
 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電気工事インターネット申込システム（でんき工事コーナー）」 
ご利用の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 4 月改定 
東京電力エナジーパートナー株式会社 



 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 

目次 

Ⅰ．基本的な取扱い ........................................................................ 1 

１．対象範囲 ........................................................................... 1 

２．「インターネット申込み」ご利用にあたって .................................................... 4 

３．添付書類の提出にあたって .............................................................. 5 

４．工事費等のお支払い .................................................................. 7 

５．システム利用時間について .............................................................. 7 

６．お申込みの流れ ...................................................................... 8 

７．工程変更等の連絡 .................................................................. 10 

８．一時保存について .................................................................... 10 

９．申込内容の修正・取消について ......................................................... 10 

10．参照登録について ................................................................... 11 

11．申込内容の保存期限について ......................................................... 11 

Ⅱ．操作方法 ............................................................................ 12 

１．システムへのログイン方法 .............................................................. 12 

２．申込メニュー ........................................................................ 13 

３．申込検索一覧 ...................................................................... 15 

４．約款承諾画面 ...................................................................... 18 

５．新規登録 .......................................................................... 19 

６．参照登録 .......................................................................... 63 

７．詳細 .............................................................................. 63 

８．修正 .............................................................................. 64 

９．取消 .............................................................................. 64 

10．ユーザー情報修正 ................................................................... 64 

11．パスワード変更 ...................................................................... 65 

 



 

1 

 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 

 

Ⅰ．基本的な取扱い 

１．対象範囲 

（１）供給申込 

低圧により供給する当社サービス提供エリアにおける、電気供給約款および電気需給約款の各料金プランにお

ける申込分といたします。 

＜電気供給約款＞ 

定額電灯、従量電灯Ａ、従量電灯Ｂ、従量電灯Ｃ、臨時電灯Ａ、臨時電灯Ｂ、臨時電灯Ｃ、公衆街

路灯Ａ、公衆街路灯Ｂ、低圧電力、臨時電力、農事用電力 

＜電気需給約款＞ 

スタンダードＳ、スタンダードＬ、スタンダードＸ、スタンダードＡ、プレミアムＳ、プレミアムＬ、プレミアムプラン、

夜トク８、夜トク 12、スマートライフＳ、スマートライフＬ、スマートライフプラン、くらし上手Ｓ、くらし上手Ｌ、

くらし上手Ｘ、アクアエナジー１００、動力プラン、時間帯別電灯［夜間８時間型］、時間帯別電灯

［夜間 10 時間型］、季節別時間帯別電灯、ピーク制御型季節別時間帯別電灯、低圧高負荷、深夜

電力、第２深夜電力、au でんき M プラン※１、au でんきＬプラン※１、再エネおあずかりプラン［スタンダー

ドＳ］※２、再エネおあずかりプラン［スタンダードＬ］※２、再エネおあずかりプラン［スマートライフＳ］※２、

再エネおあずかりプラン［スマートライフＬ］※２、再エネおあずかりプラン［スマートライフプラン］※２、再エネ

おあずかりプラン［時間帯別電灯（夜間８時間型）］※２、再エネおあずかりプラン［時間帯別電灯（夜

間 10 時間型）］※２、再エネおあずかりプラン［季節別時間帯別電灯（電化上手）］※２の各料金プ

ランにおける申込分とします。 

※１ 2019 年２月 21 日以降に au でんき M プランまたは au でんきＬプランでご契約いただいているお

客さまで、「契約変更」または「設備変更」の申込が対象です。 
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※２ 再エネおあずかり各種プランにご契約いただいているお客さまで、「契約変更」または「設備変更」の申

込が対象です。 

なお、申込内容に応じて、以下の添付資料の提出をお願いいたします。 

ｏ 負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書 

ｏ 回路契約の場合：回路契約申込書別紙 

ｏ 集合住宅や二世帯住宅など同一建物に複数契約がある場合：平面図および幹線系統図 

ｏ 動力プランの契約変更の場合：動力プラン契約電力変更申込書別紙 

     

（２）購入申込（2017 年 3 月 15 日を以って当システムにおける受付を終了いたしました） 

    ※再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正により、2017 年 4 月 1 日以降に新たに接

続契約を締結する購入契約については一般送配電事業者とのご契約となりますので、当システムにおける

購入契約の受付を終了いたしました。なお、既に当社と契約中の購入契約の契約変更については、当社へ

契約変更申込書をご郵送もしくはメールにてお申込みいただきますようお願いいたします。 
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（参考１）申込種別と申込内容 

申込種別 申込内容 

新  設  新たに電気需給契約を開始する場合。 

契約変更  契約容量や契約メニューを変更する場合。 

設備変更  契約容量や契約メニューを変更せずにお客さまの設備内容を変更する場合 

電圧変更 高圧から低圧へ電圧を変更し、契約メニューを変更する場合 

撤去  上記申込種別に関連し、電気需給契約を撤去する場合。 

  

（参考２）契約種別と適用範囲 

当社ホームページ（http://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/index-j.html）よりご確認ください。 

 

（参考３）契約決定方式について 

契約決定方式 申込内容 

アンペアブレーカー契約 
送配電事業者が設置または設定するアンペアブレーカー容量にて契約電流を決定

いたします。 

主開閉器契約 

お客さまで設置いただく主開閉器容量にて契約容量を決定いたします。 

※主開開閉器の定格電流（Ａ）×電圧（Ｖ）×1/1,000 

（単相３線式 100Ｖおよび 200Ｖの場合の電圧は 200Ｖとします。） 

実量制 

契約電力をご使用いただいた 30 分ごとの使用電力量により決定します。30 分

ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を２倍した値を最大需要電力と

いい、その１月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大

きい値が契約電力となります。 
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負荷設備契約 
お客さまが設置された個々の負荷設備容量の積み上げにより契約容量を決定

いたします。 

回路契約 回路数をもとに契約容量を決定いたします。 

 

２．「インターネット申込み」ご利用にあたって 

（１）推奨環境 

      ＯＳ ； Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１ 

      ブラウザ ； Microsoft Edge（日本語版） 

（２）利用申請 

利用規約にご同意いただき、「電気工事インターネット申込システム利用申請書」に必要事項をご記入のう

え、下記まで E-mail にてお申込みいただきますようお願いいたします。 

なお、東京電力パワーグリッドより付与された電気工事店登録番号がない場合は、「電気工事業者登録証」

もしくは、「みなし登録電気工事業者届出受理証」の写し（いずれも有効期限内のもの）を添付いただきます

ようお願いいたします。 

※ 東京電力エリア内のお申込みの場合、電気工事店登録番号が必須となりますので、電気工事店登録

番号がない場合は、東京電力パワーグリッドへ登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。 

送付先；東京電力エナジーパートナー株式会社 業務センター 

      E-mail；tepcoep-idpw@tepco.co.jp 

（３）ユーザーID 番号およびパスワードについて 

登録完了後、ユーザーID および初期パスワードを記載した「ユーザーID およびパスワードのお知らせ」を E-

mail にて送付いたします。以後、下記の点にご注意のうえ管理いただきますようよろしくお願いいたします。 

・初回ログイン時は必ずパスワード変更をお願いいたします。また、パスワードは定期的に変更していただきます

ようお願いいたします。 
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・万が一、パスワード不一致等により、パスワードロックした場合は、当社までご連絡いただきますようお願いい

たします。パスワードを初期化のうえ、「ユーザーID およびパスワードのお知らせ」を E-mail にて送付いたしま

す。 

・ユーザ ID 番号およびパスワードは、第三者に貸与、譲渡しないでください。 

（４）登録情報の変更 

下記情報について、ユーザー情報修正画面からご自身で変更することが可能となりますので、変更があった際

は、登録情報の変更をお願いいたします。 

・電気工事店登録番号（東京電力パワーグリッドより番号が付与されている場合のみ） 

・工事店名（漢字・カナ） 

・工事店代表者名（漢字・カナ） 

・電話番号１～３ 

・メールアドレス 

・住所 

・東電 PG「Web 申込システム」ID 

（５）ユーザー登録情報の削除 

ユーザー情報の削除をされる際は、「電気工事インターネット申込システム利用申請書」にてお申込みいただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 

３．添付書類の提出にあたって 

添付書類については、申込登録画面内の「添付ファイル」の追加ボタンをクリックし、ファイルアップロード画面より

以下内容にご留意のうえ、必要な書類を添付いただきますようお願いいたします。 

・ファイル名の文字数が２０文字以下であること 
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・１ファイル容量が５MＢ以下であり、総容量が２０ＭＢであること 

・ファイル数が１０ファイル以下であること 

・ファイルの拡張子が、xls、xlsx、doc、docx、ppt、pptx、pdf、jpg、jpeg、gif、png、bmp、dwg、dxf

であること 

なお、ファイル数が多い等により、申込登録画面に添付できない場合は、E-mail にて送付いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

送付先；東京電力エナジーパートナー株式会社業務センター 

E-mail；tepco-ep-gyoumuc3@tepco.co.jp 
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４．工事費等のお支払い 

【東京電力エリア内】 

東京電力パワーグリッドより収納代行会社を介してＷｅｂ決済システムのＵＲＬをお支払い者さまへメールにて

ご案内いたしますので、コンビニエンスストアでのお支払や金融機関へのお振込みなどご希望のお支払方法を選択の

うえお支払いいただきますようお願いいたします。 

【東京電力エリア外】 

工事に先立ち、一般送配電事業者より工事費負担金等の請求を受けた場合は、その金額を「東京電力から

のお知らせ」にてお知らせいたします。また、あわせて振込用紙を電気工事店さまへ送付いたしますので、振込用紙

裏面に記載のある金融機関へお支払いいただきますようお願いいたします。 

なお、当システム申込分における工事費等は東京電力パワーグリッドの窓口ではお支払いただけません。 

また、入金確認に時間を要す場合がございますので、お急ぎの場合は、領収証の写しを当社業務センターまで

E-mail にて送付いただきますようお願いいたします。 

※E-mail にて送付される場合は、当社まで電話にてご一報をお願いいたします。 

 連絡先；0120-659-433（受付時間；月曜～金曜（休祝日を除く）9:00～17:00） 

当社にてご入金の確認が取れましたら、当社より、すみやかに一般送配電事業者へ工事費等の支払をいたしま

す。 

 

５．システム利用時間について 

（１）ご利用時間 

6:00 ～24:00 

※ 土・日・祝祭日についても上記の時間でご利用いただけます。 
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※ ご利用時間内でシステムの保守・点検などにより停止する場合につきましては、事前にホームページ等でお

知らせいたします。 

（２）受付日について 

営業業務時間内（平日９:00 から 16:00）に受信したものは、原則として翌営業日までに受付とさせてい

ただきます。また、営業業務時間外および土日祝祭日に受信したものは、翌営業日の受付とさせていただきます。 

 

６．お申込みの流れ 

  でんき工事コーナーではお申込みの受領から工事完了までを確認することができます。 

＃ ステータス表示名 説明 

１ 一時保存 申込内容が保存状態にあります。なお、申込処理が完了しておりません。 

２ 申込受付待ち 申込受付前の状態を言います。 

３ 再申込待ち 一度、申込みいただいたものの、申込内容不備等により、再申込待ちの状態

となります。 

4 申込受付完了 申込受付が完了した状態を言います。 

5 託送申込済 【東京電力エリア内】 

東京電力パワーグリッドのＷｅｂ申込システムへの設備情報登録待ち、も

しくは東京電力パワーグリッドによる受付処理待ちの状態となります。 

【東京電力エリア外】 

一般送配電事業者へ工事申込みし、設計番号が振りだされた状態を言

います。落成日が決まりましたら、一般送配電事業者へご連絡ください。 

6 託送供給承諾待ち 一般送配電事業者にて工事設計書作成中、もしくは工事費負担金が発生

する場合のご入金待ちの状態となります。 



 

9 

 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 

 

7 工事完了待ち 一般送配電事業者への落成連絡待ち、もしくは落成連絡され送電日が決ま

った状態となります。 

8 工事完了 一般送配電事業者による工事が完了した状態を言います。 

9 申込取消 申込みが取り消しとなった状態を言います。 

 

（１）申込完了 

電気工事店さまからのお申込みが完了した時点で申込登録完了画面に申込番号が表示されますので、ご確

認をお願いいたします。 

（２）申込受付完了・託送申込み 

当社での受付処理が完了しましたら、当社から当該エリアの一般送配電事業者へ託送申込みを実施いたしま

す（※１）。一般送配電事業者での申込受付が完了し、一般送配電事業者より設計番号（※２）が発行

されましたら、Ｗｅｂ画面にて表示いたしますので、申込内容詳細画面よりご確認をお願いいたします。 

※１ でんき工事コーナーへのご契約情報登録完了後、東京電力パワーグリッドのＷｅｂ申込システムへ設

備情報の登録が必要となります。Ｗｅｂ申込システムへの登録がない場合、工程が進みませんのでご留

意ください。 

※２ 一般送配電事業者へお問合せする際は、設計番号をお伝えください。 

（３）落成連絡 

内線の落成日が確定いたしましたら、申込状況が「託送申込済」となっていることをご確認のうえ、当該エリアの

一般送配電事業者へ落成連絡（※）し、工事日等の調整をお願いいたします。なお、東京電力エリア内の場

合は、東京電力パワーグリッドのＷｅｂ申込システムより落成連絡をお願いいたします。 

※一般送配電事業者へ落成連絡する際は、設計番号をお伝えください。 
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（４）工事完了 

一般送配電事業者による工事が完了いたしましたら、申込状況が「工事完了」となります。 

 

７．工程変更等の連絡 

送電日や内線落成日・工事希望日の変更につきましては、当該エリアの一般送配電事業者へご連絡（※）

いただきますようお願いいたします。 

※一般送配電事業者へご連絡する際は、設計番号をお伝えください。 

 

８．一時保存について 

申込みを一時保存することができます。一時保存中は申込内容の修正・取消がいつでも可能です。 

 

９．申込内容の修正・取消について 

申込受付後に申込内容を修正・取消する場合は、メールにて当社までご連絡をお願いいたします。 

ご連絡方法につきましては、当社ホームページ 

（https://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/index-j.html#ank03）よりご確認ください。 

なお、電気工事店さまにて修正・取消が可能な申込状況は以下のとおりとなります。 

〇 「修正」 

「一時保存」・「申込受付待ち」・「再申込待ち」 

〇 「取消」 

 「一時保存」・「再申込待ち」 
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10．参照登録について 

過去の申込情報を参照（コピー）して、新規申込を行うことができます。申込検索一覧画面より、参照したい

過去の申込情報を選択し、参照登録ボタンをクリックすることにより、お申込内容をコピーした状態の申込登録画

面になりますので、修正のうえお申込みください。 

 

11．申込内容の保存期限について 

申込状況が「工事完了」または「申込取消」となってから３ヶ月をもって、申込情報を削除いたします。 

なお、申込状況が「一時保存」または「再申込待ち」となっているものについては、２年未更新状態である場合

に申込情報を削除いたします。 
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Ⅱ．操作方法 

１．システムへのログイン方法 

【手順１】 

当社のホームページ内のでんき工事コーナー ～低圧工事のお申込み～

（http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/index-j.html）へアクセスします。 

【手順２】 

「ログイン画面へ」をクリックします。 

【手順３】 

ユーザー認証画面が表示されますので、ユーザーＩＤとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしま

す。 

 

◆ 補足説明 

ｏ ユーザーＩＤは「パスワードのお知らせ」に記載されているユーザーＩＤを入力します。 

◆ 注意事項 

ｏ パスワードの大文字「ABCD...」、小文字「abcd...」は区別されますのでご注意ください。 

ｏ 10 回連続してパスワードの認証に失敗した場合は終了画面を表示します。 

ｏ パスワードに関するお問い合わせは当社までメール（tepcoep-idpw@tepco.co.jp）にてお問い

合わせください。 
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※ 担当箇所より初期化したパスワードを再発行のうえご連絡いたします。 

ｏ 将来的に当社ホームページのレイアウト変更などにより、ユーザー認証画面へのアクセス手順が変更さ

れることがあります。 

 ◆ システムの終了方法 

申込メニュー画面から「ログアウト」ボタンをクリックします。 

 

２．申込メニュー 

 

◆ 画面の説明 

お手続きいただく項目を選択してクリックします。 

ｏ 低圧（電気供給約款）のお申込み 

従量電灯や低圧電力など、自由化前の料金プランのお申込み（新設・契約変更・設備変更な

ど）や申込内容の確認（申込中一覧の確認、申込内容の確認、申込状況の確認）を行えます。 

ｏ 低圧（電気需給約款／東京電力エリア内）のお申込み 
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スタンダードＳやスマートライフなど、自由化後の料金プランで東京電力エリア内のお申込み（新設・

契約変更・設備変更など）や申込内容の確認（申込中一覧の確認、申込内容の確認、申込状況

の確認）を行えます。 

ｏ 低圧（電気需給約款／東京電力エリア外）のお申込み 

スタンダードＡなど、自由化後の料金プランで東京電力エリア外のお申込み（新設・契約変更・設

備変更など）や申込内容の確認（申込中一覧の確認、申込内容の確認、申込状況の確認）を行

えます。 

ｏ 高圧・特別高圧のお申込み 

高圧・特別高圧工事のお申込み（新設・契約変更・設備変更など）や申込内容の確認（申込

中一覧の確認、申込内容の確認、申込状況の確認）を行えます。※詳細はご利用の手引き【高圧・

特別高圧用】を参照ください。 

ｏ ユーザー情報変更 

電気工事店さまの登録情報の変更を行えます。 

ｏ パスワード変更 

ご利用者のパスワード変更を行えます。 

※ 「パスワードのお知らせ」でお知らせした初期のパスワードは、変更のうえご利用をお願いいたしま

す。 

※ 定期的にパスワードの変更をお願いいたします。 
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３．申込検索一覧 

 

◆ 画面の説明 

現在申込中の申込一覧が自動で表示されます。 

【検索】 

検索条件を指定することで、検索結果を絞ることができます。 

【申込み】 

○ 「新規登録」 

新規に申込登録を行います。 

○ 「参照登録」 

過去の申込内容を複写した申込みを行います。複写したい過去の申込みを選択し、「参照登録」

ボタンをクリックします。 

○ 「詳細」 

申込内容を確認いただけます。工事費のお支払いがある場合や当社からお伝えしたい内容は、申

込詳細情報表示の「東京電力からお客さまへ」欄に表示いたします。 

○ 「修正」 
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申込内容を修正することができます。ただし、申込状況が「一時保存」「申込受付待ち」「再申込

待ち」の場合のみとなります。 

○ 「取消」 

申込内容を取消ことができます。ただし、申込状況が「一時保存」「再申込待ち」の場合のみとなり

ます。  

◆ 入力項目の説明（検索したい申込内容について各項目を入力して絞込みできます） 

＃ 入力項目 説明 

1 申込状況 

申込状況を選択します。 

選択可能な申込状況は下記のとおりです。 

・一時保存 

 ・申込受付待ち 

 ・再申込待ち 

 ・申込受付完了 

 ・託送申込済 

 ・託送供給承諾待ち 

 ・工事完了待ち 

 ・工事完了 

 ・申込取消 

2 申込年月日 
申込みした年月日を西暦で入力します。 

（例）20160401 

3 申込種別 

申込種別を選択します。 

選択可能な申込状況は下記のとおりです。 

・新設 

 ・契約変更 
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 ・設備変更 

 ・電圧変更 

 ・撤去 

4 申込番号 11 桁の申込番号（英数字）を入力します。 

5 設計番号 

最大 14 桁の設計番号（英数字）を入力します。 

※一般送配電事業者へお問合せする際は、設計番号をお伝

えください。 

6 契約名義（カナ） 
ご契約者の名義をカナで入力します。 

第一名義の部分一致で検索します。 

7 契約名義（漢字） 
ご契約者の名義を漢字で入力します。 

第一名義の部分一致で検索します。 

8 工事費負担金有無 工事費負担金の有無を選択します。 

9 工事費負担金入金状況 
工事費負担金の入金状況（未入金または入金済）を選択

します。 

10 結果表示件数 検索結果の最大表示件数を選択します。 

◆ 入力項目の必須チェック 

ｏ＃１から＃９いずれかに値が入力されず「検索」ボタンをクリックするとエラー 

ｏ申込年月日が from>to の状態で「検索」ボタンをクリックするとエラー 
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４．約款承諾画面 

    

 

◆ 画面の説明 

供給条件等をご一読いただき「上記規約に承諾します」へチェックのうえ「次へ」をクリックします。 

  



 

19 

 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 

 

 

５．新規登録 

 （１）申込登録 

  ＜低圧（電気供給約款）および低圧（電気需給約款／東京電力エリア内）のお申込み＞ 

   ■共通画面 

    

    



 

20 

 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 
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＃ 入力項目 説明 

1 申込種別 

申込種別を下記から選択します。 

・新設 

 ・契約変更 

 ・設備変更 

 ・電圧変更 

 ・撤去 

2 供給・購入 供給申込のみ選択可能です。 

3 送電希望年月日 
送電希望年月日を西暦で入力します。 

（例）20160401 

4 
お客さま番号 

（新料金プラン） 

現在、スマートライフプランなど当社の新しい料金プランへ加入の場合、

お客さま番号（10 桁）を入力します。 

※新設の場合は入力不可。 

※再エネおあずかり各種プランでご契約いただいている場合、桁数が

不足しており入力できませんので、「東京電力への連絡事項」欄へ記

載ください。 
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5 
お客さま番号 

（自由化前の料金プラン） 

現在、従量電灯など自由化前の当社料金プランへ加入の場合、事

業所コード（3 桁）とお客さま番号（13 桁）を入力します。 

※新設の場合は入力不可 

6 供給地点特定番号 
ご契約場所の供給地点特定番号（22 桁）を入力します。 

※新設の場合は入力不可。 

7 計器番号 現地に取付されている計器番号（最大 10 桁）を入力します。 

8 （契約情報）名義 1 ご契約者の第一名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 

9 （契約情報）フリガナ 1 ご契約者の第一名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 

10 （契約情報）名義 2 

ご契約者の第二名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 

※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内と

なります。 

11 （契約情報）フリガナ 2 

ご契約者の第二名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 

※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内と

なります。 

12 （契約情報）郵便番号 

ご契約場所の郵便番号７桁を入力し、「住所検索」ボタンをクリックし

ます。 

ご不明な場合は、「こちら」をクリックすると日本郵便の郵便番号検索

ページへアクセスします。 

13 
（契約情報）住所（都道府

県～丁目） 

郵便番号から検索した住所（都道府県～丁目）が表示されます。

複数対象ある場合は該当する住所を選択します。 

※直接入力は不可のため郵便番号の住所検索から入力ください。 

14 
（契約情報）住所（番地・

号） 

ご契約住所の番地および号数がある場合、入力します。 

※番地・号数に続く数字がある場合のみ、「号」右の入力欄に入力く

ださい。 



 

23 

 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 

 

15 
（契約情報）住所（建物

名） 

ご契約住所に建物名・棟番号・部屋番号がある場合、入力します。 16 
（契約情報）住所（棟番

号） 

17 
（契約情報）住所（部屋番

号） 

18 
（契約情報）電話番号 1（区

分） 

ご契約者の電話番号区分を下記から選択します。 

 ・自宅 

 ・携帯 

 ・家主・管理人 

 ・その他 

19 （契約情報）電話番号 1 
ご契約者の電話番号を入力します。 

※なるべく携帯番号の入力をお願いいたします。 

20 
（契約情報）電話番号 2（区

分） 

ご契約者の２つ目の電話番号区分を下記から選択します。 

 ・自宅 

 ・携帯 

 ・家主・管理人 

 ・その他 

21 
（契約情報）電話番号 2（市

外局番） 

ご契約者の２つ目の電話番号を入力します。 

22 
（郵送先情報）契約情報と同

じ チェック BOX 

郵送先住所がご契約住所と同じ場合はチェックＢＯＸにチェックを入

れます。 

チェックを入れた場合は＃23 から#36 の入項目が非活性となり入力

省略となります。 
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23 （郵送先情報）名義 1 郵送先の第一名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 

24 （郵送先情報）フリガナ 1 郵送先の第一名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 

25 （郵送先情報）名義 2 

郵送先の第二名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 

※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内と

なります。 

26 （郵送先情報）フリガナ 2 

郵送先の第二名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 

※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内と

なります。 

27 （郵送先情報）郵便番号 

郵送先の郵便番号７桁を入力し、「住所検索」ボタンをクリックしま

す。 

ご不明な場合は、「こちら」をクリックすると日本郵便の郵便番号検索

ページにアクセスします。 

28 
（郵送先情報） 住所（都道

府県～丁目） 

郵便番号から検索した住所（都道府県～丁目）が表示されます。

複数対象ある場合は該当する住所を選択します。 

※直接入力は不可のため郵便番号の住所検索から入力ください。 

29 
（郵送先情報）住所（番地・

号） 

郵送先の番地および号数がある場合、入力します。 

※番地・号数に続く数字がある場合のみ、「号」右の入力欄に入力く

ださい。 

30 
（郵送先情報）住所（建物

名） 

郵送先に建物名・棟番号・部屋番号がある場合、入力します。 31 
（郵送先情報）住所（棟番

号） 

32 
（郵送先情報）住所（部屋

番号） 
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33 
（郵送先情報）電話番号 1

（区分） 

郵送先の電話番号区分を下記から選択します。 

 ・自宅 

 ・携帯 

 ・家主・管理人 

 ・その他 

34 （郵送先情報）電話番号 1 郵送先の電話番号を入力します。 

35 
（郵送先情報）電話番号 2

（区分） 

郵送先の２つ目の電話番号区分を下記から選択します。 

 ・自宅 

 ・携帯 

 ・家主・管理人 

 ・その他 

36 （郵送先情報）電話番号 2 郵送先の２つ目の電話番号を入力します。 

37 建築会社名／販売店名 
ハウスメーカー、工務店、リフォーム店、住設機器販売店等を入力しま

す。 

38 契約種別 ご契約種別を選択します。 

39 契約期間 

プレミアムＳ、プレミアムＬ、プレミアムプランの場合、ご希望の契約期

間を下記から選択します。 

 ・１年契約 

 ・２年契約 

40 契約電力（新） 契約容量（電力）を入力します。 

41 
スマートライフ・くらし上手確認事

項について 

スマートライフＳ、スマートライフＬ、スマートライフプラン、再エネおあず

かりプラン［スマートライフＳ］、再エネおあずかりプラン［スマートライフ

Ｌ］、再エネおあずかりプラン［スマートライフプラン］、くらし上手Ｓ、

くらし上手Ｌ、くらし上手Ｘの場合、スマートライフプラン・くらし上手に
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関する確認事項をご確認いただき、同意する場合はチェックＢＯＸへ

チェックを入れます。 

※同意いただけない場合は加入いただけません。 

42 使用期間（臨時・農事） 

臨時契約または農事用電力の場合に使用開始日・終了日を西暦で

入力します。 

（例）20160401 

※開始日は送電日と同じ日を入力してください。 

43 需要場所確認１ 
住宅または集合住宅の共用部における契約の場合は「はい」を選択し

ます。 

44 需要場所確認２ 
同一構内または建物内に需要場所が複数ある場合は「はい」を選択

します。 

45 アンペアブレーカー容量 

アンペアプレーカー容量を下記から選択します。 

・５Ａ 

・10Ａ 

・15A 

・20Ａ 

・30Ａ 

・40Ａ 

・50Ａ 

・60Ａ 

46 未計器希望有無 
定額電灯や臨時電灯Ａなど計量器の取付がない契約の場合、チェッ

クＢＯＸにチェックします。 

47 （主計器）供給方式(線式） 
主計器の供給方式（線式）を下記から選択します。 

 ・主計器なし 
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 ・単相２線式 100V 

 ・単相２線式 200V 

 ・単相３線式 100V/200V 

 ・３相３線式 200V 

48 （主計器）開閉器容量 主計器の主開閉器容量を入力します。 

49 （副計器）供給方式(線式） 

副計器の供給方式（線式）を下記から選択します。 

 ・副計器なし 

 ・単相２線式 100V 

 ・単相２線式 200V 

 ・単相３線式 100V/200V 

 ・３相３線式 200V 

50 （副計器）開閉器容量 副計器の主開閉器容量を入力します。 

51 （未計器）供給方式(線式） 

未計器の供給方式（線式）を下記から選択します。 

 ・副計器なし 

 ・単相２線式 100V 

 ・単相２線式 200V 

 ・単相３線式 100V/200V 

52 （未計器）開閉器容量 未計器の主開閉器容量を入力します。 

53 (未計器)負荷設備容量合計 各負荷設備の合計容量（ＶＡ）を入力します。 

54 灯数 照明やコンセントなどの総数を入力します。 

55 回路数 
電灯の場合に 100Ｖの 15Ａもしくは 20Ａのブレーカーの数を入力し

ます。 

56 主業種 
ご契約場所の使用形態を選択します。 

57 細業種 1 
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58 細業種 2 

59 新設同時廃止希望 

本申込の調査時の廃止をご希望される場合、チェックＢＯＸにチェック

します。 

※低圧（電気供給約款）のお申込み時のみとなります。 

60 
（電化厨房（ＩＨクッキングヒ

ーター）情報）申請種別 

電化厨房（ＩＨクッキングヒーター）の取付状況について、下記より

選択します。 

・取付 

・取替 

・取外 

・変更なし 

61 
（電化厨房（ＩＨクッキングヒ

ーター）情報）型式 

電化厨房（ＩＨクッキングヒーター）の取付がある場合、型式を入力

します。 

62 
（電気工事店情報）電気工

事店登録番号 

ユーザ登録情報を表示します。 

63 （電気工事店情報）会社名 

64 
（電気工事店情報）電話番

号 

65 
（電気工事店情報）担当者

名 

お申込みに関するご担当者名を入力します。 

66 
（電気工事店情報）担当者

連絡先（区分） 

お申込みに関するご担当者名の連絡先区分を下記より選択します。 

 ・固定 

 ・携帯 

 ・FAX 

 ・その他 
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67 
（電気工事店情報）担当者

連絡先 

お申込みに関するご担当者名の連絡先を入力します。 

68 
（電気工事店情報）メールアド

レス 

お申込みに関するご担当者名のメールアドレスを入力します。 

※初期表示はユーザ登録情報 

69 
（電気工事店情報）東電Ｐ

Ｇ「Ｗeb 申込システム」ＩＤ 

東京電力パワーグリッドのＷｅｂ申込システムのログインＩＤを入力し

ます。 

70 支払方法 

工事費負担金等の支払方法を選択します。 

・Ｗeb 決済サービス（※初期表示） 

 

71 支払者区分 

工事費負担金等の支払者区分を下記より選択します。 

・電気工事店（※初期表示） 

・その他 

72 支払者名義 

工事費負担金等の支払者名義を入力します。 

※全角入力のみ。 

※支払者区分「電気工事店」を選択した場合は入力不可。「その

他」を選択した場合は必須。 

73 支払者メールアドレス 

工事費負担金等の支払者メールアドレスを入力する。 

※支払者区分「電気工事店」を選択した場合は入力不可。「その

他」を選択した場合は必須。 

74 東京電力への連絡事項 

当社への連絡事項がある場合、入力します。 

※工事や調査に関する内容は、東京電力パワーグリッドのＷｅｂ申

込システムへの入力をお願いします。本システムへ入力いただいても東

京電力パワーグリッドへの伝達はできません。 
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75 添付ファイル 
添付ファイルを追加する場合は「追加」ボタン、削除する場合は対象フ

ァイルを選択のうえ「ファイル削除」ボタンを押下クリックします。 
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■定額契約情報登録画面 

   お申込みの契約種別が「定額電灯」、「公衆街路灯Ａ」、「公衆街路灯Ｂ」の場合、共通（契約情報登

録）画面入力後、当該画面に遷移いたします。 
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＃ 入力項目 説明 

1 申込種別 前ページで選択した申込種別を表示します。 

2 （契約情報）名義 1 
前ページで入力したご契約者の第一名義漢字（最大 20 桁）を表

示します。 

3 （契約情報）フリガナ 1 
前ページで入力したご契約者の第一名義カナ（最大 20 桁）を表

示します。 

4 （契約情報）名義 2 
前ページで入力したご契約者の第二名義漢字（最大 20 桁）を表

示します。 

5 （契約情報）フリガナ 2 
前ページで入力したご契約者の第二名義カナ（最大 20 桁）を表

示します。 

6 （契約情報）郵便番号 前ページで入力したご契約場所の郵便番号７桁を表示します。 

7 
（契約情報）住所（都道府

県～丁目） 

前ページで郵便番号から検索した住所（都道府県～丁目）を表示

します。 

8 
（契約情報）住所（番地・

号） 

前ページで入力したご契約住所の番地および号数を表示します。 

9 
（契約情報）住所（建物

名） 

前ページで入力した建物名・棟番号・部屋番号を表示します。 10 
（契約情報）住所（棟番

号） 

11 
（契約情報）住所（部屋番

号） 

12 契約種別 前ページで選択した契約種別を表示します。 

13 契約電力（新） 前ページで入力した契約電力（新）を表示します。 

14 灯数 前ページで入力した灯数を表示します。 
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15 
（負荷設備（定額電灯・公衆

街路灯））種別 

設備の種別を下記より選択します。 

・電灯・街路灯 

・小型機器 

16 
（負荷設備（定額電灯・公衆

街路灯））電灯 

#15 で「電灯・街路灯」を選択した場合、電灯種別を下記より選択

します。 

 ・水銀灯（高力） 

 ・水銀灯（低力） 

 ・蛍光灯（高力） 

 ・蛍光灯（低力） 

 ・白熱灯 

 ・ＬＥＤ 

 ・ナトリウム灯（高力） 

 ・ナトリウム灯（低力） 

 ・その他 

17 

（負荷設備（定額電灯・公衆

街路灯））小型機器名称

（全角文字） 

#15 で「小型機器」を選択した場合、小型機器名称を入力します。 

18 
（負荷設備（定額電灯・公衆

街路灯））容量 

電灯・街路灯、小型機器の負荷設備容量を入力します。 

19 
（負荷設備（定額電灯・公衆

街路灯））容量（単位） 

電灯・街路灯、小型機器の負荷設備容量単位を下記より選択しま

す・ 

 ・ＶＡ 

 ・Ｗ 
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20 
（負荷設備（定額電灯・公衆

街路灯））灯数 

負荷設備の灯数を入力します。 

※入力した灯数が前ページで入力した灯数と一致するように入力くだ

さい。 

21 
（負荷設備（定額電灯・公衆

街路灯））インバーター 

#15 で「灯数・街路灯」を選択した場合、インバーター有無を下記より

選択します。 

 ・あり 

 ・なし 

22 
（負荷設備（定額電灯・公衆

街路灯））器具形状 

#16 で「蛍光灯」を選択した場合、器具形状を下記より選択します。 

 ・一灯式 

 ・多灯式 

23 添付ファイル 
「追加」ボタンを押下し、各負荷設備（全数）の仕様書を添付しま

す。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ■負荷設備契約情報登録画面 

お申込みの契約種別が「従量電灯Ａ・Ｃ」、「臨時電灯Ａ・Ｂ・Ｃ」、「低圧電力」、「臨時電力」、「農事用

電力」、「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上手」、「低圧高負荷契約（動力）」、「深夜電力」

の場合、共通（契約情報登録）画面入力後、当該画面に遷移いたします。 



 

35 

 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 
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＃ 入力項目 説明 

1 申込種別 前ページで選択した申込種別を表示します。 

2 （契約情報）名義 1 
前ページで入力したご契約者の第一名義漢字（最大 20 桁）を表

示します。 

3 （契約情報）フリガナ 1 
前ページで入力したご契約者の第一名義カナ（最大 20 桁）を表

示します。 

4 （契約情報）名義 2 
前ページで入力したご契約者の第二名義漢字（最大 20 桁）を表

示します。 

5 （契約情報）フリガナ 2 
前ページで入力したご契約者の第二名義カナ（最大 20 桁）を表

示します。 

6 （契約情報）郵便番号 前ページで入力したご契約場所の郵便番号７桁を表示します。 

7 
（契約情報）住所（都道府

県～丁目） 

前ページで郵便番号から検索した住所（都道府県～丁目）を表示

します。 

8 
（契約情報）住所（番地・

号） 

前ページで入力したご契約住所の番地および号数を表示します。 

9 
（契約情報）住所（建物

名） 

前ページで入力した建物名・棟番号・部屋番号を表示します。 10 
（契約情報）住所（棟番

号） 

11 
（契約情報）住所（部屋番

号） 

12 契約種別 前ページで選択した契約種別を表示します。 

13 契約電力（新） 前ページで入力した契約電力（新）を表示します。 

14 契約決定方法 該当する契約決定方法を下記より選択します。 
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 ・負荷設備 

 ・主開閉器 

 ・回路 

 ・アンペアブレーカー 

※動力契約では、「回路」および「アンペアブレーカー」は選択できませ

ん。 

15 動力機器台数 

動力機器の台数（合計）を入力します。 

※#19 および#25 へ入力した負荷設備およびエアコンの台数合計と

一致するよう入力ください。 

16 
（負荷設備）機器（全角文

字） 

負荷設備の機器名称を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

17 （負荷設備）型式 

負荷設備の型式を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

18 （負荷設備）容量 

負荷設備の容量（整数部および小数部）を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

19 （負荷設備）台数 

負荷設備の台数を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

20 （エアコン）型式 

エアコンの型式を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 
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21 （エアコン）力率（夏） 

エアコン（夏）の力率（整数部および小数部）を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

22 （エアコン）力率（冬） 

エアコン（冬）の力率（整数部および小数部）を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

23 （エアコン）消費電力（夏） 

エアコン（夏）の消費電力（整数部および小数部）を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

24 （エアコン）消費電力（冬） 

エアコン（冬）の消費電力（整数部および小数部）を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

25 （エアコン）台数 

エアコンの台数を入力します。 

※#14 で「負荷設備」を選択した場合、負荷設備・エアコンいずれか

１台以上の入力が必要となります。 

26 
（通電制御型夜間蓄熱式機

器情報）申請種別 

通電制御型夜間蓄熱式機器の申請種別を下記より選択します。 

 ・取付 

 ・取替 

 ・取外 

 ・変更なし 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 
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27 
（通電制御型夜間蓄熱式機

器情報）型式 

通電制御式夜間蓄熱式機器の型式を入力します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

28 
（通電制御式夜間蓄熱式機

器情報）機器容量 

通電制御式夜間蓄熱式機器の容量（整数部および小数部）を入

力します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

29 
（通電制御式夜間蓄熱式機

器情報）設置状況 

通電制御式夜間蓄熱式機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに

設置されているかを選択します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

30 
（８時間通電機器情報）申

請種別 

８時間通電機器の申請種別を下記より選択します。 

 ・取付 

 ・取替 

 ・取外 

 ・変更なし 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

31 
（８時間通電機器情報）型

式 

８時間通電機器の型式を入力します。 
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※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

32 
（８時間通電機器情報）機

器容量 

８時間通電機器の容量（整数部および小数部）を入力します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

33 
（８時間通電機器情報）設

置状況 

８時間通電機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されてい

るかを選択します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

34 
（５時間通電機器情報）申

請種別 

５時間通電機器の申請種別を下記より選択します。 

 ・取付 

 ・取替 

 ・変更なし 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

35 
（５時間通電機器情報）型

式 

５時間通電機器の型式を入力します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 
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36 
（５時間通電機器情報）機

器容量 

５時間通電機器の容量（整数部および小数部）を入力します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

37 
（５時間通電機器情報）設

置状況 

５時間通電機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されてい

るかを選択します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

38 （その他機器情報）申請種別 

割引対象ではない温水器や割引対象機器が２台ある場合、該当す

る機器の申請種別を下記より選択します。 

 ・取付 

 ・取替 

 ・取外 

 ・変更なし 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

39 （その他機器情報）型式 

割引対象ではない温水器や割引対象機器が２台ある場合、該当す

る機器の型式を入力します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 
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40 （その他機器情報）機器容量 

割引対象ではない温水器や割引対象機器が２台ある場合、該当す

る機器の容量（整数部および小数部）を入力します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

41 （その他機器情報）設置状況 

割引対象ではない温水器や割引対象機器が２台ある場合、該当す

る機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されているかを選択

します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

42 （付属機器情報）申請種別 

夜間蓄熱式機器等に昼間電気を使用する付属機器がある場合、該

当する機器の申請種別を下記より選択します。 

 ・取付 

 ・取替 

 ・取外 

 ・変更なし 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

43 （付属機器情報）型式 
夜間蓄熱式機器等に昼間電気を使用する付属機器がある場合、該

当する機器の型式を入力します。 
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※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

44 （付属機器情報）機器容量 

夜間蓄熱式機器等に昼間電気を使用する付属機器がある場合、該

当する機器の容量（整数部および小数部）を入力します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 

45 （付属機器情報）設置状況 

夜間蓄熱式機器等に昼間電気を使用する付属機器がある場合、該

当する機器が開閉器の一次側・二次側のどちらに設置されているかを

選択します。 

※契約種別が「おトクなナイト８」、「おトクなナイト１０」、「電化上

手」、「深夜電力」のいずれかの場合、#26～#45 の該当する機器

情報の入力が必要です 
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 ＜低圧（電気需給約款／東京電力エリア外）＞ 
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◆ 入力項目の説明 

＃ 入力項目 説明 

1 申込種別 

申込種別を下記から選択します。 

・新設 

 ・契約変更 

 ・設備変更 

 ・電圧変更 

２ 現在のご契約プランについて 東京電力エリア外のお申込みのため、当該項目は使用しません。 

３ 供給 供給申込のみ選択可能です。 

４ 送電希望年月日 
送電希望年月日を西暦で入力します。 

（例）20160401 

５ 地域エリア 

ご使用場所の電力エリアを下記から選択します。 

 ・北海道電力エリア 

 ・東北電力エリア 
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 ・中部電力エリア 

 ・北陸電力エリア 

 ・関西電力エリア 

 ・中国電力エリア 

 ・四国電力アリア 

 ・九州電力エリア 

６ 
お客さま番号 

（新料金プラン） 

お客さま番号（10 桁）を入力します。 

※新設の場合は入力不可。 

７ 
お客さま番号 

（自由化前の料金プラン） 

東京電力エリア外のお申込みのため、当該項目は使用しません。 

８ 供給地点特定番号 
ご契約場所の供給地点特定番号（22 桁）を入力します。 

※新設の場合は入力不可。 

９ 計器番号 現地に取付されている計器番号（最大 10 桁）を入力します。 

10 （契約情報）名義 1 ご契約者の第一名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 

11 （契約情報）フリガナ 1 ご契約者の第一名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 

12 （契約情報）名義 2 

ご契約者の第二名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 

※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内と

なります。 

13 （契約情報）フリガナ 2 

ご契約者の第二名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 

※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内と

なります。 

14 （契約情報）郵便番号 
ご契約場所の郵便番号７桁を入力し、「住所検索」ボタンをクリックし

ます。 
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ご不明な場合は、「こちら」をクリックすると日本郵便の郵便番号検索

ページへアクセスします。 

15 
（契約情報）住所（都道府

県～丁目） 

郵便番号から検索した住所（都道府県～丁目）が表示されます。

複数対象ある場合は該当する住所を選択します。 

※直接入力は不可のため郵便番号の住所検索から入力ください。 

16 
（契約情報）住所（番地・

号） 

ご契約住所の番地および号数がある場合、入力します。 

※番地・号数に続く数字がある場合のみ、「号」右の入力欄に入力く

ださい。 

17 
（契約情報）住所（建物

名） 

ご契約住所に建物名・棟番号・部屋番号がある場合、入力します。 18 
（契約情報）住所（棟番

号） 

19 
（契約情報）住所（部屋番

号） 

20 
（契約情報）電話番号 1（区

分） 

ご契約者の電話番号区分を下記から選択します。 

 ・自宅 

 ・携帯 

 ・家主・管理人 

 ・その他 

21 （契約情報）電話番号 1 
ご契約者の電話番号を入力します。 

※なるべく携帯番号の入力をお願いいたします。 

22 
（契約情報）電話番号 2（区

分） 

ご契約者の２つ目の電話番号区分を下記から選択します。 

 ・自宅 

 ・携帯 
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 ・家主・管理人 

 ・その他 

23 
（契約情報）電話番号 2（市

外局番） 

ご契約者の２つ目の電話番号を入力します。 

24 
（郵送先情報）契約情報と同

じ チェック BOX 

郵送先住所がご契約住所と同じ場合はチェックＢＯＸにチェックを入

れます。 

チェックを入れた場合は＃25 から#38 の入項目が非活性となり入力

省略となります。 

25 （郵送先情報）名義 1 郵送先の第一名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 

26 （郵送先情報）フリガナ 1 郵送先の第一名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 

27 （郵送先情報）名義 2 

郵送先の第二名義を漢字（最大 20 桁）で入力いたします。 

※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内と

なります。 

28 （郵送先情報）フリガナ 2 

郵送先の第二名義をカナ（最大 20 桁）で入力いたします。 

※第二名義に登録する場合、第一名義と合わせて 34 文字以内と

なります。 

29 （郵送先情報）郵便番号 

郵送先の郵便番号７桁を入力し、「住所検索」ボタンをクリックしま

す。 

ご不明な場合は、「こちら」をクリックすると日本郵便の郵便番号検索

ページにアクセスします。 

30 
（郵送先情報） 住所（都道

府県～丁目） 

郵便番号から検索した住所（都道府県～丁目）が表示されます。

複数対象ある場合は該当する住所を選択します。 

※直接入力は不可のため郵便番号の住所検索から入力ください。 
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31 
（郵送先情報）住所（番地・

号） 

郵送先の番地および号数がある場合、入力します。 

※全角で例「１番（地）１号」のような形式で入力ください 

32 
（郵送先情報）住所（建物

名） 

郵送先に建物名・棟番号・部屋番号がある場合、入力します。 33 
（郵送先情報）住所（棟番

号） 

34 
（郵送先情報）住所（部屋

番号） 

35 
（郵送先情報）電話番号 1

（区分） 

郵送先の電話番号区分を下記から選択します。 

 ・自宅 

 ・携帯 

 ・家主・管理人 

 ・その他 

36 （郵送先情報）電話番号 1 郵送先の電話番号を入力します。 

37 
（郵送先情報）電話番号 2

（区分） 

郵送先の２つ目の電話番号区分を下記から選択します。 

 ・自宅 

 ・携帯 

 ・家主・管理人 

 ・その他 

38 （郵送先情報）電話番号 2 郵送先の２つ目の電話番号を入力します。 

39 建築会社名／販売店名 
ハウスメーカー、工務店、リフォーム店、住設機器販売店等を入力しま

す。 

40 契約種別 ご契約種別を選択します。 
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41 
スマートライフプラン確認事項につ

いて 

東京電力エリア外のお申込みのため、当該項目は使用しません。 

42 検針票（紙）の発行希望 
毎月検針票の郵送（有料）をご希望の場合は、チェックＢＯＸへチ

ェックを入れます。 

43 契約期間 

プレミアムＳ、プレミアムＬ、プレミアムプランの場合、ご希望の契約期

間を下記から選択します。 

 ・１年契約 

 ・２年契約 

44 契約電力（新） 
ご希望の契約電力を入力します。（その他プランは入力不可となりま

す） 

45 （主計器）供給方式(線式） 

主計器の供給方式（線式）を下記から選択します。 

 ・主計器なし 

 ・単相２線式 100V 

 ・単相２線式 200V 

 ・単相３線式 100V/200V 

 ・３相３線式 200V 

46 （主計器）開閉器容量 主計器の主開閉器容量を入力します。 

47 （副計器）供給方式(線式） 

副計器の供給方式（線式）を下記から選択します。 

 ・副計器なし 

 ・単相２線式 100V 

 ・単相２線式 200V 

 ・単相３線式 100V/200V 

 ・３相３線式 200V 

48 （副計器）開閉器容量 副計器の主開閉器容量を入力します。 
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49 （未計器）供給方式(線式） 

未計器の供給方式（線式）を下記から選択します。 

 ・副計器なし 

 ・単相２線式 100V 

 ・単相２線式 200V 

 ・単相３線式 100V/200V 

50 （未計器）開閉器容量 未計器の主開閉器容量を入力します。 

51 (未計器)負荷設備容量合計 各負荷設備の合計容量（ＶＡ）を入力します。 

52 主業種 

ご契約場所の使用形態を選択します。 53 細業種 1 

54 細業種 2 

55 臨時使用期間(開始年月日) 臨時契約をご希望の場合、使用期間を西暦で入力します。 

※現在，臨時の新料金プランがないため、使用しません。 56 臨時使用期間(終了年月日） 

57 入力チェック（ボタン） 
#1~#56 までの入力内容をチェックします。 

※チェックを実施せずに#58 以降へ進むことも可能です。 

58 
（引込電柱隣接（左）） 

標識名 

ご使用場所を背面にして引込電柱を見た場合に、左側にある電柱の

標識名を入力します。 

※末端柱の場合で左側の電柱が無い場合は「末端柱」と入力，地

中引込の場合は「地中」と入力します。 

59 
（引込電柱隣接（左）） 

番号 

ご使用場所を背面にして引込電柱を見た場合に、左側にある電柱の

番号を入力します。 

※末端柱の場合で左側の電柱が無い場合や地中引込の場合は「0」

と入力します。 

60 （引込電柱）標識名 
ご使用場所へ引込する電柱の標識名を入力します。 

※地中引込の場合は「地中」と入力します。 
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61 （引込電柱）番号 
ご使用場所へ引込する電柱の番号を入力します。 

※地中引込の場合は「0」と入力します。 

62 
（引込電柱隣接（右）） 

標識名 

ご使用場所を背面にして引込電柱を見た場合に、右側にある電柱の

標識名を入力します。 

※末端柱の場合で右側の電柱が無い場合は「末端柱」と入力，地

中引込の場合は「地中」と入力します。 

63 
（引込電柱隣接（右）） 

番号 

ご使用場所を背面にして引込電柱を見た場合に、右側にある電柱の

番号を入力します。 

※末端柱の場合で右側の電柱が無い場合や地中引込の場合は「0」

と入力します。 

64 引込線長さ 引込線の長さを入力します。 

65 引込線取付点高さ 引込線取付点の高さを入力します。 

66 電柱までの距離 引込電柱からご使用場所までの距離を入力します。 

67 引込線工事 

引込線工事について下記から選択します。 

 ・あり 

 ・なし 

 ・接続のみ 

68 引込線工事方法 

引込線の工事方法を下記から選択します。 

 ・本柱直接引込 

 ・柱間分岐引込① 

 ・柱間分岐引込② 

 ・本柱引下引込 

 ・その他（他に該当しない場合） 

 ・地中引込（単独） 
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 ・地中引込（集合） 

※柱間分岐引込①は引込電柱から隣接柱（左）側へ向かって分

岐する場合に選択します。 

※柱間分岐引込②は引込電柱から隣接柱（右）側へ向かって分

岐する場合に選択します。 

69 工事区分 
電気工事店さまによる委託工事有無を選択します。 

 ・引込委託なし（現在使用していないため固定表示） 

70 委託工事項目 
引込委託ありの場合に委託で工事をする項目についてチェックＢＯＸ

へチェックを入れます。（現在使用していないため非活性） 

71 引込柱の変更 

引込柱の変更有無を下記から選択します。 

 ・引込柱変更がある 

 ・引込柱変更がない 

72 引込線取付点の変更 

引込線取付点の変更有無を下記から選択します。 

 ・引込線取付点の変更がある 

 ・引込線取付点の変更がない 

73 引込口配線の張替 

引込口配線（内線）の張替有無を下記から選択します。 

 ・引込口配線の張替がある 

 ・引込口配線の張替がない 

74 計器位置の変更 

計器位置の変更有無を下記から選択します。 

 ・計器取付位置の変更がある 

 ・計器取付位置の変更がない 

75 
アンペアブレーカー 

取付位置の変更 

アンペアブレーカー(電流制限器)の位置変更有無を下記から選択し

ます。 

 ・アンペアブレーカー取付位置の変更がある 
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 ・アンペアブレーカー取付位置の変更がない 

※アンペアブレーカー（電流制限器）が取り付けられている場合のみ

選択してください。 

76 その他改修工事 
その他の改修工事がある場合に工事内容を入力ください。 

（全角 15 文字以内） 

77 （引込口配線太さ）主計器 

主計器の引込口配線（内線）の太さを下記から選択します。 

 ・1.6mm ・2.0mm ・2.6mm ・8mm2 ・14mm2 

 ・22mm2 ・30mm2 ・38mm2 ・その他 

78 （引込口配線太さ）副計器 

副計器の引込口配線（内線）の太さを下記から選択します。 

 ・1.6mm ・2.0mm ・2.6mm ・8mm2 ・14mm2 

 ・22mm2 ・30mm2 ・38mm2 ・その他 

79 
（夜間蓄熱式機器）電気方

式（1 次側接続の場合） 

夜間蓄熱式機器を契約ブレーカー（実量制の場合は主開閉器）よ

り 1 次側へ接続する場合に下記から選択します。 

 ・単相２線式 100V 

 ・単相２線式 200V 

※1 次側接続では無い場合は空白のままとします。 

80 
（夜間蓄熱式機器）開閉器

容量（1 次側接続の場合） 

夜間蓄熱式機器を契約ブレーカー（実量制の場合は主開閉器）よ

り 1 次側へ接続する場合に夜間蓄熱式機器の開閉器容量を入力し

ます。 

81 
（夜間蓄熱式機器）電気方

式（２次側接続の場合） 

夜間蓄熱式機器を契約ブレーカー（実量制の場合は主開閉器）よ

り２次側へ接続する場合に下記から選択します。 

 ・単相２線式 100V 

 ・単相２線式 200V 

※２次側接続では無い場合は空白のままとします。 
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82 
（夜間蓄熱式機器）開閉器

容量（２次側接続の場合） 

夜間蓄熱式機器を契約ブレーカー（実量制の場合は主開閉器）よ

り２次側へ接続する場合に夜間蓄熱式機器の開閉器容量を入力し

ます。 

83 回路数 電灯の場合に回路数を入力します。 

84 動力機器台数 動力プランの場合に動力機器の台数を入力します。 

85 
（引込工事）引込線等が河川

区域内に入りますか 

引込線の河川区域内侵入有無を下記から選択します。 

 ・入る 

 ・入らない 

 ・該当なし 

86 
（引込工事）引込線等が他人

の敷地を通過しますか 

引込線が他人の敷地内を通過するか下記から選択します。 

 ・する 

 ・しない 

 ・該当なし 

87 
（引込工事）引込線取付金

具はありますか 

引込線取付金具の有無を下記から選択します。 

 ・ある 

 ・ない 

 ・該当なし 

88 

（引込工事）引込線工事 

を行う際について規定通り地上

高・離隔等が確保可能ですか 

引込線工事規定をご確認のうえ下記から選択します。 

 ・はい 

 ・いいえ 

 ・引込工事なし 

89 

（引込工事）上記以外の場合

等は、個別協議をさせていただき

ます。必要に応じて現場立会等

同意有無について下記より選択します。 

 ・同意する 

 ・同意しない 
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のお願いします。 なお、引込線

の工事施工時に地上高・離隔

等が確保されていない場合には、

工事を施工できない（保留す

る）ことがあります。 

90 

（計器工事）計器工事を行う

際について規定通り取付点高

さ・作業スペース等が確保できま

すか 

計器工事規定をご確認のうえ下記から選択します。 

 ・はい 

 ・いいえ 

 ・計器工事なし 

91 

（計器工事）上記以外の場合

等は個別協議をさせていただきま

す。 なお、計器の工事施工時に

検針・保守が困難と判断した場

合には、工事を施工できない

（保留する）ことがあります。 

同意有無について下記より選択します。 

 ・同意する 

 ・同意しない 

92 
（計器工事）計器の取付状況

について 

計器の取付状況について下記より選択します。 

 ・(1)に該当 

 ・(2)に該当 

 ・全てに該当 

 ・あてはまらない 

93 電気工事設計図の提出方法 

施工証明書や内線図面などの提出方法を下記より選択します。 

 ・調査時持参 

 ・窓口持参 

 ・その他・保管場所 
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※提出されない場合は空白のままとします。 

94 その他保管場所 
#93 でその他・保管場所を選択した場合に保管場所を入力します。

（全角 15 文字以内） 

95 
引込請負工事設計書の提出方

法 

#69 にて「引込委託あり」を選択した場合に委託設計書の提出方法

を選択します。（現在使用していないため非活性） 

96 
窓口設計完了の場合の落成有

無 

窓口設計完了の場合の落成有無について下記より選択します。 

 ・希望 

 ・再連絡 

97 屋内配線工事完了日 
#96 にて「希望」を選択した場合に屋内配線工事完了日を入力しま

す。（例）20160401 

98 
（調査時立会い情報）調査時

立会有無 

調査時の立会希望の有無について下記より選択します。 

 ・立会有り 

 ・立会無し 

99 
（調査時立会い情報）調査時

立会者 

#98 にて「立会有り」を選択した場合に調査時立会者を下記より選

択します。 

・工事店 

・お客さま 

・その他 

100 
（調査時立会い情報）立会者

名（その他の場合） 

#99 にて「その他」を選択した場合に調査時立会者名を入力します。

（全角 15 文字以内） 

101 
（調査時立会い情報）立会者

連絡先 

#98 にて「立会有り」を選択した場合に調査時立会者の連絡先電

話番号を入力します。 

102 
（調査時立会い情報）その他

調査に関する情報 

鍵の場所やキーＢＯＸ情報等がある場合に入力します。（全角 20

文字以内） 
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103 自家発電設備等の設置 

自家発電設備の設置の有無を下記より選択します。 

・なし 

・あり 

104 発電設備種類 

#103 にて「あり」を選択した場合に発電設備の種類を下記より選択

します。 

・太陽光 

・その他 

105 
発電設備種類 

（その他の場合） 

#104 にて「その他」を選択した場合に発電設備の種類を入力しま

す。（全角 30 文字以内） 

106 定格出力 

#103 にて「あり」を選択した場合に自家発電設備の定格出力（ｋ

W）を入力します。 

※小数点以下は切り捨てした値にて入力ください。 

107 
（現場設計の立会い希望）立

会者名 

現場設計となった場合に立会を希望する場合，立会者名を入力しま

す。（全角 40 文字以内） 

※立会を希望しない場合は空白とします。 

108 
（現場設計の立会い希望）立

会者連絡先 

現場設計となった場合に立会を希望する場合，立会者の連絡先電

話番号を入力します。 

※立会を希望しない場合は空白とします。 

109 東京電力への連絡事項 

当社への連絡事項がある場合、入力します。 

※工事日時の事前連絡希望など項目にない事項でご希望があれば

記入ください。 

110 
（電気工事店情報）電気工

事店登録番号 

ユーザ登録情報を表示します。 

111 （電気工事店情報）会社名 



 

62 

 
【目的外使用・複製・転載禁止 東京電力エナジーパートナー株式会社 2022.04】 

 

112 
（電気工事店情報）電話番

号 

113 
（電気工事店情報）担当者

名 

お申込みに関するご担当者名を入力します。 

114 
（電気工事店情報）担当者

連絡先（区分） 

お申込みに関するご担当者名の連絡先区分を下記より選択します。 

 ・固定 

 ・携帯 

 ・FAX 

 ・その他 

115 
（電気工事店情報）担当者

連絡先 

お申込みに関するご担当者名の連絡先を入力します。 

116 
（電気工事店情報）メールアド

レス 

お申込みに関するご担当者名のメールアドレスを入力します。 

※初期表示はユーザ登録情報 

117 添付ファイル 
添付ファイルを追加する場合は「追加」ボタン、削除する場合は対象フ

ァイルを選択のうえ「ファイル削除」ボタンを押下クリックします。 
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（２）ファイルアップロード 

 

◆ 画面の説明 

参照ボタンをクリックしファイルを選択し、「アップロード」ボタンで添付ファイルをアップロードすることができま

す。 

◆ 入力項目のチェック 

・ファイル名の文字数が２０文字以下であること 

・１ファイル容量が５MＢ以下であり、総容量が２０ＭＢであること 

・ファイル数が１０ファイル以下であること 

・ファイルの拡張子が、xls、xlsx、doc、docx、ppt、pptx、pdf、jpg、jpeg、gif、png、bmp、dwg、

dxf であること 

 

６．参照登録 

「５．新規登録」に準じます。 

 

７．詳細 

申込内容や一般送配電事業者が振りだした設計番号を確認することができます。 
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８．修正 

「Ⅰ．基本的な扱い ９．申込内容の修正・取消について」に準じます。 

 

９．取消 

「Ⅰ．基本的な扱い ９．申込内容の修正・取消について」に準じます。 

取消処理後３ヶ月をもって検索一覧から削除いたしますが、それまでの間は、内容詳細確認および参照登録

が可能です。 

 

10．ユーザー情報修正 

 

◆ 画面の説明 

登録されているユーザ情報が表示されます。 

◆ 操作方法 

「ユーザ区分」および「ユーザ ID」以外の項目を変更することができます。変更後、画面下部の「確認」ボ

タンをクリックすると、確認画面が表示されますので、入力内容を確認後、「実行」ボタンをクリックすることで

ユーザ情報が更新されます。 
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◆ 注意事項 

ｏ 「＊」マークの付いている箇所は必須入力項目となります。 

11．パスワード変更 

 

◆ 操作方法 

現在のパスワードおよび新しいパスワード（確認用含む）を入力し、「変更」ボタンをクリックすることで、パ

スワードを変更することができます。 

◆ 注意事項 

ｏ 半角英数で 8 文字以上 32 文字以内で設定する必要があります。 

ｏ アルファベットと数字の両方を含む必要があります。 

ｏ ユーザ ID と同一のパスワードを設定することは出来ません。 

ｏ 一世代前のパスワードを設定することは出来ません。 


