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2020年 7月 15日 

ティーペック株式会社 

ニュースリリース 

 

第 1回「ティーペック 24時間電話健康相談のススメ」投稿キャンペーンを開催 

「こんなときに使いたい！」「こんな利用が役に立つ」など 

おすすめ利用事例を募集中 

 

 

24 時間電話健康相談を提供するティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：

砂原 健市）は、10 月 1 日『電話健康相談の日』（日本記念日協会認定）の一環として、「24 時間

電話健康相談のススメ」キャンペーンを開始しました。 

 

電話健康相談の利用経験の有無は問わず、「こんな時に電話健康相談を使える（使いたかった）」

「こんな利用方法が役立つ」などの 24 時間電話健康相談のおすすめ利用事例を募集します。ど

なたでもふるってご応募ください。入賞者にはギフトカード、健康グッズを贈呈。 
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応募前の参考に！ 

ティーペックの 24時間電話健康相談とは？

 

電話健康相談とは、身体やこころの健康・病気に関する様々な悩みを相談できる電話サービス。 

その中でも今回事例を募集している「ティーペック 24時間電話健康相談」のポイントをまとめまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回「ティーペック 24時間電話健康相談のススメ」投稿キャンペーン概要 

 

応募の際は応募規約（本ニュースの P.6-P.8）、ティーペックプライバシーポリシー（http://www.t-

pec.co.jp/privacy/t-privacy.html）を必ずご確認の上、ご応募ください。なお、本企画に応募された

時点で本規約に同意したものとみなします。 

 

また、開催期間中、入選の有無に関わらず、応募作品を当社 SNSで紹介する可能性があります

ことをご了承ください。 

 

1)キャンペーン期間 

2020年 7月 15日(水)～9月 6日(日)  

 

2) 応募資格 

 ティーペックの 24時間電話健康相談の利用経験の有無は問わず、日本全国どなたでもご応募

できます。 

  

 

24時間電話健康相談のポイント 

・ 24時間年中無休でいつでもどこからでも利用できる 

・ 医療スタッフ（医師、看護師、保健師、心理カウンセラー）が対応 

・ メンタルヘルス相談もできる 

・ 病気やケガ以外にも、生活習慣改善方法などの予防など日常的に利用できる 

・ 子育てや介護相談など自身以外の相談も可能 

・ 家や職場の近くの病院探しもサポート 

 

＜相談事例＞ 

子育て中の悩み相談、生活習慣病の相談、介護相談、医療機関検索サポートなど 

 

 

 



 3 / 8 

 

3) 応募内容 

下記①②をご記入の上、SNS、WEB応募フォーム、郵送のいずれかの方法でご応募ください。 

複数応募可能ですので奮ってご応募ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 応募方法 

 

◆PC、スマホからの応募 

こちらの URLからご応募ください. 

電話健康相談のススメ 2020応募フォーム ≫https://ws.formzu.net/dist/S83942577/ 

 

◆郵送での応募 

①24時間電話健康相談のおすすめ利用方法（必須） 

②おすすめの理由や利用体験などのエピソード（任意） 

③ペンネーム（公開可能な名前） ④都道府県 ⑤年齢 ⑥性別 ⑦入賞時の連絡先（TELまたは

メールアドレス）を記載の上、下記までお送りください。 

 

〒110-0005 東京都台東区上野５丁目６番１０号７F 

ティーペック（株）経営企画部 電話健康相談のススメ事務局 宛 

 

※切手、はがき等の費用は応募者負担となります。 

※１通で複数応募可能です。 

※詳細住所は入賞連絡時にお聞きしますので、応募時には「都道府県」のみで構いません。 

 

◆SNS（twitter, instagram）応募 

公式アカウント（tpec_official）をフォローの上、＃電話健康相談のススメ 2020をつけて twitter, 

instagramから投稿してください。 

※2020は半角数字です。 

 

＜公式アカウント＞ 

 (Twitter)https//www.twitter.com/tpec_official 

(Instagram) https//www.instagram.com/tpec_official 

①24時間電話健康相談のおすすめ利用方法（必須） 

24時間、年中無休で医療スタッフに健康相談ができる「電話健康相談」について、 

「こんな時に役立つ！」「こんな利用がおすすめ！」などの事例募集 

 

②おすすめの理由や利用体験などのエピソード（任意） 

おすすめ理由や、エピソード、 

電話健康相談を利用したことある方は利用体験や感想など 

 



 4 / 8 

 

＜Instagram からご応募の方へ＞ 

「フィード」、「ストーリーズ」どちらからでも応募可能です。 

※ストーリーズから応募の場合は、メンションでティーペック公式アカウント @ tpec_official も付けて投

稿をお願いします。 

 

応募で使用する写真は自由です。ご自身でご用意していただくか、下記の画像スクリーンショット

をご利用ください。 

 

 

 

5）入賞 

 

全応募作品の中から入賞事例１0名前後にギフトカード 3,000円、エピソードや利用体験談を記

入していただいた中からエピソード賞（5名前後/ギフトカード 5,000円）をお送りします。 

・応募作品は電話健康相談のススメ事務局が厳選なる審査の上、選定します。 

・入賞者への連絡は 9月以降、入賞作品は 10月に特設ページにて発表を予定しています。 

・入賞連絡から１週間返信がない場合、入賞無効となる可能性がありますのでご了承ください。 

・SNS応募は、入賞時 DMにてご連絡させていただきますので事務局（公式アカウント）から連絡

が届くよう設定お願いします。 
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6）応募例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの皆様のご応募をお待ちしています。  

よろしくお願いします。

「食物アレルギーがあるような気がする。離乳食など気を付けるポイントを教えてほしいとき。」 

（おすすめ理由・エピソード） 

初めての子育てでわからないことが多いので、夜でも朝でも相談できることが安心できる。 

（福島県 34歳 女性） 

 

「家族間の人間関係で悩みがあるとき。」 

（おすすめ理由・エピソード） 

家族間の悩みは周りに相談しにくいが、このままだと鬱になりそうなので相談したい。 

（神奈川県 60歳 男性） 

 

「頭痛で病院に行きたいが診療科がわからないとき。」 

（おすすめ理由・エピソード） 

ネットで調べると広告やブログが多く、正しい情報かわからないので医療スタッフに聞いたほうが

早そう。あと、原因はどんな可能性があるのかなども相談してみたい。 

（兵庫県 35歳 女性） 

 

「旅行先で牡蠣にあたった。休日も診てくれる病院を探したいとき。」 

（体験談） 

以前、旅行中に利用した。土地勘もなく、しかも嘔吐と下痢があったので、電話一本、電話１本で

応急処置方法と病院探しができて大変助かった。 

（東京都 42歳 男性） 

 

「ヘアアイロンでおでこを火傷した。応急処置方法を知りたいとき。」 

（体験談） 

仕事があり病院に行けない日だったので電話ですぐに聞けて助かりました 

（長野県 25歳 女性） 
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「電話健康相談のススメ」投稿キャンペーン応募規約 

 

ティーペック株式会社 (以下「当社」)が実施する「電話健康相談のススメ募集」(以下「本企画」)の

応募にあたっては、以下の規約内容(以下「本規約」)を確認いただき、同意いただいた上で応募く

ださい。なお、本企画に応募された時点で本規約に同意したものとみなします。  

 

◆本企画について 

対象期間中に WEB、郵送または SNSから、電話健康相談の利用方法に関する投稿いただき、当

社が選定し受賞作品を決定します。受賞者にはその賞に応じた賞品を贈呈いたします。 

 

【応募上の留意点】 

・ 年齢、性別、職業を問わず国内に在住の方であればどなたでも応募いただけます。 海外か

らの応募は受けつけておりません。 

・ 応募作品は、本人創作で未発表の作品に限ります。盗作や他社・他団体の作品に著しく類似

する作品など、当社が不正とみなした応募は無効となります。受賞後であっても受賞を取り消

すことがあります。 

・ 入賞作品の発表はペンネーム・都道府県・年齢（SNS応募の場合は応募した際のアカウント

名）で行い、個人名、住所などは一切公表しません。入賞作品以外の作品を使用する際も同

様の発表方法をします。 

・ 応募作品の著作権は当社に帰属するものとします。受賞に関わらずすべての応募作品は今

後、当社の WEBページ、SNS、広告、サービス等で使用する可能性があります。 

・ 本企画への応募に際して、ソフトウェア・ハードウェア上の事故、火災、停電、通信環境の悪

化、地震、事変等の不可抗力による事象が発生した場合、一時的に応募手続きができなくな

ることがあります。 

・ SNS応募で応募者間または応募者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合など、応募

者または第三者が被った以下の事例により発生した損害については、弊社は責任を負いま

せん。 

・ Twitter・Instagramサービスの運用停止、中断、その他の不具合が発生した場合。 

 

【応募について】 

 

■WEB申し込み 

下記、応募フォームからご応募ください。 

https://ws.formzu.net/dist/S83942577/ 

 

■郵送での申し込み 

郵送での応募は、①24時間電話健康相談のおすすめ利用方法（必須）②おすすめの理由や利

用体験などのエピソード（任意）③ペンネーム（公開可能な名前）④都道府県⑤年齢⑥性別⑦入

賞時の連絡先（TELまたはメールアドレス）を記入の上、下記にお送りください。 

https://ws.formzu.net/dist/S83942577/
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〒110-0005 東京都台東区上野 5丁目 6番 10 号 ＨＦ 上野ビルディング 

ティーペック株式会社（経営企画部/電話健康相談のススメ事務局 大井） 

 

【SNSからの応募について】 

本企画は SNS（twitter、Instagram）からの応募も可能です。SNS応募の場合は弊社公式アカウン

トをフォローの上、ハッシュタグ「#電話健康相談のススメ 2020」をつけてご応募ください。作品が入

賞した場合、DM（ダイレクトメッセージ）からご連絡しますので返信をお願いします。 

 

（T-PEC公式アカウント） 

・https//www.instagram.com/tpec_official 

・https//www.twitter.com/tpec_official 

 

【賞について】 

全応募作品の中から入賞事例１0名前後にギフトカード 3,000円 

エピソードや利用体験談を記入していただいた中からエピソード賞（5名前後/ギフトカード 5,000

円） 

 

・ 各賞、該当作品がない場合は選出いたしません。 

・ 入賞者には当社担当より個別にご連絡します。 

・ 当社連絡から７日以上ご返信がない場合は入賞が無効になる可能性がありますのでご了承

ください。  

 

【個人情報について】 

１．応募に際してご提供頂く個人情報は、入賞のご連絡、賞品の発送以外では一切利用しませ

ん。当社への個人情報の提供はご利用者の任意ですが、個人情報を提供いただけない場合は、

応募受付できない場合があります。 

２．当社は、個人情報を上記の目的以外に利用いたしません。また、法令に基づく場合及び応募

者の同意を別途得る場合、応募者本人または第三者の生命・身体または財産の保護のために必

要があると当社が判断した場合を除き、第三者に提供することはありません。 

３. 当社は、利用目的の達成のために個人情報の取り扱いを委託する場合がありますが、十分な

個人情報の保護水準を満たす者を選定し、契約を締結するなど必要かつ適切に監督いたしま

す。 

４．ご提供いただきました個人情報の開示等を求めることが可能です。お手続きは「〒110-0005 

東京都台東区上野 5-6-10 ティーペック（株）個人情報相談窓口責任者（個人情報保護責任者代

理）」までお問い合わせ下さい。 

５．応募をもって、上記内容に同意頂いたものとさせて頂きます。 

 

【応募の制限】 

応募者が以下のいずれかに該当する場合、当社は直ちに当該応募者の応募の制限・当選権利
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の削除等の措置をとることができるものとし、当社に損害が生じた場合は、当該応募者に対して

損害賠償を請求できるものとします。 

 

・ 第三者のメールアドレス、その他の個人情報等を不正に使用した場合。 

・ 公序良俗に反する行為、法令・条例に違反する行為、犯罪的行為に結びつく行為を行った場

合。 

・ 当社もしくは第三者の知的財産権(著作権、商標権、意匠権、肖像権等)・財産・プライバシー

を侵害する行為を行った場合。 

・ その他、当社または第三者に不利益または損害を与える行為を行うなど、応募者として不適

切であると当社が判断した場合。 

・ その他、本規約に違反した場合。 

 

 

【ティーペック株式会社について】   

http://www.t-pec.co.jp/ 

24 時間電話健康相談事業のパイオニアとして 1989 年に設立。医師・保健師・看護師などの医療

資格者を有するメディカルコールセンターを運営し、セカンドオピニオンやメンタルヘルスカウンセ

リング、生活習慣病の重症化予防など、健康・医療分野における社会課題の解決を目的とした事

業を多数展開。2017年から 4年連続で健康経営優良法人『ホワイト 500』に認定。 

 

＜ティーペックサービスの利用方法について＞ 

ティーペック提供の 24時間電話健康相談は生命保険や損害保険の付帯サービスや会社の福利

厚生や健康保険組合のサービスに付属しています。 

ご自身の利用資格に関しては加入先の保険会社、健康保険組合の HPやパンフレット、または問

い合わせにてご確認ください。会社の福利厚生である場合は人事労務担当にご確認ください。 

 

 

【本リリース・企画に関するお問い合わせ先】 

ティーペック株式会社（担当：大井、絹山） 

〒110-0005 東京都台東区上野 5丁目 6番 10 号 ＨＦ 上野ビルディング 

電話 ：（03）3839-1078/メール ： info-pr@t-pec.co.jp 

 

http://www.t-pec.co.jp/
mailto:info-pr@t-pec.co.jp

