
CHAdeMO協議会　充電施設位置情報フォーマット　記入要領

・下記の説明および「充電施設位置情報フォーマット（サンプル）」を参考に、「充電施設位置情報フォーマット」シートの各項目にご記入をお願い致します。
・「収集用フォーマット」の記入行が足りない場合には、2行目を予めコピーしてからご記入下さい。
　　（※一部項目にプルダウンリストや書式設定を埋め込んであるため）
・ご提供いただきました情報は利用目的外には使用いたしません。

＜各項目の入力内容に関するご説明＞

法人・行政
情報提供者

必須記入項目「◎」
任意記入項目「-」

充電施設名 ◎ 全角文字 充電器設置施設の名称をご記入下さい。

充電施設名（フリガナ） ◎ 全角カナ 充電器設置施設名称のフリガナをご記入下さい。

都道府県名 ◎ 全角文字 都道府県名をご選択ください。

市区町村名 ◎ 全角文字 市区町村名をご記入下さい。（〇〇市、〇〇町、〇〇村まで）

それ以降の住所 ◎ 全角文字 番地・号までご記入下さい。

充電施設電話番号 - 半角数字&ﾊｲﾌﾝ 充電施設に電話が設置されている場合には、番号をご記入下さい。

充電施設利用開始日 - 半角数字

充電施設利用終了日 - 半角数字

急速充電器数 ◎ 半角数字

普通（200V）充電器数 ◎ 半角数字

普通（100V）充電器数 ◎ 半角数字

急速充電器_利用対象 ◎ リストより選択
一般に開放されている充電器の場合には「一般利用可」、何らかの会員の利用に
制限されている充電器の場合には「会員制（限定）」、会員制だが条件によっては
一般利用も可能な場合には「会員制（一般利用も可）」をご選択ください。

急速充電器_利用可能時間 ◎ 全角文字
実際に充電器を利用できる時間帯をご記入下さい。
曜日毎に時間帯が異なる場合は、曜日毎の時間帯を併記して下さい。

急速充電器_休業日 ◎ 全角文字 充電器を利用できない休業日がある場合にはご記入下さい。

急速充電器_利用関連特記事項 - 全角文字
特定の人に利用を制限する条件（例：特定のカードの会員限定の場合など）や、利
用にあたって必要となる事前手続き等、利用に関する補足情報をご記入下さい。

急速充電器_料金 ◎ 全角文字 充電器の利用料金をご記入下さい。無料の場合には「無料」とご記入下さい。

急速充電器_決済手法 - 全角文字 決済手法についてご記入下さい。

急速充電器_設置位置関連特記事項 - 全角文字 充電器の設置階（高さ方向の位置）に関する補足情報等があればご記入下さい。

普通充電器_利用対象 ◎ リストより選択 *上述の急速充電器情報の場合と同様

普通充電器_利用可能時間 - 全角文字 *上述の急速充電器情報の場合と同様

普通充電器_休業日 - 全角文字 *上述の急速充電器情報の場合と同様

普通充電器_利用関連特記事項 - 全角文字 *上述の急速充電器情報の場合と同様

普通充電器_料金 - 全角文字 *上述の急速充電器情報の場合と同様

普通充電器_決済手法 - 全角文字 *上述の急速充電器情報の場合と同様

普通充電器_設置位置関連特記事項 - 全角文字 *上述の急速充電器情報の場合と同様

管理主体団体名 ◎ 全角文字

管理主体部門名 - 全角文字

管理主体電話番号 - 半角数字&ﾊｲﾌﾝ

管理主体メールアドレス - 半角英数字

情報提供者団体名 ◎ 全角文字

情報提供者部門名 ◎ 全角文字

情報提供者担当者（ミョウジ） ◎ 全角カナ

情報提供者電話番号 ◎ 半角数字&ﾊｲﾌﾝ

情報提供者メールアドレス - 半角英数字

更新情報提供協力可否 ◎ リストより選択
充電施設の設置状況等の変更情報の提供にご同意いただける場合には「協力
可」、ご同意いただけない場合には「協力不可」をご選択ください。

一般公開可否 ◎ リストより選択
一般公開して差支えない充電施設の情報であれば「公開可」、そうでない場合は
「公開不可」、判断出来ない場合は「不明」をご選択下さい。

入力内容に関する説明
公開
有無

内容 項目 入力規則

充
電
施
設
情
報

一
般
公
開
対
象
の
項
目

充電施設の設置者または管理者に関する情報をご記入下さい。
管理主体と情報提供者が同一の場合にもご記入下さい。

情報提供者（本ファイルにご記入いただいている方）に関する情報をご記入下さ
い。
後日、不明点等があった場合には、CHAdeMO協議会事務局より問合せをさせて
頂く場合がございます。

充
電
施
設
情
報

非
公
開

（
内
部
管
理
用

）
の
項
目

急
速
充
電
器
運
用
情
報

普
通
充
電
器
運
用
情
報

設置されている充電器の数をそれぞれご記入下さい。
設置がないものについては「0」をご記入下さい。

期間限定で利用可能な充電施設の場合には、年月日をご記入下さい。開始日、終
了日いずれかのみでも構いません。
急速・普通の両方が設置された施設の場合は、急速充電器に関する情報をご記入
下さい。

CHAdeMO協議会

CHAdeMO協議会充電施設位置情報フォーマット記入要領（法人・行政用）



＜営業時間＞

基本書式
[営業曜日・営業期間] [全角スペース] [営業時間] [｜] [営業曜日・営業期間] [全角スペース] [営業時間] [｜ ] ・・・

■営業曜日・営業期間
パターン 記述例 備考

曜日の限定が無い 全日

月曜日から金曜日 平日 “月－金曜”とはしない
月曜 月曜日の”日”は不要

月・金曜
最後の曜日以外の”曜”は不要
金曜日の”日”は不要

祝日、祭日 祝祭日 “祝日”、“祭日”、“休日”とはしない

週内の特定期間 火-金曜
先頭の曜日の”曜”は不要
3日以上連続する場合は間に”-”を挟む
月曜から金曜の場合は”平日”とする

月内の特定週の曜日  第2・4月曜第1・3土・日曜
先頭の“月曜”は不要
第１、第３土曜および第１、第３日曜の場合は“曜” を省略

特定月の特定週の曜日 2月第3土曜 「２月の第３土曜」などと、“の”は入れない

特定期間（日単位） 1/1､5/3-5/5
３日以上連続する場合は間に“－”を挟む
２日連続や不連続の場合は“､”で区切る

特定期間（月単位） 7-9月 先頭の月の”月”は不要
祝日、祭日の前日 祝前日 ”祝日の前日”、”祭前日”、”休前日”などとはしない

祝日、祭日の翌日 祝翌日 ”祝日の翌日”、”祭翌日”、”休翌日”などとはしない

■営業時間
パターン 記述例 備考

日付を跨がない 8:30-21:00
24時間表記とする
“ＡＭ”、“午後”などは付けない

深夜0時以降に営業終了 9:00-翌1:30 “25:30”とはしない
期間中は常に営業 24時間
深夜0時から営業開始 0:00-22:00 ”24:00-22:00”とはしない
深夜0時で営業終了 7:00-24:00 “7:00-0:00”とはしない

同じ営業日で営業時間が複数に分かれる 10:00-14：00､17：30-20：00 営業時間の間を読点で区切る（カンマは使用不可）

■具体例
パターン 記述例 備考

曜日に関係なく24時間営業の場合 全日　２４時間 “全日”と”２４時間”の間は全角スペースで区切る

曜日に関係なく共通の営業時間の場合 全日　７：００－翌１：００ 「全日」と営業時間の間は全角スペースで区切る
曜日ごとに営業時間が異なる場合 月－土曜　６：００－２３：００｜日曜・祝祭日　６：３０－２２：００ 複数ある営業時間の間は全角の”｜”で区切り、曜日と時間の間は全角スペースで区切る
同日内に営業時間帯が複数ある場合 全日　１１：００－１４：００、１６：００－２２：００ 営業時間の間は全角読点“、”で区切る
特定期間のみ営業時間が異なる場合 全日　６：００－２３：３０｜７／２６－８／１７　２４時間 期間と営業時間の間は全角スペースで区切る

期間がはっきりしているものは”７－９月”など期間を記述する
「夏季」と「全日」の間は全角スペースで区切る

特記事項がある場合 全日　６：３０－２２：００（催し内容により変動あり） 営業時間の後に丸括弧で括って追記する
祝日、祭日の営業時間が曜日の営業時間に従う
場合

月－土曜 ８：００－２３：００｜日曜 ８：００－２１：００｜祝祭日 当該
曜日に準ずる

情報取得元に記載のあった場合のみ取得

その他上記に分類できない特殊なパターンの場
合

季節により異なる 基本的に文字列をそのまま記述してよい

＜休業日＞
■具体例
パターン 記述例 備考

特定期間が休業日の場合 １／１－１／３

祝日、祭日が休業日の場合 祝祭日 “祝日”、“祭日”、“休日”とはしない
特定の曜日が定休日の場合 月曜 月曜日の“日”は不要
特定の曜日と祝日、祭日が休業日の場合 土・日曜・祝祭日 祝祭日の前の曜日の“曜”は省略しない

1月1日
毎月１０・２０日

先頭の曜日の“曜”は不要
３日以上連続する場合は間に“－”を挟む
先頭の曜日の“曜”は不要
但し後ろに“祝祭日”が続く場合は“曜”を省略しない
２日連続や不連続の場合は“・”で区切る

月曜日から金曜日が定休日の場合 平日 “月－金曜”とはしない
３日以上連続する場合は間に“－”を挟む
２日連続や不連続の場合は“、”で区切る

特定月の特定週の曜日 ２月第３土曜
特定期間（月単位） ７－９月 先頭の月の“月”は不要
月内に１日だけ特定の曜日が定休日の場合 第２火曜
月内に2回以上特定の曜日が定休日の場合 第２・４金曜

期間は特定していないが年末年始が休業日の
場合

年末年始

期間は特定していないが年末または年始のいず
れか休業日の場合

年始

期間は特定していないがお盆が休業日の場合 お盆
期間は特定していないがゴールデンウィークが
休業日の場合

ＧＷ

毎月特定の曜日が１日のみ休業の場合や特定月の特定曜日が１日のみ休業（但し週は不定）
の場合は「不定休」とする
複合商業施設等で全体の不定休日に従う場合も、「不定休」と記載

定休日以外に不定休がある場合 日曜・祝祭日、その他不定休

特定の曜日が休業日であるが定休ではない場
合

水曜（不定休）

無休の場合 無休

特定の曜日

季節によって営業時間が異なる場合 夏季　全日　７：００－２３：００｜冬季　全日　６：００－２３：３０

特定の日が休業日の場合

週内の特定期間が定休日の場合 月－木曜

週内の複数の曜日が定休日の場合 水・土曜

複数の特定期間（日単位）が定休日の場合 １／１、５／３－５／５

休業日が不定の場合 不定休



※太線枠に囲まれた項目が必須記入項目となります

充電施設名 充電施設名（フリガナ） 都道府県名 市区町村名 それ以降の住所 充電施設利用開始日 充電施設利用終了日 充電施設電話番号 急速充電器数 普通（200V）充電器数 普通（100V）充電器数 急速充電器_利用対象 急速充電器_利用可能時間 急速充電器_休業日 急速充電器_利用関連特記事項 急速充電器_料金 急速充電器_決済手法 急速充電器_設置位置関連特記事項 普通充電器_利用対象 普通充電器_利用可能時間 普通充電器_休業日 普通充電器_利用関連特記事項 普通充電器_料金 普通充電器_決済手法 普通充電器_設置位置関連特記事項 管理主体団体名 管理主体部門名 管理主体電話番号 管理主体メールアドレス 情報提供者組織名 情報提供者部門名 情報提供者担当者（ミョウジ） 情報提供者電話番号 情報提供者メールアドレス 更新情報提供協力可否 一般公開可否

CHAdeMO協議会充電施設情報フォーマット（法人・行政用）



※太線枠に囲まれた項目が必須記入項目となります

充電施設名 充電施設名（フリガナ） 都道府県名 市区町村名 それ以降の住所 充電施設電話番号 充電施設利用開始日充電施設利用終了日 急速充電器数 普通（200V）充電器数 普通（100V）充電器数 急速充電器_利用対象 急速充電器_利用可能時間 急速充電器_休業日 急速充電器_利用関連特記事項 急速充電器_料金 急速充電器_決済手法急速充電器_設置位置関連特記事項 普通充電器_利用対象 普通充電器_利用可能時間 普通充電器_休業日 普通充電器_利用関連特記事項 普通充電器_料金 普通充電器_決済手法普通充電器_設置位置関連特記事項 管理主体団体名 管理主体部門名 管理主体電話番号 管理主体メールアドレス 情報提供者団体名 情報提供者部門名 情報提供者担当者（ミョウジ） 情報提供者電話番号 情報提供者メールアドレス 更新情報提供協力可否 一般公開可否

〇〇文化会館 マルマルブンカカイカン ○○県 〇〇市 〇〇１－１－１ ○○-××××-△△△△ 2009/1/1 2015/12/31 2 1 1 一般利用可 平日９：００～１７：３０
土・日・祝祭日・ＧＷ・お

盆・年末年始
利用の際は受付に申し出を行

う
100円／1回 現金のみ 地下駐車場に設置 一般利用可 平日９：００～１７：３０

土・日・祝祭日・ＧＷ・
お盆・年末年始

利用の際は受付に申し出を行
う

無料 地下駐車場に設置 〇〇市役所 環境経済部　環境対策課○○-▲▲▲▲-■■■■ xxx@xxx 〇〇県 交通環境課　ＥＶグループ スズキ ○○-●●●●-◇◇◇◇ xxx@xxx 協力可 公開可

CHAdeMO協議会充電施設情報ォーマット（法人・行政用）
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