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季刊誌にて年４回発行します。次回は

2011秋号（2011.10.01）予定です。

4

2011 夏号

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 夏号
ＮＴＴテレコンは、平成20年度よりスタートした日本ＬＰガス団体協議会が国の補

助金を受け公募している「石油ガス販売事業者構造改善支援事業」において、LP

ガス事業者様に向けて支援事業のお手伝いを行っております。

今年度も約5.5億円の予算が確保されており、本事業に応募された全国の事業

者様とご協力して、構造改善に資する経営合理化・効率化、新サービスの展開等

に取り組んでおります。

日本LPガス団体協議会のホームページをご覧ください。

http://www.nichidankyo.gr.jp/hojo/ryutsu/index.html

石油ガス販売事業者構造改善支援事業について

１.消費者の皆様
に対する、ＬＰガ
スの安全性・環境
特性（クリーンエ
ネルギー）、省エ
ネ機器の周知に
よる需要確保を
図る取り組み

２.地域住民の
方々に対する、災
害時におけるＬＰ
ガスの優位性の
理解促進による
需要確保を図る
取り組み

３.消費者の皆様
に対する、サービ
ス向上による信
頼性の維持とより
一層の向上に向
けた取り組み

４.経営の効率化・
合理化への取り

組み

等

●● 事業内容 ●●

詳しくはこちら

東日本大震災のお見舞い

2011年3月11日に宮城県三陸沖を震源とした東日本大震災におきまし

て、被災されましたすべての地域の皆様に、心よりお見舞いを申し上げると

ともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申し上

げます。

当社も宮城県仙台市に東北支店を構えておりますが、おかげさまで従業

員全員の無事を確認しております。現在、業務の復興にむけて、全力で努

力しております。

すべての地域の皆様の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げますととも

に、当社としてもできる限りの支援活動をさせていただく所存でございます。

エヌ・ティ・ティ テレコン株式会社

代表取締役社長 村上 満雄

被災地ＬＰガス販社様への支援について

弊社では、被災されたＬＰガス販売事業者様へ復興のお手伝いができる

よう、集中監視システムをご利用いただいているお客様のセンタ利用料金

等の減免による復興支援を決定いたしました。 下記に該当する事例があ

るお客様におかれましては、お気軽に弊社営業担当者へご相談ください。

被災地が一日も早く復興し、被災者ならびに関係する皆様に笑顔が戻り

ます様お祈り申し上げます。

記

①設備故障が原因で検針サービス等の利用ができなかった場合

②避難指示、避難勧告により検針サービス等の利用ができなかった場合

③津波の被災により検針サービス等の利用ができない状況にある場合

④災害救助法が適用となった地域で被害に遭い実態的に検針サービス
等の利用ができなかった場合

以 上

エヌ・ティ・ティテレコン株式会社
営業本部

『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

2011年4月1日（金） ～ 2011年9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
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ＮＴＴテレコン保安サービスは、1997（平成9）年より提供を開始し、今年15年目

を迎え、現在約23万戸のお客様にご利用いただいております。

ＮＴＴテレコンセンタのお客様だけでなく、お買い上げセンタのお客様にもご利用い

ただけるサービスです。

安全・安心の提供はもとより、丁寧な需要家様への対応を心掛けて、ガス販社様

の業務をサポートさせていただいております。

また、2010（平成22）年３月に保安センタの全国一元化を完了し、その後円滑な

業務運営で現在に至っております。

このＮＴＴテレコン保安サービスでは、毎月約10,000件近くの警報を受けていま

す。そのうち緊急警報として多い順にグラフで表示してみました。

圧倒的に多い警報は

「使用時間オーバー予

告」となっており、ガスコ

ンロの火の消し忘れや

お風呂の点けっぱなし

等が原因で、お客様へ

の連絡により火災が大

事に至らなかったケー

スも少なくありません。

これらの警報を受けると同時に、お客様へガス器具の点検をしていただくようご連

絡いたします（一次対応）。また、メータ遮断の場合は分かり易くご説明し、メータの

復旧作業をお願いします。その後ガス会社様へご報告いたします（二次対応）。

の際にお客様からいただいた感謝の声を次にご紹介いたします。

今後も監視員のスキルアップ、ガス設備の研修、事例研修によるお客様応対の

向上、資格取得の奨励等、より良いサービスの提供に努めてまいります。

2011年7月｜NTTテレコン株式会社｜ 2011 夏号
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その他情報

ＮＴＴテレコンセンタを支える

｢自家発電システム｣

この度の震災では、生活に欠かせない電気、水道、ガス等様々なエネルギー資

源の供給が止まり、被災地では未だに丌便な生活を送られている方が多い中、弊

社東北支店（仙台市若林区五橋）が入居しているビルでは、屋外にＬＰガスのボン

ベを設置し、二階の厨房まで外窓をつたってガスホースを伸ばし、震災後数日で

食堂が機能するようになりました。

このビルの周辺は都市ガスが殆で普及の見通しがたたない中、このようにＬＰガス

で調理できるようになり、ビルに勤務する社員の方々に大変喜ばれていました。

災害支援の中でもこのプロパンガスを用いて各地で炊き出しが行われたり、簡易

のお風呂なども実現し、改めてＬＰガスの利便性が十分発揮され、ＬＰガスの需要

が高まってくることを期待しています。

そして今回の大地震から相次ぐ余震において、当然ながら地震を感知した際の

メータ遮断情報「感震器警報」が多く発生しており、集中監視を利用されているＬＰ

ガス販社様におきましてはこのメータ遮断による閉栓状況と、その後のお客様によ

る復旧状況等、リアルタイムで状況の把握ができました。

また、遠隔でお客様のメータが正常に機能しているかの確認を行い、被害状況の

把握もお手伝いしております。

今回は特に被災地の状況がひどく、個別に確認するのは丌可能と言われていま

す。そのような状況において、集中監視・遠隔検針サービスが少しでもガス販社様

のお役にたてるよう、ＮＴＴテレコンは努めてまいります。

またこの震災時には、保安サービスに加入されているお客様につきましては、可

能な限り保安センタから一次対応を行い、併せて各支店よりガス販社様へ警報情

報の通知を行いました。

東日本対震災関連情報

ＮＴＴテレコン保安サービスの概要

警報受信状況と対応について

45%

14%

12%

16%

6%

3%
4%

緊急警報 平成22年度（年間）

使用時間オーバー予告
最大流量オーバー遮断

使用時間オーバー遮断
圧力センサー遮断

遮断弁作動(遮断）

ガス漏警報器遮断

感震器遮断

ＣＯ警報器遮断

電池低下遮断

バルク警報器作動

ＮＴＴテレコン保安サービスについて

使用時間オーバ予告 圧力センサ遮断

ガスコンロの消し忘れ お風呂の点けっぱなし 元栓の開け忘れ

「ガスコンロの消し忘れでした、

親切にお電話いただきましてあ

りがとう。」とたいへん感謝され

ました。

「給湯器のお湯を出しっぱな

しにしていました、助かりまし

た。ご親切にありがとうござい

ました。」

「どうもすいません、元

栓を開けるのを忘れ

ていました。ありがとう

ございました。」

サービスの向上に向けて

-

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

販売キャンペーン
開催中！

ＮＰＯ法人テレメータリング推進
協議会出展

｢スマートグリッド展2011｣
参加のご報告
東京ビッグサイト
（2011.06.14～16）

集中監視システム新バー

ジョンやガスあんしん見守り

サービスのパネルとあんしん

テレちゃんのデモ、その他ス

ポンサー企業の展示を行い、

多くの方にお立ち寄り頂きまし

た。ガス以外も含めた様々な

ライフライン監視ならびに付

加価値サービスの可能性に

興味を持たれるお客様が多く、

大変賑わいました。

関東地方では、一時電力丌

足による計画停電がグループ

ごとに実施されましたが、当社

データセンタ（NTTテレコンセ

ンタ）は、停電の場合でも十分

に電力供給が可能な自家発

電装置を備えております。

また発電に必要な燃料も常

備しております。

今後もまた計画停電が実施

されることになりましても、この

自家発電装置を稼働させるこ

とで当社サービスにつきまして

は安定的に運用いたします。
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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！

ＮＰＯ法人テレメータリング推進
協議会出展

｢スマートグリッド展2011｣
参加のご報告
東京ビッグサイト
（2011.06.14～16）

集中監視システム新バー

ジョンやガスあんしん見守り

サービスのパネルとあんしん

テレちゃんのデモ、その他ス

ポンサー企業の展示を行い、

多くの方にお立ち寄り頂きまし

た。ガス以外も含めた様々な

ライフライン監視ならびに付

加価値サービスの可能性に

興味を持たれるお客様が多く、

大変賑わいました。

関東地方では、一時電力丌

足による計画停電がグループ

ごとに実施されましたが、当社

データセンタ（NTTテレコンセ

ンタ）は、停電の場合でも十分

に電力供給が可能な自家発

電装置を備えております。

また発電に必要な燃料も常

備しております。

今後もまた計画停電が実施

されることになりましても、この

自家発電装置を稼働させるこ

とで当社サービスにつきまして

は安定的に運用いたします。
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■本社
東京都港区新橋5-11-3
新橋住友ビル11F
TEL：03-5472-2746

■首都圏支店
蕨市中央4-2-22
ＮＴＴ蕨ビル
TEL：048-447-1221

■九州支店
福岡市博多区博多駅前1-17-21 
ＮＴＴデータ博多駅前ビル5F 
TEL：092-472-3303 

■四国支店
松山市一番町4-3 
ＮＴＴ愛媛支店ビル 付属棟3Ｆ
TEL：089-947-5566

■北海道支店
札幌市豊平区豊平四条12-2-3
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

2011秋号（2011.10.01）予定です。
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2011 夏号

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 夏号
ＮＴＴテレコンは、平成20年度よりスタートした日本ＬＰガス団体協議会が国の補

助金を受け公募している「石油ガス販売事業者構造改善支援事業」において、LP

ガス事業者様に向けて支援事業のお手伝いを行っております。

今年度も約5.5億円の予算が確保されており、本事業に応募された全国の事業

者様とご協力して、構造改善に資する経営合理化・効率化、新サービスの展開等

に取り組んでおります。

日本LPガス団体協議会のホームページをご覧ください。

http://www.nichidankyo.gr.jp/hojo/ryutsu/index.html

石油ガス販売事業者構造改善支援事業について

１.消費者の皆様
に対する、ＬＰガ
スの安全性・環境
特性（クリーンエ
ネルギー）、省エ
ネ機器の周知に
よる需要確保を
図る取り組み

２.地域住民の
方々に対する、災
害時におけるＬＰ
ガスの優位性の
理解促進による
需要確保を図る
取り組み

３.消費者の皆様
に対する、サービ
ス向上による信
頼性の維持とより
一層の向上に向
けた取り組み

４.経営の効率化・
合理化への取り

組み

等

●● 事業内容 ●●

詳しくはこちら

東日本大震災のお見舞い

2011年3月11日に宮城県三陸沖を震源とした東日本大震災におきまし

て、被災されましたすべての地域の皆様に、心よりお見舞いを申し上げると

ともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申し上

げます。

当社も宮城県仙台市に東北支店を構えておりますが、おかげさまで従業

員全員の無事を確認しております。現在、業務の復興にむけて、全力で努

力しております。

すべての地域の皆様の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げますととも

に、当社としてもできる限りの支援活動をさせていただく所存でございます。

エヌ・ティ・ティ テレコン株式会社

代表取締役社長 村上 満雄

被災地ＬＰガス販社様への支援について

弊社では、被災されたＬＰガス販売事業者様へ復興のお手伝いができる

よう、集中監視システムをご利用いただいているお客様のセンタ利用料金

等の減免による復興支援を決定いたしました。 下記に該当する事例があ

るお客様におかれましては、お気軽に弊社営業担当者へご相談ください。

被災地が一日も早く復興し、被災者ならびに関係する皆様に笑顔が戻り

ます様お祈り申し上げます。

記

①設備故障が原因で検針サービス等の利用ができなかった場合

②避難指示、避難勧告により検針サービス等の利用ができなかった場合

③津波の被災により検針サービス等の利用ができない状況にある場合

④災害救助法が適用となった地域で被害に遭い実態的に検針サービス
等の利用ができなかった場合

以 上

エヌ・ティ・ティテレコン株式会社
営業本部

『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

2011年4月1日（金） ～ 2011年9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 夏号




