
The “3 Density 
Risks of COVID19” 
Avoidance System

合同会社Next Step



Self-Introduction
In May, 2018, an IoT engineer leaving in 

Fukuoka City established the limited liability 
company Next Step . Currently, mainly engaged 

in contract development of IoT devices.  

Now, at 60 years of age, he is still working 
hard at new innovations. 
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Being aware of the 
three “density risks” 
helps risk management
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How can we be aware?

Install Co2 sensors

Measure human traffic flow

Install noise sensors
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出典:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 令和２年１１月１１日



Using both an environmental sensor
and traffic flow counters, 
will allow a more accurate risk judgment. 

7 福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞2021/ネクストス
テップ



福岡ビジネス・デジタル・コンテンツ賞2021/ネクストステッ
プ 8

CO2 sensor
(prototype)

Human flow counter 
(prototype)
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Display 
screen    
example
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Administration
Page



Alert 
Function

Set custom thresholds on the 
admin page for alerts via Slack 
and email
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Option to 
publish data as 
open source
Data measurement and 
publishing is via the open 
data platform "FIWARE“.
This allows anyone to 
analyze and utilize publicly 
relased data
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By allowing open data sourcing, any company or 
individual can build and publish apps showing real 
time density risks for restaurants.  

This allows customers to choose safer restaurants 
or shops. 

No density risk

Some density 
risk

Density risk



「Services and app examples that 
utilize open source data

from municipal open data sites
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オープンデータ活用のための
ハッカソン・ハンズオンを計画中

1
5
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現在試作機完成
Fukuoka Growth Next 

にて実証実験中

2021年第1四半期
リリース予定
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NextStep

users

users

Communication fee / system usage fee 
(subscription)

¥

¥
¥

¥

product

Product (wholesale) 

Sales Price (planned)
product cost 35,000円
Wholesale cost 28,000円
Comm・system use fee 1,500円/月

Product 

Business Model

users

Sales profit Sales Agent

Product (wholesale) 
profit Product Sales

Open Data

information

data
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¥

OEMservic
e

OEMexpense

OEM service 
charge



Sales target 

FY2021 Monthly 
average sales of 200 
sets (annual 2,400 
sets)
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Annual Equipment Sales 
67,200,000円

communication plan
3,600,000円/月



Worldwide 
market
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We feel demand will continue in 
order to create a comfortable 

office situation
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Will there by a demand post-COVID?



This system, 
by helping us track the 3 
kinds of density risk, 
will help prevent further 
spread of COVID19 
infection.
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Thank you for 
your attention 
today. 

合同会社ネクストステップ
上野和昭


