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1.会社概要

2

■名称 株式会社Ecold
⼆次障害にさせない社会づくり
新しい福祉のカタチ 療育×Technology

■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
エコルドフランチャイズチェーン
業務効率改善ソフトEcoldLINK の開発・販売
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
⼤阪府 障がい福祉分野におけるICT導⼊⽀援事業

■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）

未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする



2.療育理念とEcoldの志
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「療育の理念」は東京⼤学教授⾼⽊憲次先⽣が昭和23年東京⼤学退職に
当たっての最終講義で述べられ、それは今に⾄る厚⽣労働省が定める障
害児通所⽀援事業にいう「療育」とも同義と解されています。
ほとんどの⽅々は療育という⾔葉は最近できたばかりの⾔葉とか、⾃閉
症は最近できた障害であるという認識が多いところですが、実際には⾃
閉症という⾔葉も療育という⾔葉も70年以上前から狭い専⾨領域で使わ
れ続けられ、その研究や実践により膨⼤なデータが蓄積されているので
す。
ところが平成24年の児童福祉法改正から児童発達⽀援・放課後等デイサ
ービスに株式会社を含む多くの企業が参画するようになり、いつしか参
⼊障壁を下げるためなのか「障害のある⼦どもたちの学童保育」を「療
育」であるかのような誤った認識が広まってしまいました。
しかしながら主管庁である厚⽣労働省も同じ思いですが本来の療育はそ
の時代の医学と保育（教育）の専⾨的知識を総動員し、障害のある⼦ど
もたちの有する能⼒を有効に活⽤させ、⾃⽴し、⽣活できるように育成
することを⽬的にしています。
発達障害、知的障害児の⽀援においてもこの療育の原点にある「整形外
科」の観点に私たちEcoldは⽴ち返り、理学療法⼠、作業療法⼠、保育⼠
を中⼼とした療育の全国的な発展と普及の実現を志しています。

東京⼤学教授
⾼⽊憲次

（たかぎのりつぐ）
整形外科医

療育の碑に「療育の理念」
が刻み込まれている



3.メディア掲載
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■メディア掲載

未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする



株式会社Ecold

株式会社Ecold 〒530-0002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

実績とメッセージ



4.療育事業で成功するポイント︕
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突然ですが、まず結論 を⾔います

成功のポイントは３つ︕
デジタル化 と専⾨性 と

地域からどれだけ必要とされるか

療育を理解しているか、実践できるか
「療育」と⾔う⾔葉をどこまで理解をして事業を進めていくか
社会資源として必要とされる療育サービスの提供者として、その専⾨性を
追求していかなければならないのです。



5.療育事業で成功するポイント︕
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会社案内動画（必ずご覧ください）
第1回 乳幼児療育カンファレンス2022 に公開した動画です
「Ecold会社案内ロングバージョン」

⼤阪⼤学後援／株式会社Ecold主催／京都⼤学、⼤阪⼤学など教授等が集まり
児童発達⽀援における療育についてカンファレンスを実施した際の様⼦



8未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする

箕⾯市⻄⼩路（2018年4⽉）当社⼦会社
吹⽥市昭和町（2019年４⽉）当社⼦会社
東成区新深江（2018年4⽉）当社⼦会社
泉⼤津（2022年4⽉）当社⼦会社
豊中市本町（2020年7⽉）
⾼⽯市（2021年6⽉）New
池⽥市（2021年5⽉）New
⼤阪阿倍野 (2021年11⽉）New
寝屋川市（2021年11⽉）New
堺市 (2022年中）New
守⼝市（2022年中）New
⼤阪城東（2022年中）New
⼤阪⻄淀川 (2022年中）New
⼤東市 (2022年中）New
⼤阪島本町（2022年中）New

盛岡市（2021年5⽉）New
滝沢市（2021年12⽉）New

埼⽟県（2022年中）New

新潟県（2021年11⽉）New

⼤分市（2022年中）New
⼤分市（2022年中）New

岐⾩県（2022年中）New

2021年からフランチャイズ募集開始後、
加盟契約&フリーネーム開業⽀援実績

6.実績

福島県（2022年中）New

2021年中実績 20件
※2022年中開業予定含む

神⼾市（2022年中）New沖縄県（2022年中）New

申し込
み多数

︕

関⻄エ
リア

募集停
⽌中︕



株式会社Ecold

株式会社Ecold 〒530-0002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

療育事業成功の

３つのポイント



7.業務をデジタル化 〜現場から誕⽣したデジタルシステム〜
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8.⾼度な専⾨性 〜医学的根拠と保育技術を掛け合わせる療育〜
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lコミュニケーション能⼒の向上
保護者様からの相談で多いのが、発語が無い、わが⼦
と会話でコミュニケーションをとりたい︕という相談
が多い。そんなお⼦様には、、

「⾔葉のシャワーを浴びせる」

さらに、指先の極微細な運動による脳への刺激（作業
療法）等で、発語を促す療育を⾏っております。

l運動能⼒の向上
筋⾁が正しく発達しておらず、姿勢を保てない、まっ
すぐ歩けないというお⼦様が多い。弊社では、専⾨家
がしっかり監修し、プログラムを作成しているので、
エビデンスに基づいた運動療育を施しています。

例）鉄棒、サーキットトレーニングなど

未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする

l⽣活スキルの向上
幼児⽤ではトイレができるが、家ではできな
い。こういった⽣活スキルをできるに︕︕⼿
洗いうがいなど基本的なところから、⾐類の
着脱、⾷事等もEcoldに通う事で、⼦どもたち
が無理なく、楽しんで、遊びの中で訓練する
ことができる

コミュニ
ケーション
能⼒の向上

⽣活スキル
の向上

運動能⼒の
向上



9. 地域で必要とされること 〜保護者の⼼理ケア〜

保護者（⺟親）の障害児の育児ストレスが注⽬されている

⼦ども

明確な成⻑

専⾨家
との出会い

保護者（⺟親）

時間の解放

同じ境遇の

保護者（⺟親）

との出会い

12未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする



10. 未来に向けて必要とされること
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lKitSGreen（教材）
ＩＣＴ × 療育 教材︕

⾃分の描いた作品が⾶び出す︕動き出す︕
想像⼒・チームワーク⼒・ICT活⽤⼒の

21世紀型療育カリキュラムKitS Greenは
⼦どもたちの“いきる⼒“を育てます。

未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする

lロボット療育
顔認証登校管理システムを導⼊しています。

ダンスや⼿遊び等、ロボットとの関わり合い
が、コミュニケーションやソーシャルスキル
の育成効果があり、注⽬されております。



11. 徹底した研修プログラム
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● 開業前オーナー、管理者向けトレーニング
毎週⾦曜⽇10:30-12:30にオンライングループトレーニングを⾏います

約３ヶ⽉間で１クールとして開業後も何度も参加することができます

● 開業前オープニングスタッフ向けトレーニング
担当マネージャー等から約18時間のトレーニングを実施します

また開業後はオーナー、管理者などリーダー向けのメンタリングを実施します

● 理学療法⼠・作業療法⼠等の研究員のトレーニング
開業後は約２ヶ⽉から３ヶ⽉を１クールとするグループトレーニングを実施します

主に乳幼児期の⼦どもに対する知識、療育技術などの専⾨的な内容のトレーニングです



12. 療育はピープルビシネス
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直接⼦どもたち、保護者に関わる
保育⼠などのスタッフが
どれだけスキルアップするか、

質の⾼いサービスを提供できるか、
オーナーの成⻑と
スタッフ１⼈、1⼈の成⻑が
ビジネスの成功に繋がっていきます

管理者
児童発達⽀援管理責任者

常勤保育⼠ 常勤保育⼠ 常勤作業療法⼠ 常勤保育⼠ ⾮常勤保育⼠

オーナー

エコル
ドが⽬

指す

医学的
根拠の

ある

療育を
徹底指

導︕

※イメージ



株式会社Ecold

株式会社Ecold 〒530-0002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

児童発達支援

制度と市場性



13.障害児通所⽀援事業とは
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児童福祉法に基づく障害児通所⽀援事業
（厚労省の通知に基づき、都道府県・政令指定都市・中核市が許認可・指導）

⽇常⽣活における基本的な動作の指導、⽣活能⼒の向上のために必要な訓練、知識技能の
付与、集団⽣活への適応訓練、社会との交流の促進などの⽀援を⾏う公的サービスです。

未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする

多機能型事業所

児童発達⽀援
０歳〜６歳(未就学児）

放課後等デイサービス
７歳〜１８歳（就学児）

※未就学児の早期療育を特に重要視します
早期療育を⾏うことで、⼦供たちの成⻑につながります︕



14.利⽤者負担額
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区 分 世帯収⼊状況 ⾃⼰負担額

⼀般 １ 世帯所得899万円以下の世帯 4,600円

⼀般 ２ 上記以外 37,200円

⽣活保護 ⽣活保護受給世帯
0円

低所得 市町村⺠税⾮課税世帯

⾃⼰負担額上限/１カ⽉

その他費⽤
おやつ代︓１００円/１⽇

また、やむを得ない理由があり施設側で
物品を購⼊した場合など（例︓おむつ）
※オーナー様のご判断になります。

児童発達⽀援等に通所する保護者は、利⽤額の９割以上を公費から給付されます。
※3〜5歳児は児童教育無償化対象事業につき、10割を公費から給付されます。
１回当たりの施設利⽤料は約13,000円（利⽤者負担は１回当たり1,300円）

上記の上限⾦額を超える場合は公費で負担するため、保護者は安⼼して通所させることが
できる制度です。



15.児童の障害タイプ
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l対象者はどんな⼦どもたち︖（児童発達⽀援）
①⾝体障害、知的障害または精神障害のある児童（発達障害児む）
②そのほか、児童相談所、市町村保健センター等により、

「療育」の必要性が認められた児童
※療育⼿帳（障害者⼿帳）の有無を問いません。
多くの利⽤児童は診断はなく、原因不明の発達遅滞の児童です

未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする

定型発達
発達障害
発達遅滞

重度の

発達障害

⽇常⽣活に⽀障がない ⽇常⽣活に⽀障がある

何らかの発達に課題がある⼦どもたち
（いわゆる発達障害/⼩学1年⽣）
通常学級の児童⽣徒*9.8%

※⽂科省調査



16.市場環境 事業所数と費⽤の成⻑率
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§ 障害児通所⽀援事業として施設数は２１,０００ヶ所、８年で総費⽤は５倍となる。
§ サービスを必要としている児童数も⼤幅に増加。特に発達障害領域で増加が顕著



17.市場環境 事業所数と費⽤の成⻑率
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障年齢別⼈⼝で 4歳児、5歳児の利⽤率が全年齢中で最も⾼く、
3歳の利⽤率も全年齢平均よりも⾼いことが明確になりました。
同時に⼩学校⾼学年になれば急激に利⽤率は減る傾向に。

国策︕
児童発

達⽀援

（乳幼
児）

これが
⾼い報

酬の理
由︕



18.厚労省の専⾨性を求める⽅針と報酬構造
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平成３０年度報酬改定（以前）

※専⾨的⽀援加算対象資格者
理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、⼼理指導担当職員
５年以上の実務経験のある保育⼠

令和３年度報酬改定

■POINT︕
令和3年度から「加算」の１つが「専⾨的⽀援加算」に置き換わる︕
⇨厚労省から「⾼い専⾨性」を求めるというメッセージ

収益を拡⼤するためには「⾼い専⾨性」を維持し続ける必要性︕
専⾨性とは︖ ▶▶▶ 正しい「療育」を実践できる医療専⾨職・経験豊富な保育⼠

が在籍していること（※常勤並みにいる）

児童発達⽀援

管理者・児発管（１名）

配置基準（２名）

加算Ⅰ（１名）

加算Ⅱ（１名）

児童発達⽀援

管理者・児発管（１名）

配置基準（２名）

加算Ⅰ（１名）

専⾨的⽀援加算（１名）



19.厚労省の考える障害児通所⽀援の在り⽅
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2021年8⽉に公表された報告書に「専⾨性を強く求める」旨のメッセージが
多く、今後「習い事」とみなす⽀援は給付対象としないと明⾔されている

国策︕
⾼い報

酬を得
るには

⾼い専
⾨性

が必須
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フランチャイズ加盟
フリーネーム開業支援

サービス内容



20.開業前サポート
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•児童⼈⼝や同業他社の

利⽤率などをマーケ
ティングリサーチ

エリア調査

•物件の探索から契約ま

でをサポート

•（100〜150平⽶）

物件探し

•当社マネージャーが開

業までの道のりを徹底
マネジメント

専任担当者

•当社はSoftBankなど

多くの企業と設備、通
信に関して協業契約を

締結

特別価格

•法令に順守した施設の

レイアウト・施⼯を当
社協業企業と⾏います

内装⼯事

•施設運営に必要な設備

を⼿配・準備・提案

設備⼿配

•毎週⾦曜⽇10:30から

オーナー、管理者向け
のトレーニングを実施

オーナー研修

•開業前はもちろん、開

業後も「療育」とは何
かなど採⽤直後の保育

⼠などに研修

職員研修

※開業に向けた重要な業務を徹底サポート させて頂きます︕



21.Ecold × パートナー企業・⼤学の皆さま

26未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする



22. エコルドフランチャイズ SV、マネージャー制
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管理者
児童発達⽀援管理責任者

常勤保育⼠ 常勤保育⼠ 常勤作業療法⼠ 常勤保育⼠ ⾮常勤保育⼠

オーナー エコル
ド療育

を

知り尽
くす

マネー
ジャー

が

御社を
徹底コ

ンサル

※イメージ

Ecold所属
SV 、マネージャー



23.初期投資費⽤ ※参考費⽤
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項 ⽬ ⾦ 額 備 考
加盟⾦／契約⾦ 3,300,000円 税込

保証⾦ 450,000円 ⾮課税（FC契約のみ）

物件取得費 約1,000,000円 敷⾦、礼⾦、⼿数料等

設備・備品 約400,000円 事務所内家具・ユニフォーム

遊具 約450,000円〜 設置する規模に異なります

通信設備 約1,000,000円 PC、複合機など

⾏政書⼠費⽤ 約300,000円 弊社提携⾏政書⼠の場合

求⼈広告費 350,000円〜

内装⼯事費⽤ 約5,000,000円 広さ・物件により異なります

合 計 約11,800,000円〜

未来の福祉をＤｅｓｉｇｎする



24.収益⽐較（４級地 定員︓10名）
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項 ⽬ １年⽬ ３年⽬ ５年⽬

売 上 16,991,200 37,114,560 37,114,560

⼈件費 11,466,000 17,550,000 17,550,000

固定費 8,251,000 8,330,000 8,330,000

営業利益 -2,725,800 11,234,560 11,234,560

※稼働率80%から100%を維持し、加配加算（専⾨職）、専⾨的⽀援加算、処遇改善加算
を取得していることが求められます。
そのためにも、しっかり1年⽬で⼟台を作り、専⾨性を⾼めることに集中する
次の2年⽬、3年⽬で地域で必要とされる事業所になることに集中する
安定した療育事業には必ず「専⾨性」と「地域からの必要性」が求められます

つまり、、、
専⾨性と地域から必要とされる事業所になることが絶対条件︕

※飽くまでモデル収益であり（または、実店舗の売り上げ実績であり）、厳密な予想売上ではございません



25.基本項⽬
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項 ⽬ 費⽤（開業前＋開業後1年／すべて税抜）

契約⾦
（契約後7⽇以内にお⽀払） ３００万円

ロイヤリティ
（開業当⽉末からお⽀払開始）

１５万円＋売上4%
（FC5年・フリーネーム1年契約・更新可能）

運営サポート体制 当社担当マネージャー１名
（原則オンライン）

EcoldLINK 無料で利⽤可能

職員研修
（開業前・開業後）

当社研修講師・研究職
（原則オンライン）

内装・遊具・通信機器導⼊ 当社特別価格
（5〜最⼤30%引の商材をご提案します）



26. オプション項⽬
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項 ⽬ 開業⽀援サービス（すべて税抜）

Kits Green
（ICT療育教材） ⽉額３万円

提携ポータルサイト
掲載料（記事作成⽀援含む） ⽉額２万４８００円

SHAKE SYNC
３２個セット ⽉額２万円



27.Ecold の専⾨性ある療育を構成する専⾨家
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㈱Ecold 理学療法⼠ ハーラ・ザイダーン

⺟国のレバノンで理学療法⼠を取得し、⽇本で⼤学院に⼊学。博⼠号で
⾜の横アーチを研究し、分野は臨床運動器科学。
エコルドでは、アセスメント⽅法とゲーム的なリハビリの企画を担当。
これから発達障害をもっと研究し、運動療育を広げたいと思っていま
す。

4⽉2014年〜3⽉2015年 研究⽣、神⼾⼤学
4⽉2015年〜3⽉2017年 修⼠課程、神⼾⼤学
4⽉2017年〜3⽉2020年 博⼠課程、京都⼤学

㈱Ecold COO 中⼭ のぞみ

株式会社資⽣堂化粧品販売、株式会社不⼆ビューティ（たかの友梨ビュー
ティークリニック）本社管理職で商品企画・開発と全国の店舗の商品売上
管理。社会福祉法⼈北摂福祉会で障害者・障害児⽀援事業の施設管理者。
その後、当社創業者北村と共に「エコルド」を創業

エコルド豊中桜塚、エコルド箕⾯⻄⼩路、エコルド吹⽥の施設管理者を歴
任 ICT・ロボット療育の研究開発、ロボット療育に関する技術・カリ
キュラム開発を主に担当する。。



28.Ecold の専⾨性ある療育を構成する専⾨家
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㈱Ecold CEO 北村耕太郎

広島県警察、大阪府警察を経て、

深夜に金融システムの保守等のアルバイトをしながら長男のリハビリのため吹田療育園で父子通園を経験後、
発達障害と犯罪・二次障害をテーマに予防研究・乳幼児向け早期療育プログラムの研究開発

療育×テクノロジーをテーマに療育ブランド「エコルド」を中山のぞみと創業。株式会社 Ecoldを法人化
療育の原型は長男と通園した吹田療育園で理学療法士、作業療法士などが潤沢に揃うものの「歩けるように
なれば卒園」という発達障害に医学的な視点からの療育サービスが届いていない現状をすることからスタート
する

2022年度から大阪健康ほいく専門学校の講師として保育士養成課程に「療育」を教授する
日本教育心理学会「発達障がい児の触法行為に関するシンポジウム」など講義、講演多数

共著「公認心理師のための臨床心理学～基礎から実践までの臨床心理学概論～（刑事司法領域における臨
床心理学担当・福村出版）
共著「特別支援教育の心理学（仮）」2020年発刊予定（「児童デイ」、「発達障害と少年犯罪～二次障害を防ぐ
ために～」担当・萌文書林）



29.SDGʼｓへの取り組み
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株式会社Ecoldは持続可能な開発⽬標（SDGs）を⽀援しています
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