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岩手スポーツマガジン Standard
おかげさまで創刊から12年。



ー 2ー

媒体概要

Standardの主人公は高校スポーツ選手たちです。

■発行名称 岩手スポーツマガジン Standard （2010年創刊）
■年間発行回数 計7回（偶数月25日・別途臨時増刊号）
■発行予定部数 延べ年間発行予定部数70,000部
■誌面内容 販売予定時期および各号テーマ（予定）
 〈１〉 2021/04/25 高校サッカーiリーグ全選手紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高校陸上特集　他
 〈２〉 2021/06/25 高校野球夏の甲子園直前特集
                                   高総体レポート（前編）　他
 〈増〉 2021/07/25 岩手のサッカー特集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高総体レポート（後編）　他
 〈３〉 2021/08/30 中総体レポート
   高校野球特集第2弾　他
 〈４〉 2021/10/25 秋の高校野球特集、高校・中学ソフトテニス特集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高総体＆インターハイ　他
 〈５〉 2021/12/25 高校・中学バレーボール特集
 〈６〉 2022/02/25 高校・中学バスケット・ハンドボール特集　他

■販売価格 一冊 800円
■販売方法 ① 岩手県内、有名書店にて販売（県内約100店舗）
 ② 岩手県内コンビニエンスストア（約600店舗）、スポーツ量販店
 ③ アマゾン、富士山マガジンによるネット通販
 ④ 電子書籍（アマゾン、富士山マガジン）
■発 行 人 高浜 弘 （山口北州印刷株式会社）
■編 集 長 吉田 誠 （山口北州印刷株式会社）
■発 行 元 山口北州印刷株式会社

高校とのつながりが強いStandard

取材・撮影で高校を訪問しています すべての高校にStandardを設置しています
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設置校リスト
1 岩手県立盛岡第一高等学校
2 岩手県立盛岡第二高等学校
3 岩手県立盛岡第三高等学校
4 岩手県立盛岡第四高等学校
5 岩手県立盛岡北高等学校
6 岩手県立盛岡南高等学校
7 岩手県立盛岡工業高等学校
8 岩手県立盛岡商業高等学校
9 岩手県立盛岡農業高等学校
10 岩手県立葛巻高等学校
11 岩手県立沼宮内高等学校
12 岩手県立平舘高等学校
13 岩手県立雫石高等学校
14 岩手県立不来方高等学校
15 岩手県立紫波総合高等学校
16 岩手県立花巻北高等学校
17 岩手県立花巻南高等学校
18 岩手県立花北青雲高等学校
19 岩手県立花巻農業高等学校
20 岩手県立大迫高等学校
21 岩手県立遠野高等学校
22 岩手県立遠野緑峰高等学校
23 岩手県立黒沢尻北高等学校
24 岩手県立北上翔南高等学校
25 岩手県立黒沢尻工業高等学校

26 岩手県立西和賀高等学校
27 岩手県立金ケ崎高等学校
28 岩手県立水沢高等学校
29 岩手県立水沢工業高等学校
30 岩手県立水沢商業高等学校
31 岩手県立水沢農業高等学校
32 岩手県立岩谷堂高等学校
33 岩手県立前沢高等学校
34 岩手県立一関第一高等学校
35 岩手県立一関第二高等学校
36 岩手県立一関工業高等学校
37 岩手県立大東高等学校
38 岩手県立千廐高等学校
39 岩手県立花泉高等学校
40 岩手県立高田高等学校
41 岩手県立大船渡高等学校
42 岩手県立大船渡東高等学校
43 岩手県立住田高等学校
44 岩手県立釡石高等学校
45 岩手県立釡石商工高等学校
46 岩手県立大槌高等学校
47 岩手県立山田高等学校
48 岩手県立宮古高等学校
49 岩手県立宮古北高等学校
50 岩手県立宮古商工高等学校（商業校舎）

51 岩手県立宮古商工高等学校（工業校舎）
52 岩手県立宮古水産高等学校
53 岩手県立岩泉高等学校
54 岩手県立久慈高等学校
55 岩手県立久慈東高等学校
56 岩手県立久慈工業高等学校
57 岩手県立大野高等学校
58 岩手県立種市高等学校
59 岩手県立軽米高等学校
60 岩手県立伊保内高等学校
61 岩手県立福岡高等学校
62 岩手県立福岡工業高等学校
63 岩手県立一戸高等学校
64 岩手県立杜陵高等学校
65 岩手県立杜陵高等学校 奥州校
66 岩手県立久慈高等学校 長内校
67 盛岡市立高等学校
68 岩手高等学校
69 岩手女子高等学校
70 盛岡白百合学園高等学校
71 江南義塾盛岡高等学校
72 盛岡誠桜高等学校
73 盛岡大学附属高等学校
74 盛岡スコーレ高等学校
75 盛岡中央高等学校

76 盛岡中央高等学校単位制
77 花巻東高等学校
78 専修大学北上高等学校
79 水沢第一高等学校
80 一関学院高等学校
81 一関修紅高等学校
82 岩手大学教育学部附属特別支援学校
83 岩手県立盛岡視覚支援学校
84 岩手県立盛岡聴覚支援学校
85 岩手県立盛岡となん支援学校
86 岩手県立盛岡青松支援学校
87 岩手県立盛岡峰南高等支援学校
88 岩手県立盛岡みたけ支援学校
89 岩手県立盛岡ひがし支援学校
90 岩手県立花巻清風支援学校
91 岩手県立前沢明峰支援学校
92 岩手県立一関清明支援学校
93 岩手県立気仙光陵支援学校
94 岩手県立釡石祥雲支援学校
95 岩手県立宮古恵風支援学校
96 岩手県立久慈拓陽支援学校
97 学校法人カナン学園 三愛学舎
98 一関工業高等専門学校

岩手県内全98校へ設置しています。
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Standardリクルートの概要
■発行目的
県内企業のリクルーティング支援
高校生の進路判断アシスト
県内就職率の向上

■媒体概要
媒体名 岩手リクルートマガジン『Standardリクルート』
仕様 A4判、アジロ製本、オールカラー印刷
販売 非売品
発行日 毎年12月
発行部数 13,000部
配布 岩手県内の全ての高校２年生に無償配布
発行元 山口北州印刷株式会社
発行人 山口北州印刷株式会社　代表取締役社長　高浜弘
編集長 林裕（岩手スポーツマガジンStandard編集スタッフ）
企画、編集、印刷 山口北州印刷株式会社
掲載内容 業務内容、職場の雰囲気、従業員メッセージなど1社あたり2ページ掲載×20~30社程度


