
「スマートケア」シリーズ

○高齢者

対応対応対応対応サービスサービスサービスサービス

行動する 人の心を動かす 感動

利用者、職員、サービスの動きが分かる
■訪問介護 ■特定施設入居

■訪問入浴 ・小規模多機能型

■訪問看護 ■認知対応通所介護

・訪問リハビリ ・認知対応共同生活

■通所介護 ・地域密着型介護福祉施設

○高齢者

■通所介護 ・地域密着型介護福祉施設

・通所リハビリ ■地域密着型特定施設入居

■短期入所 ■定期巡回･随時対応型訪問＊1

・福祉用具貸与＊1 ■高齢者住居（サ高住 等）

■居宅介護支援 ・養護老人ホーム

・介護福祉施設
＊1.給付・請求処理のみ

・施設入所支援 ■放課後等デイサービス

■生活介護 ・経過的施設入所支援

・居宅介護 ■経過的生活介護

■就労継続支援Ｂ型 ・日中一時支援

○障害者

■就労移行支援 ・救護施設

・短期入所

・社会福祉法人会計

（新会計基準対応）

○会計

今後、全ての事業に対応します。
（新会計基準対応）

今後、全ての事業に対応します。

■「スマートケアＭＯＶＥ」対応

・「スマートケアⅣ」対応（順次「スマートケアＭＯＶＥ」で対応します）

ウェルフェア事業部

本社：〒954-0053

新潟県見附市本町１－２－５１

Tel.0258025802580258----62626262----1017101710171017

Fax.0258-62-7031Fax.0258-62-7031

新潟：〒950-0906

新潟県新潟市中央区東幸町１２－１

エクセルシステムビル３階

Tel.025025025025----249249249249----0464046404640464

Fax.025-240-7662

株式会社トラステック ウェルフェア事業部

Fax.025-240-7662

http://www.trustec.ne.jp/welfare

スマートケアＭＯＶＥ 検索

※ 記載内容は、2016年3月現在のもので、改良のため予告なしに変更する場合があります。



自慢自慢自慢自慢のサポートのサポートのサポートのサポート社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの変化変化変化変化

サポート内容

・制度改正 及び システムのバージョンアップ

・電話、ＦＡＸ、メール、オンラインリモート

※保守契約内容により直接訪問も可能です
『

『『

『常に

常に常に

常に』

』』

』

我が国の社会福祉における環境は大きく

変化しております。ご利用者のライフスタ

イルや価値観も多様化して、そしてまた日
々変化しております。

高齢者・障害者における福祉に対するニー
ズは高まっております。

福祉事業専門ＳＥがシステムだけでなく、業務サポートを行います。

※保守契約内容により直接訪問も可能です

その他、ハード（パソコン等）やその他ソフト導入につい

てもご相談お受けします（他社からの購入でもＯＫ）

『

『『

『常に

常に常に

常に』

』』

』

常にとは毎回である。毎回感動を与えるとは毎回お客様の期待を上

回る喜びを与えることである。つまり同じことではお客様に感動を与えら

れないということである。毎回毎回新しいことにチャレンジしなければな

らないということである。

『

『『

『お客様

お客様お客様

お客様』

』』

』

お得意様とはトラステックにお金を払っていただいている個人、法人。

お客様とは、お得意様を含む自分と直接に関わりのある全ての人々。

つまり自分以外の自分と関わる全ての人々である。

『

『『

『感動

感動感動

感動』

』』

』

感動とは、期待した満足を超えた喜びである。満足は一時的であり、

ズは高まっております。

サービスを行う事業者も、社会福祉環境の

変化及びさまざまなご利用者のニーズに応

えるべく、自らの特徴を念頭においたサー
ビスを行っております。

安心して長くお使いしていただけることを約束します。

推奨動作環境推奨動作環境推奨動作環境推奨動作環境

感動とは、期待した満足を超えた喜びである。満足は一時的であり、

感動は永遠である。満足は受動的であり、感動は能動的である。お客

様に満足を与えるとこちらには疲労が残るが、感動を与えるとこちらに

も感動が残る。

『

『『

『与える

与える与える

与える』

』』

』

与えるとは、自分が豊富に持っていて、お客様が持っていないものを

恵んでやるとか、ただで何かをしてあげるとか、施してやるとかとは違う。

お客様と自分が一体となって感動を作り上げていくプロセス全体を指す。

お客様の喜ぶということを最終目標に、自分もお客さまもそれまでに経

験したことのないことを実行していく、そこに大きな価値がある。

『

『『

『私たちトラステック

私たちトラステック私たちトラステック

私たちトラステック』

』』

』

私達は、介護保険導入前（措置費請求時
代）より福祉事業のICT化に携わってきた

福祉福祉福祉福祉にににに豊富豊富豊富豊富なななな経験経験経験経験

現在お使いのパソコンが、ほぼそのまま使用できます。

OS    Windows 7、Winows 8、8.1、Winows 10 （※）

サーバーOS  Windows Server 2008、Windows Server 2012

メモリ Windows 8、8.1、10（※） …2GB以上

Windows 7 …1GB以上（2GB以上推奨）

Windows Server …1GB以上（4GB以上を推奨）

解像度 スマートケアMOVE …1,280×800 以上

『

『『

『私たちトラステック

私たちトラステック私たちトラステック

私たちトラステック』

』』

』

私たちとはトラステックの社員であり、トラステックという会社であり、ト

ラステックにかつて在籍していた人であり、これから入社する社員であ

る。トラステックを故あって去っていく人たちも自分自身を成長させるこ

のミッションは価値がある。これから入社する人たちにもこのミッション

に価値があることを伝えなければならない。

『

『『

『ミッション

ミッションミッション

ミッション』

』』

』

ミッションとは、命じられたこと、しなければならないこと、義務、任務と

は違う。感動を与えることは自分自身を成長させることであり、喜びで

あり、人に自分に幸せをもたらす人生の目的そのものである。

代）より福祉事業のICT化に携わってきた

メンバーを中心に、多くの制度改正も経験
し福祉事業の業務支援を行ってきました。

制度を含む環境の変化、利用者の変化、事

業所の変化、全ての日々変化するニーズに
柔軟に対応してきました。

現在お使いのパソコンが、ほぼそのまま使用できます。

解像度 スマートケアMOVE …1,280×800 以上

スマートケアⅣ …1,024×768 以上

※Windows 8以降は、スマートケアMOVEのみ動作保証

スタンドアロンはもちろん、様々な今までひとつひとつの事業所の特徴に合わせたシステム作りを行ってきました。事業所様のご要望、想

フルオーダーシステムもフルオーダーシステムもフルオーダーシステムもフルオーダーシステムも構築構築構築構築できるできるできるできる開発開発開発開発・サポート・サポート・サポート・サポート力力力力

スタンドアロンはもちろん、様々な
ネットワークにも対応します。

柔軟柔軟柔軟柔軟なななな料金料金料金料金体系体系体系体系

今までひとつひとつの事業所の特徴に合わせたシステム作りを行ってきました。事業所様のご要望、想
いをそのままシステム化します。なおかつ、制度改正等の対応も可能です。

「スマートケア」は、そんなご要望をお聞きする中で出来たシステムです。使う方の立場にたったやさし
いシステムだといえます。

「「「「スマートケアスマートケアスマートケアスマートケア」」」」をををを通通通通じてじてじてじて福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動にににに貢献貢献貢献貢献しますしますしますします

事業所の規模や利用者の人数に応じた料金体系です （初期導入費＋月額利用料）

利用期間に制限はありません 制度改正や事業内容の変更にすぐに対応できます

（１カ月間だけの使用も可能です）

複数事業所などの各種割引き特典もございます

ご利用者・ご家族、職員の方々ほか、全ての関係者を

繋ぎ、皆さんに喜んで頂けるサービス（業務サポート）
を行えることに喜びと使命感を持っています。

より多くの方々に使用していただくことにより、私達も

「「「「スマートケアスマートケアスマートケアスマートケア」」」」をををを通通通通じてじてじてじて福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動にににに貢献貢献貢献貢献しますしますしますします
完全自社開発だから可能な、提供価格。

複数事業所などの各種割引き特典もございます

個別カスタマイズは、特別価格にて提供します

詳しくは、お問い合わせ下さい。

より多くの方々に使用していただくことにより、私達も
少しでも福祉活動に貢献したいと願っております。

●Microsoft､Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。



あなたのあなたのあなたのあなたの事業所事業所事業所事業所にジャストフィットするシステムにジャストフィットするシステムにジャストフィットするシステムにジャストフィットするシステム必要必要必要必要なななな機能機能機能機能がががが揃揃揃揃うううう基本基本基本基本システムシステムシステムシステム

ひとつひとつ丁寧ひとつひとつ丁寧ひとつひとつ丁寧ひとつひとつ丁寧に対応してきた、トラステックだけができる。特に対応してきた、トラステックだけができる。特に対応してきた、トラステックだけができる。特に対応してきた、トラステックだけができる。特

別なシステムを提供します別なシステムを提供します別なシステムを提供します別なシステムを提供します。。。。
福祉業務を支援するシステムが、手軽に導入できます。福祉業務を支援するシステムが、手軽に導入できます。福祉業務を支援するシステムが、手軽に導入できます。福祉業務を支援するシステムが、手軽に導入できます。

「「「「利用者が少ない利用者が少ない利用者が少ない利用者が少ない」「」「」「」「不要な機能が多くて高価不要な機能が多くて高価不要な機能が多くて高価不要な機能が多くて高価」」」」、あきらめていませんか。

とりあえず安いだけのシステム、高いシステムを無理やり使用。簡単に選んでいませんか

事業を始めたばかりでまだ必要なものがハッキリしないなら今後の事業の変化発展を考慮し
てシステムを導入しませんか。

ご利用者様に最高のサービスを提供するため、他の事業所と差別化する為に日々努力をさ

れているかと思います。そのような事業所が、システム会社が押しつけるシステムをその
まま利用していて良いのでしょうか。

標準で使用する上で十分な機能は装備されています。

事業所の特徴に合わせた個別計画書をカスタマイズしてシステム化しませんか？

処理の流れが一目でわかる、わかりやすいインターフェースを採用し、人と人のつながり
を見ることができます。

てシステムを導入しませんか。

分かるまで何度でもご説明いたします。導入後、初回請求処理の立ち会いも行います。

事業所の特徴に合わせた個別計画書をカスタマイズしてシステム化しませんか？

入所施設であれば、建物の部屋の配置に合わせた居室表を作成しませんか？

複数の事業所を運営されていれば、法人として一つにまとめた管理をしませんか？

これだけでも大きく使える範囲は変ります。

を見ることができます。

ご利用者・ご家族、職員の方々など全ての人を思い描きながら作成した思いやりが詰まっ
たシステムです。画面には必要な項目のみで、やりたいことが簡単にできます。

導入時の費用を抑え、手軽に利用開始できます。

基本システムだけでも、必要十分な機能があります。

請求業務やご利用の記録など

のためにシステム導入は効果
的です。

まだ、業務の流れはシステムまだ、業務の流れはシステム

に合わせるしかないと思い込
んでいませんか。

複雑で面倒な請求業務も、処理の状況が変わりやすい、スマートケアにお任せ。複雑で面倒な請求業務も、処理の状況が変わりやすい、スマートケアにお任せ。複雑で面倒な請求業務も、処理の状況が変わりやすい、スマートケアにお任せ。複雑で面倒な請求業務も、処理の状況が変わりやすい、スマートケアにお任せ。

事業所の事業所の事業所の事業所の特徴を活かした、特徴を活かした、特徴を活かした、特徴を活かした、使い勝手使い勝手使い勝手使い勝手の良いシステムの良いシステムの良いシステムの良いシステムにしませんにしませんにしませんにしませんか。か。か。か。日誌（実績）がそのまま請求に・・・。日誌（実績）がそのまま請求に・・・。日誌（実績）がそのまま請求に・・・。日誌（実績）がそのまま請求に・・・。 進化し続けるシステムです。進化し続けるシステムです。進化し続けるシステムです。進化し続けるシステムです。



システムシステムシステムシステム基本構成基本構成基本構成基本構成

利用者基本台帳 日誌

サービス種類により業務日誌、相談員

日誌、夜勤日誌などが作成されます。
トップ画面で、今日の連絡事項や利用者の状況が確認できます。トップ画面で、今日の連絡事項や利用者の状況が確認できます。トップ画面で、今日の連絡事項や利用者の状況が確認できます。トップ画面で、今日の連絡事項や利用者の状況が確認できます。

トップ画面 今日の行事や連絡事項

本日利用の基本情報はトップ画面より

簡単に確認できます。

日誌日誌日誌日誌の明細がそのまま請求に連動します。の明細がそのまま請求に連動します。の明細がそのまま請求に連動します。の明細がそのまま請求に連動します。

サービス実績待機者 （介護施設系のみ）

アセスメント （介護のみ）

入所申込み時より入力を行うことに
より、待機者の管理も行えます。

サービス提供票（介護）・提供実績記

録票（障害者）で、利用者の実績を確

認できます。

給付・請求

包括自立支援プログラム・

MDS-HC2.0に対応しています。

利用予定

給付・請求

今日の実績 今日の記録

セキュリティ

利用予定は、実績との連動ができます。

支援計画 預り金管理 （オプション）

今日の実績 今日の記録

事業所毎に１番特徴がでます。

カスタマイズ率 №１。 現在の請求処理状況を確認しながら作業

ができます。

国保連への請求データ 及び 利用者請求

の銀行引落しデータの作成が行えます。
タブレット介護記録

タブレットを使用して現場での記録

（オプション）

施設入所系で預り金の管理ができます。

会計システム

社会福祉法人会計システム

ID・パスワードの入力により

使用できる機能が限定できます。

※国保連へ介護保険伝送請求を行うには、国保連

の伝送ソフトが別途必要です。

タブレットを使用して現場での記録

入力が可能です。

社会福祉法人会計システム

（新会計基準対応）

他システムとの連動も可能です。

画面及び帳票サンプルは、放課後等デイサービスシステムを使用しています。


