
先生の負担軽減と保護者の利便性向上をサポートする

保育園／幼稚園／学童向け ICT システム

ICT活用で
園の運営が変わる

保
育
園
／
幼
稚園

／学童向けICT
シ
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ム
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コドモンは、多くの先生の負担となっている帳票の作成や記録、報告業務をICTによって効率化することで、

子どもと向き合う時間や心理的なゆとりを増やすことを目指した保育支援サービスです。

現場での使いやすさを第一に考え、操作はとっても簡単で誰でもスムーズに運用頂けます。

保護者には専用アプリを配布することで、欠席連絡や連絡帳など、園とのコミュニケーションを円滑に行うことが出来ます。

コドモンを通して保育士のオーバーワーク解決のその先にある、次世代を担う子どもたちへの豊かな保育環境の実現を目指していきます。

すべての先生に、
子どもたちと向き合うための時間と心のゆとりを。

登降園管理
請求書発行

指導案
日誌作成

保護者
コミュニケーション

保育園運営に役立つ機能を「ひとまとめ」に

保護者
にとって

保護者専用アプリで、保育園の利用がもっと便利に

専用アプリを使うことで、出欠や遅刻の連絡をワンタッチ申請出来たり、
園からの連絡帳やプリントを一括確認出来るなど、日々の園利用における利便性が高まります。
また、我が子の成長の軌跡をいつでも手軽に見る事ができ、園への安心感・満足度の向上に繋がります。

保育士
にとって

園経営
にとって

業務効率化によって残業が減り、保育業務の時間を確保できます。

業務ミスが減ると同時に、労働環境の改善で離職率の低減が期待できます。

月案週案や日誌、連絡帳などを作成する時間が大幅に短縮される事で、
保育士のES（従業員満足度）改善に繋がり、長期就労が促進されます。
また、より子どもと向き合う時間を増えることで、保育の品質向上に繋がります。

保育士の長期就労化によって採用／研修コストの削減や組織風土の改善に繋がります。また、監査や請求業
務を始めとした事務業務が自動化・効率化することより、人為的なミスが減り、これまで時間を取られていた
チェックや確認の手間やコストが大幅に削減されます。

職員シフト管理／出勤管理／職員間チャット／連絡帳作成／写真販売／保護者アン
ケート取得／午睡チェック・排便・検温／園児管理／児童票作成／発達経過記録作
成／身長体重頭囲胸囲測定／年間行事予定作成／ヒヤリハット・事故報告書作成

欠席・遅刻受付
連絡帳／緊急連絡等

月案／週案／日案／
個人案／クラス日誌
／個人日誌等
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「こんなことができたらいいのに」を一つ一つ形にしました。

このような日々の悩みを解決します

混雑しがちな登園時間にかかってくる遅刻・
欠席の電話連絡に対処できない

日常で感じる「不便」や「手間」を削減すること
で、保育士の労働環境を改善し、保育士のワー
ク・ライフ・バランスの実現および保育園経営
の維持・安定化に貢献します。
また、それにより現代の社会問題となっている
待機児童の解消、女性の社会進出の促進に
向け取り組んでまいります。

MILK

登園時間帯の
保護者からの電話連絡

電卓片手に時間がかかる上、
ミスも多くチェックするのも一苦労。

毎月手計算の
登降園記録や延長保育計算

栄養士や看護師にも園児の日々の
健康状態を事前に共有したい

園児情報を
園内で共有したい

近くの印刷屋経由だとデータの
やり取りや販売管理に手間がかかる

毎回手間のかかる
写真販売

手間ひまかけて印刷して配っても、
紛失されたり、 確認されなかったり

保護者へ渡す
書類の山…

コドモ
ンなら

、登園
管理も

延長保
育もす

べて自
動化

コドモンなら、充実した園児管理機能で各園児の情報をいつでも共有。
もちろんセキュリティは万全

コドモンなら、写真を撮って

アップロードするだけで、

すぐに写真販売を開始できます。

コドモ
ンなら

、保護
者から

の

連絡は
アプリ

上で自
動受付

。

職員宛
てにメ

ールで
通知が

来るの
で

確認漏
れはあ

りませ
ん。

コドモンなら、保護者連絡は

アプリで簡単配信
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「簡単」である事を第一優先にしたサービスです。

PC操作が苦手な職員でも安心

機能は盛り沢山だけれど、操作が複雑で現場では誰も使えない、

そのようなシステムは無意味であることを私達は知っています。

コドモンは、「簡単」であることを第一に考え、現場の保育士がストレス無く導入頂ける工夫を行っています。

各画面はシンプルに構成されており、
何処をクリックすればいいのか、次に何
をすればいいのか？が直感的にわかる
ようになっております。

シンプルな
操作画面

iPadをはじめとしたタブレット端末に対
応していますので、場所を選ばずどこで
も入力や情報の確認を行うことが出来
ます。

タブレット
端末対応

ご不明な点は専任スタッフにお尋ね下
さい。電話やメールで丁寧にご説明さ
せていただきます。

安心の
サポート体制

例えば登降園管理はここまで簡単に！

保護者が
ICカードで打刻

日別/園児別に
自動的に集計

延長保育計算も
自動算出
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登降園時間の記録も
請求書発行も全自動で

登降園/保育料計算/請求管理
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選べる３つの導入モデル

最もシンプルな登降園＆請求管理システム

ICカード・QRコード・画面タッチなどあらゆる方法による打刻に対応。登園／降園時刻は打刻と同時にクラウド上に記録され、修正も簡単に行うことが出来ます。

出席簿の自動生成はもちろんの事、職員が集計作業をすることなく、延長保育などの時間計算を正確に、簡単に算出することが出来ます。

（入退室管理用に、タブレット端末のiPad用アプリとWindows用アプリをご用意しております）

記録・集計の自動化により、これまで転記・手書き・手
計算によるシフト計算や保育料の計算において発生
しがちな、人為的ミスを大幅に減らす事が出来ます。

1 自動集計・計算でミスなし

子ども・子育て支援新制度に対応した延長保育
計算をサポートします。

2 延長保育計算をサポート

コドモンの口座振替代行サービスをご利用いただ
くと、管理画面上で毎月の保護者請求額を確定い
ただくだけで、自動で口座振替が実施されます

3 口座振替処理も自動対応

FeliCa・MIFARE・NFC規格（EdyやSuica等で
代用可）のカードやQRコードを使ってタッチで登園
/降園を打刻する事ができます。

4 ICカード・QRコード対応

タブレット端末があれば、タッチパネルを使っての打
刻も行うことが出来ます。

5 タッチパネル対応

データはすべてクラウド上に保存されますので、PC
やUSBカードでデータを管理する必要はありません。

6 クラウドにデータ蓄積

保護者専用のマイページからWeb経由で欠席/遅
刻連絡を受け付ける事が出来ます。

7 保護者から欠席/遅刻の事前受付

複数園展開の事業者様に、園を横断して管理で
きる本部機能をご提供いたします。

8 複数園の管理にも対応

園児の登降園だけではなく、シフトと連動した職員
の勤怠管理システムとしてもご活用いただけます。

9 職員の勤怠管理もこれ一本

保育料計算 請求書発行 口座振替 入金管理 保育園の事務処理が大幅に軽減

登降園時間の
記録・蓄積

保育料計算
請求書出力
口座振替
入金管理

シフト管理と連動した
職員の勤怠管理
としても

シンプルな運用を実現する９つの特徴

Windowsモデル

タッチパネル打刻

カード打刻

Model  02

Androidモデル

タッチパネル打刻

Model  03

iPadモデル

タッチパネル打刻

Model  01

カード打刻

※Android版はブラウザを使った簡易的な打刻機能の提供となり、
iPad/Windows版での運用をオススメしております。
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2

帳票作成の効率を高め、
園児と向き合う時間を1秒でも長く

指導案・帳票作成
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指導案作成を始め、各種業務負担を軽減

保育士／事務による帳票作成時間の短縮はもちろん、監査資料作成も効率化します。

連絡帳作成

毎日の連絡帳を、PCやアプリから
作成し、保護者用アプリ向けに配
信する事ができます。検温・午睡・
排便・食事の情報などは、自動挿
入され、文字の代わりに写真など
を添付することで、連絡帳の作成
効率が大幅に向上します。

連絡帳

指導案作成

全体的な計画・年間指導計画・月
案・週案・日案といった各種指導計
画の作成を行うことが出来ます。過
去の計画内容を参照したり、計画
間で重複する項目については一括
で管理できるなど、入力の手間を最
小限に抑えることが出来ます。

日誌他あらゆる帳票の作成

保育日誌や保育要録、児童票、事
故報告書やヒヤリハット報告書、な
ど、園内のあらゆる報告書の作成を
行うことが出来ます。
また、各帳票はこれまで園で使い慣
れたレイアウトをそのまま再現し、お
使いいただくことが出来ます。

便利な承認機能

クラス担任が作成した帳票は、コドモ
ン上で、確認申請がなされ、主任や
園長といった承認担当者によって承
認／差し戻しを行うことが出来ます。

シフト管理

園児数に基づいた保育士の配置人
数を自動計算し、法令を遵守しながら
最適なシフトを１分単位で正確に組
むことができます。「園児情報」と「保
育者情報」を入力すると自動的に、
人員配置を計算して、シフトを作成し
ます。

検温・午睡・排便・食事チェック

日々の様々なチェック（検温・午
睡・排便・食事・身長・体重
チェックなど）をアプリを使ってリ
アルタイムに測定することができ
ます。測定結果は監査用に印刷
できます。

保育日誌月案

全体的な計画

週案

年間指導計画

日案

ヒヤリハット報告

事故報告書

保育要録

各種指導案や日誌、連絡帳といった帳票や書き物業務は現場の職員にとって負担になりがちです。

過去の入力履歴からのコピー機能や、3,000以上の収録文例、他帳票との自動連動機能などを効果的に活用することで、

帳票作成の生産性を高め、持ち帰り業務や保育士の疲弊を解消します。

◯月度シフト表
中 中
中 中

遅
早休 早

早 中 遅休 早
中 中 遅休 早

早 早

Support 0
1

Support 0
2

Support 0
3

Support 0
4

Support 0
5

Support 0
6
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余分な確認作業や電話が減り、
保護者との連絡がよりスマートに　

保護者連絡
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園と保護者間の様々な連絡を1本でつなぎます

欠席・遅刻受付
保護者からの連絡をスムーズに

保護者は電話する事なく、マイページから
欠席や遅刻の連絡を行えます。園側でも
朝の忙しい時間帯で
の受付業務がなくなる
ため、保育士の負担が
低減します。

※PC版もご用意しております。※PC版もご用意しております。

保護者専用アプリ
園からの情報をいつでもどこでもまとめて確認できる専用アプリ

便利！

お便り配信
大量の配布物をペーパレス化

クラス毎や保護者
一人ひとりに対し
簡単にお便りをを
送信することが出
来ます。

緊急連絡
災害時の確実な伝達手段

不審者情報や災害情報等など、保護者に対する緊
急連絡を即時に送信することが出来ます。連絡は保
護者のメールアドレスはもちろん、スマートフォンの「通
知機能」を使って着実に送信するこ
とができるため、保護者の確認漏れ
を最小限にすることが出来ます。

行事予定表
行事・イベントの告知

年間の行事予定を
年次やクラスごと
に配信することが
出来ます。

アンケート取得
各種調査やイベント出欠など

お子様が好きな遊びや、園
に取り入れたいものなど、
保護者に対してアンケート
を実施することができます。
満足度向上に繋がります。

資料室
申請書などの各種フォーマット配布

園便りや献立、その他
園からの配布資料をマ
イページ内で配信するこ
とが出来ます。保護者に
とって紛失や、確認漏れ
のリスクが低減します。
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写真販売が
「面倒」から「楽しい」に

写真販売・印刷代行
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「撮ってアップロードするだけ」の簡単写真販売

コドモンから園への写真販売は業界最安値。園か
ら保護者への販売価格に制限は設けておりませ
んので、自由な価格で販売頂けます。

■ 業界最安の印刷価格

保護者マイページで写真を期限付きで公開・販売
できるので、毎回パスワードの発行などの手間は発
生しません。

■ 保護者専用アプリでラクラク販売

アップロードできるデータ容量に制限はございませ
んので、撮影した分だけアップロード頂くことが出
来ます。

■ 展示枚数の制限なし

インターネットセキュリティ対策は万全、ID・アクセ
スコードでページの閲覧を保護します。掲載期間以
外はアクセス不可、ネットカフェ・共用パソコンでの
利用を考慮し、入力履歴・画像データをパソコンの
中に残しません、もちろん画像のコピー・印刷はで
きません。

■ 高いセキュリティ

入園式や運動会など、節目のイベントにプロのカメ
ラマンをご紹介することができます。写真の販売価
格はカメラマンを使用した場合のみ変更出来るた
め、経費に応じた価格設定を行うことが出来ます。

■ カメラマンのご紹介も可能

出来上がりのお写真は注文データをお預かりして
から最短2日でお届けできます。 個人宅毎もしくは
園毎に、集計・プリント・袋詰めを行います。写真の
間違いを極力減らすチェック体制で作業を行って
おります。

■ 最短2日で配送

職員の皆様が撮影したお写真について、
 展示 ・ 販売 ・ 写真の仕分け ・ 発送 ・ 代金回収 の全てを代行。
先生の手間とコストが削減されます。

販売も印刷も配送もすべてお任せ。
撮った写真をアップロードするだけで完了です

宅配

PHOTO

写真データ
の管理

プリント 仕分け 配送 代金回収

展示見本
作成

販売 集計

サービスの特徴
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1.暗号化による安心のデータ通信

3.アクセス権設定

2.IPアドレス制限

4.データはすべて国内のデータセンターで安全に管理

コドモンでは個人情報の登録や送受信をする際、SSL（Secure Socket Layer）を利用しております。SSLと
は、証明書認証局からウェブサーバー向けに発行されるデジタル証明書の一種であり、インターネットを通じた
サーバとブラウザの二者間通信を
外部の危険から保護する目的で開
発されました。このSSLによるセキュ
リティー強化により、ウェブサイト
（WEBサーバー）からの発信データ
改ざんの防止や、 ユーザー（ブラウ
ザ）の入力・送信データの暗号化に
よる内容の保護を実現しておりま
す。 安心してご利用いただけるシス
テムです。

コドモンをより安全にご利用頂くために実施しているセキュリティ対策についてご紹介します。

情報を暗号化したり、園外からのアクセスを拒否したりといった様々な取り組みを行っております。

株式会社コドモンは情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の
認証基準である「JIS Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013) 」を取得
しています。「ISO 27001」は、情報セキュリティ管理に対する国際水準の
第三者適合性評価制度です。

SSL暗号化

コドモンシステム

保護者 職員

不正アクセス
××

パスワード
保護

パスワード
保護

コドモンシステム

本部

それぞれに閲覧や編集ができる項目を制限

園長 主任 保育士

園児情報 監査書類 登降園データ 園児写真

×
×

×
×

コドモンシステム
予め許可した
特定のIPアドレス

許可していない
IPアドレス

××

許可するIP
アドレスを
登録

119.×××.××.××
119.×××.××.××
119.×××.××.××
119.×××.××.××
119.×××.××.××

119.×××.××.××

116.×××.××.××

大切な保護者や園の個人情報を守るために

コドモンのセキュリティ対策について

コドモンにはさまざまなデータや情報が登録されます。園児や保護者の個人情報を始め、監査用の書類や登
園／降園情報など。登録されたデータが全ての職員に閲覧されてしまっては、全職員に公開できる情報しか
登録できません。
これでは、情報共有として不十分で
す。 情報共有を円滑に行うために、
コドモンでは、アクセス権を設定する
ことができます。具体的には、「本
部」「園長」「主任」「一般保育士」
で、それぞれに閲覧や編集ができる
データ項目に制限をかけることが出
来るため適切に情報を管理すること
ができます。

一般にコドモンのようなASPサービスは、インターネットに繋がる環境さえあれば、どこからでも利用できるという
特徴があります。今までは、この利便性が注目されてきましたが、今日では個人情報などの漏洩が取り上げられ
るようになり、ASPを利用することにセキュリティ面で不安を感じるお客様が出てきています。
ですが、コドモンでは、利用者が接続
できるIPアドレスを制限できます。固
定IPアドレスを取得していることが
前提となりますが、この機能を利用
することで、職員の個人携帯／PC
や外部の情報端末からの利用を防
ぎ、園の中など特定の場所からしか
コドモンを利用できないよう制限する
ことができます。

コドモンは世界で最も信頼性の高いAmazon Web Services( 以降、AWS ) を採用し、お客様へサービス
の提供をしております。日本国内でも多数の企業がAWSを利用しユーザサービスの要としております。
AWS は多くの第三者認証を取得
しており、信頼性の高い各種の認
証、認定を多数受けており、データ
センターとして信頼度の高い環境で
す。
また、コドモンでは万が一のデータ破
損／消失時のリスクを防ぐため、1日
に複数回サーバー上の全てのデー
タをバックアップし安全に保管して
おります。
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導 入

本格的に運用を開始します。導入準備～
運用に至るまで丁寧にサポートいたします。

無料試用

最大45日の無料のテスト運用を頂き、運
用イメージを固めていただきます。

ご利用料金について

お電話やメールフォームでご相談ください。
《お電話でのご相談はこちら》

050-3503-5105

お問合せ ご案内

現状の運営状況をお伺いさせて頂きなが
ら、導入方針やスケジュールの作成を行
います。

ご利用までの流れ

基本サービス利用料

円/月
（税別）

月額
タブレット端末を使った登
降園及び勤怠管理機能

貴園の状況に応じて必要な機能をお選び下さいコドモンの基本機能のご利用に関する料金です。

※写真販売のみご利用の方は基本サービス利用料は頂戴しておりません。※写真販売のみご利用の方は基本サービス利用料は頂戴しておりません。

※基本サービス利用料には、電話等による操作サポートサービスも含みます。※基本サービス利用料には、電話等による操作サポートサービスも含みます。

5,000 +

オプション機能

指導案や各種帳票の作成・管
理機能

月額

円/月
（税別）5,000
円/月
（税別）月額 ３,０00

保育料計算機能付の場合・・・

連絡帳

欠席・遅刻受付

アンケート 緊急連絡

写真販売

園児台帳

行事予定表 資料室

指導案/帳票作成

登降園/勤怠管理機能

円/月
（税別）5,０00

保護者専用アプリ 午睡チェックなど

お問い合わせ頂いたその日からご利用頂けます。

園児数から職員のシフトを
作成&勤怠時間と予実管理

月額
シフト管理機能

円/月
（税別）３,０00

１ 2 3 4

レシピ集の提供・献立作成支
援・発注書作成・帳票作成

月額
献立管理機能

円/月
（税別）5,０00

TEL

専用オペレーターからのご案内の他、お客様ご自身がWeb上から5分でお申し込みいただく事も可能です。

※他にも便利なオプション機能を多数ご用意しております。詳細はお問合せください。
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開発及び販売元

す べての先 生に、
子どもたちと向き合うための時 間と心ゆとりを。

代理店記入欄

【新規導入専用窓口】 Tel: 050-3503-5105


