
別紙１

【送信先】

FAX：

TEL：

【送信元】

(会社名)

(部署名)

(ご担当者名)

FAX：

TEL：

需要場所名
（ビル名等）

需要場所住所

お客さま番号
（3xxx-xxx-xxxx）

供給地点特定番号
（22桁）

作業内容

停電日時

以上

※受信確認後返送すること （受信者サイン）

　　　　　年　　　月　　　日　　　時　　分から

　　　　　年　　　月　　　日　　　時　　分まで

下記のとおり、停電連絡いたします。

停電連絡
平成　　年　　月　　日

株式会社エネット　プランニングオフィス　御中

03-5733-2239

03-5733-2240



別紙１記入例

【送信先】

FAX：

TEL：

【送信元】

(部署名)　総務部

(ご担当者名)　総務　太郎

FAX：

TEL：

需要場所名
（ビル名等）

需要場所住所

お客さま番号
（3xxx-xxx-xxxx）

供給地点特定番号
（22桁）

作業内容

停電日時

以上

※受信確認後返送すること （受信者サイン） （東京ガスが記入します）

　・・・・・・

　　　平成○年○月○日×時×分から

　　　平成○年○月○日▲時▲分まで

　03-1011-2000-XXXX-XXXX-XXXX

03-XXXX-XXXX

03-XXXX-XXXX

下記のとおり、停電連絡いたします。

　○○ビル

　3XXX-XXX-XXXX

　〒XXX-XXXX
　東京都港区××××

(会社名)　株式会社〇〇

停電連絡

平成○年○月○日

株式会社エネット　プランニングオフィス　御中

03-5733-2239

03-5733-2240

記入例 



別紙２

【送信先】

東京ガス株式会社　業務用電力契約センター　御中

TEL： 0120-544-536

FAX：

【送信元】

(部署名)

(ご担当者名)

FAX：

TEL：

需要場所名
（ビル名等）

需要場所住所

お客さま番号
（3xxx-xxx-xxxx）

供給地点特定番号
（22桁）

自家発電設備
停止種別

作業内容

自家発電設備
停止日時

自家発電設備
復旧日時★

負荷の変動
（負荷増加の量と時間

帯）

★お客さまへお願い　：　復旧日時が確定した時点で、再度ご連絡下さい。
以上

※受信確認後返送すること （受信者サイン）

03-6911-2935

　　　　年　　月　　日　　時　分

　　　　年　　月　　日　　時　分

緊急停止　　・　　計画停止

自家発電設備停止連絡
平成　　年　月　日

下記のとおり、自家発電設備の停止を連絡いたします。

(会社名)



別紙２記入例

【送信先】

東京ガス株式会社　業務用電力契約センター　御中

TEL： 0120-544-536

FAX：

【送信元】

(部署名)　総務部

(ご担当者名)　総務　太郎

FAX：

TEL：

需要場所名
（ビル名等）

需要場所住所

お客さま番号
（3xxx-xxx-xxxx）

供給地点特定番号
（22桁）

自家発電設備
停止種別

作業内容

自家発電設備
停止日時

自家発電設備
復旧日時★

負荷の変動
（負荷増加の量と時間

帯）

★お客さまへお願い　：　復旧日時が確定した時点で、再度ご連絡下さい。
以上

※受信確認後返送すること （受信者サイン） （東京ガスが記入します）

03-XXXX-XXXX

自家発電設備停止連絡
平成○○年○月○日

03-6911-2935

(会社名)　株式会社〇〇

03-XXXX-XXXX

　・・・・・・

　　　　〇年　　〇月　　〇日　　×時　×分

　　　　〇年　　〇月　　〇日　　×時　×分

　・・・・・・

下記のとおり、自家発電設備の停止を連絡いたします。

　○○ビル

　03-1011-2000-XXXX-XXXX-XXXX

　3XXX-XXX-XXXX

　〒XXX-XXXX
　東京都港区××××

緊急停止　　・　　計画停止

記入例 



別紙３

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

どちらかにチェックをお願いいたします。
請求書を契約者以外の会社に郵送します
請求書を契約者の会社に郵送します

（契約者）

印

以上

需要場所住所

「有」の場合は別紙：電気料金支払方法変更申込書もご提出願います。

年　　月以降発行の請求書より
（1か月以上先をご指定ください）

変更後の
請求書等
郵送先

郵便番号

住所

ビル名

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

本件に
関わる
連絡先

E-mail

下記のとおり、請求書等の送付先を変更します。

請求書等送付先変更申込書

平成　　年　　月　　日

需要場所名（ビル名等）

供給地点特定番号（22桁）

お客さま番号
（3xxx-xxx-xxxx）

変更開始のご請求月

お支払方法変更の有無
有　　　・　　　無

会社名、部署名

ご担当者名

TEL



別紙３記入例

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

請求書を契約者以外の会社に郵送します
請求書を契約者の会社に郵送します

（契約者）

株式会社○○
代表取締役　代表　太郎

印

以上

請求書等送付先変更申込書

平成　　年　　月　　日

下記のとおり、請求書等の送付先を変更します。

需要場所名（ビル名等） 　○○ビル

供給地点特定番号（22桁） 　03-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

お客さま番号
（3xxx-xxx-xxxx）

　3xxx-xxx-xxxx

需要場所住所 　東京都港区海岸XXX

変更開始のご請求月
2017年　4月以降発行の請求書より
（1か月以上先をご指定ください）

変更後の
請求書等
郵送先

郵便番号 　XXX-XXXX

住所 　東京都中央区XXXX

ビル名 　■■ビル

会社名、部署名 　■■管理会社　運用部

ご担当者名 　運用　太郎

TEL 　XX-XXXX-XXXX

お支払方法変更の有無
有　　　・　　　無

「有」の場合は別紙：電気料金支払方法変更申込書もご提出願います。

本件に
関わる
連絡先

会社名、部署名 　〇〇株式会社　総務部

担当者名 　総務　太郎

TEL 　03-XXXX-XXXX

E-mail 　xxxx@denki.com

記入例 

代表
者印 



別紙４

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

（契約者）

印

郵便番号

住所

ビル名

会社名、部署名

ご担当者名

需要場所名
（ビル名）

お客さま番号
(3xxx-xxx-xxxx)

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

E-mail

以上

電気料金支払方法変更申込書

平成　　年　　月　　日

需要場所住所

B-2
既に登録済みの

需要場所と
同じ口座から

引き落とす場合

下記のとおり、電気料金の支払い方法を設定（変更）します。

需要場所名
（ビル名等）

お客さま番号
（3xxx-xxx-xxxx）

供給地点特定番号（22桁）

変更開始のご請求月
年　　　月以降の請求（電気料金）から適用

（申込みから2か月以上先※１）

申込区分
（いずれかに○を記入

してください。）

　Ａ　請求書によるお支払い（振込み）
      　※振込み期限は、請求書発行日から30日となります。
　　　（注）振込みの際の手数料はお客さまにてご負担いただきます。

　Ｂ　口座振替によるお支払い※2（B-1、もしくはB-2を選択ください。）
　　　※N月ご使用分の電気料金の振替日は「(N＋1)月の27日」
　　　　となります。

　　B-1：新規に口座を登録して引き落とす場合
　　　　　⇒預金口座振替依頼書の郵送先をご記入ください。
　　　　　　別途、預金口座振替依頼書を送付致します。

　　B-2：既に登録済みの口座と同じ口座から引き落とす場合
　　　　　⇒登録済みの需要場所名とお客さま番号をご記入ください。

B-1
新規に口座を
登録する場合

預金口座振替
依頼書の

郵送先※２

※２：口座振替の場合、振替金額明細書等は発行されません。見える化サービス「myTOKYOGASビジネス」でご確
認ください。

本件に関わる
連絡先

※１：お申込み日から起算して、2ヶ月以上先の適用となり、金融機関の登録手続に時間を要するため、適用が間に合
わない場合がございます。あらかじめご了承ください。



別紙４記入例

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

（契約者）

株式会社○○

代表取締役　〇〇　〇〇

印

　3XXX-XXX-XXXX

郵便番号

住所

ビル名

会社名、部署名

ご担当者名

需要場所名
（ビル名）

お客さま番号
(3xxx-xxx-xxxx)

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

E-mail

以上

電気料金支払方法変更申込書

平成　２９年　１月　２１日

下記のとおり、電気料金の支払い方法を設定（変更）します。

需要場所名
（ビル名等）

　○○ビル

需要場所住所 　東京都港区XXXX

供給地点特定番号（22桁）

お客さま番号
（3xxx-xxx-xxxx）

　03-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

変更開始のご請求月
2017年　5月以降の請求（電気料金）から適用

（申込みから2か月以上先※１）

申込区分
（いずれかに○を記入

してください。）

　Ａ　請求書によるお支払い（振込み）
      　※振込み期限は、請求書発行日から30日となります。
　　　（注）振込みの際の手数料はお客さまにてご負担いただきます。

　Ｂ　口座振替によるお支払い※2（B-1、もしくはB-2を選択ください。）
　　　※N月ご使用分の電気料金の振替日は「(N＋1)月の27日」
　　　　となります。

　　B-1：新規に口座を登録して引き落とす場合
　　　　　⇒預金口座振替依頼書の郵送先をご記入ください。
　　　　　　別途、預金口座振替依頼書を送付致します。

　　B-2：既に登録済みの口座と同じ口座から引き落とす場合
　　　　　⇒登録済みの需要場所名とお客さま番号をご記入ください。

B-1
新規に口座を
登録する場合

預金口座振替
依頼書の

郵送先※２

　XXX-XXXX

　東京都港区XXXX

　○○ビル

　株式会社○○　経理部

　経理　太郎

※２：口座振替の場合、振替金額明細書等は発行されません。見える化サービス「myTOKYOGASビジネス」でご確
認ください。

※１：お申込み日から起算して、2ヶ月以上先の適用となり、金融機関の登録手続に時間を要するため、適用が間に合
わない場合がございます。あらかじめご了承ください。

B-2
既に登録済みの

需要場所と
同じ口座から

引き落とす場合

本件に関わる
連絡先

　株式会社○○　経理部

　経理　太郎

　03-XXXX-XXXX

　xxxx@denki.com

記入例 

代表
者印 

申込区分「B-1」で新規で口座を登録
する場合に必ずご記入ください 

申込区分「B-2」で既に登録済みの口

座と同じ口座から引き落とす場合にご

記入ください 



別紙５

平成 　　年　　月　　日

株式会社エネット　御中

（申込者）

印

会社名、部署名

担当者名

TEL

FAX

E-mail

以上

工事概要

実施予定日 年　　月　　日

※送配電網、受電設備、計量器に係る工事負担金見積や工事申込については、株式会社エネットホーム
ページでも受付しております。（http://www.ennet.co.jp/opg/tokyo/construction.html）

本件に係わる
連絡先

供給地点特定番号（22桁）

需要場所住所

工事目的

工事費負担金見積依頼書

下記のとおり、工事費負担金の見積を依頼します。なお、正式には別途、工事申込みさせていただきます。

需要場所名（ビル名等）

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx）



別紙５記入例

平成　29年　1月　21日

株式会社エネット　御中

（申込者）

○○株式会社

○○　○○ 印

会社名、部署名

担当者名

TEL

FAX

E-mail

以上

工事費負担金見積依頼書

下記のとおり、工事費負担金の見積を依頼します。なお、正式には別途、工事申込みさせていただきます。

需要場所名（ビル名等） 　○○ビル

需要場所住所 　東京都港区XXXX

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx） 　3XXX-XXX-XXXX

供給地点特定番号（22桁） 　03-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

工事目的 　電気メーター移設のため

※送配電網、受電設備、計量器に係る工事負担金見積や工事申込については、株式会社エネットホーム
ページでも受付しております。（http://www.ennet.co.jp/opg/tokyo/construction.html）

工事概要 　・・・・・・・

実施予定日 　●年　●月　●日

本件に係わる
連絡先

　株式会社●●　管理部

　●●　●●

　03-XXXX-XXXX

　03-XXXX-XXXX

　xxxx@denki.com

記入例 

代表
者印 



別紙６

株式会社エネット　御中
（申込者）

印

郵便番号

住所

ビル名

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

FAX

※1：請求先が「1.小売供給契約契約者」様以外の場合は、請求書郵送先についてご記入をお願いいたします。
※2：工事申し込み時に必要になりますので、全項目についてご記載ください。
※3：工事箇所がわかる図面（単線結線図）を添付いただかないとお申込みをお受けできません。

以上

E-mail

本件に係わる
連絡先

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

FAX

供給地点特定番号（22桁）

需要場所住所

請求書

郵送先※1

工事費負担金
請求先

請求先 １．小売供給契約契約者　　　２．電気工事会社等

工事目的

工事概要

実施予定日 平成　　　年　　月　　日

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx）

工事実施申込書

　　下記の①～④の内容を了解し、工事の実施を申込みます。
　　①本工事に関連して、需要場所を管轄する一般送配電事業者に工事費等の負担金が発生した場合につきましては、当方にて負担いたします。
　　②上記①の工事費負担金については、工事着手前に、貴社から指定された期日までに支払います。

平成　   　年 　　月　　日

　　　そのため、工事は原則工事費負担金の支払い後に開始することをあわせて了解いたします。
　　③工事費負担金の請求については、需要場所を管轄する一般送配電事業者より直接請求を受けることを了解いたします。
　　④その他、工事費負担金が発生した際の取り扱いについては、東京ガス小売供給約款に基づき、その義務を履行いたします。

需要場所名（ビル名等）



別紙６記入例

株式会社エネット　御中
（申込者）
○○電設株式会社
代表取締役　○○　○○

印

郵便番号

住所

ビル名

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

FAX

※1：請求先が「1.小売供給契約契約者」様以外の場合は、請求書郵送先についてご記入をお願いいたします。
※2：工事申し込み時に必要になりますので、全項目についてご記載ください。
※3：工事箇所がわかる図面（単線結線図）を添付いただかないとお申込みをお受けできません。

以上

　　　そのため、工事は原則工事費負担金の支払い後に開始することをあわせて了解いたします。

工事実施申込書
平成29年 ２月 １日

　　下記の①～④の内容を了解し、工事の実施を申込みます。
　　①本工事に関連して、需要場所を管轄する一般送配電事業者に工事費等の負担金が発生した場合につきましては、当方にて負担いたします。
　　②上記①の工事費負担金については、工事着手前に、貴社から指定された期日までに支払います。

　　③工事費負担金の請求については、需要場所を管轄する一般送配電事業者より直接請求を受けることを了解いたします。
　　④その他、工事費負担金が発生した際の取り扱いについては、東京ガス小売供給約款に基づき、その義務を履行いたします。

需要場所名（ビル名等） 　○○ビル

需要場所住所 　東京都港区XXXX

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx） 　3XXX-XXX-XXXX

供給地点特定番号（22桁） 　03-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

工事目的 受電設備の老朽化に伴う更改工事

工事概要 開閉器の取替工事

実施予定日 平成 29年 4月 5日

工事費負担金
請求先

請求先 １．小売供給契約契約者　　　２．電気工事会社等

請求書

郵送先※1

　XXX-XXXX

　東京都中央区XXXX

　■■ビル

　■■管理会社　経理部

　経理　太郎

　03-XXXX-XXXX

　03-XXXX-XXXX

本件に係わる
連絡先

会社名、部署名 　株式会社○○　総務部

ご担当者名 　総務　太郎

TEL 　03-XXXX-XXXX

FAX 　03-XXXX-XXXX

E-mail 　xxxx@denki.com

負担金が発生した場合のお支払の責任者様の押印をよろしくお願いいたします。 

（原則はご契約者様ですが、工事費負担金請求先が工事会社様であれば、工事会

社様の公印にてお申込みを受けることも可能です。） 

本申込書①に記載の通り、一般電気事業者に工事

費等の負担金が発生した場合は、お客さまにてご

負担頂きます。工事費等の負担金が発生した場合

のご請求先をご記入頂けますようお願いいたしま

す。 

（一般電気事業者にて行う工事のため、工事費負

担金の有無、金額等は弊社では判断致しかねます。

負担金が発生する場合は、一般電気事業者より概

算額の連絡が来次第、速やかにお客さまへご連絡

致します。） 
 
工事費負担金の有無、概算額がわかってから、お
申込みされる場合は、本用紙ではなく、別紙5の
「工事費負担金見積依頼」をご提出ください。 

工事日程の調整や、工事内容の協議が可能な方の
ご連絡先をご記載頂けますよう、お願いいたしま
す。（必要により、弊社および一般送配電事業者
から連絡を取らせていただきます。） 

記入例 

代表
者印 

mailto:XXXX-XXXX@ocn.ne.jp


別紙７－１

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

（契約者）

印

常用契約電力

自家発補給電力

常用契約電力

自家発補給電力

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

E-mail

以上

供給地点特定番号（22桁）

変更開始を希望する年月
　　　年　　　月

（1か月以上先の年月をご指定下さい。）
（変更後契約電力は「計量日」より適用いたします。）

変更理由※1

（○をつけて下さい）

１．設備変更に伴う変更

２．直近1年間の最大需要電力実績に基づく変更

３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本件に係わる
連絡先

平成　　年　　月　　日

※1：設備の増減設にともなう契約電力変更、または直近1年間の最大需要電力実績を下回る契約電力変
更を申込む場合、「変更後契約電力の根拠資料」が必要となります。

契約電力変更申込書

変更を希望する
契約電力

下記のとおり、契約電力の変更を申し込みます。

需要場所名（ビル名等）

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx）

需要場所住所

現在の契約電力



別紙７－１記入例

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

（契約者）

○○株式会社

代表取締役　○○　○○

印

常用契約電力

自家発補給電力

常用契約電力

自家発補給電力

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

E-mail

以上

需要場所住所 　東京都港区XXXX

契約電力変更申込書
平成 29年 12月 27日

下記のとおり、契約電力の変更を申し込みます。

需要場所名（ビル名等） 　○○ビル

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx） 　3XXX-XXX-XXXX

供給地点特定番号（22桁） 　03-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

現在の契約電力
　750kW

　250kW

※1：設備の増減設にともなう契約電力変更、または直近1年間の最大需要電力実績を下回る契約電力変
更を申込む場合、「変更後契約電力の根拠資料」が必要となります。

変更を希望する
契約電力

　792kW

　200kW

変更開始を希望する年月
　　平成29年　4月

（1か月以上先の年月をご指定下さい。）
（変更後契約電力は「計量日」より適用いたします。）

変更理由※1

（○をつけて下さい）

１．設備変更に伴う変更

２．直近1年間の最大需要電力実績に基づく変更

３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本件に係わる
連絡先

　株式会社○○　総務部

　総務　太郎

　03-XXXX-XXXX

　03-XXXX-XXXX

記入例 

代表
者印 



別紙7-2　記入例

平成　　年　　月　　日
東京電力パワーグリッド株式会社
ネットワークサービスセンター　御中

記

以上

＊＊＊＊＊ビル様の契約電力の考え方について

＊＊＊＊＊ビル様の契約電力に関して、設備の{撤去／停止／稼動抑制}により消費電力の削減が図れるため、直近
1年間の実績最大電力を考慮しまして、契約電力を＊＊＊kWで申込をいたします。

１． 設備の{撤去／停止／稼動抑制}による消費電力の削減
○○のため、{空調・照明・その他}設備の{撤去／停止／稼動抑制}を行う。
これにより削減できる電力は以下の通りである。
＊＊設備：＊＊kW×＊台＝＊＊＊kW
＊＊設備：＊＊kW×＊基＝＊＊＊kW
＊＊設備：＊＊kW×＊個＝＊＊＊kW
合計：＊＊＊kW×需要率＊＊％＝○○kW

２．直近1年間の最大電力実績について
＊＊＊＊＊ビル様の直近1年間の実績最大電力は、△△kWとなっている。

３．契約電力の考え方
① 設備の{撤去／停止／稼動抑制}によって○○kWの負荷削減を行うことが出来ること
② 直近1年間の最大電力が、△△kWであること
以上の理由から、今後の年間最大電力は＊＊＊kW未満になると考えられる。
{このため／ここに余裕をみて}、契約電力を＊＊＊kWとする。

該当するものを選択してください。 

変更後契約電力を記入ください。 

具体的な理由をご記入下さい。 

ex)デマンドコントローラーの設置 

ex)スーパーから家具店への業態変更 

ex)併設倉庫の取り壊し 

同時使用率等をご記入ください。 

記入例 



別紙８

平成　　年　　月　　日

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

印

印

1． 新規ご契約者情報

2．新規ご使用場所情報

会社名、部署名

ご担当者

TEL

会社名、部署名

ご担当者

TEL

1/3

需要場所名（ビル名等）

需要場所住所
〒

お客さま連絡先
（連絡担当者）

電気主任
技術者
連絡先

お客さま住所
〒

名義変更申込書

申込者（旧契約者）

申込者（新契約者）

　　　平成　　年　　月　　日付けで貴社と申込者（旧契約者）との間で締結した小売供給契約について、下記のとおり双方合意の上、
需要者を旧契約者から新契約者へと名義変更し、小売供給契約に基づく電気の使用についての全ての権利義務を新契約者に移転したく申
入れます。（電気料金、工事費負担金等の債権・債務においては旧契約者から新契約者へ移転しないものいたします。）
なお、旧契約者及び新契約者は、本名義変更に関する疑義又は紛争が生じた場合には貴社に何らの負担（金銭を含む）をかけることな
く、両者間で解決します。

お客さま名（会社名と代表者名） 　

電話番号（代表）

現お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx）

供給地点特定番号（22桁）



別紙８

3．新規請求書送付先（支払者）

郵便番号

住所

ビル名

会社名、部署名

ご担当者

TEL

FAX

４．いんふぉエネット申込

５．myTOKYOGASビジネス申込

５．名義変更日　　　※遡って適用はできません。

　　平成　　　年　　　月　　　日より新契約者名義（必ず1か月以上先の日付をご指定下さい。）

６．名義変更理由

2/3

注意事項
myTOKYOGASビジネスをご利用いただくことのできるお客さまは、電
気のご契約者さまです。代理人（例：ビル管理会社等）による登録はでき

ませんのでご留意ください。

※ＩＤおよびパスワードは登録メールアドレスに通知します。必ずご契約法人のメールアドレスを
ご記入下さい。

ご利用希望の有無
プライバシーポリシー・免責事項を了解の上、利用を

【　　希望する　　・　　希望しない　　】

グループIDの希望
複数ビルを閲覧するIDの発行を、

【　希望する　　・　　希望しない　】

ご利用希望の有無
myTOKYOGASビジネス会員規約（http://eee.tokyo-

gas.co.jp/mytokyogasbizintro/terms.html）を了解の上、利用を
、【　　希望する　　・　　希望しない　　】

メールアドレス

請求書等送付先

支払方法
（○をつけてください）

口座振替（27日）　　　　　　・　　　　　　振込み
（注：口座振替の場合、明細書等は発行されません。）

（注：振込みの際の手数料はお客さまにてご負担頂きます。）



別紙８

■いんふぉ・エネット　プライバシーポリシー

■いんふぉ・エネット　免責事項

3/3

●（サービス内容）
1.「myTOKYOGASビジネス」（以下、「本サービス」といいます）は、東京ガス株式会社（以下、「当社」といいます）が提供している法人・個人事業主のお客さ
ま向けの事前登録制のサービスです。
2.本サービスにてご利用いただくことのできるサービスおよび本サービスをご利用いただくことのできるお客さまは、会員規約別表１および別表２に定めます。
3.本サービスへのご登録は無料です。本サービスのご利用は一部の特典サービスを除き無料です。  
●（会員登録等）
1.ログインID は、ご登録いただいたeメールアドレスに送付させていただくか、もしくは当社所定の方法により付与させていただきます。その後、当社は仮パスワー
ドを発行し、当社とガスの供給契約を締結しているお客さまに通知させていただきます。当社とガスの供給契約を締結していないお客さまへは、ご登録いただいたe
メールアドレスに仮パスワードを送付させていただきます。ログインIDと仮パスワードでログイン後、お客さまは正式なパスワードの発行手続きを行ってください。
正式なパスワードの発行をもって、会員登録が完了となります。
2．本サービスへのご登録をご希望されるお客さまが、過去2年以内に、本サービスの照会対象となるガスまたは電気にかかる契約の名義変更により、第三者（以下
「旧契約者」といいます。）からこれらの契約を承継されている場合、名義変更前の旧契約者のガス・電気使用量等の情報を本サービスにおいてお客さまが照会する
ことにつき、旧契約者の書面による承諾を取得し、当社に提出するものとします。
●（会員さまの責任）
1.本サービスにご登録いただいたお客さま（以下「会員さま」といいます。）は、会員規約に定める事項を遵守し、次の行為を行わないでください。また、会員さま
が、会員規約に反する行為をしたことにより発生した会員さまおよび第三者の損害について、当社は一切の責任を負いません。会員さまが、会員規約に反する行為を
したことにより当社が損害を被った場合、その損害を賠償していただきます。
(1)第三者のログインIDおよびパスワードの不正使用、(2)本サービスのシステムに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為、(3)自らがご契約者ではな
いご使用場所についての本サービスのご登録・ご利用、(4)その他当社が不当と判断する行為
2.会員さまは、会員さま自らのログインIDとパスワードを会員さまの責任において管理してください。ログインIDもしくはパスワードの譲渡・貸与・忘失・盗用等に
より発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
3.会員さまは、第3条第1項にてご登録いただいた内容に変更が生じた場合、当社所定の方法によりお申し出ください。
4.会員さまは、自己のログインIDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されている、またその恐れがあると思われる場合、ただちに当社へお申し出くださ
い。かかる場合には、会員さまは当社の指示に従っていただきますようお願い致します。
5.第3項、第4項のお申し出のない場合、会員さまおよび第三者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
●(名義変更時の対応)
1.会員さまは、本サービスの照会対象となるガスまたは電気にかかる契約について名義変更を行った場合、本サービスを利用する権利を失います。ただし、当社が認
める理由（合併・吸収等による事業継承）による場合はこの限りではありません。
2.前項本文の場合、会員さまは、すみやかに本サービスの退会手続きを行うものとします。会員さまが自ら退会手続を行わない場合、当社は、会員規約の定め基づ
き、何らの通知・催告なく会員さまの登録を抹消させていただくことがございます。
●（会員さまのご登録の抹消） 会員さまが次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、何らの通知・催告なく会員さまの登録を抹消させていただくこと
がございます。
(1)当社に対して、虚偽のご登録をした場合、(2)第1条第3項に反する場合、もしくは会員登録後に会員規約別表２記載と異なる契約に変更された場合、(3)会員規約
に違反した場合、(4)その他法令に違反する行為をした、もしくはその恐れがある場合、(5)最後にログインされてから、２年以上に亘って、ご利用されなかった場
合、(6)その他当社が不当と判断する場合
●（会員さま情報の取扱い） 当社は、本サービスにご登録いただいた会員さまの情報およびログインIDやパスワード等の本サービスの利用に関する情報を 、以下の利
用目的にて、当社のWebページに掲載しております「個人情報の取り扱いについて」に則り、取り扱います。
(1)本サービスの提供に必要な業務（会員規約別表1に掲載した各サービスの提供、ログインID・パスワードの郵送、会員さまからのお問い合わせの対応等）、(2)新製
品やサービスなどに関する情報などの提供 
●（会員さまへの通知） 　会員さまは、ご登録いただいたｅメールアドレス宛に、上記（会員さま情報の取扱い）にて定めた会員さまに対するお知らせや各種情報提
供を配信することをご承諾いただいたものとさせていただきます。但し、会員さまが、本サービスの提供に必要な通知を除くｅメールによる通知、情報提供の中止を
ご希望される場合、当社所定の方法によりお申し出ください。
●（免責） 　当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、本サービスのご利用に付随して発生した会員さまおよび第三者の直接および間接の損害につい
て、一切の責任を負いません。

■myTOKYOGASビジネス会員規約の概要は以下のとおりです。以下の事項をご確認頂くとともに、詳細は、会員規約（http://eee.tokyo-
gas.co.jp/mytokyogasbiz_intro/terms.htm）を必ずご確認ください。

（個人情報）
１．株式会社エネット（以下、「当社」といいます）は、いんふぉ・エネットのサービス（以下、本サービスと言います）の利用に当たり、本サービスをご利用者
（以下、「ご利用者」といいます）を識別する仕組みであるクッキーを設定することがあります。
当社は、クッキーとユーザーＩＤ等の組み合わせにより得られた情報を個人情報に準じて取り扱います。
２．個人情報の利用目的は、ご利用者が許可された本人であることを特定するための認証およびご利用者のアクセス管理、その他ご利用者の合意を得られた範囲内で
利用します。
３．当社は、ご利用者の個人情報を前項の利用目的の範囲で業務委託先等に預託することがあります。
４．当社は、個人情報の提供先と目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
５．当社は、ご利用者の個人情報の属性を集計、分析した統計情報を作成することがあります。
本統計情報は、エネットの業務遂行のために利用、処理することがあります。
また、業務委託先等に提供することがあります。
（通信情報）
１．本サービスの通信記録の所有権は、当社に帰属するものとします。
２．当社は、ご利用者の通信記録の秘密を守るものとします。
３．前項にかかわらず、エネットが必要と認めた場合は、使用状況の確認、および障害発生への対処のため、利用状況や利用内容を確認することがあります。
４．当社は、ご利用者の通信記録の属性を集計、分析した統計情報を作成することがあります。
本統計情報は、エネットの業務遂行のために利用、処理することがあります。
また、業務委託先等に提供することがあります。

株式会社エネット（以下、「当社」といいます）は、いんふぉ・エネットのサービス（以下、本サービスと言います）の管理に全力をあげて運営を行いますが、下記
の各条項に定める事項については、免責されるものといたします。本サービスをご利用者（以下、「ご利用者」といいます）は、本免責事項の内容をご承諾頂いたも
のと見なしますので、ご了承ください。

１. 当社は、本サービスにてご利用者が取得する情報等に関して検出された欠陥、およびそれに起因して発生した損失や損害について一切責任を負いかねます。
また、本サービスを利用したご利用者の違法又は不適切な行為により他のご利用者に損失や損害が発生した場合でも、当社はかかる損失や損害について一切の責任を
負いかねます。
本サービスのご利用者の任意によるご利用方法の合法性、適切性について、当社では一切保障いたしかねます。
２. 当社が提供する気象情報は、財団法人日本気象協会による予報であり、データの取り扱いについては日本気象協会の規定によります。（許可のない二次利用は禁じ
られております）
３. 当社は、天災などの緊急事態又は定期的メンテナンス若しくはリニューアル等本サービス運営上の都合により、ご利用者に対して何等通知を行うことなく、本サー
ビスの運営を中止、変更、追加又は終了することがあり、これらが原因で発生した損失や損害について一切責任を負いかねます。
４. 本サービスにてご利用者が取得した情報もしくは登録した情報等の管理および加工は、お客様自身が行うものとし、ご利用者の管理不十分による第三者の利用、使
用過誤等に起因する損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。
５. 当社よりご利用開始時にお届けしたユーザーIDおよびパスワードの管理は、ご利用の責任で行うものとします。
ご利用者の管理不十分による第三者の利用、使用過誤等に起因する損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。
また、ご利用者のユーザーＩＤおよびパスワードを利用した本サービスの利用は、他者による不正な利用かどうかによらず、ご利用者の行為とみなします。
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平成 29年 2月 1日

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

○○株式会社

代表取締役　○○

印

□□株式会社

代表取締役　□□

印

1． 新規ご契約者情報

2．新規ご使用場所情報

会社名、部署名

ご担当者

TEL

会社名

ご担当者

TEL

1/3

名義変更申込書

申込者（旧契約者）

申込者（新契約者）

　　　平成24年 5月 1日付けで貴社と申込者（旧契約者）との間で締結した小売供給契約について、下記のとおり双方合意の上、需要者
を旧契約者から新契約者へと名義変更し、小売供給契約に基づく電気の使用についての全ての権利義務を新契約者に移転したく申入れま
す。（電気料金、工事費負担金等の債権・債務においては旧契約者から新契約者へ移転しないものいたします。）
なお、旧契約者及び新契約者は、本名義変更に関する疑義又は紛争が生じた場合には貴社に何らの負担（金銭を含む）をかけることな
く、両者間で解決します。

現お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx） 　3XXX-XXX-XXXX

供給地点特定番号（22桁） 　03-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

お客さま名（会社名と代表者名） 　□□株式会社　代表取締役□□

電話番号（代表） 　03-XXXX-XXXX

お客さま住所
　〒XXX-XXXX
　東京都中央区XXX

需要場所名（ビル名等） 　□□ビル

需要場所住所
　〒XXX-XXXX
　東京都中央区XXX

お客さま連絡先
（連絡担当者）

　□□株式会社　総務部

　03-XXXX-XXXX

電気主任
技術者
連絡先

　□□電気管理事務所

　□□　□□

　03-XXXX-XXXX

　総務太郎

代表
者印 

代表
者印 

記入例 
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3．新規請求書送付先（支払者）

郵便番号

住所

ビル名

会社名、部署名

ご担当者

TEL

４．いんふぉエネット申込

５．myTOKYOGASビジネス申込

５．名義変更日　　　※遡って適用はできません。

　　平成 29年 5月 1日より新契約者名義（必ず1か月以上先の日付をご指定下さい。）

６．名義変更理由

2/3

支払方法
（○をつけてください）

口座振替（27日）
※1

　　　　　　・　　　　　　振込み
（注：口座振替の場合、明細書等は発行されません。）

（注：振込みの際の手数料はお客さまにてご負担頂きます。）

請求書等送付先

　XXX-XXXX

　東京都中央区XXXX

　□□ビル

　□□株式会社

　総務部

　03-XXXX-XXXX

メールアドレス
xxx@denki.com

※ＩＤおよびパスワードは登録メールアドレスに通知します。必ずご契約法人のメールアドレスを
ご記入下さい。

注意事項
myTOKYOGASビジネスをご利用いただくことのできるお客さまは、電
気のご契約者さまです。代理人（例：ビル管理会社等）による登録はでき

ませんのでご留意ください。

需要場所ビル売買のため

ご利用希望の有無
プライバシーポリシー・免責事項（裏面）を了解の上、利用を

【　　希望する　　・　　希望しない　　】

グループIDの希望
複数ビルを閲覧するIDの発行を、

【　希望する　　・　　希望しない　】

ご利用希望の有無
myTOKYOGASビジネス会員規約（http://eee.tokyo-

gas.co.jp/mytokyogasbizintro/terms.html）を了解の上、利用を
、【　　希望する　　・　　希望しない　　】
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■いんふぉ・エネット　プライバシーポリシー

■いんふぉ・エネット　免責事項

3/3

株式会社エネット（以下、「当社」といいます）は、いんふぉ・エネットのサービス（以下、本サービスと言います）の管理に全力をあげて運営を行いますが、下記
の各条項に定める事項については、免責されるものといたします。本サービスをご利用者（以下、「ご利用者」といいます）は、本免責事項の内容をご承諾頂いたも
のと見なしますので、ご了承ください。

１. 当社は、本サービスにてご利用者が取得する情報等に関して検出された欠陥、およびそれに起因して発生した損失や損害について一切責任を負いかねます。
また、本サービスを利用したご利用者の違法又は不適切な行為により他のご利用者に損失や損害が発生した場合でも、当社はかかる損失や損害について一切の責任を
負いかねます。
本サービスのご利用者の任意によるご利用方法の合法性、適切性について、当社では一切保障いたしかねます。
２. 当社が提供する気象情報は、財団法人日本気象協会による予報であり、データの取り扱いについては日本気象協会の規定によります。（許可のない二次利用は禁じ
られております）
３. 当社は、天災などの緊急事態又は定期的メンテナンス若しくはリニューアル等本サービス運営上の都合により、ご利用者に対して何等通知を行うことなく、本サー
ビスの運営を中止、変更、追加又は終了することがあり、これらが原因で発生した損失や損害について一切責任を負いかねます。
４. 本サービスにてご利用者が取得した情報もしくは登録した情報等の管理および加工は、お客様自身が行うものとし、ご利用者の管理不十分による第三者の利用、使
用過誤等に起因する損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。
５. 当社よりご利用開始時にお届けしたユーザーIDおよびパスワードの管理は、ご利用の責任で行うものとします。
ご利用者の管理不十分による第三者の利用、使用過誤等に起因する損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。
また、ご利用者のユーザーＩＤおよびパスワードを利用した本サービスの利用は、他者による不正な利用かどうかによらず、ご利用者の行為とみなします。

■myTOKYOGASビジネス会員規約の概要は以下のとおりです。以下の事項をご確認頂くとともに、詳細は、会員規約（http://eee.tokyo-
gas.co.jp/mytokyogasbiz_intro/terms.htm）を必ずご確認ください。

●（サービス内容）
1.「myTOKYOGASビジネス」（以下、「本サービス」といいます）は、東京ガス株式会社（以下、「当社」といいます）が提供している法人・個人事業主のお客さ
ま向けの事前登録制のサービスです。
2.本サービスにてご利用いただくことのできるサービスおよび本サービスをご利用いただくことのできるお客さまは、会員規約別表１および別表２に定めます。
3.本サービスへのご登録は無料です。本サービスのご利用は一部の特典サービスを除き無料です。  
●（会員登録等）
1.ログインID は、ご登録いただいたeメールアドレスに送付させていただくか、もしくは当社所定の方法により付与させていただきます。その後、当社は仮パスワー
ドを発行し、当社とガスの供給契約を締結しているお客さまに通知させていただきます。当社とガスの供給契約を締結していないお客さまへは、ご登録いただいたe
メールアドレスに仮パスワードを送付させていただきます。ログインIDと仮パスワードでログイン後、お客さまは正式なパスワードの発行手続きを行ってください。
正式なパスワードの発行をもって、会員登録が完了となります。
2．本サービスへのご登録をご希望されるお客さまが、過去2年以内に、本サービスの照会対象となるガスまたは電気にかかる契約の名義変更により、第三者（以下
「旧契約者」といいます。）からこれらの契約を承継されている場合、名義変更前の旧契約者のガス・電気使用量等の情報を本サービスにおいてお客さまが照会する
ことにつき、旧契約者の書面による承諾を取得し、当社に提出するものとします。
●（会員さまの責任）
1.本サービスにご登録いただいたお客さま（以下「会員さま」といいます。）は、会員規約に定める事項を遵守し、次の行為を行わないでください。また、会員さま
が、会員規約に反する行為をしたことにより発生した会員さまおよび第三者の損害について、当社は一切の責任を負いません。会員さまが、会員規約に反する行為を
したことにより当社が損害を被った場合、その損害を賠償していただきます。
(1)第三者のログインIDおよびパスワードの不正使用、(2)本サービスのシステムに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為、(3)自らがご契約者ではな
いご使用場所についての本サービスのご登録・ご利用、(4)その他当社が不当と判断する行為
2.会員さまは、会員さま自らのログインIDとパスワードを会員さまの責任において管理してください。ログインIDもしくはパスワードの譲渡・貸与・忘失・盗用等に
より発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
3.会員さまは、第3条第1項にてご登録いただいた内容に変更が生じた場合、当社所定の方法によりお申し出ください。
4.会員さまは、自己のログインIDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されている、またその恐れがあると思われる場合、ただちに当社へお申し出くださ
い。かかる場合には、会員さまは当社の指示に従っていただきますようお願い致します。
5.第3項、第4項のお申し出のない場合、会員さまおよび第三者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
●(名義変更時の対応)
1.会員さまは、本サービスの照会対象となるガスまたは電気にかかる契約について名義変更を行った場合、本サービスを利用する権利を失います。ただし、当社が認
める理由（合併・吸収等による事業継承）による場合はこの限りではありません。
2.前項本文の場合、会員さまは、すみやかに本サービスの退会手続きを行うものとします。会員さまが自ら退会手続を行わない場合、当社は、会員規約の定め基づ
き、何らの通知・催告なく会員さまの登録を抹消させていただくことがございます。
●（会員さまのご登録の抹消） 会員さまが次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、何らの通知・催告なく会員さまの登録を抹消させていただくこと
がございます。
(1)当社に対して、虚偽のご登録をした場合、(2)第1条第3項に反する場合、もしくは会員登録後に会員規約別表２記載と異なる契約に変更された場合、(3)会員規約
に違反した場合、(4)その他法令に違反する行為をした、もしくはその恐れがある場合、(5)最後にログインされてから、２年以上に亘って、ご利用されなかった場
合、(6)その他当社が不当と判断する場合
●（会員さま情報の取扱い） 当社は、本サービスにご登録いただいた会員さまの情報およびログインIDやパスワード等の本サービスの利用に関する情報を 、以下の利
用目的にて、当社のWebページに掲載しております「個人情報の取り扱いについて」に則り、取り扱います。
(1)本サービスの提供に必要な業務（会員規約別表1に掲載した各サービスの提供、ログインID・パスワードの郵送、会員さまからのお問い合わせの対応等）、(2)新製
品やサービスなどに関する情報などの提供 
●（会員さまへの通知） 　会員さまは、ご登録いただいたｅメールアドレス宛に、上記（会員さま情報の取扱い）にて定めた会員さまに対するお知らせや各種情報提
供を配信することをご承諾いただいたものとさせていただきます。但し、会員さまが、本サービスの提供に必要な通知を除くｅメールによる通知、情報提供の中止を
ご希望される場合、当社所定の方法によりお申し出ください。
●（免責） 　当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、本サービスのご利用に付随して発生した会員さまおよび第三者の直接および間接の損害につい
て、一切の責任を負いません。

（個人情報）
１．株式会社エネット（以下、「当社」といいます）は、いんふぉ・エネットのサービス（以下、本サービスと言います）の利用に当たり、本サービスをご利用者
（以下、「ご利用者」といいます）を識別する仕組みであるクッキーを設定することがあります。
当社は、クッキーとユーザーＩＤ等の組み合わせにより得られた情報を個人情報に準じて取り扱います。
２．個人情報の利用目的は、ご利用者が許可された本人であることを特定するための認証およびご利用者のアクセス管理、その他ご利用者の合意を得られた範囲内で
利用します。
３．当社は、ご利用者の個人情報を前項の利用目的の範囲で業務委託先等に預託することがあります。
４．当社は、個人情報の提供先と目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
５．当社は、ご利用者の個人情報の属性を集計、分析した統計情報を作成することがあります。
本統計情報は、エネットの業務遂行のために利用、処理することがあります。
また、業務委託先等に提供することがあります。
（通信情報）
１．本サービスの通信記録の所有権は、当社に帰属するものとします。
２．当社は、ご利用者の通信記録の秘密を守るものとします。
３．前項にかかわらず、エネットが必要と認めた場合は、使用状況の確認、および障害発生への対処のため、利用状況や利用内容を確認することがあります。
４．当社は、ご利用者の通信記録の属性を集計、分析した統計情報を作成することがあります。
本統計情報は、エネットの業務遂行のために利用、処理することがあります。
また、業務委託先等に提供することがあります。
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平成　　年　　月　　日

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

印

本お客さま番号の申込情報について変更を希望します。

1．新規ご使用場所情報

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

会社名

ご担当者名

TEL

２．変更日　　　※遡って適用はできません。

　　平成　　　年　　　月　　　日より適用（1か月以上先の日付をご指定下さい。）

３．理由

以上

お客さま連絡先
（担当窓口）

電気主任
技術者連絡先

（変更がある場合に記
入）

需要場所名（ビル名等）

お客さま名（会社名および代表者名）

需要場所住所
〒

供給地点特定番号（22桁）

小売供給契約情報等（会社名・ビル名等）変更申込書

（契約者）

　

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx）

下記の通り、契約情報の変更を申込みます。
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平成 28年 2月 1日

株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿

（契約者）

○○株式会社

代表取締役　○○

印

本お客さま番号の申込情報について変更を希望します。

1．新規ご使用場所情報

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

会社名

ご担当者名

TEL

２．変更日　　　※遡って適用はできません。

　　平成 29年 5月 1日より適用（1か月以上先の日付をご指定下さい。）

３．理由

以上

小売供給契約情報等（会社名・ビル名等）変更申込書

下記の通り、契約情報の変更を申込みます。

　

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx） 　3XXX-XXX-XXXX

供給地点特定番号（22桁） 　03-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

需要場所名（ビル名等） 　○○ビル

お客さま名（会社名および代表者名） 　○○株式会社

社名およびビル名変更のため

　○○　○○

需要場所住所
　〒XXX-XXXX
　東京都港区海岸XXX

お客さま連絡先
（担当窓口）

　○○株式会社　管理部

　03-XXXX-XXXX

電気主任
技術者連絡先

（変更がある場合に記
入）

　○○電気管理事務所

　○○　○○

　03-XXXX-XXXX

代表
者印 

記入例 
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株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿
（契約者）

印

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

E-mail

※解約手続きにあたり、全項目をご記入ください。

（ご解約に伴う注意事項）

以上

小売供給契約解約申込書
平成　　年　　月　　日

　　貴社と締結した小売供給契約について、以下の通り解約を申し込みます。

需要場所名（ビル名）

需要場所住所

解約希望日

平成 　年 　月 　日
（他電力会社への切替の場合、3ヶ月以上先の計量日を解約日としてください。）

（閉店・建物撤去の場合、解約日は本申込み受領後当該エリアの一般送配電事業者とお
客さまとの協議を経て決定します。）

解約事由
（○をつけてください。）

（Aの場合、ご記入ください）
受変電設備の撤去有無

受変電設備を　【　撤去する　・　撤去しない　】

（Bの場合、ご記入ください）
切替先の電力会社名

・需給開始日または契約電力増加日から1年未満の解約となる場合、小売供給約款第17条(2)の内容に基づき契
約期間内にお客さまが当社に支払った金額、および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただき
ます。
※詳細は小売供給約款をご確認ください。

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx）

　Ａ　閉店・建物撤去によるもの

　Ｂ　他電力会社への切替によるもの

　C　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

供給地点特定番号（22桁）

本件に係わる
連絡先
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株式会社エネット取次店　東京ガス株式会社　殿
（契約者）
○○株式会社
代表取締役　○○　○○

印

会社名、部署名

ご担当者名

TEL

E-mail

※解約手続きにあたり、全項目をご記入ください。

（ご解約に伴う注意事項）

以上

需要場所住所
　〒XXX-XXXX
　東京都港区XX-XX

小売供給契約解約申込書
平成２８年１1月　１日

　　貴社と締結した小売供給契約について、以下の通り解約を申し込みます。

需要場所名（ビル名） 　○○ビル

お客さま番号（3xxx-xxx-xxxx） 　3XXX-XXX-XXXX

供給地点特定番号（22桁） 　03-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

解約事由
（○をつけてください。）

　Ａ　閉店・建物撤去によるもの

　Ｂ　他電力会社への切替によるもの

　C　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・需給開始日または契約電力増加日から1年未満の解約となる場合、小売供給約款第17条(2)の内容に基づき契
約期間内にお客さまが当社に支払った金額、および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただき
ます。
※詳細は小売供給約款をご確認ください。

（Aの場合、ご記入ください）
受変電設備の撤去有無

受変電設備を　【　撤去する　・　撤去しない　】

（Bの場合、ご記入ください）
切替先の電力会社名

解約希望日

平成 29年 3月 1日
（他電力会社への切替の場合、3ヶ月以上先の計量日を解約日としてください。）

（閉店・建物撤去の場合、解約日は本申込み受領後当該エリアの一般送配電事業者とお
客さまとの協議を経て決定します。）

本件に係わる
連絡先

　○○株式会社　総務部

　○○　○○

　03-XXXX-XXXX

　xxx@denki.com

記入例 

代表
者印 



別紙１１

株式会社エネット　取次店
東京ガス株式会社　殿

平成　　年　　月　　日

（契約者）

印

★ご利用開始を希望される需要場所
No 供給地点特定番号 (※1) グループID (※2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

施設数が２0施設以上のお客さまはご自身にて行追加いただきご対応お願いします

※1 電力契約と同時にお申込み頂く場合には記入不要です。
※2 既にグループIDをご利用中で、需要場所を追加される場合には「グループID」をご記入ください。

★お申込の需要場所が複数の場合に限り希望有無を選択ください
選択

希望する
・

希望しない

本件に関わる連絡先　兼　ＩＤ送付先　（必ずご契約法人のご担当者さまをご記入ください。）

※4 E-mail開封時パスワードは「半角英数字」「記号」を使用し、任意の６文字でご記入下さい。

郵便番号

住所

TEL

E-mail　(※3)

E-mail開封時パスワード　(※4)

※3 いんふぉ・エネットログイン時のID・パスワードはE-mailにてお送り致しますので、必ずご記入ください。

グループIDを作成する グループIDを作成すれば、１つのIDで全需要場所の電力量を
参照できます。
グループIDの作成を希望されますでしょうか？

部署名

お名前

機能 説明

いんふぉ・エネット利用開始申込書

貴社と締結した小売供給契約について、以下の通り申し込みます。
※エネットは頂いた申込書に対し、いんふぉ・エネットへのログイン用IDとパスワードをメール送付いたします。

需要場所名

取次店 



別紙１１記入例

株式会社エネット　取次店
東京ガス株式会社　殿

平成　　年　　月　　日

（契約者）
株式会社　●●●●

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　○○　○○
印

★ご利用開始を希望される需要場所
No 供給地点特定番号 (※1) グループID (※2)

1 03-1011-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
2 03-1011-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
3 03-1011-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

施設数が２0施設以上のお客さまはご自身にて行追加いただきご対応お願いします

※1 新規申込の場合には記入不要です。
※2 既にグループIDをご利用中で、需要場所を追加される場合には「グループID」をご記入ください。

★お申込の需要場所が複数の場合に限り希望有無を選択ください
選択

希望する

本件に関わる連絡先　兼　ＩＤ送付先　（必ずご契約法人のご担当者さまをご記入ください。）

いんふぉ・エネット利用開始申込書

貴社と締結した電力売買契約について、以下の通り申し込みます。
※エネットは頂いた申込書に対し、いんふぉ・エネットへのログイン用IDとパスワードをメール送付いたします。

需要場所名
本社ビル
ABC工場
ABC営業所

機能 説明
グループIDを作成する グループIDを作成すれば、１つのIDで全需要場所の電力量を

参照できます。
グループIDの作成を希望されますでしょうか？

部署名 総務部

お名前 ▲▲　●●

※4 E-mail開封時パスワードは「半角英数字」「記号」を使用し、任意の６文字でご記入下さい。

郵便番号 000-0000

住所 ××県××町××

TEL ××-○○○○-▲▲▲▲

E-mail　(※3) ○○○○○＠○○○.co.jp

E-mail開封時パスワード　(※4) 12AB$%
※3 いんふぉ・エネットログイン時のID・パスワードはE-mailにてお送り致しますので、必ずご記入ください。

記入例 

代表
者印 

取次店 


