
 
 
 
 
 

平成２８年度 
協賛・協力企業 
募集のご案内 

 
 
 
 
 
 
 

    千葉学習塾協同組合 
 



 [ 1 ]

平成28年 7月8 日(金)京葉銀行文

化プラザ（千葉駅前）で開催予定 

■ＪＡＣ年間協賛・協力企業の特典 
 
●組合員にご紹介します！ 

JAC 協賛・協力企業契約時には、御社を「ＪＡＣ通信」メール同報)にて全組

合員にご紹介します。また、組合員向けの印刷物(JAC Handbook 等)に、「協賛・

協力企業一覧」を掲載し、ご連絡先等をご紹介します 
 

●組合員にご案内します！ 
JAC 協賛・協力企業様を組合員に誌面でご紹介する「協賛･協力企業のご案内」

を７月に発行、全組合員に配布します。この冊子に御社のページをご用意しま

す。御社のご紹介・商品のご案内等にご自由にお使いください。 
※ 協賛・協力企業いずれもＡ４サイズ白黒１ページ。６月中旬締め切りとなります。 

 

●企業懇親会にご招待します！ 
 JAC 協賛・協力企業様を加盟塾にご紹介するイベントとして、７月の定例会

に企業懇親会を開催します。この JAC 協賛・協力企業のご担当者の方と加盟組

合塾の塾長(加盟塾の約半数程度が参加見込み)との昼食会に、ご招待いたします。 
それぞれの企業様をご紹介する時間を設けますので、御社の PR、パンフレッ

ト・カタログ等の配布、担当者方のご紹介等にご活用ください。 
☆企業懇親会も貴社のＰＲとしてミニブ

ースを設ける予定です。 
☆立食形式の昼食となりますので、自由

に組合員との情報交換が可能です。 
※ 各企業様１名に限らせていただきます。 

●各会合で商品等の説明ができます！ 
定例会・支部会など、組合員の塾長が多数集まる会合において、御社の商品

説明の機会が得られます。 
協賛企業は、定例会・支部会とも、それぞれ年１回の機会をご用意します。 
協力企業は、支部会のみ、各支部それぞれ年１回の機会をご用意します。 

 

■ 定例会(全組合員対象)は千葉・船橋などで年５回(４・７・９・１１・２月)開催  

■ 支部会は県内６地区(千葉、東葉、東葛、北総・東総、外房、内房)で、 

各支部それぞれ年４回(６・１０・１・３月)開催 

※説明時間は、各会合の予定により、各５分～１５分程度です 
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●機関誌に広告を掲載できます！ 

組合機関誌「ＪＡＣの広場」を年４回発行しています。この「ＪＡＣの広場」

に、「協賛・協力企業一覧」の他に、御社の広告を毎号無料で掲載できます。 
無料枠は、協賛・協力企業ともに１ページ(A4・カラー可)です。 
※ 発行ごとに広告内容の入れ替えが可能です。 

※ 原稿は、各号締め切りまでに PDF ファイルでお送りください。(年間同一原稿も可)。 

 

●組合メール通信に広告を掲載できます！ 

ＪＡＣでは組合員全員へ毎週水曜日に同報「ＪＡＣ通信」を発信しています。

このＪＡＣ通信に、広告が無料で掲載できます。協賛企業は年間何回でも、協

力企業は年６回を限度にご利用になれます。 
※ 原稿は A4 サイズ１ページ。PDF ファイルとなります。Eメールでの受け付けとなります。また掲載

時期を調整することがありますので、原稿はお早めにお送りください。 

 また「ＪＡＣ通信」の予定欄に、御社のイベント(展示会・発表会等)のご案内

を掲載できます。 
※ 掲載回数の制限はありませんが、予定(日程案内)欄という性格上、日時のある行事のみとさせてい

ただきます。 

※ 原稿は１、２行程度で Eメールでの受け付け。２ヶ月先程度の予定まで掲載可能です。 

 

●組合メーリングリストに、広告を同報できます！ 

組合員のほぼ全員は E-mail のメーリングリスト(JAC-ML)を利用しています。

この JAC-ML を利用して御社の商品広告等を発信できます。協賛企業は年間何

回でも、協力企業は年 6 回を限度にご利用になれます。 
※ 原稿は Eメールまたは Eメールに添付の pdf ファイルのみで、サイズ 60KB まで。 

●ホームページをリンクできます！ 
組合のホームページ(JAC-Web)から、御社のホームページにリンクを貼るこ

とが可能です。 
●教材教具展にご優待！ 

本年度は、平成 29 年 1 月 25 日(水)に京葉銀行文化プラザにて教材教具展を

開催します。JAC の教材教具展は、県内最大の塾向け教材教具展として、大好

評のものです（P.5 参照）。協賛企業は１ブース無料・協力企業は、教材教具展

の出展料（１ブース 56,160 円分）が 10,800 円引きとなります。 
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●組合員名簿を進呈！ 
全組合員を網羅した「JAC 加盟塾一覧」を無料で進呈いたします。営業活動

等にご利用ください。 
※ 組合員とコンタクトする際には、まず「組合の協賛・協力企業である」と告げてください。 

※ 御社が発送する DM等に「JAC 協賛企業」、「JAC 協力企業」の表示やロゴの使用が可能です。 

 

●JAC 定期便に案内等を同封できます！ 

全組合員に「JAC 定期便」を年６回(４・６・７・１０・１２・２月)送付し

ています。この「ＪＡＣ定期便」に、協賛企業は無料・協力企業は有料にて(P.6
参照)御社の案内・広告等を同封可能です。 

※ 定期便への資料同封は、原則として協賛・協力企業のみの特典です(キャンペーン企画等を除く)。 

 

●とにかく優遇します！ 
組合の事業・主催行事（スクールフェア(私立中学高校説明会&相談会・幕張

10/16)・大学進学相談会(6/12 千葉)・公立高校合同説明会(7/9 柏・9/25 千葉)）・
各種研修会等に優先的に関与できます。また、組合の各企画等の際には、協賛・

協力企業を優先的に利用します。 
※ 組合の事業・主催行事については、あらかじめ年間計画をご案内します。 

協賛・協力業者特典一覧 
 協賛企業 協力企業 一般企業  

協賛・協力企業一覧 ○ ○ × (各種印刷物) 

協賛・協力企業のご案内 1 頁無料 1 頁無料 × 年刊 

企業懇親会への参加 ○ ○ × 年 1回 7月開催 

定例会での商品説明 年 1回無料 × × 年 5回開催 

支部会での商品説明 年 1回無料 年 1 回無料 × 年 4回、6支部 

「JAC の広場」広告掲載 1 頁無料 1 頁無料 有料のみ 機関誌 年 4号 

「JAC 通信」広告掲載 無料 年６回無料 △ 週例メール通信 

「JAC 通信」イベント掲載 無料 無料 △ 週例メール通信 

JAC-ML 広告送信 無料 年３回無料 △  

JAC-Web のリンク 無料 無料 △  

教材教具展への参加 無料 \45,360 \56,160 １ブース出展料 

組合員名簿 進呈 進呈 非公開  

JAC 定期便での同封 無料 有料 △ 年 6回送付 

△はキャンペーン企画等、個別に対応します。ご相談ください。 
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■募集要項 
●ＪＡＣ年間協賛企業募集要項 
 多数の特典があるＪＡＣ年間協賛企業を募集します。 

協賛企業になりますと、目に見える特典の他に組合との結びつきが一層強まり、

有形・無形のメリットがあろうかと存じます。 
なお、年間協賛企業は限定５社までです。まず前年度からの継続企業様を優先

します。それ以外はお申し込み順となりますので、お早めにお申し込みください。 
 
 

ＪＡＣ協賛企業協賛金  年額８６，４００円 
契約期間 平成２８年６月１日より平成２９年５月３１日まで 

 
 
●ＪＡＣ年間協力企業募集要項 
 ＪＡＣ組合員対象に営業活動をお考えの企業様には、是非ＪＡＣ協力企業に登録

されることをお勧めいたします。登録されますと、ＪＡＣ協力企業の冠を付けて営

業活動ができますので、組合員の御社に対する信用度もアップすると思われます。 
また、登録料もお安いので、当組合とお付き合いを始めようとする企業様にも

ご利用しやすいかと存じます。 
 
 

ＪＡＣ協力企業登録料  年額３５，６４０円 
契約期間 平成２８年６月１日より平成２９年５月３１日まで 

 
※登録料は月額 3,240 円×12 か月分=38,880 円のところを、年間募集期間中に

お申し込みの場合のみ、年額 35,640 円（１１か月分）とします。また、年度途中

にお申し込み場合は、3,240 円×月数となります。ただし、年度途中のお申し込み

の場合は、原則として次年度も引き続きご契約をお願いいたします。 
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■企画商品のご案内 
 
●教材教具展 

本年度も、平成２９年 1 月２５日（水）に京葉銀行文化プラザで教材教具展

を開催します。JAC の教材教具展は、県内最大の塾向け教材教具展として、大

好評のものです。 
教材教具展では、加盟塾約 110 塾の塾長とそのスタッフが参加するだけでな

く、県内の JAC 未加入の塾、県外近隣の塾にも参加動員を行っています。JAC
よりの DM 約 1000 通に加え、テスト・教材関連の JAC 協賛・協力企業様のご

協力により約 1 万枚の DM ちらしを配布。平成 28 年は、参加塾数約２００塾、

参加者数３５０名を超える大規模な展示会に成長してきました。参加企業数も、

協賛・協力企業様をはじめ、３５社を超えています。 
 
今年度も、下記のように、教材教具展を企画しております。10 月頃に、詳し

い要項ができましたら、またご案内いたします。ご参加をよろしくご検討くだ

さい。 
※ JAC 協賛企業はこの教材教具展の出展料（１ブース分 56,160 円） 

が１ブース分無料。 
 
※ JAC 協力企業はこの教材教具展の出展料（１ブース分 56,160 円） 

が１ブース分から 10,800 円の割引きとなります。 
 

 

 

日時 平成２９年１月２５日（水） 

会場 京葉銀行文化プラザ（千葉駅東口） 

出展料 １ブース５６，１６０円 

（ブースの追加は１ブースにつき３２,４００円） 

 
日程等は上記のように予定しております。 

詳細につきましては１０月中旬頃にご案内申し上げます。 
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●機関誌「ＪＡＣの広場」への広告掲載 

組合機関誌「ＪＡＣの広場」を年４回(４・７・１０・１２月)発行しています。

組合の行事、事業の案内だけでなく、組合員の先生方による論文、エッセイ、

文芸作品など多彩な内容で、毎号８０ページ前後の機関誌です。組合員だけで

なく、関連諸団体にも送付しています。 
この「ＪＡＣの広場」への広告料金は以下の通りです。 
 
・JAC 協賛協力企業は毎号 1 ページ分の無料掲載枠がご利用できます。 
・広告内容は発行ごとの変更が可能です。 
 

1 ページ = A4 協賛企業 協力企業 一般企業 

４分の１ページ － - \3,240 

２分の１ページ － - \6,480 

１ページ 無料 無料 \12,960 

 
●JAC 定期便に案内等を同封(有料)できます。＊協賛企業無料！ 

全組合員に「JAC 定期便」を年６回(４・６・７・１０・１２・２月)送付し

ています。この「ＪＡＣ定期便」に、御社の案内・広告等を同封可能です。 
 

１回につき５,４００円（Ａ４サイズで５枚まで可） 
 

※ 定期便同封をご利用いただけるのは原則として協賛・協力企業のみで

すが、キャンペーン企画等がありましたら個別にご相談ください。 
 

●その他キャンペーン企画等はご相談ください！ 

以上の他に、組合員にメリットとなるキャンペーン企画等も実施可能です。 
例えば、以下のような一括購入を取りまとめれば割引可能な場合など、企画

がありましたら、まずは共同購買部にご相談ください。 
 
●過去のキャンペーン例 

 DM 名簿の紹介割引、バス広告の紹介割引、NTT 工事、 

書籍･問題集の特別割引、共同企画購買など 
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ＪＡＣ千葉学習塾協同組合は 

「子ども一人一人が楽しくて充実した 

スクールライフを送ってほしい。」 

そんな願いをこめて塾の先生達がつくった 

手作りの教育ネットワークです。 

 

 

メール E-mail: info@szemi-gp.web6.jp  共同購買部：鈴木 

                           

お問い合わせ先 
共同購買部部長：鈴木 文彦 

ＴＥＬ ０４３６－２５－０１６２ 
ＦＡＸ ０４３８－５３－８８０１ 

 


