
児童発達⽀援等
開業⽀援のご案内

保育×治療×デジタルで
未来の福祉をDesignする

株式会社Ecold
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Ecoldがご提供すること

治療
医学的根拠を持つ

デジタル保育

『⾼い専⾨性を持つ療育の提供』と『デジタル活⽤で効率化された運営』
を実現する乳幼児向け児童発達⽀援施設の開業〜運営を⼀気通貫サポート

教育
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会社概要

社名 株式会社Ecold

代表 北村耕太郎

本社所在地 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

創業 2018年4⽉（エコルドグループ）

事業内容

・主に乳幼児向け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Ecold LINKの開発・販売
・療育⽤の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

療育直営3施設 エコルド箕⾯⻄⼩路教室（乳幼児専⾨）・エコルド和泉府中教室（乳幼児専⾨）
エコルド新深江教室（多機能型）

保育×治療×デジタルで未来の福祉をDesignする

会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援
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Ecold主要メンバー
COO 中⼭のぞみ

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
としてキャリアを積み、Ecoldに参
画。
直営3施設の施設管理者を歴任し、
現在は主に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担当す
る。

SV ⼩林脩平

保育⼠免許・⼩学校教諭⼀種免許
状・幼稚園教諭⼀種免許状を取得
し、私⽴保育園で勤務。実家で飲
⾷店経営の経験後、Ecold⼊社。
現場の先⽣⽅の⽬線と、経営する
オーナー様の視点を持ちながら,
これまでの開業⽀援実績は15カ所
以上。

CEO 北村耕太郎

元警察官。⻑男と通園した療育園で
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痛感
し、療育事業を開始。
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。
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（福村出版）他

会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援
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開業・運営を⽀援する療育施設
会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援

• 障害者⼿帳を有することが必
須ではない

• 診断はなく、原因不明の発達
遅滞の児童も受け⼊れ

未就学の障害児児童福祉法に基づく
障害児通所⽀援事業

• 利⽤額の9割以上が給付
• 3〜5歳児は利⽤額の10割給付
※児童教育無償化対象事業

公費から給付
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・
指導する公的サービス

対象区分 利⽤額
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Ecoldの実績（開業・開業準備）

※2022年中開業予定含む

• ⾼⽯市
• 池⽥市
• ⼤阪阿倍野
• 寝屋川市
• 堺市
• 守⼝市
• ⼤阪城東
• ⼤阪⻄淀川
• ⼤東市
• ⼤阪島本町
• 神⼾市
• ⻄宮市

• 盛岡市
• 滝沢市
• 福島県

• ⼤分市
• 佐賀
• 沖縄県(2)

• 新潟県
• 岐⾩県

• 埼⽟県
• 東京都

会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援
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東北地⽅ T 教室
オーナー様

東北地⽅ C 教室
オーナー様

⽀援期間 2021年12⽉〜現在 2021年5⽉〜現在

依頼の理由

●紹介できるFCの1つとして療育施設もある、という
企業は存在するが、療育専⾨でFC⽀援する企業は
Ecoldだけだったこと。
●ICTを取り⼊れた施設を⽀援してもらえること。
●北村CEOの療育にかける熱量に⾼さから、パート
ナーにするにはEcoldだと感じたこと。

地⽅は⼦供に好きなことをさせる、⾒守りを中⼼とし
た療育施設ばかり。
⼀⽅、Ecoldは⼤学と連携しエビデンスを重視した療
育プログラムを⽤意している。その療育の⽅針に共感
したため、Ecoldに依頼。

現在までの
⼿応え

開所後の⼿厚いフォローに助けられている。
オープン後は投げっぱなしのところがある中で、
Eclodはオープン後もオーナー研修により、独学では
難しい療育やマーケティングについて、学べる環境を
準備してくれている。

業界については素⼈だったが、開所前から、どんな些
細なことでも質問できる環境があり、指導してもらえ
たことで今に⾄る。
開所1年でキャンセル待ちが出るほどの施設になった
ため、2施設⽬の展開も検討中。

お客様の声
会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援
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療育事業成功3つのポイント
会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援

専⾨性のある
療育の提供

地域から
必要とされる施設

業務の
デジタル化

令和3年報酬改定で専⾨性を重視
専⾨性とは
正しい「療育」を実践できる医療
専⾨職・保育⼠の在籍

⼦供と向き合う時間を多く確保
できるよう、デジタルツールで
スタッフの業務を効率化

保護者の育児ストレス緩和の場
• ⼦供の明確な成⻑
• 専⾨家との出会い
• 保護者の時間の解放
• 同じ境遇の保護者との出会い

1 2 3
令和3年報酬改定ポイント
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Ecold開業・運営ノウハウの特徴

最先端の情報・知⾒を吸収し現
場に⽣かすため、京都⼤学・⼤
阪⼤学と連携。
医学的根拠と保育技術を掛け合
わせた保育と治療の提供。

会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援

直営療育施設を3施設運営。
施設開業〜運営のプロセス、現
場で蓄積した療育データ、保護
者との関わりなど、現場を持つ
ことで培った療育施設の開業・
運営ノウハウを提供。

直営施設をはじめとした療育
現場の声をもとに、デジタル
ツールを⾃社開発。
業務効率改善のためのツール
を提供。

産学連携 療育施設を運営 アプリの⾃社開発

開業前から運営まで⼀気通貫でサポート
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開業⽀援
施設の準備 研修

エリア調査 物件探し

内装⼯事 設備⼿配

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

物件の探索から契約ま
でをサポート（100〜
150平⽶）

法令に遵守した施設
のレイアウト・施⼯
を当社協⼒企業と⾏
う

・施設運営に必要な
設備投資を
⼿配・準備・提案
・通信等の設備は
特別価格で提供

オーナー研修 スタッフ研修

初任者研修

毎週⾦曜⽇10:30〜
オーナー、管理者向けト
レーニングを実施（開業
後も参加可）

乳幼児期の発達障がい
等の基礎知識、保護者
⼼理、リハビリ領域な
どの専⾨性の⾼いト
レーニング

「療育」とは何か︖な
ど、採⽤直後の保育⼠
などに研修

専任担当マネージャーが開業までのプロセスを徹底サポート

会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援

エコルドが⽬指す
医学的根拠のある
療育を徹底指導
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開業⽀援スケジュール例

MTG キックオフ 定期・適宜ミーティング

物件

物件内覧
内装現地調査

物件契約
●内装完成
事務機器搬⼊
遊具搬⼊

申請 ●事前協議 ●本申請

⼈材
オーナー研修

児童指導員
採⽤活動

●雇⽤契約期限 スタッフ事前研修

1ヶ⽉⽬ 2ヶ⽉⽬

※ほとんどの⼯程をオンラインで⾏います

3ヶ⽉⽬ 4ヶ⽉⽬ 5ヶ⽉⽬

開

業

会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援
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初期投資費⽤（参考）
項⽬ ⾦額〔円〕 備考

開業⽀援サービス
契約時費⽤ 3,000,000・ 税抜

物件取得費 約1,000,000・ 敷⾦・礼⾦・⼿数料等

内装⼯事費⽤ 約5,000,000・ 広さ・物件により異なる

遊具 約450,000〜 設置する規模により異なる

設備・備品 約400,000・ 事務所内家具・ユニフォーム

通信設備 約1,000,000・ PC・複合機など

⾏政書⼠費⽤ 約300,000・ 弊社連携の⾏政書⼠の場合

求⼈広告 350,000〜
合計 約11,800,000〜

会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援
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運営の⽀援
経営

売上・集客管理 監査・有事対応
・売上、集客管理
・コンバージョン管理

・実地指導の対策
・虐待対処など緊急時対応

研修

新任者
／管理者向け研修 メンタリング

研究員
トレーニング

代表北村、SV⼩林によ
るオンライン集合研修

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

理学療法⼠・作業療法
⼠等の研究員を対象と
した1クール2〜3ヶ⽉
の療育技術のグループ
トレーニング

スーパーバイザー1名＋補佐1名が⾃⾛に向け伴⾛

デジタル化
・集客（弊社専⽤情報発信ポータルサイト）
・業務効率化（Ecold LINKスタンダード）
・療育（KitS Green）

ミーティング

Ecoldパートナーシッ
プグループ全スタッフ
対象ミーティング、全
管理者対象ミーティン
グを実施

オプション・⼈型ロボットPepper療育パッケージ
・Pepper本体レンタル
・療育施設専⽤ロボットアプリ

会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援

毎⽉2回オンラインミーティング
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項⽬ ⾦額〔円〕 備考

基本料⾦
年度更新料 150,000・ 税抜

運営⽀援サービス ⽉額 150,000・ 税抜

オプション ⼈型ロボット Pepper 療育パッケージ ⽉額 50,000・ 税抜

運営サポート費⽤・参考収益
会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援

項 ⽬ 1年⽬ 3年⽬ 5年⽬
売 上 26,211,212・ 47,601,360・ 47,601,360・
⼈件費 16,564,000・ 22,816,800・ 22,816,800・
販管費 27,288,120・ 33,968,880・ 33,968,880・
営業利益 -731,908・ 13,632,480・ 13,632,480・

４級地・定員10名

※稼働率80〜100%、加配加算(専⾨職)、専⾨的⽀援加算、処遇改善加算を取得

参考収益

運営サポート費⽤
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安定事業として成功するために
会社紹介 実績 特徴 開業⽀援 運営⽀援

安定した経営の⾃⾛に向けてサポート

療育は歴史の浅い分野だからこそ
研究報告、エビデンスはアップ
デートが常。現場スタッフのみな
らず、経営者・管理者が学び続け
る施設は、経営が安定

学び続ける “稼ぐ”を意識国のルール遵守

国は⽂章で数年後の⽅針まで提⽰
・介護・障害福祉サービスの報酬改定
・障害児通所⽀援の在り⽅検討会
⽅針に合わせて経営すれば、
安全運転で経営が可能

稼ぐことを意識した施設は、
提供する療育の質を向上するこ
とに収益を回すことが可能にな
り、利⽤者満⾜度を⾼く維持し
事業が安定

1 2 3


