（2021年12月末現在）
■日東エネルギー株式会社 ●

【広域（全国）】
ゴールド保安認定事業者（第一号）

【広域（中部地方）】
ゴールド保安認定事業者（第一号）

■橋本産業株式会社 ●●●●
■マルハ産業株式会社 ●●●
■伊丹産業株式会社 ●●●●●
■太平産業株式会社 ●●
■西日本液化ガス株式会社 ●●
■株式会社ガスパル ●●●●●●
■サンリン株式会社 ●●
■サーラエナジー株式会社 ●●●●

保安認定事業者（第二号）
■全国農業協同組合連合会 ●●●●
■ダイネン株式会社 ●●●
■大陽日酸エネルギー株式会社
●●●●●●
■ミライフ西日本株式会社 ●●●●

【広域（九州地方）】
ゴールド保安認定事業者（第一号）

■名古屋プロパン瓦斯株式会社 ●
■朝日ガスエナジー株式会社 ●
■日通エネルギー中部株式会社 ●
■サーラＥ＆Ｌ名古屋株式会社 ●

■株式会社ガスパル九州 ●
■九工ガス株式会社 ●
■株式会社Misumi ●
■日通エネルギー九州株式会社 ●
■株式会社アースエナジー ●

【広域（近畿地方）】
ゴールド保安認定事業者（第一号）

保安認定事業者（第二号）

認定ＬＰガス販売事業者 計359者
・ゴールド保安認定事業者（第一号）
・保安認定事業者（第二号）

298者
61者

■九州石油ガス株式会社 ●

■株式会社ガスパル近畿 ●

【広域（中国地方）】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
■つばめガス株式会社 ●
■日ノ丸産業株式会社 ●
■株式会社ガスパル中国 ●
■鳥取瓦斯産業株式会社 ●
■広島ガス西中国株式会社 ●
■伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式
会社 ●

【広域（東北地方）】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
■株式会社ガスパル東北 ●
■日通エネルギー東北株式会社 ●
■全農東北エネルギー株式会社 ●
■イワタニセントラル東北株式会社 ●

保安認定事業者（第二号）
■イワタニ山陰株式会社 ●
■広島ガスエナジー株式会社 ●
■広島ガス東中国株式会社 ●

【広域（関東地方）】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
■京濱燃料株式会社 ●
■日本コークス販売株式会社 ●
■株式会社ライフコメリ ●
■日通エネルギー関東株式会社 ●
■田邊工業株式会社 ●
■株式会社クラスタ ●
■東京プロパンガス株式会社 ●

【広域（四国地方）】
ゴールド保安認定事業者（第一号）

●：北海道地方
●：東北地方
●：関東地方
●：中部地方
●：近畿地方
●：中国地方
●：四国地方
●：九州地方
●：沖縄地方

●北海道経済産業局

●東北経済産業局

【北海道】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社ホクタン
帯ガス燃料株式会社
札幌第一興産株式会社
北海道日通プロパン株式会社
ひまわり産業株式会社
伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社
エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社
有限会社エネルギー住設

【青森県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社ぱるじゃサービス
三沢ガス事業協同組合
八戸液化ガス株式会社
ウトウ株式会社
【岩手県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
東邦スワン株式会社
株式会社丸片ガス
株式会社細谷地
二戸ガス株式会社
東邦岩手株式会社
株式会社菊長商店
保安認定事業者（第二号）
いわて平泉農業協同組合
【宮城県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社アミックス
カガク興商株式会社
丸方機水工業株式会社
有限会社ティージー産業
ツネマツガス株式会社
熊谷燃料住設株式会社
保安認定事業者（第二号）
塩釜ガス株式会社

保安認定事業者（第二号）
株式会社いちたかガスワン

■株式会社ガスパル四国 ●

保安認定事業者（第二号）
■四国岩谷産業株式会社 ●

保安認定事業者（第二号）
■全農東日本エネルギー株式会社 ●
■サーラE&L静岡株式会社 ●
■イワタニ関東株式会社 ●
■東京ガスエネルギー株式会社 ●
■堀川産業株式会社 ●

【秋田県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社やすとく
株式会社アニモ
株式会社ＪＡ秋田なまはげライフサービス
秋南エネルギー株式会社
保安認定事業者（第二号）
こまち農業協同組合
株式会社ジェイエイ秋田しんせいサービス
株式会社相場商店
【山形県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
山形酸素株式会社
鶴岡市農業協同組合
酒田市袖浦農業協同組合
株式会社みどりサービス
株式会社あいとサービス
【福島県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
金成燃料株式会社
株式会社あんしん
有限会社宗像清商店
株式会社アポロガス
株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス
株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス
夢みなみ農業協同組合
株式会社ＪＡふくしま未来サービス
福陽ガス株式会社
福島堀川ガス販売株式会社

北海道

●中国経済産業局
【広島県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
かなめだ商店（要田 軍司）
有限会社粟井商店
吉田物産株式会社
株式会社正原
可部ガス販売株式会社
有限会社西本屋
有限会社中村設備産業
有限会社岡田燃料店
株式会社三次クミアイ燃料
広島ガス高田販売株式会社
正木商事株式会社
株式会社広島クミアイ燃料
広島ガス三次株式会社
有限会社まるたか開発
日通エネルギー中国株式会社
保安認定事業者（第二号）
青木プロパン株式会社
株式会社槇原プロパン商会
株式会社広島中央クミアイ燃料
尾道市農業協同組合
広島ガス中央株式会社
広島ガス可部販売株式会社
【山口県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社マダ
保安認定事業者（第二号）
全農西日本エネルギー株式会社

【鳥取県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社ジェイエイいなば燃料センター
株式会社ＪＡ中央サービス
株式会社トンボプロパンガス
株式会社鳥取西部ジェイエイサービス
【島根県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
イワタニ島根株式会社
山陰エネルギー株式会社
【岡山県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
浅野産業株式会社
新見ガス株式会社
中央ガス株式会社
有限会社古森プロパン店
大和マルヰガス株式会社
矢掛マルヰ株式会社
有限会社金友商店
横山石油株式会社
岡山ガスプロパン株式会社
合田産業株式会社
東部アサノエネルギー株式会社
山陽ガス株式会社
岡山安全ガス株式会社
保安認定事業者（第二号）
サーンガス共和株式会社
岡山ガスエネルギー株式会社
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【茨城県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
有限会社鈴木清蔵商店
株式会社水沼
保安認定事業者（第二号）
ＪＡ茨城エネルギー株式会社
【栃木県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社石澤商店
有限会社金子商店
株式会社タナカ石油ガス
有限会社ダイセイ
有限会社鬼怒川食販岩本
協同組合栃木エルピーガスセンター
有限会社モリタヤ商事
マルヰガス宇都宮株式会社
株式会社ＪＡエルサポート
有限会社ナガサワ
【群馬県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
館林･ハシモト･エネルギー株式会社
甘楽富岡農業協同組合
新田みどり農業協同組合
株式会社カナメ
有限会社大澤商店
多野藤岡農業協同組合
北群渋川農業協同組合
邑楽館林農業協同組合
株式会社ホームガスセンターマルホン
保安認定事業者（第二号）
関東プロパン瓦斯株式会社
はぐくみ農業協同組合
【埼玉県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
有限会社秋葉中店
株式会社勇内山ホームガス
横川石油ガス株式会社
有限会社北田油店
有限会社宮沢燃料
小山商事株式会社
株式会社どばし
有限会社コバヤシ商事
有限会社丸久小川商店
株式会社遠藤商店
株式会社エクシング
【千葉県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
有限会社吉浜庄蔵商店
【東京都】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
西東京農業協同組合
多摩・ハシモト・エネルギー株式会社
東京燃料林産株式会社
株式会社関野商事

【神奈川県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
有限会社城進燃料
神奈川ガス株式会社
東亜ガス株式会社
【新潟県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
新潟・ハシモト・エネルギー株式会社
北陸天然瓦斯興業株式会社
東邦新潟株式会社
株式会社ケンベイミユキ
保安認定事業者（第二号）
新潟マルヰ株式会社
【山梨県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
フルーツ山梨農業協同組合
クレイン農業協同組合
梨北農業協同組合
株式会社さんけい
【長野県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
千曲通商株式会社
朝日オーム株式会社
早武商店
株式会社岐阜屋
株式会社森田
有限会社小林農産
株式会社堀内商事
長野日石ガス株式会社
北信ガス株式会社
軽井沢ガス株式会社
有限会社田中燃料店
東信ガス株式会社
株式会社キタハラ
長野堀川販売株式会社
株式会社セリタ
保安認定事業者（第二号）
上伊那農業協同組合
【静岡県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
遠州中央農業協同組合
菊水商事株式会社
株式会社中川
フジホームサービス株式会社
富士宮農業協同組合
保安認定事業者（第二号）
伊豆太陽農業協同組合
三島函南農業協同組合
伊豆の国農業協同組合
あいら伊豆農業協同組合
富士市農業協同組合
南駿農業協同組合

●中部経済産業局
●沖縄経済産業部
【沖縄県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
有限会社セゾン社
大東ガスパートナー株式会社

●近畿経済産業局

●九州経済産業局
【福岡県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
三陽ガステック株式会社
北九州プロパン瓦斯株式会社
福岡ライフエナジー株式会社
龍王ガス株式会社
合同ガス株式会社
【佐賀県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社ＪＡライフサポート佐賀
伊万里市農業協同組合
佐賀県農業協同組合
唐津農業協同組合
株式会社ヒラオカ
株式会社大晴
【長崎県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
有限会社長崎新光ガス

●四国経済産業局
【大分県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社ダイプロ大分販売
株式会社ダイプロ南部販売
株式会社ダイプロ日田
株式会社ダイプロ別杵国東販売
株式会社ダイプロ豊肥販売
株式会社ダイプロ北部販売
株式会社板井林業
双国ガス株式会社
【宮崎県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
東洋プロパン瓦斯株式会社
保安認定事業者（第二号）
有限会社山口石油
【鹿児島県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
あいら共同株式会社
鹿児島きもつき農業協同組合
株式会社ジェイエイエコパル
そお鹿児島農業協同組合
北さつま農業協同組合
あおぞら農業協同組合

【徳島県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
宮崎商事株式会社
徳島シティガス株式会社
阿波みよし農業協同組合
美馬農業協同組合
阿南農業協同組合
【香川県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
谷商店
【愛媛県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
共同瓦斯株式会社
株式会社天宗
西宇和農業協同組合
伊予ミナトガス株式会社
有限会社長瀬商店
【高知県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
アイランドガス有限会社

【滋賀県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
有限会社中村ホームガス
有限会社宮川燃料
有限会社北伊ホームガス
有限会社たわだ商店
株式会社みのりガス
【京都府】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社京丹後エネルギー
グローアンドグロー株式会社
保安認定事業者（第二号）
有限会社あさひ堂
【大阪府】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
ガスワークオカゲ株式会社
大栄産業株式会社
西本ガス住設機器株式会社
木村商店
㈱コンシェルジュ
関西ガス株式会社
株式会社ヨネシマ
保安認定事業者（第二号）
株式会社大栄液化ガス
【和歌山県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
エコガス株式会社
杉尾プロパンガス店
紀州高圧株式会社

【兵庫県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社ダイワ
三木産業株式会社
杉本商店
タツミ産業株式会社
市野商店
ハリマホームガス株式会社
脇田商店
毎日ガスセンター株式会社
但馬米穀株式会社
株式会社ミツワ
保安認定事業者（第二号）
三愛オブリガス播州株式会社
株式会社中村商店
井本産業株式会社
【奈良県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
西谷マルヰ株式会社
阪奈堀川ガス株式会社
保安認定事業者（第二号）
株式会社福井商会
【福井県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社コープ武生
AOIエネルギーソリューション株式会社
共和マルヰ株式会社
有限会社梶野商店

【富山県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社三ノ宮燃料
中越産業株式会社
丸三商事株式会社
富山・ハシモト・エネルギー株式会社
宇奈月通運株式会社
富山ガス株式会社
保安認定事業者（第二号）
北酸株式会社
サカヰ産業株式会社
【石川県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
有限会社東燃プロセス
珠洲市農業協同組合
【岐阜県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
岐阜県ＪＡビジネスサポート株式会社
東美濃農業協同組合
平和プロパン瓦斯株式会社
株式会社山善商店
高山エルピージー販売株式会社
飛騨農業協同組合
丹羽ガス株式会社
山十商事株式会社
株式会社井澤商店
合名会社田中屋商店
株式会社野寺商店
いび川農協ＬＰＧセンター
保安認定事業者（第二号）
郡上ガス株式会社
有限会社前田プロパン
牛丸石油株式会社
株式会社伊藤商会

【愛知県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
あいち三河農業協同組合
蒲郡市農業協同組合
株式会社エネチタ
名古屋エネルギー株式会社
株式会社コジマガス
愛知東農業協同組合
株式会社スマイルガス
手島ガス住設株式会社
株式会社宮田商店
株式会社ガステム
あいち知多農業協同組合
豊通エネルギー株式会社
ジェイエイ・トービス株式会社
保安認定事業者（第二号）
ひまわり農業協同組合
三河品川燃料株式会社
【三重県】
ゴールド保安認定事業者（第一号）
株式会社モリ京
有限会社ナカノ
多気郡農業協同組合
一志東部農業協同組合
石井燃商株式会社
三重北農業協同組合
株式会社JA全農三重サービス
株式会社ＪＡサービス三重四日市
株式会社ジェイエイサービス伊勢
志摩ガス協業組合
保安認定事業者（第二号）
伊勢農業協同組合
三重交通商事株式会社

