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世界中で感染が広がった新型コロナ

ウイルス。全世界を揺るがした感染症の

リスクは、経営への影響度合いが比較的

大きいリスクとして再認識されました。

地震などの自然災害のような地域的・

局所的なエリアではなく、国内全体や

全世界的に影響が及ぶこともあり、正常

に回復するまでの見込みも不確実性が

高いという特徴があります。一方で被害

の抑制や制御については、兆候なく突発

する災害と異なり、個別や社会全体の

感染防止策によってある程度、抑制・

制御につなげることができます。

各社では、事業継続マネジメント（BCM）

を行い、事業継続計画（BCP）を策定して

いますが、今回のウイルスへの対応はも

ちろんのこと、今後は、事業継続にあたり、

感染症への対策が重要となっていきます

ので、今一度見直すことが必要です。

NECフィールディングでは、感染リスクを

低減させる感染症対策の主なポイントに

なる多用な製品から必要なものをお探し

いただけます。

主なリスク リスクへの主な対策

除菌・消毒
オフィス内

除菌・消毒

来訪者への感染

ソーシャルディスタンス、接触・飛沫回避

ソーシャルディスタンス、接触・飛沫回避

社内感染
在宅勤務通勤時感染

無人化・宅配

社外感染

遠隔監視・指示工場や保守現場

「新しい働き方」と「新しい商習慣」を
意識した事業継続に向けて

NewNormal
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利用イメージ

こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

製
品
の
ご
紹
介

NECフィールディングで実現
⁃⁃ 当社独自のレンタルメニューにより、導入のハードルとお客さまのメンテナンス負荷を低減します
⁃⁃ 製品の保守、定期メンテナンスを全国約400のサービス拠点に展開する当社拠点のエンジニアが
実施します（レンタルおよびメンテナンスは一部対象外のモデルがあります）

⁃⁃ 光触媒空気清浄機によって、気になる臭いの
除去や、空気中の菌・ウイルス対策を実施、快適
な空間を作り出します

⁃⁃ 大型の業務用装置やスリムな壁掛け型、電球型
など多彩で充実した製品ラインナップを準備

⁃⁃ 光触媒フィルターで揮発性有機化合物も強力
分解が可能

⁃⁃ 従業員の安心安全のために、職場空間の菌や
ウイルスへの対応が必要

⁃⁃トイレの臭いやペットの臭いなどが気になり対策
したい

⁃⁃ ホルムアルデヒド等、特定化学物質濃度を低減
し、医療従事者の健康障害リスクの低減が必要

光触媒技術で菌・ウイルス、 
さまざまな悪臭や化学物質を分解除去できます。
光触媒による分解反応とは、光触媒フィルターに紫外線をあてることによってフィルターの表面に強力な酸化力が生まれ、
菌やウイルス、悪臭や有害物質を分解することができる化学反応です。
空気清浄機内で光触媒による分解反応を行うことで、空気中の菌・ウイルス対策、臭いの除去を実施します。

光 触 媒  空 気 清 浄 機

こんな施設や空間に最適

光触媒環境浄化装置
より汚染度が高い環境での
使用を推奨しています。例え
ば病院検査室や研究施設で
の特定化学物質対策や、菌・
ウイルスの抑制に適してます。

光触媒除菌・脱臭機
場所をとらない『薄型・壁掛
タイプ』。ホテル客室、病院病
室、介護施設、学習塾、レスト
ランでの使用を推奨していま
す。
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サービスイメージ

こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現

製
品
の
ご
紹
介

全都道府県の最寄り拠点が、導入検討時点からのご相談やデモ貸出を承ります

⁃⁃ 1台4役のナノフィール 
【加湿】 マイナスイオン発生技術によるナノミストでお部屋に
うるおいを与えます⁃

【消臭・除菌・空清】 お部屋の空気に含まれるにおい物質（アン
モニア・酢酸など水溶性のにおいの成分）や菌、ほこり、PM2.5、
黄砂、花粉等を水に取り込んで、排水タンクまたは排水トラップ
へ排出します

⁃⁃ 選べる2つの運転で一年中使えます 
【冬場に】 うるおい加湿運転：加湿しながら消臭、除菌、空気
清浄の機能を発揮します⁃

【梅雨時や夏場に】 さわやか清涼運転：消臭、除菌、空気清浄の
機能を発揮しながら加湿量を最小限に抑えます

⁃⁃ のどや鼻の乾燥が気になる

⁃⁃ 室内のにおいが気になる

⁃⁃ 菌やウイルスが増殖しにくい湿度を保ちたい

⁃⁃ PM2.5や黄砂、花粉など空気中に浮遊する⁃
物質を抑制したい

⁃⁃ 結露により商品や展示物が劣化してしまう

⁃⁃ 加湿器は、梅雨時や夏場には使えず、⁃
冬場しか活用できない

ナノミスト加湿装置は、加湿はもちろん、 
空清・消臭・除菌機能によって一年をとおして快適な空間をつくります。
ナノフィールは、メーカー独自※のマイナスイオン発生技術を搭載した多機能加湿装置です。約10〜500ナノメートル（1ナノ
メートルは10億分の1メートル）のナチュラルクラスターイオンを大量に、連続的に発生させ、結露や水ぬれ感のない快適な
加湿を実現します。加湿をしながら消臭・除菌ができるほか、空気中の花粉やホコリなどを除去する空気清浄の機能を
発揮します。
※金属網回転体によるナチュラルクラスターイオン発生方式　特許取得番号　第3051055号　2000年3月31日取得

ナノフィー ル

こんな施設や空間に最適

のどや鼻の乾燥を防ぐ、快適な環境が
待合室や休憩室に最適です。

既存の冷蔵庫に設置するだけで、
青果物や生花の鮮度を長持ちさせます。

きれいでうるおいのある空気が、
お客さまや訪問者をお迎えします。

心地よく清浄な空気が、働く人や学生の
気分を良くし、能率をアップさせます。

浮遊物やPM2.5などを抑制して空気を
改善し、子供たちの健康を守ります。

病院や介護施設 青果物や生花の冷蔵庫ホテルや商業施設

オフィスや学校 幼稚園や保育園
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サービスイメージ

製
品
の
ご
紹
介

様々なロケーションで効果を発揮する先進機能
※下記内容は、VIVOTEK製品の場合になります。

VIVOTEK製IPカメラの特徴

H.264に比べて最大90%以上削減可能な圧縮技術
H.265とVIVOTEK独自の圧縮技術により、高画質を維持しなが
ら監視領域の画質を最適化して、帯域幅とストレージの消費を
H.264に比べて最大90%以上削減できます。
暗所でも低ノイズで高品質なカラー映像の撮影が可能
厳選された品質の光学コンポーネントと、VIVOTEK独自の画像
信号処理アルゴリズムによって、暗い環境でも低ノイズで高品質
なカラー映像を得られます。
夜間でも最適な映像の撮影が可能
シーンに合わせて赤外線の光源を調整する機能によって、夜間
でも最適な映像を得られます。

● NVRはPoE内蔵のため、IPカメラとNVRをLANケーブルで
接続するだけで使用可能

● IPカメラへのIP設定は不要なため簡単に導入することが可能
● NVR1台あたりIPカメラを16台まで接続することが可能

LANケーブル
（最長100m）

モニター（別売）

HDMI/VGA
バレット型カメラ

ドーム型カメラ

360°フィッシュアイ型カメラ

PoE内蔵※NVR

不審者
対策

セキュリティ
強化

【エントランスなど】

【サーバ室など】

店舗
監視

盗難
対策

【コンビニなど】

【倉庫など】

ネットワーク経由でブラウザ上から遠隔監視が可能。 
作業効率の向上や盗難抑止など、さまざまな効果をもたらします。
店舗の防犯対策や集客状況などのマーケティング、工場や倉庫の遠隔監視など、
さまざまな分野で求められている監視カメラ。IPカメラ監視ソリューションは、
インターネットやLANを利用して、Webブラウザからリアルタイム映像を見ることができます。

⁃⁃ ⁃工場のラインに異常が発生した際、⁃
素早くトラブル箇所を特定して対処したい

⁃⁃ ⁃倉庫の在庫状況や商品の位置を確認するため
に作業員が現地に向かうのは効率が悪い

⁃⁃ ⁃店舗に盗難が頻発するようになったのだが、⁃
状況を監視する手立てがない

⁃⁃ 店舗の集客状況を把握してマーケティング分析⁃
を行いたいが、状況を確認できない

⁃⁃ ネットワーク経由でブラウザ上から映像監視で
きるので、倉庫まで在庫確認に行く手間がなく
なります

⁃⁃ライントラブルの状況を素早く把握し、録画映像
や指定したタイミングでの画像蓄積もできる
ため、盗難の早期発見と抑止効果に力を発揮
します

⁃⁃ 集客状況の把握など、マーケティング分析にも
役立ちます

この製品で解決！
Solution

I Pカメラ

⁃⁃ 工場の在庫状況が遠隔で確認できるようになり、作業員の業務効率が向上しました
⁃⁃ 不法侵入などが発生した際に、事後確認ができるようになりました

NECフィールディングで実現

こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject
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サービスイメージ

こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現 全国約400のサービス拠点のサービス網を活かし、お客さまのすぐそばで、
導入から消耗品の提供、導入後の活用フォローまで対応させて頂きます

⁃⁃ おむつ交換や汚物保管時の二次感染リスクを
軽減

⁃⁃ 臭いの発生源を絶ち、清潔で衛生的な環境へ
改善

⁃⁃ 誰でも簡単に、適切な汚物処理が可能

⁃⁃ 病院や介護施設等で発生する院内感染

⁃⁃ 患者様の療養環境改善対策（におい対策）

⁃⁃ 作業（おむつ交換）の効率化と安全化

施設の現場環境を改善する使用済みパックシステムです。
エコムシュウは、使用済みおむつを「簡単」「清潔」「スピーディー」にパックし、
いやな臭いや衛生面の問題を大幅に改善するおむつ密封パックシステムです。
使用する専用パックテープは、特殊素材を使用しており、
臭いだけではなく大腸菌などの細菌の拡散も防止します。

看護・介護施設などで利用されている使い捨ておむつは、
ゴミ袋やゴミ箱に集められてから廃棄されています。
集められたおむつは「臭いの発生源」や「菌感染の原因」
となり不快なだけでなく非常に危険であると考えられて
います。
エコムシュウは、「不快感の解消」や「感染予防」を実現
することで、看護・介護する方、される方に快適で安心な
環境を提供する事ができます。

エコムシュウ

おむつを投入する パック後、取り出す

素手でも
清潔・安心！

大人用おむつ1個なら
1.5秒でパック！
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サービスイメージ

製
品
の
ご
紹
介

こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現

3Dセンサに向かって歩くだけで歩行姿勢を点数化できるシステムです。 
リハビリやトレーニング等の成果の見える化にご利用いただけます。
数値化された歩行姿勢は、年齢と性別に応じた基準で点数化されます。
「身体の軸」等の6つのカテゴリごとに5段階で評価するとともに、「速度年齢」「姿勢年齢」「バランス年齢」から構成される
推定歩行年齢を算出します。繰り返し測定することで、トレーニング等による身体の変化を確認できます。

⁃⁃ 歩き方の指導をするうえで、改善すべきポイント
を患者様へ説明するのが難しい

⁃⁃ 従業員の健康診断時に「歩行姿勢」も継続的に
測定したい

⁃⁃ 転倒などの事故防止のため、従業員が自らの歩
き方のクセを知ることができるツールが欲しい

⁃⁃ 健康をテーマとしたイベントや施設で集客でき
るツールが欲しい

⁃⁃ 歩き方のクセや姿勢のゆがみを客観的な数値
やアニメーションで表せるので、改善点を説明し
やすくなります
⁃⁃ 測定結果を蓄積し、比較ができるので身体の
変化を確認することができます
⁃⁃「つま先の上がり」など転倒予防にかかわるポイ
ントが確認できます
⁃⁃ 測定が簡単・手軽に行え、「自分もやってみたい」
と思ってもらいやすく、イベントの集客ツールと
して活用できます

⁃⁃ 機器選定からセットアップまで、まるごとおまかせ！すぐに利用開始できる状態でお引き渡しします
⁃⁃ 販売検討の際、全都道府県の最寄り拠点がデモを実施いたします

NEC 歩行姿勢測定システム

3Dセンサに向かって歩くだけで測定が可能

⁃⁃ 従来の歩行動作測定は、被測定者がマーカーを身体に
装着する必要があるなど、多くの時間と手間がかかって
いました。本システムは、センサに向かって歩くだけで
測定できるため、手軽に測定することができます。

⁃⁃ 幅1m、長さ6mの平らでまっすぐ歩く事ができる室内の
空間さえあれば測定することができ、大掛かりな施設や
設備は必要ありません。

⁃⁃ 被測定者ごとの測定結果（数値とアニメーション）を
蓄積することができます。

⁃⁃ 過去の測定結果と比較することで、身体の変化を視覚
的に確認でき、いま取り組んでいる施術／トレーニング
の効果を把握するとともに、今後の施術／トレーニング
内容の計画に役立ちます。

⁃⁃ 数値とアニメーションがあることで、「右足を前に踏み
出した時の⁃“足の上がり角度”⁃と左足を踏み出した時
の角度に10度の差があるので気をつけて」といった、
患者ひとりひとりに適した定量的な改善行動につなげ
ることができます。

マーカー類の装着は不要

大掛かりな施設や設備は不要
スタート ゴール

PC プリンター

Kinect…v2
センサー

6m

1m

測定結果

※本製品は医療機器ではありません
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サービスイメージ

製
品
の
ご
紹
介

こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現
⁃⁃ お客さま導入環境での処理量、リサイクル率を考慮した、生ごみ処理の運用、機器設置場所を⁃
提案いたします
⁃⁃ 保守メンテナンス、障害対応は当社コールセンターで受付し迅速に対応いたします

⁃⁃ごみを分別して投入するだけで水分に分解され
るため、ごみの廃棄量を削減し、コスト削減に
つながります

⁃⁃ 嫌な臭いが出にくいため、厨房等の室内設置事
例が多く、生ごみ保管の衛生改善も可能です

⁃⁃ 生ごみが発生した場所で処理することで、運用
時の利便性が向上するとともに、地球環境に
配慮した処理が可能です

⁃⁃ 廃棄費用が値上げされ増加傾向となり⁃
削減したい

⁃⁃ 生ごみ保管庫から臭気、害虫が発生し衛生上
なんとかしたい

⁃⁃ 生ごみを運ぶのが辛い、重い

⁃⁃ 食品リサイクル率を上げたい目標達成が急務

⁃⁃ 地球温暖化防止対策、環境に優しい企業への
取り組み

生ごみ処理機はCO²の発生を削減します。
生ごみは一般的に焼却施設に持込まれ焼却され、焼却後の灰等は埋め立てられます。
水分の多い生ごみを燃やすためのエネルギーは多くの化石燃料が使用され燃焼の段階でCO²が発生します。
地球温暖化防止として、CO²の削減は地球の未来のために私たちが行動を起こさなければなりません。

バイオ生ごみ処理機 シンクピア

◆ コンパクト性を追求したラインナップ
◆ 堆肥型や乾燥型と違い、原則残渣の取り出しが不要
◆ 必要な設備は電気と給排水だけ（基本的に排気ダクトや脱臭機は不要）
◆ 高熱処理方式ではないので従来型に比べて消費電力が少なく省エネを実現
◆ 生ごみを投入した時点より分解が始まるため、投入量上限までは随時投入が可能
◆ 装置、菌、菌床ともに品質の高い日本製

設置例（厨房内設置） 分解結果導入効果

特徴

廃棄コスト
削減

食品
リサイクル率
向上

CO²排出
削減

生ごみ投入

24時間後
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こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現
購入検討中のお客さまへは、無償でデモンストレーションをさせて頂くことも可能です
全国約400のサービス拠点のサービス網を活かし、お客さまのすぐそばで導入前支援から導入時の
教育、アフターフォローまで対応させて頂きます

⁃⁃ 作業者への腰への負荷が最大で４０％低減

⁃⁃ ⁃作業効率がアップし作業量の増大が見込めます

作業者の高齢化が進んでいる今、腰への負担が
低減されるのは大きなメリットです
労働災害の80％以上が「腰痛」によるものです※1
作業者の腰をまもる取り組みで、労働環境改善を
お手伝いいたします
※1⁃厚生労働省「業務上疾病発生状況調査2018年」による

Prof.⁃Sankai,⁃University⁃of⁃Tsukuba⁃/⁃CYBERDYNE⁃Inc.

⁃⁃ 現場で働く社員の負担を少しでも軽くしたい

⁃⁃ 重労働の作業効率をもっとあげたい

⁃⁃ 労働環境を改善し、労働災害を未然に防ぎたい

HAL®腰タイプ 作業支援用
HAL腰タイプ作業支援用は、重量物を持ったときに、腰部にかかる負荷を低減することで、腰痛を引き起こすリスクを減ら
します。作業現場の労働環境改善や労働災害対策としての活用も期待できます。

HAL®腰タイプ 介護・自立支援用
介護する側と介護される側に対して、介護支援と自立支援の2つの用途で活用できる装着型ロボットです。介護者が装着
することで、介護動作時の腰部負荷や腰痛発生リスクを低減することを目的とした「介護支援用途」と、要介護者の方が
装着することで、弱った足腰などのトレーニングを目的とした「自立支援用途」の2つの用途で使用していただけます。

H A L

作業支援用

重量物の
積み下ろし
工場や
工事現場などの
重労働作業

中腰状態での
長時間作業
災害の復旧現場、
雪下ろし、
樹木の伐採など
過酷作業

部品材料など
重量物運搬
宅急便や引っ越し作業、
その他、空港のチェック
インカウンターなど
重量物を扱う作業

介護・自立支援用

移乗介助や体位変換などの 
介護支援
介護施設、病院、
リハビリ施設に勤務する方の
腰に負担かかる作業

立ち座りや体幹運動などの
自立支援
介護施設、病院、
リハビリ施設などで
自立度向上のために

※本製品は医療機器ではありません
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●認証装置
扉を解錠させる認証装置。顔認証装
置、指静脈スキャナー、ICカードリー
ダーなど、さまざまな種類があります。

●管理端末
ネットワーク経由で各扉の状態監視
や設定変更が可能。管理画面で入退
室の履歴や利用者、ログなどの確認
ができます。

●制御対象装置
電気錠、フラッパーゲート、自動ドア
などのアクセス制御装置に対応して
います。

利用者入退室情報をネットワーク経由で記録・管理する入退室管理システム

各部屋の入退室をネットワーク経由で規制し、詳細に記録・管理。 
外部からの不正侵入はもちろん、内部犯行も未然に防ぎます。
なりすましやカードの紛失の際も安心の顔認証・静脈認証・指紋認証などの生体認証に対応。ハンズフリーでの認証を
可能にした先進のセキュリティシステムを提供します。事務所やサーバ室、データ保管庫など、セキュリティを厳重にすべき
部屋の入退室を徹底管理します。お客さまのセキュリティポリシーに最適な入退室管理システムをスムーズに構築します。
外部犯罪はもちろん内部犯罪への備えとして、「いつ」「誰が」「どこに」出入りしたかを記録します。

⁃⁃ お客さまのセキュリティポリシー、要望、
各部屋の利用状況などに合わせて、
最適なプランを提案します

⁃⁃ 現在主流の顔認証・静脈認証などの
生体認証及び、これらを組み合わせた
二要素認証にも対応可能です

⁃⁃ ハンズフリーでの入場も可能となり、
バリアフリー環境が多い病院や自治体
など、多数の導入実績を積み重ねてい
ます

この製品で解決！
Solution

入 退 室 管 理システム

⁃⁃ ハンズフリーになったことでカートを押しながら入場することができるようになりました
⁃⁃ 各部屋の入退室記録がいつでも確認できるようになり、社員のセキュリティ意識が向上しました
⁃⁃ 管理室にいながらセキュリティ管理が可能となり、管理者の業務負担が軽減しました

↑
5

個人情報管理室

ⅠC＋指静脈の2要素認証で
セキュリティレベルを高めます

サーバ室

ⅠC＋顔の2要素認証で
セキュリティレベルを高めます

エレベーターホール入口

顔認証でハンズフリーに
フラッパーゲートを通過します

執務室入口

ⅠCカードリーダにより入室を
制限します

⁃⁃ ハンズフリーで認証したいが何が適切かわからない
⁃⁃ ⁃各部屋のセキュリティレベルに応じて認証方法を変えたい
⁃⁃ ⁃二要素認証を導入してセキュリティレベルを高めたい
⁃⁃ ⁃外部犯罪だけでなく内部犯罪にも備え、⁃
入退室管理を厳重に行いたい
⁃⁃ ⁃ICカードリーダーによる認証では、紛失やなりすましを⁃
防止することが困難なため、生体認証に移行をしたい
⁃⁃ ⁃社員の数だけICカードを発行するコストと⁃
紛失リスクを解消したい
⁃⁃ ⁃製品選定から設置工事、運用保守まで⁃
トータルに提案してほしい

NECフィールディングで実現

こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject
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こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現 ⁃⁃ 製品の安定稼働のため、保守・点検を全国約400のサービス拠点よりサポートを提供します
⁃⁃ 長年培ってきた経験と技術力を生かし、お客さま環境に最適な停電対策を提供します

⁃⁃ 想定される停電時間に合わせて、最大72時間
（3日間）※まで対応可能なラインナップを用意
しています

⁃⁃ お客さまのシステム環境等を現地調査にて確認
し最適なＢＣＰ停電対策を提案いたします

⁃⁃ 調査、導入から運用までトータルでお客さまを
サポートします

※72時間以上をご希望の場合は別途ご相談ください

⁃⁃ 長時間の停電対策がしたい

⁃⁃ BCP停電対策をしたいが、どのようなことが⁃
必要かわからない

⁃⁃ 導入から運用維持まで面倒みてもらいたい

長時間停電対策（発電機&UPS）構築サービスです。
今日、企業はITシステム上で基幹業務を展開しており、長時間停電によりITシステムが停止すると事業が中断してしまい
ます。その影響は一企業だけに留まらず、サプライチェーン上のあらゆる企業に波及します。このような状況になると、顧客
取引の競合会社への流出、マーケットシェアの低下、ブランドの失墜など、企業は大きなダメージを受ける可能性があり
ます。そこで、長時間停電時にも事業を継続するために、NECフィールディングは発電機とUPSを組み合わせ、災害対策
ソリューションを提供し、お客さまに安心と安全をお届けします。

発 電 機

ノンストップで長時間バックアップを実現する仕組み

発電機とUPSを組合わせることで、ITシステムに常にクリーンな電力を供給
ITシステムは電源環境に敏感であるため、発電機を直接
接続し不安定な電力供給を行なうと誤動作を引き起こす
可能性があります。そこで、BPシリーズUPSを介すことで、
不安定な電力を吸収し、クリーンな電力を供給します。

通常時は商用電源をUPS経由でITシステムに供給。

停電発生時は無瞬断でUPSのバッテリからITシステム
に電力供給。その間に発電機が起動します。
(発電機起動まで10秒以内)。

長時間停電時は発電機電源をUPS経由でITシステム
に供給。復電時は自動的に商用電源に切り替わり、
通常時に戻ります。

電源環境

商用電源

クリーンな
正弦波

電機電源
EG

負荷機器UPS

通常時

停電
発生時

長時間
停電時

商用電源
SEGSシリーズ

発電機 BPシリーズUPS 負荷機器

商用電源 負荷機器BPシリーズUPS

10秒以内で
発電機起動

SEGSシリーズ
発電機

商用電源 負荷機器BPシリーズUPS
SEGSシリーズ

発電機
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こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現
⁃⁃ 照明だけでなく監視カメラや通信設備をセットし更なる防犯や災害検知にも有効な提案が可能
⁃⁃ お客さまの利用環境に合わせて全国規模で提案から製品選定、現地調査、設計、設置工事、⁃
現地調整、保守までをワンストップで提案できます

⁃⁃ 充電バッテリ内蔵で太陽光ソーラーパネルにより
充電が可能なため、場所※を選ばず設置可能⁃
※太陽が当たる場所

⁃⁃ 人を検知すると明るく点灯する人感センサー
ライト搭載のため、従業員の安全と駐車場などの
明るさ確保が可能
⁃⁃ オプションの監視カメラによる抑止効果で防犯
対策が可能
⁃⁃ 太陽光と蓄電池を利用した独立電源システムの
ため停電の影響を受けず照明、携帯電話などの
充電が可能

⁃⁃ 電源配線が困難な場所への照明等を設置したい

⁃⁃ 暗がりの多い駐車場、通用口での従業員の⁃
安全確保をしたい　

⁃⁃ 製造業、病院、倉庫、建築資材置場等の防犯対
策をしたい

⁃⁃ 停電・災害時に停電の影響を受けない避難所
用照明、携帯電話などの充電がしたい

太陽光と蓄電池を利用したエネルギー自給型LED照明です。
本製品は太陽の光によって発電した電力を使用する、環境に優しいポール型のLED照明です。
標準モデルはポールにソーラーパネル、鉛蓄電池、LED照明を搭載しています。
オプションモデルはこれらに加えて、監視カメラ、サービスコンセントの組み合わせが可能です。

ソーラーLED照明灯構築サービス

山口県某製造業者様 ソーラーLED照明灯×6基 導入事例（2018年3月）

お客さまの課題
●従業員様より駐車場が暗いとのご不満あり
●駐車場が災害時の避難場所となっている
●既存では電信柱に小さな照明しかない
●電源工事に多大な費用が掛かる

導入効果
●夜間照明の確保、非常時の電源供給、防犯と事故防止
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こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現
⁃⁃ 総合的なBCP対策として、非常食や蓄電池、ITシステムの安定稼働などのトータルコーディネートが
可能です
⁃⁃ 当社内の工事専門部隊により、小規模事務所や店舗から全国規模の事業所への設置工事が可能です

●突然の停電を自動検知し、速やかに非常点灯を
開始（避難誘導）

●最大１０時間※1の非常点灯が可能（長時間滞在支援）
●停電検知送信機のスイッチ操作で、非常点灯の
消灯・点灯をコントロール

●停電検知から非常点灯まで完全自動
●新たな設置場所確保や普段のメンテナンスも不要
●平常時は、壁スイッチにて一般照明と同様に点灯・
消灯操作ができる

●平常時の壁スイッチ操作で消灯後、しばらくの間
残光効果（ホタルック機能）が得られる

⁃⁃ 避難するための「あかり」だけでは不十分
⁃⁃ 長時間停電時は、その場に滞在することができ
ない
⁃⁃ 災害がもたらす大規模停電で事業が継続でき
ない
⁃⁃ 蓄電システムや自家発電機は、高額なイニシャル
コストが必要

いつもの安心なあかりが、 
もしもの時は頼りのあかりになります。
災害時などの突然の停電を自動検知し、速やかに最大10時間※1の非常点灯を可能とした、
長時間の安全・安心をサポートするLED一体型ベース照明器具です。（業界初※2）
※1⁃蓄電池の充電状況や経年使用による劣化状態、ご使用状態により点灯可能な時間は異なります。
※2⁃国内施設用LED一体型ベース照明市場において、2019年5月30日現在（株）ホタルクス調べ。

＊防災用LED一体型ベース照明は、建築基準法で定める非常用照明器具ではありません。本製品を設置したとしても法令で定める「非常用照明器具」を設置したことになりません。

防災用LED一体型ベース照明

消灯

残光（ホタルック） 非常点灯（最大10時間）

停電

通常時 非常時

社会インフラとして、さりげなく・無意識に・頼りになる防災用Nuシリーズ

学 校

駅 舎

工 場

病 院

コンビニ

倉 庫

役 場

店 舗

工場現場の事務所

地域の
避難指定

場所

B C P
対策

C S R

安全
安心

停電検知送信機
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こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現

保管性・運搬性抜群

お客さまのシステム環境や用途に合わせて、ポータブル蓄電池だけでなく
停電対策を設計から構築、導入、保守、運用までワンストップで提案いたします

⁃⁃リチウムイオン電池のため常に充電しておく
必要がなく、いざという時にすぐ利用できます
⁃⁃ 発電機と違って排煙や音の発生が抑えられ
オフィスなどの屋内でも利用できます
⁃⁃コンパクトでキャスターが付いているため簡単に
移動できます
⁃⁃ 携帯電話を最大160台※充電可能であったり、
LED照明やその他OA機器を接続したりと利用
シーンはざまざまで、避難所にもお勧めです
※10Whのバッテリで換算

⁃⁃ 災害発生時や急な停電時の非常用電源を⁃
設置したい

⁃⁃ オフィスで使用できるBCP停電対策用品が⁃
欲しい

⁃⁃ 屋外イベントでAC電源を使用したい

⁃⁃ 災害発生時に避難所に充電ステーションを⁃
準備したい

ポータブル蓄電システム EMERGY3000は 
コンパクトなキャリーケース型です。
保管性と運搬性に優れています。ファンレス設計の為、動作音が静かで、屋内でも使用することができます。
大容量の蓄電池を搭載している為、長時間の電力供給が可能です。
太陽電池パネル（オプション）を接続することで、停電時や商用電源が無い環境でも太陽光により補充電ができます。

ポータブル蓄電システム

長時間の電力供給が可能

静音設計

太陽光充電で電源いらず（オプション）

キャスター付き

キャリー
ハンドル付き

接続機器容量 1,200W 600W 120W

接続
機器

接続機種 消費電力 機器台数

ノートPC 45W 20台 10台 2台

携帯電話 10W 20台 10台 2台

LED照明スタンド 5W 20台 10台 2台

電力供給時間 1.5h 2.9h 12h

電力供給
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こんな問題や課題を抱えていませんか？
Subject

この製品で解決！
Solution

NECフィールディングで実現 保守・ロジスティクスなどの一元委託により作業負荷の改善が実現できました

⁃⁃ 全国約400のサービス拠点を活用し、⁃
全国一律の保守体制を確立

⁃⁃ 定期点検、保守リソースの確立による⁃
保守サービス強化を実現

⁃⁃ 保守サービスをNECフィールディングに⁃
委託することで営業活動に注力

⁃⁃ 全国一律の保守サービスを提供できない

⁃⁃ 保守リソースの強化が必要だが、⁃
時間もコストもかかる

⁃⁃ 保守サービスを委託して販売拡大に注力したい

60年以上の経験とノウハウで培った高品質な保守サービスを、 
お客さまに代わって実施します。
マルチメンテナンスサービスは、60年以上培ってきた保守のノウハウや全国体制を活用し、
『お客さまのビジネス』を24時間365日、全国約400のサービス拠点でサポートします。
非IT機器メーカーの皆さまに、製品のオンサイト保守、パーツ管理・ロジスティクス、コンタクトセンター、
リペア・キッティング、リモート運用などのアフターサービスを提供し、お客さまの事業成長を実現します。

マルチメンテナンスサービス

オンサイト保守（修理･点検･設置等）
●全国約400のサービス拠点の保守網を活用し『お客さまのすぐそば』の拠点から、24時間365日迅速な駆付け
●全国規模の機器設置・定期点検にも対応し、ロジスティクスとの連携で、早期復旧を実現
●先進技術を積極的に活用し、個々のエンジニアのスキルに依存しない仕組みを実現

コンタクトセンター（ヘルプデスク・故障受付）
●対応内容・運営時間など、お客さまの要望にあわせたヘルプデスク対応を実施
●60年間培った製品アフターサポートのスキルでお客さまを的確にサポート
●システムにより、故障受付時の故障部品の特定とエンジニア出動指示

パーツ管理・ロジスティクス
●定期・定ルート便、緊急配送便によるロジスティクス網
●補給指示の翌朝8時30分には、全国の倉庫へ補給が完了
●入庫、在庫、出庫、修理など各プロセスをリアルタイムに管理

リペア・キッティング
●お預かりした予備機の入出庫時に、お客さまのご要望に応じて個別設定(キッティング)
●部品修理だけでなく、装置の点検・検査やクリーニングなどのサービスも提供

リモート運用
●24時間365日お客さま製品の安定稼動を監視し、リモートによる早期復旧を支援
●迅速なエスカレーションにより、トラブル発生時の業務影響を最少化
●日々のオペレーションをリモート化することで、現地運用者の工数を低減
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導入イメージ

製
品
の
ご
紹
介

太陽光発電所を導入する際の煩雑な
作業のすべてをサポートします。

導入目的の明確化・重点項目や
優先順位の決定

サポート1

建物の耐荷重や土地の造成の
有無などの設置環境調査

サポート2

受光障害や積雪、塩害などの
対策・検討

サポート3

所轄官庁との事前相談、
周辺の景観や近隣者への理解

サポート4

ご相談/設置場所・容量選定/
シミュレーション

STEP1
企画

現地確認/構内電気設備/
見積り提出

STEP2
調査提案

概要設計/契約書STEP3
ご契約

基礎図/架台図/機器図/
電気配線図

STEP4
工事設計

基礎工事/架台設置/
パネル設置/機器設置/電気工事

STEP5
設置工事

機器単独/施工範囲全体STEP6
動作確認

保有する施設の屋根や駐車場などの遊
休地を有効に活用してパネルを設置。
お客さまの電力使用場所、使用電力量
および設置可能場所の状況に応じて、
お客さま環境に沿った提案をいたします。

保有施設屋根
障害発生屋根の状況に合わせて、さま
ざまな方式の架台から最適な設置を
行います。
※⁃屋根の形状・構造によっては別途補強
工事が必要となる場合がございます。

その他の遊休地
設置場所の用途にあわせ、太陽光専用
の架台からカーポート型の架台までお
客さまのニーズに合わせた提案を行い
ます。また地盤の状況から杭基礎やコ
ンクリート置き基礎など最適な提案を
行います。

電力は、「売る」から「使う」時代へ。 
自家消費型太陽光発電の導入をサポートします。
これまで太陽光発電は、固定価格買取制度（FIT）による「売電」を活用し、主に投資目的の発電所建設が主流でした。
この固定価格買取制度は政府の段階的な価格見直しにより、いよいよ売電単価と買電単価が逆転、投資目的から、
電力を実際に使う事業者さまがそのメリットを享受する時代がやってきました。自家消費型太陽光発電とは、施設の
屋根や駐車場など遊休地を活用し、太陽光発電システムを設置。発電した電力を自社の工場や店舗で利用（自家消費）
することで、電力コストの削減が可能です。

電力コストの削減
発電で得た電気を自家設備で有効に使うことで、電力会社から
購入する電力コストを大幅に削減することが可能です
さらに蓄電池との併用により、ピークシフトやピークカットなど、
より積極的な運用が可能になります
地球環境への貢献
地球温暖化ガス（GHG）排出量を削減や、再生可能エネルギー
導入率を拡大させ、SBT認定やRE100対応に寄与することで、
CSR（Corporate⁃Social⁃Responsibility：企業の社会的責任）
の観点で広くアピールできます

BCP（事業継続計画）対策に有効
蓄電池や発電機と併用することで、災害時の非常用電源として
使用することができます
遮熱効果
屋根上に設置した太陽電池モジュールが遮熱板の役割を果たす
ことで、屋根裏の温度変化が緩和し、屋内が「夏涼しく、冬暖かく」
なります
補助金と税制優遇制度
固定資産税の優遇、中小企業等経営強化税制、再生可能エネ
ルギー電気・熱自律的普及事業などの補助金と税制優遇制度が
活用できます

自家消費型太陽光発電のメリット

自 家 消 費 型 太 陽 光 発 電

⁃⁃ 電力会社より購入する電力量が減り、自社のCO²削減目標を達成することで企業価値の向上に
期待しています
⁃⁃ 今後電気料金が上がっても、太陽光で発電した電力を自社で使うので、購入量が抑えられ安心です

NECフィールディングで実現

32



33



あ

医療・介護 5
い〜るでぃんぐ（広告） 33
エコムシュウ 22

さ

自家消費型太陽光発電 32
自治体 7
製造 11
ソーラーLED照明灯構築サービス 28

な

ナノフィール 20
入退室管理システム 26

は

バイオ生ごみ処理機 シンクピア 24
発電機 27
光触媒 空気清浄機 19
文教 9
防災用LED一体型ベース照明 29
ポータブル蓄電システム 30

ま

マルチメンテナンスサービス 31
民需 15

ら

流通 13

H

HAL 25

I

IPカメラ 21

N

NEC 歩行姿勢測定システム 23
New Normal

「新しい働き方」と｢新しい商習慣」を
意識した事業継続に向けて 17

索　引




