
 

ガス・スマートライフ・オンラインセミナー2020 

 ～セミナー受講についてのご案内～ 

開催趣旨： 

 弊協議会は。ライフラインに関連するテレメータリングの普及を推進するため毎年東京及び関西にお

いてＬＰガス集中監視システムに関連する最新の動向を展示する展示会とセミナーを開催し、多くの参

加者から好評を得てまいりました。今年はあいにくコロナ感染が収束していないため、すでにご案内し

ております通り一堂に会しての展示会を取りやめ、オンラインセミナー形式で実施することに致しまし

た。 

 近年、テレメータリングをめぐる環境は大きく変化しております。ＬＰＷＡ方式による通信システム

の普及によりＬＰガスにおける集中監視システムは第 2 の発展段階を迎え保安の向上並びに事業の一層

の高度化が図られるとともに、電力スマートメーターの普及の進展によりライフラインにおけるテレメ

ーターが急速に進んでおります。また、水道事業も含めライフライン間におけるテレメータリングの相

互乗り入れも着実に進んでおり、テレメータリングがライフラインの共通インフラとして整備されつつ

あります。 

 今回のセミナーにおいては、これらの最新の動向を紹介するとともに経済産業省の政策の方向につい

ても紹介していく予定でおります。ぜひとも、奮ってご参加頂きたくお願い申し上げます。 

 

１．対象者  どなたでも参加できます。受講は無料です。 

２．日 時  令和 2 年度  11 月 16 日（月）～20 日（金） 5 日間 

10：００～12：00  13：00～15：00   ライブ配信 

〇 セミナープログラム；次ページ参照願います。 

    ※録画配信は、個人情報保護の観点から実施致しません。 

３．開催形式 ＺＯＯＭによるオンライン形式 

４．視聴方式 テレメータリング推進協議会（略称：テレメ協）のホームページから 

お申し込みが必要となります。 

       申し込みは 11 月５日（月）より受付開始 

       詳細・受講登録はこちら 

⇒テレメータリング推進協議会の HP を開いて「ガス・スマートライフ・ 

オンラインセミナー2020 参加申込」をクリックして確認してください。 

５．セミナー資料（公開用）；テレメータリング推進協議会のＨＰに掲載予定です。 

 

主催者；ＮＰＯ法人テレメータリング推進協議会 

              事務局／展示会ＷＧ担当；土屋 tsuchiya@teleme-r.or.jp 



◆◇オンラインセミナー・プログラム◇◆ 

 

11 月 16 日（月）；第 1 日目 

時 間 タイトル 講師他 

10：00～10：05 セミナー開催のご挨拶 テレメータリング推進協議会 

理事長 照井 恵光 

 

10：10～11：００ 

【基調講演】 

テレメが進めるガス事業のＤＸ化 

テレメータリング推進協議会 

理事 宮原 清貴 

（東洋計器㈱取締役） 

 

11：10～12：00 

最近のＬＰガス保安行政 

について 

 

経 済 産 業 省  

ガス安全室室長補佐 

堀 琢磨 氏 

12：00～13：00 昼休み 

 

13：00～13：50 

セルラーＬＰＷＡモジュールの

電池運用と課題 

太陽誘電株式会社 

新事業推進室新事業推進部 

椿原 潤吾 氏 

14：00～14：50 

 

補助金を活用した災害対応バル

ク導入提案とバルク貯槽 20年検

査工事施工管理システム「Ｉ・

BOS」のご紹介 

株式会社 I・T・O 

営業本部広報課 

ﾁｰﾑ・ﾘｰﾀﾞｰ 岩岡 冬季知 氏 

 ﾘｰﾀﾞｰ   城 晃司 氏 

11 月 17 日（火）；第 2 日目 

時 間 タイトル 講師他 

 

10：00～10：50 

エイムテック電子帳票システム

のご提案 

株式会社エイムテック 

システム部本部長 

竹田 浩之 氏 

 

11：００～12：00 

 

IｏＴ時代のＬＰガス経営 

東洋計器株式会社 

総合企画部 IoT ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室 

係長 浅見 悠司 氏 

12：00～13：00 昼休み 

 

13：00～13：50 

お客様と共に進化を続けるデー

タ通信サービス「ガスミエール」 

（仮） 

アズビル金門株式会社 

SMaaS 事業部 IoT 営業部 

栗林 美沙 氏 

11 月 18 日（水）；第 3 日目 

時 間 タイトル 講師他 

 

10：00～10：50 

ＬＰＷＡには必須！Web 検針票

による業務コスト大幅削減のご

提案 

株式会社システムアンドリサー

チ 企画部 

  松浦 史典 氏 



 

11：00～12：00 

ＬＰＷＡによるＬＰガス配信サ

ービス アイチクラウド 

愛知時計電機株式会社 

ガス営業推進部 

渡部 有紀 氏 

12：00～13：00 昼休み 

 

13：00～13：50 

10 月 1 日発売開始！ガスエネル

ギー事業統合情報システム 

SuperX03、ほか弊社製品ご紹介    

株式会社カナデンブレイン 

経営戦略部 次長 

叶 俊信 氏 

11 月 19 日（木）；第４日目 

時 間 タイトル 講師他 

 

10：00～10：50 

KDDI ガスプラットフォームの

ご案内 

KDDI 株式会社 

営業２グループリーダー 

藤住 秀雄 氏 

 

11：00～12：00 

これからの通信回線を介する 

スマートメータ検針 

ライフリンク株式会社 

代表取締役社長 

中沼 忠司 氏 

12：00～13：00 昼休み 

 

13：00～13：50 

「ＬＰＷＡに対するイングコー

ポレーションの取り組み」と「販

売管理システム SuperPGSⅣ 

のご紹介」 

株式会社 Ing コーポレーション 

あんしんセンター  遠藤  勲 

氏 

西関東支店   猪俣  光一良 

氏 

11 月 20 日（金）；第 5 日目 

時 間 タイトル 講師他 

 

 

10：00～10：50 

新しいクラウド型集中監視サー

ビスのご紹介 

～保守までお任せ まるごと定

額サービス～ 

パナソニック株式会社 

スマートエネルギーシステム事

業部 ビジネスソリューション

部 サービス事業課 リーダー 

村林 信明・斎藤 潤一 両氏 

 

11：00～12：00 

ガスメーターとしてのＬＰＷＡ

の取り組み 

東洋ガスメーター株式会社 

営業部 営業企画グループ 

稲土 清治 氏 

12：00～13：00 昼休み 

 

13：00～13：50 

ガス事業者様のＤＸ推進 

～ＮＴＴグループの総力結集で

経営革新をサポート～ 

ＮＴＴテレコン株式会社 

社長室トータルソリューション

強化タスクフォース 

  北澤 憲太 氏 

※ 予告なしにタイトル・講師名が変更されることがあります。 

 


