
旧一般ガスみなしガス小売事業者

事業者名 住所 電話番号
東京ガス株式会社 東京都港区海岸1-5-20

愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18 052-802-1234（お客さまセンター）
西部ガス株式会社 福岡県福岡市博多区千代1-17-1 092-633-2239
東部ガス株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町7-1 03-3662-4611
北海道ガス株式会社 北海道札幌市中央区大通西７-3-1エムズ大通 011-231-9511
旭川ガス株式会社 北海道旭川市四条通16-左6 0166-23-4151
釧路ガス株式会社 北海道釧路市寿4-1-2 0154-22-8101
室蘭ガス株式会社 北海道室蘭市日の出町2-44-1 0143-44-3156
帯広ガス株式会社 北海道帯広市西九条南8-5 0155-24-4200
苫小牧ガス株式会社 北海道苫小牧市末広町2-10-19 0144-32-5381
滝川ガス株式会社 北海道滝川市新町3-11-5 0125-23-3510
岩見沢ガス株式会社 北海道岩見沢市二条西16-1 0126-22-2158
美唄ガス株式会社 北海道美唄市大通東一条南3-1-31 0126-62-1122
湖東ガス株式会社 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字下斉藤田64 018-877-2226
のしろエネルギーサービス株式会社 秋田県能代市万町11-21 0185-52-5030
青森ガス株式会社 青森県青森市港町3-6-33 017-741-7421
八戸ガス株式会社 青森県八戸市沼館3-6-48 0178-43-3165
弘前ガス株式会社 青森県弘前市大字松ヶ枝1-2-1 0172-27-9100
十和田ガス株式会社 青森県十和田市大字赤沼字下平577 0176-23-3591
五所川原ガス株式会社 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻611 0173-34-3432
黒石ガス株式会社 青森県黒石市八甲74-1 0172-52-2131
盛岡ガス株式会社 岩手県盛岡市上田2-19-56 019-653-1241
釜石ガス株式会社 岩手県釜石市鈴子町147-5 0193-22-3535
水沢ガス株式会社 岩手県奥州市水沢区山崎町14-16 0197-24-4151
一関ガス株式会社 岩手県一関市三関字日照40-1 0191-23-3417
花巻ガス株式会社 岩手県花巻市材木町17-37 0198-22-3633
塩釜ガス株式会社 宮城県塩釜市港町1-5-17 022-362-5191
石巻ガス株式会社 宮城県石巻市明神町2-3-48 0225-22-1500
古川ガス株式会社 宮城県大崎市古川若葉町2-14-1 0229-23-1100
仙南ガス株式会社 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-5-27 0224-55-4141
山形ガス株式会社 山形県山形市白山3-1-31 023-623-0085
鶴岡ガス株式会社 山形県鶴岡市鳥居町15-22 0235-25-0011
酒田天然ガス株式会社 山形県酒田市東両羽町4-5 0234-24-4111
寒河江ガス株式会社 山形県寒河江市大字寒河江字石田24 0237-86-2333
新庄都市ガス株式会社 山形県新庄市千門町12-9 0233-22-4044
庄内中部ガス株式会社 山形県東田川郡三川町大字横山字畑田139-2 0235-66-3115
福島ガス株式会社 福島県福島市矢剣町4-35 024-534-2176
常磐共同ガス株式会社 福島県いわき市常磐湯本町日渡74-7 0246-43-3148
常磐都市ガス株式会社 福島県茨城県水戸市大町3-2-5 ＭＳＫ水戸大町ビル2Ｆ、

いわき市勿来町窪田町通2-59（勿来事業所）
029-225-3435、
0246-64-7363（勿来事業所）

若松ガス株式会社 福島県会津若松市千石町4-16 0242-28-1311
相馬ガス株式会社 福島県南相馬市原町区青葉町2-3 0244-22-4101
東北ガス株式会社 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字向原50 0248-27-1188
青梅ガス株式会社 東京都青梅市新町8-8-13 0428-31-8111
武陽ガス株式会社 東京都福生市本町17-1 042-551-1621
昭島ガス株式会社 東京都昭島市もくせいの杜1-1-1 042-546-1111
東部液化石油株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町7-1 03-3661-4729
足利ガス株式会社 栃木県足利市錦町27-1 0284-41-7191
佐野ガス株式会社 栃木県佐野市久保町243 0283-22-6262
栃木ガス株式会社 栃木県栃木市城内町2-2-23 0282-22-2939
北日本ガス株式会社 栃木県小山市花垣町2-11-22 0285-22-3318
鬼怒川ガス株式会社 栃木県日光市鬼怒川温泉滝7 0288-77-1160
桐生ガス株式会社 群馬県桐生市仲町3-6-32 0277-44-8141
館林ガス株式会社 群馬県館林市新宿1-2-1 0276-72-4434
伊勢崎ガス株式会社 群馬県伊勢崎市日乃出町108 0270-25-4520
沼田ガス株式会社 群馬県沼田市材木町1291-1 0278-22-4451
太田都市ガス株式会社 群馬県太田市浜町17-4 0276-45-4161
渋川ガス株式会社 群馬県渋川市渋川1092-1 0279-23-5501
武州ガス株式会社 埼玉県川越市田町32-12 049-241-9000
埼玉ガス株式会社 埼玉県深谷市伊勢方395-1 048-571-1335
秩父ガス株式会社 埼玉県秩父市上町3-6-20 0494-22-2134
東彩ガス株式会社 埼玉県越谷市越ヶ谷1-14-1 048-962-1382
大東ガス株式会社 049-259-1111
西武ガス株式会社 埼玉県飯能市双柳373-15 042-973-2768
本庄ガス株式会社 埼玉県本庄市早稲田の杜1-5-20 0495-24-2341
武蔵野ガス株式会社 埼玉県狭山市入間川1-16-30、 049-294-0227

新日本ガス株式会社 埼玉県北本市古市場1-5 048-592-2411
鷲宮ガス株式会社 埼玉県久喜市上内1005 0480-58-1301
日高都市ガス株式会社 埼玉県日高市下鹿山473 042-989-4041
幸手都市ガス株式会社 埼玉県幸手市大字上吉羽字天神74 0480-42-4311
入間ガス株式会社 埼玉県入間市扇台1-5-25 04-2964-1571
坂戸ガス株式会社 埼玉県坂戸市末広町3-5 049-284-9000
松栄ガス株式会社 埼玉県東松山市小松原町17-9 0493-23-7151
伊奈都市ガス株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町西小針6-64 048-728-4161
堀川産業株式会社 埼玉県草加市住吉1-13-10 048-925-1141
フジオックス株式会社 東京都荒川区西日暮里1-19-9 03-3891-6291
京葉ガス株式会社 千葉県市川市市川南2-8-8 047-361-0211
大多喜ガス株式会社 千葉県茂原市茂原661 0475-24-0010
銚子ガス株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町、銚子市内浜町16037-1（銚子営業所） 03-3662-4611、

0479-22-2420（銚子営業所）
房州ガス株式会社 千葉県館山市館山1365 0470-22-2251
野田ガス株式会社 千葉県野田市宮崎36 04-7125-0101
東日本ガス株式会社

京和ガス株式会社 千葉県流山市江戸川台東1-254 04-7155-1500
総武ガス株式会社 千葉県旭市ニの5941 0479-63-1000
日本瓦斯株式会社 東京都渋谷区代々木4-31-8 03-5308-2111
小田原ガス株式会社 神奈川県小田原市扇町1-30-13 0465-34-6101
秦野ガス株式会社 神奈川県秦野市室町2-11 0463-81-1616
厚木ガス株式会社 神奈川県厚木市旭町4-15-33 046-228-3211
湯河原ガス株式会社 0465-63-1601
北陸ガス株式会社 新潟県新潟市中央区東大通1-2-23 025-245-2211
新発田ガス株式会社 新潟県新発田市豊町1-4-23 0254-22-4181
越後天然ガス株式会社 新潟県新潟市秋葉区新津4516 0250-24-2171
蒲原ガス株式会社 新潟県新潟市西蒲区巻甲4111 0256-72-3337
佐渡ガス株式会社 新潟県佐渡市春日183 0259-27-3631

0570-002-211（ナビダイヤル）、
03-5722-0111（お客さまセンター）(PHS・IP電話用)

神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1-13-11

千葉県我孫子市下ヶ戸608-1、
茨城県取手市井野32（事務連絡先）

04-7182-4175、
0297-72-3165（事務連絡先）

埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081-1

東邦ガス株式会社
大阪ガス株式会社 大阪府大阪市中央区平野町4-1-2 06-6202-3928

03-3481-2071東京都渋谷区元代々木町33-8角栄ガス株式会社



旧一般ガスみなしガス小売事業者

事業者名 住所 電話番号
栄ガス消費生活協同組合 新潟県三条市帯織2677-1 0256-45-2049
白根ガス株式会社 新潟県燕市水道町4-2-4 0256-61-7511
吉田ガス株式会社 山梨県富士吉田市下吉田6-5-1 0555-22-2161
東京ガス山梨株式会社 山梨県甲府市北口3-1-12 055-253-1341
松本ガス株式会社 長野県松本市渚2-7-9 0263-25-6060
上田ガス株式会社 長野県上田市天神4-29-3 0268-22-0454
諏訪ガス株式会社 長野県諏訪市小和田南17-5 0266-52-2511
大町ガス株式会社 長野県大町市大町4729 0261-22-3111
信州ガス株式会社 長野県飯田市箕瀬町3-2700 0265-22-3808
長野都市ガス株式会社 長野県長野市鶴賀1017 026-268-0531
静岡ガス株式会社 静岡県静岡市駿河区八幡1-5-38 054-284-4141
熱海ガス株式会社 静岡県熱海市春日町16-53 0557-83-2141
伊東ガス株式会社 静岡県伊東市湯川543 0557-37-0061
御殿場ガス株式会社 静岡県御殿場市川島田600 0550-82-0876
東海ガス株式会社 静岡県藤枝市青木2-29-1 054-647-7151
島田ガス株式会社 静岡県島田市横井4-16-32 0547-36-3900
下田ガス株式会社 静岡県下田市中467 0558-22-1321
中遠ガス株式会社 静岡県掛川市中央1-18-1 0537-23-2211
袋井ガス株式会社 静岡県袋井市高尾1940-1 0538-42-8410

犬山ガス株式会社 愛知県犬山市大字犬山字中野2 0568-61-0002
津島ガス株式会社 愛知県津島市錦町2番地 0567-28-1331
大垣ガス株式会社 岐阜県大垣市寺内町3-67 0584-78-9131
上野都市ガス株式会社 三重県伊賀市上野茅町2706 0595-21-3611
名張近鉄ガス株式会社 三重県名張市桔梗が丘1番町1街区5-1 0595-65-2311
日本海ガス株式会社 富山県富山市城北町2-36 076-441-1811
高岡ガス株式会社 富山県高岡市内免2-1-43 0766-22-0709
小松ガス株式会社 石川県小松市沖町125-1 0761-22-0515
河内長野ガス株式会社 大阪府河内長野市昭栄町14-31 0721-53-3561
敦賀ガス株式会社 福井県敦賀市津内町1-14-2 0770-22-0840
越前エネライン株式会社 福井県越前市家久町第118号10番2 0778-21-2700
甲賀協同ガス株式会社 滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘12 0748-62-0914
丹後ガス株式会社 京都府舞鶴市字森大田野493 0773-62-2606
株式会社長田野ガスセンター 京都府福知山市長田野町2-19 0773-27-0689
福知山都市ガス株式会社 京都府福知山市字奥野部6-8 0773-22-5750
洲本ガス株式会社 兵庫県洲本市物部3-2-83 0799-22-4424
伊丹産業株式会社 兵庫県伊丹市中央5-5-10、

西脇市郷瀬町487-1（西脇都市ガス事業所）
072-783-0001、
0795-22-8000（西脇都市ガス事業所）

篠山都市ガス株式会社 兵庫県篠山市東新町121-2 079-552-7070
豊岡エネルギー株式会社 兵庫県豊岡市三坂町6-57 0796-23-2221
大和ガス株式会社 奈良県大和高田市旭南町8-36 0745-22-6221
桜井ガス株式会社 奈良県桜井市大字谷8-1 0744-42-2991
五条ガス株式会社 奈良県五條市野原中5-6-21 0747-22-3344
株式会社大武 奈良県香芝市西真美1-2-3 0745-78-1111
新宮ガス株式会社 和歌山県新宮市あけぼの5-50 0735-21-6431
広島ガス株式会社 広島県広島市南区皆実町2-7-1 082-251-2151
福山ガス株式会社 広島県福山市南手城町2-26-1 084-931-3111
因の島ガス株式会社 広島県尾道市因島田熊町5037 0845-22-2222
鳥取ガス株式会社 鳥取県鳥取市五反田町6 0857-28-8811
米子ガス株式会社 鳥取県米子市旗ヶ崎2200 0859-23-0111
出雲ガス株式会社 島根県出雲市上塩冶町2388-1 0853-21-0267
浜田ガス株式会社 島根県浜田市熱田町2135-7 0855-26-1010
津山ガス株式会社 岡山県津山市林田町92 0868-22-7211
岡山ガス株式会社 岡山県岡山市中区桜橋2-1-1 086-272-3111
水島ガス株式会社 岡山県倉敷市水島福崎町3-30 086-444-8141
山口合同ガス株式会社 山口県下関市本町3-1-1 083-223-2115
四国ガス株式会社 愛媛県今治市南大門町2-2-4 0898-32-4500
大牟田ガス株式会社 福岡県大牟田市泉町4-5 0944-53-1021
西日本ガス株式会社 福岡県柳川市新外町89-2 0944-74-1414
筑紫ガス株式会社 福岡県筑紫野市紫2-12-10 092-923-3111
直方ガス株式会社 福岡県直方市新町3-3-10 0949-22-2496
飯塚ガス株式会社 福岡県飯塚市横田677-2 0948-22-8646
高松ガス株式会社 福岡県北九州市八幡西区浅川台3-20-11 093-692-7082
久留米ガス株式会社 福岡県久留米市東櫛原町1089 0942-36-2601
唐津ガス株式会社 佐賀県唐津市神田2329 0955-72-3121
伊万里ガス株式会社 佐賀県伊万里市二里町大里甲2250 0955-23-4191
鳥栖ガス株式会社 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜2465 0942-82-4788
佐賀ガス株式会社 佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕1996 0952-30-6161
九州ガス株式会社 長崎県諫早市幸町1-23 0957-22-3322
小浜ガス株式会社 長崎県雲仙市小浜町南本町262 0957-75-0236
第一ガス株式会社 長崎県長崎市深堀町1-161-38 095-871-3616
天草ガス株式会社 熊本県天草市港町18-6 0969-23-2027
山鹿都市ガス株式会社 熊本県山鹿市古閑783-3 0968-44-6311
大分ガス株式会社 大分県別府市北的ケ浜町5-25 0977-24-2111
株式会社エコア 福岡県福岡市博多区冷泉町4-20 092-282-8900
宮崎ガス株式会社 宮崎県宮崎市阿波岐原町野間311-1 0985-39-3911
日本ガス株式会社 鹿児島県鹿児島市中央町8-2 099-255-1181
南日本ガス株式会社 鹿児島県薩摩川内市大小路町3447 0996-22-7111
阿久根ガス株式会社 鹿児島県阿久根市大丸町90-20 0996-72-1008
南海ガス株式会社 鹿児島県奄美市名瀬幸町8-6 0997-52-3511
加治木ガス株式会社 鹿児島県姶良市加治木町港町131 0995-63-3151
出水ガス株式会社 鹿児島県出水市緑町50-15 0996-62-0631
国分隼人ガス株式会社 鹿児島県霧島市隼人町真孝499 0995-43-6543
沖縄ガス株式会社 沖縄県那覇市西3-13-2 098-863-7730
長万部町水道ガス課 北海道山越郡長万部町字長万部453-1 01377-2-2862
仙台市ガス局 宮城県仙台市宮城野区幸町5-13-1 022-256-2111
気仙沼市ガス水道部 宮城県気仙沼市幸町1-1-26 0226-22-7090
にかほ市ガス水道局 秋田県にかほ市平沢字舟橋4 0184-37-3131
由利本荘市ガス水道局 秋田県由利本荘市表尾崎町5 0184-22-4375
男鹿市企業局 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1、

男鹿市角間崎字家ノ下452（事務連絡先）
0185-46-4102

庄内町企業課 山形県東田川郡庄内町余目字滑石1-1 0234-42-0184
下仁田町ガス水道課 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682 0274-82-2111
東金市建設経済部ガス課 千葉県東金市東上宿26-4 0475-52-2408
習志野市企業局 千葉県習志野市藤崎1-1-13 047-475-3321
白子町ガス事業所 千葉県長生郡白子町五井419-1 0475-33-3530
大網白里市ガス事業課 千葉県大網白里市仏島72 0475-72-1131
九十九里町ガス課 千葉県山武郡九十九里町片貝3313-2 0475-76-6176
長南町事業課ガス事業室 千葉県長生郡長南町長南2110 0475-46-3401

中部ガス株式会社 愛知県豊橋市駅前大通1-55サーラタワー 0532-51-1212



旧一般ガスみなしガス小売事業者

事業者名 住所 電話番号
上越市ガス水道局 新潟県上越市木田1-1-3 025-522-5518
柏崎市ガス水道局 新潟県柏崎市鏡町1-11 0257-22-4111
見附市ガス上下水道局 新潟県見附市昭和町2-1-1 0258-62-1700
妙高市ガス上下水道局 新潟県妙高市大字関山1200-1 0255-72-3566
小千谷市ガス水道局 新潟県小千谷市千谷川1-13-1 0258-82-4115
魚沼市ガス水道局 新潟県魚沼市小出島788 025-792-1118
糸魚川市ガス水道局 新潟県糸魚川市一の宮1-3-5 025-552-1540
金沢市企業局 石川県金沢市広岡3-3-30 076-220-2611
福井市企業局 福井県福井市大手3-13-1 0776-20-5615
大津市企業局 滋賀県大津市御陵町3-1 077-528-2601
松江市ガス局 島根県松江市平成町182-42 0852-21-0011


