
電気管理技術者はこちらをご覧下さい。

※掲載情報の修正・削除を希望される場合は、電力安全課自家用担当（０８２－２２４－５７４２）までお電話下さい。

※令和４年１０月１日現在

電気保安法人名称 所在地 電話番号

1 一般財団法人中国電気保安協会
広島県広島市東区二葉の里3-5-7
　GRANODE広島7階

082-207-1755

山陰支店 島根県松江市矢田町475-3 0852-25-8452
鳥取営業所 鳥取県鳥取市商栄町177-3 0857-23-5464
米子営業所 鳥取県米子市夜見町2459-3 0859-24-4121
倉吉営業所 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬555-5 0858-35-5520
松江営業所 島根県松江市矢田町475-3 0852-23-6646
浜田営業所 島根県浜田市黒川町129-5 0855-23-3510
出雲営業所 島根県出雲市知井宮町1756-7 0853-22-4680
益田営業所 島根県益田市あけぼの本町7-2 0856-23-0758
大田出張所 島根県大田市大田町大田イ851-2 0854-82-5750
木次出張所 島根県雲南市木次町新市382 0854-42-1931
隠岐駐在 島根県隠岐郡隠岐の島町今津字森548-21 08512-2-8690

岡山支店 岡山県岡山市南区西市3-5 086-241-3511
岡山営業所 岡山県岡山市南区西市3-5 086-244-3731
倉敷営業所 岡山県倉敷市連島町連島1910-2 086-466-6202
津山営業所 岡山県津山市戸島634-34 0868-28-0223
笠岡営業所 岡山県笠岡市十一番町11-6 0865-63-0767
高梁営業所 岡山県高梁市落合町阿部1723-5 0866-22-1660
岡山東営業所 岡山県瀬戸内市長船町長船285-1 0869-66-8400
小豆島出張所 香川県小豆郡小豆島町片城甲44-130 0879-82-5940

広島支店 広島県広島市西区草津東二丁目3-12 082-273-5800
広島営業所 広島県広島市西区草津東二丁目3-12 082-273-5938
広島北営業所 広島県広島市安佐北区可部一丁目16-41 082-812-0012
矢野営業所 広島県広島市安芸区矢野東四丁目27-32 082-889-0262
呉営業所 広島県呉市阿賀南二丁目9-32 0823-75-1376
尾道営業所 広島県尾道市平原四丁目2-36 0848-23-5238
福山営業所 広島県福山市駅家町大字上山守450-213 084-977-1121
三次営業所 広島県三次市西酒屋町699-11 0824-63-4764
庄原出張所 広島県庄原市上原町1628-2 0824-72-7270
東広島営業所 広島県東広島市高屋台一丁目7-36 082-420-4320

山口支店 山口市小郡黄金町7-66 083-902-2830
下関営業所 山口県下関市秋根本町二丁目4-29 083-256-0536
山口営業所 山口県山口市下小鯖1231-7 083-927-8900
山口県議会棟　電気管理出張所 山口県山口市滝町1-1 083-921-5116
萩営業所 山口県萩市大字椿字沖田2106 0838-25-7957
岩国営業所 山口県岩国市玖珂町4653-1 0827-82-1130
長門駐在 山口県長門市東深川1962-1 0837-22-5470
周南営業所 山口県周南市大字久米字東神女3195-6 0834-25-3841
山陽小野田営業所 山口県山陽小野田市西高泊西大塚1214-5 0836-84-7751

2 株式会社ハラダテクノ 広島県広島市安佐南区西原2-26-39 082-871-2444
3 株式会社エムケイ興産 広島県呉市中通1-3-16 K・CITYビル 0823-25-6221
4 株式会社ティ・シー・シー 岡山県岡山市北区本町6-36 086-231-0777
5 宗盛電気サービス株式会社 広島県広島市南区仁保1-9-1 082-510-0880
6 協同組合愛媛電気保安協会 愛媛県今治市大西町九王甲272-1 0898-36-2016

東予事業部 愛媛県今治市大西町九王甲272-1 0898-36-2016
中予事業部 愛媛県松山市萱町5-79-9 089-989-8115

7 岡山電気管理有限会社 岡山県岡山市中区海吉2273-7 086-274-1378
8 旭テクノプラント株式会社 岡山県倉敷市新田2403-1 086-430-0123

電気保安法人について

　電気主任技術者の外部委託について、これまでに当部が自家用電気工作物設置者から提出のあった外部委託承認申請に基づき、委託先と
しての要件を確認したことがある電気保安法人は次のとおりです。

【参考】

https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/jikayou/file/personlist.pdf


9 株式会社イーテック２４ 広島県広島市西区南観音８－１５－５ 082-503-5745
鳥取営業所 鳥取県鳥取市千代水1丁目133 0857-51-0150
米子営業所 鳥取県米子市祇園町2丁目261-101 0859-30-2240
松江支社 島根県松江市西尾町25-6 0852-33-7907
出雲営業所 島根県出雲市白枝町791　2号室 0853-25-8504
岡山営業所 岡山県岡山市北区東花尻137-1　1F 086-250-5328
倉敷営業所 岡山県倉敷市二子1328-4 086-454-9015
呉営業所 広島県呉市広大新開二丁目21-21 0823-27-7667
三原営業所 広島県三原市沼田西町松江2039-2 0848-85-0477
福山営業所 広島県福山市曙町3-28-2 084-982-6398
東広島営業所 東広島市西条町助実1837-103 082-422-3410
庄原営業所 広島県庄原市板橋町100-3-106 0824-72-7718
山口営業所 山口県山口市小郡高砂町8-34 083-976-8758
防府営業所 山口県防府市八王子一丁目28-2 0835-28-9635
岩国営業所 山口県岩国市南岩国町3-23-14 0827-28-0939
周南営業所 山口県周南市二番町4114-1 0834-34-0220

10 日本テクノ株式会社　（総合窓口） 0120-107-428
島根営業所 島根県松江市御手船場町553-6 3階 上記へ
岡山営業所 岡山県岡山市北区下石井2-1-18-402 上記へ
広島営業所 広島県広島市東区若草町12-1 10階 上記へ
山口営業所 山口県山口市小郡高砂町2-7 7階 上記へ
松山営業所 愛媛県松山市一番町3-3-3 6階 上記へ
高松営業所 香川県高松市サンポート2-1 12階 上記へ

11 株式会社タイカメンテナンス 山口県周南市大字栗屋160-4 0834-25-0808
12 株式会社水光エンジニア 広島県広島市西区中広町2-23-15 082-292-5932
13 株式会社ＳＨＯＷＡ 広島県広島市南区金屋町3－13　タミヤビル3F 082-568-6600
14 崎山電気管理株式会社 岡山県倉敷市美和2－11－11 086-427-5215
15 株式会社ケイムワン電気管理 岡山県倉敷市児島田の口2-6-15 086-477-3536
16 真田電気設備株式会社 岡山県岡山市北区富田町1-4-1 086-801-3803
17 エネサーブ株式会社中国事業所 広島県広島市安佐南区西原6丁目18-27 082-850-1535
18 福井電気有限会社 岡山県岡山市中区中島133－4 086-275-1379
19 両備ホールディングズ株式会社まちづくりカンパニー 岡山県岡山市北区錦町6-1 086-801-1555
20 株式会社西日本ファシリティー 広島県福山市東深津町7-15-12 084-922-2199
21 株式会社桐島電気サービス 広島県三原市深町555-162 0848-64-5269
22 カジノン株式会社 岡山県岡山市北区番町1-11-25 086-231-9711
23 株式会社創電システム 福岡県北九州市小倉南区長野1-14-48 093-474-7700
24 株式会社キューブ 福岡県北九州市小倉北区片野4-20-3 泰平ビル 093-951-7741

福岡営業所 福岡県福岡市博多区東光2-2-22 第1平野ビル201号 092-558-2386
山口出張所 山口県美祢市東厚保町川東983-1 093-951-7741

25 株式会社キューピクル 福岡市博多区東那珂1-9-49 092-474-1511
26 ウエストジャパン電気保安協会 広島県広島市西区南観音8-15-5　 082-291-5380
27 株式会社真田トラストテック 岡山県岡山市北区富田町1-4-1 086-227-3803

福山営業所 広島県福山市西町1-3-20 084-927-3803
28 株式会社四国電気保安システム 愛媛県松山市空港通7-12-14 089-968-6672

今治事務所 愛媛県今治市山路48-3 089-968-8827
29 株式会社九州電気管理者連合　小倉事業所 福岡県北九州市小倉北区片野新町1-1-12-903 092-926-8347
30 株式会社スマートエナジー　新居浜サービスセンター 愛媛県新居浜市坂井町3-5-35 0942-27-8693(代表)

広島サービスセンター 広島県安芸郡府中町鹿籠2-7-24-201 0942-27-8693(代表)

31 石川電制株式会社 岡山県勝田郡勝央町岡10-10 0868-38-5672
32 株式会社イクマインテック 広島県広島市中区西白島町17-15 082-222-4277
33 株式会社ｅ－Ｌａｂ 山口県山口市上郷2-8-1 050-5327-0681
34 株式会社福岡電気保安センター 福岡県福岡市東区松崎4-14-31 092-672-7972
35 株式会社イースト・エンジニアリング 福岡市博多区豊1-8-20 F・Kビル1号室 092-292-1752

※

※

※

※

※

委託先としての要件を確認した順に掲載しています。

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

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

上表は、掲載の承諾があった電気保安法人のみを掲載しておりますので、この他にも要件を確認している電気保安法人もあります。

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




