
Fravent 港北ニュータウン版

Fravent ⽥園都市版

進学相談.com

⼦どもまなびフェスタ

スクランブル進学フェスタ

私⽴中学・⾼校フェスタ

⾼校進学フェスタ

横浜市都筑区にポスティング配布のフリーペーパー。

64,000世帯に向けて毎⽉情報発信中。

横浜市⻘葉区にポスティング配布のフリーペーパー。

46,000世帯に向けて毎⽉情報発信中。

オンライン上での合同相談会を開催するwebサイト。
登録学校数：約145校、登録会員数：約20,000名。（2021年11⽉現在）

神奈川県・東京都の私⽴中・⾼が集う進学相談会。

2022年は多摩センター・武蔵⼩杉・⼆⼦⽟川・有明で開催予定。

神奈川県・東京都の私⽴中・⾼・専⾨学校などが集う進学相談会。

2022年は多摩センター・武蔵⼩杉・⼆⼦⽟川・有明で開催予定。

神奈川県・東京都の私⽴中・⾼が集う進学相談会。2022年は⽥園都市（あざ
み野）・港北ニュータウン（センター南）・武蔵⼩杉で開催予定。

神奈川県・東京都の私⽴⾼校が集う進学相談会。2022年は溝の⼝・⽥園都市
（あざみ野）・港北ニュータウン（センター南）・武蔵⼩杉で開催予定。

 紅葉の候、貴校ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご⾼配を賜り、厚

く御礼申し上げます。

 さて、2021年も昨年から続く新型コロナウイルスの猛威により、⽇本全体が様ざまな制約を

受けながらの経済・社会活動となった年となりました。そのような状況下、弊社では出展校の皆

さまからの多⼤なるご⽀援・ご協⼒もいただきながら細⼼の感染対策を施し無事に合計14回の

フェスタ（進学相談会）を開催いたしました。

 新型コロナウイルスの状況は現在は落ち着いているかのように⾒えますが、他国の状況をみま

すと⽇本も安⼼できる状況ではないのかもしれません。来る2022年が更なる明るい年となりま

すように祈念しております。

  つきましては、弊社では、クライアントの皆さまがこの厳しい時代を乗り越えるためにお役

に⽴てる新商材を含めた2022年度版『最新商材のご案内』を作成致しました。皆さま⽅におか

れましては、ぜひご⾼覧の上ご賢察ご賛同を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2021年11⽉

株式会社リンク

代表取締役社⻑ ⽥村真⾥⼦

TEL.045-948-4001

2022年度
最新商材のご案内
株式会社リンク
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港北ニュータウン版

66,000部

毎⽉１回

都筑区内全域のご家庭（ただ

し南部の⼀部地域を除く）及

び川崎市宮前区有⾺6〜9丁⽬

⽥園都市中央版

44,000部

毎⽉１回

⻘葉区のたまプラーザ駅、あ

ざみ野駅、江⽥駅、市が尾駅

周辺の家庭及び川崎市宮前区

鷺沼駅周辺の家庭

掲載版

発⾏部数

発⾏

配布エリア

 フレヴァン配布エリアである都筑区・⻘葉区・宮前区は⼦どもの数が多く、⼈⼝

の5⼈に1⼈が⼦どもという⾼い割合となっています（横浜市ホームページより）。

 また教育に⾮常に関⼼の⾼い保護者が多く、横浜市の私⽴中学進学率が15.6%で

あるのに対し、都筑区は19.7％、⻘葉区は26.7％と⾼い進学率です（横浜市教育委

員会「平成27年度市⽴⼩学校等卒業予定者の進路状況調査」より）。また⾼校受験

においても意欲的に取り組まれており、今後の傾向としてさらに私⽴中⾼進学への

流れが進むと考えられます。

 フレヴァンでは毎年、神奈川・東京の私⽴⼩学校・中学校・⾼等学校を年間で50

校ほどご紹介し、読者からの⾼い注⽬を集めています。

地域情報誌フレヴァン
⼦どもが多く、私⽴中⾼への進学率の⾼い地域

フレヴァン掲載料⾦表

本誌で御紹介している⼩学校・中学校・⾼校は100校以上！

特集 学校へ⾏こう！
⾏事や学校説明会の⽇程を告知し、実際に各校への誘導を図り

ます。発⾏エリアの拠点駅から学校までのアクセスを分かりや

すく表記します。

表紙＋⾒開きページで圧倒的に認知度アップ！
インパクトのある表紙と⾒開きページで学校の紹介をします。

学校改⾰、校舎新築・移転、共学校への変更などを実施する学

校にお勧めです。



進学相談.com

掲載内容

TOPバナー掲載

サイト内バナー掲載

タイアップ掲載

料⾦※税別

¥70,000�

¥35,000�

¥350,000�
※取材・撮影・制作費込

掲載期間

４週間

４週間
�

６カ⽉

「安⽥研中学受験セミナー・⼊試を軸に私学の『現在地』と『未来地』を考える」（安⽥教育研究所・安⽥理⽒）

「どうなる？コロナ禍の⼩学校⼊試」（教育図書21・新中義⼀⽒）
「コロナ禍が加速させた⽇本の教育と⼊試の変化〜2022年以降の中学⼊試に挑むために〜（⾸都圏模試センター・北⼀成⽒）
「中学⼊試、⼤学⼊試、社会はどう変わる？わが⼦の⼦育ても変わる？」（安⽥教育研究所・安⽥理⽒）

「声教後藤なんでも相談会」（声の教育社・後藤和浩⽒）

「学校選びのトレンド」（エデュケーショナルネットワーク・池⽥亨⽒）

私⽴⼩学校オンライン相談会 1・4⽉開催、13校が参加

⼦どもまなびフェスタオンライン 6/29〜7/9開催、20校が参加

スクランブル進学フェスタオンライン 8/21〜8/25開催、14校が参加

スクランブル進学フェスタオンライン２ 9/29〜10/2開催、9校が参加

【オンライン教育講演会】

【オンライン学校説明会】

 「進学相談.com」は昨年のコロナ禍の時期に次々と合同相談会が中⽌

に追い込まれていく中で、『オンラインで合同相談会をやろう！』という

想いの元に⽣まれました。2021年11⽉現在、登録学校数は145校、登録会

員数は20,000名超を誇ります。

 現在では、進学関係の学校ポータルサイトとして機能し、“ハイブリッ

ドスクールフェスタ”の⼀翼も担っています。各相談会ごとに各界識者に

よる教育講演会をオンライン開催するほか、「⼦どもまなびフェスタオン

ライン」や「スクランブル進学フェスタオンライン」を開催し、リアルの

相談会とはまた別にオンライン上で複数出展校の学校説明会を開催してい

ます。また、各フェスタ開催時の来場者の予約サイトの窓⼝としても稼働

し、スムーズな予約、キャンセル対応は申込者からの好評を得ています。

 今後もメルマガ配信やタイアップ記事の掲載など、各校様広報のお役に

⽴てるメニューを取り揃え、さらに進化していく予定です。

4年⽣です。5・6年⽣のみとい

う説明会も多い中、オンライン

でもお話をお伺いできよかった

と思っております。�⼤変興味を

持ちましたので、実際の説明会

等にも⾜を運ばせていただきた

いと思います。

オンラインもリアルもお任せ総合進学相談サイト

2021年開催のセミナー・相談会

進学相談.com

参加者の感想

私⽴⼩学校の単独学校説明会、来校説明会の

予約受付業務委託

学習塾による⼦育てセミナー開催など

【その他】

短時間の中、学校の魅⼒がま

とめられており、初⾒でもと

てもわかりやすく、興味を持

ちました。�学校説明会にも⾜
を運べればと思います。

正直オンライン説明会で満⾜

度の⾼い説明会は少ない中、

今回の説明は、こちらが知り

たいお話や説明が聞けてとて

もよかったです。

進学相談.com掲載料⾦表

「とことこ学校訪問記」として、実

際に学校に伺い取材・撮影をして記

事を作成いたします。記事はメルマ

ガ等で進学相談.comへ配信します。

https://shingaku-soudan.com/
https://shingaku-soudan.com/
https://shingaku-soudan.com/post-42145/
https://shingaku-soudan.com/


弊社で開催している学校向けフェスタは現在4種類あります。それぞれ会場規模や参加者の対象が変わり

ます。2021年度は感染症対策を講じて、無事に14回開催することができました。2022年度も万全の感染

症対策を⾏った上で、2021年度より会場数を増やして開催する予定です。

2019年5⽉に第1回⽬を武蔵⼩杉にて開催しました。弊社
で開催するフェスタで最も規模の⼤きいフェスタです。

オンライン教育講演会や受験のプロによる「なんでも相

談コーナー」など設ける「私学の祭典」です。2022年度
も計4会場で開催予定です。

開催時期：5⽉ 
開催時間：10:00〜15:00
会場：⼤規模会場

対象：未就学児〜中学⽣とその保護者

参加校：私⽴⼩学校・中⾼⼀貫校・⾼校および企業

参加費⽤：130,000円(税別)

ハイブリッドスクールフェスタ
2022年度は、全16回開催予定

⼦どもまなびフェスタ

第1回⽬は「私⽴中学校フェスタ」として2013年にたまプ
ラーザで開催しました。2015年より「私⽴中学・⾼校フェ
スタ」としてセンター北で開催。2016年よりセンター南、
あざみ野、武蔵⼩杉で開催。2017年より溝の⼝を加えた計
4会場で開催しています。来年で10回⽬を迎えます。詳細
は2⽉頃にご案内いたします。

開催時期：6⽉下旬〜7⽉中旬
開催時間：10:30〜14:30
会場：中規模会場

対象：⼩中学⽣とその保護者

参加校：私⽴中⾼⼀貫校・⾼校

参加費⽤：70,000円(税別)

私⽴中学・⾼校フェスタ

今年、2021年より始まった新しいフェスタです。次年度
は更にパワーアップしたかたちで４会場での分散開催を

予定しています。詳細は５⽉頃にご案内いたします。

開催時期：８⽉下旬〜９⽉

開催時間：10:00〜15:００
会場：⼤規模会場

対象：⼩中学⽣とその保護者

参加校：私⽴中⾼⼀貫校・⾼校・専⾨学校

参加費⽤：130,000円（税別）

スクランブル進学フェスタ

2012年にたまプラーザで第１回⽬を開催しました。2014年
よりセンター北を追加。2016年よりセンター南、あざみ
野、武蔵⼩杉で開催。2017年より溝の⼝を加えた計4会場
で開催しています。来年で11回⽬を迎えるフェスタです。
詳細は7⽉頃にご案内いたします。

開催時期：10⽉
開催時間：10:30〜14:30
会場：中規模会場

対象：中学⽣とその保護者

参加校：私⽴⾼校

参加費⽤：70,000円(税別)

⾼校進学フェスタ



アレーナホール・サロン TOC有明コンベンション

ホール・４F�EASTホー

ル

フェスタ会場
⼦どもまなびフェスタ

⼆⼦⽟川会場 有明会場

【住所】世⽥⾕区⽟川3-17-1
⽟川⾼島屋S・C
【電⾞】東急⽥園都市線・⼤

井町線「⼆⼦⽟川」駅⻄⼝徒

歩2

【住所】品川区⻄五反⽥7-22-
17
TOC展⽰会場13階
【電⾞】JR、都営地下鉄「五
反⽥」駅徒歩10分、東急池上
線「⼤崎広⼩路」駅徒歩9分、
東急⽬黒線「不動前」駅徒歩6
分

今春リニューアルオープン！

リンクフォレスト

多摩センター会場

【住所】多摩市鶴牧3-5-3
【電⾞】京王線・⼩⽥急線

「多摩センター」駅徒歩10
分、モノレール「多摩センタ

ー」駅徒歩8分

2020年4⽉オープン！

武蔵⼩杉会場

川崎市コンベンション

ホール

【住所】川崎市中原区⼩杉町2-
276-1パークシティ武蔵⼩杉�ザ
ガーデン�タワーズイースト�2
階

【電⾞】JR南武線・湘南新宿
ライン・横須賀線「武蔵⼩

杉」駅北⼝徒歩約4分、東急東
横線・⽬黒線「武蔵⼩杉」駅

徒歩約5分

アレーナホール・サロン TOC有明コンベンション

ホール・４F�EASTホール

スクランブル進学フェスタ
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フェスタ会場

私⽴中学⾼校フェスタ

港北ニュータウン会場 ⽥園都市会場 武蔵⼩杉会場 溝の⼝会場

都筑公会堂

【住所】

横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
総合庁舎内

【電⾞】

横浜市営地下鉄「センター

南」駅徒歩約6分

MELONDIAあざみ野

【住所】

横浜市⻘葉区新⽯川1-1-9
【電⾞】

横浜市営地下鉄「あざみ野」

駅徒歩5分

ユニオンビル

【住所】

川崎市中原区⼩杉町3-264-3
【電⾞】

東急東横線�「武蔵⼩杉」駅�徒
歩3分、ＪＲ南武線「�武蔵⼩
杉」駅�徒歩3分

⾼津市⺠館

【住所】

川崎市⾼津区溝⼝1-4-1
ノクティ2 11階
【アクセス】

JR武蔵「溝ノ⼝駅」北⼝徒歩2
分、東急「溝の⼝」駅東⼝徒

歩2分

⾼校進学フェスタ
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