
★オンライン 30社 募集

11/19(土) ・20(日)  10:00〜16:00

参加費 38,500円(税込)/日

2024卒採用活動がまもなくスタートします。志望企業を絞り込む前のこの時期に、
まずは学生に世の中にどんな業界があるのか、どんな企業があるのかを知ってもらうことが重要です。
「ザ・ふくしま業界研究」では、イメージや知名度、学部・学科で志望業界を絞りがちな学生のために、
学生が同時に3つ以上の業界を理解し、たくさんの業界を広く知ってもらう機会を設けました。
地元出身または在住学生が参加します。
地元企業様にとっては、業界・企業を知らない学生にアピールできるチャンスです。是非ご参加ください。

参加対象︓⼤学⽣、⼤学院、短⼤、専門、⾼専⽣、既卒3年以内
学年不問

ザ・ふくしま 業界研究

問合せ

申込はWEBからお願いします。キャリア支援機構のHPより、
「企業の皆様へ」「研修・イベント案内」よりお申込み下さい
https://career-shienkikou.com/for-company/event/private/gyoukai/

申込方法申込締切
定員に達し次第
受付終了

HPよりお申込み下さい→

一般社団法人キャリア支援機構
〒963-0203
郡山市静町19-2⻄部ファーストワンビル2F
TEL : 024-955-6675 FAX : 024-955-6676
E-mail︓f-info@career-shienkikou.com

福島市、郡山市、いわき市
アカデミア・コンソーシアムふくしま

後援

★対面 50社 募集

12/17(土)・18(日)  13:00〜16:00

ビッグアイ 郡⼭市⺠交流プラザ7階 ⼤会議室
参加費 66,000円(税込)/日 ・感染状況により、オンラインに変更になる可能性があります。予めご了承ください。

⺟集団形成に
効果的



「ザ・ふくしま 業界研究」 企業募集要項 

目的 

2024 年卒採⽤⽀援を主な目的とし、学⽣の就活が始まる時期に合わせて 「ザ・ふくしま 業界研究」を開催します。学⽣は 

志望企業をイメージや知名度で何となく選んだり、学部・学科にとらわれて視野が狭くなりがちです。たくさんの業界を知ってもらう

ため、学⽣が 3 社以上の業界の話を聞く機会を設けました。地元企業様にとっては、業界・企業を知らない学⽣にアピールでき

るチャンスです。福島県出⾝・在住で、県内での就職を希望する学⽣が参加します。県外在住の学⽣が参加しやすいようオンラ

インも 2 ⽇間実施します。オンラインと対⾯両⽅の参加も可能です。学⽣がオンラインで興味を持ち、1 か⽉後の対⾯のブースへ

参加誘導することも効果的です。※新型コロナウイルス感染状況により、対⾯での実施が難しい場合は「全⽇程オンライン」にて実施致します。予めご了承下さい。 

参加対象学⽣ 

⼤学、⼤学院、短期⼤学、専門学校、⾼等専門学校、既卒 3 年以内。学年不問 ※事前予約制 

学⽣周知について︓学⽣への DM 案内、県内⼤学キャリアセンターへ訪問・チラシ配布・学⽣への周知依頼、県外⼤学キャリア

センターへのチラシ送付・学⽣へのメール周知依頼、弊社利⽤学⽣へのメール案内等                           

参加申込 
申込⽅法︓WEB より申込下さい     https://ws.formzu.net/dist/S22659812/ 

締切︓定員に達し次第、受付終了  

参考 
2021 年 11 ⽉ 20 ⽇ 2023 卒福島就活フェア(対⾯）実施 参加学⽣数 66 名、 

（⼤学 60％・短⼤ 19％・専門 21％／⽂系 88％・理系 12％／福島県在住出⾝者 100％・うち県外⼤学 14％） 

【オンライン開催】 

⽇程 2022 年 11 ⽉ 19 ⽇(⼟)・20 ⽇(⽇)   

実施形態 

オンライン式  ※ビデオ会議システム Zoom（ミーティング）を使⽤します 

1 ターム(50 分)3 社が同時に参加 

前半 30 分︓各社 10 分ずつ 3 社の企業説明 

後半 20 分︓ファシリテーターによるトークセッション（業界の特⻑、いいところ、やりがい、⼤変なこと、企業様より学⽣への質問

等）企業・学⽣双⽅向からの交流を⾏います 

※1 社 25 分程度の⼀⽅向に近いオンライン企業説明会は、学⽣にとっては説明時間が⻑く、また知名度やイメージ・興味のあ

る企業のみ参加する傾向にあります。今回は 3 業種（3 社）同時に話を聞くことで、知らない業界を知る機会とし、学⽣も企

業も双⽅向で参加できる内容としました。企業様にとっては⺟集団形成に効果的です。 

開催場所 ⾃社配信 

開催予定時間 
10:00〜16:00（1 ターム 50 分 X5 ターム） 

※参加はいずれか 1 ターム 50 分 

学⽣定員 定員なし ※事前予約制 

募集企業数 30 社（1 ⽇ 15 社 X2 ⽇間） 

参加企業要件 福島県内に事業所があり、2024 卒新規学卒求⼈予定のある企業 

概要 

・企業と学⽣等をオンラインでつなぐ、リアルタイムの業界研究です。 

・学⽣は⾃宅など、⾃由な場所から、「カメラオフ」での参加も可とします。事前申込者限定の参加となります。 

・参加確定後に、HP 掲載⽤の「企業 PR シート」を提出頂きます。 

・終了後に、参加学⽣の情報（名前、学校名、学部、居住地域、帰省先、メールアドレス）をお知らせします。採⽤活動にご

活⽤下さい。 

・当⽇参加できない学⽣向けに 1 社 10 分の企業説明の録画を HP へ掲載し（⾒逃し配信）、イベント参加学⽣全員へ案

内します。（⾒逃し配信希望企業様のみ） 

参加費⽤ 1 ⽇ 38,500 円（税込） ※オンライン・対⾯両⽅参加で合計⾦額から 5,000 円割引 
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【対⾯開催】 

⽇程 2022 年 12 ⽉ 17 ⽇(⼟)・18 ⽇(⽇)   

実施形態 

対⾯式 （個別企業ブースでの説明会） 

※最初の 3 タームは、学⽣は予め決まった企業ブースを訪問します。（25 社ブースに均等に学⽣が着座するよう、学⽣のコース

を設定します。1〜3 タームは必ず学⽣が着座します）学⽣は企業の知名度やイメージ、学部など、固定観念にとらわれがちで

す。まずは 3 業種 3 社の企業を訪問し、業界・企業の視野を広げることが目的です。4〜7 タームは学⽣の希望ブースを訪問

します。企業様にとっては⺟集団形成に効果的です。 
開催場所 ビッグアイ７Ｆ 郡⼭市⺠交流プラザ ⼤会議室（郡⼭市駅前 2 丁目 11-1） 

開催予定時間 
13︓00〜16︓00 

1 ターム 20 分、全 7 ターム実施（1〜3 ターム学⽣は 3 異業種コース制、4〜7 タームは学⽣の希望制） 

学⽣定員 
1 ⽇ 70 名 ※事前予約制 

（新型コロナウイルス感染症に係る市主催等イベントの開催等及び市有施設の開館に関する指針に基づく、定員による）                           

募集企業数 50 社（1 ⽇ 25 社 X2 ⽇間）※公務の参加予定あり 

参加企業要件 福島県内に事業所があり、2024 卒新規学卒求⼈予定のある企業 

概要 

・参加学⽣は訪問企業へ学⽣カード（名前・学校名・学部学科・学年・居住地・帰省先・メールアドレス）を提出します。 

・会社説明の他にも、会社⾒学会や会社説明会の案内を積極的に⾏って下さい。 

・学⽣は「業界研究」を目的に参加します。着座学⽣の学歴や学年・学部等の指定はご遠慮ください。 

・会場の⼈数制限があるため、企業様は 1 社 2 名以内の参加でお願い致します。 

・ブースについて︓⻑机 1 台、企業⽤椅⼦ 1 脚、学⽣⽤椅⼦ 3 脚、背⾯パネル 1 枚、電源は使⽤なしとなります。 

・参加確定後に、HP 掲載・当⽇配布冊⼦⽤の「企業 PR シート」を提出頂きます。 

・HP にて参加企業⼀覧を掲載します。 

・感染対策として、来場者・スタッフ全員にマスクの着⽤・出⼊り⼝での⼿指消毒・検温」をお願いしております。発熱されている

⽅、体調不良の⽅は⼊場をお断りする場合がありますので、予めご了承下さい。 

参加費⽤ 
1 ⽇ 66,000 円（税込）  ※オンライン・対⾯両⽅参加で合計⾦額から 5,000 円割引 

※新型コロナウイルスの影響により、オンラインで実施する場合は、参加費⽤ 44,000 円（税込）となります。 

 

 

⼀般社団法⼈キャリア⽀援機構（担当︓中村、佐々⽊、三部） 
郡⼭市静町 19-2 ⻄部ファーストワンビル 2F 

TEL︓024-955-6675 FAX︓024-955-6676 
E-mail : f-info@career-shienkikou.com 
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