
（第３種郵便物認可） プロパン・ブタンニュース ２０２１年（令和３年）３月１５日（月曜日） （６）
鳥取県
№ 会社・事業者名　 所在地 規模 用途
１ 日ノ丸産業湖山瓦斯基地 鳥取市五反田1 15×1 充、オート
２ エネルギーセンター鳥取 鳥取市五反田2 50×2、１×2 中核充
３ 山陰酸素工業鳥取支店 鳥取市叶108－1 30×1、20×1 充、オート
４ 鳥取ガス産業エネトピア鳥取エコ・ステーション 鳥取市幸町143 20×1 オート
５ 日交商事鳥取営業所 鳥取市雲山285 30×1 オート
６ ホームエネルギー山陰鳥取センター 鳥取市湖山町東3－32 20×2 充
７ 伊藤忠エネクスホームライフ西日本倉吉製造所 倉吉市上井町1－60－2 20×2 充
８ 全農鳥取県本部　燃料センター／倉吉検査所 倉吉市清谷町2－136 30×2、20×1、１×１ 充、再検査所
９ ホームエネルギー山陰倉吉センター 倉吉市伊木210 20×1 充
10 日ノ丸産業倉吉支店倉吉給油所オートガススタンド 倉吉市宮川町183 3×1(バルク） オート
11 湊屋石油オートガススタンド 倉吉市河北町178 10×1 オート
12 東伯ガス産業 東伯郡琴浦町徳万731 20×1 充、オート
13 国森石油店　 東伯郡琴浦町茶山2002 10×1 充
14 米子ＬＰガスセンター 米子市二本木藪之後427－1 20×2 充
15 ホームエネルギー山陰米子センター 米子市蚊屋256－1 20×1、15×1 中核充
16 山陰ＬＰガス共同ターミナル 米子市旗ヶ崎2146 50×2 充
17 山陰酸素工業米子支店 米子市旗ヶ崎2202－1 60×3、30×2 充、オート
18 大陽日酸エネルギー中四国支社山陰支店 米子市昭和町11 20×1 オート
19 堀田石油境港ＬＰＧ充填所 境港市中野ふ頭用地 15×2 充
20 山陰酸素工業境港営業所 境港市昭和町11－15 3×2(バルク） オート

島根県
№ 会社・事業者名　 所在地 規模 用途
１ 島前ガス 隠岐郡西ノ島町大字美田1986－20 60×2 充、オート
２ 隠岐エネルギー 隠岐郡隠岐の島町飯田有田27－11 60×2 充、オート
３ 広島ガスエナジー　安来充てん所 安来市黒井田町731 30×1、15×1、0.5×2 充、オート
４ 山陰酸素工業安来支店 安来市安来町1054－1 60×3、50×２、20×１ 充
５ さんそ容器検査所 安来市亀島町2‐ 1 2.9×2 充、再検査所
６ 日交商事 松江市東朝日町269－11 20×2 充、オート
７ ちゅうせき松江営業所 松江市川原町288－1 20×1、10×1 充、オート
８ イワタニ山陰松江支店 松江市学園2－16－37 6×2 充、オート
９ 橋本産業松江営業所 松江市八幡町字灘大土手外796－18 30×1 充
10 荒木燃料 松江市八幡町字灘大土手外796－33 15×2 充
11 エルピーガスセンター松江 松江市東長江町902－43 30×2 充
12 山陰酸素工業松江ＬＰガススタンド 松江市平成町182－29 3×2(バルク） オート
13 ＪＡしまね雲南地区本部ＬＰガスセンター 雲南市木次町山方231－31 30×1 充
14 山陰酸素工業雲南支店 雲南市木次町里方1079－6 20×1、3×1 充、オート
15 井谷明盛堂 雲南市木次町新市３６４ 0.5×1 充、オート
16 島根県エルピーガス事業協同組合容器検査所 雲南市加茂町岩倉48－3 0.5×2 充、再検査所
17 ＪＡしまね斐川地区本部ＬＰガスセンター 出雲市斐川町福富844 20×1、15×1 充、オート
18 ＪＡしまねいずも地区本部ＬＰガスセンター 出雲市高松町字三作675－1 20×1 充
19 山陰酸素工業出雲支店 出雲市長浜町457－8 60×1 中核充
20 松江石油出雲営業所 出雲市今市町1186－3 20×1 充
21 森田産業 出雲市白枝町238 19×1 充
22 瀧川産業容器検査所 出雲市大津町648－1 0.5×2 充、再検査所
23 ホームエネルギー山陰平田ターミナル 出雲市小津町1319－1 300×4 中核充
24 イワタニ山陰出雲支店 出雲市駅南町3‐ 11 ‐ 3 2.9×2 オート
25 岩谷産業平田ＬＰＧターミナル 出雲市小津町1319－1 300×4 2次基地
26 イワタニ島根大田LPGセンター 大田市静間町1053 20×1、15×1 充
27 松江石油大田営業所 大田市大田町大田イ690－1 2.5×1 オート
28 ＪＡしまねおおち地区本部ＬＰＧセンター 邑智郡邑南町井原1413－1 30×1 充、オート
29 伊藤忠エネクスホームライフ西日本石見営業所 江津市都野津町2276 20×1、7×1 中核充、オート
30 イワタニ島根江津支店 江津市渡津町978－8 0.98×1 オート
31 イワタニ島根浜田ＬＰＧセンター 浜田市下府町327－142 20×2 充、オート
32 浜田ＬＰガス容器検査所 浜田市熱田町1457 0.5×2 充、再検査所
33 浜田ガス 浜田市熱田町2135－7 20×2 オート
34 イワタニ島根益田支店 益田市あけぼの東町10－1 20×2 充、オート
35 新光プロパン瓦斯西益田支店 益田市神田町ロ537 20×1 充
36 石見ガスセンター 益田市遠田町1954 15×1、10×1 充、オート
37 新光プロパン瓦斯 鹿足郡吉賀町朝倉1451－1 15×1 充

山口県①
№ 会社・事業者名　 所在地 規模 用途
１ 西日本液化ガス萩支店 萩市大字椿326－1 20×2 充、オート
２ イワタニ山陽萩営業所 萩市大字椿字立川2322 30×1、15×1 充、オート
３ 服部産業萩充填工場 萩市大字川上字下亀瀬1547－1 15×1 充
４ 大工燃料工業所長門充填所 長門市東深川1856－1 20×1 充、オート
５ 大隈石油ＬＰガス充填所 長門市仙崎堤尻295－1 10×1 充、オート
６ 藤井物産油谷充てん工場 長門市油谷久富字松崎48－3 15×1 充、オート
７ 河村商店 美祢市大嶺町東分字前田416－1 15×1 充、オート
８ 小竹 美祢市伊佐町伊佐4951－2 0.5×4 オート
９ 西日本液化ガス下関支店 下関市長府扇町3－30 50×2 充
10 西日本液化ガス下関支店黒門オートガススタンド 下関市長府浜浦町33－18 10×1 オート
11 藤井物産 下関市長府野久留米町6－41 15×1、2.9×1、0.5×2 充、オート、再検査所
12 藤井物産下関オートガススタンド 下関市武久町2－14－8 7×1 オート
13 藤井物産幡生オートガススタンド 下関市幡生本町20－16－1 3.3×1 オート
14 藤井物産小月オートガススタンド 下関市王喜本町4－20 2.9×1 オート
15 エルピーガス下関 下関市長府松小田東町2－47 20×1、10×1 充
16 岸石油瓦斯武久高圧ガス製造所 下関市武久町2－13－9 10×1 充
17 ヤマサンガス下関営業所 下関市彦島老町3－1－25 15×2 充、オート
18 小野田液化石油ガス 山陽小野田市大字東高泊1561 20×1、2.5×1 中核充、オート、再検査所
19 エネックスＬＰＧ容器検査センター 山陽小野田市大字小野田入道石1135－106 再検査所
20 西部石油山口製油所 山陽小野田市西沖5 製油所、生産基地
21 高山石油ガス宇部支店 宇部市神原町2－6－68 10×1、0.5×1 充、再検査所
22 ヤマサンガス宇部ターミナル 宇部市大字妻崎開作1849－8 40×2、2.9×1、0.5×1 中核充、再検査所
23 ヤマサンガス宇部オートガスセンター 宇部市相生町7－30 7×1 オート
24 山口・アポロガス宇部営業所 宇部市南浜町1－1－1 20×1、10×1 充、オート
25 中央ガス協同組合 宇部市神原町2－8－52 15×2 充
26 エネックス 宇部市大字東須恵3861－2 20×2、5×1 中核充、オート
27 美保産業山口工場 宇部市大字山中字甲石700－7 再検査所
28 山口・アポロガス山口営業所 山口市旭通り2－9－63 15×1 充、オート
29 ヤマサンガス山口ガスターミナル 山口市吉敷下東3－5-1 20×1、15×1 中核充、オート
30 西日本液化ガス防府支店山口充填所 山口市大内御堀字中中村1705 20×1 充
31 全農エネルギー山口ＬＰガスセンター 山口市佐山字産業団地南1200－1 30×2 充
32 ホームエネルギー山陽山口センター 山口市佐山字村山747－6 30×2 中核充、オート
33 高山石油ガス小郡充填所 山口市小郡上郷2296－45 20×1 充、オート
34 三友新田分室 防府市大字新田字西中の町166 20×1、15×1、2.9×1 中核充、オート、再検査所
35 高山石油ガス防府充填所 防府市大字植松字土手附72 20×1 充、オート
36 西日本液化ガス周南支店徳山営業所 周南市久米字鳥越1140－4 15×1 オート

山口県②
№ 会社・事業者名　 所在地 規模 用途
37 南陽プロパン 周南市桶川町6－11 15×1 充
38 出光興産徳山事業所 周南市新宮町1－1 生産基地
39 高山石油ガス 下松市大字平田111 20×2、15×1 充、オート
40 高山石油ガス容器検査所 下松市大字西豊井汐見町1383 再検査所
41 山田日之出ガス 下松市大字平田550－2 20×1 充
42 ホームエネルギー山陽下松センター 下松市望町5－1－1 20×1、15×1 充
43 西日本液化ガス周南支店 下松市葉山2－904－9 50×2、2.9×1 充、再検査所
44 山口合同ガス徳山支店光センター 光市光が丘4－8 3×2 オート
45 晃和興産 熊毛郡平生町横割598－1 15×1 充
46 高山石油ガス柳井充填所 柳井市余田2329 15×1 充、オート
47 三和ガス 柳井市南町2－3－8 10×1 充、オート
48 小松物産 大島郡周防大島町大字小松開作字友貞1015－9 10×1 充、オート
49 ＥＮＥＯＳグローブエナジー岩国支店 岩国市装束町5－3－30 12.5×2、5×1、0.5×1 充、オート、再検査所
50 岩洋商事 岩国市室ノ木町1－9－16 10×1 充
51 高山石油ガス岩国充填所 岩国市関戸字大内迫口747－1 15×1 充
52 伊藤忠エネクスホームライフ西日本岩国ガスセンター 岩国市周東町上久原字下田308－3 20×2 中核充
53 ＥＮＥＯＳグローブエナジー岩国オートガスステーション 岩国市車町2－14－26 7×1 オート
54 大陽日酸ガス＆ウェルディング山口支店 玖珂郡和木町関ヶ浜字道夕原1193 20×1、15×1 充
55 ＥＮＥＯＳ麻里布製油所 玖珂郡和木町和木6－1－1 製油所、生産基地

広島県①
№ 会社・事業者名　 所在地 規模 用途
１ ガスセンター広島廿日市営業所 廿日市市木材港北9－20 30×2 オート
２ エルピーネット広島西 廿日市市木材港北9－20 50×2、1×1、0.5×1 充
３ 食協西部容器検査所 廿日市市木材港北9－20 再検査所
４ 中国三愛ガスサプライ広島事業所 広島市佐伯区八幡1－29－6 10×2 充、オート
５ サーンエネクス広島ガスセンター 広島市西区商工センター 8－4－21 19×1、15×1 充
６ 広島エルピータクシー事業協同組合 広島市西区福島町2－26－22 35×1 オート
７ サンオート・広島ガスプロパン皆実町ＬＰＧスタンド 広島市南区皆実町１-10-18 20×2 オート
８ ガスセンター広島出島オートガススタンド 広島市南区出島2－21－8 17×1 オート
９ 日の丸産業ＬＰガス充てん所 広島市南区上東雲町18－35 30×2、20×1 中核充、オート
10 広島エルピーガスターミナル 広島市南区月見町2244－18 500×1、300×1、30×1 ２次基地、充
11 広島県個人タクシーオートガススタンド 広島市南区仁保2－3－20 15×1 オート
12 槇原プロパン商会広島支店 広島市南区宇品海岸3－5－33 30×2、23×1 充、オート
13 大野石油店ＬＰＧ事業所 広島市中区西白島町22－15 10×1 オート
14 全農広島県本部広島ＬＰガス充填所 広島市安佐北区安佐町大字飯室字国丸2800－1 20×2 充
15 日本ホームガス安佐センター 広島市安佐北区安佐町大字久地字堀切山563－6 30×2、2×1、1×1 充、再検査所
16 可部ガス販売 広島市安佐北区可部南1－4－35 20×1、10×1 充、オート
17 ＥＮＥＯＳ広島ガスターミナル 広島市南区月見町2244－16 500×1、500×1 ２次基地
18 広島ガスプロパン広島ＬＰＧ物流センター 安芸郡海田町明神町2－118 400×2、50×2、2×1、1×1 充、オート
19 広島ガス廿日市工場海田基地 安芸郡海田町明神町2－118 1000×2、1500×1、990×1 ２次基地
20 広島瓦斯販売千代田充填所 山県郡北広島町大字有田935 15×1、10×1、2.9×1 充、オート、再検査所
21 エコライフ 安芸高田市吉田町大字常友669 20×1、10×1、0.5×1 充、オート、再検査所
22 大陽日酸エネルギー中四国支社呉支店 呉市広白岳6－1－26 20×1、15×1 充
23 正和液化呉ＬＰＧスタンド 呉市中央1－6－13 15×1 オート
24 中国ガス機器 呉市音戸町田原1－12－6 15×1、7×1 充
25 高圧ガス工業広島工場 呉市安浦町三津口4－2－12 20×1、15×1 充
26 大崎下島ガス 呉市豊町久比63 10×1 充
27 中国工業呉第二工場容器検査所 呉市広名田1－5－5 再検査所
28 小畠商店 江田島市能美町中町4216 20×1、0.5×2 充、再検査所
29 ヒラタコーポレーション江田島工場 江田島市江田島町江南1－2－8 20×1、10×1、0.5×2 充、オート、再検査所
30 久野島産業 竹原市下野町字東上条2794－29 20×1 中核充
31 大崎瓦斯 豊田郡大崎上島町東野4147－3 20×2 充
32 ホームエネルギー山陽東広島センター 東広島市西条町吉行東2－2－36 20×2 充
33 ＥＮＥＯＳグローブエナジー東広島営業所 東広島市黒瀬町大字宗近柳国88－1 20×1 充
34 食協東広島オートガススタンド 東広島市西条町中央4－2－13 17×1 オート
35 六郷容器検査所 東広島市八本松町大字原10883－36 再検査所
36 伊藤忠エネクスホームライフ西日本空港オートガススタンド 東広島市河内町入野字龍王山1169－1 3×2 オート
37 三保産業広島工場 東広島市河内町入野字獅子伏山1297－93 2.9×1、1×1 充、再検査所
38 松田ガスＬＰガス工場 東広島市安芸津町大字風早3170 20×2 充
39 槇原プロパン商会槇原ガスセンター 三次市四拾貫町110－1 30×3、20×1、0.5×2 充、オート、再検査所
40 全農広島県本部三次ＬＰガス充填所 三次市十日市西6－8－33 20×2 充
41 広島ガスプロパン三次ＬＰガススタンド 三次市東酒屋町1424－１ 10×1 オート
42 長岡商事ＬＰガス充てん所 庄原市是松町5020－40 20×2、0.5×1 充、オート
43 広島ガス住設ガスセンター 庄原市東城町新福代3 15×2、0.5×1 充、オート、再検査所
44 伊藤忠エネクスホームライフ西日本世羅オートガススタンド 世羅郡世羅町大字西神崎堀戸788－2 3×2 オート
45 伊藤忠エネクスホームライフ西日本備後ガスセンター 三原市木原町4－19－1 20×1、10×2 充、オート
46 伊藤忠エネクスホームライフ西日本三原中央オートガススタンド 三原市皆実2－5－13 2.9×2 オート
47 全農広島県本部三原ＬＰガス充填所 三原市新倉町2－5－1 20×1、10×1 充
48 広川エナス尾道支店ガス住設グループ 尾道市古浜町2－53 10×1 充、オート
49 青木プロパン充填工場 尾道市向島町2038－1 20×1、10×1 充、オート
50 因の島ガス本社工場 尾道市因島中庄町西浦2010 20×1、15×1 中核充、オート
51 因の島ガス棚子山プロパン基地 尾道市因島重井町通り谷5378 15×1 充
52 瀬戸田燃料 尾道市瀬戸田町大字中野字脇下30－3 20×1 充、オート
53 ホームエネルギー山陽福山センター 福山市瀬戸町大字山北字宮ノ後513 20×2 中核充
54 アストモスリテイリング中国カンパニー野上営業所 福山市野上町3－1－36 10×1 オート
55 信菱液化ガス福山充てん所 福山市南本庄1－6－1 15×2 充、オート
56 信菱液化ガス神辺工場 福山市神辺町大字河北1528 20×2、0.5×2 充、オート、再検査所
57 協同瓦斯ＬＰガス充てん基地 福山市一文字町3－2 30×1、20×2 充

広島県②
№ 会社・事業者名　 所在地 規模 用途
58 中国三愛ガスサプライ福山事業所 福山市新浜2－1－28 20×2 充
59 アストモスガスセンター広島福山営業所 福山市御幸町大字中津原字廿軒屋1703－1 20×2 充
60 藤井商事福山工場 福山市箕沖町105－3 15×2、10×3 充
61 ガスエナジーヤブタ福山北充填所 福山市千田町千田3-56-31 20×1、10×1 充
62 広島ガスプロパン尾道供給センター 福山市高西町2－2－30 10×1 オート
63 広島ガスプロパン福山ＬＰＧ物流センター 福山市千田町千田4－12－20 50×2、20×1、2×1、1×1 充、オート
64 ツネイシＣバリューズ福山ＬＰＧスタンド 福山市南本庄1－12－26 10×1 オート
65 アサヒ商事アサヒオートガススタンド 福山市東川口町1－4－33 2.9×4 オート
66 三和興産容器検査所 福山市大門町津之下3013 再検査所
67 広島県東部プロパンガス協同組合 府中市中須町1233－2 15×2 充、オート
68 旭ガス協業組合 府中市本山町530－131 20×1 充
69 赤木プロパン商会 府中市上下町字上下字深江横山86-2 20×1、0.5×1 充、再検査所

岡山県
№ 会社・事業者名　 所在地 規模 用途
１ 浅野産業井原事業所 井原市芳井町梶江11 20×1、15×1 中核充、オート
２ マスヒラガス 笠岡市笠岡3127－1 15×1、10×1 充、オート
３ 阪本熊治郎商店 笠岡市東大戸字平4466－1 10×2 充
４ 上野油業里庄工場 浅口市里庄町浜中837－2 30×2、10×1 充、オート、再検査所
５ 備中ガス 小田郡矢掛町小田6485 20×2、0.9×1 充、再検査所
６ 矢掛マルヰ 小田郡矢掛町矢掛1871－1 20×1 充
７ 赤澤屋燃料センター 倉敷市玉島阿賀崎1－5－5 10×1 充、オート
８ 上野油業玉島営業所 倉敷市玉島八島1302 30×1、10×1 充、オート
９ 難波プロパン 倉敷市玉島八島1868 15×1、10×1 充、オート
10 浅野産業倉敷事業所 倉敷市水島川崎通1－1－7 20×2 中核充、オート
11 サンセキ児島充填所 倉敷市福江1308－1 20×3、0.9×1 充、オート、再検査所
12 サーンガス共和 倉敷市中島字中新田3 20×1、15×1 充、オート
13 はまだや 倉敷市児島通生1267－1 20×2、10×1、0.9×1 充、オート、再検査所
14 倉敷液化ガス 倉敷市四十瀬45－1 10×2 充
15 三備管工水島工場 倉敷市南畝3－10－19 0.5×1 充、再検査所
16 水島高圧瓦斯 倉敷市南畝3－10－20 15×2 充、オート
17 水島ガス 倉敷市中畝1－1－1 20×2、15×1 中核充、オート
18 倉敷ガス工業 倉敷市連島町鶴新田2652－1 30×1、0.5×1 充、再検査所
19 ＥＮＥＯＳ水島製油所 倉敷市潮通2－1、倉敷市水島海岸通り4－2 製油所、生産基地
20 日鉱液化ガス水島輸入基地 倉敷市潮通2－1 輸入基地
21 浅野産業玉野事業所 玉野市玉原3－20－6 15×2 中核充、オート
22 玉野興産 玉野市宇野1－41－1 15×1、10×1 充、オート
23 はまだや玉野工場 玉野市田井1－6－3 10×1 充
24 高圧ガス工業岡山工場 玉野市田井4－38－6 15×1 充
25 ライフォス玉野工場 玉野市槌ヶ原1289 20×1、10×1、0.5×1 充
26 山陽ガス 岡山市東区上道北方211 20×1、15×1、13×1、1×1 中核充、オート、再検査所
27 ライフォス東岡山工場 岡山市東区鉄145 22×1 充
28 ホームエネルギー山陽岡山センター 岡山市南区豊浜町3－34 20×2 充
29 両備エネシス豊浜ガス事業所 岡山市南区豊浜町11－46 15×2 充、オート
30 浅野産業岡山総合事業所 岡山市南区豊浜町13－58 20×3、11×1、0.5×3 中核充、オート、再検査所
31 エルピーガス販売 岡山市南区浦安本町53 20×2 充
32 岡山ガスエネルギー 岡山市南区築港栄町7－27 15×2、3×2、1×2 充、オート
33 岡山エルピージーセンター 岡山市南区妹尾2860－1 50×1、20×1 充
34 横山石油 岡山市南区海岸通り2－5－22 30×2、1×1 中核充
35 伊丹産業岡山工場 岡山市南区海岸通り2－7－11 22×1 中核充、オート
36 山陽ガス倉敷営業所 岡山市南区曽根377 ‐ 5 オート
37 浅野産業平和町オートガス事業所 岡山市北区平和町8－29 8×1 オート
38 浅野産業流通センターＬＰガススタンド 岡山市北区大内田761－1 1×2（バルク） オート、再検査所
39 大和マルヰガス 岡山市北区中撫川14 20×2 中核充
40 大和酸素 岡山市北区中撫川14 再検査所
41 田中実業岡山営業所 岡山市北区平野825 20×1、10×1 充
42 山陽オートガス 岡山市北区東島田町1－1－2 7×1 オート
43 両備エネシス大元LPガススタンド 岡山市北区西古松326 ‐ 101 オート
44 永燃東岡山工場 岡山市中区神下429－2 20×2、0.5×1 中核充、オート
45 角藤田 総社市真壁1546 15×1 充
46 角藤田総社吉備路オートガススタンド 総社市三須26－1 1.1×2 オート
47 備北液化ガス販売 高梁市段町749 15×1、10×1 充、オート
48 田中実業新見営業所 新見市正田270 15×1 充、オート
49 伊丹産業新見工場 新見市新見315－1 20×1 充
50 浅野産業真庭事業所 真庭市開田381 20×1、10×1、0.5×1 充、オート
51 田中実業真庭営業所 真庭市勝山779－1 10×2 充
52 東真産業勝山充填所 真庭市横部328 15×2 充
53 ガスタ松原 真庭市久世2398－7 0.5×2 充、再検査所
54 田中実業津山営業所 津山市川崎1940 15×2、0.5×1 充
55 ホームエネルギー山陽津山センター 津山市川崎1965－1 20×1 充
56 セキサン 津山市林田町8－1 20×1、10×2 充、オート
57 木村ガス商事 津山市福田601 30×2、0.9×1 充
58 ツチダ産業高野支店 津山市高野山西2103 20×1、15×1 充、再検査所
59 伊丹産業津山工場 勝田郡勝央町黒坂485－1 20×2 中核充、オート
60 セキサン勝英支店 勝田郡勝央町小矢田17－2 0.5×2 オート
61 中・四国エア・ウォーター 備前市香登西787 15×1、10×1 充、再検査所
62 橋本石油店 備前市東片上1154－2 15×1、10×2 充、オート
63 吉延石油 備前市閑谷持手川南1753 20×1 充


