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　私たちNTTテレコンは昭和63年の創業以来、各種ライフラインの自動検針・集中監

視システムを提供し、ライフライン事業者様の業務効率化、また保安情報の遠隔監視に

よる保安の高度化の実現に貢献してまいりました。

　特にLPガスの自動検針・集中監視システムにおいては、NTTテレコンが約300万世

帯（業界シェアの約5割）への導入・運用実績があるとともに、全国800社を超える事

業者様から高い信頼をいただいております。NTTテレコンは自動検針・集中監視システ

ムのリーディングカンパニーとして、ライフライン事業者様とともにライフラインを通信

でつなぎ、より安心安全な社会を築くために一層の努力をしてまいります。

　また環境問題への関心が高まる中、温暖化の原因となる温室効果ガス（主に二酸化

炭素）の削減が重要となってきております。削減にあたっては家庭や企業の排出する二

酸化炭素をいかに減らすかが重要な鍵になります。このためには、各家庭、各企業のガ

ス・電気・水道などの使用量を「見える化」し、削減対象を明確にすることが有効であ

ると言えます。現在、世界では電力を中心としてスマートメーターと呼ばれる通信機能

を備えたメーターが普及してきており、これらのメーター情報を集中監視センタと通信

することで、「見える化」や様々な機器の制御も可能になる時代が近づいています。

　今後、NTTテレコンは自動検針・集中監視システムに関する豊富な運用実績をもとに、

ライフライン使用量の「見える化」等のサービスを実現することで、環境に関わる分野

でも積極的に貢献していきます。

ライフラインの自動検針・集中監視システムの普及拡大による

安心・安全で環境に優しい
社会の実現を目指して

2



NTTテレコン
自動検針・集中監視
・保安対応・業務支援

サービス

NTTテレコンのトータルソリューションにすべておまかせください。（システム図P6～7参照）

NTTテレコンはライフライン事業をめぐる多様な課題に
効果的なソリューションをご提供しています。

経営合理化
業務の効率化・省力化

• 設定日時に自動検針
• 難検針地域等も遠隔から一括検針
• 残量監視で効率配送

顧客満足度の向上
安心・安全の実現

• 保安情報の監視によるお客様の安
心・安全を実現
• お客様のプライバシーを損なわずに
自動検針

環境への対応
持続可能な社会への貢献

• 検針や配送時に車両が排出する
二酸化炭素削減に貢献
• ソーラー電源ユニットにより環境
負荷の低いシステムを実現

事業の高度化
新規事業展開に対応

• 見守り・セキュリティサービス等、
新たな収入源となるサービスの
提供を実現
• NTTテレコンセンタを活用した新
サービスの展開
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自動検針・集中監視システムで安心の暮らしを実現

自動検針・集中監視システムは、メーターや機器を遠隔から検針/監視できるだけ
でなく、配送業務の効率化、保安業務への対応、環境への貢献など、お客様が抱
えている様々な経営課題について効果的なソリューションをご提供しています。

遠隔地からの高齢者の安否確認、様々な設備・施設の遠隔
監視など、集中監視システムの技術とノウハウは、ライフラ
イン以外の多種多様な領域にも応用され、皆様の生活に安
心・安全をお届けしています。

ほぼ1人に1台の普及率と言われ、メールやインターネット
での利用が主流となってきた携帯電話を活用し、効果的・
効率的な「集客・販促」「情報伝達」「顧客管理」を低コス
トで可能にするASPサービスをご提供しています。

自動検針・集中監視・保安対応・業務支援サービス

見守り・設備監視サービス メール配信・顧客管理サービス

高齢者安否確認 メール配信ASP 顧客管理ASP

LPガス 都市ガス 水　道

設備監視

インターネットを通じてビジネス用アプリケーションをレンタルする
サービス。パソコンに専用アプリケーションをインストールしたり、保
守メンテナンスをすることなく、手軽で安価にご利用いただけます。

ASP
サービスとは？

NTTテレコンの主な事業領域

電　気

信頼のNTTネットワーク

固
定
通
信
網
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網
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見守り・設備監視サービス メール配信・顧客サービス
見守り メール配信ASP

設備監視

スマートフォンや携帯電話に対して一斉メール配信で情報を発信す
ることのできるサービスをご提供。集客向けとしてはもちろんのこ
と、『開封確認機能』や気象情報と連動した『自動配信機能』を使
い、緊急時の安否確認メールとしても利用可能です。

日々のガス・水道等生活インフラの利用状況を、離れて暮らすご
家族等へガスの使用量や不使用情報をメールで通知する安否確
認情報サービスをご提供

各種センサーとの連携で、様々な機器や設備監視の即時伝達が
可能となる安心のシステムをご提供

顧客管理ASP
携帯電話をポイントカード代わりにして様々な顧客管理ができる
『いんたーねっとモバイルC』と、顧客からの電話受付時に自動で
PC上に顧客情報が表示される『いんたーねっとCTI』をご提供

自動検針・集中監視・保安対応・業務支援サービス

自動検針・集中監視

保安対応 業務支援

ケアセンタ等

サービスのしくみ

NTTテレコンセンタ

携帯
電話

Eメール

ガスメーター

見守られる方 見守る方（離れて暮らす家族）

検針値

通信で検針がとれる！
もう巡回しなくていい！

自動検針だから
手入力も不要！

テナントビル

テナントビル

NTTテレコン
いんたーねっとモバイルC

導入店舗

導入企業様

モバイルCサーバ

お客様
会員登録 ポイント情報送信

お客様が来店 QRコードリーダー

NTTテレコン
いんたーねっとCTI CTIサーバ

ポイントやクーポンを配信

外出中の担当者には着信情報をメールで送信発信者番号が
CTI用アダプタ～PCを
経てCTIシステムに送信

地図情報 顧客情報 外出中の担当者
（発信者）CTI用アダプタ

インターネット

インターネット

PC

ビル管理会社NTTテレコンセンタ

お客様

全ての管理業務を
丸ごとワンストップで
フルアウトソーシング

全ての管理業務を
丸ごとワンストップで
フルアウトソーシング

ライフライン（ガス・水道・電気）の検針
業務やメーター制御等、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台からでもご利用いただけます。

緊急時連絡等ライフライン事業に欠かせな
い保安業務を、NTTテレコン保安センタが
事業者様に代わって24時間365日体制で
迅速かつ柔軟に保安対応いたします。

クラウドだから低コストかつ手軽に導入で
きる「テレコンスマートサービス24」と連
携した販売管理・配送管理・請求書発行等
の業務支援サービスです。

ガスや水道の使用量をお知らせ

着信者

発信者

メール会員

企　　業

スマートフォン・携帯電話

PC・スマートフォン

パスモバイル会員登録

開封確認

メール配信

情報発信
開封状況確認

気象情報
• 地震、津波
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お客様

パケット通信

バルク貯槽

メーター

ガスボンベ

子機

子機（中継）

子機

メーター
子機

FOMA回線利用
お客様の回線変更の影響を受けないＦＯＭＡ網を利用。

お客様の回線変更による影響なし

オールワイヤレスにより簡単に取付可能。
簡単取付

無線を利用した地域一帯の一括検針が可能。
地域一帯を一括検針

※「FOMA」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

NTTテレコンのシステム構成図
お客様の回線に依存することなく、ニーズに対応したサービスをご提供いたします。

子機子機

子機

親機副親機 親機副親機

FOMA回線と特定小電力無線を利用してオールワイヤレスで地
域一帯をカバーする無線方式の自動検針・集中監視システムで
す。固定通信回線の確保が難しい場所にも設置でき、また親機
にFOMA回線を集約し、パケット通信を利用するため、お客様
あたりの月々の通信料金も低減できます。

特定小電力無線 FOMA網
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固定通信回線を利用した有線方式の自動検針・集中監視シス
テムです。アナログ、ISDN、ADSL、光ファイバーなど各種回
線に対応しており、双方向通信サービスをご提供します。

固定通信回線利用

お客様

各種固定通信回線に対応したNCUをご提供。
各種固定通信回線対応

お客様の通信回線を利用して安価に１台から導入可能。
1台から導入可能

山間部やビルの間等の無線の届かないエリアでも利用可能。
無線の届かない山間部等でも検針可能

ガスボンベ

※お客様環境に構築可能な「お買い上げセンタ」もご提供しております。

特定小電力無線

保安器

親機

ガスボンベ

メーター
子機

メーター
NCU

保安器

24時間運用のNTTテレコンセンタによる自動検
針・集中監視サービスの名称です。

24時間対応のNTTテレコン保安センタによる保安
対応サービスの名称です。

販売管理・顧客管理・在庫仕入管理・配送管理等、
業務支援サービスの名称です。

固定通信網

LPガス事業者様 都市ガス・水道・電気事業者様

NTTテレコン

NTTテレコンのサービスメニュー

NTTテレコンセンタ NTTテレコン保安センタ
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ライフラインに安心をのせて

NTTテレコンが「選ばれる」理由

NTTテレコンは、各種通信回線と目的に合わせた機器を組み合わせて、様々なメーターや機器を遠隔から検針/

監視する自動検針・集中監視システムのリーディングカンパニーです。豊富な実績を誇るLPガスの自動検針・

集中監視システムをはじめ、都市ガス・電気・水道などライフライン全般にサービスを展開しています。

豊富な実績と
確かなノウハウ

NTTグループならではの
安定した通信品質

環境時代に対応した
高度な技術とポテンシャル

人口カバー率100％のＦＯＭＡ
回線の採用をはじめ、最新通
信方式に適宜対応することに
より、全国の幅広いエリアで安
定した通信を実現。また、最新
技術を投入した端末の開発に
より、高品質かつ低コストな集
中監視サービスを提供します。

ソーラー電源ユニットの開発、
活用による環境への貢献、自
然災害の監視、高齢者のライ
フサポートなど、自動検針・
集中監視システムの技術とノ
ウハウは、多彩な分野での応
用が期待されています。

全国約350万世帯でご利用
いただいているNTTテレコン
の自動検針・集中監視システ
ムは、1985年より事業をス
タート。豊富な実績と確かな
ノウハウで、ご要望に応じた
最適なシステムをご提供いた
します。

任せて
安心
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NTTテレコンセンタ

環境への取り組み

住みよい地球環境を、次の世代へ。

検針や配送などの作業効率を高めることによって、化石燃料の消費を削減できる集中監視システムは、環境

にやさしいサービスです。さらにNTTテレコンでは、端末の低消費電力化やソーラー電源ユニットの開発、

J-VER制度の活用など、環境貢献への取り組みを積極的に推進しています。

クリーンなソーラー電源ユニットを積極的に採用し、
二酸化炭素削減・節電・廃棄物削減に貢献いたします。

NTTテレコンでは、自動検針・集中監視システムの無線化を推進しています。それらの親機にはソーラー電源
ユニットを提供しています。クリーンなソーラーエネルギーを活用することで、これまで使用していた電池を廃
棄する必要が無くなりました。更には10年間のメンテナンスフリーも実現しています。

親機

ソーラー
パネル

SOLAR
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商　　　号

本社所在地

資　本　金

役 員 一 覧

資 格 事 項

事 業 内 容

沿　　　革

エヌ・ティ・ティ　テレコン株式会社
（英文名　NTT TELECON CO.,LTD.）

〒111-0034 東京都台東区雷門1-4-4
ネクストサイト浅草ビル2F
TEL：03-5806-6111

4億円

代表取締役社長　　深澤　充

取締役　　　　　　鎌　　光男

取締役　　　　　　村瀬　裕介

取締役　　　　　　原田　充

取締役　　　　　　一ノ瀬　勝美

取締役　　　　　　奥田　慎治

監査役　　　　　　國富　一人

● 電気通信事業（平成15年10月）
● 一般建設業（電気通信工事業）（平成25年8月）
● 液化石油ガス保安機関（平成24年5月）
● 警備業（平成24年12月）
● 古物商（平成17年4月）

● 電気通信設備を利用した各種遠隔検針・制御、 
保安システム等の開発、販売、工事、保守サービス業務

● 電気通信設備に係わる各種機器類の
ハード・ソフトウェアの開発、販売、設備工事、保守

● 各種の情報処理サービス及び情報配信サービス・
警備業務、損害保険代理店業務、古物売買等

● 昭和63年2月25日　

NTT中央テレコンネット株式会社を設立
● 平成15年10月1日　

全国のテレコン会社を統合、
NTT中央テレコンネット株式会社が存続会社となり、
NTTテレコン株式会社として新たに設立

会社概要

　NTTテレコンは無線・有線の通信回線を活用し、ガ

ス・電気・水道等ライフラインの遠隔検針や保安情報

を集中監視するテレメータリングシステムをご提供し

ています。

　これまで800社を超える企業様にシステムをご活用

いただき、検針の自動化による省力化や配送の効率化

による業務の効率化、また保安情報の集中監視による

保安業務の高度化等、安心・安全な暮らしの実現に貢

献してまいりました。

　現在までにＬＰガス業界の集中監視・自動検針シス

テムの普及率は、ＬＰガス全世帯の約24％と決して高

いものではありません。また今後は、電気等でもスマー

トメーターの普及によって、より多くのご家庭でテレ

メータリングシステムの提供が可能となります。

　我々はテレメータリングシステムのリーディングカン

パニーとして、ライフラインを提供される事業者様とと

もに世の中のあらゆるライフラインをつなぎ、より安心・

安全な社会を築くために一層の努力をしてまいります。

わたしたちの責務

代表取締役社長

ごあいさつ
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事業部一覧

営業所一覧

● 営業本部

● システムソリューションビジネス部

● カスタマサービス部
・NTTテレコンセンタ 
・NTTテレコン保安センタ

● 新規ビジネス開発部

● 技術開発部

● 企画部

● 総務経理部

TEL：03-5806-6123

TEL：03-5806-6125

TEL：03-5806-6118

TEL：03-5806-6111

TEL：03-5806-6120

TEL：03-5806-6121

TEL：048-447-0113

静岡営業所
〒420-0831　
静岡県静岡市葵区水落町2-26　
ＮＴＴ水落ビル
TEL：054-273-8800　
FAX：054-274-2002

北陸営業所
〒920-0024　
石川県金沢市西念1-5-10　
ＢＪビル
TEL：076-221-7800　
FAX：076-221-7818

■ 中部支店

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-8-25　
ＮＴＴ広小路ビル
TEL：052-201-1211　
FAX：052-201-1210

■ 関西支店

〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天1-2-12　
ＮＴＴコムウェア弁天ビル
TEL：06-6571-1818　
FAX：06-6571-2271

■ 中国支店

岡山営業所
〒703-8292　
岡山県岡山市中区中納言町2-24　
NＴＴ岡山東ビル
TEL：086-270-7055　
FAX：086-270-7056

〒730-0806
広島県広島市中区西十日市町10-15　
NTT十日市ビル2F
TE L：082-532-3190　
FAX：082-532-3191

■ 四国支店

徳島営業担当
〒770-0856　
徳島県徳島市中洲町2-25　
NＴＴ中州ビル
TEL：088-625-3942　
FAX：088-625-3942

〒790-0001　
愛媛県松山市一番町4-3　
ＮＴＴ愛媛支店ビル 付属棟3Ｆ
TEL：089-947-5566　
FAX：089-934-0899

■ 九州支店

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21　
ＮＴＴデータ博多駅前ビル
TEL：092-472-3303　
FAX：092-472-3315

■ 北海道支店

〒062-0904
北海道札幌市豊平区豊平四条12-2-3　
ＮＴＴ豊平ビル
TEL：011-817-4649　
FAX：011-820-6825

長野営業所
〒381-0045　
長野県長野市桐原1-1-7　
NTT長野支店 吉田ビル
TEL：026-232-2256　
FAX：026-252-6116

新潟営業所
〒950-0082　
新潟県新潟市中央区東万代町2-1　
NTT明石通ビル3F
TE L：025-243-5700　
FAX：025-256-8671

■ 首都圏支店

〒335-0004
埼玉県蕨市中央 4-2-22　
ＮＴＴ蕨ビル 1F
TE L：048-447-1221　
FAX：048-447-0505

■ 東北支店

〒984-0022
宮城県仙台市若林区五橋3-2-1　
ＮＴＴ五橋第2ビル
TEL：022-221-8201　
FAX：022-221-8090
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http://www.ntt-tc.co.jp/

TC-0304【1807-1906】


