
～～～～介護者介護者介護者介護者のワークバランス・ライフバランスをのワークバランス・ライフバランスをのワークバランス・ライフバランスをのワークバランス・ライフバランスを考考考考ええええてててて ～～～～

介護する介護する介護する介護するごごごご家族家族家族家族（家族（家族（家族（家族介護者介護者介護者介護者））））をををを『『『『見守見守見守見守ろうろうろうろう』』』』は支援します！は支援します！は支援します！は支援します！

介護というのは、短期間で終わるものではありません。

介護するご家族の心身疲労がでてきたり実際にお金も掛かります。

少子高齢化が進む日本、今後の介護の課題として家族介護者のライフバランスを考え、
働きながらでも「在宅介護」「見守り介護」ができる様な仕組みが必要になってきます。

このようなこのようなこのようなこのような不安不安不安不安があってもがあってもがあってもがあっても....................

・仕事、辞めたくないけど.....続けられるかな？

・私に仕事と介護の両立ができるかな？

・介護の準備ができてない.....不安 etc…

介護介護介護介護によるによるによるによる離職離職離職離職

ストップストップストップストップ!!!!!!!!

離職離職離職離職をををを考考考考えるのはえるのはえるのはえるのは

最後最後最後最後のののの手段手段手段手段!!!!!!!!

お問い合わせ先

TEL

Email

WEB http://www.nps-inc.jp

お問い合わせ先

TEL

Email

WEB

TEL

Email

WEB

初期費用(機器・設定費等)48,000円（基本） ※税抜き

※過去画像:1週間の保存付

設置工事不要設置工事不要設置工事不要設置工事不要!!!!!!!!
単純単純単純単純・・・・簡単簡単簡単簡単へのへのへのへの
こだわりこだわりこだわりこだわり

1111日日日日100100100100円円円円////月々月々月々月々3,0003,0003,0003,000円円円円

運用費（通信費等）

※税抜き

悩む前にお気軽に

ご相談下さい!

情報セキュリティー：過去画像は弊社の
サーバーにて保管・管理するため安心!!

届いたらコンセントに差し込んで
電源を入れるだけだから簡単!!

ネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービス株式会社株式会社株式会社株式会社

0466-28-6231
reference@nps-inc.jp

※※※※現在現在現在現在、、、、弊社社員弊社社員弊社社員弊社社員がががが見守見守見守見守りりりり介護介護介護介護にににに活用中活用中活用中活用中！！！！
（（（（通信費通信費通信費通信費はははは別途別途別途別途かかりますかかりますかかりますかかります。）。）。）。）

【【【【スマホでスマホでスマホでスマホで遠隔操作遠隔操作遠隔操作遠隔操作OKOKOKOK】】】】

◆何時でも様子を確認できるから安心です！

◆過去の画像も確認できます！

◆遠距離でも見守り介護が可能です！

◆働きながらでも見守り介護が可能です！

◆家族・介護事業者との連携に活用できます！

【【【【不安解決不安解決不安解決不安解決のののの一例一例一例一例としてとしてとしてとして】】】】



介護に向けた対策は介護に向けた対策は介護に向けた対策は介護に向けた対策は

整っていますか？整っていますか？整っていますか？整っていますか？大介護時代大介護時代大介護時代大介護時代のののの到来到来到来到来 !!!!

企業企業企業企業をををを脅脅脅脅かすリスクとなりえるかすリスクとなりえるかすリスクとなりえるかすリスクとなりえる

今や企業においても大介護時代を乗り切る取組みとして介護の話題をオープンにできる環境づくりや
働き方の多様化などの具体的な対策が求められています。

介護は他人事ではありません！介護は他人事ではありません！介護は他人事ではありません！介護は他人事ではありません！ 身近な事です！身近な事です！身近な事です！身近な事です！

隠れ介護者・介護離職者を防ぐ対策として『見守ろう』があります！

御社は、どう

乗り切りますか？

お問い合わせ先

TEL

Email

WEB http://www.nps-inc.jp

ネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービス株式会社株式会社株式会社株式会社

【【【【スマホでスマホでスマホでスマホで遠隔操作遠隔操作遠隔操作遠隔操作OKOKOKOK】】】】

※※※※現在現在現在現在、、、、弊社社員弊社社員弊社社員弊社社員がががが見守見守見守見守りりりり介護介護介護介護にににに活用中活用中活用中活用中！！！！
（（（（通信費通信費通信費通信費はははは別途別途別途別途かかりますかかりますかかりますかかります。）。）。）。）

0466-28-6231
reference@nps-inc.jp

担当者がご説明に伺わせていただきます。

社員社員社員社員のののの方々方々方々方々がががが離職離職離職離職することなくすることなくすることなくすることなく業務業務業務業務にににに従事従事従事従事できるようできるようできるようできるよう、、、、

介護介護介護介護にににに理解理解理解理解のあるのあるのあるのある企業企業企業企業としてとしてとしてとして福利厚生福利厚生福利厚生福利厚生のののの充実充実充実充実ににににプラスワンプラスワンプラスワンプラスワンしませんかしませんかしませんかしませんか？？？？

◆◆◆◆ 導入導入導入導入メリットメリットメリットメリット ◆◆◆◆

◆福利厚生の充実は社員の安心に繋がります。 ◆中堅社員の維持に繋がります。

◆採用（中途採用）等の際、企業のアピールになります。 etc
1111日日日日100100100100円円円円////月々月々月々月々3,0003,0003,0003,000円円円円

運用費（通信費等）

※税抜き

悩む前にお気軽に

ご相談下さい!

初期費用(機器・設定費等)48,000円（基本） ※税抜き

※過去画像:1週間の保存付

設置工事不要設置工事不要設置工事不要設置工事不要!!!!!!!!
単純単純単純単純・・・・簡単簡単簡単簡単へのへのへのへの
こだわりこだわりこだわりこだわり



介護介護介護介護するするするするごごごご家族家族家族家族（（（（家族家族家族家族介護者介護者介護者介護者））））をををを『『『『見守見守見守見守ろうろうろうろう』』』』はははは支援支援支援支援しますしますしますします！！！！

現在、働きながら介護にあたってい
る社員がいます。様々な不安を緩
和する為に介護用介護用介護用介護用『『『『見守見守見守見守ろうろうろうろう』』』』が誕
生しました!!

介護というのは、短期間で終わるものではありま
せん。

介護するご家族の心身疲労がでてきたり実際お
金も掛かります。

家族介護者のライフバランスを考えて働きながら
でも「在宅介護」「見守り介護」ができる様な仕組
みが必要になってきます。

ーーーー 介護者介護者介護者介護者のワークバランス・ライフバランスをのワークバランス・ライフバランスをのワークバランス・ライフバランスをのワークバランス・ライフバランスを考考考考ええええてててて ーーーー

『『『『24242424時間時間時間時間』』』』・・・・『『『『365365365365日日日日』』』』
休休休休むことなくネットワークカメラむことなくネットワークカメラむことなくネットワークカメラむことなくネットワークカメラ『『『『見守見守見守見守ろうろうろうろう』』』』がががが見守見守見守見守りりりり続続続続けますけますけますけます!!!!!!!!

※介護者の立場になって品質を保ちつつ簡単に操作でき
ることと安価でご提供することにこだわりました。

セキュリティー
管理

コンセントに差し込ん
で電源を入れるだけ!!

介護による離

職ストップ!!



介護介護介護介護されるされるされるされる人人人人にににに「「「「安心安心安心安心」」」」をををを…

介護介護介護介護するするするする人人人人にににに「「「「ゆとりゆとりゆとりゆとり」」」」をををを…

介護用介護用介護用介護用にににに『『『『見守見守見守見守ろうろうろうろう』』』』はははは活躍活躍活躍活躍しておりますしておりますしておりますしております!!!!!!!!

こんなこんなこんなこんな心配心配心配心配はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか？？？？

「留守中の両親が心配・・・」
「離れて暮らしているから介護が中々できない・・・」

「徘徊や火の元の用心が心配・・・」 など・・・

お年寄り、身体が不自由な人が身近にいると、
なかなか外に出かけることもできない・・・

仕事にミスが出ないか心配・・・ など・・・

『『『『見守見守見守見守ろうろうろうろう』』』』がががが

おおおお手伝手伝手伝手伝いしますいしますいしますいします

何時でも様子を確認できるから安心です！

過去の画像も確認できます！

遠距離でも見守り介護に活用できます！

働きながら見守り介護可能です！

家族・介護事業者との連携に活用できます！

仕事・家事に集中できます！

※『見守ろう』は、携帯・スマートフォンなどを利用して
外出先からリアルタイムで様子を確認できます。
もちろん、自宅内でのご利用も可能です。



必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて

・パソコン

・インターネット回線

『『『『見守見守見守見守ろうろうろうろう』』』』

モバイルルーター

カメラ

遠距離遠距離遠距離遠距離////在宅介護在宅介護在宅介護在宅介護・・・・見守見守見守見守りりりり介護介護介護介護のののの活用活用活用活用イメージイメージイメージイメージ

『見守ろう』の設置は、インターネット環境・パソコン・携帯電話があれば
ご利用いただけます。※※※※コンセントをコンセントをコンセントをコンセントを差差差差しししし込込込込んでんでんでんで電源電源電源電源をををを入入入入れるだけですれるだけですれるだけですれるだけです！！！！

設置時設置時設置時設置時にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの

・ネットワークカメラ

※カメラは、音声機能付タイプもございます。

お問合せ下さい。

・インターネット回線（モバイルルーター）

※図2

インターネットインターネットインターネットインターネット網網網網

スマートフォン・携帯電話

外出先外出先外出先外出先・・・・会社会社会社会社などから・・・などから・・・などから・・・などから・・・

映像映像映像映像

携帯電話網携帯電話網携帯電話網携帯電話網

映像映像映像映像

コンセントをコンセントをコンセントをコンセントを差差差差しししし込込込込んでんでんでんで
電源電源電源電源をいれるだけをいれるだけをいれるだけをいれるだけ!!!!!!!!

※図1

ルーター

映像映像映像映像

離離離離れたれたれたれた自宅自宅自宅自宅

※図3

遠隔地のパソコン・スマートフォン・携帯電話から映像、遠隔操作までOK!!



おおおお問問問問いいいい合合合合わせからアフターフォローまでのわせからアフターフォローまでのわせからアフターフォローまでのわせからアフターフォローまでの流流流流れれれれ

お問い合わせの後、弊社からお客様のインターネット環境の確認と
ご要望をお聞きして最適な『見守ろう』をご提案させて頂きます。

step1
お問い合わせ
電話電話電話電話・フォームから・フォームから・フォームから・フォームから依頼依頼依頼依頼

step2
お電話での

環境確認

step3
お見積書

発行

step4
『見守ろう』一式

発送

step5
アフターフォロー

STEP1 STEP1 STEP1 STEP1 電話・お問合せフォームでのお見積り依頼、ご質問等

電話・お問合せフォームから申請をお願いします。
※カメラに関するご質問、ご購入を決めていない場合でも、お気軽にご質問い
ただけると幸いです。

STEP2STEP2STEP2STEP2 お電話・あるいはメールでの確認

弊社より、ご連絡を差し上げます。主なご確認事項の例となります。

(1) カメラを設置する位置・範囲
(例) お部屋、寝室、玄関など

(2) 設置する理由
(例) ご両親のみまもりなど

(3) 設置の条件・設置場所の環境
(例) カメラの台数、録画期間の変更、インターネットの環境

(4) お客様がご利用になられる機器の確認
（例） スマートフォン・携帯電話・パソコンなど

(5） ご利用開始日および設置場所 他



STEPSTEPSTEPSTEP3333 お見積書の発行

設置場所の状況から、最適なカメラ、接続機器（モバイルルー
ター）等を決定し、お見積書を発行させて頂きます。

おおおお見積書見積書見積書見積書のののの内容内容内容内容でごでごでごでご承諾頂承諾頂承諾頂承諾頂けましたらけましたらけましたらけましたら、、、、ごごごご注文注文注文注文となりますとなりますとなりますとなります。。。。
※正式にご注文が決定した後、正式な発送日程のご連絡となります。

ご注文後、内容に沿って、カメラ・モバイルルーター・サーバー等の構
築（設定）を行います。

弊社にて設定が終了しましたら、ご希望の日程に合わせ『見守ろう』一式および説
明書等の発送手配をします。※佐川急便にてお届けさせて頂きます。（離島除く）

導入後は、お電話口およびメールでのご対応となります。
※セキュリティー等に関しても弊社で責任持って管理致します。
また、弊社からお客様にご連絡をさせて頂く場合がございます。

STEPSTEPSTEPSTEP4444 『見守ろう』一式発送

STEPSTEPSTEPSTEP5555 アフターフォロー

他社他社他社他社とのとのとのとの違違違違いいいい

そのそのそのその1111 豊富豊富豊富豊富なななな防犯防犯防犯防犯システムのシステムのシステムのシステムの導入導入導入導入実績実績実績実績
自治体、コンビニ、マンションなど設置多数！

そのそのそのその2222 弊社弊社弊社弊社のプロがのプロがのプロがのプロが実施実施実施実施
専任担当者による安心・安全な構築（設定）情報セキュリティー管
理を行います。

付加価値の高い最適な防犯システムを安価でご提供

弊社では、安全・安心を最優先に最適な防犯システムコンサルをさせて頂きでき
る限りお安い価格でご提供をいたします。

そのそのそのその3  3  3  3  安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全のののの最適最適最適最適なななな防犯防犯防犯防犯システムをシステムをシステムをシステムを安価安価安価安価にてにてにてにて提供提供提供提供

弊社では、専任の担当者が導入先の環境をしっかり把握し、最適なカメラと機
器を選定させて頂き弊社のシステムを構築（設定）してご提供いたします。
お客様からお預かりする個人情報等は弊社が責任持って管理いたします。

弊社は、これまでに神戸市他、セブンイレブン、ライオンズマンション、建設会社など
企業および地域社会での設置実績がございます。



『『『『見守見守見守見守ろうろうろうろう』』』』 のののの費用費用費用費用についてについてについてについて

『見守ろう』システムの初期費用は、1111台台台台あたりあたりあたりあたり48484848,,,,000000000000円円円円～（～（～（～（税税税税抜抜抜抜きききき））））
となります。 内訳は、次のようになります。
注注注注：：：：パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック社社社社 ネットワークカメラネットワークカメラネットワークカメラネットワークカメラ（（（（屋内設置標準屋内設置標準屋内設置標準屋内設置標準タイプタイプタイプタイプ））））にてごにてごにてごにてご提案提案提案提案

【初期費用】
・カメラ

・モバイルルーター

・カメラ設定 ※カメラの画質や角度の調整

・モバイル ※インターネット設定

・『見守ろう』システム設定 ※届いた日から遠隔監視ができる
ように設定いたします。（サーバー設定含む）
※※※※佐川急便佐川急便佐川急便佐川急便にておにておにておにてお届届届届けさせてけさせてけさせてけさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。（。（。（。（離島除離島除離島除離島除くくくく））））

【保守運用費】

弊社サーバーにて管理するデーター管理および運用費は、

1111日日日日あたりあたりあたりあたり100100100100円円円円～（～（～（～（税抜税抜税抜税抜きききき））））となります。（映像配信の通信含む）

＜備考＞
※1 設置工事がないのでお安くご提供できます。

注:工事をご希望の場合は別途、工事費がかかります。
※2 届いた日から直ぐご利用になれます。
※3 音声機能付をご希望の場合は、上記価格と異なります。
※4 『見守ろう』のお支払いは、お振込みにて先払いとなります。（※図1の初期費用）
※５ 毎月/運用費のお支払いは、月末締めの翌月10日迄に請求書が

お手元に届きます。（※図1の運用費）

おおおお見積見積見積見積もりはもりはもりはもりは無料無料無料無料でででで行行行行っておりますっておりますっておりますっております!!!!!!!!

届いたらコンセント
に差し込むだけ

簡単簡単簡単簡単!!!!!!!!

ネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービスネットワークプランニングサービス株式会社株式会社株式会社株式会社

TEL 0466-28-6231

お気軽にお問い合わせ下さい。


