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天然ガス自動車に関するお問い合わせ

TEL 052-872-9356 FAX 052-881-0008

近年、大型トラック輸送部門で天然ガス車の導入が進んでおり、今年度末にはメーカー車の発売も予定されて
います。そこで、今回は全国で活躍する大型天然ガストラックを紹介いたします。現在、国内では21社、45台
が走行しており、都市間輸送を中心に導入され、エネルギーセキュリティーやCO2の削減効果に貢献しています。
今後も大型天然ガストラックの活躍にご注目ください。
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国土交通省 愛知県 トラック協会

2tトラックの補助例（経年車の廃車を伴う場合）

・詳細は各ウェブサイトでの確認や東邦ガス㈱へお問い合わせください。
・受付期間内でも予算限度額に達したときは終了します。

大型CNGトラックも補助対象で
す。

愛知県での緑ナンバ－（営業用）天然ガス自動車導入補助
　 国土交通省 愛知県（予定）＊1 トラック協会

申請時期 9月1日～9月30日
（交付予定枠の申込期間です） 6月下旬～1月5日 4月27日～1月22日

車両の登録時期 4月1日～3月31日 交付決定通知＊2～3月31日 4月1日～2月29日

補助額 通常車両との差額の1/3
経年車の廃車を伴う場合は1/2

通常車両との差額の1/3 通常車両との差額の1/2

名古屋市

送迎用バス（車齢8年超）を廃車し、天然ガス
自動車等への買い替えをする場合の補助
対象車両 幼稚園・保育園・学校・福祉施設等の送迎バス
申請時期 4月1日～3月4日
車両の登録時期 交付決定通知～3月18日
補助額 350千円 /台

東邦ガス㈱

新車の天然ガス自動車を導入いただいたユーザさまに、天然ガス
自動車シールの貼付等を条件に東邦ガスから広告掲載費をお支払
いいたします。（平成28年3月18日まで受け付けます。）

広告掲載制度

支払額
・トラック（含ハイエース）､ バス 200千円／台
・乗用車、小型バン、軽自動車 100千円／台
・大型トラックについてはお問い合わせください。

（千円）
通常車両との
差額（補助率）

国土交通省
補助（1/2）

全日本トラック
協会（1/6）

愛知県トラック
協会（1/3）

東邦ガス
広告掲載制度 補助計 ユーザ負担例

806 403 135 268 200 1,006
－ 200
負担はなく、

200千円お得です。
�
�

�
�

天然ガス自動車には
導入補助が
たくさんあるよ！

＊1 トラック協会会員以外の方で、新車のみの導入（廃車を伴わない）が対象です。
＊2 交付決定前に車両を導入する場合は所定の手続き（申請書に交付決定前着手申出書を添付）を経て可能となります。

愛知県

白ナンバ－（自家用）天然ガス自動車導入補助（予定）
対象車両 中小企業等の白ナンバ－（自家用）
申請時期 6月下旬～1月5日
車両の登録時期 交付決定通知＊1～3月31日
補助額 通常車両との差額の1/3
＊1 交付決定前に車両を導入する場合は所定の手続き（申請書に交付決定前着手申出書を 
 添付）を経て可能となります。

平成27年度の天然ガス自動車導入補助概要
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新型プロボックス、及びアクシオのB/F（バイフュエル仕様：ガソリンとの切替式）の発売を開始しました。
通常はクリーンで経済的な天然ガスで走行、長距離走行はガソリンでの走行も可能です。

株式会社アネブルさま（愛知県刈谷市　代表取締役社長 松田 安正さま）は、これまで株式会社協同さま（埼
玉県行田市　代表取締役社長 藤倉 武さま）が行ってきた大型トラックをはじめとしたトラック・バスの天然ガ
ス自動車への改造・販売、整備等の天然ガス自動車に関わるすべての事業を、4月から譲り受けました。
アネブルさまは平成14年の創業で、主にエンジン開発や試験、評価の受託事業を行っています。東邦ガス

の東浦エコ・ステーションの運営も行っており、天然ガス自動車とは関わりの深い会社です。アネブルさまでは、
これまでの協同さまの営業体制と埼玉県行田市にある整備工場をそのまま引き継ぐ形で、事業を進められます。
今回、新たに天然ガス自動車関係事業の責任者となった、アネブル 関東事業部　行田事業所の久保田茂樹 

所長は、「協同さんの事業をしっかりと受け継ぎながら、これまで天然ガス自動車に関わり培ってきた当社な
らではの経験も生かして、よりいっそう皆さまのご期待にそうように、努力して
いきたい。引き続きよろしくお願いします。」と抱負を話されていました。

行田事業所の工場写真。

大型トラック以外にバスの改造
も行っている。

新名称 　株式会社アネブル　行田事
業所

住　所 　埼玉県行田市須加3001

電　話 　048-557-2386

（住所 電話ともに協同さまの時と変わ
りありません）

新しく所長になられ
た久保田さん

DBE-NCP160V（改）
1NZ-FE（1.5Ｌ）
47.5Ｌ（9.5m3）
HKS

型式
エンジン

設計・改造
ガス容器

DBA-NRE161（改）
2NR-FKE（1.5Ｌ）
47.5Ｌ（9.5m3）
エフ・ケイメカニック

型式
エンジン

設計・改造
ガス容器

トヨタプロボックスB/F

東邦ガス株式会社　都営エネルギー営業部　営業第三グループ　
TEL：052-872-9356（直通）

トヨタアクシオB/F

お問い合わせ先

新型プロボックス、新型アクシオの発売開始

天然ガス自動車改造・販売、整備事業を譲受け
㈱アネブルさまが㈱協同さまの
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軽自動車等

小型貨物（バン）

乗用車

トラック

塵芥車

バス

（年度）

急速充てん所数
290ヶ所

導入地区

車種
北海道 東北圏 関東圏

東海・
北陸圏
（内、東邦
ガス管内）

近畿圏 中国・
四国圏 九州圏 合計

軽 自 動 車 132 106 3,316 2,115
（951） 3,041 537 958 10,205

乗 用 車 68 36 672 422
（268） 222 103 56 1,579

小型貨物（バン） 65 96 2,401 1,297
（1,012） 1,571 177 177 5,784

ト ラ ッ ク 484 171 10,466 2,150
（1,630） 5,026 630 440 19,367

塵 芥 車 34 10 2,517 324
（204） 969 69 42 3,965

バ ス 18 25 848 194
（164） 386 77 27 1,575

フォークリフト等 1,718 298 57 11
（9） 88 0 29 2,201

合 計 2,519 742 20,277 6,513
（4,238）11,303 1,593 1,729 44,676

出典 :（一社）日本ガス協会
※ 導入台数は新規導入数の累積であり、実際の保有台数とは異なります。

■天然ガス自動車導入状況※ （平成27年3月末現在）■全国天然ガス自動車普及の推移 （平成27年3月末現在）

（注） 天然ガス自動車に関する知識の向上及び情報の交換等により天然ガス自動
車の理解を深め、もって天然ガス自動車の普及促進に寄与することを目的
として、平成3年に設立された団体です。

天然ガス自動車フォーラム（注）では、会の趣旨に賛同してくださる団体や個人の会員を募集しています。
26年度は、大学教授や研究者、海外メーカーの責任者をお招きしての講演会や天然ガス自動車改造メー
カーの工場見学、イギリス・スペインといった海外最新動向の視察などを行うと同時に、その内容を会員に
むけて情報発信しました。

NGVユーザーは、新たにユーザー会員として年会費無料で入会可能となりました。様々な会員特典があ
りますので、ぜひこの機会にご加入ください !!
なお、通常の正会員は、年会費一口（3万円）以上となります。特別会員（学識経験者、公共団体、公的研
究機関等）は、従来通り無料です。会員種別については、事務局が決定します。

入会申込の方法など、詳しくは、

東邦ガスの営業担当者まで
お問い合わせください。

この機会に、ぜひご入会ください

●開催する研究会等への無料参加
●各種情報の優先的入手
● ニュースレター（メール）の配信サービス
 など

会員特典

天然ガス自動車フォーラム 会員募集のご案内


