
　　　１　支給方法

　　　　● 毎月１回２０日前後に、申請書に記載された御住所に宅配便で届きます。

　　　　　※　配達日の指定はできませんので、御了承ください。

　　　　　※　里帰り先など市外への配達は、実施しておりません。

　　　　　※　配達は、対面にて行います。

　　　　　※　訪問時に不在の場合は、ポストに不在票をお入れします。記載されている配達業者の

　　　　　　　電話番号へ御連絡の上、再配達の手続を行ってください。

　　　　● 変更の御連絡がない限り、最初に申し込まれた品物が翌月以降も配達されます。

　　　　　一度配達された品物のお取替えは出来ませんので、御注意ください。

　　　２　品物の注文について

　　　　● 支給限度額は、１か月 ４５０点以内となります。支給限度額を超えて御注文された場合は、

　　　　　 １点につき１０円を所定の払込用紙でお支払ください。

　　　　● 所定の払込用紙は、配達した品物と一緒に入っています。

　　　　   ※　所定の払込用紙を使用した場合は、払込手数料は掛かりません（(注)ゆうちょ銀行での

　　　　　　　払込みについては、払込手数料が掛かる場合もあります。詳しくは、ゆうちょ銀行の

　　　　　　　ホームページを御確認ください。）。

　　　３　注文、変更（種類又は数量）及び中止の連絡について

　　　　● 初回　　　　月分の御注文は、　　　月　　　日までに「成玉舎」へ御連絡ください。

　　　　● 品物（種類又は数量）の変更は、配達される前月の月末までに「成玉舎」へ御連絡くださ

　　　 　　い（月末が休日の時は前日）。

　　　　● 配達の中止は、「子育て給付課」及び「成玉舎」へ御連絡ください。

　　　４　その他

　　　　● 市外転出又は市内転居された場合等は、必ず「子育て給付課」及び「成玉舎」へ御連絡く

　　　　　 ださい。

　　　５　支給対象児童及び支給期間

　　　　● 支給開始は、申請書を提出した月の翌月からとなります。

　　　　　※　一度支給決定した後に支給期間を変更することはできませんので、御了承ください。

対象児童 支給期間

第１子及び第２子 １２か月分

第３子目以降の子 ２歳の誕生日の属する月まで

　　　　● 支給終了の通知はいたしませんので、御注意ください。
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● 御希望の品物を下の表から選び、御注文ください。複数の品物の御注文も承ります。

● 支給限度額は、１か月 ４５０点までとなります。支給限度額を超えて御注文された場合は、自己負

　 担が発生します。支給限度額を超えた点数 １点につき１０円を所定の払込用紙でお支払ください。

● ポイントは、翌月への繰越及び併給する兄弟間での合算はできませんので、御注意ください。

● カタログ掲載品は、品名、パッケージ、入数等が変更になる場合があります。

写　　真
メーカー名
品　　　名

品物の特長 規　　格 体重目安
入数
(1袋)

品目番号 点　　数

Ｓｻｲｽﾞ 4～8kg 62枚 2128 185点 写　　真
メーカー名
品　　　名

品物の特長 規　　格 体重目安
入数
(1袋)

品目番号 点　　数

Ｍ たっち 6～12kg 52枚 2101 185点 新生児用 ～5kg 76枚 2201 185点

Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 44枚 2102 185点 Ｓｻｲｽﾞ 4～8kg 70枚 2202 185点

ビッグｻｲｽﾞ 12～22kg 38枚 2103 185点 Ｍｻｲｽﾞ 6～11kg 56枚 2203 185点
Ｍ おすわり～
 　はいはい用 5～10kg 58枚 2126 167点 Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 48枚 2204 185点

Ｍ たっち用 6～12kg 58枚 2104 167点 新生児用 ～5kg 90枚 2205 167点

Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 44枚
2105

(男の子) 167点 Ｓｻｲｽﾞ 4～8kg 84枚 2206 167点

Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 44枚
2106

(女の子) 167点 Ｍｻｲｽﾞ 6～11kg 64枚 2207 167点

ビッグｻｲｽﾞ 12～22kg 38枚
2107

(男の子) 167点 Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 54枚 2208 167点

ビッグｻｲｽﾞ 12～22kg 38枚
2108

(女の子) 167点 新生児用 ～5kg 90枚 2220 189点

ビッグ大ｻｲｽﾞ 13～28kg 26枚
2120

(男の子) 167点 Ｓｻｲｽﾞ 4～8kg 82枚 2221 189点

ビッグ大ｻｲｽﾞ 13～28kg 26枚
2121

(女の子) 167点 Ｍｻｲｽﾞ 6～11kg 64枚 2222 189点

Ｓｻｲｽﾞ 4～8kg 62枚 2133 189点 新生児用 ～5kg 88枚 2213 143点

Ｍｻｲｽﾞ 6～11kg 58枚 2130 189点 Ｓｻｲｽﾞ 4～8kg 82枚 2214 143点

Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 44枚 2131 189点 Ｍｻｲｽﾞ 6～11kg 64枚 2215 143点

ビッグｻｲｽﾞ 12～22kg 38枚 2132 189点 Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 54枚 2216 143点

Ｓｻｲｽﾞ 4～9kg 62枚 2129 143点 ◎大きめの赤ちゃんも安心
　のたっぷり吸収。 BIGｻｲｽﾞ 12～20kg 42枚 2217 143点

Ｍｻｲｽﾞ 6～12kg 58枚 2112 143点 写　　真
メーカー名
品　　　名

品物の特長
入数
(1袋)

品目番号 点　　数

Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 44枚 2113 143点

BIGｻｲｽﾞ 12～20kg 38枚 2115 143点

80枚 2303 40点

詰め替え用 80枚×3 240枚 2304 40点

Ｍｻｲｽﾞ 6～12kg 58枚 2117 126点

Ｌｻｲｽﾞ 9～14kg 44枚 2118 126点

ビッグｻｲｽﾞ 12～22kg 38枚 2119 126点

写　　真
メーカー名
品　　　名

品物の特長
入数
(1袋)

品目番号 点　　数

60枚 2314 39点

詰め替え用 60枚×3 180枚 2315 39点

ユニ・チャーム
ムーニーマン

Ｐ＆Ｇ
パンパース
さらさら

ケアパンツ

◎細かい穴のあいたメッシュ
　シートが急なおしっこもス
　ポンジのように即吸収、
　お肌さらさら。
◎脚からも背中からも最長12
　時間寝ている間もモレ防止。

パ
ン
ツ
タ
イ
プ

ユニ・チャーム
マミーポコパンツ

◎最大１２時間分のおしっこ
　をらくらく吸収。
◎まるめるテープで、簡単か
　つ衛生的に使用後の処理が
　できます。

2308 41点

210枚 2310 39点

150枚 2313

120枚 2322 31点

39点

23×33.5cm
(材料及び加工は国内生産)

5枚 2323 165点

ユニ・チャーム
ムーニーおしりふき

トイレに流せる
タイプ

◎ウンチと一緒に流せて、オ
　ムツ替えの後始末が簡単便
　利なおしりふきです。
◎手や体にも使えます。

ユニ・チャーム
ムーニー

おしりふき
やわらか厚手

◎水分たっぷり厚手素材だか
　らウンチ汚れもこすらずス
　ッキリ拭き取れます
◎ノンアルコール・無香料

本体

220枚 2321 125点
サンシャインポリマー

消臭タイプ
紙オムツ処理袋

◎ティッシュ式取り出し。
◎袋に閉じ込めてイヤなニオ
　イを消臭します。
◎ヘッダー付き。

詰め替え用 50枚×3

イメージ 規　　格

布
お
む
つ
関
係

ジェフ
コンパクト

おむつ

◎綿素材で、肌ざわりがソフ
　トで吸汗性に優れた布おむ
　つです。
◎サイズフリーなので新生児
　から（重ね使い等で）おむ
　つ卒業までご使用いただけ
　ます。

フリー 綿100％

ピジョン
ソフライナー

◎布おむつの上にのせて使う
　ことで、後始末や洗濯を楽
　にできます。

16×33cm

ユニ・チャーム
ムーニー

手・口ふき

◎手・口まわりの汚れをスッ
　キリきれいに拭き取れる。
◎ノンアルコール・無香料

大王製紙
グ～ン

肌にやさしい
おしりふき

◎純水９９％、パラベン無配
　合ノンアルコール。
◎こびりついたうんちもしっ
　かり拭き取れます。

56枚

ユニ・チャーム
ムーニー

おしりふき
やわらか素材

◎やわらか3層仕上げなので
　汚れをやさしくキレイに拭
　けます。
◎ノンアルコール・無香料

本体

詰め替え用 60枚×3

詰め替え用 70枚×3

180枚

2302 24点

大王製紙
グ～ンパンツ

まっさらさら通気

◎軽い力でグ～ンと伸ばせて
　はかせやすい。
◎お腹周りはふんわりで赤ち
　ゃんの肌にやさしくフィッ
　ト。

BIG大ｻｲｽﾞ 13～25kg 34枚 2122 174点

◎こどもの肌をまもる。保湿
　成分プラス、なめらかフィ
　ットプラス。
◎湿気をさっと追い出してム
　レあんしん。

イメージ 規　　格

お
し
り
ふ
き
類

Ｐ＆Ｇ
パンパース

肌へのいちばん
おしりふき

◎素肌とおなじ弱酸性のふわ
　ふわシート。
◎厚手でしっかり拭き取れる
　大判サイズ。

56枚

大王製紙
グ～ンプラス
敏感肌設計

◎赤ちゃんの肌をまもる。保
　湿成分プラス、なめらか質
　感プラス。
◎湿気をさっと追い出してム
　レあんしん。
◎おむつ全体やわらかごこち

《厚 木 市 子 育 て 日 常 生 活 支 援 用 品 の 一 覧》

イメージ

テ
ー

プ
タ
イ
プ

大王製紙
グ～ンプラス

肌快適設計パンツ

Ｐ＆Ｇ
パンパース
さらさら

ケアテープ

◎うすくて快適、しかもモレ
　にくい。おしっこしても快
　適で、一晩中ぐっすり。
◎おしっこを吸収すると「さ
　らさら風通しライン」を形
　成。お肌に空気を届けつづ
　けて、一晩中お肌さらさら。

ユニ・チャーム
ムーニー

◎赤ちゃん肌をしめつけずに
　やさしくフィットします。
◎１２時間分の吸収量だから
　モレ安心です。
◎背中からのモレをしっかり
　ガード。

花王
メリーズ
さらさら

エアスルー

◎メリーズ独自の表面シート
　「エアリーメッシュ」で通
　気性ばつぐん。

イメージ

花王
メリーズパンツ

さらさら
エアスルー

◎肌とギャザーの間を空気が
　通り抜けて、おむつ内のい
　やな湿気をどんどん逃がし
　ます。
◎赤ちゃんの動きに合わせて
　しなやかにフィット。

◎ゴムを使わずに伸縮する新
　素材だから、下着のように
　柔らかく、ギャザー跡も残
　りにくい。だから肌への刺
　激を抑えて、赤ちゃんのび
　のび気持ちいい。
◎12時間吸収。すっきり軽
　やか、モラしません。
◎簡単に脇を破れるので、手
　を汚さずにおむつ替えがで
　きます。
◎ふんわり、ぴったりすきま
　モレ安心。

◆ 品物の御注文及び御相談は

電話(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) ０１２０-７３-５８５８

FAX(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) ０１２０-８９-０２２３

Ｅ-mail atsugi-baby@seigyokusha.co.jp

申込みの際は、次の内容をお伝えください。

① 子育て日常生活支援事業支給対象者(御家族)であること。

② 御住所、(お子様の)お名前及び電話番号。

③ 希望する品名、品目番号及び数量をお伝えください。

※ メールの返信は、お時間をいただく場合がございます。

せい ぎょく しゃ


