
地　域 補助金交付決定先

1 北海道いと伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社

2 北海道えね株式会社エネサンス北海道　

3 北海道おか株式会社オカモト

4 北海道さと株式会社佐藤エネルギー　

5 北海道しみ株式会社清水プロパン

6 北海道ちゆ中和石油株式会社

7 北海道みつ株式会社三ッ輪商会

8 東北 あい株式会社相場商店

9 東北 あお青森つばめプロパン販売株式会社

10 東北 いと伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社

11 東北 うとウトウ株式会社

12 東北 えね株式会社エネサンス東北

13 東北 おが小笠原商事株式会社

14 東北 かみ株式会社上北燃料

15 東北 くま熊谷燃料住設株式会社

16 東北 くら倉島商事株式会社

17 東北 さい株式会社斎弁　

18 東北 さり株式会社佐利

19 東北 さん株式会社サンエナジー

20 東北 じよ常磐共同ガス株式会社

21 東北 しら白河商事株式会社

22 東北 せつ株式会社設備センター

23 東北 せん仙台プロパン株式会社

24 東北 たい株式会社タイヨウ開発

25 東北 タプタプロス株式会社

26 東北 とう株式会社　トウエキ

27 東北 とが株式会社トガシス

28 東北 なな株式会社七洋

29 東北 みず水沢ガス株式会社

30 東北 みや有限会社宮野燃料

31 東北 みらミライフ東日本株式会社

32 東北 やと八戸燃料株式会社

33 関東 あか赤尾商事株式会社

34 関東 あら有限会社　荒井プロパン

35 関東 あん株式会社　安東商店

36 関東 いこ株式会社伊興直井商店

37 関東 うす株式会社臼井燃料

38 関東 えねENEOSグローブエナジー株式会社
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39 関東 えね株式会社エネアーク関東

40 関東 える株式会社エルピオ

41 関東 おお株式会社大高商店

42 関東 かな株式会社小長井治郎商店

43 関東 かん株式会社カナジュウ・コーポレーション

44 関東 くまカンプロ株式会社

45 関東 くら有限会社熊沢商店

46 関東 こが株式会社クラスタ

47 関東 さが株式会社黄金井

48 関東 さの相模ガス株式会社

49 関東 さん佐野瓦斯株式会社

50 関東 さん株式会社サンワ

51 関東 さん株式会社サントーコー

52 関東 しば山陽瓦斯株式会社

53 関東 せい株式会社 シバヤマ

54 関東 せきセイフル株式会社

55 関東 だい関彰商事株式会社

56 関東 たか第一エネルギー設備株式会社

57 関東 とう株式会社タカサカ

58 関東 とう東上ガス株式会社

59 関東 とう東京ガスエネルギー株式会社

60 関東 とう株式会社トーエル

61 関東 とう東京油化株式会社

62 関東 とよ東京プロパンガス株式会社

63 関東 ねく株式会社豊田

64 関東 ひら株式会社NEXT・カワシマ

65 関東 ふか平沢商事株式会社

66 関東 ふく株式会社深沢商会

67 関東 ふじ福島堀川ガス販売株式会社

68 関東 ふじ富士産業株式会社

69 関東 ふじ株式会社冨士クラスタ千葉

70 関東 ふじ冨士クラスタ株式会社

71 関東 ほう株式会社ホームガスセンターマルホン　

72 関東 ほり堀川産業株式会社

73 関東 まち町田ガス株式会社

74 関東 まる丸高石油株式会社

75 関東 みらミライフ株式会社

76 関東 やま有限会社山恵商店

77 関東 やま株式会社大和家住宅機器

78 関東 よね株式会社米山商事

79 関東 れい株式会社レインボー

80 関東 れもレモンガス株式会社



81 北陸 いだ井田石油株式会社

82 北陸 えね株式会社エネサンス新潟

83 北陸 きた北日本物産株式会社

84 北陸 きだ株式会社木谷プロパン

85 北陸 だい大城エネルギー株式会社

86 北陸 まる株式会社丸新

87 北陸 りび株式会社リビック福井

88 中部 あぽアポロ興産株式会社

89 中部 いぬ犬飼産業株式会社

90 中部 えね株式会社エネアーク中部

91 中部 えねエネジン株式会社

92 中部 おう株式会社オーテック

93 中部 がす株式会社ガスキット

94 中部 かね株式会社カネカ

95 中部 きた北原産業株式会社

96 中部 こう甲陽商事株式会社

97 中部 さがサガミシード株式会社

98 中部 さん株式会社サンポー

99 中部 しず静岡資材株式会社

100 中部 しも下伊那日通プロパン販売株式会社

101 中部 しん信光石油株式会社

102 中部 たか高山米穀協業組合

103 中部 つち土屋商店有限会社

104 中部 なか中島米穀株式会社

105 中部 なが長野堀川販売株式会社

106 中部 にほ日本ガス興業株式会社　

107 中部 はたハタスビルダー株式会社

108 中部 まつ松屋株式会社

109 中部 まつ松本ガス株式会社

110 中部 まる株式会社マルエイ

111 中部 みか三河品川燃料株式会社

112 中部 やま株式会社山本商店

113 中部 りび株式会社リビック長野

114 関西 いも井本産業株式会社

115 関西 うえ株式会社ウェルビー滋賀

116 関西 えね株式会社エネアーク関西

117 関西 かじ梶野産業株式会社

118 関西 きた北川ガス株式会社

119 関西 ぐろ株式会社グロー・ガステック

120 関西 さか坂本油化株式会社

121 関西 さん三和商事株式会社

122 関西 せん扇港興産株式会社



123 関西 だい大丸エナウィン株式会社

124 関西 たか株式会社髙山燃料

125 関西 たか高橋商事株式会社

126 関西 たな株式会社タナベエナジー

127 関西 たに谷口酸素工業株式会社

128 関西 つじツジソト株式会社

129 関西 なか中島商事株式会社

130 関西 なか有限会社中川ガス

131 関西 にほ日本ガス工業株式会社

132 関西 やぶ株式会社　薮久ガス

133 関西 よね株式会社ヨネシマ

134 関西 りび株式会社リビック長浜

135 山陽 いと伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社

136 山陽 うえ有限会社上野石油ガス　

137 山陽 うえ株式会社ウエムラエナジー

138 山陽 うえ上野油業株式会社

139 山陽 えねエネックス株式会社

140 山陽 えるエルピーガス販売株式会社

141 山陽 こう株式会社甲山プロパン

142 山陽 さん株式会社サンセキ

143 山陽 しお株式会社塩田

144 山陽 たか髙山産業株式会社　

145 山陽 ねこ猫本商事株式会社

146 山陽 ひの日の丸産業株式会社

147 山陽 ひろ広島ガス住設株式会社

148 山陽 まるマルヰチ株式會社

149 山陽 みず有限会社水國プロパン

150 山陽 やま山口・アポロガス株式会社

151 山陰 いと有限会社伊藤石油

152 山陰 こう株式会社コーアガス島根

153 山陰 たい大陽日酸エネルギー株式会社

154 山陰 はま浜田ガス株式会社

155 山陰 まつ松江石油株式会社

156 四国 えなエナジー・ワン株式会社

157 四国 えねエネロ株式会社

158 四国 たか高橋石油株式会社

159 四国 まさ正起ガス株式会社

160 九州 あお株式会社青山商店

161 九州 あき秋元ガス株式会社

162 九州 あさ朝日プロパン株式会社

163 九州 あさ株式会社浅田商会

164 九州 あべ株式会社安部信男商店



165 九州 あま天草エネルギー株式会社　

166 九州 あま天草石油株式会社

167 九州 いず株式会社和泉プロパン

168 九州 うわ宇島瓦斯株式会社

169 九州 えと江藤産業株式会社

170 九州 おお大内田産業株式会社

171 九州 きゆ株式会社九酸ガス住設

172 九州 さん株式会社サンケイガス

173 九州 さん株式会社サンテック

174 九州 しば株式会社柴田産業

175 九州 そう双国ガス株式会社

176 九州 たな有限会社田中商会

177 九州 ふぁ有限会社ファミリーガス

178 九州 ふじ株式会社フジイエネルギー

179 九州 ふじ株式会社冨士プロエネルギー

180 九州 ふじ藤井液化ガス株式会社

181 九州 ほり有限会社堀江ガス・デンキ

182 九州 みな株式会社源商店

183 九州 やま株式会社山国商会

184 九州 やめ八女食糧販売株式会社

185 九州 よし吉武産業株式会社

186 九州 よし吉田商事株式会社

187 沖縄 うら浦添ガス工業株式会社

188 沖縄 おき沖縄ガス株式会社

189 沖縄 なは那覇総合ガス株式会社

190 沖縄 なん株式会社南西石油ガス

191 沖縄 ひじ比謝川ガス株式会社

192 沖縄 まるマルヰ産業株式会社

以上、９月１日開催の審査委員会に於いて決定しております。

【応募概要】

応募総数：２７０件

採択数　：１９２件(事業区分1は １９１件、事業区分2が １件)


