




販売店名 住所 電話番号

岩国酸素㈱ 岩国市新港町2丁目5-44 0827-22-0138

岩洋商事㈱ 岩国市室の木町1丁目9-16 0827-21-1423

興亜ガス開発㈱ 岩国市装束町5丁目3-30 0827-22-7151

高山石油ガス㈱岩国営業所 岩国市車町1丁目12-25 0827-21-5556

㈱ウエムラエナジー 岩国市平田6丁目24-18 0827-31-8181

青葉石油ガス㈱ 岩国市錦見2丁目11-31 0827-43-5500

山田日之出ガス㈱岩国装束営業所 岩国市装束町5丁目7-19 0827-21-0968

山田日之出ガス㈱周東営業所 岩国市周東町上久原605-6 0827-28-5472

小松物産㈱ 大島郡周防大島町大字小松1711 0820-74-3010

㈲尾川プロパン 大島郡周防大島町大字小松1785 0820-74-2112

泉商店 大島郡周防大島町大字外入1646-3 0820-78-0069

山田日之出ガス㈱久賀営業所 大島郡周防大島町大字久賀1110-1 0820-72-0233

興亜ガス開発㈱柳井支店 柳井市柳井4913 0820-22-1004

三和ガス㈱ 柳井市南町2丁目3-8 0820-22-3120

高山石油ガス㈱柳井充填所 柳井市余田2329 0820-22-2530

秋元産業㈱ 柳井市天神17-10 0820-22-0248

㈲世山商店 熊毛郡平生町大字平生村820-1 0820-56-2132

山田日之出ガス㈱平生営業所 熊毛郡平生町大字平生町569-13 0820-56-2103

亀本商店 光市三井1丁目16-10 0833-77-0461

㈲田原石油店 光市室積東ノ庄14-23 0833-79-0600

㈱マツオ 光市中央5丁目3-22 0833-71-0330

高山石油ガス㈱光営業所 光市浅江5丁目14-18 0833-71-0770

轟産業㈱ 光市大字岩田2504-37 0820-48-2719

㈱中村商店 光市室積4丁目11-1 0833-78-0123

㈲上野石油ガス 光市大字小周防1642-2 0833-77-1212

㈱前田商店 光市浅江3丁目24-26 0833-71-0233

後藤商店 光市室積4丁目9-2 0833-79-3003

㈲佐伯商店 光市上島田4丁目2-13 0833-77-0502

㈱守田 光市中央3丁目1-12 0833-71-0202

㈱宏友 光市大字小周防字鍛ノ前1735-28 0833-77-4291

㈲松本ホームガス 光市中村町20-3 0833-71-0748

山口合同ガス㈱徳山支店光営業所 光市光ヶ丘4-8 0833-74-1717

㈱三友周南営業所下松プロパン 下松市潮音町3丁目11-30 0833-41-1687

高山石油ガス㈱下松営業所 下松市大字平田111 0833-43-3500

山田日之出ガス㈱下松営業所 下松市大字平田550-2 0833-43-2222

イワタニ山陽㈱東山口支店 下松市望町5丁目1-1 0833-41-4328

高山石油ガス㈱周南営業所 周南市新宿通り5丁目1-1 0834-21-1720

㈲徳光燃料 周南市西松原1丁目3-17 0834-21-2156

西日本液化ガス㈱周南支店徳山営業所 周南市大字久米字鳥越1140-4 0834-25-1574

㈱南陽プロパン 周南市桶川町6-11 0834-62-2278

㈲政木石油店 周南市大字須々万本郷389-14 0834-88-0032

㈲アダチ 周南市温田1丁目14-13 0834-62-2817

㈱野原石油 周南市大字鹿野上3265 0834-68-2079

重冨商店 周南市大字戸田2784 0834-83-2053

山田日之出ガス㈱周南営業所 周南市大字鹿野下2822-1 0834-68-0823

㈱三友 防府市大字新田字西中ノ町166 0835-23-6331

㈲小林石油商会 防府市大字田島318-2 0835-22-2743

㈱河村燃料店 防府市八王子2丁目2-4 0835-22-1445

高山石油ガス㈱防府充填所 防府市大字植松字土手附72 0835-23-6278
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防府日石ガス㈱ 防府市大字植松字土手附72 0835-22-0281

エネックス㈱徳地営業所 山口市徳地八坂707-2 0835-56-0118

㈲はしもと 防府市大字大崎1765-1 0835-23-1401

村重石油液化瓦斯部 防府市田島上地一筋第1-785-2 0835-23-3009

上田ガステック㈱ 防府市大字田島1489-2 0835-23-6392

山田日之出ガス㈱防府営業所 防府市戎町2丁目3-22 0835-22-1697

㈱えびすや 山口市吉敷下東3丁目2-12 083-922-0804

高山石油ガス㈱山口営業所 山口市小郡上郷2296-14 083-976-0633

山口合同プロパン㈱ 山口市下小鯖365-18 083-927-5311

村田ガス設備㈱ 山口市仁保下郷3582-1 083-929-0387

㈱生田 山口市小郡下郷2252 083-972-0039

小郡製氷㈱ 山口市小郡下郷849 083-972-0249

㈱タムラ 山口市小郡下郷1650-1 083-972-0154

小郡ガス㈱ 山口市小郡上郷2296-45 083-972-1672

㈱マダ 山口市小郡新町1丁目17-12 083-972-0900

㈱ナカシマ 山口市秋穂東6039 083-984-2434

イワタニ山陽㈱山口支店 山口市嘉川3439-4 083-989-2166

岩谷産業㈱エネルギー山口支店 山口市佐山字村山747-6 083-988-1120

日興石油㈱ガス事業部 宇部市北琴芝2丁目8-12 0836-31-1641

小野田液化ガス販売㈱ 山陽小野田市大字東高泊1561-5 0836-83-2239

ヤマサンガス㈱厚南営業所 宇部市大字妻崎開作1849-8 0836-41-8368

㈱ダイサンプロパン 宇部市大字川上348 0836-31-0174

㈲イズモヤ 宇部市大字西岐波4164-2 0836-51-9235

高山石油ガス㈱宇部支店 宇部市神原町2丁目6-68 0836-31-3214

㈲ニシムラ商事 宇部市西琴芝2丁目10-23 0836-31-2460

㈲河村ガス商会 宇部市神原町2丁目8-52 0836-32-3473

山口・アポロガス㈱宇部営業所 宇部市南浜町1丁目2-27 0836-22-7700

エネックス㈱ 宇部市大字東須恵3840-1 0836-41-3355

㈲ナオ・ガスメンテック 山陽小野田市叶松2丁目17-10 0836-83-8179

伊藤忠エネクスホームライフ西日本㈱宇部営業所 宇部市大字上宇部2850-4 0836-31-6034

山田日之出ガス㈱小野田営業所 山陽小野田市平成町10-38 0836-83-4697

㈲伊藤商会 山陽小野田市大字厚狭12-26 0836-72-0036

㈱クロスポイント 下関市小月茶屋2丁目11-40 083-282-1161

藤井物産㈱ 下関市長府野久留米町6-41 083-245-0373

長谷川商事 下関市本町2丁目5-7 083-222-5372

㈲福本金物店 下関市吉見新町1丁目1-14 083-286-2031

㈲福田商店 下関市幡生本町6-14 083-252-1876

㈲下関燃料 下関市楠乃5丁目9-8 083-257-1253

㈱ツバメガス山口 下関市稗田西町10-7 083-252-0928

㈲澤崎商店 下関市長崎町1丁目10-4 083-222-6609

藤井石油㈱ 下関市安岡駅前1丁目4-8 083-258-0271

山田日之出ガス㈱下関営業所 下関市王司本町3丁目2-7 083-249-3222

イワタニ山陽㈱下関営業所 下関市王司上町2丁目5-7 083-242-1700

ホームタウン㈲ 下関市豊北町大字阿川字下市628-1 083-786-1158

㈱美祢ガスセンター 美祢市美東町大田5445 08396-2-0476

㈲長門プロパン 長門市東深川990 0837-22-0806

西日本液化ガス㈱長門営業所 長門市湯本三反田870-1 0837-25-3580

㈲光栄商会 萩市大字唐樋町37 0838-22-0554

冨田商店 萩市大字椿東6385 0838-25-0704

服部産業㈱ 萩市大字熊谷町30 0838-25-3456

西日本液化ガス㈱萩支店 萩市大字椿326-1 0838-22-2220

イワタニ山陽㈱萩営業所 萩市大字椿2327-1 0838-25-3600
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