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ctcはSDGs宣言を通じて、

地域のみなさまにとっての『なくてはならない存在』になれるよう､

社会課題の解決へ貢献し、

誰一人取り残さない豊かな未来の創造の実現に取り組んでいきます。



ctcのSDGs宣言

未来をえがき、
笑顔をつなぐ
未来をえがき、
笑顔をつなぐ

環境負荷低減への取り組み
脱炭素や資源循環の取り組み
を、自社やサービスの提供を通
じて行い、環境への負荷を低減
していきます。

脱
炭
素
・
循
環
型
社
会

ステークホルダーとのパートナーシップの
向上と新たな価値の創造
お客さま、取引先、従業員、株主を含むすべてのステークホ
ルダーと強い関係を築き、共に成長し新たな価値を生み出
し続けます。

ctcらしさの実践

ICTイノベーションを通じた
中部地域への貢献
ICTイノベーションを通じて地域社会
を活性化し、豊かで安心なくらしを
実現していきます。

ワ
ク
ワ
ク
す
る
未
来

多様性の尊重と健全な
企業経営の追求
一人ひとりが尊重され、いきい
きと活躍し、お客さまから信頼
される企業経営を続けます。

活
力
あ
る
人
・
企
業

高品質で安定した
サービスの提供
社会やくらしに欠かすことのできな
い通信やサービスを、高品質で安定
的に提供していきます。

信
頼
さ
れ
る
社
会
イ
ン
フ
ラ

地球環境は今、様々な問題に直面しており、もはや目を背けることのできないレベルに達しています。
この現実を地球全体の課題として受け止め、解決へとアプローチしていく変革が求められています。

わたしたち ctc は社会やくらしに欠かすことのできない通信やサービスを通じて、

環境や社会の課題に積極的に取り組みます。

持続可能な地域社会の実現を推進していくためにサステナビリティを経営の真ん中に据え、

SDGs 宣言を策定し取組を加速させます。

一人ひとりが中心人物であることを自覚し、ジブンゴト化し、「未来」を考えて行動します。

「ただ知っている」から「参画する」SDGs へ。ctc の SDGs 宣言は、組織と個々人の道標となります。

わたしたちは、ctc way にそった「ctc らしさ」を実践しながら、

5つの重要課題（マテリアリティ）に全力で取り組み、 ｢ほっとできる毎日｣ と ｢今より楽しい未来｣、

そして、持続可能な地域社会の実現を目指します。
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バーチャルサーバーサービス
DX 推進ソリューション

セキュリティ対策ソリューション
ヘルスケアソリューション

オフィスのネットと電話

名古屋市内に保有する高信頼のデータセンターでは、常駐オペレー
ターによる24時間365日の運用体制により、アウトソーシングサービ
スをご提供しています。

特定のメーカーにとらわれないマルチベンダーのICTソリューション
で、システムの構築から運用までトータルにサポートいたします。
テレワークや業務効率化に有効な「DX推進ソリューション」、大切な情報
資産をあらゆる脅威から防御・対策できる「セキュリティソリューション」、
医療・介護従事者の業務を包括的にサポートする「ヘルスケアソリュー
ション」など、さまざまなICTソリューションを豊富にラインナップしてい
ます。
豊富な経験・実績をもとに、ネットワークやデータセンターを組み合わ
せ、お客さまのニーズに合ったICTソリューションをご提供いたします。
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コミュファ光は、中部地域のより多くの皆さまにご利用いただくため、
サービス提供エリアを拡大してまいりました。愛知・岐阜・三重・静
岡・長野の168都市でご利用いただけます（2022年10月現在）。
今後も順次拡大してまいります。

個人のお客さま向けのサービス「コミュファ」を提供しております。
光ファイバー回線によるインターネット「コミュファ光」と、
お客さまの暮らしに楽しさと安心をプラスする「コミュファlife+」を展開しています。

ネットの枠を超えて、毎日に楽しさをプラス。
中部地域のお客さまの暮らしを支えます。

コミュファ光サービス提供エリア

通信品質にこだわり、ストレスフリーなインターネット環境を
提供することを目指しています。

お客さまの毎日に楽しさと潤い、そして安心をプラス。
そこから生まれるココロ踊る体験を提供することを目指し、

今後、サービスの拡充をおこなっていきます。
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名古屋市内で運営する都市型データセンターでハウジングサービス／
マネージメントサービスをご提供しています。これらのデータセンター
は、名古屋市内中心部にほど近い絶好の立地環境にあり、「高信頼の
ファシリティ」、「厳重なセキュリティ」、「きめ細かな運用体制」で、お客さ
まの情報資産をお守りし、システム運用を強力にサポートしています。

「データセンター名古屋丸の内」では、 環境負荷の低い CO2 フリー
電気をお選びいただくことでお客さまのカーボンニュートラルへの取
り組みを支援します。また、マネージメントサービスのリモートアイ・リ
モートハンドは、お客さまにリアルタイム映像を確認いただきながらリ
モートで指示をいただくことで、お客さまの代わりにラック内作業を代
行いたします。

21

■環境に配慮した、都市型ハイスペックデータセンター

CO2
フリー電気＊

Scope 1
自社での
直接排出

（通常の）
電気

Scope 2
使用する電気などの
間接排出

その他ライフサイクル
全般での排出

ハウジングサービス 環境に配慮した電力供給を実現

マネージメントサービス リモートアイ・リモートハンドサービス 〈イメージ図〉

＊CO2 排出量実質ゼロの
電気メニューとは？

環境価値を付加した電気を、ラック（空調用含む）でご利用いただけるメニューです。

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

排
出
量

PCもしくはスマホより現地へ作業指示

お客さま

社内・ご自宅より作業員へ指示

映像・音声の通信

Zoom

現地技術者がお客さま指示に
基づき作業を支援いたします

データセンター名古屋丸の内

現地から作業映像を共有して送信
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イベントエリアには、200インチを超える大型LEDビジョンとステージ
を完備し、最大約100名を収容できる空間を完備。ブラックベースの
内装が非日常感を演出し、イベント時には映像やライティングをより
美しく際立てています。映像・音響・照明・配信を一括管理できるオペ
レーションルームには、大規模かつ多彩な演出ができる映像スイッ
チャーや高機能な音声ミキサーを設置しています。機材が一式揃って
いるので手ぶらで来て、気軽に配信することが可能です。また、ライブ
ストリーミング配信を行える、完全独立型の配信ブースも完備。ファン
や視聴者と交流しながら公開配信イベントを行うこともできます。

名古屋パルコ東館 7階にある「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」は、
コミュファ光 10Gサービスを利用した、高品質、低遅延な通信環境、高性能なゲーミング PCと配信機能、
200インチを超えるLEDビジョンを完備し、最大100名まで観戦可能な中部地域初の本格的な常設eスポーツスタジアムです。
名古屋のトレンド発信拠点「名古屋パルコ」と「コミュファ」は、お互いの強みを活かした連携により、
中部地域でも盛り上がりを見せているeスポーツ文化の活性化と推進を図っていきます。

■ハイスペック機器でイベント・配信をサポート

最先端の機材を揃え
eスポーツ文化の醸成・浸透に取り組んでいます。

ctcではeスポーツを通した社会貢献に取り組んでいます。
地元eスポーツ選手を育て、中部地域から世界で活躍するeスポーツ
選手を輩出することを目的にさまざまな活動を行っています。
産官学が連携し、中部地域の高校生にeスポーツ練習環境として、PC・
ゲーミング回線・デバイスの導入サポートをしております。
また2022年11月には中部地域最大のeスポーツイベントも主催しま
した。市場の拡大に貢献するとともに、裾野を広げる活動をこれからも
行っていきます。

■中部地域との共創、eスポーツ市場の拡大

コミュファ eSports Stadium NAGOYAでは、年間約150件以上
のイベントを開催しております。配信イベントやオフラインイベント、
出張イベント等お客さまからご要望いただいたイベントの企画から
運営まで熟練されたスキルを持つスタッフがトータルでプロデュース
します。

■オフライン・オンラインイベントを熟知したスタッフによる全面サポート

for eSports
コミュファ eSports Stadium NAGOYAで創造しているのは、新たな価値です。
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ctc は、中部地域のお客さまへ提供する通信サービスに、スタート
アップ企業さまの技術や視点を取り入れながら、新たな世界をイノ
ベーション共創していきます。
next ctc!! には、次なるctc（中部テレコミュニケーション）という意味
と、chubu technology collaboration という本プログラムを象
徴するコンセプトが込められています。

ctc は、地域貢献活動の一環として、通信事業者の強みを活かした
「げんきのまど」プロジェクトに取り組んでおります。

■「次世代技術×通信」での新規事業をコラボデザインするプロジェクト「next ctc!!」
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