
個人契約技術者様、保安法人の担当者様、需要家様それぞれから
たいへん助かっている、安心できると好評をいただいています。

お客様の声

e -HOANサービス

●電気保安管理事業 ●ソフトウェア事業●メンテナンス事業 ●再生可能エネルギー事業●絶縁油分析・試験事業

0120-35-3955
エレックス極東 検索http://www.kyokuto.co.jp/

名 　 古 　 屋 　 本 　 社 〒468-0056 愛知県名古屋市天白区島田3丁目608-1
 TEL:052-804-0480 FAX:052-804-0483

　 　 九 　 　 　 州 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-23新幹線ビル1号館
 TEL:092-461-2312 FAX:092-461-2314

三河センター・絶縁油解析ラボ 〒444-0066 愛知県岡崎市広幡町1-7
 TEL:0564-65-3946 FAX:0564-65-3956

川　崎　セ　ン　タ　ー 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町1-1 日本生命川崎ビル7Ｆ
 TEL:044-223-1138 FAX:044-222-1033

岐 阜 サ ービ ス センター 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町5丁目24 G-frontⅡ9F（旧住友生命岐阜ビル）
 TEL:058-267-6780 FAX:058-267-6771

東　濃　セ　ン　タ　ー 〒509-7122 岐阜県恵那市武並町竹折字上新田267-29
（資材センター） TEL:0573-28-2221 FAX:0573-28-2776

秋田ネットワークセンター 〒010-0951 秋田県秋田市山王二丁目1番53号 秋田山王21ビル6F
 TEL:018-896-6181 FAX:018-896-6184

三　重　セ　ン　タ　ー 〒514-0032 三重県津市中央2丁目18
 TEL:059-226-0077 FAX:059-226-0087

エレックス極東  北九州 〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町三丁目14-17 五十鈴ビル新館8F
 TEL:093-513-2124 FAX:093-513-2127

エレックス 極 東  鷹 巣 〒018-3454 秋田県北秋田市脇神字南陣場岱1番地17筆

豊橋ブランチ　　三重ブランチ　　静岡ブランチ　　三ケ日ブランチ　　岐阜北ブランチ

1日あたり４件の点検スケジュール管理をお
客様との日程調整もしてくれて大助かりです。
おかげで点検作業に集中でき効率が上がりま
した。

個人契約技術者 Aさん

お客先様先での万が一のトラブルもコールセ
ンターが24時間で対応してくれるから安心で
す。自分が急行できない時にも代務者を手配
してくれるのも心強いですね。 電気保安管理業務事業主のみなさまへ

多彩なサポートサービスで

全ての安心・安全が向上します。

IoTサービスで監視してもらってるから万が一
夜間に停電や漏電が発生しても安心ですね。
365日24時間コールセンターが対応してもら
えるのも良いですね。

点検技術者30人分のスケジュール管理をすべ
てお任せしています。提出書類もデータ管理
できますし、大幅に作業効率がアップして本当
に助かっています。

個人契約技術者 Bさん

需要家 工場長 Cさん 保安法人 管理担当 Dさん

契約技術者をフルサポート

絶縁監視装置により停電･漏電を24時間365日監視します。
異常を検知した際に、電気技術者とコールセンターに通報します。
事前に指定されたフローに従って、連絡を行います。
デマンド監視サービスや太陽光発電所の発電量監視サービスも提供可能です。
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I oT監視サービス

docomo

KDDI

需 要 家 契約技術者

コールセンター

絶縁・デマンド・停電監視

保安法人

外部委託契約

●サーバーおよび通信使用料は無料。

●異常時に管理技術者へ警報メール通知。コールセンターより電話にてフォローします。

●豊富な通報機能：停電・復電・漏電・接点警報の自動検知・通報。

●監視装置の設置代行も可能（サービスエリア内のみ）。

●遠隔で各種設定も変更可能。

●停電などの緊急時にはコールセンターから、需要家への状況確認、および指定順に管理技術者へ連絡。

●電力メーターのパルス受信によるデマンド計量。

●通信網は、DOCOMO・KDDIから選択可能。

デマンド監視
発電量監視

絶縁監視
状態監視

Gata Way
（TJ3-H）

警報メール停電・漏電

警報履歴監視

デマンド監視
発電量監視

TEL

絶縁・デマンド監視装置 仕様
監視機能  本体／センサー部分割式、漏電Io方式6回路、
 接点2回路・パルス1回路
通　　信  DOCOMO4G LTE回線もしくは
 KDDDI4G LTE回線のどちらか選択

漏　電　通報値設定 AC10～2000mA 精度 ±10%rdg 分解能 1mA
接　点　検出／復帰時間設定 0.5～300秒 接点2回路
停　電　検出／復帰時間：即時検出
その他通報機能　定期通報

クラウド
サービス



9：00AM

開始連絡・KY活動の後、
点検スタート

オフィスビル

契約技術者様の1日を完全サポート

提出
データ

点検
データ

点検
データ

提出
データ

15：00AM

発電所の状態確認
(パネル・PCS)

太陽光発電所

G OAL

11：00AM

お昼休みで年次点検
経年劣化を発見。
過去データと見比べ、
設備更新のご提案

工  場工程変更を
コールセンターに

依頼

eデータで
リアルタイムに
結果報告。
次の現場へ

点検出発！

点検終了！

提出
データ

点検
データ

クラウドサービス

工程管理
サポート
当日の

点検スケジュールを
提供8：00AM

START

安心・快適便利なサービスで技術者をサポートします。

1 2

今日は
1日お疲れ様
でした

今日も1日安全作業で
お願いします

コールセンター



e - HOANサービス

コールセンターで●入退室管理

全方向から技術者を支えます。 365日24h

e -データ

技術者の状況と点検結果の把握開始・終了連絡。みんなで共有

●点検データ管理
点検後はすぐに反映。
iPadでどこでも閲覧できます。

●工程スケジュール管理
みんなのスケジュールを共有、
すぐに応援できます。

●提出書類データ管理
モバイルプリンタでその場で提出。
PDF化されるので、
電子データとしても有効

タブレット端末で点検
前回の履歴参照により
記入負担の軽減

IoTサービス
絶縁監視装置により、停電・漏電を監視。
さらにはデマンド監視も

緊急対応手配
万が一駆けつけられなくても、代務者を手配

需 要 家 契約技術者

デマンド
絶縁、停電
監視

緊急時
電話対応

報告書
提出

365日24時間
遠隔監視
365日24時間
遠隔監視
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コールセンター

タブレット端末

クラウドサービス



コールセンター
電気技術者の不足、高齢化など、電気技術者を取り巻く環境は、年々厳しくなっています。
お客様の操業が深夜におよび、夜間のお問い合わせも増えています。
技術者の負担が増加するなかでコールセンターが代行することで負担を軽減します。
いつまでも働きやすい環境をサポートします。

需 要 家 契約技術者

コールセンター

月次・年次点検

統括・設備担当

絶縁・デマンド・停電
監視

店舗担当

保安法人

保安従事者

eデータ
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クラウドサービス

集計・管理・レポート化

外部委託契約

TEL

お問合せ
夜間対応

・一時対応
・電話連絡
・緊急対応
・警報管理
・夜間対応

・顧客管理
・履歴管理

お問合せ状況

レポート閲覧

異常通報

運用管理

警報

TEL・Mail

クラウド連携

コールセンター業務のご相談・ご依頼・導入までの流れ

業務内容と目的、業務委託の範囲や
困りごとをヒアリングいたします。

業務詳細をヒアリング1
要件定義（コール業務に必要な情報
のまとめ）を抽出しコール業務設計
をおこない、自社のノウハウを加え
て、専用の対応フローをまとめます。

コール業務の設計で
問題解決2

自社の保安管理のオペレーションに
加え、オペレーターの通話内容より
「分析・評価」を実施し、応対品質を維
持・向上いたします。

応対品質の向上3

●需要家からのお問合せ対応（電話）を貴社のお名前で代行いたします。

●クラウドシステムによる電話受電時に設備詳細や対応履歴がコール担当者のパソコン画面に表示されます。

●絶縁監視からの通報時に系統電力会社への停電区域の確認と管理技術者へ電話連絡します。

●需要家からの応動依頼時、1次対応後に管理技術者へ電話連絡します。

●管理技術者へ連絡がつかない場合、もしくは管理技術者からの要請で代務者の調整を行います。

eデータ
eデータにより、電気技術者、バックオフィス、コールセンターが、スケジュールや点検結果、

不具合履歴、設備情報などを、リアルタイムに共有するサービスです。

点検・対応状況を見える化し、業務改善とお客様満足度の向上を実現します。 お客様(取引先)の登録から保安台帳の登録およびスケジュール作成の作成を行います。

iPadのF.S.Lアプリでの作業予定の確認と開始・終了連絡から点検表選択画面の流れです。

需 要 家 契約技術者 コールセンター

保安従事者

タブレット端末

7 8

委託契約

eデータの流れ

●CRMクラウドサービスのSalesforce(SF)・FieldservieLightning(F.S.L)上に構築した
 「iPadによる設備点検サービス」です。

●Saleforceに登録した取引先から点検計画→スケジュールの作成→現地の点検および結果出力
 →点検履歴・各種データ閲覧まで一元管理を行います。

●電話などお問合せ対応から緊急対応の作業員の調整から対応履歴の管理を行います

●Cloudサービスのため、サーバーを新たに設ける必要はございません。

●Salesforceの使用が前提となります。

月次・年次点検

工 事 管 理

書 類 提 出

保安法人

点検データ 点検データ

入退室管理

提出書類データ
工程スケジュール クラウドサービス

・入退室管理 ・点検データ管理
・工程スケジュール管理
・提出書類データ管理

スケジュール作成 iPadで計画確認 点検結果の入力 その場でPDF印刷

お客様情報の登録とスケジュール作成

iPad上のeデータの点検の流れ

取引先と
従事者の登録

メンテナンス計画
の作成

点検スケジュール
の調整

❶ FS.Lの予定画面 ❷ 開始連絡 ❸ 点検結果入力

❹ サイン入力 ❻ 終了連絡❺ 点検表の印刷

KY実施

1 2 3

Salesforceにお客様を登録します。
従事者や各技術者、拠点などの詳細
情報を登録します。

保安管理に必要な従事者の割り当
て、点検頻度、点検内容を登録して、
月次・年次点検の作業指示をスケ
ジュール分用意します。

KY指示書では、
KY(危険予知)を実施

お客様と調整して点検スケジュール
を決定し、作業指示に日付･時間、必
要があれば代務者を設定します。未
割り当ては警告されます

終了
しました


