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はじめに
電力システム改革第三段階を迎えるにあたり、行為規制の厳格化が求められています。これに
伴い新増設関係の業務のシステムおよび運用を変更し、申込み受付システムをリニューアルいた
2020 年４月からすべてＷＥＢ受付になりました。画面構成等は、電気工事店さまがスムーズ
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※本ガイドでは、開発中の操作画面を使用しています。
実際の操作画面と一部異なる場合がありますので、予めご了承ください。
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はじめに

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

を利用した新増設申込み手続き

一般的なお申込み手順についてご案内します

Ⅰ

新増設お申込み完了のお知らせなど各種ご通知をメールでお送りいたします。

P11

Ⅰ 初回登録

各種ご通知をメールで

初回登録

初回登録の方は
■ ID・
（初期）
パスワードの取得

進捗状況がわかる

■ パスワード変更
P40

■ ユーザ情報変更 を行ってください。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

申込み手続きの進捗状況を確認することができます。

※すでに、現在のでんき工事コーナーにご登録済みの方は今お持ちの
ＩＤ・パスワードをそのままご利用になれますので、初回登録の必要はございません。

便利な
「参照登録」
既に登録した申込み手続き情報を流用でき、複数の新増設申込み手続きを効率的
に行うことができます。

P42

Ⅱ

新増設(契約関係)の申込み

（でんき工事コーナー）

■ お申込み情報の入力

新増設の申込みと

■ 必要書類 ( ファイル ) のアップロード

進捗状況の確認

■ お申込み内容の確認
■ お申込み完了
■ 完了メール受領

電気工事店さまの

便利な

ユーザ情報登録

「参照登録」
機能

設備情報の登録

（Web申込システム）

新増設（契約関係）の申込受付が完了すると、メールでお知らせいたします。本文記載の
URL より工事に必要な引込方法や計器取付位置に関する情報などの「設備情報」は別途
Web 申込システムへご登録ください。
※ご登録方法については、別冊の設備情報登録編「Web 申込システム」をご覧ください。
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Ⅰ

初回登録

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

M E M O

初回登録

※すでに仮パスワードから変更済みのお客さまは不要です。

Ⅰ 初回登録

初めてご登録いただく電気工事店さまには、まず

■ ID・
（初期）
パスワードの取得
■ パスワードの変更
■ ユーザ情報の変更 を行っていただきます。

1

2

3

4

5

ID・
（初期）パスワードの取得

「でんき工事コーナー」ＷＥＢページへアクセス

IDと（初期）パスワードを入力しログイン

（初期）パスワードを任意のパスワードへ変更

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

電気工事店さま
P7

P8

P9

P10

5

ユーザ情報変更

P11

6

初回登録終了

P12
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Ⅰ

初回登録
1

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

2

ID・
（初期）パスワードの取得

弊社ホームページより、｢でんき工事コーナー」へログインします。

Ⅰ 初回登録

弊社ホームページより利用申請書をダウンロードのうえ、必要事項を記載し、メールにてお申込みください。

「でんき工事コーナー」へアクセス

後日、
「ユーザ ID」と「初期パスワード」をメールにてお知らせいたします。

URL
URL

http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/

http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/

でんき工事コーナー低圧

でんき工事コーナー低圧

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

ID とパスワードの再発行を
ご希望の方はこちらからお問
い合わせください。

「ログイン画面へ」
をクリック

「利用規約」を確認・同意のう
え、
「利用申請書」に必要事項
を記載し、弊社業務センター
宛にメールにてお申込みくだ
さい。
後日、お申込みに必要な「ユ
ーザＩＤ」と「初期パスワー
ド」
をお知らせします。

※画面はイメージです。
7

※画面はイメージです。
© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.
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Ⅰ

初回登録
3

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

4

ID・(初期)パスワードを入力しログイン

ID・
（初期）パスワードを入力し、｢でんき工事コーナー」へログインします。

（初期）パスワードを任意のパスワードへ変更
Ⅰ 初回登録

｢でんき工事コーナー」へ初めてログインした際、「パスワード変更画面」が表示されます。
この画面で（初期）パスワードを、任意のパスワードへ変更します。

①ユーザＩＤを入力
②パスワードを入力

クリックします。 4

※当システムのＩＤと初期パスワードは以下の作りになっておりますので、ご確認ください。
ユーザＩＤ：英字 1 文字（大文字半角）+ 数字 9 桁になります。
（例）K123456789
初期パスワード：アルファベットと数字を組み合わせた半角文字となります。
（例）oo2tEe4Pk

( ｵｰｵｰ 2 ﾃｨｰｲｰｲｰ 4 ﾋﾟｰｹｲ )

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

クリックします。 5

へ

へ

パスワード変更
ログイン時に使用したパスワードと、ご自身で設定されるパスワードをそれぞれ入力します。

現在のパスワード

お手元にお届けした（初期）パスワードを入力。

新しいパスワード

ご自身で設定したパスワードを入力。

新しいパスワード（確認） ご自身で設定したパスワードを確認のため、もう一度入力。
設定されたパスワードは、
メモを取り保管
してください

9

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.

10

Ⅰ

初回登録
5

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

6

ユーザ情報変更（メールアドレスの登録）

申込メニューの「ユーザ情報変更」より、表示されている情報が正しいか確認・変更します。

登録内容の確認、初回登録の完了
Ⅰ 初回登録

入力されている情報を確認し、修正点がなければ初回登録は完了です。

その際、メールアドレスは必ずご入力ください。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

入力したメールアドレスが正
しいかもう一度ご確認くださ
い。
こちらをクリックします。
こちらをクリックします。
表示された情報に変更点があ
る場合、修正してください。

こちらにメールアドレ
スをご入力ください
弊社からのご通知を受け取
ることができる、メールアド
レスをご入力ください。

クリックします。 6

へ

登録内容に不備等がある場合、
エ ラ ー 画 面 が 表 示 さ れ ま す。
画面の指示に従って修正して
ください。

設備情報をご登録いただく東
京電力パワーグリッド「Web
申込システム」ユーザー ID を
ご入力ください。

なぜ、
メールアドレスの
登録をしなければ
ならないの？

11

こちらをクリックします。

こちらからログアウトします。

新増設の申込み手続きにおいて、弊社から電気工事店さまへお送りする各種ご通知
は、すべてメールを使用いたします。必ずメールアドレスをご登録ください。
※ドメイン指定受信などの制限をかけている方は、弊社からのメールを受信できな
い場合があります。
「@tepco.co.jp」の受信設定のご確認をお願いします。

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み
新増設（契約関係）の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

M E M O

お手続きの流れ

P15

2

申込メニュー

P16

3

申込登録

P17

4

書類のアップロード（必要に応じて）

P22

5

申込登録確認

P23

6

申込登録完了

P24

不備ありの場合

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

ログイン

Ⅰ 初回登録

1

不備なしの場合

メールにてお知らせいたしま

受付完了メールをお送りいたしま

すので、再度でんき工事コー

す。メール本文の URL より設備

ナーにログインいただき、申

情報を「Web 申込システム」へご

込検索一覧より修正しお申込

登録ください。なお、弊社より託

みください。申込状況は「再

送申込が完了いたしますと、東京

申込待ち」になっております。

電力パワーグリッドより再度メー
ルが届きます。

13
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み
1

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

「でんき工事コーナー」へログインし、お申込みページへアクセス

2

申込メニューを選択

URL

Ⅰ 初回登録

弊社ホームページより、｢でんき工事コーナー」へログインします。

http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/

でんき工事コーナー低圧

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

ログイン画面
初回登録時に設定した ID と
パスワードを入力します。

こちらをクリックします。…

2

へ

東京電力エリアの自由化前料金プランのお申込みや工程情報の確認の場合はこちらを
選択ください。
※定額電灯、従量電灯 A/B/C、臨時電灯 A/B/C、公衆街路灯 A/B、低圧電力、臨時電力、
農事用電力

東京電力エリアの自由化後料金プランのお申込みや工程情報の確認の場合はこちらを
選択ください。
※スタンダード S/L、プレミアムプラン、スマートライフ S/L、スマートライフプラン、
くらし上手 S/L/X、夜トク 8、夜トク 12、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、
ピーク抑制型季節別時間帯別電灯、低圧高負荷契約、深夜電力、第 2 深夜電力、
auでんき

東京電力以外のエリアの自由化後料金プランのお申込みや工程情報の確認の場合はこ
ちらを選択ください。
※スタンダード A/S/L/X、プレミアム S/L、プレミアムプラン、動力プラン、
くらし上手 S/L/X

電気工事店さまの住所や電話番号などを変更する場合はこちらを選択ください。

ログインパスワードを変更する場合はこちらを選択ください。

15

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.

16

Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み
3

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

低圧申込登録画面（東京電力エリア内） ①
新増設の申込みに必要な情報を入力します。入力ミスや入力漏れがあった場合、弊社より修正を依頼いたします。

Ⅰ 初回登録

申込手続きのスムーズな進行のため、入力後必ずご確認いただきますようお願いいたします。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

「新規登録」ボタンをクリック
します。

規約を承諾いただける場合は
チェックを入れてください。

クリックします。

引込電柱 ：計器の取付がないご契約のお申込みをいた
		 だく際、お客さま番号や供給地点特定番号
		 がご不明の場合は、こちらへご入力をお願
		 いいたします。
管理番号 ：計器の取付がないご契約のお申込みをいた
		 だく際、お客さま番号や供給地点特定番号
		 がご不明の場合は、こちらへご入力をお願
		 いいたします。

※低圧（電気供給約款の料金プラン）のお申込みの場合、この画面は表示されません。

申込検索一覧画面
戻る
申込メニュー
画面へ戻ります

17

（各ボタンの説明）

新規登録
新たに新増設の
申込みをします

参照登録
P40

を

ご覧ください

詳細
申込詳細
情報画面へ
進みます

修正
P39

取消
を

ご覧ください

P39

新
設 ：建物新築などに伴い、供給設備を新設する
		 場合に選択ください。
契約変更 ：現在のご契約内容（プラン変更含む）を変更
		 する場合に選択ください。なお、東京電力
		 エリア内で、新増設申込に伴い、従量電灯
		 等の電気供給約款の料金プランからスマー
		 トライフＳ／Ｌ等電気需給約款の料金プラ
		 ンへ変更する場合も契約変更を選択くださ
		 い。
電圧変更 ：当社と高圧契約しているお客さまの低圧供
		 給への変更申込時に選択ください。
設備変更 ：分電盤取替のみなど、契約内容の変更を伴
		 わず、配線工事のみ実施される場合に選択
		 ください。

※新設の場合は入力不要です。

を

ご覧ください

※「引込電柱」
に入力いただいた内容は、東京電力パワーグリ
ッド
「Ｗｅｂ申込みシステム」
へは連けいされません。

撤
去 ：新増設申込に伴う撤去申込について、申込
		 種別「撤去」を選択ください。
		 撤去申込の際に同時工事する新設・契約変
		 更の申込番号を「東京電力への連絡事項」
欄
		 へ入力ください。
※新増設に伴う撤去のみお申込みいただけますので、建物
解体などに伴う通常の撤去については従来通りカスタマー
センターへご連絡をお願いいたします。

※臨時契約の撤去については従来通り、東京電力パワーグ
リッド「Web 申込システム」へお申込みください。

供
給 ：電気をご使用するご契約に関するお申込みの場
		 合に選択ください。なお、再生可能エネルギー
		 の発電設備を設置されず、
『燃料電池などの購
		 入契約がない設備のみを設置される場合』
は、
		 当システムより「供給」
にてお申込みください。
購
入 ：当システムからお申込みいただけませんので、
		 購入契約の契約変更および設備変更のお申込み
		 につきましては当社まで郵送にてお申込みくだ
		 さい。

※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 日以降新たに接続契約を締結する購入契約に
ついては、買取主体が小売電気事業者から一般送配電事業者へ変
更となりましたので、東京電力パワーグリッド株式会社へお申込
みください。

※「管理番号」に入力いただいた内容は、東京電力エナジー
パートナーご契約情報へは連けいされません。

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み
3

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

低圧申込登録画面（東京電力エリア内） ②
Ⅰ 初回登録

ご使用場所住所の郵便番号
を入力して
「住所検索」ボタ
ンを押下してください。
「住
所
（都道府県～丁目）」欄へ
住所が反映いたしますので
相違ないかご確認ください。
また、複数候補がある場合
は選択ください。

契約決定方法を選択くださ
い。
※選択可能項目は契約メニュ
ーによって異なります。

契約容量
（電力）
を入力くだ
さい。

※部屋番号の入力欄ではござ

臨時契約もしくは農事用
電力の場合に使用期間を
入力ください。

いませんのでご注意ください。

※臨時契約の場合、開始日は

ご請求書などの各書類の
郵送先を入力ください。
なお、ご使用場所と同じ
場合は「契約情報と同じ」
にチェックしていただく
と入力を省略いただけま
す。

送電希望日と同じ日を入力く
ださい。

需要場所確認１：共用部の
お申込みの場合は「はい」
を選択ください。
需 要 場 所 確 認 ２： 二 世 帯
住宅や集合住宅など同一
建物内に複数契約がある
場合は「はい」を選択くだ
さい。

ご請求先の電話番号（携
帯）
を入力ください。
「臨時電灯Ａ／Ｂ／Ｃ」
「臨
時電力」
新設の場合で、
「包
括口座振替契約」をご希望
される場合は「希望する」
を選択の上、「口座情報」
「口座名義」を入力くださ
い。（包括口座振替契約を
ご希望される場合は事前
に包括口座振替契約のお
手続きが必要です）

「従量電灯Ａ／Ｂ／Ｃ」
「低
圧電力」の場合で、非常用
設備に該当する場合は選択
ください。

定額電灯や臨時電灯Ａなど
計量器の取付が無い契約の
場合は「希望する」にチェッ
クを入れてください。

新設の場合で「まとめ（集約）請求をご希望される場合は、請求情報内
「まとめ
（集約）
請求欄」
へ入力ください。
（臨時電灯Ａ／Ｂ／Ｃ」「臨時電力」は対象外となります。
）
希望される場合は、いずれかを選択ください。
・「希望する（新規；新規にまとめ請求に加入する）」 ⇒例．集合住宅の新設の場合 など
・「希望する（既存；既存のまとめ請求へ追加する）」 ⇒例．街路灯の新設の場合 など

※「希望する（既存；既存のまとめ請求へ追加する）」を選択された場合「集約請求番号もしくは代表お客さま番号」を入力ください。

・自由化前の料金プラン（定額電灯・公衆街路灯など）の場合⇒「（店所番号３桁）－（まとめ請求番号１３桁）」もしくは「（店所番号３桁）－
（お客さま番号１３桁）」をハイフン無しで入力ください。

・自由化以降の料金プラン（スタンダード・スマートライフなど）の場合⇒（集約請求番号１２桁）もしくは（お客さま番号１０桁）をハイフ…
ンなしで入力ください。
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Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

番地、号の後ろに数字があ
る場合のみ入力ください。

…

灯数：照明やコンセントなど
の総数数を入力ください。
回路数：電灯の場合に 100V
の 15A もしくは 20A のブレ
ーカーの数を入力ください。

主開閉器が無い
場合は０（ゼロ）
と 入 力 く だ さ い。

計量器の取付が無
い場合は未計器欄
へ供給方式（線式）
を入力ください。

主開閉器の取替有無およ
び容量を入力ください。
※新設の場合は取替有を選択
ください。

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み
3

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

4

低圧申込登録画面（東京電力エリア内） ③
ご登録いただいたメールアドレスへお申込みに関する工程進捗のお
知らせメールを送付させていただきます。

必要書類のアップロードを行ってください。

Ⅰ 初回登録

東京電力エリアの場合は必須となりますので、番
号をお持ちでない場合は東京電力パワーグリッド
株式会社へ登録の申請をお願いします。
また、番号を受領されましたらログイン後最初に
表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」
ボタンより電気工事店登録番号を登録ください。

書類（ファイル）のアップロード

※ログイン後最初に表示される申込メニュー画面の「ユーザ情報変更」ボタ
ンより事前にメールアドレスをご登録いただきますと、次回お申込みより
お申込み画面のメールアドレス欄に自動的に表示されるようになります。
※ドメイン指定されている場合は「@tepco.co.jp」を受信できるよう設定
をお願いいたします。

参照 をクリックし、パソ
コン内に保存されているファ
イルを 1 つずつ登録していき
ます。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

東京電力エリアの場合は
東京電力パワーグリッド
の「Web 申込システム」へ
のユーザＩＤが必要とな
りますので入力ください。

添付ファイル
指定のファイル名の箇所の

※当システムとは別の ＩＤに

なりますのでご注意ください。

工事費等のお支払情報を
選択・入力ください。

ファイルをすべて登録後こち
らをクリックします。

当社へ個別に連絡したい
事項がございましたら入
力ください。
注）工事や調査に関する内
容は入力いただいても東
京電力パワーグリッドへ
伝 達 で き ま せ ん の で、 東

京電力パワーグリッドの
「Web 申 込 シ ス テ ム 」 へ
設備情報を登録する際に
入力ください。
（例：キー
BOX や、ご使用場所情報、
日程調整関係など）

すべての情報入力・ファイル
の登録が済んでいる場合は
次へ をクリックします。

…

書類を添付する場合は

追加 をクリックします。

4

へ

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。
※以下の場合は書類添付が必要となりますのでご注意ください

・負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
・集合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（共用部の申込など代表とする申込に添付いただけれ
ば各戸への添付は不要です）
・動力プランの契約変更：動力プラン申込書別紙
なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない場合はＥ－ｍａｉｌにて申込番号が分かるように記載のうえ送付ください。
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
アドレス：tepco-ep-gyoumuc3@tepco.co.jp
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5

へ

※契約種別によっては、次画
面で負荷設備などの入力画面
に進みます。詳細は各種別毎
のページを参照ください。
未入力情報がある場合や、申
込手続きを中断したい場合は
一時保存 をクリックします。
再度入力する場合は申込検索
一覧から該当するお申込みを
選択し 修正 をクリックし
ます。申込状況は「一時保存」
となっております。 3
へ

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み
5

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

6

申込登録確認画面

申込登録が完了しました。

Ⅰ 初回登録

入力した情報や、アップロードしたファイルに間違いや不足がないかをご確認ください。

申込登録完了画面

申込番号がこちらに表示され
ますので、お手元にお控えく
ださい。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

戻る
入力した情報を修正したい場
合 は、 こ ち ら を ク リ ッ ク し、
「申込登録画面」
へ戻ります。

3

へ

申込
申込登録完了画面へ進みます。

6

23

へ

印刷
画面の印刷ができます。申込
書（控え）を印刷する場合は、
印刷ボタンを押下のうえ「A4
横向き」で印刷してください。
検索一覧画面 ヘ
「申込検索一覧画面」へ戻りま
す。

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

低圧申込登録画面（東京電力エリア外）①

ご請求書などの各書類の郵送
先を入力ください。
なお、ご使用場所と同じ場合
は「契約情報と同じ」にチェッ
クしていただくと入力を省略
いただけます。

25

契約容量（電力）を入力くださ
い。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

ご使用場所住所の郵便番号を
入力して「住所検索」ボタンを
押下してください。
「住所（都道府県～丁目）」欄へ
住所が反映いたしますので相
違ないかご確認ください。
また、複数候補がある場合は
選択ください。

Ⅰ 初回登録

新
設 ：建物新築などに伴
		 い、供給設備を新
		 設する場合に選択
		 ください。
契約変更 ：現在のご契約内容
		（プラン変更含む）
		 を変更する場合に
		 選択ください。な
		 お、東京電力エリ
		 ア内で、新増設申
		 込に伴い、従量電
		 灯等の電気供給約
		 款の料金プランか
		 らスマートライフ
		 Ｓ／Ｌ等電気需給
		 約款の料金プラン
		 へ変更する場合も
		 契約変更を選択く
		 ださい。
電圧変更 ：当社と高圧契約し
		 ているお客さまの
		 低圧供給への変更
		 申込時に選択くだ
		 さい。
設備変更 ：分電盤取替のみな
		 ど、契約内容の変
		 更を伴わず、配線
		 工事のみ実施され
		 る場合に選択くだ
		 さい。

ここまでの入力内容を確認す
る場合、入力チェックボタン
を押下して確認いただけます。
※押下しなくても以降の項目は
入力いただけます。

電柱番号など工事に関する情
報を入力ください。

内線設備に関する情報を入力
ください。

夜間蓄熱式機器を設置される
場合のみ入力ください。
また、契約ブレーカーを基準
に一次側（電源側）もしくは二
次側（負荷側）のいずれか接続
する方へ入力ください。

引込工事および計器工事を行
う際の確認事項について入力
ください。

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

低圧申込登録画面（東京電力エリア外）②

【定額電灯、公衆街路灯A･B】低圧申込登録（定額契約情報）
Ⅰ 初回登録

ご登録いただいたメールアド
レスへお申込みに関する工程
進捗のお知らせメールを送付
させていただきます。※ログ
イン後最初に表示される申込
メニュー画面の「ユーザ情報
変更」ボタンより事前にメー
ルアドレスをご登録いただき
ますと、次回お申込みよりお
申込み画面のメールアドレス
欄に自動的に表示されるよう
になります。※ドメイン指定
されている場合は「@tepco.
co.jp」を受信できるよう設定
をお願いいたします。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

立会希望などその他確認事項
を入力ください。

負荷設備の仕様書が無い場合
は、チェックを入れてください。

ご使用される負荷設備を全て
入力ください。
また、前画面で入力した灯数
と総数が合うようにしてくだ
さい。

「追加」ボタンより各負荷設備
（全数）の仕様書を添付くださ
い。

街路灯の管理番号などがある
場合は前ページの東京電力へ
の連絡事項欄へ入力ください。

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。※以下の場合は書類添付が必要となりますのでご注意ください

・負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
・集合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
（共用部の申込など代表とする申込に添付いただければ各戸への添付は不要です）
・動力プランの契約変更：動力プラン申込書別紙
なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない場合は E-mail にて申込番号が分かるように記載のうえ送付ください。
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
アドレス：tepco-ep-gyoumuc3@tepco.co.jp
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

【低圧電力、農事用電力】低圧申込登録（負荷設備契約情報）

【従量電灯A･C】低圧申込登録（負荷設備契約情報）
前ページにて
■負荷設備契約を選択した場
合、全負荷設備容量の合計に
より契約容量を決定します。

■主開閉器契約を選択した場
合、前ページで入力した主開
閉器容量を基に契約容量を決
定します。

■主開閉器契約を選択した場
合、前ページで入力した主開
閉器容量を基に契約容量を決
定します。
■ 回 路 契 約 を 選 択 し た 場 合、
回路数を基に契約容量を決定
します。

※全ての負荷設備を以下へ入力
のうえ仕様書を添付ください。

※全ての負荷設備を以下へ入力
のうえ仕様書を添付ください。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

負荷設備の台数を入力ください。

Ⅰ 初回登録

前ページにて
■負荷設備契約を選択した場
合、全負荷設備容量の合計に
より契約容量を決定します。

※「回路契約契約申込書別紙」を
添付ください。

既設設備含めご使用する負荷
設備を全てを入力ください。
機器：負荷設備の機器名称
型式：負荷設備の型式
容量：機器の出力容量（ｋＷ）
台数：当該機器の設置台数
※エアコンについては下のエア
コン欄へ入力ください。

「低圧電力」
「農事用電力」
「臨

時電力」
「低圧高負荷契約（動
力）
」の負荷設備契約をお申込
される際、機器種別を選択く
ださい。
（動力プランは対象外です。）
● ３ 相 電 動 機 … エ レベータ
ー・ポンプ・ファン・圧縮機
などモーターのもの
●電熱器…オーブン・フライ
ヤーなどヒーターのもの
●その他
（消費電力）…冷蔵庫…
・冷凍庫・ショーケースなど

エアコンについ
てはこちらの欄
へ 入 力 く だ さ い。

29

負荷設備の仕様書が
無 い 場 合 は、チェッ
クを入れてください。

コンデンサを取付する負荷設備には
コンデンサ設置有無欄の「有」をチェ
ックのうえコンデンサ容量を入力く
ださい。
コンデンサを設置しない場合はチェ
ックおよび容量の入力は不要です。

※上記以外１セットの危機につ
い て は、 そ の 機 器 を 構 成 す る
個々の機器ごとに分解のうえご
登録ください。
※「負荷設備１６行・エアコン
５行」を超過する場合は、「東京
電力への連絡事項」欄に入力い
ただくか、エクセル等に入力の
うえ添付いただきますようお願
いいたします。

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

【臨時電灯A･B･C】低圧申込登録（負荷設備契約情報）

【おトクなナイト８・10,電化上手,深夜電力,第２深夜電力】低圧申込登録（負荷設備契約情報）

前ページにて
■負荷設備契約を選択した場
合、全負荷設備容量の合計に
より契約容量を決定します。

■主開閉器契約を選択した場
合、前ページで入力した主開
閉器容量を基に契約容量を決
定します。
■ 回 路 契 約 を 選 択 し た 場 合、
前ページで入力した回路数を
基に契約容量を決定します。

■主開閉器契約を選択した場
合、前ページで入力した主開
閉器容量を基に契約容量を決
定します。
■回路契約を選択した場合、
回路数を基に契約容量を決定
します。

※全ての負荷設備を以下へ入力
のうえ仕様書を添付ください。

■アンペアブレーカー契約を
選択した場合、前ページで入
力したアンペアブレーカー容
量で契約容量を決定します。

※全ての負荷設備を以下へ入力
のうえ仕様書を添付ください。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

※２００V など特殊回路がある
場合のみ「回路契約申込書別紙」
を添付ください。

Ⅰ 初回登録

前ページにて
■負荷設備契約を選択した場
合、全負荷設備容量の合計に
より契約容量を決定します。

※「回路契約契約申込書別紙」を
添付ください。

■アンペアブレーカー契約を
選択した場合、前ページで入
力したアンペアブレーカー容
量で契約容量を決定します。

夜間蓄熱式機器の変更がある
場合のみ入力ください。
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

【自由化後の料金プラン（東京電力エリア）】低圧申込登録 ①
Ⅰ 初回登録

ご使用場所住所の郵便番号
を入力して
「住所検索」
ボタ
ンを押下してください。
「住
所
（都道府県～丁目）
」
欄へ
住所が反映いたしますので
相違ないかご確認ください。
また、複数候補がある場合
は選択ください。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

番地、号の後ろに数字があ
る場合のみ入力ください。
※部屋番号の入力欄ではござ

いませんのでご注意ください。

新
設 ：建物新築などに伴い、供給設備を新設する
		 場合に選択ください。
契約変更 ：現在のご契約内容（プラン変更含む）を変更
		 する場合に選択ください。なお、東京電力
		 エリア内で、新増設申込に伴い、従量電灯
		 等の電気供給約款の料金プランからスマー
		 トライフＳ／Ｌ等電気需給約款の料金プラ
		 ンへ変更する場合も契約変更を選択くださ
		 い。
電圧変更 ：当社と高圧契約しているお客さまの低圧供
		 給への変更申込時に選択ください。
設備変更 ：分電盤取替のみなど、契約内容の変更を伴
		 わず、配線工事のみ実施される場合に選択
		 ください。  

引込電柱 ：計器の取付がないご契約のお申込みをいた
		 だく際、お客さま番号や供給地点特定番号
		 がご不明の場合は、こちらへ入力をお願い
		 いたします。
管理番号 ：計器の取付がないご契約のお申込みをいた
		 だく際、お客さま番号や供給地点特定番号
		 がご不明の場合は、こちらへ入力をお願い
		 いたします。
※ 新設の場合は入力不要です。

※「引込電柱」に入力いただいた内容は、東京電力パワーグ
リッド「Ｗｅｂ申込みシステム」へは連けいされません。

※「管理番号」に入力いただいた内容は、東京電力エナジー
パートナーご契約情報へは連けいされません。

ご請求書などの各書類の
郵送先を入力ください。
なお、ご使用場所と同じ
場合は「契約情報と同じ」
にチェックしていただく
と入力を省略いただけま
す。

撤
去 ：新増設申込に伴う撤去申込について、申込
		 種別
「撤去」
を選択ください。
		 撤去申込の際に同時工事する新設・契約変
		 更の申込番号を
「東京電力への連絡事項」欄
		 へ入力ください。
※新増設に伴う撤去のみお申込みいただけますので、建物
解体などに伴う通常の撤去については従来通りカスタマー

ご請求先の電話番号（携
帯）
を入力ください。

センターへご連絡をお願いいたします。

※臨時契約の撤去については従来通り、東京電力パワーグ
リッド「Web 申込システム」へお申込みください。

「臨時電灯Ａ／Ｂ／Ｃ」
「臨
時電力」
新設の場合で、
「包
括口座振替契約」をご希望
される場合は「希望する」
をご選択の上、
「口座情報」
「口座名義」を入力くださ
い。（包括口座振替契約を
ご希望される場合は事前
に包括口座振替契約のお
手続きが必要です）

供
給 ：電気をご使用するご契約に関するお申込みの場
		 合に選択ください。なお、再生可能エネルギー
		 の発電設備を設置されず、
『燃料電池などの購
		 入契約がない設備のみを設置される場合』は、
		 当システムより
「供給」
にてお申込みください。
購
入 ：当システムからお申込みいただけませんので、
		 購入契約の契約変更および設備変更のお申込み
		 につきましては当社まで郵送にてお申込みくだ
		 さい。

※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 日以降新たに接続契約を締結する購入契約に
ついては、買取主体が小売電気事業者から一般送配電事業者へ変
更となりましたので、東京電力パワーグリッド株式会社へお申込
みください。

新設の場合で「まとめ（集約）請求をご希望される場合は、請求情報内「まとめ（集約）請求欄」へ入力ください。
（臨時電灯Ａ／Ｂ／Ｃ」「臨時電力」は対象外となります。）
希望される場合は、いずれかを選択ください。
・「希望する（新規；新規にまとめ請求に加入する）」 ⇒例．集合住宅の新設の場合 など
・「希望する（既存；既存のまとめ請求へ追加する）」 ⇒例．街路灯の新設の場合 など

※「希望する（既存；既存のまとめ請求へ追加する）」を選択された場合「集約請求番号もしくは代表お客さま番号」
を入力ください。

・自由化前の料金プラン（定額電灯・公衆街路灯など）の場合⇒「（店所番号３桁）－（まとめ請求番号１３桁）」もしくは「（店所番号３桁）－…
（お客さま番号１３桁）」をハイフン無しで入力ください。

・自由化以降の料金プラン（スタンダード・スマートライフなど）の場合⇒（集約請求番号１２桁）もしくは（お客さま番号１０桁）をハイフ…
ンなしで入力ください。
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

【自由化後の料金プラン（東京電力エリア）】低圧申込登録 ②
Ⅰ 初回登録

プレミアムをご希望の場
合は契約期間を選択くだ
さい。

ご登録いただいたメール
アドレスへお申込みに関
する工程進捗のお知らせ
メールを送付させていた
だきます。

スマートライフをご希望
の場合は確認事項をご確
認のうえ同意するにチェ
ックを入力ください。

※ログイン後最初に表示さ

れる申込メニュー画面の「ユ
ーザ情報変更」ボタンより事
前にメールアドレスをご登

録いただきますと、次回お

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

申込みよりお申込み画面の
メールアドレス欄に自動的
に表示されるようになりま

需要場所確認１：共用部の
お申込みの場合は「はい」
を選択ください。
需 要 場 所 確 認 ２： 二 世 帯
住宅や集合住宅など同一
建物内に複数契約がある
場合は「はい」を選択くだ
さい。

す。

※ドメイン指定されている場

合は「@tepco.co.jp」を受信
できるよう設定をお願いいた
します。

東京電力エリアの場合は
東京電力パワーグリッド
の
「Web 申込システム」へ
のユーザＩＤが必要とな
りますので入力ください。

「従量電灯Ａ／Ｂ／Ｃ」
「低
圧電力」の場合で、非常用
設備に該当する場合は選択
ください。

主開閉器の取替有無およ
び容量を入力ください。
※新設の場合は取替有を
選択ください。

灯 数： 照 明 や コ ン セ ン ト
などの総数数を入力くだ
さい。
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
入力ください。

※当システムとは別のＩＤ
になりますのでご注意くだ
さい。

施工証明書などを「追加」ボタンより添付ください。
※以下の場合は書類添付が必要となりますのでご注意
ください

・負荷設備契約の場合：負荷設備仕様書
・集合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（共用部の申込など代表
とする申込に添付いただければ各戸への添付は不
要です）
・動力プランの契約変更：動力プラン申込書別紙
なお、ファイル数が多い場合など、添付出来ない
場合は E-mail にて申込番号が分かるように記載
のうえ送付ください。
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
アドレス：tepco-ep-gyoumuc3@tepco.co.jp

当社へ個別に連絡したい事項が
ございましたら入力ください。

※工事や調査に関する内容は入力い

工事費等のお支払情報を
選択・入力ください。

ただいても東京電力パワーグリッド

へ伝達できませんので、東京電力パ
ワーグリッドの「Web 申込システ

ム」へ設備情報を登録する際に入力
ください。（例：キー BOX や、ご使
用場所情報、日程調整関係など）

東京電力エリアの場合は必須となりますので、番号をお持ちでない場合は
東京電力パワーグリッド株式会社へ登録の申請をお願いします。
また、番号を受領されましたらログイン後最初に表示される申込メニュー
画面の
「ユーザ情報変更」
ボタンより電気工事店登録番号を登録ください。
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

【撤去】低圧申込登録

留意事項について
Ⅰ 初回登録

■ 集合住宅（二世帯住宅含む）のお申込み
集合の場合、１契約毎に１申込が必要となります。お手数ですが各部屋毎にお申込みをお願いします。
集合住宅（二世帯住宅含む）の場合は「各フロアの平面図」および「幹線系統図」が必要となりますので共用部の契約など代表契
約に添付をお願いします。
※申込内容を複写して登録できる「参照登録」機能をご活用いただくと便利です。
（部屋番号など必要な項目のみ修正してお申込みください）
※二世帯住宅の場合は「幹線系統図」を省略いただけますので「平面図」のみ添付をお願いします。

■ 燃料電池や蓄電池など購入契約の無い系統連系のお申込み

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

引込電柱 ：計器の取付がない
		 ご契約のお申込み
		 をいただく際、お
		 客さま番号や供給
		 地点特定番号がご
		 不明の場合は、こ
		 ちらへご入力をお
		 願いいたします。
管理番号 ：計器の取付がない
		 ご契約のお申込み
		 をいただく際、お
		 客さま番号や供給
		 地点特定番号がご
		 不明の場合は、こ
		 ちらへご入力をお
		 願いいたします。

購入契約の無い発電機を設置される場合は「供給」側のお申込みとなりますので、当システムより以下の書類を添付のうえお
申込みください。
・低圧配電線路への系統連系協議依頼票
・保護機能の整定範囲および整定値一覧表
・単線結線図（配線図）
・漏電遮断器の仕様がわかる資料（単線結線図に記載がある場合は省略可）
・認証証明書
※既に購入契約がある需要場所へ設置する場合など、再生可能エネルギーと併設する場合には「購入」側の契約変更申込となります。

■ 公衆街路灯の大量申込み
公衆街路灯の灯具取替の申込で一度に大量の工事をされる場合は、
お手数ですが工事前に弊社までご連絡をお願いいたします。

撤去申込の際に同時工事する新設、
または、契約変更の申込番号等情
報をご入力いただくようお願いい
たします。

東京電力エリア内における新増設申込に伴う撤去申込について、
申込種別
「撤去」
を選択のうえお申込みをお願いいたします。
【撤去】
街路灯移設に伴う撤去・新設などのお申込みの際に選択ください。
（新設１申込＋撤去１申込が必要となります。なお、撤去申込の際に同時工事す
る新設の申込番号を
「東京電力への連絡事項」
欄へご入力をお願いいたします。）
【低圧から高圧への変更
（低圧撤去）
】
高圧供給への変更に伴う低圧撤去のお申込みの際に選択ください。
（高圧の申込は別途お申込みが必要です。撤去申込の際に高圧側の申込番号等
情報を
「東京電力への連絡事項欄」
にご入力をお願いいたします。
）
【契約合併
（撤去分）
】
１０１号室
（増設）
と１０２号室
（撤去）
の合併申込などの際に選択ください。
（契約変更１申込＋撤去１申込が必要となります。
なお、撤去申込の際に同時工事する契約変更の申込番号を
「東京電力への連絡事項」
欄へご入力をお願いいたします。
）

※撤去申込分については、東京電力パワーグリッド「WEB 申込システム」へ電柱番号な
どを入力する「設備情報登録」は不要となります。
※新増設に伴う撤去のみお申込みいただけますので、建物解体などに伴う通常の撤去
は弊社カスタマーセンターへご連絡ください。
※臨時契約の撤去は東京電力パワーグリッド「Web 申込システム」へお申込みください。
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Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

5つの機能
1 申込み内容の進捗を確認する

1 申込み内容の進捗を確認する
お申し込みの進捗（受付状況）は、「申込検索一覧画面」で確認することができます。

Ⅰ 初回登録

その他、ご確認いただきたい

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

1「でんき工事コーナー」へログインし、「申込メニュー」をクリックする
⬇
2「申込検索一覧画面」の「申込状況」で、状況を確認する

2 申込み内容を修正、または取り消す
Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

3 既にある申込みデータを流用して、新たに新増設を申込む
4 新規お客さま番号・供給地点特定番号を確認する
5 申込み内容を印刷する

進捗確認ステータス
ステータス表示名
１

一時保存

２

申込受付待ち

３

再申込待ち

4

申込受付完了

説明
申込内容が保存状態にあります。なお、申込処理は完了しておりません。
申込受付前の状態となります。
一度、申込いただいたものの、申込内容不備等により、再申込待ちの状態となります。
申込受付が完了した状態となります。

5

託送申込済

【東京電力エリア内】Web申込システムへの設備情報登録の待ち、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し、設計番号が振り出された状態となります。
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。

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および調査が完了した状態となります。

9

申込取消

申込が取消となった状態となります。

・申込状況に表示されるステータスを確認してください。
・ステータス 1 ～ 3 であれば修正が可能です。
・ステータス 4（申込受付完了）以降の修正は、当社より差戻し処理をしないと操作いただけません。必要な場合は当社までご連絡ください。
39

© TEPCO Energy Partner, Inc. All Rights Reserved.

40

Ⅱ

新増設
（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

2 申込み内容を修正、または取り消す

修正

P38

をご覧ください。

一度に数件の新増設を申込みたいとき

お申込み内容に不備があった場合は、弊社よりメールをお送りいたします。

Ⅰ 初回登録

修正・取り消しは、一部の〈申込状況〉でのみ実行できます。詳しくは

3 既にある申込みデータを流用して、
新たに新増設を申込む
過去と類似した新増設を申込みたいとき

1「申込検索一覧画面」にて該当する申込みを選択する
メールに記載された〈申込番号〉より、該当する申込みを選択します。
（
〈申込状況〉欄に「再申込待ち」と表示されています）

こんなとき「参照登録」が便利です
Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

1「申込検索一覧画面」にて、流用元のお申込みを選択する
該当するお申込み情報を選択
し 修正 をクリックします。

2

「申込詳細情報表示」画面でも、
不備内容を確認できます。

流用したいお申込みを選択し
て 参照登録 を ク リ ッ ク し

ます。

2 弊社からの連絡事項に沿って、修正する

画面下段の「東京電力からお
客さまへ」に記載されている
内容をご覧のうえ、ご修正く
ださい。

その他

「一時保存」中や、弊社受け取り前申込データも

修正

一時保存
確認

ご注意

をクリックすると、申込みデータは一時保存され、
をクリックすると、
「申込登録確認画面」
、
「申込登録完了画面」の順に進みます。
参照登録

では、流用元の申込み情報がそのまま表示されます。

ご名義や住所など、必要な箇所を修正のうえ、お申込みください。

メニューよりご修正いただけます。

取消

該当するお申込み情報を選択
し 取消 をクリックします。
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（契約関係）
の申込み

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

4 新規お客さま番号・供給地点特定番号を確認する

5 申込み内容を印刷する
Ⅰ 初回登録

新設や契約変更などの申込で、新しくお客さま番号や供給地点特定番号を設定された場合に申込詳細情報表示画面へ表
示します。（申込状況が「託送供給承諾待ち」以降になるとご確認いただけます。
）

1「申込検索一覧画面」にて確認をする申込みを選択する

1「申込検索一覧画面」にて印刷する申込みを選択する

2
確認をするお申込み情報を選択し、

2

詳細 をクリックします。

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

印刷するお申込み情報を選択し、
詳細 をクリックします。

申込状況が
「託送供給承諾待ち」以
降になるとご確認いただけます。

3
申 込 内 容 詳 細 画 面 の ペ ー ジ 下 部 の、
印刷 ボタンをクリックし、
印刷します。
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Ⅱ

新増設
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よくあるご質問

契約情報登録編
（でんき工事コーナー）

Q&A

M E M O

Ⅰ 初回登録

ホームページ上の「よくあるご質問」にて

お問い合わせの多いご質問にお答えしております
スムーズなお手続きのために、ぜひ当ページをお役立てください。
URL

http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/work/low/

Ⅱ 新増設
（契約関係）
の申込み

でんき工事コーナー低圧
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