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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）

施設管理・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

hugmo（ハグモー）とは



事故防止補助金
対象商品
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導入検討中の施設様へ

無料トライアル受付中

ハグセーフティー
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hugsafety

予定

IoT機器とhugmoのクラウドで

こどもの健康を管理、トラブル・事故の予防を強化

呼吸に伴う体動をリアルタイムにモニターする
IoTセンサーがこどもの午睡を見守る保育者をサポート

毎日の検温を劇的に効率化

こどもたちの体温の変化を素早く検知・お知らせ

☑ 睡眠中の安全対策
☑ 保育者の負担軽減

午睡見守りサービススマート検温サービス

Coming soon!
※2019年秋 提供開始

☑ こどもの健康管理
☑ 保育者の負担軽減
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毎日の検温を劇的に効率化

スマート検温サービス
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保育施設の「検温」にかかる時間

子ども1人につき年間6時間

測定 約25秒
記録 約5秒

30秒 × 3回 × 240日 = 6時間

※当社 調べ

※概算 週5日×52週-祝日16日

50名の保育施設の場合 年間300時間
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hugsafety スマート検温の仕組み

わずか3秒で検温、体調変化の兆候を保育者へ知らせます

検温結果を
アプリへ連携

連絡帳アプリへ
連携も可能

（Bluetooth）

スマート体温計 hugsafetyアプリ

hugmoクラウド基盤わずか3秒
かざすだけ！

hugnoteアプリ

閾値を超えると
アラート通知
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hugsafety スマート体温計の特徴

スピード検温、保育者の負担を大幅に軽減

◇わずか3秒、スピード検温
1回あたりの検温時間は約3秒。
体温計をかざすだけで、脇に固定する必要がありません。※

検温データはアプリを通してクラウドへ登録されます。

◇非接触型で衛生的
直接身体に触れないので、ウィルス感染のリスクを低減。
集団生活の保育施設に適しています。

◇温度計モード搭載
温度計モードなら、浴温、ミルク、離乳食等の温度を測
定することもできます。

※体の表面や物から放射されている赤外線を、赤外線センサーで測定します。
1回あたり最大3,000回のスキャンを行うことで、検温精度を向上させています。
（体温計モードでは、舌下温に換算して表示します）

製造販売元：ヒュービディックジャパン株式会社

体温計は気温15～40℃で保管してください。
測定は気温15℃以上の屋内で、安静な状態で行ってください。
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hugsafety 検温アプリの特徴

体温計の検温値を連携、記録と共有を効率化

◇体温変化をグラフで表示
日単位、週単位の平均体温をグラフで表示。
体温の変化を一目で把握することができます。

◇発熱時はアラートで通知
閾値を超えたときには保育者へアラートでお知らせ。
熱性けいれん等のメモ登録もでき、職員間の共有が可能です。
※閾値は個人 または 月齢単位で設定可能

◇hugnote連絡帳と連携
hugnoteと連携しているので、検温データを連絡帳に
1タップで反映することができます。
もちろん、園児情報を新たに登録する必要もありません。
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スマート検温サービス 導入効果

1回 30秒

6秒

導入前 導入後

測定 25秒

記録 5秒

測定＆記録3秒
＋ クラウド登録3秒

1回あたり
24秒短縮

80%の効率化

（理論値）（当社調べ）
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項目 詳細説明

医療機器分類 管理医療機器

一般的名称 皮膚赤外線体温計

販売名 非接触赤外線体温計 800

型式名称 HFS-800B

認証番号 230AFBZX00073000

測定温度範囲
体温計モード：34.0℃～42.5℃
温度計モード：0℃～100℃

最大許容誤差 ±0.2℃

使用環境
温度：15℃～40℃
湿度：15%～90%

輸送および保管環境
温度：-25℃～70℃
湿度：15%～90%

最小表示単位 0.1℃

寸法 135 × 30 × 30 mm

質量 約50g（電池を除く）

電源 単4アルカリ乾電池2本

使用回数 約2,500回

付属品 マニュアル、電池2本

無線通信に関する仕様

無線設備の種別 2.4GHz帯 高度化小電力データ通信システム

使用周波数帯域 2,402 MHz ～ 2,480 MHz

空中線電力 0.001 W

使用電源 DC 3V

製造業者 HuBDIC CO., LTD.

hugsafety スマート体温計 製品仕様
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呼吸に伴う体動をリアルタイムにモニター

午睡見守りサービス
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保育施設における死亡事故

10

5

8

3

3

1
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8
9

平成28年 平成29年 平成30年

死亡事故の

7割が

睡眠中に発生

参考：厚生労働省 教育・保育施設等における事故報告集計について

睡眠中

それ以外

3

年間平均10件 うち7件が睡眠中に発生

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122201.html
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保育施設における午睡中の安全対策

5分間隔で目視チェック・手書きで記録
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呼吸に伴う体動をセンサーで測定、万一の場合に異変を通知

※ 「hugsafety」およびマット型IoTセンサーは保育従事者の業務を補助するものであり、
置き換えることを目的としたものではありません。また、診断などを行う医療機器ではありません。

午睡見守りアプリマット型 IoTセンサー

呼吸に伴う体動等の
生体情報を
アプリへ連携

万一の場合は異変を
アラームで通知

マット部分は電気を
使用しないエアー式
安全で長持ちします

独自開発の特許技術
超高感度センサー内蔵

製造元：株式会社バイオシルバー

5分おきに通知音で
状態をお知らせ

提供元：株式会社hugmo

hugsafety 午睡見守りサービスのしくみ
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hugsafety 午睡見守りアプリの特徴

◇状態を一覧表示
呼吸に伴う体動※をリアルタイムに一覧表示

◇高い視認性とユーザビリティ
アイコンをタップするだけで結果を簡単入力
向きの記号はカスタマイズ（変更）も可能です。

◇生体情報を常に取得
センサーでの取得データは1秒ごとに保存。
状況を確かめるときの参考データとなります。

◇自治体監査書類に出力可能
各自治体指定書類用に、結果データの出力可能

※センサーマットからは、呼吸、心拍に伴う体動のデータを取得しています。 万一の場合は、心拍に伴う体動データもご提供可能です。

高いユーザビリティで 記録業務を効率化
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世界中の様々なセンサー・電源を検証

センサー形状 電源供給

午睡安全対策に関するセンサーの種類
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hugsafety マット型IoTセンサー

マット型センサー モバイルバッテリー

☑ コードレス
コードが足にひっかからず、安全。
コンセント位置に依存しません。

☑ 誤飲リスク最小化
誤飲の危険性がある、ボタン型電池、
コイン型電池を使用していません。

☑ センサーの精度
8本のセンサーで微細な体動を
リアルタイムに測定します。

☑ 非接触・エアー式
身体に直接触れず衛生的。
マット部分が柔軟で扱いやすい形状です。

「センサー精度」＋「安全性」が高い



①呼吸に伴う体動をモニター
睡眠中の死亡事故のうち、55％がうつ伏せ寝以外

②安全性を考慮した設計
誤飲や窒息のリスクのないモバイルバッテリー形式

③衛生的で使いやすい形状
非接触型で衛生的かつ子どもが違和感なく使える、収納性も考慮

④保育者の負担を軽減
複数名の一括入力、自治体監査用データの出力可能。記録業務を効率化

20

hugsafety午睡見守りサービス 4つのこだわり
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睡眠中の死亡事故のうち 55％がうつ伏せ寝以外

体位の確認だけでは 不十分

目視確認できる体位に加えて

「呼吸の状態」が重要

うつ伏せ

それ以外 55%

45%
睡眠中の死亡事故における体位

うつ伏せ寝

45%
うつ伏せ寝
以外

55%

出展：内閣府 教育・保育施設等における事故報告集計について hugsafetyでは呼吸に伴う体動をモニター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122201.html
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機器による誤飲や窒息のリスク

安全面を考慮したモバイルバッテリー式

ケーブルが巻き付くことで
転倒や窒息のリスク

コイン・ボタン型電池の
誤飲リスク
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保育の現場で扱いやすい形状

非接触だから衛生的、違和感なく使える

いつもの布団の下に敷くだけ
睡眠環境を極力変えずに利用できる

コットベッドにも対応
収納時は2つ折りも可
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高い視認性とユーザビリティで業務負担を軽減

タップするだけで向きの入力完了 複数名同時の入力も可能
※記録データは出力することができます。
※マット型IoTセンサーを使用していない子どもについても、保育者の目視チェック結果をアプリで記録ができます。

タップ入力で記録作業を効率化
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hugsafety 午睡見守りサービス

BabyTech Award Japan 2019-2020

「安全対策部門」2年連続 大賞受賞

引用：https://babytech.jp/2020/11/btaj2020_results/

コードレスが評価でき、体に直接接触することもなく安⼼である。

また記録が自治体への提出フォーマットに変換できる点も業務改善に

一役かうであろう。他のハグモサービスに連携しているため汎用性が

高いという点も評価できる。
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項目 仕様

材質
センサーマット：PVC
センサーユニットカバー：PVC
センサーユニット本体：ABS

保証期間 1年間

電源電圧 DC5.0V

消費電流 0.8A 以下

感度 8段階

通信方式 IEEE802.11 b/g

外部IF MicroUSB b

製造元 株式会社バイオシルバーセンサーマット 750x600x12mm 
センサーユニット 200x200x25mm

600

750

200

センサー
マット

※一般医療機器 クラス１

センサー
ユニット

hugsafety マット型IoTセンサー 製品仕様
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他社センサーとの比較
hugsafety A社 非接触ボタン式 B社 非接触マット式

センサー品質

呼吸に伴う微細な体動検知 ○ × ○

通常の体動検知 ○ ○ ○

医療機器 クラス１ クラス１ クラス１

メンテナンス

給電方法 モバイルバッテリー ボタン電池 単三アルカリ電池

収納性 二つ折り可 コンパクト 折り曲げ不可

コードレス ○ ○ コントローラーケーブル

耐用年数 約5年 3年 6年

クラウド連携

午睡チェック記録 半自動 自動 半自動

午睡データ出力 可能
（サービス内容に通信環境提供を含む）

可能
（但し、別途 通信環境が必要）

可能
（但し、別途 通信環境が必要）

誤アラート防止制御 ○ × ×

同時モニター数 30人 10人 6人

生産メーカー 国内 バイオシルバー社 米国 国内



※ 「hugsafety」およびマット型IoTセンサーは保育従事者の業務を補助するものであり、
置き換えることを目的としたものではありません。また、診断などを行う医療機器ではありません。

当院病後児保育室では、午睡中の呼吸に伴う体動異変を

見逃さないようhugsafety午睡見守りサービスを導入

しています。

富士見こどもクリニック 病後児保育室みかん様

袴田 晃央 院長
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センサーで保育士の午睡チェックを補強することで、

安全対策の強化と、午睡を見守る保育士の安⼼感に

つながると考えます。

～導入施設様の声～
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齋藤 武 園長

hugsafety午睡見守りサービスの導入で、保育士の目視

では確認が難しい呼吸に伴う体動も見守れるようになり、

安⼼感が高まりました。

hugnote（ハグノート）も合わせて ご利用いただいております

※ 「hugsafety」およびマット型IoTセンサーは保育従事者の業務を補助するものであり、
置き換えることを目的としたものではありません。また、診断などを行う医療機器ではありません。

社会福祉法人 ユーカリ福祉会 市川保育園様

手書きの午睡記録の負担軽減だけでなく、

保育士の⼼の負担も軽減されたと感じます。

～導入施設様の声～
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https://youtu.be/_cVW71Ree_E

午睡見守りサービスご紹介動画
（クリックするとYouTubeに接続し再生します）

https://youtu.be/_cVW71Ree_E
https://youtu.be/_cVW71Ree_E
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hugsafety ご利用料金

ライト スタンダード プレミアム

IoTスマート体温計（別売り）と専用
アプリを連携させるクラウドサービス
がご利用頂けます。検温業務を効率化
したい方に最適なプランです。

ライトコースの機能に加え、午睡
チェックアプリがご利用頂けます。検
温や午睡チェックの手書き業務を効率
化したい方に最適なプランです。

スタンダードコースの機能に加え、異
変をアラートでお知らするマット型
IoTセンサー（別売り）が連携できま
す。こどもの安全を見守るために最適
なプランです。

月額5,000円 月額10,000円 月額15,000円

初期費用 ※1 30,000円

※施設あたりの価格（税抜き）

※1 2020年4月15日以降に hugnoteをご契約済みの場合は、初期費用はかかりません。

おすすめ
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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

初期費用 ※1 30,000円

クラウド利用料（月額） 5,000円 10,000円 15,000円

hugsafety

スマート検温
クラウド（検温データの記録） ○ ○ ○

スマート体温計との連携 ○ ○ ○

午睡見守り
クラウド（午睡チェックの記録） - ○ ○

IoTセンサーマットとの連携 - - ○

hugnote 施設管理 こどもと職員情報の一元管理※2 ○ ○ ○

別売

スマート体温計 11,000円/本

午睡マット型IoTセンサー 118,000円/台（リースプラン2,200円/台～）

午睡センサー用バッテリー充電器（6ポート） 8,000円/台

※1 2020年4月15日以降に hugnoteをご契約済みの場合は、初期費用はかかりません。
※2 hugsafetyをご利用いただくために必要な機能となります。
※3 プレミアムの月額料金には、マット型センサーをクラウドへ接続するための通信機器（PocketWi-Fi）の利用料が含まれています。

施設あたりの価格（税抜き）

価格（税抜き）
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お見積り例

品目 単価 数量 価格
安全対策
補助金

初期費用 30,000円 1 30,000円 〇

クラウド利用料（1年分） 15,000円 12 180,000円

スマート体温計 11,000円 3 33,000円

マット型IoTセンサー 118,000円 3 354,000円 〇

センサー充電器 8,000円 1 8,000円 〇

計（消費税別） 605,000円

（参考：有償オプション）

導入サポートサービス 50,000円 1 - 〇

iPad WiFiモデル 34,800円 1 - 〇

hugsafety プレミアム

体温計3台 ＋ 午睡IoTセンサー3台の場合

※補助金対象範囲は、2019年度実績に基づきます（自治体によって異なる場合があります）

hugsafety プレミアム

体温計3台 ＋ 午睡IoTセンサー6台の場合

品目 単価 数量 価格
安全対策
補助金

初期費用 30,000円 1 30,000円 〇

クラウド利用料（1年分） 15,000円 12 180,000円

スマート体温計 11,000円 3 33,000円

マット型IoTセンサー 118,000円 6 708,000円 〇

センサー充電器 8,000円 1 8,000円 〇

計（消費税別） 959,000円

（参考：有償オプション）

導入サポートサービス 50,000円 1 - 〇

iPad WiFiモデル 34,800円 1 - 〇
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導入までの流れ
トライアル申込

お申込みから1～2週間程度で
トライアルセットを
お届けします。

お試し利用

ご希望の場合は、
お電話でのサポートも可能です。

（期間：2週間）

トライアル機 返却

お申込み※ ご
利
用
開
始

●hugsafety導入サポートサービス ※プレミアムご契約（マット型IoTセンサー導入）施設様向け

スタッフが施設様へ直接お伺いし、納品物の開梱設置、初期設定、運用方法のご説明などを行います。

所要時間：半日程度 ／ 料金：50,000円（税抜き）関東以外の地域は別途交通費が発生します。

詳しくはお問い合わせください。

安⼼のサポート ～ hugmo事務局が導入をお手伝いします ～

トライアルセットをご返却くだ
さい。ご希望の場合は見積書を

作成します。

※補助金の確定待ちの場合は、仮申込（予約）も可能です。
補助金交付書類の作成サポートをご希望の場合は、お問い合わせください。

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。

機器お届け/開通

IoT機器をお届け。
お届け日に合わせて

クラウドサービスを開通します。

初期設定

IoT機器が届きましたら、
同梱のガイドを参考に

初期設定をお願いします。
最短10営業日～※在庫状況により異なります。

正式申込

無料お試し

お
申
込
み



hugsafetyの IoT機器とクラウドを

２週間 無料でお試しいただけます

お申込みはこちら▼

https://forms.gle/szT7uRD29W2yASu19

午睡見守りサービス
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https://forms.gle/4Z3tMxs2uKnSLES8A

スマート検温サービス

無料トライアル受付中

https://forms.gle/szT7uRD29W2yASu19
https://forms.gle/4Z3tMxs2uKnSLES8A
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hugmoが目指す

ICT・IoT活用による
新しい育児・保育インフラ
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子どもの健康データをクラウドで一元管理

37

hugmoクラウド

hugsafety

成長記録

食事
活動/体調

記録と管理業務
を効率化

hugnote

排便病気

「午睡見守りサービス」
睡眠データ

「スマート検温サービス」
検温データ



info@hugmo.netお問合せ：

mailto:info@hugmo.net
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参考



コイン形電池を子供にさわらせないで！

40



コイン形電池を子供にさわらせないで！
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（参考）hugnote ご利用料金
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※施設あたりの価格（税抜き）

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 30,000円

月額費用 5,000円 8,000円 15,000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） 15,000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） 15,000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 50,000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30,000円は掛かりません。
※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


