
＜別添＞

令和2年12月14日現在
事業者名 法人番号 団地名 団地所在地

1 みくに野団地 福岡県小郡市
2 赤間団地 福岡県宗像市
3 自由ヶ丘団地 福岡県宗像市
4 ひかりヶ丘団地 福岡県宗像市
5 朝香団地 福岡県筑紫野市
6 春日原グリーンハイツ 福岡県大野城市
7 崎陽桜ケ丘団地 福岡県福岡市博多区
8 みずき青葉台団地 福岡県太宰府市
9 トーメン五条東ケ丘団地 福岡県太宰府市

10 サニータウン 福岡県筑紫野市
11 福間若木台団地 福岡県福津市
12 花鶴ケ丘団地 福岡県古賀市
13 遠賀ダイヤハイツ 福岡県遠賀郡遠賀町
14 行橋ひまわり台団地 福岡県行橋市
15 光陽台団地 福岡県福津市
16 土井団地 福岡県福岡市東区
17 スコーレヒルプラニング 福岡県糸島市
18 パスコタウン田園都市 福岡県遠賀郡遠賀町
19 奈多松原台 福岡県福岡市東区
20 ニュー篠崎苑団地 福岡県北九州市小倉北区
21 加布里ひまわり台団地 福岡県糸島市
22 炭焼四区 福岡県糟屋郡宇美町
23 志摩スカイタウン 福岡県糸島市
24 加布里駅前団地 福岡県糸島市
25 横浜団地 福岡県福岡市西区
26 天平台団地 福岡県宗像市
27 深江ステーションタウンやよい野 福岡県糸島市
28 都坂団地 福岡県筑紫野市
29 クリエイト宗像 福岡県宗像市
30 中鶴団地 福岡県中間市
31 高江団地 福岡県北九州市八幡西区
32 あけぼの団地 福岡県中間市
33 鯉口団地 福岡県遠賀郡水巻町
34 第2海老津台団地 福岡県遠賀郡岡垣町
35 田富団地 福岡県糟屋郡志免町
36 水巻中央ニュータウン団地 福岡県遠賀郡水巻町
37 緑ヶ丘サニータウン団地 福岡県遠賀郡水巻町
38 三倉団地 福岡県宗像市
39 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
40 日吉台団地 福岡県古賀市
41 カーサ深江 福岡県糸島市
42 宝ガス株式会社 9290001038358 経友会団地 福岡県粕屋郡志免町
43 湯の谷団地 福岡県太宰府市
44 三条台団地 福岡県太宰府市
45 西隈団地 福岡県那珂川市
46 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
47 早良陽光台 福岡県福岡市早良区
48 第23八重洲苑 福岡県福岡市早良区
49 三郎丸団地 福岡県宗像市
50 香椎オークタウン 福岡県福岡市東区
51 けやき台 福岡県福岡市博多区
52 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
53 志免王子八幡団地 福岡県糟屋郡志免町
54 石橋台団地 福岡県糟屋郡志免町
55 株式会社ツバメガス北九州 1290801002776 スワロー小倉南ハイツ 福岡県北九州市小倉南区
56 大橋団地 福岡県久留米市
57 善導寺団地 福岡県久留米市
58 本山団地 福岡県久留米市
59 福岡県公営住宅宮ノ陣団地 福岡県久留米市
60 大善寺団地 福岡県久留米市
61 松ケ鼻十字路ニュータウン 福岡県北九州市八幡西区
62 ちくし団地 福岡県筑紫野市
63 佐賀県東部ガス株式会社 3300001006178 古賀団地 佐賀県鳥栖市

ENEOSｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ株式会社

久留米ガス株式会社 7290001051593

4010001108754

吉村アクティブ産業株式会社 3290001017301

旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点一覧（３５事業者９９地点群）

株式会社エコア 8290001014649

高松産業株式会社

イワタニ九州株式会社 1290001024695

4290801011287

有限会社前田商会 4290002040169

3290001038297西部ガスエネルギー株式会社
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64 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
65 株式会社大晴 7300001007230 美帆ケ丘団地 佐賀県唐津市
66 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
67 平島団地 長崎県東彼杵郡川棚町
68 百津団地 長崎県東彼杵郡川棚町
69 琴見ヶ丘団地 長崎県東彼杵郡川棚町
70 栄町団地 長崎県東彼杵郡川棚町
71 株式会社富士プロパン 4310001001895 第３木鉢団地 長崎県長崎市
72 株式会社ホルス 6310001000920 北浦団地 長崎県長崎市
73 株式会社東洋ガス 5310001002620 矢上団地 長崎県長崎市
74 有限会社山田プロパン商会 9310002005858 鶴の尾団地 長崎県長崎市
75 市営鍋田団地 熊本県山鹿市
76 市営津留団地 熊本県山鹿市
77 市営久原団地 熊本県山鹿市
78 南九州マルヰ株式会社 3330001004550 日立造船睦合住宅 熊本県玉名市
79 江藤産業株式会社 8320001000629 久保山住宅地 大分県大分市
80 東洋プロパン瓦斯株式会社 4350001006040 千代ヶ丘コープタウン 宮崎県延岡市
81 旭マルヰガス株式会社 2350001006612 希望ｹ丘団地 宮崎県延岡市
82 宇都宮ガス有限会社 4350002008944 高鍋団地 宮崎県児湯郡高鍋町
83 株式会社協同サービス 6350001005981 西谷団地 宮崎県日向市
84 日当平団地 鹿児島県鹿児島市
85 青葉台二幸団地 鹿児島県姶良市
86 花野団地 鹿児島県鹿児島市
87 赤木名団地 鹿児島県奄美市
88 須野団地 鹿児島県奄美市
89 大熊団地 鹿児島県奄美市
90 浜里団地 鹿児島県奄美市
91 浦上団地 鹿児島県奄美市
92 有屋団地 鹿児島県奄美市
93 山間団地 鹿児島県奄美市
94 株式会社コーアガス日本 9340001001599 西郷団地第三工区 鹿児島県鹿児島市
95 つつじケ丘団地 鹿児島県日置市
96 妙円寺団地 鹿児島県日置市
97 吉田商事株式会社 1340001010780 小湊団地 鹿児島県奄美市
98 全九羽根木団地 福岡県行橋市
99 大橋団地 福岡県行橋市

西九州ガス株式会社 5310001006266

3330005003177

西日本液化ガス株式会社

株式会社Ｍｉｓｕｍｉ

大洋産業株式会社

太陽ガス株式会社 3340005000173

9250001006112

1340001010624

4340001004160

鹿本農業協同組合
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