システム運用について

サーバー集中方式による運営
福寿はサーバー集中方式を採用しています。サーバー集中方式とは、サーバーにログインしてその中でシステムにアクセスして入出力するという、サーバー
上で全てをまかなう方式を指します。これにより複数の OS が混在しても利用が可能になりました。（Win XP・Vista・7）

本部
A 拠点

端末

サーバー

端末

端末

プリンタ

無線ハンディ
ターミナル

無線
アクセス
ポイント

プリンタ

無線ハンディ
ターミナル

無線
アクセス
ポイント

B 拠点
バーコード用
ラベルプリンタ

プリンタ

無線
アクセス
ポイント

無線ハンディ
ターミナル

端末

f
福寿の業務一覧

レンタルについて
個人利用者、または取次店へ福祉用
具レンタルを行う。
販売について
個人利用者、または取次店へ福祉用
具販売を行う。
居宅支援事業所について
ケアマネージャーに利用者のレン
タル状況など各種報告書が印刷さ
れる。
仕入について

請求について

て明細を確認することが可能。

拠点管理について

利用者・取次店・国保連合会。

単品管理について

場所別に在庫の数量及び単品管理

利用者へは郵送料の割安な圧着ハ

自社在庫に管理番号のバーコード

が可能。事業所別に利用者の管理、

ガキ請求書の出力も可能。

ラベルを貼り使用履歴を管理する。

請求が可能。

フォローについて

部品構成による商品の管理が可能。

消毒について

利用者、ケアマネージャーへのアセ

交換処理も簡単。

消毒工程の実績を入力して履歴を

スメント・ケアプラン・用具選定・

ハンディターミナルについて

管理できる。外注先消毒工程として

点検予定表・モニタリング・用具

用具に貼ったバーコードラベルを

外注管理が可能。

点検・経過状況などの充実したフォ

ハンディターミナルを利用して入

修理について

ローが可能。

力の手間を省く。入荷・出荷・返却・

修理発生を入力して履歴の管理を

商品について

移動・棚卸・消毒時に利用できる。

行う。

デモ・代替・交換・廃棄の管理が可能。

集金代行について

FAX 自動送信について

自社に在庫がない場合は同業者か

オプション

らレンタルする。在庫補充・仕入を

在庫管理について

行う。

自社在庫を把握し、受払いの機能に

個人負担分の回収を代行業者に委

ケアマネージャーへの各種報告書

託、依頼データ作成と入金データ取

や取引先への注文書を印刷せずに

り込みによる自動入金が可能。

システムから直接 FAX する機能。

※業務形態に合わせた、システムの個別対応も可能（要相談）

弊社は、平成22年5月31日に財団法人日本
情報処理開発協会（JIPDEC）よりプライ
バシーマークを認定取得いたしました。
情報システム開発・DTP 全般の制作・オフショア開発 BPO

岐阜本店（お問い合わせ先）

東京本社

〒 500-8152 岐阜県岐阜市入舟町 3-20 echoビル
TEL.058-245-0433 FAX.058-245-0656

〒 103-0022 東京都中央区日本橋本町 2-3-4 江戸ビル 9F
TEL.03-3231-7571 FAX.03-3231-7572

E-mail：care@echointec.com
HP：http://www.echointec.com

大連英浩信息技術有限公司

担当／平下・林
●本カタログの掲載内容は 2009 年 10 月現在のものです。

k

u

j

u

福祉用具のレンタル・販売
トータルサポートシステム

基本システムとオプション
基本システム

u

関連会社

●本カタログのシステム内容は、予告なく内容を変更する事があります。ご了承ください。

●本カタログからの無断転載無断複写などは固く禁じます。

ふ

福祉 用 具レンタル＆ 販売システム
使いやすさと高機能 を備えました
煩雑になりがちなレンタル・販売の業務に日々追われていませんか？

在庫の管理・点検

問い合わせの対応

じ

ゅ

は

福寿のキホン。
福寿が出来る事。

操作性とセキュリティ
受注・発注・入荷・出荷・仕入・売上について連携した処理

商品や在庫を バーコードで管理！ あの商

が可能。更に、自動で発行出来る書類・報告書も多数！

品が今どんな状態か、スグ確認出来ます。
受注と発注、仕入と売上、
入荷と出荷の管理

く

各種提出用書類の作成
セキュリティの強化

システムの操作性

契約者

出荷・請求

パスワードによるログイン管理、履歴となるロ

「福寿」はそんな業務に対応した、スマートで
パワフルな専門のシステムです。
互いに連動する部分を連携処理。

「人」「物」「お金」これらの動きをきめ細やかにトレース、履歴で管理。

く目的の操作が出来るようになってい

また担当別に業務権限の設定をすることも可能

ます。また、実行したメニューは履歴

です。

として登録され、必要な時いつでも呼

取次店

ムとなっております。

アフターフォロー

メーカー

在庫
管理

プログラムの連携

請求

事業者

ログイン画面

トップ画面

消毒
修理

引落

福寿には、膨大な数のメニューが存在します。

利用者

それらはお互いに綿密な連携作業が可能で、例

システムの運用はパソコン 1 台から複数台で可能。

理することで、シンプルで理解のしやすい仕組

システムは単体でも、複数台接続のネットワークでも対応。拠点を数カ所もつ事業所様では、情報を即時に
システム全体で共有することが出来ます。サーバー集中方式によりクライアントの OS を選びません。

果は履歴で管理。誰が見ても「今、この件はど
依頼

サポート
＆プラン

えば利用者基本台帳の入力画面から、利用者に

どの拠点からの入力でも、商品の場所、状態は無線でシステムに即反映。瞬時に最新の情報を共有出来ます。
（オプションとなります）

入荷・仕入

使用する事で、使用頻度の高いメニュー

の編集が可能。使い勝手の良いシステ

業務の流れをスムーズに解りやすくし、効率化を図ります。詳しい管理資料がとれますので、今後の営業戦
略に役立ちます。

在庫管理はバーコードとハンディターミナルで！

び出せます。更にお気に入りの設定を

依頼

入金

関わるさまざまな入力作業（受注、販売、経過

入金・返戻

受注・発注・入荷・出荷・仕入・売上など連動する部分を連携処理し、面倒な入力作業を大幅に削減。自動
作成出来る書類も多岐に渡り、エクセル・ＰＤＦへ出力も可能。業務をパワフルにサポートします！

グの管理により、セキュリティ対策は万全です。

受注・入金

仕入先

発注・支払

全体をツリー構造で表示し、迷う事無

レンタル卸し

各種入力画面

状況など）を行う事が出来ます。情報は一元管

報告

みとなっています。また、あらゆる入力作業結

んな状態なのか？」が確認出来ます。急なクレー

集金代行

ムや問い合わせの時でも短時間で情報を取り出
せるので、誰でもすぐ対応が可能です。もちろ
ん入力結果を生かし、自動作成出来る書類も多
数取り揃えています。

ケアマネージャー

利用者台帳入力画面

給付管理

経過状況入力画面

国保連合会

※上記図にはオプションを含みます。詳しくは裏表紙をご覧下さい。

更に出来る、あんなこと、こんなこと。

福祉用具レンタル
＆ 販売システム

ふ

ビフォア・アフターのフォロー
く

じ

ゅ

は

利用者・ケアマネージャーに対するフォロー
履歴管理による各種問合せ機能、実績項目入力による自動
書類作成機能（アセスメント・ケアプラン・用具選定・点

使いやすさと高機能を備えました

検予定表・モニタリング・用具点検・経過状況など）をご
活用いただく事により、利用者への行き届いたフォローが

アセスメント・ケアプラン・
用具選定など

ケアマネージャー

からの信頼獲得につながります。

在庫の管理

操作性とセキュリティ

無線ハンディターミナルでバーコード在庫管理

オプション

在庫管理の一例

作成・出力したバーコードを在庫に貼り付け、無線
ハンディターミナルでチェックする事で在庫を管

システムの操作性
全体をツリー構造で表示し、迷う事無

点から入力すれば即座にシステムに反映され、状況

グの管理により、セキュリティ対策は万全です。

く目的の操作が出来るようになってい

確認がシステムネットワーク全体で可能です。自社

また担当別に業務権限の設定をすることも可能

ます。また、実行したメニューは履歴

在庫の数量を管理・棚卸しをサポート。在庫調整を

です。

として登録され、必要な時いつでも呼

行うことも出来ます。在庫を抱える中～大規模の事

び出せます。更にお気に入りの設定を

業所様に特にお勧めしたい機能です。

あの用具が
戻ってきた

在庫倉庫

点からの入力でもリアルタイムの更新、確認が可能
です。レンタル用具の貸出、返却、消毒の際も各拠

本社

みたいだ

理出来ます。場所別在庫管理が可能なため、どの拠

パスワードによるログイン管理、履歴となるロ

利用者

事業者

可能。利用者、ケアマネージャー（居宅介護支援専門員）

福寿のキホン。

セキュリティの強化

点検予定表・モニタリング・
用具点検・経過状況など

返却

ピッ

拠点 A

システム全体で
即情報共有

拠点 B

返却された用具のバーコード
を無線ハンディターミナルで
読み込み。

使用する事で、使用頻度の高いメニュー
の編集が可能。使い勝手の良いシステ
ムとなっております。
トップ画面

ログイン画面

CSV

データの取り出しと活用

オプション

プログラムの連携
福寿には、膨大な数のメニューが存在します。
各種入力画面

それらはお互いに綿密な連携作業が可能で、例
えば利用者基本台帳の入力画面から、利用者に

す。それを十分に活用するために、福寿は CSV 形

状況など）を行う事が出来ます。情報は一元管

式での書き出し機能を搭載しています。CSV 形式

理することで、シンプルで理解のしやすい仕組

とは表計算ソフトや住所録ソフトなどに取込みが可

みとなっています。また、あらゆる入力作業結

能なファイル形式のことです。この機能によりデー

果は履歴で管理。誰が見ても「今、この件はど

タの二次活用が容易になります。データベースから

んな状態なのか？」
が確認出来ます。急なクレー

数取り揃えています。

データを
CSV 形式で書出し
CSV 変換画面
必要な項目だけを書き出せます。

CSV 形式でデータを書き出す事で、住所録ソフト

ムや問い合わせの時でも短時間で情報を取り出
ん入力結果を生かし、自動作成出来る書類も多

データ活用
の一例

日々蓄積されていく顧客データは、大切な資産で

関わるさまざまな入力作業（受注、販売、経過

せるので、誰でもすぐ対応が可能です。もちろ

福寿からＣＳＶ形式データ作成

利用者台帳入力画面
経過状況入力画面

で宛名印刷をしたり、表計算ソフトでグラフを作成
するなど、分析や活用に大いにお役立ていただけま
す。もちろん任意の抽出条件を設定する事が出来、
必要な部分のみ柔軟にデータを作成します。

並べ替え設定画面

表計算ソフトで
グラフ作成

住所録に取り込
んで宛名印刷

