
登録
番号 

氏名又は名称 一般家庭への販売地点 

K0004 
大分瓦斯株式会社 
(法人番号 1320001006228)  

大分県大分市大字森町(花の木団地) 
大分県大分市大字家島(家島地区) 
大分県大分市大字皆春(富国皆春団地) 
大分県大分市大字政所(チュリスタウン大在) 
大分県別府市大字平道(コモンライフ関の江団地) 
大分県別府市大字内竈(シーサイドタウン関の江団地) 
大分県別府市大字内竈(スパランド豊海団地) 
大分県由布市湯布院町川南(ファシレ湯布院) 
大分県国東市国東町富来浦(サンコーポラス富来) 

K0005 
久留米ガス株式会社 
(法人番号 7290001051593) 

福岡県久留米市大橋町合楽(大橋団地) 
福岡県久留米市善導寺町与田(善導寺団地) 
福岡県久留米市上津町字本山(本山団地) 
福岡県久留米市高良内町(花の谷団地) 
福岡県久留米市荒木町白口(ビレッジハウス荒木) 
福岡県久留米市宮ノ陣(福岡県公営住宅宮ノ陣団地) 
福岡県久留米市東合川新町(東合川団地) 
福岡県久留米市大善寺南(大善寺団地) 
福岡県久留米市荒木町白口(梅林団地) 
福岡県久留米市善導寺町飯田(餅栗与田団地) 
福岡県久留米市三潴町福光(福光団地) 

K0006 

大牟田瓦斯株式会社 

(法人番号 7290001053730) 

 

福岡県大牟田市大字久福木字開田(開田団地) 
福岡県大牟田市大字今山(今山団地) 
福岡県大牟田市大字歴木(歴木団地) 
福岡県大牟田市新勝立町(ひばりケ丘団地) 
福岡県大牟田市宮原町(宮原団地) 
福岡県大牟田市青葉町(青葉団地) 
福岡県大牟田市大字橘(大牟田市営橘住宅) 
福岡県大牟田市大字歴木(平野山団地) 
福岡県大牟田市大字橘(南橘住宅（2期）公営住宅) 
福岡県みやま市高田町濃施(東峰高田ニュータウン) 
熊本県荒尾市住吉町(住吉団地) 
熊本県荒尾市荒尾字上川後田(アンピール緑ヶ丘参番館) 
熊本県玉名市亀甲字日焼(コアマンション玉名) 
熊本県玉名市亀甲字日焼(コアマンション玉名ネクステージ) 
熊本県玉名郡長洲町大字宮野(レインボーみやの) 

K0007 
宮崎瓦斯株式会社 
(法人番号 5350001001692) 

宮崎県宮崎市学園木花台西(宮崎学園都市) 

K0008 
唐津瓦斯株式会社 
(法人番号 2300001007111) 

佐賀県唐津市山本(東山本荘苑) 
佐賀県唐津市養母田(養母田団地) 
佐賀県唐津市八幡町(中ノ瀬団地) 
佐賀県唐津市双水(つつじ丘団地)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K0011 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株式会社エコア 
(法人番号 8290001014649) 
 
 
 

福岡県北九州市門司区大字白野江
(ビレッジハウス白野江及びビレッジハウス門司白野江) 
福岡県北九州市門司区大字畑(ビレッジハウス畑) 
福岡県北九州市八幡西区則松(ビレッジハウス則松) 
福岡県北九州市八幡西区折尾(フォーレスト折尾) 
福岡県福岡市東区西戸崎(福岡市営西戸崎団地) 
福岡県久留米市安武町住吉(安住団地) 
福岡県飯塚市大字柏の森字芦ノ浦(柏の森団地) 
福岡県飯塚市横田(ビレッジハウス飯塚) 
福岡県飯塚市下三緒(三緒浦グリーンハイツ) 
福岡県飯塚市相田(清水谷団地) 
福岡県飯塚市伊川(ビレッジハウス伊川) 
福岡県飯塚市相田清水谷(清水谷公営住宅) 
福岡県行橋市大字行事(行橋第一清和苑) 
福岡県行橋市大字下津熊(行橋つのくま苑) 
福岡県行橋市南大橋(行橋市公共賃貸住宅大橋団地) 
福岡県小郡市小郡字若山(若山団地) 
福岡県小郡市大保(大保団地) 
福岡県小郡市横隈(みくに野東団地) 
福岡県古賀市花見東(ビレッジハウス古賀) 
福岡県古賀市大字青柳町(百合ケ丘団地) 
福岡県古賀市日吉(シーサイドパレスフェニックス古賀) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 
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K0011 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
株式会社エコア 
(法人番号 8290001014649) 
 
  

福岡県嘉麻市下山田(ウナブシ団地) 
福岡県嘉麻市下山田(櫨ノ木団地) 
福岡県嘉麻市下山田(にじが丘団地) 
福岡県嘉麻市下山田(新ウナブシ団地) 
福岡県嘉麻市上山田(大橋団地) 
福岡県嘉麻市上山田(東ケ丘団地) 
福岡県嘉麻市上山田(山手団地) 
福岡県嘉麻市下山田(山田山下団地) 
福岡県嘉麻市上山田(山田さくらが丘団地) 
福岡県嘉麻市上山田字木城(小富士分譲団地) 
福岡県糸島市篠原西(ビレッジハウス前原) 
福岡県糟屋郡志免町大字南里(志免王子八幡団地) 
福岡県糟屋郡志免町石橋台(石橋台団地) 
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原(エバーライフ空港東) 
福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘(第二緑ヶ丘団地) 
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋(防衛省芦屋特別借受宿舎) 
福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘(緑ヶ丘８街区公営住宅) 
熊本県玉名郡南関町大字小原(サンコーポラスなんかん) 
熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北(労住八久保団地) 
大分県中津市字小祝(小祝団地) 
大分県中津市大字大貞(古城団地) 
大分県中津市大字犬丸(犬丸団地) 
大分県中津市大字宮夫(アドバンスビルⅡ) 
大分県中津市大字東浜(東浜団地) 
大分県中津市大字高瀬(ムラオ団地) 
大分県中津市大字上如水(上如水団地) 
大分県中津市大字宮夫(宝門市営住宅) 
大分県中津市大字中原(榊原市営住宅) 
宮崎県宮崎市月見ヶ丘(宮崎月見ケ丘団地) 
宮崎県宮崎市高岡町下倉永(グリーンハイツ祇園台団地) 
宮崎県宮崎市清武町大字加納槙ノ札甲(平野台団地) 
宮崎県宮崎市本郷南方(四季ケ丘団地) 
宮崎県宮崎市清武町大字加納上平野甲(平野台ニュータウン団地) 
宮崎県宮崎市清武町あさひ(めいぷるタウン下加納団地) 
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄(国富六日町団地)  
大分県中津市大字万田字一早(五領団地) 
大分県中津市大字万田字秋吉(上万田団地) ) 
熊本県宇城市小川町河江(ビレッジハウス小川)  
熊本県合志市須屋(サン・アベニューみずき台)  
福岡県京都郡苅田町大字新津(今古賀団地) 

K0012 
九州ガス株式会社 
(法人番号 3310001007919) 

長崎県長崎市戸石町(ガーデンシティ東長崎) 
熊本県八代市豊原下町(80Hills八代) 

K0013 
天草ガス株式会社 
(法人番号 5330001015059) 

熊本県天草市志柿町知ヶ崎(知ケ崎団地) 

K0014 
西日本ガス株式会社 
(法人番号 5290001053105) 

福岡県柳川市吉富町(矢留団地) 
福岡県柳川市立石(蒲池立石団地) 

K0017 
直方ガス株式会社 
(法人番号 5290801014264) 

福岡県直方市大字下新入(天神団地) 
福岡県直方市大字中泉(中泉中央団地) 
福岡県直方市下境(福岡県公営住宅林光寺団地) 
福岡県宮若市四郎丸(新笠松団地) 
福岡県宮若市磯光(和の里団地) 
福岡県宮若市磯光(矢萩団地) 
福岡県宮若市乙野(乙野団地) 
福岡県宮若市上大隈(あけぼの団地) 
福岡県宮若市宮田(ヴィラナリー宮若) 
福岡県宮若市長井鶴(陽の浦団地) 
福岡県宮若市龍徳(福寿白百合団地) 
福岡県宮若市宮田(杉坂ニュータウン) 
福岡県宮若市磯光(新成団地) 
福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧(小牧団地) 
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山(新中山団地) 

K0019 
阿久根ガス株式会社 
(法人番号 7340001011682) 

鹿児島県阿久根市折口(折口団地) 

K0021 
飯塚ガス株式会社 
(法人番号 8290001045347) 

福岡県飯塚市大字大日寺(イトーピア花瀬) 
福岡県田川郡糸田町(ピースフルハイツ) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 
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K0023 
出水ガス株式会社 
(法人番号 5340001011692) 

鹿児島県出水市麓町(西ノ口団地) 
鹿児島県出水市上知識町(鹿島団地) 

K0025 
鳥栖ガス株式会社 
(法人番号 4300001006251) 

佐賀県鳥栖市江島町(ニュータウン青葉台) 

K0028 
株式会社アイコーホームサービス 
(法人番号 4290001050318) 

福岡県久留米市安武町安武本(安武団地) 

K0029 
イワタニ九州株式会社 
(法人番号 1290001024695) 

福岡県田川市大字伊田舟原(グランドパレス伊田壱番館) 
福岡県古賀市 1丁目(日吉台団地) 
福岡県糸島市二丈深江(カーサ深江) 
福岡県珂川市片縄北、福岡県福岡市南区鶴田(南福岡団地) 
福岡県鞍手郡小竹町大字新多(小竹町栄町団地) 
福岡県鞍手郡小竹町大字新多(小竹町本町団地) 
福岡県田川郡福智町赤池(赤池ニュータウン) 
福岡県田川郡福智町赤池(板屋総合団地) 
福岡県京都郡苅田町若久(苅田若久団地) 
大分県大分市大字中戸次(ビレッジハウス美園) 
大分県大分市大字佐野(ダイアパレス佐野) 
大分県国東市武蔵町池ノ内(武蔵グリーンヒル) 
長崎県大村市寿古町（ビレッジハウス寿古） 

K0030 
株式会社永興エナジー 
(法人番号 5290001024675) 

福岡県福岡市早良区飯倉(鎧田団地) 
福岡県糸島市前原北(ＪＧＭシュリアン前原) 

K0031 
合同ガス株式会社 
(法人番号 1350001000574) 

宮崎県宮崎市希望ヶ丘(希望ｹ丘団地) 

K0032 
西部ガスエネルギー株式会社 
(法人番号 3290001038297) 

福岡県北九州市門司区大字白野江(白野江団地) 
福岡県北九州市小倉北区高尾(ニュー篠崎苑団地) 
福岡県北九州市小倉南区大字呼野(三菱マテリアル社宅) 
福岡県北九州市小倉南区大字沼(ビレッジハウス沼小柳) 
福岡県北九州市小倉南区大字津田(津田団地) 
福岡県北九州市小倉南区大字津田(ビレッジハウス小倉南) 
福岡県北九州市小倉南区大字貫(貫団地) 
福岡県北九州市小倉南区沼緑町(沼緑光苑団地) 
福岡県北九州市八幡西区折尾(折尾台団地) 
福岡県北九州市八幡西区深田(深田団地) 
福岡県北九州市八幡西区若葉(今池団地) 
福岡県北九州市八幡西区瀬坂(黒崎苑団地) 
福岡県北九州市八幡西区折尾(東筑苑団地) 
福岡県福岡市東区大字土井(土井団地) 
福岡県福岡市東区大字奈多(奈多松原台) 
福岡県福岡市東区大字志賀島(志賀島漁業団地) 
福岡県福岡市東区唐ノ原(市営住宅丸尾団地) 
福岡県福岡市東区下原(ライオンズマンションキャンパスシティ香椎) 
福岡県福岡市東区大岳(アンピール海の中道) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 
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福岡県福岡市東区西戸崎(うみなか) 
福岡県福岡市東区西戸崎(アンピール海の中道アクアヴィラⅡ) 
福岡県福岡市東区名子(サントノーレ福岡東) 
福岡県福岡市東区西戸崎(モントーレ・ブルー・ラ・メール Fukuoka) 
福岡県福岡市博多区大字下月隈字梶山(月隈団地) 
福岡県福岡市博多区大字立花寺(崎陽桜ケ丘団地) 
福岡県福岡市西区大字徳永(伊都の里団地) 
福岡県福岡市西区横浜(美浜団地) 
福岡県福岡市西区横浜(横浜団地) 
福岡県福岡市西区周船寺(ストリームライン周船寺) 
福岡県福岡市早良区大字東入部(早良台団地) 
福岡県飯塚市柏の森(柏の森団地) 
福岡県筑後市大字山ノ井(コスモ筑後) 
福岡県筑紫野市大字原(都坂団地) 
福岡県行橋市大字行事(行橋緑光苑団地) 
福岡県行橋市大字前田(行橋ひまわり台団地) 
福岡県行橋市大字矢留(いずみ団地) 
福岡県行橋市大字西宮市(第 2高杉団地) 
福岡県行橋市西宮市(エイリックスタイル行橋駅前ザ・テラス) 
福岡県中間市大字下大隈(土手の内ニュータウン) 
福岡県小郡市大字津古(みくに野団地) 
福岡県小郡市字寺福童(八重洲小郡苑) 
福岡県小郡市大板井(三井ニュータウン小郡) 
福岡県小郡市小郡(サンライフ小郡パークタウン) 
福岡県筑紫野市大字阿志岐(朝香団地) 
福岡県筑紫野市大字原(サニータウン) 
福岡県筑紫野市大字吉木(サンヒルズ葉光ケ丘) 
福岡県春日市原町(航空自衛隊春日基地原町宿舎) 
福岡県大野城市大字牛頸(西鉄南ヶ丘団地第二期) 
福岡県大野城市南ヶ丘(西鉄南ヶ丘第一期) 
福岡県大野城市大字乙金台(乙金団地) 
福岡県大野城市大字牛頸(春日原グリーンハイツ) 
福岡県大野城市大字牛頸(西鉄平野ハイツ) 
福岡県大野城市大字牛頸(大野つつじケ丘団地) 
福岡県宗像市大字武丸(城南ｹ丘団地) 
福岡県宗像市大字土穴(赤間団地) 
福岡県宗像市大字自由ヶ丘(自由ヶ丘団地) 
福岡県宗像市大字河東(ひかりヶ丘団地) 
福岡県宗像市日の里(日の里団地) 
福岡県宗像市池田(宗像市営桜町住宅) 
福岡県宗像市大字田熊(大井台団地) 
福岡県宗像市大字須恵(天平台団地) 
福岡県宗像市大字須恵(中央台団地) 
福岡県宗像市大字朝町(宗像青葉台団地) 
福岡県宗像市大字赤間(アンピール教育大前) 
福岡県宗像市大字池浦(樟陽台団地) 
福岡県宗像市公園通り(宗像コモン) 
福岡県宗像市大字石丸(ジュネスシティ宮の前) 
福岡県宗像市大字土穴(クリエイト宗像) 
福岡県太宰府市向佐野(長浦台団地) 
福岡県太宰府市吉松字高峰(みずき青葉台団地) 
福岡県太宰府市青山(トーメン五条東ケ丘団地) 
福岡県太宰府市大字太宰府(興人太宰府大原団地) 
福岡県古賀市久保(古賀団地) 
福岡県古賀市大字久保(久保団地) 
福岡県古賀市大字古賀(花鶴ケ丘団地) 
福岡県古賀市大字久保(古賀市営千鳥団地) 
福岡県古賀市大字米多比(小野里団地) 
福岡県古賀市千鳥(アンピール花見駅前) 
福岡県古賀市米多比(林田団地) 
福岡県福津市宮司、津屋崎(宮司団地) 
福岡県福津市東福間、高平(東福間団地) 
福岡県福津市若木台(福間若木台団地) 
福岡県福津市大字在自、津屋崎(星ｹ丘団地) 
福岡県福津市西福間(福間グリーンタウン) 
福岡県福津市西福間(西鉄福間駅前団地) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 

西部ガスエネルギー株式会社 

(法人番号 3290001038297) 

K0032

 



登録
番号 

氏名又は名称 一般家庭への販売地点 

福岡県福津市光陽台(光陽台団地) 
福岡県福津市中央(クレスト福間) 
福岡県福津市大門(ソピア福間) 
福岡県福津市中央(ロワールマンション福間) 
福岡県宮若市宮田(杉坂団地) 
福岡県朝倉市三奈木(美奈宜の杜) 
福岡県糸島市篠原(桃山団地) 
福岡県糸島市前原(トクスイ団地) 
福岡県糸島市神在(浜の園団地) 
福岡県糸島市志摩野北(スコーレヒルプラニング) 
福岡県糸島市曽根(曽根ニュータウン団地) 
福岡県糸島市神在東(加布里ひまわり台団地) 
福岡県糸島市志摩師吉(志摩スカイタウン) 
福岡県糸島市神在東(加布里駅前団地) 
福岡県糸島市二丈深江(深江ステーションタウンやよい野) 
福岡県糸島市荻ノ浦(南風台・美咲が丘団地) 
福岡県糸島市池田(スカイハイツ波多江) 
福岡県糸島市前原(ダイアパレスビューパーク前原) 
福岡県糸島市二丈吉井(福吉団地) 
福岡県糸島市神在東(赤坂団地) 
福岡県糸島市前原(ダイヤモンドスクエアー前原) 
福岡県糸島市浦志兵田(ネオハイツ前原) 
福岡県糸島市二丈吉井(福吉マリナタウン) 
福岡県糸島市有田(福岡県公営住宅有田団地) 
福岡県糸島市波多江(エバーライフ波多江駅前) 
福岡県糸島市志登(インペリアル大賀) 
福岡県糸島市二丈深江(ステーションタウンレガロ深江) 
福岡県糸島市志摩師吉字大浦(薫る坂団地) 
福岡県那珂川市大字恵子(西鉄ときわ台団地) 
福岡県那珂川市大字片縄字今立(片縄東洋苑) 
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南(福岡刑務所職員住宅) 
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美(鎌倉社宅) 
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美(浦田団地) 
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美(桜原団地) 
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美(飛嶽団地) 
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美(砥石場団地) 
福岡県糟屋郡宇美町大字井野(ひばりケ丘ニュータウン) 
福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼(パスコ若楠台) 
福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼(炭焼四区) 
福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼(四王寺坂団地) 
福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼(宇美ニュータウン) 
福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼(貴船ガーデンヒル) 
福岡県糟屋郡宇美町大字宇美(神山手団地) 
福岡県糟屋郡篠栗町大字和田(松浦団地) 
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲(ジョイスガーデン花水木) 
福岡県糟屋郡篠栗町大字高田(ベンタナヒルズ篠栗) 
福岡県糟屋郡志免町南里(エイリックスタイル南里 ザ・テラス) 
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵(城山団地) 
福岡県糟屋郡新宮町大字下ﾉ府(東福岡団地) 
福岡県糟屋郡新宮町大字下府(コモンライフ新宮) 
福岡県糟屋郡久山町大字山田(小浦住宅団地) 
福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦(パティオ福岡東) 
福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦(ＭＪＲ原町駅前) 
福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原(パークアソシア ) 
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿平石(はまゆう団地) 
福岡県遠賀郡岡垣町大字山田(海老津台団地) 
福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡(遠賀ダイヤハイツ) 
福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津(遠賀芙蓉団地) 
福岡県遠賀郡遠賀町田園(パスコタウン田園都市) 
福岡県鞍手郡鞍手町大字古門(倉坂団地) 
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山(中山団地) 
福岡県朝倉郡筑前町高田(三輪そ・れ・りビオパーク・タウン) 
福岡県京都郡苅田町大字尾倉(おばせ駅前団地) 
佐賀県三養基郡基山町大字宮浦(三井基山ニュータウン) 
佐賀県三養基郡基山町大字小倉(旭化成基山住宅) 
福岡県福岡市西区大字田尻(泉団地) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 
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西部ガスエネルギー株式会社 

(法人番号 3290001038297) 



登録
番号 

氏名又は名称 一般家庭への販売地点 

福岡県福津市津屋崎(福津市営住宅五反田団地) 
福岡県福岡市西区周船寺(ブレス学研都市) 
福岡県福岡市西区元浜(SAKAE館 伊都学生寮) 
福岡県福岡市西区北原(アスミール伊都) 
福岡県福岡市博多区銀天町（ライフフィールド銀天町） 

K0033 
三和プロパン株式会社 
(法人番号 4350001008020) 

宮崎県都城市都原町(都原市営住宅団地) 

K0034 
株式会社城南プロパンガス商会 
(法人番号 4330001013591) 

熊本県八代市日置町高畑(太田郷社宅) 
熊本県八代市千丁町古閑出(ビレッジハウス千丁) 

K0035 
株式会社ダイプロ 
(法人番号 5320001001670) 

大分県大分市大字宗方(宗方団地) 
大分県大分市大字光吉(光吉団地) 
大分県大分市大字田尻(田尻グリーンハイツ) 
大分県大分市大字横瀬(緑ケ丘団地) 

K0036 
大洋産業株式会社 
(法人番号 1340001010624) 

鹿児島県奄美市名瀬佐大熊町(佐大熊団地) 
鹿児島県奄美市名瀬平田町(平田団地) 
鹿児島県奄美市笠利町大字里、大字外金久、大字中金久(赤木名団地) 
鹿児島県奄美市名瀬大字小宿(小宿団地) 
鹿児島県奄美市笠利町大字佐仁(佐仁団地) 
鹿児島県奄美市笠利町大字笠利、大字辺留(笠利辺留団地) 
鹿児島県奄美市笠利町大字須野(須野団地) 
鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町(大熊団地) 
鹿児島県奄美市名瀬朝仁町(朝仁団地) 
鹿児島県奄美市名瀬仲勝町(向里団地) 
鹿児島県奄美市名瀬浜里町(浜里団地) 
鹿児島県奄美市名瀬浦上町(浦上団地) 
鹿児島県奄美市名瀬有屋町(有屋団地) 
鹿児島県奄美市住用町山間(山間団地) 
鹿児島県大島郡龍郷町浦(浦団地) 

K0037 
高松産業株式会社 
(法人番号 4290801011287) 

福岡県北九州市八幡西区大字浅川向田(第２三ﾂ頭団地) 
福岡県北九州市八幡西区大字楠橋(高江団地) 
福岡県北九州市八幡西区大字香月(大辻東町団地) 
福岡県北九州市八幡西区大字香月(明治町団地) 
福岡県北九州市八幡西区大字香月(上殿団地) 
福岡県北九州市八幡西区大字浅川(三ツ頭団地) 
福岡県北九州市八幡西区大字下上津役(論田ひまわり台団地) 
福岡県北九州市八幡西区大字香月(吉祥寺団地) 
福岡県北九州市八幡西区香月西(香月明治町団地) 
福岡県直方市大字植木字杉山(杉山団地) 
福岡県中間市大字岩瀬赤池(岩瀬団地) 
福岡県中間市大字中鶴(中鶴団地) 
福岡県中間市大字中間(あけぼの団地) 
福岡県春日市大字春日(春日塚原台団地) 
福岡県宗像市大字曲香畑(貴舟台ニュータウン団地) 
福岡県宗像市大字冨地原(広陵台団地) 
福岡県宗像市玄海町神湊(神湊リゾートスカイマンション) 
福岡県宗像市大字田久(自由ヶ丘学園通り団地) 
福岡県宗像市三倉(三倉団地) 
福岡県糟屋郡志免町大字田富字下川原(田富団地) 
福岡県遠賀郡水巻町大字吉田(吉田団地) 
福岡県遠賀郡水巻町大字吉田(鯉口団地) 
福岡県遠賀郡水巻町大字二鶴ノ口(水巻サニーニュータウン団地) 
福岡県遠賀郡水巻町頃末(水巻中央ニュータウン団地) 
福岡県遠賀郡水巻町大字杁(緑ヶ丘サニータウン団地) 
福岡県遠賀郡水巻町大字大坪(のぞみ野団地) 
福岡県遠賀郡岡垣町大字山田(第 2海老津台団地) 
福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山(ホーメストタウン松ケ台団地) 
福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉(サンリータウンえびつ公園通り団地) 
福岡県遠賀郡岡垣町大字山田(百合ヶ丘ニュータウン団地) 
福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡(ニッセキ団地) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 



登録
番号 

氏名又は名称 一般家庭への販売地点 

福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府(蓮角団地) 
福岡県鞍手郡鞍手町大字猪倉(弥生団地) 
福岡県福岡市南区向野（大橋創和寮・大橋社宅） 
福岡県北九州市八幡西区鷹見台（サンディエゴ永野ｖｉ） 
福岡県古賀市久保字左屋（ネオス千鳥ザ・プレイス） 

K0038 
宝ガス株式会社 
(法人番号 9290001038358) 

福岡県糟屋郡志免町志免(経友会団地) 
福岡県糟屋郡志免町大字別府(同友会団地) 
福岡県糟屋郡志免町大字南里(板付ハイツ住宅団地) 
福岡県糟屋郡志免町大字志免(県営住宅志免松ケ丘団地) 
福岡県糟屋郡志免町大字志免(県公営住宅坂瀬団地) 
福岡県糟屋郡須恵町須恵(藤浦団地) 

K0039 
筑液化ガス販売協同組合 
(法人番号 9290005007813) 

福岡県嘉麻市漆生(大坪団地) 
福岡県嘉麻市鴨生中の坪(中の坪団地) 
福岡県嘉麻市鴨生北町(北町団地) 
福岡県嘉麻市口春(新山野団地) 
福岡県嘉麻市鴨生大界(鴨生藤見台団地) 
福岡県嘉麻市山野(山野団地) 
福岡県嘉麻市山野(山野東団地) 

K0040 
株式会社チョープロ 
(法人番号 2310001001360) 

長崎県長崎市稲佐町(稲佐地区) 
長崎県長崎市本河内町(本河内地区) 
長崎県長崎市蚊焼町(蚊焼地区) 
長崎県長崎市赤迫(赤迫地区) 
長崎県長崎市上小島町(清水団地) 
長崎県長崎市大浜町(大浜地区) 
長崎県長崎市西泊町(西泊地区) 
長崎県長崎市新戸町(新戸町集団) 
長崎県長崎市福田本町(福田本町団地) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 



登録
番号 

氏名又は名称 一般家庭への販売地点 

長崎県長崎市宿町(日見大曲団地) 
長崎県長崎市田中町(ユートピア東長崎) 
長崎県長崎市多以良町(ニューハーヴェン長崎) 
長崎県長崎市網場町(アルバガーデングランビュー東長崎) 
長崎県佐世保市卸本町(佐世保卸団地ニュータウン) 
長崎県佐世保市江上町(ビレッジハウス江上) 
長崎県西彼杵郡長与町高田郷(道の尾地区) 
長崎県西彼杵郡長与町高田郷(高田南団地) 
長崎県北松浦郡佐々町平野免(千本団地) 

K0041 
東洋プロパン瓦斯株式会社 
(法人番号 4350001006040) 

宮崎県宮崎市大字佐土原町大字下那珂(光ケ丘団地) 
宮崎県延岡市大貫町(五ｹ瀬リバーサイドニュータウン) 
宮崎県延岡市桜ヶ丘(千代ケ丘コープタウン) 
宮崎県日向市大字日知屋(櫛の山団地) 
宮崎県日向市大字富高(日向台ニュータウン) 
宮崎県日向市大王町(大王谷住宅) 
宮崎県日向市大字平岩中野(向洋台ニュータウン) 
宮崎県日向市大字財光寺三ッ枝(三ツ枝県営住宅) 
宮崎県日向市大字塩見(新財市住宅) 
宮崎県日向市大字富高(花ケ丘団地) 
宮崎県日向市大字日知屋(県営日向団地) 

K0042 
株式会社中村 
(法人番号 1290001047408) 

福岡県八女市高塚字西桶田(八女市営高塚団地) 
福岡県八女市馬場(八女市営前畑団地) 
福岡県八女市室岡(雇用促進住宅八女室岡宿舎) 

K0043 
日本ガスエネルギー株式会社 
(法人番号 2340001003387) 

鹿児島県鹿児島市吉野町(中別府団地) 
鹿児島県鹿児島市下福元町(慈眼寺団地) 
鹿児島県鹿児島市東俣町(郡山ハイツ) 
鹿児島県鹿児島市西谷山(西谷山団地) 
鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町(喜入星和台団地) 
鹿児島県日置市伊集院町下谷口(ひまわり台) 
鹿児島県霧島市霧島田口(ロイヤルリゾートヴァンベール霧島) 
鹿児島県霧島市隼人町見次(ロイヤルシティ隼人) 
鹿児島県南さつま市加世田ハーモニー(ハーモニータウン加世田) 
鹿児島県姶良市西姶良(姶良ニュータウン) 
鹿児島県姶良市西餅田船津(リバーサイドヒル三郷台) 

K0044 
ハヤシカネエネルギー株式会社 
(法人番号 6310001001605) 

長崎県長崎市磯道町(磯道団地) 
長崎県長崎市大浜町(菱重大浜団地) 
長崎県長崎市多以良町(多以良団地) 
長崎県西彼杵郡長与町三根郷薬師谷(緑ヶ丘団地) 

K0045 
福岡ライフエナジー株式会社 
(法人番号 2290001049551) 

福岡県糟屋郡須恵町上須恵(県営川子団地) 
福岡県うきは市浮羽町(一の瀬団地) 
福岡県うきは市浮羽町朝田(県営浮羽団地) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 



登録
番号 

氏名又は名称 一般家庭への販売地点 

K0046 
豊前液化ガス協同組合 
(法人番号 9290805006262) 

福岡県豊前市大字八屋(上町団地) 
福岡県豊前市大字八屋(本町団地) 
福岡県豊前市大字中村(豊前市定住促進住宅) 
福岡県豊前市大字四郎丸(市営住宅 四郎丸団地) 
福岡県豊前市大字三毛門(県営住宅三毛門団地) 

K0047 
有限会社前田商会 
(法人番号 4290002040169) 

福岡県筑紫野市大字筑紫仮又(ちくしケ丘団地) 
福岡県筑紫野市大字山家(はす町団地) 
福岡県大野城市緑ヶ丘(緑ヶ丘団地) 
福岡県太宰府市大字太宰府(湯の谷団地) 
福岡県太宰府市大字太宰府(三条台団地) 
福岡県珂川市西隈(西隈団地) 

K0048 
宮崎液化ガス株式会社 
(法人番号 5350001001643) 

宮崎県宮崎市大字本郷南方外(希望ケ丘団地) 
宮崎県宮崎市福島町(りんどうケ丘団地) 
宮崎県宮崎市大坪町倉ノ町(江南団地) 
宮崎県宮崎市大字芳士祝田(花ケ島県営住宅) 
宮崎県宮崎市村角町宮崎牟田(花ケ島 AB団地) 
宮崎県宮崎市大字島ノ内(ニュータウン住吉) 
宮崎県宮崎市清武町木原桑畑(宮崎大学西新町職員宿舎) 
宮崎県宮崎市佐土原町下田島(ひかりが丘団地) 
宮崎県宮崎市清武町木原(宮崎大学木原新職員宿舎) 
宮崎県宮崎市源藤町原田(県営源藤団地) 
宮崎県宮崎市大字島之内井手下(住吉団地) 
宮崎県宮崎市清武町加納(第二池田台団地) 
宮崎県宮崎市波島町(崎原マンション) 
宮崎県宮崎市清武町加納(ニュータウン飛鳥) 
宮崎県宮崎市清武町加納(加納ハイランド団地) 
宮崎県宮崎市清武町加納(第三池田台団地) 
宮崎県宮崎市清武町加納(ニュー池田台団地) 
宮崎県宮崎市大字本郷北方(あさひヶ丘ニュータウン) 
宮崎県宮崎市清武町加納(クリーン池田台団地) 
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂(シーサイドさどわら団地) 
宮崎県都城市五十町(南ケ丘団地) 
宮崎県都城市鷹尾町(岳之下団地) 
宮崎県都城市志比田町(あさぎり団地) 
宮崎県都城市都原町(県営都原団地) 
宮崎県延岡市夏田町(桜ケ丘団地) 
宮崎県延岡市野田町(西階生協団地) 
宮崎県延岡市下伊形町(一ヶ岡団地県営住宅) 
宮崎県延岡市塩浜町(沖田団地) 
宮崎県延岡市下伊形町(一ヶ岡供給公社団地) 
宮崎県延岡市下伊形町(市営一ケ岡Ｄ団地) 
宮崎県延岡市桜ヶ丘(桜ケ丘第 2団地) 
宮崎県延岡市下伊形町(一ケ岡県営Ａ団地) 
宮崎県延岡市下伊形町(市営一ケ岡Ｅ団地) 
宮崎県延岡市桜ヶ丘(市営桜ケ丘第一団地) 
宮崎県延岡市土々呂町(土々呂ニュータウン) 
宮崎県延岡市稲葉崎町(稲葉崎団地) 
宮崎県延岡市伊形町(大福良団地) 
宮崎県日南市吾田東(中央馬越団地) 
宮崎県日南市時任町(南平団地) 
宮崎県日向市大字財光寺(塩見川団地) 
宮崎県日向市大字日知屋(高砂団地) 
宮崎県日向市大字財光寺長江(長江団地) 
宮崎県日向市大字財光寺(塩見川西団地) 
宮崎県日向市大字富高(迎洋園団地) 
宮崎県日向市財光寺(県営三ツ枝団地) 
宮崎県日向市大字財光寺(財光寺北市営住宅) 
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山(塚原団地) 
宮崎県宮崎市田野町甲（サンコーポラス田野） 
宮崎県北諸県郡三股町（東原団地） 
宮崎県延岡市北一ヶ岡(市営一ヶ岡 A団地) 
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K0049 
株式会社宮脇燃料 
(法人番号 4350001008342) 

宮崎県都城市上長飯町(一万城団地 ) 
宮崎県北諸県郡三股町花見原(花見原団地 ) 

K0050 
株式会社明治産業 
(法人番号 5290001002367) 

福岡県福岡市東区西戸崎(ヴォルフスガルテン海の中道海浜公園) 
福岡県福岡市博多区東月隈(下月隈団地) 
福岡県福岡市博多区東平尾(パグーロ東平尾) 
福岡県福岡市西区拾六町(宮ノ前団地) 
福岡県福岡市西区周船寺(クローバーマンション周船寺) 
福岡県福岡市西区今宿東(ダイアパレス今宿) 
福岡県福岡市早良区次郎丸(昭和団地) 
福岡県福岡市早良区原(原団地) 
福岡県福岡市早良区田隈(田隈団地) 
福岡県飯塚市大字相田(ＧＲけやき台) 
福岡県宗像市朝野(朝野グリーンタウン) 
福岡県宗像市赤間駅前(アーサー宗像アクシス) 
福岡県太宰府市梅ヶ丘 2丁目・筑紫野市大字阿志岐(高雄団地) 
福岡県福津市中央(モントーレ福間シティ) 
福岡県糸島市波多江駅南(シティライフ波多江駅) 
福岡県糸島市波多江駅南(シティライフ波多江駅Ⅱ) 
福岡県糸島市波多江駅南(シティライフ波多江駅Ⅲ) 
福岡県糸島市波多江駅北(ヴァンヴェール NA) 
福岡県糸島市前原東(グランファスト伊都) 
福岡県糟屋郡志免町向ヶ丘(向ｹ丘団地) 
福岡県糟屋郡志免町大字別府北(アネシス空港東) 
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原(ルネッサンス２１福岡東)  
福岡県福岡市西区九大新町(セトル九大新町Ⅱ)  
福岡県福岡市博多区吉塚 
（サヴォイ ル・カサブランカ及びサヴォイブロンズガーデニア） 
福岡県福岡市博多区住吉（LANDIC S4173） 
福岡県福岡市西区元浜(BASEⅠ) 
福岡県福岡市西区元浜(BASEⅡ) 
福岡県糸島市泊(SETTLE International) 
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福岡県福岡市東区千早(グランフォーレ千早マークスクエア ウエストウイング・グラン
フォーレ千早マークスクエア イーストウイング) 
福岡県糸島市浦志(クレアホームズ糸島ザ・レジデンス) 

K0051 
山代ガス鳥栖株式会社 
(法人番号 1300001006320) 

福岡県小郡市横隈(三沢団地) 
福岡県小郡市宝城(宝城団地) 
福岡県小郡市寺福童(東峰小郡ニュータウン) 
福岡県三井郡大刀洗町大字富多(ハサコ住宅団地) 
佐賀県三養基郡上峰町坊所(上峰団地) 
佐賀県三養基郡みやき町大字簑原(町営第二北浦団地) 

K0053 
筑後液化石油ガス事業協同組合 
(法人番号 2290005008735) 

福岡県八女市宅間田(福岡県営住宅宅間田団地) 
福岡県筑後市大字熊野(筑後市公営住宅高銭野団地) 
福岡県筑後市大字西牟田(ビレッジハウス筑後) 
福岡県筑後市大字常用(常用団地) 
福岡県筑後市大字熊野(筑後市営住宅熊野団地) 
福岡県筑後市大字久富(福岡県公営住宅久富団地) 
福岡県筑後市大字蔵数(福岡県公営住宅赤坂団地) 
福岡県筑後市大字鶴田(市営住宅鶴田団地) 

K0054 
北日液化ガス株式会社 
(法人番号 9350001000443) 

宮崎県宮崎市大字本郷南方(宮崎市市営国富ケ丘団地) 

K0055 
新日本ガス株式会社 
(法人番号 9310001005529) 

長崎県佐世保市権常寺町(早岐団地) 
長崎県佐世保市花高(花高団地) 

K0056 
瀬戸内ガス株式会社 
(法人番号 3340001010861) 

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(古仁屋団地) 

K0057 
株式会社ツバメガス北九州 
(法人番号 1290801002776) 

福岡県北九州市小倉南区朽網西(日豊ニュータウン) 
福岡県北九州市小倉南区朽網東(日豊スワロータウン) 
福岡県北九州市小倉南区朽網東(スワロー小倉南ハイツ) 
福岡県行橋市南泉(日豊八景山ニュータウン) 

K0058 
添田液化ガス事業協同組合 
(法人番号 4290805007736) 

福岡県田川郡添田町大字添田(峰地団地) 
福岡県田川郡添田町大字庄(真木団地) 

K0059 
日田簡易ガス協同組合 
(法人番号 8320005007075) 

大分県日田市大字北豆田(城内団地) 
大分県日田市大字三和(三和団地) 
大分県日田市大字竹田(日田市営刃連町住宅) 
大分県日田市大字渡里(月隈団地) 
大分県日田市大字小迫(市営朝日ヶ丘団地) 

K0060 
酒見燃料株式会社 
(法人番号 7290001053838) 

福岡県大牟田市大字歴木字道ヶ下(高泉団地) 
福岡県大牟田市新勝立町(勝立団地) 

K0061 
江藤産業株式会社 
(法人番号 8320001000629) 

大分県大分市大字森(久保山住宅地) 
大分県大分市大字城原(ホームタウン城原) 
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大分県大分市大字迫(陽光台団地) 
大分県大分市大字関園(堂園団地) 
大分県大分市大字横尾(サンヒルズ横尾台) 
大分県大分市大字旦野原(グリーンガーデン美し野) 
大分県佐伯市大字長谷(大分県労住生協中山団地) 
大分県佐伯市字濃霞(野岡団地) 
大分県佐伯市大字鶴望(市営野口団地) 
大分県速見郡日出町(日出団地) 
大分県速見郡日出町大字寺ノ上(仁王住宅団地) 

K0062 
西九州ガス株式会社 
(法人番号 5310001006266) 

長崎県東彼杵郡川棚町白石郷(尾山団地) 
長崎県東彼杵郡川棚町白石郷(新町団地) 
長崎県東彼杵郡川棚町城山町(城山団地) 
長崎県東彼杵郡川棚町下組郷(平島団地) 
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷(百津団地) 
長崎県東彼杵郡川棚町白石郷(琴見ヶ丘団地) 
長崎県東彼杵郡川棚町栄町(栄町団地) 

K0063 
長崎西彼農業協同組合 
(法人番号 5310005002006) 

長崎県長崎市西海町(琴海ニュータウン) 
長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷・三根郷(長与ニュータウン) 
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷・岡郷(長与弐丁間団地) 

K0064 
旭マルヰガス株式会社 
(法人番号 2350001006612) 

宮崎県宮崎市佐土原町下田島(久峰団地) 
宮崎県延岡市下伊形町(一ヶ岡市営Ｂ団地) 
宮崎県延岡市北一ヶ岡(市営下伊形団地) 
宮崎県延岡市桜ヶ丘(市営桜ケ丘団地 B) 
宮崎県延岡市野地町(希望ｹ丘団地) 
宮崎県延岡市土々呂町(霧島台団地) 
宮崎県日向市大字財光寺(大原団地) 
宮崎県日向市大字財光寺(木原住宅) 
宮崎県日向市大字日知屋塩田(日向市営塩田団地) 
宮崎県東臼杵郡門川町(平城団地) 
宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末(五十鈴団地) 
宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾字末(西の山団地) 

K0065 
鹿本農業協同組合 
(法人番号 3330005003177) 

熊本県熊本市北区植木町岩野(ビレッジハウス植木) 
熊本県山鹿市鍋田(市営鍋田団地) 
熊本県山鹿市津留(市営津留団地) 
熊本県山鹿市久原(市営久原団地) 
熊本県山鹿市熊入町(山鹿ネオシティー八千代台) 

K0066 
都城農業協同組合 
(法人番号 3350005003547) 

宮崎県北諸県郡三股町大字樺山(中原団地) 

K0069 
新光石油株式会社 
(法人番号 1320001013587) 

大分県大分市大字寒田(ふじが丘ニュータウン) 
大分県大分市大字森町(もりまち団地) 
大分県大分市大字森町(鶴崎すみれ団地) 
大分県大分市大字森(鶴崎コスモス団地) 
大分県大分市大字下戸次(戸次欅台団地) 
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K0070 
玉名農業協同組合 
(法人番号 2330005004135) 

熊本県荒尾市荒尾(日立造船大谷台団地) 
熊本県荒尾市樺字今寺(荒尾市八幡団地) 
熊本県荒尾市桜山町(荒尾市営桜山団地) 
熊本県玉名市大字玉名(栗崎団地) 
熊本県玉名郡長洲町上沖洲塘外(ユートピア長洲) 

K0071 
伊万里プロパン株式会社 
(法人番号 9300001005620) 

佐賀県伊万里市黒川町大黒川(名村造船所黒川団地) 
佐賀県伊万里市黒川町小黒川(シーメゾンクロカワ) 
佐賀県伊万里市山代町楠久(楠久第 2市営住宅団地) 

K0072 
吉村アクティブ産業株式会社 
(法人番号 3290001017301) 

福岡県福岡市東区香椎駅東(香椎オークタウン) 
福岡県福岡市東区松田(グランピアマンション箱崎Ⅴ) 
福岡県福岡市博多区浦田(けやき台) 
福岡県福岡市西区野方(野方団地) 
福岡県福岡市早良区早良(早良陽光台) 
福岡県福岡市早良区田村(第 23八重洲苑) 
福岡県福岡市早良区内野(早良ニュータウン) 
福岡県春日市惣利(惣利団地) 
福岡県春日市松ヶ丘(松ケ丘団地) 
福岡県春日市平田台(平田団地) 
福岡県大野城市つつじヶ丘(南山手団地) 
福岡県宗像市陵厳寺(三郎丸団地) 
福岡県宗像市池田(玄海ニュータウン) 
福岡県宗像市池田(大王寺ニュータウン) 
福岡県太宰府市水城５、６丁目、大野城市大城５丁目(水城ケ丘団地) 
福岡県太宰府市坂本(ロフティ都府楼) 
福岡県福津市中央(藤和ハイタウン福間) 
福岡県糟屋郡篠栗町中央(オリエントハイツ篠栗) 
福岡県糟屋郡須恵町大字旅石(須原台) 
福岡県糟屋郡新宮町花立花(花立花) 

K0073 
佐賀県東部ガス株式会社 
(法人番号 3300001006178) 

佐賀県鳥栖市萱方町(古賀団地) 
佐賀県鳥栖市加藤田町(神辺団地) 
佐賀県三養基郡基山町大字小倉(本桜団地) 

K0074 
熊本市農業協同組合 
(法人番号 3330005000760) 

熊本県熊本市西区花園(山王団地) 
熊本県熊本市南区八幡(リバ･グリーン八幡) 

K0075 
南九州マルヰ株式会社 
(法人番号 3330001004550) 

熊本県熊本市西区松尾町上松尾(松尾ニュータウン団地) 
熊本県玉名市岱明町(日立造船睦合住宅) 
宮崎県宮崎市大字芳土(ニュータウンみずほ団地) 
宮崎県宮崎市大字本郷南方(市営立和原団地) 

K0077 
株式会社大島商事 
(法人番号 7310001006512) 

長崎県西海市大島町間瀬の先(中央団地) 
長崎県西海市大島町字馬刀ノ浦(馬刀ヶ浦団地) 

K0078 
株式会社コーアガス日本 
(法人番号 9340001001599) 

鹿児島県鹿児島市西別府町(西郷団地第二工区) 
鹿児島県鹿児島市西陵(西郷団地第三工区) 
鹿児島県鹿児島市星ヶ峯(星ケ峯ニュータウン) 
鹿児島県鹿児島市牟礼岡(三井ニュータウン宮之浦) 
鹿児島県鹿児島市郡山町(早馬団地) 
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鹿児島県鹿児島市松陽台町(ガーデンヒルズ松陽台（第１）) 
鹿児島県薩摩川内市宮里町(月見団地) 
鹿児島県薩摩川内市勝目町(南国隈之城団地) 
鹿児島県薩摩川内市入来町副田(立山一般住宅) 
鹿児島県薩摩川内市勝目町(外園原団地) 
鹿児島県薩摩川内市青山町島田(鹿児島県公営住宅隈之城団地) 
鹿児島県薩摩川内市田海町(川内市公営住宅今村住宅) 
鹿児島県薩摩川内市宮里町城(川内市公営住宅宮里城住宅) 
鹿児島県薩摩川内市高城町(川内市公営高来住宅) 
鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原(フォレストタウン川内) 
鹿児島県薩摩川内市永利町丸坊(永利ホープタウン) 
鹿児島県薩摩川内市宮里町(高原団地) 
鹿児島県霧島市国分重久(霧島市営住宅新重久団地) 
鹿児島県霧島市国分福島(陸上自衛隊国分駐屯地福島宿舎) 
鹿児島県霧島市隼人町内山田(隼人ひまわり団地) 
鹿児島県霧島市国分郡田(青葉台団地) 
鹿児島県いちき串木野市串木野下名(串木野市営住宅ひばりが丘団地) 
鹿児島県姶良市東餅田(建昌ニュータウン) 
鹿児島県姶良市東餅田(ホームタウン・帖佐) 
鹿児島県姶良市平松(思川団地) 
鹿児島県姶良市蒲生町久末高山(おおくすたうん) 
鹿児島県南九州市川辺町野崎字八幡領(フォレストタウン川辺) 
鹿児島県鹿屋市朝日町(クレストリバー８０) 

K0079 
みい農業協同組合 
(法人番号 6290005010407) 

福岡県久留米市北野町高良七ヶ瀬(兼松江商弓削団地) 
福岡県久留米市北野町千代島千徳下(丸三商事北野団地) 
福岡県小郡市大板井(大板井団地) 
福岡県小郡市小郡(小郡駅前団地) 

K0080 
山代ガス株式会社 
(法人番号 5300001001045) 

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字萩野(雇用促進住宅佐賀第 2宿舎) 
佐賀県佐賀市諸富町大字徳富一本黒木十四(諸富町大津団地) 
佐賀県佐賀市諸富町大字為重(町営住宅東寺井団地) 
佐賀県三養基郡みやき町大字簑原(大倉中原団地) 

K0081 
東亜ガス株式会社 
(法人番号 3350001001125) 

宮崎県宮崎市清武町加納屋敷下甲(加納台団地) 
宮崎県東臼杵郡門川町大字尾末(平城団地) 
宮崎県東臼杵郡門川町大字尾末(五十鈴第一団地) 

K0082 
嘉飯簡易ガス協業組合 
(法人番号 8290005007913) 

福岡県飯塚市枝国(枝国団地) 
福岡県飯塚市立岩(愛宕南団地) 
福岡県飯塚市鹿毛馬(頴田中央団地) 
福岡県飯塚市大日寺(花瀬住宅団地) 
福岡県飯塚市相田(新二瀬住宅団地) 
福岡県飯塚市伊岐須(九工大公務員宿舎) 
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K0083 
西海大崎漁業協同組合 
(法人番号 7310005003266) 

長崎県西海市大島町浜町(浜町団地) 

K0084 
川崎町液化石油ガス事業協同組合 
(法人番号 3290805007448) 

福岡県田川郡川崎町大字池尻大海(豊州改良団地) 
福岡県田川郡川崎町大字川崎(福岡県公営住宅西本町団地) 
福岡県田川郡川崎町大字池尻(東洋団地) 
福岡県田川郡川崎町大字池尻(第 2三ケ瀬団地) 
福岡県田川郡川崎町大字川崎(上豊州団地) 
福岡県田川郡川崎町大字田原橋ヶ口(東田原団地) 
福岡県田川郡川崎町大字田原(三井改良住宅団地) 
福岡県田川郡川崎町大字田原(福岡県公営住宅田原団地) 
福岡県田川郡川崎町大字川崎(福岡県公営住宅西川崎団地) 

K0085 芝プロパン商会 長崎県長崎市大浜町(大浜団地) 

K0086 
熊本液化石油ガス事業協同組合 
(法人番号 1330005000977) 

熊本県熊本市東区下南部(熊本市営下南部団地) 
熊本県熊本市東区月出(熊本市営月出団地) 
熊本県熊本市東区画図町重富(熊本市営画図重富団地) 
熊本県熊本市西区城山上代町(熊本市営上代団地) 
熊本県熊本市西区上高橋(熊本市営上高橋団地) 
熊本県熊本市西区島崎(県営小山田団地) 
熊本県熊本市西区城山半田町(熊本市営半田団地) 
熊本県熊本市南区南高江(熊本市営野越団地) 
熊本県熊本市南区八幡(熊本市営八幡団地) 
熊本県熊本市南区日吉(熊本市営栗の内団地) 
熊本県熊本市南区野田(熊本市営野田団地) 
熊本県熊本市南区出仲間(熊本市営田迎団地) 
熊本県熊本市南区上の郷(熊本市営上の郷団地) 
熊本県熊本市南区南高江(熊本市営日吉団地) 
熊本県熊本市南区薄場(熊本市営薄場団地) 
熊本県熊本市南区合志(熊本市営合志団地) 
熊本県熊本市南区白藤(熊本市営白藤団地) 
熊本県熊本市南区近見(熊本市営鉾町団地) 
熊本県熊本市北区大窪(熊本市営大窪団地) 
熊本県熊本市北区鹿子木町(熊本市営鹿子木団地) 

K0087 
行橋京都液化ガス事業協同組合 
(法人番号 6290805006942) 

福岡県行橋市大字金屋字辰(辰第二団地) 
福岡県行橋市大字大橋字小橋(豊団地) 
福岡県行橋市南大橋(大橋団地) 
福岡県行橋市行事(行事北団地) 
福岡県京都郡苅田町大字幸町(幸町団地) 
福岡県京都郡苅田町若久町(向山団地) 
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K0088 
朝倉ガス協同組合 
(法人番号 7290005007220) 

福岡県朝倉市甘木(ビレッジハウス甘木) 
福岡県朝倉市一木(ビレッジハウス甘木一木) 
福岡県朝倉市甘木(朝倉市公営住宅大内町団地) 
福岡県朝倉市持丸(福岡県公営住宅恵比須団地) 
福岡県朝倉市馬田(朝倉市営住宅松の木団地) 

K0089 
北九州農業協同組合 
(法人番号 5290805005490) 

福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅南(岡垣町営龍王団地) 
福岡県遠賀郡遠賀町島門(遠賀緑光苑団地) 
福岡県遠賀郡遠賀町浅木(遠賀東和苑団地) 

K0090 
福岡京築農業協同組合 
(法人番号 5290805008378) 

福岡県行橋市大字行事(高杉開発行事団地) 
福岡県行橋市大字長江(長江団地) 
福岡県行橋市大字大橋(京都団地) 
福岡県京都郡苅田町大字集(日産二又家族アパート) 
福岡県京都郡苅田町大字下新津(ビレッジハウス苅田) 
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田(みやこ町営住宅小長田団地) 

K0091 
玉名団地プロパン株式会社 
(法人番号 7330001011460) 

熊本県玉名市山田糠峯(糠峯団地) 
熊本県玉名市山田(山田団地) 

K0092 
飯塚ツバメプロパン株式会社 
(法人番号 2290001045369) 

福岡県飯塚市鯰田(愛宕東団地) 
福岡県飯塚市吉北(吉北団地) 
福岡県飯塚市潤野(パークタウン潤野) 

K0093 
朝日プロパン株式会社 
(法人番号 1290802022071) 

福岡県築上郡築上町西八田(築城特別借受宿舎) 

K0094 
九州石油ガス株式会社 
(法人番号 7290001038797) 

福岡県久留米市城島町江上(ビレッジハウス城島) 
福岡県宗像市城西ヶ丘(宗像ネオポリス) 
福岡県遠賀郡水巻町二西(菜の里ニュータウン)  
福岡県糟屋郡須恵町(須恵スプラウトマンション) 
熊本県熊本市東区長嶺東(託麻台ネオポリス)  

K0095 
株式会社ツバメ商会 
(法人番号 5330001003039) 

熊本県合志市須屋(須屋新開団地) 
熊本県菊池郡菊陽町向陽台(マエダ向陽台団地) 

K0097 
福岡嘉穂農業協同組合 
(法人番号 8290005007946) 

福岡県飯塚市鯰田(麻生愛宕団地) 

K0098 
株式会社金丸プロパン瓦斯 
(法人番号 7350001004132) 

宮崎県東諸県郡国富町大字本庄(国富町営住宅幸団地) 
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄(向陽団地) 
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄馬ノ口(サンコーポラス国富) 

K0099 
筑豊団地ガス株式会社 
(法人番号 6290801014214) 

福岡県直方市大字頓野(直方頓野住宅団地) 

K0100 
株式会社泉産業 
(法人番号 3290801016072) 

福岡県京都郡苅田町大字与原(日産白石家族アパート) 
福岡県京都郡苅田町松原(三菱マテリアル（株）松原アパート) 
福岡県京都郡苅田町大字新津(楠ノ木坂団地) 
福岡県京都郡苅田町大字与原(苅田美波台) 

K0101 
田川液化石油ガス事業協同組合 
(法人番号 6290805007271) 

福岡県田川市大字伊加利(田川中央団地) 
福岡県田川市大字糒(西ケ浦団地) 
福岡県田川市大字川宮(大藪団地) 
福岡県田川市大字糒(桜ケ丘団地) 
福岡県田川市大字川宮(大藪 B団地) 
福岡県田川市大字伊加利(芳ケ谷団地) 
福岡県田川市大字糒(田川団地) 
福岡県田川市大字伊田(鎮西団地) 
福岡県田川市大字糒(あさひ台団地) 
福岡県田川市大字奈良(後藤寺西団地) 
福岡県田川市大字奈良(後藤寺東団地) 
福岡県田川市大字伊田(三井伊田団地) 
福岡県田川市大字伊田(松原第二団地) 
福岡県田川市大字伊加利(城山団地) 
福岡県田川市大字伊田(松原第一団地) 
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福岡県田川市大字奈良(大浦団地) 
福岡県田川郡糸田町川宮(宮床団地) 

K0102 
株式会社富士プロパン 
(法人番号 4310001001895) 

長崎県長崎市小浦町(長崎市営小浦住宅) 
長崎県長崎市針本町(第一木鉢団地) 
長崎県長崎市木鉢町(第２木鉢団地) 
長崎県長崎市木鉢町(第３木鉢団地) 
長崎県諫早市若葉町(若葉団地) 

K0103 
富士燃料株式会社 
(法人番号 5350001008250) 

宮崎県都城市都北町(都北団地) 
宮崎県小林市堤亀尾原(県営三松団地) 
鹿児島県霧島市隼人町内山田(ＭＳハイツ) 

K0104 
株式会社柴田産業 
(法人番号 5290001018248) 

福岡県福岡市西区今宿青木(ハウスユマニテ今宿) 
福岡県筑後市大字山ノ井(エバーライフ羽犬塚Ⅰ) 

K0106 
株式会社ホルス 
(法人番号 6310001000920) 

長崎県長崎市毛井首町(毛井首団地) 
長崎県長崎市北浦町(北浦団地) 

K0107 
有限会社南部プロパン 
(法人番号 1290002003021) 

福岡県福岡市博多区東月隈(福岡市営月隈東団地) 
福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原(エバーライフ長者原) 

K0108 
東洋瓦斯株式会社 
(法人番号 7320001001925) 

大分県大分市大字宮河内(宮河内団地) 
大分県大分市金池南(EVER GREEN 駅南) 

K0109 
太陽ガス株式会社 
(法人番号 3340005000173) 

鹿児島県鹿児島市郡山町(アウト・ドアゆたか台) 
鹿児島県鹿児島市松陽台町(ガーデンヒルズ松陽台（第２）) 
鹿児島県日置市伊集院町麦生田(つつじケ丘団地) 
鹿児島県日置市伊集院町妙円寺(妙円寺団地) 
鹿児島県日置市伊集院町郡(立野団地) 
鹿児島県日置市東市来町長里(鶴丸ニュータウン) 
鹿児島県日置市伊集院町徳重及び猪鹿倉(徳重団地) 
鹿児島県日置市伊集院町徳重(パームタウン伊集院団地) 
鹿児島県いちき串木野市照島(市営酔之尾東団地) 
鹿児島県いちき串木野市西塩田町(県営西塩田団地) 

K0110 
大牟田簡易ガス株式会社 
(法人番号 9290001053737) 

福岡県大牟田市大字檪野(東谷市営住宅) 
福岡県大牟田市大字三池竹原(竹の原団地) 
福岡県大牟田市大字岬(黒崎団地) 
福岡県大牟田市大字歴木(ビレッジハウス大牟田) 
福岡県大牟田市龍湖瀬町(龍湖瀬団地) 
福岡県大牟田市大字白銀(白銀団地) 
福岡県大牟田市大字歴木字平野山(平野山団地) 
福岡県大牟田市久福木(久福木団地) 
福岡県大牟田市大字三池(平ノ下団地) 
福岡県大牟田市大字橘(南橘市住（西団地・南団地）) 
福岡県みやま市高田町大字岩津(岩津団地) 
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K0111 
大川市ガス事業協同組合 
(法人番号 1290005011327) 

福岡県大川市大字小保(小保団地) 
福岡県大川市大字酒見(大川市酒見団地) 

K0112 
福岡大城農業協同組合 
(法人番号 3290005012026) 

福岡県久留米市城島町大字江上上(福岡県公営住宅城島団地) 
福岡県大川市大字道海島(道海島団地) 
福岡県大川市大字一木(市営一木団地) 
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田(福岡県公営住宅大木団地) 

K0113 
松浦プロパン協同組合 
(法人番号 1310005006415) 

長崎県松浦市志佐町高野免(高野松山団地) 
長崎県松浦市調川町下免(調川宮ノ前団地) 
長崎県松浦市御厨町前田免(御厨上坊団地) 

K0114 
有限会社ミサカガス 
(法人番号 3340002026568) 

鹿児島県垂水市錦江町(錦江町定住促進住宅) 

K0115 
株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 
(法人番号 4340001004160) 

宮崎県宮崎市大字島之内折口(県営住宅住吉北団地) 
宮崎県宮崎市大字島之内鷲取(公社住吉北団地) 
宮崎県宮崎市大字細江(細江団地) 
鹿児島県鹿児島市下伊敷(日当平団地) 
鹿児島県鹿児島市田上(上野団地) 
鹿児島県鹿児島市自由ヶ丘(自由ケ丘団地) 
鹿児島県鹿児島市吉野町(吉野台団地) 
鹿児島県鹿児島市皆与志町(花野団地) 
鹿児島県鹿児島市清水町(パークハイツ多賀山団地) 
鹿児島県垂水市本城(水之上定住促進住宅) 
鹿児島県曽於市末吉町二之方(川内団地) 
鹿児島県霧島市牧園町高千穂(高千穂団地) 
鹿児島県霧島市国分郡田(グリンヒル郡田団地) 
鹿児島県姶良市西餅田(楠元団地) 
鹿児島県姶良市西餅田(青葉台二幸団地) 
鹿児島県姶良市西餅田(姶良並木団地) 

K0116 
大島石油株式会社 
(法人番号 7340001010560) 

鹿児島県奄美市名瀬真名津町(真名津団地) 
鹿児島県奄美市名瀬仲勝(仲勝団地) 
鹿児島県奄美市名瀬平松町(平松団地) 
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(瀬久井団地) 
鹿児島県大島郡龍郷町瀬留(玉里団地) 

K0117 
加納エネルギー株式会社 
(法人番号 7310001003410) 

長崎県長崎市鳴見町(鳴見団地) 

K0118 
有限会社平和プロパン 
(法人番号 3290002000974) 

福岡県福岡市西区横浜(ビレッジハウス今宿) 
福岡県福岡市西区今宿町(福岡市営今宿団地) 

K0119 
天草石油株式会社 
(法人番号 1330001015070) 

熊本県天草市亀場町亀川(天草市浜田尻公営住宅団地) 
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K0120 
サツマガス工業株式会社 
(法人番号 4340001013938) 

鹿児島県鹿屋市下祓川町和田牧(下祓川団地) 

K0121 
株式会社浅田商会 
(法人番号 6320003001379) 

大分県玖珠郡玖珠町大字山田(玖珠公務員瀬戸口宿舎) 

K0122 
宇島瓦斯株式会社 
(法人番号 5290801015072) 

福岡県豊前市大字松江(松江ニュータウン団地) 
福岡県京都郡苅田町大字葛川原無田(苅田ニュータウン団地) 

K0123 
株式会社フジオカ・ガス 
(法人番号 9290002005860) 

福岡県福岡市東区唐原(福岡市営唐原東住宅) 
福岡県福岡市博多区福岡市東区馬出、博多区吉塚(米田住宅及び六高団地) 

K0124 
株式会社大津共同ガス供給センター 
(法人番号 6330001009126) 

熊本県菊池郡大津町大字室南出口(大津あけぼの団地) 

K0126 
霧島燃料株式会社 
(法人番号 6350001007945) 

宮崎県都城市鷹尾(宮丸西団地) 

K0127 
株式会社 GASGASエネルギー 
(法人番号 6290801016499) 

福岡県京都郡苅田町尾倉(福岡県公営住宅尾倉団地) 
福岡県築上郡築上町椎田(サン・コーポ椎田) 

K0128 
有限会社県北共同ガス 
(法人番号 3310002014550) 

長崎県佐世保市江迎町三浦(三浦団地) 
長崎県佐世保市江迎町田ノ元(開田団地) 

K0129 
宇土ガス株式会社 
(法人番号 9330001013348) 

熊本県宇土市築籠町(宇土市袋内団地) 
熊本県宇土市入地町(宇土・入地ニュータウン) 
熊本県宇土市新町(新町団地) 
熊本県宇土市松原町(宇土市営住宅駅前団地) 

K0130 
松隈産業有限会社 
(法人番号 1290002044321) 

福岡県嘉麻市上臼井(昭嘉改良住宅団地) 
福岡県嘉麻市上臼井(笹原改良住宅団地) 

K0131 
長崎エルピーガス協同組合 
(法人番号 4310005000051) 

長崎県長崎市宿町(長崎市営宿町団地) 
長崎県長崎市宿町(長崎市営宿町第三団地) 
長崎県西彼杵郡時津町元村郷井手園(県公営住宅元村団地) 

K0132 
南筑後農業協同組合 
(法人番号 3290005011234) 

福岡県みやま市瀬高町小川(ビレッジハウス瀬高) 
福岡県みやま市瀬高町大字太神(福岡県公営住宅下小川団地) 

K0133 
株式会社ダイプロ別杵販売 
(法人番号 4320001006381) 

大分県杵築市大字八坂(平尾台団地) 
大分県速見郡日出町大字豊岡(豊岡団地) 

K0134 
株式会社レモンガスかごしま 
(法人番号 5340001004622) 

鹿児島県鹿児島市紫原(県営住宅紫原第 2団地) 
鹿児島県鹿児島市吉野町(朝日ケ丘団地) 
鹿児島県鹿屋市郷之原町(鹿屋体育大学郷之原宿舎) 
鹿児島県鹿屋市西原(鹿屋航空基地新生宿舎) 
鹿児島県日置市伊集院町麦生田八反田(麦生田団地) 

K0135 
協同組合佐世保ガス 
(法人番号 7310005002557) 

長崎県佐世保市相浦町(川下団地) 
長崎県佐世保市上本山町(上本山団地) 

K0136 
児玉商事株式会社 
(法人番号 8350001009832) 

宮崎県えびの市大字向江(京町定住促進住宅) 

K0137 
宮崎エルピーガス事業協同組合 
(法人番号 1350005000208) 

宮崎県宮崎市大字赤江(宮崎市営住宅飛江田団地) 
宮崎県宮崎市希望ヶ丘(宮崎市営住宅希望ケ丘団地) 
宮崎県宮崎市大字本郷南方(宮崎県営住宅本郷南団地) 

K0138 
田中石油ガス株式会社 
(法人番号 1340001008602) 

鹿児島県薩摩川内市高江町(公営住宅高江団地) 

K0139 
長崎県央農業協同組合 
(法人番号 6310005004554) 

長崎県諫早市栄田町(諫早栄田団地) 

K0140 
上益城農業協同組合 
(法人番号 1330005003939) 

熊本県上益城郡御船町大字滝尾(玉虫団地) 

K0141 
武雄ガス株式会社 
(法人番号 6300001004625) 

佐賀県武雄市朝日町大字中野(中野住宅) 
佐賀県武雄市武雄町大字永島(市営和田住宅) 
佐賀県杵島郡大町町大字大町(浦川内団地) 

K0142 
鳥栖プロパン株式会社 
(法人番号 9300001006239) 

佐賀県鳥栖市あさひ新町(イーストウィングあさひ野団地) 
佐賀県三養基郡みやき町大字江口一本黒(北茂安団地) 
佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈(宝満台団地) 

K0143 
株式会社ツバメガスフロンティア 
(法人番号 1290001008228) 

福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼(宇美ニュータウン) 
長崎県長崎市琴海大平町(大平台団地) 
長崎県長崎市田中町(フォーレ東望) 
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長崎県大村市溝陸郷(大村さつき台団地) 
熊本県菊池郡大津町大津(大津楽善団地) 
熊本県菊池郡大津町大字室北出口(大津町北出口団地) 
熊本県菊池郡大津町大津(日吉ケ丘団地) 
大分県大分市国分新町(豊栄国分ニュータウン) 
宮崎県宮崎市大字本郷北方(山崎台団地)  
鹿児島県指宿市十二町(弥次ヶ湯団地) 

K0144 
株式会社大島プロパン 
(法人番号 4310001007109) 

長崎県西海市大島町(西海市営住宅内浦第２単独住宅) 
長崎県西海市大島町(真砂団地) 

K0145 
光伸ガス株式会社 
(法人番号 4320001001077) 

大分県大分市大字杉原(豊栄梅が丘ニュータウン) 
大分県大分市大字種具(リバーサイド若葉台団地) 
大分県大分市大字葛木(ニュー葛木団地) 

K0146 
児湯地区エルピーガス事業協同組合 
(法人番号 9350005001826) 

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋(町営舞鶴団地) 
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田(町営小丸団地) 
宮崎県児湯郡新富町大字上富田(航空自衛隊新田原基地切通宿舎) 

K0147 
大分県米穀卸株式会社 
(法人番号 4320001000129) 

大分県中津市大字下池永(中津市雇用促進住宅) 

K0148 
有限会社筑穂プロパン 
(法人番号 9290002044371) 

福岡県飯塚市大分(うぐいす台団地) 
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師(グレインヒルズ桂川団地) 

K0149 
宇都宮ガス有限会社 
(法人番号 4350002008944) 

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田(高鍋団地) 
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田(持田団地) 
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦(OKKO-COSTA 高鍋) 

K0150 
株式会社東洋ガス 
(法人番号 5310001002620) 

長崎県長崎市かき道(矢上団地) 

K0151 
有限会社三光産業 
(法人番号 3290002055283) 

福岡県みやま市高田町下楠田(渡瀬ニュータウン) 
熊本県荒尾市原万田(原万田アパート) 

K0152 
大隅プロパン有限会社 
(法人番号 1340002027460) 

鹿児島県曽於市大隅町岩川(天神丘団地) 

K0153 
隼人プロパンガス販売協同組合 
(法人番号 9340005002404) 

鹿児島県霧島市隼人町東郷(市公営住宅東郷団地) 
鹿児島県霧島市隼人町住吉(市公営住宅住吉団地) 
鹿児島県霧島市隼人町小田(県公営住宅隼人団地) 

K0154 
大口ガス株式会社 
(法人番号 6340001007483) 

鹿児島県伊佐市大口里字朝日町(県営朝日団地) 

K0155 
株式会社大晴 
(法人番号 7300001007230) 

佐賀県唐津市八幡町美帆ヶ丘団地(美帆ケ丘団地) 
佐賀県唐津市橋本字二ノ間(県営住宅山本団地) 

K0156 
財部エルピーガス販売有限会社 
(法人番号 1340002028236) 

鹿児島県曽於市財部町南俣(正ケ峯団地) 

K0157 
株式会社協同サービス 
(法人番号 6350001005981) 

宮崎県日向市大字日知屋(松ケ迫団地) 
宮崎県日向市大字富高(西谷団地) 
宮崎県日向市大字富高(日向市営後無田住宅) 
宮崎県日向市大字平岩(市営土々呂毛住宅) 

K0158 
堀石油ガス株式会社 
(法人番号 6330001010496) 

熊本県熊本市北区植木町大字舞尾(十王団地) 

K0159 
株式会社オリオンガス 
(法人番号 7290001045273) 

福岡県嘉穂郡桂川町大字土師(公営住宅泉ケ丘団地) 
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師(桂ヶ丘団地) 

K0160 
三池ガス株式会社 
(法人番号 5290001054086) 

福岡県大牟田市米生町(米生団地) 

K0161 
有限会社原口石油 
(法人番号 7350002018684) 

宮崎県えびの市大字原田(えびの公務員宿舎) 

K0162 
有限会社山田プロパン商会 
(法人番号 9310002005858) 

長崎県長崎市鶴の尾町(鶴の尾団地) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 
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K0163 
判田団地ガス株式会社 
(法人番号 7320001002246) 

大分県大分市大字上判田(判田団地) 

K0164 
唐津液化ガス株式会社 
(法人番号 1300001007442) 

佐賀県唐津市中原字大畑(唐津市中原市営住宅) 

K0165 
東和ガス株式会社 
(法人番号 5310001001242) 

長崎県長崎市宿町(市営宿町第 2団地) 

K0166 
株式会社宮崎プロパン 
(法人番号 5350002000289) 

宮崎県宮崎市大塚町窪田(児玉ビル団地) 
宮崎県宮崎市清武町大字今泉(清武ニュータウン団地) 

K0167 
ながさき西海農業協同組合 
(法人番号 8310005003067) 

長崎県佐世保市赤崎町(赤崎団地) 
長崎県佐世保市吉井町立石(公営住宅黒岩第二団地) 
長崎県佐世保市鹿町町土井浦(山手浦第二団地) 

K0168 
株式会社九州エネルギー総合センター 
(法人番号 5320001000854) 

大分県大分市大字小池原(明治北団地) 

K0169 
大内田産業株式会社 
(法人番号 5290001045399) 

福岡県飯塚市大字明星寺(明星寺住宅団地) 
福岡県飯塚市大字横田(第５のよりコーポ) 

K0170 
井上商工株式会社 
(法人番号 1340001000468) 

鹿児島県指宿市東方(新田ふれあい団地) 
鹿児島県南さつま市加世田高橋(唐仁原団地) 

K0171 
南九州液化ガス株式会社 
(法人番号 3340001014152) 

鹿児島県鹿屋市串良町上小原(県営十三塚団地) 
鹿児島県志布志市志布志町志布志関屋(県公営住宅関屋団地) 

K0172 
有限会社肥後プロパン商会 
(法人番号 8340002018750) 

鹿児島県指宿市西方(県公営住宅宮ケ浜団地) 

K0173 
ＮＸエネルギー九州株式会社 
(法人番号 7290001037056) 

熊本県玉名市岱明町古閑(肥後雲雀丘ニュータウン) 
鹿児島県姶良郡湧水町中津川下沼(鹿児島刑務所宿舎) 
福岡県糸島市高田（ﾌｫｰﾚｽﾄﾏﾝｼｮﾝ 1・2、ｾﾌﾞﾝﾊｲﾂ 1） 
福岡県福岡市東区馬出（日本通運㈱福岡社宅） 

K0174 
株式会社ダイプロ北部販売 
(法人番号 9320001007664) 

大分県宇佐市大字住江(住江団地) 

K0175 
鹿屋市プロパン販売協業組合 
(法人番号 7340005006695) 

鹿児島県鹿屋市新生町(鹿屋市新生市営住宅) 
鹿児島県鹿屋市西原(平和団地) 
鹿児島県鹿屋市札元(コート札元台) 
鹿児島県鹿屋市新生町(パークヒルズ鹿屋) 
鹿児島県鹿屋市寿(泉ケ丘団地) 
鹿児島県鹿屋市西原(桜ヶ丘団地) 

K0176 
宮の杜ガス株式会社 
(法人番号 6290805006950) 

福岡県行橋市大字下稗田字松ケ迫(宮の杜団地) 

K0177 
株式会社フクエキ 
(法人番号 3290001003879) 

福岡県糸島市志摩町大字初(富士見ケ丘ニュータウン) 

K0178 
北九州エルピーガス事業協同組合 
(法人番号 8290805000778) 

福岡県北九州市門司区大字黒川(北九州市営黒川台団地) 
福岡県北九州市若松区大字蜑住(北九州市営蜑住団地) 

K0179 
福友ガス株式会社 
(法人番号 2290001000530) 

福岡県福岡市西区今宿青木(福岡市営住宅今宿団地) 
福岡県宗像市赤間駅前(アンピール赤間駅前) 
福岡県古賀市花見東(ロフティ千鳥) 
福岡県糸島市前原東(サーパス前原壱番館) 
福岡県那珂川市仲(東峰マンション那珂川) 
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵(コモドヒル須恵) 

K0180 
大正産業株式会社 
(法人番号 1290801011389) 

福岡県中間市大根土(福岡県公営住宅大根土団地) 

K0182 
八代市プロパンガス協同組合 
(法人番号 9330005005820) 

熊本県八代市高島町(高島団地) 
熊本県八代市築添町(築添団地) 

K0183 
国分プロパン協業組合 
(法人番号 5340005002399) 

鹿児島県霧島市国分川内(霧島市公営住宅川内団地) 
鹿児島県霧島市国分上井(霧島市公営住宅上井団地) 
鹿児島県霧島市国分清水(霧島市公営住宅新清水団地) 
鹿児島県霧島市国分中央(霧島市公営住宅夕日ヶ丘団地) 
鹿児島県霧島市国分敷根(霧島市公営住宅敷根検校橋団地) 
鹿児島県霧島市国分向花町(霧島市公営住宅奈良田団地) 

特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧(九州経済産業局所管分) 【別紙】 
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鹿児島県霧島市国分広瀬(霧島市公営住宅大野原団地) 
鹿児島県霧島市国分重久(霧島市公営住宅重久団地) 

K0184 
島原雲仙農業協同組合 
(法人番号 4310005004738) 

長崎県雲仙市愛野町乙(ビレッジハウス愛野) 

K0185 
有限会社菖蒲商会 
(法人番号 8290802003065) 

福岡県北九州市小倉南区大字貫(西鉄弥生が丘団地) 
福岡県北九州市小倉南区津田新町(サンライフ小倉南) 
福岡県北九州市小倉南区津田(エクレールヒルズ津田) 
福岡県北九州市小倉南区大字貫(西鉄弥生が丘二期団地) 

K0186 
タック株式会社 
(法人番号 2290001050451) 

福岡県小郡市小郡(小郡宿舎) 

K0187 
株式会社アイプロ 
(法人番号 2290001045807) 

福岡県飯塚市潤野(ニュータウン自由ケ丘) 

K0188 
三愛オブリガス九州株式会社 
(法人番号 1290001024258) 

佐賀県多久市北多久町大字小侍(梅木団地) 

K0189 
福岡八女農業協同組合 
(法人番号 6290005008789) 

福岡県八女市立花町大字兼松(兼松町営住宅団地) 
福岡県八女市室岡字中道(室岡団地) 
福岡県八女郡広川町大字広川(ビレッジハウス下広川) 

K0190 
株式会社ダイプロ南部販売 
(法人番号 2320001009015) 

大分県臼杵市大字江無田(戸室団地) 

 
 
K0191 
 
 
K0191 

 
 
株式会社エネサンス九州 
(法人番号 2300001004190) 
 
株式会社エネサンス九州 
(法人番号 2300001004190)  

福岡県飯塚市忠隈(いずみハイツ忠隈団地) 
佐賀県多久市南多久町大字長尾(多久団地) 
佐賀県多久市北多久町大字小侍(ビレッジハウス多久) 
佐賀県武雄市北方町大字大崎(西杵団地) 
佐賀県武雄市武雄町大字富岡(山下団地) 
佐賀県鹿島市浜町字開浦(新方団地) 
佐賀県鹿島市古枝字定座甲(市営古枝住宅) 
佐賀県杵島郡大町町大字福母(高砂団地) 
長崎県西彼杵郡長与町高田郷城ノ平(フォーレツインキャッスル北陽台) 
長崎県北松浦郡佐々町沖田免(ビレッジハウス佐々) 
長崎県北松浦郡佐々町口石免(口石団地) 

K0192 
有限会社小城プロパン 
(法人番号 1300002004281) 

佐賀県小城市小城町自在(小城東団地) 

K0193 
府内プロパン株式会社 
(法人番号 7320001002436) 

大分県大分市大字乙津(コスモシティ乙津) 
大分県大分市森町西(コスモシティ森町) 
大分県大分市大字皆春(コスモシティ皆春) 
大分県大分市大字横尾(コスモシティ横尾) 
大分県大分市大字横尾(コスモシティーEXE横尾) 
大分県大分市大字皆春(ヴェルディ皆春壱番館) 

K0194 
鶴原液化ガス株式会社 
(法人番号 9290001046229) 

福岡県飯塚市川津(プレアール九工大団地) 

K0195 
株式会社新光機器 
(法人番号 5290801001824) 

福岡県行橋市行事(リヴィエール行橋) 

K0196 
佐賀県農業協同組合 
(法人番号 6300005003029) 

佐賀県武雄市山内町大字宮野(武雄市市営久保田住宅) 
佐賀県三養基郡みやき町大字白壁(石貝団地) 

K0197 
有限会社浦ガス 
(法人番号 1290002032631) 

福岡県糸島市篠原西(福岡県公営住宅前原団地) 

K0198 
有限会社鹿島プロパン 
(法人番号 7300002006719) 

佐賀県鹿島市大字納富分甲(末光・執行分団地) 

K0199 
株式会社豊後プロパン 
(法人番号 8320001003169) 

大分県大分市大字佐野(ユニコーポﾟ佐野) 
大分県大分市大字城原(グランメゾン大在＆大在 MGビル) 
大分県大分市大字千歳(リバーサイドフェリカ) 
大分県大分市大字神崎(南日本造船株式会社幸崎寮) 
大分県大分市高城本町（サンパティ高城） 
大分県大分市東大道（岡松） 

K0200 
株式会社吉本商事 
(法人番号 3330001004864) 

熊本県熊本市南区白藤(ニュータウン白藤) 

K0201 
協栄ガス株式会社 
(法人番号 9310001005297) 

長崎県佐世保市大潟町(美崎が丘団地) 
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K0202 
株式会社大靍商事 
(法人番号 5290001047148) 

福岡県久留米市御井旗崎(エイルマンション久留米東) 
福岡県筑後市大字下北島(花宗ニュータウン) 
福岡県筑後市大字山ノ井奇丸(ロイヤルシャトー羽犬塚) 

K0203 
白野ガス株式会社 
(法人番号 2300001005560) 

佐賀県伊万里市大坪町字駄道乙(レークサイド白野) 

K0204 
株式会社ダイプロ豊肥販売 
(法人番号 6320001009481) 

大分県竹田市大字会々七里(七里地区住宅団地) 

K0205 
三愛オブリガス三神（株） 
(法人番号 6300001006621) 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲(川原団地) 
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲(瀬の尾団地) 
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲(中の原団地)  
佐賀県神埼市神埼町本堀(村下団地) 
佐賀県神埼市神埼町本堀(神埼団地) 
佐賀県神埼市神埼町鶴(神埼市営右原団地) 
佐賀県神埼市神埼町鶴(パインピア神埼) 

K0206 綱分レイ子 福岡県宮若市鶴田(福岡県公営住宅宮田団地) 

K0207 
株式会社サンテック 
(法人番号 4300001006185) 

佐賀県鳥栖市古賀町(古賀町パークタウン団地) 
佐賀県三養基郡みやき町(ニューライフ北茂安団地) 

K0209 
吉田商事株式会社 
(法人番号 1340001010780) 

鹿児島県奄美市名瀬小湊(小湊団地) 

K0210 
株式会社冨永商店 
(法人番号 8290001018559) 

福岡県福岡市西区田尻(Ｊｕグランドマンションシュリアン周船寺) 
福岡県福岡市西区大字飯氏(コアマンション周船寺ネクステージ) 
福岡県福岡市東区松香台(UniTerrace 松香台) 

K0212 
有限会社小野屋 
(法人番号 6320002013796) 

大分県宇佐市大字葛原字津房(ロフティパレス宇佐Ⅲ) 

K0213 
有限会社甲山商店 
(法人番号 5290002000411) 

福岡県福岡市西区周船寺(シュリアン周船寺弐番館) 
福岡県福岡市西区大字飯氏(アステルサイト) 
福岡県福岡市西区大字餅氏 9(エスポワール・ドゥ) 
福岡県福岡市西区周船寺(アレグレッツァ) 

K0214 
西部フレンドガス有限会社 
(法人番号 5290002009213) 

福岡県福岡市早良区大字四簡(福岡市営四箇団地) 

K0215 
荒尾ガス株式会社 
(法人番号 3330001011588) 

熊本県荒尾市川登(緑ヶ丘リニューアルタウン) 
熊本県荒尾市増永(荒尾市中央区団地) 

K0216 
姶良プロパンガス販売協同組合 
(法人番号 6340005003041) 

鹿児島県姶良市西餅田(県営俵原団地) 

K0217 
株式会社トーネンガス 
(法人番号 8290001003602) 

福岡県福岡市博多区東月隈(市営住宅月隈団地) 

K0218 
西九州ガス株式会社 
(法人番号 3310001005823) 

長崎県佐世保市鹿子前町(プルミエール鹿子前) 

K0220 
株式会社渡部石油ガス 
(法人番号 9350001002209) 

宮崎県宮崎市阿波岐原前浜(ニュータウン一ツ葉) 
宮崎県宮崎市清武町大字今泉(今泉ニュータウン) 

K0222 
有限会社小森商会 
(法人番号 6310002001892) 

長崎県長崎市高城台(オナーズヒル長崎新山手) 

K0224 
有限会社黒木電機プロパン商会 
(法人番号 6350002010080) 

宮崎県児湯郡新富町大字上富田島の前(県営天井丸団地) 

K0225 
株式会社飯干商事 
(法人番号 7350001006649) 

宮崎県延岡市南一ｹ岡(海咲ヒルズ) 

K0226 
飯塚合同ガス株式会社 
(法人番号 7290001045356) 

福岡県飯塚市鯰田(福岡県公営鯰田団地) 
福岡県飯塚市川島(久世ヶ浦公営住宅) 
福岡県飯塚市相田(福岡県公営住宅相田団地) 

K0227 
有限会社吉井簡易ガス組合 
(法人番号 8290002056748) 

福岡県うきは市吉井町福益(県営住宅蓮町団地) 

K0229 
合資会社中島石油 
(法人番号 5330003002286) 

熊本県熊本市南区出仲間(エイルヴィラグランシス平成南団地) 

K0230 
穂波ガス株式会社 
(法人番号 6290001045893) 

福岡県飯塚市有安(福岡県公営住宅有安第２団地) 
福岡県飯塚市弁分(弁分団地) 
福岡県飯塚市有安(福岡県公営住宅有安団地) 
福岡県飯塚市弁分(福岡県公営住宅彼岸原団地) 

K0231 
久留米エル・ピー・ガス株式会社 
(法人番号 5290001048699) 

福岡県久留米市南(フェスティオ久留米サウスウインド) 

K0232 
北九州プロパン瓦斯㈱ 
(法人番号 1290001036476) 

福岡県福津市字大門(アーサー福間ステーション) 

K0233 
株式会社ダイプロ日田 
(法人番号 2320001010063) 

大分県日田市中央(ロフティ日田駅前テリオ) 
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K0234 
西都エルピーガス事業協同組合 
(法人番号 4350005001962) 

宮崎県西都市大字三宅(稚児ケ池住宅団地) 
宮崎県西都市下妻(再開発住宅団地) 
宮崎県西都市大字南方(市営南方住宅団地) 
宮崎県西都市中妻(市営妻東住宅団地) 
宮崎県西都市大字三宅(県営久保鶴団地) 

K0235 
株式会社九酸ガス住設 
(法人番号 7290001045430) 

福岡県鞍手郡鞍手町八尋(福岡県公営住宅八尋団地) 

K0237 
株式会社中部ガス 
(法人番号 7300001003386) 

佐賀県小城市牛津町牛津(牛津団地) 

K0238 
有限会社ファミリーガス 
(法人番号 6350002015864) 

宮崎県宮崎市清武町加納字東ヶ迫甲(カレッジタウン KOKUSAI) 
宮崎県都城市山之口町花木(花木第 3団地) 

K0239 
九石プロパンガス株式会社 
(法人番号 7290801014097) 

福岡県直方市大字頓野代菰(ビレッジハウス直方東) 

K0241 
有限会社久富商店 
(法人番号 5290802025211) 

福岡県田川郡福智町弁城(湧渕団地) 

K0242 
株式会社ダイプロ大分販売 
(法人番号 3320001001672) 

大分県大分市東大道(Park Avenue) 

K0244 
株式会社グッドライフエネルギー 
(法人番号 5290001089297) 

熊本県熊本市中央区本山町(LIBTH平成) 
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