2023年度版

都道府県市町村向け 母子健康手帳のご案内

JFPAの母子健康手帳は、より幅広い親子に使いやすいよう
ジ ャ フパ

生まれ変わります

JFPAの母子健康手帳
ジャフ パ

5つのポイント

小さな文字も判別しやすい

中面の色は濃い青とピンク

110か国語に標準対応します 2 UDフォントになりました
妊娠中は、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなっています。妊娠中は

出

●腰ベルト・肩ベルト共に
着用する。

産

●肩ベルトは首にかからな
いようにする。

娠

●肩ベルトは胸の間を通し、
腹部の側面に通す。
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揺さぶられ症候群
防止啓発しおり
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しましょう。
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番

発育曲線
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標準付属

生後 4 か月くらいまでは、うんちの色に注
意が必要です。生後２週を過ぎても皮膚や
白目（しろめ）が黄色い場合、おしっこが
濃い黄色の場合にも、すぐに医師等に相談

番

年

番

日

生後１〜４か月

児
予防接種

■マタニティマーク

基 本 仕 様 （3タイプとも共通）

⃝「誤飲・窒息防止用スケール」
「揺さぶられ症候群防止啓発しおり」
「こどもの目の健康チェックシート」付き
● 100冊以上ご注文の場合、名入れ印刷代無料（行政のみ）

※健やか親子
21HP

100冊未満の場合、名入れ印刷代8,800円（税込）
65

小さな破れが生じることがあります。20年間にわたり強度を保つための製法ですので予めご理解のほどよろしくお願いいたします。

マタニティマークは、妊婦が交通機関等を利用する際
に身につけ、周囲に妊婦であることを示しやすくするも
のです。また、交通機関、職場、飲食店などが、呼びかけ文
を添えてポスターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい
環境づくりを推進するものです。

※マタニティー
マーク HP

て母子保健に関する取組を推進する国民計画運動です。健や

（株式会社PIJINサイトより）
か親子21ホームページでは、妊娠・出産・子育て等に役立つ

198

お申込み期限

0.00-.7-.4/.8.1

円（税込）

期間外および学校価格

2022年12月23日
（金）まで

880

円（税込）

3月下旬納品

情報が掲載されていますので、ご活用ください。
上記お申込み期限までにお申し込みいただいた場合
2023年
65
※特別価格お申込み期限以降は行政機関様も880円（税込）となります。ただし期限内ご購入の行政機関様の追加購入は198円（税込）にて承ります。
※厚生労働省からの通達時期・内容によっては価格・納期・仕様が変更となる場合がございます。通達時期・内容については厚生労働省へお問い合わせください。

予約制
ೠ݄٥Ħമܑħ,glbb42+43

キリトリ線

年

幼

故に遭った際の被害から母体と胎児を守ることができます。ただし、妊娠の状

64

月

番

児

シートベルトは、後部座席を含む全座席において着用が義務付けられてい

番

年

生後１か月

妊娠中に、予防接種などかかりつけの小児科医をきめておくと安心です。
本会の母子健康手帳は厚生労働省が推奨する
「中ミシン製本」
を採用しております。経年劣化に強くバラバラになりにくい反面、製法上、背表紙に

です。無痛分娩を検討される方は、
右記のQRコードを参照す
ೠ݄٥Ħമܑħ,glbb42+43
看板や印刷物をとても簡単に多言語化出来る世界で初めてのソリューションです。
るなど、各医療機関の診療体制をよく理解した上で、担当医と
行政機関限定価格
ユーザーが自分の携帯端末でQRコードを読み取ると、
ユーザー端末の言語設定を認識して翻訳文を表示させます。
相談し、
分娩の方法を選びましょう。
※厚生労働省
ホームページ
■健やか親子21について
QR Translatorの仕組みは日本・アメリカ・中国・EU・韓国等で特許を取得、
PCT
（特許協力条約）
に基づく国際出願
「無痛分娩について」
健やか親子21（第2次）は「すべての子どもが健やかに育つ ※健やか親子
21HP
■妊娠中のシートベルト着用について
も完了しています。
社会」の実現を目指し、関係者、関係機関・団体が一体となっ
ます。妊娠中であっても、
シートベルトを正しく着用することにより、
*「QR Translator」
は株式会社PIJINの登録商標です。
*
「QRコード」
は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 交通事
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生後２週

予防接種

乳

経腟分娩の際、麻酔薬を使用し、陣痛の痛みを和らげる方法
けいちつ

番

発育曲線

産

予防接種

とは・・・・・

■無痛分娩について

■赤ちゃんのかかりつけ医

情報が掲載されていますので、
ご活用ください。
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児

出

予防接種

発育曲線

施されていますので、
主治医と相談しましょう。
64
また、子宮収縮薬などの出産時に使用される医薬品についても、
その必要
性、効果、副作用などについて医師から十分な説明を受けましょう。
※（独）医薬品医療機器総合機構のWebサイトから、個別の医薬品の添付文書を
検索することができます。
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番

娠

発育曲線

予防接種

児

サンプルQRコードを
読み取ってお試しください！

3

に近くなった

便色の記入欄（観察日と右欄に当てはまる色番号）

64
65
施されていますので、
主治医と相談しましょう。
■妊娠・出産に伴う心身の変化■赤ちゃんのかかりつけ医
また、子宮収縮薬などの出産時に使用される医薬品についても、その必要
妊娠や出産による身体や生活スタイルの変化などにより、
不安を感じるこ
性、
効果、
副作用などについて医師から十分な説明を受けましょう。
妊娠中に、
予防接種などかかりつけの小児科医をきめておくと安心です。
■妊婦健康診査で肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方へ
画像はイメージとなります。
とがあります。特に、出産後に気持ちが落ち込んだり、
涙もろくなったり、不安
※（独）医薬品医療機器総合機構のWebサイトから、個別の医薬品の添付文書を
将来、肝炎や肝がんになる可能性があります。
自覚症状がなくて
検索することができます。
■マタニティマーク
※肝疾患相談・
ೠ݄٥Ħമܑħ,glbb42+43
0.00-.7-.4/.8.1
になったりすることがあり、多くの場合は一時的なものと言われていますが、
も精密検査を受けましょう。初回の精密検査や定期検査、肝炎の治 支援センター
※マタニティー
マタニティマークは、
妊婦が交通機関等を利用する際
気持ちの落ち込みや焦り、育児に対する不安などが2週間以上続く場合もあ
■無痛分娩について
マーク HP
療の費用助成を受けられる場合があります。
お住まいの都道府県
に身につけ、
周囲に妊婦であることを示しやすくするも
けいちつ

2

1番 〜 3番

どちらかが当てはまるときは、胆道閉鎖症
などの病気の可能性がありますので、1 日
も早く小児科医、小児外科医等の診察
を受けてください。

誤飲・窒息
防止用スケール

ります。｢産後うつ｣は、産後のお母さんの10〜15％に起こるとされています。
経腟分娩の際、麻酔薬を使用し、陣痛の痛みを和らげる方法
や肝疾患相談・支援センターへお問い合わせください。
のです。
また、
交通機関、
職場、
飲食店などが、
呼びかけ文
出産後は、お母さんは赤ちゃんの世話に追われ、
自分の心や体の異常について
です。無痛分娩を検討される方は、右記のQRコードを参照す
を添えてポスターなどとして掲示し、
妊産婦にやさしい
は後回しにしがちです。また、お父さんや周囲の方も赤ちゃんが最優先で、
お
るなど、各医療機関の診療体制をよく理解した上で、担当医と
環境づくりを推進するものです。
母さんの変化を見過ごしがちです。
妊娠中や出産後に不安を感じたり、産後う
相談し、分娩の方法を選びましょう。
※厚生労働省
■妊娠・出産・授乳中の薬の使用について
⃝ A6判・中ミシン製本
つかもしれない、と思ったときは、
ひとりで悩まず医師、
助産師、保健師、子育
ホームページ
■健やか親子21について
妊娠中や授乳中の薬の使用については、必ず医師、歯科医師、薬剤師等に相
「無痛分娩について」
て世代包括支援センター等で相談し、
産後ケア等の利用を検討しましょう。
健やか親子21（第2次）
は
「すべての子どもが健やかに育つ
⃝ 表紙4色・本文3色刷
談しましょう。自分の考えで薬の使用を中止したり、
用法、
用量を変えたりす
■妊娠中のシートベルト着用について
また、妊娠中や出産時に異常があった場合は、
出産後も引き続き治療や受診
社会」の実現を目指し、
関係者、関係機関・団体が一体となっ
ると危険な場合があるので、医師から指示された用量、
用法を守り適切に使用
シートベルトは、
後部座席を含む全座席において着用が義務付けられてい
⃝
省

令様式＋任意様式
て母子保健に関する取組を推進する国民計画運動です。
健や
が必要な場合があります。経過が順調と思われるときでも、
医師の診察を受け
しましょう。
ます。妊娠中であっても、シートベルトを正しく着用することにより、交通事
か親子21ホームページでは、
妊娠・出産・子育て等に役立つ
ましょう。
（便色カード：ジャパンカラー対応）
※「妊娠と薬情報センター」において、妊娠中の薬の使用に関する情報提供が実
故に遭った際の被害から母体と胎児を守ることができます。
ただし、妊娠の状

2

番

児

発育曲線

幼

4

か親子21ホームページでは、妊娠・出産・子育て等に役立つ
ましょう。
※赤ちゃんとお母さんの感染予防対策5ヶ条
故に遭った際の被害から母体と胎児を守ることができます。
ただし、妊娠の状
※「妊娠と薬情報センター」
において、妊娠中の薬の使用に関する情報提供が実
情報が掲載されていますので、ご活用ください。

だったのが
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幼
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幼
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幼

児

乳

児

妊

乳

腹部の側面に通す。

4番 〜 7番

1番 〜 3番

に近い色だと
思う

1

番

産

産

になったりすることがあり、多くの場合は一時的なものと言われていますが、
気持ちの落ち込みや焦り、育児に対する不安などが2週間以上続く場合もあ
ります。｢産後うつ｣は、産後のお母さんの10〜15％に起こるとされています。
出産後は、お母さんは赤ちゃんの世話に追われ、自分の心や体の異常について
は後回しにしがちです。また、お父さんや周囲の方も赤ちゃんが最優先で、お
母さんの変化を見過ごしがちです。妊娠中や出産後に不安を感じたり、産後う
つかもしれない、と思ったときは、ひとりで悩まず医師、助産師、保健師、子育
て世代包括支援センター等で相談し、産後ケア等の利用を検討しましょう。
また、妊娠中や出産時に異常があった場合は、出産後も引き続き治療や受診
が必要な場合があります。経過が順調と思われるときでも、医師の診察を受け
ましょう。

けいちつ

※国立感染症研究所

うんちの色に注意しましょう
明るいところでカードの色と
見比べてください。

乳

出

出

●腰ベルトは腹部のふくら
みを避け、腰骨のできる
だけ低い位置を通す。

は行わず、腰ベルトと肩ベルトを共に着用
■妊娠・出産に伴う心身の変化
●腰ベルトは腹部のふくら
妊娠中は、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなっています。妊娠中は
みを避け、腰骨のできる
妊娠や出産による身体や生活スタイルの変化などにより、
不安を感じるこ
し、大きくなった腹部をベルトが横切らな
だけ低い位置を通す。
■妊婦健康診査で肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方へ
赤ちゃんへの影響も考えて有効な薬が使えないことがあります。
日頃から手
とがあります。特に、出産後に気持ちが落ち込んだり、涙もろくなったり、不安
いようにするなど、
正しくシートベルトを
■妊娠・出産・授乳中の薬の使用について
将来、肝炎や肝がんになる可能性があります。
自覚症状がなくて
洗い、
うがいなど感染予防に努めましょう。
※肝疾患相談・
になったりすることがあり、多くの場合は一時的なものと言われていますが、
妊娠中や授乳中の薬の使用については、必ず医師、歯科医師、薬剤師等に相 着用することが必要です。
談しましょう。自分の考えで薬の使用を中止したり、
用量を変えたりす
も精密検査を受けましょう。
初回の精密検査や定期検査、
肝炎の治 支援センター
何らかの微生物（細菌、ウイルスなど）がお母さんから赤ちゃんに感染し、
ま 用法、
気持ちの落ち込みや焦り、育児に対する不安などが2週間以上続く場合もあ
ると危険な場合があるので、医師から指示された用量、
用法を守り適切に使用 ※警察庁｢妊娠中の正しいシートベルトの着用方法｣
療の費用助成を受けられる場合があります。
お住まいの都道府県
しましょう。
ります。
｢産後うつ｣は、産後のお母さんの10〜15％に起こるとされています。
れに赤ちゃんに影響が起きることがあります。妊婦健康診査では、
感染症の有
※「妊娠と薬情報センター」において、
妊娠中の薬の使用に関する情報提供が実
施されていますので、主治医と相談しましょう。
や肝疾患相談・支援センターへお問い合わせください。
■赤ちゃんのかかりつけ医
■妊娠中の夫・パートナーの役割
また、
子宮収縮薬などの出産時に使用される医薬品についても、
その必要
出産後は、お母さんは赤ちゃんの世話に追われ、自分の心や体の異常について
無を調べることができるものもあり、治療を受けることで赤ちゃんへの感染
性、効果、副作用などについて医師から十分な説明を受けましょう。
妊娠中に、予防接種などかかりつけの小児科医をきめておくと安心です。
※（独）医薬品医療機器総合機構のWebサイトから、個別の医薬品の添付文書を
標準付属
は後回しにしがちです。
また、お父さんや周囲の方も赤ちゃんが最優先で、
お
妊婦の心身の安定には、
夫や家族など周囲の理解や協力が必要です。
妻をいた
を防ぐことができるものもあるのできちんと受診しましょう。
検索することができます。
■マタニティマーク
※マタニティー
マタニティマークは、妊婦が交通機関等を利用する際 母さんの変化を見過ごしがちです。
妊娠中や出産後に不安を感じたり、
産後う
わり、
ねぎらい、
家事を積極的に行いましょう。
妻の妊娠期間の約10か月は、
妻本
■無痛分娩について
マーク HP
また、生活上の注意で防げる母子感染症があります。
サイトメガロウイルス
■妊娠・出産・授乳中の薬の使用について
に身につけ、周囲に妊婦であることを示しやすくするも
経腟分娩の際、麻酔薬を使用し、陣痛の痛みを和らげる方法
のです。また、交通機関、職場、飲食店などが、呼びかけ文 つかもしれない、
と思ったときは、ひとりで悩まず医師、
助産師、保健師、子育
です。無痛分娩を検討される方は、右記のQRコードを参照す
人や夫・
パートナーにとっても
「親」
として育っていく大切な準備期間です。
この
妊娠中や授乳中の薬の使用については、
薬剤師等に相
やトキソプラズマ原虫の感染予防のため、子どものだ液や尿に触れた後は、
よ 必ず医師、歯科医師、
を添えてポスターなどとして掲示し、
妊産婦にやさしい
るなど、各医療機関の診療体制をよく理解した上で、担当医と
環境づくりを推進するものです。
て世代包括支援センター等で相談し、
産後ケア等の利用を検討しましょう。
相談し、
分娩の方法を選びましょう。
時期に、
ふたりにとって子どもとはどんな存在か、
親になるとはどういうことな
※厚生労働省
自分の考えで薬の使用を中止したり、
用法、
用量を変えたりす
く手を洗い、
食事に注意しましょう。 談しましょう。
ホームページ
■健やか親子21について
また、
妊娠中や出産時に異常があった場合は、
「無痛分娩について」
のかなど、
じっくり話し合ってみましょう。
また、
お産の時や産後の育児で夫がど 出産後も引き続き治療や受診
健やか親子21（第2次）
は「すべての子どもが健やかに育つ ※健やか親子
ると危険な場合があるので、
医師から指示された用量、
用法を守り適切に使用
※妊娠中の食事の注意点についてはP67「妊娠中の食中毒予防について」
をよくお読みくだ
21HP
■妊娠中のシートベルト着用について
社会」の実現を目指し、関係者、関係機関・団体が一体となっ
が必要な場合があります。
経過が順調と思われるときでも、医師の診察を受け
シートベルトは、後部座席を含む全座席において着用が義務付けられてい
さい
しましょう。 ます。
て母子保健に関する取組を推進する国民計画運動です。
健や
のような役割を持つのか、
妊娠中からよく話し合い、
準備しておきましょう。
妊娠中であっても、シートベルトを正しく着用することにより、交通事
将来、肝炎や肝がんになる可能性があります。自覚症状がなくて ※肝疾患相談・
も精密検査を受けましょう。初回の精密検査や定期検査、肝炎の治 支援センター
療の費用助成を受けられる場合があります。お住まいの都道府県
や肝疾患相談・支援センターへお問い合わせください。

予防接種

児

翻訳です。

●腰ベルトは腹部のふくら
みを避け、腰骨のできる
だけ低い位置を通す。

※警察庁｢妊娠中の正しいシートベルトの着用方法｣

妊娠や出産による身体や生活スタイルの変化などにより、
不安を感じるこ
を少なくするために、
腰ベルトのみの着用
※国立感染症研究所
※赤ちゃんとお母さんの感染予防対策5ヶ条
■妊婦健康診査で肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方へ
とがあります。特に、出産後に気持ちが落ち込んだり、涙もろくなったり、不安

発育曲線

乳

人力による

児

産

精度の高い、

娠

幼

出

ありません！

児

娠

※4 表示内容は2023年度の内容です■妊娠中の感染症予防について

機械翻訳では

乳

妊

※3 2033年3月末まで表示可能

態は個人により異なりますので、シートベ
ルトを着用することが健康保持上適当かど
うか、医師に確認するようにしましょう。
妊娠中は、事故などの際の胎児への影響
を少なくするために、腰ベルトのみの着用
は行わず、腰ベルトと肩ベルトを共に着用
し、大きくなった腹部をベルトが横切らな
いようにするなど、正しくシートベルトを
着用することが必要です。

●肩ベルトは胸の間を通し、
腹部の側面に通す。

■妊娠中の感染症予防について
れに赤ちゃんに影響が起きることがあります。
妊婦健康診査では、
感染症の有
妊娠中は、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなっています。
妊娠中は
赤ちゃんへの影響も考えて有効な薬が使えないことがあります。日頃から手
■妊娠中の夫・パートナーの役割
無を調べることができるものもあり、
治療を受けることで赤ちゃんへの感染
洗い、うがいなど感染予防に努めましょう。
何らかの微生物（細菌、ウイルスなど）がお母さんから赤ちゃんに感染し、ま
妊婦の心身の安定には、
夫や家族など周囲の理解や協力が必要です。
妻をいた
※警察庁｢妊娠中の正しいシートベルトの着用方法｣
を防ぐことができるものもあるのできちんと受診しましょう。
れに赤ちゃんに影響が起きることがあります。妊婦健康診査では、感染症の有
■妊娠中の夫・パートナーの役割
無を調べることができるものもあり、治療を受けることで赤ちゃんへの感染 サイトメガロウイルス
わり、
ねぎらい、
家事を積極的に行いましょう。
妻の妊娠期間の約10か月は、
妻本
●腰ベルト・肩ベルト共に
また、生活上の注意で防げる母子感染症があります。
出産後に喫煙を再開してしまうお母さんもいます。
出産後もお母さん自身
態は個人により異なりますので、
シートベ
妊婦の心身の安定には、
夫や家族など周囲の理解や協力が必要です。
妻をいた
を防ぐことができるものもあるのできちんと受診しましょう。
着用する。
わり、
ねぎらい、
家事を積極的に行いましょう。
妻の妊娠期間の約10か月は、
妻本
人や夫・パートナーにとっても
「親」
として育っていく大切な準備期間です。
この
また、生活上の注意で防げる母子感染症があります。
サイトメガロウイルス
やトキソプラズマ原虫の感染予防のため、
子どものだ液や尿に触れた後は、
よ 「親」として育っていく大切な準備期間です。
やお子さんのために、たばこは控えましょう。
人や夫・パートナーにとっても
この
やトキソプラズマ原虫の感染予防のため、子どものだ液や尿に触れた後は、よ ルトを着用することが健康保持上適当かど
時期に、
ふたりにとって子どもとはどんな存在か、
親になるとはどういうことな
時期に、
ふたりにとって子どもとはどんな存在か、
●肩ベルトは首にかからな 親になるとはどういうことな
く手を洗い、食事に注意しましょう。
く手を洗い、
食事に注意しましょう。
また、アルコールも胎児の発育
（特に脳）
に悪影響を与えます。
妊娠中は、全
うか、医師に確認するようにしましょう。
のかなど、
じっくり話し合ってみましょう。
また、
お産の時や産後の育児で夫がど
※妊娠中の食事の注意点についてはP67「妊娠中の食中毒予防について」
をよくお読みくだ
いようにする。
さい
のかなど、
じっくり話し合ってみましょう。
また、
お産の時や産後の育児で夫がど
のような役割を持つのか、
妊娠中からよく話し合い、
準備しておきましょう。
※妊娠中の食事の注意点についてはP67「妊娠中の食中毒予防について」
をよくお読みくだ
※国立感染症研究所
※赤ちゃんとお母さんの感染予防対策5ヶ条
期間を通じて飲酒をやめましょう。出産後も授乳中は飲酒を控えましょう。
妊娠中は、
事故などの際の胎児への影響
さい
■妊娠・出産に伴う心身の変化
●肩ベルトは胸の間を通し、 準備しておきましょう。
のような役割を持つのか、
妊娠中からよく話し合い、

※1 英語、
簡体中国語、
韓国語、
スペイン語、
南米ポルトガル語、
ベトナム語、インドネシア語、
タイ語、
タガログ語、
ネパール語
※2 専用アプリ不要

出産後に喫煙を再開してしまうお母さんもいます。出産後もお母さん自身
やお子さんのために、たばこは控えましょう。
また、アルコールも胎児の発育（特に脳）に悪影響を与えます。妊娠中は、全
期間を通じて飲酒をやめましょう。出産後も授乳中は飲酒を控えましょう。

●肩ベルトは首にかからな
いようにする。

妊

産

妊

■通常の母子健康手帳＋省令部分の外国語版＋10か国語での赤ちゃんへの影響も考えて有効な薬が使えないことがあります。日頃から手
洗い、うがいなど感染予防に努めましょう。
音声読み上げが1冊で叶う！
何らかの微生物（細菌、ウイルスなど）がお母さんから赤ちゃんに感染し、ま

●腰ベルト・肩ベルト共に
着用する。

出

娠

■妊娠中の感染症予防について

3 色が見分けにくい方に配慮した配色です

態は個人により異なりますので、シートベ
ルトを着用することが健康保持上適当かど
うか、
医師に確認するようにしましょう。
妊娠中は、事故などの際の胎児への影響
を少なくするために、腰ベルトのみの着用
は行わず、腰ベルトと肩ベルトを共に着用
し、大きくなった腹部をベルトが横切らな
いようにするなど、正しくシートベルトを
着用することが必要です。

娠

出産後に喫煙を再開してしまうお母さんもいます。出産後もお母さん自身
ユニバーサルデザイン
やお子さんのために、
たばこは控えましょう。
また、アルコールも胎児の発育（特に脳）に悪影響を与えます。妊娠中は、全
期間を通じて飲酒をやめましょう。出産後も授乳中は飲酒を控えましょう。

妊

妊

※1

母子健康手帳は年度ごとの予約制作です。年度途中には在庫僅少になりますので、上記期限内にお申込みください。
0.00-.7-.4/.8.1

表紙は３種類
◯◯◯市

2023年度版

◯◯◯市

FAX申込書

母子健康手帳・母子健康手帳カバー

内容は３タイプとも共通です

母子健康手帳申込締切：2022年12月23日（金）まで

◯◯◯市

□注

文（納品希望日：

月

日まで）

□見積依頼（見積提出方法：□郵送

□FAX）

FAX.03-6407-8972

申 込 日：

年

（送信枚数

月

枚中

日
枚目）

顧客コード
本会より見積書提出済みの件のご注文の場合は、見積書の伝票番号をご記入ください

伝票番号 2 0 0 0 0 0 0

-0

フリガナ
課
科

貴施設名

〈ポケモン編〉

〈ママといっしょ編〉

〈ベビーしろうさぎとくま編〉

〒

所在地

都・道
府・県

TEL

FAX

フリガナ

ご当地キャラを使った
表紙にしたい

関連施設や相談先の
情報を載せたい

お見積り依頼の際、仕様書をご送付ください。

個人情報保護シールや
はがきを挿入したい

見積書
請求書 宛名

ご担当者

自治体オリジナル仕様への変更もご相談ください！

発送料

発送料の項目あり

□

伝票
備考欄

etc.

※オリジナル仕様のお見積りには1〜2週間ほどお時間をいただくことがあります。

母子健康手帳カバー

140006

予防接種手帳

2023年度版

印刷物が写りにくいクリアカバーです！

見やすく・わかりやすい！
予防接種の知識もスケジュール
管理もこの一冊にお任せ！

期間限定特別価格

33円（税込価格）

➡16.5円（税込価格）
（税抜15円）
仕

様 軟質塩ビ・非転写配合

サイズ 223×154mm

（A6判収納）

140008

点字版母子健康手帳
●JFPAだけが発行する母子健康
手帳の点字版です
●省令ページと任意ページを掲載
●本会発行の母子健康手帳付き
定

価 お問い合わせください

仕

様 本文298ページ(予定)／

厚紙表紙・特製リング製本

サイズ 270×197×80mm／

16穴／点字印字

※仕様は変更になる場合があります

価 88円（税込価格）
（ 税抜80円）

仕

様 A5判・30ページ予定

140009

定

価 お問い合わせください

仕

様 CD-ROM１枚

（記録用にお使いいただける
テキストデータを同梱）

※仕様は変更になる場合があります

）

商品名

ご注文数

単価（行政価格／学校教材価格）

母子健康手帳

部

140218

母子健康手帳 ベビーしろうさぎとくま編

ママといっしょ編

部

198円（税抜価格180円）／ 880円（税抜価格800円）

〈名入れ印刷・オリジナル仕様内容 記入欄〉 ※名入れ印刷は各100冊以上の場合は無料。100冊未満の場合は別途8,800円（税込）を申し受けます。
表紙名入れ印刷

□

あり

→〔

〕

□

なし

※ご希望の変更内容をご記入ください。もしくは、本書と併せて仕様書をお送りください。

オリジナル
仕様

140262

●パソコンなどで音声を再生できる電
子図書です
（専用ソフトが必要です）
●目の不自由な方や読書による理解
が困難な方にも内容の理解の助け
となるものです

あり ・ なし

伝票を分ける（内訳：

140212

予防接種法の改正により、納品は
完成次第順次となります。

記録ができる
テキストデータ付

伝票日付

部

商品番号

テキストデイジー版
母子健康手帳

単価に含む

母子健康手帳 ポケモン編

表紙カラー／本文2色刷

※内容・デザイン・仕様は変更となる場合が
あります。

□

全て1枚に

商品番号

□
□

あり
なし

→

商品名

ご注文数

母子健康手帳カバー

単価（行政価格／学校教材価格）

※カバーのみのご購入や学校教材用としてのご購入の場合は、一律33円（税込）／枚

枚

（A6 サイズ収納／軟質塩ビ・非転写配合）

マタニティサポートグッズ
仕様は総合カタログを
ご参照ください

※2022年12月23日
（金）
までに母子健康手帳と同
時注文の場合の特別割引です。
カバーのみの購入、学校教材用の場合は、一律
33円
（税込）
となります。

定

・

例）◯◯市長

母子健康手帳
140237

140262

係

16.5円（税抜価格15円） ／

33円（税抜価格30円）

※母子健康手帳と同時注文の場合、納品は母子健康手帳と同送になります。別送をご希望の場合は、別途送料
がかかる場合があります。なお本会都合により、別送になる場合は別送代はいただきません。

商品番号

商品名

ご注文数

030004

マタニティキーホルダー

個

030050

車用マタニティステッカー

個

040104

健康ビニバッグ 母子健康手帳交付用

枚

140006

予防接種手帳

冊

140008

点字版母子健康手帳

冊

140009

テキストデイジー版母子健康手帳

点

単価
110円（税抜価格100円）※母子健康手帳と同時

143円（税抜価格130円） 購入での限定価格です
220円（税抜価格200円）※多部数割引あり
88円（税抜価格80円）
お問い合わせください

＜梱包・発送料について＞ご購入金額に応じて、下記の通り申し受けます。
15,000円（税別）以上のご注文で梱包･発送料は無料となります。梱包・発送料は、予告なく変更する場合があります。

ご購入金額（税別）

～3,000円

3,001円～9,999円

10,000円〜14,999円

15,000円以上

梱包･発送料

990円（税込）

1,320円（税込）

1,650円（税込）

無料

●ご請求金額は、税別金額の合計を計算した後に消費税を加算いたします。総額表示の合計と差異が生じることがございますので、正確な金額をご希望の場合はご注文前
にお見積りをご依頼ください。
●品物を確実にお届けするために、所在地・注文者名・フリガナ・電話番号など記入漏れのないようにお書きください。

お問い合わせは
こちらまで

Ⓡ

一般社団法人

日本家族計画協会 TEL：03-6407-8971 FAX：03-6407-8972

