
別紙１ 

「企業情報」合同発送事業 実施要項 

1.実施主体 福井県・福井県経営者協会 

2.締切等 

および 

発送日等 
※ 応募多数の場合は、締切日前に締め切る場合があります。 

 申込締切日 納 品 日 発 送 日 

日程 10月 14日(水) A4チラシ 10月 20日(火) 
その他  10月 28日(水) 

11月 2日(月) 

3.対象企業 ・2022年卒学生の採用予定の企業に限定。 
・１回に同封する企業は受け取る学生・保護者への影響を考え、受付順
に２０社程度を上限にしますので、お早目にお申込みください。 

4.発送物 ・同封可能な内容物は、次のとおりです。 

① 企業紹介・新卒学生向け紹介リーフレット 
② A4チラシ（インターンシップ、業界研究セミナー、会社見学会 

（県外での開催分も同封可能です））１枚もの 

※ 求人に関する情報を同封することはできません。 
内容物を確認した上で、同封をお断りする場合があります。 

※ ①に添付する案内文として、「企業紹介リーフレットの送付」の 
参考例を添付しました。参考にしてください。 

※ インターンシップやセミナー等の申込みを求める場合、連絡等に 
必要な最低限の情報（氏名、大学名、学部学科、学年、携帯電話、
メールアドレス等）取得に留めるようにしてください。 

5.納品方法 〇内容物が複数ある場合（案内文とリーフレット等） 
・情報の提供者が分かるよう、企業の名称が入った封筒（角２以下）に 

入れて納品してください。 
・福井県名の角２サイズの封筒で郵送します。角２サイズまたはそれを
超える封筒をご利用の場合は、県の封筒に封入できるよう、のりしろ
を折るなど、角２サイズよりも小さくなるようにして納品してくださ
い。 

○Ａ４チラシの場合は、そのままで結構です。 

6.発送先の 

学生の選択 

・送付する学生の属性を選択することができます。利用申込書（別紙２）
に記入し、申し込みください。 
①大学の地域別（関東、関西、東海、北信越、その他） 

②文系・理系・福祉・医療・教育別 
・嶺南出身の学生（全就学領域）のみに限定した発送も可能です。 

7.納品期限 Ａ４チラシのみの場合      ： 10月 20日（火） 
リーフレット（＋案内文）の場合 ： 10月 28日（水） 

までに福井県経営者協会へ納品をお願いします。 

8.利用料金 ・送付する内容物の重さや送付数によって利用料を計算します。 
・福井県経営者協会より請求書を発行します。納付指定日までに銀行振

込にて納入ください。（200ｇを超える場合はお引き受けできません） 

（利用料金）封筒を含めた内容物１通の重さによって料金が異なります 

重量（ｇ） ～40 ～60 ～100 ～120 ～150 ～200 

1通料金 60円 80円 100円 120円 150円 180円 

※Ａ４チラシは 1通 20円（他の企業と一緒に綴じて送付します） 



9.申込み 

お問合せ 

福井県経営者協会（発送事業担当） 
TEL ０７７６－６３－６２０１ 

FAX ０７７６－６３－６２０２ 
E-mail: senkyo.m@fukuikeikyo.jp 

10.その他 第２回目の合同発送事業は、１月下旬の発送を予定しています。 
（１１月下旬頃に改めてご案内いたします） 

 

 

第１回「企業情報」合同発送事業の流れ 

 

 

月日(予定) 内容 

9月～10月 

 

 

10月 14日(水) 

 

10月 14日(水)

以降 

 

10月 15日(木) 

以降 

 

10月 20日（火） 

 

10月 28日（水） 

 

11月 2日(月) 

学生に情報発信を希望する企業は、利用申込書を記入し、メールで

福井県経営者協会までお申込みください。 

 

申込〆切 

 

福井県経営者協会から申込企業に、リーフレット等の納品および、

料金の納付を依頼 

 

各企業から、福井県経営者協会に納品・料金納付 

 

 

Ａ４チラシ納品〆切 

 

リーフレット（＋案内文）納品〆切 

 

福井県経営者協会から学生または保護者あてに発送 



（企業紹介リーフレット送付の案内文例） 

令和２年１１月吉日 

 

 

大学３年生、短期大学１年生の皆様、保護者の皆様 

 

○○○○株式会社     

代表取締役 ○○○○ 

 

○○○○株式会社の新卒学生向け企業紹介リーフレットの送付のご案内 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 当社は、福井県福井市に本社を構えるパソコンに搭載される電子部品を製造してい

る企業です。 

 今後、就職活動に取り組まれている皆様に、当社ならびに当業界について、より理

解を深めていただくため、当社の新卒学生向け企業紹介リーフレットをお届けさせて

いただきます。当社に就職した若手社員の仕事の内容などを詳しく紹介しています。

当社の働きがいなどを理解していただけたら幸いです。 

 より具体的に当社および当業界をお知りいただくため、全国各地域で業界研究会を

開催いたしますので、リクナビ、マイナビで当社のページをご覧いただいた上で、セ

ミナー・業界研究会等にエントリーいただきますようご案内申し上げます。 

敬具 

記 

 

１．当社の概要 

 （１）社 名  〇○○○株式会社（本社 福井市○○○○２－８－１） 

 （２）代表者  代表取締役  ○○○○ 

 （３）支店等  （支店）東京、大阪、名古屋、仙台、福岡 

         （工場）福井、岡山、宮城 

 （４）製品のご紹介 

         ・自動車用電装品 

         ・パソコン用電子部品 

         ・医療用機器 

 

２．お問い合わせ先  

 担当 人事部  ○○または○○  電話０７７６－○○―○○○○ 

          E-mail:○○○○＠○○○○．ｊｐ 



申込先 福井県経営者協会 (E-Mail) senkyo.m@fukuikeikyo.jp  別紙２ 

 

「企業情報」合同発送事業 利用申込書 

令和  年  月  日 

下記の通り「企業情報」合同発送事業の利用を申し込みます。 

申込企業名  

担当者部署  

担当者名  

住所 〒 

担当者連絡先 TEL    －   －     

FAX    －   －     

E-mail：        ＠         

 

内容物 

※該当するものにつ

いて、□欄に✓を付け

てください。 

□ 企業紹介リーフレット □ 新卒学生向け紹介リーフレット 

□ インターンシップ   □ 業界研究セミナー 

□ 会社見学会      □ その他（          ） 

※「新卒学生向け紹介リーフレット」とは、先輩社員紹介など新卒学生

の採用を目的として作成されたリーフレットです。 

希望する発送先 

※発送を希望す

る番号①～⑬の

□欄に✓を付け

てください。 

※嶺南出身の学生に

限定して発送を希望

する場合は⑭の□欄

に✓を付けてくださ

い。 

地域別 関東 関西 東海 北信越 その他 

文系 
172通 574通 197通 235通 56通 

① □ ② □ ③ □ ④ □ ⑤ □ 

理系 
42通 97通 34通 102通 37通 

⑥ □ ⑦ □ ⑧ □ ⑨ □ ⑩ □ 

福祉 
39通 

⑪ □ 

医療 

(看護師等) 

141通 

⑫ □ 

教育 
92通 

⑬ □ 

嶺南出身の学生 ※就学領域は選択できません。 

372通  ⑭ □ 

発送部数 合計      通（✓を入れた番号に記載された部数の合計） 

封筒含めた重さ １通 約    ｇの予定 

利用料金計算 
（１通単価×通数） 

１通当たり    円×      通＝       円 

～40g 60円 ／～60g 80円／～100g 100円／～120g 120円／

～150g 150円 ／～200g 180円／ A4 ﾁﾗｼ１枚 20円 

※申込みを受付次第、確認のメールをお送りいたしますので、メールが届かない場合

はお電話ください。先着順に２０社程度とさせていただきますのでご了承ください。 


