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■学校にちゃんと着いたことが分かる
ので、安心して仕事に打ち込めま魂

=帰宅時間が予測できるので外出して

の用事がやりやすくなりました。

※公立小学校における登下校ミマモルメに関
するアンケート調査

(2012年フ月 阪神電気鉄違株式会社実施

有効サンプル数4フ 0)全保護者対象の

観蝙撃―ピス
1登録やメールの受信等にかかる

通信料 はこ利用者様負担です.

サービスのご案 内
転入生・途 中入会の方ヘ

欲下ろ
〈配信内容例〉。学校からの緊急連絡

(学級開鎖、下校時間変更等 ,

・不審者情報
X学校ことに運用は異なります
ス瓦信専月てすので 通信はてきません .

お子様が校門を通過すると保護者の方にメールが

配信されるサービス
学校から保護者の方ヘメールを

配信するサ…ビス

慧ツシ磯ン蜀饉鵜撃姜
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籟蝙転絞鋪鍛学校で登下岐メールサービス(有料)をおrlj馬 のぉ客様 肘檸霞覇ρ躙膨黎

継続利用される場合は新たなお申込みは不要です。裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。

登下校メールサービス (有料)について、郵送でのお申込み (新規の口座振替)を希望の場合は、裏面のお問い合わせまでご連絡の上、

「途中入会申込書を希望」の旨をお伝えください。来一斉メ ルサービスのみご利用希望の方は郵送ではお申込みできません。WEBサイトからお申込みくださしヽ.

お子様の現在地情報を確認できるサービスです。

>詳しくはWEBサイトでご確認くださもヽ,http:″襲ansttn‐ attshi綺」p/

■登下校メールサービスをこ禾J用の方のオフションの有料サービスです (PSサービスのみのこ利用はできません|

′登下校メールを解約されますとGPSサ ービスも解綺となります。(G PSま 2年 F35の 契約となりますので解約料金が発生いたします )

以下のURL、 またはQRコ ードよりお申込みください。

L筐竃蒻鰺:∫ノ酢艤轟薔l罐 鶴軋量籟曖轟厳‡隆麟勒機綺滲辣ゃプ嘲闇仁心なy∫

一斉メールサービス・登下校メールサービスをお申込みいただいた方には、後日、lD票を発行いたしま義

:D票を使用して、ご自身でメールアドレスをご登録ください。(lD票のお届けまで約2週間かかりま曳 )
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登下校メールとI同時に

Webからお申込みを

ミマモルメ小学●

阪神 マモルさん

08時 10分 12秒 に

::切 学ヽ校 :正 P月 を

:通 退〕しました。
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申込時のみ・両 コース共通
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きょうだい

同時申込の場合

2名 :4「 嬢29門
3名 :6′ 礁72購

集義義毒X12ヶ月=4′320円
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(1年 毎の契約で、自動吏新)

きょうだい 2名 :515円 ×12ヶ 月=感ダ礁慇゛尋
害」 引  3人 目以降 :素襲

Or

鶉鶉彰躊X毎月のお支払い
きょうだい 2名 :毎月 懸奪y鱒

割 引  3人 目以降 :無 騒

■きょうだい害」引の適用には申込時にきようだい情報のご入力が必要です。(無 料となる3人 目以降のお子様についてもこ入力くださし、

R以
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=,・
二tヽ ■―スの初年度の料金は、有料サービス開始月により異なります。

(開始月から年度末までの料金をお支払いいただきます.)

料

金

1名 4′320円 3′ 960円 3′ 600円 3′240円 2′880円 2′520円

2名 6,180円 5,665円 5,150円 4,635円 4′ 120円 3′605円

料

金

1名 2′160円 1′ 800円 1′440円 17080円 720円 360円

2名 3,090円 2,575円 2,060円 1,545円 1,030円 515円

●すでに有料でご利用中のこきようだいがおられる場合、お支払い方法は先のお子様に続―しま丸

●きょうだい害」引で有料サービス開始月が異なる場合、初回に差額分が引き落とされま茂

繭クレジットカード…お客様のカード種類により引き落とし日は異なります。(新 規申込の場合、webサイトでお申込みください)

2′572円 +432隅 ×2ヶ月分
初回は

'一
ビス開始月分と■月分の前払t｀ の合計分を請求し、その翌月から

2月 まではlヶ 月分ずつを請求いたします。翌年度以降は4月 に2ヶ 月分を請求し、

その翌月から2月 まではlヶ 月分ずつを請求いたします。

2′572円 +4務 2露 X4ヶ選分
初回は3ヶ月分の経If・1分 と翌月分の前払いの合計分が引き落とされ、その翌月から
2月 までは1ケ月分ずつか葛き落とされます。翌年度以降は、4月 26日 に2ヶ 月分か

引き落とされ、その翌月から2月 まではlヶ月分ずつが弓き落とされます。

X口 座番号や印鑑の相違など、お申し込み情報 に不備 がある場合 は、引き落とし日や金額 に変更がある場合 があります。

0ご不明な点があればホームベージの「よくある質問」をご確認ください 舞蕉篭ルア
………

轟慇蜃祓菫畢
ナビダイヤル

優ヨロロ国既躍目団藍日固目 選Z、 0570-081-300携帯電話からは〉な06-6734-6900

株式会社ミマモルメ

―
mimamorume‐ info@hanshin¨ anshin.jp 

―
http:〃hanshin― anshin.jp/

米電話 がつながりにくい場合 は、メールやホームベージからのお問い合わせをご利用 ください。その際 には、お子様が通われている「学校名 Jと 「お名前 Jをこ記入 ください。

※申込書の到着状況 に関するお問い合わせにはお答えしかねます.こ了承 ください。

嘲鋏初回の引き落とし金額は、有料サービス開始月・お支払いコースにより異なります。

2′572円 +初年度料金 (上表参照)

翌年度以降は、4月 に1年分を一括で請求いたしま丸

2′572円 +初年度料金 (上表参照)

翌年度以降は、4月 26日 に1年分か―括で引き落とされます.

鐵 口 座 振 替・…31き落 とし日は、毎 月 2懸自 (金融機関が休日の場合は翌営業日)で す。噺規申込の場合、郵送でお申込みください)

は飲初回の引き落とし日は、有料サービス開始月の2ヶ 月後の26日 です。

引き落とし金額は、有料サービス開始月。お支払いコースにより異なります。

′料金は税込 (消 費税率8%の場合 )
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有料開始月 4月 5月 6月 ■ 17月 |■
|:´ ■|‐

|な月||||■ 19月■■|

有料開始月 10月 11月 12月■ 3月 |

受 付 時 間/8:45～ 12:00、 13:00～ 17:30(上。日・祝日、年末年始を除く)


