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The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（北海道電力） 2

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制
経営基盤強化推進委員会 ○

調達検討委員会 ○

人件費
・委託費等 人件費の削減等 給料手当の削減 ○

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化
スマートメーターの共同調達 ○

複数年度一括発注（石狩火力幹線新設工事） ○

仕様・設計
の汎用化・標準化

新たな高圧線用カバーの仕様見直し ○

分路リアクトルにおける真空スイッチの採用 ○

保護継電装置（リレー）のバックアップ機能の簡略化 ー 弊社では当該機能を従来から実装していないため。

工事内容
の見直し

新材料・新工法
の利用

狭根開き鉄柱の採用 ○

鉄塔建替基数削減 ○

変圧器の構内移動工法（油圧式移動装置）の採用 ○

系統構成設備
の効率化

変電所の統廃合 ○

33kV川湯配電塔の廃止 ○

設備保全
の効率化

点検周期の延伸化
等の効率化 275kV連絡用変圧器の電圧調整スイッチ(LTC)の点検周期見直し ○

取替時期の延伸
等の効率化 耐塩コンクリート柱の採用 ー 弊社では、塩害が厳しい施設環境がないため。

その他 その他の効率化 配電系統図表示システムの採用 △

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（東北電力） 3

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制 調達改革委員会の設置 ○

人件費
・委託費等 人件費の削減等

基準賃金引下げ ○

退職年金制度見直し ○

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化
集約発注（外部との共同調達）の実施 ○

VE方式採用 ○

仕様・設計
の汎用化・標準化 系統保護リレーの仕様標準化 ○

工事内容
の見直し

新材料・新工法
の利用

クランプカバーの形状改良 - 同様のクランプおよびがいしは使用していない。

送電工事仮設道路での盛土材へのプラスチック製材の活用 ○

系統構成設備
の効率化 山間部横断配電線のルート変更による後年度の伐採費用抑制 ○

設備保全
の効率化

点検周期の延伸化
等の効率化 不良懸垂碍子の検出点検周期延伸 ○

取替時期の延伸
等の効率化 変圧器の再利用増加 ○

その他 その他の効率化 配電盤運用保守業務の遠隔化 ○

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（東京電力） 4

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制 調達委員会 ○

人件費
・委託費等 人件費の削減等

顧客管理に係る定型業務の一部集中化 ○

支社組織統廃合の検討等による人員数削減 △ 類似の統廃合等は従前より実施しているため。

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化

資機材の共同調達 ○

地中送電ケーブル工事分野における発注方法の工夫 ○

配電用設備品分野での発注方法見直し ○

仕様・設計
の汎用化・標準化

配電用柱上変圧器の仕様見直しによる低減 △

超狭根開き鉄塔の開発 ○

機材仕様の見直しによる足場ボルトの細径化 ○

工事内容
の見直し

新材料・新工法の利用

架空送電線点検方法の効率化 ○

66kV空気遮断器点検の改善 △
当社は空気遮断器を保有していないが、ガス遮断器等
において同様の点検作業の効率化の改善に取り組んで
いる。

柱上変圧器取替工事の効率化 ○

系統構成設備
の効率化 ダイナミックレイティング活用による設備増強の回避 △

設備保全
の効率化

点検周期の延伸化
等の効率化

電圧調整スイッチ（LTC)吊り上げ点検のインターバル延伸 ○

配電設備のリユース・延命化の拡大 ○

取替時期の延伸
等の効率化

鉄筋コンクリート柱取替評価基準の見直しによる取替対象の厳選 ○

マンホール内立金物補修・防水装置補修・漏水補修の省略 ○

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（中部電力） 5

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制 生産性向上検討会の設置 ○

人件費
・委託費等 人件費の削減等 バックオフィス業務の集中化など ○

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化 連系設備増強における資機材の共同での競争発注 ○

仕様・設計
の汎用化・標準化

要求仕様の見直しによる調達先候補の複合化（「複合型補償リアクトル」
の仕様緩和） ○

工事内容の
見直し

新材料・新工法
の利用 柱上変圧器用耐雷PCの仕様共通化、合理化 ○

系統構成設備
の効率化 電力需要動向に応じた流通設備の最適化の取り組み ○

設備保全の
効率化

点検周期の延伸化
等の効率化 配電用変電所における変電機器の定期点検内容の見直し ○

取替時期の延伸
等の効率化 保護継電装置におけるユニット交換工法の採用 ○

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（北陸電力） 6

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制 経営基盤強化委員会 ○

人件費
・委託費等 人件費の削減等 従業員の年収水準の低減 ○

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化 共同調達による価格低減 ○

仕様・設計
の汎用化・標準化 光搬送装置の機器仕様見直し ○

工事内容
の見直し

新材料・新工法
の利用

自動電圧調整器の仕様見直し △

鉄塔塗装剤の新規採用による塗装周期延伸 △

系統構成設備
の効率化 鉄塔まとめ建替 ○

設備保全
の効率化

点検周期の延伸化
等の効率化

開閉器点検周期の延伸 ○

デジタル型保護リレーの定期点検省略 ○

取替時期の延伸
等の効率化 寿命評価による遮断器の延命化 ○

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（中国電力） 7

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制
経営層で構成する会議体での資機材・役務調達方針等の共有 ○

送配電カンパニーにおける業務改善等への取組と水平展開 ○

人件費
・委託費等 人件費の削減等 事業所の再編 ○

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化

共同調達の実施 ○

VE方式の採用 ○

コストオン方式の採用 ○

仕様・設計
の汎用化・標準化 高圧計器の仕様の標準化 ○

工事内容の
見直し

新材料・新工法
の利用

無停電作業による鉄塔塗装の実施 ○

安価な鳥害防止具の導入 ○

系統構成設備
の効率化 2回線化による区間廃止 ○

設備保全の
効率化

点検周期の延伸化
等の効率化 変圧器タップ切換装置の細密点検周期の延伸化 ○

取替時期の延伸
等の効率化 系統保護装置の取替延伸化 ○

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（四国電力） 8

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制 経営改革特別委員会の設置 ○

人件費
・委託費等 人件費の削減等 配電現場出向用ハンディターミナル(配電HT)の開発・導入による供給申

出業務の効率化 △

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化 一括発注・共同調達（遮断機、スマートメーター、蓄電池など） ○

仕様・設計
の汎用化・標準化 配電線へのアルミ電線の全面採用 ○

工事内容
の見直し

新材料・新工法
の利用

架空送電線の電線張替工事における新工法（部分的な吊金車延線工
法）の採用 ○

系統構成設備
の効率化

空気圧で操作する変電機器を老朽取替に合わせ電動化しコンプレッサーを
撤去したことによるメンテナンス費用の削減 ○

設備保全
の効率化

点検周期の延伸化
等の効率化

架空送電線の懸垂碍子の点検頻度延伸 ○

187kV以上のガス遮断器の点検の効率化 ○

取替時期の延伸
等の効率化 超高圧母線保護リレー装置の部品単位での交換によるコスト低減 △

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（九州電力） 9

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制 資機材調達コスト低減への取組体制（資材調達分科会・調達改革推進
委員会の設置等） ○

人件費・委託費
等 人件費の削減等 退職金・年金制度の見直し ○

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化 共同調達・リバースオークション ○

仕様・設計
の汎用化・標準化 塗料仕様の標準化（送電設備） ○

工事内容の
見直し

新材料・新工法
の利用

ケーブル張替工法の見直し（送電設備） ○

アーム補強金物の開発（配電設備） － アーム補強金物を使用していないため。

系統構成設備
の効率化 設備形成の合理化(送電・変電設備） ○

設備保全の
効率化

点検周期の延伸化
等の効率化 定期点検の見直し（定期点検の状態基準保全化等） ○

取替時期の延伸
等の効率化

変圧器の更新時期の延伸 ○

送電線の余寿命診断精度向上による最適な改修時期への見直し ○

コンクリート柱のひび割れや剥離等の現地補修 ○

その他 その他の効率化 九電ハイテックへの保全業務委託 ○

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項１】 他社の効率化に資する取組の自社取組状況（沖縄電力） 10

項目 取組 取組
状況 備考

体制 効率化のための体制
品質マネジメントシステムの構築 ○

調達コスト低減に向けた取組み（共同調達、リバースオークション等の利用
拡大 等） ○

人件費
・委託費等 人件費の削減等 効率的な組織運営（業務集中化、組織・事務所の統廃合等） ○

設備関連費

調達
の合理化

発注方法の効率化 共同調達、リバースオークション等の実施 ○

仕様・設計
の汎用化・標準化 72kV遮断器発注における要求仕様の見直し △

工事内容
の見直し

新材料・新工法の利用
鉄塔の杭基礎に用いる「いかり材」の見直し ○

人孔寸法の見直し（縮小化） ○

系統構成設備の効率化 ケーブル接続箇所数の低減 ○

設備保全の
効率化

点検周期の延伸化
等の効率化 変圧器タップ切換開閉器における点検周期延伸化 ○

取替時期の延伸
等の効率化 高耐食メッキの導入 ○

【例示】
○：同様の取組を実施
△：同様と思われる取組を実施
×：実施していない。（実施できない・現在検討中）



The Kansai Electric Power Co., Inc.

11【指摘事項２】 高経年化対策にかかる設備更新計画
○高度経済成長期に建設した流通設備が、今後高経年化を迎えることから、各設備について更新物量の増加が見込まれます。

○工事物量低減の取組として、劣化診断による設備寿命の延伸化や設備スリム化を図っておりますが、今後の改修物量の増加に対し、
施工力や作業における設備停止には制限があり、設備によっては将来に向けた課題を抱えております。

主要設備 状況（課題） 今後の取組

鉄塔

・現状と将来の施工水準にはギャップがあり、現行の施工水準を継
続していくだけでは、設備更新が手遅れになる懸念があります。

・また、送電工事には特殊技能を必要とし、長期的な「人材育成」
「技術継承」を図らないと、今後の工事物量の増加には対応でき
ない課題を抱えております。

・防錆塗装等や腐食マップの活用により、
適切な改修時期の見極めを行うと共に、
工事情報を事前公表するなど、工事施
工力を向上できるよう取り組んでおります。

架空電線 ・電線腐食マップの精度向上に努め、改修物量を精査するともに、
鉄塔建替工事と同調し、効率的な更新計画を策定しています。

・引き続き、設備寿命の見極めを行いつつ、
現状の設備更新物量を維持することで、
長期的に対応可能と考えております。

地中ケーブル
・全国的なケーブルメーカーの施工力逼迫、改修物量の増加により、
今後の設備更新における施工力確保が課題です。

・なお、一部のケーブル工事を技術移譲し、電気工事会社での施
工を可能となるよう取り組んでおります。

変圧器
・施工力や停電制約により更新物量に限度がありますが、H18年
頃より高経年化により設備更新物量が増加しており、各機器の劣
化状況をふまえた計画的な更新に取り組んできました。

コンクリート柱

・撤去品調査や高精度巡視による知見で、設備更新の延伸化を
図っておりますが、今後のデータ分析による見極めによっては、改修
ピークが変動する可能性があります。

・また、現在ではＨ52年付近から現状の水準を超えた施工量が見
込まれ、施工力の確保が課題となります。

・劣化状況のデータを蓄積していくことで、
改修時期の精度向上を図ります。

・適切な時期に対応できるよう、施工力の
確保を図ります。



The Kansai Electric Power Co., Inc.

12【指摘事項２】 高経年化対策にかかる設備更新計画－（鉄塔）
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○鉄塔は、 改修が必要な物量を積み上げていくと今後10年程度先においては、170基/年程度の更新物量が必要と考えております。

○個別評価による建替時期の見極め・防錆塗装による設備長寿命化等の取り組みにより、更新物量の抑制・平準化を図る一方、
至近の平均実績（H26～28年度平均実績：102基程度）を踏まえると、建替物量の増加に対応するためには、施工力向上の取
り組みを行わなければ困難な状況です。

○建替物量が増加する上で制約となるのが、施工会社の人的・物的施工力等です。山中での基礎工事や鉄塔の組立て作業、電線を
張る作業は特殊技能を要し、育成に時間を要しますが、高齢化と若手の雇用が進まないことから人的施工力は減少しています。また、
山中で使用する送電工事用の大型特殊機材は、更新が進まず、物的施工力が不足する懸念も生じつつあります。

○このような課題に対応するため、過去から改修工事の機会を利用して、「人材育成」「技術継承」を図りながら、協力会社の就業者採
用の増にも繋がるよう、設備の状況を踏まえた上で、徐々に工事物量を増やしていく計画としています。

実績 計画

新設

※現時点での計画であり、今後の状態把握により見直し順次更新してまいります。

全設備数：31,618基（うち法定耐用年数超過分：21,870基）

改修

至近年の
平均工事実績

102基

将来の
年間更新物量

170基

○年間170基を改修しても全設備の
改修には約185年掛かる。
○今後、取替時期見極め・長寿命
化・スリム化と合わせて必要となる改修
物量を検証し、取り組んでいく。

施工力向上が課題
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13【指摘事項２】 高経年化対策にかかる設備更新計画－（架空電線）

※現時点での計画であり、今後の状態把握により見直し順次更新してまいります。
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実績 計画

新設 改修

全設備数：20,202km（うち法定耐用年数超過分：9,759km）

至近年の
平均工事実績

172ｋｍ

○架空電線は、経年や施設環境により、劣化や腐食が進行するため、保全データの蓄積や電線腐食マップを活用した個別評価を行い、
更新計画に反映しており、更新物量としては160km/年程度が必要と考えております。至近の平均実績（H26～28年度平均実績：
172ｋｍ程度）を踏まえると、現在の水準を維持することで長期的にも信頼度を維持した設備更新が可能であると考えています。

○今後、電線腐食マップの精度向上に努め、張替時期の見極め・長寿命化・スリム化と合わせて必要となる改修物量を精査するともに、鉄
塔建替工事と同調するなど、より効率的な更新計画になるよう取り組んでいます。



The Kansai Electric Power Co., Inc.

14【指摘事項２】 人材育成に伴う施工力および人材確保の観点について

【出典】一般社団法人「送電線建設技術研究会」HP
（http://www.sou-ken.or.jp，統計調査）より

○今後、本格化する高経年設備の維持更新に関する経営資源の内、モノとカネは、一般送配電事業者の経営努力によるところが大
きいが、ヒトについては、人材育成、働き方改革によるライフスタイルの変化および効率化・競争環境の進展を考慮した場合、施工会
社として将来に渡る持続可能な施工力確保が難しいのではないかと強い危機感を抱いています。

○その中で一般送配電事業者として、長期改修物量を徐々に増加させつつ、少しでも組織的な施工力の確保に取り組んでいますが、
それでも施工力確保に課題があると考えています。

･専門性が非常に高い技能職
･電工の育成に時間が必要

施工会社の電工の人数と技能の確保に課題

○関西電力では、適切な工事計画による労働環境の改善や、将来の物量見通しを提示することで、若手の雇用に伴う施工
力拡大に繋がる方策に取り組んでいます。

○長期持続的な平常時の安定供給維持と施工力確保の観点から、価格と持続性を両立させる上で、政府・規制機関から
の産業政策としての働きかけを是非ともお願いしたい。

＜ライフスタイル変化＞
・過酷な労働環境（僻地、長期
主張等）の割に収入が低い。
・プライベートな時間を充実したい。

待遇改善、若手の採用や育成に
積極的に投資を行い、電力会社
と施工会社が双方協力して労働
環境の改善を推進していく必要が
あると認識

＜効率化・競争の進展＞
･労務単価の市場価格が高騰す
る中、賃金水準アップを効率化に
より吸収してきており、長期的な人
材・設備に投資が回らない。
・競争環境の進展により受注工事
量が安定しない

施行会社の収入が安定せず、人
材の確保が困難となり、今回示し
たような設備の更新･維持ができ
ない可能性に強い危機感

背景要因
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【指摘事項２】 高経年化対策にかかる設備更新計画－（地中ケーブル） 15
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※現時点での計画であり、今後の状態把握により見直し順次更新してまいります。

（ｋｍ）

全設備数：3,728km（うち法定耐用年数超過分：1,217km）

実績 計画

至近年の
平均工事実績
１０４ｋｍ

○地中ケーブルについては、経年劣化に伴う設備異常などの状態監視結果を踏まえた設備更新を計画しており、至近では100km/年程
度の改修物量（H26～28年度平均実績：104km程度）を実施しています。

○至近では洞道内ＯＦケーブル火災や、遮水層のない特定のＣＶケーブルによる多重絶縁破壊事故の停電事象を踏まえ、同種設備の
早期改修を実現するため、改修物量が増加しています。今後も同種設備の改修と高経年化対策のため、110km/年程度の改修物量
を計画しています。今後、15～20年程度は同水準で改修物量が推移する計画です。

○全国的なケーブルメーカーの施工力逼迫、改修物量の増加により、契約先が決まらない件名も発生しており、今後の設備更新において
は、施工力確保が課題となっています。工事計画の情報開示を行い、施工力の早期確保に努め、増加する改修にも対応して参ります。

○なお、77kVCVケーブル工事（特殊工事除く）は、Ｈ8年からケーブルメーカーから電気工事会社への技術移譲を行い、ケーブルメー
カー施工力の逼迫抑制に取り組んでいます。
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16【指摘事項２】 高経年化対策にかかる設備更新計画－（変圧器）

※現時点での計画であり、今後の状態把握により見直し順次更新してまいります。
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（台） 実績 計画

高経年設備の増加
に伴う計画的増

電力需要の伸びの鈍化
による工事物量減

高経年化対策の平準化を計画

全設備数：2,918台（うち法定耐用年数超過分：1,840台）

今後の更新物量
約70台/年

○変圧器については、個々の劣化状況等を見極めつつ、更新計画を策定しています。

○更新時においては、「作業に伴う停電時間の制約」や「施工力の確保」等がネックとなりますが、都度更新計画を見直すことで安定供給
を維持した上での設備更新が可能となるよう従前より取り組んできました。

○さらに高度経済成長期に設置された機器の老朽化を受けて、H18年頃から更新物量が増加しており、今後も現在の更新物量と同等
程度の約70台/年を維持することで、長期的にも信頼度を維持した設備更新が可能であると考えています。

○引き続き、変圧器の寿命診断精度を向上させるため、撤去変圧器の調査による劣化診断を継続的に進め、変圧器の寿命延伸、設備
ごとに応じた保守、設備のスリム化を継続して進めることで更新物量の抑制についても努めてまいります。
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17【指摘事項２】 高経年化対策にかかる設備更新計画－（ｺﾝｸﾘｰﾄ電柱）
○コンクリート電柱は、高度経済成長期の電力需要の増加や、町並みの変化に対応するために1980年代頃まで大量に建設してきました。

今後、高経年化が進み、建替えが必要となるコンクリート電柱の増加が見込まれるため、改修時期の見極めが重要です。

○撤去品調査等から得られた知見を踏まえ、鉄筋の破断本数や剥離の幅等、強度低下に繋がる兆候が確認されたものの改修を進めてい
ます。また、高精度巡視により取得した劣化状況の詳細データを蓄積し、中長期的な改修計画を更新していきます。

○撤去品調査や高精度巡視による現在の知見で、設備更新の延伸化を図っておりますが、今後のデータ分析による見極めによっては、改
修ピーク時期が前後する可能性があることが課題です。また、現在の知見ではＨ52年付近から現状の水準を超えた施工量が見込まれ、
施工力の確保も課題となります。

※現時点での計画であり、今後の高精度巡視に伴う詳細データの状態把握により順次更新してまいります。

施設分布 現在の知見での計画

新設 新設予定

至近
10年の
実績

データ分析の精度向上による、
寿命の見極めが課題

Ｈ50年頃以降の施工力確保が課題

「現在の施工力
35千本/年相当」

経年50年程度での
一律取替えイメージ

取替

取替予定

全設備数：265万本(うち法定耐用年数超過分：34万本)
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【指摘事項３】設備仕様の推移及び仕様統一化に向けた取組－（鉄塔） 18

○鉄塔は電線を支持するための構造物です。

○鉄塔設計は、電気設備の技術基準（経済産業省）ならびにJEC（電気学会）に基づいて実施しております。

○設計された鉄塔は、支持する電線の大きさや電圧、経過する地形条件などにより形状が様々ではありますが、鉄塔を構成する
鉄塔材は、JIS（日本工業規格）等によって標準化されたものを使用しております。（汎用品を使用）

※ アングル：山形鋼鉄塔、 鋼管：鋼管鉄塔

※ 当社は、過年度データの採録可能期間がH22年度分までのため、H22年度分より記載しております。

【これまでの取り組み】
○ 鉄塔は下記の規格等により設計している。

・電気設備の技術基準（経済産業省）
・JEC-127「送電用支持物設計標準」（制定：1965年、至近改正：1979年）

○ 鉄塔材は、電気設備の技術基準において、以下のとおり定められている。
・JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」
・JIS G 3106「溶接構造用圧延鋼材」
・JIS G 3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
・JIS G 3129「鉄塔用高張力鋼鋼材」
・JIS G 3223「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼材」
・JESC E3002「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」

○調達仕様と物量の推移

機器 電圧（kV） アングル/鋼管 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

500 アングル

500 鋼管 ○ ○ ○　（25%）
275 アングル ○ ○ ○ ○ ○
275 鋼管 ○ ○ ○ ○ ○ ○　（31%）
154 アングル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（15%）
154 鋼管 ○ ○ ○ ○
77 アングル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（22%）
77 鋼管 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（2%）

33以下 アングル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（5%）
33以下 鋼管

鉄塔

上記以外の仕様

※ アングル：山形鋼鉄塔、鋼管：鋼管鉄塔

【今後の取り組み】
○JEC及びJIS等の全国大の標準規格を継続して採用


鉄塔

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（鉄塔） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク テットウ

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		アングル/鋼管 コウカン		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				鉄塔 テットウ		500		アングル																				4

						500		鋼管 コウカン												○		○				○　（25%）

						275		アングル						○				○		○		○		○				6

						275		鋼管 コウカン						○				○		○		○		○		○　（31%）		8

						154		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（15%）

						154		鋼管 コウカン						○		○		○		○								2

						77		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（22%）

						77		鋼管 コウカン						○		○		○		○		○		○		○　（2%）

						33以下 イカ		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（5%）		17

						33以下 イカ		鋼管 コウカン

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ																						3

								※アングル：山形鋼鉄塔、鋼管：鋼管鉄塔 ヤマガタ コウ テットウ コウカン コウカン テットウ

																												40



○ 鉄塔は電線を支持するための構造物である。
○鉄塔設計は、電気設備の技術基準（経済産業省）ならびにJEC（電気学会）に基づいて実施している。
○設計された鉄塔は、支持する電線の大きさや電圧、経過する地形条件などにより形状が様々であるが、鉄塔を構成する鉄塔材は、JIS等によって標準化されたものを使用している。（汎用品を使用）

【これまでの取り組み】
○ 鉄塔は下記の規格等により設計している。
　　・電気設備の技術基準（経済産業省）
　　・JEC-127「送電用支持物設計標準」（制定：1965年、至近改正：1979年）
○ 鉄塔材は、電気設備の技術基準において、以下のとおり定められている。
　　・JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」
　　・JIS G 3106「溶接構造用圧延鋼材」
　　・JIS G 3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
　　・JIS G 3129「鉄塔用高張力鋼鋼材」
　　・JIS G 3223「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼材」
　　・JESC E3002「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」


【今後の取り組み】


・上記以外の仕様に関して、どういった仕様のものがあるかについては、QA準備をお願いします。



架空送電線

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（架空送電線） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク カクウ ソウデンセン

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				架空
送電線 カクウ ソウデンセン		ACSR/AC		100						○				○		○						○　（1%）		4

						ACSR/AC		160						○		○		○		○		○		○		○　（17%）

						ACSR/AC		330						○		○		○		○		○		○		○　（19%）		6

						ACSR/AC		410						○		○		○		○		○		○		○　（21%）		8

						TACSR/AC		610						○		○		○		○		○		○		○　（3%）		2

						TACSR/AC		810						○				○		○				○		○　（4%）

						TACSR/AC		1160						○		○		○		○		○				○　（1%）		17

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ								○		○		○		○		○		○		○　（34%）		3

						※ACSR/AC：アルミ覆鋼心アルミより線、TACSR/AC：アルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線																						40

																														Ｑ，上記以外の仕様に関して、どういった仕様のものがあるか？ ジョウキ イガイ シヨウ カン シヨウ

																														Ａ，強度が強い電線などがある。線種やサイズの選定に当たっては、既設設備と関連する場合等、技術上、経済上やむをえない場合はその他の種類および太さを含めて検討の上、選定する。 キョウド ツヨ デンセン センシュ センテイ ア キセツ セツビ カンレン バアイ トウ ギジュツ ウエ ケイザイ ジョウ バアイ ホカ シュルイ フト フク ケントウ ウエ センテイ



○電線は電気を送るための金属体であり、送電する電力容量と電圧階級により、電線種ならびにサイズを決定している。
○電線の仕様は、IECに準拠したJIS等に規定されており、当社の仕様は、JIS等に基づいている。（競争発注可能な仕様）


【これまでの取り組み】
○ 下記の規格に基づき、当社仕様を制定している。
　　・JIS C 3110「鋼心アルミニウムより線」（制定：1994年）
　　・JEC-3406「耐熱アルミ合金電線」（制定：1976年、至近改正：2011年）
　　・JEC-3404「アルミ電線」（制定：1976年、至近改正：2010年）

【今後の取り組み】




・各社の変圧器の代表的な仕様（例えば、電力広域的運営推進機関にて公開している各社の系統利用ルール（設備形成）に記載の仕様）を記載する。
・H20年度からH28年度の間に調達実績がないものでも、代表仕様であれば記載する。

・上記以外の仕様に関して、どういった仕様のものがあるかについては、QA準備をお願いします。



送電ケーブル

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（送電ケーブル） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク ソウデン

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				送電
ケーブル ソウデン		275		CV		2,500																				4

						275		CV		2,000

						275		CV		1,500																				6

						275		CV		1,200																				8

						275		CV		1,000

						275		CV		800																				2

						275		CV		600

						154		CV		2,000																				17

						154		CV		1,500

						154		CV		1,200

						154		CV		1,000																				7

						154		CV		800

						154		CV		600																				20

						154		CV		400																				10

						154		CV		200																				15

						154		CVT		400

						154		CVT		325

						154		CVT		250

						154		CVT		200

						77		CV		2,500

						77		CV		2,000						○		○		○		○		○		○		○(8%)

						77		CV		1,500						○		○		○		○		○		○		○(6%)

						77		CV		1,200												○		○		○		○(3%)

						77		CV		1,000						○		○		○		○		○		○		○(19%)

						77		CV		800														○		○		○(6%)

						77		CV		600						○		○		○		○		○		○		○(12%)

						77		CV		400						○		○		○		○		○		○		○(47%)

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				送電
ケーブル ソウデン		77		CV		600

						77		CVT		600

						77		CVT		400						○		○		○		○		○		○		○(9%)

						77		CVT		325						○		○		○		○		○		○		○(7%)

						77		CVT		250						○		○		○		○		○		○		○(30%)

						77		CVT		200						○		○		○		○		○		○		○(23%)

						77		CVT		150						○		○		○		○		○		○		○(23%)

						77		CVT		100						○		○		○		○		○		○		○(7%)

						77		CVT		80

						33以下 イカ		CVT		600

						33以下 イカ		CVT		400

						33以下 イカ		CVT		325

						33以下 イカ		CVT		250

						33以下 イカ		CVT		200

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ																								3

								※CV：単心架橋ポリエチレンケーブル、CVT：トリプレックス架橋ポリエチレンケーブル

																														92



○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、電線種とサイズを決定している。
○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づいている。（競争発注可能な仕様）

　　（競争発注可能な仕様）

【これまでの取り組み】
○ 下記の規格（電力用規格）に基づき、当社仕様を制定している。
　・A-216「22･33kV CVケーブル規格」（制定：1972年、至近改正：2016年）
　・A-261「66･77kV CVケーブル規格」（制定：1980年、至近改正：2016年）

【今後の取り組み】





The Kansai Electric Power Co., Inc.

【指摘事項３】設備仕様の推移及び仕様統一化に向けた取組－（架空電線） 19

○電線は電気を送るための金属体であり、送電する電力容量と電圧階級により、電線種ならびにサイズを決定しております。

○電線の仕様は、IEC（国際電気標準会議）に準拠したJIS （日本工業規格）等に規定されており、当社の仕様は、JIS等
に基づいております。（競争発注可能な仕様）

※ ACSR/AC：アルミ覆鋼心アルミより線、TACSR/AC：アルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線

※ 当社は、過年度データの採録可能期間がH22年度分までのため、H22年度分より記載しております。

【これまでの取り組み】
○ 下記の規格に基づき、当社仕様を制定している。

・JIS C 3110「鋼心アルミニウムより線」（制定：1994年）
・JEC-3406「耐熱アルミ合金電線」（制定：1976年、至近改正：2011年）
・JEC-3404「アルミ電線」（制定：1976年、至近改正：2010年）

○海塩粒子等によるアルミ系電線の腐食抑制を目的に、沿岸地域では
(T)ACSR/ACよりも耐食性能の高い(T)ACSR/HRACを採用することで
設備延命化、改修周期延伸を図っている。

【今後の取り組み】
○JEC及びJIS等の全国大の標準規格を継続して採用

○調達仕様と物量の推移

機器 線種 サイズ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

ACSR/AC 100 ○ ○ ○ ○　（5%）

ACSR/AC 160 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（17%）
ACSR/AC 330 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（19%）
ACSR/AC 410 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（21%）

ACSR/HRAC 100
ACSR/HRAC 160 ○　（1%）
ACSR/HRAC 330 ○ ○ ○　（1%）
ACSR/HRAC 410 ○ ○　（3%）
TACSR/AC 610 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（3%）
TACSR/AC 810 ○ ○ ○ ○ ○　（4%）
TACSR/AC 1160 ○ ○ ○ ○ ○ ○　（1%）

TACSR/HRAC 610
TACSR/HRAC 810 ○ ○
TACSR/HRAC 1160

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○　（25%）

架空
送電線

上記以外の仕様


鉄塔

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（鉄塔） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク テットウ

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		アングル/鋼管 コウカン		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				鉄塔 テットウ		500		アングル																				4

						500		鋼管 コウカン												○		○				○　（25%）

						275		アングル						○				○		○		○		○				6

						275		鋼管 コウカン						○				○		○		○		○		○　（31%）		8

						154		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（15%）

						154		鋼管 コウカン						○		○		○		○								2

						77		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（22%）

						77		鋼管 コウカン						○		○		○		○		○		○		○　（2%）

						33以下 イカ		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（5%）		17

						33以下 イカ		鋼管 コウカン

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ																						3

								※アングル：山形鋼鉄塔、鋼管：鋼管鉄塔 ヤマガタ コウ テットウ コウカン コウカン テットウ

																												40



○ 鉄塔は電線を支持するための構造物である。
○鉄塔設計は、電気設備の技術基準（経済産業省）ならびにJEC（電気学会）に基づいて実施している。
○設計された鉄塔は、支持する電線の大きさや電圧、経過する地形条件などにより形状が様々であるが、鉄塔を構成する鉄塔材は、JIS等によって標準化されたものを使用している。（汎用品を使用）

【これまでの取り組み】
○ 鉄塔は下記の規格等により設計している。
　　・電気設備の技術基準（経済産業省）
　　・JEC-127「送電用支持物設計標準」（制定：1965年、至近改正：1979年）
○ 鉄塔材は、電気設備の技術基準において、以下のとおり定められている。
　　・JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」
　　・JIS G 3106「溶接構造用圧延鋼材」
　　・JIS G 3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
　　・JIS G 3129「鉄塔用高張力鋼鋼材」
　　・JIS G 3223「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼材」
　　・JESC E3002「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」


【今後の取り組み】


・上記以外の仕様に関して、どういった仕様のものがあるかについては、QA準備をお願いします。



架空送電線r2

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（架空送電線） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク カクウ ソウデンセン

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				架空
送電線 カクウ ソウデンセン		ACSR/AC		100						○				○		○						○　（5%）		5

						ACSR/AC		160						○		○		○		○		○		○		○　（17%）		17

						ACSR/AC		330						○		○		○		○		○		○		○　（19%）		19

						ACSR/AC		410						○		○		○		○		○		○		○　（21%）		21

						ACSR/HRAC		100

						ACSR/HRAC		160																		○　（1%）		1

						ACSR/HRAC		330								○						○				○　（1%）		1

						ACSR/HRAC		410														○				○　（3%）		3

						TACSR/AC		610						○		○		○		○		○		○		○　（3%）		3

						TACSR/AC		810						○				○		○				○		○　（4%）		4

						TACSR/AC		1160						○		○		○		○		○				○　（1%）		1

						TACSR/HRAC		610

						TACSR/HRAC		810														○		○

						TACSR/HRAC		1160

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ								○		○		○		○		○		○		○　（25%）		25		Ｑ，標準品外が多いのはなぜか

						※ACSR/AC：アルミ覆鋼心アルミより線、TACSR/AC：アルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線																						100		Ａ，仕様統一の観点から仕様を集約しているが、既設設備に対応するため、標準品外仕様が存在する。

																														標準品外のものを採用している物量が多い(H28実績)のは、既設（鉄塔設計）に合わせて、標準外

																														仕様（サイズ）を適用した改修物量が多かったためである。



○電線は電気を送るための金属体であり、送電する電力容量と電圧階級により、電線種ならびにサイズを決定している。
○電線の仕様は、IECに準拠したJIS等に規定されており、当社の仕様は、JIS等に基づいている。（競争発注可能な仕様）


【これまでの取り組み】
○ 下記の規格に基づき、当社仕様を制定している。
　　・JIS C 3110「鋼心アルミニウムより線」（制定：1994年）
　　・JEC-3406「耐熱アルミ合金電線」（制定：1976年、至近改正：2011年）
　　・JEC-3404「アルミ電線」（制定：1976年、至近改正：2010年）

○海塩粒子等によるアルミ系電線の腐食抑制を目的に、沿岸地域では(T)ACSR/ACよりも耐食性能の高い(T)ACSR/HRACを採用することで設備延命化、改修周期延伸を図っている。

【今後の取り組み】
○　JEC及びJIS等の全国大の標準規格を継続して採用。






送電ケーブル

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（送電ケーブル） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク ソウデン

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				送電
ケーブル ソウデン		275		CV		2,500																				4

						275		CV		2,000

						275		CV		1,500																				6

						275		CV		1,200																				8

						275		CV		1,000

						275		CV		800																				2

						275		CV		600

						154		CV		2,000																				17

						154		CV		1,500

						154		CV		1,200

						154		CV		1,000																				7

						154		CV		800

						154		CV		600																				20

						154		CV		400																				10

						154		CV		200																				15

						154		CVT		400

						154		CVT		325

						154		CVT		250

						154		CVT		200

						77		CV		2,500

						77		CV		2,000						○		○		○		○		○		○		○(8%)

						77		CV		1,500						○		○		○		○		○		○		○(6%)

						77		CV		1,200												○		○		○		○(3%)

						77		CV		1,000						○		○		○		○		○		○		○(19%)

						77		CV		800														○		○		○(6%)

						77		CV		600						○		○		○		○		○		○		○(12%)

						77		CV		400						○		○		○		○		○		○		○(47%)

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				送電
ケーブル ソウデン		77		CV		600

						77		CVT		600

						77		CVT		400						○		○		○		○		○		○		○(9%)

						77		CVT		325						○		○		○		○		○		○		○(7%)

						77		CVT		250						○		○		○		○		○		○		○(30%)

						77		CVT		200						○		○		○		○		○		○		○(23%)

						77		CVT		150						○		○		○		○		○		○		○(23%)

						77		CVT		100						○		○		○		○		○		○		○(7%)

						77		CVT		80

						33以下 イカ		CVT		600

						33以下 イカ		CVT		400

						33以下 イカ		CVT		325

						33以下 イカ		CVT		250

						33以下 イカ		CVT		200

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ																								3

								※CV：単心架橋ポリエチレンケーブル、CVT：トリプレックス架橋ポリエチレンケーブル

																														92



○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、電線種とサイズを決定している。
○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づいている。（競争発注可能な仕様）

　　（競争発注可能な仕様）

【これまでの取り組み】
○ 下記の規格（電力用規格）に基づき、当社仕様を制定している。
　・A-216「22･33kV CVケーブル規格」（制定：1972年、至近改正：2016年）
　・A-261「66･77kV CVケーブル規格」（制定：1980年、至近改正：2016年）

【今後の取り組み】





The Kansai Electric Power Co., Inc.

○調達仕様と物量の推移

機器 電圧（kV） 線種 サイズ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

275 CV 2,500

275 CV 2,000 ○
275 CV 1,500
275 CV 1,200
275 CV 1,000 ○
275 CV 800
275 CV 600 ○ ○
154 CV 2,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○(0.4%)
154 CV 1,800 ○ ○(0.3%)
154 CV 1,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(4.5%)
154 CV 1,200 ○ ○ ○ ○(7.7%)
154 CV 1,000 ○ ○ ○ ○
154 CV 800
154 CV 600 ○ ○
154 CV 400
154 CV 200 ○
154 CVT 600 ○
154 CVT 400
154 CVT 325
154 CVT 250
154 CVT 200
77 CV 2,500
77 CV 2,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(2%)
77 CV 1,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1.6%)
77 CV 1,200 ○ ○ ○ ○(0.8%)
77 CV 1,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(4.8%)
77 CV 800 ○ ○ ○(1.5%)
77 CV 600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(3.1%)
77 CV 400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(12.1%)

送電
ケーブル

【指摘事項３】設備仕様の推移及び仕様統一化に向けた取組－（送電ケーブル）① 20

○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、
電線種とサイズを決定しております。

○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格（IECに準拠）に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づい
ております。（競争発注可能な仕様）

※ 当社は、過年度データの採録可能期間がH22年度分までのため、H22年度分より記載しております。

※ CV：単心架橋ポリエチレンケーブル、CVT：トリプレックス架橋ポリエチレンケーブル
※ 各電圧の送電ケーブルには、送電設備用の他に変電設備用・配電設備用の送電ケーブルを含んでおります。


鉄塔材

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（鉄塔） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク テットウ

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		アングル/鋼管 コウカン		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				鉄塔 テットウ		500		アングル																				4

						500		鋼管 コウカン												○		○				○　（25%）

						275		アングル						○				○		○		○		○				6

						275		鋼管 コウカン						○				○		○		○		○		○　（31%）		8

						154		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（15%）

						154		鋼管 コウカン						○		○		○		○								2

						77		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（22%）

						77		鋼管 コウカン						○		○		○		○		○		○		○　（2%）

						33以下 イカ		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（5%）		17

						33以下 イカ		鋼管 コウカン

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ																						3

								※アングル：山形鋼鉄塔、鋼管：鋼管鉄塔 ヤマガタ コウ テットウ コウカン コウカン テットウ

																												40



○ 鉄塔は電線を支持するための構造物である。
○鉄塔設計は、電気設備の技術基準（経済産業省）ならびにJEC（電気学会）に基づいて実施している。
○設計された鉄塔は、支持する電線の大きさや電圧、経過する地形条件などにより形状が様々であるが、鉄塔を構成する鉄塔材は、JIS等によって標準化されたものを使用している。（汎用品を使用）

【これまでの取り組み】
○ 鉄塔は下記の規格等により設計している。
　　・電気設備の技術基準（経済産業省）
　　・JEC-127「送電用支持物設計標準」（制定：1965年、至近改正：1979年）
○ 鉄塔材は、電気設備の技術基準において、以下のとおり定められている。
　　・JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」
　　・JIS G 3106「溶接構造用圧延鋼材」
　　・JIS G 3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
　　・JIS G 3129「鉄塔用高張力鋼鋼材」
　　・JIS G 3223「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼材」
　　・JESC E3002「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」


【今後の取り組み】
○JEC及びJIS等の全国大の標準規格を継続して採用




架空送電線

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（架空送電線） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク カクウ ソウデンセン

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				架空
送電線 カクウ ソウデンセン		ACSR/AC		100						○				○		○						○　（5%）		5

						ACSR/AC		160						○		○		○		○		○		○		○　（17%）		17

						ACSR/AC		330						○		○		○		○		○		○		○　（19%）		19

						ACSR/AC		410						○		○		○		○		○		○		○　（21%）		21

						ACSR/HRAC		100

						ACSR/HRAC		160																		○　（1%）		1

						ACSR/HRAC		330								○						○				○　（1%）		1

						ACSR/HRAC		410														○				○　（3%）		3

						TACSR/AC		610						○		○		○		○		○		○		○　（3%）		3

						TACSR/AC		810						○				○		○				○		○　（4%）		4

						TACSR/AC		1160						○		○		○		○		○				○　（1%）		1

						TACSR/HRAC		610

						TACSR/HRAC		810														○		○

						TACSR/HRAC		1160

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ								○		○		○		○		○		○		○　（25%）		25		Ｑ，標準品外が多いのはなぜか

						※ACSR/AC：アルミ覆鋼心アルミより線、TACSR/AC：アルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線																						100		Ａ，仕様統一の観点から仕様を集約しているが、既設設備に対応するため、標準品外仕様が存在する。

																														標準品外のものを採用している物量が多い(H28実績)のは、既設（鉄塔設計）に合わせて、標準外

																														仕様（サイズ）を適用した改修物量が多かったためである。



○電線は電気を送るための金属体であり、送電する電力容量と電圧階級により、電線種ならびにサイズを決定している。
○電線の仕様は、IECに準拠したJIS等に規定されており、当社の仕様は、JIS等に基づいている。（競争発注可能な仕様）


【これまでの取り組み】
○ 下記の規格に基づき、当社仕様を制定している。
　　・JIS C 3110「鋼心アルミニウムより線」（制定：1994年）
　　・JEC-3406「耐熱アルミ合金電線」（制定：1976年、至近改正：2011年）
　　・JEC-3404「アルミ電線」（制定：1976年、至近改正：2010年）

○海塩粒子等によるアルミ系電線の腐食抑制を目的に、沿岸地域では(T)ACSR/ACよりも耐食性能の高い(T)ACSR/HRACを採用することで設備延命化、改修周期延伸を図っている。

【今後の取り組み】
○　JEC及びJIS等の全国大の標準規格を継続して採用。






送電ケーブル

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（送電ケーブル） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク ソウデン

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28				H28物量 ブツリョウ		比率 ヒリツ

				送電
ケーブル ソウデン		275		CV		2,500

						275		CV		2,000														○

						275		CV		1,500

						275		CV		1,200

						275		CV		1,000																○

						275		CV		800

						275		CV		600														○		○

						154		CV		2,000						○		○				○		○		○		○(0.4%)				1,201		0.4%

						154		CV		1,800														○				○(0.3%)				1,084		0.3%

						154		CV		1,500						○		○		○		○		○		○		○(4.5%)				14,555		4.5%

						154		CV		1,200												○		○		○		○(7.7%)				25,111		7.7%

						154		CV		1,000										○		○		○		○								0.0%

						154		CV		800																								0.0%

						154		CV		600								○		○														0.0%

						154		CV		400																								0.0%

						154		CV		200								○																0.0%

						154		CVT		600														○										0.0%

						154		CVT		400																								0.0%

						154		CVT		325																								0.0%

						154		CVT		250																								0.0%

						154		CVT		200																								0.0%

						77		CV		2,500																								0.0%

						77		CV		2,000						○		○		○		○		○		○		○(2%)				6,415		2.0%

						77		CV		1,500						○		○		○		○		○		○		○(1.6%)				5,168		1.6%

						77		CV		1,200												○		○		○		○(0.8%)				2,490		0.8%

						77		CV		1,000						○		○		○		○		○		○		○(4.8%)				15,658		4.8%

						77		CV		800														○		○		○(1.5%)				4,847		1.5%

						77		CV		600						○		○		○		○		○		○		○(3.1%)				10,187		3.1%

						77		CV		400						○		○		○		○		○		○		○(12.1%)				39,574		12.1%

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28						0.0%

				送電
ケーブル ソウデン		77		CV		600																								0.0%

						77		CVT		600																								0.0%

						77		CVT		400						○		○		○		○		○		○		○(1.7%)				5,604		1.7%

						77		CVT		325						○		○		○		○		○		○		○(1.3%)				4,322		1.3%

						77		CVT		250						○		○		○		○		○		○		○(5.5%)				17,891		5.5%

						77		CVT		200						○		○		○		○		○		○		○(4.3%)				14,050		4.3%

						77		CVT		150						○		○		○		○		○		○		○(4.3%)				13,904		4.3%

						77		CVT		100						○		○		○		○		○		○		○(1.3%)				4,347		1.3%

						77		CVT		80																								0.0%

						33以下 イカ		CVT		600																								0.0%

						33以下 イカ		CVT		400						○		○		○		○		○		○		○(0.5%)				1,792		0.5%

						33以下 イカ		CVT		325						○		○		○		○		○		○		○(0.5%)				1,750		0.5%

						33以下 イカ		CVT		250						○		○		○		○		○		○		○(2.3%)				7,653		2.3%

						33以下 イカ		CVT		200						○		○		○		○		○		○		○(6.1%)				20,034		6.1%

						33以下 イカ		CVT		150						○		○		○		○		○		○		○(9.7%)				31,684		9.7%

						33以下 イカ		CVT		100						○		○		○		○		○		○		○(10.2%)				33,182		10.2%

						33以下 イカ		CVT		60						○		○		○		○		○		○		○(13.6%)				44,287		13.6%

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ

								※CV：単心架橋ポリエチレンケーブル、CVT：トリプレックス架橋ポリエチレンケーブル																								合計値 ゴウケイ チ		326,790





○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、電線種とサイズを決定している。
○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づいている。（競争発注可能な仕様）

　　（競争発注可能な仕様）

○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、電線種とサイズを決定している。
○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づいている。（競争発注可能な仕様）

　　（競争発注可能な仕様）

【これまでの取り組み】
○ 下記の規格（電力用規格）に基づき、当社仕様を制定している。
　・A-216「22･33kV CVケーブル規格」（制定：1972年、至近改正：2016年）
　・A-261「66･77kV CVケーブル規格」（制定：1980年、至近改正：2016年）

【今後の取り組み】

○ 現在、全電力大で標準規格化による仕様の統一を進めており、今後も継続して取り組みを進める。

○ 今後も標準的な仕様（電力用規格）を継続して採用する。



コン柱１

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（送電ケーブル） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク ソウデン













				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ		※「（名称）（柱長）ー（耐荷重）」 												△＝試験導入

				品目（※）		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				2本継コンクリート柱　12m－350kgf		－		－		－		△		△		△		○		○		　　○　（21％）

				2本継コンクリート柱　14m－500kgf		－		－		－		△		△		△		○		○		　　○　（48％）

				2本継コンクリート柱　16m－700kgf		－		－		－		△		△		△		○		○		　　○　（26％）

				2本継コンクリート柱　16m－1000kgf		－		－		－		－		－		－		○		○		　　○　（5％）

				上記４品目以外の仕様（２品目）		－		－		－		－		－		－		－		○		　　○　（1％未満）

				コンクリート柱 11m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱 12m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱 13m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱 14m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱12m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱13m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱14m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱15m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱16m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱14m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱15m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱16m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱16m－1000kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱16m－1200kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				品目（※）		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				細径コンクリート柱 12m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 13m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 14m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 14m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 15m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 16m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 15m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 16m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				上記以外の仕様		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－



○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、電線種とサイズを決定している。
○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づいている。（競争発注可能な仕様）

　　（競争発注可能な仕様）

【これまでの取り組み】

○以下の規格に基づき、当社仕様を制定
　　・電力用規格C101 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ
　　・JIS A 5373 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品　
　　・JIS A 5363 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品−性能試験方法通則　等

○H26に2本継ｺﾝｸﾘｰﾄ柱を導入。
　これに合わせて、最低限のラインアップへの整理を実施

【今後の取り組み】

○ 最低限のラインアップを選定済み。
　　今後、更なる効率化に向け検討を進めていく。



変圧器

		【７７ｋＶ変圧器】 ヘンアツ キ

		仕様 シヨウ										22年度		23年度		24年度		25年度		26年度		27年度		28年度

		電圧		分類		容量
（ＭＶＡ）		ラジエーター		騒音値
（JEM・dB)

				７７/６.６kV		3		本体付		ＪＥＭ												○

				７７/６.６kV		10		別置		５０ｄＢ												○

				７７/６.６kV		10		別置		ＪＥＭ								○

				７７/６.６kV		10		本体付		４５ｄＢ												○		○

				７７/６.６kV		10		本体付		５０ｄＢ		○		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		10		本体付		６０ｄＢ		○

				７７/６.６kV		10		本体付		ＪＥＭ		○				○		○

				７７/６.６kV		15		別置		５０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		15		本体付		５０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		15		本体付		ＪＥＭ														○

				７７/６.６kV		20		別置		５０ｄＢ		○								○		○		○

				７７/６.６kV		20		別置		６０ｄＢ		○						○		○		○

				７７/６.６kV		20		別置		ＪＥＭ		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		20		本体付		４５ｄＢ		○		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		20		本体付		５０ｄＢ		○		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		20		本体付		ＪＥＭ		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		30		別置		５０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		30		別置		６０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		30		別置		ＪＥＭ		○		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		30		本体付		５０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		30		本体付		ＪＥＭ		○										○
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※ CV：単心架橋ポリエチレンケーブル、CVT：トリプレックス架橋ポリエチレンケーブル

※ 当社は、過年度データの採録可能期間がH22年度分までのため、H22年度分より記載しております。

【これまでの取り組み】
○ 下記の規格（電力用規格）に基づき、当社仕様を制定している。

・A-216「22･33kV CVケーブル規格」（制定：1972年、至近改正：2016年）
・A-261「66･77kV CVケーブル規格」（制定：1980年、至近改正：2016年）

○他電力で採用されている仕様の追加を行った。（H25年度）
・154kV CVケーブル（1800,800,400の仕様追加）
・77kV CVケーブル（1800,800,400の仕様追加）

【今後の取り組み】
○ 現在、全電力大で１５４ｋＶＣＶケーブルの標準規

格化による仕様の統一を進めており、今後も継続して取
り組みを進める。

○ 今後も標準的な仕様（電力用規格）を継続して
採用する。

※ 各電圧の送電ケーブルには、送電設備用の他に変電設備用・配電設備用の送電ケーブルを含んでおります。

○調達仕様と物量の推移

機器 電圧（kV） 線種 サイズ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

77 CV 600

77 CVT 600
77 CVT 400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1.7%)
77 CVT 325 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1.3%)
77 CVT 250 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(5.5%)
77 CVT 200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(4.3%)
77 CVT 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(4.3%)
77 CVT 100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(1.3%)
77 CVT 80

33以下 CVT 600
33以下 CVT 400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(0.5%)
33以下 CVT 325 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(0.5%)
33以下 CVT 250 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(2.3%)
33以下 CVT 200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(6.1%)
33以下 CVT 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(9.7%)
33以下 CVT 100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(10.2%)
33以下 CVT 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(13.6%)

送電
ケーブル

上記以外の仕様


鉄塔材

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（鉄塔） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク テットウ

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		アングル/鋼管 コウカン		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				鉄塔 テットウ		500		アングル																				4

						500		鋼管 コウカン												○		○				○　（25%）

						275		アングル						○				○		○		○		○				6

						275		鋼管 コウカン						○				○		○		○		○		○　（31%）		8

						154		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（15%）

						154		鋼管 コウカン						○		○		○		○								2

						77		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（22%）

						77		鋼管 コウカン						○		○		○		○		○		○		○　（2%）

						33以下 イカ		アングル						○		○		○		○		○		○		○　（5%）		17

						33以下 イカ		鋼管 コウカン

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ																						3

								※アングル：山形鋼鉄塔、鋼管：鋼管鉄塔 ヤマガタ コウ テットウ コウカン コウカン テットウ

																												40



○ 鉄塔は電線を支持するための構造物である。
○鉄塔設計は、電気設備の技術基準（経済産業省）ならびにJEC（電気学会）に基づいて実施している。
○設計された鉄塔は、支持する電線の大きさや電圧、経過する地形条件などにより形状が様々であるが、鉄塔を構成する鉄塔材は、JIS等によって標準化されたものを使用している。（汎用品を使用）

【これまでの取り組み】
○ 鉄塔は下記の規格等により設計している。
　　・電気設備の技術基準（経済産業省）
　　・JEC-127「送電用支持物設計標準」（制定：1965年、至近改正：1979年）
○ 鉄塔材は、電気設備の技術基準において、以下のとおり定められている。
　　・JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」
　　・JIS G 3106「溶接構造用圧延鋼材」
　　・JIS G 3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
　　・JIS G 3129「鉄塔用高張力鋼鋼材」
　　・JIS G 3223「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼材」
　　・JESC E3002「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」


【今後の取り組み】
○JEC及びJIS等の全国大の標準規格を継続して採用




架空送電線

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（架空送電線） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク カクウ ソウデンセン

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				架空
送電線 カクウ ソウデンセン		ACSR/AC		100						○				○		○						○　（5%）		5

						ACSR/AC		160						○		○		○		○		○		○		○　（17%）		17

						ACSR/AC		330						○		○		○		○		○		○		○　（19%）		19

						ACSR/AC		410						○		○		○		○		○		○		○　（21%）		21

						ACSR/HRAC		100

						ACSR/HRAC		160																		○　（1%）		1

						ACSR/HRAC		330								○						○				○　（1%）		1

						ACSR/HRAC		410														○				○　（3%）		3

						TACSR/AC		610						○		○		○		○		○		○		○　（3%）		3

						TACSR/AC		810						○				○		○				○		○　（4%）		4

						TACSR/AC		1160						○		○		○		○		○				○　（1%）		1

						TACSR/HRAC		610

						TACSR/HRAC		810														○		○

						TACSR/HRAC		1160

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ								○		○		○		○		○		○		○　（25%）		25		Ｑ，標準品外が多いのはなぜか

						※ACSR/AC：アルミ覆鋼心アルミより線、TACSR/AC：アルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線																						100		Ａ，仕様統一の観点から仕様を集約しているが、既設設備に対応するため、標準品外仕様が存在する。

																														標準品外のものを採用している物量が多い(H28実績)のは、既設（鉄塔設計）に合わせて、標準外

																														仕様（サイズ）を適用した改修物量が多かったためである。



○電線は電気を送るための金属体であり、送電する電力容量と電圧階級により、電線種ならびにサイズを決定している。
○電線の仕様は、IECに準拠したJIS等に規定されており、当社の仕様は、JIS等に基づいている。（競争発注可能な仕様）


【これまでの取り組み】
○ 下記の規格に基づき、当社仕様を制定している。
　　・JIS C 3110「鋼心アルミニウムより線」（制定：1994年）
　　・JEC-3406「耐熱アルミ合金電線」（制定：1976年、至近改正：2011年）
　　・JEC-3404「アルミ電線」（制定：1976年、至近改正：2010年）

○海塩粒子等によるアルミ系電線の腐食抑制を目的に、沿岸地域では(T)ACSR/ACよりも耐食性能の高い(T)ACSR/HRACを採用することで設備延命化、改修周期延伸を図っている。

【今後の取り組み】
○　JEC及びJIS等の全国大の標準規格を継続して採用。






送電ケーブル

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（送電ケーブル） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク ソウデン

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28				H28物量 ブツリョウ		比率 ヒリツ

				送電
ケーブル ソウデン		275		CV		2,500

						275		CV		2,000														○

						275		CV		1,500

						275		CV		1,200

						275		CV		1,000																○

						275		CV		800

						275		CV		600														○		○

						154		CV		2,000						○		○				○		○		○		○(0.4%)				1,201		0.4%

						154		CV		1,800														○				○(0.3%)				1,084		0.3%

						154		CV		1,500						○		○		○		○		○		○		○(4.5%)				14,555		4.5%

						154		CV		1,200												○		○		○		○(7.7%)				25,111		7.7%

						154		CV		1,000										○		○		○		○								0.0%

						154		CV		800																								0.0%

						154		CV		600								○		○														0.0%

						154		CV		400																								0.0%

						154		CV		200								○																0.0%

						154		CVT		600														○										0.0%

						154		CVT		400																								0.0%

						154		CVT		325																								0.0%

						154		CVT		250																								0.0%

						154		CVT		200																								0.0%

						77		CV		2,500																								0.0%

						77		CV		2,000						○		○		○		○		○		○		○(2%)				6,415		2.0%

						77		CV		1,500						○		○		○		○		○		○		○(1.6%)				5,168		1.6%

						77		CV		1,200												○		○		○		○(0.8%)				2,490		0.8%

						77		CV		1,000						○		○		○		○		○		○		○(4.8%)				15,658		4.8%

						77		CV		800														○		○		○(1.5%)				4,847		1.5%

						77		CV		600						○		○		○		○		○		○		○(3.1%)				10,187		3.1%

						77		CV		400						○		○		○		○		○		○		○(12.1%)				39,574		12.1%

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		線種 センシュ		サイズ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28						0.0%

				送電
ケーブル ソウデン		77		CV		600																								0.0%

						77		CVT		600																								0.0%

						77		CVT		400						○		○		○		○		○		○		○(1.7%)				5,604		1.7%

						77		CVT		325						○		○		○		○		○		○		○(1.3%)				4,322		1.3%

						77		CVT		250						○		○		○		○		○		○		○(5.5%)				17,891		5.5%

						77		CVT		200						○		○		○		○		○		○		○(4.3%)				14,050		4.3%

						77		CVT		150						○		○		○		○		○		○		○(4.3%)				13,904		4.3%

						77		CVT		100						○		○		○		○		○		○		○(1.3%)				4,347		1.3%

						77		CVT		80																								0.0%

						33以下 イカ		CVT		600																								0.0%

						33以下 イカ		CVT		400						○		○		○		○		○		○		○(0.5%)				1,792		0.5%

						33以下 イカ		CVT		325						○		○		○		○		○		○		○(0.5%)				1,750		0.5%

						33以下 イカ		CVT		250						○		○		○		○		○		○		○(2.3%)				7,653		2.3%

						33以下 イカ		CVT		200						○		○		○		○		○		○		○(6.1%)				20,034		6.1%

						33以下 イカ		CVT		150						○		○		○		○		○		○		○(9.7%)				31,684		9.7%

						33以下 イカ		CVT		100						○		○		○		○		○		○		○(10.2%)				33,182		10.2%

						33以下 イカ		CVT		60						○		○		○		○		○		○		○(13.6%)				44,287		13.6%

						上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ

								※CV：単心架橋ポリエチレンケーブル、CVT：トリプレックス架橋ポリエチレンケーブル																								合計値 ゴウケイ チ		326,790





○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、電線種とサイズを決定している。
○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づいている。（競争発注可能な仕様）

　　（競争発注可能な仕様）

○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、電線種とサイズを決定している。
○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づいている。（競争発注可能な仕様）

　　（競争発注可能な仕様）

【これまでの取り組み】
○ 下記の規格（電力用規格）に基づき、当社仕様を制定している。
　・A-216「22･33kV CVケーブル規格」（制定：1972年、至近改正：2016年）
　・A-261「66･77kV CVケーブル規格」（制定：1980年、至近改正：2016年）

【今後の取り組み】

○ 現在、全電力大で標準規格化による仕様の統一を進めており、今後も継続して取り組みを進める。

○ 今後も標準的な仕様（電力用規格）を継続して採用する。



コン柱１

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（送電ケーブル） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク ソウデン













				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ		※「（名称）（柱長）ー（耐荷重）」 												△＝試験導入

				品目（※）		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				2本継コンクリート柱　12m－350kgf		－		－		－		△		△		△		○		○		　　○　（21％）

				2本継コンクリート柱　14m－500kgf		－		－		－		△		△		△		○		○		　　○　（48％）

				2本継コンクリート柱　16m－700kgf		－		－		－		△		△		△		○		○		　　○　（26％）

				2本継コンクリート柱　16m－1000kgf		－		－		－		－		－		－		○		○		　　○　（5％）

				上記４品目以外の仕様（２品目）		－		－		－		－		－		－		－		○		　　○　（1％未満）

				コンクリート柱 11m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱 12m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱 13m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱 14m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱12m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱13m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱14m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱15m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱16m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱14m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱15m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱16m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱16m－1000kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				コンクリート柱16m－1200kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				品目（※）		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				細径コンクリート柱 12m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 13m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 14m－350kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 14m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 15m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 16m－500kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 15m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				細径コンクリート柱 16m－700kgf		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－

				上記以外の仕様		○		○		○		○		○		○		○		廃止		－



○ ケーブルは電気を送るための金属体に絶縁体で被覆したものであり、送電する電力容量と電圧階級ならびに設置環境により、電線種とサイズを決定している。
○ ケーブルの仕様は、全電力大で定める電力用規格に規定されており、当社の仕様は、電力用規格に基づいている。（競争発注可能な仕様）

　　（競争発注可能な仕様）

【これまでの取り組み】

○以下の規格に基づき、当社仕様を制定
　　・電力用規格C101 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ
　　・JIS A 5373 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品　
　　・JIS A 5363 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品−性能試験方法通則　等

○H26に2本継ｺﾝｸﾘｰﾄ柱を導入。
　これに合わせて、最低限のラインアップへの整理を実施

【今後の取り組み】

○ 最低限のラインアップを選定済み。
　　今後、更なる効率化に向け検討を進めていく。



変圧器

		【７７ｋＶ変圧器】 ヘンアツ キ

		仕様 シヨウ										22年度		23年度		24年度		25年度		26年度		27年度		28年度

		電圧		分類		容量
（ＭＶＡ）		ラジエーター		騒音値
（JEM・dB)

				７７/６.６kV		3		本体付		ＪＥＭ												○

				７７/６.６kV		10		別置		５０ｄＢ												○

				７７/６.６kV		10		別置		ＪＥＭ								○

				７７/６.６kV		10		本体付		４５ｄＢ												○		○

				７７/６.６kV		10		本体付		５０ｄＢ		○		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		10		本体付		６０ｄＢ		○

				７７/６.６kV		10		本体付		ＪＥＭ		○				○		○

				７７/６.６kV		15		別置		５０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		15		本体付		５０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		15		本体付		ＪＥＭ														○

				７７/６.６kV		20		別置		５０ｄＢ		○								○		○		○

				７７/６.６kV		20		別置		６０ｄＢ		○						○		○		○

				７７/６.６kV		20		別置		ＪＥＭ		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		20		本体付		４５ｄＢ		○		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		20		本体付		５０ｄＢ		○		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		20		本体付		ＪＥＭ		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		30		別置		５０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		30		別置		６０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		30		別置		ＪＥＭ		○		○		○		○		○		○		○

				７７/６.６kV		30		本体付		５０ｄＢ														○

				７７/６.６kV		30		本体付		ＪＥＭ		○										○







The Kansai Electric Power Co., Inc.

○調達仕様と物量の推移

機器 電圧（kV） 容量（MVA） H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

500/275 1,000 ○

500/154 750 ○
275/154 300 ○
275/77 300 ○ ○ ○ ○ ○ ○（2%）
275/77 200 ○ ○ ○ ○（2%）
154/77 200 ○ ○（3%）
77/33 45 ○
77/33 30 ○ ○ ○
77/33 15 ○ ○ ○ ○
77/22 45 ○ ○
77/22 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（10%）
77/22 15 ○ ○（5%）

77/22/6.6 30 　　　○（2%） ※１

77/6.6 30 ○ ○ ○ ○（7%）
77/6.6 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（45%）
77/6.6 15 　　　○（15%） ※２

77/6.6 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（9%）
33/6.6 10 ○
33/6.6 6 ○ ○
33/6.6 3 ○

○ ○ ○ ○上記以外の仕様

変圧器

【指摘事項３】設備仕様の推移及び仕様統一化に向けた取組－（変圧器）① 22

○変圧器は電圧を変換する機器であり、一次側の電圧と二次側の電圧、ならびに電力容量でスペックを決めております。

○変圧器の仕様は、IECに準拠したJEC（電気学会）等に規定されており、当社の仕様の基本的な部分は、JEC等に基づいて
おります。（競争発注可能な仕様）

※ 当社は、過年度データの採録可能期間がH22年度分までのため、H22年度分より記載しております。

※１： 三巻変圧器（77kV/22kV/6.6kV）をH28年度から導入し、スリム化（２台→１台）による購入価格の抑制に取り組んでいる。

※２： 過去から77/6.6kV変圧器について、製造原価の低減を目的に15MVAを20MVAに仕様集約していたが、15MVAで容量が足りる場合には
15MVAを購入することで購入価格を抑制出来ることから、H28年度から購入仕様に追加している。


変圧器

		【指摘項目3】　仕様の統一化に向けた取組　（変圧器） シテキ コウモク シヨウ トウイツカ ム トリク ヘンアツキ

				○調達仕様と物量の推移 チョウタツ シヨウ ブツリョウ スイイ

				機器 キキ		電圧（kV） デンアツ		容量（MVA） ヨウリョウ		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28

				変圧器 ヘンアツキ		500/275		1,000						○														4

						500/154		750																○

						275/154		300								○												6

						275/77		300						○		○		○				○		○		○（2%）		8												1		2%

						275/77		200						○		○				○						○（2%）														1		2%

						154/77		200						○												○（3%）		2												2		4%

						77/33		45																○

						77/33		30						○								○		○				17

						77/33		15								○				○		○		○

						77/22		45						○						○

						77/22		30						○		○		○		○		○		○		○（10%）		7												6		11%

						77/22		15												○						○（5%）														3		6%

						77/22/6.6		30																		　　　○（2%） ※１		20												1		2%

						77/6.6		30								○				○		○				○（7%）		10												4		8%

						77/6.6		20						○		○		○		○		○		○		○（45%）		15												24		45%

						77/6.6		15																		　　　○（15%） ※２		8												7		13%

						77/6.6		10						○		○		○		○		○		○		○（9%）		3												4		8%

						33/6.6		10														○						100

						33/6.6		6						○				○																						53		100%

						33/6.6		3												○

						上記以外の仕様								○		○		○		○



○ 変圧器は電圧を変換する機器であり、一次側の電圧と二次側の電圧、ならびに電力容量でスペックを決めている。
○変圧器の仕様は、IECに準拠したJEC（電気学会）等に規定されており、当社の仕様の基本的な部分は、JEC等に基づいている。
　　（競争発注可能な仕様）

【これまでの取り組み】
○ 下記の規格に基づき、当社仕様を制定している。
　　・JEC-2200「変圧器」（制定：1966年、至近改正：2014年）
　　・JEC-2220「負荷時タップ切替装置」（制定：1972年、至近改正：2007年）
　　・JEC-5202「ブッシング」（制定：1952年、至近改正：2007年）
　　・JIS C 2320「電気絶縁油」（制定：1950年、至近改正：2010年）
○ H24年に社内でスペックの整理を行い、主要スペックを１６から１５に削減した。
○契約したメーカーが部品調達や製造管理を効率的に実施できるように早期発注を実施している。

【今後の取り組み】
○ 基本的な部分の仕様だけでなく、付帯的な部分（ブッシング等）の仕様についても、他社との統一を図り、これまで以上に共同調達に努める。

・上記以外の仕様は移動用変圧器

・電圧過昇対策Ｔｒ

・3巻Tr



集約表（生deta）

						値		契約年度

						データの個数 / 契約単価														合計 / 契約単価2														全体の データの個数 / 契約単価		全体の 合計 / 契約単価2

		電圧
（ｋV）		容量
（MVA）		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度

		500/275		1000		1														1280000000														1		1,280,000,000

		500/154		750												1														0				1		0

		275/154		300				1														689,000,000												1		689,000,000

		275/77		300		2		1		1				1		1		1		1756000000		536,000,000		532,000,000				330,000,000		326,000,000		378,000,000		7		3,858,000,000

				200		1		1				1						1		403000000		334,000,000				520,000,000						337,000,000		4		1,594,000,000

		154/77		200		2												2		815000000												468,370,000		4		1,283,370,000

		77/33		45												1														82,000,000				1		82,000,000

				30		1								1		2				58800000								59,400,000		130,200,000				4		248,400,000

				15				1				2		1		2						46,300,000				83,800,000		43,200,000		106,700,000				6		280,000,000

		77/22		45		3						2								498000000						156,200,000								5		654,200,000

				30		4		3		2		3		5		9		6		274800000		200,200,000		129,600,000		167,200,000		342,700,000		622,100,000		385,100,000		32		2,121,700,000

				15								3						3								119,300,000						164,800,000		6		284,100,000

		77/22/6.6（6.3）		30														1														95,400,000		1		95,400,000

		77/6.6		30				2				2		1				4				115,600,000				106,000,000		50,180,000				278,846,000		9		550,626,000

				20		28		33		9		38		20		27		24		1279600000		1,494,300,000		424,300,000		1,551,700,000		795,700,000		1,274,300,000		1,235,187,000		179		8,055,087,000

				15														7														334,460,000		7		334,460,000

				10		9		5		1		4		3		11		4		325400000		183,100,000		32,100,000		138,200,000		100,900,000		452,251,000		168,600,000		37		1,400,551,000

		77/6.6（6.3）		18.26												1		2												51,300,000		90,700,000		3		142,000,000

				13.7														2														96,200,000		2		96,200,000

				9.133												2		1												91,000,000		43,000,000		3		134,000,000

		33/6.6		10										2														67,300,000						2		67,300,000

				6		8				2										218200000				71,700,000										10		289,900,000

				3								1														24,600,000								1		24,600,000

		上記以外の仕様		(空白)		5		2		1		1								282600000		125,400,000		80,500,000		64,400,000								9		552,900,000

		総計				64		49		16		57		34		57		58		7191400000		3,723,900,000		1,270,200,000		2,931,400,000		1,789,380,000		3,135,851,000		4,075,663,000		335		24,117,794,000





ぴぼっと

						値		契約年度

						データの個数 / 契約単価														合計 / 契約単価2														全体の データの個数 / 契約単価		全体の 合計 / 契約単価2

		電圧
（ｋV）		容量
（MVA）		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度		H28年度

		500/275		1000		1														1280000000														1		1280000000

		500/154		750												1														0				1		0

		275/154		300				1														689000000												1		689000000

		275/77		300		2		1		1				1		1		1		1756000000		536000000		532000000				330000000		326000000		378000000		7		3858000000

				200		1		1				1						1		403000000		334000000				520000000						337000000		4		1594000000

		154/77		200		2												2		815000000												468370000		4		1283370000

		77/33		45												1														82000000				1		82000000

				30		1								1		2				58800000								59400000		130200000				4		248400000

				15				1				2		1		2						46300000				83800000		43200000		106700000				6		280000000

		77/22		45		3						2								498000000						156200000								5		654200000

				30		4		3		2		3		5		9		6		274800000		200200000		129600000		167200000		342700000		622100000		385100000		32		2121700000

				15								3						3								119300000						164800000		6		284100000

		77/22/6.6（6.3）		30														1														95400000		1		95400000

		77/6.6		30				2				2		1				4				115600000				106000000		50180000				278846000		9		550626000

				20		28		33		9		38		20		27		24		1279600000		1494300000		424300000		1551700000		795700000		1274300000		1235187000		179		8055087000

				15														7														334460000		7		334460000

				10		9		5		1		4		3		11		4		325400000		183100000		32100000		138200000		100900000		452251000		168600000		37		1400551000

		77/6.6（6.3）		18.26												1		2												51300000		90700000		3		142000000

				13.7														2														96200000		2		96200000

				9.133												2		1												91000000		43000000		3		134000000

		33/6.6		10										2														67300000						2		67300000

				6		8				2										218200000				71700000										10		289900000

				3								1														24600000								1		24600000

		上記以外の仕様		(空白)		5		2		1		1								282600000		125400000		80500000		64400000								9		552900000

		総計				64		49		16		57		34		57		58		7191400000		3723900000		1270200000		2931400000		1789380000		3135851000		4075663000		335		24117794000





作業シート

		ピボット反映 ハンエイ																						●		●						●																●

		⇒自動計算 ジドウ ケイサン				⇒変圧器運用detaから転用　　※赤字は契約detaから直接入力修正 ヘンアツ キ ウンヨウ テンヨウ アカジ ケイヤク チョクセツ ニュウリョク シュウセイ																		⇒手打ち テウ										⇒契約deta ケイヤク

		場所コード バショ		場所コード
＋
No バショ		定格１次電圧		定格２次電圧（ｋＶ）		定格３次電圧（ｋＶ）		定格１次容量		定格２次容量		定格３次容量		騒音値		冷却装置取付位置（名称）		製造年 セイゾウ ネン		電圧
（ｋV） デンアツ		容量
（MVA） ヨウリョウ		所名 ショ メイ		No		契約年度 ケイヤク ネンド		契約請求ＮＯ		品件名		品目等略称		購買区分		原契約締結年月日		原契約数量		契約単価		原契約金額		取引先名		契約請求資材品目名称		契約請求明細資材仕様名称１		契約請求明細資材仕様名称２		契約請求明細資材仕様補記名		品目名		契約請求明細数量単位名称		契約担当箇所コード（購買グループ）		契約請求Ｇ／Ｌ勘定コード		契約請求勘定コード		契約請求明細勘定コード		契約明細単価		契約明細金額

		37416153		374161531		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2011/02		33/6.6		6		野上 ノガミ		1		H22年度 ネンド		101J000823		３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（野上変電所１ＴｒＢ用）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		1		20100427		1.000		29,500,000		29,500,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		29,500,000		29,500,000

		37416153		374161532		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2011/03		33/6.6		6		野上 ノガミ		2		H22年度 ネンド		101J001083		３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（野上変電所２ＴｒＢ用）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		1		20100427		1.000		24,100,000		24,100,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		24,100,000		24,100,000

		33417724		334177242		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/02		77/6.6		20		高浜 タカハマ		2		H22年度 ネンド		101E001602		高浜変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜２ＴｒＢ＞		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100427		1.000		45,500,000		45,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		45,500,000		45,500,000

		33417724		334177241		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/12		77/6.6		20		高浜 タカハマ		1		H22年度 ネンド		101E001601		高浜変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜１ＴｒＢ＞		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100427		1.000		45,500,000		45,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		45,500,000		45,500,000

		38419139		3841913930-1L		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2011/02		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				国府		30-1L		H22年度 ネンド		101K000479		トレーラ積載型移動用負荷時タップ切換変圧器購入　		移動用変圧器		1		20100506		1.000		65,000,000		65,000,000		（株）ダイヘン		移動用変圧器		３３／６．６ｋＶ移動用変圧器		.		.		移動用変圧器		　　式		ADB		G0A1G3002		1041		1041		65,000,000		65,000,000

		35416323		354163231		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2010/09		77/6.6		20		富雄 トミオ		1		H22年度 ネンド		101G001442		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（富雄変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100510		1.000		47,600,000		47,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,600,000		47,600,000

		34416332		344163322		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2010/11		77/6.6		20		落合 オチアイ		2		H22年度 ネンド		101F002221		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（落合変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100521		1.000		40,700,000		40,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,820,000		40,820,000

		37416434		374164341		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2010/11		77/6.6		20		上岩出		1		H22年度 ネンド		101J001326		上岩出変電所用変圧器購入（１ＴｒＢ）　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100521		1.000		48,000,000		48,000,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		ＡＰａ用　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		48,000,000		48,000,000

		36416526		364165265		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付		2011/02		77/22		30		大津		5		H22年度 ネンド		101H001232		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　（大津変電所５ＴｒＢ）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20100521		1.000		72,600,000		72,600,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		72,600,000		72,600,000

		31416327		314163272		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2010/08		77/6.6		20		泉尾		2		H22年度 ネンド		101C002278		泉尾変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（泉尾変電所変圧器取替工事（２ＴｒＢ））		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100525		1.000		40,500,000		40,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,500,000		40,500,000

		31416327		314163273		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2013/08		77/6.6		20		泉尾		3		H22年度 ネンド		101C002347		泉尾変電所７７・６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（泉尾変電所変圧器取替工事（３ＴｒＢ））		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100525		1.000		40,500,000		40,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,500,000		40,500,000

		34417221		344172215		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2011/02		77/22		30		立花		5		H22年度 ネンド		101F002357		立花変電所　７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20100528		1.000		64,800,000		64,800,000		（株）東芝　関西支社		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		64,800,000		64,800,000

		36416539		364165393		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2010/09		77/6.6		20		葉山東		3		H22年度 ネンド		101H001127		葉山東変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜葉山東変電所　変圧器増設工事＞		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100611		1.000		47,100,000		47,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		ＡＰａ用　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,100,000		47,100,000

		31416428		314164283		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2010/11		77/6.6		20		西扇町 ニシ オオギ マチ		3		H22年度 ネンド		101C002890		７７／６．６ｋＶ（２０ＭＶＡ）負荷時タップ切替変圧器購入　（西扇町変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100616		1.000		40,700,000		40,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,700,000		40,700,000

		37416426		374164262		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2011/06		33/6.6		6		粉河 コナ カワ		2		H22年度 ネンド		101J001744		３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（粉河変電所　２ＴｒＢ）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		1		20100705		1.000		30,500,000		30,500,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本体　５０ｄｂ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		30,500,000		30,500,000

		37416426		374164261		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2011/06		33/6.6		6		粉河 コナ カワ		1		H22年度 ネンド		101J001745		３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（粉河変電所　１ＴｒＢ）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		1		20100705		1.000		25,900,000		25,900,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本体　５０ｄｂ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		25,900,000		25,900,000

		37417126		374171261		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2011/03		33/6.6		6		周参見 スサミ		1		H22年度 ネンド		101J001817		３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　（周参見変電所　１ＴｒＢ）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		1		20100713		1.000		29,100,000		29,100,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		29,100,000		29,100,000

		37417126		374171262		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2011/03		33/6.6		6		周参見 スサミ		2		H22年度 ネンド		101J001818		３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　（周参見変電所　２ＴｒＢ）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		1		20100713		1.000		24,500,000		24,500,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		24,500,000		24,500,000

		36416427		364164273		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2010/12		77/6.6		20		真野 シン ノ		3		H22年度 ネンド		101H001762		７７ｋＶ／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器の購入　（真野変電所変圧器増設工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100713		1.000		47,100,000		47,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,100,000		47,100,000

		38416426		384164263		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2010/12		77/6.6		10		上月		3		H22年度 ネンド		101K002032		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　「上月変電所変圧器増設工事」		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20100713		1.000		36,600,000		36,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,600,000		36,600,000

		36417134		364171341		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/01		77/6.6		20		浅井		1		H22年度 ネンド		101H001748		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（浅井変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100723		1.000		48,600,000		48,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		48,600,000		48,600,000

		38419139		384191393		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/03		77/6.6		20		国府		3		H22年度 ネンド		101K002406		国府変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（国府変電所変圧器他増設工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20100723		1.000		47,200,000		47,200,000		（株）ダイヘン		その他７７ｋＶＴｒ		７７／６ｋＶ　油入自冷　５０ｄＢ		.		.		その他７７ｋＶＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,200,000		47,200,000

		33417929		3341792970-39L		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2011/03		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				新綾部 シン アヤベ		70-39L		H22年度 ネンド		101E001676		京都支店トラック積載移動形負荷時タップ切換変圧器購入　		その他７７ｋＶＴｒ		1		20100803		1.000		65,800,000		65,800,000		（株）ダイヘン		その他７７ｋＶＴｒ		７７／６ｋＶ移動用変圧器　１０ＭＶＡ		.		.		その他７７ｋＶＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		62,700,000		62,700,000

		38416621		384166212		262.5		77		0		200000		200000		60000		50		本体付		2011/01		275/77		200		新加古川 シン カコガワ		2		H22年度 ネンド		081K004077		２７５／７７ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（新加古川変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事（２期））		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		1		20100804		1.000		403,000,000		403,000,000		（株）日本ＡＥパワーシステムズ　関西支店		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		403,000,000		403,000,000

		37416123		374161233		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/03		77/6.6		20		宮 ミヤ		3		H22年度 ネンド		101J001887		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（宮変電所３ＴｒＢ用）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100805		1.000		47,900,000		47,900,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,900,000		47,900,000

		32416731		324167312		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2011/09		77/6.6		20		春宮 ハル ミヤ		2		H22年度 ネンド		101D003800		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（春宮変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100824		1.000		40,000,000		40,000,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,000,000		40,000,000

		38419132		384191321		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2011/11		77/6.6		10		但東 タン ヒガシ		1		H22年度 ネンド		101K003263		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　「但東変電所変圧器他取替工事」		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20100824		1.000		36,600,000		36,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,600,000		36,600,000

		34417222		3441722270-35L		75.25		6.9		0		10000		10000		0		JEM		本体付		2012/08		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				尼崎 アマガサキ		70-35L		H22年度 ネンド		101F004019		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20100902		1.000		41,500,000		41,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,500,000		41,500,000

		32416536		324165367		147		77		22		200000		200000		60000		50		別置		2011/10		154/77		200		長曽根 ナガ ソネ		7		H22年度 ネンド		091D005861		１５４／７７ｋＶ変圧器購入（２００ＭＶＡ）　（長曽根変電所１５４ｋＶ変圧器取替工事）		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		1		20100908		1.000		407,000,000		407,000,000		（株）ダイヘン		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		送油自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＲＹ盤含		.		.		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		407,000,000		407,000,000

		31417539		3141753970-11L		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2011/01		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				小曽根 オゾネ		70-11L		H22年度 ネンド		101C004112		トラック積載移動用負荷時タップ切替変圧器（配電用）購入　（大阪北支店　移動用変圧器取替工事（２期））		移動用変圧器		1		20100922		1.000		62,700,000		62,700,000		（株）ダイヘン		移動用変圧器		７７／６ｋＶ　１０ＭＶＡ　５０ｄＢ　Ｒａｄ本		.		.		移動用変圧器		　　式		ADB		G0A1G3002		1041		1041		62,700,000		62,700,000

		38416629		384166291		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2012/01		77/6.6		10		野口		1		H22年度 ネンド		101K003646		野口変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　「野口変電所変圧器他取替」		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20100924		1.000		38,200,000		38,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,200,000		38,200,000

		33416521		334165218		147		77		22		200000		200000		60000		50		別置		2012/06		154/77		200		横大路		8		H22年度 ネンド		101E003388		横大路変電所１５４ｋＶ主要変圧器購入　（横大路変電所１５４ｋＶ８号変圧器取替工事）		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		1		20100924		1.000		408,000,000		408,000,000		（株）ダイヘン		１５４／７７ｋＶ１５０ＭＶＡＴ		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		408,000,000		408,000,000

		38419136		384191362		75.25		6.9		0		10000		10000		0		JEM		別置		2010/12		77/6.6		10		温泉		2		H22年度 ネンド		101K003886		温泉変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20101014		1.000		32,700,000		32,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ　１０ＭＶＡ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		32,700,000		32,700,000

		38416635		384166353		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/05		77/6.6		20		稲美		3		H22年度 ネンド		101K004036		稲美変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（稲美変電所変圧器増設工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20101018		1.000		46,000,000		46,000,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		46,000,000		46,000,000

		38416522		384165223		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2012/04		77/6.6		20		西滝野		3		H22年度 ネンド		101K004072		西滝野変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２Ｔｒ　Ｂ）購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20101018		1.000		45,000,000		45,000,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		45,000,000		45,000,000

		37416126		3741612632-6L		33.22		6.9		0		6000		6000		0		50		別置		2014/01		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				手平		32-6L		H22年度 ネンド		101J002524		主要変圧器（７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ）購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20101022		1.000		47,600,000		47,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,600,000		47,600,000

		33417335		334173352		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2011/05		77/6.6		10		丹波町		2		H22年度 ネンド		101E004698		丹波町変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　購入　		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20101022		1.000		36,900,000		36,900,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,900,000		36,900,000

		34416544		344165449		262.5		77		22		300000		300000		300000		JEM		本体付		2011/10		275/77		300		三宮 サンノミヤ		9		H22年度 ネンド		101F001852		２７５／７７ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（三宮変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事）		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		1		20101028		1.000		1,250,000,000		1,250,000,000		（株）東芝　関西支社		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		ガス絶縁変圧器		.		.		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		1,250,000,000		1,250,000,000

		36416529		364165296		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付		2011/05		77/22		30		瀬田		6		H22年度 ネンド		101H002646		瀬田変電所　７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜瀬田変電所６号変圧器取替工事＞		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20101126		1.000		69,700,000		69,700,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		69,700,000		69,700,000

		33417344		334173442		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2010/12		33/6.6		6		間人		2		H22年度 ネンド		101E004538		間人変電所用３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　購入　（間人変電所２号変圧器）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		1		20101203		1.000		29,700,000		29,700,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		29,700,000		29,700,000

		33417344		334173441		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2011/03		33/6.6		6		間人		1		H22年度 ネンド		101E004539		間人変電所用３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　購入　（間人変電所用１号変圧器）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		1		20101203		1.000		24,900,000		24,900,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		24,900,000		24,900,000

		32416333		324163332		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2011/07		77/6.6		20		萩之茶屋 ハギノチャヤ		2		H22年度 ネンド		101D005358		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　［萩之茶屋変電所変圧器取替工事　２ＴｒＢ］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20101203		1.000		42,200,000		42,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,200,000		42,200,000

		32416333		324163333		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2011/11		77/6.6		20		萩之茶屋 ハギノチャヤ		3		H22年度 ネンド		101D005359		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　［萩之茶屋変電所変圧器取替工事　３ＴｒＢ］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20101203		1.000		37,600,000		37,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,600,000		37,600,000

		32416326		324163262		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2011/08		77/6.6		20		帝塚山		2		H22年度 ネンド		101D005736		帝塚山変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　帝塚山変電所変圧器取替工事		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20101217		1.000		40,600,000		40,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,600,000		40,600,000

		31416630		314166303		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2012/09		77/6.6		20		三井 ミツイ		3		H22年度 ネンド		101C005674		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（三井変電所３号変圧器購入）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20101217		1.000		40,500,000		40,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,500,000		40,500,000

		35417138		354171383		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2012/09		77/6.6		10		畝傍		3		H22年度 ネンド		101G003073		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（３ＴｒＢ）　（畝傍変電所　変圧器ほか取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20101224		1.000		36,100,000		36,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,100,000		36,100,000

		35417138		354171382		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2012/12		77/6.6		10		畝傍		2		H22年度 ネンド		101G003114		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（２ＴｒＢ）　（畝傍変電所　変圧器ほか取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20101224		1.000		36,100,000		36,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,100,000		36,100,000

		31416436		314164364		73.5		22		0		45000		45000		0		JEM		別置		2010/08		77/22		45		中之島 ナカノシマ		4		H22年度 ネンド		091C000054		７７ｋＶ負荷時タップ切換ガス絶縁変圧器（４号変圧器）　（中之島変電所　送電用変圧器増設工事）		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20101224		1.000		166,000,000		166,000,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		成長型送ガス水冷ＪＥＭ		.		.		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		166,000,000		166,000,000

		31416436		314164365		73.5		22		0		45000		45000		0		JEM		別置		2010/09		77/22		45		中之島 ナカノシマ		5		H22年度 ネンド		091C000056		７７ｋＶ負荷時タップ切換ガス絶縁変圧器（５号変圧器）　（中之島変電所送電用変圧器増設工事）		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20101224		1.000		166,000,000		166,000,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		成長型送ガス水冷ＪＥＭ		.		.		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		166,000,000		166,000,000

		31416436		314164366		73.5		22		0		45000		45000		0		JEM		別置		2010/10		77/22		45		中之島 ナカノシマ		6		H22年度 ネンド		091C000057		７７ｋＶ負荷時タップ切換ガス絶縁変圧器（６号変圧器）　（中之島変電所　送電用変圧器増設工事）		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20101224		1.000		166,000,000		166,000,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		成長型送ガス水冷ＪＥＭ		.		.		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		166,000,000		166,000,000

		38416721		384167212		262.5		77		22		300000		300000		90000		JEM		本体付		2012/02		275/77		300		南姫路 ミナミ ヒメジ		2		H22年度 ネンド		091K004149		２７５／７７ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（２ＴｒＢ）　（南姫路変電所２７５ｋＶ変圧器増設工事）		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		1		20101224		1.000		506,000,000		506,000,000		（株）日本ＡＥパワーシステムズ　関西支店		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		導油風冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		506,000,000		506,000,000

		33417930		334179303		500		275		73.5		1000000		1000000		95000		60		本体付		2013/02		500/275		1000		嶺南 レイ ナン		3		H22年度 ネンド		091B011998		５００／２７５ｋＶ１０００ＭＶＡ主要変圧器（６０ｄＢ）　嶺南変電所５００ｋＶ配開改良工事		５００／２７５ｋＶ１０００ＭＶ		1		20101224		1.000		1,280,000,000		1,280,000,000		三菱電機（株）　関西支社		５００／２７５ｋＶ１０００ＭＶ		送油風冷　Ｒａｄ本　６０ｄＢ　ＲＹ盤含		.		.		５００／２７５ｋＶ１０００ＭＶ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		1,280,000,000		1,280,000,000

		31416623		314166233		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2014/08		77/6.6		20		光善寺 コウゼンジ		3		H22年度 ネンド		101C005353		７７／６．６ｋＶ（２０ＭＶＡ）負荷時タップ切替変圧器購入　（光善寺変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110112		1.000		44,000,000		44,000,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,000,000		44,000,000

		38416330		384163301		75.25		6.9		0		10000		10000		0		60		本体付		2011/08		77/6.6		10		網干 アボシ		1		H22年度 ネンド		101K005263		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（１ＴｒＢ）　（網干変電所送電用変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20110117		1.000		36,100,000		36,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　６０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,100,000		36,100,000

		36417136		364171363		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/08		77/6.6		20		高宮 タカミヤ		3		H22年度 ネンド		101H003317		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（高宮変電所変圧器増設工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110117		1.000		48,500,000		48,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		ＡＰａ用　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		48,500,000		48,500,000

		38416330		384163302		75.25		6.9		0		10000		10000		0		60		本体付		2011/09		77/6.6		10		網干 アボシ		2		H22年度 ネンド		101K005264		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（２ＴｒＢ）　（網干変電所送電用変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20110117		1.000		36,100,000		36,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　６０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,100,000		36,100,000

		38416330		384163304		73.5		33		0		30000		30000		0		60		本体付		2012/03		77/33		30		網干 アボシ		4		H22年度 ネンド		101K005265		７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（４ＴｒＢ）　（網干変電所送電用変圧器他取替工事）		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20110117		1.000		58,800,000		58,800,000		（株）ダイヘン		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　６０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		58,800,000		58,800,000

		32416726		324167261		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/12		77/6.6		20		稲田 イナダ		1		H22年度 ネンド		101D005737		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　（稲田変電所変圧器取替工事　１ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110126		1.000		45,800,000		45,800,000		愛知電機（株）　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		45,800,000		45,800,000

		38416425		384164253		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/10		77/6.6		20		鶴居		3		H22年度 ネンド		111K000278		鶴居変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（鶴居変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110221		1.000		46,600,000		46,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		46,600,000		46,600,000

		32417433		324174333		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2011/07		77/6.6		20		田治米 タ ジ コメ		3		H22年度 ネンド		111D000713		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（田治米変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110303		1.000		50,400,000		50,400,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		50,400,000		50,400,000

		32416423		324164232		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/02		77/6.6		20		道頓堀 ドウトンボリ		2		H22年度 ネンド		101D003181		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（２０ＭＶＡ）購入　（道頓堀変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110318		1.000		84,000,000		84,000,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		送油水冷（熱交換器付）５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		84,000,000		84,000,000

		36417124		364171244		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付		2011/09		77/22		30		豊郷		4		H22年度 ネンド		111H000489		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（４ＴｒＢ）　豊郷変電所送電用変圧器増設工事		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20110318		1.000		67,700,000		67,700,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		67,700,000		67,700,000

		32416336		324163361		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2011/06		77/6.6		20		鷹合町 タカアイ チョウ		1		H22年度 ネンド		111D000249		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　［鷹合町変電所変圧器他取替工事　１ＴｒＢ］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110323		1.000		42,200,000		42,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,200,000		42,200,000

		32416336		324163362		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2011/09		77/6.6		20		鷹合町 タカアイ チョウ		2		H22年度 ネンド		111D000250		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　［鷹合町変電所変圧器他取替工事　２ＴｒＢ］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110323		1.000		39,300,000		39,300,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,300,000		39,300,000

		32416727		324167273		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2011/08		77/6.6		20		永和		3		H23年度 ネンド		111D000884		永和変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（永和変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110406		1.000		42,700,000		42,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,700,000		42,700,000

		32416330		324163302		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2011/10		77/6.6		20		住之江		2		H23年度 ネンド		111D001123		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　［住之江変電所変圧器他取替工事］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110408		1.000		37,200,000		37,200,000		（株）日本ＡＥパワーシステムズ　関西支店		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,200,000		37,200,000

		31416336		314163361		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2013/08		77/6.6		20		四貫島 シカンジマ		1		H23年度 ネンド		111C001573		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（四貫島変電所１号変圧器購入）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20110411		1.000		39,300,000		39,300,000		（株）ダイヘン		その他７７ｋＶＴｒ		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		その他７７ｋＶＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,300,000		39,300,000

		31416629		314166293		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2014/09		77/6.6		20		招提		3		H23年度 ネンド		111C001638		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（招提変電所３号変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110411		1.000		40,500,000		40,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,500,000		40,500,000

		36416622		364166221		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2012/09		77/6.6		10		黄瀬		1		H23年度 ネンド		111H000937		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器の購入　（黄瀬変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20110418		1.000		41,700,000		41,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,700,000		41,700,000

		31417340		314173402		262.5		147		22		300000		300000		90000		50		本体付		2012/01		275/154		300		北大阪 キタ オオサカ		2		H23年度 ネンド		101C000656		２７５／１５４ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　北大阪変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事（４期）		２７５／１５４ｋＶ３００ＭＶＡ		1		20110428		1.000		689,000,000		689,000,000		三菱電機（株）　関西支社		２７５／１５４ｋＶ３００ＭＶＡ		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／１５４ｋＶ３００ＭＶＡ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		689,000,000		689,000,000

		34416543		344165435		262.5		77		22		200000		200000		200000		50		本体付		2012/06		275/77		200		新神戸 シンコウベ		5		H23年度 ネンド		111F000212		新神戸変電所２７５ｋＶ主要変圧器購入（５ＴｒＢ）　（新神戸変電所２７５ｋＶ変圧器他取替工事）		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		1		20110614		1.000		334,000,000		334,000,000		（株）日本ＡＥパワーシステムズ　関西支店		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		334,000,000		334,000,000

		38416332		384163321		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2012/12		77/6.6		20		浜田		1		H23年度 ネンド		111K001454		浜田変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入仕様　書		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110616		1.000		50,800,000		50,800,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		50,800,000		50,800,000

		37416131		374161312		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		別置		2012/02		77/6.6		20		有功 ア コウ		2		H23年度 ネンド		111J001174		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器（２ＴｒＢ）購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110719		1.000		47,700,000		47,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　６０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,700,000		47,700,000

		37416131		374161311		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		別置		2012/08		77/6.6		20		有功 ア コウ		1		H23年度 ネンド		111J001175		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器（１ＴｒＢ）購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110719		1.000		41,300,000		41,300,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　６０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,300,000		41,300,000

		37416131		374161313		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		別置		2013/01		77/6.6		20		有功 ア コウ		3		H23年度 ネンド		111J001176		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器（３ＴｒＢ）購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110719		1.000		41,300,000		41,300,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　６０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,300,000		41,300,000

		37416123		374161232		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2012/03		77/6.6		20		宮 ミヤ		2		H23年度 ネンド		111J001607		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（宮変電所２ＴｒＢ用）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110720		1.000		46,500,000		46,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		46,500,000		46,500,000

		33416829		334168291		75.25		6.9		0		10000		10000		0		JEM		本体付		2012/05		77/6.6		10		中京		1		H23年度 ネンド		111E003128		中京変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　購入　（中京変電所１号変圧器）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20110727		1.000		32,700,000		32,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		32,700,000		32,700,000

		35417130		3541713070-10L		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2012/04		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				北葛城 キタカツラギ		70-10L		H23年度 ネンド		111G001289		トラック積載移動形負荷時タップ切換変圧器購入　		移動用変圧器		1		20110815		1.000		62,700,000		62,700,000		（株）ダイヘン		移動用変圧器		７７／６．６ｋＶ（１０ＭＶＡ）トラック積載移動形		.		.		移動用変圧器		　　式		ADB		G0A1G3002		1041		1041		62,700,000		62,700,000

		31416623		314166232		75.25		6.9		0		10000		10000		0		JEM		本体付		2011/12		77/6.6		10		光善寺 コウゼンジ		2		H23年度 ネンド		111C003541		７７／６．６ｋＶ（１０ＭＶＡ）負荷時タップ切換変圧器購入　光善寺変電所　変圧器他取替工事（２号変圧器）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20110819		1.000		31,400,000		31,400,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		31,400,000		31,400,000

		31416524		314165243		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2014/10		77/6.6		20		寺方		3		H23年度 ネンド		111C003514		寺方変電所　３号変圧器購入（２０ＭＶＡ）　（寺方変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110819		1.000		40,600,000		40,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,600,000		40,600,000

		34416441		344164411		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/01		77/6.6		20		魚住		1		H23年度 ネンド		111F003682		魚住変電所１号変圧器購入　（魚住変電所送電用変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110824		1.000		50,200,000		50,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		50,200,000		50,200,000

		34416132		344161322		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/03		77/6.6		20		志筑		2		H23年度 ネンド		111F003131		志筑変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（２ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110824		1.000		44,500,000		44,500,000		（株）日本ＡＥパワーシステムズ　関西支店		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,500,000		44,500,000

		34416132		344161321		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/11		77/6.6		20		志筑		1		H23年度 ネンド		111F003127		志筑変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（１ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110824		1.000		44,500,000		44,500,000		（株）日本ＡＥパワーシステムズ　関西支店		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,500,000		44,500,000

		34416441		344164414		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2012/04		77/22		30		魚住		4		H23年度 ネンド		111F003679		魚住変電所４号変圧器購入　（魚住変電所送電用変圧器取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20110824		1.000		69,100,000		69,100,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		69,100,000		69,100,000

		34416441		344164414		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2012/04		77/22		30		魚住		4		H23年度 ネンド		111F003681		魚住変電所５号変圧器購入　（魚住変電所送電用変圧器取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20110824		1.000		64,000,000		64,000,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		64,000,000		64,000,000

		32417333		324173331		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2012/02		77/6.6		20		長滝		1		H23年度 ネンド		111D003826		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　長滝変電所変圧器他取替工事		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110829		1.000		42,100,000		42,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,100,000		42,100,000

		36416521		364165218		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付		2013/01		275/77		300		湖南		8		H23年度 ネンド		111H000138		湖南変電所２７５ｋＶ主要変圧器購入（８ＴｒＢ）　（湖南変電所２７５ｋＶ変圧器増設工事）		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		1		20110829		1.000		536,000,000		536,000,000		三菱電機（株）　関西支社		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		536,000,000		536,000,000

		33417727		334177272		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2015/02		77/6.6		20		上中町		2		H23年度 ネンド		111E003023		上中町変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　購入　（上中町変電所２号変圧器）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110912		1.000		48,600,000		48,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		48,600,000		48,600,000

		32416423		324164233		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2011/11		77/6.6		20		道頓堀 ドウトンボリ		3		H23年度 ネンド		111D002185		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（２０ＭＶＡ）購入　（道頓堀変電所変圧器取替工事（Ⅱ期））		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110915		1.000		87,500,000		87,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		中性点引出、送油水冷（熱交換器付）５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		87,500,000		87,500,000

		32416432		324164323		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/09		77/6.6		20		巽 タツミ		3		H23年度 ネンド		111D004084		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（巽変電所３ＴｒＢ）　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110915		1.000		45,500,000		45,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		45,500,000		45,500,000

		32416432		324164322		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/02		77/6.6		20		巽 タツミ		2		H23年度 ネンド		111D004083		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（巽変電所２ＴｒＢ）　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20110915		1.000		48,500,000		48,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		48,500,000		48,500,000

		32416432		324164325		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2014/05		77/22		30		巽 タツミ		5		H23年度 ネンド		111D004085		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（巽変電所５ＴｒＢ）　		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20110915		1.000		67,100,000		67,100,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		67,100,000		67,100,000

		31416536		314165361		75.25		6.9		0		30000		30000		0		JEM		別置		2012/12		77/6.6		30		野崎		1		H23年度 ネンド		111C004173		野崎変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（１ＴｒＢ）＜野崎変電所変圧器他取替工事＞		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20111013		1.000		57,800,000		57,800,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		57,800,000		57,800,000

		31416536		314165362		75.25		6.9		0		30000		30000		0		JEM		別置		2013/09		77/6.6		30		野崎		2		H23年度 ネンド		111C004174		野崎変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（２ＴｒＢ）＜野崎変電所変圧器他取替工事＞		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20111013		1.000		57,800,000		57,800,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		57,800,000		57,800,000

		36416634		364166343		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2012/02		77/6.6		20		中主 ナカ シュ		3		H23年度 ネンド		111H002282		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜中主変電所変圧器増設工事＞		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20111027		1.000		52,000,000		52,000,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		ＡＰａ用　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		52,000,000		52,000,000

		38416235		384162352		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2015/02		77/6.6		10		西飾磨		2		H23年度 ネンド		111K003889		西飾磨変電所７７ｋＶ／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（西飾磨変電所変圧器取替工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20111110		1.000		37,600,000		37,600,000		（株）ダイヘン		その他７７ｋＶＴｒ		７７／６ｋＶ　油入自冷　５０ｄＢ		.		.		その他７７ｋＶＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,600,000		37,600,000

		37416134		374161341		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2013/07		77/6.6		20		谷 タニ		1		H23年度 ネンド		111J002419		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器（１ＴｒＢ）購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20111111		1.000		38,500,000		38,500,000		愛知電機（株）　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,500,000		38,500,000

		32416621		3241662170-2		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2012/07		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				八尾 ヤオ		70-2		H23年度 ネンド		111D005235		トラック積載移動形負荷時タップ切換変圧器（配電用）購入　（大阪南支店移動用変圧器取替工事）		移動用変圧器		1		20111116		1.000		62,700,000		62,700,000		（株）ダイヘン		移動用変圧器		トラック積載型　７７ｋＶ／６ｋＶ　１０ＭＶＡ		.		.		移動用変圧器		　　式		ADB		G0A1G3002		1041		1041		62,700,000		62,700,000

		31417231		314172313		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2013/10		77/6.6		20		山田		3		H23年度 ネンド		111C004426		山田変電所　３号変圧器購入（７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ）　（山田変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20111129		1.000		41,000,000		41,000,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,000,000		41,000,000

		31416325		314163251		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2015/03		77/6.6		20		築港 チッコウ		1		H23年度 ネンド		111C004437		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（築港変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20111129		1.000		39,300,000		39,300,000		（株）日本ＡＥパワーシステムズ　関西支店		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭホン		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,300,000		39,300,000

		38416525		384165253		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/03		77/6.6		20		社		3		H23年度 ネンド		111K004122		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（３ＴｒＢ）　（社変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20111205		1.000		44,900,000		44,900,000		（株）東芝　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,900,000		44,900,000

		38416525		384165252		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/12		77/6.6		20		社		2		H23年度 ネンド		111K004123		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（２ＴｒＢ）　（社変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20111205		1.000		44,900,000		44,900,000		（株）東芝　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,900,000		44,900,000

		32416526		324165262		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2012/09		77/6.6		10		美原		2		H23年度 ネンド		111D005997		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ購入　（美原変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20111220		1.000		39,700,000		39,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,700,000		39,700,000

		32416424		324164243		75.25		6.9		0		20000		0		0		JEM		本体付		2013/06		77/6.6		20		下寺町		3		H23年度 ネンド		111D006045		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＫＶＡ）　（下寺町変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120105		1.000		41,400,000		41,400,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,400,000		41,400,000

		38416521		384165213		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/03		77/6.6		20		滝野		3		H23年度 ネンド		111K004546		滝野変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（滝野変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120119		1.000		43,200,000		43,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		43,200,000		43,200,000

		37416421		374164215		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付		2013/01		77/33		15		高野口 コウヤグチ		5		H23年度 ネンド		111J002857		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ負荷時タップ切換変圧器　（高野口変電所　５ＴｒＢ）		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20120119		1.000		46,300,000		46,300,000		（株）ダイヘン		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		46,300,000		46,300,000

		32417327		324173273		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2012/10		77/6.6		20		熊取		3		H23年度 ネンド		111D006503		熊取変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　熊取変電所変圧器他取替工事（３ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120202		1.000		43,800,000		43,800,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		43,800,000		43,800,000

		32417327		324173272		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2013/01		77/6.6		20		熊取		2		H23年度 ネンド		111D006504		熊取変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　熊取変電所変圧器他取替工事（２ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120202		1.000		39,200,000		39,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,200,000		39,200,000

		32416527		324165272		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2012/12		77/6.6		20		中村		2		H23年度 ネンド		111D006360		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　［中村変電所変圧器取替工事］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120208		1.000		42,400,000		42,400,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,400,000		42,400,000

		38416326		384163261		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2013/07		77/6.6		20		龍野		1		H23年度 ネンド		121K000120		龍野変電所　７７ｋＶ／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120305		1.000		49,500,000		49,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		49,500,000		49,500,000

		38419121		384191211		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/03		77/6.6		20		豊岡		1		H23年度 ネンド		121K000356		豊岡変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（豊岡変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120305		1.000		43,200,000		43,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		43,200,000		43,200,000

		32417336		324173363		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/03		77/6.6		20		貝塚		3		H23年度 ネンド		121D000914		貝塚変電所　７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器購入　（貝塚変電所７７ｋＶ配開装置他改良工事　３ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120328		1.000		50,200,000		50,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		50,200,000		50,200,000

		32416725		324167251		75.25		6.9		0		20000		0		0		JEM		本体付		2013/04		77/6.6		20		小坂		1		H23年度 ネンド		121D001268		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器［２０ＭＶＡ］　（小坂変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120328		1.000		41,500,000		41,500,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,500,000		41,500,000

		31416332		314163322		75.25		6.9		0		10000		10000		0		JEM		本体付		2012/12		77/6.6		10		南恩加島 シマ		2		H24年度 ネンド		121C001041		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（南恩加島変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20120410		1.000		32,100,000		32,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		32,100,000		32,100,000

		32417421		3241742170-12L-32		73.5		22		0		20000		20000		0		50		本体付		2012/08		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				南大阪 ミナミ オオサカ		70-12L-32		H24年度 ネンド		111D002290		移動用負荷時タップ切換変圧器　		移動用変圧器		1		20120411		1.000		80,500,000		80,500,000		（株）ダイヘン		移動用変圧器		トレーラー積載形　７７／３３、２２ｋＶ　２０ＭＶＡ		.		.		移動用変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		80,500,000		80,500,000

		32417324		324173243		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2012/09		77/6.6		20		水間		3		H24年度 ネンド		121D001971		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替器（２０ＭＶＡ）　［水間変電所変圧器他取替工事］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120426		1.000		47,900,000		47,900,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,900,000		47,900,000

		37418122		374181221		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2010/07		33/6.6		6		宮井 ミヤイ		1		H24年度 ネンド		121J000400		３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　（宮井変電所　１ＴｒＢ）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		1		20120601		1.000		33,300,000		33,300,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		33,300,000		33,300,000

		37418122		374181222		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付		2012/05		33/6.6		6		宮井 ミヤイ		2		H24年度 ネンド		121J000399		３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　（宮井変電所　２ＴｒＢ）		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		1		20120601		1.000		38,400,000		38,400,000		（株）ダイヘン		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ６ＭＶＡＴｒ５		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,400,000		38,400,000

		36416521		364165216		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付		2013/12		275/77		300		湖南		6		H24年度 ネンド		121H000076		湖南変電所２７５ｋＶ主要変圧器購入（６ＴｒＢ）　（湖南変電所２７５ｋＶ変圧器増設工事）		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		1		20120628		1.000		532,000,000		532,000,000		三菱電機（株）　関西支社		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		532,000,000		532,000,000

		31417533		314175333		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2013/06		77/6.6		20		淡路町		3		H24年度 ネンド		121C002451		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（淡路町変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120720		1.000		43,800,000		43,800,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		43,800,000		43,800,000

		38416232		384162325		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2014/01		77/22		30		西白浜		5		H24年度 ネンド		121K000242		西白浜変電所７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　「西白浜変電所送電用変圧器増設工事」		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20120802		1.000		64,000,000		64,000,000		株式会社東芝　関西支社		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		64,000,000		64,000,000

		36416630		364166302		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/01		77/6.6		20		大原		2		H24年度 ネンド		121H001744		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜大原変電所変圧器増設工事＞		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120809		1.000		45,000,000		45,000,000		三菱電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		45,000,000		45,000,000

		37417125		374171252		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2013/04		77/6.6		20		湯崎 ユ ザキ		2		H24年度 ネンド		121J002142		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120903		1.000		41,200,000		41,200,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本体付　標準		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,200,000		41,200,000

		32417323		324173231		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2012/10		77/6.6		20		見出川 ミ デ ガワ		1		H24年度 ネンド		121D003986		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（２０ＭＶＡ）購入　【見出川変電所変圧器取替工事（２期）】		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20120913		1.000		47,300,000		47,300,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		47,300,000		47,300,000

		33416626		334166261		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2013/02		77/6.6		20		双ケ岡		1		H24年度 ネンド		121E003934		双ケ岡変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20121001		1.000		41,100,000		41,100,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,100,000		41,100,000

		32416423		324164231		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2012/12		77/6.6		20		道頓堀 ドウトンボリ		1		H24年度 ネンド		121D001204		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（２０ＭＶＡ）購入　（道頓堀変電所変圧器取替工事（Ⅲ期））		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20121101		1.000		86,600,000		86,600,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		送油水冷（熱交換機付）５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		86,600,000		86,600,000

		32417332		324173322		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2013/07		77/6.6		20		箱作		2		H24年度 ネンド		121D005075		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ｋＶＡ）　（箱作変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20121116		1.000		38,700,000		38,700,000		（株）ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,700,000		38,700,000

		34416421		344164215		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2012/10		77/22		30		明石		5		H24年度 ネンド		131F000439		明石変電所５号変圧器購入　（明石変電所変圧器他取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20130226		1.000		65,600,000		65,600,000		（株）ダイヘン		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		65,600,000		65,600,000

		31416622		314166223		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/04		77/6.6		20		香里		3		H24年度 ネンド		121C004436		香里変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（香里変電所変圧器取替工事（３ＴｒＢ））		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130326		1.000		32,700,000		32,700,000		株式会社ダイヘン		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		32,700,000		32,700,000

		31417340		314173406		262.5		77		10.65		200000		200000		200000		50		別置		2014/02		275/77		200		北大阪 キタ オオサカ		6		H25年度 ネンド		121C000287		２７５／７７ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　北大阪変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事（６期）		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		1		20130419		1.000		520,000,000		520,000,000		三菱電機株式会社　関西支社		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		520,000,000		520,000,000

		31417225		314172251		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2013/11		77/6.6		20		西宿		1		H25年度 ネンド		121C004788		西宿変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130722		.000		44,000,000		44,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,000,000		44,000,000

		38416422		384164221		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/03		77/6.6		20		山崎		1		H25年度 ネンド		121K003939		山崎変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（１ＴｒＢ　）購入　（山崎変電所　変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130722		1.000		40,500,000		40,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,500,000		40,500,000

		38416422		384164222		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/07		77/6.6		20		山崎		2		H25年度 ネンド		121K003940		山崎変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２ＴｒＢ　）購入　（山崎変電所　変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130722		1.000		40,500,000		40,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,500,000		40,500,000

		34417630		344176305		73.5		22		0		15000		15000		0		JEM		別置		2013/11		77/22		15		川西		5		H25年度 ネンド		121F005456		川西変電所送電用変圧器（７７／２２ｋＶ，１５ＭＶＡ）購入　		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20130722		1.000		35,800,000		35,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		35,800,000		35,800,000

		34417129		344171295		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付		2013/10		77/33		15		柏原		5		H25年度 ネンド		131F001045		柏原変電所７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20130722		1.000		42,500,000		42,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,500,000		42,500,000

		33416347		334163472		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2013/05		77/6.6		20		馬堀		2		H25年度 ネンド		121E005051		馬堀変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（馬堀変電所２号変圧器）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130723		1.000		37,000,000		37,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,000,000		37,000,000

		36417331		364173311		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/06		77/6.6		20		桜谷 サクラ タニ		1		H25年度 ネンド		121H002969		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（桜谷変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130723		1.000		41,200,000		41,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,200,000		41,200,000

		37416155		374161551		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/07		77/6.6		20		幡川		1		H25年度 ネンド		131J000603		幡川変電所用変圧器購入（１ＴｒＢ）　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130723		.000		40,600,000		40,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		ＡＰａ用　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,600,000		40,600,000

		37416156		374161565		73.5		33		0		15000		15000		0		60		本体付		2014/09		77/33		15		阪井		5		H25年度 ネンド		131J001040		阪井変電所　送電用変圧器購入（５ＴｒＢ）　		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20130723		.000		41,300,000		41,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　６０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,300,000		41,300,000

		32416437		324164373		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/03		77/6.6		20		布施		3		H25年度 ネンド		131D002062		布施変電所　７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器購入　（布施変電所７７ｋＶ配開装置他改良工事　３ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130725		1.000		42,100,000		42,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,100,000		42,100,000

		32416437		324164371		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/05		77/6.6		20		布施		1		H25年度 ネンド		131D002056		布施変電所　７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器購入　（布施変電所７７ｋＶ配開装置他改良工事　１ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130725		1.000		42,100,000		42,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,100,000		42,100,000

		34416421		344164213		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2013/09		77/6.6		20		明石		3		H25年度 ネンド		131F000337		明石変電所３号変圧器購入　（明石変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130731		.000		46,500,000		46,500,000		三菱電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		46,500,000		46,500,000

		34416421		344164212		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/03		77/6.6		20		明石		2		H25年度 ネンド		131F002150		明石変電所２号変圧器購入　（明石変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130731		.000		46,500,000		46,500,000		三菱電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		46,500,000		46,500,000

		33416538		334165383		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2014/11		77/6.6		20		西山科		3		H25年度 ネンド		121E004877		西山科変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		その他７７ｋＶＴｒ		1		20130731		1.000		37,100,000		37,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,100,000		37,100,000

		31417543		314175433		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/04		77/6.6		20		吹田 スイタ		3		H25年度 ネンド		131C500374		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（吹田変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130731		1.000		42,500,000		42,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		変圧器本体　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,500,000		42,500,000

		32416436		324164361		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2013/09		77/6.6		20		百済		1		H25年度 ネンド		121D005523		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　（百済変電所変圧器他取替工事　１ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130822		.000		38,700,000		38,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,700,000		38,700,000

		32416531		324165313		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2013/12		77/6.6		20		土師ノ里 ハジ サト		3		H25年度 ネンド		131D001525		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　（土師ノ里変電所変圧器取替工事　３ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130822		.000		38,300,000		38,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,300,000		38,300,000

		32416724		324167241		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2014/01		77/6.6		20		高井田		1		H25年度 ネンド		131D500235		高井田変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（高井田変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130822		.000		37,200,000		37,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,200,000		37,200,000

		36416632		364166321		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2014/02		77/6.6		20		祇王		1		H25年度 ネンド		131H500044		祇王変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換器付変圧器の購入（１ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130822		1.000		44,700,000		44,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,700,000		44,700,000

		32417521		324175212		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/03		77/6.6		20		滝谷 タキヤ		2		H25年度 ネンド		131D000101		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（２０ＭＶＡ）　（滝谷変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130822		.000		30,800,000		30,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		30,800,000		30,800,000

		32417323		324173232		75.25		6.9		0		10000		10000		0		JEM		本体付		2014/07		77/6.6		10		見出川 ミ デ ガワ		2		H25年度 ネンド		131D000968		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（１０ＭＶＡ）　［見出川変電所　変圧器取替工事（Ⅲ期）］		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20130822		.000		29,800,000		29,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		29,800,000		29,800,000

		32417521		324175214		70		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2014/11		77/22		30		滝谷 タキヤ		4		H25年度 ネンド		131D000173		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（３０ＭＶＡ）　（滝谷変電所送電用変圧器取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20130822		.000		59,400,000		59,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		59,400,000		59,400,000

		33416622		334166224		73.5		22		6		45000		45000		0		50		本体付		2014/01		77/22		45		西院		4		H25年度 ネンド		121E005680		西院変電所用７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡ負荷時タップ切替変圧器　（４ＴｒＢ）購入		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20130822		1.000		78,500,000		78,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		78,500,000		78,500,000

		32417331		324173314		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付		2014/04		77/22		15		岬		4		H25年度 ネンド		131D500222		岬変電所　７７／２２ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（岬変電所送電用変圧器設置工事（Ⅱ期））		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20130822		.000		43,600,000		43,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		43,600,000		43,600,000

		33416622		334166225		73.5		22		6		45000		45000		0		50		本体付		2014/09		77/22		45		西院		5		H25年度 ネンド		121E005682		西院変電所用７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡ負荷時タップ切替変圧器　（５ＴｒＢ）購入		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20130822		1.000		77,700,000		77,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		77,700,000		77,700,000

		35416326		354163262		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2014/02		77/6.6		20		平城		2		H25年度 ネンド		131G001245		平城変電所２号変圧器購入　（平城変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130828		.000		50,600,000		50,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		50,600,000		50,600,000

		33416544		334165442		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2014/03		77/6.6		20		稲荷		2		H25年度 ネンド		131E500545		稲荷変電所用　７７／６．６　ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　稲荷変電所　７７ｋＶ２号変圧器取替工事		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20130830		1.000		35,900,000		35,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		35,900,000		35,900,000

		37416425		374164251		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2014/01		77/6.6		10		新粉河 シン コナ カワ		1		H25年度 ネンド		131J500240		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20130925		.000		35,300,000		35,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		35,300,000		35,300,000

		31417526		314175262		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2013/08		77/6.6		10		豊南 ホウナン		2		H25年度 ネンド		121C005157		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（豊南変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20131010		1.000		37,400,000		37,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		高効率変圧器		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,400,000		37,400,000

		38416534		384165341		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2014/02		77/6.6		20		南山		1		H25年度 ネンド		121K004004		南山変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（南山変電所変圧器増設工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131011		1.000		38,800,000		38,800,000		三菱電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,800,000		38,800,000

		31417324		314173242		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/03		77/6.6		20		富田		2		H25年度 ネンド		121C004469		富田変電所２号変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131011		1.000		41,800,000		41,800,000		三菱電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		変圧器本体　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,800,000		41,800,000

		31416623		314166233		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2014/08		77/6.6		20		光善寺 コウゼンジ		3		H25年度 ネンド		131C500841		７７／６．９ｋＶ（２０ＭＶＡ）負荷時タップ切替変圧器購入　光善寺変電所変圧器取替工事（３号変圧器）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131017		1.000		35,200,000		35,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		35,200,000		35,200,000

		31417237		314172373		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2016/02		77/6.6		20		春日		3		H25年度 ネンド		131C500832		春日変電所　３号変圧器購入（７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ）　春日変電所　変圧器取替工事		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131029		1.000		36,500,000		36,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,500,000		36,500,000

		36416632		364166323		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2014/05		77/6.6		20		祇王		3		H25年度 ネンド		131H500563		祇王変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替器付変圧器の購入（３ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131112		1.000		44,600,000		44,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,600,000		44,600,000

		36416529		364165291		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/05		77/6.6		20		瀬田		1		H25年度 ネンド		131H500574		瀬田変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131112		1.000		42,500,000		42,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,500,000		42,500,000

		31416537		314165371		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		別置		2014/10		77/6.6		20		北島橋		1		H25年度 ネンド		131C500964		北島橋変電所１号変圧器購入据付　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131114		.000		38,900,000		38,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　６０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,900,000		38,900,000

		31416537		314165372		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		別置		2015/12		77/6.6		20		北島橋		2		H25年度 ネンド		131C500965		北島橋変電所２号変圧器購入据付　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131114		.000		38,900,000		38,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　６０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,900,000		38,900,000

		31416433		314164333		75.25		6.9		0		30000		30000		0		JEM		別置		2017/01		77/6.6		30		農人橋		3		H25年度 ネンド		131C500981		農人橋変電所３号変圧器購入据付　		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20131114		.000		50,200,000		50,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		50,200,000		50,200,000

		38416321		384163211		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2014/08		77/6.6		20		相生		1		H25年度 ネンド		131B504147		相生変電所１号変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131118		1.000		45,100,000		45,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		45,100,000		45,100,000

		38416624		384166242		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/02		77/6.6		20		曽根		2		H25年度 ネンド		131K500671		曽根変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（曽根変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131203		.000		41,600,000		41,600,000		愛知電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,600,000		41,600,000

		32416321		324163216		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2014/01		77/22		30		敷津 シキツ		6		H25年度 ネンド		131D000446		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（３０ＭＶＡ）　［敷津変電所　送電用変圧器取替工事］		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20131203		.000		59,700,000		59,700,000		株式会社明電舎　関西支社		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		59,700,000		59,700,000

		34416443		344164435		73.5		22		0		15000		15000		0		60		本体付		2014/06		77/22		15		木見		5		H25年度 ネンド		131F501051		木見変電所　５号変圧器（７７／２２ｋＶ　１５ＭＶＡ）購入　		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20131216		1.000		39,900,000		39,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　６０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,900,000		39,900,000

		33417341		334173411		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/01		77/6.6		20		峰山		1		H25年度 ネンド		131E500014		峰山変電所　７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ負荷時タップ切換変圧器（１ＴｒＢ）購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20131227		.000		42,300,000		42,300,000		三菱電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,300,000		42,300,000

		38416233		384162331		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2014/01		77/6.6		20		手柄		1		H25年度 ネンド		131K001272		手柄変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（手柄変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140116		.000		36,900,000		36,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,900,000		36,900,000

		36417326		364173262		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2014/08		77/6.6		20		五個荘		2		H25年度 ネンド		141H000030		五個荘変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140131		.000		44,700,000		44,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,700,000		44,700,000

		37418130		374181302		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2015/03		77/6.6		10		三輪崎 ミワ ザキ		2		H25年度 ネンド		141J000006		７７／６．６ｋｖ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20140213		.000		35,700,000		35,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		35,700,000		35,700,000

		37416126		3741612632-6L		33.22		6.9		0		6000		6000		0		50		別置		2014/01		上記以外の仕様 ジョウキ イガイ シヨウ				手平		32-6L		H25年度 ネンド		131J500170		和歌山支店移動用変電所移動用変圧器他取替工事の内　トタック積載移動形負荷時タップ切替変圧器購入		移動用変圧器		1		20140224		.000		64,400,000		64,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		移動用変圧器		３３－２２／６．６ｋＶ　６ＭＶＡ（トラック積載型）		.		.		移動用変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		64,400,000		64,400,000

		31416528		314165285		73.5		22		0		30000		30000		0		JEM		別置		2014/02		77/22		30		寝屋川 ネヤガワ		5		H25年度 ネンド		141C000227		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（寝屋川変電所　送電用変圧器他取替工事　５号変圧器）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20140305		1.000		48,100,000		48,100,000		株式会社明電舎　関西支社		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		＊		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		48,100,000		48,100,000

		32417639		324176391		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2014/07		77/6.6		20		八田 ハチ タ		1		H25年度 ネンド		141D000132		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器［２０ＭＶＡ］　（八田変電所変圧器他取替工事　１ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140307		.000		36,700,000		36,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,700,000		36,700,000

		32417636		324176362		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2014/11		77/6.6		20		大野芝 オオノ シバ		2		H25年度 ネンド		141D000227		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（大野芝変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140313		.000		40,400,000		40,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,400,000		40,400,000

		36417324		364173241		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/09		77/6.6		20		竜王 リュウオウ		1		H25年度 ネンド		141H000173		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜竜王変電所変圧器他取替工事＞		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140317		.000		41,500,000		41,500,000		愛知電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,500,000		41,500,000

		34417630		344176302		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2014/10		77/6.6		20		川西		2		H25年度 ネンド		141F000083		川西変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（川西変電所変圧器取替工事　２号変圧器）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140317		1.000		35,900,000		35,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		35,900,000		35,900,000

		38419122		384191222		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付		2013/11		33/6.6		3		竹野		2		H25年度 ネンド		131K000460		竹野変電所用３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（竹野変電所３３ｋＶ配開他改良工事）		その他Ｔｒ		1		20140319		1.000		24,600,000		24,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他Ｔｒ		３３／６．６ｋＶ、３ＭＶＡ、油入自冷、Ｒａｄ本、５０ｄＢ		.		.		その他Ｔｒ		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		24,600,000		24,600,000

		32416734		324167342		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付		2014/10		77/6.6		30		枚岡 ヒラオカ		2		H25年度 ネンド		141D000146		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（３０ＭＶＡ）　（枚岡変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20140327		.000		55,800,000		55,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		55,800,000		55,800,000

		38416633		384166331		80.72		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/07		77/6.6		20		新島		1		H25年度 ネンド		131K500111		新島変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（１ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140327		.000		46,300,000		46,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		46,300,000		46,300,000

		38416633		384166332		80.72		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2015/02		77/6.6		20		新島		2		H25年度 ネンド		131K500114		新島変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（２ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140327		.000		46,300,000		46,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		46,300,000		46,300,000

		32417437		324174371		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/03		77/6.6		20		光明池 コウミョウイケ		1		H26年度 ネンド		141D000465		７７・６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（２０ＭＶＡ）購入　（光明池変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140403		.000		36,700,000		36,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,700,000		36,700,000

		35416421		354164213		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2015/08		77/6.6		20		下田 シモダ		3		H26年度 ネンド		141G000277		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（下田変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140403		1.000		42,700,000		42,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,700,000		42,700,000

		33416721		334167211		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2014/08		77/6.6		20		城陽		1		H26年度 ネンド		141E000464		城陽変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（城陽変電所１号変圧器）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140410		1.000		44,200,000		44,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,200,000		44,200,000

		35416324		354163242		75.25		6.9		0		10000		10000		0		JEM		本体付		2015/01		77/6.6		10		学園前 ガクエンマエ		2		H26年度 ネンド		141G000196		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（２ＴｒＢ）　（学園前変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20140509		1.000		28,500,000		28,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		28,500,000		28,500,000

		38416530		384165303		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/12		77/6.6		20		加美町		3		H26年度 ネンド		141K000365		加美町変電所７７ｋＶ／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（加美町変電所　変圧器増設工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140515		1.000		40,600,000		40,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,600,000		40,600,000

		32416423		324164234		73.5		22		0		30000		30000		0		JEM		本体付		2013/12		77/22		30		道頓堀 ドウトンボリ		4		H26年度 ネンド		131D500092		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（道頓堀変電所送電用変圧器他取替工事（Ⅰ期））		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20140526		.000		100,000,000		100,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		送油水冷		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　式		ADB		G0A1G3002		1041		1041		100,000,000		100,000,000

		38419131		384191312		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2014/06		77/6.6		20		九日市		2		H26年度 ネンド		131K500587		九日市変電所７７・６．６ｋＶ２０ＭＶＡ変圧器（２ＴｒＢ）購入九日市変電所変圧器取替工事		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140530		.000		37,600,000		37,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,600,000		37,600,000

		31416440		314164402		75.25		6.9		0		30000		30000		0		JEM		別置		2016/02		77/6.6		30		北野		2		H26年度 ネンド		141C000419		北野変電所　２号変圧器購入　（北野変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20140618		1.000		50,180,000		50,180,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		50,180,000		50,180,000

		34417235		344172351		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/01		77/6.6		20		椎堂		1		H26年度 ネンド		141F000896		椎堂変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140710		1.000		34,700,000		34,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		34,700,000		34,700,000

		37417323		374173234		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付		2015/09		77/33		30		内原 ウチハラ		4		H26年度 ネンド		141J000243		７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　内原変電所変圧器取替工事		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20140711		.000		59,400,000		59,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		59,400,000		59,400,000

		37416126		374161262		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/11		77/6.6		20		手平		2		H26年度 ネンド		141J000250		手平変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140717		.000		42,500,000		42,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,500,000		42,500,000

		32416621		324166215		73.5		22		11		30000		30000		0		50		本体付		2016/09		77/22		30		八尾 ヤオ		5		H26年度 ネンド		141B004696		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　［八尾変電所変圧器取替工事（送電用）］		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20140801		1.000		59,300,000		59,300,000		株式会社東芝　関西支社		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		59,300,000		59,300,000

		32416536		324165361		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2015/01		77/6.6		20		長曽根 ナガ ソネ		1		H26年度 ネンド		141D000709		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　（長曽根変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20140925		.000		42,000,000		42,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		42,000,000		42,000,000

		32417525		324175255		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付		2014/12		77/22		30		新狭山 シンサヤマ		5		H26年度 ネンド		141D000642		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（新狭山変電所送電用変圧器取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20140925		.000		62,000,000		62,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		62,000,000		62,000,000

		36417129		364171295		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付		2015/04		77/22		30		高月町 タカツキマチ		5		H26年度 ネンド		141H000468		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜高月町変電所送電用変圧器取替工事＞		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20141002		.000		63,500,000		63,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		63,500,000		63,500,000

		33416344		334163441		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/12		77/6.6		20		亀岡		1		H26年度 ネンド		141E001527		亀岡変電所用　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141028		.000		41,000,000		41,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		41,000,000		41,000,000

		31417534		314175341		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2015/03		77/6.6		20		服部 ハットリ		1		H26年度 ネンド		141C001227		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（１ＴｒＢ）購入　（服部変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141028		1.000		45,000,000		45,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		変圧器本体　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		45,000,000		45,000,000

		31417534		314175343		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/03		77/6.6		20		服部 ハットリ		3		H26年度 ネンド		141C001187		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（３ＴｒＢ）購入　（服部変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141028		1.000		39,600,000		39,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		変圧器本体　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,600,000		39,600,000

		31417234		314172343		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/03		77/6.6		20		佐井寺		3		H26年度 ネンド		141C001223		佐井寺変電所３号変圧器購入　（佐井寺変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141113		1.000		36,400,000		36,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,400,000		36,400,000

		36416633		364166333		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/05		77/6.6		20		近江河西		3		H26年度 ネンド		141H000973		近江河西変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器の購入　（３ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141113		.000		36,600,000		36,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,600,000		36,600,000

		36416633		364166332		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2016/01		77/6.6		20		近江河西		2		H26年度 ネンド		141H000974		近江河西変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器の購入　（２ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141113		.000		36,600,000		36,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		36,600,000		36,600,000

		38416528		384165282		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/03		77/6.6		20		黒田庄		2		H26年度 ネンド		141K000765		黒田庄変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141125		.000		40,500,000		40,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,500,000		40,500,000

		32416732		324167322		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/01		77/6.6		20		荒本 アラモト		2		H26年度 ネンド		141D000694		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　購入　（荒本変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141203		.000		37,300,000		37,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		37,300,000		37,300,000

		38419133		384191333		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2015/09		77/6.6		10		養父		3		H26年度 ネンド		141K000787		養父変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（養父変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20141203		.000		33,000,000		33,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　式		ADB		G0A1G3002		1041		1041		33,000,000		33,000,000

		36416525		364165255		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2015/07		77/22		30		膳所		5		H26年度 ネンド		141H000982		膳所変電所　７７／２２ｋＶ負荷時タップ切替器付変圧器の購入　（５ＴｒＢ）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20141203		.000		57,900,000		57,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		57,900,000		57,900,000

		36417328		364173282		80.72		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2015/07		77/6.6		20		東八日市		2		H26年度 ネンド		141H001013		東八日市変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20141205		.000		44,800,000		44,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,800,000		44,800,000

		35417125		354171252		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2015/09		77/6.6		10		岡 オカ		2		H26年度 ネンド		141G001109		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　（岡変電所変圧器取替工事）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20150115		.000		39,400,000		39,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,400,000		39,400,000

		38419134		384191345		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付		2014/01		77/33		15		生野		5		H26年度 ネンド		141K001234		生野変電所７７／３３ＫＶ負荷時タップ切換変圧器購入　「生野変電所送電用変圧器増設工事」		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20150120		.000		43,200,000		43,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		43,200,000		43,200,000

		33416823		334168233		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/11		77/6.6		20		一条		3		H26年度 ネンド		151E000057		一条変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150227		1.000		40,200,000		40,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		40,200,000		40,200,000

		36416521		364165215		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付		2016/09		275/77		300		湖南		5		H26年度 ネンド		151B000884		湖南変電所２７５ｋＶ主要変圧器購入（５ＴｒＢ）　＜湖南変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事＞		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		1		20150227		.000		330,000,000		330,000,000		三菱電機株式会社　関西支社		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡ主要変圧器		５０ｄＢ、Ｈ％Ｚ、低減ＬＩＶＷ、Ｒｙ盤付		.		.		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		330,000,000		330,000,000

		33417339		334173391		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2015/02		33/6.6		10		波路		1		H26年度 ネンド		141E001268		波路変電所用　３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（１ＴｒＢ）		その他主要変圧器		1		20150310		1.000		33,300,000		33,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		３３／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		33,300,000		33,300,000

		33417339		334173392		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2015/06		33/6.6		10		波路		2		H26年度 ネンド		141E002009		波路変電所用３３／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（２ＴｒＢ）		その他主要変圧器		1		20150310		1.000		34,000,000		34,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		３３／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		３３／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		34,000,000		34,000,000

		32416533		324165331		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/08		77/6.6		20		恵我之荘		1		H26年度 ネンド		151D000261		恵我之荘変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　［恵我之荘変電所変圧器他取替工事］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150330		.000		38,400,000		38,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,400,000		38,400,000

		32417636		324176363		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/12		77/6.6		20		大野芝 オオノ シバ		3		H26年度 ネンド		141D000446		７７・６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　【大野芝変電所変圧器他取替工事（３ＴｒＢ）】		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150331		.000		38,300,000		38,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		38,300,000		38,300,000

		31417338		314173383		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/10		77/6.6		20		真砂 マサゴ		3		H27年度 ネンド		141C001328		７７ｋＶ／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（真砂変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150421		.000		39,700,000		39,700,000		愛知電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,700,000		39,700,000

		32416423		324164235		73.5		22		0		30000		30000		0		JEM		本体付		2014/11		77/22		30		道頓堀 ドウトンボリ		5		H27年度 ネンド		141D000454		７７・２２ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　【道頓堀変電所送電用変圧器他取替工事（Ⅱ期）】		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20150422		.000		98,900,000		98,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		送油水冷		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　式		ADB		G0A1G3002		1041		1041		98,900,000		98,900,000

		32417525		324175251		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2015/10		77/6.6		20		新狭山 シンサヤマ		1		H27年度 ネンド		151D000431		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（新狭山変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150423		.000		51,800,000		51,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		51,800,000		51,800,000

		33416544		334165441		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2015/10		77/6.6		20		稲荷		1		H27年度 ネンド		151E000496		稲荷変電所　７７ｋＶ／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（１号変圧器）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150508		1.000		39,400,000		39,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,400,000		39,400,000

		38416237		384162372		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付		2016/01		77/6.6		20		溝口		2		H27年度 ネンド		151K000398		溝口変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　溝口変電所変圧器取替工事（２ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150511		.000		44,400,000		44,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		44,400,000		44,400,000

		33416830		334168305		73.5		22		0		30000		30000		0		50		別置		2015/11		77/22		30		寺町		5		H27年度 ネンド		151E000529		寺町変電所用７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（５ＴｒＢ）購入		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20150521		1.000		68,400,000		68,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		68,400,000		68,400,000

		33416830		334168304		73.5		22		0		30000		30000		0		50		別置		2016/08		77/22		30		寺町		4		H27年度 ネンド		151E000528		寺町変電所用７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（４ＴｒＢ）購入		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20150521		1.000		62,700,000		62,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		62,700,000		62,700,000

		33417722		334177222		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2015/07		77/6.6		10		十村		2		H27年度 ネンド		141E000494		十村変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（２ＴｒＢ）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20150610		.000		39,200,000		39,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		39,200,000		39,200,000

		32416625		324166253		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2015/12		77/6.6		20		西八尾 ニシ ヤオ		3		H27年度 ネンド		151D000546		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（西八尾変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150703		.000		51,700,000		51,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,700,000		51,700,000

		32417436		324174362		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2015/12		77/6.6		20		稲葉		2		H27年度 ネンド		151D000575		稲葉変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（稲葉変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150703		.000		51,800,000		51,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別置　ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,800,000		51,800,000

		32416737		324167373		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2016/02		77/6.6		20		桜町 サクラマチ		3		H27年度 ネンド		151D000635		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　［桜町変電所変圧器取替工事］		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150703		.000		51,700,000		51,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,700,000		51,700,000

		31417535		314175351		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/03		77/6.6		20		東淀川		1		H27年度 ネンド		151C000783		東淀川変電所１号変圧器購入　（東淀川変電所送電用変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150703		1.000		49,300,000		49,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		49,300,000		49,300,000

		37416423		37416423竣工前		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付				77/6.6		10		笠田 カサ タ		竣工前 シュンコウ マエ		H27年度 ネンド		151J000329		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20150703		.000		37,700,000		37,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		37,700,000		37,700,000

		32417426		324174265		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2016/02		77/22		30		忠岡 タダオカ		5		H27年度 ネンド		151D000544		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（３０ＭＶＡ）　（忠岡変電所送電用変圧器取替工事　５ＴｒＢ）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20150713		.000		65,100,000		65,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		65,100,000		65,100,000

		36417125		364171254		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2016/02		77/22		30		新長浜		4		H27年度 ネンド		151H000503		新長浜変電所７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20150713		.000		65,600,000		65,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		65,600,000		65,600,000

		37417323		374173233		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/05		77/6.6		20		内原 ウチハラ		3		H27年度 ネンド		151J000162		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　内原変電所変圧器取替工事		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150716		.000		50,900,000		50,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		50,900,000		50,900,000

		38416221		38416221竣工前		262.5		77		0		300000		300000		0		50		本体付				275/77		300		姫路		竣工前 シュンコウ マエ		H27年度 ネンド		141B007821		姫路変電所２７５／７７ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（姫路変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事）		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		1		20150724		.000		326,000,000		326,000,000		株式会社東芝　関西支社		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡ主要変圧器		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		326,000,000		326,000,000

		31417327		314173271		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2016/01		77/6.6		10		上牧		1		H27年度 ネンド		151C000881		上牧変電所　１号変圧器購入　（上牧変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20150729		1.000		43,200,000		43,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ　油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		43,200,000		43,200,000

		37416140		374161403		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/04		77/6.6		20		塩屋 シオヤ		3		H27年度 ネンド		151J000344		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（塩屋変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150729		.000		52,400,000		52,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		52,400,000		52,400,000

		33417329		334173296		73.5		33		0		45000		45000		0		50		本体付		2015/11		77/33		45		長田野		6		H27年度 ネンド		151E000530		長田野変電所用７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		その他７７ｋＶＴｒ		1		20150729		1.000		82,000,000		82,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／３３ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		82,000,000		82,000,000

		38416321		384163215		73.5		33		0		15000		15000		0		45		本体付		2016/02		77/33		15		相生		5		H27年度 ネンド		151K000503		相生変電所７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（５ＴｒＢ）購相生変電所送電用変圧器増設工事		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20150729		.000		53,300,000		53,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ、フッ素パッキン、Ｒａｄ本体付、４５ｄＢ仕様他		.		.		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		53,300,000		53,300,000

		38416426		384164262		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2016/01		77/6.6		10		上月		2		H27年度 ネンド		151K000768		上月変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（上月変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20150730		.000		44,600,000		44,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		44,600,000		44,600,000

		32416528		324165284		73.5		22		0		30000		30000		0		50		別置		2016/01		77/22		30		喜志 キ シ		4		H27年度 ネンド		151D000560		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（喜志変電所変圧器他取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20150730		.000		65,100,000		65,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ別　ＫＲＴ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		65,100,000		65,100,000

		38416321		384163214		73.5		33		0		15000		15000		0		45		本体付		2016/10		77/33		15		相生		4		H27年度 ネンド		151K000504		相生変電所７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（４ＴｒＢ）購相生変電所７７ｋＶ配開改良工事		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20150730		.000		53,400,000		53,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ、フッ素パッキン、Ｒａｄ本体付、４５ｄＢ仕様他		.		.		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		53,400,000		53,400,000

		36416627		364166273		80.72		6.9		0		20000		20000		0		60		本体付		2015/11		77/6.6		20		柏木		3		H27年度 ネンド		141H001057		柏木変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（３ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150807		.000		44,000,000		44,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		２３タップ、６０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		44,000,000		44,000,000

		32417440		324174401		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/01		77/6.6		20		菱木 ヒシキ		1		H27年度 ネンド		151D000585		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（菱木変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150825		.000		51,900,000		51,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,900,000		51,900,000

		34416121		344161212		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付		2016/04		77/6.6		10		野島		2		H27年度 ネンド		151F001077		野島変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20150825		1.000		42,651,000		42,651,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　４５ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		42,651,000		42,651,000

		33417722		334177223		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2016/02		77/6.6		10		十村		3		H27年度 ネンド		141E000495		十村変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（３ＴｒＢ）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20150827		.000		33,300,000		33,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		33,300,000		33,300,000

		31416629		314166291		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置		2016/02		77/6.6		10		招提		1		H27年度 ネンド		151C000951		招提変電所１号変圧器購入　（招提変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20150903		.000		43,800,000		43,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ　ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		43,800,000		43,800,000

		31416324		314163241		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/04		77/6.6		20		市岡		1		H27年度 ネンド		151C001141		市岡変電所　１号変圧器購入　		その他７７ｋＶＴｒ		1		20150909		1.000		49,300,000		49,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		５０ｄＢ、Ｒａｄ本、２０ＭＶＡ、ＫＲＴ		.		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		49,300,000		49,300,000

		37416125		374161251		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/02		77/6.6		20		城北橋 シロ キタハシ		1		H27年度 ネンド		151J000487		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（１ＴｒＢ）　城北橋変電所変圧器取替工事		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150909		.000		47,900,000		47,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		47,900,000		47,900,000

		37416125		374161252		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/10		77/6.6		20		城北橋 シロ キタハシ		2		H27年度 ネンド		151J000488		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（２ＴｒＢ）　城北橋変電所変圧器取替工事		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150909		.000		43,400,000		43,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		43,400,000		43,400,000

		33416338		334163383		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2016/04		77/6.6		20		西京極 ニシキョウゴク		3		H27年度 ネンド		151E001058		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（３ＴｒＢ）購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150909		1.000		38,200,000		38,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		38,200,000		38,200,000

		36416624		364166241		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付		2016/06		77/6.6（6.3）		18		大砂後		1		H27年度 ネンド		151H000856		大砂後変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150914		.000		51,300,000		51,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,300,000		51,300,000

		36416629		364166291		75.25		6.3		0		9133		9133		0		50		本体付		2016/03		77/6.6（6.3）		9		土山町 ツチヤマチョウ		1		H27年度 ネンド		151H000593		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器の購入（１ＴｒＢ）　（土山町変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20150916		.000		44,100,000		44,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		［５０ｄＢ］［ＫＲＴ型］［ＬＡＮ型Ｉ／Ｆ付］［６．３ｋＶ］		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		44,100,000		44,100,000

		33416539		334165393		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2016/02		77/6.6		20		山科		3		H27年度 ネンド		151E000661		山科変電所７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ負荷時タップ切換変圧器　購入（３号変圧器）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20150916		1.000		41,600,000		41,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		41,600,000		41,600,000

		36416629		364166292		75.25		6.3		0		9133		9133		0		45		本体付		2016/05		77/6.6（6.3）		9		土山町 ツチヤマチョウ		2		H27年度 ネンド		151H001011		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器の購入（２ＴｒＢ）　（土山町変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20151104		.000		46,900,000		46,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		［４５ｄＢ］［ＫＲＴ型］［ＬＡＮ型Ｉ／Ｆ付］［６．３ｋＶ］		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		46,900,000		46,900,000

		38416322		384163223		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2017/05		77/6.6		10		有年		3		H27年度 ネンド		151K001117		有年変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（有年変電所７７ｋＶ配開他改良工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20151106		.000		44,200,000		44,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ、ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		44,200,000		44,200,000

		36417121		364171215		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付		2016/10		77/22		30		正法寺		5		H27年度 ネンド		151H001032		正法寺変電所７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜正法寺変電所送電用変圧器取替工事＞		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20151106		.000		63,700,000		63,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		63,700,000		63,700,000

		31416227		314162273		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2017/03		77/6.6		20		今津町		3		H27年度 ネンド		151C001431		今津町変電所３号変圧器購入　（今津町変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20151111		1.000		51,700,000		51,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,700,000		51,700,000

		31416322		314163221		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2016/03		77/6.6		20		立売堀		1		H27年度 ネンド		151C001516		立売堀変電所　１号変圧器購入　（立売堀変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20151215		1.000		41,700,000		41,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		41,700,000		41,700,000

		32416923		32416923竣工前		500		154		22		750000		750000		150000		60		本体付				500/154		750		信貴		竣工前 シュンコウ マエ		H27年度 ネンド		151B006290		信貴変電所５００ｋＶ主要変圧器（１ＴｒＢ）　信貴変電所５００ｋＶ変圧器他改良工事		５００／１５４ｋＶ７５０ＭＶＡ		1		20151222		.000		0		978,000,000		株式会社東芝　関西支社		５００／１５４ｋＶ７５０ＭＶＡ主要変圧器		送油風冷　Ｒａｄ本　６０ｄＢ　三相		.		.		５００／１５４ｋＶ７５０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		987,390,000		987,390,000

		33416632		334166321		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/08		77/6.6		20		堀川 ホリ カワ		1		H27年度 ネンド		151E002109		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（１ＴｒＢ）購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160107		1.000		49,200,000		49,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		49,200,000		49,200,000

		38416227		384162272		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2016/07		77/6.6		20		伊伝居		2		H27年度 ネンド		151K001373		伊伝居変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（２Ｔ（伊伝居変電所変圧器他取替工）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160118		.000		52,000,000		52,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷、Ｒａｄ別、５０ｄＢ、ＫＲＴ仕様（２ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		52,000,000		52,000,000

		31416322		314163223		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2017/03		77/6.6		20		立売堀		3		H27年度 ネンド		151C001517		立売堀変電所　３号変圧器購入　（立売堀変電所　変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160119		1.000		37,800,000		37,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		37,800,000		37,800,000

		31416627		31416627竣工前		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		10		牧野		竣工前 シュンコウ マエ		H27年度 ネンド		161C000009		牧野変電所　１号変圧器購入　（牧野変電所変圧器取替工事）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20160126		1.000		38,600,000		38,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		38,600,000		38,600,000

		38416637		384166372		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2016/08		77/6.6		20		志染		2		H27年度 ネンド		161K000038		志染変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（２Ｔ）（志染変電所　送電用変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160129		.000		51,900,000		51,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷、Ｒａｄ別、５０ｄＢ、ＫＲＴ仕様（フッソゴム使用）、		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,900,000		51,900,000

		33416535		334165354		73.5		22		6		30000		30000		0		50		本体付		2017/04		77/22		30		神足		4		H27年度 ネンド		161E000001		神足変電所用７７／２２ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（４ＴｒＢ）購入		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20160129		1.000		65,900,000		65,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		65,900,000		65,900,000

		33416535		334165355		73.5		22		6		30000		30000		0		50		本体付		2017/04		77/22		30		神足		5		H27年度 ネンド		161E000002		神足変電所用７７／２２ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（５ＴｒＢ）購入		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20160129		1.000		66,700,000		66,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		66,700,000		66,700,000

		33417321		334173212		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2016/08		77/6.6		10		西舞鶴		2		H27年度 ネンド		161E000004		西舞鶴変電所用７７／６．６負荷時タップ切換変圧器購入　（２ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20160201		1.000		44,300,000		44,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		44,300,000		44,300,000

		33417341		334173414		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付		2016/08		77/33		30		峰山		4		H27年度 ネンド		151E002186		峰山変電所用７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（４ＴｒＢ）購入		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20160203		.000		65,900,000		65,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		65,900,000		65,900,000

		33416340		334163402		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2016/07		77/6.6		20		下京		2		H27年度 ネンド		161E000139		下京変電所用７７／６．９ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（２ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160215		1.000		52,400,000		52,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		52,400,000		52,400,000

		31417533		314175332		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2016/12		77/6.6		20		淡路町		2		H27年度 ネンド		161C000040		淡路町変電所２号変圧器購入　（淡路町変電所変圧器他取替工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20160223		1.000		50,400,000		50,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ仕様　Ｒａｄ別置形（２ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　式		ADM		G0A1G3002		1041		1041		50,400,000		50,400,000

		38416237		384162374		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付		2016/11		77/33		30		溝口		4		H27年度 ネンド		161K000080		溝口変電所　７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　溝口変電所送電用変圧器取替工事（４ＴｒＢ）		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20160223		.000		64,300,000		64,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		64,300,000		64,300,000

		31416529		314165293		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2016/11		77/6.6		10		浜町		3		H27年度 ネンド		161C000037		浜町変電所　３号変圧器購入　（浜町変電所　変圧器取替工事）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20160224		1.000		40,700,000		40,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		40,700,000		40,700,000

		38416227		384162273		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2017/06		77/6.6		20		伊伝居		3		H27年度 ネンド		151K001374		伊伝居変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（３Ｔ（伊伝居変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160315		.000		47,900,000		47,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷、Ｒａｄ別、５０ｄＢ、ＫＲＴ仕様（３ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		47,900,000		47,900,000

		31417540		314175401		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2017/02		77/6.6		20		岡町		1		H27年度 ネンド		161C000317		岡町変電所１号変圧器購入　（岡町変電所　変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160316		1.000		39,900,000		39,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		39,900,000		39,900,000

		35416322		35416322竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		20		高天町 タカ テン チョウ		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161G000312		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２ＴｒＢ）　（高天町変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160408		.000		50,900,000		50,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ別　ＫＲＴ　ＬＲ盤無し		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		50,900,000		50,900,000

		35416322		354163223		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2016/12		77/6.6		20		高天町 タカ テン チョウ		3		H28年度 ネンド		161G000311		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（３ＴｒＢ）　（高天町変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160408		.000		55,100,000		55,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ別　ＫＲＴ　ＬＲ盤有り		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		55,100,000		55,100,000

		37416134		374161343		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		本体付		2016/12		77/6.6		20		谷 タニ		3		H28年度 ネンド		161J000167		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（３ＴｒＢ）購入　（谷変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160408		.000		49,700,000		49,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		49,700,000		49,700,000

		31417321		314173214		73.5		22		11000		30000		30000		0		50		本体付		2017/01		77/22		30		高槻		4		H28年度 ネンド		161C000431		高槻変電所　４号変圧器購入　（高槻変電所　変圧器取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20160408		.000		65,400,000		65,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		65,400,000		65,400,000

		33417321		334173213		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2017/03		77/6.6		10		西舞鶴		3		H28年度 ネンド		161E000626		西舞鶴変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（３ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20160524		1.000		40,400,000		40,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		40,400,000		40,400,000

		31417540		31417540竣工前		75.25		6.3		0		18260		18260		0		JEM		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6（6.3）		18		岡町		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161C000675		岡町変電所３号変圧器購入　（岡町変電所　変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160615		1.000		36,900,000		36,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		36,900,000		36,900,000

		33416827		334168273		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置		2016/12		77/6.6		20		河原町		3		H28年度 ネンド		161E000673		河原町変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（３ＴｒＢ）購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160616		1.000		51,800,000		51,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ　ＫＲＴ仕様（３ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,800,000		51,800,000

		33416827		33416827竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置 ベツ オ				77/6.6		20		河原町		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161E000674		河原町変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（２ＴｒＢ）購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160621		1.000		51,800,000		51,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ　ＫＲＴ仕様（２ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,800,000		51,800,000

		33416827		33416827竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置 ベツ オ				77/6.6		20		河原町		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161E000675		河原町変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（１ＴｒＢ）購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160621		1.000		51,800,000		51,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ　ＫＲＴ仕様（１ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,800,000		51,800,000

		35417126		354171262		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2016/07		77/6.6		10		野原 ノハラ		2		H28年度 ネンド		161G000001		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（野原変電所変圧器他取替工事）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20160627		.000		41,900,000		41,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		41,900,000		41,900,000

		31417337		314173373		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2017/03		77/6.6		20		沢良宜		3		H28年度 ネンド		161C000852		沢良宜変電所３号変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160714		.000		50,800,000		50,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ　５０ｄＢ　Ｒａｄ別置形		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		50,800,000		50,800,000

		32416426		32416426竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		20		湊町 ミナトマチ		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161D000531		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　（湊町変電所変圧器他取替工事）【２ＴｒＢ】		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160719		.000		45,900,000		45,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本体付　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		45,900,000		45,900,000

		32416425		32416425竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		20		阿倍野 アベノ		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161D000630		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（２０ＭＶＡ）　（阿倍野変電所変圧器取替工事）【１ＴｒＢ】		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160719		.000		47,900,000		47,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		47,900,000		47,900,000

		32416426		324164261		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/01		77/6.6		20		湊町 ミナトマチ		1		H28年度 ネンド		161D000519		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　（湊町変電所変圧器他取替工事）【１ＴｒＢ】		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160719		.000		50,000,000		50,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本体付　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		50,000,000		50,000,000

		32416425		324164252		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/02		77/6.6		20		阿倍野 アベノ		2		H28年度 ネンド		161D000629		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（２０ＭＶＡ）　（阿倍野変電所変圧器取替工事）【２ＴｒＢ】		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160719		.000		51,800,000		51,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,800,000		51,800,000

		33416723		334167233		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/02		77/6.6		20		三山木		3		H28年度 ネンド		161E000561		三山木変電所用　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（三山木変電所　７７ｋＶ３号変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160719		.000		60,400,000		60,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＫＲＴ　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		60,400,000		60,400,000

		32416734		32416734竣工前		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付				77/22		15		枚岡 ヒラオカ		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161D000526		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　枚岡変電所送電用変圧器他取替工事		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20160719		.000		54,100,000		54,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		54,100,000		54,100,000

		34416429		344164292		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2016/11		77/6.6		20		垂水		2		H28年度 ネンド		161F000757		垂水変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160728		1.000		51,087,000		51,087,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ仕様　Ｒａｄ別　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,087,000		51,087,000

		35416425		354164251		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置		2017/02		77/6.6		20		桜井 サクライ		1		H28年度 ネンド		161G000502		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（１ＴｒＢ）　（桜井変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160728		1.000		52,800,000		52,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄｂ　ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		52,800,000		52,800,000

		34416131		344161313		75.25		6.3		0		9133		9133		0		50		本体付		2017/11		77/6.6（6.3）		9		洲本		3		H28年度 ネンド		161F000775		洲本変電所　７７／６．３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20160802		1.000		43,000,000		43,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		43,000,000		43,000,000

		33416822		334168221		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/02		77/6.6		20		松ヶ崎		1		H28年度 ネンド		161E000105		松ヶ崎変電所用７７／６．９ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（１ＴｒＢ）購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160802		.000		51,100,000		51,100,000		株式会社明電舎　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,100,000		51,100,000

		31416221		314162219		147		77		22		200000		200000		60000		70		別置		2016/11		154/77		200		野江		9		H28年度 ネンド		151B002986		１５４／７７ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　野江変電所１５４ｋＶ変圧器取替工事（１期）		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		1		20160826		.000		232,000,000		232,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡ主要変圧器		導油風冷　Ｒｅｄ別　７０ｄＢ　デジタルＲｙ盤含む		.		.		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADB		G0A1G3002		1041		1041		232,000,000		232,000,000

		31416221		31416221竣工前		147		77		0		200000		200000		0		70		別置 ベツ オ				154/77		200		野江		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		151B008562		１５４／７７ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　野江変電所１５４ｋＶ変圧器取替工事（２期）８Ｔｒ		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		1		20160902		.000		236,370,000		236,370,000		富士電機株式会社　関西支社		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡ主要変圧器		導油風冷　Ｒｅｄ別　７０ｄＢ		.		.		１５４／７７ｋＶ２００ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		236,370,000		236,370,000

		35416122		354161222		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付		2017/06		77/6.6（6.3）		18		昭和		2		H28年度 ネンド		161G000735		昭和変電所　７７／６．３ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（昭和変電所変圧器取替工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20160913		1.000		53,800,000		53,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／６．３ｋＶ１８．２６ＭＶＡ主要変圧器		.		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		53,800,000		53,800,000

		31417326		31417326竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		20		如是		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161C000858		如是変電所　３号変圧器購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160913		.000		50,800,000		50,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ　Ｒａｄ別　５０ｄＢ		.		ＬＲ盤（１実装＋０将来）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		50,800,000		50,800,000

		33416729		334167292		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/03		77/6.6		20		男山		2		H28年度 ネンド		161E000702		男山変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（２ＴｒＢ）購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160913		.000		47,600,000		47,600,000		愛知電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ　屋外		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		47,600,000		47,600,000

		36416421		364164212		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付		2017/06		77/6.6		10		高島 タカシマ		2		H28年度 ネンド		161H000624		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜高島変電所変圧器取替工事＞		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20160913		.000		42,300,000		42,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		42,300,000		42,300,000

		33416829		334168293		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/10		77/6.6		20		中京		3		H28年度 ネンド		161E001214		中京変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（中京変電所７７ｋＶ３号変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160913		1.000		48,700,000		48,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		48,700,000		48,700,000

		31417321		314173216		73.5		22		11		30000		30000		0		50		本体付		2017/03		77/22		30		高槻		6		H28年度 ネンド		161C001003		高槻変電所　６号変圧器購入　（高槻変電所　変圧器取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20160913		.000		62,200,000		62,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		62,200,000		62,200,000

		33417323		334173231		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2016/06		77/6.6		20		東舞鶴		1		H28年度 ネンド		161E000014		東舞鶴変電所用　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器　（１ＴｒＢ）購入		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20160916		1.000		62,100,000		62,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		62,100,000		62,100,000

		32416724		324167241		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2014/01		77/6.6		20		高井田 タカイダ		1		H28年度 ネンド		161D000932		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（高井田変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20161012		.000		48,000,000		48,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		48,000,000		48,000,000

		34416527		344165272		75.25		6.9		0		30000		30000		0		JEM		別置		2016/11		77/6.6		30		南灘		2		H28年度 ネンド		161F000616		南灘変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20161017		1.000		66,346,000		66,346,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ別置形　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		66,346,000		66,346,000

		33416831		33416831竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		20		室町		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161E001545		室町変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（室町変電所　７７ｋＶ３号変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20161102		1.000		49,000,000		49,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		49,000,000		49,000,000

		31417546		31417546竣工前		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		30		末広		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161C001281		末広変電所３号変圧器購入　（末広変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20161115		1.000		67,900,000		67,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄ　ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		67,900,000		67,900,000

		37416145		374161451		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付		2017/03		77/6.6		15		梅原 ウメハラ		1		H28年度 ネンド		161J000309		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　＜梅原変電所変圧器増設工事＞		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20161115		.000		48,700,000		48,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		48,700,000		48,700,000

		33416622		334166223		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付		2017/07		77/6.6		30		西院		3		H28年度 ネンド		161E001575		西院変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（西院変電所　７７ｋＶ３号変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20161115		1.000		67,300,000		67,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		67,300,000		67,300,000

		31417323		31417323竣工前		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		15		阿武野		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161C001126		阿武野変電所３号変圧器購入　（阿武野変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20161122		1.000		51,800,000		51,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,800,000		51,800,000

		37416147		374161473		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付		2017/05		77/6.6		15		箕島 ミノシマ		3		H28年度 ネンド		161J000577		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（３ＴｒＢ）購入　（箕島変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20161122		.000		47,700,000		47,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		47,700,000		47,700,000

		34417636		34417636竣工前		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付				77/6.6		15		一庫		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161F001329		一庫変電所７７／６．６ｋＶ変圧器（２ＴｒＢ）購入　		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20161122		1.000		44,760,000		44,760,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		２ＴｒＢＲａｄ本５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		44,760,000		44,760,000

		36417134		364171342		75.25		6.3		0		13700		13700		0		50		本体付		2017/04		77/6.6（6.3）		14		浅井		2		H28年度 ネンド		161H000686		浅井変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（２ＴｒＢ）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20161125		.000		47,300,000		47,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷、Ｒａｄ本、５０ｄＢ、２次６．３ｋＶ　、ＫＲＴ型		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		47,300,000		47,300,000

		31416530		31416530竣工前		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/22		30		大東		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161C001368		大東変電所　５号変圧器購入　（大東変電所　７７ｋＶ配開装置他改良工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20161128		.000		61,500,000		61,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		大東変電所　５号変圧器購入		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　式		ADM		G0A1G3002		1041		1041		61,500,000		61,500,000

		31416530		31416530竣工前		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/22		30		大東		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161C001367		大東変電所　６号変圧器購入　（大東変電所　７７ｋＶ配開装置他改良工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20161128		.000		65,400,000		65,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		大東変電所　６号変圧器購入		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　式		ADM		G0A1G3002		1041		1041		65,400,000		65,400,000

		32417631		32417631竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		20		旭ケ丘 アサヒガオカ		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161D001186		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２０ＭＶＡ）　（旭ヶ丘変電所変圧器他取替工事）【１ＴｒＢ】		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20161226		.000		51,100,000		51,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,100,000		51,100,000

		35416425		35416425竣工前		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		10		桜井 サクライ		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161G000503		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（３ＴｒＢ）　（桜井変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20161227		1.000		44,000,000		44,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		44,000,000		44,000,000

		32417434		32417434竣工前		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		30		唐国 カラ クニ		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161D001190		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（３０ＭＶＡ）　（唐国変電所変圧器他取替工事）【２ＴｒＢ】		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20161227		.000		77,300,000		77,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		77,300,000		77,300,000

		36416424		364164243		75.25		6.3		0		13700		13700		0		50		本体付		2017/09		77/6.6（6.3）		14		新旭		3		H28年度 ネンド		161H001001		新旭変電所用７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（新旭変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170120		1.000		48,900,000		48,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		48,900,000		48,900,000

		31417326		31417326竣工前		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		15		如是		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161C000856		如是変電所　２号変圧器購入		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170120		.000		47,200,000		47,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ　Ｒａｄ別　５０ｄＢ		.		９０Ｒｙ追装		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		47,200,000		47,200,000

		31417240		31417240竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		20		上新田		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		161C001609		上新田変電所　１号変圧器購入　（上新田変電所　変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170120		1.000		51,700,000		51,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ別、ＫＲＴ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,700,000		51,700,000

		31417326		314173261		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		別置		2017/06		77/6.6		15		如是		1		H28年度 ネンド		161C000857		如是変電所　１号変圧器購入		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170120		.000		48,400,000		48,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		ＫＲＴ　Ｒａｄ別　５０ｄＢ		.		ＬＲ盤（１実装＋１将来）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		48,400,000		48,400,000

		36416632		364166325		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付		2017/05		77/22		30		祇王		5		H28年度 ネンド		161H000690		祇王変電所　５号変圧器の購入　		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20170120		.000		67,200,000		67,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ本４５ｄＢ　ＫＲＴ型　フッ素パッキン		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		67,200,000		67,200,000

		31417246		314172465		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付		2017/06		77/22		15		彩都		5		H28年度 ネンド		161C001060		彩都変電所５号変圧器購入　（彩都変電所新設工事）		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170120		1.000		56,200,000		56,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		56,200,000		56,200,000

		38416637		384166375		73.5		22		0		15000		15000		0		50		別置		2017/07		77/22		15		志染 シ ゾ		5		H28年度 ネンド		161K000701		志染変電所７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入（５Ｔ）　（志染変電所　送電用変圧器他取替工事）		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170120		.000		54,500,000		54,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷、Ｒａｄ別、５０ｄＢ、ＫＲＴ仕様（フッソゴム使用）、		.		.		７７／２２ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		54,500,000		54,500,000

		36416632		364166326		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付		2017/11		77/22		30		祇王		6		H28年度 ネンド		161H000691		祇王変電所　６号変圧器の購入　		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20170120		.000		63,400,000		63,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ本４５ｄＢ　ＫＲＴ型　フッ素パッキン（ＬＲ盤なし）		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		63,400,000		63,400,000

		35416325		354163253		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付		2017/09		77/6.6		20		上狛 ウエ コマ		3		H28年度 ネンド		171G000034		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（３ＴｒＢ）購入　（上狛変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170130		1.000		53,300,000		53,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷Ｒａｄ本体　５０ｄＢ　ＫＲＴ　ＬＡＮ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		53,300,000		53,300,000

		31416222		31416222竣工前		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		15		生江町		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		171C000079		生江町変電所　３号変圧器購入　（生江町変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170217		1.000		45,900,000		45,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		45,900,000		45,900,000

		34417621		34417621竣工前		262.5		77		0		300000		300000		0		50		本体付 ホンタイ				275/77		300		伊丹		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		171B000541		伊丹変電所２７５／７７ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（伊丹変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事）		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		1		20170310		.000		378,000,000		378,000,000		三菱電機株式会社　関西支社		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡ主要変圧器		送油風冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		378,000,000		378,000,000

		32417526		324175261		75.25		22		6.3		30000		15000		15000		50		本体付		2017/03		77/22/6.6（6.3）		30		泉ヶ丘 イズミガオカ		1		H28年度 ネンド		161D000631		７７／２２／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（１ＴｒＢ）　（泉ヶ丘変電所送電用変圧器他取替工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20170322		.000		95,400,000		95,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／２２／６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		.		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		95,400,000		95,400,000

		36416521		36416521竣工前		262.5		77		0		200000		200000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				275/77		200		湖南		竣工前 シュンコウ マエ		H28年度 ネンド		171B001578		湖南変電所２７５ｋＶ主要変圧器購入（４ＴｒＢ）　（湖南変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事【４ＴｒＢ】）		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡＴ		1		20170330		.000		337,000,000		337,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡ主要変圧器		５０ｄＢ、Ｈ％Ｚ、低減ＬＩＷＶ、Ｒｙ盤含		.		.		２７５／７７ｋＶ２００ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		337,000,000		337,000,000

		32416429		32416429竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		20		桃谷 モモタニ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		161D001238		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（桃谷変電所変圧器取替工事【２ＴｒＢ】）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170407		.000		50,700,000		50,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		50,700,000		50,700,000

		32416429		32416429竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		20		桃谷 モモタニ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		161D001239		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（桃谷変電所変圧器取替工事【１ＴｒＢ】）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170407		.000		56,400,000		56,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）Ｎ相		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		56,400,000		56,400,000

		32416429		32416429竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		20		桃谷 モモタニ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		161D001235		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（桃谷変電所変圧器取替工事【３ＴｒＢ】）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170407		.000		50,700,000		50,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		50,700,000		50,700,000

		38416627		38416627竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		JEM		別置				77/6.6		20		木村橋		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171K000121		木村橋変電所７７／６ｋＶ変圧器購入　「木村橋変電所変圧器他取替工事」		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170407		.000		51,400,000		51,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＪＥＭ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,400,000		51,400,000

		32417526		32417526竣工前		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		15		泉ヶ丘 イズミガオカ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		161D000633		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２ＴｒＢ）　（泉ヶ丘変電所送電用変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170411		.000		45,400,000		45,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		45,400,000		45,400,000

		32417526		324175263		75.25		22		6.3		30000		15000		15000		50		本体付		2017/11		77/22/6.6（6.3）		30		泉ヶ丘 イズミガオカ		3		H29年度 ネンド		161D000632		７７／２２／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（３ＴｒＢ）　（泉ヶ丘変電所送電用変圧器他取替工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20170411		.000		91,500,000		91,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／２２／６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		.		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		91,500,000		91,500,000

		33416340		33416340竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置				77/6.6		20		下京		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171E000487		下京変電所７７／６．９ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170424		1.000		47,600,000		47,600,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		47,600,000		47,600,000

		33417332		33417332竣工前		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/33		30		福知山		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		161E001646		福知山変電所　７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（福知山変電所　７７ｋＶ４号変圧器取替工事）		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20170424		1.000		62,300,000		62,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ仕様		.		.		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		62,300,000		62,300,000

		31416221		31416221竣工前		73.5		22		0		45000		45000		0		50		別置 ベツ オ				77/22		45		野江		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171B000906		野江変電所７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入６ＴｒＢ　（野江変電所１５４ｋＶ変圧器取替工事３期）		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20170428		1.000		85,700,000		85,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		85,700,000		85,700,000

		31416221		31416221竣工前		73.5		22		0		45000		45000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/22		45		野江		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171B000905		野江変電所７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入５ＴｒＢ　（野江変電所１５４ｋＶ変圧器取替工事）		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20170428		1.000		86,800,000		86,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		86,800,000		86,800,000

		31416221		31416221竣工前		73.5		22		0		45000		45000		0		50		別置				77/22		45		野江		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171B000908		野江変電所７７／２２ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入４ＴｒＢ　（野江変電所１５４ｋＶ変圧器取替工事３期）		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20170428		1.000		82,900,000		82,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ　ＫＲＴ		.		.		７７／２２ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		82,900,000		82,900,000

		38416224		38416224竣工前		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6（6.3）		18		大手前		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171K000165		大手前変電所７７／６．３ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（２Ｔ（大手前変電所変圧器取替工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20170509		.000		48,700,000		48,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／６．３ｋＶ　１８．２６ＭＶＡ主要変圧器		.		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		48,700,000		48,700,000

		38416224		384162243		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付		2017/09		77/6.6（6.3）		18		大手前		3		H29年度 ネンド		171K000164		大手前変電所７７／６．３ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（３Ｔ（大手前変電所変圧器取替工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20170509		.000		48,700,000		48,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／６．３ｋＶ　１８．２６ＭＶＡ主要変圧器		.		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		48,700,000		48,700,000

		37417122		37417122竣工前		73.5		33		0		45000		45000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/33		45		新田辺 シンタナベ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171J000202		７７／３３ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（４ＴｒＢ）　＜新田辺変電所送電用変圧器増設工事＞		７７／３３ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20170512		.000		85,000,000		85,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		85,000,000		85,000,000

		37417122		37417122竣工前		73.5		33		0		45000		45000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/33		45		新田辺 シンタナベ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171J000238		７７／３３ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（５ＴｒＢ）　＜新田辺変電所送電用変圧器増設工事＞		７７／３３ｋＶ４５ＭＶＡＴｒ		1		20170531		.000		81,100,000		81,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ４５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		81,100,000		81,100,000

		38416530		384165302		75.25		33.5		6.3		23700		10000		13700		50		本体付		2017/10		77/33		24		加美町		2		H29年度 ネンド		161K001129		加美町変電所２号変圧器購入（７７／３３／６．３ｋＶ２５ＭＶＡ（加美町変電所ほか変圧器他取替工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20170605		1.000		72,900,000		72,900,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／３３／６ｋＶ　２５ＭＶＡ／１０ＭＶＡ／１５ＭＶＡ		.		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		72,900,000		72,900,000

		38416332		38416332竣工前		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付 ホンタイ				77/6.6（6.3）		18		浜田		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171K000418		浜田変電所７７／６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　「浜田変電所変圧器取替工事」		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170629		.000		51,200,000		51,200,000		愛知電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷、Ｒａｄ本、５０ｄＢ、ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		51,200,000		51,200,000

		37417324		37417324竣工前		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付				77/6.6		10		印南町 イン ナン チョウ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171J000327		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入について　（印南町変電所変圧器取替工事）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20170711		.000		51,200,000		51,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		51,200,000		51,200,000

		32416522		32416522竣工前		75.25		22		6.9		35000		15000		20000		50		本体付 ホンタイ ツ				77/22/6.6		35		金田		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000009		金田変電所用　負荷時タップ切替変圧器（１ＴｒＢ）　（金田変電所７７ｋＶ配開装置他改良工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20170719		.000		108,000,000		108,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／２２／６ｋＶ　３５／１５／２０ＭＶＡ　Ｒａｄ本　５０ｄ		Ｂ		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		108,000,000		108,000,000

		32416522		32416522竣工前		75.25		22		6.9		35000		15000		20000		50		本体付 ホンタイ ツ				77/22/6.6		35		金田		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000010		金田変電所用　負荷時タップ切替変圧器（２ＴｒＢ）　（金田変電所７７ｋＶ配開装置他改良工事）		その他７７ｋＶＴｒ		1		20170719		.000		108,000,000		108,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／２２／６ｋＶ　３５／１５／２０ＭＶＡ　Ｒａｄ本　５０ｄ		Ｂ		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		108,000,000		108,000,000

		34416525		34416525竣工前		75.25		6.3		0		9133		9133		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6（6.3）		9		篠原		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171F000507		篠原変電所７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切替変圧器（１ＴｒＢ）購入		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20170802		1.000		40,100,000		40,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		40,100,000		40,100,000

		33416722		33416722竣工前		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6（6.3）		18		折居		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171E000891		折居変電所　７７／６．３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（折居変電所　７７ｋＶ２号変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170807		1.000		51,100,000		51,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ　ＫＲＴ仕様（３ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		51,100,000		51,100,000

		31416223		31416223竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置				77/6.6		20		新喜島		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171C000887		新喜島変電所　２号変圧器購入　（新喜島変電所　変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170828		.000		50,000,000		50,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		50,000,000		50,000,000

		37416125		37416125竣工前		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付 ホンタイ				77/33		15		城北橋 シロ キタハシ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171J000452		７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　城北橋変電所送電用変圧器取替工事		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170828		.000		49,400,000		49,400,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		49,400,000		49,400,000

		31417233		31417233竣工前		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		15		北豊中		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171C000883		北豊中変電所　２号変圧器購入　（北豊中変電所　変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20170830		.000		46,100,000		46,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		46,100,000		46,100,000

		36417132		36417132竣工前		75.25		6.3		0		13700		13700		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6（6.3）		14		河瀬 カワセ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171H000533		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器の購入（１ＴｒＢ）　＜河瀬変電所変圧器取替工事＞		その他Ｔｒ		1		20170901		.000		48,500,000		48,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他主要変圧器		７７／６．３ｋＶ１３．７ＭＶＡ		.		.		その他主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		48,500,000		48,500,000

		36417132		36417132竣工前		75.25		6.3		0		13700		13700		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6（6.3）		14		河瀬 カワセ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171H000534		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器の購入（２ＴｒＢ）　＜河瀬変電所変圧器取替工事＞		その他Ｔｒ		1		20170901		.000		44,500,000		44,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他主要変圧器		７７／６．３ｋＶ１３．７ＭＶＡ		.		.		その他主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		44,500,000		44,500,000

		31417229		31417229竣工前		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付				77/6.6		10		石橋		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171C000866		石橋変電所　１号変圧器購入　（石橋変電所　変圧器他取替工事）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20170901		.000		37,800,000		37,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		37,800,000		37,800,000

		31417343		31417343竣工前		262.5		77		0		300000		300000		0		55		本体付 ホンタイ				275/77		300		淀川		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171B002223		淀川変電所２７５／７７ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（淀川変電所２７５ｋＶ変圧器取替工事）		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡＴ		1		20170901		1.000		371,000,000		371,000,000		三菱電機株式会社　関西支社		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡ主要変圧器		送油風冷　Ｒａｄ本　５５ｄＢ		.		.		２７５／７７ｋＶ３００ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		371,000,000		371,000,000

		34416134		34416134竣工前		75.25		6.3		0		18260		18260		0		45		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6（6.3）		18		緑町		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171F000887		緑町変電所７７／６．３ｋＶ変圧器（２ＴｒＢ）購入　【緑町変電所７７ｋＶ変圧器取替工事】		その他７７ｋＶＴｒ		1		20170904		.000		51,100,000		51,100,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／６．３ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器Ｒａｄ本４５ｄＢＫＲＴ仕		様（１８．２６ＭＶＡ）		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		51,100,000		51,100,000

		32416526		32416526竣工前		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付 ホンタイ				77/6.6（6.3）		18		美原 ミハラ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000589		７５．２５／６．３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器　（美原変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20170914		.000		48,200,000		48,200,000		愛知電機株式会社　関西支社		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		２０ＭＶＡ主要変圧器　５０ｄＢ　ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		48,200,000		48,200,000

		32417335		32417335竣工前		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付 ホンタイ				77/6.6		10		土生 ツチ イ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000637		７７／６．９ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（土生変電所変圧器取替工事）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20170915		.000		40,000,000		40,000,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		40,000,000		40,000,000

		32417634		32417634竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		20		深井 フカイ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000677		７７／６．９ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（１ＴｒＢ）購入　（深井変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20171003		.000		48,300,000		48,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ仕様（１ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		48,300,000		48,300,000

		32417634		32417634竣工前		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		10		深井 フカイ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000678		７７／６．９ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２ＴｒＢ）購入　（深井変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡＴｒ		1		20171003		.000		40,200,000		40,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ　ＫＲＴ仕様（２ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		40,200,000		40,200,000

		36416624		36416624竣工前		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/22		30		大砂後 オオ スナ アト		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171H000674		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（５ＴｒＢ）　大砂後変電所送電用変圧器他取替工事		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20171005		.000		59,300,000		59,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		59,300,000		59,300,000

		36416624		36416624竣工前		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/22		30		大砂後 オオ スナ アト		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171H000673		７７／２２ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入（４ＴｒＢ）　（大砂後変電所送電用変圧器他取替工事）		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20171005		.000		63,300,000		63,300,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／２２ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		63,300,000		63,300,000

		32417621		32417621竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ ツ				77/6.6		20		堺港 サカイ コウ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000836		７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器（２ＴｒＢ）購入　（堺港変電所変圧器取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20171010		.000		47,865,000		47,865,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		47,865,000		47,865,000

		32416436		32416436竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ				77/6.6		20		百済		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000800		百済変電所　７７／６．９ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　（百済変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20171010		.000		46,520,000		46,520,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本体付　５０ｄＢ（ＫＲＴ仕様）（３ＴｒＢ）		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		46,520,000		46,520,000

		32417522		32417522竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ				77/6.6		20		富田林		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000802		富田林変電所　７７／６．９ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（富田林変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20171025		.000		51,200,000		51,200,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		51,200,000		51,200,000

		31416423		31416423竣工前		75.25		6.3		0		22820		22820		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6（6.3）		23		扇町		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171C000864		扇町変電所　３号変圧器購入　（扇町変電所　変圧器他取替工事）		その他Ｔｒ		1		20171026		.000		56,840,000		56,840,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他主要変圧器		７７／６．３ｋＶ２２．８２ＭＶＡ　Ｒａｄ別　ＫＲＴ　過昇対応		.		.		その他主要変圧器		　　台		ADM		G0A1G3002		1041		1041		56,840,000		56,840,000

		32417429		32417429竣工前		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		15		和泉大宮		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000669		和泉大宮変電所　７７／６．９ｋＶ主要変圧器（３ＴｒＢ）　（和泉大宮変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20171027		.000		45,800,000		45,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＫＲＭ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		45,800,000		45,800,000

		32417429		32417429竣工前		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		別置				77/6.6		15		和泉大宮		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000668		和泉大宮変電所　７７／６．９ｋＶ主要変圧器（２ＴｒＢ）　（和泉大宮変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡＴｒ		1		20171027		.000		45,800,000		45,800,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＫＲＭ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ１５ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		45,800,000		45,800,000

		32416525		32416525竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置 ベツ オ				77/6.6		20		高鷲		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D000919		高鷲変電所　７７・６．９ｋＶ主要変圧器（１ＴｒＢ）　（高鷲変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20171102		.000		48,500,000		48,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ別　ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		48,500,000		48,500,000

		38419133		38419133竣工前		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付 ホンタイ				77/33		30		養父		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171K000919		養父変電所７７／３３ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　「養父変電所送電用変圧器取替工事」		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡＴｒ		1		20171124		.000		60,700,000		60,700,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／３３ｋＶ３０ＭＶＡ主要変圧器		　　式		ADS		G0A1G3002		1041		1041		60,700,000		60,700,000

		35416122		35416122竣工前		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付 ホンタイ				77/6.6（6.3）		18		昭和		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171G000753		昭和変電所　７７／６．３ｋＶ負荷時タップ切替変圧器購入　昭和変電所３号変圧器取替工事		その他７７ｋＶＴｒ		1		20171204		.000		51,500,000		51,500,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		その他７７ｋＶ主要変圧器		７７／６．３ｋＶ１８．２６ＭＶＡ主要変圧器		.		.		その他７７ｋＶ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		51,500,000		51,500,000

		35417126		35417126竣工前		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付 ホンタイ				77/6.6		10		野原 ノハラ		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171G000793		７７／６．６ｋＶ負荷時時タップ切換変圧器購入　（野原変電所変圧器取替工事）		７７ｋＶＭＴｒ油入自冷Ｒａｄ本		1		20171215		.000		39,677,000		39,677,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本　５０ｄＢ		.		.		７７／６．６ｋＶ１０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		39,677,000		39,677,000

		32416725		32416725竣工前		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付 ホンタイ				77/6.6		20		小坂		竣工前 シュンコウ マエ		H29年度 ネンド		171D001074		小坂変電所　７７／６．６ｋＶ負荷時タップ切換変圧器購入　（小坂変電所変圧器他取替工事）		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡＴｒ		1		20171215		.000		45,920,000		45,920,000		株式会社ダイヘン　電力機器関西営業部		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		油入自冷　Ｒａｄ本体付　５０ｄＢ　ＫＲＴ仕様		.		.		７７／６．６ｋＶ２０ＭＶＡ主要変圧器		　　台		ADS		G0A1G3002		1041		1041		45,920,000		45,920,000





変圧器運用deta

		場所コード（名称）		場所コード		ＮＯ		場所コード
＋
No バショ		設備区分（名称）		親設備区分（名称）		保守実施担当箇所		保守実施担当箇所（名称）		運転開始年月日（年月日）		製造者形式		製造年月（年月）		変圧器用途		変圧器用途（名称）		常予備・移動用区分（名称）		設置場所（名称）		防音方式		防音方式（名称）		定格１次電圧		定格２次電圧（ｋＶ）		定格３次電圧（ｋＶ）		定格１次容量		定格２次容量		定格３次容量		騒音値		冷却装置取付位置（名称）

		本店　関西電力能力開発センター		10530000		4		105300004		変圧器		場所		10530205		本店　関西電力能力開発センター　工務・系統運用研修グループ		1990/08/30		NCLVD-FOR		1973/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22				15000		15000				58.8		本体付

		本店　関西電力能力開発センター		10530000		2		105300002		変圧器		場所		10530205		本店　関西電力能力開発センター　工務・系統運用研修グループ		1978/08/30		NCLVD-FOR		1968/08		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.6		本体付

		野江		31416221		3		314162213		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2011/04/07		*		2010/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64.3		本体付

		野江		31416221		1		314162211		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/04/03		NCLVD-FOR-L		1980/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		野江		31416221		4		314162214		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1974/08/01		*		1974/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		13		60000		60000		15000		73.7		別置

		野江		31416221		8		314162218		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1970/06/28		FBORSDL		1970/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		200000		200000		60000		87.6		別置

		野江		31416221		5		314162215		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/05/24		*		1972/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		13		60000		60000		15000		72.5		別置

		野江		31416221		7		314162217		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1974/08/01		FCLV-FOR		1974/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		200000		200000		60000		71.7		別置

		野江		31416221		2		314162212		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/04/23		*		1998/01		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		60		本体付

		野江		31416221		6		314162216		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1970/07/28		AFLOC-3YCP		1970/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		60000		60000		15000		76.8		別置

		野江		31416221		9		314162219		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2017/06/30		*		2016/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		200000		200000		60000		60.9		別置

		生江町		31416222		1		314162221		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/06/16		FOCLVD-FOR-L		1981/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		70		本体付

		生江町		31416222		3		314162223		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/03/13		STRODL-CL-2		1972/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71		本体付

		生江町		31416222		2		314162222		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2018/01/26		*		2017/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.3		本体付

		新喜島		31416223		2		314162232		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1965/12/13		NORSDL		1965/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		新喜島		31416223		3		314162233		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1966/03/08		NORSDL		1965/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		新喜島		31416223		1		314162231		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1977/11/28		NORSDL-S		1977/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.6		別置

		関目		31416224		1		314162241		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/12/22		*		1978/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.9		別置

		関目		31416224		3		314162243		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/04/15		*		1994/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		67.9		別置

		関目		31416224		2		314162242		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2016/03/10		*		2015/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.9		別置

		諏訪		31416225		3		314162253		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2008/02/29		*		2007/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		諏訪		31416225		1		314162251		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/05/21		STRODL-CL-2		1973/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.5		本体付

		諏訪		31416225		2		314162252		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1995/04/16		*		1994/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		放出		31416226		2		314162262		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2007/05/31		RGB3547AY		1998/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0				本体付

		放出		31416226		1		314162261		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2007/11/22		RGB3546AY		1998/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0				本体付

		今津町		31416227		1		314162271		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/12/14		NCLVD-FOR-L		1978/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		今津町		31416227		2		314162272		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/04/10		*		1993/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		今津町		31416227		3		314162273		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2017/05/26		NORSDL		2017/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		今里		31416228		1		314162281		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/06/01		*		1981/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		今里		31416228		2		314162282		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/04/17		*		1992/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66.4		別置

		中本		31416229		3		314162293		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/03/10		*		1996/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		中本		31416229		1		314162291		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/03/13		*		1980/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70		本体付

		中本		31416229		2		314162292		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/01/16		*		1979/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70		本体付

		猪飼野		31416230		8		314162308		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1988/05/20		FOCLVD-FKOR		1987/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		77		11		250000		250000		75000		77		別置

		猪飼野		31416230		7		314162307		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1988/05/20		FOCLVD-FKOR		1987/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		77		11		250000		250000		75000		76.2		別置

		猪飼野		31416230		4		314162304		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1990/03/18		*		1989/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		999		70.6		別置

		猪飼野		31416230		2		314162302		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/05/19		NCLVD-FOR-L		1978/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		猪飼野		31416230		1		314162301		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1975/07/08		NCLVD-FOR		1975/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		猪飼野		31416230		3		314162303		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/11/20		*		1998/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		猪飼野		31416230		5		314162305		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1990/11/27		*		1990/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		999		70.6		別置

		中川町		31416231		1		314162311		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2004/01/22		*		2003/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		中川町		31416231		3		314162313		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2010/05/29		*		2009/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		62.5		本体付

		中川町		31416231		2		314162312		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/12/22		NCLVD-FOR-L		1980/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		鶴橋		31416232		2		314162322		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2006/05/19		*		2006/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64.5		本体付

		鶴橋		31416232		3		314162323		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1995/04/21		*		1994/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66		本体付

		鶴橋		31416232		1		314162321		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/05/29		CR-MRD		1972/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.1		本体付

		京橋		31416233		2		314162332		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/07/02		NORSDL		1973/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		68.7		別置

		京橋		31416233		3		314162333		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/07/02		NORSDL		1973/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		京橋		31416233		1		314162331		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/11/21		NORSDL-S		1984/08		2		配電		常時		屋内		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		森小路		31416235		2		314162352		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/05/18		*		1981/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		森小路		31416235		1		314162351		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/05/18		*		1981/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		森小路		31416235		3		314162353		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1995/10/27		STRODL/CL-2		1995/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		69.1		別置

		赤川		31416236		3		314162363		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1977/05/13		NCLVD-FOR		1977/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		赤川		31416236		2		314162362		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/03/27		NCLVD-FOR-L		1978/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		空心町		31416238		1		314162381		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1983/06/07		STRODLE-CL-2		1983/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		73.5		別置

		空心町		31416238		2		314162382		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1983/06/07		STRODLE/CL-2		1983/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		71.3		別置

		空心町		31416238		8		314162388		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/06/09		TP12-YO3A-R06		1997/08		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		11		200000		200000		40000		70		別置

		空心町		31416238		7		314162387		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/06/09		TP12-YO3A-R06		1997/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		11		200000		200000		40000		70		別置

		城見		31416239		2		314162392		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/04/06		NOCLVD-FKOR		1982/02		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		22		0		60000		45000		9000		63.1		別置

		城見		31416239		1		314162391		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/03/14		NOCLVD-FKOR		1982/06		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		22		0		60000		45000		9000		63.7		別置

		都島		31416240		2		314162402		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/05/28		*		1992/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		76		別置

		都島		31416240		1		314162401		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/05/28		*		1992/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		76		別置

		九条		31416321		5		314163215		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1985/11/19		*		1985/07		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		999		0		別置

		九条		31416321		4		314163214		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1985/11/17		*		1985/05		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		999		0		別置

		立売堀		31416322		2		314163222		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/05/27		FBTODL-CL-2		1993/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		65.5		本体付

		立売堀		31416322		1		314163221		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2016/06/10		*		2016/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		65.5		本体付

		立売堀		31416322		3		314163223		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2017/06/15		*		2017/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		65.3		本体付

		江戸堀		31416323		3		314163233		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1997/02/14		*		1996/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		江戸堀		31416323		2		314163232		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1975/06/10		NORSDL		1975/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		江戸堀		31416323		1		314163231		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1990/02/22		*		1989/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		64		別置

		市岡		31416324		2		314163242		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/01/01		STRODL-CL-2		1984/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71.5		本体付

		市岡		31416324		3		314163243		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2009/05/28		CR-NRH		2008/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.2		本体付

		市岡		31416324		5		314163245		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/03/06		*		1997/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		50		本体付

		市岡		31416324		6		314163246		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/04/25		*		1996/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		50		本体付

		市岡		31416324		1		314163241		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2016/06/14		*		2016/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		築港		31416325		3		314163253		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/02/11		FBOUSDL		1991/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		70		本体付

		築港		31416325		2		314163252		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2007/03/02		*		2006/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.6		本体付

		築港		31416325		1		314163251		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2015/05/18		NIRSDL		2015/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		鶴町		31416326		2		314163262		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1979/03/26		STRODL-CL-2		1979/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		鶴町		31416326		3		314163263		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1986/03/12		NCLVD-FOR-L		1978/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		泉尾		31416327		2		314163272		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2011/05/30		*		2010/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		泉尾		31416327		1		314163271		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/03/18		STRODL-CL-2		1995/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		泉尾		31416327		3		314163273		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2014/02/26		*		2013/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.7		別置

		大開町		31416328		5		314163285		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2012/02/23		CR-NRH		2011/04		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		6000		67.1		別置

		大開町		31416328		1		314163281		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/12/15		NCLVD-FOR-L		1980/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		大開町		31416328		2		314163282		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/05/11		SLOCR-3YC		1972/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		大開町		31416328		3		314163283		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/06/12		SLOCR-3YC		1972/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		大開町		31416328		4		314163284		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2002/05/12		*		2001/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		999		76		別置

		亀甲町		31416329		3		314163293		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/12/14		NCLVD-FOR		1973/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		亀甲町		31416329		1		314163291		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/02/28		*		1992/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		亀甲町		31416329		2		314163292		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/11/09		NCLVD-FOR		1973/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		兼平町		31416330		6		314163306		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/12/15		FBIUSDL-E		1993/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		67		本体付

		兼平町		31416330		5		314163305		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/12/15		FBIUSDL-E		1993/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		67		本体付

		波除		31416331		3		314163313		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/07/05		NCLVD-FOR		1971/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		波除		31416331		1		314163311		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/05/31		*		1993/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70		別置

		波除		31416331		2		314163312		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/07/05		NCLVD-FOR		1971/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		南恩加島		31416332		3		314163323		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2007/02/23		*		2006/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.1		本体付

		南恩加島		31416332		5		314163325		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/04/24		*		1997/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		60		本体付

		南恩加島		31416332		4		314163324		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/04/17		*		1997/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		60		本体付

		南恩加島		31416332		1		314163321		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2012/05/04		*		2011/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		63.5		本体付

		南恩加島		31416332		2		314163322		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2013/06/14		*		2012/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		68.2		本体付

		本田		31416333		7		314163337		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1979/06/30		SUB-MRF		1978/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		250000		250000		75000		0		別置

		本田		31416333		3		314163333		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1997/10/16		STRODLE-CL-2		1997/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		本田		31416333		8		314163338		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1979/07/09		SUB-MRF		1979/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		250000		250000		75000		0		別置

		本田		31416333		9		314163339		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/04/16		*		1995/10		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		77		11		250000		250000		75000		45.5		別置

		本田		31416333		1		314163331		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2015/02/21		*		2014/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		本田		31416333		2		314163332		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2016/02/20		*		2015/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		信濃橋		31416334		2		314163342		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/05/14		SLOCR-3YC		1982/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		信濃橋		31416334		1		314163341		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/05/14		SLOCR-3YC		1982/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		信濃橋		31416334		3		314163343		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/10/14		A5D0877A5		1991/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		北港		31416335		2		314163352		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1995/05/10		*		1994/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北港		31416335		1		314163351		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1995/05/10		*		1994/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		四貫島		31416336		2		314163362		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/07/12		NCLVD-FOR		1972/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		四貫島		31416336		3		314163363		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/04/02		NCLVD-FOR		1972/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		四貫島		31416336		1		314163361		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2014/03/13		*		2013/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		酉島		31416337		4		314163374		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/05/13		*		1983/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		999		74.1		別置

		酉島		31416337		12		3141633712		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2009/06/08		AGB6481AB-TF1		2008/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		75000		70		別置

		酉島		31416337		5		314163375		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1985/05/25		*		1983/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		999				別置

		酉島		31416337		9		314163379		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/06/15		AFLOC-3YCP		1983/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		250000		250000		75000		84		別置

		酉島		31416337		8		314163378		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/06/15		AFLOC-3YCP		1983/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		250000		250000		75000		84		別置

		舞洲		31416338		1		314163381		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/04/16		*		1995/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		舞洲		31416338		5		314163385		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/04/16		*		1995/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		78		別置

		舞洲		31416338		2		314163382		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/04/16		*		1995/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		曽根崎		31416422		1		314164221		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1971/12/03		NCLVD-FOR		1971/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		曽根崎		31416422		2		314164222		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/12/23		NASI		1996/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		曽根崎		31416422		3		314164223		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/06/03		NASI		1992/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		扇町		31416423		2		314164232		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/03/06		NORSDL-S		1977/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		扇町		31416423		3		314164233		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1971/04/16		NORSDL		1971/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		扇町		31416423		1		314164231		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/04/13		*		1993/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		船場		31416425		3		314164253		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1971/04/13		NCLVD-FOR		1971/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		船場		31416425		1		314164251		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1986/03/01		OTMR-701B		1985/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		74		別置

		船場		31416425		2		314164252		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2016/06/06		*		2015/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		北浜		31416426		1-1		314164261-1		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1995/03/24		*		1994/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		84		本体付

		北浜		31416426		3-1		314164263-1		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1997/02/18		*		1996/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		北浜		31416426		2-1		314164262-1		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1995/10/30		*		1994/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		84		本体付

		福島		31416427		1		314164271		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1970/03/11		HCTLR		1970/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		福島		31416427		2		314164272		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2000/05/12		*		2000/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.3		別置

		福島		31416427		3		314164273		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/06/15		NORSDL		1972/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		西扇町		31416428		3		314164283		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2011/05/25		*		2010/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		西扇町		31416428		2		314164282		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/11/28		N0RSDL		1973/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		西扇町		31416428		1		314164281		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/04/02		FOCLVD-FOR-L		1980/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		本体付

		久宝寺		31416429		2		314164292		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/12/13		*		1984/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		久宝寺		31416429		3		314164293		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/03/29		NCLVD-F0R-L		1977/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		久宝寺		31416429		1		314164291		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/12/02		SLOCR-3YC		1982/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		備後町		31416430		3		314164303		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/01/27		GUW-VSG		1993/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		72.3		別置

		備後町		31416430		1		314164301		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1988/06/01		VGUW-VSG		1987/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		70.4		別置

		備後町		31416430		2		314164302		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1988/06/01		VGUW-VSG		1987/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		70.4		別置

		天満橋		31416431		3		314164313		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/05/17		NCLVD-FOR		1972/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		天満橋		31416431		1		314164311		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1995/04/13		*		1994/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		天満橋		31416431		2		314164312		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1983/12/07		*		1983/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		本体付

		農人橋		31416433		2		314164332		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/03/31		NCLVD-FOR		1991/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		農人橋		31416433		1		314164331		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/02/09		*		1993/11		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		農人橋		31416433		3		314164333		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2017/05/30		**		2017/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		新曽根崎		31416434		5		314164345		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/08/04		SUW-MRF		1972/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		100000		100000		30000		0		別置

		新曽根崎		31416434		7		314164347		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/08/04		SUW-MRF		1971/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		100000		100000		30000		0		別置

		新曽根崎		31416434		4		314164344		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/12/23		SUW-MRM		1982/08		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		200000		200000		100000		77		別置

		新曽根崎		31416434		9		314164349		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1974/07/05		SUW-MRF		1974/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		100000		100000		30000		0		別置

		新曽根崎		31416434		6		314164346		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1987/03/11		SUW-MRM		1986/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		200000		200000		100000		76.7		別置

		真田山		31416435		1		314164351		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/03/01		*		1993/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		真田山		31416435		3		314164353		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/06/05		*		1993/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		真田山		31416435		2		314164352		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1986/12/25		*		1986/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		中之島		31416436		4		314164364		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2011/03/04		*		2010/08		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		45000		45000		0		68.9		別置

		中之島		31416436		5		314164365		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2011/03/25		*		2010/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		45000		45000		0		68.3		別置

		中之島		31416436		6		314164366		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2011/06/03		*		2010/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		45000		45000		0		69.3		別置

		中之島		31416436		1		314164361		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2004/12/24		*		2003/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		67.9		別置

		中之島		31416436		2		314164362		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2004/12/24		*		2003/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		68.4		別置

		本町		31416437		4		314164374		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/04/22		AN20210T1		1980/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		200000		200000		200000		0		別置

		本町		31416437		7		314164377		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/05/24		SUW-MRF		1979/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		100000		100000		30000		0		別置

		本町		31416437		6		314164376		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/04/22		AN20210T1		1980/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		200000		200000		200000		0		別置

		本町		31416437		8		314164378		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/05/29		AE20206T1		1991/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		200000		200000		200000		76		別置

		本町		31416437		9		314164379		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/05/29		SUW-MRM		1991/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		100000		100000		30000		80.5		別置

		本町		31416437		5		314164375		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/05/24		SUW-MRF		1979/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		0		100000		100000		30000		0		別置

		大仁		31416438		3		314164383		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/06/08		*		1981/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		大仁		31416438		2		314164382		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/05/10		STR0DL-CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.9		別置

		長柄		31416439		1		314164391		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2008/04/10		*		2007/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64.2		本体付

		長柄		31416439		2		314164392		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/03/23		*		1992/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66.3		本体付

		長柄		31416439		3		314164393		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/05/18		FOCLVD-FOR-L		1981/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		本体付

		北野		31416440		1		314164401		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/04/25		NCLVD-FOR		1996/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		北野		31416440		3		314164403		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2015/05/22		**		2014/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		北野		31416440		2		314164402		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2016/05/22		**		2016/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		豊崎		31416441		6		314164416		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/10/30		*		1981/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		6.6		60000		60000		0		66		別置

		豊崎		31416441		7		314164417		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2007/12/20		HCTLR-D		2007/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		200000		200000		200000		49.4		本体付

		豊崎		31416441		8		314164418		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2007/11/12		HCTLR-D		2006/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		200000		200000		200000		49.6		本体付

		豊崎		31416441		5		314164415		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/10/30		*		1981/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		6.6		60000		60000		0		66		別置

		上本町		31416443		1-1		314164431-1		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2001/03/05		GUW-VSG		2000/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		147		6.9		0		30000		30000		0		71.8		別置

		上本町		31416443		2-1		314164432-1		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2001/03/05		GUW-VSG		2000/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		147		6.9		0		30000		30000		0		71.6		別置

		橋波		31416521		4		314165214		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/12/19		*		1996/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		50		本体付

		橋波		31416521		6		314165216		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/12/19		*		1996/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		50		本体付

		橋波		31416521		5		314165215		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/12/19		*		1996/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		50		本体付

		守口		31416522		3		314165223		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1996/12/25		*		1996/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		守口		31416522		2		314165222		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/11/11		NCLVD-FOR-L		1980/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		守口		31416522		1		314165221		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/12/10		NCLVD-FOR-L		1980/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		大庭		31416523		2		314165232		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1971/06/27		NORSDL		1971/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		55		本体付

		大庭		31416523		1		314165231		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2004/03/11		*		2004/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		大庭		31416523		3		314165233		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1971/05/15		NORSDL		1971/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		55		本体付

		寺方		31416524		1		314165241		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2009/03/13		*		2008/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		65.7		本体付

		寺方		31416524		2		314165242		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/03/15		*		1991/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		65.6		本体付

		寺方		31416524		3		314165243		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2015/03/07		*		2014/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		63.9		本体付

		旭東		31416525		1		314165251		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/04/25		NCLVD-FOR-L		1980/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		旭東		31416525		3		314165253		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1974/06/03		NCLVD-FOR		1974/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		旭東		31416525		2		314165252		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1969/07/09		SLOCR-3YC		1969/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		茨田		31416526		1		314165261		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/12/15		*		1994/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		別置

		茨田		31416526		3		314165263		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2003/11/26		NIRSDL		2003/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50.1		本体付

		茨田		31416526		2		314165262		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1987/02/25		*		1986/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		大和田		31416527		2		314165272		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/05/02		*		1997/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大和田		31416527		1		314165271		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/02/25		*		1982/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		寝屋川		31416528		1		314165281		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1986/04/25		*		1985/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		寝屋川		31416528		2		314165282		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/01/11		NCLVD-FOR		1997/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		寝屋川		31416528		5		314165285		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2014/06/13		NIRSDL-S		2014/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		66.2		別置

		寝屋川		31416528		3		314165283		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1970/02/20		NCLVD-FOR		1969/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		寝屋川		31416528		4		314165284		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/03/24		*		1992/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		999		72.3		別置

		浜町		31416529		2		314165292		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/02/20		NORSDL		1973/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		本体付

		浜町		31416529		1		314165291		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2009/01/30		*		2008/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		66.7		本体付

		浜町		31416529		3		314165293		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2017/03/17		*		2016/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		46.6		本体付

		大東		31416530		6		314165306		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/04/08		NCLVD-FOR		1978/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		大東		31416530		3		314165303		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1974/05/16		NCLVD-FOR		1973/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		54		本体付

		大東		31416530		2		314165302		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/04/14		*		1997/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		47.9		本体付

		大東		31416530		5		314165305		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1971/07/16		NCLVD-FOR		1969/07		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		72.6		本体付

		大東		31416530		1		314165301		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/04/02		*		1993/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		四条畷		31416532		2		314165322		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2007/02/12		*		2006/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.4		別置

		四条畷		31416532		3		314165323		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2010/02/26		*		2009/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.2		別置

		四条畷		31416532		1		314165321		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/07/26		*		1972/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		神田		31416533		2		314165332		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/07/17		NCLVD-FOR		1971/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		神田		31416533		3		314165333		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2011/03/07		*		2010/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.4		別置

		島頭		31416534		1		314165341		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/11/30		NCLVD-FOR		1973/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		島頭		31416534		2		314165342		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/11/30		NCLVD-FOR		1973/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		島頭		31416534		3		314165343		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/06/10		*		1991/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		八雲		31416535		1		314165351		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/03/23		*		1982/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		八雲		31416535		3		314165353		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1975/05/13		NCLVD-FOR		1975/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		八雲		31416535		2		314165352		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1977/03/15		NCLVD-FOR		1972/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		野崎		31416536		1		314165361		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2013/06/18		*		2012/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		69.8		別置

		野崎		31416536		2		314165362		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2014/03/27		*		2013/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		68.5		別置

		北島橋		31416537		3		314165373		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/02/24		*		1993/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		北島橋		31416537		1		314165371		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2015/05/19		*		2014/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		別置

		北島橋		31416537		2		314165372		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2016/05/20		*		2015/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		別置

		中垣内		31416538		3		314165383		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/05/23		*		1981/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		中垣内		31416538		2		314165382		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/05/23		*		1981/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		茨田浜		31416539		4		314165394		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1989/06/09		*		1988/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		6.03		15000		15000		999		72		別置

		茨田浜		31416539		5		314165395		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1989/06/09		*		1989/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		6.03		15000		15000		999		72		別置

		茨田浜		31416539		3		314165393		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/05/21		NCLVD-FOR-L		1980/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		茨田浜		31416539		2		314165392		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/05/21		NCLVD-FOR-L		1980/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		茨田浜		31416539		1		314165391		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1989/02/22		*		1988/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		古川橋		31416540		1		314165401		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1971/06/21		FPTLR-D		1971/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		11		200000		200000		60000		70		本体付

		古川橋		31416540		70-10L		3141654070-10L		変圧器		移動用設備		31416000		野江電力所		2010/03/26		*		2009/12		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				10000		10000				50		本体付

		古川橋		31416540		732-4L		31416540732-4L		変圧器		移動用設備		31416000		野江電力所				*		1998/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000		0		48.6		本体付

		古川橋		31416540		732-5L		31416540732-5L		変圧器		移動用設備		31416000		野江電力所				*		2007/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				48.8		本体付

		古川橋		31416540		70-25L-32		3141654070-25L-32		変圧器		移動用設備		31416000		野江電力所				*		1998/02		1		送電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.5		33				20000		20000		0		48.6		本体付

		古川橋		31416540		2		314165402		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/03/23		*		1981/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		11		250000		250000		250000		60		本体付

		古川橋		31416540		3		314165403		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1967/04/11		KLRTF464747-140		1967/02		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		11		200000		200000		60000		83.9		本体付

		古川橋		31416540		4		314165404		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/05/14		FPTLR-D		1990/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		11		250000		250000		250000		49.2		本体付

		速見		31416541		2		314165412		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1989/04/12		*		1988/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		速見		31416541		3		314165413		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1986/05/29		*		1986/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		砂		31416542		2		314165422		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1990/06/07		*		1989/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		砂		31416542		3		314165423		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1990/06/07		*		1989/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		藤田		31416543		2		314165432		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/06/11		*		1992/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		藤田		31416543		3		314165433		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/06/11		*		1992/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		東大阪		31416544		2		314165442		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1965/10/29		KLRTF514852-200		1965/09		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		250		77		22		200000		200000		60000		74		本体付

		東大阪		31416544		1		314165441		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/06/09		SUR-MRG		1972/03		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000		50		別置

		東大阪		31416544		6		314165446		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2010/07/11		3AFLOC-NYCCP		2010/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		147		22		450000		450000		450000		50		本体付

		東大阪		31416544		4		314165444		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1973/06/20		SUR-MRG		1973/03		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		250		147		22		300000		300000		90000		50		別置

		東大阪		31416544		3		314165443		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2009/05/23		*		2008/12		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		262.5		77		22		200000		200000		200000		50		別置

		東大阪		31416544		7		314165447		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1972/06/09		SUR-MRT		1972/04		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		250		147		22		300000		300000		90000		50		別置

		南枚方		31416621		2		314166212		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/11/04		*		1981/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		南枚方		31416621		4		314166214		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/05/22		*		1991/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		999		76		別置

		南枚方		31416621		3		314166213		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/06/04		*		1979/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		南枚方		31416621		5		314166215		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/05/22		*		1991/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		999		76		別置

		香里		31416622		2		314166222		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/04/22		STRODLB-CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		香里		31416622		1		314166221		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/02/04		*		1991/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		香里		31416622		3		314166223		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2014/12/05		**		2014/04		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		香里		31416622		5		314166225		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2014/12/05		**		2014/04		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		香里		31416622		4		314166224		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2015/03/20		**		2015/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		光善寺		31416623		1		314166231		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2012/01/27		*		2011/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		光善寺		31416623		2		314166232		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2012/05/18		*		2011/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		光善寺		31416623		3		314166233		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2014/12/19		*		2014/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		65.1		本体付

		交野		31416624		3		314166243		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/03/27		*		1981/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		交野		31416624		1		314166241		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2004/02/17		*		2002/12		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		長尾		31416625		1		314166251		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1967/09/29		NCLVD-FOR		1967/06		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		長尾		31416625		3		314166253		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1970/01/30		NCLVD-FOR		1969/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		長尾		31416625		2		314166252		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2017/05/02		*		2017/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.6		本体付

		津田		31416626		5		314166265		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/09/24		OTMRM35		1992/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		50		本体付

		津田		31416626		1		314166261		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1971/06/30		NCLVD-FOR		1971/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53		本体付

		津田		31416626		3		314166263		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2001/06/05		MTL-5125		2001/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		44.9		本体付

		津田		31416626		4		314166264		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/02/25		OTMRM35		1992/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		999		50		本体付

		津田		31416626		2		314166262		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/03/24		*		1992/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		牧野		31416627		2		314166272		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/06/23		NORSDL		1969/10		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		本体付

		牧野		31416627		4		314166274		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2004/03/12		*		2002/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		牧野		31416627		1		314166271		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1986/05/16		SLOCR-3YC		1968/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		牧野		31416627		5		314166275		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2006/12/15		*		2006/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		禁野		31416628		1		314166281		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1974/06/25		NCLVD-FOR		1974/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		禁野		31416628		3		314166283		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2008/02/22		*		2007/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		66.6		別置

		禁野		31416628		2		314166282		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2009/03/29		*		2008/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		66.8		別置

		招提		31416629		2		314166292		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2011/03/18		CR-NRH		2010/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.6		別置

		招提		31416629		3		314166293		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2015/03/27		*		2014/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.8		別置

		招提		31416629		1		314166291		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2016/05/31		*		2016/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.3		別置

		三井		31416630		2		314166302		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2005/06/02		*		2004/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		三井		31416630		3		314166303		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2013/06/13		*		2012/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.6		別置

		下池田		31416631		1		314166311		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1974/07/16		STRODL-CL-2		1974/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		下池田		31416631		2		314166312		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/06/23		STRODL-CL-2		1978/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		下池田		31416631		3		314166313		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1993/10/22		STRODL-CL-2		1993/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		55.5		別置

		田口		31416632		1		314166321		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1997/10/14		NCLVD-FOR		1997/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		田口		31416632		3		314166323		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1975/06/06		NCLVD-FOR		1974/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		72.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		田口		31416632		2		314166322		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1976/05/21		STRODL-CL-2		1975/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		72.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		茄子作		31416633		2		314166332		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1977/07/29		NORSDL-S		1977/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		茄子作		31416633		3		314166333		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2010/06/03		AGB6588A5		2009/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		郡津東		31416634		2		314166342		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1980/10/29		NCLVD-FOR-L		1980/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49		別置

		郡津東		31416634		1		314166341		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1994/12/22		*		1994/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		郡津東		31416634		3		314166343		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/07/07		NCLVD-FOR-L		1978/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49		別置

		豊野		31416635		2		314166352		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/10/12		STRODL-CL-2		1978/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		豊野		31416635		3		314166353		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/10/12		STRODL-CL-2		1978/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		長尾元町		31416636		3		314166363		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1979/06/28		NCLVD-FOR-L		1979/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		長尾元町		31416636		2		314166362		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/11/24		*		1982/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		平池		31416637		2		314166372		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/05/21		NCLVD-FOR-L		1980/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		平池		31416637		3		314166373		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1981/05/21		NCLVD-FOR-L		1980/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		中宮		31416638		2		314166382		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1986/12/18		*		1986/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		中宮		31416638		1		314166381		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1982/06/08		*		1982/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		中振		31416639		3		314166393		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1983/06/01		*		1983/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		中振		31416639		2		314166392		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1990/11/28		*		1990/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		楠葉		31416640		1		314166401		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1984/07/31		*		1984/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		楠葉		31416640		2		314166402		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1988/04/12		*		1987/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		新寝屋川		31416641		3		314166413		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/07/20		FOCLVD-FKOR		1978/08		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		新寝屋川		31416641		2		314166412		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1978/06/08		SUB-MRG		1977/11		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		洞ヶ峠		31416642		3		314166423		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/05/21		*		1991/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		洞ヶ峠		31416642		2		314166422		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1992/05/21		*		1991/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		枚方		31416643		2		314166432		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		2015/11/22		*		2015/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		20000		50		別置

		枚方		31416643		3		314166433		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1991/03/28		GSUB-VSG		1990/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		300000		300000		90000		50		本体付

		星田		31416644		2		314166442		変圧器		変電所（開閉所）		31416000		野江電力所		1998/06/10		FBTODLE/CL-2		1998/03		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		千里丘		31417222		3		314172223		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/02/09		*		1994/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		千里丘		31417222		2		314172222		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1987/04/16		SLOCR-3YC		1987/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		千里丘		31417222		4		314172224		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2009/06/19		*		2009/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		千里丘		31417222		5		314172225		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2009/03/06		*		2008/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		千里丘		31417222		1		314172221		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1977/12/06		NCLVD-FOR-L		1977/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0				本体付

		下穂積		31417223		5		314172235		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1986/10/25		*		1985/08		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0				別置

		下穂積		31417223		1		314172231		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1985/10/25		*		1985/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		下穂積		31417223		4		314172234		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2009/04/17		*		2007/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		下穂積		31417223		2		314172232		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1985/10/25		*		1985/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		下穂積		31417223		8		314172238		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1987/03/20		FOCLVD-FKOR		1986/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		262.5		77		0		300000		300000		90000		89		別置

		下穂積		31417223		7		314172237		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1987/03/20		FOCLVD-FKOR		1986/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		262.5		77		0		300000		300000		90000		89		別置

		小野原		31417224		1		314172241		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1969/12/19		NCLVD-FOR		1969/10		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		小野原		31417224		2		314172242		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/02/15		*		1993/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		小野原		31417224		3		314172243		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/04/03		STRODLB-CL-2		1980/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.1		本体付

		西宿		31417225		2		314172252		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/05/21		*		1992/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西宿		31417225		3		314172253		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1985/03/25		A5D0268-5		1984/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		西宿		31417225		1		314172251		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2014/05/23		*		2013/11		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		42.7		本体付

		豊中		31417226		1		314172261		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/02/18		*		1994/07		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		豊中		31417226		2		314172262		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2002/03/22		*		2001/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		箕面		31417227		1		314172271		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2000/12/14		*		2000/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		箕面		31417227		2		314172272		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2000/06/25		*		2000/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		石橋		31417229		4		314172294		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1988/10/21		NCLVD-FOR		1987/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		石橋		31417229		3		314172293		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1974/05/28		NCLVD-FOR		1974/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		石橋		31417229		2		314172292		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/04/01		*		1993/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		石橋		31417229		5		314172295		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1985/03/31		*		1984/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0				別置

		石橋		31417229		1		314172291		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1968/08/29		NCLVD-FOR		1967/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		池田		31417230		2		314172302		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2000/03/24		*		1999/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		池田		31417230		3		314172303		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1999/03/25		*		1998/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		山田		31417231		5		314172315		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1996/03/25		*		1996/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		70.5		別置

		山田		31417231		4		314172314		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1996/12/05		*		1996/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		70.7		別置

		山田		31417231		1		314172311		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1977/11/30		NCLVD-FOR-L		1977/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		山田		31417231		3		314172313		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2014/06/13		*		2013/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.9		別置

		山田		31417231		2		314172312		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1973/06/27		CR-MRD		1973/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		渋谷		31417232		1		314172321		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/04/12		NCLVD-FOR-L		1993/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71.3		別置

		渋谷		31417232		3		314172323		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2005/06/01		*		2005/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		67.6		別置

		渋谷		31417232		2		314172322		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/12/11		NCLVD-FOR-L		1980/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		北豊中		31417233		7		314172337		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1977/06/06		SUB-MRG		1977/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		北豊中		31417233		8		314172338		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1978/05/15		SUB-MRG		1978/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		北豊中		31417233		1		314172331		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2006/06/01		*		2005/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.8		別置

		北豊中		31417233		2		314172332		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1973/07/05		NCLVD-FOR		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		佐井寺		31417234		1		314172341		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1978/11/27		NCLVD-FOR-L		1978/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		佐井寺		31417234		2		314172342		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1974/06/13		NCLVD-FOR		1973/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		佐井寺		31417234		3		314172343		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2015/06/14		*		2015/03		2		配電		常時		屋内						75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.5		別置

		大岩		31417235		2		314172352		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1979/03/14		HCTLR-D		1965/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		大岩		31417235		3		314172353		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1975/12/22		NORSDL		1967/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		大岩		31417235		1		314172351		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1992/02/25		NORSDL-S		1991/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		西千里		31417236		1		314172361		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2012/06/01		*		2012/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.8		別置

		西千里		31417236		2		314172362		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/03/16		STRODL-CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.7		別置

		春日		31417237		2		314172372		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2016/01/15		*		2015/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.6		別置

		春日		31417237		3		314172373		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2016/04/28		*		2016/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.4		別置

		稲		31417238		1		314172381		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2010/05/28		CR-NRH		2010/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.1		別置

		稲		31417238		3		314172383		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/10/19		*		1995/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		稲		31417238		2		314172382		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1977/11/11		NCLVD-FOR		1977/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		刀根山		31417239		1		314172391		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1992/05/22		*		1991/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		刀根山		31417239		3		314172393		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1979/06/25		CR-MRM		1979/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		刀根山		31417239		2		314172392		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1981/11/12		*		1981/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		上新田		31417240		1		314172401		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/03/05		NCLVD-FOR-L		1979/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		上新田		31417240		2		314172402		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/03/05		NCLVD-FOR-L		1979/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		桜ケ丘		31417241		3		314172413		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1990/04/12		*		1989/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		桜ケ丘		31417241		2		314172412		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1984/04/19		*		1984/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		熊野		31417242		4		314172424		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1990/11/22		*		1990/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		熊野		31417242		2		314172422		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1989/06/30		*		1989/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		熊野		31417242		3		314172423		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1989/06/30		*		1989/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		熊野		31417242		5		314172425		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1990/11/22		*		1990/08		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		南茨木		31417243		3		314172433		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/06/20		*		1991/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		南茨木		31417243		2		314172432		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/06/20		*		1991/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		岸部		31417244		1		314172441		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/05/25		*		1994/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		岸部		31417244		2		314172442		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/05/25		*		1994/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		木代		31417245		4		314172454		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1998/07/01		*		1997/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		彩都		31417246		1		314172461		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/11/18		*		2017/06		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		彩都		31417246		5		314172465		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/11/18		*		2017/06		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		高槻		31417321		5		314173215		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2005/12/09		*		2005/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		11		30000		30000		0		45		本体付

		高槻		31417321		2		314173212		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/06/04		STRODLBE/CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高槻		31417321		1		314173211		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/05/28		STRODLBE/CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高槻		31417321		3		314173213		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/11/16		*		1994/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高槻		31417321		4		314173214		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/03/30		*		2017/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		11000		30000		30000		30000		50		本体付

		高槻		31417321		6		314173216		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/06/09		*		2017/03		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		11		30000		30000		30000		50		本体付

		西天川		31417322		3		314173223		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1997/02/28		77-TR-91-02		1996/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西天川		31417322		2		314173222		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2010/04/15		*		2009/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48		本体付

		西天川		31417322		1		314173221		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1970/05/07		STRODL-CHC-R		1970/01		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		阿武野		31417323		2		314173232		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1999/04/22		*		1999/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		阿武野		31417323		3		314173233		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1970/07/15		NCLVD-FOR		1970/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53		本体付

		阿武野		31417323		1		314173231		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1978/03/20		*		1978/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48		本体付

		富田		31417324		5		314173245		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/01/23		*		1994/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		45000		45000		0		50		本体付

		富田		31417324		6		314173246		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/11/30		*		1994/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		45000		45000		0		50		本体付

		富田		31417324		3		314173243		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1982/04/02		*		1981/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		富田		31417324		1		314173241		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1998/04/24		*		1998/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		富田		31417324		2		314173242		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2014/06/05		CR-MVH		2014/03		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		茨木		31417325		1		314173251		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2008/02/21		NCLVD-FOR		2007/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		茨木		31417325		2		314173252		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1996/04/12		*		1996/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		茨木		31417325		3		314173253		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2009/04/17		AGB6485A5-FD		2008/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		如是		31417326		3		314173263		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1979/01/18		NCLVD-FOR-L		1977/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		如是		31417326		2		314173262		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1974/03/25		NCLVD-FOR		1973/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		如是		31417326		1		314173261		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/12/01		*		2017/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		別置

		上牧		31417327		2		314173272		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2013/03/23		*		2012/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49.2		本体付

		上牧		31417327		3		314173273		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2007/05/31		*		2006/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		上牧		31417327		4		314173274		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/03/04		*		1993/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		上牧		31417327		5		314173275		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1990/01/18		*		1990/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		上牧		31417327		1		314173271		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2016/03/18		*		2016/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.9		本体付

		松が丘		31417328		3		314173283		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2008/03/27		AGB6434A5		2007/12		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		55		別置

		松が丘		31417328		2		314173282		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2008/10/10		AGB6438A5		2008/05		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		55		別置

		東天川		31417329		1		314173291		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1990/05/17		*		1989/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.2		別置

		東天川		31417329		2		314173292		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1975/02/27		NCLVD-FOR		1974/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		東天川		31417329		3		314173293		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1974/07/10		NCLVD-FOR		1974/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		唐崎		31417330		4		314173304		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1979/10/29		CR-MRM		1979/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		6.9		30000		30000		9000		0		別置

		唐崎		31417330		5		314173305		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1992/01/26		CR-MRM		1991/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		6.9		30000		30000		9000		0		別置

		唐崎		31417330		2		314173302		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2014/05/15		*		2013/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		唐崎		31417330		3		314173303		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2015/03/26		*		2014/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		芥川		31417331		1		314173311		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1978/07/04		SLOCR-3YC		1978/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		芥川		31417331		2		314173312		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/04/10		SLOCR-3YC		1980/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		五百住		31417332		3		314173323		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1981/04/28		NCLVD-F0R-L		1980/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		五百住		31417332		2		314173322		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1987/01/22		NCLVD-FOR		1971/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0				別置

		水無瀬		31417333		2		314173332		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1985/12/20		*		1985/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		水無瀬		31417333		3		314173333		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1981/06/03		*		1981/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		宮田		31417334		2		314173342		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1990/12/01		*		1990/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		宮田		31417334		1		314173341		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1984/05/22		A5D0246-5		1984/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		真上町		31417335		1		314173351		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1985/04/23		*		1984/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		真上町		31417335		2		314173352		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/03/01		*		1991/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		鳥飼		31417336		1		314173361		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1987/03/18		*		1987/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		鳥飼		31417336		2		314173362		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1992/03/05		*		1991/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		鳥飼		31417336		3		314173363		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1981/04/24		STRODLB.CL-2		1981/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.6		本体付

		沢良宜		31417337		1		314173371		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1979/04/03		NCLVD-FOR-L		1979/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		沢良宜		31417337		2		314173372		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1974/03/06		NCLVD-FOR		1973/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		沢良宜		31417337		3		314173373		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/05/31		*		2017/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		真砂		31417338		2		314173382		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1987/02/20		STRODL-CL-2		1986/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		真砂		31417338		3		314173383		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2016/03/31		*		2015/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		新鳥飼		31417339		8		314173398		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1983/03/24		SUR-MRT		1982/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		250000		250000		50000		87		別置

		新鳥飼		31417339		9		314173399		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1983/03/24		SUR-MRT		1982/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		250000		250000		50000		87		別置

		北大阪		31417340		3		314173403		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2011/06/12		*		2011/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		147		22		200000		200000		60000		50		本体付

		北大阪		31417340		2		314173402		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2012/06/17		SUB-MRT		2012/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		147		22		300000		300000		90000		50		本体付

		北大阪		31417340		7		314173407		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2013/06/16		*		2013/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		10.65		300000		300000		300000		50		別置

		北大阪		31417340		4		314173404		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2010/06/12		*		2010/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		147		22		200000		200000		60000		50		本体付

		北大阪		31417340		5		314173405		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2009/04/24		*		2009/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		10.65		200000		200000		200000		50		別置

		北大阪		31417340		6		314173406		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2014/06/15		SUB-MRM-H		2014/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		10.65		200000		200000		200000		50		別置

		目垣		31417341		2		314173412		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1997/03/25		*		1996/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西大阪		31417342		1		314173421		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2002/05/11		SUB-MRT		2001/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		11.71		300000		300000		60000		60		本体付

		淀川		31417343		3		314173433		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1975/06/04		AFL0C-3MNY5CP		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		60		本体付

		淀川		31417343		7-1		314173437-1		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/06/20		FBOUSDL-ME		1979/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		154		22		250000		250000		75000		56		本体付

		淀川		31417343		9-1		314173439-1		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1983/01/21		FBOUSDL-ME		1982/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		154		12.6		250000		250000		75000		56		本体付

		淀川		31417343		9-2		314173439-2		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2002/06/01		*		2001/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		154		22		250000		250000		250000		50		本体付

		淀川		31417343		1		314173431		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/02/18		AFLOC-3NY5CP		1992/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		200000		200000		200000		55		本体付

		淀川		31417343		2		314173432		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/10/28		AFLOC-3NY5CP		1993/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		200000		200000		200000		55		本体付

		淀川		31417343		5		314173435		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1972/06/22		FPTLR		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		淀川		31417343		4		314173434		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1973/01/31		FPTLR		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		淀川		31417343		8-2		314173438-2		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2001/05/02		FBOUSDL-M		2001/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		154		12.55		250000		250000		75000		50		本体付

		御幣島		31417521		8		314175218		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2012/06/29		*		2011/12		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		77		22		200000		200000		60000		60		別置

		御幣島		31417521		7		314175217		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2013/06/28		*		2012/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		200000		200000		60000		60		別置

		御幣島		31417521		3		314175213		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1979/12/22		NCLVD-FOR-L		1979/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		御幣島		31417521		2		314175212		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1972/05/26		CR-MRD		1972/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		御幣島		31417521		5		314175215		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1997/03/11		NCLVD-FOR		1978/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		10000		0		別置

		御幣島		31417521		4		314175214		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1998/04/24		NCLVD-FOR		1974/05		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		10000		55		別置

		御幣島		31417521		1		314175211		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1981/12/18		*		1981/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		本体付

		姫島		31417523		3		314175233		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1990/02/23		NORSDL-MEA		1989/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		姫島		31417523		1		314175231		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/04/24		NORSDL-MEA		1991/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		姫島		31417523		2		314175232		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/03/24		*		2017/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		佃		31417524		4		314175244		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1992/02/11		*		1991/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		佃		31417524		3		314175243		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1971/05/23		HCTLR-D		1971/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		佃		31417524		1		314175241		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/03/09		STRODLBE-CL-2		1990/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		佃		31417524		5		314175245		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/12/20		*		1991/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		佃		31417524		2		314175242		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1971/05/23		HCTLR-D		1971/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		福		31417525		5		314175255		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1985/05/17		HCTLR-D		1985/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		74		別置

		福		31417525		1		314175251		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2009/02/20		*		2008/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64.4		別置

		福		31417525		2		314175252		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2004/03/26		*		2004/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		福		31417525		4		314175254		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1982/12/24		HCTLR-D		1982/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		福		31417525		3		314175253		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1997/03/18		*		1996/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		豊南		31417526		1		314175261		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2011/02/24		AGB6476A5		2010/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		65.7		本体付

		豊南		31417526		2		314175262		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2013/11/29		*		2013/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		木川		31417527		2		314175272		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2013/06/07		*		2012/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		74		別置

		木川		31417527		3		314175273		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1984/12/07		STODL-CL-2		1984/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		71		別置

		木川		31417527		1		314175271		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/05/17		*		1990/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		64		別置

		三津屋		31417528		3		314175283		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1978/04/12		NCLVD-FOR-L		1977/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		三津屋		31417528		1		314175281		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1996/12/20		*		1996/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		三津屋		31417528		2		314175282		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1982/02/23		NCLVD-FOR-L		1981/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		本体付

		三津屋		31417528		5		314175285		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/05/12		A5D1209A5		1994/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		三津屋		31417528		4		314175284		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/04/28		A5D1209A5		1993/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		十三		31417529		2		314175292		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1981/03/12		FOCLVD-FOR-L		1980/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		本体付

		十三		31417529		3		314175293		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1997/05/23		5D1514001		1996/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		67.4		本体付

		十三		31417529		1		314175291		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/12/10		5D1202001		1993/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66.3		本体付

		長興寺		31417530		1		314175301		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1974/05/30		NCLVD-F0R		1974/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		長興寺		31417530		2		314175302		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1974/05/30		NCLVD-F0R		1974/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		豊津		31417531		2		314175312		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1996/03/15		*		1996/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		豊津		31417531		1		314175311		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1983/03/11		NCLVD-FOR-L		1982/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		豊津		31417531		4		314175314		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/06/09		STRODLE-CL-2C		1995/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		豊津		31417531		3		314175313		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/03/10		*		1991/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		51.9		本体付

		庄内		31417532		2		314175322		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1982/12/03		*		1982/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		庄内		31417532		1		314175321		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2009/02/01		NIRSDL-S		2008/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		58.3		別置

		庄内		31417532		3		314175323		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1993/12/22		*		1993/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		淡路町		31417533		3		314175333		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2013/12/13		*		2013/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		59.5		別置

		淡路町		31417533		2		314175332		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/06/20		*		2016/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		服部		31417534		2		314175342		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1987/02/13		*		1983/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		服部		31417534		1		314175341		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2015/06/12		*		2015/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		服部		31417534		3		314175343		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2016/06/10		*		2016/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		東淀川		31417535		3		314175353		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1994/05/27		*		1993/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		東淀川		31417535		4		314175354		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1970/05/28		NCLVD-FOR		1970/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		東淀川		31417535		2		314175352		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2015/02/13		*		2014/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		東淀川		31417535		5		314175355		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2016/02/05		*		2015/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		73.5		本体付

		東淀川		31417535		1		314175351		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2016/06/15		*		2016/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.6		本体付

		三国		31417536		4		314175364		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2012/12/22		*		2012/06		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		三国		31417536		1		314175361		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1977/03/24		*		1977/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		三国		31417536		2		314175362		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1986/10/08		*		1986/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		三国		31417536		3		314175363		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1988/05/01		*		1988/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		三国		31417536		6		314175366		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2013/06/01		*		2012/12		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		三国		31417536		5		314175365		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2014/03/01		*		2013/10		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		西三国		31417537		7		314175377		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/06/20		NOCLVD-FKOR-L		1979/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		11		250000		250000		50000		0		別置

		西三国		31417537		2		314175372		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/06/20		NCLVD-FOR-L		1979/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		西三国		31417537		1		314175371		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/06/20		NCLVD-FOR-L		1979/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		西三国		31417537		8		314175378		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/06/20		NOCLVD-FKOR-L		1980/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		11		250000		250000		50000		0		別置

		西三国		31417537		9		314175379		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2002/05/30		*		2001/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		11		250000		250000		50000		70.9		別置

		浜		31417538		1		314175381		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/07/14		NCLVD-FOR-L		1980/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		浜		31417538		2		314175382		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1980/07/14		NCLVD-FOR-L		1980/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		小曽根		31417539		70-20L		3141753970-20L		変圧器		移動用設備		31417000		小曽根電力所				FBOUSDL-SCAYT		1998/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		本体付

		小曽根		31417539		70-21L		3141753970-21L		変圧器		移動用設備		31417000		小曽根電力所				FBOUSDL-SCAYT		1998/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		本体付

		小曽根		31417539		70-11L		3141753970-11L		変圧器		移動用設備		31417000		小曽根電力所		2011/03/31		*		2011/01		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		小曽根		31417539		1		314175391		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/06/06		FPTLR-D		1994/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		90000		50		本体付

		小曽根		31417539		4		314175394		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1967/05/18		FPTLR-D		1967/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		22		200000		200000		60000		0		本体付

		小曽根		31417539		2		314175392		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/06/06		*		1994/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		11		300000		300000		90000		48.7		本体付

		小曽根		31417539		3		314175393		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1973/12/20		FTRODLB-CL-2C		1973/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		200000		200000		60000		0		本体付

		岡町		31417540		2		314175402		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1991/03/25		*		1990/12		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		岡町		31417540		3		314175403		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1978/10/05		NCLVD-FOR-L		1978/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		岡町		31417540		1		314175401		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2017/06/15		*		2017/02		2		配電		常時		屋内						75.25		6.9		0		20000		20000		0				本体付

		味生		31417541		3		314175413		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1992/04/23		*		1991/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		味生		31417541		5		314175415		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2005/12/16		*		2005/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		味生		31417541		2		314175412		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1992/12/22		*		1992/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		味生		31417541		4		314175414		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2005/09/29		*		2005/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		豊里町		31417542		3		314175423		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2011/05/27		*		2010/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		豊里町		31417542		1		314175421		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/04/27		FBTODL/CL-2		1995/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		63.4		本体付

		豊里町		31417542		2		314175422		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1979/12/12		*		1979/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.8		本体付

		吹田		31417543		5		314175435		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1984/09/26		*		1984/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		吹田		31417543		1		314175431		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2010/02/10		CR-NRH		2010/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		吹田		31417543		4		314175434		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1987/03/23		*		1987/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		吹田		31417543		2		314175432		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2014/06/12		*		2014/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		吹田		31417543		3		314175433		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2016/06/13		*		2016/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		小松		31417544		2		314175442		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2002/04/18		*		1999/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		小松		31417544		3		314175443		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1998/03/31		*		1997/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.2		本体付

		正雀		31417545		1		314175451		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2009/03/17		*		2008/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		65.9		別置

		正雀		31417545		2		314175452		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1977/03/22		NCLVD-FOR		1977/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		末広		31417546		2		314175462		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1978/06/28		*		1978/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.4		別置

		末広		31417546		3		314175463		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1978/06/28		*		1978/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.4		別置

		末広		31417546		1		314175461		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1995/01/21		STRODL.CL-2		1994/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		山手町		31417547		2		314175472		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1984/11/22		*		1984/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		山手町		31417547		3		314175473		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1981/06/10		NORSDL-S		1981/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.8		別置

		瑞光		31417548		1		314175481		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1985/05/28		AS-VGUB		1985/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				74		別置

		瑞光		31417548		2		314175482		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1988/11/12		AS-VGUB		1984/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				74		別置

		南金田		31417549		2		314175492		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1988/04/25		*		1987/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		南金田		31417549		1		314175491		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		1986/06/26		*		1985/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		能勢		31417928		2		314179282		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2001/02/15		SUB-MRT		2000/04		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		500		275		73.5		1500000		1500000		300000		60		本体付

		能勢		31417928		1H		314179281H		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2001/02/15		NCLVD-FOR		1999/06		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		6.9				2000		2000				60		本体付

		能勢		31417928		1		314179281		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2001/02/15		SUB-MRT		2000/04		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		500		275		73.5		1500000		1500000		300000		60		本体付

		能勢		31417928		2H		314179282H		変圧器		変電所（開閉所）		31417000		小曽根電力所		2001/02/15		NCLVD-FOR		1999/06		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		6.9				2000		2000				60		本体付

		敷津		32416321		14		3241632114		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1999/01/14		*		1998/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		250000		250000		75000		50		別置

		敷津		32416321		13		3241632113		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1985/09/19		FOCLVD-FKOR		1984/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		147		77		22		250000		250000		50000		59.2		別置

		敷津		32416321		6		324163216		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/02/21		NORSDL-MCA		2014/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		敷津		32416321		1		324163211		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2008/03/07		*		2007/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		80.72		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		敷津		32416321		2		324163212		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2007/12/14		*		2007/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		80.72		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		敷津		32416321		5		324163215		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1989/02/04		NORSDL-MEA		1988/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		敷津		32416321		11		3241632111		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/04/01		*		1971/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		147		77		22		250000		250000		75000		76.3		別置

		敷津		32416321		12		3241632112		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/04/01		*		1971/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		147		77		22		250000		250000		75000		75.8		別置

		加賀屋		32416322		1		324163221		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1991/03/25		NCLVD-FOR		1990/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.7		別置

		加賀屋		32416322		3		324163223		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/03/31		NCLVD-FOR		1971/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		加賀屋		32416322		2		324163222		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/03/31		NCLVD-FOR		1971/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		粉浜		32416323		1		324163231		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1983/06/10		STRODLCL-2		1983/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71.9		別置

		粉浜		32416323		2		324163232		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1983/06/10		STRODLCL-2		1983/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		72		別置

		粉浜		32416323		3		324163233		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/12/14		STRODLCL-2		1993/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		68		別置

		津守		32416324		1		324163241		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/05/23		NCLVD-FOR		1976/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		津守		32416324		2		324163242		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/11/28		NCLVD-FOR-L		1980/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		今宮		32416325		2		324163252		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/12/11		SLOCR-3YC		1978/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		本体付

		今宮		32416325		3		324163253		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2005/06/08		*		2005/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.7		本体付

		帝塚山		32416326		3		324163263		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1974/03/27		NCLVD-FOR		1974/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		本体付

		帝塚山		32416326		2		324163262		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/02/10		*		2011/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000						本体付

		帝塚山		32416326		1		324163261		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2002/05/23		*		2002/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		68.7		本体付

		玉出		32416327		3		324163273		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/12/21		NCLVD-FOR		1973/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		玉出		32416327		2		324163272		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2008/05/30		*		2008/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		玉出		32416327		1		324163271		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2007/12/21		*		2007/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				本体付

		南港		32416328		1		324163281		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/03/22		CR-MRD		1979/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		南港		32416328		2		324163282		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1997/03/07		*		1996/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		南港		32416328		4		324163284		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/01/28		CR-MRD		1971/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		南港		32416328		5		324163285		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/11/24		CR-MRD		1978/04		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		72.1		別置

		天下茶屋		32416329		2		324163292		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/04/20		NCLVD-FOR		1973/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000				0		本体付

		天下茶屋		32416329		3		324163293		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/07/24		NCLVD-FOR		1971/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000				0		本体付

		住之江		32416330		3		324163303		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1974/02/14		NCLVD-FOR		1973/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000						本体付

		住之江		32416330		2		324163302		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/02/02		NIRSDL		2011/10		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		55.9		本体付

		上住吉		32416331		2		324163312		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1987/10/25		*		1987/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.7		別置

		上住吉		32416331		1		324163311		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1987/10/25		*		1987/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.5		別置

		我孫子		32416332		1		324163321		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/04/01		NCLVD-FOR		1969/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9				10000		10000						本体付

		我孫子		32416332		70-33L		3241633270-33L		変圧器		移動用設備		32416000		我孫子電力所		2009/10/30		0		2008/12		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				10000		10000				50		本体付

		我孫子		32416332		70-11L-32		3241633270-11L-32		変圧器		移動用設備		32416000		我孫子電力所		1978/09/26		FOCLV-FOR		1978/04		1		送電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.5		33				20000		20000						本体付

		我孫子		32416332		3		324163323		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/02/01		NCLVD-FOR		1976/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.2		本体付

		我孫子		32416332		4		324163324		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1988/08/01		*		1988/06		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		我孫子		32416332		2		324163322		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1981/03/27		NCLVD-FOR-L		1980/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.2		本体付

		我孫子		32416332		5		324163325		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1988/07/01		*		1988/06		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		萩之茶屋		32416333		2		324163332		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/01/20		*		2011/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		本体付

		萩之茶屋		32416333		3		324163333		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/05/25		*		2011/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		本体付

		萩之茶屋		32416333		1		324163331		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1995/04/21		*		1994/10		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66		本体付

		萩之茶屋		32416333		8		324163338		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/06/18		SUB-MRF		1980/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		13.2		250000		250000		75000		80.4		別置

		萩之茶屋		32416333		7		324163337		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/06/18		SUB-MRF		1979/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		13.2		250000		250000		75000		80.6		別置

		テクノポート		32416334		1		324163341		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1990/05/31		NOCLVD-FOR		1990/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		6.6		60000		60000		12000		69.1		別置

		テクノポート		32416334		3		324163343		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/03/18		*		1992/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		6		60000		60000		12000		73		別置

		テクノポート		32416334		2		324163342		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1990/05/31		NOCLVD-FOR		1990/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		22		6.6		60000		60000		12000		69.1		別置

		苅田		32416335		2		324163352		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/06/26		NCLVD-FOR		1972/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		苅田		32416335		1		324163351		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/03/25		NCLVD-FOR		1993/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66.1		別置

		苅田		32416335		3		324163353		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/04/06		NCLVD-FOR-L		1977/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		鷹合町		32416336		1		324163361		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2011/12/26		*		2011/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		本体付

		鷹合町		32416336		2		324163362		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/05/31		*		2011/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				74		本体付

		鷹合町		32416336		3		324163363		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2001/01/30		77-Tr-91-02		2000/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		682		別置

		山坂		32416337		1		324163371		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1983/07/14		*		1983/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		山坂		32416337		2		324163372		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1983/07/14		*		1983/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		堺浜		32416338		13		3241633813		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2009/04/27		*		2008/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		0		250000		250000		250000		48.2		本体付

		堺浜		32416338		12		3241633812		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2009/06/22		*		2008/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		0		250000		250000		250000		48.2		本体付

		堺浜		32416338		1		324163381		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2008/10/30		*		2008/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		堺浜		32416338		2		324163382		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2008/10/30		*		2008/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高津		32416421		2		324164212		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1987/05/15		*		1987/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		79		本体付

		高津		32416421		4		324164214		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/12/24		*		1992/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		72.7		別置

		高津		32416421		5		324164215		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/05/25		*		1992/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		72		別置

		高津		32416421		3		324164213		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/05/31		*		1978/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		65.7		本体付

		高津		32416421		1		324164211		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1987/12/25		*		1987/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		高津		32416421		8		324164218		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1969/10/30		SUW-MRF		1969/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		75000				別置

		高津		32416421		7		324164217		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1969/10/30		SUW-MRF		1969/08		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		75000		85.6		別置

		三休橋		32416422		1		324164221		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/05/18		GUW-VSG		1993/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000				73.1		別置

		三休橋		32416422		2		324164222		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/05/18		GUW-VSG		1993/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000				73		別置

		三休橋		32416422		3		324164223		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/05/18		GUW-VSG		1994/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000				72.4		別置

		道頓堀		32416423		2		324164232		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2011/06/10		*		2011/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		道頓堀		32416423		3		324164233		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/06/05		*		2011/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		道頓堀		32416423		1		324164231		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2013/06/07		*		2012/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		道頓堀		32416423		4		324164234		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/06/06		*		2013/12		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		67.1		本体付

		道頓堀		32416423		5		324164235		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2015/06/15		*		2014/11		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		63.8		本体付

		下寺町		32416424		3		324164243		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/01/22		*		2013/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000						74		本体付

		下寺町		32416424		2		324164242		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1974/05/17		STRODL-CL-2		1974/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		下寺町		32416424		5		324164245		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1985/07/31		*		1984/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		78		別置

		下寺町		32416424		4		324164244		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/11/16		OTMRM35-70/B-10171G		1994/05		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		78		別置

		下寺町		32416424		1		324164241		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/04/23		*		1993/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		阿倍野		32416425		3		324164253		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2008/11/14		*		2008/07		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		60		本体付

		阿倍野		32416425		1		324164251		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/11/09		NORSDL		1978/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		阿倍野		32416425		4		324164254		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2008/06/05		*		2007/12		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		別置

		阿倍野		32416425		5		324164255		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2007/09/28		*		2007/07		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		別置

		阿倍野		32416425		2		324164252		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2017/06/16		OTVR3-70-10171G		2017/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		湊町		32416426		3		324164263		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1988/03/25		*		1987/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		65.6		本体付

		湊町		32416426		4		324164264		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1982/04/21		CR-MRM		1982/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		72		別置

		湊町		32416426		5		324164265		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1982/04/21		CR-MRM		1982/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		72		別置

		湊町		32416426		1		324164261		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2017/03/24		*		2017/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.3		本体付

		湊町		32416426		2		324164262		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/05/31		CR-MRD		1971/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		本体付

		千日前		32416427		3		324164273		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1991/05/17		VGUB-VSG		1991/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000				70		別置

		千日前		32416427		1		324164271		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1990/03/20		VGUB-VSG		1989/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000				70		別置

		千日前		32416427		2		324164272		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1990/03/20		VGUB-VSG		1990/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000				70		別置

		難波		32416428		2		324164282		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1986/06/25		AS-VGUR		1985/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000				0		別置

		難波		32416428		3		324164283		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1988/04/26		AS-VGUR		1988/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000						別置

		難波		32416428		1		324164281		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/06/25		NCLVD-FOR		1986/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000						別置

		桃谷		32416429		2		324164292		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/06/25		NCLVD-FOR		1973/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		別置

		桃谷		32416429		1		324164291		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/06/25		NCLVD-FOR		1973/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		別置

		桃谷		32416429		3		324164293		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1984/03/24		*		1983/09		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		75		別置

		芦原橋		32416430		3		324164303		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1997/04/23		STRODLE.CL-2		1996/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		芦原橋		32416430		1		324164301		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/08/01		NCLVD-FOR-L		1979/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		芦原橋		32416430		2		324164302		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/08/01		NCLVD-FOR-L		1979/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		天王寺		32416431		2		324164312		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/06/20		STRODL-CL-2		1978/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		天王寺		32416431		3		324164313		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/06/20		STRODL-CL-2		1978/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		巽		32416432		3		324164323		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/03/27		*		2013/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.6		本体付

		巽		32416432		2		324164322		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/06/13		*		2014/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.6		本体付

		巽		32416432		5		324164325		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/10/10		*		2014/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.9		本体付

		巽		32416432		4		324164324		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2004/03/30		*		2002/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		巽		32416432		1		324164321		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1986/04/28		*		1986/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		48.3		本体付

		中野		32416433		1		324164331		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/06/04		*		1993/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		中野		32416433		2		324164332		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/06/04		*		1993/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		田島		32416434		1		324164341		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2010/02/04		OTVR3-70-12171G		2009/08		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				60.8		本体付

		田島		32416434		2		324164342		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1981/11/27		NORSDL-S		1981/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		69		別置

		田島		32416434		3		324164343		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/04/17		NORSDL		1972/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000				0		本体付

		美章園		32416435		3		324164353		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1969/06/30		CR-MRD		1969/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000						本体付

		美章園		32416435		2		324164352		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1969/06/30		CR-MRD		1969/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000						本体付

		百済		32416436		9		324164369		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/06/09		NOCLVD-FKOR-L		1978/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		10		250000		250000		50000		72.5		別置

		百済		32416436		3		324164363		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/05/17		HCTLR-D		1971/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000				0		本体付

		百済		32416436		2		324164362		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/04/05		HCTLR-D		1971/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000				0		本体付

		百済		32416436		1		324164361		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/01/10		*		2013/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		54.4		本体付

		百済		32416436		7		324164367		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/06/14		SUR-MRF		1972/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		75000		81.6		別置

		百済		32416436		8		324164368		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/06/14		SUR-MRF		1972/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		75000		0		別置

		布施		32416437		#3		32416437#3		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/06/13		*		1971/05		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		69.1		本体付

		布施		32416437		3		324164373		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2016/06/17		*		2016/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.7		本体付

		布施		32416437		1		324164371		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2016/09/16		*		2016/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		布施		32416437		2		324164372		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/06/08		*		1992/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		48.1		本体付

		正覚寺		32416438		1		324164381		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/06/02		NCLVD-FOR-L		1979/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		正覚寺		32416438		2		324164382		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/03/07		NCLVD-FOR-L		1979/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		正覚寺		32416438		3		324164383		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/06/04		*		1992/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		64.4		別置

		松原		32416521		5		324165215		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1981/04/23		NORSDL-M		1980/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		松原		32416521		2		324165212		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/06/03		NCLVD-FOR-L		1978/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.9		本体付

		松原		32416521		4		324165214		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/07/08		NORSDL-M		1979/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		松原		32416521		1		324165211		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/04/21		NCLVD-FOR-L		1977/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.1		本体付

		金田		32416522		4		324165224		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1984/03/13		*		1983/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		金田		32416522		5		324165225		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/05/13		NCLVD-FOR		1971/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		57.9		本体付

		金田		32416522		1		324165221		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/06/28		NCLVD-FOR-L		1978/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.1		本体付

		金田		32416522		3		324165223		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2001/12/13		*		2001/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		藤井寺		32416523		3		324165233		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2013/02/19		HCTLR-D		2013/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000				50		本体付

		藤井寺		32416523		1		324165231		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1995/12/15		*		1995/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		藤井寺		32416523		2		324165232		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1999/12/15		*		1999/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		天美		32416524		1		324165241		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2010/02/02		*		2009/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000				50		本体付

		天美		32416524		2		324165242		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2010/03/31		*		2009/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000				50		本体付

		天美		32416524		3		324165243		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/07/09		STRODLB-CL-2		1977/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.2		本体付

		高鷲		32416525		3		324165253		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1991/05/21		NORSDL-S		1991/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		高鷲		32416525		2		324165252		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/07/21		BORSDL		1968/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				10000		10000				0		別置

		高鷲		32416525		1		324165251		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/07/21		BORSDL		1968/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				10000		10000				0		別置

		美原		32416526		2		324165262		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/12/15		*		2012/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				10000		10000				49.2		本体付

		美原		32416526		1		324165261		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/03/16		NCLVD-F0R-L		1977/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		美原		32416526		3		324165263		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/06/03		*		1992/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		中村		32416527		2		324165272		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2013/06/01		*		2012/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000						別置

		中村		32416527		1		324165271		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/07/10		*		1973/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		中村		32416527		3		324165273		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/05/25		*		1993/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		喜志		32416528		4		324165284		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2016/03/25		*		2016/01		1		送電		常時		屋内・屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		65		別置

		喜志		32416528		5		324165285		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/11/12		*		1993/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		73.8		別置

		喜志		32416528		1		324165281		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2007/10/05		*		2007/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69		別置

		喜志		32416528		2		324165282		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2006/10/26		*		2006/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.4		別置

		道明寺		32416529		#6		32416529#6		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1969/12/07		STRODL-CL-2C		1969/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		道明寺		32416529		#3		32416529#3		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/06/14		STRODLB-CL-2		1977/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		53.9		本体付

		道明寺		32416529		#5		32416529#5		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/07/08		STRODLB-CL-2		1973/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		54.3		本体付

		道明寺		32416529		#2		32416529#2		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/11/28		STRODLB-CL-2		1979/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.8		本体付

		道明寺		32416529		1		324165291		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1991/05/29		STRODLB-CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		三宅		32416530		2		324165302		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1975/05/13		NCLVD-FOR		1975/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		三宅		32416530		1		324165301		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1975/05/13		NCLVD-FOR		1975/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		三宅		32416530		3		324165303		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/02/27		STRODL-CL-2		1979/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		土師ノ里		32416531		3		324165313		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/06/13		*		2013/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.9		別置

		土師ノ里		32416531		1		324165311		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/05/16		CR-MRD		1977/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9				10000		10000				0		別置

		土師ノ里		32416531		2		324165312		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/05/16		CR-MRD		1977/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9				10000		10000				0		別置

		西浦		32416532		2		324165322		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/11/19		NCLVD-FOR-L		1979/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		西浦		32416532		3		324165323		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/08/29		NCLVD-FOR-L		1978/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		恵我之荘		32416533		1		324165331		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2015/03/15		*		2015/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.9		別置

		恵我之荘		32416533		2		324165332		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1984/12/07		OTR2-70-17		1984/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		田井城		32416534		3		324165343		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1983/06/09		*		1982/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000				45		別置

		田井城		32416534		2		324165342		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1984/10/23		*		1984/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		田井城		32416534		1		324165341		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1998/04/24		*		1997/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		金岡		32416535		2		324165352		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1988/04/20		*		1987/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		金岡		32416535		3		324165353		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1983/06/17		STRODL-CL-2		1983/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		長曽根		32416536		9		324165369		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/04/01		*		2009/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		300000		300000		90000		50		別置

		長曽根		32416536		8		324165368		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2013/04/07		*		2009/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		300000		300000		90000		50		別置

		長曽根		32416536		7		324165367		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/04/07		*		2011/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		200000		200000		60000		50		別置

		長曽根		32416536		1		324165361		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2015/03/11		*		2015/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		長曽根		32416536		2		324165362		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/12/27		VSM-70F		1979/11		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.1		本体付

		長曽根		32416536		3		324165363		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2009/11/29		*		2009/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		太子		32416537		1		324165371		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/06/07		*		1993/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		太子		32416537		2		324165372		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/06/07		*		1993/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		平尾		32416538		2		324165382		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1999/11/24		STRODLE-CL-2		1999/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		平尾		32416538		1		324165381		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1995/05/17		*		1994/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		八尾		32416621		8		324166218		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/11/30		NOCLVD-FOR-L		1977/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		200000		200000		60000		56.6		別置

		八尾		32416621		70-2		3241662170-2		変圧器		移動用設備		32416000		我孫子電力所		2012/09/26		0		2012/07		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				10000		10000				50		本体付

		八尾		32416621		2		324166212		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1991/06/21		*		1991/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				48.3		本体付

		八尾		32416621		732-17L		32416621732-17L		変圧器		移動用設備		32416000		我孫子電力所		2006/02/01		*		2006/01		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		別置

		八尾		32416621		1		324166211		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2000/12/21		*		2000/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.3		本体付

		八尾		32416621		5		324166215		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2017/02/03		HCTLR-D		2016/09		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		11		30000		30000		0				本体付

		八尾		32416621		12		3241662112		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/07/03		SUB-MRF		1970/03		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		22		200000		200000		60000		67.2		本体付

		八尾		32416621		4		324166214		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/06/06		NCLVD-FOR-L		1980/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.8		本体付

		八尾		32416621		9		324166219		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1967/05/11		SUB-MRF		1967/04		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		22		200000		200000		60000		84.2		本体付

		東郷		32416622		3		324166223		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1976/05/20		NCLVD-FOR		1976/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				49.4		本体付

		東郷		32416622		1		324166221		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2008/11/22		TSOL-CRPEB		2008/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		東郷		32416622		2		324166222		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/06/09		NORSDL-MEA		1992/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		48		本体付

		堅下		32416623		3		324166233		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2011/04/22		-		2010/04		2		配電		常時		屋外						75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		堅下		32416623		1		324166231		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1996/03/23		*		1995/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		堅下		32416623		2		324166232		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/02/27		STRODLB-CL-2		1979/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.4		本体付

		竜華		32416624		2		324166242		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/03/28		NORSDL		1972/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000				0		本体付

		竜華		32416624		3		324166243		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/05/02		NORSDL		1972/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000				0		本体付

		竜華		32416624		1		324166241		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/05/26		NCLVD-FOR		1977/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		西八尾		32416625		1		324166251		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1974/11/19		NCLVD-FOR		1973/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		西八尾		32416625		2		324166252		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/07/02		NCLVD-FOR		1973/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		別置

		西八尾		32416625		3		324166253		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2016/03/13		*		2015/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		小畑		32416626		2		324166262		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1975/07/11		NCLVD-FOR		1974/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		小畑		32416626		3		324166263		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1975/04/15		NCLVD-FOR		1974/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		弓削		32416627		3		324166273		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1975/07/10		STRODL-CHC		1975/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				10000		10000				63.8		別置

		弓削		32416627		2		324166272		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1982/04/07		STRODL-CL-2		1982/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		68		別置

		弓削		32416627		1		324166271		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1987/12/25		STRODL-CL-2		1987/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		刑部		32416628		3		324166283		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/11/19		NORSDL		1972/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				74		別置

		刑部		32416628		1		324166281		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/06/09		*		1978/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.6		別置

		刑部		32416628		2		324166282		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/06/09		*		1978/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.6		別置

		老原		32416629		2		324166292		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/07/15		NCLVD-FOR-L		1980/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		老原		32416629		3		324166293		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1998/04/17		*		1997/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		老原		32416629		1		324166291		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/07/15		NCLVD-FOR-L		1980/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.5		本体付

		上尾町		32416630		1		324166301		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/06/09		*		1993/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67		別置

		上尾町		32416630		3		324166303		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1981/10/27		NORSDL-S		1981/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67		別置

		上尾町		32416630		2		324166302		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1981/10/27		NORSDL-S		1981/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67		別置

		緑ヶ丘		32416631		2		324166312		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1987/02/27		*		1986/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		緑ヶ丘		32416631		3		324166313		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1985/06/07		*		1984/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		中河内		32416632		8		324166328		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1986/06/12		NOCLVD-FK0R		1985/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		11		250000		250000		50000		86		別置

		中河内		32416632		7		324166327		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1986/06/12		NOCLVD-FK0R		1985/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		11		250000		250000		50000		86		別置

		川辺		32416633		3		324166333		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/06/08		NORSDL-S		1977/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.9		別置

		川辺		32416633		2		324166332		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/06/08		NORSDL-S		1977/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.4		別置

		長吉		32416634		3		324166343		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/10/20		NCLVD-FOR-FOR		1972/12		2		配電		常時		屋内						75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		長吉		32416634		1		324166341		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2002/03/20		*		2002/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		長吉		32416634		2		324166342		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1991/02/25		*		1990/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		平野		32416635		5		324166355		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/03/31		*		1971/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000				57		本体付

		平野		32416635		3		324166353		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2002/05/08		*		2002/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		平野		32416635		4		324166354		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2008/12/24		*		2008/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.7		本体付

		平野		32416635		2		324166352		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1982/11/22		*		1982/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		平野		32416635		1		324166351		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/05/07		NCVD-FOR		1971/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000				52.6		本体付

		加美		32416636		1		324166361		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1998/03/24		*		1997/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		加美		32416636		2		324166362		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1981/10/30		HCTLR-D		1981/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		7.3		別置

		瓜破		32416637		2		324166372		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/02/29		NCLVD-FOR-L		1978/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		瓜破		32416637		3		324166373		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/02/29		NCLVD-FOR-L		1978/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		矢田		32416638		9		324166389		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1990/05/25		FOCLVD-FKOR		1989/11		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		77		11		250000		250000		50000		45		別置

		矢田		32416638		8		324166388		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1990/05/25		FOCLVD-FKOR		1989/11		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		77		11		250000		250000		50000		45		別置

		東意岐部		32416721		1H		324167211H		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/02/14		SORV-3YC		1992/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		7.35		6.9		0		1000		1000		0		55.5		本体付

		東意岐部		32416721		2		324167212		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1974/08/19		FBORSDL		1974/07		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		161		77		22		250000		250000		75000		49.6		本体付

		東意岐部		32416721		1		324167211		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1974/07/15		FBORSDL		1974/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		22		250000		250000		75000		49.6		本体付

		意岐部		32416722		3		324167223		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2000/06/05		*		2000/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49.1		本体付

		意岐部		32416722		1		324167221		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1975/03/30		NCLVD-FOR		1974/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		54.3		本体付

		意岐部		32416722		2		324167222		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/05/27		NORSDL-MA		1992/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49		本体付

		意岐部		32416722		4		324167224		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1979/03/13		NORSDL-M		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000		49		本体付

		意岐部		32416722		6		324167226		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/03/31		NORSDL-M		1977/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000		53.5		本体付

		意岐部		32416722		5		324167225		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/03/22		NORSDL-M		1978/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000		53		本体付

		花園		32416723		5		324167235		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/07/05		NCLVD-FOR		1972/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		15000		15000		0		58.8		本体付

		花園		32416723		2		324167232		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1984/03/23		*		1983/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		48.7		本体付

		花園		32416723		4		324167234		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1983/04/28		*		1983/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		花園		32416723		1		324167231		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/05/11		NCLVD-ROR		1993/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		47.4		本体付

		花園		32416723		3		324167233		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/04/26		NCLVD-FOR		1972/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		54		本体付

		高井田		32416724		1		324167241		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2014/03/19		*		2014/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		高井田		32416724		3		324167243		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1971/05/23		NCLVD-FOR		1970/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		高井田		32416724		2		324167242		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1991/04/21		GUR-VSG		1991/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				30000		30000				71		別置

		小坂		32416725		3		324167253		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/03/27		NCLVD-FOR		1972/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000						本体付

		小坂		32416725		1		324167251		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2013/12/22		*		2013/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000						74		本体付

		小坂		32416725		2		324167252		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/02/20		NCLVD-FOR		1972/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0				本体付

		稲田		32416726		1		324167261		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/02/10		TSOL-CRP		2011/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		稲田		32416726		2		324167262		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/03/30		NCLVD-FOR-L		1977/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.2		本体付

		稲田		32416726		3		324167263		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/05/21		*		1991/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.2		本体付

		永和		32416727		3		324167273		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/03/09		*		2011/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				0		本体付

		永和		32416727		2		324167272		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/03/25		NCLVD-FOR-L		1976/11		2		配電		常時		屋内		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		永和		32416727		1		324167271		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1985/12/17		STRODL. CL-2		1985/11		2		配電		常時		屋内		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		下島		32416728		2		324167282		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2011/01/28		-----		2010/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		本体付

		下島		32416728		3		324167283		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1998/12/15		*		1998/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.2		本体付

		瓢箪山		32416729		1		324167291		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2010/12/03		NORSDL-EA		2010/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		本体付

		瓢箪山		32416729		3		324167293		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1977/12/05		NCLVD-F0R-L		1977/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.2		本体付

		瓢箪山		32416729		2		324167292		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/02/02		*		1991/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		石切		32416730		2		324167302		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1975/04/22		STR0DL-CL-2		1974/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71		別置

		石切		32416730		3		324167303		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1988/05/25		*		1988/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.6		別置

		石切		32416730		1		324167301		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1975/03/07		STR0DL-CL-2		1974/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.5		別置

		春宮		32416731		2		324167312		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2012/02/17		OTVR3-70-12171G		2011/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.2		別置

		春宮		32416731		3		324167313		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/11/26		NCLVD-FOR-L		1978/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		春宮		32416731		1		324167311		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/06/02		NCLVD-FOR		1993/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66.3		別置

		荒本		32416732		2		324167322		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2015/03/27		0		2015/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		75		別置

		荒本		32416732		1		324167321		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1980/07/22		STRODL. CL-2		1980/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		72.4		別置

		荒本		32416732		3		324167323		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1991/06/14		STRODL. CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.9		別置

		友井		32416733		2		324167332		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2009/06/10		OTVR3-70-12171G		2009/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		友井		32416733		1		324167331		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/03/23		NCLVD-FOR		1992/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		65.4		別置

		友井		32416733		3		324167333		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1982/12/15		*		1982/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		70.4		別置

		枚岡		32416734		2		324167342		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2015/03/12		*		2014/10		2		配電		常時		屋外						75.25		6.9		0		30000		30000		30000		50		本体付

		枚岡		32416734		3		324167343		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/04/16		*		1993/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		枚岡		32416734		5		324167345		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1986/11/23		NCLVD-FOR-L		1986/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		5000		48.6		本体付

		枚岡		32416734		4		324167344		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/06/13		NCLVD-FOR		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		5000		57.5		本体付

		足代		32416735		1		324167351		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1993/12/17		*		1993/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66.4		別置

		足代		32416735		2		324167352		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/04/15		HCTLR-D		1972/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		本体付

		足代		32416735		3		324167353		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1972/05/26		HCTLR-D		1972/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.6		本体付

		河内		32416736		3		324167363		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1995/02/21		*		1994/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		河内		32416736		1		324167361		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1992/04/01		STRODLB-CL-2		1992/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.3		本体付

		河内		32416736		2		324167362		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1968/06/02		STRONL-CHC-R		1968/03		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		桜町		32416737		1		324167371		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/06/15		NCLVD-FOR		1972/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		桜町		32416737		2		324167372		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/06/15		NCLVD-FOR		1973/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		桜町		32416737		3		324167373		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2016/06/07		*		2016/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		加納		32416738		2		324167382		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1981/02/19		NCLVD-FOR-L		1980/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.9		本体付

		加納		32416738		1		324167381		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/08/24		NCLVD-FOR-L		1978/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.9		本体付

		西堤		32416739		3		324167393		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1981/05/29		STRODL-CL-2		1981/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		72.2		別置

		西堤		32416739		2		324167392		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1982/01/29		STRODL-CL-2		1981/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.1		別置

		西堤		32416739		1		324167391		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1994/02/01		STRODL-CL-2		1993/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66		別置

		俊徳		32416740		3		324167403		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1982/05/27		*		1981/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		75		別置

		俊徳		32416740		2		324167402		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1982/05/27		*		1981/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		75		別置

		鴻池		32416741		3		324167413		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1988/01/12		*		1987/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71.2		別置

		鴻池		32416741		2		324167412		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1988/01/12		*		1987/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71.1		別置

		長瀬		32416742		3		324167423		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/02/19		NCLVD-FOR		1972/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		本体付

		長瀬		32416742		2		324167422		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1973/03/26		NCLVD-FOR		1972/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		長瀬		32416742		1		324167421		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1978/04/25		NCLVD-FOR-L		1977/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		山賀		32416743		2		324167432		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		1997/05/23		*		1996/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		三島		32416744		1		324167441		変圧器		変電所（開閉所）		32416000		我孫子電力所		2000/03/24		FBOUSDL-GA		1999/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		49		本体付

		信貴		32416923		#1H		32416923#1H		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1978/05/19		NCLVD-FOR		1965/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		21.5		6.9		0		6000		6000		0		56		本体付

		信貴		32416923		5-2		324169235-2		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1994/04/28		SUB-MRT		1993/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		55.2		別置

		信貴		32416923		5-3		324169235-3		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1994/04/28		SUB-MRT		1993/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		55.1		別置

		信貴		32416923		5-1		324169235-1		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1994/04/28		SUB-MRT		1993/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		55.4		別置

		信貴		32416923		3-2		324169233-2		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1978/05/19		SUB-MRF		1977/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.6		本体付

		信貴		32416923		3-1		324169233-1		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1978/05/19		SUB-MRF		1977/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.3		本体付

		信貴		32416923		2-3		324169232-3		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1981/04/17		SUB-MRF		1980/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		64.8		本体付

		信貴		32416923		2-2		324169232-2		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1981/04/17		SUB-MRF		1980/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.3		本体付

		信貴		32416923		2-1		324169232-1		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1981/04/17		SUB-MRF		1980/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		64.9		本体付

		信貴		32416923		3-3		324169233-3		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1978/05/19		SUB-MRF		1977/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.6		本体付

		信貴		32416923		4-2		324169234-2		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1978/05/19		SUB-MRF		1977/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.5		本体付

		信貴		32416923		4-1		324169234-1		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1978/05/19		SUB-MRF		1977/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.9		本体付

		信貴		32416923		4-3		324169234-3		変圧器		変電所（開閉所）		32416923		信貴変電所		1978/05/19		SUB-MRF		1977/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.2		本体付

		佐野		32417321		732-18L		32417321732-18L		変圧器		移動用設備		32417000		南大阪電力所				*		2006/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		別置

		佐野		32417321		5		324173215		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1994/04/27		*		1993/10		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		50		本体付

		佐野		32417321		4		324173214		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1994/03/10		*		1993/10		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		45000		45000		0		50		本体付

		佐野		32417321		2		324173212		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1985/12/13		*		1985/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		佐野		32417321		3		324173213		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/03/29		*		1994/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		佐野		32417321		1		324173211		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/04/25		*		1994/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		羽倉崎		32417322		2		324173222		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1975/06/27		NCLVD-FOR		1974/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.4		本体付

		羽倉崎		32417322		3		324173223		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2002/06/05		*		2002/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		見出川		32417323		1		324173231		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2013/03/14		*		2012/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		見出川		32417323		2		324173232		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2014/12/19		*		2014/07		2		配電		常時		屋内						75.25		6.9		0		10000		10000		0		65.9		本体付

		見出川		32417323		3		324173233		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2011/02/04		OTVR3-70-12171G		2010/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64.2		本体付

		水間		32417324		3		324173243		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2012/11/20		STRODLB-CHC		2012/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		水間		32417324		2		324173242		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1986/04/02		STRODLB-CL-2		1986/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		鶴原		32417325		2		324173252		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/04/12		*		1995/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		鶴原		32417325		1		324173251		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/02/26		*		1995/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		信達		32417326		3		324173263		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1976/11/26		NCLVD-FOR		1976/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		49.2		本体付

		信達		32417326		2		324173262		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2008/01/14		CR-NRH		2007/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		信達		32417326		4		324173264		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/02/26		NCLVD-FOR		1973/12		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		0		30000		30000		0		58.5		本体付

		熊取		32417327		3		324173273		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2012/12/14		*		2012/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.2		別置

		熊取		32417327		2		324173272		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2013/04/11		*		2013/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.9		別置

		砂川		32417328		1		324173281		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2012/11/30		HCTLR-D		2012/10		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		55		本体付

		砂川		32417328		2		324173282		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1983/02/16		NCLVD-FOR-1		1982/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		砂川		32417328		3		324173283		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/02/26		NCLVD-FOR-L		1979/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.3		本体付

		尾崎		32417329		4		324173294		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/04/23		NORSDL-M		1978/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000				60		本体付

		尾崎		32417329		3		324173293		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1975/03/24		NCLVD-FOR		1974/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		53.9		本体付

		尾崎		32417329		1		324173291		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2008/03/21		*		1992/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		尾崎		32417329		2		324173292		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1985/06/09		NORSDL-M		1985/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000				50		本体付

		二色浜		32417330		4		324173304		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/07/10		HCTLR-D		1980/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		二色浜		32417330		1		324173301		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1975/03/17		NCLVD-FOR		1973/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		二色浜		32417330		5		324173305		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1994/05/17		HCTLR-D		1994/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		67.7		別置

		二色浜		32417330		2		324173302		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/07/11		NCLVD-FOR		1973/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		岬		32417331		1		324173311		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2011/06/15		CR-NRH		2010/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		岬		32417331		4		324173314		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2014/07/31		*		2014/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		15000		48.9		本体付

		岬		32417331		2		324173312		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2010/05/28		CR		2010/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		箱作		32417332		2		324173322		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2013/12/27		*		2013/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.7		本体付

		箱作		32417332		1		324173321		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1992/03/25		STRODL-CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.9		本体付

		長滝		32417333		1		324173331		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2012/05/21		*		2012/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				本体付

		長滝		32417333		3		324173333		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1982/12/24		*		1982/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		土生		32417335		3		324173353		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2011/04/21		OTVR3-70-12171G		2010/10		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		土生		32417335		2		324173352		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/12/22		NCLVD-FOR-L		1977/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.4		本体付

		土生		32417335		1		324173351		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1987/11/25		*		1987/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		貝塚		32417336		3		324173363		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2013/11/15		*		2013/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		貝塚		32417336		2		324173362		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/06/25		*		1979/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48		本体付

		蛸地蔵		32417337		1		324173371		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/10/16		NCLVD-FOR-L		1980/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		蛸地蔵		32417337		2		324173372		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1973/05/14		CR-MRD		1973/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		蛸地蔵		32417337		3		324173373		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1972/07/07		CR-MRD		1972/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				15000		15000				0		別置

		久保		32417338		2		324173382		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1991/03/05		*		1990/12		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		久保		32417338		3		324173383		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1987/10/25		*		1987/07		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		泉南		32417339		3H		324173393H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1981/07/03		*		1980/12		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		300		300		0				本体付

		泉南		32417339		1H		324173391H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1981/07/03		*		1981/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.6		0		1000		1000		0				本体付

		泉南		32417339		4H		324173394H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1981/07/03		*		1980/12		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		300		300		0				本体付

		泉南		32417339		2		324173392		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1981/07/03		FOCLVD-FKOR		1980/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		泉南		32417339		1		324173391		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1994/05/27		FBOUSDL-ME		1993/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		300000		300000		90000		50		本体付

		泉南		32417339		3		324173393		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1988/04/22		FBOUSDL-SHE		1987/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		262.5		77		22		300000		300000		90000		50		別置

		脇浜		32417340		1		324173401		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1990/06/05		NCLVD-FOR-L		1990/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		脇浜		32417340		2		324173402		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1990/06/05		NCLVD-FOR-L		1990/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		関西国際空港		32417341		5		324173415		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/11/22		*		1992/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		45000		45000		0		72.3		別置

		関西国際空港		32417341		4		324173414		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/11/22		*		1992/06		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		45000		45000		0		72.3		別置

		関西国際空港		32417341		6		324173416		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/11/22		*		1992/08		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		45000		45000		0		71.4		別置

		りんくうタウン		32417342		2		324173422		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/04/01		*		1995/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9				30000		30000				70.7		別置

		りんくうタウン		32417342		3		324173423		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/04/01		*		1995/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9				30000		30000				70.7		別置

		りんくうタウン		32417342		4		324173424		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/04/01		GUW-VSG		1995/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22				60000		60000				74.5		別置

		りんくうタウン		32417342		6		324173426		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/04/01		GUW-VSG		1995/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22				60000		60000				74.7		別置

		阪南		32417343		2		324173432		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1999/03/24		*		1998/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		多奈川		32417344		7H		324173447H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2007/05/31		*		2007/01		5		所内		常時		屋外						73.5						1500		1500				60		本体付

		多奈川		32417344		6		324173446		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1978/05/25		FNORSDL-SHE		1977/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000				別置

		多奈川		32417344		5		324173445		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/04/13		FNORSDL-SHE		1976/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000				別置

		南大阪		32417421		2		324174212		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2011/06/05		*		2011/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付

		南大阪		32417421		70-12L-32		3241742170-12L-32		変圧器		移動用設備		32417000		南大阪電力所		2012/09/28		0		2012/08		1		送電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.5		22				20000		20000				50		本体付

		南大阪		32417421		1H		324174211H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2015/06/15		*		2012/10		5		所内		常時		屋外						73.5		6.9		0		1000		1000		0		61.1		本体付

		南大阪		32417421		1		324174211		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1973/06/22		SUR-MRG		1973/04		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		250		77		22		300000		300000		90000		79.1		本体付

		南大阪		32417421		3		324174213		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2010/05/14		SUB-MRT		2009/11		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		262.5		77		11.11		300000		300000		300000		50		本体付

		南大阪		32417421		4		324174214		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/05/11		GSUB-VSG		1994/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		15.65		300000		300000		90000		50		本体付

		助松		32417423		2		324174232		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1972/12/14		NCLVD-FOR		1973/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0				別置

		助松		32417423		3		324174233		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1972/12/04		NCLVD-FOR		1972/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0				別置

		泉大津		32417424		1		324174241		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1976/12/06		STRODL-CL-2		1976/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0				本体付

		泉大津		32417424		3		324174243		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1998/03/06		***********		1997/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		64		本体付

		泉大津		32417424		2		324174242		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1992/06/10		FBTODL-CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66		本体付

		東港		32417425		2		324174252		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1981/11/25		STRODL.CL-2		1981/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		東港		32417425		3		324174253		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/04/28		STRODL.CL-2		1979/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		忠岡		32417426		5		324174265		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2016/03/28		OTVR3-70-10171G		2016/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		忠岡		32417426		6		324174266		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1978/06/16		SLOCR-3YC		1978/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		47.6		本体付

		忠岡		32417426		1		324174261		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/01/01		*		1994/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		忠岡		32417426		3		324174263		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1976/05/25		NCLVD-FOR		1975/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		56		本体付

		忠岡		32417426		2		324174262		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/04/05		*		1994/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西春木		32417427		3		324174273		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1984/05/25		*		1983/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西春木		32417427		2		324174272		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1987/03/13		STRODLB.CL-2		1987/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		岸和田		32417428		3		324174283		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1975/05/29		NCLVD-FOR		1975/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.3		本体付

		岸和田		32417428		4		324174284		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1969/05/22		SLOCR-3YC		1969/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		75		本体付

		岸和田		32417428		5		324174285		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/04/25		SLOCR-3YC		1974/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60.4		本体付

		岸和田		32417428		1		324174281		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1997/03/07		STRODLE.CL-2		1997/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		岸和田		32417428		2		324174282		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/04/23		STRODLBE.CL-2		1993/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		和泉大宮		32417429		3		324174293		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/04/10		NCLVD-FOR		1976/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		和泉大宮		32417429		2		324174292		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/03/28		NCLVD-FOR-L		1979/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		荒木		32417430		1		324174301		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1969/11/01		NCLVD-FOR		1968/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.5		本体付

		荒木		32417430		3		324174303		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1978/04/28		NCLVD-FOR-L		1977/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.9		本体付

		荒木		32417430		2		324174302		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1970/11/26		NCLVD-FOR		1970/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		52.7		本体付

		府中		32417431		4		324174314		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/03/22		*		1995/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		72.4		別置

		府中		32417431		3		324174313		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/04/26		*		1995/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71		別置

		府中		32417431		1		324174311		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/05/25		*		1994/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.4		別置

		府中		32417431		2		324174312		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/05/25		*		1994/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.7		別置

		府中		32417431		5		324174315		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/04/30		NCLVD-FOR		1996/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		61.8		別置

		黒鳥		32417432		3		324174323		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/02/20		NCLVD-FOR		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000				0		本体付

		黒鳥		32417432		2		324174322		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/02/20		NCLVD-FOR		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000				0		本体付

		田治米		32417433		3		324174333		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2011/12/26		-----		2011/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		田治米		32417433		2		324174332		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2004/03/23		*		2003/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		唐国		32417434		5		324174345		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2008/10/31		CR-NRH		2008/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		唐国		32417434		1		324174341		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/04/06		*		1994/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		唐国		32417434		3		324174343		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1981/06/05		NCLVD-F0R-L		1981/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.1		本体付

		唐国		32417434		4		324174344		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/04/06		*		1994/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		浦田		32417435		3		324174353		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/06/14		*		1996/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		浦田		32417435		2		324174352		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/07/01		NCLVD-FOR-L		1980/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.4		本体付

		稲葉		32417436		2		324174362		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2016/05/24		OTVR3		2015/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		稲葉		32417436		3		324174363		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/11/28		*		1993/06		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.3		別置

		稲葉		32417436		1		324174361		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2009/12/18		HCTLR-D		2009/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64		別置

		光明池		32417437		2		324174372		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1900/01/01		NCLVD-FOR		1973/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				10000		10000				0		別置

		光明池		32417437		1		324174371		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2015/06/18		*		2015/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.4		別置

		光明池		32417437		4		324174374		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1988/05/22		*		1987/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		光明池		32417437		3		324174373		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/11/25		NCLVD-FOR-L		1977/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		光明池		32417437		5		324174375		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1988/05/22		x		1987/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		栂		32417438		3		324174383		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1984/02/17		*		1983/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		栂		32417438		1		324174381		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2007/12/21		NIRSDL-S		2007/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		栂		32417438		2		324174382		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1992/06/06		*		1992/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		信太		32417439		3		324174393		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/03/30		NCLVD-F0R		1977/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		53.1		本体付

		信太		32417439		2		324174392		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2001/12/14		*		2001/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		信太		32417439		1		324174391		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1989/03/15		*		1989/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		菱木		32417440		1		324174401		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2016/03/25		*		2016/01		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		菱木		32417440		2		324174402		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1988/11/15		*		1988/08		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		滝谷		32417521		2		324175212		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2014/06/06		*		2014/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		滝谷		32417521		4		324175214		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2014/12/12		*		2014/11		1		送電		常時		屋外						70		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		滝谷		32417521		3		324175213		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/06/07		*		1992/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		滝谷		32417521		1		324175211		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/02/23		SLOCR-3YC		1979/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		46.4		本体付

		滝谷		32417521		5		324175215		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2007/03/04		*		2006/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		富田林		32417522		2		324175222		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1970/11/24		NCLVD-FOR		1970/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		富田林		32417522		3		324175223		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/02/25		NCLVD-FOR		1976/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		富田林		32417522		1		324175221		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1992/02/02		*		1992/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		長野		32417523		4		324175234		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/02/14		*		1994/05		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		長野		32417523		1		324175231		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/02/14		*		1994/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		長野		32417523		3		324175233		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1988/12/25		*		1988/06		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		長野		32417523		2		324175232		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1973/06/29		SLOCR-3YC		1966/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000				0		別置

		錦織		32417524		3		324175243		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1994/10/21		*		1994/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9				20000		20000				74		別置

		錦織		32417524		2		324175242		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/06/05		NCLVD-FOR		1970/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		錦織		32417524		1		324175241		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/06/05		NCLVD-FOR		1970/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		新狭山		32417525		5		324175255		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2015/03/20		OTVR3-70-10171G		2014/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		新狭山		32417525		1		324175251		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2015/12/04		OTVR3-70-10171G		2015/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		新狭山		32417525		4		324175254		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1997/06/10		*		1997/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		新狭山		32417525		2		324175252		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1987/03/16		*		1987/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		泉ヶ丘		32417526		1		324175261		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2017/06/16		OTVR3		2017/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		22		6.3		30000		15000		15000		50		本体付

		泉ヶ丘		32417526		2		324175262		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1975/05/27		NCLVD-FOR		1975/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		22.5		0		25000		10000		0		49.4		本体付

		泉ヶ丘		32417526		3		324175263		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2018/02/16		OTVR3		2017/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		22		6.3		30000		15000		15000		50		本体付

		三日市		32417529		2		324175292		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2008/05/21		***		2008/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		66		別置

		三日市		32417529		3		324175293		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1984/10/18		*		1983/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		三日市		32417529		1		324175291		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2007/12/19		***		2007/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		北野田		32417530		1		324175301		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/07/31		NCLVD-F0R-L		1979/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.3		本体付

		北野田		32417530		2		324175302		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/10/30		NCLVD-F0R-L		1980/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.4		本体付

		福田		32417531		3		324175313		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1984/11/22		NCLVD-FOR		1971/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		福田		32417531		1		324175311		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1998/05/13		*		1997/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		福田		32417531		2		324175312		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1981/05/07		STRODL.CL-2		1981/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		汐ノ宮		32417532		2		324175322		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1982/04/28		STRODLB-CL-2		1982/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		汐ノ宮		32417532		3		324175323		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1985/12/25		3008		1985/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		日置荘		32417533		3		324175333		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1987/06/10		*		1986/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		日置荘		32417533		2		324175332		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1988/10/25		*		1988/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		深阪		32417534		2		324175342		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1989/12/27		*		1989/08		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		深阪		32417534		1		324175341		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1988/06/27		*		1987/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		南河内		32417535		11H		3241753511H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/03/25		*		1993/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.9		0.21		0		400		400		0		58		本体付

		南河内		32417535		13H		3241753513H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/04/23		SL		1979/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.9		0.21		0		400		400		0				本体付

		南河内		32417535		7H		324175357H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/04/23		NCVGD-FOR		1978/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		80.5		6.9		0		1500		1500		0				本体付

		南河内		32417535		12H		3241753512H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/04/23		SL		1979/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.9		0.21		0		400		400		0				本体付

		南河内		32417535		14H		3241753514H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/03/25		*		1993/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.9		0.21		0		400		400		0		58		本体付

		南河内		32417535		2		324175352		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1984/03/23		STRODLEB.CL-2		1984/02		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		南河内		32417535		1		324175351		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/07/07		STRODLEB.CL-2		1980/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		南河内		32417535		9		324175359		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/06/23		FBTODLE-3BCL-2H		1979/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000				別置

		南河内		32417535		8		324175358		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/06/23		FPTLR-D		1979/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000				別置

		南河内		32417535		7		324175357		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/05/27		FBTODLE.3BCL-2		1992/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		300000		300000		90000		50		本体付

		金剛		32417536		6TRB		324175366TRB		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2017/04/12		SUB-VRF		2016/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		275		73.5		1000000		1000000		250000		60		本体付

		金剛		32417536		3TRB		324175363TRB		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2017/04/12		SUB-VRF		2016/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		275		73.5		1000000		1000000		250000		60		本体付

		堺港		32417621		14		3241762114		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2011/03/30		*		2010/10		1		送電		常時		屋外						147		77		0		200000		200000		200000		88		本体付

		堺港		32417621		2H		324176212H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/03/15		*		1996/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		6.3		0.21				1500		1500				52.6		本体付

		堺港		32417621		3H		324176213H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/03/15		*		1996/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		6.3		0.21				1500		1500				53.3		本体付

		堺港		32417621		1H		324176211H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/03/15		*		1996/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9				1500		1500				58.3		本体付

		堺港		32417621		2		324176212		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1982/11/11		NORSDL-E		1982/10		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9				20000		20000				74		本体付

		堺港		32417621		11		3241762111		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2009/03/22		*		2008/07		1		送電		常時		屋内						147		77		0		200000		200000		200000		88		本体付

		堺港		32417621		1		324176211		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1976/06/04		STRODLE-CL-2		1976/04		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		堺港		32417621		12		3241762112		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2010/05/28		*		2009/12		1		送電		常時		屋外						147		77		0		200000		200000		200000		88		本体付

		堺港		32417621		15		3241762115		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/03/28		FBOUSDL-E		1976/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		140		77		22		200000		200000		40000		0		本体付

		堺港		32417621		16		3241762116		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/06/12		FBOUSDL-E		1994/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		147		77		0		200000		200000		40000		70.5		本体付

		堺港		32417621		3		324176213		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1991/05/20		STRODLE.CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		本体付

		泉北港		32417622		3		324176223		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2012/03/30		*		2012/03		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		泉北港		32417622		1		324176221		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2000/12/17		*		2000/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		泉北港		32417622		2		324176222		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1985/12/08		OTR2-70-17		1985/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		松屋		32417623		11		3241762311		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2014/04/21		*		2013/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		250000		250000		75000		50		別置

		松屋		32417623		2		324176232		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2008/11/13		NIRSDL-SE		2008/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		松屋		32417623		8		324176238		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1991/11/29		FOCLVD-FKOR		1991/06		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		77		11		250000		250000		50000		48.6		別置

		松屋		32417623		6		324176236		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1994/03/25		*		1993/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		60.3		別置

		松屋		32417623		7		324176237		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1991/10/18		FBOUSDL-SHGE		1991/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		11		250000		250000		50000		55		本体付

		松屋		32417623		4		324176234		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1983/06/06		*		1983/02		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		74		別置

		松屋		32417623		9		324176239		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/03/25		FOCLVD-FKOR		1992/07		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		77		11		250000		250000		50000		45.9		別置

		松屋		32417623		5		324176235		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1992/06/18		*		1992/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		62.7		別置

		松屋		32417623		1		324176231		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2008/12/17		NIRSDL-SE		2007/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		三宝		32417624		2		324176242		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/03/16		*		1992/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		三宝		32417624		3		324176243		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2002/05/31		*		2002/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		三宝		32417624		1		324176241		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1972/06/09		SLOCR-3YC		1972/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		大小路		32417625		1		324176251		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1978/06/30		NCLVD-FOR-L		1978/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		大小路		32417625		2		324176252		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1978/06/30		NCLVD-FOR-L		1978/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		竜神		32417626		1		324176261		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1976/05/28		NCLVD-FOR		1974/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		竜神		32417626		2		324176262		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1992/04/17		*		1991/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		72.25		6.9		0		20000		20000		0		73		本体付

		竜神		32417626		3		324176263		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2002/05/14		*		2002/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		錦綾		32417627		2		324176272		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/03/02		NCLVD-FOR		1977/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		錦綾		32417627		3		324176273		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/04/21		NCLVD-FOR		1977/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		浅香山		32417628		6		324176286		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/04/05		*		1994/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		浅香山		32417628		4		324176284		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1998/12/04		*		1998/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		浅香山		32417628		5		324176285		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1999/04/15		*		1999/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		東堺		32417629		2		324176292		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1984/12/14		*		1984/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		東堺		32417629		1		324176291		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1983/02/25		SLOCR-3YC		1983/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66		別置

		石津川		32417630		1		324176301		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2013/11/30		CR-NRH		2010/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		石津川		32417630		6		324176306		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2011/03/27		CR-MVH		2010/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		石津川		32417630		2		324176302		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2011/10/30		CR-NRH		2011/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.7		本体付

		石津川		32417630		3		324176303		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1987/03/20		NORSDL-MA		1987/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		石津川		32417630		4		324176304		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1981/06/12		NORSDL-ME		1981/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		石津川		32417630		5		324176305		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2010/06/10		CR-NRH		2010/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		旭ケ丘		32417631		2		324176312		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/05/16		*		1974/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		旭ケ丘		32417631		3		324176313		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1994/04/26		*		1994/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		67		別置

		旭ケ丘		32417631		1		324176311		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1974/06/25		*		1974/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		浜寺		32417632		1		324176321		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/12/20		NCLVD-FOR-L		1977/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		浜寺		32417632		2		324176322		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1977/11/04		NCLVD-FOR-L		1977/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		梅町		32417633		1		324176331		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/06/26		NCLVD-FOR-L		1979/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.2		本体付

		梅町		32417633		3		324176333		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/11/25		NCLVD-FOR-L		1982/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		梅町		32417633		2		324176332		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1980/10/29		NCLVD-FOR-L		1980/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.4		本体付

		深井		32417634		2		324176342		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1969/10/28		NCLVD-FOR		1969/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.4		本体付

		深井		32417634		3		324176343		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1992/05/22		*		1992/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		深井		32417634		1		324176341		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1969/07/29		NCLVD-FOR		1968/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.5		本体付

		大野芝		32417636		2		324176362		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2015/03/20		*		2014/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.2		別置

		大野芝		32417636		3		324176363		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2016/03/18		*		2015/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		鳳		32417637		2		324176372		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1979/05/31		NCLVD-FOR-1		1978/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		鳳		32417637		3		324176373		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1982/03/08		RER-2-70-17		1981/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		福泉		32417638		5		324176385		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2007/12/01		*		2007/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.3		本体付

		福泉		32417638		1		324176381		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2008/12/17		OTVR3-70-12171G		2010/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		福泉		32417638		3		324176383		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1996/06/07		NCLVD-FOR		1973/09		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		65.2		本体付

		福泉		32417638		4		324176384		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2009/05/29		*		2009/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		福泉		32417638		2		324176382		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2008/12/13		OTVR3-70-12171G		2008/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		八田		32417639		1		324176391		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		2015/02/03		*		2014/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		75		別置

		八田		32417639		3		324176393		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1993/03/11		HCTLR-D		1993/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		泉北		32417640		1H		324176401H		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1982/06/11		*		1981/10		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		73.5		6.9		0		1000		1000		0				本体付

		泉北		32417640		2		324176402		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1982/06/30		FOCLVD-FKOR		1982/02		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		262.5		77		0		300000		300000		90000		89		別置

		泉北		32417640		1		324176401		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1982/11/30		FBOUSDL-SHE		1981/12		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		262.5		77		0		300000		300000		90000		62		別置

		高石		32417641		3		324176413		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1991/06/10		VGUB-VSG		1991/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				69.2		別置

		高石		32417641		2		324176412		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1991/06/10		VGUB-VSG		1991/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				68.5		別置

		津久野		32417642		2		324176422		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1998/12/01		STRODLE.CL-2		1998/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		津久野		32417642		1		324176421		変圧器		変電所（開閉所）		32417000		南大阪電力所		1995/11/30		STRODLE.CL-2		1995/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		堺太陽光発電所		32417643		1		324176431		変圧器		太陽光発電所		32417000		南大阪電力所		2010/10/05		TMO-UCA		2010/06		1		送電		常時		屋外						22		6.6				10000								本体付

		島原		33416331		4		334163314		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/10/11		*		2014/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		45000		45000		9000		50		本体付

		島原		33416331		5		334163315		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/10/12		*		2014/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		45000		45000		9000		50		本体付

		島原		33416331		3		334163313		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/03/10		***		1993/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		67		別置

		島原		33416331		9		334163319		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1977/07/14		SUB-MRF		1977/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		75000		0		別置

		島原		33416331		7		334163317		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/10/03		SUB-MRF		1974/05		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		75000		0		別置

		島原		33416331		8		334163318		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/10/26		SUB-MRF		1974/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		75000		0		別置

		島原		33416331		1		334163311		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1975/06/17		NORSDL		1975/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		島原		33416331		2		334163312		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1975/05/15		N0RSDL		1975/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		大仏		33416332		1		334163321		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1988/06/10		VGUB-VSG		1988/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				74		別置

		大仏		33416332		2		334163322		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1988/06/10		VGUB-VSG		1988/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000				74		別置

		勧進橋		33416333		2		334163332		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/05/14		*		1993/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		勧進橋		33416333		70-29L-321		3341633370-29L-321		変圧器		移動用設備		33416000		京都電力所		2001/08/23		*		2001/07		1		送電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.5		33				20000		20000				50		本体付

		勧進橋		33416333		4		334163334		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2001/11/09		*		2001/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		勧進橋		33416333		5		334163335		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2001/12/14		*		2001/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		勧進橋		33416333		3		334163333		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1982/12/17		NORSDL-M		1982/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		勧進橋		33416333		1		334163331		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1971/11/25		NORSDL		1971/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		東寺		33416334		1		334163341		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1976/11/29		NCLVD-FOR		1976/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9				20000		20000						別置

		東寺		33416334		2		334163342		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1975/07/18		NCLVD-FOR		1974/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		上鳥羽		33416335		2		334163352		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/12/17		STRODLB-CL-2		1993/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		上鳥羽		33416335		3		334163353		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2013/02/15		NORSDL-A		2012/09		2		配電		常時		屋外						75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		上鳥羽		33416335		5		334163355		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/07/14		*		1994/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		西京極		33416338		1		334163381		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/12/15		*		2015/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		西京極		33416338		2		334163382		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2009/09/10		*		2009/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		西京極		33416338		3		334163383		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2016/06/15		*		2016/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.6		別置

		大原野		33416339		3		334163393		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2013/06/21		*		2012/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		大原野		33416339		1		334163391		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/04/22		*		1992/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		大原野		33416339		2		334163392		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/03/16		STRODL-CL-2		1979/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		下京		33416340		3		334163403		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/06/07		SY-DIBR2		1979/03		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		下京		33416340		2		334163402		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/01/25		*		2016/07		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.6		別置

		下京		33416340		1		334163401		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1971/04/19		NCLVD-FOR		1971/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		桂		33416341		2		334163412		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2008/01/22		CR-NRH		2008/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		桂		33416341		1		334163411		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1996/04/19		*		1995/09		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		吉祥院		33416342		1		334163421		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/04/28		*		1992/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		吉祥院		33416342		3		334163423		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/06/16		NCLVD-FOR-L		1979/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		吉祥院		33416342		2		334163422		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/06/16		NCLVD-FOR-L		1979/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		七条		33416343		5		334163435		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1986/04/11		*		1985/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		七条		33416343		4		334163434		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/06/05		NCLVD-FOR		1981/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		七条		33416343		2		334163432		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/06/05		NCLVD-FOR		1981/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		本体付

		七条		33416343		1		334163431		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/06/05		NCLVD-FOR		1981/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		本体付

		亀岡		33416344		2		334163442		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1995/04/24		*		1995/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		亀岡		33416344		1		334163441		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/03/13		*		2014/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		亀岡		33416344		5		334163445		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/06/18		*		2015/04		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		33		0		45000		45000		0		50		本体付

		亀岡		33416344		4		334163444		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/04/28		NORSDL-MA		1993/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		亀岡		33416344		3		334163443		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1987/06/08		NORSDL-MA		1987/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		須知		33416345		2		334163452		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1998/10/21		33-TR-91-01		1998/08		2		配電		常時		屋外						32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		須知		33416345		1		334163451		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1998/12/16		33-TR-91-01		1998/08		2		配電		常時		屋外						32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		園部		33416346		2		334163462		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1986/06/26		*		1984/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		園部		33416346		3		334163463		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1997/05/15		*		1997/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		園部		33416346		1		334163461		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1986/06/26		*		1984/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		馬堀		33416347		1		334163471		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/03/22		STRODL.CL-2		1990/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.8		別置

		馬堀		33416347		2		334163472		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2013/11/15		*		2013/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		馬堀		33416347		3		334163473		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/06/28		NCLVD-FOR		1973/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		清井町		33416348		1		334163481		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1985/04/17		*		1984/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		清井町		33416348		2		334163482		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1987/12/22		*		1987/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		上里		33416350		1		334163501		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1988/05/26		*		1988/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		上里		33416350		3		334163503		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1987/06/30		*		1985/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		向日町		33416351		3		334163513		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2010/06/10		*		2010/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		向日町		33416351		5		334163515		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1999/12/22		*		1999/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		向日町		33416351		9		334163519		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2003/06/19		*		2002/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		0		250000		250000		250000		50		別置

		向日町		33416351		1		334163511		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2013/01/11		*		2012/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		向日町		33416351		2		334163512		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/04/23		*		1991/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		向日町		33416351		4		334163514		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2000/01/19		*		1999/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		八木		33416352		2		334163522		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1995/05/17		*		1994/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		八木		33416352		732-5L		33416352732-5L		変圧器		移動用設備		33416000		京都電力所		1998/03/25		*		1998/01		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		76.5		6.9		0		20000		0		0		50		本体付

		八木		33416352		5		334163525		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2016/12/05		***		2016/06		1		送電		常時		屋外						73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		松尾		33416353		2		334163532		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/04/15		*		2010/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		67		別置

		松尾		33416353		3		334163533		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/06/03		NORSDL-S		1991/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		松尾		33416353		1		334163531		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/10/25		NORSDL-S		1979/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		有隣		33416354		2		334163542		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1996/05/28		*		1995/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		有隣		33416354		3		334163543		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1996/05/28		*		1995/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		横大路		33416521		9		334165219		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2009/12/21		*		2009/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		200000		200000		60000		50		本体付

		横大路		33416521		8		334165218		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2012/11/16		*		2012/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		200000		200000		60000		50		別置

		横大路		33416521		7		334165217		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/03/25		*		2014/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		250000		250000		250000		50		本体付

		横大路		33416521		6		334165216		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/01/01		NORSDL-M		1977/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		45000		45000		0		0		別置

		横大路		33416521		11		3341652111		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1982/02/04		FB0USDL-M		1981/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		250000		250000		50000		55		別置

		横大路		33416521		5		334165215		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1977/12/01		NORSDL-M		1977/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		45000		45000		0		0		別置

		木幡		33416522		1		334165221		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/06/14		STRODL-CL-2		1994/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		木幡		33416522		2		334165222		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/12/05		*		2014/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		木幡		33416522		4		334165224		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/12/20		*		1993/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		木幡		33416522		5		334165225		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/12/20		*		1993/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		下鳥羽		33416523		3		334165233		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1990/05/29		STRODLB-CL-2		1990/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		下鳥羽		33416523		2		334165232		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2008/12/21		*		2008/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		伏見		33416526		2		334165262		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/02/18		*		2010/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		伏見		33416526		1		334165261		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/05/25		*		1992/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		小倉		33416527		4		334165274		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1988/02/19		*		1987/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		0		別置

		小倉		33416527		1		334165271		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/05/19		*		1993/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		66		別置

		小倉		33416527		3		334165273		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/02/25		ONAN		1980/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		小倉		33416527		2		334165272		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/05/31		*		1991/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		小倉		33416527		5		334165275		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1983/04/08		*		1982/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		0		別置

		淀		33416528		4		334165284		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/09/25		NCLVD-FOR-L		1980/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		48.6		本体付

		淀		33416528		1		334165281		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/02/07		*		2013/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		54		本体付

		淀		33416528		2		334165282		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2009/09/15		*		2009/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.2		本体付

		淀		33416528		5		334165285		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1990/07/08		*		1990/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		菟道		33416529		1		334165291		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1975/06/05		NCLVD-FOR		1973/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		菟道		33416529		2		334165292		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1975/06/05		NCLVD-FOR		1973/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		菟道		33416529		3		334165293		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1982/01/29		*		1981/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		丹波橋		33416530		1		334165301		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/05/22		NCLVD-FOR-L		1978/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		丹波橋		33416530		2		334165302		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1976/03/24		NCLVD-FOR		1974/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		醍醐		33416531		1		334165311		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1976/07/08		NCLVD-FOR		1973/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		醍醐		33416531		2		334165312		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1977/12/15		NCLVD-FOR-L		1977/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		醍醐		33416531		3		334165313		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1989/04/25		STRODL-CL-2		1989/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		伏見向島		33416532		2		334165322		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/07/12		NCLVD-FOR		1978/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		48.6		本体付

		伏見向島		33416532		1		334165321		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/07/12		NCLVD-FOR		1978/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		49		本体付

		長岡		33416534		3		334165343		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/03/15		*		1993/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		長岡		33416534		1		334165341		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2004/01/29		****		2003/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.4		別置

		神足		33416535		2		334165352		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2009/02/01		CR-NRH		2008/07		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		神足		33416535		1		334165351		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2005/03/30		NIRSDL-S		2003/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.5		別置

		神足		33416535		#6		33416535#6		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1969/04/07		HCTLR-D		1969/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		神足		33416535		#5		33416535#5		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/07/30		HCTLR-D		1974/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		神足		33416535		4		334165354		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/11/15		*		2017/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		30000		30000		9000		50		本体付

		神足		33416535		5		334165355		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/12/14		*		2017/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		30000		30000		9000		50		本体付

		新山科		33416537		2		334165372		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/10/23		*		2014/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新山科		33416537		4		334165374		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1986/02/20		CR-MRM		1986/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		本体付

		新山科		33416537		5		334165375		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/01/20		CR-MRM		1991/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		新山科		33416537		3		334165373		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1998/10/16		---		1998/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西山科		33416538		3		334165383		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/07/17		*		2014/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.2		別置

		西山科		33416538		1		334165381		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1982/05/13		*		1981/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		山科		33416539		2		334165392		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2010/10/30		ONAN		2010/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		63.5		別置

		山科		33416539		1		334165391		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/04/05		SLOCR-3YC		1979/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		山科		33416539		3		334165393		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2016/06/10		ONAN		2016/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.3		別置

		久我		33416540		1		334165401		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/06/13		STRODL-CL-2		1980/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		久我		33416540		2		334165402		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1983/02/15		STRODL-CL-2		1982/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		久我		33416540		3		334165403		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/09/27		STRODL-CL-2		1993/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		美豆		33416541		2		334165412		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/03/24		NCLVD-FOR-L		1980/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		美豆		33416541		3		334165413		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1983/07/14		*		1983/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大塚		33416542		2		334165422		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/07/15		*		1992/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		大塚		33416542		3		334165423		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/07/15		*		1992/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		大山崎		33416543		3		334165433		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1975/05/09		VIA-1F		1974/09		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付

		大山崎		33416543		5		334165435		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/11/29		*		1992/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		大山崎		33416543		4		334165434		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/10/30		*		1981/08		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		0		別置

		大山崎		33416543		2		334165432		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/11/27		*		1992/10		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		稲荷		33416544		2		334165442		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/06/19		*		2014/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		稲荷		33416544		3		334165443		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/06/15		*		2015/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		57.2		本体付

		稲荷		33416544		1		334165441		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/12/22		GB6929001		2015/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		深草		33416545		1		334165451		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1983/07/06		AQ20208T1		1983/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		72		別置

		深草		33416545		2		334165452		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1983/07/06		AQ20208T1		1983/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		72		別置

		深草		33416545		3		334165453		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/05/20		A1N20212T1		1993/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		70		別置

		清滝発電所		33416602		1		334166021		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1987/04/24		FM-NB		1987/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		6.6		0		300		300		0		52		本体付

		黒田発電所		33416603		1		334166031		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1974/10/11		TSOL-CRC		1960/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		20		6.9		0		3000		3000		0		0		本体付

		新庄発電所		33416604		1		334166041		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1996/05/07		*		1995/11		2		配電		常時		屋外						75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		新庄発電所		33416604		3		334166043		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1967/04/01		NORSDL		1958/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		70		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		新庄発電所		33416604		2		334166042		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1967/04/01		STRONLCLH-R		1967/03		2		配電		予備		屋外		0		防音なし		6.6		6.6		0		3000		3000		0		0		本体付

		新庄発電所		33416604		4		334166044		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1977/12/01		NCLVD-FOR		1977/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		0		本体付

		円町		33416621		7		334166217		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/06/25		SPTL-D		1979/12		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		250000		250000		250000		0		別置

		円町		33416621		8		334166218		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/06/25		SPTL-D		1980/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		0		250000		250000		250000		0		別置

		西院		33416622		4		334166224		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/09/24		*		2014/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		45000		45000		9000		50		本体付

		西院		33416622		5		334166225		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/05/15		*		2014/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		45000		45000		9000		50		本体付

		西院		33416622		1		334166221		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/04/14		NCLVD-FOR-L		1978/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.1		本体付

		西院		33416622		2		334166222		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/11/17		NCLVD-FOR-L		1978/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.4		本体付

		西院		33416622		3		334166223		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/12/01		*		2017/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		太子道		33416623		1		334166231		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/04/28		NCLVD-FOR		1973/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		太子道		33416623		2		334166232		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2009/06/08		NIRSDL		2009/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		太秦		33416624		3		334166243		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1999/04/26		****		1998/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		太秦		33416624		2		334166242		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1999/04/26		****		1998/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		双ケ岡		33416626		1		334166261		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2013/06/29		*		2013/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		双ケ岡		33416626		3		334166263		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2002/06/06		****		2002/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		双ケ岡		33416626		2		334166262		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/04/17		CR-MRD		1973/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		朱雀野		33416627		1		334166271		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/03/31		HCTLR-D		1981/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		朱雀野		33416627		2		334166272		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/03/07		HCTLR-D		1973/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		朱雀野		33416627		3		334166273		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1972/06/19		CR-MRD		1972/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		白梅町		33416628		2		334166282		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1997/01/28		*		1996/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		白梅町		33416628		3		334166283		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1997/01/28		*		1996/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		嵯峨		33416630		1		334166301		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/01/28		NCLVD-FOR-L		1980/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		嵯峨		33416630		2		334166302		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1982/10/08		*		1982/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		大宮		33416631		3		334166313		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/10/13		*		1992/06		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大宮		33416631		1		334166311		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/04/27		STR0DLB CL-2		1981/01		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.4		本体付

		大宮		33416631		2		334166312		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1981/04/27		STR0DLB CL-2		1981/01		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.4		本体付

		大宮		33416631		4		334166314		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1984/02/21		NORSDL-M		1983/11		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		堀川		33416632		2		334166322		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/04/02		*		1993/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		63		本体付

		堀川		33416632		3		334166323		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1977/03/16		STRODL-CL-2		1975/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		堀川		33416632		1		334166321		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/01/18		*		2016/08		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.2		本体付

		西陣		33416633		1		334166331		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/06/11		NCLVD-FOR-L		1979/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		西陣		33416633		2		334166332		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/06/11		NCLVD-FOR-L		1979/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		西賀茂		33416634		3		334166343		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1987/04/22		*		1987/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		西賀茂		33416634		2		334166342		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1989/04/25		*		1988/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		40		別置

		北衣手		33416635		2		334166352		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1989/06/02		*		1988/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		北衣手		33416635		3		334166353		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1987/11/12		*		1984/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		城陽		33416721		4		334167214		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/12/04		*		1994/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		城陽		33416721		5		334167215		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1995/02/16		*		1994/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		城陽		33416721		1		334167211		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/03/06		*		2014/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		城陽		33416721		2		334167212		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2007/12/16		*		2007/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		43.9		本体付

		折居		33416722		3		334167223		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/04/28		***		2010/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		66.5		別置

		折居		33416722		1		334167221		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1995/09/27		*		1995/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000				74		別置

		折居		33416722		2		334167222		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1972/11/10		CR-MRD		1972/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		三山木		33416723		5		334167235		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2007/12/20		*		2007/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		三山木		33416723		4		334167234		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/09/14		*		1993/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		三山木		33416723		1		334167231		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1995/06/21		****		1994/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		三山木		33416723		2		334167232		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1971/12/25		NCLVD-FOR		1971/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		6000		6000		0		53.8		本体付

		三山木		33416723		3		334167233		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/04/07		*		2017/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		枇杷庄		33416724		1		334167241		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1995/05/23		NCLVD-F0R		1994/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		枇杷庄		33416724		2		334167242		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1976/03/18		NCLVD-F0R		1974/06		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		枇杷庄		33416724		3		334167243		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1976/03/18		NCLVD-F0R		1974/06		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		大住		33416725		2		334167252		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/10/26		*		2011/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		大住		33416725		1		334167251		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/05/09		NORSDL-SE		1992/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70		別置

		大久保		33416726		3		334167263		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1998/03/20		*		1997/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		大久保		33416726		1		334167261		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/05/31		NORSDL-S		1978/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.2		別置

		大久保		33416726		2		334167262		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/05/31		NORSDL-S		1978/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.6		別置

		市辺		33416727		2		334167272		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2003/12/19		STRODL CL-2		2003/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		市辺		33416727		1		334167271		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2009/07/17		NIRSDL-S		2009/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		59.4		別置

		岩田		33416728		1		334167281		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1982/06/17		*		1982/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		岩田		33416728		2		334167282		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1987/02/24		*		1986/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		男山		33416729		1		334167291		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1990/04/20		TR-21286		1989/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		男山		33416729		5		334167295		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/07/31		*		1989/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		男山		33416729		4		334167294		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/07/31		*		1989/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		男山		33416729		3		334167293		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/04/23		*		1993/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		男山		33416729		2		334167292		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/05/21		*		2017/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.5		本体付

		久御山		33416730		#2		33416730#2		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1990/05/24		*		1990/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		久御山		33416730		2		334167302		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/05/13		*		1992/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		久御山		33416730		3		334167303		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/11/22		ONAN		2017/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		久御山		33416730		1		334167301		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/11/26		NORSDL-M		1979/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		久御山		33416730		5		334167305		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1982/04/23		NORSDL-M		1982/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		久津川		33416731		3		334167313		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1984/04/11		*		1983/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		久津川		33416731		2		334167312		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1986/03/27		*		1985/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		木津		33416732		5		334167325		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/11/06		*		1991/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		木津		33416732		2		334167322		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1984/11/09		*		1984/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		75		別置

		木津		33416732		4		334167324		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/11/06		*		1991/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		木津		33416732		1		334167321		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1987/03/17		STRODL.CL-2		1987/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		久世		33416733		2		334167332		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/06/09		STRODL CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		久世		33416733		3		334167333		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1988/03/25		STRODL CL-2		1988/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		祝園		33416734		5		334167345		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/03/18		*		1991/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		祝園		33416734		2		334167342		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/03/18		*		1991/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		祝園		33416734		3		334167343		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/03/18		*		1991/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		祝園		33416734		4		334167344		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/03/18		*		1991/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		洛南		33416735		3		334167353		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1996/03/29		AFLOC-3NYSCP		1995/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		262.5		77		0		300000		300000		90000		50		別置

		洛南		33416735		2		334167352		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1996/03/29		*		1995/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		別置

		洛南		33416735		732-12L		33416735732-12L		変圧器		移動用設備		33416000		京都電力所				*		2004/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		本体付

		松井		33416736		3		334167363		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2008/05/16		OTVR3		2008/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		松井		33416736		2		334167362		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1997/04/25		STRODLE.CL-2		1996/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		蹴上発電所		33416801		4		334168014		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1979/11/28		TSOL-CRCB		1963/08		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		6.6		22		0		6000		6000		0		0		本体付

		洛北発電所		33416803		1		334168031		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1989/02/20		DMC-BA		1988/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		6.6				600		600				65		別置

		墨染発電所		33416804		1		334168041		変圧器		水力発電所		33416000		京都電力所		1969/11/06		OKUGAIYUNYUJIREI		1979/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.45		6.6		0		2000		2000		0		0		本体付

		田中		33416821		5		334168215		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2005/12/22		*		2005/08		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		本体付

		田中		33416821		3		334168213		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/11/11		A5D1164A5		1993/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66.2		本体付

		田中		33416821		1		334168211		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1994/05/18		*		1993/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		田中		33416821		2		334168212		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2010/07/02		*		2010/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		66		本体付

		松ヶ崎		33416822		5		334168225		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/01/30		*		2013/06		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		松ヶ崎		33416822		3		334168223		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1977/03/25		STR0DLB-CL-2		1977/02		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.3		本体付

		松ヶ崎		33416822		4		334168224		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1989/02/19		*		1988/09		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		松ヶ崎		33416822		1		334168221		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/03/27		NORSDL-CA		2017/02		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		松ヶ崎		33416822		2		334168222		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1989/02/19		STRODLBE.CL-2		1988/11		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		一条		33416823		3		334168233		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2016/03/28		*		2015/11		2		配電		常時		屋内・屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		一条		33416823		1		334168231		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1985/02/25		NORSDL-S		1984/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64		別置

		祇園		33416824		3		334168243		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2010/12/21		*		2010/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		祇園		33416824		1		334168241		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/07/30		SLOCR-3YC		1973/06		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		祇園		33416824		2		334168242		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1971/05/24		NCLVD-F0R		1971/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		山端		33416825		2		334168252		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1983/04/01		EL2		1983/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		山端		33416825		3		334168253		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/07/04		NCLVD-F0R-L		1980/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		上賀茂		33416826		2		334168262		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/05/31		NCLVD-FOR		1973/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		上賀茂		33416826		1		334168261		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/05/31		NCLVD-FOR		1973/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		河原町		33416827		2		334168272		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/11/07		NOCLVD-F0R		1973/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		河原町		33416827		3		334168273		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/06/09		ONAN		2016/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		別置

		河原町		33416827		1		334168271		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/05/23		NOCLVD-FOR-L		1979/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		三条		33416828		2		334168282		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2009/12/10		*		2009/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		三条		33416828		3		334168283		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2001/04/20		*****		2000/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		三条		33416828		1		334168281		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1971/06/17		*		1971/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		中京		33416829		1		334168291		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2013/01/18		*		2012/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		中京		33416829		2		334168292		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1998/02/27		*		1997/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		中京		33416829		3		334168293		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2018/02/02		*		2017/10		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		寺町		33416830		2		334168302		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1972/04/21		SLOCR-3YC		1972/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		寺町		33416830		3		334168303		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1972/05/25		SLOCR-3YC		1972/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		寺町		33416830		5		334168305		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2016/03/30		*		2015/11		1		送電		常時		屋内・屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		65		別置

		寺町		33416830		4		334168304		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2017/03/30		*		2016/08		1		送電		常時		屋内・屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		65		別置

		室町		33416831		2		334168312		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/02/23		CR-MRD		1973/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		室町		33416831		3		334168313		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1970/06/19		CR-MRD		1970/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		室町		33416831		1		334168311		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/03/23		CR-MRD		1973/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		錦		33416832		5		334168325		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2014/03/25		*		2013/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		60		別置

		錦		33416832		4		334168324		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2015/03/26		*		2014/09		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		別置

		錦		33416832		2		334168322		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/04/10		NCLVD-FOR		1972/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		錦		33416832		1		334168321		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1973/05/24		NCLVD-FOR		1972/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		錦		33416832		3		334168323		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/06/13		NCLVD-F0R-L		1978/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		荒神口		33416833		8		334168338		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1986/07/29		FPTLR-D		1985/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		6.1		250000		250000		250000		45		別置

		荒神口		33416833		7		334168337		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1986/07/29		FPTLR-D		1985/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		6.1		250000		250000		250000		45		別置

		竹間		33416834		2		334168342		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/08/31		STRODLB.CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		竹間		33416834		1		334168341		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1992/08/31		STRODLB.CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		蹴上		33416835		1		334168351		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2006/12/07		NIRSDL		2006/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		蹴上		33416835		7		334168357		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1999/06/10		*		1998/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		30000		76		別置

		蹴上		33416835		8		334168358		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1999/06/10		*		1998/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		147		77		22		250000		250000		30000		75.4		別置

		蹴上		33416835		2		334168352		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1979/12/14		STRODL-CL-2		1979/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		天ヶ瀬発電所		33416900		1		334169001		変圧器		水力発電所		33416900		天ヶ瀬発電所		1964/05/27		SUW		1963/07		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		13.2		140		0		55000		55000		0		0		本体付

		天ヶ瀬発電所		33416900		2TR		334169002TR		変圧器		水力発電所		33416900		天ヶ瀬発電所		1964/05/01		SUW		1963/06		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		13.2		140		0		55000		55000		0		0		本体付

		宇治発電所		33416901		1		334169011		変圧器		水力発電所		33416900		天ヶ瀬発電所		2014/02/28		*		2012/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		11		77		0		35000		35000		0		50		本体付

		宇治発電所		33416901		1H		334169011H		変圧器		水力発電所		33416900		天ヶ瀬発電所		1988/03/16		CV-FP		1987/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		11		6.6		0		400		400		0				本体付

		喜撰山発電所		33416902		1TR		334169021TR		変圧器		水力発電所		33416900		天ヶ瀬発電所		1970/01/28		SUB-MRG		1969/07		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		16.5		262.5		0		255000		255000		0		0		本体付

		喜撰山発電所		33416902		2TR		334169022TR		変圧器		水力発電所		33416900		天ヶ瀬発電所		1970/07/05		SUB-MRG		1970/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		16.5		262.5		0		255000		255000		0		0		本体付

		喜撰山発電所		33416902		1S		334169021S		変圧器		水力発電所		33416900		天ヶ瀬発電所		1969/10/01		SR-MRD		1969/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		262.5		6.6		0		20000		20000		0		0		本体付

		喜撰山発電所		33416902		2S		334169022S		変圧器		水力発電所		33416900		天ヶ瀬発電所		1969/10/01		SR-MRD		1969/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		262.5		6.6		0		20000		20000		0		0		本体付

		西京都		33416921		1-A		334169211-A		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1992/05/24		AFLOC-AMNYCCP		1991/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		60		本体付

		西京都		33416921		1-B		334169211-B		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1992/05/24		AFLOC-AMNYCCP		1991/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		60		本体付

		西京都		33416921		1-C		334169211-C		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1992/05/24		AFLOC-AMNYCCP		1991/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		60		本体付

		西京都		33416921		1H		334169211H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1975/09/01		*		1975/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		21		6.9		0		4500		4500		0		0		本体付

		西京都		33416921		2-1H		334169212-1H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1971/05/31		NORGX		1971/04		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		6.9		0		1500		1500		0		0		本体付

		西京都		33416921		2-2H		334169212-2H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1972/05/31		NORGX		1972/04		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		6.9		0		1500		1500		0		0		本体付

		西京都		33416921		3-A		334169213-A		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1976/05/18		AFLOC-AMNY4CP		1975/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		0		本体付

		西京都		33416921		3-B		334169213-B		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1976/05/18		AFLOC-AMNY4CP		1975/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		0		本体付

		西京都		33416921		3-C		334169213-C		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1976/05/18		AFLOC-AMNY4CP		1975/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		0		本体付

		西京都		33416921		8		334169218		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1972/01/20		SUB-MRG		1971/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70.3		本体付

		西京都		33416921		4H		334169214H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1996/11/11		*		1996/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		0		0		52		本体付

		西京都		33416921		3H		334169213H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1996/11/11		*		1996/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		0		0		54		本体付

		西京都		33416921		9		334169219		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1972/05/12		SUB-MRG		1972/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70.1		本体付

		西京都		33416921		11H		3341692111H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		2016/02/24		*		2015/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		68		本体付

		西京都		33416921		13H		3341692113H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		2016/02/17		*		2015/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		68		本体付

		西京都		33416921		14H		3341692114H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		2016/02/22		*		2015/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		68		本体付

		西京都		33416921		12H		3341692112H		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		2016/02/24		*		2015/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		68		本体付

		西京都		33416921		5-C		334169215-C		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1979/10/30		SUB-MRF		1979/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.9		本体付

		西京都		33416921		2-C		334169212-C		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1976/05/18		SUB-MRF		1975/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		0		本体付

		西京都		33416921		4-A		334169214-A		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1980/10/23		SUB-MRF		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.8		本体付

		西京都		33416921		4-B		334169214-B		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1980/10/23		SUB-MRF		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		64.4		本体付

		西京都		33416921		4-C		334169214-C		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1980/10/23		SUB-MRF		1980/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		65.4		本体付

		西京都		33416921		2-A		334169212-A		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1976/05/18		SUB-MRF		1975/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		0		本体付

		西京都		33416921		2-B		334169212-B		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1976/05/18		SUB-MRF		1975/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		0		本体付

		西京都		33416921		5-B		334169215-B		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1979/10/30		SUB-MRF		1979/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		66		本体付

		西京都		33416921		5-A		334169215-A		変圧器		変電所（開閉所）		33418100		東部基幹制御所		1979/10/30		SUB-MRF		1979/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		66		本体付

		南京都		33416937		3HTRB		334169373HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2010/09		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		4HTRB		334169374HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2010/09		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		11HTRB		3341693711HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2010/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		12HTRB		3341693712HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2010/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		17HTRB		3341693717HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2010/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		14HTRB		3341693714HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2010/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		13HTRB		3341693713HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2010/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		18HTRB		3341693718HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2010/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		21HTRB		3341693721HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2011/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		22HTRB		3341693722HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/11		*		2011/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500				58		本体付

		南京都		33416937		2HTRB		334169372HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/06/10		STRODLE-CL-2		2011/04		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		3000		3000				65		本体付

		南京都		33416937		1HTRB		334169371HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2011/09/30		STRODLE-CL-2		2011/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		3000		3000				65		本体付

		南京都		33416937		8-B		334169378-B		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/05/27		AFLOC-MNY4CP		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		南京都		33416937		8-C		334169378-C		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/05/27		AFLOC-MNY4CP		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		南京都		33416937		8-A		334169378-A		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1980/05/27		AFLOC-MNY4CP		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		南京都		33416937		2-B		334169372-B		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/04/22		FPLAR-D		1992/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		60		別置

		南京都		33416937		4-A		334169374-A		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/11/22		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		別置

		南京都		33416937		2-C		334169372-C		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/04/22		FPLAR-D		1992/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		60		別置

		南京都		33416937		7-A		334169377-A		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/06/23		AFLOC-MNY4CP		1977/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		南京都		33416937		3-C		334169373-C		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/11/22		FPLAR-D		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		68		別置

		南京都		33416937		4-B		334169374-B		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/11/22		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		別置

		南京都		33416937		9-A		334169379-A		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/05/24		AFLOC-MNY4CP		1990/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		154		22		250000		250000		50000		60		別置

		南京都		33416937		9-B		334169379-B		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/05/24		AFLOC-MNY4CP		1990/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		154		22		250000		250000		50000		60		別置

		南京都		33416937		9-C		334169379-C		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1991/05/24		AFLOC-MNY4CP		1990/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		154		22		250000		250000		50000		60		別置

		南京都		33416937		3-A		334169373-A		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/11/22		FPLAR-D		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		別置

		南京都		33416937		3-B		334169373-B		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/11/22		FPLAR-D		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		別置

		南京都		33416937		7-B		334169377-B		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/06/23		AFLOC-MNY4CP		1977/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		南京都		33416937		7-C		334169377-C		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1978/06/23		AFLOC-MNY4CP		1977/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		南京都		33416937		2-A		334169372-A		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1993/04/22		FPLAR-D		1992/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		60		別置

		南京都		33416937		4-C		334169374-C		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		1974/11/22		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		68		別置

		京北開閉所		33416992		1H		334169921H		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2010/07/20		*		2009/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		200		200		0		35.5		本体付

		京北開閉所		33416992		2H		334169922H		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2010/07/20		*		2009/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		200		200		0		35.5		本体付

		京北開閉所		33416992		3H		334169923H		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2010/07/20		*		2009/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500		0		41.2		本体付

		京北開閉所		33416992		4H		334169924H		変圧器		変電所（開閉所）		33416000		京都電力所		2010/07/20		*		2009/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		500		500		0		41.2		本体付

		和知発電所		33417303		1		334173031		変圧器		水力発電所		33417000		舞鶴電力所		1968/12/25		NORSGXY		1967/04		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.3		33		0		6300		6300		0		56		本体付

		山家発電所		33417305		1		334173051		変圧器		水力発電所		33417000		舞鶴電力所		2010/10/29		*		2010/05		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		新由良川発電所		33417306		1		334173061		変圧器		水力発電所		33417000		舞鶴電力所		1991/03/25		STRODE CL-2		1990/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		33		0		5200		5200		0		64.4		本体付

		西舞鶴		33417321		5		334173215		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2011/03/04		***		2010/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		48.3		本体付

		西舞鶴		33417321		4		334173214		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2016/09/17		*		2016/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		西舞鶴		33417321		2		334173212		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2017/03/17		*		2016/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		46		本体付

		西舞鶴		33417321		3		334173213		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2017/06/16		*		2017/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		47.4		本体付

		平		33417322		2		334173222		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2000/04/17		*		2000/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		平		33417322		1		334173221		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2000/06/07		*		2000/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		東舞鶴		33417323		5		334173235		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1995/06/09		*		1995/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		76		別置

		東舞鶴		33417323		4		334173234		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1995/04/04		*		1994/07		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		東舞鶴		33417323		2		334173232		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1982/03/30		NCLVD-FOR		1970/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		東舞鶴		33417323		3		334173233		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1982/03/30		NCLVD-FOR		1970/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		東舞鶴		33417323		1		334173231		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2017/06/09		*		2016/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.1		本体付

		白鳥		33417325		3		334173253		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1993/02/23		STRODLB.L-2C		1992/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		白鳥		33417325		2		334173252		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2014/06/12		*		2014/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		青野		33417326		2		334173262		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2002/05/30		*		1999/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		青野		33417326		3		334173263		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1991/03/28		NORSDL-S		1991/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67		別置

		青野		33417326		5		334173265		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1993/05/16		HCTLR-D		1993/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		70.2		別置

		青野		33417326		4		334173264		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2016/12/01		*		2016/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		45000		45000		0		70		別置

		下福井		33417327		2		334173272		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2002/05/24		*		2001/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		下福井		33417327		3		334173273		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1992/04/23		*		1992/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		下福井		33417327		1		334173271		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2013/03/15		*		2012/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		綾部		33417328		2		334173282		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2010/07/09		*		2009/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		1000		0		50		本体付

		綾部		33417328		1		334173281		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2010/06/16		*		2009/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		1000		0		50		本体付

		長田野		33417329		5		334173295		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2010/02/19		***		2009/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		45000		45000		0		50		本体付

		長田野		33417329		1		334173291		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1976/06/28		NCLVD-FOR		1975/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53.4		本体付

		長田野		33417329		2		334173292		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1978/11/12		NCLVD-FOR		1978/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.9		本体付

		長田野		33417329		3		334173293		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1989/04/06		x		1988/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		長田野		33417329		6		334173296		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2016/01/22		*		2015/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		45000		45000		0		48.5		本体付

		長田野		33417329		732-6L		33417329732-6L		変圧器		移動用設備		33417000		舞鶴電力所		1998/03/25		*		1998/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		石原		33417330		2		334173302		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2008/02/15		OTVR3-70-12171G-MM4		2007/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		石原		33417330		1		334173301		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2014/06/13		*		2014/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		岩井		33417331		2		334173312		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1985/11/22		STRODLB.CL-2		1985/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		岩井		33417331		3		334173313		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2013/12/20		STRODLB-CHC		2013/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		福知山		33417332		1		334173321		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1992/03/25		STRODLBE.CL-2		1991/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		福知山		33417332		2		334173322		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1993/06/24		STRODLBE.CL-2		1993/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		福知山		33417332		5		334173325		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2016/03/08		*		2015/06		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		福知山		33417332		4		334173324		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1968/06/06		NORSDL		1968/03		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		30000		30000		0		76		本体付

		梅谷		33417333		4		334173334		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1989/06/08		*		1988/10		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		10000		10000		0		50		本体付

		梅谷		33417333		1		334173331		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2007/12/22		*		2007/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.2		本体付

		梅谷		33417333		2		334173332		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1993/03/25		*		1972/11		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		52.1		本体付

		和知		33417334		2		334173342		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2004/12/21		*		2004/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		和知		33417334		5		334173345		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1988/11/20		*		1988/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		和知		33417334		3		334173343		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2013/12/18		*		2013/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		丹波町		33417335		1		334173351		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2003/06/04		**		2003/03		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		33.5		6.9		25000		15000		10000		60		本体付

		丹波町		33417335		5		334173355		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1979/05/15		NORSDL-M		1979/03		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		30000		30000		0		60		本体付

		丹波町		33417335		2		334173352		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2011/12/26		***		2011/05		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49		本体付

		中舞鶴		33417336		3		334173363		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1990/06/07		*		1990/03		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		中舞鶴		33417336		2		334173362		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1990/06/07		*		1990/02		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		上山田		33417337		1		334173371		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2009/06/03		*		2009/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		45.1		本体付

		上山田		33417337		2		334173372		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2009/06/10		*		2009/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		47.3		本体付

		岩滝		33417338		5		334173385		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1986/11/21		NORSDL-MA		1986/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		岩滝		33417338		1		334173381		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2000/12/15		****		2000/10		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		岩滝		33417338		2		334173382		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2008/06/06		*		2008/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		波路		33417339		1		334173391		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2015/05/13		*		2015/02		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		32.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		波路		33417339		2		334173392		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2015/10/16		*		2015/06		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		32.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		加悦		33417340		1		334173401		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2010/06/23		*		2005/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		加悦		33417340		2		334173402		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2001/06/21		*		2001/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		峰山		33417341		3		334173413		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1996/12/11		SL		1996/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		44.6		本体付

		峰山		33417341		5		334173415		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1970/11/19		NCLVD-F0R		1970/07		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		30000		30000		0				本体付

		峰山		33417341		2		334173412		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1974/01/28		NCLVD-FOR		1973/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54		本体付

		峰山		33417341		1		334173411		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2014/03/28		CR-MVH		2014/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		峰山		33417341		4		334173414		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2017/11/10		*		2016/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		30000				本体付

		弥栄町		33417342		2		334173422		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2000/01/25		****		1999/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		弥栄町		33417342		4		334173424		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1999/06/09		SLOCR-3YC		1981/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		15000		15000		0		66.4		別置

		網野		33417343		2		334173432		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2007/12/19		*		2007/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		47		本体付

		網野		33417343		1		334173431		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2005/11/18		*		2005/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		48.1		本体付

		間人		33417344		2		334173442		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2011/12/09		*		2010/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		間人		33417344		1		334173441		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2012/01/26		*		2011/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		海部		33417345		2		334173452		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1992/04/21		*		1992/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		海部		33417345		1		334173451		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1996/03/15		*		1996/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		46		本体付

		丹後木津		33417346		1		334173461		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1979/07/05		**		1979/03		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48		本体付

		丹後木津		33417346		2		334173462		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2010/12/23		*		2010/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		薬師		33417347		3		334173473		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1998/06/29		****		1998/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		薬師		33417347		4		334173474		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2001/11/09		*		2002/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		薬師		33417347		5		334173475		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		2001/11/09		*		2003/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		熊川発電所		33417701		1TRB		334177011TRB		変圧器		水力発電所		33417011		小浜修理所		2012/02/14		MRI-DYCR9		2011/11		1		送電		常時		屋内						0.44		6.6		0		200		0		0				本体付

		耳川発電所		33417702		1		334177021		変圧器		水力発電所		33417011		小浜修理所		1988/12/27		DMC-BA		1988/12		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		3.3		6.6		0		1500		1500		0		69.5		別置

		耳川発電所		33417702		1G		334177021G		変圧器		水力発電所		33417011		小浜修理所		1962/10/24		*		1951/02		6		接地		常時		屋内		0		防音なし		3.15		0.21		0		5		5		0				本体付

		若狭おおい太陽光発電所		33417711		1TRB		334177111TRB		変圧器		太陽光発電所		33417011		小浜修理所		2013/11/01		SOU-DYCRE2		2013/07		1		送電		常時		屋外						6.6		0.44		0		500		0		0				本体付

		若狭高浜太陽光発電所		33417712		1TRB		334177121TRB		変圧器		太陽光発電所		33417011		小浜修理所		2014/11/13		AQC3819AN		2014/07		1		送電		常時		屋外						6.6		0.44		0		500		0		0				本体付

		小浜		33417721		5		334177215		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1972/10/27		NCLVD-FOR		1972/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		0		15000		15000		0		57.9		本体付

		小浜		33417721		3		334177213		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1974/04/03		NCLVD-F0R		1973/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53.4		本体付

		小浜		33417721		4		334177214		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1972/10/27		NCLVD-FOR		1972/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		0		15000		15000		0		57.9		本体付

		小浜		33417721		2		334177212		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1974/04/03		NCLVD-F0R		1973/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53.7		本体付

		十村		33417722		5		334177225		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2003/06/09		*		2003/02		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		15000		15000		0		60		本体付

		十村		33417722		2		334177222		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2015/12/22		*		2015/07		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		47.9		本体付

		十村		33417722		3		334177223		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2016/06/20		*		2016/02		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.3		本体付

		南川町		33417723		3		334177233		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1993/05/21		STRODL.CL-2		1993/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.3		別置

		南川町		33417723		2		334177232		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1981/02/20		STRODL.CL-2		1980/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71.7		別置

		南川町		33417723		1		334177231		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2012/12/14		*		2012/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		高浜		33417724		2		334177242		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2013/11/08		*		2013/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高浜		33417724		1		334177241		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2014/04/10		*		2013/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		本郷		33417725		2		334177252		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2008/06/04		*		2008/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		43.7		本体付

		本郷		33417725		1		334177251		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2008/10/16		*		2008/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		45.1		本体付

		美浜町		33417726		4		334177264		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1992/05/28		JEC-2200-1995		2009/10		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		美浜町		33417726		2		334177262		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2009/05/29		**		2009/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		美浜町		33417726		3		334177263		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1992/05/20		**		1991/11		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		33.5		6.9		25000		10000		15000		50		本体付

		上中町		33417727		1		334177271		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		1991/10/16		*		1990/12		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		上中町		33417727		2		334177272		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2015/05/22		*		2015/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		音海		33417728		1		334177281		変圧器		変電所（開閉所）		33417011		小浜修理所		2000/06/19		*		2000/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		新綾部		33417929		5		334179295		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1973/06/15		FPTLR-D		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		70		本体付

		新綾部		33417929		1-A		334179291-A		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1981/10/14		FPLAR-D		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		本体付

		新綾部		33417929		2-C		334179292-C		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1981/10/14		AFLOC-AMNY4CP		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		68		本体付

		新綾部		33417929		4		334179294		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1974/06/30		FRTLR-D		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		新綾部		33417929		3		334179293		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1984/04/25		SUB-MRT		1983/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		新綾部		33417929		2-A		334179292-A		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1981/10/14		AFLOC-AMNY4CP		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		本体付

		新綾部		33417929		2-B		334179292-B		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1981/10/14		AFLOC-AMNY4CP		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		本体付

		新綾部		33417929		1-B		334179291-B		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1981/10/14		FPLAR-D		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		本体付

		新綾部		33417929		1-C		334179291-C		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1981/10/14		FPLAR-D		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		68		本体付

		新綾部		33417929		70-39L		3341792970-39L		変圧器		移動用設備		33417000		舞鶴電力所		2011/03/31		*		2011/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		新綾部		33417929		6		334179296		変圧器		変電所（開閉所）		33417000		舞鶴電力所		1973/06/15		SUB-MRF		1970/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		70		本体付

		嶺南		33417930		4		334179304		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		2013/09/14		SUB-MRT		2012/06		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		275		73.5		1000000		1000000		95000		60		本体付

		嶺南		33417930		3		334179303		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		2013/12/21		SUB-MRT		2013/02		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		275		73.5		1000000		1000000		95000		60		本体付

		嶺南		33417930		1-A		334179301-A		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		1995/12/07		AFLOC-AMNYCCP		1995/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		60		本体付

		嶺南		33417930		1-C		334179301-C		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		1995/12/07		AFLOC-AMNYCCP		1995/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		60		本体付

		嶺南		33417930		1-B		334179301-B		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		1995/12/07		AFLOC-AMNYCCP		1995/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		60		本体付

		嶺南		33417930		1H		334179301H		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		2009/03/31		*		2008/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9		0		3000		3000		0		65		本体付

		嶺南		33417930		2H		334179302H		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		2009/04/28		*		2009/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9		0		3000		3000		0		65		本体付

		嶺南		33417930		6		334179306		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		1988/05/20		FBTODLBE CL-2H		1987/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		200000		200000		60000		60		本体付

		嶺南		33417930		5		334179305		変圧器		変電所（開閉所）		33417930		嶺南変電所		1979/12/21		DSF-3		1978/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		60		本体付

		野島		34416121		3		344161213		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/07/05		NCLVD-FOR		1974/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49.3		本体付

		野島		34416121		2		344161212		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2016/06/24		*		2016/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		野島		34416121		4		344161214		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2017/02/24		*		2016/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		45		本体付

		野島		34416121		5		344161215		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2017/05/19		*		2017/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		45		本体付

		岩屋		34416122		1		344161221		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2011/02/21		*		2010/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		岩屋		34416122		2		344161222		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2011/04/11		*		2010/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		西淡		34416123		8-3		344161238-3		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/06/08		NOCLVD-FOR		1973/03		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		170		77		22		60000		60000		18000		0		別置

		西淡		34416123		8-1		344161238-1		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1972/11/04		NOCLVD-FOR		1972/07		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		170		77		22		60000		60000		18000		0		別置

		西淡		34416123		8-2		344161238-2		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1972/11/04		NOCLVD-FOR		1972/06		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		170		77		22		60000		60000		18000		0		別置

		西淡		34416123		9		344161239		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1986/02/26		FOCLVD-FKOR		1985/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		178.5		77		11		200000		200000		60000		50		別置

		西淡		34416123		7		344161237		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1997/06/13		FBOUSDL-ME		1997/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		178.5		77		22		200000		200000		60000		50		本体付

		西淡		34416123		1		344161231		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1999/11/25		*		1999/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西淡		34416123		3		344161233		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1977/12/20		SLOCR-3YC		1969/05		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		西淡		34416123		2		344161232		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1972/05/04		NORSDL		1972/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		洲本		34416131		2		344161312		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1981/11/12		STRODLB-CL-2		1981/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		洲本		34416131		5		344161315		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/12/03		FOCLV-FOR		1973/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		20000		20000		0		60		本体付

		洲本		34416131		1		344161311		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/03/17		STRODLE-CL-2		1994/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		洲本		34416131		4		344161314		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/05/16		NCLVD-FOR		1974/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.3		本体付

		洲本		34416131		3		344161313		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2018/02/09		*		2017/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.3		0		9133		9133		0		47.8		本体付

		志筑		34416132		2		344161322		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2013/06/07		NORSDL-CA		2013/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		志筑		34416132		1		344161321		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2014/02/28		NORSDL-CA		2013/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		志筑		34416132		4		344161324		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1993/06/25		*		1993/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		市		34416133		2		344161332		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1981/12/09		STRODLB-CL-2		1981/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		市		34416133		5		344161335		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1975/05/09		STRODLB-CL-2		1975/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		54		本体付

		市		34416133		1		344161331		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1980/03/24		SLOCR-3YC		1980/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		46.6		本体付

		市		34416133		4		344161334		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1970/08/07		SLOCR-3YC		1970/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		10000		10000		0		54		本体付

		緑町		34416134		2		344161342		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/03/26		STRODLB-CHC		1974/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.4		本体付

		緑町		34416134		1		344161341		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2011/05/07		*		2009/10		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		緑町		34416134		3		344161343		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/06/05		STRODLB-CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		五色		34416135		1		344161351		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1998/04/10		*		1997/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		五色		34416135		2		344161352		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1977/05/27		SLOCR-3YC		1969/08		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		仮屋		34416136		3		344161363		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1993/06/20		*		1993/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		仮屋		34416136		1		344161361		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1987/07/09		*		1987/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		南淡		34416137		5		344161375		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/06/23		*		1986/05		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		49.5		別置

		南淡		34416137		4		344161374		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/06/23		*		1986/05		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		49.3		別置

		兵庫		34416321		5		344163215		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/06/21		*		1995/05		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		76		別置

		兵庫		34416321		6		344163216		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/12/22		*		1995/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		76		別置

		会陽		34416322		70-14L-32		3441632270-14L-32		変圧器		移動用設備		34416000		神戸電力所		1973/06/12		FOCLV-FOR		1973/04		1		送電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.5		33				20000						59.8		本体付

		会陽		34416322		732-2L		34416322732-2L		変圧器		移動用設備		34416000		神戸電力所		1997/04/23		*		1997/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000						50		本体付

		会陽		34416322		732-1L		34416322732-1L		変圧器		移動用設備		34416000		神戸電力所		2007/06/09		*		2007/03		2		配電		移動用		屋外						75.25		6.9				20000						50		本体付

		会陽		34416322		3		344163223		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1994/05/16		*		1994/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		会陽		34416322		1		344163221		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1982/04/23		STRODL.CL-2		1982/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69		別置

		会陽		34416322		2		344163222		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1982/04/23		STRODL.CL-2		1982/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69		別置

		菅原		34416323		2		344163232		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1988/05/25		*		1987/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		菅原		34416323		1		344163231		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1988/05/25		*		1987/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		柳原		34416324		3		344163243		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/07/05		NCLVD-FOR		1974/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		柳原		34416324		2		344163242		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/06/11		NORSDL		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		湊川		34416325		1		344163251		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1972/06/02		STRODL-CL-2		1972/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		湊川		34416325		4		344163254		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/01/29		*		1990/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		60		本体付

		湊川		34416325		5		344163255		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/04/17		OTMRM35-70/B-10171GMM-7A		1990/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		60		本体付

		湊川		34416325		2		344163252		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1971/06/15		NCLVD-FOR		1966/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		湊川		34416325		3		344163253		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1980/03/21		NCLVD-FOR-L		1979/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		和田		34416326		3		344163263		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1982/11/05		*		1982/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		和田		34416326		2		344163262		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1983/05/12		NCLVD-FOR-L		1982/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		鷹取		34416327		2		344163272		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1970/06/26		NORSDL		1970/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		鷹取		34416327		3		344163273		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/03/20		STR0DL-CL-2		1973/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		鷹取		34416327		1		344163271		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1978/11/24		STRODL-CL-2		1978/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		長田		34416328		1		344163281		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1994/12/20		*		1994/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		68		別置

		長田		34416328		2		344163282		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1977/12/09		STRODL-CL-2		1977/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		73.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		長田		34416328		3		344163283		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1972/06/25		STRODLB-CL-2		1972/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		62.3		本体付

		千歳町		34416329		1		344163291		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2001/03/15		*		2000/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		千歳町		34416329		2		344163292		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2001/03/15		*		2000/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		須磨		34416330		5		344163305		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/08/28		NCLVD-FOR		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		59.5		本体付

		須磨		34416330		33G-1		3441633033G-1		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1900/01/01		NCVD-OE		1962/06		6		接地		常時		屋外		0		防音なし		33		0		0		6000		6000		0		0		本体付

		須磨		34416330		2		344163302		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/08/28		SLOCR-3YC		1973/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53.9		本体付

		須磨		34416330		1		344163301		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/04/16		NCLVD-FOR		1974/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		49.5		本体付

		須磨		34416330		4		344163304		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/08/28		NCLVD-FOR		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		59.4		本体付

		丸山		34416331		2		344163312		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2007/02/16		*		2006/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		丸山		34416331		1		344163311		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1976/05/25		*		1976/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		落合		34416332		2		344163322		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2011/06/09		*		2010/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		落合		34416332		3		344163323		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1992/04/17		NCLVD-FOR		1992/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		落合		34416332		1		344163321		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/11/29		STRODL-CL-2		1979/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		小部		34416333		1		344163331		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/05/31		NCLVD-FOR		1979/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		49.2		本体付

		小部		34416333		2		344163332		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/05/31		NCLVD-FOR		1979/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		49.1		本体付

		鈴蘭台		34416334		3		344163343		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/02/14		RTD 222319/70		1990/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		鈴蘭台		34416334		1		344163341		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2004/03/18		NIRSDL-S		2003/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		54.5		別置

		板宿		34416335		2		344163352		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1987/01/14		AS-VGUB		1986/11		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		白川		34416336		3		344163363		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1997/03/25		*		1996/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		白川		34416336		2		344163362		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1986/11/27		*		1986/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		白川		34416336		1		344163361		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1985/03/12		*		1985/01		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		有馬道		34416337		3		344163373		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1971/07/09		NORSDL		1971/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		55		本体付

		有馬道		34416337		2		344163372		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2014/06/06		*		2014/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		楠橋		34416338		3		344163383		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1989/04/27		*		1988/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		楠橋		34416338		1		344163381		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/06/25		NCLVD-FOR		1973/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		楠橋		34416338		2		344163382		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/06/24		NCLVD-FOR		1973/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		新開地		34416339		4		344163394		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1993/11/20		*		1993/05		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		78		別置

		新開地		34416339		1		344163391		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2016/04/15		*		2015/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		58.9		別置

		新開地		34416339		5		344163395		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/04/18		*		1990/11		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		78		別置

		新開地		34416339		2		344163392		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1972/06/22		NCLVD-FOR		1972/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		新開地		34416339		3		344163393		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1969/06/24		NCLVD-FOR		1969/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		箕谷		34416340		3		344163403		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1996/02/04		*		1995/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		箕谷		34416340		2		344163402		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1985/11/18		*		1985/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		箕谷		34416340		1		344163401		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1982/12/24		*		1982/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		神戸		34416341		2		344163412		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/07/12		SUB-MRG		1978/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		神戸		34416341		1GTR		344163411GTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1975/09/25		*		1995/09		6		接地		常時		屋内		0		防音なし		33		0		0		6000		6000		0		0		本体付

		神戸		34416341		1HTR		344163411HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/05/18		*		1979/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9		0		1500		1500		0		0		本体付

		神戸		34416341		4HTR		344163414HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1977/10/25		*		1977/08		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		500		500		0		58		本体付

		神戸		34416341		3HTR		344163413HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/05/18		*		1979/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		500		500		0		58		本体付

		神戸		34416341		4		344163414		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1985/05/24		SUB-MRT		1984/12		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		262.5		77		22		300000		300000		90000		89		別置

		神戸		34416341		5HTR		344163415HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1977/10/25		*		1977/09		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		33		6.9		0		1500		1500		0		0		本体付

		神戸		34416341		2HTR		344163412HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/05/18		*		1979/02		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.21		0		500		500		0		58		本体付

		神戸		34416341		3		344163413		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/07/12		SUB-MRG		1978/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		神戸		34416341		5		344163415		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1977/10/25		*		1977/08		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		0		別置

		神戸		34416341		6		344163416		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1980/11/21		*		1980/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		75		別置

		明石		34416421		5		344164215		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2014/11/07		***		2012/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		明石		34416421		3		344164213		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2013/11/22		CR-MVH		2013/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		明石		34416421		2		344164212		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2014/04/25		CR-MVH		2014/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		明石		34416421		4		344164214		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2009/06/29		***		2009/05		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		西大久保		34416422		1		344164221		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1982/02/17		NCLVD-FOR-L		1980/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西大久保		34416422		2		344164222		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1982/08/20		NCLVD-FOR-L		1981/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		南明石		34416423		1		344164231		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/06/26		*		1994/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		南明石		34416423		3		344164233		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1976/11/29		NCLVD-FOR-L		1976/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				本体付

		南明石		34416423		2		344164232		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2015/04/22		*		2014/11		2		配電		常時		屋内						75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		西明石		34416424		1		344164241		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1971/06/30		CR-MRD		1971/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		西明石		34416424		3		344164243		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1993/04/06		SLOCR-3YC		1993/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		62.3		別置

		西明石		34416424		2		344164242		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/06/16		STRODL-CL-2		1995/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		名谷		34416425		3		344164253		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1972/07/10		NCLVD-FOR		1971/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		名谷		34416425		1		344164251		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1994/06/10		*		1994/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		名谷		34416425		2		344164252		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/02/28		NCLVD-FOR		1972/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		押部谷		34416426		3		344164263		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2004/01/12		*		2002/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		68.4		別置

		押部谷		34416426		2		344164262		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2009/10/23		*		2009/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		67.3		別置

		大蔵谷		34416427		2		344164272		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1985/05/31		*		1984/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		大蔵谷		34416427		1		344164271		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1985/05/31		*		1984/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		舞子		34416428		5		344164285		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2011/11/01		*		2011/04		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		60		本体付

		舞子		34416428		1		344164281		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1968/08/06		NCLVD-FOR		1967/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		舞子		34416428		2		344164282		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1969/09/29		NCLVD-FOR		1969/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		舞子		34416428		3		344164283		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/07/15		*		1974/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		本体付

		垂水		34416429		5		344164295		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/10/25		*		1991/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		垂水		34416429		4		344164294		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2004/06/10		NCLVD-FOR		1977/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.9		本体付

		垂水		34416429		1		344164291		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1975/06/17		NCLVD-FOR		1974/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		垂水		34416429		2		344164292		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2017/03/29		*		2016/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49		別置

		垂水		34416429		3		344164293		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1980/12/02		STRODL-CL-2		1979/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		白水		34416430		2		344164302		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/07/13		NCLVD-FOR		1972/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		白水		34416430		3		344164303		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/06/14		OTR2-70-17		1991/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		白水		34416430		1		344164301		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/07/13		NCLVD-FOR		1972/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		歌敷山		34416431		3		344164313		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1992/01/24		STRODL-CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		歌敷山		34416431		2		344164312		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1975/06/12		STRODLB-CHC		1975/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		歌敷山		34416431		1		344164311		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1975/06/12		STRODLB-CHC		1975/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		松陰		34416432		3		344164323		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1993/12/01		*		1993/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		松陰		34416432		2		344164322		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1975/07/22		NCLVD-FOR		1975/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		松陰		34416432		1		344164321		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1975/07/22		NCLVD-FOR		1975/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		太寺		34416433		2		344164332		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1981/02/27		NCLVD-FOR-L		1980/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		太寺		34416433		1		344164331		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/06/25		NCLVD-FOR-L		1979/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		高塚山		34416434		6		344164346		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1985/04/25		STRODLB.CL-2C		1985/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		高塚山		34416434		5		344164345		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2006/05/05		*		2006/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		高塚山		34416434		3		344164343		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1980/07/18		HCTLR-D		1980/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.6		本体付

		高塚山		34416434		4		344164344		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1992/05/30		STRODLE.CL-2C		1992/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		高塚山		34416434		2		344164342		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1987/03/17		STRODLBE.CL-2		1987/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		小山		34416435		1		344164351		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1984/06/20		*		1983/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		小山		34416435		2		344164352		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1986/11/21		*		1986/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		樫野台		34416436		1		344164361		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1989/04/20		*		1988/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		樫野台		34416436		2		344164362		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1989/04/20		*		1988/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		井吹		34416437		3		344164373		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2012/05/25		NIRSDL-S		2012/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		井吹		34416437		1		344164371		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1990/10/30		*		1990/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		井吹		34416437		2		344164372		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1990/10/30		*		1990/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		井吹		34416437		5		344164375		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1993/01/20		*		1992/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		井吹		34416437		4		344164374		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1993/01/20		*		1992/09		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		岩岡		34416438		732-14L		34416438732-14L		変圧器		移動用設備		34416000		神戸電力所		2005/03/30		*		2005/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000						50		本体付

		岩岡		34416438		2		344164382		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1996/07/04		*		1996/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		土山		34416439		4		344164394		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/11/26		SLOCR-3YC		1973/08		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000		0		別置

		土山		34416439		3		344164393		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1992/04/28		STRODL-CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.4		別置

		土山		34416439		2		344164392		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1985/02/22		*		1984/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		土山		34416439		1		344164391		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/07/03		NCLVD-FOR		1974/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		二見島		34416440		4		344164404		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1990/04/20		*		1990/01		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		二見島		34416440		2		344164402		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1988/10/25		NORSDL-MA		1988/09		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		二見島		34416440		1		344164401		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1983/05/27		NORSDL-M		1983/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		二見島		34416440		5		344164405		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2007/05/24		*		2007/01		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		魚住		34416441		4		344164414		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2012/09/17		*		2012/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		魚住		34416441		1		344164411		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2013/10/04		*		2013/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		魚住		34416441		3		344164413		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/06/09		*		1991/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		有瀬		34416442		2		344164422		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1997/07/05		*		1997/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.4		本体付

		有瀬		34416442		3		344164423		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2001/12/07		*		2001/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.6		本体付

		有瀬		34416442		5		344164425		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1997/09/10		*		1986/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		木見		34416443		70-28L		3441644370-28L		変圧器		移動用設備		34416000		神戸電力所		1998/06/25		FBOUSDL-SAYT		1998/01		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		木見		34416443		5		344164435		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2014/09/26		*		2014/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		60		本体付

		木見		34416443		2		344164432		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1998/05/20		*		1997/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西神戸		34416444		4		344164444		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1968/05/08		AFLOC-3MNY5CP		1968/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		250		77		22		200000		200000		60000		0		本体付

		西神戸		34416444		6		344164446		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1977/03/24		*		1976/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		西神戸		34416444		5		344164445		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1972/05/30		AFLOC-3MNY5CP		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		西神戸		34416444		1		344164441		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1969/08/30		AFL0C-3MNY5CP		1969/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		250		77		22		200000		200000		60000		0		本体付

		西神戸		34416444		1H		344164441H		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1999/03/24		STRODCL-2		1999/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.6		0		1500		1500		0		63		本体付

		江井島		34416445		4		344164454		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2012/10/04		*		2012/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		江井島		34416445		5		344164455		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2014/05/30		*		2014/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		江井島		34416445		3		344164453		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2000/05/15		*		1999/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		（廃）葺合制御所		34416500		H-1		34416500H-1		変圧器		自所設備		34416000		神戸電力所		1987/04/20		*		1986/07		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.9		0.21		0.1		200		180		20				本体付

		（廃）葺合制御所		34416500		H-2		34416500H-2		変圧器		自所設備		34416000		神戸電力所		1987/04/20		*		1986/07		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.9		0.21		0.1		200		180		20				本体付

		（廃）葺合制御所		34416500		H-3		34416500H-3		変圧器		自所設備		34416000		神戸電力所		1995/12/08		DMC-BA		1995/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.9		0.21		0.1		200		180		20				本体付

		魚崎		34416521		5		344165215		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1968/06/28		CUR-MRD		1968/04		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		魚崎		34416521		4		344165214		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1967/11/01		CUR-MRD		1967/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		魚崎		34416521		2		344165212		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/02/23		STRODL-CL-2		1978/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		魚崎		34416521		1		344165211		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1993/03/02		*		1993/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0				別置

		魚崎		34416521		3		344165213		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/06/12		*		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		深江		34416522		1		344165221		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1991/12/20		STRODL-CL-2		1975/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		深江		34416522		2		344165222		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/04/02		STRODL-CHC		1973/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		深江		34416522		3		344165223		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2010/02/19		NIRSDL-S		2009/11		2		配電		常時		屋内						75.25		6.9		0		20000		20000		0		63.3		別置

		深江		34416522		4		344165224		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/01/30		SLOCR-3YC		1973/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		深江		34416522		5		344165225		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1970/08/11		SLOCR-3YC		1970/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		甲南		34416523		2		344165232		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2014/05/23		*		2013/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		甲南		34416523		1		344165231		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2010/06/18		NIRSDL-S		2010/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		甲南		34416523		3		344165233		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1981/04/16		NCLVD-FOR		1981/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		本山		34416524		1		344165241		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1989/03/23		NORSDL		1989/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		本体付

		本山		34416524		2		344165242		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2008/04/25		NIRSDL		2007/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		本体付

		本山		34416524		3		344165243		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1976/01/26		NORSDL		1975/09		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		篠原		34416525		5		344165255		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/06/15		NCLVD-FOR		1972/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		49.6		本体付

		篠原		34416525		732-3L		34416525732-3L		変圧器		移動用設備		34416000		神戸電力所		2014/03/27		*		2014/01		2		配電		移動用		屋外						75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.1		本体付

		篠原		34416525		1		344165251		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2003/12/18		*		2003/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		篠原		34416525		4		344165254		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/05/25		NCLVD-FOR		1978/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		49.5		本体付

		新在家		34416526		2		344165262		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/05/13		NORSDL		1971/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		新在家		34416526		1		344165261		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/06/10		NORSDL		1973/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		新在家		34416526		3		344165263		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1977/07/15		STRODL-CL-2		1977/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		南灘		34416527		3		344165273		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1994/03/14		*		1993/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		70		別置

		南灘		34416527		2		344165272		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2017/03/09		*		2016/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		65		別置

		南灘		34416527		1		344165271		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1980/01/28		*		1979/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		六甲アイランド		34416529		1		344165291		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/06/03		*		1994/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70.1		別置

		六甲アイランド		34416529		2		344165292		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1981/11/25		NORSDL-S		1981/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		65		別置

		六甲アイランド		34416529		3		344165293		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1986/05/23		*		1986/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		六甲アイランド		34416529		4		344165294		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1992/05/28		*		1992/03		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		六甲アイランド		34416529		5		344165295		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1981/11/25		*		1981/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		御影		34416530		1		344165301		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1984/11/27		*		1984/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		御影		34416530		2		344165302		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1984/11/27		*		1984/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		神戸港		34416531		3		344165313		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2011/06/23		HCTL-D		2010/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		53.5		本体付

		神戸港		34416531		4		344165314		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2009/03/31		*		2008/10		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		73.4		別置

		神戸港		34416531		5		344165315		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2009/03/02		*		2008/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		74		別置

		神戸港		34416531		2		344165312		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1978/02/28		*		1978/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		神戸港		34416531		1		344165311		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1985/12/25		*		1985/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		本体付

		神戸港		34416531		6		344165316		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2010/02/01		*		2009/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		70.7		別置

		葺合		34416532		3		344165323		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/06/16		*		1995/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		葺合		34416532		4		344165324		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1997/06/11		*		1996/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		76		本体付

		葺合		34416532		5		344165325		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1997/06/12		*		1997/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		76		本体付

		葺合		34416532		1		344165321		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/06/11		*		1995/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		葺合		34416532		2		344165322		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1998/04/17		*		1998/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		上筒井		34416533		2		344165332		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1975/02/26		NCLVD-FOR		1974/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		上筒井		34416533		1		344165331		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1992/06/03		*		1992/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		78		本体付

		上筒井		34416533		3		344165333		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1982/03/24		*		1981/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		旭		34416534		1		344165341		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/07/16		NCLVD-FOR		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		旭		34416534		2		344165342		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/07/16		NCLVD-FOR		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		中山手		34416535		3		344165353		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2014/03/20		*		2013/11		2		配電		常時		屋内						75.25		6.9		0		30000		30000		0		65.5		本体付

		中山手		34416535		2		344165352		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1970/06/24		RTD222422-70		1970/06		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		中山手		34416535		1		344165351		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1980/02/25		NCLVD-FOR-L		1979/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		0		別置

		元町		34416538		3		344165383		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1979/03/02		*		1979/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		元町		34416538		2		344165382		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/05/31		*		1973/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		元町		34416538		1		344165381		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1969/06/03		RTD222422/70		1969/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		ポートアイランド		34416540		5		344165405		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2011/10/13		*		2010/06		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		71.5		別置

		ポートアイランド		34416540		1		344165401		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1997/05/21		*		1997/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0				別置

		ポートアイランド		34416540		3		344165403		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1984/02/23		SLOCR-3YC		1969/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		ポートアイランド		34416540		2		344165402		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1992/04/25		*		1992/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		ポートアイランド		34416540		4		344165404		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1973/11/06		*		1973/06		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		別置

		新神戸		34416543		5		344165435		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2012/06/22		*		2012/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		200000		200000		200000		50		本体付

		新神戸		34416543		1H		344165431H		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1994/03/30		*		1994/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		6.6		0		2000		2000				55		本体付

		新神戸		34416543		3HTR		344165433HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1900/01/01		*		1986/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		750		750				0		本体付

		新神戸		34416543		2HTR		344165432HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1900/01/01		*		1986/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		750		750				0		本体付

		新神戸		34416543		2		344165432		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1974/03/20		SFLOCR-3MNY5CP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		新神戸		34416543		3		344165433		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1970/01/17		KLRTF514649-200		1969/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		0		別置

		新神戸		34416543		5HTR		344165435HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1900/01/01		K-1		1962/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		0.22		0.11		0		5						0		本体付

		新神戸		34416543		4		344165434		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1995/07/05		*		1995/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		300000		300000		90000		50		別置

		三宮		34416544		8		344165448		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2011/06/27		*		2011/06		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		262.5		77		22		300000		300000		300000		73.1		本体付

		三宮		34416544		9		344165449		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2012/04/10		*		2011/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		262.5		77		22		300000		300000		300000		73.1		本体付

		三宮		34416544		4HTR		344165444HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1998/01/01		FM-LC		1998/03		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		210		105				10								本体付

		三宮		34416544		5HTR		344165445HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1998/01/01		FM-LC		1998/03		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		210		105				10								本体付

		三宮		34416544		5		344165445		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1999/03/24		GUW-VSG		1998/04		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		70.6		本体付

		三宮		34416544		6		344165446		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1999/03/24		GUW-VSG		1998/05		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		70.5		本体付

		三宮		34416544		2		344165442		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1999/03/24		*		1998/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		本体付

		三宮		34416544		3		344165443		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		1999/03/24		*		1998/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		本体付

		ポート南		34416545		1		344165451		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2010/11/26		*		2010/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		ポート南		34416545		2		344165452		変圧器		変電所（開閉所）		34416000		神戸電力所		2008/10/01		*		2008/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		篠山		34417121		2		344171212		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1987/11/14		*		1987/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		篠山		34417121		1		344171211		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1987/05/22		*		1987/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		丹南		34417122		5		344171225		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1976/06/30		NCLVD-FOR		1968/04		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000				別置

		丹南		34417122		6		344171226		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2001/04/13		77-TR-91-01		2000/11		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000				別置

		丹南		34417122		4		344171224		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/11/29		NCLVD-FOR		1977/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000				別置

		丹南		34417122		2		344171222		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1998/05/26		NCLVD-FOR		1972/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				別置

		丹南		34417122		1		344171221		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/06/25		C415		1992/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		62		別置

		広野		34417123		1		344171231		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/11/22		*		1984/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		広野		34417123		3		344171233		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/07/16		*		1984/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		三田		34417124		4		344171244		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2002/05/17		*		2002/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		三田		34417124		1		344171241		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/06/25		STRODLB CL-2		1981/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.5		本体付

		三田		34417124		5		344171245		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/06/25		*		1981/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		三田		34417124		2		344171242		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1983/03/04		STRODLB CL-2		1983/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		三田		34417124		70-5L		3441712470-5L		変圧器		移動用設備		34417000		尼崎電力所		1965/09/15		FOCLV-FOR		1965/07		2		配電		移動用		屋外		0		防音なし		77		6.9		0		6000		6000		0				本体付

		有馬		34417125		1		344171251		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2008/03/28		*		2007/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		22		6.9		40000		30000		10000		45.2		本体付

		有馬		34417125		2		344171252		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2009/02/20		*		2008/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		22		6.9		40000		30000		10000		45.1		本体付

		山口		34417126		2		344171262		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2010/03/26		*		2001/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		山口		34417126		1		344171261		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2000/03/16		*		1999/11		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		21.5		6.9		0		10000		10000		0		65.9		本体付

		大池		34417127		2		344171272		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2009/03/19		*		2007/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		6000		6000		0		45		本体付

		大池		34417127		1		344171271		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2009/03/27		*		2007/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		6000		6000		0		45		本体付

		有野		34417128		2		344171282		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/03/15		*		1983/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		有野		34417128		3		344171283		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2000/04/14		AGB6121A0		1999/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		柏原		34417129		4		344171294		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/03/11		77-TR-91-01		1993/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		柏原		34417129		1		344171291		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/06/25		NCLVD-FOR		1972/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53.4		本体付

		柏原		34417129		2		344171292		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1998/05/26		77-TR-91-02		1998/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		柏原		34417129		5		344171295		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2014/03/27		AGB6802A5		2013/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		佐治		34417130		1		344171301		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/05/22		*		1995/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		佐治		34417130		2		344171302		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/12/21		*		1994/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		春日部		34417131		2		344171312		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1986/12/09		*		1986/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		春日部		34417131		1		344171311		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1987/03/06		*		1986/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		山南町		34417132		3		344171323		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1989/05/21		NORSDL-MA		1989/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		山南町		34417132		1		344171321		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2012/06/24		*		2011/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.3		本体付

		山南町		34417132		2		344171322		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2013/06/18		*		2013/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		氷上		34417133		2		344171332		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/03/12		NCLVD-FOR-L		1980/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.1		本体付

		氷上		34417133		1		344171331		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/07/22		NCLVD-FOR		1980/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49.2		本体付

		氷上		34417133		3		344171333		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/04/20		NCLVD-FOR		1992/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		沢谷		34417134		4		344171344		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/06/29		*		1984/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		沢谷		34417134		2		344171342		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/06/01		*		1995/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		沢谷		34417134		5		344171345		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1990/11/20		*		1990/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		沢谷		34417134		3		344171343		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1991/11/28		STRODLB.CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		黒井		34417135		2		344171352		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2011/06/17		*		2011/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		黒井		34417135		1		344171351		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1985/06/13		*		1985/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		弥生が丘		34417136		2		344171362		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1986/12/17		*		1986/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		弥生が丘		34417136		1		344171361		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1986/06/11		NCLVD-FOR		1969/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		藤原台		34417137		1		344171371		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1988/04/25		*		1987/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		別置

		藤原台		34417137		3		344171373		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1988/04/25		*		1987/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		別置

		ゆりのき台		34417138		1		344171381		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1991/05/31		*		1991/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.4		別置

		ゆりのき台		34417138		2		344171382		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/12/21		*		1995/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		72.6		別置

		鹿の子台		34417139		2		344171392		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/06/03		*		1993/12		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		本体付

		鹿の子台		34417139		5		344171395		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/06/03		*		1993/12		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		本体付

		鹿の子台		34417139		1		344171391		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/06/03		*		1993/10		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		本体付

		鹿の子台		34417139		4		344171394		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/06/03		*		1993/10		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		本体付

		市島		34417140		1		344171401		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1997/07/10		*		1996/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		立花		34417221		2		344172212		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/03/25		70/B-12211GHM7A		1992/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		立花		34417221		4		344172214		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1970/07/08		HCTLR-D		1970/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0				本体付

		立花		34417221		1HTR		344172211HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1988/07/15		MT-CC-2		1900/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.9		0.21		0		300		300		0		0		本体付

		立花		34417221		2HTR		344172212HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1988/07/12		CV-FP		1900/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.6		0.21		0		300		300		0		0		本体付

		立花		34417221		5		344172215		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2011/03/25		*		2011/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.1		本体付

		立花		34417221		1		344172211		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/04/25		STRODLB-CL-2		1972/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		54.3		本体付

		立花		34417221		3		344172213		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/04/21		STRODLB-CL-2		1980/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.1		本体付

		尼崎		34417222		2		344172222		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1979/02/15		STRODL-CL-2		1978/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		尼崎		34417222		1		344172221		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1987/02/27		STRODL-CL-2		1986/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		尼崎		34417222		70-23L		3441722270-23L		変圧器		移動用設備		34417000		尼崎電力所		1998/03/17		FBOUSDL-SAYT		1998/02		2		配電		移動用		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		尼崎		34417222		3		344172223		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/06/21		STRODL-CL-2		1977/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		尼崎		34417222		70-35L		3441722270-35L		変圧器		移動用設備		34417000		尼崎電力所		2012/09/14		N-BD0136-TF1A		2012/08		2		配電		移動用		屋外						75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		園田		34417223		3		344172233		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1978/11/10		NCLVD-FOR-L		1978/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		園田		34417223		2		344172232		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1970/06/25		NORSDL		1970/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		園田		34417223		1		344172231		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1969/11/19		NORSDL		1969/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		塚口		34417224		1		344172241		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2004/03/16		*		2003/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		塚口		34417224		3		344172243		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1996/11/17		*		1996/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		南尼崎		34417225		1		344172251		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/06/05		STRODL.CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		南尼崎		34417225		3		344172253		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/05/24		STRODL-CL-2		1973/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0				本体付

		南尼崎		34417225		2		344172252		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1969/06/11		SLOCR-3YC		1969/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		尼東		34417226		5		344172265		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/06/20		SLOCR-3YC		1971/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000				本体付

		尼東		34417226		4		344172264		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/06/23		SL0CR-3YC		1971/04		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000				本体付

		尼東		34417226		1-2HTR		344172261-2HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/03/13		*		1984/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		0.21		0		50		50		0		0		本体付

		尼東		34417226		1-1HTR		344172261-1HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/06/26		*		1971/04		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		0.21		0		50		50		0		0		本体付

		向島		34417227		1		344172271		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/07/06		SL0CR-3YC		1971/06		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		向島		34417227		2		344172272		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/04/14		SLOCR-3YC		1971/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		北立花		34417228		3		344172283		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1987/03/20		*		1985/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0				別置

		北立花		34417228		1		344172281		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2006/03/09		*		2005/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		71.2		別置

		杭瀬		34417229		1		344172291		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1982/02/10		*		1981/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		杭瀬		34417229		5		344172295		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/05/17		NORSDL		1973/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0				別置

		杭瀬		34417229		3		344172293		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/04/30		NCLVD-FOR		1971/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0				本体付

		杭瀬		34417229		2		344172292		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/04/23		*		1992/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		潮江		34417230		3		344172303		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/10/25		*		1984/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		潮江		34417230		4		344172304		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/11/05		NORSDL		1971/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000		60		本体付

		潮江		34417230		1		344172301		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/04/21		NORSDL		1972/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		55		本体付

		潮江		34417230		2		344172302		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/06/05		NORSDL		1972/04		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		55		本体付

		潮江		34417230		5		344172305		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1974/09/19		NORSDL		1974/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000		60		本体付

		名神町		34417231		1		344172311		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/03/30		STRODL-CL-2		1973/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0				別置

		名神町		34417231		2		344172312		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1974/06/07		STRODL-CL-2		1974/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0				別置

		名神町		34417231		3		344172313		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1991/06/07		CR-MRM		1991/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		73.3		別置

		神崎		34417232		1HTR		344172321HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1900/01/01		NOKG		1980/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		0.21		0		400		400		0				本体付

		神崎		34417232		5		344172325		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/06/22		NCLVD-FOR-L		1979/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000				本体付

		神崎		34417232		2HTR		344172322HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1900/01/01		NOKG		1980/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		400		400		0				本体付

		神崎		34417232		4		344172324		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/06/30		NCLVD-FOR-L		1979/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000				本体付

		神崎		34417232		6		344172326		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/06/08		NCLVD-FOR-L		1979/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000				本体付

		神崎		34417232		1		344172321		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/05/25		*		1994/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		神崎		34417232		2		344172322		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/05/25		*		1994/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		神崎		34417232		3HTR		344172323HTR		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2004/02/25		DMC-FA		2004/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		22		0.21		0		500		500		0		60.6		本体付

		神崎		34417232		2SVG		344172322SVG		変圧器		無効電力発生装置		34417000		尼崎電力所		2004/06/30		*		2003/12		7		交直変換（用）		常時		屋外		2		防音建屋		77		7.51		0		80000		80000		0		65.1		別置

		神崎		34417232		7		344172327		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/05/29		SUB-MRF		1980/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		0		250000		250000		75000				本体付

		神崎		34417232		8		344172328		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/05/29		SUB-MRF		1980/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		0		250000		250000		75000				本体付

		南大浜		34417234		4		344172344		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1985/05/22		FOCLVD-FKOR		1984/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		0		250000		250000		50000		58		本体付

		南大浜		34417234		2		344172342		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/06/25		SUB-MRM		1973/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		250000		250000		75000				本体付

		南大浜		34417234		1		344172341		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/06/25		SUB-MRF		1973/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		250000		250000		75000				本体付

		南大浜		34417234		3		344172343		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1975/06/20		SUB-MRF		1975/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		147		77		22		250000		250000		75000				本体付

		椎堂		34417235		3		344172353		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/04/06		NCLVD-FOR		1991/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		椎堂		34417235		1		344172351		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2015/05/21		*		2015/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		大浜		34417236		3		344172363		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/04/27		*		1993/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大浜		34417236		6		344172366		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/05/17		*		1969/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000		76		本体付

		大浜		34417236		5		344172365		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1983/10/19		*		1969/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000		76		本体付

		大浜		34417236		4		344172364		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1983/03/24		*		1969/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000		76		本体付

		大浜		34417236		1		344172361		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1982/12/17		*		1982/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大浜		34417236		2		344172362		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1983/02/25		SLOCR-3YC		1970/07		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		70		本体付

		広田		34417521		3		344175213		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2008/05/30		*		2008/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.7		本体付

		広田		34417521		5		344175215		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/04/28		NCLVD-FOR		1971/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		58.4		本体付

		広田		34417521		2		344175212		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1991/05/31		*		1991/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.3		本体付

		広田		34417521		1		344175211		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/03/22		NCLVD-FOR		1977/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.9		本体付

		広田		34417521		4		344175214		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/03/12		NCLVD-FOR		1971/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		北鳴尾		34417522		2		344175222		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2009/03/19		*		2008/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北鳴尾		34417522		3		344175223		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1988/10/25		CR-MRD		1971/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		本体付

		夙川		34417523		2		344175232		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2012/04/13		*		2011/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64.5		本体付

		夙川		34417523		1		344175231		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/12/06		*		1994/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		前浜		34417524		2		344175242		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1999/05/25		*		1999/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		前浜		34417524		1		344175241		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1975/06/17		NCLVD-FOR		1974/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		前浜		34417524		5		344175245		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2006/06/01		*		2005/12		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		前浜		34417524		4		344175244		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2013/03/29		*		2012/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		前浜		34417524		3		344175243		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/11/24		*		1981/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		仁川		34417525		1		344175251		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1985/03/20		STRODL.CL-2		1985/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		仁川		34417525		2		344175252		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/05/18		STRODL.CL-2		1994/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		30000		30000		0		74		別置

		仁川		34417525		3		344175253		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2016/03/25		NIRSDL-S		2016/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		芦屋		34417526		5		344175265		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/10/26		*		1995/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		芦屋		34417526		1		344175261		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2017/03/24		*		2016/09		2		配電		常時		屋内						75.25		6.3		0		30000		30000		0		60.7		本体付

		芦屋		34417526		2		344175262		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2017/12/14		*		2017/04		2		配電		常時		屋内						75.25		6.3		0		30000		30000		0		60.5		本体付

		香櫨園		34417527		2		344175272		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1982/03/15		*		1981/06		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		香櫨園		34417527		3		344175273		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/04/30		*		1992/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		香櫨園		34417527		1		344175271		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/12/15		*		1981/06		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		津門		34417528		3		344175283		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1987/02/22		*		1986/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		津門		34417528		5		344175285		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1978/03/23		SLOCR-3YC		1978/02		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000		0		別置

		津門		34417528		2		344175282		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/02/17		NCLVD-FOR		1976/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		津門		34417528		4		344175284		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/11/28		SLOCR-3YC		1980/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		10000		0		別置

		津門		34417528		1		344175281		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1975/06/17		NCLVD-FOR		1974/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		西宮		34417529		7		344175297		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/05/10		SUB-MRT		1983/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		77		0		250000		250000		30000		77		別置

		西宮		34417529		1		344175291		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/04/29		*		1993/07		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		西宮		34417529		8		344175298		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/02/16		SUB-MRT		1983/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		77		0		250000		250000		30000		77		別置

		西宮		34417529		3		344175293		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/07/11		NCLVD-FOR		1971/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		西宮		34417529		2		344175292		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/02/26		NCLVD-FOR		1972/08		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		岩園		34417530		3		344175303		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1990/06/04		*		1990/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67		別置

		岩園		34417530		2		344175302		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1974/04/18		NCLVD-FOR		1967/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		岩園		34417530		1		344175301		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2004/03/25		*		2002/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68		別置

		甲東園		34417531		2		344175312		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/12/12		NCLVD-FOR-L		1980/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		甲東園		34417531		1		344175311		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/06/03		NCLVD-FOR-L		1978/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		中須佐		34417532		1		344175321		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/05/25		STRODL-CL-2		1981/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		中須佐		34417532		2		344175322		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1984/03/07		STRODL-CL-2		1983/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		伊丹		34417621		1H		344176211H		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2001/11/20		*		2001/08		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		6.6		0		2000		2000		0		64		本体付

		伊丹		34417621		3H		344176213H		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/05/13		*		1992/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		57		本体付

		伊丹		34417621		2H		344176212H		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/05/13		NORSD-EA		1992/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.6		0		1500		1500		0		59		本体付

		伊丹		34417621		5		344176215		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/07/05		SUB-MRT		1995/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		262.5		77		22		300000		300000		90000		60		本体付

		伊丹		34417621		5H		344176215H		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/05/13		*		1992/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		57.9		本体付

		伊丹		34417621		6H		344176216H		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/06/02		*		1970/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		500		500		0				本体付

		伊丹		34417621		4H		344176214H		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/06/02		*		1970/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		500		500		0				本体付

		伊丹		34417621		1		344176211		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1970/06/05		AFLOC-3MNY5CP		1970/01		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		250		147		22		300000		300000		90000		0		別置

		伊丹		34417621		4		344176214		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1996/01/12		AFLOC-3MNY5CP		1995/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		262.5		147		22		300000		300000		90000		60		本体付

		伊丹		34417621		6		344176216		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/05/26		SUR-MRG		1972/02		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		伊丹		34417621		2		344176212		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1966/12/11		SUB-MRF		1965/09		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		250		77		22		300000		300000		90000		0		本体付

		昆陽		34417622		4		344176224		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/10/29		NCLVD-FOR		1971/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		58.6		本体付

		昆陽		34417622		3		344176223		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1988/04/15		*		1987/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		昆陽		34417622		2		344176222		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2009/03/28		-		2008/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		昆陽		34417622		5		344176225		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/11/26		NCLVD-F0R		1971/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		58.6		本体付

		昆陽		34417622		6		344176226		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/12/24		NCLVD-F0R		1971/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		58.6		本体付

		東伊丹		34417623		3		344176233		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1990/06/10		STRODLBE-CL-2		1990/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		東伊丹		34417623		5		344176235		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1974/02/15		FBORSDL		1972/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		60000		60000		0		59.7		本体付

		東伊丹		34417623		1		344176231		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/05/31		STRODLB-CL-2		1971/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0				本体付

		東伊丹		34417623		2		344176232		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1971/04/30		STRODLB-CL-2		1971/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0				本体付

		東伊丹		34417623		6		344176236		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1972/04/07		FBORSDL		1973/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		60000		60000		0		59.4		本体付

		千僧		34417624		2		344176242		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2011/03/18		*		2010/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		千僧		34417624		3		344176243		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1978/03/20		NCLVD-FOR-L		1978/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0				本体付

		千僧		34417624		1		344176241		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1995/06/09		*		1994/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		稲野		34417625		3		344176253		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/03/25		*		1992/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.6		別置

		稲野		34417625		1		344176251		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/05/11		STRODL-CHC		1973/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		64		別置

		稲野		34417625		2		344176252		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/05/11		STRODL-CHC		1973/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		65.1		別置

		宝塚		34417626		5		344176265		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/03/28		*		1991/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		宝塚		34417626		3		344176263		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1996/03/22		*		1995/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		宝塚		34417626		1		344176261		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1988/04/01		*		1987/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		宝塚		34417626		4		344176264		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1985/04/19		*		1984/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		宝塚		34417626		2		344176262		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/06/20		CR-MRD		1972/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50.9		本体付

		山本		34417627		3		344176273		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2011/03/11		*		2010/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		山本		34417627		1		344176271		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2002/02/26		*		2001/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		山下		34417628		2		344176282		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2010/03/26		*		2009/09		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		山下		34417628		3		344176283		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2014/12/25		NCLVD-FOR		1987/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		多田		34417629		2		344176292		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/07/20		NCLVD-FOR		1973/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		22.5		6.9		15000		6000		10000				別置

		多田		34417629		4		344176294		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/04/23		*		1993/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		多田		34417629		5		344176295		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/04/27		NCLVD-F0R		1977/03		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0				別置

		多田		34417629		1		344176291		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/04/30		*		1993/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		多田		34417629		3		344176293		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1973/07/20		NCLVD-FOR		1973/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		22.5		6.9		15000		6000		10000				別置

		川西		34417630		1		344176301		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1986/03/26		*		1985/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		川西		34417630		4		344176304		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1986/03/11		*		1985/05		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		川西		34417630		5		344176305		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2014/03/29		*		2013/11		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		川西		34417630		2		344176302		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2015/03/27		*		2014/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		生瀬		34417631		1		344176311		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2004/02/27		*		2002/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		21.5		6.9		0		6000		6000		0		68		本体付

		生瀬		34417631		4		344176314		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/03/25		STRODLE-CL-2		1981/01		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		147		22		0		30000		30000		9000		70.5		別置

		生瀬		34417631		2		344176312		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2003/12/10		*		2002/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		21.5		6.9		0		6000		6000		0		68		本体付

		生瀬		34417631		5		344176315		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/11/16		STR0DLE-CL-2		1977/03		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		22		0		30000		30000		9000		69.4		別置

		武庫		34417632		3		344176323		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/06/02		*		1992/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		武庫		34417632		2		344176322		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2012/06/16		*		2011/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		武庫		34417632		1		344176321		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/11/11		NCLVD-FOR-L		1980/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		久代		34417633		1		344176331		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2004/06/02		NIRSDL-S		2004/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		56.4		別置

		久代		34417633		73-1L		3441763373-1L		変圧器		移動用設備		34417000		尼崎電力所		1973/05/15		FOCLV-FOR		1973/09		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53.9		本体付

		久代		34417633		2		344176332		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1981/02/25		*		1980/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		口酒井		34417634		1		344176341		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1994/03/28		NORSDL-S		1994/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		別置

		口酒井		34417634		3		344176343		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2009/03/13		NIRSDL-S		2009/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60.3		別置

		安倉		34417635		2		344176352		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2005/03/03		*		2004/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		安倉		34417635		1		344176351		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/11/24		*		1993/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		安倉		34417635		3		344176353		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/04/25		NCLVD-FOR-L		1980/02		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		一庫		34417636		1		344176361		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1982/08/10		*		1982/05		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		22.5		6.9		25000		10000		15000				別置

		一庫		34417636		5		344176365		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/10/13		NCLVD-FOR-L		1980/07		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		22.5		6.9		20000		10000		10000		0		別置

		一庫		34417636		3		344176363		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1999/01/29		*		1998/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		中山寺		34417637		1		344176371		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1991/05/29		STRODLE CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		62.8		別置

		中山寺		34417637		2		344176372		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1992/12/18		*		1992/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		宝塚開閉所		34417691		1HT		344176911HT		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1965/07/01		NCVP-FOR		1965/04		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		200		200		0				本体付

		宝塚開閉所		34417691		2HT		344176912HT		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1965/07/01		NCVP-FOR		1965/04		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		200		200		0				本体付

		猪名川		34417927		7TRB-B		344179277TRB-B		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1973/10/01		SUB-MRF		1973/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		別置

		猪名川		34417927		7TRB-A		344179277TRB-A		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1973/10/01		SUB-MRF		1973/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		別置

		猪名川		34417927		8TRB-B		344179278TRB-B		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1974/07/05		SUB-MRF		1973/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		別置

		猪名川		34417927		8TRB-C		344179278TRB-C		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1974/07/05		SUB-MRF		1973/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		68		別置

		猪名川		34417927		8TRB-A		344179278TRB-A		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1974/07/05		SUB-MRF		1973/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		68		別置

		猪名川		34417927		7TRB-C		344179277TRB-C		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1973/10/01		SUB-MRF		1973/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		68		別置

		猪名川		34417927		3TRB-B		344179273TRB-B		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1974/07/05		FPLR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		66		別置

		猪名川		34417927		3TRB-C		344179273TRB-C		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1974/07/05		FPLR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		66		別置

		猪名川		34417927		5TRB-B		344179275TRB-B		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1973/10/01		FPLR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		猪名川		34417927		5TRB-C		344179275TRB-C		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1973/10/01		FPLR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		猪名川		34417927		3TRB-A		344179273TRB-A		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1974/07/05		FPLR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		66		別置

		猪名川		34417927		5TRB-A		344179275TRB-A		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1973/10/01		FPLR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		別置

		猪名川		34417927		4TRB-B		344179274TRB-B		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1992/03/25		SUB-MRT		1991/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		58		別置

		猪名川		34417927		6TRB-C		344179276TRB-C		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1996/03/29		SUB-MRT		1995/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		60		別置

		猪名川		34417927		6TRB-B		344179276TRB-B		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1996/03/29		SUB-MRT		1995/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		60		別置

		猪名川		34417927		6TRB-A		344179276TRB-A		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1996/03/29		SUB-MRT		1995/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		60		別置

		猪名川		34417927		4TRB-C		344179274TRB-C		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1992/03/25		SUB-MRT		1991/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		58		別置

		猪名川		34417927		4TRB-A		344179274TRB-A		変圧器		変電所（開閉所）		34418100		西部基幹制御所		1992/03/25		SUB-MRT		1991/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		58		別置

		北摂		34417929		5-3		344179295-3		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1979/12/20		*		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000				本体付

		北摂		34417929		5-1		344179295-1		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1979/12/20		*		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000				本体付

		北摂		34417929		8		344179298		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1980/03/13		FPTLR-D		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		0		本体付

		北摂		34417929		9		344179299		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1993/05/27		AFLOC-3MNY5CP		1993/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		300000		300000		90000		58.7		本体付

		北摂		34417929		5-2		344179295-2		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1979/12/20		*		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000				本体付

		北摂		34417929		6-1		344179296-1		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/03/16		FPLAR-D		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000				本体付

		北摂		34417929		6-2		344179296-2		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/03/16		FPLAR-D		1975/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000				本体付

		北摂		34417929		6-3		344179296-3		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/03/16		FPLAR-D		1975/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000				本体付

		北摂		34417929		7		344179297		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		1977/03/17		FPTLR-D		1975/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		北摂		34417929		2		344179292		変圧器		変電所（開閉所）		34417000		尼崎電力所		2016/10/25		*		2016/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		1000000		1000000		180000		58.2		本体付

		（廃）新奈良制御所		35416100		3H		354161003H		変圧器		自所設備		35416000		奈良電力所		1991/07/09		*		1991/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		400		400		0				本体付

		（廃）新奈良制御所		35416100		4H		354161004H		変圧器		自所設備		35416000		奈良電力所		1991/07/09		*		1991/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.9		0.21		0		400		400		0				本体付

		新奈良		35416121		70-26L-32		3541612170-26L-32		変圧器		移動用設備		35416000		奈良電力所		1998/03/25		*		1998/02		1		送電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		20000		20000		0		49.1		本体付

		新奈良		35416121		732-20L		35416121732-20L		変圧器		移動用設備		35416000		奈良電力所		2006/03/30		*		2006/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				49.3		本体付

		新奈良		35416121		1		354161211		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2005/03/18		*		2002/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		61.6		本体付

		新奈良		35416121		3		354161213		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1996/11/12		*		1996/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新奈良		35416121		4		354161214		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1983/12/22		A5D0205-5		1983/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		新奈良		35416121		5		354161215		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1984/03/16		A5D0206-5		1983/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		新奈良		35416121		70-30L		3541612170-30L		変圧器		移動用設備		35416000		奈良電力所		2009/03/27		*		2008/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		新奈良		35416121		11		3541612111		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1970/10/15		F0CLVD-FOR		1970/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		22		100000		100000		30000		70		本体付

		新奈良		35416121		1H		354161211H		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1991/07/31		*		1991/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		500		500		0				本体付

		新奈良		35416121		7		354161217		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1981/12/04		FOCLVD-FTOR		1981/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		11		100000		100000		20000		53.3		本体付

		新奈良		35416121		8		354161218		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1967/09/28		KLRTD424038-140		1967/08		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		22		100000		100000		30000		70		本体付

		新奈良		35416121		9		354161219		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1969/10/15		FOCLVD-FOR		1969/06		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		22		100000		100000		30000		70		本体付

		昭和		35416122		1		354161221		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2007/03/09		CR-MRM		2007/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		昭和		35416122		3		354161223		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1983/03/20		*		1982/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		昭和		35416122		2		354161222		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1988/03/20		*		2017/06		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付

		丹波市		35416123		1		354161231		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1990/05/25		*		1990/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		丹波市		35416123		2		354161232		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1990/05/25		*		1990/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		柳本		35416124		2		354161242		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1974/04/28		SLOCR-3YC		1974/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49		本体付

		柳本		35416124		3		354161243		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1981/03/13		NCLVD-FOR-L		1981/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.3		本体付

		柳本		35416124		1		354161241		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1998/03/25		*		1998/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.9		本体付

		郡山		35416125		2		354161252		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1985/04/30		*		1984/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		郡山		35416125		3		354161253		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1985/04/26		*		1984/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		安堵		35416126		4		354161264		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2009/12/25		*		2009/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		安堵		35416126		3		354161263		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2008/04/01		*		2007/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		安堵		35416126		1		354161261		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1991/06/09		*		1991/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		安堵		35416126		5		354161265		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2010/03/30		*		2009/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		櫟本		35416128		1		354161281		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1974/06/26		*		1974/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.2		本体付

		櫟本		35416128		3		354161283		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2002/02/22		*		2001/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		外川		35416129		3		354161293		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1980/05/21		*		1980/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.9		本体付

		外川		35416129		1		354161291		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2010/05/14		*		2009/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		都祁		35416130		5		354161305		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1993/11/19		*		1993/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		都祁		35416130		4		354161304		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1994/02/15		*		1993/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		都祁		35416130		1H		354161301H		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1900/01/01		SOB-YYC		1978/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		0.21		0		50		50		0				本体付

		都祁		35416130		2H		354161302H		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1900/01/01		SOB-YYC		1978/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		0.21		0		50		50		0				本体付

		結崎		35416131		1		354161311		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2010/06/18		*		2010/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		80.72		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		結崎		35416131		2		354161312		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1982/03/01		NORSDL-M		1981/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		榛原		35416132		4		354161324		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1991/02/20		*		1990/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		榛原		35416132		2		354161322		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2004/02/01		*		2004/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.5		本体付

		榛原		35416132		5		354161325		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1994/03/18		*		1993/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		榛原		35416132		1		354161321		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2001/03/16		*		2001/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		二階堂		35416133		1		354161331		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1984/04/23		*		1983/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		二階堂		35416133		2		354161332		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/02/15		*		1986/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		平群		35416134		3		354161343		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1988/06/10		*		1987/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		平群		35416134		1		354161341		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1988/06/10		*		1987/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		王寺		35416135		2		354161352		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1993/06/04		*		1993/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		王寺		35416135		1		354161351		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1994/03/22		*		1993/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		王寺		35416135		3		354161353		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1976/05/18		*		1974/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		48.1		本体付

		上牧町		35416136		1		354161361		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2013/03/27		*		2012/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		上牧町		35416136		2		354161362		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2013/12/20		*		2013/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		上牧町		35416136		3		354161363		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/11/06		*		1987/05		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		南生駒		35416137		2		354161372		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1995/06/21		*		1994/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		南生駒		35416137		4		354161374		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1996/02/21		NCLVD-FOR		1978/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		48.9		本体付

		南生駒		35416137		3		354161373		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1995/06/21		*		1994/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北之庄		35416138		1		354161381		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2000/12/15		*		2000/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北之庄		35416138		2		354161382		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1996/07/23		*		1996/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		勢野		35416139		1		354161391		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2000/05/24		FBOUSDL-SHGE		1999/06		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		77		11		250000		250000		50000		45		別置

		勢野		35416139		1H		354161391H		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2000/05/24		*		1999/07		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		73.5		6.6		0		500		500		0		58		本体付

		大河原発電所		35416301		4		354163014		変圧器		水力発電所		35416000		奈良電力所		2012/01/19		*		2011/07		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		32.25		22		6.6		16000		10000		6000		50		本体付

		大河原発電所		35416301		1		354163011		変圧器		水力発電所		35416000		奈良電力所		1980/03/08		*		1980/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.45		33		0		3600		3600		0		66		本体付

		大河原発電所		35416301		2		354163012		変圧器		水力発電所		35416000		奈良電力所		1985/03/13		*		1985/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		32.25		6.9		0		6000		6000		0		68		本体付

		高山発電所		35416302		1		354163021		変圧器		水力発電所		35416000		奈良電力所		2012/01/20		*		2011/06		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		33		0		6500		6500		0		46.5		本体付

		相楽発電所		35416303		1		354163031		変圧器		水力発電所		35416000		奈良電力所		1984/02/15		*		1984/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.45		33		0		1500		1500		0		63		本体付

		布目川発電所		35416304		2		354163042		変圧器		水力発電所		35416000		奈良電力所		1983/11/22		STRODL-CL-2C		1983/10		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		32.25		6.9		0		6000		6000		0		68		本体付

		布目川発電所		35416304		3		354163043		変圧器		水力発電所		35416000		奈良電力所		1968/10/11		NCLVD-FOR		1968/06		2		配電		予備		屋外		0		防音なし		32.25		6.9		0		3000		3000		0		66		本体付

		奈良		35416321		1		354163211		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/03/12		STRODLE-CL-2		1986/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		奈良		35416321		3		354163213		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1993/10/04		STRODLE-CL-2		1993/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		30000		30000		0		76		別置

		奈良		35416321		4		354163214		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/03/12		NCLVD-FOR		1992/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		奈良		35416321		5		354163215		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/03/12		NCLVD-FOR		1993/02		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		奈良		35416321		2		354163212		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/03/12		NCLVD-FOR		1986/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		奈良		35416321		8		354163218		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/06/19		FOCLVD-FKOR		1986/08		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		77		11		250000		250000		50000		91		別置

		奈良		35416321		9		354163219		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1998/03/13		*		1997/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		77		11		250000		250000		250000		72.4		別置

		奈良		35416321		7		354163217		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/06/23		FOCLVD-FKOR		1986/06		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		147		77		11		250000		250000		50000		91		別置

		高天町		35416322		2		354163222		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1973/04/03		STRODL-CL-2		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		高天町		35416322		1		354163221		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1977/06/29		STRODL-CL-2		1976/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		高天町		35416322		3		354163223		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2017/03/30		*		2016/12		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.1		別置

		富雄		35416323		1		354163231		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2011/05/13		*		2010/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		富雄		35416323		2		354163232		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1984/02/23		*		1983/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		富雄		35416323		3		354163233		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1978/04/20		STR0DLB-CHC		1978/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		46.2		本体付

		学園前		35416324		1		354163241		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2002/02/28		*		2001/12		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		学園前		35416324		3		354163243		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2015/01/23		*		2014/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		学園前		35416324		2		354163242		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2015/05/29		*		2015/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		上狛		35416325		5		354163255		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1988/04/08		SLOCR-3YC		1988/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		上狛		35416325		2		354163252		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1993/06/25		NCLVD-FOR		1993/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		上狛		35416325		4		354163254		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1989/03/21		SLOCR-3YC		1989/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		上狛		35416325		1		354163251		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1973/10/25		NCLVD-FOR		1973/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		53.2		本体付

		上狛		35416325		3		354163253		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2018/02/09		*		2017/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		平城		35416326		1		354163261		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1982/05/19		NCLVD-FOR		1981/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		平城		35416326		2		354163262		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2014/06/07		*		2014/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		東生駒		35416327		1		354163271		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1988/12/20		STRODL-CL-2		1988/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		東生駒		35416327		2		354163272		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1978/05/09		STRODL-CL-2		1978/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		東生駒		35416327		3		354163273		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1974/07/05		STRODL-CL-2		1974/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		別置

		菅原町		35416328		3		354163283		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1979/03/29		NCLVD-FOR-L		1978/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		菅原町		35416328		2		354163282		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1979/03/29		NCLVD-FOR-L		1978/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		紀寺		35416329		2		354163292		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2012/04/27		NIRSDL-SE		2011/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		紀寺		35416329		3		354163293		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1980/03/28		STRODL-CL-2		1980/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		北田原		35416330		2		354163302		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2006/06/04		*		2006/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北田原		35416330		3		354163303		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1981/02/25		NCLVD-F0R-L		1980/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.6		本体付

		北田原		35416330		1		354163301		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1981/02/25		*		1992/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北田原		35416330		4		354163304		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2006/09/22		STRODLB-CL-2		1980/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		47.5		本体付

		北田原		35416330		5		354163305		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1996/03/15		*		1989/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		登美ヶ丘		35416332		3		354163323		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1989/05/25		CR-MRD		1972/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		51		本体付

		登美ヶ丘		35416332		2		354163322		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2008/05/29		*		2008/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		京終		35416333		1		354163331		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1982/11/19		*		1982/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		京終		35416333		2		354163332		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1988/12/15		*		1988/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		奈良阪町		35416334		1		354163341		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1992/05/25		*		1992/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		奈良阪町		35416334		2		354163342		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1992/05/25		*		1992/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		六条西		35416335		1		354163351		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1993/06/17		NORSDL-SE		1993/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		六条西		35416335		2		354163352		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1993/06/17		NORSDL-SE		1993/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		秋篠		35416336		2		354163362		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1997/02/17		STRODLE-CL-2		1997/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		下田		35416421		1		354164211		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1993/03/25		*		1992/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		下田		35416421		2		354164212		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1999/03/18		*		1998/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.7		本体付

		下田		35416421		3		354164213		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2015/12/18		*		2015/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		香芝		35416422		1		354164221		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1987/03/25		*		1987/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		香芝		35416422		2		354164222		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2006/02/03		*		2005/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		広陵		35416423		1		354164231		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2010/09/30		HCTLR-D		2010/04		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		広陵		35416423		3		354164233		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1999/12/16		*		1999/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西橿原		35416424		2		354164242		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2004/06/02		NIRSDL-S		2004/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		55		別置

		西橿原		35416424		1		354164241		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1982/04/16		NORSDL-S		1982/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64		別置

		桜井		35416425		2		354164252		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2009/05/21		*		2009/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		67.1		別置

		桜井		35416425		3		354164253		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1973/07/01		ACEC		1973/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		桜井		35416425		1		354164251		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2017/06/08		***		2017/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		田原本		35416426		2		354164262		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1978/06/19		NCLVD-FOR		1971/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		田原本		35416426		3		354164263		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1978/06/19		NCLVD-FOR		1971/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		田原本		35416426		1		354164261		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1990/02/23		*		1989/07		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		橿原		35416427		1		354164271		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1998/03/22		*		1997/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.4		本体付

		橿原		35416427		2		354164272		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1983/04/19		NORSDL-S		1983/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64		別置

		橿原		35416427		5		354164275		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1980/05/14		NORSDL-S		1980/03		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		6.62		30000		30000		10000		0		別置

		橿原		35416427		3		354164273		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1980/03/19		NORSDL-S		1980/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		55		別置

		橿原		35416427		4		354164274		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1979/06/13		NORSDL-S		1979/04		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		6.62		30000		30000		10000		0		別置

		真美ケ丘		35416428		1		354164281		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1982/02/25		*		1981/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		真美ケ丘		35416428		2		354164282		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1986/02/24		*		1985/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		香久山		35416429		3		354164293		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1988/05/10		*		1987/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		香久山		35416429		1		354164291		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1988/05/10		*		1987/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		千代		35416430		1		354164301		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		2011/04/28		*		2010/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		千代		35416430		2		354164302		変圧器		変電所（開閉所）		35416000		奈良電力所		1995/06/06		*		1994/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新生駒		35416921		16H		3541692116H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2014/05/28		HCTR-S22B3		2013/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		750		750		0				本体付

		新生駒		35416921		17H		3541692117H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2014/06/19		HCTR-S22B3		2013/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		750		750		0				本体付

		新生駒		35416921		14H		3541692114H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2014/07/29		HCTR-S22B3		2013/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		750		750		0				本体付

		新生駒		35416921		15H		3541692115H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2014/08/28		HCTR-S22B3		2013/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		750		750		0				本体付

		新生駒		35416921		H2		35416921H2		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2014/01/31		TSO-CRP		2013/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		6.9		0		4500		4500		0		67		本体付

		新生駒		35416921		H1		35416921H1		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2014/02/21		TSO-CRP		2013/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		22		6.9		0		4500		4500		0		67		本体付

		新生駒		35416921		7H		354169217H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1994/02/10		*		1995/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		49		本体付

		新生駒		35416921		13H		3541692113H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2009/03/24		*		2009/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		1000		1000		0		62		本体付

		新生駒		35416921		20H		3541692120H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1973/01/01		KCT		1973/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.21		0		15		15		0				本体付

		新生駒		35416921		4H		354169214H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1994/02/10		*		1995/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		50		本体付

		新生駒		35416921		5H		354169215H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1994/02/10		*		1995/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		51		本体付

		新生駒		35416921		6TR-C		354169216TR-C		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1979/11/01		AFL0C-MNY4CP		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		74.5		本体付

		新生駒		35416921		8TR		354169218TR		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1970/05/29		SUB-MRG		1970/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70.4		本体付

		新生駒		35416921		6TR-A		354169216TR-A		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1979/11/01		AFL0C-MNY4CP		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		67.8		本体付

		新生駒		35416921		2TR-A		354169212TR-A		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1975/04/04		AFL0C-MNY4CP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		本体付

		新生駒		35416921		2TR-B		354169212TR-B		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1975/04/04		AFL0C-MNY4CP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		本体付

		新生駒		35416921		2TR-C		354169212TR-C		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1975/04/04		AFL0C-MNY4CP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		68		本体付

		新生駒		35416921		6TR-B		354169216TR-B		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1979/11/01		AFL0C-MNY4CP		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		74.4		本体付

		新生駒		35416921		3TR-A		354169213TR-A		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/19		AFL0C-MNY4CP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		0		本体付

		新生駒		35416921		3TR-C		354169213TR-C		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/19		AFL0C-MNY4CP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		0		本体付

		新生駒		35416921		4TR-A		354169214TR-A		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/07		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		70		本体付

		新生駒		35416921		4TR-B		354169214TR-B		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/07		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		70		本体付

		新生駒		35416921		4TR-C		354169214TR-C		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/07		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		70		本体付

		新生駒		35416921		5TR-A		354169215TR-A		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/19		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		0		本体付

		新生駒		35416921		7-C		354169217-C		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1992/04/24		FPLR-D		1991/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		54.6		本体付

		新生駒		35416921		3TR-B		354169213TR-B		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/19		AFL0C-MNY4CP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		0		本体付

		新生駒		35416921		12H		3541692112H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2009/02/13		*		2009/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		1000		1000		0		62		本体付

		新生駒		35416921		6H		354169216H		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1994/02/10		*		1995/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		50		本体付

		新生駒		35416921		5TR-B		354169215TR-B		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/19		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		0		本体付

		新生駒		35416921		5TR-C		354169215TR-C		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1974/06/19		FPLAR-D		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		0		本体付

		新生駒		35416921		7-A		354169217-A		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1992/04/24		FPLR-D		1991/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		54.8		本体付

		新生駒		35416921		7-B		354169217-B		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		1992/04/24		FPLR-D		1991/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		154		22		250000		250000		50000		55.5		本体付

		新生駒		35416921		9TR		354169219TR		変圧器		変電所（開閉所）		35418100		南部基幹制御所		2017/12/02		3AFLOC-NYCCP		2017/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		300000		300000		90000		50		本体付

		吉野発電所		35417101		1		354171011		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2015/03/20		*		2014/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		3.3		33		0		3000		3000		0		45		本体付

		樫尾発電所		35417102		1		354171021		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1988/05/25		*		1988/02		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		3.3		33		0		3750		3750		0		66		本体付

		樫尾発電所		35417102		2		354171022		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1988/04/28		*		1987/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		32.25		6.9		0		6000		6000		0		68		本体付

		樫尾発電所		35417102		3		354171023		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1971/11/10		NCVD-FOE		1962/01		2		配電		予備		屋外		0		防音なし		3.3		6.9		0		3000		3000		0		65		本体付

		室生発電所		35417103		1		354171031		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2016/06/07		DMW-FA		2015/04		1		送電		常時		屋外						3.3		6.9		0		300		300		0				別置

		川合発電所		35417105		1H		354171051H		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1985/11/11		*		1985/10		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		11		0.21				50		50						本体付

		川合発電所		35417105		4		354171054		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2017/03/17		*		2017/01		2		配電		予備		屋外						10.75		6.9		0		3000		3000		0				本体付

		川合発電所		35417105		1		354171051		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1977/01/26		*		1976/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		77		0		4500		4500		0		67		本体付

		川合発電所		35417105		2		354171052		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1977/03/02		*		1976/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		77		0		4500		4500		0		67		本体付

		川合発電所		35417105		3		354171053		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1985/12/04		*		1985/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		10.75		6.9		0		4500		4500		0		67		本体付

		弥山発電所		35417106		1		354171061		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1997/03/25		SOUV-DDC		1997/02		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		3.3		6.6		0		600		600		0				本体付

		和田発電所		35417107		1		354171071		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1994/02/23		*		1993/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.19		77		0		2800		2800		0		65		本体付

		和田発電所		35417107		2H-1		354171072H-1		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2017/12/08		UPS185		2017/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		20		20		0		0		本体付

		和田発電所		35417107		2H-2		354171072H-2		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2017/12/08		UPS185		2017/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		20		20		0		0		本体付

		和田発電所		35417107		2H-3		354171072H-3		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2017/12/08		UPS185		2017/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		20		20		0		0		本体付

		白川発電所		35417108		1		354171081		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1990/05/20		*		1990/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		3.3		74.23		6.9		3100		6000		6000		50		本体付

		大迫発電所		35417109		1		354171091		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1996/04/17		*		1995/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		34.5		6.75		8200		8200		6000		50		本体付

		大滝発電所		35417110		1		354171101		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2002/12/01		*		2002/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		33		0		11000		11000		0		50		本体付

		長殿発電所		35417111		1		354171111		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2017/11/08		*		2017/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		47.4		本体付

		長殿発電所		35417111		2		354171112		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		2017/11/09		*		2017/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		47		本体付

		川原樋川発電所		35417112		1		354171121		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1986/08/01		NSVD-FOR		1985/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		77		0		13000		13000		0		50		本体付

		川原樋川発電所		35417112		2		354171122		変圧器		水力発電所		35417000		吉野電力所		1986/08/01		NSVD-FOR		1986/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		6.6		0		1000		1000		0		55		本体付

		東吉野		35417121		4		354171214		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1992/11/22		*		1992/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		40		本体付

		東吉野		35417121		2		354171212		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1990/05/20		*		1990/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		6000		6000		0		45		本体付

		東吉野		35417121		1		354171211		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1978/05/19		STRODLB-CHC		1978/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		46.3		本体付

		東吉野		35417121		5		354171215		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1981/10/29		*		1981/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		10000		50		本体付

		下淵		35417122		1		354171221		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1999/03/27		*		1998/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		下淵		35417122		2		354171222		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1999/03/27		*		1998/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大宇陀		35417123		1		354171231		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2005/06/03		TP12-Y03A-R06		2001/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		大宇陀		35417123		2		354171232		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2005/03/11		TP12-Y03A-101		2001/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		五條		35417124		1		354171241		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1971/06/30		NCLVD-F0R		1972/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49.7		本体付

		五條		35417124		2		354171242		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1990/04/13		*		1990/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		岡		35417125		1		354171251		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2008/12/10		*		2008/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		岡		35417125		2		354171252		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2015/12/11		*		2015/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49.1		本体付

		野原		35417126		2		354171262		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2016/11/10		*		2016/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		野原		35417126		3		354171263		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1981/07/24		NCLVD-FOR		1965/07		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		62.9		本体付

		北野台		35417127		2		354171272		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2012/10/05		*		2012/05		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		北野台		35417127		3		354171273		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2013/10/03		*		2013/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		阿田峯		35417129		2		354171292		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1991/03/29		*		1990/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		阿田峯		35417129		3		354171293		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1991/03/29		*		1990/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		阿田峯		35417129		5		354171295		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1991/09/30		*		1991/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		阿田峯		35417129		4		354171294		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1991/09/30		*		1991/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		北葛城		35417130		70-10L		3541713070-10L		変圧器		移動用設備		35417000		吉野電力所		2012/05/31		*		2012/04		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				10000		10000				50		本体付

		北葛城		35417130		732-19L		35417130732-19L		変圧器		移動用設備		35417000		吉野電力所		2006/03/24		*		2006/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				49.1		本体付

		北葛城		35417130		1		354171301		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1990/05/31		FPTLR-D		1990/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		9.9		300000		300000		90000		50		本体付

		北葛城		35417130		2		354171302		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1978/02/22		*		1977/10		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		250		77		22		300000		300000		90000		71.7		別置

		北葛城		35417130		4		354171304		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1974/06/14		*		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		73.2		別置

		北葛城		35417130		1H		354171301H		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2006/03/23		*		2006/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9		0		1500		1500		0		60.1		本体付

		北葛城		35417130		3		354171303		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1974/06/14		*		1973/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		250		77		22		200000		200000		60000		76.4		別置

		高田		35417131		4		354171314		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2010/12/29		HCTLR-D		2010/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		47.6		本体付

		高田		35417131		5		354171315		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2011/01/20		HCTLR-D		2010/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.6		本体付

		高田		35417131		2		354171312		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1991/02/22		*		1990/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高田		35417131		1		354171311		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2009/05/16		*		2008/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		御所		35417133		3		354171333		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1985/05/24		*		1985/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		御所		35417133		2		354171332		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1986/04/19		*		1985/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		畝傍		35417138		3		354171383		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2012/12/17		*		2012/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		畝傍		35417138		2		354171382		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2013/04/08		*		2012/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		畝傍		35417138		1		354171381		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2001/02/15		*		2001/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		池ノ内		35417139		4		354171394		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1982/06/15		*		1982/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		池ノ内		35417139		3		354171393		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2014/03/03		*		2013/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		池ノ内		35417139		1		354171391		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2010/03/29		*		2010/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		池ノ内		35417139		5		354171395		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1986/12/12		*		1971/06		2		配電		予備		屋外		3		遮音囲壁		32.25		6.9		0		6000		6000		0		0		本体付

		市場		35417140		3		354171403		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1975/05/22		STR0DL-CL-2		1975/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		市場		35417140		1		354171401		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1994/01/18		STR0DL-CL-2		1993/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		市場		35417140		2		354171402		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2018/01/22		*		2017/10		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		新庄		35417141		5		354171415		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1971/11/22		NCLVD-FOR		1971/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		58.2		本体付

		新庄		35417141		4		354171414		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1977/03/22		NCLVD-FOR		1976/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		49.2		本体付

		新庄		35417141		3		354171413		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2000/06/09		*		2000/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新庄		35417141		1		354171411		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1980/11/21		NCLVD-FOR-L		1980/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.4		本体付

		新庄		35417141		2		354171412		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1972/11/10		NCLVD-FOR		1972/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49.3		本体付

		越智岡		35417143		1		354171431		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		2005/05/02		*		2005/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		越智岡		35417143		2		354171432		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1984/03/23		*		1983/10		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		栄和町		35417147		3		354171473		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1992/06/05		*		1991/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		栄和町		35417147		2		354171472		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1992/06/05		*		1991/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		天川開閉所		35417191		1H-1		354171911H-1		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1977/04/01		TOSW		1977/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		10		10		0		0		本体付

		天川開閉所		35417191		1H-2		354171911H-2		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1977/04/01		TOSW		1977/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		10		10		0		0		本体付

		天川開閉所		35417191		1H-3		354171911H-3		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1977/04/01		TOSW		1977/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		10		10		0		0		本体付

		天川開閉所		35417191		2H		354171912H		変圧器		変電所（開閉所）		35417000		吉野電力所		1978/04/01		TOSW		1978/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.1		0		10		10		0		0		本体付

		奥吉野発電所		35417900		4AVR		354179004AVR		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1980/02/16		*		1978/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		11		0.6				1200								本体付

		奥吉野発電所		35417900		5AVR		354179005AVR		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/09/29		*		1977/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		11		0.6				1200								本体付

		奥吉野発電所		35417900		6AVR		354179006AVR		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/06/30		*		1974/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		11		0.6				1200								本体付

		奥吉野発電所		35417900		2AVR		354179002AVR		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1980/10/05		*		1978/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		11		0.6				1200								本体付

		奥吉野発電所		35417900		3AVR		354179003AVR		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1981/04/11		*		1979/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		11		0.6				1200								本体付

		奥吉野発電所		35417900		2H		354179002H		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1978/03/03		1320440-MT-4001		1977/07		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		11		6.6		0		6000		6000		0		68		本体付

		奥吉野発電所		35417900		1H		354179001H		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/03/02		1320600-MT-4001		1978/09		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		11		6.6		0		6000		6000		0		68		本体付

		奥吉野発電所		35417900		1AVR		354179001AVR		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1980/06/08		*		1978/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		11		0.6				1200								本体付

		奥吉野発電所		35417900		3H		354179003H		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/01/26		1320600-MT-4111		1977/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.42		0		2300		2300						本体付

		奥吉野発電所		35417900		4H		354179004H		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/01/26		1320440-MT-4111		1977/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.42		0		1500		1500						本体付

		奥吉野発電所		35417900		5H		354179005H		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/01/26		1320440-MT-4101		1977/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.42		0		2300		2300						本体付

		奥吉野発電所		35417900		6H		354179006H		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/01/26		1320440-MT-4101		1977/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.42		0		2300		2300						本体付

		奥吉野発電所		35417900		7H		354179007H		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/01/26		1320440-MT-4201		1977/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.21		0.11		250		250						本体付

		奥吉野発電所		35417900		8H		354179008H		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/01/26		1320440-MT-4201		1977/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.21		0.11		250		250						本体付

		奥吉野発電所		35417900		2		354179002		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1978/03/03		*		1977/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		500		0		680000		680000						別置

		奥吉野発電所		35417900		2S		354179002S		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/06/30		*		1975/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		11		13		0		22500		22500				75		別置

		奥吉野発電所		35417900		2SS		354179002SS		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/06/30		EPTR-QM10A		1977/01		4		起動用		常時		屋外		0		防音なし		11		0.21		0		5		5						本体付

		奥吉野発電所		35417900		1S		354179001S		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/06/30		*		1978/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		11		13		0		22500		22500				75		別置

		奥吉野発電所		35417900		1		354179001		変圧器		水力発電所		35417900		奥吉野発電所		1979/03/02		*		1978/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		500		0		680000		680000						別置

		荒川発電所		36416401		1		364164011		変圧器		水力発電所		36416000		大津電力所		1983/11/29		*		1983/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		33		0		3000		3000		0		65		本体付

		荒川発電所		36416401		2		364164012		変圧器		水力発電所		36416000		大津電力所		2005/05/17		*		2004/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		32.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		栃生発電所		36416402		1		364164021		変圧器		水力発電所		36416000		大津電力所		1982/12/08		*		1982/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		33		0		3000		3000		0		65		本体付

		中村発電所		36416403		1		364164031		変圧器		水力発電所		36416000		大津電力所		1956/06/08		*		1981/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		34.5		0		1500		1500		0		63		本体付

		高島		36416421		7		364164217		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1992/06/03		*		1992/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		0		100000		100000		20000		60		本体付

		高島		36416421		8		364164218		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1986/01/28		3AFLOC-YCC		1985/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		0		100000		100000		20000		60		本体付

		高島		36416421		1		364164211		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1992/02/19		*		1991/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		高島		36416421		2		364164212		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2017/09/26		*		2017/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		安曇		36416422		4		364164224		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2006/05/26		*		2006/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		安曇		36416422		5		364164225		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2000/07/09		*		2000/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		安曇		36416422		2		364164222		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1988/12/15		*		1988/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		安曇		36416422		1		364164221		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1986/12/18		*		1986/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		今津		36416423		2		364164232		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1998/11/25		*		1998/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		今津		36416423		4		364164234		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1987/12/08		*		1987/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		10000		10000		0		45		本体付

		今津		36416423		3		364164233		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2004/05/21		*		2004/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		今津		36416423		5		364164235		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1994/05/13		*		1994/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		45		本体付

		新旭		36416424		2		364164242		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1978/12/07		NCLVD-FOR		1978/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.7		本体付

		新旭		36416424		1		364164241		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1993/03/14		*		1992/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		新旭		36416424		3		364164243		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2017/12/22		*		2017/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.3		0		13700		13700		0		50		本体付

		堅田		36416425		4		364164254		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2006/11/10		*		2006/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		堅田		36416425		5		364164255		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1991/05/21		*		1991/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		堅田		36416425		2		364164252		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1978/05/26		*		1978/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		堅田		36416425		3		364164253		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1992/05/19		*		1992/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		堅田		36416425		1		364164251		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1986/02/28		*		1985/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		比良		36416426		1		364164261		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1981/12/16		NCLVD-FOR		1974/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		比良		36416426		2		364164262		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1974/06/09		SLOCR-3YC		1974/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49.3		本体付

		真野		36416427		3		364164273		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2011/06/02		*		2010/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		真野		36416427		2		364164272		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1997/05/20		*		1996/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.6		本体付

		湖南		36416521		1		364165211		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1967/08/19		SUB-MRF		1967/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		250		77		22		100000		100000		30000		87		本体付

		湖南		36416521		2		364165212		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1967/08/19		FBORSGL		1967/06		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		250		77		22		100000		100000		30000		87		本体付

		湖南		36416521		4		364165214		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1969/10/24		FPTLR-D		1969/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		250		77		22		300000		300000		90000		92		本体付

		湖南		36416521		8		364165218		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2013/06/15		SUB-VRF		2013/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付

		湖南		36416521		6		364165216		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2014/06/14		SUB-VRF		2013/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付

		湖南		36416521		3		364165213		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1993/10/20		SUB-MRM		1987/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		100000		100000		30000		60		本体付

		湖南		36416521		4H		364165214H		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2000/09/08		STN-W		2000/08		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		400		400		0				本体付

		湖南		36416521		3H		364165213H		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2000/11/02		STN-W		2000/09		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		400		400		0		46.1		本体付

		湖南		36416521		2H		364165212H		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2000/10/10		STN-W		2000/09		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		400		400		0		49.3		本体付

		湖南		36416521		5		364165215		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2016/09/30		SUB-VRF		2016/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付

		新草津		36416522		3		364165223		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1999/11/08		*		1999/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新草津		36416522		5		364165225		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1999/05/26		*		1998/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		新草津		36416522		4		364165224		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1999/05/26		*		1998/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		新草津		36416522		2		364165222		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1999/11/06		*		1999/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		草津		36416523		2		364165232		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1988/06/15		*		1988/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		草津		36416523		1		364165231		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1988/05/26		*		1988/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		草津		36416523		3		364165233		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1999/03/25		*		1998/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.7		別置

		守山		36416524		3		364165243		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1991/04/19		STRODLB-CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		守山		36416524		2		364165242		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1975/06/13		STRODLB-CL-2		1975/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		48.9		本体付

		守山		36416524		1		364165241		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1975/05/05		STRODLB-CL-2		1975/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		48.5		本体付

		膳所		36416525		4		364165254		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2005/04/15		*		2004/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		膳所		36416525		2		364165252		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2000/04/26		*		1999/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		30000		30000		0		50		本体付

		膳所		36416525		3		364165253		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1978/11/28		NCLVD-FOR-L		1978/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49		本体付

		膳所		36416525		SIGA70-24L		36416525SIGA70-24L		変圧器		移動用設備		36416000		大津電力所		1998/03/03		FBOUSDL-SCAYT		1998/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		膳所		36416525		1		364165251		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1996/05/14		*		1995/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		膳所		36416525		SIGA70-32L		36416525SIGA70-32L		変圧器		移動用設備		36416000		大津電力所		2009/03/27		*		2008/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		膳所		36416525		5		364165255		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2015/10/09		NCLVD-FOR		2015/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		大津		36416526		5		364165265		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2011/11/20		*		2011/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		大津		36416526		Y2		36416526Y2		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1982/11/22		*		1982/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大津		36416526		Y1		36416526Y1		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1976/04/16		NCLVD-FOR		1976/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		22.5		6.9		25000		10000		15000		49.5		本体付

		大津		36416526		4		364165264		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1995/12/14		*		1995/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		大津		36416526		Y3		36416526Y3		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1974/08/01		NCLVD-FOR		1974/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		22.5		6.9		20000		6000		15000		49.4		本体付

		石山		36416527		3		364165273		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1987/04/23		*		1987/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		石山		36416527		1		364165271		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1987/04/23		*		1987/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		皇子山		36416528		1		364165281		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2008/12/11		*		2008/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		皇子山		36416528		3		364165283		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1972/06/27		NCLVD-F0R		1972/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		22.5		6.9		15000		6000		10000		54.3		本体付

		皇子山		36416528		2		364165282		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1968/07/03		NCLVD-FOR		1968/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.6		本体付

		瀬田		36416529		5		364165295		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2010/06/04		*		2010/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		瀬田		36416529		3		364165293		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2007/11/14		*		2007/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		瀬田		36416529		2		364165292		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1998/03/22		*		1998/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		瀬田		36416529		6		364165296		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2011/10/21		*		2011/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		瀬田		36416529		1		364165291		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2014/12/05		*		2014/05		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		阪本		36416531		2		364165312		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1980/03/19		*		1979/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		阪本		36416531		3		364165313		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1975/09/30		NCLVD-FOR		1975/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		志津		36416532		2		364165322		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2004/06/06		*		2004/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		志津		36416532		3		364165323		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1978/07/04		*		1978/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49		本体付

		志津		36416532		4		364165324		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2010/03/24		*		2009/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		駒井沢		36416534		2		364165342		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1984/03/16		STRODLB-CL-2		1984/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		駒井沢		36416534		1		364165341		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1981/09/30		STRODLB-CL-2		1981/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.7		本体付

		駒井沢		36416534		4		364165344		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1997/03/09		*		1996/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		矢橋		36416535		1		364165351		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1983/06/24		STRODLB-CL-2		1983/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		矢橋		36416535		2		364165352		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1986/11/21		STRODLB-CL-2		1986/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		矢橋		36416535		3		364165353		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2009/05/24		*		2009/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		浜大津		36416536		3		364165363		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1987/06/12		*		1986/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		浜大津		36416536		2		364165362		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1987/06/12		*		1986/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		野路		36416537		2		364165372		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1993/11/26		*		1993/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		野路		36416537		3		364165373		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1992/05/22		*		1992/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		栗東		36416538		4		364165384		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2011/10/23		FPTLR-D		2010/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付

		栗東		36416538		2		364165382		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1994/05/19		SUB-MRT		1993/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		60000		50		本体付

		栗東		36416538		3		364165383		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1994/05/19		FPTLR-D		1993/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		10.1		300000		300000		90000		50		本体付

		栗東		36416538		2HTRB		364165382HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1994/05/19		*		1993/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21				500		500						本体付

		栗東		36416538		3HTRB		364165383HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1994/05/19		*		1993/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21				500		500						本体付

		栗東		36416538		1HTRB		364165381HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1994/05/19		*		1985/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9		0		1000		1000		0				本体付

		葉山東		36416539		3		364165393		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2011/02/21		*		2010/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		葉山東		36416539		2		364165392		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1997/03/31		*		1996/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		葉山東		36416539		1		364165391		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1995/06/23		STRODLE-CL-2		1995/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大鳥居発電所		36416601		1		364166011		変圧器		水力発電所		36416000		大津電力所		1978/11/22		*		1978/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.45		22		0		1000		1000		0		62		本体付

		大戸川発電所		36416602		1		364166021		変圧器		水力発電所		36416000		大津電力所		1984/12/12		*		1984/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		22		0		2000		2000		0		61		本体付

		甲賀		36416621		6		364166216		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1978/03/24		AFLOC-3MNY5CP		1977/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		甲賀		36416621		8		364166218		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1984/06/22		FBTODLB-3BCL-2H		1984/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		90000		70		本体付

		甲賀		36416621		7		364166217		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1977/04/04		AFLOC-3MNY5CP		1976/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		甲賀		36416621		3HTR		364166213HTR		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1977/04/04		SL		1976/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		60		本体付

		甲賀		36416621		5HTR		364166215HTR		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1998/03/25		SOU-YDC		1998/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		400		400		0				本体付

		甲賀		36416621		4HTR		364166214HTR		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1977/04/04		SL		1976/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		750		750		0		60		本体付

		甲賀		36416621		6HTR		364166216HTR		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1998/03/25		SOU-YDC		1998/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21		0		400		400		0				本体付

		甲賀		36416621		2HTR		364166212HTR		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1989/09/01		CR		1989/08		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.6		0		1500		1500		0		63		本体付

		黄瀬		36416622		5		364166225		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1990/05/27		HCTLR-D		1990/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		5000		50		本体付

		黄瀬		36416622		1		364166221		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2013/02/28		*		2012/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		信楽		36416623		2		364166232		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1995/05/24		*		1994/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		信楽		36416623		5		364166235		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1995/04/24		STRODLBE.CL-2C		1988/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		信楽		36416623		3		364166233		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1995/05/24		*		1994/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大砂後		36416624		3		364166243		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2001/03/12		MTL-5125		2000/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		42.8		本体付

		大砂後		36416624		2		364166242		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1988/06/06		*		1988/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大砂後		36416624		5		364166245		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1970/06/17		NCLVD-FOR		1970/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		76		本体付

		大砂後		36416624		4		364166244		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1971/07/10		NCLVD-FOR		1971/06		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		76		本体付

		大砂後		36416624		1		364166241		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2016/12/02		*		2016/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.3		0		18260		18260		0		50		本体付

		水口		36416625		1		364166251		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1997/05/02		*		1996/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		水口		36416625		2		364166252		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1997/05/02		*		1996/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		甲西		36416626		4		364166264		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1982/11/30		*		1982/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		甲西		36416626		1		364166261		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1983/06/02		*		1983/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		甲西		36416626		3		364166263		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1977/05/31		*		1972/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.7		本体付

		甲西		36416626		2		364166262		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1978/07/06		STRODLB-CL-2		1978/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.3		本体付

		甲西		36416626		5		364166265		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1988/03/06		*		1988/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		柏木		36416627		1		364166271		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2008/10/15		*		2008/05		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		80.72		6.9		0		20000		20000		0		60		本体付

		柏木		36416627		6		364166276		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2005/05/21		*		2005/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		56.9		本体付

		柏木		36416627		5		364166275		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2009/11/27		*		2009/08		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		56.5		本体付

		柏木		36416627		2		364166272		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1991/05/08		*		1991/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		柏木		36416627		4		364166274		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2008/06/05		NORSDL-A		2007/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		58.6		本体付

		柏木		36416627		3		364166273		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2016/03/18		*		2015/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		80.72		6.9		0		20000		20000		0		70		本体付

		深川		36416628		2		364166282		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1993/05/26		*		1992/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		深川		36416628		1		364166281		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1993/05/26		*		1992/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		土山町		36416629		4		364166294		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1982/06/30		HCTLR-D		1982/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		土山町		36416629		1		364166291		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2016/06/17		*		2016/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.3		0		9133		9133		0		50		本体付

		土山町		36416629		2		364166292		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2016/10/15		*		2016/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.3		0		9133		9133		0		45		本体付

		大原		36416630		3		364166303		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1979/06/28		*		1978/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49		本体付

		大原		36416630		2		364166302		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2013/05/02		CR-MVH		2013/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		大原		36416630		5		364166305		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2010/05/23		*		1987/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		大原		36416630		4		364166304		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1988/06/03		STRODLB.CL-2C		1988/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		夏見		36416631		1		364166311		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2010/05/28		*		2009/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		夏見		36416631		2		364166312		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1996/05/23		*		1995/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		祇王		36416632		2		364166322		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2011/05/03		*		2010/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		祇王		36416632		1		364166321		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2014/05/30		*		2014/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		祇王		36416632		3		364166323		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2014/10/24		*		2014/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		祇王		36416632		5		364166325		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2017/09/22		*		2017/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		祇王		36416632		6		364166326		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2018/02/23		*		2017/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		近江河西		36416633		1		364166331		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		1993/04/04		*		1992/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		近江河西		36416633		3		364166333		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2015/10/23		*		2015/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		76		別置

		近江河西		36416633		2		364166332		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2016/06/29		*		2016/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.1		別置

		中主		36416634		3		364166343		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2012/05/24		*		2012/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		中主		36416634		2		364166342		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2001/05/22		*		2000/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		木浜		36416635		3		364166353		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2001/12/06		*		2001/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		木浜		36416635		4		364166354		変圧器		変電所（開閉所）		36416000		大津電力所		2009/01/30		*		2008/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		45		本体付

		犬上発電所		36417101		1		364171011		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		2017/02/20		ADB3683AN		2016/10		1		送電		常時		屋外						3.3		6.6		0		1500		1500		0		74		本体付

		草野川発電所		36417102		2		364171022		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		2009/05/26		*		2008/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		6000		6000		0		45		本体付

		草野川発電所		36417102		1		364171021		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		1977/12/02		*		1977/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		22		0		3000		3000		0		65		本体付

		伊吹発電所		36417103		1		364171031		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		2002/03/22		*		2001/11		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		22		0		7000		7000		0		69		本体付

		伊吹発電所		36417103		2		364171032		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		2002/01/10		*		2001/09		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		21.5		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		高時川発電所		36417105		1		364171051		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		1980/11/27		*		1980/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		22		0		1300		1300		0		63		本体付

		高時川発電所		36417105		2		364171052		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		1998/05/28		*		1998/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		6000		6000		0		60		本体付

		正法寺		36417121		4		364171214		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2011/03/25		*		2010/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		正法寺		36417121		2		364171212		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1983/04/25		*		1983/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		正法寺		36417121		1		364171211		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1985/12/17		*		1985/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		正法寺		36417121		5		364171215		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2017/02/24		*		2016/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		彦根		36417122		1		364171221		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1977/06/21		NCLVD-FOR		1977/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		彦根		36417122		2		364171222		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1974/05/16		NCLVD-FOR		1974/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		別置

		彦根		36417122		3		364171223		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1974/05/20		NCLVD-FOR		1974/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		別置

		米原		36417123		3		364171233		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1991/05/27		*		1990/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		米原		36417123		2		364171232		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1991/05/27		*		1990/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		豊郷		36417124		2		364171242		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1993/12/30		*		1993/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		豊郷		36417124		4		364171244		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2012/03/18		*		2011/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		豊郷		36417124		1		364171241		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1984/04/23		*		1984/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		豊郷		36417124		5		364171245		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1974/09/20		*		1974/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		57.9		本体付

		豊郷		36417124		3		364171243		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2007/12/08		*		2007/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		新長浜		36417125		2		364171252		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1979/04/01		STRODLB-CL-2		1979/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新長浜		36417125		1		364171251		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2007/10/19		*		2007/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新長浜		36417125		4		364171254		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2016/05/27		*		2016/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		新長浜		36417125		72-6L		3641712572-6L		変圧器		移動用設備		36417000		彦根電力所		2005/10/26		FOCLV-FOR		1973/06		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		76.5		6.9		0		10000		6000		0		55		本体付

		新長浜		36417125		5		364171255		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2004/03/19		*		2002/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		新長浜		36417125		3		364171253		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1985/04/24		*		1984/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		長浜		36417126		2		364171262		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1994/06/07		*		1993/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		長浜		36417126		3		364171263		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1994/06/07		*		1993/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		小沢		36417127		1		364171271		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2005/02/01		FBOUSDL-SAYT		2005/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		小沢		36417127		3		364171273		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2016/02/05		FBOUSDL-SAYT		2005/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		坂田		36417128		3		364171283		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2003/11/05		*		2003/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		坂田		36417128		1		364171281		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1992/05/31		*		1992/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		坂田		36417128		4		364171284		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1987/12/06		*		1987/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		坂田		36417128		5		364171285		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2009/05/11		*		2000/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		坂田		36417128		2		364171282		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1979/12/18		*		1979/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		高月町		36417129		4		364171294		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1996/09/25		*		1996/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		本体付

		高月町		36417129		2		364171292		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1987/11/20		STRODLB.CL-2		1987/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高月町		36417129		5		364171295		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2015/10/01		*		2015/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		高月町		36417129		1		364171291		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2003/11/14		*		2002/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		虎姫		36417130		2		364171302		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2007/06/22		*		2007/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		虎姫		36417130		1		364171301		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2009/04/24		*		2008/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		塩津		36417131		4		364171314		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2006/04/18		*		2005/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		塩津		36417131		1		364171311		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1982/11/26		*		1972/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		55		本体付

		河瀬		36417132		2		364171322		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1981/03/17		NCLVD-FOR-L		1981/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		河瀬		36417132		1		364171321		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1973/06/24		*		1973/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		55		本体付

		芹川		36417133		5		364171335		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1990/01/18		*		1989/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		芹川		36417133		3		364171333		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1986/04/21		*		1986/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		芹川		36417133		4		364171334		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1998/04/01		STRODL/CL-2C		1997/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		0		30000		30000		0		76		別置

		芹川		36417133		2		364171332		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1982/06/30		*		1982/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		22.5		6.9		25000		10000		15000		75		別置

		浅井		36417134		1		364171341		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2011/06/17		*		2011/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		浅井		36417134		4		364171344		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2009/04/12		*		2008/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		浅井		36417134		5		364171345		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2008/12/14		*		2008/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		浅井		36417134		2		364171342		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2017/06/30		*		2017/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.3		0		13700		13700		0		50		本体付

		湖東		36417135		2H		364171352H		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1971/10/01		NOKGX		1971/08		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21				500		500				58		本体付

		湖東		36417135		1H		364171351H		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1971/10/01		NORGXY		1971/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9				1500		1500				63		本体付

		湖東		36417135		7		364171357		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1993/11/19		FBOUSDL-M		1993/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		200000		200000		10000		60		本体付

		湖東		36417135		6		364171356		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1993/11/19		*		1993/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		200000		200000		200000		60		本体付

		湖東		36417135		3H		364171353H		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1972/04/13		NOKGX		1971/08		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21				500		500				58		本体付

		湖東		36417135		4H		364171354H		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1974/05/09		NOKGX		1974/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.21				500		500				58		本体付

		湖東		36417135		1		364171351		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1971/10/01		AFLOC-3MNYCP		1971/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		100000		100000		30000		70		本体付

		湖東		36417135		2		364171352		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1971/10/01		AFLOC-3MNYCP		1971/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		100000		100000		30000		70		本体付

		湖東		36417135		3		364171353		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1972/04/13		FBORSDL		1972/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		70		本体付

		湖東		36417135		5		364171355		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1974/05/09		FBORSDL		1973/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		湖東		36417135		4		364171354		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1971/10/01		FBORSDL		1971/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		70		本体付

		高宮		36417136		3		364171363		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2011/11/04		*		2011/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高宮		36417136		2		364171362		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2000/06/02		*		1999/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		黄和田発電所		36417301		1		364173011		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		2014/06/04		*		2014/02		9		その他		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		21.5		0		4000		4000		0		45		本体付

		神崎川発電所		36417302		1		364173021		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		1980/11/25		*		1980/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		22		0		1300		1300		0		63		本体付

		永源寺発電所		36417303		1		364173031		変圧器		水力発電所		36417000		彦根電力所		1986/12/24		NORSD-A		1986/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		22		0		5500		5500		0		68		本体付

		新八幡		36417321		11		3641732111		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2010/05/30		*		2010/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		250000		250000		75000		50		本体付

		新八幡		36417321		4		364173214		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2009/05/01		*		2009/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		新八幡		36417321		9		364173219		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2008/06/06		*		2008/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		147		77		22		250000		250000		75000		50		本体付

		新八幡		36417321		2		364173212		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2006/05/19		NORSDL-A		2006/04		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新八幡		36417321		3		364173213		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1984/03/23		*		1984/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新八幡		36417321		5		364173215		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2005/03/25		CR-FVT		2005/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		30000		30000		6000		50		本体付

		新八幡		36417321		732-10L		36417321732-10L		変圧器		移動用設備		36417000		彦根電力所		1900/01/01		*		1998/04		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		10000		10000		50		本体付

		新八幡		36417321		70-19L-32		3641732170-19L-32		変圧器		移動用設備		36417000		彦根電力所		1900/01/01		*		1997/07		1		送電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		22		20000		0		0		50		本体付

		八幡		36417322		1		364173221		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1990/04/27		*		1989/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		八幡		36417322		2		364173222		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1990/03/09		*		1989/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		安土		36417323		1		364173231		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1997/05/15		*		1997/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		安土		36417323		2		364173232		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2001/11/21		*		2001/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		21.5		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		竜王		36417324		3		364173243		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1993/12/18		*		1993/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		竜王		36417324		1		364173241		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2014/12/19		TSOL-CRP		2014/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		竜王		36417324		2		364173242		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2008/03/27		*		2007/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		勝堂		36417325		2		364173252		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2008/05/30		*		2008/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		勝堂		36417325		4		364173254		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2007/08/15		*		2007/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		勝堂		36417325		5		364173255		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2008/02/22		*		2007/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		勝堂		36417325		1		364173251		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2004/05/20		CR-FVT		2004/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		勝堂		36417325		3		364173253		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1991/06/02		*		1991/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		五個荘		36417326		3		364173263		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2009/06/19		TSOL-CRP		2009/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		五個荘		36417326		2		364173262		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2015/01/30		*		2014/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		能登川		36417327		5		364173275		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2008/06/13		*		2008/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		45		本体付

		能登川		36417327		1		364173271		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1994/12/15		*		1994/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		能登川		36417327		2		364173272		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1985/06/04		NORSDL-ME		1985/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		東八日市		36417328		4		364173284		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1972/06/29		NCLVD-FOR		1971/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		70		本体付

		東八日市		36417328		2		364173282		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2015/12/11		*		2015/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		80.72		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		東八日市		36417328		1		364173281		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2001/11/08		*		2001/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		東八日市		36417328		5		364173285		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1971/02/15		NCLVD-FOR		1970/04		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		70		本体付

		東八日市		36417328		3		364173283		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1980/03/12		NORSDL-M		1980/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		八日市		36417329		3		364173293		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1993/06/03		*		1993/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		八日市		36417329		2		364173292		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1993/06/03		*		1993/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		日野		36417330		3		364173303		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2000/04/28		*		1999/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		日野		36417330		2		364173302		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2000/04/28		*		1999/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		桜谷		36417331		1		364173311		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		2013/11/08		*		2013/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		桜谷		36417331		2		364173312		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1989/11/28		STRODLB/CL-2		1989/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		桜谷		36417331		4		364173314		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1979/06/14		HCTLR-D		1979/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000		60		本体付

		桜谷		36417331		5		364173315		変圧器		変電所（開閉所）		36417000		彦根電力所		1986/05/02		*		1986/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		10000		50		本体付

		和歌山		37416121		5		374161215		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1982/08/12		*		1982/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		和歌山		37416121		4		374161214		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1982/11/26		*		1982/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		和歌山		37416121		2		374161212		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2009/02/24		*		2008/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		和歌山		37416121		3		374161213		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2004/04/19		*		2002/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		和歌山		37416121		2HB		374161212HB		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/06/26		ONAN		1990/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.44		0.21		500		250		250		58		本体付

		和歌山		37416121		1		374161211		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/07/01		CR-MRM		1991/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		和歌山		37416121		1HA		374161211HA		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/06/26		ONAN		1990/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.44		0.21		500		250		250		58		本体付

		布施屋		37416122		1		374161221		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2000/11/21		C415		2000/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		布施屋		37416122		2		374161222		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1998/02/25		MTL-5101		1997/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		44.6		本体付

		布施屋		37416122		3		374161223		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2009/11/09		*		2009/07		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		宮		37416123		3		374161233		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2011/06/30		*		2011/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45.6		本体付

		宮		37416123		2		374161232		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2012/06/28		*		2012/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.5		本体付

		城北橋		37416125		92		3741612592		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1971/06/18		CR-MRD		1971/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		本体付

		城北橋		37416125		4		374161254		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1979/06/12		NCLVD-FOR		1979/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		15000		15000		0		72		本体付

		城北橋		37416125		5		374161255		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1973/06/12		NCLVD-FOR		1973/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		15000		15000		0		72		本体付

		城北橋		37416125		1		374161251		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2017/04/21		*		2017/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		城北橋		37416125		2		374161252		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2018/01/12		*		2017/10		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		手平		37416126		3		374161263		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2010/11/12		HCTLR-D		2010/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		手平		37416126		32-6L		3741612632-6L		変圧器		移動用設備		37416000		和歌山電力所		2014/03/28		*		2014/01		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		33.22		6.9		0		6000		6000		0		50		別置

		手平		37416126		732-21L		37416126732-21L		変圧器		移動用設備		37416000		和歌山電力所		2006/03/28		FBOUSDL-SAYT		2006/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		別置

		手平		37416126		732-11L		37416126732-11L		変圧器		移動用設備		37416000		和歌山電力所		1998/11/25		*		1998/09		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		別置

		手平		37416126		2		374161262		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2015/03/20		*		2014/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		手平		37416126		1		374161261		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2007/11/02		*		2007/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		湊		37416127		2		374161272		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1977/04/01		STRODL-CL-2		1976/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		湊		37416127		1		374161271		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1980/12/03		STRODL-CL-2		1980/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		水軒		37416128		1		374161281		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1971/04/27		NCLVD-FOR		1971/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		水軒		37416128		3		374161283		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1972/06/01		STRODLB-CL-2		1972/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付

		水軒		37416128		2		374161282		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1972/06/01		STRODLB-CL-2		1972/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付

		堀止		37416129		1		374161291		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1993/05/14		*		1993/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		堀止		37416129		3		374161293		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2009/03/26		NIRSDL-S		2008/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		59.3		別置

		貝柄町		37416130		3		374161303		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/06/14		*		1991/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		貝柄町		37416130		1		374161301		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/12/02		*		1991/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		貝柄町		37416130		2		374161302		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1978/03/25		AE20761T1		1978/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		有功		37416131		2		374161312		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2012/06/14		*		2012/02		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		59.2		別置

		有功		37416131		1		374161311		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2012/12/25		*		2012/08		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		56.4		別置

		有功		37416131		3		374161313		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2013/06/28		*		2013/01		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		56		別置

		松江		37416132		1		374161321		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2008/05/27		ONAN		2007/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70		本体付

		松江		37416132		2		374161322		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2009/05/23		ONAN		2008/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		70		本体付

		北島		37416133		4		374161334		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1987/03/12		*		1987/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		60		本体付

		北島		37416133		70-36L		3741613370-36L		変圧器		移動用設備		37416000		和歌山電力所		2009/10/27		*		2009/05		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		77		6.9				10000		10000				50		別置

		北島		37416133		6		374161336		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1994/06/03		*		1994/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		本体付

		北島		37416133		3		374161333		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2007/05/30		HCTLR-D		2007/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北島		37416133		2		374161332		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1995/04/20		*		1994/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北島		37416133		5		374161335		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1978/11/24		NCLVD-FOR		1978/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		60		本体付

		谷		37416134		1		374161341		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2013/11/01		ONAN		2013/07		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64.7		別置

		谷		37416134		3		374161343		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2017/03/15		*		2016/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		神前		37416135		1		374161351		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1976/06/23		NCLVD-FOR		1974/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		15000		15000		0		72		本体付

		神前		37416135		2		374161352		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1980/05/29		NCLVD-FOR-L		1980/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		紀三井寺		37416136		2		374161362		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1982/09/24		STR0DL-CHC		1975/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		64		別置

		紀三井寺		37416136		1		374161361		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1992/06/05		STR0DL-CL-2		1992/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		64		別置

		紀三井寺		37416136		3		374161363		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1988/02/23		STRODL-CL-2		1988/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		塩屋		37416140		4		374161404		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1992/04/15		NORSDL-MEA		1991/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		塩屋		37416140		2		374161402		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2009/06/09		*		2009/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		塩屋		37416140		5		374161405		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1995/12/12		*		1995/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		塩屋		37416140		3		374161403		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2016/06/22		*		2016/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		加太		37416142		2		374161422		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1986/10/19		*		1986/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		加太		37416142		1		374161421		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1984/07/30		*		1983/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		美園		37416143		4		374161434		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1988/06/24		x		1988/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		15000		15000		0		72		別置

		美園		37416143		2		374161432		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1988/06/24		x		1988/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		美園		37416143		1		374161431		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1988/06/24		x		1988/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		岡崎		37416144		2		374161442		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1996/05/24		STRODLE-CL-2		1996/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		梅原		37416145		2		374161452		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1999/06/17		*		1999/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		梅原		37416145		1		374161451		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2017/06/30		*		2017/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付

		海南港		37416146		2H		374161462H		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1985/03/06		*		1984/01		5		所内		常時		屋内		2		防音建屋		6.9		0.21		0		400		400		0		57		本体付

		海南港		37416146		3H		374161463H		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1969/04/27		*		1968/01		5		所内		常時		屋内		2		防音建屋		6.9		0.21		0		400		400		0		57		本体付

		海南港		37416146		5H		374161465H		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1999/03/25		*		1999/02		5		所内		予備		屋内		2		防音建屋		0.44		0.22		0		50		50		0		66		本体付

		海南港		37416146		1H		374161461H		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1969/04/27		*		1968/01		5		所内		常時		屋内		2		防音建屋		6.9		0.21		0		400		400		0		57		本体付

		海南港		37416146		9		374161469		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1969/09/28		AFLOC-3MNYCP		1969/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		70		本体付

		海南港		37416146		8		374161468		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1970/05/21		AFLOC-3MNYCP		1970/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		200000		200000		60000		70		本体付

		海南港		37416146		7		374161467		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1974/05/24		AFLOC-3MNYCP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		箕島		37416147		2		374161472		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/04/16		A5D0780-5		1990/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		箕島		37416147		1		374161471		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1978/07/01		ONAN		1978/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付

		箕島		37416147		4		374161474		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/02/03		SLOCR-3YC		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		箕島		37416147		3		374161473		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2017/11/29		*		2017/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		50		本体付

		有田		37416148		2		374161482		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2009/11/19		*		2009/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		有田		37416148		4		374161484		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2010/02/05		*		2009/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		有田		37416148		3		374161483		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2000/04/21		MTL-5125		2000/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		46.5		本体付

		下津		37416149		2		374161492		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1993/12/09		*		1992/08		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		下津		37416149		1		374161491		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1993/06/10		*		1993/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		下津		37416149		3		374161493		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2008/12/19		*		2008/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		別置

		広		37416150		3		374161503		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1974/04/25		NCLVD-FOR		1973/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		広		37416150		2		374161502		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1974/03/22		NCLVD-FOR		1973/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		湯浅		37416151		3		374161513		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1981/06/18		*		1981/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		湯浅		37416151		2		374161512		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1984/02/21		*		1982/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		湯浅		37416151		1		374161511		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1995/03/24		*		1995/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		金屋		37416152		1		374161521		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1987/03/18		*		1986/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		金屋		37416152		2		374161522		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2010/11/30		*		1981/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		野上		37416153		1		374161531		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2011/10/28		*		2011/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		野上		37416153		2		374161532		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2011/11/25		*		2011/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		海南		37416154		3		374161543		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1977/06/15		NCLVD-FOR-L		1976/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		海南		37416154		5		374161545		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1979/11/12		NCLVD-FOR		1978/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		76		本体付

		海南		37416154		4		374161544		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2006/11/10		*		2003/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		60		本体付

		海南		37416154		2		374161542		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2007/03/02		*		2006/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		幡川		37416155		1		374161551		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2014/12/03		*		2014/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		幡川		37416155		2		374161552		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1986/03/19		*		1985/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		阪井		37416156		5		374161565		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2015/03/06		*		2014/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		60		本体付

		阪井		37416156		2		374161562		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1997/05/30		*		1996/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高野口		37416421		5		374164215		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2013/03/22		*		2013/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		高野口		37416421		2		374164212		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1990/12/21		*		1990/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		高野口		37416421		1H		374164211H		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1966/06/01		SL		1981/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		33		0.21		0		150		135		0		56		本体付

		高野口		37416421		4		374164214		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1987/02/20		*		1986/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		高野口		37416421		3		374164213		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/06/11		*		1991/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		高野口		37416421		1		374164211		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1974/06/16		NCLVD-FOR		1973/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		橋本		37416422		2		374164222		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2010/06/10		*		2009/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		48.8		本体付

		橋本		37416422		1		374164221		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2000/05/16		*		2000/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		笠田		37416423		5		374164235		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1992/08/02		*		1992/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		笠田		37416423		3		374164233		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1978/06/16		NCLVD-FOR		1978/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		高野山		37416424		2		374164242		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1971/09/03		NCLVD-FOR		1971/04		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		32.8		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		高野山		37416424		1		374164241		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1978/06/26		NCLVD-FOR		1978/06		2		配電		常時		屋内		1		本体低騒音		32.8		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		新粉河		37416425		1		374164251		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2014/03/28		*		2014/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		新粉河		37416425		5		374164255		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2006/06/04		*		1987/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		新粉河		37416425		4		374164254		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1973/07/17		NCLVD-FOR		1973/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		49.6		本体付

		新粉河		37416425		2		374164252		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1979/03/27		SLOCR-3YC		1970/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		粉河		37416426		2		374164262		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2011/11/02		*		2011/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		粉河		37416426		1		374164261		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2012/02/13		*		2011/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		貴志川		37416427		3		374164273		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2005/11/27		*		2005/09		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		貴志川		37416427		1		374164271		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2008/12/11		*		2008/10		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		貴志川		37416427		2		374164272		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2009/12/04		*		2009/05		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		岩出		37416428		1		374164281		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2013/11/01		*		2013/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		岩出		37416428		2		374164282		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2014/02/07		NCLVD-FOR		2013/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		妙寺		37416429		1		374164291		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1986/11/14		*		1986/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		妙寺		37416429		2		374164292		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2007/01/21		****		2006/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		紀見		37416430		2		374164302		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1986/03/03		A5D0164-5		1985/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		紀見		37416430		3		374164303		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1992/12/18		*		1992/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		紀見		37416430		4		374164304		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1992/09/02		A5D1027A5		1992/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		10000		10000		0		45		別置

		紀見		37416430		5		374164305		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1992/12/18		A5D1028A5		1992/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		10000		10000		0		45		別置

		打田		37416431		1		374164311		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/12/10		*		1991/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		打田		37416431		2		374164312		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1991/12/10		*		1991/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		打田		37416431		3		374164313		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1995/01/25		*		1994/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		桃山		37416432		70-22L-32		3741643270-22L-32		変圧器		移動用設備		37416000		和歌山電力所		9999/01/01		*		2005/02		1		送電		移動用		屋外		0		防音なし		73.5		33		9999		20000		9999		9999		50		本体付

		桃山		37416432		2		374164322		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1993/02/25		*		1992/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		桃山		37416432		3		374164323		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1993/02/25		*		1992/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		桃山		37416432		1		374164321		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2002/05/13		MTL-5152		2002/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		桃山		37416432		5		374164325		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		1986/10/20		NORSDL-MA		1986/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		上岩出		37416434		1		374164341		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2012/02/22		*		2010/11		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		上岩出		37416434		2		374164342		変圧器		変電所（開閉所）		37416000		和歌山電力所		2001/05/24		*		2001/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		紀の川		37416929		2-C		374169292-C		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		1974/06/08		AFLOC-AMNY4CP		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		0		100000		68		本体付

		紀の川		37416929		2-B		374169292-B		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		1974/06/08		AFLOC-AMNY4CP		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		0		100000		68		本体付

		紀の川		37416929		4-B		374169294-B		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		2002/10/30		SUB-MRT		1995/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		0		100000		55.7		本体付

		紀の川		37416929		1H		374169291H		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		2009/03/17		*		2008/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		3000		3000		0		65		本体付

		紀の川		37416929		4-A		374169294-A		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		2002/10/30		SUB-MRT		1995/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		0		100000		55.5		本体付

		紀の川		37416929		2H		374169292H		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		2009/02/18		*		2008/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		3000		3000		0		65		本体付

		紀の川		37416929		1-C		374169291-C		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		1974/06/08		AFLOC-AMNY4CP		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		0		100000		68		本体付

		紀の川		37416929		1-A		374169291-A		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		1974/06/08		AFLOC-AMNY4CP		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		0		100000		68		本体付

		紀の川		37416929		2-A		374169292-A		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		1974/06/08		AFLOC-AMNY4CP		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		0		100000		68		本体付

		紀の川		37416929		1-B		374169291-B		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		1974/06/08		AFLOC-AMNY4CP		1973/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		0		100000		68		本体付

		紀の川		37416929		4-C		374169294-C		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		2009/06/04		SUB-MRT		2009/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		0		100000		55.3		本体付

		紀の川		37416929		7		374169297		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		1984/05/25		FOCLVD-FOR		1983/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		11		300000		300000		90000		57.3		本体付

		紀の川		37416929		8		374169298		変圧器		変電所（開閉所）		37416929		紀の川変電所		1980/04/18		AFLOC-3MNY5CP		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		59.9		本体付

		紀北変換所		37416981		11		3741698111		変圧器		変電所（開閉所）		37416981		紀北変換所		2000/06/22		SUB-MRT		1997/10		7		交直変換（用）		常時		屋外		1		本体低騒音		500		71		0		450000		450000		0		65		本体付

		紀北変換所		37416981		1		374169811		変圧器		変電所（開閉所）		37416981		紀北変換所		2000/06/22		SUB-MRT		1998/01		7		交直変換（用）		常時		屋外		1		本体低騒音		500		110		110		872000		436000		436000		70		本体付

		紀北変換所		37416981		2N		374169812N		変圧器		監視用電源装置（帰線）		37416981		紀北変換所		2000/06/22		SOV-CC		1998/03		3		絶縁		常時		屋外		0		防音なし		0.36		0.72		0		15		15		0		70		本体付

		紀北変換所		37416981		2		374169812		変圧器		変電所（開閉所）		37416981		紀北変換所		2000/06/22		3AFLOC-MNY4CP		1998/01		7		交直変換（用）		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		110		110		872000		436000		436000		70		本体付

		紀北変換所		37416981		12		3741698112		変圧器		変電所（開閉所）		37416981		紀北変換所		2000/06/22		3AFLOC-NYCCP		1998/01		7		交直変換（用）		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		71		0		450000		450000		0		65		本体付

		紀北変換所		37416981		1N		374169811N		変圧器		監視用電源装置（帰線）		37416981		紀北変換所		2000/06/22		SOV-CC		1998/03		3		絶縁		常時		屋外		0		防音なし		0.36		0.72		0		15		15		0		70		本体付

		殿山発電所		37417102		2		374171022		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		2008/10/27		*		2008/03		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		殿山発電所		37417102		1		374171021		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1990/02/11		A5D0667-5		1990/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		11		33		0		17000		17000		0		50		本体付

		殿山発電所		37417102		3		374171023		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1997/11/14		A5D0064-5		1981/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		岩倉発電所		37417103		1		374171031		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1999/01/01		*		1999/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		33		0		6700		6700		0		69		本体付

		岩倉発電所		37417103		2		374171032		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1999/01/01		*		1999/01		1		送電		常時		屋外						6.6		33		0		6700		6700		0		69		本体付

		美山発電所		37417104		1		374171041		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1988/04/15		*		1987/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		33		0		12000		12000		0				本体付

		佐田発電所		37417105		1		374171051		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1996/03/01		*		1996/02		1		送電		常時		屋外						6.6		33		0		4000		4000		0				本体付

		佐田発電所		37417105		2		374171052		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		2018/01/26		*		2017/01		1		送電		常時		屋外						6.6		34.5		0		4000		4000		0				本体付

		三田発電所		37417106		2		374171062		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1984/12/16		STRODL-CL-2C		1984/11		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		32.25		6.9		0		6000		6000		0		68		本体付

		田辺		37417121		732-8L		37417121732-8L		変圧器		移動用設備		37417000		田辺電力所		1998/03/24		*		1998/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9				20000		20000				50		別置

		田辺		37417121		1		374171211		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1980/04/03		NCLVD-FOR-L		1979/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		田辺		37417121		3		374171213		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1994/03/11		*		1994/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		田辺		37417121		2		374171212		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1980/06/19		NCLVD-FOR-L		1979/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新田辺		37417122		1		374171221		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1988/12/21		*		1988/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新田辺		37417122		4		374171224		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1972/07/07		STRODL-CL-2C		1970/03		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		10		30000		30000		9000		72		本体付

		新田辺		37417122		2		374171222		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1979/02/27		SLOCR-3YC		1979/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新田辺		37417122		5		374171225		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1970/05/29		STRONL-CL-2R		1968/04		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		10		30000		30000		9000		76		本体付

		南部		37417123		3		374171233		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1987/11/20		*		1987/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		南部		37417123		2		374171232		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2006/02/24		*		2005/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		45		本体付

		芳養		37417124		3		374171243		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2012/11/13		***		2012/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		芳養		37417124		2		374171242		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2005/12/20		*		2005/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		湯崎		37417125		2		374171252		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2013/11/29		*		2013/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		湯崎		37417125		3		374171253		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1998/04/23		*		1998/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		周参見		37417126		2		374171262		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2011/10/31		*		2011/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		周参見		37417126		1		374171261		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2011/12/22		*		2011/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		周参見		37417126		1TSC		374171261TSC		変圧器		無効電力補償装置		37417000		田辺電力所		1992/11/27		TMO-UCA		1992/06		9		その他		常時		屋外		1		本体低騒音		33		0.38				5000		5000				50		本体付

		白浜		37417127		1		374171271		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1985/04/18		*		1984/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		白浜		37417127		2		374171272		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1985/03/25		*		1984/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		滝内		37417128		5		374171285		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2007/10/12		*		2007/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		滝内		37417128		2		374171282		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1995/06/08		STRODLE CL-2		1995/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		（廃）高津尾制御所		37417300		2		374173002		変圧器		自所設備		37417000		田辺電力所				AN		1900/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.6		0.21		0		200						0		本体付

		甲斐川発電所		37417302		1		374173021		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1982/02/16		NORSD		1982/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		33		0		1500		1500		0		63		本体付

		甲斐川発電所		37417302		2		374173022		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1982/02/16		NORSDL		1982/02		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		32.25		6.9		0		3000		3000		0		56		本体付

		柳瀬発電所		37417303		1		374173031		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1979/02/28		*		1979/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		33		0		3000		3000		0		0		本体付

		越方発電所		37417304		1		374173041		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1992/02/02		*		1992/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		33		0		6000		6000		0		50		本体付

		新高津尾発電所		37417305		1		374173051		変圧器		水力発電所		37417000		田辺電力所		1999/05/06		***		1998/11		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		6.6		77		0		16100		16100		0		73		本体付

		島		37417321		2		374173212		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1993/08/13		*		1993/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		島		37417321		3		374173213		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2001/04/10		STRODLE.CL-2		2001/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		島		37417321		1		374173211		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1993/08/13		*		1993/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		由良		37417322		2		374173222		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2010/11/19		*		2010/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		由良		37417322		1		374173221		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2010/05/25		*		2009/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		内原		37417323		2		374173232		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2010/05/27		*		2010/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		内原		37417323		5		374173235		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2009/10/30		*		2009/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		49.1		本体付

		内原		37417323		4		374173234		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2016/01/22		*		2015/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		内原		37417323		3		374173233		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2016/09/20		*		2016/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		印南町		37417324		2		374173242		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1989/02/15		*		1988/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		印南町		37417324		3		374173243		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1982/07/15		NCLVD-FOR		1972/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		55		本体付

		高津尾		37417325		1		374173251		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1999/03/15		*		1998/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		高津尾		37417325		2		374173252		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		2012/06/26		STRODL.CL-2C		1995/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		高津尾		37417325		4		374173254		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1968/09/16		NCLVD-FOR		1968/04		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		6.9		20000		20000		0		72		本体付

		御坊		37417921		4		374179214		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1984/03/03		*		1983/01		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		77		0		300000		300000		300000		46		本体付

		御坊		37417921		5		374179215		変圧器		変電所（開閉所）		37417000		田辺電力所		1988/10/20		FPTLR-D		1988/01		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		500		77		0		300000		300000		300000		54		本体付

		滝本発電所		37418112		1		374181121		変圧器		水力発電所		37418000		新宮電力所		2007/03/08		*		2007/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		3.3		6.6				300						55		本体付

		新宮		37418121		1H		374181211H		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1900/01/01		SL		1974/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21				200		200						本体付

		新宮		37418121		4		374181214		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1983/06/14		9999		1983/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		11		150000		150000		30000		53.9		本体付

		新宮		37418121		7H		374181217H		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1997/07/15		9999		1997/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		33		0.44		0.21		500		350		150				本体付

		新宮		37418121		9H		374181219H		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1997/06/17		9999		1997/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		33		0.44		0.21		500		350		150				本体付

		新宮		37418121		2H		374181212H		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1900/01/01		SL		1974/06		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21				200		200						本体付

		新宮		37418121		3H		374181213H		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1900/01/01		9999		1981/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0.11		200		200						本体付

		新宮		37418121		1		374181211		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1988/06/15		9999		1988/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新宮		37418121		5		374181215		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1974/07/03		FBORSDL		1974/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		60000		60000		18000		60		本体付

		新宮		37418121		2		374181212		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1994/03/25		9999		1993/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		新宮		37418121		1SVC		374181211SVC		変圧器		無効電力補償装置		37418000		新宮電力所		2003/05/09		TMO-ULYK		2002/10		9		その他		常時		屋外		1		本体低騒音		77		0.75		0		20000		20000		0		55		本体付

		新宮		37418121		6		374181216		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1974/07/03		FBORSDL		1974/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		147		77		22		60000		60000		18000		60		本体付

		新宮		37418121		7		374181217		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1967/01/10		FOCLV-FOR		1966/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		140		33		11		30000		30000		10000				本体付

		新宮		37418121		9		374181219		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1963/12/03		RTDO283931/140		1963/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		140		33		6.74		30000		30000		10000		80		本体付

		新宮		37418121		8		374181218		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1961/08/18		RTDO284632/140		1961/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		140		33		6.76		30000		30000		10000		80		本体付

		宮井		37418122		1		374181221		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		2012/10/12		*		2010/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		宮井		37418122		2		374181222		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		2012/07/06		*		2012/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		木本		37418123		2		374181232		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1987/01/31		TOT-VF		1986/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		木本		37418123		3		374181233		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1987/01/28		*		1986/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		阿田和		37418124		2		374181242		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1987/12/11		9999		1987/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9				6000		6000				46		本体付

		阿田和		37418124		1		374181241		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1986/03/20		9999		1986/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9				6000		6000				45		本体付

		勝浦		37418125		4		374181254		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1974/07/03		NORSDL		1974/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		5.86		30000		30000		10000		60		本体付

		勝浦		37418125		2		374181252		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1974/07/04		NORSDL		1974/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		55		本体付

		勝浦		37418125		5		374181255		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1994/03/18		NORSDL-MA		1994/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		5.75		30000		30000		10000		50		本体付

		勝浦		37418125		1		374181251		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1974/07/04		NORSDL		1974/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		55		本体付

		太地		37418126		2		374181262		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1987/03/10		*		1986/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		太地		37418126		1		374181261		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		2006/11/22		*		2006/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		成川		37418127		2		374181272		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1977/03/27		NCLVD-FOR		1976/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		6.9		6000		6000		2000		49.2		本体付

		成川		37418127		1		374181271		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1976/07/05		NCLVD-FOR		1976/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		6.9		6000		6000		2000		49.8		本体付

		串本		37418128		4		374181284		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1994/06/10		*		1994/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		串本		37418128		2		374181282		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1994/06/10		*		1994/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		串本		37418128		5		374181285		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1994/06/01		*		1994/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		串本		37418128		3		374181283		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1994/06/01		*		1994/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西向		37418129		1		374181291		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1987/06/18		*		1987/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		西向		37418129		4		374181294		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1977/07/06		*		1977/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		48.6		本体付

		西向		37418129		2		374181292		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		1988/02/29		*		1987/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		三輪崎		37418130		2		374181302		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		2015/06/12		*		2015/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		三輪崎		37418130		3		374181303		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		2007/11/15		*		2007/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		久生屋		37418131		2		374181312		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		2010/05/13		*		2010/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		久生屋		37418131		3		374181313		変圧器		変電所（開閉所）		37418000		新宮電力所		2010/07/01		*		2010/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		姫路		38416221		5		384162215		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1988/03/18		*		1987/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		90000		50		別置

		姫路		38416221		6		384162216		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1982/07/09		*		1982/03		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		262.5		77		0		300000		300000		90000		50		別置

		姫路		38416221		70-31L		3841622170-31L		変圧器		移動用設備		38416000		姫路電力所		2009/03/31		*		2008/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		姫路		38416221		732-3L		38416221732-3L		変圧器		移動用設備		38416000		姫路電力所		1997/05/25		*		1997/04		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		姫路		38416221		732-9L		38416221732-9L		変圧器		移動用設備		38416000		姫路電力所		1998/03/25		*		1998/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		姫路		38416221		4		384162214		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1974/04/25		SFLOCR-3MNY5CP		1974/03		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		250		77		22		300000		300000		90000		0		別置

		城西		38416222		4		384162224		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1981/05/20		STRODLBE-CL-2C		1981/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		城西		38416222		3		384162223		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2007/06/03		*		2006/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.5		本体付

		城西		38416222		2		384162222		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2007/03/04		*		2006/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48		本体付

		城西		38416222		1		384162221		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1983/12/07		*		1983/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		広畑		38416223		2		384162232		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1972/06/27		NCLVD-FOR		1972/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		33.5		6.9		15000		6000		10000		54.3		本体付

		広畑		38416223		3		384162233		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1978/06/20		NCLVD-FOR-L		1977/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.4		本体付

		広畑		38416223		4		384162234		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2008/03/28		*		2008/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		広畑		38416223		1		384162231		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1972/05/14		NCLVD-FOR		1972/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		33.5		6.9		15000		6000		10000		54.3		本体付

		大手前		38416224		2		384162242		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1973/04/02		NCLVD-FOR		1972/10		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		本体付

		大手前		38416224		3		384162243		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2017/12/22		*		2017/09		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.3		0		18260		18260		0		47.8		本体付

		大手前		38416224		1		384162241		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1971/06/05		CR-MRD		1971/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		総社		38416225		4		384162254		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1972/05/10		STRODL-CL-2C		1972/05		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		33		0		15000		15000		0		0		別置

		総社		38416225		5		384162255		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1973/07/10		STRODL-CL-2C		1973/05		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		33		0		15000		15000		0		0		別置

		総社		38416225		3		384162253		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1972/05/10		NCLVD-FOR		1971/11		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		総社		38416225		2		384162252		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1974/05/21		STRODL-CL-2		1974/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		総社		38416225		1		384162251		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1974/07/02		STRODL-CL-2		1974/05		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		別置

		城北		38416226		2		384162262		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1998/03/24		*		1998/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		城北		38416226		1		384162261		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1989/05/10		*		1988/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		城北		38416226		3		384162263		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1989/05/10		*		1988/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		伊伝居		38416227		2		384162272		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2016/12/14		*		2016/07		2		配電		常時		屋内・屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		伊伝居		38416227		3		384162273		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2017/10/25		*		2017/06		2		配電		常時		屋内・屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		城東		38416228		2		384162282		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/11/30		CR-NRH		2010/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		城東		38416228		4		384162284		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1999/10/10		*		1999/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		城東		38416228		3		384162283		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2003/10/30		*		2002/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		本体付

		城東		38416228		1		384162281		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1977/07/04		CR-MRD		1977/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		55		本体付

		御着		38416229		5		384162295		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1988/06/22		*		1988/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		18000		18000		0		50		本体付

		御着		38416229		4		384162294		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2006/04/30		*		2005/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		60		本体付

		御着		38416229		1		384162291		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1984/06/12		*		1983/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		御着		38416229		2		384162292		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1987/02/25		*		1986/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		城南		38416230		2		384162302		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/06/04		*		2009/09		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		城南		38416230		1		384162301		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/01/17		*		2009/02		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		宮西		38416231		2		384162312		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1983/07/12		*		1983/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		宮西		38416231		1		384162311		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1983/07/12		*		1983/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		西白浜		38416232		3		384162323		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/11/29		*		1995/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西白浜		38416232		4		384162324		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1985/05/29		NORSDL-ME		1985/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		西白浜		38416232		1		384162321		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/05/28		*		2009/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西白浜		38416232		5		384162325		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2014/03/20		HCTLR-D		2014/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		48.6		本体付

		西白浜		38416232		2		384162322		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1982/12/17		AS-VGUB		1982/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		手柄		38416233		3		384162333		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/02/21		*		2009/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		70		本体付

		手柄		38416233		2		384162332		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/06/07		*		1991/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		手柄		38416233		1		384162331		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2014/06/04		*		2014/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		69.9		本体付

		飾磨港		38416234		3		384162343		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/06/10		*		2010/04		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		本体付

		飾磨港		38416234		6		384162346		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1994/08/29		*		1993/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		11		300000		300000		90000		62.9		本体付

		飾磨港		38416234		8		384162348		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/10/04		*		1995/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		11		300000		300000		90000		63.2		本体付

		飾磨港		38416234		5		384162345		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1978/03/24		*		1978/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		飾磨港		38416234		4		384162344		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1992/04/25		*		1992/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		22		0		30000		30000		0		0		本体付

		飾磨港		38416234		7		384162347		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1994/08/29		*		1994/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		11		300000		300000		90000		62.5		本体付

		飾磨港		38416234		2		384162342		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/05/05		*		2009/03		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		66		本体付

		西飾磨		38416235		3		384162353		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/09/14		*		2008/04		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		63.8		本体付

		西飾磨		38416235		2		384162352		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2015/05/22		*		2015/02		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		英賀		38416236		2		384162362		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1987/03/23		*		1986/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		別置

		英賀		38416236		3		384162363		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1986/06/17		*		1986/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		溝口		38416237		1		384162371		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1996/05/27		*		1995/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		溝口		38416237		2		384162372		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2016/03/29		*		2016/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		溝口		38416237		4		384162374		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2017/03/15		*		2016/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		48.4		本体付

		溝口		38416237		5		384162375		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1973/07/31		*		1973/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		0		別置

		豊富		38416238		1		384162381		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1983/04/14		*		1982/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		豊富		38416238		4		384162384		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2001/05/27		*		2000/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		豊富		38416238		3		384162383		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2006/04/03		*		2005/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		福崎		38416239		2		384162392		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1986/10/24		*		1986/07		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		福崎		38416239		3		384162393		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1985/06/14		*		1984/05		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		書写		38416240		1		384162401		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/05/13		NIRSDL-S		2010/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		書写		38416240		3		384162403		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1980/04/21		CR-MRM		1980/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		書写		38416240		2		384162402		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1973/08/10		NORSDL		1973/07		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		青山		38416241		3		384162413		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/08/12		*		1991/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		青山		38416241		2		384162412		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/08/12		*		1991/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		東延末		38416242		1		384162421		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1993/05/25		*		1992/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		76		別置

		東延末		38416242		2		384162422		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1993/05/25		*		1993/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		76		別置

		相生		38416321		3		384163213		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/11/18		*		2010/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		相生		38416321		1		384163211		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2015/02/06		*		2014/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		相生		38416321		KYU-4		38416321KYU-4		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1969/07/15		STRODL-CL-2C		1969/05		1		送電		常時		屋外		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		0		本体付

		相生		38416321		5		384163215		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2016/06/24		*		2016/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		45		本体付

		相生		38416321		4		384163214		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2017/03/03		*		2016/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		45		本体付

		有年		38416322		5		384163225		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/12/04		*		1994/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		有年		38416322		2		384163222		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/12/29		*		2009/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		有年		38416322		3		384163223		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2017/10/20		*		2017/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		那波		38416323		3		384163233		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1996/12/20		*		1996/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		那波		38416323		1		384163231		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/06/10		*		1991/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		那波		38416323		2		384163232		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/06/10		*		1991/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		別置

		栄		38416324		3		384163243		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1998/07/08		*		1998/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		栄		38416324		1		384163241		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1981/05/22		NCLVD-F0R		1981/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		49.7		本体付

		栄		38416324		2		384163242		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1981/05/22		NCLVD-F0R		1981/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		49.5		本体付

		鵤		38416325		2		384163252		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1977/03/25		NCLVD-FOR		1977/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		15000		15000		0		49.1		本体付

		鵤		38416325		3		384163253		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1990/06/02		STRODLB-CL-2		1990/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		龍野		38416326		3		384163263		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/06/16		*		1991/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		龍野		38416326		2		384163262		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2006/02/26		NORSDL-EA		2006/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		龍野		38416326		5		384163265		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1974/06/20		NCLVD-FOR		1974/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		49.2		本体付

		龍野		38416326		4		384163264		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2008/09/28		*		2008/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		48.3		本体付

		龍野		38416326		1		384163261		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2013/12/22		*		2013/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		42.9		本体付

		神岡		38416327		2		384163272		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1978/10/20		NCLVD-FOR-L		1978/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.9		本体付

		神岡		38416327		3		384163273		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1993/04/01		*		1992/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		赤穂		38416328		3		384163283		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1979/06/08		STRODLBE-CL-2		1979/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.4		本体付

		赤穂		38416328		1		384163281		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1997/02/19		STRODLE-CL-2		1997/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		赤穂		38416328		4		384163284		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1979/11/28		NORSDL-MEA		1979/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		6350		50		本体付

		上郡		38416329		2		384163292		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1989/03/08		*		1988/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		上郡		38416329		1		384163291		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1988/02/21		*		1988/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		網干		38416330		1		384163301		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/03/16		*		2011/08		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		60		本体付

		網干		38416330		2		384163302		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/03/30		*		2011/09		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		60		本体付

		網干		38416330		4		384163304		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/06/23		*		2012/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		73.5		33		0		30000		30000		0		60		本体付

		新舞子		38416331		3		384163313		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1984/05/01		*		1983/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		新舞子		38416331		2		384163312		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1984/05/12		*		1983/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		新舞子		38416331		4GTRB		384163314GTRB		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1996/10/13		TMO-UCF		1996/09		6		接地		常時		屋外		0		防音なし		33		0		0		1300		1300		0		0		本体付

		新舞子		38416331		3GTRB		384163313GTRB		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1996/11/08		TMO-UCF		1989/06		6		接地		常時		屋外		0		防音なし		33		0		0		1600		1600		0		0		本体付

		浜田		38416332		6		384163326		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1981/12/17		*		1981/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		浜田		38416332		4		384163324		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1996/05/04		*		1995/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		浜田		38416332		2		384163322		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1981/06/25		STRODLB-CL-2		1981/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.5		本体付

		浜田		38416332		1		384163321		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2013/04/18		*		2012/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		浜田		38416332		5		384163325		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1997/04/27		*		1996/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		西赤穂		38416333		5		384163335		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1986/06/06		*		1986/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		西赤穂		38416333		2		384163332		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1987/12/21		*		1987/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西赤穂		38416333		3		384163333		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1985/07/31		*		1985/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西赤穂		38416333		4		384163334		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/09/06		*		1994/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		テクノポリス		38416334		1		384163341		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/02/28		*		1990/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		テクノポリス		38416334		2		384163342		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/02/28		*		1990/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		テクノポリス		38416334		4		384163344		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/10/06		STRODLE-CL-2C		1995/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		南赤穂		38416335		3		384163353		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1997/04/10		SUB-MRT		1996/09		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		262.5		77		0		300000		300000		60000		70		別置

		南赤穂		38416335		1H		384163351H		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1986/07/31		*		1986/04		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9		0		750		750		0		62		本体付

		勝原		38416336		2		384163362		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1997/06/11		*		1997/03		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		勝原		38416336		3		384163363		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2007/12/20		CR-NRH		2007/11		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		前之庄		38416421		2		384164212		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1987/03/24		*		1987/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		前之庄		38416421		1		384164211		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/05/31		*		2009/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		山崎		38416422		4		384164224		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1985/11/25		STRODLB-CL-2C		1985/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		山崎		38416422		3		384164223		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1994/12/05		STRODL-CL-2		1994/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		山崎		38416422		5		384164225		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1993/04/04		STRODLE-CL-2C		1993/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		山崎		38416422		1		384164221		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2014/06/16		*		2014/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		山崎		38416422		2		384164222		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2014/12/11		*		2014/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		揖保		38416423		2		384164232		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1983/06/22		*		1983/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		揖保		38416423		1		384164231		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1983/04/19		*		1982/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		佐用		38416424		3		384164243		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2000/05/25		*		1999/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		佐用		38416424		2		384164242		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1979/03/11		NCLVD-FOR		1970/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		54		本体付

		鶴居		38416425		3		384164253		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/04/30		*		2011/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		鶴居		38416425		2		384164252		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1982/02/25		CR-MRD		1972/05		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		15000		15000		0		0		本体付

		鶴居		38416425		5		384164255		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1985/01/22		NCLVD-FOR-L		1980/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		48.6		本体付

		上月		38416426		3		384164263		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2011/06/24		*		2010/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		上月		38416426		5		384164265		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1981/06/30		*		1981/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		上月		38416426		2		384164262		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2016/03/11		*		2016/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		滝野		38416521		6		384165216		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1998/05/31		OFAF		1998/03		1		送電		移動用		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		20000		20000		0		49.1		本体付

		滝野		38416521		4		384165214		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1977/03/14		STRODLB-CL-2C		1977/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		48.4		本体付

		滝野		38416521		1		384165211		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/02/10		*		1994/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		滝野		38416521		2		384165212		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1986/11/28		*		1986/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		滝野		38416521		3		384165213		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2014/06/23		*		2014/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		46.8		本体付

		西滝野		38416522		2		384165222		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/03/18		*		2011/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西滝野		38416522		3		384165223		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/06/22		CR-NRH		2012/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西滝野		38416522		1		384165221		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1994/03/25		*		1993/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西滝野		38416522		4		384165224		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/06/14		*		2009/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		77		33		0		30000		30000		0		48.8		本体付

		西滝野		38416522		5		384165225		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/10/11		*		2009/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		中町		38416523		3		384165233		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2002/03/24		*		2001/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		中町		38416523		1		384165231		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1994/04/01		*		1994/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		北条		38416524		3		384165243		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1996/06/17		*		1996/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北条		38416524		4		384165244		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1984/06/19		*		1984/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		北条		38416524		2		384165242		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1984/06/19		SLOCR-3YC		1984/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		北条		38416524		5		384165245		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2011/01/28		*		1991/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		北条		38416524		1		384165241		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1984/06/19		SLOCR-3YC		1971/03		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		15000		15000		0		68		本体付

		社		38416525		4		384165254		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1992/05/04		*		1991/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		社		38416525		5		384165255		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1988/05/25		*		1987/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		社		38416525		3		384165253		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2013/03/21		HCTLR-D		2013/03		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		社		38416525		2		384165252		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2013/12/19		HCTLR-D		2013/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西脇		38416526		5		384165265		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/10/20		*		1991/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		西脇		38416526		3		384165263		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2004/03/19		*		2003/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西脇		38416526		1		384165261		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1982/03/23		*		1982/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		西脇		38416526		4		384165264		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1983/10/27		NORSDL-M		1983/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		小野		38416527		3		384165273		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1970/11/26		NCLVD-FOR		1970/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.6		本体付

		小野		38416527		1		384165271		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1972/06/26		NORSDL		1967/01		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		小野		38416527		2		384165272		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1977/11/14		NCLVD-FOR-L		1977/09		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		53		本体付

		黒田庄		38416528		1		384165281		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1971/07/11		NCLVD-FOR		1969/07		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		黒田庄		38416528		2		384165282		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2016/05/20		*		2016/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		黒田庄		38416528		3		384165283		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1981/05/12		NORSDL		1967/01		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		大野		38416529		3		384165293		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1993/05/19		*		1992/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		大野		38416529		1		384165291		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1979/03/06		*		1978/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		49		本体付

		加美町		38416530		3		384165303		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2015/03/25		*		2014/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		加美町		38416530		2		384165302		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2018/01/25		*		2017/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		33.5		6.3		23700		10000		13700		50		本体付

		玉野		38416531		3		384165313		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2007/03/18		RER-2-70-17		1975/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		41.5		本体付

		玉野		38416531		1		384165311		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1990/10/24		*		1990/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		玉野		38416531		2		384165312		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2008/03/27		CR-NRH		2008/01		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		久保木		38416532		2		384165322		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1988/11/30		STRODLB-CL-2		1988/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		久保木		38416532		1		384165321		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1982/06/03		NCLVD-FOR		1965/12		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0				本体付

		久保木		38416532		3		384165323		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1999/12/10		*		1999/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		匠台		38416533		2		384165332		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/05/29		STRODLB.CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		匠台		38416533		4		384165334		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/05/29		*		1991/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		60		本体付

		匠台		38416533		5		384165335		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/05/29		*		1991/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		60		本体付

		匠台		38416533		1		384165331		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/05/29		STRODLB.CL-2		1991/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		南山		38416534		2		384165342		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1999/05/27		*		1996/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		南山		38416534		5		384165345		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1999/05/27		*		1996/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		30000		30000		0		50		本体付

		南山		38416534		1		384165341		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2014/05/29		CR-MVH		2014/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		60		本体付

		新加古川		38416621		3		384166213		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/05/30		3AFLOC-MNYCCP		2010/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		22		200000		200000		60000		50		本体付

		新加古川		38416621		732-22L		38416621732-22L		変圧器		移動用設備		38416000		姫路電力所		2006/03/29		FBOUSDL-SAYT		2006/03		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		2000		0		50		本体付

		新加古川		38416621		2		384166212		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2011/06/26		3AFLOCR-3MNYCCP		2011/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		200000		200000		60000		50		本体付

		新加古川		38416621		1H		384166211H		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1989/12/08		*		1989/11		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		6.9		0		1500		1500		0		50		本体付

		新加古川		38416621		2H		384166212H		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1989/12/08		*		1989/11		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		6.3		0.45		0.21		1200		300		900		45		本体付

		新加古川		38416621		3H		384166213H		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1989/12/08		*		1989/11		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		6.3		0.45		0.21		1200		300		900		46		本体付

		新加古川		38416621		4		384166214		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1970/08/10		FPTLR-D		1970/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		別置

		志方		38416622		2		384166222		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2005/03/25		*		2004/10		2		配電		常時		屋外						75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		志方		38416622		5		384166225		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/07/01		*		1994/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		志方		38416622		1		384166221		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2005/11/30		NORSDL-A		2005/10		2		配電		常時		屋外						75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		宝殿		38416623		1		384166231		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1974/07/01		NCLVD-FOR		1974/04		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		宝殿		38416623		2		384166232		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1973/06/26		NCLVD-FOR		1973/03		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		曽根		38416624		1		384166241		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1992/05/17		*		1992/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		曽根		38416624		3		384166243		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1992/06/08		*		1992/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		曽根		38416624		2		384166242		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2016/06/25		NTSOL-CRPT		2016/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		荒井		38416625		3		384166253		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1999/06/04		*		1999/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		荒井		38416625		2		384166252		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2000/05/26		*		1999/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		加古川		38416626		5		384166265		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1992/05/31		*		1992/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		5.34		30000		30000		99999		50		本体付

		加古川		38416626		3		384166263		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1990/02/16		NCLVD-FOR-L		1980/10		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.9		本体付

		加古川		38416626		4		384166264		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1992/05/31		*		1991/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		5.34		30000		30000		99999		50		本体付

		加古川		38416626		2		384166262		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1989/12/07		NORSDL-MEA		1989/11		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		木村橋		38416627		1		384166271		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1999/06/13		*		1999/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		木村橋		38416627		2		384166272		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1977/06/02		HCTLR-D		1977/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		木村橋		38416627		3		384166273		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1977/06/02		HCTLR-D		1971/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		浜の宮		38416628		1		384166281		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1992/06/03		*		1992/03		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		74		別置

		浜の宮		38416628		2		384166282		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1973/09/05		NORSDL		1973/01		2		配電		常時		屋内		0		防音なし		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		野口		38416629		1		384166291		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/06/11		*		2012/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		野口		38416629		4		384166294		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1986/12/31		*		1986/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		野口		38416629		3		384166293		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2006/02/21		NORSDL-A		2005/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.8		本体付

		野口		38416629		5		384166295		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1988/09/22		*		1988/06		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		0		15000		15000		0		50		本体付

		野口		38416629		2		384166292		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1982/05/07		*		1982/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		別府		38416630		3		384166303		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2008/05/04		*		2007/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		別府		38416630		4		384166304		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1972/03/29		NCLVD-FOR		1971/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6.9		30000		30000		10000		0		本体付

		別府		38416630		2		384166302		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/03/29		*		2009/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		47.5		本体付

		石守		38416631		1		384166311		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1984/03/23		*		1983/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		石守		38416631		2		384166312		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/06/21		*		1991/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		高畑		38416632		5		384166325		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1991/05/05		0NAN		1991/01		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		6.6		15000		15000		0		0		別置

		高畑		38416632		4		384166324		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1997/05/04		0NAN		1997/02		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		22		6.6		15000		15000		0		0		別置

		高畑		38416632		2		384166322		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1994/01/23		*		1993/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		高畑		38416632		3		384166323		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2005/12/28		CR-FVT		2005/11		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		72.3		別置

		新島		38416633		5		384166335		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1989/12/08		*		1989/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		15000		15000		5000		50		本体付

		新島		38416633		4		384166334		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1996/03/22		*		1996/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		22		6		15000		15000		5000		50		本体付

		新島		38416633		1		384166331		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2014/11/01		*		2014/07		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		80.72		6.9		0		20000		20000		0		48.5		本体付

		新島		38416633		2		384166332		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2015/03/28		*		2015/02		2		配電		常時		屋外		0		防音なし		80.72		6.9		0		20000		20000		0		48.5		本体付

		国包		38416634		2		384166342		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1973/06/10		STRODLB-CHC		1973/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		本体付

		国包		38416634		1		384166341		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2000/05/19		*		2000/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		稲美		38416635		3		384166353		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/03/24		*		2011/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		稲美		38416635		2		384166352		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1982/03/30		*		1981/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		稲美		38416635		1		384166351		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1979/06/27		NCLVD-FOR-L		1979/04		2		配電		常時		屋外		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.6		本体付

		三木		38416636		2		384166362		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1987/01/01		*		1987/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		三木		38416636		1		384166361		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/11/29		*		2009/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		三木		38416636		3		384166363		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1979/11/22		NCLVD-FOR-L		1979/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		49.1		本体付

		志染		38416637		1		384166371		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1982/04/22		*		1981/05		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		志染		38416637		3		384166373		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1996/05/12		STRODL-CL-2		1996/01		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		志染		38416637		4		384166374		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/05/22		*		2008/12		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		志染		38416637		2		384166372		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2016/12/16		*		2016/08		2		配電		常時		屋内・屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		別置

		志染		38416637		5		384166375		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2017/12/11		*		2017/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		73.5		22		0		15000		15000		0		72		別置

		別所		38416638		4		384166384		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1990/05/24		*		1990/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		50		本体付

		別所		38416638		5		384166385		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1980/07/01		NCLVD-F0R-L		1980/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		49.4		本体付

		別所		38416638		1		384166381		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2009/02/15		CR-NRH		2009/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		別所		38416638		3		384166383		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1993/11/30		*		1993/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		東播		38416639		4		384166394		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/06/12		SUB-MRT		1994/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		60000		50		本体付

		東播		38416639		3		384166393		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/06/12		SUB-MRT		1994/12		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		60000		50		本体付

		東播		38416639		1HTR		384166391HTR		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/05/10		CR		1994/12		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		6.9		0		1500		1500		0		50		本体付

		東播		38416639		2		384166392		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/12/29		SUB-MRT		2009/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		262.5		77		0		300000		300000		300000		50		本体付

		一色		38416640		1		384166401		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1995/05/30		*		1995/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		一色		38416640		2		384166402		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1998/06/05		77-TR-91-02		1998/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		福井		38416641		2		384166412		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2002/04/19		*		2001/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		45		本体付

		南姫路		38416721		2		384167212		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2012/09/14		AFLOC-3NYCP		2012/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		262.5		77		22		300000		300000		90000		89		本体付

		南姫路		38416721		4		384167214		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2010/05/21		AFLOC-3MNYCP		2009/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		262.5		77		22		300000		300000		90000		89		本体付

		南姫路		38416721		3		384167213		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		2016/03/20		FBOUSDL-E		2015/08		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		262.5		77		22		300000		300000		90000		89		本体付

		南姫路		38416721		1HTRB		384167211HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1987/05/22		*		1987/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.42		0.21		800		500		300				本体付

		南姫路		38416721		2HTRB		384167212HTRB		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1987/05/28		OM-B		1987/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.3		0.42		0.21		800		500		300				本体付

		高砂		38416722		1		384167221		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1972/05/20		FPTLR-D		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		別置

		高砂		38416722		2		384167222		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1972/09/28		FPTLR-D		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		別置

		高砂		38416722		3		384167223		変圧器		変電所（開閉所）		38416000		姫路電力所		1980/03/13		SUB-MRG		1979/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		450000		450000		135000		0		別置

		西播		38416900		5-C		384169005-C		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1997/04/25		*		1996/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000		56		本体付

		西播		38416900		2-C		384169002-C		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1980/03/07		*		1979/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000				本体付

		西播		38416900		2H		384169002H		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1996/01/24		*		1995/08		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		6.9		0		4500		4500		0		60		本体付

		西播		38416900		5-A		384169005-A		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1997/04/25		*		1996/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		56		本体付

		西播		38416900		11		3841690011		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1974/07/01		*		1974/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000		70		本体付

		西播		38416900		12		3841690012		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1975/03/27		*		1974/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		250		77		22		300000		300000		90000				本体付

		西播		38416900		1H		384169001H		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1995/12/05		*		1995/08		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		6.9		0		4500		4500		0		60		本体付

		西播		38416900		2-A		384169002-A		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1980/03/07		*		1979/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000				本体付

		西播		38416900		5-B		384169005-B		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1997/04/25		*		1996/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000		56		本体付

		西播		38416900		2-B		384169002-B		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1980/03/07		*		1979/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000				本体付

		西播		38416900		3-C		384169003-C		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1980/03/07		SUB-MRF		1979/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333334		333334		100000				本体付

		西播		38416900		3-A		384169003-A		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1980/03/07		SUB-MRF		1979/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000				本体付

		西播		38416900		3-B		384169003-B		変圧器		変電所（開閉所）		38416900		西播変電所		1980/03/07		SUB-MRF		1979/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		500		275		73.5		333333		333333		100000				本体付

		横行発電所		38419101		1		384191011		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1992/11/16		*		1992/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		32.25		0		1300		1300		0		65		本体付

		阿瀬発電所		38419102		1		384191021		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1994/12/23		*		1994/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		3.3		33		0		2500		2500		0		65		本体付

		岩中発電所		38419103		1		384191031		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		2010/10/25		*		2009/05		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		3.3		33		0		3000		3000		0		50		本体付

		石井発電所		38419104		2		384191042		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1998/10/30		*		1998/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		岸田川発電所		38419105		1		384191051		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1990/12/24		NCLVD-FOR		1990/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		32.25		0		3000		3000		0		65		本体付

		矢田川発電所		38419106		1		384191061		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		2010/12/02		*		2009/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		10.5		33		0		12500		12500		0		50		本体付

		矢田川発電所		38419106		2		384191062		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1989/06/09		STRODL-CL-2C		1989/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		豊岡		38419121		1		384191211		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2014/06/06		*		2014/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		豊岡		38419121		3		384191213		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2008/10/24		*		2008/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		豊岡		38419121		2		384191212		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1980/10/22		NCLVD-FOR-L		1980/07		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		48.3		本体付

		豊岡		38419121		4		384191214		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1978/05/22		HCTLR-D		1978/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		10000		52		本体付

		豊岡		38419121		5		384191215		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1972/05/28		HCTLR-D		1972/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		10000		60		本体付

		竹野		38419122		2		384191222		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2014/04/04		*		2013/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		出石		38419123		1		384191231		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1993/03/20		*		1992/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		出石		38419123		2		384191232		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1993/06/11		*		1993/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		出石		38419123		SVC1		38419123SVC1		変圧器		無効電力補償装置		38419000		朝来電力所		1989/06/24		TMO-UCYK		1989/04		9		その他		常時		屋外		1		本体低騒音		77		5.2		0		30000		30000		0				本体付

		八鹿		38419124		2		384191242		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2003/12/14		*		2003/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		八鹿		38419124		1		384191241		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2007/05/18		*		2007/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		城崎		38419125		2		384191252		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2003/06/02		*		2002/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		城崎		38419125		3		384191253		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2003/04/02		*		2002/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		竹田		38419127		2		384191272		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2008/12/12		*		2008/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		竹田		38419127		1		384191271		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1970/12/01		NCLVD-FOR		1970/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		6000		6000		0		53.7		本体付

		竹田		38419127		3		384191273		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1983/05/13		NCLVD-FOR		1971/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		54.3		本体付

		大屋		38419128		1		384191281		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1998/12/03		*		1981/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		大屋		38419128		2		384191282		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1986/07/18		*		1986/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		中瀬		38419129		1		384191291		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1979/03/22		*		1986/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		中瀬		38419129		2		384191292		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1984/05/25		*		1983/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		和田山		38419130		1		384191301		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1997/05/25		*		1997/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		和田山		38419130		2		384191302		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2001/04/22		*		2001/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		九日市		38419131		2		384191312		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2015/02/20		*		2014/06		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		68.7		別置

		九日市		38419131		3		384191313		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1994/06/10		NORSDL-S		1994/02		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		20000		20000		0		0		別置

		但東		38419132		1		384191321		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2012/04/13		*		2011/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		但東		38419132		2		384191322		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1985/11/15		*		1984/04		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		養父		38419133		3		384191333		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2015/12/11		*		2015/09		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		養父		38419133		2		384191332		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1993/06/04		*		1993/04		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		養父		38419133		4		384191334		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1983/06/30		NORSDL-M		1982/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		養父		38419133		5		384191335		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1985/06/17		CR-MRD		1978/03		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		生野		38419134		5		384191345		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2016/06/10		HCTLR-D		2014/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		15000		15000		0		49.6		本体付

		生野		38419134		1		384191341		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1994/04/29		*		1994/02		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		生野		38419134		3		384191343		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2009/12/14		*		2009/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		小代		38419135		2		384191352		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1985/06/25		*		1985/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		小代		38419135		1		384191351		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1981/11/13		STRODLB-CL-2C		1981/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		温泉		38419136		2		384191362		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2011/09/28		*		2010/12		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		68.7		別置

		温泉		38419136		1		384191361		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1983/10/26		NCLVD-FOR		1969/04		2		配電		常時		屋内		2		防音建屋		75.25		6.9		0		10000		10000		0		0		別置

		温泉		38419136		5		384191365		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1988/01/21		*		1987/06		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		68.8		別置

		温泉		38419136		4		384191364		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1981/06/19		*		1981/04		1		送電		常時		屋内		2		防音建屋		73.5		33		0		30000		30000		0		0		別置

		香住		38419137		1		384191371		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1994/04/29		*		1994/02		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		香住		38419137		2		384191372		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1994/08/19		STRODLBE-CL-2		1994/01		2		配電		常時		屋外		3		遮音囲壁		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		浜坂		38419138		2		384191382		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2011/04/20		*		2010/08		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		浜坂		38419138		3		384191383		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2010/09/21		*		2009/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		国府		38419139		30-1L		3841913930-1L		変圧器		移動用設備		38419000		朝来電力所		2011/04/01		*		2011/02		2		配電		移動用		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		国府		38419139		3		384191393		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2011/10/31		*		2011/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		国府		38419139		2		384191392		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		1998/11/30		*		1998/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		75.25		6.9		0		20000		20000		0		50		本体付

		国府		38419139		5		384191395		変圧器		変電所（開閉所）		38419000		朝来電力所		2000/12/14		*		2000/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		73.5		33		0		30000		30000		0		50		本体付

		安積発電所		38419201		1		384192011		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		2008/03/27		*		2007/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		33		0		6000		6000		0		50		本体付

		安積発電所		38419201		2		384192012		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1956/01/01		STRODL-CL-2		1986/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		安積発電所		38419201		3		384192013		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1970/10/31		STRODL-CL-2		1986/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		6000		6000		0		50		本体付

		上野発電所		38419203		1		384192031		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1990/08/25		*		1990/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		45		本体付

		上野発電所		38419203		2		384192032		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1992/03/18		*		1991/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		45		本体付

		草木発電所		38419204		1		384192041		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1997/11/27		*		1998/10		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		神野発電所		38419205		1		384192051		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1991/06/20		*		1991/05		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		神野発電所		38419205		2		384192052		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		2000/02/10		*		1999/11		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		市川発電所		38419206		2		384192062		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		2010/05/10		*		2010/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		市川発電所		38419206		3		384192063		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		2010/05/21		*		2009/12		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		10000		10000		0		50		本体付

		南小田第１発電所		38419207		1		384192071		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1992/09/17		*		1992/06		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		千種発電所		38419209		2		384192092		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		2012/05/16		*		2012/01		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		千種発電所		38419209		1		384192091		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1993/06/07		*		1993/03		2		配電		常時		屋外		1		本体低騒音		32.25		6.9		0		3000		3000		0		50		本体付

		原発電所		38419210		1		384192101		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1982/10/07		*		1982/09		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		3.15		33		0		3650		3650		0		65		本体付

		原発電所		38419210		2		384192102		変圧器		水力発電所		38419000		朝来電力所		1988/11/01		*		1988/11		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		3.15		33		0		2200		2200		0		65		本体付

		奥多々良木発電所		38419901		3HTRB		384199013HTRB		変圧器		水力発電所		38419901		奥多々良木発電所		1998/04/10		CUW-MRM		1997/08		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		18		6.6		0		5000		5000		0		64		本体付

		奥多々良木発電所		38419901		3S		384199013S		変圧器		始動装置		38419901		奥多々良木発電所		1998/04/10		GUW		1997/07		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		18		19.5		0		39200		39200		0		67.9		本体付

		奥多々良木発電所		38419901		2STR		384199012STR		変圧器		水力発電所		38419901		奥多々良木発電所		1975/04/05		WFOC-3C		1974/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		18		6.9		0		33000		33000		0				本体付

		奥多々良木発電所		38419901		3		384199013		変圧器		水力発電所		38419901		奥多々良木発電所		1998/04/10		SUW-MRT		1997/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		18		500		0		400000		800000		0		84.4		本体付

		奥多々良木発電所		38419901		1		384199011		変圧器		水力発電所		38419901		奥多々良木発電所		1974/06/01		3WFLOC-3NY4CP		1973/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		18		509.37		0		320000		640000		0		0		本体付

		奥多々良木発電所		38419901		2		384199012		変圧器		水力発電所		38419901		奥多々良木発電所		1975/04/05		SUW		1974/05		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		18		509.37		0		320000		640000		0				本体付

		大河内発電所		38419902		3EXTRB-V		384199023EXTRB-V		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1995/06/23		WFOC-3MC		1992/08		9		その他		常時		屋内		0		防音なし		18		2		2		46000		23000		23000		60.7		別置

		大河内発電所		38419902		3EXTRB-W		384199023EXTRB-W		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1995/06/23		WFOC-3MC		1992/08		9		その他		常時		屋内		0		防音なし		18		2		2		46000		32000		32000		61		別置

		大河内発電所		38419902		1HTRB		384199021HTRB		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1992/06/05		CUW		1991/12		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		17.2		6.6		0		5000		5000		0		64		本体付

		大河内発電所		38419902		1		384199021		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1992/06/05		SUW-MRT		1991/08		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		18		500		0		350000		700000		0		70.8		本体付

		大河内発電所		38419902		1STRB		384199021STRB		変圧器		始動装置		38419902		大河内発電所		1992/10/30		GUW		1992/01		4		起動用		常時		屋内		0		防音なし		18		19.5		0		35600		35600		0		72.2		本体付

		大河内発電所		38419902		2		384199022		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1993/04/21		FPTLR-D		1992/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		18		500		0		400000		800000		0		71.9		本体付

		大河内発電所		38419902		2HTRB		384199022HTRB		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1993/04/21		FCTR-D		1992/12		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		17.2		6.6		0		5000		5000		0		60.8		本体付

		大河内発電所		38419902		3EXTRB-U		384199023EXTRB-U		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1995/06/23		WFOC-3MC		1992/08		9		その他		常時		屋内		0		防音なし		18		2		2		46000		23000		23000		60.2		別置

		大河内発電所		38419902		4EXTRB-U		384199024EXTRB-U		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1993/12/03		WFOC-3MC		1992/07		9		その他		常時		屋内		0		防音なし		18		2		2		46000		23000		23000		62.7		別置

		大河内発電所		38419902		4EXTRB-W		384199024EXTRB-W		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1993/12/03		WFOC-3MC		1992/07		9		その他		常時		屋内		0		防音なし		18		2		2		46000		23000		23000		62.5		別置

		大河内発電所		38419902		4EXTRB-V		384199024EXTRB-V		変圧器		水力発電所		38419902		大河内発電所		1993/12/03		WFOC-3MC		1992/07		9		その他		常時		屋内		0		防音なし		18		2		2		46000		23000		23000		62.7		別置

		奥多々良木		38419921		7		384199217		変圧器		変電所（開閉所）		38419901		奥多々良木発電所		1993/06/11		SUB-MRM		1992/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		500		77		0		300000		300000		60000		70		別置

		奥多々良木		38419921		12H		3841992112H		変圧器		変電所（開閉所）		38419901		奥多々良木発電所		1993/06/11		CR		1992/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		73.5		6.9		0		1500		1500		0		63		本体付

		寝覚発電所		43416101		5H-2		434161015H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1900/01/01		SSO-CS		1996/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21				5		5						本体付

		寝覚発電所		43416101		5H-1		434161015H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1900/01/01		SSO-CS		1996/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21				5		5						本体付

		寝覚発電所		43416101		6H		434161016H		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1900/01/01		SSO-CS		1996/10		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.11				5		5						本体付

		寝覚発電所		43416101		2		434161012		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1978/03/04		3SOCR-YCC		1978/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		20000		20000		0		0		本体付

		寝覚発電所		43416101		1		434161011		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1979/03/08		3SOCR-YCC		1979/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		20000		20000		0		0		本体付

		上松発電所		43416102		1		434161021		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1977/02/17		STROD-CL-2		1976/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		10000		10000		0		0		本体付

		桃山発電所		43416103		1		434161031		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1997/03/06		*		1996/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		77		0		29000		29000		0		76		本体付

		須原発電所		43416104		4H		434161044H		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1977/01/01		*		1977/07		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		6.6		0.2		300		300		300		60		本体付

		須原発電所		43416104		1		434161041		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1986/03/13		SUB		1965/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		77		161		6.6		41000		52000		11000		0		本体付

		須原発電所		43416104		2		434161042		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/11/06		*		1985/09		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		77		154		0		24000		24000		0		79		本体付

		相之沢発電所		43416105		3H-2		434161053H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1997/11/27		*		1997/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.2		0.1		10		10				0		本体付

		相之沢発電所		43416105		3H-1		434161053H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1997/11/27		*		1997/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.2		0.1		10		10				0		本体付

		相之沢発電所		43416105		3H-3		434161053H-3		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1997/11/27		*		1997/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.3		0.2		0.1		10		10				0		本体付

		橋場発電所		43416107		1		434161071		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		2015/05/22		*		2015/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		77		0		11100		11100		0		65.6		本体付

		木曽発電所		43416108		1		434161081		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		2009/04/24		SUB		2008/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		15.8		161		0		125000		125000		0		76.1		本体付

		大桑発電所		43416109		1		434161091		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		2011/02/01		*		2010/05		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		77		0		15000		15000		0		55		本体付

		大桑発電所		43416109		2		434161092		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		2011/05/01		*		2010/12		1		送電		常時		屋外						6.6		6.6		0		750		750		0				本体付

		大桑発電所		43416109		5H-2		434161095H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/11/01		TOSW		1985/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.2				7.5		8						本体付

		大桑発電所		43416109		5H-1		434161095H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/11/01		TOSW		1985/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.2				7.5		8						本体付

		大桑発電所		43416109		4H		434161094H		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1989/10/25		TOSW		1989/07		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21				30		30						本体付

		大桑発電所		43416109		5H-3		434161095H-3		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/11/01		TOSW		1985/11		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.2				7.5		8						本体付

		読書発電所		43416110		2H		434161102H		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/02/25		*		1985/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		13.2		6.6		0		500		500		500		0		本体付

		読書発電所		43416110		11H		4341611011H		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1989/07/01		PS6-6DP30A30		1989/03		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.22		0.21		30		30		30		0		本体付

		読書発電所		43416110		8H-1		434161108H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/02/25		SSO-CS		1983/03		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0.1		10		10		10		0		本体付

		読書発電所		43416110		9H		434161109H		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/02/25		SSO-CS		1983/03		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0.1		10		10		10		0		本体付

		読書発電所		43416110		8H-3		434161108H-3		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/02/25		SSO-CS		1983/03		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0.1		10		10		10		0		本体付

		読書発電所		43416110		8H-2		434161108H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1985/02/25		SSO-CS		1983/03		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0.1		10		10		10		0		本体付

		読書発電所		43416110		1		434161101		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1970/03/04		SROD-DCL-2		1969/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		154		0		51000		51000		0		0		別置

		読書発電所		43416110		2		434161102		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		2008/03/07		SUB		2007/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		13.2		161		0		81000		81000		0		86		本体付

		読書発電所		43416110		10H-1		4341611010H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1988/12/01		DMC-BA		1988/03		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.2				50		50				49		本体付

		読書発電所		43416110		10H-2		4341611010H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1988/12/01		DMC-BA		1988/03		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.2				50		50				50		本体付

		読書発電所		43416110		10H-3		4341611010H-3		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1988/12/01		DMC-BA		1988/03		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.1				50		50		30		51.3		本体付

		妻篭発電所		43416112		1		434161121		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1970/02/09		NCVD-FOR		1970/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		10.5		77		0		7000		7000		0		0		本体付

		蘭川発電所		43416113		1		434161131		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1979/12/11		STROD-CL-2		1979/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		3.3		11		0		1500		1500		0		0		本体付

		賎母発電所		43416114		1		434161141		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		2001/02/26		TSO-CRP		2000/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		77		0		20000		20000		0		62.6		本体付

		山口発電所		43416115		4H-1		434161154H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1983/03/25		TOS		1983/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.6		0.21		0		50						0		本体付

		山口発電所		43416115		4H-2		434161154H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1983/03/25		TOS		1983/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.6		0.21		0		50						0		本体付

		山口発電所		43416115		4H-3		434161154H-3		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1983/03/25		TOS		1983/01		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		6.6		0.21		0		50						0		本体付

		山口発電所		43416115		1		434161151		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1988/03/11		NCVD-FOR		1987/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		13.2		161		0		45000		45000		0		65.1		本体付

		山口発電所		43416115		5H-2		434161155H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1990/09/25		SSO-CL		1990/08		9		その他		常時		屋内		0		防音なし		6.6		0.21		0.1		30		30		99999999				本体付

		山口発電所		43416115		5H-1		434161155H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1990/09/25		SSO-CL		1990/08		9		その他		常時		屋内		0		防音なし		6.6		0.21		0.1		30		30		99999999				本体付

		落合発電所		43416116		3		434161163		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1980/03/25		NCVD-FOR		1980/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		77		0		16000		16000		0		55		本体付

		落合発電所		43416116		1		434161161		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1956/07/25		x		1988/02		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		77		161		0		60000		60000		0		60		別置

		新落合発電所		43416117		1		434161171		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1980/02/20		NORSD-M		1979/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		161		0		21000		21000		0		60		本体付

		伊奈川発電所		43416118		7H-2		434161187H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1900/01/01		TOSW-VF		1965/04		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		5		5		0		0		本体付

		伊奈川発電所		43416118		6H-1		434161186H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1900/01/01		SSO-CS		1977/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		10		10		0		0		本体付

		伊奈川発電所		43416118		6H-2		434161186H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1900/01/01		SSO-CS		1977/05		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		10		10		0		0		本体付

		伊奈川発電所		43416118		1		434161181		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1977/11/04		FOCVD-FOR		1977/05		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		45000		45000		0		0		本体付

		伊奈川発電所		43416118		7H-1		434161187H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1900/01/01		*		1900/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0		10		10		0		0		本体付

		伊奈川第２発電所		43416119		1		434161191		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1986/01/01		FWTOD.CHL		1985/08		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		6.6		77		0		24000		24000		0		73.6		本体付

		三浦発電所		43416121		1		434161211		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1974/11/08		STROD-CL-2		1974/09		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		161		0		9000		9000		0		0		本体付

		滝越発電所		43416122		1		434161221		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1980/12/03		STROD.BCHL		1981/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		30000		30000		0		0		本体付

		御嶽発電所		43416123		7H-1		434161237H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1992/12/25		*		1992/10		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21												本体付

		御嶽発電所		43416123		7H-3		434161237H-3		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1992/12/25		*		1992/10		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21												本体付

		御嶽発電所		43416123		7H-2		434161237H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1992/12/25		*		1992/10		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21												本体付

		御嶽発電所		43416123		1		434161231		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1984/01/24		NCVD-FKOR		1983/07		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		50000		50000		0		73		本体付

		御嶽発電所		43416123		2		434161232		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1983/11/30		NCVD-FKOR		1983/06		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		50000		50000		0		73		本体付

		三尾発電所		43416124		3H-1		434161243H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1972/07/01		SSO-CS		1900/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0.11		5						0		本体付

		三尾発電所		43416124		1H		434161241H		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1983/04/28		T1-449599		1983/03		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		11		6.6		0		400		400				0		本体付

		三尾発電所		43416124		3H-2		434161243H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1972/07/01		SSO-CS		1900/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0.11		5						0		本体付

		三尾発電所		43416124		3H-3		434161243H-3		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1972/07/01		SSO-CS		1900/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21		0.11		5						0		本体付

		三尾発電所		43416124		1		434161241		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		2015/04/27		*		2014/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		42000		42000		0		63.7		本体付

		常盤発電所		43416125		5H-1		434161255H-1		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1965/06/01		TOSW-VF		1978/05		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.2		0.1		10		10						本体付

		常盤発電所		43416125		5H-2		434161255H-2		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1961/10/01		TOSW-VF		1978/05		9		その他		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.2		0.1		10		10						本体付

		常盤発電所		43416125		1		434161251		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		1978/12/14		STROD.CL-2		1978/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		16000		16000		0		0		本体付

		大桑野尻発電所		43416126		1		434161261		変圧器		水力発電所		43416000		木曽電力所		2011/06/30		TN-7990-K4		2010/12		9		その他		常時		屋内						0.6		6.6		0		750		750		0				本体付

		大井発電所		43417101		2TRB		434171012TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1980/11/21		STROD/BTROD-BCHL		1980/07		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		161		0		57000		57000		0		0		本体付

		笠置発電所		43417102		1TRB		434171021TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1977/01/14		SOCR-3YC		1976/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		15000		15000		0		0		本体付

		笠置発電所		43417102		2TRB		434171022TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1966/03/20		SOCR-3YCP		1966/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		15000		15000		0		0		本体付

		笠置発電所		43417102		3TRB		434171023TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1968/03/13		SOCR-3YCP		1967/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		15000		15000		0		0		本体付

		笠置発電所		43417102		4H		434171024H		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		2008/02/10		FF-KT		2008/01		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		3.45		0.21		0		150		150				0		本体付

		新丸山発電所		43417103		1TRB		434171031TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1971/05/21		3AF0C-NYCP		1971/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		275		0		66000		66000		0				本体付

		丸山発電所		43417104		7H		434171047H		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1981/11/01		SL		1980/02		5		所内		予備		屋外		0		防音なし		6.6		0.21				200		200						本体付

		丸山発電所		43417104		1		434171041		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1995/04/14		*		1995/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		13.2		275				80000		80000				86		本体付

		丸山発電所		43417104		6H		434171046H		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1981/11/01		SL		1980/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		6.6		0.21				350		350						本体付

		丸山発電所		43417104		2		434171042		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1996/03/05		*		1996/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		13.2		275				80000		80000				70.9		本体付

		丸山発電所		43417104		3TRB		434171043TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1994/03/15		*		1994/01		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		154		275		0		100000		100000		100000		65		本体付

		丸山発電所		43417104		4		434171044		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		2004/10/19		*		2004/04		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		154		275		0		350000		350000		350000		50		本体付

		兼山発電所		43417105		2H		434171052H		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1978/12/01		NCVD-FOR		1978/12		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		77		6.6				600		600				0		本体付

		兼山発電所		43417105		1H		434171051H		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1979/04/01		*		1979/02		5		所内		常時		屋外		0		防音なし		11		6.6		0		600		600		0		0		本体付

		兼山発電所		43417105		1TRB		434171051TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1979/03/13		STROD-BCHL		1979/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		44000		44000		0		0		本体付

		兼山発電所		43417105		4TRB		434171054TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1994/03/08		SU-B		1993/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		77		161		0		55000		55000		0		70		本体付

		今渡発電所		43417106		1TRB		434171061TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1975/03/11		NCVD-FOR		1974/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		77		0		25000		25000						本体付

		新大井発電所		43417107		1TRB		434171071TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1983/04/27		*		1982/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		36000		36000		0		69		本体付

		美濃川合発電所		43417108		1TRB		434171081TRB		変圧器		水力発電所		43417000		今渡電力所		1995/05/24		*		1994/08		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		6.6		77				26000		26000				50		本体付

		犬山開閉所		43417194		3SVG		434171943SVG		変圧器		無効電力発生装置		43417000		今渡電力所		2013/06/24		SUB		2012/07		7		交直変換（用）		常時		屋外		3		遮音囲壁		154		6.66		0		78000		78000		0		44		本体付

		犬山開閉所		43417194		4SVG		434171944SVG		変圧器		無効電力発生装置		43417000		今渡電力所		2013/06/24		SUB		2012/09		7		交直変換（用）		常時		屋外		3		遮音囲壁		154		6.66		0		52000		52000		0		44		本体付

		新柳河原発電所		44416107		1		444161071		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1993/04/01		GSUW		1992/10		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		161		11		46000		54800		8800		67.8		本体付

		愛本発電所		44416108		2		444161082		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1977/11/25		NCLVD-FOR		1977/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		66		0		16500		16500		0		54.9		本体付

		愛本発電所		44416108		1		444161081		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1977/11/25		NCLVD-FOR		1977/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		66		0		16500		16500		0		55.8		本体付

		黒部川第二発電所		44416109		1-B		444161091-B		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1978/11/30		WOCVD-FOR		1978/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		161		0		26500		26500		0		57.1		別置

		黒部川第二発電所		44416109		1-C		444161091-C		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1978/11/30		WOCVD-FOR		1978/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		161		0		26500		26500		0		57.1		別置

		黒部川第二発電所		44416109		1-A		444161091-A		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1978/11/30		WOCVD-FOR		1978/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		161		0		26500		26500		0		57		別置

		新黒部川第二発電所		44416110		2		444161102		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1973/06/28		SUW		1972/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		275		0		43000		43000		0		0		別置

		新黒部川第二発電所		44416110		1		444161101		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1966/09/29		SUW		1966/06		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		275		0		43000		43000		0		69		別置

		新黒部川第三発電所		44416111		2		444161112		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1963/10/07		WFOC-3NYCP		1963/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		13.2		275		0		60000		60000		0		0		別置

		新黒部川第三発電所		44416111		1		444161111		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1973/06/21		3WFOC-NYCCP		1972/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		13.2		275		0		60000		60000		0		0		別置

		新黒部川第三発電所		44416111		1-B		444161111-B		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1973/06/21		3WFOC-NYCCP		1972/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		13.2		275		0		60000		60000		0		0		別置

		新黒部川第三発電所		44416111		1-C		444161111-C		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1973/06/21		3WFOC-NYCCP		1972/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		13.2		275		0		60000		60000		0		0		別置

		黒部川第三発電所		44416112		1-A		444161121-A		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1979/10/14		WOCVD-FOR		1979/04		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		161		0		32300		32300		0		55		別置

		黒部川第三発電所		44416112		1-C		444161121-C		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1979/10/14		WOCVD-FOR		1979/04		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		161		0		32300		32300		0		55		別置

		黒部川第三発電所		44416112		1-B		444161121-B		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1979/10/14		WOCVD-FOR		1979/04		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		11		161		0		32300		32300		0		55		別置

		音沢発電所		44416113		1		444161131		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1985/07/18		FBOUSD-MEZ		1984/09		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		16.5		275		0		138000		138000		0		65		本体付

		黒部川第四発電所		44416114		2		444161142		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1961/01/15		FCTRMHCWDO		1960/07		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		13.2		275		0		95000		95000		0		85		別置

		黒部川第四発電所		44416114		3		444161143		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1962/08/01		FCTR-N		1962/03		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		13.2		275		0		95000		95000		0		85		別置

		黒部川第四発電所		44416114		1		444161141		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1961/01/15		FCTRMHCWDO		1960/05		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		13.2		275		0		95000		95000		0		85		別置

		黒部川第四発電所		44416114		4		444161144		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		1973/06/18		FCT-R		1972/01		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		13.2		275		0		95000		95000		0		85		別置

		宇奈月発電所		44416115		1		444161151		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		2000/05/17		STROD.CHL		1999/01		1		送電		常時		屋内		1		本体低騒音		6.6		161		0		22000		22000		0		49.6		本体付

		出し平発電所		44416117		1TR		444161171TR		変圧器		水力発電所		44416000		黒部川電力所		2015/11/30		*		2015/09		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		0.54		3.5		0		640		0		0				本体付

		新愛本		44416121		1		444161211		変圧器		変電所（開閉所）		44416000		黒部川電力所		2000/12/05		*		2000/05		1		送電		常時		屋外		3		遮音囲壁		275		166		11		200000		200000		85000		70		本体付

		黒部専用鉄道		44416A00		TATEKOUUP1-1		44416A00TATEKOUUP1-1		変圧器		場所		44416000		黒部川電力所		1977/01/01		FH75S5-100DX		1977/01		9		その他		常時		屋内						3.3		0.21		0.1		100		100		100				本体付

		黒部専用鉄道		44416A00		TATEKOUUP1-2		44416A00TATEKOUUP1-2		変圧器		場所		44416000		黒部川電力所		1977/01/01		FH75S5-100DX		1977/01		9		その他		常時		屋内						3.3		0.21		0.1		100		100		100				本体付

		黒部専用鉄道		44416A00		TATEKOUUP1-3		44416A00TATEKOUUP1-3		変圧器		場所		44416000		黒部川電力所		1977/01/01		FH75S5-100DX		1977/01		9		その他		常時		屋内						3.3		0.21		0.1		100		100		100				本体付

		黒部専用鉄道		44416A00		TATEKOUUP2-2		44416A00TATEKOUUP2-2		変圧器		場所		44416000		黒部川電力所		1978/01/01		FH75S-6-30D		1978/01		9		その他		常時		屋内						3.3		0.21		0.1		30		30		30				本体付

		黒部専用鉄道		44416A00		TATEKOUUP2-3		44416A00TATEKOUUP2-3		変圧器		場所		44416000		黒部川電力所		1978/01/01		FH75S-6-30D		1978/01		9		その他		常時		屋内						3.3		0.21		0.1		30		30		30				本体付

		黒部専用鉄道		44416A00		TATEKOUUP2-1		44416A00TATEKOUUP2-1		変圧器		場所		44416000		黒部川電力所		1978/01/01		FH75S-6-30D		1978/01		9		その他		常時		屋内						3.3		0.21		0.1		30		30		30				本体付

		平瀬発電所		44417101		1		444171011		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1979/03/13		NCVD-FOR		1979/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		77				12700		12700				0		本体付

		鳩谷発電所		44417102		2		444171022		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		2014/03/05		*		2013/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		13.2		275		0		52000		52000		0		70		本体付

		椿原発電所		44417103		2		444171032		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		2006/10/17		*		2002/05		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		13.2		275		0		43000		43000				70		本体付

		成出発電所		44417104		1		444171041		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1981/12/09		WOCVD-F0R		1981/09		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		154		275		11		160000		200000		40000		0		本体付

		小原発電所		44417105		1		444171051		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1980/12/22		N0CVD-FOR		1980/09		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161				53000		53000						本体付

		新椿原発電所		44417106		1		444171061		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1975/03/27		OFWFTZ360/200		1974/09		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		275		0		69000		69000		0				本体付

		新成出発電所		44417107		1		444171071		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1975/03/20		3WFOC-NYCC		1974/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		275		0		64000		64000		0				本体付

		赤尾発電所		44417108		1		444171081		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1978/10/26		WOCVD-FOR		1978/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		161		0		36000		36000						本体付

		新小原発電所		44417109		1		444171091		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1980/04/04		NOCVD-FOR		1979/08		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161				50000		50000						別置

		境川発電所		44417110		1		444171101		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1993/01/01		NORSD-SGA		1992/09		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		161		0		27000		27000		0		80		本体付

		荒谷発電所		44417111		1		444171111		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1998/10/30		NORSD-GA		1998/06		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		275		0		12500		12500		0		76		本体付

		小牧発電所		44417301		2		444173012		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1972/12/20		STRODE-CHL		1972/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		40000		40000		0		0		本体付

		小牧発電所		44417301		1		444173011		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1972/04/02		STRODE-CHL		1972/02		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		40000		40000		0		0		本体付

		小牧発電所		44417301		3		444173013		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1967/06/20		FOCV-FOR		1967/04		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		161		66		11		40000		40000		12000		0		本体付

		中野発電所		44417302		1		444173021		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1979/04/11		NORSD		1979/03		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		66		0		7800		7800		0		63		本体付

		雄神発電所		44417303		1		444173031		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		2013/03/18		*		2012/10		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		10.5		66				15000		15000				55		本体付

		利賀川第一発電所		44417304		1		444173041		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1973/12/15		ONANT360/70		1972/12		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		77		0		16200		16200		0		0		本体付

		利賀川第二発電所		44417305		1		444173051		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1973/12/08		OFAFTZ360/140		1973/06		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		154		77		33400		49600		16200		0		本体付

		祖山発電所		44417306		1		444173061		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1973/11/23		FOCVD-FOR		1973/08		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		287.5		0		60000		60000				0		本体付

		新祖山発電所		44417307		1		444173071		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		2010/11/29		FNORSD-SAZ		2010/11		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		287.5		0		72000		72000				83		別置

		大牧発電所		44417308		1		444173081		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1979/12/17		NCVD-FOR		1979/07		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		11		66		0		17400		17400				60		本体付

		市荒川発電所		44417309		1		444173091		変圧器		水力発電所		44417000		庄川電力所		1977/12/12		NOCVD-FOR		1977/07		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161				52000		52000				0		本体付

		角川発電所		44418101		1		444181011		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1988/10/01		NCVD-FKOR		1988/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		11		161		0		13000		13000		0		48.6		本体付

		角川発電所		44418101		2		444181012		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		2017/07/23		*		2017/03		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		11		161		0		18000		18000		0		43.4		本体付

		坂上発電所		44418102		H2-1		44418102H2-1		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1978/10/14		SOU-CR		1978/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		3.3		0.21		0		100		100		0		0		本体付

		坂上発電所		44418102		H2-2		44418102H2-2		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1978/10/14		SOU-CR		1978/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		3.3		0.21		0		100		100		0		0		本体付

		坂上発電所		44418102		H2-3		44418102H2-3		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1978/10/14		SOU-CR		1978/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		3.3		0.21		0		100		100		0		0		本体付

		坂上発電所		44418102		H1-1		44418102H1-1		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1978/10/14		SOU-C		1978/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		11		3.3		0		150		150		0		0		本体付

		坂上発電所		44418102		H1-3		44418102H1-3		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1978/10/14		SOU-C		1978/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		11		3.3		0		150		150		0		0		本体付

		坂上発電所		44418102		H1-2		44418102H1-2		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1978/10/14		SOU-C		1978/01		5		所内		常時		屋外		1		本体低騒音		11		3.3		0		150		150		0		0		本体付

		坂上発電所		44418102		1		444181021		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1980/11/19		TSOD-CRP		1980/09		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		11		161		0		10000		10000		0		0		本体付

		下小鳥発電所		44418103		1		444181031		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		2016/04/12		FNORSD-Z		2016/01		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		16.5		275		0		148000		148000		0		86		本体付

		下小鳥発電所		44418103		1H		444181031H		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1984/08/27		AV		1984/08		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		16.5		3.3		0		400		400				0		本体付

		下小鳥発電所		44418103		2H-1		444181032H-1		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所				AV-D		1972/10		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		3.3		0.21		0		100		100				0		本体付

		下小鳥発電所		44418103		2H-2		444181032H-2		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所				AV-D		1972/10		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		3.3		0.21		0		100		100				0		本体付

		下小鳥発電所		44418103		2H-3		444181032H-3		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所				AV-D		1972/10		5		所内		常時		屋内		0		防音なし		3.3		0.21		0		100		100				0		本体付

		打保発電所		44418104		2		444181042		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1990/01/31		*		1989/10		1		送電		常時		屋外		1		本体低騒音		11		161		0		30000		30000		0		50		別置

		蟹寺発電所		44418105		2		444181052		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1968/07/12		WOCV-FOR		1968/05		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		10.5		161		0		30000		30000		0				本体付

		蟹寺発電所		44418105		1		444181051		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1967/12/20		KWTD273622-140		1967/11		1		送電		常時		屋内		0		防音なし		10.5		161		0		30000		30000		0				本体付

		万波発電所		44418106		1TRB		444181061TRB		変圧器		水力発電所		44418000		神通川電力所		1987/10/07		*		1987/05		1		送電		常時		屋外		0		防音なし		6.6		161		0		13800		13800		0		77		本体付

		笹津開閉所		44418191		1GTRB		444181911GTRB		変圧器		変電所（開閉所）		44418000		神通川電力所		1994/03/25		*		1994/02		6		接地		常時		屋外		0		防音なし		161		6.9		0		20000		20000		0		70		本体付
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23【指摘事項３】設備仕様の推移及び仕様統一化に向けた取組－（変圧器）②

【これまでの取り組み】
○下記の規格に基づき、当社仕様を制定している。

・JEC-2200「変圧器」（制定：1966年、至近改正：2014年）
・JEC-2220「負荷時タップ切替装置」（制定：1972年、至近改正：2007年）
・JEC-5202「ブッシング」（制定：1952年、至近改正：2007年）
・JIS C 2320「電気絶縁油」（制定：1950年、至近改正：2010年）

○H26年に東京、中部、関西の三社が発起した変電機器の仕様統一に関する検討結果を購入仕様に反映した。 ※１

○過去から77/6.6kV変圧器について、製造原価の低減を目的に仕様集約を進めてきたが、15MVAで容量が足りる場合には、15MVAを
購入することで購入価格を抑制出来ることから、H28年度から購入仕様に追加している。

○三巻変圧器（77kV/22kV/6.6kV）をH28年度から導入し、スリム化（２台→１台）による購入価格の抑制に取り組んでいる。

○契約したメーカーが部品調達や製造管理を効率的に実施できるように早期発注を実施している。

【今後の取り組み】
○引き続き、購入仕様の集約、もしくは追加の検討を進め、それぞれの状況に応じた方策を選択することで、購入価格の抑制を目指す。

○統一されている仕様に加えて、付帯的な部分（ブッシング等）の仕様についても、他社との統一を図り、製造原価の抑制に努める。

※１：変電機器の仕様統一に関する取組みの具体的内容
220kV以上の変圧器およびガス絶縁開閉装置を検討対象とし、仕様・構造の統一化、部品のマルチベンダー化、技術審査業務の合理化を検
討し、その検討結果を電事連大に展開した。その検討結果を、上記検討対象物品以外のその他の当社購入仕様についても展開した。
統一事例①：コンサベータ仕様の合理化
⇒空気透過を抑制可能なゴム膜を使用したコンサベータの指定により品質を向上しているケースがあったが、設計・製造面の向上を受けて、高

品質なコンサベータ指定をとりやめ、標準的なコンサベータ仕様とする。
統一事例②：機器塗装色の統一
⇒機器の塗装色を5Y7/1（JEM 1135, JEM 1387, JEM-TR 111等に規定)に統一する。
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【指摘事項３】設備仕様の推移及び仕様統一化に向けた取組－（コンクリート電柱）① 24

○使用する柱長及び荷重は、風圧荷重や施設環境などを考慮して仕様を選定しております。

○コンクリート電柱の仕様は、 10電力共通の電力用規格（IECに準拠）やJIS規格に準拠した仕様となっております。
（競争発注可能な仕様）

○運搬時の交通規制を考慮し、２本継ぎコン柱を導入しております。また、必要最低限の仕様としてラインアップを整理して
おります。

○調達仕様と物量の推移

△＝試験導入※ 「（名称）（柱長）ー（耐荷重）」

※ 当社は、過年度データの採録可能期間がH22年度分までのため、H22年度分より記載しております。
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【指摘事項３】設備仕様の推移及び仕様統一化に向けた取組－（コンクリート電柱）② 25

【これまでの取り組み】
○以下の規格に基づき、当社仕様を制定

・電力用規格C101 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ
・JIS A 5373 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品
・JIS A 5363 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品−性能試験方法通則 等

○H26に2本継ｺﾝｸﾘｰﾄ柱を導入。これに合わせて、最低限のラインアップへの
整理を実施

【今後の取り組み】
○ 仕様については、最低限のラインアップを選定済み。

今後、更なる効率化に向け検討を進めていく。

○調達仕様と物量の推移

△＝試験導入※ 「（名称）（柱長）ー（耐荷重）」

※ 当社は、過年度データの採録可能期間がH22年度分までのため、H22年度分より記載しております。
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26【指摘事項４】 関西電力における低風圧アルミ電線の導入

【アルミ電線導入の考え方】
・断線による感電リスクへの対処として、銅電線からアルミ電線に変更
・銅電線より太径なアルミ電線は風圧荷重が増加するが、既存電柱を建て替えない為に低風圧仕様を採用

● 低風圧アルミ電線の比較 ～ 銅：80mm2相当の容量の電線 ～

低風圧電線の
形状

一般的な低風圧アルミ電線 関西電力開発品

低風圧
効果

高速域 ○ ○

中速域 × ○

目的 台風レベルの強い風速域における風圧荷重抑制
（支持物損壊を回避）

中程度の風速域での風圧荷重抑制
（支持物建替を抑制）

関西電力の採否 × ○
 関西電力の配電線容量に適合した既存の低風圧アルミ電線は、関西電力の電柱強度に適合しない
 改良の結果、都市部の風圧基準である中速域の風速において、３割の風圧低減効果を実現した

【関西電力エリアの環境】
・風圧の基準風速は、都市部で28m/s（中速域）、その他地域で40m/s（高速域）
・配電線容量が小さいため、他電力より比較的細い電線（銅：80mm2）を採用

エンボス型 多面体型 溝型

この風圧低減効果の
差異が3割
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27（参考）低風圧アルミ電線のコストの考え方
●電線太さと電柱建て替えの関係

① 風が電線を押す。電線の太
さにより、受ける強さは異なる。

② 電線が押される
力は電柱にかかる。

③ 電柱の許容強度と比較して
力が大きい場合は強い強度の
電柱への建替えが必要。

④ 力が低減されれば、建
替えは不要。
細線化か、低風圧化か。

⑤ 電線の許容電流確保のためには細
線化は不可能。低風圧電線を採用。

通信線

電線

腕金

電柱

●コスト評価 （設備データを活用した想定に基づく年間の電線張替えコストの比
較） 一般的なアルミ電線

（当社試算）
一般的な低風圧アルミ電線

（当社試算） 関西電力開発品

電線張替コスト 3.1 3.4 3.8
電柱建替コスト 13.2 2.3 0

合 計 16.3 5.7 3.8
評価 × × ○

太くなるアルミ電線の採用に当たって、コストミニマムとなる低風圧電線仕様を開発して採用している

電柱では受ける力は
根元に集中する。

[億円（H28実績）]
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