
役職名 氏　　名 事　　業　　所　　名 〒 所　　　在　　　地 電話番号

相　談　役 古川　武法 ㈱古川 250-0002 小田原市寿町1-2-32 0465-34-9101

〃 牧野　修三 ㈱カナジュウ・コーポレーション 246-0037 横浜市瀬谷区橋戸1-22-12 045-301-5111

〃 田淵　文雄 田淵商事㈱ 235-0033 横浜市磯子区杉田1-20-14佐川ビル1F 045-772-0402

会　　　 長 髙橋　宏昌 テーエス瓦斯㈱ 259-1131 伊勢原市伊勢原1-4-3 0463-95-3032

副　会　長 宇佐美　雅彦 宇佐美商事㈱ 235-0011 横浜市磯子区丸山2-5-19 045-761-3991

〃 関口　淳也 ㈱高津石油 213-0013 川崎市高津区末長2-23-45 044-866-4530

〃 細谷　和久 ㈲細谷達司商店 252-0331 相模原市南区大野台2-25-3 042-752-8045

〃 松山　利治 ㈱トーエル 223-8510 横浜市港北区高田西1-5-21 045-592-7777

専務理事 大島　雅弘 （公社）神奈川県ＬＰガス協会 231-0003 横浜市中区北仲通3-33 045-201-1400

理　　　事 杉岡　芳樹 相模ガス㈱ 252-0206 相模原市中央区淵野辺3-1-2 042-753-1231

〃 赤津　欣弥 レモンガス㈱ 254-0912 平塚市高根1 0463-31-7005

〃 山田　晶久 山田プロパン㈱ 259-1131 伊勢原市伊勢原3-5-7 0463-95-1283

〃 西澤　研二 ㈱サイサン南関東支店南足柄営業所 250-0112 南足柄市和田河原字向河原1253 0465-73-1220

〃 関口　　 剛 ㈱カナエル 241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-30-23 045-959-1111

〃 ◎ 岩瀬　友伸 ㈲岩瀬商店 210-0804 川崎市川崎区藤崎1-12-1 044-233-1933

〃 岸田　広次 ㈱岸田屋 210-0834 川崎市川崎区大島3-16-15 044-222-5669

〃 ◎ 中嶋　千治 東横化学㈱ 211-8502 川崎市中原区市ノ坪370 044-435-5870

〃 岸　　 隆広 ㈲伊藤商店 214-0037 川崎市多摩区西生田2-15-9 044-966-5191

〃 黒川　俊一 ㈱黒川石油 213-0005 川崎市高津区北見方3-6-23 044-811-0250

〃 ◎ 府川　征生 大洋石油㈱ 230-0052 横浜市鶴見区生麦3-5-22 045-521-5925

〃 栗野　貴史 三ッ輪産業㈱神奈川支店横浜営業所 221-0022 横浜市神奈川区守屋町2-6 045-441-6431

〃 ◎ 金子　洋一 ㈲金子商店 231-0806 横浜市中区本牧町1-167 045-621-7516

〃 鈴木　三仁 ㈱鈴木正男商店 234-0052 横浜市港南区笹下1-4-8 045-843-7649

〃 ◎ 林　　 伸幸 ㈱カナジュウ・コーポレーション 246-0037 横浜市瀬谷区橋戸1-22-12 045-301-5111

〃 大岩　康一 ㈲大岩商会 244-0813 横浜市戸塚区舞岡町3274-1 045-822-6272

〃 ◎ 川島　辰雄 ㈱川島商会 241-0033 横浜市旭区今川町5-15 045-364-2515

〃 今井　幸司 ㈱サンワ 240-0066 横浜市保土ヶ谷区釜台町6-4 045-333-1671

〃 ◎ 松澤　孝治 若松屋商事㈱ 225-0013 横浜市青葉区荏田町1409 045-911-2111

〃 廣田　昌彦 ㈱廣田燃料商店 223-0057 横浜市港北区新羽町2105-3 045-541-0200

〃 ◎ 太田　智志 ㈲太田商店 238-0017 横須賀市上町4-41 046-822-4177

〃 益子　陽一 ㈱三春商会 238-0023 横須賀市森崎1-18-24 046-834-1400

〃 中澤　英幸 ㈲三崎プロパン 238-0236 三崎市栄町3-6 046-882-5353

〃 ◎ 福原　慎治 ㈲福原プロパン 240-0116 三浦郡葉山町下山口1517 046-875-2370

〃 亀ヶ谷真吾 ㈲大栄ガス 240-0111 三浦郡葉山町一色1962-1 046-875-4856

〃 ◎ 若澤　竜一 ㈱みどりや 257-0042 秦野市寿町6-6 0463-81-0039

〃 葛貫　洋一 ㈱葛貫商店 259-1143 伊勢原市下糟屋369-2 0463-93-3939

〃 ◎ 高橋　正行 ㈲サガミ住設 243-0211 厚木市三田1989-7 046-242-0129

〃 加藤　　 聡 加藤食糧㈲ 243-0815 厚木市妻田西2-25-10 046-221-2768

〃 ◎ 若林　比呂之 紀伊国屋高圧㈱ 252-0027 座間市座間2-2627 046-254-5141

〃 石井　利幸 ㈲シンコー液化ガス 242-0007 大和市中央林間1-6-2 046-274-0635

〃 立中　弘志 ㈱トーエル湘南営業所 252-1108 綾瀬市深谷上8-13-3 0467-76-5101

〃 ◎ 齋藤　正行 進和商事㈱ 252-0212 相模原市中央区宮下2-1-18 042-772-7227

〃 深沢　邦康 ㈱深沢商会 252-0332 相模原市南区西大沼1-5-7 042-753-5020

〃 篠崎　浩一 ㈲中野屋篠崎商店 252-0304 相模原市南区旭町10-14 042-742-9274

〃 ◎ 苅邊　俊秀 ㈲苅辺商店 252-0157 相模原市緑区中野1343 042-784-0028

〃 宮嵜　雅則 ㈲宮嵜商店 252-0113 相模原市緑区谷ヶ原1-16-20 042-782-2747

〃 ◎ 長尾　治道 ㈱長尾商店 254-0084 平塚市南豊田16 0463-34-5802

〃 成勢　啓一 ㈲成勢商店 252-0816 藤沢市遠藤2480 0466-87-0021

〃 佐野　義一 平沢商事㈱茅ヶ崎支店 253-0085 茅ヶ崎市本矢畑1080 0467-87-1151

〃 ◎ 猪瀬　慎一 ㈱丸江 250-0001 小田原市扇町2-32-6 0465-66-6116

〃 小島　憲弘 ㈲小島商事 256-0811 小田原市田島643-1 0465-42-0342

〃 ◎ 高橋　祐造 ㈲高橋巌商店 250-0122 南足柄市飯沢7-2 0465-74-0135

〃 橋本　博幸 ㈱リビングハシモト 259-0151 足柄上郡中井町井ノ口1755-4 0465-81-0540

監　　 事 石川　尚久 内田商事㈱ 250-0863 小田原市飯泉168 0465-47-8511

〃 金指　清隆 ㈱金庫屋 243-0427 海老名市杉久保南4-6-8 046-238-4521

〃 吉原　　 繁 吉原瓦斯燃料㈱ 210-0808 川崎市川崎区旭町2-24-5 044-244-4314

公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会　理事・監事及び相談役名簿

（注：◎印支部長）
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