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全国エリアのネットワークで
電気にエネルギーをそそぐ

本社採用担当

事業所一覧
•本社
　〒163-0653東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル53 階
　TEL 03-3349-1111　FAX 03-3349-1112

•ソーラーパワービル
•テクノ・サテライト・オフィス
•袖ケ浦グリーンパワー
•上越グリーンパワー

東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1号 新宿センタービル51 階
TEL: 03-5909-5120（人事直通）　
E-mail: k.saiyou@n-techno.co.jp
URL: ntc.jp

北海道支店
　札幌営業所
　苫小牧営業所

東北支店
　秋田営業所
　盛岡営業所
　仙台営業所
　郡山営業所

栃木支店
　宇都宮営業所
　小山営業所

群馬支店
　高崎営業所

新潟支店
　新潟営業所
　長岡営業所

長野支店
　長野営業所
　松本営業所

茨城支店
　つくば営業所
　水戸営業所

千葉支店
　柏営業所
　千葉第一営業所
　千葉第二営業所

首都圏・圏央支店
　第一係
　第二係
　第三係
　第四係
　第五係
　第六係
　第七係
　立川営業所
　甲府営業所

埼玉支店
　さいたま第一営業所
　さいたま第二営業所
　西埼玉営業所
　熊谷営業所

神奈川支店
　相模原営業所
　湘南営業所
　横須賀営業所

横浜支店
　横浜第一営業所
　横浜第二営業所

静岡支店
　沼津営業所
　静岡営業所
　浜松営業所

中部支店
　名古屋営業所
　岡崎営業所
　岐阜営業所
　三重営業所

京滋北陸支店
　金沢営業所
　京都営業所
　滋賀営業所

大阪支店
　大阪第一営業所
　大阪第二営業所
　堺営業所

兵庫支店
　姫路営業所
　神戸営業所

山陽・四国支店
　岡山営業所
　松山営業所
　高松営業所

中国支店
　広島営業所
　島根営業所
　山口営業所

九州支店
　北九州営業所
　福岡第一営業所
　福岡第二営業所
　長崎営業所

南九州・沖縄支店
　大分営業所
　熊本営業所
　鹿児島営業所
　沖縄営業所

サービスセンター
　旭川サービスセンター
　函館サービスセンター
　土浦サービスセンター
　足利サービスセンター
　さいたまサービスセンター
　千葉サービスセンター
　東京サービスセンター
　名古屋サービスセンター
　大阪サービスセンター
　四国中央サービスセンター
　福岡サービスセンター
　宮崎サービスセンター

［2019 年12月現在］
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最初から出来る人はいない、
だから努力すれば私にも出来る

経営理念
最初から出来る人はいない、だから努力すれば私にも出来る

夢に描いたことは、努力することで必ず実現する

夢　志　計画　実行　達成

企業理念
日々の努力を怠らず、スキルアップのため一段一段確実に成長し、

さらなるステージへ飛躍する

速さ・敏速な対応

時間・時は金なり

活動力・行動力

仲間・社員・取引先

役に立つ・社会貢献

能力・実力の発揮
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業界を動かしたリーディングカンパニー
としての軌跡

日本テクノを設立してからの日々は、挑戦の繰り返しです。

ときには壁にぶつかることもありました。しかし、失敗し、壁

を乗り越えたことが大きな経験となり、財産となりました。

事業の出発点は、すべてが「人の役に立ちたい」という思いか

ら。一部の特定法人によって独占されていた電気保安業界

に、民間企業として初参入を果たしたのも、その思いに突き動

かされたからでした。

「最初から出来る人はいない、だから努力すれば私にも出来

る」日本テクノのこの経営理念は、綺麗事や月並みな励まし

ではありません。私を含め社員みんなが実践してきたことで

す。ゼロから立ち上げた事業が2004年1月の法改正につな

がる波を起こし、今では58,000件を超える事業所様に信頼

される民間企業シェアNo.1へと飛躍しています。

新しいステージへ帆を進めるには、
新しい人材が運ぶ風が必要

日本テクノが目指す姿は、日本の未来を担う電気のトータル

ソリューションカンパニー。2012年8月に運転開始した国

内最大規模の天然ガスエンジン発電所『日本テクノ袖ケ浦グ

リーンパワー』も、民間の電力会社である日本テクノが果たす

べき、電力の安定供給という使命のため、100億円規模の予

算を投じて取り組みました。2015年12月には新たに、「日

本テクノ上越グリーンパワー」が営業運転を開始しました。

日本テクノは、刻々と変化する社会情勢や経済状況に応じて、

サービスや商品、そして組織も柔軟に変え、日本一のカスタ

マーサービス企業を目指していきます。日本テクノの躍進に

理由があるとすれば、常に努力を怠らなかったことだけ。未

来を見据えチャレンジを忘れないベンチャー精神は、これか

らも変えずに持ち続けていきます。 

「夢に描いたことは、努力することで必ず実現する」

あなたにだって必ず出来る。 

日本テクノはあなたの挑戦を待っています。

代表取締役社長　馬本 英一 

わたしたちのミッション
わたしたちは、電力というエネルギー分野で、安心

と安全を基盤に、お客さまと社会にご満足いただ

ける製品やサービスの提供を事業の最重要課題と

して取り組んでいます。

また、地球環境保全に貢献できる価値ある企業と

して、常に自己の存在意義を問い、経営理念である

「夢・志・計画・実行・達成」の実践から、エネルギー

分野のリーディングカンパニーとなるべく、あら

ゆるチャレンジをひたむきに続けてまいります。

持続可能なエネルギー社会を実現するために、環境保全に高

い意識を持ち、進取の精神で、お客さまと社会から信頼され

る電気エネルギーのリーディングカンパニーを目指します。

MISSION 1

電気という社会インフラの根幹を担う企業の責任として、高

度な安心・安全を確立するとともに、実効性のあるアプロー

チで省エネ・省コストの普及促進に努めます。

MISSION 2

民間企業ならではの英知を結集し、お客さまにご満足いただ

ける電気保安管理サービスの提供に邁進します。

MISSION 3
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電気の総合商社として、川上から川下  まで電力サービスを提供しています

日本テクノは、電気のトータルソリューションカンパニーとして

電力サービスを川上（電力小売、電気保安管理）から、

川下（電力コンサルティング、省エネ設備改善）まで手掛けています。

BtoB 電力供給先

9,600 件
自社発電所 3 箇所
日本テクノ袖ケ浦グリーンパワー

発電量 110,000kw
日本テクノ上越グリーンパワー

発電量 110,000kw
いばらき太陽光発電所

発電量 2,000kw

全国10エリアで契約企業様に電力を供給し
ています。供給体制は自社発電所を運営し、
安定した電力供給に努めると同時に、環境に
配慮した国内のエネルギー基盤の強化に貢
献しています。

工場や商業施設、オフィスビルなどに設置された
高圧受変電設備は、電気事業法で定められた定期
的な保安点検が必要です。日本テクノは、全国で
57,000件以上の電気保安管理を行うリーディン
グカンパニーとして、民間 No.1シェアの実績を
誇っています。

電力小売の仕組み

電力小売

電力会社各発電所・電力取引所
（一般電気事業者）など

キュービクル保安点検

日本テクノ袖ケ浦グリーンパワー（千葉県） 日本テクノ上越グリーンパワー（新潟県） いばらき太陽光発電所
100%出資子会社 日本テクノパワー（株）が運営

電力小売
[ 調達改善 ]

情報サイト・新サービス
100% 出資子会社 日本テクノエンジ（株）が実施

• 電気設備工事　• 空調設備工事　
• 太陽光発電設備工事　• 遮熱塗装　
• 職場環境改善提案

省エネ [ 設備改善 ]

エアコン・LED 等換装による設備改善電気工事 [ 設備改善 ]

テナントビルのオーナー様向け・テナント様向け

電気料金自動検針システム
導入件数：1,740 棟／ 9,539 テナント

ECO-TENANT [ 運用改善 ]

電気を使った分のポイントを利用して、
日本各地のギフトと交換できる

“GIFT Street”

www.gift-street.com

 日本テクノ

お客さま

No.1電 気 保 安 事 業

民間シェア
工場や商業施設、ビルなどに設置された高圧受変電
設備の法定保安点検で民間 No.1 のシェアを獲得し
ています。
※2015年度民間事業者における自家用電気工作物の保安管理業
務の受託軒数No1

※民間事業者（傘下の協会員を含む）受託軒数ベース（株）矢野経
済研究所調べ　2016年8月現在

保安管理
[ 調達改善 ]

電気保安管理受託数

57,500 件
電気管理技術者

1,254 名
協力工事店

1,500 社
※日本テクノ協力会・日電協所属

電力コンサルティング

43,000 件
自 社 開 発 商 品『SMARTMETER 
ERIA』『SMART CLOCK』によって、
製造業やサービス業など幅広い事業
者様の省エネ活動を支援し、電気料
金の削減を実現しています。

電気の使用状況を60個の高輝度
LEDの光と音でお知らせし、電気使
用量を設定することができます。普
段よく見ている時計により電気の適
正な使用への意識を高めることがで
きる、世界初の商品です。

SMART CLOCK
インターネットで、電力使用状況とデマ
ンド（30分間の平均使用電力）の閲覧・
分析や電力プランのシミュレーションな
どができるサービス。分かりやすいグラ
フ表示で、省エネ活動の計画・実行・評価・
改善のプロセスをサポートします。

デマンド閲覧サービス

省エネ支援
[ 運用改善 ]

電気使用量をリアルタイムに表示
「見える化」し、電気の適正使用のタ
イミングを「理解（わか）る化」でき
るシステムです。工場や商業施設、
オフィスビルなど多くの事業者様
にご導入いただいております。

SMARTMETER ERIA

事業戦略本部
営業活動の支援や事業戦略企画、
テレマーケティング、コールセンター業務・
監視センター業務。

営業本部
新規開拓・CRM を軸に自社商品の販売から
電力小売提案まで、電力市場のフィールドで多
岐に渡るクロスセル営業。

管理本部
人事、総務、経理、契約管理など。

技術本部
電力コンサルティングや保安管理に必要な当社
商材製品の施工・保守管理や各種電気工事、協
力工事会社のマネジメントなど。

電力システム本部
契約企業様向けの電力小売や
発電事業の管理など。

保安本部
高圧受変電設備 ( キュービクル ) の点検・保安
管理業務など。
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  お客さまと二人三脚で省エネ活動を推進
経営課題解決をアシスト

Interview

営業部 栃木支店 宇都宮営業所 

所長

坂爪 俊仁 
Shunto Sakatsume

Profile
2012年新卒入社。駿河台大学 法学部卒。大

学時代は高校から続けていたラグビー部に所

属し、キャプテンとして活躍した。

入社後は憧れだった本社の首都圏支店に配

属、ここでお客さまに認めていただくことの

大変さと嬉しさ、成果を出せたときの達成感

など、営業の醍醐味を知る。現在は栃木支店・

宇都宮営業所の所長として部下3名を引っ

張っている。

地域の事業者様の安心経営に貢献！ 営業所長としても活躍中
仕事のやりがい：

　当社製品『SMARTMETER ERIA』をはじめとす

る電力サービスの販路拡大や、ご導入いただいて

いる法人のお客さまへのアシストサービスなど

営業活動を行っています。 

　先日は担当エリアで営業中に、偶然自分の出身

の町と同じ名前の会社を見つけました。面識のな

い会社でしたが、これも何かの縁と感じて訪問し

たところ、社長様と会話が弾んで契約をいただけ

ることに。どんな小さなきっかけで仕事が広がっ

ていくか分からない、それも営業の醍醐味です。 

　2017年1月から宇都宮営業所の所長となり

ました。以来、自分の数字と営業所の数字を達成

するためにどうすればよいのか、考えながら日々

の業務に取り組んでいます。現在は部下の同行

営業がメインのため、所内のマネジメントが約6

割、自分の営業は約4割です。短い時間でも質の

高い資料や情報が提供できるよう、業務の進め

方を工夫しています。これからもプレイングマ

ネージャーとして、成果を追い求めます！

　紹介や新規開拓を通じて新たな方と知り合い、

人柄に触れ、お話を伺う。そんな営業の仕事が大

好きです。

　営業では企業の経営者や幹部クラスの方とや

りとりをすることがほとんどです。省エネの相

談だけでなく、仕事観や人生観など社会人とし

てさまざまなことを学べるのも面白さのひとつ。

日々のやりとりを通じて信頼関係を深めていき、

「坂爪さんだから仕事を頼みたい」と言っていた

だけたときは何より嬉しいです。

入社のきっかけ：

　「新宿の超高層階に本社がある」日本テクノの

会社説明会に参加したのは、そんな単純な動機か

らでした。警察官や消防士も志望していました

が、日本テクノが民間No.1の電気保安管理業務

を提供するパイオニア企業で、今後さらに大きく

なっていく組織と感じ、それなら早くからステッ

プアップできると思ったことが入社の決め手に

なりました。 

　配属後には、一つひとつの仕事を通じて先輩や

上司から親身にサポートしていただき、それが一

番の成長の糧になりました。現在は所長として、

そんな日本テクノの社風をしっかり受け継いで

いきたいです。

扱うサービス シェア開拓 アシストサービス

•電力コンサルティング

•電気保安管理サービス

•電力小売　など

工場や商業施設、ホテルなど電気を大量に使

用する事業者様に、電気の適正な運用など電

気エネルギーに関する総合的なサービスをご

案内します。業界トップクラスの事業をさら

に拡大させるために、新規開拓を担います。

電気の「見える化」「理解（わか）る化」を通じ、

お客さまの省エネ活動をサポートする「アシ

ストサービス（※）」をはじめ、電気に関するお

悩みやご相談をお伺いし、豊富なノウハウと

実績で解決しています。

※アシストサービスは「アフターフォロー」を指
します。

夢に描いたことは、努力で必ず実現する

2017年度新卒入社の若手に
本音インタビュー

営業職のキャリアステップ
年齢や社歴に関係なく優秀な人材を正当に評価し、重要なポジションに
抜擢しています。実績を残せば入社1年目での昇格はもちろん、3年
目には営業所長として営業所をマネジメントする、そんなスピード感の
あるキャリアを築くことが可能です。

日本テクノはどんな会社？ 営業って大変？ 
プライベートは？ などなど。若手営業のリアルな
ワークライフに迫ります。

ぜんぶ
ホンネです！

※電力コンサルティング活動を通じて経営支援を行うサポート事業の総称。

新入社員研修について

営業職

入社～ 4週間
新人研修
•ビジネスマナーや自社知識の講義
•電気保安管理についての講義
•営業社員によるロールプレイング

などの実践型研修を通じて、社会人
としての基礎と営業スキルを習得。

～ 3カ月
フォローアップ研修
さらに深い知識や営業
ノウハウを習得し、応
用力を身につけます。 

～１年
営業同行研修

～２カ月
営業同行研修
先輩社員の営業活
動に同行し、商談の
様子や営業トーク
を学びます。

沖縄研修
•新規アポイント獲得
•アシストサービス※

に つ い て の 実 践 研
修。

私のキャリア
入社後は大阪エリアの顧客開拓を中心に営業を
行いました。電気を大量に使用するお客さまと
契約を結ぶなど、商圏の拡大に貢献。2018年8
月には神戸営業所の所長に就任しました。

営業部 兵庫支店
神戸営業所 所長

吉本 祐大
（2014年新卒入社／追手門学院大学卒業）

Profile
営業部 大阪支店　
大阪第一営業所 班長

岸本 知世子
2017年度新卒入社。武
庫川女子大学 生活環境
学部 メディア情報学科
卒。大学ではコンテンツ
制作やマーケティングな
どを専攻。「どんなとき
も笑顔を忘れない」が営
業としてのモットー。

9:00
朝礼

10:30
A社訪問

13:30

B社訪問

14:30
近隣の会社へ
飛び込み営業

15:30

C社訪問

17:00

帰社

19:00

退社

入社1 年目

一般職／班長
•入社時研修　

•フォローアップ研修

入社2 年目

班長／主任
•営業力強化研修

入社3 年目

所長

大阪営業所へ見学に行ったとき、社内から「行ってきます」や
「ただいま」という社員の声が度々聞こえました。こういう明る
く元気な会社で、前向きに働きたいと思いました。

入社6 年目

支店長

経営者の方や幹部の方などたくさんの人とお話しできること。
初めて契約をいただけたときは嬉し泣きしてしまいました。

電気の知識は研修や仕事を通じて段階的に覚えていけました
が、人とのやりとりはマニュアル通りにいかないもの。初めの
飛び込み営業は緊張しましたが、今は度胸がつきました。

若手の
ホンネ

パワフルな社長を筆頭にエネルギッシュな人が集まっています。福
利厚生も充実しており、女性が長く活躍できる環境も整っています。

1年に1回9連休を取れるので、旅行に行ったりと楽しんでいま
す。東京や大阪などで全国の同期と集まることも多いです。

日本テクノは人間性や人となりをしっかりと見てくれる会社で
す。緊張しすぎずに普段の自分で選考にのぞんでください。

私の1日
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日本テクノに決めたワケ

仕事のやりがい

ここが大変！

プライベートは？

学生の方へメッセージ

日本テクノのここが好き！
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Interview

技術サービス部 第三課 第一係

静岡班 主任

児玉 悠 
Yu Kodama

Profile
2014年新卒入社。工学院大学 工学部卒。技

術職の新卒第一期生として入社。大学では電

気接点で生じる摺動（しゅうどう）現象につい

て研究していた。

　入社後は、東京勤務を経て2016年4月から

静岡へ異動。翌年12月には念願の第一種電気

工事士の資格を取得した。任される業務が増

え、やりがいと成長を感じながら業務にまい進

する毎日。

Interview

保安部

特高管理課 

主任（発電所勤務）

佐藤 和広 
Kazuhiro Sato

Profile
2013年新卒入社。千葉工業大学 工学部 電気

電子情報工学科卒。保安部新卒採用第一期生

として、キュービクルの保安点検などで着実に

経験を積む。2017年より千葉県袖ケ浦市に

ある日本テクノ袖ケ浦グリーンパワーの管理

業務の担当となる。

電気保安管理業務の経験を活かして大規模発電所の
運営を支える

私の仕事:

　技術サービス部は、協力工事会社を管理・監督

する立場にあり、昨年から主力商品の設置100％

外注化を目指して、設置業務の品質向上と安全施

工体制を推進しています。また、顧客満足度向上

を目指し、お客さまの設備状況を調べて的確なア

ドバイスも行っています。施工作業だけでなく、

ご提案やお客さまサポートまでできる総合的な

セールスエンジニアを目指しています。私も技術

面含め、様々なことを貪欲に吸収している最中で

す。

　入社後、様々な研修を経て東京サービスセン

ターに配属されました。当初は先輩・上長のサ

ポートのため、同行しながら自社製品の設置工事

を担当し、少しずつ業務の幅を広げていきました。

2016年7月に静岡班へ異動。東京とは商圏が異

なるため、担当する事業場数や移動距離など環境

が大きく変化しました。また、ひとりで任される

業務が増えた分、違った大変さもありますが、学べ

ることも多く、やりがいを感じます。

入社のきっかけ:

　電気工事だけでなく、発電、小売、保守、省エネ

と、電気に関して幅広い事業を手がけている点に

ひかれました。選考では会社の良い部分だけを一

方的に話すのではなく、学生からのネガティブな

面の質問にも正直に答えてくれたのも好印象で、

ここでチャレンジしたいと思いました。 

9:00　 出社・朝礼・出発

9:50　 A社でESシステムの
 設置工事

12:30　昼食

14:00　B社で通信機器の交換対応

17:45　帰社・終礼

19:00　退社

私の一日

私の仕事:

　『日本テクノ袖ケ浦グリーンパワー』の運転に

必要な資材の調達や役所へ提出する書類の作成、
日常点検や工事の立ち会い、異常発生時の対応と
いった管理業務を担当しています。入社後は高
圧受変電設備の保守点検を行う保安部でキャリ
アを積み、2017年より現職へ異動。保安部で
は作業を中心に担っていましたが、今は事務仕事
を含めた管理業務が中心です。初めて経験する
ことばかりで戸惑いもありましたが、現場で運転
を行うオペレーターの方々から教わったり、自分
でも作業をしながら多くのことを学んでいます。
誰かに指示されるのではなく、率先して仕事を進
めなければならないため責任は重大ですが、その
分仕事は面白いです。当社とご契約いただいて
いるお客さまへ毎日無事に電気を送るために、発
電所を維持運営する仕事に大きなやりがいを感
じています。
入社のきっかけ:

　数ある電気関連の会社から日本テクノを選ん
だのは、資格取得などスキルアップできる環境
があったから。保安点検業務には第三種電気主

任技術者（電験三種）という国家資格が必要です。
入社後は先輩やベテランの技術者さんに同行し、
補助業務を通じて電気の安全な取り扱い方や設
備・建物による作業の違いなどを習得。資格取
得に必要な実務経験を積み、2015年に電験三種
の免状を取得しました。これからも実務を通じ
て生きた知識を学び、後輩にもしっかりと指導が
できる電気のプロを目指していきたいです。

当社顧客事業者の電気の安全や
省エネ推進を技術面からサポート

保安部 技術サービス部

電気事業法に基づき、工場や商業施設、オフィス

ビルなどに設置された高圧受変電設備（自家用電

気工作物）を、安全性確保のため定められた頻度

で保安点検を実施します。

工場やオフィスビル、各種施設などの省エネ活動

をサポートする自社製品『SMARTMETER ERIA』

『ECO-TENANT』などの設置工事、保守対応を行っ

ています。

現場での実務

現場部門マネージャー

管理部門マネージャー

研修教育部門

商品開発部門

設備改善部門

技術職のキャリアステップ
先輩社員との現場同行や研修などで実務経験を積み、一人立ちを目指し
ます。同時に専門知識を高め、必要な資格を取得することで、資格手当の
支給や役職昇格による手当も支給されます。やる気と経験値を積み上げ
ることで、専門分野のスペシャリストに成長できる環境があります。

新入社員研修について

技術職

私のキャリア
これまで4000件以上の工事を担当してき
ました。2010年に課長となり、19人の部
下をマネジメントしています。
挑戦する姿勢や取り組みの成果がしっかり
と評価されるので、やりがいは十分です。
保有資格：第一種・第二種電気工事士

技術サービス部 第五課 
課長
伊藤 祐作 （2008年入社）

念願の第一種電気工事士を取得し、総合的なエンジニアへ
さらに前進

技
術

職
の

仕
事

紹
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入社～ 4週間 ～２カ月
新人研修
•ビジネスマナーや自社知識の講義
•電気の基礎知識
•電気保安管理についての講義を行い、

社会人としての基礎を習得。

～ 1年
現場での研修
配属先の各現場にて先輩社員のフォロー
のもと、実際の業務を通じて仕事の流れや
知識・技術を身につけていきます。
その後、５年を目処に一人立ちを目指し
ます。 

技術研修
ソーラーパワービル（神奈川県相模原市）
の地下にある模擬設備を使い、操作手順や
安全操作を学びます。
その後、現場にて補助要員として実際に通
電している設備で実地研修を行います。

7:00　 出社

7:45　 発電機起動立ち会い

9:30　 電気室、発電機塔内見回り

12:00　昼食

13:00　オペレーター作業同行

15:00　事務処理、週報作成

16:00　退社

私の一日
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数字で見る日本テクノ会 社 概 要
社員構成や仕事環境に関する数字をもとに、日本テクノの社風や働きやすさを
分かりやすく表現しました。

社員構成 近年の新卒者積極採用により社内全体の若返りが進んでいます。
男性比率が高いですが女性営業職の役職者も活躍しています。

男女比 男女別平均年齢

年齢構成文理比率

新卒・中途比率

740名
407名

文系

新卒

理系

中途

男性男性 女性

女性 64%

19.7%

20%

84%

36%

80%

16%

40.1歳 35.8歳

20代

30代

40代

50代

70代

7%: 85名

0.4%: 5名

26%: 300名

30%: 340名

32.6%: 375名

仕事環境 仕事と私生活の相乗効果を高めるため、社員の声を取り入れ
「ワークライフバランス」に力を入れています。

20.95h

※2020年度 長期有給休暇取得推進制度で5日連続（土日含め
最大9〜10日間）の有給休暇取得を推進

122日 9~10 日間

60代
4%: 42名

新卒離職率

連続休暇

月間平均残業時間

年間休日

商号

本社所在地

設立年月日

資本金

従業員数

事業内容

業務提携

働き方改革の一環として、さまざまな取り組みを実施しています。 女性活躍推進企業認定「えるぼし」
認定を受けました。

関係会社

主な株主

日本テクノ株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目25 番1 号 
新宿センタービル53 階
電話：03-3349-1111　
FAX：03-3349-1112

1995 年（平成7 年）4 月4 日

5 億7,194 万円

1,147名 ※2019 年12 月1 日現在

1. 電力小売事業
2. 高圧電気設備保安管理・点検業務
3. キュービクル常時監視システム販売および電力コン
サルティング
4. 電気料金自動検針事業

電気管理技術者　1,254 名（日本テクノ協力会・
日電協所属） ※2019 年12 月1 日現在

日本テクノパワー株式会社（100％子会社）
日本テクノエンジ株式会社（100％子会社）
株式会社フェスコパワーステーション滋賀（100% 子
会社）
株式会社エフオン（コード番号：9514 東証第一
部）

馬本　英一（当社代表取締役社長）
AIG損害保険株式会社
SMBCベンチャーキャピタル株式会社
エレクス株式会社
オリックス株式会社
株式会社さがみはら産業創造センター
東京海上日動火災保険株式会社
東邦電子株式会社
日本テクノ従業員持株会
株式会社ビジョン
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJキャピタル株式会社
株式会社横浜銀行
りそなキャピタル株式会社

（五十音順・敬称略）
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