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季刊誌にて年４回発行します。次回は

2012新年号（2012.01.01）予定です。 
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本紙に関する要望やご意見など 

なんでもお待ちしておりますので、 

下記連絡先までお寄せください。 

お待ちしております。 

2011  秋号 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      ①会社案内  ②端末セレクションガイド  ③導入のススメ 

 ＮＴＴテレコンでは、昨年のウェブサイトリニューアルに引き

続きまして、より充実した内容でパンフレットも一新いたしまし

た。ぜひ手にとってご覧くださいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ商品のご購入などにご活用ください！！ 

  

システムの 

 日本コミュニティーガス協会から、新たに「遠隔監視システムを設置した場合は、

巡視・点検頻度はこれまでの原則「７日に１回以上」から「月に１回以上」との緩和

を内容とする保安規定を改正することができるようになった」などの報告がありまし

た。 緩和が認められる要件は次の通りです。 

日本コミュニティーガス協会の規程変更ついて 

 

  『集中監視システム新規加入促進キャンペーン』を只今開催しております。 

１．対象期間 

   平成23年10月4日（火） ～ 平成24年3月30日（金） 受付分 

２．キャンペーン内容 

 

 

 詳しくは、弊社ＨＰをご覧のうえお近くの支店営業担当者まで、お問合せください。 

＜ご利用イメージ＞ ※下の図のグッとびくん親機＜Ｆ＞とＳ3子機等が対象商品となります。 

無線方式の端末（グッとびくん）による集中監視システムを 
２ヵ月程度無料でお試し頂けます。 

お試し端末は3ページに掲載しております。 

『集中監視システム新規加入促進キャンペーン』の開催について 

      2011 秋号 

 ▼ システムの機能 

① 圧力監視機能 

② ガス漏れ監視機能 

③ 気化装置監視機能 

  （強制気化の場合のみ） 

④ 感震自動ガス遮断装置 

   の作動監視機能 

⑤ 残量監視機能 

 ▼ システムの運用体制 

① 自社、関連会社、委託会社 

   で24時間監視できること 

② 異常の通報を受けた場合は 

   速やかに、ガス主任技術者の 

   代行者やガス主任技術者が 

   指定した者に連絡がとれること 

①会社案内 

 ＮＴＴテレコンのビジョン、サービス紹介、システム構成図、

強みや取り組み、会社概要を掲載しています。 

②自動検針・集中監視システム 『端末セレクションガイド』 

 無線・有線端末の各商品の詳細やご利用イメージ、また使い

分けのポイントなども掲載しています。 

③自動検針・集中監視システム 『導入のススメ』 

 自動検針・集中監視のメリットを検針・配送・保安の分野ご

とに分けて掲載しています。 

ＮＴＴテレコンのパンフレットが 
新しくなりました！ 



 2011年11月｜NTTテレコン株式会社｜       2011 秋号 

 2           3 

その他情報 

ＮＴＴテレコンセンタを支える

NEW ｢自家発電システム｣ 

 

 ＮＴＴテレコンは、自動検針・集中監視サービスのご提供以外に、情報配信ツー

ルとして、安価で簡単に登録先メールアドレスへ一斉（同報）メールの配信が可能

な『パスモバイルサービス』をご提供しています。 

 例えば、月額料金6,300円（税込）では配信先メールアドレスが500件まで登録可

能で、月に何回配信しても月額料金は変わりません。配信情報の作成もメールの

作成とほぼ同様なので、簡単に様々な情報配信に活用することができます。 

 この『パスモバイルサービス』は単なる情報配信だけでなく、オプションの開封確認

機能2,100円（税込）を付けて頂くと社員様の安否確認にもご利用いただけます。 

 

登録  QRコードを掲載した登録案内用紙を配布しますので、携帯 

のバーコードリーダーで読み取ったアドレス宛へ空メールを送り、パス 

モバイルから送られてきたメールに記載してあるURLにアクセスし、 

本登録で完了です。※受信拒否設定などは解除してください。 

発信  管理者がメールを作成し、該当者にメールを送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社内の連絡ツール 

◆ 会議や社内イベント等への 

出欠確認 

◆ 地震や台風等による安否 

 状況や出社可否等の確認 

販売店との連携ツール 

◆ 全体周知など 

エンドユーザへ情報提供ツール 

◆ イベント情報やガス器具等 

  のご案内 

◆ お役立ち情報やお得な情報などの情報配信 

  *500件を超える場合も対応可能です。（価格変動いたします） 

 

ＮＴＴテレコン『パスモバイルサービス』のご紹介 

- 

商品情報 

グッとびくん親機＜Ｆ＞ 
ＭＢＬ-Ｆ-ＴＮＣＵ 

ソーラー電源ユニット  

100Ｖの商用電源
で動作するＡＣ電
源ユニット 

本体内蔵型35本
組電池パック 

＜電源＞ 

キャンペーン対象商品 

ＦＯＭＡ網対応無線親機
（子機を256台収容可能） 

特小無線対応機器接続
端末（8・5/M・5/M・M） 

グッとびくんS3子機 
ＡＮＴ-Ｓ3-ＷＬＵＮ(Ｃ) 

1台 

10台
以下 

販売キャンペーン 
開催中！ 

 関東地方だけでなく、原子

力発電問題等で、全国的に

電力丌足による節電の意識

が高まっている中、NTTテレコ

ンでは既に自家発電装置を

設置し稼働させてきましたが、

皆様に安心して利用していた

だけるよう更に安定した電力

の供給を目指し、この度新し

い自家発電装置を設置いたし

ました。 

ＮＰＯ法人テレメータリング推進
協議会主催 

｢2011 LPガス安全・安心・ 
ソリューション展｣に参加 
都立産業貿易センター（9.13） 
伊丹シティホテル（11.8） 

 グッとびくん＜F＞シリーズ

やソーラー電源、パソコンで

閲覧できる集中監視を利用

した「エネルギーの見える

化」システム、見守りサービ

ス「あんしんテレちゃん」のパ

ネル等を展示しました。 

 今年も大変多くの方にご来

場いただき、誠にありがとうご

ざいました。 

 

 

 今後も懸念される災害発生時の社員安否確認や、お客様への迅速な対

応（情報配信）などにお役立ていただけるよう、『パスモバイルサービス』の

基本機能に開封確認機能を含めたサービスのキャンペーンを開始いたし

ますので、ぜひこの機会にご検討ください。 

開始～ご利用までのイメージ 

◆キャンペーン期間（お試し申し込み期間） 

 平成23年12月1日（木） ～ 平成24年3月30日（金） 受付分 

◆特典内容 

 

お試し期間中にお申し込みをいただいたお客様は、初期登録料を無料 

にいたします。 

 

お試し（３カ月）期間中は何度ご利用いただいても、月額料金を無料に 

いたします。 

 

お試し（３カ月）期間中に無線親機１台以上ご注文で、更に６カ月間の 

月額料金を半額にいたします。 

その①お申込時の           を無料にいたします！ 

その②お試し期間中の            を無料にいたします！ 

その③お試し期間中に親機のご購入で、月額費用を延長割引します！ 

連絡配信 
連絡返信 

メール連絡 

管理者 NTTテレコン 従業員・お客様 

配信画面イメージ 

社員へ
日常の
連絡 

社員へ
緊急時
連絡 

お客様
へお得
な情報 

ＷＥＢ 

①出社可否※必須 
 ○出社可 
 ○出社不可 
 
詳細状況 

確 認 

メール 

おはようございます。 
出社される場合、安
全第一で出社願いま
す。 
現在の状況を、確認
画面にて連絡願いま
す。 
http://www.passm
obile.jp/XXX・・・ 

②被害状況※必須 
 ○被害あり 
 ○被害なし 
 
被害状況 

【安否確認画面】（例） 

必要事項を入力し『確認』 

ボタンをクリック 

メール本文に記載 

されたURLにアクセス 

確認したい内容の項目は、フリー設計です。 
色々なパターンをその時に応じて作る事ができます。 

ぜひこの機会にお試しください！ 

メール配信の使い方 

初期登録料 
31,500円（税込） 

月額料金 
8,400円（税込） 

安心 

安全 

安価 

パスモバイルサービスの特長 

高速配信エンジンにより、迅速かつ安定した配
信です。 

震度７（阪神大震災）レベルの耐える耐震設備
です。 

月額も完全固定金額で低価格です。 

強固なセキュリティーで個人情報を保護します。 

受信メールはマルチキャリア対応・スマートフォ
ンも可能です。 

ガス販売事業者様向け 
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ＮＴＴ豊平ビル 
TEL：011-817-4649 

■中部支店  
名古屋市中区栄2-8-25 
ＮＴＴ広小路ビル 
TEL：052-201-1211 
ITビジネス事業部 
 TEL：03-5472-1098 

■中国支店  
広島市中区国泰寺町1-7-41  
ＮＴＴ国泰寺ビル 
TEL：082-541-3280 

■東北支店  
仙台市若林区五橋3-2-1 
ＮＴＴ五橋第2ビル 
TEL：022-221-8201 

■関西支店  
大阪市港区弁天1-2-12 
ＮＴＴコムウェア弁天ビル 
TEL：06-6571-8811 
都市ガス事業部 
 TEL：06-6577-2035 
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季刊誌にて年４回発行します。次回は

2012新年号（2012.01.01）予定です。 
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          1 

本紙に関する要望やご意見など 

なんでもお待ちしておりますので、 

下記連絡先までお寄せください。 

お待ちしております。 
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      ①会社案内  ②端末セレクションガイド  ③導入のススメ 

 ＮＴＴテレコンでは、昨年のウェブサイトリニューアルに引き

続きまして、より充実した内容でパンフレットも一新いたしまし

た。ぜひ手にとってご覧くださいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ商品のご購入などにご活用ください！！ 

  

システムの 

 日本コミュニティーガス協会から、新たに「遠隔監視システムを設置した場合は、

巡視・点検頻度はこれまでの原則「７日に１回以上」から「月に１回以上」との緩和

を内容とする保安規定を改正することができるようになった」などの報告がありまし

た。 緩和が認められる要件は次の通りです。 

日本コミュニティーガス協会の規程変更ついて 

 

  『集中監視システム新規加入促進キャンペーン』を只今開催しております。 

１．対象期間 

   平成23年10月4日（火） ～ 平成24年3月30日（金） 受付分 

２．キャンペーン内容 

 

 

 詳しくは、弊社ＨＰをご覧のうえお近くの支店営業担当者まで、お問合せください。 

＜ご利用イメージ＞ ※下の図のグッとびくん親機＜Ｆ＞とＳ3子機等が対象商品となります。 

無線方式の端末（グッとびくん）による集中監視システムを 
２ヵ月程度無料でお試し頂けます。 

お試し端末は3ページに掲載しております。 

『集中監視システム新規加入促進キャンペーン』の開催について 

      2011 秋号 

 ▼ システムの機能 

① 圧力監視機能 

② ガス漏れ監視機能 

③ 気化装置監視機能 

  （強制気化の場合のみ） 

④ 感震自動ガス遮断装置 

   の作動監視機能 

⑤ 残量監視機能 

 ▼ システムの運用体制 

① 自社、関連会社、委託会社 

   で24時間監視できること 

② 異常の通報を受けた場合は 

   速やかに、ガス主任技術者の 

   代行者やガス主任技術者が 

   指定した者に連絡がとれること 

①会社案内 

 ＮＴＴテレコンのビジョン、サービス紹介、システム構成図、

強みや取り組み、会社概要を掲載しています。 

②自動検針・集中監視システム 『端末セレクションガイド』 

 無線・有線端末の各商品の詳細やご利用イメージ、また使い

分けのポイントなども掲載しています。 

③自動検針・集中監視システム 『導入のススメ』 

 自動検針・集中監視のメリットを検針・配送・保安の分野ご

とに分けて掲載しています。 

ＮＴＴテレコンのパンフレットが 
新しくなりました！ 


