
応募申込（接続検討の申込み）・提出先について 

１ 応募書類の提出 

（１）提出書類 

・応募申込書（様式１）  

・添付書類（詳細は、「（６）添付書類等」を参照ください） 

（２）提出先 

・中部電力パワーグリッド（以下，「中部電力ＰＧ」）の窓口に提出してください。 

（詳細は、別紙「応募申込書・接続検討申込書提出先」を参照ください） 

（３）提出方法 

・応募書類は押捺したものを持参、郵送又は電子メールにて提出してください。ただし、  

郵送の場合は、簡易書留等の配達の記録が残る方法にて提出してください。 

応募書類を受領いたしましたら、中部電力ＰＧから受付番号を記載した写しを返送いた 

します。 

（４）応募期間 

・応募期間：２０２０年４月１６日（木）～２０２０年６月５日（金） 

（郵送又は電子メールの場合、２０２０年６月５日（金）必着） 

・受付時間：午前９時～午前１２時及び午後１時～午後５時 

（ただし、土・日・祝日を除く） 

（５）提出部数 

・１部 

（６）添付書類等 

ａ 添付書類 

・接続検討申込書※１ ※２ 

・接続検討回答書（写し）※２ 

ｂ 検討料 

・検討料（２０万円＋消費税等相当額）※３ ※４ 

※１ 特定系統連系希望者（最大受電電力が１万キロワット以上の発電設備等の連系等を希望する

者）が応募を希望する場合、中部電力ＰＧの他広域機関に対して接続検討の申込みを行うこと

も可能です。この場合は、接続検討申込書の宛名を広域機関としたうえで、別紙の窓口に提出

してください。なお，中部電力ＰＧの親子法人等である特定系統連系希望者の申込み先は、広

域機関のみです。 

※２ 次のいずれかに該当する場合は、当該案件に対応する資料を提出してください。 

・接続検討申込み中（回答未受領）の案件にて応募する場合：接続検討申込書の写し 

・接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合：接続検討回答書の写し 

※３ 接続検討申込み中（回答未受領）の案件にて応募する場合は、検討料を不要といたします。

ただし、本プロセスにおいて接続検討を行うことから、申込み中の案件に対する回答はいたし

ません。 

※４ 応募書類を受領後に中部電力ＰＧより検討料の請求書を送付いたしますので、接続検討開始

予定日の前営業日までに指定の口座にお振込みください。 

https://powergrid.chuden.co.jp/resource/takuso_service/hatsuden_kouri/oshirase/process/promap/prodetail_01_12.docx


（７）留意事項 

・１発電場所につき１申込みといたします（最大受電電力や連系希望電圧等を変えて複数の

申込みを行うことはできません。）。 

なお、同一地点で異なる電源接続案件募集プロセスに応募した場合は、先に応募した電源

接続案件募集プロセスについては辞退したものとして取り扱います。 

・切手等郵送費用は応募者負担といたします。 

・原則として、応募締切以降の応募書類の変更は認めません。 

・必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。 

・応募書類に不備がある場合（発電場所や受電地点が不明確な場合等）は、応募書類の修正

を求める場合があります。 

・接続検討開始予定日の前営業日までに応募書類の修正がなされない場合又は検討料の振込

みがない場合は、原則として、応募を無効とし、当該応募者に通知いたします。また、検

討料の振込みがなされている場合は、検討料を返金いたします。 

なお、応募書類の提出にあたっては、応募書類の修正の可能性や郵送、振込手続に要する

期間等を踏まえ、早期の提出に努めていただきますようお願いいたします。 

・接続検討開始予定日以降に応募者が辞退した場合又は辞退したものとして取り扱われる場

合は、原則として、検討料を返金いたしません。 

・応募容量が広域機関の想定を著しく上回る場合、入札対象工事等を見直したうえで募集対

象エリアを拡大して電源接続案件募集プロセスを実施すべきと広域機関が判断したとき

は、募集対象エリア及び入札対象工事等を見直した募集要綱にて、改めて、連系等を希望

する発電設備等を募集することがあります。 

・応募容量が募集容量を著しく下回った場合においては、系統増強規模を縮小し、入札対象

工事の内容を変更することがあります。なお、その場合は、応募者に対し、接続検討回答

時に通知いたします。 

・本資料は，「愛知エリアにおける電源接続案件募集プロセス 募集要綱」を参考に記載して

おりますので，申込みに当たっては，同要綱を必ずご確認ください。 

 

  



（別紙） 

応募申込書・接続検討申込書提出先 

（１）ＦＩＴ電源 

【特別高圧での申込窓口一覧】 

県 エリア 窓口 メールアドレス及び所在地 

愛知 

 

名古屋市、北名古屋市、尾張旭市、瀬戸市、長久手市、

清須市、海部郡大治町、あま市、稲沢市、大府市、東

海市、豊明市、日進市、愛知郡東郷町、半田市、知多

郡阿久比町・武豊町・東浦町・美浜町・南知多町、常

滑市、知多市、一宮市 

名古屋支社 

電力サービス部 

パワーグリッド営業

グループ 

【電話番号】 

052（951）8211 

【メールアドレス】 

100.Nw-eigyo@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒460-8310 

愛知県名古屋市中区千代田 2-12-14 

 

岡崎市、豊田市、額田郡幸田町、蒲郡市、西尾市、刈

谷市、知立市、碧南市、高浜市、安城市、みよし市、

豊川市、新城市、豊田市、北設楽郡設楽町・東栄町・

豊根村 

岡崎支社 

電力サービス部 

パワーグリッド営業

グループ 

【電話番号】 

0564（55）5005 

【メールアドレス】 

600.Nw-eigyo@chuden.co.jp  

【所在地】 

〒444-8606 

愛知県岡崎市戸崎町字大道東 7 

 

岐阜 恵那市 岐阜支社 

電力サービス部 

パワーグリッド営業

グループ 

【電話番号】 

058（265）1122 

【メールアドレス】 

400.Nw-eigyo@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒500-8702 

岐阜県岐阜市美江寺町 2 丁目 5 番地 

 

長野 下伊那郡売木村・根羽村 長野支社 

電力サービス部 

パワーグリッド営業

グループ 

【電話番号】 

026（232）9060 

【メールアドレス】 

500.Nw-eigyo@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒380-0805 

長野県長野市柳町 18 

 

 

 

  



【高圧での申込窓口一覧】 

県 エリア ⽀社 担当営業所 電話番号、メールアドレス及び所在地 
愛知 名古屋市中区・千種区・中村区（JR 東海道本

線以東）・東区・北区・西区・熱田区・昭和区・

瑞穂区、北名古屋市、清須市（旧西春日井郡

春日町）、 

名古屋 

中営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（929）113 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.129h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒460-8310 

愛知県名古屋市中区千代田 2-12-14 

 

尾張旭市、瀬戸市、長久手市、名古屋市名東

区・守山区・天白区、愛知郡東郷町、日進市 

旭名東営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（929）265 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.117h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒488-0823 

愛知県尾張旭市庄南町 2-1-10 

 

海部郡大治町、名古屋市中川区・港区・中村

区（JR 東海道本線以西）、あま市（旧海部郡

甚目寺町、旧海部郡七宝町、美和町）、清須市

（旧西春日井郡春日町以外）、稲沢市平和町 

港営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（929）309 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.111h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒455-0804 

愛知県名古屋市港区当知 3-2601 

 

大府市、東海市、豊明市、名古屋市緑区・南

区、知多郡阿久比町・武豊町・東浦町・美浜

町・南知多町、半田市、知多市、常滑市 

緑営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（929）476 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.160h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒459-8001 

愛知県名古屋市緑区大高町字東正地 71-1 

 

一宮市、稲沢市（平和町以外） 小牧営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（929）580 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.152h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒485-8750 

愛知県小牧市大字久保一色字佃 1010-1 

 



岡崎市、額田郡幸田町、蒲郡市、西尾市 

岡崎 

岡崎営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（988）091 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.610h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒444-8606 

愛知県岡崎市戸崎町大字大道東 7 

 

刈谷市、知立市、碧南市、高浜市、安城市 刈谷営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（988）255 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.620h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒448-0857 

愛知県刈谷市大手町 4-6 

 

豊田市、みよし市 豊田営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（988）554 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.640h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒471-0869 

愛知県豊田市十塚 1-1-1 

 

豊川市、新城市、北設楽郡設楽町・東栄町・

豊根村 

豊橋営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（988）328 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.630h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒440-8691 

愛知県豊橋市神明町 89 

 

岐阜 恵那市 

岐阜 

多治見営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（924）612 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.440h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒507-8527 

岐阜県多治見市上野町 5-1 

 



長野 下伊那郡売木村・根羽村 

長野 

飯田営業所 

契約課 

【電話番号】 

0120（984）933 

【メールアドレス】 

ue-uketuke.550h@chuden.co.jp 

【所在地】 

〒395-8622 

長野県飯田市吾妻町 100 

 

 

（２）ＦＩＴ電源以外または未定のもの 

・中部電力パワーグリッド株式会社 パワーグリッド営業部 

ネットワークサービスセンター 系統連系課 

〒461-8680 愛知県名古屋市東区東新町１番地 

電話：0570（03）5600 

メールアドレス：Chubu.Nsc002@chuden.co.jp 

（３）問合せ 

・本プロセスに関するご質問は、広域機関のお問い合わせフォーム又は中部電力ＰＧの専用

メールアドレスにお問い合わせください。 

広域機関：https://www.occto.or.jp/contact/anken_boshu-form.html 

中部電力ＰＧ：Bosyu.Process@chuden.co.jp 

以上 


