
すぐわかるサービス紹介資料

トヨクモ
ちゃん



2

サービス紹介

各種機能紹介

料金・プラン

検討の進め方

他社比較

目次

P.3

P.11

P.15

P.20

ご参考情報

災害時、企業の課題

トヨクモについて

システムの必要性

BCPの重要性

P.24

P.35

P.40

P.49



3

各種機能紹介
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気象庁の情報に

連動して、自動送信

簡単操作で

表示できる集計画面

災害時に強い

オンライン上の会議室

状況別詳細表示

地域別、部署別表示

未回答者へ自動再送信

代理回答・上書き回答

掲示板

個別メッセージ

グループメッセージ

一斉メール

一斉送信 (下記3種類で受信可能）

メール・専用アプリ・LINE（オプション）

予約送信

地震・津波・特別警報に対応

BCPに必要な機能を搭載

安否確認 対策指示自動集計
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全社員へ情報共有 限定的なメンバーで議論 設問をつけて集計も可能

役員の方、部長クラスの方のみ等
限られたメンバーとクローズドな

環境で議論できます。

決定した対応策を周知する場合に

利用できます。
社内全体で共有したい情報は
掲示板を利用します。

掲示板 メッセージ 一斉送信

3つの対策指示機能
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様々な端末から操作可能

PC、スマートフォン、タブレットはもちろん、

フィーチャーフォン（ガラケー）にも対応しております。

安否確認の回答や一斉送信の集計結果の閲覧も可能。

マルチデバイスに対応
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自動で送られてくるメール内のURLをクリックするだけで、設問フォームに遷移します。

ID・パスワード入力などログイン操作は必要ありませんので、スムーズな安否報告が可能です。

従業員目線での使い勝手
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災害に強いインフラ

国内での災害を想定し、

利用するクラウドサーバーは

シンガポールを中心に、

日本国外に分散させています。

シンガポールは、

自然災害が非常に少ない国ですが

万が一、被災したり障害が発生した場合でも、

日本やアメリカのバックアップサーバーに

切り替えることで、システムを

稼働させ続けることができます。

災害に強い設計
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セキュリティ面も安心

本システムは、世界最大のクラウドサーバーである、
「アマゾンウェブサービス（AWS)」上に構築されています。
高度なセキュリティは米国政府にも認められ、1年を通じて

2,800を超える要件について、外部機関の監査を受けています。

ユーザーのプライベートな連絡先は

管理者は閲覧不可

国際基準のセキュリティ対策
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誤報判定
機能

専用アプリ
LINE連携

登録連絡先の
メンテナンス

代理回答/
上書き回答

ファイル添付家族
メッセージ

ユーザーも
所属地域登録

AUTO

IMG

子会社管理も

可能
多言語表示

人事情報

連携

その他の機能
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トヨクモ 警備系 S社 通信系 N社 Webサービス系 I社

地震、津波、特別警報に連動した

自動配信機能
○ 全てに対応 △ 地震・津波に対応 △ 地震・津波に対応 △ 地震・津波に対応

新型コロナウイルス対策機能 ○
社員の体調や出社予定などの状況把握

が可能。
○

社員の体調や出社予定などの状況

把握が可能。
○
社員の体調や出社予定などの状況把握

が可能。
○
社員の体調や出社予定などの状況

把握が可能。

自動集計機能 ○
自動集計に対応、また組織や地域別にも

自動集計ができる。
○

自動集計に対応、また組織や地域

別にも自動集計ができる。
△
自動集計に対応、組織別に自動集計がで

きる。
○
自動集計に対応、また組織や地域

別にも自動集計ができる。

コミュニケーション機能 ○

全てのユーザーが閲覧できる掲示板機能

や閲覧者を限定できるメッセージ機能が

ある。

△ 掲示板機能のみ。 △ 掲示板機能のみ。 × なし

ファイル添付機能 ○

掲示板やメッセージなどコミュニケーション

機能でコメントに10MBまでのファイルを添

付できる。

× なし ○ 掲示板にファイルを添付できる。 △
別サービスに加入することで

ファイル添付機能を利用できる。

データセンター ○

クラウドサーバーのAWS（アマゾンウェブ

サービス）上にシステムを構築。

シンガポール、米国、日本の3拠点

△

オンプレミスサーバー（自社のセ

キュアサービスセンター）上にシス

テムを構築。

拠点は東京と大阪。

△

国内に拠点を置くサーバー上にシステム

を構築。

拠点は2拠点、場所は非公開。

△

国内に拠点を置くサーバー上にシス

テムを構築。

拠点は東京と大阪。

大災害を想定した定期的な負荷検証

（一斉訓練）
○

9月1日の防災の日前後に契約会社全社

で大災害を想定した一斉訓練を実施。 多

くの契約会社が集中アクセスすることで安

否確認サービス2は災害時でも安全に稼

働することを証明しております。

× なし × なし × なし

サービス品質保証制度（SLA）の設定 ○

サービスの品質について、一定の水準を

保証し、保証された水準を下回った場合

には、ユーザーへの返金、その他の何ら

かの措置を行います。

× 非公開 × 非公開 × 非公開

無料お試しの有無 ○ 30日間の無料お試し（回数無制限） ○ 30日間の無料お試し △ ２週間の無料お試し △ 30日間の無料お試し

初期費用 ○ 0円 × 非公開 × 200,000円 × 200,000円

導入前サポート ○

サポートデスクあり

定期的にオンラインセミナーを実施してい

る（無償）

△ サポートデスクあり △ サポートデスクあり △

サポートデスクあり

簡易説明会、導入サポートプログラ

ム（有償）

年間ご利用料金

（500ユーザーの場合） ○ 271,320円 △ 非公開 △ 460,000円 × 680,000円

他社比較
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より詳細な他社比較表は、安否確認サービス2のHPにて公開しております。

機能比較から料金まで細かな比較をご案内しておりますので、ぜひご覧ください！

より詳細な他社比較表

https://anpi.toyokumo.co.jp/?utm_source=service_details&utm_medium=document&utm_campaign=service_details_13
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大震災時の集中アクセスでも利用できるように

全ての契約ユーザーを対象とした一斉訓練 を実施しています！

関東で最大震度7の
地震発生を

想定した定期的な負荷試験

処理に5秒以上かかったアクセスなし

東日本大震災と同等の負荷も問題ない想定

訓練結果の個別レポートを無償提供

トヨクモの取り組み

トヨクモは、「東日本大震災時に契約している他社の安否確認システ

ムが利用できなかった。」と言われる声を聞き、サービス提供を開始
しました。
災害時の集中アクセスでも利用できるように、1年に１度、全ての契約
ユーザーを対象とした『一斉訓練』を実施しています。契約している
ユーザーが実際に集中的にシステムを利用することが災害時にも稼

働できる「唯一の証明」だと考えています。

一斉訓練に関する詳細はこちらからご覧いただけます。https://anpi.toyokumo.co.jp/training.html

https://anpi.toyokumo.co.jp/training.html
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サービス品質保証制度（SLA：Service Level Agreement）とは、

サービス提供者がその提供するサービスの品質について一定の水準を保証し、

保証された水準を下回った場合には、ユーザーへの返金、その他の何らかの措置を行う

制度です。

安否確認システムは緊急時にアクセスが集中するその特性から、

SLAを制定するのは非常に難しく、ほとんどのメーカーがSLAの設定をしておりません。

トヨクモの取り組み
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料金・プラン
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ご利用料金（月額）

初期費用無料

ライト プレミア ファミリー エンタープライズ

50ユーザー 6,800円 8,800円 10,800円 14,800円

100ユーザー 9,800円 11,800円 15,800円 19,800円

200ユーザー 12,800円 14,800円 18,800円 22,800円

300ユーザー 14,800円 17,800円 22,800円 26,800円

500ユーザー 18,800円 23,800円 28,800円 33,800円

700ユーザー 22,800円 27,800円 32,800円 37,800円

1,000ユーザー 26,800円 32,800円 38,800円 43,800円

※1,001ユーザー以上の料金はこちらよりお問い合わせください。

https://anpi.toyokumo.co.jp/inquiry.html?utm_source=service_details&utm_medium=document&utm_campaign=service_details_17


17

年額は5％割引

ご利用料金（年額）

初期費用無料

ライト プレミア ファミリー エンタープライズ

50ユーザー 77,520円 100,320円 123,120円 168,720円

100ユーザー 111,720円 134,520円 180,120円 225,720円

200ユーザー 145,920円 168,720円 214,320円 259,920円

300ユーザー 168,720円 202,920円 259,920円 305,520円

500ユーザー 214,320円 271,320円 328,320円 385,320円

700ユーザー 259,920円 316,920円 373,920円 430,920円

1,000ユーザー 305,520円 373,920円 442,320円 499,320円

※1,001ユーザー以上の料金はこちらよりお問い合わせください。

https://anpi.toyokumo.co.jp/inquiry.html
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ライト プレミア ファミリー エンタープライズ

手動送信 ✔ ✔ ✔ ✔

平時のアンケート ✔ ✔ ✔ ✔

自動集計 ✔ ✔ ✔ ✔

掲示板/メッセージ ✔ ✔ ✔ ✔

災害連動の自動送信 × ✔ ✔ ✔

ファイル添付 × ✔ ✔ ✔

SmartHRとの人事情報連携 × ✔ ✔ ✔

freee人事労務との人事情報連携 × ✔ ✔ ✔

cybozu.comとの人事情報連携 × ✔ ✔ ✔

家族間の安否確認 × × ✔ ✔

詳細な権限設定 × × × ✔

多言語対応 × × × ✔

APIによる人事情報連携 × × × ✔

IPアドレス制限 × × × ✔

メールの差出人名変更 × × × ✔

プラン一覧

ライトプランを

30日間無料で試す

プレミアプランを

30日間無料で試す

エンタープライズプランを

30日間無料で試す

ファミリープランを

30日間無料で試す

https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=case_vol1_19
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=case_vol1_19
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=case_vol1_19
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=case_vol1_19
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=case_vol1_19
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=case_vol1_19
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=case_vol1_19
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=case_vol1_19
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全プランで利用できるオプション機能

LINE連携機能

LINEアプリを使った安否確認のイメージ

LINE連携

■安否確認サービス2の公式アカウントから

安否確認をメッセージ通知

■専用サイトにID・パスワード入力不要で

アクセス！安否状況を報告

■スマホ・ケータイ所有者の約80%が使う「LINE」のメッセージ通知で、迅速に安否確認を行うことができます

■迷惑メールやアドレス変更などによる安否確認通知の未達を補完します

月額料金 LINE連携 50ユーザー 500円（税別）〜

※料金はこちらより確認いただけます。

https://anpi.toyokumo.co.jp/price.html?utm_source=service_details&utm_medium=document&utm_campaign=service_details_20
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検討の進め方
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ご検討にあたり

今後の検討のすすめ方

２ヶ月目
30日間の無

料お試し

社内への

展開・周知
導入

2度目の

無料お試し

実際に安否確認サービス2に触れて操

作性や機能を検証。

会社が想定する運用と合うか見極める。

（社内稟議で導入可否判断）

無料お試しの環境を引き継ぎ、

本稼働する。

弊社では、サポートポータルをご用

意しております。

安否確認サービス2の仕様や機能

のマニュアル、説明動画やよくある

質問などをご覧いただけます。

本運用を想定した検証。組織やユーザー、ユーザー

の部署や所属地域などの情報を登録。災害を想定し

た訓練などを実施するのも良し！

https://anpi.toyokumo.co.jp/support-portal.html?utm_source=service_details&utm_medium=document&utm_campaign=service_details_21
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安否確認サービス2の全ての機能をご検証いただけます。

まずは、1人〜少人数でのご検証 からお気軽にお試しください。

※無料お試し期間終了後、自動契約等ございませんのでご安心ください。

何度でもお試しいただける、30日間無料お試し！

無料お試しのご紹介

何度でもお試しいただける

30日間

無料お試し

https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=service+details_vol1_22
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=service+details_vol1_22
https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html?utm_source=catalog&utm_medium=catalog&utm_campaign=service+details_vol1_22
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各会社専用のQRコード付き

登録手順書を発行出来るので、

通知先の登録がスムーズ！
アカウント登録

メール

テンプレート
設問フォーム

階層に制限はありません。

自由に部署構造を作成できます。

自動送信設定

イラスト付きのマニュアルを

各種用意しております。
ユーザーが登録した連絡先は

管理者から閲覧できません。

設問内容を何パターン

でも登録できます。

利用開始までのフロー

ユーザー

登録
部署登録

緊急時の

事前設定

ユーザーへの

登録案内

システム管理者 システム管理者 危機管理責任者ユーザー

２

２
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災害時、
どのような問題に直面する？
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過去20年間に震度5以上の地震は310回発生しており、

年平均では15.5回、 月平均では1ヶ月に1回以上発生している計算に。

参考：気象庁「気象庁震度階級関連解説表」

震度5弱の地震発生時、想定される具体的な状況

人の体感・行動 大半の人が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。

屋内の状況
電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚にある食器類、書棚の本が落ちること
がある。
地震が来た時に座りの悪い置物の大半が倒れる。
固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

屋外の状況 まれに窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。
道路に被害が生じることがある｡

災害の発生状況

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html
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参考：国立研究開発法人防災科学技術研究所

今後20年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率

今後20年間の地震発生確率

https://www.j-shis.bosai.go.jp/maps-pshm-prob-t30i55
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中小企業の従業員規模ごとの損失額に関する割合です。
企業規模の大小に関わらず、多くの企業で被害が発生しています。

【損失額100万円以上の割合】

74.7%

73.7%

72.4%

80.3%

災害発生により起こる企業の損失
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間接型

約46％

直接型

約54％

間接型

約89％

直接型

約11％

阪神淡路大震災（1995年） 東日本大震災（2011年）

直接型

オフィスや工場
設備等が被害を

受けて倒産

間接型

取引先の縮小や

仕入れ先の被災
が影響して倒産

累計1,946件
（2020.3時点の東京商工リサーチ）

取引先/仕入れ先が被災した影響を間接的に受けて、

倒産した企業割合が増加しています。

損失により倒産するケースの変化
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原料調達 生産 物流 販売

【従来のバリューチェーン】

自社で原料調達から販売まで一気通貫のバリューチェーンを構成している。

【現代のバリューチェーン】

複数の企業で1つのバリューチェーンを構成しているため、いずれかの企業が

被災すると、バリューチェーンを構成する多くの企業が被害を受ける。

バリューチェーン構造におけるリスク

原料調達 生産 物流 販売

自
社

自
社

他
社

他
社

他
社
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サプライチェーンが被災した場合のリスク

サプライチェーンが被災すると事業が停止する

原料調達 生産 物流 販売

（自社）

原料調達

（他社）

利益がなくなり、さらには顧客や取引先が他

社に移り、自社に甚大な影響（シェアの低下

や損失など）が出ます。倒産のリスクも。

一度失った信頼は、簡単に取り戻せません。

事業が停止した場合のリスク
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早期復旧の実現

モノヒト お金情報

最も重要！

災害時は、従業員の安否確認を迅速に行う必要がある。

事業継続のための経営資源を確保する

会社の損失を最小限に抑え、事業の早期復旧を実現する為に必要なのが「従業員の稼働」です。

どのくらいの人数が稼働できるかを早期に確認することが、その後の復旧計画策定に大きく影響します。

そのため安否確認を行うことは、従業員の安全を確認すると共に迅速な事業復旧を果たす上でも重要度が高いです。
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東日本大震災時、各携帯キャリアでは通話が最大70〜95%の制限がされました。

これにより、電話が通じず安否確認が思うように出来ない事態が発生しました。

参考：総務省「東日本大震災における情報通信の状況」

電話が繋がりづらくなる可能性

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h23/pdf/n0010000.pdf
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東日本大震災時、通信トラフィックは発災

後30分～1時間でピークを迎えました。

そのため、安否確認システムの自動送信

機能で安否確認メールを迅速に配信開始

すれば、安否確認通知を届けられる可能

性は極めて高くなります。

メールが遅延する可能性
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上司 部下

メールの遅延

大規模災害発生後、一定時間が経過すると多くの人が
一斉にメールを送信するためメールサーバーが輻輳しメールの遅延が発生します。

なぜメールは遅延する？

キャリア等のメールサーバー
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BCP策定の重要性とは？
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非常事態（自然災害・事故・障害）が生じた際に素早く事業を再開し、

事態を収拾、損害を最小限に留める為の対応・対策を策定する事を指します。

自社だけでなく、仕入先・取引先などの他社も巻きこんだBCPの策定が

企業としてのエチケットとして浸透し始めています。

販売

BCP策定の重要性

B（Business）C（Continuity）P（Plan）：事業継続計画とは

原料調達 生産 物流 販売
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2007年

新潟県中越沖地震
発生・被災
（震度6強）

安否確認システム

導入

2004年

新潟県中越地震
発生・被災
（震度5弱）

z

工場の生産設備が被災し、生産が停止。

生産していたピストンリングは自動車の

エンジンに不可欠な部品で国内シェアは

5割を占め各メーカーに供給していた為、

国内自動車メーカー全社が一時生産中止。

その後、BCPの重要性を感じ策定を開始。

z

BCP策定を推進中だったため、

迅速な対応を行いリケンの従業員だけでなく、

各取引先自動車メーカーの社員、周辺地域の

支援を得ることができたことにより早急の復旧

が可能となり、被災後2週間後に生産ラインがす

べて復旧。

その後、安否確認システムの導入を

中心に、耐震補強工事や工程改革、

早期復旧や供給継続体勢づくりなど、

BCP策定に一層力を入れている。

z

参考：内閣府 防災情報のページ「特集 事業の継続」

BCPによる迅速な復旧事例（株式会社リケン様 柏崎工場）

https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h21/11/special_03.html
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「リスクマップ」とは自社事業の中断を引き起こす可能性のあるリスクの代償を

俯瞰的な視点で閲覧・比較・理解できるようにするために描かれる図表のことを指します。

「リスクマップ」を作成することで緊急時のリスクの優先度・頻度を整理することが可能となり、

何から策定したら良いのか整理しBCPを円滑に策定すること、見直すことにも繋がります。

経
営
#
$
影
響
度

リスク頻度

〇〇工場での火災

電話不通

メール遅延

エレベーター故障

電力供給停止

△△工場での浸水

高低
低

高

リスクマップ
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参考：事業継続計画（BCP）に対する企業の意識調査（2020年）- 帝国データバンク

さまざまな業務効率がアップ

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p200606.pdf
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安否確認システムの

必要性とは？
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阪神淡路大震災
安否確認という単語が広く

一般的に使われるようになり、
災害用伝言ダイヤルが設置される

キッカケにもなりました。

1995

携帯電話の普及率が高まり、

非常時に誰でも電話発信が

行えるようになりました。

そのため、通信の輻そう（混雑）を

軽減する目的で災害用伝言板の

提供が開始されました。

東日本大震災
通常の50-60倍の

負荷がかかり、最大で

70-95％の音声通信制限が

行われました。

2011

各キャリアで、

災害時に通信が行えるよう

様々な対策が進んでいます。

メッセージアプリの「LINE」も

東日本大震災を契機に

開発されたと言われています。

弊社の前身サービスである

「安否確認サービス」もこの時期に

開発/提供が開始されました。

安否確認システムは、時代と共に変化を遂げてきました

安否確認手段の変化
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z

どれくらいの人員が事業復旧の作業に

参加できるのかを手動で確認した場合、

災害発生直後のパニック状態で集計ミ

スが発生する可能性も。また莫大な時

間がかかる可能性が。

電話やメールの連絡が困難な中、

集計後に指示出しを行う手段は限られ

る。

災害発生から一定時間経過後に

送信したメールは遅延する可能性が高く、

電話も音声通信の制限により繋がりにく

い状態に。

災害発生直後のパニック状態中で人力の確認作業を行うのは困難です。

そのため、企業の安否確認においては次のような課題を解決できるシステムが求められてい

ます。

災害時に直面する課題

メールの遅延

音声通信の規制 手作業の集計 集計後の指示出し

z z
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安否確認システムに求められるポイント

z

エクセルで手動集計などは行う

必要なく、各部署で複数管理者がリ

アルタイムで状況把握する運用が

可能に。

電話やメールに代わる、災害時で

も繋がるコミュニケーション機能が

あれば、集計後に全社、または任

意の従業員に対して臨機応変な指

示出しが可能に。

担当者が被災したり、休日や夜間に

災害が発生しても、迅速に初動対応

が可能に。

安否確認だけにとどまらず事業復旧を見据えて対策を進めていくためには、

災害対策メンバーが主体となって情報収集や初動対応が行える機能が必要となります。

そのため、企業の安否確認においては次の機能を備えたシステムが求められます。

自動送信 自動集計
情報共有

対策指示
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東日本大震災時、携帯キャリア各社では通話が最大95〜70％制限されました。
これにより電話が通じず安否確認が思うように行えなかったのです。

【総務省資料より】

一方、パケット通信はドコモ社が宮城県内で一時的に規制を行ったが
その他の携帯キャリアでは規制なしで利用できました。

なぜ安否確認システムが必要なのか
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電話等の音声通話とパケット通信の仕組みが違うから！A

パケット通信が規制される事が少ない理由は、
通話に比べて効率的に回線を利用できる点が1
つの理由としてあります。

パケット通信は1本の回線を全ての利用者で利用
するため、
回線が足りず接続できずに弾かれることが少なく
なります。

東日本大震災当では、個人の安否確認や連絡の
やり取りはパケット通信のみで利用できるツイッ
ターが有用だと話題になりました。

その後、パケット通信だけでコミュニケーションが
取れるLINEが開発され広く利用されるようになり
ました。

なぜパケット通信は繋がったのか
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東日本大震災時、通信トラフィックの
ピークは災害発生から30分〜1時間で
ピークを迎え、以降はメール配信の遅
延が発生しました。

安否確認メールを届ける為に

ピークを迎えるまでに

自動で安否確認メールを送信
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回答時は電話やメールサーバーが混み合っているため

パケット通信のみを用いたウェブ回答が主流です。

回答はどうする？
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ウェブ回答方式の場合、安否確認システムのインフラが
激増するアクセスに耐えられる必要があります。

東日本大震災では、激増するアクセスに耐えられず稼働しなかった安否確認システムがありました。

トヨクモの安否確認システムでは、災害発生と同時にサーバーが自動拡張されアクセス集中に備えます。
その後も集中するアクセスの負荷を検知して自動拡張を段階的に行っていくため、
安定して利用することが可能です。

トヨクモのクラウドサーバー（イメージ図）

アクセス集中に耐えられるのか

オンプレミスサーバー（イメージ図）

トヨクモでは、大震災時の集中アクセスでも利用できるように全ての契約
ユーザーを対象に負荷検証をかねた一斉訓練を実施しています。
一斉訓練では弊社システムに東日本大震災と同等の負荷がかかります。な
お、これまでの一斉訓練で問題なく稼働しております。

一斉訓練の詳細はこちらからご覧いただけます。

参加無料の一斉訓練！！
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トヨクモってどんな会社？
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トヨクモってどんな会社？

弊社がサイボウズ社の子会社として設立された翌年の

2011年3月11日に東日本大震災が起きました。

その際に、親会社であるサイボウズ社に対して様々な要

望が寄せられたことが、弊社が安否確認システムを開発

するきっかけとなりました。

なぜトヨクモが安否確認システムを？

※現 東証グロース市場

災害時の安否確認を自動化する安否確認サービス2のほか

サイボウズ社のkintoneに連携するサービス

日程調整ツールのSchedulerを開発販売しています。
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数字でわかる、安否確認サービス2

導入社数 サービス継続利用率 利用企業の従業員数

3,000 社 以上 99.8% 10名〜数万名規模

*2023年3月時点

以上
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その場で

すぐに回答

画像付きの

マニュアル

満足度調査

「不満」回答

サポートポリシー

弊社サービスでは無料お試しにて何度でもご検証が可能です。

機能の使い勝手が気になる方は、

下記より、お気軽にお申込みください。

何度でもご検証可能！

30日間無料お試し

https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html

本資料に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたし

ます。営業時間内（平日9:00〜18:00）でしたら即日回答をさせてい

ただきます。お気軽にご相談ください。

： 050-3816-6666

： toyokumo@toyokumo.co.jp
お申込み

tell

mail

お問い
合わせ

最後までご覧いただき、ありがとうございました

安否確認サービス2専門の担当者

ゼロ

1時間以内に返信

（営業時間内に受信）

https://anpi.toyokumo.co.jp/trial.html
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会社紹介

商号 トヨクモ株式会社

所在地 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル 14階

電話番号 050−3816−6666

メールアドレス toyokumo@toyokumo.co.jp

ホームページ https://anpi.toyokumo.co.jp/

情報セキュリティ

基本方針

当社はISO 27001 に適合した情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)を構築し、当社が取り扱うお客

様の情報資産及び当社の資産の保護と、セキュリティ事故の予防、及び情報セキュリティの継続的な向上

に努めております。

https://anpi.toyokumo.co.jp/

