小売電気事業を営もうとする者及び小売供給を行おうとする者一覧
氏名又は名称

法人番号

平成２８年２月１９日現在

住所

代表者氏名

電話番号

新電力
供給実績
届出有無

＜小売電気事業を営もうとする者＞
株式会社アシストワンエナジー

法人番号 2430001047937 北海道河東郡音更町木野大通西14-1-15

代表取締役 深川 政和

0155-31-7300

有

有

株式会社アドバンテック

東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラ
法人番号 9500001008867 ストタワー本館4階

代表取締役 山名 正英

03-5220-5331

有

有

アンフィニ株式会社

法人番号 2120101009785 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38

代表取締役社長 親川 智行

06-6646-3330

有

有

HTBエナジー株式会社

法人番号 3310001013446 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1

代表取締役 早坂 昌彦

0956-27-0120

有

有

株式会社エコサポート

東京都新宿区大久保2-3-4 出光新宿ビル
法人番号 1010001082028 3階
代表取締役社長 林 一雄

03-6205-6688

無

無

SBパワー株式会社

東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビル
法人番号 2010401101617 ディング

代表取締役社長 馬場 一

03-6889-6581

有

有

株式会社エナジードリーム

法人番号 3340001018062 鹿児島県鹿児島市中央町8-2

代表取締役社長 長崎 正巳

099-250-7636

有

有

NFパワーサービス株式会社

法人番号 5011101075306 東京都新宿区新宿5-14-6

代表取締役 賀来 高志

03-6759-2902

有

無

MBエナジー株式会社

法人番号 4500001018706 愛媛県新居浜市磯浦町16-5

代表取締役 飯尾 一男

0897-32-0115

有

有

九電みらいエナジー株式会社

福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 小学館
法人番号 7290001036116 ビル3階
代表取締役社長 穐山 泰治

0570-031-031

無

無

株式会社サン・ビーム

法人番号 8030001060842 埼玉県本庄市東台2-9-17

代表取締役 橋本 宏昌

0495-22-7616

無

無

株式会社CNOパワーソリューションズ

東京都中央区新川1-23-5 新川イースト3
法人番号 9010701028545 階

代表取締役社長 工藤 修

03-6699-1123

有

有

湘南電力株式会社

法人番号 2021001054650 神奈川県平塚市中堂18-12

代表取締役 村上 憲郎

03-5284-7114

有

有

鈴与商事株式会社

法人番号 1080001002318 静岡県静岡市清水区入船町11-1

代表取締役社長 脇本 省吾

054-273-7761

有

有

ZEパワー株式会社

東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビ
法人番号 4010401106028 ル7階
代表取締役社長 松下 康平

03-6432-4331

有

無

大東エナジー株式会社

法人番号 4010401113932 東京都港区港南2-16-1

代表取締役社長 望月 寿樹

03-6718-9232

有

有

大和ハウス工業株式会社

法人番号 6120001059662 大阪市北区梅田3-3-5

代表取締役社長 大野 直竹

06-6346-2111

有

有

株式会社トドック電力

法人番号 6430001069440 札幌市北区篠路2条7-5-1

代表取締役社長 吉田 洋一

011-351-1022

有

無

豊通ニューエナジー株式会社

東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル
法人番号 5010401113601 18階
代表取締役 齋藤 英典

03-4306-5526

有

有

株式会社日本エコシステム

東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂森ビル9
法人番号 4010401086674 階

代表取締役社長 白髭 博司

03-5549-6366

有

無

日本ロジテック協同組合

法人番号 6010005012356 東京都中央区佃1-11-8

代表理事 軍司 昭一郎

03-6204-2700

有

有

株式会社バランスハーツ

大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビ
法人番号 3120001116367 ル4階
代表取締役 中屋敷 誠

06-6536-5123

有

有

ひおき地域エネルギー株式会社

法人番号 5340001017582 鹿児島県日置市伊集院町妙円寺2-54-10

代表取締役社長 小平 竜平

099-248-7200

有

無

日高都市ガス株式会社

法人番号 7030001089817 埼玉県日高市下鹿山473

代表取締役 五十嵐 卓

042-989-4041

無

無

株式会社フォレストパワー

法人番号 8240001043603 広島県呉市広多賀谷3-1-1

代表取締役社長 中谷 中應

0823-71-7199

有

有

株式会社ベイサイドエナジー

法人番号 6010001077782 東京都中央区銀座6-15-1

代表取締役 森田 健次

03-5565-4446

有

有

株式会社ミツウロコ

法人番号 5010001139963 東京都中央区京橋3-1-1

代表取締役社長 田島 晃平

03-3275-6310

無

無

ローカルエナジー株式会社

鳥取県米子市角盤町1-55-2 中海テレビ放
法人番号 7270001006847 送センタービル3階
代表取締役社長 秦野 一憲

0859-57-5415

無

無

和歌山電力株式会社

法人番号 8170001013662 和歌山県和歌山市塩屋5-5-43

代表取締役 山口 高史

073-481-4509

有

有

株式会社早稲田環境研究所

東京都新宿区西早稲田2-28-20 VORT西
法人番号 9011101035966 早稲田8階
代表取締役 大村 健太

03-5272-6326

無

無

ワタミファーム＆エナジー株式会社
＜小売供給を行おうとする者＞

法人番号 7010801005751 東京都大田区羽田1-1-3

03-5737-2816

有

有

株式会社グリーンサークル

法人番号 6100001004686 長野市中曽根2188-5

代表取締役 小出 浩平

代表取締役社長 宮澤 政徳
026-239-0577
有
有
（注）上記情報に関しましては、各登録申請事業者からの申告に基づきます。

