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※弊社電力売買約款、本文内にて引用している申込書等は弊社ＨＰに掲載しています。 

お手数ですが、必要なときにダウンロードいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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１．停電時等の連絡体制について 

（１）連絡体制について（計画停電時） 

 （ア）お客さまの作業により配電線路の停止が必要な場合 

 

 

 

 

 

 

 

・ お客さま側のみの停電作業（配電路の停止が必要ない場合）については①②は不要となり

ます。 

・ 現状開閉器操作申込を必要とされていないお客さまにつきましては①②は不要となります。 

・ 高圧受電（受電電圧 6 千 V）のお客さまにつきましては、③は原則不要となります。 

・ ③につきましては、停電日を決定された後、停電日の 1 週間前までに弊社ＨＰの停電連絡

フォームにてご連絡をお願いいたします。 

※東京電力パワーグリッドとの間で運用申し合わせ書等を取り交わされているお客さまにつき

ましては、上記①、②は運用申し合わせ書等に記載の連絡先・手順にてお願いいたします。 

 

 

 （イ）東京電力パワーグリッド又は他のお客さまの作業により配電線路の停止が必要な場合 

 

 

 

 

 

 

・ 東京電力パワーグリッドまたは他のお客さまの作業により停電が必要な場合は、東京電力

パワーグリッドとお客さまの間で停電作業の日時調整を実施していただきます。 

・ 高圧受電（受電電圧 6 千 V）のお客さまにつきましては、②は不要となります。 

・ ②につきましては、停電日を決定された後、停電日の 1 週間前までに弊社ＨＰの停電連絡

フォームにてご連絡をお願いいたします。 

※東京電力パワーグリッドとの間で運用申し合わせ書等を取り交わされているお客さまにつき

ましては、上記①、②は運用申し合わせ書等に記載の連絡先・手順にてお願いいたします。 

 

 

 

 

お客さま 東京電力 PG 該当支社※１ 

①開閉器操作申込 

（東京電力パワーグリッド HP にて） 

②停電日調整 

エネット 

③停電日連絡（エネットＨＰにて） 

お客さま 東京電力 PG 該当支社※１ ①停電日調整 

エネット 

②停電日連絡（エネットＨＰにて） 
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（２）連絡体制について（突発停電時） 

 （ア）停電が発生した場合 

 

 

 

 

・ お客さま設備の故障、事故等による停電は、従来通り電気主任技術者にお問合せください。 

※東京電力パワーグリッドとの間で運用申し合わせ書等を取り交わされているお客さまにつき

ましては、上記①、②は運用申し合わせ書等に記載の連絡先・手順にてお願いいたします。 

 

（３）連絡体制について（自家発電設備の停止） 

 （ア）定期点検等の理由から計画的に停止させる場合 

 

 

 

・ 停止日を決定された後、停止日の 1 週間前までに弊社ＨＰの自家発電設備停止／復旧連絡

フォーム（事前）にてご連絡をお願いいたします。 

 

 （イ）故障等により突発的に停止した場合 

 

 

 

・ できるだけすみやかに弊社ＨＰの自家発電設備停止／復旧連絡フォーム（事後）にてご連

絡をお願いいたします。 

（場合によっては日報等を確認させていただく場合があります。） 

 

【復旧時の連絡】 

  上記（ア）（イ）問わず、自家発電設備が復旧した際には、すみやかに弊社ＨＰの自家発電

設備停止／復旧連絡フォーム（事前または事後）にて復旧日時のご連絡をお願いいたします。 

 

※１：連絡先につきましては、本書「８．各種お問い合わせ先 （１）送配電網、受電設備およ

び計量器に係わるお問い合わせ先」をご確認ください。 

 

お客さま 東京電力 PG 該当支社※１ 
①連絡、問い合わせ 

②連絡および事故等の対応 

お客さま エネット 

お客さま エネット 

① 停止連絡（エネットＨＰにて） 

① 停止連絡（エネットＨＰにて） 
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２．電気料金のご請求およびお支払いについて 

（１）計量～ご請求の流れ 

①【契約電力 500ｋＷ以上のお客さま】 

計量日：毎月 1 日のＡＭ０：００ 

検針日：毎月 1 日 

料金算定期間：毎月 1 日から同月末日までの期間 

営業日※ 東京電力ＰＧ エネット お客さま 

検針後の 

第１営業日 

検針および 

検針データ提供 

 

 

 

検針データ受領 

検針データ集計 

料金計算 

(翌日午前中までを目途に) 

 

第２営業日 
  請求書作成 

請求書発送準備 

 

第３営業日   請求書発送  

第４～５営業日    請求書着 

②【契約電力 500ｋＷ未満のお客さま】 

計量日：毎月固定の日（お客さまによって異なります。） 

※計量日が１日のお客さまは①と同様のスケジュールになります。 

検針日：計量日数日後（検針日カレンダーは東京電力パワーグリッドの HP に掲載） 

料金算定期間：前月の計量日から当月の計量日の前日 

営業日※ 東京電力ＰＧ エネット お客さま 

検針後の 

第１営業日 

検針および 

検針データ提供 

 

 

 

検針データ受領 

検針データ集計 

料金計算 

 

毎週火曜日 
 請求書作成 

発送準備 

 

毎週水曜日   請求書発送  

木曜日 or 金曜日    請求書着 

※ 上記電力会社からのデータ提供が遅れる場合がございます。その場合はその後のフローに

ついても若干遅れがでる場合がございます。 

※ 営業日は土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および 12 月 29 日

～1 月 3 日までを除く日になります。 
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（２）検針結果の事前お知らせサービス 

  請求書をお届けさせていただく前に、検針結果の確認をご希望される場合は、いんふぉ・エ

ネットの「月次電力使用量のお知らせサービス」をご使用ください。 

  本サービスは、本章（１）において、エネットにて検針データ集計の際、自動的にＦＡＸも

しくはメールにて検針結果をお客さまにお知らせいたします。 

  本サービスのお申込、ご使用方法につきましては、本書「７．いんふぉ・エネットのご利用

について」をご参照ください。 

 

（３）ご請求内容の事前お知らせサービス 

  請求書をお届けさせていただく前に、ご請求内容の確認をご希望される場合は、いんふぉ・

エネットの「請求情報参照サービス」をご使用ください。 

  本サービスは、請求書の発送に先立ち、お客さまのご請求内容をいんふぉ・エネット上でご

確認いただけるサービスです。（お客さまの料金計算が完了次第、随時ご確認いただけます。） 

  本サービスのお申込、ご使用方法につきましては、本書「７．いんふぉ・エネットのご利用

について」をご参照ください。 

 

（４）請求書郵送先変更 

  請求書郵送先の変更をご希望される場合は、ご変更を希望される請求書を発行させていただ

く 15 日前までに、弊社ＨＰの変更依頼フォームより請求書郵送先変更申込書をダウンロード

いただき、必要事項をご記入の上、弊社ＨＰの変更依頼フォームにてご連絡ください。（本書郵

送は不要です。） 

 

（５）電気料金支払方法変更 

  お支払方法の変更をご希望される場合は、弊社ＨＰの変更依頼フォームより電気料金支払方

法変更申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、弊社ＨＰの変更依頼フォーム

にてご連絡ください。（本書郵送は不要です。）新規にご登録いただく口座より自動引落を開始

されるお客さまにつきましては、ご連絡をいただいた後、弊社より銀行口座登録用の申込書を

お送りさせていただきますので、口座情報等の必要事項のご記入および銀行へのお届け印によ

るご捺印をいただき、ご返送いただきますようお願いいたします。 
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３．送配電網、受電設備および計量器に係わる工事のお申込について 

（１）工事申込～工事実施の主な流れ 

東京電力 

該当 PG 支社※１ 
お客さま エネット 

東京電力 

ＰＧ 

    

※１：連絡先につきましては、本書「８．各種お問い合わせ先 （１）送配電網、受電設備およ

び計量器に係わるお問い合わせ先」をご確認ください。 

 

 ①工事概要の事前協議 

 まずはお客さまと東京電力パワーグリッド該当支社にて工事概要の事前協議を行っていただ

きます。工事費発生の確認と発生する場合の工事費負担金概算額の確認、工期の確認および工

事申込の期限等をご確認ください。協議後発行される協議番号は、工事申込書へご記入頂きま

す。 

  事前協議の申込は、東京電力パワーグリッド該当支社へお電話頂くか、以下の URL から行

うことができます。 

「供給事前協議申込 WEB 受付サービス」：東京電力パワーグリッドホームページ 

  http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/consult/index-j.html 

 

①工事概要の事前協議 

 
③詳細な情報のやりとり 

④－１損害実費弁償契約の締結 

 （必要に応じて） 
④－２損害実費弁償契約の締結 

 （必要に応じて） 

⑤－１工事費負担金契約の締結 

 （必要に応じて） 
⑤－１工事費負担金契約の締結 

（必要に応じて） 

⑥－１工事費負担金請求 

⑥－２工事費負担金支払 

現地着工 

②－２工事申込 

②－１工事申込エネットＨＰにて 

 

http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/consult/index-j.html
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 ②工事申込 

  弊社ＨＰの工事依頼フォームより工事申込書をダウンロードいただき、申込書冒頭に記載さ

れる注意をご確認いただき、必要事項のご記入およびご捺印 *の上、弊社ＨＰの工事依頼フォー

ムにてご連絡いただいた後、本書をご郵送ください。また、併せて下記の必要書類を弊社ＨＰ

の工事依頼フォームにてご提出願います。お客さまからのお申込をいただいた後、弊社より東

京電力パワーグリッドへ工事申込を実施いたします(*: ご契約者もしくは工事費負担金のお支

払に関する責任者の捺印でお願いします)。 

工事日まで 2 週間以上の日数がない場合、東京電力パワーグリッドへの申込ができません。

必要書類の不備等により、お客様の希望日に工事を実施することができない可能性があります

ので、余裕を持った申込をお願いいたします。 

 

必要書類：単線結線図、工事箇所がわかる図面（付近図、機器配置図 等） 

  

 

 ③詳細な情報のやりとり 

  お客さまと東京電力パワーグリッド該当支社にて工事実施に向けた詳細な情報のやりとり、

協議を行っていただきます。 

 

 ④損害実費弁償契約の締結 

  損害実費弁償契約とは、お客さまが工事申込を取り消し、東京電力パワーグリッドが実施（準

備を含む）した工事が不要となる場合に発生する損害を支払う契約です。工事申込から着工ま

での期間が短い場合において、東京電力パワーグリッドの資材手配、設計等の早期着手が求め

られる場合に必要となります。（同じ内容の契約を、お客さまと弊社、弊社と東京電力パワーグ

リッドにて締結いたします。） 

 

 ⑤工事費負担金契約 

  工事費負担金のお支払いについての契約です。（同じ内容の契約を、お客さまと弊社、弊社と

東京電力パワーグリッドにて締結いたします。） 

 

 ⑥工事費負担金のご請求とお支払い（東京電力パワーグリッド管内のみ） 

  工事申込書に基づき、東京電力パワーグリッドからお客さまに工事費負担金の請求がござい

ますので、東京電力パワーグリッドへお支払いください。 

 

（２）工事費負担金の精算について 

  実施される工事の中で、東京電力パワーグリッドが予定している工事内容が変更された場合、

先にいただいた工事費負担金と実際の工事費とに差額が発生した場合、本差額を精算すること

となります。 
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４．契約電力の変更について 

  契約電力の変更をご希望される場合は、弊社ＨＰの変更依頼フォームより契約電力変更申込

書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、ご契約者様のご捺印をいただき、弊社Ｈ

Ｐの変更依頼フォームにてご連絡ください。（本書郵送は不要です。）（お申込の期日は弊社電力

売買約款をご参照ください。）ご連絡をいただいた後、契約変更の手続き等について、弊社より

ご連絡差し上げます。 

  なお、必要に応じて契約電力変更申込書に変更を希望される契約電力分の根拠となる資料を

添付していただきます。 

 

５．契約名義の変更、需要場所名称の変更について 

  契約名義の変更をご希望される場合は、変更を希望される日の 1 ヶ月前までに弊社ＨＰの変

更依頼フォームより電力売買契約名義変更申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入

の上、新旧両ご契約者様のご捺印をいただき、弊社ＨＰの変更依頼フォームにてご連絡いただ

いた後、本書をご郵送ください。 

  また、需要場所名称の変更をご希望になる場合は、変更を希望される日の 1 ヶ月前までに弊

社ＨＰの変更依頼フォームより電力売買契約需要場所名称変更申込書をダウンロードいただき、

必要事項を記入の上、ご契約者様のご捺印をいただき、弊社ＨＰの変更依頼フォームにてご連

絡いただいた後、本書をご郵送ください。 

 

６．解約について 

  解約をご希望される場合は、弊社ＨＰの解約依頼フォームにてお申込みをお願いします。手

続き等について、弊社よりご連絡差し上げます。（お申込の期日は弊社電力売買約款をご参照く

ださい。） 

 

７．いんふぉ・エネットのご利用について 

（１）利用開始方法 

  いんふぉ・エネットのご利用につきましては、弊社ＨＰのスマートサービス申込フォームに

ていんふぉ・エネット利用開始申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上ご契約

者様のご捺印をいただき、弊社ＨＰのスマートサービス申込フォームにてご連絡ください。（本

書郵送は不要です。） 

お申込をいただいた後、いんふぉ・エネット用の ID・パスワードを申込書にご記入いただい

た送付先にご連絡させていただきます。 

ID・パスワードがお手元に届きましたら、下記 URL よりログイン画面を開いていただき、

本 ID・パスワードにてログインしていただくと、本サービスをご利用いただけます。いんふぉ・

エネットの操作方法につきましては、ログイン後の最初の画面「ご利用マニュアル」よりダウ
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ンロードできます。 

【 いんふぉ・エネット URL：https://info.ennet.co.jp/ 】 

（２）ID、パスワードをお忘れの場合 

  ID・パスワードをお忘れの場合は、（１）と同様の手順で弊社ＨＰのスマートサービス申込フ

ォームにてご連絡ください。 

  再発行依頼をいただいた後、申込書にご記入いただいた送付先にご連絡させていただきます。 

 

（３）パスワードのみをお忘れの場合 

  いんふぉ・エネットにて再設定が可能です。いんふぉ・エネットのトップ画面「パスワード

を忘れた方はこちら」からお客さまご自身で再設定をお願いいたします。 
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８．各種お問い合わせ先 

（１）送配電網、受電設備および計量器に係わるお問い合わせ先 

 ①停電・設備に関するお問い合わせ 

  東京電力パワーグリッド株式会社 

  TEL  ：０１２０－９９５－００７ 

（0120 番号をご利用になれない場合） 

０３－６３７５－９８０３（有料） 

［受付時間］：午前 9 時～午後 5 時（日・祝日、年末年始を除く） 

※停電など緊急のご用件については、全日２４時間。 

 

 ②工事・その他に関するお問い合わせ 

東京電力パワーグリッド株式会社の最寄の事業所 

※東京電力パワーグリッドの HP より検索いただきますようお願いいたします。 

 

（２）工事に関するエネットへのお問合せ先 

株式会社エネット 料金・サポートセンタ 

  TEL  ：０１２０－２２３３－７９（ガイダンス２） 

  MAIL ：east-kouji@ennet.co.jp 

 

（３）電気料金、ご契約内容の変更、いんふぉ・エネットに関するお問合せ先 

株式会社エネット 料金・サポートセンタ 

  TEL  ：０１２０－２２３３－７９（ガイダンス１） 

  MAIL ：ennet-inq@ennet.co.jp 

 

（４）その他に関するお問い合わせ先 

株式会社エネット 営業本部 

  TEL  ：０１２０－２２３３－７９（ガイダンス３） 

  MAIL ：ennet-inq@ennet.co.jp 
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