
社会貢献事業
ソーシャルインクルージョン推進計画

NPO法人 アイアム就労支援

リモートコミュニケーションツールを使った
『遠隔接客販売』 の取り組み



NPO法人アイアム就労支援は、インクルーシブな世界を目指して、
あらゆる障害の為に就労を諦めていた方々に対しての就労支援を
行っていきます。

私たちの目指すインクルーシブな世界というのは、高齢者や障害者、
外国人といった方を巻き込んだ世界のことを指し、あらゆる障害という
のは、身体的・精神的・知的・物理的(距離的)・時間的・経済的
なことを意味しています。

http://www.iamesnpo.org/

http://www.iamesnpo.org/


１．ソーシャルインクルージョン推進事業

目的

ソーシャルインクルージョンを体験して、新しい生活様式に対応する術を創造し
続ける為に、あらゆる方々に協力して頂きたい

プロジェクトを続けられるビジネスモデルを、遠隔操作で就労出来るスタイルと
して確立させ、自立出来る仕組みを創り上げたい

コロナ禍の中、人手が必要とされている場所で、人の役に立つ体験をする事で、
ソーシャルインクルージョンについて考える時間を持って頂き、新しい生活様式
に対応する術をみんなで創造していきたい

それを継続して社会に普及させて行く為の

２．就労支援(自立支援)の仕組みの確立



遠隔接客販売とソーシャルインクルージョン

『遠隔接客販売』 は

①一人親、産休中や介護休暇中の方々、新型コロナウイルスが
原因で職場から弾き出されてしまった方々、等で働くことが出来
ていない方々、金銭的に困っている方々、等に対する支援

②障がい者の方々が作られた商品の販売

というふたつの取り組みをひとつの形にしたものになります。



①在宅勤務者（一人親、等） ③企業・売り場（社会貢献の場）

インターネットを経由し
分身ロボットやベルフェイス等を遠隔操作

こんにちは!

いらっしゃいませ

こんにちは!

いらっしゃいませ

Internet

Internet

障がい者・障がい者施設で
作られた商品の提供

商品

遠隔接客販売・全体イメージ

②商品提供者（障がい施設、等）

本事業は株式会社オリィ研究所の開発・提供しているOriHImeと株式会社ベルフェイスの開発・提供しているbellFaceを利用しております。
本活動はNPO法人アイアム就労支援独自のものであり、上記商品の開発会社の取り組みではありませんので、本件事業についてのお問い合わせはNPO法人アイアム就労支援に、
商品についてのお問い合わせは各メーカーにお願い致します。



社会意義について

③場所を提供してくださる企業様・店舗様にとっても

・空いている場所を有効活用し

・社会貢献の高い事業を展開し

・社会に対してのメッセージの発信をしていくことを通して

町全体を良くしていくことにつながっていく社会的意義の高い取り
組みになると信じております。



企業様売り場スペースイメージ＆交渉先リスト

現在交渉中のリスト（右）

大手企業様のご担当者様にお話を
お聞きしていると、CSR活動（SDG

ｓ・ESG投資対策）の一環として、適

切な投資先（支援先）を探しておら
れる企業様が多いということに気づ
かされました。



お仕事をお探しの障がい者の方へ：
リモートパイロットとして

遠隔で簡単な接客をしていただけます

☆自宅からでもどこからでも就労が可能！！
☆スマホで簡単操作！（タブレットやパソコンからも可）
☆顔を出さずに、自分の家から部屋着でOK

☆やさしく丁寧に、操作のトレーニングをいたします（１～３時間程度）
☆なれるまではスタッフが側に付き添います
（☆時給：1050円）
☆仕事時間：平日11時～16時（変更の可能性有り）

（＊扱う商品は難しい説明もいらず、
売りやすい『お菓子』や『食べ物』が主になります
（スーパーなどで働いた経験があれば、ものすごくプラスになります））

＊最初は商品数も少ないのですぐに慣れます

＊現場（売り場）にスタッフがいますので
対応に困ることはありません

誰でも簡単に
操作できる！

以前、パイロット募集をした際の例です

◇オリィ研究所の分身ロボットOriHime、株式会社ベルフェイスのbellFaceを用いた業務に携わっていただきます
◇雇用契約先に関してはNPO法人アイアム就労支援、若しくはプロジェクト毎の支援先になる場合があります（オリィ研究所ではありません）。



コミュニケーション・ツール

今回のプロジェクトを実現させるにあたり、私達の活動を応援して
くださっている、CSR活動や社会貢献意識の高い企業さまのサー
ビス・商品を軸にした 『仕組み』 を構築いたしました。

場所を提供すると言っていただけている企業様は多数ございます。

済生会病院グループ様、防衛省（航空自衛隊）様、フジテレビ様、
三越伊勢丹ホールディングス様、ベルフェイス株式会社様、
等々・・・

場所を提供していただける企業様



遠隔接客販売 & コミュニケーション・ツール

遠隔接客販売

✕

コミュニケーション・ツール

分身ロボット・オリヒメ
☆話題性（集客性）
☆マスコミからの取材

☆サポート＆全体が見えることでの
（お客さま、パイロット双方の）安心感
☆電話を使用するため、
オンラインの電波が切れることがない
☆お互い顔を見て話すことができる



コミュニケーション・ツール（メイン）

分身ロボット・オリヒメ

新型コロナウイルスで困っておられる方々（製造＆働き口が
無い方々）両方面》への支援と支援している事が伝わりやす
い為、話題になりやすい特徴を活用してのCSV活動強化。

今回はひとり親で時間とお金に困っている方への支援として
シングルマザーの方々にパイロットとして活躍していただきます

社会性のある事業は

マスコミが放っておかない！
×

抜群の話題性の『オリヒメ効果』！！

真実報道バンキシャ！より
夏目三久さんとオリヒメ



孤独や社会問題を解決する
『分身ロボット オリヒメ』

① マイク 周囲の音や声を聞くことができます。
② カメラ 周囲の映像を見ることができます。
③腕 「拍手」などのモーションの他、自由に動かす
ことができます。
④ 首 カメラのついた頭を上下左右に動かすことが
できます。
⑤ スピーカー 自分の声を伝えます。

本事業は株式会社オリィ研究所の開発・提供しているOriHImeと株式会社ベルフェイスの開発・提供しているbellFaceを利用しております。
本活動はNPO法人アイアム独自のものであり、上記商品の開発会社の取り組みではありませんので、本件事業についてのお問い合わせはNPO法人アイアム就労支援に、商品についての
お問い合わせは各メーカーにお願い致します。



NTTはテレワークの推進に小型の「OriHime」
を以前から導入していることが知られている。

妊娠中や、高齢者の介護等があって、職場に
出社できない社員でも働ける環境を用意して
きた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
特に、新型コロナウイルス感染拡大以降、ソーシャルディスタンス確保と、
経済活動活性化を両立させるリモート環境に改めて注目が集まってい
る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
障がい者の活躍の場を推進するだけでなく、テレワーク環境を進める上
で、遠隔操作ロボットの活用が一層重要になっていくと判断した。

『オリィ研究所とNTTさんが資本業務提携』

https://robotstart.info/2020/10/15/ntt-oly-capital-tie-up.html

https://robotstart.info/2020/10/15/ntt-oly-capital-tie-up.html


新型コロナウイルス対策も兼ねた
テレワークによる雇用創出

－社会問題・SDGs達成への取り組み－

身体的理由や経済的理由、及び時間の制約等によりこれまで雇用が難しいと
されていた人たちが社会で活躍できる場をオリヒメを活用することで創出。
優秀な人財の確保へ。

受付業務 通訳業務

重度障がい 出産・育児 シングル家庭

介護者 定年退職者 高齢者等

秘書業務

オリヒメによるテレワーク遠隔出社・出勤

接客業

分身ロボットオリ
ヒメ活用例



【その場にいるような感覚】を実現することを利用した…

■店舗・営業所見学

売り上げの良い店舗・支店、工場、オフィス等をリアルタイムで見学が可能。
接客スキルや日々の運営の様子を見ることができ業務改善を飛躍的に進めます。

業務改善

分身ロボットオリヒメの最大の特徴である

人財育成 生産性向上

■リモート研修、人財育成
遠隔からの会議・研修参加、海外支店への出勤、工場監査等が可能になり、
業務の効率化、人財育成、移動費の削減等、売上の向上へ貢献します。

グローバル化

分身ロボットオリヒメ活用例

新型コロナウイルス対策も兼ねた
総務・人事部、必見！

－社内研修の拡充－



分身ロボット オリヒメ 利用シーン

大阪、LUCUA1100にあるチーズケーキ専門店「ハイチーズ」
遠隔操作でオリヒメOriHime勤務（不定期）

モスバーガー大崎店
遠隔操作でモスバーガーの店員に！

広島県
分身ロボで病室の生徒に遠隔授業

ＮＴＴ
分身ロボットが来訪者を先導！

鳥取
分身ロボット使い、演奏などを楽しむ

横浜音祭り2019

障がいがあっても分身ロボットでライブコンサートの観覧を！

＊写真は、 (株)オリィ研究所が公開しているOriHimeの事例、及び、ニュースサイトより引用してご紹介しています。リンクをたどるとオリジナルのサイトへとと移動します。

http://hi-cheese.jp/2019/11/24/%E9%81%A0%E9%9A%94%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%A7%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%A1orihime%E5%8B%A4%E5%8B%99%EF%BC%88%E4%B8%8D%E5%AE%9A%E6%9C%9F%EF%BC%89/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000019066.html
https://www.asahi.com/articles/ASMCL7F67MCLPITB019.html?iref=pc_photo_gallery_bottom
https://news.line.me/articles/oa-newswitch/e1f0998ba89c?utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=talk
https://www.asahi.com/articles/ASN2K755TN2JPUUB00C.html
https://robotstart.info/2019/08/05/yokohama-oto-orihime.html


分身ロボット オリヒメ 自社での活用例

ミーティング販売店にて
（イメージ）



受付・販売・相談窓口での利用事例

オリィ研究所・入り口

博愛こども発達・在宅支援クリニック
（鳥取県米子市両三柳）

株式会社パソナ

モスバーガー（大手町）

＊写真は、 (株)オリィ研究所が公開しているOriHimeの事例、及び、ニュースサイトより引用してご紹介しています。リンクをたどるとオリジナルのサイトへとと移動します。

http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1600565528895/index.html
https://www.pasonagroup.co.jp/news/index112.html?itemid=3647&dispmid=798
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000019066.html


コミュニケーション・ツール（対面・詳細説明）

bellFace

☆顔を見合わせてコミュニケーション

☆電話をつかうため電波が切れる事が
無く、会話・ミーティングがとぎれない

☆インストール不要

☆簡単な接続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

☆資料、情報の共有が『簡単』かつ
『見やすい』



コミュニケーション・ツール



商品について

社会貢献（ソーシャルインクルージョン）の趣旨に合う、障がい者の
方々が製造した商品の中で エビデンスがあり 実績もある 売れ筋商品
を選定して、販売をおこなっていきます。

基準を満たしている商品は随時、ラインアップに足され、
場合によってはシーズン性・限定性をもたせたりすることもございます。

スタート時で選定している商品は 『石垣島の香り』 という商品です。

この後、実績、評価、写真、等、資料を並べておりますのでご覧ください。



石垣島の伝統料理である八重山そば。
昔、今のオジイやオバアが子供だった頃、家庭で八重山そばが余ると翌日に
はそれを揚げて、揚げ菓子として食べていたそうです。
「石垣島の香り」は、そんな懐かしい家庭の味を再現しつつ、商品としてより
精度を高めた八重山そばの揚げ菓子です。今や忘れられつつある八重山の
伝統を改めて伝えてくれる、新しい石垣のお土産として、人気を集め始めて
います。

◆2018年度モンドセレクション受賞

◆2019年度離島フェア特別賞受賞

https://ishigaki-ichiba.amebaownd.com/
https://okinawa-ritoufair.jp/2019winners


「石垣島の香り」は沖縄県石垣市の 障がい者の方々の就労支援 として製造しています。

石垣島の就労継続支援Ａ型事業所では、いつも一生懸命、高品質な八重山そばを製
造していました。しかし周辺にもたくさん製造所がある八重山そばだけでは、なかなか差別
化がでていませんでした。
そこで「新たな付加価値を創造する商材を」と考え込んでいたスタッフが出会ったのが、八
重山そばの揚げ菓子でした。

それが今では石垣市ふるさと納税の返礼品と
して選出され、大変な好評価を得ています。

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/47207/440960

石垣島の味と香りがお届されるだけでなく、更なる
障がい者雇用の促進に活かすことで社会貢献に
繋がっていきます。

▶寄附を申し込むのはこちらから

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/47207/440961

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/47207/440960
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/47207/440961


◆2018年度モンドセレクション受賞



◆2019年度離島フェア特別賞受賞

ミス・沖縄も大絶賛！！
仕事前に買っていってくださいました。

３日間で１５万人が訪れる沖縄・離島フェア
にて、堂々の特別賞受賞！



◆売り場写真



◆ANA FESTA にて採用 ランキング５位！



本事業は株式会社オリィ研究所の開発・提供しているOriHimeと
株式会社ベルフェイスの開発・提供しているbellFaceを利用して
おります。

本活動はNPO法人 アイアム就労支援 独自のものであり、上記
商品の開発会社の取り組みではありませんので、本件事業につ
いてのお問い合わせはNPO法人アイアム就労支援に、商品につ
いてのお問い合わせは各メーカー様にお願い致します。

＊尚、雇用契約先に関してはNPO法人アイアム就労支援、若しく
はプロジェクト毎の支援先になる場合があります（オリィ研究所で
はありません）。


