


この度は、エネワン でんきにご契約いただきまして、誠にありがとう
ございます。

エネワン でんきは、株式会社サイサンが提供する電力サービス
です。2016年4月の「電力の小売全面自由化」に伴い、一般
家庭のお客さまにも電力供給サービスを開始しました。

「エネワン でんき まるごとブック」は、お客さまがエネワン でんきを
便利にご利用いただくためのお役立ち情報や停電、緊急時の確
認方法などをまとめたガイドブックです。

でんきに関するお困りごとやご不明点の解消に、このガイドブックを
ご活用いただければ幸いです。

株式会社サイサン

はじめまして、エネワン でんきです。

1



目次

１． 電力供給契約内容に関するご案内 ３

２． ポータルワンとは ４

３． ポータルワンにアクセスしよう ５

４． 電気がつかないときは? 17

５． 広域停電が発生したときは? 22

６． 引越しが決まったときは? 23

７． 電気料金のお支払いについて 24

８． 各種お申込み/お問い合わせ 25

９． エネワン でんきはセットでおトク 27

１０．カーボンニュートラルでんきのご案内 30

１１. 終わりに 31

付録. 32

2



お客さまのお申込み手続きが完了すると「電力供給契約内容に関
するご案内」が郵便にてお手元に届きます。
電気のご契約に関する重要事項が記載されていますので、

必ずご確認いただき、大切に保管をお願いいたします。

１．電力供給契約内容に関するご案内
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電気使用量のご確認
 月別使用量をグラフで確認

請求書のご確認
 過去13カ月分の請求書のダウンロード

電気料金明細のご確認
 過去24カ月の電気料金明細のダウンロード

各種手続きのお申込み
 複数契約登録/解除
 メールアドレス変更
 支払方法の変更
 契約アンペア変更
 契約名義変更のお申込み
 請求書お届け先変更のお申込み
 解約のお申込み

おトクな特典のご案内
 お住いの地域やご契約内容にそった おトクな情報のご案内

「ポータルワン」は、毎月の電気使用量や請求書などの情報をWEB上
で確認できる便利なポータルサイトです。

「ポータルワン」でできること

２．ポータルワンとは
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❶ 「電力供給契約内容に関するご案内」に記載されているURL又
はQRコードからエネワン でんき リンク集にアクセスし、『お客さまポー 
タルサイト ポータルワン』ボタンを押します。

❷ 【ご登録はこちら】をタップするとポータルワンログイン画面に移動
します。
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３．ポータルワンにアクセスしよう

https://www.saisan.net/eneone/link.html
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❹ フォームにお名前・
メールアドレス・パスワードを
入力します。

A

B 【仮登録する】をタップします。

❸ ポータルワンログイン画面の
【新規登録はこちら】をタップしま
す。

A

B
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❺ ご登録のメールアドレスに確認のメールが届きます。
仮登録申込受付メールに記載の認証URLをタップします。

❻ 仮登録完了です。登録したメールアドレスとパスワードを入
力し、【ログイン】をタップします。
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❼ ログインすると請求書管理番号と電話番号の入力画面が
表示されます。
「電力供給契約内容に関するご案内」に記載されているポータル
番号（請求書管理番号）とご登録のお電話番号を入力し、
【認証ID発行】をタップします。

❽ ご登録のメールアドレスに認証IDが記載されたメールが届きます。

入力情報を確認し
閉じるをタップ!
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❾ ポータルワンに認証IDの入力画面が表示されますので、認証ID
を入力し、【本登録を実施する】をタップします。

❿ 電気料金明細やグラフが表示されますとご登録完了です。

最新の電力利用状況をグラフで確認することができます。

電力利用状況の確認
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毎月の請求内容及び電気料金明細をダウンロードすることが
できます。

過去13カ月分の請求書が
ダウンロードできます。
※ご契約内容によっては請求書を
ダウンロードできない場合がございます。

過去24カ月分の電気料金明細がダ
ウンロードできます。

※請求金額が確定しましたら、
メールにてお知らせいたします。
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複数契約登録/解除

1つのID（メールアドレス）に、複数のご契約を登録して表示切替
することができます。

また、一度登録したご契約は【複数契約の解除】より解除することも
できます。

※ご請求をおまとめしているご契約は、複数契約登録をしなくても同じID
（メールアドレス）でご請求情報等ご覧いただけます。

複数のご契約をお持ちのお客さまは、ポータルワンのホーム画面の右
上にあるMENUから「複数契約の登録/削除」ができます。

メニューの紹介
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複数契約登録方法

❶ 【複数契約の登録】
をタップします。

❷ 「ポータルワン」に表示させたい
お名前・請求書管理番号
・電話番号を入力します。

❸ 「ポータルワン」より
認証IDのお知らせメールが
届きます。

❹ 認証IDを入力し、【本登録を
実施する】をタップします。

メールの確認

ポータルワントップページ右上のプルダウンリストから
表示する契約を選択できます。
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支払方法の変更

MENUの【支払方法の変更】より口座振替登録・変更や
クレジットカードの登録・変更ができます。

❶ 【お支払方法の変更】を
タップします。

❷ お申込情報入力画面で
【個人】か【法人】を選択
します。

❸ ご契約者名義/カナ名を
入力します。
※口座振替の場合は、
口座名義人名、カナ名を正しく
入力いただく必要があります。

❹ 【申込み】をタップします。
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クレジットカードの登録・変更

お支払い方法の選択にて
【クレジットカード】を選択します。

クレジットカード払いに
変更の場合、

・カード番号
・カードの有効期限
・セキュリティコード

を入力します。

記入漏れや入力ミスがない
か確認し、【申込み】をタップ
します。
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・預金種目
・口座番号
・口座名義

を入力し、口座振替支払い手続き
を行います。
その後、各金融機関のWEBサイト
へ移動しますので、お手続きをお願
いいたします。

口座振替の口座登録・変更（個人のお客さま）

口座振替に変更の場合、
ご利用金融機関と店舗を選択し
ます。
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法人のお客さまで口座振替の
申込み・変更につきましては、
お申込み情報入力画面の
【こちら】より口座振替申込み手続
きを行ってください。

・お客さまコード（12桁）
・氏名
・会社名

など必要な情報を入力し、口座
振替支払い手続きを行います。

※法人のお客さまのクレジットカード変更
手続きは14ページをご参照ください。

口座振替の口座登録・変更（法人のお客さま）



４．電気がつかないときは?

広域停電

送配電網に異常があり、地域一帯が停電（広域停電）
している場合があります。（詳細は22ページをご参照ください）
一般送配電事業者の停電情報をご確認いただき、
復旧までお待ちください。

※一般送配電事業者とは各地域で送電線よりお客さまのお家等に送電を行う会社です。
※一般送配電事業者による電線の交換や、電柱、電線の移設等により、やむを得ず電気を

停止している場合もございます。

お客さまの建物の近所も停電している場合

あっ!停電
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ブレーカーが【切】になっている

電気の使い過ぎまたは漏電の恐れがあります。
次ページの【分電盤の確認手順】をよくお読みいただき、
手順に沿ってご対応ください。

※ご自宅のブレーカーの位置を事前に確認しておいて頂くことをお勧めします。

お客さまの建物だけ停電している場合

あっ!停電
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【原因】:電化製品の使い過ぎまたは、故障した可能性があるため
【対処手順】:停電時に使用していた電化製品を電源コンセントから抜き、
同時利用数を減らします。その後、アンペアブレーカーを【入】にしてください。
※ご契約アンペアの変更をご希望の場合は、P.25の各種申請からお手続きください。

アンペアブレーカーが【切】になっている場合

配線用遮断器が【切】になっている場合

【原因】お部屋や配線毎のアンペア数を超過したため
【対応手順】:停電時に使用していた電気器具の電源を切り、【切】になっている
配線用遮断器を【入】にしてください。

漏電遮断器が【切】になっている場合

対処方法は次のページを
ご参照ください

分電盤の確認手順
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入

入 入 入

入 入 入

切

アンペアブレーカー



対処手順①

手順❶
アンペアブレーカーがあり、【入】になっている
ことを確認します。
※アンペアブレーカーがない場合は、最下段を参照ください。

次に、漏電遮断器を【切】にします。
※漏電遮断器のスイッチが完全に【切】になっていない
場合は、完全に【切】にしてください。
※黄色（または白色等）の復帰ボタンがある場合は、
復帰ボタンを押してください。

手順❷

配線用遮断器をすべて【切】にします。

漏電遮断器を【入】にした後、
配線用遮断器を一つずつ【入】にします。

手順❸

次のページへ

■スマートメーターで電流（アンペア）を制御している場合は、アンペアブレーカーが付いてい
ません。そのため手順❶は、漏電遮断器を【切】から操作をします。

■アンペアブレーカーがない分電盤で停電した場合は、一定時間（約10秒）経過後に自
動で復旧します。ただし、複数回連続して停電し、自動復旧しなくなった場合は、送電が停
止されているため、地域の一般送配電事業者へご連絡していただく必要があります。
連絡先は付録参照ください。

アンペアブレーカーがない分電盤の場合

20

※イラストの分電図はイメージです。



対処手順②
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問題のある回路を調査する必要があります。
それでも復旧しない場合は、回路の点検を行う必要があります。
一般送配電事業者または電気工事店にご相談ください。

手順❹
配線用遮断器を【入】にした後、漏電遮
断器を【入】にします。
このとき漏電遮断器が【切】になった場合

【原因】:その回路の漏電、またはその回
路に接続されている電化製品の故障等が
考えられます。

手順❺
すべての配線用遮断器を【切】にし、
再び漏電遮断器を【入】にします。

手順❻
問題があった配線用遮断器以外の配線
用遮断器を【入】にします。
※問題がある回路の配線用遮断器は【切】のままに
してください。

手順❼



広域停電情報の確認

周囲の安全確認

被災で切れた電線や、倒れた電柱等は感電
のおそれがあり大変危険です。
もし見かけた場合は、近づいたり触れたりせず
に、一般送配電事業者に連絡しましょう。

５．広域停電が発生したときは?
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広域停電が発生した場合、発生・復旧情報は各地域の一般送配電事業者
ホームページ等で情報を提供しています。
一般送配電事業者の停電情報をご確認いただき、
復旧までお待ちください。

入

入 入 入

入 入 入

切

アンペアブレーカー

停電する寸前まで使っていた電化製品は、電気が復旧すると急に通
電することになります。その際に、漏電したり、燃えやすいものに接触し
た状態で発熱し出火したりする恐れがあります。
そのため、広域停電が発生している場合は、電気ストーブ等、熱を
発生させる電気製品のプラグはあらかじめ抜いてきましょう。
※災害等で避難する場合は、家を離れる前にアンペアブレーカーを【切】にしましょう!

火災を防ぐ

各送配電事業者の停電情報（リンク）

東京電力PG 中部電力PG 東北電力NW 中国電力NW
北陸電力送配電 関西電力送配電 四国電力送配電 九州電力送配電
沖縄電力

https://teideninfo.tepco.co.jp/
https://teiden.powergrid.chuden.co.jp/p/index.html
%E6%9D%B1%E5%8C%97%E9%9B%BB%E5%8A%9BNW
http://www.teideninfo.energia.co.jp/
http://www.rikuden.co.jp/nw/teiden/f2/now/otj030.html
https://www.kansai-td.co.jp/teiden-info/index.php
http://www.yonden.co.jp/kinkyu/hp_all.html
https://www.kyuden.co.jp/td_teiden_map/index.php/map/
http://www.okidenmail.jp/bosai/info/


エネワン でんきは一部の離島を除いて日本全国でご利用いただけます。

※急なお引越が決まった場合、お手続き後のお引越しの取り
やめ、変更などはエネワンサービスセンターまでご連絡ください。

６．引越しが決まったときは?

エネワンでんきは、引越先でも継続利用ができます。

新しいお家にお引越しされる場合は、電気の継続利用お手続きが必
要です。
WEBページから、お早めにお申し込みください。

※北海道へのお引越しの場合はグループ会社のいちたかガスワンがご提
供いたします。
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https://www.saisan.net/eneone_inquiry_general/moving.html
https://eneone-hokkaido.jp/


口座振替またはクレジットカードによるお支払いとなります。
エネワン でんきをご契約いただく際に、ご希望のお支払方法をご選択
ください。後ほど送付される書類にご記入のうえ、ご返送くださいますよ
う、お願いいたします。

※弊社の電気以外のサービスのご契約の有無
によっては、お支払方法が異なる場合があります。

口座振替依頼書を郵送いたしますので、ご記入をお願いいたします。
ご返送後、金融機関への登録手続きが完了するまでの間に電気料
金のご請求が発生する場合は、コンビニエンスストアで利用可能な払
込票でのお支払いをお願いする場合があります。

口座振替

ご利用料金クレジットカード支払い申込書を郵送いたしますので、ご
記入をお願いいたします。ご記入の上、ポストに投函をお願いいたし
ます。
※申込書に差出有効期間がありますので、期間内に投函をお願い
いたします。

クレジットカード

７．電気料金のお支払いについて

お支払いの方法の変更、クレジットカードの変更または有効期
限が切れてしまったときは、ポータルワンのMENUより
お支払い変更手続きが可能です。
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上記2つのボタンからお手続きができます。

エネワン でんきホームページメニュー

エネワン でんきホームページから
お手続きができます

８．各種お申込み／お問い合わせ
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エネワン でんき
ホームページ

はこちら

https://www.saisan.net/eneone_inquiry_general/
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エネワン でんきのご契約プラン変更のお申込み
エネワン でんきのプランの変更、カーボンニュートラルでんきにしたい等

ご使用開始/お切替えのお申込み
転居先や、別宅の電気を新たに契約したい

エネワン でんきのお引越し手続き
転居先でエネワンでんきを使いたい。転居にあわせ現お住まいの電気供給停止をしたい等

エネワン でんきのご契約名義変更のお申込み
電気ご名義を変更したい

エネワン でんきのご請求書お届け先変更のお申込み
エネワン でんきのご請求書のお届け先を変更したい

エネワン でんきのご契約アンペア変更のお申込み
ご契約アンペア数を変更したい

エネワン でんきのお問い合わせメニュー

ご不明点やメニューにないお問い合わせは

からお問い合わせください。

ご使用開始/お切り替え

でんきのお引越し手続き

ご契約名義変更

ご請求書お届け先変更

ご契約アンペア変更

契約プラン変更申込

各種お問い合わせ

https://www.saisan.net/eneone_inquiry_general/moving.html
https://www.saisan.net/eneone_inquiry_general/moving.html
https://form.portal-one.net/form/eneone_name_change/
https://form.portal-one.net/form/eneone_address_change/
https://form.portal-one.net/form/a_change_0/
https://ws.formzu.net/fgen/S6172993/
http://www.saisan.net/saisan/pps2/apply-area.html
https://form.portal-one.net/form/eneone_inquiry/


エネワン でんきを供給するサイサンは、LPガスや都市ガス・ウォーターサー
バー(ウォーターワン）など、電気以外のサービスもご提供しています。
セットで申込むとさらにおトクにご利用いただけます。

９．エネワン でんきはセットでおトク
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東京ガスエリアの都市ガスをご利用のお客さま
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LPガスや都市ガス（東京ガスエリア以外）をご利用のお客さま

ガスワンLPガスの詳細はコチラから

都市ガスの詳細はコチラから

https://saisan.net/
https://www.saisan.net/toshigas/index.html
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ウォーターサーバー（ウォーターワン）をご利用のお客さま

※金額は、すべて税込表示です。

ウォーターワン
の詳細はコチラから

https://waterone.jp/


カーボンニュートラルでんき 実質再エネプラン

エネワン でんきは、地球温暖化の原因となるCO₂の削減に向けて
さまざまな発電所で発電された電気にCO₂排出量ゼロの
「非化石証書(環境価値)」をプラスした実質再エネCO₂フリー電力
『カーボンニュートラルでんき(実質再エネプラン)』を皆さまにお届けします。

『カーボンニュートラルでんき』
の詳細はコチラまたはQRコードから
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１０．カーボンニュートラルでんき

『カーボンニュートラルでんき』(実質再エネプラン)への変更
手続きはコチラから

http://www.saisan.net/saisan/pps2/renewable.html
https://ws.formzu.net/fgen/S6172993/


2
4

「エネワン でんき まるごとブック」を最後までお読みいただきありがと
うございました。

このガイドブックはお客さまがより便利に、より安全に、
エネワン でんきをご利用いただくために作成いたしました。

最新情報はエネワン でんきホームページ、ポータルワンのお知らせ
に掲載します。
定期的にご覧頂ければ幸いです。

今後とも末永くご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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１１．終わりに

※本ガイドブックの掲載内容はお客さまに予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
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付録．

エネワン でんきお問い合わせ窓口 エネワンサービスセンター

営業時間:全日9:00～18:00
TEL:0120-106-142
Email:info-ene@saisan.co.jp

各送配電事業者の緊急連絡先
東京電力パワーグリッド(PG):0120-995-007
中部電力パワーグリッド(PG):0120-985-232または、各営業所
東北電力ネットワーク(NW) :0120-175-366
中国電力ネットワーク(NW) :各営業所

北陸電力送配電
関西電力送配電
四国電力送配電
九州電力送配電
沖縄電力

: 0120-837-119
: 0800-777-3081
:各営業所
:各支社・営業所
:各支店・営業所

各送配電事業者の停電情報（リンク）

東京電力PG 中部電力PG 東北電力NW 中国電力NW
北陸電力送配電 関西電力送配電 四国電力送配電 九州電力送配電
沖縄電力

分電盤の見方 アンペアブレーカー有

こちらのURLまたはQRコードからエネ
ワン でんき 電気供給契約約款、電
気料金表、ポータルワンサイト、
エネワンでんき まるごとブックにアクセスできます。

アンペアブレーカー無

https://powergrid.chuden.co.jp/corporate/company/officelist/eigyosho/
https://www.energia.co.jp/nw/company/office/freedial/
https://www.yonden.co.jp/nw/contact/call-center/index.html
https://www.kyuden.co.jp/td_functions_office_index
https://www.okiden.co.jp/common/contact/#teiden
https://teideninfo.tepco.co.jp/
https://teiden.powergrid.chuden.co.jp/p/index.html
https://nw.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/
http://www.teideninfo.energia.co.jp/
http://www.rikuden.co.jp/nw/teiden/f2/now/otj030.html
https://www.kansai-td.co.jp/teiden-info/index.php
http://www.yonden.co.jp/kinkyu/hp_all.html
https://www.kyuden.co.jp/td_teiden_map/index.php/map/
http://www.okidenmail.jp/bosai/info/
https://www.saisan.net/eneone/link.html
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