
１９９９年（平成11年）
平成11年3月から、非接触式のIC
テレホンカードを使って通話する
新しい公衆電話機がお目見えし
た。従来の公衆電話機に比べ、
小型化するとともにICカード本来
のセキュリティーに加えネットワ
ークを通じて結ばれるセンター
でカード1枚ごとに情報を管理し
万全のセキュリティーを実現。
抜本的な変造テレホンカード対
策を図った。

特徴
日比野克彦氏によるカラフルなカ
ラーデザイン（2種類）を採用。赤
外線通信機能（IrDA)を標準搭載
し、携帯情報端末とケーブルレスで
通信が可能。ICテレホンカードは
カードポケットに2枚まで同時に
入れることが可能。

２００５年（平成17年）
平成17年4月から、ユニバーサ
ルデザインを採り入れた新しい
ディジタル公衆電話機を導入
した。

特徴
大きく見やすいダイヤルボタン
と文字、凹凸でわかりやすく、
投入しやすいガイド付きコイン
投入口、暗い場所でも見やす
いオレンジバックライトの液晶デ
ィスプレイ等、だれもが使いや
すいユニバーサルデザインとな
っている。
また、一目で公衆電話とわかる
グリーンのカラーリングを採用し
た。

ICカード公衆電話機 新形ディジタル
公衆電話機

２０１６年（平成28年）
平成28年2月から、新形ディジ
タル公衆電話機の筐体を流用
したアナログ公衆電話機を導
入した。

特徴
新形ディジタル公衆電話と同
様の外観を流用し、回線種別
のみアナログを採用。

新形アナログ
公衆電話機

１９９７年 ２０１４年

通話料金の改定

2014年4月から57.5秒につき10円

1997年4月から2014年3月まで20km
以内の通話が42.5秒につき10円等

2014年4月から20km以内の通話が
40.5秒につき10円等

２０１９年

2019年10月から56.0秒につき10円

2019年10月から20km以内の通話が
39.5秒につき10円等
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電信電話のあゆみ
・モールス（米）が電信機を発明（8）

［（新暦）1837年9月］

・ペリー（米）が電信機を幕府へ献上（1） 

［（新暦）1854年2月］

・東京・横浜で電信線架設工事に着手（9） 

［（新暦）1869年10月］

・東京・横浜で電報取り扱い開始（日本の電

信創業）（12）［（新暦）1870年1月］

・モールス印字電信機を英国より輸入、使用

開始

・外国との電報送受を開始（6）

［（新暦）1871年7月］

・グラハム・ベル（米）が電話機を発明（3）

・逓信省設置（工部省廃止）（12）

・東京～熱海間で公衆用市外通話の商用試

験開始（１）

・電報の電話託送用にカタカナ番号表制定

（9）

・初めての電話番号簿「電話加入者人名表」

発行（10/9）

・東京・横浜で電話開通（日本の電話創業、

単線式単式交換機、ガワーベル電話機使

用）

  契約者数＝東京155、横浜42、電話所（公

衆電話）数16で電話交換業務を開始（12/16）

・東京「辰の口」の電話交換局で、初めて直

列複式交換機を試用

・電話使用料金値下げ（7/1）

・大阪・神戸両市内及び両市間の電話開

通。

（契約者数＝大阪141、神戸74）（3/25）

・このころ「モシモシ」という言葉流行

・加入者電話機に筒形受話器を採用

・マルコーニ（伊）が無線電信を発明

・東京～大阪間の長距離市外通話の試験

実施（12）

・ガワーベル電話機に代わり、デルビル磁石

式壁掛電話機とソリッド・バック電話機の採

用を決定（7）

・電話料金値下げ（12/1）

・加入電話からの電報受付開始（12/1）

・電話番号簿が電話番号順からイロハ順とな

り、屋号などの掲載を認める（12/1）

・モールス音響通信開始（11）

・電話番号簿の様式改正（長距離には 特 の

印をつけた）（1/9）

・東京～大阪間で長距離市外通話開始（日本

の長距離通話のはじめ）（2/1）

・日本において無線電信に成功

・札幌の電話開通（3/1）

・関門海峡に初めて市外電話回線用として、

海底ケーブル敷設（5）

・新橋、上野両停車場構内に自働電話（公衆

電話）登場（9/11） 

・電話呼び出しの取り扱い始まる（9/11）

・京橋のたもとにボックス型自働電話（公衆電

話）登場（10）

・京都局で日本で初めての共電式交換機採

用（5/17）

・東京～佐世保間長距離電話線開通（約

1,550km）（3/31）

・日本銀行と横浜正金銀行との間に市外専

用電話を設置（専用サービスのはじめ）

（7/20）

・海底線による対米直通電信連絡開始（8）

・銚子無線局にて船舶用無線電報取り扱い

開始（5）

・至急開通料（185円）によって、申込順によら

ず優先的に開通（5/1）

・市外通話料金を遠距離逓減制、夜間逓減

料金制実施（4/23）

・至急開通料185円を300円に値上げ（4/1）

・ハワイ経由対米無線電信開始（11）

・電話で、“火事”といえば交換手が消防署へ

接続する、火災報知制度実施（4/1）

・東京、大阪、京都、神戸、名古屋、横浜の６

大都市において、市内通話が度数料金制と

なる（4/1）

・電話発明者グラハム・ベル死去（76歳）

（8/2）

・逓信省構内で、初めてストロージャ式自動

交換機試用（11/3）

・全国の開通契約者数40万人を超える（東京

８万）

・電報にタイプライター使用開始

・新聞社、通信社に市外専用電話許可（6/2）

・関東大震災で関東地方の電話壊滅（9/1）

・市内通話料金値上げ（4/1）

・市内通話、１通話５分制を３分制に（4/1）

・自働電話ボックス最新型（ダブル式）採用

・電話番号簿が横書き、50音順掲載となる

（4/1）

・「自働電話」を「公衆電話」と改称（10/1）

・東京中央電話局京橋分局で、日本初の自

動交換方式（ストロージャ式）を採用（1/20）

・番号案内「100番」、火災報知「112番」など、

特殊番号サービス始まる（1）

・青森～函館間電話開通、本州と北海道の

市外通話開始（4/24）

・東京市内の公衆電話ボックス、赤塗り六角 

形からグレー四角形に変わる（3）

・（米国製和文）印刷電信機の主要回線での

使用開始（6）

・火災報知「112番」を「119番」に変更（10/1）

・放送中継用として初めて市外専用電話を許

可（10）

・神戸、門司の契約者と船舶内電話との無線

電話開始（船舶無線電話のはじめ）（10/21）

1999年（平成11年）7月1日以降は、NTT西日本のあゆみ
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（昭和37年）

（昭和38年）
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・東京～神戸間、日本最初の装荷式長距離

ケーブル開通（11/1）

・東京の電話契約数10万突破（全国約70万）

（3）

・写真電報開始（8）

・電話番号簿に広告掲載を開始（5/15）

・東京市内4カ所（東京駅、三越本店、松坂

屋本店、中央電話局）に自動式公衆電話設

置（4/21）

・3号自動式卓上電話機実用化（4）

・電話契約申込者の名義変更を許可（5/15）

・年賀電報開始（12）

・荏原～東京間で自動即時通話実施（自動

即時通話のはじめ）（9/1）

・「119番」が救急車の要請ができる応急救護

電話に（1/20）

・太平洋航路就航の「秩父丸」と最初の遠洋

船舶無線電話開始（8/7）

・年賀電報をやめ慶弔電報開始（12）

・航空機との無線電報開始（5）

・国産印刷電信機、東京・大阪間で商用化

（11）

・番号案内を「100番」に統一終了（12/1）

・特殊番号を「11×番」に統一（3/6）

・全国の電話契約数100万を突破（東京約16

万）（3）

・クロスバ交換機の研究開始

・公衆電話市内通話の時分制廃止（7/1）

・電話料金値上げ（4/1）

・電話料金値上げ（4/1）

・代表電話開始（12）

・電話料金納付を毎月払いに（4/1）

・電話料金値上げ（5/6）

・模写電報開始（12）

・電話料金値上げ（4/1）

・加入電話に事務用と住宅用の区別を設定

（4）

・紙幣式公衆電話を新橋駅前に設置（10/3）

・電話料金４倍値上げ（7/10）

・警察通報用電話「110番」新設（10/1）

・逓信省廃止（5/31）

・電気通信省発足（6/1）

・第1回電気通信記念日（10/23）

・4号自動式卓上電話機実用化、量産開始

（10） 

・「職業別電話番号簿」発行（3/2）

・ボックス公衆電話の全自動化完了（10）

・加入電話を公衆の利用に供してもらう簡易

公衆電話登場（11/1）

・電話料金値上げ（11/1）

・市内案内台で“時報サービス”開始（11/11）

・委託公衆電話（のちの赤電話）登場（12）

・電気通信省廃止（7/31）

・日本電信電話公社発足（8/1）

・硬貨式公衆電話登場（1）

・電報中継機械化開始（3） 

・国際電信電話株式会社（KDD）発足

・電話料金値上げ（8/1）

・簡易・委託公衆電話に“赤色”電話機登場

（8）

・市内番号案内は「104番」、市外番号案内は

「105番」に

・東京～名古屋～大阪間に初のマイクロウェ

ーブが完成（4/16）

・丹頂形公衆電話ボックス設置始まる（10）

・電話による天気予報サービス「222番」、東

京などで開始（1/1）

・時報サービス「223番」開始（6/10）

・全国の電話契約数200万を突破（6/17）

・東京の全電話契約者に4号電話機取り付け

完了（4）

・初の市内局番3ケタ局、328局が東京の松沢

分局で開始（7/27）

・加入電信（テレックス）サービス開始（10/25）

・南極昭和基地との電報による無線電信開始

（1）

・近畿日本鉄道の特急で列車公衆電話サー

ビス開始（10/1）

・即時通話網の日本縦断なる（12/1）

・鹿児島～札幌間に日本横断マイクロウェー

ブ完成（1/18）

・加入電信による国際通信開始（4）

・東京で、ボックス公衆電話から無料で警

察署、消防署への緊急通話サービス開始

  （9/15）

・船舶電話サービス開始（3/1）

・全国の電話契約数300万を突破（8/14）

・ピンク電話（特殊簡易公衆電話）登場（1/1）

・東京の市内局番、一斉に3ケタ化（2/7）

・全国の公衆電話10万台を突破（6/27）

・600形電話機登場（3）

・カラーテレビ中継開始（6）

・単位料金区域（MA）公示（9/10）

・新電話料金制度実施（市外料金に距離別

時間差法、単位料金区域制、準市内通話

制度、ダイヤル市外通話の夜間割引制、手

動市外通話の3分1分制など）（9/30）

・東京～名古屋間のダイヤル市外通話開始

  （長距離ダイヤル市外通話の始まり）（11）

・全国電話契約数500万を突破（7/30）

・通信衛星「リレー1号」による日米間テレビ中

継試験成功（11）

・データ伝送サービス開始（12）

・天気予報サービス「177番」、時報「117番」

に全国統一（3）

・世界商業通信衛星機構（インテルサット）に

　加盟（8）

・農村集団自動電話サービス開始（地域集団

電話のはじめ）（10/28）
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・東京～神戸間、日本最初の装荷式長距離

ケーブル開通（11/1）

・東京の電話契約数10万突破（全国約70万）

（3）

・写真電報開始（8）

・電話番号簿に広告掲載を開始（5/15）

・東京市内4カ所（東京駅、三越本店、松坂

屋本店、中央電話局）に自動式公衆電話設

置（4/21）

・3号自動式卓上電話機実用化（4）

・電話契約申込者の名義変更を許可（5/15）

・年賀電報開始（12）

・荏原～東京間で自動即時通話実施（自動

即時通話のはじめ）（9/1）

・「119番」が救急車の要請ができる応急救護

電話に（1/20）

・太平洋航路就航の「秩父丸」と最初の遠洋

船舶無線電話開始（8/7）

・年賀電報をやめ慶弔電報開始（12）

・航空機との無線電報開始（5）

・国産印刷電信機、東京・大阪間で商用化

（11）

・番号案内を「100番」に統一終了（12/1）

・特殊番号を「11×番」に統一（3/6）

・全国の電話契約数100万を突破（東京約16

万）（3）

・クロスバ交換機の研究開始

・公衆電話市内通話の時分制廃止（7/1）

・電話料金値上げ（4/1）

・電話料金値上げ（4/1）

・代表電話開始（12）

・電話料金納付を毎月払いに（4/1）

・電話料金値上げ（5/6）

・模写電報開始（12）

・電話料金値上げ（4/1）

・加入電話に事務用と住宅用の区別を設定

（4）

・紙幣式公衆電話を新橋駅前に設置（10/3）

・電話料金４倍値上げ（7/10）

・警察通報用電話「110番」新設（10/1）

・逓信省廃止（5/31）

・電気通信省発足（6/1）

・第1回電気通信記念日（10/23）

・4号自動式卓上電話機実用化、量産開始

（10） 

・「職業別電話番号簿」発行（3/2）

・ボックス公衆電話の全自動化完了（10）

・加入電話を公衆の利用に供してもらう簡易

公衆電話登場（11/1）

・電話料金値上げ（11/1）

・市内案内台で“時報サービス”開始（11/11）

・委託公衆電話（のちの赤電話）登場（12）

・電気通信省廃止（7/31）

・日本電信電話公社発足（8/1）

・硬貨式公衆電話登場（1）

・電報中継機械化開始（3） 

・国際電信電話株式会社（KDD）発足

・電話料金値上げ（8/1）

・簡易・委託公衆電話に“赤色”電話機登場

（8）

・市内番号案内は「104番」、市外番号案内は

「105番」に

・東京～名古屋～大阪間に初のマイクロウェ

ーブが完成（4/16）

・丹頂形公衆電話ボックス設置始まる（10）

・電話による天気予報サービス「222番」、東

京などで開始（1/1）

・時報サービス「223番」開始（6/10）

・全国の電話契約数200万を突破（6/17）

・東京の全電話契約者に4号電話機取り付け

完了（4）

・初の市内局番3ケタ局、328局が東京の松沢

分局で開始（7/27）

・加入電信（テレックス）サービス開始（10/25）

・南極昭和基地との電報による無線電信開始

（1）

・近畿日本鉄道の特急で列車公衆電話サー

ビス開始（10/1）

・即時通話網の日本縦断なる（12/1）

・鹿児島～札幌間に日本横断マイクロウェー

ブ完成（1/18）

・加入電信による国際通信開始（4）

・東京で、ボックス公衆電話から無料で警

察署、消防署への緊急通話サービス開始

  （9/15）

・船舶電話サービス開始（3/1）

・全国の電話契約数300万を突破（8/14）

・ピンク電話（特殊簡易公衆電話）登場（1/1）

・東京の市内局番、一斉に3ケタ化（2/7）

・全国の公衆電話10万台を突破（6/27）

・600形電話機登場（3）

・カラーテレビ中継開始（6）

・単位料金区域（MA）公示（9/10）

・新電話料金制度実施（市外料金に距離別

時間差法、単位料金区域制、準市内通話

制度、ダイヤル市外通話の夜間割引制、手

動市外通話の3分1分制など）（9/30）

・東京～名古屋間のダイヤル市外通話開始

  （長距離ダイヤル市外通話の始まり）（11）

・全国電話契約数500万を突破（7/30）

・通信衛星「リレー1号」による日米間テレビ中

継試験成功（11）

・データ伝送サービス開始（12）

・天気予報サービス「177番」、時報「117番」

に全国統一（3）

・世界商業通信衛星機構（インテルサット）に

　加盟（8）

・農村集団自動電話サービス開始（地域集団

電話のはじめ）（10/28）
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1982年

1983年

1984年

1985年

（昭和40年）

（昭和41年）

（昭和42年）

（昭和43年）

（昭和44年）

（昭和45年）

（昭和47年）

（昭和48年）

（昭和50年）

（昭和51年）

（昭和52年）

（昭和53年）

（昭和54年）

（昭和55年）

（昭和56年）

（昭和57年）

（昭和58年）

（昭和59年）

（昭和60年）

・東京大手町に、逓信総合博物館開館

  （12/1）

・東京と全国道府県庁所在地相互間ダイヤ

ル市外通話開始（2/14）

・初めての商業通信衛星「インテルサット1号」

打ち上げ（4/6）

・東海道新幹線で列車公衆電話サービス開

始（6/1）

・カラーテレビ用マイクロウェーブ、全国ネット

  ワーク完成（3）

・日本の電話機数、世界第2位に。1,118万個

で英国を超える（4/1）

・遠隔地天気予報サービス開始（東京）

  （11/1）

・インテルサットによる日米間テレビ中継開始 

（12）

・C460形クロスバ交換機を導入（2/26）

・全国都道府県庁所在地都市相互間のダイ

ヤル市外通話開始（8/27）

・周波数単位をサイクル（C/S）からヘルツ

  （Hz）に切り替え（9）

・全国の電話契約数1,000万を突破（4/26）

・東京23区でポケットベルサービス開始（7/1）

・本州～小笠原間電話開通（9/1）

・遠洋船舶電話サービス開始（9/28）

・四面総ガラス張りの公衆電話ボックス本格

導入開始（3）

・光通信の研究開始（4）

・押しボタン電話機販売開始。翌年4月に「プッ

シュホン」と命名（5/17）

・度数料金局の級局区分整理（5段階）、基本

料の改定。近距離通話料の値下げなどを実

施（10/1）

・公衆電話の市内通話、3分打ち切り制導入

（10/1）

・加入電信による国際通信自動化開始

・日本万国博で、テレビ電話・携帯電話をデ

モンストレーション（3/14～9/13）

・キャッチホン（通話中着信サービス）開始

（11）

・全国の電話加入数2,000万を突破（6/27）

・本州～沖縄本島間ダイヤル即時通話開始

（10/1）

・市外電話番号案内の「市外局番＋104番」

のダイヤル方式を導入（10/1）

・市内電話の料金度数制を改め、時間制（3分）

を採用（広域時分制へ）（11/12）

・電話ファクスサービス開始（8/1）

・海底ケーブル敷設船「黒潮丸」就航（3）

・超LSIの研究を開始（6）

・全国の電話契約数3,000万を突破（8/29）

・ダイヤル通話単位料金7円が10円となる

（11/17）

・本州～沖縄間に長距離用海底同軸ケーブ

ル方式開通（12/8）

・新東京国際空港（成田）で空港無線電話サ

ービス開始（12/23）

・加入電話の積滞解消を達成（3）

・ディジタルデータ伝送方式を導入（5/1）

・全国の電話、ダイヤル自動化100％完了

（3/14）

・船舶電話のダイヤル自動化実施（3/27）

・東京23区で自動車電話サービス開始（12/3）

・DDX網（回線交換）、東京、大阪、名古屋、

横浜でサービス開始（12/15）

・コードレスホン販売開始（5/29）

・電話料金夜間割引の時間帯を拡大、深夜

割引開始（11/27）

・通信衛星「さくら1号」により、大災害時に電

話網を確保するための実験に成功（4/18）

・クレジット通話サービス開始（7/10）

・日曜・祝日の通話料割引を実施（8/9）

・ファクシミリ通信網（Fネット）サービス開始

（9/16）

・全国の電話契約数4,000万を突破（12）

・転送でんわサービス開始（2/10）

・二重番号サービス及び電話番号変更制度

の試行実施（10/1）

・カード式公衆電話が登場。東京・数寄屋橋

に１号機（12/23）

・通信衛星「さくら２号ａ」打ち上げ（2）

・東京～小笠原父島間、衛星回線により全国

自動即時化が完了（6/21）

・320kmを超える遠距離通話料金及び専用料

金の値下げ実施（7/21）

・D70自動交換機（LS）の運用開始（11/22）

・電話交換取扱者認定制度の廃止（4）

・60kmを超え320kmまでの中距離通話料金、

及び専用料金の引下げ実施（7/19）

・INSモデルシステム実験スタート（武蔵野、三

鷹地区）（9/28）

・高速ディジタル専用サービス及び衛星通信

サービス開始（11）

・ビデオテックス通信サービス開始（11/30）

・日本縦貫（旭川～鹿児島間3,400km）の「光

ファイバケーブル」伝送路完成（2/8）

・公社法廃止。日本電信電話公社は解散し、

日本電信電話株式会社が発足（4/1）

・公衆電気通信法が電気通信事業法に改正

され、電気通信事業への参入が自由化（4）

・本電話機の利用者設置（自営）の制度化（端

末設備の自由化）（4）

・第2種パケット交換サービス開始（4）

・ショルダーホン（車外利用型自動車電話）サ

ービス開始（9/18）

・二重番号サービス及び申し出による電話番

号変更制度の本格実施（9）
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1986年

1987年

1988年

1989年

1990年

1991年

1992年

（昭和61年）

（昭和62年）

（昭和63年）

（平成元年）

（平成2年）

（平成3年）

（平成4年）

・電報の夜間サービス見直し（夜間配達・至

急定文電報に限定、夜間配達料改定）

（10/1）

・ダイヤルインサービス開始（11/18）

・「フリーダイヤル0120」サービス開始（12/3）

・航空機公衆電話サービス開始（5/6）

・第1回定時株主総会（出席株主数1名）

（6/26）

・土曜の通話料金値下げ（7/19）

・NTT株一般競争入札開始（10/1～7）入札

株数20万株

・東京（03エリア）にコンピュータを利用した電

子番号案内システムを導入（10/10）

・NTT株売出し価格及び売却株数の決定

（10/29）

  価格：1,197千円

売却株数：165万株

・伝言ダイヤル通話サービス開始（11/27）

・NTT株第1次売り出し開始（11）

・NTT株上場（2/9）

・携帯電話サービス開始（4/10）

・NTT第2回定時株主総会（出席株主数：

5,155人）（6/26）

・専用料金の値下げ（8/1）

・NTT株第2次売出し開始（11）

　売却価格：255万円

　売却株数：195万株

・自動車電話・携帯電話の保証金値下げ（12）

・東京23区で4ケタ市内局番登場（2/8）

・ビデオテックス通信料金の割引（夜間・土・日・

祝日3分10円→5分10円）（2）

・ダイヤル通話料金の値下げ（2/19）

・離島通話料金の改善（2/19）

・通信衛星「さくら3号ａ」の打ち上げ（2/19）

・INSネット64、東京、名古屋、大阪の3地域で

サービス開始（4/19）

・データ通信事業をNTTデータ通信（株）へ営

業譲渡（7/1）

・オフトーク通信サービス開始（8/3）

・ひらがな電報サービス開始（9/1）

・NTT株第3次売り出し開始（10）

  売却価格：190万円

  売却株数：150万株

・オートダイヤルカード販売開始（11/19）

・近距離・遠距離通話料金の値下げ、離島通

話料金を改善（2/1）

・東海道・山陽新幹線にカード公衆電話機が

登場（3/9）

・フリーダイヤルカード販売開始（4/1）

・電話局の名称を支店・営業所に変更（4/1）

・全国の電話契約数5,000万を突破（4/17）

・INSネット1500のサービス開始（6/27）

・情報料回収代行サービス（ダイヤルＱ2）開

始（7/10）

・テレホンカードによる通話料支払いを可能に

（10/30）

・局番なしの「104番」で全国の電話番号案内

実施（11/1）

・着信短縮ダイヤルサービス（♯ダイヤル）開

始（12/25）

・キャッチホンとのセット割引開始（3/1）

・ディジタル公衆電話機登場（3/19）

・遠距離通話料金の値下げ、深夜割引を拡

大（3/19）

・クレジット通話用カード“NTTカードC”のサ

ービス開始（4/10）

・INS-Pのサービス開始（6/1）

・フリーダイヤル通話料金の大口割引開始

（6）

・記念配当等の実施（6）

  1株につき1,000円の記念配当

  テレホンカードの贈呈

 

・「市外局番＋104番」の廃止（10/6）

・ダイヤルＱ2の利用規制実施（10/30）

・全国のハローページ無料提供（11/1）

・番号案内料金費用負担適正化実施（12/1）

・東京03地域の市内局番を４桁に一斉切替

（1/1）

・専用線料金の値下げ（3/1）

・近距離・遠距離通話料金の値下げ、深夜割

引時間帯を拡大（3/19）

・株主向け小冊子「NTTis…」発刊（3/25）

・夜間電報の見直し（受付・配達時間の変更）

（3/31）

・ダイヤルＱ2のクロスバ交換機からの休止（4）

・カード式ピンク電話及びボックス公衆電話か

らのダイヤルＱ2のサービス休止（5）

・「NTT地球環境憲章」の制定（10）

・「NTTの電話料金について－現状と見直し

の方向－」を公表（12/20）

・3,000円及び5,000円のテレホンカードの販

売停止（1/4）

・テレジョーズサービス開始（4/1）

・50度数テレホンカード等の切込み変更（4）

・遠距離通話料金の値下げ（6/19）

・移動体通信事業をNTT移動通信網（株）へ

営業譲渡（7/1）

・タイ国地方100万回線電話増設事業に係る

TT&Tとの契約調印（11/12）

・PBXのお買上げ（売切り）方式の実施

（11/13）

・電力及び建築・ビル管理業務を（株）NTT

ファシリティーズへ移管（12/1）

所有株式数 贈呈内容

1～4株

5～9株

10株以上

105度数カード1枚

320度数カード1枚

540度数カード1枚
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1988年

1989年

1990年

1991年

1992年

（昭和61年）

（昭和62年）

（昭和63年）

（平成元年）

（平成2年）

（平成3年）
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・ダイヤルインサービス開始（11/18）

・「フリーダイヤル0120」サービス開始（12/3）

・航空機公衆電話サービス開始（5/6）

・第1回定時株主総会（出席株主数1名）

（6/26）

・土曜の通話料金値下げ（7/19）

・NTT株一般競争入札開始（10/1～7）入札

株数20万株
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子番号案内システムを導入（10/10）

・NTT株売出し価格及び売却株数の決定

（10/29）

  価格：1,197千円

売却株数：165万株

・伝言ダイヤル通話サービス開始（11/27）

・NTT株第1次売り出し開始（11）

・NTT株上場（2/9）

・携帯電話サービス開始（4/10）
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5,155人）（6/26）
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・NTT株第2次売出し開始（11）

　売却価格：255万円

　売却株数：195万株

・自動車電話・携帯電話の保証金値下げ（12）

・東京23区で4ケタ市内局番登場（2/8）
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・離島通話料金の改善（2/19）
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・近距離・遠距離通話料金の値下げ、離島通
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  テレホンカードの贈呈

 

・「市外局番＋104番」の廃止（10/6）

・ダイヤルＱ2の利用規制実施（10/30）

・全国のハローページ無料提供（11/1）

・番号案内料金費用負担適正化実施（12/1）

・東京03地域の市内局番を４桁に一斉切替

（1/1）

・専用線料金の値下げ（3/1）

・近距離・遠距離通話料金の値下げ、深夜割

引時間帯を拡大（3/19）

・株主向け小冊子「NTTis…」発刊（3/25）

・夜間電報の見直し（受付・配達時間の変更）

（3/31）

・ダイヤルＱ2のクロスバ交換機からの休止（4）

・カード式ピンク電話及びボックス公衆電話か

らのダイヤルＱ2のサービス休止（5）

・「NTT地球環境憲章」の制定（10）

・「NTTの電話料金について－現状と見直し

の方向－」を公表（12/20）

・3,000円及び5,000円のテレホンカードの販

売停止（1/4）

・テレジョーズサービス開始（4/1）

・50度数テレホンカード等の切込み変更（4）

・遠距離通話料金の値下げ（6/19）

・移動体通信事業をNTT移動通信網（株）へ

営業譲渡（7/1）

・タイ国地方100万回線電話増設事業に係る

TT&Tとの契約調印（11/12）

・PBXのお買上げ（売切り）方式の実施

（11/13）

・電力及び建築・ビル管理業務を（株）NTT

ファシリティーズへ移管（12/1）

所有株式数 贈呈内容

1～4株

5～9株

10株以上

105度数カード1枚

320度数カード1枚

540度数カード1枚

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

（平成5年）

（平成6年）

（平成7年）

（平成8年）

（平成9年）

・事業部別収支の発表（6/30）

・信号監視通信サービス開始（7/1）

・公衆電話の通話料金の改定（10/1）

・50bit/s専用サービスの値上げ（10/1）

・ビデオテックス通信網サービスの自然画サー

ビス開始（10/1）

・簡易型携帯電話システム（PHS）の実用化

実験の開始（10/5）

・超高速（150Mbit/s）専用サービスの開始

（10/5）

・中・遠距離通話料金の値下げ（10/19）

・総合ディジタル通信サービスのパケット通信

モードにおける専用利用型Bチャネルパケッ

トサービスのサービス開始（10/26）

・テレドームのサービス開始（11/12）

・テレワイズのサービス開始（11/19）

・テレゴングのサービス開始（11/22）

・迷惑電話おことわりサービス試験提供開始

（12/20）

・「マルチメディア時代に向けてのNTTの基本

構想」発表（1/12）

・HDTV映像伝送サービスの開始（2/1）

・メンバーズネットのサービス開始（2/10）

・ダイヤルＱ2ジャンル別利用規制開始（3/1）

・マルチメディア通信の共同利用実験につい

て発表（4/20）

・テレワイズ・ワイドのサービス開始（7/19）

・迷惑電話おことわりサービス開始（8/22） 

・ダイヤルＱ2一部ジャンル申込制開始（9/1）

・マルチメディア通信の共同利用実験開始

（9/21）

・ニューヨーク証券取引所への上場（9/29）

・ロンドン証券取引所への上場（10/12）

・NTTパーソナル通信網企画会社を設立

（10/14、11月に事業会社へ）

・フレームリレーサービス開始（1/7）

・阪神・淡路大震災発生（1/17）

 被害：交換機（電源系）…28.5万回線

　　　1/18午前中に復旧

 加入者系通信ケーブル…19.3万回線

　　　電話回線に起因するものは1/31復旧

・基本料金及び番号案内料金の改定（2/1）

・ネットワ－クのオープン化について発表

（2/28）

・テレチョイスのサービス開始（3/1）

・全国の加入者交換機・中継交換機のSPC

化完了（3/24）

・公衆電話のテレホンカード対応化完了（赤

電話がなくなる）（3/31）

・「公－専」片端側接続の自由化（4/1）

・ISDN用DSUの技術移転料の無償化（4/28）

・全国の電話契約数6,000万を突破（5）

・アメリカピクチャーテル社と提携（5/9）

・「NTTカードC・プラス」サービス開始（6/1）

・「マルチメディアへの取り組み」を発表（6/7）

・PHSサービス開始（7/1）

・キャッチホンⅡのサービス開始（7/3）

・テレホーダイ1800のサービス開始（8/22）

・通信衛星「N-STARa」打ち上げ（8/29）

・専用線料金の値下げ（9/1）

・セルリレーサービス開始（9/4）

・アクセス網のオープン化について発表

  （9/28）

・基本料金及び番号案内料金の改定

  （10/1）

・テレホーダイ3600のサービス開始（10/19）

・NTT株式の分割（無償交付）実施（11/24）

（1株→1.02株に分割）

・顧客サービス統合システム「CUSTOM」の全

国導入完了（1/16）

・INSテレホーダイのサービス開始（2/9）

・お話し中調べの専用番号「114番」の新設

（2/24）

・遠距離通話料金の値下げ（3/19）

・専用線料金の改定（4/1）

・ボイスワープのサービス開始（6/10）

・スーパー・テレワイズのサービス開始（6/19）

・アクセス網の光化展開の加速について発表

（7/24）

・公衆網と専用線との接続の完全自由化

（10/30）

・INSテレワイズ・ワイドのサービス開始（10/30）

・21世紀に向けて変革するNTTのR&D発表

（10/30）

・NTTの経営形態について発表（12/6）

・OCNサービス開始（12/25）

・発信電話番号表示（ナンバー・ディスプレイ）

サービス試験提供開始（横浜・名古屋・

福岡）（1/28）

・遠距離通話料金値下げ（2/3）

・INSテレチョイスサービス開始（3/11）

・マルチメディア通信の共同利用実験が終了

（3/31）

・ATMメガリンクサービス開始（4/1）

・ナビダイヤルサービス開始（5/1）

・インターネットを利用した電報サービス

「D-MAIL」開始（5/1）

・ボイスワープセレクト、なりわけサービス開始 

（6/2）

・改正NTT法（日本電信電話株式会社等に

関する法律）が成立（6/13）、公布（6/20）

・CATV映像伝送サービスの試験提供開始

  （7/1）

・INSネット64・ライトのサービス開始（7/7）

・国際特別第二種電気通信事業会社「NTT

国際通信株式会社」設立（7/25）

・エンタープライズサービス（専用線）開始（8）
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2000

1998年

1999年

2000年

（平成10年）

（平成11年）

（平成12年）

・ソフトウェア関連業務をNTTコミュニケーショ

ンウエア（株）へ営業譲渡（9/1）

・ナンバー・ディスプレイ、ナンバー・アナウン

  スのサービス開始（横浜、名古屋、福岡の

  み）（10/1）

・国際第一種電気通信事業会社「NTT国際ネ

ットワーク株式会社」設立（10/27）

・OCNダイヤルアクセス・ライトのサービス開始

（12/5）

・エリアプラスのサービス開始（12/8）

・China-US太平洋海底光ケーブルネットワー

ク建設保守契約締結（12/17）

・国内通信網のディジタル化完了（12/17）

・遠距離通話料金の値下げ（2/1）

・ナンバー・ディスプレイ、ナンバー・アナウン

ス全国サービス開始（2/1）

・タイムプラスサービス開始（首都圏のみ）

（2/13）

・2010年に向けた電力エネルギー削減ビジョ

ン発表（2/18）

・新光アクセスシステム（πシステム）の運用

開始（神戸）（3/19）

・「接続約款（接続に関する契約約款）」の制

定（3/24）

・災害用伝言ダイヤル（171）運用開始（3/31）

・番号案内料金改定及び「あんないジョーズ」

のサービス開始（5/1）

・INSエリアプラスのサービス開始（6/16）

・高速光アクセスシステム共同開発について

のベルサウス社との合意（6/17）

・スーパー OCN（第３種オープンコンピュータ

通信網サービス）のサービス開始（6/22）

・ECビジネスにおける製品開発と市場拡大に

向け、マイクロソフト（株）と協力関係強化を

発表（7/16）

・ネットワークオーディオ機器「Solid Audio」の

開発発表（7/23）

・ディジタル専用サービス「ディジタルリーチ」

の提供開始（8/7）

・オフトーク通信サービスのISDN対応の開始

（10/1）

・NTTコードレスホンの無線区画“ディジタル化”

宣言（10/8）

・「21世紀の情報流通産業に向けて」を発表

（10/21）

・「タイムプラス」の全国展開及びISDNへの拡

大（11/2）

・NTT番号情報株式会社の設立（12/4）

・ATMシェアリンクサービスの提供開始

（12/25）

・大阪、兵庫06地域の4ケタ市内局番の使用

開始（1/1）

・再編成に伴う移行本部の設置、本社各部室、

支社等各事業本部の廃止（1/25）

・NTTインフラネット株式会社の設立（1/25）

・「2000年問題」への取り組みについて発表

（3/9）

・ICカード公衆電話の導入（3/24）

・ディジタルアクセスの距離制限の撤廃（4/1）

・携帯電話、PHS等からのフリーダイヤル接続

の提供開始（4/21）

・長距離国際会社「NTTコミュニケーションズ

株式会社」の設立（5/28）

・再編成

  NTT東西会社の設立、営業開始及びNTT

コミュニケーションズの営業開始（7/1）

・電話帳（ハローページ）へのレッドページの

創設発表（7/5）

・「マジックボックス」の提供開始（7/12）

・「ｉ・ナンバー」の提供開始（7/12）

・「116」土休日営業、「NTTWEST Net116」

の開始（7/31）

・事業者識別用の電気通信番号の指定

（8/3）

  （東日本0036、西日本0039）

・「ｉ・スクール」の提供開始（9/1）

・「ｉ・アイプラン」の提供開始（10/1）

・NTTコミュニケーションズ国際電話サービス

の提供開始（10/1）

・ IP接続サービス「フレッツ・ISDN」の試験提

供開始（11/1）

・ 「キャッチホンディスプレイ」の提供開始

（11/1）

・ 中期経営改善施策発表（11/17）

・ 「ADSL接続サービス」の試験提供開始

（12/24）

・ 「INSネットサービス」が西日本エリアで300

万回線突破（1/31）

・ NTT西日本の地球環境憲章制定（2）

・ NTTスマートコネクト株式会社の設立（3/1）

・ 「電話会社選択サービス」の認可申請

（4/10）

・ NTT西日本の情報流通市場への取り組み

を発表（4/25）

・ 「ワイドLANサービス」の提供開始（5/1）

・ 金沢市内で地域情報流通ビジネスの

FTTH共同トライアル開始（5/18）

・ 「フレッツ・ISDN」の本格提供開始（7/7）

・ 県内市外通話料金の値下げ（10/1）

・「ケンタくん」「ワリマックス」「ワリビッグ」の

提供開始（10/1）

・「D.prosol」の提供開始（10/11）

・市内定額型割引サービス「i・アイプラン」の

加入電話への拡大（10/16）

・「メガデータネッツ」の提供開始（10/31）

・大阪に「サイバービジネスワールド」を開設

 （12/1）
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1998年
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2000年

（平成10年）

（平成11年）

（平成12年）
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ンウエア（株）へ営業譲渡（9/1）

・ナンバー・ディスプレイ、ナンバー・アナウン

  スのサービス開始（横浜、名古屋、福岡の

  み）（10/1）

・国際第一種電気通信事業会社「NTT国際ネ

ットワーク株式会社」設立（10/27）

・OCNダイヤルアクセス・ライトのサービス開始

（12/5）
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ク建設保守契約締結（12/17）

・国内通信網のディジタル化完了（12/17）
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・ナンバー・ディスプレイ、ナンバー・アナウン

ス全国サービス開始（2/1）

・タイムプラスサービス開始（首都圏のみ）

（2/13）

・2010年に向けた電力エネルギー削減ビジョ

ン発表（2/18）

・新光アクセスシステム（πシステム）の運用

開始（神戸）（3/19）

・「接続約款（接続に関する契約約款）」の制
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・INSエリアプラスのサービス開始（6/16）

・高速光アクセスシステム共同開発について

のベルサウス社との合意（6/17）

・スーパー OCN（第３種オープンコンピュータ

通信網サービス）のサービス開始（6/22）

・ECビジネスにおける製品開発と市場拡大に

向け、マイクロソフト（株）と協力関係強化を

発表（7/16）

・ネットワークオーディオ機器「Solid Audio」の

開発発表（7/23）

・ディジタル専用サービス「ディジタルリーチ」

の提供開始（8/7）

・オフトーク通信サービスのISDN対応の開始

（10/1）

・NTTコードレスホンの無線区画“ディジタル化”

宣言（10/8）

・「21世紀の情報流通産業に向けて」を発表

（10/21）

・「タイムプラス」の全国展開及びISDNへの拡

大（11/2）

・NTT番号情報株式会社の設立（12/4）

・ATMシェアリンクサービスの提供開始

（12/25）

・大阪、兵庫06地域の4ケタ市内局番の使用

開始（1/1）

・再編成に伴う移行本部の設置、本社各部室、

支社等各事業本部の廃止（1/25）

・NTTインフラネット株式会社の設立（1/25）

・「2000年問題」への取り組みについて発表

（3/9）

・ICカード公衆電話の導入（3/24）

・ディジタルアクセスの距離制限の撤廃（4/1）

・携帯電話、PHS等からのフリーダイヤル接続

の提供開始（4/21）

・長距離国際会社「NTTコミュニケーションズ

株式会社」の設立（5/28）

・再編成

  NTT東西会社の設立、営業開始及びNTT

コミュニケーションズの営業開始（7/1）

・電話帳（ハローページ）へのレッドページの

創設発表（7/5）

・「マジックボックス」の提供開始（7/12）

・「ｉ・ナンバー」の提供開始（7/12）

・「116」土休日営業、「NTTWEST Net116」

の開始（7/31）

・事業者識別用の電気通信番号の指定

（8/3）

  （東日本0036、西日本0039）

・「ｉ・スクール」の提供開始（9/1）

・「ｉ・アイプラン」の提供開始（10/1）

・NTTコミュニケーションズ国際電話サービス

の提供開始（10/1）

・ IP接続サービス「フレッツ・ISDN」の試験提

供開始（11/1）

・ 「キャッチホンディスプレイ」の提供開始

（11/1）

・ 中期経営改善施策発表（11/17）

・ 「ADSL接続サービス」の試験提供開始

（12/24）

・ 「INSネットサービス」が西日本エリアで300

万回線突破（1/31）

・ NTT西日本の地球環境憲章制定（2）

・ NTTスマートコネクト株式会社の設立（3/1）

・ 「電話会社選択サービス」の認可申請

（4/10）

・ NTT西日本の情報流通市場への取り組み

を発表（4/25）

・ 「ワイドLANサービス」の提供開始（5/1）

・ 金沢市内で地域情報流通ビジネスの

FTTH共同トライアル開始（5/18）

・ 「フレッツ・ISDN」の本格提供開始（7/7）

・ 県内市外通話料金の値下げ（10/1）

・「ケンタくん」「ワリマックス」「ワリビッグ」の

提供開始（10/1）

・「D.prosol」の提供開始（10/11）

・市内定額型割引サービス「i・アイプラン」の

加入電話への拡大（10/16）

・「メガデータネッツ」の提供開始（10/31）

・大阪に「サイバービジネスワールド」を開設

 （12/1）

2001年

2002年

2003年

（平成13年）

（平成14年）

（平成15年）

・「INSネットサービス」が全国（NTT西日本・

NTT東日本計）で1,000万回線を突破

 （12/8）

・情報流通プラットフォーム技術の実験開始

 （12/12）

・「ADSL接続サービス」の本格提供開始

 （12/26）

・「フレッツ・ADSL」の提供開始（12/26）

・「光・IP通信網サービス（仮称）」の試験提

供開始（12/26）

・「スーパーケンタくん」「ケンタくん５」の提供

開始（1/11）

・「フリーアクセス」「ナビアクセス」「APナビ」

の提供開始（2/20）

・フリーアクセスにおける「番号ポータビリティ」

の受付開始（3/16）

・「ナンバー・ディスプレイ」が全国（NTT西日本・

NTT東日本計）で500万回線を突破（3/31）

・「ディジタルアクセス6000」の提供開始

  （4/2）

・「ダイヤルＱ2」のサービス向上に向けた取り

組み等の発表（4/24）

・マイラインの開始（5/1）

・市内通話料金の値下げ（5/1）

・「アーバンイーサ」の提供開始（5/31）

・改正NTT法の成立（6/15）

・「Lモード」の提供開始（6/29）

・「フレッツ・ISDN」接続先番号の統一（7/1）

・「ハローページ（50音別電話帳）」の発行方

法等の見直し（7/1）

・「ティーエフエム・インタラクティブ株式会社」

の設立（7/9）

・「ディジタルシネマ配信実験」の開始（7/17）

・「ボイスボックス」の提供開始（7/26）

・「Bフレッツ」の提供開始（8/1）

・ 「フレッツ・ISDN」が全国で100万回線を

突破（8/10）

・ 「NTT西日本ソリューション・ラボ」のリニュー

アルオープン（9/3）

・ 「G.prosol」の提供開始（10/25）

・ 「県内異名義割引サービス」の提供開始

  （10/26）

・ 「Bフレッツ  ビジネスタイプ」の提供開始

  （11/1）

・ 「株式会社ホームプロ」の設立（11/1）

・ 「フレッツ・スクウェア」（配信代行・課金代

行サービス）の提供開始（11/26）

・ 「フレッツ・ADSL」「フレッツ・ISDN」の値下げ

（12/1）

・ 「iモード」による電報受付開始（12/10）

・ 「フレッツ・ADSL  8Mプラン」の提供開始  

（12/25）

・フレッツ回線向けファイル共有サービス「F・

Cabinet」の提供開始（1/29）

・「加入電話・ライトプラン」の提供開始（2/12）

・農業情報システム「＠recolte」の販売開始

（2/22）

・「フレッツ・ADSL 8Mプラン」対応モデムのレ

ンタル開始（3/1）

・「ワイドLANプラス」の提供開始及び「ワイド

LAN」の値下げ（3/1）

・住民サービス提供システムの販売開始（3/7）

・「プレミレート」の提供開始（3/21）

・NTT西日本シンボルチームの見直し（3/31）

・「Myビリング」の提供開始（4/1）

・「NTTソルマーレ株式会社」の設立（4/1）

・「料金回収（請求・収納）代行」サービスの

手数料の見直し（4/20）

・NTT西日本グループ新体制へ移行（5/1）

・「Bフレッツ  マンションタイプ」対応VDSLのレ

ンタル開始及びホームPNA利用料の値下

げ（6/1）

・街角コンテンツ流通サービス「Foobio」の提

供開始（6/19）

・「フレッツ・スポット」の提供開始（7/1）

・「Bフレッツ  ビジネスタイプ」の割引サービス

の提供開始（7/1）

・JSAT株式会社への衛星資産の譲渡（7/1）

・JSAT株式会社の株式取得（7/1）

・「ネーム・ディスプレイ」の提供開始（7/3）

・「プレミレート2」の提供開始（7/6）

・「コンテンツ流通システム実証実験」の開始

 （7/9）

・「ギガデータリンク」の提供開始（7/10）

・「C.prosol」、「E.prosol」の提供開始（7/29）

・「フレッツ・コミュニケーション」の提供開始

 （8/1）

・「i・アイプラン400」の提供開始（8/1）

・「Lモード」の有料番組情報料の見直し（8/1）

・「Bフレッツ  ファミリー100」の提供開始（9/1）

・DSLサービスが開通後ご利用できない場合

の工事費等の無料化（9/2）

・「フレッツ・プラス」の提供開始（10/1）

・TV放送と連動したブロードバンドでの「機

動戦士ガンダムSEED」の配信開始（10/6）

・吉本興業とのブロードバンド向けコンテンツ

配信における協業推進（10/31）

・「フレッツ・ADSL モア」の提供開始（11/1）

・FMラジオ番組と連動したブロードバンド映

像配信の開始（11/15）

・電子認証ソリューションの提供開始（11/29）

・「フレッツ・グループ」の提供開始（1/24）

・「フレッツ・ADSL」がNTT西日本エリアで100

万回線突破（1/24）

・「能力開発支援システム」の提供開始

 （2/28）

・学校向け特別料金の提供条件の見直し

 （3/1）
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・「フレッツ・ADSL」の料金値下げ（3/1）

・IP電話サービスに対応した端末機器の販売、

レンタルの開始（3/19）

・電報の一括受取拒否の実施（4/28）

・「ディズニーワンダーランド」を開始（5/1）

・「N.prosol」の提供開始（5/1）

・関西エリアでの「フレッツサービスの広域化」

の実施（5/8）

・携帯電話等から発信する電報料金の支払

い方法の変更（5/9）

・ 「牛肉トレーサビリティーシステム」の販売開

始（5/12）

・二次元バーコード活用型ASPサービスの開

発及びトライアルの実施（5/30）

・韓国ゲーム産業開発院オンラインゲーム分

野で提携（6/10）

・NTT西日本エリア全域での「フレッツサービ

スの広域化」の実施（6/17）

・「アート オブ スター・ウォーズ展」と連動した

ブロードバンド映像配信等の開始（6/24）

・ブロードバンド企業への変革に向けた本社

組織の見直しの実施（7/1）

・Bフレッツ、フレッツ・ADSLにおけるサポートメ

ニューの提供開始（7/11）

・「写真Lメール」の提供開始（7/15）

・「フレッツ・ADSL モア24」のサービス開始

（7/15）

・IT技術を駆使したチャレンジドのオンライン・

テレワークの開始（7/22）

・「機能一体型コールセンタソリューション」の

提供開始（7/25）

・NTT西日本・ラック・住友商事が高度情報セ

キュリティサービス分野で業務提携（7/28）

・「タカラヅカ on フレッツ」の配信開始（8/8）

・ワイヤレス映像監視ソリューションの提供開

始（9/22）

・「GAME on フレッツ」の提供開始（9/25）

・「お客様サービスセンタ」及び「西日本ITオ

ペレーションセンタ」を開設（9/30）

・「フレッツ・シリーズ」の契約数が230万回線

突破（9月）

・「エキLANスポット」の実験開始（10/1）

・「フラットイーサ」の提供開始（10/3）

・携帯電話・PHSからの「フリーアクセス」への

接続開始（10/21）

・固定電話からIP電話（050番号）への通話

サービス提供開始（10/23）

・「法人向けIP電話サービス」の提供開始

  （10/29）

・Bフレッツ「ワイヤレスタイプ」の提供開始

  （11月下旬）

・鋼管製電柱（エコ鋼管柱）を導入開始

  （11/1）

・「フレッツ・スポット」の提供条件の拡大（11/4）

・「セキュリティサービス推進室」を開設（11/6）

・DSL回線のスペクトル管理に関する接続約

款変更を認可申請（12/9）

・沖縄本島－宮古島－石垣島間に海底光ケー

ブルを敷設することを発表（12/24）

・「フレッツ・ADSL モア40」の提供開始

  （1/7）

・フレッツ・スクウェアにおける「コンテンツ料金

回収代行サービス」の提供開始（1/15）

・「ワリマックス・プラス」の提供開始について

（1/21）

・NTT西日本とALSOKが協業し、「ビル施設

向けセキュリティソリューション」を提供開始

（1/22）

・IPv6品質制御型コンテンツ配信実験開始

を発表（1/28）

・国立遺伝学研究所と「グリッド」技術の共同

実験開始を発表（2/3）

・「フレッツ・ADSL 1.5Mプラン」における「期

間限定割引」を開始（2/16）

・「フレッツ・オフィス」及び「フレッツ・オフィス ワ

イド」の回線二重化メニューを提供開始

（2/19）

・「ひかり電話ビジネスタイプ」を西日本全域にエ

リア拡大（2/20）

・ブロードバンド回線とデジタル家電を連動さ

せたコンテンツ配信開始（3/10）

・ 「特定地域向けIPデータ通信網サービス」

の提供開始を発表（3/24）

・固定電話から携帯電話への通話サービス（サ

ンキューダイヤル0039）提供開始（4/1）

・ 「フレッツ・ずっと割引」及び「フレッツ・あっと

割引」の提供開始（4/1）

・Bフレッツ ファミリー 100におけるサポートメ

ニューの提供開始（4/5）

・ブロードバンド回線と無線ICタグを利用した

映像配信システムを提供開始（4/20）

・「集合住宅向けIP電話サービス」に関する

活用業務を認可申請（4/28）

・「フレッツ・スポット」のアクセスポイントが

1,500を突破（5/31）

・山陽新幹線主要駅等にて無線LANサービ

ス「フレッツ・スポット」を本格提供開始（6/7）

・福岡市と共同で、無線ICタグを用いた図書

館システムの実証実験開始（6/15）

・ 「Lモード on フレッツ」の提供開始（7/1）

・Bフレッツの契約数がNTT西日本エリアで50

万回線（6月）、フレッツ・ADSLの契約数を

合わせると、250万回線突破（7/12）

・岐阜セキュリティーデータセンターを利用し

た「クライアント端末バックアップサービス（仮

称）」の実証実験を開始（7/15）

・大阪ガスのIP電話システムを構築することを

発表（7/15）
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・「フレッツ・ADSL」の料金値下げ（3/1）

・IP電話サービスに対応した端末機器の販売、

レンタルの開始（3/19）

・電報の一括受取拒否の実施（4/28）

・「ディズニーワンダーランド」を開始（5/1）

・「N.prosol」の提供開始（5/1）

・関西エリアでの「フレッツサービスの広域化」

の実施（5/8）

・携帯電話等から発信する電報料金の支払

い方法の変更（5/9）

・ 「牛肉トレーサビリティーシステム」の販売開

始（5/12）

・二次元バーコード活用型ASPサービスの開

発及びトライアルの実施（5/30）

・韓国ゲーム産業開発院オンラインゲーム分

野で提携（6/10）

・NTT西日本エリア全域での「フレッツサービ

スの広域化」の実施（6/17）

・「アート オブ スター・ウォーズ展」と連動した

ブロードバンド映像配信等の開始（6/24）

・ブロードバンド企業への変革に向けた本社

組織の見直しの実施（7/1）

・Bフレッツ、フレッツ・ADSLにおけるサポートメ

ニューの提供開始（7/11）

・「写真Lメール」の提供開始（7/15）

・「フレッツ・ADSL モア24」のサービス開始

（7/15）

・IT技術を駆使したチャレンジドのオンライン・

テレワークの開始（7/22）

・「機能一体型コールセンタソリューション」の

提供開始（7/25）

・NTT西日本・ラック・住友商事が高度情報セ

キュリティサービス分野で業務提携（7/28）

・「タカラヅカ on フレッツ」の配信開始（8/8）

・ワイヤレス映像監視ソリューションの提供開

始（9/22）

・「GAME on フレッツ」の提供開始（9/25）

・「お客様サービスセンタ」及び「西日本ITオ

ペレーションセンタ」を開設（9/30）

・「フレッツ・シリーズ」の契約数が230万回線

突破（9月）

・「エキLANスポット」の実験開始（10/1）

・「フラットイーサ」の提供開始（10/3）

・携帯電話・PHSからの「フリーアクセス」への

接続開始（10/21）

・固定電話からIP電話（050番号）への通話

サービス提供開始（10/23）

・「法人向けIP電話サービス」の提供開始

  （10/29）

・Bフレッツ「ワイヤレスタイプ」の提供開始

  （11月下旬）

・鋼管製電柱（エコ鋼管柱）を導入開始

  （11/1）

・「フレッツ・スポット」の提供条件の拡大（11/4）

・「セキュリティサービス推進室」を開設（11/6）

・DSL回線のスペクトル管理に関する接続約

款変更を認可申請（12/9）

・沖縄本島－宮古島－石垣島間に海底光ケー

ブルを敷設することを発表（12/24）

・「フレッツ・ADSL モア40」の提供開始

  （1/7）

・フレッツ・スクウェアにおける「コンテンツ料金

回収代行サービス」の提供開始（1/15）

・「ワリマックス・プラス」の提供開始について

（1/21）

・NTT西日本とALSOKが協業し、「ビル施設

向けセキュリティソリューション」を提供開始

（1/22）

・IPv6品質制御型コンテンツ配信実験開始

を発表（1/28）

・国立遺伝学研究所と「グリッド」技術の共同

実験開始を発表（2/3）

・「フレッツ・ADSL 1.5Mプラン」における「期

間限定割引」を開始（2/16）

・「フレッツ・オフィス」及び「フレッツ・オフィス ワ

イド」の回線二重化メニューを提供開始

（2/19）

・「ひかり電話ビジネスタイプ」を西日本全域にエ

リア拡大（2/20）

・ブロードバンド回線とデジタル家電を連動さ

せたコンテンツ配信開始（3/10）

・ 「特定地域向けIPデータ通信網サービス」

の提供開始を発表（3/24）

・固定電話から携帯電話への通話サービス（サ

ンキューダイヤル0039）提供開始（4/1）

・ 「フレッツ・ずっと割引」及び「フレッツ・あっと

割引」の提供開始（4/1）

・Bフレッツ ファミリー 100におけるサポートメ

ニューの提供開始（4/5）

・ブロードバンド回線と無線ICタグを利用した

映像配信システムを提供開始（4/20）

・「集合住宅向けIP電話サービス」に関する

活用業務を認可申請（4/28）

・「フレッツ・スポット」のアクセスポイントが

1,500を突破（5/31）

・山陽新幹線主要駅等にて無線LANサービ

ス「フレッツ・スポット」を本格提供開始（6/7）

・福岡市と共同で、無線ICタグを用いた図書

館システムの実証実験開始（6/15）

・ 「Lモード on フレッツ」の提供開始（7/1）

・Bフレッツの契約数がNTT西日本エリアで50

万回線（6月）、フレッツ・ADSLの契約数を

合わせると、250万回線突破（7/12）

・岐阜セキュリティーデータセンターを利用し

た「クライアント端末バックアップサービス（仮

称）」の実証実験を開始（7/15）

・大阪ガスのIP電話システムを構築することを

発表（7/15）
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・IPテレビ電話端末「フレッツフォン VP1000」

の販売開始を発表（7/20）

・NTT西日本、NTTと九州大学が組織対応

型（包括的）の連携契約を締結（7/27）

・ 「フレッツ・スポット」の契約者数が30，000契

約を突破（8月）

・ 「フレッツ・ADSL モアスペシャル」の提供開

始（8/5）

・イーサネットVPNを実現するIPカプセリング

機器の共同開発を発表（9/1）

・トレンドマイクロとセキュリティーサービス分

野で協業（9/6）

・FWA方式を用いたアクセスラインの新たな

アンバンドルメニュー（事業者間接続料金等）

の認可申請（9/7）

・ 「TV会議パッケージ」の提供開始（9/9）

・ 「映像通信網サービス」の提供開始（9/14）

・ 「ひかり電話」の集合住宅向けサービス提

供開始（9/15）

・ 「セキュリティチェックセーフティ」の提供開

始（9/29）

・ブロードバンド回線と無線ICタグを組合せた

新たなフィールドトライアルの開始（10/1）

・世界で初めてハリウッド標準仕様の4Kデジ

タルシネマの上映を発表（10/14）

・ 「フレッツ・スポット」の高速化（最大54Mbps）

（10/20）

・ 「戸建住宅向けIP電話サービス」に関する

活用業務の認可申請（11/9）

・ 「フレッツ・コミュニケーション」を活用したビ

ジネスモデルのトライアル開始（11/18）

・フレッツ網を活用した「ゴルフスイング映像」

流通トライアルの開始（11/25）

・NTT東日本エリアでも「フレッツ・スポット」の

利用が可能に（12/1）

・大学受験向けeラーニングサービス「kawai- 

juku.net（河合塾ドットネット）」の共同開発を

発表（12/15）

・ 「フレッツ・v6アプリ」「フレッツ・v6キャスト」の

提供開始（12/24）

・基本料金の値下げ及びプッシュ回線の付

加機能使用料の廃止（1/1）

・ 「イチリッツ」の提供開始（1/1）

・ブロードバンド回線を利用した新たな情報・

広告配信サービスのトライアル開始（1/12）

・ICカード公衆電話の見直しを発表（1/20）

・ 「116」営業時間の延長（2/1）

・ 「U．prosol」の提供開始（2/1）

・ 「ボイスユビーク」と無線ICタグを利用した

音声情報システムのトライアル開始（2/18）

・ 「フレッツ・セーフティ」の提供開始（2/24）

・施設設置負担金の見直し（3/1）

・「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ」の提

供開始（3/1）

・「A．prosol」の提供開始（3/9）

・ 「フレッツ・スポット」の屋外エリアでの提供

開始（3/11）

・ 「法人向けIP電話サービス」を「ひかり電話

ビジネスタイプ」へ名称変更（3/28）

・ 「サーバルーム環境診断サービス」の提供

開始（3/28）

・ブロードバンドを活用した住民参加の高齢

者向け福祉サービスのトライアル開始（3/28）

・ 「フレッツ・スポット」のアクセスポイント数 

3，000突破（3/30）

・お客様情報の保護強化に向けた取り組み

を発表（3/30）

・「拠点間無線ソリューション」の提供開始

（4/1）

・ 「サーバ遠隔バックアップソリューション」の

提供開始（4/4）

・ 「v6ステージ」の提供開始（4/6）

・ 「フレッツ・光プレミアム マンションタイプ」の

提供開始（4/6）

・ 「ビジネスサービスセンタ」の開設（4/7）

・ 「モバイルIPセントレックスソリューション」の

提供開始を発表（4/7）

・ 「ナンバー・ディスプレイ」がNTT西日本エリ

アで500万回線を突破（4/15）

・複数回線の一括請求による基本料金の割

引適用開始（5/1）

・ 「ひかり電話」の戸建住宅向けサービス提

供開始（5/24）

・ 「光ぐっと割引」の提供開始（6/1）

・大阪大学とNTT、NTT西日本が連携推進

協定を締結（6/8）

・公衆無線LAN基地局の効率的な構築、運

用及び利用に関する合意を発表（7/12）

・ 「フレッツ・v6マイディスク」の提供開始（8/1）

・ガス機器を中心とした総合生活支援サービ

スの実験開始（8/5）

・ 「災害用ブロードバンド伝言版（web171）」

サービスの試行提供開始（8/30）

・ 「フレッツ光」が100万回線突破（8/31）

・アンパンマンDENPOの販売開始（9/1）

・ 「シンクライアント・トータルソリューション」の

提供開始（9/1）

・ 「バイオメトリクス対応 ICカードセキュアシス

テム」の提供開始（9/14）

・ 「Webコンテンツ保護サービス」の提供開始

（9/27）

・光引込線に係る電柱添架手続きの簡素化

等に関する試行的実施エリアについて発

表（9/29）

・ 「屋内無線ソリューション」の提供開始

（9/30）
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2006年

2007年

（平成18年）

（平成19年）

・本社組織「ネットワークオペレーション部」か

ら「サービスマネジメント部」へ名称変更

（3/1）

・紙細工電報「胡蝶蘭」等の販売開始（3/1）

・「ひかりモバイル myPC」の提供開始（NTT

ネオメイト）（3/27）

・ 「あんないジョーズ」の提供終了（3/31）

・ブロードバンド回線を活用した新たな健康

増進サービス「BBヘルスケア」のトライアル

開始（10/4）

・携帯電話の番号ポータビリティ及び一般番

号ポータビリティーのルーティング番号一括変

換に係る接続約款変更認可申請（10/18）

・デジタルシネマ共同トライアル「4K Pure 

Cinema」の開始（10/22）

・ 「フレッツ・スポット」の東西ローミングサービ

ス提供開始（10/26）

・ 「NTT西日本CSR報告書2005」の発行（10/31）

・ 「Webアプリケーション セキュリティチェック

サービス」の提供開始（11/15）

・ 「ひかり電話」の付加サービス「複数チャネル」・

「追加番号」の提供開始（11/30）

・ IP電話サービスでは国内初ひかり電話ビジ

ネスタイプにおける「サービス品質保証制度

（SLA）」の導入（12/1）

・グリッドサービスの提供開始（12/22）

・時報サービス「117」番の「うるう秒」調整の

実施（1/1）

・ユビキタス技術を活用した先進の観光ナビ

ゲーションシステムのトライアル開始（1/8）

・ 「安心サイト構築・運用サービス」の提供開

始（1/18）

・名古屋大学とNTT、NTT西日本が連携実

施協定を締結（3/23）

・ 「フレッツ光」が150万回線突破（3/26）

・ 「フラットイーサ」・「ワイドLANプラス」を「ビ

ジネスイーサ」にサービス名称変更（4/3）

・『フレッツ・光プレミアム マンションタイプ「ひ

かり配線方式」』の提供開始（5/1）

・ 「リスク補償付きハウジングサービス」の提

供開始（5/10）

・京都大学とNTT、NTT西日本が組織対応

型（包括的）連携推進契約を締結（6/5）

・メールを用いた防災情報伝達システムの実

地検証開始（6/6）

・ 「鳥獣害（猿害）対策支援システム」の提供

開始（6/28）

・ 「ひかり電話オフィスタイプ」の提供開始

（6/29）

・NTT西日本グループの事業運営体制の見

直し（7/1）

・ 「セキュリティゲートウェイサービス」の提供

開始（7/6）

・光ブロードバンドサービスの品質向上の取り

組みについて発表（7/12）

・番号案内先への通信実現機能に係る事業

者間接続料金の認可申請（7/13）

・次世代ネットワークのフィールドトライアルのイ

ンターフェイス条件開示及び参加受付の開

始（7/21）

・上位レイヤサービスと法人サービスの提供

体制の見直し（8/1）

・中堅中小企業向けの「ビジネスソリューショ

ンパッケージ」の提供開始（8/7）

・光ブロードバンドサービス「フレッツ光」200

万回線突破（8/23）

・ 「FAXお知らせメール」の提供開始（8/25）

・ 「フレッツ・光プレミアム　エンタープライズタ

イプ」の提供開始（8/25）

・ 「BCPトータルソリューション」の提供開始（9/1）

・ 「IPv6プロトコルを利用した通信（高品質な

映像・音声等のユーザー間通信）」に関す

る活用業務の認可申請（9/1）

・ 「フレッツフォン」を活用した新規事業の立ち

上げ（9/8）

・ 「V6プレミアム・フォーラム」の設立（9/28）

・土日・祝日の工事費の値下げ、宅内工事費

等の見直しの実施（10/1）

・ 「災害用ブロードバンド伝言板（web171）」の

本格運用開始（10/1）

・土日・祝日における故障修理派遣の実施（10/1）

・ひかり電話料金割引パッケージ「ひかり電話

A（エース）」の提供開始（10/1）

・ 「フレッツ・オフィスプレミアム」及び「フレッツ・

オフィス ワイド プレミアム」の提供開始

（10/4）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2006」の

発行（10/31）

・ 「メッシュ無線ソリューション」の提供開始

（11/1）

・電話料金等のクレジットカードによるお支払

いの取り扱い開始（11/15）

・ 「Lモード」の新規受付の終了（11/30）

・ 「内部統制支援ソリューション」の提供開始

（12/12）

・接続料金改定の認可申請（12/18）

・NGNフィールドトライアルのショールーム開設

（12/20）

・ユニバーサルサービス制度の開始（1/1）

・携帯電話への通話料金の値下げ及び

「Myビリング」の割引額の拡大（1/1）

・「故障情報お知らせメール」の提供開始

（1/10）

・「フレッツ・v6キャスト  地域メニュー」の提供

開始（1/12）

・インタラクティブ映像コンテンツ「あそむび」

のWeb公開（1/23）
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2006年

2007年

（平成18年）

（平成19年）

・本社組織「ネットワークオペレーション部」か

ら「サービスマネジメント部」へ名称変更

（3/1）

・紙細工電報「胡蝶蘭」等の販売開始（3/1）

・「ひかりモバイル myPC」の提供開始（NTT

ネオメイト）（3/27）

・ 「あんないジョーズ」の提供終了（3/31）

・ブロードバンド回線を活用した新たな健康

増進サービス「BBヘルスケア」のトライアル

開始（10/4）

・携帯電話の番号ポータビリティ及び一般番

号ポータビリティーのルーティング番号一括変

換に係る接続約款変更認可申請（10/18）

・デジタルシネマ共同トライアル「4K Pure 

Cinema」の開始（10/22）

・ 「フレッツ・スポット」の東西ローミングサービ

ス提供開始（10/26）

・ 「NTT西日本CSR報告書2005」の発行（10/31）

・ 「Webアプリケーション セキュリティチェック

サービス」の提供開始（11/15）

・ 「ひかり電話」の付加サービス「複数チャネル」・

「追加番号」の提供開始（11/30）

・ IP電話サービスでは国内初ひかり電話ビジ

ネスタイプにおける「サービス品質保証制度

（SLA）」の導入（12/1）

・グリッドサービスの提供開始（12/22）

・時報サービス「117」番の「うるう秒」調整の

実施（1/1）

・ユビキタス技術を活用した先進の観光ナビ

ゲーションシステムのトライアル開始（1/8）

・ 「安心サイト構築・運用サービス」の提供開

始（1/18）

・名古屋大学とNTT、NTT西日本が連携実

施協定を締結（3/23）

・ 「フレッツ光」が150万回線突破（3/26）

・ 「フラットイーサ」・「ワイドLANプラス」を「ビ

ジネスイーサ」にサービス名称変更（4/3）

・『フレッツ・光プレミアム マンションタイプ「ひ

かり配線方式」』の提供開始（5/1）

・ 「リスク補償付きハウジングサービス」の提

供開始（5/10）

・京都大学とNTT、NTT西日本が組織対応

型（包括的）連携推進契約を締結（6/5）

・メールを用いた防災情報伝達システムの実

地検証開始（6/6）

・ 「鳥獣害（猿害）対策支援システム」の提供

開始（6/28）

・ 「ひかり電話オフィスタイプ」の提供開始

（6/29）

・NTT西日本グループの事業運営体制の見

直し（7/1）

・ 「セキュリティゲートウェイサービス」の提供

開始（7/6）

・光ブロードバンドサービスの品質向上の取り

組みについて発表（7/12）

・番号案内先への通信実現機能に係る事業

者間接続料金の認可申請（7/13）

・次世代ネットワークのフィールドトライアルのイ

ンターフェイス条件開示及び参加受付の開

始（7/21）

・上位レイヤサービスと法人サービスの提供

体制の見直し（8/1）

・中堅中小企業向けの「ビジネスソリューショ

ンパッケージ」の提供開始（8/7）

・光ブロードバンドサービス「フレッツ光」200

万回線突破（8/23）

・ 「FAXお知らせメール」の提供開始（8/25）

・ 「フレッツ・光プレミアム　エンタープライズタ

イプ」の提供開始（8/25）

・ 「BCPトータルソリューション」の提供開始（9/1）

・ 「IPv6プロトコルを利用した通信（高品質な

映像・音声等のユーザー間通信）」に関す

る活用業務の認可申請（9/1）

・ 「フレッツフォン」を活用した新規事業の立ち

上げ（9/8）

・ 「V6プレミアム・フォーラム」の設立（9/28）

・土日・祝日の工事費の値下げ、宅内工事費

等の見直しの実施（10/1）

・ 「災害用ブロードバンド伝言板（web171）」の

本格運用開始（10/1）

・土日・祝日における故障修理派遣の実施（10/1）

・ひかり電話料金割引パッケージ「ひかり電話

A（エース）」の提供開始（10/1）

・ 「フレッツ・オフィスプレミアム」及び「フレッツ・

オフィス ワイド プレミアム」の提供開始

（10/4）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2006」の

発行（10/31）

・ 「メッシュ無線ソリューション」の提供開始

（11/1）

・電話料金等のクレジットカードによるお支払

いの取り扱い開始（11/15）

・ 「Lモード」の新規受付の終了（11/30）

・ 「内部統制支援ソリューション」の提供開始

（12/12）

・接続料金改定の認可申請（12/18）

・NGNフィールドトライアルのショールーム開設

（12/20）

・ユニバーサルサービス制度の開始（1/1）

・携帯電話への通話料金の値下げ及び

「Myビリング」の割引額の拡大（1/1）

・「故障情報お知らせメール」の提供開始

（1/10）

・「フレッツ・v6キャスト  地域メニュー」の提供

開始（1/12）

・インタラクティブ映像コンテンツ「あそむび」

のWeb公開（1/23）

・東日本エリアとのテレビ電話接続の開始

（1/31）

・「ユニバーサルサービス料」の設定（2/1）

・「シンクライアント対応コンタクトセンタパッケ

ージ」の提供開始（2/16）

・アイティメイト各社の設立（中国、四国、九州）

（3/1）

・ 「フレッツ・セーフティ」の新規お申込み受付

の終了（4/26）

・NGNフィールドトライアルのモニターへのサ

ービス提供開始（4/27）

・ 「CSRソリューション」の提供開始（5/16）

・NTT西日本グループが提供するISPのNTT 

Comへの事業譲渡（5/23）

・ 「DIAL（ダイヤル）104」サービスの提供開

始（7/1）

・ 「栄光の阪神タイガース電報」「燃えよ中日ド

ラゴンズ電報」の販売開始（7/1）

・営業力の強化及びお客様サービス向上を

目的とした本社組織の見直し（7/1）

・技術者育成を目的とした「テクノカレッジ」の

開校（7/3）

・ 「フレッツ・光プレミアム マンションタイプ ミニ」

の提供開始（7/12）

・光ブロードバンドサービス「フレッツ光」300

万回線を突破（7/18）

・ 「フレッツ ホームセキュリティ」の販売開始

（7/27）

・ 「ポケモン電報」「ウルトラマン電報」の販売

開始（8/1）

・情報セキュリティーインシデント対応サービス

の提供開始（8/10）

・キャラクター電報「ドナルドダックDENPO」「デ

イジーダックDENPO」等の販売開始（9/1）

・地域に密着した災害復旧への更なる取り

組み（9/1）

・ 「株式会社NTT西日本－関西アイティメイト」

の設立（9/3）

・ 「クリエイティブヘルス on フレッツ」サービス

開始（9/27）

・ 「ひかり電話ビジネスタイプ」における「ビジ

ネスイーサ タイプ1（MAメニュー）」への対

応開始（10/1）

・ 「ひかりグリッド」を利用した惑星探査データ

解析の共同実験開始（10/20）

・ 「モバイルソフトフォン」を利用した企業向け

FMCソリューションの提供（10/23）

・NGNを利用した商用サービスに関する活用

業務の認可申請（10/25）

・近畿日本鉄道における「公衆無線LANサ

ービス」の提供開始（10/30）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2007」の

発行（10/31）

・ 「メガデータネッツ」における新たな通信速

度メニューの提供開始（11/1）

・ 任天堂とNTT東日本・NTT西日本における

「Wii○R」と「フレッツ光」との接続推進に向け

た協業を開始（11/29）

・ 「株式会社NTT西日本－北陸アイティメイト」

の設立（12/3）

・ODS（オンライン・デジタル・ソース）に関する

共同トライアルの実施（12/24）

・ 「ユニバーサルサービス料」の変更（1/1）

・接続料金改定の認可申請（1/9）

・加入者光ファイバー接続料金の認可申請

（1/9）

・パッケージ電報台紙「ベア＆ラビット」の販

売開始（1/18）

・ 「遠隔データ保管ソリューション」の提供開

始（2/6）

・総合店舗管理ソリューション「おたすけ店長」

の提供開始（2/8）

・平成20年度接続料金の認可申請（2/25）

・ 「フレッツ・セーフティ」のサービス提供終了

（3/31）

・フレッツ 光ネクスト向け「ひかり電話オフィス

タイプ」対応アダプターの販売開始（3/31）

・次世代ネットワーク（NGN）商用サービス「フ

レッツ 光ネクスト」等の提供開始（3/31）

・NTT西日本－ホームテクノ6社の設立（4/1）

・ 「いきいき共生推進室」の設置（4/1）

・加入者光ファイバー接続料金の補正申請

（4/23）

・SaaS型ビジネスに向けた共同技術検証開

始（5/16）

・ 「フレッツ光」が西日本エリアで400万回線を

突破（5/21）

・イーサネットVPN装置「Flebo ダイヤル」のフ

ジクラとの共同開発（6/16）

・アウトソーシングの会社の一部統合（7/1）

・リモート・サポートサービスの提供開始（7/1）

・エージェントサービスの提供開始（7/1）

・ 「フレッツ・コミュニケーション」のサービス提

供終了（7/31）

・ＱoS対応PLCアダプター「PN-1000HD-S」

の販売開始（8/8）

・ 「フレッツ・VPN ワイド」の提供開始（8/18）

・ 「ひかり電話」及び「ひかり電話オフィスタイプ」

における相互接続先の拡大（9/9）

・ 「フレッツ光」が1,000万契約を突破（9/14）

・ 「116」等電話による受付体制の見直し

（10/1）

・ 「フレッツ 光ネクスト」の提供地域の拡大

（10/1）

・ 「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」及び「フ

レッツ 光ネクスト マンションタイプ ミニ ひかり

配線方式」の提供開始（10/2）

（平成20年）2008年
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2009年

2010年

（平成21年）

（平成22年）

・電報台紙「キティちゃんDENPO」、「ディアダ

ニエルDENPO」等の販売開始（10/20）

・次世代ネットワーク（NGN）対応ビジネスホン

「Netcommunity SYSTEM αNXシリーズ」

の販売開始（10/31）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2008」の

発行（11/12）

・NTT西日本のフレッツ網を活用したSaaSサ

ービスの展開（11/17）

・安心・快適な学習環境の提供に向けたベネ

ッセとの協業（11/19）

・緊急地震速報受信端末「DW－100」の販

売開始（11/21）

・ 「スカパー！光 ホームタイプワイド」の提供エ

リア拡大及び「フレッツ・テレビ」の提供（12/1）

・接続料金改定の認可申請（12/9）

・キャラクター電報「スヌーピー DENPO」の販

売開始 （12/12）

・ 「フレッツ 光ネクスト」に対応した「フレッツ・

セッションプラス」の提供開始（12/18）

・阪急電鉄・阪神電気鉄道における「公衆無

線LANサービス」の提供開始（12/19）

・弔慰用「プリザーブドフラワー DENPO」の販

売開始（12/22）

・NGNを活用したデジタルシネマ普及に向け

たTOHOシネマズ、角川シネプレックスとの

協業（1/20）

・次世代ネットワーク（NGN）接続料金の認可

申請（1/23）

・NTT西日本エリアで法人向け光IP電話サ

ービス契約数が50万チャネルを突破（1/28）

・ 「ユニバーサルサービス料」の変更（2/1）

・ 「ひかりソフトフォン」の提供開始（2/3）

・ユビキタス特区事業「アクティブタグを活用

したユビキタスヘルスケア」プロジェクトの実

証トライアル開始（2/3）

・高音質電話機 ひかりクリアフォン「HＱ－100」

の販売開始（2/18）

・平成21年度接続料金の認可申請（2/19）

・ 「光LINK」シリーズ第一弾、光フォトフレーム

「SPF-86V」の販売開始（3/2）

・ 「フレッツ・v6マイディスク」のサービス提供終

了（3/31）

・ 「ひかり電話オフィスタイプ」等における「グ

ループ通話定額」の提供開始（5/19）

・次世代ネットワーク（NGN）におけるIPv6イン

ターネット接続機能の提供に係る接続約款

変更の認可申請（5/19）

・情報家電分野におけるお客様の利便性向

上にむけたシャープ、シャープエンジニアリン

グとの相互協力体制の構築（5/25）

・ 「フレッツ光」が西日本エリアで500万回線を

突破（5/25）

・ネットワーク通信設備の省電力化に向けた

検証を開始（5/26）

・ 「情報セキュリティセレクト診断サービス」の

提供開始（6/1）

・ 「株式会社NTT西日本ルセント」の設立（7/1）

・ 「光LINK」シリーズ リビングPC「光BOX」の

販売開始（7/16）

・緊急通報装置「SL-10号BOX」の販売開

始（8/20）

・電報台紙『武田双雲「扇」電報』の販売開

始（8/30）

・ 「オフィスネットおまかせサポートサービス」の

提供開始（9/10）

・ 「フレッツ・キャスト」に対応した「回線情報

通知機能」の提供開始（9/16）

・ＱoS対応PLCアダプター「PN-1100HD-S」

の販売開始（10/22）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2009」の

発行（10/28）

・電報台紙「キティちゃんメモリアルボックス」、「キ

ティちゃんメロディDENPO」及び「キャラクタ

ーメロディパック」の販売開始（11/1）

・簡易型緊急通報装置「シルバーホンあんし

んSⅤ」の販売開始（11/12）

・NGN対応シンクライアントを活用した「エコ

オフィス環境トライアル」の開始（12/1）

・電報台紙「パンダ電報」の販売開始（12/1）

・接続料金改定の認可申請（12/9）

・ 「株式会社NTT西日本ルセント」が特例子

会社認定を取得（12/16）

・ 「フレッツ・スクウェア」における「コンテンツ料

金回収代行サービス」の提供終了（12/31）

・次世代ネットワーク（NGN）接続料金改定の

認可申請（1/13）

・電気通信市場の変化に対応した接続ルー

ルの見直しに伴う接続料金等の認可申請

（1/13）

・ 「フレッツ・ソフト配信サービス」の提供開始

（1/18）

・ 「フレッツ・まとめて支払い」の提供開始

（1/18）

・ 「フレッツ・あっと割引」の解約金の見直し

（2/1）

・平成22年度接続料金の認可申請（2/17）

・ 「Bフレッツ ワイヤレスファミリータイプ」の新

規お申し込み受付の終了（2/19）

・業務改善計画等の提出（2/26）

・ドライカッパ接続料金等の補正申請（2/26）

・電報台紙「ペーパーウェイト電報」の販売

開始（3/1）

・イーサネットフレーム伝送機能等の接続料

金の認可申請（3/23）

・ 「ひかり電話オフィスA（エース）」の提供開

始（3/30）
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・電報台紙「キティちゃんDENPO」、「ディアダ

ニエルDENPO」等の販売開始（10/20）

・次世代ネットワーク（NGN）対応ビジネスホン

「Netcommunity SYSTEM αNXシリーズ」

の販売開始（10/31）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2008」の

発行（11/12）

・NTT西日本のフレッツ網を活用したSaaSサ

ービスの展開（11/17）

・安心・快適な学習環境の提供に向けたベネ

ッセとの協業（11/19）

・緊急地震速報受信端末「DW－100」の販

売開始（11/21）

・ 「スカパー！光 ホームタイプワイド」の提供エ

リア拡大及び「フレッツ・テレビ」の提供（12/1）

・接続料金改定の認可申請（12/9）

・キャラクター電報「スヌーピー DENPO」の販

売開始 （12/12）

・ 「フレッツ 光ネクスト」に対応した「フレッツ・

セッションプラス」の提供開始（12/18）

・阪急電鉄・阪神電気鉄道における「公衆無

線LANサービス」の提供開始（12/19）

・弔慰用「プリザーブドフラワー DENPO」の販

売開始（12/22）

・NGNを活用したデジタルシネマ普及に向け

たTOHOシネマズ、角川シネプレックスとの

協業（1/20）

・次世代ネットワーク（NGN）接続料金の認可

申請（1/23）

・NTT西日本エリアで法人向け光IP電話サ

ービス契約数が50万チャネルを突破（1/28）

・ 「ユニバーサルサービス料」の変更（2/1）

・ 「ひかりソフトフォン」の提供開始（2/3）

・ユビキタス特区事業「アクティブタグを活用

したユビキタスヘルスケア」プロジェクトの実

証トライアル開始（2/3）

・高音質電話機 ひかりクリアフォン「HＱ－100」

の販売開始（2/18）

・平成21年度接続料金の認可申請（2/19）

・ 「光LINK」シリーズ第一弾、光フォトフレーム

「SPF-86V」の販売開始（3/2）

・ 「フレッツ・v6マイディスク」のサービス提供終

了（3/31）

・ 「ひかり電話オフィスタイプ」等における「グ

ループ通話定額」の提供開始（5/19）

・次世代ネットワーク（NGN）におけるIPv6イン

ターネット接続機能の提供に係る接続約款

変更の認可申請（5/19）

・情報家電分野におけるお客様の利便性向

上にむけたシャープ、シャープエンジニアリン

グとの相互協力体制の構築（5/25）

・ 「フレッツ光」が西日本エリアで500万回線を

突破（5/25）

・ネットワーク通信設備の省電力化に向けた

検証を開始（5/26）

・ 「情報セキュリティセレクト診断サービス」の

提供開始（6/1）

・ 「株式会社NTT西日本ルセント」の設立（7/1）

・ 「光LINK」シリーズ リビングPC「光BOX」の

販売開始（7/16）

・緊急通報装置「SL-10号BOX」の販売開

始（8/20）

・電報台紙『武田双雲「扇」電報』の販売開

始（8/30）

・ 「オフィスネットおまかせサポートサービス」の

提供開始（9/10）

・ 「フレッツ・キャスト」に対応した「回線情報

通知機能」の提供開始（9/16）

・ＱoS対応PLCアダプター「PN-1100HD-S」

の販売開始（10/22）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2009」の

発行（10/28）

・電報台紙「キティちゃんメモリアルボックス」、「キ

ティちゃんメロディDENPO」及び「キャラクタ

ーメロディパック」の販売開始（11/1）

・簡易型緊急通報装置「シルバーホンあんし

んSⅤ」の販売開始（11/12）

・NGN対応シンクライアントを活用した「エコ

オフィス環境トライアル」の開始（12/1）

・電報台紙「パンダ電報」の販売開始（12/1）

・接続料金改定の認可申請（12/9）

・ 「株式会社NTT西日本ルセント」が特例子

会社認定を取得（12/16）

・ 「フレッツ・スクウェア」における「コンテンツ料

金回収代行サービス」の提供終了（12/31）

・次世代ネットワーク（NGN）接続料金改定の

認可申請（1/13）

・電気通信市場の変化に対応した接続ルー

ルの見直しに伴う接続料金等の認可申請

（1/13）

・ 「フレッツ・ソフト配信サービス」の提供開始

（1/18）

・ 「フレッツ・まとめて支払い」の提供開始

（1/18）

・ 「フレッツ・あっと割引」の解約金の見直し

（2/1）

・平成22年度接続料金の認可申請（2/17）

・ 「Bフレッツ ワイヤレスファミリータイプ」の新

規お申し込み受付の終了（2/19）

・業務改善計画等の提出（2/26）

・ドライカッパ接続料金等の補正申請（2/26）

・電報台紙「ペーパーウェイト電報」の販売

開始（3/1）

・イーサネットフレーム伝送機能等の接続料

金の認可申請（3/23）

・ 「ひかり電話オフィスA（エース）」の提供開

始（3/30）

2011年（平成23年）

・ 「ひかり電話オフィスA（エース）」対応アダ

プタの販売開始（3/30）

・ 「Lモード」のサービス終了（3/31）

・ 「APナビ」、「ナビアクセス」のサービス提供

終了（3/31）

・ 「情報セキュリティ推進部」の設置（4/1）

・ 「NTTグループ省エネ性能ガイドライン」の

導入（5/1）

・ 「フレッツ・テレビ 建物一括契約プラン」の提

供開始（5/10）

・ 「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタ

イプ」、「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイス

ピードタイプ」、「フレッツ 光ネクスト ファミリー・

エクスプレスタイプ」、「フレッツ 光ネクスト マ

ンション・エクスプレスタイプ」の提供開始

（5/20）

・ 「セキュリティ機能ライセンス・プラス」の値下

げ（6/1）

・帯域確保型データ通信サービス「データコ

ネクト」の提供開始（6/1）

・ 「ひかり電話ナンバーゲート」の提供開始

（6/1）

・ 「データコネクト」対応機器の販売開始

（6/1）

・ 「フレッツ・VPN ワイド」における新たなプラン

の追加（6/29）

・光ブロードバンドサービス「フレッツ光」600

万回線を突破（7/20）

・ＱoS対応光LINK「ワイヤレスアダプタWA- 

1100-S/WA-1100」の販売開始（7/20）

・オムロン、NTT西日本とNTT東日本との協業

による「法人向け環境ソリューション」の提

供開始（8/4）

・ 「フレッツ 光ネクスト」における複数のパソコ

ンのセキュリティーを一括管理できる「セキ

ュリティ対策 管理ツール」の提供開始

（9/1）

・高速ワイヤレスブロードバンドルーター「光

LINKルータW200」の販売開始（9/29）

・「Bフレッツ ファミリータイプ」のサービス提供

の終了（9/30）

・クラウド対応デバイスサーバー「N- 

TRANSFER」の販売開始（10/1）

・ 「AＱUOSネットチューナー for光LINK」の

販売開始（10/1）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2010」の

発行（10/22）

・兵庫県篠山市における「歩行支援システム」

の実証実験（10/22）

・PSTNのマイグレーションに関する概括的展

望を公表（11/2）

・ 「家まるごとデジタル化（家デジ）」構想発表

（11/9）

・ 「ホームネットおまかせサポートサービス

（仮称）」の提供に向けたフィールドトライアル

の実施（11/15）

・NTTオリジナルデザイン初の3D台紙「くまの

プーさん3Dメロディ」等の販売開始（12/1）

・電報台紙『干支DENPO「うさ太郎がご挨

拶」』の販売開始（12/1）

・電柱添架申請のWeb受付開始（12/1）

・モバイルWi-Fiルーター「光ポータブル」のレ

ンタル提供開始（12/21）

・ 「福岡県北九州市におけるICTの技術仕様

の検証のための地域実証」の実験開始

（1/14）

・ 「リモートサポートサービス」が100万契約を

突破（1/18）

・接続料金改定の認可申請（1/21）

・加入者光ファイバー接続料の認可申請

（1/21）

・ 「ANGEL LINE」サービスの提供終了（1/31）

・ 「セットアップサービス」の提供開始（2/1）

・ 「ユニバーサルサービス料」の変更（1番号

あたり8円（税抜）から7円（税抜）へ）（2/1）

・イオン、シャープ等との暮しサポートサービス

の実現に向けた協業プロジェクトの開始

（2/15）

・IPテレビ電話端末「ひかりフレッツフォン 

VP3000」の販売開始（2/16）

・平成23年度 接続料金の認可申請（2/17）

・電報台紙「スティッチ（ステーショナリー）」の

販売開始（3/1）

・平成23年度事業計画の認可申請（3/1）

・NTT西日本、NTT東日本とヤマハとの協業

による遠隔地間を繋ぐ演奏環境ソリューシ

ョンの提供開始（3/4）

・デジタルフルカラー複合機「OFISTAR 

S800C」及び「OFISTAR X800C」の販売開

始（3/7）

・「Bizひかりクラウド」の提供開始（3/9）

・東日本大震災発生（3/11）

 （被災地の通信被害の復旧支援のため

NTT西日本グループ社員等、延べ約2,000

名を派遣　3/12～4/30）

・ 「学校向け特別料金」のメニュー拡充（「フ

レッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」、「フレッツ 

光ネクスト ファミリー・エクスプレスタイプ」、「ビ

ジネスイーサ タイプ1」、「ビジネスイーサ タイ

プ2」、「ビジネスイーサ ワイド」）（4/1）

・ 「Bizひかりクラウド」BCP対応の新サービス

メニューの提供開始（5/17）

・次世代ネットワークを利用したエンド－エン

ド通信に関する活用業務の認可申請（5/26）

・オムロンとの合弁会社「株式会社NTTスマ

イルエナジー」を設立（6/1）
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2012年（平成24年）

・ 「フレッツ 光ネクスト」におけるIPv6アドレス

によるインターネット（IPv6 PPPoE）接続の提

供開始（6/1）

・各種ICTソリューションの活用で新たなワー

クスタイルをご提案する「NTT西日本 モデル

オフィス」のオープン（6/1）

・ 「シルバーホン ふれあいSII」の提供開始

（6/10）

・本社組織の見直し（戦略プロジェクト推進本

部の廃止）（6/17）

・中小規模事業所向けフルカラー複合機

「OFISTAR T600C」の販売開始（6/17）

・企業向けVPNサービス「フレッツ・VPN ゲー

ト」における新たな付加機能等の提供開始

（6/27）

・デジタルフォトフレーム型電話アダプター

「Photoplus」の販売開始（6/30）

・オフィスの通信環境を変えるIP－PBX「Net- 

community SYSTEM EP 73（I）typeS」の

販売開始（7/8）

・ 「フレッツ 光ネクスト」におけるIPv6アドレス

によるインターネット（IPv6 IPoE）接続への

対応及び「フレッツ・v6オプション」の提供開

始（7/21）

・オークワとの協業による「テレビdeネットスー

パー」の提供開始（7/30）

・東日本大震災復興支援のための慶祝用電

報台紙「応援花」の販売開始（8/1）

・ 「フレッツ・ジョイント」の提供開始（8/2）

・ 「Bフレッツワイヤレスタイプ」の新規お申し

込み受付の終了（8/31）

・ 「Bizひかりクラウド」遠隔健康相談の提供

開始（9/1）

・新たなキャラクターパック「キティちゃん

DENPO&チャーミーキティ」等の販売開始

（9/1）

・紙メディアと電子メディアをつなげる技術

「Kappan」を活用した学習支援環境の実現

に向けたフィールドトライアルの実施（9/25）

・高齢者に優しいユニバーサルデザインの電

話機「ハウディ 優V」及び福祉用電話機「シ

ルバーホン・ひびきSⅢ」の提供開始（10/7）

・中規模事業所様向け Biz Boxルーター「N800」

の販売開始（10/12）

・小中学校向けクラウド型校務支援サービス

の提供開始（10/13）

・多様な情報端末から利用できるクラウド型グ

ループウェアの提供開始（10/13）

・新たな慶祝用電報台紙「熊野化粧筆

DENPO（竹宝堂）」の販売開始（10/15）

・ 「ひかりソフトフォン」の「ひかり電話オフィス

タイプ」及び「ひかり電話オフィスA（エース）」

への対応開始（10/17）

・ 「ネーム・ディスプレイ」サービスの新規お申

し込み受付の終了（10/31）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2011」の

発行（11/7）

・ 「フレッツ光」が西日本エリアで700万回線を

突破（11/14）

・ 「NTT西日本グループ環境報告書2011」の

公開（11/30）

・耳や言葉の不自由な方が、外出先で電話をご

利用いただく際のコミュニケーションツール

「電話お願い手帳」平成24年版の発行（11/30）

・新たな慶祝用電報台紙『干支DENPO「辰

のタっちゃんがご挨拶」』の販売開始（12/1）

・スカパーJSAT株式会社へのマルチデバイス

対応ビデオ・オン・デマンドのプライベート型

クラウドサービスの導入（12/1）

・「ダイヤルＱ2」サービスの新規お申し込み受

付の終了（12/15）

・ 「ユニバーサルサービス料」の変更（1番号

当たり7円（税抜）から5円（税抜）へ）（1/1）

・二段階定額サービス「フレッツ 光ライト」の

提供開始（1/13）

・新たな電報台紙 アートフラワー DENPO

（ピンク・ホワイト）及び弔慰用電報台紙「プ

リザーブドフラワー DENPO 想花」の販売

開始（1/15）

・アライドテレシスとオフィスのネットワーク機器

のサポートサービスで連携（1/17）

・接続料金改定の認可申請（1/17）

・研究開発成果の実検証フィールド“Innova- 

tion LAB”の運用開始（1/18）

・公衆無線LANサービス「フレッツ・スポット」

の値下げ及び期間限定割引の実施等

（2/1）

・新たな慶祝用電報台紙「プリザーブドフラワ

ー DENPO フラワーチェスト」の販売開始

（2/1）

・中小規模事業所様向けギガビット対応

HUB「BizBox HUB」の販売開始（2/3）

・ 「ICTの利活用による地域活性化等に関す

る包括連携協定」の締結（2/14）

・長期増分費用方式による接続料金の認可

申請（2/16）

・進化した省エネ性能とパワフルな生産性を

備えたハイエンドカラー複合機「OFISTAR 

X900C」の販売開始（2/23）

・ 「ネーム・ディスプレイ」サービスのサービス

提供の終了（2/28）

・ひかり電話対応機器に接続できるモバイル

充電バッテリー「光モバイルバッテリー」の

販売開始（2/29）

・平成24年度事業計画の認可申請（3/1）

・ご家庭内の配線をまとめて整理するサービ

ス「配線じょーず」の提供開始（3/5）
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・ 「フレッツ 光ネクスト」におけるIPv6アドレス

によるインターネット（IPv6 PPPoE）接続の提

供開始（6/1）

・各種ICTソリューションの活用で新たなワー

クスタイルをご提案する「NTT西日本 モデル

オフィス」のオープン（6/1）

・ 「シルバーホン ふれあいSII」の提供開始

（6/10）

・本社組織の見直し（戦略プロジェクト推進本

部の廃止）（6/17）

・中小規模事業所向けフルカラー複合機

「OFISTAR T600C」の販売開始（6/17）

・企業向けVPNサービス「フレッツ・VPN ゲー

ト」における新たな付加機能等の提供開始

（6/27）

・デジタルフォトフレーム型電話アダプター

「Photoplus」の販売開始（6/30）

・オフィスの通信環境を変えるIP－PBX「Net- 

community SYSTEM EP 73（I）typeS」の

販売開始（7/8）

・ 「フレッツ 光ネクスト」におけるIPv6アドレス

によるインターネット（IPv6 IPoE）接続への

対応及び「フレッツ・v6オプション」の提供開

始（7/21）

・オークワとの協業による「テレビdeネットスー

パー」の提供開始（7/30）

・東日本大震災復興支援のための慶祝用電

報台紙「応援花」の販売開始（8/1）

・ 「フレッツ・ジョイント」の提供開始（8/2）

・ 「Bフレッツワイヤレスタイプ」の新規お申し

込み受付の終了（8/31）

・ 「Bizひかりクラウド」遠隔健康相談の提供

開始（9/1）

・新たなキャラクターパック「キティちゃん

DENPO&チャーミーキティ」等の販売開始

（9/1）

・紙メディアと電子メディアをつなげる技術

「Kappan」を活用した学習支援環境の実現

に向けたフィールドトライアルの実施（9/25）

・高齢者に優しいユニバーサルデザインの電

話機「ハウディ 優V」及び福祉用電話機「シ

ルバーホン・ひびきSⅢ」の提供開始（10/7）

・中規模事業所様向け Biz Boxルーター「N800」

の販売開始（10/12）

・小中学校向けクラウド型校務支援サービス

の提供開始（10/13）

・多様な情報端末から利用できるクラウド型グ

ループウェアの提供開始（10/13）

・新たな慶祝用電報台紙「熊野化粧筆

DENPO（竹宝堂）」の販売開始（10/15）

・ 「ひかりソフトフォン」の「ひかり電話オフィス

タイプ」及び「ひかり電話オフィスA（エース）」

への対応開始（10/17）

・ 「ネーム・ディスプレイ」サービスの新規お申

し込み受付の終了（10/31）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2011」の

発行（11/7）

・ 「フレッツ光」が西日本エリアで700万回線を

突破（11/14）

・ 「NTT西日本グループ環境報告書2011」の

公開（11/30）

・耳や言葉の不自由な方が、外出先で電話をご

利用いただく際のコミュニケーションツール

「電話お願い手帳」平成24年版の発行（11/30）

・新たな慶祝用電報台紙『干支DENPO「辰

のタっちゃんがご挨拶」』の販売開始（12/1）

・スカパーJSAT株式会社へのマルチデバイス

対応ビデオ・オン・デマンドのプライベート型

クラウドサービスの導入（12/1）

・「ダイヤルＱ2」サービスの新規お申し込み受

付の終了（12/15）

・ 「ユニバーサルサービス料」の変更（1番号

当たり7円（税抜）から5円（税抜）へ）（1/1）

・二段階定額サービス「フレッツ 光ライト」の

提供開始（1/13）

・新たな電報台紙 アートフラワー DENPO

（ピンク・ホワイト）及び弔慰用電報台紙「プ

リザーブドフラワー DENPO 想花」の販売

開始（1/15）

・アライドテレシスとオフィスのネットワーク機器

のサポートサービスで連携（1/17）

・接続料金改定の認可申請（1/17）

・研究開発成果の実検証フィールド“Innova- 

tion LAB”の運用開始（1/18）

・公衆無線LANサービス「フレッツ・スポット」

の値下げ及び期間限定割引の実施等

（2/1）

・新たな慶祝用電報台紙「プリザーブドフラワ

ー DENPO フラワーチェスト」の販売開始

（2/1）

・中小規模事業所様向けギガビット対応

HUB「BizBox HUB」の販売開始（2/3）

・ 「ICTの利活用による地域活性化等に関す

る包括連携協定」の締結（2/14）

・長期増分費用方式による接続料金の認可

申請（2/16）

・進化した省エネ性能とパワフルな生産性を

備えたハイエンドカラー複合機「OFISTAR 

X900C」の販売開始（2/23）

・ 「ネーム・ディスプレイ」サービスのサービス

提供の終了（2/28）

・ひかり電話対応機器に接続できるモバイル

充電バッテリー「光モバイルバッテリー」の

販売開始（2/29）

・平成24年度事業計画の認可申請（3/1）

・ご家庭内の配線をまとめて整理するサービ

ス「配線じょーず」の提供開始（3/5）

・フレッツにつながる情報通信端末の延長補

償サービス「ひかり機器保証」の提供開始

（3/5）

・ 「A touch Ru＊Run」サービスの開始（3/12）

・新たな慶祝用電報台紙「牛革 ビジネスステ

ーショナリーセット by HAMANO」の販売開

始（3/22）

・光LINK「光BOX+」の販売開始（3/22）

・次世代ネットワーク（NGN）サービス「フレ

ッツ 光ネクスト」の提供エリア拡大に伴う

一部フレッツサービス等の新規お申し込み

受付の終了（3/31）

・新たな慶祝用電報台紙「ドラえもん（ハッピ

&ボイス）」の販売開始（4/1）

・タブレット端末「ARROWS Tab Wi-Fi」の販

売開始（4/10）

・横河医療ソリューションズ、NTT西日本、

NTTスマートコネクトの協業による医療機

関向けクラウドサービスの提供（4/13）

・ 「セキュリティ対策ツール」のAndroid端末

（Android OS）への対応（4/20）

・パソコン画面を遠隔のテレビ画面に映して

楽しめるインターネット環境の提供とサポート

の拡充（4/23）

・セキュアなテレワーク環境でBCPをサポート

するクラウド型リモートアクセスサービスと

Web会議サービスの提供開始（5/1）

・新たな慶祝用電報台紙 「フォトスタンド

DENPO（おし花）」の販売開始（5/1）

・リモートサポートサービス、オフィスネットおま

かせサポートサービスのリモートサポート対

象OS拡充（5/7）

・大学におけるインタラクティブな教育・学習支

援を実現するクラウド型教育支援サービス

の提供開始（5/8）

・Webアプリケーションやプラットフォームの脆

弱性検査を行い、診断結果と改善方法を

提供する「Webアプリケーション診断」「プラ

ットフォーム診断」の提供開始（5/8）

・多彩な機能をデスクサイドで手軽に利用で

きる卓上型A4カラー複合機「OFISTAR 

P300C」の販売開始（5/11）

・スクウェア・エニックス、任天堂とNTT西日本、

NTT東日本の協業による「ドラゴンクエストX」、

「Wii」、「フレッツ光」の販売拡大及び接続

推進に向けた連携（5/15）

・新たな慶祝用電報台紙「スティッチ（パペット）」

の販売開始（5/20）

・新たな弔慰用電報台紙「プリザーブドフラワ

ーDENPO華霞」の販売開始（5/22）

・クラウド型重要文書電子保管サービスの提

供開始（6/1）

・料金回収代行サービス「フレッツ・まとめて支

払い」の提供範囲拡大及び提供料金改定

（6/5）

・Wi-Fi機器やパソコン周辺機器等「情報通

信関連商品」の販売開始（6/6）

・加入者光ファイバー接続料（エントリーメ

ニュー）の認可申請（6/19）

・新たな慶祝用電報台紙「名画電報 睡蓮 

緑のハーモニー」の販売開始（6/20）

・協賛10周年 宝塚歌劇 宙組公演スペース・ファ

ンタジー「銀河英雄伝説＠TAKARAZUKA」

への協賛（6/20）

・高スループットのVPN環境を手軽に構築可

能な「BizBox VPN装置 FV-1000」の販売

開始（6/22）

・ 「ひかり電話」を利用した映像コミュニケー

ションサービスの利用促進に向けた通信料

金着信者払いサービス「フリーアクセス ネク

スト」の提供（6/28）

・公衆電話設置場所の公開（6/29）

・ひかり電話を用いた高品質なテレビ電話の

定額サービス「テレビ電話チョイス定額」

の提供開始（7/1）

・ 「ユニバーサルサービス料」の変更（7/1）

・株式会社NTT西日本‐ホームテクノ各社の

統合（7/1）

・“フレッツで節電”クラウド型電力“見える

化”サービス「フレッツ・エコめがね」の提供

開始（7/17）

・公衆無線LANサービス「フレッツ・スポット

（Web認証方式）」のアクセスポイント拡大

（8/1）

・「光BOX+」での「ひかりTV」アプリの提供

開始（8/1）

・ICTを活用した牛放牧における遠隔地管理

システムの実証実験に向けた共同研究契

約の締結（8/7）

・ 「Bフレッツ ワイヤレスタイプ」のサービス

提供の終了（8/31）

・ 「フレッツ 光ライト　マンションタイプ」の

月額利用料を値下げ（9/1）

・「スマホ de ひかり電話」の対応アプリケー

ションの追加（9/1）

・店舗向けWi-Fiサービス「DoSPOT」の提供

開始及び「DoSPOT」とのローミングによる

公衆無線LANサービス「フレッツ・スポット

（Web認証方式）」のアクセスポイント拡大

（9/20）

・ 「Photoplus」を活用した、外国人観光客向け

電話通訳サービス共同トライアルの実施

（9/20）

・次世代ネットワーク（NGN）におけるIPoE接

続事業者数の拡大に係る接続約款変更の

認可申請（9/26）

・ 「フレッツ 光ネクスト　スーパーハイスピー

ドタイプ 隼」の提供開始（10/1）
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・ 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ（ひ

かり配線方式）」の月額利用料を値下げ

（10/1）

・ 「コミュニティー割引」の提供開始（10/1）

・ 「フレッツ光」月額利用料の内訳一本化

（10/1）

・ヒューマンアカデミーとNTT西日本の協業

を開始（10/1）

・新たなキャラクターパック「キティちゃん

DENPO＆リボンポーチ」等の販売開始

（10/5）

・モバイル会員向けO2Oサービス 「SMART 

STACIA」の提供開始及びO2Oマーケティ

ングに関する共同トライアルの実施（10/6）

・シニア向けライフサポートサービスの提供

開始（10/10）

・ 「光BOX+」の新たなアプリケーションの提

供開始（10/15）

・耐水・耐湿紙「エコクリスタル」対応フル

カラー複合機 「OFISTAR T900C」の販売開

始（10/19）

・ 「光BOX+」での「幽玄の間」アプリの提供

開始（10/27）

・モノクロ複合機 「OFISTAR T700」の販売

開始（10/31）

・光BOX+を活用した「京都府ch」の提供開

始（11/2）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2012」の

発行（11/15）

・フレッツ光を利用した新しい音楽スタイル

を実現する「ひかりDUETTO NY1」の販売

開始（11/21）

・耳や言葉の不自由な方が、外出先で電話を

ご利用いただく際のコミュニケーションツ

ール「電話お願い手帳」平成25年版の発行

（11/26）

・香川県小豆郡小豆島町の「オリーブヘルス

ケアシステム事業」へのクラウド型健康相

談サービスの導入（11/27）

・新たな長期継続利用型割引サービス「光も

っと2割（光もっともっと割）」の提供開始

（12/1）

・「フレッツ 光ライト　マンションタイプ」に

おける 「フレッツ・あっと割引」適用時の上

限料金の更なる割引開始（12/1）

・4社協業による新教育サービス「シラベテ

（SirBeT）」の提供開始（12/1）

・新たな慶祝用電報台紙『干支DENPO「へ

びのにょろ助がご挨拶」』の販売開始（12/1）

・ 「光BOX+」のコミック閲覧アプリ提供の開

始（12/3）

・ 「リモートサポートサービス」におけるリモ

ートサポート対象端末拡大（12/6）

・新たな慶祝用電報台紙ギ・ラロッシュ オム

「牛革カードケース」の販売開始（12/7）

・仮想専用サーバー「スマートコネクト VPS」

の提供開始（12/11）

・ 「フレッツ・エコめがね」の機能追加と各種

割引の実施（12/14）

・天満屋ストアとNTT西日本の協業によるネ

ットスーパーの提供開始（12/18）

・空間共有コミュニケーションを実現する「光

だんらんTV」の提供開始（12/20）

・光BOX+にて「美空ひばり★石原裕次郎 ～

昭和2大スター傑作選～」提供開始（12/26）

・ 「NTT西日本グループ環境報告書2012」の

公開（1/7）

・本社組織名称の一部変更（1/16）

・接続料金改定の認可申請（1/16）

・ビジネス複合機やビジネスフォンと連動で

きるオンラインストレージサービスの提供

開始（1/29）

・新たな集合住宅向けサービス「フレッツ 光

WiFiアクセス」の提供開始（1/31）

・直感操作で多彩に操り業務をサポートできる

「OFISTAR S3600C/S2600C」の販 売開始

（2/4）

・長期増分費用方式による接続料金の認可

申請（2/5）

・コンパクトで使いやすい オフィスのセンタ

ーマシンへ「OFISTAR T2500C」の販売開

始（2/8）

・コンパクトで使いやすい オフィスのセンタ

ーマシンへ「OFISTAR T3500C」の販売開

始（2/15）

・“スマートひかりタウン熊本”における「家庭

内エネルギー見える化と家電制御」モデル

事業の実施（2/23）

・“スマートひかりタウン熊本”における高齢

者向け健康づくり、見守り・生活支援トライ

アルの共同実施（2/25）

・ 「オフトーク通信サービス」の第2種契約の

新規お申し込み受付の終了（2/28）

・公衆無線LANサービス「フレッツ・スポット」

の新メニュー「2週間限定メニュー」の提供

開始（2/28）

・環境性能と快適な操作性を追求したフルカ

ラー複合機 「OFISTAR X4500C/X3500C/ 

X2500C」の販売開始（2/28）

・事業所向けIP電話サービス「ひかり電話オ

フィスA（エース）」のサービス拡充（7,000番

号対応）（2/28）

・ 「Bフレッツ マンションタイプ」における光

IP電話サービス「ひかり電話」の新規お申

し込み受付の終了（2/28）

・「ネーム・ディスプレイ」サービスのサービス

提供の終了（2/28）
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2013年（平成25年）

・ 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ（ひ

かり配線方式）」の月額利用料を値下げ

（10/1）

・ 「コミュニティー割引」の提供開始（10/1）

・ 「フレッツ光」月額利用料の内訳一本化

（10/1）

・ヒューマンアカデミーとNTT西日本の協業

を開始（10/1）

・新たなキャラクターパック「キティちゃん

DENPO＆リボンポーチ」等の販売開始

（10/5）

・モバイル会員向けO2Oサービス 「SMART 

STACIA」の提供開始及びO2Oマーケティ

ングに関する共同トライアルの実施（10/6）

・シニア向けライフサポートサービスの提供

開始（10/10）

・ 「光BOX+」の新たなアプリケーションの提

供開始（10/15）

・耐水・耐湿紙「エコクリスタル」対応フル

カラー複合機 「OFISTAR T900C」の販売開

始（10/19）

・ 「光BOX+」での「幽玄の間」アプリの提供

開始（10/27）

・モノクロ複合機 「OFISTAR T700」の販売

開始（10/31）

・光BOX+を活用した「京都府ch」の提供開

始（11/2）

・ 「NTT西日本グループCSR報告書2012」の

発行（11/15）

・フレッツ光を利用した新しい音楽スタイル

を実現する「ひかりDUETTO NY1」の販売

開始（11/21）

・耳や言葉の不自由な方が、外出先で電話を

ご利用いただく際のコミュニケーションツ

ール「電話お願い手帳」平成25年版の発行

（11/26）

・香川県小豆郡小豆島町の「オリーブヘルス

ケアシステム事業」へのクラウド型健康相

談サービスの導入（11/27）

・新たな長期継続利用型割引サービス「光も

っと2割（光もっともっと割）」の提供開始

（12/1）

・「フレッツ 光ライト　マンションタイプ」に

おける 「フレッツ・あっと割引」適用時の上

限料金の更なる割引開始（12/1）

・4社協業による新教育サービス「シラベテ

（SirBeT）」の提供開始（12/1）

・新たな慶祝用電報台紙『干支DENPO「へ

びのにょろ助がご挨拶」』の販売開始（12/1）

・ 「光BOX+」のコミック閲覧アプリ提供の開

始（12/3）

・ 「リモートサポートサービス」におけるリモ

ートサポート対象端末拡大（12/6）

・新たな慶祝用電報台紙ギ・ラロッシュ オム

「牛革カードケース」の販売開始（12/7）

・仮想専用サーバー「スマートコネクト VPS」

の提供開始（12/11）

・ 「フレッツ・エコめがね」の機能追加と各種

割引の実施（12/14）

・天満屋ストアとNTT西日本の協業によるネ

ットスーパーの提供開始（12/18）

・空間共有コミュニケーションを実現する「光

だんらんTV」の提供開始（12/20）

・光BOX+にて「美空ひばり★石原裕次郎 ～

昭和2大スター傑作選～」提供開始（12/26）

・ 「NTT西日本グループ環境報告書2012」の

公開（1/7）

・本社組織名称の一部変更（1/16）

・接続料金改定の認可申請（1/16）

・ビジネス複合機やビジネスフォンと連動で

きるオンラインストレージサービスの提供

開始（1/29）

・新たな集合住宅向けサービス「フレッツ 光

WiFiアクセス」の提供開始（1/31）

・直感操作で多彩に操り業務をサポートできる

「OFISTAR S3600C/S2600C」の販 売開始

（2/4）

・長期増分費用方式による接続料金の認可

申請（2/5）

・コンパクトで使いやすい オフィスのセンタ

ーマシンへ「OFISTAR T2500C」の販売開

始（2/8）

・コンパクトで使いやすい オフィスのセンタ

ーマシンへ「OFISTAR T3500C」の販売開

始（2/15）

・“スマートひかりタウン熊本”における「家庭

内エネルギー見える化と家電制御」モデル

事業の実施（2/23）

・“スマートひかりタウン熊本”における高齢

者向け健康づくり、見守り・生活支援トライ

アルの共同実施（2/25）

・ 「オフトーク通信サービス」の第2種契約の

新規お申し込み受付の終了（2/28）

・公衆無線LANサービス「フレッツ・スポット」

の新メニュー「2週間限定メニュー」の提供

開始（2/28）

・環境性能と快適な操作性を追求したフルカ

ラー複合機 「OFISTAR X4500C/X3500C/ 

X2500C」の販売開始（2/28）

・事業所向けIP電話サービス「ひかり電話オ

フィスA（エース）」のサービス拡充（7,000番

号対応）（2/28）

・ 「Bフレッツ マンションタイプ」における光

IP電話サービス「ひかり電話」の新規お申

し込み受付の終了（2/28）

・「ネーム・ディスプレイ」サービスのサービス

提供の終了（2/28）

・新たな慶祝用電報台紙「近沢レース店 晴

雨兼用折傘DENPO」の販売開始（3/1）

・NTT西日本通信ビルのシェアハウスへのリ

ノベーション（3/1）

・新型ホームファクス、デジタルコードレスホ

ン及び、カラーカメラドアホンの販売開始

（3/1）

・平成25年度事業計画の認可申請（3/1）

・事業所向けIP電話サービス「ひかり電話オ

フィスA（エース）」のサービス拡充（ビジネ

スイーサワイド接続、300チャネル対応）

（3/29）

・4社協業による新教育サービス「テレビドラ

ゼミ」の提供開始（4/1）

・公衆電話の接続料金の補正申請（4/2）

・「ビジネスイーサ ワイド」におけるバースト

プランの提供開始（4/3）

・NTT西日本垂水別館において水耕農園「み

えーるエコ畑」を開園（4/6）

・九州発アイドルグループ「LinQ」とNTT西

日本のアライアンス開始（4/15）

・ 「フレッツ・ジョイント」を活用した「v6プラ

ス」の提供開始（4/18）

・マネージドタイプの仮想専用サーバー「ス

マートコネクト マネージドサーバ」の提供

開始（4/24）

・店舗向けBGM配信サービス「DoMUSIC」

の提供開始（4/25）

・新たな慶祝用電報台紙七宝電報「レター

オープナー」の販売開始（4/28）

・事業所向けIP電話サービス「ひかり電話ビ

ジネスタイプ」の新規お申し込み受付の終

了（4/30）

・フレッツ光「Web割引」の新規お申し込み受

付の終了（4/30）

・“スマートひかりタウン熊本”における「住民

参加型ハザードマップ作成サービス」のフ

ィールドトライアルの実施（5/1）

・「Web光もっと2割（Web光もっともっと割）」

の提供開始（5/1）

・テレビ電話機能ライセンス・プラス新規お申

し込み受付の終了（5/18）

・中堅・中小事業所向けビジネスフォン

「Netcommunity SYSTEM αNXⅡシリーズ」

の販売開始（5/27）

・新たな弔慰用電報台紙「正絹ちりめん 金封

ふくさ電報」の販売開始（5/31）

・平成24年度電気通信役務契約等状況報告

（5/31）

・新たな弔慰用電報台紙　線香電報「紫薫」

「古響」の販売開始（6/7）

・4K映像のインターネット配信トライアル実

施（6/12）

・ 「フレッツ・エコめがね おまかせスタートパ

ック（補助金対象）」の提供開始（6/13）

・次世代STB「光BOX+」の提供開始（6/25）

・屋外向けWi-Fiサービス「DoSPOT STREET」

の提供開始及び「DoSPOT STREET」へのロ

ーミングによる公衆無線LANサービス「フレ

ッツ・スポット（Web認証方式）」のアクセスポ

イント拡大（6/28）

・平成24年度電気通信役務通信量等状況報

告（6/28）

・指定電気通信役務損益明細表等の提出

（6/28）

・「Bフレッツ マンションタイプ」における一

部サービスの新規お申し込み受付の終了、

ならびに「Bフレッツ マンションタイプ」、「フ

レッツ・光プレミアム マンションタイプ」に

おける集合住宅毎の新規お申し込み受付

の終了（6/30）

・「テレビ電話チョイス定額」のスペック拡大

（7/1）

・「フレッツあんしんパック」の提供開始（7/1）

・フルカラー複合機「OFISTAR X2000C」の

販売開始（7/5）

・「光BOX+」での「スカパー !オンデマンド」

アプリの提供開始（8/1）

・「セキュリティ機能見張り番」の提供開始

（8/1）

・モバイルルーター「光ポータブルLTE」のレ

ンタル提供開始及び「フレッツ光モバイル

パック」へのLTE対応プランの追加（8/1）

・「フレッツ光」割引サービス「どーんと割」の

提供開始（8/1）

・スマートフォン向けアプリ「くまロケ」の提

供開始（8/1）

・宝塚歌劇　雪組公演ミュージカル「Shall 

we ダンス？」及びショー・ビッグモニュメン

ト「CONGRATULATIONS 宝塚!!」への協

賛（8/7）

・シニア向けライフサポートサービスの追加

メニューの提供開始（8/20）

・空間共有コミュニケーションを実現する「光

だんらんTV」の機能拡充（8/29）

・天気予報サービス「177」における気象庁「特

別警報」のガイダンスの開始（8/30）

・「フレッツ 光ライト」におけるIPv6インター

ネット（PPPoE方式、IPoE方式）接続機能の

提供開始、課金方法等の変更（9/1）

・モノクロ複合機「OFISTAR M1800」の販売

開始（9/6）

・「光BOX+」を活用した「BEATCHILD」関連

コンテンツの提供開始（9/19）

・中小規模事業所ユーザー向けサポートサー

ビス「オフィスネットおまかせサポートサー

ビス」における「Windows XPデータ移行お

まかせプラン」の追加（9/20）
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2014年（平成26年）

・IP-PBX「Netcommunity SYSTEM EP74／

EP83」の販売開始（9/30）

・弔慰用電報台紙プリザーブドフラワー

DENPO「ホワイトメモリアル」の販売開始

（10/1）

・スマートフォン向けアプリ「くまロケ」のiOS

版の提供開始（10/1）

・「F鈴鹿太陽光発電所」の建設（10/7）

・メディアIP電話機及びDECTコードレス電

話機の販売開始（10/23）

・地域防災ハザードマップの提供開始（11/1）

・ “街の店舗向け決済サービス”「フレッツ・ス

マートペイ」の提供開始（11/1）

・フレッツ光×Wi-Fiにおける家庭内Wi-Fi

サービス100万契約突破（11/1）

・慶祝用電報台紙「イルムス フォトフレーム・

DENPO」の販売開始（11/4）

・慶祝用電報台紙「ミッキーマウス DENPO

（ブーケ）」等の販売開始（11/4）

・中規模事業所ユーザー向け Biz Box UTM

「SSB10」／「SSB30」の販売開始（11/4）

・「台風30号」によるフィリピン被災者への災

害募金番組に係るダイヤルＱ2番組の手数

料無料化（11/20）

・中高校生軽音楽部の甲子園 「We are 

Sneaker Ages」アプリを「光BOX+」にて提

供開始（11/22）

・「光BOX+」を活用した、「LinＱ公認アプリ」

の提供開始（11/23）

・法人向け光IP電話サービス契約数が150万

チャネルを突破（11/23）

・ “スマートひかりタウン熊本”における高齢

者向け介護予防トライアルの共同実施

（11/26）

・フルカラー複合機「OFISTAR T2000C」の

販売開始（11/26）

・弔慰用電報台紙刺しゅう電報「百合苑」の

販売開始（12/1）

・慶祝用電報台紙「干支DENPO『うまの助が

ご挨拶』」の販売開始（12/1）

・「光BOX+」での「ニコニコ～動画・生放送～」

アプリケーション提供開始（12/2）

・事業所向けIP電話サービス「ひかり電話オ

フィスA（エース）」のオプションサービス「グ

ループダイヤリング」、「コールセレクト」の

提供開始（12/18）

・アイコム株式会社、株式会社ageet及びNTT

西日本の協業（12/20）

・フルカラー複合機「OFISTAR T4500C」の

販売開始（12/26）

・「フレッツ光」割引サービス「どーんとライト

割」の提供開始（1/1）

・ “街の店舗向け決済サービス”「フレッツ・ス

マートペイ」におけるスマートフォンタイプ

の追加提供（1/10）

・接続料金改定の認可申請（1/21）

・加入者光ファイバー接続料の認可申請

（1/21）

・コンパクトファクス「NTTFAX L-310」の販

売開始（1/24）

・テレビで絵本読み聞かせ「森のえほん館」

アプリを「光BOX+」にて提供開始（1/24）

・消費税率の変更に伴う各種電気通信サー

ビス契約約款の一部改正に伴う認可申請

（1/24）

・「フレッツ光」割引サービス「どーんと学割」

の提供開始（2/1）

・慶祝用電報台紙プリザーブドフラワー

DENPO「ローズアレンジフレーム」の販売

開始（2/1）

・長期増分費用方式による接続料金の認可

申請（2/3）

・感熱紙コンパクトファクス「NTTFAX 

T-360」の販売開始（2/13）

・綜合警備保障株式会社（ALSOK）との協業

による「フレッツ de ALSOK」の提供開始

（2/14）

・「NTT西日本グループ環境報告書2013」の

公開（2/14）

・家でかんたん写真注文「プリントラッコ

TV」アプリを「光BOX+」にて提供開始

（2/15）

・「マジックボックス」、「キャッチホンⅡ」、「ボ

イスボックス」、「ボイスワープⅡ」等の新規

お申し込み受付の終了（2/28）

・フルカラー複合機「OFISTAR X6000C」の

販売開始（2/28）

・平成26年度事業計画の認可申請（2/28）

・「Bフレッツ マンションタイプ」における光IP

電話サービス「ひかり電話」のサービス提

供の終了（2/28）

・「ダイヤルＱ2」サービスのサービス提供の

終了（2/28）

・メッセージ表示受信サービス、INSメッセー

ジ表示受信サービス提供の終了（2/28）

・「災害募金サービス」の提供開始（2/28）

・慶祝用電報台紙「くまのプーさん DENPO

（ハートをキュッ）」の販売開始（3/1）

・教育機関等を対象とした映像制作配信サ

ービス「光Webスクール」の提供開始（3/3）

・「NTT西日本グループCSR報告書2013」の

発行（3/3）

・「光BOX+」での音声対話型コンシェルジュ

アプリ「スマートナビットさん」の提供開始

（3/4）

・モバイルルーター「光ポータブル」（3G）の

新規お申し込み受付の終了（3/20）

・「光BOX+」で利用可能な映像コミュニケー

ションアプリ「LivyTalk For 光だんらんTV

ライト」の提供開始（3/20）
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2014年（平成26年）

・IP-PBX「Netcommunity SYSTEM EP74／

EP83」の販売開始（9/30）

・弔慰用電報台紙プリザーブドフラワー

DENPO「ホワイトメモリアル」の販売開始

（10/1）

・スマートフォン向けアプリ「くまロケ」のiOS

版の提供開始（10/1）

・「F鈴鹿太陽光発電所」の建設（10/7）

・メディアIP電話機及びDECTコードレス電

話機の販売開始（10/23）

・地域防災ハザードマップの提供開始（11/1）

・ “街の店舗向け決済サービス”「フレッツ・ス

マートペイ」の提供開始（11/1）

・フレッツ光×Wi-Fiにおける家庭内Wi-Fi

サービス100万契約突破（11/1）

・慶祝用電報台紙「イルムス フォトフレーム・

DENPO」の販売開始（11/4）

・慶祝用電報台紙「ミッキーマウス DENPO

（ブーケ）」等の販売開始（11/4）

・中規模事業所ユーザー向け Biz Box UTM

「SSB10」／「SSB30」の販売開始（11/4）

・「台風30号」によるフィリピン被災者への災

害募金番組に係るダイヤルＱ2番組の手数

料無料化（11/20）

・中高校生軽音楽部の甲子園 「We are 

Sneaker Ages」アプリを「光BOX+」にて提

供開始（11/22）

・「光BOX+」を活用した、「LinＱ公認アプリ」

の提供開始（11/23）

・法人向け光IP電話サービス契約数が150万

チャネルを突破（11/23）

・ “スマートひかりタウン熊本”における高齢

者向け介護予防トライアルの共同実施

（11/26）

・フルカラー複合機「OFISTAR T2000C」の

販売開始（11/26）

・弔慰用電報台紙刺しゅう電報「百合苑」の

販売開始（12/1）

・慶祝用電報台紙「干支DENPO『うまの助が

ご挨拶』」の販売開始（12/1）

・「光BOX+」での「ニコニコ～動画・生放送～」

アプリケーション提供開始（12/2）

・事業所向けIP電話サービス「ひかり電話オ

フィスA（エース）」のオプションサービス「グ

ループダイヤリング」、「コールセレクト」の

提供開始（12/18）

・アイコム株式会社、株式会社ageet及びNTT

西日本の協業（12/20）

・フルカラー複合機「OFISTAR T4500C」の

販売開始（12/26）

・「フレッツ光」割引サービス「どーんとライト

割」の提供開始（1/1）

・ “街の店舗向け決済サービス”「フレッツ・ス

マートペイ」におけるスマートフォンタイプ

の追加提供（1/10）

・接続料金改定の認可申請（1/21）

・加入者光ファイバー接続料の認可申請

（1/21）

・コンパクトファクス「NTTFAX L-310」の販

売開始（1/24）

・テレビで絵本読み聞かせ「森のえほん館」

アプリを「光BOX+」にて提供開始（1/24）

・消費税率の変更に伴う各種電気通信サー

ビス契約約款の一部改正に伴う認可申請

（1/24）

・「フレッツ光」割引サービス「どーんと学割」

の提供開始（2/1）

・慶祝用電報台紙プリザーブドフラワー

DENPO「ローズアレンジフレーム」の販売

開始（2/1）

・長期増分費用方式による接続料金の認可

申請（2/3）

・感熱紙コンパクトファクス「NTTFAX 

T-360」の販売開始（2/13）

・綜合警備保障株式会社（ALSOK）との協業

による「フレッツ de ALSOK」の提供開始

（2/14）

・「NTT西日本グループ環境報告書2013」の

公開（2/14）

・家でかんたん写真注文「プリントラッコ

TV」アプリを「光BOX+」にて提供開始

（2/15）

・「マジックボックス」、「キャッチホンⅡ」、「ボ

イスボックス」、「ボイスワープⅡ」等の新規

お申し込み受付の終了（2/28）

・フルカラー複合機「OFISTAR X6000C」の

販売開始（2/28）

・平成26年度事業計画の認可申請（2/28）

・「Bフレッツ マンションタイプ」における光IP

電話サービス「ひかり電話」のサービス提

供の終了（2/28）

・「ダイヤルＱ2」サービスのサービス提供の

終了（2/28）

・メッセージ表示受信サービス、INSメッセー

ジ表示受信サービス提供の終了（2/28）

・「災害募金サービス」の提供開始（2/28）

・慶祝用電報台紙「くまのプーさん DENPO

（ハートをキュッ）」の販売開始（3/1）

・教育機関等を対象とした映像制作配信サ

ービス「光Webスクール」の提供開始（3/3）

・「NTT西日本グループCSR報告書2013」の

発行（3/3）

・「光BOX+」での音声対話型コンシェルジュ

アプリ「スマートナビットさん」の提供開始

（3/4）

・モバイルルーター「光ポータブル」（3G）の

新規お申し込み受付の終了（3/20）

・「光BOX+」で利用可能な映像コミュニケー

ションアプリ「LivyTalk For 光だんらんTV

ライト」の提供開始（3/20）

・“街の店舗向け決済サービス”「フレッツ・ス

マートペイ（スマートフォンタイプ）」のiOS

対応（3/21）

・「フレッツ・光プレミアム」「フレッツ・v6アプ

リ」の機能の一部である「テレビ電話機能」

とオプションサービスである「テレビ電話

機能ライセンス・プラス」のサービス提供終

了（3/31）

・「セキュリティ機能まるごとWebフィルター」

の提供開始（4/1）

・中堅・中小 企業向けICTサポートサービス

「オフィス安心パック」の提供開始（4/1）

・接続料金改定の補正申請（4/4）

・株式会社トライフォー、NTTスマートコネク

ト、NTT西日本の協業による医用画像共有

クラウドサービス「Nadia クラウド for 研究

会」の提供開始（4/10）

・弔慰用電報台紙うるし電報「胡蝶蘭」の販

売開始（4/20）

・「思い出アルバム on フレッツ」の提供開始

（4/30）

・新たな地域消費情報配信サービス「OH！

マルナカTV」の提供開始（5/9）

・慶祝用電報台紙刺しゅう電報「バラ（ハン

カチ）」の販売開始（5/16）

・慶祝用電報台紙「ハローキティ DENPO（ロ

ーズ）」等の販売開始（5/16）

・「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！プレミア

ムサービス光」の商用ネットワークを用いた

4K映像伝送の成功（5/21）

・平成25年度電気通信役務契約等状況報告

（5/30）

・インフォメーションディスプレイ「BIG PAD 

2 70V型／60V型」の販売開始（5/30）

・ホームゲートウェイのレンタル提供におけ

る低価格プランの提供開始（6/1）

・スマートデバイスや4Kに対応したBizひか

りクラウド「ひかりサイネージ」の提供開始

（6/1）

・名城大学と「ICT環境整備による戦略実現

に向けた包括連携協定」の締結に伴う取り

組み（6/4）

・「スマート光ハートビートプロジェクト」の開

始（6/10）

・平成25年度電気通信役務通信量等状況報

告（6/30）

・指定電気通信役務損益明細表等の提出

（6/30）

・「フレッツ光」800万契約の突破（6/30）

・「Bフレッツ マンションタイプ」における一

部サービスの提供の終了（6/30）

・「ゆるコミ」の提供開始（7/1）

・株式会社第一興商との協業による「光カラ

オケBOX＋＠DAM」の提供開始（7/1）

・新たな弔慰用電報台紙プリザーブドフラ

ワーDENPO「哀華」の販売開始（7/14）

・新たな慶祝用電報台紙プリザーブドフラ

ワー DENPO「スウィートフラワー」の販売

開始（7/14）

・Biz Box ルーター「RTX810」の販売開始

（7/18）

・4Kライブビューイングトライアルの実施

（7/21）

・パソコン向け「ソフト使い放題 on フレッツ」

の提供開始（7/22）

・「光回線監視サービス」の提供開始（7/31）

・「信号監視通信サービス」の新規お申し込

み受付の終了（7/31）

・ロコモティブシンドロームの予防に向けた

「LinＱロコモ体操」の提供開始（8/1）

・宝塚歌劇　雪組公演ミュージカル「ルパン

三世　―王妃の首飾りを追え！―」、ファン

タスティック・ショー「ファンシー・ガイ！」へ

の協賛（8/27）

・「フレッツ・スポット」の端末認証方式の提

供終了（8/31）

・「ひかり機器保証（スマホプラン）」の提供開

始（9/1）

・カラー複合機「OFISTAR S300C」の販売開

始（9/19）

・「『Hiroshima Free Wi-Fiプロジェクト』に関

する協定」の締結（9/30）

・固定電話からPHSへの通話サービスの提供

開始（10/1）

・フルカラー複合機「OFISTAR X4510C／

X3510C／X2510C」の販売開始（10/1）

・「CLUB NTT-West」会員プログラムの充実

（10/1）

・NTT西日本研修センタ 本館（PRISM）が

「2014年度グッドデザイン賞」を受賞（10/1）

・「NTT西日本×TBS TV HACK DAY」の開

催（10/4）

・詐欺、迷惑電話対策サービス「トビラフォン 

for 光BOX+」の提供開始（10/9）

・産学連携ゲーム制作プロジェクトによる「光

BOX+」向けゲームアプリの提供開始

（10/10）

・光BOX+を活用したテレビ向け自治体情報

配信システム「ひかりタウンチャンネル」の

販売開始（10/15）

・「フレッツ 光ネクスト」向けひかり電話オフ

ィスA（エース）・ひかり電話オフィスタイプ

対応アダプター「Netcommunity OG410X

／810X」の販売開始（10/15）

・「キオスク端末」を活用したクーポンサービ

ス実証実験の開始（10/17）

・店舗向けコミック読み放題サービス「Doコ

ミック」の提供開始（10/30）
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2015年（平成27年）

・介護福祉向け「みまもりテレビ電話パック」

の提供開始（10/31）

・MEMSアグリゲーター向け「光BOX+」対応

機器の拡充（10/31）

・「ひかり電話オフィスA（エース）」の「ビジネ

スイーサ ワイド バーストプラン」への対応

開始（10/31）

・フレッツ光等のサービスに関するお問い合

わせ・お申し込み受付窓口（0120－116116

等）の受付時間変更（11/1）

・新たな慶祝用電報台紙「カタログギフト電

報」の販売開始（11/7）

・フレッツ光を用いた4K/60p映像配信の成功

（11/10）

・福祉コミュニケーションシステム「SR10-Ⅶ」、

緊急通報装置「SL-11号BOX」及び簡易型

緊急通報装置「シルバーホンあんしんS

Ⅵ」の販売開始（11/12）

・フレッツ光を用いた4K／ 60p映像配信の

パブリックビューイングの実施（11/14）

・オンラインストレージサービス「フレッツ・

あずけ～る」の提供開始（11/18）

・「ひかりシェアプレイス 高画質テレビ会議

パック」及び「グループ通話定額テレビ電

話プラン」の提供開始（11/25）

・「NTT西日本グループ環境報告書2014」の

公開（11/28）

・福祉電話「フラッシュベル」のレンタルの

新規お申し込み受付終了（11/30）

・10代目の干支DENPO「未のメエちゃんが

ご挨拶」の販売開始（12/1）

・フレッツ光における料金案内方法等の変

更（12/1）

・新たな慶祝・弔慰用電報台紙「カタログギ

フト電報」の販売開始（12/26）

・新たな慶祝用電報台紙「合格応援DENPO」

の販売開始（12/29）

・「ユニバーサルサービス料」の変更（1/1）

・イベント運営サポートサービス「いまどこ

＋（プラス）」の提供開始（1/8）

・モノクロ複合機「OFISTAR T2500」の販

売開始（1/15）

・接続料金改定の認可申請（1/19）

・光BOX+によるSMA認証取得（1/23）

・「NTT西日本グループCSR報告書2014」の

発行（1/27）

・「光コラボレーションモデル」の提供開始

（2/1）

・テレビ電話を活用した「あんしん見守り」

トライアルの開始（2/1）

・「光BOX+」から「エネファームアプリ」の

提供を開始（2/2）

・「訪問サポートサービス」の提供開始（2/3）

・長期増分費用方式による接続料金の認可

申請（2/4）

・Biz Box ルーター「RTX1210」の販売開始

（2/10）

・平成27年度事業計画の認可申請（2/27）

・「オフトーク通信サービス」の第1種、第2種

契約の提供終了（2/28）

・新たな慶祝用電報台紙「ドラえもん

DENPO（ドラミちゃんとなかよし）」の販

売開始（3/1）

・サポート付き企業内Wi-Fiサービス 「スマ

ート光 ビジネスWi-Fi」の提供開始（3/6）

・全国のセブン-イレブンでのWi-Fiサー

ビス「フレッツ・スポット（2週間限定メ

ニュー）」の販売開始（3/16）

・介護レクリエーションサポートサービス

「介護レク広場 for 光BOX+」の提供開始

（3/25）

・「信号監視通信サービス」のサービス提供

の終了（3/31）

・「ひかり電話」付加サービス「フリーアク

セス ネクスト」の提供終了（3/31）

・「大学証明書発行サービス」の提供開始

（4/1）

・「フレッツ・テレビ」及び「スカパー!プレミ
アムサービス光」による4K放送サービス

の提供開始（4/4）

・接続料金改定の補正申請（4/6）

・ICTを活用した新たな学びの実現に向け

た共同トライアルの実施（4/16）

・新たな慶祝用電報台紙「シンデレラ DENPO

（ガラスの靴）」の販売開始（4/25）

・“スマートひかりタウン熊本”における「熊

本市動植物園」での実証トライアル開始

（4/25）

・フレッツ光等の各種料金変更（5/1）

・スマートフォンアプリ「ドラえもんでんわ」

の提供開始（5/19）

・電報サービスを通じた寄附による障がい

者スポーツの普及・強化（5/29）

・平成26年度電気通信役務契約等状況報告

（5/29）

・ANS株式会社との協業による新たな保育

所向けICTシステムの提供開始（6/1）

・「フレッツ・スマートペイ（スマートフォン

タイプ）」のサービス内容の拡充（6/10）

・訪日外国人向けサービス「QR翻訳サービ
ス」の提供開始（6/11）

・平成26年度電気通信役務通信量等状況報

告（6/30）

・指定電気通信役務損益明細表等の提出
（6/30）
・「フレッツ・エコめがね」のサービス提供
終了（6/30）
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アムサービス光」による4K放送サービス
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・ICTを活用した新たな学びの実現に向け
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者スポーツの普及・強化（5/29）
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・ANS株式会社との協業による新たな保育
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タイプ）」のサービス内容の拡充（6/10）
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・平成26年度電気通信役務通信量等状況報

告（6/30）

・指定電気通信役務損益明細表等の提出
（6/30）
・「フレッツ・エコめがね」のサービス提供
終了（6/30）

2016年（平成28年）

・本社等組織の見直し（7/1）
・「光BOX+」の全国への展開及び「事業者
向け専用画面表示機能」及び「サポート
サービス」の提供開始（7/1）
・「光BOX+」で中部電力の家庭向けWEB
会員サービス「カテエネアプリ」の提供
開始（7/1）
・Biz Box UTM「SSB5」の販売開始（7/1）
・ICTとバイタルデータを活用したココロ
の状態推定サービス「ココロの視える化
サービス」の提供開始（7/9）
・「スマート光 ビジネスUC」の提供開始
（7/15）
・弔慰用電報台紙  おし花電報「悲愁（ひし
ゅう）」の販売開始（8/7）
・慶祝用電報台紙  おし花電報「花束」の
販売開始（8/7）
・慶祝用電報台紙  プリザーブドフラワー

DENPO「一輪のバラ」の販売開始（9/1）
・企業向け「セキュアインターネット接続
プラン」の提供開始（9/10）
・「NTT西日本×TBS TV HACK DAY 2015」
の開催（9/26）
・フレッツ・スマートペイ（スマートフォン
タイプ）におけるIC・磁気対応カードリー
ダーの取り扱い開始（10/1）
・光BOX+で「らくがきTV」の提供開始（10/2）
・NTT西日本、NTT東日本、東京海上日動の
中小企業のマイナンバー対応に向けた情
報セキュリティーサポートに関するアラ
イアンスの締結（10/2）
・大阪商工会議所・会員企業向けマイナン
バー対応支援サービスの提供開始（10/5）
・「NTT西日本グループCSR報告書2015」
の発行（10/30）
・「光BOX+」を活用した電力小売事業者様
等へのHEMSサービス提供開始（11/1）
・11代目の「干支DENPO」「おさるのサルじ
ろうがご挨拶」の販売開始（12/1）
・「光コラボレーションモデル」における光ア
クセスサービスの100万契約の突破（12/2）
・「NTT西日本グループ環境報告書2015」
の公開（12/11）
・ビジネスフォン「SmartNetcommunity αA1
（Standardタイプ）」の販売開始（12/22）
・スマート光ビジネスWi-Fiの「ACERA810 

5年／7年 Wi-Fiサポートライセンス付」プ
ランの提供開始（1/12）
・接続料金改定の認可申請（1/19）
・セキュア且つ柔軟なパブリッククラウド
接続ソリューションの提供開始（1/20）
・「ひかりソフトフォン」の提供終了（1/20）
・NTT西日本 × 大和ハウス工業の共催に
よる「House de Hack! ─ IoTで暮らしを

変える、ビジネスアイデアコンテスト─」
の開催（1/24）
・慶祝用電報台紙　「ハローキティ DENPO
（ラベンダーハート）」等の販売開始（2/1）
・「証明書発行サービス」の提供開始（2/1）
・ICTを活用した自立学習支援ソリューショ
ンの提供開始（2/1）
・HEMSコントローラー機能を有する「光

BOX+（EMS版）」の対象機器の拡大（2/1）
・長期増分費用方式による接続料金の認
可申請（2/4）
・長崎市、長崎大学との「観光活性化等に
おけるICT利活用」に関する包括連携協
定の締結（2/15）
・「マジックボックス／INSマジックボックス」、
「キャッチホンⅡ」、「ボイスボックス」、
「ボイスワープⅡ／ INSボイスワープⅡ」
の提供終了（2/29）
・平成28年度事業計画の認可申請（3/1）
・石油連盟との災害時の重要施設に係る情
報共有に関する覚書締結（3/2）
・「災害用伝言ダイヤル（171）」の機能拡充
（3/18）
・マルチスクリーン放送協議会との協業に
よる「モアテレビ・サービス」の提供開始
（3/30）
・「ゆるコミ」の提供終了（3/30）
・「ひかり電話ビジネスタイプ」のサービス
提供終了（3/31）
・「フレッツ・グループ」の新規申込受付終
了（3/31）
・ひかり電話における「FOMA®」とのテレ
ビ電話接続の終了（3/31）
・新型「光BOX+」（HB-2000）の提供開始（4/4）
・接続料金改定の補正申請（4/6）
・熊本地震発生（4/14、16）
被災概要：
■熊本市街エリア
【中継ケーブル】：3区間
 【電柱】：1,381本
 【ケーブル】628ヵ所
 【引込線】356ヵ所
 【宅内系】故障修理9,990件

■大分西部エリア
【電柱】20本
 【ケーブル】13ヵ所

■阿蘇エリア
【中継ケーブル】：6区間

・「ひかりクラウドPBX」の提供開始（5/10）
・NTTグループの2020へ向けた広告キャラ
クターとして錦織圭選手を起用（5/13）
・NTTグループの「世界トライアスロンシ
リーズ」等への協賛に伴うデジタルツー
ルの提供（5/14）
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2017年（平成29年）

・接続料金改定の認可申請（5/18）
・門司電気通信レトロ館のリニューアル
（5/21）
・三井のリパーク駐車場にICTサービスを
備えた「高機能自動販売機」を導入（5/23）
・平成27年度電気通信役務契約等状況報告
（5/31）
・「光コラボレーションモデル」における光ア
クセスサービスの200万契約の突破（6/3）
・愛媛県、松山市と「連携と協力に関する
包括協定」を締結（6/28）
・「フレッツ・ADSL」の新規申込受付終了
（6/30）
・平成27年度電気通信役務通信量等状況

報告（6/30）

・指定電気通信役務損益明細表等の提出

（6/30）

・「フレッツ de ALSOK」の提供終了（6/30）

・IoT向けLPWAネットワークのフィールドト

ライアルの実施（6/29）

・光BOX+(EMS版)によるAIF認証取得を発

表（7/11）

・光BOX+（HB-2000）へのEMS機能を搭載

（7/12）

・店舗向け総合ソリューション「FaRao PRO 

光BOX+」の提供開始（7/20）

・NTTグループのAI技術「corevo™」を実装

した共通基盤にてデバイス連携サービス

の合同実証実験開始を発表（7/25）

・法人向け光IP電話サービス契約数が200万

チャネルを突破（9/5）

・IoTソリューションの展示会『IoTの「T」が

見れるでShow!』をニフティと共同で開催

（9/7）

・熊本地震被災者用仮設団地集会所（みん

なの家）における「歌と健康サービス」の共

同事業の実施（9/8）

・固定電話・ひかり電話から接続するIP電話

（050番号）との通話料金を一部変更（9/13）

・阪急阪神ホールディングスグループと、ア

イリッジ、NTT西日本グループによる、O2O

サービスの技術を用いた、「阪急阪神おで

かけアプリ」キャンペーンの実施（9/14）

・慶祝用電報台紙　プリザーブドフラワー

DENPO「オレンジブーケ」の販売開始

（9/21）

・鳥取県中部地震発生（10/21）

・パブリッククラウド接続サービス「クラウド 

クロス コネクト」にMicrosoft Azure、Office 

365との接続プランを追加（10/26）

・公認民泊トータル支援ソリューション

「民泊サポートパック」の試験提供を開始

（10/31）

・慶祝用電報台紙 「くまのプーさんDENPO

（いつも一緒）」の販売開始（11/1）

・ダイキン工業とLPWAを活かした空気にま

つわる新たな価値づくりの取り組みを実施

（11/15）

・中小企業基盤整備機構近畿本部とローム、

NTT西日本による、光BOX+及び、電池レス

無線センサー技術を活用した、IoT型サー

ビス事業創出イベントを共同で開催

（11/18）

・「NTT西日本グループCSR報告書2016」の

発行（11/18）

・AI技術「corevo™」を活用したロボットとデ

ジタルサイネージを組み合わせた観光案

内ソリューションの実証実験を、大阪シテ

ィエアターミナルで開始（11/30）

・「思い出アルバムonフレッツ」のサービス提

供終了（11/30）

・梅村学園・中京大学と、ICTを活用したトッ

プアスリートの育成をサポートする取り組

みを実施（12/1）

・大阪商工会議所が主催する「大阪サクヤヒ

メ表彰」において、マーケティング部長 横

山桂子が「大阪サクヤヒメ大賞」を受賞

（12/1）

・12代目 干支DENPO「酉のトリ丸がご挨拶」

の販売開始（12/1）

・関西大学と産学連携プロジェクトによる

ICT面接トレーニングを開始（12/7）

・ジーアイサプライとロートピア、NTT西日本

による、LPWAを活用したゴルフ場におけ

るカートの位置情報管理の取り組みを実

施（12/16）

・「電話お願い手帳Web版／アプリ版」の提

供（12/21）

・「光コラボレーションモデル」における光ア

クセスサービスの300万契約の突破（12/28）

・ユニバーサルサービス料を変更（1/1）

・堺市と、「ICTを活用したまちづくり」に関す

る包括連携協定の締結（1/24）

・女性活躍推進法に基づく優良企業認定マ

ーク「えるぼし」最高位の認定を発表（1/25）

・静岡新聞社と静岡放送、NTTコミュニケー

ションズ、NTT西日本による、静岡県に特化

した地域情報ポータルサービス「＠Sひか

り」及び「＠Sモバイル」の提供開始（2/1）

・接続料金改定の認可申請（2/2）

・近畿大学、吉本興業、オムロン、NTT西日本

による、「笑い」の医学的検証研究を開始

（2/15）

・NTT東日本、NTT西日本が提供する光アク

セスサービス「フレッツ光」・「コラボ光」が

2,000万契約に到達（2/21）

・平成29年度事業計画の認可申請（3/1）
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2017年（平成29年）

・接続料金改定の認可申請（5/18）
・門司電気通信レトロ館のリニューアル
（5/21）
・三井のリパーク駐車場にICTサービスを
備えた「高機能自動販売機」を導入（5/23）
・平成27年度電気通信役務契約等状況報告
（5/31）
・「光コラボレーションモデル」における光ア
クセスサービスの200万契約の突破（6/3）
・愛媛県、松山市と「連携と協力に関する
包括協定」を締結（6/28）
・「フレッツ・ADSL」の新規申込受付終了
（6/30）
・平成27年度電気通信役務通信量等状況

報告（6/30）

・指定電気通信役務損益明細表等の提出

（6/30）

・「フレッツ de ALSOK」の提供終了（6/30）

・IoT向けLPWAネットワークのフィールドト

ライアルの実施（6/29）

・光BOX+(EMS版)によるAIF認証取得を発

表（7/11）

・光BOX+（HB-2000）へのEMS機能を搭載

（7/12）

・店舗向け総合ソリューション「FaRao PRO 

光BOX+」の提供開始（7/20）

・NTTグループのAI技術「corevo™」を実装

した共通基盤にてデバイス連携サービス

の合同実証実験開始を発表（7/25）

・法人向け光IP電話サービス契約数が200万

チャネルを突破（9/5）

・IoTソリューションの展示会『IoTの「T」が

見れるでShow!』をニフティと共同で開催

（9/7）

・熊本地震被災者用仮設団地集会所（みん

なの家）における「歌と健康サービス」の共

同事業の実施（9/8）

・固定電話・ひかり電話から接続するIP電話

（050番号）との通話料金を一部変更（9/13）

・阪急阪神ホールディングスグループと、ア

イリッジ、NTT西日本グループによる、O2O

サービスの技術を用いた、「阪急阪神おで

かけアプリ」キャンペーンの実施（9/14）

・慶祝用電報台紙　プリザーブドフラワー

DENPO「オレンジブーケ」の販売開始

（9/21）

・鳥取県中部地震発生（10/21）

・パブリッククラウド接続サービス「クラウド 

クロス コネクト」にMicrosoft Azure、Office 

365との接続プランを追加（10/26）

・公認民泊トータル支援ソリューション

「民泊サポートパック」の試験提供を開始

（10/31）

・慶祝用電報台紙 「くまのプーさんDENPO

（いつも一緒）」の販売開始（11/1）

・ダイキン工業とLPWAを活かした空気にま

つわる新たな価値づくりの取り組みを実施

（11/15）

・中小企業基盤整備機構近畿本部とローム、

NTT西日本による、光BOX+及び、電池レス

無線センサー技術を活用した、IoT型サー

ビス事業創出イベントを共同で開催

（11/18）

・「NTT西日本グループCSR報告書2016」の

発行（11/18）

・AI技術「corevo™」を活用したロボットとデ

ジタルサイネージを組み合わせた観光案

内ソリューションの実証実験を、大阪シテ

ィエアターミナルで開始（11/30）

・「思い出アルバムonフレッツ」のサービス提

供終了（11/30）

・梅村学園・中京大学と、ICTを活用したトッ

プアスリートの育成をサポートする取り組

みを実施（12/1）

・大阪商工会議所が主催する「大阪サクヤヒ

メ表彰」において、マーケティング部長 横

山桂子が「大阪サクヤヒメ大賞」を受賞

（12/1）

・12代目 干支DENPO「酉のトリ丸がご挨拶」

の販売開始（12/1）

・関西大学と産学連携プロジェクトによる

ICT面接トレーニングを開始（12/7）

・ジーアイサプライとロートピア、NTT西日本

による、LPWAを活用したゴルフ場におけ

るカートの位置情報管理の取り組みを実

施（12/16）

・「電話お願い手帳Web版／アプリ版」の提

供（12/21）

・「光コラボレーションモデル」における光ア

クセスサービスの300万契約の突破（12/28）

・ユニバーサルサービス料を変更（1/1）

・堺市と、「ICTを活用したまちづくり」に関す

る包括連携協定の締結（1/24）

・女性活躍推進法に基づく優良企業認定マ

ーク「えるぼし」最高位の認定を発表（1/25）

・静岡新聞社と静岡放送、NTTコミュニケー

ションズ、NTT西日本による、静岡県に特化

した地域情報ポータルサービス「＠Sひか

り」及び「＠Sモバイル」の提供開始（2/1）

・接続料金改定の認可申請（2/2）

・近畿大学、吉本興業、オムロン、NTT西日本

による、「笑い」の医学的検証研究を開始

（2/15）

・NTT東日本、NTT西日本が提供する光アク

セスサービス「フレッツ光」・「コラボ光」が

2,000万契約に到達（2/21）

・平成29年度事業計画の認可申請（3/1）

・AI技術を活用した「多言語観光案内ソリュ
ーション」の実証実験を、近鉄京都駅で開
始（3/1）
・弔慰用電報台紙刺しゅう電報「心藍（しん
あい）」　おし花電報「きよらか」の販売開
始（3/1）
・熊本地震復興祈願「歌舞伎シアター バー
チャル座」を上映（3/11）
・INSネット ディジタル通信モードにおける
当面の対応策「メタルIP電話上のデータ通
信」サービス（補完策）の提供を発表（3/13）
・「災害時石油供給連携計画」に基づく政府
を通じた石油の緊急供給要請に関する実
動訓練の実施（3/13）
・「VR自転車交通安全教室」の実施（3/17）
・ドローンを活用した「太陽光パネル点検ソ
リューション」の提供開始（3/24）
・慶祝用電報台紙「本美濃紙・電報」の販売
開始（3/27）
・固定電話のIP網移行後のサービス及び移
行スケジュールを発表（4/6）
・慶祝用電報台紙プリザーブドフラワー

DENPO「ラグジュアリーローズフレーム」
の販売開始（4/27）
・愛知県立大学と、名古屋テレビ放送主催の
ハッカソンイベントにおけるバイタルデー
タ解析による審査員の「興味度」を推定
（5/13）
・睡眠サポートプロジェクト「Peels™」を開
始（5/17）
・LoRaWAN™における「クラスB」に対応し
た環境構築、及び実証実験の結果を発表
（5/23）
・平成28年度電気通信役務契約等状況報告
（5/31）
・「フレッツ・スポット」、及び「フレッツ・スポ
ット2週間限定メニュー」の新規申込受付
の終了（5/31）
・IoTの拡大に資するSD-WAN技術とエッジ
コンピューティング技術を組み合わせたプ
ラットフォームの取り組みを開始（5/31）
・三井不動産リアルティとテルウェル東日
本、NTT西日本による、ICT活用・自治体連
携の『次世代型駐車場』を広島県内に開設
（6/1）
・慶祝用電報台紙「ミニオン DENPO」の販
売開始（6/1）
・弔慰用電報台紙線香電報「特撰 想ひ」の
販売開始（6/9）
・「フレッツ・光プレミアム」の提供終了日確
定（2019年1月31日）を発表（6/15）
・「フレッツ・光プレミアム マンションタイプ」
の新規申込受付終了（6/30）

・指定電気通信役務損益明細表等の提出
（6/30） 
・平成28年度電気通信役務通信量等状況報
告（6/30）
・SINET経由によるMicrosoft Azureへのマネ
ージド閉域網ソリューションの提供開始
（7/3）
・ひらパーお化け屋敷にバイタルデータ解析
と位置情報を活用した技術協力（7/14）
・NTT西日本「Startup Factory2017」の開催
（7/27）
・福岡市におけるLoRa®Network実証環境
提供業務の採択、および実証環境利用企
業の募集（7/31）
・平成28年度接続会計（7/31）
・「iRemocon for フレッツ」のサービス新規
販売受付終了（7/31）
・「イルムス  アレンジフォトフレーム・DENPO」
の販売開始（8/1）
・バイタルデータ、位置情報等を活用した作業
者安全支援サービスの実証実験（8/25）
・「フレッツ光」「コラボ光」の900万契約到達
（8/25）
・ユニバーサルサービス収支表の提出（8/31）
・幅広い規模・業種の企業ニーズに応える新
たなセキュリティサービスの提供開始
（9/1）
・「光コラボレーションモデル」における光ア
クセスサービスの400万契約の突破（9/5）
・「転換器」の新規レンタルお申し込み受付
終了（9/11）
・“えがお健康スタジアム”への「スタジアム・
スマートアクセス」のトライアル提供（9/17）
・「スマート光ビジネスWi-Fi」の新プランの
提供（9/28）
・熊本県大津町と台湾　高雄市を結んだ国
際交流「ICTつながる学校」の共同事業実
施（10/5）
・水道スマートメーターとLPWA（280MHz
帯）による「工業用水自動検針」の実用化
に向けた共同フィールドトライアルの実施
（10/10）
・固定電話のIP網への移行に伴うモデム通
信等に係る検証環境の提供（10/17）
・固定電話のIP網への移行後のサービス及
び移行スケジュール（10/17）
・LPWAを活用した産業廃棄物の収集効率
化に向けた実証実験開始（10/20）
・企業内保育所「ゆめみいよ保育園」の開設
（10/31）
・「Bizひかりクラウド デジタルサイネージ」
の新メニュー提供（11/1）
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2018年（平成30年）

・光BOX+（HB-2000）のAmazon Echo対応
（11/8）
・AIを活用した道路路面診断サービスのト
ライアル（11/13）
・「ディズニープリンセスDENPO（シンデレ
ラ）」の販売開始（11/17）
・オンプレミスからのクラウド移行を促進す
る専用型クラウドソリューションの提供開
始（11/16）
・プラントでの小型無線センサ・LoRaWAN™
を活用した実証試験（11/27）
・「フレッツ光」提供エリアにおける「フレッ
ツ・ISDN」の新規申込受付終了（11/30）
・「フレッツ・テレビ」等におけるBS右旋4K放
送への対応（12/1）
・「フレッツ 光WiFiアクセス」の新規申込受
付終了（12/11）
・固定電話・ひかり電話・公衆電話からIP電
話（050番号）へかけた際の通話料金の一
部変更（12/12）
・九州大学・NTT西日本「社会課題解決に
向けた産学連携の協力の覚書」の締結
（12/15）
・ICTを活用したシティプロモーション推進
に関する連携協定の締結（12/25）
・電報サービスの受付・配達時間等の見直し
（1/1）
・「フレッツ光」提供エリアにおける「フレッ
ツ・ADSL」の提供終了（1/31）
・「公衆電話ボックススペース貸出しサービ
ス」の開始（2/1）
・プリザーブドフラワー DENPO「ローズメモ
リアル」の販売開始（2/1）
・長期増分費用方式による接続料金の認可
申請（2/5）
・地域と企業の共創による「地域密着型リビ
ングラボ」共同実験の開始（2/26）
・平成30年度事業計画の認可申請（3/1）
・訪問時刻指定メニューの適用サービスの
拡大（3/1）
・「フレッツ・スマートペイ（スマートフォンタ
イプ）」のサービス内容の拡充等（3/12）
・接続料金改定の認可申請（3/16）
・スマートメーターとLPWAを用いた「水道
とガスの視える化共同実証」（3/20）
・第3期「スマートひかりタウン熊本」プロジェ
クト（3/20）
・2段階認証で学生情報等の漏えいを防止
（3/22）
・来日ベトナム人技能実習生向け日本語学
習環境の提供（3/28）
・AIを活用した「道路路面診断ソリューショ
ン」の提供開始（3/30）

・磁石式電話機のレンタル提供終了（3/31）
・「証明書発行サービス」で大学キャンパス
でも証明書の発行が可能に（4/1）
・「Bizひかりクラウド」セキュリティサービス
に公開サーバー防御機能を追加（4/2）
・AI・IoT等の利活用による地域活性化に関
する連携協定の締結（4/6）
・「睡眠教育 Peels for すらら」の提供開始
（4/7）
・NTT西日本、日立が長崎県五島市にICTを
活用した鳥獣害対策システムを導入（4/11）
・ご利用料金が5,000円（税込）未満の場合の
翌月合算について（4/18）
・「光もっと2割」の新規申込受付の終了およ
び「光はじめ割」の提供開始（5/1）
・「おし花電報『ハーモニー』」、「おし花電報
『はなやか』」の販売開始（5/1）
・「Picture Mate 700」の新規レンタル申込受
付およびレンタル提供の終了（5/14）
・2017年度電気通信役務契約等状況報告
（5/31）
・「フレッツ・v6アプリ」における「セキュリティ
機能」、「セキュリティ機能ライセンス・プラ
ス」の提供終了および「フレッツ・v6アプリ」
の料金変更（5/31）
・「おし花電報『静心（せいしん）』」の販売開
始（6/1）
・「刺しゅう電報『松竹梅（紅）』」の販売開始
（6/1）
・「ちょっと未来の暮らし創造プロジェクト」
のトライアル実施（6/6）
・接続料金改定の補正申請（6/11）
・2017年度電気通信役務通信量等状況報告
（6/29）
・指定電気通信役務損益明細表等の提出
（6/29）
・「スマート光ライフアプリ」のサポート終了
のお知らせ（6/29）
・大規模ユーザー向けクラウドPBXソリュー
ションの提供開始（7/5）
・光回線を使ったテレビサービスにおける新

4K8K衛星放送対応の実現（7/12）
・ひらパーお化け屋敷に振動デバイスと位
置情報やARを活用した技術協力（7/13）
・コンタクトセンターへのAI導入による抜本
的業務改革の実現（7/18）
・AIを用いた訪日外国人向け観光案内サー
ビス「奈良ガイドボット」の実証実験　
（7/27）
・新たな弔慰用電報台紙「線香電報『哀星（あ
いぼし）』」の販売開始（7/30）
・2017年度接続会計（7/31）
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・「Picture Mate 700」の新規レンタル申込受
付およびレンタル提供の終了（5/14）
・2017年度電気通信役務契約等状況報告
（5/31）
・「フレッツ・v6アプリ」における「セキュリティ
機能」、「セキュリティ機能ライセンス・プラ
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（6/1）
・「ちょっと未来の暮らし創造プロジェクト」
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（6/29）
・「スマート光ライフアプリ」のサポート終了
のお知らせ（6/29）
・大規模ユーザー向けクラウドPBXソリュー
ションの提供開始（7/5）
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4K8K衛星放送対応の実現（7/12）
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置情報やARを活用した技術協力（7/13）
・コンタクトセンターへのAI導入による抜本
的業務改革の実現（7/18）
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いぼし）』」の販売開始（7/30）
・2017年度接続会計（7/31）

2019年（平成31年）

（令和元年）

・NTTグループにおけるCDOの設置（8/1）
・「シルバーベル」の新規レンタルお申し込
み受付終了（8/24）
・国立大学法人京都大学様へ「証明書発行
サービス」の導入が決定（8/27）
・ユニバーサルサービス収支表の提出（8/31）
・導入から運用までトータルでサポート「ル
ーターおまかせプラン」の提供開始（9/3）
・「パートナー様向けサポートサービス for 光

BOX＋」の提供開始（9/4）
・新たな慶祝用電報台紙「金箔電報」の販売
開始（9/11）
・高齢者見守りサービス「スマートルームみ
まもり」のトライアル実施（9/11）
・新たな弔慰用電報台紙 プリザーブドフラ
ワーDENPO「追悼花」の販売開始（9/28）
・新たな慶祝用電報台紙 「ミッキーマウス
（ラブリー）」等の販売開始（9/28）
・植物工場におけるAI・IoTに関する共同実
験を開始（10/9）
・固定電話（加入電話・INSネット）のIP網へ
の移行に合わせて提供を終了するサービ
スの新規お申込み受付終了（10/25）
・EV（V2B）を活用したオフィスビルでのエ
ネルギーコスト・CO2削減トライアルの開始
（10/30）
・Private LoRa®ネットワークと小型化・軽量
化したデバイスを活用した走者位置情報
把握技術の開発と検証（11/2）
・自治体向けクラウド事業に関する協業　
（11/8）
・電話サービスにおけるレンタル端末の一部
サービス終了（12/3）
・AIを用いたコールセンター高度化に向けた
実証実験（12/7）
・「IoTマンション」 の実現に向けた共同実証
実験の開始（12/12）
・「いちご植物プラント」の高度化に向けたトラ
イアル及びパートナー事業者様募集（12/13）
・SNSアプリを活用した児童みまもり情報配
信サービスのトライアル実施（12/18）
・水門・陸閘の遠隔監視・制御システムを神
戸市へ導入（12/20）
・パブリッククラウド接続ソリューションに

Google Cloud Platform™ を追加（1/21）
・出雲ケーブルビジョンとNTT西日本との協
業（1/30）
・新たな弔慰用電報台紙プリザーブドフラ
ワー DENPO「想藍（そうあい）」の販売開
始（2/22）
・障がい者スポーツ支援のための電報サー
ビスを通じた寄附（2/28）
・2019年度事業計画の認可申請（3/1）

・ドローンによるインフラ点検サービスを提
供する新会社「株式会社ジャパン・インフ
ラ・ウェイマーク」を設立（3/12）
・接続料金改定の認可申請（3/20）
・和歌山県との災害時における通信障害復
旧作業の連携等に関する協定締結（4/4）
・「フレッツ・VPN プライオ」の提供開始　
（4/18）
・「パソコンおまかせプラン」の提供開始　
（4/22）
・通信混雑下での快適な業務通信の実現に
向けたフィールドトライアルの実施（4/25）
・特殊詐欺解析AIを用いた実証実験の実施
等（5/9）
・広域空間での動きセンシングによるハンド
ボールVR体験の実証実験（5/13）
・「フレッツ・スマートペイ　QRコード決済プ
ラン」の提供開始（5/20）
・2018年度電気通信役務契約等状況報告
（5/31）
・コインランドリーのキャッシュレス化に向け
たWASHハウス株式会社との提携（6/17）
・学校向け英語遠隔授業ソリューション「つ
ながる教室“ENGLISH”」の提供開始 （6/19）
・接続料金改定の再申請（6/24）
・2018年度電気通信役務通信量等状況報告
（6/28）
・指定電気通信役務損益明細表等の提出
（6/28）
・光回線を使ったテレビサービスにおける

BS/110度CS左旋4K・8K放送の提供開始
（7/1）
・AIカメラを活用したスポーツ映像配信事
業の実証実験（7/9）
・産学連携で「笑い」の測定方法を開発「笑
い」が身体・心理的に与える影響を医学的
に検証（7/11）
・AI分析を活用した｢おまかせAI 働き方みえ
～る｣の提供開始（7/16）
・新たな慶祝用電報台紙『書道アート電報
「夢・つなぐ」東京2020オリンピック・パラリ
ンピック応援デザイン』の販売開始（7/17）
・消費税率の変更に伴う各種電気通信サー
ビス契約約款の一部改正に伴う認可申請
等（7/22）
・新たな慶祝用電報台紙「フローラルバスボ
ックス」の販売開始（7/25）
・新たな慶祝用電報台紙プリザーブドフラワ
ー DENPO「オルゴールローズボックス」の
販売開始（7/25）
・児童・生徒を守るLoRaWAN（TM）を活用
した「熱中症対策」トライアル（7/30）
・「グランフロント大阪スマートシティ実証実
験」の実施および実験結果（8/2）
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20 2020年（令和2年）

・見守りサービスにおける健康寿命延伸サ
ービスの実証実験～加古川スマートシテ
ィプロジェクト「見守りサービス」の更なる
発展に向けて～ （8/5）
・お客さまのデジタルトランスフォーメーショ
ンを加速させる共創ラボ「LINKSPARK」
の設立（8/26）
・ユニバーサルサービス収支表の提出（8/30）
・地域と企業が新しい形で関わり合うパーソ
ンセンタードリビングラボによる社会課題
解決の共同実験（8/30）
・VOCデータからFAQを自動生成する
『Q&A Generator』導入による「高度FAQコ
ンサルティングサービス」の本格運用開始
（9/10）
・異業種共創で、分野横断の先進的まちづく
りの実現とデータ起点のくらしサービスづ
くりを目指す　一人ひとりの最適に変化し
続ける、多世代居住型健康スマートタウン
『Suita SST』の構想を策定（9/17）
・EV（V2B）を活用したオフィスビルでのエ
ネルギーコスト・CO2削減トライアルの夏季
実証結果　～ICT×エネルギーによる“地
産地消型エネルギー社会”の実現に向けて
～（9/26）
・固定電話・ひかり電話から接続する携帯電
話事業者様の追加に伴う新たな通話料金
の設定（9/26）
・株式会社アルファコードへの出資～ VRに
よる新たなライフスタイルの創造にむけて
（9/27）
・Bizひかりクラウド「クラウド クロス コネク
ト」に「Enterprise Cloud」接続プランを追
加（10/1）
・「地域創生クラウド」本格提供の開始（10/9）
・新たな弔慰用電報台紙「おし花電報『慕情
（ぼじょう）』」の販売開始（10/25）
・新たな慶祝用電報台紙「おし花電報『七彩
（しちさい）』」の販売開始（10/25）
・地域貢献事業の推進と社会課題解決にむ
けたICT連携協定締結　～龍谷大学と
NTT西日本による地域活性化へのチャレ
ンジ～（10/29）
・福井市と西日本電信電話株式会社（NTT
西日本）との「ICT利活用による地域活性
化連携協定」の締結（10/30）
・手書き文書のデジタル化を実現する｢おま
かせAI OCR｣の提供開始　～サブスクリ
プション型OCRサービスで、中堅中小企業
のDXを実現～（11/25）
・新たな弔慰用電報台紙「七宝電報『哀悼　
白百合（あいとう　しらゆり）』」の販売開
始（11/27）

・「高速広帯域アクセスサービス」の提供開
始（11/28）
・「ブロックチェーン技術を用いたデジタル
証明書流通に関する共同研究」の締結
（12/2）
・「ユニバーサルサービス料」の変更（12/2）
・AIカメラ常設によるハンドボール映像配信
事業に関する実証実験 ～熊本県山鹿市総
合体育館へのAIカメラ常設による映像配
信（12/24）
・IoTテクノロジーによる「駅伝レースにおけ
る選手位置情報の視える化」の商用提供
　～ニューイヤー駅伝2020における多様
なメディアを通じた新たなスポーツ視聴体
験の実現～（12/27）
・近畿大学でクラウド型PBXシステムを本格
導入　内線機能をクラウド化し、コスト削
減・働き方改革を実現（1/9）
・eスポーツ分野における新会社の設立　　
～ ICT×eスポーツによる地域社会への貢
献をめざして～（1/21）
・堺市と西日本電信電話株式会社との「ICT
を活用したまちづくりに関する連携協定」
の更新（1/28）
・新たな慶祝用電報台紙『クレパス　デザイ
ン　DENPO』の販売開始（1/30）
・「フレッツ・SDx」の提供開始 ～ LAN・WAN
の集中管理により、お客さまネットワークの
最適化を低負担で実現～（2/3）
・「フレッツ 光クロス」の提供開始（2/18）
・新たな慶祝用電報台紙うるし電報「鶴」の
販売開始（2/21）
・障がい者スポーツ支援のための電報サー
ビスを通じた寄附（2/28）
・オフィスICT環境の管理サービス「オフィ
スプライムサポート」の提供開始ならびに
セキュリティサービスのメニュー追加　　
～ IT技術者不在のオフィスのお困りごと
をお客さまの代わりにサポート～（3/5）
・テレワーク・web授業導入に向けた各種支
援施策の実施　～新型コロナウイルス感
染対策のためのテレワーク・web授業環境
を一部無償提供～（3/18）
・新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ
た料金請求の取り扱い（3/19）
・スポーツ映像配信分野における新会社
「NTTSportict」の設立　～ スポーツと地域
のイノベーション、はじまる。 ～（3/19）
・関西広域連合との「大規模広域災害にお
ける連携・協力に関する協定」の締結（3/26）
・SNSアプリを活用した児童みまもり情報配
信ソリューションの提供開始 ～児童の位
置情報、登下校通知、自治体・学校の情報
配信等を一括提供～（4/7）

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急
事態宣言下における取り組み　（4/7）
・ビジネスチャットサービス「elgana」の提供
開始　～安心安全なコミュニケーションと
業務効率化を実現～（4/8）
・山口県と西日本電信電話株式会社との「ロ
ーカル5Gを活用した社会課題解決に関す
る連携協定」の締結（4/23）
・株式会社ひびき精機と西日本電信電話株
式会社による「スマートファクトリー実現
に向けたローカル5Gの活用に関する共同
実験協定」の締結（4/23）
・新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ
た企業・公共団体向け各種支援施策の実
施（5/19）
・熊本市型アセットマネジメントシステム構
築に向けた共同研究（6/2）
・Ubie社のAI問診システム×閉域網サービ
スによる、高セキュアなVPNプランの提供
開始　～セキュアなネットワークを活用
し、医療現場の働き方改革を支援～（6/10）
・ハローページの発行・配布終了　（6/18）
・加賀市奥谷梨園におけるIoT向けWi-Fi規
格「IEEE802.11ah」を用いたフィールドトラ
イアル実施（6/24）
・日本フェンシング協会主催「第73回全日本
フェンシング選手権大会」の開催準備・大
会運営をNTT西日本グループがICTでサポ
ート　～ ICTを活用したウィズコロナ状況
下での「新しい競技スポーツ大会」づくり
に貢献～（6/25）
・NTT西日本と大日本印刷　共同で教育ICT
プラットフォームを提供　－大学向け電子
教科書・教材及び電子図書館で教育のデ
ジタル化を推進－（6/29）
・NTT西日本、FM802とともにICTを活用した
新たな音楽カルチャー発信を始動 　～新
型コロナウイルスと闘う大阪のライブハウ
スから未来型音楽ライブ配信～（7/30）
・部活動におけるeスポーツ×ヘルスケアの
実証実験　～クラウドゲーミングエッジ
技術と非接触センシング技術を組合せた
健康に配慮したeスポーツの推進～（8/4）
・地域における有機系資源のリサイクルによ
る農地活性化実証事業の開始　～食品残
渣などを堆肥として再生・活用し、廃棄コス
ト削減と農耕地の肥沃化をめざして～
（8/6）
・学校法人立命館との教育・学術と地域社会
とをつなぐ「ソーシャルコネクティッド・キ
ャンパス」創造に関する連携協定（8/25）
・新たな慶祝用電報台紙「ミニオン DENPO
（パーティー）」の販売開始（8/26）
・ユニバーサルサービス収支表の提出（8/31）

・ニューノーマル時代における新たな交通サ
ービスの実現に向けた実証事業　～交通
事業を核とした総合生活産業としてのデ
ジタルトランスフォーメーションを推進～
（9/17）
・新たな弔慰用電報台紙「おし花電報『面
影』」の販売開始（9/24）
・新たな慶祝用電報台紙「刺しゅう電報『祝
福 松竹梅』」の販売開始（9/24）
・ビジネスチャット「elgana」において初期費
用・月額費用無料のフリープラン提供開
始 ～ビジネスチャットを導入する企業
向け無料プランの提供～（10/1）
・お客さまのデジタルトランスフォーメーシ
ョンを加速させる共創ラボ「LINKSPARK 
NAGOYA」の設立（10/6）
・新型コロナウイルスの対応にあたる医療従
事者・医療現場への寄付つき電報台紙ポッ
プアップ「フラワーメロディ」の販売開始
（10/22）
・慶應義塾大学、次世代デジタルアイデンテ
ィティ基盤の実証実験を開始　在学証明
書や卒業見込証明書をスマートフォンア
プリへ発行（10/26）
・「熊本県有明・八代工業用水道運営事業」
の実施契約を締結　～ ICTで国内初の工
業用水道コンセッション事業運営に貢献
～（10/28）
・鳥取エリアでの地域創生クラウドサービス
提供開始（11/9）
・社会課題の解決と新たな価値創出を実現
する奈良リビングラボ構築に関する共同
実験を開始（11/10）
・地方都市の交通課題解決に向けたラスト
ワンマイルモビリティ実証実験（11/24）
・近畿大学・NTT・NTTドコモ・NTT西日本・

NTTデータが、5G（第5世代移動通信シス
テム）の推進、「スマートシティ・スマートキ
ャンパス」創造に関する包括連携協定を締
結（11/24）
・特殊詐欺対策サービスの提供（11/27）
・ビジネスフォン「SmartNetcommunity αZX 

typeS/typeM」提供開始　～テレワークや
業務改善で活用できる機能を強化、ニュー
ノーマルな働き方をサポート～（12/15）
・ICT環境構築を支援する「トータルクラウ
ドソリューション」の提供開始（12/16）
・ローカル5G（4.7GHz帯）無線局免許の申請
（12/18）
・NTT西日本特殊詐欺対策サポートダイヤ
ルの受付エリア拡大（12/18）
・エネルギーの地産地消実現に向けた岡山
県真庭市におけるドローンによる広葉樹
資源情報のデジタル化実証実験の開始
（12/22）
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・見守りサービスにおける健康寿命延伸サ
ービスの実証実験～加古川スマートシテ
ィプロジェクト「見守りサービス」の更なる
発展に向けて～ （8/5）
・お客さまのデジタルトランスフォーメーショ
ンを加速させる共創ラボ「LINKSPARK」
の設立（8/26）
・ユニバーサルサービス収支表の提出（8/30）
・地域と企業が新しい形で関わり合うパーソ
ンセンタードリビングラボによる社会課題
解決の共同実験（8/30）
・VOCデータからFAQを自動生成する
『Q&A Generator』導入による「高度FAQコ
ンサルティングサービス」の本格運用開始
（9/10）
・異業種共創で、分野横断の先進的まちづく
りの実現とデータ起点のくらしサービスづ
くりを目指す　一人ひとりの最適に変化し
続ける、多世代居住型健康スマートタウン
『Suita SST』の構想を策定（9/17）
・EV（V2B）を活用したオフィスビルでのエ
ネルギーコスト・CO2削減トライアルの夏季
実証結果　～ICT×エネルギーによる“地
産地消型エネルギー社会”の実現に向けて
～（9/26）
・固定電話・ひかり電話から接続する携帯電
話事業者様の追加に伴う新たな通話料金
の設定（9/26）
・株式会社アルファコードへの出資～ VRに
よる新たなライフスタイルの創造にむけて
（9/27）
・Bizひかりクラウド「クラウド クロス コネク
ト」に「Enterprise Cloud」接続プランを追
加（10/1）
・「地域創生クラウド」本格提供の開始（10/9）
・新たな弔慰用電報台紙「おし花電報『慕情
（ぼじょう）』」の販売開始（10/25）
・新たな慶祝用電報台紙「おし花電報『七彩
（しちさい）』」の販売開始（10/25）
・地域貢献事業の推進と社会課題解決にむ
けたICT連携協定締結　～龍谷大学と
NTT西日本による地域活性化へのチャレ
ンジ～（10/29）
・福井市と西日本電信電話株式会社（NTT
西日本）との「ICT利活用による地域活性
化連携協定」の締結（10/30）
・手書き文書のデジタル化を実現する｢おま
かせAI OCR｣の提供開始　～サブスクリ
プション型OCRサービスで、中堅中小企業
のDXを実現～（11/25）
・新たな弔慰用電報台紙「七宝電報『哀悼　
白百合（あいとう　しらゆり）』」の販売開
始（11/27）

・「高速広帯域アクセスサービス」の提供開
始（11/28）
・「ブロックチェーン技術を用いたデジタル
証明書流通に関する共同研究」の締結
（12/2）
・「ユニバーサルサービス料」の変更（12/2）
・AIカメラ常設によるハンドボール映像配信
事業に関する実証実験 ～熊本県山鹿市総
合体育館へのAIカメラ常設による映像配
信（12/24）
・IoTテクノロジーによる「駅伝レースにおけ
る選手位置情報の視える化」の商用提供
　～ニューイヤー駅伝2020における多様
なメディアを通じた新たなスポーツ視聴体
験の実現～（12/27）
・近畿大学でクラウド型PBXシステムを本格
導入　内線機能をクラウド化し、コスト削
減・働き方改革を実現（1/9）
・eスポーツ分野における新会社の設立　　
～ ICT×eスポーツによる地域社会への貢
献をめざして～（1/21）
・堺市と西日本電信電話株式会社との「ICT
を活用したまちづくりに関する連携協定」
の更新（1/28）
・新たな慶祝用電報台紙『クレパス　デザイ
ン　DENPO』の販売開始（1/30）
・「フレッツ・SDx」の提供開始 ～ LAN・WAN
の集中管理により、お客さまネットワークの
最適化を低負担で実現～（2/3）
・「フレッツ 光クロス」の提供開始（2/18）
・新たな慶祝用電報台紙うるし電報「鶴」の
販売開始（2/21）
・障がい者スポーツ支援のための電報サー
ビスを通じた寄附（2/28）
・オフィスICT環境の管理サービス「オフィ
スプライムサポート」の提供開始ならびに
セキュリティサービスのメニュー追加　　
～ IT技術者不在のオフィスのお困りごと
をお客さまの代わりにサポート～（3/5）
・テレワーク・web授業導入に向けた各種支
援施策の実施　～新型コロナウイルス感
染対策のためのテレワーク・web授業環境
を一部無償提供～（3/18）
・新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ
た料金請求の取り扱い（3/19）
・スポーツ映像配信分野における新会社
「NTTSportict」の設立　～ スポーツと地域
のイノベーション、はじまる。 ～（3/19）
・関西広域連合との「大規模広域災害にお
ける連携・協力に関する協定」の締結（3/26）
・SNSアプリを活用した児童みまもり情報配
信ソリューションの提供開始 ～児童の位
置情報、登下校通知、自治体・学校の情報
配信等を一括提供～（4/7）

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急
事態宣言下における取り組み　（4/7）
・ビジネスチャットサービス「elgana」の提供
開始　～安心安全なコミュニケーションと
業務効率化を実現～（4/8）
・山口県と西日本電信電話株式会社との「ロ
ーカル5Gを活用した社会課題解決に関す
る連携協定」の締結（4/23）
・株式会社ひびき精機と西日本電信電話株
式会社による「スマートファクトリー実現
に向けたローカル5Gの活用に関する共同
実験協定」の締結（4/23）
・新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ
た企業・公共団体向け各種支援施策の実
施（5/19）
・熊本市型アセットマネジメントシステム構
築に向けた共同研究（6/2）
・Ubie社のAI問診システム×閉域網サービ
スによる、高セキュアなVPNプランの提供
開始　～セキュアなネットワークを活用
し、医療現場の働き方改革を支援～（6/10）
・ハローページの発行・配布終了　（6/18）
・加賀市奥谷梨園におけるIoT向けWi-Fi規
格「IEEE802.11ah」を用いたフィールドトラ
イアル実施（6/24）
・日本フェンシング協会主催「第73回全日本
フェンシング選手権大会」の開催準備・大
会運営をNTT西日本グループがICTでサポ
ート　～ ICTを活用したウィズコロナ状況
下での「新しい競技スポーツ大会」づくり
に貢献～（6/25）
・NTT西日本と大日本印刷　共同で教育ICT
プラットフォームを提供　－大学向け電子
教科書・教材及び電子図書館で教育のデ
ジタル化を推進－（6/29）
・NTT西日本、FM802とともにICTを活用した
新たな音楽カルチャー発信を始動 　～新
型コロナウイルスと闘う大阪のライブハウ
スから未来型音楽ライブ配信～（7/30）
・部活動におけるeスポーツ×ヘルスケアの
実証実験　～クラウドゲーミングエッジ
技術と非接触センシング技術を組合せた
健康に配慮したeスポーツの推進～（8/4）
・地域における有機系資源のリサイクルによ
る農地活性化実証事業の開始　～食品残
渣などを堆肥として再生・活用し、廃棄コス
ト削減と農耕地の肥沃化をめざして～
（8/6）
・学校法人立命館との教育・学術と地域社会
とをつなぐ「ソーシャルコネクティッド・キ
ャンパス」創造に関する連携協定（8/25）
・新たな慶祝用電報台紙「ミニオン DENPO
（パーティー）」の販売開始（8/26）
・ユニバーサルサービス収支表の提出（8/31）

・ニューノーマル時代における新たな交通サ
ービスの実現に向けた実証事業　～交通
事業を核とした総合生活産業としてのデ
ジタルトランスフォーメーションを推進～
（9/17）
・新たな弔慰用電報台紙「おし花電報『面
影』」の販売開始（9/24）
・新たな慶祝用電報台紙「刺しゅう電報『祝
福 松竹梅』」の販売開始（9/24）
・ビジネスチャット「elgana」において初期費
用・月額費用無料のフリープラン提供開
始 ～ビジネスチャットを導入する企業
向け無料プランの提供～（10/1）
・お客さまのデジタルトランスフォーメーシ
ョンを加速させる共創ラボ「LINKSPARK 
NAGOYA」の設立（10/6）
・新型コロナウイルスの対応にあたる医療従
事者・医療現場への寄付つき電報台紙ポッ
プアップ「フラワーメロディ」の販売開始
（10/22）
・慶應義塾大学、次世代デジタルアイデンテ
ィティ基盤の実証実験を開始　在学証明
書や卒業見込証明書をスマートフォンア
プリへ発行（10/26）
・「熊本県有明・八代工業用水道運営事業」
の実施契約を締結　～ ICTで国内初の工
業用水道コンセッション事業運営に貢献
～（10/28）
・鳥取エリアでの地域創生クラウドサービス
提供開始（11/9）
・社会課題の解決と新たな価値創出を実現
する奈良リビングラボ構築に関する共同
実験を開始（11/10）
・地方都市の交通課題解決に向けたラスト
ワンマイルモビリティ実証実験（11/24）
・近畿大学・NTT・NTTドコモ・NTT西日本・

NTTデータが、5G（第5世代移動通信シス
テム）の推進、「スマートシティ・スマートキ
ャンパス」創造に関する包括連携協定を締
結（11/24）
・特殊詐欺対策サービスの提供（11/27）
・ビジネスフォン「SmartNetcommunity αZX 

typeS/typeM」提供開始　～テレワークや
業務改善で活用できる機能を強化、ニュー
ノーマルな働き方をサポート～（12/15）
・ICT環境構築を支援する「トータルクラウ
ドソリューション」の提供開始（12/16）
・ローカル5G（4.7GHz帯）無線局免許の申請
（12/18）
・NTT西日本特殊詐欺対策サポートダイヤ
ルの受付エリア拡大（12/18）
・エネルギーの地産地消実現に向けた岡山
県真庭市におけるドローンによる広葉樹
資源情報のデジタル化実証実験の開始
（12/22）
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2021年（令和3年）・－公衆電話ボックスが新たな災害対策ス
ポットに－　福岡市にて公衆電話ボックス
8カ所にモバイルバッテリーシェアリング
「ChargeSPOT」をトライアル設置（1/14）
・長期増分費用方式による接続料金の認可
申請（2/8）
・建設現場の安全管理強化に向けたデジタ
ルトランスフォーメーション（DX）に関す
る連携協定の締結及びNTT西日本新本社
ビル建設予定地におけるローカル5Gを用
いた共同トライアルの実施（2/25）
・障がい者スポーツ支援のための電報サー
ビスを通じた寄附（2/25）
・ニューノーマルに対応した「クラウド型カ
メラとれ～る」オプションメニューの追加
および「スマート光ビジネスWi-Fi ハイエ
ンド6プラン」の提供開始（3/1）
・2021年度事業計画の認可申請（3/1）
・お客さまのデジタルトランスフォーメーシ
ョンを加速させる共創ラボ「LINKSPARK 
FUKUOKA」の設立（3/2）
・オフィスにおける食事提供サービスに向け
たテストマーケティング開始（3/8）
・野村萬斎（万作の会）とNTT西日本　狂言
のデジタルトランスフォーメーション実現
のための連携協定を締結に合意　－『狂
言』のデジタル化により「普及・活用・伝承」
を実現－（3/15）
・接続料金改定の認可申請（3/22）
・ビジネスチャット「elgana」のご利用60万ID
突破　～お客さまの課題解決に貢献する
セキュアな相互コミュニケーション～
（3/24）
・高速・大容量・高信頼な統合型VPNサービ
ス「Interconnected WAN」の提供開始（4/1）
・大学IR分野におけるデータ利活用をワン
ストップで支援するソリューションの提供
開始（3/29）
・アジアクエスト株式会社との資本業務提
携によるAWSを活用したソリューション提
供の強化（4/1）
・「高速広帯域アクセスサービス」の400Gbps
メニューの追加（4/12）
・JA高知県佐川支所苺部会、NTT西日本、佐
川町および高知県による「佐川いちごから
広がるICTを活用した農業振興と地域活
性化に関する連携協定」（4/24）
・ローカル5G（4.7GHz帯）無線局免許の取得
（4/27）
・新たな慶祝用電報台紙プリザーブドフラワ
ー DENPO「プレミアムローズメッセージ」
の販売開始（4/27）

・持続可能なPTAへ向けて、ICTを活用した
「今だからできる」PTA活動の実現　～オ
ンラインの「リモートPTA」によりDXを推
進～（4/28）
・NTT西日本、NTT東日本、大日本印刷　電
子教科書・教材配信サービスの全国展開に
向けて協業体制を強化　～大学DXと出版
DXを見据えた事業推進の加速～（5/10）
・第六管区海上保安本部・NTT西日本、「災害
時における相互連携に関する協定」の締
結　～瀬戸内海・宇和海における災害復旧
の迅速化に向けて～（5/10）
・ガバナンスの更なる強化に向けた取組み
（5/12）
・事業運営体制の見直し（5/12）
・大阪市域における水道スマートメーターの
全戸導入に向けたシミュレーションに関す
る共同研究（5/20）
・ビルの屋上等に設置する光ファイバの接
続料金の認可申請（5/24）
・接続料金改定の補正申請（5/31）
・2020年度電気通信役務契約等状況報告
（5/31）
・「電力ピーク制御サービス」の提供開始　
～使用電力のデマンド抑制により電力消
費量削減をサポート～（6/1）
・新型コロナワクチンの職域接種（6/9）
・固定電話・ひかり電話から携帯電話への通
話料金の新たな設定および値下げ（6/21）
・地域活性化を推進する新会社「地域創生

Coデザイン研究所」の設立　～地域活性
化に取り組む自治体や企業・組織等の活動
をトータルにサポート～（6/28）
・2020年度電気通信役務通信量等状況報告
（6/30）
・指定電気通信役務損益明細表等の提出
（6/30）

電信電話記念日

　わが国で電信サービスが始まったのは、1869年（明

治2年）12月（旧暦）ですが、これに先立つ3ヵ月前の

1869年（明治2年）9月19日（旧暦）に、東京～横浜間

の電信線架設工事に着手しました。この日を新暦に

直すと10月23日になることから、10月23日を「電信電

話記念日」としました。

　第1回は1950年（昭和25年）に「電気通信記念日」

として始められ、1956年（昭和31年）から「電信電話

記念日」としました。
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