News Release

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

平成２８年 1 月２８日

エネコム × セコムでいざというときの安心をお届け！
通信事業者として初めて救急時対応サービス「セコム・マイドクタープラス」を提供開始
およびメガ・エッグキャンペーンの実施について
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ（本社：広島市，取締役社長 熊谷 銳，以下：エネコム
という）は，セコム株式会社（本社：東京都渋谷区，代表取締役社長 伊藤 博，以下：セコムという）
と提携し，平成２８年２月１日より，ご高齢者や持病のあるお客さま向けに，専用端末での救急時
対応サービス「セコム・マイドクタープラス」を通信事業者として初めて，光インターネット接続サー
ビス「メガ・エッグ（MEGA EGG）」をご利用のお客さまを対象に提供開始します。
近年，ご高齢者の方と離れて暮らしたり，同居しているが持病をもって，いざというときに心配と
いうお客さまが増えています。そこで，「セコム・マイドクタープラス」をご利用頂くことにより，ご高齢
者や持病のある方が自宅や外出先での救急時に，セコムに通報することで状況により１１９番通
報や警備員の駆けつけ対応を実施します。さらに，急な体調変化で相談したいなどの不安や心
配に対して，セコムの看護師による２４時間３６５日対応の健康相談に応じて頂くことができます。
（以下，ご利用事例を参照）

＜ ご高齢者・家族向けご利用事例 ＞
・ベットからバランスを崩して転落した際の駆けつけ対応
・外出先や浴室内，トイレで突然具合が悪くなった際の駆けつけ対応
・家族への応急手当の仕方を知りたい
メガ・エッグ会員の特典として，セコム・ホームセキュリティのご利用がなくてもセコム・マイドク
タープラスをご契約いただけます。（ご利用には，別途セコムとの契約が必要です）また，メガ・エッグご
契約者と離れて暮らすご家族がセコム・マイドクタープラスをご利用いただくことも可能となります。
このように，セコム・マイドクタープラスは，ご高齢者や持病のある方とご家族の方が安心して暮ら
せるようサポートします。詳細は別紙 1 をご覧ください。
また，メガ・エッグでは，光ネットの３年契約プランへご加入いただいたお客さまを対象とした月
額料金割引「今カラ割」「今カラ割プラス」の継続など，メガ・エッグキャンペーンを平成２８年２月１
日から平成２８年５月２０日までの期間で実施します。詳細は別紙 2 をご覧ください。
エネコムはお客さまがより大きな喜びや感動を覚えていただけるよう，今後もメガ・エッグをはじ
めとする各種サービスの価値向上に努めてまいります。
【 別紙１ 】「セコム・マイドクタープラス」の端末紹介および概要
【 別紙２ 】メガ・エッグキャンペーンの概要
本件に関するお問い合わせは，下記までお願いします。
【報道機関の方】 営業本部
TEL 050-8201-1368
（ 担当 ：川村，木佐）
【一般のお客さま】お客さまセンター TEL 0120-505-898

別紙１

「セコム・マイドクタープラス」の端末紹介
☆便利にお使い頂ける４つの仕様
ストラップを引っ張る！

1.救急時は引っ張ることで
セコムが１１９番通報
救急ブザー用ストラップを引っぱる
だけでセコムが対応

2.防⽔・防塵さらに耐衝撃
の仕様
外出先や自宅で気にせず使えて便利
※キャップ類はしっかりと閉じ，お風呂の中
などに浸けないで下さい。

3.普段は通話先を制限※
した携帯電話として利⽤
可能

4.携帯に便利な充実の仕様

普段は通話とメールさらに緊急地震
速報。津波警報の受け取りや，災害用
伝言板ダイヤルがご利用できます。
※9 件まで登録可能

・いつでも携行しやすい重さ約 80ｇ
・バッテリー約 890 時間の連続待受
・選べるカラー：ホワイト，ブルー，ピンク

セコム・マイドクタープラスは全国の au サービスエリアでご利⽤可能です。
詳細につきましてはホームページ等でご確認下さい。

「セコム・マイドクタープラス」の概要
■救急時に１１９番通報や駆けつけ対応が可能
○ ⾃宅や外出先で急に具合が悪くなったときには，専⽤端末の救急ブザー⽤ス
トラップを引っ張るだけでセコムが対応します。

引っ張る！

緊急時の安⼼

救急時

セコムが対応！

解決！

■「救急情報」をお預かり
○ お客さまの持病や服⽤中のお薬，ご家族やかかりつけ医の連絡先などを記載

した「救急情報」をお預かりします。119 番通報した際，その情報をセコム・
マイドクタープラスへ送信します。
セコムへ通報
セコム・マイドクタープラスへ送信
救急時

お預かりした持病や
お薬などの救急情報
セコムお預かりで安⼼！

■24 時間健康相談が可能
○ 24 時間 365 ⽇セコム・メディカルサポートセンターの看護師に相談可能
看護師

相談時の安⼼

具合が悪い

セコム・メディカル
サポートセンターに相談

安⼼！

■どこに居るかわかります
○ 「ご家族の帰りが遅い」など⼼配になったときは，パソコンなどから専⽤の

ホームページにアクセスするかセコムの管制センターに問い合わせることで，
ご利⽤の⽅の居場所を位置情報で検索し確認いただけます。
セコムの
管制センター

居場所を確認！

帰りが遅い

■振り込め詐欺対策としても利⽤可能

通話時の安⼼

○ セコム・マイドクタープラスは携帯電話として通話とメールが利⽤できます。
受発信できる相⼿は，あらかじめ登録した先（９件まで）に限定されるため，
⾒知らぬ先からの電話が遮断され振り込め詐欺などの対策にも有効です。
⾒知らぬ先
振り込め詐欺
通話不可

通話 OK！

登録先
〔表⽰料⾦はすべて税抜き〕

初期費⽤

5,000 円/台

⽉額料⾦

1,800 円/台

都度料⾦

現場急⾏

利⽤料⾦

料⾦

救急時

救急時以外

ご⾃宅

無し

5,000 円/回※1

ご⾃宅以外

10,000 円/回※1

10,000 円/回※1

位置情報

インターネット：⽉２回まで無料（３回以降：100 円/回)

提供料⾦

オペレーター応答：200 円/回

通話料⾦

通話料⾦ 16 円/30 秒※2
(9 件までの登録先への通話とメールが可能)

※1 1 回の現場急⾏につき緊急対処員が出動してから 1 時間を超える場合，1 時間までごとに，所定
の 1 回分の現場急⾏料⾦をご請求します。
※2 セコム・メディカルサポートセンターへの通話料⾦，及び E メール料⾦は基本料⾦に含みます。
SMS(C メール)送信料⾦，国際通話料⾦，国際 SMS(C メール)送信料⾦は KDDI 株式会社の料⾦
によります。

◆ サービスの詳細については，2 ⽉１⽇（⽉）以降，ＨＰでご確認ください。

別紙２

メガ・エッグキャンペーンの概要
1．キャンペーン期間
2．キャンペーン概要

平成 28 年 2 月 1 日～平成 28 年 5 月 20 日
〔表示料金はすべて税抜き〕

月額料金割引【対象プラン：
今カラ割

光ネット

今カラ割プラス
新規加入者月額割引
訪問セットアップ
料金割引

光電話
光テレビ
その他

メガ・エッグ 光ネット「ホーム」ギガ王 （３年契約）
メガ・エッグ 光ネット「マンション」ギガ王／メガ王（３年契約）】
新規でメガ・エッグ 光ネットの対象プランへ同時にご加入いただいたお
客さまを対象に，サービス利用開始から，２年間の月額料金を割引
対象プランへ新規ご加入時に，１回目の更新をご予約いただいたお客さ
まを対象に，３年間の月額料金を割引
新規でメガ・エッグ 光ネットへご加入いただいたお客さまを対象に，標
準工事費分割払い相当額を月額料金から割引※1
訪問セットアップサービス（基本設定コース）を，ご契約コースに応じて，
無料または割引料金で提供

新規で光電話サービスへご加入いただいたお客さまを対象に，光電話
基本工事費分割払い相当額を月額料金から割引※1
オプション割引
光電話あんしんパック月額料金を１ヵ月無料（１回線サービスのみ）
初期費用割引
新規加入時の標準工事費および契約手数料を無料※1
各種オプション類の初期費用・月額料金割引など
新規加入者月額割引

3．キャンペーン料金適用例（３年契約・初期費用分割払い選択の場合）
複数年契約
割引プラン

〔表示料金はすべて税抜き〕

〔コース〕

〔ファミリーコース〕

〔ファミリーコース〕

通信速度

最大１Ｇｂｐｓ（１ギガ）※2

最大１００Ｍｂｐｓ（１００メガ）※2

◆プロバイダ料込み
◆選べるセキュリティが標準装備
サービスの特徴

ウイルスバスター
＋
パスワードマネージャー※3

どちらか
選択

・セキュリティ対策ソフト（３台分）および
パスワード管理サービス（１ライセンス）

月額料金
１～２年目
今カラ割適用

マカフィー
・セキュリティ対策ソフト（５台分）

ホーム

マンション

4,500 円/月

3,500 円/月※4

3,500 円/月※4

5,000 円/月
5,000 円/月
4,700 円/月

4,000 円/月※4
4,000 円/月※4
3,800 円/月※4

4,000 円/月※4
4,000 円/月※4
3,800 円/月※4

今カラ割プラス適用

３年目
今カラ割プラス適用

４～６年目
７年目～※5
長期利用割引適用時

標準工事費： (FTTH)1,000 円×35 ヵ月

標準工事費：

初期費用
キャンペーン適用時
※1
※2
※3
※4
※5

1,000 円×35 ヵ月
新規加入者月額割引：

(VDSL/LAN)600 円×35 ヵ月
新規加入者月額割引：(FTTH)1,000 円×35 ヵ月割引

1,000 円×35 ヵ月割引

(VDSL/LAN)600 円×35 ヵ月割引
契約事務手数料：80 円×34 ヵ月＋最終月 280 円

工事内容により，別途費用（キャンペーン対象外）が必要となる場合があります。
最大通信速度は技術規格上の値です。実際の通信速度はご利用状況等により大幅に低下する場合があります。
「ウイルスバスターマルチデバイス 月額版」と「パスワードマネージャー 月額版」をセットで提供します。
１棟あたり１６契約以上の場合は，記載の金額から２００円引きの料金となります。
長期利用割引は，複数年契約割引の更新後の月額料金割引です。

