
食品用ガスアプリケーション

ビ　ス　ト　ラ　ン　サ

Bistranza®
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大陽日酸は、一世紀を超える歴史の中で常に最先端のガステクノロジーを開発。日本
全国に広がるネットワークを通じて高品質なガスを安定供給するだけでなく、さまざまな
業界・分野に最適な製品を開発・製造してまいりました。

1966年、日本で初めて液化窒素式の急速凍結装置を大陽日酸が実現。食品凍結に
優れた特性を持つ窒素を活用することで、革新的な凍結システムが誕生しました。

食品の安全性や廃棄の問題、世界一厳しい食の安全基準、消費者の多様なニーズなど、
食品業界を取り巻く課題はますます多様になっています。

「Bistranza」（ビストランサ）は、大陽日酸のガステクノロジーを結集。「液体窒素式
凍結装置」「食品ガス包装」における卓越した製品のラインアップであり、さまざまな
課題に取り組む食品業界に向けた最適なソリューションとなります。

Bistranza（ビストランサ）とは？
フランス語の「Bistro（ビストロ）＝小さなレストラン」とスペイン
語の「Esperanza（エスペランサ）＝希望」を組み合わせた言葉で、
大陽日酸のガスアプリケーションが、お客様にとって「食品の希望」
となるようにとの思いを込めています。

美味しくて安心できる食品を提供するための
ガスアプリケーション「Bistranza」



美味しくて安心できる食品を提供するための
ガスアプリケーション「Bistranza」

Bistranza-FZ	 P.4 ～ P.5

おせち料理・お弁当..............味で勝負する食品を凍結。

肉・海産物.................................清潔な環境で凍結。

ケーキやデザート....................形状が重要な食品を凍結。

Bistranza-MAP	 P.6 ～ P.7

ポテトチップス..........................油が酸化しない窒素封入。

サラダ・惣菜..............................菌の増殖を抑え、美味しさを保持。

Bistranza-DOR	 P.8

食用油..........................................窒素で溶存酸素を除去。

液体原料.....................................タンク（気相部）に窒素を添加。

Bistranza-CM	 P.8

カツオぶし・ナッツ...................風味を損なわない低温粉砕。

Bistranza-ICE	 P.9

チョコアイス...............................チョコを窒素で固化。

ソフトクリーム...........................優しく窒素で固化。

Bistranza-IQF	 P.9

粒々アイス...................................窒素でバラ凍結。

液化窒素滴下装置	 P.10

コーヒー・柑橘系飲料..........酸化しないよう窒素を封入。

スポーツドリンク......................容器がつぶれないよう窒素で陽圧。

陸上養殖システム	 P.10

鰻、鱒、河豚...........................水に溶存酸素を富加し、魚を活性化。

大陽日酸の産業ガス安定供給	 P.11

Bistranza Menu
さまざまな食品で大陽日酸の食品用ガスアプリケーションが利用されています。
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型式
SD型（サイドドアタイプ） LU型（リフトアップタイプ）

100SD 200SD 500SD 700SD 100LU 200LU 500LU 700LU
全長（mm） 5,350 7,350 7,500 9,500 5,350 7,350 7,500 9,500
全幅（mm） 1,200 1,200 2,000 2,000 1,600 1,600 2,400 2,400
最大高（mm） 

（トンネル上昇時）
1,900 1,900 1,900 2,000 1,600

（1,900）
1,700

（1,900）
1,700

（2,000）
1,700

（2,000）
コンベア有効幅（mm） 600 600 1,200 1,200 600 600 1,200 1,200
トンネル有効長（mm） 4,000 6,000 6,000 8,000 4,000 6,000 6,000 8,000
総重量（kg） 3,000 3,500 4,500 5,000 3,000 3,500 4,500 5,000
トンネル有効高さ（mm） 100 100 100 100 100 100 100 100
所要動力（kW） 1.8 2.75 5.45 7.55 2.55 3.5 6.95 9.05
電源（V） 200（3 相）

Bistranza-FZT

SD 型／ LU型

－196℃の液化窒素は、凍結が早く、ドリップロスを抑制します。

トンネルを通る大量の食品を 
－196℃の液化窒素が急速に凍結します。
⃝氷ができる温度帯（最大氷結晶生成温度帯）を短時間で通過

するので解凍後のドリップが少ない。
⃝衛生管理が難しい空気を使用する機械式冷凍機と異なり、 

窒素雰囲気のため、非常に衛生的。
⃝コンパクトな設計で、設置スペースが小さい。

製品出口

TIC

製品入口
コンベア

撹拌ファン LN2 スプレーヘッダー

CM

食品の出来立ての風味と食感を
そのまま封じ込めます。Bistranza-FZT

液化窒素式トンネル型フリーザー

液化窒素による凍結装置の特長

12分
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－100℃

液化窒素式

液化窒素式
－35℃

冷凍機式

冷凍機式
48分 （写真：鯛の細胞）

－100℃
液化窒素式

液化窒素式

－35℃
冷凍機式

冷凍機式

15分 60分

急　速　凍　結 細 胞 破 損 が 最 小 限
白身魚の切り身の場合、冷凍機式では 48 分かかりますが、液化
窒素式なら12 分で凍結完了。

冷凍機式に比べ、液化窒素式では細胞間の氷結晶（写真の白い
部分）が小さく、解凍時のドリップロスを抑制します。

⃝消費電力が少なく、フロンを使わない装置で環境にもやさしい。
⃝構造が簡単で、壊れにくくメンテナンスも容易。（冷凍機・熱交換器が不要）
⃝付帯設備が少なく、イニシャルコストを低減。（特別高圧電力引き込み、変圧器、チラーユニット、散水・除害設備などが不要）
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型式 36 350 600 1000
1 バッチあたりの 
凍結能力（kg） 〜 4 〜 50 〜 60 〜100

トレイ寸法 × 枚数（mm） 300×300×3 枚 600×600×10 枚 700×700×10 枚 800×800×13 枚
トレイピッチ（mm） 120 75 85 95
外寸（W×D×H）（mm） 875×575×625 1,100×1,310×1,540 1,200×1,410×1,640 1,690×1,240×1,850
内寸（W×D×H）（mm） 400×400×400 780×700×950 880×800×1,050 1,050×1,000×1,460
重量（kg） 60 250 350 500
所要動力（kW） 0.4 0.75
電源（V） 100（単相） 200（3 相）

ラック庫内搬入出用リフト車を
使用することにより、ラックの
移動が安全、迅速に行えます。

ツインタイプのイメージ図Bistranza-FZB 350

設定を簡単に変更できるバッチ式により食品を急速に凍結します。
⃝生産品目が多く、凍結条件が多様、季節的に生産量が変動する場合などに対応。
⃝生産量に応じた「350 型」～「1000 型」があり、テストには「36 型」が最適。
⃝「ツインタイプ」なら排気窒素の冷熱を無駄なく再利用。

厚さ 0.3mm のステンレス製コンベアを採用し、 
－100℃で食品を急速に凍結します。
⃝フラットなコンベアは、食品の形状を選ばず、“ コンベアの跡 ” もつかない。
⃝液化窒素を循環雰囲気に供給するため、冷気が均一で凍結温度のムラを低減。
⃝風速を変えられるので、さまざまな凍結条件に対応。

排気
ダンパー

接続ダンパー

排気
ダンパー

開

開閉
LN2

－100℃
－10℃

凍結運転 予備冷却運転

多種多様な食材を、 
バッチ処理で急速凍結します。Bistranza-FZB

液化窒素式ボックス型フリーザー

新開発の装置で、
新たな凍結方法をご提案します。Bistranza-FZC

液化窒素式コンタクトフリーザー

お客様のご要望に応じて、仕様設計いたします。
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食品添加物でもあるガスをパッケージに充填することで賞味期限を延長。
食品ロスの低減、生産計画の改善、販路の拡大などさまざな波及効果をもたらします。

食品の種類、製造工程などのさまざな条件にガスの特性を合わせ、単独のガスまたは混合ガスをお選びいただけます。

賞味期限を延長

酸化防止、制菌、鮮色を保持

ダメージを最小限化

形状・形態を保持

鮮　魚 ピ　ザ カステラ

ガス包装 8日 21日 57日

4日大気包装 6日 11日

保存温度 3℃以下 3℃ 30℃

鮮　魚 ピ　ザ カステラ

ガス包装 8日 21日 57日

4日大気包装 6日 11日

保存温度 3℃以下 3℃ 30℃

鮮　魚 ピ　ザ カステラ

ガス包装 8日 21日 57日

4日大気包装 6日 11日

保存温度 3℃以下 3℃ 30℃

さまざまな食材の品質保持に役立ちます。Bistranza-MAP
ガス封入システム

パッケージ内のガスの構成をコントロールすることで、出来
立ての味・栄養・香りなどを変えることなく、変色や劣化を
防ぎます。

窒素ガスは、フィルムを透過しにくく、製造工程や運送途中
の揺れ、売り場などでの食品同士の荷重や衝撃から食品を
守ります。

包装時のガスと食品だけの密閉状態にすることで、型崩れ
を起こすことがなく、食品本来の口当たりや食感も守ります。

窒素ガス
⃝包装内の空気と置換することで酸素を除去。
⃝食品の酸化、風味の抜けを防止。
⃝カビなどの好気性菌の増殖を抑制。

炭酸ガス
⃝制菌効果。 

（腐敗菌などの生理活性機構を阻害、食品を酸性化）

⃝水や油に溶け込みやすく、通常は窒素で希釈。

酸素ガス
⃝肉の赤みを維持することが可能。

（高酸素濃度雰囲気で赤み色素「オキシミオグロビン」の維持
が可能に。ただし、品質が劣化すれば赤みも劣化します。）

窒素ガス 炭酸ガス 窒素ガス＋
炭酸ガス

酸素ガス＋
炭酸ガス 3 種混合

穀物（米、もち、パン） ◯ ◯ ◯

いも類 ◯ ◯

菓子類 ◯ ◯

種実類（ナッツ類） ◯ ◯ ◯

豆類（豆、豆腐、油揚げ） ◯ ◯

魚介類（鮮魚、加工品） ◯ ◯ ◯ ◯

肉類（精肉、加工品） ◯ ◯ ◯

惣菜類 ◯ ◯

乳製品 ◯ ◯

野菜、果実類 ◯ ◯ ◯

きのこ類 ◯ ◯

香辛料類 ◯ ◯ ◯

嗜好品類（お茶、コーヒー） ◯ ◯ ◯

鮮　魚 ピ　ザ カステラ

ガス包装 8日 21日 57日

4日大気包装 6日 11日

保存温度 3℃以下 3℃ 30℃

●保存日数の延長例

酸化を防止する窒素ガス、細菌の増殖を抑制する炭酸ガス、
そして肉の赤みを維持する酸素ガス（ただし、品質が劣化し
てくると、赤みも劣化します）など、それぞれの特性を活用
して食品を守ります。
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型式 LMXシリーズ KMシリーズ SMシリーズ

使用ガス 酸素、窒素、炭酸など 酸素、窒素、炭酸など 酸素、窒素、炭酸など
供給能力（L/min） 1 〜100 162 〜 166 〜
特徴 多種混合も容易に可能 濃度可変タイプ 大流量対応

Bistranza-MIX 食品包装用ガス混合器

お客様の工場・敷地内で、食品に合わせた混合ガスを製造できます。
⃝混合ガスのコストを低減。
⃝連続生産・大量生産に最適。

⃝原料のガスは使用量に応じてボンベ／ LGC ／CE で供給（11ページ参照）。
⃝各種装置は、ご要望に応じて各種ラインアップ。

液化窒素
蒸発器

定置式液化ガス貯槽（CE）
可搬式液化ガス貯槽（LGC）

減圧弁

減圧弁

窒素ガス

炭酸ガス（食添品質）

混合装置 ガス置換包装機

参考貯蔵量
CE（Sm3） 1,000 以上
LGC（m3） 107
ボンベ（窒素ガス）（Sm3） 7
ボンベ（炭酸ガス）（kg） 30（≒ 17Sm3）

Sm3：エスリューベ。35℃、1atm下での容積表示。

Bistranza-ST／DX 食品包装用プレミックスガス

Bistranza-ST/DX
食品包装用プレミックスガス

大陽日酸が、食品に合わせた混合ガスを製造・供給します。
⃝混合装置が不要で省スペース。
⃝通常の単体ガス包装と同様の取り扱い。
⃝少量生産・テスト生産に最適。
⃝「窒素＋炭酸」「酸素＋炭酸」に加え、その他の混合ガスにも対応。

流量計

減圧弁

プレミックスガス

ガス置換包装機

参考貯蔵量
ボンベ（標準サイズ）（Sm3） 7

Sm3：エスリューベ。35℃、1atm下での容積表示。

3 流体混合器もございます。
その他、マスフローコントローラ式混合装置も近日発売予定
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型式 CM-250 CM-400
粉砕能力（kg/h） 〜 200 〜1,000
ローター径（mm） 250 400

回転数（rpm） 4,000 〜
8,000

2,500 〜
5,000

所要動力（kW） 7.5 〜15 30 〜75
単体重量（kg） 300 1,000
電源（V） 200（3 相）

原　料

粉砕物

粗粒子

L　N 

LN貯槽

G　N 

液化窒素
供給装置

粉砕機

分級機

集塵機

MV1

MV2

原料
冷却機

原料
ホッパー 低温ガス戻り管

サイクロン
分離器

導

　管

－196℃の液化窒素により食品を低温凍結して粉砕します。
⃝常温では粉砕困難な食品も粉砕。
⃝液化窒素の超低温・不活性・超乾燥により酸化や変質なし。
⃝常温粉砕の約 3 ～ 5 倍の大量生産。

■受託粉砕
大陽日酸グループの「粉体技研株式会社」（神奈川県）
では、小ロットから大量生産、粉体の分級や検査、粉
体混合など、必要な時に必要な量の生産をお引き受け
します。

品質劣化を引き起こす溶存酸素を除去します。
⃝移送する途中の液体食品に窒素を送り込むことで溶存酸素を除去。
⃝酸素除去性能が高いので、生産性に影響せず処理時間を大幅に短縮。
⃝高効率なミキサー（特許取得済み）を備え、ランニングコストを抑制。

型式 5m3/h 10m3/h 20m3/h

流量範囲
液（kL/h） 4 〜 6 7 〜11 13 〜 23
ガス 

（Nm3/h） 2 〜 9 3.5 〜17 6.5 〜 35

気液比 0.5 〜1.5
大きさ（W×D×H） 

（mm） 700×600×1,900 850×850
×2,000

重さ（kg） 約 100 約 110 約 130
ガス供給部 ポンプ部

シール部

ミキサー部

一次側
貯蔵
タンク

二次側
貯蔵
タンク

P

溶
存
酸
素
除
去
率
（%）

100

90

80

70

60

3

2

1

0

溶
存
酸
素
濃
度

（mg/L）

気液比（G／L）
0 0.5 1 1.5 2

処理液体：清水
流量：5m3/h
初期溶存酸素濃度：7.9

溶
存
酸
素
濃
度

（ppm）

一般的なバブリング

溶存酸素除去システム

経過時間（分）

8

6

4

2

0 5 10 15

処理液体：清水

溶存酸素除去システムで
処理直後の状態

ワインや食用油などの品質を向上し、
賞味期限を延長します。Bistranza-DOR

溶存酸素除去システム

粉末食品が味の決め手となり、 
食品の可能性を広げます。Bistranza-CM

液化窒素式凍結粉砕システム
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－196℃の液化窒素によりチョコレートやアイス表面を硬化します。

チョコレートコーティング
⃝断熱構造に優れ、液面制御が絶妙な浸漬槽。
⃝液化窒素により、チョコレートを急速に凍結。

表面硬化装置
⃝液化窒素の噴霧ノズルを最適化。
⃝製品の凍結により、形状を保持してハンドリング

性を向上。

液体の食品を粒状に凍結加工することで、 
食品の “ 新形態 ” をご提案できます。
⃝液体の食品を液体窒素の中に通すことで粒状に凍結加工します。
⃝急速凍結なので凍結の均一化が可能で、味や風味が向上。
⃝小分け食品、分散・練りこみ・トッピング、従来食品の新風味など広範囲に適用。

液体窒素

液体窒素レーン

液体窒素貯液部

液体原料

滴下ノズル

重
量
割
合
（
％
）

粒径（mm）

サンプル：生理食塩水

生 産 量：75kg/h

収　　率：98.5%

水 分 量：99.1%

粘　　度：1.8cP

原料温度：5℃

0

20

40

60

80

100
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50

70

90

2 3 5 7 8

チョコレート槽 液化窒素浸漬槽

チョコレート
コーティング 表面硬化 包装工程

液化窒素

表面硬化装置

ノズルより
直接噴射

液化窒素

包装工程

アイス（製品サンプル）

製品粒径分布例

チョコやアイスの味や品質を損なうことなく、
口どけや食感を提供します。Bistranza-ICE

アイス製造ライン機器

粒状の楽しさを提供するだけでなく、
新商品の創出をサポートします。Bistranza-IQF

粒状凍結装置

機器・装置の仕様は、お客様のご要望、製造工程、製造環境など、さまざまな条件に
合わせ、オーダーメイドで最適なご提案・設計・製造をさせていただきます。

機器・装置の仕様は、お客様のご要望、製造工程、製造環境など、さまざまな条件に
合わせ、オーダーメイドで最適なご提案・設計・製造をさせていただきます。
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高密度養殖、成長スピードアップ、
排水量削減を実現します。
⃝水中の溶存酸素（DO）濃度を適正に管理。
⃝酸素の無駄がなく、高濃度酸素水を供給。
⃝池底の残餌やフンを分解して水質を改善。

RS-30 RV-007

飲料の充填時に液化窒素を１滴落とすことで、 
賞味期限を延長します。
⃝液化酸素１滴で賞味期限を延長。
⃝容器厚の薄化を可能にして、コスト削減に貢献。
⃝ペットボトル、スチール缶、アルミ缶に適用可能。

液体窒素（LN2）滴下装置

液体窒素（LN2）
窒素ガス

キャップ

液充填 LN2 滴下 LN2 気化 封止

型式 高効率酸素溶解装置
RS-30

マイクロバブル発生装置
RV-007

外観寸法（W×D×H）（mm） 940×1,030×2,100 460×850×540
質量（kg） 285 28
電源（V） 200（３相）、60Hz（50Hz） 200（３相）、60Hz（50Hz）
消費電力（kW） 3.7 1.5
定格電流（A） 14 7.1（7.3）

ジュースなどの飲料の品質や美味しさをいつまでも保ちます。液化窒素滴下装置

養殖魚の餌の食い付きが良くなり、微生物も活性化します。陸上養殖システム

装置例

RS-30 基本フロー

酸素ガス

RV-007 基本フロー

マイクロバブル発生装置
RV-007 2 台

水の流れ

例：養鰻池

酸素ガス
養殖池

RS-30

機器・装置の仕様は、お客様のご要望、製造工程、製造環境など、さまざまな条件に
合わせ、オーダーメイドで最適なご提案・設計・製造をさせていただきます。

お客様の環境に合わせて、高効率、 
低コストなシステムを設計します。



「ガス関連機器特設サイト」でも、 
食品用ガスアプリケーションなどをご紹介しています。

山梨研究所では、「液化窒素式凍結装置」などの 
機器をご覧いただけます。（随時見学受付）

ガス関連機器特設サイト
http://gasequip.tn-sanso.co.jp/

山梨研究所（山梨県）

大陽日酸の産業ガス安定供給
日本全国にガスの生産拠点を持ち、あらゆる産業・分野に向けて、

酸素・窒素・アルゴン・アセチレンなど、さまざまな産業ガスの安定供給を続けています。
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生　産 供　給

お
　客
　様

ガス充填工場

パイプラインによる供給

タンクローリーによる供給

容器（シリンダー）による供給

ガス生産工場（酸素、窒素、アルゴン）

高品質な食品添加物用ガスの充填工業が全国各地にあり、
いつでもどこでも、お客様に最適な方法でお届けできます。

容器・貯槽 ボンベ
（圧縮ガス容器）

LGC
（可搬式液化ガス容器）

CE
（定置式液化ガス貯槽）

PSA
（窒素ガス発生装置）

供給形態
ガス 〇 〇 〇 〇

液体 ― 〇 〇 ―

荷姿

ガス貯蔵量（m3） 約 7／本 約 110 ／本 約 5,000 〜 現地製造

供給機器 減圧弁 減圧弁、蒸発器 タンク、蒸発器、減圧弁 空気圧縮機、PSA 装置

ガス納入方法 ボンベ交換 LGC 交換 タンクローリー補給 現地製造

高圧ガス保安法 適用 適用 適用 適用外

月間使用量の目安
（窒素の場合）（m3） 0 〜 300 300 〜 2,000 2,000 〜 お問い合わせください
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お問合せは：

産業ガス事業本部　企画・特販事業部
東京都品川区小山 1-3-26 東洋 Bldg. 〒 142-8558
TEL  03(5788)8305 

URL: http://www.tn-sanso.co.jp/

記載内容は2017年10月現在のものです。予告なく変更することがあります。

■ガスアプリケーションに関する
　詳細はこちらでご覧いただけます。

「Bistranza」は、大陽日酸株式会社の登録商標です。

国内営業拠点
名称 郵便番号 所在地 連絡先

北海道エリア
□ 大陽日酸北海道（株）
□ 函館酸素（株）

〒062-0051
〒040-0076

北海道札幌市豊平区月寒東一条16-6-1
北海道函館市浅野町1-3

TEL：011（375）6039
TEL：0138（42）2411

東北エリア
□ 東北支社
□ 八戸営業所
□ 秋田営業所
□ 岩手営業所
□ 郡山支店

〒983-0852
〒039-2246
〒010-0001
〒029-4503
〒963-8877

宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル8階
青森県八戸市桔梗野工業団地3-7-35
秋田県秋田市中通4-5-6 秋銀・明治安田ビル8階
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山4-6
福島県郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル1階

TEL：022（742）4770
TEL：0178（20）4462
TEL：018（833）8771
TEL：0197（44）5581
TEL：024（934）9600

北関東エリア

□ 北関東支社
□ 高崎支店
□ 栃木支店
□ 足利支店
□ つくば支店
□ 鹿島支店
□ 新潟支店
□ 大陽日酸東関東（株）

〒330-0854
〒370-0042
〒323-0819
〒326-0328
〒305-0034
〒314-0022
〒950-0954
〒316-0035

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-5 KSビル3階
群馬県高崎市貝沢町1057
栃木県小山市横倉新田498
栃木県足利市県町1731-10
茨城県つくば市小野崎486-1
茨城県鹿嶋市長栖1879-166
新潟県新潟市中央区美咲町2-4-24
茨城県日立市国分町3-1-17

TEL：048（646）0061
TEL：027（362）3359
TEL：0285（27）3113
TEL：0284（71）1331
TEL：029（851）8250
TEL：0299（90）3830
TEL：025（284）5627
TEL：0294（36）0811

関東エリア
□ 関東支社
□ 京葉支店
□ 亀戸営業所
□ 厚木支店
□ 八王子支店
□ 松本支店

〒212-8509
〒263-0005
〒136-0071
〒243-0426
〒192-0032
〒390-0814

神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1
千葉県千葉市稲毛区長沼町302-3
東京都江東区亀戸7-67-18
神奈川県海老名市門沢橋3-7-17
東京都八王子市石川町2973-3
長野県松本市本庄1-3-10 大同生命松本ビル8階

TEL：044（549）9300
TEL：043（207）0233
TEL：03（3681）5221
TEL：046（239）1370
TEL：042（643）2633
TEL：0263（32）2023

中部エリア

□ 中部支社
□ 浜松営業所
□ 静岡営業所
□ 北陸支店

〒450-0002
〒430-0919
〒417-0033
〒939-8081

愛知県名古屋市中村区名駅5-33-10 アクアタウン納屋橋オフィス棟3階
静岡県浜松市中区野口町347-1 松尾ビル1階
静岡県富士市島田町2-61
富山県富山市堀川小泉町1-17-15 フジサワ・オフィスビル3階

TEL：052（533）8120
TEL：053（465）1771
TEL：0545（51）0055
TEL：076（422）5831

関西エリア
□ 関西支社
□ 京滋支店
□ 兵庫支店
□ 姫路販売課
□ 和歌山営業所

〒550-0001
〒525-0031
〒660-0085
〒670-0965
〒641-0007

大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル10階
滋賀県草津市若竹町10-41 丸十ビル2階
兵庫県尼崎市元浜町1-95
兵庫県姫路市東延末3-37 中川ビル8階
和歌山県和歌山市小雑賀129-2

TEL：06（6449）7080
TEL：077（564）7571
TEL：06（6430）0531
TEL：079（288）5795
TEL：073（423）3861

中国・四国エリア
□ 中四国支社
□ 福山支店
□ 岡山事業所
□ 山口支店
□ 四国支店
□ 米子営業所
□ 四国大陽日酸（株）

〒730-0045
〒721-0927
〒710-0803
〒746-0005
〒793-0003
〒689-3524
〒770-0003

広島県広島市中区鶴見町3-1
広島県福山市大門町津之下源造3011
岡山県倉敷市中島1505-1
山口県周南市渚町4900
愛媛県西条市ひうち字西ひうち8-5
鳥取県米子市石州府字大塚の壱640
徳島県徳島市北田宮1-8-74

TEL：082（241）8691
TEL：084（941）0925
TEL：086（465）6161
TEL：0834（62）3155
TEL：0897（55）5721
TEL：0859（27）3992
TEL：088（632）6132

九州エリア
□ 九州支社
□ 北九州支店
□ 大分支店
□ 西九州支店
□ 佐世保営業所
□ 熊本支店
□ 南九州支店
□ 宮崎分室

〒812-0012
〒803-0802
〒870-0911
〒854-0065
〒859-3241
〒862-0950
〒899-4463
〒880-1104

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 新幹線博多ビル5階
福岡県北九州市小倉北区東港2-3-1
大分県大分市新貝11-13
長崎県諫早市津久葉町6-4
長崎県佐世保市有福町297-33
熊本県熊本市中央区水前寺1-20-22 水前寺センタービル4階
鹿児島県霧島市国分下井2385-1
宮崎県東諸県郡国富町田尻1765-6

TEL：092（482）0681
TEL：093（581）4936
TEL：097（551）1811
TEL：0957（26）7515
TEL：0956（58）6483
TEL：096（213）1611
TEL：0995（45）7345
TEL：0985（42）7063

本社
本社 〒142-8558 東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg. TEL：03（5788）8000

海外

アメリカ・中国・韓国・台湾・シンガポール・マレーシア・タイ・ベトナム・インド・フィリピン・インドネシア・ミャンマー・オーストラリア 他

海外でのガス供給に関するご相談は、最寄の営業拠点か下記番号へお問い合わせください。 
TEL：03-5788-8290（ガス海外営業部直通）


