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協会のご案内

日本ワーキング・ホリデー協会とは？

日本政府・各国大使館との連携を取り、グローバル人材育成のため、一人でも多くの方に、ワーキングホリデービザを利用した留学を知っても
らうべく活動しています。毎日の無料セミナーの開催や個人・少人数でのカウンセリング。また、ビザの申請サポートや語学学校のお申込み、現
地に到着してからのサポートなど、さまざまな形で皆様のワーホリ＆留学をサポートしております。

ワーホリ協定国

ワーキングホリデーとは、日本と協定を結んだ国に一定期間滞在でき、
その間の滞在費を補うための働いたりできる制度のことです。今日本と
ワーホリ協定を結んでいる国は上記の22 カ国になります。

JAWHMが提供するサポート
（日本ワーキング・ホリデー協会）

・ 無料セミナーの開催

・ カウンセリング

・ ビザ申請サポート

・ 語学学校の手配

・ 就業サポート（渡航前、滞在中、帰国後）

その他にも各都市でのサポートオフィスのご紹介や、宿泊先・格安航
空券のご案内、ワーキングホリデー・留学仲間との情報交換会などを
行っております。
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会員の属性

90%が10代・20代の海外志向の強い若者！

男性

39.6%

女性

60.4%

20歳未満

5.7%

20～24歳

41.4%

25～29歳

42.9%

30歳

9.3%

31歳以上

0.8%
会社員

43.7%

学生

19.1%

アルバイト

16.5%

無職

9.2%

派遣

5.5%

その他

6.1%

オーストラリア

42.0%

カナダ

29.1%

イギリス

8.2%

ニュージーランド

8.0%

フランス

3.2%

ドイツ

2.1%

その他

7.2%

語学上達のため

39.3%

海外生活体験

25.3%

将来のキャリアアップ

20.7%

観光

10.1%

その他

4.6%

男女比

年齢構成

職業

渡航したい国
渡航の目的
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ガイドブック広告

ワーキングホリデー検討者＆利用者、必携のツール！
必要な情報を網羅しつつ、持ち運びやすいように編集したワーキングホリデーのバイブルです

【主な内容】
・ワーキングホリデー協定国の魅力
・ワーキングホリデービザ・学生ビザの情報
・海外での仕事・滞在方法など現地生活の情報
・出発までの準備・流れ
・海外渡航者の体験談
・海外語学学校の紹介 …など
※改訂の際に、予告なく変更になる場合がございます。

【配布場所】
・一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会各オフィス
・ウェブサイト等からの資料請求者へ郵送
・国内大学、国際交流センター、国内高校、専門学校、短大、英文科、国際学科等
・日本国内国際関係施設、財団法人国際交流センター等
・文部科学省
・パスポートセンター

サイズ A5正寸（210×148mm）

ページ数 80ページ

発行日 年2回（4月、10月）

発行部数 40,000部/年

「ワーキングホリデー＆留学ガイドブック」

掲載面 スペース サイズ（天地×左右） 料金（6ヵ月） 料金（12ヵ月）

表3 1P 210mm×148mm ¥1,050,000 ¥1,400,000

表3対向 1P 210mm×148mm ¥975,000 ¥1,300,000

表4 1P 210mm×148mm ¥1,1250,000 ¥1,500,000

本文 1P 210mm×148mm ¥900,000 ¥1,200,000

※本文面で12ヵ月掲載の場合、改訂の際に予告なく掲載場所が変更になる可能性がございます。
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協会サイト TOPページ（PC）

ワーホリ検討者＆利用者のための便利ポータル！
ワーキングホリデーに必要な情報がすべて詰まった最強の情報サイトです

A01B01

B02

B02

B02

B01
B02

B02

B02

B03

C01

C02

C03

D01

D02

D03

D04

D05

D06

掲載番号 広告メニュー サイズ 固定orローテ 料金/月

A01 トップレクタングル 220 x 160 固定 ¥250,000

B01 トップローテバナー 260 x 131 ローテ ¥150,000

B02 トップローテバナー 165 x 41 ローテ ¥150,000

B03 トップミドルバナー 430 x 75 固定 ¥150,000

C01～03 トップ右バナー 220 x 80 固定 ¥50,000

D01～06 トップ左バナー 220 x 80 固定 ¥50,000

掲載期間は1ヵ月単位となります
トップローテバナーは3枠以上でのローテとなります
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月間平均PV（全体/PC+スマホ） 44万PV

月間平均PV（TOP/PC+スマホ） 3万PV

月間平均UU（全体/PC+スマホ） 14万UU

PC（タブレット含む）：スマホ比率 20%：80%

※2019年4月～2020年1月実績



協会サイト コンテンツページ（PC）

さらにセグメントされたコンテンツページへの掲載も可能
より本気度の高いユーザーにリーチします

E01

＜ワーキングホリデー制度について＞

F01

＜はじめてのワーキングホリデー＞

F02～F09

＜はじめてのワーキングホリデー＞
（STEP1～STEP8）

掲載番号 広告メニュー サイズ 固定orローテ 料金/月

E01 ワーキングホリデー制度について

468 x 60 固定 ¥200,000

F01 はじめてのワーキング・ホリデー

F02～09 ワーホリ STEP1～8

G01 ワーキングホリデー協定国

- その他コンテンツページ（※）

掲載期間は1ヵ月単位となります
※掲載面は以下のページを想定

-帰国後のサポート
-Q&A
⁻語学学校
-外国人ワーキングホリデー
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G01

＜ワーキングホリデー協定国＞



協会サイト TOPページ（スマホ）

b01

b02

b02

a01

b03

スマホ版トップページへも掲載が可能。スマホでの登録が多い
10代・20代のワーホリ関心層に効率良くアプローチします

掲載番号 広告メニュー サイズ 固定orローテ 料金/月

a01 トップレクタングル 220 x 160 固定 ¥250,000

b01 トップローテバナー 260 x 131 ローテ ¥150,000

b02 トップローテバナー 165 x 41 ローテ ¥150,000

b03 トップミドルバナー 430 x 75 固定 ¥150,000

掲載期間は1ヵ月単位となります
トップローテバナーは3枠以上でのローテとなります
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掲載番号 広告メニュー サイズ 固定orローテ 料金/月

e01 ワーキングホリデー制度について

468 x 60 固定 ¥200,000

f01 はじめてのワーキング・ホリデー

f02～09 ワーホリ STEP1～8

g01 ワーキングホリデー協定国

- その他コンテンツページ（※）

協会サイト コンテンツページ（スマホ）

スマホ版もコンテンツページに掲載が可能
より本気度の高いユーザーにリーチします

＜ワーキングホリデー制度について＞

e01
f01

＜はじめてのワーキングホリデー＞

f02～f09

＜はじめてのワーキングホリデー＞
（STEP1～STEP8）

掲載期間は1ヵ月単位となります
※掲載面は以下のページを想定

-帰国後のサポート
-Q&A
⁻語学学校
-外国人ワーキングホリデー
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＜ワーキングホリデー協定国＞

g01



メルマガ広告

協会から届くメールマガジンに広告掲載が可能
会員個人の端末に直接届くため、ダイレクトな効果を期待できます

【配信先】
・協会メンバー登録者：約9,400名
・セミナー参加者：約14,000名
・セミナー未参加者：約17,600名
・合計：約41,000名

【配信内容】
・留学/ワーキングホリデーに関連のある情報（ビザ情報、国情報、事前準備、荷物、予算、語学、など）
・各種セミナーなどのご案内

【配信日時】
・セミナー未参加者 … 毎週月曜日 08：40～
・セミナー参加済み … 毎週月曜日 09：00～
・協会メンバー登録者 … 毎週月曜日 09：20～
・号外メール … 不定期配信

【配信形態】
・HTML形式/ txt形式（受信者がHTML形式で受け取れない場合にtxt形式で配信）

【原稿仕様】
・17文字×10行のスペースで、約170文字まで掲載頂けます（URL含む）

【掲載文章について】
・HTML形式のメールには、HTMLタグを設定することができます
・画像の使用も可能です（300*74）
・多くの読者がスマートフォンを活用されていることに伴い、当協会ではスマートフォンの横幅に合わせて
原稿を制作しています

・メルマガ全体のバランスを考慮し、掲載する広告文章も17文字ごとに改行させて頂きます（URL除く）

【広告掲載料金】

※HTML形式の場合にはテスト配信後にやり取りが発生する場合があります
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掲載期間 配信頻度 配信数 料金

単発 1回 約41,000 ¥40,000

12カ月 年間 52回 約2,150,000 ¥20,000/回



ターゲティングメール

1社単独でのメール広告の配信も可能です
属性をセグメントして、独占の原稿で強く訴求できます

【配信可能先】
・前ページの41,200名より、次ページの各項目にてセグメント可能

【配信可能日時】
・平日の10～18時まででご指定可能

【配信形態】
・HTML形式/ txt形式（受信者がHTML形式で受け取れない場合にtxt形式で配信）

【原稿規定】
タイトル：全角30文字以内（共通）
使用不可文字：機種依存文字、半角カナ、絵文字

〇HTML形式
・200KB以内（html+画像）
・横幅600px推奨
・リンクを指定する際、必ずTARGETに“_blank”を指定してください
・スタイルシートは使用不可
・禁止タグ：form、script、embed、object
・HTML形式で受け取れない方用の、txt形式原稿のご入稿もお願いいたします

〇txt形式
・17文字×200行程度まで掲載頂けます（URL含む）

【テスト配信】
ご入稿後、テスト配信を行います、テスト後のご確認・修正等ご協力をお願いいたします

【掲載文章について】
・多くの読者がスマートフォンを活用されていることに伴い、当協会ではスマートフォンの横幅に合わせて
原稿を制作しています

・txt形式の場合、メルマガ全体のバランスを考慮し、掲載する広告文章も17文字ごとに改行させて
頂きます（URL除く）

【広告掲載料金】

※ただし、最低料金は40,000円（4,000通相当）となります。
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＠10円/通



ターゲティングメール セグメント情報
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語学力（会員登録時）

堪能

日常会話

挨拶程度

全然できない

その他

渡航目的（会員登録時）

観光

語学上達のため

将来のキャリアアップ

海外生活体験

現地調査

研究

その他

性別

男性

女性

年齢

1歳ごと

居住エリア

都道府県別

職業

会社員

派遣

アルバイト

学生

無職

その他

渡航予定国

オーストラリア

ニュージーランド

カナダ

韓国

フランス

ドイツ

イギリス

アイルランド

デンマーク

ノルウェー

台湾

香港

アメリカ

未定

渡航日

1日ごと

以下の項目でのセグメントが可能です
配信可能数につきましては、担当者までお問い合わせください

※未来を設定し、渡航が確定している方をセグメントすることも可能です



Job Board広告（バナー）

Jobboardとは、協会が提供する、就職支援サポートサイト
求人情報の掲載・閲覧・応募を行うことができるサービスに広告掲載が可能です

＜PC版＞ ＜スマホ版＞

JB-04

掲載番号 広告メニュー サイズ 固定orローテ 料金/月

JB-01 PCトップスーパーバナー 720 x 90 固定 ¥50,000

JB-02 PCイーストモジュール 160 x 160 上下各固定 ¥80,000

JB-03 PCスカイスクレイパー 160 x 600 固定 ¥80,000

JB-04 スマホトップバナー 230 x 74 固定 ¥50,000

掲載期間は1ヵ月単位となります
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月間平均PV（全体） 5万PV

月間平均UU（全体） 5,000UU

登録企業数 2,000社

登録求人数 5,300件

PC（タブレット含む）：スマホ比率 50%：50%

※2019年4月～2020年1月月実績



Jobboard広告（特設ページ）

Jobboardでは、特設ページを開設することも可能です
画像や写真を使用して他社との大きな差別化を図ります

＜TOPページ＞ ＜特設ページ＞

【特設ページ 掲載料金】

¥150,000（掲載期間：6カ月）

【ページ制作にあたって】
掲載原稿をご支給いただいた後、ページを作成いたします。

⇒文字数：2,000~5,000文字程度まで
⇒画像：5枚程度まで

【原稿締切】
15営業日前（短期間で掲載をご希望の場合は事前にご相談ください）
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※誘導用広告のご出稿をお願いいたします



掲載番号 広告メニュー サイズ 固定orローテ 料金/月

KO-01 TOP左バナー(PC) 280 x 97 固定
¥50,000

KO-02 TOPタイトル下バナー(スマホ) 584 x 145 固定

KO-03 記事下バナー(PC)

584 x 145

固定

￥80,000KO-04 記事上バナー(スマホ) 固定

KO-05 記事下バナースマホ） 固定

KOTANGLISH広告

KOTANGLISHは、協会スタッフが運営する『今日から使える英語フレーズ』を
紹介していくブログ。英語のハードルを下げてワーホリ＆留学への興味を喚起します。

＜TOPページ＞ ＜記事ページ＞

掲載期間は1ヵ月単位となります

KO-03

KO-01
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KO-02

KO-04

KO-05

月間PV（全体） 10～20万PV

月間UU（全体） 9～15万UU

PC：スマホ比率 20%：80%



クリック課金＆保証メニュー

純広告の在庫枠を使用して、クリック課金＆保証メニューのご提供も可能です
すでにKPIを設定されているクライアント様のリスクを抑え、満足度をアップさせます！

A01B01

B02

B02

B02

B01
B02

B02

B02

B03

C01

C02
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KO-01

＜実施にあたって＞

・事前に担当者との打合せをお願いいたします。
（掲載条件・目標設定のため。遠方の場合はお電話も可）

・お打合せの結果、実施できない可能性もございます。

プロモーション内容
リンク先ページ
普段掲載している広告メニュー
ご予算
ご希望CPC
平均CVR
目標CPA
ご希望期間
ご希望掲載箇所

など

◆おもなヒアリング項目



【印刷物について】
入稿可能データ：印刷に適したPDFファイル or Illustlatorファイル
・当協会が適当でないと判断した広告は掲載できない、または修正をお願いする場合があります
・印刷機の関係上、ご指定の色合いが忠実に再現出来ない可能性があります（色校正はありません）
・データ作成にあたって、ご入稿締切日等、事前に別途ご担当者様へご連絡いたします

【Web広告について】
１．掲載するバナー画像については、広告主様にてご用意ください
２．バナー画像の容量は150K以内でお願いいたします
３．バナー画像は同時に4本までご入稿が可能です
４．バナー画像の差し替えは1週間以上の掲載毎に、一度可能です
５．ご入稿は3営業日前までにお願いいたします
６．その際、リンク先URLを確認いたしますので、それまでに公開をお願いいたします

（キャンペーン開始日等のご事情がある際は、事前にご相談ください）
７．ご用意頂くバナー画像は以下の規定があります

⁻バナー画像は JPEG,GIF,PNG形式のいずれかでご用意ください
-GIF動画の掲載も可能ですが、短時間の点滅を繰り返すものは、お断りする場合があります

３．特に記載のないものについて、価格は１ヶ月毎の価格となります
４．最低契約期間は１ヶ月です。また、１ヶ月単位でのご契約をお願いします（日毎でのご契約は出来ません）
５．バナー広告の表示回数や、クリック回数の保障はありません

【掲載判断について（競合業種等）】
保険関連の企業様は事前に調整が必要となります（当協会指定の保険代理店が存在するため）
事前調整の結果、掲載いただけない可能性がございますので、ご了承ください
その他、当協会と同様のサービスを提供している企業様や、適当でないと判断した広告は、掲載をお断りする場合がございます

原稿制作上のご注意
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◆一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会◆
住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-3-3 品川ステーションビル新宿5階507
mail : contact-adv@jawhm.or.jp
tel : 03-5909-3778

お問い合わせ ・ お申し込み


