れんらくもうサービス
導入実績

下記 導入校・団体

一部

。全国都道府県 約 800

●教育委員会・校長会
［北海道］根室市教育委員会

●中学校・高等学校

［北海道］北海道札幌白石高等学校

［高知県］須崎市教育委員会

［岩手県］花巻市立西南中学校

［東京都］杉並区校長会
［徳島県］徳島市・佐那河内村小学校副校長・教頭会

［福島県］ 中央台南中学校

［北海道］旭川市立東五条小 PTA

［青森県］青森市立長島小学校 PTA

［神奈川県］星槎中学校

古間木小学校 PTA

［茨城県］県東地区 PTA 連絡協議会 ［埼玉県］行幸小学校 PTA
［東京都］杉並区立杉並第八小学校 PTA 江戸川区立平井東小学校 PTA
立川市立南砂小学校 PTA 都立日野高等学校 PTA
都立成瀬高等学校 PTA 新島村立新島小学校 PTA 他
［神奈川県］伊勢原市立大田小学校 PTA 伊勢原市立伊勢原小学校 PTA
瀬谷高校 PTA

［長野県］長野県田川高等学校 PTA ［静岡県］浜松市立積志中学校 PTA
［愛知県］豊橋市立牟呂小学校 PTA ［石川県］金沢錦丘中学校 PTA
［大阪府］大阪市立五条小学校 PTA 田尻町立小学校 PTA
大阪市立喜連北小学校 PTA 大阪市立長池小学校 PTA
枚方市立香陽小学校 PTA 上野芝陽

保育園 保護者会 他

［奈良県］王寺北小学校 PTA ［京都府］舞鶴市立余内小学校 PTA
［兵庫県］篠山市八上 PTA 尼崎市立大島小学校 PTA
篠山市立岡野小学校 PTA 魚崎小学校魚崎小学校 PTA
［広島県］広島市立清和中学校 PTA ［岡山県］加美小学校 PTA
［山口県］山口市立良城小学校 PTA 良城小学校
小郡中学校 PTA 山口市立川西中学校 PTA
［徳島県］徳島市城西中学校 PTA

徳島市大松小学校 PTA

会

日本教育大学院大学大野研究室

NPO
磐田・
各務原市立各務原養護学校

［兵庫県］明石

春日

釧路町立別保中学校

［山形県］寒河江高校

部 福島県立

（平成 22 年 7月現在）

他

部

総合高校

［鳥取県］鳥取男声合唱団

平塚市立太洋中学校

部

武相学園

［山梨県］山梨県立甲府南高等学校 ［岐阜県］岐阜県立大垣工業高等学校
［石川県］金沢錦丘中学校 PTA
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［静岡県］富士市立吉原北中学校

［大阪府］泉佐野市立日根野中学校 淡路中学校 北大阪朝鮮初中級学校
［広島県］広島国際学院高等学校 ［愛知県］富士市立吉原北中学校
［山口県］聖光高等学校通信制課程 下関短期大学付属高等学校
［徳島県］徳島県立海部高校
部 徳島県立那賀高等学校 他
［大分県］昭和学園高等学校

［鹿児島県］立神中学校
他
●小学校
［北海道］根室市立成央小学校
［青森県］青森市立荒川小学校
［群馬県］富岡市立高田小学校

［宮崎県］大崎市立田尻中学校

千歳市立緑小学校

三沢市立三川目小学校
［茨城県］玉造小学校

［東京都］府中市立府中第九小学校 小平市立小平第六小学校
［神奈川県］伊勢原市立竹園小学校 ［長野県］諏訪市立豊田小学校
［山梨県］昭和町立常永小学校 早川町立早川北小学校

［徳島県］徳島市応神小学校 小松島市南小松島小学校 他
●幼稚園・保育園
［北海道］大
組
幼稚園 学校法人 宝流学園

［青森県］大湊
幼稚園
［秋田県］愛慈幼稚園
［福島県］福島文化幼稚園
［宮城県］成田中央幼稚園
［埼玉県］ 東岩槻幼稚園 鷲宮幼稚園 社会福祉法人 菩提樹会 小鳩保育園

［神奈川県］
幼稚園 厚木田園幼稚園 城山
［長野県］上片桐保育園 大島保育園 中央保育園

［三重県］NPO 法人 全世界空手道連盟 新極真会 寺家道場
［大阪府］東豊台

約 800 の学校・団体、約15万名様が利用するサービスです。

。

［新潟県］村上市立山辺里小学校 湯沢町立土樽小学校
［大阪府］貝塚市立東小学校 豊中市立東豊台小学校

会

［福岡県］福岡市立席田小学校 PTA 福岡市立野多目小学校
［熊本県］熊本市立花園小学校 PTA 他
●各種学校・団体等
［静岡県］浜松
［岐阜県］福岡柔道

利用

［茨城県］茨城県立日立第一高等学校 常総市立水海道中学校 他
［東京都］明治大学付属中野中学校・高等学校射撃部 練馬区立谷原中学校

● PTA・保護者会

［東京都］立命館大学院

学校・団体

［愛知県］社会福祉法人 明照保育園
他

［大阪府］豊中文化幼稚園
［徳島県］

幼稚園

附島保育園

幼稚園
双葉保育園

他

服部幼稚園 ［京都府］舞鶴聖母幼稚園
［熊本県］社会福祉法人 吉井保育園

他

サポートセンター
関東

関西

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-28
2階
TEL 03-6206-8042 FAX 03-3257-1697

〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町 6-9-10 青山
株式会社
大阪営業所内
TEL 06-6773-9012 FAX 03-6773-9013

株式会社

〒 101-0041
東京都千代田区神田須田町 1-28
2階
TEL 03-6206-8043 FAX 03-3257-1697

404 号

http://www.e-ic.jp
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れんらくもうサービス
「
一斉連絡
関係者

」 携帯電話
機能 活用
現代版［連絡網］
分 、
開封確認
、
閲覧
、機能 充実
。

地震や火災を防ぐ装置が整っており、サーバーの保管場所は
24 時間有人体制で監視されています。
当社からのアクセスも限られたメンバーだけで行い、
パソコンにはパスワードを設定して運用しております。

利用料は格安で、
広告だけを目的としたメール配信は一切ありません。
※学校／団体管理者より配信されるメールの下部に
賛助企業の社名を掲載する場合があります。
賛助企業の社名掲載を希望しない場合は
別途コースを用意しております。

携帯電話へ
メールで
一斉連絡

個人情報
管理の徹底

メールの
開封確認が
可能

広告メール
配信なし

ホームページ
で情報公開
（掲示板）
高度な
管理機能

ご利用料金
◎初期設定費用：5,250 円（税込 ）
◎月間利用料 :5,000 円（税込 ）
※年払、利用人数 500 名
標準
※一部
機能 別途費用
◎当社
（登下校
割引制度
。
最大割引 = 無料 可能 !!

。

携帯電話に、
メールで一斉に連絡ができます。電話を掛ける手間が省け、
素早く、確実に連絡を伝えることができます。
遠足や旅行時でも携帯電話から一斉連絡ができて便利です。
メンバーのグループ分けをしておくことで、
指定のグループだけにメールを配信し、連絡を伝えることもできます。
学年ごとやクラスごとなどのグループは自由に作成できます。

料金
。
等） 同時利用

場合、

利用者管理、時刻指定予約送信、
無効メールアドレスの自動検出、
配信失敗メールの再送信など
豊富な管理機能を提供しています。

配信したメールが読まれたかどうか確認する機能があります。
配信したメールから確認ページへアクセスしてもらうだけですので、
メンバーにも負担がかかりません。
既読状況は管理画面で一覧表示することができ、
読んでいない方へメールを再送したり、
電話連絡するという方法がとれます。

1団体につき1つ、携帯電話で閲覧できるホームページを
ご用意させていただきます。
連絡事項や行事予定の掲載が可能ですので掲示板としてご活用ください。
メールと併せてご利用いただく事でより確実に伝達ができます。
(例)
「運動会の雨天時への対応はホームページでご案内します。
」
と告知しておくだけでスムーズに情報の連絡が可能です。

