
■アズビル金門株式会社（都道府県LPガス協会様担当者リスト）                      アズビル金門株式会社

都道府県LPガス協会様 支店名 営業所名・部所名 住所 お問合せ先電話番号 担当者 担当者メールアドレス

北海道LPガス協会様 北海道支店 営業第１グループ 北海道札幌市東区東苗穂三条3-2-78 011-783-0505 柿崎 雅人 m.kakizaki.qi@azbil.com

青森県エルピーガス協会様 東北支店 青森営業所 青森県青森市合浦1-10-3 017-724-4379 佐々木 淳一 j.sasaki.e5@azbil.com

岩手県高圧ガス保安協会様 東北支店 北東北営業所 岩手県盛岡市加賀野3-10-1 019-625-2094 久慈 康之 y.kuji.y8@azbil.com

宮城県LPガス協会様 東北支店 ― 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1（仙台トラストタワー） 022-227-1535 柏谷 茂美 s.kashiwaya.7f@azbil.com

秋田県LPガス協会様 東北支店 秋田営業所 秋田県秋田市山王6-9-25（山王SEビル） 018-896-5980 久慈 康之 y.kuji.y8@azbil.com

山形県LPガス協会様 東北支店 ― 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1（仙台トラストタワー） 022-227-1535 柏谷 茂美 s.kashiwaya.7f@azbil.com

福島県LPガス協会様 東北支店 福島営業所 福島県福島市方木田字谷地17-9 024-545-3411 渡辺 勝信 k.watanabe.e6@azbil.com

茨城県高圧ガス保安協会様 東京支社 さいたま営業所 東京都豊島区巣鴨5-9-8 03-5961-2860 結城 吉浩 y.yuki.2c@azbil.com

栃木県LPガス協会様 北関東支店 ― 群馬県桐生市仲町3-6-32 0277-46-2271 廣瀬 雅明 m.hirose.rs@azbil.com

群馬県LPガス協会様 北関東支店 ― 群馬県桐生市仲町3-6-32 0277-46-2271 廣瀬 雅明 m.hirose.rs@azbil.com

埼玉県LPガス協会様 東京支社 さいたま営業所 東京都豊島区巣鴨5-9-8 03-5961-2860 松本 建太朗 k.matsumoto.3u@azbil.com

千葉県LPガス協会様 東京支社 千葉営業所 千葉県千葉市中央区本千葉町1-1（日土地千葉中央ビル） 043-201-7271 横井 幹人 m.yokoi.gt@azbil.com

東京都LPガス協会様 東京支社 営業第１部 営業第1グループ 東京都豊島区北大塚1-14-3（大塚浅見ビル） 03-5980-5032 小藤田 隆信 t.kotoda.ff@azbil.com

神奈川県LPガス協会様 東京支社 神奈川営業所 神奈川県海老名市中央2-9-50 （海老名プライムタワー） 046-233-1725 森田 毅義 t.morita.if@azbil.com

新潟県LPガス協会様 北関東支店 新潟営業所 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-5-37 025-285-5131 山田 茂 s.yamada.2d@azbil.com

富山県エルピーガス協会様 名古屋支店 北陸営業所 石川県金沢市上堤町3-21（金沢野村證券ビル） 076-232-5610 ⾧田 敦夫 a.nagata.9r@azbil.com

石川県エルピーガス協会様 名古屋支店 北陸営業所 石川県金沢市上堤町3-21（金沢野村證券ビル） 076-232-5610 ⾧田 敦夫 a.nagata.9r@azbil.com

福井県LPガス協会様 名古屋支店 北陸営業所 石川県金沢市上堤町3-21（金沢野村證券ビル） 076-232-5610 ⾧田 敦夫 a.nagata.9r@azbil.com

山梨県LPガス協会様 東京支社 神奈川営業所 神奈川県海老名市中央2-9-50 （海老名プライムタワー） 046-233-1725 森田 毅義 t.morita.if@azbil.com

⾧野県LPガス協会様 北関東支店 ⾧野営業所 ⾧野県⾧野市柳原2362-17 026-295-2001 古越 稔 m.furukoshi.zx@azbil.com

岐阜県LPガス協会様 名古屋支店 ― 愛知県名古屋市中区錦2-14-19（名古屋伏見Ｋスクエア） 052-212-8083 天城 啓 h.amagi.x8@azbil.com

静岡県LPガス協会様 東京支社 静岡営業所 静岡県静岡市葵区追手町5-4（アーバンネット静岡追手町ビル） 054-254-2055 渡辺 宏明 h.watanabe.o2@azbil.com

愛知県LPガス協会様 名古屋支店 ― 愛知県名古屋市中区錦2-14-19（名古屋伏見Ｋスクエア） 052-212-8083 天城 啓 h.amagi.x8@azbil.com

三重県LPガス協会様 名古屋支店 ― 愛知県名古屋市中区錦2-14-19（名古屋伏見Ｋスクエア） 052-212-8083 天城 啓 h.amagi.x8@azbil.com

滋賀県LPガス協会様 大阪支店 営業第2グループ 大阪府東大阪市⾧田中1-4-17（⾧田センタービル） 06-4308-8508 村上 直樹 n.murakami.ir@azbil.com

京都府LPガス協会様 大阪支店 営業第2グループ 大阪府東大阪市⾧田中1-4-17（⾧田センタービル） 06-4308-8508 村上 直樹 n.murakami.ir@azbil.com

大阪府LPガス協会様 大阪支店 営業第2グループ 大阪府東大阪市⾧田中1-4-17（⾧田センタービル） 06-4308-8508 永尾 誓志 s.nagao.fy@azbil.com

兵庫県LPガス協会様 大阪支店 営業第2グループ 大阪府東大阪市⾧田中1-4-17（⾧田センタービル） 06-4308-8508 永田 俊太郎 s.nagata.qf@azbil.com

奈良県LPガス協会様 大阪支店 営業第2グループ 大阪府東大阪市⾧田中1-4-17（⾧田センタービル） 06-4308-8508 永尾 誓志 s.nagao.fy@azbil.com

和歌山県LPガス協会様 大阪支店 営業第2グループ 大阪府東大阪市⾧田中1-4-17（⾧田センタービル） 06-4308-8508 木下 航平 k.kinoshita.zr@azbil.com

鳥取県LPガス協会様 中四国支店 岡山営業所 岡山県岡山市北区辰巳419-2 086-241-8511 加納 賢二 k.kano.vn@azbil.com

島根県LPガス協会様 中四国支店 中四国支店 広島県広島市東区光町1-10-19（日本生命広島光町ビル） 082-263-1971 井ノ口 徹 t.inokuchi.hj@azbil.com

岡山県LPガス協会様 中四国支店 岡山営業所 岡山県岡山市北区辰巳419-2 086-241-8511 古内 裕大 y.furuuchi.54@azbil.com

広島県LPガス協会様 中四国支店 中四国支店 広島県広島市東区光町1-10-19（日本生命広島光町ビル） 082-263-1971 井ノ口 徹 t.inokuchi.hj@azbil.com

山口県LPガス協会様 中四国支店 中四国支店 広島県広島市東区光町1-10-19（日本生命広島光町ビル） 082-263-1971 下之段 博 h.simonodan.ft@azbil.com

徳島県エルピーガス協会様 中四国支店 四国営業所 香川県高松市天神前10-12（香川天神前ビル） 087-861-2330 土居 豊泉 h.doi.93@azbil.com

香川県LPガス協会様 中四国支店 四国営業所 香川県高松市天神前10-12（香川天神前ビル） 087-861-2330 土居 豊泉 h.doi.93@azbil.com

愛媛県LPガス協会様 中四国支店 四国営業所 香川県高松市天神前10-12（香川天神前ビル） 087-861-2330 真鍋 修司 s.manabe.ib@azbil.com

高知県LPガス協会様 中四国支店 四国営業所 香川県高松市天神前10-12（香川天神前ビル） 087-861-2330 土居 豊泉 h.doi.93@azbil.com

福岡県LPガス協会様 九州支店 営業第1グループ 福岡県福岡市博多区千代1-17-1（パピヨン24） 092-633-2811 鍋嶋 芳久 y.nabeshima.n8@azbil.com

佐賀県LPガス協会様 九州支店 営業第1グループ 福岡県福岡市博多区千代1-17-1（パピヨン24） 092-633-2811 寺田 隆人 t.terada.c7@azbil.com

⾧崎県LPガス協会様 九州支店 営業第1グループ 福岡県福岡市博多区千代1-17-1（パピヨン24） 092-633-2811 寺田 隆人 t.terada.c7@azbil.com

熊本県LPガス協会様 九州支店 営業第1グループ 福岡県福岡市博多区千代1-17-1（パピヨン24） 092-633-2811 勝又 理貴 r.katsumata.s9@azbil.com

大分県LPガス協会様 九州支店 営業第1グループ 福岡県福岡市博多区千代1-17-1（パピヨン24） 092-633-2811 勝又 理貴 r.katsumata.s9@azbil.com

宮崎県LPガス協会様 九州支店 鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市中央町9-1（鹿児島中央第一生命ビル） 099-214-4610 佐藤 修治 s.sato.cp@azbil.com

鹿児島県LPガス協会様 九州支店 鹿児島営業所 鹿児島県鹿児島市中央町9-1（鹿児島中央第一生命ビル） 099-214-4610 佐藤 修治 s.sato.cp@azbil.com

沖縄県高圧ガス保安協会様 九州支店 沖縄営業所 沖縄県那覇市久米2-18-5（エステート・ビークル） 098-867-4855 渡久地 政章 m.toguchi.pk@azbil.com

一般社団法人 全国LPガス協会 御中


