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ごあいさつ
　平成26年4月の「エネルギー基本計画」見直し、あるいは総合資源エネルギー
調査会「石油・天然ガス小委員会」中間報告などにおいて、LPガスの供給安定
性や利活用への期待が高まりつつあることはご高承のとおりです。
　この中で、LPガスに関しては、｢安定供給の確保、災害対応能力の強化、高効
率利用機器の普及推進、料金透明化｣ 等々の重点施策が指摘されています。これ
らは、実現に向けて積極的に取り組むべき最重要課題であると考えております。
また、電力・都市ガス等の公益事業のシステム改革についても検討が進んでお
り、LPガス業界へも有形無形の影響が今後出てくるものと思われます。
　エルピーガス振興センターは、平成元年の設立以来、わが国経済の発展と国民
生活の向上を目的としてLPガスに関する技術開発、調査研究、普及啓発、国際
協力等に取り組んでまいりました。こうした国内外のエネルギー情勢の変化や各
種の課題に対応し、LPガス産業の発展に向けての役割を果たすべく、事業を展
開してまいりたいと思います。
　LPガス業界はもとより、一般家庭の消費者の方々、産業界の需要家の方々の
多様なご要望にお応えできるよう、皆様のご意見を踏まえながら事業を進めてま
いる所存です。是非、皆様方の一層のご理解とご支援をいただきますようお願い
申し上げます。

はじめに

 センターの概要
名 称 一般財団法人 エルピーガス振興センター

設 立 平成元（1989）年7月7日

所 在 地 東京都港区西新橋三丁目5番2号
西新橋第一法規ビル5Ｆ

役 員 等 評議員5名
理事24名
　理 事 長（代表理事）　　松澤　 純
　専務理事（業務執行理事）嘉村　 潤
監事2名

会 員 数 賛助会員 143社・団体

事 業 内 容 1）LPガスに関する技術開発
2）LPガスに関する調査研究
3）LPガスに関する普及啓発
4）LPガスに関する情報の収集及び提供
5）LPガスに関する国際協力
6）LPガス産業の流通合理化に関する経費の支援
7）前各号に掲げるもののほか、
本法人の目的を達成するために必要な事業

セン

 センターの機構セン

 歴代の理事長
年　　　代 理　事　長

平成元年～平成7年 大　北　一　夫

平成7年～平成9年 吉　崎　英　輔

平成9年～平成11年 末　木　鳳太郎

平成11年～平成13年 中　原　晟　介

平成13年～平成14年 河　合　正　人

平成14年～平成16年 吉　田　　　清

平成16年～平成19年 武　内　正　明

平成19年～平成21年 加　藤　徳　生

平成21年～平成23年 佐　藤　雅　一

平成23年～平成25年 山　﨑　達　彦

平成25年～　　　　 松　澤　　　純

歴代

一般財団法人 エルピーガス振興センター

　　理事長 松 澤　純

理事長

専務理事

事務局長 総務部

総務課

経理課

調査研究部

技術開発部

広報室 キンボール・チェン世界LPガス協会会長と
（WLPGAフォーラム2014・マイアミ大会）
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1　LPガス国際セミナー2015の開催
　当センターでは、
1996年から経済
産業省の後援およ
び関係団体の協力
を得てLPガス国際
セミナーを開催し
ています。2015
年3月5日～6日に
は、第20回目となるセミナーを東京プリンスホテルにて開
催いたしました。セミナー参加者は毎年増加し、今回は海
外のLPガス生産国および消費国、国内の関係省庁、関係団
体・企業等から634名の参加となっています。
　今回は「成長するLPガス市場―その過去・現在・未来を
考える」をテーマとして、米国IHS社の基調講演に始まり、
産ガス国からはサウジ、米国が、消費国からは日本、中国、
インド、韓国、バングラデシュがそれぞれ講演をおこない
ました。また、世界LPガス協会、OPIS社、FGE社等幅広
い視点からの講演も行われ、今後のLPガス産業のあり方に
ついて示唆に富む内容となりました。中でも、北米シェー
ル由来のLPG供給力増とそれに伴う今後の価格体系変化の
可能性や中国PDHプロジェクトを含む石化用需要動向に
関しては、活発な討議討論が行われ、非常に意義深いセミ
ナーになりました。
　なお前回に引き続きLPガス車を展示し、今回はそれに加
えて、LPガス電源車と安全機器等の展示も行いました。海
外からの参加者からは熱心な質問もありました。

2　IHSアジアセミナー
　シンガポールで開催されたIHS社主催のアジアセミナー
に参加いたしました。
　2014年6月に開催されたこのセミナーでは、アジア各
国の将来展望に関する講演が行われました。注目を集めた
のは、①北米シェール由来のLPG供給、②石化原料用需
要、③中国PDHプロジェクトに関してで、それぞれ複数
の講演が行われ、関心の高さを伺わせました。参加者は約
120名、19講演が行われました。

3　世界LPガスフォーラム（マイアミ大会）
　世界LPガス協会が2014年10月27日～ 30日に開催
したフォーラムに参加いたしました。この第27回世界LP
ガスフォーラムには、米国を中心にアジア・大洋州、欧州、
中東、アフリカ諸国等から88カ国・約2000名の参加が
ありました。日本からの参加は73名でした。フォーラム
に併設された展示会場には97ブースが揃い、日本からは
ITO、新コスモス電機、ヤンマーの3社が出展しました。
　フォーラム初日には、アーネスト・モーニッツ米国・エ
ネルギー省長官による基調講演があり、その後、①円卓会
議―ギャップを意識せよ、②セッション1―使うか失うか、
③セッション2―よりよく行え、④セッション3―形勢逆転
―トップに留まれ、⑤円卓会議―価格とは、⑥セッション
4―スマートマーケティング、⑦セッション5―未来はここ
から始まる、に分かれて、講演および活発なパネルディス
カッションが行われました。
　さらに、フォーラム期間中に行われたGTCにおいては、
新コスモス電機の山田部長の講演『ガス警報器の開発：
LPG安全使用に不可欠』があり、また、前回のロンドン
フォーラムで発表したITOには優秀技術賞が授与されまし
た。
　なお、27日に開催された世界LPガス協会の理事会・総
会で当センター・松澤理事長のWLPGA理事就任が承認さ
れました。今後の開催予定は、2015年9月28日～10月
2日シンガポール、2016年トルコ・イスタンブールです。

1　 2　

3　

国際協力・交流事業
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1　平成25年度調査の概要
　資源エネルギー庁の委託事業として、平成24年度および
平成25年度に題記の調査を実施いたしました。東日本大震
災を契機として、国民のエネルギーに関する意識も大きく
変化してきており、とりわけLPガスは災害時における復旧
の早さや、被災地におけるLPガス自動車の優位性から、災
害に強いエネルギーとの認識が一段と高まっています。ま
たLPガスが災害時対応だけのエネルギーに留まらないよ
う、日常的に使われるような魅力を高めていくことも重要
です。そのため、節電対策やピークカット対策におけるLP
ガスの活用も望まれています。
　こうした背景を踏まえ、LPガスやオール電化等の消費者
（家庭・業務用）を対象に、①エネルギーの消費実態、②エ
ネルギー機器に関する実態、③災害時におけるエネルギー
源の確保、④LPガスの特徴や、各エネルギーについての理
解状況、⑤LPガス取引の適正化（料金・契約の透明性等）、
⑥LPガス自動車に関する認識等について、アンケート調査
を実施し課題の抽出を行いました。

2　調査のポイントとアンケート結果
（1）全国の家庭用消費者（LPガス、オール電化）10,000
件を対象にWEB調査。また業務用についてはLPガス消
費量が多い上位6業種1,500件を対象に実施。さらに業
務用需要家を対象に2,000件に調査票を配布。

（2）面談ヒアリングの実施
　消費者の生の声や、高効率機器を導入している消費者
の感想・動機等を収集することを目的として、家庭用消
費者は5名程度のグループインタビューを20ヶ所で実
施。また業務用消費者および販売事業者等を対象に37件
でヒアリングを実施。

（3）調査結果の概要
①家庭用消費者
　LPガスは電気と比べて肯定的なイメージが低い傾向が

あります。LPガスが消費者に選ばれるエネルギーとなる
ためには、安全かつ安定的に低価格で提供するとともに
LPガスのマイナスイメージを払拭していく必要がありま
す。また高効率ガス機器の認知度は低く、引き続き積極
的な普及促進の取り組みが求められます。
　さらに全国的にはLPガスに関する情報提供が不足し
ています。また地域や年代等による偏りも生じています。
特に若年層への情報提供は、今後のLPガス需要の拡大の
ためにも大変重要なポイントで、最優先で取り組むべき
課題です。
　災害対策としてのLPガスを浸透させていくには、自治
体との連携が不可欠ですが、必ずしも自治体と十分に連
携が取れていない状況にあります。
　またLPガス販売店を変更しない理由は、「何となく／
特に理由はない」が3割以上もあり、年代が下がるにつ
れこの比率が高くなっています。次に多いのが「販売店
とは長い付き合いなので」という回答でした。消費者は
メリットがあるから変えないのではなく、消極的な理由
で変更しないのだと考えられます。

② 業務用需要家
　多くの業務用需要家にとって、エネルギー価格は重要
な要素となっており、今の調査では価格の高低とともに
不透明で不安定な価格体系についても改善への強い要望
が数多くありました。
　エグゼアなどの高効率ガス機器の情報は、多くの需要
家に届いておらず、こまめな情報提供が必要です。また
節電対策などで苦慮している需要家も多く、LPガス機器
等の提案が欲しいという意見も多数ありました。
　全般的には大規模な需要家に比べて、小規模な需要家
ほど持っている情報が少ないとの傾向があります。小規
模な需要家に対しては情報収集を行い、ニーズを探る一
方、大規模な需要家に対しては、積極的な情報提供によ
りニーズを実現していくよう使い分けることで、需要家
との良好な取引関係が築け、結果としてLPガスの需要拡
大につながっていくのではないかと考えられます。

1　

2　

調査研究事業／石油ガス消費者実態調査

エネルギー別の消費者のイメージ

ＬＰガス販売店を変更しない理由
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　平成26年度は、LPガス販売事業者の経営状況と抱える
諸問題についてアンケート調査を実施し、経年比較を含む
結果の取りまとめを行いました。特に「エネルギー基本計
画」で求められた 料金透明化および小売価格の見直しにつ
いても調査を行いました。

1　ガス販売事業者
　小規模事業者の比率が減少傾向（150戸以下の小規模事
業者は3割弱減少）。また、昨年度調査に比べ60歳未満の
経営者が幅広くなっており、経営者の世代交代が進んでい
ることが判明いたしました（経営者の平均年齢は61.8歳）。
　事業者毎の従事者人数分布では5名以下の事業者が全事
業者の7割を占めており、得意先戸数も300戸以下の事業
者が4割を占めています。

2　料金体系について
（1）原料費調整制度
　原料費調整制度を採用している事業者は全体の10.8％
で、販売規模別、地域別の採用比率はグラフのとおりで
す。

（2）料金体系
　料金体系について調査したところ、グラフのとおり家
庭用では単純二部制料金が、業務用では従量単価料金が
それぞれ半数近くを占めています。

（3）料金改定理由とそのお知らせ
　家庭用料金改定の理由で最も多いのが市場追従型ある
いは仕入価格変動型が多いこと、また料金改定のお知ら
せは新料金表の配布が半数以上を占めています。
　料金制度が議論になっている今、公正・公明で透明性
のある料金体系が求められています。

3　営業利益率
　グラフに販売規模別の営業利益率を示しました。

1　

2　

3　

調査研究事業／石油ガス流通販売業実態調査

原料費調整制度の販売規模別採用比率

原料費調整制度の地域別採用比率

家庭用料金体系 業務用料金体系

家庭用料金改定のお知らせ方法

家庭用料金改定の理由

販売規模別の営業利益率



6

　LPガス取引の適正化を確保しつつ、安全安心にご利用い
ただけるよう、情報の提供と周知･啓発活動を行うととも
に、消費者団体、LPガス販売事業者団体等による意見交換
会等を実施しています。
　また、より効果的に情報提供・意見交換が推進できるよ
う、消費者団体、関連分野の代表、専門家や学識経験者か
らなる「広報企画委員会」（委員8名以上、年2回開催）を
開催し、活動内容に関する意見やアドバイスを受けており
ます。
　平成26年度は、次のような活動を実施しました。

1　講習会の実施
　全国の消費者団体、地方自治体や業界団体等へ講習会開
催案内を送付し、各団体の要請により、一般消費者、消費
生活センターや消費者相談員向けに、および、業界団体に
対してもLPガス講習会（無料）を26回実施いたしまし
た。

2　液化石油ガス懇談会の実施
　平成26年7月から11月にかけて、全国9経済産業局管
内（関東は2ヵ所、九州および沖縄を合同開催とし、計9ヵ
所）において液化石油ガス懇談会を実施しました。
　消費者、LPガス販売事業者、学識経験者や行政等の参
加を得て、エネルギーを巡る環境変化（エネルギー基本計
画・第４次見直し）を踏まえ、LPガスの流通や取引の適正
化、災害に強いLPガスの防災･減災に対応した取組み等に
ついて、情報提供・意見交換を行い、関係者間での課題意
識を共有化しました。

【平成26年度の議事】
● 開会挨拶
● 基調説明　　「LPガスを巡る最近の状況」
　 　　　　　　「LPガスの保安を巡る状況」
● 事業者委員　「LPガスの地域密着型産業としての地域貢
　 　　　　　　献への期待」
● 消費者委員　「地域を支える頼れるLPガスへの期待」
● 地方自治体　「意見・相談事例紹介等」
● 学識経験者　「総括」

3　刊行物の発行
　普及・啓発のための刊行物を作成、発刊するとともに、
随時ホームページに掲載し、広く情報発信を行っています。
（1）「LPガスのある暮らし」

訪問勧誘編（A4・8ページ）
違法勧誘から身を守る！安心して
使う身近なLPガス
平成26年7月に35万部を全国約
6,000ヶ所の消費者団体、地方自
治体等へ送付しました。

（2）「LPガスガイド」
（A4・40ページ）

LPガスの基礎知識から応用編ま
で幅広い内容を掲載しております。
LPガスガイドは販売事業者の新
入社員テキストとしても活用いた
だいております。平成27年3月、
ホームページに掲載しました。

（3）「平成27年度版LPガス講習会
　　　　　　　　についてのご案内」
LPガス講習会の案内書を平成27
年3月に発行しました。
講習会はホームページからも申し
込みできます。なお、講習会の講
師派遣・テキスト等は無償です。

1　

2　

3　

普及啓発事業／講習会・懇談会・広報



7

1　第24回発表会開催概要
　「第24回LPGC研究成果等発表会」は、平成26年10
月17日に開催いたしました。発表会では、当センター松澤
理事長の挨拶に続いて、経済産業省　資源エネルギー庁　
資源・燃料部　石油流通課の濱田企画官より、ご来賓のご
挨拶をいただきました。
　その後、青山学院大学・内山隆教授より「SNS時代のコ
ミュニケーション…意識されるLPガスへ」と題する特別講
演があり、続いて、当センター研究員による成果等の発表
が行われました。
　当日の参加者は140名強を数え、盛況のうちに幕を閉じ
ました。

2　講演テーマ
●「SNS（Social Networking Service）時代のコミュニ
ケーション…意識されるLPガスへ」
　青山学院大学　総合文化政策学部　教授　内山　隆 氏

●「消費者・LPガス事業者の議論の中から見えてくる消費
者目線の課題について」

　広報室　広報室長代理　冨田　博昭

●「消費者から選ばれるLPガスとなるために…LPガスに
対する消費者のニーズとその取組み」

　技術開発部　次長　小山　康雄

●「エネルギー競合時代に生き残る販売事業者の理想像…
過疎地・島しょ部調査から導かれる、販売事業者のあり方」

　調査研究部　総括主任研究員　八鍬　隆宏

●「LPガス国際セミナーの意義と世界マーケット…第20
回を迎えるセミナーの回顧と展望」

　調査研究部　総括主任研究員　岩田　稔

3　LPGC　WEB通信
　当センターでは従前より賛助会員様向けの情報誌
「LPGC Report（グリーンペーパー）」を発行しておりまし
たが、平成26年4月よりメールマガジン「LPGC WEB通
信」にリニューアルいたしました。「LPGC WEB通信」で
は、毎月1回のいち速い情報の提供、ビジュアルな構成で
分かり易く、を目指しております。従来以上に内容の充実
を図ってまいりますので、ご愛読のほどよろしくお願いい
たします。

4　アーカイブ
　LPGC WEB通信の発行3ヶ月後、当センターのホーム
ページにLPGC WEB通信のアーカイブを掲載しておりま
す。

1　

2　

3　

4　

自主事業／発表会・WEB通信

講演する内山教授

▲

国際セミナー LPガス国際セミナー2015報告 part.1（速報版）
LPガス国際セミナー2014開催報告Part.1～4

Vol.12
Vol.1～4

国 際 会 議 第27回WLPGAフォーラム報告Part.1～2
欧州を中心としたオートガスの環境
IHSアジアLPＧセミナー報告Part.1～2

Vol.9～10
Vol.7
Vol.5～6

その他国際 ヨーロッパのLPガス・TVコマーシャル
特別寄稿＝新興国におけるLPガス市場開発Part.1～3
What  WLPGA ？

Vol.12
Vol.9～11
Vol.8

懇 談 会 液化石油ガス懇談会を開催（近畿、中国、四国、九州沖縄）
液化石油ガス懇談会を開催（南北関東、北海道、東北、中部）
平成25年度「液化石油ガス懇談会」学識経験者のコメント集
平成25年度災害対応石油ガス懇談会　高知、和歌山で開催

Vol.10～11
Vol.6･8
Vol.4
Vol.2

講 習 会 LPガス販売事業者の会で講習会を開催
山口市でLPガス講習会を開催
販売店を信頼している地区での講習会
講習会受講者から見えてきた「今、お客様が感じていること」
講習会「倉吉市で開催の中国ブロック青年部会研修会」で
都市ガスエリア(大阪府)で講習会を開催
栃木県協の役員も参加して、宇都宮市で講習会を開催
東日本大震災を経験した宮城県角田で講習会を開催
北海道で講習/シェールガス革命のわが国業界への影響
LPガス発祥の地ともいえる阿見町で講習会
平成26年度　LPガス講習会のご案内

Vol.12
Vol.12
Vol.9
Vol.8
Vol.7
Vol.6
Vol.5
Vol.4
Vol.3
Vol.1
毎号

ガ イ ド 平成26年度　LPガスガイド更新のご案内 毎号
流 通・ 経 営 エネルギー競合時代に生き残る、販売事業者のあり方

テレマティクス　JAPAN 2014 講演報告
Vol.6
Vol.3

消費者実態 お客様に聞く　LPガスのイメージ、オール電化から学ぶこと Vol.5
技 術 開 発 温泉街の生ごみによるバイオガス発電……の先進事例 Vol.2
一 般 144名の方が発表会に参加　講演集はHPにアップ

LPガスの日にちなんで、東京オリンピック聖火…こぼれ話
Vol.8
Vol.7

※アーカイブの一例です。タイトルは一部省略しています。



LPガス精製・元売関係
（11社・2団体）

日本LPガス協会
アストモスエネルギー株式会社
伊藤忠商事株式会社
岩谷産業株式会社
エスケイ産業株式会社
ENEOSグローブ株式会社
キグナス液化ガス株式会社
ジクシス株式会社
株式会社ジャパンガスエナジー
全国農業協同組合連合会
太陽石油株式会社
国際石油開発帝石株式会社
東京ガス株式会社

LPガス卸売関係
（29社）

伊丹産業株式会社
伊藤忠エネクス株式会社
岩谷産業株式会社
エア・ウォーター株式会社
株式会社エコア
レモンガス株式会社
ガステックサービス株式会社
カメイ株式会社
九州石油ガス株式会社
株式会社サイサン
三愛石油株式会社
サンリン株式会社
ミライフ株式会社/ミライフ東日本株式
会社/ミライフ西日本株式会社
食協株式会社
鈴与商事株式会社
株式会社エネサンス・ホールディングス
株式会社ツバメガスフロンティア
セントラル石油瓦斯株式会社
大陽日酸株式会社
株式会社TOKAI
東京ガスエネルギー株式会社
東上ガス株式会社
東邦液化ガス株式会社
日通商事株式会社
日本瓦斯株式会社
広島ガスプロパン株式会社
広島ガスプロパン工業株式会社
株式会社ミツウロコ
三ッ輪産業株式会社

LPガス小売関係
（48団体）

一般社団法人全国LPガス協会
一般社団法人北海道LPガス協会
一般社団法人青森県エルピーガス協会
一般社団法人秋田県LPガス協会
一般社団法人岩手県高圧ガス保安協会
一般社団法人山形県LPガス協会
一般社団法人宮城県LPガス協会
一般社団法人福島県LPガス協会
一般社団法人栃木県LPガス協会
一般社団法人茨城県高圧ガス保安協会
一般社団法人千葉県LPガス協会
一般社団法人埼玉県LPガス協会
一般社団法人群馬県LPガス協会
一般社団法人東京都LPガス協会
公益社団法人神奈川県LPガス協会
一般社団法人新潟県LPガス協会
一般社団法人長野県LPガス協会
一般社団法人山梨県エルピーガス協会
一般社団法人静岡県LPガス協会
一般社団法人愛知県LPガス協会
一般社団法人三重県LPガス協会
一般社団法人岐阜県LPガス協会
一般社団法人富山県エルピーガス協会
一般社団法人石川県エルピーガス協会
一般社団法人福井県LPガス協会
一般社団法人滋賀県LPガス協会
一般社団法人京都府LPガス協会
一般社団法人奈良県LPガス保安協会
一般社団法人和歌山県LPガス協会
一般社団法人大阪府LPガス協会
一般社団法人兵庫県プロパンガス協会
一般社団法人鳥取県LPガス協会
一般社団法人岡山県LPガス協会
一般社団法人島根県LPガス協会
一般社団法人広島県LPガス協会
一般社団法人山口県LPガス協会
一般社団法人徳島県エルピーガス協会
一般社団法人香川県LPガス協会
一般社団法人高知県LPガス協会
一般社団法人愛媛県LPガス協会
一般社団法人福岡県LPガス協会
一般社団法人佐賀県LPガス協会
一般社団法人長崎県LPガス協会
一般社団法人大分県LPガス協会
一般社団法人熊本県LPガス協会
一般社団法人宮崎県LPガス協会
一般社団法人鹿児島県LPガス協会
一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会

LPガススタンド関係
（9社・1団体）

東京都エルピーガススタンド協会
伊丹産業株式会社
伊藤忠エネクス株式会社
株式会社エコア
大阪オートガス株式会社
株式会社サイサン
東邦液化ガス株式会社
八戸液化ガス株式会社
富国興産株式会社
株式会社Misumi

エンジニアリング関係
（4社・1団体）

一般社団法人日本エルピーガスプラント協会
鹿島建設株式会社
川崎重工業株式会社
大成建設株式会社
千代田化工建設株式会社

LPガス関連機器関係
（14社・2団体）

一般社団法人日本エルピーガス供給機器工業会
一般社団法人日本ガス石油機器工業会
アイレックス株式会社
Ｉ・T・O株式会社
株式会社ガスター
株式会社桂精機製作所
中国工業株式会社
日本ガス開発株式会社
株式会社ノーリツ
パーパス株式会社
株式会社パロマ
冨士工器株式会社
三菱重工業株式会社
矢崎エナジーシステム株式会社
ヤンマーエネルギーシステム株式会社
リンナイ株式会社

銀　　行
（３行）

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行

損害保険会社
（11社）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
朝日火災海上保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
セコム損害保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大同火災海上保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
日新火災海上保険株式会社
富士火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

研究機関等
（6社・2団体）

高圧ガス保安協会
一般財団法人日本エネルギー経済研究所
アタム技研株式会社
飯野海運株式会社
日鉱液化ガス株式会社
株式会社日本コンサルタントグループ
富士車輌株式会社
株式会社マイ・アドバタイジング

賛助会員一覧 （平成27年4月1日現在143社・団体）

★賛助会員の方には、当センターの概要レポート『LPGC　WEB通信』（メールマガジン）を毎月配信しています。
　『LPGC WEB通信』のアーカイブはホームページからもご覧になれます。http://www.lpgc.or.jp/corporate/webreport/webreport_archive.html

　注）アーカイブにつきましては、配信３ヶ月後にホームページにアップしてます。

〒105－0003
東京都港区西新橋3－5－2 西新橋第一法規ビル5F
TEL. 03－5777－0345㈹　FAX. 03－5777－0348
URL　http://www.lpgc.or.jp
E-mail　info@lpgc.or.jp

一般財団法人


