
平成２３年３月１４日　

変電所名 停電軒数
川崎区　浮島町 川崎区　浜町１丁目 川崎区　大師駅前１丁目
川崎区　江川１～２丁目 川崎区　東門前１～３丁目 川崎区　大師公園
川崎区　塩浜１～２丁目 川崎区　日ノ出１～２丁目 川崎区　大師本町
川崎区　塩浜４丁目 川崎区　藤崎３～４丁目 川崎区　大師町
川崎区　田町１～３丁目 川崎区　南町 川崎区　台町
川崎区　大師河原１～２丁目 川崎区　四谷上町 川崎区　浅野町
川崎区　出来野 川崎区　四谷下町 川崎区　池上新町２～３丁目
川崎区　殿町１丁目 川崎区　小田２丁目 川崎区　観音１～２丁目
川崎区　殿町３丁目 川崎区　川中島１～２丁目 川崎区　中島２丁目
川崎区　中瀬３丁目 川崎区　昭和１～２丁目 川崎区　中瀬２丁目

（稲城） 多摩区　菅６丁目 1,041
多摩区　菅１丁目 多摩区　菅６丁目 多摩区　菅北浦１丁目
多摩区　菅２丁目 多摩区　菅稲田堤１丁目 多摩区　菅北浦２丁目
多摩区　菅３丁目 多摩区　菅稲田堤２丁目 多摩区　菅馬場１丁目
多摩区　菅４丁目 多摩区　菅稲田堤３丁目 多摩区　菅馬場３丁目
多摩区　菅５丁目 多摩区　菅野戸呂 多摩区　布田

（鶴川） 麻生区　岡上 3,822
幸区　小倉 幸区　新塚越 中原区　田尻町
幸区　鹿島田 幸区　東小倉 中原区　中丸子
幸区　小向西町４丁目 幸区　南加瀬１丁目 中原区　市ノ坪
幸区　下平間 幸区　東古市場 中原区　上平間
幸区　塚越１～３丁目 中原区　丸子通１丁目
幸区　古市場 中原区　上丸子山王町２丁目
幸区　古市場１～２丁目 中原区　北谷町
幸区　古川町 中原区　下沼部

（日吉） 中原区木月１、３、４丁目 中原区井田１～３丁目 中原区井田中ノ町 5,142
高津区　梶ヶ谷１丁目 高津区　野川 宮前区　宮崎
高津区　梶ヶ谷２丁目 高津区　久末 宮前区　宮崎１丁目
高津区　梶ヶ谷３丁目 高津区　向ヶ丘 宮前区　宮崎２丁目
高津区　梶ヶ谷４丁目 宮前区　宮崎６丁目
高津区　梶ヶ谷５丁目 宮前区　宮前平１丁目
高津区　梶ヶ谷６丁目 宮前区　宮前平２丁目
高津区　上作延 宮前区　宮前平３丁目
高津区　久地 宮前区　東有馬１丁目
高津区　坂戸２丁目 宮前区　東有馬２丁目
高津区　下作延 宮前区　東有馬３丁目
高津区　下作延２丁目 宮前区　東有馬４丁目
高津区　下作延３丁目 宮前区　東有馬５丁目
高津区　新作１丁目 宮前区　有馬２丁目
高津区　新作２丁目 宮前区　梶ヶ谷
高津区　新作３丁目 宮前区　小台１丁目
高津区　新作４丁目 宮前区　小台２丁目
高津区　末長 宮前区　野川
高津区　千年 宮前区　馬絹
多摩区　生田４丁目 多摩区　西生田５丁目 宮前区　五所塚１丁目
多摩区　生田５丁目 多摩区　登戸 宮前区　五所塚２丁目
多摩区　生田６丁目 多摩区　登戸新町 宮前区　神木２丁目
多摩区　生田８丁目 多摩区　東生田１丁目 宮前区　神木本町１丁目
多摩区　和泉 多摩区　東生田２丁目 宮前区　神木本町２丁目
多摩区　栗谷３丁目 多摩区　東生田３丁目 宮前区　神木本町３丁目
多摩区　宿河原１丁目 多摩区　東生田４丁目 宮前区　神木本町４丁目
多摩区　宿河原２丁目 多摩区　東三田２丁目 宮前区　神木本町５丁目
多摩区　宿河原３丁目 多摩区　東三田３丁目 宮前区　菅生１丁目
多摩区　宿河原４丁目 多摩区　枡形３丁目 宮前区　平１丁目
多摩区　宿河原６丁目 多摩区　枡形４丁目 宮前区　平２丁目
多摩区　中野島 多摩区　枡形５丁目 宮前区　平３丁目
多摩区　中野島３丁目 多摩区　枡形６丁目 宮前区　平５丁目
多摩区　中野島４丁目 多摩区　枡形７丁目 宮前区　平６丁目
多摩区　中野島５丁目 多摩区　三田１丁目 宮前区　宮崎
多摩区　長尾１丁目 多摩区　三田５丁目 宮前区　初山１丁目

④
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多摩区　長尾２丁目 多摩区　南生田３丁目 宮前区　初山２丁目
多摩区　長尾３丁目
多摩区　長尾４丁目 高津区　上作延
多摩区　長尾５丁目 高津区　下作延
多摩区　長尾６丁目 高津区　向ヶ丘
多摩区　長尾７丁目 高津区　溝口１丁目
多摩区　生田１丁目 多摩区　中野島２丁目 多摩区　菅稲田堤１丁目
多摩区　生田２丁目 多摩区　中野島３丁目 多摩区　菅稲田堤３丁目
多摩区　生田３丁目 多摩区　中野島４丁目 多摩区　菅城下
多摩区　生田７丁目 多摩区　中野島５丁目 多摩区　菅野戸呂
多摩区　生田８丁目 多摩区　中野島６丁目 多摩区　菅北浦１丁目
多摩区　和泉 多摩区　登戸 多摩区　菅北浦２丁目
多摩区　菅１丁目 多摩区　東三田１丁目 多摩区　菅北浦３丁目
多摩区　菅２丁目 多摩区　枡形１丁目 多摩区　菅北浦４丁目
多摩区　菅３丁目 多摩区　枡形２丁目 多摩区　菅北浦５丁目
多摩区　菅４丁目 多摩区　枡形３丁目 多摩区　菅仙谷１丁目
多摩区　菅５丁目 多摩区　枡形４丁目 多摩区　菅馬場１丁目
多摩区　菅６丁目 多摩区　枡形５丁目 多摩区　菅馬場２丁目
多摩区　中野島 多摩区　枡形６丁目 多摩区　菅馬場３丁目
多摩区　中野島１丁目 多摩区　南生田３丁目 多摩区　布田
中原区　上小田中１丁目 高津区　北見方１丁目 高津区　諏訪３丁目
中原区　上小田中２丁目 高津区　北見方２丁目 高津区　瀬田
中原区　上小田中６丁目 高津区　北見方３丁目 高津区　千年
中原区　上新城１丁目 高津区　坂戸１丁目 高津区　久本
中原区　新城１丁目 高津区　坂戸２丁目 高津区　二子１丁目
中原区　木月３丁目 高津区　坂戸３丁目 高津区　二子２丁目
中原区　等々力 高津区　下野毛１丁目 高津区　二子３丁目
中原区　宮内１丁目 高津区　下野毛２丁目 高津区　二子４丁目
中原区　宮内２丁目 高津区　下野毛３丁目 高津区　二子６丁目
中原区　宮内３丁目 高津区　新作５丁目 高津区　溝口
中原区　宮内４丁目 高津区　末長 高津区　溝口２丁目

高津区　諏訪１丁目 高津区　溝口３丁目
高津区　諏訪２丁目

高津区　上作延 高津区　新作５丁目 高津区　二子３丁目
高津区　久地１丁目 高津区　新作６丁目 高津区　二子４丁目
高津区　坂戸１丁目 高津区　末長 高津区　二子５丁目
高津区　坂戸３丁目 高津区　諏訪１丁目 高津区　二子６丁目
高津区　子母口 高津区　諏訪２丁目 高津区　溝口
高津区　下作延 高津区　諏訪３丁目 高津区　溝口１丁目
高津区　下作延１丁目 高津区　野川 高津区　溝口２丁目
高津区　下作延２丁目 高津区　千年 高津区　溝口３丁目
高津区　下作延３丁目 高津区　久末 高津区　溝口４丁目
高津区　下作延４丁目 高津区　久本１丁目 高津区　溝口５丁目
高津区　下作延５丁目 高津区　久本２丁目 高津区　溝口６丁目
高津区　新作１丁目 高津区　久本３丁目
高津区　新作３丁目 高津区　二子１丁目 宮前区　神木本町３丁目
高津区　新作４丁目 高津区　二子２丁目

中野島 33,390

27,329下野毛

溝ノ口 26,373
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中原区井田杉山町 中原区下小田中３丁目 高津区子母口
中原区今井上町 中原区下小田中４丁目 高津区新作３丁目
中原区今井仲町 中原区下小田中５丁目 高津区新作４丁目
中原区今井西町 中原区下小田中６丁目 高津区新作５丁目
中原区上小田中１丁目 中原区下新城１丁目 高津区新作６丁目
中原区上小田中２丁目 中原区下新城２丁目 高津区末長
中原区上小田中３丁目 中原区下新城３丁目 高津区千年
中原区上小田中４丁目 中原区新城 高津区千年新町
中原区上小田中５丁目 中原区新城１丁目 高津区野川
中原区上小田中６丁目 中原区新城２丁目 高津区溝口１丁目
中原区上小田中７丁目 中原区新城３丁目 高津区溝口４丁目
中原区上新城１丁目 中原区新城４丁目
中原区上新城２丁目 中原区新城５丁目 多摩区長尾４丁目
中原区小杉御殿町１丁目 中原区新城中町
中原区小杉御殿町２丁目 中原区等々力
中原区小杉陣屋町２丁目 中原区宮内１丁目
中原区小杉町２丁目 中原区宮内２丁目
中原区下小田中１丁目 中原区宮内３丁目
中原区下小田中２丁目 中原区宮内４丁目
中原区　今井上町 中原区　新丸子東１～３丁目 中原区　木月住吉町
中原区　上小田中 中原区　新丸子町 中原区　小杉
中原区　上小田中４丁目 中原区　中丸子 中原区　千年新町
中原区　上小田中６～７丁目 中原区　丸子通２丁目 中原区　木月１丁目
中原区　上丸子山王町１～２丁目 中原区　宮内４丁目 中原区　木月伊勢町
中原区　上丸子天神町 中原区　井田中ノ町 中原区　等々力
中原区　上丸子八幡町 中原区　市ノ坪 中原区　丸子通１丁目
中原区　木月３丁目 中原区　今井仲町 中原区　宮内３丁目
中原区　小杉御殿町１～２丁目 中原区　今井西町
中原区　小杉陣屋町１～２丁目 中原区　今井南町
中原区　小杉町１～３丁目 中原区　木月大町
中原区　下沼部
中原区井田１丁目 中原区木月大町 高津区明津
中原区井田２丁目 中原区木月祇園町 高津区梶ヶ谷３丁目
中原区井田３丁目 中原区下小田中１丁目 高津区蟹ヶ谷
中原区井田三舞町 中原区下小田中２丁目 高津区上作延
中原区井田杉山町 中原区下小田中３丁目 高津区北見方３丁目
中原区井田中ノ町 中原区下小田中４丁目 高津区子母口
中原区今井仲町 中原区下小田中５丁目 高津区子母口富士見台
中原区今井西町 中原区下小田中６丁目 高津区末長
中原区今井南町 中原区下新城１丁目 高津区千年
中原区上小田中 中原区下新城２丁目 高津区千年新町
中原区上小田中３丁目 中原区下新城３丁目 高津区野川
中原区上小田中５丁目 中原区新城１丁目 高津区久末
中原区上小田中６丁目 中原区新城中町 高津区久本２丁目
中原区木月 中原区新丸子町 高津区二子
中原区木月１丁目
中原区木月３丁目 宮前区野川
中原区木月伊勢町 宮前区潮見台
幸区　遠藤町 幸区　神明町１～２丁目 幸区　古市場１丁目
幸区　小倉 幸区　塚越１～４丁目 幸区　古川町
幸区　小向仲野町 幸区　戸手１丁目 幸区　南幸町３丁目
幸区　小向西町１～４丁目 幸区　戸手本町１～２丁目 幸区　都町
幸区　小向東芝町 幸区　中幸町１丁目 幸区　東小倉
幸区　紺屋町 幸区　東古市場
幸区　下平間 幸区　古市場
川崎区　追分町 川崎区　藤崎１～４丁目 川崎区　新川通
川崎区　大島１～５丁目 川崎区　富士見町１～２丁目 川崎区　浜町２丁目
川崎区　大島上町 川崎区　南町 川崎区　宮前町
川崎区　小田１～３、６丁目 川崎区　渡田１～４丁目 川崎区　渡田新町１丁目
川崎区　観音１丁目 川崎区　渡田山王町 川崎区　渡田向町
川崎区　鋼管通１，３，４丁目 川崎区　渡田東町
川崎区　境町 川崎区　池上新町1丁目

22,399

32,678

40,217

17,973

中原

井田

御幸

中島

多摩川局 33,624
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川崎区　田島町 川崎区　貝塚１～２丁目
川崎区　中島１～３丁目 川崎区　桜本２丁目
川崎区　浅田１～３丁目 川崎区　渡田山王町 川崎区　元木１丁目
川崎区　池田１～２丁目 川崎区　大島１丁目 川崎区　渡田１丁目～３丁目
川崎区　小田１～６丁目 川崎区　大島４丁目～５丁目 川崎区　渡田新町１丁目
川崎区　京町１丁目～２丁目 川崎区　小田栄１丁目 川崎区　渡田東町
川崎区　鋼管通１丁目 川崎区　貝塚１丁目

幸区　小倉 幸区　矢上 中原区　大倉町
幸区　鹿島田 幸区　新小倉
幸区　北加瀬１～３丁目 幸区　新川崎
幸区　南加瀬１～５丁目 幸区　東小倉
幸区　鹿島田 中原区　市ノ坪 中原区　中丸子
幸区　北加瀬２～３丁目 中原区　苅宿 中原区　西加瀬
幸区　矢上 中原区　木月 中原区　大倉町
幸区　南加瀬３丁目 中原区　木月２～４丁目 中原区　上丸子山王町２丁目
幸区　北加瀬１丁目 中原区　木月住吉町 中原区　上丸子八幡町
幸区　塚越３丁目 中原区　下沼部 中原区　丸子通１丁目
幸区　新川崎 中原区　新丸子東１～３丁目
川崎区　池田１丁目 川崎区　堀之内町 川崎区　大島上町
川崎区　砂子１～２丁目 川崎区　南町
川崎区　駅前本町 川崎区　小田２丁目 幸区　大宮町
川崎区　小川町 川崎区　貝塚１丁目 幸区　堀川町
川崎区　下並木 川崎区　桜本１丁目 幸区　柳町
川崎区　堤根 川崎区　元木２丁目 幸区　中幸町３丁目
川崎区　日進町 川崎区　宮本町
川崎区　東田町 川崎区　渡田１丁目
川崎区　旭町１～２丁目 川崎区　藤崎１，３丁目 川崎区　境町
川崎区　砂子１～２丁目 川崎区　富士見１～２丁目 川崎区　昭和１～２丁目
川崎区　伊勢町 川崎区　堀之内町 川崎区　鈴木町
川崎区　駅前本町 川崎区　本町１～２丁目 川崎区　大師駅前１～２丁目
川崎区　榎町 川崎区　港町 川崎区　大師河原１丁目
川崎区　小田４丁目 川崎区　宮前町 川崎区　大師町
川崎区　貝塚１～２丁目 川崎区　宮本町 川崎区　中瀬１～３丁目
川崎区　川中島１～２丁目 川崎区　元木１丁目 川崎区　日進町
川崎区　新川通 川崎区　渡田１丁目
川崎区　中島１～２丁目 川崎区　渡田新町１～２丁目 幸区　堀川町
川崎区　東田町 川崎区　渡田向町
幸区　大宮町 幸区　中幸町１～４丁目 幸区　神明町１～２丁目
幸区　川原町 幸区　古市場１丁目 幸区　堀川町
幸区　小向仲野町 幸区　南幸町１～3丁目 幸区　都町
幸区　小向町 幸区　柳町
幸区　幸町１～４丁目 幸区　紺屋町 川崎区　堤根
幸区　戸手１～４丁目 幸区　遠藤町 川崎区　本町２丁目

川崎局 22,357

日進町

北の原

渡田 16,903

13,640

宮本 21,711

加瀬 20,887

23,455
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多摩区　生田１丁目 多摩区　枡形６丁目 麻生区　岡上
多摩区　生田２丁目 多摩区　枡形７丁目 麻生区　上麻生１丁目
多摩区　生田３丁目 多摩区　三田１丁目 麻生区　白鳥１丁目
多摩区　生田４丁目 多摩区　三田２丁目 麻生区　白鳥４丁目
多摩区　生田５丁目 多摩区　三田３丁目 麻生区　高石１丁目
多摩区　生田６丁目 多摩区　三田４丁目 麻生区　高石２丁目
多摩区　生田７丁目 多摩区　三田５丁目 麻生区　高石３丁目
多摩区　生田８丁目 多摩区　南生田１丁目 麻生区　高石４丁目
多摩区　栗谷１丁目 多摩区　南生田２丁目 麻生区　高石５丁目
多摩区　栗谷２丁目 多摩区　南生田３丁目 麻生区　高石６丁目
多摩区　栗谷３丁目 多摩区　南生田４丁目 麻生区　多摩美１丁目
多摩区　栗谷４丁目 多摩区　南生田５丁目 麻生区　多摩美２丁目
多摩区　菅１丁目 多摩区　南生田６丁目 麻生区　千代ヶ丘１丁目
多摩区　菅２丁目 多摩区　南生田７丁目 麻生区　千代ヶ丘２丁目
多摩区　菅３丁目 多摩区　南生田８丁目 麻生区　千代ヶ丘３丁目
多摩区　菅４丁目 多摩区　長沢１丁目 麻生区　千代ヶ丘４丁目
多摩区　寺尾台１丁目 多摩区　長沢４丁目 麻生区　東百合丘１丁目
多摩区　寺尾台２丁目 多摩区　菅城下 麻生区　東百合丘２丁目
多摩区　中野島３丁目 多摩区　菅北浦１丁目 麻生区　東百合丘４丁目
多摩区　登戸 多摩区　菅北浦２丁目 麻生区　細山１丁目
多摩区　登戸新町 多摩区　菅北浦３丁目 麻生区　細山２丁目
多摩区　西生田１丁目 多摩区　菅北浦４丁目 麻生区　細山４丁目
多摩区　西生田２丁目 多摩区　菅北浦５丁目 麻生区　細山５丁目
多摩区　西生田３丁目 多摩区　菅仙谷１丁目 麻生区　細山６丁目
多摩区　西生田４丁目 多摩区　菅仙谷２丁目 麻生区　細山７丁目
多摩区　西生田５丁目 多摩区　菅仙谷３丁目 麻生区　細山８丁目
多摩区　東生田１丁目 多摩区　菅仙谷４丁目 麻生区　万福寺
多摩区　東三田１丁目 多摩区　菅馬場２丁目 麻生区　万福寺１丁目
多摩区　東三田２丁目 多摩区　菅馬場３丁目 麻生区　万福寺３丁目
多摩区　東三田３丁目 多摩区　菅馬場４丁目 麻生区　万福寺４丁目
多摩区　枡形１丁目 麻生区　百合丘１丁目
多摩区　枡形４丁目 麻生区　百合丘３丁目
多摩区　枡形５丁目 麻生区　王禅寺東１丁目
麻生区　王禅寺 麻生区　下麻生 麻生区　虹ヶ丘２丁目
麻生区　上麻生 麻生区　下麻生１丁目 麻生区　虹ヶ丘３丁目
麻生区　上麻生３丁目 麻生区　下麻生２丁目 麻生区　早野
麻生区　上麻生７丁目 麻生区　下麻生３丁目 麻生区　王禅寺西７丁目
麻生区　黒川 麻生区　虹ヶ丘１丁目 麻生区　王禅寺東６丁目
宮前区　小台１丁目 宮前区　平６丁目 宮前区　南平台
宮前区　鷺沼３丁目 宮前区　土橋１丁目 宮前区　犬蔵１丁目
宮前区　鷺沼４丁目 宮前区　土橋２丁目 宮前区　犬蔵２丁目
宮前区　神木１丁目 宮前区　土橋３丁目 宮前区　犬蔵３丁目
宮前区　神木２丁目 宮前区　土橋４丁目 宮前区　初山１丁目
宮前区　神木本町１丁目 宮前区　土橋５丁目 宮前区　初山２丁目
宮前区　神木本町２丁目 宮前区　土橋６丁目 宮前区　東有馬２丁目
宮前区　神木本町３丁目 宮前区　土橋７丁目 宮前区　東有馬４丁目
宮前区　神木本町４丁目 宮前区　馬絹 宮前区　東有馬５丁目
宮前区　白幡台１丁目 宮前区　宮崎
宮前区　白幡台２丁目 宮前区　宮崎１丁目 高津区　梶ヶ谷１丁目
宮前区　菅生１丁目 宮前区　宮崎２丁目 高津区　上作延
宮前区　菅生２丁目 宮前区　宮崎３丁目 高津区　下作延
宮前区　菅生５丁目 宮前区　宮崎４丁目 高津区　下作延３丁目
宮前区　菅生６丁目 宮前区　宮崎５丁目 高津区　下作延４丁目
宮前区　平１丁目 宮前区　宮崎６丁目 高津区　末長
宮前区　平２丁目 宮前区　宮前平１丁目 高津区　二子１丁目
宮前区　平３丁目 宮前区　宮前平２丁目 高津区　溝口１丁目
宮前区　平４丁目 宮前区　宮前平３丁目 高津区　向ヶ丘
宮前区　平５丁目 宮前区　けやき平

571,512

⑤
(79,838軒)

（鴨志田）

生田 42,733

土橋 34,100

3,005

合計


