


ご案内の趣旨

保育業界専門求人サイト『保育パートナーズ』の登録者に向けて

定期発行している「保育パートナーズ通信」。

送付対象は保育士資格をお持ちの方ならびに、

保育士資格を取得見込の方。

セグメントされて配られる「保育パートナーズ通信」の

表紙を飾ってみませんか？

裏表紙には、写真付きで園紹介ができます。



定期刊行誌「保育パートナーズ通信」 概要

【創刊】
2015年5月1日

【刊行周期】
年4回（5月、8月、11月、翌2月）を予定

表紙掲載の見本（裏表紙に園紹介が入ります）

いまドキ♥保育園（記事広告）の見本
※掲載内容審査はございますが基本的にはフリーページとなります。



「保育パートナーズ通信」vol.17 概要

【発行日】
2019年5月1日

【配布先】
登録者の自宅へ郵送 ※１

保育士養成校 など ※一覧を次ページに掲載

【発行部数】
約13,500部（予定）
※16号発行部数：13,200部

※１ 求人サイト『保育パートナーズ』の登録者の中で、保育士資格をお持ちの方
ならびに保育士資格取得見込の方 ※日本全国 地域問わず



配布先の保育士養成校及び学校一覧①

函館短期大学 仙台保健福祉専門学校 新島学園短期大学 帝京平成大学 日本社会事業大学 洗足こども短期大学
せいとく介護こども福祉専門学校 宮城誠真短期大学 群馬医療福祉大学 淑徳大学 東京成徳短期大学 聖セシリア女子短期大学
美芸学園専門学校 東北福祉大学 東京福祉大学 千葉経済短期大学 東京YMCA社会体育・保育専門学校 田園調布学園大学
道都大学 宮城学院女子大学 群馬社会福祉専門学校 昭和学院短期大学 共立女子大学 東洋英和女学院大学
北翔大学短期大学部 仙台幼児保育専門学校 明和学園短期大学 聖徳大学 学校法人大妻学院　大妻女子大学 横浜女子短期大学
名寄市立大学短期大学部 聖和学園短期大学 大泉保育福祉専門学校 成田国際福祉専門学校 目白大学短期大学部 関東学院大学
旭川大学女子短期大学部 東北生活文化大学短期大学部 筑波保育医療専門学校 川村学園女子大学 竹早教員保育士養成所 横浜保育福祉専門学校
帯広大谷短期大学 仙台白百合女子大学 筑波研究学園専門学校 和洋女子大学 日本女子体育大学 横浜高等教育専門学校
釧路短期大学 仙台医療福祉専門学校 宇都宮ビジネス電子専門学校 船橋情報ビジネス専門学校 帝京短期大学 横浜こども専門学校
光塩学園女子短期大学 尚絅学院大学 国際介護福祉専門学校 城西国際大学 新渡戸文化短期大学 鶴見大学短期大学部保育科
國學院大學北海道短期大学部 仙台医療秘書福祉専門学校 國學院大學栃木短期大学 大原簿記専門学校東京水道橋校 立教女学院短期大学 小田原女子短期大学
札幌大谷大学短期大学部 仙台こども専門学校 中央情報経理専門学校 東京工学院専門学校 東京立正短期大学 学校法人相模女子大学
札幌国際大学短期大学部 仙台青葉学院短期大学 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校　高崎校 東京国際福祉専門学校 帝京平成大学 大原医療秘書福祉保育専門学校　横浜校

拓殖大学北海道短期大学 東北文化学園専門学校 越谷保育専門学校 東京福祉専門学校 東京未来大学 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

専門学校北海道福祉大学校 聖園学園短期大学 秋草学園短期大学 日本児童教育専門学校 帝京大学 横浜リゾート＆スポーツ専門学校
札幌こども専門学校 秋田大学 共栄学園短期大学 聖徳大学幼児教育専門学校 東京純心女子大学 國學院大學
北海道文教大学 聖霊女子短期大学 国際学院埼玉短期大学 東京教育専門学校 白百合女子大学 新潟県立大学
函館大谷短期大学 羽陽学園短期大学 山村学園短期大学 貞静学園短期大学 玉川大学 新潟青陵大学短期大学部
釧路専門学校 東北文教大学 埼玉純真短期大学 玉成保育専門学校 桜美林大学 新潟中央短期大学
藤女子大学 会津大学短期大学部 聖学院大学 東京保育専門学校 東京家政学院大学 日本こども福祉専門学校
旭川福祉専門学校 いわき短期大学 立正大学 草苑保育専門学校 東京学芸大学 WM(ワム)国際こども・福祉カレッジ
経専北海道保育専門学校 桜の聖母短期大学 川口短期大学 愛国学園保育専門学校 実践女子大学 新潟こども医療専門学校
札幌医療秘書福祉専門学校 福島学院大学（宮代キャンパス） 武蔵野短期大学 上智社会福祉専門学校 明星大学 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

北海道医薬専門学校 福島大学 埼玉県立大学 町田福祉保育専門学校 武蔵野大学 上越教育大学
札幌スポーツ＆メディカル専門学校 福島学院大学（福島駅前キャンパス） 埼玉東萌短期大学 青山学院女子短期大学 篠原保育医療情報専門学校 富山国際大学
北海道ハイテクノロジー専門学校 郡山健康科学専門学校 文教大学 駒沢女子短期大学 有明教育芸術短期大学 富山福祉短期大学
東北女子大学 茨城女子短期大学 東洋大学 白梅学園短期大学 和光大学 富山大学
青森明の星短期大学 つくば国際短期大学 十文字学園女子大学 星美学園短期大学 東京医薬専門学校 金城大学
青森中央短期大学 常磐短期大学 埼玉大学 鶴川女子短期大学 東京スポーツレクリエーション専門学校 石川県立保育専門学園
八戸学院短期大学 リリー保育福祉専門学校 浦和大学 東京家政大学 ヒューマンアカデミーチャイルドケアカレッジ東京校 学校法人清水学園　金沢福祉専門学校

東北女子短期大学 茨城キリスト教大学 文京学院大学 東京都市大学 東京医療秘書福祉専門学校 仁愛女子短期大学
青森短期大学 足利短期大学 大宮こども専門学校 日本体育大学 東京未来大学福祉保育専門学校 山梨学院大学
東奥保育・福祉専門学院 作新学院大学女子短期大学部 埼玉福祉専門学校 こども教育宝仙大学 東京こども専門学校 山梨県立大学
弘前厚生学院 宇都宮共和大学 アルスコンピュータ専門学校 東京福祉保育専門学校 日本ウェルネススポーツ専門学校 身延山大学
弘前大学 宇都宮大学 千葉女子専門学校 彰栄保育福祉専門学校 東京保育医療秘書専門学校 帝京学園短期大学
岩手県立大学 佐野短期大学 江戸川大学総合福祉専門学校 蒲田保育専門学校 聖ヶ丘教育福祉専門学校 山梨大学
修紅短期大学 白鴎大学 植草学園短期大学 道灌山学園保育福祉専門学校 YMCA健康福祉専門学校 長野県短期大学
専修大学北上福祉教育専門学校 育英短期大学 千葉敬愛短期大学 淑徳短期大学 和泉短期大学 飯田女子短期大学
盛岡大学 関東短期大学 清和大学短期大学部 東京成徳大学 鎌倉女子大学短期大学 上田女子短期大学
盛岡誠桜高等学校 高崎健康福祉大学 千葉明徳短期大学 昭和女子大学 ソニー学園　湘北短期大学 清泉女学院短期大学



配布先の保育士養成校及び学校一覧②
松本短期大学 学校法人 穂の国学園　中部福祉保育医療専門学校 社会福祉法人 南海福祉事業会　南海福祉専門学校 夙川学院短期大学 倉敷市立短期大学 聖カタリナ大学短期大学部
文化学園長野専門学校 学校法人 名古屋自由学院　名古屋芸術大学 学校法人 愛泉学園　堺女子短期大学 頌英短期大学 新見公立短期大学 高知学園短期大学
長野県福祉大学校 学校法人 金城学院　金城学院大学 学校法人 みどり学園 園田学園女子大学短期大学 岡山短期大学 龍馬看護ふくし専門学校

信州豊南短期大学 学校法人 名古屋自由学院　名古屋芸術大学保育・福祉専門学校 公立大学法人 大阪府立大学 姫路日ノ本短期大学 川崎医療短期大学 FC渕上医療福祉専門学校
アップルスポーツカレッジ 学校法人 柳城学院　名古屋柳城短期大学 学校法人 プール学院　プール学院大学短期大学部　 兵庫大学短期大学部 山陽学園短期大学 共生館国際福祉医療カレッジ
長岡こども福祉カレッジ 公立大学法人 名古屋市立大学 学校法人 天満学園　太成学院大学 神戸女子大学 就実短期大学 福岡医健専門学校
長岡こども・医療・介護専門学校 学校法人 三幸学園　名古屋こども専門学校 社会福祉法人 大阪水上隣保館　大阪保育福祉専門学校 甲南女子大学 中国学園大学 大原保育医療福祉専門学校福岡校
佐渡保育専門学校 学校法人 椙山女学園　椙山女学園大学 学校法人 大阪国際学園　大阪国際大学短期大学部 神戸海星女子学院大学 旭川荘厚生専門学院 北九州保育福祉専門学校
ひまわり幼児教育専門学院 学校法人 同朋学園　同朋大学 学校法人 金蘭会学園　千里金蘭大学 神戸こども総合専門学院 岡山大学 福岡教員養成所
大原スポーツ医療保育福祉専門学校　福井校 学校法人 モード学園　名古屋医専 学校法人 村川学園　大阪健康ほいく専門学校 神戸親和女子大学 環太平洋大学 福島学院大学短期大学部　
中部学院大学 学校法人 東海学園　東海学園大学 学校法人 大阪キリスト教学院　大阪キリスト教短期大学 姫路獨協大学 くらしき作陽大学 中村学園大学短期大学部
大垣女子短期大学 学校法人 名古屋文化学園保育専門学校 学校法人 相愛学園　相愛大学 近大姫路大学 広島福祉専門学校 福岡女学院大学
岐阜聖徳学園大学短期大学部 学校法人 東邦学園　愛知東邦大学 学校法人 大阪信愛女学院　大阪信愛女学院短期大学 ハーベスト医療福祉専門学校 広島文教女子大学 九州大谷短期大学
中京学院大学中京短期大学部 高田短期大学 学校法人 大阪聖徳学園　大阪教育福祉専門学校 聖和短期大学 福山平成大学 九州女子短期大学
岐阜女子大学 皇學館大學 学校法人 城南学園　大阪総合保育大学 武庫川女子大学短期大学部 福山市立女子短期大学 近畿大学九州短期大学
岐阜聖徳学園大学短期大学部 学校法人 享栄学園　鈴鹿短期大学 学校法人 城南学園　大阪城南女子短期大学 関西国際大学 比治山大学短期大学部 久留米信愛女学院短期大学
東海学院大学 名古屋医健スポーツ専門学校 学校法人 塚本学院　大阪芸術大学短期大学部　 兵庫教育大学 広島文化学園短期大学 香蘭女子短期大学
静岡英和学院大学 慈恵福祉保育専門学校 学校法人 大阪成蹊学園　大阪成蹊短期大学 奈良保育学院 安田女子短期大学 精華女子短期大学
静岡福祉大学 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校 学校法人 瓶井学園　日本メディカル福祉専門学校 帝塚山大学 広島女学院大学 西南女学院大学短期大学部
静岡県立大学短期大学部 滋賀短期大学 学校法人 常磐会学園　常磐会学園大学 奈良佐保短期大学 広島国際大学 福岡こども短期大学
常葉大学短期大学部 滋賀大学 学校法人 常磐会学園　常磐会短期大学 奈良文化女子短期大学部 ヒューマンアカデミー　チャイルドケアカレッジ　広島校 東筑紫短期大学
浜松学院大学短期大学部 滋賀文教短期大学 学校法人 大阪滋慶学園　大阪保健福祉専門学校 奈良教育大学 岩国短期大学 福岡女子短期大学
東海大学短期大学部 びわこ学院大学 学校法人 三幸学園　大阪こども専門学校 畿央大学 宇部フロンティア大学短期大学部 西南学院大学
静岡大学　 京都保育福祉専門学院 学校法人 大原学園　大原スポーツ＆保育専門学校大阪校 白鳳女子短期大学 下関短期大学 西日本短期大学
聖隷クリストファー大学 学校法人京都女子学園　京都女子大学 学校法人 四條畷学園　四條畷学園短期大学 学校法人 和歌山信愛女子短期大学 山口芸術短期大学 純真短期大学
常葉大学（浜松キャンパス） 華頂短期大学 学校法人 谷岡学園　大阪女子短期大学 学校法人 大原学園　大原情報医療保育専門学校　和歌山校 山口短期大学 久留米大学
常葉大学（富士キャンパス） 京都文教短期大学 学校法人 玉手山学園　関西女子短期大学 大阪リゾート＆スポーツ専門学校 梅光学院大学 福岡県立大学
静岡福祉医療専門学校 京都聖母女学院短期大学 学校法人 大谷学園　大阪大谷大学 大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校姫路校 至誠館大学　ライフデザイン学部　 筑紫女学院大学短期大学部
学校法人 一宮女学園　修文大学短期大学部 京都光華女子大学短期大学部 学校法人 大阪青山学園　大阪青山短期大学 花園大学 広島医療秘書こども専門学校 麻生医療福祉専門学校福岡校
学校法人 足立学園　愛知文教女子短期大学 京都ノートルダム女子大学 学校法人 箕面学園　箕面学園福祉保育専門学校 神戸常盤短期大学 学校法人四国大学 ヒューマンアカデミー　チャイルドケアカレッジ　北九州校

国立大学法人 愛知教育大学 京都造形芸術大学 ヒューマンアカデミー　チャイルドケアカレッジ　大阪校 関西学院大学 徳島文理大学 九州龍谷短期大学
学校法人 市邨学園　名古屋経済大学短期大学部 京都橘大学 関西保育福祉専門学校 鳥取短期大学 鳴門教育大学 学校法人旭学園　佐賀女子短期大学
学校法人 愛知江南学園　愛知江南短期大学 龍谷大学短期大学部 姫路福祉保育専門学校 鳥取大学 穴吹パティシエ福祉カレッジ 西九州大学短期大学部
学校法人 中部大学 佛教大学 関西福祉大学 島根県立大学短期大学部 四国学院大学 長崎女子短期大学
学校法人 至学館　至学館大学 大谷大学短期大学部 神戸医療福祉大学 島根総合福祉専門学校 香川短期大学 長崎短期大学
学校法人 日本福祉大学 京都西山短期大学 芦屋学園短期大学 吉備国際大学 高松短期大学 長崎純心大学
公立大学法人　愛知県立大学 学校法人 モード学園　大阪医専 近畿大学豊岡短期大学 吉備国際大学 香川大学 活水女子大学
学校法人 愛知淑徳学園　愛知淑徳大学 学校法人 梅花学園　梅花女子大学 甲子園短期大学 ノートルダム清心女子大学 今治明徳短期大学 長崎大学
学校法人 中西学園　名古屋学芸大学 学校法人 四天王寺学園　四天王寺大学 神戸女子短期大学 美作大学 環太平洋大学短期大学部 熊本学園大学
学校法人 菊武学園　名古屋経営短期大学 学校法人 千代田学園　大阪千代田短期大学 神戸常盤短期大学 岡山県立大学 松山東雲短期大学 尚絅大学短期大学部



配布先の保育士養成校及び学校一覧➂

※2019年2月1日付け配布先リストになります

※一覧は順不同となっております

中九州短期大学
九州ルーテル学院大学
平成音楽大学
別府溝部学園短期大学
東九州短期大学
大分保育専門学校
九州保健福祉大学
宮崎学園短期大学
宮崎医療管理専門学校
鹿児島国際大学
鹿児島純心女子大学
第一幼児教育短期大学
鹿児島女子短期大学
鹿児島純心女子短期大学
福岡医療秘書福祉専門学校
福岡こども専門学校
沖縄キリスト教短期大学
沖縄女子短期大学
沖縄福祉保育専門学校
沖縄中央学園



各種掲載費用

◆表紙掲載＆記事広告（見開きページ）【セット】

14万円（税別）

◆表紙掲載のみ

5万円（税別） ※裏表紙の園紹介を含みます。

◆記事広告のみ（見開きページ）

10万円（税別）

～各種オプション～

◆カメラマン追加費用
4万円～（税別）※別途交通費

◆インタビューアー追加費用
3万円～（税別）※別途交通費

※企業様にて写真及び記事内容をご用意い
ただける場合は、各種オプションは不要と
なります。

※掲載頂きました企業様には必要部数を 上
限100部まで無料で郵送させて頂きます。
（ご連絡下さい）

※表紙掲載は1社のみとなりますので受付枠
を超えた場合は、弊社にて抽選にて決めさ
せて頂きます。



お申し込み方法ならびにお申し込み締め切り

●別途添付しております「お申し込みシート」に必要事項を

ご入力の上、メールのご返信をお願い致します。

メール：info@hoiku-partners.com

●お申し込み受付開始： 2019年2月 4日（月）

●お申し込み締め切り： 2019年2月14日（木）

※メール受信完了後、2営業日以内にお返事致します。（担当：尾花）

●表紙掲載のお申込みは1社のみとなりますので、受付枠を超えた場合は弊社にて

抽選にて決めさせて頂きます。

●お申し込みキャンセル締め切り： 2019年2月20日（水）

mailto:info@hoiku-partners.com


掲載決定後の流れについて

●カメラマン・インタビューアーを派遣する場合

別途ご連絡をさせていただきます。

●写真データをお送りいただく場合

・納品データ

表紙用写真データ 6,000×4,000ピクセル以上

裏表紙用写真データ 4,000×6,000ピクセル以上

・データ送付先

メール：info@hoiku-partners.com

・データ納品締め切り

2019年3月7日（木）12：00

mailto:info@hoiku-partners.com


利用規約

①写真データを納品いただく場合は、納品時に審査をさせていただきます。

審査結果によっては再納品をお願いする場合がございます。

②2019年5月1日発行の請求書にて請求いたします。

③キャンセル締め切り日以降にキャンセルとなった場合は全額ご請求させ

ていただきます。

④お申し込みいただいた時点で上記の内容にご同意いただいたものとしま
す。



会社概要

会社名：キャリア・パートナーズ株式会社

住所：東京都目黒区下目黒1-6-20 明治安田生命目黒ビル5階A

事業内容：保育専門求人サイト『保育パートナーズ』の運営

保育士・幼稚園教諭の人材紹介、人材派遣

保育業界専門イベントの開催

（合同就職説明会、実技講習会等）

ＴＥＬ：03-6420-3466

ＭＡＩＬ：info@hoiku-partners.com


