
表２．妊娠前に利用するアプリ（月経管理、排卵日予測）

アプリ名称 提供元 アイコン 利用時期 主な機能 料金
インストー
ル数

追加機能（更新日） レビュー 開発元

1 ラルーン Ateam Inc. 妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、ダイエット、
悩み相談、コラム

200円～300円
/アイテム

670万 2019年9月26日 4 Ateam Inc.

2 コウノトリ amane factory inc. 妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、メッセージ機
能

240円/アイテ
ム

10万以上 2019年7月3日 3
info@aman
efactory.co
m

3 ペアリズムＷ（女性用）
PINO
ASSOCIATES,
INC.

妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、メモ

無料 10万以上 2018年10月25日 4.7
support@pa
irrhythm.co
m

4 ペアリズムＭ（男性用）
PINO
ASSOCIATES,
INC.

妊娠前
パートナーの月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予
測、
パートナーの体調や気分の共有

無料 1万以上 2018年10月25日 4.9
support@pa
irrhythm.co
m

5 ルナルナアプリ MTI Ltd. 妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、ピル服薬・症
状の記録と振り返り、通院の管理、ピルに関する情報閲覧

無料版/有料
版

1300万以
上

2019年9月24日 4.6 MTI Ltd.

6 ルナルナ 体温ノート MTI Ltd. 妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、60日分のグ
ラフを画像化、通知・アラーム、基礎体温の基礎知識についての情報

無料
1300万以
上

2019年7月29日 2.7 MTI Ltd

7
妊娠したかも-妊娠の可
能性、初期症状をチェック
-

カラダノート 妊娠初期 妊娠可能性チェック、妊活・妊娠期おすすめアプリの紹介、悩み相談 無料 1万以上 2017年10月19日 3.4
info@karad
anote.jp

8 リズム手帳
Nihon Enterprise
Co.,Ltd.

妊娠前～妊娠期

月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、体重・体脂
肪記録
マタニティモード：妊娠中の体調管理、赤ちゃんの状態チェック、健診予定
のお知らせ等

￥120～
￥360/アイテ
ム

370万 2019年9月11日 4
info-
appli@sp.kir
ei-r.jp

9 ムーン
interspace
Co.,Ltd.

妊娠前～育児期
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、お知らせ機
能（メール＆プッシュ通知）、体調管理サポート、日記、メモ、ダイエット、妊
娠・出産知識、妊娠カウント、体重管理、産後の体の悩み・育児相談

無料 5万以上 2018年4月24日 3.6 info@my-
moon.jp

10 ベビスペクト Wildbird Inc. 妊娠前～妊娠期 出産予定日予測、排卵日予測、妊娠・出産の知識 無料 100以上 2019年9月7日 不明
info@wildbir
dinc.com

11 生理日・排卵日予測
Simple Design
Ltd.

妊娠前 月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、メモ 無料
3000万以
上

2019年4月17日 4.4
abishkking
@gmail.com

12 プレママカレンダー GalleryApp 妊娠前～妊娠期
妊娠カウント、次回健診、体調記録、体重グラフ化、妊婦健診記録・腹部
超音波写真の保存、アルバム

無料版/有料
版（有料版は
広告表示なし）

10万以上 2019年4月20日 3.5
info@galler
yapp.org

13
妊娠・生理・排卵日予測
もできるグラフアプリ

POCKE,INC. 妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、メモ機能、情
報提供（基礎体温の知識、不妊治療、出産・育児）

￥120/アイテ
ム

10万以上 2019年4月2日 3.3 info-
life.iphone@
pocke.tv

14 カラダのキモチ
WM（わたしムー
ヴ）

妊娠前

月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、基礎体温、
体重・体脂肪率グラフ化、情報提供（妊活サポート）、
【有料】
妊活サポート、基礎体温グラフのPDF出力、婦人科等の受診のサポート、
受診費用をお見舞金でサポート、乳がんセルフセルフチェックで症状が見
つかった場合の受診費用をお見舞金でサポート

無料版/有料
版￥360～
￥960/アイテ
ム

10万以上 2019年8月6日 2.2 support@w
atashi-
move.jp

15 妊娠したかも
Leap Fitness
Group

妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、排卵検査、
妊娠検査の結果記録、情報提供

無料
100万以
上

2019年9月28日 4.6
northpark.a
ndroid@gma
il.com

16 楽天キレイドナビ Rakuten,Inc. 妊娠前～妊娠期
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、体重・体脂
肪率グラフ、情報提供（妊娠前、妊娠・出産）、妊娠中の体重管理

無料 10万以上 2019年5月30日 3.4
kidona@faq.
rakuten.co.j
p

17
不妊治療～妊活サポート
～

androidapp0812 妊娠前 知識提供（不妊、不妊治療、体外受精、不育症、着床前診断） 無料 5000以上 2016年4月7日 不明
androidapp
0812@gmail
.com

18 妊娠電卓　妊活応援 androidapp0812 妊娠前 月経・排卵日予測 無料 1000以上
2016年2月24日

1.7
androidapp
0812@gmail
.com

19 女子カレLOVABLE ICE Inc. 妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、写真、日記、
基礎体温・体重グラフ、メモ、占い、体調管理アドバイス、コラム

無料
100万以
上

2019年4月15日 2.7
jcl01@supp
ort.cybird.n
e.jp

20 レディースカレンダー GalleryApp 妊娠前
月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、体調管理メ
モ、ピル記録、スケジュール管理

無料
100万以
上

2019年10月2日 3.3
info@galler
yapp.org

21
産みたい日チェッカー
（App soreのみ）

Karadanote Inc. 妊娠前
性交日から出産予定日を予測、妊娠検査薬陽性となる時期、兄弟姉妹年
齢差計算、産休、育休時期計算、悩み相談、妊活体験談

無料 不明 不明 2 © Plusr Inc.

22
こづくり計算機
（App soreのみ）

Akira Nakaya 妊娠前
性交日から出産予定日を予測、妊娠検査薬陽性となる時期、兄弟姉妹年
齢差計算、産休、育休時期計算、半年先までの妊娠チャンス

無料版/有料
版（250円）

7万 不明 1.1
© iina

23
妊活ブログ＆ニュースま
とめ速報
（App soreのみ）

Ayaka Morita 妊娠前 妊活人気記事の閲覧 無料 不明 不明 4 © Sier

24
夫婦で頑張る妊活ライ
フ！ベビ待ちをとことん楽
しむ！（App soreのみ）

LINKCOLON, Inc. 妊娠前 妊活情報提供、Q&A 無料 不明 不明 3
© DASH
PROJECT

25
Happy妊活ライフを応援
－ラブめも－
（App soreのみ）

Nihon Enterprise
Co.,Ltd.

妊娠前 月経日、性交日表示、コラム
App内課金が
有り（240円）

不明 不明 1.7
© Nihon
Enterprise
Co.,Ltd.



表３．妊娠期カウンター（妊娠週数、胎動、陣痛）

アプリ名称 提供元 アイコン 利用時期 主な機能 料金
インストー
ル数

追加機能（更新日） レビュー 開発元

1 妊娠週数 Aine LLC. 妊娠期
出産予定日・最終月経開始日・帝王切開予定日から、妊娠週数・妊娠月
数・出産予定日までの日数を自動的に計算。簡易メモカレンダー

無料 10万以上 2016年9月3日 4.4

aineapp.inf
o+pregnanc
y@gmail.co
m

2
出産予定日・妊娠週数計
算

エリコリドットコム 妊娠期 最終月経日または排卵日を入力すると、出産予定日と妊娠週数を表示 無料 5000以上 2019年1月17日 不明
mail@erikor
i.com

3 かわいい妊娠週数 Aine LLC. 妊娠期
出産予定日・最終月経開始日・帝王切開予定日から、妊娠週数・妊娠月
数・出産予定日までの日数を自動的に計算、簡易メモカレンダー

不明 100以上 2019年5月14日 不明

aineapp.inf
o+pregnanc
y@gmail.co
m

4 妊娠週数Lite Aine LLC. 妊娠期
出産予定日・最終月経開始日・帝王切開予定日から、妊娠週数・妊娠月
数・出産予定日までの日数を自動的に計算

無料 1000以上 2016年7月20日 4.1

aineapp.inf
o+pregnanc
y@gmail.co
m

5
たまひよ妊娠カウンター
【たまプレ】

Benesse
Corporation

妊娠期
妊娠週数、日数、出産までの日数をカウント、妊娠週数に合わせたアドバ
イス

無料 不明 2015年9月7日 3.4

keitai-
tamahiyo@
mail.beness
e.co.jp

6 Pregnancy Light Aine LLC. 妊娠前～分娩期
出産予定日・最終月経開始日・帝王切開予定日から、妊娠週数・妊娠月
数・出産予定日までの日数を自動的に計算、胎動カウンター、陣痛時計
機能、簡易カレンダー

無料 不明 2018年9月4日 4.7

aineapp.inf
o+pregnanc
y@gmail.co
m

7
【簡単！胎動カウント】胎
動Plus

Ryohlan出産＆育
児

妊娠期 胎動10回にかかる時間の測定、グラフ表示、メモ 無料 1万以上 2019年3月7日 4.7 sabure.app
@gmail.com

8
出産予定日 計算 記録・
日記アプリ 期日 Mariaholepa 妊娠期 出産予定日 計算 記録・日記 無料 5万以上 2018年9月30日 不明 khoicuhen

@gmail.com

9 猫メモリ Aine LLC. 妊娠期
誕生日、結婚記念日、命日、その他記念日、飲み会・旅行、出産予定日
等の表示や予定日(記念日)までの日数表示、他者と画像共有

無料 1万以上 2018年12月1日 4.4

aineapp.inf
o+catmemo
ry@gmail.co
m

10
妊娠カレンダー
（App soreのみ）

Seiichi Ito 妊娠期 妊娠カウント、カレンダー表示 120円 10万 不明 4.3
© Seiichi
Ito

11
分娩予定日計算EDC
（App soreのみ）

FujitoClinic 妊娠期 妊娠カウント 無料 不明 不明 2.8 © fujito.info

12
Hello! Baby
（App soreのみ）

Digital Gene 妊娠期 妊娠カウント、妊娠週数にあわせて画面内の赤ちゃんが成長 無料 5万以上 不明 3.8

contact@di
gital-
gene.com

13 陣痛きたかも カラダノート
分娩開始前～分
娩期

陣痛カウント、緊急連絡先の複数登録、妊娠・出産の知識 無料
47万人
（2017年）

2019年8月27日 4.1
jintsu@kara
danote.jp

14
妊娠 出産 アプリ & 出産
予定日カレンダー・陣痛タ
イマー 体重管理

Wachanga 妊娠～分娩期 妊娠カウント、陣痛カウント、妊娠・出産知識、アドバイス
￥100～
￥1,799/アイテ
ム

50万以上 2019年9月18日 不明 team@wach
anga.com

15 胎動〜陣痛時計
Aine LLC.

妊娠中～分娩期 胎動カウント、陣痛カウント 無料 10万以上 2016年9月29日 4.3

aineapp.inf
o+kickcoun
ter@gmail.c
om

16
陣痛／お腹の張りカウン
ター

magnummilkboy
分娩開始前～分
娩期

陣痛カウント 無料 1万以上 2018年9月26日 4.1 mmbsrv@g
mail.com

17
陣痛ナビ ～助産師のアド
バイスで赤ちゃんの健康
管理

Recstu Inc. 妊娠期～分娩期 陣痛カウント、妊娠・出産知識、助産師のアドバイス、予定日通知、メモ
無料/有料版
100円

1万以上 2019年8月5日 3.8
app@recstu
.co.jp

18
陣痛時計
（App soreのみ） Simple Beep

分娩開始前～分
娩期

陣痛カウント 無料 不明 不明 4.5
© 2019
Simple
Beep

19
たまひよの胎動・陣痛カ
ウンター【たまカウンタ】

Benesse
Corporation

妊娠中～分娩期 胎動カウント、陣痛カウント、リラックスミュージック（３曲） 無料 不明 2016年2月16日 3.2

keitai-
tamahiyo@
mail.beness
e.co.jp

20
陣痛ポン - 陣痛間隔計
測アプリ

Karupyon 妊娠中～分娩期 陣痛カウント 無料 1万以上 2017年2月16日 4.6
hiro@karup
yon.com
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表４．母子健康手帳、体重管理

アプリ名称 提供元 アイコン 利用時期 主な機能 料金
インストー
ル数

追加機能（更新日）
レ
ビュー

開発元

1 母子健康手帳アプリ
NPO法人 ひまわ
りの会

妊娠中～育児期

健診情報の記録（妊婦健診/乳幼児健診）、各種グラフ（妊娠中の体重グ
ラフ/胎児発育曲線/乳幼児発育曲線）、日々の記録（日記、写真）、予防
接種スケジューラー、妊娠・出産知識、妊娠期のおすすめレシピ（管理栄
養士が監修）、子育てQ&A（産科医、小児科医や専門家が監修）、お役立
ち情報、自治体や通っている病院（産科・小児科）からの子育て情報提
供、低出生体重児(未熟児・早産児）の発育・発達、修正月齢のグラフや
専門家監修のQ&A、複数の子どもの成長記録、育児に関する補助金や
助成金情報、産休中・育休中の手続き・手当て等。

無料 5万以上 2019年8月19日 4.2
info@boshi
-techo.com

2
ママケリー：生理・排卵日
予測／妊娠・妊活サポー
ト／母子・育児手帳

日通システム株式
会社

妊娠前～育児期

月経管理（周期、基礎体温、月経症状）、月経・排卵日予測、基礎体温、
体重、血圧グラフ化
妊娠カウント、妊婦健診・胎児の記録・出産の記録など、エコー写真やマ
タニティフォト保存、体重変化をグラフ化、メモ機能
生後カウント、育児記録・日記、身長・体重が成長曲線上で確認できる、
定期健診、学校健診、歯の健診記録を管理、予防接種のスケジュールを
管理、アレルギー情報を記録、複数の子どもの登録可能、写真アルバム
機能等

無料 5000以上 2019年7月23日 3.9

mamakelly-
service@nit
tsusystem.
co.jp

3
母子手帳アプリ 母子モ
電子母子手帳

MTI Ltd. 妊娠中～育児期

予防接種スケジューラー、健診情報の記録（妊婦健診/妊婦歯科検診/乳
幼児健診）、各種グラフ（妊娠中の体重グラフ/胎児発育曲線/乳幼児発
育曲線）、日々の記録（日記、写真、できたよ記念日）、データの家族共
有、妊娠・出産・育児知識、自治体からのお知らせ、市区町村の子育て施
設検索、プッシュ通知

無料 1万以上 2019年10月3日 3.8
boshi_info@
cc.mti.co.jp

4

ベビカム 母子手帳「すこ
やこ」−子どもの病気にそ
なえるアプリ

babycome
妊娠中～育児期
（4歳まで）

母子手帳の各ページをカメラで撮影すると、電子書籍のようにページをめ
くって見ることが可能
、病歴管理、近くの病院、全国の病院の検索＆予約、医学事典、育児知
識提供、妊娠中から４歳まで、子どもの成長に合わせたアドバイスを毎日
配信

無料 1000以上 2019年3月12日 3.4
sukoyako_a
qa@babyco
me.jp

5

改訂版・母子健康手帳副
読本～妊娠、出産、育児
に必携！母子手帳の副
読本

公益財団法人母
子衛生研究会

妊娠中～育児期
妊娠・出産・育児知識提供（母子健康手帳副読本の内容を網羅）、予防接
種スケジューラー

無料 5000以上 2019年9月19日 2.8
kikaku@mcf
h.or.jp

6

妊娠・体重管理と赤ちゃ
んの体重・身長の成長記
録アプリ【特許】無料アプ
リ

株式会社ベビーカ
レンダー

妊娠期から4歳

妊娠中の体重管理グラフ（特許第4741856号使用許可済み）、妊娠期体
重管理コラム（医師監修）、妊娠食レシピ（管理栄養士監修）、妊娠期・育
児期の助産師に相談コーナー（助産師回答）、成長見守りグラフ（厚生労
働省平成22年乳幼児身体発育調査報告を元に作成）している。男女それ
ぞれの性別に合わせたパーセンタイル曲線（成長曲線）をグラフに表示
（生後０カ月から４歳まで毎日記録できる）育児知識（医師・専門家監修）、
離乳食レシピ（管理栄養士監修）

無料 5000以上 2019年8月8日 3.5
support@ba
by-
calendar.jp

7
妊娠したらにんぷ体重
ノート 妊婦さんの体重制
限や増加記録管理

カラダノート 妊娠期 体重管理、グラフ化、不安や悩み相談 無料 1万以上 2017年10月19日 3.5

ninputaijyu_
note@karad
anote.jp
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表５．妊娠期多機能アプリ（妊娠期カウンター、情報提供、健診管理、メッセージ機能など）
アプリ名称 サービス提供会社 アイコン 利用時期 主な機能 料金 インストール数 追加機能（更新日） レビュー 開発元

1 トツキトオカ amane factory inc. 妊娠期

胎児イラストと胎児のおしゃべり、胎児成長・発育、妊娠・出産の知識、ア
ドバイス、写真撮影、SNSシェア、妊娠カウンター、妊婦体調記録、体重管
理・グラフ表示、健診予定日をプッシュ通知、健診結果記録、エコー写真
保存、パパへのメッセージ、メッセージ機能等

￥120～
￥1,200/アイテ
ム

100万以上 2019年6月17日 4.7

amane
factory inc.

totsukitoka.
support@a
manefactor
y.com

2 ninaru妊娠～出産 ever sense,Inc.
妊娠～出産予定
日まで

胎児のイラスト、SNSシェア、メッセージ、妊娠中の悩み解決のための記
事を毎日配信、妊婦体験談、妊娠カウント、妊娠カレンダー

無料 47万人 2019年7月1日 4.8

ever sense,
Inc.

dev@evers
ense.co.jp

3 Baby　プラス Recruit Co.,Ltd.
妊娠期～出産ま
で

胎児のアニメーション（毎日配信）、産婦人科医監修の知識提供、胎動カ
ウンター、陣痛カウント、妊娠カウント、アルバム機能(エコー写真、妊娠中
の記録)

無料 5万以上 2019年9月11日 4.4
Recruit
Co.,Ltd.

4 ままのて-妊娠 Cluex,inc.
妊娠中～育児期
（4歳頃まで）

メッセージ配信（妊娠期は毎日、育児期(2歳まで)、胎児のイラストとセリ
フ、Q&A記事（助産師・小児科医が回答）、妊娠週数、子どもの月齢にあ
わせた記事の配信、先輩ママの体験談、妊娠カウント

無料 5万以上 2019年7月25日 4.5
Cluex, inc.
info@cluex.
co.jp

5
妊娠・出産アプリ：夫婦で
使える、まいたま 【たまひ
よ公式】

Benesse
Corporation

妊娠初期～産後2
か月

メッセージ配信（毎日）、妊娠週数、子どもの月齢にあわせたQ&A記事、
妊娠週数毎の胎児のイラスト

無料/有料 10万以上 2019年6月27日 4.3

Benesse
Corporatio
n
keitai-
tamahiyo@
mail.beness
e.co.jp

6 パパninaru ever sense, Inc. 妊娠期～4歳

胎児のイラスト配信（20週までは週毎、20週以降は毎日）、メッセージ配
信（妊娠期～育児期まで毎日）、妊娠週数、子どもの月齢にあわせた「今
日の記事」、先輩ママ、パパからのアドバイス、妊娠から出産までのスケ
ジュール（陣痛開始〜出産まで）、子どもの成長知識

無料 不明 2019年9月13日 4.7
dev@evers
ense.co.jp

7
ママびより-妊娠・出産〜
産後までママに必要な情
報を毎日お届け-

カラダノート 妊娠期～育児期
胎児のイラスト、写真撮影、妊娠カウント、妊婦健診日管理、先輩ママ・パ
パからのアドバイス、エコー画像の投稿＆閲覧、妊娠・出産日替わり記
事、アドバイス、妊婦の体調、健診記録のパパとの共有

無料 10万以上 2019年4月1日 4.4
カラダノート
ninpu@kara
danote.jp

8 ルナルナ　ベビー MTI Ltd. 妊娠期～育児期

妊娠カウント、胎児のイラスト配信（妊娠3週目から毎日配信）、妊娠・出
産、育児知識提供、妊娠週数に応じたスケジュール配信、先輩ママへの
悩み相談、アドバイス、母子記録(母子手帳アプリを利用)、自治体からの
情報配信
【有料】
妊娠週数に応じた産婦人科医からのママへ配信、週数ごとの妊婦の心身
の変化や胎児の様子をパパ配信、妊娠中の食材の摂取の確認

無料/有料 5万以上 2019年9月11日 4.7 MTI Ltd.

9 ママリ Connehito Inc. 妊娠期～育児期
母親、妊婦が抱える日常の悩みを、匿名で相談できる回答率98.5%の女
性限定アプリ

無料/有料
（400円/月）

50万以上 2019年9月26日 3.8
Connehito
Inc.

10 妊娠 +
Health &
Parenting Ltd

妊娠中～分娩
エコー画像、日記の記録、妊娠中の体重・健診の記録、妊娠・出産知識、
胎動カウント、陣痛カウント、名前、胎児の大きさイメージ、出産準備用品

￥240/アイテ
ム

2500万人以上 2019年9月26日 4.7
© Health &
Parenting
Ltd 2019

11 妊娠・Sprout Med ART Studios 妊娠中～分娩
産婦人科医からの妊娠・出産知識、胎児成長過程のイメージ、体重記
録、胎動カウント、陣痛カウント、妊娠カレンダー、妊婦健診日管理、健診
結果記録、必要物品リスト、やることリスト

600円 100万以上 2019年1月29日 4.6

Med ART
Studios
support@sp
rout-
apps.com

12 ベビーカレンダー
株式会社ベビーカ
レンダー

妊娠中～離乳食
時期？

胎児、児のイラスト（毎日配信）、妊娠カウント、メッセージ配信(妊娠中か
ら児が1歳まで毎日配信)、妊娠週数、児の月齢に応じた専門医監修の知
識提供、助産師、管理栄養士への質問、妊娠食レシピ、離乳食レシピ、妊
娠期から育児期の役立ちニュースの配信（毎日配信）

無料
月間230万人
以上

2019年9月13日 4.5
support@ba
by-
calendar.jp

13
妊娠 出産 アプリ & 出産
予定日カレンダー・陣痛タ
イマー 体重管理

Wachanga
妊娠中～分娩ま
で

胎児の成長知識、出産準備テスト、妊婦の食事・栄養・薬、出産までのア
ドバイス、妊娠カウント、陣痛カウント、妊娠カレンダー、出産準備用品リ
スト

アプリ内アイテ
ム
￥100～
￥1,799/アイテ
ム

50万以上 2019年9月18日 不明
team@wach
anga.com

14
まみぃメモ　妊娠・出産～
育児期までママをサポー
トする無料アプリ

Sankakudo Inc. 妊娠中～育児期
妊娠カウント、生後カウント、妊婦、出産後の児の身長・体重管理、妊婦
健診、児の予防接種、ママの予定などの一括管理、児のお世話記録、日
記、写真記録、妊娠週数、児の月齢ごとの必要物品のチェック

無料 ５万以上 2019年4月18日 3.5

app-
support@sa
nkakudo.co.
jp

15
カムバ！ 妊娠〜出産〜
職場復帰まで応援アプリ

Recruit Co.,Ltd. 妊娠期～復職

胎児の成長妊娠知識、産科医、社労士からの育児と仕事の両立アドバイ
ス、パートナーとの役割分担、手続き、やることリスト、先輩ワーキングマ
ザーたちの体験談、産休/育休計算ツール、妊娠～出産後～職場復帰ま
での全体スケジュール

無料 不明 2019年4月22日 4.3
iction_navi
@r.recruit.c
o.jp

16 カラダのキモチ baby
 
WM（わたしムー
ヴ）

妊娠期
胎児イラスト（週毎）、妊娠カウント、妊婦体調記録、体重管理・グラフ表
示、妊娠週数別　専門家監修アドバイス、妊娠週数ごとのトピックス通知

アプリ内購入
あり360円（月
額）

不明 2019年8月6日 1.6
support@w
atashi-
move.jp

17 ミルケア milcare 妊娠中～育児期
妊娠期、出産後の記録、妊娠・出産、育児知識提供（医師監修）、登録予
定日を元に適切なタイミングで配信、人気グラフィックデザイナーのスタン
プ無料配信

無料 1000以上 2019年9月20日 3.4 support@mi
lcare.co.jp

18
ミッフィーのマタニティ
BOOK（無料版）

TV TOKYO
Communications
Corporation

妊娠期
今日のママ・赤ちゃん、妊娠カウント、妊婦健診結果記録（体重、腹囲、血
圧）、マタニティ便利帳、体重管理、ミッフィーの最新情報

無料 1万以上 2017年7月19日 不明

miffy_mater
nity_sp@tx-
bb.com

19 MomBaby itmarlin.com 妊娠期～育児期
妊娠カウント、赤ちゃんの・ママの様子、先輩ママからのアドバイス、出産
後の児の写真、身長、体重などの記録とグラフ化、機能でママ友づくり
（地域同士など）、日記と健康状態の記録

￥120～
￥1,200/アイテ
ム

100以上
2017年6月4日

不明
support@it
marlin.com

mailto:dev@eversense.co.jp
mailto:dev@eversense.co.jp
mailto:support@baby-calendar.jp
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mailto:support@itmarlin.com
mailto:support@itmarlin.com


表６．妊娠期の知識提供など
アプリ名称 サービス提供会社 アイコン 利用時期 主な機能 料金 インストール数 追加機能（更新日） レビュー 開発元

1 ママタイムズ
Lifetimes, Inc.

妊娠期～育児期（妊
娠初期～小学校低
学年の子どもを持つ
母親）

子どもの月齢・年齢、妊娠週数に沿った話題やニュース、コラムを毎日配
信）、在住エリアの旬のお出かけ情報配信（東京・神奈川・千葉・埼玉・大
阪・京都・兵庫南部・愛知・福岡）、先輩ママおススメのグッズ情報、アプリ
が利用者の興味・関心を学習し、使えば使うほど利用者に合った妊娠・出
産・育児情報が届くようになる、通知の時間を選べる

無料 5万以上 2019年5月5日 4.6
info@mama
times.net

2
赤ちゃん出産準備必須知
識！

appliconnect
妊娠期～新生児
期

赤ちゃん出産準備必須知識のクイズ
「入院準備」、「退院準備」、「出産」、「アフターケア」、「手当・補助金」、
「新生児のお世話」

不明 1000以上 2017年8月14日 3.6
applimantar
ou@gmail.c
om

3 出産じゅんびリス カラダノート 妊娠期～育児期
時期別の準備品リスト、先輩ママの評価+コメント、先輩ママの体験談が
無料で閲覧、相談できるコーナー

無料 1万以上 2017年9月27日 3.9

birth_list@k
aradanote.j
p

4 妊娠なうマネー カラダノート 妊娠期～
ママタイプ別にもらえる金額のシミュレーション、妊娠中、出産後に必要な
手続きリスト、不安や悩みの無料相談、妊娠中だけもらえるプレゼント
コーナー

無料 5万以上 2017年10月19日 3.5

ninshinmon
ey@karada
nte.co.jp

5 ファミリースタート madrebonita 妊娠期
妊娠中、出産・産後までの必要な準備（医師による監修）、妊娠・出産知
識提供、アルバム機能、連携・共有機能（写真やコメントを共有できる）

無料 不明 2018年12月26日 不明
famista-
info@madre
bonita.com

6
妊娠・出産 クイズゲーム
アプリで身につける正し
い知識　無料

SERINA 妊娠期
妊娠・出産についての正しい知識をクイズゲーム形式で身につける無料
アプリ

無料 1000以上 2016年4月12日 不明 edaseri77@
gmail.com

7 妊娠メンター Truehira, Inc. 妊娠期
妊娠経過、胎児の発育、出産知識、アドバイス、専門家によるQ&A、写真
撮影、胎動カウント、陣痛カウント、リマインダー、赤ちゃんの名前、出産
準備物品リスト

￥330～
￥760/アイテ
ム

500以上 2019年6月11日 不明
Truehira,
Inc.

8 妊娠中の食事クイズ appliconnect 妊娠期
妊婦さんがお腹の中の赤ちゃんと自分のために、注意すべきこと（栄養素
や食生活、飲み物）について知識提供

不明 1000以上 2017年8月4日 不明

applimantar
ou@gmail.c
om

9
Milly - 主婦の友社が運
営する子育てメディア
（App soreのみ）

株式会社ウィル
ゲート

妊娠～育児期

妊娠・出産・育児を専門に扱うメディアアプリ。（Pre-mo、Baby-mo公式）、
写真保管、投稿で写真がPre-mo、Baby-moに掲載される可能性、育児に
関する悩みを解決するコラム、ファッションや赤ちゃん向け雑貨などの情
報を配信

無料 不明 不明 4.5
©
Willgate,Inc.

10
コノビー(Conobie)：妊娠・
出産から使える育児情報
アプリ

NTT DOCOMO 妊娠～育児期

妊娠・出産・育児まで幅広い子育て体験談の中から、子供の月齢に合っ
た記事が読める、先輩ママの妊活・妊娠・出産体験談、育児の悩みや不
安の体験談や解決方法、家事・育児分担術、夫婦間コミュニケーション、
子どもやママとの接し方、出産後の育児・仕事の両立、入園エピソード、
助産師、看護師の子育ての考え

無料 1万以上
2019年9月30日

4.4

info_conobi
e-
ml@nttdoco
mo.com

11 妊娠週刊パパ
Real Creative
Co.,Ltd

妊娠期
パパの為の妊娠週刊カレンダー、出産予定日を入力すると、毎週ママの
気持ちが少し分かる 無料 10万以上 2015年7月24日 4.6

rc@real-
creative.jp

12
胎児くん～妊娠・出産エ
ンタメアプリ～

androidapp0812 妊娠中 胎児イラスト（週毎）、妊婦の状態、妊娠知識、命名 無料 1000以上 2016年7月17日 不明
androidapp
0812@gmail
.com

13
妊娠・出産・育児の百科
事典 （App soreのみ）

pocke, Inc 妊娠期～育児期 妊娠、出産、育児の基礎知識＆トラブル辞典 無料 不明 不明 4.4
©
(C)POCKE,I
NC.

14

犬印本舗 - 妊娠中から
産後までママと赤ちゃん
のお役立ち情報を毎週お
届け
（App soreのみ）

株式会社 犬印本
舗

妊娠中～産後6か
月

妊娠知識、出産準備用品情報、日記、健診日、予防接種のスケジュール
管理 無料 不明 不明 5

©
Copyright(
C)
INUJIRUSH
I
CO.,LTD.All
rights
reserved.



表７．妊娠期のコミュニケーション、娯楽（トークルーム、写真、ヨガ、命名など）
アプリ名称 提供元 アイコン 利用時期 主な機能 料金 インストール数 追加機能（更新日） レビュー 開発元

1 BabyTalk Incredible LLC. 妊娠中～育児期
写真、動画、テキストの家族、親しい友人との共有、妊娠、育児知識提
供、育児記録（食事、排泄、体調）

無料 500以上 2019年9月12日 不明

tokyo.incre
dible@gmail
.com

2
ママびよりカフェ 妊娠中
〜育児中ママ限定チャッ
トアプリ

カラダノート 妊娠中～育児期
24時間オープン！ママ限定トークルーム、お気に入りのトークルームの開
始時間にお知らせ通知、妊娠、出産、育児知識提供

無料 5000以上 2018年12月28日 3.8

biyori.cafe
@karadanot
e.jp

3
MOM（モム）妊活・子育て
パパママアプリ

Yousuke Takizawa 妊娠中～育児期
妊娠、出産、子育て、育児のための情報交換（同じ境遇の人や、先輩パ
パさん・先輩ママさんにアドバイスをもらったり、状況共有できる）

￥600～
￥12,800/アイ
テム

5万以上 2019年2月8日 2.9

takizawa.te
am@gmail.c
om

4 すくすく胎教オーケストラ Recstu Inc. 妊娠中
胎教によい5曲無料全20曲
【有料】
300円で20曲の胎教に良いクラシック音楽が聞き放題。（全20曲で130分）

有料￥100～
￥300/アイテ
ム

300万 2019年8月5日 3.9
app@recstu
.co.jp

5
妊娠エコーフレーム-エ
コー写真をかわいいフ
レームでシェア-

カラダノート 妊娠中 エコー写真用のフレーム、SNSでご家族や知り合いにシェア 無料 1万以上 2017年10月19日 不明
echoframe
@karadanot
e.jp

6
マタニティヨガ・産後ヨガ
動画アプリ「Mama Yoga」
（ママヨガ）

こころからだあん
しんラボ

妊娠中～産後 マタニティ・産後ヨガ動画 無料 100以上 2019年7月9日 不明
info@kokor
okarada.net

7
Totsie ー ベビーフォトエ
ディタ Burleigh Creative 妊娠中～育児期

写真編集、1000種類以上のスタンプ、素敵なフォントが選べる、かわいい
コラージュが作成できる、妊娠中のお腹や赤ちゃんの成長を記録できる、
写真をSNS友人、家族と共有できる

￥680～
￥3,880/アイテ
ム

100万以上 2019年5月3日 4.5
support@to
tsieapp.co
m

8
赤ちゃんの写真。妊娠写
真 Baby Photo Best Photo Apps 妊娠中～育児期

妊娠週数、赤ちゃんの週数ごとの写真を保存して共有できる写真にかわ
いいフレーズやテキストが追加できる、15種類のフィルターで写真をパー
ソナライズできる、赤ちゃんの名前、体重、身長を追加し、写真日付を追
加できる、ステッカーでかわいい新生児写真を作成できる。

不明 50万以上 2019年4月19日 不明
best.photo.
app@gmail.
com

9
家族アルバム wellnote Wellstyle

Corporation
育児期

写真や動画を家族で共有、我が子のオリジナルスタンプが作れる、写真
を選ぶだけで作れるフォトカレンダー、自動アルバム、投稿した写真でフォ
トブックも作成できる、グループを分ける機能もある、身長・体重記録、手
元に残したい写真は、プリントアウトしていつでも見られる。月額540円
（税・送料込み）でwellnoteにアップした写真を毎月30枚まで定額で届く

無料（一部有
料　月額540円
（税・送料込
み）でwellnote
にアップした写
真を毎月30枚
まで定額でお
届け！

50万以上 2019年9月24日 不明 support@w
ellnote.jp

10
家族アルバム
peekabooMoments Birthhouse,Inc. 育児期

「タイムライン」にてアップロードした内容を時間順で自動的に排列、「マイ
ルストーン」にて子供の大事な瞬間を記録、「メールボックス」にて未来の
子供へ手紙を書く、安全に友達と家族に共有・管理、「成長曲線」で身長と
体重の記録と標準対比、写真の一括ダウンロード可能、半年以内に削除
した内容を復元可能、携帯とパソコン両方でも写真・動画閲覧可能

￥113～
￥11,100/アイ
テム

100万以上 2019年10月12日 4.6
contact@ti
mehut.us

11
出生前ヨガ - 妊娠フィット
ネス

Truehira, Inc. 妊娠中
毎日のヨガプログラム。 ヨガインストラクターや専門家が提案するヨガ
ポーズやエクササイズ

￥330～
￥760/アイテ
ム

1000以上 2019年5月2日 不明

developer@
truehira.co
m

12 妊婦フォトフレーム
Babies Toddlers
and Kids Virtual
Reality Studio

妊娠中 妊娠フォトフレーム、編集
一部有料（料
金記載なし）

5000以上 2019年6月20日 不明

babiestoddl
ersandkids
studio@gma
il.com

13 妊婦のための体操運動 UlLi Apps 妊娠中
妊娠中の体操（呼吸法、筋肉の弾力性の強化、姿勢の訓練、リラックスト
レーニング等）

不明 1000以上
2018年10月8日

不明
nar.silah12
@gmail.com

14
マイベイビーズビート
（App soreのみ）

MATIS O.M.G LTD 妊娠30～40週 スマホをお腹に当てて、胎児心音や胎動が聴ける、心音は録音可能。 490円 不明 不明 4

©
www.matis
-apps.com

15

無料 赤ちゃん名づけ 400
万人の妊婦さんが利用し
た子供の名づけ・命名ア
プリの決定版!!

Recstu Inc. 妊娠期

名づけの知識、画数、画数の意味検索、数万種の名前の中から名字と字
画の良い名前がわかる、「名づけ候補」でこれまでに閲覧した名前を見る
ことができる、「赤ちゃんメモ」として「名づけ候補」を記録しておくことがで
きる。「赤ちゃんメモ」には赤ちゃんの写真も登録することができる。「赤
ちゃん名づけタイムカプセル」：15歳の誕生日に「タイムカプセル」メールと
してメール配信胎児の状態知識提供、いま人気のある名前を日別、月間
アクセスランキングで知ることが可能

￥100～
￥300/アイテ
ム

100万以上 2019年9月20日 4.1
app@recstu
.co.jp

mailto:tokyo.incredible@gmail.com
mailto:tokyo.incredible@gmail.com
mailto:tokyo.incredible@gmail.com
mailto:tokyo.incredible@gmail.com
mailto:biyori.cafe@karadanote.jp
mailto:biyori.cafe@karadanote.jp
mailto:biyori.cafe@karadanote.jp
mailto:biyori.cafe@karadanote.jp
mailto:takizawa.team@gmail.com
mailto:takizawa.team@gmail.com
mailto:takizawa.team@gmail.com
mailto:takizawa.team@gmail.com
mailto:info@kokorokarada.net
mailto:info@kokorokarada.net
mailto:contact@timehut.us
mailto:contact@timehut.us
mailto:developer@truehira.com
mailto:developer@truehira.com
mailto:developer@truehira.com
mailto:developer@truehira.com
mailto:babiestoddlersandkidsstudio@gmail.com
mailto:babiestoddlersandkidsstudio@gmail.com
mailto:babiestoddlersandkidsstudio@gmail.com
mailto:babiestoddlersandkidsstudio@gmail.com
mailto:babiestoddlersandkidsstudio@gmail.com
mailto:app@recstu.co.jp
mailto:app@recstu.co.jp


表8-1．育児期カウント、育児記録アプリ
アプリ名称 提供元 アイコン 利用時期 主な機能 料金 インストール数 追加機能（更新日） レビュー 開発元

1 赤ちゃん生後何日目？ ソフト屋巣 出生後～ 生後カウント 無料 5万以上 2018年3月18日 4.3 softya.su@g
mail.com

2
ママパパ : 赤ちゃんの月
数計算、妊娠週数の計
算、お祝いの計算

PRINC 妊娠期～育児期
胎児、児の発育、育児知識提供、お祝いカード配信、生後カウント、育児日
記、身長・体重を記録し該当月数の平均値と比較、記録したデータをもとに
グラフ表示

無料 10万以上 2019年9月17日 4.6
princcorpor
ation@gmail.
com

3
「月齢カレンダー」赤ちゃ
んの月齢がひとめでわか
るアプリ（App soreのみ）

Shusei Tachibana 育児期
生後カウント、月齢のカレンダー表示、メモ・日記、定期健診、予防接種の
問診票、成長記録などに活用可能、複数の子どもにも対応

無料 不明 不明 3.8 © shwld

4
小児科医推奨！予防接種
スケジューラー赤ちゃん・
子育て母子向け

特定非営利活動
法人 VPDを知っ
て、子どもを守ろう
の会

育児期

接種できるワクチンの月別表示（おすすめ接種時期は推奨アイコンで表
示）、予防できる病気と各ワクチンの詳しい解説、ワクチン接種の予定日の
記録、1週間前、前日、当日、翌日のお知らせ、予定日入力時におすすめス
ケジュールをデフォルト表示、接種日からの接種間隔をチェックしエラーメッ
セージを表示、接種したワクチン、接種予定のワクチンの一覧表示、複数の
子どもにも対応

無料 50万以上 2018年10月1日 4.4
vc_schedule
r_s@know-
vpd.jp

5
ワクチンノート 　予防接種
のスケジュールをかんた
ん管理

カラダノート 育児期

 ワクチン接種管理機能、接種記録、複数の子どもにも対応、ワクチン一括
登録・変更機能、ワクチン接種日前アラート機能、写真やスタンプ付きの日
記機能、赤ちゃんの表情スタンプ、誕生日スタンプ、子どもの身長、体重記
録・グラフ化、成長曲線付き

無料 5万以上 2019年8月29日 4.4 lovesbaby@
karadanote.j
p

6
無料 予防接種カレンダー
～小児科医小西公麿医師
の監修～

Recstu Inc. 育児期
予防接種スケジュール、接種予定日のアラーム通知、子どもは５人まで登
録可能、接種日も記録できる、一覧にない種類の予防接種も追加可能、体
調メモ、写真登録、（B型肝炎ワクチンの定期接種化に対応済み）

300円/アイテ
ム

1万以上 2019年10月11日 3.9
app@recstu.
co.jp

7
ninaru baby 赤ちゃんの育
児・子育てアプリ

ever sense, Inc. 育児期（4歳まで）

育児知識配信（毎日）、授乳・離乳食・寝かしつけの情報提供、天気にあわ
せたおすすめの子ども服のお知らせ、小児科医・助産師監修のメッセージ、
ママへのメッセージ（3歳までは毎日、3〜4歳までは週1回）今のママの悩み
に応えるメッセージを配信、月齢にあわせた「新着記事」配信（授乳やミル
ク、離乳食のスケジュール、予防接種、赤ちゃんの泣き止み、寝かしつけ、
ママの乳腺炎など）、「成長スケジュール」で赤ちゃんの成長の目安を配信

無料 10万以上 2019年9月11日 4.7
dev@everse
nse.co.jp

8
まいにちのひよこクラブ
Babyアルバム【たまひよ公
式】

Benesse
Corporation

妊娠中～育児期
妊娠中～育児期のシャッターチャンス通知、身長・体重記録、スタンプ、月
齢に合った育児メッセージ、子育てトピックス配信

無料 不明 2019年8月6日 4
keitai-
tamahiyo@
mail.beness
e.co.jp

9 育児記録 -ぴよログ- Sakabou Inc. 育児期

記録内容：母乳・ミルク・搾母乳・離乳食・おやつ・うんち・おしっこ・睡眠・体
温・身長・体重・お風呂・せき・嘔吐・発疹・けが・その他自由記述・育児日
記、夫婦でいつでも赤ちゃんの記録を確認できる（授乳時間やミルクの量・
睡眠時間など、１日の量が自動的に集計して表示される、食事・睡眠・排
便・体温は週ごとの変化が見やすいグラフでまとめて見ることができる、成
長曲線で赤ちゃんの成長具合を確認することができる）

無料 50万以上 2019年9月24日 4.7
info@sakab
ou.co.jp

10

パパっと育児＠赤ちゃん
手帳-育児記録を見える
化・電子書籍化 FirstAscent 育児期

赤ちゃんの生活リズム、赤ちゃんの成長の記録（育児記録の登録は、詳細
モードと簡易モードの２パターン利用可能なため、簡単にメモを取りたい方
から、本格的な記録を付けたい方まで、幅広く利用可能）、予防接種の接種
時期についての情報提供、予防接種や病気の記録
育児日記を電子書籍にできる、兄弟・姉妹の記録を１つのアプリで残せる、
パートナーと共有可能、はじめて◯◯できた日を思い出として育児日記に登
録できる、写真の添付
【特徴】
・BabyTech Award Japan2019 健康管理部門で大賞を受賞
・赤ちゃんの泣き声から感情を分析する泣き声診断機能を提供。
・育児ビッグデータを元にAIを開発。さまざまな情報を提供。
・人工知能（AI）が生活リズムを学んで、食事、排泄のつけ忘れを通知する
機能を実装した。

無料 5万以上 2019年8月26日 3.4
info@papaik
uji.info

11
育ログ　かんたん！赤ちゃ
んの育児記録無料アプリ
でらくらく子育て！

WM（わたしムー
ヴ）

育児期
赤ちゃんの育児記録、体調記録、赤ちゃんの授乳量(ミルク量/母乳回数)・
睡眠時間・体温を自動でグラフ化。成長経過を分かりやすく確認できる、子
どもの写真も貼れる育児日記、小児科医が発信する健康情報

無料 10万以上 2019年10月7日 3.8
support@wa
tashi-
move.jp

12 赤ちゃんの一日 DEVAMJ 育児期

家族と赤ちゃんの情報を共有可能、チャット機能、成長記録（身長、体重、
BMI指数、頭囲、胸囲のグラフ化、身体発育曲線との比較、体温記録、グラ
フ化、発熱時の解熱剤服用の有無、メモ、生活記録（授乳、哺乳瓶、離乳
食、搾乳、排泄、睡眠）、ユーザー指定の記録（病院、沐浴など）、ワクチン
接種状況、メモ、推奨日または通知の予約通りにアラーム通知。

無料 1万以上 2019年6月7日 4.6 dev.mj.ahn@
gmail.com

13
「授乳ノート」新生児から
の育児記録！

カラダノート 育児期
授乳記録（左右の乳房）、搾乳、ミルクの量の記録、オムツ交換、睡眠記
録、体調、ぐずり、追加記録、タイムライン、今授乳してるママの人数がわか
る、過去の記録から生活リズムを把握

￥100/アイテ
ム

10万以上 2019年9月25日 2.9
junyu@kara
danote.jp

14 育児ノート
NIGHP
SOFTWARE

育児期
授乳、ミルク、離乳食、おむつ交換、睡眠時間の記録、成長記録マイルス
トーンの記録、週ごと、または月ごとのデータを表示、情報共有

無料版/有料版
¥610

100万以上 2019年9月29日 4.6
babytracker
@nighp.com

15 育児日記・成長記録 - ベ
ビレポ

Permission Inc 育児期

記録（母乳、哺乳瓶、搾乳、離乳食、おむつ替え（尿、便）、入浴、睡眠、体
温、身長、体重、その他予防接種・通院、自由入力、写真日記（1日1枚の写
真とその日の出来事を記録）、データ共有、相談機能（育児の悩みを先輩マ
マへ相談することができる、身長、体重の成長曲線が表示される、授乳タイ
マー(次回の授乳時間をタイマーセットしてお知らせする)、バックアップ機
能、PDFダウンロード

無料 1万以上 2019年10月10日 4.2
app.babyrep
o@gmail.co
m

16
育児ログ[育児日記]

ひろん 育児期

記録項目（写真付き日記、体重、身長、授乳時間、ミルク、離乳食、おむつ
替え、睡眠時間など）、記録項目は健診、予防注射、トイレ、公園など自由
に設定することもできる、記録をすると、月間カレンダー表示、アイコン表
示、写真表示、体重・身長のをグラフ表示、成長曲線と比較できる

無料 5000以上 2019年8月2日 4.1
hiron.app@g
mail.com

17

ラブ育ノート-育児・成長記
録＆思い出作りをお手伝
い-

カラダノート 育児期

子どもの予防接種のスケジュールやイベントまでの日数のカウントダウン、
イベントお知らせアラーム、日記で登録した写真のスライドショーを表示、育
児知識提供、子ども別にそれぞれの成長記録を管理、日記で登録した写真
をスライドショー形式にして保存できる、育児知識（健康、医療、おやつレシ
ピ）

1万以上 2015年9月28日 3.5 loveiku@kar
adanote.jp

18
育児記録ノート- 無料・お
しゃれ・日記も書ける・授
乳タイマー付き。

B. Walker 育児期
生後カウント、授乳タイマー（左右）、ミルク量、搾乳量、排泄記録、メモ、日
記機能、一日の流れを一画面で確認、カレンダー検索、記録の編集、厚生
労働省の発育曲線で、平均体重、平均身長を閲覧

無料 500以上 2019年7月19日 不明
ben@ubaco
da.com

19 育児日誌 Hiroyuki Nakayama 育児期

日常のお世話（食事、睡眠、排泄、外出、医療）の記録、一日のミルクの総
量表示、生後カウント、身長/体重の記録とグラフ化、Twitterへメッセージと
写真の投稿、撮影した写真を日毎に一覧表示、日記帳（簡易メモ帳）、バッ
クアップ

無料 10万以上 2019年1月30日 3.8
babydayboo
k@gmail.co
m

20 育児メモ cameleer.k 育児期

生後カウント、母乳、ミルク、オムツ交換、予防接種など、すべての項目は
自由にカスタマイズ可能、ミルクやオムツ交換の回数や間隔も一覧表示や
カレンダー表示、簡単検索機能、双子・三つ子のママにも対応、バックアッ
プ＆復元機能、編集機能、１日のメモをメール送信（託児所向け）

無料 5万以上 2017年5月23日 4.2
cameleer.k
@gmail.com

21
育児・家事・子育て【パパ
コミ】お父さん応援アプリ

Idemitsu Kosan
Co.,Ltd., a Shell
Licensee

育児期 記事配信（パパが育児や家事をする上で役立つ記事が随時配信） 無料 500以上 2019年6月28日 不明
support@pa
pacomi.com
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mailto:junyu@karadanote.jp
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mailto:support@papacomi.com
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表8-2．育児期カウント、育児記録アプリ
アプリ名称 提供元 アイコン 利用時期 主な機能 料金 インストール数 追加機能（更新日） レビュー 開発元

22
授乳記録・育児ログが共
有できる<ばぶメモ>

Moe Yagi 育児期
授乳（母乳、ミルク・搾乳）、尿、便、睡眠（寝た・起きたを登録すると、睡眠
時間を計算）、複数の子どもの登録もできる

無料 100以上 2019年5月6日 3.8
babumemo.i
nfo@gmail.c
om

23
授乳ノート 無料アプリ (毎
日の授乳 記録) Wachanga 育児期

授乳（左右又は両方）、ミルク、離乳食の記録 （食物の種類と量）搾乳時、
それぞれの乳房から何ml搾乳したか記録 、おむつ替えの記録、授乳タイ
マー、睡眠タイマーはいつでも停止、再開できる、赤ちゃんの身長・体重の
記録を毎日つけられる、各イベントの通知を設定

無料 100万以上 2019年10月7日 4.7
team@wach
anga.com

24 授乳時計 Creaplay 育児期
授乳、ミルク、授乳記録ストップウォッチタイマ、おむつ（尿、便）、赤ちゃんの
睡眠を助けるサウンドを再生することができる。

無料 50万以上 2016年4月7日 4.6
jhcho@crea
play.net

25
Pigeon Switch(ピジョンス
イッチ)

ピジョン株式会社 育児期

選んだ吸引リズムや強さも「搾乳記録」に自動でアプリに記録される、搾乳
した母乳の量・使用目的（授乳・保存など）・さく乳した場所・体調などのなさ
く乳情報を記録できる、「搾乳記録」で「保存」にした母乳のストックについて
「冷蔵」「冷凍」それぞれの量や経過時間、保存期限を一覧で管理できる、
直接授乳した時の左右、それぞれの時間や哺乳びんで授乳した時の量や
中身、授乳にかかった時間を記録できる、授乳・さく乳の履歴を日別・週別・
月別のグラフで確認できる、赤ちゃんの体重・身長や写真・メモを記録でき、
成長曲線をグラフで確認できる、次の授乳、さく乳時間を知らせる通知設
定、母乳育児に関する記事、赤ちゃんの写真をアプリ内に登録

無料 1000以上 2019年5月14日 3.5
office@pige
on.info

26 Milk Time Mocology 育児期

授乳、ミルク、搾乳、オムツ交換、睡眠の記録、設定時間後にアラームでお
知らせ、授乳中の左右交代時間をアラームでお知らせ、メモを保存できるの
で、育児ノートとしても最適：授乳、ミルク(搾乳した母乳)、搾乳、オムツ、睡
眠、離乳食、体温、おくすり、予防接種、身長、体重、その他メモ

無料 5000以上 2019年4月14日 4.3
info@mocol
ogy.com

27 授乳用トラッカー Whisper Arts 育児期

授乳と搾乳（授乳又は搾乳の時間および量の記録）飲み物（水、母乳、粉ミ
ルク、ジュースなど）の記録、 離乳食：新しい食べ物、飲み物への反応を記
録し、母親、ベビーシッターのためにコメントを残せる、睡眠：睡眠時間、就
寝時間、おむつ回数記録、身長、体重の記録

無料 50万以上 2019年10月9日 4.7
support@wh
isperarts.co
m

28 ペネロペの育児日記 J anime.com Ltd., 育児期
授乳（左右、時間）、ミルク、水分接種量、尿、便、離乳食記録、入浴、睡
眠、予防接種、体温、体調記録、身長･体重、生まれた時のプロフィール記
載、バックアップ機能

アプリ内アイテ
ム
￥107/アイテ
ム

1000以上 2014年8月1日 3
info.web@ja
nime.com

29
家族de育児記録＠クイリ
マ

IC Solutions
co.,ltd.

育児期

家族間アプリ共有、日記、育児記録（ミルク、オムツ替え、生活リズム、初め
て生えた歯、歯の生え変った時期）、通院履歴を記録・参照、母子手帳の記
録、予防接種実施日記録、 接種予定日アラーム配信、カレンダー表示、
フォトブック作成

一冊1,944円
（税込、送料
込）

1000以上 2018年6月25日 3.8
inquiry@kuili
ma-
family.com

30 育児記録 kazuomi 育児期 子供の成長記録 無料 10以上 2015年1月15日 不明
kazu3714@j
com.home.n
e.jp

31
育児の赤ちゃんのために
ログ

Glow Inc 育児期

授乳、ミルク、便、尿、睡眠記録、メモ、写真記録、発達のチェック、アプリ内
のコミュニティで他の親とのコミュニケーション、赤ちゃん411™からのデイ
リー記事配信、赤ちゃんの出来事をカスタマイズ観察、複数の子どもの登録
可能

￥100～
￥8,900/アイテ
ム

10万以上 2019年9月24日 4.6
info@glowin
g.com

32
子育てアプリ - ベイビート
ラッカー＆新生児日記

Cosmic Pie Design 育児期
ミルク、授乳（左/右）、搾乳、離乳食、入浴時間、おむつ交換（尿、便）、薬、
熱、予防接種、身長、体重、頭囲、泣き、夜の目覚め、屋外にいた時間、う
つ伏せ遊び、睡眠等の記録

290円 100以上 2019年7月28日 不明
stei2348@g
mail.com

33 すくすく成長曲線 NovoNordisk A/S 育児期
目標身長を確認（両親の身長から、お子さんの予測成人身長を見ることが
できる、つけ忘れアラーム機能、登録は最大5人まで

無料 1万以上 2018年11月5日 2.5
nge@mediai
d.co.jp

34 かんたん育児メモ Persimmons 育児期 授乳タイマー、尿、便の回数の日別集計、育児メモ、 無料 5000以上 2014年6月13日 3.8
persimmon.
apps@gmail.
com

35 母乳育児 Matiere Noire 育児期 母乳時間、回数の記録 無料 1000以上 2019年10月3日 不明
bachelier.m
atthieu@gm
ail.com

36 授乳 (BeBe Tracker) meetspringday 育児期
授乳記録、ミルク記録、搾乳量、尿、便の記録、母乳育児、睡眠のタイマー
機能、身長、体重記録、複数の子どもの設定、バックアップ機能

￥200/アイテ
ム

100以上 2018年4月12日 不明
meetspringd
ay@gmail.co
m

37 子供日記 Free GalleryApp 育児期
毎日の子どもの育児、成長記録、子どもは何人でも登録可能、子どもごとに
カレンダーを切り替えて表示、写真、イベント、育児管理のアラーム通知

無料版/有料版
（120円）

1万以上 2019年10月8日 3.7
info@gallery
app.org

38
あかちゃんカレンダー(赤
ちゃん育児管理)

GalleryApp 育児期

毎日の写真、イベント（お散歩・通院・ミルクの量など）の記録、その日の予
定や繰り返し予定登録もできうるので、毎月することの育児管理なども、ア
ラーム設定で通知される、子どもは何人でも登録可能で子どもごとにカレン
ダーを切り替えて表示させられる

120円 100以上 2019年10月8日 不明
info@gallery
app.org

39
CaringRecord(育児記録／授
乳・ミルク・排泄・睡眠・発育

Hitoyasumi
育児期 授乳、ミルク、排泄、睡眠、発育、メモなどの種別に分けた育児記録 無料 10以上 2019年6月18日 不明

hitoyasumia
pp@gmail.co
m

40
すくすく時間簿( 赤ちゃん・
育児)

GalleryApp 育児期
時系列に子どもの行動、母親の行動のアイコンをタップして登録していく。
TODO列にママがすきま時間にやりたいことを登録していく。やりたいことが
出来れば◯、できなかったら☓をつけていく。

無料版/有料版
120円

100以上 2019年5月5日 不明
info@gallery
app.org

41
アカノート　Googleカレンダー
に育児記録を

PONCOT.COM 育児期
Googleカレンダーへの育児記録の入力、母親、父親他、育児協力者の方とデータの
共有、基本的なイベントは設定（授乳や睡眠など）されているが、イベントのカスタマイ
ズが可能

無料 100以上 2017年6月8日 不明
akanote@po
ncot.com



表9．育児知識提供、離乳食アプリ
アプリ名称 サービス提供会社 アイコン 利用時期 主な機能 料金 インストール数 追加機能（更新日） レビュー 開発元

1
イオンの子育て応援アプリ -
キッズリパブリック

AEON RETAIL
CO., LTD.

妊娠期～育児期
産前、産後のお悩みを産婦人科医、助産師へ無料で相談できる、登録した出産予定
月に合わせた記事を配信、小児科オンライン：子どもの健康や子育ての悩みを、小
児科医へ無料で相談できる。（これまで2,500件を超える相談があった）

無料 50万以上 2019年9月5日 3
aeonretail.a
pp@gmail.c
om

2

〔ママテナ〕家事・育児・仕事
に忙しいママに役立つ旬の
情報やレビューを毎日更新

NTT Resonant
Inc.

妊娠期～育児期

隔日でプッシュ通知サービスを行い、最新のトレンド記事を届ける。
雑貨・日用品の使用感レビューや機能比較、食品・飲料の実食レポート、健康：体調
管理や生活習慣、ケガや病気の時の対処法、ベビー用品：おむつやベビーカー、ベ
ビーケアなどのベビー用品、マタニティ・ママ用品、出産祝い、収納など、洗濯機や掃
除機、エアコン、電子レンジなど、「家電の機能差」や「使用感」をわかりやすく解説、
ママ・子どもの習い事事情から、幼稚園・保育園、小学校の選び方、公立と私立の違
いなど、教育全般のお役立ち情報、株式や投資といった資産運用や保険制度、家計
の管理、老後の貯蓄などの情報、スマホ・PC：スマホやタブレット、パソコンの最新情
報やおすすめのアプリ・ゲームの紹介、日々の暮らしで直面する、ちょっとした悩み
や不安、疑問を解消する“ヒント”、ちょっと役立つライフハックなど、様々な情報を配
信、心温まるほっこりエピソードや思わず笑ってしまう漫画を、人気の育児漫画家た
ちが連載中

無料 1万以上 2019年4月25日 3.4
mamatenna
.ga@gmail.c
om

3 発熱 レスキュー Mobile Doctor 育児期
体温の記録/管理のお知らせ、解熱薬の服用時点/用量のお知らせ、今お子さんの
状態に合わせた、体温測定、体温管理のアクションのお知らせ、病院記録、症状な
ど担当の先生に一目で見せられる医療手帳

無料 １万以上 2018年7月11日 3.6
mobilebaby
doctor@gm
ail.com

4
メンタルリープのアプリ：ワン
ダーウィーク

Domus Technica 育児期
お子さんがメンタルリープ (ぐずり期) に入る時期を週齢単位で提示、メンタルリープ
を経ることで芽生える知能について解説、メンタルリープを経ることで可能となる行
為の数々を紹介、赤ちゃんの週齢に合ったあやし方や成長の促し方を説明

￥110～￥390/
アイテム

5000以上 2018年7月24日 4.7
wonderwee
ksjpn@gmai
l.com

5
夫婦の育児を徹底サポート
こぺ

江崎グリコ 妊娠期～2歳

夫婦専用のメッセンジャー、夫婦のコミュニケーションをサポートするクイズや記事、
医師監修のお役立ち記事：妊娠期～2歳までの子どもの成長に合わせて、医師の監
修を受けたその時に必要な情報や役立つ知恵を定期的に配信、胎児イラスト、夫婦
で共有する赤ちゃんの育児記録（母乳・ミルク・うんちなど）や子供の写真を夫婦で共
有。

無料 不明 2019年8月29日 3.6
江崎グリコ
株式会社

6
パパタイムズ　子供の年齢に
沿った耳寄り育児情報を無
料配信

Lifetimes, Inc.
育児期（０歳～小学
校低学年のお子さま
を持つパパ）

子どもの月齢・年齢に沿った話題やニュースを毎日配信、在住エリアの旬のお出か
け情報が配信される：同年代のお子さんを持つパパ・ママがおススメする『親子で楽
しめる、各地の旬な子連れイベント情報』が届く。（対象エリア：東京・神奈川・千葉・
埼玉・大阪・京都・兵庫南部・愛知・福岡）、通知の時間を選べる：朝・昼・夕方・夜、
読みたい時間を選べる。

無料 5000以上 2016年4月15日 3.6 info@mama
times.net

7
mamacoママコ　子育てママコ
ミュニティ

THREEWORD 育児期
育児ママ・専業主婦ママ・仕事両立ママ・子育てパパなどなど、子育て経験済みの先
輩ママ（パパ）たちのアドバイス

無料 10以上 2019年4月26日 不明
atarashi_ho
me@yahoo.
co.jp

8 育児くん　育児エンタメアプリ androidapp0812 育児期 今の時期に赤ちゃんができることや成長について記載 無料 50以上 2017年1月12日 不明
androidapp
0812@gmail
.com

9
育児に役立つ子育て情報メ
ディアKIDSNA（キズナ）

nextbeat Co., Ltd. 育児期 育児の基礎知識や育児情報を毎日配信 無料 1万以上 2019年8月16日 4.2
ml-kidsna-
app@nextb
eat.net

10
ステップ離乳食-時期にあっ
た食材や食べさせ方や赤
ちゃんのアレルギー記録も

カラダノート 育児期

赤ちゃんの食材アレルギー反応＆好き嫌い記録管理機能、管理栄養士監修の離乳
食に適した食材、不適な食材一覧、食材についての疑問を監修の管理栄養士へい
つでも気軽に質問できる、食べた食材が一目でわかる！食べたよチェック機能、食
材の検索・追加、離乳食を始めるタイミングやお悩みのQ&A、先輩ママの離乳食体
験談：離乳食の体験談はもちろん、「食べてくれない」というお悩みや、食べることに
まつわる先輩ママの体験談、記録したアレルギー一覧

無料 10万以上 2019年9月16日 4.1 babyfood@k
aradanote.j
p

11

手作り離乳食／離乳食レシ
ピ740以上！成長ステップや
スケジュールごとに記録でき
る無料の離乳食アプリ

ever sense, Inc. 育児期
255食材を網羅の管理栄養士監修の食材リスト、注意が必要な食材情報、740以上
の豊富なレシピ、ステップ別、食材別検索、アレルギー除去検索、手づかみ食べレシ
ピ、離乳食に関する「おすすめ記事」、レシピ＆記事のお気に入り登録

無料 10万以上 2019年9月6日 4.5
dev@evers
ense.co.jp

12
離乳食メモ （赤ちゃんのお食
事管理）

ソフト屋 巣 育児期

赤ちゃんの離乳食をメモして管理：今日食べた離乳食や量・反応などをメモ、その日
気になったことや困った事をメモ、その日冷凍した離乳食、後日入力可能、食べた物
がカレンダー上で確認できる、初めて食べた食材がカレンダー上で赤く表示される、
冷凍したもの離乳食の管理、食材ごとに初めて食べた日がリストで確認でき、まだ食
べさせていない食材を考える目安になる、アレルギーを起こした食材や嫌われた離
乳食をリストで確認できる。

無料 1万以上 2019年8月28日 3.9
softya.su@g
mail.com

13 育児離乳食日記 Arnaud IO 育児期
幼児の食事の記録：毎回の食事のタンパク質と炭水化物、ビタミンを記入し、栄養が
足りるかどうかを確認できる、写真の掲載

無料 100以上 2018年8月19日 不明
admin@alpa
ga.ovh

14
きほんの離乳食　管理栄養
士が監修のレシピ＆基本情
報

パルシステム生活
協同組合連合会

育児期
OK食材チェック表、離乳食レシピは管理栄養士監修、月齢×素材に合わせて簡単
検索、食材の調理ワンポイント、離乳食作りの基本情報、離乳食Q&A

無料 10万以上 2019年9月19日 3.6

monitor@pa
l-
relations.co
.jp

15

ぴーす君とはみがき＊歯医
者監修！動画を見ながら虫
歯予防できる子育てママの応
援アプリ

Hugkumiplus.lnc 育児期
音楽と映像で楽しく歯みがき、歯みがきができたら、スタンプが貰える、歯科医から
の歯みがき情報の定期配信

無料 1000以上 2018年6月21日 4.5
info@hugku
miplus.net



表10．育児期便利、娯楽系アプリ（お金、お出かけ、写真、寝かしつけなど）
アプリ名称 提供元 アイコン 利用時期 主な機能 料金 インストール数 追加機能（更新日） レビュー 開発元

1
無料 粉ミルク・おむつ値
段比較～無料赤ちゃん名
づけ公式～

Recstu Inc. 育児期
その日の粉ミルクとおむつの「メーカー」「サイズ」「値段」を入力すると、入
力した値段から平均よりも安いか高いかが表示される、値段の履歴グラフ
表示、サイズ、メーカー別履歴、おむつは一枚当たりの値段で判定

無料 1000以上 2019年8月3日 4 app@recstu.
co.jp

2
育児休業給付金計算アプ
リ

ocappacake 育児期
育児休業給付金を、利用者の収入に合わせて、より実際に近くなるように計
算できる

無料 50以上 2019年1月10日 不明
kinako.ocap
pacake@gm
ail.com

3
ママパパマップ-母乳・ミル
ク育児中の授乳室検索用
アプリ

チーム ママパパ
マップ

育児期

施設情報検索、施設情報の登録・編集、施設の評価、施設へのコメント、画
像投稿、絞込検索（①ミルク用のお湯の有無②女性限定のエリアの有無③
個室以外は男性も入れるか④貸出用ベビーカーの有無
⑤ベビーチェアの有無⑥キッズスペースの有無⑦電子レンジの有無⑧シン
ク・洗面台の有無⑨オムツ用ゴミ箱の有無⑩広々スペースか⑪自販機の有
無⑫身長計や体重計の有無）

無料 不明 2019年9月11日 4.6
info@mama
map.jp

4 子育てタウン
株式会社アスコエ
パートナーズ

育児期
利用者のお住まいの自治体の子育て情報を「分かりやすく」「探しやすく」紹
介

無料 1万以上 2019年10月11日 3.9
town@asuk
oe.org

5
子育てシェア - はじめよう
地域での“子育て改革”

株式会社AsMama 育児期

送迎、託児のシェア（1時間500円～700円を直接相手に支払）、モノのシェ
ア、コト（予定）のシェア、地域のコミュニティリーダー「ママサポ」（AsMama認
定の地域サポーター）に出会える、地域交流イベントが探せる：全国で2000
回/年開催している「ママサポ」主催の交流会や、AsMama公式イベントの情
報が検索、参加できる、近くの“コミュニティ”に参加できる

無料 5000以上 2019年4月10日 3.6
info@asma
ma.co.jp

6
マチカゴ
（App soreのみ）

Hope, Inc. 育児期

全国700自治体が導入している行政情報アプリ「マチイロ」
①イベント情報：行政、企業による子育てイベント情報の配信②予防接種情
報③検診情報：各検診の予定の配信④手続き情報：必要な手続を時系列
順に配信⑤相談窓口

無料 不明 不明 2.1
© HOPE,
INC.

7
いこーよ - 子どもとおでか
け情報・旅行・観光・イベン
ト・レジャー・チケットの親
子向け子育てアプリ

actindi 育児期

親子でお出かけできる遊び場、連休や週末のファミリー向けスポット・イベン
ト情報（おむつ替え台、授乳室、ベビーカー、託児所の有無などの情報）、施
設の最新情報やアクセス人気ランキング、口コミ情報やクーポンが入手でき
る、①76,000件以上の子連れおでかけ情（北海道/東北/関東/関西/中部/
近畿/中国/四国/九州/沖縄）②43,000件以上のパパママのリアルな口コミ
を掲載③おでかけ先を地図で検索④オリジナルのクーポン配信⑤カレン
ダーで今日や週末の子連れイベントも探せる⑥限定格安入場チケット配信

無料 10万以上 2019年10月2日 4.2
dev@actindi
.net

8
コズレ／妊娠～育児まで
子育て情報をあなたにあ
わせて無料配信

株式会社コズレ 育児期

親子のプロフィール情報、出産予定日を登録すると、利用者に合わせた子
育て情報をピックアップして配信①子連れおでかけ②子どものお祝い行事
／季節のイベント③子どものファッション④ママのファッション・美容⑤子連
れグルメ・レシピ⑥子どもの健康⑦教育⑧妊娠・出産⑨子育てライフスタイ
ル⑩子育ての気分転換⑪子どもの遊び

無料 1万以上 2019年7月31日 3.9
info@cozre.
co.jp

9
ninaruポッケ 育児漫画や
育児日記など人気の無料
子育てアプリ

ever sense, Inc. 育児期
SNSで人気の育児マンガが読み放題、専門家による育児に役立つエッセ
イ、赤ちゃんの授乳や離乳食など子育てに関する悩みに対し、他のママた
ちの対処法やリアルな体験談を配信

無料 5000以上 2019年9月10日 4.3
dev@everse
nse.co.jp

10
Famm - 毎月無料印刷や
フォトアルバムをアプリで

TIMERS inc. 育児期
フォトカレンダーが毎月1冊無料（送料別）、DVDもかんたん作成、家族アル
バムで写真・動画を共有

無料/一部有料 10万以上 2019年10月10日 4.3
info@famm.
us

11
filme：赤ちゃん・子育て動
画をDVDにできるアプリ

Coto Coto Inc. 育児期

スマホで撮影した子どもの子育て動画からDVDを作れる、自動で赤ちゃん
や子どもの笑顔を抽出し編集する、子育て動画をまとめてDVDを作れる、家
族で撮影した子どもの子育て動画はすぐに見れて、共有の手間もない、フィ
ルミーから動画を撮れば、スマホの容量を使かわず子どもや赤ちゃんの動
画を撮ることができる、月齢ごとにこどもの子育て動画が整理される

初回980円で、
子育ての想い
出を「残す」「振
り返る」にこだ
わった成長シネ
マDVDを作る。
* 別途、送料
231円＋税がか
かる。

1万以上 2019年1月11日 3.7
support+an
droid@myfil.
me

12
Tinybeans 妊娠カレン
ダー, 子育て, フォトブック

Tinybeans 妊娠期～育児期

写真、動画、メモ、記録ユーザーが継ぎ目なく子どもの思い出を作成、保
管、シェアでき、カレンダーを使ってそれぞれの子ども別の個人記録を作成
できる、写真や動画のアップロードやシェアが簡単にできる、妊娠カレンダー
を作成し、妊娠の全時期の記録を残すことができる

無料 10万以上 2019年10月3日 不明
info@tinybe
ans.com

13
家族アルバム みてね -
子供の写真や動画を共
有、整理アプリ

mixi, Inc. 育児期

子どもの写真、動画を無料・容量無制限で高速アップロードできる。写真も
動画もワンタップで何枚でも共有。子どもの成長の様子をリアルタイムに伝
えられる、閲覧できるのは招待した家族だけなので安心、写真の説明コメン
トを入れたり、家族からの感想がも入れることができる。みたよ履歴で誰が
見てくれたかも分かる。プライベートな写真は夫婦だけに公開することもでき
る、ページをめくるごとに子どもの1ヶ月前の写真が出てくる、季節ごとにみ
てねにアップロードした動画を1秒ずつ切り取ってつなぎ合わせたムービー
が自動作成される、毎月、フォトブックが自動提案される、DVD作成、スマホ
をなくした時にも、みてねからダウンロードすれば大事な写真を復元できる、
「みてねプレミアム」への登録は任意で更に様々な特典が受けられる

無料/一部有料
￥480/アイテ
ム

【みてねプレミ
アムの価格と
期間】
月額480円（税
込）/1ヶ月間
（利用開始日か
ら起算）/月額
自動更新

100万以上 2019年10月11日 4.7 support@mi
tene.us

14
OYABAKA［オヤバカ］子
育てをママ同士で共有・共
感するアプリ

OYABAKA Inc. 育児期

ママ専用のSNS、子どもの可愛い写真が投稿できる、共感投稿では、同じ
子育てステージのママと自動でつながりることができる、成長が共有できた
りお互いに学び合える、子育ての楽しさも、大変さもわかりあえる、投稿した
写真の中から、期日ごとに動画を生成し、タイムライン上に届く※匿名・ニッ
クネームで登録できる。

無料 100以上 2018年10月24日 4.2
hello@oyaga
ka.club

15

まごラブ−超カンタン、シン
プルな子どもの育児写真
日記。

篠原製本株式会
社

育児期

家族限定、写真をアップロードするだけでじぃじ・ばぁばに子どもの写真が簡
単に送ることができる、いつでもどこでも子どもの写真が見れる：メールで写
真を見れるので、家族の誰でも使える。スマートフォン、携帯電話、iPad、パ
ソコンでも使える、1回の操作でたくさんの写真を家族に共有することができ
る

無料 1万以上 2018年9月10日 4.1
info@mago-
love.com

16 ベビー写真無料 Z Mobile Apps 妊娠期～育児期 妊娠中と、赤ちゃんの写真の加工、保存
￥220～
￥430/アイテ
ム

100万以上 2019年6月3日 4.8
adit.zoom1
@gmail.com

17
赤ちゃんフォトアルバムア
プリ メリーズスマイルDays

Kao Corporation 育児期

写真を撮ってデコレーション、撮った写真を自動でアルバムに整理、写真を
テーマごとに整理できる、誕生日、ハーフバースデー、お食い初めや記念日
までをカウントダウンしてお知らせする、赤ちゃんの月齢に合わせて、その
時期によくあるママのお悩みや不安に対するアドバイス、離乳食レシピなど
の情報が届く。※すくすく通信は、0才から2才のお子様へ配信

無料 1万以上 2015年12月24日 4.1
web_suppor
t@kao.co.jp

18
フォトブック・赤ちゃん写真
アルバム Baby365

POLaR STaR, Inc. 育児期

1日1枚の写真と、144文字までのコメントを入力できる、子育てのコツや、ス
マートフォンを使ったベビー・キッズ写真の撮り方コンテンツが掲載されてい
る、生後90日目までは、成長に合わせた記事が毎日配信される、ある時期
にしか撮れない成長の旬ショットの撮影目安も掲載している、101日以上た
まったら、ブックとして製本ができる（有料）、ブックには365日分までの記録
が、1日1ページで1冊にまとめられる、表紙の画像を選んでタイトルをつける
だけで簡単にブックが出来上がる

「早割」で決済
いただくとその
後600日間いつ
でも好きなとき
にブックを1冊、
印刷いただけ
る。
製本が通常価
格より3,000円
オフになる。

1万以上 2019年10月10日 4
info@baby3
65.jp

19
かぞくる～写真共有・アル
バム・育児記録～家族で
安心、簡単に！

Fores Inc. 育児期

家族だけで安心して子どもの写真や家族の思い出を楽しむことができる、見
せたい相手だけとのBOXがつくれる簡単操作のシンプルアプリ、家族みん
ながアップしたすべての写真を自動で撮影日順に並び替えることもできる、
リアルタイムで閲覧できる：写真がアップされると携帯に通知が送られる
※端末への通知が不要な場合は設定で止めることもできる

不明 1000以上 2015年6月21日 3.2
support@ca
zocle.jp

20
赤ちゃん泣き止み音アプリ
-ベビオト

Permission Inc 育児期 赤ちゃん泣き止み無料アプリ 無料 1万以上 2019年7月17日 4.2 spapp@per
mission.co.j
p

21 赤ちゃんを眠らせま音 Dream_Studio 育児期
連続的な単調で大きな音（ヘアドライヤー、洗濯機、電車の音、子守歌のオ
ルゴール）は、赤ちゃんが眠りに落ちるのに役立つ。

不明 50万以上 2019年5月1日 4.8
android.dre
am.studio@
gmail.com

22 赤ちゃんのための子守歌 Dream_Studio 育児期 子守歌と穏やかなリラックスした音楽のアプリ 不明 100万以上 2019年3月1日 4.8
android.dre
am.studio@
gmail.com
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23

ベビーマッサージ-あか
ちゃんをオイルでリラック
ス-便秘や寝つきに効果
（App soreのみ）

funspire, Inc. 育児期
赤ちゃんのベビーマッサージをご自宅で気軽に行うためのアプリ、分かりや
すいアニメーションと声によるナレーションがある。

無料 不明 不明 不明
© funspire
Co., Ltd.

24
みんなの育児グッズ - マ
タニティ〜育児グッズのク
チコミアプリ

株式会社アイシー 妊娠中～育児期 妊娠・出産育児期の知識提供とお役立ちグッズの紹介 無料 50以上 2019年3月28日 不明
info@mybod
ymake.jp

25
赤ちゃん泣き止み音アプリ
~なきやみbaby

ever sense, Inc. 育児期
夜泣きやぐずった赤ちゃんが泣き止む音を厳選８つのアプリ（ビニール袋・
掃除機＜弱・中・強＞ドライヤー・ラーメン・蕎麦・水流）

無料 1万以上 2015年5月8日 3.8
dev@everse
nse.co.jp

26
赤ちゃん泣き止み音アプリ
- SmiRing - Shigeo Matsu

育児期

赤ちゃんが泣き止むと言われている音を再生できるアプリ：「ビニール袋」
「テレビ」「ドライヤー」「掃除機」「水道」「水中」「麺類」「おもちゃ」「心音」、複
数の音を組み合わせて様々なパターンを試すことが出来る、録音・再生機
能もあり、お母さんの声や歌を録音して繰り返し再生することも出来る

アプリ内アイテ
ム
￥100/アイテ
ム

50万以上 2019年8月30日 3.8
android.mat
su@gmail.co
m

27
新生児 白色雑音 子宮 ホ
ワイトノイズ 子守唄

JennyHoney
育児期～１歳頃ま
で

泣き続ける赤ちゃんをなだめてくれる、1歳までの新生児の場合「ホワイトノ
イズ」や「子守唄」を使って、なき続ける赤ちゃんをあやしながら、気持ちを落
ち着かせる、1歳を過ぎた乳幼児の場合、「不思議なアザラシの子守唄」「ア
ザラシのヒーリングサウンド」で赤ちゃんと一緒に夢の国へ

アプリ内アイテ
ム
￥100～
￥2,650/アイテ
ム

1万以上 2019年10月10日 不明
support@78l
ab.com

28
ぐずピタ-赤ちゃん泣き止
み音アプリ-

カラダノート 育児期

赤ちゃんが好きな音と可愛いアニメーション（心音、ビニール袋、テレビのノ
イズ音、お茶すすり、掃除機、ドライヤーなど、赤ちゃんが好きな音、再生中
に動く可愛いアニメーションもある）、好きな音を選択して再生、終了がボタ
ンで手軽にできまる、赤ちゃんの好きな組み合わせを探すことができる、お
気に入り度を5段階で評価できる、気に入った音があったらLINEやメール、
SNSでパパや周りの人することができる、豊富な育児情報や知識：「ママ知
識」には子どもの発育、成長、病気など、育児に関する情報が沢山集めら
れている、不安や悩みをみんなに相談することができる

無料 １万以上 2018年7月19日 3.4
guzupita@k
aradanote.j
p

29

ぐっすリンベビー -夜泣き
防止、寝かしつけ、泣き止
み音-

カラダノート 育児期

赤ちゃんを癒やしの快眠音でぐっすり快適な眠りに誘うアプリ、選べる快眠
音は46種類、組み合わせは自由、46種類の音（雨、小鳥、風、オルゴール、
鼓動音、ピアノ、ジャズ、焚き火、木魚など）、気に入った組み合わせは、「お
気に入り」に登録しておけば、いつでもタップするだけで聞くことができる、便
利なタイマー機能、BGMとしても使える、気に入った音はFacebook、
Twitter、LINEなどで気軽に共有できる、育児体験談の閲覧、書き込み、マ
マひろばで悩み・不安を相談できる

無料 1万以上 2019年9月26日 3.5
sleep_baby
@karadanot
e.jp

30
タッチ！あそベビー　赤
ちゃんが喜ぶ子供向けの
アプリ　知育無料

WAO
CORPORATION

育児期

いろんなものをタッチして、色や形、音の変化を楽しむ、大人気の感覚遊び
＆ごっこ遊びアプリ。親子で遊べるゲームでお子さまの好奇心を育む、子供
向けのアプリ（知育アプリ）。
「はじめてたっち」と「わくわくたっち」の12個の遊びは、無料で使用可能。
【対象年齢】0歳、1歳、2歳、3歳

アプリ内アイテ
ム
￥250～
￥370/アイテ
ム

50万以上 2019年10月1日 4.1
waochi-
support@wa
o-corp.com

31
タッチ！あそベビずかん
赤ちゃんが喜ぶ子供向け
知育アプリ

WAO
CORPORATION

育児期

①「はじめて ブック」（8種）：ねこ、ぞう、消防車、電車、りんご、バナナ、ひま
わり、チューリップ②「おはなし ブック」（12種）：ももたろう、うらしまたろう、き
んたろう、いっすんぼうし、かさじぞう、シンデレラ、白雪姫、3びきのこぶた、
ジャックと豆の木、ヘンゼルとグレーテル、長靴をはいた猫、アラジンと魔法
のランプ
【有料版】③「はなときブック」（12種 ）④「むしブック」（12種）⑤「たべものブッ
ク」（12 種）⑥「うみのいきもの ブック」（12種）⑦「のりもの ブック」（12種）⑧
「どうぶつ ブック」（12種）

有料版は広告
なし370円

５万以上 2019年10月1日 3.8
waochi-
support@wa
o-corp.com

32
鬼から電話　子育てシーン
に役立つサポートアプリ

MEDIA
ACTIVE.INC

育児期

怒ってしまいそうな時、ほめたい時、親子のコミュニーケションを円滑にしてく
れるお役立ちアプリ、言い聞かせをしてくれる鬼や、早くお風呂に入ろうと誘
いかけたり褒めたりしてくれる妖精から電話がかかってきて、子育てを楽しく
サポートしてくれる。
【登場するキャラクター】
あかおに、なまはげ、サンタクロース、ささきさん、おおかみ、まじょ、ゆうれ
いなど

無料 100万以上 2019年9月19日 4.2
oni-
a@media-
active.co.jp

33

ママ検定パパ検定　赤
ちゃん子育て、たまひよ世
代の乳幼児の知育

SORA 育児期
新米パパと新米ママのための赤ちゃんにまつわる子育て育児の豆知識や
常識クイズ

無料 100以上 2016年4月27日 不明
yt19794410
4410@gmail.
com
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