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本手引きでは、エネマネ事業者ポータルの構成・使用方法について記述しています。

エネマネ事業の概要などは、『令和３年度 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、

本手引きをご活用ください。

下記にエネマネ事業者応募申請の流れを示します。ポータルの使用方法・書類作成方法を確認し、応募申請書提出の

締切を守って提出してください。

ポータルの概要

エネマネ事業者の応募申請をするために、まず公募要領を

よく読み、内容を理解する。

必要項目を入力・アップロードし、応募申請書類を作成
する。

応募申請書類を確認し、必要に応じて個別ヒアリングを

実施する。

※ 申請者は、ＳＩＩから連絡があった場合は、必要に応

じて不備修正等を行い、再提出すること

エネマネ事業者応募申請に必要な書類を準備する。

エネマネ事業者応募要件に基づき、応募申請書類にて

要件を満たしていることをＳＩＩが確認後、

エネマネ事業者としての採択を行う。

用意した書類およびエネマネ事業者ポータルで作成・印刷

した書類をファイリングし、郵送する。

※ ２０２１年４月１４日（水） １７:００必着

登録されたシステム・機器およびエネルギーマネジメントサー

ビス情報を事業者情報とあわせてＳＩＩホームページに

公開。

公募要領の確認

書類確認

エネマネ事業者応募申請に
必要な書類の準備

エネマネ事業者ポータルにデータ入力
書類印刷

採択決定

アカウント登録

登録システム・機器
エネマネサービス等の公表

本手引きの説明範囲

１－１ エネマネ事業者応募申請の流れ
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新規応募申請の事業者

継続応募申請の事業者

ＳＩＩのホームページからアカウントを入手

別途配布しているアカウントを使用

応募申請（郵送）

Ｓ
Ｉ
Ｉ

エ
ネ
マ
ネ
事
業
者



未入力項目があったり、入力内容に誤りがあった場合は、保存する際にエラーが表示されます。エラーの内容に従って
データを修正し、再度保存してください。

ポータルの概要

[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

[ソフトウェア]

・ Adobe Reader等のPDF閲覧ソフト

・ Microsoft Office 2007以上

１－２ エネマネ事業者ポータルとは
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＜画面イメージ＞

エネマネ事業者ポータルへ必要データを登録ログインアカウント取得

ＳＩＩ
ＨＰ

エネマネ事業者ポータルとはＳＩＩが提供するシステムで、エネマネ事業者応募申請の手続きを行う際に必ず使用します。

事業者情報やシステム・機器、エネルギー管理支援サービス情報等を入力することにより、応募申請書類を作成します。

申請事業者は、まずエネマネ事業者ポータルにログインするためのアカウント（ＩＤとパスワード）を取得し、

以降は画面に従って各項目を入力していきます。

下図は、補助事業ポータルへのログイン画面およびログイン後のイメージです。

本手引きには入力画面等のイメージ画像を掲載していますが、お使いのＰＣ環境により、文字の配置等が

実際の画像と異なる場合があります。また、画像は本手引き作成当時のイメージであり、実際のエネマネ事業者

ポータルと異なる場合があります。

各データ入力画面において、項目名に「＊」がついている項目は入力必須です。但し、全項目の入力完了前であって

も、［一時保存］ボタンをクリックすることでその時点までの入力内容を保存できます。また、次に同じ画面を開いた際

は、前回保存した内容が表示され、入力を継続できます。

※ 一定時間（約60分）エネマネ事業者ポータルを操作しないと、自動でログアウトされ、作成中のデータが消えてし

まう場合があります。また、データの保存前にブラウザの「戻る」ボタンで前の画面に戻った場合も、入力したデータが保

存されず消えてしまう場合があります。作業中はこまめに「一時保存」ボタンをクリックする等、データの保存に注意してく

ださい。

推奨環境

イメージ画像

保存と入力完了

エラー表示について

継続応募申請の事業者は別途配布している
アカウントを使用

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）



エネマネ事業者ポータルを使用するために必要なアカウント（ＩＤとパスワード）の取得手順です。

6

新規応募申請の事業者 ＳＩＩのホームページからアカウントを取得してください。他事業のアカウントは使用できません

ＳＩＩのホームページ（https://sii.or.jp/）から

[令和３年度

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金]

をクリックします。

「アカウント登録について」のページで下部へ

スクロールし、［アカウント登録はこちら］をクリックします。

表示された画面を下部へスクロールし、「プライバシーポリ

シー」を表示します。

プライバシーポリシーを確認し、

［□上記の内容に同意しますか？］にチェック✔します。

※同意いただけない場合、アカウント取得ができません。

１ ＳＩＩのホームページへアクセス

２ 新規アカウント登録を行う

３ プライバシーポリシーの確認する

新規応募申請の事業者 １－３アカウント取得について

アカウント登録はこちら

エネマネ事業者登録について

上記の内容に同意しますか？

アカウント登録について

プライバシーポリシー

ポータルの概要

アカウント登録について

省エネ

令和３年度 先進的省エネルギー
投資促進支援事業費
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ポータルの概要

入力内容を確認し、修正がなければ

［アカウント情報の送信］をクリックします。

※修正がある場合は［修正する］をクリックすると

前の画面に戻ることができます。

仮登録完了画面が表示されます。

※ この時点では、まだアカウントは発行されません。

およそ２４時間以内（土日祝除く）に登録されたメー

ルアドレスにメールが届き、次ページの画面の手順へ進

むことができるようになります。

アカウント登録フォーム（仮登録完了）

アカウント登録ご確認メールを送信しました。

アカウント登録フォームに沿って申請書作成機能の

利用者情報を入力します。

【入力内容】

• 会社名

• 氏名

• 住所

• 電話番号

• メールアドレス（ＩＤとパスワードを受け取るアドレス）

全ての入力が完了したら［入力内容を確認する］を

クリックします。

４ アカウント登録フォームに入力

６ 仮登録完了

５ 入力内容の確認または修正する

入力内容を確認する

アカウント登録フォーム

アカウント情報の送信修正する

アカウント登録フォーム
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ポータルの概要

８ 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

のアカウント取得は完了です。

ＩＤとパスワードが記載されたメールが２４時間以内（土日祝

除く）に届きますので、お待ちください。

※ メール受信後２４時間以内にＵＲＬにアクセスしなかった

場合や、本画面が表示されない場合は、

アカウントが取得できません。

当該画面が表示されることを必ず確認してください。

７

R３「エネマネ事業者公募」応募書類作成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://pre2.sii.or.jp/form/cutback30/verify?rid=MsK9Wt
本登録は登録書類作成を補助するためのツールの利用登録であり、エネ
マネ事業者の応募を完了するものではありません。
こちらのURLの有効期限は、24時間となっております。24時間以内に本
登録用のURLにアクセス頂けなかった場合には、登録が無効となります。
その場合再度、登録書類作成機能の登録画面より登録を行ってください。
※このメールに覚えがない場合、メールアドレスが誤って送信された可能性
があります。大変お手数ですが、破棄してください。
※このメールは自動配信となります。本メールにご返信いただきましてもご
対応致しかねますのでご了承ください。

９

令和３年度 エネマネ事業者ポータルのID（ユーザ名）およびパスワー
ドが発行されました。本メール文末をご確認ください。

ID（ユーザ名）とパスワードをもとに、以下のURLからエネマネ事業者
情報をご登録頂けます。

https://cs6.salesforce.com/secur/login_portal.jsp?orgId

※今回発行された、ID（ユーザ名）/パスワードにてログインした後、ご
自身で新しいパスワードを再設定する必要があります。
※このURLをブラウザの「お気に入り」に登録頂けると便利です。

※ポータルへのログインはパソコンをお使いください。
スマートフォンおよびモバイルは推奨しておりません。

---------------------------------------------------------------

ユーザー名：
パスワード：

仮登録受付メールを受信

アカウントの本登録を行う

ＩＤとパスワードメールを受信

４ で登録したメールアドレスへ確認メールが送信されます。

※ あらかじめ「@sii.or.jp」からのメールを受信できるよう、

設定をご確認ください。

送信メール件名：[SII] 「エネマネ事業者公募」応募書類

作成の仮登録を受け付けました。

送信元メールアドレス：regist@sii.or.jp

受信したメール本文に記載のＵＲＬにアクセスします。

登録したメールアドレスに「ＩＤ（ユーザ名）」「パスワード」、

「補助事業ポータルのＵＲＬ」が記載されたメールが届きます。

※ 受信が確認できない場合は、念のため迷惑メール

フォルダ等に振り分けられていないか確認してください。

送信メール件名：「令和３年度 エネマネ事業者ポータルＩＤ

（ユーザ名）発行のご連絡」

送信元メールアドレス：noreply@sii.or.jp

受信したメール本文に記載のＵＲＬにアクセスします。
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ポータルの概要

これでエネマネ事業者ポータルを使用する準備は完了です。

１１ エネマネ事業者ポータルに初めてログインするとパスワードがリセット

されます。新しいパスワードを設定してください。

① 新しいパスワードを入力してください。

② 確認のため、再度①で設定した新しいパスワードを入力して

ください。

③ ①・②が一致すると、新しいパスワードが設定されます。

（メールで受信した初期パスワードは使用できなくなります。）

※ 新しいパスワードは任意の文字列で設定できます。

※ 但しセキュリティのため、８文字以上で数字と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する

１２ ＩＤと新しいパスワードでポータルを開く

１０

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。

パスワードを変更する

パスワードをお忘れですか？

SIIから通知された「ID（ユーザ名）」「パスワード」を入力し
て「ログイン」ボタンを押してください。

ログイン

パスワードを連続で10回間違えると、15分間ロックされ
ます。（その間に正しいパスワードを入力しても、ログイン
不可となります。）
しばらく時間をおいてから再ログインください。

新しいパスワード①

パスワードの確認② 保存

で受信した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） 」、新しい「パスワード」を入

力し、ログインします。

パスワードを忘れた場合、再発行が必要になります。

① ログイン画面の［パスワードをお忘れですか？］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。

※ＩＤ（ユーザ名）を紛失した場合は、ＳＩＩのホームページより、

再度アカウント登録をし直してください。

９

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

パスワードをお忘れですか？

ログイン

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

SIIから通知された「ID（ユーザ名）」「パスワード」を入力し
て「ログイン」ボタンを押してください。



エネマネ事業者ポータルを使用するために必要なアカウント（ＩＤとパスワード）の取得手順です。
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１

継続応募申請の事業者 Ｒ２年度から継続で応募申請を行う事業者は、別途配布しているアカウントを使用

ポータルＩＤ発行メールを受信

Ｒ２年度エネマネ事業者（幹事社）担当宛に、Ｒ３年度エネマネ事業者応募申請ＩＤとパスワードをメー

ルにてお送りします。

継続応募申請の事業者 １－３アカウント取得について

ポータルの概要

２
メール本文に記載されているＵＲＬにアクセスし、

ログイン画面に、発行された

［ＩＤ（ユーザ名）］［パスワード］入力後、ログインし

ます。

※前年度に使用していたパスワードはリセットされていますの

で、ご注意ください。

パスワードを変更する

これでエネマネ事業者ポータルを使用する準備は完了です。

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） 」、新しい「パスワード」を入力し、ログイン

します。

パスワードを忘れた場合、再発行が必要になります。

① ログイン画面の［パスワードをお忘れですか？］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。

※ＩＤ（ユーザ名）を紛失した場合は、ＳＩＩのホームページより、

再度アカウント登録をし直してください。

ＩＤと新しいパスワードでポータルを開く４

３ 新しいパスワードを設定してください。

① 新しいパスワードを入力してください。

② 確認のため、再度①で設定した新しいパスワードを入力して

ください。

③ ①・②が一致すると、新しいパスワードが設定されます。

（メールで受信した初期パスワードは使用できなくなります。）

※ 新しいパスワードは任意の文字列で設定できます。

※ 但しセキュリティのため、８文字以上で数字と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する

パスワードを連続で10回間違えると、15分間ロックされ
ます。（その間に正しいパスワードを入力しても、ログイン
不可となります。）
しばらく時間をおいてから再ログインください。

ログイン

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

新しいパスワード①

パスワードの確認② 保存

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

パスワードをお忘れですか？

SIIから通知された「ID（ユーザ名）」「パスワード」を入力し
て「ログイン」ボタンを押してください。

ログイン

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）



応募方法（応募申請）

２－１ ポータル登録方法

各ボタンについて

２－２ ポータル登録情報の修正

２－３ ＰＲシートの作成
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応募方法（応募申請）

２－１ ポータル登録方法 ホーム画面の説明
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申請書作成画面を開きます。

エネマネ事業者ポータルにログインすると、下記画面が表示されます。

エネマネ事業に関するＳＩＩからのお知らせ、注意事項等が表示されます。

１ ホーム

２ エネマネ応募申請

３ エネマネ申請検索

※一度作成して保存した応募申請情報を検索し、続きを編集したり、修正する場合こちらのタブを選択してください。

Ｒ２年度から継続応募申請するエネマネ事業者は、[エネマネ申請検索]タブを選択し、[検索実行]ボタンをクリック

すると、過年度に登録した情報が呼び出せます。申請年度欄に「３」と入力して検索してください。

継続応募申請の事業者

Ｒ３年度で新規応募される場合、もしくはＲ２年度に登録されたエネマネ事業者が登録内容を変更

（幹事社とコンソーシアム事業者の入れ替えなど）する場合は、こちらのタブを選択し、新たに応募申請してください。

新規応募申請の事業者 ・・・［エネマネ応募申請］（Ｐ.１３）より応募申請ください

・・・ ［エネマネ申請検索］（Ｐ.１４）より応募申請ください

《ダウンロード書類について》

ＳＩＩのホームページよりダウンロードしご提出ください

エネマネ事業者応募書類（Excelファイルのシート別に４つの書類があります）

◼ 実施体制図

◼ 別紙１ 暴力団排除に関する誓約事項

◼ 別紙２ 役員名簿・データ報告フォーマット

◼ 誓約書

３２１

ホーム エネマネ応募申請 エネマネ申請検索
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新規で応募申請の場合は

エネマネ応募申請タブを選択。

１

応募方法（応募申請）

新規応募申請の事業者 ２－１ ポータル登録方法 幹事社登録画面入力

３ ［保存］をクリックし、入力内容を登録する。

エラーメッセージが表示された場合、エラー内容を確認し正しいデータに修正してから、再度[確認]ボタンを

クリックしてください。

なお、１画面内にエラーが複数ある場合は、以下の例のように全てのエラーがまとめて表示されます。

エラー

保存

戻る 確認 一時保存

エネマネ事業者応募 幹事社応募画面に入力２
①エネマネ事業者応募幹事社応募画面に入力する。

②入力後、［確認］もしくは［一時保存］を選択。

一時保存

入力必須項目（ ＊ 箇所）を全て入力し［確認］を

クリックしてください。

この動作を行わないと、仮書類およびシステム概要書な

どの出力ができません。

確認ボタンを押した後でも編集は可能です。

確 認

入力途中で一時作業を中断したい場合[一時保存]をク

リックすると、それまでの入力内容が保存されます。

ログイン中に、続きから入力する場合は、画面左上の

［編集］ボタンをクリックし、入力してください。

再ログインした際は、「エネマネ申請検索」タブを選択し、

検索実行ボタンをクリック後、該当の［詳細］をクリックし

てください。

確認 一時保存

①

②先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

応募
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１

２ 登録情報のステータスが［仮登録］となっていて、[継続詳細]にチェック がある［詳細］をクリックしてくだ
さい。

✔

応募方法（応募申請）

継続応募申請の事業者 ２－１ ポータル登録方法 幹事社応募画面入力

Ｒ２年度登録されたエネマネ事業者が登録内容を変更（幹事社とコンソーシアム事業者の入れ替えなど）

する場合は、［エネマネ応募申請］タブを選択し、新たに応募申請してください。

手順はP.１３を参照

３ ① ポータルには前年度に登録したデータが、移行され表示されます。

② 「エネマネ事業者応募申請情報詳細」画面上部の左の［編集］ボタンをクリックして、幹事社応募画面に

移り、入力してください。入力後、［確認］もしくは［一時保存］を選択。

一時保存

入力必須項目（ ＊ 箇所）を全て入力し［確認］をクリックしてください。

この動作を行わないと、仮書類およびシステム概要書などの出力ができません。

確認ボタンを押した後でも編集は可能です。

入力途中で一時作業を中断したい場合[一時保存]をクリックすると、それまでの入力内容が保存されます。

ログイン中に、続きから入力する場合は、画面左上の［編集］ボタンをクリックし、入力してください。

再ログインした際は、「エネマネ申請検索」タブを選択し、検索実行ボタンをクリック後、該当の［詳細］を

クリックしてください。

確 認

Ｒ２年度から継続応募申請するエネマネ事業者の場合

①［エネマネ申請検索］タブを選択してください。

② タブ選択後、令和を選択し申請年度欄に「３」と入力してください。

③［検索実行］ボタンをクリックすると、検索結果にＲ３年度エネマネ事業者応募情報が表示されます。

NO 操作 継続申請 申請書番号 申請日 幹事社エネマネ番号 エネマネ事業者名幹事社名 承認ステータス

［詳細］ ✓ GE 仮登録サンプル株式会社

３

検索実行

エネマネ申請検索①

③
申請年度

②
３

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）
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応募方法（応募申請）

新規応募申請の事業者 継続応募申請の事業者 応募情報詳細

管理情報

会社法人等番号を入力
【商業登記簿謄本左上に記載の
数字12桁】
入力後にをクリックするとに商業登
記簿謄本上の情報が表示されます。

会社法人等番号について

以下の注意点をご確認ください

過去３年分のエネルギー管理支援サービスの件数およびＥＭＳの導入件数と、前年度までの累計を入力し

てください。

以下の注意点をご確認ください。

【注意点】

• エネルギー管理支援サービス件数の計測に基づいた分析レポートや改善提案を行った実例に基づいた件数

を入力してください。

• EMSの導入実績は、エネルギーの計測、見える化、制御機能を実装しているＥＭＳに基づいた件数を入

力してください。※デマンドコントローラーのみの導入は該当しない。

• 集計期間は、自社の決算期に合わせてください。

エネルギー管理支援
サービス件数

ＥＭＳの導入件数

エネルギー管理支援サービスおよび
ＥＭＳ導入を開始してから前年度
までの累計を入力ください

エネルギー管理支援サービス契約件数・EMS導入件数について

決算情報



Ｎｏ ボタン名 備 考

システム・機器登録

要件を満たしたシステム・機器を登録します。
応募申請する事業者が本事業で提供する予定のシステム・機器を全て登録して
ください。
応募申請締切後のシステム・機器登録はできません。

利用可能機器登録 応募事業者がどのシステム・機器を提供できるか、選択登録します。

実施体制図

（様式３）実施体制図をダウンロード後、情報入力した実施体制図をアップロー
ドします。

アップロードファイル名：
幹事社事業者名_実施体制図_yyyymmdd.pdf

コンソーシアム
契約書

複数の事業者でコンソーシアムを構成し本事業に参加するにあたり、コンソーシア
ム事業者間で交わす契約書をアップロードします。

アップロードファイル名：
幹事社事業者名_コンソーシアム契約書_yyyymmdd.pdf

エネルギー管理支援
サービス契約書

エネルギー管理支援サービス契約書における、４つのサービス要件がわかるようにラ
インと吹き出しで示してアップロードします。詳細はP.２０参照

アップロードファイル名：
事業者名_エネルギー管理支援サービス契約書_yyyymmdd.pdf

システム概要書

システム・機器登録ごとにシステム概要書のボタンが出現しクリックできます。エクセ
ル内に構成図を挿入し、アップロードします。

アップロードファイル名：
事業者名_システム概要書_●●_yyyymmdd.pdf
複数提出の場合は、書類名の後ろに番号を付け、同じファイル名にならないようにすること

システム確認書 システム・機器登録ごとに、［システム・機器］ボタンが出現しクリックできます。

編集 幹事社事業者情報の［一時保存］や［保存］したデータを編集できます。

コンソーシアム応募 複数の事業者でコンソーシアムを構成する場合、各事業者の情報を登録します。

1

2

3

4

5

6

７

次ページより各ボタンクリック後のページ詳細について説明します。
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1 2

4

3

5

6

応募方法（応募申請）

各ボタンについて

7

９

8

8 9

システム概要書(Excel)

システム概要書(Excel)

サンプル法人株式会社



システム・機器登録

ＳＩＩが指定するシステム・機器要件を満たしたエネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ）の登録を行います。

ＥＭＳの【基本情報】・【概算見積構成】・【システム要件】を、登録するＥＭＳごとに入力してください。

①主装置価格および見積金額へは消費税抜きの金額を入力ください。

➁備考欄へは、必要であれば入力ください。入力必須ではありません。

複数のＥＭＳを登録する場合は、［システム・機器情報追加］をクリックし、システム・機器登録数分の同項目

を入力してください。

17

1

応募方法（応募申請）

アップロード後に、誤って削除ボタンを押してしまった場合、再度アップロードしてください。

（P.2１参照）

システム概要書(Excel)
削除

備考：

① ➁

消費税抜きの金額
を入力してください

※税抜きの金額を入力してください

※税抜きの金額を入力してください

消費税抜きの金額
を入力してください

システム・機器情報１
概算見積構成

システム・機器情報１
システムスペック

①

システム・機器情報追加

エネマネ事業者応募
システム・機器登録



①
利用可能機器登録

システム機器登録で登録したＥＭＳについて、事業者ごとに提供可能なＥＭＳをチェックし保存してください。

利用可能機器登録

18

2

実施体制図3

②

（様式３）実施体制図はエネマネ事業者ポータルのホームより、ダウンロード可能です。

エクセルに必要事項を記入（図挿入など）し、下記参照のうえファイル名を付けＰＤＦでアップロードして

ください。

アップロードファイル名 ：幹事社事業者名_実施体制図_yyyymmdd.pdf
例 ：○○○株式会社_実施体制図_20210405.pdf

応募方法（応募申請）

幹事社

コンソーシアム
事業者

実施体制図

エネマネ事業者一覧

継続応募申請の場合、Ｒ２年度のアップロードデータが引き継がれています。

誤って削除ボタンを押してしまった場合、再度アップロードしてください。

内容に修正変更がある場合は、削除ボタンを押し再アップロードしてください。

添付実行

継続応募申請の事業者

全選択

戻る 保存

戻る 保存

③

サンプル法人株式会社

②



コンソーシアム契約書
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4

アップロードファイル名：幹事社事業者名_コンソーシアム契約書_yyyymmdd.pdf
例 ：○○○株式会社_コンソーシアム契約書_20210405.pdf

応募方法（応募申請）

添付実行コンソーシアム契約書

エネマネ事業者一覧

複数の事業者でコンソーシアムを構成する場合、コンソーシアム事業者間で交わす契約書（案文可）を下記参

照のうえファイル名を付けＰＤＦでアップロードしてください。
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応募方法（応募申請）

エネルギー管理支援サービス契約書5

ＳＩＩが指定する４つのサービス要件が提供できるエネルギー管理支援サービス契約書を、下記参照のうえファイル

名を付けＰＤＦでアップロードして下さい。

複数の事業者でコンソーシアムを構成する場合は、各事業者ごとに補助事業者と締結する契約書を、下記参照の

うえファイル名を付けＰＤＦでアップロードしてください。

アップロードファイル名 ：事業者名_エネルギー管理支援サービス契約書_yyyymmdd.pdf
例 ：○○○株式会社_エネルギー管理支援サービス契約書_20210405.pdf

エネルギー管理支援サービス契約書

添付実行

添付実行

サービス要件①に相当

サービス要件②に相当

サービス要件③に相当

サービス要件④に相当

エネルギー管理支援サービス契約書

ＳＩＩが指定する４つのサービス要件の該当箇所にラインなどを引き、PDFを

アップロードしてください。

上記作成イメージを参照

作成イメージ

5

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）
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システム概要書6

アップロードファイル名 ：幹事社事業者名_システム概要書_●●_yyyymmdd.pdf
例 ：○○○株式会社_システム概要書_01_20210405.pdf

○○○株式会社_システム概要書_02_20210405.pdf
○○○株式会社_システム概要書_03_20210405.pdf
○○○株式会社_システム概要書_04_20210405.pdf

複数提出の場合は、書類名の後ろに番号を付け、同じファイル名にならないようにすること
複数の機器を登録した場合、ポータルに登録した順に付番すること

応募方法（応募申請）

システム概要書(Excel)
削除

アップロード後に削除ボタンを押すと、添付資料を削除できます。

添付書類を差し替える際は、削除ボタンをクリックし、再アップロードしてください。

添付実行

システム概要書

システム概要書(Excel)

①

（様式４）システム概要書

ポータルへ入力した情報が様式に反映されています。

※ダウンロード後に様式内の編集は行わないでください。

編集をする際は再度ポータルへ入力し、再ダウンロードを行って

ください。

システム・機器構成図

➁

➂

① システム・機器登録ごとに［システム概要書(Excel)］のボタンが出現します。

② ボタンをクリックすると（様式４）システム概要書がダウンロードできますので、エクセル内にシステム・機器構成

図を挿入してください。

③ 下記参照のうえファイル名を付けＰＤＦでアップロードしてください。

（様式４）システム概要書作成時の注意点

幹事社の社名が印字されていること
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編集8

コンソーシアム応募申請9

幹事社事業者情報の「一時保存」や「保存」したデータを編集できます。

複数の事業者でコンソーシアムを構成する場合、各事業者の情報を登録します。

事業者の追加は、［コンソーシアム情報追加］をクリックすることで複数の事業者情報を登録できます。

事業者の削除は、各事業者情報「基本情報」の上部にあるチェックボックスでＯＮにして保存することで、該当の事業

者を削除できます。削除した情報は元に戻すことはできませんので注意してください。

※削除する場合はチェックボックスをONにして保存してください

コンソーシアム情報追加

応募方法（応募申請）

システム確認書7

①システム・機器情報１システム要件へ入力してください。

➁システム・機器登録ごとに、[システム・機器]ボタンが出現しクリックできます。

➂（様式４）システム確認書がポータルより出力できます。

すべての必要事項の入力を終えたら、エネマネ事業者応募申請に必要な書類の印刷を

します。入力間違いがないか、提出する書類と整合は取れているか、印刷前に必ず確認を

行ってください。

注 意

システム・機
器情報１

システム要件

①

（様式４）システム確認書➂

【仮】システム・機器1 ➁システム確認書：



※エネマネ事業者ポータルに再ログインし、下記手順で画面を開きます

① エネマネ事業者ポ－タルにログインし、［エネマネ申請検索］タブを選択します。

② 表示された「検索条件」画面で、申請書の検索条件を入力または何も入力せずに、［検索実行］を

クリックします。

③ 表示された検索結果から、データを修正したい申請書の[詳細]をクリックし、該当の応募申請詳細画面を開き

編集してください。

２－２ ポータル登録情報の修正

23

データを保存の際にエラーメッセージが表示された場合は、エラー箇所を修正し、表示されなくなるまで

対応してください。

登録したデータを修正する

エラーメッセージが表示された場合

応募方法（応募申請）

検索実行 ②

【検索条件】

• 申請書番号
• 申請年度

※ 全て空欄のまま、検索する事も可

エネマネ申請検索 ①

仮登録［詳細］

1

2 サンプル株式会社

NO 操作 継続申請 申請書番号 申請日 幹事社エネマネ番号 エネマネ事業者名幹事社名 承認ステータス

③



２－３ ＰＲシートについて
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応募方法（応募申請）

エネマネ事業者の応募完了後、エネマネ事業者ポータルに入力された情報を基に「エネマネ事業者ＰＲシート」を

作成しホームページに公開します。（ＰＲシートはＳＩＩで作成します）

多くの一般の事業者が情報閲覧することを踏まえ、略式名称等の入力は避け、わかりやすい表記・表現で入力して

ください。また、誤字脱字のないよう、ご注意ください。

1 ENEMANEサービス① 1　万円／月

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○
部署名 省エネ事業部

エネマネ事業者ＰＲシート
事業者概要 エネルギーマネジメントサービス

事業者名 ＥＮＥＭＡＮＥ株式会社

Ｎｏ サービス名称 ESCO 基本月額費用 サービス概要

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○
対応日 平日（祝日除く）

3 ENEMANEサービス③ 5　万円／月

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

対応時間 10：00～17：00

電話番号 00-0000-0000

2 ENEMANEサービス② ３　万円／月

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○
ホームページ http●●●

登録システムについて

システムスペック 参考導入構成および費用

対応エリア
全国　北海道、東北、関東、北陸、中部、

近畿、中国、四国、九州、沖縄

4 ENEMANEサービス④ ● 0　万円／月

業種 契約電力 計測点数 制御点数

1 エネマネ ＡＢＣ

低圧 空調 コジェネ

Ｎｏ システム名称 対象業種 対象規模 対象設備 最大点数

電力85、ガス15点ああああああああ

ああああああああああああああああ

電力85、ガス15点ああああああああ

ああああああああああああああああ

高圧小口 冷 ボイラ
制御

工事費込　５，０００万円

計測

ＡＢＣ １，０００kW
100 100

500

2 エネマネ ＡＢＣ

低圧 空調 コジェネ

高圧 照明 蓄電池

計測

ＡＢＣ １，０００kW
100 100

100

無制限特別高圧 自家発 生産

高圧 照明 蓄電池
電力85、ガス15点ああああああああ

ああああああああああああああああ

電力85、ガス15点ああああああああ

ああああああああああああああああ

高圧小口 冷 ボイラ
制御

工事費込　１，０００万円

100 100

50

100特別高圧 自家発 生産

低圧 空調 コジェネ

Ｊ：金融業，保険業、Ｋ：不動産業，物品賃貸業、Ｌ：学術研究，専門・技術サービス業、Ｍ：宿泊業，飲食サービス業、Ｎ：生活関連サービス業，娯楽業、Ｏ：教育，学習支援業、Ｐ：医療，福祉、

Ｑ：複合サービス事業、Ｒ：サービス業（他に分類されないもの）、Ｓ：公務（他に分類されるものを除く）、Ｔ：分類不能の産業

50特別高圧 自家発 生産

【対象業種】表示について Ａ：農業，林業、Ｂ：漁業、Ｃ：鉱業，採石業，砂利採取業、Ｄ：建設業、Ｅ：製造業、Ｆ：電気・ガス・熱供給・水道業、Ｇ：情報通信業、Ｈ：運輸業，郵便業、Ｉ、卸売業，小売業、

高圧 照明 蓄電池
電力85、ガス15点ああああああああ

ああああああああああああああああ

電力85、ガス15点ああああああああ

ああああああああああああああああ

高圧小口 冷 ボイラ
制御

工事費込　１００万円

3 エネマネ ＡＢＣ

計測

ＡＢＣ １，０００kW

※レイアウトは変更になる場合があります

①

➁

➂

④

➄

⑥

⑦

①
➁
➂
④
➄

⑥

⑦

⑧

⑧

⑨

⑨

➉

➉

システム・機器情報１
システムスペック

システム・機器情報１
概算見積構成

問合せ先情報

エネルギー管理
支援サービス情報１

https://●●●

ＰＲシートに反映される箇所

（土日除く）
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３－１ 応募申請書類等の印刷

３－２ 応募申請書類等の提出方法

３－３ 応募申請期間

３－４ お問い合わせ先・提出先

３－５ よくあるお問い合わせ



1. エネマネ事業ポータルにログインし、「申請情報詳細 画面」を表示します。

2. ボタン名の先頭に【仮】が付いたボタンをクリックすると、背景に『（仮）』という文字が表示された、書類の

印刷イメージが表示されますので、１枚ずつ内容を確認してください。

印刷・提出

３－１ 応募申請書類等の印刷

26

印刷イメージの表示方法

＜申請者情報詳細 画面イメージ＞

（仮）書類の出力

【仮】応募申請書 【仮】事業者概要書

【仮】システム・機器1

一時保存ボタンでは【仮】申請書類ボタンは出現しません。

【仮】応募申請書類を出力の際には、書類に必要な内容を入力後［確認］ボタンをクリックし

［保存］ボタンをクリックしてください。

編集 コンソーシアム応募申請 システム・機器登録 利用可能機器登録

実施体制図

幹事社１－１

システム・機器１

コンソーシアム契約書

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）



印刷・提出

３－１ 応募申請書類等の印刷

27

入力内容の確認

画面に表示された印刷イメージと、これまでに用意した書類を見比べて、入力した内容が正しいか、確認します。

修正が必要な場合は、正しい情報に修正してください。

画面と書類をよく確認し、不備不足のない書類を提出してください。

エネマネ事業者ポータルから出力できる書類

（様式１）エネマネ事業者応募申請書

（別 紙）エネマネ事業者応募申請書
（コンソーシアムを構成する場合のみ）

（様式２）事業者概要書

（様式４）システム概要書

（様式４）システム確認書

「（仮）」書類は、印刷イメージの確認用であり、応募申請書類とはなりません。



エネマネ事業者ポータルに登録したデータを、提出書類として印刷します。

全てのデータの登録・修正が完了し、印刷イメージで正しいことを確認したら、［入力完了］ボタンをクリックして

補助事業ポータルに登録された内容を確定します。

印刷・提出

３－１ 応募申請書類等の印刷

28

書類の印刷

「入力完了」をクリックすると入力データの編集ができなくなります。
また、「入力完了」ボタンは、全書類に対して１つしかありません。必ず全ての書類の確認、
修正が終わってからクリックしてください。

申請書類印刷

［入力完了］ボタンをクリックすると、（仮）の文字がなくなった各申請書類ボタンが表示されます。

各書類のボタンをクリックするとＰＤＦファイルとして表示されます。

１

２

必要な書類の印刷を実施し、「令和３年度 エネマネ事業者公募要領」Ｐ.２６
提出書類一覧を確認しながらファイリングしてください。
入力完了だけでは応募申請をしたことにはなりませんので注意してください。

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（エネマネ）

入力完了 取り下げ

全ての入力および
確認を終えたら押
してください。

取り下げると、
データは元に戻り
ませんので注意し
てください。
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３－２ 応募申請書類等の提出方法

29

ファイルの作成方法

正、副２部作成し、
正をＳＩＩへ郵送

下から５ｃｍ程度の
余白を設ける

・各書類間に中仕切り

・インデックスを付ける
（数字のみは不可）

応募申請書は『正』『副』各１部、合計２部作成。『正』は、朱印付きの原紙等を綴じてＳＩＩへ提出。

『副』は『正』をそのまま複写し、担当者が保管してください。

確認項目

提出書類に不備・不足等があると選考の対象にならない場合があるので注意すること

指定様式の書類は、原則すべての項目について記載すること

関係箇所が判別し難い書類（カタログや価格表、契約案等）は付箋やマーカーで目印をつけること

該当書類はＡ４ファイル（２穴、ファイルの形状問わず）綴じで提出すること

表紙および背表紙に下記名称を記載すること

「事業名称」 「申請書名称」 「エネマネ事業者名」

ファイルは、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

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）

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



２０２１年４月２日（金） ～ ２０２１年４月１４日（水）１７：００必着

※提出書類は、原則配送状態が確認できる手段で郵送すること。

３－3 応募申請期間

お問い合わせ先

ＴＥＬ ０３－５５６５－４７７３

（受付時間：平日 １０:００～１２:００、１３:００～１７:００）

Ｍａｉｌ ems01@sii.or.jp ※原則、メールでのお問い合わせをお願いいたします。

エネマネ事業者応募申請書ファイル提出先

〒１０４－００６１東京都中央区銀座２－１６－７恒産第３ビル６階

一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部

令和３年度 エネマネ事業者担当 宛

３－４ お問い合わせ先・提出先

30

印刷・提出
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問い合わせ内容 回答

（仮）書類のボタンが出現しない

詳細画面左上の「編集」ボタンをクリックすると、ページが『エネマネ
事業者応募幹事社応募』画面に変わります。

入力必須項目（＊）を全て入力後、[確認]ボタンを
クリックしたあと、保存ボタンをクリックしてください。

一時保存ボタンだけでは（仮）書類のボタンは出現しません。

システム概要書(Excel)ボタンが出現し
ない

『エネマネ事業者幹事社応募』および『システム・機器登録』の必
須項目（＊）を全て入力してください。

一時保存ボタンだけでは、システム概要書(Excel)ボタンは出現し
ません。システム・機器登録内容を入力後［保存］ボタンを押し
てください。

書類提出後、不備、不足等があった場
合は、訂正、修正、追加等の対応は
可能か

確認期間での対応は可能です。

申請書類を出力して確認したら、空欄
箇所がある

必要項目を全て入力してください。

入力完了ボタンを押下してしまったが、
修正が発生してしまった

ステータスを変更しますので、以下の必要事項をメールにてご連絡く
ださい。

・事業者名
・申請書番号

３－５ よくあるお問い合わせ

ボ
タ
ン
が
出
現
し
な
い

そ
の
他

新規応募申請の事業者および継続応募申請の事業者共通
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問い合わせ内容 回答

編集不可の入力項目を修正したい

修正したい項目と新旧が分かるようにメールでお知らせください。

【例】

事業者名

修正項目：代表者名

旧）省エネ 太郎

新）省エネ 守

主装置のバージョンアップにより、主装置
の型番変更になる場合は新規応募申
請になりますか

継続機器とし申請してください。

ただし、バージョンアップの詳細と、新旧のシステム名、型番をメール
でお知らせください。
詳細内容を確認の上、当団体でポータルの修正等対応致します。

Ｒ２年度に登録している事業者だが、
幹事社は変更せず、コンソーシアム事業
者を１社追加したい

【例】
コンソーシアム：
(Ｒ２)１社 ⇒ (Ｒ３)２社になる時

継続応募申請とし、追加でコンソーシアム事業者を応募申請してく
ださい。

３－５ よくあるお問い合わせ

修
正
が
生
じ
た
場
合

継続応募申請の事業者対象

そ
の
他





〒１０４－００６１

東京都中央区銀座２－１６－７恒産第３ビル６階

一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部

令和３年度 エネマネ事業者担当 宛

TEL ：０３－５５６５－４７７３

（受付時間：平日 １０:００～１２:００、１３:００～１７:００）

メール ：ems01@sii.or.jp

ＨＰ ：https://sii.or.jp/

お問い合わせ窓口

mailto:ems01@sii.or.jp
https://sii.or.jp/

