
令和2年3⽉24⽇更新

＊印のある事業者は今回認可を受けた事業者

1.託送供給約款についての特例措置を受けた事業者（⼀般ガス導管事業者）
事業者名 電話番号

1 ⼤津市
（法⼈番号9000020252018）

滋賀県 077-528-2610

2 甲賀協同ガス株式会社
（法⼈番号6160001005068）

滋賀県 0748-62-0914

3 河内⻑野ガス株式会社
（法⼈番号2120101033546）

⼤阪府 0721-53-3504

4 伊丹産業株式会社
（法⼈番号5140001077993）

兵庫県 0795-22-8000

5 ⼤和ガス株式会社
（法⼈番号2150001013744）

奈良県 0745-22-6230

6 桜井ガス株式会社
（法⼈番号9150001009315）

奈良県 0744-42-2991

7 株式会社⼤武
（法⼈番号3150001012489）

奈良県 0745-78-1111

2.指定旧供給区域等⼩売供給約款についての特別措置を受けた事業者（旧⼀般ガスみなしガス⼩売事業者）
事業者名 電話番号

1 河内⻑野ガス株式会社
（法⼈番号2120101033546）

⼤阪府 0721-53-3504

3.指定旧供給地点⼩売供給約款についての特別措置を受けた事業者（旧簡易ガスみなしガス⼩売事業者）
事業者名 供給地点群の名称 電話番号

（滋賀県）
1 滋賀県 蒲⽣郡安⼟町 安⼟⾐笠台団地
2 滋賀県 近江⼋幡市 蒲⽣野団地
3 滋賀県 ⼤津市 ⽇吉台
4 滋賀県 ⼤津市 ⽇吉荘園
5 滋賀県 野洲市 阪急野洲住宅
6 滋賀県 湖南市 ⻄⼭団地
7 滋賀県 甲賀市 柏貴ヶ丘
8 滋賀県 甲賀市 芝花芝原団地

9
株式会社トーヨー
（登録番号G0046）
（法⼈番号8120001156284）

滋賀県 彦根市 野⽥⼭団地 06-6996-5261

10
阪奈⽡斯株式会社
（登録番号G0054）
（法⼈番号9122001016327）

滋賀県 ⼤津市 ⼤津⽥上団地 077-546-3299

11
三協⾼圧株式会社
（登録番号G0117）
（法⼈番号8160001015602）

滋賀県 野洲市 第５コープ団地 077-586-1964

12
株式会社タナベエナジー
（登録番号G0126）
（法⼈番号2160001010047）

滋賀県 彦根市 彦根松原千代⽥荘園 0748-42-2014

伊丹産業株式会社
（登録番号A0031）
（法⼈番号5140001077993）

甲賀協同ガス株式会社
（登録番号G0034）
（法⼈番号6160001005068）

072-778-7116

0748-62-0914

所在地

河内⻑野市・⼤阪狭⼭市

⼤和⾼⽥市・橿原市・御所市・桜井市
・葛城市・明⽇⾹村・⾹芝市・広陵町

桜井市

⾹芝市

供給区域

新型コロナウィルス感染拡⼤の影響によるガスの特例措置の認可を受けた事業者

供給区域

⼤津市

甲賀市

河内⻑野市・⼤阪狭⼭市

⻄脇市・神⼾市北区
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* 13
坂本油化株式会社
（登録番号A0035）
（法⼈番号5120001051760）

滋賀県 湖南市 松⾵苑 06-6322-1238

* 14 滋賀県 近江⼋幡市 安⼟グリーンタウン加賀団地
* 15 滋賀県 近江⼋幡市 安⼟四ノ坪団地
* 16 滋賀県 湖南市 三雲泉ヶ丘団地
* 17 滋賀県 東近江市 パークタウン能登川
* 18 滋賀県 東近江市 成和団地
* 19 滋賀県 彦根市 湖上平ニュータウン
* 20 滋賀県 彦根市 ⽇夏ビック・彦根南ローズタウン

* 21 滋賀県 彦根市 ⽇夏団地
* 22 滋賀県 蒲⽣郡⽇野町 三共⽇野曙団地
* 23 滋賀県 近江⼋幡市 ダイハツ岩倉団地
* 24 滋賀県 近江⼋幡市 ひむれ団地
* 25 滋賀県 湖南市 イワタニランド菩提樹
* 26 滋賀県 湖南市 イワタニランド北⼭台団地
* 27 滋賀県 東近江市 聖和団地

* 28
近江⼋幡ガス事業協同組合
（登録番号G0105）
（法⼈番号7160005006730）

滋賀県 近江⼋幡市 市井東団地 0748-32-1680

（京都府）
1 京都府 南丹市 レイクサイド⽇吉
2 京都府 宇治市 ⽯⽥団地
3 京都府 舞鶴市 安岡住宅地
4 京都府 京⽥辺市 茶屋前団地

5 京都府 相楽郡精華町 新精華⽇光苑

6 京都府 城陽市 城陽⻑池団地

7 京都府 ⼋幡市 ⼋幡団地

8
⽇本ガス⼯業株式会社
（登録番号G0100）
（法⼈番号1120901009886）

京都府 ⻲岡市 茨⽊台団地 06-6878-5710

* 9 京都府 ⻲岡市 ⾺堀サニータウン

* 10 京都府 ⻲岡市 盛隆団地

* 11 京都府 ⻲岡市 紫明団地

* 12 京都府 ⻲岡市 ひばりヶ丘団地

* 13 京都府 ⻲岡市 桜ヶ丘団地

* 14 京都府 ⻲岡市 ⼤同並河ハイタウン

* 15 京都府 ⻲岡市 ⻄⼭ニュータウン

* 16 京都府 京都市 ⼩⾦塚団地

* 17 京都府 京都市 久世団地

* 18 京都府 船井郡京丹波町 下⼭グリーンハイツ

伊丹産業株式会社
（登録番号A0031）
（法⼈番号5140001077993）
株式会社トーヨー
（登録番号G0046）
（法⼈番号8120001156284）
阪奈⽡斯株式会社
（登録番号G0054）
（法⼈番号9122001016327）

072-778-7116

06-6996-5261

072-878-1111

0749-42-2480
⼤丸エナウィン株式会社
（登録番号A0039）
（法⼈番号6120001031150）

株式会社⼤京
（登録番号G0040）
（法⼈番号2130001011023）

075-661-5575

イワタニ近畿株式会社
（登録番号G0019）
（法⼈番号4120001163598）

06-6350-8282

株式会社仙賀
（登録番号G0039）
（法⼈番号 4130001035648）

0771-22-5021
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* 19 京都府 ⻲岡市 ⻲岡駅前荘園団地

* 20 京都府 ⻲岡市 かすみヶ丘団地

* 21 京都府 ⻲岡市 東つつじヶ丘団地

* 22 京都府 ⽊津川市 サンプラザ⽊津

* 23 京都府 ⽊津川市 泉川団地
（⼤阪府）

1 ⼤阪府 ⾼槻市 ⾼槻市勤労者住宅団地
2 ⼤阪府 豊能郡能勢町 ⼤昌ニューハイツ
3 ⼤阪府 枚⽅市 ビバリータウン

4
⼤和ガス住宅設備株式会社
（登録番号G0173）
（法⼈番号2150001013752）

⼤阪府 南河内郡千早⾚阪村 オレンジヒル⾚阪 0745-22-7161

5
株式会社トーヨー
（登録番号G0046）
（法⼈番号8120001156284）

⼤阪府 ⼤東市 ⼤東尼ヶ崎団地 06-6996-5261

6 ⼤阪府 四条畷市 畑牧住団地

7 ⼤阪府 四条畷市 ⻄森団地

8 ⼤阪府 四条畷市 ⾼横団地

9 ⼤阪府 ⼤東市 住道団地

10 ⼤阪府 ⼤東市 尼ヶ崎団地

11 ⼤阪府 ⼤東市 ⽥村団地

12 ⼤阪府 ⼤東市 若宮団地

13 ⼤阪府 柏原市 ⽟⼿⼭パック

14 ⼤阪府 四条畷市 ⽣駒緑⾵台団地

15 ⼤阪府 ⼤東市 ⼤島住宅

16
松倉商事株式会社
（登録番号G0059）
（法⼈番号1150001013431）

⼤阪府 交野市 永⼤私市Ａ団地 0745-53-0271

17
株式会社⽥邊商会
（登録番号G0115）
（法⼈番号1120101037102）

⼤阪府 岸和⽥市 おぐら台団地 072-445-0282

* 18 ⼤阪府 吹⽥市 新⽥団地

* 19 ⼤阪府 吹⽥市 北⼤阪団地

* 20
⼤丸エナウィン株式会社
（登録番号A0039）
（法⼈番号6120001031150）

⼤阪府 堺市 ⻘南台 0749-42-2480

* 21 ⼤阪府 堺市 東⼭台
* 22 ⼤阪府 堺市 泉ヶ丘サニータウン
* 23 ⼤阪府 堺市 鉢ヶ峯団地
* 24 ⼤阪府 摂津市 別府荘園
* 25 ⼤阪府 四条畷市 第⼀神⽥団地

* 26 ⼤阪府 四条畷市 第⼆神⽥団地

伊丹産業株式会社
（登録番号A0031）
（法⼈番号5140001077993）

阪奈⽡斯株式会社
（登録番号G0054）
（法⼈番号9122001016327）

髙橋商事株式会社
（登録番号G0088）
（法⼈番号2130001036788）

坂本油化株式会社
（登録番号A0035）
（法⼈番号5120001051760）

072-778-7116

072-878-1111

072-877-6005

0774-72-0643

06-6322-1238

丸⻲⽡斯株式会社
（登録番号G0060）
（法⼈番号1130001035816）

0771-23-8211

川本産業株式会社
（登録番号G0026）
（法⼈番号6122001016156）

072-878-1290

イワタニ近畿株式会社
（登録番号G0019）
（法⼈番号4120001163598）

06-6350-8282

藤本産業株式会社
（登録番号G0057）
（法⼈番号8122001015899）
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* 27 ⼤阪府 寝屋川市 南仁和寺荘苑

* 28 ⼤阪府 ⾨真市 こまどり団地

* 29
髙橋商事株式会社
（登録番号G0088）
（法⼈番号2130001036788）

⼤阪府 枚⽅市 枚⽅三陽台 0774-72-0643

（兵庫県）
1 兵庫県 たつの市 揖保川住宅
2 兵庫県 加⻄市 横尾古坂団地
3 兵庫県 三⽥市 ⼤川瀬ニュータウン
4 兵庫県 三⽥市 北摂・武庫グリーンタウン
5 兵庫県 篠⼭市 住吉台
6 兵庫県 ⼩野市 ⿊川ニュータウン
7 兵庫県 丹波市 市島⻑者台ニュータウン
8 兵庫県 姫路市 姫路緑台団地
9 兵庫県 相⽣市 旭団地

10 兵庫県 相⽣市 古池住宅
11 兵庫県 相⽣市 佐⽅住宅
12 兵庫県 相⽣市 緑ヶ丘住宅
13 兵庫県 加⻄市 加⻄繁昌団地

14 兵庫県 姫路市 夢前団地
* 15 兵庫県 加古川市 城⼭団地
* 16 兵庫県 神⼾市 有⾺荘園
* 17 兵庫県 川⻄市 川⻄多⽥団地

（奈良県）
1 奈良県 磯城郡三宅町 ⽯⾒団地
2 奈良県 宇陀市 榛原ネオポリス
3 奈良県 吉野郡下市町 ⻘葉台
4 奈良県 桜井市 ⻄之宮団地
5 奈良県 ⽣駒郡斑鳩町 法隆寺緑ヶ丘
6 奈良県 吉野郡⼤淀町 吉野平団地
7 奈良県 御所市 京阪かつらぎハイツ
8 奈良県 ⾹芝市 ⾹芝荘苑
9 奈良県 ⾼市郡⾼取町 ⾼取ニューグリーンタウン

10 奈良県 ⾼市郡明⽇⾹村 明⽇⾹緑ヶ丘
* 11 奈良県 天理市 トーメン天理住宅団地

* 12 奈良県 北葛城郡王寺町 緑ヶ丘団地
（和歌⼭県）

* 1
北村産業株式会社
（登録番号G0027）
（法⼈番号 8122001015271）

和歌⼭県 橋本市 紀⾒ヶ丘グリーンハイツ 0736-36-0122

伊丹産業株式会社
（登録番号A0031）
（法⼈番号5140001077993）

株式会社深⽥ガスサービス
（登録番号G0056）
（法⼈番号9120001156572）

072-778-7116

072-778-7116

079-253-3553

0791-22-2806

06-6991-1361

イワタニ近畿株式会社
（登録番号G0019）
（法⼈番号4120001163598）

06-6350-8282

イワタニ近畿株式会社
（登録番号G0019）
（法⼈番号4120001163598）

06-6350-8282

⼤和ガス株式会社
（登録番号G0008）
（法⼈番号2150001013744）

0745-22-6221

伊丹産業株式会社
（登録番号A0031）
（法⼈番号5140001077993）

阪奈⽡斯株式会社
（登録番号G0054）
（法⼈番号9122001016327）

ハリマホームガス株式会社
（登録番号G0053）
（法⼈番号9120901009747）
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