
本O&Mサービスは 
株式会社NTTスマイルエナジーの監視装置「エコめがね」を採用し、 

東芝ITサービス株式会社のソリューションを採用しております。 

太陽光発電システムの維持管理に必要な 
メンテナンスを全て一本化。 

安心な保守点検サービスをお届けします。 

“みまもりおぅるTM”にお任せを！ 

お問い合わせ先： 

TEL：03-6821-0488 

売電 
保証 

定期 
点検 

24時間 

365日 

監視 

緊急時 
現地 

駆付け 

除草等 
その他 



申込日 平成 日

姓

電話番号 (携帯）

Ｅ－ｍａｉｌ
　アドレス

＠

ＩＤ：

監視装置名

販売会社

カナ

漢字

発電所名

設備

太陽光パネル 枚

パワー
コンディショナ

台

（主幹ブレーカー） 台

（分岐ブレーカー） 台

（ＳＰＤ） 台

他設備 台

連系運転開始日 平成 年

設備認定ID
設備

認定日

発電出力
（パワコンと、接続されてる
パネル総出力のいずれか低い方の合
計）

年間売電
価格

千円

保険加入有無 有・　　無

補償開始日
（ドライ・イー使用欄） 平成 年 月 日

（東芝ITサービス使用欄） 部課名 担当者名

顧客NO.

(ドライ・イー使用欄)

カナ

漢字

漢字

名

カナ

漢字

カナ

年 月

　O&Mサービスの利用規約に同意し、サービスの申し込みを実施いたします。
当該申込に記入された個人情報を含む内容の利用については、ドライイー㈱および東芝ITサービス㈱が太陽光発電設備のメンテナンス対応及びそ
の報告を
目的とするものとし、他営利目的には使用しないこととします。
　また、O&Mサービス内容および開始時期については、別途発注書を取り交わしたのちに確定するものとします。

※1区画につき1サービス申込みとなりますので、複数区画申込みをご希望の場合は、この申込書の2枚目をご利用いただき、全体配置図及び
　各区画レイアウト図を添付の上ご提出ください。

月 日

有に○を付けた方はＩＤを右にご記入お願いします

有に○を付けた方は
右に詳細を記入お願いします

無にマーキングされた方は、3枚目の申込書に記入をお願いします

〒

数量

区画数

O&Mサービス　利用申込書

【注】なお、保険加入をご検討中のお客様については、弊社保険代理店の株式会社インシュアランスサービスより別途保険のご案内を
　　　差し上げる場合がございます。予めご了承ください。

（有の方は加入保険会社名・種類をご記入ください）

発電所設備内容

発電所所在地

エコめがね

ｋＷ

平成　　　　　年　　　　月　　　　日

有・　　無

お客様名
(ご担当者名）

会社名

部署名

配電盤

(固定）

メーカー名

過去の監視装置
およびO&Mサービス
利用履歴

有・　　無

型式

住所



発電所名

カナ

漢字

設備

太陽光パネル 枚

パワー
コンディショナ

台

ＩＤ：

連系運転開始日 平成　　　　　　年 月 日

設備認定ID

発電所名

カナ

漢字

設備

太陽光パネル 枚

パワー
コンディショナ

台

ＩＤ：

連系運転開始日 　　平成　　　　　　年 月 日

設備認定ID

発電所名

カナ

漢字

設備

太陽光パネル 枚

パワー
コンディショナ

台

ＩＤ：

連系運転開始日 　　平成　　　　　　年 月 日

設備認定ID

発電所名

カナ

漢字

設備

太陽光パネル 枚

パワー
コンディショナ

台

ＩＤ：

連系運転開始日 　　平成　　　　　　年 月 日

設備認定ID

申込書(①-1）

　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　

　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　

　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　

　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　
設備認定

日

設備認定
日

設備認定
日

設備認定
日

無にマーキングされた方は、
申込プランを記入願います

〒

型式 数量

型式

発電所所在地

発　　　　　電　　　　　所　　　　

発電所設備内容

数量

〒

エコめがね 有・　　無

有に○を付けた方は
ＩＤを右に記入お願いします

無にマーキングされた方は、
申込プランを記入願います

発電所所在地

発電所設備内容

発　　　　　電　　　　　所　　　　

有・　　無

有に○を付けた方は
ＩＤを右に記入お願いします

〒

発電所設備内容

型式 数量

発　　　　　電　　　　　所　　　　

エコめがね

発電所設備内容

型式

〒

数量

2区画以上の申し込みに際し、こちらの用紙を御利用下さい。申込に際しては、全体配置図および各区画毎のレイアウト図を添付し、
双方の関係が分かる番号を記入してのお申込みをお願い致します。5区画以上の申し込みの際はこちらの用紙をコピーしてご使用くだ
さい。

エコめがね 有・　　無

有に○を付けた方は
ＩＤを右に記入お願いします

無にマーキングされた方は、
申込プランを記入願います

エコめがね 有・　　無

有に○を付けた方は
ＩＤを右に記入お願いします

無にマーキングされた方は、
申込プランを記入願います

発電所所在地

発　　　　　電　　　　　所　　　　

発電所所在地

区
画
目 

区
画
目 

区
画
目 

区
画
目 



以下書類等の有無について確認頂き、ご提出をお願い致します。

内容
有・無

（マーキングをし、書類
添付をお願いします。)

別途打合せによる
見積もり作成

（有料）

1 場所が特定できる地図 有・　　無

2 全体配置図(PCS設置位置が分かるもの） 有・　　無 要・　　不要

3 単線結線図 有・　　無 要・　　不要

4 架台仕様書 有・　　無

5 竣工検査表 有・　　無 要・　　不要

6 設備認定通知書 有・　　無

7 電力会社へ提出した資料 有・　　無

8 PCSの整定値一覧 有・　　無

9 発電所の鍵 有・　　無

10
分電盤、接続箱・集電箱の各種ブレーカー
の仕様書、または取扱説明書

有・　　無

11 PCSの取扱説明書 有・　　無

12
発電所の電気使用明細または
エコめがねの売電実績

有・　　無

O&Mサービス　必要書類リスト

　これらの書類の内、不足がある場合は別途ご相談させて頂きます。



発電所１区画で

オムロン製　または
新電元製（三相）
:PVS010T200⇒

型式：ＺＭＰＲＳ です。

オムロン・新電元※三相以外
Ａ

製
①

ｋＷ パワーコンディショナー
②

台

（発電所にインターネット回線なし）
※新電元でもPVS010T200B等旧機種

Ｂ
製

③
ｋＷ パワーコンディショナー

④
台

ｋＷ です。

（複数の区画をお持ちの方は、１区画毎に上記計算を繰り返してください。）

Ｃの数字を基に、下記プランをお選びください。

平成　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

エコめがね　申込書
「お申込みプラン確認シート」を記入し、お申込みプランをお選びください。

お申込みプラン確認シート

お使いのパワーコンディショナーは　

（発電所に固定インターネット回線が有る場合は、全量１０年プランとなります）

パワーコンディショナーの合計出力は ①×②+③×④＝
Ｃ

お申込みになれるのは、
モバイルパックＲＳ

（ＰＣS最大12台監視可能）プラン　10年

Ｃ：パワーコンディショナーの合計出力が４０．1ｋＷ
以上50ｋＷ以下になる組み合わせが対象です。

商品名 ＰＣＳの組み合わせ容量

お申込みプラン
（該当申込内容の欄に○を記入下さい）

セット数

エコめがね全量10年プラン
モバイルパック２０ｋ

（センサー1台）

レンタル
（型式）

10年一括購入
（型式）

MZMP20

MZMP40

MZMP60

Ｃ：パワーコンディショナーの合計出力が４０．1ｋＷ
以上50ｋＷ以下になる組み合わせが対象です。

Ｃ：パワーコンディショナーの合計出力が２０ｋＷ以下
になる組み合わせが対象です。

Ｃ：パワーコンディショナーの合計出力が20ｋＷ以上
４０ｋＷ以下になる組み合わせが対象です。

Ｃ：パワーコンディショナーの合計出力が２０ｋＷ以下
になる組み合わせが対象です。

Ｃ：パワーコンディショナーの合計出力が20ｋＷ以上
４０ｋＷ以下になる組み合わせが対象です。

エコめがね全量10年プラン
モバイルパックＲＳ

（パワコン接続タイプ）

オムロン製　または新電元製（三相:PVS010T200B等
2015年2月以降の製造品）のパワーコンディショナー
（１２台まで監視可能）

エコめがね全量１０年プラン
（ＡＣ式/固定インターネット回

線専用）

※エコめがね設置場所から１０ｍ以内に
モデム・ルーターが設置されていること

エコめがね全量10年プラン
モバイルパック４０ｋ

（センサー2台）

エコめがね全量10年プラン
モバイルパック６０ｋ

（センサー3台）

ZMP20

ZMP40

ZMP60

ZPV03B

ZMPRS

ZPV01B

ZPV02B
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