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※系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手 

くださいますようお願いいたします。 

 

※参考記入例の電力申請資料は、お取寄せいただいた電力申請資料と書式が異なる 

場合がありますが、同様の記入項目に記載例を基に記入してください。 
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モジュール出力×枚数 

１ 



 系統連系協議依頼書の記入例は次ページを参照願います。 



絶縁 漏れ 接地

電設確認

調査結果
結果 調査時期 送電区分 送電日 測定結果 力率 不良内容 容量相違 改修期限日警報区分 調査月日・調査者

2

送確日同廃 自主検査

1 2 2

合番号CT容量件 比 計器検定番号 二配 亘長 型式 区分 検査年月 余剰計器検定番号

異動時指示数 通信方式

標識 設備名 電柱番号 電柱番号 電柱番号 店所

計器

線式 容量 桁 型式 計器番号 検満 乗率 取付指示数

・・・・・・・・以下,東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・

引込電柱

負荷 系統 引込
供給当該柱 系統内隣接柱 隣接店所 設計番号

1 2

調査事前連絡 ご連絡先 ご連絡番号

落
成
情
報

落成状況 落成日

工事事前連絡 ご連絡先 ご連絡番号

その金属箱に窓はありますか 　ﾒｰﾀｰ設置場所は地下ですか

金属箱にある設備の選択 　ﾒｰﾀｰ設置場所は屋内またはｼｬｯﾀｰのある倉庫ですか

引込線が河川区域内に

メーターが金属箱に収納されていますか
ﾒｰﾀｰと隣の建物との距離が1.5m以

内、　かつその建物が４階建て以上で
すか

 柱上低圧引込箱の有無 計器の周囲に十分な作業スペースが

接触

屋側 1.2m以上 突き出し看板 0.4m以上
建造物

屋上 2.0以上 樹木

 引込線は変圧器の高圧引下線（高圧）側で 計器取付位置は1.8ｍ～2.2ｍで

道路横断
車道上 5.0m以上 弱電流電線 0.6m以上

歩道上

引込線

4.0m以上 アンテナ、煙突 0.6m以上

ｍ

他人の敷地を通過 窓等から手が 引込取付金具 取付高さ 引込長さ

ｍｍ2

工
事
情
報

隣接柱（左） 引込柱 隣接柱（右）

標識名 電柱番号 標識名 電柱番号 標識名 電柱番号

既設引込線太さ 引込線工事方法

ｍ

ｋＷ

セット数 1 セット数 セット数

皮相電力 ｋＶＡ

出力 別紙1_⑤参照 ｋW 出力 ｋW 出力

皮相電力 別紙1_④参照 ｋＶＡ 皮相電力 ｋＶＡ

定格出力 ｋＷ

設定力率 設定力率 設定力率

定格出力 別紙1_②参照 ｋW 定格出力 ｋW

電気方式 単相２線式200V 電気方式 電気方式

型式 別紙1_①参照 型式 型式

メーカー パナソニック メーカー メーカー

認証区分 認証品 認証区分 認証区分

発電設備出力 kW

インバーター・系統連系保護装置 インバーター・系統連系保護装置 インバーター・系統連系保護装置

発電設備(ﾊﾟﾈﾙ)出力 kW 発電設備出力 kW

発電設備種類 太陽光 発電設備種類 発電設備種類

発電設備情報

連系条件　逆潮流 有（余剰電力売電希望有） 配線種別 余剰配線
発電設備等概要① 発電設備等概要② 発電設備等概要③

供給申込 設計番号 受電開始希望日

主契約種別・容量
種別 線式 契約容量 計器Ｎｏ

低圧電灯 単相３線式100/200V

※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 （低圧連系用　2018.4）

低圧配電線への系統連系技術協議依頼票　（低圧：再生可能エネルギー発電設備用）

東京電力パワーグリッド株式会社　御中

「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設
備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。

お
客
さ
ま
情
報

お客さま名 様 工
事
店
情
報

電気工事店番号

電気工事店名 様
設置場所住所

ご担当者名 様

連絡先

お客さま地点番号

別紙1_③参照 

モジュール出力×モジュール枚数をご記入ください 



別紙１

機種別整定値一覧表

①型式 ②定格出力 ③設定力率 ④皮相電力 ⑤出力
VBPC227A7 2.7kW 100%(力率一定制御機能無) 2.7kVA 2.7kW
VBPC230NC1 3.0kW 95%(皮相電力一定) 3.0kVA 2.85kW
VBPC240AA 4.0kW 95%(皮相電力一定) 4.0kVA 3.80kW
VBPC255A6 5.5kW 95%(皮相電力一定) 5.5kVA 5.23kW
VBPC255C2 5.5kW 95%(皮相電力一定) 5.5kVA 5.23kW
VBPC255GC1 5.5kW 95%(有効電力一定) 5.79kVA 5.5kW
VBPC246B3 4.6kW 95%(皮相電力一定) 4.6kVA 4.37kW
VBPC259B3 (製造番号1809xxxxX まで) 5.9kW 95%(皮相電力一定) 5.9kVA 5.61kW
VBPC259B3 (製造番号1902xxxxX 以降) 5.9kW 95%(有効電力一定) 6.2kVA 5.9kW
VBPC244B1 / B1W 4.4kW 95%(皮相電力一定) 4.4kVA 4.18kW
VBPC255B1 / B1W 5.5kW 95%(皮相電力一定) 5.5kVA 5.23kW

パワコンR VBPC255GM1R 5.5kW 95%(有効電力一定) 5.79kVA 5.5kW

※VBPC259B3を設置する場合はﾊﾟﾜｺﾝの製造番号によって記載する値が異なります。
　申請時点で製造番号不明の場合は、上段 (製造番号1809xxxxX まで)の値を入力し、
　別紙2を他申請書同様にアップロードしてください。

①型式 設置される機種をご記載ください。
②定格出力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力有効電力」の欄を参照(力率100％時の値を記入)
③設定力率 電力会社の指示に従ってください。整定範囲は仕様書の定格仕様のページの「出力基本波力率」の欄を参照。
④皮相電力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力皮相電力」の欄を参照(設定力率時の値を記入)
⑤出力 仕様書の定格仕様のページの「定格出力有効電力」の欄を参照(設定力率時の値を記入)

屋内外兼用マルチ型

屋内用集中型

屋外用集中型

屋外用マルチ型



別紙2

ＶＢＰＣ２５９Ｂ３における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0031品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0168品の場合は下記3か所の値が異なります。

ＪＥＴ認証番号MP-0031品
(製造番号1809xxxxXまで)の場合

ＪＥＴ認証番号MP-0168品
(製造番号1902xxxxX以降)の場合

設定力率 95%(皮相電力一定) 95%(有効電力一定)

皮相電力 5.9kVA 6.2kVA

出力 5.61kW 5.9kW


