
49「テレビめーむ」生活協同組合コープこうべ

もっとくわしく	

●ご高齢の方にも利用していただきやすい 
　宅配サービスを目指して	 

商品・サービスが生まれた背景	

サービス提供に関する  
独自の取り組み・工夫	

今後の展開	

事業者からの、ご利用される方やケアマネージャー・自治体の方へのメッセージ  
  
　お家にあるテレビで、出来るだけ簡単に買い物やご家族とのメッセージによるコミュニケーションが取れる様に開発しました。  
　スマホに専用のアプリを取り込む事により、１人の「テレビめーむ」利用者に対し最大５名までの登録が可能であり、ご家族だけでな
く、ケアマネージャーの方や親しい方とのコミュニケーションも可能となります。  
　買い物は、誌面である「めーむ」の商品以外にもインターネットだけで企画している「ＷＥＢ限定セレクション」の企画商品も利用可能
ですし、音声による商品の検索や注文履歴を簡単に知る事が出来ます。  
　ご高齢の方や、買い物にご不便を感じられている方が便利に使われ、ご家族や地域の方の共に楽しく生活される事を夢見ています。  
※「テレビめーむ」の利用はコープこうべの活動エリアで生協宅配（個人宅配・協同購入）利用の方に限られます。	

　元々、生協活動の一環として、紙のカタログ（「めー
む」）を配布して週1回宅配する事業をやっている。宅配し
た際に、その次の週の注文を取り、次のカタログも渡すと
いう1週間リードタイムの買い物サービスである。	 
　「めーむ」はカタログ2,000アイテムから、１～6ケタの
品番で記入し、注文する仕組み。ただ、ご高齢の方からは
「文字が小さくてカタログ自体も見にくい」といった声が
ある。これを何とかしたいと考えたのが背景の一つ。	 
　「テレビめーむ」に先立って、試験的にコープ組合員約
100名の方にタブレット端末を配って、注文を受け付けたこ	 

●ご高齢の方が「簡単に使える」ことにこだわる	 
　　前述のとおり、組合員の方にタブレットを配って試験
的に商品注文にご利用いただいたことがある。このときに
わかったのは、ご高齢の方は端末の設定や手続きなどに苦
労されるということ。そこでテレビめーむでは、徹底的に
「簡単に使える」ことにこだわった。	 
　テレビを利用するのも、ご高齢の方が使い慣れたものだ
からである。	 
　申込書に必要事項を記入していただくだけで、通信回線
やインターネット等の設定・手続きが済んだ状態でご自宅
にお届けし、端末をテレビにつなぐだけで利用できるよう
にしており、利用者側	 

紙のカタログでの注文に不自由を感じるご高齢の方のために�

利用者を拡大しつつ、サービス・機能の充実を進める�

●まずは知ってもらって利用者の拡大を	 
　これまで紙のカタログ「めーむ」を利用されていた方への告
知が中心となっており、それ以外の方に広くアピールはできて
いない。他の機器や端末を使った「見守り」サービスに比べて、
費用的にも手頃であることから、その魅力をきちんと伝えてい
きたい。敬老の日等も利用して子世帯へのアプローチもしてい
きたい。	 

●ご高齢の組合員の方々の暮らしを支えるため	 

　コープこうべとして、このサービス自体で大きく収益を
上げる考えはない。むしろ、高齢化が進む会員の方々の生
活の支えや、ご家族とのつながり・コミュニケーションの
支援が出来ればと考えて取り組んでいる。	 

生活協同組合コープこうべ  
インターネット事業部事業部長　陰平康則	

●利用者の声を聞いて機能の充実も図っていく	 
　サービス内容としてはまだまだ拡充の余地がある。利用者
の方のご意見をお聞きしながら、充実させていきたい。	 
　現在は通信回線も3Gを使っているが、4Gを使えるようにな
れば、カラオケなどで動画を配信したり、ご利用者同士で囲
碁や将棋を楽しむといったことも可能になる。	 

●家族とのつながり・コミュニケーション支援	 
　「宅配注文」サービスであるが、実は期待しているのは
ご家族とのコミュニケーションや見守り機能である。	 
　「コミュニケ―ション」メニューでは、ご家族のスマホ
に、定型メッセージやスタンプを送ることができる。ま
た、ご家族が撮った写真を見て、リモコン操作で「みた
よ！」「いいね！」といった返事も簡単に返せるように
なっている。	 
　　家族とはいえ、毎日電話をかけるのは遠慮もあるもの
である。しかし、こうした形なら、スマホを使い慣れな
いご高齢の方でも気軽にご家族と日々コミュニケーショ
ンを取ることができる。	 
　一方ご家族の側からも、この端末をオンにすればスマホ
にお知らせがいくので、見守りにもなる。宅配商品の注　　	 
	 

ご高齢の方の「使いやすさ」にこだわりつつ、家族との「つながり」を支援�

で設定・手続きの手間はかか
らない。	 
　リモコンもボタンが大きく
シンプルなものとし、十字
キーが使いにくい方がいるた
め、あえて横方向のみにして
いる。	 
　さらには、設定や操作で何
か困った場合に問合せできる
コンシェルジュも配置してお
り、何かあれば電話で問い合
わせることができる。	 

文内容も家族がス
マホで確認できる
ため、「極端に多
い量を発注してい
る」「同じものを
何度も注文してい
る」など誤発注に
も気づくことがで
きるようになって
いる。	 

とがある。初期設定などで苦労される方は多かったが、
設定をお手伝いして、いざ使い始めると多くの方に使っ
ていただくことができた。この取り組みを通じて、「新
しい端末でも、慣れれば使ってもらえる」という実感も
あった。	 



サービス分類	 対象顧客層	
⾒見見守り�

����������� ⾒見見守り�

��セコム�����

ニーズ	

商品・サービス概要	 「救急」を見守る：セコム・マイドクタープラス�
「��」を見守る：お��コー��ー�ス・お�����ー�ス�

【商品・サービス��
●セコム・マイドクタープラス	 
　・救急時にご利用者がＧＰＳ付専用端末を使用してセコムに通報し、緊急対処員が現場急行、転倒介助を行う。	 
　　必要に応じて119番通報し、専用端末に救急情報を送信。利用者の要請に基づき、提携している介護事業者に	 
　　連絡しご自宅への訪問を要請することも可能。	 

!  ご契約の際に、利用者の救急情報として、かかりつけ医、服薬内容等をお預かりさせていただくことにより、	 
	 　救急時に専用端末に、救急情報を送信する事で、現場で適切な対応をとることが可能	 
!  緊急対処員が転倒介助のスキルを有しており、駆け付け理由の７割以上を占める転倒介助に適切な対応が可能	 
!  利用者のご自宅の鍵をお預かりしていることにより、救急の際にはご自宅の中まで入って対応が可能	 
!  専用端末は通話機能もあり、救急時の対応医療機関、セコムメディカルサポートセンターとの三者間通話が可能	 
!  セコムメディカルサポートセンターと24時間健康相談することが可能。必要に応じて提携大手介護事業者の自費サー
ビスを利用することで介護領域までカバー。	 

	 

●お元気コール・お元気訪問サービス	 
　・お元気コールは、セコムメディカルサポートセンター	 
　　から月に1回、健康状態の確認を目的とした電話を	 
　　するサービス	 
　・お元気訪問サービスは、健康の確認を目的に月に1回、	 
　　利用者宅を訪問し、30分ほどの面談を行うサービス。	 
　　同時に簡単な家事の手伝い等も提供する。	 
	 

【価格��
●セコム・マイドクタープラス	 
　・月々の基本料金は1,800円。（※）	 
　　(*)マイドクタープラスを単独で契約する際は加入料金が発生致します。	 
　	 	 (*)急行時など都度かかる料金は別途。2015年10月現在	 

●お元気コール・お元気訪問サービス	 
　・お元気コール：600円/月、お元気訪問：3,800円/月（※）　　※	 税別、セコム・ホームセキュリティの契約が必要です。	 

●利用者のプロフィール：利用者の多くは70～80代の高齢者であるが、ホームセキュリティーの利用者が多いた
め独居世帯ではなく家族世帯が多い。同様に、契約者も本人が多い。	 
●QOL改善・向上のポイント（対応するニーズ）	 
	 　在宅時の“生命”を見守るサービス提供により、安心で快適な暮らしを営むことができる	 

ポイント	

家庭での安心の追求　お客様の“生命”を守る	 

【事業として】	 
　●ホームセキュリティ等のインフラを有効活用し、新たに大きく投資をすることなく安価にサー
ビス提供が可能。また、ご自宅の鍵や個人情報などを「預けても大丈夫」という安心感・信頼
感がサービス内容の向上等に寄与	 

　●セコムグループとして、病院運営支援事業、健康・予防事業、医療ICT事業、在宅医療事業を包

括的に営んでおり、セキュリティ（自費）とともに医療・介護の公的保険サービスを提供する
ことで、トータルな地域包括ケアを支援している	 

主な利用者とQOL向上のポイント	 高齢者が、健康、暮らしの場面において、不安を抱える事なく外出を
促し、健康寿命を延ばす、アクティブシニアでいてもらう事がポイント�

【ご利用者からみて】	 
　●「救急」を見守る：間断なき監視と全国約2,830カ所の緊急発進拠点で24時間
365日の即応力のある見守りを提供	 

　・ホームセキュリティや緊急通報システムを中心としたシステムにより、非常時
に対応した安否確認サービスを提供　	 

	 

　●「日常」を見守る：日常的なコミュニケーションによる親近感や安心感のある　　	 
　　見守りを提供	 
　・電話や訪問による日常的なコミュニケーションで、日常のゆっくりした変化を見
守る。定期的に長期間見守ることで、慢性的な不安や変化の兆しを把握	 
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51「高齢者の「救急」「日常」見守りサービス」セコム株式会社

もっとくわしく	

���������ルス�������の���������し����商品・サービスが生まれた背景	

サービス提供に関する  
独自の取り組み・工夫	 自社の特徴や強みが価値あるサービスに寄与�

サービス特�を��した��������の��を���

今後の展開	 社会に役立つ新たなビジネスモデル創造のためのインフラを構築し、�
「超高齢社会」の課題解決に貢献�

事業者からの、ご利用される方やケアマネージャー・自治体の方へのメッセージ  
  
セキュリティと介護サービスを組み合わせたサービスで、高齢者の日常生活の中で、不安や  
心配ごとを抱えることなく、高齢者が豊かに老いる社会へのお手伝いが出来ればと思います。  
	

!セコムは、より安全・安心で、便利で快適な社会を実現する「社会システム産業」の構築を目指しており、予防という観
点でヘルスケア事業も広義のセキュリティ分野として参入	 
・1982年、救急通報システムの「マイドクター」を、ホームセキュリティのオプションとして提供開始	 

　	 

●「自宅でいつまでも暮らしたい」という思いに応える「セコム・マイホームコンシェルジュ」をサービス
開始	 
・地域高齢者のあらゆる困りごとを解決するため、2015年4月に東京都杉並区にセコム暮らしのパートナー久我山を開設。	 
・高齢者が抱える困りごとをワンストップで受付、解決につなげるサポートをするトライアルサービスを実施。（2016年1月に終了）	
!従来のセキュリティシステムでの安心感に加え、「いつでも」「なんでも」「近くにいるセコムのスタッフ」が電話による相談受付だけでな

く、自宅に訪問して状況を確認し、お困りごとの解決のお手伝いをするという姿勢が口コミ等で地域高齢者に伝わり、トライアルサービ
ス期間中に約600案件を対応した。この経験をもとに、2016年2月より「セコム・マイホームコンシェルジュ」をサービス開始。  

・ 当該サービス概要　：住み慣れた地域で『いつまでもご自宅での生活を続けていきたい』という高齢者の思いにこたえるために、  
　　　　　　　　　　　　　　「セコム暮らしのパートナー久我山」のスタッフがご自宅での安心・快適な生活のお手伝いをさせて頂くサービス。	
・当該サービスのポイント：一人でも安心して自宅で暮らすことが出来、かつ、施設等入居に比べ経済的なメリットがある。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
トータルな地域包括ケアの支援を推進	 
!今後も、病院運営支援事業、健康・予防事業、医療ICT事業、在宅医療事業を包括的に運営し、トータルなセコム版地域包
括ケアの支援を推進	 

●セキュリティ企業としての信用と実績が価値ある見守りサービスに寄与	 
!セコムは、利用者にとって非常に大切な自宅の鍵、利用者の健康情報を預かっているため、自宅内の緊急
対応であっても迅速、かつ適切に対応することができる。	 

!セキュリティ企業としての信用が前提にあり、一般的な生活支援サービス普及の障害にもなっているス
タッフの屋内への招き入れも安心して受け入れられることができる。	 
・ホームセキュリティの既存インフラを有効活用することで、安価にサービス提供が可能。	 
	 

●様々な連携によるサービス普及への取組み	 
!24時間切れ目ない見守りを目的とし、大手介護事業者との連携、都市部に住む高齢者の子世代にアプロー
チしたい地銀との提携、消防への不要不急対応を民間委託したい自治体との提携、サ高住における見守り
サービスの要件充足としての利用など、様々な連携によりサービス普及を推進している。	 

「セコム・マイホームコンシェルジュサービスメニュー」	



サービス分類	 対象顧客層	
⾒見見守り・コミュニ
������ ⾒見見守り�ニーズ	

商品・サービス概要	

【商品・サービス��
●「つながりプラス」	 
　・高齢者に担当コミュニケーターが毎週2回電話をし、電話の内容をその都度ご家族にメールでレポート	 

!  コミュニケーターはトレーニングと試験を受けたコミュニケーションの専門家。生命保険の外交員や劇作家、役者な
ど、さまざまな経験を積んだスタッフが在籍	 

!  電話での会話内容を「聞き書きレポート」としてすべて語り口調で送付。会話の雰囲気や話し方から、体調の変化、
悩みごとの有無なども推測して報告	 

!  北海道から沖縄まで、日本国内どこでも必ず初回訪問を行う。「一度お会いして信頼関係をつくること」を重要視	 
!  利用者の状況に合わせオプションメニューとして、「安心駆け付けサービス」「安心相談サービス」「認知症早期発
見レポート」を用意	 

　・安否確認＝生存確認にとどまらず、元気確認＝元気	 
　　かどうかがわかるサービスを志向。	 
　・高齢者にとっては、会話を通じて元気になってもらう、	 
　　元気でいる時間を長くする、というサービス。	 
　・報告を受ける子供世帯にとって、レポートがきっかけに	 
　　なり、電話や訪問が増えることで、家族間の想う時間が	 
　　増え、気持ちが繋がり、絆が深まる効果も。	 
	 
【価格��
●「つながりプラス」	 
　・入会金：10,000円（税別）	 
　・基本料金：週2回電話コース：月8,000円（税別）	 
　・LITEプランとして月4,900円（税別）も用意	 
　・お試しキャンペーンとして、入会金無料、最初の3ヵ月間	 
　　月3,000円（税別）を設定。	 
　※2016年2月末現在	 

●利用者のプロフィール：基本は、独居の親を心配する子供世帯が顧客＝依頼者。親御さん＝利用者は、75歳以
上が多い。高齢者の健康状態は、アクティブから要介護者まで。認知症の方も含まれる。	 
●QOL改善・向上のポイント（対応するニーズ）	 
	 　何でも聞いてくれる「顔見知り」の相手がいることで、生活に楽しみが生まれ、高齢者が元気になる。	 

ポイント	

「安否（生存）確認」にとどまらない「元気確認」を提供	 

【事業として】	 
　●「見守り」ニーズの高い子供世帯にアプローチ。費用を含めたサービス内容について子供世帯
のサービス利用に関する納得性を確保	 

　●マンション入居者への付帯サービスとしての利用など、企業や自治体連携を進めることでサー
ビスの普及拡大や社会的貢献を志向	 

主な利用者とQOL向上のポイント	

【ご利用者からみて】	 
　●「つながりプラス」：高齢者に担当コミュニケーターが毎週2回電話をし、電話
の内容をその都度ご家族にメールでレポート	 

　・親の暮らしぶりなど子供世帯が気になる情報をレポート。レポートをきっかけ
に、家族間の想う時間が増え、気持ちが繋がり、親子間の絆が深まる効果も	 

	 

　●傾聴スキルと初回直接訪問により高齢者が安心して打ち解けられる。コミュニ
ケーションを通じて元気でいられる期間を少しでも伸ばす	 

　・何でも聞いてくれる「顔見知り」の話し相手がいることで、生活に楽しみが増え、
高齢者が元気でいられる期間を少しでも伸ばす	 
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