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hugmo がお届けする 子育て応援システム

園と家庭のコミュニケーションアプリ

ハグノート

保護者連絡を
まるごとオンライン化

導入事例

ご利用料金

今までは緊急連絡網を回しても、 どの
家庭まで回っているのか把握ができて
いませんでしたが、 hugnote の導入
で保護者にボタン 1 つで一斉に連絡が
できるようになりました。

職員の多くはスマホ世代なので、 一度導入してしまえば
スムーズに利用できました。
写真が入るというのもメリットです。 保護者が幼稚園の
部屋の中を見る機会は少ないので、 保育の場をリアルに
お届けできる点が良いと思います。

緊急連絡がボタン 1 つでスムーズに

保護者からの反応が職員のモチベーションに

hugnote を始めてから、 普段見ら
れないお子さまの様子をお伝えでき
たことで、 保護者から 「安心して預
けられる」 という嬉しい声が多く届き
ました。 保護者がお子さまの写真を
見て喜んでくれると嬉しいですし、
もっと保育を頑張りたいという気持
ちになります。

学校法人南武学園 朝霞幼稚園 様 （株） 日本保育サービス アスクくらまえ保育園 様

お便りの印刷は毎月 600 枚以上。
保護者に見ていただけるように張り紙
をしたりと様々な努力をしていました
が、 「見ていません」 ということも…
hugnote の導入で、 保護者がお知ら
せを見たか把握することができ、 「見

従来は印刷に毎月 600 枚以上 !

ていただけている」 という確信が持てるようになりました。

写真の共有が 保護者の安心に

子どもたちの様子を写真で共有すると、 保護者から 「お
友だちとこういう遊びをしているんだ」 「こういう姿が見
られて嬉しい」 といった声をいただくことが増え、 保護
者の安心に繋がっていると感じます。

文字だとイメージしづらかった様子が
写真だと分かりやすくなりました。
hugnote で給食の写真を見ながら、
「これがおいしかった」 「今度おうちで
も作ろう」 といった親子の会話にも
なっています。

小寺 園長 上條 園長

（クラス担任の先生）

（保護者）

（クラス担任の先生）

初期費用

月額費用

バス位置情報

◇オプションサービス

◇機能別導入サポート

スケジュール

お知らせ

出欠連絡

出欠 QR 打刻

連絡帳／申請

写真販売

請求管理

計画／日誌
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ご利用料金 ライトコース スタンダードコース プレミアムコース

提供機能 ライトコース スタンダードコース プレミアムコース

33,000

8,800

16,５00

16,5005,５00

出欠 QR 打刻

請求管理

計画／日誌

QR 設定 （読み取り用タブレットスタンド、 保護者用 QR カード
提供、 CSV 出力等のフォローアップ）

料金マスタ設定 （初回の料金マスタ登録代行）

（オリジナル帳票の取り込み ・ 代行設定）
※書式数で料金が異なりますオリジナル書式設定

16,５00

16,５00

５5,000 ～

ICT 補助金対象

※ご契約後のご利用コース変更時は、 初期費用 33,000 円はかかりません。
※パソコン、 スマートフォン／タブレット、 通信回線の費用は、 上記に含まれません。
※出欠 QR 打刻機能ご利用の際は、 QR コード読み取り用タブレットが必要です。 レンタルをご希望の場合はご相談ください。
※価格はすべて税込み表示です。



お知らせ

ICT 補助金対象

ライトコース

オプションサービス

月額 5,500 円 スタンダードコース 月額 ８,８00 円

プレミアムコース 月額 16,500 円

おたより ・ 緊急連絡 ・ 行事等の一斉配信、 連絡帳や写真販売など、 多彩な機能をご利用

いただけます。 保護者とのコミュニケーション円滑化に最適なプランです。

ライトコースの機能に加え、 毎日の登降園時間を QR コードで打刻管理し、 集計すること

ができます。 保育時間の集計業務効率化に最適なプランです。

スタンダードコースの機能に加え、 保育日誌の作成や、 各種料金の集計機能がご利用頂

けます。 施設業務の効率化に最適なプランです。

行事や献立をカレン

ダー形式で保護者へ

共有。 曜日指定の繰

り返しや一括登録も

できます。

保護者へのアンケート

が手軽に行えます。

プールや検温カードと

してもご利用いただけ

ます。

専用 EC で保護者へ

写真を販売 ・ 自宅へ

直送します。 販売価

格は園で自由に設定

することができます。

※1

遅刻 ・ 欠席 ・ お迎え変

更をアプリで連絡。

電話対応を減らし、 職

員と保護者の負担を軽

減できます。

お知らせ 出欠ＱＲ打刻

出欠連絡

連絡帳／申請 写真販売

バス位置情報サービス

※1 最低販売価格 （原価） を差し引いた差額を園様へ還元します。
※2 L/2L プリント ・ データ販売に対応しています。

大切なお知らせを 保護者の
スマホアプリへ簡単配信

QR コードをかざすだけ　誤記入や集計ミスも防止

✓緊急時は待ち受けにプッシュ通知
　 保護者の見落としを防止

✓ファイルや画像の添付も可能
　 おたよりや、 日常の様子の配信に

✓保護者の未読を職員が確認可能

✓QR コードをタブレットにかざすだけ
　 QR コードは保護者のスマホアプリで
　 表示するか、 カードに印刷して利用可能

✓打刻データは Excel 出力できるので
　 預かり時間の集計も楽々！

✓タブレット 1 台で導入可能

スケジュール

計画／日誌 請求管理

今どこに送迎バスがいるか、 視覚的に地図上でお知らせします。

リアルタイムに送迎バスの位置情報を反映し、 効率的なご送迎を

サポートします。

「出欠 QR 打刻」 で記録しているこどもの

登降時刻から、 延長保育料を自動計算し、

保護者への請求書を作成。各種月極料金、

給食費、 新学期用品代など 様々な請求

にご活用いただけます。 全銀協規定フォー

マットでのデータ出力も可能。

日誌や指導案など、 様々なドキュメントを

クラウド上で作成 ・ 管理。 「hugnote」

に登録している園児情報とデータを連携

して作成 ・ 管理することができます。 施

設で使用しているオリジナルの書式にも

対応が可能。


