
 

 

を通じて

料

まな

 

憶を記録

む

 

 

 

周年

蓄積

フル
 

 石油化学新聞社（

を通じて長年にわたる

料を活かして

まな出版物の

 昭和 20 年代に始まったＬＰガス産業は平成、令和と

憶を記録にとどめ

む一方で、書籍やパンフレットなど

 業界随一の

 

 

本 社 〒

大阪支社 〒
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仙台支局 〒

名古屋支局 〒

広島支局 〒

福岡支局 〒

周年史

蓄積された豊富な報道資料

フル活用して

石油化学新聞社（プロパン・ブタンニュース

長年にわたる業界の

て、これまで

の制作を多数

年代に始まったＬＰガス産業は平成、令和と

にとどめ未来へ

一方で、書籍やパンフレットなど

業界随一の制作実績を誇る弊社のノウハウをご活用いただき、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

〒101-0032 東京都千代田区岩本町２－４－

〒541-0047 大阪市中央区淡路町３－２－８（トーア紡第２ビル）

〒060-0807 札幌市北区北７条西２－６（

〒980-0014 仙台市青葉区本町１－２－

〒450-0001 名古屋市中村区那古野１－

〒730-0012 広島市中区上八丁堀７－１（ハイオス広島）

〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町３－

史や記録誌、

た豊富な報道資料

して、企画から

プロパン・ブタンニュース

業界の足跡をつづってきました。

これまでにも業界団体

を多数手掛けてき

年代に始まったＬＰガス産業は平成、令和と

へ伝えていくことは

一方で、書籍やパンフレットなど

実績を誇る弊社のノウハウをご活用いただき、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

株式会社

東京都千代田区岩本町２－４－

大阪市中央区淡路町３－２－８（トーア紡第２ビル）

札幌市北区北７条西２－６（

仙台市青葉区本町１－２－

名古屋市中村区那古野１－

広島市中区上八丁堀７－１（ハイオス広島）

福岡市博多区中洲中島町３－

記録誌、

た豊富な報道資料

企画から

プロパン・ブタンニュース）

をつづってきました。

団体や企業など

きました。 

年代に始まったＬＰガス産業は平成、令和と

ていくことは、貴重な

一方で、書籍やパンフレットなど紙媒体の実用性、

実績を誇る弊社のノウハウをご活用いただき、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 石油化学新聞社

東京都千代田区岩本町２－４－

大阪市中央区淡路町３－２－８（トーア紡第２ビル）

札幌市北区北７条西２－６（

仙台市青葉区本町１－２－20

名古屋市中村区那古野１－38

広島市中区上八丁堀７－１（ハイオス広島）

福岡市博多区中洲中島町３－

記録誌、ＰＲ

 

 

た豊富な報道資料

企画から納本

プロパン・ブタンニュース）はＬＰガス専門紙として

をつづってきました。業界紙のパイオニアとして

などの周年史や

年代に始まったＬＰガス産業は平成、令和と長い

貴重な資料を残す

実用性、ニーズ

実績を誇る弊社のノウハウをご活用いただき、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

石油化学新聞社

東京都千代田区岩本町２－４－10（小田急神田岩本町ビル

大阪市中央区淡路町３－２－８（トーア紡第２ビル）

札幌市北区北７条西２－６（37山京ビル405

20（ＫＤＸ仙台ビル）

38－１（星光桜通ビル）

広島市中区上八丁堀７－１（ハイオス広島）

福岡市博多区中洲中島町３－10（福岡県消防会館）

 

ＰＲパンフレット

た豊富な報道資料や取材

納本までサポートします

はＬＰガス専門紙として

業界紙のパイオニアとして

や自伝、記録誌、ＰＲパンフレット

長い歴史を刻んできました

を残す価値ある事業です

ニーズは今後も継続していくことでしょう。

実績を誇る弊社のノウハウをご活用いただき、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

石油化学新聞社 プロパン・ブタンニュース

（小田急神田岩本町ビル

大阪市中央区淡路町３－２－８（トーア紡第２ビル）     

405号）        

（ＫＤＸ仙台ビル）    

－１（星光桜通ビル）       

広島市中区上八丁堀７－１（ハイオス広島）          

（福岡県消防会館）      

パンフレット

取材ネットワーク

サポートします

はＬＰガス専門紙として、草創期から今日

業界紙のパイオニアとして

自伝、記録誌、ＰＲパンフレット

んできました。先人の

ある事業です。

は今後も継続していくことでしょう。

実績を誇る弊社のノウハウをご活用いただき、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

プロパン・ブタンニュース

（小田急神田岩本町ビル) TEL03(5833)8840

    TEL06(6231)8036

     TEL011(726)8908

      TEL022(227)0685

      TEL052(566)2290

      TEL082(227)4501

    TEL092(271)2708

パンフレット等

ネットワーク

サポートします

、草創期から今日まで新聞報道

業界紙のパイオニアとして積み重ねてきた記録

自伝、記録誌、ＰＲパンフレット

。先人の歩ん

。また、デジタル化が進

は今後も継続していくことでしょう。

実績を誇る弊社のノウハウをご活用いただき、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

プロパン・ブタンニュース

) TEL03(5833)8840 FAX03(5833)8841

TEL06(6231)8036 FAX06(6231)8039

TEL011(726)8908 FAX011(726)8909

TEL022(227)0685 FAX022(224)7485

TEL052(566)2290 FAX052(566)2291

TEL082(227)4501 FAX082(228)2373

TEL092(271)2708 FAX092(271)2878

等 

ネットワークを 

サポートします。 

まで新聞報道

積み重ねてきた記録資

自伝、記録誌、ＰＲパンフレットなどさまざ

歩んだ足跡や記

また、デジタル化が進

は今後も継続していくことでしょう。 

実績を誇る弊社のノウハウをご活用いただき、ご用命賜りますようお願い申し上げます。
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【団体史】

＜中央団体＞

工業会、

＜都道府県協会＞

会、福井県協会、三重県協会、岐阜県協会、

会、徳島県協会、高知県協会、福岡県協会、東京都スタンド協会

【社史】

新日本石油ガス（現ＥＮＥＯＳグローブ）、盛岡ガス燃料、北日本ガス、

邦液化燃料（現東邦液化ガス）、

協同ガス、

【自伝】

『堀川産業回顧録』

契り』

【ＰＲ誌、記録誌など】

『ＡＣＵ

会）、

【機関

『東液協レポート』

【ＰＲ

『ＬＰガスＧＨＰ導入で学校施設の空調推進』『体育館に

全国ＬＰガス協会）、

心！ＬＰガス』『ＬＰガスで南海地震に備えよう』

例集』

『おかげさまで

給を考える』

 

★

【

ＥＮＥＯＳグローブ／広報誌『エルピコニュース』連載「ＬＰＧアーカイブ

日本ＬＰガス協会／

全国ＬＰガス保安共済事業団／広報誌『ＬＰガス

【団体史】 

＜中央団体＞

工業会、日本ガスメーター工業会、日本液化石油ガス協議会

＜都道府県協会＞

会、福井県協会、三重県協会、岐阜県協会、

会、徳島県協会、高知県協会、福岡県協会、東京都スタンド協会

【社史】 

新日本石油ガス（現ＥＮＥＯＳグローブ）、盛岡ガス燃料、北日本ガス、

邦液化燃料（現東邦液化ガス）、

協同ガス、広島ガスプロパン、

【自伝】 

『堀川産業回顧録』

契り』（平本商事）

【ＰＲ誌、記録誌など】

『ＡＣＵ24 達成記念号』

会）、『平成 28

【機関誌】 

『東液協レポート』

【ＰＲ・周年

『ＬＰガスＧＨＰ導入で学校施設の空調推進』『体育館に

全国ＬＰガス協会）、

心！ＬＰガス』『ＬＰガスで南海地震に備えよう』

例集』（エルピーガス振興センター）、

『おかげさまで

給を考える』（全国地域婦人団体連絡協議会）

 

★弊社取材ネットワーク

【取材・原稿執筆

ＥＮＥＯＳグローブ／広報誌『エルピコニュース』連載「ＬＰＧアーカイブ

日本ＬＰガス協会／

全国ＬＰガス保安共済事業団／広報誌『ＬＰガス

＜中央団体＞ 日本ＬＰガス協会、全国ＬＰガス協会、日本コミュニティーガス協会、

日本ガスメーター工業会、日本液化石油ガス協議会

＜都道府県協会＞ 青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

会、福井県協会、三重県協会、岐阜県協会、

会、徳島県協会、高知県協会、福岡県協会、東京都スタンド協会

新日本石油ガス（現ＥＮＥＯＳグローブ）、盛岡ガス燃料、北日本ガス、

邦液化燃料（現東邦液化ガス）、

広島ガスプロパン、

『堀川産業回顧録』（堀川産業）、

（平本商事）、『想いでの記

【ＰＲ誌、記録誌など】 

達成記念号』（伊丹産業）、

28 年熊本地震の記録』

『東液協レポート』（東北液化石油ガス保安協議会）

・周年パンフレット

『ＬＰガスＧＨＰ導入で学校施設の空調推進』『体育館に

全国ＬＰガス協会）、『災害にも強いＬＰガス！

心！ＬＰガス』『ＬＰガスで南海地震に備えよう』

（エルピーガス振興センター）、

『おかげさまで 50th Anniversary

（全国地域婦人団体連絡協議会）

ネットワークを

取材・原稿執筆】 

ＥＮＥＯＳグローブ／広報誌『エルピコニュース』連載「ＬＰＧアーカイブ

日本ＬＰガス協会／ホームページ

全国ＬＰガス保安共済事業団／広報誌『ＬＰガス

日本ＬＰガス協会、全国ＬＰガス協会、日本コミュニティーガス協会、

日本ガスメーター工業会、日本液化石油ガス協議会

青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

会、福井県協会、三重県協会、岐阜県協会、

会、徳島県協会、高知県協会、福岡県協会、東京都スタンド協会

新日本石油ガス（現ＥＮＥＯＳグローブ）、盛岡ガス燃料、北日本ガス、

邦液化燃料（現東邦液化ガス）、ヤマサ總業、

広島ガスプロパン、コーアガス日本、伊藤工機（現Ｉ・Ｔ・Ｏ）、ガス檢

（堀川産業）、『夢を追いかけて

『想いでの記 髙井隆市自伝』（新日本ガス）、

 

（伊丹産業）、

年熊本地震の記録』（熊本県ＬＰガス協会）

（東北液化石油ガス保安協議会）

パンフレットなど】 

『ＬＰガスＧＨＰ導入で学校施設の空調推進』『体育館に

『災害にも強いＬＰガス！

心！ＬＰガス』『ＬＰガスで南海地震に備えよう』

（エルピーガス振興センター）、『ＧＨＰの歩み―ヤンマー

50th Anniversary』（Ｔ＆Ｄリース）、

（全国地域婦人団体連絡協議会）

を活用した各種

ＥＮＥＯＳグローブ／広報誌『エルピコニュース』連載「ＬＰＧアーカイブ

ホームページ掲載ＧＨＰ・燃転事例（弊紙記事リライト）

全国ＬＰガス保安共済事業団／広報誌『ＬＰガス

■主な制作実績
※平成元年（

日本ＬＰガス協会、全国ＬＰガス協会、日本コミュニティーガス協会、

日本ガスメーター工業会、日本液化石油ガス協議会

青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

会、福井県協会、三重県協会、岐阜県協会、京都府協会、

会、徳島県協会、高知県協会、福岡県協会、東京都スタンド協会

新日本石油ガス（現ＥＮＥＯＳグローブ）、盛岡ガス燃料、北日本ガス、

ヤマサ總業、新日本ガス、

コーアガス日本、伊藤工機（現Ｉ・Ｔ・Ｏ）、ガス檢

『夢を追いかけて

髙井隆市自伝』（新日本ガス）、

（伊丹産業）、『ふくしまの絆

（熊本県ＬＰガス協会）

（東北液化石油ガス保安協議会）

『ＬＰガスＧＨＰ導入で学校施設の空調推進』『体育館に

『災害にも強いＬＰガス！ ＬＰガス導入事例集』

心！ＬＰガス』『ＬＰガスで南海地震に備えよう』

『ＧＨＰの歩み―ヤンマー

』（Ｔ＆Ｄリース）、

（全国地域婦人団体連絡協議会） 

各種原稿作成のご注文も

ＥＮＥＯＳグローブ／広報誌『エルピコニュース』連載「ＬＰＧアーカイブ

掲載ＧＨＰ・燃転事例（弊紙記事リライト）

全国ＬＰガス保安共済事業団／広報誌『ＬＰガス 

 

■主な制作実績
平成元年（1989 年）

日本ＬＰガス協会、全国ＬＰガス協会、日本コミュニティーガス協会、

日本ガスメーター工業会、日本液化石油ガス協議会 

青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

京都府協会、和歌山県協会、岡山県協会、広島県協会、島根県協

会、徳島県協会、高知県協会、福岡県協会、東京都スタンド協会

新日本石油ガス（現ＥＮＥＯＳグローブ）、盛岡ガス燃料、北日本ガス、

新日本ガス、北酸、

コーアガス日本、伊藤工機（現Ｉ・Ｔ・Ｏ）、ガス檢

『夢を追いかけて 河原勇自伝－わがプロパン人生－』

髙井隆市自伝』（新日本ガス）、

『ふくしまの絆 東日本大震災と福島県業界の記録』

（熊本県ＬＰガス協会） 

（東北液化石油ガス保安協議会）、『全Ｌ協ニュース』

『ＬＰガスＧＨＰ導入で学校施設の空調推進』『体育館に、ＬＰガスの空

ＬＰガス導入事例集』

心！ＬＰガス』『ＬＰガスで南海地震に備えよう』（以上、高知県ＬＰガス協会）、

『ＧＨＰの歩み―ヤンマー

』（Ｔ＆Ｄリース）、『地域防災と婦人会・女性会の活動＆災害時のＬＰガス供

のご注文もいただいて

ＥＮＥＯＳグローブ／広報誌『エルピコニュース』連載「ＬＰＧアーカイブ

掲載ＧＨＰ・燃転事例（弊紙記事リライト）

 事業団広報』連載「

■主な制作実績■ 
年）以降 

日本ＬＰガス協会、全国ＬＰガス協会、日本コミュニティーガス協会、

 

青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

和歌山県協会、岡山県協会、広島県協会、島根県協

会、徳島県協会、高知県協会、福岡県協会、東京都スタンド協会 

新日本石油ガス（現ＥＮＥＯＳグローブ）、盛岡ガス燃料、北日本ガス、ニチガス、

北酸、大丸工業（現大丸エナウィン）、

コーアガス日本、伊藤工機（現Ｉ・Ｔ・Ｏ）、ガス檢

河原勇自伝－わがプロパン人生－』

髙井隆市自伝』（新日本ガス）、『和の心

東日本大震災と福島県業界の記録』

、『全Ｌ協ニュース』（全国ＬＰガス協会）

ＬＰガスの空調設備を。』

ＬＰガス導入事例集』（全国ＬＰガス協会）、

（以上、高知県ＬＰガス協会）、

『ＧＨＰの歩み―ヤンマー100 周年記念』

『地域防災と婦人会・女性会の活動＆災害時のＬＰガス供

いただいております

ＥＮＥＯＳグローブ／広報誌『エルピコニュース』連載「ＬＰＧアーカイブ

掲載ＧＨＰ・燃転事例（弊紙記事リライト）

事業団広報』連載「ＬＰガス

日本ＬＰガス協会、全国ＬＰガス協会、日本コミュニティーガス協会、

青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

和歌山県協会、岡山県協会、広島県協会、島根県協

ニチガス、堀川産業、

大丸工業（現大丸エナウィン）、

コーアガス日本、伊藤工機（現Ｉ・Ｔ・Ｏ）、ガス檢 

河原勇自伝－わがプロパン人生－』

『和の心 北嶋政次を語る』

東日本大震災と福島県業界の記録』

（全国ＬＰガス協会）

調設備を。』（以上、日本ＬＰガス協会・

（全国ＬＰガス協会）、

（以上、高知県ＬＰガス協会）、『ＬＰガス災害バルク導入事

周年記念』（ヤンマーエネルギーシステム）、

『地域防災と婦人会・女性会の活動＆災害時のＬＰガス供

おります。 

ＥＮＥＯＳグローブ／広報誌『エルピコニュース』連載「ＬＰＧアーカイブ 知られざるモノ・コト物語」

掲載ＧＨＰ・燃転事例（弊紙記事リライト） 

ＬＰガス保安優良事業者を訪ねて」

日本ＬＰガス協会、全国ＬＰガス協会、日本コミュニティーガス協会、日本ＬＰガス供給機器

青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

和歌山県協会、岡山県協会、広島県協会、島根県協

堀川産業、ＴＯＫＡＩ、東

大丸工業（現大丸エナウィン）、加古川ガス、

 

河原勇自伝－わがプロパン人生－』（河原実業）、

北嶋政次を語る』（伊丹産業）

東日本大震災と福島県業界の記録』（福島県ＬＰガス協

（全国ＬＰガス協会） 

（以上、日本ＬＰガス協会・

（全国ＬＰガス協会）、『備えて安

『ＬＰガス災害バルク導入事

（ヤンマーエネルギーシステム）、

『地域防災と婦人会・女性会の活動＆災害時のＬＰガス供

知られざるモノ・コト物語」

保安優良事業者を訪ねて」

日本ＬＰガス供給機器

青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

和歌山県協会、岡山県協会、広島県協会、島根県協

ＴＯＫＡＩ、東

加古川ガス、

（河原実業）、『鴛鴦の

（伊丹産業） 

（福島県ＬＰガス協

（以上、日本ＬＰガス協会・

『備えて安 

『ＬＰガス災害バルク導入事

（ヤンマーエネルギーシステム）、

『地域防災と婦人会・女性会の活動＆災害時のＬＰガス供

知られざるモノ・コト物語」 

保安優良事業者を訪ねて」 

日本ＬＰガス供給機器

青森県協会、宮城県協会、福島県協会、群馬県協会、埼玉県協会、東京都協会、千葉県協

和歌山県協会、岡山県協会、広島県協会、島根県協

ＴＯＫＡＩ、東

加古川ガス、

『鴛鴦の

（福島県ＬＰガス協

（以上、日本ＬＰガス協会・

『ＬＰガス災害バルク導入事

（ヤンマーエネルギーシステム）、

『地域防災と婦人会・女性会の活動＆災害時のＬＰガス供


