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季刊誌にて年４回発行します。次回は

2012初夏号（2012.05.01）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。 

2012  新春号 

 

 

 

  

 

 

  昨年の東日本大震災におきまして、被災されました皆様に心よりお見舞

い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 震災を契機に、改めて分散型エネルギーであり災害に強いＬＰガスが再

認識され、さらに電力需給の逼迫によりエネルギーベストミックスへの関

心が高まってきました。 

 近年、環境問題に端を発し、ＣＯ２ 削減に向けてガス、電力の使用量を

把握しコントロールしよう、というスマートメータ･スマートグリッド議論

が進められてきましたが、今後は、燃料電池による発電エネルギーや、太

陽光発電等の再生可能エネルギーなど、様々なエネルギーのマネジメント

が重要となってきます。 

 我が社も本年は、エネルギーの「見える化」や各種エネルギー設備の遠

隔監視等とも合わせて集中監視サービスの高度化を進め、一層の環境対応

サービスを展開していきたいと考えています。 

 また、お客様業務のフルアウトソーシングへの要望に応えるため、保安

サービス「テレコンセーフティサポート24」の体制を強化するとともに、

業務支援（販売管理、顧客管理、配送管理等）サービス「テレコンビジネ

スサポート24」を新たにラインナップに加え、集中監視サービス「テレコ

ンスマートサービス24」と併せて販売展開いたします。 

 集中監視サービスの導入により検針や配送などの作業効率を高めること

によって、車両などが排出するＣＯ２ の削減量をオフセット･クレジット 

化する仕組みも確立し、総合的なエネルギーマネジメントにより一層の環

境対応サービスの展開を図りたいと考えております。 

 本年、我が社は「環境対応企業」として一層の発展を目指します。 

 

  『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。 

  ◆キャンペーン期間 

     平成23年10月4日（火） ～ 平成24年3月30日（金） 受付分 

  ◆キャンペーン内容 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガス販売事業者様を対象に、パスモバイルサービス（会員向けメール配信や、モ

バイルサイト・動画配信サイトの利用）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中です。 

 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ますよう、ぜひこの機会にご検討ください。 

 

＜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 

『パスモバイルサービス・キャンペーン』の開催について 

代表取締役社長 
  むら    かみ     みつ    お 

村 上  満 雄 

「環境対応企業」を目指して 

新春のご挨拶 

      2012 新春号 

◆キャンペーン期間（お試し期間） 

 平成23年12月1日（木） ～ 平成24年3月30日（金） 受付分 

◆キャンペーン内容 

 

お試し期間中にお申し込みをいただいたお客様は、初期登録料が無料になります。 

 

お試し期間中は何度ご利用いただいても、月額料金が無料になります。 

 

お試し期間中に無線親機１台以上ご注文で、更に６カ月間の月額料金が半額になります。 

その①お申込時の 初期登録料31,500円（税込）が無料！ 

その②お試し期間中の月額料金8,400円（税込）が無料！ 

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！ 

詳しくは営業担当まで、ぜひお気軽にお問合せください。 

本社移転しました!! 



 2012年1月｜NTTテレコン株式会社｜ 

 

 ＮＴＴテレコンは皆様の業務をトータルにお手伝いできるよう、後方処理業務支援

（販売管理・顧客管理・在庫仕入管理・配送管理等）サービスを開始いたします。 

 詳しくは営業担当まで、ぜひお気軽にお問合せください。  

◆業務支援サービス 

 

 「テレコンビジネスサポート24」は、「テレコンスマートサービス24」と連携し、ライフ

ライン事業者様における「販売管理」「保安管理」「配送管理」「請求書発行」などの

業務を効率的にサポートするＡＳＰ（クラウド）サービスです。自動検針・集中監視シ

ステムで取得したデータと連携することで、日々の入力作業等を軽減するとともに

入力ミスも防止できます。 

●システム維持コストを削減        ●大切なデータを安全に保管 

●柔軟な対応で効率化の向上を実現 ●顧客サービスの向上でお客様も安心 

      2012 新春号 
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その他情報  

 ＮＴＴテレコンは1988（昭和63）年より自動検針・集中監視サービスの提供を開

始し、1997（平成9）年より保安サービスの提供も始め、多くのライフライン事業者

様にサービスをご利用いただいておりますが、業務拡大に向けこれまで以上にＮＴＴ

テレコンが提供するサービスを皆様に親しんでいただけるよう、下記の通りサービス

の名称を決定いたしましたので、ここにご紹介いたします。 

 今後ともご愛顧くださいますよう、宜しくお願いいたします。 

◆自動検針・集中監視サービス名称 

 

 「テレコンスマートサービス24」は、ＮＴＴテレコンセンタが24時間運用する、自動

検針・集中監視サービスです。自動検針・集中監視システムの各機能を自由に使

用することができ、検針業務からメーター制御まで、システム経由で効率的に業務

を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆保安対応サービス名称 

 

 「テレコンセーフティサポート24」は、ＮＴＴテレコン保安センタが24時間365日保

安情報を監視する、ライフライン事業にかかせない7号保安業務（緊急時連絡）を

サポートするサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＮＴＴテレコン各サービスの名称決定について 

- 

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！ 

ＮＴＴグループ共同出展 

｢エコプロダクツ2011｣に参加 

東京ビッグサイト(12.15～17） 

 日本最大級の環境展示会といわ

れる「エコプロダクツ2011」におい

て、『つなぐ、見える、コントロール。

Ｂｅ Ｓｍａｒｔ！エネルギー×ＩＣＴ（Ｉｎ

ｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ

ｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）により実現される

スマートコミュニティ』と題して出展

したＮＴＴグループブースに参加し

ました。スマートコミュニティ関連７

社９サービスを、スマートハウスエリ

ア、スマートマンション・オフィスエリ

ア、スマートＥＶインフラエリア、その

他エリアと分野ごとに展示し、多く

のお客様にお越しいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その中でＮＴＴテレコンは、スマー

トハウスエリアに、自動検針（テレ

メータリング）サービスと、それを応

用した「エネルギーの見える化」シ

ステムのデモを展示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会期３日間を通してこのＮＴＴグ

ループブースには約1万人のお客

様にお越しいただきシステムを紹

介したところ、お寄せいただいたア

ンケートの「興味を持ったサービス」

でナント第３位！になりました。 

 ＮＴＴテレコンは今後もスマート

メータリング普及に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務支援 
 

 

 

ＡＳＰ（クラウド）だから低コストかつ手軽に導入できる 

自動検針・集中監視システムと連携した業務支援サービスです。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

自動検針・集中監視 
 

 

 

自動検針・集中監視システムの多彩な機能・サービスを 

端末1台からでも低コストでご利用いただけます。 

保安対応 
 

 

 

ライフライン事業に欠かせない保安業務を 

24時間365日体制でしっかりサポートいたします。 

テレコンスマートサービス24 

テレコンセーフティサポート24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新サービスの追加について 

テレコンビジネスサポート24  
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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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 2012 新春号 

          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。 

2012  新春号 

 

 

 

  

 

 

  昨年の東日本大震災におきまして、被災されました皆様に心よりお見舞

い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 震災を契機に、改めて分散型エネルギーであり災害に強いＬＰガスが再

認識され、さらに電力需給の逼迫によりエネルギーベストミックスへの関

心が高まってきました。 

 近年、環境問題に端を発し、ＣＯ２ 削減に向けてガス、電力の使用量を

把握しコントロールしよう、というスマートメータ･スマートグリッド議論

が進められてきましたが、今後は、燃料電池による発電エネルギーや、太

陽光発電等の再生可能エネルギーなど、様々なエネルギーのマネジメント

が重要となってきます。 

 我が社も本年は、エネルギーの「見える化」や各種エネルギー設備の遠

隔監視等とも合わせて集中監視サービスの高度化を進め、一層の環境対応

サービスを展開していきたいと考えています。 

 また、お客様業務のフルアウトソーシングへの要望に応えるため、保安

サービス「テレコンセーフティサポート24」の体制を強化するとともに、

業務支援（販売管理、顧客管理、配送管理等）サービス「テレコンビジネ

スサポート24」を新たにラインナップに加え、集中監視サービス「テレコ

ンスマートサービス24」と併せて販売展開いたします。 

 集中監視サービスの導入により検針や配送などの作業効率を高めること

によって、車両などが排出するＣＯ２ の削減量をオフセット･クレジット 

化する仕組みも確立し、総合的なエネルギーマネジメントにより一層の環

境対応サービスの展開を図りたいと考えております。 

 本年、我が社は「環境対応企業」として一層の発展を目指します。 

 

  『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。 

  ◆キャンペーン期間 

     平成23年10月4日（火） ～ 平成24年3月30日（金） 受付分 

  ◆キャンペーン内容 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガス販売事業者様を対象に、パスモバイルサービス（会員向けメール配信や、モ

バイルサイト・動画配信サイトの利用）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中です。 

 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ますよう、ぜひこの機会にご検討ください。 

 

＜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 

『パスモバイルサービス・キャンペーン』の開催について 

代表取締役社長 
  むら    かみ     みつ    お 

村 上  満 雄 

「環境対応企業」を目指して 

新春のご挨拶 

      2012 新春号 

◆キャンペーン期間（お試し期間） 

 平成23年12月1日（木） ～ 平成24年3月30日（金） 受付分 

◆キャンペーン内容 

 

お試し期間中にお申し込みをいただいたお客様は、初期登録料が無料になります。 

 

お試し期間中は何度ご利用いただいても、月額料金が無料になります。 

 

お試し期間中に無線親機１台以上ご注文で、更に６カ月間の月額料金が半額になります。 

その①お申込時の 初期登録料31,500円（税込）が無料！ 

その②お試し期間中の月額料金8,400円（税込）が無料！ 

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！ 

詳しくは営業担当まで、ぜひお気軽にお問合せください。 

本社移転しました!! 


