
ハッピープールご提案書

株式会社エクスプラウド

http://www.happy-pool.jp/

http://www.x-proud.com/

～保育士の先生が手渡し！～
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ハッピープールとは？？

＋ ＋

ひとまとめにして保育士から直接ママに手渡しします

利用部数6万部
※配布エリアは東京・神奈川・埼玉・千葉
（一部大阪）

サンプル品チラシ

ハッピープールとは保育園の検索サイトから始まった保育園ルートメディアです。
保育園紹介、れんらくちょうの無料配布、エプロン等の備品販売を通して培った独自の保育園ルート
にてサンプリング、紙媒体の紙面掲載によるプロモーションが可能です。



ハッピープールの配布先

認可保育園 国が定めた設置基準（施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理）をクリアして都道府県知事に認
可された施設。

公的資金補助があるため、保育料は比較的安い。ただし、延長保育や一次保育などのサービスは、規定に従って運営され
るため、個々のニーズに応えられない場合もある。

認証（認定）保育園 地域体独自の制度。従来の認可保育所は、設置基準等から大都市では設置が困難で、また0歳児保育を行わない保育所
があるなど、都民の保育ニーズに必ずしも応えられなかったため、地域の独自の基準を設定。
※認証は東京都独自の規定

認可外保育園 園庭の広さなどさまざまな設置基準の関係で、国の認可を受けていない保育施設。保育料や保育方針等を各保育施設が
設定。安さではなく独自のサービス面での充実を図り支持される保育園が多い。

認可保育園（厚生労働省）

認可外保育園（厚生労働省）

ハッピープールがルート化する保育園は認証（認定）保育園、認可外保育
園がメインです。



ハッピープールの読者層

ハッピープールがルート化する保育園は認証（認定）保育園、認可外保育
園がメインです。

媒体属性

Point 1

客層

●『購買意欲の高いママ」

●ママの生活動線でサンプリング

Point 2

●話題喚起・口コミ効果

読者層

●生活にゆとりのある層が集まる保育園を集めました。

「共働き」「時間はない」でも「家計に余裕がある」

「子供のお迎え時」に保育士から手渡しサンプリング

「ママ友コミュニティ」で話題を喚起しやすい

【読者年齢】

20代～30代の流行に
敏感な女性

『約88%』

２５歳
～３５歳
８８％

【世帯年収】

家計に余裕のある共
働き世帯

『約91%』

600万円以上
91％

【園児年齢】

園児年齢をバランスよ
く網羅

0～2歳
27％

３歳
27％

4歳
23％

5歳
23％



ハッピープールれんらくちょうとは？

「ハッピープールれんらくちょう」とは、
子どもの成長を見守るための大切な連絡ノートです。

ママと子どもの大切な『日常』と『思い出』に、スポンサードしませんか？

表紙／表4イメージ

※表4ご出稿で表紙クリエイティブへのご出稿も承ります。

通信欄イメージ

●年4回／1号あたり3カ月間利用
●3カ月間ほぼ毎日閲覧
●読者は20代後半～30代中盤の若いママ
●20代を中心とする保育士も閲覧

●毎日使う通信欄での広告展開は効果大。
●1号3カ月あたり75日＝朝晩150回の広告接触

ADスペース

ADスペース

カレンダー対向イメージ



ハッピープールれんらくちょう使用イメージ

「ハッピープールれんらくちょう」は大切なお子様の状況を
ママと先生が情報共有する大切なノートです。

お子様の成長記録となるので、使用後も大切に保管されています！

今日1日どんな事が保育園で
あったのか、自宅ではどんな様子
なのかを保育士も保護者もびっしり！
れんらくちょうに記載しています。
れんらくちょうはこのように毎日の子供の成
長記録となるので、使用後も保存しているご
家庭がほとんどです。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bnSsFp7Rauw3XM&tbnid=qinLOiz1_rmyXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_5843.html&ei=KLUyUsHjBofFkwXAv4HoDQ&bvm=bv.52164340,d.dGI&psig=AFQjCNGuX_waLL2i_r0IAqso5QpTJ4Lfqw&ust=1379141251933163
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bnSsFp7Rauw3XM&tbnid=qinLOiz1_rmyXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_5843.html&ei=KLUyUsHjBofFkwXAv4HoDQ&bvm=bv.52164340,d.dGI&psig=AFQjCNGuX_waLL2i_r0IAqso5QpTJ4Lfqw&ust=1379141251933163
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bnSsFp7Rauw3XM&tbnid=qinLOiz1_rmyXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_5843.html&ei=KLUyUsHjBofFkwXAv4HoDQ&bvm=bv.52164340,d.dGI&psig=AFQjCNGuX_waLL2i_r0IAqso5QpTJ4Lfqw&ust=1379141251933163
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bnSsFp7Rauw3XM&tbnid=qinLOiz1_rmyXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_5843.html&ei=KLUyUsHjBofFkwXAv4HoDQ&bvm=bv.52164340,d.dGI&psig=AFQjCNGuX_waLL2i_r0IAqso5QpTJ4Lfqw&ust=1379141251933163


ハッピープールれんらくちょう配布エリア

「ハッピープールれんらくちょう」は
東京・千葉・神奈川・埼玉の保育園に利用していただいております！

＜配布割合＞

首都圏
（東京・千葉・神奈川・埼玉）

配布部数 ６０，３５７部配布部数 ６０，０００部

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3UBLMkWHn0hNvM&tbnid=i--drG6CdtsPGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.craftmap.box-i.net/sozai.php?no%3D0507_3&ei=YbcyUonDFYL2lAXQ8IGQCw&psig=AFQjCNHCnXXMDWG55yRIh5nZIuysiCuWUQ&ust=1379141848583233
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3UBLMkWHn0hNvM&tbnid=i--drG6CdtsPGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.craftmap.box-i.net/sozai.php?no%3D0507_3&ei=YbcyUonDFYL2lAXQ8IGQCw&psig=AFQjCNHCnXXMDWG55yRIh5nZIuysiCuWUQ&ust=1379141848583233


ハッピープールれんらくちょう 過去の表紙

「ハッピープールれんらくちょう」は様々な企業が
表紙を飾っており、園児、保護者、保育士が発行日を楽しみにまっています！

2013 Vol.16 SPRING 2013 Vol.17 SUMMER 2013 Vol.18 AUTUMN 2013 Vol.19 WINTER

森永製菓様 アクアクララ様 レゴジャパン様

2014 Vol.16 SPRING 

サンリオ様 小林製薬様



Happy pool web 広告掲載位置のご案内

広告掲載位置

①ハピフォトログイン画面（次ページにて説明）

掲載期間：1ヵ月間
掲載条件：れんらくちょう広告出稿
掲載内容：別途お打合せ
掲載費用：30,000円（税別）
過去実績：なし（2015年12月より掲載開始）

※「ハピフォト」とは、弊社が運営している
保育園写真販売サービスです。日々の
保育園での様子や運動会・生活発表会
等のイベントの際の写真を保育園にか
わって販売しています。月間4,000名を
超える保育園ママがログインし写真の閲
覧・購入をします。



広告枠

2018春号（3月発行） ×

2018夏号（6月発行） ×

2018秋号（9月発行） ×

2018冬号（12月発行） ×

料金：７５０，０００円（税別）

2018春号（3月発行） ×

2018夏号（6月発行） ×

2018秋号（9月発行） 空き

2018冬号（12月発行） ×

料金①：７００，０００円（税別）※クリエイティブ４パターン

料金②：７５０，０００円（税別）※クリエイティブ８パターン

料金③：８００，０００円（税別）※クリエイティブ１２パターン

料金④：８５０，０００円（税別）※クリエイティブ１６パターン

【表４（表紙）】

【通信欄】



広告枠

表２料金：６５０，０００円（税別）/表３料金：６００，０００円（税別）

表２ 表３

2018春号（3月発行） × ×

2018夏号（6月発行） × ×

2018秋号（9月発行） × 空き

2018冬号（12月発行） × 空き

【２０１８年春号～冬号 特別企画】※表３のみ

２０１８年春号～２０１８年冬号までの企画となります。
「表３」は純広告、その対向に弊社にて御社広告と連動する
記事を作成させて頂きます。
※記事の内容は発注企業様とお打合せを実施させて頂きます。

＜料金＞

８００，０００円（税別）※制作費込み

【表２】 【表３】

※２０１７年春号実績

【記事制作】＋【表３（純広告】

※２０１７年春号実績



広告枠

カレンダー対向（３クリエイティブご準備ください）

純広①

２０１７年夏号よりカレンダー対向の仕様変更をさせて頂きます。
カレンダー対向は各月初めのカレンダーの対向面に３クリエイティブを掲載します。
また、大きいカレンダー面に記念日などの印字も可能です。

＜料金＞

純広② 純広③

2018春号（3月発行） ×

2018夏号（6月発行） ×

2018秋号（9月発行） 空き

2018冬号（12月発行） 空き

７５０，０００円（税別）



れんらくちょう

●れんらくちょう広告料金一覧

スペース

表2

表4

表3

カレンダー対向

媒体価格／表示は税抜きです。

￥750,000-

￥650,000-

￥600,000-

￥750,000-（3P分）

●発行仕様

サイズ／ A5正寸タテ（W148×H210）

部数／ 60,000部（オールカラー）

ページ数／ 64P

配布エリア／ 首都圏の保育園中心

通信欄 ￥700,000-

ハガキ
1社限定 ￥300,000-
タイアップ
制作費（1P） ￥200,000-

※ハガキの展開場所は、編集部に一任いただきます。
※表周り、れんらくちょう通信欄、れんらくちょうカレンダー対向以外の台割は、編集部に一任いただきます。
※ご不明点は弊社担当までお問い合わせください。

発行日／3月末、6月末、9月末、12月末

●happy pool web広告料金一覧

スペース

ハピフォト ログイン画面バナー

媒体価格／表示は税抜きです。

￥30,000-/1ヵ月掲載

AR追加料金
（1マーカー） ￥30,000-4C1P ￥500,000-



同送・サンプリング料金体系

同梱仕様

チラシ・小冊子 6万部 10円/部 12円/部 別途見積り 別途見積り

部数 5g以下 10g以下 20g以下 30g以下

A4サイズ以内、厚さ5mm以下

■最小部数：ご相談ください

同梱仕様

保育園サンプリング 6万部 40円/部 45円/部 別途見積り 別途見積り

部数 20g以下 30g以下 40g以下 50g以下

A4サイズ以内、厚さ5mm以下

■同梱条件：商材・企業・表記審査あり

■最小部数：10,000部 ※最小部数を下回る場合はご相談ください。

■納品先：

埼玉県草加市柳島町637-2 株式会社DNPロジスティクス 草加センター TEL：048-920-3220センター長 森田 様宛

同梱仕様

園長向けＤＭ 1,800部

部数

A4サイズ以内、厚さ5mm以下

保育士向けＤＭ 2万部 A4サイズ以内、厚さ5mm以下

媒体費

120,000円

200,000円

15



発行スケジュール

16

春号（３月） 夏号（６月） 秋号（９月） 冬号（１２月）

発行日 2018年3月22日（木） 2018年6月21日（木） 2018年9月20日（木） 2018年12月20日（木）

入稿日 2018年2月26日（月） 2018年5月28日（月） 2018年8月27日（月） 2018年11月26日（月）

校了日 2018年3月7日（水） 2018年6月6日（水） 2018年9月5日（水） 2018年12月5日（水）

＜入稿に際し下記を準備お願いします＞

・アウトライン化済みのイラストレーターデータ（CS5まで）
・確認用のPDFを必ずご用意お願いします。


