
関東東北産業保安監督部 電力安全課

（平成２６年１月１０日現在）

担当部署名 郵便番号 担当部署所在地 業務エリア 担当部署電話番号

171-8503 東京都豊島区東池袋３－１－２ 当協会は各地に事業所が設置 ０３－３９８８－２３２２

電気保安管理事業部 170-0013 東京都豊島区東池袋２－４５－７
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
・茨城県・栃木県・群馬県

０３－３９８７－１９９１

事務局 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町３６３－２ 千葉県 ０４３－２５０－８５３３

第三事業部 101-0065 東京都千代田区西神田１－２－４ 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・山梨県 ０３－５２８２－３６９１

オペレーション＆サービス事業本部
電気保安管理サービス部

108-0073
東京都港区三田３－１０－１
アーバンネット三田ビル

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・
山梨県・長野県・新潟県（離島についてはご相談によります）

０３－５４４４－５３３９

電気保安事業本部 電気保安事業部 110-8706
東京都台東区池之端１－２－２３
ＮＤＫ第二池之端ビル２階

東京都・山梨県・群馬県・栃木県・千葉県・茨城県・埼玉県・神
奈川県・宮城県

０３－３８２２－７３３１

360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田３４８３－１ 埼玉県・群馬県 ０４８－５２２－４２５６

111-0053 東京都台東区浅草橋１－２７－５ 東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・神奈川県 ０３－３８６２－５８０８

関東事業本部電気技術部技術３Ｇ 314-0116 茨城県神栖市奧野谷５７９５－１２ 茨城県・千葉県 ０２９９－９６－５３３２

電気保安管理部 151-0053 東京都渋谷区代々木２－１６－７ 東京都・神奈川県・埼玉県 ０３－３３７９－６１２０

サービス事業部技術サービス部
電気保安管理部門

456-0016 愛知県名古屋市熱田区五本松町７－３０ 静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 ０５２－６８１－３９６７

技術部 246-0007 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町６－６２ 神奈川県・東京都・埼玉県・静岡県 ０４５－９２３－１５５１

ビルメンテナンス部保安管理チーム 141-0032 東京都品川区大崎１－６－４ 東京都・千葉県・神奈川県 ０３－６３７２－７８３７

保安管理事業部 296-0004 千葉県鴨川市貝渚１３０－１ 千葉県 ０４－７０９３－３９９０

258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北３２４１ 東京都・神奈川県・静岡県・山梨県 ０４６５－７５－１６５４

営業部 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山３－１－１７ 埼玉県 ０４８－６３８－５４６６

ＨＫ事業部 270-1341 千葉県印西市原山３－９－６－５０２ 千葉県・茨城県・東京都・埼玉県 ０４７６－４６－９６００

業務本部 330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２９２
松栄第３ビル１階

埼玉県・東京都 ０４８－６４２－１５４０

292-0067 千葉県木更津市中央１－１６－１２ 千葉県・東京都・神奈川県・茨城県・埼玉県

川崎サービスセンター 210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子１－１－１４
ＪＴＢ川崎ビル８Ｆ

神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県・茨城県 ０４４－２２３－１１３８

保安管理部 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－６－１５
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・
静岡県・山梨県・長野県

０３－３６６１－１１１０

営業部 410-0046 静岡県沼津市米山町８－１２ 神奈川県・静岡県 ０５５－９２９－７８７８

保安管理部 143-0016
東京都大田区大森北３－１－３
アミティスズキビル２Ｆ

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 ０３－５７６３－０７１７

営業部 231-0036 神奈川県横浜市中区山田町７－１１ 神奈川県 ０４５－２５３－０２６０

保安管理事業部 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東６－６－２ 神奈川県 ０４５－５４３－５０４１

151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷２－１８－１
ＫＥＩＯＨ  ＢＬＤＧ．６Ｆ

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 ０３－５３５０－５８４１

電気保安グループ 102-0076 東京都千代田区五番町１２－７ 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県 ０３－３２３７－７７８８

技術サービス 339-0043 埼玉県さいたま市岩槻区城南３－６－３６ 埼玉県・東京都・栃木県 ０４８－７９８－７１４４

保安部 163-0647 東京都新宿区西新宿１－２５－１
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・
静岡県

０３－５９０９－５５６６

営業部 110-0016 東京都台東区台東１－１３－６　サンエイビル３Ｆ 埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県 ０３－５８４６－１６８１

保安管理部 154-0011 東京都世田谷区上馬１－４－１０ 東京都・神奈川県 ０３－５７８７－２２７７

株式会社八興

株式会社メジャーシステム

日本テクノ株式会社

武蔵野電気管理株式会社

テクノ・デコール株式会社

株式会社エス・イー・ティ

株式会社エレックス極東

全電協株式会社

株式会社静岡ケイテクノ

有限会社エスティエス

株式会社神奈川ケイテクノ

小保エンジニアリング株式会社

吉田防災株式会社

有限会社うしお産業

株式会社埼玉ケイテクノ

有限会社ケーワイエンジニア

株式会社ビルヒット

株式会社千葉県電気保守協会

株式会社東京電気検査協会

株式会社三鈴エリー

太平ビルサービス株式会社

株式会社ＮＴＴファシリティーズ東海

株式会社関工ファシリティーズ

株式会社エネサーブ神奈川

電気保安法人一覧

電気保安法人名

一般財団法人関東電気保安協会

株式会社青木電気設計事務所

協同組合千葉施設管理センター

株式会社ＴＫテクノサービス

株式会社ＮＴＴファシリティーズ中央

ＮＤＫ総合サービス株式会社

有限会社石川電気
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担当部署名 郵便番号 担当部署所在地 業務エリア 担当部署電話番号電気保安法人名

技術部電気保安業務室 105-0001 東京都港区虎ノ門１－１２－１５ 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県 ０３－３５８０－１３２４

保安管理事業部 325-0001 栃木県那須郡那須町大字高久甲１０７６－２ 栃木県 ０２８７－６３－９７３８

保安管理事業部 292-0007 千葉県木更津市瓜倉１１７ 千葉県 ０４３８－４１－１１３４

事業部管理課 327-0311 栃木県佐野市多田町１８８ 栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県 ０２８３－６２－２００１

技術部 135-0016 東京都江東区東陽４－１２－２０－５２３ 東京都・千葉県・埼玉県 ０３－５６０９－５１５８

保安管理課 274-0063 千葉県船橋市習志野台５－４－４ 千葉県 ０４７－４６４－３６０６

保安管理事業部 270-1404 千葉県白井市折立３７３－４ 千葉県・東京都・埼玉県・茨城県 ０４７－４９２－０４１１

保安管理事業部 232-0006 神奈川県横浜市南区南大田３－５－８ 神奈川県 ０４５－７１２－５１６６

設備事業部電気保安管理課 151-0053 東京都渋谷区代々木１－５８－１３ 東京都・神奈川県 ０３－５３３３－１２６２

保安管理事業部 332-0006 埼玉県川口市末広３－５－１ 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 ０４８－２２５－２９２８

総務部 344-0022 埼玉県春日部市大畑８５３ 東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県 ０４８－７３５－０８１６

保安課 321-1111 栃木県鹿沼市板荷２４７－１０ 栃木県 ０２８９－６４－８０９９

技術部 132-0025 東京都江戸川区松江１－１５－４ 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県 ０３－３６５３－１１２１

保安管理部 300-0605 茨城県稲敷市幸田３５０１ 茨城県・千葉県 ０２９９－７９－０１１７

管理部 252-0321 神奈川県相模原市南区相模台５－１０－２５－１ 神奈川県・東京都 ０４２－７４９－０２３５

保安管理部 370-3522 群馬県高崎市菅谷町２０－２１５ 群馬県 ０２７－３７２－１１８８

保安部 201-0014
東京都狛江市東和泉３－３－１５
エルマビル３階

東京都・神奈川県 ０３－３４８９－２１９１

電気保安部 246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷６－２０－２ 横浜市・大和市・海老名市・綾瀬市・川崎市・東京都一部 ０４５－３０６－０６２０

保安管理事業部 350-1172 埼玉県川越市増形２２６－５ 埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県 ０４９－２４６－８９０６

電気保安部 330-0834
埼玉県さいたま市大宮区天沼町２－４４３－３
埼玉事務所

関東一都六県 ０４８－７７８－７７００

千葉事務所・埼玉事務所 260-0044
千葉県千葉市中央区松浪２－１８－８　林ビル２Ｆ
保安管理事業部

神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県 ０４３－２０７－１６６０

保安サービス 132-0031 東京都江戸川区松島２－１０－２２ 東京都・埼玉県・千葉県 ０３－３６５３－２３６６

総務部 292-0826 千葉県木更津市畑沢南５－２－２４ 千葉県・東京都 ０４３８－３７－３３５０

410-1121 静岡県裾野市茶畑１５９５ ０５５－９９３－２３２４

（東日本）保安業務部 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町８７７ 静岡県（50Hz）・東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・栃木県 ０４５－５４０－２７５１

株式会社エネサーブ群馬 保安管理業務部 370-0852 群馬県高崎市中居町１－５－２６ 群馬県 ０２７－３５２－２５６７

保安管理部 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３５０４－８ 群馬県・埼玉県・栃木県 ０２７０－２２－２１６６

サービス本部保安事業課 270-0863 千葉県柏市豊田季３４１ 千葉県・茨城県・東京都・埼玉県・神奈川県・栃木県 ０４－７１４５－２２８２

東京支店ビル管理支社 103-0004 東京都中央区東日本橋２－２６－６ 東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・千葉県 ０３－５８２２－７４３７

電気保安部 100-0402 東京都新島村本村２－７－９ 東京都 ０４９９２－５－０３６２

検査グループ 192-0051 東京都八王子市元本郷町３－１５－７ 東京都・神奈川県・埼玉県 ０４２－６２４－４０５７

保安管理事業部 273-0115 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺６－１０－２５ 当社事務所より２時間以内（東京都・千葉県・埼玉県・茨城県） ０４７－４４３－７１５７

保安管理部 370-3522 群馬県高崎市菅谷町２０－２６２ 群馬県 ０２７－３７２－８８５２

建物管理部 410-0818 静岡県沼津市中原町３－２０ 静岡県 ０５５－９３５－１１６８

保安事業部 169-0074
東京都新宿区北新宿２－２１－１
新宿フロントタワー１２階

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 ０３－５３３２－３３８８

工務部 252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田２－６－２３ 神奈川県・埼玉県・東京都 ０４２－７３０－５５９５

総務課 329-0213 栃木県小山市南飯田６６４－７２ 栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県 ０２８５－４５－３２１７

共栄電検株式会社

株式会社イーエムシステム

株式会社イノウエテクニカ

株式会社エスコ

株式会社メガ

株式会社森屋電気管理

エネサーブ株式会社

株式会社小栗電気

昱株式会社

東日本電気エンジニアリング株式会社

梅田電気設備工業株式会社

株式会社ＴＴＳ

有限会社インスぺ

株式会社電気設備保安協会

株式会社ハマ・メンテ

有限会社田辺電気設計事務所

株式会社フジタ電気管理事務所

株式会社日本電気管理者協会

株式会社上野電気設計事務所

亨和テクニカル株式会社

有限会社久間電気管理事務所

新制配電株式会社

有限会社山下電気設計事務所

有限会社コジマテクノサービス

ティーエムエンジニア株式会社

山下電気株式会社

株式会社小田急ビルサービス

有限会社中村電気管理事務所

株式会社ハイテックメンテナンス

有限会社タカダ電気管理

東洋ビルメンテナンス株式会社

株式会社メンテナンスセンター

有限会社Ｅナビサービス

吉澤エムス株式会社

株式会社関東電気サービス

竹森電設株式会社
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担当部署名 郵便番号 担当部署所在地 業務エリア 担当部署電話番号電気保安法人名

310-0844 茨城県水戸市住吉町３１－１８ 茨城県・栃木県 ０２９－２４７－０２２８

保安管理部 216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－３－１３ 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県 ０４４－８６２－０３１１

保安管理課 112-0011 東京都文京区千石４－１４－３ 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県 ０３－３９４６－４６３２

電気保安管理業務部 160-0022 東京都新宿区新宿６－１３－７　コーポ内美２０１ 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 ０３－５３５７－７０５０

試験保守部保安管理課 183-0013 東京都府中市小柳町１－２０－１ 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 ０４２－３１９－１５５１

保安管理 100-2101 東京都小笠原村父島字東町 東京都小笠原村 ０４９９８－２－３２３８

電気管理部 181-0005 東京都三鷹市中原１－２８－２３ 関東近郊 ０３－３３２６－８１６１

保安管理業務担当 158-0082 東京都世田谷区等々力３－１９－４ 東京都・神奈川県（現在） ０３－３７０２－１５８７

保安管理課 350-0054 埼玉県川越市三久保町１７－１３ 埼玉県 ０４９－２２４－１６４１

288-0052 千葉県銚子市浜町３－１０ 千葉県・茨城県 ０４７９－２３－２１１３

保安管理Gr 267-0054 千葉県千葉市緑区大高町４０－１５ 千葉県 ０４３－２９５－１１５１

管理部 319-2105 茨城県那珂市古徳１８３ 茨城県 ０２９－２９６－３０３３

エネルギーサービス部 376-0122 群馬県桐生市新里町野５９８ 群馬県 ０２７７－７４－５９５８

メンテナンス事業部電気保安課 351-0011 埼玉県朝霞市本町２－７－２１ 埼玉県・東京都 ０４８－４５０－１４２０

メンテナンス事業部 357-0021 埼玉県飯能市双柳１４８８－７ 埼玉県・東京都 ０４２－９７３－２０５１

保安管理部 329-1111 栃木県宇都宮市逆面町７７５ 栃木県 ０２８－６７２－０２０８

電気保安部 310-0835 茨城県水戸市元台町１５２７ 関東全域 ０２９－２４０－１５１１

管理部 319-2263 茨城県常陸大宮市南町２６１ 茨城県 ０２９５－５３－６７８３

保安管理事業本部 333-0844
埼玉県川口市上青木３－１２－１８
埼玉県産業技術総合センター５０７号室

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・群馬県 ０４８－２６３－６４１１

電気保安部 146-0085 東京都大田区久が原２－１１－７ 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・静岡県 ０３－５７４７－３７７１

保安管理事業部 273-0033 千葉県船橋市本郷町７２０ 千葉県・東京都・茨城県・埼玉県 ０４７－３３５－１３３１

施設管理工事グループ保安管理業務係 105-7001 東京都港区東新橋１－８－１　電通本社ビル 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 ０３－６２１７－９６０８

保安管理事業部保安課 422-8005 静岡県静岡市駿河区池田１３６１－１１ 当事務所より２時間以内（静岡県） ０５４－６５９－３００４

保安管理部 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山２－２１－２ 埼玉県・東京都 ０４８－８８５－６９３６

保安管理業務課 393-0047 長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂４３８７－８ 山梨県・長野県 ０２６６－２８－６６４５

保安管理部 193-0944 東京都八王子市館町４７６ 東京都・埼玉県・神奈川県・山梨県 ０４２－６６１－３３１２

東京営業所 252-5183 神奈川県相模原市緑区西橋本５－５－１
神奈川県・東京都・山梨県（上野原市、大月市、都留市、道志
村）

０４２－７７２－９５２３

保安業務管理部 135-0064 東京都江東区青海２－７－４ 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 ０３－６３８０－７５２１

事業部 105-0003 東京都港区西新橋１－９－１０ 東京２３区内 ０３－３５０３－２２１４

事務局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－６－１６ 関東一円 ０４５－９８８－０１５２

事業部電気保安課 359-1124 埼玉県所沢市東住吉１０－１ 埼玉県・東京都 ０４－２９０３－０７３５

保安業務セクション 282-0011 千葉県成田市三里塚御料牧場１－１ 千葉県・東京都・茨城県 ０４７６－３２－８７７７

保安管理課 364-0005 埼玉県北本市中丸３－２６ 埼玉県・東京都・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県 ０４８－５９４－１５８５

保安管理事業部 181-0013 東京都三鷹市下連雀７－６－１１ 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県 ０４２２－４７－３６６６

保安管理部 329-1232 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台２－１－２ 栃木県 ０２８－６７５－０１９０

保安管理部 242-0006
神奈川県大和市南林間１－８－１７
サウスクラウドビル１Ｆ

神奈川県・東京都 ０４６－２７１－３８７２

技術部 113-0034 東京都文京区湯島３－２６－５ 関東一都六県 ０３－３８３７－１７９１

保安管理事業部 400-0202 山梨県南アルプス市下高砂３４３－３ 山梨県・長野県・東京都・神奈川県 ０５５－２８０－０２０５

株式会社エネサーブ長野

株式会社東幸

西武電設工業株式会社

株式会社南アルプス

株式会社電気防災

株式会社宝電気

株式会社キャリアネクスト

株式会社エージーピー

相武電設株式会社

株式会社荒井電気管理事務所

株式会社電通ワークス

株式会社アンテック

光電機産業株式会社

北総電機産業株式会社

株式会社桐原電気管理

株式会社プロ・エー

株式会社ヤマスズ

有限会社斉藤電気事務所

株式会社アメニティ・ジャパン

株式会社エプセル

Ｄ－パワーシステムズ株式会社

有限会社オーネックエンジニアリング

株式会社平山電気管理事務所

大和エンジニアリング株式会社

エス・ビー・エス株式会社

有限会社大村電気設計

株式会社みどり電気管財事務所

デンナリシステム特機株式会社

フィデス株式会社

株式会社ミツバ環境分析リサーチ

株式会社野口デンキテック

株式会社電気管理協会

株式会社日本電気安全協会

株式会社関東電気自主検査協会

ＥＳＡ株式会社

株式会社華穂

株式会社ＴＲＭ

高橋工業株式会社
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担当部署名 郵便番号 担当部署所在地 業務エリア 担当部署電話番号電気保安法人名

保安管理課 173-0004 東京都板橋区板橋４－３７－５ 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県 ０３－３９６２－３０７１

電気保安部保安課 331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町１－８２０－６ 埼玉県 ０４８－６６３－０２４２

営業部 252-1105 神奈川県綾瀬市蓼川３－５－１８ 神奈川県 ０４６７－７０－１４４７

電気保安管理グループ 211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 神奈川県・東京都 ０４４－７５４－２３３１

264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町１２６２ 東京都・千葉県・茨城県 ０４３－２３４－８６１８

保安管理部 101-0062 東京都千代田区神田駿河台１－７
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・山梨県・
栃木県

０３－３２９５－７１８１

保安管理部 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東３－７－２ 神奈川県・東京都 ０４５－５４２－８８４８

株式会社つばき電気管理 321-4357 栃木県真岡市下大沼１２９－１ 栃木県・茨城県・群馬県 ０２８５－８２－９６７１

オリックス・ファシリティーズ株式会社 保安事業部 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２５－５ 関東一円 ０３－６３２４－４０１８

有限会社電検工業 電気保安管理部 214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島３－３１－１９ 東京都、神奈川県 ０４４－３７９－７５０２

中央電力ソリューション株式会社 保安部 100-0004
東京都千代田区大手町２－６－２
日本ビル５階

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 ０３－３２４２－１２６５

株式会社鹿島テクノス 電気課 314-0014 茨城県鹿嶋市大字光３ 千葉県・茨城県 ０２９９－８２－０７４２

株式会社鈴和 電気保安部 314-0015 茨城県神栖市知手１４ 茨城県、千葉県 ０２９９－９６－０９５２

株式会社京王設備サービス ビル技術部　電気保安管理担当 192-0911 東京都八王子市打越町１９９－２ 東京都、神奈川県、埼玉県 ０４２－６３２３－５２２６

株式会社タカハシ電気サービス 保安管理事業部 329-4307 栃木県下都賀郡岩舟町大字静１１６９－６ 栃木県、群馬県、埼玉県 ０２８２－５５－４４８０

誠信電気管理株式会社 362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西針５－３１ 埼玉県、東京都 ０４８－８７１－７４９１

大星ビル管理株式会社 電気保安室 112-0002 東京都文京区小石川４－２２－２ 東京都 ０３－５８０４－５１０９

注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

埼玉県電気工事工業組合

電気保安法人ではない個人の電気管理技術者からなる協会、組合等の団体を委託契約の相手方とすることはできません。

掲載されている電気保安法人は、これまでに当部に自家用電気工作物設置者から提出のあった保安管理業務外部委託承認申請に基づき、委託契約の相手方となった電気保安法人のうち、掲載の同意を得られた電気保安法
人のみ掲載していますが、この他にも要件を確認している電気保安法人及び個人の電気管理技術者もおります。

株式会社しまでん

富士通ファシリティーズ株式会社

外部委託先については、電気保安法人のみでなく、個人の電気管理技術者に委託することも可能です。なお、個人の電気管理技術者からなる協会、組合等の団体もあります。

株式会社佐々木電業社

株式会社電気検査協会

日国サービス株式会社

掲載されている電気保安法人は、当部が当該法人の活動に対し認可、許可その他の行政行為（法令上の権利設定）を行っているものではありません。

掲載されている電気保安法人の要件確認は、過去の保安管理業務外部委託承認時に行ったものであるため、現時点においても要件を満たしていることを保証するものではありません。また、業務エリア内であっても事業場まで
の到達時間等の条件により、委託できない場合があります。

株式会社ミナミ
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