（別紙）北海道内において特定ガス発生設備によりガスを供給する地点
登録番号
B0002

一般家庭への販売地点

氏名または名称
北海道瓦斯株式会社
（法人番号5430001021815)

北海道北斗市常盤（アメニティータウン上磯団地）

北海道函館市東山（道商東山第５団地）

北海道函館市上湯川町（上湯の川公営住宅団地）

北海道北斗市常盤（常盤ウッドタウン団地）

北海道北広島市輝美町、北進町、広葉町、栄町、青葉町、南町、若葉町、松
北海道亀田郡七飯町本町（七飯本町第二団地）
葉町、白樺町、泉町、緑陽町、高台町、里見町、山手町（北広島団地）

B0003
B0005
B0006

旭川ガス株式会社
（法人番号1450001000317)
室蘭ガス株式会社
（法人番号3430001057118 )
帯広ガス株式会社
（法人番号2460101000272 )

北海道北斗市久根別（久根別駅前団地）

北海道函館市東山（東山団地）

北海道函館市滝沢町（香雪団地）

北海道北斗市向野（マイタウン向野団地）

北海道北斗市七重浜（道営七重浜団地）

北海道函館市高松町、瀬戸川町（みどり団地）

北海道函館市高丘町（道商高丘団地）

北海道函館市高丘町（見晴団地）

北海道江別市萌ぎ野西、萌ぎ野中央、萌ぎ野東（東江別ニュータウン）
北海道登別市新生町、富士町（香風団地）

北海道登別市桜木町、緑町（桜木団地）

北海道中川郡幕別町札内文京町、札内あかしや町、札内泉町、札内みずほ 北海道河東郡音更町宝来北１条、宝来西町、宝来仲町、宝来東町、ひびき
町（あかしや南団地）
野西町、ひびき野仲町、ひびき野東町（宝来団地）
北海道河東郡幕別町旭町（旭町団地）

北海道河東郡音更町柳町、木野（柳町団地）

北海道河東郡音更町木野（木野団地）

北海道河東郡音更町雄飛が丘、雄飛が丘北区、雄飛が丘仲区、雄飛が丘
南区、桜ヶ丘、桜ヶ丘西（雄飛ヶ丘団地）

北海道河東郡音更町すずらん台（すずらん台ニュータウン）

北海道河東郡音更町木野（リバーサイド公園緑街）

北海道中川郡幕別町札内暁町（千住１０１ニュータウン）

北海道河東郡音更町緑陽台、共栄台、北鈴蘭（緑陽台ニュータウン）

北海道中川郡幕別町札内青葉町（チロットニュータウン）
B0008

苫小牧ガス株式会社
（法人番号3430001053447 )

B0009

滝川ガス株式会社
（法人番号3430001048439 )
岩見沢ガス株式会社
（法人番号5430001046325 )

北海道苫小牧市有珠の沢町（雇用促進住宅 糸井宿舎）

北海道苫小牧市宮の森町、字糸井（宮の森団地）

北海道苫小牧市有珠の沢町（ＣＩタウン）

B0010

B0011
B0012

美唄ガス株式会社
（法人番号4430001046854 )
北ガスジェネックス株式会社
（法人番号6430001004356 )

北海道滝川市東滝川町（ニュータウンこすもす）
北海道岩見沢市美園町（岩見沢市美園町）

北海道岩見沢市日の出台（日の出台支庁公宅）

北海道岩見沢市かえで町（かえで団地）

北海道岩見沢市日の出台（日の出台道営住宅）

北海道岩見沢市かえで町（第２かえで団地）

北海道岩見沢市北１～５条（若松団地）

北海道美唄市峰延（峰延市街）
北海道札幌市東区北４５～４６条（北栄三愛団地）

北海道札幌市北区篠路１条、百合が原（篠路高野三愛団地）

北海道札幌市東区北４９条（栄町有楽タウン）

北海道札幌市厚別区大谷地（住宅商工大谷地団地）

北海道札幌市東区東苗穂２条（札幌刑務所宿舎）

北海道札幌市豊平区西岡２～３条（西岡ＣＩタウン）

北海道札幌市東区伏古１１～１２条（東苗穂日本信販団地）

北海道札幌市豊平区西岡４～５条（第５次西岡団地）

北海道札幌市東区東苗穂１２条（東苗穂総輪タウン）

北海道札幌市豊平区西岡４条（西岡札東７・８団地）

北海道札幌市東区東苗穂６～８条（札苗団地）

北海道札幌市豊平区西岡４～５条（第４次西岡団地）

北海道札幌市東区伏古１～１０条、東苗穂３～５条（ふしこ第２団地）

北海道札幌市豊平区西岡２～３条（西岡山陽岩倉団地）

北海道札幌市東区中沼６条（新苗穂団地）

北海道札幌市豊平区西岡５条（西岡日の丸宅地団地）

北海道札幌市東区北３４～３９条（丘珠玉宝団地）

北海道札幌市豊平区西岡２～４条（西岡共同信販タウン）

北海道札幌市東区北２７～２８条、北３０条（東元町三博団地）

北海道札幌市豊平区西岡２条（西岡アカシヤタウン）

北海道札幌市東区北丘珠２～３条、丘珠町（丘珠みづほ団地）

北海道札幌市豊平区西岡２～３条（西岡団地）

北海道札幌市東区東雁来６～８条（雁来ニュータウン）

北海道札幌市豊平区福住１条（羊ケ丘中学校前団地）

北海道札幌市西区発寒６条（木工団地）

北海道札幌市豊平区福住１～３条（福住団地）

北海道札幌市西区発寒６条（発寒団地）

北海道札幌市豊平区月寒東４～５条（東月寒内山タウン）

北海道札幌市西区福井（福井１０１団地）

北海道札幌市豊平区月寒東３～４条（東月寒サニータウン）

北海道札幌市西区福井（手稲ニューライフタウン）

北海道札幌市清田区北野６～７条（北野大橋宅地団地）

北海道札幌市西区西野２条（西野ハイツ）

北海道札幌市清田区北野３～７条（北野公社第２団地）

北海道札幌市西区西野１条（西野しんたくダイワ団地）

北海道札幌市清田区北野３条（北野宅建団地）

北海道札幌市西区西野１条（西野リラハイツ）

北海道札幌市清田区北野３～４条（北野岩田開発団地）

北海道札幌市西区西野４条（西野パークハウス）

北海道札幌市清田区北野６～７条（北野団地）

北海道札幌市西区西野３条（西野団地）

北海道札幌市清田区平岡２～３条（平岡ニュータウン）

北海道札幌市西区西野４～５条（西野中央団地）

北海道札幌市清田区里塚３～４条（イトーピア里塚タウン）

北海道札幌市西区西野４～５条（西野３２８安田団地）

北海道札幌市清田区里塚２～３条（札幌東部ニュータウン里塚）

北海道札幌市西区西野３～４条（山の手団地）

北海道札幌市清田区真栄１～２条（真栄コープタウン）

北海道札幌市西区西野５～７条（西野中央第２団地）

北海道札幌市豊平区月寒東２条（ロピア月寒）

北海道札幌市西区西野７～９条（西野平和苑）

北海道北広島市西の里（西の里団地）

北海道札幌市西区西野５～７条（西野６３９安田団地）

北海道石狩市花畔（花川ニュータウン）

1/4

登録番号

一般家庭への販売地点

氏名または名称
北海道札幌市西区西野８条（西野７２５団地）

北海道石狩郡当別町スウェーデンヒルズ（当別スウェーデンヒルズ）

北海道札幌市西区西野８～１０条（西野昭和団地）

北海道恵庭市恵み野、中島町（恵庭ニュータウン）

北海道札幌市西区西野１０～１２条（西野しんたく団地）

北海道小樽市桂岡町（桂岡団地）

北海道札幌市西区宮の沢２条（手稲宮の沢団地）

北海道小樽市星野町（キライチ川つつじ団地）

北海道札幌市手稲区西宮の沢３条、西区宮の沢１条、西区発寒６条（手稲札
北海道小樽市銭函（銭函しらかば団地）
東４次団地）

B0013

ハローガス共栄株式会社
（法人番号3430001048232 )

北海道札幌市西区宮の沢３～４条（宮の沢安田タウン）

北海道小樽市銭函（銭函アカシヤタウン）

北海道札幌市手稲区西宮の沢１～２、４条（宮の沢グリーンタウン）

北海道小樽市塩谷（塩谷市営Ｃ団地）

北海道札幌市手稲区西宮の沢１～２条（宮の沢コープタウン）

北海道小樽市塩谷（塩谷市営Ａ団地）

北海道札幌市手稲区富丘３～５条（手稲サニータウン）

北海道小樽市塩谷（塩谷市営Ｄ団地）

北海道札幌市手稲区手稲本町５条（手稲グリーンタウン）

北海道小樽市高島（高島団地）

北海道札幌市手稲区稲穂１～２条（手稲稲穂団地）

北海道小樽市新光（新光団地）

北海道札幌市手稲区稲穂１～２条（手稲駅西団地）

北海道小樽市オタモイ（オタモイ西団地）

北海道札幌市手稲区曙２～３条（手稲工業住宅団地）

北海道小樽市幸町（幸町財務局宿舎）

北海道札幌市手稲区曙５～１２条（手稲公営住宅前団地）

北海道札幌市東区伏古１１～１２条（伏古北栄団地）

北海道札幌市手稲区前田８～１０条（手稲前田商工団地）

北海道札幌市南区真駒内（真駒内アートパークタウン）

北海道札幌市手稲区前田４～５条（手稲前田アカシヤ団地）

北海道札幌市手稲区金山１～２条（金山青葉台ニュータウン）

北海道札幌市手稲区前田７～１０条（手稲前田団地）

北海道札幌市豊平区西岡３条（エンドレス西岡）

北海道札幌市手稲区金山１～２条（金山公社団地）

北海道札幌市南区藤野３～５条（藤ヶ丘パークタウン）

北海道札幌市手稲区金山３条、５条（金山札幌住宅生協団地）

北海道札幌市南区南の沢２～３条（ビュータウン南ケ丘）

北海道札幌市手稲区星置１条（手稲スプリングタウン）

北海道札幌市北区篠路７条（カーサヴェール）

北海道札幌市西区平和２条（平和日本信販団地）

北海道恵庭市相生町（ピースオブマインド恵庭）

北海道札幌市南区常盤１条（ときわ団地）

北海道札幌市南区中の沢（藻岩グリーンタウン）

北海道札幌市南区藤野１条（十五島じょうてつタウン）

北海道空知郡南幌町緑町、東町、美園（南幌団地みどり野ニュータウン）

北海道札幌市南区藤野２条（藤野日本信販団地）

北海道岩見沢市幌向北１～２条（カームビラほろむい）

北海道札幌市南区石山東（京成幌南台団地）

北海道北広島市大曲中央（エスセーナ大曲）

北海道札幌市南区石山２条（石山大橋宅地団地）

北海道浦河郡浦河町西舎（日本中央競馬会日高育成牧場）

北海道札幌市南区石山２～４条（石山日鉱タウン）

北海道札幌市南区簾舞５条（簾舞タウン）

北海道札幌市南区北の沢、北の沢１条（王子藻岩団地）

北海道石狩郡当別町当別太（健康の杜スターライトタウン）

北海道札幌市南区北の沢、川沿１条（王子藻岩第２団地）

北海道恵庭市白樺町（恵庭白樺タウン）

北海道札幌市南区北の沢（北の沢日本信販タウン）

北海道札幌市南区簾舞３～４条（ウッディヒルズ簾舞）

北海道札幌市南区南の沢３～６条（南の沢第２東海団地）

北海道札幌市南区真駒内（真駒内アートパークタウンⅢ）

北海道札幌市南区南の沢２～４条（南の沢サニータウン）

北海道北広島市大曲並木（サーム広島インター）

北海道札幌市南区川沿５～６条（川沿イワクラタウン）

北海道恵庭市美咲野、文京町（イト―ピア牧場ガ―デンシティ）

北海道札幌市南区川沿８～１０条（川沿団地）

北海道空知郡南幌町西町、栄町（南幌団地みどり野ニュータウン西町）

北海道札幌市南区川沿１７条（川沿公社第３団地）

北海道札幌市手稲区手稲山口（アンジェリアタウン山口）

北海道札幌市南区川沿１条（ルーベデンス藻岩）

北海道札幌市清田区北野６条（しんたく団地北野Ⅰ）

北海道札幌市南区真駒内、常盤（サンブライト真駒内）

北海道札幌市清田区平岡２～３条（しんたく大和オーチャードヒル団地）

北海道札幌市北区太平２～１２条、篠路１～２条（篠路太平団地２）

北海道小樽市星野町（青葉台団地）

北海道札幌市北区篠路３～１０条（篠路駅前団地）

北海道北広島市共栄町（北広島共栄団地）

北海道滝川市滝の川町（滝の川団地）

北海道砂川市空知太東３～４条（石山団地）
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登録番号
B0014

B0015

一般家庭への販売地点

氏名または名称
日高ガス協同組合
（法人番号6430005009260)

北海道エア・ウォーター株式会社
（法人番号4430001022194 )

B0016

北海道エナジティック株式会社
（法人番号5430001021682 )

B0017

株式会社エネサンス北海道
（法人番号9430001008552 )

北海道日高郡新ひだか町静内青柳町（青柳町団地）

北海道日高郡新ひだか町静内清水丘（清水丘団地）

北海道日高郡新ひだか町旭町（旭町団地）

北海道日高郡新ひだか町静内緑町（緑町町営住宅団地）

北海道日高郡新ひだか町静内駒場町（駒場団地）

北海道日高郡新ひだか町本町（本町団地）

北海道石狩郡当別町太美町（ＪＲタウンふと美）

北海道札幌市豊平区月寒東２条（しんたく月寒団地）

北海道旭川市東鷹栖（旭川刑務所職員宿舎）

北海道石狩郡当別町春日町（町営住宅春日団地）

北海道北広島市大曲（大曲柏葉台団地）

北海道上川郡鷹栖町南１条（つつじ団地）

北海道小樽市新光（小樽市営新光Ｂ団地）

北海道札幌市手稲区星置１条（手稲星置団地）

北海道恵庭市北柏木町（北柏木団地）

北海道恵庭市和光町（戸磯団地）

北海道札幌市南区北の沢（北の沢団地）

北海道札幌市手稲区富丘３条（富丘ニュータウン）

北海道北広島市中央（北広島セントラルパレス）

北海道札幌市手稲区手稲本町５条（手稲本町団地）

北海道上川郡当麻町４条（公営住宅当麻団地）

北海道上川郡東神楽町（東神楽公営住宅）

北海道上川郡東神楽町南１条（公営住宅緑町団地）

北海道札幌市南区簾舞２条（簾舞団地）

北海道札幌市南区川沿１５～１６条（ビレッジハウス川沿）

北海道小樽市新光（リーセント新光）

北海道札幌市豊平区福住２～３条（ビレッジハウス福住）

北海道札幌市南区石山１条（ロピア石山通り）

北海道北広島市中央（市営住宅広島団地）

北海道恵庭市黄金北（恵庭黄金住宅団地 ）

北海道小樽市塩谷（塩谷グリーンハイツ）

北海道恵庭市恵央（市営住宅恵央団地Ａブロック）

北海道空知郡上富良野町旭町（上富良野公務員宿舎）

北海道苫前郡羽幌町栄町（栄町夕陽ヶ丘団地）

北海道札幌市豊平区月寒東１条（ビレッジハウス東月寒）

北海道留萌市大町（留萌市々営大町２丁目改良住宅）

北海道岩見沢市上幌向２条（サンタウンかみほろ）

北海道札幌市西区西野１３～１４条（東急西野ニュータウン）

北海道岩見沢市幌向南２～５条（西岩見沢高野ニュータウン）

北海道石狩市厚田区虹ヶ原、緑ヶ原（トーメン石狩ニュータウン）

北海道樺戸郡月形町（法務局月形宿舎）

北海道札幌市南区常盤４～５条（常盤ニュータウン）

北海道岩見沢市幌向北２条（幌向北団地）

北海道札幌市南区豊滝（豊滝団地）

北海道岩見沢市幌向北２条（マイタウン幌向）

北海道札幌市豊平区西岡１条（西岡ハイツ）

北海道恵庭市西島松（島松(10)公務員宿舎）

北海道札幌市東区東苗穂１条（東苗穂市営団地）

北海道札幌市清田区北野５条（しんたくダイワハウス北野５条５丁目団地）

北海道札幌市西区平和３条（平和ニュータウン）

北海道札幌市清田区北野７条（しんたく不動産北野団地リバーサイド）

北海道札幌市手稲区前田１～４条（前田団地）

北海道札幌市手稲区前田５～６条（あけぼの団地）

北海道札幌市南区川沿１１条（真駒内(2)公務員受宿舎）

北海道札幌市東区東苗穂１３～１４条（東苗穂ニュータウン）

北海道札幌市南区南の沢２条（南の沢グリーン団地）

北海道石狩市親船東１～２条（石狩団地）

北海道札幌市手稲区富丘３条（手稲富丘コーポ）

北海道札幌市手稲区稲穂３～４条（稲穂団地）

北海道函館市西旭岡町、上湯川町、旭岡町（旭岡団地）

北海道札幌市西区西野２条（宏友ハイツ）

北海道北斗市本町（グリーンランド大野本町Ⅱ）

北海道札幌市手稲区富丘１条（雇用促進住宅 手稲第２宿舎）

北海道函館市銭亀町（望洋ニュータウンＡ）

北海道札幌市手稲区西宮の沢４条（雇用促進住宅 手稲第３宿舎）

北海道函館市銭亀町（望洋ニュータウンＢ）

北海道札幌市清田区北野５～６条、豊平区月寒東４条～５条（高野第５月寒
団地）
B0018
B0019

札幌液化石油ガス協同組合
（法人番号1430005002278 )
株式会社菱友
（法人番号9430001048813 )

北海道札幌市手稲区稲穂４条（公営住宅稲穂団地）

北海道札幌市手稲区曙１１条～１２条（手稲山口東団地）

北海道北広島市大曲（北広島市大曲団地）

北海道北広島市大曲（リーセント大曲）

北海道滝川市滝の川町（西５丁目団地）
B0020
B0021

月寒燃料協同組合
（法人番号3430005003217 )
登別ガス協同組合
（法人番号9430005010067 )

北海道札幌市豊平区西岡３条（西岡北団地）

北海道札幌市豊平区西岡３条（西岡南団地）

北海道登別市幌別町（柏木団地）

北海道登別市登別東町（登別東町団地）

北海道登別市柏木町（柏三団地）

北海道登別市片倉町（幌別西市営住宅団地）

北海道登別市柏木町（柏葉団地）

北海道登別市幌別町（幌別東団地）

北海道登別市新川町（さかい宿舎）

北海道登別市常盤町（緑ヶ丘団地）

北海道登別市桜木町（桜木団地）

北海道登別市若山町（若山団地）

北海道登別市新生町（新生団地）

北海道登別市若山町（若山４丁目団地）

北海道登別市千歳町（千歳団地）
B0022
B0023
B0024

ミライフ北海道株式会社
（法人番号3430001007576）
空知ガス株式会社
（法人番号2450001004688 )
伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社
（法人番号6430001020188)

北海道白老郡白老町日の出町（白老青葉団地）

北海道白老郡白老町川沿（白老美園団地）

北海道深川市あけぼの町（あけぼの団地）
北海道沙流郡日高町富川駒丘（北海道軽種馬振興公社門別軽種馬トレーニ
北海道札幌市清田区清田２～５条（日商岩井株式会社清田団地）
ングセンター）
北海道北広島市大曲末広（大曲団地）

B0025

成沢機器株式会社
（法人番号8440001001482 )

北海道北斗市七重浜（テーオーニュータウンサクラヶ丘）
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北海道函館市陣川（フォリストニュータウン第２）

登録番号

一般家庭への販売地点

氏名または名称
北海道函館市陣川（フォリストニュータウン第１）

B0026

B0027
B0028

B0029
B0030
B0031
B0032
B0033
B0034
B0035
B0036

北燃商事株式会社
（法人番号1430001046650 )

苫小牧ＬＰガス事業協同組合
（法人番号9430005008714)
株式会社西ガス
（法人番号7430001048880 )

有限会社佐藤燃料店
（法人番号6430002058707 )
株式会社ホクタン
（法人番号1450001008277 )
札幌北部エルピーガス協同組合
（法人番号9430005002394 )
札幌アポロ株式会社
（法人番号4430001019694 )
株式会社ヒシサン
（法人番号3460401000236 )
上田商事株式会社
（法人番号6430001057239 )
株式会社砂川ガス
（法人番号1430001048382 )
道北エア・ウォーター株式会社
（法人番号6430001032522 )

北海道札幌市白石区２条～４条（川北団地）

北海道岩見沢市東町１条（新東町団地）

北海道恵庭市黄金南、黄金中央、黄金北（黄金戸磯団地）

北海道北広島市大曲（柏葉台団地）

北海道恵庭市緑町（市営住宅旭団地）

北海道岩見沢市ふじ町１条（メイプルタウン）

北海道恵庭市桜町（市営住宅桜町団地）

北海道北広島市大曲（四里塚団地）

北海道恵庭市島松寿町（市営住宅鈴蘭団地）

北海道岩見沢市北６条（リバーサイド若松）

北海道苫小牧市東開町（東開町市営住宅）

北海道苫小牧市沼ノ端（沼の端中央市営住宅）

北海道砂川市吉野３条（砂川市営住宅東町団地）
北海道砂川市三砂町（砂川市道営住宅三砂団地）

北海道砂川市西３条、西６～７条（砂川市宮川地区改良住宅）

北海道苫小牧市字勇払（山陽国策団地）

北海道苫小牧市字勇払（勇払市営住宅団地）

北海道名寄市大通北６丁目（ノースタウンなよろ）

北海道稚内市宝来（稚内宝来団地）

北海道札幌市東区北４３条（道営栄町団地）
北海道札幌市南区藤野３条（藤野団地）
北海道根室市駒場町（雇用促進住宅望洋宿舎）
北海道登別市常盤町（常盤団地）

北海道登別市千歳町（登別市千歳団地）

北海道砂川市西２～４条（北光団地）

北海道砂川市宮川町（宮川地区改良住宅）

北海道名寄市西２条（名寄ＪＲアパート）

北海道名寄市西１０条（陸上自衛隊名寄特別借受宿舎）

北海道名寄市西１５条（名寄公務員宿舎）
B0037

山一熱器機株式会社
（法人番号9450001009020)

北海道留萌市平和台（ビレッジハウス平和台）

北海道留萌市末広町（留萌末広町住宅団地）

北海道留萌市大町（留萌市大町改良住宅団地 ）

北海道留萌市野本町（留萌市野本中央団地）

北海道留萌市沖見町（留萌市沖見町市営住宅団地）
B0038
B0039

株式会社いわせき
（法人番号6430001046365 )
稚内エルピーガス事業協同組合
（法人番号2450005002820 )

B0040

伊達ガス事業協同組合
（法人番号5430005009633 )

B0041

道南エア・ウォーター株式会社
（法人番号2430001032526 )
永井石油株式会社
（法人番号3430001052052 )
協業組合北部ガスセンター
（法人番号7450005002543 )

北海道岩見沢市かえで町（日の出町団地）
北海道稚内市末広（末広団地）

北海道稚内市末広（第２末広団地）

北海道稚内市富士見（市営富士見団地）

北海道稚内市末広（第３末広団地）

北海道伊達市末永町（末永中央団地）

北海道伊達市山下町（山下団地）

北海道伊達市舟岡町（にれの木団地）

B0042
B0043

北海道二海郡八雲町栄町（八雲特別借受宿舎）
北海道岩内郡岩内町字宮園（岩内町公営住宅東宮園団地）
北海道士別市東５条（トヨタ自動車株式会社士別社宅）

北海道士別市東２～東４条（北部団地）

北海道士別市東丘（東山団地）
B0044
B0045

株式会社越森石油電器商会
（法人番号3440001006610 )
小樽液化石油ガス協同組合
（法人番号8430005007923 )

北海道奥尻郡奥尻町字宮津（奥尻公務員宿舎）
北海道小樽市新光（小樽市公営住宅新光Ｅ団地）

北海道小樽市オタモイ（市営オタモイ住宅第２）

北海道小樽市銭函（小樽市公営住宅銭函団地）

北海道小樽市オタモイ（市営オタモイ住宅）

北海道小樽市新光（道営住宅新光団地）
B0046
B0047
B0048
B0049
B0050

道央エア・ウォーター株式会社
（法人番号7430001032521 )
旭川ガス燃料株式会社
（法人番号9450001000326 )
オホーツク・エア・ウォーター株式会社
（法人番号5430001032523 )
名寄北炭株式会社
（法人番号1450001007295 )
株式会社三光
（法人番号5460301003147 )

北海道留萌市緑ヶ丘（留萌公務員宿舎）

北海道空知郡南幌町中央（ダイアナ南幌ヒルズ）

北海道上川郡鷹栖町北野東３～４条（パラダイムタウン）
北海道網走郡美幌町稲美（稲美宿舎）

北海道網走市潮見（サンライズマンション）

北海道名寄市西２条（サンピラーなよろ団地）

北海道名寄市緑丘（緑丘東光団地）

北海道網走市南３条（網走市道営住宅中央公園団地）

北海道網走市つくしヶ丘（網走市つくしヶ丘４丁目市営住宅）

北海道網走市緑町（網走緑町合同宿舎）
B0051
B0052
B0053
B0055

有限会社日通プロパン
（法人番号8430002057624)
株式会社カネキ柏原
（法人番号6460301003105 )
芽室ガス株式会社
（法人番号7460101001828 )
北海道日通プロパン販売株式会社
（法人番号7430001022357）

北海道岩内郡岩内町東山（東山団地）
北海道網走市北１１条（道営網走サンリッチヴィラ）
北海道川西郡芽室町東めむろ１～３条（東めむろニュータウン）
北海道小樽市朝里川温泉（サーム朝里が丘）

北海道札幌市豊平区豊平３条（ヌーベルアーバンシティ）
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