
本手引きは、平成２８年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金（以下、「本事
業」という。）におけるエネマネ事業者公募申請手続きの詳細について規定した「平成2８
年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 エネマネ事業者公募要領」に基づき、
エネマネ事業者の申請に必要な書類や手続きについて説明しています。 

平成２８年度 

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 

エネマネ事業者公募 

エネマネ事業者ポータルの手引き 





エネマネ事業者ポータル 
（入力方法） 



平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 

エネマネ事業者登録申請 ポータル登録の流れ 

エネマネ事業者申請のポータル登録の流れは以下の通りです。 

登録申請の流れ 

エネマネ事業者ポータルについて 

本年度より申請書類を簡易に作成できる「エネマネ事業者ポータル」を提供します。 
エネマネ事業者登録申請の手続きはクラウド上のポータルで行ってください。 
本マニュアルはエネマネ事業者ポータルの使用方法、構成について記述しています。 
エネマネ事業の概要や登録要件等につきましては、エネマネ事業者公募要領をよくお読みになり、 
ご理解いただいた上で本書をご活用ください。 
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１．エネマネ事業者ポータルのアカウント登録 
ＳＩＩのホームページからエネマネ事業者ポータルに必要なアカウントを取得します。 

・・・・・Ｐ. ０4 

２．エネマネ事業者情報の入力 
エネマネ事業者ポータルにログインし、申請に必要な情報を入力します。 

・・・・・Ｐ.０7 

３．コンソーシアム事業者情報の入力 

コンソーシアムを構成する場合、幹事社情報入力後にコンソーシアム事業者情報を入力します。 

・・・・・Ｐ.１６ 
 

４．ＥＭＳのシステム・機器情報の入力 

ＥＭＳの基本情報とサービス等を入力します。 

・・・・・Ｐ.１７ 

５．登録申請書類の提出 

登録申請に必要な情報を入力し終えたら、書類の印刷、提出の準備をします。 

・・・・・Ｐ.２２ 



平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 

エネマネ事業者ポータルのログインＩＤの取得 

１．エネマネ事業者ポータルのアカウント登録 

エネマネ事業者ポータルを利用するためにアカウントの
仮登録を行ってください。 
 

ＳＩＩのホームページ（https://sii.or.jp/）から 
「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」を 
選択します。 
※ホームページ画面は変更になる可能性があります 

「アカウント登録はこちら」をクリックし、登録フォームに
沿って利用者情報を入力します。全ての入力が完了 
したら      をクリックすると、登録したメールアドレス
に仮登録受付の確認メールが送信されます。 

▼確認メール 

メールに記載されているＵＲＬにアクセスすると本登録
となります。 

左記の登録完了画面が表示されたら、エネマネ事業
者ポータルのアカウント登録は完了です。 
ＩＤ（ユーザ名）とパスワードがメールで届きますので 
お待ちください。（２４時間以内） 

▼ID/パスワードご連絡メール 
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[SII]申請書作成の仮登録を受け付けました。 
 
 
平成28年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
エネマネ事業者登録申請の仮登録を受け付けました。 
 
現在は、仮登録状態です。 
下記登録URLにアクセスして本登録を完了させてください。 
 
http://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xx 
 
本登録は申請書類作成を補助するためのツールの利用登録であり、 
申請を完了するものではありません。 

[SII]IDとパスワードを発行いたします。 
 
 
平成28年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
エネマネ事業者登録申請のIDとパスワードを発行致します。 
 
ID（ユーザ名）：○○○ 
パスワード：×××123456 
 

http://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xx
http://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xx
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≪パスワードを忘れてしまったら≫ 

パスワードを忘れた場合、再発行は必要になります。ログインページの                    を押して、 

再発行手続きを行ってください。 

①                     をクリックしてください。 

② ＩＤ（ユーザ名）を入力してください。 

③ 登録したメールアドレスに再発行されたパスワードが記載されたメールが送られます。 

エネマネ事業者ポータルへログイン 

メール本文に記載されているＵＲＬのログイン画面に 
発行されたＩＤ（ユーザ名）・パスワードを入力し、 
ログインします。 
初回ログイン時、パスワードがリセットされますので、 
新しいパスワードを設定してください。 
 
※新しいパスワードは任意の文字列で設定できます 
※ただし、セキュリティのため、８文字以上で数字文字を組
み合わせたものを設定してください 

※文字列は半角で入力し、大文字と小文字を区別します 
※新しいパスワードを設定後、メールで受信した初期のパス
ワードは使用できなくなります 

 
 

〈推奨環境〉 
[ソフト] 
・Adobe Reader等のPDF閲覧ソフト 
・Microsoft Office 2003以上 
 
 
 
 
 

＜イメージ画像＞ 
本手引きには、入力画面やホームページ画面などのイメージ画像を載せておりますが、PC環境によって実際の画像と異
なる場合があります。 
 
 
 

＜入力必須項目＞ 
入力画面で＊がついている箇所は入力必須項目となります。 
一時保存時の入力必須項目を入力すれば、作業途中でも入力内容の【一時保存】をすることができます。 
一時保存された内容を呼び出して作業を開始することができますので、作業を一時的に中断する場合にご活用ください。 
※一定時間（約１２０分）ポータルを操作せずにいると自動でログアウトしてしまう場合があり、作成データが保存さ
れない可能性があります。また、保存前にブラウザの【戻る】ボタンで戻った場合は、入力した内容が保存されずデータ 
が消えてしまう可能性がありますので、ご注意ください 
 
 

＜エラー表示＞ 
未入力や入力内容に誤りがあった場合は、保存をする際にエラーが表示されます。 
エラーの内容に従い、修正後再度保存を実行してください。 

[推奨ブラウザ] 
・Microsoft Internet Explorer 最新の安定バージョン 
・Mozilla Firefox 最新の安定バージョン 
・Google Chrome 最新の安定バージョン 

▼エネマネ事業者ポータル利用上の注意点について 
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パスワードをお忘れですか？ 

１．エネマネ事業者ポータルのアカウント登録 

パスワードをお忘れですか？ 
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ポータルは、ページ上部のタブにより大きく3つのページに分かれています。 

また、ページ右上部の         をクリックすると、ログアウトできます。 

エネマネ事業者ポータルのタブについて 

◆各タブについて 

1 ホーム 
 

  ▶ ＳＩＩからのお知らせや注意事項などが表示されます。内容は随時更新されますのでご確認ください。 

3 エネマネ申請検索 
 

  ▶ 一時保存中のエネマネ事業者情報の呼び出しができます。呼び出した後、入力の再開や編集ができます。 
 

2 エネマネ登録申請 
 

  ▶ 新規のエネマネ事業者の登録ができます。 
 

次ページより実際に申請情報を入力していきます。 

≪ 呼び出し方法 ≫ 

ポータルに入力したエネマネ事業者情報を呼び出すには、               のタブを開きます。 

          のボタンを押すと登録した情報が表示されます。 

エネマネ申請検索 

検索実行 
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１．エネマネ事業者ポータルのアカウント登録 

1 2 3 

3 
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1. エネマネ事業者登録申請書 作成（1） 

はじめにエネマネ事業者（幹事社）を入力します。以下の要領で基本情報ページを開き、入力してください。 

◆タブ「エネマネ登録申請」を開いてください。クリックすると、基本情報ページが開き、事業者詳細を登録できます。 
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２．エネマネ事業者情報の入力 

1-1 

2-1 

1 

2 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

2-9 

2-10 

2-11 

2-12 
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申請するエネマネ事業者の管理情報について、各項目を入力してください。 1 

2-1 事業者名を入力 
※「商業登記簿謄本」と同じ記載にしてください 
※コンソーシアムを構成する場合は幹事社名を入力してください 
※法人格などは略さず正しく入力してください（例 ×：㈱ ○：株式会社） 

1-1 申請日を入力 
※ここで入力した日付が 「（様式１）エネマネ事業者登録申請書」に印字されます 

申請するエネマネ事業者（幹事社）について、各項目を入力してください。 2 

2-3 郵便番号を入力【半角/数字】 
▶入力後に         をクリックすると、都道府県・市区町村に住所が表示されます。 
  表示された住所が「商業登記簿謄本」と同じ記載であることを確認し、丁目以降を入力してください。 
  建物名・部屋番号がある場合は入力してください。 
※実際の住所と異なる場合は、入力して修正してください 
※都・道・府・県まで入力してください（例 ×：東京 ○：東京都） 

2-4 代表者の役職・氏名を入力 
※役職は正しい表記で入力してください 

   （例  代表取締役社長、代表執行役） 
 ※「商業登記簿謄本」を参照してください 

2-5 

2-2 事業者名カナを入力 
※全角カナで入力してください 
※必ず法人格を省いて入力してください 

2-6 設立年月日を入力 
※西暦で入力してください 

2-11 事業概要を入力 
※    ～    で選択した業種の詳細を入力してください 

2-7 資本金を入力 

2-9 

2-8 主となる業種を選択 
※日本標準産業分類（P.26）を確認し、プルダウンより選択してください 
※業種大分類、業種分類項目名を選択すると、業種中分類が自動的に入力されます 

2-10 

2-12 会社ホームページのURLを入力 

2-8 2-10 

8 

２．エネマネ事業者情報の入力 

（注）「（様式１） エネマネ事業者登録申請書」は押印の必要があるため、登録印の押印に時
間を要する場合には、様式をエネマネ事業者ポータルからダウンロードして作成することがで
きます。様式をダウンロードして作成する場合は、ポータルに入力した内容と申請日、申請者
住所・事業者名・代表者名のすべてが一致していることを確認してください。 
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1. エネマネ事業者登録申請書 作成（2） 

3 

4 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

3-6 

4-1 

5-1 

5-2 

6-1 

5 

6 

3-7 

3-8 

9 

２．エネマネ事業者情報の入力 
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担当者情報について、各項目を入力してください。 
 

3 

3-1 郵便番号を入力【半角/数字】 
▶入力後に           をクリックすると、都道府県・市区町村に住所が表示されます。 
 表示された住所が「商業登記簿謄本」と同じ記載であることを確認し、丁目以降を入力してください。 
 建物名・部屋番号がある場合は入力してください。 
※実際の住所と異なる場合は、入力して修正してください 
※都・道・府・県まで入力してください。（例 ×：東京 ○：東京都） 

3-2 所属している部署名を入力 

3-4 担当者氏名を入力 

 ※事業の責任者ではなく、実務担当者情報を入力してください 

3-7 FAX番号を入力 

3-5 業務で使用している電話番号を入力 

3-6 携帯電話番号を入力 

3-8 業務で使用しているメールアドレスを入力【半角/英数字記号】 

※携帯電話のメールアドレスは入力できません 

3-3 役職を入力 

4-1 決算情報を入力 

※直近３年分の単独決算情報を決算報告書等から転記してください 

5-1 コンプライアンスについての取組みを入力 

※コンプライアンス遵守の体制や仕組を具体的に入力してください 

決算情報について、各項目を入力してください。 4 

内部統制情報について、各項目を入力してください。 5 

5-2 情報管理についての取組みを入力 

※情報セキュリティマネジメントに係る第三者認証の取得などの詳細情報（認証基準、登録番号等） 

 を具体的に入力してください 

※第三者認証を取得していない場合は、社内の情報セキュリティ対策の内容を具体的に入力してください 

6-1 建設業許可資格を入力 

※資格名には許可業種の区分を入力してください 

建設業許可資格について、各項目を入力してください。 6 

郵便番号検索 

10 

２．エネマネ事業者情報の入力 
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1. エネマネ事業者登録申請書 作成（3） 

7 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-5 

7-6 

7-9 

8 

7-7 

7-8 

9 

9-1 

9-2 

9-3 

9-4 

9-5 

11 

２．エネマネ事業者情報の入力 
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申請する幹事社の事業実績について、各項目を入力してください。 
 

7 

7-2 事業・サービス概要を入力 
  ※エネルギー管理支援サービスの概要を要約して１３８文字以内で記入してください 

7-1 事業・サービス名を入力 
※提供実績のあるエネルギー管理支援サービス名を記入してください。複数記入可 
※（例 ○○○○エネルギーマネジメントサービス） 

7-3 開始年月を入力 
※エネルギー管理支援サービスを開始した年月日を入力してください 

7-4 年商（直近）を入力 
※ＥＭＳの販売やエネルギー管理支援サービスの直近の売上額を入力してください 

7-5 サービス拠点を入力 

7-6 提供した顧客数を入力 
※ＥＭＳの販売やエネルギー管理支援サービスを提供した顧客数を入力してください 

7-7 顧客例を入力 
※主な顧客の業種と導入拠点の概数などを記入してください。（例 スーパー約１００店舗 など） 

7-8 過去３年度の実績を入力 
※業種区分ごとの３年間の実績を合算して入力してください 

7-9 備考を入力 
※上記項目で補足等あれば、２５５文字以内で入力してください 

平成２８年度の補助事業でのＥＭＳ導入目標を業種区分毎に入力してください。 8 

事業計画概要について、各項目を入力してください。 9 

9-2 事業計画の実現性と実効性を入力 
※事例を含めた実績や既存ビジネス基盤と本事業との親和性、事業費用と投資回収の見込みなどから 
本補助事業の事業計画の実現性と実効性を入力してください 

9-1 事業計画を入力 
※省エネビジネス全体にかかわる中長期計画や自主行動計画などを踏まえた本補助事業における 
事業計画を入力してください 
※（例 事業価値、概念、金額目標、CO2削減目標など） 

9-3 本事業終了後の継続性と拡張性を入力 
※将来の事業展開やエネルギー管理支援サービスの拡張計画など具体的に記入してください 

9-4 エネルギー管理支援サービス概要を入力 
※各サービス要件を満たしていることをチェックし、それぞれのサービス内容を記入してください 
※コンソーシアムを構成し、エネルギー管理支援サービスが異なる場合は【別紙参照】とし資料を添付して
ください 

9-5 コンソーシアムを構成する理由を入力 

12 

２．エネマネ事業者情報の入力 

コンソーシアムを構成する場合、幹事社がコンソーシアム全体の計画をまとめて入力してください 

※【日本標準産業分類（P.２６）】を参考に入力してください 
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入力内容を確認する 

13 

10 

２．エネマネ事業者情報の入力 

10 
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▼       について         

14 

▼確認画面 ▼エラー表示 

すべての項目への入力が終了したら、        をクリックし、確認画面に進みます。 
確認画面に表示された内容に誤りがなければ、       をクリックしてください。 
承認ステータスが「仮登録」となります。 

※内容を修正する場合は、     をクリックし、入力し直してください 
※入力内容にエラーがあった場合、画面上部にエラーについて表示されます 
※エラーを修正すると、確認画面に進みます。以降の入力においても同様です 
※一度保存した情報を修正した場合は、必ず        ・        を行ってください 

10 確認 

戻る 

２．エネマネ事業者情報の入力 

          をクリックすると、入力途中の内容を一時的に保存できます。 一時保存 

一時保存時の必須項目をすべて入力することで、入力内容にエラーがあっても保存が可能です。 
作業を一時的に中断する場合にご活用ください。 

保存 

一時保存すると仮登録画面に進みますが、 
必ず        ボタンから事業者情報の入力に戻り、 
すべての項目への入力を終了し、       ・         
を行ってから次の工程に進んでください。 
再度ログインしてから入力を再開する場合は、一時保存
された情報を呼び出します。（P.６参照） 

編集 
確認 保存 

一時保存 

確認 保存 
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事業者詳細の承認ステータスが「仮登録」になると、以下のことができるようになります。 

仮登録された事業者情報を確認する 

15 

1 

◆各ボタンについて 

1 幹事社情報の編集 
 

  ▶ 登録済の幹事社情報の修正ができます。 

3 ＥＭＳのシステム・機器入力 
 

  ▶ ＥＭＳのシステム・機器および提供するサービスの入力ができます。 
 

2 コンソーシアム事業者情報の入力 
 

  ▶ 複数の事業者でコンソーシアムを構成する場合、事業者情報を入力できます。 
 

2 3 

4 

4 この事業者を取り下げる 
 

  ▶ 登録した事業者を取り下げます。 
※取り下げた事業者情報は閲覧できますが、編集・入力などはできません 
  また、取り下げ前の状態に戻すことはできませんので、ご注意ください 

 

２．エネマネ事業者情報の入力 

×××××××× 

×××××××× 

「編集」ボタンがなくなり、 
承認ステータスが『取り下げ』となります。 
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単独でエネマネ事業者を申請する場合は、次のページへ進みＥＭＳのシステム・機器情報の入力に進みます。 

幹事社情報の入力が完了したら、                 をクリックし事業者情報を入力します。 

2 

※入力内容及び入力方法は幹事社情報の登録と同様です。Ｐ.７～P.１４を参考に入力してください 

コンソーシアムを構成する事業者の情報を入力する 

16 

1 3 

▼コンソーシアム事業者情報 登録画面イメージ 

11 12 

すべての項目への入力が終了したら、        をクリックし、確認画面に進みます。 
確認画面に表示された内容に誤りがなければ、       をクリックしてください。 
コンソーシアム事業者情報の入力が完了となります。 

※内容を修正する場合は、      をクリックし、入力し直してください 
   ※入力内容にエラーがあった場合、画面上部にエラーについて表示されます。 

エラーを修正すると、確認画面に進みます 

11 確認 
保存 

戻る 

12 コンソーシアム事業者を追加する 
※クリックするとページ下部に「コンソーシアム事業者２事業者情報」欄が追加され入力できます 
※こちらのページで必ずすべてのコンソーシアム事業者情報を入力してください 

３．コンソーシアム事業者情報の入力 

コンソーシアム登録 2 

11 12 
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ＥＭＳのシステム・機器情報を入力する 

幹事社情報およびコンソーシアム事業者情報の入力が完了したら、                をクリックしＥＭＳ情

報を入力します。 

13 

13-1 

13-2 

13-3 

13-4 

13-5 

13-6 

13-7 

13-8 

17 

2 1 

４．ＥＭＳのシステム・機器情報の入力 

複数のシステムをこちらの画面で入力することが可能です。 
入力するシステム・機器数は、申請書類の提案概要書の枚数と一致させてください。 

システム・機器登録 3 

３ 
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13-1 提供サービスのエリアを入力 

※（例 全国、関東、関西、九州 など） 

提供サービス情報について、申請する事業者全体の情報を入力してください。 
コンソーシアムで一つの情報を入力します。 
以下入力項目は採択後、ＳＩＩホームページ内に掲載されます。 

13 

13-2 提供サービスのアピールポイント 

※導入を検討する事業者に対するアピールポイントを５００文字以内で入力してください 

13-3 問合せ先会社名の入力 

※導入を検討する事業者からの問い合わせを受ける事業者名を代表で一社入力してください 

13-4 問合せ先部署名の入力 

※    で入力した会社の問い合わせ部署名を入力してください 

※（例 ○○事業部、○○コールセンター など） 

13-5 電話番号の入力 

※ＳＩＩホームページに記載される情報となりますので、ハイフン（ー）を入力してください 

13-6 対応時間の入力 

※問合せ受付対応時間（営業時間）を入力してください 

※（例 １０：００～１２：００ 、１３：００～１７：００） 

13-7 対応日の入力 

※問合せ受付対応日を【土日除く、土日祝除く、その他】をプルダウンから選択してください 

※【その他】を選択すると、フリー入力欄が追加されます 

13-8 ホームページのＵＲＬ入力 

※問合せ情報に関連するホームページ等のＵＲＬを入力してください 

≪ ご入力の際の注意事項 ≫ 
 

多くの補助事業者が情報閲覧することを踏まえ、「わかりやすい表記」・「表現」をお心掛け下さい。 
また、誤字脱字がないよう、ご注意願います。 

 ×略式名称 → ○ 正式名称（例：㈱、デマコン、ネット、…） 
×全角英数字 → ○ 半角英数字（例：０１２３４５…、ＡＢＣＤＥＦＧ…） 
×半角カナ文字 → ○ 全角カナ文字（例：ｺﾝｿｰｼｱﾑ、ｼｽﾃﾑ、…） 
×半角句読点 → ○ 全角句読点（例：「. ,」） 
×敬体 → ○ 常体（例：「～です。～ます。～でございます。…） 

 ×機種依存文字 → 
（例：「①～⑳、Ⅰ～Ⅹ、㌔、㌢、㍍、㌘、㌧、㌫、㌻、℡、㊤、㊥、㊦、㊧、㊨、㈱、㍼、㍻…） 

 

18 

▼入力画面 

13-3 

４．ＥＭＳのシステム・機器情報の入力 
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ＥＭＳのシステム・機器情報を入力する 

19 

14 

14-1 

14-2 

14-3 

14-4 

14-5 

14-6 

14-7 

14-8 

14-9 

14-10 

15 

15 

４．ＥＭＳのシステム・機器情報の入力 

16 

16 
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14-1 システム・機器名称を入力 

※ＥＭＳの総称（パッケージ名称 など）を入力してください 

提供するＥＭＳのシステム・機器情報について、各項目を入力してください。 
以下入力項目は採択後、ＳＩＩホームページ内に掲載されます。 

14 

14-2 主装置名称を入力 

※ＥＭＳで主となる装置の名称を記入してください 

14-3 主装置型番の入力 

14-4 備考欄の入力 

※登録する主装置が建物や設備（照明や空調 など）の用途により、主装置価格に変動がある場合、 

 特記すべき事項を入力してください 

14-5 標準価格の入力 

※本事業で実際に取引される想定価格を記入してください 

14-6 システムのアピールポイントを入力 

※導入を検討する事業者にＥＭＳのアピールポイントを入力してください 

14-7 主な導入ターゲットを入力 

※ＥＭＳを導入するターゲットとなる事業者の業種、建物用途などを入力してください 

20 

14-8 主なエネルギー管理の対象設備を入力 

 ※【空調、照明、冷凍・冷蔵】をチェックしてください。複数選択可 

    上記以外の対象設備がある場合は【その他】に入力してください 

14-9 参考契約電力を入力 

※ＥＭＳを導入するターゲットとなる需要家規模【低圧、高圧小口、高圧、特別高圧】をチェックしてくださ

い。複数選択可 

14-10 参考費用の入力 

※ＥＭＳを導入する場合の参考となる費用を入力してください 

すべての項目への入力が終了したら、       をクリックし、事業者詳細画面に戻ります。 15 保存 

複数のシステム・機器の登録を行う場合は、           をクリックし、登録する全てのシステム・機器を
入力してください。 

16 入力項目追加 

４．ＥＭＳのシステム・機器情報の入力 



平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 

（注）(仮)の背景が映し出された書類は確認用のため、申請書類となりません。 

入力内容の確認 

21 

◆各ボタンについて 

5 （仮）申請書を印刷する 
 

  ▶各ボタンをクリックすると各申請書のイメージが印刷できます。印刷された内容が正しいか確認してください。 
誤入力や入力もれが判明した場合は、該当の入力画面に戻って正しい情報に修正してください。 

6 

6 入力完了する 
 

  ▶（仮）申請書で入力内容が正しいことを確認したら、「入力完了」をクリックします。 
※「入力完了」をクリックすると編集が出来なくなりますので、よく確認ください 
※申請事業者が「入力完了」のステータスから戻す機能は設けておりません。 
誤ってクリックしてしまった場合は、ＳＩＩへご連絡ください。 

 

「入力完了」をすると、提出可能な登録申請書類の印刷ができます。 

５．登録申請書類の提出 

5 
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登録申請書類の印刷 

22 

ポータル出力の書類は、「エネマネ事業者情報申請登録詳細 画面」にある申請書印刷項目の「登録申請書」、「事

業者概要書」、「事業計画書」をクリックすると、対象の申請書類がＰＤＦ形式で画面表示されます。 

表示されたPDFを印刷してください。 

▼入力完了後の画面イメージ 

■（様式１）エネマネ事業者登録申請書の注意点 

（注）「（様式１）エネマネ事業者登録申請書」はポータルから出力・印刷しただけでは登録申
請書類とはなりません。必ず登録された印を押印してください。 

（注）「（様式１） エネマネ事業者登録申請書」は押印の必要があるため、登録印の押印に時
間を要する場合には、様式をエネマネ事業者ポータルからダウンロードして作成することがで
きます。様式をダウンロードして作成する場合は、ポータルに入力した内容と申請日、申請者
住所・事業者名・代表者名のすべてが一致していることを確認してください。 

▼以下、必ず確認してください 
【日付】 申請日であること 
【申請書】住所・事業者名・代表者名が正しく記載され

ていること 
【印】 登録された印を押印すること 

 

≪登録された印について≫ 
 管轄法務局に届出を行った法人実印 

５．登録申請書類の提出 

（様式１）

平成２８年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
エネマネ事業者 登録申請書

　平成２８年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金におけるエネマネ事業者として、
登録を申請いたします。

印

一般社団法人　環境共創イニシアチブ

代表理事　赤池　学　殿

　　東京都中央区○○町○丁目○番○号

　　○○株式会社

　　代表取締役社長 　　環境　太郎

住　　所

申　請　者 事業者名

代表者名

平成 4 月 〇〇 日年28
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登録申請書類一覧 

エネマネ事業者ポータルにて作成した書類、及び必要に応じて入手した書類をファイリングして、ＳＩＩへ郵送します。 

公募要領（P.２８）の「登録申請書類一覧表」の注意事項をよく確認の上、不足書類のないように準備してください。 
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５．登録申請書類の提出 

Ｎｏ 書類名称 様式 

提出者 

基本 
ケース 

(1事業者) 

コンソーシアム 
を構成する場合 

幹事社 
ｴﾈﾏﾈｺﾝｿ 
事業者 

１ (様式１)エネマネ事業者登録申請書 or ● ●   

２ (様式２)事業者概要書 ● ● ● 

３ (様式３)実施体制図 ● ● 

４ (様式４)事業計画書 ● ● 

５ 
(様式５) 
システム・機器提案概要書 

● ● 

６ 
(別紙１) 
暴力団排除に関する誓約事項 

● ● ● 

７ (別紙２)役員名簿 ● ● ● 

８ 
(別紙３) 
コンソーシアム事業者登録申請書 

  ● 

９ 商業登記簿謄本 ● ● ● 

１０ 会社概要 ● ● ● 

１１ 決算報告書 ● ● ● 

１２ コンプライアンス体制図 ● ● ● 

１３ 情報セキュリティポリシー 等 ● ● ● 

１４ (様式２)事業者概要書の根拠 ● ● ● 

１５ (様式４)事業計画書の根拠 ● ● 

１６ 
エネルギー管理支援サービスにおける 
省エネ診断報告書のサンプル 

● ● ▲ 

１７ 
提案実績のあるシステム・機器 
の概算見積り 

● ● 

１８ 
契約書類 
(案文可) 

工事請負契約書 ● ● ● 

サービス契約書 ● ● ● 

１９ カタログ類 

ＥＭＳカタログ/仕様書 
構成製品カタログ/仕様書 
サービスカタログ/仕様書 
各価格表 

● ● 

２０ ＥＭＳ画面（キャプチャ・写真） ● ● ● 

２１ 建設業法による許可資格 ● ● ● 

２２ コンソーシアム締結契約書(案文可)   ● 

ポータル出力 

ダウンロード 

自由 

ポータル出力 

ポータル出力 

ダウンロード 

ダウンロード 

ダウンロード 

ダウンロード 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

自由 

ダウンロード 
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▼コンソーシアムを構成して登録申請する場合の提出書類について 
 

以下１０種類の書類は全事業者分必要となります。 
■（様式２）事業者概要書 
■（別紙１）暴力団排除に関する誓約事項 
■（別紙２）役員名簿 
■（別紙３）コンソーシアム事業者登録申請書 
■商業登記簿謄本 
■会社概要 
■決算報告書 
■コンプライアンス体制図 
■情報セキュリティポリシー 
■事業概要書の根拠 

■No.1（様式１）エネマネ事業者登録申請書 
■No.3（様式３）実施体制図 
■No.5（様式５）システム・機器提案概要書 
■No.6（別紙１）暴力団排除に関する誓約事項 
■No.7（別紙２）役員名簿 
■No.8（別紙３）コンソーシアム事業者登録申請書 

ポータルからダウンロードする書類 

エネマネ事業者ポータル「ホーム」画面の       をクリックすると以下６種類の登録申請書類をダウンロードするこ

とができます。 

５．登録申請書類の提出 
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ファイルは、Ａ４版の２穴ハードタイプで背表紙があるものを使用してください。 
提出書類一式は正副の２部で構成し、正をＳＩＩへ提出し、副を手元に保管してください。 

インデックス見本 １
、
エ
ネ
マ
ネ
事
業
者 

 
 

登
録
申
請
書 

ＳＩＩにて管理用シールを貼付するため5cm程
度の空枠を確保してください。 

エ
ネ
マ
ネ
事
業
者
登
録
申
請
書 

平
成
28

年
度 

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理
化
等
事
業
者
支
援
補
助
金 

補
助
事
業
者
名 

Ａ４判ファイル 

正 

・該当書類はＡ４ファイル（２穴、ハードタイプ）綴じとし、表

紙及び背表紙に事業者名を記載すること 

・ファイルは、ファイリングする書類に応じた厚さにすること 

・全ての書類は穴を開け、直接ファイリング。 

 （クリアフォルダには入れない） 

・書類の左に十分な余白をとり、記載部分に穴がかからない 

 ようにすること 

・袋とじは不可 

・書類のホッチキス止め不可 

・提出書類は、全て写しをとり控え書類『副』を作成、 

 保管すること。保管書類をもってＳＩＩからの問い 

 合わせに対応できるようにすること。 

 写し書類で申請することがないようにすること 

[注意事項] 

各書類の最初には「提出書類一覧」に示
す提出書類名称を記載したインデックス付
の中仕切りを挿入すること 
（書類自体にはインデックスを付けない） 

申請書類とファイルの提出について 

ファイリングした書類を下記受付期間内に指定の書類送付先へ郵送してください。 

申請書類の送付先 

※ 受付は、平成２８年４月２０日（水）の１７:００までにＳＩＩに到着したものに限ります 
（消印日ではありません。） 

※ 申請書類は必ず郵送してください。申請書類のＳＩＩへの直接の持ち込みは不可となります 
※ 申請書類は、配送状況は確認できる手段で送付してください 
※エネマネ事業者ポータルでの必要事項の入力完了だけでは申請とは認められません 
※申請書類は返却いたしませんので、ご了承ください 

平成28年４月４日(月)～平成28年4月20日(水) 17:00必着 

申請書類の受付期間 

〒１０４－００６１ 

 東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル7階 

一般社団法人環境共創イニシアチブ 
 

審査第一グループ 
 

「平成２８年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」 

エネマネ事業者担当 宛 

５．登録申請書類の提出 
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中分類 分類項目名 中分類 分類項目名

Ａ 01 農業 53 建築材料、鉱物・金属材料等

02 林業 卸売業

Ｂ 漁　業 03 漁業（水産養殖業を除く） 54 機械器具卸売業

04 水産養殖業 55 その他の卸売業

Ｃ 05 鉱業,採石業,砂利採取業 56 各種商品小売業

57 織物・衣服・身の回り品小売業

58 飲食料品小売業

Ｄ 建設業 06 総合工事業 59 機械器具小売業

07 職別工事業（設備工事業を除く） 60 その他の小売業

08 設備工事業 61 無店舗小売業

Ｅ 製造業 09 食料品製造業 Ｊ 62 銀行業

10 飲料・たばこ・飼料製造業 63 協同組織金融業

11 繊維工業 64 貸金業、クレジットカード業等

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 非預金信用機関

13 家具・装備品製造業 65 金融商品取引業、商品先物取引業

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 66 補助的金融業等

15 印刷・同関連業 67 保険業（保険媒介代理業、

16 化学工業 保険サービス業を含む）

17 石油製品・石炭製品製造業 Ｋ 68 不動産取引業

18 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業(別掲を除く) 69 不動産賃貸業・管理業

19 ゴム製品製造業 70 物品賃貸業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 Ｌ 71 学術・開発研究機関

21 窯業・土石製品製造業 72 専門サービス業（他に分類され

22 鉄鋼業 ないもの）

23 非鉄金属製造業 73 広告業

24 金属製品製造業 74 技術サービス業（他に分類され

25 はん用機械器具製造業 ないもの）

26 生産用機械器具製造業 Ｍ 75 宿泊業

27 業務用機械器具製造業 76 飲食店
28 電子部品・デバイス・電子回路 77 持ち帰り・配達飲食サービス業

製造業 Ｎ 78 洗濯・理容・美容・浴場業

29 電気機械器具製造業 79 その他の生活関連サービス業

30 情報通信機械器具製造業 80 娯楽業

31 輸送用機械器具製造業 Ｏ 81 学校教育

32 その他の製造業 82 その他の教育、学習支援業

Ｆ 33 電気業 Ｐ 医療、福祉 83 医療業

34 ガス業 84 保健衛生

35 熱供給業 85 社会保険・社会福祉・介護事業

36 水道業 Ｑ 86 郵便局

Ｇ 情報通信業 37 通信業 87 協同組合（他に分類されないもの）

38 放送業 Ｒ 88 廃棄物処理業

39 情報サービス業 89 自動車整備業

40 インターネット附随サービス業 90 機械等修理業（別掲を除く）

41 映像・音声・文字情報制作業 91 職業紹介・労働者派遣業

Ｈ 42 鉄道業 92 その他の事業サービス業

43 道路旅客運送業 93 政治・経済・文化団体

44 道路貨物運送業 94 宗教

45 水運業 95 その他のサービス業

46 航空運輸業 96 外国公務

47 倉庫業 Ｓ 97 国家公務

48 運輸に附帯するサービス業 98 地方公務

49 郵便業（信書便事業を含む）

Ｉ 50 各種商品卸売業 Ｔ 99 分類不能の産業

51 繊維・衣服等卸売業

52 飲食料品卸売業
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参考 日本標準産業分類 



一般社団法人 環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ） 
 

TEL:03-5565-4773 
FAX:03-5565-4955 

受付時間：10:00～12：00 13：00～17:00 
（土曜、日曜、祝日を除く） 

https://sii.or.jp/ 

エネマネ事業に関するお問い合わせ窓口 

ＳＩＩホームページ 


