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（1）高圧以上需要側の申込みについて

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社2
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高圧以上需要側の申込み方法について

高圧需要側にかかわる託送供給申込みは，それぞれ以下の通りお申込みいただきます。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

申込種別 申込内容 申込方法

新設 電気の供給にあたって新たに当社供給設備を施設
する場合 当社所定様式にご記入の上，従来と

同様にメール送付後，郵送にてお申込
みください。

（必要に応じて資料を添付いただきます。）

契約変更
契約電力や契約メニューを変更する場合および変
更にともなう当社供給設備の工事が必要となる場
合

設備変更 契約変更によらず当社供給設備の工事が必要とな
る場合

スイッチング 供給する小売電気事業者様が変更になる場合

「スイッチング支援システム」より
お申込みください。

※500kW以上の協議契約の場合，従来と同様
にメール送付後，郵送にてお申込みください。

撤去 建物の解体等にともない，当社供給設備の取外し
が必要な場合

需要者情報変更 供給中の需要場所にかかわる需要者の情報を変
更する場合

※ 申込用紙は，当社ＨＰに１月２７日掲載予定
※ 統一様式については，電力広域的運営推進機関
ＨＰからも入手可となる予定です。
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スイッチング支援システムで受付出来ない申込みについて
需要側高圧500kW未満の異動申込みのうち，当社と契約者様との間で協議が必要になるも
のは，スイッチング支援システムでの申込対象外となりますので，ご注意下さい。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

※高圧500kW未満の接続送電サービスにおいて，以下に該当する契約を含む場合はスイッチング支援システムでの申込はで
きません。

○ 自己等への電気の供給の用に供するための接続送電サービス
自己等への電気の供給の用に供するための接続送電サービスについては，一般送配電事業者にて密接関係性等の確認が必

要となることからスイッチング支援システムでの申込はできません。

○ 臨時接続送電サービス
契約使用期間が１年未満の場合において適用される臨時接続送電サービスのうち，高圧以上のものについては，需要場所

において使用される負荷設備および受電設備の内容，同一業種の負荷率，操業度等を基準として，契約者と一般送配電事業
者との協議により供給地点ごとに臨時接続送電サービス契約電力を定める必要があることから，スイッチング支援システム
で申し込むことはできません。

○ 予備送電サービス
供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される場合に適用される予備送電サービスについては，予備送電サービス契約電

力を契約者と一般送配電事業者との協議により定める場合があることから，スイッチング支援システムで申し込むことはで
きません。

○ 部分供給
複数の電気事業者の電源から１需要場所に対して各々の発電した電気が物理的に区分されることなく，１引込を通じて一

体として供給される形態を指す部分供給については，契約者と一般送配電事業者との協議が必要となることから，スイッチ
ング支援システムで申し込むことはできません。

○ 自家発補給を含む契約
自家発補給を含む契約については，需要者，契約者および一般送配電事業者の三者間の協議が必要となる場合があること

から，スイッチング支援システムで申し込むことはできません。

○ その他
契約電力，受電設備容量，負荷設備容量，発電設備容量，供給地点（財産責任分界点）が変更となる場合，協議が必要と

なることからスイッチング支援システムで申し込むことはできません。

出典：スイッチング支援システム取り扱いマニュアル
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スイッチング時に需要者名称，供給地点住所を変更する場合の扱い

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

スイッチング時に需要者名称，供給地点住所を変更される場合
スイッチング支援システムでは，申込みの際に需要者名称および供給地点住所を新小
売電気事業者様に入力していていただく仕様となっておりますが，スイッチング申込みの
際には、現需要者名および住所と同じとなるよう入力していただきます。
（スイッチングと同時に名称が変更されると当社のマッチング処理が出来ません。）
需要者名称および供給地点住所の変更を希望される場合は，開始申込み入力の際
ではなく，スイッチング支援システムの「需要者情報変更」機能をご利用いただきますよう
お願いします。
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スイッチング支援システムを介さない申込みについて（高圧以上需要側）
スイッチング支援システムを介さない申込みは，従来同様以下の通り小売電気事業者様よりお
申込みいただきます。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

需要者・
電気工事店
需要者・
電気工事店

小売電気事業者小売電気事業者
東京電力

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
東京電力

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

当社所定様式にご記入いた
だき必要資料を添付の上，
メール送付後に郵送にて申
込みください。

託送申込に必要な情報を聴
取ください。

電力需給契約申込 託送供給契約申込

※申込内容に不備がある場合は，

原則としてメール等にて，理由を明
記した上で返却いたします。内容を
ご確認の上，再申込をお願いいた
します。
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申込み受付の流れ（高圧以上需要側） １／２
スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，送電までの標準的な流れは，従来同様，
以下の通りです。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

事前協議
（必要に応じて）

事前協議
（必要に応じて）

接続供給のお申込み接続供給のお申込み

技術協議の実施技術協議の実施

供給対策検討の実施供給対策検討の実施

◇供給方法・供給ルート・供給可否・申込時期や工程等について、需要者および工
事店等と事前協議を実施いたします。

◇当社所定の様式に必要事項をご記入いただき必要資料を添付の上，メール送付
後に郵送にてご提出をお願いいたします。

◇申込内容および事前協議結果等を踏まえ、波及事故等の当社設備への悪影響
を未然に防止するために、受電設備を中心に当社設備との保護協調の確認、関係
法令等との適合性の確認等、需要者および工事店等と協議を行います。

◇申込内容に対して、当社の供給設備の調査、供給方法等を検討。

供給承諾供給承諾 ◇接続供給契約は、接続契約のお申込みを当社が承諾したときに、成立いたします。
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申込み受付の流れ（高圧需要側） ２／２
スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，送電までの標準的な流れは，従来同様，
以下の通りです。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

工事費負担金の申受け工事費負担金の申受け

工事実施工事実施

当社との契約手続き当社との契約手続き

◇当社設備を新たに設置または変更する場合，必要に応じ，原則として工事着
手前に工事費負担金を申し受けます。

◇当社が工事可能となる時期について協議させていただきます。
◇工事が遅延する場合等については、都度、速やかにお知らせいたします。

◇接続供給契約が締結され次第、開始日より接続供給を開始いたします。接続供給開始接続供給開始

◇接続供給開始日等の協議が整った時点で、契約を締結いたします。
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【参考】接続供給兼基本契約申込書および別紙

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

参考資料（２）－１－１ 参考資料（２）－１－２
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【参考】接続供給兼基本契約申込書および別紙

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

参考資料（２）－１－３
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【参考】使用設備カード

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

参考資料（２）－１－４
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スイッチング支援システムを介さない申込みにおける注意事項

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，申込時の注意事項について

申込みは書面にて作成，申込書の写しならびに別紙電子データをメールにて送付して頂いた後，
郵送にて提出していただきます。以下の点に注意の上ご記入をお願いいたします。

【接続供給契約申込書別紙】 〔参考資料（２）－１－３〕
• 供給地点特定番号の記入をお願いいたします。（新設を除く）
〔参考資料（２）－１－３項目番号５（以降項目番号のみ記載）〕

• 託送供給等約款における需要者に関する事項の遵守について需要者様にご承諾いただき
，その旨を承諾欄に記入をお願いいたします。〔項目番号１３〕

• 業種および業種名称（小分類）の記入（選択）をお願いします。（新設時および変更
時）〔項目番号１０，５５〕

【使用設備カード】 〔参考資料（２）－１－４〕
• 新設・設備変更・契約変更その他，お客さま電気設備が変更となる場合にご提出をお願
いします。

• 単線結線図や負荷設備一覧等は，別途資料にてご提出いただくことも可能です。
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無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，申込時の注意事項について

【メール送付】
• 「メール件名」に申込内容，開始年月日等の記載をお願いいたします。
〔参考資料（２）－１－７〕

• 資料を添付される際，複数地点のお申込みの場合は，どの地点に関連する資料
かがわかるようファイル名をご記載ください。
「別紙（連記式）のＮｏ」 ＋ 「需要者名称」 ＋ 「資料名」
例： １２－○○株式会社△△ビル 設備カード.pdf

１３－株式会社◇◇ 本社 添付書類一式.zip

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける注意事項 12



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，申込時の注意事項について（申込種別
ごと）

【新設申込み】
• 新設受電設備概要がわかる単線結線図や負荷設備一覧等の資料の提出をお
願いします。〔参考資料（２）－１－４〕

• 契約電力協議にあたり，契約電力算定の根拠となる資料の提出をお願いします
。（負荷設備一覧や先一年間の使用計画等）

• 事前協議を実施済みの場合は，その他特記事項に事前協議番号をご記入くださ
い。事前協議書の写しをお持ちの場合で，可能であれば添付をお願いします。〔
項目番号５４〕

• 業種および業種名称（小分類）の記入（選択）をお願いします。
〔項目番号１０，５５〕 ※小分類は参考資料（２）－１－５参照。

• 臨時送電サービスの申込みの場合は，終了期間年月日の記入をお願いいたしま
す。〔項目番号１２〕

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける注意事項 13



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，申込時の注意事項について（申込種別
ごと）

【契約変更申込み】
• 契約電力協議にあたり，契約電力算定の根拠となる資料の提出をお願いいたし
ます。（負荷設備一覧や先一年間の使用計画等）〔参考資料（２）－１－
４〕

• 増設を伴う契約変更は，供給対策（供給設備増強工事）有無の確認が必要
です。確認には１ヶ月程度の期間を要します。供給対策（供給設備増強工事
）が必要な場合には，接続供給開始希望日に開始できない場合がございます。

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける注意事項 14



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，申込時の注意事項について（申込種別
ごと）

【設備変更申込み】
• 工事概要がわかる単線結線図や負荷設備一覧等の資料の提出をお願いいたし
ます。〔参考資料（２）－１－４〕

• その他特記事項に工事内容を具体的にご記入ください。
（例：ＵＧＳ新設，変圧器増設）〔項目番号５４〕

• 工事日程調整の連絡を差し上げますので，ご調整をいただける需要者窓口の方
をご記入ください。〔項目番号４８～５０〕

• 事前協議を実施済みの場合は，その他特記事項に事前協議番号をご記入くださ
い。事前協議書の写しをお持ちの場合で，可能であれば添付をお願いします。
（引込設備に変更がある場合）〔項目番号５４〕

• 発電設備連系を除き，高圧需要者様の低圧設備の設備変更のお申込みは不
要です。

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける注意事項 15



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，申込時の注意事項について（申込種別
ごと）

【スイッチング申込み】
• 自動検針工事が必要な場合，工事日程調整の連絡を差し上げますので，ご調
整をいただける需要者窓口の方をご記入ください。〔項目番号４８～５０〕

• 高圧500kW未満のスイッチング申込時，“繰上”の検針日を希望される場合はそ
の他特記事項に補記をお願いいたします。
（例：「繰上」検針日を希望します）〔項目番号５４〕
繰上検針日希望の記載がない場合は託送供給等約款規定の検針日といたしま
す。

【撤去申込み】
• 撤去希望日を需要者様にご確認の上お申込みをお願いします。
• 接続供給廃止のための工事日程調整の連絡を差し上げますので，ご調整をいた
だける需要者窓口の方をご記入ください。
〔項目番号４８～５０〕

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける注意事項 16



スイッチング支援システムを介さない申込みにおける注意事項

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

スイッチング支援システムを介さない申込みにおける，申込時の注意事項について（申込種別
ごと）

【需要者情報変更申込み】
• 申込書上で変更申込内容が判別できるよう、申込内容および変更前の内容をそ
の他特記事項に記入をお願いします。〔項目番号５４〕
（例：名義変更 変更前名義：○○株式会社

住所訂正 変更前住所：○○県○○市○○町１－１－１）
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（2）高圧以上発電側の申込みについて

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社19
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高圧以上発電側の申込み方法について
高圧以上発電側にかかわる発電量調整供給申込みは，それぞれ以下の通り申込みいただき
ます。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

申込種別 申込内容 申込方法

新設 事業者様が設置される発電設備を系統連系するにあ
たって新たに当社設備を施設する場合

当社所定様式にご記入の上，
従来と同様にメール・郵送にて
申込みください。
（必要に応じて資料を添付いただきます。）

契約変更 同時最大受電電力や契約電力を変更する場合

設備変更 契約変更によらず当社設備の工事が必要となる場合

スイッチング 受電する小売電気事業者様が変更になる場合

撤去 建物の解体等にともない，当社設備の取外しが必要
な場合

発電者情報変更 連系中の発電場所にかかわる発電者の情報を変更す
る場合

※ 申込用紙は，当社ＨＰに掲載予定
※ 統一様式については，電力広域的運営推進機関
ＨＰからも入手可となる予定です。
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申込み受付の流れ（高圧以上発電側） １／２

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

閲覧および事前相談
（必要に応じて）

閲覧および事前相談
（必要に応じて）

接続検討の申込み接続検討の申込み

接続検討の実施接続検討の実施

接続検討のご回答接続検討のご回答

◇事業開始までのご予定を踏まえた当社との業務フローや接続検討に必要なデータに関
するご相談。

◇当社所定の様式に必要事項をご記入の上，ネットワークサービスセンターへご提出いた
だきます。
◇接続検討に先立ち，１地点１検討につき検討料を申し受けます。

◇事業者様が設置される発電設備を系統連系するにあたり，他の事業者様や上位系
統への影響がないか，技術的な検討を行います。

◇当社設備を新たに設置または変更する必要がある場合には，必要となる工事の概要
や工期，工事費負担金等を概算でご回答いたします。

発電量調整供給
の申込み

発電量調整供給
の申込み

◇所定の様式に必要事項をご記入の上，ネットワークサービスセンターへご提出をお願い
いたします。
◇申込み内容が接続検討時の内容と比較し問題ないことを確認いたします。
◇なお，発電設備の契約にあたり需要側の契約が必要となります。

高圧以上発電側の申込みの流れは，従来同様、以下の通りです。
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申込み受付の流れ（高圧発電側） ２／２

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

供給承諾供給承諾

工事実施工事実施

当社との契約手続き当社との契約手続き

◇接続供給契約は，接続契約のお申込みを当社が承諾したときに，成立いたします。

◇当社が工事可能となる連系時期について協議させていただきます。
◇受電設備の運転開始・停止時期の調整等，円滑な工事実施にご協力をいただ
きます。
◇工事が遅延する場合等は，発生の都度，速やかにお知らせいたします。
◇必要に応じて，事業者様と当社で図面協議をさせていただきます。

◇発電量調整供給契約が締結され次第，開始日より接続供給を開始いたします。発電量調整供給開始発電量調整供給開始

◇受電地点（発電者または発電場所）が決定した時点で，発電量調整供給契約
の協議を開始いたします。
◇協議が整った時点で契約を締結いたします。

工事費負担金の清算
（有償工事の場合）

工事費負担金の清算
（有償工事の場合）

◇設計内容と実際の工事内容に変更が生じ，お支払いただいた工事費負担金に過
不足が発生した場合は，清算を行います。

工事費負担金の申受け工事費負担金の申受け
◇当社設備を新たに設置または変更する必要がある場合は、原則として工事着手前
に工事費負担金を申受けます。

高圧以上発電側の申込みの流れは，従来同様、以下の通りです。
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本申込に関連する接続検討回答書 01A15

その他特記事項

・受電地点が（複数買取or全量買取）となります。

・自動検針方式；携帯方式希望

・設備認定ＩＤを記載

・地点の追加（新設）申込みにおいては，需給側が接続供給申込み済みである

ことを明記下さい。

発電ＢＧコード 12345 発電種類 （選択して下さい）

固定価格買取制度の利用有無 （選択して下さい） 

主任技術者名
連絡先

会社・所属 ○○電気管理事務所　所属：△△部

氏名 △△　△△ 電話番号 04-1234-5678

kＷ

パルス受給の要否 否

発電者窓口
連絡先

会社・所属 所属：○○部　　　　氏名：○○　○○

氏名 ○○　○○ 電話番号 03-5678-1234

発電設備容量（合計） 今回： 1,990 kＷ 従来：

Ｖ

自家消費電力（所内電力含む） 今回： 0 kＷ 従来： kＷ

計量電圧 今回： Ｖ 従来：

今回： Ｖ 従来： Ｖ

Ｖ

予備送電
サービスＢ

契約電力 今回： kＷ 従来： kＷ

受電電圧

計量電圧 今回： Ｖ 従来：

今回： Ｖ 従来： Ｖ

kＷ

予備送電
サービスＡ

契約電力 今回： kＷ 従来： kＷ

受電電圧

同時最大受電電力 今回： 1,990 kＷ 従来：

従来： Ｖ

計量電圧 今回： 6,000 Ｖ 従来： Ｖ

kＷ

受電電気方式 今回： 交流３相３線式 従来：
契約受電電力

受電電力 今回： 1,990 kＷ 従来：

受電電圧 今回： 6,000 Ｖ

申込内容 地点の追加（新設）

発電量調整供給
開始希望日

平成〇〇年〇〇月〇〇日

託送供給等約款における発電者に関す
る事項の遵守について承諾いただいて

いるか
（選択して下さい）

発電場所住所
〒 123-4567

○○県○○市○－○－○

受電地点
（財産責任分界点）

発電者の施設した第１号柱上の●●電力の架空引込線と発電者の開閉器電源側接続点

※受電地点が未定又は変更がなければ「別途協議」、「従来と変更なし」とご記入ください

発電量調整供給兼基本契約申込書別紙【発電場所の概要】

（カタカナ）※全角 マルマスカブシキカイシャ　サンカクビル

発電者の名称（発電所名） ○○株式会社　△△ビル

受電地点特定番号*半角22桁 1234567891234567891234

【参考】発電量調整供給契約申込書および別紙 １／２

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

＋
（写）

接続検討申込書
様式２以降

※接続検討で未提出の書類
または未記入の書類

平成〇〇年〇〇月〇〇日

御中

１．発電契約者等

名　　称　：

役　　職　：

氏　　名　：　

住　　所　　　：

所　　属　：

氏　　名　： 

住　　所　：

電話・FAX　 ：

E-mail   　 ：

２．申込内容

件

件

契約廃止 件

設備撤去 件

件

件

本申込書を受領する一般送配電事業者は，発電量調整供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を，
託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。

契約受電電力の変更を伴わない

設備変更

その他の変更
（　　名義変更　　）

特記事項

地点の追加 1

契約受電電力の変更

地点の削除

発電量調整供給の
開始希望日

別紙のとおり

受電側接続検討と
同時の申込希望

（選択して下さい）

受電地点ごとの事項

申込内容
申込件数

受電地点

連　　絡　　者　　名

（事務的内容と技術的内容で
別の方への連絡をご要望の場

合は併記ください）

○○部

△△　△△

〒△△△－△△△△　○○県○○市○－○－○

04-1234-5678

**********＠○○○.co.jp

（選択して下さい）

発 電 量 調 整 供 給 兼 基 本 契 約 申 込 書

　発電量調整供給等に関する契約について，貴社の託送供給等約款を承認のうえ，以下のとおり申込み
ます。
　なお，受電側接続検討申込書および回答書内容を前提として申込みます。

発　電　契　約　者　名

○○株式会社

代表取締役

○○　○○

〒△△△－△△△△　○○県○○市○－○－○

印印印

参考資料（２）－２－１ 参考資料（２）－２－２
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【参考】発電量調整供給契約申込書別紙（連記式） ２／２

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

接続供給契約申込書別紙【発電場所の概要】（連記式）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

カタカナ　　※全角 漢字 郵便番号 住所

0 接続供給契約 平成28年4月1日 ○○ハツデンショ ○○発電所 0310323011122222211111 ○○県○○市○－○－○ 発電者の施設した第１号柱上の●●電力の架空引込線と発電者の開閉器電源側接続点（選択して下さい） 2016年6月1日 発電者に承諾いただいている

1 接続供給契約 （選択して下さい） （選択して下さい）

2 接続供給契約 （選択して下さい） （選択して下さい）

3 接続供給契約 （選択して下さい） （選択して下さい）

4 接続供給契約 （選択して下さい） （選択して下さい）

5 接続供給契約 （選択して下さい） （選択して下さい）

申込内容
託送供給等約款における発電
者に関する事項の遵守について
承諾いただいているか

接続供給開始
希望日

No 申込日
発電者の名称（発電所名） 受電地点特定番号

半角22桁

ｽﾍﾟｰｽ等入力しないで下さい

発電場所 受電地点
（財産責任分界点）

契約種別

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

受電電力（kW） 受電電気方式 受電電圧(Ｖ) 計量電圧(Ｖ)
同時最大
受電電力

受電電力（kW） 受電電気方式 受電電圧(Ｖ) 計量電圧(Ｖ)
同時最大
受電電力

契約電力（kW） 受電電圧(Ｖ) 計量電圧(Ｖ) 契約電力（kW） 受電電圧(Ｖ) 供給電圧(Ｖ)

8,600kW 交流３相３線式 20,000 20,000 8,600kW 8,400kW 交流３相３線式 20,000 20,000 8,400kW 7,900kW 20,000 20,000 7,700kW 20,000 20,000

契約受電電力（今回） 契約受電電力（従来） 予備送電サービスA（今回） 予備送電サービスA（従来）

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

自家消費電力（今回） 自家消費電力（従来） 発電設備容量（今回） 発電設備容量（従来）

契約電力（kW） 受電電圧(Ｖ) 計量電圧(Ｖ) 契約電力（kW） 受電電圧(Ｖ) 供給電圧(Ｖ)
（所内電力含む）

（kW）
（所内電力含む）

（kW）
（合計）
（kW）

（合計）
（kW）

所属 氏名 電話番号 所属 氏名 電話番号 許可年月日 許可番号

20,000 20,000 20,000 20,000 30 30 否 ○○部 ○○　○○ 03-5678-1234 △△部 △△　△△ 04-1234-5678

（選択して下さい）

（選択して下さい）

（選択して下さい）

（選択して下さい）

パルス受給
の要否

発電者窓口連絡先 主任技術者連絡先予備送電サービスB（今回） 予備送電サービスB（従来）

52 53 54 55 56 57

受電地点が（複数買取or全量買取）となります。 携帯方式希望 外部操作ｽｲｯﾁ不要 設備認定ＩＤ 需給側接続供給申込み済み。

その他特記事項

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

所属 氏名

0 0 0 0 （選択して下さい）

（選択して下さい）

（選択して下さい）

（選択して下さい）

（選択して下さい）

予備欄９ 予備欄１０

連絡者

予備欄５ 予備欄６ 予備欄７ 予備欄８
住所

予備欄１ 予備欄２ 予備欄３ 予備欄４
受電側接続検討と同時申

込の希望

参考資料（２）－２－３

「繰上」検針日を希望します。
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申込書に関する注意事項

• 託送供給等約款（平成28年4月1日実施）により，発電側の申込書が発電
量調整契約申込書となりますのでご注意願います。

• ただし，実需同時同量を継続する場合は発電側の申込みは，接続供給契約申
込書を用いて下さい。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社
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発電量調整供給申込書別紙の記載時の注意事項

【主な変更点について】
• 託送供給等約款における発電者に関する事項の遵守について発電者様にご承諾
いただき，その旨の記入をお願いいたします。〔参考資料 ④〕

• 発電側のスイッチング申込み時，“繰上”の検針日を希望される場合はその他特
記事項に補記をお願いいたします。（例：「繰上」検針日を希望します）
〔参考資料 ⑪〕

• 広域的運営推進機関が発番する発電ＢＧコードの記載をお願いします。併せて，
ＦＩＴ特例制度対象となる電源の申込みの場合は，ＦＩＴ特例①または②を
選んでください。 〔参考資料 ⑦⑪〕

• 申込みの電源が，単一の発電ＢＧか複数の発電ＢＧに属するかを確認するため，
特記事項欄に，全量買電か複数買電のいずれかを記載願います。
〔参考資料 ⑪〕

• 連記式の申込書もご用意しておりますので、申込時にご活用下さい。連記式を使
用する場合の注意として、添付資料には、申込番号と発電所名の記載をお願いし
ます。 〔参考資料〕

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

従来の申込書別紙との主な変更点は下記の通りとなります。
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高圧以上発電側のスイッチング申込みにおける注意事項
【発電量調整供給開始希望日の設定】

• 契約申込み後の弊社の検討期間（２週間程度），申込みへの供給の承諾後の標
準工期（計量器取替＋通信端末設置で６週間程度）等を考慮し，余裕を持った
発電量調整供給開始希望日を設定下さい。〔参考資料（２）－２〕
※申込み状況により個別に調整させていただく場合があります。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

【スイッチングにおける廃止申込みについて】
• 高圧以上の発電側のスイッチング申込みにおいては，必ず，発電者様を通じて，現在
契約している旧発電契約者様へ廃止申込みを提出していただくよう依頼願います。

• スイッチング申込みにおいて新しい発電契約者様からの申込み受付け後，現在の旧発
電契約者様から廃止申込みが提出されない場合は，切り替え処理が出来ないため申
込みを返却させていただきます。その際は別途，発電量調整供給等の開始希望日の
設定をお願いします。

【受電地点特定番号（22桁）の記載のお願いについて】
• スイッチング申込みの際に，受電地点特定番号の記載が無い場合は，切り替え処理
が出来ないため申込みを返却させていただきます。〔参考資料 ①〕
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高圧以上発電側のその他注意事項

【事前相談・接続検討申込書の様式変更】
• 対象に「〇」または「✔」する様式から、選択する様式に変更しております。次回の申込み
から弊社ホームページよりダウンロードしていただき，使用願います。

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

【事前相談について】
• 申込みは任意です。
• 事前相談の受付は，発電設備の設置予定の弊社支社で受付いたします。
（ネットワークサービスセンターでの受付も可能。）
＜受付方法＞
発電場所を受け持つ当社事業所 → 郵送にて受付
※ネットワークサービスセンター → メール・郵送に受付

【接続検討について】
• 接続検討における検討調査料や接続検討回答書の送付先が連絡先と異なる場合は、
特記事項に記載願います。
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