
空手でんき仮申込書（法人用）

① 仮申込み書
ご契約対象となるお客様の基本情報 ＊ご記入の際は裏面の記入例をご参照下さい。

② ご連絡先情報

③ お支払い方法
請求書 口座振替 ※正式ご契約時にお支払いに関するお申込書をお渡しいたします。

④ 契約締結前交付書面等の電子メールによる提供に対する承諾について
　当社は、次の事項について、いずれも承諾します。

(2) 当社は、(1)の提供の際に用いられるファイルへの記録の方式はPDFファイル、必要となるソフトウェアの形式は「Acrobat Reader9.0 以上」
 　　であることを了解します。

⑤ 後日、担当者様にご用意いただくもの（詳細は、E-Mailにてご連絡いたします。）
(1) 電気料金等明細書：契約状況および使用状況を確認させていただきます。（直近12ヶ月分をご用意ください。）
(2) ヒヤリングシート　　　：定休日/稼働時間等を確認させていただきます。

⑥ 確認事項
(1)電気の供給開始日は契約内容を確認後、準備が整い次第とさせて頂きます。申込み多数の場合、時間がかかることもございます。
(2)電気の切り替えに伴い、電気の供給が途切れる心配はございません。
(3)現在の契約内容によっては、新しい契約をご提示出来ない場合もございますのでご了承ください。

■お問合せ先
株式会社エージーピー 動力事業本部 動力事業部

業種番号 ※裏面の業種番号一覧より最も近いものを1つお選びいただき、2桁の番号をご記入下さい。

電力会社の
契約内容等 　　　　　　　　　　年　　　　　　　月迄

住所 東京都大田区羽田空港1-7-1 TEL 03-3747-0071

〒

電話・FAX

主契約
供給電圧 契約種別 契約電力

E-Mail agpdenki@agpgroup.co.jp HP http://www.agpgroup.co.jp/

連絡先情報
（担当者様）

名氏属所名氏・属所

XAF話電
E-Mail

住所

Wk・AVk・AVk

契約期間

供給地点特定番号（22桁）

〒

名氏職役名者表代様客お

※上記ご記載をいただけましたら、FAX（03-3500-5041）または、E-Mail（agpdenki@agpgroup.co.jp）にてお送り下さい。

(1) 当社は、貴社又は貴社の契約媒介業者等（以下「貴社等」といいます。）が、契約締結前交付書面、契約締結後交付書面及び電気
     需給約款を、電子メールを送信する方法で当社に提供することを承諾します。ただし、貴社等は、その裁量により、これらの書面を郵送の
     方法でも提供できるものします。

仮申込日：　　　　年　　月　　日

施設名称

お客様名
フリガナ

ご契約名義

電力会社の
契約番号等

会社名
契約番号

電気のご使用住所
（上記施設の住所）

代理店名
早川繊維工業株式会社



空手でんき仮申込書（法人用）＊ご記入例

① 仮申込み書
ご契約対象となるお客様の基本情報 ＊ご記入の際は裏面の記入例をご参照下さい。

号番種業号番種業
農業 01 不動産業 19
林業・漁業 02 物品賃貸業 20
鉱業 03 学術研究業 21
建設業 04 専門・技術サービス業 22
製造業 05 宿泊業 23
電気・ガス・熱供給・水道業 06 飲食サービス業 24時間営業 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 情報通信業 07 非24時間営業 25
運輸業、郵便業 08 生活関連ｻｰﾋﾞｽ業 クリーニング 26
卸売業 09 理容・美容店 27
小売業 コンビニ 10 公衆浴場 28

1 2 スーパー 11 その他 29
精肉店 12 娯楽業 30

② ご連絡先情報 鮮魚店 13 教育・学習支援業 31
薬局・ドラッグストア 14 医療業 病院 32
ガソリンスタンド 15 診療所 33
その他食品 16 その他 34
その他 17 福祉業 35

金融・保険業 18 その他 36

③ お支払い方法
✔ 請求書 口座振替 ※正式ご契約時にお支払いに関するお申込書をお渡しいたします。

④ 契約締結前交付書面等の電子メールによる提供に対する承諾について
✔ 　当社は、次の事項について、いずれも承諾します。

(2) 当社は、(1)の提供の際に用いられるファイルへの記録の方式はPDFファイル、必要となるソフトウェアの形式は「Acrobat Reader9.0 以上」
 　　であることを了解します。

⑤ 後日、担当者様にご用意いただくもの（詳細は、E-Mailにてご連絡いたします。）
(1) 電気料金等明細書：契約状況および使用状況を確認させていただきます。（直近12ヶ月分をご用意ください。）
(2) ヒヤリングシート　　　：定休日/稼働時間等を確認させていただきます。

⑥ 確認事項
(1)電気の供給開始日は契約内容を確認後、準備が整い次第とさせて頂きます。申込み多数の場合、時間がかかることもございます。
(2)電気の切り替えに伴い、電気の供給が途切れる心配はございません。
(3)現在の契約内容によっては、新しい契約をご提示出来ない場合もございますのでご了承ください。

■お問合せ先
株式会社エージーピー 動力事業本部 動力事業部

　業務用に電気をご利用の場合、その業種をお答えください。
　　業種は下記の業種番号一覧の中から最も近いものを1つお選びいただき、「01」～「36」の2桁の業種
  番号を仮申込書の「業種番号欄」にご記入ください。

業種番号欄のご記入方法

業 種 番 号 一 覧 
種    業種    業

住所 東京都大田区羽田空港1-7-1 TEL 03-3747-0071
E-Mail agpdenki@agpgroup.co.jp HP http://www.agpgroup.co.jp/

連絡先情報
（担当者様）

所属・氏名 所属 動力事業部 氏名

電話 ××-××××-×××× FAX
E-Mail ××××@×××.co.jp

エージーピー　花子

住所
〒144-0041

東京都大田区羽田空港1-7-1 空港施設第2綜合ビル
電話・FAX ××-××××-××××

電力会社の
契約内容等

主契約
供給電圧 契約種別 契約電力

 6 kV 業務用季節別時間帯別電力 500　A・kVA・kW

業種番号 ※裏面の業種番号一覧より最も近いものを1つお選びいただき、2桁の番号をご記入下さい。

契約期間 　　　　　　2017　年　　　3　月迄

代表取締役社長 氏名 エージーピー　太郎

電力会社の
契約番号等

会社名 ○○電力株式会社
契約番号 ×××××-×××××-×-××

※上記ご記載をいただけましたら、FAX（03-3500-5041）または、E-Mail（agpdenki@agpgroup.co.jp）にてお送り下さい。

(1) 当社は、貴社又は貴社の契約媒介業者等（以下「貴社等」といいます。）が、契約締結前交付書面、契約締結後交付書面及び電気
     需給約款を、電子メールを送信する方法で当社に提供することを承諾します。ただし、貴社等は、その裁量により、これらの書面を郵送の
     方法でも提供できるものします。

仮申込日：   **年 **月 **日

施設名称 羽田空港国際線パワーステーション

お客様名
フリガナ ｶ)ｴｰｼﾞｰﾋﾟｰ

ご契約名義 株式会社エージーピー

供給地点特定番号（22桁）

電気のご使用住所
（上記施設の住所）

〒144-0041

東京都大田区羽田空港1-7-1 空港施設第2綜合ビル

お客様代表者名 役職

代理店名
早川繊維工業株式会社


