
第　回 多摩の学生5

大学 団体・チーム名 対象地域 タイトル・サブタイトル

杏林大学

杏林大学

久野ゼミ 多摩 OMOTENASHI 班 多摩地域

多摩市

久野ゼミ 八王子 YUKATA 班

産学連携 YOKOSO NIPPON Project 【外国人鉄道利用
客への対応改善を通じた多摩地域イメージ向上作戦】
COOL HACHIOJI YUKATA FESTIVAL 

【八王子発！産学官連携ゆかた振興プロジェクトの挑戦】
永山団地アクティブ大作戦 

【～学生の力で多摩に活気を！～】

福祉バスが運ぶ知識と記憶 
【～共働き世帯の負担削減を目指して～】
みんなでつくろう！子育てタウン 

【子育て世帯が住みやすいと感じる街づくり】

多摩に住む発達障害者が活き活きと働けるまちづくり
 【自覚していない発達障害者が一般雇用で定着できる】

八王子市

八王子市

福生市

立川市

専修大学 

創価大学

中央大学 

大崎ゼミナール

安田ゼミ Team owl

商学部 3 年　根本ゼミ

帝京大学 湯川ゼミナール 子育て班

企業 PRブースの設置企業 PRブースの設置 ホームページ等に

企業ロゴ掲載
ホームページ等に

企業ロゴ掲載
当日会場に企業 PRブースを設置
し、学生や教員に対して直接 PR
ができます。

当日会場に企業 PRブースを設置
し、学生や教員に対して直接 PR
ができます。

御社ロゴを本イベントのホームページ
等に掲載します。
御社ロゴを本イベントのホームページ
等に掲載します。

❶ ❷

※詳細は裏面をご確認ください。※詳細は裏面をご確認ください。

PRブース備品PRブース備品
（各プラン共通）（各プラン共通）

・長机 1台
・椅子 1～ 2脚
・長机 1台
・椅子 1～ 2脚
※各会場によりブース規模や備品が
異なる場合があります。

○○株式会社

ブースプラン 50,000 円（本選）

PRブース出展企業募集

まちづくり・ものづくり
コンペティション2018本選FAINAL

優秀な学生採用のきっかけづくりに ！

多摩地域の優秀な学生・担当教員へ効果的に企業ＰＲができます。
本コンペティション参加団体の学生は各大学の団体に所属し、担当教員の指導のもと活動研究を
行っている学生です。これから就職活動を控えた優秀な学生が多く、ネットワーク多摩加盟企業と
のマッチングを行い、優秀な学生獲得のきっかけとなればと思っております。

＜本選出場団体＞
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メールアドレス 電話 お振込予定日

フリガナ 役職 □  本選　　￥50,000-　ブースプラン

フリガナ お申込みプラン

申込日　　　　　年　　　月　　　日

(公社)学術・文化・産業ネットワーク多摩事務局

2018  年  　　　月　　　日

※1 スポンサープランで PR ブースの設置場所を選択する順番は本年度はお申込み順とし、来年度以降
は累計後援金額をもとに順序を決定させていただきます。 ※2 投影時間、回数についてはスポンサープ
ランお申込み数によって決定させていただきます。 ※3 企業ロゴ・企業 PR のサイズは媒体、お申込み数
などによって変更になることがあります。 ロゴデータ及び広告は完全原稿で文字をアウトライン化した AI
または EPS データでご入稿下さい。  ※4 御社パンフレットは各イベント一週間前までに当法人事務局ま
でご送付ください。

※1 スポンサープランで PR ブースの設置場所を選択する順番は本年度はお申込み順とし、来年度以降
は累計後援金額をもとに順序を決定させていただきます。 ※2 投影時間、回数についてはスポンサープ
ランお申込み数によって決定させていただきます。 ※3 企業ロゴ・企業 PR のサイズは媒体、お申込み数
などによって変更になることがあります。 ロゴデータ及び広告は完全原稿で文字をアウトライン化した AI
または EPS データでご入稿下さい。  ※4 御社パンフレットは各イベント一週間前までに当法人事務局ま
でご送付ください。

※お振込はお申込み後にお願いいたします。※お振込はお申込み後にお願いいたします。

お申込み・お問合せ
公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩 
〒191-8506　東京都日野市程久保 2-1-1
明星大学 20 号館 601
TEL：042-591-8540　FAX：042-591-8831
https://www.nw-tama.jp/  
 メール：office@nw-tama.jp　担当：秋山

お申込み方法
ネットワーク多摩ホームページのお申込みフォーム、またはEメール、
FAX、お電話にてお申込用紙の情報をお伝え下さい。
お申込みフォーム： https://nw-tama.jp/conpetition/sponsor-form/

申込期間：2018 年 10月1日（月）～ 11月30日（金）
振込期限：2018 年 12月7日（金）

亜細亜大学、杏林大学、工学院大学、
実践女子大学、創価大学、創価女子短期大学、
多摩大学、中央大学、帝京大学、電気通信大学、
東京経済大学、東京工業高等専門学校、
日本女子大学、法政大学、明星大学

ホームページより本コンペティション
の様子を動画でご覧いただけます。

https://www.nw-tama.jp/

12月15日（土）まちづくり・ものづくりコンペティション本選
会場 : 帝京大学　八王子キャンパス ソラティオスクエア
　　　地下2階　小ホール

スケジュール [ 2018 年 ]

2017年2017年

参加学生数参加学生数 参加大学 2015 ～ 2017 年実績（50音順）参加大学 2015 ～ 2017 年実績（50音順）

出展プラン出展プラン

選考会  177名  /  11 大学 24 団体
選考会  105名  /  5 大学 6団体
選考会  177名  /  11 大学 24 団体
選考会  105名  /  5 大学 6団体

2016年
選考会  172名  /  10 大学 22 団体
本選　  103名  /  4 大学 6団体
選考会  172名  /  10 大学 22 団体
本選　  103名  /  4 大学 6団体

2015年
選考会  122名  /  7 大学 12 団体
本選　  110名  /  6 大学 7団体　
選考会  122名  /  7 大学 12 団体
本選　  110名  /  6 大学 7団体　

ブースプラン
￥50,000-

本選

○
設置場所の選択 ×

×
○

イベントA4チラシ（表面） 小

イベントWEBページ 小

①企業PR ブースの設置

②企業PR動画スクリーン投影
③各種企業ロゴ掲載

イベント

普通預金 5294234 口座名義：公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩

FAX （  042-591-8831  ） 用お申込用紙

多摩信用金庫 本店
お振込先

※2

※3

※1


