
第３版 ２０１７年３⽉３１⽇

操作マニュアル
【みなし認定⽤の事業計画登録：10kW未満太陽光以外】
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みなし認定事業計画登録を⾏う場合
再⽣可能エネルギー電⼦申請ホームページ(http://www.fit-portal.go.jp)
にアクセスし、ログインを⾏います

1-1.ログイン/ログアウト

電⼦申請においては、
平成29年3⽉31⽇時点で
、運転開始前の設備に限り
、 [PDF]⼜は[ZIP] 形式に
て[ファイル]を添付していただ
きます
[PDF]⼜は[ZIP]形式にてファイル
の添付が出来ない⽅は、
こちらを参照の上、「事業計画書」
を紙にて提出してください

ログイン⽅法 [ログイン]をクリックします
ログイン画⾯へ進みます



2

1-1.ログイン/ログアウト

ログイン⽅法

[ユーザ名](半⾓英数字)
[パスワード](半⾓英数字)
を⼊⼒します

１

[ログイン]をクリックします
マイページ画⾯が表⽰されます

２

旧システムにて「登録者」として発⾏されているログインID・パスワードを[ユーザ名]・[パスワード]に⼊⼒します
（ログイン後、パスワードを変更していただきます）
「登録者」としてのログインID・パスワードをお持ちでない設備については、紙書類での申請を⾏っていただくこ
とで、新たにユーザ名を登録されたメールアドレスに発⾏し、パスワードの設定をしていただきます
（費⽤年報の報告システムへのログインID・パスワードは使⽤できません）
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1-1.ログイン/ログアウト
[ログイン]に成功するとマイページが表⽰されます

※４⽉１⽇時点において、こちらの項⽬はありません
ご利⽤可能となり次第、別途ご案内いたします。
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マイページにログインしている状態で操作を⾏います

2-1.みなし認定事業計画登録[みなし認定設備⼀覧]/【10kW未満太陽光以外】

[みなし認定設備⼀覧]をクリックします
みなし認定設備検索画⾯へ進みます

[みなし認定事業計画登録]⼿順
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事業計画書を登録する設備を検索します

2-1.みなし認定事業計画登録[みなし認定設備⼀覧]/【10kW未満太陽光以外】

みなし認定設備⼀覧検索画⾯
検索したい設備の条件を選択、⼜は⼊⼒し最後に「選択」ボタンをク
リックします
※詳しい選択⽅法は次ページで説明します
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[みなし認定⼀覧]画⾯より条件を選択します(1/2)
※検索結果が2000件を超える場合は検索されませんので、分かる範囲で選択・⼊⼒をします

2-1.みなし認定事業計画登録[みなし認定設備⼀覧]/【10kW未満太陽光以外】

[発電設備区分]を選択します

[出⼒区分] を選択します(任意)

１

２
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[みなし認定⼀覧]画⾯より条件を選択します(2/2)

2-1.みなし認定事業計画登録[みなし認定設備⼀覧]/【10kW未満太陽光以外】

[認定状態]認定中を選択します
※認定状態が「廃⽌」。「取消し」、「失効」
となっているものは、原則として移⾏する元
の認定発電設備がありませんので、移⾏⼿
続の対象外となります

[設備の所在地]
[設置者⽒名(⽒名／企業名)]
[申請の認定⽇]
[設備ID]
を⼊⼒します(任意)
※⼊⼒した⽂字⼀部が⼀致する場合でも
検索可能です

条件を選択・⼊⼒後
「検索」ボタンをクリックします
※検索画⾯下部に検索結果の⼀覧が表⽰されます

１

２

３
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検索結果⼀覧より該当設備を選択します

2-1.みなし認定事業計画登録[みなし認定設備⼀覧]/【10kW未満太陽光以外】

検索結果⼀覧より該当設備を選択し
「参照」ボタンをクリックします
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検索結果⼀覧より該当設備を選択します

2-1.みなし認定事業計画登録[みなし認定設備⼀覧]/【10kW未満太陽光以外】

登録されている情報を確認し、事業計画書を登録す
る設備のものであるか確認をします
※なお、現在の認定情報にて、設備所在地の番地が「未確定」
の状態や「字」の抜け等は、次のページにて修正可能です
※こちらのサンプル画像は、実際の画像の⼀部を省略しています

「みなし認定移⾏⼿続き」
ボタンをクリックします
情報⼊⼒画⾯へ進みます

１

２
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認定を受けている情報は「みなし認定設備」と表⽰されている箇所に表⽰されます

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

[設備区分]
当該情報は、認定情報の⼤事な部分となりますので
当該⼿続で変更を⾏うことは出来ません

[みなし認定設備]
※認定を受けている情報となります
※本システムの⼊⼒条件に基づき改めて
情報を⼊⼒します
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[設備情報]を⼊⼒します(1/3)

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

[太陽電池の合計出⼒(kW)]
(半⾓数字)を⼊⼒します

太陽光発電の場合

[⾵⼒発電設備の型式番号] (半
⾓英数)を⼊⼒します

20kW未満風力発電の場合



XXX@fit.co.jp XXX@fit.co.jp
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[設備情報]を⼊⼒します(2/3)

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

[事業区域の⾯積] (半⾓数字)を⼊
⼒します

[姓名]を[姓]と[名]に
分けて⼊⼒します(全⾓⽂字)
※みなし認定設備においては、姓名が
「姓」に纏めて表⽰されていますので分
けて⼊⼒します
※認定と異なる設置者⽒名を⼊⼒し
た場合、エラーとなります



XXX@fit.co.jp XXX@fit.co.jp
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[設備情報]を⼊⼒します(3/3)

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

「設置者電話番号」(半⾓数字)
を⼊⼒します
※ハイフンつきの半⾓数字を⼊⼒します

[設置者E-mailアドレス](半⾓英数)
を⼊⼒します
※本システムでは、申請内容確認や補正依頼⼜は今後の重要な
案内などをメールにて送信するため、必ず登録をします
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[設備の所在地に係る情報【提出内容】]を⼊⼒します(1/2)

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

１

※

[みなし認定設備]
※みなし認定設備において、「他○筆
」とされている場合、全ての住所を⼊⼒
します
「追加」をクリックすると所在地住所の
記⼊欄が追加されます
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[設備の所在地に係る情報【提出内容】]を⼊⼒します(2/2)

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

[郵便番号](半⾓数字)を⼊⼒し、
「住所反映」ボタンをクリックします
該当する住所のポップアップ画⾯が表⽰されます
※郵便番号が分からない⽅は欄外のリンクより検索
します

住所を選択し「登録」ボタンをクリックします
[都道府県]・[市区町村]が⾃動⼊⼒されます
※[町名・番地](全⾓⽂字)は⾃動⼊⼒されないの
で⼿⼊⼒となります

１

２

※

「追加」：複数の[所在地]を登録する際に
使⽤します
「コピー」：作成している情報を複製します
「削除」：対象の情報を削除します
(1件の場合は削除されません)

３

[代表地番]を選択します
※複数の設備申請を⾏う場合は代表の設
備を１つ選択します

[所在地住所]⼊⼒⼿順
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[事業内容]を⼊⼒します(1/3)

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

[接続契約締結⽇]
を⼊⼒します
※ 「運転開始済み」の場合は⼊⼒不
要です
《⼊⼒⽅法》
記⼊枠内をクリックするとカレンダーが
表⽰されますので、カレンダーより締結
⽇を選択します
直接⼊⼒も可能ですが、その場合は、
下記例の形式で⼊⼒します
(記⼊例)2017年6⽉1⽇の場合
→2017/06/01

[接続申込み⽇]
を⼊⼒します（任意）

[接続契約締結先]
を選択します

１

１

２
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[事業内容]を⼊⼒します(2/3)

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

[電源接続案件募集プロセスへの
参加の有無]
を選択します

「有」を選択した場合

該当するエリア名
を選択します
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[事業内容]を⼊⼒します(3/3)

2-2.みなし認定事業計画登録[情報⼊⼒]/【10kW未満太陽光以外】

[⼯事費負担⾦（円）(税抜き)]
[連系⼯事期間(⽉数)]
(半⾓数字)
を⼊⼒します（任意）

[特定（買取）契約締結先]
を⼊⼒します
※締結先が未定の場合は⼊⼒欄に
「未定」と⼊⼒します

[買取価格(円/kWh)(税抜き)]
(半⾓数字)
を選択します
※買取価格が未定の場合は、「未定」
チェックボックスにチェックを⼊れます

平成29年3⽉31⽇までに運転開始している
場合には、[運転開始状況]の[運転開始済
み]にチェックを付けます
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「必須」となっている項⽬に全て⼊⼒している事を確認します

[内容確認]ボタンをクリックします
上記「必須」となっている項⽬を全て⼊⼒して
いる事を確認の上でクリックします

2-3.みなし認定事業計画登録[内容確認]/【10kW未満太陽光以外】

[遵守事項]をチェックします
「遵守事項」を必ず確認し、チェックします
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⼊⼒した内容に間違いがないか確認します

[保存して次へ進む]ボタンをクリックしま
す
上記「必須」となっている項⽬を全て⼊⼒してい
る事を確認の上でクリックします
※なお、誤記や不備があった際は、「戻る」をクリ
ックし訂正が必要な箇所を訂正します

2-3.みなし認定事業計画登録[内容確認]/【10kW未満太陽光以外】
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[必要書類]を添付します
※平成29年3⽉31⽇までに運転を
開始している場合は、当該書類は不
要です

「申請」ボタンをクリックします
登録完了画⾯に進みます
※修正する場合は「戻る」ボタンをク
リックします

申請に必要な書類を添付します

2-4.みなし認定事業計画登録[書類添付]/【10kW未満太陽光以外】



22

添付をする書類を「参照」ボタンをクリックし、
選択します
[ファイルのアップロードウィンドウ]が開きます

書類添付⽅法(例)

１

添付をするファイルを選択し「開く」
ボタンをクリックします
「参照」ボタンの横にファイル名が表⽰されます
※ファイル形式は[PDF]⼜は[ZIP]となります
※１つのファイルサイズは10MB以下にします
※同種のファイルを複数添付する場合、［ZIP］ファ
イルにて纏めます

２

３

「アップロード」ボタンをクリックします
ファイルがアップロードされます
※ファイル選択後は必ずアップロードを選択します
※アップロードせずに他のファイルを選択しアップロードす
るとアップロードしていないファイルは削除されるので
1ファイルづつアップロードをする必要があります

アップロードされたファイルが表⽰されます
※ファイルを削除する場合は「削除」ボタンをクリ
ックします

４

2-4.みなし認定事業計画登録[書類添付]/【10kW未満太陽光以外】
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必要な書類を全て添付後、内容を確認し申請を⾏います

「申請」ボタンをクリックします
登録完了画⾯に進みます
※修正する場合は「戻る」ボタンを押します

2-4.みなし認定事業計画登録[書類添付]/【10kW未満太陽光以外】
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[登録完了]画⾯が表⽰され、認定申請の登録が完了となります

2-5.みなし認定事業計画登録[登録完了]/【10kW未満太陽光以外】


