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コンペナビ 主催サポート事業

コンペナビは、2008年から運営されている国内のコンテストを集めたサービスで、日本最大級の規模を

誇ります。

1万件以上のコンテストの情報を有し、そのデータからコンテストの適切な開催時期、賞金額や募集内容

など、最適な企画をご提案しています。

コンペナビは、これまで数多くのコンテストの主催をサポートしてきました。その充実したノウハウで企画

立案から授賞式までサポートを行うことが出来ます。



コンペナビ 主催サポート事業

●コンペナビの強み

１．作品が集まるポータルサイト！

コンペナビは月間でユーザー数およそ 7万人、32万以上のページビューを誇っています

（2020年5月）。 また、公式ツイッターのフォロワー数は 2360人です（2022年7月）。この発信力

でもって、日本全国からアイディアや作品を集めることができます。

２．オンライン／オフラインで若い世代にアプローチ可能！

コンペナビでは、日本全国の大学／専門学校にコンテストをアピール出来ます。

大学や専門学校に企業や団体が広告を出すのは非常に難しいことですが、受賞はキャリアにつな

がり学生にもメリットの高いため、掲載に協力をしてくれる学校も少なくありません。

また、公式ツイッターのフォロワーには若手クリエイターや学生が多く含まれます。

３．部分的なサポートからフルサポートまで柔軟な支援方法！

コンペナビは、これまで数多くのコンテストの主催をサポートしてきました。その充実した

ノウハウで企画立案から授賞式までサポートを行うことが出来ます。

また、「コンテストの企画は定まっているので、一部の業務だけ依頼したい」といった事

業者様のご要望に応え、広報のみ・広告制作のみなど、部分的なサポートも可能です。



コンペナビ 主催サポート事業

●主催サポート内容

広告制作（ポスター、チラ
シ、リーフレット等）

広報コンサルティング

お問い合わせ対応

募集要項作成企画立案

特設Webサイト制作
（デザイン～保守）

審査代行／審査員手配
大学、専門学校等への

広報活動 etc…

●コンテスト主催の流れ



企画 制作 広報 運営 審査

コンペナビ 主催サポート 事例

●神奈川県小田原市 様　小田原PR動画コンテスト

2016年　第一回開催

2018年　第二回開催

【概要】

「なつかしくて、あたらしいまち」小田原の魅力を PRするための
動画コンテスト。

第一回：ストーリー部門、ショート部門ともにテーマは「笑える」
「泣ける」小田原とし、市内外から多くの応募がありました。一
次審査をWEBからの一般投票にしました。
※「第10回小田原映画祭〜シネマトピア　 2016〜」との合同セ
レモニーを開催。

第二回：テーマを「あなたの描く "小田原のチカラ"」とし、一般
部門、U-18部門の２部門で開催。 Instagramを使った素材提供
企画を行い、応募以外のコンテスト参加方法を用意。一次審
査に参加した人にも抽選で小田原グッズをプレゼント。

http://odawara-prmovie.com/2016/
http://odawara-prmovie.com/


企画 制作 広報 運営 審査

コンペナビ 主催サポート 事例

●千葉県市原市 様　いちはらのイイね 動画コンテスト2020

2020年　第一回開催

【概要】

国内有数のコンビナート群、水と緑豊かな美しい里山、多くの
史跡や文化財、様々な魅力がミックスされたまち、市原市の
ＰＲ動画を募集しました。

テーマは「いちはらのイイね！」。部門には分けず、年齢や居
住地域を問わず募集し、近隣の学校からの応募も含め、 75点
の作品が集まりました。

1次審査としてサイト上から一般投票をおこない、プロによる最
終審査を経て、3作品の受賞を決定。

またTwitterでコンペについて tweetをした人に抽選でノベル ティ
グッズをプレゼントするなど、応募以外の参加も広く促しまし
た。

https://ichihara-prmovie.com/


企画 制作 広報 運営 審査

コンペナビ 主催サポート 事例

●スポーツ庁 様　Specialプロジェクト2020フォト／動画コンテスト

2020年 開催

【概要】

全国の特別支援学校で、スポーツ・文化・教育の全国的な祭
典を開催するためのプロジェクトである「 Specialプロジェクト
2020」の一環として開催。

全国の特別支援学校から、当該生徒がスポーツを行う「ス
ポーツ部門」とパラリンピック日本代表団へのメッセージを込
めた「応援メッセージ」部門の 2部門にて、写真／動画を広く募
集。写真：192点、動画：29点の応募がありました。

募集した作品を組み合わせて編集し、パラリンピック日本代表
団への応援VTRを作成し、応募校全てに参加賞とともに配布し
ました。

http://jsa-paraphoto.com/


コンペナビ 主催サポート 事例

● 埼玉県行田市様　第１～３回CMコンテスト

● JAXA様　未来の月面生活動画グランプリ

2013年　第一回開催
2014年　第二回開催
2015年　第三回開催

● 東京都大田区様　大田区商店街PR動画コンテスト　

● 文化庁・バーチャル日本博事務局様
　（仮）アートコンテスト2021　　

＋一般企業様主催のコンテスト実績多数



応募者を増やすには…

コンテストの成功は、たくさんの注目を集め、たくさんの応募をしてもらうことがカギ
になります。
これまでのノウハウを総動員し、コンペナビだからできるお客様に合わせた施策をご
提案いたします。

●コンペナビサイト広告枠での告知

●大学、専門学校へのポスター配布

紙のリーフレットやポスターの効果はまだまだ健在です。大学や専
門学校に企業や団体が広告を出すことは非常に難しいことですが
学生にもメリットの高いコンテストの情報ということになると、大学や
専門学校は掲載に協力的になってくれます。

（掲載実績は別紙参照）

学校の授業でも活用されるコンペナビサイト内で、特に大きい広
告枠を使って積極的に告知します。特集ページを組むことなども
可能です。
コンペナビの公式Twitterでも定期的に発信します。

●魅力的な審査員をブッキング

長年の実績から各分野における有識者や著名人とのコネクション
があり審査委員としての参加をオファーすることが可能です。これ
は応募者の増加とコンテスト自体の知名度の向上に大きく寄与し
ます。



ポスター掲載／リーフレット配布実績一例（東京）

※　掲載実績にない学校・公共機関でも掲載は可能です。コンペの内容に合わせた配布先をご提案します。

 お茶の水女子大学   航空保安大学校（国土交通省管轄）   国立看護大学校（厚生労働省管轄）   日本大学 

 政策研究大学院大学   電気通信大学   東京大学   日本社会事業大学 

 東京医科歯科大学   東京外国語大学   東京海洋大学   日本獣医生命科学大学 

 東京学芸大学   東京芸術大学上野キャンパス    東京工業大学大岡山キャンパス   日本文化大学 

 東京農工大学   一橋大学   首都大学東京   法政大学 

 青山学院大学青山キャンパス    亜細亜大学   跡見学園女子大学茗荷谷キャンパス    武蔵工業大学世田谷キャンパス  

 上野学園大学  桜美林大学町田キャンパス    大妻女子大学   武蔵野美術大学 

 嘉悦大学  学習院大学   学習院女子大学   明治薬科大学 

 金沢工業大学東京虎ノ門キャンパス    川村学園女子大学目白キャンパス    北里大学白金キャンパス    立教大学池袋キャンパス  

 共立女子大学   共立薬科大学芝校舎   杏林大学   早稲田大学 

 恵泉女学園大学   国立音楽大学   慶應義塾大学   東京デザイナー学院  

 工学院大学   國學院大學渋谷キャンパス   国際基督教大学   日本工学院八王子専門学校 

 国士舘大学  駒澤大学   駒沢女子大学   日本電子専門学校 

 産業能率大学自由が丘キャンパス    実践女子大学  芝浦工業大学豊洲キャンパス   東京コミュニケーションアート専門学校  

 順天堂大学   城西国際大学紀尾井町キャンパス    上智大学   東京デザイン専門学校  

 昭和大学   昭和女子大学   昭和薬科大学   東京工学院専門学校 

 白梅学園大学   白百合女子大学   杉野服飾大学   桑沢デザイン研究所  

 成蹊大学   成城大学   聖心女子大学   日本医科大学 

 清泉女子大学  聖母大学   聖路加看護大学  日本女子大学目白キャンパス  

 専修大学神田キャンパス    創価大学   大正大学  日本赤十字看護大学 

 大東文化大学板橋キャンパス    高千穂大学   拓殖大学   文化女子大学 

 多摩大学多摩キャンパス    玉川大学  多摩美術大学   星薬科大学 

 中央大学   津田塾大学   帝京大学   武蔵野大学 

 東海大学  東京医科大学   東京医療保健大学   明治大学 

 東京音楽大学   東京家政大学板橋キャンパス    東京家政学院大学   目白大学新宿キャンパス  

 東京経済大学   東京工科大学   東京工芸大学中野キャンパス    立正大学大崎キャンパス  

 東京歯科大学水道橋キャンパス    東京慈恵会医科大学   東京純心女子大学  和光大学 

 東京女学館大学  東京女子大学   東京女子医科大学河田町キャンパス   日本工学院専門学校 

 東京女子体育大学   東京神学大学   東京聖栄大学  文化学院 

 東京成徳大学八千代キャンパス    東京造形大学  東京電機大学神田キャンパス    専門学校山脇美術専門学院 

 東京農業大学世田谷キャンパス    東京富士大学  東京薬科大学   専門学校デジタルアーツ東京  

 東京理科大学神楽坂キャンパス    東邦大学大森キャンパス    桐朋学園大学  東放学園映画専門学校 

 東洋大学白山キャンパス    東洋学園大学本郷キャンパス    二松学舎大学九段キャンパス    日本デザイナー学院  

 日本歯科大学生命歯学部  武蔵大学   東京スクール・オブ・ビジネス    日本デザイン専門学校  

 日本女子体育大学   武蔵野音楽大学江古田キャンパス    HAL東京  大原情報ビジネス専門学校  

 日本体育大学世田谷キャンパス   明治学院大学白金キャンパス    東京デザインテクノロジーセンター専門学校   ルーテル学院大学  

 文京学院大学本郷キャンパス    明星大学  東京ネットウエイブ   東京ビジュアルアーツ  



広報ツールとしてのコンペナビ

PC SP

企業、団体、地方自治体が開催するコンペ・コンテスト情報をまとめたポータルサイト。
年間1,000以上のコンペを掲載。
特に10代、20代を中心とした層へのリーチ数が特徴です。

セッション数　92,961　　ユーザー数　68,342　　ページビュー数　320,702

平均滞在時間　04:10           直帰率　53.22% (2020年5月の月間実績）

http://compe.sterfield.jp/


ユーザ属性

年齢 性別

地域

年齢層は10代、20代と若年層にリーチ、

男女比は比較的女性が多く、

地域別に見ると大都市圏を中心に全国から

まんべんなくアクセスがあります。



コンペナビ掲載プラン一覧

フリープラン
即日掲載

プラン

スタンダード

プラン

プレミアム

プラン

掲載開始まで 10営業日 １営業日 1営業日 1営業日

専用ページ作成
フォームより登

録

フォームより登

録
弊社が代行 弊社が代行

新着欄掲載 ◯ ◯ ◯ ◯

トップページの

ピックアップ欄掲載
× × 30日間

常に表示

（募集期間中）

トップページの

メインビジュアル掲載
× × 10日間

常に表示

（募集期間中）

Twitter告知 × １回のみ
週１回

（募集期間中）

週１回

（募集期間中）

広告記事ページ作成
（募集期間中の告知記事または、

開催後のレポート記事）

× × × ◯

校正（修正）回数 校正なし 1回 3回 何回でも可

料金（円／税込） 0  38,500 110,000 275,000 ●公式Twitter　 @CompeNavi

　フォロワー：2360人(2022年7月)

　　　　　　　クリエイター、学生中心
※上記は基本プランです。
　ご要望に合わせたアレンジも可能ですので、詳しくは担当者までお問合せください。

https://twitter.com/CompeNavi?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ACompeNavi%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcompe.sterfield.jp%2F


会社名 スターフィールド株式会社 (英語表記：Sterfield Co., Ltd.)

所在地 〒171-0033　東京都豊島区高田3丁目9−7
(登記簿上の本店は 東京都新宿区高田馬場1-28-10 三慶ビル 4F)

TEL / FAX 03-5956-9292　/　03-5956-9293

URL https://launchcart.jp/

代表取締役社長 星野 翔太

代表取締役副社長 目崎 裕二

資本金 1000 万円

設立年月 2007年8月

決算期 6月

取引銀行 三菱UFJ 銀行 高田馬場支店

ミャンマー法人 May Myanmar Lin Co.,Ltd
No(71), Room A, 6th Floor, Upper 
Pazundaung Road,Mingalar Taung Nyunt Township,
Yangon.
TEL：09-4513-72335

子会社
中国法人

凜千（上海）国际贸易有限公司
上海市黄浦区淮海中路222号力宝广场26楼
TEL：021-60206756
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