
会社案内 



人と企業をこころで結ぶ会社です

■経営理念
１．人・情報を通して、社会に貢献します。

２．従業員・家族に幸せをもたらす企業を目指します。

３．お客様と共に繁栄し、永続的な成長を目指します。

■行動指針
１．どんな課題に対しても素直に挑戦します。

２．常に切磋琢磨し、お客様の業務の効率化を提案します。

３．お客様に安心で高品質なサービスを提供します。

社名 ハートリンクス株式会社

本社
所在地

〒541-0043
大阪市中央区高麗橋2丁目2番7号 東栄ビル6F
TEL：06-6231-8677
FAX：06-6231-8675

東京オフィス
所在地

〒107-0052
東京都港区赤坂2丁目14-5 Daiwa赤坂ビル ７Ｆ
TEL： 0120-028-077

代表者 代表取締役 堀之内昭雄

設立 1975年（昭和50年）8月1日

資本金 1千万円

取引銀行
三井住友銀行 大阪中央支店
三菱東京UFJ銀行 大阪営業部

業務内容
情報処理サービス業
人材派遣業（許可番号 ：派 27-01-0037）
職業紹介事業（許可番号 ：27-ユ-301617）

従業員数 130名(グループ合計)

グループ
会社

ハートリンクビジネス株式会社
ハートリンクテクノロジー株式会社
日商システム販売株式会社

プライバシーマーク取得企業として各種法令に準じた
適正な個人情報管理を行っております



ＧＩＦＴグループ

１．お中元・お歳暮業務全般
２．母の日・バレンタイン等のギフト運用
３．コールセンター運営
４．ギフト入力及びその他入力業務

■組織図

システム
サポート部

ＬＰＧグループ

１．LPガス(LPG)総合管理システムの販売
２．データ入力・プリントサービス等のアウトソーシング受託
３．ユーザーサポート・コールセンターのサービス代行
４．マスター及びデータの保守・維持管理

ビジネス
ソリューション部

ＨＲ（ヒューマンリソース）グループ

１．オフィススタッフ派遣
（一般事務・営業事務・経理事務・コールセンター 等）

２．健康保険組合向けスタッフ派遣
３．業種特化型派遣(SE・運用オペレーター・ヘルプデスク・PG）
４．人的アウトソーシングサービス

管理本部

総務

人事

経理

健保グループ

１．健保システム（運用・給付・レセプト・経理）の提供 ＊法改対応含む
２．健診システム（特定健診・人間ドック等）の提供 ＊法改対応含む
３．データ入力（算定・健診等）・出力（医療費通知・現況報告等）業務
４．レセプト審査業務

1975年 8月
ミック大阪データセンター設立(大阪市北区天神橋)
データエントリー部門発足

1975年11月 法人化 資本金250万円

1976年 4月 人材派遣部門発足

1977年11月 本社移転(大阪市中央区高麗橋)

1979年10月 資本金1,000万円増資

1986年 7月
一般労働者派遣事業許可証 取得
(許可番号：派27-01-0037)

1987年 2月 システム運用部門発足

1988年 1月 システム開発部門発足

1992年 4月
ハートリンクス株式会社に社名変更
ハートリンクビジネス株式会社設立 資本金1,000万円

1996年 8月 ハートリンクテクノロジー株式会社設立 資本金1,000万円

2004年 4月 日商岩井システム販売株式会社グループ化

2007年 4月 東京オフィス開設

2008年12月 プライバシーマーク取得

2009年 3月 東京オフィス移転

2012年 8月 東京オフィス移転

2013年10月 職業紹介事業 （許可番号：27-ユ-301617）

2016年 4月 東京オフィス移転

情報システム本部

１．社内インフラ整備及び維持・管理
２．社内セキュリティ管理
３．他グループ開発案件サポート



人材派遣・請負　事務代行サービス 



人材派遣・請負　事務代行サービス 
ハートリンクスの人材サービスは人材派遣・業務請負など様々な契約形態で行っています。 	

作業場所	 お客様	 お客様	 ハートリンクス	

管理者	 お客様	 ハートリンクス	 ハートリンクス	

契約内容	 人材派遣契約	 業務委託契約	 業務委託契約	



ハートリンクスでは事務系・技術系に特化した人材派遣・業務請負など人材のご活用サービスをご提供しています。職種×業種の完全特化型が特徴です。	

事務系職種	 技術系職種	

●一般事務	

一般事務処理に関わる作業において小さな組織での作業全般、大きな組織での担当選任など

様々な経歴のスタッフが充実また旅費精算業務なごの請負も可能	

●システム導入支援	

会計や医療など様々な業務特化型パッケージシステムを提案から導入・構築まで幅広くサポート

技術力だけでなく業務知識にも長けたスタッフを派遣人材派遣だけではなく準委任契約により
チームで請負い一定の業務処理預託も実現 		

●営業事務	

見積書作成や提案資料作成による営業サポート、受発注処理に関わる業務全般を担当する	

スタッフを派遣また管理者を中心とした営業事務一括請負も可能		

●運用オペレーター	

汎用機・オープン系を問わず、様々なオペレーションにおいて経験豊富なスタッフをご提供また独

自の適性判断による正確さと処理能力の確認により速やかな運用ができるスタッフを派遣また
長年の経験を積んだオペレーションリーダーが多数在籍しておりリーダーを中心としたマシーン

室(サーバー室)内のオペレーションを一括請負する事も可能	

●経理事務	

一般経理はもちろん商社様などで必要とされる仕入・販売・直送などの営業経理に特化した	

経理事務スタッフの派遣や入力・照合・不一致業務の受託など経理業務の事務作業レベルの	

内容にあったご提案が可能	

●プログラマー、SE	

弊社独自の教育体制により基本スキルのある人材を教育し御客様の求めるスキルを加えた	

お客様業務におけるオールラウンドプレーヤーのご提供を心がけています。	

●ヘルプデスク	

ヘルプデスクを事務の派遣として取り扱うのが弊社の特徴機器の設定やシステムの問合せ対応	

はもちろん付随する機器管理やライセンス管理などハードとソフト両方に精通したスタッフを派遣	

将来的なヘルプデスク一括外注も実現	

●データ入力	

創業当時から特化してる弊社の専門業務エントリー経験豊富なスタッフが多数在籍しており	

短期・長期を問わずクオリティの高いエントリースタッフをご提供またマッチングや照合を含めた	

作業請負も可能	

●貿易、翻訳事務	

貿易事務としてパッキングリスト、シッピングインストラクション、 	インボイスなど輸出入に必要な	

書類の作成・乙中、税関との調整・配送業者との連絡を担当するスタッフを派遣また翻訳事務と	

して・海外に輸出する商品の取り扱い説明書や仕様書の翻訳海外で開発された技術の社内向	

け資料作成を担当するスタッフを派遣主にメーカー様がご活用 		

●テレフォンオペレーター	

コンタクトセンター経験者はもちろん英語による対応など、コールセンター様の事業に特化した	

派遣スタッフをご提供	またアウトソーシングによりコンタクトセンター開設も可能	

業務請負に関しましては様々なサービスを組み合わせたお客様のご要望に沿ったカスタマイズ型アウトソーシングが可能です。	

人材派遣・請負　事務代行サービス 
一般人材派遣・業務請負	



人材派遣・請負　事務代行サービス 
健康保険組合様向けのシステム・サービスを提供をしている健保グループのノウハウを活かし	
組合様の業務に特化した人材派遣サービスを専門的にご提供しております。 	     	
一般の人材派遣では補えない専門的な人材サービスです。 	     	

健康保険組合特化型	

■健康保険組合特化型派遣のメリット	

20年以上にも及ぶ健康保険組合様の業務運用経験を活かし内容、ボリュームに応じて人材派遣や	
システムサービスなど様々なサービスを用途に応じてご提供します。	



■健康保険組合特化型派遣の活用例	

健保業務経験者の派遣はもちろん、健保様独特の繁忙時期を把握しボリュームが多い時期限定での	
人材のご提供でもご活用頂けます。 	     	

部門	 活用例	 業務内容例	

総務受付	 健保外との1次応対を集約	 ●電話応対　●来客応対　●郵便処理	

保健事業	 専門的知識を必要としない業務特化	 ●健診受付　●補助金受付　●各種データ入力	

業務	 専門知識を有する判断業務を任せる	 ●適用処理　　 ●現金給付判断	

財務	 現金出納を一手に担当	 ●保険料収納　●各種支払	

審査	 診療報酬請求の妥当性を審査	 ●レセプト審査	

①長期活用例	

その他、用途に応じて	
専門的な人材を派遣します。	

②短期活用例	

上記以外にも様々な健保業務特化型の派遣が可能です。	

・特定健診（健診結果入力、階層化、指導通知）	
・後発医薬品促進広報など	

必要な時に必要なだけ人材をご活用頂けます。	
また健保組合様の業務運用全体の改善をお考えの際は健康保険組合サービスをご覧ください。	

産休・育休時の欠員補充、繁忙時期の人員補てんなどで短期派遣スタッフをご活用頂けます。	

人材派遣・請負　事務代行サービス 



ギフトセンター運用支援サービス 



ギフトセンター運用支援サービス 
需要期間に膨大に処理しなければならない、申込書管理・申込書の電子化・宅配伝票の印刷・コールセンターを一元管理
し、一般顧客サービスを高め、企業の人件費・資産を抑えるサービスです。	
お中元・お歳暮の時期に集中します百貨店（デパート）・大手スーパーやコンビニエンスストアのギフト承り業務を、２０年に
渡る運用経験を活かし様々な視点から業務改善と経費削減ソリューションを提案しています。	

■システムの概要	

ギフト管理センターのアウトソーシング：顧客サービスと業務効率向上の実現	
弊社独自開発のお中元・お歳暮ギフトシステムとそれを専門の管理・運用チームによるギフトの顧客情報を管理
するサービスです。	

l 百貨店、デパート、  
大手スーパー、コンビニ	



ギフトセンター運用支援サービス 
■システムのメリット	

運用効率向上による	
本業への専念	

伝票管理センターでの申し込みチェック、入力センターでのデータ入力（申込書のデータエントリー）、コー
ルセンター、物流システムへの情報受け渡しをアウトソーシングすることで、本来の販売業務に専念して
頂き全ての運用効率を向上させることが出来ます。	

	
弊社では、受注申込書の記載内容チェックから入力、申込書や入力データの照会画面、宅配伝票の印

刷、受注データの作成からコールセンターまで幅広く運用しておりますので、お客様からの注文を受けて
頂くだけで結構です。	

効率化による	
業務のスピードアップと	
トータルコスト削減	

お申込からお届けまで、 短４日を実現	
伝票管理センター・入力センター・コールセンター・物流を一元運用することで行き違いなどのトラブルを
軽減。	

独自の運用システムにより、海外と国内の複数箇所での入力業務を実施し、納品スピード、コスト削減、
データの正確性の三面を実現	

	
お客様の申し込みからお届け先様までの商品到着まで 短で４日を実現。また、早期受注が進んでいる
事により、商品出荷までの時間を利用し人的な分散化を図る事によりコスト削減にも取り組んでいます。	

次に繋がる戦略展開	

l リピート顧客を狙ったDM支援サービス	
l 顧客データ管理・リピーター用の申込書の印刷	
l 弊社独自の名寄せにより、顧客情報を管理	

l 重複データを減らし、DMの二重送付を防ぎコスト削減	
l 通常では入力できない文字（外字）をサポート	

	
長年の経験により蓄積されたノウハウにより、弊社独自の名寄せルールを作成。より正確な顧客情報を
構築すると同時に新規のお客様が既存で存在しないかチェック。重複した無駄なＤＭを排除します。	

また、なかなか対応出来ない外字にも対応していますのでＤＭの文字がスペースにて印字される事もなく
なります。	



ギフトセンター運用支援サービス 
■外字入力サービス	

l 常時300字以上の外字ストックがあります。	

l 宅配DMの印字にも使えます。	

外字サンプル	



LPG 総合管理サービス 



提供サービスイメージ 
私たちハートリンクスは、長年にわたる実績を通してLPG業界を熟知したエキスパート企業です。 	
ソフトウェアの単なる販売だけではなく、何よりも使う方の立場に立った総合的なサービスを業務の基本としています。 
すでにお使いのシステムとの連携やそれぞれの環境に合わせたカスタマイズ化、さらにはコンピュータのシステムアップ等の	
ご相談にもきめ細かく対応。より信頼できるビジネスパートナーとして、貴社のビジネスの高効率化を力強くお手伝いします。 	

■運用サービス	

ハートリンクス　運用サービス(アウトソーシング)	
　

外
部

連
動	

お客様の作業と、システム会社での作業と2分化することにより	
業務の効率化が図れます。	

顧客情報管理サービス 	 お客様の重要な顧客情報（データ）をセキュリ
ティのととのった設備でお預かりします。 	

データバックアップ	
サービス 	

お預かりしているデータの定期バックアップを行
ないます。  

遠隔地へのバックアップも行ないますので、災
害時などのデータ復旧も対応できます。 	

データ入力サービス 	 お客様がお持ちの伝票関係のデータ入力代行
を行ないます。 	

データ出力作業サービス 	 管理データを利用してお客様が必要データの抽
出作業を代行します。（抽出ファイルは、テキス

ト、MS Excel、MS Access等） 	

帳票出力発送サービス 	 請求書、管理資料、DM等の大量印刷処理は弊
社設備を利用して迅速に出力、仕分け、発送ま

でをトータルにサポートします。 	

運用スケジュール管理 	 お預かりした情報の更新等のスケジュールとお
客様の業務スケジュールと共に管理・調整させ

ていただきます。 	

ユーザーサポート 	 システムの使用方法等のコール対応、納品した
機械保守を一括で管理します。 	

保
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PROPALINK  
PROPALINK〈LPG総合管理システム〉は、お客さまの業務内容に合わせた自由な組み合わせが可能です。 	

お客さまの業務内容に合わせてシステムを構築するので、トータルコストを大幅に削減し、業務効率のアップが図れます。	



PROPALINKの基本パック  



主な機能一覧 
販売管理	

●各種マスタ登録	

●検針売上	

●器具売上	

●口座振替処理	

●自動検針取込処理	

●割賦売上処理	

●リース売上処理	

●入金処理	

●請求処理	

●日次処理	

●月次処理	

●各種マスターリスト	

●各種帳票出力	

●原料調整料金処理	

●料金シミュレーション	

配送管理 	

●容器交換伝票出力	

●配送未返伝一覧	

●配送先一覧表	

●配送比較一覧	

●設置場所別管理表	

●容器番号別管理表	

●容器所在履歴	

●日次・月次処理	

仕入在庫管理 	

●仕入入力	

●支払入力	

●棚卸入力	

●買掛残高一覧表	

●仕入先元帳	

消費者保安管理 	

●保安台帳入力	

●埋設間管台帳入力	

●設備台帳入力	

●毎月点検入力	

●周知実施入力	

●コメント入力	

●保安管理帳票等 

（期限管理帳票等）	

経営支援 	

●目標値設定 

（予実績管理）	

●予実績管理帳票	

●各種分析帳票 

（グラフ表示対応）	

問合せ 	

●消費先マスター問合	

●配送情報問合	

●売上明細問合	

●検針票問合	

●割賦状況問合	

●在庫状況問合	

●仕入明細問合	

●設備機器構成図	

CTI顧客連動 	

●検針票参照	

●売上明細参照	

●消費先参照	

●顧客対応履歴	

●イメージ連携処理	

●設備機器構成図	

●顧客対応一覧表	

ポイント管理 	

●ポイント計算処理	

●ポイント履歴メンテ	

●ポイント一覧表	

卸管理 	

●各種売上入力処理	

●各種入金処理	

●請求処理	

●検針入力処理	

●オートガス処理	

●チケット明細印刷	

●消費税計算処理 	

●各種月末帳票	

ソフト連携 	

●表計算連携	 ●イメージ処理連携	



充実のオプションシステム 
●仕入在庫管理システム 	

受注→発注→検収→出荷→売上の流れで在庫管理が可能です。	
仕入→売上の流れでも在庫管理が可能です。 	

●配送管理システム 	

配送予測・容器管理を行います。別途ハンディーターミナルによる	
容器バーコード管理も可能です。 	

●コンビニ決済システム 	

SMBCやクオークなどのコンビニ決済に対応します。 	

●クレジット決済システム 	

クレジットカードによるガス料金引き落としができます。 	

●ポイント管理システム 	

ガス売上金額・器具売上金額などでポイントを発生させることが	
できます。ポイントの期限管理も可能です。 	

●CTI顧客対応システム 	

電話着信情報（ISDN回線のみ対応）で顧客情報を即時に画面に	
表示できます。 	

●外部システム連動 	

保安センター互換連動、集中監視センター互換連動、配送センター	
（充填所）互換連動が出来ます。	

●灯油管理システム 	

ハンディーターミナルによる灯油売上入力や灯油の配送管理が	
可能です。 	

●水販売管理システム 	

水の販売管理・予測管理ができます。 	

●経営支援システム 	

経営に必要な情報を画面や帳票に表示印刷できます。 	

・・・その他オプションも多数ご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。	



特　長 
部門・担当者に合わせたメニュー作成が可能 	

●ログイン画面から担当者別管理が可能です。	

　担当者で直売担当・配送担当・経理担当などで分けることにより	

　表示するメニューを分けて処理権限を制限することが可能です。	

　もちろん、管理者権限ですべての処理が出来るようにすることも	

　可能です。	

●販売店の選択による処理範囲も限定出来ます。（下イメージ）	

　検索などで会社全体が表示されることを防ぎます。	

検針・配送ハンディーターミナル 	

●検針と配送のハンディーターミナルは同一機器を使用します。	

　ハンディー本体とプリンターが別々なので電池が長持ちし、	

　効率的利用が可能です。	

●バーコードの読み取りが可能なので、検針時・配送時に軒先の	

　お客様のバーコードを読み取り顧客検索が可能です。	

　（誤入力防止機能）	

ファイル連携処理	

●お客様の固有情報に供給設備の状況や保安点検票・契約書等を	

　写真イメージやデータファイルにて登録し画面上で確認することが	

　可能です。	

●市販CADで作成した配管図やスキャナーやデジタルカメラと連動し、	

　お客様（現地）の状況を写真や図面等での管理が可能です。	

新規顧客登録処理 	

●新規顧客登録時に必要な登録処理を順次表示していくよう	

　登録画面が推移します。	

　導入する販売店事業者様に合わせて画面表示順のカスタマイズも	

　可能です。	

操作性を考えた便利な機能が充実 	

●印刷帳票はすべてプレビュー表示後に印刷することができ	

　（誤印刷防止）、出力帳票をイメージ保存することが可能です。	

　また、すべての帳票形式でCSV出力が可能です。	

●データ連携機能を使用して、他のプログラムでのデータ取込み用に	

　任意条件でCSVデータの抽出が可能です。	

●ガス料金変更後のシミュレーション機能があります。	

保安センターシステムとの連動 	

●弊社保安センターシステムの調査結果データをPROPALINKに	

　 取り込むことができます。	

   入力量が多く手間のかかる保安管理も楽に管理が可能です。 	

※2010年4月現在	 社団法人 大阪府エルピーガス協会	
協同組合 高知県LPガス保安調査センター	

2センターに対応しております。	



Serve Pro （セーブプロ） 
調査時にタッチモニター式の携帯端末機（ノートブックPC）を使って入力。	
従来のような煩雑な伝票への書き込みの手間を省き、現場での大量情報の収集を可能にしました。	
これらの情報は保安情報データベースシステムとして構築され、多種多様な情報提示ができます。	

■システムの概要	

ペンタッチのインターフェースで簡単入力	

タフブック	

衝撃・振動に強い	

•  素材から構造まで頑丈ボディー	
•  ハードディスクのデータを守る	

 ちり、ほこり・水に強い	

•  水、ちり、ほこりを防ぐ設計	
•  防滴端子カバー	
•  防滴液晶モニター	

セキュリティーに強い	

•  データを保護する、セキュリティーチップ搭載	

保安点検用として持ち出せ、普段は
社内パソコンとしても併用できる端末
です。	

データの保守も通常業務まで一台でカバーできます	

•  現場向きの頑丈な携帯端末で調査
ラクラク	

•  耐衝撃・防塵・防滴性能に優れて
います	



Serve Pro （セーブプロ） 
■システムのメリット	

l 認定保安センター・自社点検　どちらにも使用できます。 	

l 受託販売店への請求業務も可能です。 	

l 調査結果の豊富な資料。 	

l 燃焼器具等の形式入力も簡単なポップアップ入力 	

■システム構成	

l 自社完結型	

自社内でクローズド環境で運用するタイプ。携帯端末1台から導入
できます。	

l アウトソーシング型	

センターサーバーの管理を弊社で管理、面倒な管理オペレーショ
ンを軽減します。	



LPガス集中監視センターシステム 
「LPガス集中監視センターシステム」を自社で導入せずに、共同で利用できるサービスです。	
お客様のデータ（検針値や保安情報など）は、FAX、Eメール、インターネットなどを通じて利用して頂けます。	

■提供サービスイメージ	

戸建て住宅	

検針業務の効率化が図
れます。一般加入回線
の場合はりんどうシステ
ムを活用し、一般加入回
線の確保が難しい場合
は無線システムの活用
が便利です。	

LPガスの検針業務の運営サポートを行うシステムです。	

集合住宅	

集合住宅では、特に配
線工事不要のオール無
線システムや、低コスト
運用が可能な集合住宅
用「マルチりんどう」が
適です。	

バルク設置場所	

豊富なラインアップの東
洋計器バルク関連機器
で、効率的なバルク監視
が実現します。また、集
合住宅の自動検針・保
安監視を同時に行うこと
が可能です。	

「集中監視システム」を自社で 
導入せずに、共同で利用できる

サービスです。	
センターは東洋計器の受信 

システムにて運用。	

お客様のデータは、FAXや 
Eメールなどを利用してお届け 

いたします。	
	

24時間体制　認定保安機関	
	

◆メータ検針代行サービス	

◆保安監視（緊急時連絡）	

オプションサービス	
●HyC-5検針代行　　●バルク残量監視	

●緊急通報（安否確認）	
●ガス漏洩確認通報（モレ検）	

東洋計器マルチセンタで受信した、検針値
や保安情報などを、インターネットを通じて

確認することができます。また、メータ遮断
弁の開閉や随時検針も可能です。	



機器構成例 

お知らせ	

配送センター向けアウトソーシング・システム 	

Tower Pro 	

 LPG販売店向け総合システム	

Home Pro 	

LPG販売店向け保安システム	
“ホームプロセキュリティ” 	

Home Pro Security 	

保安センター向けシステム 
及び自社保安システム	

Serve Pro	
※新パッケージのPROPALINKには	
    Serve Pro（セーブプロ）は含まれていません。 	



健康保険組合総合管理サービス 



健康保険組合総合管理サービス 

　弊社で、取り扱っています健康保険組合システムは、健康保険組合さまのご担当者が参加型にて	
システム構築をしており、　ご担当者様の声をシステム化出来るよう常日頃から対応しております。	
また法改正での対応も大幅な医療制度改革がない限り無償での変更を基本としています。	

システム提供例	

■健康保険組合システムの提供	

健康保険組合システム	



　弊社ではお客様がご採用されている既存のベンダーのシステムサポートも行っております。	
ベンダーにはできない客観的にみたシステムアドバイスと運用サポートを心がけ、お客さまの業務効率化	
をお手伝いいたします。	

業務サポート例	

■健康保険組合業務サポート	

ハートリンクスの健保サービスの仕組み	

健康保険組合総合管理サービス 



　健保業務の中で大量に発生する入力作業は、弊社にて対応しており健康保険組合システムへの	
取込作業も行っています。	

■各種データ入力	

　パッケージソフトである健康保険組合システムでは対応が難しい健保様独自の帳票や複写帳票に	
ついては、弊社にて印字プログラムを作成の上、印字作業から封筒への封入作業を行っております。	

■各種帳票出力支援、人材サポート	

健康保険組合総合管理サービス 



メタボリックシンドローム対策として、健診データの管理・指導が義務付けられます。	
その元データとなるデータの入力から各種システムとの連携を行っていきます。	

今後の取り組み	

1.健診データ入力	

柔道整復師の審査から支払いまでの業務は、どこの健保様でも対応に苦慮されていると思います。	
弊社では、レセプトの入力から明細書出力、銀行振り込みデータまでを一元化し、業務改善を提案	
していきます。	

2.柔道整復師レセプトの業務統合	

システムに蓄積された大量データを効率的に活用する為、レセプトデータを活用したジェネリック医薬品	
の推奨効果を含めたレセプトデータ分析事業や手間のかかっている国への報告書類等の作成についても	
弊社にて作成致します。	
	

3.蓄積データの活用	

健康保険組合総合管理サービス 



入力代行サービス(受託サービス) 



入力代行サービス(受託サービス) 
■こんな事でお困りではありませんか？	

n 30年の実績とノウハウ	

大量の名簿（名刺）を	
整理・情報化したい	

社内での入力作業が	
大変だ	

台帳管理しているものを	
システム化したい	

■ハートリンクスの入力代行（アウトソーシング）が解決します。	

すべての情報システム化の基本となるデータ入力。入力内容に誤りがあれ
ば、その後の処理結果で大きな社会問題になる事もしばしば。	
ハートリンクスは３０年の実績とノウハウで精度の高い入力データを提供し
ています。	

n 入力業務に対するコンサルティング	

入力原票に対する「入力原票と入力項目」「納期」「件数」をお知らせ頂けれ
ば、コスト提案させて頂きます。業務に必要と思われる項目や入力時のシス
テムチェック等も行う事が可能です。入力原票をこれから作成される場合も
記入される方が書きやすく、入力にも適合した原票校正をお客様と一緒に
なって検討していきます。	
また、個人情報保護の理由で入力原票をお預かりする事が出来ない会社様
には入力の人員を派遣する事が出来ますのでご遠慮なくお問い合わせくだ
さい。	

n 入力作業の協力会社が国内外にあります。	

弊社が取り引きさせて頂いております入力会社は、大阪をはじめとして全国
にその拠点があります。	
入力精度は勿論、個人情報の取り扱いには、弊社とすべての入力会社との
間で一定の運用ルールを制定し運用しております。協力会社にて入力した
データは弊社にて内容精査し、入力データを納品させて頂きます。	
また、入力会社の中には海外に入力拠点をお持ちの会社もあり、大量の件
数がある場合でもご相談頂ければ対応させて頂きますのでご相談ください。	

n イメージ入力	

入力原票がイメージファイル（ＴＩＦＦ形式、ＧＩＦ形式等）としてある場合もイ
メージファイルをお預かりする事で入力させて頂きます（同一の原票形式で
大量に入力作業がある場合に適しています）。	

n ファイリング	

入力原票が紙で存在し、入力後イメージファイルとしてパソコン等で検索出
来るよう、スキャニングからシステム化までの提案もさせて頂きます。長期間
保存が必要な場合や件数が多い場合に効果的です。	

n その他	

弊社では、アウトソーシングしている業務に大半で外字を使用している事も
あり、入力データにご指定の外字を入力する事が可能です。また、住所マス
ター等を使用してデータ整理する事も可能です。	



入力代行サービス(受託サービス) 
■こんな業界、業種でお役に立ちます。	

＜主なアウトソーシング業種＞	
流通、百貨店、商社、健保組合、大学、予備校、金融、証券会社、印刷会社、新聞社、 アパレル、製薬メーカー、
コンビニエンスストア、ガス、鉄道、IT・ネット業界	

■サービスの概要	

その他データ化に関することは遠慮無くお問い合わせください。 	




