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

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

【送電設備】

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

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

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

100 購買 電線・ケーブル 地中送電線用金物類 非磁性支持材（アルミ １５４ｋＶ用スプリング式アルミクリート 新設・購入 2022/04 2022/10/01 2024/06/01 850 個 千葉県印西市 持込渡 分割検収 本社
101 購買 電線・ケーブル 地中送電線用金物類 非磁性支持材（アルミ ２７５ｋＶ用アルミクリート（端末拘束、中間拘束、振止） 新設・購入 2022/04 2022/07/01 2024/05/01 1,230 個 千葉県印西市 持込渡 分割検収 本社
102 購買 電線・ケーブル 地中送電線用付属材料 ＰＯＦケーブル用ポン 墨東線ポンピングプラント取替工事および同関連除却工事 改造・取替 2022/06 2024/04/01 2025/09/26 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 本社
103 購買 電線・ケーブル 地中送電線用付属材料 温度監視システム 新豊洲変電所川崎豊洲線温度計測改良工事ならびに関連除却工事 改造・取替 2022/06 2022/09/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 東京総支社
104 購買 電線・ケーブル 地中送電線用付属材料 地中線光式事故点標定 ２７５ｋＶ川崎高輪線他事故点標定装置取替工事 改造・取替 2022/06 2022/08/02 2023/02/21 1 式 当社指定場所 据付渡 一括検収 東京総支社
105 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール プレハブマンホール 新設・購入 2022/08 2022/12/20 1 基 当社指定場所 持込渡 一括検収 本社
106 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール 工務用プレハブマンホールＡ型 新設・購入 2022/12 2023/03/10 1 式 茨城県下妻市 持込渡 一括検収 本社
107 購買 土石・樹脂 コンクリート製品 プレハブマンホール 工務用プレハブマンホールＡ型 新設・購入 2022/12 2023/03/10 1 式 茨城県行方市 持込渡 一括検収 本社
108 購買 発電機・電気関係 非常用ディーゼル発電 非常用ディーゼル発 非常用電源　（ＥＧ　３相３線　５０Ｈｚ　軽油１００Ｌ　５５ｄｂ） 新設・購入 2022/07 2024/04/08 1 台 リニア中央新幹線　境川開閉所 持込渡 一括検収 本社
109 購買 保護継電装置 送電線保護 ５００ｋＶ電流差動 ５００ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　新岡部線２号 新設・購入 2022/08 2023/05/01 2 面 新秩父開閉所 持込渡 一括検収 本社
110 購買 保護継電装置 送電線保護 ５００ｋＶ電流差動 ５００ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置　新岡部線１号 新設・購入 2022/08 2023/05/01 2 面 新秩父開閉所 持込渡 一括検収 本社
111 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ環線系統 ６６ｋＶディジタル形環線系統保護継電装置　端末装置 新設・購入 2022/09 2023/09/04 5 面 ６６ｋＶ八幡環線 持込渡 一括検収 本社
112 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2023/02 2024/09/05 1 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
113 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ距離 ６６ｋＶディジタル形距離保護継電装置 新設・購入 2022/08 2023/05/17 2 面 邑楽開閉所 持込渡 一括検収 本社
114 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2022/07 2023/04/10 2 組 中岩開閉所 持込渡 一括検収 本社
115 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2023/02 2024/09/05 2 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
116 購買 保護継電装置 送電線保護 ６６ｋＶ電流差動 ６６ｋＶディジタル形電流差動保護継電装置 新設・購入 2023/03 2023/10/02 2 面 祐光開閉所 持込渡 一括検収 本社
117 購買 保護継電装置 保護継電装置 ＯＬＲ処理盤 下滝開閉所　ＯＬＲ処理・転送盤 新設・購入 2022/07 2023/06/27 1 面 補）下滝開閉所 持込渡 一括検収 本社
118 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母線 ６６ｋＶディジタル形母線保護継電装置　（複母線Ｄ－１２） 新設・購入 2023/02 2024/09/05 1 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
119 購買 保護継電装置 母線・母線分離保護 ６６ｋＶ母分 ６６ｋＶディジタル形母線分離保護継電装置 新設・購入 2023/02 2024/09/05 1 組 柏高田開閉所 持込渡 一括検収 本社
120 工事 架空 ５００ｋＶ未満・地方 １５４ｋＶ ２０２２年度　鉄塔敷舗装工事 新設・購入 2022/07 2022/09/01 2022/12/09 1 式 群馬総支社管内 群馬総支社
121 工事 架空 ５００ｋＶ未満・地方 ６６ｋＶ 大洗線Ｎｏ．８１外鉄塔敷舗装工事外１件 新設・購入 2022/08 2022/10/03 2022/12/12 1 式 茨城県常陸大宮市～茨城県東茨城郡大洗町 茨城総支社
122 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ南川崎線３番無電源自動消火設備移設工事 改造・取替 2022/09 2022/11/01 2023/01/27 1 式 鶴１３１Ｄ（横浜市鶴見区梶山１丁目５－１８）～鶴１２４Ｄ（横浜市鶴見区鶴見中央１丁目２１－１４） 本社
123 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ東内幸町線１番防食層保護装置補修工事 改造・取替 2022/07 2022/09/01 2022/11/01 9 相 文１４Ｋ、文１２Ｋ、文７Ｋ 東京総支社
124 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ東内幸町線３番防食層保護装置補修工事 改造・取替 2023/02 2023/04/01 2023/05/01 19 相 代８Ｋ、代７０Ｋ、文１４Ｋ、文１２Ｋ、文７Ｋ 東京総支社
125 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ高輪線３番防食層保護装置補修工事 改造・取替 2022/06 2022/08/01 2022/11/01 12 相 港３８Ｋ、港５３７Ｋ、港５０３Ｄ 東京総支社
126 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ東内幸町線２番防食層保護装置補修工事 改造・取替 2023/01 2023/03/01 2023/06/01 21 相 代８Ｋ、代７０Ｋ、文１４Ｋ、文７Ｋ 東京総支社
127 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ 豊島線２番川１１８Ｄバルブ補修工事 修理 2022/09 2022/11/01 2022/12/20 1 組 川１１８Ｄマンホール 埼玉総支社
128 工事 地中 ケーブル １５４ｋＶ ２７５ｋＶ南川崎線３番一部ＣＶ化工事関連除却工事 除却 2022/06 2022/08/01 2024/04/05 1 式 鶴１３１Ｄ（横浜市鶴見区梶山１丁目５－１８）～鶴１２４Ｄ（横浜市鶴見区鶴見中央１丁目２１－１４） 本社
129 工事 地中 トラフ・帰路管 トラフ・帰路管 墨東線冷却管移設工事ならびに関連除却工事 新設・購入 2022/04 2022/06/01 2023/02/22 1 式 八広ハウス他 東京総支社
130 工事 地中 金物 金物 鶴見扇島洞道他換気塔扉補修工事 改造・取替 2022/07 2022/10/05 2023/03/22 1 式 鶴見扇島洞道ＮＯ１換気塔他６箇所 神奈川総支社
131 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 照明・排水・換気設備据付工事 新設・購入 2022/09 2022/10/01 2023/10/01 1 式 千葉県印西市 本社
132 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 昭和島洞道付帯設備警報遠方化工事 新設・購入 2022/09 2022/10/01 2023/03/31 1 式 昭和島洞道　大田区平和島６－１ 東京総支社
133 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 洞道内漏油遠方監視設備リプレイス工事ならびに関連除却工事 新設・購入 2022/04 2022/06/01 2023/02/22 1 式 蔵前変電所他 東京総支社
134 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 国１麻布（その２）共同溝Ｅ－５分岐洞道工事に伴う照明排水設備工事 新設・購入 2022/08 2022/11/01 2023/08/31 1 式 東京都港区虎ノ門 本社
135 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 京浜洞道他火災感知設備補修工事 改造・取替 2022/05 2022/07/06 2022/09/30 1 式 鶴１２８Ｄ、港北２６Ｄ、港北２７Ｄ、港北２９Ｄ 神奈川総支社
136 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 港北２８Ｄ換気扇一部取替工事ならびに関連除却工事 改造・取替 2022/04 2022/05/16 2023/02/15 1 式 港北２８Ｄ（京浜洞道Ｎｏ２５換気孔） 神奈川総支社
137 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 南川崎洞道川２４６Ｄ他換気装置補修工事 改造・取替 2022/07 2022/09/07 2023/03/22 1 式 川２４６Ｄ・鶴１１２Ｄ・神１２０Ｘ 神奈川総支社
138 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 ２７５ｋＶ高輪線冷水循環ＢＰＵ３Ｕインバーター補修工事 改造・取替 2022/04 2022/08/01 2022/09/01 1 個 港５０９Ｄ 東京総支社
139 工事 地中 照明・給排水換気 照明・給排水換気 東内幸町線冷水循環設備補修工事 修理 2023/02 2023/04/01 2023/06/01 1 式 東内幸町変電所他 東京総支社
140 工事 電気 その他電気・制御 その他電気・制御 城南線，墨東線油圧監視システム改良工事 改造・取替 2022/06 2022/08/01 2022/12/23 1 式 江東変電所，墨東変電所，八広ハウス，永代橋変電所，亀戸ビル 東京総支社
141 工事 電気 その他電気・制御 その他電気・制御 城南線防食層保護装置補修工事 修理 2022/09 2022/11/01 2022/12/23 1 式 江１３Ｄ，江１５Ｄ，江２０Ｄ，江２５８Ｍ 東京総支社
142 工事 電気 その他電気・制御 その他電気・制御 城南線，墨東線油圧監視システム関連除却工事 除却 2022/06 2022/08/01 2022/12/23 1 式 江東変電所，墨東変電所，八広ハウス，永代橋変電所，亀戸ビル 東京総支社
143 工事 土木 一般土木 一般土木 野方線Ｎｏ．２０４防護柵設置工事 新設・購入 2022/07 2022/09/05 2022/11/30 1 基 東京都中野区野方６丁目３番地内 東京総支社
144 工事 土木 一般土木 一般土木 白子線ＮＯ４防護柵新設工事 新設・購入 2022/05 2022/06/17 2022/08/08 33 ｍ 埼玉県和光市新倉一丁目　地内 埼玉総支社
145 工事 土木 一般土木 一般土木 【２０２２年度】栃木南支社受持区域鉄塔敷舗装工事他１件 新設・購入 2022/04 2022/06/01 2022/09/07 1 式 栃木県小山市城北２丁目地内～栃木県足利市若草町地内 栃木総支社
146 工事 土木 一般土木 一般土木 三井精機線Ｎｏ．５土留改修工事ならびに関連除却工事 新設・購入 2022/09 2022/11/07 2023/01/26 13 ｍ 埼玉県坂戸市大字赤尾　地内 埼玉総支社
147 工事 土木 一般土木 一般土木 膝折線Ｎｏ．３９鉄塔諸装置整備工事ならびに関連除却工事 新設・購入 2022/05 2022/06/17 2022/08/08 245 ｍ２ 埼玉県新座市大和田３丁目　地内 埼玉総支社
148 工事 土木 一般土木 一般土木 亀戸線Ｎｏ．９５他鉄塔敷地舗装改修工事並びに関連除却工事 改造・取替 2022/05 2022/07/05 2022/09/15 384 ｍ２ 東京都葛飾区奥戸６丁目他 東京総支社
149 工事 土木 一般土木 一般土木 いわき局ほか電磁誘導対策箇所接地抵抗低減工事（その２） 修理 2022/07 2022/09/05 2023/04/14 1 式 福島県いわき市三和町上永井　地内　～　福島県石川郡古殿町大字論田　地内 猪苗代電力所
150 工事 土木 一般土木 一般土木 いわき局電磁誘導対策箇所接地抵抗低減工事（その１） 修理 2022/07 2022/09/05 2023/04/14 1 式 福島県いわき市川前町下桶売　地内　～　福島県いわき市三和町上三坂　地内 猪苗代電力所
151 工事 土木 一般土木 一般土木 中東京幹線１０９甲５９他鉄塔防錆塗装工事に伴う搬入路補修 その他 2022/07 2022/08/22 2022/11/25 1 式 群馬県利根郡みなかみ町藤原地内 群馬総支社
152 委託 システム・ソフト関係 業務（電力設備以外） 改修・改良 気象情報システムの改良委託 その他 2022/05 2022/07/01 2022/07/29 1 式 当社が指定した場所 本社
153 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門 国１麻布（その２）共同溝Ｅ－５分岐洞道照明排水設備工事に伴うＰＣ地端システム改修委託 その他 2023/03 2023/07/01 2023/08/31 1 式 東京都港区芝公園（銀座支社） 本社
154 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 八木崎変電所他二次系情報ＰＣ地端取込み業務委託 改造・取替 2022/08 2022/10/01 2022/11/20 1 組 八木崎変電所 埼玉総支社
155 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 ２０２２年度稼働調査ツール改修業務委託 その他 2022/08 2022/10/01 2023/01/31 1 式 当社指定場所 本社
156 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 予報発注情報管理ツール改修業務委託 その他 2022/08 2022/10/01 2022/12/20 1 式 当社指定場所 本社
157 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 新規鉄塔設計プログラム開発業務委託 その他 2022/05 2022/07/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
158 委託 システム・ソフト関係 電力設備 土木・建築部門以外 雪害警報システム更新・改良委託 その他 2022/05 2022/08/08 2022/12/23 1 式 当社指定場所 本社
159 委託 委託研究 電力設備 土木・建築部門以外 低風圧電線の開発 その他 2022/06 2022/07/12 2023/03/27 1 式 仕様書による 本社
160 委託 委託研究 電力設備 土木・建築部門以外 既設鉄塔のおけるＴｉｔ工法の適用拡大の研究 その他 2022/07 2022/09/01 2023/03/15 1 組 当社指定場所 本社
161 委託 委託研究 電力設備 土木・建築部門以外 杭頭の水平許容変位量緩和に関する検討業務委託 その他 2022/05 2022/07/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
162 委託 委託研究 電力設備 土木・建築部門以外 脚変位緩和に伴う鋼材基礎・摩擦杭基礎の実用化に関する検討業務委託 その他 2022/05 2022/07/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
163 委託 運営・管理 電力設備 土木・建築部門以外 鉄塔組立用クライミングクレーンの保管，点検・整備業務委託 点検手入 2023/01 2023/04/01 2024/03/31 1 式 当社指定場所 本社
164 委託 運営・管理 電力設備 土木・建築部門以外 架空送電用大型・特殊機械工具に対する保管，点検・整備業務委託 点検手入 2022/07 2022/10/01 2023/09/30 1 式 当社指定場所 本社
165 委託 作業（移動・運搬）等 業務（電力設備以外） 緑化・伐採 習志野線Ｎо．１７他鉄塔建替工事に伴う支障木伐採業務委託（その４） その他 2022/08 2022/10/03 2022/12/15 1 式 当社指定場所 本社
166 委託 作業（移動・運搬）等 業務（電力設備以外） 緑化・伐採 夷隅線増強工事（その２）に伴う支障木伐採業務委託 その他 2022/09 2022/11/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 本社
167 委託 作業（移動・運搬）等 業務（電力設備以外） 緑化・伐採 十余二線接続変更（その１）工事に伴う支障木伐採業務委託 その他 2022/05 2022/07/18 2023/02/24 1 式 当社指定場所 本社
168 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 日立市大みか町地点Ｈ受電所更新工事に伴う支障木伐採業務委託 その他 2022/07 2022/09/05 2022/11/25 1 式 当社指定場所 本社
169 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 潮見線Ｎｏ．２３鉄塔建替工事に伴う支障木伐採業務委託 その他 2023/02 2023/04/01 2023/08/18 1 式 千葉線君津市人見地内～千葉県君津市大和田地内 本社
170 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 常陸太田線除却工事（その２）に伴う支障木伐採委託 その他 2022/07 2022/09/01 2022/12/20 1 式 茨城県日立市東河内町　～　茨城県常陸太田市茅根町 本社
171 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 八街線増強工事に伴う伐採業務委託 その他 2022/06 2022/08/02 2022/11/25 700 本 当社指定場所 本社
172 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 北茨城市中郷地点連系工事に伴う支障木伐採業務委託（その４） その他 2022/10 2022/12/01 2023/04/20 1 式 当社指定場所 本社
173 委託 作業（移動・運搬）等 電力設備 土木・建築部門以外 北茨城市中郷地点連系工事に伴う支障木伐採業務委託（その３） その他 2022/05 2022/07/20 2022/11/30 1 式 当社指定場所 本社
174 委託 試験・検査 電力設備 土木・建築部門以外 性能劣化調査業務委託 その他 2022/05 2022/08/08 2022/12/23 1 式 当社指定場所 本社
175 委託 試験・検査 電力設備 土木・建築部門以外 電線撤去品調査業務委託 その他 2022/05 2022/08/08 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
176 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 山梨総支社高経年設備改修伴う航空測量業務委託（その３） 新設・購入 2022/07 2022/09/10 2023/02/20 36 ｋｍ 西部建設センター山梨送電グループ 本社
177 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 高経年設備改修に伴う工事調査業務（松本管内）航空レーザー測量業務委託 新設・購入 2022/07 2022/09/10 2023/02/20 58 ｋｍ 西部建設センター山梨送電グループ 本社
178 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 江東線他支持物写真台帳整備業務委託 その他 2022/06 2022/08/08 2022/10/26 350 基 東京都江戸川区南葛西２丁目他 東京総支社
179 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備 巡視路除草台帳作成業務委託 その他 2022/04 2022/06/08 2022/09/20 1 式 高崎支社送電技術グループ 群馬総支社
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No. 契約種別 設備区分（大分類） 設備区分（中分類） 設備区分（小分類） 物品名・工事名・業務名 作業種別 調達予定年月 期間・納期（自） 期間・納期（至） 予定数量 単位 納入場所・施工場所・実施場所 納入条件 検収条件 需要箇所

180 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備以外 安曇幹線１号線Ｎｏ．２１３鉄塔建替工事に伴う環境影響評価方法書等作成業務委託 改造・取替 2022/06 2022/08/08 2023/03/20 1 基 当社指定場所 本社
181 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備以外 架空送電リクルート資料作成業務委託 その他 2022/04 2022/05/27 2022/07/15 1 式 当社指定場所 本社
182 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備以外 マニュアル・標準類改定案作成業務委託 その他 2022/07 2022/09/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
183 委託 資料データ作成・整備 電力設備 図面作成整備以外 翻訳業務委託 その他 2022/10 2022/12/09 2023/02/10 1 式 当社指定場所 本社
184 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 江９Ｄ自動消火設備細密点検業務委託 定検 2022/07 2022/09/01 2022/09/30 1 式 江９Ｄ 東京総支社
185 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 西南川越線絶縁油特性試験業務委託 点検手入 2022/04 2022/05/20 2022/07/15 1 式 南狭山変電所 埼玉総支社
186 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 千鳥線軌道内鳥害対策品点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 2 基 自）東京都大田区東雪谷２丁目●●　至）東京都大田区矢口１丁目●● 東京総支社
187 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 豊島線給油装置点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/01 2022/12/20 1 組 京北調整所、小豆沢ハウス 埼玉総支社
188 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 千鳥線軌道内がいし点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 28 回線 自）東京都大田区南久が原１丁目●●地内　至）東京都大田区東雪谷２丁目●●地内 東京総支社
189 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 千鳥線軌道内鉄塔点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 7 基 自）東京都大田区南久が原１丁目●●　至）東京都大田区東雪谷２丁目●● 東京総支社
190 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 １５４ｋＶ花畑江戸川線ＰＦＴガス測定業務委託 点検手入 2022/06 2022/09/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 東京総支社
191 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 １５４ｋＶ南小松川線ＰＦＴガス測定業務委託 点検手入 2022/12 2023/02/15 2023/03/29 1 式 当社指定場所 東京総支社
192 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 墨東線給油装置点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/01 2022/12/20 1 組 北葛飾調整所・三郷調整所・八広ハウス 埼玉総支社
193 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 南小松川線電気防食装置点検業務委託 点検手入 2022/06 2022/09/01 2023/03/31 1 式 当社指定場所 東京総支社
194 委託 巡視点検運転保守 電力設備 土木・建築部門以外 福島幹線鋼管内部営巣除去業務委託 点検手入 2022/08 2022/10/03 2023/02/20 1 式 茨城県筑西市～茨城県猿島郡境町 茨城総支社
195 委託 設計 業務（電力設備以外） 設計 住友金属線Ｎｏ．２～Ｎｏ．９鉄塔建替工事に伴う地震動応答解析業務委託 新設・購入 2022/06 2022/08/01 2023/01/11 1 式 茨城県神栖市～茨城県鹿嶋市 本社
196 委託 設計 業務（電力設備以外） 設計 住友金属線Ｎｏ．２～Ｎｏ．９鉄塔建替工事に伴うケーブルジャンパ調査・設計業務委託 新設・購入 2022/05 2022/07/01 2022/11/01 1 式 茨城県神栖市～茨城県鹿嶋市 本社
197 委託 設計 電力設備 地中管路関係 照明・排水・換気設備設計委託 新設・購入 2022/04 2022/05/01 2022/09/01 1 式 千葉県印西市 本社
198 委託 設計 電力設備 地中管路関係 鹿島海浜線ケーブル接続変更工事（管路）に伴う設計業務委託 新設・購入 2022/07 2022/11/21 2023/03/24 1 式 ＪＥＲＡ鹿島火力発電所構内 本社
199 委託 設計 電力設備 土木・建築部門 横浜大黒変電所～鶴２３７Ｄ間洞道新設工事に伴う設計業務委託 新設・購入 2023/01 2023/03/01 2024/03/15 1 式 当社指定場所 本社
200 委託 設計 電力設備 土木・建築部門 洗足変電所付近管路新設工事に伴う設計業務委託 新設・購入 2022/12 2023/02/01 2024/03/15 1 式 当社指定場所 本社
201 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 鶴見調整所冷水製造設備冷凍能力低下対策工事に伴うＰＣ地端設定変更委託 改造・取替 2022/08 2022/10/10 2023/02/17 1 式 川崎支社 本社
202 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 ＲＬＮ４１０ｍｍ２用電線付属品（スリーブ）の開発 その他 2022/04 2022/05/09 2023/03/17 1 式 仕様書による 本社
203 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 ２７５ｋＶ城北線新設工事に伴う冷水循環設備設計業務委託 その他 2022/09 2023/04/01 2023/12/24 1 式 当社指定場所 本社
204 委託 設計 電力設備 土木・建築部門以外 ＲＬＮ４１０ｍｍ２用電線付属品（両くさび引留クランプ）の開発 その他 2022/04 2022/05/09 2023/03/17 1 式 仕様書による 本社
205 委託 測定・計測 電力設備 土木・建築部門以外 千曲川地域管内気象観測業務委託 その他 2022/09 2022/11/01 2023/05/26 1 式 長野県南佐久郡川上村大字大深山地内 群馬総支社
206 委託 地質調査・測量 電力設備 地中管路関係 Ｇ５１０００２６アクセス線新設工事（管路）に伴う土壌汚染調査業務委託 新設・購入 2022/08 2022/10/03 2023/09/22 1 式 ＪＥＲＡ袖ヶ浦火力発電所構内及び隣接地点 本社
207 委託 地質調査・測量 電力設備 地中管路関係 小山市塩沢付近管路新設工事に伴う地質調査委託 新設・購入 2022/04 2022/05/30 2022/09/14 1 式 栃木県小山市大字外城字上台●●地先　～　栃木県小山市西城南一丁目●●地先 本社
208 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門 安曇幹線１号線Ｎｏ．２１３鉄塔建替工事に伴う測量設計業務委託 改造・取替 2022/10 2022/12/05 2023/02/17 1 基 当社指定場所 本社
209 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門 ２７５ｋＶ東京南３・４号線改修工事に伴う地質調査業務委託（その３） その他 2022/04 2022/05/30 2022/09/23 1 式 当社指定場所 本社
210 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門 ２７５ｋＶ東京南３・４号線改修工事に伴う地質調査業務委託（その４） その他 2022/08 2022/10/03 2023/03/24 1 式 当社指定場所 本社
211 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門以外 千鳥線軌道内鉄塔変位点検業務委託 点検手入 2022/09 2022/11/07 2022/12/16 3 基 自）東京都大田区南雪谷１丁目●●　至）東京都大田区矢口１丁目●● 東京総支社
212 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門以外 ２０２２年度栃木南支社受持区域既設図面整備業務委託 その他 2022/06 2022/08/01 2023/01/20 1 式 栃木県佐野市若宮下町地内～埼玉県加須市向古河地内 栃木総支社
213 委託 地質調査・測量 電力設備 土木・建築部門以外 平塚線Ｎｏ．１～Ｎｏ．９ほか電線張替工事に伴う測量設計業務委託 その他 2022/04 2022/06/01 2022/09/30 1 式 神奈川県平塚市西真土二丁目地先～神奈川県平塚市平塚二丁目地先 本社
214 委託 調査・検討 業務（電力設備以外） 調査・検討 ２０２３年度　安曇幹線１号線他巡視路整備調査業務委託 点検手入 2023/02 2023/04/03 2023/10/23 1 式 群馬県多野郡上野村地内 埼玉総支社
215 委託 調査・検討 業務（電力設備以外） 調査・検討 南いわき幹線Ｎｏ．１０１積雪対策設備調査業務委託（２０２２年度） その他 2022/10 2022/11/24 2023/05/24 1 式 福島県東白川郡棚倉町 猪苗代電力所
216 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 安曇幹線１号線Ｎｏ．２１３鉄塔建替工事に伴う特定猛禽類調査業務委託（その３） 改造・取替 2022/11 2023/01/09 2023/10/23 1 基 当社指定場所 本社
217 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 福島幹線山線鉄塔建替工事に伴う工事準備業務委託 改造・取替 2022/04 2022/05/27 2022/08/22 2 基 当社指定場所 本社
218 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 戸田線他支持物写真台帳整備業務委託 その他 2022/05 2022/07/04 2022/12/20 1 式 自　埼玉県和光市大字新倉７丁目　至　東京都杉並区和泉３丁目 東京総支社
219 委託 調査・検討 電力設備 工事準備業務 ＵＨＶ設備劣化診断改修計画検討業務 その他 2022/04 2022/05/06 2022/12/16 1 式 当社指定場所 本社
220 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 安曇幹線除却工事に伴う特定猛禽類調査業務委託（重点調査その１１） その他 2022/09 2022/10/26 2023/10/20 1 式 当社指定場所 本社
221 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 川又線除却工事に伴う特定猛禽類調査業務委託（その１） その他 2022/11 2022/12/19 2023/10/20 1 式 当社指定場所 本社
222 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 ２７５ｋＶ東京南線３，４号線改修工事に伴う特定猛禽類調査業務委託（その３） その他 2022/12 2023/02/01 2023/10/31 1 式 神奈川県横須賀市ほか 本社
223 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 諸外国の送電事業者に関する情報整理委託（その２） その他 2022/04 2022/05/18 2023/03/03 1 式 当社指定場所 本社
224 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 ジャンパー支持Ｉ吊複合がいし仕様合理化検討委託 その他 2022/05 2022/06/01 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
225 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 複合がいしの乗出し検討業務委託 その他 2022/06 2022/07/01 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
226 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 安曇幹線２号線Ｎｏ．４７雨氷観測業務委託 その他 2022/10 2022/11/24 2023/05/23 1 式 長野県塩尻市 山梨総支社
227 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 ５００ｋＶ安曇幹線雨氷対策品フィールド試験調査業務委託 その他 2022/09 2022/11/10 2023/05/16 1 式 長野県塩尻市 山梨総支社
228 委託 調査・検討 電力設備 土木・建築部門以外 絶縁電線性能劣化試験調査業務委託 その他 2022/07 2022/08/26 2022/10/26 1 式 当社指定場所 山梨総支社
229 委託 分析・解析・評価 業務（電力設備以外） 分析・解析・評価 ２２ｋＶ浅尾線サージ受信型故障点標定装置検証業務委託（２０２２年度） その他 2022/08 2022/10/03 2023/03/31 1 式 当社が指定する場所 本社
230 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門 推進管路中詰め材の性能評価委託 その他 2022/06 2022/07/29 2023/03/17 1 式 当社指定場所 本社
231 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門 洞道内構造点検の結果整理および分析業務委託 その他 2022/06 2022/07/25 2023/03/24 1 式 当社指定場所 本社
232 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門 洞道補修結果分析および評価検討業務委託 その他 2022/05 2022/07/13 2023/03/17 1 式 当社指定場所 本社
233 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 送電設備周辺斜面に係る地すべりに関する調査及び評価検討業務委託　その１２ その他 2022/09 2022/10/03 2023/03/17 1 式 当社指定場所 本社
234 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 ２０１９年度台風による土砂崩壊箇所の類似箇所抽出業務委託（その３） その他 2022/04 2022/05/23 2022/12/23 1 式 当社指定場所 本社
235 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 習志野線Ｎо．１７他鉄塔建替工事に伴う地下水分析業務委託（その２） その他 2022/06 2022/08/30 2023/08/30 1 式 当社指定場所 本社
236 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 鉄塔総点検（第２弾）に伴う既設鉄塔設計業務委託その３ その他 2022/08 2022/10/01 2023/03/31 1 式 委託先事務所 本社
237 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 電線挙動評価委託 その他 2022/05 2022/08/08 2022/12/23 1 式 当社指定場所 本社
238 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 自然災害時の情報見える化検討業務委託 その他 2022/04 2022/05/16 2023/03/03 1 式 当社指定場所 本社
239 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 設計風速精緻化に向けた風速計データ分析業務委託 その他 2022/09 2022/11/01 2023/03/01 1 式 当社指定場所 本社
240 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 複合がいし本線仕様検討委託 その他 2022/05 2022/06/01 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
241 委託 分析・解析・評価 電力設備 土木・建築部門以外 不良がいし検出器性能評価委託 その他 2022/04 2022/05/02 2023/02/15 1 式 当社指定場所 本社
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