
東京電力（注）　資材調達計画（２０２２年度）リスト
　　（注）東京電力ホールディングス，東京電力パワーグリッド，東京電力エナジーパートナー，東京電力リニューアブルパワー

【東京電力パワーグリッド分】
■本計画内容は，予告なく変更されることがあります。■本計画の中には，公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには，事前に取引先登録が必要な分野があります。（例）「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務（委託）」「原子力設備に関する取引」

【送電設備】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

1 購買 一般機械 圧縮機・送風機 送風機 江東砂町洞道換気装置補修工事 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 東京総支社
2 購買 一般機械 圧縮機・送風機 汎用冷凍機 新豊洲調整所湿式冷水製造設備リプレイス 新設・購入 2022/09 2023/04/01 2025/02/28 1 式 新豊洲調整所 据付渡 一括検収 本社
3 購買 一般機械 圧縮機・送風機 汎用冷凍機 水道橋調整所湿式冷水製造設備リプレイス 新設・購入 2022/09 2023/04/01 2025/02/28 1 式 水道橋調整所 据付渡 一括検収 本社
4 購買 一般機械 圧縮機・送風機 汎用冷凍機 川崎火力調整所　東芝キャリア製汎用冷凍機圧縮機取替修理工事 修理 2022/08 2022/10/03 2022/11/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 東京総支社
5 購買 一般機械 圧縮機・送風機 汎用冷凍機 京浜島調整所　東芝キャリア製汎用冷凍機圧縮機取替修理工事 修理 2022/08 2022/10/03 2022/11/01 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 東京総支社
6 購買 一般機械 圧縮機・送風機 汎用冷凍機 新豊洲調整所湿式冷水製造設備リプレイス関連除却 除却 2022/09 2023/04/01 2025/02/28 1 式 新豊洲調整所 据付渡 一括検収 本社
7 購買 一般機械 圧縮機・送風機 汎用冷凍機 水道橋調整所湿式冷水製造設備リプレイス関連除却 除却 2022/09 2023/04/01 2025/02/28 1 式 水道橋調整所 据付渡 一括検収 本社
8 購買 一般機械 荷役装置 クレーン 鉄塔組立用クライミングクレーン 新設・購入 2022/05 2023/03/17 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
9 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置　送電用 新設・購入 2022/10 2024/07/01 2025/03/10 1 式 柏高田開閉所 据付渡 一括検収 本社

10 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置　送電用 新設・購入 2022/05 2023/09/01 2023/10/31 1 式 大宮公園開閉所 据付渡 一括検収 本社
11 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 所内ＡＣ盤　絶縁変圧器 新設・購入 2022/07 2024/04/16 1 式 リニア中央新幹線　境川開閉所 持込渡 一括検収 本社
12 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 ダミー送電用（大容量）変電所ＨＤＬＣ子局　（ユニット分割型）　ＨＩＴＣ－Ｌ３５０ 新設・購入 2023/02 2024/08/01 1 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
13 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＰ対応インタフェース盤 新設・購入 2023/02 2024/08/01 1 式 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
14 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤改造 改造・取替 2022/10 2023/10/02 2023/10/26 1 面 大宮公園開閉所 据付渡 一括検収 本社
15 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置 新設・購入 2023/02 2024/09/01 1 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
16 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 同期並列指令装置 総合記録装置　自動オシロ・瞬時電圧低下検出・給電情報出力・高調波記録・系統現象観測機能付 新設・購入 2022/12 2023/12/01 1 組 リニア中央新幹線　境川開閉所 持込渡 一括検収 本社
17 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鋼管杭 鋼管杭 拘束鋼管１７５－４２０ 新設・購入 2022/04 2022/09/30 4 本 茨城県神栖市東深芝 持込渡 一括検収 本社
18 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鋼管杭 鋼管杭 拘束鋼管１７５－４１０ 新設・購入 2022/04 2022/09/30 4 本 茨城県神栖市東深芝 持込渡 一括検収 本社
19 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鋼管杭 鋼管杭 拘束鋼管１７５－３６０ 新設・購入 2022/05 2022/11/01 4 本 茨城県神栖市東深芝 持込渡 一括検収 本社
20 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鋼管杭 鋼管杭 拘束鋼管２２５－５５０ 新設・購入 2022/05 2022/11/15 4 本 茨城県神栖市木崎 持込渡 一括検収 本社
21 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鋼管杭 鋼管杭 拘束鋼管１７５－３５０ 新設・購入 2022/05 2022/11/01 8 本 茨城県神栖市東深芝 持込渡 一括検収 本社
22 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鉄塔付属機器類 航空障害灯 五井火力線　ＬＥＤ　ＯＭ－３Ｃ型 新設・購入 2022/04 2022/04/30 124 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
23 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鉄塔付属機器類 航空障害灯 五井火力線　ＬＥＤ　ＯＭ－６Ｃ型 新設・購入 2022/04 2022/04/30 22 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
24 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鉄塔付属機器類 航空障害灯用器具 五井火力線　制御盤　ＯＭ－３Ｃ　ＯＭ－６Ｃ供用型 新設・購入 2022/04 2022/04/30 35 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
25 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鉄塔付属機器類 鋼管鉄塔　墜落防止装 五井火力線　墜落防止装置　鋼管　昇塔用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 6,035 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
26 購買 電源装置 鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 北葛飾調整所他触媒栓取替工事 新設・購入 2022/06 2022/08/01 2022/09/20 1 組 埼玉総支社　北与野事務所　地中送電保守グループ 据付渡 一括検収 埼玉総支社
27 購買 電線・ケーブル ケーブル１５４ＫＶ １５４ｋＶＣＶケーブ １５４ＫＶ用ケーブルジャンパ購入 新設・購入 2022/06 2022/07/01 3 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
28 購買 電線・ケーブル ケーブル２７５ＫＶ接 ２７５ｋＶＰＯＦケ－ ２７５ｋＶ豊島線１番川１０６Ｍ接続部改修工事 改造・取替 2022/10 2023/02/15 2024/03/22 1 式 川１０６Ｍ 据付渡 一括検収 本社
29 購買 電線・ケーブル ケーブル６６ＫＶ ６６ｋＶＯＦケーブル ６６ｋＶＯＦケーブル 新設・購入 2022/08 2023/03/20 9 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
30 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　Ｖ吊懸垂装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×４用　インパルスホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 30 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
31 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　Ｖ吊懸垂　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０用　懸垂クランプ、アークホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 216 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
32 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×１用　圧縮　アークホーン　含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 30 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
33 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×１用　クサビ　アークホーン　含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 216 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
34 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　引込　ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×４用　アークホーン含む　圧縮 新設・購入 2022/04 2022/04/30 12 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
35 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　引込　ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０×１用　アークホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 30 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
36 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　Ｖ吊支持装置　ＡＣＳＲ／ＡＣ２４０×１用　アルミ合金めっき相当　アークホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 18 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
37 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　Ｖ吊懸垂　ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０用　懸垂クランプ、アークホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 30 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
38 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　Ｉ吊支持装置　ＡＣＳＲ／ＡＣ２４０×１用　アークホーン＋補強装置含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 3 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
39 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　Ｖ吊支持装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０×１用　アークホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 12 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
40 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　ＡＣＳＲ８１０×４用　アルミ合金めっき相当　圧縮 新設・購入 2022/04 2022/04/30 18 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
41 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　ＡＣＳＲ８１０×４用　圧縮 新設・購入 2022/04 2022/04/30 6 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
42 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　引込　ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×４用　アルミ合金めっき相当　圧縮　がいし連ホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 18 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
43 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　ＪＰ支持装置　ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×４用　インパルスホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 21 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
44 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　Ｖ吊支持装置　ＡＣＳＲ／ＡＣ２４０×１用　アークホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 12 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
45 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ８１０×４用　アルミ合金めっき相当　クサビ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 12 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
46 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　ＪＰ支持装置　ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×４用　アルミ合金めっき相当　インパルスホーン含む 新設・購入 2022/04 2022/04/30 18 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
47 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×４用　クサビ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 252 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
48 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　ＡＣＳＲ３３０×２用　圧縮 新設・購入 2022/04 2022/04/30 12 連 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
49 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 １点支持２連耐張装置 五井火力線　２連耐張装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０×４用　圧縮 新設・購入 2022/04 2022/04/30 18 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
50 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 ２５０ｍｍクレビス型 ４導体用２連耐張装置　ボ３２０×２３個／連　ＰＦ用　溶融亜鉛アルミニウム合金めっき 新設・購入 2022/07 2023/02/01 30 連 茨城県神栖市内 持込渡 一括検収 本社
51 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 ２５０ｍｍ懸垂碍子Ｖ ４導体用２連Ｖ吊懸垂装置　ボ３２０×２３個／連　溶融亜鉛アルミニウム合金めっき 新設・購入 2022/07 2023/02/01 24 連 茨城県神栖市内 持込渡 一括検収 本社
52 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 ＯＰＧＷ用連金具 五井火力線　ＯＧＴ２１－４Ｄ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 96 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
53 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 耐張クランプ 五井火力線　両クサビ形引留クランプＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 204 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
54 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 耐張クランプ 五井火力線　金車通過型形引留クランプＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０ｍｍ２用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 54 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
55 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 耐張クランプ 五井火力線　金車通過型形引留クランプＡＣＳＲ／ＡＣ４１０ｍｍ２用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 12 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
56 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 耐張クランプ 五井火力線　金車通過型形引留クランプＡＣＳＲ／ＡＣ２４０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 66 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
57 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 耐張クランプ 五井火力線　両クサビ形引留クランプＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 1,056 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
58 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 耐張クランプ 五井火力線　両クサビ形引留クランプＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２　耐食仕様 新設・購入 2022/04 2022/04/30 168 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
59 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 耐張クランプ 五井火力線　金車通過型圧縮引留クランプＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 192 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
60 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 単導体，２導体用ジャ 五井火力線　パイプ式ジャンパ装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２×４用（両クサビ型引留クランプ） 新設・購入 2022/04 2022/04/30 153 相 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
61 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 単導体，２導体用ジャ 五井火力線　引下げ装置 新設・購入 2022/04 2022/04/30 12 相 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
62 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 単導体，２導体用ジャ 五井火力線　パイプ式ジャンパ装置　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２×４用（圧縮引留クランプ） 新設・購入 2022/04 2022/04/30 6 相 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
63 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 単導体，２導体用ジャ 五井火力線　より線ジャンパ装置　ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２×４用（圧縮引留クランプ） 新設・購入 2022/04 2022/04/30 15 相 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
64 購買 電線・ケーブル 架空送電線用金物類 単導体，２導体用ジャ 五井火力線　パイプ式ジャンパ装置　ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２×４用（両クサビ型引留クランプ） 新設・購入 2022/04 2022/04/30 30 相 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
65 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ＯＰＧＷ用耐張クラン 五井火力線　クサビ型　ＯＫＣ－２９０－２３Ｕ　上向き 新設・購入 2022/04 2022/04/30 96 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
66 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　ダブルトーショナルダンパー　１２Ｐ－１　ＬＮ－ＡＣ３００用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 131 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
67 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　ダブルトーショナルダンパー　１２Ｐ－２　ＬＮ－ＡＣ３００用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 131 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
68 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　１２Ｐ－２　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 246 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
69 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　２ループ　耐食仕様　ＡＣ７０用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 2 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
70 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　１２Ｐ－１型　ＡＣＳＲ／ＡＣ２４０用　耐食仕様 新設・購入 2022/04 2022/04/30 42 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
71 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　４Ｐ－１　ＡＣ７０用　耐食仕様 新設・購入 2022/04 2022/04/30 2 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
72 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　４Ｐ－１　ＡＣ７０用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 4 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
73 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　ＡＣＳＲ／ＡＣ２４０用　耐食仕様　２ループ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 33 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
74 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　１２Ｐ－２型　ＡＣＳＲ／ＡＣ２４０用　耐食仕様 新設・購入 2022/04 2022/04/30 42 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
75 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　１６Ｐ－１型　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０用　耐食仕様 新設・購入 2022/04 2022/04/30 3 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
76 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　クリスマスツリーダンパー　ＡＣ２６０用　２ループ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 131 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
77 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　４Ｐ－２　ＡＣ７０用　耐食仕様 新設・購入 2022/04 2022/04/30 2 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
78 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　１２Ｐ－１　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 246 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
79 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ダンパー 五井火力線　１６Ｐ－２型　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０用　耐食仕様 新設・購入 2022/04 2022/04/30 3 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
80 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 プレホームドアーマロ 五井火力線　アルミ覆鋼心アルミより線　ＡＣＳＲ／ＡＣ　３３０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 2,000 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
81 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 プレホームドアーマロ 五井火力線　アーマロッド 新設・購入 2022/04 2022/04/30 120 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
82 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 プレホームドアーマロ 五井火力線　アーマロッド　懸垂用ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ４１０用 新設・購入 2022/04 2022/04/30 30 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
83 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ボルトレススペーサ（ 五井火力線　ボルトレススペーサ　スプリング式　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２×４ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 1,260 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
84 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 ボルトレススペーサ（ 五井火力線　ボルトレススペーサ　スプリング式　ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２×４ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 198 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
85 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 ＡＣＳＲ／ＡＣ　８１０ｍｍ２　プレハブ 新設・購入 2022/07 2023/02/01 54,000 ｍ 茨城県神栖市内 持込渡 一括検収 本社
86 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　アルミ覆鋼心アルミより線ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 2,000 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
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87 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　アルミ覆鋼心アルミより線　ＡＣＳＲ／ＡＣ　２４０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 5,170 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
88 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　低騒音型アルミ覆鋼心アルミより線　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ　４１０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 2,000 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
89 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 アルミ覆鋼心アルミ撚線（ＡＣＳＲ／ＡＣ） 新設・購入 2022/11 2023/04/08 2024/01/11 40,000 ｍ 当社指定場所 持込渡 分割検収 本社
90 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　アルミ覆鋼心アルミより線　ＡＣＳＲ／ＡＣ　２４０ｍｍ２（プレハブ計算含む） 新設・購入 2022/04 2022/04/30 11,136 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
91 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　低騒音型アルミ覆鋼心アルミより線　ＲＬＮ－ＡＣＳＲ／ＡＣ　４１０ｍｍ２（プレハブ計算含む） 新設・購入 2022/04 2022/04/30 50,700 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
92 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　アルミ覆鋼心アルミより線　ＡＣＳＲ／ＡＣ　４１０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 432 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
93 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　低騒音型アルミ覆鋼心アルミより線ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２（プレハブ計算含む］ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 234,240 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
94 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　アルミ覆鋼心アルミより線ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２（プレハブ計算含む］ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 36,456 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
95 購買 電線・ケーブル 架空送電用アルミ電線 アルミ覆鋼心アルミ撚 五井火力線　アルミ覆鋼心アルミより線ＡＣＳＲ／ＡＣ８１０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 3,428 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
96 購買 電線・ケーブル 架空地線 亜鉛メッキ鋼より線（ 五井火力線　低騒音型アルミ覆鋼より線　ＬＮ－ＡＣ３００ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 19,520 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
97 購買 電線・ケーブル 架空地線 亜鉛メッキ鋼より線（ 五井火力線　アルミ覆鋼より線　ＡＣ２６０ｍｍ２ 新設・購入 2022/04 2022/04/30 3,438 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
98 購買 電線・ケーブル 地中送電線用金物類 直載型支持金物ゴム付 直載型支持金物 新設・購入 2022/04 2022/10/01 2024/06/01 3,000 個 千葉県印西市 持込渡 分割検収 本社
99 購買 電線・ケーブル 地中送電線用金物類 直載型支持金物ゴム付 直載型支持金物 新設・購入 2022/04 2022/10/01 2024/04/01 4,600 個 千葉県印西市 持込渡 分割検収 本社

100 購買 電線・ケーブル 地中送電線用金物類 非磁性支持材（アルミ １５４ｋＶ用スプリング式アルミクリート 新設・購入 2022/04 2022/10/01 2024/06/01 850 個 千葉県印西市 持込渡 分割検収 本社
101 購買 電線・ケーブル 地中送電線用金物類 非磁性支持材（アルミ ２７５ｋＶ用アルミクリート（端末拘束、中間拘束、振止） 新設・購入 2022/04 2022/07/01 2024/05/01 1,230 個 千葉県印西市 持込渡 分割検収 本社
102 購買 電線・ケーブル 地中送電線用付属材料 ＰＯＦケーブル用ポン 墨東線ポンピングプラント取替工事および同関連除却工事 改造・取替 2022/06 2024/04/01 2025/09/26 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 本社
103 購買 電線・ケーブル 地中送電線用付属材料 温度監視システム 新豊洲変電所川崎豊洲線温度計測改良工事ならびに関連除却工事 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 東京総支社
104 購買 電線・ケーブル 地中送電線用付属材料 地中線光式事故点標定 ２７５ｋＶ川崎高輪線他事故点標定装置取替工事 改造・取替 2022/06 2022/08/02 2023/02/21 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 東京総支社
105 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール プレハブマンホール 新設・購入 2022/08 2022/12/20 1 基 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
106 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール 工務用プレハブマンホールＡ型 新設・購入 2022/12 2023/03/10 1 式 茨城県下妻市 持込渡 一括検収 本社
107 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール 工務用プレハブマンホールＡ型 新設・購入 2022/12 2023/03/10 1 式 茨城県行方市 持込渡 一括検収 本社
108 購買 発電機・電気関係 非常用ディーゼル発電 非常用ディーゼル発 非常用電源　（ＥＧ　３相３線　５０Ｈｚ　軽油１００Ｌ　５５ｄｂ） 新設・購入 2022/07 2024/04/08 1 台 リニア中央新幹線　境川開閉所 持込渡 一括検収 本社
109 購買 保護継電装置 送電線保護 ５００ｋＶ電流差動 ５００ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　新岡部線２号 新設・購入 2022/08 2023/05/01 2 面 新秩父開閉所 持込渡 一括検収 本社
110 購買 保護継電装置 送電線保護 ５００ｋＶ電流差動 ５００ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　新岡部線１号 新設・購入 2022/08 2023/05/01 2 面 新秩父開閉所 持込渡 一括検収 本社
111 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ環線系統 ６６ｋＶディジタル形環線系統保護継電装置　端末装置 新設・購入 2022/09 2023/09/04 5 面 ６６ｋＶ八幡環線 持込渡 一括検収 本社
112 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2023/02 2024/09/05 1 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
113 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/05/17 2 面 邑楽開閉所 持込渡 一括検収 本社
114 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/04/10 2 組 中岩開閉所 持込渡 一括検収 本社
115 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2023/02 2024/09/05 2 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
116 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2023/03 2023/10/02 2 面 祐光開閉所 持込渡 一括検収 本社
117 購買 保護継電装置 保護継電装置 ＯＬＲ処理盤 下滝開閉所　ＯＬＲ処理・転送盤 新設・購入 2022/07 2023/06/27 1 面 補）下滝開閉所 持込渡 一括検収 本社
118 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母線 ６６ｋＶディジタル形母線保護継電装置　（複母線Ｄ－１２） 新設・購入 2023/02 2024/09/05 1 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
119 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2023/02 2024/09/05 1 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
120 工事 架空 ５００ｋＶ未満・地方 １５４ｋＶ ２０２２年度　鉄塔敷舗装工事 新設・購入 2022/07 2022/09/01 2022/12/09 1 式 群馬総支社管内 群馬総支社
121 工事 架空 ５００ｋＶ未満・地方 ６６ｋＶ 大洗線Ｎｏ．８１外鉄塔敷舗装工事外１件 新設・購入 2022/08 2022/10/03 2022/12/12 1 式 茨城県常陸大宮市～茨城県東茨城郡大洗町 茨城総支社
122 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ南川崎線３番無電源自動消火設備移設工事 改造・取替 2022/09 2022/11/01 2023/01/27 1 式 鶴１３１Ｄ（横浜市鶴見区梶山１丁目５－１８）～鶴１２４Ｄ（横浜市鶴見区鶴見中央１丁目２１－１４） 本社
123 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ東内幸町線１番防食層保護装置補修工事 改造・取替 2022/07 2022/09/01 2022/11/01 9 相 文１４Ｋ、文１２Ｋ、文７Ｋ 東京総支社
124 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ東内幸町線３番防食層保護装置補修工事 改造・取替 2023/02 2023/04/01 2023/05/01 19 相 代８Ｋ、代７０Ｋ、文１４Ｋ、文１２Ｋ、文７Ｋ 東京総支社
125 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ高輪線３番防食層保護装置補修工事 改造・取替 2022/06 2022/08/01 2022/11/01 12 相 港３８Ｋ、港５３７Ｋ、港５０３Ｄ 東京総支社
126 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ東内幸町線２番防食層保護装置補修工事 改造・取替 2023/01 2023/03/01 2023/06/01 21 相 代８Ｋ、代７０Ｋ、文１４Ｋ、文７Ｋ 東京総支社
127 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ 豊島線２番川１１８Ｄバルブ補修工事 修理 2022/09 2022/11/01 2022/12/20 1 組 川１１８Ｄマンホール 埼玉総支社
128 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ南川崎線３番一部ＣＶ化工事関連除却工事 除却 2022/06 2022/08/01 2024/04/05 1 式 鶴１３１Ｄ（横浜市鶴見区梶山１丁目５－１８）～鶴１２４Ｄ（横浜市鶴見区鶴見中央１丁目２１－１４） 本社
129 工事 地中 トラフ・帰路管 トラフ・帰路管 墨東線冷却管移設工事ならびに関連除却工事 新設・購入 2022/04 2022/06/01 2023/02/22 1 式 八広ハウス他 東京総支社
130 工事 地中 金物 金物 鶴見扇島洞道他換気塔扉補修工事 改造・取替 2022/07 2022/10/05 2023/03/22 1 式 鶴見扇島洞道ＮＯ１換気塔他６箇所 神奈川総支社
131 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 照明・排水・換気設備据付工事 新設・購入 2022/09 2022/10/01 2023/10/01 1 式 千葉県印西市 本社
132 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 昭和島洞道付帯設備警報遠方化工事 新設・購入 2022/09 2022/10/01 2023/03/31 1 式 昭和島洞道　大田区平和島６－１ 東京総支社
133 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 洞道内漏油遠方監視設備リプレイス工事ならびに関連除却工事 新設・購入 2022/04 2022/06/01 2023/02/22 1 式 蔵前変電所他 東京総支社
134 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 国１麻布（その２）共同溝Ｅ－５分岐洞道工事に伴う照明排水設備工事 新設・購入 2022/08 2022/11/01 2023/08/31 1 式 東京都港区虎ノ門 本社
135 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 京浜洞道他火災感知設備補修工事 改造・取替 2022/05 2022/07/06 2022/09/30 1 式 鶴１２８Ｄ、港北２６Ｄ、港北２７Ｄ、港北２９Ｄ 神奈川総支社
136 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 港北２８Ｄ換気扇一部取替工事ならびに関連除却工事 改造・取替 2022/04 2022/05/16 2023/02/15 1 式 港北２８Ｄ（京浜洞道Ｎｏ２５換気孔） 神奈川総支社
137 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 南川崎洞道川２４６Ｄ他換気装置補修工事 改造・取替 2022/07 2022/09/07 2023/03/22 1 式 川２４６Ｄ・鶴１１２Ｄ・神１２０Ｘ 神奈川総支社
138 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 ２７５ｋＶ高輪線冷水循環ＢＰＵ３Ｕインバーター補修工事 改造・取替 2022/04 2022/08/01 2022/09/01 1 個 港５０９Ｄ 東京総支社
139 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 東内幸町線冷水循環設備補修工事 修理 2023/02 2023/04/01 2023/06/01 1 式 東内幸町変電所他 東京総支社
140 工事 電気 その他電気・制御 その他電気・制御 城南線，墨東線油圧監視システム改良工事 改造・取替 2022/06 2022/08/01 2022/12/23 1 式 江東変電所，墨東変電所，八広ハウス，永代橋変電所，亀戸ビル 東京総支社
141 工事 電気 その他電気・制御 その他電気・制御 城南線防食層保護装置補修工事 修理 2022/09 2022/11/01 2022/12/23 1 式 江１３Ｄ，江１５Ｄ，江２０Ｄ，江２５８Ｍ 東京総支社
142 工事 電気 その他電気・制御 その他電気・制御 城南線，墨東線油圧監視システム関連除却工事 除却 2022/06 2022/08/01 2022/12/23 1 式 江東変電所，墨東変電所，八広ハウス，永代橋変電所，亀戸ビル 東京総支社
143 工事 土木 一般土木 一般土木 野方線Ｎｏ．２０４防護柵設置工事 新設・購入 2022/07 2022/09/05 2022/11/30 1 基 東京都中野区野方６丁目３番地内 東京総支社
144 工事 土木 一般土木 一般土木 白子線ＮＯ４防護柵新設工事 新設・購入 2022/05 2022/06/17 2022/08/08 33 ｍ 埼玉県和光市新倉一丁目　地内 埼玉総支社
145 工事 土木 一般土木 一般土木 【２０２２年度】栃木南支社受持区域鉄塔敷舗装工事他１件 新設・購入 2022/04 2022/06/01 2022/09/07 1 式 栃木県小山市城北２丁目地内～栃木県足利市若草町地内 栃木総支社
146 工事 土木 一般土木 一般土木 三井精機線Ｎｏ．５土留改修工事ならびに関連除却工事 新設・購入 2022/09 2022/11/07 2023/01/26 13 ｍ 埼玉県坂戸市大字赤尾　地内 埼玉総支社
147 工事 土木 一般土木 一般土木 膝折線Ｎｏ．３９鉄塔諸装置整備工事ならびに関連除却工事 新設・購入 2022/05 2022/06/17 2022/08/08 245 ｍ２ 埼玉県新座市大和田３丁目　地内 埼玉総支社
148 工事 土木 一般土木 一般土木 亀戸線Ｎｏ．９５他鉄塔敷地舗装改修工事並びに関連除却工事 改造・取替 2022/05 2022/07/05 2022/09/15 384 ｍ２ 東京都葛飾区奥戸６丁目他 東京総支社
149 工事 土木 一般土木 一般土木 いわき局ほか電磁誘導対策箇所接地抵抗低減工事（その２） 修理 2022/07 2022/09/05 2023/04/14 1 式 福島県いわき市三和町上永井　地内　～　福島県石川郡古殿町大字論田　地内 猪苗代電力所
150 工事 土木 一般土木 一般土木 いわき局電磁誘導対策箇所接地抵抗低減工事（その１） 修理 2022/07 2022/09/05 2023/04/14 1 式 福島県いわき市川前町下桶売　地内　～　福島県いわき市三和町上三坂　地内 猪苗代電力所
151 工事 土木 一般土木 一般土木 中東京幹線１０９甲５９他鉄塔防錆塗装工事に伴う搬入路補修 その他 2022/07 2022/08/22 2022/11/25 1 式 群馬県利根郡みなかみ町藤原地内 群馬総支社
152 委託 システム・ソフト関係 業務（電力設備以外） 改修・改良 気象情報システムの改良委託 その他 2022/05 2022/07/01 2022/07/29 1 式 当社が指定した場所 本社
153 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門 国１麻布（その２）共同溝Ｅ－５分岐洞道照明排水設備工事に伴うＰＣ地端システム改修委託 その他 2023/03 2023/07/01 2023/08/31 1 式 東京都港区芝公園（銀座支社） 本社
154 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 八木崎変電所他二次系情報ＰＣ地端取込み業務委託 改造・取替 2022/08 2022/10/01 2022/11/20 1 組 八木崎変電所 埼玉総支社
155 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 ２０２２年度稼働調査ツール改修業務委託 その他 2022/08 2022/10/01 2023/01/31 1 式 当社指定場所 本社
156 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 予報発注情報管理ツール改修業務委託 その他 2022/08 2022/10/01 2022/12/20 1 式 当社指定場所 本社
157 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 新規鉄塔設計プログラム開発業務委託 その他 2022/05 2022/07/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
158 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 雪害警報システム更新・改良委託 その他 2022/05 2022/08/08 2022/12/23 1 式 当社指定場所 本社
159 委託 委託研究 電力設備 土木・建築部門以外 低風圧電線の開発 その他 2022/06 2022/07/12 2023/03/27 1 式 仕様書による 本社
160 委託 委託研究 電力設備 土木・建築部門以外 既設鉄塔のおけるＴｉｔ工法の適用拡大の研究 その他 2022/07 2022/09/01 2023/03/15 1 組 当社指定場所 本社
161 委託 委託研究 電力設備 土木・建築部門以外 杭頭の水平許容変位量緩和に関する検討業務委託 その他 2022/05 2022/07/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
162 委託 委託研究 電力設備 土木・建築部門以外 脚変位緩和に伴う鋼材基礎・摩擦杭基礎の実用化に関する検討業務委託 その他 2022/05 2022/07/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
163 委託 運営・管理 電力設備 土木・建築部門以外 鉄塔組立用クライミングクレーンの保管，点検・整備業務委託 点検手入 2023/01 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
164 委託 運営・管理 電力設備 土木・建築部門以外 架空送電用大型・特殊機械工具に対する保管，点検・整備業務委託 点検手入 2022/07 2022/10/01 2023/09/30 1 式 当社指定場所 本社
165 委託 作業（移動・運搬）等 業務（電力設備以外） 緑化・伐採 習志野線Ｎо．１７他鉄塔建替工事に伴う支障木伐採業務委託（その４） その他 2022/08 2022/10/03 2022/12/15 1 式 当社指定場所 本社
166 委託 作業（移動・運搬）等 業務（電力設備以外） 緑化・伐採 夷隅線増強工事（その２）に伴う支障木伐採業務委託 その他 2022/09 2022/11/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 本社
167 委託 作業（移動・運搬）等 業務（電力設備以外） 緑化・伐採 十余二線接続変更（その１）工事に伴う支障木伐採業務委託 その他 2022/05 2022/07/18 2023/02/24 1 式 当社指定場所 本社
168 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 日立市大みか町地点Ｈ受電所更新工事に伴う支障木伐採業務委託 その他 2022/07 2022/09/05 2022/11/25 1 式 当社指定場所 本社
169 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 潮見線Ｎｏ．２３鉄塔建替工事に伴う支障木伐採業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2023/08/18 1 式 千葉線君津市人見地内～千葉県君津市大和田地内 本社
170 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 常陸太田線除却工事（その２）に伴う支障木伐採委託 その他 2022/07 2022/09/01 2022/12/20 1 式 茨城県日立市東河内町　～　茨城県常陸太田市茅根町 本社
171 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 八街線増強工事に伴う伐採業務委託 その他 2022/06 2022/08/02 2022/11/25 700 本 当社指定場所 本社
172 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 北茨城市中郷地点連系工事に伴う支障木伐採業務委託（その４） その他 2022/10 2022/12/01 2023/04/20 1 式 当社指定場所 本社
173 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 北茨城市中郷地点連系工事に伴う支障木伐採業務委託（その３） その他 2022/05 2022/07/20 2022/11/30 1 式 当社指定場所 本社
174 委託 試験・検査 電力設備 土木・建築部門以外 性能劣化調査業務委託 その他 2022/05 2022/08/08 2022/12/23 1 式 当社指定場所 本社
175 委託 試験・検査 電力設備 土木・建築部門以外 電線撤去品調査業務委託 その他 2022/05 2022/08/08 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
176 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 山梨総支社高経年設備改修伴う航空測量業務委託（その３） 新設・購入 2022/07 2022/09/10 2023/02/20 36 ｋｍ 西部建設センター山梨送電グループ 本社
177 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 高経年設備改修に伴う工事調査業務（松本管内）航空レーザー測量業務委託 新設・購入 2022/07 2022/09/10 2023/02/20 58 ｋｍ 西部建設センター山梨送電グループ 本社
178 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 江東線他支持物写真台帳整備業務委託 その他 2022/06 2022/08/08 2022/10/26 350 基 東京都江戸川区南葛西２丁目他 東京総支社
179 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 巡視路除草台帳作成業務委託 その他 2022/04 2022/06/08 2022/09/20 1 式 高崎支社送電技術グループ 群馬総支社
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【送電設備】
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180 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備以外 安曇幹線１号線Ｎｏ．２１３鉄塔建替工事に伴う環境影響評価方法書等作成業務委託 改造・取替 2022/06 2022/08/08 2023/03/20 1 基 当社指定場所 本社
181 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備以外 架空送電リクルート資料作成業務委託 その他 2022/04 2022/05/27 2022/07/15 1 式 当社指定場所 本社
182 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備以外 マニュアル・標準類改定案作成業務委託 その他 2022/07 2022/09/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
183 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備以外 翻訳業務委託 その他 2022/10 2022/12/09 2023/02/10 1 式 当社指定場所 本社
184 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 江９Ｄ自動消火設備細密点検業務委託 定検 2022/07 2022/09/01 2022/09/30 1 式 江９Ｄ 東京総支社
185 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 西南川越線絶縁油特性試験業務委託 点検手入 2022/04 2022/05/20 2022/07/15 1 式 南狭山変電所 埼玉総支社
186 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 千鳥線軌道内鳥害対策品点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 2 基 自）東京都大田区東雪谷２丁目●●　至）東京都大田区矢口１丁目●● 東京総支社
187 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 豊島線給油装置点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/01 2022/12/20 1 組 京北調整所、小豆沢ハウス 埼玉総支社
188 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 千鳥線軌道内がいし点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 28 回線 自）東京都大田区南久が原１丁目●●地内　至）東京都大田区東雪谷２丁目●●地内 東京総支社
189 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 千鳥線軌道内鉄塔点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 7 基 自）東京都大田区南久が原１丁目●●　至）東京都大田区東雪谷２丁目●● 東京総支社
190 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 １５４ｋＶ花畑江戸川線ＰＦＴガス測定業務委託 点検手入 2022/06 2022/09/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 東京総支社
191 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 １５４ｋＶ南小松川線ＰＦＴガス測定業務委託 点検手入 2022/12 2023/02/15 2023/03/29 1 式 当社指定場所 東京総支社
192 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 墨東線給油装置点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/01 2022/12/20 1 組 北葛飾調整所・三郷調整所・八広ハウス 埼玉総支社
193 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 南小松川線電気防食装置点検業務委託 点検手入 2022/06 2022/09/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 東京総支社
194 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 福島幹線鋼管内部営巣除去業務委託 点検手入 2022/08 2022/10/03 2023/02/20 1 式 茨城県筑西市～茨城県猿島郡境町 茨城総支社
195 委託 設計 業務（電力設備以外） 設計 住友金属線Ｎｏ．２～Ｎｏ．９鉄塔建替工事に伴う地震動応答解析業務委託 新設・購入 2022/06 2022/08/01 2023/01/11 1 式 茨城県神栖市～茨城県鹿嶋市 本社
196 委託 設計 業務（電力設備以外） 設計 住友金属線Ｎｏ．２～Ｎｏ．９鉄塔建替工事に伴うケーブルジャンパ調査・設計業務委託 新設・購入 2022/05 2022/07/01 2022/11/01 1 式 茨城県神栖市～茨城県鹿嶋市 本社
197 委託 設計 電力設備 地中管路関係 照明・排水・換気設備設計委託 新設・購入 2022/04 2022/05/01 2022/09/01 1 式 千葉県印西市 本社
198 委託 設計 電力設備 地中管路関係 鹿島海浜線ケーブル接続変更工事（管路）に伴う設計業務委託 新設・購入 2022/07 2022/11/21 2023/03/24 1 式 ＪＥＲＡ鹿島火力発電所構内 本社
199 委託 設計 電力設備 土木・建築部門 横浜大黒変電所～鶴２３７Ｄ間洞道新設工事に伴う設計業務委託 新設・購入 2023/01 2023/03/01 2024/03/15 1 式 当社指定場所 本社
200 委託 設計 電力設備 土木・建築部門 洗足変電所付近管路新設工事に伴う設計業務委託 新設・購入 2022/12 2023/02/01 2024/03/15 1 式 当社指定場所 本社
201 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 鶴見調整所冷水製造設備冷凍能力低下対策工事に伴うＰＣ地端設定変更委託 改造・取替 2022/08 2022/10/10 2023/02/17 1 式 川崎支社 本社
202 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 ＲＬＮ４１０ｍｍ２用電線付属品（スリーブ）の開発 その他 2022/04 2022/05/09 2023/03/17 1 式 仕様書による 本社
203 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 ２７５ｋＶ城北線新設工事に伴う冷水循環設備設計業務委託 その他 2022/09 2023/04/01 2023/12/24 1 式 当社指定場所 本社
204 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 ＲＬＮ４１０ｍｍ２用電線付属品（両くさび引留クランプ）の開発 その他 2022/04 2022/05/09 2023/03/17 1 式 仕様書による 本社
205 委託 測定・計測 電力設備 土木・建築部門以外 千曲川地域管内気象観測業務委託 その他 2022/09 2022/11/01 2023/05/26 1 式 長野県南佐久郡川上村大字大深山地内 群馬総支社
206 委託 地質調査・測量 電力設備 地中管路関係 Ｇ５１０００２６アクセス線新設工事（管路）に伴う土壌汚染調査業務委託 新設・購入 2022/08 2022/10/03 2023/09/22 1 式 ＪＥＲＡ袖ヶ浦火力発電所構内及び隣接地点 本社
207 委託 地質調査・測量 電力設備 地中管路関係 小山市塩沢付近管路新設工事に伴う地質調査委託 新設・購入 2022/04 2022/05/30 2022/09/14 1 式 栃木県小山市大字外城字上台●●地先　～　栃木県小山市西城南一丁目●●地先 本社
208 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門 安曇幹線１号線Ｎｏ．２１３鉄塔建替工事に伴う測量設計業務委託 改造・取替 2022/10 2022/12/05 2023/02/17 1 基 当社指定場所 本社
209 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門 ２７５ｋＶ東京南３・４号線改修工事に伴う地質調査業務委託（その３） その他 2022/04 2022/05/30 2022/09/23 1 式 当社指定場所 本社
210 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門 ２７５ｋＶ東京南３・４号線改修工事に伴う地質調査業務委託（その４） その他 2022/08 2022/10/03 2023/03/24 1 式 当社指定場所 本社
211 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門以外 千鳥線軌道内鉄塔変位点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 3 基 自）東京都大田区南雪谷１丁目●●　至）東京都大田区矢口１丁目●● 東京総支社
212 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門以外 ２０２２年度栃木南支社受持区域既設図面整備業務委託 その他 2022/06 2022/08/01 2023/01/20 1 式 栃木県佐野市若宮下町地内～埼玉県加須市向古河地内 栃木総支社
213 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門以外 平塚線Ｎｏ．１～Ｎｏ．９ほか電線張替工事に伴う測量設計業務委託 その他 2022/04 2022/06/01 2022/09/30 1 式 神奈川県平塚市西真土二丁目地先～神奈川県平塚市平塚二丁目地先 本社
214 委託 調査・検討 業務（電力設備以外） 調査・検討 ２０２３年度　安曇幹線１号線他巡視路整備調査業務委託 点検手入 2023/02 2023/04/03 2023/10/23 1 式 群馬県多野郡上野村地内 埼玉総支社
215 委託 調査・検討 業務（電力設備以外） 調査・検討 南いわき幹線Ｎｏ．１０１積雪対策設備調査業務委託（２０２２年度） その他 2022/10 2022/11/24 2023/05/24 1 式 福島県東白川郡棚倉町 猪苗代電力所
216 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 安曇幹線１号線Ｎｏ．２１３鉄塔建替工事に伴う特定猛禽類調査業務委託（その３） 改造・取替 2022/11 2023/01/09 2023/10/23 1 基 当社指定場所 本社
217 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 福島幹線山線鉄塔建替工事に伴う工事準備業務委託 改造・取替 2022/04 2022/05/27 2022/08/22 2 基 当社指定場所 本社
218 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 戸田線他支持物写真台帳整備業務委託 その他 2022/05 2022/07/04 2022/12/20 1 式 自　埼玉県和光市大字新倉７丁目　至　東京都杉並区和泉３丁目 東京総支社
219 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 ＵＨＶ設備劣化診断改修計画検討業務 その他 2022/04 2022/05/06 2022/12/16 1 式 当社指定場所 本社
220 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 安曇幹線除却工事に伴う特定猛禽類調査業務委託（重点調査その１１） その他 2022/09 2022/10/26 2023/10/20 1 式 当社指定場所 本社
221 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 川又線除却工事に伴う特定猛禽類調査業務委託（その１） その他 2022/11 2022/12/19 2023/10/20 1 式 当社指定場所 本社
222 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 ２７５ｋＶ東京南線３，４号線改修工事に伴う特定猛禽類調査業務委託（その３） その他 2022/12 2023/02/01 2023/10/31 1 式 神奈川県横須賀市ほか 本社
223 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 諸外国の送電事業者に関する情報整理委託（その２） その他 2022/04 2022/05/18 2023/03/03 1 式 当社指定場所 本社
224 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 ジャンパー支持Ｉ吊複合がいし仕様合理化検討委託 その他 2022/05 2022/06/01 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
225 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 複合がいしの乗出し検討業務委託 その他 2022/06 2022/07/01 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
226 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 安曇幹線２号線Ｎｏ．４７雨氷観測業務委託 その他 2022/10 2022/11/24 2023/05/23 1 式 長野県塩尻市 山梨総支社
227 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 ５００ｋＶ安曇幹線雨氷対策品フィールド試験調査業務委託 その他 2022/09 2022/11/10 2023/05/16 1 式 長野県塩尻市 山梨総支社
228 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 絶縁電線性能劣化試験調査業務委託 その他 2022/07 2022/08/26 2022/10/26 1 式 当社指定場所 山梨総支社
229 委託 分析・解析・評価 業務（電力設備以外） 分析・解析・評価 ２２ｋＶ浅尾線サージ受信型故障点標定装置検証業務委託（２０２２年度） その他 2022/08 2022/10/03 2023/03/31 1 式 当社が指定する場所 本社
230 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門 推進管路中詰め材の性能評価委託 その他 2022/06 2022/07/29 2023/03/17 1 式 当社指定場所 本社
231 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門 洞道内構造点検の結果整理および分析業務委託 その他 2022/06 2022/07/25 2023/03/24 1 式 当社指定場所 本社
232 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門 洞道補修結果分析および評価検討業務委託 その他 2022/05 2022/07/13 2023/03/17 1 式 当社指定場所 本社
233 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 送電設備周辺斜面に係る地すべりに関する調査及び評価検討業務委託　その１２ その他 2022/09 2022/10/03 2023/03/17 1 式 当社指定場所 本社
234 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 ２０１９年度台風による土砂崩壊箇所の類似箇所抽出業務委託（その３） その他 2022/04 2022/05/23 2022/12/23 1 式 当社指定場所 本社
235 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 習志野線Ｎо．１７他鉄塔建替工事に伴う地下水分析業務委託（その２） その他 2022/06 2022/08/30 2023/08/30 1 式 当社指定場所 本社
236 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 鉄塔総点検（第２弾）に伴う既設鉄塔設計業務委託その３ その他 2022/08 2022/10/01 2023/03/31 1 式 委託先事務所 本社
237 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 電線挙動評価委託 その他 2022/05 2022/08/08 2022/12/23 1 式 当社指定場所 本社
238 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 自然災害時の情報見える化検討業務委託 その他 2022/04 2022/05/16 2023/03/03 1 式 当社指定場所 本社
239 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 設計風速精緻化に向けた風速計データ分析業務委託 その他 2022/09 2022/11/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
240 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 複合がいし本線仕様検討委託 その他 2022/05 2022/06/01 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
241 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 不良がいし検出器性能評価委託 その他 2022/04 2022/05/02 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
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東京電力（注）　資材調達計画（２０２２年度）リスト
　　（注）東京電力ホールディングス，東京電力パワーグリッド，東京電力エナジーパートナー，東京電力リニューアブルパワー

【東京電力パワーグリッド分】
■本計画内容は，予告なく変更されることがあります。■本計画の中には，公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには，事前に取引先登録が必要な分野があります。（例）「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務（委託）」「原子力設備に関する取引」

【変電設備】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

1 購買 一般機械 一般機械類 その他一般機械 アルミ止水板設置 新設・購入 2022/06 2022/10/03 2022/12/23 1 式 北の原変電所 据付渡 一括検収 本社
2 購買 一般機械 一般機械類 その他一般機械 うすい変電所電動門設置工事 改造・取替 2022/05 2022/07/08 2022/09/22 1 式 うすい変電所 据付渡 一括検収 本社
3 購買 一般機械 消火・防災装置 消火設備 新多摩変電所他２７５ＫＶＯＦケーブル応急消火設備取替 修理 2022/04 2022/07/01 2022/09/30 1 式 新多摩変電所，南多摩変電所 据付渡 一括検収 多摩総支社
4 購買 一般機械 消火・防災装置 消火設備 新多摩変電所　類焼防止装置配管修理 修理 2022/04 2022/07/01 2022/09/30 1 式 新多摩変電所 据付渡 一括検収 多摩総支社
5 購買 一般機械 蓄熱供給設備 蓄熱設備 ロードーヒーター改造 改造・取替 2022/07 2023/03/01 2023/03/30 1 式 奥多摩変電所 据付渡 一括検収 本社
6 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　１５４ｋＶ級 ガス遮断器　１５４ｋＶ　６０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｍ号 新設・購入 2022/12 2024/04/25 2024/06/05 2 台 武蔵野変電所 据付渡 一括検収 本社
7 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　１５４ｋＶ級 ガス遮断器　１６８ｋＶ　２０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｍ号 改造・取替 2022/09 2023/10/20 1 台 新富士変電所 持込渡 一括検収 本社
8 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　１５４ｋＶ級 ガス遮断器　１６８ｋＶ　２０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｍ号 改造・取替 2022/09 2023/09/20 1 台 新富士変電所 持込渡 一括検収 本社
9 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　１５４ｋＶ級 ガス遮断器　１６８ｋＶ　２０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｍ号 改造・取替 2022/09 2023/11/20 1 台 新富士変電所 持込渡 一括検収 本社

10 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　１５４ｋＶ級 ガス遮断器　１６８ｋＶ　２０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｍ号 改造・取替 2022/09 2023/12/18 1 台 新富士変電所 持込渡 一括検収 本社
11 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　１５４ｋＶ級 膳棚開閉所猪苗代新幹線（里）１号Ｏ５操作機構修理 修理 2022/04 2022/09/27 2022/10/05 1 式 膳棚開閉所 据付渡 一括検収 栃木総支社
12 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　２７５ｋＶ級 ３００ｋＶガス遮断器　改造　（２０００Ａ　５０ｋＡ　Ｌ号　新宿線３番ＳｈＲ用） 新設・購入 2022/07 2023/09/01 2023/10/12 1 台 北多摩変電所 据付渡 一括検収 本社
13 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　２７５ｋＶ級 ３００ｋＶガス遮断器　改造　（４０００Ａ　５０ｋＡ　Ｌ号　新宿線２番ＳｈＲ用に流用） 新設・購入 2022/04 2023/03/22 2023/05/19 1 台 北多摩変電所 据付渡 一括検収 本社
14 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　２７５ｋＶ級 ３００ｋＶガス遮断器改造　（４０００Ａ　５０ｋＡ　Ｌ号　新宿線１番ＳｈＲ用） 新設・購入 2022/10 2023/12/01 2023/12/20 1 台 北多摩変電所 据付渡 一括検収 本社
15 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　２７５ｋＶ級 新京葉変電所ＧＣＢ油圧操作機構修理 修理 2022/08 2022/10/01 2023/03/31 1 式 新京葉変電所　千葉県船橋市小室町１０２４ 据付渡 一括検収 千葉総支社
16 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　６６ｋＶ級 ガス遮断器　６６ｋＶ　２０００Ａ　２５ｋＡ　Ｌ号 新設・購入 2022/10 2024/10/01 2024/10/25 1 台 江戸川変電所 据付渡 一括検収 本社
17 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　６６ｋＶ級 ガス遮断器　６６ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ号　調相用 新設・購入 2022/04 2023/04/07 1 台 佐野変電所 持込渡 一括検収 本社
18 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　６６ｋＶ級 局配連絡線１番　Ｏ２１　６６ｋＶ　ＧＣＢ改造　　 改造・取替 2022/08 2023/09/04 2023/10/31 1 式 南新橋変電所 据付渡 一括検収 本社
19 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　６６ｋＶ級 大室変電所３号ＳＰＣ修理 改造・取替 2022/05 2023/01/04 2023/02/02 1 式 大室変電所 据付渡 一括検収 沼津総支社
20 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　６６ｋＶ級 局配連絡線２番　Ｏ２２　６６ｋＶ　ＧＣＢ改造 改造・取替 2022/08 2023/09/04 2023/11/20 1 式 南新橋変電所 据付渡 一括検収 本社
21 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　６６ｋＶ級 ガス遮断器　６６ｋＶ　８００Ａ　２５ｋＡ　Ｍ号　調相用 改造・取替 2022/06 2023/08/01 1 台 埼玉変電所 持込渡 一括検収 本社
22 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　６６ｋＶ級 新多摩変電所　６６ｋＶガス遮断器点検修理（Ｏ９２３） 修理 2022/10 2023/01/04 2023/03/31 1 式 新多摩変電所 据付渡 一括検収 多摩総支社
23 購買 開閉器 ガス遮断器 ＧＣＢ　６６ｋＶ級 那須野変電所ＯＰＣ２臨時点検 点検手入 2022/04 2022/11/21 2022/11/22 1 式 那須野変電所 据付渡 一括検収 栃木総支社
24 購買 開閉器 ガス負荷開閉器 ＧＳ類　２２ＫＶ級 新信濃変電所２２ｋＶ６０Ｈｚ調相用ＶＧＣ点検修理 点検手入 2022/09 2023/09/01 2023/11/27 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
25 購買 開閉器 ガス負荷開閉器 ＧＳ類　６６ＫＶ級 新信濃変電所５０Ｈｚ６６ｋＶ２組１群調相用開閉器（据付渡し） 新設・購入 2022/09 2023/09/01 2024/01/31 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
26 購買 開閉器 ガス負荷開閉器 ＧＳ類　６６ＫＶ級 新岡部変電所４組Ａ群ＶＧＣ臨時点検修理 修理 2022/06 2023/01/09 2023/02/01 1 式 新岡部変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
27 購買 開閉器 ガス負荷開閉器 ＧＳ類　６６ＫＶ級 新信濃変電所７２ｋＶ５０Ｈｚ調相用ＶＧＣ点検修理 点検手入 2022/10 2023/10/01 2024/01/12 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
28 購買 開閉器 圧縮空気発生装置 ＣＯＭＰ　１５４ｋ級 コンプレッサー　３０ｋｇｆ／ｃｍ２ 改造・取替 2022/05 2022/09/28 1 式 新佐原変電所 持込渡 一括検収 本社
29 購買 開閉器 気中開閉器 Ｌ・ＤＳ　１５４ｋ級 ３極断路器導電部　１５４ｋＶ２０００Ａ水平２点切（特殊仕様，端子アダプタ含む） 新設・購入 2022/07 2023/03/01 4 組 大井火力発電所 持込渡 一括検収 本社
30 購買 開閉器 気中開閉器 ＬＳ　２７５ｋＶ級 ３００ｋＶ３極断路器（１１号変圧器一次，ＬＳ１３１・共３１用）　２０００Ａ　６３ｋＡ 新設・購入 2023/01 2023/09/01 1 式 新野田変電所 持込渡 一括検収 本社
31 購買 開閉器 気中開閉器 ＬＳ　２７５ｋＶ級 ３００ｋＶ３極断路器付属品（２０００Ａ，６３ｋＡ，接地装置含む） 新設・購入 2023/03 2023/10/02 1 式 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
32 購買 開閉器 気中開閉器 ＬＳ　２７５ｋＶ級 ２７５ｋＶ断路器　２０００Ａ　６３ｋＡ 新設・購入 2022/09 2023/06/06 1 組 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
33 購買 開閉器 気中開閉器 ＬＳ　２７５ｋＶ級 ３００ｋＶ３極断路器付属品（２０００Ａ，６３ｋＡ） 新設・購入 2023/03 2023/10/02 1 式 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
34 購買 開閉器 気中開閉器 ＬＳ　２７５ｋＶ級 ３００ｋＶ３極断路器（１１号変圧器一次，ＬＳ２３１用）　２０００Ａ　６３ｋＡ 新設・購入 2023/01 2023/09/01 1 式 新野田変電所 持込渡 一括検収 本社
35 購買 開閉器 気中開閉器 ＬＳ　２７５ｋＶ級 ２７５ｋＶ断路器　２０００Ａ　６３ｋＡ　ＥＢ－３付 改造・取替 2022/09 2023/06/01 1 組 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
36 購買 開閉器 気中開閉器 ＬＳ　５００ｋＶ級 新多摩変電所　５００ｋＶ断路器キャノンケーブル修理（ＬＳ４）他 修理 2022/04 2022/06/01 2023/03/31 1 式 新多摩変電所 据付渡 一括検収 多摩総支社
37 購買 開閉器 気中開閉器 ＬＳ　５００ｋＶ級 新多摩変電所　５００ｋＶ断路器点検修理（ＬＳ４） 修理 2022/04 2022/06/01 2022/06/30 1 式 新多摩変電所 据付渡 一括検収 多摩総支社
38 購買 開閉器 空気遮断器 ＡＣＢ　６６ｋＶ級 所内Ｃｕｂ用　遮断器（４６０Ｖ　１４５０Ａ）　日東電機製作所製　型式；ＮＰＣ－２０　Ｃｕｂで使用可製品 新設・購入 2022/04 2022/10/04 2022/11/25 3 台 西毛変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
39 購買 開閉器 接地開閉器 ＥＬＳ　２７５ｋＶ級 ２７５ｋＶ接地用断路器　ＥＢ－３　６３ｋＡ 新設・購入 2022/09 2023/06/06 1 組 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
40 購買 開閉器 接地開閉器 ＥＬＳ　２７５ｋＶ級 ２７５ｋＶ接地用断路器　ブレード他６３ｋＡ化対応改造部品（ＥＢ９） 改造・取替 2023/03 2024/03/04 2 組 房総変電所 持込渡 一括検収 本社
41 購買 開閉器 接地開閉器 ＥＬＳ　２７５ｋＶ級 ２７５ｋＶ接地用断路器　ブレード他６３ｋＡ化対応改造部品（ＥＢ３） 改造・取替 2023/03 2024/03/04 9 組 房総変電所 持込渡 一括検収 本社
42 購買 開閉器 配電デジタル保護制御 配電デジ　６．６ｋＶ １Ｂバンク制御盤据付 改造・取替 2022/06 2022/10/17 2022/10/21 1 式 幕張変電所 据付渡 一括検収 本社
43 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶＣＢＯ２２設置 改造・取替 2022/04 2023/02/01 2023/07/20 1 式 新座変電所 据付渡 一括検収 本社
44 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置　送電用 改造・取替 2022/09 2023/09/01 2023/11/10 1 式 小松川変電所 据付渡 一括検収 本社
45 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶＣＢＯ２３設置 改造・取替 2022/04 2023/02/01 2023/07/20 1 式 新座変電所 据付渡 一括検収 本社
46 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １５４ｋＶガス絶縁開閉装置改造（Ｏ５） 改造・取替 2022/10 2023/10/10 2023/12/08 1 式 角筈変電所 据付渡 一括検収 本社
47 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置　送電用 改造・取替 2022/04 2023/04/03 2023/12/01 4 台 新岡部変電所 据付渡 一括検収 本社
48 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 信濃川変電所１５４ｋＶ直結型ガス絶縁計器用変圧変流器取替に伴うＧＩＳ修理 改造・取替 2022/07 2022/10/10 2022/11/16 1 式 信濃川変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
49 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置　送電用 改造・取替 2022/09 2023/09/01 2023/12/22 1 式 小松川変電所 据付渡 一括検収 本社
50 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶＣＢＯ２１設置 改造・取替 2022/04 2023/02/01 2023/07/20 1 式 新座変電所 据付渡 一括検収 本社
51 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置改造（Ｏ７２）　配電用２回線受電　８００Ａ　３１．５ｋＡ 改造・取替 2022/06 2023/04/03 2023/07/07 1 式 豊岡変電所 据付渡 一括検収 本社
52 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置改造（Ｏ７１）　配電用２回線受電　８００Ａ　３１．５ｋＡ 改造・取替 2022/06 2023/04/03 2023/07/07 1 式 豊岡変電所 据付渡 一括検収 本社
53 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 複合型ガス絶縁機器　１５４ｋＶ級 修理 2022/06 2022/11/16 2022/12/28 1 式 東京電力パワーグリッド株式会社　さちが丘変電所 据付渡 一括検収 神奈川総支社
54 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 潤井戸変電所２号線路接地装置修理 修理 2022/09 2022/09/15 2022/12/30 1 式 潤井戸変電所　千葉県市原市潤井戸字祭り野２２７７ 据付渡 一括検収 千葉総支社
55 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 潤井戸変電所１号線路接地装置修理 修理 2022/09 2022/09/15 2022/12/30 1 式 潤井戸変電所　千葉県市原市潤井戸字祭り野２２７７ 据付渡 一括検収 千葉総支社
56 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置　送電用（Ｏ４除却） 除却 2022/09 2023/09/01 2023/12/22 1 式 小松川変電所 据付渡 一括検収 本社
57 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置撤去　送電用 除却 2022/04 2023/04/03 2023/12/01 4 台 新岡部変電所 据付渡 一括検収 本社
58 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶＣＢＯ２１撤去 除却 2022/04 2023/02/01 2023/06/01 1 式 新座変電所 据付渡 一括検収 本社
59 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶＣＢＯ２２撤去 除却 2022/04 2023/02/01 2023/06/01 1 式 新座変電所 据付渡 一括検収 本社
60 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶＣＢＯ２３撤去 除却 2022/04 2023/02/01 2023/06/01 1 式 新座変電所 据付渡 一括検収 本社
61 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置　送電用（Ｏ３除却） 除却 2022/09 2023/09/01 2023/11/10 1 式 小松川変電所 据付渡 一括検収 本社
62 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置撤去 除却 2022/04 2023/04/03 2023/07/20 1 式 新座変電所 据付渡 一括検収 本社
63 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置除却（Ｏ７２）　配電用２回線受電　８００Ａ　２５ｋＡ 除却 2022/06 2023/04/03 2023/07/07 1 式 豊岡変電所 据付渡 一括検収 本社
64 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 １６８ｋＶガス絶縁開閉装置除却（Ｏ７１）　配電用２回線受電　８００Ａ　２５ｋＡ 除却 2022/06 2023/04/03 2023/07/07 1 式 豊岡変電所 据付渡 一括検収 本社
65 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　１５４ＫＶ級 新信濃変電所１６８ｋＶ５０Ｈｚ調相用ＧＩＳ点検修理 点検手入 2022/10 2023/10/01 2024/01/12 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
66 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　２７５ＫＶ級 ２７５ｋＶ７号ＳｈＲ用ＧＩＳガス配管改造 改造・取替 2022/09 2023/09/07 2023/09/26 1 式 北葛飾変電所 据付渡 一括検収 本社
67 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　２７５ＫＶ級 ２７５ｋＶ墨東線１番分路リアクトルＧＩＳ　ケーブルヘッド部解体・組立 改造・取替 2022/09 2023/09/12 2024/02/26 1 式 北葛飾変電所 据付渡 一括検収 本社
68 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　２７５ＫＶ級 葛南変電所ＧＩＳケーブルヘッド修理 修理 2022/04 2022/09/20 2022/12/17 1 式 葛南変電所　千葉県市川市南行徳　４－２－１８ 据付渡 一括検収 千葉総支社
69 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　２７５ＫＶ級 新佐原変電所２７５ｋＶＧＩＳ点検修理 修理 2022/04 2022/09/20 2022/10/17 1 式 新佐原変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
70 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　２７５ＫＶ級 世田谷変電所２７５ｋＶ１号分路リアクトル一次ＧＩＳケーブルヘッド解体・組立 修理 2022/06 2023/04/03 2023/07/07 1 式 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
71 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　２７５ＫＶ級 世田谷変電所２７５ｋＶ２号分路リアクトル一次ＧＩＳケーブルヘッド解体・組立 修理 2022/06 2023/04/03 2023/08/10 1 式 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
72 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　５００ＫＶ級 東群馬変電所東群馬幹線２ＬＧＩＳ連成計修理 改造・取替 2022/04 2022/08/01 2022/08/31 1 式 東群馬変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
73 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ６６ｋＶガス絶縁開閉装置改造　（５号母線） 新設・購入 2022/06 2023/02/20 2023/06/01 1 組 豊島変電所 据付渡 一括検収 本社
74 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 池上変電所６６ｋＶ２号ＧＩＳ改造（東海町線２番） 新設・購入 2022/08 2023/08/21 2023/09/22 1 組 池上変電所 据付渡 一括検収 本社
75 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ガス絶縁開閉装置　７２ｋＶ　３０００Ａ　３１．５ｋＡ 新設・購入 2022/08 2023/07/03 2024/06/20 3 台 鹿島変電所 据付渡 一括検収 本社
76 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 池上変電所６６ｋＶ３号ＧＩＳ改造（東海町線３番） 新設・購入 2022/08 2023/08/21 2023/12/22 1 組 池上変電所 据付渡 一括検収 本社
77 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置　多端子　８００Ａ　３１．５ｋＡ 新設・購入 2022/12 2023/11/02 2024/06/04 1 回線 神泉町変電所 据付渡 一括検収 本社
78 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置（Ｏ４１）改造　送電用 改造・取替 2022/10 2023/03/01 2024/01/18 1 式 笹目変電所 据付渡 一括検収 本社
79 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置（Ｏ４５）改造　送電用 改造・取替 2022/10 2023/03/01 2024/01/18 1 式 笹目変電所 据付渡 一括検収 本社
80 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 池上変電所６６ｋＶ１号ＧＩＳ改造（台町線１番，東海町線１番） 改造・取替 2022/08 2023/08/21 2023/11/24 1 式 池上変電所 据付渡 一括検収 本社
81 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶＧＩＳ　Ｏ３４改造 改造・取替 2023/01 2023/10/31 2024/02/29 1 式 小松川変電所 据付渡 一括検収 本社
82 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置（Ｏ４２）改造　送電用 改造・取替 2022/10 2023/03/01 2024/01/18 1 式 笹目変電所 据付渡 一括検収 本社
83 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ６６ｋＶ２Ｂ３次ＧＩＳ用ガス遮断器改造 改造・取替 2022/05 2023/03/06 2023/05/02 1 式 新富士変電所 据付渡 一括検収 本社
84 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ＧＩＳＣＨ解体組み立て　ガス処理底板改修 改造・取替 2022/10 2023/07/11 2023/09/12 1 式 田端変電所 据付渡 一括検収 本社
85 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 中津川第二変電所６６ｋＶ直結型ガス絶縁計器用変圧変流器取替に伴うＧＩＳ修理 改造・取替 2022/07 2022/10/07 2022/12/02 1 式 中津川第二変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
86 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 房総変電所主変５号１号分路リアクトル開閉器部修理 修理 2022/06 2022/06/15 2022/09/30 1 式 房総変電所　千葉県市原市荻作７１ 据付渡 一括検収 千葉総支社
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87 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 鬼怒川変電所川治線ＧＩＳガス処理修理 修理 2022/04 2022/10/18 2022/11/11 2 回線 鬼怒川変電所 据付渡 一括検収 栃木総支社
88 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 東銀座変電所６６ｋＶＧＩＳケーブルヘッド部解体・組立（西八丁堀線３番） 修理 2022/11 2023/09/15 2023/11/30 1 式 東銀座変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
89 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 子安変電所６６ｋＶＧＩＳ母連Ｏ１０油圧ポンプ修理 修理 2022/09 2022/12/20 2022/12/20 1 式 東京電力パワーグリッド株式会社　子安変電所 据付渡 一括検収 神奈川総支社
90 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 新信濃変電所７２ｋＶガス絶縁開閉装置修理 修理 2022/12 2023/04/03 2023/05/17 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
91 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 西銀座変電所６６ｋＶＧＩＳケーブルヘッド部解体・組立（西八丁堀線１番） 修理 2022/11 2023/09/15 2023/10/19 1 式 西銀座変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
92 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 西銀座変電所６６ｋＶＧＩＳケーブルヘッド部解体・組立（西八丁堀線２番） 修理 2022/11 2023/09/15 2023/11/09 1 式 西銀座変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
93 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 西銀座変電所６６ｋＶＧＩＳケーブルヘッド部解体・組立（西八丁堀線３番） 修理 2022/11 2023/09/15 2023/11/30 1 式 西銀座変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
94 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 東銀座変電所６６ｋＶＧＩＳケーブルヘッド部解体・組立（西八丁堀線１番） 修理 2022/11 2023/09/15 2023/10/19 1 式 東銀座変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
95 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 東銀座変電所６６ｋＶＧＩＳケーブルヘッド部解体・組立（西八丁堀線２番） 修理 2022/11 2023/09/15 2023/11/09 1 式 東銀座変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
96 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ６６ｋＶガス絶縁開閉装置改造に伴う撤去　（５号母線） 除却 2022/04 2023/02/20 2023/06/01 1 式 豊島変電所 据付渡 一括検収 本社
97 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置　送電用（Ｏ３４除却） 除却 2023/01 2023/10/31 2024/02/29 1 式 小松川変電所 据付渡 一括検収 本社
98 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置（Ｏ４２）撤去 除却 2022/10 2023/03/01 2023/05/25 1 式 笹目変電所 据付渡 一括検収 本社
99 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ６６ｋＶ２Ｂ３次ＧＩＳ用ガス遮断器撤去　送電用 除却 2022/05 2023/03/06 2023/05/02 1 式 新富士変電所 据付渡 一括検収 本社

100 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 池上変電所６６ｋＶ１号ＧＩＳ改造関連除却（台町線１番，東海町線１番） 除却 2022/08 2023/08/21 2023/11/29 1 式 池上変電所 据付渡 一括検収 本社
101 購買 開閉器 複合型ガス絶縁機器 ＧＩＳ　６６ＫＶ級 ７２ｋＶガス絶縁開閉装置（Ｏ４１）撤去 除却 2022/10 2023/03/01 2023/04/17 1 式 笹目変電所 据付渡 一括検収 本社
102 購買 開閉器 複合型気中絶縁機器 Ｃｕｂ類　６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　　改良２型　１号用 改造・取替 2022/09 2023/10/02 2023/10/08 1 式 蠣浜変電所 据付渡 一括検収 本社
103 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　主変二次箱　ＥＳ有り　３０ＭＶＡ対応 新設・購入 2023/02 2023/10/13 2024/06/03 1 箱 神泉町変電所 据付渡 一括検収 本社
104 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　主変二次箱　ＥＳ無し　３０ＭＶＡ対応 新設・購入 2023/02 2023/10/13 2024/06/03 1 箱 神泉町変電所 据付渡 一括検収 本社
105 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ユニット分割形バンク制御盤　３０ＭＶＡ対応　多端子 新設・購入 2023/02 2023/10/13 2024/06/03 1 面 神泉町変電所 据付渡 一括検収 本社
106 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　配電線箱　３０ＭＶＡ対応 新設・購入 2023/02 2023/10/13 2024/06/03 8 箱 神泉町変電所 据付渡 一括検収 本社
107 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　所内箱　所内Ｔｒ有り　３０ＭＶＡ対応 新設・購入 2023/02 2023/10/13 2024/06/03 1 箱 神泉町変電所 据付渡 一括検収 本社
108 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　母連箱　１ＣＨ　３０ＭＶＡ対応 新設・購入 2023/02 2023/10/13 2024/06/03 2 箱 神泉町変電所 据付渡 一括検収 本社
109 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６ｋＶスマートＳＩＳ　個体絶縁開閉装置 新設・購入 2022/06 2023/12/01 2024/01/25 14 箱 当社指定場所 据付渡 一括検収 本社
110 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　縮小形 新設・購入 2023/02 2023/10/01 2023/11/10 1 式 南赤塚変電所 据付渡 一括検収 本社
111 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド改造（３Ｂ） 改造・取替 2022/04 2023/09/01 2023/12/08 1 式 青山変電所 据付渡 一括検収 本社
112 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　　改良２型　３号用 改造・取替 2022/09 2023/11/13 2023/11/19 1 式 蠣浜変電所 据付渡 一括検収 本社
113 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド改造（１Ｂ） 改造・取替 2022/04 2023/09/01 2023/12/08 1 式 青山変電所 据付渡 一括検収 本社
114 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド改造（２Ｂ） 改造・取替 2022/04 2023/09/01 2023/12/08 1 式 青山変電所 据付渡 一括検収 本社
115 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 ６．６ｋＶ固体絶縁ミニクラッド　　改良２型　２号用 改造・取替 2022/09 2023/10/23 2023/10/29 1 式 蠣浜変電所 据付渡 一括検収 本社
116 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ　６．６ｋＶ級 鶴巻町変電所６ｋＶミニクラッド母線絶縁ゴムカバー修理 修理 2022/07 2022/10/01 2022/11/30 1 式 鶴巻町変電所　新宿区早稲田鶴巻町５４７ 据付渡 一括検収 東京総支社
117 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ類　２２ｋＶ級 ２２ｋＶ１号ミニクラッド　（１Ｈ＋８Ｆ） 新設・購入 2022/09 2024/05/15 2025/01/15 1 式 （仮称）木挽町変電所 据付渡 一括検収 本社
118 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ類　２２ｋＶ級 ２２ｋＶミニクラッド用ディジタル形保護継電装置　（送電線用）ＤＵＭＲ２－Ｆ（電解コンデンサレス電源） 新設・購入 2022/08 2023/04/19 10 台 天王洲変電所 持込渡 一括検収 本社
119 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ類　２２ｋＶ級 ２２ｋＶ２号ミニクラッド　（１Ｈ＋８Ｆ） 新設・購入 2022/09 2024/06/10 2025/01/29 1 式 （仮称）木挽町変電所 据付渡 一括検収 本社
120 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ類　２２ｋＶ級 ５Ｂ３次ＳＣ２群調相保護リレー改造 改造・取替 2022/06 2022/12/01 2022/12/07 1 式 東千葉変電所 据付渡 一括検収 本社
121 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ類　２２ｋＶ級 レトロフィット工法　　主変２号３次調相 改造・取替 2023/02 2023/10/23 2023/10/27 2 面 田端変電所 据付渡 一括検収 本社
122 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ類　２２ｋＶ級 レトロフィット工法　　主変１号３次調相 改造・取替 2023/02 2023/10/02 2023/10/06 2 面 田端変電所 据付渡 一括検収 本社
123 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ類　２２ｋＶ級 ２２ｋＶ固体絶縁ミニクラッド 改造・取替 2022/12 2023/08/21 2023/09/13 2 台 麹町変電所 据付渡 一括検収 本社
124 購買 開閉器 複合型固体絶縁機器 ＭＣ類　２２ｋＶ級 主変５号３次Ｖ－Ｖクラッド開閉器Ｏ９５１遮断部取替 改造・取替 2022/09 2023/09/07 2023/10/06 1 式 江東変電所 据付渡 一括検収 本社
125 購買 碍子 ＳＰ碍子 ＳＰ碍子 架線金具類一式 新設・購入 2023/03 2023/10/18 1 式 新茂木変電所 持込渡 一括検収 本社
126 購買 碍子 ＳＰ碍子 ＳＰ碍子 ５００ｋＶＳＰ碍子装置　　（ＨＡＬ１，２６０ｍｍ２×３導体用） 新設・購入 2022/07 2022/12/13 3 組 房総変電所 持込渡 一括検収 本社
127 購買 碍子 ＳＰ碍子 ＳＰ碍子 電線金具類 新設・購入 2022/12 2023/10/02 1 式 房総変電所 持込渡 一括検収 本社
128 購買 碍子 ブッシング ブッシング 世田谷変電所２７５ｋＶ１号分路リアクトル一次終端接続部用修理材料購入 新設・購入 2022/04 2023/02/01 6 相 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 持込渡 一括検収 東京総支社
129 購買 碍子 ブッシング ブッシング 世田谷変電所２７５ｋＶ２号分路リアクトル一次終端接続部用修理材料購入 新設・購入 2022/04 2023/02/01 6 相 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 持込渡 一括検収 東京総支社
130 購買 碍子 ブッシング ブッシング 世田谷変電所２７５ｋＶ１号分路リアクトル一次終端接続部修理 修理 2022/06 2023/04/03 2023/07/07 1 式 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
131 購買 碍子 ブッシング ブッシング 世田谷変電所２７５ｋＶ２号分路リアクトル一次終端接続部修理 修理 2022/06 2023/04/03 2023/08/10 1 式 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
132 購買 碍子 碍子洗浄装置 碍子洗浄装置 低水圧碍子洗浄装置改造　（第２期） 改造・取替 2022/07 2022/12/01 2023/01/26 1 式 房総変電所 据付渡 一括検収 本社
133 購買 碍子 碍子洗浄装置 碍子洗浄装置 房総変電所房総線２号碍子洗浄装置改造 改造・取替 2022/06 2022/12/13 2023/02/28 1 式 房総変電所 据付渡 一括検収 本社
134 購買 碍子 碍子洗浄装置 碍子洗浄装置 房総変電所碍子洗浄装置改造　（５００ｋＶ乙母線区分） 改造・取替 2022/12 2023/12/13 2024/12/12 1 式 房総変電所 据付渡 一括検収 本社
135 購買 碍子 碍子洗浄装置 碍子洗浄装置 新福島変電所碍子洗浄装置埋設配管（母管）更新（３期） 改造・取替 2022/04 2022/10/19 2023/03/17 1 式 新福島変電所 据付渡 一括検収 本社
136 購買 碍子 碍子洗浄装置 碍子洗浄装置 房総変電所碍子洗浄装置改造　（５００ｋＶ甲母線区分） 改造・取替 2022/12 2023/12/13 2024/06/06 1 式 房総変電所 据付渡 一括検収 本社
137 購買 碍子 碍子洗浄装置 碍子洗浄装置 房総変電所碍子洗浄装置改造　（房総線１号） 改造・取替 2022/12 2023/12/13 2025/12/16 1 式 房総変電所 据付渡 一括検収 本社
138 購買 碍子 碍子洗浄装置 碍子洗浄装置 新佐原変電所碍子洗浄装置電動弁他修理 修理 2022/04 2022/12/01 2023/03/01 6 台 新佐原変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
139 購買 碍子 碍子洗浄装置 碍子洗浄装置 新京葉変電所碍子洗浄埋設配管他修理 修理 2022/08 2022/10/01 2023/03/31 1 式 新京葉変電所　千葉県船橋市小室町１０２４ 据付渡 一括検収 千葉総支社
140 購買 碍子 電線支持碍子 Ｖ吊複合がいし装置 ２７５ｋＶ長幹碍子２導体Ｖ吊懸垂装置（ＨＡＬ４００ｍｍ２用）　６３ｋＡ 新設・購入 2023/01 2023/09/01 6 組 新野田変電所 持込渡 一括検収 本社
141 購買 碍子 電線支持碍子 長幹碍子 ２７５ｋＶ長幹碍子２導体１連耐張装置（ＨＡＬ４００ｍｍ２用）　６３ｋＡ 新設・購入 2023/03 2023/09/01 12 組 新野田変電所 持込渡 一括検収 本社
142 購買 計装・制御 指示表示装置 指示計 新宿変電所２Ｕ流量計取替 修理 2022/04 2022/09/01 2022/10/30 1 式 新宿変電所　東京都西新宿２－１１－４ 据付渡 一括検収 東京総支社
143 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 機器端末装置 ７ＢＩＦ盤改造 改造・取替 2022/12 2023/05/15 2023/05/15 1 式 北東京変電所 据付渡 一括検収 本社
144 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 送電用（大容量）変電所ＨＤＬＣ子局 新設・購入 2022/05 2023/05/15 1 組 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
145 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 ＩＰ対応インタフェース盤 新設・購入 2022/10 2023/10/01 1 式 吉祥寺変電所 持込渡 一括検収 本社
146 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 フィールドゲートウェイ盤 新設・購入 2023/03 2024/09/16 1 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
147 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 ＩＥＣ６１８５０逆変換装置 新設・購入 2023/02 2023/09/01 2023/10/31 1 式 ２７５／６６ｋＶ千葉印西変電所 据付渡 一括検収 本社
148 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 送電用変電所用遠方監視制御装置子局　ＨＩＴＣ－Ｌ７００ 新設・購入 2022/04 2023/04/10 2 組 西越谷変電所 持込渡 一括検収 本社
149 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 ＨＤＬＤ集約装置　現地試験含む 新設・購入 2022/07 2023/03/01 2023/04/01 1 面 立川制御所 据付渡 一括検収 本社
150 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 ＩＰ化装置 新設・購入 2022/08 2023/03/01 2023/03/15 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 本社
151 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 送電用（大容量）変電 ＨＤＬＣ集約装置改造 改造・取替 2023/02 2023/09/01 2023/10/31 1 式 ２７５／６６ｋＶ千葉印西変電所 据付渡 一括検収 本社
152 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所用遠方監視制御装置　（多機能形） 新設・購入 2022/04 2023/01/23 1 組 平方変電所 持込渡 一括検収 本社
153 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所用遠方監視制御装置（６ｋＶＳＩＳ対応） 新設・購入 2022/10 2023/12/01 1 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
154 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所遠方監視制御装置　ＳＩＳ対応型 新設・購入 2022/04 2022/09/30 1 組 小川変電所 持込渡 一括検収 本社
155 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 中央制御盤（４形） 新設・購入 2022/04 2022/10/01 1 面 加美平変電所 持込渡 一括検収 本社
156 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 ４型中央制御盤キャノンケーブル 新設・購入 2022/04 2022/12/06 540 ｍ 霞ヶ関変電所 持込渡 一括検収 本社
157 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所遠方監視制御装置　ＳＩＳ対応型 新設・購入 2022/10 2023/04/01 1 組 小堤変電所 持込渡 一括検収 本社
158 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所遠方監視制御装置（ＨＤＬＣ）子局　多機能ＴＣ 新設・購入 2022/04 2023/09/01 1 組 南赤塚変電所 持込渡 一括検収 本社
159 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所用遠方監視制御装置　（６ｋＶＳＩＳ対応） 新設・購入 2022/10 2023/10/10 1 組 大和田変電所 持込渡 一括検収 本社
160 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所用遠方監視制御装置　（ＳＩＳ） 新設・購入 2022/04 2023/03/21 1 組 比々多変電所 持込渡 一括検収 本社
161 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 中央制御盤　４形配変ディジタル 新設・購入 2023/01 2024/08/10 2024/08/20 1 組 森下変電所 据付渡 一括検収 本社
162 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 中央制御盤　ユニット分割型 新設・購入 2023/02 2023/04/03 2023/12/22 1 面 あずま変電所 据付渡 一括検収 本社
163 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所用遠方監視制御装置　（多機能形） 新設・購入 2022/06 2023/04/10 1 組 長沼変電所 持込渡 一括検収 本社
164 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所遠方監視制御装置（多機能形）子局　 新設・購入 2022/07 2023/04/03 1 組 早川変電所 持込渡 一括検収 本社
165 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所用遠方監視制御装置　（多機能形） 新設・購入 2022/05 2023/05/08 1 組 下田変電所 持込渡 一括検収 本社
166 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所用遠方監視制御装置　（６ｋＶＳＩＳ対応） 新設・購入 2022/04 2023/04/03 1 組 美女木変電所 持込渡 一括検収 本社
167 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所遠方監視制御装置　ＳＩＳ対応型 新設・購入 2023/02 2024/03/11 1 組 山田変電所 持込渡 一括検収 本社
168 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所用遠方監視制御装置据付　（６ｋＶＳＩＳ対応） 新設・購入 2022/07 2023/04/04 2023/08/04 1 組 天王台変電所 据付渡 一括検収 本社
169 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所遠方監視制御装置（ＨＤＬＣ）子局 新設・購入 2022/07 2023/04/04 1 組 秦野変電所 持込渡 一括検収 本社
170 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 中央制御盤据付 改造・取替 2022/06 2022/09/19 2022/09/28 1 式 幕張変電所 据付渡 一括検収 本社
171 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 配電用変電所遠方監視制御装置改造 改造・取替 2022/04 2023/01/18 1 組 柏尾変電所 持込渡 一括検収 本社
172 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 中央制御盤 改造・取替 2022/07 2023/04/10 2023/07/10 1 式 敷島変電所 据付渡 一括検収 本社
173 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 配電用変電所遠方監視 ＴＣ回線ＩＦ盤改造 改造・取替 2022/05 2022/10/17 2022/11/17 1 組 日比谷変電所 据付渡 一括検収 本社
174 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 ＨＤＬＣ－ＴＣ親局改造 新設・購入 2023/03 2024/07/17 2024/08/21 1 式 銀座制御所変電保守第二Ｇ 据付渡 一括検収 本社
175 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 変電所遠方監視制御装置親局改造 新設・購入 2022/07 2023/07/03 2023/08/08 1 組 和志山変電所 据付渡 一括検収 本社
176 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 遠方監視制御装置親局改造 改造・取替 2022/08 2023/04/01 2023/04/20 1 式 武蔵野制御所 据付渡 一括検収 本社
177 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 ＨＤＬＣ親局改造 改造・取替 2022/08 2023/02/13 2023/03/01 1 式 平野変電所 据付渡 一括検収 本社
178 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 千葉制御所　　変電所遠方監視制御装置（ＨＤＬＣ）親局改造 改造・取替 2022/05 2022/09/01 2022/09/14 1 式 幕張変電所 据付渡 一括検収 本社
179 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 ＴＣ回線ＩＦ盤他改造 改造・取替 2022/07 2023/04/03 2023/05/16 1 組 日比谷変電所 据付渡 一括検収 本社

5 / 21 ページ 無断転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社　2022年4月



【変電設備】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

180 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 行田制御所（ＨＤＬＣ）親局改造 改造・取替 2022/06 2023/08/21 2023/09/20 1 式 行田制御所 据付渡 一括検収 本社
181 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 遠方監視制御装置親局改造 改造・取替 2022/04 2023/03/01 2023/03/25 1 式 小堤変電所 据付渡 一括検収 本社
182 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 変電所遠方監視制御装置親局改造 改造・取替 2022/07 2023/04/10 2023/07/10 1 式 敷島変電所 据付渡 一括検収 本社
183 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所遠方監視制御装 変電所遠方監視制御装置（ＨＤＬＣ）親局改造 改造・取替 2022/04 2023/04/24 2023/05/12 1 式 天王台変電所 据付渡 一括検収 本社
184 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所構内監視装置 変電所構内監視装置改造 改造・取替 2022/08 2023/02/01 2023/03/01 1 式 新京葉変電所 据付渡 一括検収 本社
185 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 標準ＴＣＩＦ装置設置 新設・購入 2022/10 2024/04/01 2025/03/20 1 式 上野制御所 据付渡 一括検収 本社
186 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 ＩＰ化装置 新設・購入 2022/08 2023/08/01 2023/09/01 1 式 武蔵野制御所 据付渡 一括検収 本社
187 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 ＩＰ化装置 新設・購入 2022/06 2023/04/17 2023/05/26 1 式 藤沢変電所 据付渡 一括検収 本社
188 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 情報変換装置対応インターフェース盤　（送電線） 新設・購入 2023/01 2024/02/12 2 面 新新田変電所 持込渡 一括検収 本社
189 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 設備状態監視（保全）システム設置 新設・購入 2022/10 2024/04/01 2025/03/20 1 式 上野制御所 据付渡 一括検収 本社
190 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 配電用変電所用遠方監視制御装置　（多機能形） 新設・購入 2022/10 2023/09/03 1 組 栃木変電所 持込渡 一括検収 本社
191 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 標準ＴＣＩＦ装置　集約処理部 改造・取替 2022/06 2023/04/04 2023/04/12 1 式 中相模変電所 据付渡 一括検収 本社
192 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 新信濃変電所集中監視制御装置サーバー取替他１件 改造・取替 2022/04 2024/08/01 2025/03/20 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
193 購買 制御装置・配電盤・給 監視制御装置 変電所集中監視制御装 次世代監視制御システム用変電ゲートウェイ装置改造 改造・取替 2022/04 2023/01/23 2023/03/17 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 本社
194 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ １５４／６６ｋＶ　ＶＱＣ装置　バンクＩＦ装置 新設・購入 2023/02 2024/03/13 3 面 佐波変電所 持込渡 一括検収 本社
195 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ バンク用ＩＦ装置 新設・購入 2022/12 2023/10/04 4 面 鳩ヶ谷変電所 持込渡 一括検収 本社
196 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ ＶＱＣ装置（演算装置・端末装置） 新設・購入 2022/12 2023/10/04 1 面 鳩ヶ谷変電所 持込渡 一括検収 本社
197 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ ＬＲ連動制御装置（９０リレー２台） 新設・購入 2022/12 2023/10/04 1 面 鳩ヶ谷変電所 持込渡 一括検収 本社
198 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ １５４／６６ｋＶ　ＶＱＣ装置 新設・購入 2022/08 2023/08/21 1 組 岳南変電所 持込渡 一括検収 本社
199 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ １５４／６６ｋＶ　ＶＱＣ装置　演算装置 新設・購入 2023/02 2024/03/13 1 面 佐波変電所 持込渡 一括検収 本社
200 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ 母線調相ＩＦ装置 新設・購入 2022/12 2023/10/04 1 面 鳩ヶ谷変電所 持込渡 一括検収 本社
201 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ 主変９号用ＶＱＣＩＦ盤 新設・購入 2023/02 2024/01/09 1 面 鹿島変電所 持込渡 一括検収 本社
202 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ・１５４ｋ １５４／６６ｋＶ　ＶＱＣ装置　ＬＲ連動制御装置 新設・購入 2023/02 2024/03/13 1 面 佐波変電所 持込渡 一括検収 本社
203 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ以下縮小形 ６６ｋＶ縮小形監視制御盤 新設・購入 2022/05 2023/05/11 1 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
204 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ２７５ｋＶ以下縮小形 ６６ｋＶ縮小形監視制御盤改造　１回線電気鍵追加 改造・取替 2023/01 2023/10/13 2023/12/15 1 式 代官山開閉所 据付渡 一括検収 本社
205 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 主変９号用ＩＦ盤 新設・購入 2022/10 2023/10/02 1 面 鹿島変電所 持込渡 一括検収 本社
206 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＰ対応インターフェース盤　（共通、母線・調相、送電線４回線） 新設・購入 2022/09 2023/09/04 1 式 白田変電所 持込渡 一括検収 本社
207 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ６６ｋＶ送電線インターフェース盤（富ヶ谷線３番用） 新設・購入 2022/12 2023/12/08 1 面 代官山開閉所 持込渡 一括検収 本社
208 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤　共通・同期盤 新設・購入 2022/04 2023/04/10 2 面 駿東変電所 持込渡 一括検収 本社
209 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤　母線・母連 新設・購入 2022/04 2023/04/10 2 面 駿東変電所 持込渡 一括検収 本社
210 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤 新設・購入 2022/04 2023/04/03 1 式 南大田変電所 持込渡 一括検収 本社
211 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤　主変１・２次 新設・購入 2022/04 2023/04/10 4 面 駿東変電所 持込渡 一括検収 本社
212 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤　主変３次 新設・購入 2022/04 2023/04/10 4 面 駿東変電所 持込渡 一括検収 本社
213 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤　所内 新設・購入 2022/04 2023/04/10 2 面 駿東変電所 持込渡 一括検収 本社
214 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＰ対応ＩＦ盤　　６６ｋＶ母線・母連 新設・購入 2022/05 2023/05/11 1 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
215 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＰ対応ＩＦ盤　　６６ｋＶ送電線用 新設・購入 2022/05 2023/05/11 2 組 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
216 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＰ対応インタフェース盤 新設・購入 2022/04 2023/01/20 1 式 東内幸町変電所 持込渡 一括検収 本社
217 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＰ対応インタフェース盤（３号ユニット） 新設・購入 2022/04 2023/02/06 1 式 永代橋変電所 持込渡 一括検収 本社
218 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤　母線調相 新設・購入 2022/04 2023/04/10 1 面 駿東変電所 持込渡 一括検収 本社
219 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＦ盤　送電線 新設・購入 2022/04 2023/04/10 20 面 駿東変電所 持込渡 一括検収 本社
220 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＰ対応ＩＦ盤　　共通 新設・購入 2022/05 2023/05/11 1 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
221 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ＩＰ対応インタフェース盤改造（３Ｕ） 改造・取替 2022/06 2022/11/01 2022/11/30 1 式 東川崎変電所 据付渡 一括検収 本社
222 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 情報変換装置対応Ｉ／Ｆ（送電線２回線） 改造・取替 2023/03 2023/10/02 1 部 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
223 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 変電所遠方監視制御装置（ＨＤＬＣ）親局改造 改造・取替 2022/04 2022/10/17 2022/10/26 1 式 長坂変電所 据付渡 一括検収 本社
224 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ２７５ｋＶ２Ｕ所内中継盤変換器修理 修理 2022/06 2022/09/16 2022/09/29 1 面 新野田変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
225 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 ＩＦ盤 ２７５ｋＶ１Ｕ所内中継盤変換器修理 修理 2022/06 2022/09/16 2022/09/30 1 面 新野田変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
226 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 高調波監視記録装置 高調波監視記録装置 新設・購入 2023/03 2024/09/16 1 台 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
227 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 受電ＭＣ操作盤 受電ＭＣ操作盤改造 改造・取替 2022/04 2023/03/03 2023/03/14 1 面 板鼻変電所 据付渡 一括検収 本社
228 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置　（ネットワーク型） 新設・購入 2023/03 2024/09/23 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
229 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置 新設・購入 2022/08 2023/06/02 1 組 新袖ケ浦変電所 持込渡 一括検収 本社
230 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 転送送受信盤 新設・購入 2023/03 2024/09/23 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
231 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置 新設・購入 2022/07 2023/05/17 1 式 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
232 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 中東京変電所総合記録装置改造　１５４ｋＶ 改造・取替 2023/01 2023/09/18 2023/10/27 1 式 中東京変電所 据付渡 一括検収 本社
233 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 １５４ｋＶ総合記録装置改造 改造・取替 2022/06 2024/04/15 2024/06/13 1 組 川崎変電所 据付渡 一括検収 本社
234 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置改造（２７５ｋＶ１Ｕ） 改造・取替 2022/11 2023/07/03 2023/08/25 1 式 新京葉変電所 据付渡 一括検収 本社
235 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置改造（５００ｋＶ１Ｕ） 改造・取替 2022/11 2023/07/03 2023/08/25 1 式 新京葉変電所 据付渡 一括検収 本社
236 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置改造（６６ｋＶ１Ｕ） 改造・取替 2022/11 2023/07/03 2023/08/25 1 式 新京葉変電所 据付渡 一括検収 本社
237 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 新所沢変電所総合記録装置改造　５００ｋＶ１Ｕ 改造・取替 2022/07 2023/03/20 2023/04/21 1 式 新所沢変電所 据付渡 一括検収 本社
238 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 新所沢変電所総合記録装置改造　２７５ｋＶ 改造・取替 2022/07 2023/03/20 2023/06/02 1 式 新所沢変電所 据付渡 一括検収 本社
239 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 中東京変電所総合記録装置改造　２７５ｋＶ（１） 改造・取替 2023/01 2023/09/18 2023/10/13 1 式 中東京変電所 据付渡 一括検収 本社
240 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 ６６ｋＶ総合記録装置改造 改造・取替 2022/06 2024/04/15 2024/07/18 1 組 川崎変電所 据付渡 一括検収 本社
241 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 新所沢変電所総合記録装置改造　５００ｋＶ２Ｕ 改造・取替 2022/07 2023/03/20 2023/05/19 1 式 新所沢変電所 据付渡 一括検収 本社
242 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 ネットワーク型総合記録装置改造　レトロフィット改造 改造・取替 2022/04 2022/10/03 2022/11/11 1 組 南狭山変電所 据付渡 一括検収 本社
243 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置改造（６６ｋＶ２Ｕ） 改造・取替 2022/11 2023/07/03 2023/08/25 1 式 新京葉変電所 据付渡 一括検収 本社
244 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 中東京変電所総合記録装置改造　６６ｋＶ 改造・取替 2023/01 2023/09/18 2023/11/10 1 式 中東京変電所 据付渡 一括検収 本社
245 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 中東京変電所総合記録装置改造　２７５ｋＶ（２） 改造・取替 2023/01 2023/09/18 2023/10/13 1 式 中東京変電所 据付渡 一括検収 本社
246 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置改造 改造・取替 2022/04 2023/04/03 2023/06/02 2 組 常盤橋変電所 据付渡 一括検収 本社
247 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置改造（５００ｋＶ２Ｕ） 改造・取替 2022/11 2023/07/03 2023/08/25 1 式 新京葉変電所 据付渡 一括検収 本社
248 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 総合記録装置 総合記録装置改造（２７５ｋＶ２Ｕ） 改造・取替 2022/11 2023/07/03 2023/08/25 1 式 新京葉変電所 据付渡 一括検収 本社
249 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 電力ケーブル地絡検出 構内連絡用　ページング装置 新設・購入 2023/03 2024/10/02 2024/10/25 1 式 （仮称）木挽町変電所 据付渡 一括検収 本社
250 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 母連しゃ断器自動投入 ２２ｋＶ母連遮断器自動投入装置 新設・購入 2023/02 2023/11/06 1 面 北新橋変電所 持込渡 一括検収 本社
251 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 母連しゃ断器自動投入 ２２ｋＶ母連遮断器自動投入装置 新設・購入 2023/02 2024/02/15 1 面 麹町変電所 持込渡 一括検収 本社
252 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 母連しゃ断器自動投入 １５４ｋＶディジタル形母線自動併用装置 新設・購入 2022/06 2023/02/08 1 組 野木変電所 持込渡 一括検収 本社
253 購買 制御装置・配電盤・給 制御・検出・記録装置 母連しゃ断器自動投入 ２２ｋＶ母連遮断器自動投入装置 新設・購入 2023/02 2024/02/15 1 面 馬場先変電所 持込渡 一括検収 本社
254 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＡＣ盤 ＡＣ盤（３号ユニット） 新設・購入 2022/09 2023/02/06 1 面 永代橋変電所 持込渡 一括検収 本社
255 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＡＣ盤 ＡＣ分電盤 新設・購入 2023/03 2024/03/13 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
256 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＡＣ盤 交流・制御回路中継端子盤 新設・購入 2022/12 2024/07/02 7 面 山梨変電所 持込渡 一括検収 本社
257 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＡＣ盤 ＡＣ盤 新設・購入 2022/10 2023/06/02 2 面 新袖ケ浦変電所 持込渡 一括検収 本社
258 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＣＴ－ＬＡ盤 ＣＴ－ＬＡ盤 新設・購入 2022/09 2023/02/01 13 面 永代橋変電所 持込渡 一括検収 本社
259 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＣＴ－ＬＡ盤 ＣＴＬＡ盤　母連，送電線，変圧器用 新設・購入 2022/07 2023/05/19 1 式 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
260 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 ＤＣ盤 新設・購入 2022/09 2024/04/15 3 面 川崎変電所 持込渡 一括検収 本社
261 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 ＤＣ分電盤 新設・購入 2023/03 2024/06/23 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
262 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 ＤＣ盤 新設・購入 2022/10 2023/06/02 3 面 新袖ケ浦変電所 持込渡 一括検収 本社
263 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 所内ＤＣ盤 新設・購入 2022/12 2023/04/03 2 面 荏田変電所 持込渡 一括検収 本社
264 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 ＤＣ盤 新設・購入 2022/04 2023/03/20 2 面 東毛変電所 持込渡 一括検収 本社
265 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 所内ＤＣ盤 新設・購入 2022/06 2023/04/21 2 面 藤沢変電所 持込渡 一括検収 本社
266 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 所内ＤＣ盤 新設・購入 2022/12 2023/04/03 2 面 中相模変電所 持込渡 一括検収 本社
267 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 ＤＣ盤（３号ユニット） 新設・購入 2022/09 2023/02/06 1 組 永代橋変電所 持込渡 一括検収 本社
268 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＤＣ盤 権現堂変電所直流電源盤修理 修理 2022/07 2022/07/15 2022/11/30 1 式 権現堂変電所　千葉県市原市権現堂字中村４０２－２ 据付渡 一括検収 千葉総支社
269 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＰＴ切替盤 ＰＴ切替盤 新設・購入 2022/04 2023/03/20 2 面 東毛変電所 持込渡 一括検収 本社
270 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＰＴ切替盤 ＶＴ切替盤 新設・購入 2022/10 2023/06/02 3 面 新袖ケ浦変電所 持込渡 一括検収 本社
271 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 ＰＴ切替盤 ２７５ｋＶ母線ＶＴ分岐盤 新設・購入 2022/12 2023/04/03 2 面 荏田変電所 持込渡 一括検収 本社
272 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 転送フレーム 位相伝送装置 新設・購入 2023/03 2024/09/23 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社

6 / 21 ページ 無断転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社　2022年4月



【変電設備】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

273 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 バンク補助盤　３Ｂ用，３０ＭＶＡ仕様 新設・購入 2023/02 2023/10/13 2024/06/03 1 面 神泉町変電所 据付渡 一括検収 本社
274 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 中継端子盤 新設・購入 2022/06 2024/04/15 12 面 川崎変電所 持込渡 一括検収 本社
275 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 １Ｂバンク制御盤（４形） 新設・購入 2022/04 2022/10/01 2022/12/20 1 面 加美平変電所 据付渡 一括検収 本社
276 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ベイコントロールユニット盤（６６／２２主変） 新設・購入 2023/03 2024/09/16 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
277 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ベイコントロールユニット盤（２２ｋＶＭＣ　Ａ　Ｂ） 新設・購入 2023/03 2024/09/16 4 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
278 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ベイコントロールユニット盤（送電線４回線） 新設・購入 2023/03 2024/09/16 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
279 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ベイコントロールユニット盤（共通） 新設・購入 2023/03 2024/09/16 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
280 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 洞道用送風機 新設・購入 2022/04 2023/08/03 1 式 新岡部変電所 持込渡 一括検収 本社
281 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 バンク制御盤　ユニット分割型 新設・購入 2022/04 2023/09/01 2023/12/22 1 式 あずま変電所 据付渡 一括検収 本社
282 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ＯＬＲ自端処理盤 新設・購入 2022/09 2023/05/15 2 面 西越谷変電所 持込渡 一括検収 本社
283 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 八幡野変電所　逆潮流時事故処理盤 新設・購入 2022/06 2022/12/05 1 面 八幡野変電所 持込渡 一括検収 本社
284 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 白田変電所　送電線転送送信装置 新設・購入 2022/06 2022/12/19 1 面 白田変電所 持込渡 一括検収 本社
285 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ２７５ｋＶ分路リアクトル開極位相制御装置（３号） 新設・購入 2022/08 2023/02/06 1 面 永代橋変電所 持込渡 一括検収 本社
286 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ３Ｂバンク制御盤（４形） 新設・購入 2022/04 2022/10/01 2022/12/20 1 面 加美平変電所 据付渡 一括検収 本社
287 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ２Ｂバンク制御盤（４形） 新設・購入 2022/04 2022/10/01 2022/12/20 1 面 加美平変電所 据付渡 一括検収 本社
288 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 中継端子盤 新設・購入 2022/10 2023/06/02 5 面 新袖ケ浦変電所 持込渡 一括検収 本社
289 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 洞道用送風機 新設・購入 2022/04 2023/08/03 1 式 新岡部変電所 持込渡 一括検収 本社
290 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ＬＲ連動制御盤 新設・購入 2022/07 2023/05/15 1 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
291 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 補助継電器盤 新設・購入 2022/04 2023/01/10 1 面 奥多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
292 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 田方変電所　送電線転送送信装置 新設・購入 2022/06 2022/12/12 1 面 田方変電所 持込渡 一括検収 本社
293 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 １Ｂバンク制御盤 改造・取替 2022/07 2023/04/10 2023/07/10 1 式 敷島変電所 据付渡 一括検収 本社
294 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 中央制御盤改造 改造・取替 2022/12 2023/09/05 2023/11/16 1 面 飯田町変電所 据付渡 一括検収 本社
295 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ３Ｂバンク制御盤 改造・取替 2022/07 2023/04/10 2023/07/10 1 式 敷島変電所 据付渡 一括検収 本社
296 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ２７５ｋＶＧＩＳ制御盤改造（３Ｕ） 改造・取替 2022/05 2022/10/25 2022/11/30 1 面 東川崎変電所 据付渡 一括検収 本社
297 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ３Ｂバンク制御盤（４形） 改造・取替 2022/08 2023/01/30 2023/04/01 1 面 江戸川台変電所 据付渡 一括検収 本社
298 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 星の宮変電所１Ｂバンク制御盤改造 改造・取替 2022/04 2023/04/10 2024/03/29 1 面 星の宮変電所 据付渡 一括検収 本社
299 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 ２Ｂバンク制御盤（４形） 改造・取替 2022/08 2023/01/30 2023/04/15 1 面 江戸川台変電所 据付渡 一括検収 本社
300 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 配電盤 １Ｂバンク制御盤（４形） 改造・取替 2022/08 2023/01/30 2023/04/08 1 面 江戸川台変電所 据付渡 一括検収 本社
301 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 補助ＣＴ盤 補助ＣＴ盤 新設・購入 2023/02 2024/09/10 1 面 山梨変電所 持込渡 一括検収 本社
302 購買 制御装置・配電盤・給 配電・分電盤 補助ＣＴ盤 補助ＣＴ盤 新設・購入 2022/07 2022/11/14 2 面 佐波変電所 持込渡 一括検収 本社
303 購買 制御装置・配電盤・給 配電用遠方監視制御装 配電遠方監視制御装置 配電用変電所用遠方監視制御装置（多機能形） 新設・購入 2022/07 2023/08/29 1 面 蠣浜変電所 持込渡 一括検収 本社
304 購買 制御装置・配電盤・給 配電用遠方監視制御装 配電遠方監視制御装置 配電用変電所用遠方監視制御装置　（多機能形） 新設・購入 2022/05 2023/05/23 1 組 八幡野変電所 持込渡 一括検収 本社
305 購買 制御装置・配電盤・給 配電用遠方監視制御装 配電遠方監視制御装置 キャノンケーブル他 新設・購入 2023/01 2023/03/07 1 式 上野変電所 持込渡 一括検収 本社
306 購買 制御装置・配電盤・給 配電用遠方監視制御装 配電遠方監視制御装置 中央制御盤（４形） 改造・取替 2022/08 2023/01/30 2023/04/01 1 面 江戸川台変電所 据付渡 一括検収 本社
307 購買 鉄鋼２次・鉄塔・金属 鉄構 鉄構 架線類 新設・購入 2022/09 2023/06/06 1 式 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
308 購買 電源装置 鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池　長寿命形 新設・購入 2023/01 2023/05/15 1 組 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
309 購買 電源装置 鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命ＭＳＥ・２１０Ａｈ・５２セル・キュービクル含む） 新設・購入 2022/10 2023/04/01 2023/04/30 2 組 東内幸町変電所 据付渡 一括検収 本社
310 購買 電源装置 鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命ＭＳＥ・１４００Ａｈ・５４セル・キュービクル含む） 新設・購入 2022/10 2023/04/01 2023/04/30 2 組 東内幸町変電所 据付渡 一括検収 本社
311 購買 電源装置 鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命ＭＳＥ・１７０Ａｈ・５２セル・キュービクル含む） 新設・購入 2022/10 2023/04/01 2023/04/30 1 組 東内幸町変電所 据付渡 一括検収 本社
312 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　１５０Ａ　負荷抑制装置無 新設・購入 2023/01 2023/07/12 1 台 東川崎変電所 持込渡 一括検収 本社
313 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　１５０Ａ　負荷抑制装置無 新設・購入 2023/02 2023/07/29 1 台 北新橋変電所 持込渡 一括検収 本社
314 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　３０Ａ　負荷抑制装置無 新設・購入 2023/02 2023/07/10 1 台 桐生変電所 持込渡 一括検収 本社
315 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　３０Ａ　負荷抑制装置無 新設・購入 2023/03 2023/07/17 1 台 鞍掛変電所 持込渡 一括検収 本社
316 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　３０Ａ　負荷抑制装置無 新設・購入 2023/02 2023/07/17 1 台 赤堀変電所 持込渡 一括検収 本社
317 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　３０Ａ　負荷抑制装置無 新設・購入 2023/03 2023/07/17 1 台 鳥取町変電所 持込渡 一括検収 本社
318 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置 新設・購入 2023/03 2023/09/13 1 台 河口湖変電所 持込渡 一括検収 本社
319 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置 新設・購入 2023/02 2023/08/30 1 台 初狩変電所 持込渡 一括検収 本社
320 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置 新設・購入 2022/11 2023/06/19 1 台 鹿留変電所 持込渡 一括検収 本社
321 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置 新設・購入 2023/03 2023/09/27 1 台 山中変電所 持込渡 一括検収 本社
322 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置 新設・購入 2022/12 2023/06/21 1 台 桜町変電所 持込渡 一括検収 本社
323 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置 新設・購入 2023/01 2023/07/19 1 台 増穂変電所 持込渡 一括検収 本社
324 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置（一次４００Ｖ　二次１５０Ｖ５００Ａ） 新設・購入 2022/10 2023/04/01 2 台 東内幸町変電所 持込渡 一括検収 本社
325 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置 新設・購入 2022/10 2023/06/02 2 面 新袖ケ浦変電所 持込渡 一括検収 本社
326 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　３０Ａ　負荷抑制装置無 新設・購入 2022/08 2023/11/30 1 台 市川大門変電所 持込渡 一括検収 本社
327 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置 新設・購入 2022/12 2023/07/05 1 台 富沢変電所 持込渡 一括検収 本社
328 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置（一次４００Ｖ　二次１５０Ｖ１５０Ａ） 新設・購入 2022/10 2023/04/01 2 台 東内幸町変電所 持込渡 一括検収 本社
329 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器 新設・購入 2022/11 2023/05/15 2 台 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
330 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置　１５０Ｖ　５０～２００Ａ 新設・購入 2022/04 2023/06/01 1 台 南鞘町変電所 持込渡 一括検収 本社
331 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置　１５０Ｖ　５０Ａ　負荷抑制装置無 新設・購入 2022/09 2023/07/11 1 台 晴海変電所 持込渡 一括検収 本社
332 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置（一次４００Ｖ　二次１５０Ｖ７５Ａ） 新設・購入 2022/10 2023/04/01 1 台 東内幸町変電所 持込渡 一括検収 本社
333 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　１５０Ａ　負荷抑制装置無（戸田変電所） 改造・取替 2022/11 2023/07/04 1 台 戸田変電所 持込渡 一括検収 本社
334 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　直流電源盤 改造・取替 2022/09 2023/04/03 2023/12/22 1 台 あずま変電所 据付渡 一括検収 本社
335 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　１５０Ａ　負荷抑制装置無（常盤台変電所） 改造・取替 2022/04 2022/11/07 4 台 常盤台変電所 持込渡 一括検収 本社
336 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　３０Ａ　負荷抑制装置無（赤羽変電所） 改造・取替 2022/11 2023/05/16 1 台 赤羽変電所 持込渡 一括検収 本社
337 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　１５Ａ　負荷抑制装置無 改造・取替 2022/06 2023/09/08 2023/12/04 4 台 新岡部変電所 据付渡 一括検収 本社
338 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　３００Ａ　負荷抑制装置無 改造・取替 2022/06 2023/09/08 2023/12/04 3 台 新岡部変電所 据付渡 一括検収 本社
339 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 登戸変電所充電器・蓄電池取替工事 改造・取替 2023/01 2023/07/14 1 面 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
340 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 所内電源盤 改造・取替 2022/07 2023/04/10 2023/07/10 1 式 敷島変電所 据付渡 一括検収 本社
341 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　３０Ａ　負荷抑制装置無（北園変電所） 改造・取替 2022/11 2023/05/29 1 台 北園変電所 持込渡 一括検収 本社
342 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流装置　１５０Ｖ　２０～３０Ａ【ＳＴ】 改造・取替 2022/12 2023/10/23 1 台 大楽寺変電所 持込渡 一括検収 本社
343 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　１５０Ａ　負荷抑制装置無（稲荷台変電所　中継所用・変電所用） 改造・取替 2022/11 2023/06/20 2 台 稲荷台変電所 持込渡 一括検収 本社
344 購買 電源装置 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流 据置蓄電池充電用整流器　１５０Ｖ　４００Ａ　負荷抑制装置無 改造・取替 2022/06 2023/09/08 2023/12/04 3 台 新岡部変電所 据付渡 一括検収 本社
345 購買 電源装置 直流電源装置 直流電源装置 直流電源装置据付 新設・購入 2022/04 2022/10/24 2022/10/26 1 台 幕張変電所 据付渡 一括検収 本社
346 購買 電源装置 直流電源装置 直流電源装置 直流電源盤 新設・購入 2022/09 2023/04/01 2023/07/10 1 式 草加青柳変電所 据付渡 一括検収 本社
347 購買 電源装置 定電圧自動浮動充電装 定電圧自動浮動充電装 据置蓄電池充電用整流装置　（１５０Ｖ　２００Ａ） 新設・購入 2023/03 2024/06/23 1 台 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
348 購買 電線・ケーブル ケーブル１５４ＫＶ １５４ｋＶＣＶケーブ ２Ｂ中性点電力ケーブル修理 修理 2022/08 2023/08/01 2023/09/22 1 式 岳南変電所 据付渡 一括検収 本社
349 購買 電線・ケーブル ケーブル１５４ＫＶ接 １５４ｋＶＣＶケーブ １５４ｋＶプレモールド絶縁体修理工事 修理 2023/02 2024/04/01 2024/04/24 1 台 名栗変電所 据付渡 一括検収 本社
350 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ＫＶ ２２ｋＶＣＶ ２２ｋＶ電力ケーブル　主変２次中性点用 新設・購入 2022/04 2023/10/23 2023/12/13 1 式 北東京変電所 据付渡 一括検収 本社
351 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ＫＶ ２２ｋＶＣＶ ６６ｋＶ電力用ケーブル　主変２次用 新設・購入 2022/04 2023/10/23 2023/12/13 1 式 北東京変電所 据付渡 一括検収 本社
352 購買 電線・ケーブル ケーブル２７５ＫＶ ２７５ｋＶＯＦケーブ 給油配管修理　甲１０１ 修理 2022/08 2022/10/01 2022/12/22 1 式 新野田変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
353 購買 電線・ケーブル ケーブル２７５ＫＶ ２７５ｋＶＯＦケーブ 給油配管修理　乙１０３ 修理 2022/08 2022/10/01 2022/12/22 1 式 新野田変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
354 購買 電線・ケーブル ケーブル２７５ＫＶ ２７５ｋＶＯＦケーブ 給油配管修理　乙１０４ 修理 2022/08 2022/10/01 2022/12/22 1 式 新野田変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
355 購買 電線・ケーブル ケーブル２７５ＫＶ ２７５ｋＶアルミ被Ｃ ２７５ｋＶ電力ケーブル敷設 新設・購入 2022/09 2023/09/05 2024/02/26 1 式 北葛飾変電所 据付渡 一括検収 本社
356 購買 電線・ケーブル ケーブル６６ＫＶ ６６ｋＶＣＶケーブル ６６ｋＶ　ＣＶＴケーブル　布設長　３０ｍ超過　据付工事費・安全対策費含む【ＳＴ】 新設・購入 2022/11 2023/10/02 2023/12/01 1 式 狛江変電所 据付渡 一括検収 本社
357 購買 電線・ケーブル ケーブル６６ＫＶ ６６ｋＶＣＶケーブル ケーブル据付工事費　安全対策費含む【ＳＴ】 新設・購入 2022/11 2023/11/01 2023/12/07 1 式 落合変電所 据付渡 一括検収 本社
358 購買 電線・ケーブル ケーブル６６ＫＶ ６６ｋＶＣＶケーブル ６６ｋＶ　ＣＶＴケーブル　ＣＶＴ　３２５ｍｍ２ 改造・取替 2023/01 2023/04/05 2023/06/09 1 式 中神変電所 据付渡 一括検収 本社
359 購買 電線・ケーブル ケーブル６６ＫＶ ６６ｋＶＣＶケーブル 新袖ケ浦変電所　６６ｋＶ電力ケーブル張替修理工事 修理 2022/12 2023/05/01 2023/06/30 1 式 新袖ヶ浦変電所 据付渡 一括検収 本社
360 購買 電線・ケーブル ケーブル６６ＫＶ接続 ６６ｋＶＣＶケーブル 主変１Ｂ２次中性点プレモールド絶縁体修理 修理 2022/05 2023/01/23 2023/03/23 1 式 西越谷変電所 据付渡 一括検収 本社
361 購買 電線・ケーブル ケーブル６６ＫＶ接続 ６６ｋＶＣＶケーブル 西越谷変電所１Ｂ二次プレモールド絶縁体修理　６６ｋＶ　ＣＶケーブル　３５００ｓｑ 修理 2022/05 2023/01/23 2023/03/23 1 式 西越谷変電所 据付渡 一括検収 本社
362 購買 電線・ケーブル 架空送電線用付属材料 圧縮端子 架線金具類一式　（母線区分用） 新設・購入 2022/07 2023/04/04 1 式 房総変電所 持込渡 一括検収 本社
363 購買 電線・ケーブル 研究所関連 研究所関連 アルミパイプ母線改造　銚子線２号母線ＬＳ用（端子改造） 改造・取替 2022/04 2022/12/20 2023/01/26 1 式 銚子変電所 据付渡 一括検収 本社
364 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶＣｓ形ＶＴ １５４ｋＶＣｓ形ＶＴ １５４ｋＶコンデンサ形計器用変圧器 改造・取替 2022/09 2023/04/10 6 台 埼玉変電所 持込渡 一括検収 本社
365 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切換変圧器　１４７．０／６．９ｋＶ　２０ＭＶＡ　屋外油入自冷　５０ｄＢ　１次側ＥＬ 新設・購入 2022/05 2023/01/24 2023/03/06 1 台 須走変電所 据付渡 一括検収 本社
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366 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 新羽変電所２ＢＬＴＣ改造 改造・取替 2022/12 2023/06/01 2023/06/18 1 式 新羽変電所 据付渡 一括検収 本社
367 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器　ＬＲ電操作機構部修理（耐震対策） 修理 2022/04 2022/10/25 2022/10/26 1 式 新町変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
368 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ配変変圧器 屋内送油風２０ＭＶＡ 坪井変電所変圧器制御盤電装品修理 修理 2022/07 2022/10/01 2023/03/31 1 式 坪井変電所　船橋市習志野台　７－７－１ 据付渡 一括検収 千葉総支社
369 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １４７／２２ｋＶ 主要変圧器　（１４７／２２ｋＶ　４５ＭＶＡ　屋内導ガス水冷式） 新設・購入 2022/06 2024/10/01 2025/06/25 1 台 南新橋変電所 据付渡 一括検収 本社
370 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ １５４／６６ｋＶ送電用変圧器 定検 2022/04 2022/10/03 2022/10/28 1 式 岩槻変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
371 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ 送電用変圧器　１５４ｋＶ／６６ｋＶ／２１ｋＶ　１００ＭＶＡ　導油風冷式　６５ｄＢ 新設・購入 2022/04 2024/04/10 2024/06/26 1 台 奥秩父変電所 据付渡 一括検収 本社
372 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ 送電用変圧器　１５４ｋＶ／６６ｋＶ／２１ｋＶ　１００ＭＶＡ　導油風冷式　６５ｄＢ 新設・購入 2022/04 2026/04/10 2026/06/26 1 台 奥秩父変電所 据付渡 一括検収 本社
373 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ 送電用変圧器　１５４ｋＶ／６６ｋＶ／２１ｋＶ　１００ＭＶＡ　導油風冷式　６５ｄＢ 新設・購入 2022/04 2025/04/10 2025/06/26 1 台 奥秩父変電所 据付渡 一括検収 本社
374 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ 主要変圧器　（１５４／６６／２１ｋＶ　１５０ＭＶＡ　屋内導ガス水冷式） 新設・購入 2022/06 2024/10/01 2025/06/27 1 台 南新橋変電所 据付渡 一括検収 本社
375 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ １５４／６６／２１ｋＶ送電用変圧器（主２Ｂ）　特別三相　２００ＭＶＡ　一次ＥＬ、二次ＥＬ、三次気中　６５ｄｂ 新設・購入 2022/05 2024/10/01 2025/12/23 1 台 綱島変電所 据付渡 一括検収 本社
376 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ 油ポンプ制御盤改造　（７号） 改造・取替 2023/02 2023/10/02 2023/12/08 1 式 北新橋変電所 据付渡 一括検収 本社
377 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ ４Ｂ変圧器負荷時タップ切換装置ＶＩ化 改造・取替 2023/03 2023/12/12 2023/12/21 1 式 西宇都宮変電所 据付渡 一括検収 本社
378 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ １５４／６６／２２ｋＶ　２００ＭＶＡ送電用変圧器 改造・取替 2022/12 2024/12/02 2025/01/24 1 台 駿河変電所 据付渡 一括検収 本社
379 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ 水ポンプ制御盤改造　（３Ｕ） 改造・取替 2023/02 2023/10/02 2023/12/08 1 式 北新橋変電所 据付渡 一括検収 本社
380 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ 油ポンプ制御盤改造　（３号） 改造・取替 2023/02 2023/10/02 2023/12/08 1 式 北新橋変電所 据付渡 一括検収 本社
381 購買 変圧器・変成器 １５４ｋＶ変圧器 １５４／６６ｋＶ １５４／６６ｋＶ送電用変圧器　３次サージアブソーバー修理 修理 2022/04 2023/03/13 2023/03/17 1 台 島川原変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
382 購買 変圧器・変成器 ２７５ｋＶ変圧器 ２７５／６６ｋＶ 中東京変電所主変６号ＬＴＣ真空バルブ化取替 改造・取替 2022/04 2023/03/01 2023/03/29 1 式 中東京変電所 据付渡 一括検収 本社
383 購買 変圧器・変成器 ２７５ｋＶ変圧器 ２７５／６６ｋＶ 東毛変電所３号変圧器ＬＴＣカセット交換修理 改造・取替 2023/03 2024/04/01 2024/06/30 1 式 東毛変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
384 購買 変圧器・変成器 ２７５ｋＶ変圧器 ２７５／６６ｋＶ 主変１号２次ＥＬ室油処理 修理 2022/05 2023/01/23 2023/03/23 1 式 西越谷変電所 据付渡 一括検収 本社
385 購買 変圧器・変成器 ２７５ｋＶ変圧器 ２７５／６６ｋＶ 西越谷変電所主変２号変圧器冷却装置修理　冷却ファンベアリング交換，送油ポンプ交換 修理 2022/08 2023/02/08 2023/02/15 1 式 西越谷変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
386 購買 変圧器・変成器 ２７５ｋＶ変圧器 ２７５／６６ｋＶ 西越谷変電所主変１号変圧器冷却装置修理　冷却ファンベアリング交換，送油ポンプ交換 修理 2022/08 2023/02/16 2023/02/23 1 式 西越谷変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
387 購買 変圧器・変成器 ２７５ｋＶ変圧器 ２７５／６６ｋＶ 練馬変電所２７５ｋＶ主１号変圧器ＬＴＣ電動操作機構部修理 修理 2023/02 2023/10/02 2023/10/30 1 式 練馬変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
388 購買 変圧器・変成器 ５００ｋＶ変圧器 ５２５／２７５ｋＶ 新佐原変電所主変１，２号ＬＶＲ負荷時タップ切換器修理 修理 2022/04 2022/09/01 2022/11/26 4 台 新佐原変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
389 購買 変圧器・変成器 ５００ｋＶ変圧器 ５２５／２７５ｋＶ 新新田変電所３号変圧器他放圧装置修理 修理 2022/12 2023/09/01 2023/10/31 1 式 新新田変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
390 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　４５ｄＢ　ＣＢ有　保護壁無 新設・購入 2022/07 2023/03/29 2023/06/15 1 式 東越谷変電所 据付渡 一括検収 本社
391 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ３号スーパークラッド　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　　５０ｄＢ　 新設・購入 2022/08 2023/09/06 2024/03/04 1 式 西赤羽変電所 据付渡 一括検収 本社
392 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　　５０ｄＢ　 新設・購入 2023/01 2023/10/02 2024/01/26 1 式 深川変電所 据付渡 一括検収 本社
393 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　６６／６ｋＶ　３０ＭＶＡ　２Ｈ＋５Ｆ　５０ｄＢ　保護壁無 新設・購入 2022/04 2023/09/01 2023/12/22 1 式 あずま変電所 据付渡 一括検収 本社
394 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　６６ｋＶ　Ｈ型 新設・購入 2022/10 2023/08/08 2023/10/26 1 式 飯田町変電所 据付渡 一括検収 本社
395 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　　５０ｄＢ　 新設・購入 2022/12 2024/01/15 2024/09/24 1 式 戸崎変電所 据付渡 一括検収 本社
396 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　６６ｋＶ２回線受電　Ｈ形開閉器 新設・購入 2022/05 2023/02/01 2023/02/15 1 式 城山変電所 据付渡 一括検収 本社
397 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　据付 改造・取替 2022/08 2023/09/22 2024/01/19 1 式 丹沢湖変電所 据付渡 一括検収 本社
398 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　開閉器部設置 改造・取替 2022/08 2023/08/30 2023/12/07 1 式 落合変電所 据付渡 一括検収 本社
399 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ７２ｋＶ１号スーパークラッド　開閉器部設置 改造・取替 2022/05 2023/03/16 2023/06/22 1 式 並木変電所 据付渡 一括検収 本社
400 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ１号スーパークラッド開閉設備改造 改造・取替 2022/04 2023/04/03 2023/05/15 1 式 北野変電所 据付渡 一括検収 本社
401 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ３号ＳＰＣ開閉設備改造 改造・取替 2022/04 2023/04/05 2023/06/09 1 式 中神変電所 据付渡 一括検収 本社
402 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ３号スーパークラッド変圧器設置 改造・取替 2022/05 2023/03/01 2023/06/07 1 式 北本変電所 据付渡 一括検収 本社
403 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド変圧器部　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　４５ｄＢ　保護壁有 改造・取替 2022/08 2023/04/04 2023/06/22 1 式 八幡変電所 据付渡 一括検収 本社
404 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ７２ｋＶ１号スーパークラッド　開閉器部撤去 改造・取替 2022/04 2023/03/16 2023/05/03 1 式 並木変電所 据付渡 一括検収 本社
405 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ１号ＳＰＣ開閉設備撤去 改造・取替 2022/04 2023/04/03 2023/06/09 1 式 北野変電所 据付渡 一括検収 本社
406 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　　５０ｄＢ　 改造・取替 2022/04 2023/04/03 2023/08/31 1 式 板橋変電所 据付渡 一括検収 本社
407 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　　５０ｄＢ　 改造・取替 2022/04 2023/04/03 2023/08/31 1 式 板橋変電所 据付渡 一括検収 本社
408 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド変圧器部　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　４５ｄＢ　保護壁有 改造・取替 2022/11 2023/08/10 2023/12/13 1 式 八柱変電所 据付渡 一括検収 本社
409 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ３号スーパークラッド変圧器設置 改造・取替 2023/02 2023/10/10 2024/02/10 1 式 南山田変電所 据付渡 一括検収 本社
410 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ１号スーパークラッド変圧器設置 改造・取替 2023/01 2023/09/10 2024/01/10 1 式 南山田変電所 据付渡 一括検収 本社
411 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド変圧器部　６６／６ｋＶ　２０ＭＶＡ　４５ｄＢ　保護壁有 改造・取替 2022/08 2023/04/04 2023/06/22 1 式 麦丸変電所 据付渡 一括検収 本社
412 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ 海浜変電所１号変圧器課電洗浄修理 修理 2022/06 2022/12/02 2022/12/11 1 式 海浜変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
413 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ 寺台変電所１号変圧器課電洗浄 修理 2022/08 2022/09/12 2022/09/16 1 式 寺台変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
414 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶスーパークラッド　変圧器本体コンサベータ取替修理 修理 2022/04 2022/10/24 2022/10/28 1 式 問屋町変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
415 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ 海浜変電所３号変圧器課電洗浄修理 修理 2022/06 2022/12/02 2022/12/11 1 式 海浜変電所 据付渡 一括検収 千葉総支社
416 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ３号スーパークラッド変圧器撤去 除却 2022/05 2023/03/01 2023/06/10 1 式 北本変電所 据付渡 一括検収 本社
417 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ１号スーパークラッド変圧器撤去 除却 2023/01 2023/09/10 2023/11/10 1 式 南山田変電所 据付渡 一括検収 本社
418 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶＳＰＣ ６６／６ｋＶＳＰＣ ６６ｋＶ３号スーパークラッド変圧器撤去 除却 2023/02 2023/10/10 2023/12/10 1 式 南山田変電所 据付渡 一括検収 本社
419 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自１０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器　６７．３／６．９ｋＶ　２０ＭＶＡ　屋外油入自冷　５０ｄＢ　エレファント 新設・購入 2022/06 2023/11/13 2023/12/22 1 台 市山変電所 据付渡 一括検収 本社
420 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自１０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器　６４．５／６．９ｋＶ　１０ＭＶＡ　屋外油入自冷　５０ｄＢ 新設・購入 2022/10 2024/02/19 2024/04/26 1 台 小峰変電所 据付渡 一括検収 本社
421 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自１０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切換変圧器　６７．３１／６．９ｋＶ　１０ＭＶＡ　油入自冷　５０ｄＢ　６６Ｌ 新設・購入 2022/10 2023/12/07 1 台 八幡野変電所 持込渡 一括検収 本社
422 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器 新設・購入 2022/07 2023/12/01 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
423 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器　６４．５／６．９ｋＶ　１０ＭＶＡ　屋外油入自冷　リレーあり　４５ｄＢ 新設・購入 2022/08 2023/05/01 1 台 渋江変電所 持込渡 一括検収 本社
424 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器　６４．５／６．９ｋＶ　２０ＭＶＡ　屋外油入自冷　４５ｄＢ　新制御　重汚損 新設・購入 2022/08 2023/04/01 1 台 天沼変電所 持込渡 一括検収 本社
425 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 鞍掛変電所変圧器課電洗浄・部位取替（３Ｂ） 改造・取替 2022/04 2023/05/01 2023/05/31 1 式 鞍掛変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
426 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 富若変電所変圧器課電洗浄・部位取替（３Ｂ） 改造・取替 2022/04 2023/10/01 2023/12/31 1 式 富若変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
427 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 富若変電所変圧器課電洗浄・部位取替（１Ｂ） 改造・取替 2022/04 2023/10/01 2023/12/31 1 式 富若変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
428 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 桐生変電所変圧器課電洗浄・部位取替（２Ｂ） 改造・取替 2023/03 2024/04/01 2024/05/31 1 式 桐生変電所 据付渡 一括検収 群馬総支社
429 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 屋外用油入自冷式（２０ＭＶＡ） 修理 2022/06 2022/09/17 2022/10/22 1 式 乙女変電所 据付渡 一括検収 栃木総支社
430 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 岡部変電所主変３号１次ブッシング取替修理 修理 2022/11 2023/11/01 2023/11/15 1 式 岡部変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
431 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 鴻巣変電所主変１号課電洗浄他修理 修理 2022/05 2023/05/10 2023/05/25 1 式 鴻巣変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
432 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 強羅変電所６６ｋＶ１号変圧器課電洗浄修理 修理 2022/06 2022/10/03 2022/11/25 1 式 強羅変電所 据付渡 一括検収 神奈川総支社
433 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋外油入自２０ＭＶＡ 屋外用油入自冷式（２０ＭＶＡ） 修理 2022/08 2023/03/06 2023/03/24 1 式 幸手変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
434 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 屋内用送油自冷式（２０ＭＶＡ） 新設・購入 2022/06 2023/11/08 2023/12/20 1 台 久ヶ原変電所 据付渡 一括検収 本社
435 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器　６４．５／６．９ｋＶ　２０ＭＶＡ　屋内導油自冷 新設・購入 2022/08 2023/10/02 2023/11/28 1 台 狛江変電所 据付渡 一括検収 本社
436 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器　６４．５／６．９ｋＶ　２０ＭＶＡ　屋内送油自冷　６５ｄＢ　６６Ｌ号 改造・取替 2022/04 2023/04/04 2023/05/30 1 台 黒砂変電所 据付渡 一括検収 本社
437 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 配電用負荷時タップ切替変圧器　６４．５／６．９ｋＶ　２０ＭＶＡ　屋内送油自冷　６５ｄＢ　６６Ｌ号 改造・取替 2023/02 2023/10/05 2023/11/28 1 台 出洲変電所 据付渡 一括検収 本社
438 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 西巣鴨変電所６６ｋＶ２号変圧器一次ブッシング修理 修理 2022/06 2023/04/03 2023/05/22 1 式 西巣鴨変電所　東京都豊島区北大塚２－２３－１６ 据付渡 一括検収 東京総支社
439 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 東品川変電所２号変圧器課電洗浄業務委託他修理 修理 2022/04 2023/04/11 2023/06/05 1 式 東京都品川区東品川１－２５－１５　東品川変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
440 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 南郷変電所６６ｋＶ１号変圧器課電洗浄他修理 修理 2022/04 2023/05/10 2023/06/22 1 式 東京都大田区南六郷２－１４－５　南郷変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
441 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 久ヶ原変電所６６ｋＶ３号変圧器課電洗浄他修理 修理 2022/06 2023/09/01 2023/10/24 1 式 東京都大田区久ヶ原２－２２－２５　久ヶ原変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
442 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 豊玉変電所６６ｋＶ３号変圧器ＬＴＣ操作制御回路修理 修理 2023/03 2023/09/04 2023/09/29 1 式 豊玉変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
443 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 千早変電所６６ｋＶ２号変圧器一次ブッシング修理 修理 2022/06 2023/04/12 2023/06/05 1 式 千早変電所　東京都豊島区千早２－７－１１ 据付渡 一括検収 東京総支社
444 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 網代変電所２Ｂラジエター修理 修理 2022/04 2022/10/24 2022/12/08 1 式 網代変電所 据付渡 一括検収 沼津総支社
445 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油自２０ＭＶＡ 青葉町変電所６６ｋＶ３号変圧器制御盤電装品他修理 修理 2022/09 2023/02/01 2023/04/27 1 式 東京都渋谷区渋谷１－２０－９　青葉町変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
446 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油風２０ＭＶＡ 上大崎変電所２号変圧器課電洗浄業務委託他修理 修理 2022/09 2023/11/01 2023/12/18 1 式 東京都品川区上大崎３－６－７　上大崎変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
447 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油風２０ＭＶＡ 番町変電所　３号変圧器ブッシング修理他 修理 2022/04 2023/04/03 2023/06/30 1 式 番町変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
448 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油風２０ＭＶＡ 浦安変電所１Ｂ変圧器冷却装置修理 修理 2022/07 2022/10/01 2023/03/31 1 式 浦安変電所　千葉県浦安市日の出２丁目１番１１号 据付渡 一括検収 千葉総支社
449 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油風２０ＭＶＡ 浦安変電所２Ｂ変圧器冷却装置修理 修理 2022/07 2022/10/01 2023/03/31 1 式 浦安変電所　千葉県浦安市日の出２丁目１番１１号 据付渡 一括検収 千葉総支社
450 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油風２０ＭＶＡ 吉橋変電所１Ｂ変圧器冷却装置修理 修理 2022/07 2022/10/01 2023/03/31 1 式 吉橋変電所　千葉県八千代市緑が丘１丁目４－５ 据付渡 一括検収 千葉総支社
451 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油風２０ＭＶＡ 浦安変電所３Ｂ変圧器冷却装置修理 修理 2022/07 2022/10/01 2023/03/31 1 式 浦安変電所　千葉県浦安市日の出２丁目１番１１号 据付渡 一括検収 千葉総支社
452 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ配変変圧器 屋内送油風２０ＭＶＡ 吉橋変電所３Ｂ変圧器冷却装置修理 修理 2022/07 2022/10/01 2023/03/31 1 式 吉橋変電所　千葉県八千代市緑が丘１丁目４－５ 据付渡 一括検収 千葉総支社
453 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ変圧器 ６６／２２ｋＶ送電用 ６６／２２ｋＶ送電用変圧器（主変２号） 新設・購入 2022/06 2024/01/16 2024/07/16 1 台 目白変電所 据付渡 一括検収 本社
454 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ変圧器 ６６／２２ｋＶ送電用 ６６／２２ｋＶ送電用変圧器（主変１号） 新設・購入 2022/06 2024/01/16 2024/07/16 1 台 目白変電所 据付渡 一括検収 本社
455 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ変圧器 ６６／２２ｋＶ送電用 新岡部変電所主変１号３次ＬＶＲ１０万回点検修理 修理 2022/04 2022/09/27 2022/10/07 1 式 新岡部変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
456 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ変圧器 ６６／２２ｋＶ送電用 京北変電所１号Ｓｈｒ送油ポンプ修理　送油ポンプ交換，バタフライ弁交換 修理 2022/06 2022/12/01 2022/12/28 1 式 京北変電所 据付渡 一括検収 埼玉総支社
457 購買 変圧器・変成器 ６６ｋＶ変圧器 ６９ｋＶ水力用変圧 ６６ｋＶ主要変圧器　６６／６ｋＶ　５ＭＶＡ　３相　油入自冷　無負荷タップ　無指定　Ｌ号 改造・取替 2022/11 2024/01/10 2024/03/08 1 台 小武川第四変電所 据付渡 一括検収 本社
458 購買 変圧器・変成器 モールド型変流器 モールド型変流器 計器用変流器 新設・購入 2022/09 2023/04/03 2023/06/06 1 組 新京葉変電所 据付渡 一括検収 本社
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【変電設備】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

459 購買 変圧器・変成器 モールド型変流器 モールド型変流器 分割モールド形計器用変流器　１ＰＳ　１２００／１×４、２０００／１×３、６００／５×１ 改造・取替 2022/05 2023/02/06 1 式 常盤橋変電所 持込渡 一括検収 本社
460 購買 変圧器・変成器 モールド型変流器 モールド型変流器 分割モールド形計器用変流器　１ＰＳ　１２００／１×３、２０００／１×３、３００／１×２ 改造・取替 2022/05 2023/02/06 1 式 常盤橋変電所 持込渡 一括検収 本社
461 購買 変圧器・変成器 所内変圧器 所内変圧器 ２号所内Ｃｕｂ　（所内変圧器）　（６ｋＶ／２１０Ｖ　１０５Ｖ　３００ｋＶＡ） 新設・購入 2023/03 2024/03/13 2024/04/06 1 組 （仮称）木挽町変電所 据付渡 一括検収 本社
462 購買 変圧器・変成器 所内変圧器 所内変圧器 １号所内Ｃｕｂ　（所内変圧器）　（６ｋＶ／２１０Ｖ　１０５Ｖ　３００ｋＶＡ） 新設・購入 2023/03 2024/03/13 2024/04/06 1 組 （仮称）木挽町変電所 据付渡 一括検収 本社
463 購買 変圧器・変成器 油入形ＶＴ 油入形ＶＴ 油入形計器用変圧器 新設・購入 2022/09 2023/04/01 1 台 武田変電所 持込渡 一括検収 本社
464 購買 変圧器・変成器 油入形ＶＴ 油入形ＶＴ 油入形計器用変圧器 新設・購入 2022/10 2023/10/11 1 台 鐘ケ淵変電所 持込渡 一括検収 本社
465 購買 変圧器・変成器 油入形ＶＴ 油入形ＶＴ 油入形計器用変圧器 改造・取替 2022/08 2024/01/20 1 台 小武川第四変電所 持込渡 一括検収 本社
466 購買 保護・調整機器 ２２ｋＶＳｈＲ ２２ｋＶＳｈＲ ２２ｋＶ１号分路リアクトル　設置 改造・取替 2023/02 2024/10/01 1 台 南狭山変電所 持込渡 一括検収 本社
467 購買 保護・調整機器 ２７５ｋＶＳｈＲ ２７５ｋＶＳｈＲ ２７５ｋＶ分路リアクトルＣＨ解体・組立　横浜港北線２番ＳｈＲ 改造・取替 2022/10 2023/06/05 2024/04/26 1 式 港北変電所 据付渡 一括検収 本社
468 購買 保護・調整機器 ２７５ｋＶＳｈＲ ２７５ｋＶＳｈＲ 京北変電所２７５ＫＶ２号ＳｈＲ冷却制御盤 改造・取替 2022/10 2023/05/25 1 面 京北変電所 持込渡 一括検収 本社
469 購買 保護・調整機器 ２７５ｋＶＳｈＲ ２７５ｋＶＳｈＲ ２７５ｋＶ分路リアクトルＣＨ解体・組立　横浜港北線１番ＳｈＲ 改造・取替 2022/10 2023/06/05 2023/11/30 1 式 港北変電所 据付渡 一括検収 本社
470 購買 保護・調整機器 ２７５ｋＶＳｈＲ ２７５ｋＶＳｈＲ 世田谷変電所２７５ｋＶ２号分路リアクトル一次エレファント室解体・組立 修理 2022/06 2023/04/03 2023/08/10 1 式 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
471 購買 保護・調整機器 ２７５ｋＶＳｈＲ ２７５ｋＶＳｈＲ 世田谷変電所２７５ｋＶ１号分路リアクトル一次エレファント室解体・組立 修理 2022/06 2023/04/03 2023/07/07 1 式 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 据付渡 一括検収 東京総支社
472 購買 保護・調整機器 ２７５ｋＶ回路用ＬＡ ２７５ｋＶ回路用ＬＡ ２７５ｋＶ避雷器　碍子形　２６６ｋＶ　１０ｋＡ 新設・購入 2022/09 2023/06/06 1 組 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
473 購買 保護・調整機器 ６６ｋＶＳｈＲ ６６ｋＶＳｈＲ 分路リアクトル（６３ｋＶ，４０ＭＶａｒ） 改造・取替 2022/12 2024/04/02 2024/06/25 1 台 新野田変電所 据付渡 一括検収 本社
474 購買 保護・調整機器 ６６ｋＶＳｈＲ ６６ｋＶＳｈＲ 静止型無効電力補償装置ＳｈＲ化改造 改造・取替 2023/02 2024/09/12 2024/11/11 1 式 新多摩変電所 据付渡 一括検収 本社
475 購買 保護・調整機器 ６６ｋＶＳｈＲ ６６ｋＶＳｈＲ 静止型無効電力補償装置ＳｈＲ化改造一部撤去 除却 2023/02 2024/09/12 2024/11/11 1 式 新多摩変電所 据付渡 一括検収 本社
476 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ＣＢＯ２、ＬＳ２パレット引き出し 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/12/01 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
477 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 安幹１・２号補助Ｒｙ盤接点増幅改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/12/01 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
478 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ＣＢＯ２３パレット引き出し 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/09/26 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
479 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 １－２７５ｋＶ６０Ｈｚ母分Ｒｙ盤インバータ負荷遮断２系列化改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/26 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
480 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ＣＢＯ１０パレット引き出し 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/24 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
481 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ＣＢＯ２０パレット引き出し 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/31 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
482 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ２－２７５ｋＶ６０Ｈｚ母分Ｒｙ盤インバータ負荷遮断２系列化改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/04 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
483 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ２７５ｋＶ母分Ｒｙインバータ負荷遮断接点２系列化改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/31 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
484 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ＣＢＯ４０、Ｒ４０、Ｓ４０パレット引き出し 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/26 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
485 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃分岐線２号直接盤４３ＴＦ２系列化改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/09/25 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
486 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃分岐線１号直接盤４３ＴＦ２系列化改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/17 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
487 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ３号調相直接盤ＳＣ負荷開閉器回路２系列化 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/09/26 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
488 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ２号調相直接盤ＳＣ負荷開閉器回路２系列化 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/02 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
489 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 １号調相直接盤ＳＣ負荷開閉器回路２系列化 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/24 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
490 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ２号調相変圧器保護購入 改造・取替 2022/09 2024/02/02 2 組 新信濃変電所 持込渡 一括検収 本社
491 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ３号ＳＣＲｙ盤インバータ負荷遮断２系列化改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/09/26 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
492 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ＣＢＯ１、ＬＳ１パレット引き出し 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/11/10 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
493 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ＣＢＯ２２パレット引き出し 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/02 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
494 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ＣＢＯ２１パレット引き出し 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/24 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
495 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 １号ＦＣ中継盤３０Ｆ改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/26 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
496 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 ６０Ｈｚ２号母線保護Ｒｙインバータ負荷遮断２系列化改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/04 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
497 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所２号ＦＣ冷却塔コンサベータ点検用足場修理 修理 2022/06 2022/10/01 2022/11/30 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
498 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所ＲＣ冷却塔コンサベータ点検用足場修理 修理 2023/02 2023/06/01 2023/07/31 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
499 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所２号ＦＣ６０Ｈｚ制御保護盤点検修理 点検手入 2023/02 2023/08/01 2023/11/06 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
500 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所２号ＦＣ予備モジュール用純水装置点検修理 点検手入 2023/02 2023/08/01 2023/11/06 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
501 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所１号ＦＣ５０Ｈｚサイリスタバルブ点検修理 点検手入 2023/03 2023/09/01 2023/11/27 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
502 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所２号ＦＣ６０Ｈｚ純水冷却装置点検修理 点検手入 2023/02 2023/08/01 2023/11/06 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
503 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所１号ＦＣ５０Ｈｚ純水冷却装置点検修理 点検手入 2023/03 2023/09/01 2023/11/27 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
504 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所２号ＦＣ６０Ｈｚサイリスタバルブ点検修理 点検手入 2023/02 2023/08/01 2023/11/06 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
505 購買 保護・調整機器 周波数変換装置 周波数変換装置 新信濃変電所１号ＦＣ５０Ｈｚ制御保護盤点検修理 点検手入 2023/03 2023/09/01 2023/11/27 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 山梨総支社
506 購買 保護・調整機器 中性点接地抵抗器 ６６ｋＶＮＲ ６６ｋＶ中性点用抵抗器 新設・購入 2023/02 2024/02/09 2 台 上尾変電所 持込渡 一括検収 本社
507 購買 保護・調整機器 調相器 調相器 同期調相機中継盤警報回路２系列化改造 改造・取替 2022/09 2023/08/28 2023/10/04 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
508 購買 保護・調整機器 調相器 調相器 京北変電所２７５ＫＶ１号ＳｈＲ冷却制御盤 改造・取替 2022/10 2023/05/11 1 面 京北変電所 持込渡 一括検収 本社
509 購買 保護・調整機器 調相器 調相器 同期調相機監視制御盤改造 改造・取替 2022/04 2024/04/03 2024/11/06 1 式 新信濃変電所 据付渡 一括検収 本社
510 購買 保護・調整機器 電力用コンデンサ ６６ｋＶＣｓ ６６ｋＶ電力用コンデンサ　２０Ｍｖａｒ　縮小新型　オールフィルム式 新設・購入 2022/07 2023/03/01 2023/04/10 1 組 板鼻変電所 据付渡 一括検収 本社
511 購買 保護・調整機器 電力用コンデンサ ６ｋＶＣｓ ６ｋＶ回路用電力用コンデンサ　（Ｂ群用，６ｋＶ，６Ｍｖａｒ） 新設・購入 2022/05 2022/12/07 1 組 笠間変電所 持込渡 一括検収 本社
512 購買 保護・調整機器 電力用コンデンサ ６ｋＶＣｓ ６ｋＶ回路用電力用コンデンサ　（１組用，６ｋＶ，６Ｍｖａｒ） 新設・購入 2022/04 2023/01/12 3 台 岩瀬変電所 持込渡 一括検収 本社
513 購買 保護・調整機器 電力用コンデンサ ６ｋＶＣｓ ６ｋＶ回路用電力用コンデンサ　（２組用，６ｋＶ，６Ｍｖａｒ） 新設・購入 2022/04 2023/01/12 3 台 岩瀬変電所 持込渡 一括検収 本社
514 購買 保護・調整機器 電力用コンデンサ ６ｋＶＣｓ ６ｋＶ回路用電力用コンデンサ　（Ａ群用，６ｋＶ，６Ｍｖａｒ） 新設・購入 2022/05 2022/12/06 1 組 笠間変電所 持込渡 一括検収 本社
515 購買 保護・調整機器 電力用コンデンサ ６ｋＶＣｓ ６ｋＶ回路用電力用コンデンサ　（Ｃ群用，６ｋＶ，６Ｍｖａｒ） 新設・購入 2022/05 2022/12/09 1 組 笠間変電所 持込渡 一括検収 本社
516 購買 保護・調整機器 保護用リアクトル 中性点リアクトル ６６ｋＶ中性点リアクトル 新設・購入 2022/04 2023/07/06 2023/11/08 1 台 田端変電所 据付渡 一括検収 本社
517 購買 保護・調整機器 保護用リアクトル 中性点リアクトル 消弧リアクトル 改造・取替 2022/08 2024/10/02 1 台 東毛変電所 持込渡 一括検収 本社
518 購買 保護・調整機器 密閉形中性点接地抵抗 ６６ｋＶ密閉形ＮＲ 密閉形中性点用抵抗器　６６ｋＶ／√３ｋＶ　３００Ａ　ＬＳ，ＣＴ実装 新設・購入 2023/01 2024/02/01 1 台 鹿島変電所 持込渡 一括検収 本社
519 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ距離 １５４ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/09/05 2 組 小山変電所 持込渡 一括検収 本社
520 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/10/01 2 面 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
521 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2023/01 2023/10/21 2 組 群馬変電所 持込渡 一括検収 本社
522 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ電流差動 １５４ｋＶ電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/04/03 2 組 南大田変電所 持込渡 一括検収 本社
523 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護リレー装置　（八千代線１・２号） 新設・購入 2022/12 2023/10/01 2 面 新筑波変電所 持込渡 一括検収 本社
524 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護リレー装置　（野木線１・２号） 新設・購入 2022/10 2023/05/01 2 面 新筑波変電所 持込渡 一括検収 本社
525 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/04/01 2 組 野木変電所 持込渡 一括検収 本社
526 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　イーサＰＣＭ 改造・取替 2022/12 2023/10/23 2 組 花畑変電所 持込渡 一括検収 本社
527 購買 保護継電装置 送電線保護 １５４ｋＶ電流差動２ １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/05/15 2 面 東千葉変電所 持込渡 一括検収 本社
528 購買 保護継電装置 送電線保護 ２７５ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/04/24 2 面 房総変電所 持込渡 一括検収 本社
529 購買 保護継電装置 送電線保護 ２７５ｋＶ電流差動 ２７５ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/06 2023/03/22 4 面 新野田変電所 持込渡 一括検収 本社
530 購買 保護継電装置 送電線保護 ２７５ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/04/10 2 面 野木変電所 持込渡 一括検収 本社
531 購買 保護継電装置 送電線保護 ２７５ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/04/03 2 面 北葛飾変電所 持込渡 一括検収 本社
532 購買 保護継電装置 送電線保護 ２７５ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/04/10 2 面 佐野変電所 持込渡 一括検収 本社
533 購買 保護継電装置 送電線保護 ２７５ｋＶ電流差動 ２７５ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/05/09 2 組 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
534 購買 保護継電装置 送電線保護 ２７５ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/04/03 2 面 東八潮変電所 持込渡 一括検収 本社
535 購買 保護継電装置 送電線保護 ２７５ｋＶ電流差動 １５４ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/08/29 2 面 新岡部変電所 持込渡 一括検収 本社
536 購買 保護継電装置 送電線保護 ５００ｋＶ電流差動 ５００ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　新岡部線１号 新設・購入 2022/06 2023/06/06 2 面 新岡部変電所 持込渡 一括検収 本社
537 購買 保護継電装置 送電線保護 ５００ｋＶ電流差動 ５００ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　新岡部線２号 新設・購入 2022/06 2023/06/06 2 面 新岡部変電所 持込渡 一括検収 本社
538 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ回線選択 ６６ｋＶディジタル形回線選択保護継電装置 新設・購入 2023/01 2023/09/11 2 面 内房変電所 持込渡 一括検収 本社
539 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ回線選択 常磐変電所６６ｋＶ勿来線１，２号回線選択リレー 新設・購入 2022/12 2023/10/30 2 面 常磐変電所 持込渡 一括検収 本社
540 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ回線選択 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2023/01 2023/09/07 2 面 東千葉変電所 持込渡 一括検収 本社
541 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ回線選択 ６６ｋＶディジタル形回線選択保護継電装置 新設・購入 2022/08 2024/04/03 2 面 木更津変電所 持込渡 一括検収 本社
542 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ回線選択 常磐変電所助川線１，２号リレー 新設・購入 2022/11 2023/11/01 2 面 常磐変電所 持込渡 一括検収 本社
543 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ回線選択 ６６ｋＶディジタル形回線選択保護継電装置 新設・購入 2023/01 2023/09/11 2 面 内房変電所 持込渡 一括検収 本社
544 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ回線選択 ６６ｋＶディジタル形回線選択保護継電装置 新設・購入 2023/01 2023/09/07 2 組 東千葉変電所 持込渡 一括検収 本社
545 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ回線選択 ６６ｋＶディジタル形周波数低下保護継電装置 新設・購入 2022/08 2024/05/16 1 面 西毛変電所 持込渡 一括検収 本社
546 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ環線系統 ６６ｋＶディジタル形環線系統保護継電装置　（中央・後備） 新設・購入 2022/09 2023/09/04 1 組 市原変電所 持込渡 一括検収 本社
547 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ環線系統 ６６ｋＶ環線系統保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/10/23 1 組 北渋谷変電所 持込渡 一括検収 本社
548 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/01/10 1 組 奥多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
549 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置　深良線１・２号 新設・購入 2022/08 2023/04/03 2 面 北駿変電所 持込渡 一括検収 本社
550 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2023/01 2024/03/01 2 組 東太田変電所 持込渡 一括検収 本社
551 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/05/12 2 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
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552 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/04/01 1 組 奥多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
553 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/01/10 1 組 奥多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
554 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/04/15 9 面 東内幸町変電所 持込渡 一括検収 本社
555 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶ距離保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/10/23 1 面 北渋谷変電所 持込渡 一括検収 本社
556 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶ距離保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/01/05 2 面 武蔵野変電所 持込渡 一括検収 本社
557 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 改造・取替 2022/09 2023/08/25 2 組 多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
558 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶ距離Ｒｙ（ＦＬ機能なし） 改造・取替 2022/07 2024/04/15 2 面 新袖ケ浦変電所 持込渡 一括検収 本社
559 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/04/03 2 面 鹿沼変電所 持込渡 一括検収 本社
560 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2023/03 2023/10/10 2 組 小山変電所 持込渡 一括検収 本社
561 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/09/26 2 組 青海変電所 持込渡 一括検収 本社
562 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/04/03 2 面 西越谷変電所 持込渡 一括検収 本社
563 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/10/02 2 組 千葉中央変電所 持込渡 一括検収 本社
564 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/12 2023/09/13 2 面 鷲宮変電所 持込渡 一括検収 本社
565 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護リレー装置　（下館線１・２号） 新設・購入 2022/10 2023/06/01 2 面 下館変電所 持込渡 一括検収 本社
566 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/12 2023/09/07 2 組 上尾変電所 持込渡 一括検収 本社
567 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/11 2023/11/08 2 面 内房変電所 持込渡 一括検収 本社
568 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/11 2023/11/08 2 面 岬町変電所 持込渡 一括検収 本社
569 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/04/11 2 組 赤麻変電所 持込渡 一括検収 本社
570 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/05/12 2 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
571 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/09/26 2 組 有明南変電所 持込渡 一括検収 本社
572 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/04/10 2 組 野木変電所 持込渡 一括検収 本社
573 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動２ ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　２端子用（江戸川変電所用） 新設・購入 2022/06 2023/04/03 2 組 江戸川変電所 持込渡 一括検収 本社
574 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動２ ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　２端子用（花畑変電所用） 新設・購入 2022/06 2023/04/03 2 組 花畑変電所 持込渡 一括検収 本社
575 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動２ ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　４端子用 改造・取替 2022/09 2023/06/01 2 組 青梅変電所 持込渡 一括検収 本社
576 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動２ ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　４端子用 改造・取替 2022/09 2023/06/01 2 組 根ヶ布変電所 持込渡 一括検収 本社
577 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動２ ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　４端子用 改造・取替 2022/09 2023/06/01 2 組 南多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
578 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動２ ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　４端子用 改造・取替 2022/09 2023/06/01 2 組 秋留変電所 持込渡 一括検収 本社
579 購買 保護継電装置 変圧器保護 １５４／２２ｋＶ １５４ｋＶ／２２ｋＶ主要変圧器保護継電装置 新設・購入 2023/01 2024/01/18 3 面 北渋谷変電所 持込渡 一括検収 本社
580 購買 保護継電装置 変圧器保護 １５４／２２ｋＶ １５４ｋＶ／２２ｋＶ主要変圧器保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/04/03 1 組 南大田変電所 持込渡 一括検収 本社
581 購買 保護継電装置 変圧器保護 １５４／６６ｋＶ １５４／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置　主後一体装置 新設・購入 2022/07 2023/04/16 1 組 内房変電所 持込渡 一括検収 本社
582 購買 保護継電装置 変圧器保護 １５４／６６ｋＶ １５４ｋＶ／６６ｋＶ主要変圧器保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/04/03 1 組 南大田変電所 持込渡 一括検収 本社
583 購買 保護継電装置 変圧器保護 １５４／６６ｋＶ １５４／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置　主後一体装置 新設・購入 2022/07 2023/04/16 1 組 内房変電所 持込渡 一括検収 本社
584 購買 保護継電装置 変圧器保護 １５４／６６ｋＶ １５４／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置　主後一体装置 新設・購入 2022/07 2023/04/16 1 組 内房変電所 持込渡 一括検収 本社
585 購買 保護継電装置 変圧器保護 １５４／６６ｋＶ １５４／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置　改造 改造・取替 2022/08 2023/03/07 2023/04/20 2 組 山梨変電所 据付渡 一括検収 本社
586 購買 保護継電装置 変圧器保護 ２７５／６６ｋＶ ２７５／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置 新設・購入 2022/11 2023/08/08 1 組 多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
587 購買 保護継電装置 変圧器保護 ２７５／６６ｋＶ ２７５／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置　主後一体装置 新設・購入 2022/09 2023/09/08 1 面 新宿変電所 持込渡 一括検収 本社
588 購買 保護継電装置 変圧器保護 ２７５／６６ｋＶ ２７５／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置 新設・購入 2022/09 2023/08/25 1 組 多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
589 購買 保護継電装置 変圧器保護 ２７５／６６ｋＶ ２７５ｋＶ／６６ｋＶディジタル形主要変圧器保護継電装置 新設・購入 2023/03 2024/01/09 1 面 鹿島変電所 持込渡 一括検収 本社
590 購買 保護継電装置 変圧器保護 ２７５／６６ｋＶ ２７５／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置 改造・取替 2022/06 2023/06/01 1 組 葛南変電所 持込渡 一括検収 本社
591 購買 保護継電装置 変圧器保護 ２７５／６６ｋＶ ２７５／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置 改造・取替 2023/01 2023/09/04 1 組 江東変電所 持込渡 一括検収 本社
592 購買 保護継電装置 変圧器保護 ２７５／６６ｋＶ ２７５／６６ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置 改造・取替 2023/01 2023/09/04 1 組 江東変電所 持込渡 一括検収 本社
593 購買 保護継電装置 変圧器保護 ５００／２７５ｋＶ ５００／２７５ｋＶディジタル主要変圧器保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/04/05 2 面 新所沢変電所 持込渡 一括検収 本社
594 購買 保護継電装置 変圧器保護 ６６／２２ｋＶ ６６ｋＶ／２２ｋＶ変圧器ＯＬＲ処理盤 新設・購入 2023/03 2024/09/23 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
595 購買 保護継電装置 変圧器保護 ６６／２２ｋＶ ６６ｋＶ／２２ｋＶディジタル形変圧器保護継電装置 新設・購入 2023/03 2024/09/23 2 面 （仮称）木挽町変電所 持込渡 一括検収 本社
596 購買 保護継電装置 変圧器保護 配電用変圧器 ２Ｂバンク制御盤据付 改造・取替 2022/06 2022/10/03 2022/10/07 1 式 幕張変電所 据付渡 一括検収 本社
597 購買 保護継電装置 変圧器保護 配電用変圧器 ３Ｂバンク制御盤据付 改造・取替 2022/06 2022/09/26 2022/09/30 1 式 幕張変電所 据付渡 一括検収 本社
598 購買 保護継電装置 保護継電装置 １５４ｋＶ過負荷 １５４ｋＶディジタル形送電線過負荷保護継電装置　１５４ｋＶ南小松川線１，２号送電線過負荷保護リレー 新設・購入 2022/09 2023/09/01 1 組 小松川変電所 持込渡 一括検収 本社
599 購買 保護継電装置 保護継電装置 １５４ｋＶ過負荷 １５４ｋＶディジタル形送電線過負荷保護継電装置　１５４ｋＶ潮止線１，２号送電線過負荷保護リレー 改造・取替 2022/10 2023/04/03 1 組 花畑変電所 持込渡 一括検収 本社
600 購買 保護継電装置 保護継電装置 ２７５ｋＶシャント ２７５ｋＶ分路リアクトル保護継電装置（３号） 新設・購入 2022/05 2023/02/06 1 面 永代橋変電所 持込渡 一括検収 本社
601 購買 保護継電装置 保護継電装置 ２７５ｋＶ過負荷 ２７５ｋＶディジタル形送電線過負荷保護継電装置 改造・取替 2022/06 2023/03/22 2 面 新野田変電所 持込渡 一括検収 本社
602 購買 保護継電装置 保護継電装置 ６６ｋＶシャント ６６ｋＶ分路リアクトル保護継電装置 改造・取替 2022/05 2023/06/13 2023/07/10 2 組 新岡部変電所 据付渡 一括検収 本社
603 購買 保護継電装置 保護継電装置 ６６ｋＶ過負荷 ６６ｋＶディジタル形送電線過負荷保護継電装置 新設・購入 2022/12 2023/10/06 1 組 内房変電所 持込渡 一括検収 本社
604 購買 保護継電装置 保護継電装置 ６６ｋＶ周波数低下 ６６ｋＶディジタル形周波数低下保護継電装置 新設・購入 2022/05 2023/05/16 1 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
605 購買 保護継電装置 保護継電装置 ６６ｋＶ周波数低下 ６６ｋＶディジタル形周波数低下保護継電装置 新設・購入 2022/09 2024/04/15 1 組 川崎変電所 持込渡 一括検収 本社
606 購買 保護継電装置 保護継電装置 ６６ｋＶ周波数低下 ６６ｋＶディジタル形周波数低下保護継電装置 新設・購入 2022/06 2023/04/17 1 面 内房変電所 持込渡 一括検収 本社
607 購買 保護継電装置 保護継電装置 ６６ｋＶ周波数低下 ６６ｋＶディジタル形周波数低下保護継電装置 改造・取替 2022/05 2023/03/01 1 組 葛南変電所 持込渡 一括検収 本社
608 購買 保護継電装置 保護継電装置 ６６ｋＶ周波数低下 ６６ｋＶディジタル形周波数低下保護継電装置 改造・取替 2022/07 2023/10/02 1 組 西越谷変電所 持込渡 一括検収 本社
609 購買 保護継電装置 保護継電装置 ＯＬＲ処理盤 ディジタル形ＯＬＲ処理盤 新設・購入 2022/09 2024/04/15 1 面 川崎変電所 持込渡 一括検収 本社
610 購買 保護継電装置 保護継電装置 ＯＬＲ処理盤 ２７５ｋＶディジタル形送電線過負荷保護リレー装置 改造・取替 2022/12 2023/09/01 1 面 新野田変電所 持込渡 一括検収 本社
611 購買 保護継電装置 保護継電装置 ＯＬＲ処理盤 ２７５ｋＶディジタル形送電線過負荷保護リレー装置 改造・取替 2022/12 2023/09/01 1 面 新野田変電所 持込渡 一括検収 本社
612 購買 保護継電装置 保護継電装置 ＯＬＲ処理盤 ５００ｋＶディジタル形送電線過負荷保護リレー装置 改造・取替 2022/08 2023/04/01 1 面 新京葉変電所 持込渡 一括検収 本社
613 購買 保護継電装置 保護継電装置 電力用コンデンサ 電力用コンデンサ用保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/04/03 2023/09/29 4 組 佐波変電所 据付渡 一括検収 本社
614 購買 保護継電装置 保護継電装置 電力用コンデンサ 主変６Ｂ調相保護リレー改造 新設・購入 2022/12 2023/12/18 2024/02/22 1 式 江東変電所 据付渡 一括検収 本社
615 購買 保護継電装置 保護継電装置 電力用コンデンサ 電力用コンデンサ用保護継電装置 新設・購入 2022/08 2024/04/03 2024/09/30 10 組 群馬変電所 据付渡 一括検収 本社
616 購買 保護継電装置 保護継電装置 電力用コンデンサ 主変７Ｂ調相保護リレー改造 新設・購入 2022/12 2023/12/18 2024/03/15 1 式 江東変電所 据付渡 一括検収 本社
617 購買 保護継電装置 保護継電装置 電力用コンデンサ 主変５Ｂ調相保護リレー改造 新設・購入 2022/12 2023/12/18 2024/02/02 1 式 江東変電所 据付渡 一括検収 本社
618 購買 保護継電装置 保護継電装置 電力用コンデンサ 新信濃変電所６６ｋＶディジタル形調相設備保護継電装置 新設・購入 2022/09 2023/09/01 1 面 新信濃変電所 持込渡 一括検収 山梨総支社
619 購買 保護継電装置 保護継電装置 電力用コンデンサ 電力用コンデンサ用保護継電装置 改造・取替 2022/05 2023/06/13 2023/07/10 2 組 新岡部変電所 据付渡 一括検収 本社
620 購買 保護継電装置 保護継電装置 電力用コンデンサ ６６ｋＶＳＣ調相保護リレー改造 改造・取替 2022/10 2023/04/24 2023/05/19 1 式 松崎変電所 据付渡 一括検収 本社
621 購買 保護継電装置 保護継電装置 汎用型保護制御装置 ディジタル形地絡故障判別装置　ＡＧ－２１２ＳＡ 新設・購入 2022/04 2023/03/23 7 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
622 購買 保護継電装置 保護継電装置 汎用型保護制御装置 汎用型保護・制御装置 改造・取替 2023/03 2023/09/11 2023/10/13 1 面 千歳変電所 据付渡 一括検収 本社
623 購買 保護継電装置 保護継電装置 汎用型保護制御装置 汎用型保護・制御装置 改造・取替 2022/09 2023/03/13 2023/04/14 1 面 世田谷変電所 据付渡 一括検収 本社
624 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 １５４ｋＶ母線 １５４ｋＶ母線保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/04/03 1 組 南大田変電所 持込渡 一括検収 本社
625 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 １５４ｋＶ母線 １５４ｋＶディジタル形母線保護継電装置 新設・購入 2022/09 2023/07/20 1 組 川崎変電所 持込渡 一括検収 本社
626 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ２７５ｋＶ母分 ２７５ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2022/12 2023/09/07 1 面 上尾変電所 持込渡 一括検収 本社
627 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ２７５ｋＶ母分 ２７５ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2022/06 2023/06/15 4 組 江東変電所 持込渡 一括検収 本社
628 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ２７５ｋＶ母分 ２７５ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2022/05 2023/03/20 1 組 新茂木変電所 持込渡 一括検収 本社
629 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ５００ｋＶ母線 ２７５ｋＶディジタル形母線保護継電装置　１０ＣＢ 新設・購入 2022/09 2023/09/04 4 組 葛南変電所 持込渡 一括検収 本社
630 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ５００ｋＶ母分 ２７５ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2022/09 2023/09/04 2 組 葛南変電所 持込渡 一括検収 本社
631 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母線 ６６ｋＶディジタル形母線保護継電装置 新設・購入 2022/09 2023/05/08 1 組 西越谷変電所 持込渡 一括検収 本社
632 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母線 ６６ｋＶ母線保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/05/15 1 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
633 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母線 ６６ｋＶ母線保護継電装置 新設・購入 2022/04 2023/01/10 1 組 奥多摩変電所 持込渡 一括検収 本社
634 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母線 ６６ｋＶディジタル形母線保護継電装置 新設・購入 2022/09 2024/04/15 1 組 川崎変電所 持込渡 一括検収 本社
635 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母線 ６６ｋＶディジタル形母線保護継電装置　ユニット母線Ｕ－１２ 新設・購入 2022/09 2023/09/08 1 面 新宿変電所 持込渡 一括検収 本社
636 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母線 ６６ｋＶディジタル形母線保護継電装置　Ｄ－１２（１Ｕ用） 改造・取替 2022/05 2023/03/02 1 組 葛南変電所 持込渡 一括検収 本社
637 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置　複母線 新設・購入 2022/08 2023/04/01 1 組 佐野変電所 持込渡 一括検収 本社
638 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/04/27 1 面 南狭山変電所 持込渡 一括検収 本社
639 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置　複母線 新設・購入 2022/10 2023/09/15 1 組 那須野変電所 持込渡 一括検収 本社
640 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/05/15 1 面 北東京変電所 持込渡 一括検収 本社
641 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2022/09 2023/05/15 1 組 西越谷変電所 持込渡 一括検収 本社
642 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置　複母線 新設・購入 2022/04 2023/10/23 1 組 田方変電所 持込渡 一括検収 本社
643 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置　（１Ｕ用） 改造・取替 2022/05 2023/03/02 1 組 葛南変電所 持込渡 一括検収 本社
644 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 差動電流比較形母線 差電流比較形母線保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/06/15 1 組 江戸川変電所 持込渡 一括検収 本社
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645 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 差動電流比較形母線 差電流比較形母線保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/06/15 1 組 江戸川変電所 持込渡 一括検収 本社
646 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 差動電流比較形母線 差電流比較形母線保護継電装置 新設・購入 2022/10 2023/06/15 1 組 江戸川変電所 持込渡 一括検収 本社
647 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 差動電流比較形母線 １５４ｋＶ電流比較形母線保護継電装置 新設・購入 2022/12 2023/10/06 1 組 那須野変電所 持込渡 一括検収 本社
648 工事 その他 接地 接地 津久井変電所接地抵抗低減工事 その他 2022/04 2022/06/06 2022/10/28 1 式 津久井変電所 本社
649 工事 電気 変電１５４ｋＶ以上 超高圧５００ｋＶ 新多摩変電所４Ｂ鉄構塗装工事 修理 2022/10 2022/12/15 2024/02/22 1 式 新多摩変電所 本社
650 工事 電気 変電１５４ｋＶ以上 超高圧５００ｋＶ 新多摩変電所１Ｕ母線連絡鉄構塗装工事 修理 2023/02 2023/04/10 2023/06/12 1 式 新多摩変電所 本社
651 工事 電気 変電１５４ｋＶ未満 配変６６ｋＶ 井田変電所外柵取替工事　他１件 改造・取替 2022/09 2022/12/05 2023/02/14 1 式 井田変電所 本社
652 工事 電気 変電１５４ｋＶ未満 配変６６ｋＶ 葛飾変電所鉄構塗装修理 修理 2023/02 2023/04/03 2023/06/28 1 式 葛飾変電所 本社
653 工事 電気 変電１５４ｋＶ未満 配変６６ｋＶ 沼津変電所　６６ｋＶ甲母線鉄構塗装修理工事 修理 2022/08 2022/10/05 2023/02/21 1 式 沼津変電所 本社
654 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 東千葉変電所１５４ｋＶ・６６ｋＶ断路器塗装工事（２０２３年度） 修理 2023/02 2023/04/03 2024/03/29 1 式 東千葉変電所 本社
655 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 新富士変電所鉄構塗装修理工事（２７５ｋＶ１・２Ｕ）その２　他１件 修理 2022/09 2022/11/07 2023/04/14 1 式 新富士変電所 本社
656 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 成田変電所送電線ＧＩＳ他塗装工事 修理 2022/07 2022/09/05 2022/11/16 1 式 成田変電所 本社
657 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 新野田変電所他１６ＢＮＲ他機器塗装工事 修理 2022/08 2022/10/13 2023/01/18 1 式 新野田変電所他 本社
658 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 公津東変電所ＧＩＳ塗装 修理 2022/07 2022/09/05 2022/11/16 1 式 公津東変電所 本社
659 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 新京葉変電所＃２Ｂ変圧器塗装 修理 2022/07 2022/09/05 2022/11/30 1 式 新京葉変電所 本社
660 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 新富士変電所　中性点接地抵抗器塗装修理 修理 2023/02 2024/04/01 2025/03/31 1 式 新富士変電所 本社
661 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 房総変電所６６ｋＶ４号所内変圧器塗装修理工事 修理 2023/02 2023/04/24 2023/07/17 1 式 房総変電所 本社
662 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 房総変電所６６ｋＶ３号所内変圧器塗装修理工事 修理 2023/02 2023/04/24 2023/07/17 1 式 房総変電所 本社
663 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 新富士変電所鉄構塗装修理工事（１５４ｋＶ３Ｕ）　他１件 修理 2023/02 2023/04/03 2024/03/29 1 式 新富士変電所 本社
664 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 房総変電所６６ｋＶ１号他所内変圧器塗装修理工事 修理 2023/02 2023/04/24 2023/07/17 1 式 房総変電所 本社
665 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 橘変電所４Ｂ変圧器塗装工事 修理 2022/07 2022/09/05 2022/11/16 1 式 橘変電所 本社
666 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 新京葉変電所＃３Ｂ変圧器塗装 修理 2022/07 2022/09/05 2022/11/30 1 式 新京葉変電所 本社
667 工事 塗装 一般 機器・タンク・煙突 新野田変電所２７５ｋＶ碍子洗浄タンク塗装 その他 2022/06 2022/12/01 2023/03/14 1 式 新野田変電所 本社
668 工事 塗装 架空鉄塔 架空鉄塔 東千葉変電所屋外鉄構塗装工事 修理 2022/08 2023/01/18 2023/03/20 1 式 東千葉変電所 千葉総支社
669 工事 土木 一般土木 一般土木 野中変電所外柵取替工事　他１件 改造・取替 2023/02 2023/04/03 2024/03/01 1 式 野中変電所 本社
670 工事 土木 一般土木 一般土木 尾島変電所　ブロック塀改修工事　他１件 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2023/03/15 1 式 尾島変電所 本社
671 工事 土木 一般土木 一般土木 相老変電所　ブロック塀改修工事　他１件 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2023/03/15 1 式 相老変電所 本社
672 工事 土木 一般土木 一般土木 東毛変電所　ブロック塀改修工事　他１件 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2023/03/15 1 式 東毛変電所 本社
673 工事 土木 一般土木 一般土木 坂田変電所　ブロック塀改修工事　他１件 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2023/03/15 1 式 坂田変電所 本社
674 工事 土木 一般土木 一般土木 新福島変電所碍子洗浄装置母線配管取替に伴う掘削工事（３期） 改造・取替 2022/08 2022/10/03 2023/05/12 1 式 新福島変電所 本社
675 工事 土木 一般土木 一般土木 花見川変電所碍洗用給水配管修理 その他 2022/05 2022/11/01 2023/03/10 1 式 花見川変電所 本社
676 委託 ＰＣＢ関係 業務（電力設備以外） ＰＣＢ関係 南浜橋変電所３ＢＬＴＣ課電洗浄 新設・購入 2023/01 2023/05/23 2023/05/25 1 式 当社指定場所 東京総支社
677 委託 ＰＣＢ関係 業務（電力設備以外） ＰＣＢ関係 南浜橋変電所２ＢＬＴＣ課電洗浄 修理 2023/01 2023/05/09 2023/05/11 1 式 当社指定場所 東京総支社
678 委託 ＰＣＢ関係 業務（電力設備以外） ＰＣＢ関係 久保町変電所２Ｂ本体課電洗浄 修理 2023/02 2023/06/05 2023/06/09 1 式 当社指定場所 東京総支社
679 委託 ＰＣＢ関係 業務（電力設備以外） ＰＣＢ関係 西芝浦変電所１ＢＬＴＣ他課電洗浄 修理 2022/06 2022/10/17 2022/10/19 1 式 当社指定場所 東京総支社
680 委託 ＰＣＢ関係 業務（電力設備以外） ＰＣＢ関係 飯倉変電所２ＢＬＴＣ課電洗浄 修理 2022/07 2022/11/07 2022/11/09 1 式 当社指定場所 東京総支社
681 委託 ＰＣＢ関係 業務（電力設備以外） ＰＣＢ関係 小松変電所２号変圧器課電洗浄 その他 2022/06 2022/09/01 2022/11/01 1 式 小松変電所 群馬総支社
682 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 変電保全システム移設（横浜中制御所）業務委託 その他 2022/07 2022/12/05 2023/02/24 1 式 横浜中制御所 本社
683 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 変圧器輸送業務委託 改造・取替 2022/12 2023/05/10 2023/06/20 1 式 常永変電所 本社
684 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 佐波変電所　剛志線遮断器ガス回収業務委託 改造・取替 2022/07 2023/02/10 2023/02/17 1 式 西毛変電所 本社
685 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 西茅場変電所　２号変圧器絶縁油取替業務委託 修理 2022/05 2022/09/13 2022/10/20 1 式 当社指定場所 東京総支社
686 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 九段変電所　２号変圧器抜油・注油業務委託 修理 2023/02 2023/05/08 2023/05/31 1 式 九段変電所 東京総支社
687 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 豊島町変電所　３号変圧器抜油・注油業務委託 修理 2023/02 2023/04/23 2023/05/31 1 式 当社指定場所 東京総支社
688 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 岩槻変電所２，３Ｂ変圧器抜油・注油業務委託 修理 2022/04 2022/09/05 2022/09/27 1 式 岩槻変電所 埼玉総支社
689 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 戸田変電所所内３号変圧器本体絶縁油取替業務委託 修理 2022/07 2022/11/16 2022/12/26 1 式 戸田変電所 東京総支社
690 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 西舟渡変電所主変２号変圧器ＬＴＣ部絶縁油取替業務委託 修理 2022/05 2022/10/19 2022/11/24 1 式 西舟渡変電所 東京総支社
691 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 世田谷変電所２７５ｋＶ１，２号分路リアクトル一次エレファント抜油・絶縁油輸送委託 修理 2023/02 2023/05/12 2023/08/10 1 式 東京都世田谷区新町３－１－３　世田谷変電所 東京総支社
692 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 道塚変電所６６ｋＶ２号変圧器課電洗浄業務委託 修理 2022/11 2023/04/03 2023/05/22 1 式 当社指定場所 東京総支社
693 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 南大田変電所１号変圧器ＰＣＢ無害化・廃棄物処理業務委託 除却 2022/05 2022/07/11 2022/10/20 1 式 当社指定場所 本社
694 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 山梨変電所６６ｋＶＧＣＢガス回収処理業務委託 除却 2022/06 2022/08/09 2023/01/18 1 式 山梨変電所 本社
695 委託 試験・検査 電力設備 土木・建築部門以外 新佐原変電所香取線　ＧＩＳ　１２年停止試験 定検 2022/04 2022/09/20 2022/10/17 1 式 新佐原変電所 千葉総支社
696 委託 試験・検査 電力設備 土木・建築部門以外 ６６ｋＶＧＣＢガス封入委託 改造・取替 2022/08 2024/01/22 2024/03/05 1 式 飯田町変電所 本社
697 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 恵比寿変電所図面整備業務委託 その他 2022/11 2023/04/03 2024/02/22 1 式 東京都渋谷区恵比寿西１－１８－１　恵比寿変電所 東京総支社
698 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 弦巻変電所図面整備業務委託 その他 2022/12 2023/04/10 2024/02/26 1 式 東京都世田谷区桜３－２２－４　弦巻変電所 東京総支社
699 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 広尾変電所図面整備業務委託 その他 2022/11 2023/04/03 2024/02/22 1 式 東京都渋谷区広尾１－１０－１　広尾変電所 東京総支社
700 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 代官山変電所図面整備業務委託 その他 2022/11 2023/03/13 2024/02/16 1 式 東京都渋谷区代官山１７－１　代官山変電所 東京総支社
701 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 尾山台変電所図面整備業務委託 その他 2023/01 2023/04/17 2024/02/26 1 式 東京都世田谷区等々力１－３２－１０　尾山台変電所 東京総支社
702 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 変電所制御回路関係図面電子化業務委託 その他 2022/08 2022/10/03 2023/03/31 1 式 当社指定場所 本社
703 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 東葛制御所管内　図面整備業務委託 その他 2022/05 2022/07/04 2022/10/26 1 式 東葛制御所管内変電所 千葉総支社
704 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 船橋制御所管内変電所図面整備業務 その他 2022/10 2022/11/01 2023/03/31 1 式 船橋制御所管内変電所 千葉総支社
705 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 鶴川変電所２Ｂ変圧器課電洗浄 修理 2022/04 2022/10/01 2023/03/31 1 式 鶴川変電所 多摩総支社
706 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 原町田変電所１Ｂ変圧器課電洗浄 修理 2022/04 2022/10/01 2023/03/31 1 式 原町田変電所 多摩総支社
707 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 浅川変電所３Ｂ変圧器課電洗浄 修理 2022/04 2022/10/01 2023/03/31 1 式 浅川変電所 多摩総支社
708 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 那珂変電所　２７５ｋＶ東海原子力線１号ＧＣＢＯ１点検（１２年）業務委託 点検手入 2023/02 2023/04/14 2023/05/24 1 式 那珂変電所 茨城総支社
709 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 房総変電所碍洗用埋設配管点検修理（点検） 点検手入 2022/11 2023/02/10 2023/03/30 1 式 房総変電所　千葉県市原市荻作７１ 千葉総支社
710 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 京浜変電所Ｎｏ．１碍子洗浄タンク点検業務委託 点検手入 2022/08 2022/10/03 2023/01/31 1 式 当社指定場所 神奈川総支社
711 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 新榛名変電所　主要変圧器２号１次ブッシング点検業務委託 点検手入 2022/10 2022/12/01 2023/01/31 1 式 新榛名変電所 群馬総支社
712 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 那珂変電所　２７５ｋＶ東海原子力線２号ＧＣＢＯ２点検（１２年）業務委託 点検手入 2023/02 2023/03/29 2023/05/10 1 式 那珂変電所　２７５ｋＶ東海原子力線２号ＧＣＢＯ２点検（１２年）業務委託 茨城総支社
713 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 那珂変電所　２７５ｋＶ主変５号１次ＧＣＢＯ１５点検（１２年）業務委託 点検手入 2023/02 2023/04/06 2023/05/17 1 式 那珂変電所 茨城総支社
714 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 房総変電所碍子洗浄用水槽２点検業務委託 点検手入 2022/10 2023/01/10 2023/03/30 1 式 房総変電所　千葉県市原市荻作７１ 千葉総支社
715 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 新富士変電所主変１１号ＬＲ臨時点検業務委託 点検手入 2022/12 2023/03/06 2023/03/27 1 式 当社指定場所 沼津総支社
716 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 新信濃変電所主変類焼防止装置配管調査業務委託 点検手入 2022/08 2022/10/01 2022/11/30 1 式 新信濃変電所 山梨総支社
717 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 千葉制御所密封機器絶縁油採油業務 その他 2022/08 2022/12/08 2023/03/22 1 式 市原変電所他 千葉総支社
718 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 千葉制御所密封機器絶縁油採油業務 その他 2022/06 2022/09/12 2022/10/27 1 式 神明町変電所他 千葉総支社
719 委託 巡視点検運転保守 附帯事業 土木・建築部門以外 千葉中央変電所樹木剪定業務 点検手入 2022/09 2023/01/23 2023/02/22 1 式 当社指定場所 千葉総支社
720 委託 巡視点検運転保守 附帯事業 土木・建築部門以外 那珂変電所　消火用水貯蔵タンク点検 点検手入 2022/08 2022/10/20 2022/11/28 1 式 那珂変電所 茨城総支社
721 委託 設計 電力設備 土木・建築部門 小松川変電所水害対策工事に伴う調査・設計委託 新設・購入 2022/05 2022/07/12 2023/06/16 1 式 小松川変電所（東京都江戸川区） 本社
722 委託 設計 電力設備 土木・建築部門 鳩ヶ谷変電所水害対策工事に伴う調査・設計委託 新設・購入 2022/04 2022/06/13 2023/05/16 1 式 鳩ヶ谷変電所（埼玉県川口市南鳩ケ谷） 本社
723 委託 設計 電力設備 土木・建築部門 八重洲変電所自動火災報知設備工事設計業務委託 その他 2022/05 2022/06/01 2022/12/01 1 式 八重洲変電所 本社
724 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 小川変電所　６ｋＶＳＩＳ架台設計業務委託 新設・購入 2022/05 2022/07/11 2022/10/14 1 式 小川変電所 本社
725 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 中東京変電所１，２号変圧器取替工事に伴う引留鉄構強度検討委託 改造・取替 2022/05 2022/07/01 2022/10/01 1 式 中東京変電所 本社
726 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 新袖ケ浦変電所５００ｋＶ母線新設工事に伴う屋外鉄構設計検討業務委託 その他 2022/08 2022/10/03 2023/04/28 1 式 当社指定場所 本社
727 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 大和田変電所６ｋＶＳＩＳ架台設計業務委託 その他 2022/10 2023/01/16 2023/04/17 1 式 委託先事務所 本社
728 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 板鼻変電所ＣＨ鋼材設計業務委託 その他 2023/03 2023/05/01 2023/07/20 1 式 磯部変電所 本社
729 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 新富士変電所７Ｂ増設工事に伴う屋外鉄構設計業務委託 その他 2022/08 2022/10/03 2023/04/21 1 式 当社指定場所 本社
730 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 金井変電所　１５４ｋＶ１号変圧器増容量に伴う架台・基礎設計業務委託 その他 2022/05 2022/08/08 2023/07/20 1 式 金井変電所 本社
731 委託 設計 附帯事業 土木・建築部門 基礎設計委託 改造・取替 2022/05 2022/07/01 2023/01/05 1 式 田端変電所 本社
732 委託 測定・計測 電力設備 土木・建築部門以外 駿河変電所　３Ｂ３次ケーブル他劣化診断 その他 2022/07 2022/10/03 2022/10/28 1 式 当社指定場所 沼津総支社
733 委託 測定・計測 電力設備 土木・建築部門以外 佐野変電所２２ｋＶ主変３Ｂ３次電力ケーブル劣化診断 その他 2022/08 2022/10/04 2022/11/04 1 式 佐野変電所 栃木総支社
734 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門 新袖ケ浦変電所５００ｋＶ母線新設工事に伴う測量・調査業務委託 その他 2022/05 2022/07/01 2022/12/28 1 式 当社指定場所 本社
735 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門 新袖ケ浦変電所５００ｋＶ母線新設工事に伴う土壌汚染調査業務委託 その他 2022/08 2022/10/03 2023/09/22 1 式 当社指定場所 本社
736 委託 調査・検討 業務（電力設備以外） 調査・検討 南新橋変電所主要変圧器搬出運搬ルート調査業務委託 除却 2022/08 2022/10/04 2023/04/12 1 式 南新橋変電所 本社
737 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 戸崎変電所２号ＳＰＣ取替工事に伴うＳＰＣ等搬出入調査業務委託 改造・取替 2022/04 2022/05/23 2022/07/21 1 式 戸崎変電所 本社
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【変電設備】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

738 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 屋外変電所の防水壁設置に関わる基本検討業務委託 その他 2022/05 2022/07/11 2022/10/25 1 式 当社指定場所 本社
739 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 山梨変電所６６ｋＶＮＬ設置工事に伴う調査・設計業務委託 新設・購入 2022/04 2022/06/21 2022/09/14 1 式 山梨変電所 本社
740 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 筑波南変電所ＴＣ取替工事　調査業務委託 新設・購入 2022/09 2022/11/01 2023/02/27 1 式 筑波南変電所 本社
741 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 高萩変電所６６ｋＶ受電設備更新工事設計業務委託 新設・購入 2022/05 2022/07/04 2023/01/13 1 式 高萩変電所 本社
742 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 （仮称）第二関城変電所新設工事に伴う設計業務委託 新設・購入 2022/05 2022/07/01 2023/12/27 1 式 当社指定場所 本社
743 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 中野変電所変圧器搬出搬入運搬ルート調査業務委託 改造・取替 2022/04 2022/06/01 2022/09/08 1 式 当社指定場所 本社
744 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 小武川第四変電所６６ｋＶ主要変圧器取替　搬入路設計委託 改造・取替 2022/05 2022/10/05 2023/06/01 1 式 小武川第四変電所 本社
745 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 笛吹変電所変圧器取替工事に伴う機器搬入設計業務委託 除却 2022/06 2022/08/18 2023/02/22 1 式 笛吹変電所 本社
746 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 重量物輸送調査業務委託 その他 2022/09 2022/11/07 2023/03/07 1 式 未確定 本社
747 委託 分析・解析・評価 業務（電力設備以外） 分析・解析・評価 新京葉変電所屋外鉄構点検 点検手入 2022/08 2022/10/01 2023/03/31 1 式 新京葉変電所　千葉県船橋市小室町１０２４ 千葉総支社
748 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門 地方系流通設備の耐震性評価業務委託（その５） その他 2022/04 2022/06/15 2023/01/18 1 式 当社指定場所 本社
749 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門 永代橋ビル空調設備健全性評価業務委託 その他 2022/04 2022/06/01 2022/11/01 1 式 永代橋ビル 本社
750 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 新袖ケ浦変電所５００ｋＶ母線新設工事に伴う塩害解析業務委託 その他 2022/08 2022/10/03 2023/04/28 1 式 当社指定場所 本社
751 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 工務用品耐震評価業務委託（四期） その他 2022/12 2023/04/03 2024/03/29 1 式 （１）受託者事務所　（２）受託者選定加振試験場 本社
752 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 新京葉変電所旧日立電線製ケーブル油浸式終端接続部油中ガス分析（５００ｋＶ新豊洲線１番（Ｓｈｒ側，ＧＩＳ側×３相，計６箇所）） その他 2022/07 2022/10/01 2023/03/31 1 式 新京葉変電所　千葉県船橋市小室町１０２４ 千葉総支社
753 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 工務用品耐震評価業務委託（三期） その他 2022/04 2022/06/30 2023/06/23 1 式 （１）受託者事務所　（２）受託者選定加振試験場 本社
754 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 船橋制御所油密封機器絶縁油採油 その他 2022/05 2022/07/01 2023/03/31 1 式 船橋制御所管内変電所 千葉総支社
755 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 新京葉変電所旧日立電線製ケーブル油浸式終端接続部油中ガス分析（５００ｋＶ新豊洲線３番（Ｓｈｒ側，ＧＩＳ側×３相，計６箇所）） その他 2022/07 2022/10/01 2023/03/31 1 式 新京葉変電所　千葉県船橋市小室町１０２４ 千葉総支社
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東京電力（注）　資材調達計画（２０２２年度）リスト
　　（注）東京電力ホールディングス，東京電力パワーグリッド，東京電力エナジーパートナー，東京電力リニューアブルパワー

【東京電力パワーグリッド分】
■本計画内容は，予告なく変更されることがあります。■本計画の中には，公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには，事前に取引先登録が必要な分野があります。（例）「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務（委託）」「原子力設備に関する取引」

【通信設備】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

1 購買 計測機器 一般工業用計測器 電流・電圧計 スペクトラムアナライザー 新設・購入 2022/04 2022/08/01 2 台 浜通り電力所　富岡事務所 持込渡 一括検収 猪苗代電力所
2 購買 水処理・環境・消火設 消火設備 ハロン消火設備 窒素ガス消火設備 新設・購入 2022/04 2022/06/10 1 式 福島県会津若松市蚕養町１０番１号　東京電力ＰＧ　浜通り電力所　猪苗代地域電子通信Ｇ 持込渡 一括検収 猪苗代電力所
3 購買 通信機器 ＴＤ・ＰＨＳ・ＩＰ交 ３０００型時分割電 多摩総支社交換機更新 新設・購入 2022/08 2024/04/08 2024/07/12 1 式 多摩総支社他 据付渡 一括検収 本社
4 購買 通信機器 ＴＤ・ＰＨＳ・ＩＰ交 保安電話用交換機 千曲川地域保安電話用交換機 改造・取替 2022/04 2022/10/03 2022/11/30 1 式 千曲川事務所 据付渡 一括検収 本社
5 購買 通信機器 アナログ移動無線 １５０ＭＨｚ帯基地局 島川原発移動無線基地局 新設・購入 2022/05 2022/10/03 2022/11/30 1 式 島川原発電所 据付渡 一括検収 本社
6 購買 通信機器 一般情報・データ伝送 無線ＬＡＮ 無線ＬＡＮアクセスポイント（屋内用・屋外用） 新設・購入 2022/11 2023/01/01 2023/12/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
7 購買 通信機器 各種情報端末装置（Ｉ ＴＶ打合せ端末 テレビ会議端末他 新設・購入 2022/11 2023/01/01 2023/12/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
8 購買 通信機器 高速ＩＰネットワーク 高速ＩＰスイッチ類 ＩＰネットワーク用スイッチ他 新設・購入 2022/11 2023/01/01 2023/12/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
9 購買 通信機器 高速ＩＰネットワーク 電気所ＩＰリングＳＷ リングスイッチ 新設・購入 2022/11 2023/01/01 2023/12/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社

10 購買 通信機器 指令放送装置 給電一斉情報連絡装置 ＦＡＸ同報装置 新設・購入 2022/07 2023/01/25 2023/03/06 1 式 本社本館 据付渡 一括検収 本社
11 購買 通信機器 小容量情報伝送装置（ ｅＨＣＴ大容量タイプ イーサネット型ＨＣＴ（店給ＰＴ） 新設・購入 2022/06 2023/01/27 1 式 東京電力パワーグリッド　総合研修センター 持込渡 一括検収 本社
12 購買 通信機器 多重無線装置 ６．５ＧＨｚ帯１６Ｑ ６．５ＧＨｚ帯１６ＱＡＭ方式デジタル多重無線装置（狭帯域） 新設・購入 2022/07 2023/11/30 1 式 東京電力パワーグリッド　大峰山無線中継所，毛無山無線中継所 持込渡 一括検収 信濃川電力所
13 購買 通信機器 多重無線装置 ６．５ＧＨｚ帯４ＰＳ ６．５ＧＨｚ帯４ＰＳＫ方式ディジタル多重無線装置（狭帯域） 新設・購入 2022/11 2023/10/31 1 式 東京電力パワーグリッド　大峰山無線中継所 持込渡 一括検収 信濃川電力所
14 購買 通信機器 波長分割多重装置 波長多重長距離タイプ １０Ｇ波長分割多重装置（ＤＷＤＭ） 新設・購入 2022/06 2023/02/17 8 台 東京電力パワーグリッド　総合研修センター 持込渡 一括検収 本社
15 購買 電源装置 鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池（ＭＳＥ） 新設・購入 2022/07 2022/12/05 1 式 大島発電所通信機械室 持込渡 一括検収 本社
16 購買 電源装置 定電圧自動浮動充電装 定電圧自動浮動充電装 定電圧浮動充電装置 新設・購入 2022/07 2022/09/01 2023/08/31 1 式 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
17 購買 電線・ケーブル 通信ケーブル付属材料 高密度型ＯＤＦ 高密度型光ファイバーケーブル配線盤 新設・購入 2022/04 2022/09/26 2022/10/03 1 式 南越谷変電所 据付渡 一括検収 本社
18 購買 電線・ケーブル 通信ケーブル付属材料 高密度型ＯＤＦ 高密度型光ファイバーケーブル配線盤 新設・購入 2022/04 2022/08/01 2022/08/20 1 式 日高変電所 据付渡 一括検収 本社
19 工事 建築 衛生給排水空調 衛生給排水空調 北小岩変電所他通信所管空調機除却工事 除却 2022/04 2022/06/01 2022/07/15 1 式 北小岩（変）、上平井（変）、青戸（変）、渋江（変）、小岩（変） 本社
20 工事 通信 ケーブル ケーブル 受電線更新工事 改造・取替 2022/06 2022/08/01 2022/11/30 1 式 六石山中継所 猪苗代電力所
21 工事 通信 ケーブル ケーブル ２０２２八丈島メタルケーブル張替１Ｇ２Ｔ 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2022/12/01 1 式 八丈島ほか 本社
22 工事 通信 機器 機器 通信設備構築請負工事 新設・購入 2023/01 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社事業所内 本社
23 工事 通信 機器 機器 南横浜火力ＲＥＣＴ更新工事 新設・購入 2022/09 2022/11/10 2023/01/18 1 式 南横浜火力発電所 本社
24 工事 通信 機器 機器 横浜火力１ー６Ｇ　ＲＥＣＴ更新工事２２ 新設・購入 2022/07 2022/10/03 2022/12/09 1 式 横浜火力発電所１－６Ｇ 本社
25 工事 通信 機器 機器 中之条事務所電源設備更新工事 新設・購入 2022/07 2022/10/03 2022/11/25 1 式 中之条事務所 本社
26 工事 通信 機器 機器 那須野制御所ＤＸ更新工事 新設・購入 2022/09 2022/12/05 2023/03/10 1 式 那須野事務所 本社
27 工事 通信 機器 機器 イーサネット型ＨＣＴ他新設工事 新設・購入 2022/11 2023/03/01 2023/03/31 1 式 東京電力パワーグリッド　総合研修センター 本社
28 工事 通信 機器 機器 電子通信部門用ＩＴＶ増強 新設・購入 2022/06 2022/10/01 2023/03/31 1 式 神奈川総支社区域内 本社
29 工事 通信 機器 機器 八王子北館マイクロ波無線遮へい対策関連導波管更新 新設・購入 2022/10 2023/05/15 2023/07/21 1 式 八王子北館他 本社
30 工事 通信 機器 機器 大峰山－毛無山マイクロ波無線機更新工事 改造・取替 2022/07 2023/07/01 2023/11/30 1 式 東京電力パワーグリッド　大峰山無線中継所，毛無山無線中継所 信濃川電力所
31 工事 通信 機器 機器 塩尻峠中継所通信用電源装置取替工事 改造・取替 2022/08 2022/10/12 2022/12/08 1 式 東京電力パワーグリッド株式会社　塩尻峠中継所 本社
32 工事 通信 機器 機器 常盤台変電所通信用ＲＥＣＴ更新工事 改造・取替 2022/10 2022/12/01 2023/02/01 1 式 常盤台変電所 本社
33 工事 通信 機器 機器 ＥＧ起動用蓄電池取替 改造・取替 2022/05 2022/07/01 2022/09/30 1 式 筑波南変電所他 本社
34 工事 通信 機器 機器 稲核ダム管理所通信用電源装置取替工事 改造・取替 2022/11 2023/01/10 2023/02/16 1 式 東京電力リニューアブルパワー株式会社　稲核ダム管理所 本社
35 工事 通信 機器 機器 富士制御所定電圧浮動充電装置他更新工事 改造・取替 2022/06 2022/08/01 2022/09/30 1 式 富士制御所 本社
36 工事 通信 機器 機器 きっと屋局勿来（火）向マイクロ無線機更新工事 改造・取替 2023/01 2023/03/20 2024/04/28 1 式 きっと屋中継所 猪苗代電力所
37 工事 通信 機器 機器 双葉（中）空調機取替工事 改造・取替 2022/10 2023/01/01 2023/03/31 1 式 双葉中継所 猪苗代電力所
38 工事 通信 機器 機器 綱島通信用シェルター収容電源改修工事 改造・取替 2022/06 2022/10/01 2023/03/31 1 式 綱島変電所 本社
39 工事 通信 機器 機器 戸田変電所通信用ＢＡＴＴ更新工事 改造・取替 2022/12 2023/02/01 2023/03/17 1 式 戸田変電所 本社
40 工事 通信 機器 機器 高輪変電所通信用充電器取替工事 改造・取替 2022/08 2022/10/20 2022/12/06 1 式 高輪変電所 本社
41 工事 通信 機器 機器 有明南変電所ＲＥＣＴ更新工事 改造・取替 2022/04 2022/06/01 2022/07/01 1 式 有明南変電所 本社
42 工事 通信 機器 機器 那珂－原研那珂マイクロ波無線機増強工事 改造・取替 2022/09 2022/11/01 2022/12/19 1 式 那珂変電所、原研那珂 本社
43 工事 通信 機器 機器 千曲川地域通信用電源取替工事（２０２２） 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2022/10/20 1 式 笹平発電所、小諸発電所 本社
44 工事 通信 機器 機器 竜ヶ崎支社通信用充電器増強工事 改造・取替 2022/08 2022/10/03 2022/11/18 1 式 竜ヶ崎事務所 本社
45 工事 通信 機器 機器 鹿島－新佐原マイクロ波無線機増強工事 改造・取替 2022/09 2022/11/01 2022/12/19 1 式 鹿島変電所 本社
46 工事 通信 機器 機器 鹿島事務所ＶＨＦアンテナ他取替工事 改造・取替 2022/05 2022/06/20 2022/08/05 1 式 鹿島事務所 本社
47 工事 通信 機器 機器 新富士ー電発十里木マイクロ波無線機更新工事 改造・取替 2022/10 2023/04/01 2023/09/30 1 式 新富士変電所 本社
48 工事 通信 機器 機器 新高瀬川発電所七倉向通信用電源装置取替工事 改造・取替 2022/08 2022/10/12 2022/12/08 1 式 東京電力リニューアブルパワー株式会社　新高瀬川発電所 本社
49 工事 通信 機器 機器 茨城総支社通信用充電器取替工事 改造・取替 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 1 式 茨城総支社 本社
50 工事 通信 機器 機器 大峰山（中）局電発奥清津（発）向マイクロ波無線機更新工事 改造・取替 2022/11 2023/09/01 2023/10/31 1 式 東京電力パワーグリッド　大峰山無線中継所 信濃川電力所
51 工事 通信 機器 機器 茨城総支社ＧＴＧキャビネット補修 修理 2022/05 2022/07/01 2022/09/30 1 式 茨城総支社 本社
52 工事 通信 機器 機器 常総変電所屋外排気ダクト塗装 修理 2022/05 2022/07/01 2022/09/30 1 式 常総変電所 本社
53 工事 通信 機器 機器 マイクロ無線機除却工事 除却 2022/04 2022/06/15 2022/08/30 1 式 ＰＧ浜通り電力所猪苗代事務所、膳棚開閉所 猪苗代電力所
54 工事 通信 機器 機器 天竜東ＣＲ更新関連結合フィルター他除却工事 除却 2022/08 2022/10/01 2023/03/31 1 式 釜無白根変電所、北巨摩変電所 本社
55 工事 通信 機器 機器 静岡総支社本館他太陽光等測定システム除却 除却 2022/04 2022/07/01 2022/09/30 1 式 静岡総支社本館、御殿場事務所、富士支社、下田事務所 本社
56 工事 通信 機器 機器 赤城山無線中継所電源設備除却工事 除却 2022/04 2022/07/11 2022/08/22 1 式 赤城山無線中継所 本社
57 工事 通信 機器 機器 伊東事務所マイクロ波無線設備撤去工事 除却 2022/10 2023/04/01 2023/06/30 1 式 伊東事務所 本社
58 工事 通信 機器 機器 衛星通信システム（可搬局・固定局）除却 除却 2022/09 2022/12/01 2023/02/28 1 式 大田事務所、新大田資材センター 本社
59 工事 通信 機器 機器 太陽光測定システム通信設備除却工事 除却 2022/10 2022/12/20 2023/02/15 1 式 神奈川総支社区域内 本社
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東京電力（注）　資材調達計画（２０２２年度）リスト
　　（注）東京電力ホールディングス，東京電力パワーグリッド，東京電力エナジーパートナー，東京電力リニューアブルパワー

【東京電力パワーグリッド分】
■本計画内容は，予告なく変更されることがあります。■本計画の中には，公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには，事前に取引先登録が必要な分野があります。（例）「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務（委託）」「原子力設備に関する取引」

【配電用物品】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

1 購買 開閉器 ガス負荷開閉器　６．６ｋＶ級 自動ガス多回路開閉器 自動ガス多回路開閉器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 1 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
2 購買 開閉器 ガス負荷開閉器　６．６ｋＶ級 自動ガス多回路開閉器 自動ガス多回路開閉器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 4 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
3 購買 開閉器 ガス負荷開閉器　６．６ｋＶ級 自動ガス多回路開閉器 自動ガス多回路開閉器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 1 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
4 購買 開閉器 気中開閉器　６．６ｋＶ級 三回路配電塔（気中開閉器タイプ）［色指定品］ 三回路配電塔（気中開閉器タイプ）　色指定品 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 43 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
5 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ センサ内蔵自動開閉器 センサ内蔵自動気中多回路開閉器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 394 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
6 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ 気中多回路開閉器 気中多回路開閉器６００Ａ　色指定品 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 19 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
7 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ 気中多回路開閉器（ＡＤＳ４００Ａ） 登Ｇ－０２４気中多回路開閉器（ＡＤＳ４００Ａ） 新設・購入 2022/05 2022/07/21 2023/07/20 11 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
8 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ 気中多回路開閉器（ＡＤＳ４００Ａ） 登Ｇ－０２４気中多回路開閉器（ＡＤＳ４００Ａ） 新設・購入 2022/05 2022/07/21 2023/07/20 26 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
9 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ 高圧自動キャビネット 高圧自動ガスキャビネット 新設・購入 2022/05 2022/07/21 2023/07/20 1 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店

10 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ 高圧自動キャビネット 高圧自動ガスキャビネット 新設・購入 2022/05 2022/07/21 2023/07/20 1 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
11 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ 高圧自動キャビネット 高圧自動ガスキャビネット 新設・購入 2022/05 2022/07/21 2023/07/20 3 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
12 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ 高圧自動キャビネット 高圧自動ガスキャビネット 新設・購入 2022/05 2022/07/21 2023/07/20 1 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
13 購買 開閉器 気中負荷開閉器６．６ 高圧自動キャビネット 高圧自動ガスキャビネット 新設・購入 2022/05 2022/07/21 2023/07/20 1 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
14 購買 開閉器 真空負荷開閉器　６．６ｋＶ級 過電流トリップ機構付センサ内蔵自動真空開閉器 登Ｋ－００７　過電流トリップ機構付センサ内蔵自動開閉器（ＯＣＴ付ＩＴＶＳ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 20 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
15 購買 開閉器 真空負荷開閉器　６．６ｋＶ級 過電流トリップ機構付センサ内蔵自動真空開閉器 登Ｋ－００７　過電流トリップ機構付センサ内蔵自動開閉器（ＯＣＴ付ＩＴＶＳ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 101 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
16 購買 開閉器 真空負荷開閉器　６．６ｋＶ級 過電流トリップ機構付センサ内蔵自動真空開閉器 登Ｋ－００７　過電流トリップ機構付センサ内蔵自動開閉器（ＯＣＴ付ＩＴＶＳ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 1 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
17 購買 開閉器 真空負荷開閉器　６．６ｋＶ級 真空多回路開閉器 真空多回路開閉器（登Ｇ－０１５） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 5 組 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
18 購買 開閉器 真空負荷開閉器　６．６ｋＶ級 真空多回路開閉器 真空多回路開閉器（登Ｇ－０１５） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 1 組 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
19 購買 計測機器 配電用計測器 架空・地中兼用コードレスアンテナ 課電式事故探査装置および架空・地中兼用コードレスアンテナ 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 107 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
20 購買 計測機器 配電用計測器 課電式事故探査装置 課電式事故探査装置および架空・地中兼用コードレスアンテナ 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 39 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
21 購買 制御装置・配電盤・給電装置 配電用自動制御装置 配電用自動電圧調整器用遠方制御器 登Ｑ－０１６　光／搬送両方式対応配電用自動電圧調整器用遠方制御器（ＳＶＲＣ－Ｄ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 177 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
22 購買 制御装置・配電盤・給電装置 配電用自動制御装置 配電用自動電圧調整器用遠方制御器 登Ｑ－０１６　光／搬送両方式対応配電用自動電圧調整器用遠方制御器（ＳＶＲＣ－Ｄ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 4 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
23 購買 制御装置・配電盤・給電装置 配電用自動制御装置 配電用自動電圧調整器用遠方制御器 登Ｑ－０１６　光／搬送両方式対応配電用自動電圧調整器用遠方制御器（ＳＶＲＣ－Ｄ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 24 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
24 購買 制御装置・配電盤・給電装置 配電用自動制御装置 配電用自動電圧調整器用遠方制御器 登Ｑ－０１６　光／搬送両方式対応配電用自動電圧調整器用遠方制御器（ＳＶＲＣ－Ｄ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 24 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
25 購買 制御装置・配電盤・給電装置 配電用自動制御装置 配電用自動電圧調整器用遠方制御器 登Ｑ－０１６　光／搬送両方式対応配電用自動電圧調整器用遠方制御器（ＳＶＲＣ－Ｄ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 24 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
26 購買 制御装置・配電盤・給電装置 配電用自動制御装置 配電用自動電圧調整器用遠方制御器 登Ｑ－０１６　光／搬送両方式対応配電用自動電圧調整器用遠方制御器（ＳＶＲＣ－Ｄ） 新設・購入 2022/06 2022/08/10 2023/08/09 18 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
27 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ＫＶ ２２ｋＶ架空ケーブル（ＣＶＴ－ＳＳ） ２２ｋＶ架空ケーブル（ＣＶＴ‐ＳＳ） 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 19,725 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
28 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用延長接続材料 登Ｂ－０５５　２２ｋＶ架空ケーブル用延長接続材料 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 1 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
29 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用延長接続材料 登Ｂ－０５５　２２ｋＶ架空ケーブル用延長接続材料 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 74 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
30 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続体・接続材料 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 1 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
31 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続体・接続材料 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 11 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
32 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続体・接続材料 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 325 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
33 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続体・接続材料 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 8 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
34 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続体 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続体・接続材料 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 120 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
35 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続体 ２２ｋＶ架空ケーブル用接続体・接続材料 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 20 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
36 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 6 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
37 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 12 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
38 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 14 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
39 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 1 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
40 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 3 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
41 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 1 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
42 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 3 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
43 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 3 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
44 購買 電線・ケーブル ケーブル２２ｋＶ接続材料 ＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 （登Ｂ－５１）２２ｋＶＣＶＴケーブル用コンパクトＹ分岐接続部 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 2 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
45 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ＫＶ 遮水層付ＣＶＴケーブル ２２ｋＶ　遮水層付きＣＶＴケーブル 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 16,860 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
46 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ＫＶ 遮水層付ＣＶＴケーブル ２２ｋＶ　遮水層付きＣＶＴケーブル 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 2,121 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
47 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ＫＶ 遮水層付ＣＶＴケーブル ２２ｋＶ　遮水層付きＣＶＴケーブル 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 10,368 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
48 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ＫＶ 遮水層付ＣＶＴケーブル ２２ｋＶ　遮水層付きＣＶＴケーブル 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 6,970 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
49 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ＫＶ 遮水層付ＣＶＴケーブル ２２ｋＶ　遮水層付きＣＶＴケーブル 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 243 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
50 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ＫＶ 遮水層付ＣＶＴケーブル ２２ｋＶ　遮水層付きＣＶＴケーブル 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 10,718 ｍ 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
51 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ｋＶ接続材料 ６６００ＶＣＶＴケーブル用差込形直線接続部 接続材料（１２） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 40 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
52 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ｋＶ接続材料 ６６００ＶＣＶＴケーブル用差込形直線接続部 接続材料（１２） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 13 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
53 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ｋＶ接続材料 ６６００ＶＣＶＴケーブル用差込形直線接続部 接続材料（１２） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 10 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
54 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ｋＶ接続材料 ６６００ＶＣＶＴケーブル用差込形直線接続部 接続材料（１２） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 2 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
55 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ｋＶ接続材料 ６６００ＶＣＶＴケーブル用差込形直線接続部 接続材料（１２） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 54 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
56 購買 電線・ケーブル ケーブル６．６ＫＶ未満 低圧引上げケーブル（ワンタンク用） 低圧引上げケーブル（ワンタンク用） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 278 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
57 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 その他架空付属材料 低圧ケーブル 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 87 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
58 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 その他架空付属材料 低圧ケーブル 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 56 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
59 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 縁回し線用プロテクタ 縁回し線用プロテクタ 新設・購入 2023/03 2023/05/21 2024/05/20 2,600 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
60 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 縁回し線用プロテクタ 縁回し線用プロテクタ 新設・購入 2023/03 2023/05/21 2024/05/20 2,060 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
61 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 耐摩耗シート 耐摩耗シート 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 14,800 枚 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
62 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 耐摩耗シート 耐摩耗シート 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 14,240 枚 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
63 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 耐摩耗テープ 耐摩耗テープ 新設・購入 2023/03 2023/05/21 2024/05/20 14,500 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
64 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 低圧引上げケーブル用接続材料（ワンタンク用） 【登Ｂ－０４５】低圧引上げケーブル用接続材料　 新設・購入 2023/03 2023/05/20 2024/05/19 208 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
65 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 低圧引上げケーブル用接続材料（ワンタンク用） 【登Ｂ－０４５】低圧引上げケーブル用接続材料　 新設・購入 2023/03 2023/05/20 2024/05/19 19 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
66 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 低圧引上げケーブル用接続材料（ワンタンク用） 【登Ｂ－０４５】低圧引上げケーブル用接続材料　 新設・購入 2023/03 2023/05/20 2024/05/19 21 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
67 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 低圧引上げケーブル用接続材料（ワンタンク用） 【登Ｂ－０４５】低圧引上げケーブル用接続材料　 新設・購入 2023/03 2023/05/20 2024/05/19 34 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
68 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 低圧引上げケーブル用接続材料（ワンタンク用） 【登Ｂ－０４５】低圧引上げケーブル用接続材料　 新設・購入 2023/03 2023/05/20 2024/05/19 61 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
69 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 低圧引上げケーブル用接続材料（ワンタンク用） 【登Ｂ－０４５】低圧引上げケーブル用接続材料　 新設・購入 2023/03 2023/05/20 2024/05/19 176 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
70 購買 電線・ケーブル 配電用架空付属材料 低圧引上げケーブル用接続材料（ワンタンク用） 【登Ｂ－０４５】低圧引上げケーブル用接続材料　 新設・購入 2023/03 2023/05/20 2024/05/19 143 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
71 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 46 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
72 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 1,375 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
73 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 51 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
74 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 1,079 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
75 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 8 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
76 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 724 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
77 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 103 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
78 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 9 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
79 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 61 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
80 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 15 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
81 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 21 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
82 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 623 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
83 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 管路口防水装置 防水装置・防火材料（１） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 89 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
84 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 挿入形管路口防水装置（鋼管対応低圧力用） ６６００Ｖ　ＣＶＴケーブル用挿入形管路口防水装置（鋼管対応低圧力用） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 715 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
85 購買 電線・ケーブル 配電用地中付属材料・機器類 挿入形管路口防水装置（鋼管対応低圧力用） ６６００Ｖ　ＣＶＴケーブル用挿入形管路口防水装置（鋼管対応低圧力用） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 1,868 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
86 購買 電柱 コンクリート柱 高荷重コン小柱 （新仕様）高荷重コンクリート小柱　６．９－２５ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 426 本 当社指定場所（電柱置場に限る） 持込渡 一括検収 全支店
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【配電用物品】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

87 購買 電柱 開閉器用取付材料 ６ｋＶＳＶＲ用架台 （新）ＳＶＲ架台 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 19 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
88 購買 電柱 開閉器用取付材料 ６ｋＶＳＶＲ用架台 （新）ＳＶＲ架台 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 75 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
89 購買 電柱 鋼管柱 高荷重鋼管小柱６．９－２５継柱 組立鋼管柱（強化耐塩型） 新設・購入 2022/08 2022/10/21 2023/10/20 14 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
90 購買 電柱 鋼管柱 高荷重鋼管小柱６．９－２５継柱 高荷重鋼管小柱６．９－２５継柱 新設・購入 2022/08 2022/10/21 2023/10/20 590 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
91 購買 電柱 鋼管柱 高荷重鋼管小柱６．９－２５継柱 組立鋼管柱（強化耐塩型） 新設・購入 2022/08 2022/10/21 2023/10/20 6 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
92 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱 組立鋼管柱 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 179 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
93 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱 組立鋼管柱　１４－７０他 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 169 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
94 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱 組立鋼管柱　１４－７０他 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 52 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
95 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱 組立鋼管柱　１４－７０他 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 609 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
96 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱 組立鋼管柱　１４－７０他 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 406 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
97 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱 組立鋼管柱　１４－７０他 新設・購入 2022/09 2022/11/21 2023/11/20 893 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
98 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱 組立鋼管柱１６－１００・１６－１５０ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 167 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
99 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱 組立鋼管柱１６－１００・１６－１５０ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 393 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店

100 購買 電柱 鋼管柱 組立鋼管柱（強化耐塩型） 組立鋼管柱（強化耐塩型） 新設・購入 2022/08 2022/10/21 2023/10/20 13 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
101 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 44 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
102 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 22 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
103 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 24 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
104 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 15 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
105 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 2 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
106 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 1 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
107 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 31 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
108 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 2 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
109 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 18 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
110 購買 電柱 支線・架空地線用材料 架空地線用キャップおよび引留金具 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 1 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
111 購買 電柱 腕金 ６６００ＶＣＶＴ、ＣＶケーブル用差込形屋外終端接続部支持腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 86 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
112 購買 電柱 腕金 Ｄ形腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 50 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
113 購買 電柱 腕金 Ｄ形腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 445 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
114 購買 電柱 腕金 Ｄ形腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 14 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
115 購買 電柱 腕金 Ｄ形腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 157 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
116 購買 電柱 腕金 Ｄ形腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 104 個 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
117 購買 電柱 腕金 Ｄ形腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 19 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
118 購買 電柱 腕金 Ｄ形腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 110 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
119 購買 電柱 腕金 Ｄ形腕金 腕金（１） 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 50 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
120 購買 電柱 腕金 軽腕金 軽腕金　２．４マルヒ　　他【納入１本単位】 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 26 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
121 購買 電柱 腕金 軽腕金 軽腕金　２．４マルヒ　　他【納入１本単位】 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 14 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
122 購買 電柱 腕金 軽腕金 軽腕金　２．４マルヒ　　他【納入１本単位】 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 34 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
123 購買 電柱 腕金 軽腕金 軽腕金　２．４マルヒ　　他【納入１本単位】 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 210 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
124 購買 電柱 腕金 軽腕金 軽腕金　２．４マルヒ　　他【納入１本単位】 新設・購入 2022/10 2022/12/21 2023/12/20 37 本 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
125 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール （登Ｚ－６）プレハブマンホール縦分割形 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 9 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
126 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール （登Ｚ－６）プレハブマンホール縦分割形 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 2 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
127 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール （登Ｚ－６）プレハブマンホール縦分割形 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 6 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
128 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール （登Ｚ－６）プレハブマンホール縦分割形 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 7 組 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
129 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用架空変圧器 オートタップチェンジャー付柱上変圧器 ６ｋＶ／１００Ｖ・２００Ｖオートタップチェンジャー付柱上変圧器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 292 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
130 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用架空変圧器 オートタップチェンジャー付柱上変圧器 ６ｋＶ／１００Ｖ・２００Ｖオートタップチェンジャー付柱上変圧器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 4 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
131 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用架空変圧器 オートタップチェンジャー付柱上変圧器 ６ｋＶ／１００Ｖ・２００Ｖオートタップチェンジャー付柱上変圧器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 37 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
132 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用架空変圧器 オートタップチェンジャー付柱上変圧器 ６ｋＶ／１００Ｖ・２００Ｖオートタップチェンジャー付柱上変圧器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 10 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
133 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用架空変圧器 都市形柱上変圧器修理 都市形柱上変圧器（６Ｊ－００６） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 74 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
134 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用架空変圧器 都市形柱上変圧器修理 都市形柱上変圧器（６Ｊ－００６） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 27 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
135 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 'ソフト地中化用変圧器 （スリムタイプ）コンパクト直埋変圧器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 45 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
136 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 集合住宅用変圧器 集合住宅用変圧器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 1 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
137 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 集合住宅用変圧器 集合住宅用変圧器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
138 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 集合住宅用変圧器 集合住宅用変圧器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
139 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 集合住宅用変圧器 集合住宅用変圧器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
140 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 集合住宅用変圧器（色指定品） 集合住宅用変圧器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 9 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
141 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 集合住宅用変圧器（色指定品） 集合住宅用変圧器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 1 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
142 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 集合住宅用変圧器（色指定品） 集合住宅用変圧器 新設・購入 2022/07 2022/09/21 2023/09/20 3 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
143 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 側面開放地上用変圧器 登Ｊ－０３３　側面開放型地上用変圧器 新設・購入 2022/12 2023/02/21 2024/02/20 6 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
144 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 側面開放地上用変圧器 登Ｊ－０３３　側面開放型地上用変圧器 新設・購入 2022/12 2023/02/21 2024/02/20 100 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
145 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 側面開放地上用変圧器 登Ｊ－０３３　側面開放型地上用変圧器 新設・購入 2022/12 2023/02/21 2024/02/20 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
146 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 大容量集合住宅用変圧器 大容量集合住宅用変圧器５０＋５００ｋＶＡ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 25 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
147 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変３０８０低４ 登Ｊ－１８　地上用変圧器（３０＋８０ｋＶＡ　ＡＤＳ　低圧４回路）３品目 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 81 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
148 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変３０８０低４ 登Ｊ－１８　地上用変圧器（３０＋８０ｋＶＡ　ＡＤＳ　低圧４回路）３品目 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 13 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
149 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変３０８０低４ 登Ｊ－１８　地上用変圧器（３０＋８０ｋＶＡ　ＡＤＳ　低圧４回路）３品目 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
150 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器 ６Ｊ－１７　地上用変圧器　ＡＤＳ　〔タップ６７５０Ｖ〕 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 11 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
151 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器 ６Ｊ－１７　地上用変圧器　ＡＤＳ　〔タップ６７５０Ｖ〕 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 20 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
152 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－３２　地上用変圧器　ＡＤＳ　［耐塩型］ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 1 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
153 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－１７　地上用変圧器　ＡＤＳ　（色指定品） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 3 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
154 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－１７　地上用変圧器　ＡＤＳ　（色指定品） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 3 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
155 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－３２　地上用変圧器　ＡＤＳ　［耐塩型］ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 15 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
156 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－１７　地上用変圧器　ＡＤＳ　（色指定品） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 92 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
157 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－３２　地上用変圧器　ＡＤＳ　［耐塩型］ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
158 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－３２　地上用変圧器　ＡＤＳ　［耐塩型］ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 44 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
159 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－３２　地上用変圧器　ＡＤＳ　［耐塩型］ 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 2 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
160 購買 変圧器・変成器 ６．６ｋＶ配電用地中変圧器 地上用変圧器色指定品 登Ｊ－１７　地上用変圧器　ＡＤＳ　（色指定品） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 64 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
161 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ以下電圧調 分散電源対応電圧調整 分散電源対応型６ｋＶ配電用自動電圧調整器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 28 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
162 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ以下電圧調 分散電源対応電圧調整 分散電源対応型６ｋＶ配電用自動電圧調整器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 4 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
163 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ以下電圧調 分散電源対応電圧調整 分散電源対応型６ｋＶ配電用自動電圧調整器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 49 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
164 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ以下電圧調 分散電源対応電圧調整 分散電源対応型６ｋＶ配電用自動電圧調整器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 5 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
165 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ電圧調整器 ６ｋＶ配電用自動電圧調整器（ＳＶＲ） 変圧器・電圧調整器（２） 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 3 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
166 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ電圧調整器 ６ｋＶ配電用自動電圧調整器（ＳＶＲ） ６Ｊ－１０　６ｋＶＡ配電用自動電圧調整器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 4 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
167 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ電圧調整器 ６ｋＶ配電用自動電圧調整器（ＳＶＲ） ６Ｊ－１０　６ｋＶＡ配電用自動電圧調整器 新設・購入 2023/01 2023/03/21 2024/03/20 6 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
168 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ電圧調整器 ６ｋＶ配電用自動電圧調整器（ＳＶＲ） ６ｋＶ配電用自動電圧調整器［単柱装柱型］用気中接点切替開閉器（リードレス型） 新設・購入 2023/02 2023/04/21 2024/04/20 37 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
169 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ電圧調整器 ６ｋＶ配電用自動電圧調整器［単柱装柱型］ ６ｋＶ配電用自動電圧調整器［単柱装柱型］ 新設・購入 2022/08 2022/10/21 2023/10/20 30 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
170 購買 保護・調整機器 ６．６ｋＶ電圧調整器 ６ｋＶ配電用自動電圧調整器［単柱装柱型］ ６ｋＶ配電用自動電圧調整器［単柱装柱型］ 新設・購入 2022/08 2022/10/21 2023/10/20 4 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
171 購買 保護・調整機器 配電用保護・調整機器 ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル（強化耐塩型）　 新設・購入 2022/04 2022/06/21 2023/06/20 4 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
172 購買 保護・調整機器 配電用保護・調整機器 ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル 新設・購入 2022/04 2022/06/21 2023/06/20 91 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
173 購買 保護・調整機器 配電用保護・調整機器 ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル（強化耐塩型）　 新設・購入 2022/04 2022/06/21 2023/06/20 4 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
174 購買 保護・調整機器 配電用保護・調整機器 ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル（強化耐塩型）　 新設・購入 2022/04 2022/06/21 2023/06/20 4 台 発注者指定場所 持込渡 一括検収 全支店
175 購買 保護・調整機器 配電用保護・調整機器 ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル用制御装置 ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル 新設・購入 2022/04 2022/06/21 2023/06/20 91 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店
176 購買 保護・調整機器 配電用保護・調整機器 ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル用保護開閉装置 ６ｋＶ配電用小型分路リアクトル 新設・購入 2022/04 2022/06/21 2023/06/20 93 台 当社指定場所 持込渡 一括検収 全支店

15 / 21 ページ 無断転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社　2022年4月



東京電力（注）　資材調達計画（２０２２年度）リスト
　　（注）東京電力ホールディングス，東京電力パワーグリッド，東京電力エナジーパートナー，東京電力リニューアブルパワー

【東京電力パワーグリッド分】
■本計画内容は，予告なく変更されることがあります。■本計画の中には，公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには，事前に取引先登録が必要な分野があります。（例）「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務（委託）」「原子力設備に関する取引」

【その他】

No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

1 購買 一般品 印刷物 その他印刷物 用地帳票書類 その他 2022/05 2022/06/01 2024/05/31 17,000 冊 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
2 委託 ＰＣＢ関係 業務（電力設備以外） ＰＣＢ関係 川崎リサイクルセンターＰＣＢ汚染物処理委託 その他 2022/10 2023/04/01 2024/03/31 1 式 川崎リサイクルセンター 本社
3 委託 システム・ソフト関係 業務（電力設備以外） 改修・改良 ルート検討システム改良業務委託 改造・取替 2022/04 2022/06/01 2023/03/30 1 式 当社指定場所 本社
4 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） その他 東京支店事務所建物機械警備業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
5 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） その他 東京総支社保安警備業務委託 その他 2022/05 2022/07/01 2023/06/30 1 式 当社指定場所 本社
6 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） その他 警備業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
7 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 環境・衛生管理 湯沢事務所建物総合管理業務委託 その他 2022/10 2022/12/01 2023/11/30 1 式 当社指定場所 本社
8 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 環境・衛生管理 山梨支店他各所建物及び構内清掃業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
9 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 栃木支店管内建物総合管理業務委託（宇都宮支社他） その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社

10 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 多摩支店建物総合管理業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
11 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 建物総合管理業務（千葉支店） その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
12 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 栃木支店管内建物総合管理業務委託（栃木北支社） その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
13 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 神奈川支店　清掃・建物保守・ビル管理　業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
14 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 東京エリア建物総合管理業務委託（Ａブロック） その他 2022/05 2022/07/01 2023/06/30 1 式 当社指定場所 本社
15 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 埼玉エリア建物総合管理業務委託 その他 2022/09 2022/11/01 2023/10/31 1 式 当社指定場所 本社
16 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 群馬エリア建物総合管理業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
17 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 静岡エリア建物総合管理業務委託 その他 2022/08 2022/10/01 2023/09/30 1 式 当社指定場所 本社
18 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 東京エリア建物総合管理業務委託（Ｄブロック） その他 2022/05 2022/07/01 2023/06/30 1 式 当社指定場所 本社
19 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 東京エリア建物総合管理業務委託（Ｃブロック） その他 2022/05 2022/07/01 2023/06/30 1 式 当社指定場所 本社
20 委託 運営・管理 業務（電力設備以外） 建物総合管理 東京エリア建物総合管理業務委託（Ｂブロック） その他 2022/05 2022/07/01 2023/06/30 1 式 当社指定場所 本社
21 委託 監理・監視 業務（電力設備以外） 警備・交通整理 多摩総支社警備業務委託 その他 2022/08 2022/10/01 2023/09/30 1 式 当社指定場所 本社
22 委託 監理・監視 業務（電力設備以外） 警備・交通整理 茨城総支社警備業務委託 その他 2022/08 2022/10/01 2023/09/30 1 式 当社指定場所 本社
23 委託 作業（移動・運搬）等 業務（電力設備以外） レイアウト変更 板橋事務所拠点集中化に伴う移転委託（配電建設・グリッドサービス他） その他 2022/05 2022/07/01 2022/10/31 1 式 板橋事務所・東京総支社本館・大塚事務所・練馬事務所 東京総支社
24 委託 設計 業務（電力設備以外） 設計 東京総支社本館空調設備（一次側）改修工事設計業務委託 その他 2022/08 2022/10/24 2023/07/21 1 式 当社指定場所 本社
25 委託 設計 業務（電力設備以外） 設計 大塚事務所本館受変電設備改修工事設計業務委託 その他 2022/11 2023/01/16 2023/08/10 1 式 当社指定場所 本社
26 委託 設計 電力設備 土木・建築部門 神津島事務所特殊車両車庫新築工事設計業務委託 その他 2022/04 2022/06/01 2022/10/01 1 式 神津島事務所 本社
27 委託 測定・計測 業務（電力設備以外） 測定・計測 島嶼事務所他環境衛生管理業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
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東京電力（注）　資材調達計画（２０２２年度）リスト
　　（注）東京電力ホールディングス，東京電力パワーグリッド，東京電力エナジーパートナー，東京電力リニューアブルパワー

【東京電力パワーグリッド分】
■本計画内容は，予告なく変更されることがあります。■本計画の中には，公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには，事前に取引先登録が必要な分野があります。（例）「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務（委託）」「原子力設備に関する取引」

【配電用貯蔵品】

Ｎｏ 類No 分類名 コード 物品名・工事名・業務名 予定数量 単位 納入場所・工事場所・委託場所 期間・納期（自） 期間・納期（至）

1 01 電柱 01C70000 コンクリート小柱　６．９ｍ 4,233 本 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
2 01 電柱 01G03000 コンクリート根枷　１．２ｍ 1,152 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
3 01 電柱 01G05000 コンクリート根枷　０．７ｍ 2,450 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
4 01 電柱 01H01000 複合柱用コンクリート台柱　１２ｍ－５０ 1,586 本 東電管内指定場所 2023/06/21 2024/08/20
5 01 電柱 01H11000 複合柱用鋼管柱　１２ｍ－５０ 1,702 本 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/08/20
6 01 電柱 01H69000 複合小柱用コンクリート台柱 827 本 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
7 01 電柱 01H70000 複合小柱用鋼管柱 828 本 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
8 01 電柱 01J10000 軽量組立鋼管柱　１０ｍ 252 本 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
9 01 電柱 01J12000 軽量組立鋼管柱　１２ｍ 715 本 資材センター 2023/06/21 2024/08/20

10 01 電柱 01J14000 軽量組立鋼管柱　１４ｍ 578 本 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
11 01 電柱 01M70000 鋼管小柱　６．９ｍ 1,296 本 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
12 02 電線 02D08000 低圧ＣＶＤケーブル８（１５０ｍタバ） 192,750 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
13 02 電線 02D14000 低圧ＣＶＤケーブル１４（５００ｍドラム） 87,000 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
14 02 電線 02D22000 低圧ＣＶＤケーブル２２（３５０ｍドラム） 24,500 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
15 02 電線 02D38000 低圧ＣＶＤケーブル３８（４００ｍドラム） 64,400 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
16 02 電線 02D60000 低圧ＣＶＤケーブル６０（３００ｍドラム） 90,600 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
17 02 電線 02D81000 低圧ＣＶＤケーブル１００（２００ｍドラム） 77,400 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
18 02 電線 02F81000 縁回し用電線　ＩＪＰ１００ｍｍ２（軟）（５０ｍドラム） 114,500 ｍ 資材センター 2023/03/21 2024/06/20
19 02 電線 02F83000 縁回し用電線　ＩＪＰ２００ｍｍ２（軟）（５０ｍドラム） 30,030 ｍ 資材センター 2023/03/21 2024/06/20
20 02 電線 02K26000 都市形装柱関連　低圧架空ケーブル（ＳＨＶＶＱ－ＳＳ）（２４０ｍドラム） 4,800 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
21 02 電線 02K36000 都市形装柱関連　高圧架空ケーブル（ＣＶＴ－ＳＳ　１００ｍｍ２）（３４０ｍドラム） 29,580 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
22 02 電線 02K38000 都市形装柱関連　高圧架空ケーブル（ＣＶＴ－ＳＳ　３８ｍｍ２）（３４０ｍドラム） 9,520 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
23 02 電線 02K46000 都市形装柱関連　大容量高圧架空ケーブル（ＨＣＶＴ－ＳＳ）（１９０ｍドラム） 121,980 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
24 02 電線 02S32000 アルミ電線ＡＣＳＲ－ＯＥ３２ｍｍ２（１０００ｍドラム） 3,553,000 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
25 02 電線 02S82000 アルミ電線ＡＣＳＲ－ＯＥ１２０ｍｍ２（７９０ｍドラム） 2,685,210 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
26 02 電線 02T83000 アルミ電線ＨＡＬ－ＯＣ２４０ｍｍ２（４２０ｍドラム） 2,457,000 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
27 02 電線 02U32000 アルミ電線耐塩ＡＣＳＲ－ＡＣ－ＯＥ３２ｍｍ２（１０００ｍドラム） 1,509,000 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
28 02 電線 02U82000 アルミ電線耐塩ＡＣＳＲ－ＡＣ－ＯＥ１２０ｍｍ２（７９０ｍドラム） 861,890 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
29 02 電線 02Y08000 低圧ＣＶＴケーブル８（１００ｍタバ） 1,183,700 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
30 02 電線 02Y14000 低圧ＣＶＴケーブル１４（３５０ｍドラム） 708,050 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
31 02 電線 02Y22000 低圧ＣＶＴケーブル２２（２９０ｍドラム） 464,000 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
32 02 電線 02Y38000 低圧ＣＶＴケーブル３８（３５０ｍドラム） 785,750 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
33 02 電線 02Y60000 低圧ＣＶＴケーブル６０（２５０ｍドラム） 586,250 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
34 02 電線 02Y81000 低圧ＣＶＴケーブル１００（１５０ｍドラム） 127,500 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
35 02 電線 02Y82000 低圧ＣＶＴケーブル１５０（１２０ｍドラム） 153,720 ｍ 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
36 03 ケーブル 03A60000 ＣＶＱケーブル６００Ｖ　３芯×６０ｍｍ２＋１芯×３８ｍｍ２（９００ｍドラム） 27,000 ｍ 市川ケーブルセンター 2023/06/21 2024/09/20
37 03 ケーブル 03A82000 ＣＶＱケーブル６００Ｖ　３芯×１５０ｍｍ２＋１芯×１００ｍｍ２（３５０ｍドラム） 45,500 ｍ 市川ケーブルセンター 2023/06/21 2024/09/20
38 03 ケーブル 03A83000 ＣＶＱケーブル６００Ｖ　３芯×２５０ｍｍ２＋１芯×１５０ｍｍ２（３５０ｍドラム） 89,250 ｍ 市川ケーブルセンター 2023/06/21 2024/09/20
39 03 ケーブル 03H60000 ＣＶＴケーブル６０００Ｖ　６０ｍｍ２（１０００ｍドラム） 150,000 ｍ 市川ケーブルセンター 2023/08/01 2024/10/31
40 03 ケーブル 03H82000 ＣＶＴケーブル６０００Ｖ　１５０ｍｍ２（７００ｍドラム） 212,100 ｍ 市川ケーブルセンター 2023/08/01 2024/10/31
41 03 ケーブル 03H83000 ＣＶＴケーブル６０００Ｖ　２５０ｍｍ２（５００ｍドラム） 63,500 ｍ 市川ケーブルセンター 2023/08/01 2024/10/31
42 03 ケーブル 03H84000 ＣＶＴケーブル６０００Ｖ　３２５ｍｍ２（３７０ｍドラム） 81,770 ｍ 市川ケーブルセンター 2023/08/01 2024/10/31
43 03 ケーブル 03H85000 ＣＶＴケーブル６０００Ｖ　５００ｍｍ２（３５０ｍドラム） 67,200 ｍ 市川ケーブルセンター 2023/08/01 2024/10/31
44 04 変圧器 04H03000 ６ｋＶ配電用避雷器 2,715 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
45 04 変圧器 04ML1300 ６ｋＶ気中開閉器（リードレス型）一般型３００Ａ 1,859 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
46 04 変圧器 04ML1600 ６ｋＶ気中開閉器（リードレス型）一般型６００Ａ 763 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
47 04 変圧器 04ML3300 ６ｋＶ気中開閉器（リードレス型）強化耐候型３００Ａ 232 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
48 04 変圧器 04ML3600 ６ｋＶ気中開閉器（リードレス型）強化耐候型６００Ａ 125 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
49 04 変圧器 04P63000 コンパクト型遠方制御器用コネクタ付リード（開閉器用） 4,903 本 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
50 04 変圧器 04P80000 自動開閉器用遠方制御器（光通信用） 4,903 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
51 04 変圧器 04Q10000 コストダウン型ＳＣ－Ｄ（デュアルタイプ） 967 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
52 04 変圧器 04Q11000 コストダウン型ＳＣ－Ｄ（光タイプ） 1,545 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
53 04 変圧器 04Q12000 コストダウン型ＳＣ－Ｄ（搬送タイプ） 87 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
54 04 変圧器 04Q31000 光／搬送両方式対応型遠方制御器用コネクタ付リード　開閉器用 3,070 本 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
55 04 変圧器 04Q32000 光／搬送両方式対応型遠方制御器用コネクタ付リード　搬送用 2,861 本 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
56 04 変圧器 04QL1300 ６ｋＶ柱上用センサ内蔵自動開閉器（リードレス型）一般型３００Ａ 725 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
57 04 変圧器 04QL1600 ６ｋＶ柱上用センサ内蔵自動開閉器（リードレス型）一般型６００Ａ 1,609 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
58 04 変圧器 04QL2300 ６ｋＶ柱上用センサ内蔵自動開閉器（リードレス型）強化耐候型３００Ａ 197 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
59 04 変圧器 04QL2600 ６ｋＶ柱上用センサ内蔵自動開閉器（リードレス型）強化耐候型６００Ａ 229 台 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
60 04 変圧器 04R06000 自動開閉器用高圧結合器 915 組 資材センター 2023/06/21 2024/09/20
61 07 外線材料 07A03000 継柱用鋼管　一般柱用 1,060 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
62 07 外線材料 07A12000 支線用打込アンカー　２５号 3,290 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
63 07 外線材料 07A14000 支線用打込アンカー　８号 4,350 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
64 07 外線材料 07A16000 支線用打込アンカー　４５号 17,500 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
65 07 外線材料 07A19000 支線用打込アンカー　８０号 7,760 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
66 07 外線材料 07A31000 架空地線用キャップ　１９型 2,130 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
67 07 外線材料 07A32000 架空地線用キャップ　２２型 4,128 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
68 07 外線材料 07A42400 埋設型アンカー４５　鉄製 7,840 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
69 07 外線材料 07A42600 埋設型アンカー６５　鉄製 4,125 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
70 07 外線材料 07A43400 支線棒　４５号 7,390 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
71 07 外線材料 07A43600 支線棒　６５号 4,675 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20

17 / 21 ページ 無断転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社　2022年4月



【配電用貯蔵品】

Ｎｏ 類No 分類名 コード 物品名・工事名・業務名 予定数量 単位 納入場所・工事場所・委託場所 期間・納期（自） 期間・納期（至）

72 07 外線材料 07C01000 高圧ピン碍子 144,900 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
73 07 外線材料 07C02000 高圧耐張碍子 503,510 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
74 07 外線材料 07C03000 耐塩用高圧ピン碍子 77,800 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
75 07 外線材料 07C05000 高圧中実碍子大 83,574 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
76 07 外線材料 07C06000 高圧中実耐張碍子 2,169 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
77 07 外線材料 07C07000 高圧クランプ碍子銅線 3,882 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
78 07 外線材料 07C08000 高圧クランプ碍子アルミ 116,580 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
79 07 外線材料 07C10000 高圧ＰＤ碍子（アルミ線用） 366 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
80 07 外線材料 07C11000 高圧ラインスペーサ　　　　　　 824 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
81 07 外線材料 07C12000 狭線間高圧ラインスペーサ（アルミ３２用） 2,490 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
82 07 外線材料 07C13000 狭線間高圧ラインスペーサ（アルミ１２０用） 790 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
83 07 外線材料 07D02000 軽腕金　テ０．９ｍ（含ト） 22,520 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
84 07 外線材料 07D03000 軽腕金　ト１．２ｍ 5,580 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
85 07 外線材料 07D08000 軽腕金　マルヒ１．８ｍ 10,650 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
86 07 外線材料 07D11000 軽腕金　カクテ１．８ｍ 6,510 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
87 07 外線材料 07D12000 軽腕金　カクテ１．５ｍ 49,080 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
88 07 外線材料 07D13000 軽腕金　マルヒ１．５ｍ 3,090 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
89 07 外線材料 07D37000 Ｄ形腕金（低圧用Ｄ－３型） 16,360 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
90 07 外線材料 07D38000 Ｄ形腕金（低圧用Ｄ－５型） 2,520 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
91 07 外線材料 07D52000 Ｄ形腕金　高圧用Ｄ３６ 4,680 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
92 07 外線材料 07D53000 高圧直付金物 4,819 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
93 07 外線材料 07D78000 新装柱用軽腕金　マルヒ１．８ｍ 36,300 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
94 07 外線材料 07D81000 新装柱用軽腕金　カクテ１．８ｍ 17,580 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
95 07 外線材料 07D90000 離隔確保用Ｄ型腕金（高低圧共用型）２．０ｍ　一般 8,901 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
96 07 外線材料 07G01000 高圧カットアウト 107,844 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
97 07 外線材料 07G02000 ケーブル付高圧カットアウト　Ｉ型５ｍ 590 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
98 07 外線材料 07G03000 ケーブル付高圧カットアウト　Ｉ型７ｍ 309 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
99 07 外線材料 07G04000 ケーブル付高圧カットアウト　Ｌ型５ｍ 966 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20

100 07 外線材料 07G05000 ケーブル付高圧カットアウト　Ｌ型７ｍ 564 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
101 07 外線材料 07G08000 深溝型耐塩用ブッシング（交換用） 1,260 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
102 07 外線材料 07H63000 大容量高圧架空ケーブル用接続端子　１００形 56 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
103 07 外線材料 07H65000 大容量高圧架空ケーブル用接続端子　２００形 135 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
104 07 外線材料 07H82000 大容量高圧架空ケーブル用差込形屋外用終端接続部　２００ｍｍ２（耐塩用） 354 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
105 07 外線材料 07H83000 大容量高圧架空ケーブル用差込形屋外用終端接続部　２００ｍｍ２（一般用） 169 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
106 07 外線材料 07K03000 低圧架空ケーブル用分岐箱　３Ｐ形 166 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
107 07 外線材料 07K05000 低圧架空ケーブル用分岐箱　５Ｐ形 363 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
108 07 外線材料 07K12000 低圧引込箱電灯用大 86 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
109 07 外線材料 07K16000 低圧引込箱動力用 59 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
110 07 外線材料 07K63000 高圧架空ケーブル接続端子　６０形 7 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
111 07 外線材料 07K64000 高圧架空ケーブル接続端子　１００形 230 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
112 07 外線材料 07K72000 スリップオン碍子（アルミ線用）　　 258 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
113 07 外線材料 07K81000 差込形屋外用終端接続部　１００ｍｍ２（耐塩用） 672 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
114 07 外線材料 07K82000 差込形屋外用終端接続部　１００ｍｍ２（一般用） 158 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
115 07 外線材料 07K83000 差込形屋外用終端接続部　３８ｍｍ２（耐塩用） 317 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
116 07 外線材料 07L01000 高圧クランプがいし用限流素子 49,660 個 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
117 07 外線材料 07L02000 高圧クランプがいし用限流素子ストラップタイプ 73,940 個 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
118 07 外線材料 07M01000 密閉型低圧引込ヒューズ　８ｍｍ２ 837,100 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
119 07 外線材料 07M02000 密閉型低圧引込ヒューズ　１４ｍｍ２ 93,000 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
120 07 外線材料 07MV0100 密閉型低圧引込ヒューズ　ＣＶ８ｍｍ２ 141,940 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
121 07 外線材料 07MV0200 密閉型低圧引込ヒューズ　ＣＶ１４ｍｍ２ 55,940 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
122 07 外線材料 07MV0300 密閉型低圧引込ヒューズ　ＣＶ２２ｍｍ２ 36,380 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
123 07 外線材料 07MV0400 密閉型低圧引込ヒューズ　ＣＶ３８ｍｍ２ 43,200 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
124 07 外線材料 07S71000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続体　Ｉ型 882 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
125 07 外線材料 07S72000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続体　Ｉ型活線接続 241 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
126 07 外線材料 07S73000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続体　Ｔ型活線接続 726 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
127 07 外線材料 07S74000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続体　π型 81 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
128 07 外線材料 07S80000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続材料３８形 96 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
129 07 外線材料 07S81000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続材料６０形 6 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
130 07 外線材料 07S82000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続材料１００形 1,376 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
131 07 外線材料 07S83000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続材料１５０形 2 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
132 07 外線材料 07S84000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続材料２００形 2,147 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
133 07 外線材料 07S85000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続材料２５０形 48 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
134 07 外線材料 07S86000 ６ｋＶ架空ケーブル用接続材料３２５形 7 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
135 07 外線材料 07S88000 ６ｋＶ架空ケーブル用延長接続材料１００形 801 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
136 07 外線材料 07S89000 ６ｋＶ架空ケーブル用延長接続材料２００形 2 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
137 07 外線材料 07S90000 ６ｋＶ架空ケーブル用常温収縮型直線接続部（１００ｍｍ２） 65 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
138 07 外線材料 07S91000 ６ｋＶ架空ケーブル用常温収縮型直線接続部（２００ｍｍ２） 297 組 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
139 08 雑品 08A24000 足場ボルト 1,039,900 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
140 08 雑品 08A27000 丸型アームタイ 106,515 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
141 08 雑品 08A28000 補助足場金具 39,330 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
142 08 雑品 08A33000 耐張ストラップ 7,920 枚 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
143 08 雑品 08A34000 ストラップ中 136,920 枚 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
144 08 雑品 08A35000 ねじりストラップ 705,140 枚 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
145 08 雑品 08A43000 中実耐張ストラップ 1,510 枚 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
146 08 雑品 08A53000 一線用低圧ラック 527,900 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
147 08 雑品 08A70000 筒型つるガード（短尺型） 4,825 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
148 08 雑品 08A72000 支線用プラスチックガード 71,780 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
149 08 雑品 08A86000 高圧Ｄ形腕金用Ｔ分岐金具Ｄ３６用 158 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
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150 08 雑品 08A87000 自動開閉器用高圧結合器取付金物 1,474 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
151 08 雑品 08B08000 巻付グリップ　シンプル用（３０ｍｍ２用） 602,700 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
152 08 雑品 08B09000 巻付グリップ　シンプル用（４５ｍｍ２用） 130,300 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
153 08 雑品 08B11000 巻付グリップ　玉碍子用（３０ｍｍ２用） 192,250 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
154 08 雑品 08B12000 巻付グリップ　玉碍子用（４５ｍｍ２用） 110,600 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
155 08 雑品 08B13000 巻付グリップ　シンプル用（７０ｍｍ２用） 3,030 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
156 08 雑品 08B14000 巻付グリップ　直線用（３０ｍｍ２用） 55,100 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
157 08 雑品 08B15000 巻付グリップ　直線用（４５ｍｍ２用） 2,450 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
158 08 雑品 08B17000 巻付グリップ　シンプル用（９０ｍｍ２用） 42,210 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
159 08 雑品 08B18000 巻付グリップ　玉碍子用（９０ｍｍ２用） 30,420 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
160 08 雑品 08B19000 巻付グリップ　直線用（９０ｍｍ２用） 990 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
161 08 雑品 08B54000 高圧クランプ碍子カバー 150,000 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
162 08 雑品 08D37000 樹脂製平型碍子 701,800 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
163 08 雑品 08E10000 バンド　１０ｃｍ 15,155 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
164 08 雑品 08E11000 バンド　１３ｃｍ 11,525 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
165 08 雑品 08E12000 バンド　１６ｃｍ 5,135 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
166 08 雑品 08E13000 バンド　１８ｃｍ 60,880 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
167 08 雑品 08E14000 バンド　２１ｃｍ 486,715 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
168 08 雑品 08E15000 バンド　２４ｃｍ 168,100 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
169 08 雑品 08E16000 バンド　２７ｃｍ 46,140 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
170 08 雑品 08E17000 バンド　３０ｃｍ 2,810 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
171 08 雑品 08E18000 強力バンド　１９ｃｍ 14,860 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
172 08 雑品 08E19000 強力バンド　２１ｃｍ 89,375 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
173 08 雑品 08E20000 強力バンド　２３ｃｍ 31,305 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
174 08 雑品 08E23000 ステンレス製自在バンド 1,982,300 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
175 08 雑品 08E23100 樹脂製自在バンド 183,800 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
176 08 雑品 08E24000 高耐張力形バンド　１９Ｌ 2,680 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
177 08 雑品 08E25000 高耐張力形バンド　２１Ｌ 9,845 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
178 08 雑品 08E26000 高耐張力形バンド　２３Ｌ 2,890 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
179 08 雑品 08E27000 バンド　８ｃｍ 8,315 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
180 08 雑品 08E28000 強力バンド　２５ｃｍ 8,825 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
181 08 雑品 08E29000 強力バンド　２７ｃｍ 6,375 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
182 08 雑品 08E30000 強力バンド　２９ｃｍ 470 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
183 08 雑品 08E31000 アルミクランプ高圧　大（１２０ｍｍ２用） 78,030 個 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
184 08 雑品 08E32000 アルミクランプ高圧　小 154,290 個 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
185 08 雑品 08E33000 アルミクランプ高圧　特大（２４０ｍｍ２用） 91,110 個 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
186 08 雑品 08E35000 アルミクランプ低圧　小 114,050 個 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
187 08 雑品 08E36000 アルミクランプ低圧（１２０ｍｍ２用） 161,300 個 資材センター 2023/06/21 2024/08/20
188 08 雑品 08E50000 接地用プラスチックモールジング 51,850 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
189 08 雑品 08E54000 連結式接地棒 62,340 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
190 08 雑品 08E55000 接地用リード端子 49,150 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
191 08 雑品 08E60000 強力バンド　１４ｃｍ 395 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
192 08 雑品 08E61000 強力バンド　１７ｃｍ 3,345 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
193 08 雑品 08E65000 高耐張力形バンド　２５Ｌ 1,510 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
194 08 雑品 08E66000 高耐張力形バンド　２７Ｌ 1,115 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
195 08 雑品 08E67000 高耐張力形バンド　２９Ｌ 240 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
196 08 雑品 08E72000 立上ケーブル支持バンド　Ｄ－２３ 2,316 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
197 08 雑品 08E73000 立上ケーブル支持バンド　Ｄ－２６ 803 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
198 08 雑品 08E75000 支柱取付バンド　１４ｃｍ 5 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
199 08 雑品 08E76000 Ｄ型腕金用バンド　２３ 55,990 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
200 08 雑品 08E77000 Ｄ型腕金用バンド　２８ 6,157 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
201 08 雑品 08E80000 ＳＶ用メッセンジャーワイヤ柱間分岐金具（大） 63,800 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
202 08 雑品 08F62000 分岐スリーブカバーＬＥ 483,000 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
203 08 雑品 08F62100 分岐スリーブカバ（間接活線テープレス用）ＬＥ－ＴＬ 7,110 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
204 08 雑品 08F63100 改良型分岐スリーブカバ（ＬＥ３） 48,350 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
205 08 雑品 08F64000 分岐スリーブカバー　ＬＫ 750 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
206 08 雑品 08F65000 分岐スリーブカバーＳＥ 580,900 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
207 08 雑品 08F65100 分岐スリーブカバ（間接活線テープレス用）ＳＥ－ＴＬ 11,650 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
208 08 雑品 08F68000 分岐スリーブカバー　間接活線用　ＳＥーＨＳ 14,600 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
209 08 雑品 08F69000 分岐スリーブカバー　間接活線用　ＬＥーＨＳ 8,400 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
210 08 雑品 08F75000 大容量架空ケーブル用接続部絶縁カバー　Ｔ形 818 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
211 08 雑品 08F76000 大容量架空ケーブル用接続部絶縁カバー　Ｌ６０形 594 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
212 08 雑品 08G55000 常温収縮型ＰＤスリーブカバー　ＰＤＳ 484,000 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
213 08 雑品 08G56000 常温収縮型ＰＤスリーブカバー　ＰＤＹ 21,450 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
214 08 雑品 08H61000 補修用カバー大 288,600 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
215 08 雑品 08H62000 補修用カバー小 255,950 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
216 08 雑品 08H65000 補修カバ　間接活線用　特大 350 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
217 08 雑品 08H66000 補修用カバー　テープレス用　３２ＴＬ 265,000 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
218 08 雑品 08H67000 補修用カバー　テープレス用　１２０ＴＬ 152,300 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
219 08 雑品 08H68000 補修用カバー　テープレス用　２４０ＴＬ 123,350 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
220 08 雑品 08K40000 コンクリート柱上部補強金具 1,379 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
221 08 雑品 08K41000 コンクリート柱補強金具 4,633 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
222 08 雑品 08K42000 コンクリート柱補強金具用ステンレス製バンド 9,322 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
223 08 雑品 08K47000 コンクリート柱上部補強用中間金具 63 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
224 08 雑品 08K48000 コンクリート柱上部補強用緊張金具 44 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
225 08 雑品 08K49000 コンクリート柱補強金具自在バンド 2,062 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
226 08 雑品 08K90000 共架用２条持出金具 11,380 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
227 08 雑品 08K91000 共架用２条引留金具 24,500 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
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228 08 雑品 08K92000 共架用２条槍出金具（芯付）０．９ｍ 9,207 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
229 08 雑品 08K93000 共架用２条槍出金具（芯付）１．４ｍ 8,211 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
230 08 雑品 08K94000 共架用２条槍出金具（横付）０．９ｍ 296 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
231 08 雑品 08K95000 共架用２条槍出金具（横付）１．４ｍ 260 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
232 08 雑品 08Q02000 亜鉛メッキ鋼より線　３０ｍｍ２（２００ｍタバ） 5,087,400 ｍ 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
233 08 雑品 08Q03000 亜鉛メッキ鋼より線　４５ｍｍ２（１５０ｍタバ） 1,024,650 ｍ 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
234 08 雑品 08Q04000 亜鉛メッキ鋼より線　９０ｍｍ２（１００ｍタバ） 253,600 ｍ 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
235 08 雑品 08T10300 支柱取付バンド 8,000 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
236 08 雑品 08T28000 ６ｋＶ柱上変圧器用ハンガーバンド 83,310 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
237 08 雑品 08T99000 支柱取付バンド　１４－９０ 15 組 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
238 08 雑品 08TG7000 高圧離隔装柱用腕金・バンド 7,032 本 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
239 08 雑品 08TT9000 上部トンボ腕補助金具（一般用） 1,940 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
240 09 地中線材料 09E71000 終端腕金　Ｌ－１０５０ 4,724 本 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
241 09 地中線材料 09E72000 終端腕金　Ｌ－１２５０ 2,126 本 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
242 09 地中線材料 09F08000 高圧キャビネット（防錆型） 245 台 新大田資材センター 2023/03/21 2024/08/20
243 09 地中線材料 09F09000 高圧キャビネット（自立型） 956 台 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/08/20
244 09 地中線材料 09F33000 三回路配電塔（気中開閉器タイプ）４００Ａ 165 台 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
245 09 地中線材料 09G02000 高圧屋内支持碍子 2,290 個 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
246 09 地中線材料 09G07000 密閉型断路器　４００Ａ 3,495 個 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
247 09 地中線材料 09G10000 低圧分岐装置用接続板（銅バー）丸穴タイプ 1,870 個 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
248 09 地中線材料 09G15000 ＵＧＳ対応母線　高圧キャビネット（自立型）用 1,300 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
249 09 地中線材料 09G18000 銅帯母線　高圧キャビネット用 34 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
250 09 地中線材料 09G19000 銅帯母線　供給用変圧器室　３回路用 23 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
251 09 地中線材料 09G20000 銅帯母線　供給用変圧器室　２回路用 60 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
252 09 地中線材料 09G21000 低圧限流ヒューズ　５０Ａ 410 本 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
253 09 地中線材料 09G22000 低圧限流ヒューズ　１００Ａ 900 本 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
254 09 地中線材料 09G23000 低圧限流ヒューズ　２００Ａ 1,540 本 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
255 09 地中線材料 09G24000 低圧限流ヒューズ　３００Ａ 6,220 本 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
256 09 地中線材料 09G31000 屋内カットアウト３０Ａ 448 個 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
257 09 地中線材料 09G32000 屋内カットアウト１００Ａ 146 個 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
258 09 地中線材料 09G36000 高圧限流ヒューズ　１０Ａ　　 420 本 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
259 09 地中線材料 09G37000 高圧限流ヒューズ　２５Ａ　　 510 本 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
260 09 地中線材料 09G38000 高圧限流ヒューズ　５０Ａ　　 204 本 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
261 09 地中線材料 09G39000 高圧限流ヒューズ　７５Ａ　　 118 本 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
262 09 地中線材料 09G41000 配電塔用断路器　モールドジスコン（三極形）　Ａ－２形用 29 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
263 09 地中線材料 09G42000 配電塔用断路器　モールドジスコン（三極形）　自立形用 80 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
264 09 地中線材料 09G43000 配電塔用断路器　モールドジスコン（三極形）　壁掛形用 42 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
265 09 地中線材料 09G60000 地中線機器用気中開閉器 1,095 台 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
266 09 地中線材料 09G71000 地上用変圧器用エルボ 81 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
267 09 地中線材料 09G91000 密閉型断路器用圧縮端子　６０ｍｍ２ 10,848 個 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
268 09 地中線材料 09G92000 密閉型断路器用圧縮端子　１５０ｍｍ２ 7,614 個 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
269 09 地中線材料 09G94000 密閉型断路器用ブッシュケーブル用 579 個 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
270 09 地中線材料 09H25000 屋内終端接続部　ＣＶＴ６０ｍｍ２用 3,179 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
271 09 地中線材料 09H26000 屋内終端接続部　ＣＶＴ１５０ｍｍ２用 1,514 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
272 09 地中線材料 09H27000 常温収縮型屋内終端接続部　６０ｍｍ２用 1,016 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
273 09 地中線材料 09H28000 常温収縮型屋内終端接続部　１５０ｍｍ２用 1,362 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
274 09 地中線材料 09H51000 差込形屋外終端接続部　ＣＶＴ２５０ｍｍ２用 308 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
275 09 地中線材料 09H52000 差込形屋外終端接続部　ＣＶＴ３２５ｍｍ２用 198 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
276 09 地中線材料 09H54000 差込形屋外終端接続部　ＣＶＴ６０ｍｍ２用 744 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
277 09 地中線材料 09H55000 差込形屋外終端接続部　ＣＶＴ１５０ｍｍ２用 277 組 新大田資材センター 2023/03/21 2024/05/20
278 09 地中線材料 09H56000 差込形屋外耐塩用終端接続部　ＣＶＴ２５０ｍｍ２用 192 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
279 09 地中線材料 09H57000 差込形屋外耐塩用終端接続部　ＣＶＴ３２５ｍｍ２用 94 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
280 09 地中線材料 09H59000 差込形屋外耐塩用終端接続部　ＣＶＴ６０ｍｍ２用 702 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
281 09 地中線材料 09H60000 差込形屋外耐塩用終端接続部　ＣＶＴ１５０ｍｍ２用 252 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
282 09 地中線材料 09H75000 多回路開閉器直結型終端接続部　ＣＶＴ６０ｍｍ２用（ボタン検電型） 216 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
283 09 地中線材料 09H76000 多回路開閉器直結型終端接続部　ＣＶＴ１５０ｍｍ２用（ボタン検電型） 444 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
284 09 地中線材料 09H77000 多回路開閉器直結型終端接続部　ＣＶＴ２５０ｍｍ２用（ボタン検電型） 142 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
285 09 地中線材料 09H78000 多回路開閉器直結型終端接続部　多回路開閉器端子用絶縁保護カバー 386 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
286 09 地中線材料 09H79000 多回路開閉器直結型終端接続部　ＣＶＴ３２５ｍｍ２用（ボタン検電型） 58 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
287 09 地中線材料 09H81000 モールドジスコン直結型終端接続部　６０Ａ（ボタン検電型） 216 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
288 09 地中線材料 09H82000 モールドジスコン直結型終端接続部　１５０Ａ（ボタン検電型） 213 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
289 09 地中線材料 09J01000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ同径６０ｍｍ２用 2,667 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
290 09 地中線材料 09J02000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ同径１５０ｍｍ２用 1,346 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
291 09 地中線材料 09J03000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ同径２５０ｍｍ２用 495 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
292 09 地中線材料 09J04000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ同径３２５ｍｍ２用 680 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
293 09 地中線材料 09J05000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ同径５００ｍｍ２用 508 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
294 09 地中線材料 09J06000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ異径６０：１５０ｍｍ２用 206 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
295 09 地中線材料 09J07000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ異径１５０：２５０ｍｍ２用 27 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
296 09 地中線材料 09J08000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ異径２５０：３２５ｍｍ２用 24 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
297 09 地中線材料 09J09000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ異径２５０：５００ｍｍ２用 45 組 新大田資材センター 2023/06/21 2024/08/20
298 09 地中線材料 09J10000 常温収縮型直線接続部　ＣＶＴ異径３２５：５００ｍｍ２用 199 組 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
299 09 地中線材料 09K61000 集合住宅用変圧器　３０＋１３０ｋＶＡ開閉器付 144 台 東電管内指定場所 2023/06/21 2024/09/20
300 09 地中線材料 09K62000 集合住宅用変圧器　５０＋２５０ｋＶＡ開閉器付 385 台 東電管内指定場所 2023/06/21 2024/09/20
301 09 地中線材料 09K63000 集合住宅用変圧器　３０＋１３０ｋＶＡ開閉器無 24 台 東電管内指定場所 2023/06/21 2024/09/20
302 09 地中線材料 09K64000 集合住宅用変圧器　５０＋２５０ｋＶＡ開閉器無 47 台 東電管内指定場所 2023/06/21 2024/09/20
303 09 地中線材料 09K83000 ６ｋＶ屋内用中型変圧器　１５０ｋＶＡ 168 台 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
304 09 地中線材料 09K84000 ６ｋＶ屋内用中形変圧器　２００ｋＶＡ 161 台 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
305 09 地中線材料 09K85000 ６ｋＶ屋内用中形変圧器　３００ｋＶＡ 139 台 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/06/21 2024/08/20
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306 09 地中線材料 09K97000 地上用変圧器　３０＋８０ｋＶＡ（ＡＤＳ形） 388 台 東電管内指定場所 2023/06/21 2024/09/20
307 09 地中線材料 09K98000 地上用変圧器　５０＋１２５ｋＶＡ（ＡＤＳ形） 275 台 東電管内指定場所 2023/06/21 2024/09/20
308 09 地中線材料 09S01000 ケーブルバンド小　　　　　　　　 10,370 個 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
309 09 地中線材料 09S02000 ケーブルバンド大　　　　　　　　 15,300 個 新大田、蘇我資材ｾﾝﾀｰ 2023/03/21 2024/05/20
310 10 電気計器 0AP61100 単二　１００Ｖ１２０Ａ（９２０－９２０） 146 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
311 10 電気計器 0AP62100 単二　１００Ｖ１２０Ａ（１：Ｎ－９２０） 100 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
312 10 電気計器 0AP71100 単二　２００Ｖ３０Ａ（９２０－９２０） 2,120 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
313 10 電気計器 0AP72100 単二　２００Ｖ１２０Ａ（９２０－９２０） 1,269 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
314 10 電気計器 0AP81100 単二　２００Ｖ１２０Ａ（９２０－９２０） 1,073 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
315 10 電気計器 0AP82100 単二　２００Ｖ１２０Ａ（１：Ｎ－９２０） 1,339 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
316 10 電気計器 0AW66000 低圧組合せ用変流器（ＣＴ）屋外用　２号　単三（特定検定） 9,953 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
317 10 電気計器 0AW67000 低圧組合せ用変流器（ＣＴ）屋外用　２号　三相（特定検定） 3,115 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
318 10 電気計器 0AZ85000 ＶＣＴ６ｋＶモールド　２００Ａ（特定検定） 1,101 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
319 10 電気計器 0AZ91000 ＶＣＴ６ｋＶモールド　２０Ａ（特定検定） 12,688 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
320 10 電気計器 0AZ92000 ＶＣＴ６ｋＶモールド　５０Ａ（特定検定） 3,685 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
321 10 電気計器 0AZ94000 ＶＣＴ６ｋＶモールド　２０Ａ（特定検定）　Ｓ型 153 個 東電管内指定場所 2023/03/21 2024/05/20
322 12 内線材料 0CC64000 計器試験用開閉器 30,890 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20
323 12 内線材料 0CP01000 Ｓブレーカースペース接続器具 177,480 個 資材センター 2023/03/21 2024/05/20

21 / 21 ページ 無断転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社　2022年4月


