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主なお問い合わせ先
いすゞ 自動車 0120-119-113お客様相談センター

自動車メーカー※

エッチ・ケー・エス（HKS）

アネブル

三菱自動車ロジテクノ

0544-29-1107

048-557-2386

072-669-5770

改造メーカー※ 充填機メーカー

東京支社東京営業部
大阪営業部

03-5679-6910
072-361-9500

ブルックハルトジャパン

関東機械センター

お客様相談センター

営業部

サービス営業部

0120-35-0275

03-3253-8751

加地テック

豊田自動織機
トヨタL&Fカンパニー

フォークリフトメーカー他

※ガス容器（燃料タンク）の交換については自動車メーカーまたは改造メーカーへお問合せください

※ガス容器（燃料タンク）の交換については自動車メーカーまたは改造メーカーへお問合せください

開発部

行田事業所　NGVグループ

車両事業部　大阪特装課

045-264-6310

ノヴァ 営業技術 0463-53-0140



差 額通常車両価格
天然ガス自動車価格

ベース車

差額の

国が負担
トラック協会の助成金
自治体の補助金

1/3～1/2

お客さま負担
の差額

補助制度
による

減額
全日本

トラック協会

環境省事業
国土交通省・

経済産業省連携

環境配慮型先進トラック・バス
導入加速事業補 業事助 天然ガス自動車の普及を

補助制度により促進しています

国 策政の
天然ガス自動車は国の重要な
政策に位置づけられています

補　助　額

申請・問合せ

対象事業者

対 象 車 両

2022年度予算

ガソリン等の不足に備え、電気自動車、CNG 燃料自動車、LPG 燃料自動車・船舶、LNG燃料自動車・船舶など、
輸送用燃料タイプの多様化、分散化を図る。

物流産業における主要なCO₂排出源となっているトラ
ックをはじめ、各輸送モードや倉庫等の物流拠点の低
炭素化・脱炭素化に向けた取組、CNG・LNG・水
素等のエネルギーへの転換を促進する。

地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画です。
5年ぶりに改訂された地球温暖化対策計画は、新たな2030年度目標※の裏付
けとなる対策・施策を記載して新目標実現への道筋を描いています。
※日本は、2030年度において、温室効果ガス46％削減（2013年度比）を目指すこと、さらに

50％の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。

トラック輸送についても一層の効
率化を推進する。このため、（中
略）大型CNGトラック等車両の
大型化（中略）を推進する。

■ 地球温暖化対策計画
2021年10月　閣議決定

総合物流施策大綱とは、政府における物流施策等の指針を
示すもので、「我が国の経済成長と国民生活を持続的に支
える『強い物流』を構築していく」ことを目指すものです。

■ 総合物流施策大綱（2021-2025）
2021年6月　閣議決定

国土強靭化基本計画は、強靭な国づくりの総合的かつ
計画的な推進を図るための指針として、国土強靭化基本
法に基づき政府が策定するものです。

■ 国土強靭化基本計画
2018年12月 閣議決定

◆国土強靭化の推進方針（交通・物流）

◆新技術等を活用した物流の低炭素化・脱炭素化
事業用のバス・トラック・タクシー等への次世代自動
車※の普及促進を図る。

この長期戦略は、パリ協定の規定に基づき策定するもので、
2050年カーボンニュートラルに向けた基本的考え方、ビジ
ョン等を示すものです。

■ パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略
2021年10月　閣議決定

◆電動車等を活用した交通・物流サービスの推進

◆低炭素物流の推進

トラック運送事業者

価格差※2の1/2
※2：標準的燃費基準の車両との差額

公益財団法人 日本自動車輸送技術協会

1,000百万円

※これに加えて、各地方トラック協会からの助成もあり

※電動車（電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグイ
ンハイブリッド自動車（PHV）、ハイブリッド自動車（HV））のほか、
クリーンディーゼル自動車、CNG自動車等を含む。

天然ガストラック（車両総重量１２ｔ超で、高速走行を
主体とした使用方法により概ね１０％以上のＣＯ₂削減が
可能なもの※1）
※1：2015年度燃費基準適合大型ディーゼル車との比較

災害時の強靭性向上に資する天然ガス
利用設備導入支援事業補助金

補　助　率

対象事業者

申請・問合せ

対 象 事 業

2022年度予算

一般社団法人 都市ガス振興センター

690百万円
天然ガスステーションの設備を有する事業者
中型天然ガス自動車への燃料供給に対応できる既設天
然ガスステーションの設備（中圧ガス導管でガス供給
を受け、ガス圧縮機の合計能力が250m³/h以上、年
間4万m³以上の天然ガスの供給量があること、等）
設備費（増設・更新）、整備費の1/2以内（但し、整
備費の対象はガス圧縮機に限る）

環境対応車導入
促進助成事業

助　成　額

申請・問合せ

対象事業者

対 象 車 両

トラック協会会員

〈2トン、4トンクラス※〉
新車:通常車両価格との差額の1/6  改造:10万円

〈25トンクラス〉新車:100万円
※原則として国の補助金を併用することが条件

各都道府県トラック協会／公益社団法人 全日本トラック協会

車両総重量2.5トン超の天然ガストラック
（新車、使用過程にあるディーゼル車からの改造）

国土交通省
事業

経済産業省
事業

地域交通のグリーン化に向けた
次世代自動車普及促進事業

補　助　率

申請・問合せ

対象事業者

対 象 車 両

2022年度予算 運送事業者

新車：通常車両との差額の1/3以内
改造：改造費の1/3以内

各地域の運輸局、運輸支局

392百万円

天然ガストラック、バス

2 3



差 額通常車両価格
天然ガス自動車価格

ベース車

差額の

国が負担
トラック協会の助成金
自治体の補助金

1/3～1/2

お客さま負担
の差額

補助制度
による

減額
全日本

トラック協会

環境省事業
国土交通省・

経済産業省連携

環境配慮型先進トラック・バス
導入加速事業補 業事助 天然ガス自動車の普及を

補助制度により促進しています

国 策政の
天然ガス自動車は国の重要な
政策に位置づけられています

補　助　額

申請・問合せ

対象事業者

対 象 車 両

2022年度予算

ガソリン等の不足に備え、電気自動車、CNG 燃料自動車、LPG 燃料自動車・船舶、LNG燃料自動車・船舶など、
輸送用燃料タイプの多様化、分散化を図る。

物流産業における主要なCO₂排出源となっているトラ
ックをはじめ、各輸送モードや倉庫等の物流拠点の低
炭素化・脱炭素化に向けた取組、CNG・LNG・水
素等のエネルギーへの転換を促進する。

地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画です。
5年ぶりに改訂された地球温暖化対策計画は、新たな2030年度目標※の裏付
けとなる対策・施策を記載して新目標実現への道筋を描いています。
※日本は、2030年度において、温室効果ガス46％削減（2013年度比）を目指すこと、さらに

50％の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。

トラック輸送についても一層の効
率化を推進する。このため、（中
略）大型CNGトラック等車両の
大型化（中略）を推進する。

■ 地球温暖化対策計画
2021年10月　閣議決定

総合物流施策大綱とは、政府における物流施策等の指針を
示すもので、「我が国の経済成長と国民生活を持続的に支
える『強い物流』を構築していく」ことを目指すものです。

■ 総合物流施策大綱（2021-2025）
2021年6月　閣議決定

国土強靭化基本計画は、強靭な国づくりの総合的かつ
計画的な推進を図るための指針として、国土強靭化基本
法に基づき政府が策定するものです。

■ 国土強靭化基本計画
2018年12月 閣議決定

◆国土強靭化の推進方針（交通・物流）

◆新技術等を活用した物流の低炭素化・脱炭素化
事業用のバス・トラック・タクシー等への次世代自動
車※の普及促進を図る。

この長期戦略は、パリ協定の規定に基づき策定するもので、
2050年カーボンニュートラルに向けた基本的考え方、ビジ
ョン等を示すものです。

■ パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略
2021年10月　閣議決定

◆電動車等を活用した交通・物流サービスの推進

◆低炭素物流の推進

トラック運送事業者

価格差※2の1/2
※2：標準的燃費基準の車両との差額

公益財団法人 日本自動車輸送技術協会

1,000百万円

※これに加えて、各地方トラック協会からの助成もあり

※電動車（電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグイ
ンハイブリッド自動車（PHV）、ハイブリッド自動車（HV））のほか、
クリーンディーゼル自動車、CNG自動車等を含む。

天然ガストラック（車両総重量１２ｔ超で、高速走行を
主体とした使用方法により概ね１０％以上のＣＯ₂削減が
可能なもの※1）
※1：2015年度燃費基準適合大型ディーゼル車との比較

災害時の強靭性向上に資する天然ガス
利用設備導入支援事業補助金

補　助　率

対象事業者

申請・問合せ

対 象 事 業

2022年度予算

一般社団法人 都市ガス振興センター

690百万円
天然ガスステーションの設備を有する事業者
中型天然ガス自動車への燃料供給に対応できる既設天
然ガスステーションの設備（中圧ガス導管でガス供給
を受け、ガス圧縮機の合計能力が250m³/h以上、年
間4万m³以上の天然ガスの供給量があること、等）
設備費（増設・更新）、整備費の1/2以内（但し、整
備費の対象はガス圧縮機に限る）

環境対応車導入
促進助成事業

助　成　額

申請・問合せ

対象事業者

対 象 車 両

トラック協会会員

〈2トン、4トンクラス※〉
新車:通常車両価格との差額の1/6  改造:10万円

〈25トンクラス〉新車:100万円
※原則として国の補助金を併用することが条件

各都道府県トラック協会／公益社団法人 全日本トラック協会

車両総重量2.5トン超の天然ガストラック
（新車、使用過程にあるディーゼル車からの改造）

国土交通省
事業

経済産業省
事業

地域交通のグリーン化に向けた
次世代自動車普及促進事業

補　助　率

申請・問合せ

対象事業者

対 象 車 両

2022年度予算 運送事業者

新車：通常車両との差額の1/3以内
改造：改造費の1/3以内

各地域の運輸局、運輸支局

392百万円

天然ガストラック、バス

2 3



天然ガス自動車ラインナップ

大型トラック

駆動方式＝8×4
ギガ╱いすゞ 自動車 15t

トラック
ギガ

いすゞ 自動車
6×2

11,800
2,490
3,730
15,000

2
9,839

243［330］/1,800
1,390［142］/1,200-1,400

約600
高速

1,080（約216N㎥）

１充填走行※ 距離 〈km〉
モード

 車種 
 車名
 メーカー名
 駆動方式
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 総排気量 〈cc〉
 最高出力 〈kW［PS］/rpm〉
 最大トルク 〈N・m［kgf・m］/rpm〉

 燃料容器容量〈ℓ〉

トラック
ギガ

いすゞ 自動車
8×4

11,950
2,490
3,620
15,000

2
9,839

243［330］/1,800
1,390［142］/1,200-1,400

約500
高速

900（約180N㎥）
※１充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•トラック、バス、塵芥車のスペックは架装の一例です。
•トラック、塵芥車の　　　　　　　　　　  は、正確な最大積載量を示すものではありません。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

3t2t 3.5t1.9t1.7t 4t 15t

距離 〈km〉
モード

 車種 
 車名
 メーカー名
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 総排気量 〈cc〉
 最高出力 〈kW［PS］/rpm〉
 最大トルク 〈N・m［kgf・m］/rpm〉

 燃料容器容量〈ℓ〉

 その他

トラック
エルフ

いすゞ 自動車
6,475　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　5,150
2,195　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　1,890
3,180　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　2,820
3,000　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　1,900

3
4,570

96［130］/3,200
353［36.0］/1,400

約300～350　　　　　　　　　　　　　　　　　　約180～220
市街地

300（約60N㎥）　　　      　　　　　　　 　　　　 184（36.8N㎥）

※１充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•トラック、バス、塵芥車のスペックは架装の一例です。
•トラック、塵芥車の　　　　　　　　　　  は、正確な最大積載量を示すものではありません。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

１充填走行※

小型トラック

エルフ╱いすゞ 自動車

1.7t 1.9t 2t 3t 3.5t 4t

ロングのスペックの一例です。 ・ショート（標準）のスペックの一例です。
・上記は、普通免許対応車での一例です。

3t2t 3.5t1.9t1.7t 4t 15t

Natural Gas Vehicle
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•トラック、塵芥車の　　　　　　　　　　  は、正確な最大積載量を示すものではありません。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

１充填走行※

小型トラック

エルフ╱いすゞ 自動車

1.7t 1.9t 2t 3t 3.5t 4t

ロングのスペックの一例です。 ・ショート（標準）のスペックの一例です。
・上記は、普通免許対応車での一例です。

3t2t 3.5t1.9t1.7t 4t 15t

Natural Gas Vehicle
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ダイハツ ミライース
5BA-LA350S改

エッチ･ケー･エス（HKS）
２WD
3,395 
1,475 
1,500 

ー
2

658 
ー

36[49]/6,800
ー

57[5.8]/5,200
36.7(7.3N㎥）

28
180
700

ダイハツ ミライース
5BA-L350S改

アネブル
２WD
3,395 
1,475 
1,500 

ー
4

658 
ー

36[49]/6,800
ー

57[5.8]/5,200
26.4(5.3N㎥）

28
130
700

最高出力
〈kW［PS］/rpm〉

最大トルク
〈N・m［kgf・m］/rpm〉

燃料容器容量
〈ℓ〉

１充填走行距離※

〈ｋｍ〉

ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン

 車名 
 車両型式
 改造メーカー名
 駆動方式
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 エンジン総排気量 〈cc〉

※1充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•ガソリンの値はベース車メーカーのカタログ値。CNGの値は改造メーカーによる計測値。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

改造車（CNG・ガソリン併用車）の例

ダイハツ ミライース
╱エッチ・ケー・エス

ダイハツ ミライース
╱アネブル

塵芥車
エルフ塵芥車
いすゞ 自動車

5,295
1,845
2,300
2,000

3
4,570

96［130］/3,200
353［36.0］/1,400

約120～140
作業

184（36.8N㎥）

距離 〈km〉
モード

 車種 
 車名
 メーカー名
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 総排気量 〈cc〉
 最高出力 〈kW［PS］/rpm〉
 最大トルク 〈N・m［kgf・m］/rpm〉

 燃料容器容量〈ℓ〉
 その他 数値は2t車のスペック一例です。

※１充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•トラック、バス、塵芥車のスペックは架装の一例です。
•トラック、塵芥車の　　　　　　　　　　  は、正確な最大積載量を示すものではありません。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

１充填走行※

塵芥車

エルフ塵芥車╱いすゞ 自動車

2t 3t

3t2t 3.5t1.9t1.7t 4t 15t

Natural Gas Vehicle
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ダイハツ ミライース
5BA-LA350S改

エッチ･ケー･エス（HKS）
２WD
3,395 
1,475 
1,500 

ー
2

658 
ー

36[49]/6,800
ー

57[5.8]/5,200
36.7(7.3N㎥）

28
180
700

ダイハツ ミライース
5BA-L350S改

アネブル
２WD
3,395 
1,475 
1,500 

ー
4

658 
ー

36[49]/6,800
ー

57[5.8]/5,200
26.4(5.3N㎥）

28
130
700

最高出力
〈kW［PS］/rpm〉

最大トルク
〈N・m［kgf・m］/rpm〉

燃料容器容量
〈ℓ〉

１充填走行距離※

〈ｋｍ〉

ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン

 車名 
 車両型式
 改造メーカー名
 駆動方式
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 エンジン総排気量 〈cc〉

※1充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•ガソリンの値はベース車メーカーのカタログ値。CNGの値は改造メーカーによる計測値。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

改造車（CNG・ガソリン併用車）の例

ダイハツ ミライース
╱エッチ・ケー・エス

ダイハツ ミライース
╱アネブル

塵芥車
エルフ塵芥車
いすゞ 自動車

5,295
1,845
2,300
2,000

3
4,570

96［130］/3,200
353［36.0］/1,400

約120～140
作業

184（36.8N㎥）

距離 〈km〉
モード

 車種 
 車名
 メーカー名
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 総排気量 〈cc〉
 最高出力 〈kW［PS］/rpm〉
 最大トルク 〈N・m［kgf・m］/rpm〉

 燃料容器容量〈ℓ〉
 その他 数値は2t車のスペック一例です。

※１充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•トラック、バス、塵芥車のスペックは架装の一例です。
•トラック、塵芥車の　　　　　　　　　　  は、正確な最大積載量を示すものではありません。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

１充填走行※

塵芥車

エルフ塵芥車╱いすゞ 自動車

2t 3t

3t2t 3.5t1.9t1.7t 4t 15t

Natural Gas Vehicle
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3BE-NCP165V改
エッチ・ケー・エス（HKS）、ほか

4WD

1,530
300
2/4

76［103］/6,000

132［13.5］/4,400

150
790

5BE-NCP160V改
エッチ・ケー・エス（HKS）、アネブル、ほか

2WD

1,525
350
2/5

80［109］/6,000

136［13.9］/4,800

180
980

トヨタ プロボックス

エッチ・ケー・エス（HKS）製

4,245
1,690

1,496
ー

ー

47.4（9.5N㎥）
50

最高出力
〈kW［PS］/rpm〉

最大トルク
〈N・m［kgf・m］/rpm〉

燃料容器容量
〈ℓ〉

１充填走行距離※

〈ｋｍ〉

ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン

 車名 
 車両型式
 改造メーカー名
 改造キット
 駆動方式
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 エンジン総排気量 〈cc〉

※1充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•ガソリンの値はベース車メーカーのカタログ値。CNGの値は改造メーカーによる計測値。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

トヨタ ハイエース/レジアスエース
CBF-TRH200V改

エッチ･ケー･エス（HKS）
2WD
4,695
1,695
1,980
1,000

2/5・3・3/6・3/6/9
1,998

ー
100［136］/5,600

ー
182［18.6］/4,000

62（12.4N㎥）
70
120
720

三菱 ミニキャブバン
5BD-DS17V改

三菱自動車ロジテクノ
2WD　　　　　　　　　　　 4WD

3,395
1,475
1,895

350/250
2/4
658
ー

36［49］/6,200
ー

60［6.1］/4,000
約37（7.4N㎥）

37
140
700

最高出力
〈kW［PS］/rpm〉

最大トルク
〈N・m［kgf・m］/rpm〉

燃料容器容量
〈ℓ〉

１充填走行距離※

〈ｋｍ〉

ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン

 車名 
 車両型式
 改造メーカー名
 駆動方式
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 エンジン総排気量 〈cc〉

※1充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•ガソリンの値はベース車メーカーのカタログ値。CNGの値は改造メーカーによる計測値。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

トヨタ プロボックス
／エッチ･ケー･エス

トヨタ プロボックス
／アネブル

三菱 ミニキャブバン
╱三菱自動車ロジテクノ

トヨタ ハイエース
╱エッチ・ケー・エス

改造車（CNG・ガソリン併用車）の例改造車（CNG・ガソリン併用車）の例
Natural Gas VehicleNatural Gas Vehicle
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3BE-NCP165V改
エッチ・ケー・エス（HKS）、ほか

4WD

1,530
300
2/4

76［103］/6,000

132［13.5］/4,400

150
790

5BE-NCP160V改
エッチ・ケー・エス（HKS）、アネブル、ほか

2WD

1,525
350
2/5

80［109］/6,000

136［13.9］/4,800

180
980

トヨタ プロボックス

エッチ・ケー・エス（HKS）製

4,245
1,690

1,496
ー

ー

47.4（9.5N㎥）
50

最高出力
〈kW［PS］/rpm〉

最大トルク
〈N・m［kgf・m］/rpm〉

燃料容器容量
〈ℓ〉

１充填走行距離※

〈ｋｍ〉

ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン

 車名 
 車両型式
 改造メーカー名
 改造キット
 駆動方式
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 エンジン総排気量 〈cc〉

※1充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•ガソリンの値はベース車メーカーのカタログ値。CNGの値は改造メーカーによる計測値。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

トヨタ ハイエース/レジアスエース
CBF-TRH200V改

エッチ･ケー･エス（HKS）
2WD
4,695
1,695
1,980
1,000

2/5・3・3/6・3/6/9
1,998

ー
100［136］/5,600

ー
182［18.6］/4,000

62（12.4N㎥）
70
120
720

三菱 ミニキャブバン
5BD-DS17V改

三菱自動車ロジテクノ
2WD　　　　　　　　　　　 4WD

3,395
1,475
1,895

350/250
2/4
658
ー

36［49］/6,200
ー

60［6.1］/4,000
約37（7.4N㎥）

37
140
700

最高出力
〈kW［PS］/rpm〉

最大トルク
〈N・m［kgf・m］/rpm〉

燃料容器容量
〈ℓ〉

１充填走行距離※

〈ｋｍ〉

ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン
ＣＮＧ
ガソリン

 車名 
 車両型式
 改造メーカー名
 駆動方式
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 乗車定員 〈人〉
 エンジン総排気量 〈cc〉

※1充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•ガソリンの値はベース車メーカーのカタログ値。CNGの値は改造メーカーによる計測値。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

トヨタ プロボックス
／エッチ･ケー･エス

トヨタ プロボックス
／アネブル

三菱 ミニキャブバン
╱三菱自動車ロジテクノ

トヨタ ハイエース
╱エッチ・ケー・エス

改造車（CNG・ガソリン併用車）の例改造車（CNG・ガソリン併用車）の例
Natural Gas VehicleNatural Gas Vehicle
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構内運搬車
マイテ－カー

関東機械センター
3,280
1,100
1,800
1,000
389
約15

市場稼働走行時
52.4（約10.4N㎥）

  車種
  車名
  メーカー名
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 総排気量 〈cc〉
 1充填走行 時間 〈h〉
   モード
 燃料容器容量〈ℓ〉

パッケージ型急速充填設備（オイルレス圧縮機型式）
WT3A-55GH-OLS　　　XQ4A-75GH-OLS  

加地テック
 中圧A（0.6）　　　　中圧B（0.12）

3,800
2,350
2,600
6,400

蓄ガス器無し時 20　蓄ガス器有り時 24.5
250

400（50Hz）、440（60Hz）
55　　　　　　　　75

65（A）
オプション（機側に設置）

オプション（250ℓ×5本〈1バンク〉）
あり
1口
あり

屋外非防爆・別置

パッケージ型急速充填設備
  

ブルックハルトジャパン
中圧A（0.6）　中圧B（0.12）

蓄ガス器無し時 20　蓄ガス器有り時 24.5

80/75/70/65dB（防音カバーにてノイズレベルを各種用意）
オプション（機側に設置）

オプション（250ℓ×5本〈1バンク〉）
あり
1口
あり

屋外非防爆・別置

SHP Compressorシリーズ・空冷式 同・水冷式

1,900/2,600/3,800
1,250/1,200/1,950
1,415/1,430/2,000
1,350/1,800/4,800

50～500
400（50Hz）、440（60Hz）

22～200

10～500
400（50Hz）、440（60Hz）

18～200

1,700/4,000
800/2,000
800/2,000
500/4,800

構内運搬車 フォークリフト

小型充填機（昇圧供給装置）

パッケージ型急速充填設備

ノヴァ

FMQ-10D型

加地テック

WT3A-55GH-OLS
（中圧A）

XQ4A-75GH-OLS
（中圧B）

ブルックハルトジャパン

SHP Compressorシリーズ

トヨタフォークリフト
╱豊田自動織機 トヨタL & Fカンパニー

マイテ－カー╱関東機械センター

 品名
 メーカー名
 吸入圧 〈MPa〉
 奥行 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 重量 〈kg〉
 最高充填圧力〈MPa〉
 定格流量 〈N㎥/h〉
 電源 〈V〉 
 最大消費電力 〈kW〉
 騒音レベル 〈dB〉
 蓄ガス器ユニット
 蓄ガス器容量
 ディスペンサ
 充填口
 流量計
 制御盤
 オプション 蓄ガス器概略寸法：3,950mm（L）×510mm（D）×2,050mm（H）

蓄ガス器散水 遠隔監視システム

 車種
 車名
 メーカー名
 全長（フォーク付） 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高（ヘッドガード付） 〈mm〉
 最大荷重 〈kg〉 
 総排気量 〈cc〉 
 最高出力 〈kW［PS］/rpm〉
 最大トルク 〈N・m［kgf・m］/rpm〉
 1充填稼働時間 〈h〉
 燃料容器容量  〈ℓ〉

フォークリフト
トヨタフォークリフト

豊田自動織機 トヨタL & Fカンパニー
3,690
1,150
2,110
2,500
2,237

38［51］/2,570
148［15.1］/1,600
約4（ガソリン併用式）

47.4（約9.5N㎥）

※１充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•構内運搬車、フォークリフトの架装は一例です。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

 品名
 メーカー名
 奥行 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 重量 〈kg〉
 最高充填圧力 〈MPa〉
 定格流量 〈N㎥/h〉
 電源 〈V〉
 消費電力（定格） 〈kW〉
 備考

小型充填機（昇圧供給装置）
FMQ-10D型（Big-Q）

Cubo Gas （旧BRC FUEL MAKER）
1,180
1,228

1,490（操作パネル含む）
295

20（外気温度35℃）
8.7/10.5（50/60Hz）

200　単相
3.9/4.6（50/60Hz）

•低圧ガス管と接続
•ガス事業法のガス工作物であり、

運転に際して特別な資格は不要
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構内運搬車
マイテ－カー

関東機械センター
3,280
1,100
1,800
1,000
389
約15

市場稼働走行時
52.4（約10.4N㎥）

  車種
  車名
  メーカー名
 全長 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 最大積載量 〈kg〉
 総排気量 〈cc〉
 1充填走行 時間 〈h〉
   モード
 燃料容器容量〈ℓ〉

パッケージ型急速充填設備（オイルレス圧縮機型式）
WT3A-55GH-OLS　　　XQ4A-75GH-OLS  

加地テック
 中圧A（0.6）　　　　中圧B（0.12）

3,800
2,350
2,600
6,400

蓄ガス器無し時 20　蓄ガス器有り時 24.5
250

400（50Hz）、440（60Hz）
55　　　　　　　　75

65（A）
オプション（機側に設置）

オプション（250ℓ×5本〈1バンク〉）
あり
1口
あり

屋外非防爆・別置

パッケージ型急速充填設備
  

ブルックハルトジャパン
中圧A（0.6）　中圧B（0.12）

蓄ガス器無し時 20　蓄ガス器有り時 24.5

80/75/70/65dB（防音カバーにてノイズレベルを各種用意）
オプション（機側に設置）

オプション（250ℓ×5本〈1バンク〉）
あり
1口
あり

屋外非防爆・別置

SHP Compressorシリーズ・空冷式 同・水冷式

1,900/2,600/3,800
1,250/1,200/1,950
1,415/1,430/2,000
1,350/1,800/4,800

50～500
400（50Hz）、440（60Hz）

22～200

10～500
400（50Hz）、440（60Hz）

18～200

1,700/4,000
800/2,000
800/2,000
500/4,800

構内運搬車 フォークリフト

小型充填機（昇圧供給装置）

パッケージ型急速充填設備

ノヴァ

FMQ-10D型

加地テック

WT3A-55GH-OLS
（中圧A）

XQ4A-75GH-OLS
（中圧B）

ブルックハルトジャパン

SHP Compressorシリーズ

トヨタフォークリフト
╱豊田自動織機 トヨタL & Fカンパニー

マイテ－カー╱関東機械センター

 品名
 メーカー名
 吸入圧 〈MPa〉
 奥行 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 重量 〈kg〉
 最高充填圧力〈MPa〉
 定格流量 〈N㎥/h〉
 電源 〈V〉 
 最大消費電力 〈kW〉
 騒音レベル 〈dB〉
 蓄ガス器ユニット
 蓄ガス器容量
 ディスペンサ
 充填口
 流量計
 制御盤
 オプション 蓄ガス器概略寸法：3,950mm（L）×510mm（D）×2,050mm（H）

蓄ガス器散水 遠隔監視システム

 車種
 車名
 メーカー名
 全長（フォーク付） 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高（ヘッドガード付） 〈mm〉
 最大荷重 〈kg〉 
 総排気量 〈cc〉 
 最高出力 〈kW［PS］/rpm〉
 最大トルク 〈N・m［kgf・m］/rpm〉
 1充填稼働時間 〈h〉
 燃料容器容量  〈ℓ〉

フォークリフト
トヨタフォークリフト

豊田自動織機 トヨタL & Fカンパニー
3,690
1,150
2,110
2,500
2,237

38［51］/2,570
148［15.1］/1,600
約4（ガソリン併用式）

47.4（約9.5N㎥）

※１充填走行距離は、一定条件下での計算値です。実際の走行時は、気象・道路・車両・運転・整備等によって距離が異なります。
•構内運搬車、フォークリフトの架装は一例です。
•掲載車種の販売は変更になる場合がありますので、各自動車メーカーにお問い合せ下さい。

 品名
 メーカー名
 奥行 〈mm〉
 全幅 〈mm〉
 全高 〈mm〉
 重量 〈kg〉
 最高充填圧力 〈MPa〉
 定格流量 〈N㎥/h〉
 電源 〈V〉
 消費電力（定格） 〈kW〉
 備考

小型充填機（昇圧供給装置）
FMQ-10D型（Big-Q）

Cubo Gas （旧BRC FUEL MAKER）
1,180
1,228

1,490（操作パネル含む）
295

20（外気温度35℃）
8.7/10.5（50/60Hz）

200　単相
3.9/4.6（50/60Hz）

•低圧ガス管と接続
•ガス事業法のガス工作物であり、

運転に際して特別な資格は不要
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エ
リ
ア№ 名　　称

北
海
道
地
方

1

札幌流通センターSS天然ガススタンド
北海道札幌市白石区流通センター5-3-30
TEL：011-864-7665
設置事業者：北海道ガス株式会社
運営事業者：北海道エネルギー株式会社

2

雁来エコ・ステーション
北海道札幌市東区本町2条11丁目
TEL：011-781-9645
設置事業者：北海道ガス株式会社
運営事業者：北海道エネルギー株式会社

3

北5条天然ガススタンド
北海道札幌市東区北5条東5丁目
TEL：011-751-5520
設置事業者：北海道ガス株式会社
運営事業者：北海道エネルギー株式会社

4

発寒エコ・ステーション
北海道札幌市西区発寒14条12丁目2-2
TEL：011-661-1297
設置事業者：北海道ガス株式会社
運営事業者：北海道エネルギー株式会社

5

樽川SS天然ガススタンド
北海道石狩市樽川3条1丁目28
TEL：0133-73-8848
設置事業者：北海道ガス株式会社
運営事業者：北海道エネルギー株式会社

東
北
地
方 6

卸町エコ・ステーション
宮城県仙台市若林区卸町4-2
TEL：022-232-2261
設置事業者：仙台市ガス局
運営事業者：仙台市ガス局

7

小新エコ・ステーション
新潟県新潟市西区小新大通2-5-8
TEL：025-231-3454
設置事業者：北陸ガス株式会社
運営事業者：株式会社にいがたエネルギー

8

東蔵王エコ・ステーション
新潟県長岡市東蔵王2-7-89
TEL：0258-40-0037
設置事業者：北陸ガス株式会社
運営事業者：小林石油株式会社

9

長岡新産エコ・ステーション
新潟県長岡市新産2-12-1
TEL：0258-46-9381
設置事業者：小林石油株式会社
運営事業者：小林石油株式会社

10

新発田ガスエコ・ステーション
新潟県新発田市豊町1-4-23
TEL：0254-22-4181
設置事業者：新発田ガス株式会社
運営事業者：新発田ガス株式会社

11

上越北エコ・ステーション
新潟県上越市松村新田3-5
TEL：025-545-6739
設置事業者：新潟サンリン株式会社
運営事業者：新潟サンリン株式会社

12

聖籠エコ・ステーション
2022年9月1日閉鎖予定
新潟県北蒲原郡聖籠町東港3-6068-24
TEL：025-256-3332
設置事業者：新発田ガス株式会社
運営事業者：新発田ガス株式会社

エ
リ
ア№ 名　　称

東
北
地
方13

若松ガス駅前エコ・ステーション
福島県会津若松市扇町112‐1
TEL：0242-37-7577
設置事業者：若松ガス株式会社
運営事業者：若松ガス株式会社

関
東
地
方14

牛久エコ・ステーション
茨城県牛久市牛久町3300
TEL：029-872-2222
設置事業者：塚本産業株式会社
運営事業者：塚本産業株式会社

15

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店
栃木県宇都宮市越戸1-7-8
TEL：028-683-1655
設置事業者：カメイ株式会社
運営事業者：ENEOSフロンティア株式会社

16

伊勢崎エコ・ステ1
群馬県伊勢崎市日乃出町108
TEL：0270-25-4520
設置事業者：伊勢崎ガス株式会社
運営事業者：伊勢崎ガス株式会社

17

大宮TSエコ・ステーション
埼玉県さいたま市西区三橋6-705-1
TEL：048-623-1811
設置事業者：一般社団法人埼玉県トラック協会
運営事業者：太陽鉱油株式会社

18

浦和エコ・ステーション
埼玉県さいたま市桜区中島2-6-1
TEL：048-857-0399
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

19

イズミ石油東浦和エコ・ステーション
埼玉県さいたま市緑区東浦和7-5-4
TEL：048-874-3802
設置事業者：イズミ石油株式会社
運営事業者：イズミ石油株式会社

20

岩槻エコ・ステーション
埼玉県さいたま市岩槻区本町4-3-3
TEL：048-756-0367
設置事業者：株式会社タガヤ
運営事業者：株式会社タガヤ

21

川口あずま橋エコ・ステーション
埼玉県川口市朝日5-4-40
TEL：048-223-7006
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

22

協同バス桶川天然ガススタンド
埼玉県桶川市加納2534-2
TEL：048-778-7216
設置事業者：株式会社協同バス
運営事業者：株式会社協同バス

23

春日部エコ・ステーション
埼玉県春日部市緑町4-7-34
TEL：048-736-7025
設置事業者：株式会社河井石油商事
運営事業者：株式会社河井石油商事

24

鴻巣エコ・ステーション
休業中
埼玉県鴻巣市上生出塚770
TEL：048-543-8810
設置事業者：株式会社小川商店
運営事業者：株式会社小川商店

エ
リ
ア№ 名　　称

関
東
地
方25

新座エコ・ステーション
埼玉県新座市栗原3-11-23
TEL：042-421-1888
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：有限会社石田商店

26

エコ・ステーション坂戸
埼玉県坂戸市千代田5-5-4
TEL：049-284-3036
設置事業者：武州ガス株式会社
運営事業者：武州ガス株式会社

27

埼玉白岡天然ガススタンド
埼玉県白岡市下大崎129-1
TEL：0480-91-0067
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

28

埼玉八潮天然ガススタンド
埼玉県八潮市南後谷159-8
TEL：048-931-4321
設置事業者：福山通運株式会社
運営事業者：福山通運株式会社

29

千葉貝塚エコ・ステーション
2022年6月末閉鎖予定
千葉県千葉市若葉区桜木6-1-18
043-233-6527
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

30

千葉幸町エコ・ステーション
千葉県千葉市美浜区幸町1-21-2
TEL：043-242-3344
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

31

市川エコ・ステーション
千葉県市川市市川南2-7-6
TEL：047-325-4664
設置事業者：京葉ガス株式会社
運営事業者：京葉ガスエナジーソリューション株

式会社

32

市川二俣エコ・ステーション
千葉県市川市二俣717-44
TEL：047-327-6049
設置事業者：江商石油株式会社
運営事業者：江商石油株式会社

33

木更津エコ・ステーション
千葉県木更津市畑沢1-2-26
TEL：0438-36-0891
設置事業者：明王丸商事株式会社
運営事業者：明王丸商事株式会社

34

松戸エコ・ステーション
千葉県松戸市東松戸4-7-7
TEL：047-392-4651
設置事業者：株式会社飯塚商事
運営事業者：株式会社飯塚商事

35

沼南エコ・ステーション
2022年4月末閉鎖予定
千葉県柏市箕輪759-23
04-7191-2700
設置事業者：株式会社森石油
運営事業者：株式会社ENEOSウィング

36

袖ケ浦エコ・ステーション
千葉県袖ケ浦市長浦580-261
TEL：0438-63-3921
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

全国天然ガススタンド一覧� 2022年4月1日時点

実際にご利用の際には電話等により事前に利用可能であることをご確認下さい。詳しい情報については、日本ガス協会
「天然ガススタンド検索サイト」をご確認下さい。

天然ガススタンド検索 https://gassta.mapion.co.jp/m/gassta/
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エ
リ
ア№ 名　　称

関
東
地
方37

都庁天然ガススタンド
東京都新宿区西新宿2-5（高架道路下）
TEL：03-5909-7530
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

38

墨田エコ・ステーション
東京都墨田区東墨田3-4-41
TEL：03-3610-4161
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

39

枝川エコ・ステーション
東京都江東区枝川3-8-12
TEL：03-3647-1611
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

40

南砂エコ・ステーション
東京都江東区南砂1-23-15
TEL：03-3645-2094
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

41

品川八潮エコ・ステーション
東京都品川区八潮1-4-1
TEL：03-3790-2121
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

42

平和島エコ・ステーション
東京都大田区平和島5-2-1
TEL：03-3765-5366
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

43

京浜島エコ・ステーション
東京都大田区京浜島3-7-1
TEL：03-3790-5441
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

44

世田谷天然ガススタンド
東京都世田谷区粕谷1-7-8
TEL：03-3329-1127
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

45

千住天然ガススタンド
東京都荒川区南千住3-28-1
TEL：03-3801-0985
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

46

板橋エコ・ステーション
東京都板橋区新河岸2-1-18
TEL：03-3930-6151
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

47

板橋トラックターミナルエコ・ステーション
東京都板橋区高島平6-1-1
TEL：03-3938-7120
設置事業者：日本自動車ターミナル株式会社
運営事業者：株式会社ENEOSウィング

48

練馬エコ・ステーション
東京都練馬区谷原1-1-34
TEL：03-5372-1640
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

49

足立エコ・ステーション
東京都足立区堀之内1-14-17
TEL：03-3899-5528
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

エ
リ
ア№ 名　　称

関
東
地
方50

足立トラックターミナルエコ・ステーション
東京都足立区入谷6-1-1
TEL：03-5839-8680
設置事業者：日本自動車ターミナル株式会社
運営事業者：株式会社東日本宇佐美

51

葛飾エコ・ステーション
東京都葛飾区白鳥4-1-16青戸LPGスタンド内
TEL：03-3602-2111
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

52

江戸川エコ・ステーション
東京都江戸川区谷河内2-10-13
TEL：03-3670-3311
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

53

葛西トラックターミナルエコ・ステーション
東京都江戸川区臨海町4-3-1
TEL：03-3878-4804
設置事業者：日本自動車ターミナル株式会社
運営事業者：株式会社東日本宇佐美

54

八王子エコ・ステーション
東京都八王子市左入町684-1
TEL：042-691-1101
設置事業者：NX商事株式会社
運営事業者：NX商事株式会社

55

昭島ガスエコ・ステーション昭和記念公園西
東京都昭島市もくせいの杜1-1-1
TEL：042-546-1111
設置事業者：昭島ガス株式会社
運営事業者：昭島ガス株式会社

56

町田図師エコ・ステーション
東京都町田市図師町181-4
TEL：042-798-5233
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

57

国立いずみエコ・ステーション
東京都国立市泉2-1-15
TEL：042-580-4133
設置事業者：山谷運送株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

58

多摩エコ・ステーション
東京都多摩市貝取1450
TEL：042-375-7700
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

59

保谷エコ・ステーション
東京都西東京市柳沢2-19-20
TEL：042-461-7003
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

60

鶴見天然ガススタンド
神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-7
TEL：045-506-6906
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

61

横浜浅間町天然ガススタンド
2023年3月末閉鎖予定
神奈川県横浜市西区浅間町4-340-1
TEL：045-323-5834
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

62

根岸天然ガススタンド
神奈川県横浜市磯子区新磯子町34
TEL：045-753-1167
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

エ
リ
ア№ 名　　称

関
東
地
方63

金沢エコ・ステーション
神奈川県横浜市金沢区幸浦2-6-6
TEL：045-701-9209
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

64

都筑エコ・ステーション
神奈川県横浜市都筑区東方町1698
TEL：045-942-1131
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

65

横浜佐江戸エコ・ステーション
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町25
TEL：045-937-0135
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

66

湘南台いすゞ エコ・ステーション
神奈川県藤沢市土棚8番地
TEL：0466-45-2554
設置事業者：いすゞ 自動車株式会社
運営事業者：いすゞ 自動車株式会社

67

寒川・田端エコ・ステーション
神奈川県高座郡寒川町田端878-1
TEL：0467-75-7006
設置事業者：有限会社寒川公衆衛生社
運営事業者：有限会社寒川公衆衛生社

中
部
地
方68

エコ・ステーション沼津
静岡県沼津市西椎路167-1
TEL：055-969-3535
設置事業者：東部急送株式会社
運営事業者：東部急送株式会社

69

富士花の木エコ・ステーション
静岡県富士市今泉字花の木646-1
TEL：0545-52-9389
設置事業者：サガミシード株式会社
運営事業者：サガミシード株式会社

70

エコ・ステーション静岡
静岡県静岡市駿河区池田50-5
TEL：054-283-2116
設置事業者：静岡ガスエネルギー株式会社
運営事業者：静岡ガスエネルギー株式会社

71

浜松上西エコ・ステーション
静岡県浜松市東区上西町68-6
TEL：053-461-0689
設置事業者：サーラエナジー株式会社
運営事業者：サーラエナジー株式会社

72

甲府エコ・ステーション
2022年9月末閉鎖予定
山梨県甲府市飯田3-2-34山梨交通㈱バス整備工場内
TEL：055-235-7377
設置事業者：東京ガス株式会社
運営事業者：東京ガス株式会社

73

エコ・ステーション富山黒瀬
富山県富山市黒瀬北町2-4-8
TEL：076-493-7787
設置事業者：日本海ガス株式会社
運営事業者：株式会社テルサウェイズ

74

エコ・ステーション新庄東
富山県富山市新庄本町2-8-1
TEL：076-451-4485
設置事業者：日本海ガス株式会社
運営事業者：南砺石油株式会社

75

エコ・ステーション鳴和
石川県金沢市神宮寺3-1-13
TEL：076-251-9027
設置事業者：金沢エナジー株式会社
運営事業者：松村物産株式会社

全国天然ガススタンド一覧
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中
部
地
方76

エコ・ステーション小松
石川県小松市園町へ30番地
TEL：0761-24-0525
設置事業者：小松ガス株式会社
運営事業者：小松ガス株式会社

77

敦賀エコ・ステーション
2022年6月より休止
福井県敦賀市津内町1-14-2
TEL：0770-22-0840
設置事業者：敦賀ガス株式会社
運営事業者：敦賀ガス株式会社

78

エコ・ステーション岐阜
岐阜県岐阜市加納坂井町2番地
TEL：058-272-8028
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：東邦液化ガス株式会社

79

エコ・ステーション羽島
岐阜県羽島郡笠松町田代若宮1105
TEL：058-388-8345
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：有限会社大輪輸送

80

エコ・ステーション大垣
岐阜県大垣市寺内町3-68
TEL：0584-78-9131
設置事業者：大垣ガス株式会社
運営事業者：大垣ガス株式会社

81

エコ・ステーション徳川
愛知県名古屋市東区出来町1-11-4
TEL：052-935-3900
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：株式会社ENEOSフロンティア

82

名西エコ・ステーション
愛知県名古屋市西区中小田井2-427
TEL：052-506-7375
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：ネクサスエナジー株式会社

83

桜田エコ・ステーション
愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18
TEL：052-872-9378
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：東邦液化ガス株式会社

84

エコ・ステーション八田
愛知県名古屋市中川区万町2412
TEL：052-351-5229
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：株式会社鬼頭石油

85

みなとアクルスエコ・ステーション
愛知県名古屋市港区金川町2-26
TEL：052-661-1570
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：東邦液化ガス株式会社

86

エコ・ステーション北頭
愛知県名古屋市南区弥次ヱ町1-19-15
TEL：052-612-5308
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：ユアサ燃料株式会社

87

豊橋花田エコ・ステーション
愛知県豊橋市花田町荒木41-1
TEL：0532-31-5046
設置事業者：サーラエナジー株式会社
運営事業者：サーラエナジー株式会社

88

一宮エコ・ステーション
愛知県一宮市浅野字正木山1
TEL：0586-76-1030
設置事業者：株式会社土川油店
運営事業者：株式会社土川油店

エ
リ
ア№ 名　　称

中
部
地
方89

メグリア元町エコ・ステーション
愛知県豊田市深田町1-103
TEL：0565-27-0789
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：トヨタ生活協同組合

90

東名高速道路上郷SA（下り線）エコ・ステーション
休業中
愛知県豊田市西田町外林3
TEL：
設置事業者：中日本高速道路株式会社
運営事業者：東邦ガス株式会社

91

安城エコ・ステーション
2022年9月30日18時にて閉鎖
愛知県安城市東栄町5-14-3
TEL：0566-97-8333
設置事業者：株式会社ENEOSウィング
運営事業者：株式会社ENEOSウィング

92

セントレアエコ・ステーション
愛知県常滑市セントレア1-1
TEL：0569-38-8181
設置事業者：セントレアGSEサービス株式会社
運営事業者：セントレアGSEサービス株式会社

93

名犬小牧エコ・ステーション
愛知県小牧市多気中町430-1
TEL：0568-75-0415
設置事業者：株式会社宇佐美鉱油
運営事業者：株式会社西日本宇佐美

94

日進エコ・ステーション
愛知県日進市梅森町西田面101-1
TEL：052-800-1221
設置事業者：東邦液化ガス株式会社
運営事業者：東邦液化ガス株式会社

95

北名古屋エコ・ステーション
愛知県北名古屋市鹿田東村前79
TEL：0568-26-6777
設置事業者：東邦液化ガス株式会社
運営事業者：東邦液化ガス株式会社

96

東浦エコ・ステーション
愛知県知多郡東浦町大字生路字生片山55-1
TEL：0562-82-6540
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：株式会社アネブル

近
畿
地
方97

鈴鹿中央通りエコ・ステーション
三重県鈴鹿市算所2-2-11
TEL：059-375-3800
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：岡金株式会社

98

四日市東インターエコ・ステーション
三重県四日市市大字羽津字糠塚山4379-1
TEL：059-366-2011
設置事業者：東邦ガス株式会社
運営事業者：エネクスフリート株式会社

99

福知山西エコ・ステーション
京都府福知山市奥野部6-8
TEL：0773-22-5659
設置事業者：福知山都市ガス株式会社
運営事業者：福知山都市ガス株式会社

100

下京エコ・ステーション
京都府京都市下京区朱雀分木町42
TEL：075-323-9631
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

101

上鳥羽エコ・ステーション
京都府京都市南区上鳥羽北花名町14
TEL：075-661-8901
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

エ
リ
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畿
地
方102

国道伏見エコ・ステーション
京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町72
TEL：075-605-7477
設置事業者：上原成商事株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

103

ルート1京都八幡エコ・ステーション
京都府八幡市下奈良新下1-1
TEL：075-982-6511
設置事業者：株式会社ENEOSウィング
運営事業者：株式会社ENEOSウィング

104

大阪ベイエリアトラックエコ・ステーション
大阪府大阪市此花区島屋2-11-11
TEL：06-6466-6289
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

105

南堀江エコ・ステーション
大阪府大阪市西区南堀江4-24-2
TEL：06-6531-5770
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

106

弁天町エコ・ステーション
大阪府大阪市港区弁天2-12-2
TEL：06-6571-2256
設置事業者：日交商事株式会社
運営事業者：日交商事株式会社

107

東淀川エコ・ステーション
大阪府大阪市東淀川区豊新2-14-3
TEL：06-6327-7747
設置事業者：上原成商事株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

108

巽エコ・ステーション
大阪府大阪市生野区巽東2-8-36
TEL：06-6755-5003
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

109

L+CNG大阪南港ステーション
大阪府大阪市住之江区南港東1-4-9
TEL：06-6616-0021
設置事業者：
運営事業者：エネクスフリート株式会社

110

長柄エコ・ステーション
大阪府大阪市北区長柄東2-11-16
TEL：06-6352-5788
設置事業者：株式会社スタンダード石油大阪発

売所
運営事業者：スタンダードサービス株式会社

111

梅田エコ・ステーション
大阪府大阪市北区中津5-7-12
TEL：06-6458-0005
設置事業者：上原成商事株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

112

堺浜大阪ガス天然ガススタンド
大阪府堺市堺区匠町12
TEL：072-225-1305
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

113

堺南出島エコ・ステーション
大阪府堺市堺区出島海岸通4-4-24
TEL：072-247-2464
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

114

泉大津天然ガススタンド
大阪府泉大津市新港町1-32
TEL：0725-22-2027
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

全国天然ガススタンド一覧



車載容器総括証票
容器再検査合格証票

検査実施者の
名称符号

東 -9999
再検査有効期限
再　検　査　日

2020年10月9日
2018年8月10日

【様式第3】
【様式第3】

【様式第4】

【様式第4】再検査を実施した車に貼付

充填すべきガスの名称
搭載容器本数
充填可能期限

最高充填圧力

圧縮天然ガス
2本

2030年3月31日
2019年3月31日

20MPa
EE100-123456車 台 番 号

検査有効期限

！

燃料ガス容器の期限について燃料ガス容器の期限について

充填可能期限、（再）検査有効期限が切れていると…

充填できません！充填できません！
車検が通りません！車検が通りません！

期限切れになる前に燃料充填口付近に貼付し
てある証票で確認し、再検査をお願いします！！

ご使用のお車は大丈夫でしょうか？　ご確認ください！！

●容器の再検査は検査有効期限前に実施してください。
▪初めての再検査 ： 製造時の容器検査合格日から4年以内 
▪2回目以降の再検査 ： 前回検査日から2年2ヶ月以内

●容器の充填可能期限は、製造時の容器検査合格日から15年※です。 
●検査有効期限や再検査有効期限が切れないように再検査を実施してください。
●充填可能期限（15年※）以降も引き続きお車を使用される場合は新しい燃料ガス容器への交換が必要です。
　（容器の再検査や交換については、お車をお買い求めの販売店等にお問い合わせください。）
※15年または20年を超えない範囲において、容器製造業者が定めた日
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近
畿
地
方115

ニュー門真エコ・ステーション
大阪府守口市東郷通2-4-8
TEL：06-6993-1770
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

116

北大阪流通業務団地充填所（新北大阪ES）
大阪府茨木市宮島2-4-8
TEL：072-634-1220
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

117

八尾エコ・ステーション
大阪府八尾市服部川1-65
TEL：072-943-7591
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

118

りんくうエコ・ステーション
大阪府泉佐野市りんくう往来北1-19
TEL：072-458-7770
設置事業者：小浦石油株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

119

寝屋川エコ・ステーション
大阪府寝屋川市大成町12-2
TEL：072-821-4006
設置事業者：松山石油株式会社
運営事業者：松山石油株式会社

120

中環東大阪エコ・ステーション
大阪府東大阪市稲田三島町3-71
TEL：06-6744-3311
設置事業者：小浦石油株式会社
運営事業者：小浦石油株式会社

121

中環長田エコ・ステーション
大阪府東大阪市七軒家1-19
TEL：06-6746-6250
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

122

大阪福島天然ガススタンド
大阪府大阪市福島区大開4-1-18
TEL：06-6462-5251
設置事業者：福山通運株式会社
運営事業者：福山通運株式会社

123

奈良平城エコ・ステーション
奈良県奈良市左京6-2-1
TEL：0742-71-8775
設置事業者：ENEOS株式会社
運営事業者：株式会社ENEOSフロンティア

124

Good尼崎南エコ・ステーション
兵庫県尼崎市大高洲町3
TEL：06-6409-1567
設置事業者：大光商事株式会社
運営事業者：大光商事株式会社

125

西宮マリーナエコ・ステーション
兵庫県西宮市西宮浜3-6-2
TEL：0798-32-5466
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

126

西宮インターエコ・ステーション
兵庫県西宮市今津出在家町10-71
TEL：0798-23-9033
設置事業者：伊藤忠エネクス株式会社
運営事業者：エネクスフリート株式会社

127

石屋川エコ・ステーション
兵庫県神戸市東灘区御影塚町4-3-20
TEL：078-821-9760
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

エ
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方128

神戸布施畑インターエコ・ステーション
兵庫県神戸市須磨区弥栄台4-7
TEL：078-793-7795
設置事業者：株式会社西日本宇佐美
運営事業者：株式会社西日本宇佐美

129

MK神戸空港前エコ・ステーション
兵庫県神戸市中央区港島8-11-2
TEL：078-303-6125
設置事業者：神戸エムケイ株式会社
運営事業者：神戸エムケイ株式会社

130

姫路城の東エコ・ステーション
兵庫県姫路市城東町清水8
TEL：079-281-3421
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

131

こうべバイオガスステーション
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町43-3
TEL：090-5965-6454
設置事業者：神戸市
運営事業者：アイテック株式会社

132

和歌山エコ・ステーション
和歌山県和歌山市小野町3-46-1
TEL：073-428-7774
設置事業者：大阪ガス株式会社
運営事業者：大阪ガス株式会社

中
国・四
国
地
方

133

エネトピア鳥取エコ・ステーション
2022年6月末閉鎖予定
鳥取県鳥取市幸町143-4
0857-22-6825
設置事業者：鳥取瓦斯産業株式会社
運営事業者：鳥取瓦斯産業株式会社

134

築港エコ・ステーション
岡山県岡山市南区築港栄町7-27
TEL：086-262-8885
設置事業者：岡山ガス株式会社
運営事業者：岡山ガスエネルギー株式会社

135

岡山トラックターミナル天然ガススタンド
岡山県岡山市中区倉富285-3
TEL：086-277-4017
設置事業者：岡山県トラックターミナル株式会社
運営事業者：マルケー商事株式会社

136

西白島エコ・ステーション
広島県広島市中区西白島町22-15
TEL：082-228-5029
設置事業者：広島ガス株式会社
運営事業者：株式会社大野石油店

137

広エコ・ステーション
広島県呉市広多賀谷2-8-4
TEL：0823-72-2222
設置事業者：広島ガス株式会社
運営事業者：呉輸送センター協同組合

138

福島町エコ・ステーション
広島県広島市西区福島町2-34-1
TEL：082-231-6579
設置事業者：広島ガス株式会社
運営事業者：福山通運株式会社

139

江波エコ・ステーション
広島県広島市中区江波西1-24-59
TEL：082-232-6455
設置事業者：広島ガス株式会社
運営事業者：広島電鉄株式会社

140

出島エコ・ステーション
広島県広島市南区出島1-32-44
TEL：082-254-1015
設置事業者：広島ガス株式会社
運営事業者：株式会社大野石油店

エ
リ
ア№ 名　　称

中
国・四
国
地
方

141

尾道エコ・ステーション
2022年4月末閉鎖予定
広島県尾道市東尾道18-1
0848-46-4301
設置事業者：広島ガス株式会社
運営事業者：おのみちバス株式会社

142

福山天然ガススタンド
広島県福山市東深津町4-15-18
TEL：084-923-0229
設置事業者：福山ガス株式会社
運営事業者：ダイヤ石油株式会社

143

松江南エコ・ステーション
2023年3月末閉鎖予定
島根県松江市古志原3-17-8
TEL：0852-21-7977
設置事業者：松江市ガス局
運営事業者：松江市ガス局

144

高松天然ガススタンド
香川県高松市松福町1-392-1
（四国ガス高松支店南構内）
TEL：087-811-1821
設置事業者：四国ガス株式会社
運営事業者：四国ガス株式会社

145

丸亀エコ・ステーション
2022年度中閉鎖予定
香川県丸亀市今津町508
TEL：0877-25-2200
設置事業者：四国ガス株式会社
運営事業者：四国ガス株式会社

146

松山エコ・ステーション
2022年6月末閉鎖予定
愛媛県松山市空港通5-11-4
TEL：089-972-2511
設置事業者：四国ガス株式会社
運営事業者：四国ガス株式会社

九
州
地
方147

東浜エコ・ステーション
福岡県福岡市東区東浜1-10-20
TEL：092-643-7111
設置事業者：西部ガス株式会社
運営事業者：福岡エコ・オートガス株式会社

148

山王エコ・ステーション
2023年3月末閉鎖予定
福岡県福岡市博多区東光寺町1-2-27
TEL：092-411-2510
設置事業者：西部ガス株式会社
運営事業者：株式会社エコア

149

東港エコ・ステーション
2023年12月末閉鎖予定
福岡県北九州市小倉北区東港1-3-1
TEL：093-581-9696
設置事業者：西部ガス株式会社
運営事業者：株式会社西日本宇佐美

150

谷山エコ・ステーション
鹿児島県鹿児島市南栄3-25-1
TEL：099-260-2326
設置事業者：日本ガス株式会社
運営事業者：日本ガス株式会社

151

阿久根エコ・ステーション
休業中
鹿児島県阿久根市晴海町6-1
TEL：0996-64-6556
設置事業者：阿久根ガス株式会社
運営事業者：阿久根ガス株式会社

全国天然ガススタンド一覧



車載容器総括証票
容器再検査合格証票

検査実施者の
名称符号

東 -9999
再検査有効期限
再　検　査　日

2020年10月9日
2018年8月10日

【様式第3】
【様式第3】

【様式第4】

【様式第4】再検査を実施した車に貼付

充填すべきガスの名称
搭載容器本数
充填可能期限

最高充填圧力

圧縮天然ガス
2本

2030年3月31日
2019年3月31日

20MPa
EE100-123456車 台 番 号

検査有効期限

！

燃料ガス容器の期限について燃料ガス容器の期限について

充填可能期限、（再）検査有効期限が切れていると…

充填できません！充填できません！
車検が通りません！車検が通りません！

期限切れになる前に燃料充填口付近に貼付し
てある証票で確認し、再検査をお願いします！！

ご使用のお車は大丈夫でしょうか？　ご確認ください！！

●容器の再検査は検査有効期限前に実施してください。
▪初めての再検査 ： 製造時の容器検査合格日から4年以内 
▪2回目以降の再検査 ： 前回検査日から2年2ヶ月以内

●容器の充填可能期限は、製造時の容器検査合格日から15年※です。 
●検査有効期限や再検査有効期限が切れないように再検査を実施してください。
●充填可能期限（15年※）以降も引き続きお車を使用される場合は新しい燃料ガス容器への交換が必要です。
　（容器の再検査や交換については、お車をお買い求めの販売店等にお問い合わせください。）
※15年または20年を超えない範囲において、容器製造業者が定めた日

14 15



2022年9月
不許複製・無断転載禁

お問い合わせ先

一般社団法人 日本ガス協会 天然ガス自動車室
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-12　TEL：03-3502-0215　FAX：03-3502-3676
https://www.gas.or.jp/ngvj/index.html

Natural Gas Vehicle

Truck

天然ガス自動車
カタログ

Garbage Truck

Passenger Car

Commercial Van

Working Vehicle

Forklift

2022

主なお問い合わせ先
いすゞ 自動車 0120-119-113お客様相談センター

自動車メーカー※

エッチ・ケー・エス（HKS）

アネブル

三菱自動車ロジテクノ

0544-29-1107

048-557-2386

072-669-5770

改造メーカー※ 充填機メーカー

東京支社東京営業部
大阪営業部

03-5679-6910
072-361-9500

ブルックハルトジャパン

関東機械センター

お客様相談センター

営業部

サービス営業部

0120-35-0275

03-3253-8751

加地テック

豊田自動織機
トヨタL&Fカンパニー

フォークリフトメーカー他

※ガス容器（燃料タンク）の交換については自動車メーカーまたは改造メーカーへお問合せください

※ガス容器（燃料タンク）の交換については自動車メーカーまたは改造メーカーへお問合せください

開発部

行田事業所　NGVグループ

車両事業部　大阪特装課

045-264-6310

ノヴァ 営業技術 0463-53-0140


