
◎オープン時間（営業時間）

◎掲載画像（有料は4枚掲載できます） → メールで送付（ehime＠mocobox.jp）
※画像サイズは1枚に付き２MB以内、件名に店名もしくは施設名を入れてお送りください。

◎駐車場 □あり （→ 台）※できれば台数まで □なし

◎設備・サービスについて

◎対象となるお子様の年齢層 ※あくまでも年齢・月齢は目安です。

□ベビーカー入店可能 □キッズスペース □授乳室 □ミルク用お湯・調乳設備 □託児･保育士対応
□オムツ替えスペース □子ども用トイレ □親子トイレ □トイレ個室にベビーキープ（イス）

□ねんね・はいはいベビー（～1歳くらいまで） □よちよち・あんよベビー（1歳～2歳）
□ちょろちょろキッズ（3歳～5歳） □キッズ（6歳以降くらい）

◎ひとこと紹介欄（※お店や施設のこと、自由に紹介してください。但し100字以内厳守！
その他詳細な情報は、別枠で文字制限なく表示できます。リンクも可能です。

◎店名、施設名

◎住所 （愛媛県以降の住所）

◎連絡先、電話番号

〒

◎HP・ブログ
・FacebookページなどURL

☆掲載後の流れについて☆
＊掲載店さまには、もこぼっくす掲載の目印となる、もこぼっくす（Salon・学ぶ）のカードとカードホルダー、掲載申込書の控えを、
ご利用方法をまとめた書類を、郵送または担当者よりお渡しいたします。1週間以内にはお手元に届きますので、内容をご確認ください。

電話 089-907-4056  FAX 089-907-4058

□ベビーカー着席OK □子ども用ハイチェア □テーブル設置用子どもイス
□キッズメニュー □離乳食メニュー □アレルギー表示
□子ども用食器 □個室 □座敷 □掘りごたつ席 □ソファ席

◎定休日、お休みの日※ランチ・カフェタイムの時間が
決まっていれば記入してください

◎FAX番号
※あれば記入

（ ） （ ）

【もこぼっくすカテゴリ】※該当するものがあればチェックを入れてください。

※該当するものにチェックをいれてください。

株式会社メディカグループもこぼっくす運営事業部 〒790-0044 愛媛県松山市余戸東4丁目9ー16

□学習塾 □英語 □体操 □ダンス □スイミング □バレエ □ピアノ □楽器 □リトミック
□サッカー □野球 □空手 □少林寺 □プログラミング □絵画 □その他（ ）

□エステ・アロマ □マッサージ・あんま・鍼・灸 □リフレクソロジー・整体・カイロ
□フットケア □ネイル・ヘアメイク・着付 □カウンセリング・占い
□スクール・講座 □エクササイズ・ヨガ・ピラティス
□ベビーマッサージ・ベビーサイン・ファーストサイン

【もこぼっくす学ぶカテゴリ】※該当店はチェックを入れてください。

【もこぼっくすSalonカテゴリ】※該当店はチェックを入れてください。



○グルメ

□ランチのあるお店
□カフェ
□ディナー
□麺類
□居酒屋・バー
□スイーツ
□お惣菜・お弁当・テイクアウト
□パン屋さん

○お買い物

○銭湯・温泉

○美容＆健康

○病院

○暮らしの情報

○ママの学ぶ

○遊ぶ

○預ける・通う

○子どもの学ぶ

○ママコミュニティ・
サークル・団体など

□ファッション
□ベビー・キッズファッション
□マタニティファッション
□ドラッグストア
□ビューティー
□ショッピングセンター
□雑貨・食品・小物
□産直市・県産品
□おもちゃ・ベビー用品
□リサイクルショップ
□フォトショップ・フォトスタジオ
□本・CD・DVD
□車屋さん・自転車屋さん
□ギフトショップ
□百貨店
□お花屋さん
□インテリア

□お宮参り（神社・寺）
□家・部屋探し
□銀行
□保険屋さん
□お仕事情報
□旅行会社・交通機関等
□レンタルショップ
□育児サポート
□住宅展示場・モデルハウス
□建設会社
□保健センター

□小児科
□内科
□歯科
□皮膚科
□耳鼻咽喉科
□眼科
□整形外科
□産婦人科・婦人科
□助産院・助産所
□乳腺科

□美容室・理容室
□マッサージ・指圧・あんま
□アロマ・リフレクソロジー
□整体・カイロ
□鍼・灸
□接骨院・整骨院
□エステ
□化粧品（コスメ）
□ネイル
□ジム・トレーニング
□カウンセリング・占い
□ヒーリング
□フットケア
□薬局
□まつげエクステ

□温泉
□スーパー銭湯
□足湯
□岩盤浴・酵素風呂

□保育園（公立）
□保育園（私立）
□認可外保育施設
□認定子ども園・託児所
□幼稚園
□小学校
□放課後子ども教室
□放課後児童クラブ
□児童発達支援
□放課後等デイサービス

□プレママレッスン
□ママだけレッスン
□親子でレッスン
□セミナー・講座
□料理教室
□スクール

□塾
□スポーツ
□音楽
□教養・芸術

□公園中予
□公園東予
□公園南予
□地域子育て支援センター
□親子広場
□児童館
□図書館
□道の駅・海の駅
□動物園・水族館・
□博物館・美術館
□海水浴場
□スポーツ施設
□レジャー施設
□カラオケ
□サービスエリア
□フリースペース
□宿泊施設

□団体
□コミュニティ
□子育てサークル
□子育てサロン
□その他親子クラブ
□ママのサークル

（ 備 考 欄 ） カテゴリーに該当しない、３つ以上該当するなどの場合は、

もこぼっくす運営事業部までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

TEL 089-907-4056

e-mail ehime@mocobox.jp



もこぼっくす有料掲載を申し込みます。

有料掲載店舗 申込書

利用開始日 平成 年 月 ～

店名・施設名

E-mailアドレス

担当者名

登録情報

申し込み日 平成 年 月 日

有料掲載店舗 6ヶ月以上契約（自動更新） 10,000円／月（税別）

＠
フリガナ

㊞

住所

代表者名

電話番号 （ ）

会社名

フリガナ

※もこぼっくすより、お知らせやサービスのご案内メールをお送りさせて頂きます。
※登録情報などに変更などありましたら、もこぼっくす運営事業部までご連絡ください。

株式会社メディカグループ
もこぼっくす運営事業部
愛媛県松山市余戸東4丁目9番16号
TEL 089-907-4056
FAX 089-907-4058
E-mail ehime@mocobox.jp

※掲載はされません。もこぼっくす運営事業部との連絡用となりますので、必ずご記入お願いします。

※ 毎月請求方式の場合は振込手数料はお客様負担、自動振替方式の場合は振込手数料は
弊社負担となります。

※ 自動振替方式の場合は、申込書と一緒に、同封のE-NET預金口座振替依頼書をお送りください。
※ 有料掲載料金のご請求は1ヶ月単位となります。
※ 契約期間終了1ヶ月前までにご連絡がない場合、自動継続とさせて頂きます。

＜お支払い方法＞※いずれかを選択してください。
□ 自動口座振替方式（E-NET利用、毎月27日振替） □ 毎月請求書方式

フリガナ



もこぼっくす有料会員様 登録確認用紙 【店名・施設名： 】

確認日： 年 月 日（担当： ）

この度は、もこぼっくすにお申し込みいただき、ありがとうございます。
以下のことをご確認いただき、チェックもしくは記載をお願いします。

もこポイント交換チケットの発行について

もこポイント交換チケットの掲載を希望される場合は、チケットの金額を
下記より選択してください。

□1,000円分のチケット □2,000円分のチケット
※チケットの有効期限は、ポイント交換受付完了した日から原則3ヶ月とし、お釣りは出ないものとします。
※チケットの金額を変更したい場合は、運営事業部事業部までご連絡ください。

☆もこポイント交換チケットの使用条件などありましたら、こちらに記載してください。

例：○○円以上の購入に限る。予約時（注文時・会計時）に交換チケットの有無を伝える。

【お振込み先について】
※振込口座は伊予銀行のみとなります。ご了承ください。

伊予 銀行 支店

口座番号 普通

口座名義（カタカナ）

確認用紙は登録時の内容となります。変更・修正などあった際は、お手数ですが、運営事業部までご連絡
お願いします。また、各サービス、サポート内容につきましてご不明な点がありましたら、お気軽に
お問い合わせください。



もこぼっくす有料会員様限定サービス
『もこポイント』交換チケットの発行について

③もこぼっくす運営事業部に、
もこママさんからポイント交換の申請がきます。

①もこポイント交換チケットの金額を
1,000円、 もしくは 2,000円 のどちらにするか選択してください。
※事前の確認表にて、選択していただきます。変更されたい場合は、
運営事業部までご連絡ください。

②もこポイントの交換商品一覧に掲載されます。
http://www.medica-group.com/mocoboxpoint/

⑤もこポイント交換チケットを、
もこぼっくすから発行し、もこママさんへ郵送します。
※チケットには、もこママさん氏名・お店名・金額・

使用期限が記載されています。
（原則有効期限は3ヶ月とします。）

④ポイント交換の申請があったことを
メールもしくはお電話にてご連絡、
交換チケットの金額をお伝えさせて頂きます。

⑦もこママさんがお店へ来店。
もこポイント交換チケットを利用された場合、ご対応お願い致します。
交換チケットにお釣りは出ません。
※使用済のチケットにつきましてはお店の方で処分していただいて結構です。

⑥もこぼっくすより、お伝えした金額を
ご指定の口座にご入金させていただきます。
金額に間違いがないか、ご確認ください。

もこママさんが、もこぼっくす内でコメントやお店紹介などで貯まる
「もこポイント」は、お好きな商品・金券と交換できるようになっています。

有料会員になると、交換商品（金券）のサービスが受けられます。
もこポイント交換システムは、以下のような流れとなります。

交換商品一覧
QRコード

交換チケットを
利用してお得になれば、

ママも嬉しい！
もちろん、お店側の

負担はないので
どちらも嬉しい！



☆もこママ登録の仕⽅☆

もこぼっくすは、登録するとポイントが貯まったり、⾊んなイベントに参加できたり、
特別なボーナスポイントなど、と楽しいことがたくさん♪
ぜひ、登録してポイントを貯めてくださいね！

①もこぼっくすのトップページ
『もこママ登録する』をクリック

②もこぼっくす利⽤規約がでてきます。
『同意して次へ』をクリック

③登録するニックネームは店舗の⽅と
わかるような名前にして下さいね♪
「●●スタッフ」「店舗名」など･･･

④登録完了です♪エラーになる時は、
ehime@mocobox.jpまで
お問い合わせ下さい。


