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平成21年度第2回評議員会及び理事会の開催

　平成22年３月19日㈮、東京都新宿区四谷２丁目
の当機構６階会議室において、平成21年度第２回
評議員会及び理事会が開催されました。
　本回では、「平成22年度事業計画及び収支予算」
について審議され、原案どおり承認されました。（事
業計画の主な概要は下記のとおり。）
　また、当日は審議に先立ち、来賓として国土交
通省自動車交通局技術安全部の小田環境課長より
ご挨拶がありました。

◆平成22年度事業計画概要
　本年秋にはいよいよ継続生産車の一部について
ポスト新長期排ガス規制がスタートするとともに、
地球温暖化対策においても、我が国は一定の条件
付きながら2020年に対1990年比CO２排出量25％減
というポスト京都議定書に向けての目標を掲げる
など環境問題への対応は待ったなしの状況にある。
　低公害車の導入等環境への投資はそれが直ちに
企業収益に結びつくものではないため、特に昨今
のような投資環境が冷え込んだ状況の中で環境問
題への対応を促進することは大変に厳しい面があ
ると考えられる。だからこそ市場の選択と環境対
策という国家目標をつなぐ当機構の役割はむしろ
大きくなってきていると考えられる。
　従って、当機構としては、大変に厳しい環境の
中にあっても、一台でも多くの低公害車等の普及
に地道に取り組み、排出ガス規制やCO２削減に万
全を期すこととし、これによって当機構に寄せら
れた国民の期待と関心により一層応えていく必要
がある。

　このため、22年度は、国の施策と相俟って、引
き続き低公害車や電動フォークリフト等の低公
害機器の普及施策を着実に進めていくとともに、
EMS機器の普及とエコドライブ推進という自動車
運行のソフト面からもバックアップすることによ
って、自動車環境対策をより総合的に進めていく
こととする。特に来年度も自動車運送事業を取り
巻く経営環境が引き続き厳しいものと予想される
ことから、当機構自らもより一層の収益性、効率
性の向上に努めるものとする。
　また、広く一般国民向けにも「働くくるま」と
しての環境対策に関する広報啓発活動を充実させ、
自動車運送事業における環境対策について国民の
理解の増進を図り、低公害車普及に向けての環境
整備に努めることとする。
　以上のような基本的な考え方に基づいて、下記
事項を基本として推進することとする。

Ⅰ  普及促進事業
１  普及啓発活動
①低公害車普及セミナー・シンポジウム等の開催
　関係者の要望・意見を踏まえ、開催地、開催回
数及び実施内容等について目的に沿った効果が達
成できるよう十分配慮して計画するとともに、積
極的に低公害車の普及を目指す地域において、行
政、自動車メーカー、燃料供給事業者及び自動車
運送業界等関係者と協調して行う。
②低公害車普及説明会の開催
　国等の支援制度（補助・助成制度）の概要、申
請の手続き並びに低公害車の特性等を主たる内容
とする説明会を関係者との共催などにより開催す
る。
③EMS普及促進
　自動車運送事業者を対象としたEMS普及説明会
を開催し、エコドライブの必要性、LEVOの普及
事業における燃費改善状況等について説明しEMS
の普及促進を図る。
④電動フォークリフト普及促進
　貨物自動車運送事業者等に対し、電動フォーク
リフト及びアイドリングストップ時のエアヒータ
ーの省エネ有効性をPRし、普及促進を図る。
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２  広報活動
①低公害車及びEMS等普及資料の作成・配布
　低公害車、EMS及び電動フォークリフト普及PR
のためのポスター、パンフレット、リーフレット
等を作成し、関係者に広く配布するとともに、各
種イベント等を通じて普及啓発に努める
②広報活動の充実
　LEVOホームページ、機関紙（ニュースLEVO）、
広報ビデオ等の充実を図り、低公害車、EMS、電
動フォークリフト及びエコドライブ総合診断事業
等についての広報活動を行う。

Ⅱ  公益リース事業
１  低公害車リース事業
　国、自治体、全日本トラック協会及び地方トラ
ック協会の補助・助成を得て行っている当機構の
リース事業については、LEVOリースの意義・有
利性についてユーザーの理解の増進を一層図る。
このため、一般的なユーザーへの説明会のみなら
ず個々のユーザーがLEVOリースへの理解を深め
てもらえるように努力する。
　更に、引き続き事業者ニーズに基づく使い勝手の
良いリース制度への的確な対応を図ることにより、リ
ースを通した低公害車普及の確実な進展に努める。
　また、国、トラック協会等との連携を密にし、
より一層の普及活動を推進するとともに、自動車
運送事業者が行う国、地方公共団体等への補助金
申請の確認業務を引き続き行う。

２  EMS機器リース事業
　環境対策、とりわけ地球環境問題にかかわるCO２

排出削減のためには、低公害車の普及と相俟って
エコドライブの推進等ソフト面からの対策も重要
であり、国民の関心も急速に高まってきている。
このため、当機構としてもエコドライブを支援す
るEMSの更なる普及拡大を図る。
　平成17年度から国（NEDO）の補助事業として
実施されている ｢EMS普及事業｣ を活用し、全
日本トラック協会、日本バス協会、全国乗用自動
車連合会等の関係団体と協調の下、国土交通省の
EMS普及事業実施計画の認定を受けて、EMS普及
事業者として積極的に取り組んで行く。

３  物流施設省エネ設備・機器リース事業
　平成21年度に引き続き平成22年度においても省
エネ設備（電動フォークリフト）のリース取扱い
を通じ、普及促進を図る。

Ⅲ  調査研究事業
１  国際協力・共同研究
　当機構は、国際エネルギー機関（IEA）の自動
車用先進燃料実施協定（AMF）に日本政府指定機
関として参加している。AMF実施協定の執行委員
会に参加し低公害車、代替燃料自動車普及のため
の国際共同研究を実施する。
　なお平成22年度は、平成21年５月に開催された
第37回AMF実施協定執行委員において採択された
日本提案である「バイオ燃料貨物自動車の路上走
行時の排出ガスに関する研究」を（独）交通安全環
境研究所と共同で推進する。

２  情報提供事業
　低公害車、代替燃料自動車の普及促進を図るた
め、自動車に起因する大気汚染及びCO２の低減に
関する調査研究成果を学術会議等で発表する。ま
た、調査成果を活用した啓発資料の制作を行うと
ともに、各種イベント等において一般ユーザー等
に対し情報発信する。

３  エコドライブ総合診断事業
　運送事業者等における自動車の使用実態に合っ
たきめ細かなエコドライブを提案することを目的
とする「エコドライブ総合診断事業」を継続して
実施する。（※関連記事14頁）
　事業者がさらに利用しやすくなるよう、診断方
法及び費用等の改定を行うとともに、EMS機器メ
ーカーやエコドライブ講習会との連携により診断
事業の更なる拡大をめざす。

　なお、平成22年度事業計画全体については、当
機構のホームページをご参照下さい。

（http://www.levo.or.jp）

EMS EMS

EMS

EMSEMS
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１．国の補助制度の主な改正点
　平成22年度の主な改正点は次のとおりです。
１． 補助対象となる低公害車と強調補助要件の適用。
　CNGバス・トラック（バイフューエル車を含む）、ハイブリッドバス・トラック・タクシー、電気自動車
が補助対象となり最低導入台数要件（３台要件）、協調補助要件が適用されますので、ご注意下さい。
　クリーンディーゼルトラック、LPGトラック、低燃費トラックは対象となりません（低燃費トラックにつ
いては、本年９月30日まで実施されている「環境対応車購入補助制度（エコカー補助）」の対象となってい
ます）。

２．申請方法
　平成22年度は事前に「交付予定枠の内定」を得て、のち「補助金の申請」となります。

２．�国土交通省貨物自動車運送事業者用低公害車の補助制度
（1）対象車両と主な要件

対象車両（＊1, 2） 車両要件 協調補助 年度内導入台数

CNGトラック
（軽貨物車も対象）

自動車検査証の燃料欄に可燃性天然ガスであること
が記載されていること。（バイフューエル車も含む）

導入する車両の『使用
の本拠の位置』を有す
る地方自治体、トラッ
ク協会の補助金または
助成金を受けているこ
と。

年度内に3台以上導入
（ただし、地方公共団
体等の協議会の対象
車両（＊1）、中小企業者
向けの特例該当事業
者（＊2）は1台から可能）

優良ハイブリッドトラック
（軽貨物車も対象）

自動車検査証にハイブリッド自動車の旨の記載があ
ること。

電気自動車トラック 電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部
から充電する機能を備えていること。

＊1　地方公共団体又は地方公共団体を含む協議会が策定した低公害車導入計画に基づく低公害車の導入事業であること。
＊2　�中小企業者向け特例とは、グリーン経営認証済み、Ｇマーク認定済み、ISO9001/14001�認証済み、またはこれらに準ずる認証等を

受けている事業者であること。

（2）補助対象事業者（申請者）
・一般貨物自動車運送事業者　　・第二種貨物利用運送事業者　　　・特定貨物運送事業者
・貨物軽自動車運送事業者　　　・及びこれらの事業者に車両をリースする事業者

（3）補助金額等

補助金対象車両 補  助  金  対  象  車  両  区  分
（架装前の車両総重量により以下の区分毎に補助金額が決まっています）

改造費又は差額
車両価格差 補助上限額

CNGトラック 軽自動車 最大積載量 200kg以下 640千円 320千円

200kg超 880千円 440千円

車両総重量 2.5トン以下 1040千円 520千円

2.5トン超3.5トン以下 1850千円 925千円

3.5トン超 最大積載量 4トン未満 923千円 461千円

4トン以上 3175千円 1587千円

使用過程車の
CNG改造車

※車両価格差の1/3 4トン未満 923千円 307千円

4トン以上 3175千円 1058千円

優良ハイブリッド
トラック

最大積載量 4トン未満 835千円 417千円

4トン以上 2697千円 1348千円

電気自動車トラック ※個別に判断。 ※該当車両の場合は必ずご確認下さい。

※これらの額によることが適当でない車両については、別途定められます。

平成22年度低公害車普及促進補助制度の概要
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（4）補助金申請受付の流れ

（5）申請期限
受  付  期  間 要　件

交付予定枠申請 平成22年4月1日～平成22年6月30日 平成22年度に補助金申請を予定している全ての車両が対象となります。

実績申請 平成22年4月1日～平成23年1月31日

※�平成22年9月1日以降は車両登録日よ
り30日以内

交付予定枠の内定通知を受けたもので、平成22年4月1日～平成22年
12月末日の間に車両登録されたもの。車両登録後30日以内に申請。
ただし、平成22年8月31日までに登録されたものは平成22年9月30日
まで申請を提出することができます。

通常申請 平成22年8月2日～平成22年9月30日 平成23年1月1日～平成23年1月末日の間に車両登録されるもの（使用
過程車のCNGへの改造の場合は車検証の交付）。
但し交付予定枠の内定通知を受けたものに限る。

（注1）�受付期間に申請したもので、期限までに車両登録ができないことが判明したときは、速やかに申請取下届出書（第7号様式）を
提出してください。

（注2）�受付期間内であっても、予算が所定額に達した時点で申請受付けが締切られることがあります。
（注3）�国土交通省の登録締切り、各自治体および各トラック協会の期日は異なります。（例：全日本トラック協会は平成23年3月15日

までに登録）また、実績申請を認めていない自治体等も多くありますので、ご注意ください。

（次世代自動車導入加速モデル事業等の対象事業）
受  付  期  間 要　件

交付予定枠申請 平成22年4月1日～平成22年6月30日 平成22年度に補助金申請を予定している全ての車両が対象です。

実績申請 平成22年4月1日～平成23年1月31日

※�平成22年9月1日以降は車両登録日よ
り30日以内

交付予定枠の内定通知を受けたもので、平成22年4月1日～平成22年
12月末日の間に車両登録されたもの。車両登録後30日以内に申請。
ただし、平成22年8月31日までに登録されたものは平成22年9月30日
まで申請を提出することができます。

通常申請 平成22年8月2日～平成22年9月30日 平成23年1月1日～平成23年3月25日の間に車両登録されるもの（使用
過程車のCNGへの改造の場合は車検証の交付）。
但し交付予定枠の内定通知を受けたものに限る。

＊�詳細についてはLEVOのホームページをご覧下さい。http://www.levo.or.jp　国土交通省の関連サイトにもリンクしています。�
なお、詳しい資料をご希望の方は、LEVO低公害車普及部へお問い合せ下さい。〈TEL：03-3359-9009〉

手順１：
交付予定枠申請および内定

手順２：
補助金交付申請

まず交付予定枠の申請をし、
「内定通知書」を受けて下さい。

手順１で交付された「内定通知書」を
添付しないと補助金交付申請はできません。

トラック事業者

※リースで導入する場合はリース会社が申請を行いますが、
　使用者（運送事業者）が交付予定枠の「内定通知書」を
　受けている必要があります。

※リースで導入する場合も車両の使用者
  （運送事業者）が申請を行います。

トラック協会非会員

トラック協会会員

トラック事業者 都道府県
トラック協会

㈳全日本
トラック協会

地方通運業
連盟

地方運輸局

㈳全国
通運連盟

国土交通省

地方運輸局

地方自治体

㈶運輸低公害車
普及機構（LEVO）

通運事業者

内定通知書 ［LEVOリースの場合］
全てLEVOより提出

［買取の場合］
限られた自治体のみ
LEVO経由で提出

　地球温暖化防止対策に有効な低公害車、次世代自動車が本格的に普及した近未来社会をイメージし
「働くエコカー」を中心に子供達が見て、触れてみることができる体験型の展示会として今年もエコ
カーワールド2010が開催されます。
　LEVOも低公害車及びエコドライブの普及啓発を図るため、協賛団体として参加します。
開催日程：平成22年６月５日㈯  12：00～17：00、６月６日㈰  10：00～16：00
場　　所： 横浜赤レンガ倉庫広場前（野外オープンスペース）
主　　催：環境省、（独）環境再生保全機構、横浜市

「エコカーワールド2010」への出展について
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平成22年度��先端的EMS普及事業公募結果

　LEVOでは､ 自動車運送事業者等の方々が､ エ
コドライブに取り組みやすい環境づくりを支援す
るため､ ３月24日㈬から４月９日㈮までの17日間､
平成22年度先端的EMS普及事業（リース方式）に
参加される事業者の方を公募しました｡
　その結果､ 応募状況については､ 以下の表の通
り613事業所から約10,000台の申込みをいただきま
した｡ EMS普及事業においては､ これまでに参加
事業者の熱心な取り組みにより大きな省エネルギ
ー効果を発揮しています｡
　今後は､ 参加者の方々のエコドライブに関する
データの収集・分析を行い､ 各事業所で行われる
EMSの取組みを支援して参ります｡
　EMS普及事業は､ 平成17年度から昨年度までの
５年間に５千を超える事業所から約９万台の普及
実績を上げることができました｡ 今年度からは新

たに ｢先端的EMS機器普及事業｣ として､ 機器の
技術的条件にエンジン回転の情報を加え､ エコド
ライブに必要なよりきめ細かい情報をドライバー
に与えることにより､ より一層の燃費向上による
CO２の削減を目標に事業をスタートしました｡
　また今年度からは､補助金交付の条件として個々
の事業者においてEMS機器による事業の結果､ 目
標省エネ率を達成することが求められます｡ 今回
の事業に参加された事業者全てが目標を達成され
ることを期待します。
　さらに､ LEVOでは､ エコドライブに関する疑問､
質問にお答えするとともに､ 事業者の個々の運行
実態に応じたさらなる燃費改善の提案をする ｢エ
コドライブ総合診断事業｣ を行っておりますので､
気軽にお問い合わせ下さい。

１．申込みの状況
北海道･東北 北関東 南関東 中部･北信 近畿 中国･四国 九州･沖縄 合計

事業所数 68 74 84 56 125 48 158 613

車 両 数 1,007 1,219 1,394 881 2,005 628 2,850 9,984

・北海道・東北：北海道運輸局管内､ 東北運輸局管内　　　・近畿：近畿運輸局管内
・北関東：茨城県､ 群馬県､ 栃木県､ 埼玉県　　　　　　　・中国・四国：中国運輸局管内､ 四国運輸局管内
・南関東：東京都､ 千葉県､ 神奈川県､ 山梨県　　　　　　・九州・沖縄：九州運輸局管内､ 沖縄総合事務局管内
・中部・北信：中部運輸局管内､ 北陸信越運輸局管内

２．車種別車両数
トラック バス タクシー 合計
9,393 586 5 9,984

　なお､ 本事業を効果的に実施するため､ 今回申込みされた参加事業者の責任者及びエコドライブ管理者を
対象として､ ５月上旬～６月上旬にかけ運輸局管内地域ごとに講習会を実施する予定です｡

平成22年度��電動フォークリフト代替支援事業公募結果

　LEVOでは､ 自動車運送事業者等の方々が物流
施設における省エネ対策に取組みやすい環境づく
りを支援する目的で､ NEDOの補助金を活用した
物流施設省エネ推進事業（エンジン式フォークリ
フトを電動式フォークリフトへ代替､ リース方式）
として３月10日㈬から４月13日㈫までの期間で公
募しました｡
　その結果､ 今回が３年目でありPRにも努めまし

たが申込状況は低調でした｡ 申込状況は下表のと
おりです｡

申込台数 事業所数
平成22年度 　11台＊ 1事業所

平成21年度（参考） 47台 39事業所

平成20年度（参考） 43台 21事業所

＊平成22年度は応募総台数が25台に達しませんでしたが、
1事業者11台の申込があったため、1事業者5台以上の要件
である「代替事業」にて、補助金申請しました。
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EMS導入による省エネルギー事業��成果報告
～ 平成20年度参加事業者のEMS省エネルギー効果 ～

◆事業の概要
　LEVOでは、平成17年度より国土交通省のエコ
ドライブ管理システム（EMS）普及事業認定を受
けて、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO技術開発機構）の「エネルギー使用合理化
事業者支援事業」の補助を活用したEMSの普及促
進による省エネに取り組んでいます。
　平成17年度から平成21年度までの５年間で、延
べ5,141事業所の89,033台の車両が参加し、エコド
ライブに取り組んでいます。
　本事業では、EMSによる省エネ効果を把握する
ため、導入後１年間の車両の走行距離および燃料
使用量の調査を行っています。このたび、平成20
年度に導入した事業所の車両※１のEMSによる省エ
ネ効果及びCO２排出量削減効果がまとまりました
ので概要を報告します。
※１：�集計は平成20年9月2日付で交付を受けた1703事業所、

26,928台の車両を対象に行った。

◆EMSによる省エネ効果��10.7％を達成
　平成20年度事業に参加した車両の燃費は、EMS
導入前の年間平均燃費が3.66km/l※２であったのに
対し、EMS用機器を取り付けてエコドライブを
実施することにより、年間を通じて継続的に燃費
の改善が図られ、EMS導入後の年間平均燃費が
4.10km/l※２にまで改善したことが分かりました（図
１）。EMSの導入による平均省エネ率は、10.7％※３

となりました。（図２）
※２：�燃費は、軽油、ガソリン、CNG、LPGの燃料消費量を原

油消費量に換算して集計したものです。
※３：�省エネ量、省エネ率は、エネルギー使用合理化事業者支

援事業の省エネ率の計算方法によるものです。

◆1台あたり年間CO２排出削減は4.9t-CO２
　平成20年度の事業に参加した車両が削減したCO２

排出量を対象車の走行距離とEMS導入前後の燃料
使用量から計算したところ、年間に約13.2万トンの
CO２排出削減をおこなったことが分かりました。車
両１台あたりの年間CO２排出削減量は、4.90t-CO２

となりました。
　平成17年度からの４年間で、EMSにより累計で
35万トンのCO２排出量を削減することができまし
た（図３）。

◆今後の予定
　現在、平成21年度事業に参加した事業者のEMS
運行データの調査を行っています。
　また、LEVOは、EMSを活用したエコドライブ
を推進する車の普及により、今後より一層の省エ
ネとCO２排出削減が図れるよう努めて参ります。

図１  EMSによる燃費改善

図２  省エネ率（燃費改善率）の推移

図３  EMSによるCO2排出削減量
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アンケート調査�『地球環境とエネルギーの調和展ENEX2010』

◆アンケート調査の概要
　LEVOでは第34回地球環境とエネルギーの調
和展ENEX2010※に出展し、低公害貨物自動車や
EMSに係る普及啓発活動を行うとともに、自動車
環境問題に関する関心度や意識を調査するために、
アンケートを実施しました。
※省エネルギー・新エネルギーの総合展示会
　会場：東京ビッグサイト���西1･2ホール
　会期：2010年2月10日㈬～12日㈮
　主催：財団法人���省エネルギーセンター

◆アンケート回答者について
〈アンケート調査実施人数〉
　  ２月10日㈬  86人
　  ２月11日㈭  121人
　  ２月12日㈮  116人  
　  　 合計　   323人（男性が88.5％）

　アンケートは、20代から70代まで、幅広い年齢層
の方々に回答をいただきました。職業別では、一般
の会社員の方が最も多く、運送事業関連の方は３％
程度という特徴がありました。ENEX2010の開催目
的を考えると、このアンケート回答は、主に省エネ
ルギー・新エネルギー関係に関わる一般の方の意
識が表れていると考えられます。

◆調査結果
★ 自動車の環境問題対策キーワードは「燃費を良くす

ること・電気自動車・渋滞解消・エコドライブ」！
　自動車交通に関わる排出ガス・地球環境問題の
対策として、「燃費を良くすること」、「電気自動車
の普及」に期待する回答が多数ありました。次いで、

「交通渋滞の解消」、「エコドライブの普及」に期待
するという回答が同程度ありました。
　なかでも最

● ● ● ● ● ● ● ●

も期待する対策としては、「電気自動
車の普及」が１位（20％）でした。

★低公害車のさらなる導入への期待が大！
　貨物自動車の低公害車普及の対策として、「低公
害車導入の義務化」、「低公害車使用での優遇策（優
先駐車、高速料金割引等）」に期待するという回答
が多数ありました。また、「車両購入に対する補助
金」、「税金の軽減」への期待もそれぞれ34％の回
答があり、一般の方が、現在の補助金や減税の継
続を望んでいることとともに、低公害車導入義務
化などの新たな普及方策への期待・関心が回答に
表れた結果となりました。

回答者の職業別構成割合

自動車環境問題に関する関心度

貨物自動車の低公害車普及の対策

～20代
6.2%

30代
12.7%

40代
19.2%

50代
29.1%

60代
17.0%

70代～
12.4%

無回答
3.4%

回答数：323

その他
会社員
38.7%

燃料･電気･
ガス事業
8.7%

官公庁･
自治体
6.2%

自動車･
部品メーカー
4.6%

各種団体
3.7%

運輸関連事業
3.1%

学生
3.1%

報道関係
0.6%

その他
28.8%

無回答
2.5%

回答数：323

回答者の年齢構成割合

燃費を良くすること

電気自動車の普及

交通渋滞の解消

エコドライブの普及

排出ガス規制の強化

燃料電池自動車の普及

ハイブリッド自動車の普及

モーダルシフト（車⇒船・列車へ代替）

天然ガス自動車の普及

バイオ燃料の使用

その他

11%

20%

7%

3%

8%

7%

2%

5%

1%

2%

1%

48%

43%

30%

30%

26%

22%

21%

17%

10%

10%

0％ 10％ 20％ 30％
回答数

40％ 50％ 60％

最も期待する

期待する（複数回答）

（有効回答数301）

低公害車導入の義務化

低公害車使用優遇策（通行料割引等）

低公害車開発の支援

税金の軽減（エコカー減税等）

車両購入に対する補助金

燃料補給、充電施設の整備

普及広報活動

その他

13%

14%

10%

5%

11%

6%

1%

50%

42%

39%

34%

34%

8%

1%

0％ 10％ 20％ 30％
回答数

40％ 50％ 60％

最も期待する

期待する（複数回答）

（有効回答数290）
26%
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★ 貨物自動車の低公害車にも電気自動車への期待
が寄せられています！

　貨物自動車の低公害車としてどのような車種を
期待しますかという質問に対しては、電気自動車
23.5％、クリーンディーゼル自動車19.9％、CNG（圧
縮天然ガス）自動車19.5％、ハイブリッド自動車
16.9％、その他、燃料電池自動車の普及に期待す
るという回答が得られました。
　電気自動車は、走行中にNOxやPMが排出され
ず、発電所のCO２を考慮しても、従来の自動車よ
りCO２排出量が少ないため、大きな期待が寄せら
れていると考えられます。
　電気自動車は貨物自動車に関しては、まだ普及
レベルにはありませんが、次世代自動車として一
般の方の関心が高まっている結果となりました。

◆調査のまとめ
　ENEX2010において、様々な職業構成の20代～
70代の男女323名を対象に、自動車環境問題に関す
るアンケート調査を実施した結果、一般の方の低
公害車への認知度は非常に高く、自動車交通に関
わる大気および地球環境問題対策として、低公害
車や低燃費車の開発・普及に期待する声が多く聞
かれました。なかでも電気自動車の普及に対する
期待が大きいことがわかりました。また、今後の
低公害車の普及については、低公害車導入の義務
化や、低公害車使用者への優遇策、購入補助、税
金の軽減などの普及方策を積極的に進めるべきだ
とする意見も多く見られました。
　LEVOでは、これらのご意見を参考に、今後と
も自動車環境問題改善のために努力して参ります。

普及が期待される低公害貨物自動車

LEVOブース内の様子

アンケート記入の様子

LEVOブース外観（パネル展示コーナー）

電気自動車
23.5%

クリーンディーゼル
自動車
19.9%

CNG（圧縮天然ガス）
自動車
19.5%

ハイブリッド
自動車
16.9%

燃料電池
自動車
14.9%

LPG（液化石油ガス）
自動車
3.3%

その他
2.0%

有効回答数：302
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★お客さま訪問（CNG車導入）  INTERVIEW  ★

1979（昭和54）年の創業以来、食品流通に尽力。チルド・
冷凍室を完備した低温流通施設を設置し、品質管理から
仕分け、配送まで、一貫した流通システムを構築・運営
している。主な顧客は大手食品流通店。CNG車導入のき
っかけ、運用について伺った。

環境問題には先取り感覚で俊敏に対応。
CNG車もEMSも導入しています

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　低公害車普及部  調査役　原田  訓男

株式会社北部市場運送
《大阪府茨木市》

　平成20年４月にCNG車１台、９月に２台、10月
３台、平成21年１月に１台を導入した。
　「導入のきっかけは弊社社長からの提案でした。
良いものは、多少経費がかかってもいち早く取り
入れるという方針なのです。CNG車については、
環境にも配慮し、社会貢献もできると導入を決定
しました。」と事故安全対策室の登尾室長。環境問
題は全世界で共通の問題であり、今後も補助金を
活用し、導入を検討したいと話してくれた。
　「ディーラーがCNG車のPRに、もっと力を入れ
てもいいのではないでしょうか。また、トラック
協会の広報誌で、補助金制度についてもっと訴え
た方が良いと思います。同業他社でもCNG車を導
入しているところはありますが、認知度がもっと
上がると良いですね。普及すれば車体価格も下が
るでしょうし、充填所などのインフラ整備も整う
でしょう。」

◆長距離使用よりも近距離配送で利用拡大を
　「東京から姫路までノンストップで走るとニュー
スLEVOで読みました。しかし、弊社の場合は近
距離配送のみですね。遠方への配送の場合、充填
所の確保が難しいのと、荷が時間指定納入の食品
なので、万が一を考えると積極的に導入するとい
う方向へはいかないですね。」

　現状では、燃料切れなどのトラブルは皆無だが、
長距離配送へのCNG車導入は未定。それよりも近
距離配送へ、もっとCNG車を増やしていきたいと
いう。そこで障害になるのはどんなことなのだろ
うか。
　「はっきりした時間はわからないのですが、現
在、利用している充填所は365日営業ながら、月曜
日から土曜日は９時から19時、日曜・祝日は12時
から19時くらいの営業です。大きな問題はありま
せんが、こまめな充填が必要です。毎日のことな
ので、気を使いますね。」とドライバーの山田潤氏。
他にデメリットはと伺うと、「回転数が上がりやす
いのが難点ですね。それからガソリン車に比べる
と、ゲージががくんと減るので、その感覚に慣れ
るまでが大変でした。」とのこと。ではメリットは
と伺うと、「振動が少ないので乗っていて疲れにく
いのが良いですね。エンジン音が静かなので、配
送先で待機しているとき、気持ち的に楽です。冷
凍車なので、エンジンを切ることができませんか
ら。排ガスのにおいも気になりません。」と語って
くれた。
　登尾室長は「車体にトラブルもなく、排ガスも
きれい。燃費も良いので導入して良かったと思っ
ています。顧客からCNG車導入について、特に評
価は受けていませんが、弊社は、顧客からの評価

事故安全対策室  室長
　登尾  尚充 氏に聞く
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

がほしくて導入したわけではないので、特にPRも
していません。」という。しかし、それはもったい
ない。環境に配慮しているというPRを対外的にも
してほしいところだ。例えば、小学校へCNG車を
持って行って、車の性能やトラック業界の取り組
みについてアピールするということも、ぜひ検討
していただきたい。
　「そうですね。環境へ配慮していることをアピー
ルし、もっとトラック業界全体のイメージを良く
していきたいですね。」

◆今後の取り組みは環境へのより一層の配慮
　車両改良への提言をいただいた。
　「スペアタイヤを積む場所がないのです。弊社は
全て冷凍車でアンダーマウント型。メーカーへも
進言していただけないでしょうか。」と登尾室長。
　こういった現場の意見を集約し、メーカーへ伝
えることも私たちの役目である。技術的な部分で
解決できることも多くなるに違いない。メーカー
も普及する側も、もっと技術を促すことをしない
とならないのだ。
　同社は230台中、約５％がCNG車。代表取締役
黒田敬弘社長のお話しでは、今後、コンビニへの
配送を新規事業として請け負うとのこと。計画と
しては、CNG車での配送を視野に入れているそう
だ。
　「もちろん検討はしています。ですがCNG車を
導入して、まだ１年です。しばらく様子を見させ
てください。メリットがさらに見つかれば、間違
いなくCNG車の台数は増えると思います。それか
ら車両価格ですね。もっと安くなれば、全国的に
普及率がアップするのではないでしょうか。」と登
尾室長。
　大手食品流通店への店舗配送をしている同社で
は、10年程度で車両を切り替えている。24時間稼働、
走行距離もあるため、ドライバーも１人ではない、
つまり車両に負担をかけているからという判断だ。
また安全安心に配送するためには、事故を無くす
という観点から、EMSも導入している。導入の結
果、ドライバーに意識改革が起こったという。エ
コドライブで走れば、これだけ効果あるというデ
ータが、ドライバーを変えたのだ。
　「事故をゼロにするのはむずかしい。ですが、安
全教育の徹底、EMSの活用で、平成19年には73件
だった事故が、平成20年には57件、平成21年には
41件と減少。運輸局へ報告する事故はゼロ。大き

な事故はなくなりました。」
　消費者に対して最も大事なことは、確実に届け
ること。事故を起こし、商品を届けられないこと
が何よりの損失なのだ。EMSの導入で、事故件数
の減少だけでなく、燃費効率アップ、経費削減の
効果も得た。
　同社のエコに対する取り組みを紹介しよう。平
成20年11月、大阪府中央卸売市場内に開設した生鮮
物流センターである第五センターでは、日々の対
面点呼で経済的な運行を行っているかをチェック。
EMSで評価・分析した成績を月ごとに発表してい
る。過去にはＢ・Ｃ評価が出ていたドライバーもい
たそうだが、現在では全員がＡ評価を得ている。
　また、商品の品質維持に欠かせない構内の冷却
電力費削減のため、『蓄熱ブライン冷却システム』
を導入。経費削減達成はもちろん、フロン冷媒の
循環量を削減したシステムなので環境に優しいの
だという。今後も社会貢献につながることなら、
積極的に取り組んでいくという黒田社長の言葉を
締めくくりとしたい。

第五物流センターでも、エコな取り組みが実施されている

同社のウリをロゴマークに

補助金の存在が大きいと登尾室長からの話しを伺うLEVO担当者
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★お客さま訪問（EMS機器導入）  INTERVIEW  ★

1984（昭和59）年創業。「少数、多品種、多頻度納品」
という食品メーカーの要望に応えるため、インフラ整
備、情報処理システム構築などの物流コンサルティン
グ業務を中心に行ってきた。神奈川県を中心に、名古
屋、大阪など、8営業所11センターで365日24時間対
応。2004（平成16）年には自車運行を開始。EMS導
入の経緯を伺った。

常に自ら働きかける能動的な取り組みを実施
デメリットはカスタマイズで解消

聞き手：財団法人運輸低公害車普及機構
　　　　環境機器普及部   EMS推進グループ
　　　　調査役　佐藤  勝昭

横浜低温流通株式会社
《神奈川県厚木市》

代表取締役社長
　伊澤  　進 氏

　同社が取り扱っているのは生鮮食品。最適な温
度で集荷、保管、配送しなければならない。食品メ
ーカーが広域で対応するにはコスト面も問題に。そ
こで、食品メーカーの受注、伝票発行、集荷、保管、
流通加工、納品までの業務一連を効率化したインフ
ラを整備。情報処理システムも自社で開発し、「少
数、多品種、多頻度納品」を実現したのだ。自車運
行を始めた平成16年にはデジタルタコグラフを導入
したが、更なる安全とエコを考慮し、平成20年11月
に神奈川、埼玉、千葉、静岡を拠点とする4営業所
にEMSを導入した。
　「それまでも大きな事故はなかったのですが、追
突など、ちょっとした不注意で起きてしまう事故は
ありました。それを撲滅したいとEMS導入を決め
たのです。」と伊澤社長。導入したのはインターネ
ットデジタコ。運転状況が携帯電話回線を通じて伝
送されるので、事務所にいながらにしてリアルタイ
ムでデータが確認できる運行管理システムだ。
　車内には、「スピードを下げましょう」というエ
コドライブに向けたメッセージはもちろん、「事故
多発地帯です」といったドラバーへの注意を促すメ
ッセージが表示される。事務所からドライバーへメ

ッセージを送ることも可能だ。「風でドアが破損す
る事故が起きた」「東名で事故」など、運転中に得
にくい情報を送っているという。

◆競争意識が不満解消と評価点の向上へ
　導入当初、ドライバーからは「急発進です」など、
音声によるアナウンスが多いことに不満が出た。
　「EMSは、その日１日の運行状況が数字になっ
て表れます。どこでスピード超過があったか、な
ぜ急加速、急減速をしてしまったのか、ドライバ
ー自身が納得できるデータです。お互いの点数を
比べ、競争心に火がついたようです。もっと良い
点数を取りたいと競うようになり、当初あった不
満は数週間で解消しました。」と伊澤専務。今では、
各営業所、月ごとに成績を貼り出し、下位のドラ
イバーへは個別指導している。また、メモリーカ
ードが不要なため、ドライバーの作業負担も減り、
ハードの買い替えも不要なことから事務所側の経
費削減にも繋がった。
　ドライバーがエコドライブ競争をするようにな
ったこと以外にもメリットがあった。
　澁谷次長は、「ドライバーの時間への意識が見受

専務取締役
　伊澤  文孝 氏
次長
　澁谷  　実 氏  に聞く

澁谷次長（左）、伊澤社長（中）、伊澤専務（右）
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　お客さま訪問
　INTERVIEW

けられるようになりました。」と語る。「センター
を出たら、事務所の中からは見えませんでしたか
らね。帰りが遅くなったときなど、何かあったの
ではないかと心配しながら待つこともありました。
今では、時間という概念がドライバー自身に芽生
えたと思います。」
　時間とは、いわば顧客へ果たすべき仕事の一つ。
目に見えないものだけに、その概念を習得するの
は難しい。EMSの導入で、ドライバーの意識が変
化したことは、同社のスキルがさらにアップした
ことを示している。

◆メーカーを巻き込んでカスタマイズ
　より実情に合ったデータを得る
　インターネットデジタコのもう一つのメリット
は追加投資の必要がないこと。使用者側にアプリ
ケーションはない。バージョンアップはインター
ネット経由で自動的に行われるのだ。
　また、運行データはダウンロードして即時に把
握できるため、一元管理も可能。各営業所間での
情報共有、各ドライバーへの的確な指導も可能だ。
　「メーカーへ要望を出し、弊社の運送実態に合っ
た内容で運用できるようになりました。例えば、
アイドリングストップについても、冷凍車である
ことを配慮した設定にしました。」と伊澤専務。
　車両ごと、配送ルートごとの設定を日々替える
ことができるのも、インターネットデジタコの特
長。もちろんインターネット経由なので、必要な
のはダウンロードの時間だけなのだ。
　伊澤専務は「走行ルートによって評価が不平等
になるという話を聞いたことがありますが、弊社
では皆無。ほしい情報を、ほしい形で得ています。
現在は減点法で行われている評価方法を、加点法
で行えないか、メーカーへ提案中です。出発して
すぐ、子どもの飛び出しに遭遇し減点。しかし、
まだ点数が上がる可能性があるなら、もっと頑張
れるのではないかと思うのです。」

　基準設定を標準化することが難しいため、実現
は近くなさそうだが、この発想力の豊かさと実行
力を見習いたい。

◆地球にやさしい運送・社員に優しい経営
　同社のドライバーは転職者が多いとのこと。２ｔ車
でのルート配送であることや、エンドユーザーに
接する仕事であることから、女性や初めてトラッ
クを運転する人も起用。ある時期、急激に業績が
伸び、管理・指導体制が行き届かない状況が発生。
事故が多発してしまったこともあり、EMSを導入
した。導入前後で比較すると、平成20年の車両台
数72台に対し、事故件数は47件。導入後の平成21
年は、車両台数82台に対し、事故件数は15件と激減。
同社からのEMS機器導入後の運行データ等報告書
では、平成21年の実績省エネ率は、4営業所平均10
％以上という好成績だ。
　同社は全員社員制だそうで、「人を大切にする会
社が残っていくと思います。利益は多くはありま
せんが、みんなに気持ちよく働いてほしいですね。
冷凍車はエコに反比例している部分もありますが、
EMSの導入、ドアの開閉をスピーディにする、カ
ーテンをつけるなど、できることからエコへの取
り組みを実施しています。」と伊澤社長は力強く語
ってくれた。

車内に表示されるメッセージをドライバーが読んだかどうか、
事務所内で確認が可能

♠厚木市の名物
　厚木市は、自然豊かな風土に培われてきた歴史ある街。地元の人々に親しまれ続けて
いる名産品が数々ある。今回紹介するのは『とん漬け』。厳選された豚肉を、各店舗そ
れぞれの秘伝の味噌だれに漬け込んだものだ。
　武士が四つ足動物の肉を食すことを嫌っていた頃の話。客が多くて料理が不足した際、
何の肉かわからないように味噌を塗り焼いて提供したところ、好評だったことから、広
く食べられるようになったという。
　味噌がついたまま、網かグリルで焼くのがお勧め。味噌の色が濃いのに驚かされるが、
しょっぱすぎず、甘すぎず、ご飯に合うおいしさだ。味噌のほかにしょう油や砂糖が入
っているのか、などと想像しながら食すのも楽しい。
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連載　LEVOの国際協力活動

第５回  AMF  アネックス22の概要
　この連載では、LEVOが政府指定機関として参加している国際エネルギー機関（IEA）の「自動車用先進燃料研究開発 実施協定
（AMF協定）」の共同研究成果を紹介しています。今回は、LEVOも参加しましたアネックス22「低温におけるディーゼル車の粒
子状物質｣ を紹介します。共同研究報告は、技術情報が中心ですのでトピックスを簡単に紹介し、関連する話題を解説します。

◆アネックス22の概要◆
参 加 国： 日本（LEVO）、米国、イタリア、カナダ、ス

ウェーデン、フィンランド
研究期間：2000～2003年
運営機関：VTT（フィンランド技術研究所）
経緯及び目的：
　粒子状物質（PM）による健康影響が懸念されており、
AMF協定では2000年に自動車からのPM排出個数に注
目し、国際共同研究を実施しました。特にPMの排出個
数の多少はその時の気温に影響されることが指摘され
ており、この共同研究では低温時に排出個数がどのよ
うに変化するか調べました。
試験自動車：
　直接噴射式ターボ過給ディーゼル乗用車
　排気量  1.9リットル　　製造年  1996年
　排出ガス対策  酸化触媒とEGR（排出ガス再循環）
　使用燃料：当時のヨーロッパの標準的な軽油

◆アネックス22の主な結果◆
○標準的な軽油を用い、欧州の排出ガス試験モードで
低温始動後にPM粒径の分布を調べた結果を図に示しま
した。
　PMの粒径分布は0.1ミクロンメートル近辺にピーク
が見られ、試験温度が下がるにつれ、ピークが大きく
なりました。このように、PM排出個数は環境温度と関
係することがわかりました。
　この研究は、PM排出個数に関する初期の事例で、使
用された車両も当時のものです。計測手法、排出ガス
レベル等は現在と異なりますのでご注意下さい。詳細
は、LEVOホームページに掲載しておりますのでご興
味のある方は参照ください。

【参考】アネックス22中間報告書（翻訳）
http://www.levo.or.jp/lib/report/pdfs/teionpm_ol.pdf

◆解説◆��－粒子状物質とは？－
　粒子状物質（Particulate matter：PM）とはどのよ
うなものなのか図にイメージを示しました。PMは、固
体炭素（煤）、燃え残りの燃料や潤滑油に由来する成分

（吸着炭化水素（HC）、可溶性有機成分（SOF）及び凝
縮性ナノ粒子）並びに硫酸塩から構成されます。PMの
特徴は、非常に小さな粒子（微粒子）であるということ
です。微粒子は、人間の細胞を傷つけたり、また図に
示したように粒子表面に付着したいろいろな物質のた
め人体がアレルギー反応を起こしたりします。PMの大
きさは１ミクロンメートル以下です。ウィルスが0.1ミクロ
ンメートル（百ナノメートル）以下なので、PMは非常
に小さいことが良くわかると思います。眼で見えるの
は約10ミクロンメートル程度までなので、もちろん眼で
は見えません。この小さいということはやっかいな問題
なのです。なぜかというと、大きければ（重いので）地
面に落ちてくれますが、軽いため空気中に浮遊してし
まいます。空気中に浮遊している微粒子は呼吸により
容易に肺まで届きます。現在の排出ガス規制では、PM
は排出重量で規制されていますが、より健康影響に関
係が深いとされる排出個数が注目されており、欧州で
は2011年からPM排出個数でも規制されます。

（参考資料）
"Report to the Air Resources Board on the Proposed 
Identif icat ion of Diesel Exhaust as a Toxic Air  
Contaminant Exposure assessment" （1998）

図　環境温度とPM排出個数の関係（事例） 図　ディーゼル微粒子の形態（イメージ）
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　LEVOは、自動車交通の増加に起因する大気汚
染、CO２の増加に対応するため、運送事業者等に
低公害車やエコドライブの普及をすすめています
が、さらなる普及のためには、運送事業者等の実
際に自動車を使われる方以外にも、多くの方々に
自動車に関わる環境問題に興味を持っていただく
ことが必要です。
　そこで、平成22年４月１日より「LEVO自動車
環境講座」を開始しました。本講座では、希望す
る方に対し、自動車に関わる環境、エネルギー問
題に関わる動向などの情報を提供してまいります。
皆様のご利用をお待ち申し上げます。

◆『LEVO自動車環境講座』の概要
①対象者
　自動車の環境問題にご興味のある方はどなたで
も、実際に営業等で自動車を使用されている方歓

迎です。
②受講費用
　無償です。ただし、資料が必要な場合および開
催場所等により経費が発生する場合があります。
③講座のレベル
　初心者向けおよび一般向けの二つのレベルを用
意。イメージ的には、初心者向けは小学生高学年～
中学生レベル、一般向けは、自動車を使用している
運送事業者等の一般の方向けとお考えください。
④時間
　講座回数：１回（約１～２時間を想定しており
ます。）
⑤その他
　講座の受付は、先着順の予約となります。
　希望者には講座修了証（有償）を発行いたします。

詳しい内容はLEVOホームページをご参照ください。
URL  http://www.levo.or.jp/

LEVOからのお知らせ

　LEVOの「エコドライブ総合診断事業」は、自
動車運行のさらなる燃費改善のため、個々の自動
車使用実態に適したきめ細やかなエコドライブ手
法およびその経済効果を総合的に提案することを
目的として平成20年度より実施しています。診断
を受けた事業者様からは、きめ細かいアドバイス
が得られると好評を得ています。
　平成22年度は、さらに多くの事業者様の燃費改
善およびCO２削減に貢献できるよう、診断費用を
大幅に値下げし、４月１日より申請受付を開始し
ました。この機会に是非ご利用ください。

◆平成22年度『エコドライブ総合診断事業』の概要
①対象者
　原則として以下を対象者とします。
　イ． LEVOのEMSあるいは低公害車の新規リー

ス契約事業者または既リース契約事業者
　ロ． LEVOのEMSあるいは低公害車のリース導

入を新たに検討している事業者

　ハ．その他（相談の上、診断実施可否を決定）
②対象車両
　原則としてディーゼル自動車またはCNG自動車
とします。その他の車種については応相談。
③診断費用

項　　目 費　　用

手数料（税込み） 8万円

調査経費 出張旅費 実　費

機器脱着費 実　費

機器送料 実　費

　なお、新規にLEVOの低公害車あるいはEMS機
器リースを利用される方は診断費用をリースのオ
プション料金として設定することができます。

その他、詳しい内容は
LEVOホームページをご参照ください。

URL  http://www.levo.or.jp/

－平成22年度エコドライブ総合診断事業について－

－LEVO自動車環境講座の開始について－
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新緑のころ　季節が「いったり来たり」している感がありますが、身近では、確実に季節の主役交替は、進行中ですね。「爽
やかさ」が今回のテーマです。若葉と光のコラボ、ツツジの鮮やかさ、青空を映している湖の青さ、木々の力強さ、早朝
の「朝靄」もじゅんぶん脇役として自己主張していますね。5月は天も地も「癒し系」でいっぱいです。皆様も是非、カ
メラを片手に屋外に出て、身近な「爽やかさ」を見つけてシャッターを押してみて下さい。

マクロレンズの出番です。（新宿御苑にて）

絶好の撮影日よりでした。（裏磐梯  毘沙門沼にて）

バックの白との組合せが、ポイントです（新宿御苑にて）

早朝の朝靄と木々の緑の組合せもまた「爽やか」気分です。
（裏磐梯  秋元湖を背にして）

撮影データ
カ メ ラ：EOS3
レ ン ズ：90mmf2.8マクロ��70-200mmf2.8
フィルム：E100VS



最新情報です、CNG車内にどうぞ

全国天然ガススタンド一覧表
平成22年3月31日現在

――――― トピックス ―――――
①�平成22年3月に大阪府堺市に『堺浜大阪ガス天然ガススタンド』がオープンし
ました。
　堺市匠町12番地���TEL：072－225－1305



＊燃料供給施設では、「ガス種類：13A、圧縮機能力：250～300㎥/h」が基本になっています。

■CNG供給スタンド

北海道

北海道

永山エコ・ステーション ●旭川市永山町10-54 ●0166-46-5777

大谷地充填所 ●札幌市厚別区大谷地東1丁目 ●011-893-2120

札幌流通センターＳＳ天然ガススタンド ●札幌市白石区流通センター5丁目3-30 ●011‐864-7665

北5条充填所 ●札幌市東区北5条東5丁目 ●011-751-5520

二十四軒エコ・ステーション ●札幌市西区二十四軒2条7丁目4番 ●011-621-2260

発寒エコ・ステーション ●札幌市西区発寒14条12丁目2-2 ●011-661-1297

雁来エコ・ステーション ●札幌市東区本町2条11-1 ●011-781-9645

石狩エコ・ステーション ●石狩市新港西1丁目765-1 ●0133-73-6744

東　北

宮城県

港工場天然ガス充填所 ●仙台市宮城野区港4-13-1 ●022-387-6330

幸町天然ガススタンド ●仙台市宮城野区幸町5-13-1 ●022-256-2111

UEKIエコ・ステーション仙台 ●仙台市宮城野区福田町南1-8 ●022-259-8501

卸町エコ・ステーション ●仙台市若林区卸町4-2 ●022-232-2261

福島県

若松ガス駅前エコ・ステーション ●会津若松市扇町112-1 ●0242-37-7577

関　東

茨城県

取手エコ・ステーション ●取手市井野32 ●0297-74-9180

牛久エコ・ステーション ●牛久市牛久町3300 ●029-872-2222

学園万博通りエコ・ステーション ●つくば市上横場字中台272-8 ●029-838-2364

栃木県

宇都宮エコ・ステーション泉が丘通り店 ●宇都宮市越戸1-7-8 ●028-683-1655

佐野ガスエコ・ステーション ●佐野市久保町243 ●0283-22-6262

群馬県

GNクリーンエネルギーステーション前橋 ●前橋市大渡町2-1-35 ●027-251-1000

高崎エコ・ステーション ●高崎市飯塚町字十二481 ●027-362-5541

桐生ガスエコ・ステーション ●桐生市仲町3-6-32 ●0277-44-8141

伊勢崎エコ・ステ1 ●伊勢崎市日乃出町108 ●0270-25-4520

太田エコ・ステーション ●太田市西新町44-5 ●0276-31-3987

埼玉県

大宮ＴＳエコ・ステーション ●さいたま市西区三橋6-705-1 ●048-623-1811

ミツウロコ大宮エコ・ステーション ●さいたま市見沼区御蔵１２２８ ●048-663-0529

浦和エコ・ステーション ●さいたま市桜区中島2-6-1 ●048-857-0399

イズミ石油東浦和エコ・ステーション ●さいたま市緑区東浦和7-5-4 ●048-874-3802

岩槻エコ・ステーション ●さいたま市岩槻区本町4-3-3 ●048-756-0367

エコ・ステーション川越 ●川越市南台1-5-2 ●049-241-9161

協同バス熊谷天然ガススタンド ●熊谷市大字佐谷田字飯塚1393-1 ●048-526-2633

ミツウロコ熊谷エコ・ステーション ●熊谷市大字代1 ●048-524-8645

川口エコ・ステーション ●川口市朝日3-22-17 ●048-223-5178

川口あずま橋エコ・ステーション ●川口市朝日5-4-40 ●048-223-7006

協同観光バス桶川天然ガススタンド ●桶川市加納2534－1 ●048-778-7216

所沢エコ・ステーション ●所沢市東新井町1186-1 ●04-2994-8502

春日部エコ・ステーション ●春日部市緑町4-7-34 ●048-736-7025

狭山エコ・ステーション ●狭山市広瀬台2-1-3 ●04-2900-0880

鴻巣エコ・ステーション ●鴻巣市上生出塚770 ●048-543-8810

深谷エコ・ステーション ●深谷市折之口2022-1 ●048-551-2135

ＵＤトラックス上尾天然ガススタンド ●上尾市向山584-1 ●048-780-1517

上松輸送草加吉町エコ・ステーション ●草加市吉町2-1-60 ●048-922-2202

越谷エコ・ステーション ●越谷市瓦曽根1-20-44 ●048-962-1148

新座エコ・ステーション ●新座市栗原3-11-23 ●042-421-1888

久喜インターエコ・ステーション ●久喜市江面1663-1 ●0480-23-1171

三郷インターエコ・ステーション ●三郷市彦倉2-62 ●048-953-6464

エコ・ステーション坂戸 ●坂戸市千代田5-5-4 ●049-284-3036

三芳エコ・ステーション ●入間郡三芳町藤久保字西1081-1 ●049-259-1112

埼玉白岡天然ガススタンド ●南埼玉郡白岡町下大崎129-1 ●0480-91-0067

千葉県

ミツウロコ千葉北エコ・ステーション ●千葉市稲毛区長沼町335-9 ●043-258-0460

千葉貝塚エコ・ステーション ●千葉市若葉区桜木6-1-18 ●043-233-6527

千葉幸町エコ・ステーション ●千葉市美浜区幸町1-21-2 ●043-241-3773

市川エコ・ステーション ●市川市市川南2-7-6 ●047-325-4664

市川二俣エコ・ステーション ●市川市二俣717-44 ●047-327-6049

木更津エコ・ステーション ●木更津市畑沢1-2-26 ●0438-36-0891

松戸エコ・ステーション ●松戸市紙敷中内653 ●047-392-4651

茂原エコ・ステーション ●茂原市茂原661 ●0475-25-2017

成田空港エコ・ステーション ●成田市三里塚御料牧場1-2 ●0476-32-5415

東習志野エコ・ステーション ●習志野市東習志野6-18 ●047-471-4192

新習志野エコ・ステーション ●習志野市茜浜3-2-7 ●047-453-0008

エコ・ステーション十余二ＳＳ ●柏市十余二249-60 ●04-7146-1001

沼南エコ・ステーション ●柏市大島田759-2 ●04-7191-2700

市原市役所前エコ・ステーション ●市原市惣社2-1-12 ●0436-22-5490

浦安エコ・ステーション ●浦安市千鳥12-5 ●047-305-0006

袖ヶ浦エコ・ステーション ●袖ヶ浦市長浦580-264 ●0438-63-3921

東京都

南麻布エコ・ステーション ●港区南麻布1-8-20 ●03-3454-0057

都庁天然ガススタンド ●新宿区西新宿2-5（高架道路下） ●03-5339-0456

墨田エコ・ステーション ●墨田区東墨田3-4-41 ●03-3610-4161

枝川エコ・ステーション ●江東区枝川3-8-12 ●03-3647-1611

南砂エコ・ステーション ●江東区南砂1-23-15 ●03-3645-2094

品川エコ・ステーション ●品川区東品川1-39-19 ●03-3471-0531

品川八潮エコ・ステーション ●品川区八潮1-4-1 ●03-3790-2121

平和島エコ・ステーション ●大田区平和島5-2-1 ●03-3765-5366

京浜島エコ・ステーション ●大田区京浜島3-7-1 ●03-3790-5441

京浜トラックターミナルエコ・ステーション ●大田区平和島2-1-1 ●03-3762-5117

世田谷天然ガススタンド ●世田谷区粕谷1-7-8 ●03-3329-1127

京王エコ・ステーション永福町 ●杉並区永福2-60-19 ●03-5301-0799

赤羽北エコ・ステーション ●北区赤羽北2-24-1 ●03-3907-1535

千住天然ガススタンド ●荒川区南千住3-28-1 ●03-3806-9771

板橋エコ・ステーション ●板橋区新河岸2-1-18 ●03-3930-6151

板橋トラックターミナルエコ・ステーション ●板橋区高島平6-1-1 ●03-3938-7120

練馬エコ・ステーション ●練馬区谷原1-1-34 ●03-5372-1640

足立エコ・ステーション ●足立区堀ノ内1-14-17 ●03-3899-5528

足立トラックターミナルエコ・ステーション ●足立区入谷6-1-1 ●03-5839-8680

東京竹の塚エコ・ステーション ●足立区西保木間3-9-1 ●03-3860-8171

葛飾エコ・ステーション ●葛飾区白鳥4-1-16 ●03-3602-2111

江戸川エコ・ステーション ●江戸川区谷河内2-10-13 ●03-3670-3311

葛西トラックターミナルエコ・ステーション ●江戸川区臨海町4-3-1 ●03-3878-4804

アロッズ八王子エコ・ステーション ●八王子市左入町684-1 ●042-691-1101

青梅ガスエコ・ステーション ●青梅市末広町2-10 ●0428-31-8111

ミツウロコ府中エコ・ステーション ●府中市晴見町2-33-7 ●042-334-9015

昭島ガスエコ・ステーション昭和記念公園西 ●昭島市福島町1000 ●042-546-1111

R246横浜インターエコ・ステーション ●町田市鶴間1772-1 ●042-799-6751

町田図師エコ・ステーション ●町田市図師町１８１-４ ●042-798-5233

日野自動車エコ・ステーション ●日野市日野台3-1-1 ●042-586-5776

国立いずみエコ・ステーション ●国立市泉2-1-15 ●042-573-2522

東大和エコ・ステーション ●東大和市仲原3-19-1 ●042-562-9966

多摩エコ・ステーション ●多摩市貝取1450 ●042-375-7700

保谷エコ・ステーション ●西東京市柳沢2-19-20 ●042-461-6480

神奈川県

環状2号線新横浜エコ・ステーション ●横浜市鶴見区駒岡2-5-25 ●045-581-0928

鶴見天然ガススタンド ●横浜市鶴見区末広町1-7-7 ●045-506-6906

横浜浅間町天然ガススタンド（物流拠点型） ●横浜市西区浅間町4-340-1 ●045-323-5834

根岸天然ガススタンド ●横浜市磯子区新磯子町34 ●045-753-1167

金沢エコ・ステーション ●横浜市金沢区幸浦2-6-6 ●045-701-9199

都筑エコ・ステーション ●横浜市都筑区東方町1698 ●045-942-1131

横浜佐江戸エコ・ステーション ●横浜市都筑区佐江戸町25 ●045-937-0135

ミツウロコ横浜エコ・ステーション ●横浜市都筑区川向町689 ●045-472-0211



川崎塩浜エコ・ステーション ●川崎市川崎区塩浜2-2-1 ●044-287-4881

平成町エコ・ステーション ●横須賀市平成町2-10-2 ●046-821-1871

エコ久里浜サービス・ステーション ●横須賀市内川新田1088-1 ●046-835-0825

ミツウロコ平塚エコ・ステーション ●平塚市田村1-5-6 ●0463-55-0741

藤沢エコ・ステーション ●藤沢市片瀬92 ●0466-50-6805

湘南台いすゞ エコ・ステーション ●藤沢市土棚8 ●0466-45-2554

小田原エコ・ステーション ●小田原市南鴨宮2-39-14 ●0465-49-7873

新相模原エコ・ステーション ●相模原市大山町4-12 ●042-771-2278

秦野エコ・ステーション ●秦野市曽屋965-1 ●0463-84-6580

厚木エコ・ステーション ●厚木市下津古久598 ●046-228-7550

厚木ガスエコ・ステーション ●厚木市旭町4-15-33 ●046-228-3211

東名高速道路海老名SA（上り線）天然ガスエコ・ステーション ●海老名市大谷南5-1-2（東名海老名SA内） ●046-231-1019

寒川・田端エコ・ステーション ●高座郡寒川町田端878-1 ●0467-75-7006

山梨県

甲府エコ・ステーション ●甲府市飯田3-2-34 ●055-235-7377

富士急ハイランドエコ・ステーション ●南都留郡富士河口湖町船津6663 ●0555-22-7976

長野県

サンリン長野エコ・ステーション ●長野市鶴賀緑町1024-3 ●026-225-1120

松本ガスエコ・ステーション ●松本市渚2-7-9 ●0263-25-6060

北　陸

新潟県

赤道エコ・ステーション ●新潟市東区鴎島町6 ●025-271-8232

新潟白根エコ・ステーション ●新潟市南区七軒字前211-1 ●025-373-3195

小新エコ・ステーション ●新潟市西区小新大通2-5-8 ●025-231-3454

東蔵王エコ・ステーション ●長岡市東蔵王2-7-89 ●0258-24-0023

長岡新産エコ・ステーション ●長岡市新産2-12-1 ●0258-46-9381

柏崎松美エコ・ステーション ●柏崎市松美2-5-5 ●0257-21-8611

新発田ガスエコ・ステーション ●新発田市豊町1-4-23 ●0254-22-4181

木田エコ・ステーション ●上越市新光町2-2-15 ●025-524-3431

上越北エコ・ステーション ●上越市松村新田3-5 ●025-545-6739

聖籠エコ・ステーション ●北蒲原郡聖籠町東港3-6068-24 ●025-256-3332

富山県

エコ・ステーション富山黒瀬 ●富山市黒瀬北町2-4-8 ●076-493-7787

エコ・ステーション新庄東 ●富山市新庄本町2-8-1 ●076-451-4485

石川県

エコ・ステーション長田 ●金沢市駅西本町1-1-1 ●076-221-1017

エコ・ステーション鳴和 ●金沢市神宮寺3-1-13 ●076-251-9027

エコ・ステーション増泉 ●金沢市増泉3-17-25 ●076-241-0144

エコ・ステーション小松 ●小松市園町へ30番地 ●0761-24-0525

福井県

福万エコ・ステーション ●福井市二の宮4-17-11 ●0776-26-3700

敦賀エコ・ステーション ●敦賀市津内町1-14-2 ●0770-22-0840

東　海

静岡県

エコ・ステーション静岡 ●静岡市駿河区池田50-5 ●054-283-2116

静岡流通センターエコ・ステーション ●静岡市葵区加藤島12-7 ●054-261-4347

エコ・ステーション清水 ●静岡市清水区永楽町14 ●054-361-1151

浜松上西エコ・ステーション ●浜松市東区上西町68-6 ●053-461-0689

エコ・ステーション沼津 ●沼津市西椎路167-1 ●055-969-3535

エコ・ステーション富士 ●富士市伝法宇中村3201-1 ●0545-57-7550

富士花の木エコ・ステーション ●富士市今泉字花の木646-1 ●0545-52-9389

エコ・ステーション掛川 ●掛川市長谷3-8-25 ●0537-24-3796

エコ・ステーション駿東 ●駿東郡長泉町下土狩375-1 ●055-988-0025

岐阜県

エコ・ステーション岐阜 ●岐阜市加納坂井町2 ●058-272-8028

エコ・ステーション羽島 ●羽島郡笠松町田代若宮1105 ●058-388-8345

愛知県

エコ・ステーション徳川 ●名古屋市東区出来町1-11-4 ●052-953-3900

名西エコ・ステーション ●名古屋市西区中小田井2-427 ●052-502-3388

丸の内エコ・ステーション ●名古屋市中区丸の内2-1-5 ●052-231-7725

桜田エコ・ステーション ●名古屋市熱田区桜田町19-18 ●052-872-9378

エコ・ステーション八田 ●名古屋市中川区万町2412 ●052-351-5229

ミツウロコ中川運河エコ・ステーション ●名古屋市中川区広川町5-1 ●052-361-1271

港明エコ・ステーション ●名古屋市港区港明2-3-5 ●052-661-9096

エコ・ステーション北頭 ●名古屋市南区弥次ヱ町1-19-15 ●052-612-5308

R1鳴海エコ・ステーション ●名古屋市緑区境松1-510 ●052-621-0082

エコ・ステーションベニックス ●名古屋市名東区姫若町24 ●052-705-4401

豊橋花田エコ・ステーション ●豊橋市花田町荒木41-1 ●0532-31-5046

岡崎エコ・ステーション ●岡崎市錦町4-17 ●0564-21-7013

一宮エコ・ステーション ●一宮市大字浅野字正木山1 ●0586-76-1030

瀬戸エコ・ステーション ●瀬戸市南山口町86 ●0561-87-0020

エコ・ステーション春日井 ●春日井市鳥居松町4-147 ●0568-83-3167

メグリア元町エコ・ステーション ●豊田市深田町1-103 ●0565-27-0789

東名高速道路上郷SA（上り線）エコ・ステーション ●豊田市永覚町上長根6-256 ●0565-28-5446

東名高速道路上郷SA（下り線）エコ・ステーション ●豊田市西田町外林3 ●0565-28-5448

豊栄エコ・ステーション ●豊田市鴛鴨町中原268-3 ●0565-27-2107

安城エコ・ステーション ●安城市東栄町横根畑59-96 ●0566-97-8333

西尾エコ・ステーション ●西尾市法光寺町流6-12 ●0563-57-8985

セントレアエコ・ステーション ●常滑市セントレア1-1 ●0569-38-8181

名犬小牧エコ・ステーション ●小牧市多気中町430-1 ●0568-75-0415

小牧インター北エコ・ステーション ●小牧市大字横内字西横内33-6 ●0568-74-0312

グッドハンド稲沢エコ・ステーション ●稲沢市福島町字大福寺85-1 ●0587-36-7408

武一東海エコ・ステーション ●東海市加木屋町石田1-2 ●0562-33-2111

新舞子エコ・ステーション ●知多市新舞子字大口204-2 ●0569-42-2191

日進エコ・ステーション ●日進市梅森町西田面101-1 ●052-800-1221

北名古屋エコ・ステーション ●北名古屋市鹿田字東村前79 ●0568-26-6777

東浦エコ・ステーション ●知多郡東浦町大字生路字生片山55番1，5地内 ●0662-82-6540

三重県

鈴鹿中央通りエコ・ステーション ●鈴鹿市算所2-2-11 ●0593-78-1775

四日市東インターエコ・ステーション ●四日市市大字羽津字糠塚山4379-1 ●0593-66-2011

近　畿

滋賀県

大津エコ・ステーション ●大津市富士見台5-9 ●077-537-0647

草津エコ・ステーション ●草津市木川町319 ●077-562-1852

京都府

大水下京エコ・ステーション ●京都市下京区朱雀分木町42 ●075-323-9631

上鳥羽エコ・ステーション ●京都市南区上鳥羽北花名町14 ●075-672-5901

ヤサカ・171久世エコ・ステーション ●京都市南区久世中久世町3-76-1 ●075-922-7419

US国道伏見エコ・ステーション ●京都市伏見区下鳥羽南柳長町72番地 ●075-605-7477

京都東エコ・ステーション ●京都市山科区西野山階町30-6 ●075-593-8255

福知山西エコ・ステーション ●福知山市字奥野部6-8 ●0773-22-5659

宇治エコ・ステーション ●宇治市槇島町目川1974 ●0774-22-1327

ルート１京都八幡エコ・ステーション ●八幡市下奈良新下１-１ ●075-982-6511

大阪府

大阪ベイエリアトラックエコ・ステーション ●大阪市此花区島屋2-128-1 ●06-6466-6289

南堀江エコ・ステーション ●大阪市西区南堀江4-24-2 ●06-6531-5770

弁天町エコ・ステーション ●大阪市港区弁天2-12-2 ●06-6571-2256

船町エコ・ステーション ●大阪市大正区船町1-1-66 ●06-6555-3089

芦原橋エコ・ステーション ●大阪市浪速区塩草3-12-3 ●06-6561-3551

西淀川エコ・ステーション ●大阪市西淀川区大野2-2-21 ●06-6473-2889

アロッズ東淀川エコ・ステーション ●大阪市東淀川区豊新2-14-3 ●06-6327-7747

巽エコ・ステーション ●大阪市生野区巽東2-8-36 ●06-6753-6886

森之宮天然ガス充填スタンド ●大阪市城東区森之宮1-6-102 ●06-6963-1293

南津守天然ガススタンド ●大阪市西成区南津守5-5-48 ●06-6656-2021

今福鶴見エコ・ステーション ●大阪市鶴見区鶴見4-3-28 ●06-6934-9433

大阪府トラック協会南港エコ・ステーション ●大阪市住之江区南港東4-10-131 ●06-6569-7121

住之江エコ・ステーション ●大阪市住之江区泉2-2-6 ●06-6684-6065

長柄エコ・ステーション ●大阪市北区長柄東2-11-16 ●06-6352-5788

アロッズ梅田エコ・ステーション ●大阪市北区中津5-7-12 ●06-6458-0005

堺浜大阪ガス天然ガススタンド ●堺市堺区匠町12 ●072-225-1305

堺南出島エコ・ステーション ●堺市堺区出島海岸通4-4-24 ●072-247-2464

ＡＰ泉北エコ・ステーション ●堺市南区若松台3-2-3 ●072-295-0015

※「物流拠点型ガススタンド」とは、供給契約を行っているもののみを対象とする自家用スタンドです。



KAJIエコ・ステーション ●堺市美原区菩提6 ●072-361-1861

岸和田エコ・ステーション ●岸和田市加守町3-12-13 ●072-422-3629

宇佐美豊中エコ・ステーション ●豊中市箕輪2-3-1 ●06-6842-0005

池田・ダイハツ本社前エコ・ステーション ●池田市豊島北1-126-1 ●072-763-3268

泉大津天然ガススタンド ●泉大津市新港町1-32 ●072-522-2027

高槻天然ガススタンド ●高槻市西冠3-38 ●072-675-8089

ニュー門真エコ・ステーション ●守口市東郷通2-4-8 ●06-6998-1770

枚方CNGエコ・ステーション ●枚方市出屋敷西町1-13-1 ●072-849-1052

茨木エコ・ステーション ●茨木市三咲町5-17 ●072-624-4810

北大阪流通業務団地充填所（新北大阪エコ・ステーション） ●茨木市宮島2-4-8 ●072-634-1220

北大阪トラックターミナルエコ・ステーション ●茨木市宮島2-5-1 ●072-633-8120

八尾エコ・ステーション ●八尾市服部川1-65 ●072-941-6308

りんくうタウンエコ・ステーション ●泉佐野市りんくう往来北１-９ ●072-458-7770

寝屋川エコ・ステーション ●寝屋川市大成町１２-２ ●072-821-4006

外環藤井寺エコ・ステーション ●藤井寺市大井1-1-10 ●072-953-3566

中環東大阪エコ・ステーション ●東大阪市稲田三島町3-71 ●06-5744-3311

中環長田エコ・ステーション ●東大阪市七軒家1-19 ●06-6746-6250

兵庫県

石屋川エコ・ステーション ●神戸市東灘区御影塚町4-3-20 ●078-821-9760

敏馬エコ・ステーション ●神戸市灘区岩屋南町4-50 ●078-861-3973

神戸布施畑インターエコ・ステーション ●神戸市須磨区弥栄台4-7 ●078-793-7795

ＭＫ神戸空港前エコ・ステーション ●神戸市中央区港島8-11-2 ●078-303-6125

神戸京橋インターエコ・ステーション ●神戸市中央区新港町12-2 ●078-392-0386

姫路・城の東エコ・ステーション ●姫路市城東町清水8 ●0792-81-3421

姫路東インターエコ・ステーション ●姫路市東山255-1 ●0792-46-5252

尼崎東エコ・ステーション ●尼崎市次屋3-3-15 ●06-6498-3361

尼崎エコ・ステーション ●尼崎市元浜町1-95 ●06-6419-1839

Good尼崎南エコ・ステーション ●尼崎市大高洲町3 ●06-6409-1567

西明石エコ・ステーション ●明石市小久保1-6-3 ●078-928-6688

西宮マリナパークシティエコ・ステーション ●西宮市西宮浜3-6-2 ●0798-32-3866

西宮インターエコ・ステーション ●西宮市今津出在家町10-71 ●0798-23-9033

東加古川エコ・ステーション ●加古川市平岡町新在家116-2 ●079-421-3883

奈良県

奈良平城エコ・ステーション ●奈良市左京6-2-1 ●0742-71-8775

大和郡山下三橋エコ・ステーション ●大和郡山市下三橋167-1 ●0743-55-2003

和歌山県

和歌山エコ・ステーション ●和歌山市小野町3-46-1 ●073-428-7774

わかやま黒潮エコ・ステーション ●和歌山市黒田261-2 ●073-473-7925

中　国

鳥取県

鳥取エコ・ステーション ●鳥取市幸町143-4 ●0857-22-6825

五反田エコ・ステーション ●鳥取市五反田町1 ●0857-32-2700

島根県

松江南エコ・ステーション ●松江市古志原3-17-8 ●0852-21-7977

岡山県

築港エコ・ステーション ●岡山市築港栄町7-27 ●086-262-8885

エコ・ステーション岡山中央 ●岡山市天瀬３-９ ●086-225-0351

広島県

江波エコ・ステーション ●広島市中区江波西1-24-59 ●082-232-6455

西白島エコ・ステーション ●広島市中区西白島町22-15 ●082-228-5029

出島エコ・ステーション ●広島市南区出島1-32-44 ●082-254-1015

商工センターエコ・ステーション ●広島市西区商工センター7-4-1 ●082-277-1266

福島町エコ・ステーション ●広島市西区福島町2-34-1 ●082-231-6579

福山天然ガススタンド ●福山市東深津町4-15-18 ●084‐923‐0229

広エコ・ステーション ●呉市広多賀谷2-8-4 ●0823-72-2222

呉中央エコ・ステーション ●呉市築地町2-8 ●0823-21-4284

尾道エコ・ステーション ●尾道市東尾道18-1 ●0848-46-4301

海田エコ・ステーション ●安芸郡海田町栄町6-3 ●082-821-0533

四　国

香川県

高松朝日町エコ・ステーション ●高松市朝日町2-2-2 ●087-821-0023

丸亀エコ・ステーション ●丸亀市今津町508 ●0877-25-2200

坂出エコ・ステーション ●坂出市昭和町1-2-31 ●0877-46-5139

愛媛県

松山エコ・ステーション ●松山市空港通5-11-4 ●089-972-2511

今治エコ・ステーション ●今治市共栄町5-2-1 ●0898-33-7225

九　州

福岡県

東浜エコ・ステーション ●福岡市東区東浜1-10-20 ●092-643-7111

松島エコ・ステーション ●福岡市東区松島6-3-1 ●092-622-1214

山王エコ・ステーション ●福岡市博多区東光寺町1-2-27 ●092-411-2510

天神エコ・ステーション ●福岡市中央区那の津2-46 ●092-771-7568

西福岡エコ・ステーション ●福岡市西区拾六町1-24-34 ●092-891-0126

東港エコ・ステーション ●北九州市小倉北区東港1-5-2 ●093-581-5160

幸神エコ・ステーション ●北九州市八幡西区幸神1-11-2 ●093-622-1903

久留米市合川エコ・ステーション ●久留米市合川町1488-8 ●0942-30-0303

筑紫野エコ・ステーション ●筑紫野市永岡34-6 ●092-923-3111

大宰府エコ・ステーション ●大野城市御笠川5-12-20 ●092-583-3666

苅田エコ・ステーション ●京都郡苅田町苅田3787-65 ●093-435-2611

佐賀県

唐津エコ・ステーション ●唐津市神田2329 ●0955-72-3121

鳥栖エコ・ステーション ●鳥栖市藤木町2073-2 ●0942-83-1718

伊万里エコ・ステーション ●伊万里市二里町大里甲2250 ●0955-23-4192

長崎県

長崎エコ・ステーション ●長崎市尾上町17-1 ●095-829-2881

大村エコ・ステーション ●大村市水主町1-747-52 ●0957-53-3320

熊本県

本荘エコ・ステーション ●熊本市本荘5-14-18 ●096-372-4678

大分県

大分エコ・ステーション ●大分市大字三佐1032-2 ●097-521-6128

鹿児島県

谷山エコ・ステーション ●鹿児島市南栄3-25 ●099-260-2326

新栄エコ・ステーション ●鹿児島市新栄町22-1 ●099-206-6801

阿久根エコ・ステーション ●阿久根市晴海町6-1 ●0996-64-6556

※CNGスタンドの詳しい情報については、㈳日本ガス協会のホームページ（http://www.gas.or.jp/ngvj/index.html）
　の天然ガススタンド検索でご確認ください。

※メタノール供給スタンドは、廃止されました。

※一般の天然ガス供給スダンド数は、288カ所です。

右のQRコードを、QR対応の携帯電話で
読み取ればモバイル天然ガスサイトの
URLが表示されます。


