
NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 申　請　概　要 評価番号

1
LED照明器具

（一般屋内用に限る。）
- コイズミ照明株式会社 R3.8.1～R5.3.31

・申請者所在地
　大阪市中央区備後町3丁目3番7号
・製造所（委託工場）
　製造所名：コイズミライティング株式会社 青垣工場
　所在地　：兵庫県丹波市青垣町口塩久町田733-5
　製造開始：平成24年4月
・販売者名：コイズミ照明株式会社
・販売アフターサービス体制：全国

212-14012010

2 盤類 ④高圧スイッチギヤ（ＣＷ形） 愛知電機株式会社 R3.8.1～R6.3.31

・申請者所在地
　愛知県春日井市愛知町１番地
・製造所（自社工場）
　製造所名：愛知電機株式会社 本社工場
　所在地　：愛知県春日井市愛知町１番地
　製造開始：昭和58年4月
・販売者名：愛知電機株式会社
・販売アフターサービス体制：全国

212-06046044

3 盤類
①分電盤
（OA盤及び実験盤を含む）

株式会社イーロジックジャパ
ン

R3.11.1～R6.3.31

・申請者
　所在地：札幌市手稲区星置1条七丁目19番25号
・製造所
　製造所名：株式会社イーロジックジャパン本社工場
　所在地：札幌市手稲区星置1条七丁目19番25号
　生産開始：平成24年6月
・販売者
　販売者名：株式会社イーロジックジャパン
　所在地：札幌市手稲区星置1条七丁目19番25号
・販売アフターサービス体制
　地区：北海道（1地区）

212-06018139

4 盤類 ②制御盤
株式会社イーロジックジャパ
ン

R3.11.1～R6.3.31

・申請者
　所在地：札幌市手稲区星置1条七丁目19番25号
・製造所
　製造所名：株式会社イーロジックジャパン本社工場
　所在地：札幌市手稲区星置1条七丁目19番25号
　生産開始：平成24年6月
・販売者
　販売者名：株式会社イーロジックジャパン
　所在地：札幌市手稲区星置1条七丁目19番25号
・販売アフターサービス体制
　地区：北海道（1地区）

212-06028146

令和３年度　電気設備機材等　随時評価　



NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 申　請　概　要 評価番号

5 盤類
①分電盤
（OA盤及び実験盤を含む。）

名興電機株式会社 R3.11.1～R6.3.31

・申請者
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
・製造所
　製造所名：名興電機株式会社　本社工場
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
　生産開始：昭和52年3月
・販売者
　販売者名：名興電機株式会社
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
・販売アフターサービス体制
　地区：近畿、中国、四国、九州（4地区）

212-06018140

6 盤類 ②制御盤 名興電機株式会社 R3.11.1～R6.3.31

・申請者
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
・製造所
　製造所名：名興電機株式会社　本社工場
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
　生産開始：昭和52年3月
・販売者
　販売者名：名興電機株式会社
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
・販売アフターサービス体制
　地区：近畿、中国、四国、九州（4地区）

212-06028147

7 盤類 ③キュービクル式配電盤 名興電機株式会社 R3.11.1～R6.3.31

・申請者
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
・製造所
　製造所名：名興電機株式会社　本社工場
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
　生産開始：昭和52年3月
・販売者
　販売者名：名興電機株式会社
　所在地：岡山市中区藤崎546番地
・販売アフターサービス体制
　地区：近畿、中国、四国、九州（4地区）

212-06038129

8 盤類 ⑤高圧スイッチギア（PW形） 株式会社 共立電機製作所 R4.4.1～R6.3.31

・申請者所在地
　宮崎県宮崎市高岡町高浜 1495番地55
・製造所（自社工場）
　製造所名：株式会社共立電機製作所三高テクノ工場
　所在地　：宮崎県宮崎市高岡町高浜 1495番地55
　製造開始：昭和42年5月
・販売者名：株式会社 共立電機製作所
・販売アフターサービス体制：北海道を除く全国9地区

212-06057014



NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 申　請　概　要 評価番号

14 盤類
①分電盤（OA盤及び実験盤を
含む）

産電工業株式会社 R4.4.1～R6.3.31

・申請者所在地
　仙台市若林区荒井東二丁目13番地の1
・製造所（自社工場）
　製造所名：産電工業株式会社　本社工場
　所在地　：仙台市若林区荒井東二丁目13番地の1
　製造開始：昭和35年12月
・販売者名：産電工業株式会社
・販売アフターサービス体制：東北地区（1地区）

212-06019141

15 盤類 ②制御盤 産電工業株式会社 R4.4.1～R6.3.31

・申請者所在地
　仙台市若林区荒井東二丁目13番地の1
・製造所（自社工場）
　製造所名：産電工業株式会社　本社工場
　所在地　：仙台市若林区荒井東二丁目13番地の1
　製造開始：昭和35年12月
・販売者名：産電工業株式会社
・販売アフターサービス体制：東北地区（1地区）

212-06029148

16 盤類 ③キュービクル式配電盤 産電工業株式会社 R4.4.1～R6.3.31

・申請者所在地
　仙台市若林区荒井東二丁目13番地の1
・製造所（自社工場）
　製造所名：産電工業株式会社　本社工場
　所在地　：仙台市若林区荒井東二丁目13番地の1
　製造開始：昭和35年12月
・販売者名：産電工業株式会社
・販売アフターサービス体制：東北地区（1地区）

212-06039130



NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 変更概要 評価番号

1 交流無停電電源装置 -
株式会社
ＧＳユアサインフラシステムズ

R3.5.1～R5.3.31

・申請者の名称・所在地の変更（事業譲渡）
　　サンケン電気株式会社
　　埼玉県新座市北野三丁目6番3号
　⇒株式会社GSユアサインフラシステムスﾞ
　　埼玉県川越市下赤坂大野原677番地
・工場名の変更（事業譲渡）
　　サンケン電気株式会社 川越工場
　⇒株式会社GSユアサインフラシステムスﾞ川越工場
・販売会社の名称変更（事業譲渡）
　　サンケン電気株式会社（自社：全国）
　　埼玉県新座市北野三丁目6番3号
　⇒株式会社GSユアサインフラシステムスﾞ（自社：全国）
　　埼玉県川越市下赤坂大野原677番地
・アフターサービス会社の名称変更（事業譲渡）
　　サンケン電気株式会社（自社：全国）
　　埼玉県新座市北野三丁目6番3号
　⇒株式会社GSユアサインフラシステムスﾞ（自社：全国）
　　埼玉県川越市下赤坂大野原677番地

962-04008001

2 交流無停電電源装置 -
昭和電工マテリアルズ
株式会社

R3.5.1～R5.3.31
・工場名の変更（事業譲渡）
　　サンケン電気株式会社 川越工場
　⇒株式会社GSユアサインフラシステムスﾞ川越工場

962-04008006

3
LED照明器具

（一般屋内用に限る。）
- 山田照明株式会社 R3.5.1～R5.3.31

・申請者所在地の変更
　　東京都千代田区外神田三丁目8番11号
　⇒東京都杉並区宮前1-1-21

202-14012009

令和３年度　電気設備機材等　変更評価



NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 変更概要 評価番号

4 盤類 ②制御盤 八洲制御システム株式会社 R3.11.1～R6.3.31

・申請者名称の変更
　　ヤシマコントロールシステムズ株式会社
　⇒八洲制御システム株式会社
・申請者所在地の変更
　　広島市安佐北区上深川町701番1号
　⇒広島市安佐北区深川八丁目２番37号
・製造所名称の変更
　　ヤシマコントロールシステムズ株式会社　本社工場
　⇒八洲制御システム株式会社　本社工場
・製造所の移転
　　広島市安佐北区上深川町701番1号
　⇒広島市安佐北区深川八丁目２番37号
・販売アフターサービス会社名称の変更
　　ヤシマコントロールシステムズ株式会社
　⇒八洲制御システム株式会社

982-06028138

5 盤類 ③キュービクル式配電盤 大垣電機株式会社 R3.9.1～R6.3.31
・販売アフターサービス地区の追加
　　東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国（7地区）
　⇒東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州（8地区）

972-06038013

6 盤類
①分電盤
（OA盤及び実験盤を含む。）

東邦電気株式会社 R3.11.1～R6.3.31
・申請者のみの移転
　　東京都大田区久が原二丁目10番11号
⇒東京都目黒区鷹番三丁目9番2号

002-06018081

7 盤類 ②制御盤 東邦電気株式会社 R3.11.1～R6.3.31
・申請者のみの移転
　　東京都大田区久が原二丁目10番11号
⇒東京都目黒区鷹番三丁目9番2号

002-06028085

8 盤類 ③キュービクル式配電盤 東邦電気株式会社 R3.11.1～R6.3.31
・申請者のみの移転
　　東京都大田区久が原二丁目10番11号
⇒東京都目黒区鷹番三丁目9番2号

002-06038079



NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 申　請　概　要 評価番号

9 中央監視制御装置 - NECネッツエスアイ株式会社 R4.2.1～R4.3.31

・申請者の名称・所在地変更（事業譲渡）
　日本電気株式会社
　東京都港区芝五丁目７番１号
⇒NECネッツエスアイ株式会社
　東京都文京区後楽二丁目6番1号
・販売者の名称・所在地変更（事業譲渡）
　日本電気株式会社
　東京都港区芝五丁目７番１号
⇒NECネッツエスアイ株式会社
　東京都文京区後楽二丁目6番1号
・申請品種類等の取消
　（1）簡易形監視制御装置（2）監視制御装置
⇒（2）監視制御装置

012-09006011

10 蓄電池 ①ベント形据置鉛蓄電池 エナジーウィズ株式会社 R3.12.2～R4.3.31

・申請者の名称変更（事業譲渡）
　昭和電工マテリアルズ株式会社
⇒エナジーウィズ株式会社
・製造所の名称変更（事業譲渡）
　昭和電工マテリアルズ株式会社　名張事業所
⇒エナジーウィズ株式会社　名張事業所
・販売者の名称変更（事業譲渡）
　昭和電工マテリアルズ株式会社
⇒エナジーウィズ株式会社

202-05018003

11 蓄電池 ②制御弁式据置鉛蓄電池 エナジーウィズ株式会社 R3.12.2～R4.3.31

・申請者の名称変更（事業譲渡）
　昭和電工マテリアルズ株式会社
⇒エナジーウィズ株式会社
・製造所の名称変更（事業譲渡）
　昭和電工マテリアルズ株式会社　名張事業所
⇒エナジーウィズ株式会社　名張事業所
・販売者の名称変更（事業譲渡）
　昭和電工マテリアルズ株式会社
⇒エナジーウィズ株式会社

202-05028003

12 蓄電池
③据置ニッケル・カドミウムアル
カリ蓄電池

エナジーウィズ株式会社 R3.12.2～R4.3.31

・申請者の名称変更（事業譲渡）
　昭和電工マテリアルズ株式会社
⇒エナジーウィズ株式会社
・販売者の名称変更（事業譲渡）
　昭和電工マテリアルズ株式会社
⇒エナジーウィズ株式会社
・製造所の取消
　株式会社ＧＳユアサ小田原事業所（委託）
・申請品種類の取消
　ＡＨ-Ｓ、ＡＨＨ-Ｓ、ＡＨ-ＳＥ、ＡＨ-ＳＥ（4/12種類）

952-05038002



NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 申　請　概　要 評価番号

13
可変速運転用インバー
ター装置

- 株式会社　日立産機システム R2.4.1～R5.3.31

・申請者の移転
　東京都千代田区神田練塀町3番地
⇒東京都千代田区外神田一丁目5番1号
　住友不動産秋葉原ファーストビル

082-11006001



NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 変更概要 評価番号

1 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 愛知電機株式会社 R4.4.1～R7.3.31 052-03066001

2 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 四変テック株式会社 R4.4.1～R7.3.31 042-03066002

3 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 株式会社ダイヘン R4.4.1～R7.3.31
・販売・アフターサービス体制変更
　近畿、中国、四国：（3地区）
　（自社）（株）ダイヘン⇒（委託）ダイヘン機器システム（株）

042-03066003

4 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） タカオカ化成工業株式会社 R4.4.1～R7.3.31 142-03066004

5 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 株式会社東光高岳 R4.4.1～R7.3.31 042-03066005

6 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器）
東芝インフラシステムズ株式会
社

R4.4.1～R7.3.31 042-03066006

7 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 日新電機株式会社 R4.4.1～R7.3.31 042-03066007

8 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 株式会社日立産機システム R4.4.1～R7.3.31

・申請者の移転
　東京都千代田区神田練塀町3番地
⇒東京都千代田区外神田一丁目5番1号
　住友不動産秋葉原ファーストビル

042-03066008

9 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 富士電機株式会社 R4.4.1～R7.3.31 042-03066009

10 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 三菱電機株式会社 R4.4.1～R7.3.31 042-03066010

11 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 株式会社明電舎 R4.4.1～R7.3.31
・申請者区分：製造者⇒販売者
・製造所追加：ダイヘン電設機器株式会社本社工場
・製造所取消：株式会社明電舎変圧器工場

042-03066011

12 高圧機器 ⑥高圧変圧器(特定機器） 利昌工業株式会社 R4.4.1～R7.3.31 042-03066012

令和３年度　電気設備機材等　更新評価



NO 品　目 細　目
製造業者等名

（申請者）
評価書有効期間 変更概要 評価番号

13 蓄電池 ①ベント形据置鉛蓄電池 株式会社ＧＳユアサ R4.4.1～R7.3.31 962-05019002

14 蓄電池 ①ベント形据置鉛蓄電池 株式会社エナジーウィズ R4.4.1～R7.3.31 202-05019001

15 蓄電池 ①ベント形据置鉛蓄電池 古河電池株式会社 R4.4.1～R7.3.31 952-05019003

16 蓄電池 ②制御弁式据置鉛蓄電池 株式会社ＧＳユアサ R4.4.1～R7.3.31 962-05029002

17 蓄電池 ②制御弁式据置鉛蓄電池 株式会社エナジーウィズ R4.4.1～R7.3.31 202-05029001

18 蓄電池 ②制御弁式据置鉛蓄電池 古河電池株式会社 R4.4.1～R7.3.31 952-05029003

19 蓄電池
③据置ニッケル・カドミウムアル
カリ蓄電池

株式会社ＧＳユアサ R4.4.1～R7.3.31 962-05039002

20 蓄電池
③据置ニッケル・カドミウムアル
カリ蓄電池

株式会社エナジーウィズ R4.4.1～R7.3.31 952-05039001

21 蓄電池
③据置ニッケル・カドミウムアル
カリ蓄電池

古河電池株式会社 R4.4.1～R7.3.31 952-05039003

22 蓄電池
④シール形ニッケル・カドミウム
アルカリ蓄電池

株式会社ＧＳユアサ R4.4.1～R7.3.31 122-05049001

23 中央監視制御装置 － アズビル株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007001

24 中央監視制御装置 － 株式会社かわでん R4.4.1～R7.3.31 172-09007003
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25 中央監視制御装置 －
ジョンソンコントロールズ株式会
社

R4.4.1～R7.3.31

・製造所名称の変更
　ジョンソンコントロールズ株式会社　本社　東京システム事業部
⇒ジョンソンコントロールズ株式会社　本社　オペレーション推進本部
・製造所の取消
　ジョンソンコントロールズ株式会社　北海道支店　システム技術部
　ジョンソンコントロールズ株式会社　東北支店　　システム技術部
　ジョンソンコントロールズ株式会社　北関東支店　システム技術部
　ジョンソンコントロールズ株式会社　東関東支店　システム技術部
　ジョンソンコントロールズ株式会社　横浜支店　　システム技術部
　ジョンソンコントロールズ株式会社　名古屋支店　システム技術部
　ジョンソンコントロールズ株式会社　大阪支店　　システム技術部
　ジョンソンコントロールズ株式会社　広島支店　　システム技術部
　ジョンソンコントロールズ株式会社　九州支店　　システム技術部

012-09007004

26 中央監視制御装置 － 新菱冷熱工業株式会社 R4.4.1～R7.3.31
・申請者の移転
　東京都新宿区四谷二丁目４番地
⇒東京都新宿区四谷一丁目６番１号

132-09007005

27 中央監視制御装置 － セイリツ工業株式会社 R4.4.1～R7.3.31 142-09007006

28 中央監視制御装置 － 株式会社東光高岳 R4.4.1～R7.3.31 012-09007007

29 中央監視制御装置 －
東芝インフラシステムズ株式会
社

R4.4.1～R7.3.31 012-09007008

30 中央監視制御装置 － 日新電機株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007009

31 中央監視制御装置 － NECネッツエスアイ株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007002

32 中央監視制御装置 － パナソニック株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007010

33 中央監視制御装置 － ハピネスデンキ株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007011

34 中央監視制御装置 － 富士通株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007012
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35 中央監視制御装置 － 富士電機株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007013

36 中央監視制御装置 － 古川電気工業株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007014

37 中央監視制御装置 － 株式会社別川製作所 R4.4.1～R7.3.31 012-09007015

38 中央監視制御装置 － 三菱電機株式会社 R4.4.1～R7.3.31 012-09007016

39 中央監視制御装置 － 株式会社明興テクノス R4.4.1～R7.3.31 112-09007017

40 中央監視制御装置 － 株式会社明電舎 R4.4.1～R7.3.31 012-09007018


