
令和3年度 石油ガス流通合理化構造改善推進事業費補助金交付決定先一覧

地域 申請者　法人名

1 北海道 株式会社石原商会

2 北海道 株式会社エネサンス北海道

3 北海道 株式会社オカモト

4 北海道 小野寺燃料株式会社

5 北海道 株式会社キョウエイ

6 北海道 札幌アポロ株式会社

7 北海道 株式会社食創

8 北海道 白老ガス株式会社

9 北海道 株式会社樽石

10 北海道 中和石油株式会社

11 北海道 株式会社西ガス

12 北海道 フジタ産業株式会社

13 東北 青森つばめプロパン販売株式会社

14 東北 泉金物産株式会社

15 東北 有限会社伊勢屋商店

16 東北 岩手金ケ崎ガス株式会社

17 東北 エナジー山形株式会社

18 東北 株式会社エネサンス東北

19 東北 株式会社オリワン

20 東北 株式会社カネダイ

21 東北 カメイ株式会社

22 東北 協同組合　北上エルピーガスセンター

23 東北 北良株式会社

24 東北 株式会社工藤米治商店

25 東北 国見ガス住宅設備株式会社

26 東北 倉島商事株式会社

27 東北 古家燃料株式会社

28 東北 株式会社小林商店

29 東北 株式会社サンエナジー

30 東北 三宝物産株式会社

31 東北 白河商事株式会社

32 東北 株式会社　白鳥プロパン

33 東北 株式会社設備センター

34 東北 仙台プロパン株式会社

35 東北 株式会社タイヨウ開発

36 東北 タプロス株式会社

37 東北 株式会社東酸

38 東北 有限会社南秋ガス

39 東北 根本石油株式会社

40 東北 株式会社野川ガス住宅設備

41 東北 八戸燃料株式会社

42 東北 富士ガス販売株式会社

43 東北 株式会社丸和
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44 東北 有限会社三浦商店

45 東北 株式会社三沢ホームガス

46 東北 水沢ガス株式会社

47 東北 盛岡ガス燃料株式会社

48 東北 株式会社森燃

49 東北 株式会社 山二

50 東北 ワタヒョウ株式会社

51 関東 昭島ガス株式会社

52 関東 有限会社浅見プロパン

53 関東 株式会社　安東商店

54 関東 株式会社飯島商店

55 関東 株式会社伊興直井商店

56 関東 伊藤石油ガス株式会社

57 関東 伊吹石油ガス株式会社

58 関東 株式会社エネアーク関東

59 関東 株式会社エネサンス関東

60 関東 株式会社大高商店

61 関東 株式会社小野里商店

62 関東 金谷ガス株式会社

63 関東 河原実業株式会社

64 関東 桐生プロパンガス株式会社

65 関東 株式会社金庫屋

66 関東 興栄燃料株式会社

67 関東 株式会社コバプロ

68 関東 相模ガス株式会社

69 関東 株式会社サガミ

70 関東 サシダ商事株式会社

71 関東 株式会社 シバヤマ

72 関東 清水燃料株式会社

73 関東 下妻液化ガス株式会社

74 関東 湘南液化ガス株式会社

75 関東 株式会社常総ガス

76 関東 上毛天然瓦斯工業株式会社

77 関東 株式会社JOMOプロ関東

78 関東 株式会社シライシ

79 関東 白井石油株式会社

80 関東 株式会社シンサナミ

81 関東 株式会社セガワ

82 関東 関彰商事株式会社

83 関東 セントラル石油瓦斯株式会社

84 関東 株式会社大八

85 関東 株式会社高橋住設店

86 関東 高橋プロパン株式会社
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87 関東 株式会社田島

88 関東 株式会社田中屋

89 関東 中央液化ガス株式会社

90 関東 中央ガス株式会社

91 関東 塚本産業株式会社

92 関東 T&Dリース株式会社(共同申請者：明石吉田屋産業株式会社)

93 関東 T&Dリース株式会社(共同申請者：上村石油ガス株式会社)

94 関東 T&Dリース株式会社(共同申請者：エズコ株式会社)

95 関東 T&Dリース株式会社(共同申請者：株式会社奥村商会)

96 関東 T&Dリース株式会社(共同申請者：東海ガス株式会社)

97 関東 T&Dリース株式会社(共同申請者：東京商事株式会社)

98 関東 T&Dリース株式会社(共同申請者：株式会社しき島ガスワン)

99 関東 T&Dリース株式会社(共同申請者：株式会社丸源ガス)

100 関東 東上ガス株式会社

101 関東 東綱商事株式会社

102 関東 東京プロパンガス株式会社

103 関東 株式会社東京水沢商店

104 関東 東京油化株式会社

105 関東 株式会社トーエル

106 関東 株式会社トーセキ

107 関東 日東エネルギー株式会社

108 関東 平沢商事株式会社

109 関東 株式会社フカヤ

110 関東 富士瓦斯株式会社

111 関東 冨士クラスタ株式会社

112 関東 富士産業株式会社

113 関東 株式会社冨士クラスタ千葉

114 関東 株式会社フジプロ

115 関東 株式会社筆屋

116 関東 武陽液化ガス株式会社

117 関東 株式会社　マルキ

118 関東 株式会社丸美商店

119 関東 株式会社ミヤシタ

120 関東 株式会社明治商會

121 関東 株式会社大和家住宅機器

122 関東 株式会社リビック相模

123 関東 レモンガス株式会社

124 中部 株式会社池田商会

125 中部 犬飼産業株式会社

126 中部 株式会社エネアーク中部

127 中部 株式会社エネサンス中部

128 中部 有限会社　榎本プロパン

129 中部 カニエJAPAN株式会社



令和3年度 石油ガス流通合理化構造改善推進事業費補助金交付決定先一覧

地域 申請者　法人名

130 中部 北日本物産株式会社

131 中部 鈴一物産株式会社

132 中部 ダイイチガスコム株式会社

133 中部 大城エネルギー株式会社

134 中部 大萬株式会社

135 中部 有限会社タケムラプロパン

136 中部 東邦液化ガス株式会社

137 中部 東洋ガス　株式会社

138 中部 株式会社内藤倉吉商店

139 中部 株式会社中村燃料商店

140 中部 日本ガスコム株式会社

141 中部 富士ツバメ株式会社

142 中部 株式会社フジプロ

143 中部 株式会社マルエイ

144 中部 株式会社丸新

145 中部 三河商事株式会社

146 中部 株式会社水野ガス

147 中部 富士観光開発株式会社

148 中部 株式会社山卯

149 中部 株式会社リビック金沢

150 中部 株式会社リビック能登

151 中部 株式会社リビック福井

152 近畿 株式会社ウェルビー京都

153 近畿 株式会社エネアーク関西

154 近畿 大崎産業株式会社

155 近畿 梶野産業株式会社

156 近畿 株式会社加藤商会

157 近畿 株式会社キョウプロ

158 近畿 株式会社田辺ガス

159 近畿 帝燃産業株式会社

160 近畿 株式会社西井商店

161 近畿 日米ガス機器株式会社

162 近畿 日米礦油株式会社

163 近畿 ネクスト・ワン株式会社

164 近畿 広瀬・小谷株式会社

165 近畿 株式会社ミツウロコヴェッセル関西

166 近畿 株式会社モトイ

167 中国 株式会社ウエムラエナジー

168 中国 エネックス株式会社

169 中国 株式会社えびすや

170 中国 株式会社ガスマック広島

171 中国 株式会社ガスエナジーヤブタ

172 中国 株式会社角藤田
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173 中国 晃和興産株式会社

174 中国 東真産業株式会社

175 中国 松永瓦斯株式会社

176 中国 森田産業株式会社

177 中国 ライフォス株式会社

178 四国 伊藤忠エネクスホームライフ四国株式会社

179 四国 エナジー・ワン株式会社

180 四国 エネロ株式会社

181 四国 亀岡ガス販売株式会社

182 四国 株式会社晃生商会

183 四国 四国石油株式会社

184 四国 正起ガス株式会社

185 四国 高橋石油株式会社

186 四国 株式会社ヒワサキ

187 四国 フジエネルギー有限会社

188 四国 藤岡ガス　有限会社

189 四国 株式会社　藤田商店

190 四国 有限会社藤田計夫商店

191 四国 三原産業株式会社　

192 九州・沖縄 株式会社安部信男商店

193 九州・沖縄 天草石油株式会社

194 九州・沖縄 株式会社井尻ガス

195 九州・沖縄 和泉プロパン住宅設備有限会社

196 九州・沖縄 井上商工株式会社

197 九州・沖縄 イワタニ鹿児島株式会社

198 九州・沖縄 宇島瓦斯株式会社

199 九州・沖縄 宇都宮ガス有限会社

200 九州・沖縄 株式会社エネサンス九州

201 九州・沖縄 大分ガスエネルギー株式会社

202 九州・沖縄 大分県米穀卸株式会社

203 九州・沖縄 大島石油株式会社

204 九州・沖縄 宜野湾ガス株式会社

205 九州・沖縄 株式会社　協同サービス

206 九州・沖縄 株式会社共栄

207 九州・沖縄 有限会社　具志頭給油所

208 九州・沖縄 熊本石油株式会社

209 九州・沖縄 くらてガス株式会社

210 九州・沖縄 西部ガスエネルギー株式会社

211 九州・沖縄 西部瓦斯佐世保株式会社

212 九州・沖縄 西部瓦斯長崎株式会社

213 九州・沖縄 サンエス設備機器株式会社

214 九州・沖縄 株式会社柴田産業

215 九州・沖縄 株式会社城北



令和3年度 石油ガス流通合理化構造改善推進事業費補助金交付決定先一覧

地域 申請者　法人名

216 九州・沖縄 末吉ガス株式会社

217 九州・沖縄 株式会社タイプロ

218 九州・沖縄 㐧一マルヰガス株式会社

219 九州・沖縄 大協瓦斯株式会社

220 九州・沖縄 株式会社大謝名商事

221 九州・沖縄 高松産業株式会社

222 九州・沖縄 有限会社武田プロパン瓦斯

223 九州・沖縄 中央ガス工業株式会社

224 九州・沖縄 株式会社ツバメガス鹿児島

225 九州・沖縄 株式会社ツバメガス北九州

226 九州・沖縄 株式会社ツバメガス長崎

227 九州・沖縄 株式会社ツバメガスフロンティア

228 九州・沖縄 株式会社ツバメガス福岡

229 九州・沖縄 株式会社ツバメガス宮崎

230 九州・沖縄 株式会社　ツバメガス山口

231 九州・沖縄 テックホームガス株式会社

232 九州・沖縄 東洋瓦斯株式会社

233 九州・沖縄 株式会社友栄

234 九州・沖縄 南国殖産株式会社

235 九州・沖縄 二豊ガス株式会社

236 九州・沖縄 ひまわりガス株式会社

237 九州・沖縄 福友ガス株式会社

238 九州・沖縄 北部江藤産業株式会社

239 九州・沖縄 有限会社　前田商会

240 九州・沖縄 株式会社マルヰガス中部

241 九州・沖縄 株式会社マルヰガス名護

242 九州・沖縄 八幡液化ガス株式会社

243 九州・沖縄 八女食糧販売株式会社

244 九州・沖縄 吉武産業株式会社

245 九州・沖縄 吉田商事株式会社

246 九州・沖縄 株式会社吉本商事

247 九州・沖縄 有限会社若山商店

以上、8月31日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

採択数

434件

247件(247件全てが事業区分1)


