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ベビ★マ 3つの特徴
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使い方は、別紙「ご利用マニュアル」をご参照ください。



ベビ★マ 3つの特徴1

投稿も登録不要！インストールして
すぐ利用可能！

先輩ママ/パパの
生の声！

会員登録不要で
すぐ使える

利用者の声が
見える

世代を追うごとに
進化する革新的安心簡単

14733件

26075件



開発者の想い
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開発者の想い2

育児環境に変化をもたらす事を目指して
このアプリは、初めての子どもが産まれた父親である発案者が、我が子と一緒にお出かけを
した時、赤ちゃんを抱えて移動する親に対して社会が提供すべき情報が不足していると感じ、
暮らし辛さに直面したところから生まれました。その根底にある想いは、育児をする親の環
境を改善したいという部分に集約しています。

情報が不足しているため、安心してお出かけできない

アプリ開発の動機

子どもを持つ親にとって必要な情報を、

すぐに見つけられる仕組みがほしい！



なぜ「授乳室・おむつ替え検索地図アプリ」なのか

授乳室・おむつ替えコーナーの場所さえすぐに検索できれば、

一般財団法人こども未来財団調べによると、「いろいろなところへ積極的に外出したい」
という母親は27％。「不安なくいける場所であれば外出したい」の70％と合わせて
97％の母親が子連れや妊娠中でも外出したいと考えている。
また、「授乳・おむつ替えコーナーなどが便利になってきた」とする人が全体の4割を占め、
子連れでも外出しやすい社会への期待は確実に高まってきています。

しかし、ベビータウンのアンケート調査によると外出時に一番困るのは緊急の際、おむつを
替える場所がすぐにわからない事であるという結果が出ており、まだまだ子連れで外出する
際に必要な情報が不足しているという現状が、改めて浮き彫りになりました。

つまり

行動範囲がさらに増える！

開発者の想い2



ママ･パパみんなで助け合おう！
企画にあたっては、すべてのママ･パパが子育てのしやすい環境を、
全国の皆で作りましょうというコンセプトが掲げられました。

そして、その助け合いは時間を超えます。
｢ベビ★マ｣の利用期間は大体、子供が0歳から3歳くらいまで。
そんな『卒業』したユーザーでも、情報を残すことによって
次の世代のママ･パパを助けられるんです。

即時的な価値の提供の先に、全てのママ・パパが暮らしやすい社会を作り上げる事を目標に
した結果、「ベビ★マ」は生まれたのです。

このアプリを卒業する日が必ず来ます。
だからこそ、次世代のママ・パパに残しましょ！

サービス･スローガン

開発者の想い2



ママ･パパの助け合いに対する想いの力
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ママ･パパの助け合いに対する想いの力3

対価は何も渡していません。
全て自発的な助け合いで成り立っています。

写真や投稿があればそれも見られるので、雰囲気が
つかめていいですね。コンセプトも素晴らしいですし、
今度から授乳室とおむつ替え場所を利用したら
投稿しようと思います。

実際の利用者が投稿した口コミや写真が見れて、子育
てしているママ目線の口コミだからこそ、参考になる
情報があります！ママ（パパ）さん同士で協力し合え
るのって素敵ですよね。

■登録情報抜粋 ■利用者の声抜粋



スマートフォンアプリである理由
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4

これからの子育て世代へ

右図の通り、スマートフォンの普及率は近
年爆発的に増加しており、特にこれから子
育て世代となる
10代～20代女性におけるスマートフォン
の所有率は80％を超えている。

これは子育てを控えた若者の世代にとって、
外出する時は必ずスマートフォンを身に着
けるという時代が、すでに到来していると
言えるのではないでしょうか。

「ベビ★マ」はターゲットをこれら子育て
予備軍世代に絞る事で、育児をする親に
とって暮らしやすい社会の実現を目指して
います。

■ スマートフォン、携帯電話/PHSの所有率 時系列推移（全体）

■スマートフォン、携帯電話/PHSの性・年齢別所有率

（出典：VRI）

スマートフォンアプリである理由



直近の展望
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現在、都市部に集中

直近の展望5

まずは登録施設数を増やし、
地域差改善を目指します。

今後、自治体との連携も視野に 結果、地域格差無く利用可能に

○○市推奨
子育てアプリ



その結果、何が起こるか
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その結果、何が起こるか6

社会全体で子育てやすい街づくりを見える化し、
少子化に歯止めをかけたいと考えています。

子育てしやすい街が「見える」と･･･ 少子化対策に必要な好循環が生まれます

子育て世代誘致に
本腰を入れる

子育てに対する
不安が解消

積極的にお出かけ子育てしやすい
街で暮らしたい！

経済活性化

人口増加



「2020年」に向けての展望
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「2020年」に向けての展望7

東京五輪開催に合わせ、世界に対して
子育てしやすい国･日本をアピールしたいです。

©Audio-TechnicaUK



さらなる拡張性
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さらなる拡張性8

子どもの成長に合わせて、子ども用トイレなど
適切な情報を追加表示する事も考えられます。

■子ども用トイレアイコン(イメージ)



そして次の世代へ──
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そして次の世代へ──9

自分の行動が必ず社会の役に立つ
サービス･スローガンに掲げているとおり、
「ベビ★マ」の最大の特徴は、
1世代で終わりでは無いという事です。

ママ・パパが登録した施設情報は、
次の世代へと引き継がれ、
アプリが更に便利に進化し続けます。

自分の行動が確実に社会の役に立っている
という実感は、ユーザ側にとっても開発側に
とっても、高いモチベーションに繋がります。

目標は日本全国すべての授乳室・おむつ替
えコーナーを網羅する事です！

だからこそ、次世代のママさん・パパさんに残しましょ！

このアプリを
卒業する日が必ず来ます。
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1 今いる場所の周辺を検索 

『ベビ★マ』アプリを起動すると、 

現在地周辺の施設が表示されます。 

アプリ起動中の画面 

画面左下の   をタップすると、 

現在地周辺の施設が表示されます。 

現在地（渋谷駅付近）のマップが表示 

別の場所（虎ノ門付近）のマップ 
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をタップする 地名・駅名・住所・郵便番号 などを入力して 

[改行]をタップするとマップがその場所に移動 

[Done]をタップすると文字入力 

ツールが消え、マップが全体表示 

現在地（渋谷駅付近）のマップ 別の場所（虎ノ門付近）のマップ 

虎ノ門 虎ノ門駅 

港区虎ノ門１−1-1 105-0001 

地名・駅名・住所・郵便番号 などを入力 

別の場所の周辺を検索 



2 

をタップする 地名・駅名・住所・郵便番号 などを入力して 

[改行]をタップするとマップがその場所に移動 

[Done]をタップすると文字入力 

ツールが消え、マップが全体表示 

現在地（渋谷駅付近）のマップ 別の場所（虎ノ門付近）のマップ 

虎ノ門 虎ノ門駅 

港区虎ノ門１−1-1 105-0001 

地名・駅名・住所・郵便番号 などを入力 

別の場所の周辺を検索 



3 マップの操作 ［スクロール移動］ 

マップ上でタップし、そのまま上下左右に『ドラッグ』操作すると、マップがスクロールされて移動できます 

ドラッグ操作 

左にスクロール移動されたマップ 



4 マップの操作 ［ズーム］ 

マップ上で指二本でタップし、そのまま押し広げる 

『ピンチアウト』操作をすると、その箇所にズームインされます 

マップ上で指二本でタップし、そのまま押し縮める 

『ピンチイン』操作をすると、マップ全体がズームアウトされます 

ズームインされたマップ ズームアウトされたマップ 

ピンチアウト操作 ピンチイン操作 



5 施設アイコンの説明・施設の非表示 

画面右上の      アイコンをタップすると、 

その種類の施設が非表示になります 

オムツ替え施設が非表示になったマップ 

 『おむつ替え施設』のアイコン  

同種の施設がマップ上で 
重なっている場合 

 『授乳室』のアイコン  

『おむつ替え・授乳室』併設のアイコン 

同種の施設がマップ上で 
重なっている場合 

同種の施設がマップ上で 
重なっている場合 



6 施設の情報を見る 

施設アイコンをタップすると、施設情報が確認できます。情報エリアで縦方向に『ドラッグ』操作をすることで 

画面外に見切れている情報も見られます。閉じるときは、情報エリアの欄外をタップします。 

写真をタップすると、拡大表示 

スライド操作で、見切れている情報を表示 

スライド操作 

欄外をタップで閉じる 



7 コメント/写真投稿 

施設情報画面で、           をタップして入力し、     をタップすることでコメントが投稿できます。 

   アイコンをタップすると、写真が投稿できます。 



8 重なってる施設の見かた 

ズームインすると、施設アイコンが分かれる 

タップすると、施設リストが表示 

施設名をタップで、施設詳細へ 

      などの施設が重なったアイコンは、 

ズームインすることで個別の施設に分けられます 

ズームせずにそのままタップも可能です。その場合はアイコンに含まれる 

全施設がリスト表示され、施設名のタップで施設詳細を確認できます 

ピンチアウト操作 



9 施設の新規登録 

ドラッグ操作 

画面右下の   をタップすると、 

施設の新規登録モードになります 

座標がずれているときは   を『ドラッグ』して 

適切な位置に移動し、      をタップします 

情報を入力、施設タイプを選択してから 

        をタップして投稿します 



10 その他の操作 

画面左下のタブをタップすると下記のスライドメニューが現れ、『使い方』『ご利用規約』『公式サイト』を参照できます。 

SNS等にシェアすることで、友達に『ベビ★マ』アプリを教えることもできます。 

スライドメニューが表示 SNSでシェア（Facebook） 
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