
訪問介護の記録業務を簡単にする

訪問介護専用記録アプリ
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訪問介護記録アプリ「スマイリオ」



「スマイリオ」の特徴01

3



4

「スマイリオ」とは - Solution -

訪問介護における記録業務はお任せ！
操作はワンタップの楽々記録！

「スマイリオ」は、ご自身のスマートフォン端末から記録を登録、
実績管理を行うことができる業務改善ツールです。

ワンタップでの楽々記録や、紙業務・紙管理からの脱却で、
スタッフ様の残業時間削減を後押し。

一度登録した実績データは、そのまま請求業務に使用可能なため、
管理者様の運用コストを大幅に削減し、スムーズな請求業務を
実現します。

※「スマイリオ」の請求機能は、
株式会社EMシステムズの「すこやかサン」と連携しております
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Point.1

「どなたでも楽々操作」

「スマイリオ」のメリット - Merit -

操作が難しくて、

定着しない．．．

分かりやすい入力画面

ワンタップ記録で解決！

スマートフォンに不慣れな方や日本語が不得意な外国籍の方でも簡単にお使いできます。

導入前 導入後
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「スマイリオ」のメリット

Point.2

「介護業務の効率化」

- Merit -

介護記録の

転記作業が大変．．．

請求システムへの

記録情報、自動連携で解決！

介護記録の入力は、スマートフォンへの1回のみで完了します。

導入前 導入後
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Point.3

「インターネット経由ですぐに始められて、ご自宅や出先でも見れる」

「スマイリオ」のメリット - Merit -

事業所内でないと

アクセスできない．．．

インターネット経由で

いつでも・どこでもアクセス可能！

面倒な手続き不要、申込サイトから必要情報を入力するだけでご利用可能です。

導入前 導入後
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Point.4

「スタッフ様の記録情報をリアルタイムに確認できる」

「スマイリオ」のメリット - Merit -

過去の記録情報を

探し出すのが大変．．．

全ての記録情報が

リアルタイム確認可能！

管理者様は各スタッフ様が記録しているデータを確認しながら、
適宜アドバイスを行うことができます

導入前 導入後
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Point.5

「安心・安全のセキュリティ」

「スマイリオ」のメリット - Merit -

スマートフォンからの

情報漏洩が不安．．．．

スマートフォン端末自体に

データが残らない仕組みを採用！

万が一スタッフ様がスマートフォンを落としてしまっても、
情報漏洩する心配はございません。

導入前 導入後
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ご活用方法 - Usage -

訪問介護業務の効率化を「スマイリオ」は実現します！

情報連携 指示登録 訪問 記録・報告 予実確認 請求連携

管理者様

スタッフ様

●サービス予定情報取得
（他社請求システムから
取込）

●特定事業所加算要件の
「指示」の入力

※ご利用者様毎に入力
します

●GPS機能を活用した
位置管理

（記録の開始・終了地点
を確認できます）

●介護記録の実施

※すべての記録完了後、
報告を記載します

●実績一覧から予定/実績
の確認

●他社請求システムに
実績の連携

取込情報

下記情報の取込が可能です。
・事業所情報
・職員情報
・サービス予定情報

※新規/修正登録の
タイミングで更新が
必要です

安心・安全を提供

スタッフ様の訪問を確実に
確認することで、
介護事業所様のブランドを守り、
トラブルを未然に防ぎます。

記録情報

・事前入力（バイタル）
・身体
（排泄/ 食事/ 入浴/ 服薬等）

・生活
（清掃/ 洗濯/ 調理/ 買物等）

・指示/ 報告
・退室確認（連絡ノート）
⇒AIによる自動文章入力機能
がございます

記録実績修正

記録情報は、PCから修正可能です。
報告の確認を行うことで、
特定事業所加算要件の
「指示・報告」をクリア出来ます。

連携情報

下記情報の連携が可能です。
・請求に必要なサービス実績記録
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ご利用までの流れ - Flow -

ホームページURL：https://www.smilio.jp/

面倒な契約手続き不要！

ご契約当日からご利用可能！

※上記フローは、全てWeb上で完結しますので、すぐにご利用開始いただけます

https://www.smilio.jp/
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ご利用前後のサポート - Support -

充実したサポート体制をご用意！

ヘルプセンターやチュートリアル機能も完備しています！

スクール形式にて、

「スマイリオ」の使用方法をご説明。

※有償対応です

ご利用開始後、ご不明点等のお問合せは、

コールセンターにて対応。

スクール コールセンター

「スマイリオ」サイト内に、

ヘルプセンター（FAQ）をご用意。

URL：https://www.smilio.jp/

ヘルプセンター

https://www.smilio.jp/
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ご利用料金 - Price -

※導入初回のみ料金が発生いたします

※交通費は別途頂戴しております

初期設定費用 スクール

定価 ￥100,000 ￥50,000/回

ヘルパーID数

1～10 ID 11～20 ID 21～50 ID 51 ID

定価 ￥12,000 ￥18,000 ￥25,000 ￥35,000

※スマートフォンは原則お客様にてご用意いただく想定です

※ID数に応じて、料金が変動します（PCやスマートフォンの端末数での変動はございません）

※ID数変更の場合は、翌月分の請求額から変更いたします

初期費用（税抜）

月額費用（税抜）

必須 オプション
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シスラボのご紹介 - Company Profile -

会社名

代表者

住所

設立

社員数

売上高

株式会社シスラボ

代表取締役 佐藤 曠弌

東京都豊島区西池袋1-11-1

メトロポリタンプラザビル16F

1991年2月15日

120名

12億円（2021年3月期実績）

会社概要

加盟団体

ホームページ

展示会出展

一般社団法人日本介護事業連合会

一般社団法人リハビリ・デイサービス協会

会社TOP：http://www.syslabo.com

スマイリオ：https://www.smilio.jp/

CareTEX（2017～2022）

IFA（ドイツ）（2017）

事業内容

ITソリューションの企画・立案から

システム導入後のアフターサポートまで、

一貫してご提供。

【ITソリューション】 【製品開発・販売】 【クラウド事業】

SaaS製品や充電器等、各種サービス・

製品の開発・販売。

オンプレ環境からクラウドへ移行する

マイグレーションや、移行後の保守

サポート等を実施。



Thank you！
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