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トクイのカケハシとは
あなたの「できること」で身近な誰かを助ける、
あなたの「たのみごと」を身近な誰かが助けてくれる。
そんな支え合いができる多世代型スキルシェアアプリです。

できることがある方

あなたのできることを生かし地域に貢献しながら、
健康的に活動し、収入にもつながるアプリです。

誰かを探している方

プロではないけれど、経験を生かし、あなたの困りごとを助け、
ワクワクすることを提供してくださる方が探せるアプリです。

できることを

登録
できる人を

さがす

お願いごとを

登録
お願いごとを

さがす

提供カード

依頼カード

できることを提供

お礼をお支払い
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6つのポイント

音声入力ボタン
For Android

※保険適用の詳細は利用規約でご確認ください。

安心への取り組み

カードを作成・検索
あなたのできることを「提供カード」、誰か

にお願いしたいことを「依頼カード」として

作成し、公開することができます。

提供内容には保険も適用されます※

サポートセンター
操作上のご不明点や、依頼・提供時に

わからないことを、お電話でお問合せ

いただけるサポート窓口があります。

チャットボット
できることが思いつかない方も、キャラクタ

ーと会話をすることで、少しづつあなたのこ

とを学びながら、できることをご提案します。

👉 18P

定期的な掲載内容の確認・管理に加え、登録時

のメールアドレス確認や、身分証明書の目視確

認による本人確認など、ご本人様確認に関する

機能をご提供しています。さらに、お持ちの資

格や所属団体情報の登録と、証明書の目視確認

も行っています。

既存団体様向け機能

⾧文入力に不慣れな方も、画面にある音声

入力ボタンを利用すれば、話すだけで文章

を入力したり、チャットで会話ができます。

👉 12P, 21P

既に活動をされている団体様が、運用方法

を変えずにスマートフォン上でも活動がで

きるよう「特定のメンバー限定とする機能」

「問い合わせを窓口で受ける機能」などが

ご利用いただけます。 👉 26P

より身近に、気軽にご利用いただくための、
トクイのカケハシならではのポイントについてご紹介します。
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つかいかた

ステップ

1
ステップ

2

ステップ

3

ステップ

4

登録
無料で ● メールアドレス登録・エリアの選択：6-8P

● ご本人様確認：12P
● 会員証（デジタル名刺）作成：11-13P

つくる
提供カードを

さがす
依頼カードを

つくる
依頼カードを

さがす
提供カードを

あなたの「できること」を登録し公開します。
提案を受けてつくることもできます。：16-19P

身近な方のお困りごとを確認し、
あなたにできることをさがします。：14-15P

あなたの探している「できること」が
記載されたカードをさがします。：14-15P

あなたの「お願いごと」を登録し公開します。
：16-19P

できます

さがして
ます

問合せる
さがしたお相手へ 気になる提供・依頼カードがあったら、

お相手へ問い合わせをします。
匿名の連絡箱チャットがはじまります。: 20-21P

ステップ
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依頼決定
連絡箱チャットで

お相手とやりとりをし、依頼をする場合は、
お願いをする側が連絡箱で依頼設定をしま
す。この内容に保険が適用されます。
依頼側：22-23P     提供側：24P

提供実施
お支払いと 依頼設定した内容を実施し、依頼された方

からお礼をお支払いします。実施後、依頼
された方は感想の投稿にご協力ください。

Thank You

トクイのカケハシは、ウェブアプリなので簡単にご利用いただけます。
まずは無料登録いただき、どのようなカードがあるか気軽にご覧ください。



1. 新規登録・・・6P-8P

2.ホーム画面・・・9P 
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3.ご利用前の準備・・・10P-13P 

4.カードを探す・・・14P-15P

6.連絡箱をつかう・・・20P-24P

7.つながり機能・・・25P

新規ユーザー登録方法についてご説明します。

サービスの基本画面についてご説明します。

ご利用前に対応いただきたい内容についてご説明します。

提供・依頼カードの探し方をご説明します。

依頼前にやりとりをする連絡箱についてご説明します。

より安心してご利用いただける機能をご紹介。

5.カードをつくる・・・16P-19P
提供・依頼カードのつくり方をご説明します。

Welcome!

詳しいつかいかた
実際の画面イメージをみながら、詳しい利用方法についてご案内します。

はじめに

さがす

つくる

やりとり

依頼

・

・

その他
の機能・

8.団体様向け機能・・・26P
既に活動されている団体様向けの機能をご紹介。
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1. 新規（利用）登録

トクイのカケハシをご利用いただくには、メールアドレス確認による
利用登録が必要です。事前確認を行い、新規登録をおすすめください。

Androidの方

1.インターネットアプリを開きます

Chrome

iPhoneの方

Safari

パソコンの方

Chrome

2. トクイのカケハシ公式サイトを開きます

3. 新規登録をします

[新規登録] をタップ ボックスにチェックを
入れて [次へ] をタップ

事前確認

❶ お手元のスマートフォンで受信確認できるメールアドレスをご準備ください

➋ 迷惑メールフィルタ設定済の方は @kakehashi.link  を受信可能にしてください

新規登録方法

メールアドレスと、トクイ
のカケハシ用パスワードを
入力し [送信する] をタップ

画面の幅を縮めてご覧ください

1 2 3

Gmail や iCloudメールがおすすめです！



この画面が開いたら、
まずスマートフォンの
ホーム画面へ登録。

登録したメールアドレスに
届いているご登録確認メール
を開く

Androidの方

iPhoneの方

1. をタップ

2. [ホーム画面に追加]
をタップ

1. をタップ

2. [ホーム画面に追加]
をタップ

中段のURLをタップ
これでメール確認は
完了です。
[閉じる] をタップし基本
情報の登録に進みます。

ご登録確認メールが届かないときは

「メールアプリの違うフォルダーに入っている」「迷惑メールフィルターがかかっている」
「入力したメールアドレスに誤りがある」ことが考えられます。

1. メールアプリの「プロモーション」や「迷惑メール」に届いていないか確認。
2. 登録アドレスに、迷惑メールフィルターがかかっていないかを確認。
3. フィルターがかかっている場合は、info@kakehashi.link からのメールを受信できる設定に変更。
4. 3を確認後、④の画面が開ける場合は、 [メールを再送する] をタップして再送。
5. 解決しない場合は、サポートセンターへお電話ください。

4

5 66 77

7

ホーム画面への登録方法 画面表示が広がり、より使いやすくなります！

！
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スマートフォンの最初の画面
に戻り、④で登録したホーム
画面のアイコンをタップ

ログイン画面が表示されたら
登録したメールアドレスとパ
スワードを入力し [ログイン]
をタップ

9

ガイダンスに沿って基本
情報を入力し [次へ] タップ

利用エリアは、ご自身の
活動エリアを選択します。

ようこそページをお読みいただき
最下部の [はじめる] をタップ

ホーム画面が開きます

8

10

11 12



2.ホーム画面

トクイのカケハシには、様々なできることがあります。
ここでは、ホーム画面の基本的な使い方をご説明します。

カードに含まれる文字・カードの種類・ジャンル・
エリアで表示するカードを絞り込む。

ここをタップすると「マイページ」の
「お気に入り登録したカード」で後から
一覧で確認ができます。

連絡先を伝えせずにお相手とやりとりができます。

●本人確認書類を提出し確認が
完了している場合に表示。

●ご本人様確認は、マイページ
からおこなうことができます。

● 会員証の作成・編集 ● お気に入りカード確認

● つながり(知り合い)登録 ● 本人確認書類の提出

● 運営からのお知らせ ● パスワード再設定

カードの種類を切替える

カードをタップすると内容の詳細が表示されます。
問い合わせボタンも詳細画面にあります。

ご本人様確認 推奨

9

ここをタップすると、ホーム画面に表示する 提供カード・
依頼カードの表示が切り替わります。

カードを検索する

情報を管理する

ホーム画面へ戻る
ここをタップすると、このホーム画面へ戻ります。

カードを作成・管理する

11

22

33

44

● 提供カード・依頼カードを作成

● 公開・非公開を設定

55
チャットでお相手とやりとりする

● チャット ● 依頼の設定

● 依頼の了承 ● 感想の投稿

66

77 カードの詳細を確認し問い合わせする

88

99 お気に入り登録



❶

確認後、画像データは
速やかに消去します。

3.ご利用前の準備

トクイのカケハシを、気軽に身近にお使いいただくため、
❶ ご本人様確認 ➋ 会員証の作成 にご協力ください。

1. ご本人様確認書類をご準備ください

ご利用者様に相違がないことが表示され、お相手がより安心して依頼やご提供を
することができます。

ご本人確認書類を撮影し
サポートセンターへ送信

目視で内容を確認し
ご本人様確認を実施

対象
書類

運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票（マイナンバー非表示）、住民基本台帳、
在留カード（外国人登録証明書）、国民年金手帳、共済組合員証、身体障がい者手帳、
運転経歴証明書

2. ご本人様確認を行います
1

マイページ内の [本人確認
書類の提出] をタップ [画像を選択する] をタップ。

証明書の写真を、氏名が
確認できるように撮影。

撮影が終わったら、
[送信する] タップ。サポー
トセンターへ送信されます

2 3

スタッフが目視で確認をおこなうため、完了まで数日かかる場合がございます。ご了承ください。

確認が完了すると が となり、各種カード上に が表示されます。10

ご本人様確認状況の表示について！

ご本人様確認の方法

ご本人様確認



➋

自己紹介
・あなたのお人柄を伝える自己紹介文を登録します。
・趣味・経験・経歴・日常などを記載いただくと、よりお相手が

依頼・ご提供しやすくなります。

会員証は、あなたの名刺代わりです。お相手が依頼やご提供をされる際に、
あなたのお人柄を知るものですので、充実した内容で作成ください。

写真
・あなたの雰囲気をお伝えするための写真を登録します。
・よりお相手が依頼・ご提供しやすく、またお会いされた際

お相手がわかるよう、基本的に顔写真の登録を推奨しています。
・写真はメールアドレス確認前の方には表示されません。

ニックネーム
・ご登録いただいたニックネームが表示されます。
（ご自身の会員証を閲覧するときのみ、氏名も表示されます。）

最大 600文字

資格・所属
・お持ちの資格や、所属されている団体が登録できます。
・証明書をサポートセンターへ送信いただくと、目視で確認をし

確認後に マークが表示されます。

会員証は「気になるカードがあったとき」「問い合わせをうけたとき」に確認し、
お相手の人柄を知るきっかけとなります。

カード詳細画面で
お相手の写真をタップ

連絡箱のやりとり画面で
お相手の写真をタップ

会員番号 問合せ時等に利用。

任意

任意

11

！

会員証

? ?お問合せをいただいたけれど、
お相手はどんな方なんだろう？

気になる内容があったけれど、
お相手はどんな方なんだろう？



・あなたのお人柄が伝わる自己紹介文を考えてください。
・特に普段の活動内容やご経験、ご経歴等を詳しく記載いただくことで、

お相手が会員証を見た際に、依頼・ご提供へすすみやすくなります。

➋ 写真をスマートフォンに準備する
・あなたのお写真は、人柄をお伝えする際にとても重要です。
・なるべくお顔のわかるお写真をご準備ください。

❶ 自己紹介文を考える

2. 会員証を作成します

1

マイページ内の [会員証] を
タップ 会員証右上の [編集する] を

タップ

22 3

ガイダンスに従い、
会員証情報を記入します。

⾧文入力に不慣れな方は「音声入力」がおすすめです

入力欄の右上にある をタップすると
声で文字を入力することができます。(Androidの方のみ)

最大 600文字

12

！

❸ お持ちの資格や所属団体を証明するものを準備する
・会員証に保持資格・所属団体を登録される際は、証明書確認をすることで、

より信頼性が高まります。氏名の表示されている証明書類をご準備ください。

読み取った言葉には自動的に「。」がつくので、
紙に書いた内容を、一文づつボタンを押しながら
読んでいくだけで、かんたんに入力ができます。

会員証の作成方法

会員証作成 3つのポイント



資格・所属の登録機能を活用

お持ちの資格や所属されている団体の情報を登録することで、
お相手によりご安心いただけます。

をタップ

登録する資格・所属名に含まれ
る文字を [キーワードで検索] 欄
に入力し絞り込み後選択します。

証明書の確認をするときは

対象名の [証明書を提出する]
をタップし、証明書の写真を
サポートセンターに送信

目視で確認後、会員証の対象
表記名の横に マークが表示

選択可能な資格・所属項目は、KDDI㈱が管理しています。

13

4

すべての必須事項に入力が終わったら
[この内容で確定する] をタップ。
以上で会員証の作成は完了です。

「利用エリア」項目の
[エリアを追加する]をタップ

エリア番号を入力し
[送信する]をタップ

限定エリアコードをお持ちの方は、エリア追加で登録をします。！



4.提供・依頼カードを探す

「できること」が書かれた提供カードや、「お願いごと」が書かれた
依頼カードを検索し、気になるカードへ問い合わせをします。

1.ホーム画面で探す
・ホーム画面には、あなたが会員証で登録した利用エリアと

同じエリアの方のカードが、新着順にならびます。

・新しく参加された方のカードを眺めながら探すことができます。

・ のタブで、提供カードと依頼カードを切り替えます。

ホーム画面で [キーワード
で検索] をタップ

絞りこみたいキーワードが
ある場合は単語を入れ、
[提供/依頼カード] を選択し、
絞りこみたいジャンルやエリアに
チェックを入れて検索

検索条件に合う内容の
カードが表示されます

気になる内容のカードが
見つかったら、まずは
カードをタップして
詳細画面をみてみよう！

14

1 2

●●市

3

キーワード入力について！

ここに入力した単語と、提供カードの
題名・説明文に記載されている文章に
同じ単語があるカードを絞りこみます。

掃除 多摩平 乳児

2.絞り込みをして探す

カードを探す方法



提供・依頼カード詳細画面のチェックポイントをご説明します。
問合せをするときは [ 問い合わせする ] をタップし連絡箱を開きます。

●●市

イメージ写真
言葉だけではわかりづらい提供・依頼内容に関して、
写真でイメージを確認することができます。

会員証を表示
お相手の写真をタップすると、会員証が表示されます。

提供・依頼料金
このカード内容の基本的な提供料金・依頼料金です。

提供・依頼エリア
この内容を提供・依頼するエリアです。
ご自身が参加されているエリアであることを確認してください。

体験者の感想
この提供カードへ問い合わせをし、依頼をしたことのある方が
投稿した感想を閲覧できます。

提供回数
この提供カードに問い合わせを受け、提供実施した回数が
表示されます。

問い合わせをする
[問い合わせする] をタップして、連絡箱のチャット機能を使い
詳細を確認します。

⑤で問い合わせをした後のご利用方法は「6.連絡箱をつかう」をご確認ください。
15

3. 提供・依頼カードの詳細を確認する

4

この方に問い合わせをしたいと思ったら
5

！

依頼カードには表示されません。！

依頼カードには表示されません。！



あなたが「できること」や 誰かに「お願いしたいこと」をカードにし
身近な方が検索・問い合わせできるようにします。

カード作成 5つのポイント

・「できること」「お願いしたいこと」について、より具体的に記載します。
・ 単語だけではなく「○○をしませんか？」「○○をお願いしたいです」のように表記します。
・ 1つのメニューカードで提供/依頼する内容は1つに絞ります。

たくさんできることをお持ちの方や、お願いごとがある方はカードを分けましょう。

❺ 提供・依頼内容をイメージできる写真を用意する

❶ 題名を考える

➋ 説明文を考える

最大 32文字

最大 600文字

❸ ジャンルを考える

・ 提供/依頼カードに写真が登録されていると、お相手が内容をイメージしやすく、
より安心して問い合わせをすることができます。

❹ 提供・依頼金額について

16

5.提供・依頼カードをつくる

・ 読む方の視点で、提供/依頼内容をなるべく具体的に記載します。【200文字以上目安】
・ 提供/依頼するようになった背景（地域貢献で、前職で、趣味で、こういう事情で等）が

分かると読む側も安心です。
・ 次のアクションを分かりやすく記載します。（打ち合わせや連絡箱での進め方など）
・ 希望の時期、曜日、時間、場所などを分かりやすく記載すると、読む側も次のアクション

をイメージしやすくなります。
・ 条件や必要なもの、催行人数などがある場合も、必ず記載しましょう。

・ 探す方の立場に立って、メニューカードを５つのうちどのジャンルに設定すると
より探しやすいかを考えましょう。

・ あなたのカードを見つけてもらうことがマッチングへの第一歩です。

・ トクイのカケハシは「おかげさま」の気持ちで、あなたの経験やできることを生かし、
支え合いの活動が広がることを目指し運営させていただいています。

・ 提供/依頼の料金は、自由にご設定いただけます。
・「１回あたり」「１時間あたり」のどちらかで金額を設定できます。
・ 金額に迷われる方は、まずワンコイン程度でスタートし、反応を見てみましょう。
・ 金額は、最終的に連絡箱でのやりとりを通じ決定します。

提供カード：❶自分でつくる or  ➋チャットボットの提案からつくる
依頼カード：❶自分でつくる

作成
方法

提供・依頼カード



11

ホーム画面の [メニューカード]
を開き 提供カード⇔依頼カード
をはじめに選択。
その後に、下部にある[カードを
作成する＋] をタップ

22

[自分で作成する] をタップ

依頼カードの場合は、直接
③の作成画面がひらきます。

33

ガイダンスに従い、提供内容
を記入します。

44

記入が終わったら
[この内容で保存する]をタップ

作成したカードが表示されるので内容を
確認し、問題なければ [戻る] をタップ

55 注

●●市

ここではまだ
公開されていません！

17

ここで設定した提供エリアと
同じ提供エリアを会員証で設
定している方すべてに公開さ
れます。ご注意ください。

❶ 提供カード・依頼カードを自分でつくる



66

作成したカードを公開するときは
[公開/非公開] をタップし、[公開中] の表示にします。

公開 / 非公開は、自由に変更できます！
都合のよいときに公開してください。

検索できない

検索できる

できることが思いつかなくても大丈夫！ボクと会話をすると、
少しづつあなたのことを学んで「あなたにできそうで、探している
人の多い内容」をご提案させていただきます！

サンプルカード内容と
提供者プロファイルの
相関ロジックを実装

プロファイル情報

提供内容のご提案

問い合わせがくるのを待ちます。問い合せがあると、メールで通知が届き、

連絡箱でのやりとりが始まります。「6.連絡箱をつかう」をご確認ください。

18

！

77

➋ 提供カードをチャットボットの提案からつくる



11 22

ホーム画面の [メニューカード] 
から 提供カードを選び、[提供
カードを作成する＋]をタップ

[チャットボットで作成する]
をタップ

33

トクイくんとの会話が始ま
ります。会話に沿って ボタ
ンやURLをタップして下さい。

あなたにご提供いただけそうな
内容のカード案を提案します。
できそうな内容は [できるかも]
をタップ

内容は後で自由に編集できます。

何回も試してみてね！
カードは全部で120種類！

選択が終わったら [カード一覧
へ] をタップ

[できるかも] としたカードが
つくられます。
内容を編集して、公開します

19

44 55 66



6.連絡箱をつかう

1-1. 問い合わせをして 連絡箱を開く

20

依頼側

連絡箱では、提供者と依頼者の方が
お互いの「電話番号」や「メールアドレス」を伝えずに、

内容の確認や詳細の調整、依頼の設定等をすることができます。

カードの詳細画面で、
[問い合わせする] をタップ

[連絡箱へ] をタップ
連絡箱が開き、問い合わせを
したお相手の名前をタップ
します。

1 2 3

気になるカードに

問い合わせ

依頼成立までの流れ

提供カード

依頼カード

連絡箱でやりとりし
詳細を確認調整

依頼を決めたら

依頼設定

内容を確認し

依頼了承

依頼が成立し

当日提供

提供側

1 2 3

4

5

お支払い



コメント入力
・ここにコメントを入力し、[送信] をタップすると、

お相手にコメントを送ることができます。

音声入力ボタン for Android
・Androidスマートフォンをご利用の方は、

このボタンをタップすると、簡単に音声入力ができます。

問い合わせをやめる
・このボタンをタップすると、この方への問い合わせをやめ、

このやりとりは完全に終了となります。
・今後もやりとりをする場合は、左上の をタップします。

お相手のニックネーム
・ここには、お相手のニックネームが表示されます。

やりとりしているカードを確認
・ここをタップすると、問い合わせたカードが確認できます。

連絡箱チャット画面
のみかた

！

●●さん

いつもトクイのカケハシをご利用いただ
き、誠にありがとうございます。
●●さんのメニューカードにお問い合わ
せがありました。
トクイのカケハシを開き、連絡箱から内
容をご確認ください。

※このメールは自動送信です。
※操作上のご不明点や、お心当たりのな
い方は会員証に記載の会員番号をご確認
のうえ、下記サポートセンターへご連絡
ください。

トクイのカケハシサポートセンター
フリーコール 0120-926-628
10:00-18:00(土日祝含む)
※トクイのカケハシは期間限定の試験
サービスです。

問い合わせがあると、登録した
メールアドレスに通知メールが
届きます。

1 22

ホーム画面から[連絡箱]を
開き、問い合わせをした方の
お名前をタップします。

お相手とやりとりをする
チャット画面が開きます。

3

以降は依頼側と提供側で操作が異なります。44

1-2. 問い合わせを受けて 連絡箱を開く

やりとりの状況
・連絡箱で次に何をするのかのステータスが表示されます。

依頼側と提供側で表示は異なります

依頼側 提供側22P 24P

21



22

両者で合意した
実施日・時間・場所を入力し
[入力内容を確認する]をタップ

33

内容を再確認し、問題がなければ
[上記の日程で依頼する]をタップ

22

!

両者で内容に合意をし、
依頼をすることを決めたら、
[依頼する] ボタンをタップ

11

チャットでやりとりをしながら
内容を確認し、お相手に依頼を
するかを決めますます。

4

[連絡箱へ] をタップ

5 6

トクイくんが設定内容を
両者にお伝えします。

トクイくんは、①依頼者が「依頼設定」をしたときと、
②提供者が「依頼を了承」をしたときに、自動的に内容をコメントします。
顔写真をタップすると、トクイくんの会員証が見られます！

2～5 詳細を決めて依頼し 提供を受ける依頼側



提供者の了承をお待ちください。

内容変更について
設定した依頼内容を変更する
必要がある場合は、[日程変更]
をタップして再度依頼内容を
設定してください。

お相手が[依頼を受ける]を
タップすると
依頼が成立します。

ここで依頼設定し了承され
た内容には、利用規約に記
載の保険が適用されます。

●前日に通知メールが届きます。

●当日提供を受け、
謝礼をお支払いください。

Thank You!

提供終了後、連絡箱の感想
[入力画面へ] をタップ

感想を入力し、投稿します。
これで完了です！

23

7

参考

お相手の方が依頼内容を
了承すると、トクイくんが
コメントをします。
これで依頼が成立です。

8 9 10 

11 

！
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【ファミサポからのメッセージ】

困ったときはお互い様。ファミサポは

手助けしたい方と手助けしてほしい方

が会員となり、お互いの同意と協力に

より行う有償ボランティア活動です。

トクイのカケハシ

①まず、援助活動の内容(日時、詳細)を

細かく打ち合わせてください。アドバイ

ザーもこのチャットに参加します。

②次に、事前打合せ(三者面談)の日時を

決めます。

③事前打合せ(三者面談)の終了後、援助

活動が始まります。

11

お相手からのコメントを
確認し、チャットでのやり
とりを進めます。

22

お相手が依頼内容を登録す
ると、トクイくんが設定内
容を両者にお伝えします。

33

チャットでやりとりをしながら
内容を確認し、お相手に提供を
するかを決めますます。

トクイくんは、①依頼者が「依頼設定」をしたときと、
②提供者が「依頼を了承」をしたときに、自動的に内容をコメントします。
顔写真をタップすると、トクイくんの会員証が見られます！

両者で合意した内容とあって
いることを確認し[依頼を受ける]
をタップ【保険が適用されます】

44 55

トクイくんが、確定した内容を
コメントをします。
依頼が成立しました。

事前打合せ日程の変更は、
依頼者側の方が行います。
変更が必要な場合は、依頼者
の方に、[日程変更]ボタンから、
再度事前打合せ日程の登録を
頂くようお願いして下さい。

●前日に通知メールが届きます。

●当日提供をおこない、
謝礼をお受取りください。

6

！

2～5 詳細を決めて依頼を受け 提供する提供側



お相手との間に共通の知人が
いる場合、会員証の下に表示
されるようになります。 25

7.つながり機能

つながり機能を使ってお知り合いを増やしていくと、
依頼・提供の際に、お相手との間に共通の知り合いがいるかが

お相手の会員証でわかるようになり、安心です！

+

会員番号で相互に

つながり申請

+

Aさん Bさん Cさん

Cさん

共通の知人に
Bさんがいます

Bさんのお知り合い
なら安心ね！

11

マイページ内の [つながり
リスト] をタップ

22

[ ] をタップ

33

お相手の会員番号を入力し
[申請する] をタップ

44

お相手のニックネームの
横に という表記が
されます。

55
つながり成立！

お互いが申請を行うと
つながりが成立します。

66

共通の知人に、あきらさんがいます。

つながり機能

1 会員番号で相互に

つながり申請2 3 お相手の会員証に

共通の知人を表示

登録方法
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8.団体様向け機能

地域で活動される団体様にもご活用いただけるように、
２つの機能をご提供しています。詳しくは担当へお問合せください。

❶ 団体機能

普段は問い合わせを代表窓口で受けている団体様等が、運用を変えずに
提供内容をカード化し、地域の方から依頼を受けることができる機能です。

メンバー情報を頂ければ、KDDIでカード作成を代行することも可能です。

管理者の方がメンバーのカードを作成・管理できます。
● 問合せがあった場合は、管理者のメールアドレスに通知が入ります。
● 管理者の方がユーザーを切り替えて、お相手とやりとりをします。

管理者
メンバーの提供カード

団体アカウントで
作成・管理

問い合わせ

検索・閲覧

問い合わせ

➋ 限定エリア機能

会員間での互助の運用をされている団体や自治体様等が、特定のメンバーだけ
でスキルシェアの仕組みを構築できる機能です。

秘密の番号を設定し、知っている方だけが見られるエリアをつくります。
● 秘密の番号を知らない人は、カードを検索・閲覧することはできません。
● 連絡箱のチャットを、限定エリアの管理者を含めた三者チャットに変更も

できるので、提供者・依頼者のやりとりに仲介することもできます。

限定エリア
登録者

限定エリア用

通常エリア用

通常エリア
登録者

同じ限定エリア
登録者は両方の
カードが見れる
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多世代型スキルシェアプラットフォーム
「トクイのカケハシ」

もっと身近に、もっと気軽に、つながりつづける

働き方の変化や平均寿命の伸⾧による人生100年時代の到来など、
社会環境が変わる中、少子高齢化や労働力人口の減少、家計負担の増加など、
様々な課題が顕著になりつつあります。

その中で、私たち自身が自分のできることを生かし、
身近な人と支え合えれば、世代を超えてその活動が広がってゆけば、
このような課題の解決につながるのではないか。
そう考えたことが「トクイのカケハシ」をはじめるきっかけとなりました。

もっと身近に、もっと気軽に人と人がつながって、
支え合える仕組みをつくりたい。
その結果、もともとは知らなかった人が身近な人になり、
つながりつづけられるきっかけをつくりたい。
その繰り返しで少しづつ、でも着実に、
より生き生きとした豊かな人生を送れる人が増えていく。

そのようなプラットフォームを目指し、実証に取り組んでいます。

わたしたちの想い



28


