リネン物を一着単位で回収から納品までデータベースで管理。
トラブルやコストの大幅削減をお約束します。

カスタマイズリネン管理ソフト

100%自社開発なのでお客様のご要望に柔軟に対応し
カスタマイズした上での提供が可能です。
安心の実績

リネンクリーニング業務に対応して、10年間
作り込んできました。
リネン工場の現場を実際によく理解している
スタッフが監修します。

カスタマイズ

多種多様な業務ソフトウエア制作実績で様々
なカスタマイズに対応できます。
同じ業界でも、会社が違えば実務は違うもの
です。御社に合わせて安価にカスタマイズが
できます。
日々の業務に沿った機能を実装させます。

コスト削減

業務の管理時間を大幅削減できます。

サポート

しっかりサポートします！
売りっぱなしではありません！

遠隔地OK

サーバーだけでなく、クライアントPCにも対
応しています。(インターネット回線が必要)

コンサルティング

各種コンサルティングもできます。

こんなトラブルに経験ありませんか？
・複数の店舗で持ち合っている商品の管理に、時間を費やしている。
・入庫時と出庫時でリネン物の数が合わない！
紛失となればお客様の信用を失い、弁償することに！ ・再洗いや補修などで納期が遅れる品物の管理ができていない！

リネンラインで解決！
！
リネン物一着ごとにどこの物、誰の物であるか
を登 録し、バーコードを発 行します。
バ ーコ ードはアイロン接着のシールに印刷し
てリネン物に貼り付けます。
バ ーコードを入 庫 時や出庫 時に読み取ること
で回収から納品まで正確に商品を管理し紛失
等を防ぎます。
大量に納品するリース品は納品場所単位で管
理し、タッチパネル操作でリネン物の種類と枚
数を入力します。

全体機能
● 複数拠点連動
工場、本社、営業拠点、協力工場など複数拠点で連動
ができます。
● ログイン機能、担当者権限
当ソフトは各担当者ごとに、ID・パスワードで管理で
きます。
各担当者は各々の権限を持ち、その権限によって使用
できるメニューや機能を細かく制限できます。
例：管理者権限の担当者は、すべての担当者 ID・パスワード
が編集できます。
また、入庫権限の担当者は、ログイン時に通常のメニュー
は表示されずに入庫画面へ自動移動します。
出庫担当

入庫担当

管理者

総合メニュー
画面

入庫
画面

● ログ管理機能
入庫、出庫のログが記録されます。
Excel出力もOK。
日時 / 担当者 / 使用PC名 / 顧客 / 職員 / 患者 /
商品 / 納品日 / 件数 等が記録されます。
マスターデータのログが記録されます。
Excel出力もOK。
日時 / 担当者 / 使用PC名 / 作業区分 /
更新データ / 変更データ 等が記録されます。
このデータを利用して、いつ誰がどの作業を行っ
たのかを追跡できます。
● 自動バージョンアップ機能
細かい機能追加などのソフトウエアのバージョンアッ
プが自動で行われます。

出庫
画面

顧客
● 委託業務にも対応
業務を委託された場合、納品伝票等に委託先の社名を
表示できます。

● 職員管理
職員ごとに管理しているので、系列病院などで所属病
院が変更した場合でも対応できます。

● 納品場所の詳細な設定が可能
伝票区分、納品場所を使用して、複数の納品場所を一
枚の伝票にまとめることができます。

● 協力工場(外注先)
入庫時（バーコード読込時、数量登録時）に自動で、協
力工場依頼伝票を発行できます。
協力工場から御社への納品時の検品に対応しています。
※協力工場へ直接納品等も対応できます。

例：納品場所「A病棟1F」「A病棟2F」を伝票納品場所「A
病棟 事務室」にまとめられます。

● 単価登録
顧客ごとに単価表を記録できます。
商品、商品分類（カテゴリー）、ネット数量（例：1〜3
ネットは1000円、3〜5ネットは1500円など）で単価
設定ができます。
単価も8種類保持できるようになっています。
● 配送管理
客先回収日、納品予定日、工場入庫日、工場出庫日、
客先納品日を「曜日」で自動管理できます。
入力時に毎回日付入力する必要はありません。
顧客、病棟、商品分類（白衣、私物等）ごとに設定がで
きます。
回収

月

納品
火

工場
病院

工場
病院

日

例：A病院 白衣 [ 月-木]
月曜日-回収 木曜日-納品
木曜日-回収 月曜日-納品

土

水

回収
金

臨時配送にも対応できます。

納品

木

● 患者私物
患者さんの病棟移動に対応し、予約日を設定できます。
● 各データのEXCEL一括取込みが可能
既存データの出力も！
マスターデータの一括更新が可能です。
日々更新のある、職員、患者、白衣等のデータを
EXCELで一括作成し、取込むことができます。
一件一件のデータを手入力でデータ更新するのは非常
に時間が掛かりますが、一括出力も実装しているので
出力から修正、
取込みの一連の作業が短時間でできます。
● 白衣等ラベル
病院ごとに印刷フォーマットを管理できます。
（ 対応ソフトが別途必要となります。）
同一商品の複数枚印刷ができます。

リース更新時のバーコード印刷予約にも対応しています。
例：現在リース中の白衣等を予約日が来たら自動で入庫不可
にすることができます。

物流（入出庫）
● 入庫
入庫内容一覧機能
その日に入力した顧客、納品場所、商品分類の集
計データをワンタッチで閲覧できます。
誤入庫防止
読み込んだ白衣のバーコードデータが、正常状態
でない場合は処理できないようになっています。
※別病院、同病院別病棟、出庫されてない場合。
バーコード、患者、職員で停止処理がされてい
る場合や存在しないデータなど。

● タッチパネルボタン配置
白衣ラベルで管理していないリース品や、患者私物の
洗濯物など、タッチパネルの設定が顧客別にできます。
自社のデフォルト設定も可能なので、入力の手間も省
けます。
パネルにはそれぞれ商品分類を設定でき、192種類
（商品パネル16 タブ12）の登録ができます。
また、タブごとに生産工場を登録できるので、協力工
場に依頼する商品としても運用ができます。

● 音声自動読み上げ機能
商品種類、洗濯方法で入庫時に自動で音声を読み上げ
ることができます。
● 商品分類での分かりやすい表示
バーコードを貼付するのは、一枚単位ですが、（例：
パンタロン グレー 裾73cm）、入出庫等は商品分類で
集計して管理できます。（例：パンタロン 5枚 病衣
10枚 など）

パンタロン
グレー
裾73cm

● レシート印刷対応
納品書とは別途に患者私物ネット用に納品レシートが
印刷できます。
パンタロン 5枚

病衣 10枚

● タッチパネル、タブレット対応
現場での業務は、すべてタッチパネルで行います。
キーボード、マウスは不要です。
別途無線LANの設定をすれば、タブレットを利用して
移動しながら業務ができます。

● 補修再洗い対応
細かに設定でき、費用単価を設定することもできます。
● 無線タグ(RFID)対応可

各種出力見本
● 各種納品書
白衣納品書
白衣未納品納品書
白衣未納品書
白衣納品明細書
私物納品書
私物未納品納品書
私物未納品書
私物納品明細書
私物納品書レシート
納品書レシート(未納品含む)

● 白衣関連
白衣台帳出力
白衣未出庫一覧表
白衣利用状況一覧表
入庫案内 預かり伝票
利用者 / 職員 利用状況
● 集計関連
各種マスター印刷
日報・月報出力
処理別一覧表
納品伝票印刷ログ

● 患者私物関連
私物伝票
利用明細書
私物未出庫一覧表
私物利用状況一覧表
私物入庫案内預かり伝票

の
衣類登録

・顧客である病院や施設の職員ひとりひとりをマスタ（電子台
帳）に登録し、リネン物一着ごとに個別の番号を割り当てて
入庫から納品までの流れを管理します。

基本機能

ご利用者さまの私物の取扱

・入院患者様や施設入居者様の私物は、ネットをお貸しするこ
とでお取扱いただけます。ネット一袋ごとにバーコードを発
行し、ご利用者様に私物のリネン物を詰めて頂きます。
・多様になる私物も事前にリストに登録してあり、登録の手間
を削減できます。もちろん追加や編集も行えます。
・パネルに私物の品目をセットし、タッチパネルで入力処理を
行うことができます。

入出庫処理

・顧客単位で入庫または出庫の処理を行い、バーコードを読み
取ると、誰が利用しているものであるかを識別します。
・別の病院や、同じ病院でも納品場所の違う物を読込んだ場合
には、警告し紛れ込みを防止します。
・何を何着入庫したか自動で集計されるので、回収伝票や納品
伝票との照合が簡単です。
・納品予定日を設定することで、入庫から何日後に納品になる
のかも登録できます。
・外注依頼書や納品伝票などの書類も自動で作成されます。

サプライのリース品にも対応

・白衣や看護衣などのユニフォームのほか、タオル、シーツ、
枕カバーなどの大量のリース品も、顧客ごとに種別単位でバ
ーコードを発行して管理することができます。洗った回数を
記録し、回数による痛み度合いの検証などに利用できます。

補修や再洗いの処理

・入庫または出庫それぞれの画面から再洗いや補修の入力画面
に移り、リネン物を再洗・補修・返品・廃棄に設定すること
ができます。
・再洗、補修に設定されたリネン物は未納品リストに集計され
て伝票に表れるので、納品伝票に表れないことによる混乱を
防ぎます。

顧客先のパソコンから納期の
確認や請求書を発行

・オプションの機能追加として、顧客先のパソコンから当ソフ
トでデータベースにアクセスし、リネン物の納品予定日を確
認してもらうことや、利用者様に請求する私物洗濯料の請求
書を発行することもできるので、連絡や書類発行の手間を省
くことができます。

TEL.046-876-3367
FAX.046-877-1142
定休日 : 土日祝祭日 / 営業時間 :10時 〜19時

▼ 結果が出るリネン・クリーニングソフトと導入のための情報サイト

http://www.linenline.jp/
〒240-0111

神奈川県三浦郡葉山町一色920 ガーデンヒルズ葉山

TEL.046-876-3367 / FAX.046-877-1142

http://www.zennet.co.jp/

集積したデータを統計解析し
リサーチに利用も

・すべてのデータはExcel形式や書類で出力することができま
す。顧客の住所録を地図ソフト（他社製）などで読込みデータ
を統計化し、マーケットリサーチのための資料作成に役立ち
ます。

100%自社開発なので
お客様のご要望に柔軟に対応し
カスタマイズした上での

提供が可能です。お見積もりの

まずはご連絡ください

ご相談は
無料です！

