
https://d-bab.atlink.jp/tonan/
アットリンク・アプリからもご登録いただけます。

①お母様の「診察券番号」・「生年月日」で
　ログインしてください。
　（web登録サイトはご出産後よりご利用可能になります）

URL

個人情報の取り扱いについて
個人情報の取得は、適正な手段によって行うとともに、ご本人の同意なく、利用目的の範囲を超えた個人情報の取り扱いは致しません。

■一時保存して終了

次回ログイン時まで登録内容が保存されていますので、
何回かに分けて登録することも可能です。
また本登録までは何度でも変更していただくことができます。

■この内容で登録（確認画面）

確認画面後、本登録となります。
本登録後は、内容の変更ができませんのでご注意ください。

web登録時、ご不明な点がございましたら登録サイト下部の「Q＆A」をご参照ください。
また登録全般に関するご質問を「お問い合わせ」よりメールでお受けしております。
（問い合わせ内容は制作会社へ送信され、制作会社より回答されます）

ご登録の手順

メッセージ・写真データのご登録期日

The First Letter（お手紙動画）制作のためのメッセージや写真は、DearBaby専用web登録サイトからご登録をお願いします。

写真の内容は特に指定はございません。
使用したい写真データ（20枚）をご登録ください。
なお写真枚数は固定で、シーンによる写真の増減はできません。
又、写真は静止画（JPEG・PNGのみ）となります。（動画不可）

お子様へのメッセージ、名付けの由来、
ご出産時の気持ち、ご家族からのメッセージ等、
ご自由にお書きください。

テンプレートメッセージもご用意しております。
（中面参照）

なお、メッセージの記載がない場合は、
テンプレートメッセージ①をお入れいたします。

DVD・Blu-rayは、1ヶ月健診時にお渡しさせていただきます。制作の都合上、ご出産後10日以内にご登録をお願いいたします。

それ以降となりますと1ヶ月健診時にお渡しできない可能性がございますので、お早めにご登録いただきますようお願いいたします。
1ヶ月健診時にお渡しが出来なかった場合は、商品完成後当院よりご連絡させていただきますので、後日ご来院の上、
お受け取りをお願いいたします。

なおweb登録可能期間は、ご出産日より1年間です。

お寄せいただくメッセージ ご提供いただく写真データ

（写真例）
・ご妊娠中の写真
・ご出産時の写真
・ご家族との写真
・上のお子様との写真

・赤ちゃんの写真(沐浴・授乳等 )
・赤ちゃんの様々な表情の写真
  (寝顔・泣き顔 )
・赤ちゃんのかわいい手や足のアップ

携帯電話からはご利用いただけません。
インターネット環境がない等で
web登録ができない方は当院まで
お申し出ください。

The First Letterのご登録方法

The First Letterのweb登録に

関するお問い合わせ

ご登録方法
The First Letterは

webで閲覧・ダウンロードができます

The First LetterはDearBabyDVD（Blu-ray)に収録
されますが、webでも閲覧・ダウンロードができます。

遠くにお住いのご家族・ご親戚やお友達にも
あなたのThe First Letterを見てもらいませんか？

素敵な思い出を共有して、一緒に楽しみましょう！

DearBabyはThe First Letterの
他にも様々な動画を収録しております。

別紙三つ折りリーフレットにて
ご案内しておりますので、

是非あわせてご覧ください。

ご登録完了後、2～4週間後（目安）から
閲覧・ダウンロードが可能となります。
当院の予約システムにメールアドレスを
登録されている方は、メールでお知らせ
いたします。

閲覧・ダウンロードはweb登録サイト
（左記URL）にログインすると
ご利用いただくことができます。

なお期間は閲覧開始可能日より

4ヶ月間です。
ダウンロードをされる方はお早めに。

②画面に従って必要情報をご登録ください。

3step

サイトへアクセス 登録しよう お受け取り1 2 3

どうぞお楽しみに♪

簡単

パソコン・スマートフォン

都南産婦人科
ご出産記念プレゼント

The First Letterのご案内・ご登録方法

「The First Letter」とは
写真とメッセージで綴る

ご両親からお子様へのお手紙動画です。

妊娠がわかった日、母子手帳をもらった日、
初めてエコーでお腹の我が子と対面した日、

そして迎えるご出産の日

そんな一瞬一瞬の
かけがえのない思いを

このThe First Letterに残しませんか。

育児にちょっと疲れた時
またお子様が大きくなったら
是非ご一緒にご覧くださいね。

皆様のご登録をお待ちしております。



メッセージ（テンプレートメッセージ①）レイアウト 画面イメージご希望写真（ファイル名）

いっぱい泣いて、いっぱい笑って　仲良し、幸せ家族になろうね。
これから始まるあなたの未来が健やかで、そして笑顔あふれる毎日となりますように。
あなたのことが世界一大好きなパパとママより

30～100文字程度

写真は入りません10

ここにメッセージ
ここにメッセージ
ここにメッセージ
ここにメッセージ

ご希望の写真(1枚)

1）

30～100文字程度

あなたがみせてくれた笑顔も寝顔も泣き顔も
そのすべての瞬間をパパとママは一生忘れません。
生まれてきてくれてありがとう。あなたは私たちの宝物です。9

ここにメッセージ
ここにメッセージ
ここにメッセージ
ここにメッセージ

photo

ご希望の写真(3枚)

1）

2）

3）

8
すくすく元気に育ってね

ここにメッセージ

photo photo

photo

10～20文字程度

ご希望の写真(5枚)

1）

2）

3）

4）

5）
10～20文字程度

○○ちゃん（くん）は私たちの宝物だよ

7

photo
5枚が順にスライドします

ここにメッセージ

○○ちゃん、誕生おめでとう。ママのお腹の中にいた10か月はどうでしたか？
元気に育ってくれますようにと毎日毎日願っていました。
○○ちゃんにお腹の外へ出てくるのが楽しみだと思ってもらえるよう、
パパとママはいっぱい笑い声を届けたよ。

パパとママのもとへようこそ

ママのお腹の中で無事に育っているかなといつも心配で、
どんな時もあなたのことを思っていました。
あなたが生まれてきてくれたあの日は、今までで一番幸せな瞬間でした。
あの時の感動は一生忘れません。

初めての××（家族写真・お風呂・だっこなど）

たくさんの人が会いに来てくれたよ

みんな○○ちゃんが大好きだよ

お風呂気持ちいいね♪

あなたが生まれて毎日が本当に幸せ！パパとママの家族になってくれてありがとう。
これからみんなでいろんなことを経験して、たくさんの幸せをみつけていこうね！

これから○○ちゃんの笑顔をたくさん見ていきたいな。
一緒に過ごす、すべての時間を大切にしていこうね。
あなたを愛するパパとママより。

○○ちゃん、誕生おめでとう。
あなたが私たちのところに来てくれたと知ったとき、どれだけ嬉しかったことでしょう。
○○ちゃんと一緒に行きたいところややりたいこと、たくさん考えて、
あなたに会えるのを心待ちにしていたんだよ。

みんなが○○ちゃんの誕生を待っていたよ

○○ちゃんを授かってから生まれてくるまで、たくさんの人たちに支えられてきました。
多くの人たちのおかげで無事に生まれ、多くの人が喜んでくれたこと、忘れないでね。

いっぱい泣いて、大きくなーれ！

ころころ変わるかわいい表情

○○ちゃんのまわりは笑顔がいっぱい

ちっちゃな××（おてて、足等、かわいいね

○○という名前は、×××という願いを込めたパパとママからの最初の贈り物。
○○ちゃんの成長をとても楽しみにしているよ。

パパとママと○○ちゃんで手をつないで、みんなで素敵な家族になっていこうね。
生まれてきてくれてありがとう。たくさん思い出作ろうね！
○○ちゃんが大好きなパパとママより

オリジナルメッセージやテンプレートメッセージを自由に組み合わせて作成することができます。テンプレートメッセージ②・③
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ご希望の写真(1枚)

1）
5

スヤスヤ、どんな夢みてるのかな？

ここにメッセージ

photo

10～20文字程度

ご希望の写真(3枚)

1）

2）

3）

6

○○○、○○○と一緒に（お兄ちゃん、お姉ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん等）

ここにメッセージ

photo

photo

photo

10～20文字程度

テンプレートメッセージ② テンプレートメッセージ③

ご希望の写真(1枚)

1）

50～150文字程度

お腹にあなたがいるとわかった時、本当に嬉しかった。
早く会いたくてお腹のあなたに毎日話しかけて過ごしました。
そして部屋中に響き渡るあなたの元気な第一声。
生まれてきたら何を話そうかずっと考えていたけど、
あなたを胸に抱いたら何も言えなくてただただ嬉しくて涙が溢れました。

4
ここにメッセージ
ここにメッセージ
ここにメッセージ
ここにメッセージ

photo

ご希望の写真(5枚)

1）

2）

3）

4）

5）
10～20文字程度

○○ちゃん（くん）、やっと会えたね。

3

photo
5枚が順にスライドします

ここにメッセージ

○○ちゃん（くん）、誕生おめでとう。パパもママも今日の日をずっとずっと待っていたよ。
パパ似かな？ママ似かな？　どんな子に育つのかな･･･
色んなことを思ったけど最後は無事に生まれてきてくれることだけを願っていました。

50～130文字程度

写真は入りません2

ここにメッセージ
ここにメッセージ
ここにメッセージ
ここにメッセージ

ご希望の写真(1枚)

1）
1

メッセージは入りません

出生年月日
時刻
名前
身長・体重

photo

DVDディスク Blu-rayディスク

ご登録がない場合はテンプレートメッセージ①が入ります。

ご希望
ディスク

出生年月日・身長・体重は、母子手帳等をご参照いただき、間違いのないようご登録をお願いいたします。
特殊漢字･外国語等パソコンで表示できない文字の場合は、かな表示とさせていただく場合がございます。何卒ご了承ください。

※ご登録通りに作成いたします。フルネームをご希望の場合はフルネームで、
　下の名前（名字なし）をご希望の場合は下の名前のみでご登録ください。

※午前・午後の選択間違いにお気をつけください。

g体重cm身長男の子　・　女の子性別

午前
午後

年　 　   月　  　 日      　  　時　  　分出生年月日

（かな）
お子様の
お名前

ご出産記念DVD・Blu-ray
The First Letter下書き用紙

3種類から1つを選択してください。
web登録時に試聴することができます。

BGM

メッセージ（テンプレートメッセージ①）レイアウト 画面イメージご希望写真（ファイル名）

どちらか1つを選択してください。

ＢＧＭ１ ＢＧＭ２ ＢＧＭ３
ご希望
ＢＧＭ

産後は赤ちゃんのお世話やお母様の体調によりご登録が進まないこともあるかもしれません。
どんな写真を使おうかな･･･、メッセージは何にしようかな･･･等、事前にお考えいただくとご登録も簡単に進みます。

本用紙はThe First Letterの下書きとしてご使用いただけます。
是非、ご家族皆様でお考えいただき、そしてご家族皆様で赤ちゃんを迎える準備をしましょう。

web登録はご家族の方がご登録していただくことも可能です。
（web登録サイトへのログインはお母様の診察券番号・生年月日となります）

縦・横どちらの向きでも可。
写真の枚数は固定です。

The First Letter
サンプル動画

The First Letterのサンプル動画をご用意しております。
web登録サイト下部よりリンクがございますので、作成のご参考に是非ご覧ください。
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