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はじめに
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いつもブリッジフォースマイル（以下「B4S」）の活動にご参加いただきまして、ありがとうございます。
ポイントプレゼントの寄付仲介は、2020年度よりB4Sで開発したWEBサイト「トドクン」を利用しています。
みなさんの使い勝手と安全に配慮したシステムですので、ぜひご利用ください。

トドクン | がんばる子どもたちを応援する寄付仲介サイト
http://todokun.net/

巣立ち参加者専用プレゼント、地域限定プレゼント
その年の巣立ちセミナー参加者だけが申し込める、もしくは
地域限定で申し込めるプレゼントがあります。

注意事項
・先着順の申込となります
・配送は申込完了後、原則施設宛てへ順次配送いたします
・【あとで登録可】の商品（大型家具）のみ、新居へお送りします

お問い合わせ B4Sトドクン担当：todokun@b4s.jp



トドクンとは

トドクンは、B4Sが寄付品をみなさんに円滑に仲介するために開発した
WEBサイトです。

トドクンでできることは、

B4Sの自立支援プログラムに参加して得たポイントを寄付品と交換する
のみです。

SNSのように、自分以外の他者（他の施設、子ども、寄付者、B4Sな
ど）とコミュニケーションをすることはできません。

また、寄付品の送付先情報として登録した住所・電話番号を、寄付品
の発送以外に使うことはありません。

安心してご利用いただけるような仕組みですので、ぜひご活用くださ
い。

利用規約
https://b4s.jp/todokun/terms/

4



利用の流れ

利用規約の同意

アカウント作成（B4S）

ログイン

寄付品の選択・申込

寄付品の受け取り

受取通知

1. 利用規約に同意していただけましたら、
B4Sでアカウントを作成いたします。

2. アカウント作成（通知）後に届くメー
ルより、ログインパスワードを設定し、
ログインをしてください。

3. 寄付品を選び、申込をしてください。

4. 寄付品が配送されましたら受け取り、
申込履歴より受取通知をしてください。

5. 受取通知をもって、寄付仲介の完了と
なります。完了
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1-1.アカウントの種類
アカウントの種類は親・子の２種類があります。

子（子どもアカウント）は、親（施設・里親アカウント）に属します。
施設・里親アカウントは子どもアカウントを操作することができます。
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施設・里親
アカウント

子ども
アカウント

① 子どもアカウントの通知
② 寄付品の申込
③ 申込履歴の確認
④ プロフィール設定
⑤ 退会申請

子ども
アカウント

子ども
アカウント① 寄付品の申込

② 申込履歴の確認
③ プロフィール設定
④ 退会申請

※施設、里親として寄付品
の申込等はできません
※子どもを新規登録するこ
とはできません

子どもアカウントの操作全般ができる

自分のアカウントの操作全般ができる
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1-2.アカウントの種類
施設・里親アカウントが、みなさん自身に操作権限を持たせる「アカウ
ント通知」をすることで、みなさんがログインできるようになります。

その場合、みなさんの自分のメールアドレスが必要となります。
※メールアドレスがアカウントのIDとなります

 自分のメールアドレスを
持っている

 施設のPC又は自分のスマ
ホで操作ができる

 職員さんが寄付品の申し込
みをする時間がない

 自分で操作したい

アカウント通知をするケース アカウント通知をしないケース

※アカウント通知をしても、施設・里親アカウントの権限はそのまま残ります。
施設・里親アカウントがみなさんの代理で申込ができなくなるわけではありません。

 自分のメールアドレスを
持っていない

 PC、スマホの操作がで
きない

 操作が不安だ
 職員さんが寄付品を申し
込みする時間が作れる
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2-1.アカウント通知された子どもの初回ログイン

1. 自分のメールアドレスに「【トドクン】パ
スワード再設定のご案内」のが届く

2. 「パスワード再設定」のURLをクリック

3. 本人認証画面にて、生年月日を入力

4. パスワードを設定

5. ログインする
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2-2.ログイン情報を忘れてしまった場合

パスワードを忘れてしまった場合ログイン画面の「パスワードを忘れて
しまった場合はこちら」よりパスワード再設定メール送信画面に遷移し、
再設定ができます

メールアドレスを忘れてしまった場合は、施設・里親アカウントで確認
するか、お問い合わせフォームよりご連絡ください
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3.プロフィール設定
施設以外の配送先として、住所
と電話番号を登録しておくこと
ができます。
※氏名の変更はできません。
※誕生日は表示されません。

1. 個人としてログインする

2. 画面左上メニューボタンより
「設定」を選択

3. 「プロフィール」を押す

4. 電話番号・住所を編集し、保
存する

※施設・里親アカウントから編集するこ
ともできます。
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4-1.寄付品を選ぶ

1. トップページ(todokun.net)にアク
セスします。

2. カテゴリー別／Pt数別／キーワード
検索を使い、寄付品を絞り込むこ
とができます。

3. 並べ替え(フィルター)をすることが
できます。
登録が新しい・登録が古い・Ptが高い・Ptが
低い／在庫あり・すべてを表示

4. 欲しい寄付品が見つかったら、寄
付品を選択し、「申し込む」ボタ
ンを押すことで、寄付品を申し込
むことができます。

商品画像

商品名

Pt数

商品詳細

カテゴリ在庫数

申し込むボタン
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4-2.寄付品を選ぶ（限定品）

1. その年の巣立ちプロジェクト参加
者のみ、もしくは地域限定などで
申し込めるプレゼントがあります。
備考欄で確認できます。

2. ログインしている場合は、自動的
に自分の条件と合っているプレゼ
ントしか表示されません。

3. ログインしていない場合は、すべ
て閲覧できますが、「申し込む」
ボタンを押した後ログインすると、
自分の条件に合わない寄付品は表
示されなくなります。

備考欄
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5-1.寄付品を申し込む（配送先の選択）

送付先を選択します。

1. 施設に届ける…
施設住所へ届けます。確実なお受け
取りのため、できるだけこちらを選
択してください

2. 登録された住所に届ける…
自分のプロフィールに登録された住
所があればそれが読み込まれます。
画面上で直接編集することもできま
す

3. あとで登録する…
大型商品など、【あとで登録可】商
品のみ選択できます

13



1. 「確認する」を押し、確認画面
が表示されます。

2. 確認し、「申し込む」を押す。

3. 申込完了画面が表示され、登録
されたメールアドレス宛に申し
込みの確認メールが届きます。

※寄付品の申込は、施設・里親アカウントで
行うこともできます。

5-2.寄付品を申し込む（確認）
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5-3.寄付品を申し込む（「あとで登録する」の確定）

申し込み後、配送先を「あとで登録す
る」にした商品の配送先を確定させてく
ださい。

1. 申し込み履歴を表示

2. 「配送先未確定」一覧で、「配送先
未確定」商品のカードが並んでいま
す。

3. 商品のカードを押すと、「申し込み
履歴詳細」が表示されます

4. 「送付先の入力」ボタンが表示され
ますので、送付先を入力してくださ
い

5. 送付先を入力した商品は、「受取確
認待ち」一覧で確認することができ
ます。
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6.受取確認をする

商品を受け取ったら、受取確認をお
願いします

1. 申し込み履歴を表示

2. 「受取確認待ち」一覧で、「配
送中」「配送前」商品のカード
が並んでいます。

3. 「受取確認」ボタンを押すと、
メッセージ入力画面が表示され
ますので、メッセージを入力し、
受け取りを完了してください。

4. 完了した取引は、「受取済み」
となり、「すべて」一覧で確認
することができます。
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7.退会する

1. メニューより設定画面を開く

2. 「退会」を選択

3. 退会画面より、注意事項を確認
し、「退会する」を選択

4. 「【トドクン】退会申請を受け
付けました」のメールが届く
※この段階ではまだ退会手続きは完了し
ていません

5. 数日後、「【トドクン】退会完
了のお知らせ」のメールが届き、
退会完了となります

※退会すると、保有していたポイントは失効
し、再度アカウントを取得しても戻すことは
できません。
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