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【サービスの内容】 

(1)「見守り安心サポート」 
“日ごろのご近所付き合い”のようにいつも身近に寄り添い、温かみのあるサービスを展開します。 

お困りごとやご心配ごとの解消に努め、安心できるご自宅での生活の継続をお手伝いします。 

●ご自宅への定期訪問 担当スタッフが週に１回お客様のご自宅を定期訪問します。定期訪問でお話し

た内容や生活のご様子を遠隔地にお住まいのご家族へも報告します。 

●テレビ電話を活用 日ごろのささいなことについても、直ぐに対応できるように、テレビ電話をご自

宅へ設置します。２４時間３６５日いつでもつながる連絡ツールとしてお客様の安心を守ります。 

●見守りセンサー 普段の生活に不安をお持ちの方々に視覚に拠らない見守りセンサー（動きセンサー、

明るさセンサー、温度・湿度センサー）で見守りを行います。 

(2)「らくらく生活サポート」 
ご自宅の中の手の回らない家事のお手伝い、外出時の付き添いサービスを行います。 

また、地域の福祉サービスの利用援助や、住宅の管理やリフォームなどの専門的なご相談も承ります。 

●家事代行 日常の掃除や片付け、洗濯、買い物、食事の用意などを行います。掃除が行き届かない、

料理が面倒など普段のお困りごとに対応します。 

●付き添い 外出時、心身面で不安のあるお客様に、担当スタッフが付き添い、不安解消を図ります。 

●地域の各種福祉サービス利用援助 通院による受診、在宅医療や各種福祉サービス利用などのご提案

を行い、「地域居住継続」を支援します。 

(3)「生きいき学習サポート」 

お客様がより生きがいを持って生活できるようにご希望に応じて様々なコーディネートします。 

お客様の「こんなことをやってみたい」という生きいきした気持ちをサポートします。 

●生涯学習支援 お客様が新たな趣味や学習を始めたいときの相談窓口となります。健康、旅行などご

興味に応じてご提案、習い事の開始やプログラム利用までサポートします。 

 

【サービスの料金・提供エリア】 ※料金はすべて税別 

(1) 基本サービスと料金 
月額 ２４,０００円（テレビ電話装置一式貸出費用込み） ※開業キャンペーン価格有 

①ご自宅への定期訪問（概ね３０分程度と簡易なお手伝い）：週1回 

②テレビ電話での生活サポート：２４時間３６５日対応可 

(2)オプションサービスと料金 ※オプションサービスのご利用には(1)の会員になる必要があります 
見守り安心サポート 

見守りセンサー：月額 ３，０００ 円 ホームセキュリティシステム：別途お見積り 

らくらく生活サポート ※交通費別途 

生きいき学習サポート 

生涯学習支援：1回 1 時間 ２，５００円 趣味・健康・旅行の各プログラム：別途お見積り 

(３) サービス提供エリア 兵庫県西宮市を中心とした阪神間 

以上 

 

家事代行：1回 1 時間 ２，５００円 付き添い：1回 1 時間 ２，５００円 

専門的相談サービス：1回 1 時間 ２，５００円 建物管理・保守・リフォーム：別途お見積り 

【本件に関するお問い合わせ先】 

フジコーポレート株式会社 PSL 事業本部 パートナーズ・シニアライフ・インフォメーションセンター 

ＴＥＬ：0798-35-2207／ＦＡＸ：0798-35-2207／MAIL：info@psl-fujicorporate.com 

●関連会社● ※代表者、所在地は同左 

会社名：株式会社双葉化学商会 

事業内容：施設管理運営事業（警備、清掃管理、施設

管理、サービス管理、運営管理） 

【会社概要】 
会社名：フジコーポレート株式会社 

代表者：代表取締役 京藤 光江 

所在地：兵庫県西宮市産所町１４番６号 

事業内容：施設管理運営機器のレンタル事業 

地域密着型シニア向けサービス事業 


