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季刊誌にて年４回発行します。次回

は2011春号（2011.04.01）予定です。
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2011 新年号

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。

2011 新年号

代表取締役社長
むら かみ みつ お

村 上 満 雄

「スマートメータリングを
社会インフラに」

2011 新年号

あけましておめでとうございます。

昨年来、環境問題に端を発し、CO2削減に向けて家庭においてもガス、電力の使

用量をきちんと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

進められていましたが、本年は佳境を迎え、実際の現場にどんどん導入される局面

を迎えるものと思われます。LPガス業界におけるスマートメータリング（集中監視）の

リーディングカンパニーとして、本年は我が社もこの流れに沿ったビジネス展開を進

めることとなります。

まず、スマートメータリングにおいてこれまでLPガス業界と都市ガス業界でそれぞ

れ違った展開を図ってきましたが、昨年来、「ガス体エネルギー」として共に発展を

期すべく手を携えて通信方式の標準化を進め、昨年末には標準化案が固まり、本

年はいよいよ実際の機器として形を現すことになります。このスマートメータリングに

おけるLPガス・都市ガス業界の融合はまさに画期的なことであり、ガス体エネルギー

業界における集中監視・遠隔検針における経済性や運用上の問題を解決し、導入

に一層弾みがつくものと思います。これはひいてはガス使用量の「見える化」につな

がり、それを通じてCO2の削減にも多大な貢献を果たせるものと思われ、また、使用

量を随時把握することにより独り暮らしの老人の安否を確認する「見守りサービス」な

ど、社会に貢献できる付加価値を創造できるものと思われます。

二つ目は、LP業界では集中監視を導入することにより、検針のみならずボンベの

配送が効率化され、それを通じて車両などが排出するCO2を削減できる、ということ

を昨年環境省に認知頂き、「情報通信技術を活用した検針等用車両による燃料消

費量削減」、ならびに「情報通信技術を活用した輸送の効率化による燃料消費量

削減」が、オフセット・クレジット制度の対象として認められました。集中監視がCO2削

減を通じて環境問題に貢献できることを社会的に認知して頂いたことは、これも画

期的なことであり、幅広い集中監視導入のトリガーたりうると考えられます。我が社も

本年はさらに知恵を働かせ、上記の「見える化」ともセットにして、集中監視・遠隔検

針サービスの高度化とともに一層の環境対応サービスの展開に努めたいと考えてお

ります。

「スマートメータリング」が我が国の社会インフラとなり、それを通じて社会貢献する

「環境対応企業」となるべく、本年、我が社は一層の発展を目指す所存であります。

引き続きご支援、ご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶

上半期にご好評をいただきました＜グッとびくんお試しキャンペーン＞を、第二弾

として開催しております。

集中監視システムの導入を検討しているお客様、FOMA回線の機器を試してみ

たいお客様、是非この機会に商品をお試しください！

１．対象期間

2010年12月1日（水） ～ 2011年3月31日（水） 受付分

２．キャンペーン内容

＊１） キャンペーンの対象は集中監視システム未導入のお客様、他社システ

ムをご利用中のお客様とさせて頂きます。

＊２） お試し無線端末設置に伴う工事費は弊社にて負担致します。また、お試

し期間中におけるFOMA回線利用料、テレコンセンタ利用料も無料でお

試し頂けます。

＊３） グッとびくん親機＜F＞の電源（AC100V／電池／ソーラー）はお客様に

て選択できます。

＊４） お試し期間終了後に、継続利用して頂く場合、ご契約の上、お試し端末

は無料でお引き渡し致します。（但し、ソーラー電源装置は除く。）

＊５） お試し期間終了後に、取り外しとなる場合、お試し無線端末撤去に伴う

工事費は弊社にて負担致します。

詳しくは、お近くの支店営業担当者まで、お問合せください。

グッとびくんお試しキャンペーン 第二弾の開催について

＜ご利用イメージ＞ ※下記図中のグッとびくん親機＜Ｆ＞とＳ3子機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。

2011年１月1日より

支店名が変わりました。
(旧）本店営業部



近年尐子高齢化が進み、各社新聞にも高齢者向け安否確認サービスとして、特

集が組まれるようになりました。ＮＴＴテレコンの「あんしんテレちゃん」サービスもそ

の一つとして2010年11月12日奈良新聞に取り上げられておりますので、掲載され

た記事をご紹介いたします。

この「あんしんテレちゃん」サービスは、集中監視システムを活用して毎日のガス

使用量を離れて暮らすご家族にメールでお知らせするサービスです。ガス会社様

の付加価値サービスとして提供が可能です。

また、冷蔵庫等のドアが一定時間経過しても開閉しなかった等をセンサーで見守

る事も可能です。

地域の特長も踏まえ、居住者に合った安否確認サービスを検討いたしますので、

是非各支店へご相談ください。

ＮＴＴテレコンはお客様の抱える問題を解決できるよう、日々様々な事例に取り組

んでおります。どんな事でも構いませんので、遠慮なくお問合せください。

-
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商品情報その他情報

グッとびくん親機＜Ｆ＞
ＭＢＬ-Ｆ-ＴＮＣＵ

ソーラー電源ユニット

ＮＴＴテレコンは、ガス・水道・電気だけでなく、病院などに設置されている医療ガ

スの残量監視にも以前から取り組んでおります。

従来はガス残量や圧力低下およびボンベ切替など、病院側の通信端末（以下、

ＮＣＵ）から発信された信号だけで残量を監視していましたが、この度「医療ガス残

量監視システム」において、システムの安全性を確保した「テレコンセンタ」と「イン

ターネットSSL」を組み合わすことで、必要な時に事業者様のWebクライアントから、

ガス残量を読み取れる“双方向監視”が可能となりました。

ガスアダプターには、圧力センサーのアナログ信号（4～20mA）を読み取るポート

×２とデジタル信号（on/off）を読み取るポート×３があり、またＮＣＵの接点ポートも

利用できるため、多種多様な監視に対応することが可能となりました。

警報発生時の通知機能としては、販売事業者様の事務所などに設置した警報

受信専用端末（マイタッチ）への通知以外に、担当者などへのメール転送が可能に

なりました。

この“双方向監視”等による残量＆使用量の見える化により、きめ細やかな残量

情報の管理、営業・配送担当者へのスムーズな連絡が実現し、計画的な配送と、

緊急時の迅速な対応が可能になります。

特別なコンピュータを用意することなく、インターネット接続されている既存のパソ

コンと病院側への残量監視設備を導入するだけで、イニシャル、ランニングコストと

もに低価格で導入することができます。

●●病院様

ＣＥ

（ｺｰﾙﾄﾞｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ）

液面情報

残量警報

LGC

（ﾘｷｯﾄﾞ ｶﾞｽ ｼﾘﾝﾀﾞｰ）

液面情報

残量警報

自動切替情報

バラビン

ｼﾘﾝﾀﾞｰ圧力情報

残量警報

自動切替情報

ガスアダプター

テレコンセンタ

販売事業者様

警報出力端末

Webクライアント
端末

インターネット

メール
受信端末

データ取出
随時検針 警報通知

携帯電話回線

固定電話回線

システム構成図

ＮＣＵ

ＮＴＴテレコンの様々な集中監視システムのご紹介

100Ｖの商用電源
で動作するＡＣ電
源ユニット

本体内蔵型40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

ＮＰＯ法人テレメータリング推進
協議会主催

｢2010 LPガス安全・安心・
ソリューション展｣大阪会場
伊丹シティホテル
（2010.11.09）

平成22年9月１４日の東京

会場開催に続きまして、平成

22年11月9日に開催された

大阪会場でも、当社から出

展した「グッとびくんシリーズ

商品」やCO2削減等環境に

配慮した「ソーラー電源」、集

中監視を利用した「エネル

ギーの見える化」システムや

「あんしんテレちゃん」サービ

スは、大変好評を博しており

ました。

今回の伊丹市での大阪会

場は、東京会場とはまた違っ

た熱気が感じられ、沢山のお

客様にお立ち寄りいただき、

大変貴重なご意見をいただ

きまして、誠にありがとうござ

いました。

「医療ガス残量監視システム」について

販売キャンペーン
第二弾 開催中！

詳しくは→ 4ページで

高齢者安否確認「あんしんテレちゃん」サービスについて

ＮＴＴテレコンの集中監視システムは、様々な分野でご利用いただいております。

これまで実現してきた事例を簡単にご紹介いたします。

セルフセキュリティ（ドアセンサ・押しボタン・火災報知機等の作動を通知）

防災情報（河川の氾濫による水位変化や道路冠水等を通知）

貯水槽・下水道監視（貯水槽の水位、貯水量による真空弁の開閉を通知）

 ＪＲ駅等の機器監視（電源、室内温度、冷暖房、扉の開閉・ロック等を通知）

環境汚染監視（工場等の排ガスの脱臭（吸着）処理機械のリンクス（活性炭

の充填された吸着塔）の交換時期を通知）

その他システム事例について

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12488m8vl/EXP=1285892018;_ylc=X3IDMgRmc3QDMQRpZHgDMARvaWQDZWFjZDI5NWI0MzY3MWMzNARwb3MDMTQyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.komatsu-seiki.co.jp/d manihould.jpg
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ギーの見える化」システムや

「あんしんテレちゃん」サービ

スは、大変好評を博しており

ました。

今回の伊丹市での大阪会

場は、東京会場とはまた違っ

た熱気が感じられ、沢山のお

客様にお立ち寄りいただき、

大変貴重なご意見をいただ

きまして、誠にありがとうござ

いました。

「医療ガス残量監視システム」について

販売キャンペーン
第二弾 開催中！

詳しくは→ 4ページで

高齢者安否確認「あんしんテレちゃん」サービスについて

ＮＴＴテレコンの集中監視システムは、様々な分野でご利用いただいております。

これまで実現してきた事例を簡単にご紹介いたします。

セルフセキュリティ（ドアセンサ・押しボタン・火災報知機等の作動を通知）

防災情報（河川の氾濫による水位変化や道路冠水等を通知）

貯水槽・下水道監視（貯水槽の水位、貯水量による真空弁の開閉を通知）

 ＪＲ駅等の機器監視（電源、室内温度、冷暖房、扉の開閉・ロック等を通知）

環境汚染監視（工場等の排ガスの脱臭（吸着）処理機械のリンクス（活性炭

の充填された吸着塔）の交換時期を通知）

その他システム事例について

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12488m8vl/EXP=1285892018;_ylc=X3IDMgRmc3QDMQRpZHgDMARvaWQDZWFjZDI5NWI0MzY3MWMzNARwb3MDMTQyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.komatsu-seiki.co.jp/d manihould.jpg
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季刊誌にて年４回発行します。次回

は2011春号（2011.04.01）予定です。

4

2011 新年号

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。

2011 新年号

代表取締役社長
むら かみ みつ お

村 上 満 雄

「スマートメータリングを
社会インフラに」

2011 新年号

あけましておめでとうございます。

昨年来、環境問題に端を発し、CO2削減に向けて家庭においてもガス、電力の使

用量をきちんと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

進められていましたが、本年は佳境を迎え、実際の現場にどんどん導入される局面

を迎えるものと思われます。LPガス業界におけるスマートメータリング（集中監視）の

リーディングカンパニーとして、本年は我が社もこの流れに沿ったビジネス展開を進

めることとなります。

まず、スマートメータリングにおいてこれまでLPガス業界と都市ガス業界でそれぞ

れ違った展開を図ってきましたが、昨年来、「ガス体エネルギー」として共に発展を

期すべく手を携えて通信方式の標準化を進め、昨年末には標準化案が固まり、本

年はいよいよ実際の機器として形を現すことになります。このスマートメータリングに

おけるLPガス・都市ガス業界の融合はまさに画期的なことであり、ガス体エネルギー

業界における集中監視・遠隔検針における経済性や運用上の問題を解決し、導入

に一層弾みがつくものと思います。これはひいてはガス使用量の「見える化」につな

がり、それを通じてCO2の削減にも多大な貢献を果たせるものと思われ、また、使用

量を随時把握することにより独り暮らしの老人の安否を確認する「見守りサービス」な

ど、社会に貢献できる付加価値を創造できるものと思われます。

二つ目は、LP業界では集中監視を導入することにより、検針のみならずボンベの

配送が効率化され、それを通じて車両などが排出するCO2を削減できる、ということ

を昨年環境省に認知頂き、「情報通信技術を活用した検針等用車両による燃料消

費量削減」、ならびに「情報通信技術を活用した輸送の効率化による燃料消費量

削減」が、オフセット・クレジット制度の対象として認められました。集中監視がCO2削

減を通じて環境問題に貢献できることを社会的に認知して頂いたことは、これも画

期的なことであり、幅広い集中監視導入のトリガーたりうると考えられます。我が社も

本年はさらに知恵を働かせ、上記の「見える化」ともセットにして、集中監視・遠隔検

針サービスの高度化とともに一層の環境対応サービスの展開に努めたいと考えてお

ります。

「スマートメータリング」が我が国の社会インフラとなり、それを通じて社会貢献する

「環境対応企業」となるべく、本年、我が社は一層の発展を目指す所存であります。

引き続きご支援、ご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶

上半期にご好評をいただきました＜グッとびくんお試しキャンペーン＞を、第二弾

として開催しております。

集中監視システムの導入を検討しているお客様、FOMA回線の機器を試してみ

たいお客様、是非この機会に商品をお試しください！

１．対象期間

2010年12月1日（水） ～ 2011年3月31日（水） 受付分

２．キャンペーン内容

＊１） キャンペーンの対象は集中監視システム未導入のお客様、他社システ

ムをご利用中のお客様とさせて頂きます。

＊２） お試し無線端末設置に伴う工事費は弊社にて負担致します。また、お試

し期間中におけるFOMA回線利用料、テレコンセンタ利用料も無料でお

試し頂けます。

＊３） グッとびくん親機＜F＞の電源（AC100V／電池／ソーラー）はお客様に

て選択できます。

＊４） お試し期間終了後に、継続利用して頂く場合、ご契約の上、お試し端末

は無料でお引き渡し致します。（但し、ソーラー電源装置は除く。）

＊５） お試し期間終了後に、取り外しとなる場合、お試し無線端末撤去に伴う

工事費は弊社にて負担致します。

詳しくは、お近くの支店営業担当者まで、お問合せください。

グッとびくんお試しキャンペーン 第二弾の開催について

＜ご利用イメージ＞ ※下記図中のグッとびくん親機＜Ｆ＞とＳ3子機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。

2011年１月1日より

支店名が変わりました。
(旧）本店営業部




