
１．インターネット申込に関するよくあるご質問 （2021/4/1版）           覧    場合，[Ctrl]＋[F]   押下       単語   検索 可能          ， 活用     

Q1
Q2

インターネット申込全般について

１．お客さま新増設工事申込み開始（メイン）

Q6-1
利用登録申込  行    使         ，  程度 期間 必要    
Internet Explorer以外 申 込  行          

Q3 高圧 申込  行          
Q4 太陽光 申込  行          
Q5 マニュアルはどこで確認できますか。
Q6 画面の大きさを変えることはできますか。
Q7 インターネット申込みについての問い合わせは，どこへ連絡をすればよいですか。

画面別 操作方法について

Q1-1 [次に進む]ボタンを押下してもログイン画面が表示されません。

ID・パスワードがわかりません。
／        押下   ， 入力        表示  ，               
／ログインボタンを押下したが，「０１９ マスターエラー ログインできません」と表示されます。

Q2-1
２．ログイン画面

３．お客さま新増設工事申込みメニュー

各ボタンの役割を教えてほしい。Q3-1

４．受電電圧，供給先選択

中国電力以外 小売電気事業者 契約  場合，           Q4-1

５．基本情報登録《単独》，基本情報登録《集合》

０１０ 項目エラー が表示されて次に進むことができません。
電柱番号 入力方法        
契約番号がわかりません。
／５９６ 相関エラー  契約番号未入力 出力  次 進         
「次へ」ボタンを押下するたびに，プルダウンリスト( )の内容が消えるのですが。
[工事店さまの情報]欄 内容 変      ，入力 省略      ？
引込線または計器工事があるにも関わらず，[Ｓ２２ 引込線計器工事「なし」を選択してくださ
い]エラーが表示され，次に進むことができません。
申込み中の内容を途中保存したい場合，どうすればよいですか。
申込における伝達事項を備考欄に書ききれない場合，どうすればよいですか。
「３１０ 相関エラー 未入力項目    表示     ，未入力箇所        
「S54        容量 入力         表示     ，       容量    
入力   良          
負荷設備 数 多 ，全  入力         場合，           

▼

Q5-1

Q5-2
Q5-3

Q5-4

Q5-5

Q5-6

Q5-8
Q5-9

Q5-7

Q5-10

負荷設備情報 入力       部屋番号書式選択   何    
負荷設備情報 入力              何    
負荷設備情報 入力      101~105号室まであり，そのうち104号室は存在しませんが，
     入力         
「集合部屋情報確認」ボタンとは何ですか。

Q5-11

Q6-2
Q6-3

６．基本情報登録《集合》

Q6-4

７．引込線計器工事申込内容登録

引込線，計器 工事 行   申込件名   ，引込線計器工事申込内容登録画面 何 
入力  必要        
入力 完了      ， K22 工費がチェックされていません 工費チェックボタンを押してくださ
い。」と表示され，次に進むことができません。
工費 入力方法 分      

Q7-1

Q7-2

Q7-3

８．計器配送先情報登録

工事日当日 宅配日 設定            Q8-1

９．自主点検登録

Q9-1 引込 計器 取付工事     ， １．引込線   計量装置 取付位置 適切      
 不要       ， H89 相関エラー 不要 時 入力     表示         

１０．工事図面送信

CADの図面を添付することはできませんか。
添付可能なファイルの種類を教えてください。
図面送信画面を閉じてしまいましたが，再送信するにはどうすればよいですか。
図面 再送信    灰色      ，図面 再送信 行          

Q10-1
Q10-2
Q10-3
Q10-4

１1．インターネット申込一覧

１２．工程照会一覧

Q11-1

Q11-3
Q11-2

申込  完了  件名 ，  一覧     表示      
区分「仮」とは何ですか。
同時申込ボタンとは何ですか。
 訂正操作中   処理           出 ，訂正 訂正解除           
 訂正処理者 違   訂正処理 再開     (訂正解除できません)」というエラーが出て，
訂正・訂正解除ができません。
訂正 行    訂正内容 反映        
電気使用申込書，引込線計器工事設計書印刷ボタンが灰色になっており印刷ができません

Q11-4

Q11-5

Q11-6
Q11-7

既 申込  行    件名        ，画面 開   何 表示      Q12-1
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ご質問に対するご回答           覧    場合，[Ctrl]＋[F]   押下       単語   検索 可能          ， 活用     

／        押下   ， 入力        表示  ，               
／ログインボタンを押下したが，「０１９ マスターエラー ログインできません」と表示されます。

以下のとおりです。
新規登録 電気使用申込 新  行    

集合住宅（    等） 新規契約    電気使用申込 新  行    
容量変更，計器脱着等 対象外   ，[新規登録]   申込      
電気使用申込み時の内容照会や訂正，仮登録(新規登録画面から[仮登録]
    保存    )件名 対  ，引 続 申込  行         

工程照会 申込済 件名    ，審査 進捗状況等 照会 行         
マニュアルダウンロード インターネット申込みに関する詳しいマニュアルをダウンロードすることができます。
2000・XP・2003・2007 Excel2000 XP 2003 2007用 簡易図面作成               
2010・2013・2016 Excel2010 2013 2016用 簡易図面作成               

マニュアルはどこで確認できますか。

インターネット申込みについての問い合わせは，どこへ連絡をすればよいですか。

供給先 中国電力 件名：最寄 中国電力            中国電力      取扱店  連絡     
供給先 中国電力以外 件名：最寄 中国電力      取扱店  問 合       

基本的 画面 大   変           各画面    入力項目 全 見     表示
      ，画面    変更 制御 行      
  ，例外的 ，[F11]   押下       全画面表示      可能   
文字が小さい等の問題がある場合，全画面表示にした上で，ブラウザの機能により文字サイズの調
整 行       

利用登録時  送       利用開始  知      ，ID        確認     ID 
      再発行  希望 場合，  客  新増設工事            申込 利用登
録申込書  必要事項 記載（申込区分：[変更]）   ， 提出     

各ボタンの役割を教えてほしい。

新規登録(集合)

申込一覧

画面の大きさを変えることはできますか。

以下の２か所で確認していただけます。
①お客さま新増設工事申込みメニュー（「マニュアルダウンロード」ボタン押下）
②ＨＰ（https://www.energia.co.jp/nw/service/construction/index.html ページ下部）
     後半  申込    別       入力方法 記載       
   ，[Ctrl]＋[F]   押下       単語   検索 可能          ， 活用     

以下 手順 ，               設定 行       
 ①インターネットエクスプローラを起動。
 ②[ツール]メニューの[インターネットオプション]を押下（[ツール]が表示されていない場合はAltキー押下）。
 ③[インターネットオプション]ウィンドウの[セキュリティ]タブを押下。
 ④       設定 表示   変更      設定         中   信頼済      押下 
 ⑤[サイト(S)]ボタンを押下。
 ⑥ 信頼済     画面 開   ，   Web        追加  (D):  欄 次 URL 入力 
https://szst.energia.co.jp

 ⑦URL 入力後，[追加(A)]    押下 
 ⑧ 信頼済     画面 閉               画面 閉 ，     終了 
 ⑨       申込 再度起動 ，   画面 [次 進 ] 押下  ⇒    画面 表示    

[次に進む]ボタンを押下してもログイン画面が表示されません。

ID・パスワードがわかりません。

利用登録申込  行    使         ，  程度 期間 必要    

Internet Explorer以外 申 込  行          

Internet Explorer以外はサポート対象外となります。

高圧 申込  行          

はい，可能です。お客さま新増設工事申込みメニューから「新規登録」に進み，供給電圧選択で
 高圧  選択       （契約電力500kW未満 供給   契約 対象     ）

       申込 利用登録申込書 到着 ，１ ２日程度 ，         ID    
     記載    利用開始  知    発送             

太陽光 申込  行          

太陽光（系統連系）申込みには対応しておりませんので，大変お手数ですが書面（系統連系申
込書・受給契約申込書等）でお申込みください。

Q1

A1

Q3

A3

Q4

A4

Q5

A5

Q6

A6

Q2

A2

Q7

A7

Q1-1

A1-1

Q2-1

A2-1

１．お客さま新増設工事申込み開始（メイン）

Q3-1

A3-1

２．ログイン画面

３．お客さま新増設工事申込みメニュー

インターネット申込全般について 画面別 操作方法について
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中国電力以外 小売電気事業者 契約  場合，           [工事店   情報]欄 内容 変      ，入力 省略      ？

０１０ 項目エラー が表示されて次に進むことができません。

電柱番号 入力方法        
申込み中の内容を途中保存したい場合，どうすればよいですか。

申込における伝達事項を備考欄に書ききれない場合，どうすればよいですか。

契約番号がわかりません。
／５９６ 相関     契約番号未入力 出力  次 進         

 ３１０ 相関    未入力項目     表示     ，未入力箇所        

「次へ」ボタンを押下するたびに，プルダウンリスト( )の内容が消えるのですが。

画面上部  仮登録            ，      押下        ，入力  内容 
一時保存できます。仮登録した申込みは，メニューの「申込一覧」を開くと，区分「仮」として表示さ
      入力 途中  再開   場合，仮登録  申込  選択 ，画面左下  申込登
録へ」ボタンを押下してください。

プルダウンリストは，画面を移動しようとした際などに「選択してください」や「未選択」の状態に戻ります
が，プルダウンリストの下部にカッコ（ ）が表示されており，選択した内容がカッコ内に反映さ
      状態    ，選択  内容 保持         ，再度 入力 不要    
し，選択した内容を削除したい場合，プルダウンリストから「削除」を選択してください。

入力 形式 異       発生        基本的 ，   原因箇所 候補     
色 表示     全角文字 入力  項目 半角文字 入力     ，半角文字 入力  
項目 全角文字 入力      確認 ，該当箇所 修正       
[よくあるエラー箇所]
 各住所欄 番地 半角 入力        町名 番地等 区切      半角 入力      
 工事店   情報[登録 届出No] [免許No] 半角 入力      

以下の手順で操作してください。
①[線路名検索]    押下 ，表示   項目 中  該当  引込柱 選 ，確定    確定 
②基本情報登録画面 戻   ，幹線番号 入力 
③分岐   場合，記号   番号 入力 
  記号 ，右   [M] 左   [H] 分   [-]  （例）右3→ 記号   [M] 番号   [3]
④[異動]欄 入力 異動種別 新規契約，契変(新) 場合 [新規契約] ，全使撤 場合 [撤去]
 ，  他 場合 引込柱 既存 柱 変更      [引込柱変更] 選択     該当   場合 
[変更  ] 入力 

異動種別  新規契約 以外 申込      ， 契約番号 入力 必須      
 契約者    聞 取  上， 入力     
入力 困難 場合 以下  問 合       
 中国電力   契約 場合    → 中国電力 各           連絡     
 中国電力以外   契約 場合 → 中国電力       各取扱店   連絡     

未入力 候補      箇所     色 表示       
直接文字 入力  箇所     ，入力箇所全体     色 表示     ，      
スト（ ） については，下部にカッコ（ ）が表示されており，カッコがオレ
ンジ色となっています。
 問 合   多 頂 箇所   ，異動内容（新設 増設 減設） 下部 項目 ， 設備区
分    項目       電灯 電力 温水器 蓄熱  選択 行  頂      願     
す。
また，「設備区分」に温水器を選択した場合で，「定格電圧」のチェックが未選択の場合エラーとなり
ますが，システムの仕様上「定格電圧」はオレンジ色にならないためご注意ください。

画面上部に「メモ」ボタンがございますので，そのボタンを押下することによって，伝達事項 入力  
   入力完了後， 入力完了     押下       

引込線または計器工事があるにも関わらず，[Ｓ２２ 引込線計器工事「なし」を選択してくださ
い]エラーが表示され，次に進むことができません。

個別工事店として登録されている電気工事店さまの場合，引込線計器工事「あり」を選択すること
はできません。新設工事などで引込線計器工事がある場合でも，「なし」を選択してください。自身で
引込線計器工事 行 電気工事店   場合，     選択       

以下の手順で操作してください。
①小売電気事業者選択から「その他」を選択。
②[小売電気事業者選択]ボタンを押下し，該当の小売電気事業者を選択。 ⇒ 確定ボタン押下。

以下 手順 ，  形 作成       ，入力 省略     可能   
①新規開  申込画面 [工事店   情報]欄 入力 ，画面上部 [仮登録]    仮登録 
②メインメニュー（お客さま新増設工事申込みメニュー）から[申込一覧]ボタンを押下し，インターネット申込
み一覧画面へ移動。
③仮登録された件名が表示されているため，選択し，画面左下の「仮登録へ複写」ボタンを押下※。
④複写  申込  選択 ，[申込登録 ]     続  入力 
(※)申込 完了     仮登録件名 一覧  消    ，  形 消     事前 複写 
  ，本登録後 申込  [仮登録 複写]可能   ，過去 行  申込    形          

Q4-1

A4-1

４．受電電圧，供給先選択

５．基本情報登録《単独》，基本情報登録《集合》 共通

Q5-1

A5-1

Q5-2

A5-2

Q5-3

A5-3

Q5-4

A5-4

Q5-5

A5-5

Q5-6

A5-6

Q5-7

A5-7

Q5-8

A5-8

Q5-9

A5-9

▼

▼
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画面 一番下          ，       容量入力欄      

負荷設備 数 多 ，全  入力         場合，           

負荷設備情報 入力       部屋番号書式選択   何    
工費 入力方法 分      

工事日当日 宅配日 設定            
負荷設備情報 入力              何    

できません。工事日の前日以前を設定していただきますようお願いいたします。

CADの図面を添付することはできませんか。
 番号 欄    ， 101 103  ， 105  行 分  入力 行       

お手数ですが，PDFファイルもしくはExcelファイルに変換し，ご提出をお願いいたします。
「集合部屋情報確認」ボタンとは何ですか。

負荷設備情報 入力      101~105号室    ，    104号室 存在    
 ，     入力         

負荷設備情報  入力     後      押下        ，集合住宅 構成    図
を表示します。契約口数や部屋番号，パターン，契種などを確認できます。

引込線，計器 工事 行   申込件名   ，引込線計器工事申込内容登録画面 何 
入力  必要        

引込線・計器工事がない場合，基本情報登録画面に戻り，「申込（工事）内容」の「引込線計
器工事 あり・なし」について，「なし」を選択してください。「なし」を選択することにより，引込線計器
工事申込内容登録画面は表示されず，次の画面に進むことができます。

入力 完了      ， K22 工費             工費        押    
さい。」と表示され，次に進むことができません。

引込線工費 入力  欄 上部    工費         押下       
      押下 ，引込線 計器 正  入力            行    ，次 画面 進 
ことができます。

基本的  紙 申込書 入力頂    内容 同様      ， 不明 場合，中国電力  
トワークの各取扱店へお問い合わせください。

引込 計器 取付工事     ， １．引込線   計量装置 取付位置 適切      
 不要       ， H89 相関    不要 時 入力     表示         

 １．引込線   計量装置 取付装置 適切     下部 ， 済    （雨線） 欄 確認
        済    （雨線） 欄     不要    ，     外  頂      ，次 
画面に進むことができます。

部屋番号の名義の表示方法を選択する項目です。
例：    名…           
部屋番号書式選択に「キョウヨウ」を選んだ場合…「ちゅうでんアパートーキョウヨウ」
 固定文字 選 ，固定文字項目        一文字 入力…           A 
 番号 選 ，番号項目 １０１ １０５ 入力…          １０１号室 
                                （ １０５号室  同様 作成）

集合住宅 負荷設備情報 ，基本的  各部屋 同 負荷設備      多     ，各
部屋 対  一   負荷設備 入力       ，       対  入力          
うになっています。
例  ，１０１ １０５号室 対       A  選択 ，負荷設備 情報 入力  場
合，２０１ ２０５号室 １０１ １０５号室 同 負荷設備   場合，２０１ ２０
５号室 対        A  選択   ，既      A  対  負荷設備 入力 完了 
     ，２０１ ２０５号室 対  負荷設備 入力 不要      
負荷設備 異  場合，    B     C... ，     追加  入力 行       
※各部屋で契約種別が違う場合，同じパターンを選択することはできませんのでご注意ください。

負荷設備 数 多 ， 負荷設備 異動 欄 入力         場合 ， 別途負荷設備
明細提出 欄           ， 負荷設備 異動 欄 入力 省略       場合，添
付書類として負荷設備明細をご提出いただきますようお願いいたします。

 S54        容量 入力          表示     ，       容量   
 入力   良          

Q5-10

A5-10

Q5-11

A5-11

６．基本情報登録《集合》

Q6-1

A6-1

Q6-2

A6-2

Q6-3

A6-3

Q6-4

A6-4

７．引込線計器工事申込内容登録

Q7-1

A7-1

Q7-2

A7-2

Q7-3

A7-3

８．計器配送先情報登録

Q8-1

A8-1

９．自主点検登録

Q9-1

A9-1

１０．工事図面送信

Q10-1

A10-1
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添付可能なファイルの種類を教えてください。

PDFファイル，xls(xlsx)ファイルが添付可能です。

図面送信画面を閉じてしまいましたが，再送信するにはどうすればよいですか。

訂正 行    訂正内容 反映        

図面 再送信    灰色      ，図面 再送信 行          

電気使用申込書，引込線計器工事設計書印刷ボタンが灰色になっており印刷ができません。

申込  完了  件名 ，  一覧     表示      

申込  完了    120日間表示     既 申込  行    件名        ，画面 開   何 表示      

区分「仮」とは何ですか。

同時申込ボタンとは何ですか。

 訂正操作中   処理           出 ，訂正 訂正解除           

組合 加盟     工事店    利用可能 機能       電気使用申込書 控  必
要 場合，       申込  [申込内容照会]画面 画面    行       ，申込先
の営業所までお問い合わせください。

画面右下部    表示     押下       工程照会 行   ，表示   件名 選択
し，画面右下部にある「選択」ボタンを押下してください。

 訂正処理者 違   訂正処理 再開     (訂正解除     )        出 ，
訂正・訂正解除ができません。

自分以外 利用者 ，訂正処理 行    状態   電気工事店   工事会社   中国電
力 中国電力      社員    ，申込内容訂正    押下  訂正 行    方   
  ，訂正 完了         待 頂  ，     待 頂   訂正中         場
合，申込先 中国電力            中国電力      取扱店  連絡     

[申込内容訂正] 内容 訂正 行  後，[終了]    訂正 終了        
内容 訂正 行 場合，新規申込時 同様 [次 ]    画面 進 ，[登録]画面 [訂正
完了]    押下       

申込みの途中で「仮登録」ボタンを押下した場合，申込一覧に区分「仮」で表示されます。 また，
申込 完了    件名     ，画面左下部  仮登録 複写     押下       ，
区分「仮」状態で内容を複写することができます。「申込登録へ」ボタンを押下することにより，申込を
再開            ，仮登録状態 申込      ，中国電力 中国電力      
において確認することはできません。

例  電灯 動力 同時 新設       申込  行 場合，電灯側 通常通 入力   
 ，動力側 入力  際 ，電灯側 申込  選択  同時申込     押下       ，
 客   情報  一部 引 継  状態 申込  行         

[申込内容訂正] 行    途中 ，     [×]   等      強制的 終了   場合
 発生    （正  訂正画面  離脱    ，       訂正操作中  認識      
なるためです。）この場合，1時間経てば自動的に「訂正操作中」状態が解除されますので，しばら
  待 頂    ，訂正 再開   ，訂正解除 行       

メニュー画面の「申込一覧」画面からインターネット申込一覧画面に移動し，右下にある「図面確
認・再送信」ボタンを押下してください。「図面確認・再送信」画面下部にある「図面再送信」ボタンを
押下       ，再度図面 送信 行         

以下の２点が考えられます。
①図面 再送信 可能 期間 過     中国電力          受付 完了  時点 ，図面
 再送信 行             
② 申込内容訂正 中      場合，図面 再送信         申込内容訂正  完了    ，
 申込内容訂正解除    訂正処理 中止       ，図面 再送信 行          

Q10-2

A10-2

Q10-3

A10-3

Q10-4

A10-4

１1．インターネット申込一覧

Q11-1

A11-1

Q11-2

A11-2

Q11-3

A11-3

Q11-4

A11-4

Q11-5

A11-5

Q11-6

A11-6

Q11-7

A11-7

１２．工程照会一覧

Q12-1

A12-1
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２．エラーメッセージと対応方法（2020/4/1版）       覧    場合，[Ctrl]＋[F]   押下       単語   検索 可能          ， 活用     

画面名 エラー名 エラー内容，対応方法
０５２ 相関エラー 引込柱未選択 外線工事 ｢  ｣ 場合，引込柱 入力必須   外線工事 ｢  ｣ 場合 ，線路名 空白  幹線 分岐 入力   場合  出力     

０５５ 相関    引込柱入力       次 場合            (1)線路   上３桁目 ｢0｣ 分岐入力          (2)第１，第２分岐 続  ｢T｣ 入力      
(3)分岐記号 ｢T｣ ｢10｣以上 番号 入力       (4)分岐 記号 番号     一方  入力      (5)上位 分岐   幹線 入力    

０５６ 相関    引込柱異動区分   外線工事 伴   新規契約 申込時 ，引込柱異動 ｢新規契約｣以外         外線工事 伴   全使撤 申込時 ，引込柱異動 ｢撤去｣以外         
Ｇ９７ 相関    使用開始 希望日入力   申込可能期間 ３００日後          ３００日 越   申込 場合，３００日後 入力 上，備考欄 正式 使用開始 希望日 入力       
Ｈ１１ 相関    全使撤予定日入力   全使撤予定日は使用開始ご希望日から３６４日後までとなっています。３６５日以上使用される予定の場合，常時契約でお申込みください。

Ｈ１４ 相関     使用期間入力   以下の場合にエラーとなります。
(1) 契約期間１   ２ ，実在   月日 入力      (2) 使用期間１  使用期間２ 入力内容 同一 (3) 使用期間（自）  使用期間（至） 入力内容 同一

Ｈ３１ 相関   異動内容入力   
基本情報の申込種別を確認してください

負荷設備登録 行  後 申込種別 変更 行  場合 出力     
負荷設備情報入力   （当    出 場合，   名称  負荷設備情報入力     変更    ）   再度負荷設備内容 入力 行       

Ｊ５１ 相関    電話番号入力   契約者，注文者， 客  連絡先 ＴＥＬ欄      入力   場合 出力     少    １箇所以上 入力       
Ｋ６８ 申込種別 変更     

負荷設備情報画面を確認してください
次 場合           (1)新規契約 申 込  対  負荷設備情報(別画面) 既設計器Ｎｏ 入力    
(2)全使撤 改修他 申 込  対  ，負荷設備情報(別画面) 供給方式   ，既設計器Ｎｏ，負荷設備摘要以外 入力    

Ｋ６９ 契約種別 変更     
負荷設備情報画面を確認してください

負荷設備登録 行  後 契約種別 変更 行  場合 出力     
負荷設備情報入力   （当    出 場合，   名称  負荷設備情報入力     変更    ）   再度負荷設備内容 入力 行       

Ｇ９８ 臨時契約種別 新規契約以外選択不可 臨時 契約種別   接続送電         申込時 ， 新規契約 以外 申込種別 選択   出力     
申込種別は「新規契約」としてください。（「新規契約」の申込みにより同時に「全使撤」も受付されます。）

Ｓ０７ 契約種別選択不可
接続送電サービスメニューを選択してください

小売電気事業者   他  選択  場合 ，接続送電         入力    出力     
  ，契約種別 入力     出力     接続送電           入力 行       

Ｓ０８ 接続送電        選択不可
契約種別を選択してください

小売電気事業者 中国電力  選択  場合 ，契約種別 入力    出力     
  ，接続送電         入力     出力     契約種別   入力 行       

Ｓ２２ 引込線計器工事「なし」を選択してください 小売電気事業者   他  選択  場合 ，引込線計器工事     選択   出力     引込線計器工事     選択       
Ｓ２３ 外線工事「なし」を選択してください 小売電気事業者   他  選択  場合 ，外線工事     選択   出力     外線工事     選択       
Ｓ２３ 事前調査「なし」を選択してください 小売電気事業者   他  選択  場合 ，事前調査     選択   出力     事前調査     選択       
０５２ 相関エラー 引込柱未選択 外線工事 ｢  ｣ 場合，引込柱 入力必須   外線工事 ｢  ｣ 場合 ，線路名 空白  幹線 分岐 入力   場合  出力     

０５５ 相関    引込柱入力       次 場合          (1)線路   上３桁目 ｢0｣ 分岐入力        (2)第１，第２分岐 続  ｢T｣ 入力      
(3)分岐記号 ｢T｣ ｢10｣以上 番号 入力        (4)分岐 記号 番号     一方  入力      (5)上位 分岐   幹線 入力    

０５６ 相関    引込柱異動区分   外線工事 伴   新規契約 申込時 ，引込柱異動 ｢新規契約｣以外         
Ｇ９７ 相関    使用開始 希望日入力   申込可能期間 ３００日後          ３００日 越   申込 場合，３００日後 入力 上，備考欄 正式 使用開始 希望日 入力       
Ｊ５１ 相関    電話番号入力  注文者， 客  連絡先 ＴＥＬ欄      入力   場合 出力     少    １箇所以上 入力       
Ｌ０６ 固定文字 正  入力      固定文字 全角文字，特殊文字 入力  場合 出力     固定文字 半角   入力       
Ｋ０２ 同一パターンで契約種別の相違があります 一つの設備パターンに複数の契約種別が存在しています。設備パターンは契約種別毎に設定してください。
Ｋ０３ 同一パターンで契約種別の相違があります 一つの設備パターンに複数の契約種別が存在しています。設備パターンは契約種別毎に設定してください。
Ｋ６９ 契約種別 変更     

負荷設備情報画面を確認してください
負荷設備登録 行  後 契約種別 変更 行  場合 出力     
負荷設備情報入力   （当    出 場合，   名称  負荷設備情報入力     変更    ）   再度負荷設備内容 入力 行       

Ｓ０７ 契約種別選択不可
接続送電サービスメニューを選択してください

小売電気事業者   他  選択  場合 ，接続送電         入力    出力     
  ，契約種別 入力     出力     接続送電           入力 行       

Ｓ０８ 接続送電        選択不可
契約種別を選択してください

小売電気事業者 中国電力  選択  場合 ，契約種別 入力    出力       ，接続送電         入力     出力     
契約種別   入力 行       

Ｓ２２ 引込線計器工事「なし」を
選択してください 小売電気事業者   他  選択  場合 ，引込線計器工事     選択   出力     引込線計器工事     選択       

Ｓ２３ 外線工事「なし」を選択してください 小売電気事業者   他  選択  場合 ，外線工事     選択   出力     外線工事     選択       
Ｓ２３ 事前調査「なし」を選択してください 小売電気事業者   他  選択  場合 ，事前調査     選択   出力     事前調査     選択       

基本情報登録
《単独》

基本情報登録
《集合》
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画面名 エラー名 エラー内容，対応方法
２４９ 相関    切替設備不適応 同一     同一切替   内 ，冷暖区分 ｢冷房｣ ｢暖房｣ 混在      入力内容 見直       
３８６ 相関エラー セット内機種コード相違エラー 同一    内 機能 異  負荷設備 混在      （例：    型温水器       式温水器    ）
Ｄ０７ 相関エラー
      同一計量 機種   ＨＯ ＭＯ以外   蓄熱 電灯 計量区分 ｢同一計量｣        ，負荷設備 同一計量 対応     設備 入力       （例：電気温水器（通常型     型））

Ｈ３１ 相関    異動内容入力   
基本情報の申込種別を確認してください

負荷設備登録 行  後 申込種別 変更 行  場合 出力     
負荷設備情報入力   （当    出 場合，   名称  負荷設備情報入力     変更    ）   再度負荷設備内容 入力 行       

Ｋ４８        不適切  同一        存在     同一      機器全  同        入力       ２   以上   場合 ，       分  入力       

３１０ 相関    未入力項目  

次 場合           (1)公衆街路灯取付場所    他   ，具体的 取付場所 入力        (2)       取付（取替）要否 入力   
(3)各設備    ， 異動内容  設備区分  相  負荷設備名称  設備容量  台数  容量 単位  １項目以上 入力    ，全項目 入力      
(4)設備区分  温水器  場合 ， 給湯器           型式（                    １箇所）     容量  定格電圧       入力   
(5)設備区分  蓄熱  場合 ， 負荷設備名称       定格電圧       入力   

Ｋ８４ 業種・用途が正しくありません 次 場合           (1)業種用途      選択     ，入力欄 業種用途 入力 無     (2)入力欄 業種用途 入力    ，業種用途      選択 無 
(3)農事用，深夜電力，臨時  契約 ，業種用途 選択    入力      (4)申込種別  新規契約  契変 新 以外 ，業種用途 入力    

Ｈ３１ 相関    異動内容入力   
基本情報の申込種別を確認してください

 申込種別  新規契約  契変 新  ，受電設備 異動内容 増設   減設 登録          異動内容 新設        
 申込種別  新規契約  契変 新 以外 ，受電設備 異動内容 新設 登録          異動内容 増設   減設        

Ｓ４１ 受電設備 異動   場合，受電設備 
      異動       入力       容量変更 申込 受電設備 異動   場合（受電設備 入力 無 ） ，              入        ，     入力       

Ｓ４２ 受電設備 異動       外      「新規契約」「契変・新」申込でチェックボックスにチェックがあるので，チェックを外してください。
Ｓ４３     容量 入力       
      ①② 両方 入力      結線方法  Ｖ結線(異容量）  選択 ，    容量①          容量②   容量 入力          容量①     容量② 両方 入力       

Ｓ４４     容量②  入力 不要  結線方法  Ｖ結線(異容量） 以外 選択 ，    容量② 容量 入力          容量① 入力       
Ｓ４５     容量① 入力           容量 入力         ，    容量① 入力       
Ｓ４６       異動   場合
           異動       入力       新規契約  契変 新  容量変更  申込時       取付 無 場合（     欄 入力 無 場合）           ，     異動        入力       

２２１ 容量入力   容量入力欄 数字以外 文字 入力        ，正  数字（半角） 入力       

登録 Ｈ５４ 既に工事会社が申込を確認済です
同時申込の受付番号を確認してください 同時申込 指定  件名 既 工事会社    確認       同時申込 指定 出来    ，単独  申 込  変更       

Ｆ９２ 相関    引込口数 取付 入力    
      撤去 入力     引込口数 取付 入力   場合 ，撤去側  入力必須   撤去   場合 ｢０｣ 入力       

Ｆ９３ 相関    引込口数 撤去 入力    
      取付 入力     引込口数 撤去 入力   場合 ，取付側  入力必須   取付   場合 ｢０｣ 入力       

Ｈ２０ 相関    共同引込入力   
基本情報の申込種別を確認してください

共同引込 可能   新規契約 容量変更 契約種別変更（新） 以下 契約種別     
 定額電灯            １ ２           深夜電力Ａ  従量電灯Ａ   電化Ｓｔｙｌｅ               深夜電力Ｂ
 従量電灯Ｂ                低圧電力   第２深夜電力  時間帯別電灯  電灯           低圧季節別時間帯別電力

Ｈ２７ 引込線 計器工事 内容 入力      
基本情報と相違しています

工事店申込登録（基本情報） 引込線計器工事欄 ｢  ｣        ，引込線 計器工事 内容 入力       
基本情報 修正   ，必要 項目    入力         ，臨時契約 引込線計器工事欄 ｢  ｣以外          

Ｋ０６ 全使撤へ展開できません 全使撤の契約を表示した状態で｢全使撤展開｣を押下しています。新設側の表示に戻してから｢全使撤展開｣してください。
Ｋ２２ 工費がチェックされていません

工費チェックボタンを押してください  工費         押下       ， 工費        押下後 工費入力内容 訂正        工費         押下       

Ｋ９３ 工費（新設）が未チェックです
工費チェックボタンを押してください

臨時契約（新設）  工費         押下       ， 工費        押下後 臨時契約（新設） 工費入力内容 訂正       
新設 工費入力画面 表示 上， 工費         押下       

Ｋ９４ 工費（全使撤）が未チェックです
工費チェックボタンを押してください

臨時契約（全使撤）  工費         押下       ， 工費        押下後 臨時契約（全使撤） 工費入力内容 訂正       
全使撤 工費入力画面 表示 上， 工費         押下       

Ｈ５７ 相関エラー
送信された図面の拡張子を確認してください 送信された図面ファイルの拡張子が「.pdf」「.xls」「.xlsx」以外はエラーとなります。送信可能な拡張子は「.pdf」「.xls」「.xlsx」です。

Ｈ５８ 相関エラー
指定されたファイルは存在しません 送信        容量       場合 出力          壊      ，使用中    確認       

Ｊ２８ 相関エラー
ファイル名を全角２０文字以下にしてください

送信された図面ファイルのファイル名が全角２０文字（半角４０文字）を超えていた場合はエラーとしています。
ファイル名を全角２０文字（半角４０文字）以下にした後に送信してください。

Ｋ９０ 訂正中   図面再送信処理     選択       訂正処理中 場合 出力     訂正処理 完了    再度送信処理       

受電設備登録

引込線計器工事
内容登録

工事図面送信

負荷設備登録
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画面名 エラー名 エラー内容，対応方法
Ｊ１６         出力期間 超過     各帳票 出力可能期間 営業審査完了          必要    営業所担当者  連絡     

Ｊ７３ 訂正不可 訂正可能期間 ｢工事店  登録｣   中国電力   受付完了      中国電力   受付完了後 工事会社窓口   中国電力担当者 連絡     
  ，対象     仮登録 場合 訂正      仮登録件名 訂正  場合，｢申込登録 ｣ 画面 開 ，訂正 行  上 再度｢仮登録｣   訂正可能   

Ｋ６５ 訂正操作中   処理     訂正操作中      ×   等      強制終了   場合，一時的 (60分程度)訂正処理 行   状態      時間 空  操作 行       
Ｊ７６ 訂正処理者 違   訂正解除     申込訂正解除 行         ，[申込内容訂正]    押下  利用者        
Ｓ６１ 訂正解除できません
      申込内容訂正  訂正 完了 行      当社        社員   内容 審査中   ，    上訂正解除      [申込内容訂正]    押下 ，申込内容訂正操作 完了        

工事図面
確認再送信 Ｊ８１ 図面確認期間を過ぎているため表示できません 図面確認可能期間 営業審査完了          必要    営業所担当者  連絡     

図面送信完了 ファイルが上書きされました 図面         ２回以上送信   場合 表示    図面     上書      ，分割送信         ，図面再送信 行  場合 ，初回送信分 対象      

インターネット
申込一覧
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