
登録事業者一覧：全４６９社（１／４）

・株式会社Ｆ-Ｐｏｗｅｒ
・イーレックス株式会社
（イーレックス・スパーク・マーケティング

株式会社）
（イーレックス販売３号株式会社）
・リエスパワー株式会社
・株式会社イーセル
・株式会社エネット
・エネサーブ株式会社

・日本テクノ株式会社
・中央電力エナジー株式会社
・オリックス株式会社
・シン・エナジー株式会社
・サミットエナジー株式会社
・王子伊藤忠エネクス電力株式会社
・新日鉄住金エンジニアリング株式会社
・丸紅新電力株式会社
・株式会社みらい電力
・株式会社エナリス・パワー・マーケティング

現在の主要な新電力事業者（１８社）

・須賀川瓦斯株式会社
・株式会社サイサン
・ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
・静岡ガス＆パワー株式会社
・中央セントラルガス株式会社
・北海道瓦斯株式会社
・大阪瓦斯株式会社
・株式会社エネサンス関東
・東京ガス株式会社
・青梅ガス株式会社
・株式会社エネアーク関東
・入間ガス株式会社
・イワタニ関東株式会社
・イワタニ首都圏株式会社
・サーラｅエナジー株式会社
・西部瓦斯株式会社
・東邦ガス株式会社
・シナネン株式会社
・大一ガス株式会社
・株式会社いちたかガスワン
・太陽ガス株式会社
・ダイネン株式会社
・大東ガス株式会社
・アストモスエネルギー株式会社
・武州瓦斯株式会社
・大垣ガス株式会社
・伊勢崎ガス株式会社
・長野都市ガス株式会社
・上田ガス株式会社

・桐生瓦斯株式会社
・佐野瓦斯株式会社
・鈴与商事株式会社
・株式会社エナジードリーム
・日高都市ガス株式会社
・エネックス株式会社
・クレアールエナジー株式会社
・埼玉ガス株式会社
・伊藤忠エネクスホームライフ西日本
株式会社

・株式会社エネアーク関西
・株式会社池見石油店
・サンリン株式会社
・株式会社宮崎ガスリビング
・山陰エレキ・アライアンス株式会社
・ミライフ東日本株式会社
・山陰酸素工業株式会社
・武陽ガス株式会社
・足利ガス株式会社
・米子瓦斯株式会社
・株式会社エルピオ
・浜田ガス株式会社
・出雲ガス株式会社
・株式会社沖縄ガスニューパワー
・諏訪瓦斯株式会社
・西武ガス株式会社
・松本ガス株式会社
・本庄ガス株式会社
・弘前ガス株式会社

LPガス及び都市ガス関係（５７社）

・昭和シェル石油株式会社
・出光グリーンパワー株式会社
・プレミアムグリーンパワー株式会社
・株式会社新出光

・総合エネルギー株式会社
・伊藤忠エネクス株式会社
・JXTGエネルギー株式会社
・北日本石油株式会社
・三愛石油株式会社

石油関係（９社）

・株式会社ケイ・オプティコム
・ダイヤモンドパワー株式会社
・株式会社エネルギア・ソリューション・ア
ンド・サービス

・テプコカスタマーサービス株式会社
・株式会社シナジアパワー
・東北電力エナジートレーディング株式会社
・株式会社関電エネルギーソリューション

・株式会社シーエナジー
・九電みらいエナジー株式会社
・株式会社Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス
・株式会社ファミリーネット・ジャパン
・日本ファシリティ・ソリューション株式会社
・東京電力ホールディングス株式会社
・株式会社LIXIL TEPCO スマートパート
ナーズ

旧一般電気事業者の子会社・関連会社（1４社）

※旧一般電気事業者は、既に電気を供給するための許可を受けているため、制度上、小売全面自由化と
同時に登録事業者とみなされた。

・エフビットコミュニケーションズ株式会社
・株式会社東急パワーサプライ
・ＫＤＤＩ株式会社
・株式会社中海テレビ放送
・ジェイコムグループ（２５社）

・SBパワー株式会社
・株式会社USEN NETWORKS
・株式会社ハルエネ
・株式会社エフエネ
・楽天株式会社

通信・放送・鉄道関係（３４社）
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・北海道電力株式会社
・東北電力株式会社
・東京電力エナジーパートナー株式会社
・中部電力株式会社
・北陸電力株式会社

・関西電力株式会社
・中国電力株式会社
・四国電力株式会社
・九州電力株式会社
・沖縄電力株式会社

旧一般電気事業者（みなし小売電気事業者）（１０社）



登録事業者一覧：全４６９社（２／４）

・株式会社ＳＥウイングズ
・ネクストパワーやまと株式会社
・株式会社Ｌｏｏｏｐ
・荏原環境プラント株式会社
・東京エコサービス株式会社
・株式会社グリーンサークル
・株式会社ウエスト電力
・一般社団法人神奈川県太陽光発電
協会

・新エネルギー開発株式会社
・株式会社V－Ｐｏｗｅｒ
・大和エネルギー株式会社
・真庭バイオエネルギー株式会社
・株式会社エコスタイル
・合同会社北上新電力
・株式会社北九州パワー
・株式会社エヌパワー南九州
・みやまスマートエネルギー株式会社
・株式会社パルシステム電力
・MBエナジー株式会社
・株式会社フォレストパワー
・ZEパワー株式会社
・なでしこ電力株式会社

・日田グリーン電力株式会社
・株式会社津軽あっぷるパワー
・株式会社花巻銀河パワー
・宮崎パワーライン株式会社
・株式会社TTSパワー
・株式会社パネイル
・株式会社岩手ウッドパワー
・里山パワーワークス株式会社
・株式会社中之条パワー
・株式会社浜松新電力
・ゼロワットパワー株式会社
・株式会社やまがた新電力
・一般社団法人東松島みらいとし機構
・志賀高原リゾート開発株式会社
・株式会社グリーンパワー大東
・御所野縄文電力株式会社
・御所野縄文パワー株式会社
・新電力おおいた株式会社
・株式会社エーコープサービス
・株式会社ウッドエナジー
・公益財団法人東京都環境公社
・センチュリー・エナジー株式会社

再生可能エネルギー関連など（太陽光等）（４４社）

・株式会社Shared Energy
・株式会社ナンワエナジー
・にちほクラウド電力株式会社
・一般社団法人泉佐野電力
・株式会社日本エナジーバンク
・三井物産株式会社
・みんな電力株式会社
・株式会社サニックス
・株式会社コンシェルジュ
・株式会社エックスパワー

・株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ
・リコージャパン株式会社
・テス・エンジニアリング株式会社
・株式会社イーネットワークシステムズ
・伊藤忠商事株式会社
・株式会社とんでん
・株式会社地球クラブ
・川重商事株式会社
・株式会社リミックスポイント

その他（２８３社） （１／５）

・大阪いずみ市民生活協同組合
・パシフィックパワー株式会社
・アーバンエナジー株式会社
・鹿児島電力株式会社
・パワーシェアリング株式会社
・パーパススマートパワー株式会社
・株式会社タクマエナジー
・株式会社スマートテック
・水戸電力株式会社
・奈良電力株式会社
・日立造船株式会社
・パナソニック株式会社
・株式会社エプコ
・MCリテールエナジー株式会社
・株式会社藤田商店
・株式会社グローバルエンジニアリング
・九州エナジー株式会社
・株式会社トヨタエナジーソリューションズ
・エフィシエント株式会社
・株式会社生活クラブエナジー
・生活協同組合コープこうべ
・凸版印刷株式会社
・キヤノンマーケティングジャパン株式会
社

・株式会社とっとり市民電力
・株式会社イーエムアイ
・森の電力株式会社
・大和ハウス工業株式会社
・株式会社早稲田環境研究所
・HTBエナジー株式会社
・株式会社アシストワンエナジー
・株式会社サン・ビーム
・株式会社フソウ・エナジー
・株式会社日本エコシステム
・湘南電力株式会社
・大東エナジー株式会社
・アンフィニ株式会社

・株式会社ベイサイドエナジー
・株式会社バランスハーツ
・ワタミファーム＆エナジー株式会社
・NFパワーサービス株式会社
・ひおき地域エネルギー株式会社
・和歌山電力株式会社
・株式会社トドック電力
・株式会社ミツウロコヴェッセル
・株式会社アドバンテック
・ローカルエナジー株式会社
・株式会社Ｇ－Ｐｏｗｅｒ
・株式会社ＳＢＮ
・ＮＥＣファシリティーズ株式会社
・株式会社パワー・オプティマイザー
・株式会社エネルギー・オプティマイザー
・株式会社ＴＯＳＭＯ
・日産トレーディング株式会社
・ＪＡＧ国際エナジー株式会社
・株式会社長谷工アネシス
・株式会社エネコープ
・株式会社東芝エネルギーシステムズ
・ネクストエナジー・アンド・リソース株式
会社

・はりま電力株式会社
・アストマックス・トレーディング株式会社
・愛知電力株式会社
・宮古新電力株式会社
・長崎地域電力株式会社
・株式会社ＮＴＴファシリティーズ
・近畿電力株式会社
・株式会社日本新電力総合研究所
・株式会社日本セレモニー
・株式会社リレボ
・滋賀電力株式会社
・芝浦電力株式会社
・本田技研工業株式会社
・エコエンジニアリング株式会社

その他（２８３社） （２／５）
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登録事業者一覧：全４６９社（３／４）

・いこま電力株式会社
・スズカ電工株式会社
・株式会社第一ビルサービス
・昭和商事株式会社
・豊通エネルギー株式会社
・ツネイシＣバリューズ株式会社
・千葉電力株式会社
・坊っちゃん電力株式会社
・やめエネルギー株式会社
・株式会社ネオインターナショナル
・株式会社エナジー北海道
・株式会社Misumi
・株式会社アメニティ電力
・新電力フロンティア株式会社
・ふくのしま電力株式会社
・ＧＰＳＳホールディングス株式会社
・岡田建設株式会社
・富山電力株式会社
・一般社団法人グリーン・市民電力
・三井物産プラントシステム株式会社
・イオンディライト株式会社
・NECフィールディング株式会社
・株式会社アドバリュー
・MKステーションズ株式会社
・日本製紙木材株式会社
・フラワー電力株式会社
・株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン
・奈良総合リサイクルセンター株式会社
・積水化学工業株式会社
・株式会社ユーミーエナジー
・全農エネルギー株式会社
・株式会社おおた電力
・株式会社ビビット
・株式会社リケン工業
・伊藤忠プランテック株式会社
・株式会社オカモト

・アジアエネルギーバンク株式会社
・熊本電力株式会社
・ミツイワ株式会社
・キタコー株式会社
・生活協同組合コープしが
・RYOKI ENERGY株式会社
・株式会社大林クリーンエナジー
・東海電力株式会社
・西日本電力株式会社
・福岡電力株式会社
・香川電力株式会社
・札幌電力株式会社
・せとうち電力株式会社
・東日本電力株式会社
・広島電力株式会社
・宮城電力株式会社
・株式会社アイキューフォーメーション
・株式会社ナカシマ
・株式会社エージーピー
・神栖パワープラントセールス合同会社
・株式会社いちき串木野電力
・四つ葉電力株式会社
・グリーンテック株式会社
・ＦＴエナジー株式会社
・南部だんだんエナジー株式会社
・こなんウルトラパワー株式会社
・ 株式会社ＣＨＩＢＡむつざわエナジー
・株式会社関西空調
・奥出雲電力株式会社
・清水建設株式会社
・中央電力株式会社
・株式会社成田香取エネルギー

その他（２８３社） （３／５）
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その他（２８３社） （４／５）
・レジェンド電力株式会社
・三光株式会社
・東罐商事株式会社
・グローバルソリューションサービス株式会社
・藤井産業株式会社
・株式会社ＣＷＳ
・株式会社インボイス
・ふくしま新電力株式会社
・ズームエナジージャパン合同会社
・株式会社エネクスライフサービス
・ネイチャーエナジー小国株式会社
・リエスパワーネクスト株式会社
・京都生活協同組合
・山本商事株式会社
・関西エネルギーパワー株式会社
・株式会社グリムスパワー
・株式会社登米電力
・情報ハイウェイ協同組合
・自然電力株式会社
・株式会社オノプロックス
・株式会社フィット
・青森県民エナジー株式会社
・国際航業株式会社
・ローカルでんき株式会社
・株式会社明治産業
・福島電力株式会社
・岡山電力株式会社
・ミライフ株式会社
・株式会社翠光トップライン
・うすきエネルギー株式会社
・株式会社Ｔｏｙｏ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
Ｐｏｗｅｒ
・富士見森のエネルギー株式会社
・岐阜電力株式会社
・格安電力株式会社
・株式会社ゼック
・テクノエフアンドシー株式会社

・株式会社エスケーエナジー
・名南共同エネルギー株式会社
・Apaman Energy株式会社
・ファミリーエナジー合同会社
・AG Energy株式会社
・アンビット・エナジー・ジャパン
合同会社

・株式会社TOKYO油電力
・大分ケーブルテレコム株式会社
・ジスコ不動産株式会社
・Just Energy Japan合同会社
・生活協同組合コープみらい
・寝屋川電力株式会社
・株式会社広島一電力
・大阪府民電力株式会社
・石川電力株式会社
・福井電力株式会社
・岩手中央エネルギー株式会社
・株式会社MKエネルギー
・株式会社Optimized Energy
・せと電力株式会社
・株式会社ネクシィーズ・ゼロ
・地元電力株式会社
・横浜ウォーター株式会社
・スマートエナジー磐田株式会社
・そうまIグリッド合同会社
・第一日本電力株式会社
・ESC株式会社
・岐阜電力株式会社
・新潟県民電力株式会社
・エネトレード株式会社
・片山商事株式会社
・Myシティ電力株式会社
・株式会社トーセキ
・ニシムラ株式会社
・株式会社さくら新電力
・株式会社グローアップ



登録事業者一覧：全４６９社（４／４）

・佐賀電力株式会社
・あくびコミュニケーションズ株式会社
・大分県民電力株式会社
・いこま市民パワー株式会社
・株式会社コープでんき東北
・おもてなし山形株式会社
・株式会社エネカット
・株式会社内藤工業所
・株式会社シグナストラスト
・ゲーテハウス株式会社
・株式会社コデンエナジーバンク
・岩手電力株式会社
・JPエネルギー株式会社
・兵庫電力株式会社
・大和ライフエナジア株式会社
・京都新電力株式会社
・株式会社エースタイル
・Cocoテラスたがわ株式会社
・株式会社横浜環境デザイン
・株式会社まち未来製作所
・TRENDE株式会社
・株式会社どさんこパワー
・株式会社アースカラー
・株式会社地方創生テクノロジーラボ
・みなとみらい電力株式会社
・日本電灯電力販売株式会社
・株式会社メディアクラウド
・株式会社Bestエフォート
・三菱瓦斯化学株式会社
・株式会社ユビニティー
・株式会社宮交シティ
・株式会社アルファライズ
・おおすみ半島スマートエネルギー株式会社
・有限会社Com-Allegro
・おきなわコープエナジー株式会社
・久慈地域エネルギー株式会社
・株式会社フォーバルテレコム

・株式会社LDH JAPAN
・信州電力株式会社
・山口電力株式会社
・くるめエネルギー株式会社
・株式会社はまエネ
・株式会社ホープ
・松阪新電力株式会社
・ヒューリックプロパティソリューション株式会社
・株式会社盛和
・みの市民エネルギー株式会社
・三友エンテック株式会社
・府中・調布まちなかエナジー株式会社

その他（２８３社） （５／５）
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