
四国中央支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

㈱三好石油店 799-0101 四国中央市 川之江町字井地山980-6 0896-56-2177

㈲武村石油店 799-0101 四国中央市 川之江町4061 0896-56-2612

㈲富士商会 799-0101 四国中央市 川之江町4063-17 0896-58-2508

内田石油㈱ 799-0121 四国中央市 上分町539-1 0896-58-5710

太田燃料店 799-0101 四国中央市 川之江町1697-2 0896-56-4013

寺尾商店 799-0111 四国中央市 金生町下分285 0896-58-3700

㈲大麻プロパン商会 799-0101 四国中央市 川之江町2424-3 0896-56-4033

東予ガス㈱ 799-0113 四国中央市 妻鳥町中新開86-1 0896-56-2440

カネユキ石川商店 799-0101 四国中央市 川之江町1124-2 0896-56-0186

㈲石川石油店 799-0101 四国中央市 川之江町1013-10 0896-58-2102

㈲日之出商店 799-0111 四国中央市 金生町下分1554-1 0896-56-5011

㈲川村石油店 799-0121 四国中央市 上分町521-1 0896-58-3208

四国ガス燃料㈱　川之江出長所 799-0113 四国中央市 妻鳥町2138番1 0896-56-1100

うま農業協同組合　総合経済センター 799-0422 四国中央市 中之庄町浜の前1684-4 0896-24-8511

㈲篠原金物店 799-0405 四国中央市 三島中央3丁目11-20 0896-23-2246

田中商事㈲ 799-0405 四国中央市 三島中央2丁目11-29 0896-23-3125

田中商事㈲　金子充填所 799-0421 四国中央市 三島金子1丁目字金子2200-11 0896-23-5531

㈱平石石油 799-0413 四国中央市 中曽根町385-1 0896-24-9155

トクワカ商事㈱ 799-0401 四国中央市 村松町882 0896-24-4460

㈲鈴木住宅設備 799-0404 四国中央市 三島宮川2丁目1-6 0896-23-2269

大一ガス㈱  四国中央営業所 799-0431 四国中央市 寒川町2346-1 0896-22-4848

㈲三宅商事 799-0405 四国中央市 三島中央5丁目5-6 0896-23-2971

㈲三宅石油店 799-0431 四国中央市 寒川町164-1 0896-24-5129

㈱吉川ライフサポート設備 799-0405 四国中央市 三島中央5丁目3-45 0896-23-2664

㈲あたらしや 799-0303 四国中央市 新宮町新宮430 0896-72-2015

共同瓦斯㈱ 799-0705 四国中央市 土居町野田甲1328-1 0896-74-3036

共同瓦斯㈱　四国中央支店 799-0705 四国中央市 土居町野田甲1328-1 0896-74-0355



新居浜支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

伊藤燃料店 792-0826 新居浜市 喜光地町1丁目7-35 0897-41-6445

別子プロパン㈱ 792-0802 新居浜市 新須賀町4丁目13-12 0897-33-4207

㈲デルタ燃料 792-0035 新居浜市 西の土居町2丁目12-6 0897-32-4854

㈱佐藤燃料 792-0016 新居浜市 港町20番9号 0897-32-2579

越智産業㈱ 792-0023 新居浜市 繁本町5-35 0897-37-2222

四国ガス燃料㈱　新居浜営業所 792-0050 新居浜市 萩生1142 0897-47-6677

田坂燃料店 792-0826 新居浜市 喜光地町２丁目8‐13 0897-41-6821

㈱大原商店 792-0045 新居浜市 中萩町10‐51 0897-41-6801

高橋プロパン 792-0035 新居浜市 西の土居町2丁目1-37 0897-32-4081

竹林住宅設備機器 792-0060 新居浜市 大生院83‐1 0897-41-6622

㈲福田商店 792-0050 新居浜市 萩生550番地の11 0897-41-6974

高橋燃料店 792-0060 新居浜市 大生院1312 0897-43-6652

東亜産業㈱ 792-0004 新居浜市 北新町2-33 0897-32-5460

カントメ産業㈱ 792-0003 新居浜市 新田町2丁目2‐51 0897-33-6611

正起ガス㈱ 792-0851 新居浜市 観音原町甲6-7 0897-44-5111

高橋商店 792-0003 新居浜市 新田町1丁目18‐4 0897-32-2345

㈲下川商店 792-0824 新居浜市 上泉町1‐7 0897-41-6331

樋口商店 792-0024 新居浜市 宮西町1番4号 0897-32-3062

真鍋商店 792-0006 新居浜市 河内町10‐19 0897-32-8342

三晴産業住宅設備 792-0828 新居浜市 松原町15-36 0897-41-6252

藤田燃料店 792-0871 新居浜市 八幡3‐1‐57 0897-45-0411

岡野松次商店 792-0872 新居浜市 垣生4丁目11-37 0897-45-0122

㈲宮内商店 792-0811 新居浜市 庄内町1丁目10‐8 0897-32-4962

豫洲産業㈱ 792-0804 新居浜市 田所町3‐9 0897-33-8721

武田商店 792-0866 新居浜市 宇高町1‐9‐16 0897-37-2482

河野ガス㈱ 792-0803 新居浜市 平形町4‐11 0897-32-4572

㈲尾崎商店 792-0005 新居浜市 江口町4‐22 0897-32-4487

㈲藤田石油商事 792-0828 新居浜市 松原町1‐78 0897-43-6155

㈲リビング石川 792-0022 新居浜市 徳常町10‐25 0897-37-3731

四国プロパンガス㈱ 792-0050 新居浜市 萩生719‐1 0897-43-3333

㈱宏栄産業 792-0862 新居浜市 沢津町3丁目8-10 0897-33-8080

㈱宏栄産業　充填所 792-0893 新居浜市 多喜浜6丁目6番6号 0897-46-0708

ミライフ四国㈱新居浜店 792-0050 新居浜市 萩生字岸之下1143-1 0897-43-7480

新居浜市農業協同組合 792-0812 新居浜市 坂井町3丁目10-40 0897-41-7016

㈲矢野プロパン 792-0854 新居浜市 国領1丁目甲1813‐1 0897-41-6775

一色燃料店 792-0812 新居浜市 坂井町3‐13‐22 0897-41-4242

安藤秋年商店 792-0862 新居浜市 沢津町2丁目2‐25 0897-32-4234

朝日ガス㈱ 792-0026 新居浜市 久保田町3丁目2番1号 0897-33-6533

㈱天宗　新居浜 792-0823 新居浜市 外山町14-47 0897-41-5568

大一ガス㈱　東予営業所 792-0811 新居浜市 庄内町4丁目3-19 0897-31-3500

近藤石油㈱ 792-0811 新居浜市 庄内町1丁目7-21 0897-33-7007

四国岩谷産業㈱　新居浜営業所 792-0003 新居浜市 新田町２丁目２番９号 0897-32-0153

新居浜エルピーガス販売事業協同組合 792-0862 新居浜市 沢津町1-4-166　ｱｻﾋﾊﾟﾚｽ沢津601号 0897-37-5599

髙山産業㈱新居浜支店 792-0893 新居浜市 多喜浜２丁目１-６９ 0897-45-3600

四国物産新居浜㈱ 792-0011 新居浜市 西原町1‐1‐79 0897-33-7311

アストモスリティリング㈱　新居浜営業所 792-0862 新居浜市 清水町6-36 0897-37-5580

日プロ愛媛㈱ 792-0851 新居浜市 観音原町甲２番地1 0897-43-8519



西条支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

㈲工藤ガス 793-0030 西条市 大町1176番地1　ｻﾝｼｬｲﾝ西条121号 0897-53-5797

㈲エナジー安田 793-0027 西条市 朔日市775‐4 0897-55-2596

三晃産業㈲ 793-0072 西条市 氷見乙986‐2 0897-57-9007

㈱西条プロパン 793-0030 西条市 大町1074‐2 0897-55-2120

日野商店 793-0035 西条市 福武甲532番地の7 0897-55-3435

西条市農協　アグリセンター 793-0052 西条市 中西新開111-1 0897-56-9000

㈲藤本石油 793-0072 西条市 氷見乙705‐1 0897-57-9804

佐伯燃料店 793-0073 西条市 氷見丙527 0897-57-9908

㈱アポロ商会 793-0030 西条市 大町1507 0897-55-4141

㈲リビング藤下 793-0023 西条市 明屋敷328‐1 0897-55-4363

髙橋石油ガス㈱ 793-0053 西条市 洲之内甲647‐1 0897-56-1570

㈲高田屋ガス 793-0041 西条市 神拝甲197番地の7 0897-53-6468

共栄プロパンガス㈱ 793-0010 西条市 飯岡2609‐2 0897-56-0052

㈲サイトウ 793-0010 西条市 飯岡2560－31 0897-56-0089

フジエネルギー㈲ 793-0035 西条市 福武字出晴甲890-3 0897-53-8000

共同瓦斯㈱　ひうち支店 793-0003 西条市 ひうち字西ひうち3-40 0897-55-2845

ミライフ四国㈱　西条店 793-0030 西条市 ひうち字西ひうち3-9 0897-56-2406

四国アセチレン工業㈱　西条工場 793-0003 西条市 ひうち字西ひうち3-9 0897-56-7399

伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ西日本㈱　西条営業所 793-0003 西条市 ひうち字西ひうち3-9 0897-55-1861



周桑支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

藤岡ガス㈲ 799-1371 西条市 周布1688‐2 0898-68-7826

久通丸商店 799-1341 西条市 壬生川21 0898-64-2047

国安石油㈱ 799-1323 西条市 桑村41‐7 0898-66-5145

㈲大道プロパン 799-1343 西条市 喜多台474‐5 0898-64-2325

大崎屋 799-1303 西条市 河原津甲236 0898-66-5164

㈲金子屋商店 799-1301 西条市 三芳1104 0898-66-5011

小笠原プロパン 799-1353 西条市 三津屋南14番40 0898-64-2457

山内石油㈱安全ガス販売 799-1364 西条市 石田288‐1 0898-64-3507

ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱　東予営業所 793-0021 西条市 神拝乙135-2 0897-55-1919

藤田商事㈱　東予営業所 799-1354 西条市 北条1200-2 0898-64-7321

㈱天宗　東予 799-1362 西条市 今在家727-1 0898-64-2595

東亜産業㈱　東予営業所 799-1354 西条市 北条755-1 0898-64-4043

周桑農業協同組合 791-0593 西条市 丹原町池田1701番地1 0898-68-4884

松田商店 799-1101 西条市 小松町新屋敷甲255 0898-72-2801

㈲玉井石油店 799-1101 西条市 小松町新屋敷甲517‐4 0898-72-2706

㈲南部燃料住宅設備 799-1101 西条市 小松町新屋敷甲2845-1 0898-72-2306

伊藤金物店 791-0510 西条市 丹原町丹原235 0898-68-7161

㈲行元プロパン住宅設備 791-0510 西条市 丹原町丹原169 0898-68-7105

㈲黒川燃料店 791-0524 西条市 丹原町高松甲522 0898-68-7473

㈲河野商店 791-0535 西条市 丹原町志川235 0898-73-2011

㈲佐伯燃料設備工業 791-0510 西条市 丹原町丹原61‐1 0898-68-7185



今治支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

㈱ｼﾞｪｲｴｲ越智今治　ＬＰガスセンター 794-0032 今治市 天保山町2丁目5-2 0898-32-1270

㈱ｼﾞｪｲｴｲ越智今治　岩城支店 794-2410 越智郡上島町 岩城1528 0897-75-2596

㈱ｼﾞｪｲｴｲ越智今治　大三島ＬＰｶﾞｽｾﾝﾀｰ 794-1305 今治市 大三島町台211 0898-82-0416

㈱ｼﾞｪｲｴｲ越智今治　関前支店 794-1101 今治市 関前岡村甲697-17 0898-88-2311

今治立花農協　ガスセンター 794-0803 今治市 北鳥生町3丁目3-14 0898-23-0246

大浜漁業協同組合 794-0002 今治市 大浜町2丁目3‐28 0898-23-3737

㈱柿原商店 794-0802 今治市 南鳥生町3丁目1‐10 0898-22-5007

㈱白石石油店 799-1504 今治市 拝志3‐12 0898-48-5653

神野商店 794-0015 今治市 常盤町7丁目5‐9 0898-22-2168

四国溶材商事㈱ 794-0081 今治市 阿方甲298-1 0898-32-5225

㈱リビング武田 794-0015 今治市 常盤町1丁目4‐1 0898-23-0148

㈲玉川液化ガス 794-0005 今治市 大新田町3丁目4‐12 0898-23-3625

㈱天宗 799-1507 今治市 東村南1丁目10-32 0898-48-0296

㈱しまなみ流通センター 799-1507 今治市 東村南1丁目10-32 0898-48-0296

東予液化ガス㈱ 794-0801 今治市 東鳥生町5丁目59 0898-22-7634

東予液化ガス㈱　喜田村事業所 799-1502 今治市 喜田村２丁目4-8 0898-48-8006

豊島石油店 794-0065 今治市 別名498‐2 0898-22-6476

㈱仲渡石油 794-0002 今治市 大浜町1丁目4-1 0898-22-2796

西日本石油瓦斯㈱ 799-1507 今治市 東村南1丁目7-3 0898-48-0526

片上商店 799-2117 今治市 地堀3丁目7‐13 0898-41-9181

㈲福田酸素商会 794-0013 今治市 片原町1丁目1‐19 0898-23-1133

美須賀燃料店 794-0037 今治市 黄金町4丁目1‐14 0898-22-1382

㈱東燃 794-0063 今治市 片山3丁目5‐2 0898-22-2223

神野商店 799-1534 今治市 桜井団地3丁目9‐5 0898-48-1515

今治プロパンガス㈱ 794-0081 今治市 阿方甲295 0898-22-2212

㈱新田石油店 794-0032 今治市 天保山町2丁目2‐4 0898-32-0621

共同瓦斯㈱　今治営業所 794-0064 今治市 小泉５丁目6-31 0898-22-8155

ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱　今治支店 794-0861 今治市 五十嵐字宝蔵甲109-1 0898-22-2821

四国ガス燃料㈱ 794-8703 今治市 中寺字樋掛226番地1 0898-32-0725

四国ガス燃料㈱　今治営業所 794-0069 今治市 クリエイティブヒルズ２番地5 0898-32-4145

四国ガス産業㈱ 794-0027 今治市 南大門町2丁目2番地4 0898-32-4812

四国岩谷産業㈱　今治営業所 799-1506 今治市 東村５丁目1-25 0898-47-2980

㈱しまなみ流通センター 799-1507 今治市 東村南１丁目10-32 0898-48-0696

四国ガスＬＰＧ販売㈱ 794-0069 今治市 クリエイティブヒルズ２番地5 0898-55-8011

越智燃料店 794-0112 今治市 玉川町小鴨部甲292‐1 0898-55-2430

㈲マサオカ 794-0109 今治市 玉川町長谷甲326‐1 0898-55-2465

木村久信商店 799-2103 今治市 波方町小部甲315 0898-52-2104

木村武男商店 799-2103 今治市 波方町小部甲267 0898-52-2114

㈲越智商会 799-2206 今治市 大西町脇甲857‐2 0898-53-2062

菊間ガス協業組合 799-2303 今治市 菊間町浜1035 0898-54-3739

太陽石油販売㈱　菊間営業所 799-2301 今治市 菊間町佐方434 0898-54-4855

㈲水口住設 794-2104 今治市 吉海町仁江1266 0897-84-2427

㈲藤田商店 794-2111 今治市 吉海町幸新田461番地 0897-84-2994

重松電機 794-2103 今治市 吉海町福田2356 0897-84-2126

大谷石油店 794-2104 今治市 吉海町仁江96‐1 0897-84-2829

西原電器ガス店 794-2110 今治市 吉海町八幡28 0897-84-3801

みづほ商店 794-2203 今治市 宮窪町宮窪2780 0897-86-2025

㈲佐七屋 794-2203 今治市 宮窪町宮窪2963‐1 0897-86-3728

日豊ガス 794-2305 今治市 伯方町木浦甲3462‐7 0897-72-3338

広島ガス伯方㈱ 794-2304 今治市 伯方町北浦甲168‐2 0897-72-1541

山岡早光商店 794-2305 今治市 伯方町木浦甲1315 0897-72-0625

矢島商会 794-1404 今治市 上浦町瀬戸1223 0897-87-2264

三和商会 794-1402 今治市 上浦町井口2299‐2 0897-87-3212

上浦ガス㈲ 794-1402 今治市 上浦町井口5853 0897-87-2115

旭物産㈲ 794-1304 今治市 大三島町宮浦5728 0897-82-0147

㈲伊豫燃料 794-1304 今治市 大三島町宮浦153-1 0897-82-0182

宗方丸商店 794-1309 今治市 大三島町宗方1466 0897-83-0253

杉野弘明商店 794-1307 今治市 大三島町口総4273 0897-83-0055

西島石油店 794-1306 今治市 大三島町野々江384 0897-83-0439

合同ガス 794-1306 今治市 大三島町野々江2157 0897-83-0235



今治支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

石川商店 794-1301 今治市 大三島町肥海1615 0897-82-0215

井村商事㈲ 794-1101 今治市 関前岡村甲112-1 0897-88-2220

倉本商店 794-2410 越智郡上島町 岩城1389 0897-75-2028

松浦工業所㈱ 794-2410 越智郡上島町 岩城1425 0897-75-2607

㈱廣昭 794-2506 越智郡上島町 弓削下弓削206番地2 0897-77-2700

生名石油 794-2550 越智郡上島町 生名2104 0897-76-2003

魚島村漁業協同組合 794-2540 越智郡上島町 魚島1番耕地1362 0897-78-0021

因の島ガス㈱　上島営業所 794-2505 越智郡上島町 弓削明神324-2 0897-77-2176



松山支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

㈲石丸ガス商会 790-0004 松山市 大街道3丁目2‐41 089-921-2505

㈲今出石油 791-8044 松山市 西垣生町710番地2 089-972-0549

伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ西日本㈱　松山営業所 790-0932 松山市 東石井5丁目11番28号 089-969-1182

伊丹産業㈱　松山営業所 790-0952 松山市 朝生田町2丁目4番3号 089-987-6633

上松プロパン㈱ 799-2656 松山市 和気町1丁目74－3 089-978-1033

㈲ウオズミ 791-8081 松山市 高浜町5丁目1572 089-951-2053

上岡商事㈱ 790-0045 今治市 余戸中4丁目15番19号 089-971-7373

エナジー・ワン㈱ 791-8057 松山市 大可賀3丁目1453‐11 089-952-7711

㈱愛媛ガスセンター 790-0911 松山市 桑原7丁目4‐23 089-921-2803

全国農業協同組合連合会愛媛県本部 790-8555 松山市 南堀端町2-3 089-948-5432

ＪＡえひめエネルギー㈱ 791-8044 松山市 西垣生町1800-7 089-974-0107

えひめ中央農協　燃料課 790-0011 松山市 千舟町8丁目128番地1 089-943-3550

えひめ中央農協　温泉燃料センター 790-0913 松山市 畑寺742 089-986-9456

えひめ中央農協　伊予燃料センター 799-3122 伊予市 市場129-4 089-982-5302

えひめ中央農協　北条燃料センター 799-2430 松山市 北条辻410 089-993-3119

えひめ中央農協　中島燃料センター 791-4501 松山市 中島大浦1623 089-997-0603

えひめ中央農協　小田燃料センター 791-3502 喜多郡内子町 寺村1018番地 0892-52-3122

えひめガスターミナル㈱ 791-8044 松山市 西垣生町1800-7 089-974-8060

㈱エイデン 790-0924 松山市 南久米町659-5 089-975-0906

大上商店 791-1134 松山市 恵原町甲816‐2 089-963-0014

㈲大西太商店 790-0003 松山市 三番町1丁目14-2 089-945-0330

岡田商店 790-0961 松山市 日の出町8‐43 089-921-2268

㈱小笠原工業所 791-0054 松山市 空港通5丁目10-3 089-972-0043

㈱木田産業 799-2651 松山市 堀江町甲1773‐1 089-978-0129

共同瓦斯㈱ 松山支店 791-0243 松山市 平井町甲3341-1 089-970-8877

ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱ 松山支店 791-8042 松山市 南吉田町2576 089-972-1339

㈲河野商店 790-0823 松山市 清水町1丁目8‐7 089-923-0276

㈲小山商店 791-8025 松山市 衣山2丁目1‐1 089-925-7388

㈲坂本石油店 791-0103 松山市 上高野町152‐1 089-977-0403

エネロ㈱ 790-0932 松山市 東石井5丁目11番25号 089-956-1131

エネロ㈱高原営業所 791-1221 上浮穴郡久万高原町 露峰甲2604番地1 0892-21-3118

㈲三光ガス商会 790-0803 松山市 東雲町6‐6 089-945-2232

三光松浦ガス 791-0111 松山市 上伊台町912‐4 089-977-1705

㈲三翔ガス 791-8044 松山市 西垣生町776‐4 089-972-1007

四国岩谷産業㈱　松山支店 791-8002 松山市 谷町甲80 089-978-1755

四国岩谷産業㈱　松山営業所 791-8002 松山市 谷町甲80 089-978-0381

四国ガス燃料㈱　松山営業所 791-8006 松山市 安城寺町518番地1 089-979-0909

四国ガス燃料㈱　松前充填所 791-3131 伊予郡松前町 大字北川原字七宝1628-1 089-984-6340

四国ガス産業㈱　松山営業所 791-8057 松山市 大可賀2丁目2-10 089-989-7101

㈲昭英ガス 790-0055 松山市 針田町229‐5 089-972-2467

㈲白石一商会 791-8071 松山市 松ノ木1丁目2‐26 089-951-0984

㈲城北ガス電機商会 791-8005 松山市 東長戸3丁目6-35 089-922-8576

タイヨー商事㈱ 791-8036 松山市 高岡町148 089-973-0601

高市商店 790-0862 松山市 湯渡町10-32 089-921-1936

㈲高橋ガス商会 790-0966 松山市 立花2丁目6‐28 089-943-3044

高橋商事㈱ 790-0941 松山市 和泉南6丁目3番3号 089-956-3751

宝ガス㈱ 790-0934 松山市 居相2丁目2番7号 089-956-0298

㈱竹田石油 790-0045 松山市 余戸中6丁目4-27 089-971-1661

武智燃料店 790-0924 松山市 南久米町276‐5 089-975-0248

玉井産業㈱ 791-1113 松山市 森松町650‐1 089-956-0065

大一ガス㈱ 790-0813 松山市 萱町1丁目3-12 089-941-7938

大一ガス㈱高岡事業所 791-8036 松山市 高岡町148 089-972-0410

大一ガス㈱松山北出張所 791-4321 松山市 元怒和甲956 089-999-0555

太陽石油販売㈱ 791-8036 松山市 高岡町74-1 089-974-5760

㈱ダイショウ・コーポレーション 790-0923 松山市 北久米町45番地3 089-970-8800

大和酸素工業㈱ 791-8018 松山市 問屋町１０-４７ 089-925-0111

㈱寺田商店 791-8077 松山市 内浜町19‐27 089-952-1611

㈱ともざわ 791-8036 松山市 高岡町262 089-972-0708

アストモスリティリング㈱四国カンパニー 791-8044 松山市 西垣生町1800番地7 089-968-7711

仲矢商店 791-8081 松山市 高浜町6丁目2248‐11 089-952-9393



松山支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

永田商事㈱ 790-0963 松山市 小坂町5丁目10-24 089-986-6606

成田産業㈱ 790-0852 松山市 石手4丁目2‐55 089-941-8925

㈲ニッタンガス 791-8022 松山市 美沢１丁目6-4 089-924-3920

日興石油㈱ 790-0012 松山市 湊町4丁目1-2 089-931-3221

㈲二宮ガス 791-8016 松山市 久万ノ台946‐6 089-925-3836

㈲坂東ガス店 790-0966 松山市 立花1丁目6‐29 089-921-3314

日野燃料店㈲ 790-0963 松山市 小坂2丁目1-11 089-921-5696

㈲兵頭燃料店 790-0867 松山市 北立花町3‐9 089-946-3791

㈲平田ガスセンター 791-8042 松山市 南吉田町1077 089-972-1286

福泉㈱ 790-0031 松山市 雄郡1丁目1-32 089-932-3288

㈱富士商会 790-0905 松山市 樽味4丁目6‐18 089-943-6270

藤村石油㈱ 791-8015 松山市 中央1丁目2-23 089-924-6794

藤村石油㈱　伊予営業所 799-3115 伊予市 湊町51 089-982-0153

㈱フモト商会 790-0963 松山市 小坂4丁目19‐16 089-933-3003

㈲豊後屋瓦斯 791-8061 松山市 三津2丁目13-21 089-952-0006

㈲豊後屋瓦斯　清住支店 791-8055 松山市 清住2丁目1017-1 089-952-1354

㈲豊後屋瓦斯　平井支店 791-0243 松山市 平井町甲2530‐1 089-976-2575

㈱松友 790-0051 松山市 生石町493 089-941-1384

松本燃料店 790-0872 松山市 昭和町68 089-921-5341

㈱松山生協　燃料課 790-0003 松山市 三番町8丁目325-1 089-946-1611

㈱松山生協　石井基地 790-0932 松山市 東石井7丁目3-5 089-956-1098

㈱松山生協　味生基地 790-0003 松山市 三番町8丁目325-1 089-952-7117

㈱松山生協　久万基地 791-1205 上浮穴郡久万高原町 菅生2番耕地1789 0892-21-0136

㈱松山生協　美川基地 791-1512 上浮穴郡久万高原町 東川8-1 0892-57-0315

㈱松山生協　小野基地 791-0244 松山市 水泥町842 089-975-1521

㈱松山生協　興居島基地 791-8093 松山市 泊町817番地先 089-961-3286

㈱松山生協　河中基地 791-0132 松山市 河中町甲159 089-977-5858

㈱松山生協　垣生充填所 791-8044 松山市 西垣生町2874 089-974-3735

松山オートガス㈱ 790-0011 松山市 千舟町8丁目76-1 089-943-7522

㈱マリン石油 790-0012 松山市 湊町7丁目6-3 089-945-6668

㈱丸源ガス 790-0844 松山市 道後一万8-23 089-924-1877

丸信ガス㈱ 790-0925 松山市 鷹子町393 089-976-1441

㈲溝田石油 791-1125 松山市 小村町325-1 089-963-0121

㈱ヤスタカ 791-8042 松山市 南吉田町1345 089-972-0232

八原産業 791-8082 松山市 梅津寺町1294-9 089-951-2461

㈱芳之内ガス 791-8006 松山市 安城寺町1762-7 089-978-0945

芳野石油㈱ 799-2651 松山市 堀江町甲1557 089-978-0216

㈱リビング丸信 790-0925 松山市 鷹子町393 089-976-8809

㈱和田ガス 791-8044 松山市 西垣生町1222 089-972-0522

㈲ＬａＬｕｅｒ　エムケイホームガス 791-8067 松山市 古三津4丁目85 089-952-9188

㈱小田商店 799-2430 松山市 北条辻1461 089-993-2111

ガス太郎 799-2469 松山市 光洋台6-54 089-994-3035

㈲椙野ガス 799-2430 松山市 北条辻1307-1 089-992-0707

㈲村田ガス 799-2430 松山市 北条辻803-3 089-993-2475

㈲吉井プロパン 799-2432 松山市 土手内117-7 089-992-0227

㈱大内造船所 791-4501 松山市 中島大浦3052番地8 089-997-1211

川本鉄工所 791-4322 松山市 上怒和甲247 089-999-0427

新谷商店 791-4508 松山市 吉木甲1147-1 089-997-0187

網野プロパン店 799-3115 伊予市 湊町218-3 089-982-1541

㈱門田 799-3113 伊予市 米湊855-1 089-982-0339

久保プロパン 799-3115 伊予市 湊町2丁目33-1 089-982-0841

㈱シティガス 799-3114 伊予市 灘町120-5 089-982-0357

㈲出來商店 799-3114 伊予市 灘町167 089-982-0028

㈲永井商会 791-3206 伊予市 中山町中山丑282-3 089-967-0117

堀物産 791-3203 伊予市 中山町出渕2-102-1 089-967-0032

峰岡商店 791-3206 伊予市 中山町中山未1167-2 089-967-1187

戎井商店 799-3314 伊予市 双海町串甲1123-2 089-987-0114

㈲丹生谷石油 791-0205 東温市 西岡871番地 089-964-2436

㈲大西商会 791-0303 東温市 北方3195-1 089-966-2046

東温ガス㈱ 791-0303 東温市 北方2176 089-966-2217



松山支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

㈲佐川石油店 791-0312 東温市 則之内乙2572-1 089-966-2068

㈲高橋石油 791-0301 東温市 南方527-3 089-966-2233

㈲暮らしのセンター渡部 791-1201 上浮穴郡久万高原町 久万153-12 0892-21-0041

八石商店 791-1503 上浮穴郡久万高原町 日野浦780 0892-56-0879

㈲高橋石油店 791-1801 上浮穴郡久万高原町 柳井川780 0892-54-2728

伊豫ガス㈱ 791-3110 伊予郡松前町 大字浜800-1 089-984-2047

愛媛日商プロパン㈱ 791-3197 伊予郡松前町 大字筒井1266 089-984-1296

愛媛ベニー㈱ 791-3131 伊予郡松前町 大字北川原1625-1 089-984-8800

エヒメ酸素㈱　松山事業所 791-3131 伊予郡松前町 大字北川原塩屋西2041 089-984-5188

㈱沖野燃料店 791-3102 伊予郡松前町 大字北黒田745-1 089-984-2207

㈲協和ガス 791-3155 伊予郡松前町 大字鶴吉557-2 089-984-1955

㈲中島石油 791-3120 伊予郡松前町 大字筒井1394-6 089-984-2248

㈱向井燃料 791-3110 伊予郡松前町 大字浜742 089-984-1132

㈲松前ガスセンター 791-3131 伊予郡松前町 大字北川原1770-1 089-985-0316

藤田商事㈱　松山営業所 791-3131 伊予郡松前町 大字北川原2057-2 089-985-3352

㈲門田ガス 791-2101 伊予郡砥部町 高尾田158 089-956-0525

サンライズガス㈱ 791-2122 伊予郡砥部町 千足158 089-962-7333

㈲増田ガス 791-2132 伊予郡砥部町 大南544 089-962-2071

渡部石油㈱ 791-2101 伊予郡砥部町 高尾田733 089-956-0650

㈲三好石油 791-2205 伊予郡砥部町 総津169 089-969-2410

冨永商事 791-3501 喜多郡内子町 小田376-1 0892-52-2062



大洲支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

㈱西川燃料店 795-0011 大洲市 柚木337-13 0893-24-2885

㈲松村燃料店 795-0012 大洲市 大洲644 0893-24-2512

㈲浜田燃料店 795-0052 大洲市 若宮501 0893-24-3373

㈲大洲燃料片神商店 795-0012 大洲市 大洲727-6 0893-24-2072

津田燃料店 795-0041 大洲市 八多喜町甲106-1 0893-26-0127

坂本商店 795-0087 大洲市 森山甲1099 0893-27-0032

長田ガス燃料㈲ 795-0073 今治市 新谷町甲117-3 0893-25-0113

愛媛たいき農協　サンライズ５６ 795-0052 大洲市 若宮958-12 0893-24-4168

㈲平成ガス 795-0071 大洲市 新谷乙514 0893-25-2500

㈲マルオ商事 795-0052 大洲市 若宮723-2 0893-24-3048

㈲曽根プロパン販売所 795-0064 大洲市 東大洲207 0893-24-3522

曽根プロパン㈲　大洲営業所 795-0071 大洲市 新谷乙514 0893-25-1020

エネロ㈱　大洲営業所 795-0064 大洲市 東大洲1041-2 0893-25-4567

南予プロパン㈱ 795-0071 大洲市 新谷乙514 0893-25-2000

㈲宮部商店　充填所 795-0021 大洲市 平野町野田3990 0893-23-5700

永田商事㈱　白滝営業所 799-3431 大洲市 白滝甲197-7 0893-54-0509

(同)岸本石油 799-3401 大洲市 長浜甲670-1 0893-52-0072

矢野ガス㈱ 799-3444 大洲市 長浜町上壱松甲713-1 0893-52-0420

㈲鈴木ガス商会 799-3401 大洲市 長浜甲641-1 0893-52-0358

㈲池内石油店 799-3401 大洲市 長浜甲169-1 0893-52-0448

鹿野川ガス販売所 797-1504 大洲市 肱川町山鳥坂300 0893-34-2701

㈲瀧野商店 797-1501 大洲市 肱川町中居谷1413 0893-34-2850

北川商店 797-1601 大洲市 河辺町植松387 0893-39-2303

㈲中川ガス 791-3310 喜多郡内子町 城廻577 0893-44-2346

㈲福岡ガス 791-3301 喜多郡内子町 内子1097番地 0893-44-2225

㈲石丸燃料店 795-0301 喜多郡内子町 五十崎甲1298-1 0893-44-2076

吉田石油㈱ 795-0303 喜多郡内子町 平岡甲1-3 0893-44-3131

㈲黒田商店 795-0303 喜多郡内子町 平岡甲89-1 0893-44-2480

平石商店 795-0303 喜多郡内子町 平岡甲1096 0893-44-2305



八幡浜支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

小野プロパン 796-8010 八幡浜市 五反田1番耕地408-1 0894-24-1453

㈱やまきガス水道 796-8004 八幡浜市 産業通17-1 0894-22-2188

㈱三瀬洋商店 796-0037 八幡浜市 裏田1386番地1 0894-22-1863

山脇プロパン㈲ 796-0010 八幡浜市 松柏丙828番地 0894-22-0050

二宮プロパン販売店 796-0063 八幡浜市 153 0894-22-1106

㈲宮部商店 796-0010 八幡浜市 松柏乙986 0894-22-4050

㈲新地商店 796-0088 今治市 1207-1 0894-22-3456

㈲新地商店　保内充填所 796-0201 八幡浜市 保内町川之石1-1 0894-36-1154

㈲岡本商店 796-0001 八幡浜市 向灘3085-4 0894-22-1391

菊池プロパン店 796-0066 八幡浜市 本町71-1 0894-22-1121

満田商店 796-8010 八幡浜市 五反田1-194 0894-22-4140

宮本ガス商会㈲ 796-0088 八幡浜市 424-3 0894-24-4500

太陽石油販売㈱　八幡浜充填所 796-8010 八幡浜市 五反田2-1423-1 0894-23-1805

長谷川ガス㈱　八幡浜出張所 796-8007 八幡浜市 八代エイノオ乙392-1 0894-22-1614

西宇和農業協同組合　ＬＰＧセンター 796-0202 八幡浜市 保内町須川65-1 0894-36-3330

矢野商店 796-0201 八幡浜市 保内町川之石3-277-3 0894-36-0422

㈲宮部商店　保内営業所 796-0202 八幡浜市 保内町宮内1-658-12 0894-36-1055

速水商店 796-0202 八幡浜市 保内町宮内1-259-1 0894-37-2577

(同)中村商店 796-0421 西宇和郡伊方町 九町1-534-5 0894-39-1616

㈲ナカタ電器 796-0301 西宇和郡伊方町 湊浦1078-2 0894-38-0919

㈲川田商店 796-0502 西宇和郡伊方町 三机乙4364-12 0894-52-0671

清水商店 796-0506 西宇和郡伊方町 塩成161-2 0894-52-0032

㈲加藤商店 796-0821 西宇和郡伊方町 与侈720-3 0894-54-0761

㈲松下石油店 796-0801 西宇和郡伊方町 三崎1495 0894-54-0141

㈲米利商会 796-0907 西予市 三瓶町朝立1-438-6 0894-33-0154



西予支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

河野石油店 797-0027 西予市 宇和町小原666 0894-62-9401

㈱源プロパン住宅設備 797-0015 西予市 宇和町卯之町4丁目462 0894-62-0262

㈱ＪＡ東宇和サービス 797-0018 西予市 宇和町下松葉536 0894-62-3211

㈱ＪＡ東宇和サービス　宇和ＬＰガスセンター 797-0018 西予市 宇和町下松葉537 0894-69-1216

㈱ＪＡ東宇和サービス　野村ＬＰガスセンター 797-1212 西予市 野村町野村12-636-1 0894-72-1123

大一ガス㈱　南予営業所 797-0018 西予市 宇和町下松葉568-1 0894-62-1090

四国ガス燃料㈱　宇和島営業所　宇和出張所 797-0045 今治市 宇和町坂戸330番1 0894-62-5577

井関プロパン 797-1212 西予市 野村町野村11-131 0894-72-0235

㈲岡田石油店 797-1212 西予市 野村町野村12-748 0894-72-0105

岩本商店 797-1704 西予市 城川町川津南3627 0894-83-1068

船田商店 797-1701 西予市 城川町土居341-2 0894-83-0024



宇和島支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

㈲長瀬商店 798-0006 宇和島市 弁天町1丁目7-5 0895-22-0861

朝日燃料店 798-0013 宇和島市 御幸町2丁目4-6 0895-22-2272

葛西産業㈱ 798-0020 宇和島市 高串字畑坂丙66番地1 0895-22-2206

三原産業㈱　ガス事業部 798-0020 宇和島市 高串字中窪2番耕地46-1 0895-22-7223

長谷川ガス㈱ 798-0023 宇和島市 伊吹町花ナシ1428 0895-22-2590

亀岡ガス販売㈱ 798-0087 宇和島市 坂下津甲407-19 0895-22-0797

えひめ南農協　自動車燃料課 798-0031 今治市 栄町港3丁目303 0895-22-8111

えひめ南農協　宇和島支所 798-0031 宇和島市 栄町港3丁目303 0895-22-8111

えひめ南農協　宇和海第一支所 798-0103 宇和島市 遊子3625 0895-62-0015

えひめ南農協　宇和海第二支所 798-0212 宇和島市 戸島2064-1 0895-64-0311

えひめ南農協　立間中央支所 799-3730 宇和島市 吉田町立間2-2266 0895-52-1313

えひめ南農協　三間町支所 798-1112 宇和島市 三間町宮野下525 0895-58-3322

えひめ南農協　鬼北広見支所 798-1333 宇和島市 鬼北町永野市84 0895-45-1313

えひめ南農協　岩松支所 798-3302 宇和島市 津島町高田甲670-1 0895-32-4544

西崎石油㈱ 798-0060 宇和島市 丸之内4丁目3-12 0895-25-6611

南予ガス協業組合 798-0087 宇和島市 坂下津甲407-42 0895-23-1200

㈲ヨコガワ 798-0082 宇和島市 長堀2丁目甲534番地13 0895-25-0633

㈲ヨコガワ　下波営業所 798-0104 宇和島市 下波3743 0895-29-0031

㈱亀岡商店 798-0087 宇和島市 坂下津甲407-19 0895-22-0797

四国ガス燃料㈱　宇和島営業所　 798-0068 宇和島市 明倫町1丁目1番16号 0895-25-2834

大一ガス㈱　宇和島営業所 798-0078 宇和島市 祝森甲917　横田マンション1階 0895-27-1199

㈴赤坂商事 799-3710 宇和島市 吉田町立間尻甲427 0895-52-0172

毛利燃料店 799-3706 宇和島市 吉田町裡町134-2 0895-52-0018

㈱山下石油 799-3704 宇和島市 吉田町魚棚34-6 0895-52-0135

上甲石油店 799-3703 宇和島市 吉田町東小路甲71-1 0895-52-0067

末広燃料店 799-3705 宇和島市 吉田町本町59 0895-52-0303

㈲山本石油店 799-3702 宇和島市 吉田町西小路73-1 0895-52-1238

奥山商店 798-1123 宇和島市 三間町元宗200-1 0895-58-2078

㈲三間中央ガス商会 798-1112 宇和島市 三間町宮野下638 0895-58-2029

谷村石油店 798-3311 宇和島市 津島町岩渕852 0895-32-3144

㈲小野商店 798-3301 宇和島市 津島町岩松863-1 0895-32-2608

来島商店 798-3312 宇和島市 津島町山財4935 0895-32-2164

港石油店 798-3332 宇和島市 津島町須下427-2 0895-37-0008

酒井商店 798-3323 宇和島市 津島町上畑地甲680 0895-32-2620

越智商店 798-3301 宇和島市 津島町岩松甲966 0895-32-2366

吉本商店 798-3351 宇和島市 津島町弓立228 0895-35-0068

和田商店 798-3361 宇和島市 津島町北灘甲2224-2 0895-32-3318

㈲広見プロパン商会 798-1345 北宇和郡鬼北町 大字近永1116 0895-45-1215

㈲二宮石油店 798-1342 北宇和郡鬼北町 大字近永1198 0895-45-1123

兵頭電気㈱ 798-1321 北宇和郡鬼北町 大字小倉224 0895-47-0415

㈲浅野石油店 798-1344 北宇和郡鬼北町 大字近永630 0895-45-0171

㈱ホソカワ 798-2101 北宇和郡松野町 大字松丸245 0895-42-1168



南宇和支部

企　業　名 郵便番号 市　町 番　地 電話番号

えひめ南農協　南宇和充填所 798-4110 南宇和郡愛南町 御荘平城3644 0895-72-0126

㈱小島鉄工建設 798-3701 南宇和郡愛南町 柏2041 0895-85-0038

㈱ホウユー 798-4103 南宇和郡愛南町 御荘長洲1326-17 0895-73-0121

愛南ガス燃料 798-4103 南宇和郡愛南町 御荘長洲1371 0895-72-2540

南宇和ガス燃料㈱ 798-4341 南宇和郡愛南町 蓮乗寺9-2 0895-72-1345

㈲幸田石油店 798-4132 南宇和郡愛南町 城辺乙467 0895-72-1118

三原産業㈱　南宇和営業所 798-4341 今治市 蓮乗寺467-4 0895-72-0363

㈲近藤石油 798-4408 南宇和郡愛南町 一本松5183 0895-84-2064


