
分社化前（～2020年3月31日） 分社化後（2020年4月1日～）

２０２０年４月１日の分社化に合わせて、資材部門の組織を下図のとおり再編いたしました。
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※火力発電事業は、2019年4月に株式会社JERAへ移管しております。
https://www.jera.co.jp/
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01 資材部門の組織再編概要について
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２０２０年度からの各事業会社における資材組織の本部長・部門長等につきまして、下記のとおりご案内申しあげます。
何卒ご高承のうえご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

会社名 組 織 役職名 氏 名

中部電力株式会社

マネジメントサービス本部

専務執行役員
安全健康推進室 統括

マネジメントサービス本部長
古田 真二

調達センター長 鈴木 洋一郎

再生可能エネルギーカンパニー 企画室長 坂井 晃

中部電力パワーグリッド株式会社 調達部 執行役員 調達部長 武藤 宏之

中部電力ミライズ株式会社 業務管理・支援本部 業務管理・支援本部長 丹波 真人

02 資材部門の人事について



所属 組織名 調達範囲・業務内容 建物名称 所在地 連絡先

マネジメント
サービス本部

調達センター

総括・契約グループ
中部電力および事業会社に係る資材総括
中部電力（再生可能エネルギーＣＰを除く）に係る資材契約 中電本店ビル

本館
名古屋市東区東新町１

052-973-2179

システムグループ 中部電力および事業会社に係る資材システム開発・維持・管理 052-973-2787

原子力本部
浜岡原発
総務部 経理課

浜岡原子力発電所に係る一定金額以下の資材契約
浜岡原発
事務本館

御前崎市佐倉5561 0537-85-2352

再生可能
エネルギー
カンパニー

企画室 総務グループ 再生可能エネルギーカンパニーに係る資材契約
中電本店ビル

本館
名古屋市東区東新町１ 052-973-3090

水力センター

愛知水力センター
業務課

再生可能エネルギーカンパニー（愛知水力センター管内）に係る
一定金額以下の資材契約

愛知水力センター 豊田市平戸橋町波岩87-13 0565-46-3900

静岡水力センター
業務課

再生可能エネルギーカンパニー（静岡水力センター管内）に係る
一定金額以下の資材契約

静岡水力センター
静岡県榛原郡川根本町
千頭814-1

0547-59-3120

三重水力センター
業務課

再生可能エネルギーカンパニー（三重水力センター管内）に係る
一定金額以下の資材契約

三重水力センター 三重県多気郡大台町菅合953-1 0598-82-1180

岐阜水力センター
業務課

再生可能エネルギーカンパニー（岐阜水力センター管内）に係る
一定金額以下の資材契約

岐阜水力センター 美濃加茂市中富町2丁目2179-2 0574-58-6902

長野水力センター
業務課

再生可能エネルギーカンパニー（長野水力センター管内）に係る
一定金額以下の資材契約

長野水力センター 長野市吉田3丁目6-9 026-241-1869

飯田水力センター
業務課

再生可能エネルギーカンパニー（飯田水力センター管内）に係る
一定金額以下の資材契約

飯田水力センター 飯田市上郷飯沼2148-1 0265-54-6907

火力発電事業は、2019年4月に株式会社JERAに移管いたしました。
火力発電事業の資材取引に関する窓口は株式会社JERAとなりますので、同社にご連絡下さいますようお願いいたします。

中部電力株式会社
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参考 各組織の調達範囲、所在地および連絡先



組織名 調達範囲・業務内容 建物名称 所在地 連絡先

本 社
・

調達部

総括グループ 中部電力パワーグリッド（一般送配電事業等）に係る管理、支払手続等

中電本店ビル
西館

名古屋市東区東新町１

052-973-2794
調達戦略グループ 中部電力パワーグリッドに係る調達戦略・計画策定および調査・分析等

購買契約グループ 中部電力パワーグリッドに係る物品購入・不用品売却の契約 052-973-2805

工事・委託契約グループ 中部電力パワーグリッドに係る工事・輸送・委託・リースの契約 052-973-2182

計器需給管理センター 計器類の需給管理 ― 春日井市気噴町3丁目5-１ 0568-70-6911

支 社

名古屋支社
総務部 調達グループ

中部電力パワーグリッド（名古屋支社管内）に係る一定金額以下の不要品売却・
工事・輸送・委託の契約

名古屋支社
名古屋市中区千代田二丁目
12番14号 052-269-1325

静岡支社
総務部 調達グループ

中部電力パワーグリッド（静岡支社管内）に係る一定金額以下の不要品売却・工
事・輸送・委託の契約

静岡支社 静岡市葵区本通二丁目4-1 054-273-9010

三重支社
総務部 調達グループ

中部電力パワーグリッド（三重支社管内）に係る一定金額以下の不要品売却・工
事・輸送・委託の契約

三重支社 津市丸之内2番21号 059-246-6737

岐阜支社
総務部 調達グループ

中部電力パワーグリッド（岐阜支社管内）に係る一定金額以下の不要品売却・工
事・輸送・委託の契約

岐阜支社 岐阜市美江寺町二丁目5番地 058-264-3336

長野支社
総務部 調達グループ

中部電力パワーグリッド（長野支社管内）に係る一定金額以下の不要品売却・工
事・輸送・委託の契約

長野支社 長野市柳町18番地 026-232-9002

岡崎支社
総務部 調達グループ

中部電力パワーグリッド（岡崎支社管内）に係る一定金額以下の不要品売却・工
事・輸送・委託の契約

岡崎支社 岡崎市戸崎町字大道東7 0564-55-5016

組織名 調達範囲・業務内容 建物名称 所在地 連絡先

事業管理・支援
本部

総務グループ 中部電力ミライズに係る資材契約全般
ルーセント
タワー
（７階）

名古屋市西区牛島町6番1号
名古屋ルーセントタワー7階 052-740-6934

中部電力ミライズ株式会社
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参考 各組織の調達範囲、所在地および連絡先

中部電力パワーグリッド株式会社


