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株式会社ノーバス代表取締役
1988年に通信業界に入り、95年に独立し、法人向け
のビジネスフォンや複合機、携帯電話などの販売をス
タート。99年に法人化、現在に至る。お客さまのため
になる営業・提案を理念として、誠実さを大切にした事
業を行っている。

株式会社ノーバス
東京都中央区銀座8-10-8 銀座8丁目10番ビル8F
TEL：03-6218-4788
https://www.novus.co.jp/

プロフィール

落合 孝行（おちあい たかゆき）
日本宅配システム株式會社 取締役/専務執行役員
2017年3月、30年勤務した銀行を役職定年し、同社
に転職。日本宅配システムオーナーとの出会いは同
社が創業した25年前。オーナーの「宅配難民を作り
たくない」という思いに共感して、銀行担当者として
会社立ち上げ以後もサポートを続けてきた。宅配ボッ
クスは、社会的意義の高い商品だと捉え、拡販・普及
に尽力している。

日本宅配システム株式會社
東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル1F
フリーコール：0120‒24‒2901
http://www.j-d-sys.com/

プロフィール

山田 秀人（やまだ ひでと）

　両方を提供していることが『ノー
バス光』の一つめの特長で、建物
の仕様や用途によって、最適なプラ
ンをご提案しています。
　たとえば、木造アパートであれ
ば、Wi-Fi方式にすることで初期費
用を抑えてネットフリーを実現でき
ます。工事に関しても入居者様に
負担をかけることなく、また入居後
すぐにインターネットを使うことがで
きるため、人気のサービスとなって
います。
　一方、鉄筋マンションであれば、
Wi-Fiの電波が各部屋に届きにく
いため、LAN方式をご提案します。
　建物や入居者様の状況によっ
ては、一棟でWi-Fi方式とLAN方
式を混在することも可能です。

　まず、弊社は創業した25年前か
ら宅配ボックス専業のメーカーとし
て成長してきました。この25年の間
に培ってきたさまざまなノウハウが
現在の宅配ボックスに生きている
点です。
　また、製品は生産から販売、設
置、アフターメンテナンスまですべて
自社で責任を持って行っています。
宅配ボックスの管理契約を結んで
いただいた場合には、コールセン
ターが24時間対応しています。

　コンピューター制御式でありなが
ら、屋外にも設置できる防滴宅配
ボックスです。これまでは、エントラン
スがあるマンションでなければ設置
できなかったものですが、雨ざらし
の場所でも設置することができるよ
うになりました。コンピューター制御
式で完全防滴の宅配ボックスは、
弊社が日本で初めて発売していま
す。

　ボディーの材質に、高耐食性溶
融めっき鋼板「エコガルNeo」を採
用し、さらに耐候性に優れた塗料
で全体をコーティングしているから
です。これによって、約20年はサビ
がつきにくいといわれています。

　その通りです。6～10戸くらいの
アパートでしたら、幅50㎝×奥行き
60㎝の1列4ボックスの製品で十分
対応できると思います。それほど場
所もとらないため、階段下や自転車
置き場の脇などに設置することが
可能でしょう。

　基本的にはレンタルをおすすめ
します。1列4ボックスの場合、1ヵ月
1万円以下の金額でご利用いただ
けます。この費用の中に管理契約
も含まれており、修理やアフター
サービス、コールセンターなどをす
べてご利用いただけます。レンタル
料金を低価格に設定できた理由
は、やはり弊社が25年の間に培っ
てきた知識やノウハウがあるからに
ほかありません。

　管理契約を結んでいただいた場
合、ランニングの部分に関しては
オーナー様はもちろん、管理会社様
にもお手間やご迷惑をおかけする
ことはありません。
　宅配ボックスのトラブル例を挙げ
ておくと、宅配業者がお届け先の部
屋番号を間違えて荷物を入れてし
まうことがあります。この場合も、弊
社は独自のノウハウを持っており、宅
配業者と弊社とのやりとりのみで処
理させていだきます。
　そのほか、宅配ボックスをロッカー
代わりに使用する入居者様もいるよ
うです。その場合は、部屋番号を点
滅させたり、一定期間宅配ボックス
を利用できないようにしたりといった
設定をすることもできます。

　コンピューター制御式ですので、
荷物を「入れた」「入れていない」と
いったトラブルも起こらない仕組みに
なっています。ボックスの中に荷物セ
ンサーがあり、荷物を入れたり出した
りした場合の履歴がすべて残るよう
になっているのです。さらに、セン
サーが感知しないとロックがかから
ないようになっており、いたずら防止
という役割も担っています。
　また、ボックスの中に人感センサー
がついており、万が一、小さなお子
様が入ってしまった場合もすぐに扉
が開くシステムになっています。

　そのほか、宅急便の発送機能、宅
配クリーニングの取り次ぎも可能と
なっています。

　弊社は、「すべての住まいに『本
物』の宅配ボックスを」という思いで
製品を提供しています。今回ご紹介
した宅配ボックスは分譲マンションに
設置しているものと同じハイスペック
の製品です。毎月1万円程度のレンタ
ル料で、本格的な宅配ボックスを設
置できることは、オーナー様の大きな
メリットになるのではないでしょうか。

　弊社の宅配ボックスは、空室対策
の決定版といえると思います。空室
や賃料値下げなどにお悩みのオー
ナー様はぜひお問い合わせくださ
い。

　まずは、現場調査を行ってから
の工事になります。
　Wi-Fi方式に関しては、お部屋
の中に入って工事する必要はない
ため、入居者様にご迷惑をおかけ
することはありませんし、設置に日に
ちを要しません。
　お部屋での作業が少し必要に
なるLAN方式に関しては、入居者
様のご都合をヒアリングしてから工
事を行っています。また、LANケー
ブルは、配管やエアコンの壁穴を

通すため、基本
的に建物に穴を
開けるようなこと
はありません。3
週間程度ですべ
ての工事が完了
します。
　初期費用の目
安は、Wi-Fi方式

の場合が10万円程度、LAN方式
の場合が1部屋あたり2万円になり
ます。
　Wi-Fi方式のアクセスポイントで
すが、10世帯くらいまでの建物なら
1台、それ以上なら2台以上の設置
が目安です。とくに木造系の物件を
お持ちのオーナー様であれば、

　はい。玄関ホールや共同スペー
スの様子をスマートフォンやパソコ
ンでモニタリングできるサービスも無
料で行っています。

　もちろんです。弊社が、集合住宅
向けに光回線の設備構築をNTT
から業務委託されたのは2005年の
ことです。これまでに20万ユーザー
以上のお客様にサービスを提供し
てきました。NTTの光回線事業に
長く携わってきたことにより、知識も
深く、信頼性の高いサービスを提

供できるという自負もあります。
　こういった経験や実績、知識を
いかし、NTT光回線の品質や速
度はそのままに、弊社のサービスと
組み合わせて、2015年から『ノーバ
ス光』をスタートしたのです。

　まずは、2021年3月期までに、『ノー
バス光』を8000棟に設置することを目
標にしています。それだけのお客様
にご利用いただければ、さらなるサー
ビスも提供していけると思います。ま
た、身近なところでいえば、宅配ボック
スの設置やそのほかのIoT商材をオ
プションで提案していきたいと考えて
います。
　インターネット回線は、もはやライフ
ラインといっても過言ではありません。
にもかかわらず、いまだに入居者様ご
自身が設置や契約に手間をかけな
ければならない物件は多くあります。
とくに賃貸物件を所有するオーナー
様にとっては、ネットフリー環境を整
え、入居者様のご負担を軽減するこ
とは大切なことではないでしょうか。築
年数の古い物件の場合はなおさらで
す。ネットフリー物件は、入居率のアッ
プにも大きな役割を果たすと思いま
す。費用を抑えながら、ネットフリー環
境を整えたいとお考えのオーナー様
はぜひお問い合わせください。

　それが二つめの大きな特長です
ね。弊社で使用しているアクセスポ
イントはシスコ製です。シスコは

ネットワーク機のパイオニアとも
いえる企業です。同社のアクセスポ
イントは、優れた性能で、世界での
シェア率もナンバーワンだといわれ
ています。国内でも、大手メーカー
や専門店に多く使われており、信頼
性は高いと思います。

　　　ネットフリーマンション
サービス『ノーバス光』は、
Wi-Fi方式もLAN方式も提供
しているそうですね。

建物に合った
プランを選択できる

入居者の負担も
費用も軽減

NTTとの光コラボレ
ーション事業者とし
て安心を提供

　　　Wi-Fi方式で設置するア
クセスポイントにも特長があ
るとうかがいました。

　　　オーナーにとっては工事
期間や費用も気になります。

　　　監視カメラの設置も可能
なんですね。

　　　御社はNTTとも古くから
おつき合いがあるそうですね。
それも『ノーバス光』の魅力の
ひとつになるのでしょうか。

　　　今後のプランを教えてくだ
さい。

築年数が古い木造アパートほど、インターネットフリー環境を整えることは重要といえる。なぜなら、ネットフリーマン
ションの数はまだ多いとはいえないうえに、とくに若い世代にとって「家賃が安く、しかもネットフリー」の物件は、彼
らにとって物件を選択する際の最重要項目となるからだ。そこで、NTT光コラボレーション事業者でもあるノーバスが
提供する安心・低価格のネットフリーマンションサービス『ノーバス光』の特長を聞く。

Wi-FiでもLANでも選べる
『ノーバス光』が大家さんをサポート

（取材・文／財部 寛子）　

NTTとのコラボレーションで高品質のネットワークを提供

屋外にも設置できる日本で初めてのコンピューター
制御式完全防滴の宅配ボックス

日本宅配システムの理念 －すべての住まいに「本物」の宅配ボックスを－

外側からの工事のため入居者に迷惑をかけない

築古木造アパートこそ、インターネットフリーは必須

　　　御社では、宅配ボックス
にかなりの自信をお持ちのよ
うですね。御社ならではの強
みはどういった点でしょうか。

外置きできる
防滴宅配ボックス

築古賃貸物件の
空室対策決定版

　　　具体的にはどのような製
品なのでしょうか。

　　　なぜ防滴が可能になった
のでしょうか。

　　　費用はどのくらいかかる
のでしょうか。

　　　そのほか、特筆するべき点
はありますか。

　　　トラブルが起きることは
ありませんか。

　　　とくに築年数が古いアパート
を所有するオーナー様にとって
は、この宅配ボックスの設置はか
なり魅力がありそうですね。

　　最後にオーナ様にメッセー
ジをお願いします。

月々約1万円から
まるごとサポート
　　　ということは、築年数が古
く、宅配ボックスなど置ける場所
がないと思っていたアパートに
も対応できるということですね。

入居者が賃貸物件を選ぶ条件のひとつとして、上位に上がってくるのが「宅配ボックス」の有無だ。しかし、エントラン
スがないアパートを所有するオーナーのなかには、「そもそも設置する場所がない」とあきらめている人も多いのではな
いだろうか。そんなオーナーに注目してもらいたいのが、日本宅配システムの「外置き対応防滴宅配ボックス」だ。

エントランスがなくても屋外に設置が可能！

（取材・文／財部 寛子）　

Wi-Fi方式での設置が可能ですの
で、負担もかなり軽減できると思い
ます。

防滴コンピューター制御式の宅配ボックスで入居率アップ！


