
充電器をエネショップカードでも
利用できるようにしませんか？

御提携のお願い



募集!! 2017年春サービス開始
エネショップカードが利用できる充電器

弊社は、EV・PHVユーザーの利便性向上に貢献できるネットワーク拡大の為、「会員充電サービスにかかる月会費等の基本料金が高く感
じる」という、EV・PHVユーザーの声にお応えして、既存のサービスにない日本発新しい会員充電サービスをご提案しております。
それに先駆け、充電器を設置している設置者様には弊社の会員が使用するエネショップカードを利用できる環境づくり(提携店)のご提案を
しております。提携後は会員様の利用に対する電気代の補填をさせていただきますので詳細については下記提案内容のご確認を宜しくお
願い致します。

御提携頂くメリット
■提携に係る費用負担は永遠にございません。 ■国内有力EV充電器検索サイトにて独自の充

電器利用キャンペーン等を実施し、提携店様へ誘
客促進。

■会員が使用した電気代はしっかり補填！ ■会員専用のコールセンターを完備しますので
ご迷惑をお掛けすることはありません。
アフターフォロー対策万全！補填金：急速充電器9.8円/分 ・ 普通充電器1.5円/分

【急速充電器1回25分の場合】

電気代(関西電力の場合) 約168円

弊社会員利用の場合の補填金 245円(9.8円×25分）

施設への立寄り率 UP!!

初期費！
運営管理費！

※当社所有の充電器利用実績をもとに算出しております。

【年間の急速充電器利用回数に対する収益】
120回の場合・・・約 9,240円/年
180回の場合・・・約13,860円/年
240回の場合・・・約18,480円/年

NCS(日本充電サービス)とエネショップは一切関係ございません。

〇 現在、御提携されておられるNCSとの提携契約を解約する必要はございません。
〇 自動車会社系カード・NCSカードとエネショップカードは併用してご利用頂けます。

対象充電器は、NCSと「一般提携」もしくは未提携の充電器になります。
※ 2014年にNCSと8年の「独占契約」をされた充電器は対象外です。



提携料
■提携料の金額（1か月当たり）

以下の計算方法で算出された、1か月の利用料金を合計した金額
（消費税及び地方消費税は別途）

【前 提】
A: 急速充電器総利用時間
エネショップ会員が1か月で本急速充電器を会員用認証カードにより利用した合計時間

B: 普通充電器総利用時間
エネショップ会員が1か月で本普通充電器を会員用認証カードにより利用した合計時間

【計算方法】
当該充電器における1か月の利用料金

急速充電器利用料金＝A×9.8円／分（１円未満は切り捨て）

普通充電器利用料金＝B×1.5円／分（１円未満は切り捨て）

■提携料の支払方法

(1) 提携料支払日：本充電器の提携サービス運用開始日に応じ、
お支払日を通知いたします。
お支払い日は１年に１回です。

(2) 提携料支払：当社は、各提携料支払日までに、提携者様に対し、
当該提携料支払日の直前に終了した提携料計算期間にかかる提携料を
お支払い致します。
当該支払にかかる振込手数料は、当社負担です。



提携概要
■提携契約いただくための条件
・エネショップが発行する会員カードを用いて、充電を行う会員に対する充電サービスの提供。
・認証プロバイダー（日本ユニシス、エネゲート)との通信利用契約を行っている充電器の提供。
・エネショップ会員への車路、歩行路の確保等、充電器へのアクセスの確保。
・エネショップが提供する提携店シールを本充電器へ貼付。
・充電サービス提供時間、コールセンターサービス連絡先の開示。
・充電サービスの提供時間及び定休日の変更等に関する情報の提供。
・点検等による一時的な利用時間変更等に関する情報のエネショップへの提供。

■運用開始
2017年4月～（予定）
【 お申込み受付処理後、毎月1日か15日の早期到来日が運用開始日となります】
(※当該日が休業日の場合は、翌営業日設定）

■提携契約の有効期間（更新について）
・提携契約の有効期間は、エネショップが提携のお申込み処理を完了した日から、その1年後の
応当日までとします。
・提携契約の更新は、エネショップ及び提携契約者のいずれもが、前項に記載しております有効
期間の満了日の3か月前の応当日までに、相手方に対し、提携契約を終了させる旨の書面
による通知をされなかった場合には、提携契約の有効期間は1年間延長されます。
以降も同様とします。

■ご注意
・提携サービスの御提供に際して、認証プロバイダー（日本ユニシス・エネゲート）から通電開始
時刻、通電終了時刻、通電時間の取得をさせていただきます。
また、急速充電器は、設置者様の通電設定時間に準じます。
・施設要件は特にございませんが、少年の健全な育成等の観点から法規制により一定の規制を
されている施設等、「会員制充電サービス」事業の遂行上、必要がないと認められる場合は提
携の申請対象外となる場合があります。



お問い合わせ先

Webから申込み

申込みフォームに
必要事項を入力して
ください。

●通信設定は弊社と認証プロバイダー間で行いますので
提携者様のお手間はございません。お申込み頂くだけです。

●お申込みからサービス開始(開始後も)一切費用は発生致しません。

ファブスコ株式会社
営業時間 10：00 ～ 18：00
定休日 土日祝
電話番号 06-6209-2323
メールアドレス info@fabsco.co.jp

FAXから申込み

受付 通知 登録 サービス開始

FAX申込み用紙に
必要な事項を記入し、
06-6209-2332へ
送信ください。

お申込み内容の確認
をさせて頂きます。

通知書類の他に弊社
のステッカーを送付致
しますので、お持ちの
充電器へお貼りくださ
い。

サービスプロバイダへの
利用登録を致します。

※現状の通信状態は変更ご
ざいませんのでご安心ください。

ご契約期間1年

※双方の合意により更新
が可能です。

※お電話でのお問い合わせの際は「エネショップ提携の件で」とお申し付けください。

お申込み方法
同封の専用用紙にてFAXか、Webにてお申込みください

FAX番号 06-6209-2332

専用サイトURL http://fabsco.co.jp/alliance/application/index.php

もしくは 『エネショップ』 で検索頂けます。

提携完了までの流れ



【岐阜】
〇道の駅馬瀬美輝の里
〇道の駅南飛騨小坂はなもも

【京都】
〇道の駅ウッディー京北
〇道の駅スプリングスひよし

（2基）
〇道の駅美山ふれあい広場
〇道の駅瑞穂の里さらびき
●京丹波ＰＡ/上り・下り
●上方温泉一休京都本館

（急速2基・普通4基）
●橋立インターセルフＳＳ
●ドコモショップ洛西店
●京滋ユアサ電機京都支店
●医聖会 学研都市病院
●医聖会 八幡中央病院
◎コメダ珈琲

【愛知】
〇道の駅立田ふれあいの里

【静岡】
〇道の駅風のマルシェ御前崎
〇道の駅富士川楽座

【三重】
〇道の駅津かわげ
〇道の駅美杉
◎花葱名張店
◎コメダ珈琲
◎得得

【奈良】
〇道の駅伊勢本街道御杖
〇道の駅大和路へぐりくまがしステーション
◎コメダ珈琲/2店舗
◎マクドナルド/２店舗
◎ロイヤルホームセンター/2店舗
(急速２基・普通１基）
◎花葱
◎得得

【和歌山】
〇道の駅龍神
〇道の駅白崎海洋公園
〇道の駅紀州備長炭記念公園
〇道の駅熊野古道中辺路
〇道の駅奥熊野古道ほんぐう
〇道の駅龍神ごまさんスカイタワー
〇道の駅ふるさとセンター大塔
〇道の駅しらまの里
〇道の駅おくとろ
〇道の駅瀧之拝太郎
◎橘家

【滋賀】
〇道の駅あいの土山
〇道の駅近江母の郷
〇道の駅伊吹の里旬彩の森
〇道の駅びわ湖大橋米プラザ
〇道の駅こんぜの里りっとう
●甲賀市市役所新庁舎
●甲賀大原地域市民センター
●ドコモショップ/４店舗
●京滋ユアサ電機滋賀支店
●フタバヤ/3店舗
●ジョイショッピングセンター/２店舗
●岡喜本店
◎WEST LAKE HOTEL可以登楼
◎ホテル可以登
◎びわこ緑水亭

【愛媛】
〇道の駅伯方ＳＣパーク
〇道の駅上浦岬多々羅

しまなみ公園
〇道の駅よしうみいきいき館
〇道の駅伊方きらら館
〇道の駅今治湯ノ浦温泉

【兵庫】
〇道の駅福良
〇道の駅あいおい白龍城
〇道の駅あさご村おこしセンター
〇道の駅山陰海岸ジオパーク
●大手門駐車場
●西宮浜産業交流会館
●水尾神社
●うまいもん横町/２店舗
◎アテーナ海月
◎三田サミットホテル
◎殿村おこし組合
◎ロイヤルホームセンター/２店舗（急速１基・普通１基）
◎アルビレオ（急速1基・普通1基）
◎三田屋本店やすらぎの郷（急速1基・普通１基）
◎くつろぎプラザシーパ（急速1基・普通１基）

【福岡】
〇道の駅いとだ（急速２基）
〇道の駅むなかた（急速２基）
●正助ふるさと村
◎PALM BEACH
◎ケンタッキーフライドチキン
◎TSUTAYA
（急速1基・普通１基）

【大分】
〇道の駅すごう
〇道の駅竹田
〇道の駅童話の里くす（急速２基）
〇道の駅いんない
〇道の駅やまくに
〇道の駅かまえ
〇道の駅くにみ
【鹿児島】
〇道の駅長島（急速2基）
〇道の駅黒之瀬戸
だんだん市場（急速2基）
〇道の駅きんぽう木花館

【徳島】
〇道の駅宍喰温泉
〇道の駅公方の郷なかがわ

【香川】
〇道の駅滝宮

【高知】
〇道の駅やす

【島根】
〇道の駅サンエイト美都

【鳥取】
〇道の駅奥大山

【山口】
〇道の駅上関海峡

【宮崎】
〇道の駅都城
〇道の駅はゆま
〇道の駅フェニックス
〇道の駅田野
〇道の駅たかおかビタミン館

【佐賀】
〇道の駅吉野ヶ里
◎ケンタッキーフライドチキン
◎天ぷら まき
（急速1基・普通１基）

【広島】
〇道の駅たかの
〇道の駅遊ＹＯＵさろん東城

【長崎】
●まるたか生鮮市場/４店舗
◎平戸脇川ホテル
◎ひらど新鮮市場
◎ケンタッキーフライドチキン

【大阪】
●ぴあウォークヨコタ
◎コメダ珈琲

【岡山】
〇道の駅かよう
〇道の駅かもがわ円城

【福井】
◎ハニー御幸店

実績と目標

「道の駅」72基設置
（平成28年度中）

急速・普通合わせて
西日本の2府24県に

152基設置
（平成28年度中）



福岡本社
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目12番5号
BMBインターシティ3階
TEL：092-432-2323 FAX：092-432-2332

大阪支店
大阪府大阪市中央区伏見町4丁目4番10号
新伏見町ビル9階
TEL：06-6209-2323 FAX：06-6209-2332

会 社 概 要
ファブスコ株式会社
http://fabsco.co.jp/

Ｑ＆Ａ よくある御質問

Ｑ. 課金装置がない充電器です。この場合は提携できるのですか？
Ａ. 認証機能付課金装置を別途購入していただくか、新しく高機能充電器に変更する

必要があります。申し訳ございませんが提携の対象にはなりません。

■チャデモ協議会 正会員
■電動車両用電力供給システム協議会 （EVPOSSA）正会員

Ｑ. 認証機能付充電器ですが、無料開放をしているので通信登録をして
いません。今後は認証機能を利用予定です。すべて御社で設定して
いただけるのですか？

Ａ.   今回の提携のご案内は、通信登録後の充電器ID番号をお持ちの方を対象にして
おります。まずは、通信が利用できる状況にしていただく必要がありますので
お気軽にお問合せくださいませ。

Ｑ. エネショップ会員の利用履歴は提携店でも確認できますか？
Ａ.   もちろんご確認いただけます。

Ｑ. 申込み後は、連絡を待てばいいのですか？
Ａ.   はい。弊社より受付完了の御連絡をさせていただきます。ステッカー貼り付け等

は少しお時間をいただきますのでご理解くださいませ。

Ｑ. 充電器を設置したいのですが、相談にのっていただけますか？
Ａ.   もちろんです。弊社は、設置、販売実績が豊富ですので、是非お問合せください。



ファブスコ株式会社
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