登録小売電気事業者一覧
登録
氏名又は名称
番号

法人番号

平成28年２月８日現在
住所

代表者氏名

資料３
担当部署

問合せ先

供給予定地域

一般家庭への販売

http://www.f-power.co.jp

沖縄県を除く全国

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定なし

平成27年10月8日

平成28年4月1日

A0001 株式会社F-Power

法人番号 2010701022133

東京都港区六本木1-8-7

代表取締役 洞 洋平

企画チーム

－

A0002 イーレックス株式会社

法人番号 2010001066839

東京都中央区日本橋本石町3-3-14

代表取締役副社長 本名 均

営業部

03-3243-1118

A0003 リエスパワー株式会社

法人番号 9013301032132

東京都豊島区東池袋4-21-1

代表取締役 青木 博幸

業務部

03-6844-3500

営業部

0120-124-862

営業部

0120-285-674

－

－

イーレックス・スパーク・マーケティング
法人番号 5010001170233
株式会社※平成27年9月18日イーレックス販売１号株式会社から
イーレックス・スパーク・エリアマーケティ
法人番号 4010001170234
A0005
ング株式会社※平成27年9月18日イーレックス販売2号株式

A0004

東京都中央区日本橋本石町3-3-14
東京都中央区日本橋本石町3-3-14

代表取締役社長・CEO 秋山
隆英
代表取締役社長・CEO 田中
稔道

A0006 イーレックス販売3号株式会社

法人番号 3010001170235

東京都中央区日本橋本石町3-3-14

代表取締役副社長 本名 均

A0007 株式会社SEウイングズ

法人番号 8430001065553

北海道苫小牧市字弁天504-4

代表取締役 梅田 幸治

電力事業部

0145-26-8989

A0008 株式会社イーセル

法人番号 4040001073062

千葉県柏市あけぼの1丁目8-9

代表取締役 堀田 剛

電力管理部

04-7157-1943

A0009 株式会社エネット

法人番号 9010401041641

東京都港区芝公園2-6-3

代表取締役社長 武田 勉

経営企画部

03-5733-2233

A0010 日本アルファ電力株式会社

法人番号 7010401099203

東京都千代田区丸の内2-5-2

代表取締役 若濱 真之介

電力事業開発部

03-5050-1888

A0011 須賀川瓦斯株式会社

法人番号 2380001011254

福島県須賀川市卸町44

代表取締役社長 橋本 良紀

電気事業部

0248-75-2188(代表)

A0012 昭和シェル石油株式会社

法人番号 5010401014535

東京都港区台場2-3-2

代表取締役社長 亀岡 剛

電力事業部

03-6627-1820

A0013 株式会社ケイ・オプティコム

法人番号 9120001062589

大阪府大阪市北区中之島3-3-23

代表取締役社長 藤野 隆雄

経営本部 エネルギー事
業戦略グループ

0120-914-755

A0014 エネサーブ株式会社

法人番号 2160001003901

滋賀県大津市月輪2丁目19-6

代表取締役 木下 賀夫

－

－

A0015 株式会社サイサン

法人番号 9030001003544

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-5

代表取締役社長 川本 武彦

エネルギー事業部

048-783-1134

A0016 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 法人番号 8010001067848

東京都中央区日本橋本町3-7-2

代表取締役社長 二見 敦

新電力事業部

03-3665-6311

A0017 株式会社トラスティルグループ

法人番号 5010001098177

東京都中央区日本橋兜町9-11ピアース東
代表取締役 小倉 純一
京グレイスタワー902

－

－

A0018 ネクストパワーやまと株式会社

法人番号 7340001018199

鹿児島県鹿児島市西別府町2995-10

代表取締役 岩崎 健太

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿セン
代表取締役社長 馬本 英一
タービル51階
東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル5
代表取締役社長 北川 竜太
階

電力事業部

099-299-0011

電力システム本部 電力
事業部

03-5909-8458

電力システム部

03-3242-1266

A0019 日本テクノ株式会社

法人番号 4011101045697

A0020 中央電力エナジー株式会社

法人番号 6010001157089

A0021 株式会社Looop

法人番号 7010001141521

東京都文京区本郷4-1-4

代表取締役 中村 創一郎

企画開発部

03-5802-6210

A0022 東燃ゼネラル石油株式会社

法人番号 2010401015916

東京都港区港南1-8-15

代表取締役社長 武藤 潤

電力事業部

03-6713-4346

A0023 株式会社ナンワエナジー

法人番号 2340001016983

鹿児島県鹿児島市平之町8-29

代表取締役社長 川畑 佑樹

A0024 静岡ガス＆パワー株式会社

法人番号 3080101017858

静岡県富士市蓼原1146-1

取締役社長 中井 俊裕

A0025 荏原環境プラント株式会社

法人番号 9010801018264

東京都大田区羽田旭町11-1

代表取締役社長 市原 昭

A0026 東京エコサービス株式会社

法人番号 3010401065308

東京都港区芝大門2-8-13サクセス芝大門
代表取締役 本間 敏幸
ビル7階

A0027 ダイヤモンドパワー株式会社

法人番号 4010001128505

東京都中央区日本橋本石町3-2-3

代表取締役社長 小津 慎治

A0028 出光グリーンパワー株式会社

法人番号 7010001129054

東京都千代田区丸の内3-1-1

代表取締役 八田 幹人

営業部

A0029 プレミアムグリーンパワー株式会社

法人番号 5010001130220

東京都千代田区丸の内3-1-1

代表取締役社長 八田 幹人

営業部

A0030 株式会社エヌパワー

法人番号 2180001100192

愛知県清須市西枇杷島町宮前1-1

代表取締役 中山 貴晴

営業部

A0031 株式会社新出光

法人番号 9290001013666

福岡県博多区上呉服町1-10

代表取締役 出光 泰典

エネルギー事業部 電力
事業課

A0032 中央セントラルガス株式会社

法人番号 5010001078261

東京都中央区日本橋2-3-4

代表取締役社長 上村 悦雄

A0033 にちほクラウド電力株式会社

法人番号 2120001181288

大阪府大阪市中央区平野町4-5-7

代表取締役 鈴木あかり

A0034

法人番号 2120105008255

大阪府泉佐野市市場東一丁目295-3

理事長 新田谷 修司

A0035 総合エネルギー株式会社

法人番号 8010401053134

東京都中央区日本橋浜町3-3-2トルナー
レ日本橋浜町9階

A0036 株式会社グリーンサークル

法人番号 6100001004686

長野県長野市中曽根2188-5

A0037 株式会社ウエスト電力

法人番号 3011101071158

東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシ
代表取締役 荒木 健二
ティビル31階

A0038 エクレ株式会社

法人番号 9011201005423

東京都中野区東中野3-13-19

一般財団法人泉佐野電力

－

099-219-3580

総務グループ

054-284-4161

プロジェクト営業統括部

03-6275-8600

事業開発部 事業開発
課

03-5402-5371（代表）

営業グループ

営業企画室

info.erex@erex.co.jp
東北、関東、中部、近畿、
http://www.erex.co.jp/
中国、九州
info@lespower.co.jp
北海道、東北、関東、中部
http://www.lespower.co.jp/
東北、関東、中部、近畿、
http://www.erexsm.co.jp/
中国、九州
東北、関東、中部、近畿、
http://www.erexsam.co.jp/
中国、九州
－

uketsuke@pps-sewings.com
北海道
http://www.sanixinfo@e-sell.co.jp
中国地方、関東地方、静
http://e-sell.co.jp/
岡県（東京電力管内）
http://www.ennet.co.jp/
info@alfa-power.co.jp
http://www.alfapps@sukagawagas.co.jp
http://www.sukagawagas.c
power@showa-shell.co.jp
http://www.showa-

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

－

平成27年10月8日

平成28年4月1日

未定

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

沖縄県を除く全国

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

沖縄県を除く全国

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

福島県

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

関東、中部、近畿

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

http://eonet.jp/denki/

近畿

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

－

－

－

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

info-ene@saisan.co.jp
東北・関東・中部・九州
http://www.saisan.net/
mge-pps@mitsuuroko.co.jp 東北・関東・中部・近畿・
四国・九州
http://www.mitsuurokogree
－

－

nextpower@yamato九州
sun.com
ntech-pps@n-techno.co.jp
全国
http://www.n-techno.co.jp/
energy_gyomu@denryoku.co 関東、近畿（一部地域を
.jp
除く）
ppskouri@looop.co.jp
関東・近畿・中部・東北・
https://looop.co.jp/product
九州
TG関東甲信・東海・近畿
PWR@tonengeneral.co.jp
nanwa-power@k九州
nanwa.co.jp
静岡県およびその周辺地
sgp@shizuokagas.co.jp
域
http://www.eep.ebara.com/

teco@tokyoecoservice.co.jp
http://www.tokyoecoservic
03-6214-0908
http://www.diapwr.co.jp/in
03-6214-0915（FAX）
dex.html
03-3213-9397
http://www.idemitsu.co.jp/i
03-3213-3654（FAX）
gp/
03-3213-9385
http://www.idemitsu.co.jp/i
03-3213-3654（FAX）
gp/co2/profile.html
toiawase@npower.jp
052-501-0886
http://www.npower.jp/
http://www.eco092-291-4160
idex.com/energy/pps/denki
0285-24-5132

－

登録年月日

事業開始の
予定年月日

電話番号

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

－

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

検討中

平成27年10月8日

平成28年4月1日

検討中

平成27年10月8日

平成28年4月1日

未定

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日
平成28年4月1日

－

予定なし

平成27年10月8日

東京23区（区立施設等）

予定なし

平成27年10月8日

平成28年4月1日

関東、中部

予定なし

平成27年10月8日

平成28年4月1日

平成27年10月8日

平成28年4月1日

関東・山梨県・静岡県（富
検討中
士川以東）・近畿
関東・山梨県・静岡県（富
検討中
士川以東）・近畿
東北、関東、中部、近畿、 29年度を目標に販売を予
九州
定
関東・中部・近畿・中国・
予定あり
九州
栃木県、神奈川県（横浜
csg-denryoku@csggas.co.jp 市・川崎市以外）、静岡県
予定あり
http://www.csggas.co.jp/ch （富士市、富士川以東）、
uo/
東京都（町田市）、山梨県
（南部町）

平成27年10月8日

平成28年4月1日

平成27年10月8日

平成28年4月1日

平成27年10月8日

平成28年4月1日

平成27年10月8日

平成28年4月1日

平成28年4月1日

－

06-4707-1000

cloud@nichihott.com

近畿

予定なし

平成27年10月8日

事務局

090-9984-6312

izumisanoden@outlook.jp

大阪府

未定

平成27年10月8日

平成28年4月1日

代表取締役 佐竹 右次

新規事業開発グループ

03-5642-8758

kaihatsu@so-goenergy.com

関東

予定なし

平成27年10月8日

平成28年4月1日

代表取締役 宮澤 政徳

営業企画部

026-239-0577

miyazawa@mwwi.co.jp

長野県

予定なし

平成27年10月8日

平成28年4月1日

－

03-5353-6858(代)

wep@west-gr.co.jp
http://www.wepco.co.jp/

東北、関東、中部、近畿、
中国、九州

検討中

平成27年10月8日

平成28年4月1日

統括本部

03-3565-7233

m_kosaka@ecre.biz

首都圏

検討中

平成27年10月8日

平成28年4月1日

代表取締役 濱田 菊子

A0039 北海道瓦斯株式会社

法人番号 5430001021815

北海道札幌市中央区大通西7-3-1

代表取締役社長 大槻 博

一般財団法人神奈川県太陽光発電協
A0040
会

法人番号 1020005011502

神奈川県横浜市中区常盤町3-21

代表理事 服部 秀明

A0041 株式会社日本エナジーバンク

法人番号 3430001030792

北海道札幌市中央区北5条西6-1-23

代表取締役 品川 功

A0042 新エネルギー開発株式会社

法人番号 9140001084185

兵庫県伊丹市中央5-5-10

代表取締役 北嶋 太郎

A0043 伊藤忠エネクス株式会社

法人番号 9010401078551

東京都港区虎ノ門2-10-1

代表取締役社長 岡田 賢二

A0044 株式会社デベロップ

法人番号 8040001032114

千葉県市川市市川2-1-1 パーク・ノヴァ
市川202

A0045 株式会社V-power

法人番号 2010701025128

A0046 大和エネルギー株式会社

エネルギー企画部

0570-008-800

営業企画部 エネルギー
グループ

045-222-7775

札幌、小樽、函館、千歳、
北見等（当社ガス供給エ
神奈川県をはじめとした
info@pv-smartenergy.com
関東エリア
http://www.hokkaidogas.co.jp/

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年10月8日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年10月26日

平成28年4月1日

事業推進部

0120-077-774

－

近畿・中部・中国・四国

予定あり

平成27年10月26日

平成28年4月1日

電力需給販売部

03-6327-8029

enex_opc@itcenex.com
itcfhome@itcenex.com

全国（沖縄県及び北陸エ
リア除く）

予定なし

平成27年10月26日

平成28年4月1日

代表取締役 岡村 健史

－

－

－

－

－

平成27年10月26日

平成28年4月1日

東京都品川区東品川3-6-5

代表取締役 小室 正則

総務部

03-3458-4745

予定あり

平成27年10月26日

平成28年4月1日

法人番号 6120001066394

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス33階

代表取締役社長 松嶋 秀和

－

－

－

－

－

平成27年10月26日

平成28年4月1日

A0047 株式会社アップルツリー

法人番号 4011001065291

東京都港区高輪2-18-10

代表取締役社長 西山 英蔵

電力事業本部

03-6825-7300

ttps://pps.appletree-ws.co.jp

－

－

A0048 大阪瓦斯株式会社

法人番号 3120001077601

大阪府大阪市中央区平野町4-1-2

代表取締役社長 本荘 武宏

A0049 エフビットコミュニケーションズ株式会社 法人番号 9130001010448

京都府京都市南区東九条室町23

代表取締役 吉本 幸男

法人番号 4010001133876

東京都千代田区大手町1-1-2

代表取締役 杉森 務

A0051 真庭バイオエネルギー株式会社

法人番号 2260001022899

岡山県真庭市勝山1209

A0052 三井物産株式会社

法人番号 1010001008767

東京都千代田区丸の内1-1-3

A0053 オリックス株式会社

法人番号 8010401006942

東京都港区芝浦1-1-1

A0054 株式会社エネサンス関東

法人番号 2010401076867

A0055 みんな電力株式会社

A0050

ＪＸエネルギー株式会社
※平成28年1月1日JX日鉱日石エネル

リビング事業部エネル
ギー・ICT開発部
京都本社営業本部（小売
電気担当）

0120-000-555
075-672-4111

東北、関東、中部、近畿、
info@v-power.co.jp
九州
http://www.v-power.co.jp

http://home.osakagas.co.jp
近畿
予定あり
/electricity/index.html?_ga=
http://www.fbit.co.jp
関東、中部、近畿、九州 平成２９年４月から販売予定
info@fbit.co.jp
https://ssl.jx関東、近畿
予定あり
group.co.jp/ap/ars/other/b
tadashi.sakamoto@meikenk
岡山県
予定なし
ogyo.com
PPS－
－
RenrakuTKMEG@dg.mitsui.
東北、関東、中部、近畿、
検討中
power@orix.co.jp
中国

電気事業部

03-6257-7240

代表取締役 澁澤 壽一

バイオマス事業部

0867-44-2694

代表取締役 安永 竜夫

－

－

代表取締役 井上 亮

電力事業部

03-5730-0244

東京都港区浜松町1-29-6

代表取締役 伊藤 誠

ホームソリューション部
電力事業推進チーム

03-5404-5242

法人番号 6010401093900

東京都世田谷区池尻2-4-5

代表取締役 大石 英司

新電力事業部

03-6805-2228

A0056 株式会社洸陽電機

法人番号 3140001020393

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3-7-14

代表取締役社長 乾 正博

エネルギートレード本部

078-851-8874

A0057 株式会社サニックス

法人番号 6290001001327

福岡県福岡市博多区博多駅東2-1-23

代表取締役社長 宗政 伸一

新電力事業プロジェクト

092-436-8898

A0058 株式会社コンシェルジュ

法人番号 9120101043563

大阪府和泉市テクノステージ2-1-10

代表取締役社長 松本 英二

－

－

－

－

A0059 株式会社サンエー

法人番号 8021001043012

営業企画室

046-828-3351

http://www.sanei-e.com/

全国

エネルギー・プラット
フォーム事業本部

03-3230-1280

A0060 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 法人番号 3010001103145
A0061 サミットエナジー株式会社

法人番号 1010001087737

A0062 リコージャパン株式会社

法人番号 1010001110829

A0063

株式会社エネルギア・ソリューション・ア
法人番号 1240001016937
ンド・サービス

※営業所住所

神奈川県横須賀市三春町4-1-10

法人番号 6010401020516

A0065 テス・エンジニアリング株式会社

法人番号 2120001056993

A0066 青梅ガス株式会社

法人番号 2013101003471

東京都青梅市新町8-8-13

A0067 株式会社イーネットワークシステムズ

法人番号 8011001104896

伊藤忠エネクスホームライフ関東株式
会社

代表取締役社長 本多 聰介

平成28年4月1日
平成28年4月1日

平成27年11月9日

平成28年4月1日

平成27年11月9日

平成28年4月1日

平成27年11月9日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年11月9日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年11月9日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年11月9日

平成28年4月1日

未定

平成27年11月24日

平成28年4月1日

－

平成27年11月24日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年11月24日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年11月24日

平成28年4月1日

－

平成27年11月24日

平成28年4月1日

予定なし

平成27年11月24日

平成28年4月1日

－

平成27年11月24日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年11月24日

平成28年4月1日
平成28年4月1日

検討中

平成27年11月24日

－

－

－

平成27年11月24日

平成28年4月1日

東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マーク
代表取締役 及川 浩
シティW22F

－

－

－

－

－

平成27年12月7日

平成28年4月1日

－

－

平成28年4月1日

東京都港区虎ノ門2-10-1

代表取締役 葛山 修治

－

－

東京都渋谷区南平台町5-6

代表取締役社長 村井 健二

－

03-6745-0886

法人番号 5010401116372

東京都港区虎ノ門2-10-1

代表取締役社長 松塚 啓一

－

－

A0071 伊藤忠商事株式会社

法人番号 7120001077358

東京都港区北青山2-5-1

代表取締役 専務執行役員
福田 祐士

A0072 株式会社エコスタイル

法人番号 5010001122052

大阪府大阪市中央区道修町1-4-6ミフネ
道修町ビル3F

代表取締役社長 木下 公貴

A0073 入間ガス株式会社

法人番号 5030001026755

埼玉県入間市扇台1-5-25

代表取締役社長 深井 善次

A0074 テプコカスタマーサービス株式会社

法人番号 1010001086672

王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会
社

平成27年11月9日
平成27年11月9日

－

法人番号 9010001098743

A0070

平成28年4月1日
平成28年4月1日

－

代表取締役社長 中村 洋介

法人番号 4011001107572

A0069 株式会社東急パワーサプライ

関東

smaden_info@igrid.co.jp ／
関東、近畿
http://www.igrid.co.jp/
http://www.summit－
東京都中央区晴海1-8-11
代表取締役社長 大橋 乃介
－
－
energy.co.jp/
東京都港区芝公園3-8-2 芝公園ファース
スマート＆エネルギー事
http://www.ricoh.co.jp/sale 東北、関東、中部、近畿、
代表取締役 佐藤 邦彦
050-3534-0702
s/about/
九州
トビル
業部
http://www.e－
広島県広島市中区大手町3-7-5
取締役社長 十倉 純男
－
－
ess.co.jp/service/pps.html
0570-002-239（ナビダ
http://home.tokyo関東圏
東京都港区海岸1-5-20
代表取締役社長 広瀬 道明
電力お客さまセンター
イヤル）
gas.co.jp/power/special/
営業本部 営業企画チー
http://www.tess-eng.co.jp/
北海道、中部、近畿
大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1
代表取締役 石脇 秀夫
06-6308-2086
ム
tess-pps@tess-eng.co.jp

東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル

A0064 東京ガス株式会社

A0068

代表取締役社長 庵﨑 栄

－

http://corp.minden.co.jp/
関東
powertrader@minden.co.jp
http://www.koyoelec.com/ 関東、中部、近畿、中国、
四国、九州、沖縄
koyopps@koyoelec.com
http://sanix.jp
関東、東海、近畿、中国、
info_pps@sanix.jp
九州

平成27年10月26日
平成27年10月26日

東京都江東区豊洲5-5-13豊洲アーバンポ
代表取締役社長 川崎 敏寛
イント8階
北海道札幌市東区北三十八条東8-489代表取締役 長尾 治人
24

A0075 株式会社とんでん

法人番号 7430001011830

A0076 新日鉄住金エンジニアリング株式会社

法人番号 7010701022491

東京都品川区大崎1-5-1

A0077 KDDI株式会社

法人番号 9011101031552

A0078 ミサワホーム株式会社

法人番号 5011101035813

info@tokyu-ps.jp
関東・山梨県・静岡県（富
https://www.tokyu-ps.jp/
士川以東）
－

－

－

平成27年12月7日

予定あり

平成27年12月7日

平成28年4月1日

－

平成27年12月7日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月7日

平成28年4月1日

電力事業部

03-6273-4091

denryoku@eco-st.co.jp
http://www.eco-sty.jp/

北海道、沖縄を除く全国

予定あり

平成27年12月7日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月7日

平成28年4月1日

新電力事業部

03-6371-1439

http://www.tepco-cs.co.jp/

近畿、中部

検討中

平成27年12月21日

平成28年4月1日

総務部

048-838-7878

代表取締役社長 藤原 真一

電力ビジネス部

03-6665-3560

東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデ
ンエアタワー

代表取締役社長 田中 孝司

エネルギービジネス部

－

東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル

代表取締役 竹中 宣雄

－

－

e_power@tonden.co.jp
https://www.eng.nssmc.co
m/ask/
http://www.au.kddi.com/el
ectricity/
－

関東

未定

平成27年12月21日

平成28年4月1日

関東・中部・近畿・九州

予定なし

平成27年12月21日

平成28年4月1日

－

予定あり

平成27年12月21日

平成28年4月1日

－

－

平成27年12月21日

平成28年4月1日

A0079 イワタニ関東株式会社

法人番号 5030001009545

埼玉県さいたま市中央区下落合1071-2
MIビルⅢ

代表取締役社長 鈴木 克治

－

－

－

－

－

平成27年12月21日

A0080 イワタニ首都圏株式会社

法人番号 2020001075855

神奈川県川崎市川崎区日ノ出1-5-5

代表取締役 釜田 真吾

－

－

－

－

－

平成27年12月21日

平成28年4月1日

A0081 サーラeエナジー株式会社

法人番号 7180301027585

愛知県豊橋市駅前大通1-55サーラタワー 代表取締役社長 諏訪 博

－

0532-57-7250

http://www.salaeenergy.sal
a.jp

関東、中部

予定あり

平成27年12月21日

平成28年4月1日

A0082 株式会社地球クラブ

法人番号 1011001100687

東京都渋谷区渋谷3-29-8

代表取締役社長 稲橋 邦彦

事業部

03-5778-8868

－

関東、東北

未定

平成27年12月21日

平成28年4月1日

A0083 株式会社エコア

法人番号 8290001014649

福岡県福岡市博多区冷泉町4-20島津博
多ビル8階

代表取締役社長 山下 良満

電力ＬＮＧ開発課

092-282-8922

e-denryoku@ecoregas.jp

予定あり

平成27年12月21日

平成28年4月1日

A0084 西部瓦斯株式会社

法人番号 6290001014048

福岡県福岡市博多区千代1-17-1

代表取締役社長 酒見 俊夫

電力事業企画部

A0085 東邦ガス株式会社

法人番号 2180001022387

愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18

代表取締役社長 安井 香一

お客さま部

九州
福岡市、北九州市、熊本
092-633-2412
http://www.saibugas.co.jp 市、長崎市、佐世保市、
島原市等（当社ガス供給
0570－019104（ナビダ http://www.tohogas.co.jp/d 愛知県、岐阜県、三重県
およびその周辺地域
イヤル）
enki/

A0086 シナネン株式会社

法人番号 2220001003309

東京都港区海岸1-4-22

代表取締役 田口 政人

電力事業推進部

03-5470-7135

A0087 株式会社シナジアパワー

法人番号 6010501038623

東京都台東区北上野1-9-12住友不動産
上野ビル7階

取締役社長 武山 徳彦

販売サービス部

03-5830-1191

A0088 川重商事株式会社

法人番号 6140001006992

兵庫県神戸市中央区海岸通8

代表取締役社長 谷澤 篤志

環境・エネルギー部

0120-123210

A0089 大一ガス株式会社

法人番号 6500001002451

愛媛県松山市萱町1-3-12

代表取締役社長 稲葉 隆一

新電力事業室

089-941-7938

A0090 株式会社リミックスポイント

法人番号 3010001110827

東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビ
ル

代表取締役会長兼社長 國重
惇史

電力事業部

03-6303-0339

A0091 大阪いずみ市民生活協同組合

法人番号 4120105000656

大阪府堺市堺区南花田口町2丁2-15

専務理事 勝山 暢夫

－

－

A0092 株式会社中海テレビ放送

法人番号 1270001003395

鳥取県米子市河崎610

代表取締役社長 秦野 一憲

事業戦略本部 企画グ
ループ 事業企画課

0120-727-868

A0093 パシフィックパワー株式会社

法人番号 2012401029986

東京都千代田区神田錦町3-22テラススク 代表取締役副社長 合津 美
エア16階
智子

中央給電部

03-5244-5423

A0094 株式会社いちたかガスワン

法人番号 6430001001576

北海道札幌市中央区南8条西6-1036

－

－

A0095 株式会社ジェイコム足立

法人番号 8011801007480

東京都足立区綾瀬2-28-6 第三山崎ビル 代表取締役社長 森川 雄彦

A0096 株式会社ジェイコムイースト

法人番号 8010001129821

A0097 株式会社ジェイコム市川

法人番号 5040001025533

A0098 株式会社ジェイコムウエスト

法人番号 2120001080845

A0099 株式会社ジェイコム大田

法人番号 1010801002060

東京都大田区西蒲田7-20-5

A0100 株式会社ジェイコム小田原

法人番号 7021001032395

A0101 株式会社ジェイコム川口戸田

代表取締役社長 髙橋 雅行

http://www.sinanen.com/ 関東、近畿、中部、東北
info@synergiapower.co.jp
関東
http://www.synergiapower.
co jp
pps-ksc@corp.khi.co.jp
関東、近畿
http://www.kscpps.jp/
Mail：pps@daiichi-gas.co.jp
四国
HP : http://daiichigas co jp
energy@remixpoint.co.jp
－
http://www.remixpoint.co.jp
/
－
－
鳥取県西部(米子市、日
catv@chukai.co.jp
吉津村、境港市、日南
http://www.chukai.ne.jp
町 伯耆町 南部町 大
contact@pacific全国（沖縄県を除く）
power.co.jp
http://pacific power co jp/
－
－

平成28年4月1日

予定あり

平成27年12月21日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年12月21日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年12月21日

平成28年4月1日

予定なし

平成27年12月21日

平成28年4月1日

予定なし

平成27年12月21日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年12月21日

平成28年4月1日

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

予定あり

平成27年12月28日

平成28年4月1日

未定

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

代表取締役社長 柳田 聡

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

神奈川県小田原市板橋888

代表取締役社長 山田 文雄

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

法人番号 7030001074678

埼玉県川口市並木1-17-12

代表取締役社長 蒲原 成人

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0102 株式会社ジェイコム北関東

法人番号 1030001015646

埼玉県さいたま市浦和区常磐9-34-8

代表取締役社長 今井 達雄

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0103 株式会社ジェイコムさいたま

法人番号 8030001000848

埼玉県さいたま市浦和区常磐10-4-1

代表取締役社長 原田 廣人

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0104 株式会社ジェイコム札幌

法人番号 8430001019773

北海道札幌市豊平区月寒東2条18-7-20

代表取締役社長 西尾 武

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0105 株式会社ジェイコム湘南

法人番号 1021001041922

神奈川県横須賀市平成町1-1

A0106 株式会社ジェイコム多摩

法人番号 6012801001517

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラ
代表取締役社長 堀田 和志
ストタワーN館
千葉県市川市南八幡4-17-8 コスモス本
代表取締役社長 保永 年貞
八幡
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12 マルイ
代表取締役社長 足立 好久
ト谷町ビル

代表取締役社長 牟田口 新
一郎
東京都立川市栄町6-1-1 立飛ビル6号館
代表取締役社長 谷津 幸利
別館
千葉県浦安市入船1-5-2 NBF新浦安タ
代表取締役社長 高橋 進
ワー17階
千葉県千葉市中央区問屋町1-35千葉
代表取締役社長 木暮 五郎
ポートサイドタワー8F

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日
平成28年4月1日

A0107 株式会社ジェイコム千葉

法人番号 5040001029633

A0108 株式会社ジェイコム千葉セントラル

法人番号 4040001008175

A0109 株式会社ジェイコム東葛葛飾

法人番号 4040001035401

千葉県松戸市新松戸3-55

代表取締役社長 平岩 光現

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

A0110 株式会社ジェイコム東京

法人番号 3011601002926

東京都練馬区高野台5-22-1

代表取締役社長 國分 孝夫

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0111 株式会社ジェイコム東京北

法人番号 5011501001134

東京都北区王子1-13-14朝日生命王子ビ
代表取締役社長 新井 博
ル5階

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0112 株式会社ジェイコム中野

法人番号 4011201002409

東京都中野区中野2-14-21

代表取締役社長 内藤 一彦

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0113 株式会社ジェイコム八王子

法人番号 2010101003122

東京都八王子市旭町11-8 アクセスビル5
代表取締役社長 小杉 康寛
階

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0114 株式会社ジェイコム日野

法人番号 7013401000619

東京都日野市日野本町4-2-2

代表取締役社長 西村 秀雄

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0115 株式会社ジェイコム船橋習志野

法人番号 7040001019368

千葉県船橋市東町896

代表取締役社長 勝部 八郎

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0116 株式会社ジェイコム港新宿

法人番号 3010401009322

東京都港区麻布台1-7-4

代表取締役社長 前田 泰洋

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

A0117 株式会社ジェイコム南横浜

法人番号 5020001003994

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

－

－

－

平成27年12月28日

平成28年4月1日

－

050-3441-0423

－
info@k-epco.co.jp
http://www.k-epco.co.jp

九州

予定あり

平成28年1月18日

平成28年4月1日

A0118 株式会社ジェイコム武蔵野三鷹

法人番号 5012401013104

A0119 土浦ケーブルテレビ株式会社

法人番号 6050001009484

A0120 鹿児島電力株式会社

法人番号 1340001018592

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ゆ
代表取締役社長 沼田 信輔
めおおおかオフィスタワー19F
東京都三鷹市下連雀8-10-16 セコムSC
代表取締役社長 榎本 一夫
センター
茨城県土浦市真鍋1-11-12 延増第一ビ
代表取締役社長 富田 裕一
ル
鹿児島県鹿児島市平之町11-1

代表取締役 脇田 克郎

A0121 太陽ガス株式会社

法人番号 3340005000173

鹿児島県日置市伊集院町徳重2-1-4

代表取締役 小平 竜平

A0122 アーバンエナジー株式会社

法人番号 1020001103550

神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1

代表取締役社長 小賀坂 善
久

A0123 パワーシェアリング株式会社

法人番号 7040001087349

千葉県旭市イ-2815-2

A0124 合同会社 北上新電力

法人番号 6400003001453

岩手県北上市相去町山田2-18

法人番号 1010001140537

A0125

パーパススマートパワー株式会社
※平成27年11月17日タカギスマートパ

本部

099-273-2651

https://taiyo-gas.or.jp/

九州

予定あり

平成28年1月18日

平成28年4月1日

営業企画部

045-505-7878

kaisha@u-energy.jp
http://u-energy.jp

北海道、東北、関東、中
部、近畿

予定なし

平成28年1月18日

平成28年4月1日

代表取締役 鈴木 智晴

－

－

－

－

－

平成28年1月18日

平成28年4月1日

職務執行者 矢野 哲臣

－

－

－

－

－

平成28年1月18日

平成28年4月1日

東京都文京区大塚5-9-2

代表取締役社長 髙木 裕三

－

－

－

－

－

平成28年1月18日

平成28年4月1日

兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

代表取締役社長 樫本 茂樹

事業推進部

06-6487-4870

t-energy@takuma.co.jp

関東、近畿

予定なし

平成28年1月18日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成28年1月18日

平成28年4月1日

－

－

－

－

－

平成28年1月18日

平成28年4月1日
平成28年4月1日

A0126 株式会社タクマエナジー

法人番号 7140001099094

A0127 株式会社スマートテック

法人番号 8050001005432

A0128 水戸電力株式会社

法人番号 3050001038692

A0129 丸紅株式会社

法人番号 9010001008776

東京都千代田区大手町1-4-2

代表取締役 山添 茂

－

－

－

－

－

平成28年1月18日

A0130 丸紅新電力株式会社

法人番号 9010001137740

東京都千代田区大手町1-4-2

代表取締役 福田 知史

－

－

－

－

－

平成28年1月18日

平成28年4月1日

A0131 JLエナジー株式会社

法人番号 6010001161405

東京都中央区佃1-11-8

代表取締役 山本 克裕

－

－

－

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

A0132 ダイネン株式会社

法人番号 2140001059722

兵庫県姫路市飾磨区中島3001

代表取締役 早原 勝正

－

－

－

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

A0133 奈良電力株式会社

法人番号 4150001020029

奈良県御所市古瀬1234-1

代表取締役 山本 譲二

－

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

茨城県水戸市赤塚1-16 エスコート赤坂Ｗ
代表取締役 小寺 雄三
ＥＳＴ、Ａ202
茨城県水戸市赤塚1-16 エスコート赤坂Ｗ
代表取締役 小寺 雄三
ＥＳＴ、Ａ202

－
－
hitzpps@mml.is.hitachizose
全国（沖縄を除く）
n.co.jp
http://www hitachizosen co
denki@daitogas.co.jp
埼玉県、東京都、神奈川
http://www.daitogas.co.jp/ 県（当社ガス供給エリア）
東北、東京、中部、近畿、
－
中国

A0134 日立造船株式会社

法人番号 3120001031541

大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89

取締役社長 谷所 敬

新電力事業推進室

03-6404-0832

A0135 大東ガス株式会社

法人番号 3030001056382

埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西
1081-1

代表取締役社長 末冨 啓道

電力サービス課

049-259-1111

A0136 パナソニック株式会社

法人番号 5120001158218

大阪府門真市大字門真1006

代表取締役社長 津賀 一宏

グローバル調達社

06-6937-7520

A0137 アストモスエネルギー株式会社

法人番号 5010001030404

東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタ
代表取締役社長 増田 宰
ワー24階

リテール・事業開発本部
事業開発部

－

http://www.astomos.com/

新電力本部

03-6369-8745

－

－

経営管理グループ

03-6435-7256

A0138 株式会社関電エネルギーソリューション 法人番号 3120001098382

大阪市北区中之島2-3-18

A0139 株式会社エプコ

法人番号 4011801000662

東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー 代表取締役グループＣＥＯ 岩
12階
崎 辰之

代表取締役社長 白井 良平

A0140 ＭＣリテールエナジー株式会社

法人番号 6010001170075

東京都港区芝大門1-1-32

代表取締役社長 松永 典生

A0141 株式会社北九州パワー

法人番号 3290801022054

福岡県北九州市戸畑区中原新町2-1 北
九州テクノセンタービル3階302号

代表取締役 千歳 昭博

A0142 武州瓦斯株式会社

法人番号 7030001055496

埼玉県川越市田町32-12

取締役社長 原 敏成

A0143 株式会社みらい電力

法人番号 8180001120937

愛知県清須市西枇杷島町宮前1-1

A0144 大垣ガス株式会社

法人番号 1200001013368

A0145 株式会社藤田商店

予定なし

平成28年1月28日

平成28年4月1日

予定あり
（平成28年4月1日～）

平成28年1月28日

平成28年4月1日

未定

平成28年1月28日

平成28年4月1日

全国(沖縄県を除く)

予定あり

平成28年1月28日

平成28年4月1日

http://www.kenes.jp/servic
e/capital.html

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

－

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

info@retailenergy.co.jp
http://www.machi-ene.jp/

関東

予定あり

平成28年1月28日

平成28年4月1日

総務政策課

093－871－1566

kitaqpw@kitaqpw.com

九州

予定なし

平成28年1月28日

平成28年4月1日

環境エネルギー部 小売
電気事業グループ

049-247-3897

denki@bushugas.co.jp
http://www.bushugas.co.jp/

埼玉県

予定あり

平成28年1月28日

平成28年4月1日

代表取締役 河崎 慎吾

－

－

－

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

岐阜県大垣市寺内町3-67

代表取締役社長 上田 元久

－

－

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

法人番号 9470001010050

香川県観音寺市坂本町5-4-5

代表取締役 藤田 尚靖

経営戦略室

0875-25-4123

全国（沖縄県を除く）

予定あり

平成28年1月28日

平成28年4月1日

A0146 株式会社ケーブルネット下関

法人番号 4250001005382

山口県下関市椋野町3-25-35

代表取締役社長 鳥居 吉治

－

－

－
tadashi.fujishiro@fujitagroup.com
http://www fujita
－

－

－

平成28年1月28日

##############

A0147 株式会社ジェイコム九州

法人番号 5290001054994

福岡県福岡市中央区那の津3-13-10 Ｊ：
代表取締役社長 徳田 瑞穂
ＣＯＭメディアプラザ

－

－

－

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

A0148 株式会社ジェイコム熊本

法人番号 8330001001386

熊本県熊本市中央区九品寺5-8-2

－

－

－

－

－

平成28年1月28日

平成28年4月1日

A0149 株式会社グローバルエンジニアリング

法人番号 5290001036332

福岡県福岡市東区香椎1-1-1ニシコーリビ
代表取締役 大下 明
ング香椎2F

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0150 九州エナジー株式会社

法人番号 9340001018197

鹿児島県鹿児島市鴨池新町6-6

代表取締役 福井 正則

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0151 株式会社トヨタタービンアンドシステム

法人番号 9180301018855

愛知県豊田市元町1

代表取締役社長 等 哲郎

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0152 株式会社Ｓ－ＣＯＲＥ

法人番号 9010001165683

東京都千代田区神田駿河台2-5-1

取締役社長 渡部 健

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日
平成28年4月1日

A0153

株式会社エナリス・パワー・マーケティン
法人番号 5011801024272
グ

代表取締役社長 前田 貴敏

東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター 取締役社長 渡部 健

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

A0154 株式会社エヌパワー南九州

法人番号 7340001017936

鹿児島県鹿児島市東坂元3-35-7

代表取締役 有川 正隆

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0155 みやまスマートエネルギー株式会社

法人番号 6290001069174

福岡県みやま市瀬高町下庄613-1 瀬高
地区建設業協同組合会館106号室

代表取締役 磯部 達

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日
平成28年4月1日

A0156 エフィシエント株式会社

法人番号 1010401118851

東京都港区東麻布3-2-1

代表取締役 坂越 健一

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

A0157 株式会社生活クラブエナジー

法人番号 4011101071495

東京都新宿区新宿6-24-20

代表取締役 半澤 彰浩

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0158 生活協同組合コープこうべ

法人番号 9140005002515

兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19

組合長理事 本田 英一

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0159 株式会社シーエナジー

法人番号 5180001050220

愛知県名古屋市中区新栄2-19-6

代表取締役社長 山田 登紀
彦

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0160 角栄ガス株式会社

法人番号 9011001005458

東京都渋谷区元代々木町33-8

取締役社長 古谷野 篤

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0161 京葉瓦斯株式会社

法人番号 8040001026108

千葉県市川市市川南2-8-8

取締役社長 潟山 英清

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0162 凸版印刷株式会社

法人番号 7010501016231

東京都台東区台東1-5-1

代表取締役社長 金子 眞吾

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0163 伊勢崎ガス株式会社

法人番号 7070001013070

群馬県伊勢崎市日乃出町108

代表取締役社長 田島 義文

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

法人番号 5010401008297

東京都港区港南2-16-6

代表取締役社長 坂田 正弘

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0165 株式会社とっとり市民電力

法人番号 8270001006771

鳥取県鳥取市五反田町6

代表取締役社長 児嶋 太一

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0166 株式会社イーエムアイ

法人番号 4011101054401

東京都新宿区西新宿5-24-16 西新宿
ウェールビル6F

代表取締役 小川 祐一郎

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0167 佐野瓦斯株式会社

法人番号 2060001020353

栃木県佐野市久保町243

代表取締役社長 菊池 宏行

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0168 桐生瓦斯株式会社

法人番号 3070001015806

群馬県桐生市仲町3-6-32

代表取締役社長 塚越 紀隆

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0169 森の電力株式会社

法人番号 8010901032934

東京都渋谷区神南1-9-4 ＮＣビル

代表取締役 久保 好孝

－

－

－

－

－

平成28年2月8日

平成28年4月1日

A0164

キヤノンマーケティングジャパン株式会
社

（注）このほか、特定送配電事業者による小売供給の登録を受けたものが２件あり。

