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1. アニコム パフェのご紹介



当社は、ペット保険を中心に事業を展開する

アニコム ホールディングス株式会社の

子会社でございます。

当社のメインミッションは、

ペット保険事業の根幹を支えていただく、

動物病院様の院内業務を支援する

顧客管理システム

「アニレセクラウド」を

開発・販売することです。

アニコム パフェ株式会社について



2. アニコムレセプターのご紹介



アニコムレセプター事業の歴史

2001年

アニコムレセプター
提供開始

2014年

富士通(株)と協業
アニレセF販売・提供開始

・主力であるペット保険

事業を下支えするため、

動物病院の顧客管理支援と

レセプト送信支援を目的

に、ファイルメーカーを実

行基盤とするアニコム

レセプター事業の開始。

・富士通(株)との間で

協業契約を締結し、

アニレセFを共同開発。

『販売 = アニコム パフェ』

『開発 = 富士通』

の役割分担で、事業を開始。

・お客様の要望にお応えすべく

クラウドの特性を生かした

様々なオプションサービス

開発に着手。
導入実績

（2019年8月現在）

2,519病院

2018年

アニコム パフェにて
アニレセクラウド販売・提供
開始

・販売・開発すべてをアニコム

パフェにて行うことにより、

スピーディーにお客様の声を

システムに反映します。



アニレセクラウドとは？

顧客管理システム

電子カルテ

診療内容をiPadでスマートに整理。PCとも連携。

血液検査機器連携

検査結果を1クリックでPCに取り込み
従来の機能をクラウド環境で提供
(受付・会計・病院経理・保険請求・DM作成)

受付

診察室検査室
待合室

調剤室

クラウドを中心に、

医療データを1つに繋げる
次世代動物病院システム

待ち順表示
PCで受付した患者を表示



クラウド版の特長

1.データ保全性が格段に向上

2.いつでもどこでも何台でも利用可能に

データ

病院内のみ

データ

PC本体にデータがあるため、
PCが壊れた際にデータも
破損するリスク。

PC本体にデータがあるため、
利用場所が院内に限定。

クラウド側でのデータの三重化処理により保全性を保証。

クラウド側にデータが
保存されるため
自宅や往診先、学会先からも
利用可能。

自宅でも 往診先でも

データ

データ データ

データ

データ データ

学会でも

これまで アニレセクラウド



クラウド版の特長 ~インターネットに繋がらないとき~

インターネットの環境が一時的に不安定になったときに備えて、
緊急時非保存モードをご用意しております。

インターネットに繋がらない場合でも
緊急時非保存モードを使用することで、
患者検索、明細作成、証明書の発行を
行うことができます。

また、短時間の対応であれば
緊急時非保存モードを使用せずに
スマートフォン等のテザリング機能で、
通常通りお使いいただくことも可能です。

緊急時非保存モード



3. 顧客管理システムのご紹介



顧客管理システム 機能概要

2,000以上の動物病院様への導入実績を誇る顧客管理ソフトです。
院内業務の効率化、経費削減をサポートします。

初心者でもすぐに操作ができるよう
分かりやすいデザインです。

顧客管理機能の他にも保険請求やDM作成を
簡単に行えます。

業務効率化に役立つ様々な機能分かりやすく親しみやすいデザイン

受付一覧画面
受付されている患者様の状況をアイコンで一目で確認できます。

患者登録画面
登録必須項目がすぐに分かります。

DM作成画面
DM検索機能で
送付対象の患者様を検索。
そのまま印刷も行えます。

レセプト請求画面
作成した保険適用明細を
自動で抽出。
1クリックで請求できます。



4. オプションサービスのご紹介



電子カルテサービス 機能概要①

電子カルテサービスでは、iPadを使用し、アニレセクラウドに登録されている患者様の
カルテ作成、閲覧を行うことができます。

タップ入力でカルテを作成
選択式で入力するため、作成がスピーディー！
その場で写真を撮影⇒書き込み⇒保存を行うことも
できます。

カルテ内容を簡単に絞り込み

カルテ閲覧画面では予防情報、検査結果などを
瞬時に絞り込み、確認することができます。
日付ごとの絞り込みもできるので、
紙カルテのように何枚もめくって探す手間が
解消されます。



電子カルテに登録した情報は即座にPCへ共有されます。
院内業務の効率化にも貢献！

会計連携予防情報登録連携

診察時にカルテに予防情報を入力すると、
PCの予防情報欄に入力情報が反映されます。
証明書の発行がスムーズに行えます。

カルテに入力した診療内容を1クリックで
明細に取り込めます。
素早く正確な診療明細作成が可能になります。

電子カルテサービス 機能概要②



血液検査機器連携サービス 機能概要

各社各種血液検査機器

検査報告書 検査履歴(グラフ)

検査結果をアニレセクラウドに取込
(ケーブルまたは院内LANにて接続)

業務効率化、見やすい報告書による飼い主様の満足度向上の効果が期待できます。

アニレセクラウド

検査履歴一覧

※取込端末はWindowsのみ対応



血液検査機器連携サービス -対応機種-

富士フイルム

日本光電

IDEXX

シスメックス

富士ドライケム
NX-500V      / FDC3500V
FDC4000V  / FDC4000SV
FDC7000V /  FDC7000VZ 
FDC7000VZ改 / NX-700V

セルタックα
MEK-6458 / MEK-6450
MEK-6550 / MEK-6558

VetLab Station
レーザーサイト / コアグDx
プロサイトDx
スナップショットDx
ベットテスト / ベットスタット
カタリストDx / カタリストOne

PocH-100iV
PocH-100iV Diff
KX-21NV

1.シリアルクロスケーブル
D-SUB 9Pin(メス－メス)

2.USBシリアル変換ケーブル

1.シリアルクロスケーブル
D-SUB 9Pin(メス－メス)

2.USBシリアル変換ケーブル

1.シリアルクロスケーブル
D-SUB 25Pin-9Pin(オス－メス)

2.USBシリアル変換ケーブル

1.シリアルクロスケーブル
D-SUB 9Pin(メス－メス)

2.USBシリアル変換ケーブル

LAN
※VetLab Station経由で各機器と接続。

各機器へ直接接続することは不可。

メーカー 型番 接続方式 ※ケーブルは当社にて代理購入いたします。

堀場製作所 Microsemi LC662 1.シリアルクロスケーブル
D-SUB 9Pin(メス-メス)

2.USBシリアル変換ケーブル

アークレイ スポットケム Dコンセプト
スポットケムEZ SP-4430

アークレイ専用ケーブル

MEK-6358

※スナップショットDxでは
一部、アニレセクラウドに非対応の項目があります

※病院様ご自身でのケーブル購入が必要。
アークレイ社にお問い合わせください。



待ち順表示サービス

アニレセクラウドで受付をした患者様をリアルタイムで反映し、
飼い主様に待ち順をお伝えします。

受付PC 待ち順表示用モニタ

反映

対応OS

Windows7(SP1)
モニタサイズ 32インチ以上推奨

Windows8(SP1)

Windows8.1

画面解像度

1280×800

Windows10 1440×900

WEB ブラウザ Google Chrome55.0以降 1920×1080 のいずれか



カイクラ~着信顧客表示サービス~

１．院内の全員で着信情報を共有できます

２．いつでも、どこでも入電履歴が閲覧できます

３．迷惑電話がわかります

カイクラのメリット カイクラの効果

着信
すぐに

カルテ呼び出し

１．電話業務効率アップ

２．電話対応の負担とコスト削減

３．顧客満足度アップ

電話の着信時にパソコンやタブレット、スマートフォンにお客様の様々な情報が
表示されるサービスです。



5. システムご提供について



商品一覧

顧客管理システム

・患者様/飼い主様の基本情報の記録と検索
・ワクチン情報の記録とダイレクトメール作成
・受付状況管理 ・会計、保険管理 ・集計表作成

着信顧客表示 ・着信顧客表示サービス

血液検査機器連携 ・血液検査結果を1クリック取り込み

電子カルテ ・電子カルテ機能・病気説明コンテンツ機能

待ち順表示 ・飼い主様向けに待合室で順番待ち表示をする機能

本院分院連携 ・グループ病院全体で、アニレセクラウドの情報を統合管理

※株式会社シンカ提供「カイクラ」との連携



ご提供価格

顧客管理システム 3,900円～

月 額 利 用 料 :   2,180円
初 期 費 用 ：45,000円
機器設置費用 ：15,000円

血液検査機器連携 3,500円

サービス名 月額（税抜）

電子カルテ 1,000円～

待ち順表示 1,000円

本院分院連携

着信顧客表示 ※カイクラ(R)

3病院まで 10,000円
10病院まで 25,000円

※詳細は下記参照

※詳細は下記参照

スタンダード プレミアム ライト

○

○ ○

○

○

○

○

プラン詳細

※上記プラン以外の組み合わせでもお申込み可能です。
【例】顧客管理システム＋血液検査機器連携



料金体系(顧客管理システム・電子カルテサービス)

登録患者数に応じたライセンス利用料です。
毎年、契約始期月の2か月前にその時点での登録患者数を当社にて確認し、
次年度のライセンス利用料をご連絡します。
※下記料金は全て月額の税抜価格です。

～500 4,900円 10,580円 3,900円

501～1,000 10,000円 15,680円 5,000円

1,001～1,500 16,000円 21,680円 6,000円

1,501～2,000 22,000円 27,680円 7,000円

2,001～ 27,500円 33,180円 7,500円

患者数
(カルテ停止含む)

スタンダードプラン
(顧客管理＋電子カルテ)

プレミアムプラン
(顧客管理＋電子カルテ＋血液
検査機器連携＋着信顧客表示)

ライトプラン
(顧客管理)

※上記プラン以外でお申し込みいただく場合の料金について
【例】顧客管理＋血液検査機器連携

⇒ライトプランの金額に血液検査機器連携(3,500円/月)の金額を足した合計金額が利用料となります。



料金更新スケジュール例

2020年2月始期
ライトプランの場合
初年度契約：患者数0～500件(3,900円) / 次年度更新時：患者数700件(5,000円)の場合

次年度利用料連絡
(メール案内)

次年度利用料
初回振替日

登録患者数確認後
次年度利用料確定2月始期

3,900円 3,900円 3,900円 3,900円 5,000円

2020年2月 11月 12月 2021年1月 2月

11月30日 12月15日 1月26日

※価格はすべて税抜です。



ご提供までのスケジュール

お申込みいただいてから、10営業日程度で納品いたします。※

※現在の使用システム、導入を検討いただいているサービスによって
納品までのスケジュールが変動いたします。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。
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【移行対象のデータ】

飼主情報
飼主姓、飼主名、飼主姓(カナ)、飼主名(カナ)、郵便番号
住所1(住所)、住所2(番地)、住所3(ビル名)、電話番号、電話番号2、
携帯電話番号、FAX番号、飼主メモ欄、DM(要/不要)

患者情報
カルテナンバー、患者名、患者名(カナ)、動物種、品種、性別、生年月日
初診日、最終来院日、メモ、DM(要/否)、体格、毛色
死亡日、カルテ停止有無、カルテ停止理由、カルテ停止日

ワクチン接種履歴
ワクチン接種名、ワクチン接種日付、ワクチン次回予定
ワクチンLot No

フィラリア予防履歴
※最新の1件のみ
フィラリア投薬薬品名、フィラリア最終処方日、フィラリア次回予定日

狂犬病予防接種履歴
※最新の1件のみ
狂犬病接種日、狂犬病登録日、狂犬病登録№、狂犬病注射済票№

データの移行

他社システムから乗り換えをされる際は、以下のデータを移行することができます。

※お使いのシステムによりデータが移行できない場合がございます。あらかじめご了承ください。



Windows Mac

対応OS ・Windows 8.1 
・Windows 10

・Mac OS X v10.13 (High Sierra) 
・Mac OS X v10.14(Mojave)
・Mac OS X v10.15(Catalina)

動作必須アプリ Adobe Reader V Adobe Reader Version 11 または DC0 および 11

対応機種 Intel Core2 Duo 2GHz 以上または
同等以上のCPUプロセッサ搭載マシン

Intel Core2 Duo 2GHz 以上または
同等以上のCPUプロセッサ搭載マシン

メモリ 4GB 以上のRAM 4GB 以上のRAM

画面解像度 1280 x 800 ピクセル以上 1280 x 800 ピクセル以上

電子カルテ iPad Air 以上の環境 PiPad ※iPad Air2 以降の環境推奨ad mini3 iPad pro

ネットワーク 光回線の通信環境
・NTT東日本 ：フレッツ光、Bフレッツ等
・NTT西日本 ：フレッツ光、Bフレッツ等
・KDDI ：auひかり回線
・ケイオプティコム：eoひかり回線
※お客様がご利用の回線がご不明な場合、ご利用いただいているプロバイダー
（OCN、so-net等）にお問い合わせください。

ご導入前の確認事項

パソコン・ネットワークの推奨環境



お問い合わせ窓口

アニレセクラウド導入に関してのご相談やご不明な点がございましたら、
下記の窓口までお問い合わせください。

アニレセ サポートセンター

0570-09-1212
受付時間：平日9:30～17:30 土曜日9:30～15:30（日・祝日休）

アニコム パフェ株式会社 https://www.anirece.com/

2020年3月改訂


