別紙１１（四国）

送配電網、受電設備および計量器に係わるお問い合わせ先
【四国電力管内】
四国電力の各連絡先（平成25年4月1日現在）になります。
電話番号は予告なく変更となる場合があります。
詳しくは、四国電力ホームページ（http://www.yonden.co.jp/corporate/b_esta/index.html）をご参照下さい。
また、各連絡先にお電話する際は、株式会社エネットとご契約の旨を窓口担当者にお伝え下さい。

■徳島県
地区

徳島市地区
徳島市，鳴門市，小松島市，
勝浦町，上勝町，神山町，
石井町 (一部を除く)，
松茂町，北島町，藍住町，
板野町，佐那河内村

電力ネットワークに関する
停電および緊急時の問合せ

電力ネットワークに関する
技術的（工事）な問合せ

受付時間 ： 24時間受付可

受付時間 ： （月～金） 8:40～17:20

四国電力 徳島支店 集中受付センター
〒770-8555
徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地
0120-564-552

吉野川市，阿波市，
石井町一部，上板町

〒770-8555
徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地
088-656-4585

088-622-7121
四国電力 鴨島営業所 お客さまセンター

鴨島地区

四国電力 徳島支店 配電センター

〒776-0010
徳島県吉野川市鴨島町鴨島318-4
0120-036-117

四国電力 鴨島営業所 配電センター
〒776-0010
徳島県吉野川市鴨島町鴨島318-4
050-8801-5581

0883-24-1117
四国電力 阿南営業所 お客さまセンター

阿南地区
阿南市，那賀町

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町滝の下2-1
0120-161-220

四国電力 阿南営業所 配電センター
〒774-0030
徳島県阿南市富岡町滝の下2-1
0884-23-6908

0884-22-1220
四国電力 牟岐お客さまセンター

牟岐地区
牟岐町，美波町，海陽町

〒775-0006
徳島県海部郡牟岐町中村本村153-9
0120-111-566
0884-72-1126
四国電力 池田支店 お客さまセンター

池田地区
三好市，美馬市（美馬町），
つるぎ町，東みよし町

〒778-8504
徳島県三好市池田町シマ930番地3
0120-410-778
0883-72-7500
四国電力 脇町営業所 お客さまセンター

脇町地区
美馬市（美馬町を除く）

〒779-3601
徳島県美馬市脇町拝原1589
0120-410-779
0883-52-1222

四国電力 池田支店 配電センター
〒778-8504
徳島県三好市池田町シマ930番地3
0883-72-7523
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■高知県
地区

高知市地区
高知市，土佐市，日高村，
須崎市一部，
いの町（旧伊野町，旧吾北
村）

電力ネットワークに関する
停電および緊急時の問合せ

電力ネットワークに関する
技術的（工事）な問合せ

受付時間 ： 24時間受付可

受付時間 ： （月～金） 8:40～17:20
（ただし、祝日・年末年始を除く）

四国電力 高知支店 集中受付センター

四国電力 高知支店 配電センター

〒780-8545
高知県高知市本町4丁目1番11号

〒780-8545
高知県高知市本町4丁目1番11号

0120-410-430

088-821-2846

088-822-9211
四国電力 田井お客さまセンター

田井地区
土佐町，本山町，大豊町，
大川村，いの町（旧本川村）

〒781-3521
高知県土佐郡土佐町田井966
0120-410-630
0887-82-0453
四国電力 山田営業所 お客さまセンター

山田地区
南国市，香南市，香美市

〒782-0034
高知県香美市土佐山田町宝町2丁目1-22
0120-410-782

四国電力 山田営業所 配電センター
〒782-0034
高知県香美市土佐山田町宝町2丁目1-22
0887-53-2979

0887-53-2161
安芸地区
安芸市，奈半利町，田野町，
安田町，北川村，馬路村，
芸西村

四国電力 安芸営業所 お客さまセンター

四国電力 安芸営業所 配電センター

〒784-0001
高知県安芸市矢の丸2丁目6-10

〒784-0001
高知県安芸市矢の丸2丁目6-10

0120-410-650

0887-35-3781

0887-35-3558
四国電力 室戸お客さまセンター

室戸地区
室戸市，東洋町

〒781-7103
高知県室戸市浮津88-3
0120-410-781
0887-22-0058

中村地区
四万十市，
黒潮町（旧大方町）

四国電力 中村支店 お客さまセンター

四国電力 中村支店 配電センター

〒787-0033
高知県四万十市中村大橋通6丁目9番21号

〒787-0033
高知県四万十市中村大橋通6丁目9番21号

0120-410-787

0880-34-6692

0880-34-2161
窪川地区
四万十町，
黒潮町（旧佐賀町），
中土佐町（旧大野見村）

四国電力 窪川お客さまセンター
〒786-0012
高知県高岡郡四万十町北琴平町2-34
0120-410-786
0880-22-1235
四国電力 宿毛お客さまセンター

宿毛地区
宿毛市，大月町，三原村

〒788-0001
高知県宿毛市中央2丁目9番17号
0120-410-352
0880-63-2177
四国電力 清水お客さまセンター

清水地区
土佐清水市

〒787-0303
高知県土佐清水市旭町2-1
0120-410-326
0880-82-0037

須崎地区
須崎市（一部除く），佐川町，
仁淀川町，越知町，梼原町，
中土佐町（旧大野見村を除
く），津野町

四国電力 須崎営業所 お客さまセンター
〒785-0004
高知県須崎市青木町7-3
0120-410-785
0889-42-1721

四国電力 須崎営業所 配電センター
〒785-0004
高知県須崎市青木町7-3
0889-42-1731
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■愛媛県
地区

電力ネットワークに関する
停電および緊急時の問合せ

電力ネットワークに関する
技術的（工事）な問合せ

受付時間 ： 24時間受付可

受付時間 ： （月～金） 8:40～17:20

四国電力 松山支店 集中受付センター
松山地区
松山市，東温市

〒790-8540
愛媛県松山市湊町6丁目6番地2
0120-410-452

四国電力 松山支店 配電センター
〒790-8540
愛媛県松山市湊町6丁目6番地2
089-946-9788

089-941-6111
四国電力 伊予営業所 お客さまセンター
伊予地区
伊予市，松前町，砥部町

四国電力 伊予営業所 配電センター

〒799-3113
愛媛県伊予市米湊安広824-1

〒799-3113
愛媛県伊予市米湊安広824-1

0120-410-142

089-982-0568

089-982-0015
四国電力 久万お客さまセンター
久万地区
久万高原町

〒791-1201
愛媛県上浮穴郡久万高原町久万544-2
0120-410-987
0892-21-0053
四国電力 今治営業所 お客さまセンター

今治地区
今治市（一部を除く）

四国電力 今治営業所 配電センター

〒794-8708
愛媛県今治市別宮町1丁目3-1

〒794-8708
愛媛県今治市別宮町1丁目3-1

0120-410-540

0898-22-9854

0898-32-3980
四国電力 宇和島支店 お客さまセンター
宇和島地区
宇和島市，松野町，鬼北町

〒798-0033
愛媛県宇和島市鶴島町1番28号
0120-410-582
0895-22-4733
四国電力 城辺お客さまセンター

城辺地区
愛南町

〒798-4131
愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2287
0120-410-523
0895-72-0004

四国電力 宇和島支店 配電センター
〒798-0033
愛媛県宇和島市鶴島町1番28号
0895-23-2376
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四国電力 八幡浜営業所 お客さまセンター
八幡浜地区
八幡浜市，西予市（三瓶町），
伊方町

四国電力 八幡浜営業所 配電センター

〒796-0037
愛媛県八幡浜市川通1460-125

〒796-0037
愛媛県八幡浜市川通1460-125

0120-410-796

0894-22-5579

0894-22-2255
四国電力 宇和お客さまセンター
宇和地区
西予市（三瓶町を除く）

〒797-0015
愛媛県西予市宇和町卯之町4丁目549
0120-410-830
0894-62-1255
四国電力 大洲営業所 お客さまセンター

大洲地区
大洲市，内子町

〒795-0052
愛媛県大洲市若宮535-2
0120-410-795

四国電力 大洲営業所 配電センター
〒795-0052
愛媛県大洲市若宮535-2
0893-24-1964

0893-24-2135
四国電力 新居浜支店 お客さまセンター
新居浜地区
新居浜市

〒792-0023
愛媛県新居浜市繁本町9番32号
0120-459-789

四国電力 新居浜支店 配電センター
〒792-0023
愛媛県新居浜市繁本町9番32号
0897-37-4308

0897-37-2101
四国電力 西条営業所 お客さまセンター
西条地区
西条市

〒793-0027
愛媛県西条市朔日市300-1
0120-102-960

四国電力 西条営業所 配電センター
〒793-0027
愛媛県西条市朔日市300-1
0897-53-1051

0897-56-2960
四国電力 四国中央営業所 お客さまセンター
四国中央地区
四国中央市

〒799-0413
愛媛県四国中央市中曽根町1680-1
0120-054-430
0896-23-4430

四国電力 四国中央営業所 配電センター
〒799-0413
愛媛県四国中央市中曽根町1680-1
0896-23-8207
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■香川県
地区

電力ネットワークに関する
停電および緊急時の問合せ

電力ネットワークに関する
技術的（工事）な問合せ

受付時間 ： 24時間受付可

受付時間 ： （月～金） 8:40～17:20

四国電力 高松支店 集中受付センター
高松地区
高松市（国分寺町を除く），
三木町

〒760-8501
香川県高松市亀井町7番地9
0120-410-761

四国電力 高松支店 配電センター
〒760-8501
香川県高松市亀井町7番地9
087-836-1047

087-831-0211

東かがわ地区
東かがわ市，さぬき市

四国電力 東かがわ営業所 お客さまセンター

四国電力 東かがわ営業所 配電センター

〒769-2601
香川県東かがわ市三本松1739-3

〒769-2601
香川県東かがわ市三本松1739-3

0120-410-712

0879-25-2652

0879-25-2171
四国電力 観音寺営業所 お客さまセンター
観音寺地区
観音寺市，三豊市

〒768-0072
香川県観音寺市栄町3丁目5番10号
0120-410-768

四国電力 観音寺営業所 配電センター
〒768-0072
香川県観音寺市栄町3丁目5番10号
0875-25-7958

0875-25-1110
丸亀地区
丸亀市（綾歌町，飯山町を除
く），善通寺市，琴平町，
多度津町，まんのう町
坂出地区
坂出市，高松市（国分寺町），
丸亀市（綾歌町，飯山町），
宇多津町，綾川町

四国電力 丸亀営業所 お客さまセンター

四国電力 丸亀営業所 配電センター

〒763-0034
香川県丸亀市大手町3丁目2-1

〒763-0034
香川県丸亀市大手町3丁目2-1

0120-410-763

0877-22-5954

0877-22-5111
四国電力 坂出営業所 お客さまセンター

四国電力 坂出営業所 配電センター

〒762-0007
香川県坂出市室町2丁目4-15

〒762-0007
香川県坂出市室町2丁目4-15

0120-410-740

0877-44-4164

0877-46-5151

