
# 「アイクレオ液体ミルク」をお使いになって、あなた自身やご家族にどのような変化がありましたか?ぜひお聞かせください。

1
新生児の頻回授乳時、同時泣きで手が回らない時にアイクレオ液体ミルクには何度も助けられました。双子育児ですとなかなか外に出るのが億劫ですが液体ミルク
があれば出かけることができました。半額で購入できたこと本当にありがたかったです。

2
お出かけの時は荷物が少なくて出かけやすいです。(粉ミルクを２人分となると、湯ざまし、お湯と２人分持ち運ぶことになりかなりかさばります)また、２人が泣いてい
ても液体ミルクならばすぐにあげることができて泣き声を聞いている時間が短くなって慌てなくて良い点もいいです。

3
直ぐに使える為、とてもありがたかった。
多胎児の養育は単胎児よりもお金がかかるので、特別価格で購入できたため、経済的にもありがたかった。

4
外出先で授乳できない心配がなかったのが最高に助かった。双子抱えて外出、授乳室探すのも一苦労。移動は双子ベビーカーで、って大変すぎて。その場でさっと
出せるのでありがたかった。

5
3年前、夜間の授乳が苦痛で仕方なかった。眠くて粉を何杯入れたかいつもわからなくなった。ミルクの粉を何度もキッチンにこぼして涙もこぼれた。
今回は液体ミルクで楽々授乳できて、手間も負担もとても少なくて助かっている。夫も授乳に参加しやすくなったと思う。
本当にありがとうございました。心からお礼が言いたいです。

6

双子の入院期間が⾧めだったので
実際に使用する場面がなかったのですが、
双子で夜間等のミルク作りは
大変ストレスになると思います。
液体ミルクなら直ぐにあげれるので時短でいいと思います。

7
寝室が2階キッチンが1階にあり、ミルク作りが頻回×2だった新生児期の夜間授乳が劇的に楽になった。
外出中の車内やベビーカーなどで、アタッチメントでそのままあげられるのがとても楽だった。
これまでは熱いお湯と水、キューブやスティックのミルクを持ち歩いていたが、荷物もかなり減ったし出先で私以外の人間でもあげられるようになった。

8 旦那にもミルクの準備をしてもらえてすごく助かりました

9
出かけるときの荷物が減ったことで出かける機会が増えた。

10 気軽に出掛ける事ができた

11
家族へ授乳をお願いする時、お湯と湯冷ましの量をわざわざ伝えたり、ミルク粉を入れる回数を指定しなくてもそのまま飲ませられることがすごく便利で、積極的に手
伝ってもらえるようになり、私の時間が増えました。
お兄ちゃんへたくさん時間を使ってあげられるようになってとてもいい方向へ変化しました!

12
なくては困るものです。
支援継続を切に願います。

13
すぐに飲ませることができてとても時短で家族が助かってます。

最後の残りをストローを抜いて出し切らないとダメなので違う方法をしりたいです。

14 お出かけの時の荷物が減りました。
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15
液体ミルクのおかげで、お出かけの準備もすごく楽でした。特に双子で荷物が多い中、液体ミルクの必要性は強く感じました。ミルクを作る手間もなく、車のなかで慌た
だしく授乳するときにもとても役に立ちました。感謝しかないです。
また災害大国である我が国でやっと認可され、これからもますますその需要は増えていくと感じています。

16 荷物も減ってすごく楽になりました

17
おでかけの荷物が減り、
おでかけが気軽になった。

18 便泣いた時すぐにあげられる利点がとても良くて、精神的にとても助かりました!

19 外出の際の負担が減った

20 時間と気持ちに余裕が出来た気がします!

21
外出時に荷物が少なくて済む
ミルク作りに不慣れな夫でも、ミルクをあげることが出来た

22
0歳の双子がいるのですが、アイクレオがあることで、ミルクの準備が少なく済むため、ちょっとした外気浴やお散歩も億劫にならなくなりました。緑のたくさんある公園のベ
ンチで、青空のもと、アイクレオでパッと用意したミルクを飲ませる時間はリフレッシュにもなり、双子ともども楽しいひとときです。

23
双子育児で夜中の眠たいとき、1人がNICUに入院中、もう1人を義両親に預けるとき、外出時に利用しました。　普段はお湯を沸かし、ミルクを作り、冷まし、飲ま
せるまでに早くとも15分くらいかかりますが、液体ミルクは1分以内に完了し、時間短縮になり、心の支えです。

24
外出時の荷物が減り助かりました、5月に出産し、支援価格で購入できなかったため残念です、、、
再開期待してます!

25 授乳の間隔や調乳の負担を気にせず、母親(私)以外の人に預けられるようになった。

26
誰でも、ミルクをあげる事ができるので、預けることが可能になりました。
本当に助かってます!
外出時も、外での調乳がなかなか難し時もこれがあればそのまま授乳できるので安心です。

27 夜にミルクを作るためにキッチンへ行く必要がなくなった

28 お出かけの荷物が減り、お出かけの障壁も減り、気持ちも軽くなった

29 調乳の時間がないので子どもを待たせずに済んだ。特にお出かけの時は泣かれると周りの目が気になるので、すぐに授乳できるのは助かった

30 初めての味だったからか、いつもよりぬるい温度が嫌だったのか、双子のどちらも拒否してしまい結局飲ませることができませんでした。

31 双子で同時に泣かれたときにさっと与えられてよかった。
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32 出かける時の準備が少なくなった。

33
お出かけの準備がすごく楽になった
防災の備蓄品としても安心できた

34 お出かけの荷物が減って、お出かけのハードルが下がりました。

35

荷物の軽減につながりました。
双子は荷物も二倍となるので助かりました。
親族にお願いするときに精神的負担の軽減につながりました。
双子の体調不良時すぐのませられる

36 災害時への備えが主目的でしたが、自分の体調が悪いときにも活用することができてよかったです。

37
私自身は、液体ミルクがあることで、とっても心身の休息に繋がりました。救世主のような役割で、特に夜間授乳の朦朧としている時など非常に助かりました。
お出かけや両親に授乳をお願いする際にも、粉ミルクと液体ミルクを混合して利用していて、冷ます手間が省けるので、速く調整できて楽させてもらっていました。

38 病院へ通うときや、入院のときに利用していますが、ミルクを作る際の様々な負担をなくしてくれたし、精神的なストレスも軽減できて助かった。

39
外出先でミルクをあげやすかった。母乳だとひとりが飲んで、もう1人が残り少ないので満足に飲めてない気がする。かといって、粉ミルクだとお湯など持っていかないとけ
ないのが多くなるのでとても助かった

40
まだ利用出来ていないですが、お出かけするにしても荷物も減るし、お腹がすいた!と子どもがぐずった時もすぐあげられる。
子どもと笑顔で過ごせる時間が多くなると思います。

41 公園等へ外出する際の準備物や授乳がとても楽で外出への意欲が沸いた。

42
夜泣きで急いでミルクが必要だったり、子どもたちが同時に泣いて粉ミルクを作る間がストレスなときなど急なシーンがたくさんありますが、家には液体ミルクがあるという
安心感が精神的にとても楽になった。特別価格で提供していただいていたおかげで気軽に使えてありがたく、夫婦共に心の余裕ができた。お出かけも気軽にできるよ
うになった。

43
3歳と双子の子育ての中で、赤ちゃんがお腹が空いて大泣きのときに準備時間短く用意できるのが本当に助かりました。夜間やお出かけだけでなく日中忙しいときも
利用しました。双子だから2倍用意しなければいけないのと、二人とも同じ量を飲むわけではないので粉で作ったあと腹ペコの子用に追加で使用したことも多かったで
す。液体ミルクのストックがあるだけで安心感もあったと思います。
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44

調乳の手間がないので、高齢の祖父母に双子の授乳を手伝ってもらうときも双子を⾧時間待たせることなく祖父母でも哺乳瓶に移し替えることができた。
パパに双子の授乳を任せて、ママと上の子たちだけでお出かけすることができた。
家族での1泊の旅行や遠出のおでかけも気軽に行けた。
授乳に対して心の余裕が生まれた。
今回のキャンペーンで夜間の授乳や、ママが疲れてる時の授乳にも気軽に使えた。
このキャンペーンで安く買える分、配達本数が多くなるので、離乳食後期に入ったら、離乳食が始まるまでにたくさんお世話になったお返しに、買い支える意味で正規
の値段で12本入りを1パックだけ買うようになった。
飲む量が125mlを超えたら粉を併用した。
離乳食始まる前は、防災用に備蓄することができた。
うちの子たちは明治のほほえみよりはアイクレオの方が冷たくても好んで飲んでくれた。
たくさんお世話になりました。
ありがとうございました。
一年だけとは言わず、ぜひ継続的に続けてほしい。
液体ミルクを卒業したら違うグリコの商品で買い支えをするので、これから双子ちゃんを産むママたちが少しでも安心して子育てできるようにしてほしい。

45 外出の荷物が減らせた。調乳の手間が省けた。母親以外にも授乳をお願いできた。

46 防災のための備えについて考えるきっかけになった。

47

お出かけの時、2人分の大きい水筒にお湯とお水を持ち、出かけていたため荷物が多く重く大変でしたが、アイクレオ液体ミルクのおかげで荷物が軽減されとても助か
りました。お出かけ時は急いでミルクを作らなければならない状況がよくあり、粉ミルクの場合だと作るのに時間もかかっていましたがまだ液体ミルクのおかげですぐ子供に
与えてあげられました。
多胎児価格での提供でなければ液体ミルクの購入はしなかったと思うので、本当に助かりました。

48
夜間のミルク調乳に利用しました。
どうしても早くミルクを飲ませなきゃいけないというときにストックしてあると気が楽になりました。

49 家族に子守を頼みやすかった。

50

感謝感謝です。ミルクをあげる作業がとても楽になりました。低月齢であればあるほど、ミルクをあげる作業が一日のほとんどです。
母乳と混合ですが、ほとんど粉ミルクは使わずに、アイクレオ液体ミルクを普段使いしていました。
1歳になった今は、夜間授乳のため使っています。
今後ともよろしくお願いします。

51
外出時の荷物軽減や調乳作業の軽減にとても役立ちました。また完全ミルクでの育児であるため災害時の対策として液体ミルクがあることが精神的な安心につな
がっていました。

52 夜中ミルクを作るのが体力的にしんどい時助かりました。

53
出かける時の荷物が減った
パパが率先してミルクをあげてくれて助かった
ただでさえ同時授乳は大変なので、調乳二かかる時間が削減されるだけでも費用対効果が大きいと思う

54 夜間のミルクが非常に楽になり、本当に助かりました。夫にも頼み易くありがとうございます。

55 特になし
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56 お出かけの時にじゅんびが簡単で荷物が減った。今後も利用したい。

57 お出かけの際の荷物が減るので良いと思う。まだ産まれたばかりであまり出かけるばめんがないため、今後使用する場面がどんどん増えると思う。

58 外出の際の準備がとても楽でした。外でミルクをあげるのも簡単で助かりました。

59
夜中に測り間違いが減った。楽になった。
哺乳瓶に移し替えが今は必要だが、もう少し慣れたら紙パックのままアダプターをつけられるようになると思う。
そうなれば洗い物も減って助かる。

60
夜間の授乳時、簡単にあげれるので楽だった。病院に通院のときも役に立った。簡単にあげられるので、夫にも頼みやすかった。液体ミルクがあると思うだけで安心で
き、精神的にとても助かった。

61 同時泣きをした際や、夜の授乳でひとりしかいない際に、液体ミルクを利用しとても助かりました。

62
双子を連れてお出かけする時の荷物の多さにびっくりしたが、液体ミルクを使うことでかなり荷物を減らせて外出のハードルが下がった。また、ミルクを作る時間すらもっ
たいないと思う時に注ぐだけで飲ませられて時短になり、休むことができるのでできればこれからも使いたい。

63
ただでさえ双子を連れての外出はとってもハードルが高いのですが、アイクレオ液体ミルクを常備したことで準備や荷物の軽減、誰でも簡単にできること、気持ち的な不
安も楽になったと思います。

64
液体ミルクが(しかも通常より安い)手元にある、と思えるだけでも精神的にだいぶ楽でした。多少待たせても大丈夫とは頭でわかっていても、実際に赤ちゃんふたりが
ギャン泣きしてる中普通のミルクを調乳して準備するのは結構ダメージが大きいのです。そんな時はあげるだけ、というのは非常にありがたかったです。

65 子供を待たせていると言う強迫観念から解き放されて精神的に楽になった。

66
双子のどちらもが同時にお腹が減ってギャン泣きされるとミルクを作る時間でさえ惜しいので、そのような時にも助かりました。
お出かけの時によく使うのですが、まず双子なので2人分ですし1回に200mlも飲むので4パックは必要なので今後も継続して欲しいです。

67
お出掛けが苦ではなくなった
準備がとても楽になった

68

とても楽で、荷物も減って助かりました。
紙パックで処分するのも楽でした。
これからも利用させていただします!

69
おでかけのときに持ち運ぶのにとても便利でした。ただ、自分は赤ちゃんを連れてあちこち外出はしなかったので、そんなに使う機会がなく、最後は賞味期限が迫ってき
た製品をおうちで使いました。でも、これが家に備蓄されていると、なにか災害があったときでも安心でよかったです。

70 夜間、枕元に置いておけば泣いてしまった時すぐにあげられるので安心できました。（集合住宅の為、夜間の泣き声には神経を使います…）

71 授乳の負担がすごく減りました。
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72
新生児頃はミルク間隔が短かったので、欲しい時すぐにミルクをあげられたので、体がしんどい時にはすごく有り難かったです。
自分は初産で双子だったから、今後の家族計画はないけど、あるなら絶対利用すると思います。

73
外出時にミルクの心配をしなくて良くなり、とてもありがたかった。ただでさえ双子で外出が億劫になりがちだが、液体ミルクがあればどこでもすぐに授乳できるので、外出
のハードルが下がったように感じた。

74
とても便利で良かったです。
ただ、子供が途中からアイクレオを拒否するようになってしまったのが残念でした。

75 持ち物が減って楽

76

毎日夜間の授乳の際はかならずこの液体ミルクを使っています。
キッチンが1階にあり、寝室が2階にあるのでわざわざミルクを作りにいかなくてもすぐにあげることができるので、大変重宝しております。
またパパも夜泣き対応をしてくれるようになったのも液体ミルクがあったからなので大変助かっております。
また双子なので夜間は4.5本使うこともあり、なくてはならないものとなっております。
お出かけの際もわざわざお湯とミルクを持ち歩かなくても液体ミルクと哺乳瓶を持っていけば楽なので常に持ち歩いております。

77 とても、便利で無くてはならない存在です!

78
しんどい時など、液体ミルクがあるから乗り越えられると思えました。
また、このように提供してくださったグリコさんに感謝!と共に、他のグリコ製品も購入しよう!と強く思いました。

79
夜のミルクが、とっても楽でした。
常温でいいので、お出かけでもすぐ使えるし、本当に便利です。

80 お出掛けのハードルが下がりました。

81 非常時用に購入しておきました。粉ミルクと違ってこれ一本あれば飲ませられるという安心感がとても頼もしかったです。

82 少しでも多く休むことができて良かった

83
お出かけ鞄の中に常に入れておき、ミルクのことを気にせず 出掛けれました。
お湯もビンもいらずコンパクトで大変重宝しました。
フォローアップバージョンのもあればいいのにと思いました。

84 主にお出かけの時に利用させてもらっております。冷ます必要が無い分スピーディに授乳が出来ました。

85

本当に本当に助かりました。サービス開始は双子が一歳になる少し前で、そろそろミルクも終わりの頃でしたがお出かけの時はもちろん、夜間授乳では温度を気にしな
くて良いので大変お世話になりました!ありがとうございました。
液体ミルクのおかげで時間の短縮だけでなく、寝る前や外出時の精神安定剤でした。産後すぐの気持ちも体力も落ち放題の時期に活用できるよう、サービスが継続
されることを願っています。

86
外出先での調乳がとても楽でした。
双子がギャン泣きする中出先で粉ミルクからお湯で溶かして...とするが大変だったので、本当に助けられました。
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87

身体的精神的金銭的な負担が軽減された。
多胎児支援が少ない中でこのような支援をしてくださってとても助かりました。
このサービスがなくなると聞いて、これからも多胎児が増えていく世の中になるのにとても残念ですし、心の底からの多胎児の支援ではないのかなーと悲しくなりました。
もううちの子には必要なさそうですが、これからのママさんにとって必要なサービスではないかと思っております。
母乳だけでは間に合わないですし、これからも女性が働ける環境が増えれば、ミルクは必須になります。これからの多胎児ママさんに是非ご支援お願いします!

88

万が一の備えに、常備してると安心。
完全ミルクなので、災害時の非常時に。
お出掛けが手軽になった。
家族にもしてもらいやすいので、預ける時とかにも温度調節の手間がなく注ぐだけなので、頼みやすい。

89
第一子の時に使用しておりました。
出先で子供がグズって焦っている時にすぐにあげられるので心の余裕も出来てとても重宝しました

90 上の子を寝かせてる間や外で1人ずつしか授乳できない時など、旦那さんや家族が液体ミルクを利用する事でとても助かりました

91
粉ミルクは調乳の際にどれくらいあげるかを調整するのも面倒でしたが、液体ミルクは飲ませた後にどれくらい残ったかを見れば飲んだ量が分かるので、あげた人と作った
人が違っても確認の手間がなく、ストレスがかなり減りました。

92 夜間などに焦って作って火傷をしたことがあったのでそういった心配がなくなりました。ミルクを作り慣れない主人にもとても重宝されました。

93 夜中や外出時にすぐに飲ませられるのでなくてはならないものです。ぜひぜひ継続してほしいです。双子育児には、ほんとに必要です。どうか宜しくお願いします!

94 荷物が減って楽になった

95

ミルクを冷ます時間がいらずに済んだので、泣いてる子供をまたすことなくあげることができて、とてもよかったです。
鞄に常備させてあるだけで、外出時の心強い味方でした。
ありがとございます。

96 準備が楽になった

97
金銭的にも負担が軽くなりました。
店頭で買うよりもかなり安くお譲りいただいたおかげでとても助かりました。
外出する時もアイクレオと哺乳瓶が有ればどこでも授乳できるので荷物も減ってよかったです。

98 夜、体が楽でした。外出先でもとても便利です。

99
お出掛け時の準備が楽だった。
お出掛け先での授乳が楽だった。
荷物が少なく済んだ。

100 冷たいと飲まなかった
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# 「アイクレオ液体ミルク」をお使いになって、あなた自身やご家族にどのような変化がありましたか?ぜひお聞かせください。

101
通院のときに隙間時間に飲ませなければならないことがあり、短い時間で準備できる液体ミルクは助かりました。
また、衛生面が確保しづらいようなシーン(車内など)でも液体ミルクなら安心してあげることができました。

102
元々、国産の液体ミルクが発売されると聞いていたのでとても気になって、すぐに利用させていただきました!
多胎児のミルクを与えることがこんなにも大変とは思っておらず、液体ミルクを使あることが本当にありがたかったです。
特別価格にしてもらえたこともあり、活用しやすく、子どもたちも飲みやすいようで、よく飲んでくれる姿を見て嬉しかったです。おかげで、無事に一歳を迎えました!

103
外出の際、授乳室を探したり、ミルク用の持ち物が嵩張ったりすることがなく、外出のハードルがぐんと下がりました。上にも子供がいるのですが、ミルクタイムを待っても
らう必要がなく上の子にあわせて動くことができます。

104 出かける時の荷物が減った。

105

ミルクの冷ます手間が省け、上げたい時に直ぐに飲ませられた事に、眠い時、身体がだるい、外出時、預ける時…何度も助けられました。少し大きくなって、ストローを
上手に使うようになってからは、曲がるストローをそのまま挿し、パックジュース同様に、そのままあげていました。哺乳瓶を洗う手間が省けたことも、ちょっとした事です
が、気持ちが楽になりました…多胎児価格の販売は５ヶ月ごろに、たまたま知り合った双子のママに教えていただき、初めて知りました。きっとそのママに出会わなけれ
ば原価で買い続けていて、毎月のミルク代で数万円かかっていたと思うので、コスト面でも支えられました。

106 主に旦那が液体ミルクを使っているのですが、双子の夜間授乳タイムは、眠気との戦いなので、さっとあげることができて、とても助かっています!

107 お出かけが苦じゃなくなりました

108 夜間はとてもお世話になりました。粉ミルクと違って入れるだけでオッケーで寝ながら作業できたので自分自身とても液体ミルクに救われました。

109 夏場の夜は楽です。ミルクを待たせずあげられるので大泣きさせる時間が少なく助かりました。

110 今、コロナ流行のため赤ちゃんの部屋や調乳用のお湯の提供を中止しているところが多く病院などもお湯がないので外出時のミルクにすごく助かりました。

111 外出が増えました。遠方の赤ちゃん専門店に行ったり、⾧めの散歩に出られるようになりました。

112
外出中にパパがミルクをあげるのを嫌がらないようになって、積極的に預かってくれるようになった。
夜の中途覚醒でミルクをあげるハードルが下がった

113 お出かけの際にミルクの説明が簡易的で母親の負担を軽減してくれました。

114

外出の際に今まで、哺乳瓶2本に粉ミルクを入れたものと湯を入れたポットと湯冷しを持っていっていました。アイクレオを買ってからは、空の哺乳瓶(洗ったばかりで濡
れていても大丈夫!)2本とアイクレオだけで済むので非常に助かっています。
このご時世、病院などで調乳するのも気を使っていたので、空中で注ぐだけで済む液体ミルクは助かりました。
また夜間授乳の際も、眠たい中、お湯を沸かしたり哺乳瓶のメモリを見たりするのは大変だったので、ストローさして(眠たいのでよく差し違えましたが)注ぐだけの液体ミ
ルクには大変助けられました。
このサービスは6月末で終了とのことですが、今後もこのようなサービスが利用できたら助かる多胎のご家庭は多いのではないかと思います。
大変お世話になりました。ありがとうございました。

115
1人は直母が出来ないため、病院へ行く時等の外出時に液体ミルクを必ず使っていました。お陰で2時間以上の外出でも心配もなく外出する事ができました。また、
もう1人が起きてしまうので夜間の授乳は暗い部屋の中で行わなければならず、粉ミルクでミルクを作るのがとても難しかったので、液体ミルクがあり大変助かりました。
何より、双子育児で朦朧としてる中、液体ミルクで授乳が楽になり救われました。ありがとうございました。
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# 「アイクレオ液体ミルク」をお使いになって、あなた自身やご家族にどのような変化がありましたか?ぜひお聞かせください。

116
夜の授乳を、他の人に頼みやすくなった。
また、お湯をわかせない場所へのお出かけも、しやすくなった。

117 いざという時に液体ミルクがあるという安心感を得ることが出来ました。また多胎育児を支援してくださる人がいるという事が嬉しかったです。

118
売れ切ればかりで買えたことがないです。
ずっと続けて欲しいです。

119
お出かけのハードルが少し下がる
哺乳瓶拒否のとき（生後5か月から今現在も）、イライラを少し減らせる
頑張らないと決めた日、ミルクだけでも楽できる

120 あまり好みではなかったようで飲みきることは少なかったが、粉ミルクと比較して手間は少なく済むので、外出先で待たせる時間が減ったことでストレスも減ったように思う

121 こども達のことを気にかけてくれるようになった。

122
病院や買い物に行った際、車内(コロナで外で授乳させたくない)で、旦那に1人分は任せて素早く飲ませられるのが良かった。3時間おきの授乳の時、液体ミルクと哺
乳瓶を持てば6時間は外出しても空腹で泣かないと思うと気が楽になった。

123

お出かけの時に主に使いました!
荷物が増えますが、液体ミルクだと荷物の削減になるのでとても助かりました。
また9ヶ月頃からはストロー飲みが上達し、そのまま飲ませることもありましたが、ストローの⾧さが足りないので、追加でストロー持参してました。
付属のストローでも飲み切れる⾧さに改良して頂けたら助かる方もいると思います!

124

10ヶ月の双子です。冬はわざわざ湯煎するのが少し面倒でしたが、今は常温がちょうどいいのでこれから夏のおでかけに大活躍しそうです!
双子なのでミルク作るのも2倍の手間がかかるっていうのは誰でも想像できると思いますが、私が辛いなと思うのがおでかけの準備中にダブル泣きされる事…。うるさい
泣き声の中にいると全然頭回らなくて、固形ミルク何個必要?熱湯と湯冷ましは?とか考えても頭ぐちゃぐちゃになってイライラするだけ。なので液体ミルクをポンポンっ
とカバンに入れるだけってのは本当に楽です!お陰でおでかけ準備もスムーズだし、出先で愚図られても哺乳瓶にジャーっと入れるだけですぐミルクあげられるので、お
でかけを楽しめるようになりました!

125
粉ミルクのときは出来上がるまで泣かせっぱなしで子供も私もストレスを感じていましたが、液体ミルクだとほしい時にすぐあげることができたので気持ちが楽になりまし
た。
大変お世話になりました。

126

妊娠中から知っていたので、出産後早速利用させていただきました。
とにかく手間がなく調乳できるので、低月齢の頃のまだ育児にも慣れていない時期、しかも勝手が分からない外出先の授乳室で、同時泣きを1人で対応しながらの
授乳。
哺乳瓶に入れ替えるだけなので、焦りながらも手早く準備出来るので本当に助かりました。

127

我が家は1歳を過ぎ、もうミルクは卒業なのですが、やはり多胎育児はたいへんなこで、このようなご支援は本当にありがたいです。
うちはほぼ完母でしたが、双子を預ける時など液体ミルクなので夫でも義母でも簡単に作れ、私の気持ち的にとても楽でした。
一時期双子1人の体重が停滞してしまい、病院からミルクを足すように指示がありましたが、簡単に用意ができるので、負担も少なく助かりました。
無事に停滞していた体重も戻りました。

もし、継続してご支援いただけるのならば、次の多胎家庭の支えになると思います。
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# 「アイクレオ液体ミルク」をお使いになって、あなた自身やご家族にどのような変化がありましたか?ぜひお聞かせください。

128 出かける準備がだいぶ楽になりました!荷物も少なくとも、身軽に出掛けられる様になりました。

129
誰でも手軽にあげやすい
店舗で買うと高いが、お手頃価格だったので頻繁に使いやすかった

130
簡単にミルクを使用できること。
グリコさんが、私達多胎児へ目を向けてくれていることが何よりも嬉しく感じた

131 外出したいと思うようになった。

132 外出時の負担が軽減されたと思います。

133 双子で夜間や哺乳瓶の用意からしなきゃいけない時、泣いてる時など、すぐにあげられるものがあると思うだけで気持ち的に安心できていました。

134 調乳の説明が入らなくなった。

135 完全ミルク育児だったのですが、お出掛けする時の荷物が格段に減ったしお湯を沸かせない場面でとても活躍しました。それにより身体的負担が減りました!

136

今まで液体ミルクを使用したことがなく、粉ミルクを溶かしたり、搾乳をしていた母乳を温めたりして使用していました。
液体ミルクは基本的に手間が全くないのがとてもありがたいので泣いている子供にすぐ飲ませることができたのが本当に良かった。
夜間は基本的に授乳で済ましていたが、月齢が大きくなるにつれて量が足りなくなっているように感じており、ミルクが追加で必要だと思うようになってきた時に使用しま
した。双子が一緒に起きるわけでもない中さっと授乳にプラスできたので本当に楽になりました。

137 我が子は冷たいと飲まなかったので、冬場は温めて飲ませてました。

138
ちょっとしたお出かけへのハードルが下がり、とてもありがたかったです。調乳セットを2人分持って出かけるのは本当にしんどいです。アイクレオのコンパクトさと手軽さに救
われました。

139 出かけ先でこどもが泣いていても、双子だと手が足りず泣いたままで人の目が気になるけど、液体ミルクだとすぐに飲ませられて便利だった。

140 外出でミルク作りが難しいとき、大変助かっております。

141 多胎児をおでかけに連れていくのは準備や持ち物も多く大変ですが、アイクレオのおかげで心理的にもお出かけに出やすかったです。

142 基本的には母乳育児でしたがちょっと出かけるときや体調が悪く家族があげるときはとても便利だと思う。

143
常温が嫌なのか最初食いつき悪くてなかなか飲まなくて何本か無駄になってしまいましたがそれでも諦めずに与え続けていると最近常温でも少しづつ飲む量が増えて
きました♬
お出かけの時に魔法瓶でお湯と水持っていくの大変だったのでだいぶ楽になりました!

144 タイミング良くスムーズ授乳できた
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# 「アイクレオ液体ミルク」をお使いになって、あなた自身やご家族にどのような変化がありましたか?ぜひお聞かせください。

145
準備までが早く、子供が泣いているにいつものように焦ることがなかった。
荷物も少なく、出先では、とても助かった。

146
外出の度にお湯の準備をし、冷ませる水道を探したり、冷ましてる間にお腹が空いて泣いてまたせてしまったりで、親子共々ミルクを飲み終えるとヘトヘトでしたが、そ
のまま飲ませられる液体ミルクでストレスフリー!外出が気軽にできて、助かっています!

147
とても便利でした。外出時は双子でただでさえ荷物が多いので、お湯とかを持たずに出かけられるので助かりました。
哺乳瓶とアイクレオを持って行けば良いので外出時の準備の手間も軽減できて助かりました。

148
お湯を持ち歩かなくて済むので荷物が減ったことと、湯を冷ます必要がないこと、紙パックなのでゴミとして捨てられることが手軽で便利でした。泣いてから授乳までが早
いので、子どもを待たせるストレスがなくなりました。

149 外出時や調乳が面倒なときなど、液体ミルクに頼れる!と思うと気が楽になった。

150 ミルクの準備をするのが億劫でなくなりました。

151
荷物が少なくすみ、公園などの出先でもさっとあげられるのが便利。
保存も常温でいいのでラクです。

152 お出かけのハードルが下がった。

153 ミルクをもってお出かけすることのハードルが下がった

154 同時泣きで、お湯を沸かしたりミルクをさましたりの時間がすごく⾧く感じていて、液体ミルクは哺乳瓶に移すだけなので、精神的にもかなり楽になれました。

155
双子で、さらに上にも2人子どもがおり、少しでも手をあけたいときに、液体ミルクがあって本当に助かりました。これまでありがとうございました。（ぜひ継続いただきたい
ところですが‥!）

156 簡単にミルクが用意でき、育児の手助けになった。

157 お出かけの荷物が減って楽になった

158
出かけるハードルが下がった。
双子の粉ミルク+熱湯+湯ざましではとても出かける気にならない。
災害時のストックとしても役立っている。

159
たまに来る母や義母にミルクをお願いする時に液体ミルクだと哺乳瓶に移すだけで簡単なので頼みやすかった。
外でお腹がすいて2人でギャン泣きするような状況でも液体ミルクだとすぐに飲ませられるのでとても助かった。

160 出かけるときにお湯の心配をせずに外出することができました。120ミリリットルという適切な量も紙パックという軽さも魅力でした。
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# 「アイクレオ液体ミルク」をお使いになって、あなた自身やご家族にどのような変化がありましたか?ぜひお聞かせください。

161
　粉ミルクだと、粉→熱湯→冷水で冷ますの順で行程があり二人分作るとなったら大変でした。特に夜中、二人同時に泣かれたときは心が折れました。
　この液体ミルクはそのままあげることができたので時間短縮になったので助かりました。
　お出掛けの際も哺乳瓶、粉ミルク、お湯、湯冷ましと荷物が多かったけど、液体ミルクと付属品の乳首を持ってくだけなので楽になりました。

162 すぐに手伝ってくれるのと準備の手間が省けるので自分の時間が作れます。

163
ミルク育児をしており、一日に7回以上調乳をしています。液体ミルクがあることで、少しでも睡眠を確保したい夜間や二人が同時泣きして少しでも早く飲ませたいとき
に活用でき、安心感に繋がってます。また利便性も高く、外出のハードルが少し下がりました。

164

哺乳瓶に移すだけで飲めるので、調乳の手間がなくて楽でした。主人も簡単だからと、休日は夜中の授乳も率先してやってくれました。（調乳もバッチリできる人です
が、それでも液体ミルクの便利さは主人も感心していました）

特に、昼間は実母や義母によく手伝ってもらっていたのですが、哺乳瓶の小さなメモリの数字が見づらくて調乳が大変そうだったけれど、液体ミルクを利用させてもらって
いた間は、哺乳瓶に移すだけだから簡単だと言っていました。（寒い時期は、少し温めました）
そして簡単だからこそ、「たまには気分転換に外出しておいで」と言ってもらえてとても嬉しかった記憶があります。おかげで、授乳の時間を気にせず外出することができ
ました。
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# 利用継続を望まれる方へ。江崎グリコさんへお声を届けますので、メッセージをどうぞ。

1

これまでとてもありがたい支援をありがとうございました。多胎妊娠前からこのキャンペーンのことは知っていてこういう形で支援をしてくださる企業があるのかと感銘を受け
ました。自身が双子を産んでからは常に順番にお世話の必要に迫られ(時には同時に)私の場合は上の子での育児経験がありますが、これが初産だったら産後うつに
なっていたと思います。３ヶ月間ではありますが、利用させていただき双子と２歳児を連れての外出のハードルを下げてくださったと思います。
双子を産んでから多胎児の虐待事件を思い出し、周りの支援が違ったら私にも他人事ではないと思うようになりました。今後も悲しい事件が起きるリスクを少しでも
減らすためにも支援の継続を検討していただけたらと思います。

2

何年多胎児出産が増加傾向にあります。全国的にも多胎児家庭への支援が拡がる中で、御社の事業はとても重要なものだと思います。

私の家庭自体も、この春三つ子が誕生し、早速利用させていただきました。

ぜひ、全国の多くの多胎児家庭へも御社のサービスが届けばと思います。

3

毎日アイクレオの液体ミルクを使わせていただいています。パッケージも紙なので捨てやすく、外出先からゴミを持ち帰るときにもスペースを取らず、本当に助かっていま
す。何よりもグリコさんが多胎児家庭の大変さに目を向けて支援してくださったことが嬉しく、アイクレオのピンクのパッケージを見るたびに、つらいことの多い多胎育児も
頑張ろうと思えました。
もうアイクレオの液体ミルクのない生活は考えられないので、多胎児支援キャンペーンが終わっても使い続けるとは思いますが、継続していただけたらこんなに嬉しいこと
はありません。

4

病院や、保育園でも必ずおすすめされる
アイクレオのミルクですが、
値段がやや高めなのが難点でした。
双子でなければこれを選べたのにーと
諦めてしまうことが多い中、子供の体に入るものは妥協も出来ないので、多胎児支援があるのは大変大変ありがたいです。

5

今回、多胎支援事業として格安で液体ミルクを販売してくれたこと、たまたま昨年タイミング良く双子を出産した身として非常にありがたく、数回利用させていただきま
した。混合でリズムが安定し、夜間授乳にミルクは使わなくなりましたが、今は外出時に使用しています。素晴らしくありがたい企画を、期間限定ではなくぜひともあとに
続く多胎児を持つ親御さんのために継続していただくことを強く熱望いたします。

液体ミルクも認知されてきているもののまだ高価で、育児にお金がかかるなかで日常的に利用できる人はまだ少ないと思います。
でも特に多胎児の育児はママの負担が増大で、お金を出してでも楽を買いたい人は多いです。
液体ミルクという形でほんの少しでも負担に感じる時間が減ったり、他の人の手が借りやすくなったり、なんなら「液体ミルクが家にある」ということが叶うだけで、心身とも
に少し休めて、楽になれると思います。

これからも江崎グリコさん推しでいきますので、どうか引き続き多胎児世帯への支援を止めないでいただけたらと思います。
どうかよろしくお願い致します。

6 うちの子はもう卒ミしましたが、ぜひ多胎家庭に支援を続けてほしいです。すごく助かりました!

7
我が家の双子はもう一歳になったのでお世話にはなりませんが、液体ミルクのお陰で生活がとても助けられました。
ただ双子なので何でも2倍かかることを考えるとこの支援がなければ液体ミルクを使い続けることは無理だったと思います。
これから産まれてくる多胎家庭のためにもこの支援を続けていただけると嬉しいです。

8 少し出掛けるだけでも持ち物などの準備と量が大変なので断念する事もありましたが、液体ミルクがあるととても助かりました。

9
このような商品、キャンペーンをしてくださり、本当に感謝しています。
我が家はお兄ちゃんと双子なのでなかなか外出もできず我慢させてばかりでしたが、液体ミルクと出会ってたくさん公園などへ出かけれるようになりました!ありがとうご
ざいます。

10 継続お願いします!
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11 双子のキャンペーンもっとやってください^ - ^

12 このような取り組みをしていただき本当に感謝しています。本当に助けられました。いち企業で続けられるには大変なことかと思いますが、継続してくれたら嬉しいです。

13
多胎の場合、全てのお金が一気に2倍
かかるので、このような取り組みをぜひ
今後とも続けていただきたいです。

14

子供が大きくなってしまったので、ミルクはもう使うことがないのですがまた使う機会があれば液体ミルクを使いたいと思います!

産まれてすぐに、多胎割引で購入することができたので本当に助かりました!!!3回くらい購入しましたよ(^^)

125ml以外にも200mlのも欲しいし、今後は自販機（公園や病院）にあればななんて思いました!

江崎グリコさんの活躍を今後も期待しております!!!

ありがとうございました!!

15 本当に助かりました。

16 双子家庭が増えて大変かと思いますがぜひ継続をお願いしたいです!わたしはもう授乳は終わりましたが応援しています!

17
一年間ありがとうございました。
とても助かりました。

18 多胎児はなにかとお金がかかるので、特別価格は本当に助かりました。

19
双子の母です。双子は、何をするにもお金は2倍…ちょうど出産したのが3月で多胎家庭支援価格での購入は1回だけでしたが、このキャンペーンを続けていただける
なら大変有り難いですし、また利用したいと思います。

20 今後も多胎児育児のスタートに寄り添っていただけると、たくさんの多胎児ちゃん、多胎児ママパパが救われると思います。そして、1年間ありがとうございました。

21 是非!継続お願い致します!

22
双子を混合で育てていましたが、お出かけ時の授乳セットが軽くなりとても助かりました。
もう妊娠出産の予定はないので私は利用する機会がなくなりますが、多胎家庭支援は絶対必要とする方がいるはずなのでぜひ続けてほしいです。

23 双子だと全てにおいて費用が倍のところ、とても助かる制度です!

24
粉ミルクに比べて液体ミルクは高いため気軽に手が出せません。双子というだけでお金がかかる、でも手もかかるのでお金をかけて解決したいというジレンマがあるなか
で少しでも安く液体ミルクが購入できるのは非常に助かります。

Ⓒ 2021 特定非営利活動法人つなげる



# 利用継続を望まれる方へ。江崎グリコさんへお声を届けますので、メッセージをどうぞ。

25
行政においても、多胎育児への支援はさほど手厚くありません。なので、民間の企業がサポートしてくださることが、とてもありがたく感じます。これからもご支援お願い致
します

26 とにかく双子はお金がかかります。服はおさがりで代用できますがミルクはそういうわけにはいかないので、少しでも家計が楽になれば嬉しいです

27 価格が安く、購入をためらわなくてすみました。ありがとうございます。多胎には必要なサービスだと思いますので今後ももよろしくお願いします。

28 是非継続をよろしくお願いします!

29

多胎児支援価格はとても助かっています
ありがとうございます
継続したいので支援価格がこのまま続くと
すごく嬉しいです

30 お出かけの際に大変助かりました。ありがとうございました。

31

うちの子は卒乳したので不要となりますがどれだけ液体ミルクに助けられたのかわかりません。うちは混合ミルクだったので金銭的負担はミルクのみよりは軽かったのです
がそれでもやはりミルク代は単純に二倍になるのですごくありがたいサービスでした。
知り合いの双子にも勧めました。
妊娠中の双子の友達もいるのでぜひぜひサービスの継続をお願いしたいです。

32
多胎支援を打ち出してくださったことそのものがまず嬉しかったです。多胎育児は人手も足りない、時間も足りない、お金も足りない…と足りないづくしなので、こういっ
たキャンペーンでそれらを補えることが助かります。

33
多胎育児はミルクオムツの消費が特に激しいです。ミルクに至っては子供の生命線であり欠かすことができないだけではなく、液体ですぐに授乳できるためママにとっても
欠かすことができないものです。お出かけ時の大量の荷物も軽減でき、今の生活には必須です。グリコさんのご支援があったからこそ、ここまでやってこられたので、ぜひ
とも継続していただきたいです。どうか宜しくお願いいたします。

34
双子のため、双子に多い疾患があり、ひとりが病院に通ったり入院になるともう1人も同じ行動をしなくてはいけないので液体ミルクがあると荷物も少なくて済むし、精
神的にも助かります。病院ではミルクを作る場所がないのでササっと哺乳瓶にいれてすぐのませられる液体ミルクは必須です!泣いても待たせることなく2人飲ませられ
て本当に楽でした。これから入院があるので、また利用したいですが、価格が結構高いので多胎児支援があると経済的にも助かります。

35
ぜひまた今後も継続をお願いしたいです。本当にこのキャンペーンは有難かった。不安な双子育児の中で、さっとあげることのできる液体ミルクが格安に買えたので、何
度も利用させてもらいました。二人の泣き声が聞こえると恐怖を感じることもあった中、お湯をきらしてると粉ミルクだと作るのに時間がかかるため液体ミルクで救われま
した。ぜひ、またお願いしたいです。

36
このような素敵な支援をいただいて、ありがとうございます。
はじめての子どもで、双子育児…バタバタして大変ですが、このように支援していただける企業様がいらっしゃることで誰かが応援してくれるんだな、誰かが助かてくれる
んだなと気持ちにゆとりができました。

37

小さく生まれてフォローアップ通院も多く、大学病院で待ち時間がトータル6時間くらいあるのですが、わざわざ遠い授乳室に行かなくても待ち合い室でさっとミルクが用
意できてあげられるのは、１人で連れていく私にとってとても助かっています。
また、公園等の外出時も二人分のミルクの用意はとてもかさばるので、液体ミルクだと半分くらいの量と重さで、とても助かります。特に紙パックなのが、軽くて処分しや
すくて良いです。薬局等で売っている通常の値段だと二人分はとても買えないので是非継続していただきたいな、と思います。
色々な使い方を試す中で、便利さをとても実感したので、今後生まれてくる多胎家庭にもお試し価格キャンペーンだけでもやっていただき、良さを知ってもらいたいで
す。ここまでても本当に助けられました。ありがとうございました。
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38
我が子たちはもうミルクを飲まなくなったので利用しませんが、これから生まれてくる双子三つ子のためにぜひ継続していただきたいです。低月齢の頃は親子共に24時
間ミルクと生きてるようなものなので少しでも精神的安定を与えられるのが液体ミルクだと思います。

39

私は2020/4月に双子を出産し、液体ミルクにとても助けられました。1歳を迎え液体ミルクは卒業ですがこれから産まれる赤ちゃん達のためにぜひ多胎支援の継続
をお願いします。
アイクレオの通販は注文から配送までもとっても早くてかなり助けて頂きました。普段遣いをしない方でもストックしておくだけで得られる安心感もあり、私自身単胎でも
多胎でもこれから出産予定の友人に液体ミルクの良さをアピールしています。本当にありがとうございました。

40

このキャンペーンをしてくださり、本当に本当にありがとうございました。普通に買うよりも半分以下で買えて、上の子たち(2人いて、当時4才と2才)の相手をしつつだ
と、直接母乳や搾乳機の使用が難しく、双子の授乳をたくさん助けてくれました。特に夜間授乳のツライ時期をたくさん支えてもらい、液体ミルクがなかったら心に余裕
なんて全然なかったでしょう。
育児に心の余裕は絶対必要です。夜間授乳以外でも日中疲れてるときは特に飲む量が増えているときは計量がめんどくさくなるので、今日は楽しちゃおうと気軽に
液体ミルクを使うことができました。
今離乳食前の双子を育ててるママ、今双子を妊娠中のママ、これからのママたちに液体ミルクをお財布に優しい値段で届けてください。
転売してる人も確かにいるかもしれません。でも、困っているママたちも確かにいます。
私は離乳食後期に入り、液体ミルクは備蓄程度になりましたが、このキャンペーンが終了予定と聞き、残念です。液体ミルクでお世話になった分、違う商品で江崎グ
リコを買い支えていきます!
どうか多胎育児を頑張っているママさんたちにこれからもこの素晴らしいキャンペーンを継続して下さい!

41 なかなか授乳のタイミングの合わない双子を連れて外出する際、調乳いらずの液体ミルクは救世主のような存在です。これからもご支援頂けると嬉しいです。

42
５月末に双子を出産しました。
今からがミルクの必要量のピークを迎えます。
一年に限るのでなく、赤ちゃんの月齢で区切るなどして継続してほしいです（生後⚪ヶ月までとか、初回申し込みから半年とか）

43
我が子はミルクを卒業したため、利用がなくなってしまいますが、我が家と同じようにこれから多胎児をもつご家庭も多胎児価格での提供であると気軽に液体ミルクを
利用でき、とても助かると思います。我が家では災害時用にも液体ミルクの購入をさせていただきました。多胎児には液体ミルクの助けが必要であると思います。少し
でも多胎児価格の提供を継続していただけると、多胎児育児のご家族の救いになると思います。

44 ストックや非常用などミルクが必要なときに心の支えになりました。ギャン泣きしていてどうしようもないときにも助けてもらえて嬉しかったです

45 お出かけする時もとても助かりました。気軽に出かけれました。ありがとうございます。

46

ありがとうございました。とても助かりました。経済的にも、精神的にも。
多胎育児は時間と人手が常に足りません。粉ミルクではなく、アイクレオ液体ミルクを普段使いしています。どうか多胎価格で続けていただけるとありがたいです。1歳に
なりほとんどミルクも卒業になりましたが、夜間は飲んでいます。
後から出産された同僚の双子ママにもこの支援をお教えすると、とても喜んでいました。これから産まれる多胎ベビーにも教えてあげたいです。

47

多胎育児をしている者にとって、同時授乳など一人ではなかなか対応できない問題がたくさんあります。液体ミルクがあることで、泣いている我が子に、より手早くミルク
を準備して与えることができました。また災害時の対策としても液体ミルクをストックできることが安心につながり、特に完全ミルクで育児をするにあたり必要不可欠と
なっていると思います。ただ、液体ミルクは便利な反面、コストが高く購入をためらう方がいるのも事実です。今回のように、特別価格で購入できることで、新規利用者
の獲得、少子化対策や増加傾向にある多胎児育児の支援として、とても大きな貢献を続けていただけることを希望いたします。宜しくお願いします。

48 双子育児はお金がかかりますし、母乳で賄えない方がほとんどだと思いますので継続していただけると嬉しいです。

49
夜間や外出時など、パッとあげられる液体ミルクに何度も助けられました!
本当にありがとうございます!!
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50
夜間授乳、外出時等とても助けになっております。
ありがとうございます

51
双子以上は本当にマンパワーが必要。
そんなとき、液体ミルクがあれば誰でもフォローできるしありがたいです❗

52
双子では一回の授乳に液体ミルク3本消費してしまいます。格安で購入できて本当に助かりました。今後も液体ミルクは利用しますが、費用負担が大きく気軽に利
用できません。今後も液体ミルク支援が続くことを心から願います。

53
現在生後3ヶ月で、そろそろ液体ミルクをたくさん購入しようと思っているところです。まだミルクが必要な場面は多くありますが、空間ミルクは高額で、２人分となるとさ
らに出費がかさみます。かといって出かける際に2人分のミルクセットを持ち歩くのは大変で…
安価で購入させていただければ、お出かけに限らず、夜間の授乳にも使えるしありがたいです。ぜひお願いします。

54
双子を育てていますが、ミルクの消費量がすごく、また外出の際も荷物が多い、かつ外出先でのミルクを飲ませる作業も大変なので、液体ミルクの特別価格は非常に
有難いです。今後も継続利用したいです。

55
サービス、とても助かっています。
ありがとうございます。
可能であれば、継続をお願いしたいです。

56 液体ミルクのおかげで気持ちに少し余裕ができました。半額でまとめ買いできて配達も早く、本当に助かりました。ありがとうございました。

57
母乳が全くでないため、最初からミルクのみを利用してます。液体ミルクは高いため購入がはばかれてましたが、特別支援価格で購入できることを知り早速購入したと
ころ、特に同時泣きで粉ミルクを作るのが大変なときや、夜間ひとりでお世話をするときに本当に助かっています。今はなくてはならないものになっています。双子の育
児は本当に本当に大変なので、この有難い取り組みを是非とも継続していただきたいです。よろしくお願いします。

58
双子を連れて外出する時や夜間授乳、また休みたい時や時間のない時など液体ミルクにかなり助けられています。かなりお安く提供していただいており、これからも使
いたいと思いますのでぜひ継続を検討頂ければと思います。

59
多胎児支援は本当にありがたいと思って利用させていただいていました。多胎児育児は肉体的、精神的、経済的どれをとっても大変で、この大変さは経験者でない
となかなか伝わらないのかもしれません。行政でもあまり支援が充実していないのもこのせいかもしれません。それでも必死に日々を乗り切っている多胎児家庭のサ
ポートを今後も継続いただけたらと思います。よろしくお願い致します。

60 多胎児の家族が大変だという認識を持っていただいているだけでもありがたいのに、特別価格で提供していただいて感謝しております。

61
お金も肉体も精神もすり減らして育児しています。
多胎児だと何かと制約も多く多胎児でよかったと言うサービスは皆無です。そんな中このサービスは真っ暗闇の中で育児をしていたときの一筋の光でした。
ありがとうございます。

62

自治体の多胎児家庭への支援が薄く、2歳の上の子を見ながら0歳の双子を育てている状況で、多胎児でなければと思うこともありましたが、江崎グリコさんの支援
を通して多胎児でよかったと感じています。液体ミルクの便利さもさることながら、多胎児家庭の大変さを想定されての特別価格での販売、その心意気に励まされて
おります。
次期にミルクは卒業となりますが、同じような境遇の方のためにもぜひ継続のほどよろしくお願い申し上げます。

63 素敵なサービスありがとうございました。
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64
双子の赤ちゃんを連れて病院に行ったり、夜中のミルク作りをするのは本当に大変です。また、災害への備えなども、二人分用意しなければならなくて色々心配なの
で、こうした液体ミルクの支援はとてもありがたいです。今後もご支援を継続してもらえると、とても助かります。

65
家にストックがあるだけで、安心感があり心に余裕ができます。
夜間、お出かけ時、お湯がなかった!等のハプニング時、何度も助けていただきました。
これからも是非お願いしたいです。

66
多胎児の育児は、身体的・精神的にも金銭的にもかなりの負担があります。今回液体ミルクを利用しやすくしていただき、大変助かりました。今後も、この活動をぜ
ひ継続していただきたいです。よろしくお願いします。

67 賞味期限が間近で廃棄する液体ミルクが出てくるなら、利用したい方に利用して欲しいと思います。

68
液体ミルクの特別価格を何度も利用させてもらいました。ミルク代がかさむなか、とても助かりました。液体ミルクがあれば外出時も安心で、私も精神的に楽になったと
思います。今後も大勢の多胎ママさんに利用してもらいたいので、ぜひ継続をお願いします。

69 もっとアピールした方がよい

70

今まで夜泣き対応で双子ということもあり、1日4.5本は使用しており、お出かけの際にも必ず持ち歩いております。この液体ミルクがあったおかげで、パパも夜泣き対
応をしてくれるようになり、私の負担が減り大変助かっております。
6月末で終了すると知り、残念でなりません。6月末までに追加で何個かストック購入しておこうとは思っておりますが、賞味期限もありますので、是非継続していただ
けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

71
お出かけの時にとても重宝しています!
いつもありがとうございます!

72

お安く提供していただきありがとうございました。2度ほど利用させてもらいましたが、日々、ミルクを作ることさえままならないところ、液体ミルクがあることで、心に少しの
余裕が生まれました!ありがとうございました!我が家はもうミルクを終了しましたが、これから産まれる多胎児のベビーちゃんのママ、パパの支えとなってほしいと強く感
じます。
我が家はこれからもグリコの製品をたくさん利用させていただきます^ ^

73
双子家庭は予想していた以上にミルクがすぐ無くなります。特別価格で支援していただけて、本当に助かりました、今後も産まれてくる双子家庭の為にぜひ引き続き
ご支援をお願い致します。

74
ミルク育児なので、経済的にも利便性でもとてもありがたいキャンペーンでした。賞味期限が近いものだけでなく、48本セットも購入しました。今後も継続してくださ
い!

75 多胎育児においてこんなにありがたい支援はないと思います。ぜひ今後もよろしくお願いします。

76
もし期限切れで廃棄しているようなら、もったいないですし、是非今の取り組みを続けて欲しいです。
ただでさえ出かける気になれない双子育児の中で、出かけるハードルが下がり、かなり助かりました!

77
双子を外に連れ出す度に液体ミルクを使用しております。粉を用意する必要かないので、手間がかからずスピーディに授乳が出来てすごく助かっています。まだミルクが
必要な月齢なので、このキャンペーンが6月で終わってしまうのが残念です。今後の多胎家族の為にも、今後もぜひご支援の程よろしくお願いいたします。
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78

このようなサービスを提供していただき本当にありがとうございました。
我が家の双子は無事にミルクを卒業して今後利用することはないのですが、これから双子ちゃんを迎えるご家族のために継続を希望します。このサービスに出会ったの
はそろそろミルク卒業の頃。新生児から出会っていれば、、と何度も思いました。液体ミルクは安価ではないので、二人分となるとやはり躊躇してしまいます。半額であ
れば、夜間や外出時だけでも。と思われる方も沢山いらっしゃると思います。毎日クタクタで、２時間寝られたらラッキーという過酷だった4ヶ月ごろまで。今思い出して
も涙が出るほど大変でした。そんな双子ママパパの少しの安らぎのため、どうかお願いします。

79

 私の場合運良く出産当初からこのサービスを利用させて頂けたため何度もお世話になりました。
今後産まれてくる双子さんとママ、パパのためにもぜひぜひまた再開して欲しいです!
よろしくお願い致します!
本当にありがとうございました。

80

私はこのミルクのおかげで身体的、精神的、金銭的な負担が軽減されました。ありがとうございます。

多胎児の育児は本当に大変です。
まだ支援が行き届いていない現状の中、このような支援はとても嬉しかったです。
以前はミルクを買う時、あまりアイクレオは視野に入れてませんでしたが、このような支援をしてくださる会社があると、今後も愛用したくなりますし、自然と探してしまいま
す。これからも多胎児が増えてこのようなサービスを利用したい人がたくさんいるはずです。どうか今後も継続してほしいです。

81

多胎妊娠、出産後、体への負担が大きく体調を崩し母乳が出なくなりました。
それで完全ミルクでの育児なので毎月のミルク代だけで2万円程かかってます。
かなりの出費なので、グリコさんの多胎家庭へのミルクの応援価格、本当に嬉しかったです。
それと同時に液体ミルクなので、災害時の備蓄ミルクとしても活用させて頂きました。購入するまでは、「何かあったらどうしよう」と精神的にも不安でしたが、その不安が
解消されました。
多胎児でミルク育児は少数派で、ミルクの必要な時期も短いものではありますが、赤ちゃんにとっては命のミルクです。本当に助かりました。

82
双子は費用と時間手間がかかるため液体ミルクはとても助かります。
不定期便がいつも売り切れているのでもう少し在庫を増やして欲しいです

83

双子育児といっても、2人だけではなく兄弟や姉妹がいる家庭では本当に大変で、授乳できないタイミングもあったり、元々母乳が出なかったり周りの助けが必要な時
が本当にたくさんあります
また一度にかかる出費も多いので、ミルクが半額の値段で購入できたのは大変助けられました
私の子供はもうすぐ1歳になるのでミルクは卒業しますが、今後私の周りに多児育児されている方や妊婦さんなどには勧めたいと思っていたので、継続していただけると
助かる人がたくさんいらっしゃると思います
コロナで大変な中ですがどうか検討よろしくお願いします

84

通常価格は手が出しにくく、どんなに体調が悪くてもつい我慢して安価な粉ミルクを作ってしまいます。ですが今回のキャンペーンでは低価格だったので、抵抗なくたくさ
ん使えました。
液体ミルクの手軽さはもちろんですが、とにかく低価格という安心できる気軽さによって、多胎育児では精神的な負荷がかなり減ります。
本当にお世話になり、ありがとうございました。
今後も多胎児世帯だけでなく、子育て世帯全体への支援をお願いしたいです。

85
双子育児をしています。現在生後1ヶ月です。 母乳育児をしていますが外出時や夜間授乳の時足りないことがあり液体ミルクアイクレオに助けられました。 ぜひぜひ
継続お願いしたいです。よろしくお願いします。

86 お出かけの時に便利です!2人分だとすぐにミルクも無くなるしお金もかかるので、大変ありがたかったです!

87
多胎児はお金がかかります。
是非継続して下さい。
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88 第3子が産まれた際も、是非利用させていただきたいと思ってます!

89 今125ccのパックしかないけれど、200ccとかあれば嬉しい

90 子供のミルクがおわってしまったんですが、本当に便利で使いやすかったので、ぜひこれから多胎育児される家庭に少しでも楽にできるよう継続していただきたいです。

91 多胎のベビーちゃんの子育てにはお金もたくさんかかります。私はこの企画で助けられました!他のママさんにも届いて欲しいので継続をお願いします!

92 とてもありがたいサービスです。今後も継続していただければありがたいです。

93

多胎児を育てて、完全ミルクにしました。
1人なら完母にしようと思ってた中、双子の時間を取る為にミルクを活用すると決めました。
月にミルク缶10缶消費で家計を圧迫する中、本当に素晴らしいサービスだなと思いました。

上の子を混合、完母で育てた身としてはミルクがこんなに重要だとは思いませんでした。
母乳に頼れないからこそ色々不安に思うこともたくさんあります。
震災もいつあるか分からない中、倍、ミルクを用意しておく大変さがあります。

是非これから出産される方の為に、今ミルク育児をされている方の為に是非利用させてあげて欲しいです。月2万円の出費は本当辛いです。

94 お手頃価格で利用出来て、災害用にもなるので便利だと思いますが期限が短かいのが価格になりました。

95
多胎児の家族に選択肢を与えて下さってありがとうございました。我が家ではアイクレオ液体ミルクが大変重宝しました。我が家は卒乳してしまいましたが、これから赤
ちゃんを迎える御家族に少しでも余裕が生まれるよう、優待の継続をご検討いただければ幸いです。

96
私のように、液体ミルクがあって良かった!と感じてもらえる人が一人でも多く増えていってほしいと思います。また、災害時にミルクしか飲めない子どもたちへの助けにな
ればと思います。

97 特別価格での支援、本当に助かります!!

98 特別価格これからも続けてください!お願いします!

99
お陰様で今はミルクを卒業し、離乳食をしっかり食べるようになりましたが…夜泣きが酷く続いた時は、フォローミルクを食後に飲ませています。フォローミルクに液体はあ
りませんが、多胎児向けにアイクレオと同じような販売があれば気持ちが助かります。

100
多胎育児は、本当に休む時間がない、当然出費も多いというのが正直なところです。今回、液体ミルクを特別価格で利用させていただけて、体力的にも金銭的にも
少し余裕がもてた気がします。また、誰でもミルクをあげられる(作らなくていい)という面でも、重宝しています。ぜひ、今後も利用を継続したいと思っています。よろしく
お願いします!

101

夜間の授乳は不規則に何度も起こされるなか、お湯を沸かしたり冷ます時間もいらない液体ミルクのおかげで多胎でも睡眠時間を確保できました。消費量も2倍、
荷物も2倍、不便さや心労は10倍くらいにもなるお出かけにも本当に助けられました。
どうか是非継続頂けますと救われます。
よろしくお願いします。
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102
液体ミルクはまだまだ金額が高いです。双子育児で一晩多くて4本使いました。
しかし、私自身この制度のおかげで心と身体が救われました。どうかこれからも継続していただけると沢山の親が救われると思います。

103 多胎児を抱えて、とても助かりました。今後もよろしくお願いします。

104
特別価格で提供してもらえることで、毎日の授乳が少しでも楽にできる時間を作れてそれだけでも気持ちの余裕を持って双子育児ができました。これからも支援がも
らえたらすごく助かります。

105
双子でベビーカーが大きく、外出時に授乳室に入れないことがあります。そんな時、ミルクをアイクレオさんにできて本当に助かりました。椅子やベンチがあればミルクを上
げられたので、外出の機会そのものも増えたと思います。ただでさえ荷物が倍なので、ミルクセットが小さくできたことも最高でした。利用継続を強く希望します。

106
定価だと高級でなかなか頻繁には使えないですが、特別価格でハードル低くたくさん活用させていただき、本当に助かりました。
とくに、パパが出張でいない間の夜間のミルクは本当に使う辛かったのが緩和されました

107 お手軽な値段での提供だったのでお試しにと思って気軽に使用できました。また、とても助かりました。ありがとうございました!

108

先程の欄にほとんど書いてしまいましたが、液体ミルクのおかげで夜間授乳や通院での外出が少し楽になりました。金銭的にも、ミルク代やオムツ代で10万円を超え
る出費になる中(最近、大手薬局では粉ミルクにクーポンが使えなくなりました)、通常よりも安く買うことができてとても助かりました。このサービスを利用できて大変助
かりました。ありがとうございました。
多胎育児は、散歩中に可愛いねと声をかけていただけたり嬉しいこともありますが、外出先で双子ベビーカーの大きさや同時泣きのどうしようもないときに辛いことを言
われたり、でも家にいると同時ギャン泣きで頭がおかしくなりそうで、ワンオペで子どもと一緒に大泣きしてしまったり、双子というだけで可哀想だとか年子より楽だねとか
嫌味を言われたり、単胎では考えられないようなことがたくさん起こります。この辛さは多胎育児を経験しなければきっとわからないことだと思いますが、グリコさんのように
多胎育児に寄り添ってくださる企業のおかげで、少しだけ心に余裕ができました。

109
液体ミルクがあるおかげで、大変な双子育児もなんとか乗り越える事ができています。毎日朦朧と育児をしている中、液体ミルクにかなり救われました。液体ミルクが
存在する事の有り難さをいつも感じています。今後も使用させて頂きますので、可能でしたら多胎支援を継続して頂けると、経済面でかなり助かります。よろしくお願
い致します!

110 多胎児+兄2人の母です。すごくありがたい取り組みでしたので、ぜひとも継続をお願いします。

111 助かる人が多くいる事業だと思います。ぜひ継続をお願いします。

112
双子育児にはとてもありがたいサービスだと思います。
一人で泣かれるだけでも大変なのに、二人で同時に泣かれてミルクを作る時間も大変です。
ぜひ続けてください。

113

一年間素敵な企画をありがとうございました!
我が家はとても助けられました。

我が家は離乳する気配がないので、もうしばらくお世話になれたら、平和が増えます。ご検討をお願いいたします。
またこれからもたくさん双子は生まれますので、これかりの双子家庭のためにも、この素敵な企画があるといいなと思います。
本当に首の皮一枚で平和を保つのが双子家庭だと思いますので、「少し楽になる」はとても大きな支援なのです。
よろしくお願いします!

Ⓒ 2021 特定非営利活動法人つなげる



# 利用継続を望まれる方へ。江崎グリコさんへお声を届けますので、メッセージをどうぞ。

114

我が家は2人目、3人目が双子でした。正直予想外で、真っ先に不安に思った事がやっぱりお金の事でした。
なんでも2倍だし、ベビーカーも抱っこ紐も上の子の時使ってた物は使えず高価な双子用に買い換えが必要だったりとにかくお金がかかる双子育児。
そんな中で液体ミルクが割引で変える支援がある事を知った時はすごく嬉しかったです!
もちろん金銭的にも助かりますが、授かりたくて狙ってできるもんじゃない双子を産むと決めて必死に育ててる私達に手を差し伸べてくれたんだという気持ちが嬉しかった
です。
今うちの双子は10ヶ月になりこれから更におでかけが楽しくなると思うし、これから液体ミルク大活躍!と思っていたらもう終了だなんて…。
年々双子が増えているという統計もありますしこれから先も是非支援を続けていただけたら嬉しいです!
でもまずはこれまでの1年間の支援に心から感謝致します!ありがとうございましたm(_ _ )m

115
液体ミルクのお陰で育児を楽しむ余裕が生まれました。
グリコさんの多胎児向けキャンペーンを知らなければ液体ミルクを使うきっかけも掴めなかったと思います。
本当に感謝しています。

116
ほぼ完ミなので、お安く提供していただけてとても助かっています。通常価格だと、液体ミルクを使うのを渋ったかもしれません。
我が家の双子は9ヶ月なので離乳も近いですが、これから出産される多胎妊婦さんのために、ぜひ継続をお願い致します。

117
Q8でも書きましたが、我が家ではミルク卒業となりましたが、これからも多胎家庭は増えていきますし、次の多胎家庭へも是非ご支援を頂けたらと思います。
このミルクがあるから、と気持ちが楽になる時は確かにありました。
本当にありがとうございました。

118
液体ミルクは多胎児家庭には、とても助かるアイテムです。
しかも、格安で買えるのは本当に家計が助かってます!ミルク代も２倍、少しでもまた家計が助かれば嬉しいです!

119
とても便利でありがたかった!
特に新生児期はミルクを作るのも時間に追われて大変だったので、手軽で使いやすかった

120

私の子供はもうすぐ2歳になるので、ミルクは卒業しました。
双子育児は単体もそうですがそれ以上に頼るところやわからないことばかりで(私は上の子が単体児で下が双子です。)孤立感がありましたが、グリコさんがこのような
企画をして下さったことが世の中に多胎に目を向けてくれる企業があると感じるだけで気持ちがあがりました。
今後もこのような活動があることは多胎児ママにとってはとても大きな活力になると思いますので今後も継続よろしくお願いします

121
双子を連れての外出は想像以上に大変で、病院通院も大荷物で一日かかりの大仕事です。車で移動できればまだいいですが、車移動できないとき、手軽に授乳
できる上に、少しでも荷物が減ることがとてもありがたい。価格の面から普段使いはできないけれど、特別価格にしていただいたことで、いざという場面で躊躇なく使える
のが大変ありがたかったです。ぜひ継続をお願いしたいです。

122
利用はしたいが費用の面で躊躇していたり、試してみたいと思っている多児家庭の方は多いはずです。これからも続けてもらえれば、液体ミルクの普及にもつながると
思います。

123
本当に!本当に!助かりました!!
液体ミルクの便利さはもちろん、多胎支援価格にしてくださって頻繁に利用する事ができました。
これから産まれてくる多胎児とご家族の為にぜひ継続してくださると嬉しいです。

124

多胎に関してフォーカスがまだまだ当たっていない中、この様な支援を頂いて本当にありがとうございます。
多胎育児を実際に行なっている中で歳の違う兄弟を持っている育児との1番の違いはミルクだと思っています。
オムツなどにかかるお金は多胎家庭でも兄弟がいる家庭でも同じような負担で済む中で、ミルクは確実に多胎育児家庭の方がお世話になることが多く、また家計の
負担になるものです。そんな中、お安くミルクを提供して頂き、さらにそれが液体ミルクという手間を軽減してもらうミルクであったことが本当に助かりました。私自身もこ
れからも購入し、使用していきたいと思っておりますので、今後も継続してご支援頂ければ助かります。
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125
利用させていただきました。
大変便利で、求めやすい価格だったのでとてもありがたかったです。

126

卒乳までの一年間、本当にお世話になりました!
支援センターへ行く、友達と買い物に行く、たったそれだけのことなのに多胎児がいるととてもハードルが高いです。
液体ミルクで手軽に、身軽にお出かけできてとても嬉しかったです。
多胎家庭への支援をグリコさんがしてくださっていることが励みになりましたし、何度も利用しました。
これからの多胎家庭への支援継続を心より希望します。
よろしくお願いします。

127
多胎児を連れてのお出かけは荷物が多いばかりではなく、お腹が空いて泣いているのをあやすのはとても大変です。液体ミルクであればすぐに飲ませられて便利です
が、粉ミルクと比べて高い。多胎児は安く購入できるというキャンペーンはとても助かりました。これからも継続していただけると嬉しいです。

128 双子育児のミルク代、オムツ代は大変出費がかさむので本当に助かっております。今後も引き続き継続して頂けると嬉しいです。

129
様々な育児用品が全て2倍かかり、経済的に負担が大きいなか、アイクレオを安く購入できたことは本当に助かりました。アイクレオはお出かけの際などに重宝していま
す。ぜひ多胎支援を継続していただけると、とても嬉しいです。

130
双子育児は何でも2倍なのでミルクを作る作業が減るだけでもかなり助かると思います。液体ミルクのほうがどうしても割高になってしまうのでサポートは本当にありがた
いです。私はもう卒乳しましたがこれからの多胎児家庭のためにもぜひ今後も続けていただけると嬉しいです。

131
本当に双子は大変で、育てていく事もとても大変で毎日一生懸命であっとゆーまに過ぎていきますが…お金も何でも倍かかります‼
アイクレオなんてお高いミルクなんて買えないと思ってました!
それが買えてとても嬉しいし、助かってます♬

132 引き続き支援していただけたらありがたいです。どうぞよろしくお願いします

133
定価だと、なかなか手が出なかったのですが、格安で購入出来て、試しに使う事も出来て、助かりました。
普段の粉ミルクも、アイクレオを飲ませているので、そこも安心して子供に飲ませる事が出来ました。

134
今回のキャンペーン、本当に助かりました!ミルクをそのままあげれることで、私の心に余裕ができ、双子との楽しい時間を過ごすことができています。双子で、何もかも
が倍の金額になり、色々と不安でしたが、半額にしていただき、気軽にお出かけが出来ることが、本当に幸せです!
これからも液体ミルク使わせていただきます♪

135
とても助かりました。双子というだけで外出がおっくうになってしまってましたが、便利で助かりました。紙パックなので、荷物が多くても軽くて、捨てやすくて良かったです。
特別価格で購入できたので、とても助かりました。継続してもらえると助かります。

136

双子育児をする農家です。母である私も作業を手伝っており、畑での利用がほとんどです。気軽に液体ミルクを試せたこともあり、泣いてから授乳までが素早くできる
ので、作業の中断時間も短く大変助かっています。

最近この制度を知ったばかりで、もう締め切りになってしまい大変残念に思っています。

、また、双子サークルに通っているので、これからの双子ママ達にも伝えていけたら素敵だなと思いますので、継続を熱望いたしております。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

137
上の子の保育園への送迎時や公園に行った時など、ちょっとしたお出かけにもさっと持っていけるのでとても助かっています。常温保存OKなのもありがたいです。
哺乳もさっとできるので、上の子達から目を離す時間もほとんどなく、これからも利用したいと思います。
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138
多胎であると、必要なものも2倍であり金銭的な負担が大きいが今回の取組を知り、多胎の大変さを理解してもらえていると感じた。また、液体ミルクがあることでお
出かけのハードルが下がった。多胎であるだけで出かけるのが億劫になるのにミルクの準備をして、重い荷物を持って…となると本当に大変で…
そんな中で液体ミルクは本当に貴重な物だと思う!

139
双子を連れてお出かけする際、ミルクを作る手間が省けると思うとお出かけのハードルが下がり大変重宝いたしました。2人分のミルク代は負担が大きいので、少しで
もお安く今後も提供していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

140

初めての育児での双子です。
液体ミルクには本当に助けられています。
日中はワンオペなので同時泣きされたりしたらパニックでしたが、液体ミルクがあることでサッと支度出来るので精神的にも負担が減りました。
お出かけの時も双子となるとかなりの大荷物…お出かけするのも苦痛になり出かけるのを控えてました。
でも液体ミルクのおかげでお出かけも楽しくなりました。
今回半額での販売に経済的にもかなり助けられました。本当にありがとうございました。
できれば続けていただけるとありがたいです。どうぞ、よろしくお願いします。

141 液体ミルク、これまで本当に助かりました。ぜひ継続をお願いいたします!!!

142
双子の子育て中です。
ミルクの消費がとても多いので、とても助かっています。
今後も継続して頂けると助かります。

143

いつもありがとうございます。
双子育児で液体ミルクはとても役立ちます。
多胎児の子育てをはじめ授乳の負担は、身体的にも経済的にも単胎児の比ではありません。(上に単胎児がいるのでその違いはよく分かっております)
定価ではなかなか手が出しにくいため、これからも特別価格での提供をしてくださると助かります。
アイクレオは普段から利用しているので、出先や災害時でも慣れた味の液体ミルクを使えるのはとても助かります。

144

利用する方がグリコさんが思っていたより少なくて、思ってたんと違うってなってると聞きました。
これからコロナが落ち着いて外出が増えてくると思うし、多胎児はどうしても病院行く回数が多くなって負担なので、必要と感じている人や無いと困る!でも液体ミルク
高いし2人分となるとなかなか手が出せない人も多いと思います。
私自身、液体ミルクは無くてはならないもので、それを格安で購入させていただいてとても助かりました。
これから双子を出産する方も、そんな支援があるなら利用したいけど、出産前では購入できず生まれてからだともう支援終わるみたい...と残念な声も聞きました。
是非、継続して下さるとありがたいです。

145
双子育児はやはり量が必要です。単胎の場合より一度に倍以上のお金がかかります。ミルクという生活必需品をこれからも安価で提供していただけることを心より希
望いたします。

146

液体ミルクで多胎支援をしてくださって、本当にありがとうございます。多胎家庭に目を向けてくださったことがすごく嬉しかったです。

この液体ミルクの支援が始まった時、わが家の双子は８ヶ月でほとんど液体ミルクに慣れていない状態でした。そのため、何度かあげてみたのですがアイクレオに限らず
液体ミルクを飲んでくれないことが多かったです。
粉ミルクの銘柄で飲む飲まないは無かったので、出産直後から飲ませていたら慣れて飲んでくれたんじゃないかなと思います。
(出産直後から液体ミルクを飲ませなかったのは、価格が高かったからです)

わが家はもう離乳食も完了に近づきミルクも卒業していますが、これから多胎児が産まれるご家庭には必ず必要とされるはずです。心強い支援だと思います。
マイノリティ家庭の支援で江崎グリコさんにメリットがそんなに無いとは思うのですが、どうかこの支援を継続して頂けたら嬉しく思います。

147
双子のためご飯を食べる時間も寝る時間も無いのですが本当にこちらがあって助かりました。お出かけでも熱湯と湯ざましを持ち歩かなくてもいいので荷物が軽くなりま
した。今後も利用したいです。ありがとうございます!(^^)

Ⓒ 2021 特定非営利活動法人つなげる



# 利用継続を望まれる方へ。江崎グリコさんへお声を届けますので、メッセージをどうぞ。

148

いつも活用させていただいております。ありがとうございます。
母乳が出ず、ミルク育児しているため、１日の調乳回数が多いなか、少しでも睡眠を確保したい夜間や二人が同時泣きして急いでいる時に活用させていただいてい
ます。また、なかなか二人連れて外出するのはエネルギーがいるのですが、どこでも飲ませることのできる液体ミルクがあることで、少し外出のハードルも下がりました。
利便性は高いものの粉ミルクに対してコスパが悪いのがネックでしたが、グリコさんの支援のお陰で購入しやすくなり、液体ミルクの使用頻度も高くなりました。
多胎育児は経済的な負担が大きく感じることが多々あるため、このようなご支援は非常にありがたいです。ぜひ継続いただけると幸いです!

149

多胎育児であたふたしていた時に、とてもありがたい制度でした。
助けていただき、本当にありがとうございました。
栄養面で不安もありましたので、我が家の双子は一歳を少しすぎるくらいまで申し込みをして飲んでいました（⾧期間すみません。現在はフォローアップミルクで、アイ
クレオ青缶を愛用しています）。

育児は、単胎でももちろん大変なことは承知ですが、それ以上に多胎児は世話する側の気力も体力も多く使います。
今回のミルク支援にとても助けていただいた私としては、今もなおがんばっている多胎家庭への支援をぜひ継続していただけると嬉しいです。
そして、もし継続していただけるのであれば、自治体へも宣伝していただけると嬉しいです。自治体の母子手帳交付の際に、多胎家庭へのお知らせに一言でもあれ
ば、更に助かる家庭は多くなると思いました。
私の場合はこの活動をインスタで知りましたが、それもたまたま知ったので、普通に生活している中では気づきにくい制度だと思ったからです。
世間に発表しすぎても、不届き者が出るといけませんので難しい問題だと思いますが…。
継続のご検討宜しくお願い致します。
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