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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（自家発電設備の停止） 

下記別紙 1 のご記入方法の詳細は、記入例をご参照ください。 

 

 （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３日前までに 10.(2)のお問い合わせ先 FAX へ別紙 1 をご提出頂

き、その上で送信確認のお電話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 10.(2)のお問い合わせ先 FAX へ別紙 1 のご提出をお願いいたします。 

・ 自家発補給契約のみを東京ガスとご契約のお客さまは、停止より1時間以内に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。） 

【FAX 受領の確認】 

 東京ガスが別紙 1 を FAX にて受領後、エネットへ転送いたします。その後、エネットより受領の確認のご連

絡をさしあげます。万が一エネットよりご連絡がない場合、10.(2)のお問い合わせ先までご連絡ください。 

【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、必ず同じ別紙１にて、すみ
やかに復旧日時のご連絡を東京ガスへお願いいたします。 

  

（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株式会社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。 

 

※１：連絡先につきましては、本書「10．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 
①連絡、問い合わせ 

②連絡および事故等の対応 

東京電力パワーグリッド該当

支社※１ 

お客さま 東京ガス ① 停止連絡（別紙１にて） 

お客さま 東京ガス ① 停止連絡（別紙 1 にて） 
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（3）連絡体制について（計画停電時） 

高圧受電（受電電圧6千V）のお客さまにつきましては、エネットへの連絡は不要となります。 

 

 （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。 

・ ③につきましては、停電日を決定された後、停電日の３日前までにご連絡をお願いいたします。 

・ 東京電力パワーグリッド株式会社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株式会社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株式会社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

ーグリッド株式会社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。 

・ ②につきましては、停電日を決定された後、停電日の３日前までにご連絡をお願いいたします。 

・ 東京電力パワーグリッド株式会社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。 

 

※１：連絡先につきましては、本書「10．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 東京電力パワーグリッド

該当支社※1 

①開閉器操作申込み 

②停電日調整 

エネット 

③停電日連絡（別紙 2 にて） 

お客さま ①停電日調整 

エネット 

②停電日連絡（別紙 2 にて） 

東京電力パワーグリッド

該当支社※１ 
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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）検針～ご請求の流れ  

■電気料金ご請求までのイメージ 

 

 

東京電力 

PG 

 

エネット 

 

 

東京ガス 

 

 

お客さま 

 

 

 

 

No 項目 内容 

① 計量日※2 ・前月の計量日から、当月の計量日前日までの期間の使用電力量等（以下

「検針データ」といいます）を記録型計量器（電気メーター）で記録します。 

※2：計量日はお客さまごとに異なります。 

② 検針日※3 

（検針データ提供） 

・東京電力パワーグリッドより、エネットへ検針データが提供されます。 

※3：検針日は原則、計量日+5 営業日以内となります。 

③ 検針データ集計 ・エネットがお客さまの検針データを集計し、検針日から 1 営業日以内に東京ガ

スへ送信します。 

④ 料金計算 ・東京ガスが検針データを受領し、速やかにお客さまの電気料金を計算します。 

⑤ myTOKYOGAS 

ビジネスへの反映 

・電気料金計算完了の翌日より、myTOKYOGAS ビジネスでご請求金額をご

確認頂けます。 

⑥ 払込書の発行 ・電気料金計算完了後、1 営業日以内に「払込書」を発送いたします。 

⑦ お支払い期限日 払込み（払込書払い）の場合：払込書発行日の翌日から起算して 30 日目 

口座振替の場合：口座振替の事前通知書（口座振替請求のお知らせ）発

行日の翌日から起算して 30 日目 

・ 東京電力パワーグリッド株式会社からの検針データの提供は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。目安として、検針日より 7 営業日以内に払込書を発行するようにいたします。 

・ 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、弊社が休日として定める日を除く日といた

します。 

 

 

 

計量日 検針日 

検針データ 

検針データ 

検針データ 料金計算 

myTOKYOGAS 

ビジネス反映 
払込書 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

① ② 
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（２）電気ご使用量・ご請求内容のお知らせサービス（myTOKYOGAS ビジネス） 

払込書および口座振替請求のお知らせをお届けさせていただく頃に、1 ヶ月の電気ご使用量・ご請求内容の

確認をご希望される場合は、myTOKYOGAS ビジネスの「電気料金・ご使用量実績照会サービス」をご使用く

ださい。 

本サービスは、お客さまの電気ご使用量・ご請求内容を myTOKYOGAS ビジネス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、翌日よりご請求内容を照会頂けます。料金計算のタイミングに

つきましては、2.(1)をご確認ください。） 

本サービスのお申込、ご使用方法につきましては、本書「8．myTOKYOGAS ビジネスのご利用について」を

ご参照ください。 

 

（３）電気料金支払情報のご指定およびご変更 

電気料金支払情報の変更を希望される場合につきましては、変更を希望されるご請求月の計量日より 2 ヶ

月前までに、別紙 3 に必要事項をご記入頂き、ご契約者ご捺印の上、お申込いただきますようお願いいたしま

す。 

なお、新規にご登録いただく口座より自動振替を開始されるお客さまにつきましては、別紙 3 に加えて、口座

振替・自動払込申込書が必要となります。口座振替・自動払込申込書を要する場合、10.(2)お問い合わせ

先の東京ガス業務用電力契約センターにご連絡をいただければ、業務用電力契約センターより口座振替申込

書をお送りさせていただきます。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、別紙 3 とともにご返送いただきますようお願いいたします。（口座振替・自動払込申込書が添付されてお

らず、別紙 3 のみをお送りいただいた場合は別紙 3 記載のご住所に口座振替・自動払込申込書を送付いたし

ますので、1 週間以内にご返送ください。） 

なお、契約途中で新たに自動振替を設定する場合、振替対象となるご請求の計量日の 2 か月以上前ま

でに別紙 3、および口座振替・自動払込申込書をご提出ください。 

＜参考：口座振替・自動払込申込書＞ 
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■口座振替によるお支払い時のご注意事項 

 

①振替日 

ご使用月の翌月 27 日が振替日となります。（金融機関休業日の場合は翌営業日） 

 

②延滞利息 

支払期限日の翌日から支払い日までの期間に応じて小売供給約款に基づき計算される延滞利息をお支

払いいただきます。なお、支払期限日を超過していた場合であっても、口座振替請求のお知らせに記載さ

れている振替予定日に振替された場合、延滞利息は発生しないものとします。 

延滞利息は、お客さまが延滞利息の計算対象となる電気料金を支払われた直後に計量日が到来する電

気料金と合わせて、当該電気料金の支払期限日にお支払いいただきます。 

 

③振替不可時 

万が一振替いただけなかった場合、払込書にて再度ご請求いたします。 

なお、その際の振込手数料は東京ガスにてご負担させていただきます。また、指定された口座が解約となっ

ている場合、翌月以降は払込書でのお支払いとなります。 

 

④口座振替設定期間 

口座振替の設定に２か月程度要する可能性があるため、契約期間中のお申込を頂いた場合、設定が完

了するまでは払込書によるお支払いとなります。 
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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）工事申込み～工事実施の主な流れ 

東京電力パワーグリッド 

該当支社※１ 
お客さま エネット 

東京電力パワーグリッド

ネットワーク 

サービスセンター 

    

※１：連絡先につきましては、本書「10．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。 

 

 ※４：工事概要の事前協議（お客さま⇔東京電力パワーグリッド） 

  必要に応じて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みの期限等を

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いただきます。 

  事前協議の申込は、東京電力パワーグリッド該当支社へ、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 

工事概要の協議※４ 

①－１工事申込みエネット HP にて 

③－１損害実費弁償契約の締結 

 （必要に応じて） 

③－２損害実費弁償契約の締結 

 （必要に応じて） 

④－1 工事費負担金契約の締結 

 （必要に応じて） 

④－2 工事費負担金契約の締結 

（必要に応じて） 

現地着工 

①－２工事申込み 

②詳細な情報のやり取り 

⑤工事費負担金契約 

⑥工事負担金のご請求とお支払 

http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/consult/index-j.html
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 ①工事申込み（お客さま⇒エネット） 

エネットホームページから工事申込み手続きをお願いいたします。 

https://www.ennet.co.jp/index.html 

      

 

エネットホームページの工事申込書依頼フォームより工事申込書をダウンロード後、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、エネットに直接お申込みください。工事申込書依

頼フォームがご利用いただけない場合は、別紙４をご記入およびご捺印*の上、下記アドレスへメールにてお

申込みください。工事申込書依頼フォームもしくはメールでお申込み後、本書を下記書類送付先までご郵送

ください。インターネットの環境がない方は別紙４と必要書類を下記書類郵送先までご郵送ください。お客さま

からのお申込をいただいた後、エネット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、お客さま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） 

 お申込み方法に関わらず、必ずご提出ください。なお、事前協議後の協議番号を工事申込書へご記

入いただいた場合、エネットへの図面提出は不要です。 

・メールアドレス：east-kouji@ennet.co.jp 

・書類郵送先：株式会社エネット 工事担当 

〒791-8013 愛媛県松山市山越 3 丁目 15 番地 15 NTT 山越ビル 4F 

 

 ②詳細な情報のやりとり（お客さま⇔東京電力パワーグリッド） 

   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。 

 ③損害実費弁償契約の締結（お客さま⇔東京電力パワーグリッド） 

   損害実費弁償契約とは、お客さまが工事申し込みを取り消し、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。工事申込み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、お客さまとエネット、エネットと東京電力パワーグリッドにて締結いたします。） 

 ④⑤工事費負担金契約（お客さま⇔東京電力パワーグリッド） 

   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、お客さまとエネット、エネットと東京

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（お客さま⇔東京電力パワーグリッド） 

   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。 

エネット 工事申込 検索 
工事に関する問合せ先：0120-2233-79 

mailto:east-kouji@ennet.co.jp
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４．契約電力の変更について 

（１）実量制のお客さま（小売供給約款第 8 条(1)ロにより契約電力を定める場合） 

設備の変更（増設・減設等）により、契約電力の変更をご希望される場合は、別紙 5－１に必要事項

をご記入の上、変更を希望される契約電力分の根拠となる資料（例：別紙 5－２）を作成し、変更を希

望される月の計量日の２ヶ月前までにお申込ください。なお、ご連絡をいただいた後、契約変更の手続き等

について、担当よりご連絡を差し上げる場合がございます。 

（２）協議制のお客さま（小売供給約款第 8 条(1)イにより契約電力を定める場合） 

契約電力の変更をご希望される場合は、別紙 5－１に必要事項をご記入の上、変更を希望される月の

計量日の２ヶ月前までに送付ください。なお、設備の変更（増設・減設等）で「直近 1 年間の最大需要

電力の実績以外に契約電力の変更を希望される場合」、あるいは「契約電力を変更した後さらに契約電力

の変更を希望される場合」は、別紙5－１と併せて変更を希望される契約電力分の根拠となる資料（例：

別紙 5－２）を作成の上、添付してください。ご提出後に、契約変更の手続き等について、担当よりご連絡

を差し上げる場合がございます。 

 

５．契約名義の変更 

契約名義の変更をご希望される場合は、変更を希望される月の計量日の 1 ヶ月前までに別紙 6－１に必

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、本書をご郵送ください。 

契約名義の変更日は計量日での切り替えとなります。 

 

６．契約情報（法人名・需要場所名等）の変更について 

契約情報（法人名・需要場所名等）の変更をご希望になる場合は、変更を希望される月の計量日の 1

ヶ月前までに別紙 7 に必要事項を記入の上、ご契約者様のご捺印をいただき、本書をお送りください。 

 

７．解約について 

解約をご希望される場合は、原則変更を希望される月の計量日の 3 ヶ月前まで（建物解体・撤去・閉店

等の場合はこの限りではございません）に別紙 8 に必要事項をご記入の上ご契約者様のご捺印をいただき、

書面にて通知ください。（詳細は弊社小売供給約款をご参照ください。） 
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８．myTOKYOGAS ビジネスのご利用について 

（１）利用開始方法  

  

myTOKYOGAS ビジネスのご利用につきましては、上記、myTOKYOGAS ビジネスサイトで承っております。

お申込みいただいた後、myTOKYOGAS ビジネス用の ID、および仮パスワードを登録メールアドレスに通知しま

す。 

なお、登録に必要となるお客さま番号（3xxx-xxx-xxxx）、使用契約番号（94xx-xxx-xxxx）はご契

約時にお送りしている「高圧電力供給お申込み手続き完了のご案内」を、登録電話番号は「小売供給契約申

込書（兼契約書）」をご確認ください。ご不明な場合は弊社営業担当へご確認ください。 

（２）電気ご使用量の見える化サービスのご紹介 

①ご使用量照会 【サービス提供時間】 7:30～翌日 3:00 

電気のご使用量を値とグラフで提供します。 

   

②電気ご使用量ダウンロード 【サービス提供時間】 7:30～翌日 3:00 

  指定した期間における電気のご使用量データを CSV 形式でダウンロードすることができます。 

   

③電気ご使用量 PDF ダウンロード 【サービス提供時間】 7:30～翌日 3:00 

  最長 24 か月の電気のご使用量の PDF 帳票を提供します。当メニューから出力する PDF は【東京都「温室

効果ガス排出量の総量削減義務と排出量取引制度」対応のための「ガス／電気使用量証明書」】としてご利

用いただけます。 

  

http://eee.tokyo-gas.co.jp/mytokyogasbiz_intro/index.html 
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（３）電気ご請求額の見える化サービスのご紹介 

①電気料金・ご使用量実績照会 【サービス提供時間】 7:30～翌日 3:00 

    直近のご請求分を含む 24 ヶ月分の電気の料金（ご請求内訳）とご使用量を提供します。 

   なお、1 ヶ月の電気料金が確定したことを通知するメールの送付を設定することも可能です。 

     

②電気料金一括 CSV ダウンロード 【サービス提供時間】 7:30～翌日 3:00 

    月単位で複数のご契約の料金を、まとめて CSV 形式でダウンロードすることができます。 

      

９．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、別紙 9 のお申込書に、必要事項をご記入の上ご捺印*いただき、

本書をご郵送ください(*: ご契約者の捺印をお願いします)。 

お申込みをいただいた後、いんふぉ・エネット用の ID を発行させていただきます。（ご記入いただいたメールアド

レスにお送りいたします。なお、ご契約法人以外のメールアドレスはご記入いただかないようお願いいたします。） 

ID・パスワードがお手元に届きましたら、上記 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

グインしていただき、初期設定が完了すると、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」よりダウンロードできます。 

https://info.ennet.co.jp/ 
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10．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（東京電力パワーグリッド） 

受付時間：月～土（祝日、年末年始除く）の午前 9 時から午後５時 0０分 

問合せ範囲 直通電話番号
電設（電気工事店さま用） 0287-55-2097
設備サービス 0287-55-2077
電設（電気工事店さま用） 028-305-8741
設備サービス 028-305-8822
電設（電気工事店さま用） 0285-35-3297
設備サービス 0285-35-3280
電設（電気工事店さま用） 0279-51-5152
設備サービス 0279-51-5631
電設（電気工事店さま用） 027-898-3577
設備サービス 027-898-3583
電設（電気工事店さま用） 0276-51-2182
設備サービス 0276-51-2197
電設（電気工事店さま用） 027-377-8248
設備サービス 027-377-8200
電設（電気工事店さま用） 029-387-4180
設備サービス 029-387-4354
電設（電気工事店さま用） 029-387-4180
設備サービス 0294-77-3573
電設（電気工事店さま用） 0297-75-5285
設備サービス 0297-75-5768
電設（電気工事店さま用） 0297-75-5285
設備サービス 0297-75-5768
電設（電気工事店さま用） 0297-75-5285
設備サービス 0299-75-4571
電設（電気工事店さま用） 0296-47-1681
設備サービス 0296-47-1653
電設（電気工事店さま用） 029-899-2086
設備サービス 029-899-2275
電設（電気工事店さま用） 048-638-3676
設備サービス 028-638-3832
電設（電気工事店さま用） 048-638-3282
設備サービス 048-638-3408
電設（電気工事店さま用） 048-218-4217
設備サービス 048-218-4530
電設（電気工事店さま用） 048-218-3721
設備サービス 048-218-3859
電設（電気工事店さま用） 049-215-3026
設備サービス 049-215-3233
電設（電気工事店さま用） 048-538-5026
設備サービス 048-538-5250
電設（電気工事店さま用） 048-538-5026
設備サービス 048-538-5250
電設（電気工事店さま用） 0494-21-6018
設備サービス 0494-21-6077
電設（電気工事店さま用） 043-370-3135
設備サービス 043-370-3231
電設（電気工事店さま用） 047-769-2108
設備サービス 047-769-2288
電設（電気工事店さま用） 04-7113-2226
設備サービス 04-7113-2088
電設（電気工事店さま用） 0476-55-5220
設備サービス 0476-55-5076
電設（電気工事店さま用） 0438-55-4928
設備サービス 0438-55-4792
電設（電気工事店さま用） 042-641-7105
設備サービス 042-641-7126
電設（電気工事店さま用） 042-720-5511
設備サービス 042-720-5500
電設（電気工事店さま用） 0422-57-2475
設備サービス 0422-57-2700
電設（電気工事店さま用） 042-441-2915
設備サービス 042-441-2930
電設（電気工事店さま用） 042-848-7804
設備サービス 042-848-7814
電設（電気工事店さま用） 0428-35-1113
設備サービス 0428-35-1183

支店名 支社名

栃木北

栃木総

栃木南

栃木

渋川

前橋

太田

高崎

群馬

茨城総

日立

竜ヶ崎

水海道

鹿島

下館

茨城

土浦

埼玉総

春日部

川口

志木

川越

熊谷

深谷

秩父

千葉総

京葉

東葛

成田

木更津

多摩総

町田

武蔵野

調布

立川

青梅

埼玉

千葉

多摩

問合せ窓口※5

 

（平成 28 年 4 月 1 日現在） 
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問合せ範囲 直通電話番号

電設（電気工事店さま用） 03-6374-3934

設備サービス（千代田・中央） 03-6374-3715

設備サービス（港） 03-6374-3900

電設（電気工事店さま用） 03-6375-2380

設備サービス 03-6375-2250

電設（電気工事店さま用） 03-6375-4618

設備サービス 03-6375-4779

電設（電気工事店さま用） 03-6375-5415

設備サービス 03-6375-5714

電設（電気工事店さま用） 03-6375-6971

設備サービス 03-6375-6976

電設（電気工事店さま用） 03-6375-8280

設備サービス 03-6375-8288

電設（電気工事店さま用） 03-6374-6576

設備サービス 03-6374-6582

電設（電気工事店さま用） 03-6374-7400

設備サービス 03-6374-7523

電設（電気工事店さま用） 044-844-8267

設備サービス（川崎） 044-576-2230

設備サービス（高津） 044-576-3120

電設（電気工事店さま用） 045-503-8954

設備サービス 045-394-3652

電設（電気工事店さま用） 045-461-7661

設備サービス 045-394-2997

電設（電気工事店さま用）（戸塚） 045-394-5283

電設（電気工事店さま用）（横須賀） 046-822-8705

設備サービス（戸塚） 045-394-5125

設備サービス（横須賀） 046-822-8715

電設（電気工事店さま用） 042-759-1212

設備サービス（相模原） 042-759-4960

設備サービス（大和） 046-408-5370

電設（電気工事店さま用） 0463-81-6640

設備サービス（小田原） 0465-87-2656

設備サービス（秦野） 0463-57-5156

電設（電気工事店さま用） 0463-34-5158

設備サービス（平塚） 0463-57-4566

設備サービス（厚木） 046-408-5025

電設（電気工事店さま用） 0554-21-5647

設備サービス（大月） 0554-21-5667

設備サービス（富士吉田） 0555-75-2730

電設（電気工事店さま用） 055-207-7058

設備サービス（山梨総） 055-207-7336

設備サービス（韮崎） 0551-37-2068

設備サービス（櫛形） 055-207-2557

電設（電気工事店さま用） 055-915-6000

設備サービス（沼津） 055-915-6108

設備サービス（三島） 055-915-5906

設備サービス（御殿場） 0550-83-0751

電設（電気工事店さま用） 0570-666-411

設備サービス（伊豆） 0558-76-3683

設備サービス（伊東） 0557-37-5879

設備サービス（下田） 0558-22-8742

電設（電気工事店さま用） 0570-666-084

設備サービス 0570-666-084

東京

銀座

江東

上野

東京総

神奈川

川崎

鶴見

神奈川総

藤沢

相模原

大月

山梨総

山梨

静岡

三島

伊豆

富士

支店名 支社名
問合せ窓口※5

小田原

平塚

大塚

荻窪

渋谷

品川

 

※５：電話番号は予告なく変更となる場合があります。 

 

東京電力パワーグリッド株式会社 お問合せ先（停電・設備に関するお問い合わせ） 

受付：日・祝を除く、月曜～金曜 9:00～17:00 

TEL1：0120-995-007 

TEL2：03-6375-9803 

 

・ 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いいたします。 

・ 停電など緊急のご用件については、全日 24 時間承ります。 
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（２）契約内容、ご使用状況、ご請求情報およびその他に関するお問い合わせ先（東京ガス） 

東京ガス株式会社 業務用電力契約センター（特別高圧・高圧電力受付） 

受付：土・日・祝日除く、月曜～金曜日 9:00～17:00 

TEL：0120-544-536 

FAX：03-6911-2935 

・ 各種変更申込書類提出についてはFAXでコピーをお送り頂いた後に、押印が必要な書類である場合は当

センターより原本返信用の封筒をお送りいたしますので、原本をご返送ください。 

・ FAX 送付時は必ず「東京ガス株式会社 業務用電力契約センター宛」と明記の上送付頂き、送信確認

のお電話をお願いいたします。 

以上 


