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はじめにお読みください

本リファレンスでは、「ｅ-でんき」の機能について説明します。

■コマンド・ダイアログについて
　コマンド名やダイアログ名は、「」で表記しています
　例) [ログイン]ダイアログの[ログイン(L)]をクリックします

■ダイアログの項目選択について

　・文中では、「[ログイン]ダイアログの[ログイン(L)]をクリックします。」と記載しています。

　・ご使用の環境により、文中の画面と選択されいる項目が異な場合があります。
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セットアップ

ＩＤとパスワードを取得する

「ｅ-でんき」を使用するためには、ユーザ名とパスワードが必要です。
予め、工業組合の定める書式と手順にしたがって､ユーザ名とパスワードを取得してください。

※注意

　パスワードは、大変重要ですので第三者に漏洩しないように十分注意して管理してください。

　第三者にパスワードが漏洩すると、あなたに成りすまして、申請を行うことができます。

　パスワードが漏洩した恐れがある場合は、速やかに事務局に連絡してください。

「ｅ－でんき」ホームページへのログイン

「ｅ-でんき」ホームページのＵＲＬを「インターネットエクスプローラ」で入力し、「e-でんき」ホームペー
ジを開きます。

１．ユーザ名とパスワードを入力します
２．入力が終了したら、「[ログイン]ボタンをクリックします。

※補足
・「e-でんき」ホームページのＵＲＬは、工業組合より、ＩＤ、パスワードとともにご連絡します。

2 ページ



ダウンロード

「ｅ－でんき」ホームページへログインすると、以下のメッセージが表示されます。

■　操作手順

１．「インストール」ボタンをクリックします。
　　　「アプリケーションの起動中」が表示されます。
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２．以下のダイアログが表示されたら、[インストール（Ｉ）]ボタンをクリックしてください。

　 　※　インストール作業中

３．インストールが完了しましたら、以下のログイン画面が表示されます。

※　以上で、「e-でんき」のセットアップは全て終了です。
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再セットアップ

「ｅ-でんき」システムで、不具合が発生した時、再セットが必要になる場合があります。
沖縄電気工事業工業組合　より再セットアップの指示の時、下記の手順にて行います。

１．既存のシステムを、Ｗｉｎｄｏｗｓより削除を行います

１）[スタート]をクリック

２）[コントロールパネル(Ｃ)]　をクリック

３）[プログラムの追加と削除]　をクリック
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４）[ｅ-でんき]　を選択

　１． 　　　　のボタンをクリック

　２． 「このコンピュータからアプリケーションを削除します」を選択

　３． のボタンをクリック

※　[プログラムの追加・削除]のメユーより「ｅーでんき」が、削除
　されています。（削除完了です）
　

　４．右上の で終了します

２．上記の削除処理の作業が完了しましたら、「セットアップ」の「ダウンロード」資料を参照し、
　　[ｅーでんき]システムをセットアップしてください。
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ログイン

■　操作手順

１．Windowsの[スタート]から「沖縄県電気工事業工業組合」、「ｅ-でんき」を選びます

２．[アプリケーションの起動中]が表示されます。

　　・アプリケーションの最新バージョンの確認を行っています。

※　新しいバージョンが存在した時、[アプリケーション更新]画面が表示されます
　指示にしたがって更新を行ってください。　「補足①」の説明参照

３．[ログイン]メニューが表示されます。

４．ＩＤとパスワードを入力します
５．入力が終了したら、[ログイン(Ｌ)]ボタンをクリックします。
６．[終了(Q)]ボタンをクリックすると、「e-でんき」を終了します。

※補足
・「e-でんき」を使用する前には、あらかじめインターネットに接続してください。
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※補足①
・「新しいバージョン」が存在する時、下記のメッセージが表示されますので、指示にしてがってください。

　　１）　[ＯＫ(Ｏ)]を押下します

　２）終了後、[ログイン]メニューが表示されます。

8 ページ



システム設定

[メインメニュー]で、[システム設定]を選ぶと[システム設定]メニューが表示されます。
システム登録内容を登録できます。

■　操作手順

１．以下の値を入力してください。

　　「e-でんき」ホームページのＵＲＬ： 「e-でんき」ホームページのアドレスが登録されています。

２．[登録(Ｒ)] 入力した情報を登録します。

　　確認のメニューが表示されますので、[ＯＫ]を選ぶと、登録されます。　

３．[戻る(Ｑ)] [メインメニュー]に戻ります。

※補足
・通常、この画面は操作することはありません。工業組合から変更の指示があった時に操作します。
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メインメニュー

ログインすると、最初に[メインメニュー]が表示されます。

■　操作手順

１．[組合員情報登録] 申請工事業者情報を入力します。

２．[申請書作成] 申請一覧を表示します。

３．[終了(Ｑ)] [ログイン]メニューに戻ります。
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組合員情報登録

[メインメニュー]で、[組合員情報登録]を選ぶと[組合員登録]メニューが表示されます。
自社の情報を登録してください。

■　操作手順

１．必須項目入力 黄色の入力欄は必須入力項目です。
白色の入力欄は省略可能です。

２．組合員登録番号・電協 加盟している「電協」が表示されます。

３．ＩＤ ＩＤは変更できません。

４．Password パスワードを変更することができます。

５．Password(確認用) 確認のためパスワードを再入力してください。

６．[サーバー確認(Ｋ)]
　　[サーバー確認(Ｋ)]ボタンを押すと、インターネット接続で最新のデータをサーバーより再表示します。

７．[登録(Ｒ)] 入力した情報を登録します。

確認のメッセージが表示されますので、[ＯＫ]を選ぶと、登録されます。

８．[戻る(Ｑ)] [メインメニュー]に戻ります。
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申請書作成

申請確認

「メインメニュー」で、[申請書作成]を選ぶと[申請確認]メニューが表示されます。
”インターネット(ｅｰでんき)低圧工事申込における確約書”を読んで「同意」であれば
[同意する]ボタンをクリックします

１． [申請書一覧]メニューが表示されます
※　同意しないと、申請処理ができません。

２． [メインメニュー]に戻ります。
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申請書一覧

「申請確認」で、[同意する]を選ぶと[申請書一覧]メニューが表示されます。
最近更新したものが、上に表示されます。
また、申請書の状態に応じて色分けして表示されます。

既存申請書の選択

１．目的の申請書の行をクリックすると、申請書の内容が、検索項目に複写されます。

既存申請書の検索方法

１．[検索解除(Ｃ)]を選ぶと、全検索項目がクリアされ、全ての申請書が申請書一覧に表示されます。
２．[検索(Ｓ)]を選ぶと、全ての条件に合致する申請書が検索されます。
３．検索項目を入力します。　複数入力すると､全ての条件に合致する申請書が検索されます。

・[電協支部：]　 申請した電協支部を選択します。
・[フリガナ：]　 契約者名のフリガナを半角ﾌﾘｶﾞﾅで入力します。

（フリガナの一部を入力することもできます。）
・[契約者名：]　 契約者名をで入力します。

（契約者名の一部を入力することもできます。）
・[電気使用場所：]　 電気使用場所を入力します。
・[電協受付番号：]　 電協受付番号を入力します。
・[電力受付番号：]　 電力受付番号を入力します。
・[申請状態：]　 申請書の処理状態を選択します。

クリックで表示
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・[申請日付：]　 申請書の検索日付を選択します。

クリックで表示

・開始日と終了日 カレンダーから検索日付の開始日と終了日を選択します。
　　日付前のチェック　　をクリックすると、　になり日付指定を無効にできます。
　　開始日のみ指定した場合　--＞　開始日以降の日付の申請書を検索。
　　終了日のみ指定した場合　--＞　終了日以前の日付の申請書を検索。
　　両方指定した場合　　　　--＞　指定期間の申請書を検索。

・[申請種別：]　 申請種別を選択します。

・[電気工事の種別：]　 電気工事の種別を選択します。

・[供給電気方式：]　 供給電気方式を選択します。
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申請書の作成方法

１．[新規(Ｎ)]を選ぶと、新規に申請書を作成します。

２．[流用(Ｒ)]を選ぶと、一覧表で選択中の既存の申請書を流用して、新規に申請書を作成します。

３．[申請書出力]を選ぶと、一覧表で選択中の既存の申請書を画面表示し、印刷可能になります。

申請書の編集・作成方法

１．[表示(Ｖ)]を選ぶと、一覧表で選択中の既存の申請書を表示します。
　　　　

２．[編集(Ｆ)]を選ぶと、一覧表で選択中の既存の申請書を編集します。
　　又、選択中の申請書をダブルクリックでも編集可能になります。

３．[削除(Ｄ)]を選ぶと、一覧表で選択中の既存の申請書を削除します。

　　確認のメニューが表示されますので、[ＯＫ]を選ぶと、削除されます。

その他の操作方法

１．[サーバ確認(K)]を選ぶと、インターネット経由でサーバと接続して、最新の申請書一覧を再取得
　　します。

２．[戻る(Ｑ)]を選ぶと、[メインメニュー]に戻ります。
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申請書の新規作成

[申請書一覧]メニューの[新規(Ｎ)]を選ぶと、新規申請書を作成して[申請書登録]メニューが表示
されます。

■操作手順

１． [申請書一覧]メニューに戻ります

２． 入力された内容を新規に申請書の登録を行います。

　　　　[確認]メニューが表示されます。
　　　　[ＯＫ]ボタンを押すと、申請書を新規作成します。

３． インターネットに接続して 新のデータをサーバより取込みます。
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申請書情報の入力

[申請書一覧]メニューの[申請情報]の黄色の項目は、必須入力項目です。

１．[申請担当者]＜必須＞ 申請書の作成担当者。・・・組合員情報の「申請担当者」を表示します。

２．[工事担当者]＜必須＞ 申請書の工事担当者を入力します。

３．[申請電協支部]＜必須＞ 申請書を提出する電協窓口を指定します。
組合加入電協でなく、ここで指定した電協窓口に申請書が送信されます。

４．[申請種別]＜必須＞ 申請書の種類を選びます。

５．[電気工事の種類]＜必須＞ 電気工事の種類を選びます。

６．[供給電気方式]＜必須＞ 供給電気方式を選びます。

・申請種別が「電灯」の時 ・申請種別が「電力」の時 ・申請種別が「臨時」の時

７．[フリガナ] [契約者名]を入力すると、フリガナが自動入力されます。

８．[契約者名]＜必須＞ 契約者名を入力します。

９．[電気使用場所（郵便番号）]＜必須＞ 電気の使用場所（郵便番号）を入力します。
※郵便番号を入力すると自動的に住所が入力される
（新規で入力した場合）

１０．[電気使用場所]＜必須＞ 電気の使用場所を入力します。

１１．[集合住宅] 集合住宅の申請を登録する時、入力します。

・集合住宅にチェックを付けます。

・集合住宅名を入力します。
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・部屋タイプを入力します。
　部屋タイプとは、集合住宅において、間取りが異なるため、負荷情報などが
　変わる時、部屋タイプとして分けて登録を行います。

　共用タイプは、共用場所の申請情報など登録を行います。
　又、集合住宅用の取りまとめ先になり、独自に電協へファイルを添付したい
　場合は共用タイプのフォルダーに追加します。

※補足
　集合住宅の詳細は、「集合住宅の申請書作成」を参照してください。
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供給申請書(電灯）

　供給申請書の種類に応じて。電灯、電力、臨時の[供給申込書]メニューが表示されます

　例：電灯の場合

[供給申込書]の黄色い項目は、必須入力項目です

１．[電気番号] 電気番号を入力します

２．[契種] ＜必須＞契約種別を選択します。

３．[異動種別] ＜必須＞異動種別を選択します。

４．[供給電気方式] ＜必須＞供給電気方式を選択します。

５．[登録届出 №]、[電協登録 №]、[フリガナ]、[ご契約者名]、[使用場所]、[施工者名]、[TEL]、
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　　[住所]、[担当者名]は組合員情報・申請書情報で登録済の為、自動入力されます

６．[送電希望日] 送電希望日をカレンダーから選択します。

７．引込柱、№ 引込柱及び管理番号は必ず半角で入力して下さい。

８．その他の項目 各項目を必要に応じて入力します。
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負荷設備(電灯）

電灯の負荷設備を入力します
１～１５まで、最大１５設備入力できます。

１．[部屋タイプ] 集合住宅のとき部屋タイプが表示されます。

２．[種別] 設備種別を選択します。　　必要な種別がなければ、入力も可能です。

３．[表示内容] 表示容量（単位Ｗ）を入力します。

４．[換算容量] 換算容量枠内で［換算容量計算ボタン］を押下すると換算容量が自動で反映されます

５．[既設台数] 既設台数を入力します。

６．[施工増] 施工増台数を入力します。

７．[施工減] 施工減台数を入力します。

８．[選択した表示容量から換算容量を計算]
　　選択されている行の表示容量から、換算容量を計算します。

・[換算(1.00)] 表示容量×1.00を換算容量とします
・[換算(1.25)] 表示容量×1.25を換算容量とします
・[換算] 表示容量×[入力した倍率]を換算容量とします

■コピー＆貼り付け
　負荷項目の内容を、コピーし張る付けることができます。

１）マウスの左ボタンを押したまま、移動すると複数の負荷設備の項目が選択できます。

２）[Ctrl]キーと、[Ｃ]キーを同時に押すと、選択された項目がコピーされます。　
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３）貼り付けたい場所に、マウスを左クリックし、[Ctrl]キーと、[Ｖ]キーを同時に押すと
　　コピーした内容が貼り付けられます。

４）内容の削除は、削除する項目を選択し、[Delete]キーを押すと削除されます。

■操作手順

１． 　入力した内容を登録します。

２． 　入力した内容をキャンセルし元に戻し、[供給申込]を再表示します。
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供給申請書(電力・臨時）

　供給申請書の種類に応じて。電灯、電力、臨時の[供給申込書]メニューが表示されます

　例：電力の場合

[供給申込書]の黄色い項目は、必須入力項目です

１．[電気番号] 電気番号を入力します

２．[契種] ＜必須＞契約種別を選択します。

３．[異動種別] ＜必須＞異動種別を選択します。

４．[供給電気方式] ＜必須＞供給電気方式を選択します。
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５．[登録届出 №]、[電協登録 №]、[フリガナ]、[ご契約者名]、[使用場所]、[施工者名]、[TEL]、
　　[　[住所]、[担当者名]は組合員情報・申請書情報で登録済の為、自動入力されます

６．[送電希望日] 送電希望日をカレンダーから選択します。

７．引込柱、№ 引込柱及び管理番号は必ず半角で入力して下さい。

８．その他の項目 各項目を必要に応じて入力します。
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負荷設備(電力・臨時）

電力・臨時の負荷設備を入力します
１～７まで、最大７設備入力できます。７台以上の場合は、負荷明細票で入力して下さい。

■操作手順

１．[部屋タイプ] 集合住宅のとき部屋タイプが表示されます。

電力・臨時の申請では、使用しません

２．[機種] 機種を英数字で入力します
Ｅ ：溶接機

ＲＣ ：冷房機
Ｍ ：電動機
Ｔ ：試験用
Ｘ ：レントゲン
Ｈ ：電熱器
Ｌ ：照明

ＯＴ ：その他

３．[相] 相を入力します

４．[予備設備] 予備設備の場合１を入力します。

５．[表示容量] 表示容量（単位ＫＷ）を入力します。

６．[換算容量] 換算容量（単位ＫＷ）を入力します。

７．[既設台数] 既設台数を入力します。

８．[施工増] 施工増台数を入力します。

９．[施工減] 施工減台数を入力します。

10．[セット切替] セット切替を入力します。

11．[セット番号] セット番号１～９９を入力します。

12．[切替番号] 切替番号１～９９を入力します。

13．[コンデンサ] コンデンサを入力します。

14．[力率％] 力率（単位％）を入力します。

15．[結線] 結線を入力します。

16．[用途] 用途を入力します。

17．[契約主開閉器の定格電流地]
契約主開閉器の定格電流地（単位Ａ）を入力します。

18．[合計計算]ボタン
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[合計台数]、[セット容量]、[供給計]を計算します。

※負荷容量入力・変更後は必ず［合計計算］ボタンを押下して下さい。

19．[選択した表示容量から換算容量を計算]
　　選択されている行の表示容量から、換算容量を計算します。

・[換算(1.33)] 表示容量×1.33を換算容量とします
・[換算(1.25)] 表示容量×1.25を換算容量とします
・[換算(1.00)] 表示容量×1.00を換算容量とします
・[換算(0.95)] 表示容量×0.95を換算容量とします
・[換算(0.7)] 表示容量×0.7を換算容量とします
・[換算] 表示容量×[入力した倍率]を換算容量とします

20．[負荷設備明細を引用]
[低圧負荷設備明細票]の最初の７設備よりコピーし表示します。

■コピー＆貼り付け
　負荷項目の内容を、コピーし張る付けることができます。

１）マウスの左ボタンを押したまま、移動すると複数の負荷設備の項目が選択できます。

２）[Ctrl]キーと、[Ｃ]キーを同時に押すと、選択された項目がコピーされます。　

３）貼り付けたい場所に、マウスを左クリックし、[Ctrl]キーと、[Ｖ]キーを同時に押すと
　　コピーした内容が貼り付けられます。

４）内容の削除は、削除する項目を選択し、[Delete]キーを押すと削除されます。
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低圧負荷設備明細票

負荷設備が７台以上の場合は、[低圧負荷設備明細票]で入力します。

■操作手順

１．[部屋タイプ] 集合住宅のとき部屋タイプが表示されます。

電力・臨時の申請では、使用しません

２．[機種] 機種を英数字で入力します
Ｅ ：溶接機

ＲＣ ：冷房機
Ｍ ：電動機
Ｔ ：試験
Ｘ ：レントゲン
Ｈ ：電熱器
Ｌ ：照明

ＯＴ ：その他

３．[相] 相を入力します

４．[予備設備] 予備設備の場合１を入力します。

５．[表示容量] 表示容量（単位ＫＷ）を入力します。

６．[換算容量] 換算容量（単位ＫＷ）を入力します。

７．[既設台数] 既設台数を入力します。

８．[施工増] 施工増台数を入力します。

９．[施工減] 施工減台数を入力します。

10．[セット切替] セット切替を入力します。

11．[セット番号] セット番号１～９９を入力します。

12．[切替番号] 切替番号１～９９を入力します。

13．[コンデンサ] コンデンサを入力します。
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14．[力率％] 力率（単位％）を入力します。

15．[結線] 結線を入力します。

16．[用途] 用途を入力します。

17．[契約主開閉器の定格電流地]
契約主開閉器の定格電流地（単位Ａ）を入力します。

18．[合計計算]ボタン
[合計台数]、[セット容量]、[供給計]を計算します。

※負荷容量入力・変更後は必ず［合計計算］ボタンを押下して下さい。

19．[選択した表示容量から換算容量を計算]
　　選択されている行の表示容量から、換算容量を計算します。

・[換算(1.33)] 表示容量×1.33を換算容量とします
・[換算(1.25)] 表示容量×1.25を換算容量とします
・[換算(1.00)] 表示容量×1.00を換算容量とします
・[換算(0.95)] 表示容量×0.95を換算容量とします
・[換算(0.7)] 表示容量×0.7を換算容量とします
・[換算] 表示容量×[入力した倍率]を換算容量とします

20．[供給申込書を引用]
[低圧負荷設備明細票]の最初の７設備よりコピーし表示します。

■コピー＆貼り付け
　負荷項目の内容を、コピーし張る付けることができます。

１）マウスの左ボタンを押したまま、移動すると複数の負荷設備の項目が選択できます。

２）[Ctrl]キーと、[Ｃ]キーを同時に押すと、選択された項目がコピーされます。　

３）貼り付けたい場所に、マウスを左クリックし、[Ctrl]キーと、[Ｖ]キーを同時に押すと
　　コピーした内容が貼り付けられます。

４）内容の削除は、削除する項目を選択し、[Delete]キーを押すと削除されます。
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申請書の修正

申請書の編集

[申請書一覧]メニューの[編集(Ｅ)]を選ぶと、[申請書一覧]メニューの一覧表で選択中の既存の申請書を
[申請登録]メニューに表示します。

■操作手順
１．編集を行う申請書を画面から選択する（クリック）

２． 　　　ボタンをクリックします。

編集する申請書の表示

申請書の内容が画面表示されます。

■操作手順

１． [申請書一覧]メニューに戻ります

２． インターネットに接続して 新のデータをサーバより取込みます。
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※補足
・申請者よ電協が独自に追加した添付ファイルがある場合は、上記以外のファイルも表示されます。

※注意
　完成届．Ｊｗｗ、設計図．Jww、電灯．JwwはJW-CAD(Windows版）Ｖｅｒ7.0形成です。
　Jw－CAD(Windows版)Ver7.0以降のバージョンであれば、表示できます。
　ただし、Jw-CADで変更して保存する場合は、必ずVer7.0形式で保存してください。
　また、レイヤ名「作業文字」の文字列の内容は「e-でんき」で申請書の内容を自動転記するために利用
　されていますので、位置を変更しても良いのですが、文字列の内容は変更しないでください。
　独自のファイルを追加したい場合は、このフォルダーにコピーしてください。
　独自ファイルは、削除することもできますが、標準ファイルは削除しないでください。

３． 申請書の内容の訂正を行います。

　　　　[確認]メニューが表示されます。
　　　　[ＯＫ]ボタンを押すと、供給申込書の内容を画面表示します。

　　　・「供給申込書」の内容が表示されます。変更箇所の訂正を行います。

　　　・変更箇所の訂正後、［作成］ボタンを押下します。
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申請書の流用

流用した新規申請書の表示

[申請書一覧]メニューの[流用(Ｒ)]を選ぶと、[申請書一覧]メニューの一覧表で選択中の既存の申請書を
流用して、新規の申請として[申請登録]メニューに表示します。

■操作手順
１．流用もとの申請一覧を画面から選択する（クリック）

２． 　　　ボタンをクリックします。
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流用した新規申請書の表示

流用元の申請書の内容が画面表示されます。
流用できない項目の内容を訂正します。

■操作手順

１． [申請書一覧]メニューに戻ります

２． 選んだ申請書を流用し、新たな申請書を作成します。

　　　　[確認]メニューが表示されます。
　　　　[ＯＫ]ボタンを押すと、申請書を新規作成し「供給申込書」が表示されます。
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　　　・流用元の「供給申込書」の内容が表示れれます。変更箇所の訂正を行います。

※　後の操作は、新規作成及び編集を参照してください。
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供給申込の申請

申請

供給申込書の作成が終了したら「終了」メニューから、供給申込供給申請メニューを選択します。

１．供給申請メニューを選択

■操作手順
１．申請終了メニュー画面で、担当者名、日付を入力する

２．[担当者名]を入力します。

３．[日付入力]を入力します。

４．[申請する]ボタンを入力します。

５．[確認]メニューが表示されるので[ＯＫ]を選びます。

６．[申請完了しました。]の確認画面が表示されます。　[ＯＫ]を選びます。

７．申請が終了したので、[終了]メニューの[申請終了]を選びます。

７．[申請書登録]画面が表示されます。　[戻る]ボタンで、[申請書一覧]画面が表示されます。
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※補足

・申請を行うと、申請先の電協支部へ情報が引き渡しされ、電協での作業となります。
　電協での作業中は業者は、申請した申請書を編集（修正）することはできません。※参照は可能です。
竣工受付後、又は申請書差戻し時に、申請書を編集（修正）が可能になります。

　１．[申請書一覧]
　　
　　・[申請書編集･操作]　で、[編集]ボタンが使用不可になります。

　　・内容の確認は[表示(Ｖ)]ボタンで、供給申請(JwCAD)が表示されます。

[申請書情報]画面、 　　を押下

注意）　ＪｗＣＡＤを使用し修正はできますが、この内容はサーバへ登録されません、
　　　　あくまでもクライアント内だけの登録になります。
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集合住宅の申請書作成

[申請書一覧]メニューの[新規(Ｎ)]を選ぶと、新規申請書を作成して[申請書登録]メニューが表示
されます。
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■操作手順

　・基本的な操作は”新規”の説明書を参照してください。
　・集合住宅の固有な操作のみ説明を行います。

１．[集合住宅] 集合住宅の申請を登録する時、入力します。

１）集合住宅にチェックを付けます。

　　　・集合住宅名、部屋タイプ、申請番号の入力が可能になります。

２）集合住宅名を入力します。　（登録後でも名前の変更はできます）

　　　・集合住宅名は重複して使用できません。

３）部屋タイプを入力します。
　部屋タイプとは、集合住宅において、間取りが異なるため、負荷情報などが変わる時、
　部屋タイプとして分けて登録を行います。

　「共用タイプ」とは、共用場所の申請情報など登録を行います。
　又、集合住宅用の取りまとめ先になり、独自に電協へファイルを添付したい場合は
　共用タイプのフォルダーに追加してください。

　集合住宅の登録においては、「共用タイプ」は、必須です。

４）申請番号を入力する
　申請番号とは、供給申請書の提出（印刷）順番になります、

　共同タイプ＝１、後の部屋タイプから順番を任意で入力してください。

２． 入力された内容を新規に申請書（共用）の登録を行います。
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負荷設備(共用）

　供給申請書の種類に応じて。電灯、電力、臨時の[供給申込書]メニューが表示されます

　例：電灯の共用の場合

・[負荷設備]の[部屋タイプ]に「共用タイプ」が表示されます

　共用部分の[負荷設備]を入力します。　

　[供給申込書]の黄色い項目は、必須入力項目です
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負荷設備(部屋タイプ）

　供給申請書の種類に応じて。電灯、電力、臨時の[供給申込書]メニューが表示されます

　例：電灯の部屋タイプの場合

　　　・　[供給申込書]画面で、[共用タイプ]を登録後、一旦、[申請書一覧]画面に戻り
　　　　　集合住宅を選択し、[流用（Ｒ）]ボタンを押す
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　　　・[部屋タイプ]を入力する。
共用タイプを流用してますので、部屋のタイプ名に名前を変更する

　　　・[申請番号]を入力する。
共用タイプが”1”ですので、”２”以降を入力する。

１． 　を押下し、[部屋タイプ]の「１号タイプ」を作成する。

　　　[確認]メニューが表示されます。
　　　[ＯＫ]ボタンを押すと、申請書を流用作成します。

２．[流用]メニューが表示されます。
　　数値を入力し、[ＯＫ]ボタンを押すと、申請書を流用作成します。

　　　

　　例：数値５を入力すると、供給申請書が５つ作成されます。
　　　　[申請番号]も全て同じ値なので、後で[申請番号]は修正してください
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３．部屋タイプの[負荷設備]を入力する

※　負荷設備は、[部屋タイプ]毎に管理してますので、どの[供給申込]画面
　において修正しても、全ての同じ部屋タイプの[供給申込]の負荷設備が
　変更されます。

・[登録]後の集合住宅の[申請一覧]の画面　
・・・・[申請一覧]の画面からダブルクリックで表示されます。

「部屋タイプ」が、「共用タイプ」のみで、流用で作成する前は、
「共用タイプ」しか表示されてない状態

集合住宅と個別住宅の一覧
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「部屋タイプ」で、「１号タイプ」を５つ作成した状態
５つの個別な、[供給申込]が作成されてます。

※　後の修正は、”新規作成”の操作方法を参考しして下さい。

※　[部屋タイプ]が、他に幾つかある場合は、同じように、流用し作成します。

・[登録]後に集合住宅名を変更したい場合

変更したい[集合住宅]を選択し［編集（E)]ボタンを押します。
※ダブルクリックだと集合住宅の詳細一覧が表示されます

登録画面が表示しますので［集合住宅名］を変更出来ます。
※［集合住宅名］は重複して登録できません。

(1）「マンション浦添」の集合

(2）「マンション浦添」選択後

(3）「マンション浦添」を変更し

寺尾マンション内にある各タ
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変更した後［修正・変更（R)］ボタンを押します。

※ダブルクリックで集合住宅の詳細一覧を表示してしまった場合には
［部屋タイプ］が「共用タイプ」を選択せして［編集（E)]ボタンを押します。

同様に登録画面が表示しますので［集合住宅名］を変更出来ます。

「マンション浦添」の「共用タイプ」
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申請書の確認・表示・印刷

表示する申請書の確認

[申請書一覧]メニューの[表示(Ｖ)]を選ぶと、[申請書一覧]メニューの一覧表で選択中の既存の申
請書を[申請書登録]メニューに表示します。

※補足
・[申請書情報]は、内容の確認のみ可能で変更はできません。

■操作手順

１． [申請書一覧]メニューに戻ります

２． 申請書を[JwCAD]で表示します
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[JwCAD]での申請書の確認

[申請書登録]メニューで、[表示(Ｖ)]を選ぶと、申請書を[JwCAD]で表示します。
・[供給申込]の帳票が初期表示されます。

※補足
　・「ＪｗＣＡＤ」を使用し修正はできますが、この内容はサーバへ登録されません、
　　あくまでもクライアント内だけの登録になります。

■操作手順

　・その他の帳票を、画面表示する時、現在表示している[ＪｗＣＡＤ]を終了します。

１）　右上の　　　　　　を押下、又は[ファイル(F)]の[Jw_ｃａｄの終了(X)]を選択します。

２）[帳票作成]画面より各帳票を選択し表示します。
　　・[帳票切替]で各帳票を選択しると、ＪｗＣＡＤ形式で表示します。
　　　ＪｗＣＡＤの機能で、帳票印字を行ってください。
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　　　　※表示したい、帳票を選択します

・供給申込 [供給申込書]の帳票を表示します。
・負荷設備 [低圧負荷設備明細票]の帳票を表示します。
・完成届 [お客さま電気設備図面　兼　施工証明書]の帳票を表示します。
・設計図 [設計図(電気配線図)]の帳票を表示します。

[供給申込] [供給申込書]の帳票を表示します。

[負荷設備] [低圧負荷設備明細票]の帳票を表示します。
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[完成届] [お客さま電気設備図面　兼　施工証明書]の帳票を表示します。

[設計図] [設計図(電気配線図)]の帳票を表示します。
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３）[帳票作成]画面よりデザインフォームに印刷するとき選択し表示します。
　　・[プレビュー]で帳票が表示されます。

　　　　※表示したい、帳票を選択します

・供給申込 [供給申込書]の帳票を表示します。　　　・・・・初期表示
・はがき [はがき]の帳票を表示します。

　【＞】 ：[はがき]を表示します

　【＜】 ：[供給申込]を表示します

[供給申込] [供給申込書]の帳票をデザインイメージ印刷様式で表示します。
デザイン用紙をプリンターにセットし、印刷を行ってください。
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[はがき] [はがき]の帳票をデザインイメージ印刷様式で表示します。
はがきの用紙をプリンターにセットし、印刷を行ってください。

   　　※その他の機能
　　[プレビュー]での機能説明

　　[印刷設定]
・[ページ設定] ：用紙の印字位置の調整を行います
・[データのみ] ：デザインを表示するか、データにみ表示すれうか選択します

規定値は、データにみ表示になっています。
・[印刷]

　　[ページ設定(Ｃ)]

50 ページ



[書式]
[用紙] ：申請用紙を選択します

[出力オフセット]
[Ｘ] ：印字位置の横方向の調整を行います

用紙を右によせるのであれば（プラス） ････印字が左の場合です
用紙を左によせるのであれば（マイナス） ････印字が右の場合です

[Ｙ] ：印字位置の縦方向の調整を行います
用紙を上によせるのであれば（マイナス） ････印字が下の場合です
用紙を下によせるのであれば（プラス） ････印字が上の場合

　　[印刷(Ｐ)]

印刷の設定が表示されますので、各プリンターの設定を行い印刷を行ってください。
（通常のWindowsの印刷設定です）

　　[データのみ(Ｄ)]
クリックし、チェックは外した時、
デザインも同時に表示します、印刷も可能です。
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　　※　[供給申請]又は「はがき」は、デザイン用紙があるため、データの設定で印刷します
　　　　通常のコピー用紙に印刷する場合に、[データにみ(D)]のチェックは外しデザイン共
　　　　印刷します。
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