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⚫申請は必ず以下の順番で行ってください
（FITシステムへの登録がないと、入札への参加ができません）

1

FITシステムへの登録

入札システムへの登録

「登録者ID」の取得（p.7）

「申請ID」の取得（p.18）

「入札ID」の取得（p.35）

申請の流れ



Ⅰ．FITシステムへの登録について
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3

１．ユーザ登録（登録者用ログインIDの取得）

２．事業計画認定申請登録

３．事業計画認定申請書出力

４．事業計画認定申請データ提出

５．事業計画認定申請書等郵送

FITシステムでの新規認定申請までの手順
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再生可能エネルギー電子申請ホームページ

にアクセスし、「新規登録」から[ユーザ]の登録をします

1-1.ユーザの新規登録

ログイン方法

※対応ブラウザ： Microsoft Edge、Internet Explorer 11、Google Chrome、Firefox、Safari 

[新規登録]をクリックします

ユーザ情報登録画面へ進みます
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申請を行う方[ユーザ]の情報を登録します

1-2.ユーザ情報登録

入力画面全体画像

※必須項目はすべて入力します
こちらはサンプル画面です
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1-3.ユーザ情報内容の確認・登録

ユーザ情報内容を確認し、登録を行います

「登録」ボタンをクリックします

※誤りがない場合は「登録」、修正する場合は「修正」
ボタンを押します
「登録」ボタンを押すと、確認メールが送信されます

入力内容に誤りがないかどうか確認します

こちらはサンプル画面です
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1-4.登録確認メール受信

[URL]をクリックします

パスワード変更画面が開きます

受信したメールを確認します

※ユーザ名が表記されていますので、忘れずに控えます。

※[ユーザ名]がメール本文に記載してあります

この[ユーザ名]が次の事業計画認定申請登録の際
の「登録者ID」として必要になりますので必ず控えて
おいてください。

「登録者ID」の取得



「パスワードを変更」ボタンをクリックします
マイページへ進みます
※登録したパスワードは忘れないように記録します
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1-5.パスワード変更

パスワードを変更します

[パスワード]を入力します

※要件を満たすようにパスワードを入力します

１

２

［特殊文字］を必ず１個以上
入れたパスワードを設定します

※特殊文字とは下記の文字の
ことをいいます
例）! “ # $ % & 



9

1-6.マイページ

マイページが表示され、[ユーザ]登録が完了となります。引き続き、認定申請等手続きへ進みます。
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マイページにログインしている状態で操作を行います

2-1.認定申請登録

「設備認定申請入力」ボタンをクリックします

認定申請登録画面へ進みます

[設備認定申請入力]手順
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[発電設備区分]を選択します（入札対象は「洋上風力」、「着床式」を選択します）

2-2.認定申請登録[設備区分選択]

「情報入力」ボタンをクリックします

情報入力画面へ進みます
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申請の情報を入力します

2-3.認定申請登録
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確認事項を確認し、入力した内容を確認します

2-3.認定申請登録[情報入力]

確認事項をよく確認した上で、チェックボックスにチェックを入れて下さい

確認事項について登録者ではなく事業者本人が確認し事業者の同意を十分に得た
上で登録手続きを行って下さい

※確認事項全てに同意いただけない場合は申請を行うことはできません

「内容確認」
ボタンをクリックします

内容確認画面へ進みます

※この時点ではまだ申請手続きは完了し
ていません

１

２
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2-4.認定申請登録[内容確認]

登録内容を確認します

「保存して次に進む」ボタンをクリックします

書類添付画面へ進みます※修正する場合は「修正」ボタンを押して下さい

入力内容に誤りがないかどうか確認して下さい

こちらのサンプル画像は、実際の画像の一部を省略して
います
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2-5.認定申請登録[書類添付]

申請に必要な書類を添付します

※必要な書類は申請者によって異なりますので、後述する一覧をご確認下さい

注意
「事業実施体制図」と「関係法令手続状況報
告書」は半電子申請の場合、必須書類となり
ますので、必ず添付をお願い致します。

[添付ファイル]アップロード用一覧

※必須項目は必ず書類添付して下さい
こちらはサンプル画面です
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2-5.認定申請登録[書類添付]

添付をする書類の「参照」
ボタンをクリックします

[ファイルのアップロードウィンドウ]が開きます

書類添付方法(例)

１

添付をするファイルを選択し「開く」
ボタンをクリックします

「参照」ボタンの横にファイル名が表示されます
※ファイル形式は[PDF]又は[ZIP]にして下さい
※ファイルサイズは10MB以下にして下さい

２

３

「アップロード」ボタンをクリックします

ファイルがアップロードされます
※ファイルを選択後は必ずアップロードしてください
※アップロードせずに他のファイルを選択しアップロード
するとアップロードしていないファイルは削除されます
必ず1ファイルづつアップロードして下さい

アップロードされたファイルが表示されます

※ファイルを削除する場合は「削除」ボタンをクリ
ックして下さい

４
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2-5.認定申請登録[書類添付]

必要な書類を全て添付後、内容を確認し申請を行います

「申請」ボタンをクリックします

登録完了画面に進みます
※修正する場合は「戻る」ボタン押して下さい
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2-6.認定申請登録[登録完了]

[登録完了]画面が表示され、認定申請が登録されます

このまま申請書の出力を行う場合、「申
請書の出力はこちら」リンクをクリックします

このまま申請書の出力を行う場合、「申請書の出力
はこちら」リンクをクリックします

この[申請ID]は必ず控えてお
いてください。

「申請ID」の取得
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3-1.事業計画認定申請書出力

該当する設備申請を確認します

サイドバーを画面下部へスクロールします
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3-2.事業計画認定申請書出力

該当する設備申請の設備申請書を出力します

「設備申請書印刷」ボタンをクリックします

注意メッセージが出力されます

※データ提出までの手順が記載されているので、
手順に従い申請情報確定まで行ってください
又、出力した申請書は郵送してください



3-3.事業計画認定申請書出力

申請書を提出する際の注意文が表示されます

「ＯＫ」ボタンをクリックします

①設備申請書がダウンロードされます
※詳細は次ページ
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3-4.事業計画認定申請書出力

設備申請書出力の確認をします

認定申請書のダウンロード処理が実行されるので、フ
ァイルを保存し、開いて内容を確認してください

※ブラウザによっては、自動で保存されます

※ポップアップがブロックされた場合

「ポップアップがブロックされました」と表示された場合、
ポップアップ ブロック機能の解除を行ってください

※
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3-5.事業計画認定申請書出力

作成完了した帳票がPDFで出力されます

この帳票を印刷し内容を確認してください

内容に問題がなければ「申請情報確定」ボタンをクリックしてデータ提出を行って下さい

出力された申請書は、各担当の経済産業局へ郵送してください
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4-1.事業計画認定申請データ提出

設備申請書の内容を確認した後に、申請情報確定を行います

「設備申請書印刷」ボタン

何度でも印刷可能です

「申請情報確定」ボタン

申請書を確認し、問題がなければクリックし
て申請書を郵送してください
※データ提出後は編集が出来なくなりますの
でご注意ください

「編集」ボタン

申請書を確認し、不備がある場合にはクリッ
クして再度編集が行えます

「削除」ボタン

この申請を取消したい場合は削除できます
のでクリックしてください
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4-2.事業計画認定申請データ提出

設備申請書の内容を確認した後に、データ提出を行います

「申請情報確定」ボタンをクリックす
ると
編集が出来なくなる旨のメッセージ
が表示されます
問題なければ「はい」ボタンをクリック
してください



26

５．事業計画認定申請書等郵送

３で出力した申請書と添付書類一式を各担当経済産業局宛てに郵送します

宛先は、「入札実施要綱（着床式洋上風力発電）

2020年度版」 P.79をご覧ください



Ⅱ．入札システムへの登録について
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１．入札参加申請（入札案件登録）

入札システムで行う申請の手順
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1-1. 入札参加申請

[入札案件登録]をクリックします

入札案件登録画面へ進みます

低炭素投資促進機構ホームページ 「FIT法による入札制度」

にアクセスし、「入札参加希望」から入札案件の登録をします
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1-2. 入札案件の登録[入札申請対象の選択]

入札参加申請を行う方の情報を登録します

入札申請対象の選択

入札申請対象を選択し、Eメールアドレスを入力後

「登録」ボタンをクリックしてください。

メールのURLをクリック

「入札参加希望」という件名のメールが送信されますので、
メール本文のURLをクリックしてください。
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1-3. 入札案件の登録[必要事項登録]

必要事項の登録および入力内容の確認を行います

「確認」ボタンをクリックします

「確認」ボタンを押すと、入力内容が表示されます

※この時点ではまだ登録は完了していません

必要項目を入力し内容に誤りがないかどう
か確認します

「必須」項目は必ず入力してください
※補助金の有無、地域公共案件の該当の有無な
ど、必要に応じて漏れなく入力してください
また、下方のチェックボックスにチェックを入れて下さい
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1-4. 入札案件の登録[内容確認]

登録内容を確認します

入力内容に誤りがないかどうか確認して下さい

こちらはサンプル画像です
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1-5. 入札案件の登録[書類添付]

地域公共案件に該当する場合は、エビデンスを添付してください

※ファイルサイズは10MB以下にしてください

申請に必要な書類を添付します

地域公共案件以外は書類の添付は不要です

注意

地域公共案件に該当する場合、エ
ビデンスは必須書類となりますので、
必ず添付をお願い致します。
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1-6. 入札案件の登録[提出]

「提出」ボタンをクリックします

これで入札案件の提出となります※修正する場合は「戻る」ボタンを押して下さい

入札案件を登録します
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1-7. 入札案件の登録[登録完了]

[登録完了]画面が表示され、事業計画が提出されます

この[入札ID]により以降の諸手続きを管理しますので
必ず控えておいてください。
（入札IDは発電設備ごとに付与します）

入札参加希望を受け付けた旨のメールを送信します

このメールで「入札ID」を通知します

「入札ID」の取得



FITシステムの操作の詳細は、

「固定価格買取制度 再生可能エネルギー電子申請

操作マニュアル【新規ユーザ登録】」

をご参照ください
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https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=01528000003rzbOAAQ

入札システムの操作マニュアル（入札時）は、別途弊機構
「FIT法による入札制度」のページに掲載します

https://nyusatsu.teitanso.or.jp/


