
ハグノート

導入検討中の施設様へ

無料トライアル受付中
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園務改善のためのICT化推進事業

補助金対象

V 5.7



hugmo（ハグモー）とは
保育施設の運営に関わる様々な機能を

ワンプラットフォームで総合的に提供します

バス位置情報通知
（huglocation）

ICT業務支援・コミュニケーション

写真販売
（hugphoto）

商品販売
（hugselection）

こどもの健康管理

ご家庭 幼稚園・保育園・こども園
・学童保育
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ICT業務支援

ICT活用により施設内の事務・管理業務を劇的に効率化
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ICT業務支援機能

こども・保護者・職員の情報を
クラウド上で一元管理します。
hugnoteの各機能に連携するので、
アンケートや各種申請の集計も簡単です。

職員や保育士の事務・管理業務を ICTで軽減します

✔ 名前
✔ 生年月日
✔ 保護者連絡先

✔ 発育記録
✔ 特記事項

etc.

QRコードやタッチパネルで
登降時刻をクラウドに記録。
保育時間の集計を効率化し、事務作
業の削減と人為ミスを防ぎます。

専用アプリへQRコードをかざすだけ

記録データは連絡帳にも反映されます

①こども台帳・職員管理 ②出欠QR打刻

③計画／日誌 ④請求管理

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。

「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。
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①こども台帳・職員管理

あらゆる「こどもの情報」を クラウドで一元管理

✓ hugnoteの各機能に連携
✓ Excel名簿を一括アップロード可能（CSV形式）

基本情報

氏名

こども
台帳

支給認定番号

生年月日 健康保険者番号

性別 血液型

入園日／退園日 アレルギー／持病

出席番号 健診／予防接種履歴

所属クラス履歴 かかりつけ医

保護者情報 口座情報

特記事項 料金設定 曜日／標準保育時間

【台帳で管理できる項目】

※こども台帳・料金設定はプレミアムコースのみ
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②出欠QR打刻

⮚ 保育時間の集計が楽になった（管理者）
⮚ タッチパネルで操作が簡単（保育士/保護者）
⮚ 出欠一覧にも反映されるのがとても便利（保育士）

保護者がQRコードをかざすだけで 打刻ができる

保育時間の集計を効率化
業務削減と人為ミスを防止

登園管理簿

登園時間 降園時間

おがわ はな

とよしま りく

すずき ゆきと

おさだ ごろう



QRコードは、アプリ表示だけでなく

カード等に印刷してもご利用可能

・万一カード破損時も印刷しなおすだけ
・スマホを持っていない保護者にも対応
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②出欠QR打刻

QRコード印刷でもOK兄弟児も1画面で完結

手入力で修正も可能

Excel出力ができる

QR読み取り時 保護者が確認画面でチェック

さらに職員側でも修正も可能

打刻データは管理者画面で出力可能

保育時間計算に活用できます

兄弟がいる保護者は 画面スライドで各QRを表示

簡単な操作で連続打刻が可能

すずきゆきと すずきひろと

下へスライド

すずき ゆきと
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③計画／日誌

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

✓園児情報とデータ連携
こども台帳に登録している情報と
データ連携してドキュメント作成が
可能です。

✓承認設定が可能
ドキュメントごとに承認者の設定が
可能です。
（承認者は2名まで設定可能）

✓オリジナル書式に対応
現在している書式を取り込むことが
できるので様々なドキュメントの
管理が可能。児童票やヒヤリハット
報告書等多様な文書に対応できます。
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④請求管理

✓延長保育料を自動計算
「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できます。

✓請求書を自動作成
こども毎の請求書を自動で作成し、
保護者アプリに請求情報を表示する
ことができます。
もちろん、印刷して渡す事も可能。

✓口座振替用データを自動生成
全銀協規定フォーマットでデータ出力が
できます。

✓請求タイミングも自由に設定
前払い・後払い・当月払いの指定が可能です。

出欠QR打刻の記録から延長保育料を自動計算、請求書を作成

自動作成
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コミュニケーション（保護者連絡）

保護者との連絡業務を劇的に効率化
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コミュニケーション機能（保護者連絡）

緊急連絡やおたより

等の一斉連絡を保護

者のスマホアプリへ

簡単に配信できます。

プッシュ通知も可能。

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。

毎日の連絡帳をデジ

タル化。保護者アン

ケートも可能。プー

ルや検温カードとし

てもご利用いただけ

ます。

保護者様との様々な連絡を スマホアプリで効率化します

①お知らせ ②出欠連絡

欠席や遅刻の電話

連絡を、スマホア

プリで。職員・保

護者の電話負担を

軽減します。

③連絡帳/④申請

⑤スケジュール 写真販売

専用ECで保護者へ写真を

販売・自宅へ直送します。

販売価格は施設様で自由に

設定することができます。
※最低販売価格の定めがあります
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大切な連絡を 保護者のスマートフォンへプッシュ通知

園全体 またはクラス指定で配信が可能

保護者のスマートフォン

待ち受けプッシュ通知で
見落とし防止

✔感染症、災害による休園情報
✔不審者情報 等

①お知らせ
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①お知らせ

保護者の既読・未読の状態が把握できる

職員の画面

保護者への
フォローがしやすい

（未読） とよしま りく／ママ／豊島景子
ばなな

（既読） おがわ はな／ママ／小川恵
ばなな

（未読） とよしま りく／ママ／豊島

景子

ばなな

（既読） おがわ はな／ママ／小川

恵

ばなな

✔保護者は1回だけコメントも可能
コメント機能はOFFにもできます

（未読） すずき ゆきと／ママ／鈴木

綾子

ばなな

（既読） すずき ゆきと／ママ／鈴木綾子
ばなな

おたより
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

見た？
見た？

見た？



①お知らせ
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PDFや写真を「お知らせ」に簡単に添付できる

園全体 またはクラス指定で配信が可能

印刷・掲示 不要
写真はスマホで撮って

簡単登録

保護者のスマートフォン
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②出欠連絡

電話連絡不要、保護者はスマホアプリで登録するだけ

・理由は選択式、園で任意に設定可能
・園が保護者の入力締切時間を設定可能

保護者



欠席

出席

出席

出席日次

日次

日次

日次
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②出欠連絡

出欠情報は 一覧形式で確認が可能

職員

3人 2人

・リアルタイムに反映
・指定の入力締切時間に纏めて確認も可能

欠席日次
詳細

詳細 出席日次

電話 → メモ → 出席簿
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③連絡帳

⮚ 手慣れたスマホで手書きより負担が減った（保育士）
⮚ 共通の内容は複数児を一括入力できて便利（保育士）
⮚ 移動中等 どこでも見れるので助かる（保護者）
⮚ パパも見るようになり育児の会話が増えた（保護者）

毎日の連絡帳を 手書きからデジタルへ

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKmvf89abPAhWJn5QKHT--AmkQjRwIBw&url=http://www.nippo.or.jp/cyosa/01/01_02_02.html&psig=AFQjCNE_WoCuieLcKkLcf6xuoPpE-DqNew&ust=1474769261542628
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④申請／アンケート

保護者アンケートや各種申請もアプリで簡単に

単発アンケートや 毎日の申請として利用可能

保護者 職員

水遊び申請

おがわはな

とよしまりく

すずきゆきと

おさだごろう

さとうはぐみ

9/3

9/3

9/3

9/3

36.536.5

36.7

36.8

36.7
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⑤スケジュール

行事や献立をカレンダー形式でご家庭と共有

⮚ 給食サンプルの展示が不要になった（管理者）
⮚ 曜日繰り返しや定型文機能が便利（管理者）
⮚ 献立写真を見ながらの親子の会話が増えた（保護者）

保護者のスマートフォン

定型文の登録や
曜日指定の繰り返し登録もできます
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その他

写真販売や用品販売関連業務を劇的に効率化
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写真販売機能（hugphoto）

プリント/データ販売

職員が撮影した写真を
セキュアな専用ECで 保護者へ販売・直接配送します

AIを使った顔認識とアルバム管理機能で
スムーズに閲覧および管理することができます。

写真はアップロードするだけ、展示や集金の手間ナシ。
販売価格は施設様にて設定いただけます。

フォトブック写真管理アプリ

簡単操作で保護者がオリジナルフォトブックを作れます。
お子さまの成長記録・ご家庭の思い出の1冊に。
※施設様でもご注文可能・卒園記念品にもオススメ！



1枚あたり
コスト

施設様へ
キャッシュ

バック

販売価格

写真の販売価格は 施設やアルバムごとに自由に設定可能
販売価格とコストの差額は、施設様へキャッシュバックします

※別途、送料（メール便）を保護者様にご負担いただきます。

■1枚あたりコスト
・L版 52円（税抜）
・2L版 156円（税抜）
・データダウンロード 72円（税抜）

■販売価格が次の場合、キャッシュバック金額は販売価格の50%とします。
・L版 104円以上（税抜）
・2L版 312円以上（税抜）
・データダウンロード 144円以上（税抜）
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写真販売機能（hugphoto）



hugmoオリジナル商品を 保護者へお届けします

連絡帳ブックレット

hugnoteに入力した連絡帳をブックレットにしてお届け。デジタル化した連絡帳も お手元に残すことができます。
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商品販売機能（hugselection）

1冊あたり 1,078円（税込・送料込）～



ご利用料金

24
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hugnote ご利用料金
※施設あたりの価格（税込）

ライトコース スタンダードコース プレミアムコース

一斉連絡などの
保護者とのコミュニ
ケーション機能と
写真販売を利用でき
ます。

ライトコースの機能
に加え、QRコード
による打刻機能が利
用できます。

スタンダードコース
の機能に加え、日誌
作成や請求管理機能
が利用できます。

初期費用 33,000円

月額費用 5,500円 8,800円 16,500円

出欠QR打刻 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） 16,500円

請求管理 料金マスタ設定（初回の料金マスタ登録の代行） 16,500円

計画／日誌 オリジナル書式設定（オリジナル書式の帳票をhugnoteへ取り込み・代行設定）※書式数で料金が異なります 55,000円～

ICT補助金対応

※ご契約後のご利用コース変更時は、初期費用は掛かりません。
※パソコン、スマートフォン/タブレット、通信回線の費用は 上記には含まれません。
※出欠QR打刻機能をご利用には、QRコード読み取り用タブレットが必要です。レンタルご希望の場合はご相談ください。

●機能別 導入サポート
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ご利用プラン別 機能詳細

ライト スタンダード プレミアム

ICT業務支援

こども台帳・職員管理 ○ ○ ○

出欠QR打刻 - ○ ○

計画／日誌 - - ○

請求管理 - - ○

コミュニケーション
（保護者連絡）

お知らせ ○ ○ ○

出欠連絡 ○ ○ ○

連絡帳 ○ ○ ○

申請／アンケート ○ ○ ○

スケジュール ○ ○ ○

hugphoto 写真販売 ○（ON/OFF可能） ○（ON/OFF可能） ○（ON/OFF可能）

hugselection 商品販売（連絡帳ブックレット） ○（ON/OFF可能） ○（ON/OFF可能） ○（ON/OFF可能）

施設あたりの価格（税抜き）
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導入までの流れ

お申し込み

当社指定の申込書に
必要事項を記載の上、

ご提出ください。

アカウント開設

当社から管理者様へ
ログインIDや
ご利用方法を

ご案内いたします。

初期設定

クラス情報や
職員/こども/保護者

等の情報を
登録いただきます。

保護者招待

保護者様へ
hugnoteアプリ登録
をご案内ください。

SMSやEmailによる

保護者招待ができます。

アプリ設定

招待メールから
アプリの初期設定を

行います。

ダウンロード

ストアから
hugnoteアプリを
ダウンロードし、

設定したアカウント
でログインします。

ご
利

用
開

始

●hugnote初期サポート（初期費用33,000円に含まれます）
保育士ログイン用アカウント作成、保護者ログイン用SMS招待、子ども登録 等

その他、各機能ごとの導入サポートもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

安心のサポート ～ hugnoteの導入をお手伝いします ～

施設
管理者様

保護者様

【初期サポート】
hugmoが登録代行します

最短 約2週間で
ご利用開始可能
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【導入事例】 ユーカリ福祉会 市川保育園様

（保育士様）

（保護者様）

何度も見返せるところが 保護者にも好評

現場の保育士も 時間短縮効果を実感

導入の背景は、 書類仕事の効率化と、家庭との連携強化

齊藤園長

とにかく書類が多く、手書き作業が大変でした。

hugnoteで業務を効率化でき、子どもと関わる時間を増やせたことが 一番良かったと思います。

また、ご家庭にも保育園の様子を知っていただくことで、家庭の保育に役立ててもらったり、

親御さん以外の方も情報を知ることで、広く支援に繋がればと思います。

今まで手書きだったものが、スマホでサっと終わるので 本当に時間短縮になっています。

日中の写真も、印刷する手間もなくなり、たくさんの写真を保護者様に見ていただけるのでとても便利です。

紙の掲示だとついつい見忘れてしまうところ、スマートフォンアプリなら何度でも

見返せるのでとても有難いです。

写真で今日の活動などの様子が分かりやすくなりました。

子どもとhugnoteの写真を見ながら、親子の会話が増えました。



保護者からの反応が 職員のモチベーションに

保護者は 家庭以外でのこどもの成長が分かる
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【導入事例】 南武学園 朝霞幼稚園様

（先生）

緊急連絡が どこまで届いたか把握できていなかった

（保護者様）

小寺園長

雪の日などの緊急連絡は、連絡網でまわしていましたが、どの家庭まで回っているのか把握できて

いませんでした。hugnoteの導入で、どの保護者が見ているのかも把握できるようになりましたし、

ボタン１つで一斉に連絡ができるようになって、とても便利になりました。

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。

毎日の様子が見えるようになったことが、親にとってはとても安心になっています。

１日１回見るのが日課で、とても楽しみにしています。

また、担任の先生がこどもたちの様子を書いてくれるので、成長の記録として見られ

るというのもよい点だと思います。

hugnoteを初めてから、普段見られないお子様の様子をお伝えできたことで、保護者からは「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。



2週間 無料トライアル受付中
デモ環境でhugnoteの各機能をお試しいただけます

トライアルご希望の場合は

こちらよりお申込みください

無料トライアル申込フォーム

https://hugmo.net/trial-form/
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https://stg.hugmo.net/trial-form/
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ご利用プラン別 機能一覧 詳細
ライト スタンダート プレミアム

情報管理
園児台帳 ○ ○ ○

職員台帳 ○ ○ ○

登降園管理
出席簿（登園実績管理） ○ ○ ○

QR出欠打刻 - ○ ○

請求管理

延長保育料計算 - - ○

月極料金計算 - - ○

スポット料金計算 - - ○

請求書・領収書出力 - - ○

全銀協規定フォーマット出力 - - ○

入金管理 - - ○

計画／日誌

指導案作成 - - ○

日誌作成 - - ○

その他帳票／独自フォーマット対応 - - ○

保護者連絡

お知らせ ○ ○ ○

緊急連絡 ○ ○ ○

出欠連絡 ○ ○ ○

連絡帳 ○ ○ ○

申請／アンケート ○ ○ ○

出欠連絡 ○ ○ ○

翌月登園予定提出 ○ ○ ○

写真共有 ○ ○ ○

写真販売

プリント販売 ○ ○ ○

データダウンロード販売 ○ ○ ○

フォトブック販売 ○ ○ ○

商品販売 連絡帳ブックレット ○ ○ ○
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お問合せ：info@hugmo.net
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