
液化石油ガス販売事業者（販売所）の名称・住所 承認日

株式会社ＪＯＭＯプロ関東　沼田支店
　　（群馬県沼田市石墨町１７５３番地１）

福島県 枝岐村
有限会社長蔵小屋（第二長蔵小屋）
　　（福島県南会津郡檜枝岐村字熢ヶ岳１番地（第二長蔵小屋））

2017-06-06

株式会社ＪＯＭＯプロ関東　沼田支店
　　（群馬県沼田市石墨町１７５３番地１）

福島県 枝岐村
有限会社長蔵小屋（休憩所）
　　（福島県南会津郡檜枝岐村尾瀬沼畔１番地（休憩所））

2017-06-06

株式会社ＪＯＭＯプロ関東　沼田支店
　　（群馬県沼田市石墨町１７５３番地１）

福島県 枝岐村
有限会社長蔵小屋（別館）
　　（福島県南会津郡檜枝岐村尾瀬沼畔１番地（別館））

2017-06-06

株式会社ＪＯＭＯプロ関東　沼田支店
　　（群馬県沼田市石墨町１７５３番地１）

福島県 枝岐村
有限会社長蔵小屋（本館）
　　（福島県南会津郡檜枝岐村尾瀬沼畔１番地（本館））

2017-06-06

上州屋商店
　　（福島県二本松市岳温泉１－１１４）

福島県 二本松市
公益財団法人福島県観光物産交流協会
　　（福島県二本松市永田字長坂地内）

2018-06-26

株式会社岡商店
　　（福島県二本松市亀谷２－２１１－１）

福島県 二本松市
公益財団法人福島県観光物産交流協会
　　（福島県二本松市永田字長坂地内）

2022-08-23

株式会社ＪＯＭＯプロ関東　沼田支店
　　（群馬県沼田市石墨町１７５３番地１）

群馬県 片品村
山小屋「国民宿舎尾瀬ロッジ」
　　（群馬県片品村戸倉中倉中原山８９８－９（国民宿舎尾瀬ロッジ））

2017-06-06

大陽日酸エネルギー株式会社　関東支社　埼京支店
　　（埼玉県川口市弥平４丁目１２番２号）

東京都 小笠原村
海上自衛隊南鳥島航空派遣隊舎等施設（気象庁地球環境・海洋部）
　　（東京都小笠原村南鳥島）

2020-01-29

株式会社日本エネルギー
　　（東京都八王子市美山町２１６１－２）

神奈川県 相模原市
蛭ヶ岳山荘
　　（神奈川県相模原市緑区鳥屋３６２７－１７７）

2021-07-02

株式会社キタムラ
　　（神奈川県秦野市曲松１－３－１４）

神奈川県 秦野市
花立山荘
　　（神奈川県秦野市堀山下源次郎１６１）

2018-12-10

株式会社キタムラ
　　（神奈川県秦野市曲松１－３－１４）

神奈川県 清川村
丹沢山　みやま山荘
　　（神奈川県愛甲郡清川村字丹沢山１７６１）

2022-09-30

株式会社キタムラ
　　（神奈川県秦野市曲松１－３－１４）

神奈川県 山北町
有限会社丹沢山荘　尊仏山荘
　　（神奈川県足柄上郡山北町玄倉塔ヶ岳山頂）

2019-09-20

富岳物産株式会社富士吉田営業所
　　（山梨県富士吉田市新倉８５８番地１）

山梨県 富士吉田市
有限会社東洋館
　　（山梨県富士吉田市上吉田富士山５６１８（北向５８））

2015-07-27

富士観光開発株式会社
　　（山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１７２）

山梨県 富士吉田市
花小屋
　　（山梨県富士吉田市富士山北向７合目）

2021-07-02

富士観光開発株式会社
　　（山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１７２）

山梨県 富士吉田市
佐藤小屋
　　（山梨県富士吉田市富士山北向５合目）

2021-07-02

富士観光開発株式会社
　　（山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１７２）

山梨県 富士吉田市
太子館
　　（山梨県富士吉田市富士山北向８合目）

2021-07-02

富士観光開発株式会社
　　（山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１７２）

山梨県 富士吉田市
有限会社白雲荘
　　（山梨県富士吉田市富士山北向８合目）

2021-07-02

富士観光開発株式会社
　　（山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１７２）

山梨県 富士吉田市
蓬莱館
　　（山梨県富士吉田市富士山北向８合目）

2021-07-02

富士観光開発株式会社
　　（山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１７２）

山梨県 富士吉田市
鎌岩館
　　(山梨県富士吉田市富士山北向７合目）

2022-04-19

清燃料瓦斯株式会社
　　（山梨県富士吉田市下吉田１－１３－１６）

山梨県 富士吉田市
（有）富士山ホテル
　　（山梨県富士吉田市字富士山北向５６１８）

2023-03-29

清燃料瓦斯株式会社
　　（山梨県富士吉田市下吉田１－１３－１６）

山梨県 富士吉田市
富士一館
　　（山梨県富士吉田市字富士山北向５６１８）

2023-03-29

清燃料瓦斯株式会社
　　（山梨県富士吉田市下吉田１－１３－１６）

山梨県 富士吉田市
（株）富士光
　　（山梨県富士吉田市字富士山北向５６１８（八合目トモエ館））

2023-03-29

清燃料瓦斯株式会社
　　（山梨県富士吉田市下吉田１－１３－１６）

山梨県 富士吉田市
日の出館
　　（山梨県富士吉田市字富士山北向５６１８）

2023-03-29

清燃料瓦斯株式会社
　　（山梨県富士吉田市下吉田１－１３－１６）

山梨県 富士吉田市
（株）富士光
　　（山梨県富士吉田市字富士山北向５６１８（七合目トモエ館）

2023-03-29

清燃料瓦斯株式会社
　　（山梨県富士吉田市下吉田１－１３－１６）

山梨県 富士吉田市
元祖室
　　（山梨県富士吉田市字富士山北向５６１８）

2023-03-29

清燃料瓦斯株式会社
　　（山梨県富士吉田市下吉田１－１３－１６）

山梨県 富士吉田市
（有）とり井荘
　　（山梨県富士吉田市字富士山北向５６１８）

2023-03-29

有限会社小野潔商店
　　（山梨県北杜市白州町台ケ原２２０４）

山梨県 北杜市
株式会社ファーストアッセント
　　（山梨県北杜市白州町横手字中尾第４３４７－１）

2018-07-05

梨北農業協同組合りほくガスセンター
　　（山梨県北杜市須玉町小倉９２７）

山梨県 韮崎市
鳳凰小屋
　　（山梨県韮崎市清哲町御座石山３３４９－４）

2016-04-28

株式会社サイサン白馬村営業所
　　（長野県北安曇郡白馬村北城８７４９－１）

長野県 白馬村
白馬尻小屋
　　（長野県北安曇郡白馬村北城白馬山国有林６２５ヘ）

2015-03-03

株式会社サイサン白馬村営業所
　　（長野県北安曇郡白馬村北城８７４９－１）

長野県 白馬村
白馬鑓温泉小屋
　　（長野県北安曇郡白馬村北城白馬山国有林６２１イ）

2015-03-03

株式会社サイサン白馬村営業所
　　（長野県北安曇郡白馬村北城８７４９－１）

長野県 白馬村
白馬山荘スカイプラザ
　　（長野県北安曇郡白馬村北城白馬山国有林６２５チ）

2015-03-03

株式会社サイサン白馬村営業所
　　（長野県北安曇郡白馬村北城８７４９－１）

長野県 小谷村
白馬大池山荘
　　（長野県北安曇郡小谷村大字千国西山１２８８３）

2015-03-03

みなみ信州農業協同組合　北部ＬＰガスセンター
　　（長野県下伊那郡高森町山吹１６７４－１）

長野県 大鹿村
三伏峠小屋
　　（長野県下伊那郡大鹿村鹿塩塩川国有林１４小班イ）

2017-11-27

木曽農業協同組合　おんたけ燃料センター
　　（長野県木曽郡木曽町福島３８０４－２）

長野県 大桑村
木曽殿山荘
　　（長野県木曽郡大桑村須原伊奈川国有林１４１２－イ、ロ）

2017-09-20

井口燃料店
　　（富山県下新川郡朝日町大家庄３７５）

富山県 朝日町
朝日小屋
　　（富山県下新川郡朝日町山崎大蓮華）

2014-09-01
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株式会社サイサン白馬村営業所
　　（長野県北安曇郡白馬村北城８７４９－１）

富山県 朝日町
白馬山荘
　　（富山県下新川郡朝日町大蓮華国有林２０ロ）

2015-03-03

株式会社サイサン白馬村営業所
　　（長野県北安曇郡白馬村北城８７４９－１）

富山県 黒部市
五竜山荘
　　（富山県黒部市宇奈月町大字黒部３７イ）

2015-03-03

株式会社サイサン白馬村営業所
　　（長野県北安曇郡白馬村北城８７４９－１）

富山県 黒部市
キレット小屋
　　（富山県黒部市宇奈月町大字黒部奥山国有林３８イ）

2018-10-18

住宅設備トミカワ
　　（富山県黒部市宇奈月温泉４３１－１６）

富山県 黒部市
美山荘
　　（富山県黒部奥山国有林イ－４６小班鐘釣）

2014-09-01

有限会社坂下商店
　　（富山県中新川郡上市町熊野町４０番地）

富山県 黒部市
仙人温泉小屋
　　（富山県黒部市宇夏貴重黒部奥山仙人谷）

2014-09-01

宇奈月通運株式会社
　　（富山県黒部市宇奈月３８３－１）

富山県 黒部市
猿飛山荘
　　（富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林字大字４１林小班）

2014-09-01

宇奈月通運株式会社
　　（富山県黒部市宇奈月３８３－１）

富山県 黒部市
阿曽原温泉小屋
　　（富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林内イ林小班４８）

2014-09-01

宇奈月通運株式会社
　　（富山県黒部市宇奈月３８３－１）

富山県 黒部市
黒薙温泉旅館
　　（富山県黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山国有林１０イ林小班）

2014-09-01

宇奈月通運株式会社
　　（富山県黒部市宇奈月３８３－１）

富山県 黒部市
鐘釣温泉旅館
　　（富山県黒部市宇奈月町黒部国有４６ニ林小班）

2014-09-01

宇奈月通運株式会社
　　（富山県黒部市宇奈月３８３－１）

富山県 黒部市
名剣温泉
　　（富山県黒部市宇奈月温泉黒部字黒部奥山国有林３５ロ林小班）

2014-09-01

宇奈月通運株式会社
　　（富山県黒部市宇奈月３８３－１）

富山県 黒部市
山小屋　祖母谷温泉
　　（富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林ハ３０林小班）

2014-09-01

ガスコム株式会社
　　（富山県中新川郡上市町上経田一丁目１番地）

富山県 立山町
ロッジくろよん
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺１４番地の２）

2013-03-29

村上燃料店
　　（富山県中新川郡立山町榎４８）

富山県 立山町
有限会社立山室堂山荘
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂外１１国有林１３７ヌ林小班）

2013-07-04

島石油株式会社
　　（富山県射水市庄西町２丁目６番６２号）

富山県 立山町
富山県立山センター総合活動拠点施設
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外Ⅱ国有林（室堂平））

2014-10-22

株式会社リビック富山　富山営業所
　　（富山県富山市高木２０００番地）

富山県 立山町
有限会社室堂平　みくりが池温泉
　　（富山県中新川郡立山町座主坊１３）

2014-10-22

北酸株式会社　総合ガスセンター
　　（富山県富山市荒川１丁目１番８８号）

富山県 立山町
立山黒部貫光株式会社（運輸事業部運輸課　黒部平運輸区）
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺黒部平）

2020-02-28

北酸株式会社　総合ガスセンター
　　（富山県富山市荒川１丁目１番８８号）

富山県 立山町
立山黒部貫光株式会社（運輸事業部運輸課　大観峰運輸区）
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺大観峰）

2020-07-27

佐伯ＬＰガス商店
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺８２番地）

富山県 立山町
剱御前小舎
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺地先別山乗越）

2015-06-11

佐伯ＬＰガス商店
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺８２番地）

富山県 立山町
雷鳥沢ヒュッテ
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外１１国有林）

2015-06-11

佐伯ＬＰガス商店
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺８２番地）

富山県 立山町
大日小屋
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂１１国有林１３７イ林小班）

2015-06-11

佐伯ＬＰガス商店
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺８２番地）

富山県 立山町
ロッジ立山連峰
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外１１国有林）

2015-06-11

佐伯LPガス商店
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺８２番地）

富山県 立山町
剣山荘
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外１１国有林剱沢）

2020-08-05

佐伯LPガス商店
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺８２番地）

富山県 立山町
雷鳥荘
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外１１国有林）

2020-10-02

佐伯LPガス商店
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺８２番地）

富山県 立山町
剱澤小屋
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外１１国有林剱沢）

2020-10-12

佐伯LPガス商店
　　（富山県中新川郡立山町芦峅寺８２番地）

富山県 富山市
五色ヶ原山荘
　　（富山県富山市有峰（五色ヶ原））

2022-07-28

村上燃料店
　　（富山県中新川郡立山町榎４８）

富山県 富山市
有限会社奥黒部ヒュッテ
　　（富山県富山市大山町有峰字黒部谷割国有林１０９い林小班）

2013-07-04

サカヰ産業株式会社富山総合ガスセンター
　　（富山県富山市高木２４８１－６）

富山県 富山市
スゴ乗越小屋
　　（富山県富山市大字有峰字黒部谷割国有林１４３ィ林小班）

2015-04-06

サカヰ産業株式会社富山総合ガスセンター
　　（富山県富山市高木２４８１－６）

富山県 富山市
薬師沢小屋
　　（富山県富山市大字有峰字黒部谷割国有林１１４ぃ林小班）

2015-04-06

サカヰ産業株式会社富山総合ガスセンター
　　（富山県富山市高木２４８１－６）

富山県 富山市
高天原山荘
　　（富山県富山市大字有峰字黒部谷割国有林１１３ろ林小班）

2015-04-06

サカヰ産業株式会社富山総合ガスセンター
　　（富山県富山市高木２４８１－６）

富山県 富山市
太郎平小屋
　　（富山県富山市大字有峰字黒部谷割国有林１１５ィ林小班）

2015-04-06

株式会社水上商会
　　（石川県白山市小柳町ろ１２１－１）

石川県 白山市
（一財）白山観光協会　白山室堂ビジターセンター
　　（石川県白山市白峰室堂地内）

2015-06-25

新日本ガス株式会社益田支店
　　（岐阜県下呂市萩原町宮田１４７２－３）

岐阜県 下呂市
御嶽五の池小屋
　　（岐阜県下呂市小坂町落合２３７６－３）

2013-03-29

大丸エナウィン株式会社ぽっぽガス長浜事業所
　　（滋賀県長浜市大戌亥町１０５４－１）

滋賀県 長浜市
竹生島神社
　　（滋賀県長浜市早崎町１６６５）

2015-03-04

株式会社ツバメガス北九州　北九州西エリア店
　　（福岡県直方市感田１２８５－２）

福岡県 北九州市
白島国家石油備蓄基地
　　（福岡県北九州市若松区大字安屋３６６６番６）

2021-05-17
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