
自治体向けサービス概要シート 

サービス名 PPA 事業 

企業名 大和リース株式会社 

サービスの 

特徴 

行政施設の屋根、遊休地を当社が無償でお借りして、太陽光発電設備を設置。 

発電した電気をお使いいただき、「電気料金」と「CO2 排出量」の削減を実現します。 

 

サービスの内容 

◆社会的背景 

〇改正温暖化対策法が成立→→自治体に再生可能エネルギー導入目標開示を義務化。 

〇地域脱炭素ロードマップ（令和 3 年 6 月国・地方脱炭素実現会議決定）→→政府および自治体の建築物及

び土地では、2030 年には設置可能な建築物の役 50％に太陽光発電設備が導入され、2040 年には 100％

導入されていることを目指す、とされている。 

 

◆事業スキーム 

〇行政施設の屋根に大和リースの投資で太陽光発電設備を導入。その後の維持管理費も大和リースが負担。

発電した電気を電力会社から購入している単価より低く買い取っていただくことにより、電気代の削減も実現。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆導入時のメリット 

〇初期費用、維持管理費不要で太陽光発電設備を導入可能、ご負担は一切不要です。 

〇電気料金の削減が可能、削減料金は設置条件によって異なります。 

〇非常時の電源確保が可能、別途蓄電池を合わせて設置すればより効果的な BCP 対策が可能です。 

〇環境効果を得ることが可能。 

 

◆メリットの出やすい施設 

〇折板屋根 

〇土日も稼働している施設 

〇設置可能な面積が大きい施設 

導入自治体名 
桑名市社会福祉協議会 ※令和 4 年 4 月稼働開始予定 

 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) 規格建築事業部 黒田 隆史 環境緑化営業所 喜多 貴浩 

(郵便番号・住所) 〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町 4 丁目 60 番地 9 

(電話)   052-307-6862 

(e-mail) m11906@daiwalease.jp 

 

お客様 電力会社 

再エネの供給 

料金の支払い 

電気供給 

料金の支払 

（再エネ分は削減） 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 SDGs を叶える脱プラ・減プラ素材「LIMEX」 

企業名 株式会社新東通信 

サービスの 

特徴 

石灰石を主原料とする持続可能な社会に貢献する日本発の新素材。プラスチック成

分（石油原料）を大幅に削減する「プラ代替製品」や紙の原料となる木･水を使わな

い「紙代替製品（LIMEX シート）」を採用することでカーボンニュートラルにも貢献｡ 

サービスの内容 

〇日本発の新素材「LIMEX」を使った SDGs・環境ソリューションサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考サイト】https://www.shinto-tsushin.co.jp/limex/ 

導入自治体名 
神奈川県、福井県鯖江市、兵庫県神戸市、京都府福知山市、 

宮城県白石市、横浜市、大分県豊後大野市 他 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) ㈱新東通信 LIMEX 事業グループ 担当：古野、藤井 

(郵便番号・住所) 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-16-29   

(電話) 052-951-3875 

(e-mail) limex@shinto-tsushin.co.jp 

 

31



自治体向けサービス概要シート 

サービス名 
Amazon.com を販路とした米国越境 EC 支援事業  

企業名 
新東通信 

サービスの 

特徴 

米国最大のショッピングモールである Amazon.com 内に設置される 

「JAPAN STORE」にて各地域の商品を共同出品→越境 EC 販売を支援。 

サービスの内容 

 
① 代行販売型テストマーケティングにて、実際の販売活動と各種調査を実施。 

取得したデータを活用し、各商品の米国マーケットニーズを把握・分析・共有。 

② 本格販売にて販売スピード感を高めるために、米国への海外進出を目指す 

各地域企業様の商品を買い取り、販売。 

③ 本格販売中にも実際の購入顧客データを活用し、購入エリア・ターゲット、検索キーワード設定等で

の市場分析を行い、販売拡大に向けた最適化を実行。 

 

 

 

導入自治体名  

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)クリエイティブ本部マーケット開発 G 担当：米川 

(郵便番号・住所)〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-16-29 

(電話)052-951-3059 (e-mail)naohide@shinto-tsushin.co.jp 

テストマーケティングによる市場分析を踏まえ本格販売へ移行。 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 プレミアパネル 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

全国に 600 万人のドコモポイントクラブ会員に対し、商品やサービスの PR 活動を目的に、ダイ

レクトにプロモーションやリサーチを実施いただけるサービスです。 

サービスの内容 

 

住民の意見調査やイベントの来場アンケートの実施でこんな困りごとはありませんか?  

・住民にアンケートを行いたいが、紙のアンケートを行うための人件費や手間がかかる 

・観光地に来場された方の属性リサーチとプロモーションを実施したい 

・イベントの来訪者に気軽なアンケートをしたい 

・リサーチ後の集計作業が一番大変だった… 

 

プレミアパネルで解決できます 
プレミアパネルとは  

ｄポイントクラブ会員にダイレクトにアプローチできるドコモが運営するターゲット広告メディアです。アンケート形式の

「対話型プロモーション」で、ケータイ・スマホに直接アプローチするため消費行動に繋がりやすいです。約 600 万人の

会員に対し、80 種類以上の属性項目で絞り込んだアンケートを実施し、「伝えたい人」に効果的な訴求ができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレミアパネルを導入するメリット  

◆母体となるｄポイント会員数は約 7200 万人で、アクティブ回答者数は約 600 万人! 

◆携帯電話の契約に基づくため、なりすましや複数の回答が比較的少なく都市規模・地域のバリエーションが豊か。 

◆集計データの提供だけでなく、オプションでアンケートの分析・レポート作成まで可能なので負担を軽減できます。 

  アンケート実施・集計にかかる人件費や紙の削減にもつながります。 

◆携帯電話の位置情報に基づき、アンケート回答者を絞って実施できます。 

  例えば観光地に関するアンケートの場合、実際に訪れたことのある人にだけアプローチできます。 

 

導入自治体名 
佐渡市さま（ふるさと納税）、鳥取県さま（カニに関するアンケート） 

徳島県那賀街さま（田舎暮らしに関するアンケート）、隠岐観光協会さま 等 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 umamil(ウマミル) 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

日本食輸出支援のプラットフォームで、海外の食品バイヤーに日本の食

品メーカー等のサンプル品を届けることで、輸出機会の創出と、海外の

食品バイヤーの商品ラインアップの拡充を推進。地元零細業者の海外販

路拡大機会を創出。 

サービスの内容 

 

 
導入自治体名 産業振興課、商工会議所と連携多数。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 yahoo エールマーケット 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

コロナ禍で出荷が途絶えている生鮮・加工食品を yahoo エールマーケッ

トに掲載することで販路を広げ、販売、消費のお手伝いをするもの。特

に、地域の特産品は、人気があります。 

サービスの内容 

 

 

導入自治体名 全国多数 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 SwipeVideo 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

SwipeVideo は、視聴者が自由に視点を切り替えながら映像を視聴できるサービスです。 

撮影対象をスマホで撮影し、360 度映像がリアルタイムで生成可能です。 

サービスの内容 
 

このようなお悩みや要望はありませんか?  

・自由視点映像サービスを利用したいが、機材が高額でデータが重いためスケールしない 

・音楽ライブでボーカルのパフォーマンスやドラムの後ろからの迫力ある映像を届けたい 

・実技指導の際に、講師の実演時にしか見ることができない、見たい角度から見ることができない 

 

SwipeVideo なら自由視点映像を視聴できます 
SwipeVideo とは 

・ユーザが自由に視点を切り替えながら映像を楽しむことができるソリューションです 

・たくさんのカメラ映像からユーザが見たい視点を選べます 

・回転動画も好きな視点で楽しめます 

・ブラウザ視聴可能なため既存サイトとの連携も可能です 

   

SwipeVideo を導入するメリット  

◆撮影機材は業務用カメラやスマホでも可能 

なため機材代を抑えられます 

◆ユーザが自由な視点を選択できるため 

映像の楽しめる幅が広がります 

◆技術教育において、繰り返し自分の見たい 

視点から動画教材を見ることができます 

◆ライブ配信においてオンラインの魅力を 

より引き出すことができます 

導入自治体名 クレナズム様、ばってん少女隊様、三幸学園様、JAPAN サッカーカレッジ様 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 高精度 AR を活用した博物館ガイドシステム提供 

企業名 凸版印刷株式会社 

サービスの 

特徴 

VPS 技術を用いて高精度な空間認識を行い、館内案内や多言語解説などを実際の展

示物と融合させた、新たな博物館体験を実現。 

サービスの内容 

※図等を活用してサービスの内容をわかりやく説明してください 

本システムは、「博物館をもっと楽しくする」をコンセプトに、スマートフォンのカメラ越しに現実の博物館や展示物

を見た際、そこには実際に存在しない CG 映像や解説情報などのコンテンツを重ねて表示し、現実の博物館に

おける文化体験を拡張するシステムです。なお、スマートフォンのカメラから取得する画像情報から利用者の位

置情報を取得する、VPS（Visual Positioning Service）技術を活用することで、誤差数センチ以内で展示物と重

ね合わせたコンテンツ表示が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コンテンツの種類】 

・空間に融合したリッチコンテンツ（構造の立体的な解説、実寸大の体験、既存模型展示の動的演出） 

・既存の映像、音声、テキスト等解説コンテンツ 

・看板レスでの多言語展示解説 

・センサーによる情報（混雑情報等） 

・遠隔からのリアルタイム音声ガイダンス 

 

 

導入自治体名 
東京都港区様 

 

問い合わせ先 

(担当部署：営業本部公共開発部公共開発 2T・担当者名：柳川達也) 

(郵便番号・住所)：452-0847 名古屋市西区野南町 19 

(電話)052-503-5464 

(e-mail)tatsuya.yanagawa@toppan.co.jp 

※１サービスにつきＡ4、１ページで記載してください。 
※複数ある場合は、サービスごとにシートを記載してください。 
※各欄の大きさは変更しても構いません 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 施設予約サービス「nexres（ネクレス）」 

企業名 ソリマチ株式会社 

サービスの 

特徴 

with コロナ時代の新世代の施設予約システムです。『完全非接触』で利用者登録か

ら抽選、予約、支払いまで処理可能です。利用者の利便性向上を追求し、施設予約

サービス通じて、自治体 DX を支援します。 

サービスの内容 

※図等を活用してサービスの内容をわかりやく説明してくだい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・初回利用者登録、予約申請、許可書発行、支払いなど従来の方法も利用可能です。 
・新型コロナウィルスの陽性者を起点に接触候補者を抽出する機能を備えています。 
・メール機能は、施設の急な利用停止、イベント告知などにも活用できます。 
・キャッシュレス決済は、クレジットカード、コンビニ、電子マネー、携帯電話キャリ 

ア、ID（○○pay）、口座振替などを想定しています。 
 
※一部開発中の機能もございますのでご了承ください。 
※キャッシュレス決済は決済手数料が掛かり、決済業者との契約が必要になります。 

導入自治体名 
愛知県豊田市・岐阜県大垣市・岐阜県関市・岐阜県飛騨市 

広島県北広島町 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)A&I 営業本部 農業情報営業部 東京本部 

(郵便番号・住所) 〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-18-6 ソリマチ第 8 ビル 

(電話) 03-5420-2205 

(e-mail) 03-5475-5353 

 

施設利用 
施 設  利用者 

nexres  

③予約申込 
②登録承認  
④予約承認  

⑤PDF 許可書ダウンロード 
（ペーパーレス対応） 

⑥請求処理  

⑦請求確認 
⑧キャッシュレス決済 

施設利用時まで訪問不要 

①ネット利用者登録 

承認時はメール送信可能 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名  

企業名  

サービスの 

特徴 
 

サービスの内容 

導入自治体名 

問い合わせ先 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 yahoo パスマーケット 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

電子チケット販売のプラットフォームを活用して、コロナ対策として利

用。たとえば施設内での密集・密接を未然に回避、チケット販売のすみ

やかな停止と再開、入場受付時のお客さまとスタッフの接触を抑止、購

入者へのメッセージ送信など、運営者がコントロール可能です。 

サービスの内容 

 

 

導入自治体名 名古屋市他。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 おしゃべり案内板 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

おしゃべり案内板は、3DCG/実写キャラとの対話で行う案内サービスです。 

「話しかけてみたい」と思える人と AI の心地よいインターフェイスを実現します。 

サービスの内容 

 

このようなお悩みや要望はありませんか?  

・受付や案内業務の負担が大きく、人手不足になっている 

・外国語を使える人が少ない、外国の方の応対が難しい 

・従業員の感染リスクの予防をしたい、受付待ちの密集・密接の予防をしたい 

 

おしゃべり案内板なら、業務の効率化や感染対策ができます 
おしゃべり案内板とは  

・お客様に合わせたメインキャラクターの差し替えが可能なため、独自性を演出できます 

・ボタンに画像＋説明文の表示を行っていることで年齢問わずスムーズな操作が可能です 

・6 種類の方法から検索結果を選べるので、伝えにくい内容も理解しやすくカスタマイズできます 

・ユーザーの見える位置にマイクを設置しているため、発話者の音声を効率的に集め解析します 

       
 

おしゃべり案内板を導入するメリット  

◆1 契約内で 5 台まで設置可能により 

受付や案内業務の負担を軽減 

◆外国語対応における言語スキルが不要 

◆対面応対を担うことで、対人接触数を軽減 

蔓延防止対策になる 

◆待ち時間短縮による利用者の満足度向上     

      

導入自治体名 

株式会社パルコ様渋谷 PARCO/心斎橋 PARCO、みちくる仙台様藤崎本館、株式会社

JTB 様 TONBORI BASE Café＆Info、藤沢市様、第一交通産業株式会社様那覇バス

ターミナル、京王電鉄株式会社様高尾山口駅 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 みらい翻訳（Mirai Translator） 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

AI 翻訳機能を使った高性能な機械翻訳エンジンを搭載した翻訳サービス 

サービスの内容 

 

ホームページの外国語応対業務で、こんなお悩みはありませんか?  

・翻訳会社に委託することで高額なコストがかかっている 

・優秀な社員の稼働が翻訳に使われていませんか 

・インターネット翻訳を利用しているが、情報漏洩に不安がある 

・翻訳機、翻訳アプリケーションの誤訳が発生しないか心配 

 

「みらい翻訳」は、多くの翻訳機能を提供します 
みらい翻訳とは  

・AI 翻訳機能を使った高性能な機械翻訳エンジンを搭載した翻訳サービスです 

・以下の２つに機能があります 

① インターネット翻訳以上の高性能な「テキスト翻訳」 

② ドラック＆ドロップで瞬時に翻訳できる「ファイル翻訳」 

・TOEIC『960 点レベル』の高い翻訳機能（辞書登録により専門用語にも対応） 

・翻訳にかかる時間は約１～２分で、翻訳稼働を大幅短縮 

・翻訳サービス初の ISO27001、ISO27017 認証両方を取得した高度なセキュリティ (二段階認証等) 

・年額 12 万円～(12 万ワード)の安価な料金でご提供。トライアルもあります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みらい翻訳を導入するメリット  

◆精度の高い翻訳が短時間でできるので、業務の効率化につながる 

◆セキュリティ対策が高く、情報漏洩を気にすることなく安心 

 

導入自治体名 神戸市にて実証実験 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 はなして翻訳 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

タブレットやスマートホンの「はなして翻訳」アプリで、窓口業務での多言語コミュニケーションを実

現します 

サービスの内容 

 

外国人の方との応対業務で、こんなお悩みはありませんか?  

・労働人口が減少する中、外国人就業者が増加し、外国人の窓口対応業務が増大している 

・外国人住民および観光客の対応できる人材が限られている 

・窓口で、いつも同じような質問を受けているが、マニュアル化されていない 

・翻訳機、翻訳アプリケーションの導入時の費用が気になる、また誤訳が発生しないか心配 

 

「はなして翻訳」は、多くの翻訳機能を提供します 
はなして翻訳とは  

・「多言語自動音声翻訳」「電話翻訳」「うつして翻訳」を合わせた統合型サービスとして１つのアプリで提供します 

・定型文をカスタマイズすれば、更に利便性があがります 

・定型文を利用し、多言語の一斉放送機能があり、避難アナウンスなどに活用できます 

◆基本機能 

①多言語自動翻訳、12 ケ国語、 

②電話翻訳、３言語(英語、中国語、韓国語) 

③うつして翻訳、スマホカメラで文字を撮影し翻訳 

◆オプション機能 

④定型文カスタマイズ、より使い勝手が良くなる 

⑤一斉放送機能、ボタン１つで多言語避難アナウンスができる 

 

 

 

 

 

 

はなして翻訳を導入するメリット  

◆窓口に来訪された住民の方は、自分の意志を的確に伝えられ満足度が高くなる 

◆窓口対応する職員の方は、対応時間の短縮と正確性が実現できる 

◆外国人向け文書の発出等が、短時間、かつ、正確に実施できる 

 

導入自治体名 東京地下鉄（東京メトロ）様 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
 

メインメニュー   話す    翻訳結果 
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