
お客さまが設置される太陽光発電設備から発生する余剰電力（自家消費した分を差し引いた
余りの電気）を当社へ売電することを希望される場合は、あらかじめ「再生可能エネルギー発
電設備からの電力受給に関する契約要綱」をご承認いただき、所定の様式によるお申込みをお
願いいたします。当社は、お申込み時にご提出いただいた書類にもとづき技術検討を行ったう
えで、電力受給契約（余剰電力の売電契約）を締結させていただきます。
つきましては、技術検討および電力受給契約締結に必要な申込書類および記入例についてご

案内いたしますので、ご一読のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

【低圧】再生可能エネルギーからの電力受給
に関する申込書類のご案内
～電気工事インターネット申込システム～

認証登録品以外の場合、および太陽光発電設備とその他の発電設備等を
併設される場合は、当社までお問い合わせください。

① 電気使用申込書（添付用）

② 電力受給契約申込書（電子版）

③ 低圧配電線への系統連系協議依頼表（電子版）

④ 保護機能の整定範囲および整定値一覧表

⑤ 単線結線図（配線図）

⑥ 漏電遮断器の仕様がわかる資料
※単線結線図（配線図）に記載がある場合は省略可

⑦ 認証証明書（写）

⑧ 認定通知書（写）
※「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」における買取単価・買取期間を

適用するために必要

必要申込書類【認証登録品※の場合】
※認証登録品とは、財団法人電気安全環境研究所（ＪＥＴ）の認証制度により
認証された系統連系用保護装置および系統連系用インバータ等を指します。



１

弊社では、供給（需給）側のご契約種別が当社の電気供給約款および選択約款における
料金プラン（以下「従来の料金プラン」といいます）の場合、需給契約および受給契約に
おける申込受付業務を東京電力パワーグリッド株式会社（以下「東電ＰＧ」といいます）
へ委託しております。
供給（需給）側のご契約種別によって、お申込み方法が異なりますので、あらかじめご

了承ください。

供給契約 発電設備 申込先 申込方法

従来の料金プラン（※）

・太陽光発電
（ＰＣＳ認証品）
・その他小規模発電

【東電ＰＧ】
・各電設申込受付センター
・各支社電設窓口

郵送申込
窓口申込

・上記以外
【東電ＰＧ】
・各支社電設窓口

窓口申込

・上記以外の料金プラン
・他社料金プラン

・低圧分全て
【当社】
・電気工事インターネット申込システム

Ｗｅｂ申込

・・・お申込み方法は東電ＰＧのホームページを参照ください。（従来と変更ございません）

・・・当資料では電気工事インターネット申込システムでの申込書類についてご案内いたします。

（※）従来の料金プラン

電気供給約款 定額電灯、公衆街路灯、従量電灯、臨時電灯、低圧電力、臨時電力、農事用電力

選択約款
※H28.3.31にて
新規加入終了

おトクなナイト８、おトクなナイト10、電化上手、ピークシフトプラン、夜得プラン、朝得プラン、
半日お得プラン、土日お得プラン、おまとめプラン、深夜電力、融雪用電力、農業用低圧季
節別時間帯別電力、低圧蓄熱調整契約

お申込み方法について



①お申込み
電気工事インターネット申込システムより必要書類を添付のうえお申込みください。
②申込受付
お申込みの内容および必要書類の確認のうえ受付いたします。
※書類に不備や不足がある場合は再申込みをお願いする場合がございます。
③託送申込
お申込みいただいた内容にもとづき当社より一般送配電事業者へ発電量調整供給契約の申込
をいたします。
④受給契約の締結
当社と一般送配電事業者との発電量調整供給契約が締結しましたら、同日付で受給申込の承諾
をさせていただきます。
ご提出いただいた電力受給契約申込書（電子版）へ承諾日等を記入のうえ、電子データ（ＰＤＦ）
にて申込者様へメール送信し、ご契約締結となります。
⑤工事費負担金相当額のご請求（ご請求がある場合のみ）
一般送配電事業者より、工事費負担金の請求があった場合は、当社よりご請求書を郵送いたし
ますので、ご請求書裏面へ記載の金融機関へ工事着手前までにご入金をお願いいたします。
なお、ご入金確認後、当社より速やかに一般送配電事業者へ工事費負担金の支払いを実施い
たします。
⑥工事・調査
一般送配電事業者により、引込線や計量器の工事および竣工調査を行います。
⑦発電開始
お客さまにて発電設備のスイッチを入れていただき、発電（受給）開始となります。
⑧工事費の精算（ご精算がある場合のみ）
設計内容と実際の工事内容に変更が生じ、工事費負担金に過不足金が発生した場合など、
一般送配電事業者より精算の連絡があった場合、上記⑤の金額について精算させていただき
ます。

①お申込み ②申込受付 ③託送申込 ④契約締結
⑤負担金
請求・支払

⑥工事・
調査

⑦発電開始

お申込みの流れ

～お申込みの流れ～

２

⑧工事費
の精算



電気工事インターネット申込システム申込画面

新設以外（増減設など）
の場合は入力ください。

新設以外（増減設など）
の場合は入力不可となり
ます。

購入契約の場合は新設・
増減設含め入力不可と
なります。

購入契約の場合，当社にて電力受給契約申込書
へ受給承諾日（契約締結日）を入力のうえ，ＰＤＦ
にてメール送信をさせていただきますので，メー
ルアドレスを必ず入力ください。

発電設備に関する技術協議の
窓口担当者を入力ください。

次ページ以降の必要書類を
添付ください。

３



①電気使用申込書（でんき工事コーナー添付用）

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．引込関係および内線設備について入力して下さい。

← 引込口配線

スケア

→ ← 電柱までの距離
m ｍ

← 取付点高さ ↑
ｍ 漏電遮断器の仕様

※0.1m単位で入力下さい。

※漏電遮断器については、極数・素子数（３Ｐ３Ｅ等）、定格電流、

　定格感度電流、逆接続可能型等の仕様を記載ください。

４．引込線工事および計器工事を行う際の確認事項を選択して下さい。

５．その他の確認事項を入力して下さい。

立会者（その他の場合に記載）

立会者連絡先

立会者名（希望ありの場合）

立会者連絡先（希望ありの場合）

(8)調査時立会者 立会無し

(6)電気工事設計図の提出方法（任意）　※例：調査時持参,分電盤内など 分電盤内

(7)現場設計時の立会希望 希望なし

(4)調査時間帯の事前連絡 希望する

事前連絡希望の場合の連絡先（ＴＥＬ） 090-0000-0000

(5)鍵の場所（任意）　　　※例：水道メーター,仮設ＢＯＸ,キーＢＯＸなど キーＢＯＸ（№００００）

(2)工事日時の事前連絡 希望する

事前連絡希望の場合の連絡先（ＴＥＬ） 090-0000-0000

(3)調査希望時間帯 ＡＭ希望

(18)分電盤にＳＢスペースがありますか。 ない

(1)窓口設計完了の場合の落成有無 希望（屋内配線工事完了日を下欄へ記載）

屋内配線工事完了日（落成希望の場合に記載） 5月1日

(15)計器の取付位置は1.8m～2.2mの間ですか。 はい

(16)計器の周囲に十分な作業スペースがありますか。 ある

(17)計器の取付状況が以下のいずれかに該当しますか。
　○計器の前面1.5ｍ以内に4階建て以上の建物がある。
　○取付位置が
　　・地下、屋内、シャッターのある車庫の中である。
　　・検針窓のない金属製計器箱の中である。
　　・車道に面していない。
　　・車道から約10ｍ以上離れている。

該当しない

(12)引込線が他人の敷地を通過しますか。 通過しない

(13)ベランダや窓から引込線に手が届きふれる可能性はありませんか。 ふれない

(14)引込線取付金具はありますか。 ある

(9)引込線は変圧器の引下線（高圧）側ですか。 変圧器なし

(10)引込箱の取付はありますか。 ない

(11)引込線等が河川区域内に入りますか。 入らない

確保可能

(6)アンテナ・煙突と引込線の離隔は0.6ｍ以上確保可能ですか。 アンテナ・煙突なし

(7)樹木と引込線が接触する可能性がありますか。 接触しない（樹木なし含）

(8)突き出し看板と引込線の離隔は0.4ｍ以上確保可能ですか。 突き出し看板なし

(1)道路横断する場合，引込線は車道上5.0ｍ以上確保可能ですか。 確保可能 【注意事項】
　(1)～(8)の設問にて引込線との離隔
および計器設置高さや作業スペース
の確保が困難と選択される場合，一般
送配電事業者との協議が必要となりま
す。
　また，工事実施時に一般送配電事
業者が確保困難と判断した場合は工
事を実施いたしませんので，ご注意く
ださい。

(2)道路横断する場合，引込線は歩道上4.0ｍ以上確保可能ですか。 確保困難

(3)建物上空を通過する場合，引込線は屋上2.0ｍ以上確保可能ですか。 通過しない

(4)隣接建物の屋側と引込線は1.2ｍ以上確保可能ですか。 隣接建物なし

(5)弱電流電線と引込線の離隔は0.6ｍ以上確保可能ですか。

引込方法 柱間分岐引込
引込線取付点 変更なし

引込口配線の張替 あり
計器位置変更 なし
ＳＢ位置変更 あり

引込線長さ
15 10

5.0

引込線工事 あり

太さ 8
張替 有（新設含）

東京
番号 ９９ 番号 １００ 番号 １０１

◆内線設備について入力ください

隣接柱 引込柱 隣接柱

３Ｐ３Ｅ、６０ＡＦ、５０Ａ、３０ｍＡ、逆接続可能型

標識名 東京 標識名 東京 標識名

ご契約容量 A／kVA

計器番号

◆引込工事関係について入力ください

電気使用申込書（再生可能エネルギー用）

●ご使用場所の一般送配電事業者への託送申込にあたり，設備情報のご記入をお願いいたします。

お客さま名 東電　太郎

ご使用場所 東京都港区海岸１－１－１

計器

漏電遮

断器

発電

場所

パワーコン

ディショナ
発電設備

４



②電力受給契約申込書

25
【申込者】（お申込みにあたり工事店・メーカー等に委任する場合は下段へ委任先をご記入ください。）

〔 〕

〔 〕

　

お客さま番号 東京電力エナジーパートナー株式会社

S000123C13

トウデン　タロウ

1234567

1234 123

支店

ふ り が な

（連絡先）
お客さま名

　※お申込みの際には「認定通知書（写）」を添付のうえ、「認定通知書」の内容と同一になるようご記入ください。

　　なお、設備ＩＤを確認出来ない場合は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」における買取単価は適用されません。

4 1平成 年 月 日設 備 Ｉ Ｄ

発電出力（＊の種類毎の合計とし、
0.1kW 単位で端数を切り捨て） 3.9 （ｋＷ）

　設置する場合は逆潮流
　を防止する設備を選択
　してください

1と2の小さい方
（*）

東京電力エナジーパートナー株式会社　宛 【低圧】
（Ｗｅｂ用）電力受給契約申込書（再生可能エネルギー発電設備用）

　「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」を承認のうえ、次の再生可能エネルギー発電設備（以下「再エネ発電
設備」という。）を一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」という。）の電力供給設備に連系し、東京電力エナジーパートナー
株式会社（以下「東電ＥＰ」という。）に再エネ発電設備等から発生する電気を供給することを申込みます。
　以下のいずれかに該当する場合には、東電ＥＰによって本申込みが承諾されないこと、および本申込にもとづく東電ＥＰとの受給契約
が既に成立している場合には、当該受給契約が東電ＥＰによって解除されることに同意します。
　・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第６条にもとづき、経済産業大臣から受けた設備認定の効力が失
　　われた場合
　・東電ＥＰが電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第４条または第６条に定める「正当な理由」
　　のいずれかに該当すると判断した場合
　・東電ＥＰが本申込みを承諾するにあたって、必要な協力に応じない場合
　・当該一般送配電事業者が算定し、東電ＥＰを通じて請求される再エネ発電設備等の系統連係に必要な費用を東電ＥＰの定める支払期日
    までに支払わない場合
　・受給開始希望日を経過してもなお再エネ発電設備から発生する電気の供給を開始しない場合（ただし、特段の理由があると東電ＥＰが
　　認めた場合を除きます。）
　また、本申込みに関して、以下の点についても、あわせて同意します。
　・本申込みを撤回した場合、本申込みが東電ＥＰによって承諾されなかった場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を東電ＥＰを
　　通じて当該一般送配電事業者へ支払うこと
　・当該一般送配電事業者が別に定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等（以下「託送約款等」という。）における
　　発電者に関する事項を遵守すること

住　　　　所

認 定 日

　 設置場所 ###

委　 任　 先
○○工事店　太陽　次郎 （連絡先）

（会社名・氏名）

【発電設備等】　　　　　　お客さまの住所と設置場所が同一の場合は□にレをご記入ください。

 ※原則として，設置場所における電気需給契約のご契約名義と同一のご名義（法人名義でご契約されている場合は、法人名称・役職名・代表者名）をご記入ください。

 「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」に基づく電力受給の申込みから開始に必要な手続き（振込先口座の指定を除く。）を

 　行うことを下記の者に委任いたします。

住　　　　所

受 給開 始希 望日 平成 年 月 日28

←該当する番号を□の中にご記入ください。
3 ．逆潮流を防止する装置を設置しない。

その他自家発電設備等を設置する場合 種 類 出力

2．インバータ

2 台目
（太陽光5台目）

1．発電設備

種　類  太　陽　光 風力
複数種の再エネ発電設備
を設置する場合のみご記

入ください。↓
インバータ台数 1 台目 2 台目 3 台目 1 台目

(太陽光4台目）

（Ｗ） （Ｗ）

振込先
金融機関

東京都千代田区内幸町９９－９９－９９

０３－９９９９－９９９９
とうでん　たろう

東電　太郎

神奈川県横浜市中区１１－１１－１１

０４５－９９９－９９９９

ご記入いただきま した お客 さまの個人情報につき まし ては 、電気事業をはじ めと する 当社定款記載の事業に おい て、 契約の締結・履行、ア フタ ーサービス、

（Ｗ）（Ｗ）3,950

（Ｗ）

東京
預金科目 口座番号

700 （Ｗ）

自 家 発 電 設 備 等

か ら の 逆 潮 流 を

防止する装置の設置

1 ．逆潮流を防止する装置の設置により、自家発電設備等からの逆潮流は発生しないものの、当該発電設備等の併設により

　再生可能エネルギー電気の逆潮流電力量が増加しうる設備形態である。（押し上げ効果あり）

2 ．逆潮流を防止する装置の設置により、自家発電設備等からの逆潮流は発生せず、再生可能エネルギー電気の逆潮時は、

　自家発電設備等を停止・解列する。（押し上げ効果なし）
1

○×

設 備等の 保守 ・保 全、ア ン ケ ート の実 施、商 品・ サー ビス の改善 ・開 発、 商品・ サー ビス に関 する広 告・ 宣伝 物の送 付・ 勧誘 ・販 売、 関係 法令 に よ り 必
要 とされ てい る業 務その 他 こ れら に付 随する 業務 を行 うた めに必 要な 範囲 内で利 用さ せて いた だきま す。 個人 情報の 利用 目的 につ きま して は、 イ ン タ ー
ネットのホームページ（http://www.tepco.co.jp/ep/）でもご確認いただくことができますので、そちらもあわせてご覧ください。

……………………………………………………………………（以下、東電ＥＰ記入欄）…………………………………………………………………

金融機関・店舗コード

1．普通

3,950

5,000 （Ｗ）

（Ｗ）

（Ｗ）

（Ｗ）

12 日

　受給電力量料金は、下記の口座へお振込みください。当方は東京電力エナジーパートナー株式会社の振込委託手続きの完了をもって代金を受領したものと
　認め、領収書の発行を省略します。なお、振込先を変更する際は、速やかに通知します。

【振込先口座】　※ゆうちょ銀行をご利用のお客さまは、振込用の店名・店舗コード・預金科目・口座番号をご記入ください。

口座カナ名義
※通帳１ページ目に記載されている

カナ名義をご記入下さい。

信用組合

本人確認済みチェック欄⇒

再
エ
ネ
発
電
設
備
の
概
要

燃料電池 ←その他の場合記入〔 〕

　逆潮流を防止する装置
　の設置

（ｋＷ）

（Ｗ）

（Ｗ）

（Ｗ）

（Ｗ）

（Ｗ）（Ｗ）

に締結いたしましたので、

同日付で上記電力受給の申込について承諾いたします。
　※ただし、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」

　　4 条・6 条に該当することが判明した場合はこの限りではありません。

　※受給開始日・連系上の諸条件についてはお客さまのご要望を踏まえ別途協議させていただきます。

28 年 12 月
受付者設計番号東電ＥＰ受付番号

当社と当該一般送配電事業者による発電量調整供給契約を

平

※お申込み内容に相違がないかご契約者様

　が確認のうえチェックしてください

28 7 1

ﾚ

ﾚ

５

受給申込承諾後，
当社よりＰＤＦにてお
申込者様へメール
送信させていただき
ます。

お申込み内容に相違ないかご
契約者さまにて必ず確認のう
えチェック欄へチェックのうえお
申込みください。

※「レ」チェックがないと受付が
できませんのでご注意ください。

※でんき工事コーナー専用にエクセルファイルでご用意
しておりますので，必要項目を入力のうえエクセルファイ
ルのままお申込みください。（ご捺印は不要となります）



③低圧配電線への系統連系協議依頼票

「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、次の発電設備等と東京電力パワーグリッド株式会社の

電力供給設備を系統連系することを申し込むとともに協議を依頼します。

東京電力パワーグリッド記入欄

○

その他

様

℡ 03 － 9999 － 9999 ℡ 03 － 0000 － 0000

単相 ３線式 ｋＶＡ

三相 ３線式 ｋW

希望日を平成 28 年 7 月 1 日として具体的に別途協議する

（名義）

（住所） 〒

℡ － －

395 Ｗ×直列 5 枚×並列 2 枚）

Ｗ×直列 枚×並列 枚）

Ｗ×直列 枚×並列 枚）

Ｗ×直列 枚×並列 枚）

29 年 1 月頃

低圧配電線への系統連系協議依頼票

東京電力パワーグリッド株式会社　御中

発
電
設
備
等

太　陽　光 受付Ｎｏ

ガスエンジンコージェネレーション 依頼受付 年　　　月　　　日

燃　料　電　池 回　　答 年　　　月　　　日 扱　者

連系可否 可　・　否

お客さま名 東電　太郎 様

連絡先

（協議者）

テプコ電設（株）　分電

お客さま番号 （住所）　〒 111-1111

設置場所住所
東京都千代田区内幸町９９－９９－９９ 東京都千代田区内幸町１１－１１－１１

契約種別・容量

低圧電灯 10

低圧電力

連系希望日

運用申合書

郵送希望
郵送先

注１：要綱によるご契約の場合，ご記入は不要です。

注２：郵送希望の場合，当社より運用申合書を送付しますので，捺印のうえ１部を連系希望日までに返送願います。

主任技術者
または

保守点検者
等

外部委託【法人（　　　　　　　）・個人（　　　　　　　）・その他（　　　　　　　）】・統括・選任・

兼任・許可・その他（　　　　　　　　　）　（　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　号）

（住所）〒

（氏名）　 （連絡先）

連系条件 逆潮流 有（余剰電力売電希望：有）

発
電
設
備
等
概
要
①

種　類 メーカー※１ ○○○○ 型式※１ ＡＡＡ－ＡＡＡＡ

太陽光

容　　量※１ ３．９５ ｋＷ
（ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２

（ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２

インバータ
・

系統連系
保護装置

認証区分 認証品

自立運転 有 系統連系保護装置 内蔵

メーカー ○○○○ 型式 ＢＢＢ－ＢＢＢＢ

電気方式 単相３線式 定格出力 5 ｋＷ

発
電
設
備
等
概
要
②

種　類 メーカー※１ 型式※１

太陽光

容　　量※１ ｋＷ
（ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２

（ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２

インバータ
・

系統連系
保護装置

認証区分

自立運転 系統連系保護装置

メーカー 型式

電気方式 定格出力 ｋＷ

記入上の留意事項：　※１　発電部分とインバータが一体型の場合，ご記入は不要です。
　　　　　　　　　　※２　太陽光発電の場合のみ，ご記入願います。

発電設備等の
増設・新設計画

計画有無 有 実施時期

　内容 太陽光モジュール増設（最終５ｋＷの予定）

（ ）

小出力発電設備に該当しない場合はご記入が必要です。

（例）○出力５０ｋＷ以上の太陽光発電設備

○出力２０ｋＷ以上の風力発電設備

○出力１０ｋＷ以上の燃料電池発電設備 など

停電時に、当該発電設備に
より発電した電力を非常用電
源として使用するための装置
です。

認証登録品については、一
般的にパワーコンディショナ
に内蔵されています。

必ず定格出力を

ご記入下さい。

６



④保護機能の整定範囲および整定値一覧表 提出用紙例

●本資料については、当社より配布している様式へご記入いただくか、他の様式に不
足なくご記入ください。

●「申請整定値」は、メーカー出荷整定値および系統連系規程を参考にご記入ください。
●「整定範囲」は、認証証明書等を参考にご記入ください。７



⑤単線結線図（配線図）
⑥漏電遮断器の仕様がわかる資料
※単線結線図（配線図）に記載がある場合は省略可

記入例

⑦認証証明書（写） 提出用紙例

いたします。

認証取得者
住　所　　 ：　○○○県△△△市×××町１－１　
氏　名　 ：　○○○株式会社　　△△△

認証製品製造者
住　所　　 ：　○○○県△△△市×××町１－１　
氏　名　 ：　○○○株式会社　　△△△

認証製品を製造する工場
住　所　　 ：　○○○県△△△市×××町１－１　
工場名　 ：　○○○株式会社　　△△△

認証登録番号　 ：　Ｐ－○○○○
認証登録年月日　 ：　平成XX年XX月XX日
有効期限　 ：　平成XX年XX月XX日
試験成績書の番号 ：　○○ＪＥＴ○○号

平成XX年XX月XX日

小型分散型発電システム用系統連系装置
認証証明書（最新版）

記

２０XX年XX月XX日付け（受付番号Ｐ○○－○○号）で認証証明書最新版の申込みのありました下記の製品
小型分散型発電システム用系統連系装置等のＪＥＴ認証業務規程第７条２項の規程により、下記のとおり発行

漏電遮断器については、以下の仕様を記載ください。

極数・素子数（３Ｐ３Ｅ等）、定格電流、定格感度電流、

逆接続可能型等の表記

（留意事項）

本資料は、製造者もしくは販売店等より入手のうえ、添付ください。

単線結線図（配線図）は「施工証明書兼お客さま電気設備図面」等にご記入ください。

３Ｐ３Ｅ
６０AＦ
５０Ａ
３０ｍＡ
逆接続可能型

※スマートメーター展開に伴う取扱いについては，Ｐ９～１０をご確認ください。

ＢＥ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

ＶＶＲ１４－Ｃ３

１Φ ３Ｗ
１００／２００

２０Ａ ２０Ａ ２０Ａ ２０Ａ ２０Ａ

２０Ａ ２０Ａ ２０Ａ ２０Ａ

Ｌ

太陽電池（パネル）

パワーコンディショナ

３Ｐ２Ｅ
５０ AＦ
３０Ａ

単線結線図（スマートメーターを設置する場合）

ＶＶＲ８－Ｃ３

Ｗｈ

電力会社供給用
スマートメーター
（発電用兼用）

８



⑧認定通知書（写） 提出用紙例

３．９５ ｋＷ

東電　太郎　殿

東京都千代田区内幸町９９丁目９９－９９

●再生可能エネルギーの固定価格買取制度における買取価格・買取期間の適用を受けるためには、設置
する設備について経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

【認定にかかる手続き・お問い合わせ窓口はこちら】
◆50kW未満の太陽光発電設備の場合
インターネットにより、設備認定サポートシステム（ http://www.fit.go.jp/）を通じて手続きいただけます。

※インターネット環境をお持ちでない場合は以下の窓口へお問い合わせください。

一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP－AC)

〔電話〕0570－03－8210 〔受付時間〕平日 9：20 ～17：20

◆その他の再生可能エネルギー発電設備の場合
申請書類は以下までご郵送ください。なお、申請書類は関東経済産業局ホームページより入手いただ
けます。

関東経済産業局資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
〔住所〕〒330－9715 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館８階
〔URL〕http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/energykaitori/kaitori_setsubinintei.html

※ご不明な点等ございましたら、以下へお問い合わせください。
【資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 再生可能エネルギー推進室】
〔電話〕0570 - 057 – 333 〔受付時間〕9:00～18:00（土・日・祝は除く） ※PHS、IP電話からは042 - 524 – 4261へおかけください。

９



○電気工事店さま，施工店さまへのお願い

●太陽光発電設備の接続箇所は、契約用開閉器（アンペアブレーカ、主開閉器等）より負荷側として

ください。
※太陽光発電設備をBE（漏電遮断器）の直後（下図の の部分）に接続すると、分電盤に定格以上の電流が

流れるおそれがありますので、そのような接続は行わないでください。

電源

●いんぺい配線など目視による配線の確認が

困難な場合には、引込線側、内線側が判別

できるように 引 、 内 等の表示をお

願いします。

送配電会社設備
（引込線）側

表示例

※注１

※注２

●メーターの取付位置は、検針および工事が

容易な場所としてください。

検針等に支障がある場合、改修をお願いす

る場合があります。

太陽光発電設備（余剰配線）の施工上の注意点

※注１ 太陽光発電設備の接続箇所について

※注２ メーター付近の配線について

B

B

B

B

B

B

BE

お客さま設備
（内線）側

スマートメーター

財産・責任
分界点

※注２

お客さま発電用
メーター

使い切れずに余った
発電電力を売電する
ために必要となる
メーターは、お客さ
まのご負担により、
当社で取り付けさせ
ていただきます。

分電盤の例１

電源

B

B

B

B

B

B

太陽光発電設備へ

分電盤の例２

BE
契約用
開閉器

契約用
開閉器

太陽光発電設備へ

B

BE

3P3E
逆接続
可能型

電力会社供給用
メーター

お客さま発電用
メーター

ＰＯＩＮＴ

ＰＯＩＮＴ

接続不可 接続不可

逆接続
可能型

１０

送配電会社設備

送配電会社供給用

●新規受付分はスマートメーターによる双方

向計量（１計量）となります。
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