記載が 必要 な内 容
作 ・電 源元 から 充電設 備ま で専 用配 線で結 線さ れて いるこ とを
成
審 査す るた めに用 いま す。
上
の ・事 前に 計画 変更を 申告 し、 セン ターに 承認 され た計画 変更 の
留
内 容は 必ず 実績時 に反 映し てくだ さい 。
意
点 ・図 面は 手書 き可と しま す。

③

①図 面基 本情 報
・設 置場 所

1φ 3W 100/200V

④
L-1

②

WHM
ELB3P2E
150AF/150AT

共
通
事
項

普通充電設備
メーカー名：次世代電機㈱
型 式 ： ABC-H29-000

⑤
ELB2P2E 20AF/20AT

例 ）次世 代モ ール

充 電設備 設置 工事

※ 設置場 所名 称が 確認で きる こと
・ 図面 名称

例） 完成 電気系 統図

・作 成者

例） 次世 代商 事

・縮 尺

例）─

・作 成日

例） 平成 30年 8月 2日

次 世代

二郎

②充 電設 備の 仕様
・充 電設備 の種 類 例） 普通 充電 設備
・メ ーカ ー名

例）次 世代 電機 ㈱

・型 式

例） ABC-H29-000

③配 電方 式
・配 電方式 を記 載し てくだ さい 。

例） 1φ3W 100/200V

④電 源元 の仕 様
・既 設のキ ュー ビク ル、分 電盤 、手 元開閉 器に 盤名 称が ある
場 合は盤 名称 を記 載し てくだ さい 。
・特 別措置 など 新規 で契約 する 場合 は、新 設す るキ ュー ビクル 、
分 電盤、 引込 開閉 器等 のメー カー 名と 型式を 記載 して くだ さい。
⑤ブ レー カー の仕様
充電 設備設 置工 事に 伴うブ レー カー は全て 記載 して くだ さい。

電
気
系
統
図

・ 仕様

例）ELB2P2E

・ 容量

例） 20AF/20AT

※交 換の場 合は 交換 前、交 換後 を確 認でき るよ うに 記載
し てくだ さい 。
例 )交 換前 ：ELB2P2E 20AF/20AT → 交 換後： ELB2P2E 50AF/30AT
⑥電 源線
充電 設備設 置工 事に 伴う電 線を 全て 記載し てく ださ い。
例 ）CV5.5-3C(1Cをア ース に使 用する 場合 はそ の旨を 記載 ）
※特 別措置 の場 合は 、受電 点か ら盤 内まで の電 源線 も
記 載して くだ さい 。
⑦接 地
・接 地箇所

⑥

どこか ら接 地極 へ配 線する のか わか るよう に
記載 して くだ さい。

CV5.5-3C (1Cは ア ー ス に 使 用 )

・接 地種別

例） Ec、 Ed等

・ア ース線

例） IV5.5sq

⑧通 信線
・課 金機な どの 別体 装置が ある 場合 の配線 は、 電気 系統 図に

IV5.5sq

⑦

記 載して くだ さい 。
⑨電 灯配 線

Ed

・充 電設備 本体 およ び充電 スペ ース を照ら すた めの 電灯 、
案 内板（ 自照 、外 照） 等の電 灯に おけ る配線 があ る場 合に は
電 気系統 図に 記載 して くださ い。
・電 灯配線 にタ イマ ースイ ッチ 等を 付ける 場合 にも 、電 気系統 図に
記 載して くだ さい 。
※赤 字は 公募兼 交付 の図 面より 変更 が必 要

①
設置場所 次世代モール
作成者

次世代商事㈱

充電設備設置工事 図面名称

完成電気系統図

次世代

─

二郎

縮尺

作 成 日 平 成 30年 8月 2日
H30.08.02作 成

