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ベネフィット・ステーション
「育児応援ガイド」掲載内容に関する訂正のご案内

株式会社ベネフィット・ワン

 

以上

「育児応援ガイド」の 2019 年 6 月の発行後、消費税率の改定などの
各種法制度の変更や、特典提供をいただいている提携先と当社との
協議に基づく変更にともない、掲載内容に変更が発生しております。

P2～3に誌面での該当する訂正箇所を記載いたしました 会員の皆様に
おかれましては、大変恐れ入りますが、本紙をご確認の上、「育児応援
ガイド」をご利用いただきますようお願い申し上げます。

また、上記誌面発行以降にご利用がスタートしました子育て中の
ママ・パパにぜひご利用いただきたいおすすめのサービスもご紹介
させていただきます P4 をご覧くださいませ。

なお、当社では継続的に更新情報を会員専用サイトにて発信しており
ますので、サービスをご利用の際は当社会員専用サイトにて最新情報
をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。 

ページ メニュー
No. 誤 正メニュー名

入会金 21,600円→無料

認定NPO法人 フローレンス

入会金21,600円→無料

マーマ

0歳～4歳未満のお子様を持つ会員ご本人様 

カスタマーセンター受付時間【平日】10:00～21:00

自動決済対象・ベネポが貯まる

643891

①集中ママケアおためし初回限定4時間10,800円

Welcome Baby プラン

広告番号 3－818

各種商品が25% OFF

エジソンのお箸Baby1,080円→ 1,010円

撮影料3,240円→1,620円

撮影料3,240円→1,620円

すくすくmonthly提携なし

クーポン取得から90日間使える初回限定500円分pt

入会金 54,000円→37,800円

32,400円→無料

入会金 32,400円→無料年会費 10,800円→無料

入会金 10,800～32,400円→無料

総合サービス会員 年会費 8,316円→6,652円

基本料金（最初の2時間）4,100円→3,460円

Web申込で月額利用料金2,980円より～

初年度年会費 10,800円→無料

安全費として、お子様1人につき1回216円がかかります

入会金 10,800円→無料

入会金 10,800円→5,400円

入会金 10,800円→5,400円

Baby Room かわい（スポット保育）

会員専用サイト

入会金 21,600円→無料

直接申し込み

入会金50%OFFレギュラー会員 54,000円→27,000円

電話申込でレギュラー・スポット会員 入会金   50%OFF

会員専用サイト

月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

会員専用サイト

月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

会員専用サイト

入会金16,200円→5400円

入学金相当額の学費（32,400円）→ 無料

入学金16,200円→3,240円

入学金 32,400円→無料

入学金 5,400円→2700円

育児勉強会＆体験レッスン8,640円→無料

キャビネサイズ写真（2L相当）1枚無料券

中学校入学お祝い

【すくすく倶楽部会員規約】

ご入会で600ベネポプレゼント

ご紹介者にもご入会者にも全員プレゼント！
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おうちで学習支援制度

はじめての英語応援制度

マーマ

すくすくmonthly

すくすく倶楽部会員登録について

会員限定子育てセミナー

すくすく育児サポートダイヤル

Amazonファミリー

会員限定プレママセミナー

マドレボニータの「産後ケア教室」

保活アドバイザリーサービス

すくすくeラーニング制度

家事代行補助チケット

ベアーズの家事代行

家事の達人

家事玄人（カジクラウド）

写真とメッセージでつづる アルバムえほん 

赤ちゃんの城 （楽天市場店）

アイレンタル

こども写真城スタジオアリス

記念日スタジオスタジオマリオ

アメイジングワールド

KIDSLINE（キッズライン）

ハニークローバー（ベビーシッター）

ママMATE

テノ．サポート

キッズウィング

ラヴィ

Ｆ-bell シッターサービス

スマイルパートナー

CareFinder（ケアファインダー）

クラッシーのシッターコンシェルジェ

シッターサービス リトルスター

プティタンジュ

都市型保育園ポポラー

ラビキッズワールド

ウィズダムアカデミー

キッズベースキャンプ

埼玉ヤクルト保育園

アスク

ぽけっとランド

ピジョンキッズワールド

東京都認証保育所 プチ・クレイシュ

リトルガーデン

ピノキオ幼児舎

グローバルキッズ

市進教育グループ

個別指導の明光義塾

シェーン子ども英語

ベルリッツ・キッズ／ティーンズ

ECCジュニア

スタジオパレット

中学校入学お祝い

高校入学お祝い

すくすく倶楽部会員登録について
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入会金33,000円→31,350円

フローレンスの病児保育

入会金22,000円→無料

提携終了

リップルキッズパークは対象外となりました

マーマ・オフィスポケット 

カスタマーセンター受付時間【平日】10:00～18:00

自動決済対象外・ベネポが貯まる対象外

提携終了

提携終了

提携終了

721654

提携終了

①集中ママケアおためし初回限定6時間15,000円

ライフサービスロゴ トル

広告番号 818

提携終了

エジソンのお箸Baby1,100円→1,025円

提携終了

提携終了

撮影料3,300円→1,650円

撮影料3,300円→1,650円

現在プラン準備中です 掲載開始時期は未定です 

すくすくmonthly対応可能

キッズラインポイント 10300ポイントが10,000円ほか

1,000円OFFチケットを5枚プレゼント

入会金30％OFF

33,000円→無料

入会金11,000円～33,000円→無料

総合サービス会員 年会費 8,400円→6,776円

入会金・年会費16200円→無料ほか

一時保育制度「すくすくえいど」がご利用できます

初年度年会費 11,000円→無料

安全費として、お子様1人につき1回220円がかかります

入会金 11,000円→無料

入会金 11,000円→5,500円

入会金 11,000円→5,500円

Baby Room かわい（ベビーシッター）

入会金11,000円→無料

提携終了

会員証提示

入会金 22,000円→無料

会員証提示

入会金50%OFF

会員証提示でレギュラー・スポット会員 入会金   50%OFF

会員証提示

直接申し込み

提携終了

直接申し込み

入会金16,500円→5,500円

提携終了

入学金相当額の学費（33,000円）→ 無料

入学金16,500円→3,300円

入学金 33,000円→無料

入学金 5,500円→2,750円

育児勉強会＆体験レッスン8,800円→無料

提携終了

中学・高校入学お祝い

提携終了

すくすくmonthly利用例
32,400円/月→30,400円/月

フローレンスの病児保育
（旧：認定NPO法人 フローレンス）

英語で預かる学童保育 / 
プリスクールのKids Duo

プレコンセプション・チェックプラン
（検診とカウンセリング）

サプライズギフト
アニバーサリーブック

日本唯一「自宅訪問型
母親産後ケアサービス」

エジソンママ
（EDISONmama）

すくすくmonthly利用例
33,000円/月→31,000円/月

Web申込で検診での検査項目に
ビタミンD追加7,560円→無料

マドレボニータ発行の書籍
『産後白書（定価520円）』プレゼント

Web申込で検診での検査項目に
ビタミンD追加7,700円→無料

保活アドバイザリーサービス初回カウンセリング料
1時間10,800円を10％OFF

KAJIサービスすやすやエアコン
カビ取りパック 12,960円

保活アドバイザリーサービス初回カウンセリング料
1時間11,000円を10％OFF

アルバムえほん「赤ちゃんのうまれたとき」
アルバムえほん「Birth Story」   各5,832円→4,957円

アルバムえほん「赤ちゃんのうまれたとき」
アルバムえほん「Birth Story」   各 5,940円→ 5,049円

KAJIサービスすやすやエアコン 
カビ取りパック13200円

特典内容変更
※詳細は会員専用サイトをご確認ください 

アニバーサリーブック各種（お誕生日絵本・クリス
マス絵本など）3,996円→3,190円 
写真印刷の場合4,536円→3,620円

アニバーサリーブック各種（お誕生日絵本・クリス
マス絵本など）4,070円→3,256円  
写真印刷の場合4,620円→3,696円

掲載の特典プランは終了いたしました 
最新の特典は会員専用サイトをご確認ください

講座内容がが変更となっております
最新の情報は会員専用サイトでご確認ください 

0歳～満3歳のお子様を持つ会員ご本人様
※満3歳の3月まで

年会費 21,600円→無料ベビーシッター 
基本料金9:00～17:00（1時間） 1,900円→1,711円

会員専用サイトからAmazonファミリーに新規登録後
申請いただいた方に2500ベネポプレゼント

年会費 22,000円→無料ベビーシッター 
基本料金 9:00～17:00（1時間当たり） 1,936円→1,742円
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入会金 21,600円→無料

認定NPO法人 フローレンス

入会金21,600円→無料

マーマ

0歳～4歳未満のお子様を持つ会員ご本人様 

カスタマーセンター受付時間【平日】10:00～21:00

自動決済対象・ベネポが貯まる

643891

①集中ママケアおためし初回限定4時間10,800円

Welcome Baby プラン

広告番号 3－818

各種商品が25% OFF

エジソンのお箸Baby1,080円→ 1,010円

撮影料3,240円→1,620円

撮影料3,240円→1,620円

すくすくmonthly提携なし

クーポン取得から90日間使える初回限定500円分pt

入会金 54,000円→37,800円

32,400円→無料

入会金 32,400円→無料年会費 10,800円→無料

入会金 10,800～32,400円→無料

総合サービス会員 年会費 8,316円→6,652円

基本料金（最初の2時間）4,100円→3,460円

Web申込で月額利用料金2,980円より～

初年度年会費 10,800円→無料

安全費として、お子様1人につき1回216円がかかります

入会金 10,800円→無料

入会金 10,800円→5,400円

入会金 10,800円→5,400円

Baby Room かわい（スポット保育）

会員専用サイト

入会金 21,600円→無料

直接申し込み

入会金50%OFFレギュラー会員 54,000円→27,000円

電話申込でレギュラー・スポット会員 入会金   50%OFF

会員専用サイト

月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

会員専用サイト

月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

会員専用サイト

入会金16,200円→5400円

入学金相当額の学費（32,400円）→ 無料

入学金16,200円→3,240円

入学金 32,400円→無料

入学金 5,400円→2700円

育児勉強会＆体験レッスン8,640円→無料

キャビネサイズ写真（2L相当）1枚無料券

中学校入学お祝い

【すくすく倶楽部会員規約】

ご入会で600ベネポプレゼント

ご紹介者にもご入会者にも全員プレゼント！
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会員特典

おうちで学習支援制度

はじめての英語応援制度

マーマ

すくすくmonthly

すくすく倶楽部会員登録について

会員限定子育てセミナー

すくすく育児サポートダイヤル

Amazonファミリー

会員限定プレママセミナー

マドレボニータの「産後ケア教室」

保活アドバイザリーサービス

すくすくeラーニング制度

家事代行補助チケット

ベアーズの家事代行

家事の達人

家事玄人（カジクラウド）

写真とメッセージでつづる アルバムえほん 

赤ちゃんの城 （楽天市場店）

アイレンタル

こども写真城スタジオアリス

記念日スタジオスタジオマリオ

アメイジングワールド

KIDSLINE（キッズライン）

ハニークローバー（ベビーシッター）

ママMATE

テノ．サポート

キッズウィング

ラヴィ

Ｆ-bell シッターサービス

スマイルパートナー

CareFinder（ケアファインダー）

クラッシーのシッターコンシェルジェ

シッターサービス リトルスター

プティタンジュ

都市型保育園ポポラー

ラビキッズワールド

ウィズダムアカデミー

キッズベースキャンプ

埼玉ヤクルト保育園

アスク

ぽけっとランド

ピジョンキッズワールド

東京都認証保育所 プチ・クレイシュ

リトルガーデン

ピノキオ幼児舎

グローバルキッズ

市進教育グループ

個別指導の明光義塾

シェーン子ども英語

ベルリッツ・キッズ／ティーンズ

ECCジュニア

スタジオパレット

中学校入学お祝い

高校入学お祝い

すくすく倶楽部会員登録について
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630034

630414

637091

642589

730106

730948

730948

730949

730950

-

630021

3

3

3

3

5

5

6

8

8

9

10

10

12

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

16

18

18,23

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

27

27

27

27

27

27

27

29

30

30

31

31

37

42

入会金33,000円→31,350円

フローレンスの病児保育

入会金22,000円→無料

提携終了

リップルキッズパークは対象外となりました

マーマ・オフィスポケット 

カスタマーセンター受付時間【平日】10:00～18:00

自動決済対象外・ベネポが貯まる対象外

提携終了

提携終了

提携終了

721654

提携終了

①集中ママケアおためし初回限定6時間15,000円

ライフサービスロゴ トル

広告番号 818

提携終了

エジソンのお箸Baby1,100円→1,025円

提携終了

提携終了

撮影料3,300円→1,650円

撮影料3,300円→1,650円

現在プラン準備中です 掲載開始時期は未定です 

すくすくmonthly対応可能

キッズラインポイント 10300ポイントが10,000円ほか

1,000円OFFチケットを5枚プレゼント

入会金30％OFF

33,000円→無料

入会金11,000円～33,000円→無料

総合サービス会員 年会費 8,400円→6,776円

入会金・年会費16200円→無料ほか

一時保育制度「すくすくえいど」がご利用できます

初年度年会費 11,000円→無料

安全費として、お子様1人につき1回220円がかかります

入会金 11,000円→無料

入会金 11,000円→5,500円

入会金 11,000円→5,500円

Baby Room かわい（ベビーシッター）

入会金11,000円→無料

提携終了

会員証提示

入会金 22,000円→無料

会員証提示

入会金50%OFF

会員証提示でレギュラー・スポット会員 入会金   50%OFF

会員証提示

直接申し込み

提携終了

直接申し込み

入会金16,500円→5,500円

提携終了

入学金相当額の学費（33,000円）→ 無料

入学金16,500円→3,300円

入学金 33,000円→無料

入学金 5,500円→2,750円

育児勉強会＆体験レッスン8,800円→無料

提携終了

中学・高校入学お祝い

提携終了

ASUKA （明日香）
ベビー・キッズシッター

ワーキングマザーのための
総合支援サービス マザーネット

チャイルドマインダー保育 
安心保育予約サイト「子ごころ」

ＢＥＲＲＹ ＢＥＡＲ ブランドの
ベビーシッターサービス

ポリアンナ ベビーシッター＆
ホームケアサービス

ぽっかぽか株式会社
（ベビー＆キッズシッター）

Baby Room かわい
（スポット保育）

英語で預かる学童保育 /
プリスクールのKids Duo

【大学受験】東進ハイスクール 
在宅受講コース

ベネッセの通信教育サービス
「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ」
（旧：「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ」） 

生後2ヵ月からの親子教室
『TOEベビーパーク』

フィルミー成長シネマ
DVD500円OFFクーポン

記念日スタジオ
スタジオマリオ無料撮影券

コミル＆メイドの
ベビーシッターサービス

新規登録費 10,800円→無料
※別途年会費（10,800円）がかかります 

新規登録費 11,000円→無料
※別途年会費（11,000円）がかかります 

入会金 3,780円→無料
基本料金9:00～17:00（月～土） 1,620円→1,566円

入会金 5,500円→無料
基本料金9:00～17:00（月～土） 1,760円→1,705円

9:00～17:00 8か月～2歳未満児 2,400円
9:00～17:00 2歳児から 2,000円

年会費 10,800円→9,720円
ビジター料金 9:00～18:00（1時間）2,268円→2,041円

年会費 11,000円→9,900円
ビジター料金 9:00～18:00（1時間）2,310円→2,079円

マタニティから生後6か月（7か月になる前日）まで
有効のチケットです 

マタニティから生後5か月（6か月になる前日）まで
有効のチケットです 

「730950：高校入学お祝い」は「730949：中学・高校入学お祝い」へ特典が統合されました 
本年度は「730949：中学・高校入学お祝い」よりお申し込みください

マタニティ撮影無料券
（撮影料無料+待受け1カット）プレゼント

【すくすく倶楽部会員規約】が新しいものへ更新されております
最新の情報は会員専用サイトをご確認ください 

「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ 小学講座」初回ご請求額から500円OFF
「進研ゼミ 中学講座」「進研ゼミ 高校講座」初回ご請求額から1,000円OFF

電話申込で1日体験　無料入会金1万円
年に2回（4～5月、10月）半額キャンペーン
一時預り登録料 5,000円

一時保育制度「すくすくえいど」がご利用できます｠
月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

一時保育制度「すくすくえいど」がご利用できます
月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

クリエイティブプレイ・スポット利用料金 20%OFF
イングリッシュクラス入会金   20%OFF
※店舗により利用料金が異なります 詳細はお問い合わせください 
※別途登録料が必要になります （初年度2,700円、次年度より1,620円）

一時あずかり利用料金   20%OFF
イングリッシュクラス（アクティブラーナー）入会金 20%OFF
スポット基本料金（1時間） 1,100円～→  880円～
※店舗により利用料金が異なります 詳細はお問い合わせください 
※別途登録料が必要になります （初年度3,850円、次年度より2,750円）

一時保育制度「すくすくえいど」がご利用できます   
月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

月額利用料金3278円よりクーポンコードご利用で
初月1000円OFF 

安心保育予約サイト「子ごころ」
利用料 4,320円/年→無料

入会金   11,000円→無料 
年会費   11,000円→無料
福岡 基本料金（1時間） 2,310円→1,980円

初年度年会費 21,600円→5400円
次年度以降年会費 21,600円→2160円

初年度年会費   22,000円→11,000円 
次年度以降年会費 22,000円→11,000円
（5,000円分のベビーシッター券進呈） 
保育料(9:00～18:00ご利用に限る) 2,200円～ →1,980円～ページ メニュー

No. 誤 正メニュー名

※2021年5月時点の情報です 最新の情報は会員専用サイトをご確認ください 

＜ 2019 年度発行育児応援ガイド変更点について① ＞



ページ メニュー
No. 誤 正メニュー名

入会金 21,600円→無料

認定NPO法人 フローレンス

入会金21,600円→無料

マーマ

0歳～4歳未満のお子様を持つ会員ご本人様 

カスタマーセンター受付時間【平日】10:00～21:00

自動決済対象・ベネポが貯まる

643891

①集中ママケアおためし初回限定4時間10,800円

Welcome Baby プラン

広告番号 3－818

各種商品が25% OFF

エジソンのお箸Baby1,080円→ 1,010円

撮影料3,240円→1,620円

撮影料3,240円→1,620円

すくすくmonthly提携なし

クーポン取得から90日間使える初回限定500円分pt

入会金 54,000円→37,800円

32,400円→無料

入会金 32,400円→無料年会費 10,800円→無料

会員特典

その他

会員特典

会員特典

その他

画像

会員特典

その他

その他

その他

その他

その他

会員特典

その他

会員特典

メニュー№

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

その他

会員特典

会員特典

その他

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

その他

その他

会員特典

会員特典

その他

アイコン

その他

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

おうちで学習支援制度

はじめての英語応援制度

マーマ

すくすくmonthly

すくすく倶楽部会員登録について

会員限定子育てセミナー

すくすく育児サポートダイヤル

Amazonファミリー

会員限定プレママセミナー

マドレボニータの「産後ケア教室」

保活アドバイザリーサービス

すくすくeラーニング制度

家事代行補助チケット

ベアーズの家事代行

家事の達人

家事玄人（カジクラウド）

写真とメッセージでつづる アルバムえほん 

赤ちゃんの城 （楽天市場店）

アイレンタル

こども写真城スタジオアリス

記念日スタジオスタジオマリオ

アメイジングワールド

KIDSLINE（キッズライン）

ハニークローバー（ベビーシッター）

ママMATE

テノ．サポート

キッズウィング

640085

640995

642907

642684

648036

642245

-

642248

-

643037

643957

643891

643605

643842

643643

642693

642247

650516

650516

653754

653897

640047

640499

641033

643779

648250

640430

641318

641315

643076

643042

641771

640505

640030

640036

640042

640154

3

3

3

3

5

5

6

8

8

9

10

10

12

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

16

18

18,23

18

18

19

19

19

19

入会金33,000円→31,350円

フローレンスの病児保育

入会金22,000円→無料

提携終了

リップルキッズパークは対象外となりました

マーマ・オフィスポケット 

カスタマーセンター受付時間【平日】10:00～18:00

自動決済対象外・ベネポが貯まる対象外

提携終了

提携終了

提携終了

721654

提携終了

①集中ママケアおためし初回限定6時間15,000円

ライフサービスロゴ トル

広告番号 818

提携終了

エジソンのお箸Baby1,100円→1,025円

提携終了

提携終了

撮影料3,300円→1,650円

撮影料3,300円→1,650円

現在プラン準備中です 掲載開始時期は未定です 

すくすくmonthly対応可能

キッズラインポイント 10300ポイントが10,000円ほか

1,000円OFFチケットを5枚プレゼント

入会金30％OFF

33,000円→無料

すくすくmonthly利用例
32,400円/月→30,400円/月

フローレンスの病児保育
（旧：認定NPO法人 フローレンス）

英語で預かる学童保育 / 
プリスクールのKids Duo

プレコンセプション・チェックプラン
（検診とカウンセリング）

サプライズギフト
アニバーサリーブック

日本唯一「自宅訪問型
母親産後ケアサービス」

エジソンママ
（EDISONmama）

送迎・託児の安心頼り合い 
AsMama「子育てシェア」

病児保育のベビーシッター
ル・アンジェ

ASUKA （明日香）
ベビー・キッズシッター

すくすくmonthly利用例
33,000円/月→31,000円/月

Web申込で検診での検査項目に
ビタミンD追加7,560円→無料

マドレボニータ発行の書籍
『産後白書（定価520円）』プレゼント

Web申込で検診での検査項目に
ビタミンD追加7,700円→無料

保活アドバイザリーサービス初回カウンセリング料
1時間10,800円を10％OFF

KAJIサービスすやすやエアコン
カビ取りパック 12,960円

保活アドバイザリーサービス初回カウンセリング料
1時間11,000円を10％OFF

アルバムえほん「赤ちゃんのうまれたとき」
アルバムえほん「Birth Story」   各5,832円→4,957円

アルバムえほん「赤ちゃんのうまれたとき」
アルバムえほん「Birth Story」   各 5,940円→ 5,049円

KAJIサービスすやすやエアコン 
カビ取りパック13200円

すくすくえいどが利用できるのは600円／時～の
ママサポーター利用時に限ります 

ボリューム会員 入会金5,000円割引
更に見守りカメラプレゼント

すくすくえいどが利用できるのは600～700円/時の
ママサポーター利用時に限ります 

新規登録費 10,800円→無料
※別途年会費（10,800円）がかかります 

新規登録費 11,000円→無料
※別途年会費（11,000円）がかかります 

入会金   11,000円→無料 
年会費   11,000円→無料
福岡 基本料金（1時間） 2,310円→1,980円

初年度年会費 21,600円→5400円
次年度以降年会費 21,600円→2160円

初年度年会費   22,000円→11,000円 
次年度以降年会費 22,000円→11,000円
（5,000円分のベビーシッター券進呈） 
保育料(9:00～18:00ご利用に限る) 2,200円～ →1,980円～

特典内容変更
※詳細は会員専用サイトをご確認ください 

アニバーサリーブック各種（お誕生日絵本・クリス
マス絵本など）3,996円→3,190円 
写真印刷の場合4,536円→3,620円

アニバーサリーブック各種（お誕生日絵本・クリス
マス絵本など）4,070円→3,256円  
写真印刷の場合4,620円→3,696円

掲載の特典プランは終了いたしました 
最新の特典は会員専用サイトをご確認ください

講座内容がが変更となっております
最新の情報は会員専用サイトでご確認ください 

0歳～満3歳のお子様を持つ会員ご本人様
※満3歳の3月まで

年会費 21,600円→無料ベビーシッター 
基本料金9:00～17:00（1時間） 1,900円→1,711円

会員専用サイトからAmazonファミリーに新規登録後
申請いただいた方に2500ベネポプレゼント

年会費 22,000円→無料ベビーシッター 
基本料金 9:00～17:00（1時間当たり） 1,936円→1,742円

※2021年5月時点の情報です 最新の情報は会員専用サイトをご確認ください 

＜ 2019 年度発行育児応援ガイド変更点について② ＞
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ベネフィット・ステーション
「育児応援ガイド」掲載内容に関する訂正のご案内

株式会社ベネフィット・ワン

 

以上

「育児応援ガイド」の 2019 年 6 月の発行後、消費税率の改定などの
各種法制度の変更や、特典提供をいただいている提携先と当社との
協議に基づく変更にともない、掲載内容に変更が発生しております。

P2～3に誌面での該当する訂正箇所を記載いたしました 会員の皆様に
おかれましては、大変恐れ入りますが、本紙をご確認の上、「育児応援
ガイド」をご利用いただきますようお願い申し上げます。

また、上記誌面発行以降にご利用がスタートしました子育て中の
ママ・パパにぜひご利用いただきたいおすすめのサービスもご紹介
させていただきます P4 をご覧くださいませ。

なお、当社では継続的に更新情報を会員専用サイトにて発信しており
ますので、サービスをご利用の際は当社会員専用サイトにて最新情報
をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。 

＜ 育児応援ガイド発行以降にご利用スタートとなった新メニュー ＞

人生の写真館 ライフスタジオ 

combiminiコンビミニ 

ベビーツーワン 

スリーピングニューボーンフォト

ベルタ葉酸サプリ

グレイスバンク

妊活アプリ「eggs LAB（エッグスラブ）」

すくすく産後サポート

ニンジャ☆パーク

富山あそびマーレ

ATCあそびマーレ

湘南あそびマーレ

東京あそびマーレ

644162

644167

644168

644193

644470

644509

644261

644310

644433

644352

644442

644464

780407

780052

769964

769963

768099

【平日のご予約限定】Pastel Frame 5x7
1枚をプレゼント（7,700円相当）
3,300円以上お買い上げで使える
1,000円クーポンプレゼント 

5,500円以上お買い上げで使える
500円クーポンプレゼントほか

クーポンコードをご入力いただくと
ご購入金額から10%OFF

購入金額の5%分のベネポプレゼント 

データプラン 通常20カットのお渡しを
プラス2カットサービス
ベルタ葉酸サプリ 定期購入
通常価格5,980円→初回特別540円
卵子凍結に関わる保管初期費用
110,000円→104,500円

新規登録で50ベネポプレゼント

底トレ（R）ママベーシック
107,800円→86,240円

動画で産後ママの体のお悩み解消動画無料

プレミアムプランの料金が一般料金より25%OFF

※2021年5月時点の情報です 最新の情報は会員専用サイトをご確認ください 

コンビ公式オンラインショップ
『コンビショップ』/Combi online shop 
妊活コンシェルジュサービス
『famione（ファミワン）』

産後・女性のためのオンライン
コミュニティ「ジョコネ クラブ」

BABYDOLL公式通販
（子供服・大人服） 

全チケット 20%OFF

入場料100円OFF

入場料100円OFF

入場料100円OFF

入場料100円OFF

ページ メニュー
No. 誤 正メニュー名

入会金 21,600円→無料

認定NPO法人 フローレンス

入会金21,600円→無料

マーマ

0歳～4歳未満のお子様を持つ会員ご本人様 

カスタマーセンター受付時間【平日】10:00～21:00

自動決済対象・ベネポが貯まる

643891

①集中ママケアおためし初回限定4時間10,800円

Welcome Baby プラン

広告番号 3－818

各種商品が25% OFF

エジソンのお箸Baby1,080円→ 1,010円

撮影料3,240円→1,620円

撮影料3,240円→1,620円

すくすくmonthly提携なし

クーポン取得から90日間使える初回限定500円分pt

入会金 54,000円→37,800円

32,400円→無料

入会金 32,400円→無料年会費 10,800円→無料

入会金 10,800～32,400円→無料

総合サービス会員 年会費 8,316円→6,652円

基本料金（最初の2時間）4,100円→3,460円

Web申込で月額利用料金2,980円より～

初年度年会費 10,800円→無料

安全費として、お子様1人につき1回216円がかかります

入会金 10,800円→無料

入会金 10,800円→5,400円

入会金 10,800円→5,400円

Baby Room かわい（スポット保育）

会員専用サイト

入会金 21,600円→無料

直接申し込み

入会金50%OFFレギュラー会員 54,000円→27,000円

電話申込でレギュラー・スポット会員 入会金   50%OFF

会員専用サイト

月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

会員専用サイト

月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

会員専用サイト

入会金16,200円→5400円

入学金相当額の学費（32,400円）→ 無料

入学金16,200円→3,240円

入学金 32,400円→無料

入学金 5,400円→2700円

育児勉強会＆体験レッスン8,640円→無料

キャビネサイズ写真（2L相当）1枚無料券

中学校入学お祝い

【すくすく倶楽部会員規約】

ご入会で600ベネポプレゼント

ご紹介者にもご入会者にも全員プレゼント！

会員特典

その他

会員特典

会員特典

その他

画像

会員特典

その他

その他

その他

その他

その他

会員特典

その他

会員特典

メニュー№

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

その他

会員特典

会員特典

その他

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

その他

その他

会員特典

会員特典

その他

アイコン

その他

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

その他

会員特典

会員特典

利用方法

会員特典

利用方法

会員特典

利用方法

会員特典

利用方法

会員特典

会員特典

利用方法

会員特典

その他

利用方法

会員特典

その他

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

会員特典

その他

その他

会員特典

会員特典

会員特典

おうちで学習支援制度

はじめての英語応援制度

マーマ

すくすくmonthly

すくすく倶楽部会員登録について

会員限定子育てセミナー

すくすく育児サポートダイヤル

Amazonファミリー

会員限定プレママセミナー

マドレボニータの「産後ケア教室」

保活アドバイザリーサービス

すくすくeラーニング制度

家事代行補助チケット

ベアーズの家事代行

家事の達人

家事玄人（カジクラウド）

写真とメッセージでつづる アルバムえほん 

赤ちゃんの城 （楽天市場店）

アイレンタル

こども写真城スタジオアリス

記念日スタジオスタジオマリオ

アメイジングワールド

KIDSLINE（キッズライン）

ハニークローバー（ベビーシッター）

ママMATE

テノ．サポート

キッズウィング

ラヴィ

Ｆ-bell シッターサービス

スマイルパートナー

CareFinder（ケアファインダー）

クラッシーのシッターコンシェルジェ

シッターサービス リトルスター

プティタンジュ

都市型保育園ポポラー

ラビキッズワールド

ウィズダムアカデミー

キッズベースキャンプ

埼玉ヤクルト保育園

アスク

ぽけっとランド

ピジョンキッズワールド

東京都認証保育所 プチ・クレイシュ

リトルガーデン

ピノキオ幼児舎

グローバルキッズ

市進教育グループ

個別指導の明光義塾

シェーン子ども英語

ベルリッツ・キッズ／ティーンズ

ECCジュニア

スタジオパレット

中学校入学お祝い

高校入学お祝い

すくすく倶楽部会員登録について

640085

640995

642907

642684

648036

642245

-

642248

-

643037

643957

643891

643605

643842

643643

642693

642247

650516

650516

653754

653897

640047

640499

641033

643779

648250

640430

641318

641315

643076

643042

641771

640505

640030

640036

640042

640154

640225

640276

640397

640332

643641

640543

640544

640633

640947

640990

641569

642024

642346

643544

648222

640995

641151

641676

640800

640792

640293

640766

648040

640181

640183

642777

642466

630705

642851

630618

630034

630414

637091

642589

730106

730948

730948

730949

730950

-

630021

3

3

3

3

5

5

6

8

8

9

10

10

12

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

16

18

18,23

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

27

27

27

27

27

27

27

29

30

30

31

31

37

42

入会金33,000円→31,350円

フローレンスの病児保育

入会金22,000円→無料

提携終了

リップルキッズパークは対象外となりました

マーマ・オフィスポケット 

カスタマーセンター受付時間【平日】10:00～18:00

自動決済対象外・ベネポが貯まる対象外

提携終了

提携終了

提携終了

721654

提携終了

①集中ママケアおためし初回限定6時間15,000円

ライフサービスロゴ トル

広告番号 818

提携終了

エジソンのお箸Baby1,100円→1,025円

提携終了

提携終了

撮影料3,300円→1,650円

撮影料3,300円→1,650円

現在プラン準備中です 掲載開始時期は未定です 

すくすくmonthly対応可能

キッズラインポイント 10300ポイントが10,000円ほか

1,000円OFFチケットを5枚プレゼント

入会金30％OFF

33,000円→無料

入会金11,000円～33,000円→無料

総合サービス会員 年会費 8,400円→6,776円

入会金・年会費16200円→無料ほか

一時保育制度「すくすくえいど」がご利用できます

初年度年会費 11,000円→無料

安全費として、お子様1人につき1回220円がかかります

入会金 11,000円→無料

入会金 11,000円→5,500円

入会金 11,000円→5,500円

Baby Room かわい（ベビーシッター）

入会金11,000円→無料

提携終了

会員証提示

入会金 22,000円→無料

会員証提示

入会金50%OFF

会員証提示でレギュラー・スポット会員 入会金   50%OFF

会員証提示

直接申し込み

提携終了

直接申し込み

入会金16,500円→5,500円

提携終了

入学金相当額の学費（33,000円）→ 無料

入学金16,500円→3,300円

入学金 33,000円→無料

入学金 5,500円→2,750円

育児勉強会＆体験レッスン8,800円→無料

提携終了

中学・高校入学お祝い

提携終了

すくすくmonthly利用例
32,400円/月→30,400円/月

フローレンスの病児保育
（旧：認定NPO法人 フローレンス）

英語で預かる学童保育 / 
プリスクールのKids Duo

プレコンセプション・チェックプラン
（検診とカウンセリング）

サプライズギフト
アニバーサリーブック

日本唯一「自宅訪問型
母親産後ケアサービス」

エジソンママ
（EDISONmama）

すくすくmonthly利用例
33,000円/月→31,000円/月

Web申込で検診での検査項目に
ビタミンD追加7,560円→無料

マドレボニータ発行の書籍
『産後白書（定価520円）』プレゼント

Web申込で検診での検査項目に
ビタミンD追加7,700円→無料

保活アドバイザリーサービス初回カウンセリング料
1時間10,800円を10％OFF

KAJIサービスすやすやエアコン
カビ取りパック 12,960円

保活アドバイザリーサービス初回カウンセリング料
1時間11,000円を10％OFF

アルバムえほん「赤ちゃんのうまれたとき」
アルバムえほん「Birth Story」   各5,832円→4,957円

アルバムえほん「赤ちゃんのうまれたとき」
アルバムえほん「Birth Story」   各 5,940円→ 5,049円

KAJIサービスすやすやエアコン 
カビ取りパック13200円

特典内容変更
※詳細は会員専用サイトをご確認ください 

アニバーサリーブック各種（お誕生日絵本・クリス
マス絵本など）3,996円→3,190円 
写真印刷の場合4,536円→3,620円

アニバーサリーブック各種（お誕生日絵本・クリス
マス絵本など）4,070円→3,256円  
写真印刷の場合4,620円→3,696円

掲載の特典プランは終了いたしました 
最新の特典は会員専用サイトをご確認ください

講座内容がが変更となっております
最新の情報は会員専用サイトでご確認ください 

0歳～満3歳のお子様を持つ会員ご本人様
※満3歳の3月まで

年会費 21,600円→無料ベビーシッター 
基本料金9:00～17:00（1時間） 1,900円→1,711円

会員専用サイトからAmazonファミリーに新規登録後
申請いただいた方に2500ベネポプレゼント

年会費 22,000円→無料ベビーシッター 
基本料金 9:00～17:00（1時間当たり） 1,936円→1,742円

メニュー
No. 特典一例メニュー名





※一部の企業・団体様においては提供していないサービスが含まれており
ますのであらかじめご了承ください。

●育児 ステーション ̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶ p2

●お祝い ステーション ̶̶ ̶̶ ̶̶ p28

べネ･ステのご利用について ̶ ̶̶ p34

『子育て応援ガイド』とは…
ベネフィット･ステーションのサービスの中でも特に子育

てに関わる内容を取り上げた別冊版です。本冊子でご

紹介しているサービスは一部です。会員専用サイトには、

そのほかのサービスや最新情報を掲載していますので、

ぜひそちらも併せてご覧ください。

別冊版

BENEFIT
STATION

Guide Book

ベネフィット・ステーション別冊版

子育て応援
ガイド



※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。

学習サポート
ライフ  P26

学習・教材の資料請求特典

学習塾・予備校育児・職場復帰後
お子様のまなびをサポート

育児補助金制度
ライフ  P5

育児制度
ライフ  P9

育児情報
ライフ  P8

すくすくえいど

すくすくmonthly

すくすくファミリーサポート

すくすく倶楽部の使い方

あずけ隊

見つけ隊

育児用品レンタル補助

すくすく自治体サービスガイド

ベネ・ステ子育てセミナー

育児の無料電話相談デスク

保活・託児を
サポート

産後・育休中
育児・職場復帰後

育児のさまざまな場面をサポート

ベネ・ステの子育てサービス活用術！
育児ステーションではマタニティ・産休中、産後・育休中、育児・職場復帰後と

あらゆる場面でご活用いただけるサービスがそろっています。

子育てサービス一覧

育児ステーションは、働きながら子育てを頑張るパパ・ママを応援します。育児補助金制
度から、保活、おけいこ、学習塾まで子育てに役立つ情報やサービスが満載です。

Child Care 
Station 育児ステーション

産後サポート
ライフ  P12

ベビーシッター補助チケット・家事代行補助チケット

ママとパパのスキルアップ
ライフ  P12

すくすくeラーニング制度

ママとパパをサポート

産後・育休中
育児・職場復帰後

マタニティ・産休

プレママサポート
ライフ  P10

会員限定プレママセミナー

産後・育休中
育児・職場復帰後

マタニティ・産休
家族をサポート 育児用品購入など

写真スタジオ

室内あそび場などのレジャー

ベビーシッター・託児ライフ  P14

育児グッズ・
子どもとの思い出・
復帰後サポート

2
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※掲載画像はイメージです。※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記については消費税を含んだものです。ただし、税抜と
記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。

❶ お子様の急な発熱時には、病児保育にも使える！

No.640085

認定NPO法人 フローレンス
〈会員特典〉入会金32,400円→ 30,780円

当日の病児保育依頼（朝8時まで）にも対応します。

❸ 顔見知りに送迎・託児をお願いする時にも使える！

No.643076 　送迎・託児の安心頼り合い AsMama「子育てシェア」

こどもの送迎や託児を知人・友人やママサポーターに
気軽に依頼できるサービスです。

❷ 放課後の学童保育、延長保育にも使える！
英語漬けの環境で自然に英語が身に付きます。

AsMamaのママサポーターに依頼する場合

使える

使える

Wで使える

●すくすくえいどが利用できるのは600円／時～のママサポーター利用時に限ります。●すくすくえいど利用には必ず「300円利用表」が必要になります。詳細は会員専用サイトをご確認ください。

育児補助金制度活用術ここまで

使える！
 

無料体験レッスン活用術気軽に
体験！ 

No.640995   
英語で預かる学童保育 / プリスクールのKids Duo
〈会員特典〉入会金21,600円→無料

併用可能！週2回の月極コース　利用で更に延長保育を利用する場合

すくすくmonthly利用例：

32,400円/月→30,400円/月
月極保育料割引

700円/時OFF
Ｂ会員の場合

300円/時OFF
A会員の場合

延長保育料割引

入会金 21,600円→無料

入会金特典

300円

から 300円/時
（有資格者は400円/時）

すくすくえいどで

300円/時OFF一時保育料600円/時
（有資格者は700円/時）

LET'S 

START

No.642684 　はじめてのえいご応援制度
初めて英語に触れるお子様や英語学習をスタートするお子様に英語の体験レッスンをプレゼント！

0円

No.642907 　おうちで学習支援制度
時間や場所を選ばず、マイペースに続けられる！ 
充実ラインナップでおうちでの学習を支援します。 0円

全員
プレゼント

STEP.1
会員専用サイトから
お申し込み

STEP.2
各サービス提供会社から
メールが届きます

STEP.3
お好きな時間に
学習スタート

無料体験は
カンタン3ステップスタート!
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※施設、エリアによって利用料金が異なります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属
のコースをご確認の上ご利用ください。

小規模認可保育所※1

認可保育園

幼稚園

家庭的保育所※1（保育ママ）

認定こども園

事業所内・院内保育所

利用できる施設の種類がありますので下記の表をご覧いただき、ご活用ください！

育児補助金制度は民間の託児サービスをお得に使えるサービスです。

保活・託児をサポート

そもそも
保活って?

保活とは
こどもを託児所に預けるための活動全体のことで「自分
が住んでいる地域の子育て情報を収集する」、「実際に
体験入園する」など、さまざまな活動のことですね。

補助金は利用設備の種類に
よって変わるんですね。

上の表の1～3を見ながらご自身の補
助対象を申請してくださいね。

保育施設

ファミリー･サポート･センター

ベビーシッター・病児シッターサービス
ベビーシッター・病児シッターさん達が登録もしくは所属されている会社には申込方法、営業時間、料金など、各社
ごとにサービスに違いがあります。ご自分の希望の条件に近い会社を選んで依頼しましょう。

育児援助を受けたい人と行いたい人をマッチングする育児サービス。
現在47都道府県で提供されており、各自治体サイトまたは女性労働協会サイトで検索が可能。
病児保育が受けられるファミリー･サポート･センターもあり、民間のベビーシッターより安く利用できます。

主な託児サービスの種類

※1 小規模認可保育所や家庭的保育所でも、施設独自に提供している延長保育や、認可外クラスの預かりもしている場合は、ベネ・ステの育児補助金制度対象
施設として掲載している場合があります。この場合も認可保育に育児補助金は利用できません。

ベネ・ステの育児補助金制度対象外
認可外保育施設

自治体の認定・認証施設
（東京都認証保育所・横浜保育室など）

その他の認可外保育施設
（インターナショナルスクール・ベビーホテルなど）

2
1

1

民間の学童保育施設 1

3

4

育
児 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

C
hild

 C
are Station

Life 
Service



※掲載画像はイメージです。※掲載内容は2018年3月現在のものです。サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記については
消費税を含んだものです。ただし、税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。

すくすく
monthly
対象施設は
このマークを
チェック！

すくすく
えいど

対象施設は
このマークを
チェック！

月極保育料金（円） 補助金（円）
110,000円以上 10,000円
100,000円～109,999円 9,000円
90,000円～99,999円 8,000円
80,000円～89,999円 7,000円
70,000円～79,999円 6,000円
55,000円～69,999円 5,000円
45,000円～54,999円 4,000円
35,000円～44,999円 3,000円
25,000円～34,999円 2,000円
25,000円未満 1,000円

補助額一例

１か月当たり

3,000円補助

17,000円OFF

入会金 17,000円

→無料

No.648036  マーマご利用の場合

更にすくすくえいど
と併用可能 ！

1,411円/時
1,011円/時（B会員の場合）

（A会員の場合）基本料金10％OFF

1,900円/時

→1,711円/時

※介護サービス・保育グループは対象外
※お子様お1人のご利用料金が1か月当たり3,000円以上の場合

※1日2時間／月30時間まで
※1時間当たりの保育料が補助額を上回る時のみ利用可

ベネフィット・ステーションで使える育児補助金制度

すくすくえいど

すくすくmonthly

すくすくファミリーサポート

No.640398

No.642245

No.641306

ベネフィット・ステーションで使える
育児補助金制度は3つ

の
サ
ー
ビ
ス
で
使
え
ま
す

1

の
サ
ー
ビ
ス
で
使
え
ま
す

2

の
サ
ー
ビ
ス
で
使
え
ま
す

3

一時保育
補助制度

月極保育
補助制度

ベネ・ステで紹介している託児所やベビー
シッター・学童保育施設の一時保育サー
ビスをご利用される場合に、一部補助金が
受けられる制度です。

ベネ・ステで紹介している託児所の月極保育サービスをご利用された
場合に、一部補助金が受けられる制度です。

女性労働協会で紹介されているファミリーサ
ポートサービス（育児）をご利用された場合
に、補助金が受けられる制度です。
ご利用方法やサービス内容は各ファミリーサ
ポートセンターに直接お問い合わせください。

全国で使える

【B会員】１時間

700円補助

【A会員】１時間

300円補助
B会員の場合

最大月々21,000円の補助

A会員の場合

最大月々9,000円の補助

●0歳～小学校6年生までのお子様を持つ
　会員ご本人様
●「すくすく倶楽部」にご登録済みでお手元に
　「すくすく手帳」をお持ちの方

ご利用対象者

●0歳～小学校6年生までのお
子様を持つ会員ご本人様
●「すくすく倶楽部」にご登録
済みの方

ご利用対象者

●0歳～4歳未満のお子様を持つ会員ご本人様　
●「すくすく倶楽部」にご登録済みの方

ご利用対象者

No.640181 東京都認証保育所プチ・クレイシュご利用の場合

月極の保育料により、「すくすくmonthly」の補助額は
下記のとおりとなります。

更にすくすくmonthlyと
併用可能 ！

月額最大10,000円お得

※2019年度の場合

※2018年度の場合

ご利用になる制度が決まったら、まずは「すくすく倶楽部」No.640398  へ登録しましょう。
「すくすく倶楽部」に登録すると補助金の申請ができるほか、さまざまな特典が受けられますよ。
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【平日】10:00～21:00 【土・日・祝】10:00～18:00 （年末年始を除く）

会員専用サイトトップ画面
右側のログイン画面に「会員ID」
「パスワード」を入力して、
「ログイン」ボタンを
クリックしてください。

★すくすく倶楽部会員登録について：「すくすく倶楽部会員規約・利用規
程」をご確認・ご承認のうえ、『同意する』ボタンをクリックください。「サービ
ス申込入力」に必要事項をご入力のうえ、『上記の内容で申し込む（申込完
了となります）』を確認いただきクリックください。

●その他必要書類の提出について

②郵送 ： 証明書の送付方法にて「郵送」を選択してください。

お子さまの氏名、お誕生日がわかるもの（母子手帳、住民票、健康保険証などのコピー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※会員IDと会員氏名を必ずご記入ください。

すくすく手帳発行スケジュール
【締切】毎週月曜日の18:00
【手帳のお届け】締切後翌週月曜日頃

上記の必要書類を以下いずれかの方法にてご送付ください。

郵送先

お問い合わせ先 受付時間
カスタマーセンター 0800-9192-919

〒790-0035　愛媛県松山市藤原2-8-8
（株）ベネフィット・ワン　カスタマーセンター内　すくすく倶楽部事務局　宛

①Webアップロード ： 証明書の送付方法にて「Web添付」を選択してください。
サービス申込入力フォーム上で証明書画像データを添付してください。　
※一部タブレット・携帯電話からのアップロードは対応しておりません。

「ライフサービス検索欄」を
入力する際に下記のウインドウに
なりますので「640398」を
入力して検索！

メニュー詳細ページ プラン右側「お申込みフォームへ」をクリック！

会員規約の確認

「ベネフィット・ステーション」を検索！会員専用サイトへログイン！
❶❶

❷

STEP

1

STEP

2

STEP

3

今すぐ！
！

640398

❶
❷

すくすく倶楽部に登録

※すくすく倶楽部の補助金サービスはご加入のコースによりご利用いただけない場合がございます。
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会員専用サイトより必要事項を入力
の上、申請。別途、郵送（※2）また
はWeb添付にて活動報告書（原本
または写し）をお送りください。

報告
書

領収
書

¥1,000-

No.642245

月極保育補助制度

すくすくmonthly

すくすく
ファミリーサポート

No.641306

会員専用サイトより必要事項を入
力の上、申請。別途、郵送（※1）ま
たはWeb添付にて領収書をお送
りください。

報告
書

領収
書

¥1,000-

Q&Aよくある
育児補助金

すくすく手帳を紛失した場合、再発行できますか？Q.
可能です。すくすく手帳の再発行や、利用表が残り少なくなった場
合は会員専用サイト「No.640472 すくすく倶楽部 利用表追加申
請」もしくは、カスタマーセンターで申請が可能です。

A.
新たに子どもが生まれた、また現在登録している
施設を変更したい場合はどのように
登録すればよいですか？

Q.
「お子様の追加登録」や「登録施設変更・追加」をご希望の場合
は、会員専用サイト「No.640471 すくすく倶楽部 登録内容変更」
もしくは、カスタマーセンターでお手続きが可能です。

A.
夫婦ですくすく倶楽部に登録しています。
すくすく手帳は2冊利用できますか？

Q.
同一時間にお1人のお子様に対して2冊の手帳を利用することはでき
ませんが、手帳が2冊ある場合は同一時間であればお子様2名分、
お子様お1人であれば2冊分の制限時間までご利用いただけます。

A.

締切から1週間程度で
「すくすく倶楽部
会員No.」がメールで
通知されます。

まずは
「すくすく倶楽部」
へ登録

「すくすく倶楽部」とは、子育ても
しくは妊娠中である、会員様ご本
人が任意でご入会いただける子育
て応援コミュニティーです。

640398 で 検索

ご登録は
PC・スマートフォン
会員専用サイトにて

『すくすくえいど』と
併用も！

No.640398

一時保育補助制度

すくすくえいど

締切から1週間程度で
「すくすく手帳」が
送付されます。

手 順

1
「すくすく手帳」が届いたら…

手 順

2

すくすく手帳利用表へ下記
必要事項をご記入ください。
●お子様名 ●ご利用登録施設名 ●ご利用月

すくすく手帳を持参の上、
ベビーシッター／託児所を
ご利用ください。

手 順

3

ベビーシッターまたは施設担
当者に「ご利用日」「開始時
間」「終了時間」「施設確認印
（サイン）」を記入してもらう。
※ 1シートは必ず 1社（1施設）で
ご利用ください。

その場で記載に間違いがないか
を確認し、必ず毎回会員様ご本
人が直筆サインをしてください。

手 順

4

間違いや記載内容の疑問があれば
記入者へ確認してください。

毎月、最後のご利用日に「すくすく手帳利用表」を
ベビーシッター または施設担当者に
お渡しください。

手 順

5

最終ご利用日が不明な場合は、お手元で保管し、月末ま
でに必ず原本をご登録の会社（施設）までご提出ください。
なお、提出期限が月末以外の会社（施設）もございますので
ご契約時にご自身で必ずご確認ください。

これが
届きます！

※掲載画像はイメージです。※掲載内容は2019年3月現在のものです。サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。
※価格表記については消費税を含んだものです。ただし、税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。

（※1）〒790-0035 愛媛県松山市藤原2-8-8（株）ベネフィット・ワン カスタマーセンター内 すくすく倶楽部事務局 すくすくmonthly宛
（※2）〒790-0035 愛媛県松山市藤原2-8-8（株）ベネフィット・ワン カスタマーセンター内 すくすく倶楽部事務局 すくすくファミリーサポート宛

すくすく倶楽部の使い方
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※施設、エリアによって利用料金が異なります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属
のコースをご確認の上ご利用ください。

知っていると便利な育児情報

すくすく自治体
サービスガイド

保活アドバイザリー
サービス

会員限定
子育てセミナー

子どもの
予防接種
カレンダー
Powered by 
ベビペディア

ベネ・ステ子育て
応援ナビPowered 
by ベビカム

No.642970  

No.643643

No.642248

No.643247

  
No.642971  

育児ステーションのこのバナーをクリック！

●育児関連の手当と助成 
●認可保育園 
●認可外保育施設情報
●育児関連の相談 
●お問い合せ窓口

●ママ友・パパ友ができる 
●専門家・先生に育児の悩みを相
談できる

●新しい育児情報が得られる

まずは
お住いのエリアの
自治体の情報を
調べてみましょう。

サービスガイドで
知ることができる情報

セミナー参加のメリット

妊娠・出産・子育てに関する質問
に専門家がお答えします

妊娠・出産・育児の基本的なこ
とがよくわかる大百科を更新中

からだと心の相談室

妊娠・出産・育児大百科

•全国の自治体の情報にリンク！

出生届：出生日含め14日以内
出産育児一時金：出産翌日から2年間 など

申請書類の例と申請期日

※2019年3月時点の情報です。

＜過去開催例＞ベビーマッサージ講座・家事セミナー

ベネ･ステ会員様限定の
オリジナルセミナーを開催！

ガイダンスに沿って「育児介護」をご選択ください。
受付時間／平日10：00～21：00
土・日・祝日10：00～18：00（年末年始を除く）

すくすく育児
サポートダイヤル

「育児ステーション」でどのような育児メ
ニューがあるか知りたい場合はご相談く
ださい。育児で迷っている方の力強いサ
ポーターです。

 0800-9192-919
受付時間／月～金10：00～18：00
　　　　　（土・日・祝日・年末年始を除く）
サービス提供企業：ダイヤル・サービス（株）

ベネフィット・ステーション
子ども相談デスク

子どもの教育や友人関係、学校生活など、
お子様が日常の生活で困っていることを専
門家がアドバイス。家族の方はもちろん、
お子様からの相談も受け付けています。

0120-101-556 0120-810-250
受付時間／24時間・365日 電話・メール受付
サービス提供企業：（株）セーフティネット

24時間心と体の
相談デスク（育児）

子どもの病気や健康管理など困ったとき
の相談ダイヤル。急な病気時の病院案内
や、こどもの成長に不安を感じている人
なども、サポートします。

No.642649 No.721205

忘れがちな
子どもの予防接種も
一目瞭然!

保活の戦略アドバイス
から活動代行まで！
セミナーも開催。

すぐに相談したい時、安心の電話相談デスク

10％OFF

〈特典一例〉
保活アドバイザリーサービス
初回カウンセリング料
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※施設、エリアによって利用料金が異なります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属
のコースをご確認の上ご利用ください。

ベネ・ステの制度を上手に使おう

あなたに合った保育園・ベビーシッターを探すお手伝い

あずけ隊 見つけ隊
No.730215  No.641312

預けたい託児所・ベビーシッターがベネフィット・ステーショ
ンで紹介されていなかったら、施設の担当者にベネフィット・
ステーションをご紹介ください!

ご希望条件に合う託児所が見つか
らない場合は、ベネ・ステがあな
たの代わりにお探しします!

2500  プレゼント

妊婦さん・ママ・パパのためのサービス

Amazonファミリー
おむつ・おしりふきの定期購入が
いつでも15%OFF！

No.643037  

最大1500  
プレゼント

ご紹介いただいた施設が
ベネ・ステで紹介された場合、

※ 提携対象施設の条件等、
　詳細は会員専用サイトをご確認ください。
　サービスの概要はP41もご確認ください。

〈会員特典〉
会員専用サイトからAmazonファミリーに
新規登録後、申請いただいた方に

希望条件に合う
ベネ・ステ提携施設を

最大5施設
メールにてご案内

条件に合うのは
・Ａ保育園 ・Ｂ託児所

があります！

会員専用サイトで
お申し込み

認可保育園に入れなくても、民間の託児サービスを活用できるようサポートします。
プレゼントで育児をもっと楽しく!

保活サポートからプレゼント企画まで!

預けたいチラシキャプチャー.pdf

02_入稿_P09

育児用品の購入・レンタルもお得に！

ナイスベビー 
育児用品
レンタル補助

No.648242  

18％OFF〈特典一例〉
レンタル 掲載価格より

5％OFF購入 掲載価格より

すくすく育児用品
レンタル補助

No.641324

10％補助

〈特典一例〉
ダスキンレントオールの
ベビー用品

●新規利用に限る。

レンタル料金
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※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記については消費税を含んだものです。ただし、税抜と記載のある場合、掲載価格に
消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。

情報をご提供

妊娠したい・妊娠中の女性の健康をサポート

妊活ボイス

プレコンセプション・チェック
プラン（検診とカウンセリング）

浅田レディースクリニック

会員限定プレママセミナー

エレビット（Elevit）

No.643835

No.643891

No.643956

No.643957

No.643830

情報提供、コミュティ作りから健康のサポートまで、ベネフィット・ステーションをかしこく活用。

「いつか産みたい」と思う女性をサポート。

プレママをサポート

50  
プレゼント

〈会員特典〉
新規登録で

会員様限定！パパ、ママになる方に向け、様々なセミナーを開催。

〈特典内容〉
Web申込で検診での
検査項目にビタミンD追加

〈特典内容〉
初診受診前説明会参加者に
浅田院長の書籍（最新刊）を

〈特典内容〉
Web申込で定期購入で
通常価格4,500円
　　　

→

7,560円→ 無料

無料プレゼント

 初回限定2,980円
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妊娠中は、葉酸や鉄、カルシウムなどの栄養素が大切です。
ママ自身の体と健康を保つためにも、妊娠中に起こりやすい
不調と栄養素の関係を知っておきましょう。

日本人女性は、多くの栄養素で、実際の摂取量が推奨量を下回っていることがわかりました。
特に葉酸や鉄は基準の半分にも満たない状況です。

葉酸は、ビタミンB群の一つで、赤血球の形成に大きく関わっています。また妊娠初期の胎児の脳や
脊髄（神経管）の形成から、骨格や筋肉の成長まで妊娠中を通しては十分な摂取が大切です。

「貧血症状」や「だるさ」を感じることはありませんか？
それは栄養不足やバランスが崩れているサイン

意外と足りていない？妊娠中の栄養

日本人女性は栄養が足りない？

妊娠中は常にベストな葉酸濃度を保って！

❶

❷

❸

ビタミンC ビタミンD カルシウム マグネシウム 葉酸 鉄

82
%

67
%

59
% %

66
%

48 28
%

半分も満たせず・・・
摂取推奨量：日本人の食事摂取基準（2015年版）18歳以上＋妊婦推奨量等　　平成24年度国民健康・栄養調査結果より作成

葉酸

メチオニン
合成酵素

ホモ
システイン メチオニン

酵素
（MTHFR）

日本人女性の葉酸摂取推奨量は、
1日あたり240μg、妊娠中は480
μgとなっています（厚生労働省食
事摂取基準）。

葉酸は必要量以上を摂取したとしても、尿中へ排出されてしまいます。
よって葉酸の摂り過ぎよりも、葉酸不足に気をつけたほうがよく、
特に妊婦では意識して摂取すべき栄養素の一つです。

血液を作るのに必要な
栄養素です。

血液中の赤血球の
形成を助けます。

脱水やミネラル（カルシウム・マグネシウムなど）
のバランスの崩れなどで起こります。妊娠中は、
血液量が増えるためバランスが崩れたり、赤ちゃ
んが必要とするため不足したりします。また、ビ
タミンB群が不足すると、細胞や血液の新陳代謝
がうまくいかず、疲れやだるさを感じます。

鉄は赤血球の重要な要素で、不足すると赤ちゃん
へ栄養素や酸素が供給されにくくなります。妊娠
中は、普段より多くの血液が必要になるため、鉄
欠乏性貧血になりやすくなります。ビタミンB12や
葉酸を一緒に摂ると、鉄を効率よく吸収・利用す
ることができます。

貧血 こむらがえり（腓腹筋痙攣）・足のだるさ

妊娠中は通常の2倍の
葉酸が必要

遺伝子CT/TT型日本人女性（19～29歳）の
MTHFR遺伝子C677T
多型の内訳　　症例数：250例

MTHFR遺伝子変異あり
つまり、
葉酸を利用しにくい67.2%67.2%

葉酸は、細胞をつくるタンパク質（メチオニン）の合成に関わっています。
しかし、日本人女性の6割以上は、その過程に必要な酵素（MTHFR）がう
まく働かず、摂取した葉酸を利用しにくい体質といわれています。

L.JP.MKT.CH.04.2019.1465 

6割以上の日本人女性は、
葉酸をしっかり
利用できない

葉酸は水溶性ビタミン。
体にためておけない

アボカドなら約３個

妊婦栄養摂取推奨量に対する妊婦１日平均摂取量比率

鉄 葉酸

妊娠中に
よくある
トラブル

エレビット（Elevit）
〈特典内容〉
定期購入で通常価格4,500円
　　　

→

（2回目以降は10%OFFの4,050円）
 初回限定2,980円

No.643830
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※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記については消費税を含んだものです。ただし、税抜と記載のある場合、掲載価格に
消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。

対象の家事代行
サービスが初回

1時間分
無料

※お1人様各サービス
初回1回まで

家事代行補助チケット

日本唯一「自宅訪問型母親
産後ケアサービス」

保活アドバイザリーサービス、
保活セミナー、親向け子育て
／復職講座

No.642247  ※要事前予約

マドレボニータの「産後ケア教室」
No.643605  

No.643842

No.643643

妊娠期から産後・職場復帰後まで、家事代
行を上手に活用して自身のケアやお子様と
の時間を作りましょう！

「産後」の女性の体と心のた
めのエクササイズやセルフ
ケアを行う教室です。
週1回、120分 の4回 を１
クールで産後の心身のリハ
ビリを行うことで、職場復帰
やボランティア参加など社
会と再びつながることに向
けての準備が整います。

ベビーシッター補助チケット
No.642246  ※要事前予約

ベビーシッターサービスを初めて利用する方へ。まずは初
回1時間分無料で対象のベビーシッターがご利用いただけ
るサービスです。

のマークのサービス詳細は
No.640398  にて
ご確認ください。※ 提携対象施設の条件等、詳細は会員専用サイトをご確認ください。

対象施設の
ベビーシッター利用料が

初回1時間分
無料

※お1人様各サービス
初回1回まで

使える

使える

すくすく倶楽部
登録で使える！

＜会員特典＞
マドレボニータ発行の書籍
『産後白書（定価520円）』
プレゼント

すくすくeラーニング制度
No.642693  

育休中のスキマ時間でスキルアップ ！

最大5講座まで無料
職場復帰後に役立つeラーニング講座が

※お申し込みは年間お1人様1回まで。

・ チームが活性化するコミュニケーション
・ 成果を出すタイムマネジメント
・ Word2013／Excel2013　など

【講座一例】

※ 講座内容詳細は会員専用サイトをご確認ください。

育児と仕事の両立は大変!　便利なサービスをうまく活用してより快適な育児環境に。

産休から職場復帰まで、ママの心身をケアして職場復帰するまできちんとサポート

ママ・パパ、家族をサポート

保活の戦略アドバイスから
活動代行まで！ セミナーも開催。

10％OFF

〈特典一例〉
保活アドバイザリーサービス
初回カウンセリング料

10,800円
（交通費別） 

①集中ママケア 
　おためし初回限定 
　4時間

②一般料金より

10％OFF

産後2か月～赤ちゃんと通える「産後ケア」

自宅で受講できる復帰前講座で
職場復帰の準備を
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※施設、エリアによって利用料金が異なります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属
のコースをご確認の上ご利用ください。

【関東】No.650179

各プラン   10％OFF 
<週1回プラン>
1時間あたり   3,780円→ 3,402円 
<隔週プラン>
1時間あたり   4,320円→ 3,888円 

【関西】No.654344

各プラン   10％OFF
<週1回プラン>
1時間あたり   3,402円→ 3,062円 
<隔週プラン>
1時間あたり   3,888円→ 3,499円 

らでぃっしゅぼーや

家事の達人

No.653953

No.653754

「ワタミの宅食」

500円の
割引券 
プレゼント 

ワタミの宅食
No.643826

①「お掃除おまかせサービス」1回のみの
 お掃除の場合、お見積り料金（税抜）より

 10%OFF 
②「お掃除おまかせサービス」定期サービスの  
 場合、初回のみお見積り料金（税抜）より  

 10%OFF 
③ 「家事おてつだいサービス」2週間に1回
 （1回2時間）以上の定期サービス契約の
 場合、初回のみ   

 1時間無料 

【ダスキン】家事代行サービス
No.650124

ベアーズの家事代行補助制度

（※1）家事代行スポットNo.650516、ハウスクリーニングスポットNo.650636、
　　  キッズ＆ベビーシッタースポットNo.640501のみ。
　　　※通常特典との併用可能

①スポット利用（※1）毎回1,000円補助

②初回お試しプラン（3時間）
　通常12,000円（税抜）→ トライアルで9,000円（税抜）

   更に2,000円補助
※別途消費税・スタッフ交通費900円

No.650516 No.650636 No.640501

パソナライフケアの家事代行
「家ゴトコンシェルジュ」

No.650179 No.654344

ハウスクリーニング
シリーズ   

例　キッチン おそうじパック
　　12,960円 → 11,664円

10％OFF

家事玄人（カジクラウド）
No.653897

家事玄人シリーズご購入金額の   

10％分の  
プレゼント

食材宅配Oisix
No.651064

Oisixおためしセットご購入で   
ご購入金額の

20％分の  
プレゼント
Oisixおためしセット以外のご購入で
ご購入金額の

1％分の  
プレゼント

おためしセットご購入で ご購入金額の

20％分の  プレゼント

会員専用サイトから
Webにてご購入いただきました方へ、 
購入金額（税抜）の

1％分の  プレゼント

●KAJIサービス   
　すやすやエアコン
　カビ取りパック
　12,960円 
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※対応エリア・店舗情報などの詳細は会員専用サイトをご確認ください。※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記について
は消費税を含んだものです。ただし、税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。

写真とメッセージでつづる
アルバムえほん

No.640047  

〈特典一例〉
アルバムえほん「赤ちゃんのうまれたとき」

各4,957円
各5,832円↓

アルバムえほん「Birth Story」

エジソンママ
（EDISONmama）

No.641033

サプライズギフト
アニバーサリーブック

No.640499  

〈特典一例〉
アニバーサリーブック各種
（お誕生日絵本・クリスマス絵本など）

3,190円3,996円→

写真印刷の場合

3,620円4,536円→

業界最安値＆品揃えNo.1 
ベビー用品レンタルなら
ベビレンタ

マタニティ専門店 
ANGELIEBE

アイレンタルマルケン
ベビーセンタ

No.643021  

No.642893

No.648250  No.648248  

〈特典一例〉
レンタル料金

〈特典一例〉
レンタル商品に限り 10％OFF
5％～10％OFF

〈特典一例〉

15%OFF全品

更に利用金額の
5％分の プレゼント

●一部除外の商品あり。
●他セール・クーポンや
　キャンペーンとの併用不可。

〈特典一例〉

5％OFF店舗商品

※ お問い合わせ先は
会員専用サイトへ

育児用品

赤ちゃんの城　
（楽天市場店）

No.643779

〈特典一例〉
一般料金より 

5％OFF

〈特典一例〉

エジソンのお箸Baby 

1,010円1,080円→

（送料を含む）

25%OFF各種商品が
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※施設、エリアによって利用料金が異なります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属
のコースをご確認の上ご利用ください。

ノハナ（nohana）
No.655592

〈特典一例〉
【初回限定】
ノハナフォトブックを

1冊無料（送料も無料）で
プレゼント！ 

Famm（ファム）
No.655691

〈特典一例〉
【初回限定】
Fammフォトカレンダーを

5冊無料
（送料も無料）で
プレゼント！ 

フォトサービス

wellnote（ウェルノート）
フォトカレンダー

No.643919

〈特典一例〉
【初回限定】フォトカレンダー 1か月分を1冊まで無料

高品質フォトブック・カレンダー・
写真プリントサービス 　
TOLOT（トロット）

No.655718

〈特典一例〉
【初回注文時限定】フォトブック　 200円OFF

●別途プリント料
金が必要です。

●お申し込みはお
1人様1回まで。

こども写真城 
スタジオアリス

No.640430  ※要事前予約

〈特典一例〉撮影料半額券プレゼント

1,620円
撮影料
3,240円↓

●別途プリント料
金が必要です。

●お申し込みはお
1人様1回まで。

記念日スタジオ 
スタジオマリオ

No.641318  ※要事前予約

〈特典一例〉撮影料半額券プレゼント

1,620円
基本撮影料
3,240円↓ ●撮影には別途撮影

料がかかります。
●お申し込みはお
1人様1回まで
●0～6か月のお
子様対象

スタジオパレット
No.642482  ※要事前予約

〈特典一例〉
キャビネサイズ写真（2L相当）
1枚プレゼント

お得にファミリーの思い出を写真で残そう！
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※対応エリア・店舗情報などの詳細は会員専用サイトをご確認ください。※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記について
は消費税を含んだものです。ただし、税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。※施設、エリアによって利用料金が異な
ります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属のコースをご確認の上ご利用ください。

Kid's US.LAND
（キッズユーエスランド）

キッザニア東京

No.765397

No.677906

〈特典一例〉
【ご新規】
会員カード作成   300円→100円 
【既存会員】   
お子様へお菓子のプレゼント 

〈特典一例〉
【平日（月～金）（各日第2部16:00～21:00）】   　 
入場料金　
3歳以上お1人様あたり 

500円OFF 

レジャー

アメイジングワールド
No.641315  

200円OFF
〈特典一例〉
1家族につきこども1名のみ

1dayパス

●会員証1枚につきこども1名まで有効。

キッザニア甲子園
〈会員特典〉
【平日(月～金)・日曜・祝日(各日第2部 16:00～21:00)】
入場料金 3歳以上お1人様あたり

500円OFF 

No.677907  

※除外期間・除外日あり 
※詳細は会員専用サイトをご確認ください。
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　　  ＝一時保育補助制度あり（すくすく手帳の提示が必要になります）  　　＝月極保育補助制度あり    　　＝公益社団法人全国保育サービス協会に加盟しているサービスです。
〈エリア情報〉について…掲載のエリアは一部地域でご利用いただけない場合もございます。サービス対象エリアの詳細は会員専用サイトもしくはサービス提供企業にてご確認ください。

ショッピング

アカチャンホンポ公式ネット通販
No.643158  

〈特典一例〉
会員専用サイトからWebにてご購入いただいた方、
購入金額（税抜）の

1％分の
プレゼント 5％OFF

● 一部割引特典対象外の
　商品がございます。

エリエールオンラインショップ
（育児用品）

No.642526  

〈特典一例〉
商品価格より

更にご利用金額（税込）の
5％分の プレゼント

No.651563

※商品一例となります。

Aden + Anais　CLASSIC 
DREAM BLANKETS
 junge jam giraffe　6027

ル・クルーゼ　シグニチャー
ベビー・テーブルウェア・セット
ミルキーピンク

その他、家電・グルメ・化粧品など
ベネ通販では毎日セール開催中！！

出産お祝いもお得に♪
※一部有料ラッピングも可能

お得に
ベビーキッズ用品を
販売しております！

combi メチャカルハンディエッグ
ショックMG トリコロールネイビー

ergobaby　OMNI360　
クールエアー　
オックスフォードブルー

combiクルムーヴ 
エッグショック S
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※対応エリア・店舗情報などの詳細は会員専用サイトをご確認ください。※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記について
は消費税を含んだものです。ただし、税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。※施設、エリアによって利用料金が異な
ります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属のコースをご確認の上ご利用ください。

ベビーシッター

送迎・託児の安心頼り合い 
AsMama「子育てシェア」

No.643076   　    

〈特典一例〉
一時保育補助制度
「すくすくえいど」が
ご利用できます
〈エリア情報〉
全国

KIDSLINE（キッズライン）
〈特典一例〉
入会金・年会費　無料

〈エリア情報〉
北海道／青森県／山形県／福島県
栃木県／茨城県／群馬県／埼玉県
千葉県／東京都／神奈川県／山梨県
富山県／石川県／福井県／長野県
岐阜県／静岡県／愛知県／三重県
滋賀県／京都府／大阪府／兵庫県
奈良県／和歌山県／広島県／島根県
山口県／徳島県／愛媛県／高知県
福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県
大分県／鹿児島県／沖縄県

500円分の
キッズラインポイント
プレゼント

No.643042    　    

スマートシッター
No.642917   　    

〈エリア情報〉
栃木県／茨城県
埼玉県／千葉県
東京都／神奈川県

ハニークローバー
No.641771   　   

〈特典一例〉
ボリューム会員　入会金 5,000円割引
更に見守りカメラのプレゼント
〈エリア情報〉　
茨城県／埼玉県
千葉県／東京都
神奈川県

病児保育のベビーシッター　
ル・アンジェ

No.640505   　    

〈特典一例〉
入会金　 37,800円54,000円→

〈エリア情報〉　
茨城県／埼玉県／千葉県／東京都
神奈川県

KIDSNA Sitter（キズナシッター）
No.643490   　    

〈エリア情報〉 埼玉県／千葉県東京都／神奈川県
大阪府／福岡県

〈特典一例〉
一時保育補助制度
「すくすくえいど」がご利用できます

〈特典一例〉
福利厚生会員クーポン
（保育料の3％分）
プレゼント

ポピンズグループの
ス マ ー ト シ ッ タ ー

お客様アンケート結果では

『シッターの質が高い』
 ことを常に評価いただいております。

お子さまの健やかな成長に大切なのは、大きな愛情であり、適切なサポートです。

大事なお子さまをお預かりするのに、「ただ預けるだけ」にはしたくない。

スマートシッターの登録シッターは、保育士など有資格者中心、保育・子育て
経験者のみ。

働くママパパの育児を全力で応援します。

安心・信頼できる「保育のプロ」 
ならスマートシッター

多くのご家庭でご利用いただいて
います！

面談時にシッターさんの人柄が分かり
、安心できました。（5歳男の子のマ

マ）

ふだん人見知りの娘ですが、とても嬉しそうに遊びたがり拍子抜けするほどでした。（4歳
女の子のママ）

どうしても子どもを連れて行けない用事があったので、柔軟に対応していただき助かりました。（2歳男の子のママ）

お得なキャンペーン
実施中！

登録後

https://smartsitter.jp/

検索
スマートシッター

スマートシッターができること ご家庭や状況に合わせてさまざまな保育を行っています。お気軽にご相談ください！

外遊び 病児保育 産前産後ケア 育児相談
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　　  ＝一時保育補助制度あり（すくすく手帳の提示が必要になります）  　　＝月極保育補助制度あり    　　＝公益社団法人全国保育サービス協会に加盟しているサービスです。
〈エリア情報〉について…掲載のエリアは一部地域でご利用いただけない場合もございます。サービス対象エリアの詳細は会員専用サイトもしくはサービス提供企業にてご確認ください。

チャイルドマインダー保育　
安心保育予約サイト
「子ごころ」

No.640543   　    〈特典一例〉安心保育予約サイト「子ごころ」利用料　4,320円/年→無料

ママMATE
No.640030   　    

ASUKA （明日香） 
ベビー・キッズシッター

No.640036   　    

テノ．サポート
No.640042   　    

入会金 無料32,400円→

年会費 無料10,800円→

キッズウィング
No.640154   　    

ラヴィ
No.640225   　    

〈特典一例〉入会金 無料10,800～32,400円→

Ｆ-bell　シッターサービス
No.640276   　    

基本料金9:00～17:00（月～土） 1,566円1,620円→

〈特典一例〉

●スマホクーポン不可。

入会金 無料3,780円→

キンダーネットワーク
No.640288  ※要事前予約 　    

〈特典一例〉入会金 50%OFF

長期休み中の自然体験スクール参加費 5%OFF
8,316円→〈特典一例〉 総合サービス会員 6,652円（20％OFF）年会費

ママ・アンド・パパス　
ベビーシッターサービス

No.640421  ※要事前予約 　    
〈特典一例〉シッター料金 5%OFF

スマイルパートナー
No.640332  ※要事前予約 　    

基本料金（最初の2時間） 3,460円4,100円→

〈特典一例〉入会金・年会費 無料16,200円→

CareFinder
（ケアファインダー）

No.643641  ※要事前予約 〈特典一例〉Web申込で月額利用料金  2,980円より
クーポンコードご利用で  初月1,000円OFF

ワーキングマザーのための
総合支援サービス　
マザーネット

No.640397   　    

新規登録費 無料10,800円→
● 別途年会費（10,800円）がかかります。

〈特典一例〉

〈エリア情報〉茨城県／埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／
大阪府兵庫県／奈良県

〈エリア情報〉東京都／神奈川県

〈エリア情報〉福岡県／沖縄県

〈エリア情報〉東京都／神奈川県

〈エリア情報〉茨城県／埼玉県／千葉県／東京都

〈エリア情報〉埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県

〈エリア情報〉静岡県

〈エリア情報〉千葉県／東京都

〈エリア情報〉埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県

〈エリア情報〉 北海道／宮城県／秋田県／埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／新潟県／
富山県／石川県／福井県／長野県／岐阜県／静岡県／愛知県／三重県／
滋賀県／京都府／大阪府／兵庫県／奈良県／和歌山県／鳥取県／島根県／
山口県／徳島県／香川県／愛媛県／高知県／福岡県／佐賀県／長崎県／
熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県

〈エリア情報〉 北海道／茨城県／群馬県／埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／長野県／
岐阜県／愛知県／滋賀県／京都府／大阪府／兵庫県／奈良県／和歌山県

〈エリア情報〉埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／愛知県／
京都府／大阪府／兵庫県／奈良県

無料32,400円→〈特典一例〉

〈特典一例〉

初年度年会費 5,400円21,600円→

次年度以降年会費 2,160円21,600円→

〈特典一例〉
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※対応エリア・店舗情報などの詳細は会員専用サイトをご確認ください。※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記について
は消費税を含んだものです。ただし、税抜と記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。※施設、エリアによって利用料金が異な
ります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属のコースをご確認の上ご利用ください。

ＢＥＲＲＹ　ＢＥＡＲ　ブランドの
ベビーシッターサービス

No.640544   　    
〈特典一例〉

〈特典一例〉

〈特典一例〉

〈特典一例〉

〈特典一例〉

入会金

入会金

年会費

初年度年会費　 無料10,800円→

クラッシーの
シッターコンシェルジェ

No.640633  ※要事前予約 　    

No.640947   　     

No.640990   　    

No.641569   　    

No.641621   　    

No.641746   　    

No.642024   　    

No.642346   　    

No.648036  ※要事前予約 　    

No.643544   　    

シッターサービス　
リトルスター

プティタンジュ

ポリアンナ　ベビーシッター＆
ホームケアサービス

フィオーレ

ソレイユ
ベビーシッターサービス

ぽっかぽか株式会社
（ベビー＆キッズシッター）

Baby Room　かわい
（スポット保育）

マーマ

コミル＆メイドの
ベビーシッターサービス

〈エリア情報〉

〈エリア情報〉

東京都／神奈川県／埼玉県／千葉県

〈エリア情報〉東京都／神奈川県

〈エリア情報〉埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県

〈エリア情報〉東京都／神奈川県

〈エリア情報〉東京都／神奈川県

〈エリア情報〉東京都／神奈川県

〈エリア情報〉東京都／神奈川県

〈エリア情報〉東京都

〈エリア情報〉

〈エリア情報〉

千葉県／東京都／神奈川県／岐阜県／愛知県／三重県／香川県

茨城県／埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／沖縄県

埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／愛知県／大阪府／
兵庫県／奈良県／徳島県

定期サービス各プラン　5%OFF
●別途交通費がかかります。
● 安全費として、お子様1人につき1回216円がかかります。

無料10,800円→

5,400円10,800円→

9,720円10,800円→

ビジター料金 9:00～18:00 （1時間） 2,041円2,268円→

〈特典一例〉入会金 50%OFF

〈特典一例〉入会金

9:00～17:00 2歳児から

初回サービス時ベビーシッターご利用料金

〈特典一例〉一時保育補助制度
「すくすくえいど」がご利用できます

5,400円10,800円→

10%OFF

〈特典一例〉9:00～17:00 8か月～2歳未満児 2,400円
2,000円

ベビーシッター 基本料金
9:00～17:00（1時間） 1,711円1,900円→

〈特典一例〉年会費 無料21,600円→

〈特典一例〉電話申込で入会金

5,000円OFF （通常21,600円→16,600円）
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＝一時保育補助制度あり（すくすく手帳の提示が必要になります）  　　＝月極保育補助制度あり
＝公益社団法人全国保育サービス協会に加盟しているサービスです。　

マークの見方：Y =お申し込み電話番号　Y =お問合せ電話番号
 

 

 メニューNo. 

648222
育児施設・
学童

都市型保育園ポポラー 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 一時保育料（1時間）から　10%OFF

 メニューNo. 

640995
育児施設・
学童

英語で預かる学童保育 /  
プリスクールのKids Duo
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 入会金　21,600円

▲

無料

 メニューNo. 

641151
育児施設・
学童

ラビキッズワールド 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典

一時保育補助制度「すくすくえいど」がご利用できます
月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

 メニューNo. 

641676
育児施設・
学童

ウィズダムアカデミー 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典

入会金　50％OFF
レギュラー会員　54,000円

▲

27,000円

 メニューNo. 

640800
育児施設・
学童

キッズベースキャンプ 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 電話申込でレギュラー・スポット会員　入会金　50％OFF

 メニューNo. 

640792
育児施設・
学童

埼玉ヤクルト保育園 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典

電話申込で1日体験無料
入会金1万円   年に2回（4～5月、10月）半額キャンペーン
一時預り登録料　5,000円

 メニューNo. 

640293
育児施設・
学童

アスク 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典

入会金（月極）　20,000円

▲

10,000円
入会金（一時保育）　500円

▲

無料

 メニューNo. 

640766
育児施設・
学童

ぽけっとランド
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

 メニューNo. 

648040
育児施設・
学童

ピジョンキッズワールド 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員証提示 
要事前予約

会員 
特典

クリエイティブプレイ・スポット利用料金　20%OFF
イングリッシュクラス入会金　20%OFF
● 店舗により利用料金が異なります。詳細はお問い合せください。
● 別途登録料が必要になります。（初年度2,700円、次年度より1,620円）
※ご予約先は会員専用サイトへ

 メニューNo. 

640219
育児施設・
学童

キッズスクウェア 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典

基本料金・時間外料金　ビジター料金より　5%OFF
創造体験学習教室登録料　10%OFF
オリジナル知育玩具　定価から　5%OFF

 メニューNo. 

642898
育児施設・
学童

KTC放課後スクール HugPON!
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 一時保育補助制度「すくすくえいど」がご利用できます

 メニューNo. 

640181
育児施設・
学童

東京都認証保育所 プチ・クレイシュ 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典

入会金（月極）　17,000円

▲

無料
入会金（月極）（田町のみ）　19,000円

▲

無料

 メニューNo. 

640183
育児施設・
学童

リトルガーデン 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

 メニューNo. 

642943
育児施設・
学童

リックキッズ 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 一時保育補助制度「すくすくえいど」がご利用できます

 メニューNo. 

642777
育児施設・
学童

ピノキオ幼児舎 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典

月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます
※ご予約先は会員専用サイトへ

 メニューNo. 

642466
育児施設・
学童

グローバルキッズ 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

 メニューNo. 

641445
育児施設・
学童

ゆらりん保育園 
対応エリアは会員専用サイトへ

会員 
特典 月極保育補助制度「すくすくマンスリー」がご利用できます

育児施設・学童
各メニューの詳細は会員専用サイトよりメニューNo. 検索にてご確認ください。
メニュー情報 ご利用方法 会員特典
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他のママたちが気になる！　
平日夕方のタイムスケジュール、

みんなどんな感じ？

――今回は仕事と育児を両立されるワーママのみなさんに集
まっていただきました。まずは、みなさんのお仕事終わり～夜寝
るまでのタイムスケジュールを教えていただけますか？
加藤さん：私は17時半頃に会社を出て、18時すぎにお迎え
に行っています。家まで徒歩5分なのですが、子供が1歳の歩
きたい盛りかつ好奇心旺盛なタイプなのでいろいろ寄り道し
て、結局40分くらいかかることも...。帰宅後はまず夕食を準
備しますが、ミールキットを利用してるので15-20分で手早
く作っています。そして、19時過ぎには夕食を食べてそのあ
とお風呂。少し自由時間を過ごした後、21時くらいに子供を
寝かしつけます。
須藤さん：私の子供はインターの幼稚園に通っているので
15時には帰りのバスが来るんです。なのでベビーシッターさ
んにお迎えをお願いしています！私自身も時短勤務で16時
過ぎには会社を出て、17時15分に自宅でベビーシッターさ
んとバトンタッチ。そこから子供と遊んで、18時くらいから夕
食準備、19時にはお風呂に入っています。子供が20時には
寝てしまうので帰宅してからの3時間が勝負ですね！そのあ

と20時半以降は自分時間で、スキル
アップの勉強などをしています。
林さん：そんなに早く寝てくれ
るなんていいなぁ～！私は仕
事終わりが18時すぎ、子供た
ちの学童や習い事先のピック
アップが19時半くらいなので須

藤さんに比べて全体的にタイムスケ

ジュールが後ろ倒しです。その時点
で子供のお腹の空き具合もピー
クなので、平日の夕食は外食か
お惣菜を買って帰ることもし
ばしば。その後20時半以降に
明日の準備をさせて、21時すぎ
くらいにお風呂に入りますが、女
の子なので髪の毛を乾かすのに時間
がかかって（笑）子どもたちが寝るのはだいたい22時半くら
いですね。その後は自分の見たい海外ドラマを見るのが楽し
みですが、ソファで寝落ちしてしまうこともよくあります（笑）
山田さん：うちは私の母のサポートに結構頼っています。ほ
ぼ毎日実母が17時に家に来てくれて、娘たちが学童から
帰ってくるとおばあちゃんがいる、という状態です。夕食は朝
のうちに私がある程度用意しておいて、18時過ぎに私が帰
宅するとみんなでご飯を食べます。その後19時からは自由時
間で、お風呂に入って学校の話を聞いたりして、20時には就
寝。読み聞かせは毎日する！と決めてるので、寝る前に本を
読むのが日課です。

ママ一人で抱え込まない！
ベビーシッターや家事代行の

リアルな使い方

――みなさん、自分のお母様やベビーシッターなど、うまく他の
人を頼られていらっしゃるんですね！
山田さん：実は、私は娘たちが0歳児の時は地方にいて。実家
も遠かったので、ワンオペで双子育児をしていたんです。でも
その時に、慣れない育児で常に寝不足だし、かつ弱音を吐け
る場所もなく、精神的に辛くて...。そこで、実家のある東京に
戻ったら、一人で無理をせず頼れる人に頼ろう、と思うように
なりました。
須藤さん：私は以前、シンガポールでも仕事をしていたので
すが、日本のお母さんはみんな頑張りすぎだと思います！シ
ンガポールはナニー文化が根付いているので、家事や育児も
ナニーさんと分担。なので私自身、シンガポールから日本に
帰ってきてすごく戸惑いました。かつ夫も海外出張が多い職
種で、私の実家は遠方だったので、「このままじゃ余裕がなく
なる！」と思って、すぐにキッズラインのベビーシッターを利
用しました。ベビーシッターって、高い印象を持たれる方も多
いと思うんですが、私と夫の会社の福利厚生が利用できるの

育 児と仕事の両立―この春からワーママデビュー！
という方も、既に両立されている方も、なかなか一

筋縄ではいかない…と感じられているかもしれません。試
行錯誤の毎日で、他のママの両立法が気になっている方も
いらっしゃるのではないでしょうか？
　そこで、現在育児と仕事を両立させている4人のワーマ
マが集合し、座談会を開催！お仕事終わり～就寝までの
タイムスケジュールは？両立をどう乗り切っているの？ベ
ビーシッターや家事代行はどう利用してる？など、ワーマ
マのリアルを語ってもらいました！

仕事と子育ての
両立の鍵は「余裕」！
～ベビーシッター&家事代行を上手に活用するワーママ座談会～
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で、送迎～保育を1日3時間お願いしても補助を利用すれば、
手数料や交通費いれて1500円くらいで利用できるんです！
林さん：私も次女のバレエの習い事の送迎をシッターさんに
お願いしています。土日であれば私が送迎してあげることも
できるのですが、土日に習い事を集中させると家族の時間が
なくなってしまうし、平日にしか開催していない習い事もあ
る。そこで子供の興味関心や可能性を狭めたくなかったんで
すよね。なのでシッターさんを頼って、平日の夕方であっても
子供の興味のある習い事に行かせるようにしています。
須藤さん：わかる！仕事をしていると、土日にやらなきゃいけな
いことが集中しがちだけど、それはもったいないですよね！私
は病院に行くのも、土曜日や平日の夕方はすっごく混むので、
病児対応のシッターさんに午後イチの空いている時間に行っ
て薬を受け取ってもらうようにしています。せっかく家族で過
ごせる週末を、病院だけに使うのはもったいないですからね。
加藤さん：私は家事代行を定期的に利用しています。週に1
回・3時間、主にベッドリネン類の洗濯・交換をしてもらって、
家の中をまるっと掃除してもらっています。みなさんと同じ
で、私もせっかくの週末を家事にたくさん時間費やすのは
もったいなぁと思って…。キッズラインで同じサポーターさ

んに決まった日時で定期予約をして
いるので、日程調整コストもなく
便利です。3時間あると掃除だ
けでなく、子供服のタンスをき
れいに整理してもらったりなど
の収納の改善もしてもらえて、
生活の質が向上してめちゃくちゃ

おすすめです。

優しいママでいるために 
―― ベビーシッターで作る余裕が

「心の安定」につながる！

――なるほど...みなさんのお話を伺ってママだけで抱え込んで
しまうのではなく、うまく人の手を借りて可能性を狭めずにさ
れていることがよくわかりました！
須藤さん：本当にそう思います。私はベビーシッターさんが
いなくて、余裕がなかったらすごく意地悪なママになってい
たと思います（笑）やっぱり、余裕が心の安定を作るんだと思
うんですよね。自分に余裕があれば、怒る回数が減る。そした
ら子供の笑顔も増えて、自分も笑顔でいられる。

林さん：わかります！私もピアノ教室の送迎も家事も全部自
分でやってたときは余裕がなくて、「なんでこんなに通ってい
るのにドレミがいつまでたっても読めないの！？」と本当に小
さなことにイライラしてしまっていたなと思います（笑）優し
いお母さんでいたいなら、余裕は買ってでも作った方がいい
と私も思います。習い事の送迎でかかるベビーシッター費用
は、子供の教育費として我が家では計上しています！
山田さん：自分が精神的にも肉体的にも元気でいるために、
ママたちは頼る人を見つけたほうがいいですよね。ママの明
るさが家庭の明るさにつながりますもんね。私も実母のサ
ポートは受けているものの、実母も働いているため頼れない
ときもあるので、みなさんのお話を聞いてベビーシッターを
検討しようかなと思いました。
――優しいママでいるために、買ってでも余裕を作る…なるほ
ど、すごく参考になりました！みなさん、今日はお忙しい中あ
りがとうございました！

※ただし補助金額は企業によって異なりますので、お勤めの会社にご確認ください

須藤さん （36歳）
仕事：営業　
勤務体系：時短　
お子様：長男4歳　
子供はインターの幼稚園。
旦那さんの海外出張が多
いため、ベビーシッターさ
んと育児分担をしている。

山田さん （33歳）
仕事：秘書　
勤務体系：時短　
お子様：７歳の双子の女の子
0歳児の頃のワンオペ育
児での精神的に辛い経験
を経て、現在は実母にもサ
ポートしてもらうことも。

加藤さん （32歳）
仕事：営業・マーケティング
勤務体系：時短　
お子様：長女1歳　
この春で復職して2年目。
週1で家事代行や、ミール
キットなどもうまく活用し
ている。

林さん （38歳）
仕事：企画・マーケティング
勤務体系：フルタイム　
お子様：長女9歳、次女7歳
次女はこの春から小学生
に。習い事送迎にベビー
シッターを活用中。小学校
のPTAもこなす。

【キッズラインの特徴】
・1時間1,000 円～入会金や年会費
は一切かかりません！

・24時間スマホやアプリから予約
が可能。登録からシッター予約～
決済まで全てスマホ・PCで完結！

・保育士や幼稚園教諭、子育て経験のあるママや東
大生など、面接および研修に合格した厳選シッター
3000名から自分で選ぶことができる！

・事前に全サポーターのプロフィールや口コミを見ら
れて安心。直接シッターともメッセージも可能！

・サービス開始から30万件以上の利用実績で安心

詳細はこちら

参 加 者 プ ロ フィ ー ル

KIDSLINE（キッズライン）
No.643042 　    

〈特典内容〉
クーポン取得から
90日間使える
初回限定
500円分pt
プレゼント

ベビーシッター＆
家事代行のキッズライン
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Q 保育園、認定こども園、幼稚園、それぞれ何がちがうのでしょうか？

　保育園は児童福祉施設、幼稚園は学校、認定こども園は保育園と両方の機能を持つ施設です。保育園、認定こども
園（長時間利用）は、保護者が仕事などで保育をできない家庭に代わって保育を行う施設で、０歳から利用でき(*1)、
日曜・祝日、年末年始を除いて開園しています。また、待機児童の多い都市部では、地域の実情に合わせて、地域型
保育や認可外保育施設など、さまざまな形態の保育施設があります。
　幼稚園は保護者の就労状況などに関わりなく３歳以上の子どもが利用できます(*1)。ただし、春・夏・冬の長期休
暇がある、預かり保育の時間が保育園ほど長くない、保護者が参加する行事や係が多い、などの場合があるため、も
し仕事をしながらの利用を考える場合は、各施設の利用条件をよく確認しましょう。
*1:　施設により、受け入れ対象月齢・年齢は上記と異なる場合があります。

A

Q 保育園の入園はどうやって決まりますか？

＜認可施設（ここでは市区町村に入園申請をする保育園等を指します）の場合＞
　保護者の仕事や介護、本人の病気などの状況から保育を必要とする度合いに応じた指数や優先順位が自治体ごと
に定められており、それらを基準として入園選考が行われます。
　もし保育園入園の競争が激しい地域に住んでいる場合は、申込みをする前に自分の指数が何点なのか（自治体窓口
で確認できます）、直近の各園の入園ボーダーラインはどうだったのか（多くの自治体で公表しています）を比較するこ
とで、認可保育園に入れる可能性や、入りやすそうな園を見極めるにあたっての参考となるでしょう。
　なお、入園申請書では、希望園として書ける数が限定されていることが多いですが、さらに多くの園を希望したい
場合は、「別添資料」などにより、さらに多くの希望園を提出できる場合もありますので、自治体に確認しましょう。
＜認可外施設の場合＞
　入園選考の基準は施設ごとに異なりますが、仕事をしているかどうか、また、居住している自治体に関わらず申し込め
る場合が多いのも特徴です。中には、選考基準を公開していない園もありますが、一般的には、先着順や抽選で決めて
いる場合が多くなっています。いずれにしても、園見学などの際に、どのような条件で選ばれるのか確認しましょう。

A

Q どんなスケジュールで保活をすればいいですか？

　認可・認可外の施設ともに、大まかな流れは、①情報収集・活動スケジュールの計画づくり→②見学→③候補園絞
り込み→④入園申請→⑤入園可否の発表、となります。どの施設も随時空きが出れば入園のチャンスはありますが、
各園の募集定員がもっとも増える4月がもっとも入りやすい時期です。
　入園申請方法・期間は、自治体ごとに異なる上、毎年変わるため、保活のスタート段階で自治体窓口やホームペー
ジなどで最新の「保育園入園案内」を入手し、その後も自治体ホームページの最新情報をチェックするようにしましょ
う。4月入園をめざす場合の申請期間は、一次募集がおおむね10月～1月となっていますので、それまでに希望園の
見学は済ませておきたいところです。
　認可外施設の場合は、年度途中の入園はもちろんのこと、4月入園に関しても、通年で募集している園が多いです。
ただし多くの保護者が、認可保育園に入れなかったときのために申し込むため、見学・説明会の予約自体も簡単には
取れないことがあります。そもそも見学をしないと入園申請ができないという園もあるので、なるべく早く活動をス
タートさせることが、活動を有利に進めるポイントともなっています。

A

するポイント解決“ ”産休育休を経て、さあ仕事復帰だ！と思っても、
そこに立ちはだかるのが「保育園問題」。

特に都市部では、若者世代・ファミリー世帯の流入や、共働き世帯の増加によって、
希望の時期に希望の園に入るのは難しい自治体もまだまだ多いです。
そこで大切になるのが、“保活（保育園に入るための活動）”をどう戦略的に進めるか、ということ。
スケジュールづくりから、情報収集・見学・申請までの主なポイントをQ&A方式で解説します。

教えます！保活の悩み
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Q 園に電話するときに避けた方が良い時間帯はありますか？

　基本的に開園時間であれば、いつ電話しても問題ありません。ただ、園の見学日程や具体的なことを聞きたい場合
は、園の責任者が出勤している9時半～17時ぐらいの時間帯にかける方が良いでしょう。また、昼食の時間帯（11時
頃～12時半頃）、早朝や18時以降などは、園も忙しい時間帯なので、できれば避けた方が親切でしょう。A

Q 見学会・説明会に参加するときのチェックポイントはどんなものがありますか？

　園の概要については、園や運営事業者のホームページなどで知ることはできますが、「毎日子どもを連れて通うこと
ができそうか」、「子どもを安心して預けられる環境か」、「信頼して子どもを預けられるスタッフがいるか」など、実際に
園に行き“五感を使って”見ることで初めて分かるということも多いので、ぜひ希望する園は見学しておきましょう。下
記のチェックリストを参考にしながら、自分自身が気になるポイントを見学時に確認し、園長に質問して、表面的なもの
ではなく保育の中身を見極めるようにしましょう。
　また、今後のスケジュール・手続き・連絡方法についても、しっかり確認しておきましょう。

A

Q 認可外施設の情報はどうやって集めればよいですか？

　一部の市区町村では、ホームページや保育園入園案内に認可外施設のリストや地図・空き状況を公開している場
合がありますが、認可外にもさまざまな形態があり、都道府県や市区町村によって、公開する方法や対象は様々です。
一例として、認可外施設の情報を入手できるサイトをまとめたものが下記の表です。A
施設の種類 掲載されているサイト
認可外保育施設（企業主導型保育
事業を含む）、事業所内保育事業 各都道府県のホームページ、もしくは自治体のホームページ

東京都認証保育所 東京都東京都福祉保健局のホームページ
（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninsyo/ichiran.html）

一般社団法人ソーシャル・エンパワメント    長岡 美恵 氏
民間シンクタンクにて官庁・自治体の調査業務に従事した後、宇宙
開発事業団（現：JAXA）にて国際研究プロジェクトを担当。その後、
ボストン・コンサルティング・グループにて、多様な業界の上場・
非上場企業の経営コンサルティングに携わる。
2014年より個人・法人向け保活アドバイザリーサービス、保活
戦略セミナーなどを運営する一般社団法人ソーシャル・エンパワ
メントの代表理事就任。保育士、CFC(チャイルド・ファミリー・
コンサルタント)。

お話を伺った方

No.643643  
〈特典一例〉
保活アドバイザリーサービス
初回カウンセリング料 
1時間10,800円を10%OFF
更に5％分 プレゼント

保活の進め方について、
プロに相談したい方におすすめ!

下表は、園見学の際に着目したい項目をチェッ
クリストにしたものです。この他に、自分や家
族が大切にしたい／気になるポイントを追加
するなどして、見学時の参考にするとともに、
複数の園を比較する際などにも活用すると良
いでしょう。

項目

園
概
要

保育時間、延長時間、休園日
保育できる対象（◯か月～◯歳児）
自分の子が入園する年齢の定員数
職員数
保育料
●入園料
●月額料金
●延長保育料
●その他費用

項目

利
便
性
・
安
全
性

通園時間（子連れでの所用時間）
園周辺、通園ルートの安全性
荒天時の送り迎え
自転車・ベビーカーは置けるか
災害時の避難経路は2方向取れているか
安全に保育できる広さか
転倒・指挟み・溺水などの予防策
お昼寝時の事故防止策
発熱時、ケガ・事故の時の対応
どのような保険に加入しているか

運
営
内
容

電話予約時の対応
●言葉遣い・対応は丁寧か
●園長等、責任者が在園しているか
室内環境
●整理整頓が行き届いているか
●清掃は行き届いているか
●気になる臭いなどがないか
保育目標・方針について
●家庭の子育ての方針と合っているか

項目

運
営
内
容

園長の印象
スタッフの年齢構成はバランスがとれているか
子どもたちへの言葉かけ・対応は適切か
子どもたちの表情は明るいか
遊びや教育の内容
●戸外活動はどこに行くか
●屋内ではどんな活動をするか
●その他の取り組み
給食・食育
●離乳食の進め方
●冷凍母乳への対応
●調理体制・食材
●食育の取り組み
●アレルギー対応
日常の持ち物
おむつの持参・持ち帰りの有無
延長保育の申込み・キャンセルルール
保護者参加が必要な行事

園見学チェックポイント
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※掲載画像はイメージです。※サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。最新料金は会員専用サイトをご確認ください。※価格表記については消費税を含んだものです。ただし、税抜と
記載のある場合、掲載価格に消費税は含まれておりません。※原則、他キャンペーンや割引との併用はできません。

お子様の学習をサポート

さまざまな体験をすることが
成長につながる

お子様にあった学習方法で
学力アップ

志望校に合わせて
実戦力を強化

幼児教育

ならいごと

No.637104  ※要事前予約
0歳からの幼児教室　
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー
入室された方に
「2,000円分の
教材購入券」を
プレゼント
●ガイドブックに
　掲載あり。

No.643369  ※要事前予約
カワイこども向け
音楽教室
入会金

40%OFF
●スマホクーポン不可。

学習塾・予備校

No.642597  
栄光ゼミナール
入塾時にQuoカード
10,000円分プレゼント

誕生

保育園・幼稚園

～

小学校

中学校

高校

お子様の年齢や性格に合わせて、ぴったりな学習方法を見つけよう!
成長に応じて、さまざまなスタイルのまなびを提供しています。

幼児教育から大学入試まで、お子様の成長をサポート

お子様のまなびをサポート
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※施設、エリアによって利用料金が異なります。詳細はサービス提供企業にお問い合わせください。※所属の企業および加入の団体により、一部ご利用いただけない場合がございます。ご自身の所属
のコースをご確認の上ご利用ください。※1：時期によって商品の内容が変更となる場合がございます。詳しくはお申し込み前にWebサイトをご確認ください。

学習塾・予備校

No.630705  通学でまなぶ
友達やライバルと競い
合いながら成績アップ！

〈会員特典〉
入会金 
16,200円 → 5,400円
●スマホクーポン不可。

No.642934   ※要事前予約
〈会員特典〉初回納入金 20,000円ＯＦＦ

No.642851  
〈会員特典〉資料請求で
オリジナル文具セットプレゼント

No.630637  
〈会員特典〉
入塾金 55％OFF

No.630316  

No.637054   ※要事前予約

No.630034  

自宅でまなぶ

親子でまなぶ

英会話をまなぶ

マイペースに学習を進め 
成績アップ！

親子で楽しくまなぼう！

英会話をまなんで 
未来の国際人に！

〈会員特典〉
ご入会で図書カードNEXT
2,000円分プレゼント
更に、
1000ベネポプレゼント

〈会員特典〉
入会金　
50%OFF

〈会員特典〉入学金 
16,200円 → 3,240円
授業料 月謝制レッスン 10%OFF

No.630414   ※要事前予約

No.642589   ※要事前予約
〈会員特典〉
育児勉強会＆体験レッスン
8,640円 → 無料
更に、体験後ご入室で
①入室金無料　②初月回数割　③2か月目半額

〈会員特典〉
入学金　32,400円 → 無料

No.643619  

No.630312    

〈特典一例〉
年払プログラム有料会員登録
12か月分3,600円 
→ 3,300円

No.643926   
〈特典一例〉
会費より
10％OFF

〈会員特典〉
レッスン料金　
20%OFF

No.630618  

No.637091  

〈会員特典〉
入学金相当額の学費（32,400円）→ 無料

〈会員特典〉
入学金　5,400円 → 2,700円

※PCのみ。フィー
チャーフォン・ス
マートフォン不可。 
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※お申し込みは会員専用サイトからとなります。会員専用サイトから6桁のメニューNo.を入力いただき、詳細をご確認の上、お申し込みください。※すべてのお祝い品に関して、お申し込み状況により
提供商品が予告なく変更となる可能性がございます。また掲載画像はイメージとなり、実際のものと異なる場合がございます。※お届けの時期は商品によって異なります。※会員専用サイトにて、注
意事項を事前に必ずご確認の上、お申し込みください。※証明書類の記載のないものは、証明書不要です。

お誕生日のあなたに、ささやかなプレゼント ！

申込者全員に100  プレゼント

●毎月1日に1か月先の誕生月のプランを公開いたします。
●付与対象はメールアドレスアカウントでログインされ、ご自身のお
誕生月のプランからお申し込みされた方となります。
●1会員IDにつき年1回のお申し込み、会員様ご本人のみ対象です。

No.730672 お誕生日お祝い

毎年必ず訪れる

お誕生日お祝い

提供企業：株式会社ベネフィット・ワン

人生の節目のライフイベント、その大切な機会をお祝いします。
簡単な申請でもらえる無料のプレゼントもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

約00000店舗
総店舗数素敵なプレゼント
人生の節目のライフイベントに

キラキラ輝く人生には素敵なドラマが溢れている。人生の節目となる記念日を大切にする
ことは、次のステップにもつながるはず。頑張ったみなさまとご家族が笑顔になれるお祝い
プレゼントをご用意しました。

Anniversary 
Station お祝いステーション

全員
 対象!

入学・卒業・成人式
こどもお祝い

全員
 対象!

こんな
人気のお祝いも !

おめでたお祝い・
出産お祝い
妊娠・出産

お誕生日
お祝い

お
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※詳細は会員専用サイトから6桁のメニューNo.を入力の上、ご確認ください。※アイコンの詳細は下記をご参照ください。※各サービスにおいて、贈呈条件で申請期間を指定している場合がございま
す。詳細は、会員専用サイトをご確認ください。

全員 申請された方全員に贈呈。 来店 来店された方のみ贈呈。 クーポン 会員専用サイトからクーポンをダウンロードの上ご利用ください。（申請は不要） 抽選 申請された方の中から抽選にて贈呈。
地域
限定

対象となる地域が
限定されます。 メール メールアドレスにお祝い品をお届けします。

No.730106  
全員 メール

赤ちゃんが産まれたらはじめるママ習慣
（ダウンロード版）
提供企業：一般社団法人　遺伝子検査協会　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者がご出産された方
証明書類 お子様の氏名と誕生日が分かるもの（住民票、健康保
険証のコピー）
●出産から1年以内にご申請ください。（例：2018/7/1ご出産
の方は2019/6/30まで申請可能）

No.730105  
全員 クーポン 　
ナイスベビー（育児用品レンタル）で
使用できる500円OFFクーポン
提供企業：株式会社ベビーリース　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者がご懐妊
し、出産予定日の前日までにご申請いただいた方
証明書類 母子手帳、妊娠証明書などのコピー（母子
手帳の交付日または出産予定日の分かる証明書で
あれば申請可能です。）

出産お祝い

No.730105  
全員 メール

内祝いに使える
ギフトクーポン
2,000円相当
提供企業：ドリームバードギフト　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者がご懐妊
し、出産予定日の前日までにご申請いただいた方
証明書類 母子手帳、妊娠証明書などのコピー（母子手
帳の交付日または出産予定日の分かる証明書であれ
ば申請可能です。）
●ご利用時に会員登録が必要です。

おめでたお祝い

No.730106  
全員 メール

フィルミー
成長シネマDVD500円OFFクーポン
提供企業：株式会社コトコト　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者がご出産された方
証明書類 お子様の氏名と誕生日が分かるもの（住民票、健康保険証の
コピー）
●出産から1年以内にご申請ください。（例：2018/7/1ご出産の方は
2019/6/30まで申請可能）

出産お祝い

No.730105  
全員

マムブック（ダウンロード版）
提供企業：一般社団法人遺伝子検査協会
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者
がご懐妊し、出産予定日の前日までにご申
請いただいた方
証明書類 母子手帳、妊娠証明書などのコピー
（母子手帳の交付日または出産予定日の分
かる証明書であれば申請可能です。）

おめでたお祝い
No.730256  
全員 メール

コンビ公式オンラインショップCombi Shop
オンラインクーポン4,300円分
提供企業：コンビネクスト株式会社
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者がご出産され
た方
証明書類 お子様の氏名と誕生日が分かるもの（住民票、
健康保険証のコピー）
●出産から1年以内にご申請ください。（例：2019/7/1
ご出産の方は2020/6/30まで申請可能） 

誕生日お祝い（1歳のお子様限定）

おめでたお祝い

おめでたお祝い
出産お祝い

スマホで撮影した赤ちゃんの
動画をDVDに

会員様ご本人もしくはその配偶者
がご懐妊し、出産予定日の前日までにご申

母子手帳、妊娠証明書などのコピー
（母子手帳の交付日または出産予定日の分
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※お申し込みは会員専用サイトからとなります。会員専用サイトから6桁のメニューNo.を入力いただき、詳細をご確認の上お申し込みください。※すべてのお祝い品に関して、お申し込み状況により
提供商品が予告なく変更となる可能性がございます。また掲載画像はイメージとなり、実際のものと異なる場合がございます。※お届けの時期は商品によって異なります。※会員専用サイトにて、注
意事項を事前に必ずご確認の上、お申し込みください。※証明書類の記載のないものは、証明書不要です。

No.730948  
全員 地域

限定

記念日スタジオ
スタジオマリオ無料撮影券
提供企業：株式会社キタムラ　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者がご懐妊し、生後4か月（5か月未満）
までにご申請いただいた方
証明書類 おめでた：妊娠証明書、母子手帳（表紙でも可）のコピーなど、
出産予定日が分かるもの
出産：住民票、健康保険証のコピーなど、お子様の氏名と生年月日が分
かるもの
●マタニティから生後6か月（7か月になる前日）まで有効のチケットです。

おめでた・出産お祝い（写真撮影）

※写真はイメージです。

No.730106  
全員 メール

フェリシモのWebサイトで使える
定期便専用お買い物eクーポン 
1,000円分
提供企業：株式会社フェリシモ　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者
が年度内にご出産された方。●出産から1
年以内にご申請ください。（例：2019/7/1
ご出産の方は2020/6/30まで申請可能）
証明書類 お子様の誕生日が分かるもの（住
民票、健康保険証のコピー）

No.730106  
全員 メール

スマイルボックス（赤ちゃんおし
りふき、おしりふき用フタなど）を
プレゼント
提供企業：生活協同組合ユーコープ　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者
が年度内にご出産された方。●出産から1
年以内にご申請ください。（例：2019/7/1
ご出産の方は2020/6/30まで申請可能）
証明書類 お子様の誕生日が分かるもの（住
民票、健康保険証のコピー）

No.730948  
全員

スタジオアリス
無料撮影券
提供企業：株式会社スタジオアリス　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者がご懐妊し、生
後4か月（5か月未満）までにご申請いただいた方
証明書類 母子手帳もしくはお子様の誕生日が分かるもの
●生後5か月（6か月未満）まで有効のチケットです。

おめでた・出産お祝い
（写真撮影）

No.730105  
全員 クーポン

エンジェリーベ 
ウェブ限定の
お買い物券 
500円分
提供企業：株式会社エンジェリーベ
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者
がご懐妊し、出産予定日の前日までにご申
請いただいた方
証明書類 母子手帳、妊娠証明書などのコ
ピー（母子手帳の交付日または出産予定日
の分かる証明書であれば申請可能です。）

おめでたお祝い

全員 クーポン

全品半額ギフト専門店『HANNE（はんね）』
4％OFFクーポン
提供企業：株式会社ファーストクラス

おめでたお祝い No.730105
出産お祝い No.730106

〈出産お祝い〉
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者が
年度内にご出産された方。●出産から1年以
内にご申請ください。（例：2019/7/1ご出産
の方は2020/6/30まで申請可能）
証明書類 お子様の誕生日が分かるもの（住民
票、健康保険証のコピー）

〈おめでたお祝い〉
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者が
ご懐妊し、出産予定日の前日までにご申請い
ただいた方
証明書類 母子手帳、妊娠証明書などのコピー
（母子手帳の交付日または出産予定日の分か
る証明書であれば申請可能です。）

出産お祝い 出産お祝い 育休明けに
ベビーシッターをお試しできる

育児休業復帰お祝い

No.730107  全員 クーポン 地域限定

ベビーシッター共通クーポン
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配
偶者が、育休を取得している方
●対象のベビーシッターサービスが1時間
分無料になるクーポンです。
●クーポン利用対象施
設は、会員専用サイトを
ご覧ください。

会員専用サイトには、
他にもこんなユニークなお祝いが!

No.730948  
全員 地域

限定 メール

スタジオパレット
キャビネサイズ写真（２L相当）1枚無料券
提供企業：株式会社プラザクリエイトストアーズ　
贈呈対象 会員様ご本人もしくはその配偶者がご懐妊し、生後4か月
（5か月未満）までにご申請いただいた方
証明書類 母子手帳もしくはお子様の誕生日が分かるもの
●マタニティフォトまたは撮影時生後6か月（7か月未満）まで有
効のチケットです。

おめでた・出産お祝い
（写真撮影）
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地域
限定

人気商品の中から選んだ
おまかせ1品をプレゼント
提供企業：生活協同組合ユーコープ

〈ハーフバースデーお祝い〉
贈呈対象 会員様ご本人のお子様、お孫様が6か月の誕生日を迎える方 

〈小学校入学お祝い〉
贈呈対象 会員様ご本人のお子様、お孫様が小学校に入学される方
証明書類 お子様の年齢の分かるもの（住民票、健康保険証などのコピー） 

ハーフバースデーお祝い No.730255
小学校入学お祝い No.730369

No.730369  
全員

防犯ホイッスル
提供企業：株式会社ジャストシステム
贈呈対象 会員様ご本人のお子様、お孫様が小学校に入学される方
証明書類 お子様、お孫様の誕生日が分かるもの（住民票、健康保険
証などのコピー） 

小学校入学お祝い

全員

500円分の図書カードNEXT
提供企業：株式会社Z会
贈呈対象 会員様ご本人のお子様、お孫様が中学校または高校に入学さ
れる方
証明書類 お子様、お孫様の誕生日が分かるもの（学生証、住民票、健
康保険証などのコピー） 
●プレゼントは、お子様お1人につきおひとつです。
※中学校入学お祝いを申請済の場合は、高校入学お祝いを申請することはできません。（同一の
お子様で）

中学校入学お祝い
No.730949

高校入学お祝い
No.730950

No.730102  
全員

コナカ
15％OFFチケット
プレゼント
提供企業：株式会社コナカ
贈呈対象 会員様ご本人の2親等以内の方で
高等学校の卒業を迎える方

高校卒業お祝い

No.730205  
全員

オリジナルフォトブック 
無料作成クーポン
  （20cm×20cm / 20ページ）
提供企業：株式会社ジョイフルまるやま
贈呈対象 会員様ご本人またはお子様が翌年度に成人式を迎えられる方

成人式準備お祝い
No.730104  
全員 クーポン 地域限定

振袖セット　割引チケット
提供企業：山一織物株式会社
贈呈対象 会員様ご本人またはお子様が
今後成人式を迎えられる方

成人式お祝い

※詳細は会員専用サイトから6桁のメニューNo.を入力の上、ご確認ください。※アイコンの詳細は下記をご参照ください。※各サービスにおいて、贈呈条件で申請期間を指定している場合がございま
す。詳細は、会員専用サイトをご確認ください。

全員 申請された方全員に贈呈。 来店 来店された方のみ贈呈。 クーポン 会員専用サイトからクーポンをダウンロードの上ご利用ください。（申請は不要） 抽選 申請された方の中から抽選にて贈呈。
地域
限定

対象となる地域が
限定されます。 メール メールアドレスにお祝い品をお届けします。

こどもお祝い

No.730369  
全員

インレット蛍光ペン 
3本セット
提供企業：株式会社Z会　
贈呈対象 会員様ご本人のお子様、お孫様が小学校に入学され
る方
証明書類 お子様、お孫様の誕生日がわかるもの（住民票、健康
保険証などのコピー）
●プレゼントは、お子様お1人につきおひとつです。

小学校入学お祝い

No.730130  
全員 クーポン 地域限定

スポーツクラブNASスイムスクール 
入会金無料券
提供企業：
スポーツクラブNAS株式会社
贈呈対象 会員様ご本人のお子様、
お孫様が3歳～12歳の誕生日を迎
える方

誕生日お祝い （３歳～12歳のお子様限定 ）

500円分の図書カードNEXT
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※お申し込みは年間お1人様1回までとなります。

気になるカテゴリを
クリック！

メニューNo.で検索

【証明書類のWebアップロード時の制限について】
Webアップロードする際は、下記制限をご確認ください。
● アップロードできるファイルのサイズは9.1MB未満です。
● アップロードできるファイルはJPEG ・GIF ・ PDFのみとなります。これ以外の画像ファ
イルはアップロードできませんのでご注意ください。
● フィーチャーフォン（ガラパゴス携帯）、一部のタブレット、一部のスマートフォンからの画
像ファイルアップロードは対応しておりません。※PC・スマートフォン（スマホサイトでの
利用時）対応可能
● お手持ちのタブレット端末でアップロードができない場合は、 お手数ですがPC・スマート
フォンよりご利用ください。

お祝いステーション掲載メニューのお申し込みは、
会員専用サイト（スマートフォン・PC）からのみとなります。

PCサイト 
の場合

PCサイト
申込画面

スマートフォンサイト
申込画面

スマートフォンサイト 
の場合

会員専用サイトから
ご希望のお祝いメニューをお選びの上、

お申し込みください。

お申し込みの際に、
証明書が必要な場合、画像データを

アップロードしてください。

証明書などを
用意する。

スマホや
デジカメで
撮影する。

スマホやPCの
申込フォームから
画像ファイルを
アップロード！

STEP

1

STEP

2

STEP

3

スマホやデジカメで証明書を撮って
簡単にアップロード！

お申し込
みカンタ

ン！

リンクをクリック

メニューNo.で検索

お祝いメニューの検索方法

お祝いステーション申請方法

お
祝
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※掲載内容は2019年3月現在のものです。サービス内容は予告なく変更となる場合がございます。

〈重要〉必ずお読みいただき、ご同意の上、会員専用サイトからお申し込みください。

●各お祝いサービスによって申請期間が異なりますので、詳細は会員専用サイトをご確認ください。

株式会社ベネフィット・ワンは「個人情報の取扱いについて」に則ってご案内しておりますが、
お祝いステーションについては、下記にもご同意の上、ご利用ください。

お祝いステーションでの個人情報の取扱いについて

Ⅰ.個人情報の第三者への提供について
①お祝いの項目により、当社は各企業からプレゼント品などを提供していただいております。プレゼント品の提供元企業へ、Ⅱ.に記載の目的のために、申請者に
ご記入いただく個人情報を提供いたします。
②提供する個人情報の項目は申請時にご入力いただいた基本情報の項目とお祝いの種類ごとの質問事項です。各種証明書類は当社が確認するためにのみ
使用し、第三者への提供は行いません。
③個人情報の提供方法は②の項目の電子データを暗号化し、パスワードで保護の上、電子媒体により提供します。
④個人情報の提供先は、本企画の趣旨に賛同していただいたお祝いステーション各頁に記載のプレゼント提供企業および今後、当社が選定するプレゼント品
などの提供企業です。
⑤当社は個人情報提供先企業との間に、個人情報の保護に関する契約を締結しております。

Ⅱ.ご記入いただく個人情報の利用目的
　 プレゼントに該当した方へのプレゼント品などの贈呈のほか、プレゼント提供企業に関連する商品・サービスなどのご案内、アンケート、マーケティングなど、当社
および個人情報提供先企業の事業に関連する研究や企画開発に利用させていただきます。また、ご回答いただきました質問事項は集計をして会員専用サイトに
掲載をさせていただく場合がございます。その際は個人情報は掲載いたしません。

Ⅲ.ご申請による第三者提供の停止
　 ご申請によりプレゼント品などの提供元企業から送られるご案内の停止を希望される場合、個人情報の提供を停止いたします。申請書にご記入押捺の上、ご申
請ください。申請書の様式は、会員専用サイトお祝いステーションＷｅｂページからダウンロードしていただけます。
Ⅳ.当社は、会員様へのサービスの提供のため、個人情報の取扱いを外部に委託する場合があります。委託にあたっては、個人情報を適切に取り扱っている委託
先を選定し、委託先で適切な管理ができるよう必要な事項を取り決め、会員様の個人情報保護に努めます。

Ⅴ.個人情報のご記入は任意ですが不足がある場合、プレゼント品などの贈呈に支障が生じる場合があります。 以上

注意事項　必ずお読みください。
●お申し込みは会員専用サイトからのみとなります。申込時には、メールアドレスアカウントの設定とメールアドレスIDでのログインが
必須となります。
●本情報は2019年3月現在のものとなり、すべてのお祝い品に関して提供商品や対象範囲が予告なく変更となる可能性がござ
います。また、掲載画像はイメージです。実際のものと変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●証明書類、贈呈対象はお祝いごとに異なります。申請されるお祝いごとにご確認ください。
●プレゼントには提供企業のチラシなどが同封される場合がございます。
●各お祝いサービスはお1人様1回（1会員IDにつき1回）のお申し込みとさせていただきます。
●商品が複数あるお祝いは、商品ごとのお届けとなり、商品ごとにお届け日が異なります。お届け時期は、会員専用サイトをご確認
ください。
●一部商品はクーポンを会員専用サイトからダウンロードをしていただきます。その商品は郵送でのお届けとなりませんので、ご了承
ください。
●対象地域が限られているメニューもございます。対象地域を会員専用サイトでご確認の上、お申し込みください。
●証明書類が必要なお祝いメニューは、必ず申込時に会員専用サイトから証明書の画像ファイルをアップロードしてください。
●送付先住所・電話番号・メールアドレスなどの入力事項や証明書・その他申請書などに不備および不足がある場合、商品の
お届けができない場合がございます。なおこの場合、当社からの連絡はございませんのであらかじめご了承ください。
●その他の注意事項は各品目ごとに会員専用サイトでご確認ください。

メールアドレスIDでログインの上、会員専用サイ
トの検索画面からご希望のお祝いメニューNo.を
ご入力ください。
「特典一覧・お申し込み」ページのご利用方法にある申込ボタンから
お進みいただき、必要事項をご入力の上、お申し込みください。

証明書類が必要なものは、
申込入力フォームの最後の
項目から証明書の画像ファイ
ルをアップロードしてくださ
い。

STEP

2
STEP

1

ご利用方法について
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会員証提示 会員証提示

現地で会員証のロゴマークを見せれば、会員特典をご利用いただけます。

現地でスマートフォン
に表示した携帯会員証
を見せれば、会員特典
をご利用いただけます。

公式アプリ・スマートフォンサイトの携帯会員証を見せる

ベネフィット・ステーションのロゴマークを見せる 公式アプリ・スマートフォンサイトのクーポンを見せる

直接申し込み
電話などでサービス提供企業へ
直接申し込む
サービスメニューの「ご利用方法」欄に記載され
ている内容を確認し、サービス提供企業へ直接
お電話などでお申し込みの上、ご利用･お支払い
ください。

Web申し込み
会員専用サイトから申し込む
http://www.benefit-one.co.jp

公式アプリ・スマートフォンサイト
から申し込む
http://bnft.jp
注意▶ご契約内容によって、ご利用いただけないメニューもござい
ます。ログイン前には、複数コースの料金を表示しておりますので、
ご加入のコースの情報は、ログイン後にご確認ください。

※公式アプリはアプリを開き、②～④の操作でお申し込みいただけます。

ベネフィット
検索

　　　　　で 会員IDと
パスワードで
ログイン

TOPページで
メニュー名または
メニューNoまたは
キーワードで検索

メニューの
ご利用方法を
確認の上、

お申し込みください

1

3

2

4

クーポン持参

注意▶クーポンは、公式アプリ・ス
マートフォンサイトにログインす
ると、表示可能になります。

現地でスマートフォンに表
示したクーポンをご提示の
上、ご利用・お支払いくだ
さい。

ベネランド

会員専用サイトからプリントアウトしたクーポンを持参する

会員専用サイトからプリン
トアウトしたクーポンを現
地にお持ちの上、ご利用・
お支払いください。

ベネランド

2018/03/31まで

 デジチケ・イーティックス・コード！
チケットレスで便利に！

デジタルチケット コードイーティックス

P C ×

スマートフォン ○

P C ○ 

スマートフォン ○

P C ○

スマートフォン ○

ベネフィット・ステーションのチケットを
スマートフォン上で表示するデジタル
チケットシステムです。

メールで届くバーコードチケットを会
場で提示するだけで入場できます。

ギフトコードまたはご利用に必要な
コード番号がメールで届き、すぐにご
利用いただけるサービスです。

※要プリントアウト

スマートフォンで
確認する場合はこちらから！

コンビニ発券のご利用方法は会員専用サイトをCHECK!

ご利用方法の種類

メニューによって、お申し込み方法やご利用方法が異なります。会員専用サイトで詳細をご確認の上、ご利用ください。

サービスの「ご利用方法」について
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2 ご回答、ご案内について　

※カスタマーセンターより会員様にご連絡を差し上げる場合、携帯電話などでは発信者通知番号が「0800-9192-919」と表示されます。あらかじめご了承ください。
※介護・育児サービスなど、一部のメニューのお問合せ・お申込みをされた場合、サービス提供企業から直接会員様にご利用内容の確認をさせていただく場合がご
ざいます。※一部繁忙期や手配内容・手配先の都合により回答に数日かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お電話でのお申し込み・お問い合せの場合はその場でご案内いたします。ご回答にお時間をいただく場合には、カスタマーセンター
から、ご希望の方法〈自宅TEL・勤務先TEL・携帯電話・FAX・E-mail〉でご連絡いたします。

1 会員ID（※1）をご用意の上、下記までお電話ください。

Tel.0
ゼロはっぴゃく

800-
の

9
クイック to

192-9
クイック

19
全国共通　0800フリーコールスーパー （年末年始は除く）

10：00～21：00
受付時間

平　     日

土・日・祝日

（※1）会員ID：12～15桁の数字。※年末年始は受付時間が異なります（会報誌または会員専用サイトでご案内いたします）。※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※0800フリーコールスーパーがつながらない場合には「お近くのアクセスポイント」におかけください。※ダイヤル回線の場合はトーンボタン「＊」などを押してプッ
シュ音が鳴るようにした上でご利用ください（電話機によって操作は異なります。また、機種によってはご利用できない場合がございますのでご了承ください）。※フリ
ーコールスーパーは、全国どこからでも通話料無料でご利用になれます。※電話機のACR機能設定・構内交換機（PBX）などの設定によっては、ご利用になれない場合が
あります。その際は、お近くのアクセスポイントをご利用ください。※ご加入のコースによってはご利用になれないものもございます。※下記の回線をご利用の場合は、
フリーコールスーパーをご利用になれません。各アクセスポイントをご利用ください。■ピンク公衆電話■NTT docomo プリペイド携帯電話■ソフトバンククイック
ライン回線■中継電話事業社が提供する直収電話サービス（ジュピターテレコム「J：Com Phone」など。ただし、KDDI「メタルプラス」、ソフトバンクおとくラインは除
く）■海外からの国際電話■右記キャリア以外のIP電話：株式会社ケイ・オプティコム/株式会社ST Net/九州通信ネットワーク株式会社/CTC IP電話/BBフォン光

10：00～18：00

ベネフィット・カフェテリアポイントをご利用になる方

カフェデスク 0800フリーコールスーパー TEL.0800-9192-002 　受付時間／10：00～18：00（年末年始を除く）
ベネフィット・ワンにてカフェテリアプランポイント運用を行っている企業・団体様に限ります。

※キャッシュバックの申請方法、ポイント照会などポイントに関するお問合せにお答えします。　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。　
※会員専用サイトにて、ポイント照会、ご申請も可能です。※ガイドブック掲載の宿泊、その他サービスメニューの利用申し込み、自動決済システムによるポイン
トの申請はカスタマーセンターフリーコールスーパーへ。※0800フリーコールスーパーがつながらない場合は 03-6870-3722をご利用ください。

カスタマーセンターへのお電話は、サービス提供の一環としてお申し込みやお問合せの確認と電話応対品質向上のため、通話内容を録
音させていただいております。また、ベネフィット・ワンより会員様へお掛けした場合も、同様に録音させていただいております。
あらかじめご了承の上、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

各メニューの詳細に対してのお問い合せは直接各施設へお電話ください。

ご利用方法やお申込み方法がわからない時は…カスタマーセンターへ

時間帯によっては、混み合うこともございます。時間をおいてお試しいただきますようお願いいたします。

カスタマーセンター混雑状況の目安

0800フリーコールスーパーがつながらない場合はアクセスポイント03-6870-3716 有料 へ

10：00

11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

21：00

19:00 ～21:00の時間帯
大変混み合います。

11:30 ～13:30の時間帯
混み合います。

17:00 ～18:00の時間帯
混み合います。

10:00 ～11:00前後
大変混み合います。

時間帯によっては、混み合うこともございます。時間をおいてお試しいただきますようお願いいたします。

※電話機のACR機能設定・構内交換機（PBX）などの設定によっては、ご利用になれない場合があります。
　その際は、アクセスポイントをご利用ください。※ご加入のコースによってはご利用いただけないものもございます。
※ カスタマーセンターへ携帯電話からご連絡いただいた際、携帯電話番号を登録させていただきます。
次回ご連絡時よりID番号やご所属団体の確認が不要になります。
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会員のみなさまがベネ・ステのサービスをご利用になる際の基礎知識や、本冊子に掲載されているサービスメニューのご利
用方法をご紹介します。

※②・③を設定されている場合でも、①の会員IDはご携帯ください。
コンビニ端末で発券する場合は①の会員IDと①の会員IDに紐付いたパスワードが必要となります。

3
Yahoo!JAPAN ID、Google IDでのログイン設定も可能です。

使い慣れたIDに設定されている場合

1 会員証に記載の会員IDをお使いの場合
※ログインIDは、ハイフンありでも、なしでもログイン可能です。

2 普段お使いのメールアドレス・
My KEYをIDに設定されている場合
※2014年11月11日よりメールアドレスIDの登録が必須となりました。

※台紙はなくさないよう大切に保管
してください。

※ご契約内容によって、カードのデザ
インが異なる場合がございます。

※ マークが裏面の場合もござ
います。

※②・③を設定されている場合でも、①の会員IDはご携帯ください。

ベネフイツト　タロウ

123456-789-012345

①会員IDCHECK

ベネ・ステのご利用について

ログイン I Dについて 3パターンのアカウントがございます

PC版会員専用サイト スマートフォン版会員専用サイト

http://www.benefi t-one.co.jp http://bnft.jp

会員IDを
入力

パスワードを
入力

※ログインなしで閲覧可能ですが、ログイン後にご加入のコースに準じたメニューと料金がご確認いただけます。

会員IDを
入力

初期
パスワードを
入力

会員証提示
現地にてベネフィット・ステーション会員証のロゴマーク、またはWEB会員証をご提示の
上、ご利用・お支払いください。事前にご予約・お申し込みが必要な場合がございますので、
各メニューの「ご利用方法」をよくご確認の上、ご利用ください。※事前予約が必要なメニ
ューには「要事前予約」と記載しています。

クーポン
本誌の切取クーポンまたは会員専用サイトのクーポンを現地でご提示、あるいはスマート
フォンサイトで表示したクーポンをご提示の上、ご利用・お支払いください。

直接申し込み
サービス提供企業に直接お申し込みの上、ご利用・お支払いください。※ベネフィット・ス
テーション会員である旨をお伝えください。

コード
会員専用サイトからお申し込みください。入金確認後にメールでギフトコード、もしくは
ご利用に必要なコード番号が届きますので、すぐにご利用いただけます。※コードの有効
期限や利用方法については、各メニューページをご確認の上、ご購入ください。

会員専用サイトからお申し込みの上、ご利用・お支払いください。お申し込みいただく際には、キ
ーワード検索欄に6桁のメニューNo.を入力の上検索し、表示された案内に従ってご利用ください。

会員専用サイト

会員専用サイトからお申し込みください。入金確認後にメールでスマートフォン表示用のチ
ケットURLが届きます。現地にてチケットを提示しご利用ください。有効期限や利用方法に
ついては、各メニューページをご確認の上、ご購入ください。※スマートフォンのみのご利
用となります。フィーチャーフォン、PC、タブレットではご利用いただけません。

デジタルチケット

カスタマーセンターにお申し込みの上、ご利用・お支払いください。
カスタマーセンター申し込み

コンビニエンスストア
コンビニエンスストアの情報端末にてチケットなどを直接購入できるサービスです。

自動決済
カフェテリアプランの対象で自動決済が可能なメニューです。ベネフィット・カフェ自動
決済システムを導入している企業および団体の会員のみご利用いただけます。くわしくは
カフェテリアプランのマニュアルなどでご確認ください。コンビニでのご利用は「Famiポ
ート」のみとなります。

BSカフェクーポン
「ベネフィット・カフェ自動決済システム」でご精算いただくクーポンです。

一時保育補助制度 すくすくえいど
会員様ご本人のお子様が対象の託児所・ベビーシッターで一時保育・延長保育をご利用の
場合、通常の特典に加え、更に補助がございます。

月極保育補助制度 すくすくmonthly
会員様ご本人のお子様が対象の託児所で月極保育をご利用の場合、通常の特典に加え、更
に補助がございます。

ベネポ貯まる
ベネフィット・ステーションの会員限定ポイント「ベネポ」が貯まるメニューです。

ベネポ使う
ベネフィット・ステーションの会員限定ポイント「ベネポ」が使えるメニューです。

※くわしくは会員専用サイトをご確認ください。

メニューのマーク説明
企業・団体様のご契約によりましてはサービス対象外となる場合がございます。
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【 すくすく倶楽部会員登録について】
【すくすく倶楽部とは？】
　ベネフィット・ステーション会員様が安心して子育てができる社会をめざし、働くパパ・ママを応援する育児サポートコミュニティーが「すくすく倶楽部」です。
【会員特典】
　①一時保育補助制度　すくすくえいど
　   すくすく倶楽部にご入会済みのすくすく倶楽部会員様が、「すくすくえいど」マークの付いた育児施設をご利用の場合、「すくすく手帳」をご呈示いただくことにより保育料の
一部を株式会社ベネフィット・ワンが補助させていただきます。

　②月極保育補助制度　すくすくmonthly
　   すくすく倶楽部にご入会済みのすくすく倶楽部会員様が、ベネフィット・ステーションでご紹介している「月極補助」マークの付いた育児施設をご利用の場合、毎月の月極保
育料に応じて保育料の一部をベネフィット・ワンが補助させていただきます。

　③すくすくファミリーサポート
　   すくすく倶楽部にご入会済みのすくすく倶楽部会員様が、「財団法人女性労働協会加入のファミリーサポート」をご利用の場合、ご利用料金の一部を株式会社ベネフィッ
ト・ワンが補助させていただきます。

【すくすく倶楽部へのご入会方法】
　①下記「すくすく倶楽部会員規約」全文をご確認のうえ、内容に同意いただけましたら「同意する」のボタンよりお申し込みフォームへお進みください。
　②お申し込みフォームへの入力が完了後、下記いずれかの方法で、お子様の誕生日と名前の漢字がわかるもの（母子手帳、住民票、健康保険証などのコピー）をお送りください。
　　a）【WEB添付】証明書の送付方法「WEB添付」を選択し、書類データをアップロードしてください。
　　b）【郵送】送付先　〒790-0035　愛媛県松山市藤原2-8-8
 株式会社ベネフィット・ワン　カスタマーセンター内　すくすく倶楽部事務局　宛
　　　※印字不鮮明の際には、再送のご依頼をさせていただきます。
　　　※証明書類の余白へ「ベネフィット・ステーション会員ID（15桁）」「会員様氏名」を必ずご記入ください。

【すくすく倶楽部会員規約】
第１条　「すくすく倶楽部会員規約」の適用範囲
　「すくすく倶楽部会員規約」（以下「本規約」という）は、株式会社ベネフィット・ワンが「すくすく倶楽部」（以下、「本倶楽部」という）を通じて提供するサービスの利用に関する
事項を取り決めるものであり、本倶楽部の利用に係わる一切の事項に適用するものとします。
第2条　目的
　本倶楽部は子育てをするベネフィット・ステーション会員のためのコミュニティ組織です。会員が安心して子育てができる環境づくりをサポートすることを目的とします。倶楽部会
員になると、ベネフィット・ステーションが提供する育児補助金制度の利用が可能です。また、子育てに役立つ情報を提供させて頂きます。
第3条　会員
　以下の項目の全てを満たす会員を「すくすく倶楽部会員」（以下、「会員」という）とします。
 ・  0歳～小学校6年生までのお子様（お孫様を含む）をお持ちである、もしくは妊娠中または妊娠中の配偶者を持つ、ベネフィット・ステーション会員本人。
 ・  本倶楽部の目的に賛同し、本規約、及び「一時保育補助制度 すくすくえいど利用規程」、「月極保育補助制度 すくすくmonthly利用規程」、「すくすくファミリーサポート利
用規程」を承認のうえ所定の入会手続きを行い、すくすく倶楽部事務局（以下「事務局」という）の承認を得ていること。

 ・  1ベネフィット・ステーション会員IDにつき1名までの入会とします。
 ・  同一法人IDにおいて、1名が複数の会員IDを有する場合も、入会は1IDまでとします。
第4条　すくすく倶楽部会員番号または「すくすく手帳」の発行
 ・ 入会に際しては「専用入会申込フォーム」に必要事項をご入力の上、お子様の誕生日と名前の漢字がわかるもの（母子手帳、住民票、健康保険証等のコピー）を併せて事務局へお送りください。
 ・  「すくすくmonthly」または「すくすくファミリーサポート」いずれかのみご利用の会員には、すくすく倶楽部会員番号を通知し、この会員番号の発行をもって会員の証明としま
す。「すくすくえいど」をご利用の会員には、すくすく手帳を発行し、この手帳の交付をもってすくすく倶楽部会員番号を通知するものとします。すくすく倶楽部会員番号の発行
は1会員につき1IDとします。すくすく倶楽部会員番号は、入会締切より1週間程度でメールにて通知します。すくすく手帳についても、1週間程度でお手元にお届けします。
ご提出内容に不備があった場合には通知が遅れますのでご注意ください。

 ・ 入会締切は毎週月曜日の18：00までとします。
 ・ 入会時、補助金申請時にご送付いただいた書類はご返却いたしかねますのであらかじめご了承ください。
第5条　すくすく手帳の紛失・追加 
　すくすく手帳の利用表が足りなくなってしまった場合、紛失により再発行を希望する場合は、会員専用サイト「メニューNo.640472　すくすく倶楽部　利用表追加申請」より
再発行の申請を行ってください。再発行手数料は無料とします。
第6条　登録情報の変更
　ご登録の情報に変更が生じた場合には会員専用サイト「メニューNo.664047　すくすく倶楽部　登録内容変更」より登録の変更を行ってください。
第7条　会員資格の取り消し
 ・  会員の所属する企業・団体がベネフィット・ステーションの法人会員を退会した場合または会員が所属している企業・団体を退職・退団した場合のサービス利用期限は、ベネ
フィット・ステーションサービスの利用期限に準じます。

 ・  サービスが適正にご利用されていない、または本規約に違反していると事務局が判断した場合には、事務局は当該会員の登録を削除し、将来に渡って本倶楽部のサービ
スを利用することをお断りし、割引・お振込みされた補助金額の払い戻しを要求します。

第8条　権利の譲渡および不正利用の禁止
　会員に提供されるサービスの利用に関する権利の他人への譲渡、および故意による不正利用を禁止します。譲渡もしくは不正利用の事実が発覚した場合、不正にご利用された
金額の全額についての返還を求めると共に、事務局は会員資格の剥奪と将来に渡って本倶楽部のサービスを利用することをお断りする権利を有しています。
第9条　育児補助金制度の利用
　本条の内容は、「一時保育補助制度　すくすくえいど」「月極保育補助制度　すくすくmonthly」および「すくすくファミリーサポート」の各制度におけるすべてのサービス（以下
「育児補助金サービス」という）に適用されるものとします。
 ・  育児補助金サービスのご利用には、利用する育児補助金サービスの利用規程への同意が必要です。
 ・  所属の企業および加入の団体により、補助制限等、ご利用条件が異なります。個別の条件等について必ずご確認のうえご利用ください。
 ・  会員が下記事項に該当する場合、育児補助金の適用対象外となります。
  （1） 育児補助金サービスの各種利用規程（すくすくえいど・すくすくmonthly・すくすくファミリーサポート）3．【利用対象サービス】の提供会社および団体に勤務または関連の

ある場合。（一部団体を除く）
  （2）保育料金の支払先が会員の勤務または所属する団体である場合。
  （3）育児補助金額が各種割引・補助・給付金などを差し引いた自己負担額を超える場合。（各種割引・補助・給付金とは、市や行政およびカフェテリアポイントの補助金制度を含む。）
 ・  認可園・自治体の直接運営する育児施設・育児サービスに対しての補助は申請することはできません。
 ・  過去に遡っての補助申請はいかなる理由があっても受理いたしかねます。
 ・  ひと月に複数月分の補助を申請することはできません。
 ・  申請締切を超えての申請はいかなる理由があっても受理いたしかねます。必ず利用する育児補助金サービスの利用規程6.【利用方法】に定められた締切までに必要な申
請をしてください。

 ・  育児補助金サービスの適用対象可能期間については、利用する育児補助金サービスの利用規程4.【利用対象期間】にて定めるサービス適用期間をご確認のうえご利用
ください。利用可能期間をすぎた補助利用については、割引・お振込みされた補助金額の払い戻しを要求します。

第10条　退会｠
　会員は、いつでも退会できるものとします。退会時は事務局へその旨の連絡を行い、すくすく手帳の破棄または返却を行うものとします。
第11条　規約の変更等｠
　事務局は予告なしに本規約の内容、会員特典及びサービスを終了、中止または変更出来るものとし、会員はあらかじめその旨を了承するものとします。
第12条　登録情報の取扱いについて｠
 ・  本倶楽部は、入会に際してお預かりした会員およびお子様についての情報（以下「登録情報」という）を個人情報として厳正・適切に管理し、本倶楽部の運営以外の目的
では使用いたしません。本倶楽部が適当と判断した協力企業に対して秘密保持契約を締結のうえ、業務の一部または全部を委託する際に、必要最小限の範囲内で登録
情報の開示を行うことがあります。

 ・  ただし、特に会員のご要望があれば、それを致しません。ただし、以下の各号に該当する場合には、本倶楽部は責任を負うことなく、登録情報を第三者に開示または提供することがあります。
  （1）会員が、登録情報の開示または提供に同意している場合
  （2）法令または公的機関の要請により開示または提供が求められた場合
  （3）登録情報に起因して紛争または損害賠償請求等が発生した場合
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第13条　免責事項｠
　会員が、「すくすく倶楽部」ホームページを通じて提供する情報やベネフィット・ステーションで提携するベビーシッターなどのサービスを利用した結果生じたすべての紛争や損害
賠償請求は、会員の費用負担と責任において解決するものとし、本倶楽部及び記事等の執筆者は一切の責任を負わないものとします。
第14条　協議事項｠
　本規約規程に定めのない事項については、互いに誠意をもって協議するものとします。

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは下記相談窓口まで
担当窓口：株式会社ベネフィット・ワン 個人情報取扱い事務局
TEL：03-6870-3800
E-mail：privacy@benefit-one.co.jp

2018年11月1日改訂

【 一時保育補助制度　すくすくえいど　利用規程 】
　「すくすくえいど」は、すくすく倶楽部（以下「本倶楽部」）の会員がベネフィット・ステーションでご案内する「すくすくえいど」対応の託児所、またはベビーシッター会社（以下「育児
サービス」という）をご利用された場合に割引が受けられる制度です。
1.【すくすくえいど利用対象者】
　本倶楽部にご登録済みの会員であり、0歳～小学校6年生までのお子様（お孫様を含む。）をお持ちの会員ご本人のみ。お子様がこの制限を超えたときには、以降のご利用は出来ません。
2.【割引額】
　すくすく手帳にある「すくすくえいど利用表」（以下「利用表」という）の記載をご確認ください。
3.【利用対象サービス】
　「すくすくえいど」をご利用の場合は以下の項目の全てを満たすこととします。
 ・  原則として認可外保育施設、ベビーシッター及びベビーシッター仲介サービス、学童保育施設のいずれかに当てはまり、ベネフィット・ステーションがご案内する「すくすくえい
ど」対応の育児サービス（「すくすくえいど」マークのついているメニュー）であること。

 ・ 会員が事務局へあらかじめご登録済みの育児サービスであること。
 ・ 年会費、入会金、キャンセル料、おやつ・食事代・交通費など育児保育料金以外の料金は補助対象外となります。
 ・  ベビーシッターの派遣、託児所での保育（一時預かり）または学童保育施設での一時預かりと延長保育のご利用料金を対象とします。月極保育でのご利用は対象外となります。
 ・ 1時間当たりの保育料が設定されていないサービスおよび契約形態は、原則として割引の対象外とさせていただきます。（例：月○回○円、1日○円コースなど）｠
 ・ 利用表の会員確認印欄に会員本人によるサインがある利用分のみ補助対象となります。
 ・  回数券やプリペイド式のサービスの場合、1時間当たりの利用金額が割引額を超え、さらに対象の育児サービス提供企業より補助金額の返金対応が可能な場合のみ補
助対象となります。

4.【利用対象期間】
　「すくすくえいど」の補助対象期間については、以下に該当する条件全てを満たす期間とし、この期間に該当しない補助利用については、補助額の払い戻しを要求します。
　（1）会員が「すくすく倶楽部」に登録済であり、お手元に「すくすく手帳」が届いていること。
　（2）会員が利用したい保育サービスが利用時にベネフィット・ステーション会員専用サイト上で紹介されており、「すくすくえいど」アイコンが付いているメニューであること。
　（3）「すくすく倶楽部会員規約」第7条　会員資格の取り消しに準じる利用期限までに利用した保育サービスであること。
　（4）お子様が0歳～小学校を卒業する日までに利用された保育サービスであること。
　（5）「すくすく手帳」内、「すくすく倶楽部会員証」ページに記載された「すくすく手帳発行日」以降（かつ（3）を満たす）の利用であること。
5.【利用制限】
 ・  補助金額・補助時間制限については、すくすく手帳にある利用表の記載にてご確認ください。
 ・  補助時間制限についてはご登録のお子様の人数にかかわらず、会員一人につき補助時間制限は、利用表に記載された時間数となります。
 ・  1会員が1ヶ月間でご登録の複数のお子様に対して、利用表の使用は可能です。但し、以下の利用制限があり、且つ、以下のすべての条件を満たしていなければなりません。
　　（1）同日のご利用時間が一切重なってはなりません。
　　（2） 兄弟姉妹の合算時間が、利用表に記載されている制限時間を超過してはなりません。
 ・  会員一人につき複数の会員IDをお持ちの場合、補助対象となるお子様お一人に対し同一時間帯の割引は1会員ID分のみ適用されます。
　　お子様お一人に対し同一時間帯に複数会員ID分の割引は重複補助適用が出来ません。
　　割引利用後に重複補助適用を確認した場合は、割引された補助金額の払い戻しを要求します。
 ・  ひと月に複数枚の利用表を使用する場合も、補助時間の合計は会員一人の補助時間制限を上限とし、利用表1枚ごとの時間制限とはなりません。
 ・  1時間当たりの利用料金が補助金額以下の場合は、割引の対象外です。
 ・  割引は1時間ごとのご利用に対してとなり、1時間未満のご利用には適用出来ません。
　　＜例：1時間45分のご利用の場合→1時間分のみ割引対象＞
 ・  ご利用日当日以外の捺印は無効となります。
 ・  利用表のご利用は必ず1シートに対して1登録の育児サービスとし、複数箇所でのご利用は出来ません。
 ・  同月同施設において、割引額の異なる利用表を併用してご利用は出来ません。
 ・  ご登録可能な育児サービスは最大2社（2箇所）までとなります。
6.【利用方法】
　各育児サービスをご利用の際にすくすく手帳にある利用表をご呈示いただき、利用日、利用開始時間、利用終了時間、捺印（サイン）を受けてください。記入済み利用表は、必
ず原本を締切日までに各育児サービス提供企業へ提出してください。締切日は育児サービス提供企業ごとに異なります。ご自身でご確認ください。
7.【利用表の破損、紛失】
　「利用表」をご利用途中で紛失した場合、理由の如何に関わらずその月の割引の適用が出来なくなる場合がございますので、月のご利用が終了されるまで大切に保管、ご利用ください。
8.【禁止事項】
　会員は「すくすくえいど」の利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
 ・  【すくすく倶楽部会員規約】第8条　権利の譲渡および不正利用の禁止に準じる行為
 ・  本来利用できる月極保育サービスやその他の割安コースがあるにも関わらず、「すくすくえいど」を利用する目的でそれを利用せず、一時保育サービスを利用する行為
 ・  サービス提供企業、施設に会員本人のサインの代筆を依頼する行為

2018年11月1日改訂

【 月極保育補助制度　すくすくmonthly　利用規程 】
　「すくすくmonthly」は、すくすく倶楽部（以下、「本倶楽部」）の会員がベネフィット・ステーションでご案内する託児所（以下「育児施設」という）の月極保育をご利用された場合
に補助が受けられる制度です。
1.【すくすくmonthly利用対象者】
 ・  本倶楽部にご登録済みの会員であり、0～4歳未満のお子様をお持ちの会員ご本人のみ （申請基準月が、お子様が4歳になる誕生月までであること）
 ・  お子様がこの年齢以上の場合はご利用できません。
 ・  新規で「すくすく倶楽部」ご入会の方は、「すくすくmonthly」申込までに入会手続きが完了し、お手元に「すくすく手帳」または「すくすく倶楽部会員番号」が届いている必要があります。
2.【補助額】
　「すくすくmonthly」の補助金額は、会員専用サイト「メニューNo.642245　すくすくmonthly」より会員特典欄をご確認ください。｠
　※所属の企業および団体によりご加入のコースが異なります。所属のコースをご確認の上ご利用ください。
3.【利用対象サービス】
 ・  ベネフィット・ステーションでご案内する育児施設（「月極補助」マークがついているメニュー）の月極保育料のみ対象となります。
 ・  サマースクールやオプションサービスについては利用料金が月額設定のサービスのみすくすくmonthlyの補助対象となります。（一部の施設のみ対象）
  領収書に月額保育料とオプションサービスの月額料金の内訳がわかるように記載してください。料金がスポットで都度発生する場合はすくすくmonthlyの補助対象外となります。
 ・  一時保育利用料、年会費、入会金、キャンセル料、おやつ・食事代などその他育児保育料金以外の料金は対象外となります。
 ・  本サービスの対象となる保育の時間帯またはプランなどは、「すくすくえいど（一時保育補助制度）」の対象外となります。
 ・  1施設につき、本サービスと「すくすくえいど」の併用は可能です。
4.【利用対象期間】
　「すくすくmonthly」の補助申請対象期間については、以下に該当する条件を満たす期間とし、この期間に該当しない補助申請については、補助額の払い戻しを要求します。
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ベネフィット・ステーション 

子育て応援ガイド別冊版

ガイドブック

BENEFIT STATION
　このベネフィット・ステーション ガイドブック 子育て応援ガイド別冊版が紹介する個々のサービス内
容に関する記載事項等は、当社が提携先サービス提供事業者（以下「事業者」といいます。）から受領
した情報に基づくものですが、当社は、会員のみなさまにそのサービス内容について誤解が生じないよ
うに記載事項を更にチェックしております。会員のみなさまが個々のサービスを選択される際には、そ
の記載事項をよくお読みください。
　また、ご利用の際には、事業者がその提供施設等で一般利用者に提示している利用規程をご覧にな
り問題が起きないようあらかじめ理解した上でご利用くださいますようお願いいたします。
　なお、会員のみなさまと事業者との間でのその提供施設等のご利用を巡る紛争につきましては、当
社の責任に帰すべき事由がある場合を除き、会員のみなさまと事業者間で解決をしていただきますよ
うお願いいたします。
　会員のみなさまより、当社が直接チケットおよび商品等のお申込みを受ける場合は、不可抗力による
場合を除き、原則としてお申込み後の取り消しはお受けできませんので、くれぐれもご留意ください。詳
細については、当社会員専用サイトまたはカスタマーセンターにてご確認ください。

ガイドブック記載事項に含まれる写真、図画、文言、ロゴ、商標その他に関しては、当社は、サービス提供
事業者の責任において著作権等の侵害が無いよう確認の上、掲載しておりますが、もし、ご自分の著作権
等の侵害があることを発見された場合には、当社にご一報ください。

　当社は、会員様の余暇サービスの充実を
目指しております。会員様の個人情報は、本
会のサービス提供のために利用し、それ以外
の目的で利用することは一切ございません。
　個人情報保護方針は弊社サイト
（http://www.benefit-one.co.jp）に記載しております。個人
情報に関するお問合せ、および個人情報に関する開示・訂正
等のお問合せは下記相談窓口までお願いいたします。

TEL：03-6870-3800／FAX：03-6870-3811／
E-mail privacy@benefit-one.co.jp

2019年5月

〒100-0004　
東京都千代田区大手町二丁目6番2号　
JOB HUB SQUARE　9階
TEL.0800-9192-919（フリーコールスーパー）
または03-6870-3716

本ベネフィット・ステーション ガイドブック 子育て応援ガイド別冊版に掲載されたサービスの内容は一例となります。利用方法、期間など詳細は会員専用サイトをご確認ください。また、
特典内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。

　（1）補助申請時に会員が「すくすく倶楽部」に登録済みであり、お手元に「すくすく倶楽部会員番号」または「すくすく手帳」が届いていること。
　（2）会員が利用したい保育サービスが利用時または補助申請時にベネフィット・ステーション会員専用サイト上で紹介されていること。
　（3）初回に選択された「補助申請基準」の月が「すくすく倶楽部会員規約」第7条　会員資格の取り消しに準じる利用期限内に該当すること。
　　　例：利用期限が5月末日までの場合
　　　　申請基準が「利用月」の場合：5月保育利用分で6月10日申請締切分まで利用可能。
　　　　申請基準が「領収書発行月」の場合：5月領収書発行分で6月10日申請締切分まで利用可能。
　（4）初回に選択された「補助申請基準」の月がお子様が0歳～4歳になる誕生日月までであること。
5.【利用制限】
 ・  一世帯にお子様が二人以上いる場合、会員様お一人に対して申請できるのは月に一人までとさせていただきます。
 ・  一世帯に会員様が二人以上いる場合、お子様お一人に対して申請できるのは月に一回までとさせていただきます。
 ・  割引を受けられる育児施設は最大1社となります。
 ・  申請基準に「領収書発行月」をご選択の場合に限り、保育利用月から3ヶか月以内の保育利用料を申請対象とします。（「領収書発行月」を含まない）
　　例）領収書発行月が6月、7月10日〆のご申請→3月以降のいずれかひと月分の保育利用料を申請可能
  ただし地方自治体による「月額保育料補助額決定通知書」の発行に3ヶ月か月以上の期間を要する場合はこの限りではありません。
6.【利用方法】
 ・  会員専用サイト「メニューNo.642245　すくすくmonthly」の「申込みフォームへ」より、Web申請フォームに必要事項をご入力の上、領収書の原本または写しをWeb添付
または別途郵送し、申請基準月の翌月10日必着にて（株）ベネフィット･ワンまでご送付ください。

 ・  申請締切の基準は初回申請時に申請した『領収書発行月』または『保育サービス利用月』となります。原則、申請基準は変更できないものとします。
 ・  補助金は申請書類審査後、申請締切月の月末までにご指定の口座に振込みます。｠
 ・  提出物の詳細については下記をご確認ください。
  ※領収書の宛名はフルネームであること【毎回提出】
  ※ひと月に複数施設の利用料金を合算または複数の領収書を合算しての申請はできません。
  ※領収書またはそれに準ずる月謝袋には領収日または発行日の記載が必要となります。
  ※領収書の内訳に、「月極保育料●月分」とわかる記載が必要となります。
  ※ 領収書が発行されない育児サービスを利用する場合、振込み証明に会員本人のサインがあるもの、または通帳で引き落とし金額がわかる箇所と口座名義人がわかる箇

所のコピー、または施設から発行されるレシートにて申請が可能です。
 ・  地方自治体による月額保育料補助金が適用される場合は、地方自治体による補助金適用後の差額がすくすくmonthlyの申請対象額となります。
   この時、領収書の原本または写しのほか、地方自治体から発行される「補助額決定通知書」をWeb添付または別途郵送し、「補助額決定通知書」発行月の翌月10日必着
にて（株）ベネフィット･ワンまでご送付ください。

  ※「補助額決定通知書」が発行されない場合、通帳で振込み金額がわかる箇所と口座名義人がわかる箇所のコピーにて申請が可能です。
2018年11月1日改訂

【 すくすくファミリーサポート利用規程 】
　「すくすくファミリーサポート」は、すくすく倶楽部（以下、「本倶楽部」）の会員が全国の市区町村が運営している一般財団法人 女性労働協会の公式ホームページに掲載され
ているファミリーサポートセンターの託児サービスをご利用された場合に補助が受けられる制度です。
1.【すくすくファミリーサポート利用対象者】
 ・  本倶楽部にご登録済みの会員であり、0歳～小学校6年生までのお子様をお持ちの会員ご本人のみ 。（活動報告書の利用月にお子様が0歳～小学校6年生までであること）
2.【補助額】
　お子様お一人の 1ヶ月の利用料金の合計が3,000円以上の場合につき、一律3,000円を補助します。お子様お一人の1ヶ月の利用料金を合算した申請も対象となります。
　ただし、複数のお子様の1ヶ月の利用料金を合算することはできません。
3.【利用対象サービス】
 ・  全国の市区町村が運営している一般財団法人 女性労働協会の公式ホームページに掲載されているファミリーサポートセンターが対象です。
 ・  保育グループ、ファミリーサポートセンターの介護サービスは補助対象外となります。
 ・  ファミリーサポートセンターを利用して家事サービスを受けた場合は対象外となります。
 ・  ファミリーサポートセンターを利用して会員本人のお子様を預けられた場合の利用料が対象です。
 ・  交通費、食事（おやつ）代は対象です。
 ・  キャンセル料、事前打ち合わせは対象外です。
4.【利用対象期間】
　「すくすくファミリサポート」の補助申請対象期間については、以下に該当する条件を満たす期間とし、この期間に該当しない補助申請については、補助額の払い戻しを要求致します。
　（1）補助申請時に会員が「すくすく倶楽部」に登録済みであり、お手元に「すくすく倶楽部会員番号」または「すくすく手帳」が届いていること。
　（2）会員が利用したいファミリーサポートサービスが利用時に「女性労働協会ホームページ」上で紹介されていること。
　（3）「すくすく倶楽部会員規約」第7条　会員資格の取り消しに準じる利用期限までに利用した保育サービスであること。
　 　 例：利用期限が5月末日までの場合
　　　　5月保育利用分で7月10日申請締切分まで利用可能。
　（4）活動報告書の対象利用月がお子様が0歳～小学校6年生を卒業する月までに利用された保育サービスであること。
5.【利用制限】
 ・  一世帯にお子様が二人以上いる場合、会員様お一人に対して申請できるのは月に一人までとさせていただきます。
6.【利用方法】
 ・  会員専用ホームページ「メニューNo.641306 すくすくファミリーサポート」の「申込みフォームへ」より、Web申請フォームに「必要事項をご入力の上、活動報告書をWeb添
付または別途郵送し、ご利用月の翌々月10日必着にて（株）ベネフィット･ワン宛にご送付ください。

 ・  補助金は申請書類審査後、申請締切月の月末までに指定の口座に振込みます。｠
 ・  必ず女性労働協会ホームページに掲載されているセンター名での申請が必要です。女性労働協会ホームページに該当のセンターが確認できない場合は、補助対象外となります。
 ・  提出物の詳細については下記をご確認ください。
  ※「活動報告書」の原本または写しを毎回提出ください。
  ※お子様お一人の1ヶ月の利用料金を合算した申請も対象となります。ただし、複数のお子様の1ヶ月の利用料金を合算することはできません。
  ※1ヶ月で複数枚の活動報告書を合算して3,000円以上とする場合、申請時に合算する活動報告書全ての提出が必要です。
  ※活動報告書にお子様の氏名の記載が必要となります。
  ※1ヶ月で複数のお子様を預けた場合、申請対象とするお子様の利用料金の内訳の記載が必要になります。
  ※活動報告書の発行がないファミリーサポートセンターにつきましては、カスタマーセンター（0800-9192-919）までご相談ください。

2018年11月1日改訂
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お子さまの氏名（漢字フルネーム）、
お誕生日がわかるものを
お送りください。

書類の送付はWebアップロードが便利！

コピーへ会員IDと会員氏名を
必ずご記入ください。

▲お申し込み方法の概要は本誌P6をご確認ください。
　実際のお申込みは会員専用サイトにて承っております。

※すくすく手帳については本誌P7でもご紹介
　しておりますので、そちらもご覧ください。

登録に必要書類（証明書類）って？

ご登録に必要な書類など、よくあるご質問にお答えします

すくすく倶楽部Q&A
Q
A

会員専用サイトよりご登録内容の変更が可能です。
[メニューNo.640471] すくすく倶楽部 登録内容変更よりお申込みください。 

こどもが増えたので追加登録したいQ
A

●母子手帳
●住民票
●健康保険証

などのコピー

必要書類のデータを用意する❶

申し込み完了 ！❸

会員専用サイトのお申込フォームへ
必要事項を記入し、「Web添付」を
選択して必要書類をアップロード ！ ※

❷

※証明書類のWebアップロード時のご注意について
Webアップロードする際は、条件をよくご確認ください。
●アップロードできるファイルのサイズは合計9.1MB未満です。
●アップロードできるファイルはJPEG ・GIF・ PDFのみとなります。
　これ以外の画像ファイルはアップロードできませんのでご注意ください。
●フィーチャーフォン/一部のタブレットからのファイルアップロードは対応しておりません。
※PC・スマートフォン（スマートフォンサイトでの利用時）対応可能、公式アプリからのファイ
ルアップロードには対応しておりません。

●お手持ちのタブレット端末でアップロードができない場合は、お手数ですがPC・スマート
フォン端末からご利用いただくか、タブレットでベネフィット・ステーション会員専用サイトの
スマートフォン版サイトをお開きいただきご利用ください。
●Webアップロードを利用しない場合、郵送でも必要書類を受け付けております。（お申込み
フォームにてお申込み完了後にご郵送ください）
　○郵送先：【郵送】〒790-0035　愛媛県松山市藤原2-8-8　株式会社ベネフィット・ワン
　カスタマーセンター内　すくすく倶楽部事務局宛

手帳のお届けからサービスご利用までの流れ
すくすく手帳が入会申込申請日の
締切（毎週月曜日18：00まで）
から約1週間程度で届きます。

❶

お子様の人数の変更以外にも、すくすく手帳をお申込いただいた際の登録情報を変更・追加される場合
会員専用サイトのお申込フォームへ必要事項を記入のうえ、ご申請ください。
お子様の追加登録の場合はお子様の氏名（漢字フルネーム）、お誕生日のわかるものを（母子手帳、住民票、
健康保険証などのコピーなど）お送りください。
送付方法は上記の「Webアップロード」方法をご参照ください。

一時保育補助制度「すくすくえいど」のご利用に必要な手帳となります。
すくすく倶楽部へ登録後、郵送にて手帳をお届けします。

すくすく手帳って？Q
A

※サービス内容・すくすく手帳のデザインは予告なく変更となる場合がございます。 ※指定の申込み方法以外でご利用いただいた場合、特典が適用されませんのでご注意ください。

●
●
ご利用者名
お子様名

●
●
ご利用登録施設名
ご利用月

すくすく手帳利用表に
下記必要事項を
ご記入ください。

❷ ご利用したい施設に
利用の予約を入れます。

❸
（予約方法は施設によって異なります）

利用時に施設へ
すくすく手帳を提示

❹

施設利用時にすくすく手帳を見せ、
施設へ割引後の料金を支払います。

「すくすく倶楽部」のサービス詳細など、育児に役立つ情報、サービスなら
会員専用サイトの「育児ステーション」 ！ 今すぐ会員専用サイトをご確認ください ！
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ご紹介サービス[メニューNo.730215] あずけ隊があります。
ぜひ、ベネフィット・ワンを施設様にご紹介ください。

利用したい育児施設・ベビーシッターサービスがベネフィット・ワンと提携していないQ
A

働くお父さん・お母さんの子育て支援制度「すくすくえいど」を利用してお得に託児所を使いませんか？
今現在あなたがご利用している託児所やベビーシッターがベネフィット・ワンで紹介されていない場合、
割引価格でお子さまを預けられるように施設の担当者様にベネフィット・ワンをご紹介ください！※
ご紹介いただきますと、【紹介ありがとうポイント】として500ベネポプレゼント！
紹介していただいた育児施設・ベビーシッターとベネフィット・ワンが提携すると、
更に【提携おめでとうポイント】として1000ベネポをプレゼントいたします！

ベネフィット・ステーションの
会員専用サイトを検索したけど

利用したい育児施設が
ないみたい・・・

あずけ隊です！そんな時は
託児所やベビーシッターに預けたいのにベネフィット・
ステーションに育児補助のサービスがない場合
その施設を会員様に紹介していただくサービスです。

って紹介
どうすればよいの？

ベネフィット・ステーションと使いたい施設が提携できれば、『紹介ありがとう
ポイント』と『提携おめでとうポイント』がもらえるし、さらに育児補助も使える
ようになるから本当にお得ね！

あずけ隊サービスの流れ
会員専用サイトにアクセスし
[No.730215]あずけ隊ページより
「ご担当者様お渡し用」チラシデータのPDFを
ダウンロードしプリントする

❶

※必ずお申込み前にチラシをお渡しください

会員様

会員様

まずは会員専用サイトにアクセスして
[メニューNo.730215] あずけ隊 の
ページへアクセスしてください。
そのあとの手順は以下をご確認ください。

提携希望の育児施設・
ベビーシッターのご担当者様へ
上記チラシをお渡しください

❷会員様
▼

ご担当者様

ダウンロード
▼

プリント
アウト

必要事項を
記入して
申し込み

会員様

ご担当者様会員様

会員専用サイトにログインし
[No.730215]あずけ隊ページから
必要事項をご記入の上お申し込みください

❸

会員様
500　　　

を
ゲット！

❹

会員様

会員様

会員様
1000　　　

を
ゲット！

❺

会員様

ベネフィット・
ステーション

▼

ご担当者様

ベネフィット・ステーションより
育児施設・ベビーシッターの
ご担当者様へサービス提携の
ご依頼交渉

ベネフィット・ステーション会員専用サイトより
提携施設のサービスの利用方法ごご確認の上
ご利用ください。

ご担当者様

提携OKだった場合 ※提携NGの場合、❺のベネポプレゼントは
　ございません。

※認可外の保育所が対象となります。

（提携おめでとうポイント）

（紹介ありがとうポイント）

このバナーから
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ご入会で600  プレゼント！
ベネフィット・ステーション会員のみなさまへ

自分自身で考え、
未来を切りひらく力を育てる
ベネッセの通信教育サービス

※お申し込みは、ベネフィット・ステーション経由でログインのうえお手続きください。　※お電話など、WEB経由以外のお申し込みはポイント付与対象外となります。　※お友だち・ごきょう
だい紹介制度を利用した入会は、キャンペーンの対象外となります。　※すでに〈こどもちゃれんじ〉「進研ゼミ小学講座」「進研ゼミ中学講座」「進研ゼミ高校講座」にご入会いただいている
かたは本キャンペーンにおけるポイント付与の対象外となります。　※株式会社ベネッセコーポレーションが不正とみなしたお客様は対象外とさせていただきます。　※お申し込みをキャン
セルされた場合は、ポイント付与対象外となります。　※ブラウザのCookieの設定は有効にてご設定をお願い致します。

対象
コース

〈こどもちゃれんじ〉「進研ゼミ小学講座」
「進研ゼミ中学講座」「進研ゼミ高校講座」｠
※  「こどもちゃれんじbaby・ぷち先行申込」、「進研ゼミ　中学講座　中高一貫
コース」、「オプション講座」を除く

ご紹介者にもご入会者にも

全員プレゼント！
お手続き
方法は

カンタン!

ベネフィット・ステーション
会員専用サイトでお手続きください

MENU NO.630021を検索する

入会手続きをする

ログイン後、申し込むボタンをクリック

Step 1

Step 2

Step 3

630021 検 索MENU NO.



600  プレゼント！

サービスプラン

通常保育 病児保育 短時間送迎 外国語保育産前産後サポート宿泊保育

ハニークローバーは東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・愛知県・岐阜県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県・沖縄県にて
ベビーシッターサービスをお届けしております。初回のご利用の急なお申込みにも、お電話で対応しておりますのでご相談ください。

【受付時間】月～金 7:00-22:00、土・日 8:00-21:00

050-5434-3429 www.honeyclover.co.jp

ハニークローバー株式会社
〒108-0074　東京都港区高輪4-1-18　高輪ビル4階

お子さまの
急な発熱・送迎にも
対応いたします。

ベビーシッターサービスの
ハニークローバー

日経DUAL独自のベビーシッターサービス企業へのアンケート調査と、読者アンケート実施による調査で
総合評価第1位を獲得しました。

「ベビーシッターサービス企業ランキング2017」で第1位を獲得しました！

シッターの指名検索ができる！ 他のお客様からの評価を
確認できる！

お友達とシッター情報を
共有できる！

病児保育は当日予約OK。 短時間送迎は30分より
利用可能。

※マイページのご利用は4月以降の開始に向けて準備を進めております。詳細の開始日については、今後ホームページにてお知らせいたします。



L.JP.MKT.CH.04.2019.1465 

※バイエルオンラインショップではお届けしやすいパウチタイプのみの取扱いとなります。
パウチタイプとボトルタイプの内容量に変わりはありません。 ※本クーポンは初回配送のみ割引が適用されます。2回目配送以降は、 10%OFFの 4,050 円（税込）です。

※定期購入は3回以上のお届けが必須となります。 

通常価格
4,500円（税込）

定期購入で初回限定

2,980円（税込）
ベネフィット・ステーション会員専用サイトにて
今すぐMENU No. 643830 で検索



ポピンズグループの
ス マ ー ト シ ッ タ ー

お客様アンケート結果では

『シッターの質が高い』
 ことを常に評価いただいております。

お子さまの健やかな成長に大切なのは、大きな愛情であり、適切なサポートです。

大事なお子さまをお預かりするのに、「ただ預けるだけ」にはしたくない。

スマートシッターの登録シッターは、保育士など有資格者中心、保育・子育て
経験者のみ。

働くママパパの育児を全力で応援します。

安心・信頼できる「保育のプロ」 
ならスマートシッター

多くのご家庭でご利用いただいて
います！

面談時にシッターさんの人柄が分かり
、安心できました。（5歳男の子のマ

マ）

ふだん人見知りの娘ですが、とても嬉しそうに遊びたがり拍子抜けするほどでした。（4歳
女の子のママ）

どうしても子どもを連れて行けない用事があったので、柔軟に対応していただき助かりました。（2歳男の子のママ）

お得なキャンペーン
実施中！

登録後

https://smartsitter.jp/

検索
スマートシッター

スマートシッターができること ご家庭や状況に合わせてさまざまな保育を行っています。お気軽にご相談ください！

外遊び 病児保育 産前産後ケア 育児相談
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パウチタイプとボトルタイプの内容量に変わりはありません。 ※本クーポンは初回配送のみ割引が適用されます。2回目配送以降は、 10%OFFの 4,050 円（税込）です。

※定期購入は3回以上のお届けが必須となります。 

通常価格
4,500円（税込）

定期購入で初回限定

2,980円（税込）
ベネフィット・ステーション会員専用サイトにて
今すぐMENU No. 643830 で検索
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