
①申請者に東近江市から決定通知書と商品カタログ（右記）をお届けします。

②コープしが見守りおむつ宅配員から申請者にご希望商品の確認の連絡をいたします。
※コープしがからの連絡は、コープしが所有の携帯電話（070-XXXX-XXXX）又はコープしがおむつ宅配便事務局（0748-48-8620）
からとなります。
※あらかじめ商品カタログからご希望の商品（1点）を選んでおいてください。
※初回お届け商品を２ヶ月目以降も毎月お届けしますので、商品やサイズ等変更のある場合は配達時にお申出ください。もしくは、
電話・FAX・メールでもお受けします。
　なお、お届け商品の変更は配達日の 1週間前までにお知らせください。（お届け済商品の返品・交換はできません。）
※申請等のタイミングによっては、申請から連絡までにお時間をいただくことがあります。

③商品を申込みされた翌月から毎月 1回、12ヶ月間お届けします。
※申請等のタイミングによっては、お届けの開始が遅れる場合があります。その場合は、初回に
複数月分のお届けとなります。

⑤見守りおむつ宅配員が、お父さんやお母さんとお子さんに直接お出会いし、
　商品をお届けします。子育ての悩みや困りごとがございましたら、ご相談ください。
※受領印をいただきますので、印鑑の準備をお願いします。
※見守りおむつ宅配便は、子育て家庭へおむつ等の商品をお届けするとともに、見守りや子育ての悩みや相談に応じています。お
届け日には、お父さんやお母さんとお子さんにお出会いできるようお願いします。

④毎月の商品お届け時に、見守りおむつ宅配員より翌月のお届け日をご案内します。
※お届け時間帯は基本的に午前中とさせていただきます。お届け日時のご指定はできません。
※長期不在の場合は、ご相談ください。
※市外へ転出・市内で転居される場合は、生協のコールセンターにお早めにご連絡ください。

お届け商品の確認やサイズ変更は、メールアドレスの登録が便利です。ぜひご登録ください。
ご登録いただいた方には、粗品（おしりふき）をプレゼントします！ご登録いただいた方には、粗品（おしりふき）をプレゼントします！

※メールでのお問い合わせは、コー※メールでのお問い合わせは、コー
プしが HP の 「見守りおむつ宅配プしが HP の 「見守りおむつ宅配
便」専用ページからお願いします。便」専用ページからお願いします。

●スマートフォンから
下記の二次元コードを読み取下記の二次元コードを読み取
り、登録フォームからの登録をり、登録フォームからの登録を
お願いします。お願いします。

サイズ変更・商品お届けに関するお問合せは

　     　 0120-709-502
　　　　　　 コールセンター 月～金　午前９時～午後 5 時

（電話番号のお掛け間違いにご注意ください。）

◆商品カタログ◆商品カタログ
◆紙おむつ◆紙おむつ

メーカー 商品名 規格（目安体重） 入数 注文番号

パンパース（P&G）

テープ

新生児用（～ 5） 114 枚 A-011

Ｓ（4 ～ 8） 102 枚 A-012

Ｍ（6 ～ 11） 80 枚 A-013

Ｌ（9 ～ 14） 68 枚 A-014

パンツ

Ｍ（6 ～ 11） 74 枚 A-015

Ｌ（9 ～ 14） 58 枚 A-016

ビッグ（12 ～ 22） 50 枚 A-017

メリーズ（花王）

テープ
Ｓ（4 ～ 8） 82 枚 A-024

Ｍ（6 ～ 11） 64 枚 A-025

パンツ
Ｍ（6 ～ 11） 58 枚 A-027

Ｌ（9 ～ 14） 44 枚 A-028

ムーニーマン

（ユニチャーム）
パンツ

M（6 ～ 12）

（つかまり立ちサイズ）
58 枚 A-029

L（男の子用）（9 ～ 14） 44 枚 A-030

L（女の子用）（9 ～ 14） 44 枚 A-031

◆おむつカバー◆おむつカバー
メーカー 商品名 規格 注文番号

ニシキ

綿おむつカバー　外ベルトタイプ　1 枚
50cm C-201 ★

60cm C-202 ★

透湿おむつカバー　内ベルトタイプ　1 枚

70cm C-211 ★

80cm C-212 ★

90cm C-213 ★

◆関連グッズ◆関連グッズ
メーカー 商品名 規格／入数 注文番号

ピジョン
おしっこ吸収ライナー 男女共用 45 枚

D-305
おしりナップ やわらか厚手仕上げ 詰めかえ用 80 枚入× 6 個

ピジョン おしっこ吸収ライナー 男女共用 45 枚
D-306

CO-OP 赤ちゃんのおしりふき 80 枚× 12 個

ピジョン
おしっこ吸収ライナー 男女共用 45 枚

D-307
手・くち ふきとりナップ　詰めかえ用 70 枚× 2 個× 2

ピジョン おしりナップ やわらか厚手仕上げ 詰めかえ用 80 枚入× 6 個
D-308

CO-OP 赤ちゃんのおしりふき 80 枚× 12 個

ピジョン
おしりナップ やわらか厚手仕上げ 詰めかえ用 80 枚入× 6 個

D-309
手・くち ふきとりナップ　詰めかえ用 70 枚× 2 個× 2

CO-OP 赤ちゃんのおしりふき 80 枚× 12 個
D-310

ピジョン 手・くち ふきとりナップ　詰めかえ用 70 枚× 2 個× 2

◆布おむつ◆布おむつ
メーカー 商品名 規格 注文番号
イサム コンパクトおむつ（新生児用 50cm ～ 60cm） 5 枚組 B-101
ニシキ ドビー織無地仕立ておむつ 5 枚組 B-102 ★

★印の商品には CO-OP 赤ちゃんのおしりふき（80 枚× 3 個）がセットされます★印の商品には CO-OP 赤ちゃんのおしりふき（80 枚× 3 個）がセットされます

（商品調達の関係で代替品のお届けとなる場合があります）（商品調達の関係で代替品のお届けとなる場合があります）

※組み合わせをお選びください※組み合わせをお選びください ピジョンピジョン
おしりナップおしりナップ

イサム　イサム　
コンパクトおむつコンパクトおむつ

ニシキニシキ
ドビー織無地仕立ておむつドビー織無地仕立ておむつ

CO・OPCO・OP
赤ちゃんのおしりふき赤ちゃんのおしりふき

ピジョンピジョン
おしっこおしっこ
吸収ライナー吸収ライナー

ピジョンピジョン
手・くちふきとりナップ手・くちふきとりナップ

（商品調達の関係で代替品のお届けとなる場合があります）（商品調達の関係で代替品のお届けとなる場合があります）

★印の商品には CO-OP 赤ちゃんのおしりふき（80 枚× 3 個）がセットされます★印の商品には CO-OP 赤ちゃんのおしりふき（80 枚× 3 個）がセットされます

「布おむつ」は製造中止となったためお届けできない場合があります。「布おむつ」は製造中止となったためお届けできない場合があります。
詳しくは、おむつ宅配員にお尋ねください。詳しくは、おむつ宅配員にお尋ねください。

「おむつカバー」は製造中止となったためお届けできない場合があります。詳しくは、おむつ宅配員にお尋ねください。「おむつカバー」は製造中止となったためお届けできない場合があります。詳しくは、おむつ宅配員にお尋ねください。

※この事業（見守りおむつ宅配便）は、「ふるさと寄附基金」によって賄われています。※この事業（見守りおむつ宅配便）は、「ふるさと寄附基金」によって賄われています。

専用ページのパスワード：専用ページのパスワード：
omutuomutu

東近江市
受託業者

※ご希望の商品を、下記注文番号から 1 点お選びください。※ご希望の商品を、下記注文番号から 1 点お選びください。

保存版

※お問合せの際は、「見守りおむつ宅配便」をご利用いただいている旨をお申し出ください。担当部門より連絡させていただきます。
　（決定通知書に記載の管理番号をお伝えいただくとスムーズです。）　

●コープしがのホームページから
コープしが　乳児おむつ等支給事業 検索で 　　

https://www.pak2.com/
omutu/menu.html

このバナーを

▲

クリックして
ください。

おむつ宅配便直通メールアドレス
omutu-1@coop-shiga.or.jp

東近江市見守りおむつ宅配便のご案内東近江市見守りおむつ宅配便のご案内
おむつ等の商品お届けまでの手順についておむつ等の商品お届けまでの手順について 商品包材、入数、主材などはカタログ制作時の情報です。リニューアル等により、お届け商品内容とは異なる場合があります。商品包材、入数、主材などはカタログ制作時の情報です。リニューアル等により、お届け商品内容とは異なる場合があります。

令和 4 年度


