【大阪ガスサービスショップ】
会社名
(株)エスタ
(株)山岡商店 ガスセンター山岡
(株)栄 駒川ガスセンター
(株)栄 巽ガスセンター
(株)橋詰商店
(株)寺田商店
(株)ハロー大阪南
(株)エネルギーステーション大阪店
(株)若林商会
(株)ハロー ハロー天王寺
(株)ハロー 本店
(株)カクイチ
(株)ハロー西大阪
(株)リブオール アワヂガスセンター
(株)リヴィックス大阪
(株)栄 古市ガスセンター
(株)アスライフ
(株)クラッセル大阪 淀川店
(株)栄 京橋ガスセンター
(株)神崎商会 神崎ガスセンター 天神橋店
(株)神崎商会 神崎ガスセンター 大淀店
(株)ザ フォルム
(株)西川商店 つるはしガスセンター
(株)都島ガスセンター
(株)浜田
(株)浜寺ガスセンター
(株)タナカ オオトリガスセンター
(株)ハーツ
岩本石油(株) 尾崎ガスセンター
(株)小橋商会
浦田ガスサービス(株)
(株)エネルギーステーション 南大阪店
(株)徳信商会 泉佐野・貝塚ガスセンター
(株)北野田ガスセンター
(株)徳信商会 高石ガスセンター
(株)サンク
岩本石油(株) 岩出ガスセンター
(株)タキハタ
(株)エネルギーステーション 和歌山店
(株)辻中 ガスセンター辻中
(株)ミツワ 池田ガスセンター リフォームプラザミツワ
(株)ハウゼック
(株)ウエダ ガスセンターウエダ
(株)サンディパー
(株)トモエリビングセンター
(株)北千里ガスセンター
(株)クラッセル
(株)箕面ガスセンター
阿部住宅設備機器(株) ほっとプラッツ江坂ガスセンター
(株)フレックス北大阪
中井エンジニアリング(株)
(株)ハロー ハロー北大阪
(株)西村商店
(株)フレックス
(株)奥田ガスセンター
(株)エネルギーステーション 四條畷店
(株)フレックス 大東店
(株)徳信商会
(株)タナカ 田中ガスセンター
(株)フレックス東大阪 石切瓢箪山ガスセンター
(株)牧野ガスセンター
(株)リヴィックス

住所
大阪市阿倍野区美章園2−26−2
大阪市平野区瓜破東1−1−34
大阪市東住吉区駒川2-2-8
大阪市生野区巽中4-3-13
大阪市住吉区山之内3-1−8
大阪市住之江区中加賀屋4−3−19
大阪市阿倍野区帝塚山1-3-21
大阪市東成区東中本2-2-6 米田ビル
大阪市東成区玉津2−2−22
大阪市天王寺区勝山3-7-14
大阪市大正区三軒家東4-6-15
大阪市鶴見区放出東3−8−13
大阪市此花区朝日1-9−23
大阪市東淀川区淡路4丁目19−18
大阪市旭区森小路1−7−12
大阪市都島区東野田町4-19-1
大阪市東淀川区小松1-7-1
大阪市淀川区十三元今里1−13−2
大阪市都島区東野田町4-19-1
大阪市北区天神橋3-10-8
大阪市北区大淀南3-12-9
大阪市東住吉区東田辺1−16−18 高崎ビル1F
大阪市生野区桃谷3-11-20
大阪市都島区御幸町2−3−4
松原市田井城1-6-21
堺市西区浜寺石津町西1丁3−10
堺市中区深井中町1051-1
堺市北区金岡町3035番地
阪南市南山中717-1
泉大津市春日町7−23
岸和田市荒木町2−5−12
和泉市いぶき野5-8-22
泉佐野市上町1-9-35
堺市東区北野田514−5
高石市加茂4-11-6
大阪狭山市山本北1423−6
岩出市根来861-4
和歌山市向13
和歌山市舟津町2-11-1
豊中市南桜塚2−6−27
池田市神田1-23−6
茨木市中穂積1-3-6
摂津市千里丘1−7−9
高槻市栄町1−8−1
高槻市大手町3−27
吹田市古江台4-1
豊中市東豊中町1−1−35
箕面市箕面2-13-1
吹田市芳野町9-14
吹田市原町4−16−15
茨木市上郡1−1−6
高槻市殿町6-20
柏原市今町1−2−11
八尾市山本町1−12−1
八尾市山城町2−3−26
四條畷市清滝397-3
大東市氷野2−2−87
八尾市北久宝寺3-1-63
東大阪市三の瀬1-1-28
東大阪市弥生町3－40
枚方市牧野坂2-2−1
寝屋川市香里新町27−10

代表者氏名
村山 直子
山岡 敦弥
西村 元一
西村 元一
橋詰 友二
寺田 仁治
中谷 賀久
米田 豊一
若林 進
中谷 賀久
中谷 賀久
西田 義孝
中谷 賀久
辻中 弘敏
中谷 賀久
西村 元一
大田 勇紀
古本 義光
西村 元一
津田 卓哉
津田 卓哉
高崎 裕史
西川 富雄
中村 博兆
榊原 邦章
和田 吉毅
濱岡 武彦
國生 秀治郎
岩本 隆博
小橋 真治
浦田 貞継
米田 豊一
田中 博
落合 起代子
田中 博
谷口 彰
岩本 隆博
瀧畑 豊宏
米田 豊一
辻中 弘敏
船岡 武史
栃山 清徳
熊本 秀樹
新垣 猛
田中 博
髙井 敦夫
古本 義光
阿部 吉秀
阿部 吉秀
中谷 賀典
中井 正幸
中谷 賀久
西村 良久
中谷 賀典
古本 義光
米田 豊一
中谷 賀典
田中 博
濱岡 武彦
中谷 賀典
嶋田 幸史
中谷 賀久

会社名
(株)藤阪ガスセンター
(株)栄 交野ガスリビング
(株)トムコ くずは・京田辺店
(株)ライフサービス
(株)ミツワ ガスプラザ八幡
(株)守口・門真ガスセンター
三浦産業(株) 郡山ガスセンター
(株)リビングイワイ
(株)阪奈ガスセンター
(株)学園前ガスセンター
(株)森下ガスセンター
(株)大武
(株)吉川ガスセンター
(株)米沢ガスセンター
(株)松本商店 ガスセンター松本
(株)井筒屋商店 山城ガスセンター いづつや
高橋商事(株)
(株)エム・ワイ・ジー
(株)ライフライン
宮村産業(株) 宮村ガスセンター
(株)エネルギーステーション 西神戸店
ライフコア(株)
(株)トムコ
宮村産業(株) 鈴蘭台みやむら
(株)シィメス
(株)立石ガスセンター
(株)オーエヌイー
(株)エネルギーステーション 宝塚店
(株)エネルギーステーション 芦屋店
(株)エネルギーステーション 尼崎店
(株)エネルギーステーション 川西店
(株)クラッセル兵庫
(株)クラッセル兵庫 武庫之荘ガスの店
(株)仁川ガスの店
(株)甲子園ガスセンター
(株)森本商店 森本ガスセンター
三樹エンジニアリング(株) オタビガスハウジング
(株)エネルギーステーション北神戸
(株)ガスセンター タルヒロ
(株)エネルギーステーション 加古川店
共和商亊(株) リビング光都
(株)エネルギーステーション 姫路店
(株)ガスセンター長谷川
(株)塚ロガスの店
(株)あらしよ あらしよガスセンター
(株)福田商店 板宿ガスセンター
(株)石谷販売店 石谷垂水ガスセンター
(株)タルキ
(株)ミツワ 醍醐ガスセンター
(株)京南
(株)嵯峨ガスセンター
(株)桂ガスセンター
(株)かつらぎ長岡ガスセンター
かつらぎ瓦斯器具(株)
(株)エネルギーステーション 伏見店
(株)エネルギーステーション 物集女店
(株)ミツワ 洛陽ガスセンター
(株)エネルギーステーション 山科店
(株)ミツワ 洛北ガスセンター
(株)ミツワ 左京ガスセンター
(株)ミツワ リフォームプラザ北大路
(株)ミツワ リフォームプラザ墨染
(株)ミツワ ガスライフ物集女・洛南

住所
枚方市藤阪元町3−32−10
交野市幾野1−9−10
枚方市南楠葉1-1-26
寝屋川市高柳6−7−7
八幡市男山泉3-21 泉ビル
門真市新橋町20−12
大和郡山市南郡山町468
奈良市右京1-3-1
生駒市谷田町875−5
奈良市宝来4-16−54
奈良県生駒郡斑鳩町興留2−3−11
奈良県香芝市西真美1−2−3
橿原市醍醐町286−1
大東市扇町2−4
東大阪市旭町3-1
木津市加茂町南加茂台5−12−1
木津川市木津町木津川原田34-16
明石市荷山町1855−19
神戸市東灘区住吉南町3−2−23
神戸市灘区将軍通3-3-30
明石市西明石西町1-19-5
神戸市中央区脇浜町2−5−17
神戸市兵庫区西多聞通1−1−7
神戸市北区鈴蘭台北町3-25-5
神戸市西区森友4−30
川西市小花2-1−3
芦屋市打出町6−26
宝塚市中山寺1-11-15
芦屋市打出町3-26-2
尼崎市東園田町6−79−5
川西市平野2−6−10
西宮市津門稲荷町6−25
尼崎市南武庫之荘1-23-1 LOCUS1 1階
宝塚市駒の町3−5
西宮市甲子園口3-3−25
神戸市中央区中山手通1−4−14
神戸市兵庫区水木通9丁目1－33
神戸市北区有野中町1−6−6
姫路市元塩町135
加古川市加古川町篠原町168-8
たつの市新宮町光都1-20-2
姫路市安田4丁目56
高砂市高砂町北渡海町1016
伊丹市野間1-7-16
尼崎市次屋1−16−21
神戸市須磨区戎町3−1−22
神戸市垂水区陸ノ町7−23
神戸市長田区長田町2−1−8
京都市伏見区醍醐西大路44−14
宇治市木幡南端6
京都市右京区太秦堀ケ内町23−3
京都市西京区桂春日町50−2
長岡京市友岡西畑30
京都市上京区中立売通堀川西入ル役人町238
京都市伏見区鍋島町18
向日市物集女町森ノ上6-20
京都市右京区西院三蔵町12
京都市山科区椥辻中在家町1-2-1
京都市左京区修学院大林町13-6
京都市左京区浄土寺西田町57
京都市北区小山西上総町26
京都市伏見区深草越後屋敷町40-1
京都市右京区西院三蔵町12

代表者氏名
松田 大輔
西村 元一
土谷 幸三
栃山 清徳
船岡 武史
中谷 賀久
三浦 伸一
岩井 麻利子
森下 智朗
中谷 賀典
森下 智朗
大武 正之
吉川 浩央
米沢 隆
西腋 規文
福井 良
高橋 良成
宮地 七佳人
大江 克芳
土谷 幸三
米田 豊一
加賀 聡
土谷 幸三
土谷 幸三
浅井 哲也
立石 秀治
古本 義光
米田 豊一
米田 豊一
米田 豊一
米田 豊一
古本 義光
古本 義光
岩城 潤一
福竹 泰彦
森本 弘志
小川 洋市
冨成 浩明
小川 みよ子
米田 竜馬
中谷 武弘
米田 竜馬
長谷川 正裕
辻井 正夫
橋本 好弘
福田 直彦
石谷 明
松本 浩平
船岡 武史
小永井 正継
中村 俊之
中村 幸司
葛城 敏史
葛城 敏史
米田 竜馬
米田 竜馬
船岡 武史
米田 竜馬
船岡 武史
船岡 武史
船岡 武史
船岡 武史
船岡 武史

会社名
中島商亊(株) ナカジマ
(株)ヤマキ
(株)三条ガスショップ
川端ガス(株)
南丹ガス(株)
㈲ガスセンター甲西

住所
彦根市平田町700−2
草津市青地町200−10
京都市中京区三条通猪熊西入御供町303
京都市下京区西七条北東野町112
亀岡市篠町浄法寺中村22-2
滋賀県湖南市岩根中央2-5−2

代表者氏名
中島 智宏
山本 文喜
木村 タミ
川端 耕輔
川勝 啓史
冨田 範行

