
                

H0001 広島 広島ガス株式会社 平成29年4月1日
H0002 岡山 岡山ガス株式会社 平成29年4月1日
H0003 広島 福山瓦斯株式会社 平成29年4月1日
H0004 山口 山口合同ガス株式会社 平成29年4月1日
H0005 鳥取 鳥取瓦斯株式会社 平成29年4月1日
H0006 岡山 津山瓦斯株式会社 平成29年4月1日
H0007 島根 松江市ガス局 平成29年4月1日
H0008 鳥取 米子瓦斯株式会社 平成29年4月1日
H0009 岡山 水島瓦斯株式会社 平成29年4月1日
H0010 島根 浜田ガス株式会社 平成29年4月1日
H0011 島根 出雲ガス株式会社 平成29年4月1日
H0012 広島 因の島ガス株式会社 平成29年4月1日
H0013 岡山 赤澤屋液化瓦斯販売株式会社 平成29年4月1日
H0014 広島 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社 平成29年4月1日
H0015 島根 イワタニ山陰株式会社 平成29年4月1日
H0016 広島 イワタニ山陽株式会社 平成29年4月1日
H0017 山口 株式会社ウエムラエナジー 平成29年4月1日
H0018 岡山 株式会社永燃 平成29年4月1日
H0019 岡山 岡山ガスエネルギー株式会社 平成29年4月1日
H0020 山口 小野田液化ガス販売株式会社 平成29年4月1日
H0021 広島 株式会社協同瓦斯 平成29年4月1日
H0022 山口 興亜ガス開発株式会社 平成29年4月1日
H0023 岡山 酒津商事株式会社 平成29年4月1日
H0024 広島 株式会社たかまガス 平成29年4月1日
H0025 山口 高山石油ガス株式会社 平成29年4月1日
H0026 広島 ツネイシＣバリューズ株式会社 平成29年4月1日
H0027 広島 猫本商事株式会社 平成29年4月1日
H0028 広島 広島ガス東部株式会社 平成29年4月1日
H0029 広島 広島ガス西中国株式会社 平成29年4月1日
H0030 広島 広島ガスプロパン株式会社 平成29年4月1日
H0031 広島 株式会社広島中央クミアイ燃料 平成29年4月1日
H0032 岡山 有限会社藤井石油店 平成29年4月1日
H0033 広島 三原食糧企業組合 平成29年4月1日
H0034 山口 山田日之出ガス株式会社 平成29年4月1日
H0035 岡山 横山石油株式会社 平成29年4月1日
H0036 広島 株式会社糧配 平成29年4月1日
H0037 岡山 株式会社両備エネシス 平成29年4月1日
H0038 広島 株式会社広島クミアイ燃料 平成29年4月1日
H0039 岡山 浅野産業株式会社 平成29年4月1日
H0040 島根 イワタニ島根株式会社 平成29年4月1日
H0041 岡山 株式会社角藤田 平成29年4月1日
H0042 岡山 倉敷かさや農業協同組合 平成29年4月1日
H0043 鳥取 山陰酸素工業株式会社 平成29年4月1日
H0044 岡山 株式会社ＪＡ岡山 平成29年4月1日

事業者
所在県

登録
番号 事　業　者　名 登録年月日

ガス小売事業者登録番号（中国経済産業局管内）

（平成２９年４月１日現在）



                

事業者
所在県

登録
番号 事　業　者　名 登録年月日

ガス小売事業者登録番号（中国経済産業局管内）

（平成２９年４月１日現在）

H0045 岡山 大和マルヰガス株式会社 平成29年4月1日
H0046 鳥取 鳥取瓦斯産業株式会社 平成29年4月1日
H0047 岡山 有限会社難波プロパン店 平成29年4月1日
H0048 鳥取 広島ガスエナジー株式会社 平成29年4月1日
H0049 岡山 マルヰガス南岡山株式会社 平成29年4月1日
H0050 岡山 ライフォス株式会社 平成29年4月1日
H0051 広島 広島市農業協同組合 平成29年4月1日
H0052 広島 ユニオンフォレスト株式会社 平成29年4月1日
H0053 広島 広島団地ガス協業組合 平成29年4月1日
H0054 鳥取 株式会社ＪＡ中央サービス 平成29年4月1日
H0055 広島 池田液化ガス株式会社 平成29年4月1日
H0056 岡山 岡山西農業協同組合 平成29年4月1日
H0057 鳥取 日ノ丸産業株式会社 平成29年4月1日
H0058 岡山 備南ガス株式会社 平成29年4月1日
H0059 広島 株式会社尾道瓦斯 平成29年4月1日
H0060 岡山 株式会社はまだや 平成29年4月1日
H0061 岡山 上野油業株式会社 平成29年4月1日
H0062 鳥取 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 平成29年4月1日
H0063 岡山 吉延石油株式会社 平成29年4月1日
H0064 広島 株式会社西川商店 平成29年4月1日
H0065 広島 株式会社農協プロパンセンタ－ 平成29年4月1日
H0066 広島 広島ガス三原販売株式会社 平成29年4月1日
H0067 鳥取 株式会社ＪＡいなば燃料センター 平成29年4月1日
H0068 岡山 柴田興産株式会社 平成29年4月1日
H0069 岡山 株式会社東備環境 平成29年4月1日
H0070 山口 エネックス株式会社 平成29年4月1日
H0071 広島 広島ガス呉販売株式会社 平成29年4月1日
H0072 広島 株式会社塩田 平成29年4月1日
H0073 岡山 株式会社マスヒラガス 平成29年4月1日
H0074 広島 広島ガス可部販売株式会社 平成29年4月1日
H0075 岡山 有限会社三和商会 平成29年4月1日
H0076 島根 島根県農業協同組合 平成29年4月1日
H0077 広島 広島ガス東中国株式会社 平成29年4月1日
H0078 岡山 髙山産業株式会社 平成29年4月1日
H0079 広島 福山ガス産業株式会社 平成29年4月1日
H0080 山口 清水プロパン株式会社 平成29年4月1日
H0081 岡山 勝英農業協同組合 平成29年4月1日
H0082 岡山 株式会社エイチケイ商会 平成29年4月1日
H0083 岡山 株式会社セキサン 平成29年4月1日
H0084 広島 株式会社シティガス広島 平成29年4月1日
H0085 広島 大崎瓦斯株式会社 平成29年4月1日
H0086 岡山 有限会社尾田燃料店 平成29年4月1日
H0087 広島 広島ガス高田販売株式会社 平成29年4月1日
H0088 広島 正進瓦斯株式会社 平成29年4月1日
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H0089 島根 松江ガス供給株式会社 平成29年4月1日
H0090 山口 山口合同プロパン株式会社 平成29年4月1日
H0091 広島 広島ガス住設株式会社 平成29年4月1日
H0092 岡山 有限会社前田潔商店 平成29年4月1日
H0093 山口 亀井産業株式会社 平成29年4月1日
H0094 山口 株式会社河村商店 平成29年4月1日
H0095 広島 広島ガス中央株式会社 平成29年4月1日
H0096 岡山 備北液化ガス販売株式会社 平成29年4月1日
H0097 岡山 岡野石油店 平成29年4月1日
H0098 広島 株式会社槇原プロパン商会 平成29年4月1日
H0099 鳥取 有限会社牧田商店 平成29年4月1日
H0100 鳥取 東伯ガス産業株式会社 平成29年4月1日
H0101 岡山 三井造船生活協同組合 平成29年4月1日
H0102 山口 三和ガス株式会社 平成29年4月1日
H0103 鳥取 株式会社トンボプロパンガス 平成29年4月1日
H0104 岡山 レークタウン株式会社 平成29年4月1日
H0105 島根 松江石油株式会社 平成29年4月1日
H0106 山口 ヤマサンガス株式会社 平成29年4月1日
H0107 岡山 ツチダ産業株式会社 平成29年4月1日
H0108 島根 森田産業株式会社 平成29年4月1日
H0109 島根 三和ガス株式会社 平成29年4月1日
H0110 広島 正木商事株式会社 平成29年4月1日
H0111 岡山 玉野興産株式会社 平成29年4月1日
H0112 岡山 株式会社馬場商店 平成29年4月1日
H0113 広島 安芸農業協同組合 平成29年4月1日
H0114 山口 株式会社宏友 平成29年4月1日
H0115 広島 株式会社ナカガワ 平成29年4月1日
H0116 広島 広島瓦斯販売株式会社 平成29年4月1日
H0117 山口 富士産業株式会社 平成29年4月1日
H0118 広島 株式会社三次クミアイ燃料 平成29年4月1日
H0119 岡山 田中実業株式会社 平成29年4月1日
H0120 島根 有限会社奥田商店 平成29年4月1日
H0121 広島 広島ガス北部販売株式会社 平成29年4月1日
H0122 岡山 岡山安全ガス株式会社 平成29年4月1日
H0123 広島 橋本燃料株式会社 平成29年4月1日
H0124 広島 食協株式会社 平成29年4月1日
H0125 島根 新光プロパン瓦斯株式会社 平成29年4月1日
H0126 広島 信菱液化ガス株式会社 平成29年4月1日
H0127 鳥取 堀田石油株式会社 平成29年4月1日
H0128 島根 平田エルピーガス事業協同組合 平成29年4月1日
H0129 広島 有限会社西本屋 平成29年4月1日
H0130 岡山 株式会社フジモト 平成29年4月1日


