
平成31年度 石油ガス流通構造改善推進事業費補助金交付決定先一覧

地　域 補助金交付決定先

1 北海道 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社

2 北海道 株式会社佐藤エネルギー

3 北海道 千歳ニッツウサービス株式会社

4 北海道 ひまわり産業株式会社

5 北海道 北海道日通プロパン販売株式会社

6 東北 青森つばめプロパン販売株式会社

7 東北 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社

8 東北 株式会社佐利

9 東北 荘内エネルギー株式会社

10 東北 株式会社菅井商事

11 東北 仙台プロパン株式会社

12 東北 ツネマツガス株式会社

13 東北 株式会社トガシス

14 東北 日通エネルギー東北株式会社

15 東北 八戸液化ガス株式会社

16 東北 物産石油ホームライフ岩手株式会社

17 東北 株式会社八木又商店

18 関東 株式会社アイダエナジー

19 関東 安藤興業株式会社

20 関東 イハシライフ株式会社

21 関東 株式会社内田商店

22 関東 株式会社えぐち

23 関東 株式会社エネアーク関東

24 関東 烏山通運株式会社

25 関東 有限会社小島商事

26 関東 株式会社コバプロ

27 関東 株式会社サクマ

28 関東 有限会社佐藤半兵衛商店

29 関東 株式会社サンポー

30 関東 株式会社ジーエスガス

31 関東 静岡資材株式会社

32 関東 清水燃料株式会社

33 関東 株式会社シンサナミ

34 関東 杉本工業株式会社

35 関東 株式会社関野商事

36 関東 第一エネルギー設備株式会社

37 関東 株式会社ツチヤコーポレーション

38 関東 ツルミエネルギー株式会社

39 関東 特定非営利活動法人テレメータリング推進協議会



40 関東 東京燃料林産株式会社

41 関東 東京プロパンガス株式会社

42 関東 株式会社トーセキ

43 関東 株式会社豊田

44 関東 日通エネルギー関東株式会社

45 関東 日東エネルギー株式会社

46 関東 日本ガス興業株式会社

47 関東 浜松液化ガス株式会社

48 関東 フジオックス株式会社

49 関東 富士瓦斯株式会社

50 関東 二葉商事株式会社

51 関東 ミヤバラガス株式会社

52 関東 八日市場瓦斯株式会社

53 関東 有限会社渡辺貞蔵商店

54 中部 イワタニ東海株式会社

55 中部 株式会社エイチティーピー

56 中部 有限会社榎本プロパン

57 中部 有限会社カトウ

58 中部 関西プロパン瓦斯株式会社

59 中部 大城エネルギー株式会社

60 中部 丹頂ガス株式会社

61 中部 富山ガス株式会社

62 中部 北勢瓦斯株式会社

63 中部 明和プロパン株式会社

64 近畿 株式会社イワネクスコーポレーション

65 近畿 栄月株式会社

66 近畿 株式会社エネアーク関西

67 近畿 梶野産業株式会社

68 近畿 株式会社キョウプロ

69 近畿 南紀ガス株式会社

70 近畿 株式会社東山

71 近畿 株式会社福井商会

72 近畿 有限会社二ッ屋

73 近畿 丸亀瓦斯株式会社

74 近畿 株式会社丸善エナジー

75 近畿 ミライフ西日本株式会社

76 近畿 山川株式会社

77 中国 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社

78 中国 株式会社ウエムラエナジー

79 中国 株式会社塩田

80 中国 株式会社柴田燃料商会

81 中国 株式会社中西商店

82 中国 日の丸産業株式会社



83 中国 ユニオンフォレスト株式会社

84 四国 エネロ株式会社

85 四国 西日本石油瓦斯株式会社

86 四国 湊商事株式会社

87 四国 和田プロパン株式会社

88 九州 株式会社アースエナジー

89 九州 有限会社梅野エルピー

90 九州 有限会社大原商店

91 九州 株式会社協同サービス

92 九州 合同ガス株式会社

93 九州 株式会社サンテック

94 九州 株式会社城南ガス

95 九州 セイフティガス株式会社

96 九州 高森ガス販売株式会社

97 九州 富田商事株式会社

98 九州 有限会社長沢プロパン

99 九州 合資会社中島石油

100 九州 フルキ石油株式会社

101 九州 株式会社豊後プロパン

102 九州 有限会社堀江ガス・デンキ

103 九州 増田石油株式会社

104 九州 株式会社丸三燃料

105 九州 有限会社三又プロパン

106 九州 宮崎液化ガス株式会社

107 九州 山代ガス株式会社

108 九州 吉武産業株式会社

109 九州 株式会社ライフガス山口

110 沖縄 宜野湾ガス株式会社

111 沖縄 株式会社南西石油ガス



書類審査（１６０件）のうえ、交付決定した111件の申請事業（内訳）

交付決定

111件

事業名称 採択件数

No.3・7
集中監視システム構築事業＋新料金システム導入事業

3件

No.1
広報・啓蒙事業

1件

No.3
集中監視システム構築事業

67件

No.4
LPガス見える化システム構築事業

36件

111件

No.5
遠隔検針システム

3件

No.6・7
近接検針システム＋新料金システム導入事業

1件




