
登録番号 氏名又は名称

H0004
山口合同ガス株式会社
（法人番号6250001006503）

山口県宇部市厚南北（東和苑団地）

H0005
鳥取瓦斯株式会社
（法人番号6270001000875）

鳥取県鳥取市浜坂町（浜坂団地） 鳥取県鳥取市若葉台（鳥取新都市）

岡山県津山市高野山西（高野団地） 岡山県久米郡美咲町原田（ビレッジハウス中央）

岡山県津山市高野本郷（ビレッジハウス高野） 岡山県津山市勝部（勝部団地）

岡山県勝田郡勝央町平（ビレッジハウス勝央） 岡山県津山市西吉田（ウエスコタウン青葉台）

岡山県津山市西吉田（西吉田住宅団地）

島根県松江市山代町（松江市営宝谷住宅） 島根県松江市山代町（松江市営大庭アパート）

島根県松江市山代町（中曽根団地住宅） 島根県松江市山代町（山代住宅）

島根県松江市八幡町、馬潟町（八幡団地住宅） 島根県松江市東生馬町（生馬が丘団地）

島根県松江市矢田町（矢田団地住宅） 島根県松江市上東川津町（あじさい団地）

島根県松江市山代町（松江市営来美アパート） 島根県松江市乃白町字辷廻（シンフォニータウン乃白）

鳥取県米子市大崎、富益町、彦名町（富益団地） 鳥取県西伯郡伯耆町丸山（ロイヤルヴァンベール大山）

鳥取県境港市渡町（境ニュータウン） 鳥取県米子市河崎（河崎団地）

H0009
水島瓦斯株式会社
（法人番号2260001014888）

岡山県浅口市鴨方町みどりヶ丘（川鉄不動産鴨方団地） 岡山県岡山市南区植松（小林住宅灘崎ハイツ）

島根県浜田市下府町（桜ケ丘団地） 島根県浜田市治和町（浜田合同宿舎周布住宅）

島根県浜田市金城町七条（希望ヶ丘団地） 島根県浜田市西村町（陽光台ハイツ）

広島県尾道市因島重井町小田之浦、因島中庄町西浦（小田之浦住宅
団地）

広島県尾道市因島重井町深浦新開（株式会社三和ドック独身寮）

広島県尾道市因島重井町字細口（細口住宅団地）

岡山県倉敷市西阿知町（ビレッジハウス西阿知） 岡山県笠岡市富岡緑町（ビレッジハウス富岡第二）

岡山県倉敷市玉島道越、玉島道口（陽海山ハイツ） 岡山県井原市木之子町（ビレッジハウス木之子）

広島県三原市須波西町（須波ハイツ） 山口県宇部市西岐波字高野（ハーモニーヒルズ宇部）

広島県東広島市高屋町大字高屋（高屋東第２ニュータウン） 山口県宇部市大字西岐波字井沢（宇部・大沢県営住宅（東））

広島県三原市沼田東町末光字菰口（自由ケ丘団地） 山口県岩国市尾津町（帝人尾津アパート）

広島県東広島市西条町御薗字前長者（美園パルク） 島根県益田市遠田町（原浜団地）

広島県東広島市西条町寺家字板橋（イトーピア東広島団地） 島根県大田市鳥井町鳥井字一貫田（鷺見団地）

広島県福山市松永町（バルミー松永駅前） 島根県江津市二宮町神主（県営住宅青山団地）

広島県広島市安佐南区長楽寺町字原山（イトーピア長楽寺） 山口県宇部市妻崎開作（クラシオン・ルガール イシカワ）

岡山県倉敷市児島塩生西浦（ビレッジハウス塩生） 広島県東広島市西条下見（カレッジコート広島大学北）

山口県宇部市西岐波字大澤（大沢県営住宅）

島根県松江市上東川津町（川津団地） 島根県出雲市中野町（中野団地）

島根県松江市法吉町（うぐいす台団地） 鳥取県境港市誠道町（ビレッジハウス境港第二）

鳥取県西伯郡伯耆町（伯耆ニュータウン） 島根県出雲市天神町、塩治町（天神団地）

島根県出雲市塩冶神前（須山ビル） 島根県松江市西川津町（松江刑務所職員宿舎）

島根県出雲市古志町（古志団地） 鳥取県米子市米原（青葉マンション）

イワタニ山陰株式会社
（法人番号5280001000090）

H0015

松江市ガス局
（法人番号3000020322016）

H0007

米子瓦斯株式会社
（法人番号9270001003693）

一般家庭への販売地点

H0013
赤澤屋液化瓦斯販売株式会社
（法人番号2260001012462）

H0014
伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社
（法人番号3240001017355）

H0010
浜田ガス株式会社
（法人番号6280001004363）

H0012
因の島ガス株式会社
（法人番号2240001037800）

（別紙）中国経済産業局管内において特定ガス発生設備によりガスを供給する地点

津山瓦斯株式会社
（法人番号1260001019970）

H0006

H0008



登録番号 氏名又は名称 一般家庭への販売地点

広島県大竹市白石（大竹市営白石団地） 広島県東広島市三永（ペスカ・フィオーレ）

広島県大竹市北栄（県営北栄住宅） 広島県東広島市西条町西条東北町（県営諏訪住宅）

広島県廿日市市対厳山（グリーンハイツ） 広島県東広島市高屋町白市（ネオポリス東広島）

広島県広島市安芸区中野（鴨之巣団地） 山口県美祢市大嶺町来福台（来福台県営住宅）

広島県広島市安芸区中野（ルネ広島） 広島県福山市神辺町新道上（ジェイ・シュロア神辺）

広島県広島市安芸区中野東（安芸が丘） 山口県萩市椿東長山（長山団地）

広島県広島市安芸区瀬野（サンシティ瀬野） 山口県萩市椿東（萩第２無田ヶ原県営住宅）

広島県東広島市西条御条町（サンシティ西条） 山口県萩市椿東（中津江（東）県営住宅）

広島県三次市南畑敷町（南畑敷生協団地） 広島県広島市安芸区瀬野西（スカイレールタウン「みどり坂」）

広島県三次市十日市南（オークハイツ） 広島県東広島市安芸津町風早（来島どっく安芸津団地）

広島県福山市加茂町上加茂（加茂が丘） 広島県大竹市御園（市営住宅御園団地６号棟）

岡山県岡山市南区妹尾（妹尾松陽団地） 岡山県岡山市南区泉田（ヴェルディ芳泉）

広島県福山市松永町（ヴェルディ松永） 広島県大竹市玖波（市営西港団地）

山口県岩国市南岩国町（ビレッジハウス平田） 山口県岩国市門前（防衛庁門前第２宿舎）

山口県岩国市尾津町（尾津団地） 山口県岩国市平田（市営住宅松山団地）

山口県岩国市平田、南岩国町（梅ヶ丘団地） 山口県岩国市麻里布町（ヴェルディ岩国駅前）

山口県岩国市通津（第二浪の浦県営住宅）

岡山県岡山市南区藤田（錦ニュータウン） 岡山県赤磐市穂崎、馬屋（山陽町穂崎団地）

岡山県浅口郡里庄町浜中・岡山県笠岡市西大島（里庄浜中団地） 岡山県赤磐市馬屋（山陽町一の陣団地）

岡山県岡山市南区妹尾（住宅生協妹尾団地） 岡山県赤磐市沼田（山陽三楽団地）

岡山県笠岡市美の浜（ビレッジハウス美の浜） 岡山県赤磐市下仁保（労住山陽団地）

岡山県倉敷市林（社会福祉法人生き活き館サンパレス倉敷） 岡山県和気郡和気町衣笠砂山（ビレッジハウス和気）

岡山県総社市泉（泉団地）

岡山県玉野市玉原（県営玉原団地） 岡山県都窪郡早島町若宮（若宮団地）

岡山県岡山市北区大窪（天神団地） 岡山県岡山市南区妹尾（妹尾星和台）

岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘（瀬戸グリーンハイツ） 岡山県岡山市東区金岡東町（エスト岡山）

岡山県総社市中央（県営総社団地） 岡山県岡山市北区横井上（蕃神堤が丘住宅団地）

岡山県和気郡和気町泉（県営泉団地） 岡山県岡山市南区東畦（東畦みどり団地）

岡山県倉敷市児島小川（県営中山団地） 岡山県岡山市南区彦崎（レックタウン灘崎）

H0020
小野田液化ガス販売株式会社
（法人番号7250001003763）

山口県山陽小野田市小野田（ビレッジハウス小野田）

広島県福山市春日町（能島団地） 広島県福山市駅家町大字万能倉（万能倉団地）

広島県福山市瀬戸町大字地頭分（福山市瀬戸川住宅） 広島県福山市手城町（手城誠和１０丁目タウン）

広島県福山市神辺町大字下竹田（神辺誠和ハイツ） 広島県福山市神辺町字道上（備後通運㈱道上社宅）

広島県福山市赤坂町大字早戸（赤坂東和苑） 広島県福山市田尻町（田尻団地）

広島県福山市瀬戸町地頭分（福山市瀬戸西住宅） 岡山県笠岡市吉田前（品川笠岡社宅）

広島県福山市駅家町弥生ヶ丘（駅家地区住宅団地） 広島県福山市駅家町万能倉（ビレッジハウス駅家）

広島県福山市瀬戸町大字地頭分（福山市瀬戸小立団地） 広島県福山市新市町相方（佐賀田団地）

H0022 欠番

岡山県倉敷市浜ノ茶屋（浜の茶屋団地） 岡山県岡山市北区富原（津高町桃園団地）

岡山県倉敷市真備町有井（真備有井トーヨドタウン） 岡山県岡山市北区加茂（加茂団地）

岡山県岡山市南区西高崎（光南台団地） 岡山県岡山市北区立田（大閣ケ丘団地）

H0024 欠番

酒津商事株式会社
（法人番号2260001013452）

H0023

株式会社ウエムラエナジー
（法人番号3250001011209）

H0017

H0018
株式会社永燃
（法人番号1260001000740）

岡山ガスエネルギー株式会社
（法人番号7260001001015）

H0019

H0016
イワタニ山陽株式会社
（法人番号1240001000998）

株式会社協同瓦斯
（法人番号8240001030386）

H0021



登録番号 氏名又は名称 一般家庭への販売地点

山口県周南市大字徳山（高尾団地） 山口県光市上島田（ビレッジハウス光）

山口県防府市牟礼（ビレッジハウス牟礼） 山口県宇部市東岐波（東岐波県営住宅）

山口県山口市小郡上郷（円座団地） 山口県宇部市西岐波（宇部片倉トーヨドタウン）

山口県周南市大字呼坂字夢ヶ丘（呼坂団地） 山口県山口市小郡新町（山口市営宮の前住宅）

H0026 欠番

広島県広島市安佐南区相田（ビレッジハウス安古市） 広島県広島市安佐南区大町東（パークヒルズ中須公園）

広島県広島市安佐南区大町西（下大町県営住宅）

広島県広島市安芸区中野（エンゼルハイム安芸中野） 広島県広島市安芸区中野（ビレッジハウス中野住宅）

広島県安芸郡海田町砂走（ダイアパレス東海田） 広島県広島市安芸区中野東（ローズヴィラ中野東）

広島県広島市安芸区畑賀（ビレッジハウス畑賀住宅） 広島県東広島市黒瀬町楢原北（庚ハイツ）

広島県大竹市玖波（郵政互助会大竹団地） 広島県大竹市小方（大竹市営アパート）

広島県廿日市物見西（廿日市市営住宅物見山団地） 広島県大竹市玖波（国立大竹病院宿舎）

広島県廿日市市福面（宮島口青葉台団地） 山口県岩国市南岩国（岩国門前萩谷公営住宅）

広島県広島市安佐南区安東（弘億団地） 広島県東広島市西条町田口（井積ハイツ）

広島県広島市安佐南区相田（松ケ丘団地） 広島県広島市安佐南区高取南（平和台団地）

広島県広島市安佐南区大塚西（下城ハイツ） 広島県広島市安佐南区高取北（第二高取団地）

広島県広島市安佐南区大町西（富士大町団地） 広島県広島市安佐南区伴西（伴ハイツ）

広島県広島市安佐南区長楽寺（ふじヶ丘団地） 広島県東広島市黒瀬春日野、黒瀬町楢原（春日野団地）

東広島市高屋町中島・高屋町宮領（マツダタウン高屋） 広島県広島市佐伯区藤の木（藤ノ木団地）

広島県広島市安佐南区毘沙門台、毘沙門台東（毘沙門台団地） 広島県東広島市高屋町大字小谷（小谷ニュータウン）

広島県広島市安佐南区相田（東亜ハイツ） 広島県東広島市入野中山台（グリューネン入野）

広島県広島市安佐南区高取北（高取団地） 広島県広島市安佐北区可部東（可部東亜ハイツ）

広島県広島市安佐南区相田（武田山団地） 広島県広島市安佐北区可部（中国企業団地）

広島県廿日市市八坂（八坂団地） 広島県広島市安佐北区三入東（桐陽台団地）

広島県廿日市市前空（宮島台団地） 広島県安芸郡坂町植田（坂植田住宅団地）

広島県広島市佐伯区五月ケ丘（五月ケ丘団地） 広島県広島市安佐南区上安（県営上安住宅）

広島県東広島市八本松飯田（ビレッジハウス八本松） 広島県東広島市八本松南（七ツ池ハイツ）

広島県東広島市八本松西（八本松大山ハイツ） 広島県東広島市高屋町高屋堀（高屋堀団地）

広島県東広島市八本松町正力（正力団地） 広島県東広島市西条町御薗宇（県営団地御薗宇アパート）

岡山県倉敷市広江（岡山県住宅生協広江団地） 岡山県倉敷市児島小川町（辻ヶ丘団地）

岡山県倉敷市児島柳田町（新児島団地）

H0033
三原食糧企業組合
（法人番号6240005011863）

広島県三原市和田（雇用促進住宅和田宿舎） 広島県三原市小坂町（小坂団地）

山口県下松市大字河内字相本（ビレッジハウス河内第二） 山口県下松市来巻歌舟（久保東和苑団地）

山口県周南市大字安田（周南市営三丘住宅） 山口県周南市福川瀬の上（瀬の上県営住宅）

山口県山陽小野田市大字埴生（小月特別借受宿舎）
山口県周南市新清光台、山口県周南市大字呼坂字勝間原（清光台団
地）

山口県山陽小野田市小野田（本山団地） 山口県周南市須々万（須々万サン・みどり台団地）

山口県熊毛郡田布施町波野（ビレッジハウス田布施）

岡山県備前市伊部（伊部団地） 岡山県備前市東片上字母山（ビレッジハウス備前片上）

岡山県備前市香登西（ＮＴＮ㈱城山団地） 広島県東広島市高屋高美が丘（東広島ニュータウン）

岡山県瀬戸内市長船町字長船（岡山県住宅供給公社長船団地） 岡山県備前市伊部（岡山県営住宅伊部団地）

岡山県備前市浦伊部（住宅生協浦伊部団地） 岡山県岡山市東区矢津（IPU環太平洋大学女子学生寮）

岡山県備前市福田（丸山団地）

広島県呉市焼山宮ヶ迫（呉市焼山町宮ヶ迫団地） 広島県呉市警固屋（呉市棚田町棚田市営住宅）

広島県呉市焼山此原町（呉市焼山町此原団地）

株式会社糧配
（法人番号6240001027541）

H0036

有限会社藤井石油店
（法人番号4260002020818）

H0032

山田日之出ガス株式会社
（法人番号3250001009624）

H0034

横山石油株式会社
（法人番号7260001006889）

H0035

広島ガス西中国株式会社
（法人番号9240001009215）

H0029

広島ガスプロパン株式会社
（法人番号8240001037068）

H0030

株式会社広島中央クミアイ燃料
（法人番号8240001022664）

H0031

猫本商事株式会社
（法人番号6240001008698）

H0027

H0028
広島ガス東部株式会社
（法人番号4240001036569）

高山石油ガス株式会社
（法人番号4250001009557）

H0025



登録番号 氏名又は名称 一般家庭への販売地点

岡山県岡山市東区東平島（岡山住宅生協東岡山団地） 岡山県玉野市長尾池尻（両備サニーレイク玉原団地）

岡山県都窪郡早島町早島（両備サニー真磯台団地） 岡山県倉敷市山地（両備サニー庄畑団地）

岡山県岡山市北区今岡（岡電一宮今岡団地） 岡山県都窪郡早島町早島（早島町営日笠山団地）

岡山県岡山市中区関（両備サニー大師団地） 岡山県岡山市東区浦間（労住第二東岡山団地）

岡山県倉敷市山地（両備サニー砂原団地） 岡山県岡山市南区東畦（妹尾駅前住宅地団地）

岡山県都窪郡早島町早島（早島町営中山団地） 岡山県玉野市田井（両備サニー田井団地）

岡山県岡山市東区平島保免（岡電ニュー平島団地） 岡山県岡山市南区大福（大福区画整理団地）

岡山県都窪郡早島町早島（両備サニータウンニュー早島団地）

広島県広島市安佐北区安佐町鈴張（譲羽団地） 広島県広島市安佐北区安佐町久地魚切（安佐南ケ丘団地）

広島県広島市安佐北区あさひが丘（コープタウンあさひが丘） 広島県広島市安佐北区安佐町飯室（森城団地）

広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台（くすの木台団地） 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張無番地（安佐ニュータウン星が丘）

広島県広島市安佐北区可部町勝木（可部グリーンライフ） 広島県三原市本郷町本郷（本郷団地）

広島県広島市安佐北区安佐町久地中田頭山（瀬戸内ニューハイツ） 広島県庄原市板橋町字原（グランコート板橋）

岡山県岡山市南区妹尾（若草団地） 岡山県玉野市八浜町大崎（グリーンタウン大崎）

岡山県岡山市南区大福（光輝団地） 岡山県倉敷市玉島爪崎（四季よし団地）

岡山県岡山市南区東畦（興栄団地） 岡山県倉敷市児島小川町（小川グリーンハイツ）

岡山県笠岡市緑町、新横島（笠岡団地） 岡山県岡山市南区郡（グリーンテラス郡）

岡山県岡山市東区瀬戸町万富（万富団地） 岡山県岡山市東区西大寺松崎（ビレッジハウス松崎）

岡山県浅口郡里庄町字新庄（里庄駅前団地） 岡山県瀬戸内市邑久町山田庄（ビレッジハウス邑久）

岡山県岡山市中区平井（下電平井ハイツ） 岡山県岡山市東区河本町（ビレッジハウス西大寺）

島根県江津市二宮町神主（ビレッジハウス神主） 島根県益田市高津（ビレッジハウス高津）

島根県江津市二宮町神主（ビレッジハウス青山） 島根県益田市久城町大字九城（益田市久城団地）

島根県江津市敬川町（敬川団地） 島根県益田市遠田町（ビレッジハウス安田）

島根県浜田市国府町（雇用促進住宅国府宿舎） 島根県益田市東町（東町団地）

島根県江津市嘉久志町（新星島団地） 島根県江津市嘉久志町（嘉久志宮山住宅団地）

島根県益田市須子町（須子団地） 島根県浜田市日脚町（日脚団地）

島根県大田市久手町刺鹿（ビレッジハウス久手） 島根県浜田市内田町（浜田市雇用促進住宅内田団地）

島根県大田市大田町字宮﨑（ビレッジハウス大田） 島根県浜田市熱田町（浜田市雇用促進住宅小福井団地）

島根県鹿足郡津和野町寺田（定住促進住宅） 島根県益田市高津（高津団地）

島根県浜田市旭町丸原（島根あさひ職員宿舎） 島根県益田市須子町（高角団地）

島根県江津市嘉久志町、江津市江津町（江津中央団地） 島根県益田市東町（青葉台サニーハイツ）

島根県浜田市長浜町（長浜西住宅団地）

岡山県総社市真壁（ビレッジハウス真壁） 岡山県総社市泉（泉団地）

岡山県総社市井尻野（ビレッジハウス井尻野） 岡山県総社市上原（ビレッジハウス上原）

H0042 欠番

島根県松江市矢田町保地（ビレッジハウス竹矢） 島根県出雲市白枝町堀西（ビレッジハウス白枝）

島根県松江市東出雲町揖屋字才原（サンコーポラス東出雲）

島根県出雲市松寄下町宮輪（ビレッジハウス松寄）

山陰酸素工業株式会社
（法人番号7270001003662）

H0043

浅野産業株式会社
（法人番号8260001000271）

H0039

イワタニ島根株式会社
（法人番号3280001003913）

H0040

株式会社角藤田
（法人番号7260001015849）

H0041

株式会社両備エネシス
（法人番号9260001007092）

H0037

株式会社広島クミアイ燃料
（法人番号9240001015163）

H0038



登録番号 氏名又は名称 一般家庭への販売地点

岡山県岡山市北区尾上（ビレッジハウス一宮） 岡山県岡山市東区大多羅町、東区西大寺松崎（大多羅松崎団地）

岡山県岡山市東区益野町（益野南団地） 岡山県岡山市東区松新町、東区益野町（松新団地）

岡山県岡山市東区西大寺松崎（松崎団地） 岡山県岡山市北区御津下田丹久（ビレッジハウス宇甘川）

岡山県岡山市東区可知（両備サニー松崎団地） 岡山県瀬戸内市邑久町福元（邑久団地）

岡山県岡山市東区可知、東区大多羅町、東区中川町（益野北団地） 岡山県瀬戸内市邑久町山田庄（大和岡南邑久団地）

岡山県岡山市東区藤井、東区鉄（小林住宅東岡山ハイツ） 岡山県瀬戸内市邑久町尾張、邑久町山田庄（レストタウン邑久）

岡山県岡山市東区可知、東区中川町（可知団地） 岡山県瀬戸内市邑久町福元（福元グリーンタウン）

岡山県岡山市東区松新町（松新ニュータウン）

H0045
大和マルヰガス株式会社
（法人番号4260001004078）

岡山県岡山市北区高松稲荷（高松稲荷商店街） 岡山県総社市久代（総社あおいハイツ）

鳥取県鳥取市吉成南町（吉成団地） 鳥取県鳥取市青谷町（青谷栄町団地）

鳥取県鳥取市宮長（興南団地） 鳥取県鳥取市河原町（河原団地）

鳥取県鳥取市桜谷、東今在家（桜谷団地） 鳥取県鳥取市浜坂（エステート浜坂）

鳥取県鳥取市南栄町（雇用促進住宅津ノ井宿舎） 鳥取県岩美郡岩美町大谷（大谷団地）

鳥取県鳥取市浜坂（浜坂新田団地） 鳥取県鳥取市桂木・津ノ井（桂木・津ノ井団地）

鳥取県鳥取市大覚寺、雲山（大覚寺団地） 鳥取県米子市河岡（緑ヶ丘グリーンハイツ）

鳥取県鳥取市湖山町南（湖山南団地） 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕（赤碕住宅団地）

H0047
有限会社難波プロパン店
（法人番号5260002007343）

岡山県岡山市南区妹尾（雇用促進住宅妹尾宿舎）

鳥取県境港市渡町（渡団地） 島根県安来市黒井田町（和田団地）

鳥取県米子市宗像（宗像ニュータウン） 島根県安来市西赤江町（神塚ニュータウン）

鳥取県米子市夜見町（シンカイニュータウン） 島根県松江市東津田町（東光台）

鳥取県境港市弥生町（弥生団地） 島根県安来市汐手が丘（ハーモニータウン汐彩）

鳥取県米子市宗像、日原、奥谷（グリーンヒルズ日原）

H0049
マルヰガス南岡山株式会社
（法人番号6260001022466）

岡山県倉敷市児島稗田町（ビレッジハウス児島第二）

岡山県玉野市八浜町大崎（ビレッジハウス八浜） 岡山県岡山市東区目黒町（アビオ目黒台）

岡山県瀬戸内市長船町土師（ビレッジハウス土師） 岡山県岡山市東区中尾（アビオ中尾台）

岡山県倉敷市茶屋町（ビレッジハウス茶屋町） 岡山県倉敷市藤戸町藤戸高松山（アビオ藤戸台）

岡山県玉野市槌ケ原（ビレッジハウス槌ケ原）

H0051 欠番

広島県呉市焼山宮ヶ迫（呉市公営住宅宮ヶ迫団地） 広島県東広島市黒瀬松ヶ丘（くろせ松ケ丘団地）

広島県呉市焼山泉ヶ丘（泉ヶ丘団地） 広島県呉市仁方桟橋通（バルミーポート仁方）

広島県呉市焼山ひばりヶ丘、焼山此原町（ひばりヶ丘団地） 広島県呉市郷原町尾無（グリーンタウン郷原）

広島県呉市焼山東、焼山中央（第三焼山団地） 広島県東広島市黒瀬桜が丘（黒瀬ニュータウン）

広島県東広島市黒瀬楢原西（楢原団地）

広島県広島市安佐南区上安（サンハイツ緑ヶ丘） 広島県広島市安佐南区上安（サンハイツ）

広島県広島市安佐南区大町東（中須コーポラス）

鳥取県倉吉市西福守町（福守団地） 鳥取県東伯郡北栄町松神、下神（下神・松神地区）

鳥取県東伯郡北栄町妻波、大谷（妻波地区） 鳥取県東伯郡北栄町北尾、北栄町北条島（島.北尾地区）

鳥取県東伯郡北栄町由良宿（由良４・５区） 鳥取県東伯郡北栄町江北（みどり住宅）

鳥取県東伯郡北栄町西園（西園地区） 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬、湯梨浜町久留（長瀬地区）

広島団地ガス協業組合
（法人番号3240005001974）

H0053

株式会社ＪＡ中央サービス
（法人番号9270001005236）

H0054

広島ガスエナジー株式会社
（法人番号9270001003520）

H0048

ライフォス株式会社
（法人番号4260001006958）

H0050

ユニオンフォレスト株式会社
（法人番号7240001026674）

H0052

株式会社ＪＡ岡山
（法人番号8260001009296）

H0044

鳥取瓦斯産業株式会社
（法人番号4270001000877）

H0046



登録番号 氏名又は名称 一般家庭への販売地点

H0055
池田液化ガス株式会社
（法人番号8240001034123）

広島県福山市芦田町（向陽台団地）

H0056 欠番

鳥取県倉吉市米田町（ビレッジハウス米田） 鳥取県境港市小篠津町（美保基地国家公務員宿舎）

鳥取県東伯郡北栄町江北（みどり西団地） 鳥取県境港市渡町（境サニーハイツ）

鳥取県倉吉市秋喜西町（ビレッジハウス秋喜） 島根県松江市八雲町日吉（日吉台サニーハイツ）

H0058
備南ガス株式会社
（法人番号4260001005605）

岡山県岡山市北区加茂（雇用促進住宅稲荷宿舎）

H0059
株式会社尾道瓦斯
（法人番号2240001037890）

広島県尾道市向東町（天女ケ浜） 広島県尾道市栗原町（幸ケ丘団地）

H0060
株式会社はまだや
（法人番号9260001014477）

岡山県倉敷市児島下の町（児島田和団地）

岡山県倉敷市真備町上二万大池（若葉台団地） 岡山県笠岡市用之江（城見台団地）

岡山県浅口市鴨方町六条院東（桃山台団地）

H0062
株式会社鳥取西部ジェイエイサービス
（法人番号4270001004052）

鳥取県西伯郡伯耆町大殿（こしきヶ丘団地）

H0063
吉延石油株式会社
（法人番号6260001021732）

岡山県備前市伊部（備前桜ケ丘団地）

H0064
株式会社西川商店
（法人番号9240001027126）

広島県江田島市江田島町鷲部（江ノ口特借宿舎） 広島県江田島市江田島町大原官有地（大原特借宿舎）

広島県広島市安佐南区八木（別所団地） 広島県広島市安佐南区八木、緑井（古川団地）

広島県広島市安佐南区八木（県営緑丘住宅） 広島県広島市安佐南区緑井（神宮山）

広島県広島市安佐南区八木（城山団地) 広島県広島市安佐南区緑井（フローレンス緑井ガーデンコート）

広島県広島市安佐南区緑井（藤和緑井ハイタウン） 広島県広島市安佐南区緑井（フローレンス緑井グランドアーク弐番館）

広島県広島市安佐南区伴東（三菱沼田団地） 広島県広島市安佐南区伴東（瀬戸内ハイツ）

広島県広島市安佐南区大塚西（大塚団地） 広島県広島市安佐南区伴東（赤迫団地）

広島県三原市幸崎能地（今治造船㈱高層住宅） 広島県三原市小泉町字八反田窪（ビレッジハウス小泉）

広島県三原市青葉台（みはら青葉台） 広島県三原市沼田西町惣定（三原西部住宅団地）

鳥取県鳥取市雲山（雲山南団地） 鳥取県鳥取市桂見（桂見ニュータウン）

鳥取県鳥取市青谷町山根（山根地区） 鳥取県鳥取市青谷町亀尻（城山団地）

鳥取県岩美郡岩美町陸上（陸上地区）

H0068
柴田興産株式会社
（法人番号2260001018971）

岡山県高梁市原田南町（高梁市営臥牛団地） 岡山県高梁市落合町阿部（高梁市営落合団地）

H0069
株式会社カロスアウラ
（法人番号2260001005391）

岡山県瀬戸内市長船町福岡（福岡住宅） 岡山県瀬戸内市長船町服部（ローズタウン）

山口県山陽小野田市新有帆町（有帆団地） 山口県山陽小野田市小野田（県営住宅本山団地）

山口県山陽小野田市大字鴨庄字西寄（西寄団地） 山口県宇部市際波（ビレッジハウス宇部Ｂ）

山口県山口市小郡下郷（国森団地） 山口県宇部市東須恵（中野団地）

山口県山陽小野田市厚狭（緑ヶ原団地） 山口県宇部市際波（ビレッジハウス宇部Ａ）

広島県呉市安浦町安登（トータテランド安浦） 広島県呉市郷原学びの丘（学びの丘団地）

広島県東広島市黒瀬町楢原（黒瀬中央団地） 広島県呉市安浦町水尻（呉市営水尻団地）

広島県呉市広小坪（小坪団地）

H0072
株式会社塩田
（法人番号6240001038167）

広島県三原市沼田東町末広字般若（沼田東団地） 広島県尾道市美ノ郷町三成（ひよりが丘）

岡山県笠岡市一番町（笠岡市公営住宅一番町団地） 岡山県笠岡市入江（笠岡市公営住宅樋守団地）

岡山県笠岡市旭が丘（雇用促進住宅旭が丘宿舎） 岡山県笠岡市大井南（大井ハイランド）

H0074
広島ガス可部販売株式会社
（法人番号1240001009214）

広島県広島市安佐北区可部南（可部中島アパート） 広島県広島市安佐北区亀山西（可部勝木台団地）

H0075
有限会社三和商会
（法人番号7260002031044）

岡山県和気郡和気町日室（日室団地） 岡山県備前市吉永町吉永中上の鼻（ビレッジハウス吉永住宅）

島根県出雲市斐川町上直江（ＢＳＳハウジング斐川団地） 島根県出雲市知井宮町嘉儀（ビレッジハウス西出雲）

島根県出雲市斐川町荘原（ビレッジハウス斐川） 島根県出雲市平田町川北（ビレッジハウス雲州平田）

島根県出雲市斐川町上直江（直江団地） 島根県出雲市東福町槙戸（牧戸団地）

島根県出雲市斐川町荘原（斐川フラワータウン） 島根県出雲市湖陵町大池（夕日ヶ丘団地）

島根県出雲市斐川町上直江（斐川夢咲タウン） 島根県出雲市神西新町（神西緑ヶ丘団地）

株式会社マスヒラガス
（法人番号8260001017893）

H0073

島根県農業協同組合
（法人番号2280005007044）

H0076

株式会社ジェイエイいなば燃料センター
（法人番号8270001000337）

H0067

エネックス株式会社
（法人番号7250001003755）

H0070

広島ガス呉販売株式会社
（法人番号7240001026435）

H0071

H0061
上野油業株式会社
（法人番号7260001012565）

H0066
広島ガス三原販売株式会社
（法人番号3240001039746）

株式会社農協プロパンセンタ－
（法人番号4240001008709）

H0065

日ノ丸産業株式会社
（法人番号8270001000650）

H0057



登録番号 氏名又は名称 一般家庭への販売地点

H0077
広島ガス東中国株式会社
（法人番号7240001032953）

広島県福山市加茂町中野（加茂ハイツ） 広島県福山市南松永町（南松永レジデンス）

H0078
髙山産業株式会社
（法人番号3260001004161）

岡山県岡山市東区南古都、東平島（南古都団地）

H0079
福山ガス産業株式会社
（法人番号7240001032672）

広島県福山市瀬戸町長和（福山市営妙見団地）

H0080
清水プロパン株式会社
（法人番号6250001009943）

山口県周南市羽島（周南市瀬ノ上市営住宅）

H0081 欠番

H0082
株式会社エイチケイ商会
（法人番号9260001022711）

岡山県真庭市目木（ビレッジハウス久世）

岡山県美作市中山（湯郷リゾートマンション） 岡山県勝田郡勝央町勝間田（ビレッジハウス勝央第二）

岡山県美作市入田赤坂（定住促進住宅入田団地 ３号棟、４号棟）

広島県廿日市市峠（長寿ヶ丘団地） 広島県東広島市西条御条町（フローレンス西条御条町）

広島県広島市安佐南区大町西（サーパスタウン大町） 広島県広島市安佐南区大町東（フローレンス大町東センターコート）

広島県広島市安佐南区沼田町伴（サーパス沼田） 広島県広島市安佐南区緑井（フローレンス緑井グランドアーク）

広島県広島市安佐南区上安（サーパス上安駅前） 広島県東広島市西条町寺家（フローレンス西条寺西グランドアーク）

広島県広島市安佐南区中須（フローレンス中須） 広島県東広島市西条大坪町（フローレンス西条大坪グランドアーク）

H0085
大崎瓦斯株式会社
（法人番号7240001037424）

広島県豊田郡大崎上島町東野（大崎上島町垂水団地）

H0086
有限会社尾田燃料店
（法人番号2260002031255）

岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍（ビレッジハウス牛窓住宅）

H0087
広島ガス高田販売株式会社
（法人番号8240001024801）

広島県安芸高田市吉田町吉田（安芸高田市有 郡山住宅）

H0088
正進瓦斯株式会社
（法人番号9240001034287）

広島県府中市栗柄町（南宮台団地） 広島県府中市土生町（土生緑ヶ丘団地）

島根県松江市大庭町（八重垣団地） 島根県松江市西法吉町（法吉団地）

島根県松江市法吉町（第二淞北台団地） 島根県松江市八雲町東岩坂（宮谷グリーンタウン）

島根県松江市古曽志町（朝日ヶ丘団地） 島根県松江市西津田（サヴァンパレス西津田）

島根県松江市宍道町佐々布（緑が丘ニュータウン）

H0090
山口合同プロパン株式会社
（法人番号3250001000533）

山口県山口市小郡下郷長谷西（長谷団地） 山口県山口市大字佐山櫛ヶ崎（佐山ハビテーション団地）

H0091
広島ガス住設株式会社
（法人番号8240001025089）

広島県庄原市東城町川西（東城市民住宅）

H0092 欠番

H0093 欠番

山口県美祢市伊佐町伊佐（ビレッジハウス美祢）
山口県美祢市豊田前町麻生下字テクノ（美祢社会復帰促進センター職
員宿舎）

山口県美祢市大嶺町東分字中村原（ビレッジハウス大嶺）

広島県東広島市高屋町稲木（高屋ハイタウン） 広島県東広島市西条昭和町（ヴェルディ西条センターコート）

広島県東広島市福富町久芳（レイクヒル福富住宅団地） 広島県東広島市西条町寺家（ポレスター西条ブルームコート）

広島県東広島市西条町郷曽（テクノタウン東広島） 広島県竹原市高崎町（ビレッジハウス大乗）

広島県東広島市西条土与丸（ドーミー東広島）

H0096
備北液化ガス販売株式会社
（法人番号4260001018929）

岡山県高梁市落合町阿部（雇用促進住宅高梁宿舎）

H0097 欠番

広島県三次市四拾貫町下山（四拾貫団地） 広島県三次市三良坂町三良坂（三良坂定住促進住宅）

広島県庄原市戸郷町（戸郷市民住宅） 広島県三次市三次町（寺戸第二定住促進住宅）

広島県三次市三次町（寺戸定住促進住宅） 広島県三次市吉舎町吉舎（吉舎定住促進住宅）

H0099
有限会社牧田商店
（法人番号9270002010937）

鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬（湯梨浜町定住促進住宅はわい長瀬団地）

H0100
東伯ガス産業株式会社
（法人番号7270001004909）

鳥取県東伯郡琴浦町八橋字頭無し（コーポラスことうら）

H0101
三井造船生活協同組合
（法人番号7260005008262）

岡山県玉野市和田（清輝アパート） 岡山県玉野市和田（第２和田アパート）

山口県柳井市柳井（迫田団地） 山口県柳井市中川谷（大屋県営住宅）

山口県柳井市柳井（琴風団地） 山口県柳井市新庄（新庄北県営住宅）

三和ガス株式会社
（法人番号3250001012462）

H0102

株式会社河村商店
（法人番号4250001004285）

H0094

広島ガス中央株式会社
（法人番号5240001022650）

H0095

株式会社槇原プロパン商会
（法人番号1240001024510）

H0098

H0083
株式会社セキサン
（法人番号2260001019862）

株式会社シティガス広島
（法人番号8240001004670）

H0084

松江ガス供給株式会社
（法人番号1280001000680）

H0089



登録番号 氏名又は名称 一般家庭への販売地点

鳥取県東伯郡北栄町大字江北（みどり中央団地） 鳥取県倉吉市福守町字野ノ下（第２福守団地）

鳥取県倉吉市上余戸字奥小山字向山（西郷ニュータウン）

H0104
レークタウン株式会社
（法人番号3260001007107）

岡山県岡山市東区城東台東・西・南（東岡山レークタウン）

H0105 欠番

山口県山陽小野田市共和台（パークタウン共和台） 山口県宇部市沖宇部織江（宇部・常盤台県営住宅）

山口県宇部市大字雲雀田（ガーデンタウン東文京台）

H0107
ツチダ産業株式会社
（法人番号2260001020564）

岡山県津山市一方（県営住宅佐良山団地）

H0108 欠番

H0109 欠番

H0110
正木商事株式会社
（法人番号4240001028525）

広島県大竹市御園台（御園ハイツ） 広島県廿日市市宮島口西（ロイヤルビュー一茶苑）

H0111
玉野興産株式会社
（法人番号6260001023563）

岡山県倉敷市児島小川、児島稗田町（児島小川ハイツ）

H0112
株式会社馬場商店
（法人番号5260001020140）

岡山県津山市河辺字河原（岡山県営住宅河辺団地）

H0113
安芸農業協同組合
（法人番号2240005010134）

広島県安芸郡坂町小屋浦（坂町有住宅）

山口県光市千坊台（千坊台住宅団地） 山口県周南市勝間ヶ丘（コンフォート勝間ヶ丘）

山口県周南市藤ヶ台（コンフォート藤ヶ台団地）

広島県呉市焼山（焼山南ハイツ） 広島県東広島市高屋町大字大畠（あすかパーク西高屋）

広島県東広島市高屋町大字小谷（東高屋パークタウン） 広島県呉市焼山宮ヶ迫（宮が迫ニュータウン）

広島県広島市安佐南区長楽寺（虹ヶ丘）

H0116
広島瓦斯販売株式会社
（法人番号3240001023964）

広島県山県郡北広島町春木（北広島町有千代田住宅）

山口県岩国市麻里布町（アーバンタワー麻里布） 山口県岩国市麻里布町（ラルウェンディ岩国駅前）

山口県岩国市麻里布町（アーバンタワーネクサス岩国）

H0118 欠番

H0119
田中実業株式会社
（法人番号9260001019179）

岡山県新見市正田字上小野田（ビレッジ正田住宅）

H0120
有限会社奥田商店
（法人番号4280002002806）

島根県松江市東出雲町揖屋（東出雲町揖屋団地） 島根県松江市東出雲町揖屋（廻山団地）

H0121
広島ガス北部販売株式会社
（法人番号1240001009222）

広島県広島市安佐北区上深川町（グレイス高陽）

H0122
岡山安全ガス株式会社
（法人番号2260001000938）

岡山県岡山市東区西大寺東（岡山第二宿舎）

広島県安芸郡坂町坂東（グランコート坂） 広島県東広島市西条町寺家（ジェイシティ西条寺家）

広島県東広島市西条朝日町（グランコート西条朝日町）

広島県広島市安佐南区八木（八木パークハウス桜通り） 広島県広島市安佐南区八木（ディアメゾン八木）

広島県東広島市西条町田口（グリーンヒルズかがみ山） 広島県東広島市西条御条町（ヴィラージュ西条）

H0125
新光プロパン瓦斯株式会社
（法人番号4280001005165）

島根県益田市高津（県営飯田団地）

H0126
信菱液化ガス株式会社
（法人番号9240001034270）

広島県福山市駅家町大字万能倉（福山市駅家東住宅）

H0127
堀田石油株式会社
（法人番号6270001003853）

鳥取県境港市蓮池町、上道町、米川町、芝町、清水町（上道団地） 鳥取県境港市夕日ヶ丘（空港北ニュータウン）

H0128 欠番

広島県東広島市西条昭和町（サンシティ西条昭和町） 広島県広島市安佐南区上安（サンシティ安東駅前）

広島県広島市安佐南区八木（ヴェルディ八木コモンガーデン） 広島県広島市安芸区中野東（サンシティ安芸中野）

広島県廿日市市宮島口（エレンシーレ宮島） 広島県広島市安佐南区沼田町伴（ヴェルディ大原駅前）

H0130
株式会社フジモト
（法人番号2260001014599）

岡山県倉敷市菰池（岡山県営住宅菰池団地）

岡山県浅口市鴨方町鴨方（鴨方駅前団地） 岡山県倉敷市林（ビレッジハウス林）

岡山県浅口郡里庄町大字浜中（浜中団地） 岡山県総社市清音柿木（桜苑団地）

岡山県笠岡市富岡（ビレッジハウス富岡） 岡山県笠岡市西大島新田（笠岡市公営住宅小黒崎団地）

岡山県笠岡市富岡（ビレッジハウス富岡第２） 岡山県美作市入田（定住促進住宅入田団地）

岡山県勝田郡奈義町滝本（自衛隊日本原滝本宿舎）

H0132
共和石油販売株式会社
（法人番号8260001002078）

岡山県岡山市南区下中野（アジュール下中野）

H0133
新見ガス株式会社
（法人番号8260001019196）

岡山県新見市西方字畑田463番1（えきよこ）

有限会社西本屋
（法人番号7240002012203）

H0129

H0115

株式会社テイネン山陽
（法人番号4250002016949）

H0114

富士産業株式会社
（法人番号3250001011613）

H0117

橋本燃料株式会社
（法人番号1240001008901）

H0123

ヤマサンガス株式会社
（法人番号6250001003665）

食協株式会社
（法人番号7240001005001）

H0124

株式会社トンボプロパンガス
（法人番号7270001005072）

H0103

H0106

株式会社ナカガワ
（法人番号5240001007817）

晴れの国岡山農業協同組合
（法人番号3260005005800 ）

H0131


