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小売電気事業者のお客さまにおける高圧小工事申込み方法の変更について 

 

       

平素は、弊社事業に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

このたび弊社は、送配電事業の法的分離を含めた事業環境の変化への対応および高圧工事

申込みの効率化を目的に、「高圧小工事申込み方法の変更（高圧たくそう君の運用開始）」を

以下のとおりとさせていただきます。 

 

１．申込方法の変更 

書面申込みからＷＥＢ（以下、高圧たくそう君）申込へ変更いたします。 

２．申込内容 

工事費等が発生しない小工事申込み（ＰＡＳ取替やケーブル取替工等）のみ申込む

ことができます。 

 ※これまでどおり、新増設申込みや工事費等が発生する小工事申込については、小売電気事業者さま

へのご連絡をお願いします。 

３．変更時期 

「高圧小工事申込み方法の変更」･･･平成 31 年 5 月 7 日（火）以降 

  

 なお、「高圧小工事申込み方法の変更」に伴い、高圧工事を実施される電気工事会社さま

につきましては、「高圧たくそう君」（※）の申込ＩＤが必要となりますので、ＩＤ取得のお

申込みをお願いいたします。 

※「高圧たくそう君」は、従来の「たくそう君（低圧託送工事申込）」と違うシステムと

なります。 

「たくそう君（低圧託送工事申込）」のＩＤをお持ちの電気工事会社さまについても改

めて申込みをお願いいたします。   

  

引き続き、みなさまにご愛顧いただけるようサービス向上に努めて参りますので、何卒ご

理解を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 

 

 

以 上    



関⻄電⼒株式会社
送配電カンパニー 託送営業部

小売電気事業者のお客さまにおける
⾼圧接続供給申込⽅法等の変更に伴う
電気⼯事会社さま向けご説明資料

２０１9年３⽉



小売需給契約

申込⽅法の変更について

【需要者さま】 【小売電気事業者さま】

申込受付・
申込回答

【関⻄電⼒ 送配電カンパニー】

③工程進捗の確認
④回答確認

【電気工事会社さま】

請負契約

①高圧たくそう君へ託送申込
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図 高圧たくそう君による申込みのフロー

申込受付・
申込回答

工事申込

②お知らせ情報確認・登録

①高圧たくそう君へ託送申込
（小工事）

②お知らせ情報確認・登録

③工程進捗の確認

高圧たくそう君

■申込⽅法の変更
・2019年5月7日より、書⾯申込みからＷＥＢ（以下、⾼圧たくそう君）申込みへ変更いたします。
■高圧たくそう君からの申込内容
･工事費等が発生しない小工事申込み（PAS取替やケーブル取替工事等）のみ申込むことができます。
※これまでとおり、新増設申込みや工事費等が発生する小工事申込については、小売電気事業者さまへご連絡をお願いし
ます。

■高圧たくそう君の主な機能概要
・高圧たくそう君の申込みに関するお知らせ情報（質問・回答等）の確認・登録。
・高圧たくそう君の申込みに対する工程進捗の確認。
■⾼圧たくそう君の利⽤⽅法
・高圧たくそう君のご利⽤は、別途申込みが必要です。※詳細は次ページ
・詳細な操作方法等については2019年5月7日（予定）にホームページにて公開させて頂きます。



高圧たくそう君の使用について 2

図 「高圧たくそう君」登録様式 図 「高圧たくそう君」使用申込方法

n 「高圧たくそう君」を使用するには、事前に申込登録が必要です。なお、申込登録のご案内は2019年4月１日にホー
ムページへ掲載させて頂きます。

n 「高圧たくそう君」のＩＤ番号発番申込みは、郵送受付となっており、発⾏まで２〜３週間程度の期間をいただきます
ので、早めのお申込をお願いします。なお、パスワードについては、お手元に控えていただきますようお願いします。

n 申込登録後、弊社より「ＩＤ」を送付いたしますので、「ＩＤ」なら⼿にお⼿元に控えていただいている「パスワード」を利
用して「高圧たくそう君」へログインし、ご使用ください。（低圧たくそう君とは別ＩＤになります）

n 万が一、「パスワード」を忘れた場合等がございましたら、ネットワークサービスセンターへお問合せを下さい。
n 会員情報変更は、サイト上で変更可能です。

【ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ】

事前登録申込
（郵送）

申込書受領・登録

ＩＤ発⾏（メール）

ＩＤ受領

【小売電気事業者さま】
または

【電気工事会社さま】

申込書

 

 

関西電力株式会社ネットワークサービスセンター 宛 

 

インターネット高圧託送申込み使用登録 兼 ＩＤ番号発番依頼書 

 

 「インターネット高圧託送申込みシステム」の使用を希望するため、以下のとおり申込みいたします。またシ

ステムの使用に必要な「ＩＤ番号」を発番のうえ、お知らせ願います。 

 

１．申込月日  西暦     年  月  日 

 

２．電気工事店名 

  （フリガナ）                               

 

   （社名）                               社印 

 

３．代表者名 

  （フリガナ）                               

 

   （氏名）                               代表者印                         

 

４．電気工事店（所在地）  

 

〒    －     

 

                                                                          

 

５．電気工事業法の登録番号または届出番号 

 

                                           

 

６．組合名称（組合加入の方のみ） 

 

  （名称）                （組合員証番号）             

 

７．連絡先等 

  ＜ご担当氏名＞                  

  ＜電話番号＞       －     －     

  ＜Ｅ－mailアドレス＞                                      

 

８．ご希望のパスワード（半角英数字８文字。大文字、小文字を区別します。） 

  ＜パスワード＞             

 

 

＜関西電力使用欄＞ 

    （廃止年月日）  西暦    年  月  日 

 

 

電気工事店様用 



ＩＤ発番発番依頼書印刷方法 3

①「送電・配電」を選択

②「電⼒⼩売託送サービス」を選択

③「ご契約の流れ、各種申込みのご利⽤⽅法等」を選択

⑥こちらを印刷してください
④「特別高圧・高圧申込み」を選択

⑤「ご登録の手続きはこちら」を選択



たくそう君（低圧工事申込）
の主な変更点について

平成３１年３月

関⻄電⼒株式会社 送配電カンパニー
託送営業部 業務運用グループ
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

改修概要一覧

分類 項目 現⾏ 改修後 掲載
箇所

入
力
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

【

入
力
制
限】

小売電気事業者コード 必須⼊⼒項⽬外となって
おります。

必須⼊⼒項⽬へ変更となります。
未⼊⼒の場合や、該当しない⼩売電気事業者コード
を⼊⼒いただいた場合はエラーとなります。

3項

提
供
方
法
の
変
更
等

契約設備電⼒／総容量情報 - ＜⼯程情報の照会＞画⾯にて契約設備電⼒／総
容量情報をご確認いただけます。 4項

（集団住宅）
供給（受電）地点特定番号

＜工程情報の照会＞のお
知らせ情報にて各部屋毎
提供しております。

＜工程情報の照会＞画面にて【供給地点特定番号
などボタン】を追加。
一覧表示での一括確認が可能となります。

5項

新
規
項
目

申込取消機能の追加 - ＜申込一覧画面＞にて申込内容の取消が可能とな
ります。 6項

申込状況照会機能の追加
（＊小売事業者様向け機能）

ログインユーザー様が申請
を⾏った分のみが照会対
象となっております。

【ログインユーザーが小売電気事業者様である場合】
申込一覧画面に「自社」「他社」区分を追加。
契約されている地点において、電気工事店様が工事
申請されたものについても照会対象となります。

７項

お申込みに対する迅速・的確な対応をするべく、たくそう君を一部改修いたします。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

小売事業者コードの⼊⼒制限
項目 現⾏ 改修後

小売事業者コード 必須⼊⼒項⽬外となっており
ます。

必須⼊⼒項⽬へ変更
未⼊⼒の場合や、該当しない⼩売電気事業者コードの場合はエラーと
なります。

現行 改修後

小売電気事業者コードを必須⼊⼒項⽬へ変更、併せて左記
チェックボックスを廃止。
小売電気事業者コードを⼊⼒・検索いただいても特定でき
なかった場合は、次画⾯への移⾏も不可能となります。
申請の際、事前に小売事業者様へご確認いただきますようお願
いいたします。

＊選択いただいた内容で契約が締結されます。
検索後に表示される小売事業者名が、正しく選択されて
いるかを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

⼩売電気事業者コードを検索いただいた際に特定できな
かった場合に限り、チェックボックス選択の上で、小売電気事
業者名を直接ご⼊⼒いただけるようしております。

この場合、現在は⼩売電気事業者コードが未⼊⼒でも次
画⾯に移⾏できます。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

工程情報の照会画⾯変更点
項目 現⾏ 改修後

契約設備電⼒／総容量情報 － ＜⼯程情報の照会＞画⾯にて契約設備電⼒／総容量情報をご確認
いただけます。

現行 改修後

契約設備電⼒／総容量の情報表⽰欄を追加画面上で契約設備電⼒／総容量の確認不可。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

工程情報の照会画⾯変更点
項目 現⾏ 改修後

（集団住宅）
供給（受電）地点特定番号

＜工程情報の照会＞画面のお知
らせ情報にて提供しております。

＜工程情報の照会＞画面にて一覧表示して確認いた
だけます。

現行 改修後

各部屋毎にお知らせ情報にて提供
一覧を表示し提供

集団住宅集団住宅
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

申込⼀覧画⾯の変更点
項目 現⾏ 改修後

申込取消機能の追加 － ＜申込一覧画面＞画面にて申込内容の取消が可能となります。

現行 改修後

取消ボタンを追加
取消申請をたくそう君上で実施いただくことが可能です。

工事⼿配後については、取消が不可能な場合がござ
います。
その場合は、現⾏どおり個別に取消が可能かお問い合わせい
ただきますようお願いいたします。

たくそう君上には取消申請機能なし
お電話にて取消の旨連絡をいただいております。
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

（小売事業者様対象）申込状況照会機能の追加
項目 現⾏ 改修後

申込状況照会機能 ログインユーザー様が申請いただいた
対象のみが照会対象となっております。

『ログインユーザーが小売電気事業者様の場合のみ』
契約地点における電気工事申請については、電気工事店様が
申請されたものも照会対象となります。

現行 改修後

ログインユーザー様が申請いただいたもののみが照会対象となって
おります。
⼩売電気事業者様が契約地点において、電気⼯事店様が代理
で工事申請いただいた対象についてはたくそう君上で、把握できな
い状態となっております。

【申請者区分】を追加
自 社：小売電気事業者様申請分
⾃社以外：電気⼯事店様を含む代理申請分

契約地点における工事申請対象の全数が、小売電気事業者様
側で、確認いただけるよう変更となります。

現在も小売電気事業者様へは、事前にご確認の上で申請いた
だいているかと思いますが、申請前に必ず事前確認を⾏った
上でご申請いただきますようお願い致します。


