
Pick-Up Support System

―― 100の事業所より寄せられた“生の声”から生まれた――

ぴっくあっぷプランナー

ぴっくあっぷプランナー
誕生！

配車表を
スピーディに
作成！

時間指定も
ラクラク
 配車！

操作は
マウスの
クリックだけ！

送迎支援システム

障害児通所支援事業所向け 送迎支援システム

株式会社システムクリエイト お問い合わせ
〒440-0886 愛知県豊橋市東小田原町28番地
TEL 0532-53-2987(代表)　FAX 0532-52-7453

当社は、情報セキュリティ対策の実施や情報の適正な管理の徹底等を行うとともに、
「個人情報」の重要性を鑑み、プライバシーマークの認証を継続的に取得しています。

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

http://www.sysc.co.jp/
systemcreate@sysc.co.jp
sogei@sysc.co.jp

URL
E-Mail

送迎専用Mail

ご利用料金について 動作環境
●下記料金には、ご利用料金のほか、お電話やメールでのお問い合わせ
　などの保守対応費用が含まれています。
●システムのバージョンアップ費用も含まれています。

日本語 OS

ブラウザ

対応
パソコン

その他

Microsoft  Windows 10/ 8.1 / 8 / 7

Microsoft  Windows Internet Explorer

上記日本語 OS が動作するコンピュータ
（メモリ2GB以上）

送迎表などの出力には、
Microsoft Excel 2010 以降が必要になります。

パソコン
１台目

２台目以降

１年継続契約

１年継続契約

５年継続契約

５年継続契約

18,000円（税別）

3,000円（税別）

15,000円（税別）

2,000円（税別）

216,000円（税別）

36,000円（税別）

180,000円（税別）

24,000円（税別）

月額 年額

3つのお約束
毎月の利用料には保守費用が含まれています。お電話やメールでのお問い合わせに“ ていねい ”に対応いたします。

ユーザ様のご要望にお応えするため、システムのバージョンアップを随時行います。
※ご要望の多いものから順に対応いたします。

バージョンアップ料金は一切いただきません。

1

2

3

※２台目以降とは、同一事業所内の追加ライセンスを表します。
※帳票カスタマイズ、導入時データ入力代行サービスなども対応いたします（有償）。
●詳しくは販売店担当営業までご連絡ください。

※詳しくは販売店担当営業までご連絡ください。

※地図表示機能を利用しますので別途インターネット接続する環境が必要です。
※ディスプレイの解像度が1024×768 以上必要になります。

KIDS

s-inoue
スタンプ

s-inoue
スタンプ



ステップ4ステップ1 ステップ2 ステップ3

※バージョンアップなどにより、画面が変更される場合があります。

※バージョンアップなどにより、画面が変更される場合もあります。

※または、外部データの取り込み

送迎配車表をシステムで簡単“自動”作成
利用者へのホスピタリティ対応も可能に

操作手順は簡単４ステップ！

操作画面も単純明快！
1.利用状況カレンダー画面

2.月別スケジュール画面 4.配車作成（実績・新規・自動） 6.ルート地図画面

3.利用者予定画面 5.車乗者選択画面
（配車更新・修正）

車両、運転者、利用者などの利用者情報を登録〜日別配車表の
作成までが、わずか４ステップで配車を決定！　４つの行程を
もとに、ルート地図、配車表、配車一覧が作成できます。

利用状況カレンダーや配車作成などすべてが「マウスクリック」操作で
できるようになっていますので、パソコンが苦手な方でも安心です！

登録された利用者リストから
各種リストが出力できます。

・利用者名簿
・利用者実績表
・日別利用者一覧表
・実績統計／分析データ

出力形式はすべて Excel で作成され
るので、印刷や修正も自由にできます。
カスタマイズも可能（オプション）。

Excelなので、ご自身でも簡単
に変更することができます。

【利用者情報】
氏名、住所、車いす、添乗
者、注意事項、車両制限、
同乗制限……など

◦車両情報

◦運転者情報

◦利用者情報

月間の利用人数や、配
車の状況などを一覧画
面で確認ができます。

利用状況
カレンダー1

利用者のお休みやキャ
ンセル待ちなど利用日
ごとの登録が行えます。

利用者
予定登録3

利用曜日と送迎の要・
不要や時間指定などの
日程登録が可能です。

月別
スケジュール2

利用者の予定や希望に
合わせた配車日程を組
むことができます。

時間指定4
送迎担当ドライバーへ
配布する、送迎ルート
地図を自動作成します。

ルート地図5

利用者の乗車率・利用
率をもとに統計・分析
資料の作成が可能です。

配車分析6

・チェック
・修正

先
月
分
を

コ
ピ
ー
で
き
ま
す
。

４月 利用曜日 ４月１日 木曜日 ４月１日 木曜日
作成日の送迎利用者 送 迎

A 車両の
運転者と利用者

B 車両の
運転者と利用者

C 車両の
運転者と利用者

月間カレンダーから配
車状況確認のなど、各
種操作ができます。

地図上でのルート確認
や、乗降順序を修正す
ることができます。

利用曜日と送迎の要・
不要や時間指定の登
録を行うことができます。

日毎にお休みやキャン
セル待ち、送迎の要・
不要が登録できます。

座席に座らせていく操
作で配車可能で、同乗
者確認機能もあります。

新規作成、配車履歴、
自動作成から作成方法
を選択できます。

月別スケジュール 日別予定表 日別配車表

配車表ルート地図

基本情報

月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

・提供表などから入力
・Excel での一括取込可能 ※1

・Excel での一括取込可能 ※1

※1 詳細はお問い合わせください。

・お休み入力
・キャンセル待ち登録
・Excel での一括取込可能 ※1

現在お使いの書式に合わせることも
できます（オプション）。

Excel 出力のため、印刷や作成後
の修正や他の目的利用も可能です。

地図を見ながら修正できます。

・車両の入替
・利用者の入替

お休み

キャンセル
待ち

過去の実績選択

新規配車

自動配車

配車決定

１ヶ月分

車両が決まれば自動作成

Pick-Up Support System

ぴっくあっぷプランナー

配車一覧

考慮できる
利用者の情報

同乗者が必要かどうか
を設定できます。

介助者の必要性

乗り降りに必要とする
時間を設定することに
よって、送迎到着時間
が考慮されます。

乗降所要時間

送迎当日の迎え、さら
には送りのみに発生す
る注意事項や連絡事項
の登録が行えるため、配
車表にもそれが記載さ
れます。

備考（当日のみ）

同一車両に乗車すると
トラブルなどの可能性
がある場合は、その利
用者同士が同乗しない
ように設定することが
できます。

同乗規制

通常者・車いす座席・
リフト座席をそれぞれ
の指定が可能です。

座席区分

異性が隣席にいないか
チェックできます。

隣席条件

ご自宅付近の道が狭い
といった状況から、小
型車でなければ送迎で
きない場合などのため
の制限設定が行えます。

車両制限

利用者様の要望など
で、車両指定が必要な
場合に設定できます。

車両指定

配車表に記載したい「持
ち物」も登録できます。

備考（毎回）

“ぴっくあっぷ
プランナー”に
できること

　そんな約 100 事業所の配車担当者様
からのご意見をもとにして実際の運用に近
いシステムを実現しました。
　作成したさまざまな送迎プランはデータ
として蓄積され、それを有効活用して、配
車表作成が簡単に行えます。
　送迎支援システム“ ぴっくあっぷプラン
ナー ”は事業所様からいただくご意見・ご
要望をもとに、これからも日々進化してい
くシステムです。
　事業所の皆様といっしょに育てていきた
いとスタッフ一同願っております。

配車表を
なるべく時間をかけずに
ミスなく作成したい


