


会社概要 

HAZARD Buster サービス概要 

HAZARD Buster 機能詳細 

HAZARD Buster 感染症対策での利用方法 

 ①報告項目・内容の作成 

 ②部門設定（グルーピング） 

 ③お知らせ・緊急連絡先登録 

 ④チャット 

 ⑤スポット設定（情報の見える化） 

HAZARD Buster ご利用流れ・料金 

2 

p3 

p4 

p5 

 

  p6 

 p7 

 p8 

 p9 

 p10 

 p11 

目次 



製作・保守・運用 

総販売店 
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商号 ジョルダン株式会社／若爾丹（上海）軟件開發有限公司 

 

本店所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-10 成信ビル 

 

TEL 03-5369-4051 

 

市場名 東証JASDAQスタンダード 

証券コード 3710 

 

資本金 2億7,737万5,000円 

 

代表取締役 佐藤 俊和 

 

WEB https://www.jorudan.co.jp 

 

事業目的 ・パッケージソフトの開発・販売 

 ・システム設計・製造 

 ・デジタルコンテンツ制作 

 ・インターネットコンテンツの提供 

 ・携帯コンテンツの提供 

 ・旅行業法に基づく旅行業 

商号 株式会社ALL LINKAGE（オールリンケージ） 

 

本店所在地 〒164-0011 東京都中野区中央4-56-8 

 

TEL 03-3382-6337 

 

法人設立日 2013年5月14日  

 

資本金 990万円 

 

代表取締役 岩田 誠 

 

WEB https://alllinkage.com 

 

事業目的 ・モバイル及びインターネットコンテンツの企画・製作・販売・代理店業務 

 ・情報通信機器及び情報通信サービスの媒介・レンタル・販売・代理店業務 

 ・各種サービスの媒介・販売（レンタル・リースを含む）・代理店業務 

 ・スポーツ選手・文化人等のマネジメント及びエージェント業務 

 ・イベント及び講演会等の企画・運営業務 

 ・ＰＲ及び地域振興・地域発展等に関する業務 など 

 

会社概要 



複数（アプリユーザー）からの情報を一元的に管理・把握できて 
情報の共有を簡単に行えるアプリ（クラウド）サービスです。 

 

本サービスは、インターネットに接続されたスマートフォン（専用のアプリを各公式ス 

トアからインストール）とパソコン（Webブラウザ）があればご利用いただけます。 

パソコン側で設定した各情報がアプリ側に反映・共有され、アプリ側から送信した報 

告・情報がパソコン側に集約されます。紙や電話、メールで報告を行っている作業やエ 

クセルで管理しているものはほとんどアプリひとつで対応でき、各地の感染者状況や病 

院の病床利用率などの地図上への落とし込みで情報の見える化や必要な情報の共有など、 

それぞれのニーズに合った形で運用できるサービスです。 
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HAZARD Buster サービス概要 

スマートフォン間 

チャット 

パソコン 
から 

スマートフォン 

スマートフォン 
から 

パソコン 

ユーザー設定 

グルーピング 

GPS設定 

マッピング 

情報共有（お知らせ） 

緊急連絡先登録 

報告項目・内容の設定 

報告送信の催促 

チャット 

位置情報の取得 

情報配信（ジオフェンス） 

チャット 

報告の送信 

位置情報の送信 
（自動・手動） 



HAZARD Buster 機能詳細（ピンク枠オプション） 

機能説明

☑報告欄の項目や内容を自由に作成できます。

☑写真の添付や位置情報を報告項目ごとに添付するか自由に設定できます。

☑あらかじめ登録してある報告の催促を、一斉またはアプリユーザーを選択して

　送信でき、返信があるまで、設定してある時間間隔で催促を送り続けます。

☑タイムリーに返信の有無・内容を管理者画面で確認できます。

☑管理者が共有したい情報を、全てのアプリユーザーや部門（グループ）を選択

　して配信できます。電話番号やURLのリンクにも対応しています。

☑有効期限を設定しておくと、設定した日時が来れば自動で表示され、期間が過

　ぎるとその情報は自動的に削除されます。

☑連絡先を登録し、アプリのTOP画面に緊急連絡先として表示できます（複数

　登録可）。アプリユーザーはTOP画面から3タップで電話をかけられます。

☑ユーザーをグループ分けして管理でき、権限を作成して設定できます。

プッシュ通知
☑アプリを立ち上げていない場合でも、お知らせの一部・チャット・報告モニ

　ター・個別検索の通知が届きます。管理者画面にもアプリユーザーから報告

　があった場合にブラウザプッシュ通知を設定できます。

メール通知
☑管理者側で指定した条件の選択・メッセージの報告が送られた場合に、あら

　かじめ登録してあるメールアドレスに通知を送れます。

☑各報告や位置情報など条件を指定してエクセルに出力できます。

☑エクセルを用いてお知らせの設定やスポット設定、アプリユーザーや部門

　の追加・編集・削除をまとめて操作できます。

多言語対応
☑日、英、中（簡体）、タイ、インドネシア、ベトナムの6言語に対応していま

　す。報告やお知らせは作成した言語がそのまま反映されます。

中国国内対応 ☑中国版はBaidu MAPを使用して、中国国内でも利用できます。

報告と連動
☑アプリユーザーが送る報告に、位置情報添付の有無を選択でき、管理者は報告

　の内容や住所、地図上で送信時の位置情報を確認できます。

現在地確認
☑GPSの設定がONになっていれば、管理者は地図上でアプリユーザーの最新位置

　を表示させて確認できます。

定期位置送信
（トラッキング）

☑管理者側で送信間隔を（1分間隔で設定可能）設定し、アプリを立ち上げると

　設定した時間間隔で位置情報を自動で送信します。

位置履歴確認
☑アプリユーザー・管理者は日時を指定して地図上で移動履歴を表示・確認でき

　ます。管理者は軌跡を追うこともできます。

個別検索
（強制検索）

☑アプリユーザーがログイン状態（バックグランド起動可）で、管理者が個別検

　索を行うと、現在地を検索できます。

☑地図上に任意のアイコンを設置後、必要な情報を登録できます。アイコンや

　情報はアプリユーザー側の地図にも反映されます。

☑既定のアイコンのほか、好きな画像をアイコンとして登録・使用できます。

スポット設定
（ジオフェンス）

☑地図に設置したアイコンに半径（範囲）を指定して、そのエリア内にいるアプ

　リユーザーの位置情報が取得できると、そのアプリユーザーに通知とあらかじ

　め登録してある情報やメッセージを自動で流すことができます。

情報配信 ☑スポット設定を利用して、必要な情報をピンポイントで配信できます。

☑管理者⇔アプリユーザーまたはアプリユーザー間でテキストメッセージのやり

　取りができ、既読の有無を確認できます。
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P

部門・役割設定

5 



アプリから送信したい報告項目・内容を「日付／時間の選択」、 
「テキスト入力（小枠）」、「テキスト入力（大枠）」、「リス 

ト選択」、「プルダウン式選択」、「画像／写真の添付（日付な 

どの透かしの有無選択）」、「 GPSによる位置情報添付の有無選 
択」を用いて必要なだけ自由に設計・作成を行えます。 

作成したい報告を指示いただければ弊社で設定します 

①報告項目・内容の作成 

    感染者や日本に来日する外国人労働者・留学生か 

らの日々の体調状況等を報告してもらうことができます。 

本ページの各項目では、外国人にも利用できるように日本 

語と英語で表記を行っています。 

特定の項目にチェックが入った場合や、コメント欄に指定 

した文字・語句（例：助・helpなど）が入っていた場合に 

は管理者にメールで通知する設定も行えます。 

複数項目を作成した場合にも、報告があるとすぐに管理者 

画面に反映され、各報告は内容やユーザー、日時を絞って 

エクセルに出力を行うことができ、管理・確認に手間がか 

かりません。部門設定と組み合わせて、作成した報告の表 

示対象を設定することもできます。 

毎日回答が必要な項目などは、アプリからの報告忘れを防 

ぐため、PC管理者側から、アプリユーザー全員または特定 

のアプリユーザーを指定して、回答の催促をあらかじめ定 

めた時間間隔で返信があるまで送り続けることもできます 

（報告モニター）。 

個 人 基 本 情 報（Personal information） GPS添付：無 日本滞在情報 GPS添付：無 日々の健康状態 GPS添付：有 

利用例 
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エリアや部署などで分けて管理したい場合、部門（グループ）を作 
成して各部門にユーザーを配置することができます。部門はいくつ 

でも何階層でも作成することができます。 

上位にある部門からは自分の部門と下位部門の情報を見られます。 
 

②部門設定（グルーピング） 

部門設定後、作成した報告やお知らせと組み合わせて、特定の部門だけにその報告やお 

知らせを反映・配信することもできます。 
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下位にある部門のIDでログインした場合（例えばE市管理者のIDでログイン）、見られる 

のは自分の部門（E市）のみで、並列部門にある他の市（A市やB市など）の情報、上位部 

門（株式会社ALL LINKAGE）の情報は見られません。 



アプリユーザーに配信したい情報を全員または作成した部門を指 
定して、自由に連絡・共有することができます。URLや電話番号 

などリンクを貼ることもできます。有効期間を登録しておくと、 

その日時が到来すると配信され、経過すると自動で削除されます。 

③お知らせ・緊急連絡先登録 

プッシュ通知 
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お知らせ配信の際に「緊急」や「警告」を選択すると、プッシュ通知が届くのでアプリ 

を起動してもらうきっかけを作れます。 

緊急連絡先を登録すれば、アプリTOP画面から3タップで登録してある電話番号にかけら 

れ、SOSの際などにご利用いただけます。緊急連絡先は複数登録できます。 

緊急連絡先以外は、お知らせ内に電話番号のリンクを貼って対応できます。その場合アプ 

リTOP画面から4タップで電話をかけられます。 

お知らせ 緊急連絡先 



管理者⇔アプリユーザー間、アプリユーザー同士でテキストメッ 
セージでチャットができます。メンバーを選択して、一斉にメッ 

セージを送信することも可能です（その後は1対1のやり取りにな 

ります）。メッセージに対して、既読の有無を確認できます。 

④チャット 
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地図上にアイコンを設置し、そこに様々な情報を設定することが 
できます。その地点とそこからの範囲を指定して、アプリユー 

ザーがそのエリア内にいてかつ位置情報を取得できた場合、プッ 

シュ通知でその情報を通知できます。 

⑤スポット設定（情報の見える化） 
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①管理者・ 

アプリユーザー 

ID数の確定 

②管理者用IDの 

ご提供、スマート 

フォンにアプリを 

ダウンロード 

③ご利用開始 

【任意】 

デモのご利用 

30日間 

お客様から報告項目・内容をお伺いして初期設定等を弊社にて行いますので、担当者様 

に負担はかかりません。最短で当日からご利用いただけます。 

アプリ利用料金 
・標準料金   300円／月／1アプリユーザーID（税抜） 
・各オプション機能  ＋100円～200円／月／1アプリユーザーID（税抜） 

  GPS   200円／月／1アプリユーザーID（税抜） 
  マッピング  200円／月／1アプリユーザーID（税抜） 
  チャット  100円／月／1アプリユーザーID（税抜） 

  アプリID使い回し  150円／月／1アプリユーザーID（税抜） 
 
PC管理者料金 
・PC管理者ID  ～15,000円／月／1管理者ID（税抜） 
 
その他 
・初期費用   無料 
・報告項目設計費用  無料 
・ユーザー作成補助  無料 

✔ご利用方法に応じて柔軟に対応いたします。 
 
✔最少契約数はなく、1PC管理者ID・1アプリユーザーIDからご利用いただけますので、 
 海外から来日する外国人労働者・留学生だけ利用するなどにもご利用いただけます。 
 
✔海外から来日する外国人労働者・留学生に対して特定の期間のみご利用いただく場合 
 など、ご要望に応じて月単位でのご利用に対応いたします。 

 
✔HAZARD BusterはIDの使い回し（同時ログイン数で計算）ができるプランをご用意して 
 います。 
 ID使い回しの場合、利用後にアプリユーザー自身による端末認証解除またはPC管理者 
 によるアプリユーザーの認証解除作業が必要になります。 
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サービスご利用までの流れ 
 

 

 
 

 

 
 

 

ご利用参考料金 ※ご契約は月単位で承ります 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

メリット 

HAZARD Buster ご利用流れ・料金 



〒164-0011 東京都中野区中央4-56-8 
TEL：03-3382-6337 MAIL：info@alllinkage.com 


