
新年度に向けて施設管理者様にて必要なご準備をご案内します。

パステルAppsと連携でhugnoteをご利用の場合は、パステルAppsへ情報を
登録すると、登録した情報が自動的にhugnoteへ連携される仕組みになって
います。

hugnoteのデータを登録・更新いただくには、パステルAppsのシステムに
て情報登録を行って頂く必要がございます。

※hugnoteから情報を更新すると連携エラーとなりますのでご注意ください

パステルApps連携の場合
hugnote上にバナーが

表示されています。

hugnoteをご利用いただくために
パステルAppsで登録いただきたい項目

1

パステルAppsシステムで上記項目を入力いただかなければ、
hugnote側に連携されませんので、各項目を必ず入力してください。

-新年度利用準備の流れ- パステルApps連携園

保護者 園児 職員

保護者1氏名 氏名 氏名

携帯メールアドレス
（パスワード含む）

生年月日 生年月日

年度クラス 携帯メールアドレス
（パスワード含む）



-新年度利用準備の流れ- パステルApps連携園

新年度画面公開の注意点

パステルAppsからhugnoteに連携された後、職員や保護者様にhugnote
の新年度画面が自動的に公開されます。新年度になるまで、hugnoteの新
年度画面を「非公開」と設定し、新年度が始まるタイミングで「公開」と設定す
る必要があります。
hugnote側で年度公開の作業を実施してください。
（hugnote操作方法は、下記の「新しい年度を非公開・公開する」を参照）

※hugnoteを快適に利用していただくため、GoogleChromeからアクセスするこ
とを推奨しています。

-新年度が始まる前のタイミングで行うこと- 新しい年度を非公開にする

⑤「非公開（準備中）」を選択しま
す。

⑥「更新する」を押下します。

①「環境設定」を押下します。

②「施設設定」を押下します。

③「年度」を選択します。

④対象の年度を選択します。

⑦対象年度の表示有無が「非公
開（準備中）」となりましたら、設
定完了です。

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦

https://www.google.com/intl/ja_jp/chrome/


-新年度が始まるタイミングで行うこと- 新しい年度を公開にする

⑤「公開」を選択します。

⑥「更新する」を押下します。

①「環境設定」を押下します。

②「施設設定」を押下します。

③「年度」を選択します。

④対象の年度を選択します。

⑦対象年度の表示有無が「公開」
となりましたら、設定完了です。

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦

-新年度利用準備の流れ- パステルApps連携園



職員登録の注意点

次ページの役割ロール表をご確認の上、登録処理をお願いいたします。

4

hugnoteで保育者の役割確認方法

「職員管理」>「先生・職員」から各先生を選択し、「先生詳細」で「役
割(ロール)」と「クラス表示方式」を確認します。

パステルAppsで登録した職員様は、「編集者」のみでhugnoteに
連携されます。その為、職員の管理者を新たに登録いただく必要が
あります。

登録には、hugnoteで作成する必要があります。

-新年度利用準備の流れ- パステルApps連携園
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役割
（ロー
ル）

クラ
ス表
示形
式

更新 新規登録 退所設定

管理者 所属年
度クラ
スのみ
表示す
る

hugnoteにて次年
度の所属クラスを設
定ください。

資料
「職員の新年度クラ
ス設定（登録済の職
員の設定）」

同様のアカウントを新た
に作成する場合は、
hugnoteからご操作く
ださい。
資料
「職員の新年度クラス
設定（新しい職員を登
録する）」

hugnoteからご操
作ください。

資料

「職員の退園退所設
定」

管理者 すべて
の年度
クラス
を表示
する

次年度の所属クラス
を設定しなくても、
引き続きすべての年
度のすべてのクラス
を閲覧可能です。

同様のアカウントを新た
に作成する場合は、
hugnoteからご操作く
ださい。
資料
「職員の新年度クラス
設定（新しい職員を登
録する）」

hugnoteからご操
作ください。

資料
「職員の退園退所設
定」

編集者 所属年
度クラ
スのみ
表示す
る

パステルAppsにて
次年度の所属クラス
を設定ください。

同様のアカウントを新
たに作成する場合は、
パステルAppsからご
操作ください。

パステルAppsから
ご操作ください。

編集者 すべて
の年度
クラス
を表示
する

パステルAppsにて
次年度の所属クラス
を設定しなくても、
引き続きすべての年
度のすべてのクラス
を閲覧可能です。

同様のアカウントを新
たに作成する場合は、
パステルAppsからご
操作ください。

パステルAppsから
ご操作ください。

職員の役割ロールによって、以下の作業を実施してください。

-新年度利用準備の流れ- パステルApps連携園



①
①「職員管理」を選択します。

②「先生・職員」を押下しま

す。

③先生の名前を選択します。

②

③

①

④先生詳細下部にある

「編集する」を選択します。

④

⑤先生編集下部にある

所属クラスの項目で「追加」

を押下します。

⑤

登録済み職員の設定をする

⑥必須項目を入力します。

・所属年度（新しい年度）
・所属クラス（新年度のクラス）
・所属期間（新年度の期間）

⑦「反映する」を選択します。

⑥

⑦

１.職員の新年度クラス設定



１.職員の新年度クラス設定

⑧「更新する」を押下します。

⑧

新しい職員を登録する

①「職員管理」を選択します。

②「先生・職員」を押下しま

す。

③画面右上の
「新しい先生を作成」から、
「新規登録する」を選択しま
す。

② ①

③

④氏名（姓・名）を入力しま
す。

⑤「ユーザーIDとしてメー
ルアドレスを利用する」の
チェックを外します。

※ユーザーIDにメールアドレス
を利用したい場合は、Webマ
ニュアルをご参照ください。

④

⑤



⑥「ユーザID」に任意のID
を入力します。

⑦「ユーザIDを確認」を押
下します。

※ユーザIDの先頭には、施設コード
が必ずに入ります。

※登録済みの他のIDと重複した場合
は設定できません。

⑧「初期パスワードを設定す
る」にチェックを入れます。

⑨初期パスワードを入力し
ます。

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩生年月日と性別を入力し
ます。その他の項目は任意
で入力します。

⑪所属クラスの項目で

「追加」を押下します。

⑩

⑪

１.職員の新年度クラス設定
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⑫必須項目を入力します。

・所属年度（新しい年度）
・所属クラス（新年度のクラス）
・所属期間（新年度の期間）

⑬「反映する」を選択します。

⑭「登録する」を押下します。

⑫

⑬

⑭

１.職員の新年度クラス設定



２.職員の退園退所設定

10

① ①「職員管理」を選択します。

②「先生・職員」を押下しま

す。

③先生の名前を選択します。

②

③

①

④先生詳細下部にある

「アクティベート解除」を選

択します。

④

⑤確認画面で「OK」を選択
します。

⑤ ※アクティベート解除を行うと、
hugnoteへログインができなくな
ります。

⑤



年度更新後の注意事項

新しい年度にお知らせ投稿する方法

①「お知らせ」を選択します。

②お知らせを投稿したい

「配信年度」を選択します。

③「＋新しいお知らせを

投稿」を押下します。

過去年度の情報を閲覧する方法

卒園児保護者のhugnoteログインについて

卒園児の退所日から3か月間は、退園処理後もhugnoteや

hugphotoアプリにログインすることが可能となります。

卒園式のお写真などをhugphoto上からご購入していただく際は、

3か月以内にログインしていただくよう、保護者様にご案内ください。

①右上のアイコンを押下します。

②表示したい年度を選びます。

※過去年度情報を閲覧する方法は、

保護者様も同様になりますので、

ご案内ください。

①
②

①

②

③



ご質問・お問い合わせ先

Email：support@hugmo.net

TEL：050-3204-4626(平日午前10時～17時)

パステルAppsに関しての

ご質問・お問い合わせ

hugnoteに関しての

ご質問・お問い合わせ

パステルApps様へお問合せ願います。

パステルApps：054-626-8585

①「ホーム」を選択します。

②「ダッシュボード」を押下

します。

③画面右上にある「お問い

合わせ」を押下します。

④「新しいお問い合わせ」を

押下し、ご質問内容を入力

してください。

または、園管理者様はhugnoteからhugmo事務局にお問い合わせが可能です。

①

②

③

④
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