
簡易ガス事業者指定旧供給地点一覧（５９事業者２３８地点群）
別紙

事業者名 法人番号 団地名 団地所在地
1 東福岡団地 福岡県糟屋郡新宮町
2 西鉄ときわ台団地 福岡県筑紫郡那珂川町
3 月隈団地 福岡県福岡市博多区
4 城南ｹ丘団地 福岡県宗像市
5 西鉄南ヶ丘団地第二期 福岡県大野城市
6 みくに野団地 福岡県小郡市
7 西鉄南ヶ丘第一期 福岡県大野城市
8 古賀団地 福岡県古賀市
9 乙金団地 福岡県大野城市

10 赤間団地 福岡県宗像市
11 自由ヶ丘団地 福岡県宗像市
12 ひかりヶ丘団地 福岡県宗像市
13 朝香団地 福岡県筑紫野市
14 長浦台団地 福岡県太宰府市
15 春日原グリーンハイツ 福岡県大野城市
16 日の里団地 福岡県宗像市
17 早良台団地 福岡県福岡市早良区
18 崎陽桜ケ丘団地 福岡県福岡市博多区
19 鎌倉社宅 福岡県糟屋郡宇美町
20 みずき青葉台団地 福岡県太宰府市
21 トーメン五条東ケ丘団地 福岡県太宰府市
22 サニータウン 福岡県筑紫野市
23 浦田団地 福岡県糟屋郡宇美町
24 西鉄平野ハイツ 福岡県大野城市
25 行橋緑光苑団地 福岡県行橋市
26 城山団地 福岡県糟屋郡須恵町
27 倉坂団地 福岡県鞍手郡鞍手町
28 大野つつじケ丘団地 福岡県大野城市
29 三井ニュータウン小郡 福岡県小郡市
30 福間若木台団地 福岡県福津市
31 星ｹ丘団地 福岡県福津市
32 福間グリーンタウン 福岡県福津市
33 西鉄福間駅前団地 福岡県福津市
34 中山団地 福岡県鞍手郡鞍手町
35 花鶴ケ丘団地 福岡県古賀市
36 興人太宰府大原団地 福岡県太宰府市
37 トクスイ団地 福岡県糸島市
38 はまゆう団地 福岡県遠賀郡芦屋町
39 遠賀ダイヤハイツ 福岡県遠賀郡遠賀町
40 片縄東洋苑 福岡県筑紫郡那珂川町
41 行橋ひまわり台団地 福岡県行橋市
42 光陽台団地 福岡県福津市
43 土井団地 福岡県福岡市東区
44 伊都の里団地 福岡県福岡市西区
45 美浜団地 福岡県福岡市西区
46 砥石場団地 福岡県糟屋郡宇美町
47 貫団地 福岡県北九州市小倉南区
48 スコーレヒルプラニング 福岡県糸島市
49 松浦団地 福岡県糟屋郡篠栗町
50 パスコタウン田園都市 福岡県遠賀郡遠賀町
51 奈多松原台 福岡県福岡市東区
52 黒崎苑団地 福岡県北九州市八幡西区
53 ニュー篠崎苑団地 福岡県北九州市小倉北区
54 小野里団地 福岡県古賀市
55 曽根ニュータウン団地 福岡県糸島市
56 加布里ひまわり台団地 福岡県糸島市
57 志賀島漁業団地 福岡県福岡市東区
58 炭焼四区 福岡県糟屋郡宇美町
59 志摩スカイタウン 福岡県糸島市
60 加布里駅前団地 福岡県糸島市
61 宇美ニュータウン 福岡県糟屋郡宇美町
62 横浜団地 福岡県福岡市西区
63 天平台団地 福岡県宗像市
64 小浦住宅団地 福岡県糟屋郡久山町
65 第2高杉団地 福岡県行橋市
66 中央台団地 福岡県宗像市

西部ガスエネルギー株式会社 3290001038297
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事業者名 法人番号 団地名 団地所在地
67 深江ステーションタウンやよい野 福岡県糸島市
68 サンヒルズ葉光ケ丘 福岡県筑紫野市
69 赤坂団地 福岡県糸島市
70 都坂団地 福岡県筑紫野市
71 クリエイト宗像 福岡県宗像市
72 三輪そ・れ・りビオパーク・タウン 福岡県朝倉郡筑前町
73 うみなか 福岡県福岡市東区
74 三井基山ニュータウン 佐賀県三養基郡基山町
75 旭化成基山住宅 佐賀県三養基郡基山町
76 小江原団地 長崎県長崎市
77 小ケ倉団地 長崎県長崎市
78 吉岡団地 長崎県佐世保市
79 女の都団地 長崎県長崎市
80 つつじケ丘団地 長崎県長崎市
81 西崎団地 長崎県長崎市
82 長与団地 長崎県西彼杵郡長与町
83 喜々津シーサイドタウン 長崎県諫早市
84 飯盛ニュータウン団地 長崎県諫早市
85 島団地 熊本県熊本市南区
86 栄温泉団地 熊本県合志市
87 田原坂ニュータウン 熊本県熊本市北区
88 杉並台ネオポリス 熊本県合志市
89 東急しらかわ台 熊本県熊本市北区
90 小山トーヨドタウン 熊本県熊本市東区
91 葉山自由ケ丘 熊本県熊本市北区
92 竜田団地 熊本県熊本市北区
93 画図パークタウン 熊本県熊本市東区
94 第２三ﾂ頭団地 福岡県北九州市八幡西区
95 中鶴団地 福岡県中間市
96 高江団地 福岡県北九州市八幡西区
97 春日塚原台団地 福岡県春日市
98 あけぼの団地 福岡県中間市
99 鯉口団地 福岡県遠賀郡水巻町

100 第2海老津台団地 福岡県遠賀郡岡垣町
101 田富団地 福岡県糟屋郡志免町
102 水巻中央ニュータウン団地 福岡県遠賀郡水巻町
103 緑ヶ丘サニータウン団地 福岡県遠賀郡水巻町
104 のぞみ野団地 福岡県遠賀郡水巻町
105 三倉団地 福岡県宗像市
106 株式会社ツバメガスフロンティア 1290001008228 豊栄国分ニュータウン 大分県大分市
107 日吉台団地 福岡県古賀市
108 カーサ深江 福岡県糸島市
109 高雄団地 福岡県太宰府市
110 朝野グリーンタウン 福岡県宗像市
111 経友会団地 福岡県粕屋郡志免町
112 板付ハイツ住宅団地 福岡県粕屋郡志免町
113 藤浦団地 福岡県糟屋郡須恵町
114 株式会社永興エナジー 5290001024675 鎧田団地 福岡県福岡市早良区
115 湯の谷団地 福岡県太宰府市
116 三条台団地 福岡県太宰府市
117 西隈団地 福岡県筑紫郡那珂川町
118 株式会社アイコーホームサービス 4290001050318 安武団地 福岡県久留米市
119 福岡嘉穂農業協同組合 8290005007946 麻生愛宕団地 福岡県飯塚市
120 野方団地 福岡県福岡市西区
121 早良陽光台 福岡県福岡市早良区
122 第23八重洲苑 福岡県福岡市早良区
123 三郎丸団地 福岡県宗像市
124 香椎オークタウン 福岡県福岡市東区
125 早良ニュータウン 福岡県福岡市早良区
126 けやき台 福岡県福岡市博多区
127 花立花 福岡県粕屋郡新宮町
128 行橋京都液化ガス事業協同組合 6290805006942 今古賀団地 福岡県京都郡苅田町
129 筑豊団地ガス株式会社 6290801014214 直方頓野住宅団地 福岡県直方市
130 大牟田簡易ガス株式会社 9290001053737 黒崎団地 福岡県大牟田市
131 兼松江商弓削団地 福岡県久留米市
132 丸三商事北野団地 福岡県久留米市
133 西鉄弥生が丘団地 福岡県北九州市小倉南区
134 エクレールヒルズ津田 福岡県北九州市小倉南区

有限会社前田商会 4290002040169

イワタニ九州株式会社 1290001024695

株式会社明治産業 5290001002367

宝ガス株式会社 9290001038358

西部ガスエネルギー株式会社 3290001038297

高松産業株式会社 4290801011287

吉村アクティブ産業株式会社 3290001017301

みい農業協同組合 6290005010407

有限会社菖蒲商会 8290802003065
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事業者名 法人番号 団地名 団地所在地
135 大内田産業株式会社 5290001045399 明星寺住宅団地 福岡県飯塚市
136 赤崎町1の組 長崎県佐世保市
137 日野新町団地 長崎県佐世保市
138 志免王子八幡団地 福岡県糟屋郡志免町
139 若山団地 福岡県小郡市
140 大保団地 福岡県小郡市
141 安住団地 福岡県久留米市
142 みくに野東団地 福岡県小郡市
143 三緒浦グリーンハイツ 福岡県飯塚市
144 石橋台団地 福岡県糟屋郡志免町
145 小富士分譲団地 福岡県嘉麻市
146 労住八久保団地 熊本県菊池郡菊陽町
147 小祝団地 大分県中津市
148 犬丸団地 大分県中津市
149 東浜団地 大分県中津市
150 ムラオ団地 大分県中津市
151 上如水団地 大分県中津市
152 宮崎月見ケ丘団地 宮崎県宮崎市
153 グリーンハイツ祇園台団地 宮崎県宮崎市
154 平野台団地 宮崎県宮崎市
155 四季ケ丘団地 宮崎県宮崎市
156 平野台ニュータウン団地 宮崎県宮崎市
157 国富六日町団地 宮崎県東諸県郡国富町
158 日豊スワロータウン 福岡県北九州市小倉南区
159 スワロー小倉南ハイツ 福岡県北九州市小倉南区
160 大橋団地 福岡県久留米市
161 善導寺団地 福岡県久留米市
162 本山団地 福岡県久留米市
163 福岡県公営住宅宮ノ陣団地 福岡県久留米市
164 大善寺団地 福岡県久留米市
165 高杉開発行事団地 福岡県行橋市
166 京都団地 福岡県行橋市
167 松ケ鼻十字路ニュータウン 福岡県北九州市八幡西区
168 ちくし団地 福岡県筑紫野市
169 村下団地 佐賀県神埼市
170 神埼団地 佐賀県神埼市
171 佐賀県東部ガス株式会社 3300001006178 古賀団地 佐賀県鳥栖市
172 伊万里プロパン株式会社 9300001005620 名村造船所黒川団地 佐賀県伊万里市
173 株式会社大晴 7300001007230 美帆ケ丘団地 佐賀県唐津市
174 株式会社サンテック 4300001006185 ニューライフ北茂安団地 佐賀県三養基郡みやき町
175 ハサコ住宅団地 福岡県三井郡大刀洗町
176 東峰小郡ニュータウン 福岡県小郡市
177 稲佐地区 長崎県長崎市
178 本河内地区 長崎県長崎市
179 赤迫地区 長崎県長崎市
180 大浜地区 長崎県長崎市
181 佐世保卸団地ニュータウン 長崎県佐世保市
182 千本団地 長崎県北松浦郡佐々町
183 ハヤシカネエネルギー株式会社 6310001001605 菱重大浜団地 長崎県長崎市
184 新日本ガス株式会社 9310001005529 花高団地 長崎県佐世保市
185 平島団地 長崎県東彼杵郡川棚町
186 百津団地 長崎県東彼杵郡川棚町
187 琴見ヶ丘団地 長崎県東彼杵郡川棚町
188 栄町団地 長崎県東彼杵郡川棚町
189 芝プロパン商会 大浜団地 長崎県長崎市
190 株式会社富士プロパン 4310001001895 第３木鉢団地 長崎県長崎市
191 株式会社ホルス 6310001000920 北浦団地 長崎県長崎市
192 加納エネルギー株式会社 7310001003410 鳴見団地 長崎県長崎市
193 株式会社東洋ガス 5310001002620 矢上団地 長崎県長崎市
194 有限会社山田プロパン商会 9310002005858 鶴の尾団地 長崎県長崎市
195 長与ニュータウン 長崎県西彼杵郡長与町
196 長与弐丁間団地 長崎県西彼杵郡長与町
197 市営鍋田団地 熊本県山鹿市
198 市営津留団地 熊本県山鹿市
199 市営久原団地 熊本県山鹿市
200 日立造船睦合住宅 熊本県玉名市
201 松尾ニュータウン団地 熊本県熊本市西区

三愛オブリガス九州株式会社 1290001024258

株式会社ツバメガス北九州 1290801002776

久留米ガス株式会社 7290001051593

株式会社エコア 8290001014649

福岡京築農業協同組合 5290805008378

ENEOSｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ株式会社 4010001108754

株式会社三神 8300001007964

山代ガス鳥栖株式会社 1300001006320

株式会社チョープロ 2310001001360

西九州ガス株式会社 5310001006266

長崎西彼農業協同組合 5310005002006

鹿本農業協同組合 3330005003177

南九州マルヰ株式会社 3330001004550
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事業者名 法人番号 団地名 団地所在地
202 マエダ向陽台団地 熊本県菊池郡菊陽町
203 須屋新開団地 熊本県合志市
204 荒尾ガス株式会社 3330001011588 緑ヶ丘リニューアルタウン 熊本県荒尾市
205 久保山住宅地 大分県大分市
206 日出団地 大分県速見郡日出町
207 ホームタウン城原 大分県大分市
208 堂園団地 大分県大分市
209 東洋プロパン瓦斯株式会社 4350001006040 千代ケ丘コープタウン 宮崎県延岡市
210 宮崎液化ガス株式会社 5350001001643 あさぎり団地 宮崎県都城市
211 旭マルヰガス株式会社 2350001006612 希望ｹ丘団地 宮崎県延岡市
212 宇都宮ガス有限会社 4350002008944 高鍋団地 宮崎県児湯郡高鍋町
213 株式会社協同サービス 6350001005981 西谷団地 宮崎県日向市
214 月見ヶ丘南団地 宮崎県宮崎市
215 日当平団地 鹿児島県鹿児島市
216 楠元団地 鹿児島県姶良市
217 吉野台団地 鹿児島県鹿児島市
218 青葉台二幸団地 鹿児島県姶良市
219 花野団地 鹿児島県鹿児島市
220 姶良並木団地 鹿児島県姶良市
221 赤木名団地 鹿児島県奄美市
222 須野団地 鹿児島県奄美市
223 大熊団地 鹿児島県奄美市
224 浜里団地 鹿児島県奄美市
225 浦上団地 鹿児島県奄美市
226 有屋団地 鹿児島県奄美市
227 山間団地 鹿児島県奄美市
228 西郷団地第三工区 鹿児島県鹿児島市
229 城山団地 鹿児島県霧島市
230 思川団地 鹿児島県姶良市
231 日米礦油株式会社鹿児島支店 3120001049022 新谷山団地 鹿児島県鹿児島市
232 つつじケ丘団地 鹿児島県日置市
233 妙円寺団地 鹿児島県日置市
234 大島石油株式会社 7340001010560 平松団地 鹿児島県奄美市
235 日本ガスエネルギー株式会社 2340001003387 郡山ハイツ 鹿児島県鹿児島市
236 吉田商事株式会社 1340001010780 小湊団地 鹿児島県奄美市
237 全九羽根木団地 福岡県行橋市
238 大橋団地 福岡県行橋市

株式会社ツバメ商会 5330001003039

江藤産業株式会社 8320001000629

太陽ガス株式会社 3340005000173

西日本液化ガス株式会社 9250001006112

株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 4340001004160

大洋産業株式会社 1340001010624

株式会社コーアガス日本 9340001001599
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