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News release

株式会社ベビーカレンダー

産婦人科医・小児科医など専門家 30 名による最新情報が満載の書籍

『あんしん、やさしい 最新 妊娠・出産オールガイド』発売
医師・専門家監修の情報サイト・ベビーカレンダー発！

8 万件以上のママの悩みから Q&A256 個も！
妊娠・出産・子育ての毎日を笑顔にする、ママと専門家をつなげるプラットフォーム企業、株式会社ベビーカ
レンダー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレンダー」
）は、3 月 16 日（火）に書
籍『あんしん、やさしい 最新 妊娠・出産オールガイド』を株式会社新星出版社より発売いたしました。詳細は
以下のとおりです。

＜サマリー＞
1．ベビーカレンダーのコンテンツを結集！各分野の専門家 30 名の監修のもと書籍を制作
2．妊娠週数ごとにママの体の変化やつわりの症状をわかりやすく解説
3．おなかの中の赤ちゃんの大きさと成長を実感できるシート付き！
4．8 万件以上のリアルなママの悩みから厳選した 256 個の Q&A を紹介！
5. 専門家監修の動画で確認できてイメージしやすい！わかりやすい！
1. ベビーカレンダーのコンテンツを結集！各分野の専門家 30 名の監修のもと書籍を制作
医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイトのベビ
ーカレンダーは、今まで制作してきた多数の記事や動画、
さらに無料で助産師・管理栄養士に相談ができる「専門家
相談」コーナーでの相談内容など、財産とも言うべきコン
テンツを結集して書籍『あんしん、やさしい 最新 妊娠・出
産オールガイド』を制作しました。
監修は、ベビーカレンダーサイトで監修・執筆されてい
る、現場の第一線で活躍する産婦人科医、小児科医、助産師、
管理栄養士など各分野の専門家 30 名が担当。それぞれの専
門性に合わせて本書を監修した、信頼できる最新情報が満
載です。
また本書は、
『あんしん、やさし
い 最新 離乳食オールガイド』に
続いての、待望の書籍となりま
す。2019 年 3 月、12 年ぶりに改
定された「授乳・離乳の支援ガイ
ド」に完全対応しており、現在 8
刷と好評を得ています。

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ベビーカレンダー 担当：早川恵美子、二階堂美和
TEL：03-6631-3600

FAX：03-6631-3601 MAIL：info@baby-calendar.jp

※本リリース内容をご使用いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。

2021. 3.31 News release
株式会社ベビーカレンダー

2. 妊娠週数ごとにママの体の変化やつわりの症状をわかりやすく解説
妊娠 4 週から 39 週まで、妊娠週数ごとに
ママの体の変化やつわりの症状、おなかの中
の赤ちゃんの様子もこまかくわかります。こ
の時期の生活の仕方、気を付けたいことなど
もわかるので安心して過ごせます。

3. おなかの中の赤ちゃんの大きさと成長を実感できるシート付き！
おなかの中の赤ちゃんの月ごとの大きさ
と成長をあらわしたとじ込みシートも付い
ています。このシートをおなかに当てること
で、赤ちゃんが今どのくらいの大きさなのか
をリアルに実感することができます。

4. 8 万件以上のリアルなママの悩みから厳選した 256 個の Q&A を紹介！
ベビーカレンダーサイトで人気の「専門
家相談」コーナーに寄せられた 8 万件以上
の相談の中から、特に多かった悩みについ
て厳選して 256 個の Q&A を作成しました。
知りたいことが見つかるので、妊娠中の悩
みや不安はスッキリ解消します！
また、さらに知りたいことについてはベ
ビーカレンダーのサイトやアプリから、直
接専門家に無料で相談できます。
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5．専門家監修の動画で確認できてイメージしやすい！わかりやすい！
本書には、妊娠週数ごとの過ごし方や出産
時の呼吸法、新生児のお世話のほか、日本初
の医師の解説付きの累計 350 万回再生「出
産ドキュメンタリー動画」など、専門家監修
の動画が付いています。各ページに掲載され
ている QR コードを読み込むと、動画を見る
ことができます。写真で見ただけではわかり
づらいことも動画ならイメージしやすいか
らとっても便利！

妊娠中の人気インスタグラマーによる
『あんしん、やさしい 最新 妊娠・出産オールガイド』のココがイイ！
妊娠中の人気インスタグラマーさんに実際に本書を使っていただき、感想をいただきました。
■Arisa さん（@ydars0415）
「◯カ月の◯週目」など、週ごとに詳しくママと赤ちゃんの様子が書い
てあるから、今の自分の状況がより詳しく分かるよ

✨

しかも QR コードもついていて、動画でも見ることができるのも
good！私ゎ今の自分の週である 37 週のところを見てみたよ

ガイド

ブックに書いてある内容が、1 分 30 秒くらいで要点に絞られて分かり
やすくまとめられてた

動画を見てからガイドブック読むと、より細

かく記載されてるから分かりやすいなぁと思った

とにかく今の私の

週だと、適度な散歩や軽いストレッチが大切みたい✨
※当時、妊娠 37 週。
※QR コードは（株）デンソーウェーブの商標登録です。
※原文ママ。
■たろはなさん（@tarohana2019）
本当に勉強になることばかりです
赤ちゃんに出会えるのが楽しみになる
一冊
※当時、妊娠 25 週。
※原文ママ。
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■この本の発刊にあたって
ベビーカレンダー編集長 二階堂美和
ベビーカレンダーは妊娠・出産・育児中のママ・パパが、安心して笑顔で過ごせるよう
に専門家が監修したさまざまな情報をお伝えしているメディアです。
その中に、妊娠・出産・育児に関する専門家にスマホ 1 つで「いつでも」
「どこでも」
「何
度でも」
「無料で」相談できる「専門家相談」コーナーがあります。2021 年 2 月現在で寄
せられた相談件数は 8 万件以上！ 皆さまから寄せられたご相談は妊娠・出産・育児中のマ
マ・パパにとって貴重な財産になると思っております。
またベビーカレンダーでは、第一線で活躍されている産婦人科医、小児科医、助産師、管理栄養士などの専門
家に、最新の情報をもって記事のご監修をいただいております。
そこで同じように悩む妊婦さんたちのお役に立てれば！と思い、本書を制作することにいたしました。妊娠超
初期から産後ケアまで、はじめてママ・パパになる方でもよくわかるように動画でもご確認いただけるような仕
組みにしています。編集にあたっては、日ごろよりご監修いただいている専門家の皆さまをはじめ、新星出版社
様など実に多くの方にご協力をいただきました。本書がこれからママ・パパになる皆さまの毎日を笑顔にできた
らと願っています。

---------------------------------------------------------------------------------------------------『あんしん、やさしい 最新 妊娠・出産オールガイド』
著者：株式会社ベビーカレンダー 発行所：株式会社新星出版社
判型：B5 変型判 ページ：224 ページ（とじ込みページあり） ISBN：978-4-405-04591-0
発売日：2021 年 3 月 16 日 定価：本体 1,430 円（本体 1,300 円+税）
---------------------------------------------------------------------------------------------------▼オンライン書店での購⼊はこちら
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4405045917
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/16491028/
▼本書の掲載内容に関する動画はこちら
https://baby-calendar.jp/special/pregnancy_birth/videolist
https://baby-calendar.jp/special/birth_method
＜会社概要＞
■社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp）※2021 年 3 月 25 日東証マザーズ上場
■本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-38-2 ミヤタビルディング 10F
■代表者：代表取締役 安田啓司 ■設立年月日：1991 年 4 月
■主要事業：メディア事業、産婦人科向け事業、web マーケティング事業
＜運営メディア一覧＞
■ベビーカレンダー：医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト
URL：https://baby-calendar.jp/
■ウーマンカレンダー：オトナ女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングサイト
URL：https://woman-calendar.jp/
■介護カレンダー：高齢者向け介護施設検索サイト
URL：https://kaigo-calendar.jp/
■赤ちゃんの名づけ・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索サイト
URL：https://nazuke-nameranking.jp/
■ムーンカレンダー：女性の毎月をもっとラクにする生理サイト
URL：https://moon-calendar.jp/
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＜ベビーカレンダーとは＞
『ベビーカレンダー』は、月間 875 万人以上が利用している、医師・専門
家監修の妊娠・出産・育児の情報サイトです。妊娠してから赤ちゃんが 1 歳
になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせて、毎日必要な情報をお届けしま
す。またこの度、
『ベビーカレンダーアプリ』は第 12 回キッズデザイン賞の「子どもたちを産み育てやすいデザ
イン 個人・家庭部門」において、
「少子化対策担当大臣賞」を受賞しました。
キッズデザイン賞の表彰式の様子はこちら▶
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000029931.html
そのほかのニュースリリースはこちら▶https://baby-calendar.jp/smilenews/release

＜公式 SNS からも最新情報更新中！＞
Facebook：https://www.facebook.com/babycalendar/
Twitter：https://twitter.com/baby_calendar
Instagram：https://www.instagram.com/babycalendar/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ベビーカレンダー 担当：早川恵美子、二階堂美和
TEL：03-6631-3600 FAX：03-6631-3601 MAIL：info@baby-calendar.jp
※本リリース内容をご使用いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。

