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国立大学法人一橋大学 

 
 
 

ベビーシッター利用支援事業のご案内 

（全教職員および学生対象） 

 

㈱小学館集英社プロダクション「HAS」 

 

平成 28年 1月 4日 

改訂：令和 4年 4月 1日 

 
 
 
◆事業に関するお問い合わせ 

一橋大学 男女共同参画推進室 
Tel：042-580-8730 
Email: gen-fr.g@ad.hit-u.ac.jp 

    URL: http://www.sankaku.ad.hit-u.ac.jp/ 
 
 
◆株式会社小学館集英社プロダクションに関するお問い合わせ 
   ＜本社＞〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-20 
       Tel:03-3515-6886  Fax: 03-3515-6890 
       URL: https://www.shopro.co.jp/babysitter/ 
 
 
 
 

tel:03-3515-6886


 2 
 

１． はじめに 
 一橋大学は男女共同参画ポリシーを公表し、仕事とライフイベントを両立するため

の環境整備を積極的に推進しています。この一環として、株式会社小学館集英社プロ

ダクションと法人契約を締結し、全教職員および学生を対象としたベビーシッター派

遣利用を支援します。 
  （株）小学館集英社プロダクションと本学の法人契約により、（株）小学館集英社 
プロダクションのベビーシッターサービス「HAS」を利用する際は、入会金の免除及

び利用料金の割引を受けることができます。職員証または学生証を提示して申し込み、

利用条件の合意を経て会員登録を行い、電話や Email 等で予約をすることにより、お

子様のお世話をするナーチャー（ベビーシッター）がご自宅で、お子様の保育を行い

ます。（株）小学館集英社プロダクションの詳細については、同社ホームページ

（https://www.shopro.co.jp/babysitter/）をご覧ください。 
 
２． ご利用できる方 

０～１２歳（小学 6 年生）までのお子さまを養育する本学教職員および本学学生 
 

３．ご利用できるケース 
平日の就業時間・超過勤務時間および土・日・祝休日に、学修、教育研究活動、業務

に従事する時。 
 

４．利用期間 
令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日 

 

５．費用 
 別添資料１「HAS ベビーシッターサービスご利用料金のご案内【一橋大学】」を参照

してください。 
※1 回のご利用時間は 2 時間以上（その後は 30 分単位で利用可能）です。 
 

※内閣府ベビーシッター派遣事業割引券について（教職員向け補足） 

保育サービス・病後児保育をご利用に際しては、「内閣府ベビーシッター派遣事業

の割引券(2,200円*2枚まで/回)」の併用が可能です。同ベビーシッター割引券の詳細

は当室ＨＰ＞育児支援＞ベビーシッター派遣事業（内閣府割引券）をご覧ください。 

 

※学生対象 一時保育等利用料補助について（学生向け補足） 

保育サービス・病後児保育をご利用に際しては、「学生対象一時保育等利用料補助

(2,200 円/回)」の申請ができます。同制度の詳細は当室ＨＰ＞一橋大学後援会育児支

援基金をご覧ください。 
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６. サービス概要 
保育サービス 
自宅でナーチャーによるお子さまの保育。  
・研究活動・授業にあてる時間に、自宅でお子さまを保育します。 
・残業で帰宅が遅くなりそうな時など、HAS のナーチャーが保育園から自宅にお

子さまを連れていき、保護者の帰りを待つこともできます。 
 

送迎サービス…オーダー単位：送迎１回１時間以内 
保育園、幼稚園、習い事教室の送り迎え。 

   ・ほんの少し、お迎えの時間に間に合わないときなどにご利用ください。保育サ

ービスは含みません。 
 

出産後ケアサービス 
出産後間もない時期に家事（掃除・洗濯・買物・調理）サービスと、沐浴やオムツ替

え、調乳などのサポートを提供します。お母様が在宅時に限り利用できます。 
 

教育サービス 
お子さまの成長のお手伝いとして、日常生活におけるマナーやしつけ、お稽古ごとや 
宿題の補助など、保護者のご指示にそって、資格をもっているナーチャーがお子さま 
の年齢にあわせたお世話をします。 

 
 病後時保育 
 感染するおそれのある病気を除き、体調があまりすぐれないお子さまのお世話をしま

す。保護者のご指示にそってお世話いたします。病児のお子さまには対応できません。 
   
７．ご利用の流れ 

別添資料２「ご入会までのお手続きについて（ご案内）」または当室サイト掲載の 

 PDF ファイル「ご入会までのお手続きについて（ご案内）」をご覧ください。 
   
 ※ご入会後は、速やかに次頁別紙「ベビーシッター利用支援事業（小学館集英社プロ

ダクション）登録報告書」を一橋大学男女共同参画推進室までご提出ください。 
メール送付先： gen-fr.g@ad.hit-u.ac.jp （添付ファイルにてお送りください） 
郵送送付先 ： 〒186-8601 国立市中 2 丁目 1 番地 男女共同参画推進室宛 

 
  

http://www.sankaku.ad.hit-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/03/HAS%E3%81%94%E5%85%A5%E4%BC%9A%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%81%8A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_202202-.pdf
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【別紙】 

ベビーシッター利用支援事業（小学館集英社プロダクション）登録報告書 

 

令和  年  月  日 

利 用 者 

 
氏  名：                        

所属・職：                              
内線番号：                        
e-mail：                         
住所：      都県        市区町村      
                 （建物名・部屋 No.まで記入）           

 

該当するお子様の 
人 数 と 年 齢 

 

・人数：   人 
・年齢：第 1 子  歳（男・女）第 2 子  歳（男・女） 

第 3 子  歳（男・女）第 4 子  歳（男・女） 

 
※参考までに、お知らせください。（該当する箇所に○をお付けください。複数回答可） 

Ⅰ．ベビーシッター

保育を利用する理由 
 

A. 通常業務・研究活動・授業時間内での保育が必要なため 
(a) 利用している保育時間外のため  (b)通常保育場所がないため 

B. 超過勤務時間、土・日・祝休日等、通常時間帯以外の研究活動、業務

での保育が必要なため 
C. お子様の病後保育のため 
D. その他（                 

Ⅱ．お子様の現在の 
保育の状況 
 

 

１．現在の保育の状況（通園や通学など）： 

Ａ. 通常保育の場所はある  Ｂ. 定期的に預ける保育場所がない  
Ｃ．他の一時託児を利用している Ｄ．保育･託児は利用していない 
Ｅ．その他（                      ） 

２．配偶者の育児分担の状況： 

Ａ. 配偶者もほぼ同等に育児を分担できる  

Ｂ. 配偶者の育児分担は、少ない（または全くない） 

Ｃ．その他（                      ） 

３．祖父母など、近隣の親族等のサポートの状況： 

Ａ. 親族も日常的に育児サポートあり  

Ｂ. 親族のサポートは、少ない（または全くない） 

Ｃ．その他（                      ） 

◆書類送付先：下記宛先へ、メール（PDF/Word ファイルで添付）または郵送でお送りください。

一橋大学 男女共同参画推進室 Email:  gen-fr.g@ad.hit-u.ac.jp 
  住所: 〒186-8601 国立市中 2 丁目 1 番地 

一橋大学 提出用 





72 一橋大学 様 2022年4月~

■法人HAS会員ご入会時費用

法人HAS会員 一般HAS会員

無料 \22,000 (税込)

\11,000 (税込) \11,000 (税込)

■法人HAS会員ご利用料金

¥2,640 ／時間　(税込)

¥3,168 ／時間　(税込)

¥3,960 ／時間　(税込)

¥3,168 ／時間　(税込)

¥3,801 ／時間　(税込)

¥4,752 ／時間　(税込)

¥3,630 ／時間　(税込)

¥4,356 ／時間　(税込)

¥4,356 ／時間　(税込)

¥5,227 ／時間　(税込)

¥4,180 ／1回　(税込)

¥5,016 ／1回　(税込)

■HASグループ割引

30～50時間未満 法人HAS会員さま　それぞれの1か月総利用額の５％割引

50～70時間未満 法人HAS会員さま　それぞれの1か月総利用額の7％割引

70時間以上 法人HAS会員さま　それぞれの1か月総利用額の10％割引

平日（9:00-19:00）

平日時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

法人HAS会員みなさまの１ヶ月間のご利用時間合計により、法人HAS会員さまそれぞれの

料金について下記の通り割引をいたします。

●送迎（1回あたり60分以内となります）

平日（9:00-19:00）

平日時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

平日深夜・早朝（22:00-5:00）

日祝（9:00-19:00）

日祝時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

日祝深夜・早朝（22:00-5:00）

●産前・産後・ホームケア（2時間からご利用いただけます）

平日（9:00-19:00）

平日時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

日祝（9:00-19:00）

日祝時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

●通常ベビーシッター（2時間からご利用いただけます）

小学館グループ・ベビーシッターのHAS

【ご利用料金のご案内】

入会金

年会費

【別添資料 1】 



72 一橋大学 様 2022年4月~

■法人ビジターご入会時費用

法人ビジター会員 一般ビジター会員

無料 無料

無料 無料

■法人ビジター会員ご利用料金

法人ビジターでご利用のお客さまは、通常料金から５％割引となります（送迎除く）

¥3,239 ／時間　(税込)

¥3,887 ／時間　(税込)

¥4,858 ／時間　(税込)

¥3,887 ／時間　(税込)

¥4,664 ／時間　(税込)

¥5,831 ／時間　(税込)

¥4,284 ／時間　(税込)

¥5,141 ／時間　(税込)

¥5,141 ／時間　(税込)

¥6,168 ／時間　(税込)

¥5,170 ／1回　(税込)

¥6,204 ／1回　(税込)

※　送迎サービスはビジター利用特典に適用されません。

※　ビジターでのご利用はグループ割引の対象外です。

　●送迎（1回あたり60分以内となります）

平日（9:00-19:00）

平日時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

日祝深夜・早朝（22:00-5:00）

　●産前・産後・ホームケア（3時間からご利用いただけます）

平日（9:00-19:00）

平日時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

日祝（9:00-19:00）

日祝時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

日祝時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

入会金

年会費

　●通常ベビーシッター（3時間からご利用いただけます）

平日（9:00-19:00）

平日時間外（19:00-22:00，5:00-9:00）

平日深夜・早朝（22:00-5:00）

日祝（9:00-19:00）



一橋大学 

2022.02 

ご入会に際し次のようなお手続きをとらせていただきますので、ご了承の程お願い申し上げます。 

  お電話にてお問い合わせの際に、「一橋大学在職（在学）」とお伝えください。 

（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：０１２０－８３４９８８）

※お急ぎでご利用の場合やビジター利用・トライアル利用の場合も、まずはお電話にてお問い合わせ

くださいますよう、よろしくお願いいたします。

サービス内容、ご利用時間やエリアによって、当サービスのご提供が難しい場合がございます。

 

メールにて、事前にご確認いただきたい書類をデータにてお送りいたします。

一橋大学様 Box  https://shopro.box.com/s/smkebse4sri9iqbhaoniks94l9lwozh7 

ご入会の際には上記 URL リンク内にございます「利用申込書」･「お子さまデータ」･「お子さま 

のご様子について」･「予防接種データ」にそれぞれご入力後、アップロード用 URL リンクへ 

アップロードをお願いいたします。

【アップロード先はメールにてお知らせいたします】 

「利用申込書」に記入していただいたメールアドレスへ業務請負契約についてのご案内をお送り 

いたします。ご契約につきましては電子署名（DocuSign）にてお手続きいただきます。 

DocuSign につきましてのご案内はこちらよりご確認ください 

https://shopro.box.com/s/5hz0zkjqsmgyufm51lfk4jdvgzcl4jvn 

●年会費

指定口座へ期日までにお振込みください。

●口座振替用紙

郵送いたしますのでご記入、ご捺印のうえベビーシッターの HAS までご返送ください。

 

必要書類および初期費用ご入金の確認がとれましたらご入会手続き完了のご連絡をいたします。 

ご利用につきましては、ご入会手続き完了より 3 営業日後を目安にご利用いただけます。 

ご利用のお申込みはご利用の前月より承っております。 

ご入会後のご予約は web またはお電話で承っております。 

web ログイン用の会員 ID・パスワードはご入会手続き完了のご連絡時に記載いたします。ログインに必

要なメールアドレスは「利用申込書」にご記入いただきましたメールアドレスにてご登録いたします。 

その他、ご不明な点などございましたらベビーシッターの HAS までご連絡くださいませ。 

ご予約をスタッフ一同、お待ちいたしております。 

ベビーシッターの HAS ご入会までのお手続きについて（ご案内） 

１．まずはお電話ください 

２．入会必要書類をアップロードください 

３．業務請負契約書の署名 

４．年会費のお振込み、口座振替用紙のご返送

送

５．ご入会 

 

※学内設置の HAS パンフレットに同封の一橋大学提出用「登録報告書」を入会手続き後、

一週間以内に大学にご提出ください（大学 HP でのダウンロード後、メールで送付も可） 

メール送付先：gen-fr.g@ad.hit-u.ac.jp 【一橋大学 男女共同参画推進室宛】

６．ご利用スタート 

【別添資料 2】 

https://shopro.box.com/s/smkebse4sri9iqbhaoniks94l9lwozh7
https://shopro.box.com/s/5hz0zkjqsmgyufm51lfk4jdvgzcl4jvn


一橋大学 

2022.02 

Q１．ナーチャー（シッター）は、毎回同じ人が来てくれますか？ 

弊社ではナーチャー（シッター）の固定制をとっておりません。一人のお客さまに対し、複数名の

ナーチャーがお伺いさせていただきます。同じ顔ぶれでのお伺いが、お客さまにとっては何より

ご安心いただける体制と存じますので、以前にお伺いさせていただいている者からお手配をする 

ように心がけておりますが、ご予約の多い時期や、ご予約の頻度の多い場合は、都度異なる者の 

お伺いとなってしまうケースもございますことをご了承ください。 

ご希望のナーチャーがおありでしたら、ご予約時にご要望として承ることは可能です。その者の都

合から確認をいたしますが、難しい場合は他の者をお手配させていただきます。 

Q２.保育園から自宅までの送迎サービスの利用を検討しています。 

移動はすぐ終わるので、終了時間までお世話をしてもらえますか？ 

送迎サービスは、1 回１時間以内で A 地点から B 地点に移動し、終了時は玄関先にて保護者の方

にお引き継ぎして終了させていただくサービスとなっておりますため、お子さまご帰宅時、保護者

ご不在の場合には送迎サービスで承ることはできません。移動のみではなくお世話が必要な場合や、

１時間を超える移動の場合は２時間からのベビーシッティングとして承らせていただきますので

ご了承ください。 

Q３.予約をしたらすぐにナーチャー（シッター）は決まりますか？ 

お手配状況のご報告に関しましては決定次第順次ご報告申し上げております。速やかなお手配、 

ご報告ができるよう努めておりますが、ご予約状況等によりましては決定のご報告がご利用の前日

になる場合もございます。 

Q４.定期的な利用をしたいのですが、予約は１度お願いしたら自動的に手配されるの

ですか？ 

毎週決まったお時間・内容での定期的なご利用の場合でも、お手数ですが必ず毎月ご予約のご連絡

をお願いしております。毎月１日より翌月分の受付を承っております。 

以上 

株式会社小学館集英社プロダクション ベビーシッターのＨＡＳ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:０１２０－８３４９８８ （受付時間/月～金9:00-18:00 土10:00-16:00）

よくいただくご質問 
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