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マタニティライフが
楽しく、充実したものに。

Maternit y bouquetを使うことで、
かかりつけ医とのコミュニケーションが
円滑となり、通院が楽しみになります。
また、分娩時の家族からのエールや
出産式での感動は、病院・クリニックへの
高い満足度につながっていきます。

病院のサービス拡充と
評判の拡散に。

病院・クリニックがこのサービスを利用
するにあたって、特別な準備や追加の
業務はほとんど発生しません。既存の
業務はそのままに、妊婦さんに新しい
サービスの訴求ができ、病院のPRと
しても効果的にご活用いただけます。

パートナーや家族に
妊娠と向き合う実感を。

Maternity bouquetには、パートナーや
家族からエールを届ける機能があり
ます。その言葉は分娩室の特設デジタル
サイネージに表示され、極限状態に
ある妊婦さんを励まし、妊娠・出産と
いう特別な体験を共有してくれます。

妊 婦さんに、
エールと、
花 束を。

マタニティブーケットは、妊婦さんを

妊娠初期から、出産、産後にいたるまでを

継続的にサポートしていく、産婦人科向けの

プラットフォームサービスです。

妊婦さんと医師のコミュニケーションを円滑にし、

パートナーや家族との絆を深める約10ヶ月を演出し、

分娩時には大切な人からのエールを届け、

出産式では自分だけの物語に感動する。

新しい命を育むという、素晴らしく、

大きな役目を担う妊婦さんに

不安が少なく、喜びと楽しみと感動に満ちた

妊娠生活をすごしてほしい。

それが私たちの心からの願いであり、

このサービスを通じてお届けしたい、

妊婦さんへの花束でもあります。
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分娩

通院

出産

産後

医師と、妊婦と、パートナーをつなげる
産婦人科向けマタニティプラットフォーム。

Maternit y bouquetは、妊婦さんの妊娠初期から分娩、産後に
いたるまで、より良い体験をお届けするために、かかりつけの産婦人科、
およびパートナーやご家族との円滑なコミュニケーションをサポート
しています。

約10ヶ月間、アプリを通じて、パートナーや
家族と妊娠生活を楽しみながら絆を
深めます。

パートナーや家族との絆を深める

Maternity bouquetをご利用いただく妊婦さんに、病院の
診察番号で登録できる産婦人科向けアプリをご用意しました。
医師とのコミュニケーション機能をはじめ、専門家からのアド
バイスなど様 な々サービスを受けることができます。妊婦さんと
病院・クリニックを結ぶツールであるだけで無く、妊婦さん
主導で発動するコントローラーとしての役割を担います。
（登録病院のみで使用できます。）

自宅

Controller

待合室に設置されたデジタルサイネージには、
来院するたびに異なるデジタルアートが流れ、
見るものを飽きさせません。また、病院・クリ
ニックとのコミュニケーションの場となります。

待合室を
心安らぐリラックス空間に。

出産後も、半年間サービスが続きます。
退院後も、出産前後アドバイザーの監修
メッセージの受け取りやお悩み相談をする
ことができます。

産後も続くサポート体制

医師への診察前メッセージ機能を利用
することで、診察時での伝え忘れを防ぎ、
病院・クリニックへの満足度向上を促します。

気持ちが伝わる診察へ

妊娠・出産・産後まで。
妊婦さんを支えるトータルサポートシステム。

分娩室にはデジタルサイネージを設置。家族や
パートナーからアプリを通じて収集された
応援メッセージが表示され、妊婦さんの心を
落ち着かせます。

心音波形と連動して流れるデジタルアートと
音楽で、分娩室でがんばる妊婦さんを
励まし、まるで自宅にいるようなリラックスを
促します。

心音感知デジタルアート

大切な人の言葉に包まれて。
出産と向き合える分娩室へ。

オリジナルのパッケージに収まったデジタルサイネージです。
出産に至るまでの様 な々シーンを編集した、世界にひとつの
物語を放映。妊婦さんに病院・クリニックが感動の場として
強く記憶に残ります。このときの感動が、妊婦さんの産後
ストレスを軽減してくれます。

S N Sで拡散
マタニティムービーはSNSを通じて拡散が可能です。
妊婦さんの幸せの報告と同時に、病院の評判を高め
ます。

妊婦さんを祝福する
セレモニー「出産式」を演出。

スムーズな問診をサポートし
通院の満足度を高める専用アプリを提供。

音楽 映像

Generative ART

音楽 映像

Generative ART



7分（自由に設定可能）間隔で病院からのインフォ
メーションをデジタルアートで演出。出産の祝福メッ
セージや、館の案内を表示できます。また、手術中や
救急車の搬送など緊急のお知らせも簡単に表示で
きます。

待合室を心安らぐリラックス空間に。

妊婦さんが通院のたびに訪れる待合室は、最高のリラックス

空間であってほしい。Maternit y bouquetが提案するのは、

アプリと連動したデジタルアート空間です。空間には、上方から

美しい花びらがひらひらと舞い降りるエモーショナルなデジタル

アートが流れ、時間をゆったりと感じさせます。また、アプリから

マタニティライフの写真を送ったり、医師にメッセージを送ったりする

たびに映像に変化が訪れます。セッションのように関係しあうことで

生まれる、その時間の偶発的な音と光のやさしい彩りで、見るものを

飽きさせません。BGMには、時をゆったり感じさせるメロディーを

開発。五感を通して脳全体をやさしくマッサージする体験で、

待合室が心安らぐリラックス空間に変わります。
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病院・クリニックからのインフォメーション

デジタルコミュニケーションシステム

妊婦さん病院・クリニック

音楽 映像

Generative ART

妊婦さん

患者さん

病院
クリニック



言葉の力で妊婦さんを支える。アプリを通して大切
な人からのメッセージを預かり、分娩室のデジタル
サイネージに表示する機能です。分娩室に適切な
空間演出を行うことで、出産間近の妊婦さんにも
伝わる環境を構築。たくさんの人のエールが、妊婦
さんを支えます。

分娩監視装置の音を装置自体から取り込む
ため全ての分娩監視装置で設置可能

心音波形と連動して流れるデジタル
アートと音楽は、今まで待合室で経験
していた音楽に赤ちゃんの心音を
連動することで妊婦さんへのリラックス
効果を期待。デジタルアートは、赤ちゃん
もママと一緒に頑張っている、早く
会いたがっている姿を表現しました。
出産後は、ボタンひとつで祝福映像に
切り替わります。

心音感知デジタルアート

ご家族
ご友人

妊婦さん 赤ちゃん

妊婦さんご家族・ご友人

大切な人の言葉に包まれて。
出産と向き合える分娩室へ。

陣痛がはじまると、妊婦さんは長い痛みと向き合います。個人差は

ありますが、平均的な初産では、陣痛が始まり子宮口が開ききる

までに10-12時間。さらに分娩室に入ってから出産まで2-3時間

かかります。その時間、妊婦さんはまさに極限のストレス状態。

その痛みを緩和することはできませんが、少しでもリラックスして

お産に臨んでもらうため、Maternity bouquetは分娩室をデジ

タルアートで演出。事前にアプリを通じて収集した家族やパート

ナーからのメッセージが流れます。いつも支えてくれる人からの

エールに、心強く感じられるに違いありません。また、心音感知

デジタルアートにより、分娩室と妊婦さんの気持ちをシンクロさせ、

まるで分娩室を自分のための場所と感じさせることで緊張を

和らげます。
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分娩支援システム

妊婦さん

出産エール

音楽 映像
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出産後の妊婦さんを労い、
祝福するセレモニー「出産式」を演出。

妊婦さんの10か月に寄り添い、出産後の妊婦さんを労い祝福し、

新しい命の末永い健康を祈るのが「出産式」。

Maternity bouquetは、この出産式を実施するための専用キット

をご用意しました。

「出産式」では、妊娠期間中にアプリで収集した節目ごとの写真か

ら生成された、あなただけの物語をマタニティムービーにして放映。

これまでの日 を々思い出し、そして生まれてきてくれた我が子への

愛情を改めて感じられる瞬間になるに違いありません。

マタニティムービーはSNSなどを通じて自由に拡散可能。病院・ク

リニックへの満足度向上にも大きく貢献します。
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物語はSNSを通じて拡散が可能です。妊婦さんの幸せの
報告と同時に、病院の評判を高めます。

S N S で の 拡 散

妊婦さん

写真はデジタルシステムで自動生成

SNS

ご家族
ご友人

セレモニーシステム

出産式は退院日に病院内で行います。メインとな
るマタニティムービーはアプリを通じて自動生成さ
れるので、病院側は専用のキットを運ぶだけで実
施できます。出産という大きな体験を終えた後で、
いよいよこれから赤ちゃんと一緒にお家に帰ると
いう時に、妊娠時期に経験してきたことを振り返
る、自分だけの物語として脳の記憶の回路に届け
ます。産後、ムービーを見返すことで当時の感動を
思い出し、日々訪れる未知の経験や出来事に対し
て、ポジティブな気持ちで受け止められるようにな
ります。

出産式

ママ産婦人科医・看護師 ご家族・ご友人

病院
クリニック



スムーズな問診をサポートし
通院の満足度を高める専用アプリを提供。

病院と妊婦さんをつなぐのは産婦人科向けコミュニケーション

アプリ「Maternity bouquet」です。このアプリでは、妊婦さんに

専門家のアドバイスを提供するとともに、日々の不安や疑問を

医師に伝える機能も実装。医師にアプリからメッセージを送る

たびに待合室の映像が変化します。医師は、診察時にその内容を

踏まえた問診をすることができるので、従来以上に円滑な

コミュニケーションをとることが可能になります。これによって

診察精度を高めると同時に、妊婦さんからの病院・クリニックに

対する満足度向上を期待できます。また、妊婦さん主導で発動

するコントローラーとしての役割を担います。
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コミュニケーションツール

アプリは初診のタイミングでご案内いただくだけで、
その後の運用はMaternity bouquetにお任せ
ください。余計な手間や作業は発生しません。
ユーザーは無料でご利用いただけます。

Mate rn i t y  bouque tアプリ

妊婦さん産婦人科

診察室モニター（医師用）

アプリのユーザー登録には診察券番号が必要

妊婦さん

患者さん

病院
クリニック



パートナーやご家族との 絆が
より深まる妊 娠生活をサポートします。

Maternity bouqueでは、妊娠期間の約10ヶ月間、アプリ内でさまざまな

イベントが発生します。その多くはパートナーや家族と楽しみながら絆を

深めるものばかり。イベントを通じて孤独のストレスが軽減されるとともに、

そのひとつ一つは掛け替えのない思い出となって積み重なっていきます。

すべてのイベントを完了し、出産式でその記録を自分だけの物語として

ムービーで振り返るときには、大切な人たちとの絆がこれまで以上に深く

なっていることに気づくはずです。

S N Sとのスムーズな連 携で
病 院の評 判を効果的に拡 散します。

アプリでは妊婦さんのSNSアカウントとスムーズな連携を可能にしました。

出産式での感動的なムービーと写真を通院先の病院の名前とともに

拡散を促進。病院・クリニックに対する口コミ数の増大、および評判の向上を

促していきます。

Twitter

Instagram

コミュニケーションツール

youtube

LINE



妊婦さんがよい出産だったと感動できることは
出産後の母親の生活にとっても大切なことだと思います。

妊娠出産はうれしいことであると同時に、大きな変化であるため、脳は感情の回路
などでとても不安に感じます。その時、妊婦さんにとって一番大切なのが夫、家族など
との絆です。不安を一人で抱えるのではなく、周りとの絆があると安心して出産にも
前向きになれるので、絆をいかに感じることができるかがポイントです。
また、妊婦さんはおよそ10ヶ月間の妊娠生活を経て出産という大きなイベントを成し
遂げるわけですが、出産後に、自分が経験してきたことを振り返って、ひとつの物語、
ストーリーとして脳の記憶の回路にちゃんと届けてあげると、そのあとの気持ちの整理が
全然違います。無事出産したことを、あー、本当によかった、感動したなあ、幸せだなあと、
きちんと振り返って脳の中で整理してあげることで、その後の生活においても、これから
経験するであろう様々な出来事や、新しいチャレンジにも前向きにポジティブな
気持ちで向き合えるようになると思います。
特に映像や音など、目に見える形にしてストーリーにすると、脳が感動体験をより深く
味わえます。Maternity bouquetは妊婦さんへのそうしたメンタル面でのサポートを
促すサービスとして良いと思います。

妊婦さんの幸福な気持ちは、
おなかの赤ちゃんの発達に
良い影響を与えます。

妊婦さんの幸福な気持ちは、
おなかの赤ちゃんの発達に
良い影響を与えます。

お茶の水女子大学名誉教授・小児科医

榊原洋一 氏

妊婦さんの幸福な気持ちは、ホルモンの
変化を通じておなかの赤ちゃんの
発達に良い影響があることが医学的に
証明されています。
また幸福な出産体験は、赤ちゃんとの
愛着関係を促進します。
Maternity bouquetは、幸福な妊娠と
出産体験を育む環境を提供します。

Maternit y bouquetは、
妊婦さんにとって満足のいく
出産を応援するサービスです。

産前産後アドバイザー うみそだて大学 代表

赤星由美子 氏

Maternity bouquetの完成を心待ちに
していました。
このサービスには、妊婦の時間を充実し
たものにし、出産を楽しくして、
産後を健やかに過ごすことができる
仕掛けがたくさんあります。
母となる女性とその家族に寄り添い、
充実した生活に導いてくれることでしょう。

私たちが理想とするのは
「気持ちをつつみこむような
クリニック」です。

私たちが理想とするのは
「気持ちをつつみこむような
クリニック」です。

せきレディースクリニック理事長・院長

友影九樹 氏

当クリニックでは、日々 ご利用いただくす
べての女性の皆様をできる限りサポート
できればと考えております。特に妊婦の皆
様とは出産まで10ヶ月間のお付き合い
になりますので、医療の面だけではなく、
日々 抱えるさまざまな気持ちも共有し、支
えていくことが大切だと考えております。
Maternity bouquetは、デジタル機能を
使って妊婦様のみならず、婦人科疾患の
患者様とクリニックとのコミュニケーショ
ンがよりスムーズになるように作られた
サービスです。このサービスの導入で、私
たちが理想とする「気持ちをつつみこむ
ようなクリニック」にさらに近づけられれ
ば、幸いです。

脳科学者

茂木健一郎 氏

この国で
妊 娠する女 性が
もっともっと、
幸せになりますように。

妊娠は、多くの女性とパートナーに

とって素晴らしい出来事です。

しかし同時に、約10ヶ月の妊娠期間は

不安と隣り合わせの日々でもあります。

正解を探して焦ってしまうことや、

医師に伝えきれず不安になったり、

ときにパートナーとのコミュニケーション不足で

孤独感を感じることもあるでしょう。

私たちは、Maternit y bouquetを通して、

妊娠・出産、そして産後に至るまでを

一貫してサポート。

専門家の監修のもと、

かかりつけ医と連携していきながら、

安心して妊娠生活を過ごせるように

継続的な支援を行なっています。

この国で妊娠してよかった。

そう女性に感じてもらえることが、

私たちの使命であり、願いです。

監修・協力 終わりに

Maternity bouquet



企画・開発

株式会社タイガアソシエイツ

NAGOYA
〒461-0001
名古屋市東区泉1-10-23
パムスガーデン3F
T 052 953 7303

TOKYO
〒104-0053
東京都中央区晴海3-10-1
Daiwa晴海ビル2F（WeWork内）
T 03 4500 7088

お問合せ先

052 953 7303
info@maternitybouquet.com
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