
 

 

 

 

 

 

 

 

こちらも本年度経費にて購入した方が良いでしょうか。こちらも本年度経費にて購入した方が良いでしょうか。  

 

ＲｅｌｙⅡの操作性を継承 さらに優しく 

福祉総合システム ＲｅｌｙⅢ 

  介護保険・障がい福祉（支援）事業所向けトータルシステム 

 

居宅サービス計画ガイドラ 

イン 

包括的自立支援プログラム 

ケアプラン 

介護予防マネジメント 

総合相談 

ヘルパー支援 

デイサービス・デイケア 

訪問看護 

福祉用具レンタル 

介護ブックオプション 

預り金管理 

リスクマネジメント 

介護記録 

介護計画書 

計画管理 

統計分析 

住民基本情報連携 

介護認定情報連携 

基本チェックリスト連携 

介護報酬請求 

障がい福祉サービス請求 

障がい児通所サービス請求 

地域生活支援サービス請求 

利用者請求 

利用者台帳 

一次判定オプション 

マスタメンテナンス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他管理 

■ 統計分析システム 

■ 給与連携オプション 

■ 携帯電話連携（ｉヘルパー）オプション 

■ 訪問リハビリテーションシステム 

■ 計画管理システム 

 在宅サービス事業所向け 

■ ヘルパー支援システム 

■ デイサービス・デイケアシステム 

■ ショートステイシステム 

■ 福祉用具レンタルシステム 

■ 訪問看護システム 

■ 介護計画書システム 

■ 小規模多機能システム 

居宅支援事業所向け 

■ アセスメント作成システム 

・ 居宅サービス計画ガイドライン 

・ 包括的自立支援プログラム 

■ ケアプランシステム 

■ 介護予防マネジメントシステム   

◆安心のサポート体制◆ 
 

電話問合せ窓口設置、現地操作説明な

ど、ご要望に応じた充実したサポート

体制を整えています 

制度に精通したスタッフが対応して

いますので、複雑な問合せもすぐに解

決に至ります 

◆操作画面の統一性◆ 
 

RelyⅢは全システムの画面構成と操

作方法に統一性を持たせています 

ご担当者さまの不在時、異動による引

継ぎ時などもスムーズに業務を行っ

ていただけます 

操作マニュアルなしでも操作が可能 

です 

◆低価格での導入◆ 
 

システムの導入については、複数台の

端末で運用していただいても、費用を

低く抑えることができます 

 

※Windows 等のライセンスは別途

必要です 

◆システム間の充実連携◆ 
 
システムは全て連動しています 

利用票データ→ヘルパースケジュー

ル作成データ、 アセスメント→ケア

プランデータなど 

データを共有して運用することがで

きます 

サービス利用状況が一目瞭然です 

◆多様な差込印刷機能◆ 
 

利用者本人や家族への案内文章を作

成し、ワード・エクセルで出力で

きる機能があります。同意契約書等 

お客様自身での雛形変更なども簡単

に行っていただけますので、事務作業

の軽減につながります 

 

◆報告書作成機能◆ 
 

日々の業務で蓄積されたデータから、

集計データの出力が可能です また、

急な報告書の作成のため、各データは

CSV（エクセル）出力が可能で

す 

担当者様の目線に立ったシステム作

りを目指しています 

利用者台帳システム 障害者自立支援給付 各システム 

地域生活支援事業 各システム 

 

 

 

 

 

 

 

手帳申請管理／NHK、ETC割引管理 各システム 

手当管理 各システム 医療費管理 各システム 

利用者の住所やケア
マネージャー、介護保
険手帳などの情報を
管理します。一次判定
機能も付いています 
登録した情報は、様々
な条件で抽出して 
一覧印刷できます 

 

地域包括支援センター 

■ 介護予防マネジメントシステム 

■ 総合相談システム 

■ 委託管理オプション 

■ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 

 

 利用者台帳システム 

   介護報酬請求システム 

障がい福祉サービス請求システム 

地域生活支援サービス請求システム 

    利用者請求システム 

 

自立支援の国保連請
求に対応したシステ
ムです。毎月の請求時
にはボタンひとつで
請求データ作成を作
成することができま
す。またケアプラン作
成システムとの連動
も可能です 

国保連合会への請求
処理を行うことがで
きます 
伝送・磁気媒体・帳票
全てに対応しており、
毎月の請求時には 
ボタンひとつで請求
データ作成が可能で
す 

ヘルパー、デイ/デイ
ケア、ショート、レン
タル、訪問看護など各
サービス事業所での
実績管理や計画書、モ
ニタリング作成がで
きます。介護報酬シス
テムとも連動してい
ます 

 利用者のサービス利
用料の請求・入金を管
理できます。介護/自
立支援サービス分だ
けでなく、利用者ごと
に実費の請求が可能
です 
また、引落データ FD
作成も可能です 
※全銀フォーマット  

利用者台帳システム 障害者総合支援法請求システム 

介護報酬請求システム 
在宅サービス事業所向けサブシステム 

利用者請求システム 入所事業所向け各システム 

医療費助成管理各システム 

 

入所施設向け 

■ アセスメント作成システム 

・ 包括的自立支援プログラム 

■ 介護記録システム 

■ 介護ブックオプション 

■ 栄養ケアマネジメントシステム 

■ 預り金管理システム 

■  

入所者へのアセスメ
ントやケアプラン作
成、ベッド管理からサ
ービス実施記録など、
担当者様の業務をト
ータルにサポートで
きるラインナップで
す 

福祉総合システム ＲｅｌｙⅢ 
充実のシステムラインナップ 
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*1 Microsoft 社の延長サポートが終了しているバージョンはサポート対象外となります。 

*2 Windows 10 Pro エディションでは半期チャネル（SAC）[延長可能な日数を 180 日]

として運用していただくことが必須。 

*3 64Bit 版を推奨。 

*4 Windows 10 のサポート対象バージョンは、担当者にご相談ください。 

*5 Professional エディションを推奨。 

*6 規模、使用システムに依存しますので、担当者にご相談ください。 

*7 サーバー運用時のクライアントには不要。 

*8 RDS・XenApp・VMware などの特殊環境でご利用の場合は、担当者にご相談ください。 

※その他、詳細につきましては、担当者にご確認ください。 
 
 

動作環境 
スタンドアロン運用 
ピア・ツー・ピアのホスト（親機） 
各利用形態のクライアント（子機） 

サーバー 

OS 

Windows 10 Pro(SAC)(32Bit/64Bit) *1 *2 *3 *4 
Windows 8.1(32Bit/64Bit) *1 *3 *5 

Windows Server 2016 Standard *1 
Windows Server 2012 R2 Standard *1 
Windows Server 2012 Standard *1  

CPU 
上記 OSが稼働するパーソナルコンピューター 
Intel Core i3 以上推奨 

上記 OSが稼働するサーバー専用コンピューター 
Intel Xeon 以上推奨 

メモリ 4GB 以上推奨 8GB 以上推奨 *8 

ハードディスク 

プログラム動作の必須空き容量 1GB以上 
スタンドアロン/ピア・ツー・ピアのホストの場合、データベース
ソフトウェアインストール・データ格納領域として別途 50GB 以上 
*6 

RAID などのフォールトトレランス構成の空き容量 500GB 以上推奨 
プログラムインストールの必須空き容量 1GB 以上 
データベースソフトウェアインストール・データ格納領域として別
途 50GB以上 *6 

ディスプレイ 1024×768 以上必須 / 1280×768以上推奨 1024×768 以上必須 / 1280×768以上推奨 

プリンタ 上記 OS対応プリンタ (A3 印刷対応推奨) 上記 OS対応プリンタ (A3 印刷対応推奨) 

データベース 
SQL Server 2012 SP4 / 2014 SP3 / 2016 SP2 / 2017 / 2019 *1 
*7 

SQL Server 2012 SP4 / 2014 SP3 / 2016 SP2 / 2017 / 2019 *1 

ソフトウェア 

その他 

本製品の動作には Microsoft .NET Framework 4.6 が必須です。 
Microsoft Word/Excel 2013 SP1 / 2016 / 2019 が必要です。 *1 
バックアップ用外付け HDD 推奨 

本製品の動作には Microsoft .NET Framework 4.6 が必須です。 
利用継続によるデータの増加のため、ハードディスクには十分な空
き容量が必要です。 
バックアップ用外付け HDD 推奨 

 

 

サポート専用メールアドレス サポート専用ＦＡＸ 

0120-459-155 support@c-rcs.jp 

サポート専用ＴＥＬ 

TEL 087-804-8811  FAX 087-826-5010 

お問い合わせ先 

クラウドサービス クライアント・サーバー 

安心してお使い頂くためにはシステム導入後の 

サポートが大切だと考えています 

スマホ・タブレット 

開発元 

087-804-8811 

クラウド運用をご希望の場合は

お問い合わせください 
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