
外国人社員の定着・教育フォローサービス

明光ネットワークジャパンの
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基本思想

【目指したい姿】
外国人財が単なる人手不足解消の手段ではなく、
これからの日本の介護を共に支えていくパートナーとして
介護業界全体で敬意をもって受入・活躍が進んでいく。
受入側も働く側、被介護者の方々・家族皆が幸せになれる。
そして、ゆくゆくは日本の介護が世界のスタンダードになる。

【そのために】
Japany Work for 介護で、
教育・コミュニケーションの難易度を下げる。
教育の効率化や効果向上によって捻出できた時間を
介護の理念浸透や個別のフォロ―に充当することで
働き甲斐のある職場・業界への変化の一端を担いたい。 2



介護施設様・監理団体様のための
教育・コミュニケーションサポートツール

Japany Work for 介護とは
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機能ご説明
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外国人財にまず覚えてもらいたい介護の基本動作をやさしい日本語で解説
介護事業操練所監修の介護動作がカテゴリー毎に学べます

①導入後すぐに学べる介護の基本動作がセット済み

①寝返り（軽度）
②寝返り（重度）
③起き上がり_端座位
④端座位→立位
⑤立位→座位
⑥車いす移乗
⑦車いす移動_スロープ・段差
⑧歩行介助
⑨更衣
⑩ポータブルトイレ
⑪食事介助
⑫口腔ケア
⑬おむつ・パット交換

※自社の研修とあわせて活用することで、教育の効率化・効果向上を図れます

※今後、中級編・上級編とコンテンツも追加予定です。
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紙マニュアルやOJTで教えている
こと、勉強会の様子などを簡単に
動画マニュアル化。
（自動字幕・翻訳）。

簡単操作・管理で、教わる側だけ
でなく、教える側の手間を削減。
スタッフの教育の効率化が実現。

スマホを通じていつでもどこでも
視聴可能。隙間時間を有効活用。

日本人スタッフの教育にもお勧め。

②独自に教えたい事を自由に動画マニュアル化

本数無制限で自社で教えたい事を自由に追加可能
技術指導は勿論、各種手続き関係など教えたい事を何でも簡単追加
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通常の業務連絡、ヒヤリ
ハット共有などの注意喚起
を全体・グループ別にリア
ルタイムで配信可能。

スタッフからの質問・回答
などをすぐに共有できるこ
とにより、スタッフの不安
解消・理解促進。

自己紹介や優秀者インタ
ビューなど、社内コミュニ
ケーションを活性化。

※本部でアカウント管理ができるので、情報漏洩リスクも軽減

③教育の浸透・情報共有を活性化させるSNS

研修だけでなく日々の情報共有やコミュニケーションが教育を浸透させます
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管理者は全体から各ユー
ザーの個別進捗確認、各コ
ンテンツの管理が可能。

進捗状況に応じたフォロー
やコンテンツの受講率に応
じたブラッシュアップが可
能。

視聴や投稿具合によって、
スタッフの離職アラートを
事前に察知・ケアへ。

④管理機能

リアルと動画研修を繋ぐ、シンプル操作の管理機能

8



2020年2月、自動翻訳機能実装予定

日本語で撮影した動画をツールにのせるだけで自動字幕・翻訳が可能！

※ベトナム語、インドネシア語、タイ語、中国語、英語、日本語対応

⑤自動字幕・翻訳機能
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無償追加コンテンツ
ご説明
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無償追加コンテンツ①日本の生活マナー

防災 交通,その他

項目 内容 動画数

01_ルール 50

02_大衆浴場 17

03_賃貸の契約 4

04_在留カード 10

05_マイナンバー 13

01_電車 38

02_バス 20

03_タクシー 17

04_自転車 18

01_トラブル 14

02_知らない間に犯罪 21

01_公共料金 11

02_郵便局 43

03_ヤマト運輸 25

04_佐川急便 22

01_災害共通事項 48

02_地震 41

03_台風 11

合計 423

01_暮らし

02_交通

03_防犯犯罪

04_通信

05_防災

ゴミ出しのような生活ルールから
防災まで幅広く420本収録
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失敗しない外国人雇用と受け入れ体制づくりのポイント

【計10回・ 約90分】

外国人材を戦力化するための指導とコミュニケーション法

【計10回・ 約100分】

日本企業で働くうえで知っておくべきビジネスマナー

【計10回・ 約45分】

❸ 外国人財むけ

❷ 日本人マネジメント層むけ

❶ 経営層・人事担当者むけ

専門家の講義で外国人財の受入れへの不安を解消

無償追加コンテンツ②受入担当者様むけ研修動画
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料金ご説明
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基本利用料金について（月額）（税抜き）

同一法人内利用

~30名

5万円 (ライト)
25万円(ベーシック)

初期費用

月額費用

介護研修動画 2万円

基
本
料
金

※基本料金部分がIT導入補助金対象になります！（最大75％還元）
導入例：
初期費用25万円、介護研修動画付き100名プラン(8万円)：年額121万円

25万円＋基本料金6万円× 12か月＝97万円のうち73万円還元
実質年額43万円！（121万円－73万円）

~50名 ~100名 ~300名 ~500名

2万円 4万円 6万円 8万円 10万円
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初期費用について

ライトプラン

初期費用

ご支援内容

￥50,000

キックオフ
打ち合わせ（web）

作成する動画、ハッ
シュタグの企画支援

画面操作ご説明

初月質問対応
（TEL）

撮影編集

撮影代行（3時間）

アップロード代行

運用開始前お打合せ
（web）

初月利用状況を踏まえた、チューニング支援
(web/対面)

ベーシックプラン

￥250,000

キックオフ
打ち合わせ（web）

作成する動画、ハッ
シュタグの企画支援

画面操作ご説明

初月質問対応
（TEL）

撮影編集

撮影代行（3時間）

アップロード代行

運用ルール企画支援
（web/対面）

初月利用状況を踏まえた、チューニング支援
(web/対面)

※金額は税別。撮影/対面打ち合わせは遠方の場合、交通費別途
※編集・アップロード代行：貴社指示のもと、カット編集のみ。弊社撮影分のみが対象



IT導入補助金
ご説明
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経産省主催のIT導入補助金対象ツールです

特設ページ：https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/

※基本料金部分がIT導入補助金対象になります！
（最大75％還元）

導入例：
初期費用25万円、介護研修動画付き100名プラン(8万円)：年額121万円

25万円＋基本料金6万円× 12か月＝97万円のうち73万円還元

実質年額43万円（121万円－73万円）

※補助金認定には条件・申請・審査がございます。
詳細はお気軽にご質問ください。

https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/
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交付までの流れ



お
試
し
か
ら

申
請
結
果
で
て
か
ら

2020/7 2020/8 2020/9 2020/10 2020/11

ご契約、導入

申請内容審査

補助金申請

5次申請結果発表

契約、導入

申請

申請内容審査

ご利用開始

ご利用開始

長期利用ジャッジ

第5次申請締め切り 第6次申請締め切り

スケジュール例
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各種URL

IT導入補助金2020 特設サイト
https://www.it-hojo.jp/

補助対象について
https://www.it-hojo.jp/applicant/subsidized-works.html

スケジュール
https://www.it-hojo.jp/schedule/

申請・手続きフロー
https://www.it-hojo.jp/procedure/

事務局問い合わせ窓口
https://www.it-hojo.jp/inquiry/

https://www.it-hojo.jp/
https://www.it-hojo.jp/applicant/subsidized-works.html
https://www.it-hojo.jp/schedule/
https://www.it-hojo.jp/procedure/
https://www.it-hojo.jp/inquiry/


Webセミナー
ご案内
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無料webセミナーご案内

豊富な現場経験を背景にグローバルに活躍する高山善文氏による特別講演
を始め、Japany Work for 介護やIT導入補助金のご説明を致します。

また、ウェビナー参加者様には特典もご用意いたしております。
ご興味ある方は、下記URLより是非ご参加予約ください。

https://japany-soeasy.peatix.com/

https://japany-soeasy.peatix.com/


会社概要
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会社概要

社名 一般社団法人 介護事業操練所

代表理事 三上 博至

所在地
〒248-0002

神奈川県鎌倉市二階堂22-4

TEL 050-5812-0501 FAX0467－84－8064

Mail h.mikami@sourenjyo.com

事業

・介護事業立ち上げコンサルティング
・介護従事者研修の企画、実施。
・外国人入国後介護講習の実施
・外国人介護動画の制作。
・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ鎌倉・古の花の運営
主任研究員：石川陽子（日本語講師、㈱エルロン代表）
研究員：内藤友彰（日本語講師/介護） 簾藤麻木（建築士）

URL https://www.kaigo-s.com/

一般社団法人 介護事業操練所概要

介護に競争原理が導入され、20年が経過した介護保険制度。様々な供給主体が新規参入し、介護業界は玉石混交状態です。
介護事業は、施策によって大きく影響を受けるため、介護事業の柱をどこに置くかが、「成功」のポイントではないでしょうか。
益々「医療と介護の連携」が強くなり、真の意味において「量から質へ」という方向です。しかし、当初から の課題である

「人材不足」の問題は、今も変わらず明るい兆しが見えません。
弊社は、前例無き所に価値を見出し、「人材育成」に力を入れて参ります。果敢に介護業界発展の為、志高く、日々止まる事無く、
お役に立てるよう努めて参ります。

24



soeasy社概要
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関係者一覧

26

◆制作
(株)明光ネットワークジャパン
(株) soeasy

一般社団法人介護事業操練所

◆監修
(株)エルロン
當間 加代子
一般社団法人介護事業操練所

◆出演モデル
竹丸勇二
内藤友彰



ご質問・ご相談等、お気軽に
ご連絡ください。
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■ご連絡先
〒101-0031
東京都千代田区東神田1-9-3

THE WAVES AKIHABARA 2F
株式会社soeasy
西濵 隆次郎（にしはま りゅうじろう）

■Tel  ：03-6228-1647,080-1343-9770
■Mail ：nishihama.ryujiro@soeasy.tokyo

お問い合わせについて

mailto:buddy@soeasy.tokyo

