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障がい児通所支援事業

児童発達支援

未就学児０歳～６歳までを対象

放課後等デイサービス

６歳～１８歳を対象

① 日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与

② 集団生活への適応訓練等を行うサービス

① 生活能力の向上のために必要な訓練

② 社会との交流の促進等を行うサービス

大きな違いは年齢です！！



弊社は・・・

社会貢献事業です



このようなことで新規事業をお考えの方へ

✓ 地域社会に必要とされる息の長い事業を展開したい

✓ 成長が見込まれる市場で新規参入したい

✓ 働く社員がやりがいを持って取り組める

✓ 副業として事業を成功させたい

✓ ビジネスを通じて社会貢献がしたい



事業所数 4年間で55％増加
(平成28年度約13,500施設→令和元年度約21,000施設)

利用児童数 4年間で51％増加
(平成28年度約22万人→令和元年度約34万人)

令和2年度厚労省「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」
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療育業界！！さらに追い風が吹く！！

令和元年10月1日より

3～5歳児クラスの幼児教育・保育の無償化
はじまりました！

弊社が運営している障害児通所支援事業も含まれています。

個人負担0円でエコルドに通えます！！



Ecoldの目的

早期療育が大事！

ただ……全国にある療育センターに通うには、

約２年待ち状態も
エコルドはそんな子どもたちを救いたい！

１店舗ずつの施設開拓では、施設数を増やすことは難しい。

そこで！！おねがい！！
すぐにでも通える環境作りに

ビジネスとして協業してください！！



エコルドの療育

事業所で最も重要な療育カリキュラムの提供

エビデンスのある療育手法の探究と実践

療育カリキュラム研究・探究・検証・導入研修

療育監修・Ecold所属専門家

千里金蘭大学臨床心理学准教授 斎藤先生

理学療法士（京都大学大学院博士課程修了）

作業療法士・言語聴覚士など



・顔認証登校園管理システム
・ダンス、手遊び歌ナビゲーション
・理学療法士監修動物運動ナビゲーション

【今後追加するコンテンツ】
絵本読み聞かせロボットアプリ
（出版社と開発企画進行中）
楽曲、ダンスコンテンツの追加

ロボット療育



２１世期型スキル
ICT療育カリキュラムKitS
Green



FC事業のメリット

 開業から運営まで事業所まるごとサポート

専属マネージャーによる運営支援

 良質と合理化を実現！ 療育×ICT

安定経営！売上の90％以上は公費負担



事業所まるごとサポート

物件探し 市町村への

申請代行

内装工事

備品設備

採用サポート 職員研修



1. スーパーバイザー、マネージャー、トレーナーが複数店舗を経営、営業、法

務、療育サービスなど様々な視点から管理、運営し、業界未経験の

オーナーを徹底サポート

2. マーケティング、ブランディングチームによる徹底したブランド価値

向上を行う

3． ECOLD LINKによる事業所業務をICT化

4.   各職域ごとに職責が明確になっており、業務マニュアル、

トレーニング教材がしっかり整っています

5． 適切な評価基準による効果的な人材育成が可能

運営サポート



日常の事務業務 勤怠管理 国保連請求業務

保護者
双方向の連絡

児童・先生の検温管理
利用実績の記録
支援状況の記録

他社プロダクト他事業所



施設管理者

事務作業 最大８０%削減

※サービス提供時間中の削減率

保育士

事務作業 最大１００%削減



1. 利用料金単価約13,000円/回のうち9割は公費負担

2. 継続利用が前提。安定したストック型収益が見込める

3. 社会的認知の向上により、ご利用者が増加傾向

4. ニーズに特化した施設が不足⇒需要は今後益々高まる

5. 子どもたちの日々の成長を肌で感じることができる

⇒従業員の満足度が高い

制度・ストック型事業で長期安定経営



Ecold フランチャイズチェーンシステム

加盟金 ３００万円（+税）

保証金 45万円(非課税)

加盟金（２店舗目以降）
２店舗目：１５０万円(+税)

３店舗目以降：７５万円(+税)

年間システム利用料 １５万円(+税)

月額費用（固定） １５万円(+税)

ロイヤリティ 月売上の4%



開業資金 合計 ¥5,200,000 （税抜）

単価 数量(式) 金額(税抜)

3000000 1 ¥3,000,000

450000 1 ¥450,000

¥3,450,000

600000 1 ¥600,000

¥600,000

5000 1 ¥5,000

90000 1 ¥90,000

60000 1 ¥60,000

295000 1 ¥295,000

¥450,000

求人広告(WEBサイト) 400000 1 ¥400,000

小計 ¥400,000

300000 1 ¥300,000

¥300,000

合計 ¥5,200,000

小計

事務所・店舗取得

物件取得保証金

内訳

本部に支払う費用

加盟金

保証金

小計

株式会社Ecold　開業資金（目安）

小計

広告・宣伝費

その他

諸経費　

ユニフォーム類

遊具一式

備品

電話　

その他消耗品

小計

加盟金

保証金

物件取得にかかるお金

オープン準備資金等（求人広告・備品
類）

約５２０万円



ランニングコスト
モデルケース①

開業後６か月

月間売上２５０万円・スタッフ５名

事業所まるごとサポートを

利用した場合

月額コスト

約１９０万円

株式会社Ecold　開業後6カ月間ランニングコスト（月額目安）

合計 ¥1,915,000 （税抜）

単価 数量(式) 金額(税抜)

150000 1 ¥150,000

100000 1 ¥100,000

¥250,000

100000 1 ¥100,000

¥100,000

85000 1 ¥85,000

19000 1 ¥19,000

¥104,000

50000 1 ¥50,000

42000 1 ¥42,000

20000 1 ¥20,000

¥112,000

1150000 1 ¥1,150,000

125000 1 ¥125,000

10000 1 ¥10,000

32500 1 ¥32,500

23000 1 ¥23,000

8500 1 ¥8,500

¥1,349,000

合計 ¥1,915,000

携帯電話利用料金

各種保険(任意)

給油代金

水道光熱費

小計

その他

人件費等

自動車ローン

防犯セキュリティ設備

内訳

本部に支払う費用

固定費（管理ソフト費用を含む）

小計

小計

備品

PC・周辺機器

その他消耗品

小計

インターネット・電話回線利用料金

ロイアリティ（売上の4％）

改装・設備

内装費

小計

事務所・店舗取得

家賃
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※あくまで一例です。
面談回数や内容はオーナー様のご希望に沿って進めさせていただきます。

希望地の指定条件やニーズ等は事前にエコルド(現在6店舗運営）が確認します。

その上で、最適な提案(ニーズ、予定地、レイアウト、資金、予定日等）を

お約束します！！

フランチャイズ契約までの流れ

説明会

(ヒアリング)

事業所案内

(大阪府内)

面談

(予算)

開業検討 契約



絶対的に施設数不足

厚生労働省所管 障害福祉サービス事業全般
（２０４５年頃までにかけて市場は拡大傾向と予測してます）

障害児通所支援事業イコール認可事業ではあるが⇒実質指定事業

指定条件を満たせば事業認可は必ず受けられます！！

指定申請について



指定日(事業開始が可能となる日）は、毎月1日です。

指定申請のスケジュール

事前協議、書類

の郵送

•指定を受ける月の

3ヵ月前の月末必

着

本申請協議

1回目

• 2ヵ月前の下旬～

月末

補正機関

•前月1日～10日

二次審査

•前月11日頃～19日

頃まで※現地確認

指定時研修

•前月20日頃

指定

•指定月の1日から

事業開始

※大阪府障がい児通所支援指定申請のてびきより



開業までのスケジュール

加盟契約
物件探し
契約 改装工事

各種

申請書類
提出

管理者
研修

開業！

約6ヵ月間



名称 株式会社Ecold

所在地 大阪府大阪市北区曾根崎新地1－13－22

御堂筋フロンティア1階 WeWork

事業内容 障害児通所支援事業

療育用Pepperアプリケーションの開発・販売

ICT療育プログラムの開発・販売

実績一例 大阪市ベンチャー企業アクセラレーションプログラム採択企業

創業 2018年4月（エコルドグループ）

会社設立 2019年4月（株式会社Ecold）


