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1.保護者アプリの各画面

保護者アプリでは以下の画面から各種操作が可能です。

ホーム画面
連絡帳や個別連絡、クラスフォト
が届くとホーム画面に表示されま
す。

連絡帳
連絡帳の提出・確認、お迎え時間
変更などの操作をすることができ
ます。

個別連絡
園から届く個別メッセージの確認
や返信をすることができます。
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1.保護者アプリの各画面

保護者アプリでは以下の画面から各種操作が可能です。

お知らせ
保育園からのお知らせや登録内容
変更などに関するお知らせを確認
する事ができます。

その他
各種設定やアルバム、カレンダー
などを確認することができます。

キッズリーに登録した子ど
も情報、保護者情報の修正、
健康記録の登録

園から届く個別メッセージ
の確認や返信をすることが
できます

園から届いたクラスフォト
の写真を確認する事ができ
ます。

園だよりなど園から届いた
お知らせを確認することが
できます。

園で登録された予定を確認
することができます。

過去に打刻した登降園の時
間を確認することができま
す。

メールアドレスやパスワー
ドの変更など設定をするこ
とができます。

キッズリーに関する情報や
お知らせを確認することが
できます。

①子ども情報

②各種手続き・招待

③アルバム

④園からのお知らせ

⑤カレンダー

⑥登降園履歴
（オプション機能）

⑦設定

⑧Kidslyからの
お知らせ

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧
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2.連絡帳の提出・確認

連絡帳の画面で、連絡帳を提出
するお子さまを選択1

園に連絡帳を提出します。

各項目を入力し「確認する」
をタップ

2

登園の場合は当日朝4時以降、欠席の場合は1カ月前

から提出することができます。

内容確認の上「提出する」
をタップ

3

Point1.

一度提出すると「お迎えに行く人」「お迎え時間」以外は

変更できません。内容を十分ご確認の上提出してください。

Point2.
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2.連絡帳の提出・確認

ホーム画面のお知らせをタップします。
または、連絡帳アイコンをタップし、
対象のお子さまを選択します。

1

園から届いた連絡帳を確認します。

園から届いた連絡帳を確認し
ます。

2
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3.クラスフォト閲覧

クラスフォトを確認します。

ホーム画面に表示されたクラス
フォト投稿をタップしまｓ。

1
文章と写真全てが表示されます。
写真をタップすると全画面表示
にすることができます。

2 左下のダウンロードボタンを
タップすると端末に保存できま
す。

3

Point. クラスフォト投稿に、コメントやスタンプで反応することが可能です。

利用方法・ルール等は各園へご確認ください。
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3.クラスフォト閲覧

過去のクラスフォトをアルバムから閲覧します。

「…」よりその他メ
ニューを表示し「アルバ
ム」をタップします。

1 過去に配信されたクラス
フォトの画像が一覧表示
されます。写真をタップ
すると全画面表示になり
ます。

左下のダウンロードボタ
ンより端末への保存がで
きます。右下の星マーク
をタップしてお気に入り
登録が可能です。

32 「お気に入りの写真」を
タップすると星マークを
付けた写真だけが表示さ
れます。

4
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4.個別連絡の受信・返信

園から届いた個別連絡を確認・返信します。

ホーム画面の個別連絡ま
たは個別連絡のアイコン
をタップします。

1 返信する場合は「メッ
セージを記入する」を
タップします。

個別連絡は園からの緊急連絡等に使用するため機能です。最初のメッセージは園からのみ送信

でき、保護者からの返信は当日の24時まで可能です。

Point. 

文章を入力し「送信」
をタップします。

2 3 右上の電話マークを
タップして園に電話
する事もできます。

4
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5.園からのお知らせ・カレンダー

園からのお知らせや、行事などの予定を確認します。

「…」よりその他メニューを表
示します。「園からのお知ら
せ」または「カレンダー」を
タップします。

園からのお知らせ
「全ての連絡」と「重要連絡」
のみの表示が可能です。タイト
ルをタップして詳細ページを確
認します。

カレンダー
予定がある日は「●」が付きま
す。日付をタップするとページ
下部に予定が表示されます。
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6.健康記録

家庭で実施した予防接種・健康情報を入力します。

「…」よりその他メ
ニューを表示し「子ども
情報」をタップします。

1 対象のお子さまを選択し
ます。

ページ下部の「予防接種
情報」「健康情報」を
タップします。

32 各項目を入力し「保存」
します。

4
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6.健康記録

園で実施した身体測定・健康診断の記録を確認します。

「…」よりその他メ
ニューを表示し「子ども
情報」をタップします。

1 対象のお子さまを選択し
ます。

ページ下部の「身体測
定」「健康診断」をタッ
プします。

32 各項目を確認します。4
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7.登降園管理

キッズリーアプリを使って打刻します

アプリを立ち上げると
園の検出が開始されま
す。

1 検出されない場合はア
プリ右上のマークを
タップします。

2 打刻するお子さまを確
認し「登園する」また
は「降園する」をタッ
プします。

3

アプリに登録して最初に打刻
する場合は以下の画面が表示
されます。「はい」をタップ
し、端末のBluetoothとマイ
クをオンにします。

Point. 
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7.登降園管理

園に設置されているタブレットで打刻します

「タッチで打刻する」をタップします。1 お子さまが所属するクラスをタップします。2

お子さまの名前をタップします。3 「登園する」または「降園する」を選択します。4
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8.キッズリーおもいで帳

お子さまが卒園・退園した後もキッズリーの情報をご覧いただけます。

「…」よりその他メニューを表
示します。ページ下部よりキッ
ズリーおもいで帳（webペー
ジ）に進むことができます。

1
キッズリーアプリのIDとパス
ワードを入力し、利用規約／プ
ライバシーポリシーをチェック
してログインします。

2 連絡帳やクラスフォトを閲覧す
ることができます。連絡帳は
PDFデータをダウンロードする
事も可能です。

3
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9.よくある質問・お問合せ

ご不明点はキッズリーカスタマーサポートにお問合せください。

キッズリーアプリ右下の「…」をタップしてその
他メニューを表示し、「お問合せ」をタップしま
す。

1 よくある質問にお問合せ内容が記載されているか
ご確認ください。解決しない場合はページ下部の
「お問合せフォーム」へお進みいただき、お問合
せ内容をご入力の上、送信してください。

2

～
～

ログイン出来ない状態でお困りの場合、アプリの初期画

面下部の「お問合せ」よりお進みください。

（P5掲載の画面参照）

Point. 
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【お問い合わせ先】

キッズリー園・施設専用サポート

TEL: 03-5877-5950（平日9:00～17:00 土日祝除く）

フォームURL: https://kidsly.jp/support/contact.html

https://kidsly.jp/support/contact.html

キッズリーお客様サポート

〈保護者様専用お問い合わせフォーム〉

土日祝を除く3営業日以内に
フォームにご入力いただいたメールアドレスに回答いたします

https://kidsly.jp/support/contact.html
https://kidsly.jp/support/contact.html

