
こども免許をご検討のお客様へ

こども免許アプリご紹介



こども免許アプリ
特徴

◦ 自動車関連イベントと
言えばこども免許

◦ 確実にファミリー層の
集客が出来ます

◦ お子様でも簡単な操作
で免許証を作成

◦ 免許証に会社のロゴや
お店の名前を簡単に表
示

◦ 免許証裏面の活用方法
はさまざま
◦ スタンプカード
◦ お菓子の引換券
※店舗への誘導やリーピー
ト率が高くなります
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こども免許アプリ
システム構成

◦ こども免許証アプリが
インストールされた
iPad（複数台同時に
利用可能です）

◦ カードプリンタ
◦ ＨＩＤＧlobal社製Fargo-Ｃ５０
※印刷速度：24秒/枚（カラー印刷）

◦ WindowsPC
◦ カードプリンタのドライバがイン
ストール可能なこと

◦ iCloudを利用して免許証画像を
受取ります

◦ Wi-Fi環境
◦ インターネットに接続できる環境
が必要です

こども免許証アプリがインストールされたiPad

Windows PC カード プリンター

Internet

こども免許証のデータはiCloudで共有されます

USBケーブル

※iPadとPCはWi-Fi等によりインターネットに接続出来る環境が必要です。
※Windows PCにはCardプリンターのドライバーをインストールします。

3



こども免許
運用の流れ

操作は簡単でお子様でも
こども免許証を作成でき
ます
◦ こども免許証アプリを
起動してスタートボタ
ンをクリック

◦ なまえ、生年月日、お
約束、写真を入力して
OKボタンをクリック

◦ WindowsPCに免許証
画像が転送されるので
印刷

◦ こども免許証が出来上
がります

Windows PC 印刷

Internet

USBケーブル

スタート 免許作成開始 名前入力 生年月日

お約束送信
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こども免許証
お店毎のデザイン

① 会社のロゴが登録出
来ます

② お店の名前も登録出
来ます

③ 有効期限の帯の色を
変えることができま
す（青、緑、ゴールド 等）

④ お約束の編集が可能
です ①

②

④

③
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こども免許証
お客様の情報入力

① 名前の入力
② 生年月日の選択
③ 顔写真の撮影
④ お約束の選択

① ②

③

④
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こども免許証
のご利用ケース ◦ 大型ショッピングモールでのファミリー層の集客には抜群

の効果を発揮します。大規模なイベントでも対応可能です。
※1日8時間運用で300名以上の実績（iPad3台で運用時）

◦ お店の名前や会社のロゴが印刷できます。その時のPR効果
はもちろんですが、もしかしたら大人になった時、そのこ
ども免許がきっかけで、新しいお客様になってもらえるか
もしれません。

◦ カードの裏面をスタンプカードやキャンペーンの告知に利
用することが出来るので、店舗への来店やリピート率の向
上に効果的です。（A-oneのラベルシールがお勧めです）

◦ 顔写真や名前の入ったこども免許はチラシのように簡単に
ゴミ箱には捨てられません。必ず家に持ち帰ってもらえる
広告媒体です。

◦ プラスチックカードのこども免許は、印刷してそのまま渡
すことができます。従来のように切離したりパウチをする
手間がありませんのでスタッフの手間が大幅に削減でき本
来の営業に集中できます。

◦ カードプリンタはインクリボンを使用しております。標準
のカラー（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）
のほか、保護コートで長期間、高品質の画像を維持で
きます。
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https://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=31251


こども免許証
のレンタル

品名 詳細

こども免許一式

レンタルご利用１日から（前日渡し、翌日返却）
【レンタル品セット内容】
• iPad３台
• Windows PC １台
• カードプリンタＨＩＤ Ｇlobal社製Fargo-Ｃ５０ １台
• 白無地カード 100枚単位
• 片面カラーリボン100枚プリント単位
• 消毒・梱包・送料（往復送料込）
• Wi-Fi モバイルルータ
※ご利用の会場によって電波の届かないな場合が御座いますので事前にご確
認ください。

レンタル代金のお見積りはイベント日数とこども免許証の
発行枚数を100枚単位でお知らせ下さい。

※お見積りはお気軽にお申し付け下さい。

その他（参考）

消耗品
白無地カード100枚パック
片面カラーリボン100枚プリント分
片面カラーリボン250枚プリント分
・消耗品は買い取りになりますので必要な枚数を発注して下さい。
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こども免許証
システムの販売

品名 詳細

こども免許アプリ
こども免許システムのライセンス

• iPad複数台インストール可能
• 初年度分のこども免許アプリ年間保守費用
• アプリのカスタマイズが必要な場合は別途お見積り致します

iPad Apple製 iPad
・アプリのインストールと設定を行ってご提供いたします

Windows PC

ノートパソコン
・参考スペック： Windows 10 Home 64ビット、
CPU：インテル® Celeron® 相当、メモリ：８GB、
SSD：240GB、液晶：11.6型 (1,366x768)

・プリンターの設定を行ってご提供いたします

カードプリンタ SOLID-300S
※販売元：株式会社松村エンジニアリング
システムのご購入金額に関してはお問合せ下さい。
お手持ちの機器にセットアップすることも可能です。
※昨今の半導体不足の影響でハードウェアの調達にお時間がかかる場
合があります。

その他

消耗品 白無地カード100枚パック
片面カラーリボン250枚プリント分

保守費（年額） こども免許アプリ年間保守費用 30,000円（税別）～
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主な導入実績
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日付 主な導入先（ご利用目的）
2018.05 プジョー・シトロエン東京株式会社様 レンタル（集客ツール）

2018.08 ネッツトヨタ埼玉株式会社様 レンタル（集客ツール）

2018.09 東急不動産株式会社様 キューズこども防災おしごと体験（イベント）

2019.02 池田エンタープライズ様 レンタル（イベント）

2019.04 ホンダカーズ東海 様 ご購入（イオンモール東浦ショールーム常設）

2019.04 株式会社オートバックスセブン様 （オートバックス様オリジナルアプリ）

2019.05 ロブレ小山様、西武所沢店様、モレラ岐阜様 レンタル （令和イベント）

2019.05 イオンモール春日部様、広島府中様 レンタル （令和イベント）

2019.08 ホンダカーズ三河 様 ご購入（イベント、集客ツール）

2019.10 株式会社中央自動車学校様 レンタル（イベント）

2020.06-07 ソフトバンクショップ様（イオンモール店舗） レンタル（イベント）

2020.08 ワイモバイルショップ様（各店舗） レンタル（イベント）

2021.10 中日本総業株式会社様 ご購入 （イベント企画）

2021.11 トヨタモビリティ東京株式会社様 ご購入 （有明ショウルーム常設）

2022.05 大阪府自動車整備振興会様 レンタル（イベント）

2022.05 ららぽーと名古屋みなとアクルス様、愛知東郷様、磐田様 レンタル

2022.07 新潟県自動車整備協会様 レンタル

2022.07 株式会社 world of star（軽ワールド）様 レンタル

2022.08 三井アウトレットパーク 札幌北広島様 レンタル

2022.08 メルセデス・ベンツ あざみ野 様 レンタル

2017年よりサービスを
開始し、自動車ディー
ラー様は元より大手
ショッピングモール様、
通信キャリア様、住宅展
示場様、自動車学校様な
どのイベントでご利用い
ただいております。



お問い合わせ
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株式会社ロバスト こども免許係
◦ メール： kodomo@robust-inc.com
◦ 電話： 050-5896-1755
◦ Webサイト：http://kodomo-menkyo.com/

こども免許 検索

mailto:kodomo@robust-inc.com
http://kodomo-menkyo.com/


2022. 12. 1

ご検討宜しくお願い致します。


