登録ガス小売事業者一覧
別紙
登録
番号

氏名又は名称

中部経済産業局
朝日ガスエナジー株式会社

E0001

（法人番号 4190001014200）

E0005

大垣ガス株式会社
（法人番号 1200001013368）

一般家庭への販売地点

三重県津市河芸町大字上野（新上野団地）

三重県津市一志町虹が丘（虹が丘）

三重県四日市市あがたが丘（あがたハイツ）

三重県四日市市桜花台（レインボ－タウン桜花台）

三重県四日市市河原田町字西台（河原田団地）

三重県四日市市東垂坂町（ハイツ垂坂）

三重県四日市市森ヶ山町（JSR株式会社森ケ山社宅）

三重県四日市市八千代台（八千代台団地）

三重県四日市市山城町字東山(藤ヶ丘団地）

三重県四日市市山之一色町大沢（大沢台団地）

三重県松阪市嬉野下之庄町（神ノ木台団地）

三重県松阪市五主町(三雲ニュータウン）

三重県松阪市虹が丘町（松阪虹が丘）

三重県松阪市南虹が丘町（ハイタウン松阪）

三重県鈴鹿市岸岡町字泉野（レインボー天王）

三重県鈴鹿市自由ヶ丘（自由ヶ丘団地）

三重県鈴鹿市白子町字北新田（ラウムズ白子）

三重県鈴鹿市中旭が丘（ハイツ旭が丘）

三重県鈴鹿市西玉垣町字小城(県営桜島団地）

三重県鳥羽市安楽島町字高山（鳥羽リゾートヴィラ）

三重県いなべ市員弁町御薗学道南（みその団地）

三重県伊賀市柘植町（アーバンライフ柘植）

三重県多気郡多気町相可(多気ニュータウン相可台）

三重県度会郡玉城町蚊野字松原（ニュータウン玉城苑）

岐阜県大垣市稲葉西（稲葉団地）

岐阜県大垣市開発町（和合団地）

岐阜県大垣市外渕（外渕団地）

岐阜県大垣市外渕（江並団地）

岐阜県大垣市熊野町（熊野町）

岐阜県大垣市荒尾町（荒尾梅ヶ丘団地）

岐阜県大垣市新開町（ビレッジハウス新開）

岐阜県大垣市長松町（長松住宅）

岐阜県大垣市長松町（長松町団地）

岐阜県大垣市島町（島町団地）

岐阜県大垣市入方（入方住宅）

岐阜県大垣市墨俣町上宿（椿町団地）

岐阜県瑞穂市古橋（ビレッジハウス巣南）

岐阜県瑞穂市別府（ビレッジハウス穂積）

岐阜県海津市南濃町吉田（松山台住宅）

岐阜県海津市平田町高田（ビレッジハウス上流）

岐阜県養老郡養老町岩道（南岩道団地）

岐阜県養老郡養老町大場（養老ニュ－タウン）

岐阜県不破郡垂井町駒引（ビレッジハウス垂井）

岐阜県不破郡垂井町駒引（垂井ユニチカパナタウン）

岐阜県不破郡関ヶ原町関ヶ原（中山住宅）

岐阜県不破郡関ヶ原町玉（ビレッジハウス関ヶ原）

岐阜県安八郡神戸町横井（中島第二団地）

岐阜県安八郡神戸町丈六道（ビレッジハウスごうど）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点
岐阜県安八郡神戸町北一色（中島第一団地・神戸第二住宅）

岐阜県揖斐郡揖斐川町下岡島字大道下（岡島緑ケ丘）

岐阜県揖斐郡揖斐川町下岡島（揖斐川町）

岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方（ビレッジハウス揖斐川）

岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方（上南方団地）

岐阜県揖斐郡揖斐川町新宮（二の宮団地）

岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永（浜里団地）

岐阜県揖斐郡大野町本庄（大野本庄団地）

岐阜県可児郡御嵩町御嵩（みたけ南山台（西））

岐阜県可児郡御嵩町御嵩（みたけ南山台（東））

E0008

津島瓦斯株式会社
（法人番号 2180001096522）

愛知県津島市老松町（県営津島住宅）

E0009

株式会社あみや商事
（法人番号 2180301023960）

愛知県新城市裏野（ビレッジハウス本町）

愛知県新城市字東沖野（県営弁天住宅）

E0010

石井燃商株式会社

岐阜県海津市南濃町田鶴西川（南濃さくらケ丘団地）

三重県四日市市楠町南川（雇用促進住宅楠南川宿舎）

（法人番号 2190001014268）

三重県三重郡菰野町大字田口字南因梨子（サンヒルズ菰野）

E0011

E0012
E0013

伊勢米穀企業組合
（法人番号 3190005004594）

イワタニ三重株式会社
（法人番号 7190001000131）

上野ガス株式会社
（法人番号 4190001008367）

三重県伊勢市上地町（城田団地）

三重県伊勢市大倉町（大倉うぐいす台）

三重県伊勢市辻久留町（大蔵ランド）

三重県鳥羽市安楽島町橋の詰（鳥羽市公営住宅第二団地）

三重県鳥羽市大明東町（鳥羽安楽島団地）

三重県度会郡玉城町矢野（玉城苑）

三重県津市大字野田字大ヶ瀬（泉ヶ丘団地）

三重県津市白山町二本木赤坂（白山台団地）

三重県四日市市平津新町（平津団地）

三重県桑名市長島町松ヶ島字姫御前（サニ－プラザながしま）

三重県桑名市長島町大倉（サニ－タウンながしま）

三重県鈴鹿市北堀江町（三交おおぎ園）

三重県名張市赤目町相楽字沢代（小林住宅名張ハイツ）

三重県亀山市アイリス町（アイリスヒルズ住宅団地）

三重県亀山市みずほ台（イトーピア亀山みどりが丘住宅団地）

三重県亀山市みどり町（井田川団地）

三重県亀山市野村町字岩谷（野村団地）

三重県亀山市和田町（和田団地）

三重県伊賀市阿山ハイツ（伊賀阿山ハイツ）

三重県伊賀市依那具（依那具団地）

三重県伊賀市甲野地内（甲野住宅団地）

三重県伊賀市荒木（荒木ノ郷団地）

三重県伊賀市荒木（荒木団地）

三重県伊賀市佐那具町（佐那具ニュ－ハイツ）

三重県伊賀市川合字東山（サンタウン東山団地）

三重県伊賀市朝日ヶ丘町（朝日ヶ丘団地）

三重県伊賀市長田字木垣内（木根団地）
E0014

株式会社エネサンス中部
（法人番号 3180001096793）

愛知県津島市唐臼町四反田（唐臼住宅）

愛知県津島市東愛宕町（東愛宕団地）

愛知県愛西市勝幡町（東八幡団地）

愛知県海部郡蟹江町大字今字下六反田（ロイヤルステージ蟹江）

登録
番号
E0015

E0016

氏名又は名称
大浜燃料株式会社
（法人番号 3180301015098）

カニエＪＡＰＡＮ株式会社
（法人番号 9180001096813）

一般家庭への販売地点
愛知県碧南市幸町（碧南市向山住宅）

愛知県碧南市鴻島町（日新製鋼碧南社宅）

愛知県碧南市平山町（ビレッジハウス西端）

愛知県西尾市下町毛勝（グローリアス西尾）

愛知県西尾市上町猿ヶ坂（県営上町住宅）

愛知県西尾市新在家町下屋下（ビレッジハウス新在家）

愛知県西尾市中原町半谷（西尾市営住宅中野郷団地）

愛知県西尾市八ツ面町麓（県営八ツ面住宅）

愛知県一宮市大和町南高井字中ノ町（名探大和団地）

愛知県春日井市大留町（名探神領団地）

愛知県津島市金柳町字北脇（ニュ－コ－ポ金柳）

愛知県稲沢市平和町下前浪（名探東城団地）

愛知県稲沢市平和町領内（名探領内団地）

愛知県愛西市須依町寅新田（スペリア佐屋）

愛知県愛西市西保町（名探佐屋団地）

愛知県愛西市西保町森浦（西保団地）

愛知県愛西市大井町（名神永和台）

愛知県愛西市町方町南堤外（名探佐織団地）

愛知県愛西市町方町彦作堤外（名探藤浪団地）

愛知県弥富市前ヶ須町午新田（スペリア弥富Ⅱ）

愛知県弥富市前ヶ平（楽荘団地）

愛知県弥富市鎌島（鉄工団地）

愛知県弥富市又八（名探佐古木団地）

愛知県弥富市鯏浦町東気開（フィレンツェ弥富）

愛知県あま市乙之子十八割（名探美和団地）

愛知県あま市七宝町遠島（名探七反田団地）

愛知県あま市七宝町遠島（名探七宝団地）

愛知県あま市七宝町沖之島中折（名探沖ノ島団地）

愛知県あま市七宝町下田四反割（名探下田団地）

愛知県あま市七宝町徳実（名探徳実団地）

愛知県あま市七宝町鯰橋（名探鯰橋団地）

愛知県あま市新居屋江上田（名探甚目寺団地）

愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字後西（フロ－ラル富吉駅南）

愛知県海部郡蟹江町南（名神南蟹江団地）

愛知県海部郡蟹江町宝（名神蟹江駅前団地）

岐阜県多治見市喜多町（喜多緑地）

岐阜県多治見市幸町（多治見パナタウン）

三重県津市安濃町田端上野（セレクトタウン明合）

三重県津市河芸町上野（シーサイドタウン河芸）

三重県津市河芸町浜田（カジウラ河芸駅前団地）

三重県津市新家町（ハイタウン久居東）

三重県津市豊が丘（豊里ネオポリス）

三重県四日市市采女町（シェルモール采女）

三重県四日市市小生町（四日市けやき台団地）

三重県桑名市多度町小山（多度団地）

三重県桑名市長島町又木（ラドーニ長島）

三重県鈴鹿市国府町（国府台鈴鹿団地）

三重県鈴鹿市白子駅前（ロイヤルハイツ白子駅前）

三重県亀山市みずきヶ丘（みずきヶ丘）
E0017

川瀬産業株式会社
（法人番号 7190001012119）

三重県桑名市大字蓮花寺（フィールドストーン蓮花寺）

登録
番号
E0018

氏名又は名称

一般家庭への販売地点

岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社 岐阜県岐阜市茜部菱野（市営茜荘）

岐阜県多治見市市之倉町（市之倉ニュ－タウン）

（法人番号 7200001007232）

岐阜県多治見市脇之島町（多治見ホワイトタウン）

E0019

共栄液化瓦斯株式会社
（法人番号 1200001023318）

岐阜県中津川市手賀野（ビレッジハウス中津川）

E0020

下呂温泉旅館協同組合
（法人番号 3200005010525）

岐阜県下呂市湯之島（下呂温泉旅館協同組合）

E0021

新日本ガス株式会社

愛知県豊田市深見町（グリーンタウン西中山）

愛知県犬山市大字中唐曽（西楽田団地）

愛知県愛西市早尾町川並（南川並団地）

岐阜県岐阜市黒野古市場（黒野コ－ポ）

岐阜県岐阜市中西郷（第二学ヶ丘ニュ－タウン）

岐阜県岐阜市中西郷（第一学ヶ丘ニュータウン）

岐阜県関市四季の台（四季の台団地）

岐阜県関市星ヶ丘（星ヶ丘団地）

岐阜県土岐市駄知町追分（フラワータウン土岐）

岐阜県本巣市文殊（文殊団地）

岐阜県本巣市文殊（宝珠ハイツ）

岐阜県下呂市大字少ヶ野字町屋（少ヶ野団地）

岐阜県海津市南濃町山崎字南原（第２桜ヶ丘団地）

岐阜県海津市南濃町津屋（雇用促進住宅南濃宿舎）

岐阜県多治見市旭ヶ丘（多治見市営分譲住宅）

岐阜県多治見市笠原町（ビレッジハウス笠原）

岐阜県多治見市笠原町梅平（梅平ＳＳ）

岐阜県多治見市滝呂町（ビレッジハウス滝呂）

岐阜県中津川市茄子川字坂本（ビレッジハウス茄子川）

岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根（ビレッジハウス恵那）

（法人番号 8200001002505）

E0022

E0023

E0024
E0025

中部プロパン株式会社
（法人番号 1200001022039）
東海ガス株式会社
（法人番号 4180001094771）

愛知県東海市富木島町（日鉄住金テックスエンジ株式会社富木島社
愛知県知多市新舞子字新曽（吉川工業株式会社新舞子社宅）
宅）

東濃石油株式会社

岐阜県瑞浪市小田町賀久連（雇用促進住宅小田宿舎）

（法人番号 9200001021850）

岐阜県土岐市泉町大富北山（土岐北山団地）

東邦液化ガス株式会社

愛知県名古屋市守山区大字中志段味字野添（志段味団地）

愛知県岡崎市茅原沢町字茅生（ちせいの里）

愛知県岡崎市仁木町川越（ビレッジハウス仁木）

愛知県岡崎市米河内町字開元（開元の里）

愛知県春日井市西尾町前新田（春日園）

愛知県豊川市赤坂台（三河赤坂台団地）

愛知県津島市鹿伏兎町下春日台（下春日台）

愛知県津島市鹿伏兎町上春日台（上春日台）

愛知県津島市青塚町（青塚団地）

愛知県豊田市上渡合町乳母ケ所（スカイタウン藤岡）

愛知県豊田市折平町西屋敷（ファーツリーガーデン藤岡）

愛知県豊田市東広瀬町大根（東広瀬団地）

愛知県安城市桜井町城阿原（城山団地）

愛知県西尾市西浅井町字宮下（キングスコート西尾プレステージ）

（法人番号 9180001022372）

岐阜県瑞浪市学園台（ガーデンシティ－瑞浪学園台）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点
愛知県西尾市米津町種木（ユーエスピア西尾）

愛知県蒲郡市拾石町浅岡（ビレッジハウス拾石）

愛知県常滑市港町（ビレッジハウス榎戸）

愛知県常滑市坂井字角田（坂井団地）

愛知県江南市古知野町千丸（宝マンション江南スクエア）

愛知県江南市上奈良町久保（スペクトル江南）

愛知県小牧市大字池之内字赤坂（小牧グリンハイツ）

愛知県稲沢市平和町那古良（平和団地）

愛知県稲沢市平和町平六（平六団地）

愛知県稲沢市平和町明和（明和団地）

愛知県愛西市山路町野方（ナビタウン立田）

愛知県愛西市町方町北堤外（永楽佐織団地）

愛知県弥富市荷之上町六十人（かおるケ丘団地）

愛知県弥富市東中地（ポプラ台団地）

愛知県あま市木田棚田（長谷川江東団地）

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字下山（高雄団地）

愛知県海部郡蟹江町西之森（中瀬台団地）

愛知県海部郡蟹江町大字西之森字長瀬下（東海センタ－）

愛知県知多郡南知多町大字大井字聖崎（セントハーバーヒルズ）

愛知県知多郡南知多町大字内海字小桝（真栄リゾ－トリ－ブル内海）

愛知県知多郡南知多町大字片名（チッタ・ナポリ）

愛知県知多郡武豊町東大高山（中山製鋼東大高社宅）

愛知県額田郡幸田町大字菱池字細井（株式会社デンソー細井社宅） 愛知県額田郡幸田町六栗字大後（ビレッジハウス幸田）
岐阜県岐阜市三輪（三輪団地）

岐阜県岐阜市曽我屋蒲戸（ビレッジハウス曽我屋）

岐阜県岐阜市大字安食字志良古（安食団地）

岐阜県岐阜市日置江（華西団地）

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西（岐阜キャッスルビル）

岐阜県岐阜市柳津町流通センター（岐阜流通業務団地）

岐阜県多治見市笠原町向島（ゆりが丘団地）

岐阜県多治見市北丘町（根本ステ－ションパ－ク）

岐阜県多治見市旭ケ丘（多治見旭ケ丘団地）

岐阜県多治見市笠原町（梅平団地）

岐阜県多治見市元町（元町台団地）

岐阜県多治見市高田町（多治見ニュ－タウン）

岐阜県多治見市根本町（ウッディタウン多治見）

岐阜県多治見市市の倉（愛岐パ－ク）

岐阜県多治見市市之倉町（市の倉ハイランド）

岐阜県多治見市昭栄町（ラ・ヴェール根本）

岐阜県多治見市松坂町（松風台団地）

岐阜県多治見市赤坂町（フォレストタウン赤坂台）

岐阜県多治見市赤坂町（多治見赤坂台団地）

岐阜県多治見市大畑町（南ケ丘団地）

岐阜県多治見市大畑町大洞（レインボ－ヒルズ大畑）

岐阜県多治見市滝呂町（多治見ニュ－タウン滝呂台団地）

岐阜県多治見市明和町（明和台団地）

岐阜県多治見市明和町（明和団地）

岐阜県関市桜台（関・桜台）

岐阜県関市宮河町（肥田瀬住宅）

岐阜県関市下有知（ビレッジハウス下有知）

岐阜県関市向山町（向山ニュ－タウン）

岐阜県関市十六所（倉知グリ－ンハイツ）

岐阜県関市小屋名（ビレッジハウス小屋名）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点
岐阜県関市小瀬南（小瀬中央ハイツ）

岐阜県関市西仙房（ビレッジハウス関）

岐阜県関市津保川台（津保川ニュ－タウン）

岐阜県関市迫間台（迫間台）

岐阜県美濃市松森（ビレッジハウス松森）

岐阜県羽島市下中町城屋敷（健康促進住宅はしま）

岐阜県羽島市正木町須賀小松（ビレッジハウス羽島）

岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺（ナビタウン美濃加茂）

岐阜県美濃加茂市森山町（森山台団地）

岐阜県可児市虹ケ丘（虹ヶ丘団地）

岐阜県可児市緑（緑団地）

岐阜県可児市愛岐ケ丘（愛岐ケ丘団地）

岐阜県可児市羽生ケ丘（羽生ケ丘団地）

岐阜県可児市光陽台（光陽台）

岐阜県可児市若葉台（若葉台）

岐阜県可児市清水ケ丘（清水ケ丘団地）

岐阜県可児市長坂（長坂団地）

岐阜県可児市鳩吹台（鳩吹台）

岐阜県可児市美里ケ丘（美里ケ丘団地）

岐阜県瑞穂市森字五反田（ビレッジハウス巣南町西）

岐阜県不破郡垂井町（垂井桜ケ丘団地）

岐阜県揖斐郡大野町公郷（うぐいす苑）

岐阜県揖斐郡大野町大字瀬古小字辻字中ナタコ（ビレッジハウス瀬
岐阜県加茂郡坂祝町加茂山（坂祝ニュ－タウン）
古）
岐阜県可児郡御嵩町中（みたけ大庭台団地）

三重県津市久居烏木町（一本松団地）

三重県津市安濃町妙法寺（ピュアタウン安濃）

三重県津市一志町みのりヶ丘（ミルセゾンみのり台）

三重県津市一志町高野（高野団地）

三重県津市一志町八太（一志団地）

三重県津市河芸町上野（大蔵園）

三重県津市河芸町千里ヶ丘（千里ヶ丘団地）

三重県津市久居井戸山町（合同宿舎久居東住宅）

三重県津市久居桜が丘町（久居さくらが丘）

三重県津市久居小野辺町（脇田山団地）

三重県津市久居藤ヶ丘町（三交藤ヶ丘）

三重県津市久居北口町（ビレッジハウス北口）

三重県津市久居野村町（久居団地）

三重県津市芸濃町椋本（椋本団地）

三重県津市高茶屋小森町（小森向山苑）

三重県津市小舟（殿舟団地）

三重県津市城山（市営城山住宅）

三重県津市森町（森音の郷）

三重県津市森町（津市営森団地）

三重県津市藤方（市営藤方住宅）

三重県津市白塚町（白塚団地）

三重県津市片田新田（片田団地）

三重県津市片田志袋町（片田志袋団地）

三重県四日市市あかつき台（あかつき台）

三重県四日市市あさけが丘（あさけが丘）

三重県四日市市伊坂台（伊坂台）

三重県四日市市高見台（四日市高見ハイツ）

三重県四日市市桜台（桜団地）

三重県四日市市三滝台（三滝台）

登録
番号

E0026

氏名又は名称

名古屋プロパン瓦斯株式会社
（法人番号 3180001076267）

一般家庭への販売地点
三重県四日市市川島新町（山之神谷）

三重県四日市市川島町（三交かわしま園）

三重県伊勢市粟野町（粟野町団地）

三重県伊勢市佐八町（ビレッジハウス伊勢南部）

三重県伊勢市小俣町本町（リンクスコート小俣本町）

三重県伊勢市上野町（いせ上野台）

三重県伊勢市西豊浜町（西豊浜団地）

三重県松阪市宝塚町（宝塚団地）

三重県松阪市豊原町（みどり苑）

三重県松阪市光町（山室山団地）

三重県松阪市井村町東浦（ビレッジハウス井村）

三重県松阪市嬉野黒田町（くすの木台）

三重県松阪市嬉野野田町（野田団地）

三重県松阪市久保町（ビレッジハウス南郊）

三重県松阪市久保町（南郊団地）

三重県松阪市上川町（雇用促進住宅上川宿舎）

三重県松阪市中万町（中万町団地）

三重県松阪市田村町（粥田団地）

三重県松阪市日丘町（イトーピア松阪団地）

三重県松阪市日丘町（松阪団地）

三重県松阪市豊原町（南豊駅前団地）

三重県松阪市豊原町（豊原団地）

三重県桑名市赤尾台（赤尾台）

三重県桑名市多度町多度（多度団地）

三重県桑名市大仲新田（高橋地所）

三重県鈴鹿市東磯山（ビレッジハウス磯山）

三重県鈴鹿市東磯山（新鼓ケ浦団地）

三重県鈴鹿市南旭が丘（石原産業城ケ池団地）

三重県鈴鹿市安塚町（市営住宅安塚団地）

三重県鈴鹿市一ノ宮町（市営住宅一ノ宮団地）

三重県鈴鹿市岡田（市営住宅岡田団地）

三重県鈴鹿市岸岡町（三交ひばりケ丘）

三重県鈴鹿市江島台（江島団地）

三重県鈴鹿市十宮（市営住宅十宮団地）

三重県鈴鹿市西条（ビレッジハウス西条）

三重県鈴鹿市長太旭町（コープ野村鈴鹿）

三重県鈴鹿市東磯山（鼓ケ浦南園）

三重県鈴鹿市東磯山（市営住宅潮風の街磯山）

三重県亀山市南野町（グランドコート亀山）

三重県鳥羽市安楽島町（安久志団地）

三重県志摩市大王町波切（ロイヤルヴァンベール志摩大王崎）

三重県三重郡菰野町潤田（菰野三滝園）

三重県三重郡菰野町大羽根園（大羽根園）

三重県多気郡明和町明星（三交ガーデンタウン明星）

愛知県津島市神守町（越津住宅）

愛知県津島市宇治町字喜多神（宇治住宅）

愛知県津島市蛭間町（喜多神住宅）

愛知県犬山市大字羽黒新田（つばき台団地）

愛知県江南市山尻町（江南団地）

愛知県小牧市北外山（県営北外山団地）

愛知県岩倉市泉町（岩倉いづみ団地）

愛知県愛西市勝幡町（佐織住宅）

愛知県弥富市佐古木（佐古木住宅）

愛知県あま市二ツ寺三本松（美和住宅）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点
愛知県丹羽郡大口町大字豊田字長楽寺（大口宿舎）

岐阜県瑞浪市稲津町小里字棚田山（棚田山宿舎）

三重県伊勢市上野町（伊勢昭和苑団地）

三重県松阪市嬉野須賀町（嬉野団地）

株式会社ハタノ
（法人番号 4180001076357）

愛知県小牧市大字南外山（航空自衛隊小牧基地官舎）

株式会社フジプロ

愛知県碧南市平七町（ビレッジハウス家下）

愛知県刈谷市野田町一本木（ビレッジハウス野田）

（法人番号 9180301014879）

愛知県豊田市高美町（ビレッジハウス若林）

愛知県西尾市下町宮東（ビレッジハウス西尾）

E0029

有限会社マエダガス
（法人番号 8180002077508）

愛知県一宮市千秋町天摩（天摩団地）

愛知県稲沢市祖父江町四貫東堤外（みどり団地）

E0030

松屋株式会社

愛知県愛西市鰯江町郷東（富吉台１街区）

愛知県愛西市大野町（富吉台東）

愛知県弥富市西中地町中島（東弥生台）

愛知県弥富市五明町（弥生台）

愛知県海部郡蟹江町桜（蟹江今駅北団地）

愛知県海部郡蟹江町宝（水明台）

愛知県海部郡蟹江町富吉（富吉グリーンハイツ）

岐阜県多治見市大針町（姫団地）

岐阜県多治見市大畑町（多治見苑）

三重県四日市市楠町本郷（菊水園）

E0027

E0028

（法人番号 6180001096881）

E0031

E0032

E0033

E0034

E0035

有限会社まるたま
（法人番号 3080402015965）

静岡県浜松市北区東三方町（防衛省東三方宿舎）

美濃加茂ガス株式会社

岐阜県美濃加茂市川合町（雇用促進住宅美濃加茂宿舎）

（法人番号 8200001017296）

岐阜県美濃加茂市蜂屋町矢田（ハイツ矢田）

株式会社元久商店
（法人番号 1180301015579）

愛知県碧南市踏分町（碧南市営踏分住宅）

愛知県碧南市吹上町（碧南市宮下団地）

ヤマサ共和ライフ株式会社

愛知県一宮市大毛字神明廻（ビレッジハウス大毛 ）

愛知県安城市横山町下管池（ビレッジハウス下管池）

（法人番号 7180301012793）

愛知県西尾市一色町治明通縄（ビレッジハウス治明）

愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚（ビレッジハウス扶桑）

三重県桑名市島田（羽田町団地）

三重県桑名市大字友村川岸町（川岸町団地）

三重県桑名市大字島田（島田第三団地）

三重県桑名市大字桑部字山ヶ鼻（桑名南ハイツ）

ユニオン商事株式会社
（法人番号 6190001012697）

岐阜県美濃加茂市西町（雇用促進住宅境松宿舎）

三重県桑名市大字上深谷部字土深（桑栄団地）
E0036

斐太石油株式会社
（法人番号 7200001025184）

岐阜県高山市新宮町（雇用促進住宅高山宿舎）

岐阜県飛騨市古川町杉崎柳御所（雇用促進住宅古川宿舎）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点

E0037

株式会社東栄
（法人番号 6200001023750）

岐阜県恵那市長島町永田字大洞（雇用促進事業団長島宿舎）

E0038

いび川農業協同組合
（法人番号 3200005005855）

岐阜県揖斐郡池田町白鳥（ビレッジハウス池田）

E0039

E0040

親和エルピーガス株式会社
（法人番号 6180301010096）

関西プロパン瓦斯株式会社
（法人番号 3190001000226）

岐阜県恵那市長島町中野字桑下（長島第２宿舎）

愛知県豊川市東上町丸塚（丸塚団地）

愛知県豊川市野口町横根（市営野口住宅）

愛知県豊川市平尾町井ノ間（市営平尾住宅）

愛知県豊川市千両町下西の谷（県営千両住宅）

愛知県豊川市御油町（県営御油住宅）

愛知県豊川市千両町上の山（市営千両住宅）

三重県津市安濃町清水（清水ヶ丘団地）

三重県津市美里町家所（長谷山ハイツ）

三重県松阪市嬉野黒田町（中川団地）

三重県松阪市嬉野一志町（伊勢中川ニュータウン）

三重県志摩市磯部町的矢（ロイヤルリゾ－トヴァンベ－ル伊勢志摩）
犬山ガスサービス株式会社
（法人番号 6180001080729）

愛知県犬山市羽黒（尾張富士グリ－ンハイツ）

愛知県犬山市善師野台（善師野台）

めぐみの農業協同組合

岐阜県美濃市さくらケ丘（美濃さくらケ丘団地）

岐阜県可児市今渡（今渡台団地）

（法人番号 6200005007964）

岐阜県可児郡御嵩町中（西田団地）

岐阜県可児市緑ヶ丘（緑ヶ丘団地）

E0043

有限会社山口燃料
（法人番号 7080402009749）

静岡県湖西市新居町浜名（松山団地）

静岡県湖西市新居町新居（新柏団地）

E0044

大和燃料株式会社
（法人番号 8180001093043）

愛知県知多市日長字頭部（出光興産株式会社日長台社宅）

ヤマモトエナジー販売株式会社

岐阜県恵那市明智町字大庭（雇用促進住宅大庭宿舎）

（法人番号 8200001023666）

岐阜県中津川市茄子川字堤下（マンションアルトラ）

祖父江液化瓦斯協同組合

愛知県稲沢市祖父江町四貫（富士美ヶ丘団地）

（法人番号 1180005010513）

愛知県稲沢市祖父江町大牧（ナビウッディ祖父江）

蟹江瓦斯協同組合
（法人番号 1180005013516）

愛知県海部郡蟹江町八幡（蟹江町西ノ森団地）

E0041

E0042

E0045

E0046

E0047

E0048

イワタニ東海株式会社
（法人番号 6200001010773）

岐阜県中津川市中津川子野（雇用促進住宅中津川第３宿舎）

愛知県稲沢市祖父江町森上本郷（祖父江住宅）

岐阜県揖斐郡大野町（みどり団地）

岐阜県本巣市大字文殊字田口洞（網代団地）

岐阜県土岐市泉町久尻字北山（ハイタウン土岐団地）

岐阜県可児市土田字大池（雇用促進住宅大池宿舎）

岐阜県多治見市松坂町（第２松風台団地）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点

E0049

瀬戸ガス株式会社
（法人番号 2180001080030）

愛知県瀬戸市春雨町（春雨団地）

E0050

株式会社山卯
（法人番号 3200001020073）

岐阜県郡上市八幡町稲成（雇用促進住宅八幡宿舎）

株式会社村瀬産業

岐阜県岐阜市日野北（清眺台団地）

岐阜県関市向陽台（向陽台団地）

（法人番号 6200001005369）

岐阜県関市東山（東山アイビーニュータウン）

岐阜県山県市高富（双葉台団地）

E0052

西美濃農業協同組合
（法人番号 5200005004228）

岐阜県不破郡垂井町宮代（県営宮代住宅）

岐阜県不破郡垂井町綾戸（綾戸住宅）

E0053

泉北ガス株式会社
（法人番号 6200001021358）

岐阜県土岐市泉が丘町（泉北住宅団地）

E0054

株式会社ホームガス東海
（法人番号 4180001080722）

愛知県犬山市字東北野（楽田県営住宅）

愛知県犬山市大字薮畔（楽田東団地）

遠州中央農業協同組合

静岡県袋井市浅羽字弥太井（弥太井団地）

静岡県袋井市浅羽字後谷田（雇用促進住宅浅羽宿舎）

（法人番号 3080405005229）

静岡県袋井市諸井字十二所（弥生の郷団地）

蒲郡ガス株式会社
（法人番号 5180301010898）

愛知県蒲郡市形原町北浜（北浜住宅）

愛知県蒲郡市形原町春日浦（春日浦団地）

多治見液化瓦斯株式会社

岐阜県多治見市旭ヶ丘町（市営旭ヶ丘第２団地）

岐阜県多治見市高根町（多治見市公営住宅高根団地）

（法人番号 4200001020766）

岐阜県多治見市姫町（多治見市営国京団地）

E0058

三ヶ日町農業協同組合
（法人番号 4080405003264）

静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日（浜松市営三ヶ日大苗代団地）

E0059

田原液化瓦斯協同組合

愛知県田原市田原町西鎌田（町営西鎌田住宅団地）

愛知県田原市吉胡台（第２木綿畑団地）

愛知県田原市田原町柳沢（蔵王南ヶ丘団地）

愛知県田原市光崎（シーサイド田原光崎団地）

愛知県田原市吉胡町木綿畑（木綿畑団地）

愛知県田原市波瀬町波瀬前（姫見台団地）

愛知県田原市六連町新浜（六連シーサイドタウン団地）

愛知県田原市ほると台地内（ほると台団地）

E0051

E0055

E0056

E0057

（法人番号 8180305002518）

E0060

有限会社弥富丸善
（法人番号 7180002090206）

愛知県弥富市前ヶ須町午新田（佐藤ビル）

E0061

美浜ガス株式会社
（法人番号 9180001093067）

愛知県知多郡美浜町大字河和（河和団地）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点

E0062

広見ガス株式会社
（法人番号 8200003002065）

岐阜県可児市中恵土（ビレッジハウス可児）

E0063

三重コープ産業株式会社
（法人番号 2190001001051）

三重県桑名市多度町戸津（多度住宅）

E0064

中部熔材弥富株式会社
（法人番号 8180001097003）

三重県亀山市布気町字鍛冶屋瀬古（サンピア亀山）

E0065

株式会社油直
（法人番号 4180301009710）

愛知県豊川市小田渕町（ファミリータウン国府東）

E0066

有限会社吉田石油店
（法人番号 1180002085228）

愛知県大府市吉川町（大府市営殿ノ前住宅）

丹羽石油ガス協同組合

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南東川（県営扶桑住宅）

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字中屋敷（県営高雄住宅）

（法人番号 3180005009132）

愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田（スペクトル扶桑）

愛知県丹羽郡大口町垣田（県営大口住宅）

高山エルピージー販売株式会社

岐阜県高山市赤保木町（県市営赤保木団地）

岐阜県高山市江名子町（荏名住宅団地）

（法人番号 8200001024961）

岐阜県高山市山口町（市営桜ヶ丘住宅）

E0069

愛北液化ガス協同組合
（法人番号 2180005011205）

愛知県江南市島宮町城（県営島宮住宅）

E0070

ダイヤ燃商株式会社
（法人番号 1190001000574）

三重県津市久居緑が丘町（グリーンヒル久居）

三重県鈴鹿市桜島町（鈴鹿市営桜島団地）

天竜液化ガス協同組合

静岡県浜松市天竜区山東字上市場（浜松市山王住宅団地）

静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵（市営天神団地）

（法人番号 4080405003933）

静岡県浜松市天竜区大谷（浜松市営大谷団地）

有限会社末永屋商店
（法人番号 2190002020612）

三重県桑名郡木曽岬町富田子（木曽岬団地）

三重県桑名郡木曽岬町白鷺（白鷺川団地）

三重交通商事株式会社

三重県津市河芸町（杜の街）

三重県伊勢市二見町（光の街）

（法人番号 6190001001048）

三重県松阪市下村町（学園前）

三重県鈴鹿市郡山町（太陽の街）

E0067

E0068

E0071

E0072

E0073

三重県桑名郡木曽岬町（名西ニュータウン）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点

東美濃農業協同組合

岐阜県中津川市落合（ビレッジハウス落合川）

（法人番号 3200005008882）

岐阜県恵那市武並町藤（サニーハイツ花の木）

株式会社アワヘイ

三重県鳥羽市安楽島町腰掛（フジタ第２鳥羽マンション）

（法人番号 3190001007329）

三重県鳥羽市安楽島町腰掛（フジタ第６鳥羽マンション）

E0076

コメジ・ソシオ株式会社
（法人番号 7180301018270）

愛知県豊田市松平志賀町（松平団地）

E0077

小川石油株式会社
（法人番号 8180001081196）

愛知県犬山市字中道（犬山南ニュ－タウン）

E0078

美浜町液化石油ｶﾞｽ事業協同組合
（法人番号 2180005011840）

愛知県知多郡美浜町美浜緑苑（小原池団地）

E0079

ぎふ農業協同組合
（法人番号 1200005000940）

岐阜県岐阜市則松（岐阜刑務所）

E0080

志摩ガス協業組合
（法人番号 8190005005448）

三重県志摩市大王町船越深谷（伊勢志摩アーバンリゾート）

三重県志摩市阿児町鵜方字カヤウ（鵜方華洋台）

石黒商事株式会社

岐阜県土岐市泉町久尻（田の洞団地）

岐阜県多治見市笠原町（笠原町向島住宅団地）

（法人番号 4200001021194）

岐阜県土岐市下石陶史台（ライフタウン下石）

弥富ガス協同組合

愛知県弥富市五之三町川平（弥富川平団地）

（法人番号 6180005013544）

愛知県弥富市平島町（弥富平島中団地）

E0083

寺前商店

三重県熊野市有馬町 （有馬団地）

E0084

明石産業株式会社
（法人番号 1180301004912）

愛知県西尾市上矢田町西山（アイシン精機㈱上矢田寮）

E0085

美濃池田ガス株式会社
（法人番号 8200001016307）

岐阜県揖斐郡池田町願成寺（池田町町営願成寺住宅団地）

E0086

飛騨農業協同組合
（法人番号 9200005009727）

岐阜県飛騨市古川町上野（サニーハイツ花もも団地）

E0087

有限会社松本プロパン管工
（法人番号 1190002009706）

三重県伊勢市小俣町明野（明野公務員宿舎）

E0074

E0075

E0081

E0082

岐阜県中津川市茄子川（ビレッジハウス南中津川）

三重県鳥羽市安楽島町腰掛（フジタ第３鳥羽マンション）

愛知県豊田市鵜ヶ瀬町高瀬下（東照ヶ丘団地）

愛知県弥富市平島東（弥富平島東団地）

登録
番号

氏名又は名称

一般家庭への販売地点

E0088

津島市プロパンガス協同組合
（法人番号 2180005013531）

愛知県愛西市草平町新佐屋川（県営草平住宅）

E0089

吉良ガス協同組合
（法人番号 3180305006795）

愛知県西尾市吉良町吉田東中浜（シーサイド吉良）

E0090

ホンダ開発株式会社
（法人番号 6030001048071）

三重県鈴鹿市高塚町字北新地（鈴鹿白鳥レイクタウン）

E0091

日通エネルギー東海株式会社
（法人番号 1190001011217）

三重県四日市市大矢知新町（さるびあ台団地）

E0092

藤岡石油株式会社
（法人番号 8180301019887）

愛知県豊田市上渡合町萩平（ベル藤岡）

E0093

中部ガス事業協同組合
（法人番号 7200005007229）

岐阜県美濃加茂市中部台（中部台団地）

E0094

日本ガスコム株式会社
（法人番号 1180301006751）

愛知県碧南市塩浜（スペクトル碧南）

E0095

昭洋商事株式会社
（法人番号 8200001020696）

岐阜県多治見市音羽町（マーブル音羽館）

E0096

一色ガス協同組合
（法人番号 9180305007284）

愛知県西尾市一色町開正末宝（県営開正住宅）

E0097

丹頂ガス株式会社
（法人番号 9190001015474）

三重県桑名市五反田（虹の丘団地）

E0098

伊藤忠エネクスホームライフ中部株式会社
三重県津市高茶屋小森町（陸上自衛隊久居駐屯地高茶屋第２宿舎）
（法人番号 3180001000912）

