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1．会社紹介
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会社概要

■株式会社FunFusion

代表者：代表取締役社長 林 和之

所在地：東京都渋谷区笹塚二丁目1番6号 笹塚センタービル６階

設 立：2006年7月13日

事 業：SMS（ショートメッセージサービス）を利用した

サービスの企画・開発・販売

資本金：9,475万円

株 主：株式会社fonfun(東京証券取引所スタンダード）100%子会社

■主な事業内容

・SMS送信サービスの提供

・地震など緊急時のSMS送信を使った安否確認サービスの提供

・『お客様の声』を収集して社内共有する業務改善システムの提供

社員構成：毎年新卒を採用、鹿児島や熊本出身者から青森出身者まで

各地から集まった２０代～３０代のスタッフが活躍しています。

基本方針：お客様が第一です。

お客様のために良いと思うことは、『すぐにやる』

もっと良い方法が見つかったら『すぐ変更する』

サポート： 全国のお客様を選任担当者がサポートしています。
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２．どこをDX化のゴールとするのか？
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DXとは？
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デジタルトランスフォーメーション（DX）とは技術の話ではなく、
企業の在り方や働く人たちを変化させることです。

出典：ワイマガ DX化とIT化は違う！DX化の必要性やメリット より



DX化は、以下のように分類されます。
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①ビジネス
DX

●戦略やビジネスモデルの変革と構築
Eコマース、サプライチェーン、事業戦略再構築、
ITやAIを活用した事業展開

②マーケティング
DX

●ＩＴを活用した販促戦略
SMSやLINEを積極的に活用、ポイントシステム、
HP、CRM  POS、VRなどIT活用

③バックオフィス
DX

●管理部門の経営支援
クラウドソフト、ペーパーレス、キャシュレス、
Web請求、LPWA導入・活用、AI配送、RPA

④ヒューマン
リソースDX

●社員のパフォーマンス向上
採用、ヘルスケア、社員エンゲージメント教育、
評価、タレントマネジメントシステム

※タナベ経営の経営資料よりの分類を参考

このDＸがLPガス業
界の省力化・コスト
低減化を期待できる

顧客の開拓・囲い込
みにこれから不可欠

な取組み

事業展開の方向性を
再構築するDX

ネット活用で新事業
展開も検討へ

顧客情報活用や
モチベーションアッ
プへDX活用

FunFusionは、③バックオフィスDXに着目し、ゴールとしてご提案しています。



３．DX？何をするのか？
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管理部門をデジタル化して効果を生む
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検針 ハンディ検針 集中監視システム 検針・集金ゼロ

請求業務
ハガキ・封書

・ポスティング

検針票・請求書

SMS

ペーパレス化

コスト削減

未入金処理 督促ハガキ・電話
督促SMS・決済

SMS
回収スピードアップ

閉栓連絡 電話・ポスティング SMS連絡 時間短縮

開栓連絡 電話・ポスティング SMS連絡 時間短縮

法定点検調整 ハガキ・電話
予約入力フォーム

付きSMS

コスト削減

時間短縮

プロモーション
ハガキ・封書

・ポスティング

写真・動画付き

SMS

ペーパレス化

コスト削減

デジタル化前
SMSによる
デジタル化

導入効果



４．SMSを活用したDX化

10



DX化によるコスト削減と生産性向上（項目別）
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需要家数：1,000世帯の場合

１．Web請求によるコスト低減効果
■封書の場合：93.1万円
■ハガキの場合：60.6万円

２．未収督促のWeb利用によるコスト低減効果
■封書の場合：9.5万円

３．コンビニ決済のWeb化による低減効果
■封書の場合：29.2万円

４．保安点検のアポイント
■携帯電話への発信の場合：2.4万円



DX化によるコスト削減と生産性向上（トータル）
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削減効果合計（需要家数：1,000世帯）

■封書の場合：134.3万円

■ハガキの場合：101.8万円



SMSとは？
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■Short Message Service
ショートメッセージサービス の略称。

呼び方は他に「ショートメール」であったり、
過去には「Cメール」としてもおなじみのメール。
2011年よりキャリア間の送受信が可能に。

出典：TIME & SPACE KDDIが運営するスマホや通信に関する情報サイト

【特徴】
「携帯電話番号」でメッセージの送受信が可能。
文字数制限があり画像やデータの送受信は不可。

【料金】
送信時のみ料金が発生し受信時は無料。
料金は文字数によって変動。

1234

0363000157



SMSは危険！？ なぜ、詐欺に使われるのか？
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１．携帯キャリアが標準装備している
サービスだからです。
携帯電話番号あればすぐに使える
サービスだからです。

２．到達率が理論上９９％だからです。



「詐欺SMS」差出人なりすましパターン

対策例：差出人をなりすましたもの、海外SMS、携帯からのURL付SMSを自動拒否など
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・佐川急便
・楽天カード
・Amazon
大手企業の名前を装った「詐欺SMS」が話題になり、
ニュースでもよく取り上げられていました。
直近ではガスの未収を装ったものも！

現在はキャリアによる対策が充実し減少傾向

fonfunSMSは国内キャリア直収網なので安心
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「詐欺SMS」ガス事業者を騙るパターン

■LPガス向け詐欺SMSの流れ①(6/11頃～1週間程度発生)
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「詐欺SMS」ガス事業者を騙るパターン

■LPガス向け詐欺SMSの流れ② (6/11頃～1週間程度発生)

何故かキリのいい請求金額



需要家様にしっかり告知してから始めることが重要
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携帯電話番号の収集サポート
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自社の電話番号をキャリアに登録して利用する。
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通常テキストのみのSMS 送信が一般的ですが、URLを用いることで、様々なご連絡
に対応することができます。

fonfunSMS＋

明細書・請求書
fonfunSMS＋

決済
fonfunSMS＋

予約調整

現在ご利用中の請求書や
明細書をSMS送信できます。

コンビニ決済情報を
SMS送信できます。

予約入力フォームを
SMS送信できます。

ペーパーレスで経費削減！ 業務工程削減で時短＆効率アップ！

fonfunSMSで行えるデジタル化
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fonfunSMSで行えるデジタル化（検針票・請求書の送付）

お客様の携帯電話番号宛に明細等を
管理画面上から簡単に送信できます。
テンプレートを作成、明細ハガキを
イメージしたWEBページをSMSで
送信できます。

はがきに比べて約1/3の
コストカット可能！

（利用例）検針票、請求書、領収書といった明細類

CSVファイルを
アップロードするだけで

簡単に送信！

明細画面からマイページ
への誘導も可能！

Fonfunfガスです。
今月の明細はこちら⇒
https://hus.jp/…

Point
1

Point
2

Point
3



検針票・請求書を受け取ってみる

■デモンストレーション１

お手元の携帯電話/スマートフォンより下記番号に発信してください。

※  通話料は発生しません。

※「接続できませんでした」等と表示され、自動的に発信が終了します。

※  発信した携帯番号宛にSMSが届きますので、ご確認ください。

０５０－５５７７－５８２１
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fonfunSMSで行えるデジタル化（コンビニ及びキャリア決済）

コンビニ支払票を『いけいけナンバー』の管理画面上から簡単に送信できる
オプションです。
紙媒体での発行が不要となる為、経費削減・業務効率アップにつながります。

※ご利用は弊社との契約に加えて、決済代行会社との契約が必要となります。

Fonfunfガスです。
下記URLからお支払
いをお願いします⇒
https://hus.jp/…

業務工程削減！
時短・効率アップ

ペーパーレスで
経費削減

Point
1

Point
2

（利用例）
ガス・電気の未納料金の徴収、商品料金の支払い
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fonfunSMSで行えるデジタル化（予約調整）

お客様との日程予約調整用フォーム付のSMSが送信できます。
電話での調整が不要になり業務効率が上がります！

希望日を返信いただき、
管理画面で集計

（利用例）
ガス開栓の立会日調整、賃貸の退去立会日調整、法定点検の日程調整

Fonfunfガスです。
検針日の日程調整を
お願いします⇒
https://hus.jp/…

SMSで送れるので、
電話での調整が不要！

Point
1

業務工程削減！
時短・効率アップ

Point
2



定期保安調査案内を受け取ってみる

■デモンストレーション２

お手元の携帯電話/スマートフォンより下記番号に発信してください。

※  通話料は発生しません。

※「接続できませんでした」等と表示され、自動的に発信が終了します。

※  発信した携帯番号宛にSMSが届きますので、ご確認ください。

０８００－８０５－３７２８
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５．成功事例のご紹介
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督促業務での導入事例

愛知県 株式会社エネチタ様
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LPガス事業での導入事例
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WEB請求通知での導入事例
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プロパン・ブタンニュース
2022年2月14日発行号 2022年7月11日発行号



【神奈川県 株式会社コバプロ様】 管理戸数：2,500件

小林社長のコメント

SMSは高い到達率と開封率が強みです、Eメールは顧客側で迷惑メールと
なってしまう恐れも多く、エラーメールとなるものも多い。
郵送はタイムラグが生じるし発送作業も、従来は４人日かかっていたが、今
は対象を選んだらSMSの送信ボタンを押すだけで完了します！

導入目的：LPWA自動検針システムを顧客の99％に導入完了したため、
紙での連絡や請求をなくし、検針票もWEB表示での明細を主流としたい

SMSの導入でDX化が推進、お客様の視認率もUP！

WEB請求通知での導入事例
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ハガキで検針票を送付する際にかかるコスト

約１/４のコストカット！

SMSで検針票を送付する際にかかるコスト



点検アポイントSMS送信導入事例

プロパン・ブタンニュース4/26発行号

自社コールセンターで『fonfunSMS』を活用。
法定点検、警報機やウォーターサーバーの
交換の日程連絡をメインとしてご利用中。

点検業務での日程調整依頼のSMSを送信すると
■2021年8月～9月

2か月間で対象のお客様「119件」への送信
・4年に一度の法定点検
・警報器の交換
「112件」のコールバックがあり、
スムーズに訪問日程が決まった。
反応率は94％

以前は連絡がつくまでひたすら電話を掛けて
おり、留守電設定にならずメッセージを残せ
ない方も多かった。

東京都東村山市

エネックス株式会社様
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６．まとめ
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失敗しないDX化のための３つのポイント
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ポイント３：
すぐに始めない！（しっかり告知する）

ポイント２：
管理部門をデジタル化する

ポイント１：
DX化のゴールを決める



ご参加いただきました事業者様のDX化のゴー
ルをご一緒に考えさせていただければと思っ
ております。

お気軽にお問い合わせください。

ご清聴、ありがとうございました。

(株)FunFusion SMS事業部
九州担当 岡本良三 080-2331-8597
support@funfusion.co.jp


