㎜）    300,000円 
1ページ（天地297㎜×左右210㎜）250,000円 
 

※制作費、消費税別途 
 

 
 
   


