
「でんき工事コーナー（低圧）」
システム操作手順のご案内

当資料は，はじめてご利用いただく電気工事店さまへのご案内資料とし
て，でんき工事コーナーの画面イメージを活用してシステムの操作手順
を中心にご案内しております。
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 お申込の流れについて

 新増設申込のお申込みをいただいてからご送電までの流れは以下のとおりです。
※料金プランによって申込先が異なりますが，事前協議や落成受付はこれまで通り，
各受持事業所にて受付いたします。

 当資料では，新しい料金プランのお申込み方法についてご案内いたします。

電設 技術サービス 設備サービス 配電建設

東京電力
エナジーパートナー

電気工事店さま
小売電気事業者
（当社以外）

東京電力パワーグリッド各支社 東京電力パワーグリッド
ネットワークサービスセンター

新増設申込

従来料金プラン 新料金プラン 他社プラン

窓口／ＦＡＸ／郵送

／インターネット

（新）電気工事インター
ネット申込システム

託送申込受付供給工事受付

設計書作成

材料授受 材料授受

工程調整

落成受付
落成連絡

供給工事

竣工調査
（送電完了）

※点線部分が平成28年4月1日以降変更

となる箇所です。

※東京電力パワーグリッドネットワークセ

ンターへの直接のお申込みはできません。

他社様
申込方法

事前協議／

内線協議

事前協議／内線協議

（新料金プランや他社様分も引続き各受持ち支社で受付いたします。）

従量電灯など従来の料金プランは，

これまで通り各電設窓口へお申
込みください。

スマートライフＳ／Ｌなど新し
い料金プランは「でんき工事
コーナー」よりお申込みくださ
い。



でんき工事コーナー 低圧 検索

でんき工事コーナーへのアクセス方法

 インターネットにて「でんき工事コーナー 低圧」と入力し検索ボタンをクリックします。

 「低圧工事お申込み－東京電力」をクリックします。

選択

5



でんき工事コーナー（低圧ページ）のご紹介

 でんき工事コーナー（低圧ページ）についてご紹介いたします。下へスクロールしてき
ますとログイン画面への入り口や必要書類などの掲載をしております。
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でんき工事コーナー（低圧ぺージ）のご紹介

 「新しい料金プランのお申込み」ボタンはログイン画面への入り口となります。
 従来の電気料金プランをお申込みされる場合は，別のページへ遷移します。

新料金プランのログイン
画面はこちら

従量電灯など従来の電気
料金プランはこちら
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新料金プランのログイン
画面はこちら 従量電灯など従来の電気

料金プランはこちら



でんき工事コーナー（低圧ページ）のご紹介

 ユーザーＩＤをお持ちでない場合は，利用規約に同意のうえ，利用申請書を当社まで
原則メールにてお申込みください。＜E-mail：tepco-ep-gyoumuc3@tepco.co.jp＞
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ユーザＩＤと初期パス
ワードをお持ちではない
場合は，利用申請書を
メールにて送信ください。

６

mailto:tepco-ep-gyoumuc3@tepco.co.jp


でんき工事コーナー（低圧ページ）のご紹介
 ご利用の手引きや申込に関するご案内を掲載しておりますのでご確認ください。
 また,電気使用申込書など，申込時に必要となる書類を掲載しておりますので，パソコンへダウ
ンロード（保存）のうえご利用ください。

でんき工事コーナーのシステム
のご利用方法について記載し
ておりますのでご確認ください。
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電気使用申込書（供給用）と
なりますので，ダウンロードし
てご利用ください。※供給申
込１契約につき１ファイル必須
となります。

お申込の流れや書類につ
いてご案内しておりますの
でご確認ください。

スマートライフＳ／Ｌおよびス
マートライフプランのお申込み
をいただく場合は「スマートラ
イフ申込書別紙」が必要となり
ますのでダウロードしてご利
用ください。



でんき工事コーナー（低圧ページ）のご紹介

 でんき工事コーナーに関する「よくある質問」を掲載しております。
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お申込みに関する
「よくある質問」を掲載しております。



お申込み完了までの流れ

・一般的なお申込み手順についてご案内します。

ああ事前
準備

①
ﾛｸﾞｲﾝ

②
登録

③
添付

④
確認

⑤
完了

・お申込みに必要な書類を「でんき工事コーナー(低圧)」からダウンロードします

・パソコン上で必要情報を入力します

・システムへログインします

・システムへお申込み内容を登録します

・事前に準備した必要書類（申込書関係）を②（登録）のお申込みに添

付します。

・確認画面で登録情報に不備がないか確認を行います

・お申込み完了画面の確認
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登録

準備

確認



お申込み操作方法のご説明

〈 準備 〉

事前
準備

①
ﾛｸﾞｲﾝ

②
登録

③
添付

④
確認

⑤
完了
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電気使用申込書ダウンロード

・お申込み時に添付していただく「電気使用申込書（供給用）」をパソコンへ

ダウンロードし（保存）します。

電気使用申込書を

クリック
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「名前を付けて保存」を

クリック

電気使用申込書の保存（１／３）

・名前を付けて保存をクリックします。
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①「デスクトップ」を選択

②「保存」を選択

電気使用申込書の保存（２／３）

・デスクトップなど、保存先を選択して「保存」ボタンをクリックします。

※ご希望によりファイル名を変更ください。
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保存したファイルをクリック

電気使用申込書の保存（３／３）

・デスクトップなどへ保存した「電気使用申込書（供給用）」を開きます。
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必須項目

1．ご契約情報を入力して下さい。

２．既設情報を入力して下さい。（新設の場合は不要です）

３．新しいご契約について入力して下さい。
　

１年契約

２年契約

電気使用申込書（供給用）

お客さま名

ご使用場所

ご契約容量 事業所コードA/kVA/ｋW

・検針票（紙）の郵送希望【有料】 希望する　　※希望する場合には１０８円（税込）／月の発行手数料がかかります。

お客さま番号計器番号

※プレミアムＳ、プレミアムＬ、
プレミアムプランの場合のみ
・ご契約期間を選択ください。

　※新たに口座振替もしくはクレジットカード払いをご希望される場合は，別途カスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。

電気料金のお支払方法
　【新設の場合】

　　振込用紙によるお支払いとなります※。（発行手数料２１６円（税込）／月がかかります）
　【契約（設備）変更の場合】

　　現在のお支払方法をそのまま継続させていただきます※。（振込用紙の場合は発行手数料２１６円（税込）／月がかかります）

電気使用申込書の入力手順（１／４）
・「電気使用申込書（供給用）」へ必要項目を入力します。

※オレンジ色が必須項目。その他の色は必要に応じて入力いただく項目となります。

検針票（紙）の発行を希望する
場合はチェックを入れてください。

プレミアムＳ/Ｌ および
プレミアムプランの場合のみ、
ご契約期間を選択ください。
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記入例を見る



電気使用申込書の入力手順（２／４）

・「電気使用申込書（供給用）」へ必要項目を入力します。

※オレンジ色が必須項目。その他の色は必要に応じて入力いただく項目となります。

引込柱や内線設備について
入力ください。

末端柱の場合は、
一方の隣接柱に「なし」と記載

夜間蓄熱式機器がある場合は、
開閉器容量を記載

引込線太さの設計にあたり，夜間蓄
熱式機器の容量が必要となりますので，
開閉器容量の記入をお願いいたします。
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小柱経由引込の場合は，
電気使用申込書の他に付
近図も必要となりますので
追加で添付をお願いしま
す。また，引込柱には小柱
ではなく本柱を入力下さい
。



電気使用申込書の入力手順（３／４）
・「電気使用申込書（供給用）」へ必要項目を入力します。

※オレンジ色が必須項目。その他の色は必要に応じて入力いただく項目となります。

引込線工事や計器工事に関する
確認事項を入力ください。
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・「電気使用申込書（供給用）」へ必要項目を入力します。

※オレンジ色が必須項目。その他の色は必要に応じて入力いただく項目となります。

電気使用申込書の入力手順（４／４）

②入力完了後、「保存ボタン」を押して
ファイルを閉じる。

①その他の確認項目について
入力ください。
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21

電気使用申込書（添付用）

電気使用申込書の記入例
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電気使用申込書（添付用）

電気使用申込書の記入例



スマートライフ申込書別紙の準備

・スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプラン（オール電化におすす）をご希望の場合は、

「スマートライフ申込書別紙」を ダウンロードして、必要項目を入力のうえ

お申込み時に添付ください。 ※ダウンロードなどの手順は「電気使用申込書」と同様です。

スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプラン
のお申込みをいただく場合は、「スマートライフ
申込書別紙」が必要となります。ダウンロードし

てご利用ください。
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オール電化におすすめな
スマートライフプランとは
？？

http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/service/plan/smartlife/index-j.html


スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプラン申込添付資料

スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプラン　申込みにおける確認事項

スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプランは「総容量が1kVA以上の夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器
をご使用のお客さま」が加入要件となっております。申込みにあたり、下記の事項にチェックをお願いします。

★スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプラン加入に関する確認事項のチェックをお願いします。（必須）

スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプランには「住宅設備修理サービス」が無償で付帯されております。

スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプランの申込みにあたり、下記の事項をご確認ください。

1．住宅設備修理サービスの概要

　●本サービスの適用はスマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプランの使用開始日が属する翌々月1日からとなります。

　●サービスの詳細については、当社ホームページへ掲載している「重要事項説明」をご確認ください。

　　 ＜住宅設備修理サービスの重要事項説明＞

　　　　http://www.tepco.co.jp/jiyuuka/service/plan/smartlife/pdf/repair_agreement.pdf

2．個人情報の第三者提供について

★個人情報の第三者提供に関する同意のチェックをお願いします。（必須）

以上

東京電力エナジーパートナー株式会社

住宅設備修理サービスの提供に関して

　●本サービスは設置から10年以内のエコキュートやIHクッキングヒーターなどの対象設備が故障した際に、修理サービスを

　　 ご提供いたします。

　本サービスは当社と損害保険会社である三井住友海上火災保険株式会社との損害保険契約にもとづき、

　ご契約者等に対して無償で行うサービスです。本サービスを提供するにあたり、ご契約者の個人情報（お客さま番号、

　氏名、カナ氏名、電話番号、郵便番号、住所）を損害保険会社を通じてその業務委託先の修理会社に提供します。

上記の「個人情報の第三者提供」に関して同意する。

スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプランの加入要件に関する確認書

「総容量が1kVA以上の夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器」を保有している。

スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプラン加入以降、「総容量が1kVA以上の夜間蓄熱式機器またはオフピーク

蓄熱式電気温水器」を保有していないことが判明した場合、当社が解約等の措置をとることに同意する。

※　夜間蓄熱式機器とは、主として夜間時間に通電する機能を有し、通電時間中に蓄熱のために使用される機器のことで、具体的な住宅設備

　としてはエコキュート等のヒートポンプ式給湯機、電気温水器（手洗用等を除く）、蓄熱暖房器、蓄熱式電気床暖房があります。

スマートライフ申込書別紙

必要事項にチェックを入れる
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再生可能エネルギー発電の申込について

・太陽光などの再生可能エネルギー発電設備に関する購入（受給）契約に関する

お手続きのご案内や必要書類などを掲載しております。

各種必要書類を

こちらからダウンロード
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【購入契約に関する重要なお知らせ】

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、平成29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す。（制度変更の詳細はこちら）
これに伴い、平成29年３月15日を以って、当社における購入契約の受付を終了いたしました。

購入契約のお申込みは一般送配電事業者へお申込みください。なお、既に当社と契約中の
購入契約については、引き続き当社との契約が継続いたしますが、契約変更や設備変更の
お申込みにつきましては、東京電力パワーグリッド株式会社へ業務委託しております。東京
電力パワーグリッド株式会社へのお申込みはこちらを参照ください。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kaisei.html
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/index-j.html


～でんき工事コーナー申込画面～（留意点のみ抜粋）

購入契約の無い系統連系申込
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時には「供給」側の申込として以下の書類が必要となり
ますので，全て添付のうえお申込みをお願いいたします。
・電気使用申込書（供給用）
・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

※ただし，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「購入契約」の
契約変更申込となります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。（Ｐ２５参照）

「供給」を選択ください。

必要書類を添付ください。

燃料電池や蓄電池などを設置する場合の留意事項について
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事前
準備

①

ﾛｸﾞｲﾝ
②

登録
③

添付
④
確認

⑤
完了

お申込み操作方法のご説明

〈 ログイン 〉
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•新しい料金プランの
お申込み

•プレミアムプラン

•スマートライフプラン

•夜トクプラン

•スタンダードプラン

新しい料金プランのお申込みフォームへのログイン（１／２）

・ページ上方にある「新しい料金プランのお申込み」ボタンをクリックします。

従来プランのお申込み

•公衆街路灯
•低圧電力
•臨時電力

•定額電灯
•従量電灯
•臨時電灯
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①ユーザーIDを入力

英字（大文字半角）＋数字９桁となります。

②パスワードを入力

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。

※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（大文字半角）＋数字９桁となります。

（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）oo2tE4pK（ｵｰｵｰ2ﾃｨｲｰ4ﾋﾟｰｹｲ）

③ログインボタンを押す

！注意！

・ユーザ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。

新しい料金プランのお申込みフォームへのログイン（２／２）
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事前
準備

①
ﾛｸﾞｲﾝ

②
登録

③
添付

④
確認

⑤
完了

お申込み操作方法のご説明

〈 登録 〉
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お申込み内容の登録（１／５）

・ログイン後、こちらの画面になります。

・「低圧のお申込み」ボタンをクリックします。

クリック
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・「新規登録」ボタンをクリックします。

クリック

お申込み内容の登録（２／５）
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・規約をご一読のうえ、ご承諾欄チェック後「次へ」ボタンを押下します。

①規約に承諾しますをチェック

②「次へ」をクリック

お申込み内容の登録（３／５）
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お申込み内容の登録（４／５）

・お申込み種別や送電希望年月日、ご契約名義など必要項目を入力します。

・✳は必須入力項目のため、必ず記入してください。
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・契約種別や業種などを入力します。

契約電力はプレミアムＳおよび
スタンダードＳ（ＳＢ契約）の
場合に入力ください。

・引込線や計器などの設置工事を送配電事業者から
の委託工事で実施する場合→「引込委託あり」を選択

・引込線や計器などの設置工事を送配電事業者が
実施する場合→「引込委託なし」を選択

・現在、臨時契約のプランはご用意が
ないため、入力は不要です。

お申込み内容の登録（５／５）
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事前
準備

①
ﾛｸﾞｲﾝ

②
登録

③
添付

④
確認

⑤
完了

お申込み操作方法のご説明

〈 添付 〉
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電気使用申込書の登録（１／４）

・必要項目入力後、①〈準備〉で作成した「電気使用申込書（供給用）」を添付します。

・「追加」ボタンをクリックします。

「追加」ボタンをクリック
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「参照」ボタンをクリック

電気使用申込書の登録（２／４）

・「参照…」ボタンをクリックします。
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①デスクトップのお申込み

書類をクリック

②開くボタンをクリック

・添付するファイルを選択して「開く」ボタンをクリックします。

電気使用申込書の登録（３／４）
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・全てのファイルを添付後、「アップロード」ボタンをクリックします。

クリック

電気使用申込書の登録（４／４）

40



「参照」ボタンをクリック

・スマートライフＳ／Ｌおよびスマートライフプランをお申込みの場合は、「スマートライフ申込

書別紙」の添付もおこないます。

・No.１には電気使用申込書がアップロードされています。

・No.2の参照ボタンをクリックします。

スマートライフ申込書の登録（１／３）
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・添付するファイルを選択して「開く」ボタンをクリックします。

①デスクトップのお申込み

書類をクリック

②開くボタンをクリック

スマートライフ申込書の登録（２／３）
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・全てのファイルを添付後、「アップロード」ボタンをクリックします。

クリック
・小柱経由での引込や二世帯住宅の場合は、付近図や平面図（間取り図）も

添付ください。

・その他、施工証明書（内線図面）なども添付いただけますのでご利用ください。

！確認！

スマートライフ申込書の登録（３／３）
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～でんき工事コーナー申込画面～

集合住宅の申込（二世帯住宅含む）
集合住宅の場合，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いたします。
なお，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，
添付をお願いいたします。
※お申込みにあたっては，申込内容をコピーしてお申込みいただける「参照登録」ボタンをご活用いただくと便利
ですので，是非ご活用ください。（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
願いいたします。

※一般送配電事業者との事前協議を実施している場合は「事前協議書」の添付
もお願いいたします。

集合住宅の申込留意事項について
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事前
準備

①
ﾛｸﾞｲﾝ

②
登録

③
添付

④
確認

⑤
完了

お申込み操作方法のご説明

〈 確認 〉
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お申込み内容の確認（１／２）

・ファイルが添付されていることを確認後、「確認」ボタンをクリックします。

②クリック

①アップロードされた

ファイルを確認
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・お申込み内容を確認後、「お申込み」ボタンをクリックして『お申込み完了』とな

ります。

②お申込みをクリック

①記載内容に間違いがないか

要チェック

お申込み内容の確認（２／２）
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申込完了です



事前
準備

①
ﾛｸﾞｲﾝ

②
登録

③
添付

④
確認

⑤
完了

お申込み操作方法のご説明

〈 完了 〉
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お申込み完了画面イメージ

・「検索一覧画面」ボタンで最初の画面へ戻ります。

・また、印刷をされる場合は「印刷」ボタンより印刷ください。

クリックし、最初へ戻る
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お申込み進捗確認

・検索結果のお申込み状況をご確認ください

こちらの申込状況を
ご確認ください
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 書類が不足している場合など，当社受付時に申込書類が整っていない場合は電気工事店さまにてご確認いただき
再申込をお願いすることになります。

 その場合，申込状況が「再申込待ち」という状態になっておりますので，対象の申込を選択のうえ「修正」ボタンから
内容を確認のうえ再申込みをいただきますようお願いいたします。

 お申込み画面へメールアドレスをご入力いただいている場合は，「再申込のお願い」をメールにてお知らせいたしま
す（※）ので，是非ご入力いただきますようお願いいたします。なお，メールアドレスの入力がない場合は、当社から
「再申込待ち」となった連絡はございませんので，申し訳ございませんが適宜ご確認をお願いいたします。
※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します。



修正・取り消し
・ステータスの1〜3までであれば修正が可能です。

・ステータス4以降（申込受付・処理中）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。

①確認したい対象を選択 ②「修正」・「取消」をクリック

51

ステータス一覧へ



・申込状況に表示されるステータスを確認してください

・ステータスの1〜3まで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。

＃ 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 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 工事中 一般送配電事業者へ落成連絡され、送電日が決まった状態を言います。

7 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。

8 申込取消 申込みが取り消しとなった状態を言います。

進捗確認ステータス

設計番号が発番されます

お申込みの修正が可能です

お申込みの修正はできません
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※お申込みいただいたデータは送電完了後、３ヶ月後に自動削除
されます。

削除後は当機能をご利用できませんので、あらかじめご了承く
ださい。

！確認！

②参照登録をクリック
①確認したい対象を選択

便利機能
・「参照登録」ボタンより、過去にお申込みいただいた内容を活用（コピー）して、

別のお申込みを新規登録することが出来ます。

・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。
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お申込み方法に関する問い合わせ先

連絡先：0120-995-113

受付時間：月曜～土曜 （休祝日を除く）

9:00～17:00

お電話
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よくあるご質問
https://support.tepco.co.jp/category/show/182?site_domain=kurashi

Ｗｅｂお問い合わせフォーム

解決しない方はこちらへ

https://support.tepco.co.jp/category/show/182?site_domain=kurashi
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