
令和4年11月30日現在　計 14,603  ステ－ション
都道府県 市区町村 運営会社等 　給油所名 給油所住所（町丁字以下） 電話番号 備考

北海道 札幌市中央区 中和石油株式会社 本店　給油所 南４条西９丁目１００８番地 011-511-1108 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市中央区 北海道エナジティック株式会社 プロムナード５１３　給油所 北５条西１３丁目１番地８ 011-261-6626 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市中央区 ナラサキ石油株式会社 桑園駅前　給油所 北１１条西１６丁目３６ 011-611-0241 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市中央区 北海道カーオイル株式会社 北１条　給油所 北１条西１８丁目２－３－１ 011-642-6747 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 西２４丁目　給油所 南４条西２４丁目２－１２ 011-562-4430 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市中央区 中和石油株式会社 山鼻　給油所 南１２条西１０丁目 011-511-4365

北海道 札幌市中央区 中和石油株式会社 セルフサッポロファクトリー前給油所 大通東７丁目１－１３５，１３６，１－４ 011-221-1148

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 旭ヶ丘　給油所 南９条西２１丁目５－１５ 011-551-4311

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 サムシング琴似　給油所 宮の森２条１丁目１ 011-631-1365

北海道 札幌市中央区 北日本石油株式会社 市場第一　給油所 北１２条西２３－１ 011-611-2369

北海道 札幌市中央区 茂田石油株式会社 モダセルフ旭ヶ丘店　給油所 南１２条西２２丁目１－３ 011-518-5055

北海道 札幌市中央区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ伏見　給油所 南１１条西２１丁目１１－１ 011-213-1263

北海道 札幌市中央区 出光リテール販売株式会社 セルフ札幌　給油所 北３条東２丁目２番地３８ 011-231-2734

北海道 札幌市中央区 札幌アポロ株式会社 セルフ西線９条　給油所 南９条西１４丁目１３９８－７ 011-551-4500

北海道 札幌市中央区 株式会社コニサーオイル ガソリンランド１１　給油所 南１１条西２０丁目 011-532-7752

北海道 札幌市中央区 札幌アポロ株式会社 セルフ南５条　給油所 南５条西１０丁目 011-531-7852

北海道 札幌市中央区 株式会社コニサーオイル ビックセルフ東橋　給油所 北１条東１３丁目１－２ 011-233-5230

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 南４条　給油所 南４条東３丁目３－１ 011-231-2366

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 札幌西線　給油所 南４条西１４丁目１－２７ 011-561-0150

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 宮の森　給油所 宮の森３条７丁目１７番地 011-643-5871

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 トップロード南９条　給油所 南９条西１１丁目１番１号 011-561-5456

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ南１９条　給油所 南１９条西１１丁目２番１号 011-520-2511

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ北５条給油所 北５条西１６丁目１番地８ 011-688-8720

北海道 札幌市中央区 北海道エネルギー株式会社 北一条給油所 北一条西１０－４ 011-688-8748

北海道 札幌市北区 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ新川　給油所 新川４条４丁目 011-761-1031 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市北区 北海道カーオイル株式会社 篠路太平　給油所 太平５条５丁目４－８ 011-772-7750 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市北区 北海道カーオイル株式会社 屯田　給油所 屯田３条４丁目４－２ 011-774-5851 北海道地域サポートSS
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北海道 札幌市北区 北海道カーオイル株式会社 セルフステーション屯田７条　給油所 屯田７条４丁目７番１号 011-775-7795 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市北区 株式会社ホクレン油機サービス ホクレン篠路セルフ　給油所 篠路２条１０丁目１３６番地６５ 011-788-5071 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市北区 北海道エネルギー株式会社 新川南　給油所 北２３条西１４丁目１０番地 011-756-3535 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市北区 株式会社カワモト 篠路　給油所 篠路５条５丁目１－５ 011-771-6565 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市北区 北海道エネルギー株式会社 セルフ北１９条　給油所 北１９条西５丁目２－１ 011-758-1666

北海道 札幌市北区 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ新琴似　給油所 新琴似１１条１３丁目６－２４ 011-769-3663

北海道 札幌市北区 北海道エネルギー株式会社 新川東　給油所 北３１条西１４丁目１５９ 011-709-5411

北海道 札幌市北区 北日本石油株式会社 セルフステーション札幌北インター　給油所 北３２条西１１丁目１番２５号 011-756-5605

北海道 札幌市北区 旭星クリーン株式会社 新道新川　給油所 新川５条４丁目３番１号 011-769-8333

北海道 札幌市北区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ麻生　給油所 北３６条西２丁目３－２６ 011-738-5311

北海道 札幌市北区 三愛オブリ東日本株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオブリステーション屯田　給油所 屯田８条３丁目４－３ 011-772-0086

北海道 札幌市北区 出光リテール販売株式会社 プリテール・ローソンあいの里２条店　給油所 あいの里２条６丁目１－４ 011-778-7447

北海道 札幌市北区 株式会社キタセキ 札幌新川　給油所 新川３条１７－１ 011-769-8581

北海道 札幌市北区 釧路石炭販賣株式会社 石狩　給油所 篠路４条１丁目２－１ 011-771-6072

北海道 札幌市北区 杉商株式会社 ＢＩＧ－Ｓ－新琴似　給油所 新琴似６条１７丁目 011-765-4781

北海道 札幌市北区 北海道エネルギー株式会社 北１０条　給油所 北１０条西３丁目１６番地 011-736-2201

北海道 札幌市北区 北海道エネルギー株式会社 石狩インター　給油所 北３２条西２丁目２－２５ 011-757-8846

北海道 札幌市北区 北海道エネルギー株式会社 トップロードあいの里　給油所 あいの里２条１丁目２０－３ 011-774-7544

北海道 札幌市北区 北海道エネルギー株式会社 石狩街道　給油所 篠路３条１丁目１番１号 011-773-1841

北海道 札幌市北区 出光リテール販売株式会社 オートアルル新琴似店　給油所 新琴似１条１３丁目１２８－１の内 011-766-7660

北海道 札幌市東区 中和石油株式会社 セルフモエレ沼　給油所 北丘珠１条４丁目１番１，２号 011-791-7771 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市東区 株式会社三ツ輪商会 ＥｎｅＪｅｔ北３３条店　給油所 北３３条東７丁目３－１２ 011-748-3120 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市東区 北海道カーオイル株式会社 札苗　給油所 東苗穂１１条３丁目１－３ 011-791-3371 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市東区 茂田石油ガス株式会社 札幌新道東　給油所 北３４条東１８丁目４７１－１０ 011-783-8777 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市東区 不二石油苗穂有限会社 苗穂　給油所 北８条東１４丁目１－１１ 011-741-5290 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市東区 中和石油株式会社 北８条　給油所 北８条東１丁目１ 011-711-9365

北海道 札幌市東区 大東石油販売株式会社 丘珠空港通　給油所 伏古１３条５丁目１１番 011-780-2777

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 雁来　給油所 本町２条１１丁目９番地 011-781-9645

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 バイパス東　給油所 北３４条東１９丁目１－３０ 011-783-2878

北海道 札幌市東区 北日本石油株式会社 丘珠空港通　給油所 伏古１４条三丁目十番二十号 011-786-2611

北海道 札幌市東区 株式会社東日本宇佐美 ２７５号雁来インター　給油所 東雁来７条１丁目４－２３ 011-780-2933

北海道 札幌市東区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ伏古　給油所 伏古７条４丁目２－８ 011-783-1311

北海道 札幌市東区 株式会社アイックス ＡＩＸ’新光北２５条　給油所 北２５条東６丁目３番１８号 011-735-5777

北海道 札幌市東区 三愛オブリ東日本株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオブリステーション札幌栄町　給油所 北４２条東１４丁目１－１ 011-723-0223

北海道 札幌市東区 出光リテール販売株式会社 よんなな　給油所 北４７条東７丁目１番５３号 011-711-5301

北海道 札幌市東区 地崎商事株式会社 伏古　給油所 伏古７条３ 011-781-2942

北海道 札幌市東区 岩田石油株式会社 本町　給油所 本町２条３－２－１５ 011-782-6633

北海道 札幌市東区 前側石油株式会社 北２５条　給油所 北２５条東８丁目１－１ 011-752-5655

北海道 札幌市東区 ナラサキ石油株式会社 創成北３６条　給油所 北３６条東１丁目２番５号 011-748-8100

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 北光　給油所 北２０条東１丁目４－５ 011-731-2448

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 札幌新道　給油所 東苗穂５条２丁目５－１１ 011-782-9388

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 伏古　給油所 北２３条東２３丁目４－９ 011-783-3173

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 札幌総合卸センター　給油所 北５条東４丁目１－１ 011-753-4844

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 環状通　給油所 北１４条東１６丁目１６－２ 011-782-4921

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 元町　給油所 北１８条東１６丁目１－２ 011-781-1545

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 北８条通　給油所 北７条東５丁目１－７ 011-741-4616

北海道 札幌市東区 出光リテール販売株式会社 オートアルル北１９条店　給油所 北１９条東１６丁目１番１３号 011-781-8550

北海道 札幌市東区 出光リテール販売株式会社 オートアルル百合が原店　給油所 北５１条東１５丁目２－９、他 011-748-7111

北海道 札幌市東区 出光リテール販売株式会社 セルフ札苗　給油所 東苗穂３条２丁目４番２０号 011-781-3035

北海道 札幌市東区 出光リテール販売株式会社 丘珠　給油所 丘珠町６５１番地 011-781-2680

北海道 札幌市東区 株式会社東日本宇佐美 ２７５号雁来第２トラックステーション　給油所 雁来７条２－１－１０ 011-781-0100

北海道 札幌市東区 北海道エネルギー株式会社 さとらんど丘珠　給油所 丘珠町６３８－２ 011-787-5331

北海道 札幌市白石区 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ白石　給油所 本通１３丁目北１番３１号 011-864-1531 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市白石区 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔアサヒビール園前　給油所 南郷通３丁目南８番１０号 011-861-0324 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市白石区 北海道カーオイル株式会社 北郷　給油所 北郷２条８丁目２－１５ 011-872-3015 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市白石区 野口燃料株式会社 札幌インター　給油所 米里１条２丁目１５－３ 011-872-6860 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 白石南郷通　給油所 南郷通９丁目南５番３号 011-864-2151 北海道地域サポートSS



北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ栄通　給油所 栄通１４丁目１番３号 011-852-3133 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市白石区 株式会社三ツ輪商会 ＥｎｅＪｅｔ本通６丁目店　給油所 本通６丁目北４－１ 011-867-5848

北海道 札幌市白石区 札幌河辺石油株式会社 札幌インター　給油所 菊水元町８条１丁目 011-874-9225

北海道 札幌市白石区 株式会社アイックス ＡＩＸ’南郷南　給油所 南郷通２０丁目南３－１６ 011-862-5985

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ北郷新道　給油所 北郷５条６丁目４－１１ 011-875-7071

北海道 札幌市白石区 北日本石油株式会社 大谷地流通センター　給油所 本通２０丁目北１番６５号 011-862-1943

北海道 札幌市白石区 北日本石油株式会社 ローズアベニュー白石　給油所 本通１丁目南２番１０号 011-861-4370

北海道 札幌市白石区 株式会社三ツ輪商会 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ南郷通店　給油所 東札幌２条５丁目 011-841-1926

北海道 札幌市白石区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ川下　給油所 川下５条１丁目１－３ 011-874-0039

北海道 札幌市白石区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ白石本通　給油所 本通１丁目北１ 011-864-8074

北海道 札幌市白石区 株式会社東日本宇佐美 札幌トラックターミナル　給油所 流通センタ－５丁目１－２２ 011-868-7080

北海道 札幌市白石区 札幌河辺石油株式会社 白石　給油所 中央２条５丁目１０番１６号 011-861-0293

北海道 札幌市白石区 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ栄通店　給油所 栄通２０丁目１番３１号 011-851-5113

北海道 札幌市白石区 前側石油株式会社 東北通　給油所 栄通５丁目１番２９号 011-853-3541

北海道 札幌市白石区 株式会社イーグル 栄通り　給油所 栄通１丁目３番７号 011-822-3919

北海道 札幌市白石区 茂田石油株式会社 モダセルフルート１２白石店　給油所 本通７丁目北１－２ 011-868-1200

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 白石中央　給油所 中央１条６丁目８６ 011-861-9221

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 米里　給油所 菊水元町６条２丁目１－１ 011-871-3420

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 札幌流通センター　給油所 流通センタ－５丁目３－３０ 011-864-7665

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 北１３条橋　給油所 菊水元町２条２丁目３－１０ 011-872-1142

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 北郷インター　給油所 北郷６条７丁目２－３ 011-872-7211

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 菊水　給油所 菊水３条２丁目１－２８ 011-822-6021

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 北郷３条　給油所 北郷３条７丁目９－２６ 011-873-9710

北海道 札幌市白石区 北海道エネルギー株式会社 南郷１６丁目　給油所 南郷通１６丁目北１番２１号 011-864-4700

北海道 札幌市豊平区 中和石油株式会社 ニュー平岸　給油所 平岸２条１０丁目 011-823-4413 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市豊平区 北海道エネルギー株式会社 豊平　給油所 豊平４条５丁目１番２０号 011-822-7064 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市豊平区 北海道エネルギー株式会社 美園　給油所 美園３条７丁目３番 011-822-8034 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市豊平区 株式会社米の有田章弘商店 羊ヶ丘　給油所 福住２条１０丁目３番２号 011-854-4932

北海道 札幌市豊平区 北海道エネルギー株式会社 羊ヶ丘　給油所 福住２条１丁目１番１号 011-851-6303

北海道 札幌市豊平区 株式会社アイックス ＡＩＸ’平岸　給油所 平岸４条１０丁目８番 011-822-1438

北海道 札幌市豊平区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフこまち西岡　給油所 西岡３条８丁目２７６－１ 011-859-8355

北海道 札幌市豊平区 株式会社アイックス ＡＩＸ’西岡　給油所 西岡１条２丁目 011-859-3855

北海道 札幌市豊平区 出光リテール販売株式会社 セルフ美園　給油所 美園３条１丁目 011-821-2101

北海道 札幌市豊平区 株式会社コニサーオイル ガソリンランド羊ケ丘　給油所 福住３条５丁目３番 011-857-5230

北海道 札幌市豊平区 北海道エネルギー株式会社 札幌旭町　給油所 旭町３丁目７５ 011-811-0141

北海道 札幌市豊平区 北海道エネルギー株式会社 南平岸　給油所 平岸６条１３丁目４－１ 011-821-6792

北海道 札幌市豊平区 北海道エネルギー株式会社 トップロード平岸　給油所 平岸３条７丁目１番２５号 011-821-4659

北海道 札幌市南区 釧路石炭販賣株式会社 藻岩　給油所 川沿６条２丁目２－１ 011-571-7433 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市南区 北海道カーオイル株式会社 まこまない　給油所 真駒内上町１丁目１ 011-583-3855 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市南区 茂田石油株式会社 南３６条　給油所 南３６条西１０丁目１番１号 011-522-8801 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市南区 坂東石油株式会社 坂東石油株式会社定山渓　給油所 定山渓温泉東４丁目３０６番地 011-598-2430

北海道 札幌市南区 中和石油株式会社 もなみ　給油所 川沿１２条２丁目２番１号 011-571-8582

北海道 札幌市南区 中和石油株式会社 フリーウェイ簾舞　給油所 簾舞２条５丁目７－１５ 011-596-5861

北海道 札幌市南区 前側石油株式会社 澄川　給油所 澄川６条４丁目１１－１２ 011-813-6308

北海道 札幌市南区 北海道エネルギー株式会社 藻南　給油所 南３８条西１０丁目１－８ 011-581-5774

北海道 札幌市南区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ五輪通り　給油所 川沿１条３－３－２５ 011-572-9649

北海道 札幌市南区 株式会社富士産業 サービスステーション石山　給油所 石山２条７丁目１２番２８号 011-593-8441

北海道 札幌市南区 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ藤野中央店　給油所 藤野３条５丁目５－１ 011-591-0045

北海道 札幌市南区 コスモ石油販売株式会社 セルフ藤野　給油所 藤野３条５丁目６番１号 011-592-1533

北海道 札幌市南区 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ川沿　給油所 川沿１５条１丁目１－６５ 011-572-7271

北海道 札幌市南区 株式会社札幌タヤス 真駒内　給油所 真駒内柏丘１１－１－１０９ 011-852-4911

北海道 札幌市南区 株式会社富士産業 藤野　給油所 藤野２条７丁目１－１０ 011-591-8441

北海道 札幌市西区 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ西町　給油所 西町南１２丁目１番１号 011-664-8844 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市西区 株式会社オカモト オカモトセルフ発寒下手稲通　給油所 発寒１４条１１丁目１番２２号 011-662-1421 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市西区 ミライフ北海道株式会社 セルヴィス琴似　給油所 八軒６条西１１丁目１－１ 011-623-2230 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市西区 株式会社ニチエネ 札樽　給油所 西町南１６丁目１番１号 011-664-4951

北海道 札幌市西区 北日本石油株式会社 ワンダーステーション西野　給油所 西野４条２丁目１－２３ 011-662-6252



北海道 札幌市西区 出光リテール販売株式会社 セルフ西野　給油所 西野５条２丁目１１－１５ 011-669-3622

北海道 札幌市西区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ八軒　給油所 八軒５条東５丁目 011-729-3939

北海道 札幌市西区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ二十四軒　給油所 二十四軒２条７丁目２－２１ 011-631-3951

北海道 札幌市西区 出光リテール販売株式会社 セルフ西野　給油所 西野８条４丁目１１ 011-671-5400

北海道 札幌市西区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 札幌新道ＴＳ　給油所 八軒７条西１１－１－２５ 011-613-1656

北海道 札幌市西区 地崎商事株式会社 中央市場　給油所 二十四軒１条２丁目１－４３ 011-611-3782

北海道 札幌市西区 カクイ協和産業株式会社 発寒　給油所 発寒１４条１４丁目１番３号 011-664-0543

北海道 札幌市西区 北海道エネルギー株式会社 三角山　給油所 山の手３条１１丁目１－１６ 011-642-6565

北海道 札幌市西区 北海道エネルギー株式会社 東発寒　給油所 発寒１４条１２丁目２－２ 011-661-1297

北海道 札幌市西区 北海道エネルギー株式会社 発寒南　給油所 発寒４条７丁目２－３ 011-661-7892

北海道 札幌市厚別区 株式会社ホクレン油機サービス ホクレン新さっぽろセルフ　給油所 厚別中央１条５丁目１番１０号 011-892-5433 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市厚別区 北海道エネルギー株式会社 ベニータウン　給油所 上野幌３条４丁目１８－１ 011-895-6767

北海道 札幌市厚別区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフベニータウン　給油所 上野幌３条４丁目１９ 011-893-3900

北海道 札幌市厚別区 三愛オブリ東日本株式会社 オブリステーション厚別西　給油所 厚別西２条６丁目７００－６ 011-892-4441

北海道 札幌市厚別区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ新札幌　給油所 東１条１丁目３－７４ 011-898-5511

北海道 札幌市厚別区 北海道エネルギー株式会社 厚別通西　給油所 厚別西５条１丁目１－２７ 011-893-2565

北海道 札幌市厚別区 北海道エネルギー株式会社 トップロード厚別　給油所 厚別中央３条２丁目１６－１ 011-891-2543

北海道 札幌市手稲区 中和石油株式会社 フリーウェイ西宮の沢　給油所 西宮の沢６条１丁目 011-665-5150 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市手稲区 株式会社ホクレン油機サービス ホクレン手稲セルフ　給油所 前田２条１０丁目２番２５号 011-788-9015 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市手稲区 茂田石油株式会社 金山　給油所 金山１条３丁目１５－１ 011-682-2821 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市手稲区 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ手稲インター　給油所 西宮の沢４条１丁目２番７号 011-661-2333

北海道 札幌市手稲区 北海道エネルギー株式会社 手稲星置　給油所 稲穂１条８丁目４－２５ 011-683-0611

北海道 札幌市手稲区 株式会社オカモト オカモトセルフ手稲星置　給油所 星置３条１丁目１番１３号 011-695-1188

北海道 札幌市手稲区 日東石油株式会社 星置　給油所 曙５条５丁目２番５５号 011-683-5611

北海道 札幌市手稲区 日東石油株式会社 樽川通　給油所 曙４条１丁目６－６３ 011-683-7135

北海道 札幌市清田区 北海道エネルギー株式会社 平岡通　給油所 平岡６条１丁目３番１号 011-883-6801 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市清田区 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ羊ヶ丘通　給油所 清田２３４－１ 011-887-3322 北海道地域サポートSS

北海道 札幌市清田区 北海道エネルギー株式会社 セルフ平岡梅林　給油所 平岡３条２丁目１２－３０ 011-886-3010

北海道 札幌市清田区 出光リテール販売株式会社 札幌南インター　給油所 平岡１０条１丁目１－３ 011-892-9455

北海道 札幌市清田区 株式会社オカモト オカモトセルフ清田羊ヶ丘通　給油所 １８８－５ 011-807-0089

北海道 札幌市清田区 株式会社東日本宇佐美 羊ヶ丘通ニュータウン　給油所 美しが丘３条６丁目９－２４ 011-884-9880

北海道 札幌市清田区 株式会社東日本宇佐美 セルフ札幌北野　給油所 北野３条５－２６－１５ 011-807-5671

北海道 札幌市清田区 株式会社サクライオイルショップ 清田　給油所 清田１条１丁目７－２７ 011-881-3719

北海道 札幌市清田区 株式会社常盤興産 コンフォート真栄　給油所 真栄５条２丁目１－１ 011-885-1961

北海道 札幌市清田区 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ北野　給油所 北野６条２丁目１２番２０ 011-887-4510

北海道 函館市 株式会社はこせき 函館弁天町　給油所 弁天町１４番２４号 0138-23-3412 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 五稜石油株式会社 五稜郭公園　給油所 本通１丁目５６番１５号 0138-53-6057 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 株式会社アサヒ商会 亀田　給油所 亀田町１１番６号 0138-41-4101 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 株式会社アサヒ商会 大門　給油所 大森町２４番１２号 0138-24-5150 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 株式会社アサヒ商会 深堀　給油所 深堀町２４番２６号 0138-83-8697 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 株式会社アサヒ商会 時任　給油所 時任町３２番９号 0138-56-0827 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 株式会社アサヒ商会 桔梗　給油所 桔梗町１丁目７－２０ 0138-47-3191 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 株式会社アサヒ商会 石川　給油所 石川町１７７ 0138-34-4777 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 株式会社竹村石油 尾札部　給油所 尾札部町４９６番地１ 0138-63-2041 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 有限会社丸松小市石油 椴法華　給油所 新八幡町２番地 0138-86-2546 北海道地域サポートSS

北海道 函館市 前側石油株式会社 中島町　給油所 中島町３１－１５ 0138-55-4285

北海道 函館市 前側石油株式会社 本通　給油所 本通２丁目３１番１号 0138-56-6255

北海道 函館市 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ函館美原店　給油所 美原２丁目４８番２号 0138-46-6086

北海道 函館市 北日本石油株式会社 赤松街道　給油所 桔梗３丁目４０番２３号 0138-47-7123

北海道 函館市 北日本石油株式会社 セルフステーション富岡　給油所 富岡町３－２４－１４ 0138-42-1239

北海道 函館市 有限会社湯川石油 湯川支所前　給油所 湯川町２丁目３９番地２９号 0138-59-1484

北海道 函館市 カムウィズアス株式会社 みんなの海　給油所 川汲町１６３６番地１ 0138-25-3458

北海道 函館市 モダガス株式会社 函館北　給油所 昭和３丁目３０番４８号 0138-34-7785

北海道 函館市 出光リテール販売株式会社 港町　給油所 港町３丁目１７番４号 0138-45-6001

北海道 函館市 明光産業株式会社 函館美原　給油所 美原３丁目８－６ 0138-46-2621

北海道 函館市 平和石油株式会社 セルフ函館新道　給油所 石川町２２５番地１２ 0138-34-5111

北海道 函館市 カムウィズアス株式会社 セルフ新トラピスチヌ通り　給油所 戸倉町３０－４ 0138-57-6755



北海道 函館市 株式会社東日本宇佐美 函館流通センター　給油所 西桔梗町５８９－１３６ 0138-84-1550

北海道 函館市 カムウィズアス株式会社 うすじり　給油所 臼尻町１４９－３２ 01382-5-3064

北海道 函館市 株式会社館山石油 古川町　給油所 古川町９－３ 0138-58-3510

北海道 函館市 株式会社はこせき 函館エキサイト　給油所 若松町３１番２２号 0138-26-4468

北海道 函館市 有限会社唐戸商店 椴法華　給油所 新浜町１４５の２ 0138-86-2745

北海道 函館市 株式会社オカモト オカモトセルフ函館　給油所 亀田本町６５－１９ 0138-62-3600

北海道 函館市 前側石油株式会社 広野町　給油所 広野町３－１ 0138-55-6894

北海道 函館市 前側石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ松陰町　給油所 松陰町２５－２６ 0138-53-5088

北海道 函館市 前側石油株式会社 赤川通　給油所 美原３丁目５番１４号 0138-46-0315

北海道 函館市 前側石油株式会社 流通前　給油所 西桔梗町２４６番地１０４ 0138-49-1223

北海道 函館市 前側石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ戸倉町　給油所 戸倉町３７番２８号 0138-59-2512

北海道 函館市 恵山石油株式会社 恵山　給油所 日ノ浜町５１番地 0138-85-2037

北海道 函館市 道南石油株式会社 神山　給油所 神山２丁目３番２号 0138-54-3919

北海道 函館市 道南石油株式会社 湯浜町　給油所 湯浜町１５番２５号 0138-53-9649

北海道 函館市 道南石油株式会社 海岸町　給油所 海岸町１８番１８号 0138-27-7002

北海道 函館市 大坂　政弘 恵山　給油所 恵山町１６７ 0138-85-2149

北海道 函館市 北海道エネルギー株式会社 函館大手町　給油所 大手町２０番６号 0138-23-3165

北海道 函館市 北海道エネルギー株式会社 セルフ函館港町　給油所 港町１丁目１７－１３ 0138-42-1270

北海道 函館市 北海道エネルギー株式会社 函館本通　給油所 本通１丁目３８－６ 0138-56-1190

北海道 函館市 株式会社ジェイエイ・エネルギー販売 ホクレン東山　給油所 鍛治２丁目９番９号 0138-31-2255

北海道 函館市 株式会社佐藤エネルギー 亀田産業道路　給油所 昭和３丁目３０番５６号 0138-42-2301

北海道 函館市 株式会社大沼商店 亀尾　給油所 亀尾町３２ 0138-58-4010

北海道 小樽市 河辺石油株式会社 小樽住ノ江　給油所 住ノ江１丁目１丁目８番２４号 0134-22-5615

北海道 小樽市 林石油株式会社 築港　給油所 若竹町８番２号 0134-22-8412

北海道 小樽市 林石油株式会社 長橋　給油所 長橋４丁目２番１号 0134-22-1361

北海道 小樽市 北日本石油株式会社 小樽運河　給油所 色内１丁目５番１１号 0134-32-3958

北海道 小樽市 六光石油株式会社 セルフ小樽運河通り　給油所 有幌町２－１９ 0134-64-5563

北海道 小樽市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 朝里インターＳＳ　給油所 新光４－２－３ 0134-54-7668

北海道 小樽市 株式会社東日本宇佐美 ５号銭函インター　給油所 銭函２丁目１７－１５ 0134-61-2117

北海道 小樽市 有限会社京極石油 塩谷　給油所 塩谷２丁目３番７号 0134-26-2570

北海道 小樽市 株式会社荒田商会 蘭島エネルギー　給油所 蘭島１丁目４番１７号 0134-64-2011

北海道 小樽市 林石油株式会社 高島　給油所 高島１丁目３番６号 0134-34-2345

北海道 小樽市 杉商株式会社 小樽桜　給油所 桜５丁目７番１号 0134-52-2414

北海道 小樽市 杉商株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ入船店　給油所 入船１丁目３番６号 0134-24-0618

北海道 小樽市 株式会社樽石 小樽インター　給油所 潮見台１丁目１４番１号 0134-34-2288

北海道 小樽市 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ朝里　給油所 朝里３丁目１８番１１号 0134-51-4332

北海道 小樽市 株式会社オカモト セルフ小樽　給油所 住吉町１３番１号 0134-32-6666

北海道 小樽市 北海道中央食糧株式会社 手宮　給油所 手宮１－３－１ 0134-25-5723

北海道 小樽市 北海道エネルギー株式会社 小樽新富　給油所 新富町１５－８ 0134-33-0737

北海道 小樽市 北海道エネルギー株式会社 銭函　給油所 銭函３丁目５０３番地 0134-62-7733

北海道 小樽市 北海道エネルギー株式会社 セルフ朝里　給油所 新光１丁目８－１ 0134-54-3888

北海道 旭川市 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ末広東　給油所 末広東１条４丁目 0166-51-7573 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 中和石油株式会社 緑町ハイウェイ　給油所 緑町１３丁目２６８５－３ 0166-51-9836 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 五東石油株式会社 共栄　給油所 東旭川町共栄９番地 0166-31-1171 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 五東石油株式会社 セルフ新神楽　給油所 神楽５条１４丁目４６３－１５５ 0166-63-7510 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 朝日工業株式会社 永山通り　給油所 永山３条１７丁目 0166-48-2625 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 有限会社大崎石油店 千代ヶ岡　給油所 西神楽２線２４号 0166-74-2201 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 東旭川農業協同組合 東旭川町農協　給油所 東旭川北１条６丁目１番１４号 0166-36-1212 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 東神楽農業協同組合 ホクレン西神楽　給油所 西神楽南１条２丁目６１８の１，６２０，６２２，６２４ 0166-75-4218 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 有限会社西神楽石油店 西神楽　給油所 西神楽北１条２丁目２３０番地１１６ 0166-75-3103 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 株式会社ホクレン油機サービス ホクレン永山２条セルフ　給油所 永山２条１３丁目１番２８号 0166-48-1100 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 あさひかわ農業協同組合 ホクレン旭正　給油所 東旭川町旭正３６番２の内 0166-31-7342 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 あさひかわ農業協同組合 ホクレン豊岡セルフ　給油所 豊岡４条１丁目１番１８号 0166-38-3122 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 たいせつ農業協同組合 ホクレン東鷹栖　給油所 東鷹栖東１条３丁目２７２ 0166-57-2308 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 茂田石油株式会社 旭川バイパス台場　給油所 台場２条３丁目３番３号 0166-61-3531 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 株式会社アサヒ商会 旭川　給油所 豊岡４条３丁目２番１４号 0166-37-6115 北海道地域サポートSS

北海道 旭川市 澤井商事株式会社 旭川９条　給油所 ９条通７丁目左１号 0166-23-6789



北海道 旭川市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ旭川西　給油所 忠和４条５丁目４－１４ 0166-63-3305

北海道 旭川市 北海道エネルギー株式会社 セルフ永山中央　給油所 永山３条６丁目１－６ 0166-49-1515

北海道 旭川市 北海道エネルギー株式会社 東光２条　給油所 東光２条５丁目３－１ 0166-32-9057

北海道 旭川市 三協石油株式会社 カージアム豊岡　給油所 豊岡４条４丁目 0166-32-0755

北海道 旭川市 東旭川農業協同組合 ホクレン豊田　給油所 東旭川町豊田３０９番地 0166-76-2815

北海道 旭川市 あさひかわ農業協同組合 ホクレン江丹別　給油所 江丹別町中央１０６番地 0166-73-2051

北海道 旭川市 株式会社野口商店 セルフ動物園通り　給油所 豊岡１４条７丁目１番１０号 0166-32-1418

北海道 旭川市 株式会社東日本宇佐美 １２号旭川南　給油所 台場１条５丁目１番２９号 0166-62-2899

北海道 旭川市 五東石油株式会社 １条　給油所 １条通１９丁目右３号 0166-31-7679

北海道 旭川市 五東石油株式会社 末広バイパス　給油所 末広１条１２丁目 0166-57-0510

北海道 旭川市 旭川食糧株式会社 新富町　給油所 東７条１０丁目２番６号 0166-23-7433

北海道 旭川市 日東石油株式会社 旭川３条西　給油所 ３条通２丁目 0166-22-3722

北海道 旭川市 日東石油株式会社 旭川３条東　給油所 ３条通２０丁目１５３４番地の１ 0166-31-8362

北海道 旭川市 日東石油株式会社 旭川末広　給油所 末広東１条５丁目２７３－８ 0166-51-8034

北海道 旭川市 日東石油株式会社 永山環状通　給油所 永山９条５丁目８７番２１７ 0166-47-7272

北海道 旭川市 日東石油株式会社 豊岡１２条サービスステーション　給油所 豊岡１２条３丁目１番２ 0166-33-9135

北海道 旭川市 株式会社山田輪業 東旭川　給油所 東旭川北１条７丁目１１番１９号 0166-36-2100

北海道 旭川市 旭川燃油株式会社 旭川春光町　給油所 春光４条５丁目１番２８号 0166-51-5143

北海道 旭川市 北海丸油株式会社 永山大雪通　給油所 永山２条２丁目 0166-48-6721

北海道 旭川市 北海丸油株式会社 豊岡環状通　給油所 豊岡６条７丁目１－１ 0166-32-8878

北海道 旭川市 北海丸油株式会社 北彩都　給油所 宮下通１５丁目１２０１－１ 0166-23-7173

北海道 旭川市 旭川石油株式会社 ４条　給油所 ４条通１６丁目左１０号 0166-23-2883

北海道 旭川市 旭川石油株式会社 永山　給油所 永山３条９丁目 0166-48-1486

北海道 旭川市 旭川石油株式会社 みどり野　給油所 旭神２条３丁目６番２７号 0166-65-5837

北海道 旭川市 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ永山３条　給油所 永山３条１４丁目３番６号 0166-48-3775

北海道 旭川市 株式会社オカモト セルフ旭川　給油所 末広東１条９丁目１４７－１４ 0166-59-6166

北海道 旭川市 株式会社オカモト セルフ旭川永山　給油所 永山２条１５丁目５０番地１ 0166-40-3535

北海道 旭川市 澤井商事株式会社 旭川台場　給油所 忠和６条８丁目 0166-61-5126

北海道 旭川市 澤井商事株式会社 旭川環状末広　給油所 末広１条４丁目２番９号 0166-53-4811

北海道 旭川市 株式会社真興商事 シンコウ　給油所 東鷹栖２線１１号７２番地 0166-57-5111

北海道 旭川市 津田石油商事株式会社 旭一市場前　給油所 流通団地１条２ 0166-47-1115

北海道 旭川市 旭星クリーン株式会社 ルート４０末広　給油所 末広１条１４丁目１番３２ 0166-57-6161

北海道 旭川市 あさひかわ農業協同組合 ホクレン神楽町　給油所 神楽５条８丁目４１１番地 0166-61-0661

北海道 旭川市 茂田石油株式会社 住吉　給油所 住吉４条１丁目８番２３号 0166-51-5123

北海道 旭川市 北海道エネルギー株式会社 旭川東４条　給油所 東４条２丁目１－１３ 0166-23-1385

北海道 旭川市 北海道エネルギー株式会社 旭神町　給油所 旭神町１７－３８ 0166-66-1515

北海道 旭川市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ旭川神楽　給油所 神楽５条１３丁目１－１ 0166-61-2097

北海道 旭川市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ永山南　給油所 永山町３丁目１０３ 0166-47-2411

北海道 旭川市 株式会社旭ダンケ 旭川北インター　給油所 東鷹栖東３条３丁目１９２７番地 0166-57-4367

北海道 旭川市 出光リテール販売株式会社 セルフ大町　給油所 大町３条４丁目 0166-51-1156

北海道 旭川市 出光リテール販売株式会社 セルフ忠和　給油所 忠和５条７丁目 0166-61-7101

北海道 旭川市 出光リテール販売株式会社 セルフ緑が丘　給油所 緑が丘３条３丁目１ 0166-65-3409

北海道 旭川市 西日本フリート株式会社 ３９号線旭川永山　給油所 永山３条１１丁目２ 0166-74-6013

北海道 旭川市 株式会社東日本宇佐美 セルフ環状線旭川　給油所 東光１０条６丁目２番１９号 0166-76-6232

北海道 室蘭市 出光リテール販売株式会社 中島中央　給油所 中島町１丁目１３番１号 014-343-9131

北海道 室蘭市 北海道エナジティック株式会社 室蘭東町　給油所 東町１丁目２３番地２ 0143-44-0039 北海道地域サポートSS

北海道 室蘭市 北海石油株式会社 室蘭　給油所 幸町１番１０号 0143-22-2167

北海道 室蘭市 株式会社オイルサービス オイルサービス　給油所 仲町１２番地 0143-44-4534

北海道 室蘭市 北日本石油株式会社 レインボープラザ室蘭　給油所 緑町１－２ 0143-22-5178

北海道 室蘭市 室蘭石油株式会社 室蘭中央町　給油所 中央町４丁目２番２号 0143-22-9425

北海道 室蘭市 北海石油株式会社 東室蘭　給油所 寿町３丁目１５番２号 0143-44-1637

北海道 室蘭市 北海石油株式会社 白鳥台　給油所 崎守町２３番地の１ 0143-59-3541

北海道 室蘭市 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ室蘭日の出　給油所 日の出町１丁目２１番４号 0143-46-2171

北海道 室蘭市 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ室蘭仲町　給油所 中島本町１丁目１番１０号 0143-44-8000

北海道 室蘭市 北海道エネルギー株式会社 輪西　給油所 輪西町２丁目１７－２ 0143-44-5595

北海道 室蘭市 北海道エネルギー株式会社 室蘭港北　給油所 港北町１丁目５－３ 0143-55-7650

北海道 室蘭市 北海道エネルギー株式会社 知利別　給油所 知利別町３丁目９－１４ 0143-44-6050



北海道 室蘭市 北海道エネルギー株式会社 室蘭高砂　給油所 高砂町１丁目２５－１３ 0143-46-0860

北海道 釧路市 北日本石油株式会社 ヒューマンハーバー鳥取　給油所 鳥取大通４－１５－１ 0154-51-2001 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 北日本石油株式会社 阿寒町北町　給油所 阿寒町北町３丁目２番４０号 0154-66-3530 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 北日本石油株式会社 マイタウン文苑　給油所 文苑１丁目２２番７号 0154-39-2100 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 株式会社三ッ輪商会 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ十條前店　給油所 鳥取大通１丁目７－５ 0154-51-3380 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 丸井産業株式会社 入江町　給油所 入江町１０番地３号 0154-22-9325 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 丸井産業株式会社 大楽毛　給油所 大楽毛西２丁目９番５号 0154-57-8605 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 釧路石炭販賣株式会社 第５桜ヶ岡　給油所 桜ヶ岡４丁目６番６号 0154-91-6157 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 株式会社アサヒ商会 釧路桜ヶ岡　給油所 桜ヶ岡１丁目９－２５ 0154-92-2626 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 阿寒農業協同組合 ホクレン阿寒　給油所 阿寒町仲町２丁目５番３号 0154-66-2496 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 網走交通株式会社 阿寒湖畔　給油所 阿寒町阿寒湖温泉５丁目５番２１号 0154-67-2909 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 茂田石油株式会社 釧路　給油所 星が浦大通１丁目４番３０号 0154-55-3320 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 釧路丹頂農業協同組合 ホクレン音別　給油所 音別町本町１丁目２番地 015476-2168 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 株式会社アサヒ商会 星が浦　給油所 星が浦大通５丁目５番地２ 0154-55-7622 北海道地域サポートSS

北海道 釧路市 株式会社ヒシサン 釧路　給油所 貝塚３丁目５３番１ 0154-43-3615

北海道 釧路市 大栄商事株式会社 鳥取南　給油所 鳥取南５丁目５番１９号 0154-51-4110

北海道 釧路市 北海シェル石油株式会社 釧路新橋　給油所 新橋大通５丁目２番地 0154-24-0656

北海道 釧路市 株式会社三ツ輪商会 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西港店　給油所 鳥取南７丁目１－６ 0154-51-7530

北海道 釧路市 株式会社三ツ輪商会 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大楽毛店　給油所 大楽毛２丁目３番地 0154-57-8790

北海道 釧路市 株式会社東日本宇佐美 ３８号釧路　給油所 星ヶ浦大通５丁目３番地３４ 0154-55-2333

北海道 釧路市 出光リテール販売株式会社 セルフ愛国　給油所 愛国西２丁目５－１ 0154-68-5201

北海道 釧路市 株式会社三ツ輪商会 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ浪花町店　給油所 浪花町６丁目７番地 0154-23-3430

北海道 釧路市 釧路石炭販賣株式会社 第３春採　給油所 春採７丁目１番２６号 0154-46-1960

北海道 釧路市 大栄商事株式会社 愛国東　給油所 愛国東１丁目１１番１０号 0154-36-3721

北海道 釧路市 北海シェル石油株式会社 大町　給油所 大町２丁目２番６号 0154-41-0338

北海道 釧路市 富士石油商事株式会社 桜ヶ岡　給油所 桜ヶ岡８丁目３－１２ 0154-91-1500

北海道 釧路市 株式会社オカモト セルフ釧路　給油所 入江町１２番１号 0154-21-7707

北海道 釧路市 熱原釧路株式会社 文苑　給油所 文苑１丁目１番１号 0154-38-1170

北海道 釧路市 熱原釧路株式会社 鳥取大通　給油所 鳥取大通４丁目４番１７号 0154-51-4986

北海道 釧路市 熱原釧路株式会社 貝塚　給油所 貝塚２丁目２２番地２０ 0154-64-7244

北海道 釧路市 株式会社東部石油ユアサ 白金　給油所 白金町２０の１ 0154-23-1541

北海道 釧路市 金井石油株式会社 副港　給油所 宝町３－２９ 0154-25-2142

北海道 釧路市 北海道エネルギー株式会社 緑ヶ岡　給油所 緑ケ岡２丁目１－３０ 0154-41-3901

北海道 釧路市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ鳥取　給油所 鳥取大通６丁目７番１号 0154-51-2182

北海道 釧路市 西日本フリート株式会社 ３８号線釧路星が浦　給油所 星が浦大通３丁目４番５２ 0154-52-7218

北海道 帯広市 スズラン企業株式会社 セルフスズラン　給油所 稲田町南８線西１２番地 0155-48-3648 北海道地域サポートSS

北海道 帯広市 北海道エネルギー株式会社 帯広北栄　給油所 西１５条南１丁目２－４ 0155-36-3959 北海道地域サポートSS

北海道 帯広市 北協石油株式会社 帯広東　給油所 東４条南３丁目７番地 0155-22-6630

北海道 帯広市 北海道カーオイル株式会社 春駒　給油所 西１６条南４丁目３０－５ 0155-36-5166

北海道 帯広市 北海道カーオイル株式会社 大通５丁目　給油所 大通南５丁目１番地 0155-25-8469

北海道 帯広市 坂本石油株式会社 東３条　給油所 東３条南６丁目１番地 0155-25-6610

北海道 帯広市 株式会社東日本宇佐美 ３８号帯広　給油所 西２４条南１丁目４番７ 0155-37-7766

北海道 帯広市 株式会社自動車検査場 ルート３８帯広　給油所 西１７条北１丁目２５－１５・１８ 0155-38-3820

北海道 帯広市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ帯広　給油所 西１８条南２７丁目１－２８ 0155-66-8226

北海道 帯広市 株式会社エルバ北海道 株式会社エルバ北海道　給油所 西２３条北４丁目１－２７ 0155-38-8011

北海道 帯広市 スズラン企業株式会社 セルフ帯広一丁目　給油所 大通南１丁目４番地 0155-25-2146

北海道 帯広市 株式会社東日本宇佐美 ３８号帯広東　給油所 東８条南４丁目３－１ 0155-28-2911

北海道 帯広市 北協石油株式会社 帯広中央　給油所 大通南２０丁目２０番地 0155-22-1144

北海道 帯広市 北協石油株式会社 帯広西１６条　給油所 西１６条南４丁目１２番地 0155-35-5080

北海道 帯広市 光菱商事株式会社 西帯広　給油所 西２２条北１丁目２番１５号 0155-37-2248

北海道 帯広市 帯広大正農業協同組合 ホクレン大正　給油所 大正町基線９５番地 0155-64-5109

北海道 帯広市 三洋興熱株式会社 スーパーピット東店　給油所 東９条南５－４ 0155-23-7741

北海道 帯広市 三洋興熱株式会社 スーパーピット緑ヶ丘店 西８条南１７丁目４番地 0155-23-7743

北海道 帯広市 三洋興熱株式会社 スーパーピット西帯ニュータウン店 西２０条南４丁目３８番１０号 0155-33-2004

北海道 帯広市 三洋興熱株式会社 スーパーピット中央店　給油所 西８条南９丁目１０ 0155-22-3333

北海道 帯広市 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンロード南店　給油所 大通南２３丁目２０番地 0155-23-3927

北海道 帯広市 株式会社オカモト 西帯広ニュータウン　給油所 西２４条南３丁目１４－１ 0155-37-7777



北海道 帯広市 株式会社オカモト スーパーセルフ３８　給油所 西１６条南１丁目３３－１ 0155-58-3838

北海道 帯広市 株式会社オカモト セルフ大通　給油所 大通南２７丁目８ 0155-20-2888

北海道 帯広市 熱原帯広株式会社 大通　給油所 大通南７丁目１ 0155-22-8174

北海道 帯広市 熱原帯広株式会社 東５条　給油所 東５条南６－１ 0155-22-8175

北海道 帯広市 熱原帯広株式会社 動物園前　給油所 西１６条南６丁目６ 0155-36-2773

北海道 帯広市 熱原帯広株式会社 稲田公園通り　給油所 西５条南３５丁目２番１号 0155-48-3189

北海道 帯広市 熱原帯広株式会社 帯広北栄　給油所 西１７条北２丁目１５－１ 0155-35-4643

北海道 帯広市 熱原帯広株式会社 帯広白樺　給油所 白樺１６条東１２丁目５番地 0155-33-0555

北海道 帯広市 熱原帯広株式会社 西２４条　給油所 西２４条南３丁目３１－１ 0155-37-2626

北海道 帯広市 テービーオイル株式会社 中島橋　給油所 西２２条北１丁目５番１６号 0155-37-5441

北海道 帯広市 ＹＳヤマショウ株式会社 西２３条　給油所 西２３条南１丁目１ 0155-37-4998

北海道 帯広市 ＹＳヤマショウ株式会社 春駒通　給油所 西１８条南４丁目４６ 0155-38-2201

北海道 帯広市 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし ホクレン西２０条　給油所 西２０条南２丁目２ 0155-33-7320

北海道 帯広市 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし ホクレン稲田　給油所 清流東１丁目１番地２ 0155-48-3388

北海道 帯広市 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし ホクレン川西　給油所 川西町西２線６１番地１２ 0155-59-2917

北海道 帯広市 株式会社然別湖畔温泉ホテル ファクタ１８　給油所 西１８条北１－１４－３６ 0155-３３-３990

北海道 帯広市 宮本商産株式会社 帯広南　給油所 大通南２７丁目１番地 0155-22-6407

北海道 帯広市 宮本商産株式会社 ミヤモトウエスト２０３　給油所 西２０条南３丁目５７－１ 0155-34-2226

北海道 帯広市 宮本商産株式会社 ミヤモトオスト４１７　給油所 東４条南１７丁目１１番地 0155-24-4170

北海道 帯広市 北海道エネルギー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフエクレ店 西２１条南３丁目２－７ 0155-36-2211

北海道 帯広市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ西５条　給油所 西５条南１丁目１１ 0155-24-2115

北海道 帯広市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ西１７条　給油所 西１７条南５丁目３９番地４ 0155-58-2085

北海道 帯広市 ＴＹＧエネル株式会社 新緑通　給油所 西１７条南４丁目２７番地１ 0155-67-0473

北海道 北見市 株式会社村井金物店 温根湯　給油所 留辺蘂町温根湯温泉１９１番地の１ 0157-45-2047 北海道地域サポートSS

北海道 北見市 石崎石油株式会社 夕陽ヶ丘　給油所 桂町１丁目２０９番地２０ 0157-61-4521 北海道地域サポートSS

北海道 北見市 網走交通株式会社 北見西　給油所 西三輪５丁目２番地１１ 0157-36-4774

北海道 北見市 株式会社ヒシサン 端野　給油所 端野町三区５７２－１ 0157-56-2895

北海道 北見市 北日本石油株式会社 北見本町　給油所 本町４丁目１番１号 0157-23-6261

北海道 北見市 北海道エネルギー株式会社 アミューズメントスポット常盤　給油所 常盤町３丁目２－１７ 0157-24-8373

北海道 北見市 旭星クリーン株式会社 北見　給油所 東三輪１丁目３４番地１ 0157-69-0311

北海道 北見市 株式会社三ツ輪商会 ＥｎｅＪｅｔ北見大通店　給油所 大通東４丁目 0157-24-9693

北海道 北見市 株式会社太陽商会 セルフ夕陽ｹ丘　給油所 北進町１丁目３１－２１ 0157-24-4711

北海道 北見市 株式会社角卜　木谷商店 留辺蘂　給油所 留辺蘂町栄町１５番地７ 0157-42-2415

北海道 北見市 株式会社東日本宇佐美 ３９号北見　給油所 中央三輪８丁目１－１２ 0155-66-4555

北海道 北見市 株式会社三ツ輪商会 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ北見西店　給油所 中央三輪４丁目５２３－１２ 0157-36-5777

北海道 北見市 留辺蘂石油販売株式会社 留辺蘂　給油所 留辺蘂町旭西１７６－７ 0157-42-2611

北海道 北見市 株式会社東部第一 北見大町　給油所 大町５６番地の１２ 0157-23-6218

北海道 北見市 株式会社太陽商会 セルフ大通東　給油所 大通東９丁目９番地 0157-23-2244

北海道 北見市 株式会社太陽商会 セルフ北光　給油所 末広町１６３番９４ 0157-61-1356

北海道 北見市 常呂町農業協同組合 常呂町農協漁協共同　給油所 常呂町字土佐３番地１２、１３ 0152-54-2357

北海道 北見市 鍵谷商事株式会社 留辺蘂　給油所 留辺蘂町旭北４１番地 0157-42-2663

北海道 北見市 株式会社リヨーユウ石油 三輪　給油所 東三輪３丁目１８番地 0157-24-4381

北海道 北見市 北見石油販売株式会社 北見西　給油所 とん田西町３７８番地２ 0157-24-3186

北海道 北見市 北見石油販売株式会社 北見東　給油所 大町９３番地 0157-24-9743

北海道 北見市 北見石油販売株式会社 北見東相内　給油所 東相内町６６０番地の１９ 0157-36-5060

北海道 北見市 北見石油販売株式会社 夕陽ヶ丘通り　給油所 若葉１丁目１番地 0157-36-3788

北海道 北見市 株式会社オカモト セルフ北見　給油所 三輪４７２番２－２ 0157-66-1414

北海道 北見市 有限会社リヨーセキ 常呂　給油所 常呂町字常呂３２５番地 0152-54-2711

北海道 北見市 きたみらい農業協同組合 ホクレン温根湯　給油所 留辺蘂町松山１－１ 0157-45-2446

北海道 北見市 きたみらい農業協同組合 ホクレン相内　給油所 美園４８９－１，４９０－１，４９１－１，４９２－１ 0157-37-2519

北海道 北見市 きたみらい農業協同組合 ホクレン中の島　給油所 南仲町１丁目７番１４号 0157-31-1050

北海道 北見市 きたみらい農業協同組合 ホクレン端野　給油所 端野町三区４８３番地２０．４．１９ 0157-56-4112

北海道 北見市 北海道エネルギー株式会社 東相の内　給油所 東相の内町１６５－３ 0157-36-2040

北海道 北見市 北海道エネルギー株式会社 オートステージ夕陽ヶ丘　給油所 高栄東町１丁目２５－７ 0157-23-7444

北海道 北見市 北海道エネルギー株式会社 北見とん田　給油所 とん田西町３０２－２ 0157-25-6181

北海道 北見市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ三輪　給油所 中央三輪９丁目３－１ 0157-36-0038

北海道 北見市 北海道エネルギー株式会社 あかつきニュータウン　給油所 大正９５番１７ 0157-36-5300



北海道 北見市 鈴木　寿 鈴木商店　給油所 常呂町字日吉２４６ 0152-57-2115

北海道 北見市 網走交通株式会社 オートセルフ桜町　給油所 桜町６丁目３番地 0157-32-8311

北海道 夕張市 空知日石株式会社 ニュー清水沢　給油所 南清水沢４丁目２８番地 0123-59-7406

北海道 夕張市 空知日石株式会社 紅葉山南　給油所 紅葉山４６４番地 0123-58-2331

北海道 夕張市 永豊商事株式会社 永豊商事　給油所 清水沢清栄町８４番地 0123-59-7628

北海道 夕張市 空知日石株式会社 夕張末広　給油所 末広１丁目９４番地 0123-52-2705

北海道 夕張市 丸大石油株式会社 紅葉山　給油所 紅葉山２２９－３ 0123-58-3011

北海道 夕張市 夕張市農業協同組合 沼ノ沢　給油所 沼ノ沢１０２番地 0123-57-3627

北海道 夕張市 株式会社北島商会 オートパーク夕張　給油所 清水沢１丁目１０番地１６ 0123-59-7330

北海道 夕張市 岩野　嘉彦 南大夕張　給油所 南部東町８ 0123-55-2828

北海道 夕張市 大成貨物運送株式会社 夕張サービス・ステーション　給油所 南部新光町４５番地 0123-55-2611

北海道 岩見沢市 株式会社いわせき 岩見沢インター　給油所 駒園８丁目１番２６号 0126-22-6000 北海道地域サポートSS

北海道 岩見沢市 空知石炭株式会社 岩見沢バイパス　給油所 美園１条２丁目１番４８号 0126-25-9255 北海道地域サポートSS

北海道 岩見沢市 株式会社小林本店 Ｒ２３４岩見沢　給油所 志文町３０９－４８ 0126-31-0234 北海道地域サポートSS

北海道 岩見沢市 株式会社小林本店 幌向　給油所 幌向南１条５丁目３９７番地３ 0126-26-2444 北海道地域サポートSS

北海道 岩見沢市 いわみざわ農業協同組合 美園　給油所 駒園１丁目 0126-22-1419 北海道地域サポートSS

北海道 岩見沢市 株式会社アサヒ商会 岩見沢　給油所 ２条東１６丁目１１ 0126-33-5020 北海道地域サポートSS

北海道 岩見沢市 三谷石油株式会社 岩見沢南　給油所 美園４条１丁目２番４号 0126-22-6337

北海道 岩見沢市 株式会社アイックス ＡＩＸ’岩見沢　給油所 大和３条８丁目９ 0126-24-2264

北海道 岩見沢市 株式会社向田自動車 岩見沢大和　給油所 大和２条９丁目 0126-23-4353

北海道 岩見沢市 武蔵商事株式会社 日の出　給油所 日の出北１丁目２０４番地 0126-23-8300

北海道 岩見沢市 大西商事株式会社 岩見沢東　給油所 ８条東１２丁目１４－２３ 0126-24-6383

北海道 岩見沢市 大西商事株式会社 岩見沢１条　給油所 １条西９丁目５ 0126-25-1611

北海道 岩見沢市 株式会社君島商会 岩見沢南　給油所 南町９条２丁目７番２３号 0126-22-4565

北海道 岩見沢市 株式会社トッキュウ 栗沢　給油所 栗沢町由良２０５番地２６ 0126-45-2016

北海道 岩見沢市 いわみざわ農業協同組合 鉄北　給油所 桜木１条１ 0126-22-4524

北海道 岩見沢市 いわみざわ農業協同組合 北村　給油所 北村赤川３５６３－２ 0126-56-2540

北海道 岩見沢市 いわみざわ農業協同組合 幌向　給油所 中幌向町１－１４ 0126-26-2166

北海道 岩見沢市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ岩見沢　給油所 １０条東１丁目１－１ 0126-25-8231

北海道 岩見沢市 西日本フリート株式会社 １２号線岩見沢岡山　給油所 岡山町３１７番３，４ 0126-24-5551

北海道 網走市 山崎石油株式会社 マーデルオホーツク　給油所 字藻琴２５－３ 0152-46-2615 北海道地域サポートSS

北海道 網走市 株式会社リヨーユウ石油 網走　給油所 新町１丁目１番１４号 0152-43-2118 北海道地域サポートSS

北海道 網走市 網走交通株式会社 南６条　給油所 南６条東６丁目１２番地 0152-43-4541

北海道 網走市 北日本石油株式会社 新町　給油所 新町２丁目１－１ 0152-44-5987

北海道 網走市 土屋工業株式会社 網走　給油所 北６条西７丁目２番地 0152-44-5399

北海道 網走市 北海道エネルギー株式会社 セルフ番外地　給油所 大曲１丁目９－５ 0152-43-4681

北海道 網走市 株式会社オカモト セルフ網走　給油所 新町１丁目２７－１９ 0152-61-1711

北海道 網走市 株式会社新谷商店 網走駅前　給油所 新町２丁目４番地１ 0152-43-3727

北海道 網走市 網走アポロ石油株式会社 網走　給油所 北３条東１丁目１番地 0152-44-7197

北海道 網走市 網走アポロ石油株式会社 大曲　給油所 大曲１丁目１４番１２号 0152-44-7642

北海道 網走市 株式会社カネキ柏原 つくしケ丘　給油所 つくしヶ丘４丁目１の３ 0152-44-6555

北海道 網走市 株式会社カネキ柏原 潮見　給油所 潮見１－３５７ 0152-43-3900

北海道 網走市 オホーツク網走農業協同組合 北浜　給油所 字北浜９５番地 0152-46-2934

北海道 網走市 オホーツク網走農業協同組合 卯原内　給油所 字卯原内３－７ 0152-47-2731

北海道 網走市 オホーツク網走農業協同組合 潮見　給油所 潮見１８５番地１ 0152-44-6770

北海道 網走市 北海道エネルギー株式会社 セルフ台町　給油所 台町３丁目４番１４号 0152-44-8963

北海道 留萌市 澤井商事株式会社 花園　給油所 花園町４丁目２番６号 0164-42-3410

北海道 留萌市 澤井商事株式会社 留萌　給油所 開運町１丁目５番３６号 0164-42-0524

北海道 留萌市 三協石油株式会社 花園　給油所 花園町２丁目 0164-42-4658

北海道 留萌市 株式会社自動車検査場 留萌　給油所 元川町２丁目４４－１ 0164-42-8521

北海道 留萌市 株式会社オカモト セルフ留萌　給油所 潮静２丁目３番６号 0146-49-5255

北海道 留萌市 なかせき商事株式会社 留萌南　給油所 南町４ 0164-43-3700

北海道 留萌市 るもい農業協同組合 ホクレン留萌　給油所 高砂町３丁目４番１号 0164-43-3833

北海道 留萌市 堀口運輸株式会社 リード石油　給油所 末広町１丁目９６番地 0164-49-1313

北海道 苫小牧市 中和石油株式会社 フリーウェイ苫小牧　給油所 沼の端中央６丁目１－５ 0144-55-2568 北海道地域サポートSS

北海道 苫小牧市 フジタ産業株式会社 ときわ町　給油所 ときわ町６丁目２３番２１号 0144-67-1515 北海道地域サポートSS

北海道 苫小牧市 有限会社中野商事 新中野　給油所 新中野町３丁目１番２５号 0144-32-7661 北海道地域サポートSS



北海道 苫小牧市 株式会社アサヒ商会 苫小牧　給油所 旭町２丁目１－６ 0144-38-1115 北海道地域サポートSS

北海道 苫小牧市 北日本石油株式会社 レインボープラザ新明　給油所 新明町４－２－３ 0144-57-2622

北海道 苫小牧市 株式会社ニチエネ ガソリン本舗苫小牧　給油所 糸井１５０番７９号 0144-76-6301

北海道 苫小牧市 北海道エネルギー株式会社 苫小牧美原　給油所 美原町３丁目１９－１９ 0144-67-5955

北海道 苫小牧市 茂田石油株式会社 美沢　給油所 字美沢１３９番地 0144-58-2550

北海道 苫小牧市 出光リテール販売株式会社 川沿　給油所 川沿町５丁目１３番１８ 0144-76-6611

北海道 苫小牧市 出光リテール販売株式会社 セルフ新三光町　給油所 三光町１丁目２６番４ 0144-82-8251

北海道 苫小牧市 株式会社コニサーオイル セルフランド苫小牧　給油所 一本松町４番地の１ 0144-52-5230

北海道 苫小牧市 コスモ石油販売株式会社 セルフ澄川　給油所 澄川町３丁目１番１２ 0144-67-6123

北海道 苫小牧市 株式会社キタセキ 苫小牧フェリー埠頭前　給油所 一本松町１４－２ 0144-55-5345

北海道 苫小牧市 株式会社東日本宇佐美 苫小牧　給油所 沼ノ端中央５丁目１番５号 0144-55-0443

北海道 苫小牧市 株式会社東日本宇佐美 ３６号苫小牧東インター　給油所 あけぼの町１丁目２－７ 0144-57-7101

北海道 苫小牧市 阿部商事株式会社 双葉町　給油所 双葉町３丁目２６番８号 0144-34-2654

北海道 苫小牧市 阿部商事株式会社 有明　給油所 有明町２丁目１１番１６号 0144-74-0893

北海道 苫小牧市 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ苫小牧泉野店　給油所 川沿町５丁目１３番１６号 0144-73-9151

北海道 苫小牧市 岩倉商事株式会社 苫小牧　給油所 末広町３丁目９番２１号 0144-33-8833

北海道 苫小牧市 岩倉商事株式会社 見山町　給油所 見山町３丁目１番４号 0144-71-2100

北海道 苫小牧市 岩倉商事株式会社 苫小牧臨港　給油所 一本松町７番地の１ 0144-55-1243

北海道 苫小牧市 岩倉商事株式会社 錦岡　給油所 明徳町１－３－９ 0144-61-2200

北海道 苫小牧市 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ東苫小牧港　給油所 沼ノ端中央６丁目２番３号 0144-57-5670

北海道 苫小牧市 コスモ石油販売株式会社 セルフ花園　給油所 花園町３丁目１３－１８ 0144-73-4517

北海道 苫小牧市 コスモ石油販売株式会社 セルフ光洋　給油所 光洋町２丁目６番３号 0144-72-6343

北海道 苫小牧市 コスモ石油販売株式会社 セルフ日の出　給油所 三光町１丁目３－１ 0144-31-6060

北海道 苫小牧市 ナラサキ石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ若草　給油所 若草町２丁目１番２号 0144-32-8221

北海道 苫小牧市 北海道エネルギー株式会社 苫小牧明清橋　給油所 三光町６丁目１０番２７号 0144-36-3012

北海道 苫小牧市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ新開町　給油所 新開町１丁目１－１ 0144-57-5581

北海道 苫小牧市 北海道エネルギー株式会社 苫小牧若草　給油所 若草町１丁目１－３０ 0144-33-7856

北海道 苫小牧市 北海道エネルギー株式会社 セルフ苫小牧東　給油所 東開町５丁目１０番１６号 0144-52-1151

北海道 苫小牧市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ糸井　給油所 日吉町１丁目４－１ 0144-74-5666

北海道 苫小牧市 西日本フリート株式会社 ２３４号線苫小牧沼ノ端　給油所 沼ノ端３４番８５ 0144-57-6511

北海道 稚内市 株式会社ホクレン油機サービス ホクレン稚内セルフ　給油所 朝日１丁目２１８６－２２ 0162-32-5111 北海道地域サポートSS

北海道 稚内市 有限会社安田石油店 宗谷岬　給油所 宗谷岬３番７号 0162-76-2326

北海道 稚内市 有限会社安田石油店 富磯　給油所 大字宗谷村字富磯２９４ 0162-77-2326

北海道 稚内市 北海道エネルギー株式会社 潮見　給油所 潮見１丁目７番２８号 0162-33-5121

北海道 稚内市 株式会社自動車検査場 稚内　給油所 朝日１丁目２１８４番地２９ 0162-34-6015

北海道 稚内市 大東石油販売株式会社 稚内潮見　給油所 潮見１丁目１０番地２０ 0162-33-8888

北海道 稚内市 瀬戸漁業株式会社 稚内潮見　給油所 潮見２丁目５番２５号 0162-32-6582

北海道 稚内市 なかせき商事株式会社 わっかない　給油所 大黒２－６－１８ 0162-23-8187

北海道 稚内市 稚内農業協同組合 ホクレン勇知　給油所 大字抜海村字上勇知１５線３６５番地 0162-73-2011

北海道 稚内市 チセキ石油販売株式会社 稚内潮見町　給油所 潮見４丁目４番２０号 0162-32-7973

北海道 稚内市 有限会社木村石油 稚内　給油所 大黒４丁目８番１９号 0162-22-2141

北海道 稚内市 有限会社木村石油 富磯　給油所 大字宗谷村字富磯３８３番地 0162-77-2210

北海道 稚内市 北海道エネルギー株式会社 稚内萩見　給油所 萩見３丁目１５－２５ 0162-34-7711

北海道 稚内市 北宗谷農業協同組合 ホクレン沼川　給油所 声問村沼川２条通り南２丁目１３ 0162-74-2441

北海道 美唄市 株式会社ミウラ商会 進徳東　給油所 進徳町１区 0126-62-3311

北海道 美唄市 株式会社宮北鉄工所 宮北鉄工所石油部　給油所 大通西１条南５丁目２番１２号 0126-63-3458

北海道 美唄市 北海道エネルギー株式会社 美唄インター　給油所 東５条北５丁目１－３ 0126-63-2875

北海道 芦別市 株式会社北村商店 芦別　給油所 北４条東１丁目４－３ 0124-22-2181

北海道 芦別市 株式会社北村商店 株式会社北村商店上芦別　給油所 上芦別町１５７番地 0124-22-3437

北海道 芦別市 株式会社ＪＡたきかわサービス ホクレン芦別　給油所 北５条西１丁目１１番地の４ 0124-22-5535

北海道 芦別市 林商事有限会社 芦別　給油所 北６条西１丁目６番地の４ 0124-22-3344

北海道 芦別市 株式会社芦別モータース ニュー芦別　給油所 南３条東２丁目１１番地 0124-22-2792

北海道 芦別市 株式会社オカモト セルフ芦別　給油所 上芦別町３８番地５５ 0124-24-2010

北海道 芦別市 日伸暖房有限会社 日伸暖房有限会社　給油所 北７条西５丁目４番地１５ 0124-22-1297

北海道 江別市 株式会社ながかみ 江別緑町　給油所 緑町東３丁目 0113-82-5241 北海道地域サポートSS

北海道 江別市 空知石炭株式会社 セルフ江別　給油所 一番町１４－４ 0113-82-2365 北海道地域サポートSS

北海道 江別市 北海道カーオイル株式会社 江別高砂　給油所 高砂町８番地６ 011-383-2278 北海道地域サポートSS



北海道 江別市 株式会社ホクレン油機サービス ホクレン野幌セルフ　給油所 野幌町３３番地２８ 011-807-7034 北海道地域サポートSS

北海道 江別市 株式会社ホクレン油機サービス ホクレン江別セルフ　給油所 ８条８丁目７番地１ 011-788-8892 北海道地域サポートSS

北海道 江別市 茂田石油株式会社 江別　給油所 野幌松並町３２番地の１ 011-391-3939 北海道地域サポートSS

北海道 江別市 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ江別東インター　給油所 朝日町４１番１２、１３ 011-384-1536

北海道 江別市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ三番通　給油所 大麻ひかり町４２－４ 011-387-3111

北海道 江別市 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ野幌　給油所 野幌末広町６－２ 011-382-8639

北海道 江別市 株式会社アイックス ＡＩＸ’江別西　給油所 角山４５４－４ 011-384-4274

北海道 江別市 西出興業株式会社 江別大麻　給油所 大麻新町７番２、３ 011-386-5525

北海道 江別市 安田建設株式会社 江別　給油所 工栄町１９番地１号 011-385-2222

北海道 江別市 北海道エネルギー株式会社 江別　給油所 弥生町３５番地 011-382-2785

北海道 江別市 北海道エネルギー株式会社 江別見晴台　給油所 見晴台２０－４－７ 011-381-2411

北海道 江別市 北海道エネルギー株式会社 江別幸町　給油所 幸町１１－６ 011-383-6851

北海道 江別市 西日本フリート株式会社 ２７５号線江別角山　給油所 角山４５９－６ 011-391-1700

北海道 赤平市 有限会社伊藤石油 茂尻　給油所 茂尻元町南２－１ 0125-32-2635

北海道 赤平市 植栄興業株式会社 赤平　給油所 幌岡町１４３ 0125-32-2245

北海道 赤平市 植栄興業株式会社 セルフ幌岡　給油所 幌岡町５４番地 0125-32-5055

北海道 赤平市 西出興業株式会社 赤平　給油所 字赤平５３３ 0125-32-3525

北海道 赤平市 赤平エネルギー株式会社 赤平平岸　給油所 平岸新光町１丁目２５番地 0125-38-8117

北海道 紋別市 株式会社リヨーユウ石油 紋別　給油所 南ヶ丘３丁目 0158-23-4165 北海道地域サポートSS

北海道 紋別市 手塚興産株式会社 落石　給油所 落石町４丁目３－４－５ 0158-24-5121 北海道地域サポートSS

北海道 紋別市 手塚興産株式会社 セルフ道の油　給油所 元紋別６８０－１、７５－５ 0158-24-7744 北海道地域サポートSS

北海道 紋別市 旭星クリーン株式会社 紋別　給油所 落石４丁目１８－２２ 0158-26-2301 北海道地域サポートSS

北海道 紋別市 日東水産株式会社 紋別　給油所 本町１－２－１ 0158-24-3333

北海道 紋別市 大昭石油株式会社 紋別　給油所 真砂町５丁目１９－６ 0158-23-4185

北海道 紋別市 ひかり石油株式会社 紋別バイパス　給油所 大山町３丁目５番地３１ 0158-23-5755

北海道 紋別市 株式会社オカモト セルフ紋別　給油所 落石町５－３４－３ 0158-26-2027

北海道 紋別市 オホーツクはまなす農業協同組合 ホクレン上渚滑　給油所 上渚滑町４丁目１３５ 015825-2116

北海道 紋別市 オホーツクはまなす農業協同組合 ホクレン紋別　給油所 落石町４丁目７番地１１号 0158-24-3992

北海道 紋別市 北海道エネルギー株式会社 紋別　給油所 港町５丁目２－１ 0158-23-4494

北海道 士別市 北ひびき農業協同組合 ホクレン多寄　給油所 多寄町３７線東３番地 0165-26-2216 北海道地域サポートSS

北海道 士別市 北ひびき農業協同組合 ホクレン朝日　給油所 朝日町中央４０２７番地 016528-2527 北海道地域サポートSS

北海道 士別市 北ひびき農業協同組合 ホクレンセルフ士別南　給油所 大通東２０丁目４７２番地 0165-29-6633 北海道地域サポートSS

北海道 士別市 株式会社山本組砕石工業 上士別　給油所 上士別町２１線北２番地 0165-24-2384

北海道 士別市 株式会社丸徳　木賀商店 士別　給油所 大通西９丁目２０７３番地２ 0165-23-3313

北海道 士別市 北海丸油株式会社 士別　給油所 大通東１１丁目 0165-23-5221

北海道 士別市 株式会社江端商店 士別　給油所 大通西５丁目 0165-23-5141

北海道 名寄市 五十嵐運輸株式会社 名寄西４条　給油所 西４条南１０丁目１－３ 0165-42-3134 北海道地域サポートSS

北海道 名寄市 旭星クリーン株式会社 名寄　給油所 徳田２４７－７ 0165-49-5050 北海道地域サポートSS

北海道 名寄市 道北なよろ農業協同組合 ホクレン名寄　給油所 大通南４丁目 0165-43-6151 北海道地域サポートSS

北海道 名寄市 株式会社丸徳　木賀商店 名寄　給油所 西４条南４丁目１５－１７ 0165-42-4146

北海道 名寄市 北昭産業株式会社 名寄　給油所 西４条南３丁目２０－２１ 0165-42-0108

北海道 名寄市 名寄アポロ石油株式会社 ハイエスト４０名寄　給油所 西４条北１丁目 0165-43-4697

北海道 名寄市 名寄アポロ石油株式会社 南　給油所 大通り南１０丁目 0165-43-4554

北海道 名寄市 株式会社オカモト セルフ名寄　給油所 字徳田２４８－１ 0165-49-4480

北海道 名寄市 有限会社山崎石油店 風連　給油所 風連町南町９９番地 0165-53-2003

北海道 名寄市 有限会社富永石油商事 名寄徳田　給油所 字徳田２７１番地６ 0165-43-9247

北海道 名寄市 川原石油株式会社 風連　給油所 風連町北栄町１３２番地 0165-53-2589

北海道 名寄市 川原石油株式会社 名寄大橋　給油所 西１１条北４丁目８番地７７ 0165-42-5940

北海道 三笠市 三笠燃料株式会社 唐松　給油所 唐松町２丁目 0126-72-2512

北海道 三笠市 クリーンハウス株式会社 クリーンハウスエネルギー　給油所 多賀町３番地 0126-72-2001

北海道 三笠市 出光リテール販売株式会社 三笠中央　給油所 幸町５番地 0126-75-2265

北海道 根室市 東洋商事株式会社 歯舞　給油所 歯舞３丁目９番地 0153-28-3036

北海道 根室市 根室石油株式会社 落石　給油所 落石東８０番地 0153-27-2230

北海道 根室市 根室石油株式会社 鳴海町　給油所 鳴海町４丁目１９番地 0153-23-4255

北海道 根室市 株式会社ヒシサン 根室本町　給油所 本町５丁目３１番地 0153-24-5324

北海道 根室市 北海シェル石油株式会社 西浜　給油所 西浜町２丁目５３番地 0153-23-5771

北海道 根室市 株式会社ヒシサン 根室大正町ノースウィング　給油所 大正町３丁目２番地 0153-23-2989



北海道 根室市 株式会社ヒシサン 歯舞　給油所 歯舞３丁目７７番地 0153-28-2334

北海道 根室市 株式会社ヒシサン 厚床　給油所 厚床１丁目１５番地 0153-26-2045

北海道 根室市 北海シェル石油株式会社 根室　給油所 本町４丁目５０番地 0153-23-2952

北海道 根室市 株式会社オカモト セルフ根室　給油所 穂香１番地５ 0153-29-2125

北海道 根室市 株式会社ナオエー石油 宝林町　給油所 宝林町４丁目２７５番地 0153-23-5512

北海道 根室市 株式会社ナオエー石油 西浜町　給油所 西浜町３丁目７２番地 0153-22-3343

北海道 根室市 北海道エネルギー株式会社 イーストポイント　給油所 松本町４丁目５番地 0153-24-5911

北海道 根室市 道東あさひ農業協同組合 ホクレン根室　給油所 光和町１丁目２４番地 0153-24-2318

北海道 千歳市 千歳空港モーターサービス株式会社 エアカーゴ　給油所 美－新千歳空港内 0123-45-2345 北海道地域サポートSS

北海道 千歳市 北日本石油株式会社 千歳空港　給油所 朝日町８－１２０６－６３ 0123-23-2324

北海道 千歳市 株式会社ニチエネ ガソリンボーイ千歳　給油所 新富２丁目７４６－２３ 0123-27-2100

北海道 千歳市 北海道エネルギー株式会社 千歳錦町　給油所 錦町４丁目２８ 0123-24-4017

北海道 千歳市 日下石油倉庫株式会社 千歳イースト　給油所 清流１丁目３番１４ 0123-26-8777

北海道 千歳市 株式会社オカモト セルフ千歳　給油所 新富３丁目６５０－１１７ 0123-40-0707

北海道 千歳市 有限会社イトネン 千歳　給油所 北栄２丁目５番１４号 0123-24-4155

北海道 千歳市 株式会社東日本宇佐美 ３６号千歳　給油所 上長都１０３９番地２３ 0123-22-5777

北海道 千歳市 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー千歳店　給油所 錦町１－２１ 0123-40-6574

北海道 千歳市 千歳石油株式会社 向陽台　給油所 里美２丁目１番地 0123-28-3633

北海道 千歳市 株式会社三友石油 フレンドリー千歳　給油所 泉沢８７８－４３ 0123-24-1177

北海道 千歳市 岩倉商事株式会社 ニュー千歳　給油所 本町１丁目２６番地 0123-23-3007

北海道 千歳市 岩倉商事株式会社 日の出　給油所 日の出３丁目１５番１６号 0123-24-2031

北海道 千歳市 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ千歳　給油所 新富３丁目１１番地５号 0123-40-5000

北海道 千歳市 サン石油株式会社 千歳旭ヶ丘　給油所 旭ヶ丘１丁目４番 0123-24-6193

北海道 千歳市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ千歳駅前　給油所 清水町６丁目２６ 0123-23-3662

北海道 千歳市 北海道ニッツウサービス株式会社 支笏湖　給油所 支笏湖温泉番外地 0123-20-4122

北海道 滝川市 株式会社アサヒ商会 滝川　給油所 黄金町東２丁目４７－６ 0125-26-2022 北海道地域サポートSS

北海道 滝川市 株式会社ＪＡたきかわサービス ホクレン滝川　給油所 北滝の川１２４４番地 0125-23-0020 北海道地域サポートSS

北海道 滝川市 北海道エネルギー株式会社 滝川朝日町　給油所 朝日町東３丁目３－３ 0125-24-6639

北海道 滝川市 株式会社オカモト セルフ滝川　給油所 南滝の川１３１－１ 0125-23-8620

北海道 滝川市 株式会社ＪＡたきかわサービス ホクレン江部乙　給油所 江部乙町西１２丁目１１番５７号 0125-75-2244

北海道 滝川市 株式会社新関商店 キグナス江部乙　給油所 江部乙町西１２丁目６番３３号 0125-75-2311

北海道 滝川市 第一興産株式会社 滝川西町　給油所 西町３丁目１番１号 0125-24-6906

北海道 滝川市 株式会社菱友 滝川新町　給油所 新町３丁目１３番３号 0125-22-1919

北海道 滝川市 北海道エネルギー株式会社 滝川花月町　給油所 花月町２丁目１－１ 0125-24-7121

北海道 滝川市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ滝川東町　給油所 東町８丁目３００番地１ 0125-23-8866

北海道 滝川市 米倉エネルギー株式会社 滝川東町　給油所 東町１丁目３３番地１１ 0125-24-7876

北海道 滝川市 笹木産業株式会社 明神町　給油所 明神町４丁目１０番１５号 0125-23-0147

北海道 砂川市 株式会社アサヒ商会 砂川　給油所 東１条南５丁目１番１ 0125-55-3002 北海道地域サポートSS

北海道 砂川市 第一興産株式会社 豊沼　給油所 東１条南１７丁目１番１号 0125-23-4101

北海道 砂川市 株式会社オカモト セルフ砂川　給油所 東１条北７丁目１番地 0125-55-2727

北海道 砂川市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ砂川北　給油所 西１条北１７丁目１－１６ 0125-52-4633

北海道 歌志内市 明円工業株式会社 歌志内　給油所 字本町１０２７番地 012542-3300

北海道 深川市 深川石油株式会社 ハイパーステーション４１６　給油所 ４条１６番１２号 0164-23-3847 北海道地域サポートSS

北海道 深川市 きたそらち農業協同組合 ホクレン音江　給油所 音江町字広里５９番地１ 0164-25-2720 北海道地域サポートSS

北海道 深川市 きたそらち農業協同組合 ホクレンイチヤン　給油所 北光町１丁目１１番７号 0164-22-1391 北海道地域サポートSS

北海道 深川市 きたそらち農業協同組合 ホクレン多度志　給油所 多度志２２０ 0164-27-2115 北海道地域サポートSS

北海道 深川市 きたそらち農業協同組合 ホクレン深川　給油所 開西町１丁目２番２８号 0164-23-2456 北海道地域サポートSS

北海道 深川市 株式会社セキ 深川　給油所 ６条８－２１ 0164-22-1330

北海道 深川市 日東石油株式会社 深川米油　給油所 ３条１２番２７号 0164-22-2736

北海道 深川市 株式会社オカモト セルフ深川　給油所 北光町３丁目３－１１ 0164-24-2400

北海道 深川市 きたそらち農業協同組合 ホクレン納内　給油所 納内町３丁目３番４７号 0164-24-3311

北海道 富良野市 株式会社北村商店 株式会社北村商店富良野　給油所 緑町９番６号 0167-22-3066

北海道 富良野市 ふらの農業協同組合 ホクレン山部　給油所 山部東町２番１０号 0167-42-2413

北海道 富良野市 西出興業株式会社 富良野　給油所 若葉町１０番３号 0167-22-3505

北海道 富良野市 中央アポロ石油株式会社 富良野　給油所 朝日町１６番１０号 0167-22-3178

北海道 富良野市 株式会社今井石油 北の峰　給油所 北の峰町３５番２６号 0167-23-2633

北海道 富良野市 日下石油倉庫株式会社 富良野本店　給油所 若葉町２番２０号 0167-22-3101



北海道 富良野市 ふらの農業協同組合 ホクレン富良野新富　給油所 新富町１－８３ 0167-23-1330

北海道 富良野市 有限会社前田商会 麓郷　給油所 字麓郷市街地の２ 0167-29-2024

北海道 登別市 五稜石油株式会社 登別中央町　給油所 中央町３丁目１９番地の１ 0143-85-2570

北海道 登別市 旭星クリーン株式会社 室蘭東　給油所 栄町２丁目３番１ 0143-86-0188

北海道 登別市 株式会社オカモト セルフ登別室蘭インター　給油所 栄町３丁目１６番４号 0143-84-1234

北海道 登別市 出光リテール販売株式会社 オートアルル新生町店　給油所 新生町３丁目１５－７ 0143-82-5171

北海道 登別市 室蘭石油株式会社 幌別中央　給油所 中央町２丁目１６－９ 0143-85-3136

北海道 登別市 北海石油株式会社 幌別　給油所 幌別町１丁目１番１号 0143-85-2532

北海道 登別市 登和石油株式会社 登別トウワ　給油所 登別本町３丁目１８番地１ 0143-83-1351

北海道 登別市 伊藤石油有限会社 登別東　給油所 登別東町３丁目５番地９ 0143-83-1318

北海道 登別市 北海道エネルギー株式会社 鷲別　給油所 栄町２丁目８－６ 0143-86-7699

北海道 恵庭市 株式会社ホクレン油機サービス ホクレン恵庭　給油所 島松仲町３丁目３番地５号 0123-36-8267 北海道地域サポートSS

北海道 恵庭市 出光リテール販売株式会社 恵庭　給油所 泉町６４ 0123-35-2570

北海道 恵庭市 出光リテール販売株式会社 セルフ恵庭　給油所 和光町１丁目８番１号 0123-32-4855

北海道 恵庭市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 恵庭バイパスＴＳ　給油所 柏陽町３－２７９－５ 0123-32-3300

北海道 恵庭市 日下石油倉庫株式会社 恵庭　給油所 住吉町２丁目１０番１号 0123-32-5515

北海道 恵庭市 前側石油株式会社 恵庭柏木　給油所 柏木町３丁目３番６号 0123-32-4069

北海道 恵庭市 野村石油株式会社 ガソリンキング　給油所 住吉町２丁目１５番１１号 0123-32-1241

北海道 恵庭市 コスモ石油販売株式会社 セルフ柏陽　給油所 柏陽町３丁目１３－１ 0123-32-4707

北海道 恵庭市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ恵み野　給油所 恵み野西３丁目１－５ 0123-36-7858

北海道 伊達市 北海石油株式会社 大滝　給油所 大滝区本町５５－１ 0142-68-8111

北海道 伊達市 前側石油株式会社 伊達　給油所 末永町６４番地４ 0142-23-2760

北海道 伊達市 株式会社　栗本 伊達大町　給油所 大町１１番地 0142-23-3456

北海道 伊達市 株式会社稀府石油 ＥＮＥＯＳ南稀府　給油所 南稀府町１０７ 0142-24-1004

北海道 伊達市 有限会社成田商事 稀府　給油所 南稀府町９６番地の２ 0142-24-1956

北海道 伊達市 伊達ロイヤル石油株式会社 伊達弄月町　給油所 弄月町７２番地の１ 0142-23-1161

北海道 伊達市 株式会社オカモト セルフ伊達　給油所 弄月町５９番３３ 0142-21-6660

北海道 伊達市 有珠石油株式会社 日本石油有珠　給油所 有珠町４６の３、４ 0142-38-2381

北海道 伊達市 株式会社ホクイー 長和　給油所 長和町４６７番地 0142-23-3173

北海道 伊達市 北海道エネルギー株式会社 伊達　給油所 山下町１７３番地２ 0142-23-3433

北海道 伊達市 北海道エネルギー株式会社 伊達インター　給油所 舟岡町１８２番地１ 0142-23-4497

北海道 北広島市 株式会社常盤興産 大曲インター　給油所 大曲幸町２丁目３番地１２ 0113-77-3711 北海道地域サポートSS

北海道 北広島市 北海道エネルギー株式会社 大曲　給油所 大曲柏葉３丁目－１－１ 011-377-2355 北海道地域サポートSS

北海道 北広島市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ大曲幸町　給油所 大曲幸町７丁目１－１ 011-370-3550 北海道地域サポートSS

北海道 北広島市 株式会社シンワ商会 セルフ大曲　給油所 大曲中央１丁目１番地１ 011-376-2263

北海道 北広島市 株式会社米の有田章弘商店 ビックさいろ北広　給油所 字中の沢１６５－５ 011-372-4677

北海道 北広島市 株式会社オカモト セルフ北広島　給油所 美沢５丁目３－４ 011-887-7199

北海道 北広島市 株式会社キタセキ ルート２７４西の里　給油所 西の里３２０－１ 011-375-2600

北海道 北広島市 株式会社東日本宇佐美 ３６号輪厚　給油所 大曲工業団地２丁目１番地１ 011-370-5510

北海道 北広島市 株式会社アイックス ＡＩＸ’セルフ北広島　給油所 美沢５丁目１番地２０ 011-376-8000

北海道 北広島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ北広　給油所 美沢２丁目９－１４ 011-372-6711

北海道 北広島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ大曲　給油所 大曲緑ヶ丘３丁目１６－３ 011-376-4488

北海道 石狩市 有限会社丸井　横井商店 花畔　給油所 花畔３条１丁目２６９番 0133-64-2005 北海道地域サポートSS

北海道 石狩市 石狩市農業協同組合 ホクレン八幡　給油所 八幡１丁目４２２番地３ 0133-66-3927 北海道地域サポートSS

北海道 石狩市 石狩市農業協同組合 ホクレン花畔　給油所 花畔３６０－５８ 0133-64-2119 北海道地域サポートSS

北海道 石狩市 北石狩農業協同組合 望来　給油所 厚田区望来１１９番地３１ 0133-77-2311 北海道地域サポートSS

北海道 石狩市 北海道カーオイル株式会社 セルフステーション石狩花川　給油所 花川南８条３丁目３９ 0133-73-6293 北海道地域サポートSS

北海道 石狩市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ花川中央　給油所 花川南１条５丁目１ 0133-73-6284

北海道 石狩市 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ樽川　給油所 樽川３条１丁目２８ 0133-73-8848

北海道 石狩市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート３３７石狩湾新港ＴＳ　給油所 新港南２丁目７００番地 0133-60-2525

北海道 石狩市 株式会社東日本宇佐美 ３３７号石狩新港　給油所 新港西３丁目７０２－４ 0133-75-7100

北海道 石狩市 六光石油株式会社 ピア石狩　給油所 花川南４条１丁目 0133-73-5550

北海道 石狩市 岸本産業株式会社 浜益　給油所 浜益区柏木６２５番地 013379-2221

北海道 石狩市 株式会社コニサーオイル セルフランド花川　給油所 花川南６条１丁目１１－４７ 0133-72-5009

北海道 石狩市 株式会社アサヒ石油 石狩大橋　給油所 八幡１丁目３７８番地５ 0133-66-3455

北海道 石狩市 北海道エネルギー株式会社 石狩新港　給油所 新港南１丁目１９－２６ 0133-64-3535

北海道 石狩市 北海道エネルギー株式会社 石狩新港卸センター　給油所 新港西１丁目７６５－１ 0133-73-7515



北海道 石狩市 厚田産業株式会社 厚田産業　給油所 厚田区厚田６－１ 0133-78-2268

北海道 北斗市 道南石油株式会社 追分　給油所 追分２丁目１４番７号 0138-49-2885

北海道 北斗市 株式会社　花巻 大野バイパス　給油所 清水川２２８－３ 0138-77-7105

北海道 北斗市 株式会社　花巻 渡島大野　給油所 市渡１５番地 0138-77-8514

北海道 北斗市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 函館大野新道ＴＳ　給油所 追分６丁目４番１号 0138-49-7178

北海道 北斗市 株式会社東日本宇佐美 ２２７号函館　給油所 追分５－１０－３１ 0138-48-2231

北海道 北斗市 澤田商事株式会社 上磯　給油所 飯生１丁目１４番１号 0138-73-5208

北海道 北斗市 栗林石油株式会社 Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅセルフ七重浜店　給油所 七重浜８丁目１２番７号 0138-49-1856

北海道 北斗市 有限会社茂辺地アウル石油 茂辺地　給油所 茂辺地１丁目７番１８号 0138-75-2259

北海道 北斗市 北海アウル石油販売株式会社 北斗市中央　給油所 中央２丁目５－１１ 0138-73-2126

北海道 北斗市 有限会社オイルショップ大野 大野　給油所 本町３丁目６番の３ 0138-77-9766

北海道 北斗市 北海道エネルギー株式会社 大野新道　給油所 追分５丁目１２番２２号 0138-49-3939

北海道 北斗市 株式会社新はこだて協同 ホクレン大野　給油所 本町７１６－１４，１５ 0138-77-7775

北海道 北斗市 出光リテール販売株式会社 北斗上磯　給油所 東浜２丁目１４－３ 0138-74-3131

北海道 北斗市 西日本フリート株式会社 函館大野バイパス　給油所 開発２２５－７ 0138-77-8900

北海道 石狩郡当別町 北石狩農業協同組合 当別　給油所 樺戸町３４５番地２ 0133-23-3194

北海道 石狩郡当別町 北石狩農業協同組合 ホクレン太美　給油所 字当別太２３９０－１ 0133-26-4141

北海道 石狩郡当別町 株式会社当別熱源 当別　給油所 末広３８０ 0133-23-2256

北海道 石狩郡当別町 宮永石油株式会社 当別　給油所 栄町４８番地 0133-23-2117

北海道 石狩郡当別町 安藤石油販売株式会社 当別　給油所 栄町４５番地１７ 0133-23-2111

北海道 石狩郡当別町 株式会社オカモト セルフ当別　給油所 樺戸町３９７番地１ 0133-25-2511

北海道 石狩郡新篠津村 新篠津村農業協同組合 ホクレン新篠津　給油所 第４７線北１２番地 0126-57-2810

北海道 石狩郡新篠津村 新篠津石油販売株式会社 新篠津　給油所 第４７線北１３番地 0126-57-2070

北海道 松前郡松前町 有限会社早菱産業 早菱産業松前　給油所 字福山６１ 0139-46-2345

北海道 松前郡松前町 北海道エネルギー株式会社 松前　給油所 字建石５６－１ 0139-42-2163

北海道 松前郡福島町 有限会社山岸石油店 福島　給油所 字福島４９番地 0139-47-2320 北海道地域サポートSS

北海道 松前郡福島町 有限会社奈良石油 福島　給油所 字福島１５５番地の５ 0139-47-2365

北海道 上磯郡知内町 有限会社谷口商事 知内　給油所 字森越３４ 0139-25-5874

北海道 上磯郡知内町 株式会社沢岡石油 知内　給油所 字重内６６番地の１２０ 0139-25-5017

北海道 上磯郡知内町 株式会社新はこだて協同 ホクレン知内セルフ　給油所 字重内３１番地３０９ 0139-25-5110

北海道 上磯郡木古内町 株式会社新はこだて協同 ホクレン木古内　給油所 字大平２７番地１４ 0139-22-2133

北海道 亀田郡七飯町 横山石油株式会社 希望ヶ丘　給油所 大川８丁目１２番１２号 0138-65-8881

北海道 亀田郡七飯町 株式会社林商店 七飯　給油所 本町５丁目４番５号 0138-65-2133

北海道 亀田郡七飯町 株式会社中川石油 株式会社中川石油セルフ赤松　給油所 大川１－７－２４ 0138-65-3333

北海道 亀田郡七飯町 株式会社フレンドリーベア 大沼　給油所 字大沼町７４６ 0138-67-2159

北海道 亀田郡七飯町 株式会社新はこだて協同 ホクレン大中山　給油所 字大川６丁目２番２号 0138-65-4350

北海道 茅部郡鹿部町 有限会社清水石油 鹿部　給油所 字鹿部１００番地７１ 0137-27-2146

北海道 茅部郡鹿部町 株式会社カネイ木村 鹿部本別　給油所 字本別２５番地 0137-27-2171

北海道 茅部郡森町 丸協石油株式会社 港　給油所 字港町４１の５ 0137-42-0033 北海道地域サポートSS

北海道 茅部郡森町 丸協石油株式会社 森川バイパス　給油所 字森川町２９６－５ 0137-42-3807 北海道地域サポートSS

北海道 茅部郡森町 有限会社黒田大晃商事 森町御幸　給油所 字御幸町２３番地１１ 0137-42-3476

北海道 茅部郡森町 株式会社キタセキ 駒ヶ岳　給油所 字駒ヶ岳１９４ 0137-45-2101

北海道 茅部郡森町 株式会社東日本宇佐美 ５号森バイパス　給油所 富士見町１６３ 0137-42-3385

北海道 茅部郡森町 有限会社関商会 砂原バイパス　給油所 字砂原西４丁目２２０－６ 0137-48-2320

北海道 茅部郡森町 富国産業株式会社 森　給油所 字森川町２９１番地 0137-42-2287

北海道 茅部郡森町 有限会社ダキヤマニシ西村商店 三菱石油砂原　給油所 字砂原５丁目１６番地 0137-48-2568

北海道 茅部郡森町 株式会社新はこだて協同 ホクレン駒ヶ岳　給油所 字森川町３０４－２ 0137-42-0631

北海道 茅部郡森町 株式会社新はこだて協同 ホクレン濁川　給油所 字濁川２３１－１９ 0137-47-3316

北海道 茅部郡森町 株式会社佐藤エネルギー 森バイパス　給油所 字富士見町１７３番４号 0137-42-2002

北海道 茅部郡森町 松下　登 赤井川　給油所 字赤井川１４０番地 01374-5-2513

北海道 二海郡八雲町 株式会社アサヒ商会 八雲　給油所 東雲町１００番地 0137-63-4524 北海道地域サポートSS

北海道 二海郡八雲町 八雲石油株式会社 ユーラップ　給油所 内浦町１３２ 0137-63-3551 北海道地域サポートSS

北海道 二海郡八雲町 旭星クリーン株式会社 八雲　給油所 内浦町２４０番地の５ 0137-63-3200

北海道 二海郡八雲町 株式会社東日本宇佐美 ５号八雲バイパス　給油所 東雲町１７－３１ 0137-62-2391

北海道 二海郡八雲町 株式会社エネック 八雲バイパス　給油所 東雲町１６ 0137-64-2255

北海道 二海郡八雲町 有限会社三光石油 相沼　給油所 熊石相沼町１８９番地２ 01398-3-8316

北海道 二海郡八雲町 有限会社大正商店 熊石　給油所 熊石雲石町６５ 01398-2-3074



北海道 二海郡八雲町 株式会社新はこだて協同 ホクレン八雲　給油所 相生町９２－３ 0137-62-3535

北海道 二海郡八雲町 株式会社佐藤エネルギー 八雲　給油所 東雲町７０番地 01376-3-2460

北海道 山越郡長万部町 中和石油株式会社 ＦＷ・ピットイン長万部　給油所 平里１２－１１６ 01377-2-2113 北海道地域サポートSS

北海道 山越郡長万部町 八雲石油株式会社 国縫　給油所 国縫１４１番地 0137-75-2512

北海道 山越郡長万部町 株式会社高森石油 長万部　給油所 字長万部８番地の２ 01377-2-3055

北海道 山越郡長万部町 株式会社さいとう商事 静狩　給油所 字静狩３－３３ 01377-6-2073

北海道 山越郡長万部町 株式会社新はこだて協同 ホクレン長万部　給油所 字長万部４５０番地１ 01377-2-2316

北海道 檜山郡江差町 株式会社三洋石油商会 江差　給油所 字姥神町１５９－７ 01395-2-1157

北海道 檜山郡江差町 株式会社オカモト セルフ江差　給油所 字伏木戸町５６３番地１ 01395-4-6660

北海道 檜山郡上ノ国町 株式会社ワカサ商事 上ノ国　給油所 字大留１２３番地の２ 0139-55-2113

北海道 檜山郡上ノ国町 有限会社横山商店 扇石　給油所 字扇石９５、９６ 01395-8-5123

北海道 檜山郡上ノ国町 株式会社古館石油 日石扇石　給油所 字木ノ子５３２番地 01395-8-5064

北海道 檜山郡上ノ国町 株式会社新はこだて協同 ホクレン上ノ国　給油所 字大留１５７ 01395-5-2207

北海道 檜山郡厚沢部町 株式会社　佐々木総業 厚沢部新町　給油所 新町２２３番地の２ 01396-7-2226

北海道 檜山郡厚沢部町 有限会社丸石石塚商会 厚沢部　給油所 緑町２７番地の３ 01396-4-3145

北海道 檜山郡厚沢部町 株式会社新はこだて協同 ホクレン厚沢部　給油所 本町４５番地 01396-4-3303

北海道 爾志郡乙部町 有限会社井口商店 乙部　給油所 字元町１２２ 01396-2-2007 北海道地域サポートSS

北海道 爾志郡乙部町 丸協石油株式会社 乙部　給油所 字緑町２０７の１ 01396-2-2157

北海道 爾志郡乙部町 汲田石油商会株式会社 乙部　給油所 字緑町１２７番地 01396-2-2041

北海道 爾志郡乙部町 株式会社新はこだて協同 ホクレン乙部　給油所 字館浦４９４番地 01396-2-3450

北海道 奥尻郡奥尻町 株式会社明上石油店 奥尻　給油所 字奥尻７６５ 01397-2-2066

北海道 奥尻郡奥尻町 株式会社明上石油店 青苗　給油所 字青苗２４２番地１２ 01397-3-2033

北海道 奥尻郡奥尻町 株式会社越森石油電器商会 日本石油奥尻　給油所 字奥尻３０９ 01397-2-2330

北海道 瀬棚郡今金町 有限会社黒澤商会 今金　給油所 字今金１２０番地 0137-82-0716

北海道 瀬棚郡今金町 今金町農業協同組合 今金農協　給油所 字今金７９－５ 01378-2-0241

北海道 瀬棚郡今金町 株式会社佐藤エネルギー 今金　給油所 字今金２１９番地５ 01378-2-0768

北海道 久遠郡せたな町 曲キ株式会社大野吉太郎商店 大成　給油所 大成区宮野８８ 01398-4-5106 北海道地域サポートSS

北海道 久遠郡せたな町 曲キ株式会社大野吉太郎商店 瀬棚南川　給油所 瀬棚区南川１７９－１０ 0137-87-2565 北海道地域サポートSS

北海道 久遠郡せたな町 北檜山町農業協同組合 ホクレン北桧山　給油所 北檜山区豊岡８６番地５ 01378-4-4542

北海道 久遠郡せたな町 有限会社北清石油 せたな　給油所 北桧山区北桧山２０２番地 01378-4-5102

北海道 久遠郡せたな町 株式会社山秀瀧澤商店 瀬棚　給油所 瀬棚区本町１１８ 01378-7-3523

北海道 久遠郡せたな町 有限会社大正商店 せたな大成　給油所 大成区都１７５ 01398-4-5104

北海道 久遠郡せたな町 株式会社新はこだて協同 ホクレン若松　給油所 北檜山区若松５１９番地 01378-5-1713

北海道 島牧郡島牧村 中田石油有限会社 島牧　給油所 字泊１８３番地 01367-5-6444

北海道 寿都郡寿都町 寿都石油株式会社 寿都　給油所 字矢追町５８３ 01366-2-2190

北海道 寿都郡寿都町 寺門商事株式会社 寿都六条　給油所 字六条町１６０－４ 0136-62-3961

北海道 寿都郡黒松内町 株式会社大星池田商店 黒松内町　給油所 字黒松内３１４番地 0136-72-3742

北海道 寿都郡黒松内町 作開石油株式会社 作開　給油所 字北作開１４５番９ 01366-4-5324

北海道 寿都郡黒松内町 ようてい農業協同組合 ホクレン黒松内　給油所 字黒松内４４１－１２ 01367-2-3053

北海道 磯谷郡蘭越町 楠村商事株式会社 昆布　給油所 昆布町３７７番地 0136-58-2426

北海道 磯谷郡蘭越町 有限会社深尾商店 目名　給油所 字相生１３９番地３ 0136-55-3738

北海道 磯谷郡蘭越町 有限会社丸石　石田商店 蘭越　給油所 蘭越町４３１番地 01365-7-5941

北海道 磯谷郡蘭越町 ようてい農業協同組合 ホクレン蘭越　給油所 蘭越４９２ 01365-7-5622

北海道 虻田郡ニセコ町 ようてい農業協同組合 ホクレンニセコ　給油所 字元町７２－４ 0136-44-2320

北海道 虻田郡真狩村 ようてい農業協同組合 ホクレン真狩　給油所 字真狩１２１番地６号 0136-45-2166

北海道 虻田郡真狩村 有限会社おおひろ 真狩中央　給油所 字共明１－２ 0136-45-2670

北海道 虻田郡留寿都村 有限会社藤岡商事 留寿都　給油所 字留寿都７５、７６番地 0136-46-3840

北海道 虻田郡留寿都村 ようてい農業協同組合 ホクレン留寿都　給油所 字留寿都８５ 0136-46-3674

北海道 虻田郡喜茂別町 株式会社北海建業 喜茂別　給油所 字喜茂別２５９－３ 01363-3-2736

北海道 虻田郡喜茂別町 ようてい農業協同組合 ホクレン喜茂別　給油所 字相川８４ 01363-3-2025

北海道 虻田郡喜茂別町 北海道エネルギー株式会社 喜茂別中央　給油所 字伏見３２１番地 0136-33-2460

北海道 虻田郡京極町 有限会社京極石油 京極　給油所 字京極５５３番地 013642-2234

北海道 虻田郡京極町 ようてい農業協同組合 ホクレン京極　給油所 字京極６７９番地 013642-2558

北海道 虻田郡倶知安町 藤信石油販売株式会社 倶知安　給油所 南１条西１丁目 0136-22-0161

北海道 虻田郡倶知安町 名畑石油株式会社 北５条　給油所 北５条東１－４ 01362-2-0870

北海道 虻田郡倶知安町 有限会社小西石油 小西石油倶知安南　給油所 字比羅夫１－８ 01362-2-0683

北海道 虻田郡倶知安町 有限会社倶知安オイル 倶知安オイル倶知安　給油所 北４条東１丁目１番地２７ 01362-2-1307



北海道 虻田郡倶知安町 ようてい農業協同組合 ホクレン倶知安　給油所 南８条西１丁目１番 0136-22-0457

北海道 岩内郡共和町 岡本興業株式会社 岩内　給油所 梨野舞納３４－４ 0135-62-8855 北海道地域サポートSS

北海道 岩内郡共和町 きょうわ農業協同組合 ホクレン発足　給油所 発足１９０ 0135-74-3785 北海道地域サポートSS

北海道 岩内郡共和町 北海道カーオイル株式会社 岩内東山　給油所 梨野舞納５７－１３ 0135-62-1838

北海道 岩内郡共和町 株式会社後志建設 共和　給油所 南幌似５－５ 0135-73-2868

北海道 岩内郡共和町 永井石油株式会社 東山　給油所 リヤムナイ５４の１２ 0135-62-3582

北海道 岩内郡共和町 有限会社谷内商店 泊発電所口　給油所 宮丘１９－１ 01357-4-3238

北海道 岩内郡共和町 株式会社山田石油 山田石油　給油所 国富４番地 01357-2-1004

北海道 岩内郡岩内町 西尾石油株式会社 岩内　給油所 字万代４９番地２ 0135-62-0859 北海道地域サポートSS

北海道 岩内郡岩内町 株式会社フレンド石油 岩内西　給油所 字清住４番地の１ 01356-2-2158 北海道地域サポートSS

北海道 岩内郡岩内町 常盤産業株式会社 岩内　給油所 字高台８６番地７ 0135-65-0020

北海道 岩内郡岩内町 永井石油株式会社 岩内　給油所 大浜２番地の１ 0135-62-7111

北海道 古宇郡泊村 株式会社内田石油 内田石油泊　給油所 大字茅沼村字臼別２１８番地 013575-2253

北海道 古宇郡神恵内村 有限会社神恵内石油 神恵内　給油所 大字神恵内村字川向９０番地の５ 0135-76-5614

北海道 積丹郡積丹町 有限会社美国石油 積丹　給油所 大字美国町字小泊２４番地 0135-44-2204 北海道地域サポートSS

北海道 古平郡古平町 杉商株式会社 岩井古平　給油所 大字港町３３４番地 0135-42-2085

北海道 余市郡仁木町 大江石油株式会社 仁木　給油所 大江２丁目１番地 01353-2-2868

北海道 余市郡余市町 余市町農業協同組合 ホクレン余市中央　給油所 黒川町８８５番地４ 0135-22-3531 北海道地域サポートSS

北海道 余市郡余市町 茂田石油株式会社 余市　給油所 大川町１５丁目１３番８ 0135-21-5155

北海道 余市郡余市町 余市石油株式会社 余市　給油所 黒川町８８２番地 01352-2-3986

北海道 余市郡余市町 株式会社樽石 余市大川　給油所 大川町１４丁目１５番地 0135-22-3220

北海道 余市郡余市町 株式会社オカモト セルフ余市　給油所 栄町４８番３ 0135-21-6660

北海道 余市郡余市町 株式会社菊地石油 余市　給油所 浜中町１９２番地 0135-22-2791

北海道 余市郡余市町 有限会社カネ〆清水燃料商事 余市　給油所 大川町６丁目４０番地 01352-2-3953

北海道 余市郡赤井川村 新おたる農業協同組合 ホクレン赤井川　給油所 字赤井川２８３－１，２８４－６，２８８－１･３ 0135-34-6314

北海道 空知郡南幌町 株式会社小林本店 南幌みどり野　給油所 美園３丁目１５８－２１ 011-378-5200 北海道地域サポートSS

北海道 空知郡奈井江町 東光産業株式会社 奈井江　給油所 字奈井江７５５番地の１ 012565-2611

北海道 空知郡奈井江町 株式会社千徳商事 奈井江　給油所 字奈井江町１５３番地 012565-2273

北海道 空知郡奈井江町 新砂川農業協同組合 ホクレン奈井江　給油所 北町８４番地１ 012565-2429

北海道 空知郡上砂川町 北日本石油株式会社 上砂川　給油所 東鶉南１条３丁目１番７号 012562-2603 北海道地域サポートSS

北海道 夕張郡由仁町 株式会社メリーワーク ホクレン由仁　給油所 新光７９番地 01238-3-3700 北海道地域サポートSS

北海道 夕張郡由仁町 株式会社中村兄弟商会 川端　給油所 川端１１２１番地 01238-5-2265

北海道 夕張郡由仁町 有限会社中田石油 三川　給油所 三川緑町３１－２、３６－２、３７－２ 01238-6-2401

北海道 夕張郡由仁町 協進商事株式会社 協進商事株式会社　給油所 川端７７番地 01238-5-2061

北海道 夕張郡由仁町 協進商事株式会社 由仁　給油所 中央２５番地 0123-82-2088

北海道 夕張郡由仁町 友廣　好秀 東三川　給油所 東三川２５５４ 01238-6-2641

北海道 夕張郡長沼町 株式会社ＦＡＭＯ長沼 ホクレン長沼　給油所 東町南１丁目１番１号 0123-88-2835 北海道地域サポートSS

北海道 夕張郡長沼町 出光リテール販売株式会社 セルフ長沼　給油所 西１２線南６番地 0123-88-4100

北海道 夕張郡長沼町 有限会社桃野石油店 桃野石油店長沼　給油所 栄町１丁目７番１９号 01238-8-2513

北海道 夕張郡栗山町 株式会社メリーワーク ホクレン栗山　給油所 字共和１番地３ 0123-72-0680 北海道地域サポートSS

北海道 夕張郡栗山町 株式会社小林本店 栗山朝日　給油所 朝日３丁目９９番地２ 0123-72-5525

北海道 夕張郡栗山町 株式会社山上ウエサカ ハートフル栗山　給油所 朝日３丁目９７番地 0123-72-1010

北海道 夕張郡栗山町 有限会社南空知興産 継立　給油所 字継立１８５番地５ 0123-76-3331

北海道 樺戸郡月形町 月形町農業協同組合 ホクレン月形　給油所 字北農場番外地 0126-37-2125

北海道 樺戸郡浦臼町 宮野商事株式会社 三菱石油浦臼　給油所 字キナウスナイ１８８の２２７ 01256-8-2638

北海道 樺戸郡浦臼町 ピンネ農業協同組合 ホクレン浦臼　給油所 字浦臼内１７２番地の６ 01256-8-2845

北海道 樺戸郡新十津川町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２７５新十津川ＴＳ　給油所 字弥生６－２ 0125-72-2160

北海道 樺戸郡新十津川町 株式会社松葉 新十津川　給油所 字中央６番地 01257-6-2645

北海道 樺戸郡新十津川町 ピンネ農業協同組合 ホクレン新十津川　給油所 字中央６番地の２９ 01257-6-2628

北海道 雨竜郡妹背牛町 有限会社高橋商店 有限会社高橋商店妹背牛　給油所 字妹背牛４０９番地 016432-2001

北海道 雨竜郡妹背牛町 北いぶき農業協同組合 ホクレン妹背牛　給油所 字妹背牛３６１番地の９ 0164-32-2191

北海道 雨竜郡秩父別町 北いぶき農業協同組合 ホクレン秩父別　給油所 １２７２番地の２０ 016433-2264

北海道 雨竜郡雨竜町 有限会社竹ヶ原ミート 竹ヶ原　給油所 字尾白利加９１の１５ 0125-77-2045

北海道 雨竜郡雨竜町 有限会社三輪燃料店 雨竜暑寒通　給油所 字満寿３０番地２０ 01257-7-2017

北海道 雨竜郡北竜町 きたそらち農業協同組合 ホクレン北竜和　給油所 字和７番地の１ 016434-2541 北海道地域サポートSS

北海道 雨竜郡沼田町 岩寺木材産業株式会社 ニュー沼田　給油所 字沼田１０７番 01643-5-2354

北海道 雨竜郡沼田町 北いぶき農業協同組合 ホクレン沼田　給油所 本通５丁目３番１４号 01643-5-2501



北海道 上川郡鷹栖町 あさひかわ農業協同組合 ホクレン北野　給油所 北野東３条１丁目３番６号 0166-87-3451

北海道 上川郡鷹栖町 たいせつ農業協同組合 ホクレン鷹栖　給油所 北１条１丁目１番９号 0166-87-2409

北海道 上川郡東神楽町 株式会社柳沼 やぎぬま　給油所 南１条西１丁目１番２０号 016683-2668

北海道 上川郡東神楽町 東神楽農業協同組合 ホクレン東神楽　給油所 北１条東１丁目 0166-83-2334

北海道 上川郡東神楽町 フラワー石油株式会社 ひじり野　給油所 ひじり野北１条４丁目 0166-83-4336

北海道 上川郡当麻町 当麻農業協同組合 ホクレン当麻　給油所 １５２１番地の１０ 016684-2637 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡当麻町 当麻農業協同組合 当麻農協　給油所 ４条東３丁目３番１１号 0166-84-5097 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡当麻町 株式会社野口商店 当麻　給油所 ３条西４丁目１１番８号 016684-2195

北海道 上川郡比布町 比布町農業協同組合 比布町農協比布　給油所 基線５号８７７－１９６，１９７ 0166-85-3113 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡比布町 山森産業株式会社 比布　給油所 北町１丁目３番５号 0166-85-2264

北海道 上川郡愛別町 有限会社南部石油店 愛別　給油所 字南町５３７ 01656-6-5216

北海道 上川郡愛別町 株式会社野口商店 愛別　給油所 本町３４６－２ 01658-6-5216

北海道 上川郡上川町 上川中央農業協同組合 ホクレン上川　給油所 旭町２５－２２ 01658-2-1459 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡上川町 植山モータース株式会社 上川　給油所 花園町２５５－１,２５６－１ 01658-2-1531

北海道 上川郡上川町 植山モータース株式会社 上川国道　給油所 栄町３３ 01658-2-3475

北海道 上川郡上川町 澤井商事株式会社 上川栄町　給油所 栄町７９－６ 01658-2-1521

北海道 上川郡東川町 有限会社ひがしかわ石油 東川　給油所 南町４丁目１番１号 0166-82-2415 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡東川町 東川町農業協同組合 ホクレン東川　給油所 北町３丁目１番１号 0166-82-2454

北海道 上川郡美瑛町 佐藤商事株式会社 ニュー美瑛　給油所 中町１丁目８番１６号 0166-92-1561 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡美瑛町 美瑛町農業協同組合 ホクレン美瑛北町　給油所 北町１丁目 0166-92-2157 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡美瑛町 株式会社丸善商事 株式会社丸善商事美瑛　給油所 大町２丁目２番３７号 0166-92-1905 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡美瑛町 美瑛町農業協同組合 ホクレン美瑛大町セルフ　給油所 大町２丁目６－２６ 0166-92-0021

北海道 上川郡美瑛町 株式会社中村商事 美瑛　給油所 扇町２３２－１３ 01669-2-2579

北海道 上川郡美瑛町 株式会社小杉石油店 美瑛　給油所 西町１丁目３－２０ 0166-92-1101

北海道 上川郡美瑛町 株式会社山上石油 美瑛　給油所 本町３丁目１番２６号 0166-92-3366

北海道 空知郡上富良野町 株式会社マルエム守田商会 上富良野　給油所 中町２丁目４番２号 0167-45-3117

北海道 空知郡上富良野町 ふらの農業協同組合 ホクレン上富良野　給油所 本町１丁目１１１２－１ 016745-2263

北海道 空知郡中富良野町 ふらの農業協同組合 ホクレン中富良野　給油所 新町２５番 0167-44-2095 北海道地域サポートSS

北海道 空知郡中富良野町 有限会社なかふらのエネルギー 中富良野　給油所 北町４番３５号 0167-44-2206

北海道 空知郡中富良野町 植田燃料株式会社 中富良野　給油所 本町７番４号 0167-44-2208

北海道 空知郡南富良野町 旭川石油株式会社 幾寅　給油所 字幾寅大通西１－１ 0167-52-2052

北海道 空知郡南富良野町 ふらの農業協同組合 ホクレン南富良野　給油所 字幾寅９７７－２．４，９７８－２ 0167-52-2075

北海道 勇払郡占冠村 ふらの農業協同組合 ホクレン占冠　給油所 字中央 0167-56-2714 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡和寒町 北ひびき農業協同組合 ホクレン和寒　給油所 字南町４番地１ 016532-2245 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡和寒町 信菱興業株式会社 和寒　給油所 字南町１４番地 0165-32-2450

北海道 上川郡和寒町 株式会社Ｈ＆Ｍ 和寒　給油所 字三笠１５９番地 0165-32-2455

北海道 上川郡剣淵町 北ひびき農業協同組合 ホクレン剣淵　給油所 仲町８番９号 016534-2451 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡剣淵町 剣渕石油株式会社 剣渕　給油所 緑町９－１ 016534-2458

北海道 上川郡剣淵町 有限会社ウシロ・サービス 剣淵　給油所 元町１５番３号 0165-34-2307

北海道 上川郡下川町 北はるか農業協同組合 ホクレン下川　給油所 西町２３４番地 01655-4-2646 北海道地域サポートSS

北海道 上川郡下川町 有限会社丸ヨ加藤金物店 下川　給油所 旭町６番地 01655-4-2266

北海道 上川郡下川町 石谷商事株式会社 下川　給油所 共栄町２４５番地 01655-4-2417

北海道 中川郡美深町 北はるか農業協同組合 ホクレン美深　給油所 字大通北６丁目 01656-2-1741 北海道地域サポートSS

北海道 中川郡美深町 株式会社園部商会 美深　給油所 大通南３丁目 01656-2-1128

北海道 中川郡美深町 株式会社馬場商店 美深大通南　給油所 大通南６丁目１１番地 01656-2-1221

北海道 中川郡音威子府村 株式会社千見寺商店 音威子府　給油所 字音威子府５４２番地 01656-5-3130

北海道 中川郡音威子府村 株式会社音威子府石油 音威子府　給油所 字音威子府４５２番地１ 01656-5-3107

北海道 中川郡中川町 北はるか農業協同組合 ホクレン中川　給油所 字中川２１８－８６ 01656-7-2136 北海道地域サポートSS

北海道 中川郡中川町 株式会社中川石油 中川誉　給油所 字誉３５番地 0165-67-3261

北海道 中川郡中川町 天北物産株式会社 日石中川　給油所 字中川２６２番地 01656-7-2143

北海道 雨竜郡幌加内町 きたそらち農業協同組合 ホクレン幌加内　給油所 字平和１０２７０－３ 0165-35-2001 北海道地域サポートSS

北海道 雨竜郡幌加内町 三津橋産業株式会社 幌加内　給油所 字幌加内５４３番地 0165-35-2213

北海道 増毛郡増毛町 有限会社シンコウ石油 有限会社シンコウ石油増毛　給油所 畠中町３丁目１１１番地の１ 01645-3-1305 北海道地域サポートSS

北海道 増毛郡増毛町 北鐘興産株式会社 増毛　給油所 畠中町３－８５ 01645-3-1481

北海道 増毛郡増毛町 有限会社増毛日石 日本石油増毛　給油所 稲葉町１丁目１２番地 01645-3-2345

北海道 増毛郡増毛町 ハニックス株式会社 増毛　給油所 弁天町５丁目８９番地の３ 0164-53-2345

北海道 留萌郡小平町 石黒石油株式会社 石黒石油株式会社小平　給油所 字小平町１２０番地 01645-6-2121



北海道 留萌郡小平町 株式会社オンネ石油 鬼鹿　給油所 字鬼鹿広富１４４番地の１ 0164-57-1601

北海道 苫前郡苫前町 るもい農業協同組合 ホクレン古丹別　給油所 字古丹別２０１ 01646-5-4416

北海道 苫前郡苫前町 有限会社猪股石油店 苫前　給油所 字苫前２１０番地 01646-4-2131

北海道 苫前郡羽幌町 朝日石油株式会社 羽幌　給油所 南６条４丁目１番地 01646-2-1823 北海道地域サポートSS

北海道 苫前郡羽幌町 澤井商事株式会社 羽幌　給油所 南大通４－１５ 01646-2-1281

北海道 苫前郡羽幌町 るもい農業協同組合 ホクレン羽幌　給油所 栄町１１２－３ 01646-2-2117

北海道 苫前郡初山別村 るもい農業協同組合 ホクレン初山別　給油所 字初山別６７番地 01646-7-2511

北海道 天塩郡遠別町 遠別石油株式会社 遠別　給油所 字本町３丁目３２番地 016327-2035

北海道 天塩郡遠別町 有限会社斉藤石油店 遠別　給油所 字本町２丁目 016327-2540

北海道 天塩郡遠別町 るもい農業協同組合 ホクレン遠別　給油所 字本町３丁目７９番地 01632-7-3824

北海道 天塩郡天塩町 株式会社水口商店 天塩　給油所 新栄通り７丁目 01632-2-1276

北海道 天塩郡天塩町 協立石油株式会社 天塩　給油所 新栄通４丁目 01632-2-1231

北海道 天塩郡天塩町 新天塩石油株式会社 天塩　給油所 新栄通８丁目１４６６番地１９１ 01632-2-1008

北海道 天塩郡天塩町 るもい農業協同組合 ホクレン天塩　給油所 新開通１１丁目 01632-2-1334

北海道 宗谷郡猿払村 株式会社サルフツ燃料 鬼志別　給油所 鬼志別北町６３番地 01635-2-3156

北海道 宗谷郡猿払村 株式会社野村石油店 浜鬼志別　給油所 字浜鬼志別 01635-2-3110

北海道 枝幸郡浜頓別町 東宗谷農業協同組合 ホクレン浜頓別　給油所 大通５丁目１０番 0163-42-2316 北海道地域サポートSS

北海道 枝幸郡浜頓別町 丹羽商事株式会社 浜頓別　給油所 大通８丁目９番地 01634-2-2959 北海道地域サポートSS

北海道 枝幸郡浜頓別町 有限会社北武商事 頓別　給油所 字頓別２９０５番地７ 01634-2-4773

北海道 枝幸郡中頓別町 北砿石油株式会社 中頓別　給油所 字中頓別１８番地 01634-6-1116

北海道 枝幸郡中頓別町 米田石油株式会社 中頓別　給油所 字中頓別４３番地 01634-6-1536

北海道 枝幸郡中頓別町 東宗谷農業協同組合 ホクレン中頓別　給油所 字中頓別１７４－６ 0163-46-1070

北海道 枝幸郡枝幸町 株式会社西澤商事 歌登西　給油所 歌登西町１２３番地 01636-8-2700 北海道地域サポートSS

北海道 枝幸郡枝幸町 宗谷南農業協同組合 ホクレン北見枝幸　給油所 下幌別５１５６番地２ 01636-2-3144 北海道地域サポートSS

北海道 枝幸郡枝幸町 株式会社カワベ 枝幸　給油所 幸町 01636-2-1135

北海道 枝幸郡枝幸町 井手上商事株式会社 北見枝幸　給油所 南浜町６３６番地の７ 01636-2-1225

北海道 枝幸郡枝幸町 安田商事株式会社 枝幸　給油所 南浜町６３６番地１０ 01636-2-2076

北海道 枝幸郡枝幸町 安田商事株式会社 歌登　給油所 歌登西町１２０ 01636-8-2046

北海道 枝幸郡枝幸町 ユタカ商事株式会社 歌登　給油所 歌登西町１２０番地 01636-8-3118

北海道 枝幸郡枝幸町 有限会社　オホーツク石油 音標　給油所 字音標２８６番地の２ 01636-6-1448

北海道 枝幸郡枝幸町 北海道エネルギー株式会社 枝幸　給油所 幸町１８９番地 01636-2-1107

北海道 天塩郡豊富町 北宗谷農業協同組合 ホクレン豊富　給油所 大通り１０ 01628-2-1760 北海道地域サポートSS

北海道 天塩郡豊富町 豊富燃料株式会社 豊富　給油所 字上サロベツ２５４８－１９ 0162-82-1265

北海道 天塩郡豊富町 北海道エネルギー株式会社 豊富　給油所 大通１丁目 0162-82-2361

北海道 天塩郡豊富町 株式会社　大建産業 株式会社大建産業　給油所 大通り１２丁目 0162-82-2967

北海道 礼文郡礼文町 香深漁業協同組合 香深　給油所 大字香深村字ワウシ９５８番２６ 0163-86-1630

北海道 礼文郡礼文町 礼文石油株式会社 香深　給油所 香深 01638-6-2127

北海道 利尻郡利尻町 利尻石油株式会社 利尻　給油所 沓形字泉町１番地１ 01638-4-2149

北海道 利尻郡利尻町 利尻漁業協同組合 利尻漁協沓形　給油所 沓形字日出町６番地 0163-84-2151

北海道 利尻郡利尻富士町 有限会社ライフショップふくおか 鴛泊　給油所 鴛泊字栄町５－１ 0163-82-1050

北海道 利尻郡利尻富士町 利尻漁業協同組合 利尻漁協鴛泊　給油所 鴛泊字港町５２－１の内、１９４－４１ 0163-82-1214

北海道 天塩郡幌延町 幌延町農業協同組合 ホクレン幌延　給油所 ２条南１丁目１番地 01632-5-1454

北海道 網走郡美幌町 株式会社朝鳥商店 栄町　給油所 栄町１丁目１ 01527-3-2706 北海道地域サポートSS

北海道 網走郡美幌町 三星運輸株式会社 美幌三橋　給油所 字三橋南３６番地７ 0152-73-3144

北海道 網走郡美幌町 旭星クリーン株式会社 美幌　給油所 字鳥里４丁目３－６ 0152-75-1571

北海道 網走郡美幌町 美幌町農業協同組合 ホクレン美幌　給油所 字青山南３０番地４ 01527-3-0846

北海道 網走郡美幌町 株式会社宮崎商店 美幌　給油所 新町２丁目６７番地 01527-3-2193

北海道 網走郡美幌町 株式会社宮崎商店 美幌青山　給油所 字青山北１７番地 01527-3-4000

北海道 網走郡美幌町 有限会社北光興産 報徳　給油所 字報徳６７－１５ 01527-3-2134

北海道 網走郡美幌町 株式会社オカモト セルフ美幌　給油所 東町２丁目１２番６号 01527-5-1111

北海道 網走郡津別町 津別町農業協同組合 ホクレン津別農協　給油所 字共和１７番地の２ 0152-76-2230

北海道 網走郡津別町 丸玉木材株式会社 津別　給油所 字旭町１－１ 01527-6-2822

北海道 斜里郡斜里町 斜里アポロ石油株式会社 斜里３号　給油所 豊倉５５番地の４ 01522-3-2770 北海道地域サポートSS

北海道 斜里郡斜里町 株式会社東部第一 ダイワ斜里　給油所 文光町４８番地１４ 01522-3-4731 北海道地域サポートSS

北海道 斜里郡斜里町 ウトロ石油株式会社 ウトロ　給油所 ウトロ東１９２番地 01522-4-2327

北海道 斜里郡斜里町 株式会社オカモト セルフ斜里　給油所 新光町５９－２ 01522-2-1005

北海道 斜里郡斜里町 有限会社ヨネザワ ウトロ　給油所 ウトロ西９１番地１ 01522-4-2149



北海道 斜里郡斜里町 北海道エネルギー株式会社 知床　給油所 新光町６４－２ 01522-3-5707

北海道 斜里郡清里町 清里町農業協同組合 ホクレン清里　給油所 羽衣町４４番地 01522-5-3683

北海道 斜里郡清里町 北陽物産株式会社 ノースフォックス　給油所 水元町２９－２３ 01522-5-2397

北海道 斜里郡小清水町 小清水町農業協同組合 ホクレン小清水　給油所 元町１丁目３６番３号 01526-2-2013 北海道地域サポートSS

北海道 斜里郡小清水町 株式会社橘石油 小清水　給油所 元町１丁目２番１０号 0152-62-2326

北海道 常呂郡訓子府町 訓子府機械工業株式会社 訓子府　給油所 東町１９５番地 0157-47-2131

北海道 常呂郡訓子府町 久島工業株式会社 久島工業株式会社訓子府　給油所 東町９０番地 015747-2279

北海道 常呂郡訓子府町 きたみらい農業協同組合 ホクレン訓子府　給油所 大町４２番地 0157-47-4831

北海道 常呂郡置戸町 株式会社ランヴア 置戸　給油所 ２２２番地 0157-52-3714

北海道 常呂郡置戸町 きたみらい農業協同組合 ホクレン置戸　給油所 字置戸４２－１ 0157-52-3869

北海道 常呂郡佐呂間町 佐呂間ツバメ石油株式会社 佐呂間ツバメ石油株式会社　給油所 字宮前町１７６番地６ 01587-2-2511 北海道地域サポートSS

北海道 常呂郡佐呂間町 佐呂間漁業協同組合 佐呂間漁組　給油所 富武士７８３ 01587-2-3324

北海道 常呂郡佐呂間町 有限会社吉野石油販売 佐呂間　給油所 字宮前町１１１番地１ 01587-2-3423

北海道 常呂郡佐呂間町 有限会社　諸岡商会 浜佐呂間　給油所 字浜佐呂間８４１番地 01587-6-2550

北海道 常呂郡佐呂間町 株式会社サロマ農機車輌センター ホクレン佐呂間　給油所 字宮前町９７番地の１ 0158-75-2115

北海道 紋別郡遠軽町 株式会社管野組 セルフ丸瀬布　給油所 丸瀬布東町１６４番地 01584-7-2226 北海道地域サポートSS

北海道 紋別郡遠軽町 株式会社渡辺興業 豊里　給油所 豊里２７８ 01584-2-3319 北海道地域サポートSS

北海道 紋別郡遠軽町 細野石油株式会社 安国　給油所 生田原水穂３７７番地の３ 0158-46-2234

北海道 紋別郡遠軽町 細野石油株式会社 遠軽　給油所 大通北７丁目１番地の４ 0158-42-3185

北海道 紋別郡遠軽町 遠軽ツバメ石油株式会社 遠軽　給油所 南町３丁目２－５ 0158-42-2628

北海道 紋別郡遠軽町 丸力　前本商事株式会社 白滝　給油所 白滝７４５番地 01584-8-2065

北海道 紋別郡遠軽町 鍵谷商事株式会社 遠軽　給油所 大通北６丁目 01584-2-3224

北海道 紋別郡遠軽町 丸瀬布石油株式会社 丸瀬布東町　給油所 丸瀬布東町８５番地 01584-7-3116

北海道 紋別郡遠軽町 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレンえんゆうセルフ　給油所大通店 大通北８丁目２－１ 01584-2-3311

北海道 紋別郡遠軽町 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレンえんゆうセルフ　給油所南町店 南町４丁目２－１６ 0158-42-3939

北海道 紋別郡遠軽町 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレン白滝　給油所 白滝７１５番地 0158-48-2866

北海道 紋別郡遠軽町 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレン生田原　給油所 生田原３２９番地 01584-5-2237

北海道 紋別郡遠軽町 井上石油株式会社 遠軽南町　給油所 南町３丁目 01584-2-2745

北海道 紋別郡遠軽町 北海道エネルギー株式会社 遠軽　給油所 大通北３丁目１－７ 01584-2-2581

北海道 紋別郡湧別町 株式会社渡辺興業 中湧別　給油所 北兵村１区２８７－１ 01586-2-5335

北海道 紋別郡湧別町 鍵谷商事株式会社 中湧別　給油所 中湧別南町９１２番地 01586-2-2144

北海道 紋別郡湧別町 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレン上湧別　給油所 上湧別屯田市街地２３８番地 01586-2-2074

北海道 紋別郡湧別町 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレンゆうゆう　給油所 北兵村三区４１番地 01586-2-3366

北海道 紋別郡湧別町 株式会社Ａコープゆうべつ ホクレン湧別　給油所 錦町２７３番地の４ 01586-5-2138

北海道 紋別郡湧別町 株式会社Ａコープゆうべつ ホクレン芭露　給油所 芭露３１３番地 01586-6-2369

北海道 紋別郡湧別町 株式会社タカス 株式会社タカス湧別　給油所 曙町４２番地 01586-5-2133

北海道 紋別郡滝上町 たきのうえエネルギー株式会社 芝ざくら　給油所 字滝上市街地３条通３丁目２番地 015829-2239

北海道 紋別郡滝上町 オホーツクはまなす農業協同組合 ホクレン滝上　給油所 ｻｸﾙ－原野基線７番地 015829-2425

北海道 紋別郡興部町 昭興石油株式会社 沙留　給油所 字沙留４５３－２ 01588-3-2121

北海道 紋別郡興部町 大昭石油株式会社 興部　給油所 字興部２５５ 01588-2-2031

北海道 紋別郡興部町 北オホーツク農業協同組合 ホクレン興部　給油所 字興部１０７番５６ 01588-2-2100

北海道 紋別郡西興部村 田尾　忠夫 西興部　給油所 字西興部１６０番地 01588-7-2417

北海道 紋別郡西興部村 オホーツクはまなす農業協同組合 ホクレン西興部　給油所 字西興部５８番地 015887-2865

北海道 紋別郡雄武町 中田　圭一 中田石油店沢木　給油所 字沢木３８４番地 01588-5-2440

北海道 紋別郡雄武町 大昭石油株式会社 雄武　給油所 字雄武９３１番地 01588-4-2221

北海道 紋別郡雄武町 表石油有限会社 雄武　給油所 字雄武６９９番地 01588-4-2508

北海道 紋別郡雄武町 北オホーツク農業協同組合 ホクレンおうむ　給油所 字雄武７８－１ 01588-4-2058

北海道 網走郡大空町 株式会社たいせつ 女満別トラック興産　給油所 女満別西３条１丁目１番２号 01527-4-3857 北海道地域サポートSS

北海道 網走郡大空町 株式会社朝鳥商店 女満別　給油所 女満別本通３丁目１番９号 01527-4-2670 北海道地域サポートSS

北海道 網走郡大空町 株式会社朝鳥商店 セルフめまんべつ　給油所 女満別本通５丁目１－５ 0152-74-5055 北海道地域サポートSS

北海道 網走郡大空町 有限会社マルカ樫原商店 女満別　給油所 女満別西１条２丁目１番５号 01527-4-2216

北海道 網走郡大空町 有限会社マルカ樫原商店 セルフ女満別空港　給油所 女満別中央２６０－１４ 0152-74-3545

北海道 網走郡大空町 オホーツク網走農業協同組合 東藻琴　給油所 東藻琴１２０－１１ 0152-66-2955

北海道 虻田郡豊浦町 株式会社藤川石油 豊浦　給油所 字東雲町２番地４ 01428-3-2072

北海道 虻田郡豊浦町 とうや湖農業協同組合 ホクレン豊浦　給油所 字東雲町３４番地 01428-3-2420

北海道 有珠郡壮瞥町 壮運商事有限会社 壮瞥　給油所 字滝之町２８３ 0142-66-2225

北海道 有珠郡壮瞥町 株式会社昭和新山給油所 レークサイド新山　給油所 字壮瞥温泉１０３ 01427-5-2838



北海道 有珠郡壮瞥町 とうや湖農業協同組合 ホクレン壮瞥　給油所 字滝之町４２０－３ 0142-66-2813

北海道 白老郡白老町 北海道エネルギー株式会社 白老　給油所 高砂町２丁目６－６ 0144-82-2155 北海道地域サポートSS

北海道 白老郡白老町 白老石油株式会社 東町　給油所 日の出町１丁目１番８号 0144-82-3121

北海道 白老郡白老町 株式会社川田商会 北吉原　給油所 字北吉原８２－１ 0144-83-2312

北海道 白老郡白老町 鈴木商事株式会社 竹浦　給油所 字竹浦６ 01448-7-2125

北海道 白老郡白老町 株式会社オカモト セルフ白老　給油所 東町５丁目３４－３ 0144-85-3323

北海道 白老郡白老町 サンシン油業株式会社 英　給油所 字竹浦１１４番地 0144-87-3850

北海道 白老郡白老町 サンシン油業株式会社 萩野　給油所 字石山２６番地１０６ 0144-83-5080 令和4年11月30日現在休業中

北海道 白老郡白老町 有限会社北海道丸善白老 白老　給油所 高砂町１丁目５番２８号 0144-82-2103

北海道 勇払郡厚真町 株式会社中川商店 厚真　給油所 表町５２番地１ 01452-7-2465 北海道地域サポートSS

北海道 勇払郡厚真町 とまこまい広域農業協同組合 ホクレン厚真　給油所 錦町１０番地の２ 01452-7-2850 北海道地域サポートSS

北海道 勇払郡厚真町 とまこまい広域農業協同組合 ホクレン上厚真　給油所 字上厚真２４６ 01452-6-8377 北海道地域サポートSS

北海道 虻田郡洞爺湖町 株式会社洞爺給油センター 虻田　給油所 字入江３３番地 01427-6-3111

北海道 虻田郡洞爺湖町 株式会社洞爺給油センター 洞爺温泉　給油所 洞爺湖温泉５３番地 0142-75-2021

北海道 虻田郡洞爺湖町 室蘭石油株式会社 洞爺湖　給油所 洞爺湖温泉１７５番２３ 0142-75-2019

北海道 虻田郡洞爺湖町 株式会社北海道丸善洞爺 北海道丸善洞爺　給油所 入江３８番地 01427-6-2161

北海道 虻田郡洞爺湖町 有限会社　高橋石油 虻田　給油所 高砂町６ 01427-6-3436

北海道 虻田郡洞爺湖町 とうや湖農業協同組合 ホクレン洞爺　給油所 洞爺町７７番地 0142-82-5552

北海道 虻田郡洞爺湖町 北海道エネルギー株式会社 虻田　給油所 高砂町１０番地７ 01427-6-2556

北海道 勇払郡安平町 とまこまい広域農業協同組合 ホクレン追分　給油所 追分若草１丁目１番地 014525-2194 北海道地域サポートSS

北海道 勇払郡安平町 とまこまい広域農業協同組合 ホクレン早来　給油所 早来栄町１７３ 0145-22-3536 北海道地域サポートSS

北海道 勇払郡安平町 西村建設株式会社 追分　給油所 追分本町６丁目２２番地 01452-5-2212

北海道 勇払郡安平町 早来自工株式会社 早来自工　給油所 早来大町１１４番地 01452-2-2456

北海道 勇払郡安平町 株式会社八木商事 日本石油追分　給油所 追分本町１丁目４０番地 014525-3521

北海道 勇払郡むかわ町 とまこまい広域農業協同組合 ホクレン穂別　給油所 穂別４５４番地 01454-5-2014 北海道地域サポートSS

北海道 勇払郡むかわ町 北海道エネルギー株式会社 鵡川　給油所 美幸３丁目５番地 01454-2-2154 北海道地域サポートSS

北海道 勇払郡むかわ町 穂別石油販売株式会社 穂別　給油所 穂別１５番地 01454-5-2618

北海道 勇払郡むかわ町 鵡川農業協同組合 ホクレン鵡川　給油所 文京２丁目２番地１ 01454-2-2275

北海道 沙流郡日高町 広木石油株式会社 富川　給油所 富川東４丁目２番２号 01456-2-0222 北海道地域サポートSS

北海道 沙流郡日高町 有限会社道南石油 厚賀　給油所 字厚賀町９６番地 0145-65-2351

北海道 沙流郡日高町 有限会社厚賀ツバメ石油 厚賀　給油所 字厚賀町１１９ 01456-5-2225

北海道 沙流郡日高町 大洋石油株式会社 富川　給油所 富川西２丁目１番５号 01456-2-0023

北海道 沙流郡日高町 岩倉商事株式会社 富川　給油所 富川南２丁目１番４２号 01456-3-2100

北海道 沙流郡日高町 門別町農業協同組合 ホクレン門別　給油所 字緑町１１番地１９ 01456-2-5406

北海道 沙流郡日高町 株式会社田中石油店 富川　給油所 富川南１丁目３番４０号 01456-2-0462

北海道 沙流郡日高町 日高エネルギー株式会社 日高　給油所 新町３丁目４２６番地１０ 01457-6-2223

北海道 沙流郡平取町 室蘭石油株式会社 平取　給油所 本町１６０番地２２ 01457-2-2703

北海道 沙流郡平取町 株式会社オアシス石油 平取　給油所 字荷負４番地１８ 01457-5-5321

北海道 沙流郡平取町 びらとり農業協同組合 ホクレン平取　給油所 本町３８番地７ 01457-2-2029

北海道 沙流郡平取町 びらとり農業協同組合 ホクレン振内　給油所 振内町３４番地４ 01457-3-3427

北海道 沙流郡平取町 有限会社丹野商店 貫気別　給油所 字貫気別２３２番地３ 01457-5-5221

北海道 沙流郡平取町 有限会社丹野商店 振内　給油所 振内２０番地１ 01457-4-3030

北海道 新冠郡新冠町 新冠町農業協同組合 ホクレン新冠町　給油所 字中央町２ 014647-2471 北海道地域サポートSS

北海道 新冠郡新冠町 株式会社横山運輸 新冠　給油所 字節婦町２８３番地 01464-7-2331

北海道 新冠郡新冠町 株式会社伊藤商会 新和　給油所 字新和１６６ 0146-47-5011

北海道 新冠郡新冠町 株式会社伊藤商会 新冠　給油所 字北星町５－７ 0146-47-3830

北海道 新冠郡新冠町 岩倉商事株式会社 新冠　給油所 字中央町４－２ 01464-5-7100

北海道 新冠郡新冠町 中山石油株式会社 新冠　給油所 字北星町１番地 0146-47-2251

北海道 浦河郡浦河町 ひだか東農業協同組合 ホクレン荻伏　給油所 荻伏町４９４番地１６ 01462-5-2738 北海道地域サポートSS

北海道 浦河郡浦河町 ひだか東農業協同組合 ホクレン堺町　給油所 堺町東２丁目６番２４号 0146-22-1810 北海道地域サポートSS

北海道 浦河郡浦河町 北海道エネルギー株式会社 浦河　給油所 築地３丁目５－１１ 01462-2-2541 北海道地域サポートSS

北海道 浦河郡浦河町 ひだか東農業協同組合 幌別　給油所 西幌別２５７ 0146-28-1116

北海道 浦河郡浦河町 株式会社中島組 浦河ハマナス　給油所 字東栄５８７－３ 01462-5-2322

北海道 浦河郡浦河町 奥田管理株式会社 浦河東　給油所 大通２－１２ 01462-2-2013

北海道 浦河郡浦河町 株式会社サトウ商会 浦河東　給油所 字白泉４９番地 01462-2-2504

北海道 浦河郡浦河町 株式会社　サン・オイル・プラザ 浦河　給油所 字絵笛１６番地１ 0146-22-2202

北海道 様似郡様似町 ひだか東農業協同組合 ホクレン様似　給油所 大通１丁目１３番地 01463-6-3716 北海道地域サポートSS



北海道 様似郡様似町 株式会社武岡石油店 様似　給油所 大通１丁目１９番地１ 01463-6-2401

北海道 様似郡様似町 ニットー石油株式会社 様似　給油所 大通３丁目６７番地 01463-6-2425

北海道 様似郡様似町 南産業株式会社 様似　給油所 栄町１－１ 01463-6-2315

北海道 幌泉郡えりも町 吉田　章 丸八吉田商店庶野　給油所 字庶野３９２ 01466-5-3510

北海道 幌泉郡えりも町 有限会社山中石油 えりも　給油所 字新浜６番地の３ 01466-2-2363

北海道 日高郡新ひだか町 室蘭石油株式会社 静内山手町　給油所 静内山手町１丁目５番１号 01464-2-1177

北海道 日高郡新ひだか町 丸富富永商事株式会社 三石　給油所 三石本町１３６ 01463-3-2037

北海道 日高郡新ひだか町 株式会社オカモト セルフ静内　給油所 静内駒場１４番１２号 01464-5-0073

北海道 日高郡新ひだか町 みついし農業協同組合 ホクレン本桐　給油所 三石本桐２１６番地の１２８ 01463-4-2875

北海道 日高郡新ひだか町 しずない農業協同組合 ホクレン静内　給油所 静内こうせい町１丁目７番３号 01464-2-0194 北海道地域サポートSS

北海道 日高郡新ひだか町 しずない農業協同組合 ホクレン豊畑　給油所 静内田原４６３－３ 0146-46-2313 北海道地域サポートSS

北海道 日高郡新ひだか町 しずない農業協同組合 ホクレン東静内　給油所 東静内１５－４ 0146-44-2656 北海道地域サポートSS

北海道 日高郡新ひだか町 静内石油株式会社 静内御幸町　給油所 静内御幸町２丁目１番５号 01464-2-1311 北海道地域サポートSS

北海道 日高郡新ひだか町 株式会社三共石油 静内　給油所 静内木場町２丁目１番２４号 0146-42-0377

北海道 日高郡新ひだか町 日高石油株式会社 共同石油静内　給油所 静内木場町２丁目１０番２６号 0146-42-1789

北海道 日高郡新ひだか町 中山石油株式会社 静内　給油所 静内御幸町１丁目１番６７号 0146-42-1747

北海道 河東郡音更町 有限会社笹本燃料店 音更　給油所 大通３丁目１２ 0155-42-2366

北海道 河東郡音更町 西谷商店株式会社 日本石油音更　給油所 大通３丁目 01554-2-2553

北海道 河東郡音更町 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアーバンきの店　給油所 木野大通東９丁目３番２８ 0155-31-0357

北海道 河東郡音更町 株式会社オカモト 木野　給油所 木野大通西９丁目１番地の１０ 0155-31-3313

北海道 河東郡音更町 株式会社オカモト スーパーステーション新木野　給油所 木野大通西１６丁目１番地 0155-30-3330

北海道 河東郡音更町 音更町農業協同組合 ホクレン音更第２　給油所 木野大通西１９丁目８番地 0155-31-4030

北海道 河東郡音更町 株式会社ハピオ ホクレン木野第２　給油所 木野大通東１５丁目２番地 0155-31-6257

北海道 河東郡音更町 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ音更木野　給油所 木野大通西１５丁目１－４ 0155-67-4616

北海道 河東郡音更町 株式会社自動車検査場 音更　給油所 木野大通西２丁目２－７ 0155-32-5161

北海道 河東郡音更町 株式会社ハピオ ホクレン木野第１　給油所 木野大通東５丁目３番地 0155-31-4968

北海道 河東郡士幌町 士幌町農業協同組合 士幌　給油所 字士幌西２線１４４番地 01564-5-2037

北海道 河東郡士幌町 株式会社キング商会 士幌　給油所 字士幌本通東３０番地 01564-5-2075

北海道 河東郡上士幌町 上士幌町農業協同組合 ホクレン上士幌　給油所 字上士幌東３線２３０－１ 01564-2-2038

北海道 河東郡上士幌町 栗林石油株式会社 上士幌　給油所 字上士幌東２線２３８番地 01564-2-2262

北海道 河東郡上士幌町 有限会社山本商会 上士幌　給油所 字上士幌東３線２３４番１２４ 01564-2-2231

北海道 河東郡上士幌町 株式会社サトウ機工 上士幌　給油所 字上士幌東２線２２３番地 01564-2-4141

北海道 河東郡鹿追町 有限会社大上商店 大上商店　給油所 東町１丁目 01566-6-2423

北海道 河東郡鹿追町 鹿追町農業協同組合 鹿追　給油所 西町４丁目６番地 01566-6-2430

北海道 河東郡鹿追町 鹿追町農業協同組合 東瓜幕事業所　給油所 東瓜幕西１６線２５の４４ 0156-67-2331

北海道 河東郡鹿追町 鹿追町農業協同組合 瓜幕事業所　給油所 瓜幕西１丁目２番地 0156-67-2131

北海道 上川郡新得町 新得町農業協同組合 ホクレン新得　給油所 ５条南４丁目 01566-4-5931

北海道 上川郡新得町 新得町農業協同組合 ホクレン新得屈足　給油所 字屈足幸町４丁目１２番地 01566-5-2419

北海道 上川郡新得町 株式会社ひらかわ 新得　給油所 ５条南３丁目１２３番地 0156-64-5706

北海道 上川郡新得町 日晃産業株式会社 新得　給油所 栄町２番地 01566-4-5658

北海道 上川郡新得町 株式会社ムラカミ石油 株式会社ムラカミ石油 屈足幸町３－２－１ 0156-65-2106

北海道 上川郡清水町 十勝清水石油株式会社 清水　給油所 南４条１０丁目４番地 01566-2-2335

北海道 上川郡清水町 十勝清水町農業協同組合 ホクレン清水　給油所 南８条６丁目２番地 01566-2-2601

北海道 上川郡清水町 十勝清水町農業協同組合 ホクレン御影　給油所 御影西１条５丁目２－１ 01566-3-2158

北海道 上川郡清水町 有限会社山本石油御影サービスステーション 山本石油御影サービスステーション　給油所 字御影南１線５７番地 01566-3-2304

北海道 上川郡清水町 シミックス株式会社 清水　給油所 南２条１０丁目１０番地 01566-2-2117

北海道 上川郡清水町 有限会社　川端商会 御影　給油所 御影本通２丁目１２番地 01566-3-2224

北海道 河西郡芽室町 株式会社キタセキ ルート３８芽室　給油所 東芽室基線１０－６ 0155-62-6255

北海道 河西郡芽室町 スズラン企業株式会社 帯広西　給油所 東芽室基線３１－４ 0155-62-3233

北海道 河西郡芽室町 芽室町農業協同組合 第一　給油所 西２条１丁目１番地 0155-62-4792

北海道 河西郡芽室町 安田石油株式会社 芽室第１　給油所 本通５丁目２７番地 0155-62-2704

北海道 河西郡芽室町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート３８帯広ＴＳ　給油所 東七条９丁目１番１ 0155-62-6375

北海道 河西郡中札内村 中札内村農業協同組合 中札内　給油所 大通南３丁目２４番地 01556-7-2645

北海道 河西郡中札内村 井脇　和良 上札内　給油所 上札内１８６番地 0155-69-4166

北海道 河西郡中札内村 中保石油株式会社 中札内　給油所 大通南５丁目４７番地 0155-67-2064

北海道 河西郡更別村 更別村農業協同組合 更別農協更別　給油所 字更別南２線９２番地 0155-52-2007

北海道 河西郡更別村 株式会社ヤマジョウ 更別　給油所 字更別南１線９２番４８ 0155-52-2373



北海道 河西郡更別村 ＭＳＦ株式会社　 十勝スピードウェイ　給油所 字弘和４７７ 0155-52-3910

北海道 広尾郡大樹町 大樹町農業協同組合 ホクレン大樹　給油所 字下大樹１８６－２ 01558-6-3325

北海道 広尾郡大樹町 株式会社オカモト セルフ大樹　給油所 字振別１－１ 01558-9-6200

北海道 広尾郡大樹町 有限会社酒森商事 大樹　給油所 寿通２丁目６１－３ 01558-6-5020

北海道 広尾郡大樹町 宮本商産株式会社 ミヤモトシャトル大樹　給油所 東本通３１番地 0155-86-2203

北海道 広尾郡広尾町 広尾町農業協同組合 豊似　給油所 字紋別１８線４８番地５ 01558-5-2142

北海道 広尾郡広尾町 広尾町農業協同組合 広尾　給油所 並木通東３丁目２番地 01558-2-2454

北海道 広尾郡広尾町 株式会社石山商店 カー・エステ広尾　給油所 丸山通北２丁目６７番地 01558-2-3105

北海道 広尾郡広尾町 日勝シェル石油株式会社 広尾南　給油所 本通４丁目２番地 01558-2-2197

北海道 広尾郡広尾町 有限会社勝見商店 日本石油広尾　給油所 本通１０丁目１６番地 01558-2-3038

北海道 中川郡幕別町 幕別興業株式会社 幕別　給油所 字明野２０４番地 0155-54-2741

北海道 中川郡幕別町 幕別町農業協同組合 糠内　給油所 五位３６２番地 0155-57-2002

北海道 中川郡幕別町 幕別町農業協同組合 ホクレン幕別　給油所 字相川５８３番地１３の内 0155-54-2920

北海道 中川郡幕別町 中村　光裕 忠類　給油所 忠類本町３－１２ 01558-8-2240

北海道 中川郡幕別町 熱原帯広株式会社 札内　給油所 札内暁町８－１ 0155-55-5100

北海道 中川郡幕別町 忠類農業協同組合 ホクレン忠類　給油所 忠類幸町２８番地１ 015588-2137

北海道 中川郡幕別町 有限会社笹井金物店 幕別　給油所 錦町３９ 0155-54-2003

北海道 中川郡幕別町 札内農業協同組合 ホクレン札内農協　給油所 札内中央町３９４番地 0155-56-2131

北海道 中川郡幕別町 幕別町農業協同組合 駒畠　給油所 駒畠５１４番地の９、１５ 0155-57-2212

北海道 中川郡幕別町 坂本石油株式会社 札内　給油所 札内暁町２７３番地 0155-56-2217

北海道 中川郡幕別町 北海道エネルギー株式会社 セルフ札内中央　給油所 札内西町６０－４ 0155-25-3888

北海道 中川郡池田町 十勝池田町農業協同組合 ホクレン利別　給油所 字利別本町１番地 015-572-2008

北海道 中川郡池田町 十勝池田町農業協同組合 ホクレン高島　給油所 字高島８９番３４，９０番１０ 01557-3-2121

北海道 中川郡池田町 株式会社田岡燃料 池田駅前　給油所 字大通１丁目８４番地 01557-2-2795

北海道 中川郡池田町 株式会社十勝工建 株式会社十勝工建利別　給油所 字利別南町１３番地 01557-2-3013

北海道 中川郡豊頃町 株式会社杉村商店 茂岩　給油所 茂岩本町４８番地 015-574-2005

北海道 中川郡豊頃町 豊頃町農業協同組合 中央　給油所 中央若葉町１４番地 015-574-2532

北海道 中川郡本別町 本別石油有限会社 本別石油　給油所 北６－２－１ 01562-2-2045

北海道 中川郡本別町 有限会社丸上市原商店 勇足駅前　給油所 勇足元町１２－１０ 01562-3-2002

北海道 中川郡本別町 株式会社　野田組 本別　給油所 南４－１１７－１ 01562-2-2329

北海道 中川郡本別町 栗林石油株式会社 本別　給油所 北６丁目２番 01562-2-2431

北海道 中川郡本別町 株式会社細野商事 本別新町　給油所 新町１２番地２５ 0156-22-2408

北海道 中川郡本別町 本別町農業協同組合 本所　給油所 北５丁目３番地２ 01562-2-3119

北海道 中川郡本別町 北栄商事有限会社 本別向陽町　給油所 向陽町３－１ 01562-2-6060

北海道 中川郡本別町 株式会社　富士興 富士興　給油所 南１丁目７－４．５ 0153-64-2216

北海道 足寄郡足寄町 ＹＳヤマショウ株式会社 足寄　給油所 南６条１丁目２２ 0156-25-2161

北海道 足寄郡足寄町 有限会社菅崎商店 菅崎商店芽登　給油所 芽登本町２３３番地 01562-6-2012

北海道 足寄郡足寄町 足寄町農業協同組合 ホクレン足寄　給油所 南７条１丁目５４番地 01562-5-2013

北海道 足寄郡足寄町 熱原帯広株式会社 足寄中央　給油所 南４条１丁目１－１ 0156-25-7101

北海道 足寄郡足寄町 北協石油株式会社 足寄　給油所 旭町４丁目４８番地 0155-25-4134

北海道 足寄郡陸別町 陸別町農業協同組合 ホクレン陸別　給油所 陸別１２９ 01562-7-2205

北海道 足寄郡陸別町 有限会社石橋石油 陸別　給油所 字陸別東１条１丁目５番地 01562-7-2118

北海道 十勝郡浦幌町 株式会社北村商店 浦幌本店　給油所 字幸町１番地１の１、１の２ 01557-6-2101

北海道 十勝郡浦幌町 浦幌町農業協同組合 ホクレン浦幌　給油所 字新町７－１，２ 01557-6-2126

北海道 十勝郡浦幌町 栗林石油株式会社 浦幌　給油所 字宝町６９番地 01557-6-2401

北海道 十勝郡浦幌町 浦幌町農業協同組合 ホクレン上浦幌　給油所 字貴老路４番地の３ 01557-6-6241 北海道地域サポートSS

北海道 釧路郡釧路町 有限会社加賀石油 曙　給油所 曙１丁目１番地１ 0154-36-8075

北海道 釧路郡釧路町 有限会社加藤商店 昆布森　給油所 昆布森３丁目６１番地 0154-63-2035

北海道 釧路郡釧路町 北海道エネルギー株式会社 チャレンジ釧路東　給油所 桂木４丁目１０－３ 0154-39-4800

北海道 釧路郡釧路町 熱原釧路株式会社 国誉　給油所 国誉５丁目７番地 0154-38-2234

北海道 釧路郡釧路町 株式会社釧路オーク ホクレン別保　給油所 中央１丁目１２，１６番地 0154-40-2241

北海道 厚岸郡厚岸町 釧路太田農業協同組合 ホクレン太田　給油所 太田５の通り１７番地 01535-2-7432

北海道 厚岸郡厚岸町 厚岸湊石油株式会社 厚岸　給油所 真栄２丁目１８０番地 01535-2-6932

北海道 厚岸郡厚岸町 株式会社サカイ キグナス石油松葉町　給油所 松葉４丁目１２５番 01535-2-3743

北海道 厚岸郡厚岸町 釧路太田農業協同組合 ホクレン尾幌　給油所 尾幌９０番地 0153-56-2220

北海道 厚岸郡厚岸町 株式会社五味石油 厚岸白浜　給油所 白浜３丁目１３番地 0153-52-2429

北海道 厚岸郡厚岸町 有限会社勝木石油商会 奔渡　給油所 奔渡町６丁目１２１番 01535-2-4063



北海道 厚岸郡厚岸町 土井木材株式会社 尾幌　給油所 尾幌６０番地 0153-56-2031

北海道 厚岸郡浜中町 有限会社中原電器商会 茶内　給油所 茶内西２線１２８番地 01536-5-2534

北海道 厚岸郡浜中町 浜中町農業協同組合 茶内　給油所 茶内橋北西８番 0153-65-2316

北海道 厚岸郡浜中町 東邦物産株式会社 霧多布　給油所 霧多布東２条１丁目４９番地 0153-62-2621

北海道 厚岸郡浜中町 有限会社曲田石油店 散布　給油所 火散布１３５番地 0153-67-2136

北海道 厚岸郡浜中町 浜中漁業協同組合 霧多布　給油所 新川西１丁目１３１番地 0153-62-2649

北海道 厚岸郡浜中町 株式会社丸物出口興産 モーリ’ＳＯＩＬ　給油所 大字後静村字熊牛原野基線１２番 0153-64-2216

北海道 厚岸郡浜中町 浜中町農業協同組合 姉別　給油所 姉別３丁目１２番地 0153-68-6163

北海道 川上郡標茶町 平野産業株式会社 標茶　給油所 開運１丁目４番地１ 01548-5-2239

北海道 川上郡標茶町 大和商事株式会社 標茶　給油所 開運１丁目１９番地１ 01548-5-2267

北海道 川上郡弟子屈町 万代石油株式会社 ハートフル摩周　給油所 鈴蘭３丁目１番１０号 01548-2-5311

北海道 川上郡弟子屈町 弟子屈エネルギー株式会社 摩周湖　給油所 摩周１丁目７番６号 01548-2-2361

北海道 川上郡弟子屈町 株式会社サンエナジー 摩周ロード　給油所 川湯温泉５丁目２１番１０号 01548-3-3728

北海道 川上郡弟子屈町 摩周石油株式会社 ホクレン摩周　給油所 摩周２丁目９番１６号 01548-2-2090 北海道地域サポートSS

北海道 川上郡弟子屈町 大矢　真知子 大矢石油店南弟子屈　給油所 字熊牛原野２７線東１番地１５ 015-482-3267

北海道 川上郡弟子屈町 摩周石油株式会社 ホクレン川湯　給油所 川湯温泉４丁目１７番１号 015-483-2034

北海道 阿寒郡鶴居村 釧路丹頂農業協同組合 ホクレン鶴居　給油所 鶴居東３丁目１２番地１ 0154-64-2121 北海道地域サポートSS

北海道 白糠郡白糠町 北日本石油株式会社 白糠　給油所 東１条南２丁目４番地３ 01547-2-2314 北海道地域サポートSS

北海道 白糠郡白糠町 釧路丹頂農業協同組合 ホクレン白糠　給油所 西１条南２丁目１番地５０ 01547-2-2084 北海道地域サポートSS

北海道 白糠郡白糠町 株式会社伊藤忠石油 白糠　給油所 刺牛１丁目１番地３７ 01547-2-2442

北海道 野付郡別海町 有限会社篠田商事 中春別　給油所 中春別東町８７ 01537-6-2922

北海道 野付郡別海町 野付アポロ石油株式会社 尾岱沼　給油所 尾岱沼潮見町２４０番地 01538-6-2100

北海道 野付郡別海町 中春別農業協同組合 ホクレン中春別農協　給油所 中春別南町３番地 0153-76-2921

北海道 野付郡別海町 株式会社小泉機械店 別海常盤　給油所 別海常盤町１２６番地 01537-5-2226

北海道 野付郡別海町 有限会社青木石油 西春別　給油所 西春別駅前錦町２２３番地 01537-7-2505 北海道地域サポートSS

北海道 野付郡別海町 株式会社尾岱沼石油 尾岱沼　給油所 尾岱沼港町２４番地 01538-6-2103 北海道地域サポートSS

北海道 野付郡別海町 アルファ商事有限会社 別海　給油所 別海旭町２２番地 0153-75-3544 北海道地域サポートSS

北海道 野付郡別海町 小原　雅二 小原商店西春別　給油所 西春別昭栄町３５ 0153-77-2635

北海道 野付郡別海町 道東あさひ農業協同組合 ホクレン西春別　給油所 西春別駅前栄町１１９番地５ 0153-77-2762

北海道 野付郡別海町 道東あさひ農業協同組合 ホクレン上春別　給油所 上春別南町８１番地 0153-75-6320

北海道 野付郡別海町 有限会社松浦石油 西春別　給油所 西春別駅前栄町 01537-7-2251

北海道 野付郡別海町 北海道エネルギー株式会社 別海　給油所 別海常盤町１４６番地 01537-5-2633

北海道 野付郡別海町 道東あさひ農業協同組合 別海　給油所 別海緑町４９番地 0153-75-2326

北海道 野付郡別海町 有限会社間山石油店 本別海　給油所 本別海１番地７５ 01537-5-8447

北海道 標津郡中標津町 株式会社自動車検査場 中標津　給油所 東３２条南２丁目１番１号 01537-8-8823 北海道地域サポートSS

北海道 標津郡中標津町 株式会社ヒシサン 中標津　給油所 東２９条南１丁目３番地 0153-73-2411

北海道 標津郡中標津町 熱原釧路株式会社 中標津　給油所 東１７条南１丁目１番地 0153-72-3322

北海道 標津郡中標津町 有限会社兼良　竹内金物店 計根別　給油所 根別本通東２－１４ 01537-8-2443

北海道 標津郡中標津町 株式会社オカモト セルフ中標津　給油所 東３８条南１丁目６番地 01537-9-8808

北海道 標津郡中標津町 北海道エネルギー株式会社 中標津　給油所 西４条北１丁目１番地 01537-2-2577

北海道 標津郡中標津町 中標津石油株式会社 中標津　給油所 東３条南１丁目３番地 01537-2-2208

北海道 標津郡中標津町 ほくねん株式会社 ほくねん南　給油所 東２条南９丁目４番地 01537-2-2693

北海道 標津郡中標津町 中標津町農業協同組合 中標津農協桜ケ丘　給油所 桜ヶ丘３丁目２番地、３番地 01537-2-3500

北海道 標津郡中標津町 計根別農業協同組合 ホクレン計根別　給油所 計根別本通東７丁目８番地 01537-8-2546

北海道 標津郡標津町 標津アポロ石油株式会社 標津　給油所 北２条西１丁目１番１５号 01538-2-2050

北海道 標津郡標津町 有限会社さんきょう 標津　給油所 北６条西１丁目１番１５号 01538-2-2496

北海道 標津郡標津町 合田　泰之 川北　給油所 字川北６０番地３０ 0153-85-2376

北海道 標津郡標津町 北海道エネルギー株式会社 標津　給油所 南７条西１丁目１－８ 01538-2-2172

北海道 標津郡標津町 標津町農業協同組合 標津町農協川北　給油所 字川北２４６１－８．９ 01538-5-2054

北海道 目梨郡羅臼町 羅臼アポロ石油株式会社 羅臼　給油所 船見町４５番地 01538-7-2203

北海道 目梨郡羅臼町 羅臼石油株式会社 本町バイパス　給油所 本町７１－１４ 01538-7-2250

北海道 目梨郡羅臼町 羅臼石油株式会社 麻布　給油所 麻布町２０番地１の４５ 01538-8-2651

北海道 目梨郡羅臼町 北海道エネルギー株式会社 羅臼　給油所 礼文町２２５－２ 01538-7-2051

青森県 青森市 株式会社角弘 浪館サービスステーション 浪館前田四丁目９－６ 017-766-7111

青森県 青森市 株式会社角弘 ＥｎｅＪｅｔ問屋町 第二問屋町４－２２９－１ 017-762-1676

青森県 青森市 木村　博 木村浪岡　給油所 浪岡大字樽沢字村元１６１ 0172-62-3238

青森県 青森市 有限会社木哲商店 吉野田　給油所 浪岡大字吉野田字樋田１ 0172-62-2946



青森県 青森市 北日本石油株式会社 勝田　給油所 勝田２－２－１８ 017-777-6561

青森県 青森市 北日本石油株式会社 東青森駅通り　給油所 中佃１－３－１ 017-743-3500

青森県 青森市 株式会社小鹿産業 沖舘　給油所 篠田３－１－２５ 017-766-7776

青森県 青森市 株式会社小鹿産業 セルフ東大野　給油所 東大野１－４－２６他 017-718-4120

青森県 青森市 青南商事株式会社 観光通り　給油所 大字野尻字今田９７－８ 0177-38-1853

青森県 青森市 米村　美香 アクセス浪岡　給油所 浪岡大字浪岡字佐野３９－１ 0172-62-9511

青森県 青森市 出光リテール販売株式会社 プリテール幸畑　給油所 大字幸畑字谷脇２５－４ 017-764-1332

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ青森中央店　給油所 堤町２丁目１３－１ 017-734-6904

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小柳店　給油所 小柳４－１－１１ 017-741-2992

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ青森松原店　給油所 松原３－９－１５ 017-776-4235

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中央大橋店　給油所 青葉１－１－１ 017-739-7933

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沖館店　給油所 新田２－１－３ 017-766-0701

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ妙見店　給油所 妙見３－１－４１ 017-738-3250

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ青森東ＳＳ　給油所 大字平新田字森越２０－７ 017-726-0421

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南佃店　給油所 南佃１－８－６ 017-742-5555

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ青森荒川通り店　給油所 大字荒川字柴田１０２－３ 017-729-3131

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ青森橋本店　給油所 橋本２丁目２－９ 017-764-6004

青森県 青森市 有限会社佐々木石油 浪岡北　給油所 浪岡大字杉沢字井ノ下１５５－１ 0172-69-1112

青森県 青森市 株式会社オカモト セルフ浜館　給油所 大字浜館字間瀬３６－６の一部、３７－８、３７－８地先水路 017-765-5660

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 青森インターＴＳ　給油所 大字新城字山田５８７－３２，３４２－３ 017-787-2158

青森県 青森市 株式会社ティ・エス・ディール 荒川　給油所 大字荒川字品川１１１番地３ 017-762-3655

青森県 青森市 カメイ株式会社 青森西バイパス　給油所 石江４丁目１番地４ 017-781-4056

青森県 青森市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ野木和店 大字羽白字沢田３０３－２ 017-788-5432

青森県 青森市 全農エネルギー株式会社 浪岡店 大字杉沢字山元３２４－１ 0172-69-3121

青森県 青森市 株式会社大一通商 大坂組グループ東バイパス　給油所 大字馬屋尻字清水流３４－１ 017‐726-7949

青森県 青森市 株式会社大一通商 千刈　給油所 千刈１－２０－１９ 017-781‐9820

青森県 青森市 株式会社角弘 セルフ荒川サービスステーション 荒川字藤戸１３０－３ 017-739-8022

青森県 青森市 株式会社東日本宇佐美 ４号青森東バイパス　給油所 大字平新田字森越１９－５外 017-737-3221

青森県 青森市 青森オイルサービス株式会社 安方　給油所 安方１－９－９ 0177-22-3344

青森県 青森市 西田石油販売株式会社 図書館通り　給油所 大字荒川字藤戸１０７－５ 0177-39-3159

青森県 青森市 株式会社藤菱 浪岡　給油所 浪岡大字浪岡字若松１３１－１ 0172-62-3820

青森県 青森市 株式会社キタセキ 青森インター　給油所 大字新城字山田６７７－８５ 017-788-2000

青森県 青森市 株式会社丹藤 青森総合流通団地　給油所 野木字野尻３７番地２０８ 017-773-8155

青森県 青森市 青森農業協同組合 中央　給油所 大字高田字川瀬１９１－１ 017-739-2560

青森県 青森市 サンライズ産業株式会社 浪岡　給油所 浪岡大字杉沢山元３３２－１ 0172-40-0345

青森県 弘前市 株式会社角弘 弘前北サービスステーション 大字向外瀬字豊田２２３－４ 0172-36-0280

青森県 弘前市 株式会社角弘 松木平サービスステーション 大字松木平字松山下２７－１ 0172-87-7903

青森県 弘前市 増田　勝美 増田　給油所 十面沢字轡６７－３ 0172-93-2527

青森県 弘前市 有限会社下富石油 青女子　給油所 大字種市字高瀬８３－３ 0172-73-5655

青森県 弘前市 有限会社小山輪業 岩木　給油所 大字賀田１－３－６ 0172-82-5523

青森県 弘前市 株式会社弘善商会 セルフ和徳店　給油所 大字野田２－３－１ 0172-34-1756

青森県 弘前市 株式会社弘善商会 セルフ神田店　給油所 大字堅田字神田４９４－１ 0172-55-6475

青森県 弘前市 株式会社ヤマケン 宮川　給油所 大字神田１－６－１ 0172-34-1331

青森県 弘前市 株式会社ヤマケン 弘前バイパス中央　給油所 大字門外字村井５０－１ 0172-28-2345

青森県 弘前市 北日本石油株式会社 弘前中央　給油所 大字元長町２５－８ 0172-35-6633

青森県 弘前市 相馬村農業協同組合 相馬　給油所 大字相馬字一丁木１９－６ 0172-84-2534

青森県 弘前市 株式会社オカモト セルフ弘前Ｒ７神田　給油所 大字堅田字神田３８２－７ 0172-31-3057

青森県 弘前市 冨士見総業株式会社 リベルタ１０２　給油所 大字福村字新館添２４－３ 0172-28-5252

青森県 弘前市 株式会社角弘 白神サービスステーション 黒土字川合１１８－３ 0172-86-2026

青森県 弘前市 有限会社弘前貨物 プレステージ城東　給油所 大字末広２－１－１ 0172-27-9678

青森県 弘前市 株式会社　弘前ガス商事 弘前松ヶ枝　給油所 大字松ヶ枝１－２－１ 0172-28-2090

青森県 弘前市 株式会社須藤善石油店 セレツソ城東　給油所 大字早稲田４－３－８ 0172-29-6011

青森県 弘前市 相馬村農業協同組合 湯口　給油所 大字湯口字一の細川９－１ 0172-84-2550

青森県 弘前市 株式会社三栄商会 西弘前　給油所 大字中野１－９－５ 0172-34-6161

青森県 弘前市 有限会社丸一石油商会 岩木町　給油所 大字一町田字村元６０８－３ 0172-82-2751

青森県 弘前市 株式会社丹藤 鬼沢　給油所 大字鬼沢字後田１３３－６ 0172-98-2090

青森県 弘前市 株式会社　フク井 フク井和徳　給油所 大字和徳町１６５ 0172-35-4015



青森県 弘前市 株式会社角弘 セルフ堅田サービスステーション 堅田１丁目１－８ 0172-38-5570

青森県 弘前市 株式会社弘善商会 セルフ青山店　給油所 大字青山４－２０－１６ 0172-37-8051

青森県 弘前市 つがる弘前農業協同組合 岩木　給油所 大字五代字前田３０６－１ 0172-28-5117

青森県 弘前市 サンライズ産業株式会社 岩木　給油所 大字賀田二丁目１２－１ 0172-55-5727

青森県 弘前市 株式会社三晴商事 岩木バイパス　給油所 大字一町田字早稲田７８０－３ 0172-82-5511

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 城下　給油所 城下１－９－１０ 0178-43-5709

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 八戸駅通り　給油所 長苗代二日市１１－２ 0178-27-4561

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 下長　給油所 長苗代２－２２－１６ 0178-28-5878

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 南類家　給油所 南類家２－２－１１ 0178-47-4211

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 浜市川　給油所 市川町上大谷地２０ 0178-52-8750

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 笹子　給油所 是川三十刈頭９－６５ 0178-96-6488

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 八戸工大前　給油所 妙大開８６－１ 0178-25-3252

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 沼館南　給油所 沼館２－２－８ 0178-45-6012

青森県 八戸市 株式会社ワイエスエナジー 八戸石堂　給油所 石堂四丁目１４－５ 0178-28-5711

青森県 八戸市 三盛石油株式会社 白銀台　給油所 大久保鷹待場２５－２ 0178-31-3444

青森県 八戸市 株式会社とらや 湊高台　給油所 湊高台２－１３－３３ 0178-34-2422

青森県 八戸市 北日本石油株式会社 セルフステーション田向　給油所 大字田向字冷水４６－１ 0178-71-8010

青森県 八戸市 北日本石油株式会社 セルフステーション湊高台　給油所 湊高台３－５－３ 0178-33-8707

青森県 八戸市 株式会社とらや セルフＴＲＹ小中野　給油所 小中野八丁目１５－２７ 0178-70-5207

青森県 八戸市 太洋石油株式会社 八戸鉄工団地　給油所 大字河原木字浜名谷地７６－３５１ 0178-28-3394

青森県 八戸市 東北つばめ石油販売株式会社 八戸北インター　給油所 大字市川町字田ノ沢頭３０－２，３５－８ 0178-21-1540

青森県 八戸市 東北つばめ石油販売株式会社 セルフ下長　給油所 下長４－２－２３ 0178-21-6269

青森県 八戸市 株式会社二本木油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフラパス根城店　給油所 根城３－４－８ 0178-43-6675

青森県 八戸市 株式会社橋本油店 根城　給油所 根城２丁目３０番２２ 0178-45-8122

青森県 八戸市 株式会社橋本油店 アスタ新井田　給油所 新井田西２丁目２１番１１号 0178-30-2840

青森県 八戸市 太陽鉱油株式会社 八戸北バイパス　給油所 河原木高舘根前９ 0178-28-1281

青森県 八戸市 有限会社カネゴ松田商店 八幡　給油所 大字八幡字五日町３４－１ 0178-27-3335

青森県 八戸市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八戸旭ヶ丘店　給油所 大字新井田字小久保尻２４－７ 0178-25-2785

青森県 八戸市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八戸二ツ家店　給油所 大字糠塚字大開１１－７ 0178-44-9661

青森県 八戸市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフかとれあ店　給油所 長根２－１－２ 0178-44-7888

青森県 八戸市 株式会社新盛商事 株式会社新盛商事　給油所 大字是川字三十刈頭３－１ 0178-96-2091

青森県 八戸市 八戸燃料株式会社 青葉　給油所 青葉１－９－２８ 0178-73-7171

青森県 八戸市 株式会社横町建材 株式会社横町建材八戸　給油所 大字十日市字弥次郎窪５－２ 0178-96-2121

青森県 八戸市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 八戸ＴＳ　給油所 大字長苗代字元木１－１ 017-829-0100

青森県 八戸市 エネクスフリート株式会社 八戸　給油所 石堂３－１４－７ 0178-20-5395

青森県 八戸市 株式会社七洋 青葉　給油所 青葉１丁目１－１ 0178-44-5055

青森県 八戸市 株式会社七洋 セルフ旭ヶ丘　給油所 妙字西平８－１ 0178-34-1774

青森県 八戸市 株式会社東日本宇佐美 セルフ八戸インター　給油所 根城７－１－２６ 0178-44-0241

青森県 八戸市 株式会社オカモト セルフ八戸江陽　給油所 江陽１丁目３番５号 0178-71-3724

青森県 八戸市 株式会社七洋 浜市川　給油所 大字市川町字市川４３－３ 0178-52-7740

青森県 八戸市 株式会社七洋 江陽　給油所 江陽５－６－２５ 0178-22-7740

青森県 八戸市 株式会社日本システム 油屋金太八戸　給油所 大字尻内町字畑田１５－１ 0178-23-3580

青森県 八戸市 有限会社長根石油店 高岩　給油所 大字上野字堀端２４－１２ 0178-27-3075

青森県 八戸市 株式会社七洋 白銀　給油所 白銀５－１２－１ 0178-33-3774

青森県 八戸市 株式会社東日本宇佐美 八戸産業道路　給油所 長苗代３－４－１ 0178-28-7890

青森県 八戸市 株式会社ワイエスエナジー 八戸類家南　給油所 類家４丁目１２－５ 0178-47-8324

青森県 八戸市 有限会社川口石油店 百石　給油所 大字市川町字高屋敷２－９０ 0178-52-2331

青森県 八戸市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八戸新大橋店　給油所 下長４－２１－７ 0178-28-3044

青森県 八戸市 太洋石油株式会社 八戸諏訪　給油所 諏訪１－１５－１２ 0178-45-5781

青森県 八戸市 株式会社南部食糧 本八戸駅前　給油所 大字売市字観音下１０－１ 0178-43-6883

青森県 八戸市 工藤石油ガス販売株式会社 白銀　給油所 大字白銀町字大沢片平３１－４８ 0178-33-1955

青森県 八戸市 中里石油株式会社 尻内　給油所 大字尻内町字八百刈２３－２ 0178-27-2024

青森県 黒石市 株式会社須藤善石油店 ＥｎｅＪｅｔ黒石市ノ町　給油所 市の町１８－６ 0172-52-3550

青森県 黒石市 株式会社須藤善石油店 黒石駅前　給油所 一番町１７３ 01725-2-2221

青森県 黒石市 有限会社大丸松井商店 黒石錦町　給油所 錦町５ 0172-52-3267

青森県 黒石市 冨士見総業株式会社 リベルタ黒石　給油所 大字中川字篠村５０－１ 0172-59-0841

青森県 黒石市 津軽みらい農業協同組合 セルフくろいしサービスステーション 相野２０６ 0172-53-8262



青森県 黒石市 株式会社角弘 黒石サービスステーション 旭町１３ 01725-2-2105

青森県 黒石市 株式会社須藤善石油店 黒石インター　給油所 中川字篠村２１－２ 0172-53-3130

青森県 五所川原市 有限会社笹山石油 トライアングルロード市浦　給油所 磯松磯野２７７－１ 0173-62-2537

青森県 五所川原市 有限会社　池田石油 一ツ谷　給油所 字一ツ谷５４７－１１ 0173-35-1302

青森県 五所川原市 小山　明 五所川原　給油所 栄町２０ 0173-34-2242

青森県 五所川原市 有限会社　池田石油 池田石油　給油所 大字太刀打字馬繋２３－２ 0173-35-1196

青森県 五所川原市 有限会社又一荒関商店 金木　給油所 金木町玉水１８０－７ 0173-53-3125

青森県 五所川原市 有限会社三浦石油商会 五所川原　給油所 字栄町１６ 0173-34-2645

青森県 五所川原市 三上　真澄 三上石油店　給油所 金木町喜良市千苅６６ 0173-52-2370

青森県 五所川原市 今　靖 高野　給油所 大字高野字柳田４３－１ 0173-29-2539

青森県 五所川原市 有限会社西北石油商会 西北　給油所 大字太刀打字早蕨５２－３ 0173-35-3070

青森県 五所川原市 株式会社北武開發生コンクリート 十三物産　給油所 十三通行道１０３番地８６ 0173-62-2525

青森県 五所川原市 株式会社カネマツ商事 桜田　給油所 大字沖飯詰字鴻ノ巣２２２－１ 0173-36-2882

青森県 五所川原市 株式会社角弘 ＥｎｅＪｅｔ広田 大字広田字柳沼９１－３ 0173-35-5632

青森県 五所川原市 有限会社フクシ 高野　給油所 大字高野字北原１４４－２ 0173-29-2026

青森県 五所川原市 株式会社木村石油 セルフブルーライン中央　給油所 中央４－３６ 0173-38-3377

青森県 五所川原市 有限会社佐々木石油 七ツ舘　給油所 七ツ館鶴ヶ沼１５６ 0173-28-2025

青森県 五所川原市 有限会社角浩小林商店 金木バイパス　給油所 金木町菅原２８３－３ 0173-53-3361

青森県 五所川原市 株式会社木村石油 トライアングルロード広田　給油所 大字広田字柳沼５４－１３ 0173-35-1225

青森県 五所川原市 蝦名石油　　　　　　蝦名　泰治 トライアングルロード毘沙門　給油所 毘沙門字中熊石９１ 0173-36-3051

青森県 五所川原市 木村　弘伸 十三湖　給油所 十三深津２４４ 017362-3127

青森県 五所川原市 株式会社木村石油 トライアングルロード寺町　給油所 大字寺町４４ 0173-34-2984

青森県 五所川原市 ごしょつがる農業協同組合 本店　給油所 大字野里字奥野１７０－１ 0173-27-3003

青森県 十和田市 郡川　茂 米田　給油所 大字米田字向町７５ 0176-28-2633

青森県 十和田市 有限会社三本木燃料 十和田東　給油所 東十三番町２９－４１ 0176-23-0391

青森県 十和田市 紺野商事株式会社 十和田東　給油所 東二十三番町１６－６ 0176-23-9111

青森県 十和田市 株式会社田中石油店 矢神　給油所 大字三本木字矢神１３０ 0176-26-2175

青森県 十和田市 田中商工株式会社 マイハート１０２　給油所 西二十一番町２４－２５ 0176-23-5863

青森県 十和田市 田中商工株式会社 十和田東　給油所 東一番町２－４８ 0176-22-5180

青森県 十和田市 ササキ石油販売株式会社 ＡＭ１　給油所 大字三本木字並木西１７８－５ 0176-25-2311

青森県 十和田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ十和田南店　給油所 穂並町９－５ 0176-23-5238

青森県 十和田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ十和田元町店　給油所 元町西１丁目１４－２４ 0176-20-1009

青森県 十和田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ十和田バイパス店　給油所 大字三本木字里ノ沢１－６０６ 0176-20-1670

青森県 十和田市 株式会社エコー 藤坂　給油所 大字相坂字小林１４９－５ 0176-23-4977

青森県 十和田市 株式会社エコー 八郷　給油所 三本木字佐井幅１９９－１ 0176-22-5815

青森県 十和田市 有限会社高渕石油店 十和田湖　給油所 大字法量字焼山５６－１ 0176-74-2325

青森県 十和田市 ササキ石油販売株式会社 十和田湖町　給油所 大字奥瀬字小沢口４２５－３ 0176-72-2026

青森県 三沢市 株式会社オリワン ミスビードル堀口　給油所 緑町３－２－２ 0176-53-5333

青森県 三沢市 有限会社堀ガソリンスタンド 深南マルチステーション　給油所 大字三沢字南山３－２０８－４ 0176-52-5501

青森県 三沢市 有限会社五日市石油店 ニュー五日市　給油所 大津１－２１９－２２９ 0176-54-2601

青森県 三沢市 松森石油店有限会社 鹿中　給油所 鹿中２－５１６ 0176-54-2331

青森県 三沢市 株式会社オカモト セルフ三沢　給油所 松園町３丁目５－３の一部 0176-50-2515

青森県 むつ市 株式会社協栄石油 むつ新町　給油所 新町１０－３３ 0175-22-1750

青森県 むつ市 株式会社熊谷建設工業 むつ　給油所 中央１－５－７ 0175-22-2437

青森県 むつ市 株式会社タムラ パワーステーションむつ　給油所 松山町１－１ 0175-22-1251

青森県 むつ市 株式会社山元商店 東町　給油所 大畑町伊勢堂８ 0175-34-3333

青森県 むつ市 株式会社山元商店 関根　給油所 大字関根字北関根２１０－２ 0175-25-2010

青森県 むつ市 株式会社山元商店 田名部　給油所 柳町３－１－１ 0175-33-8141

青森県 むつ市 株式会社クラフト ジョイスタンド　給油所 赤川町１５－１０ 0175-23-6288

青森県 むつ市 株式会社福原石油店 近川　給油所 奥内字近川８ 0175-26-2029

青森県 むつ市 株式会社福原石油店 セルフ中央　給油所 金谷２－１１－１ 0175-33-8540

青森県 むつ市 株式会社福原石油店 むつ中央　給油所 中央２－７７－３ 0175-29-2911

青森県 むつ市 株式会社エスエムスタンド エスエムスタンド仲町　給油所 仲町４６－２ 0175-22-3747

青森県 むつ市 株式会社野村商事 旭町　給油所 旭町６－６ 01752-9-1940

青森県 つがる市 株式会社角弘 千代町サービスステーション 木造千代町４０ 0173-42-2073

青森県 つがる市 有限会社佐藤石油 バイパス森田　給油所 森田町森田平山１０９番１ 0173-26-3146

青森県 つがる市 平野商店　平野　満臣 トライアングルロード牛潟　給油所 牛潟町村上２７－１ 0173-56-2066



青森県 つがる市 葛西　伴則 木造西　給油所 木造中館細川２３－６ 0173-42-6539

青森県 つがる市 越後谷　隆生 館岡　給油所 木造館岡上稲元６９－２ 0173-45-2412

青森県 つがる市 つがるにしきた農業協同組合 稲垣　給油所 稲垣町豊川初瀬６３－３ 0173-46-2006

青森県 つがる市 株式会社角弘 柏サービスステーション 柏稲盛幾世５５－３ 0173-25-3664

青森県 つがる市 マルトモ石油　　　　長尾　トモ子 車力　給油所 車力町若林２４－１ 0173-56-2145

青森県 つがる市 株式会社須藤善石油店 ペガサス柏セルフ　給油所 柏鷺坂字清見１２８－１ 0173-39-2281

青森県 つがる市 ごしょつがる農業協同組合 木造セルフ　給油所 木造森山１－１ 0173-42-9119

青森県 つがる市 有限会社成田石油 車力　給油所 富萢町寿７－４ 0173-56-3020

青森県 つがる市 つがるにしきた農業協同組合 富萢　給油所 豊富町屏風山１－３０３ 0173-56-4174

青森県 つがる市 葛西　邦夫 柏　給油所 柏桑野木田福井１１５－２ 0173-25-2066

青森県 つがる市 株式会社長尾商店 牛潟　給油所 牛潟町村上３３－５ 0173-56-2328

青森県 平川市 有限会社今井商会 松崎　給油所 松崎亀井４２－１ 0172-44-3019

青森県 平川市 有限会社平賀商会 平賀　給油所 本町字北柳田１３－１ 0172-44-2775

青森県 平川市 津軽みらい農業協同組合 尾上　給油所 日沼富田１０－１１ 0172-57-4632

青森県 平川市 株式会社東日本宇佐美 ７号大鰐弘前インター　給油所 大字岩館字山ノ井１５２－１ 0172-44-7910

青森県 平川市 株式会社藤菱 平賀　給油所 小和森種取２５－６ 0172-44-2161

青森県 平川市 津軽みらい農業協同組合 平賀　給油所 小和森字上松岡２１３－１ 0172-44-0202

青森県 平川市 つがる弘前農業協同組合 碇ヶ関　給油所 碇ケ関阿原１４－１ 0172-45-2324

青森県 平川市 株式会社福井商店 猿賀　給油所 尾上猿賀明堂１００－４ 0172-57-3526

青森県 平川市 太陽鉱油株式会社 大鰐弘前インター　給油所 岩館山の井１４９－３ 017-244-8071

青森県 東津軽郡平内町 青森農業協同組合 平内　給油所 大字藤沢字竹達１３－１ 0177-55-2626

青森県 東津軽郡平内町 鳥谷部　あけみ 清水川　給油所 大字清水川字和山６４－３ 01775-6-2006

青森県 東津軽郡蓬田村 青森農業協同組合 蓬田　給油所 大字阿弥陀川字汐干１０６－１ 0174-27-2105

青森県 東津軽郡外ヶ浜町 青森農業協同組合 蟹田　給油所 字蟹田高銅屋５４－１ 0174-22-2054

青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 つがるにしきた農業協同組合 赤石　給油所 大字赤石町字砂山１３７－１ 0173-72-3616

青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 戸沼貨物自動車株式会社 鯵ヶ沢　給油所 大字赤石町字大和田２８－５ 0173-72-3059

青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 添澤　丈志 鳴沢　給油所 大字北浮田町外馬屋１７‐４ 01737-2-2750

青森県 西津軽郡深浦町 有限会社堀内油店 岩崎　給油所 大字岩崎字丸山１３－１ 0173-77-2169

青森県 西津軽郡深浦町 有限会社小野石油 関　給油所 大字関字豊田６８－１ 0173-76-3677

青森県 西津軽郡深浦町 有限会社小野石油 追良瀬　給油所 大字追良瀬字塩見山平２１１－２００ 0173-84-1331

青森県 西津軽郡深浦町 つがるにしきた農業協同組合 岩崎　給油所 大字岩崎字松原５１－１ 0173-77-2311

青森県 西津軽郡深浦町 藤沢　文秋 深浦　給油所 大字深浦字吾妻沢１－４ 01737-4-2708

青森県 西津軽郡深浦町 有限会社岩谷石油店 深浦　給油所 大字柳田字宮崎６９－１４ 01737-6-2969

青森県 南津軽郡藤崎町 株式会社八藤 藤崎　給油所 大字藤崎村岡２０ 0172-75-2123

青森県 南津軽郡藤崎町 有限会社下富石油 ドリームワン藤崎　給油所 葛野字前田５１－１２ 0172-75-5000

青森県 南津軽郡藤崎町 佐藤　栄 常盤　給油所 大字榊字和田１１－２ 0172-65-2455

青森県 南津軽郡藤崎町 三国商事株式会社 弘前北　給油所 大字藤崎字南豊田７－３外 0172-75-2161

青森県 南津軽郡藤崎町 冨士見総業株式会社 リベルタ藤崎　給油所 大字藤崎字村井４７－１ 0172-88-7222

青森県 南津軽郡藤崎町 株式会社藤菱 常盤　給油所 大字榊字福田７０－５ 017265-2061

青森県 南津軽郡藤崎町 つがる弘前農業協同組合 藤崎　給油所 大字藤崎字中豊田１５－４ 0172-35-1359

青森県 南津軽郡大鰐町 冨士見総業株式会社 リベルタ鯖石　給油所 大字鯖石字一本柳２６－４ 0172-49-2724

青森県 南津軽郡大鰐町 つがる弘前農業協同組合 鯖石　給油所 大字鯖石字一本柳３７－４，３８，３９－１ 0172-47-6868

青森県 南津軽郡田舎館村 津軽みらい農業協同組合 田舎館　給油所 大字畑中字観妙寺１－１ 0172-58-2215

青森県 北津軽郡板柳町 津軽みらい農業協同組合 沿川　給油所 大字夕顔関字西田６１－１ 0172-77-4196

青森県 北津軽郡板柳町 ヤスタケ木村商事株式会社 板柳　給油所 大字板柳字土井３７８－３ 0172-73-3244

青森県 北津軽郡板柳町 株式会社角弘 ＥｎｅＪｅｔ板柳　給油所 大字辻字岸田４３－２ 0172-72-0052

青森県 北津軽郡板柳町 有限会社佐藤石油店 板柳北　給油所 大字板柳字土井１３２－３ 01727-3-3271

青森県 北津軽郡鶴田町 株式会社角弘 鶴田サービスステーション 大字鶴田字早瀬１９８ 0173-22-2414

青森県 北津軽郡鶴田町 丸幸石油店　渋谷　文雄 廻堰　給油所 大字廻堰字上桂井４７－２ 0173-22-3639

青森県 北津軽郡鶴田町 つがるにしきた農業協同組合 鶴翔　給油所 大字境字里見８２－１ 0173-22-5772

青森県 北津軽郡鶴田町 渋谷　展一 鶴田　給油所 大字鶴田字生松１４５－１ 0173-22-3419

青森県 北津軽郡鶴田町 齋藤　アキヱ トライアングルロード妙堂崎　給油所 大字妙堂崎字米元１７ 0173-22-3212

青森県 北津軽郡中泊町 古川　勝 中里　給油所 大字中里字亀山５３９－２ 0173-57-2251

青森県 北津軽郡中泊町 株式会社北西ファーム 株式会社北西ファーム　給油所 青森県北津軽郡中泊町大字大沢内字二タ見４６３－１ 0173-69-2470

青森県 北津軽郡中泊町 有限会社　マルイチ石油 マルイチ石油　給油所 大字高根字小金石１０６８－１７６ほか 0173-58-3749

青森県 北津軽郡中泊町 つがるにしきた農業協同組合 武田　給油所 大字富野字千歳８８ 0173-57-2216

青森県 北津軽郡中泊町 佐藤　和子 中里　給油所 大字今泉字布引２２７ 0173-58-2548



青森県 北津軽郡中泊町 株式会社つがる 薄市　給油所 大字薄市字花持３３３－２ 01735-8-3538

青森県 北津軽郡中泊町 諏訪　正智 諏訪石油店　給油所 大字中里字亀山４９６ 0173-57-2677

青森県 北津軽郡中泊町 有限会社大亀石油店 小泊バイパス　給油所 浜野４１－１８ 0173-64-2062

青森県 北津軽郡中泊町 株式会社カネマツ商事 中里　給油所 高根字小金石７３１ 0173-57-2637

青森県 上北郡七戸町 太陽石油有限会社 七戸　給油所 字影津内３６ 0176-62-3239

青森県 上北郡七戸町 照井　正 道ノ上　給油所 大字天間館字森ケ沢２１５－１ 0176-68-2240

青森県 上北郡七戸町 株式会社工藤組 みちのく天間林　給油所 字後平１５０－２３８ 0176-27-1357

青森県 上北郡七戸町 有限会社ミュー 八甲田石油天間林南　給油所 字森ケ沢２１２－３ 0176-68-4181

青森県 上北郡七戸町 有限会社ミュー 八甲田石油天間林　給油所 字金沢平４１８－５ 0176-68-2401

青森県 上北郡七戸町 あぐりサービス株式会社 天間林　給油所 字森ノ上２０９ 0176-68-2202

青森県 上北郡六戸町 株式会社佐藤建設工業 六戸　給油所 大字犬落瀬字千刈田２－８ 0176-55-3134

青森県 上北郡六戸町 蹴揚建設株式会社 六戸　給油所 大字犬落瀬字権現沢１４ 0176-55-3920

青森県 上北郡六戸町 株式会社ゆめグリーン 六戸　給油所 大字犬落瀬字前谷地６－１ 0176-55-4608

青森県 上北郡横浜町 有限会社杉山商事 吹越　給油所 字吹越５６－８８ 017578-2831

青森県 上北郡東北町 小泉　博行 水喰　給油所 字切左坂道の上３８－２４ 0175-62-2855

青森県 上北郡東北町 有限会社岡山燃料 乙供　給油所 字上笹橋３－１ 0175-63-2808

青森県 上北郡東北町 鶴ケ崎　秀康 鶴ケ崎　給油所 字鶴ケ崎２ 0175-62-2559

青森県 上北郡東北町 小川原湖漁業協同組合 小川原湖漁協　給油所 旭南４丁目３１－５２６－２ 0176-56-2104

青森県 上北郡東北町 佐々木　勝 佐々木石油　給油所 上北南１－３１－２１５・２１６・８８８ 0176-56-4802

青森県 上北郡東北町 有限会社甲地燃料店 東北町　給油所 字往来の下１３－１３ 01756-2-2220

青森県 上北郡東北町 有限会社沼田燃料 滝沢平　給油所 字滝沢平２－５３５ 0175-62-2334

青森県 上北郡東北町 有限会社吹越燃料 有限会社吹越燃料　給油所 字乙越１９ 0175-62-2238

青森県 上北郡東北町 あぐりサービス株式会社 とうほく　給油所 字塔ノ沢山１－３１１ 0175-63-2722

青森県 上北郡東北町 有限会社蛯名石油 小川原湖　給油所 旭北一丁目６４６ 0176-56-2121

青森県 上北郡東北町 有限会社　ナガサキ 東北町　給油所 塔ノ沢山６５－３ 0175-63-3883

青森県 上北郡六ヶ所村 あぐりサービス株式会社 六ヶ所南　給油所 大字倉内字前谷地１１８－３ 0175-75-3192

青森県 上北郡六ヶ所村 有限会社大関石油店 泊　給油所 大字泊字川原７５－８２ 0175-77-2044

青森県 上北郡六ヶ所村 あぐりサービス株式会社 らくのう　給油所 大字倉内字芋ケ崎３９１ 0175-74-2186

青森県 上北郡六ヶ所村 有限会社小泉石油 小泉石油　給油所 大字倉内字笹崎３５２ 0175-74-2008

青森県 上北郡おいらせ町 南部商工株式会社 下田　給油所 字立蛇７６－１ 0178-56-2326

青森県 上北郡おいらせ町 株式会社エコー ももいし　給油所 下前田７５－１ 0178-52-2556

青森県 上北郡おいらせ町 有限会社堀ガソリンスタンド 下田アクセス　給油所 字鶉久保２６－１１ほか 0176-52-9456

青森県 上北郡おいらせ町 岡田　勝治 二川目　給油所 二川目３－７３－１１４ 0178-53-2503

青森県 上北郡おいらせ町 株式会社二本木油店 ラパス下田　給油所 字阿光坊１０６－２０ 0178-56-2412

青森県 下北郡大間町 株式会社大間石油 大間　給油所 大字大間字割石６－５０ 0175-37-3138

青森県 下北郡大間町 有限会社山崎石油店 大間　給油所 大字大間字大間平３７－１７ 0175-37-4311

青森県 下北郡東通村 株式会社斎藤産業 東通村　給油所 大字蒲野沢字石持山１－６６ 0175-27-2010

青森県 下北郡東通村 株式会社大槻商店 岩屋　給油所 大字岩屋字苦蕨平１－３ 0175-47-2238

青森県 三戸郡三戸町 株式会社東日本宇佐美 ４号三戸　給油所 大字目時字森鉢８４－１ 0179-22-0527

青森県 三戸郡三戸町 株式会社ぱるじゃサービス 三戸　給油所 大字川守田字雀舘１１番地１ 0179-22-3171

青森県 三戸郡五戸町 北村　文人 浅水　給油所 字浅水１２６－１ 0178-67-2030

青森県 三戸郡五戸町 中里石油株式会社 五戸　給油所 字中道９－８，９－９，９－３４ 0178-62-7070

青森県 三戸郡五戸町 中里石油株式会社 本店　給油所 沼廻１０－１,２７－１,２８－１,３０－１,１２－４ 0178-68-2421

青森県 三戸郡五戸町 株式会社ぱるじゃサービス 川内　給油所 大字上市川字沼廻２２番地１ 0178-68-2262

青森県 三戸郡田子町 三浦　厳 三浦商店田子　給油所 大字山口字五林７１－１ 0179-33-1109

青森県 三戸郡田子町 石亀石油株式会社 田子　給油所 大字田子字柏木田２－３ 0179-32-2069

青森県 三戸郡田子町 丸富商事有限会社 田子　給油所 大字田子字上野ノ下タ４－２ 0179-32-3444

青森県 三戸郡田子町 株式会社ぱるじゃサービス 田子　給油所 大字田子字上野ノ下タ９１の９ 0179-32-2052

青森県 三戸郡田子町 株式会社七洋 田子　給油所 大字田子字風張１２－１９ 017932-2817

青森県 三戸郡南部町 八戸燃料株式会社 福地　給油所 小泉上舘野２９－１ 0178-84-2870

青森県 三戸郡南部町 株式会社村井農事商会 名川　給油所 大字上名久井字下モ町２ 01787-6-2517

青森県 三戸郡南部町 株式会社二本木油店 ラパス南部町　給油所 大字沖田面字千刈１５ 0178-34-3103

青森県 三戸郡南部町 株式会社宮本農機 剣吉　給油所 大字剣吉字大坊７－１ 0178-75-1000

青森県 三戸郡南部町 有限会社鎌倉石油店 諏訪ノ平　給油所 大字玉掛字諏訪ノ平２８－４ 01793-4-3120

青森県 三戸郡階上町 株式会社ぱるじゃサービス 階上　給油所 大字道仏字耳ケ吠３３－１４３，４３－３２ 0178-88-4567

青森県 三戸郡新郷村 株式会社ぱるじゃサービス 新郷　給油所 大字戸来字中野平１９－４ 0178-78-2139

岩手県 盛岡市 有限会社三和石油 紺屋町　給油所 紺屋町６－８ 019-624-1654



岩手県 盛岡市 北日本石油株式会社 １０６盛岡　給油所 川目町１番５号 019-625-2391

岩手県 盛岡市 北日本石油株式会社 みたけ北　給油所 みたけ４－１０－５０ 019-641-3944

岩手県 盛岡市 北日本石油株式会社 セルフステーションアリーナ下太田　給油所 下太田下川原１１－１１ 019-658-0881

岩手県 盛岡市 株式会社角登商店 盛岡安庭　給油所 東安庭２丁目２番１２号 019-604-2577

岩手県 盛岡市 盛岡石油株式会社 新太田橋　給油所 下太田下川原２２－５ 019-658-1118

岩手県 盛岡市 中川石油株式会社 セルフ盛岡バイパス　給油所 北山２－１８－１０ 019-661-2592

岩手県 盛岡市 中川石油株式会社 セルフプラザ都南　給油所 津志田１５地割２９－１３ 019-638-3209

岩手県 盛岡市 中川石油株式会社 セルフイオン前　給油所 前潟１－１－１６ 019-647-4493

岩手県 盛岡市 中川石油株式会社 西仙北　給油所 西仙北１－３３－２５ 019-636-3088

岩手県 盛岡市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ津志田店　給油所 津志田中央３－１７－１５ 019-637-1230

岩手県 盛岡市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ青山町店　給油所 青山２丁目１３－１８ 019-645-1372

岩手県 盛岡市 太陽鉱油株式会社 盛岡南インター　給油所 湯沢１８地割１３３－１ 080-7943-5641

岩手県 盛岡市 三愛オブリ東日本株式会社 オブリステーション盛岡南インター　給油所 永井１２地割１２８番地 019-637-7710

岩手県 盛岡市 マルネン株式会社 グッドハートキタヤマ　給油所 北山２－３－１０ 019-661-2391

岩手県 盛岡市 ムラタ株式会社 セルフステーション松園　給油所 三ツ割字櫃石２－４１ 019-662-5002

岩手県 盛岡市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ天昌寺店 天昌寺町７－１３ 019-647-4618

岩手県 盛岡市 カメイ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三本柳店 三本柳１地割２８－１ 019-639-3156

岩手県 盛岡市 有限会社石名坂商事 西見前　給油所 西見前１２－１－１ 019-638-8960

岩手県 盛岡市 アポロ石油株式会社 上盛岡　給油所 名須川町１７－１５ 019-623-5006

岩手県 盛岡市 株式会社浅東油店 盛岡　給油所 三本柳１０地割１－１０ 019-614-9000

岩手県 盛岡市 ムラタ株式会社 セルフ黒川　給油所 黒川２２－１３－２ 019-696-2007

岩手県 盛岡市 有限会社好摩石油商会 好摩　給油所 好摩字夏間木２０２－６ 0196-82-0049

岩手県 盛岡市 株式会社髙宮商店 盛岡北部　給油所 上田４－１５－１０ 019-623-6863

岩手県 盛岡市 沼田　節子 好摩　給油所 好摩字夏間木８３－６０ 019-683-2206

岩手県 盛岡市 株式会社髙宮商店 盛岡東部　給油所 中野２－１６－２０ 019-624-1121

岩手県 盛岡市 遠忠石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ一本木店　給油所 下田字石羽根９９－７６ 019-656-8871

岩手県 盛岡市 アポロ石油株式会社 みたけ　給油所 みたけ４－５－４２ 019-641-6031

岩手県 盛岡市 全農エネルギー株式会社 姫神店 玉山区渋民字鶴飼１３２－２ 019-669-5655

岩手県 盛岡市 カメイ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ盛岡本宮店　給油所 本宮２－１６－２０ 019-635-4101

岩手県 盛岡市 全農エネルギー株式会社 盛岡店 上厨川字横長根３９－３ 019-646-2700

岩手県 盛岡市 三盛石油株式会社 梨木町　給油所 材木町１２－２４ 019-651-5518

岩手県 盛岡市 冨士見総業株式会社 盛岡北　給油所 高松４－１５－２９ 019-662-2221

岩手県 盛岡市 冨士見総業株式会社 都南　給油所 津志田町１－１－４０ 019-636-0241

岩手県 宮古市 株式会社角登商店 茂市　給油所 茂市９－３－６ 0193-72-2551

岩手県 宮古市 株式会社角登商店 河南　給油所 磯鶏２－３－８ 0193-62-3658

岩手県 宮古市 株式会社菊長商店 宮古築地　給油所 築地２－１－４ 0193-62-3322

岩手県 宮古市 中屋石油株式会社 千徳　給油所 上鼻２－８－１ 0193-62-2809

岩手県 宮古市 株式会社角登商店 佐原　給油所 大字崎鍬ヶ崎４－４７ 0193-63-1101

岩手県 宮古市 中屋石油株式会社 宮古　給油所 大通３－６－３５ 0193-62-3755

岩手県 宮古市 田老町漁業協同組合 田老漁協　給油所 田老字西向山６－８ 0193-87-9131

岩手県 宮古市 有限会社川井林業 川井　給油所 川井１－１０２ 0193-76-2130

岩手県 宮古市 株式会社田岡商店 宮古藤原　給油所 藤原１－７－１１ 0193-62-9111

岩手県 宮古市 有限会社藤善商店 川井　給油所 大字夏屋４－３９－１１ 0193-75-2254

岩手県 宮古市 株式会社塩釜商会 宮古港町　給油所 港町１－２２ 01936-2-4336

岩手県 宮古市 有限会社グリーンプロジェクト 藤の川給油所 藤の川１５－４０ 0193-62-8811

岩手県 宮古市 有限会社川井林業 小国　給油所 大字小国２０－１４－９ 0193-78-2184

岩手県 宮古市 有限会社ミヤコ石油 津軽石　給油所 大字津軽石第１３地割字大判川３６５ 0193-67-2668

岩手県 宮古市 有限会社ミヤコ石油 磯鶏バイパス　給油所 実田１－５－１９ 0193-63-1334

岩手県 大船渡市 大和商事株式会社 盛　給油所 盛町字内の目１４－１１ 0192-25-1131

岩手県 大船渡市 株式会社まるたけ商店 西舘　給油所 末崎町字西舘１３５ 0192-29-3578

岩手県 大船渡市 吉浜漁業協同組合 根白　給油所 三陸町吉浜字向野３２番地７ 0192-45-2151

岩手県 大船渡市 越喜来漁業協同組合 越喜来　給油所 三陸町越喜来字杉下１２６－１ 0192-44-3110

岩手県 大船渡市 株式会社三栄工業所 大船渡東　給油所 赤崎町字石橋前２－２ 0192-27-8388

岩手県 大船渡市 刈谷　一彦 崎浜　給油所 三陸町越喜来字東崎浜１００－６ 0192-44-2824

岩手県 大船渡市 株式会社八木又商店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大船渡中央　給油所 大船渡町字茶屋前１５７－１ 0192-25-1163

岩手県 大船渡市 水野石油株式会社 盛バイパス　給油所 盛町字木野６－１９ 0192-27-7161

岩手県 大船渡市 株式会社八木又商店 盛　給油所 盛町字権現堂１５－１ 0192-26-3548



岩手県 大船渡市 株式会社まるか サンライズ　給油所 大船渡町字永沢１９－８ほか６筆 0192-26-5588

岩手県 大船渡市 大船渡市漁業協同組合 長崎　給油所 赤崎町字長崎１１４－１５ 0192-26-3744

岩手県 大船渡市 新沼　丞 大船渡西　給油所 大船渡町字野－田２５－５ 0192-26-3227

岩手県 大船渡市 協和石油株式会社 大船渡　給油所 大船渡町字地ノ森４２－１５ 0192-26-3200

岩手県 大船渡市 株式会社まるか マッキーロード　給油所 立根町桑原２２－６ 0192-21-1600

岩手県 大船渡市 綾里漁業協同組合 綾里　給油所 三陸町綾里字舘１３４ 0192-42-3154

岩手県 大船渡市 株式会社佐清分店 碁石海岸インター　給油所 大船渡町字鷹頭１６－８ 0192-47-3958

岩手県 大船渡市 千葉鷹商店　　千葉　隆司 セルフ赤崎　給油所 赤崎町字跡浜５０－２５ 0192-26-2437

岩手県 大船渡市 株式会社オカモト セルフ大船渡　給油所 立根町字堰口２５－１ 0192-21-2010

岩手県 花巻市 株式会社湯口石油 花巻桜町　給油所 桜町４－１９８－２ 0198-29-5140

岩手県 花巻市 株式会社伊藤組 山の神　給油所 山の神８１２ 0198-24-6949

岩手県 花巻市 株式会社湯口石油 湯口　給油所 円万寺字下中野３６－１６ 0198-28-2755

岩手県 花巻市 丸高石油株式会社 西大通り　給油所 西大通１－２３５－４ 0198-22-5008

岩手県 花巻市 有限会社三和石油 石鳥谷　給油所 石鳥谷町好地９－１２６－１ 0198-45-2220

岩手県 花巻市 有限会社三和石油 大迫　給油所 大迫町大迫１４－８７－２ 0198-48-2051

岩手県 花巻市 株式会社浅東油店 花巻空港前　給油所 西宮野目第５地割５０５ 0198-26-0081

岩手県 花巻市 株式会社ＪＡグリーンサービス花巻 矢沢　給油所 高木１０－１４４－２ 0198-23-5245

岩手県 花巻市 株式会社ＪＡグリーンサービス花巻 東和　給油所 東和町土沢６区１５１ 0198-42-4201

岩手県 花巻市 株式会社オカモト セルフ花巻　給油所 西宮野目第１３地割１１２番１ 0198-26-1117

岩手県 花巻市 株式会社三田商会 花巻東　給油所 三田屋町１‐３３ 0198-22-3030

岩手県 花巻市 高西石油株式会社 花巻プラザ　給油所 桜台１－７－８ 0198-22-5553

岩手県 花巻市 高西石油株式会社 ハローナカネコ　給油所 中根子字中屋敷５－１ 0198-22-5553

岩手県 花巻市 八重樫　敬子 笹間　給油所 轟木１０－１６２－７ 0198-29-2328

岩手県 花巻市 株式会社ＪＡグリーンサービス花巻 花巻　給油所 野田３６２－１ 0198-21-3030

岩手県 花巻市 株式会社中央石油 宮野目　給油所 西宮野目第１３地割７０－２ 0198-26-3227

岩手県 花巻市 株式会社中央石油 花巻インター　給油所 二枚橋第３地割１３１－１ 0198-26-5151

岩手県 花巻市 株式会社石鳥谷石油 石鳥谷　給油所 石鳥谷町好地１７地割３０ 0198-45-2511

岩手県 花巻市 小田島商事株式会社 卸センター　給油所 卸町６４ 0198-26-4822

岩手県 花巻市 高西石油株式会社 花巻南インター　給油所 中根子字堂前２－２ 0198-24-9875

岩手県 花巻市 冨士見総業株式会社 リベルタ花巻バイパス　給油所 下似内１７－８１－１ 0198-23-4618

岩手県 花巻市 花巻石油株式会社 花巻　給油所 材木町５－７ 0198-23-4158

岩手県 花巻市 株式会社キタセキ ルート４花巻南　給油所 山の神７２９－１ 0198-23-3560

岩手県 花巻市 冨士見総業株式会社 ＥｎｅＪｅｔ花巻空港　給油所 二枚橋町南１丁目１０５－６ 0198-29-6662

岩手県 北上市 大通運送株式会社 北上バイパス中央　給油所 町分４－３６ 0197-68-4227

岩手県 北上市 株式会社中野商店 北上流通センター　給油所 流通センタ－９－３ 0197-71-1411

岩手県 北上市 東綱商事株式会社 北上　給油所 北工業団地７－２ 0197-66-6686

岩手県 北上市 中川石油株式会社 セルフ北上インターチェンジ　給油所 北鬼柳１９－２８－５ 0197-63-5113

岩手県 北上市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート４北上ＴＳ　給油所 村崎野第１８地割２９４－６ 019-766-6331

岩手県 北上市 株式会社丸片石油 南工業団地　給油所 相去町平林２１－２０３ 0197-71-2201

岩手県 北上市 株式会社丸片石油 北上　給油所 本通り４－１３－１１ 0197-63-4200

岩手県 北上市 エネクスフリート株式会社 北上金ケ崎インター　給油所 相去町和田１２７ 0197-67-6025

岩手県 北上市 株式会社ＪＡグリーンサービス花巻 江釣子　給油所 上江釣子１６－８５－１ 0197-71-5522

岩手県 北上市 川尻石油株式会社 横川目　給油所 和賀町横川目１１－２０８－２２ 0197-72-2004

岩手県 北上市 有限会社小沢商会 北上東　給油所 中野町３－１－１ 0197-65-4804

岩手県 北上市 冨士見総業株式会社 リベルタ北上常盤台　給油所 常盤台３－１４－１ 0197-63-2261

岩手県 北上市 泉商事株式会社 セルフ村崎野　給油所 村崎野１５－２５－７ 0197-66-7878

岩手県 北上市 株式会社丸片石油 北上鬼柳　給油所 鬼柳町笊渕３６－１ 0197-67-4321

岩手県 久慈市 有限会社久慈商店 侍浜　給油所 侍浜町字向町７－１０５ 0194-58-2020

岩手県 久慈市 嵯峨　正慶 関　給油所 山形町霜畑５－５－ロ 0194-75-2121

岩手県 久慈市 宮城建設株式会社 久慈ＳＣ　給油所 長内町３０－２１－２ 0194-61-3050

岩手県 久慈市 三浦　隆夫 大川目　給油所 大川目町６－１３１ 0194-55-3339

岩手県 久慈市 株式会社細谷地 久慈川貫　給油所 川貫６－３４－１ 0194-53-9008

岩手県 久慈市 有限会社久慈石油 久慈　給油所 長内町第２４地割１１ 0194-52-1731

岩手県 久慈市 谷地　シゲ 谷地　給油所 山形町荷軽部３－２９ 0194-72-2530

岩手県 久慈市 久慈市漁業協同組合 久慈港　給油所 長内町第３４地割１７－１ 0194-52-4088

岩手県 久慈市 株式会社細谷地 久慈駅前　給油所 中央３－４１ 0194-53-2303

岩手県 遠野市 小沼　サユリ 小友　給油所 小友町１３－１３３－５ 0198-68-2156



岩手県 遠野市 熊谷　允典 達曽部　給油所 宮守町達曽部１８－１２８－３ 0198-67-6207

岩手県 遠野市 株式会社ツタニ商会 遠野バイパス　給油所 松崎町白岩字地森２４－３ 0198-62-8190

岩手県 遠野市 カメイ株式会社 遠野民話の里　給油所 松崎町白岩１９地割７９－１ 0198-63-2151

岩手県 遠野市 藤川　伸一 附馬牛　給油所 附馬牛町上附馬牛１３－１２ 01986-9-2010

岩手県 遠野市 有限会社萬商店 遠野　給油所 上組町１２－４３ 01986-2-2646

岩手県 遠野市 株式会社オカモト セルフ遠野　給油所 松崎町白岩１１地割１３番１ 0198-62-2055

岩手県 一関市 トラスト東北株式会社 ＥｎｅＪｅｔ一関バイパス北　給油所 山目字大槻８７－１ 0191-23-7257

岩手県 一関市 株式会社タカケイ 陸中松川　給油所 東山町松川字滝の沢２２９－８ 0191-47-2669

岩手県 一関市 星　亨 折壁　給油所 室根町矢越字宿３１ 0191-64-2057

岩手県 一関市 株式会社浅東油店 一関東　給油所 滝沢字鶴ケ沢６３－１９ 0191-21-4830

岩手県 一関市 有限会社三雄商会 奥玉　給油所 千厩町奥玉字石ノ御前２８２ 0191-34-8330

岩手県 一関市 有限会社千葉油店 八沢　給油所 藤沢町砂子田字高田７７ 0191-63-2161

岩手県 一関市 株式会社気仙沼商会 一関インター東　給油所 山目字泥田４５－２ 0191-25-2366

岩手県 一関市 株式会社オカモト セルフ一関　給油所 山目泥田４２－１ 0191-33-1702

岩手県 一関市 株式会社旭東 釣山　給油所 字釣山１－１１８ 0191-21-1360

岩手県 一関市 株式会社日野屋本店 ハートピア千厩　給油所 千厩町千厩字舘山２２－１ 0191-52-2341

岩手県 一関市 株式会社気仙沼商会 セルフ岩手川崎　給油所 川崎町薄衣字法道地４２－９ 0191-43-2366

岩手県 一関市 有限会社菊善商店 菊善商店　給油所 千厩町千厩字町８７ 0191-52-2192

岩手県 一関市 株式会社和泉屋 ＥｎｅＪｅｔ薄衣バイパス　給油所 川崎町薄衣字法道地２１－１７ 0191-43-4185

岩手県 一関市 有限会社村上商会 藤沢　給油所 藤沢町藤沢字町裏１－９ 0191-63-2266

岩手県 一関市 株式会社浅東油店 スーパーセルフ花泉　給油所 花泉町金沢字内の目１６－２ 0191-36-1155

岩手県 一関市 株式会社花泉石油 花泉　給油所 花泉町花泉字下北浦２９－１ 0191-82-2389

岩手県 一関市 有限会社千葉油店 黄海　給油所 藤沢町黄海字中田１７８ 0191-63-2040

岩手県 一関市 株式会社サンエー 大東町　給油所 大東町大原字稗の沢６２－８ 0191-72-2582

岩手県 一関市 株式会社花泉石油 セルフＲ４一関　給油所 山目字十二神４６ 0191-25-3155

岩手県 一関市 有限会社千田輪業 大東町　給油所 大東町鳥海字古戸前２６－２０ 0191-74-2814

岩手県 一関市 株式会社浅東油店 摺沢バイパス　給油所 大東町摺沢字荒屋敷６３－５，６２－１，６３－１３ 0191-75-2124

岩手県 一関市 小山　耕太郎 かどや商店　給油所 大東町大原字立町５８－１ 0191-72-2333

岩手県 一関市 東住地株式会社 イースト一ノ関　給油所 三関字神田１５７－１ 0191-23-6262

岩手県 一関市 有限会社ＪＡラポート 花泉　給油所 花泉町金沢字内ノ目１３－１、６６－１ 0191-82-1598

岩手県 一関市 有限会社ＪＡラポート 摺沢　給油所 大東町摺沢字羽山前１４－１ 0191-75-3838

岩手県 一関市 有限会社ＪＡラポート 室根セルフ　給油所 室根町矢越字大畑１３３－１ 0191-64-2110

岩手県 一関市 有限会社ＪＡラポート 川崎　給油所 川崎町薄衣字六反１５４ 0191-43-3149

岩手県 陸前高田市 株式会社カネマン コムーネ高田セルフ　給油所 高田町KC１２－４ 0192-54-2868

岩手県 陸前高田市 株式会社オカモト セルフ陸前高田　給油所 米崎町字沼田５５ 0192-53-1533

岩手県 陸前高田市 株式会社カネマン ノイエス米崎　給油所 米崎町字川向５２－２ 0192-55-2737

岩手県 陸前高田市 株式会社細川商会 竹駒　給油所 竹駒町字細根沢９－３ 0192-55-3668

岩手県 陸前高田市 広田湾漁業協同組合 ＪＦ広田湾　給油所 小友町字茗荷１３－１ 0192-47-5237

岩手県 釜石市 釜石石油株式会社 中妻　給油所 中妻町３－１４－１ 0193-23-6462

岩手県 釜石市 北日本石油株式会社 釜石中央インター　給油所 上中島町４－３－５２ 0193-23-5424

岩手県 釜石市 有限会社　花川石油店 鵜住居　給油所 鵜住所町第１６地割１５－１ 0193-28-3025

岩手県 釜石市 株式会社オカモト セルフ釜石　給油所 松原町３丁目２番１号 0193-31-2323

岩手県 二戸市 有限会社中舘商事 二戸バイパス　給油所 米沢字荒谷３０－１ 0195-25-4748

岩手県 二戸市 二戸ガス株式会社 二戸　給油所 米沢字下村１３１－１ 0195-25-5550

岩手県 二戸市 株式会社菅文 スーパーステーション金田一　給油所 金田一字上田面７８ 0195-29-1717

岩手県 二戸市 株式会社菅文 堀野　給油所 堀野字長地７２－２ 0195-23-4135

岩手県 二戸市 株式会社オカモト セルフ二戸　給油所 堀野字三十刈５－１３ 0190-22-1520

岩手県 二戸市 株式会社熊野商店 金田一　給油所 金田一字八ツ長１６５ 0195-27-2251

岩手県 二戸市 岩食工業株式会社 二戸　給油所 堀野字東側１１－１ 0195-23-2443

岩手県 二戸市 戸舘　一宏 金田一　給油所 釜沢字山道３７－７ 0195-27-2363

岩手県 二戸市 有限会社小船石油店 浄法寺　給油所 浄法寺字下前田１６－２ 0195-38-2330

岩手県 二戸市 有限会社米沢石油店 上斗米　給油所 上斗米字小平４６－１ 0195-28-2221

岩手県 二戸市 株式会社ウイング ウイング二戸店　給油所 金田一ハツ長２６８－１他 0195-29-1230

岩手県 二戸市 蛇口商店　　蛇口　繁和 大嶺　給油所 浄法寺町樋口１９－９ 0195-38-3029

岩手県 八幡平市 株式会社小山田商店 岩手山　給油所 大更第１地割３０８－２ 0195-76-2802

岩手県 八幡平市 株式会社小山田商店 安比高原　給油所 安比高原６０５－２１０ 0195-73-5209

岩手県 八幡平市 株式会社小山田商店 安代　給油所 清水９４－２ 0195-72-2960



岩手県 八幡平市 高橋重機株式会社 関口　給油所 松尾寄木２７－１１ 0195-70-2301

岩手県 八幡平市 有限会社ミヤノエネルギーサービス 平舘　給油所 平舘第１０地割３１－１ 0195-74-2327

岩手県 八幡平市 柴内　宏 柴内商店　給油所 清水１２２ 0195-72-2255

岩手県 八幡平市 全農エネルギー株式会社 西根バイパス店 大更３６－４６６－１ 0195-70-2155

岩手県 八幡平市 遠忠石油株式会社 遠忠　給油所 大更第２４地割８－１ 0195-75-1343

岩手県 八幡平市 有限会社山口商店 大更　給油所 大更第２５地割６４－３ 0195-76-2816

岩手県 八幡平市 高橋重機株式会社 平舘　給油所 平舘第２５地割１２５－１ 0195-68-7778

岩手県 八幡平市 有限会社戸澤商店 安比　給油所 字赤坂田１６６－２ 0195-72-5355

岩手県 奥州市 株式会社アスクラフト 江刺ふるさと市場前　給油所 江刺愛宕字金谷７２－４ 0197-35-0320

岩手県 奥州市 有限会社千田商会 水沢西　給油所 水沢区字久田１５ 0197-25-8881

岩手県 奥州市 佐東輪業商会　佐藤　隆一 佐東輪業商会　給油所 水沢区黒石町字鶴城９４ 0197-26-2332

岩手県 奥州市 中川石油株式会社 セルフさくらかわ　給油所 水沢区佐倉河字後樋２５－１ 0197-22-7005

岩手県 奥州市 株式会社今野商店 前沢バイパス東　給油所 前沢字竹沢９３ 0197-56-7011

岩手県 奥州市 菊ヤ商事株式会社 水沢江刺　給油所 江刺愛宕字大畑２２１－１ 0197-35-5105

岩手県 奥州市 イワセキ株式会社 真城　給油所 水沢真城字中上野２２－７ 0197-24-0166

岩手県 奥州市 イワセキ株式会社 ＥｎｅＪｅｔ佐倉河　給油所 水沢佐倉河字沼田４７ 0197-25-6121

岩手県 奥州市 イワセキ株式会社 ＥｎｅＪｅｔ日高　給油所 水沢斉の神８９－１ 0197-25-2515

岩手県 奥州市 イワセキ株式会社 ＥｎｅＪｅｔサンエー前　給油所 江刺西大通り６－１９ 0197-31-1888

岩手県 奥州市 イワセキ株式会社 ＥｎｅＪｅｔ江刺　給油所 江刺豊田町２－１－８ 0197-35-2445

岩手県 奥州市 有限会社タイガー商会 胆沢　給油所 胆沢南都田字小十文字２２３－１ 0197-46-2427

岩手県 奥州市 株式会社Ｅ－ポート 岩谷堂　給油所 江刺西大通り１１－６ 0197-35-2590

岩手県 奥州市 株式会社Ｅ－ポート 玉里　給油所 江刺玉里字新田前８５－２ 0197-36-2124

岩手県 奥州市 株式会社ＪＡ岩手ふるさと協同サービス 水沢燃料センター　給油所 水沢東大通１－８－１７ 0197-24-8800

岩手県 奥州市 株式会社ＪＡ岩手ふるさと協同サービス 小山燃料センター　給油所 胆沢小山字峠４６－５ 0197-47-0717

岩手県 奥州市 株式会社ＪＡ岩手ふるさと協同サービス 池田燃料センター　給油所 衣川池田西２８－１ 0197-52-3515

岩手県 奥州市 株式会社ＪＡ岩手ふるさと協同サービス 前沢燃料センター　給油所 前沢七日町裏５５ 0197-56-2156

岩手県 奥州市 有限会社小沢商会 台町　給油所 水沢区台町５３ 0197-25-2937

岩手県 奥州市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーションあてるい　給油所 佐倉河字東沖ノ目８５－１ 0197-23-6842

岩手県 奥州市 有限会社なめしだや給油所 胆沢バイパス　給油所 胆沢南都田字独光１６８－１ 0197-46-2343

岩手県 奥州市 有限会社小沢商会 水沢北　給油所 水沢区佐倉河字中の町６０ 0197-24-4279

岩手県 奥州市 株式会社吉田石油 前沢バイパス　給油所 前沢古城字田中９７ 0197-56-3850

岩手県 奥州市 株式会社東日本宇佐美 ４号前沢インター　給油所 前沢区字塔ケ崎１７－１ 0197-56-7600

岩手県 奥州市 有限会社ワタナベ 胆沢　給油所 胆沢区若柳字愛宕１－８８７ 0197-49-2332

岩手県 奥州市 株式会社船橋商事 前沢バイパス　給油所 前沢株樹９５ 0197-56-3178

岩手県 奥州市 太陽鉱油株式会社 Ｄ．Ｄ．前沢インター　給油所 前沢新城６４－３ 019-756-5455

岩手県 滝沢市 株式会社小山田商店 アルペン滝沢　給油所 大釜吉水１００－１ほか６筆 019-687-2868

岩手県 滝沢市 中川石油株式会社 セルフ滝沢　給油所 木賊川３２０－１１１ 019-656-6677

岩手県 滝沢市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 滝沢インターＴＳ　給油所 滝沢字砂込７３２－１０他 019-688-5527

岩手県 滝沢市 株式会社東日本宇佐美 ４号滝沢インター　給油所 滝沢字砂込７３２－１１ 0196-88-5207

岩手県 滝沢市 アポロ石油株式会社 大釜　給油所 大釜塩の森１６５－１ 019-687-1604

岩手県 滝沢市 株式会社キタセキ ルート４滝沢　給油所 滝沢字巣子９５４－１ 019-688-3161

岩手県 岩手郡雫石町 千葉　喜久馬 橋場　給油所 橋場上野山１６８番地５ 0196-92-4700

岩手県 岩手郡雫石町 全農エネルギー株式会社 雫石中央店 柿木１４９、１５０ 019-692-0386

岩手県 岩手郡雫石町 有限会社六弥商店 六弥商店　給油所 西安庭１５－４５－５ 0196-92-3056

岩手県 岩手郡葛巻町 株式会社小山田商店 葛巻　給油所 葛巻１９－５０－１ 0195-66-2659

岩手県 岩手郡葛巻町 有限会社葛巻自動車整備工場 葛巻　給油所 葛巻第８地割３２－１ 0195-66-2950

岩手県 岩手郡葛巻町 波紫　秀博 江刈　給油所 江刈１０－１３０－６ 0195-66-2638

岩手県 岩手郡葛巻町 株式会社髙宮商店 葛巻　給油所 葛巻１４－１－４ 0195-66-2422

岩手県 岩手郡岩手町 有限会社外山商店 沼宮内　給油所 大字沼宮内第１４地割２－３ 0195-62-2803

岩手県 岩手郡岩手町 中川石油株式会社 セルフ沼宮内　給油所 大字江刈内３－２２－１ 0195-78-8330

岩手県 岩手郡岩手町 府金商店株式会社 御堂　給油所 大字沼宮内１８－１ 0195-62-8440

岩手県 岩手郡岩手町 有限会社久保良商店 岩手町愛宕下ＳＳ　給油所 大字江刈内第６地割８－２２字入口 0195-62-2228

岩手県 岩手郡岩手町 有限会社髙橋商店 いわて沼宮内　給油所 大字江刈内第７地割上犬袋５－８，５－３　外 0195-62-2227

岩手県 岩手郡岩手町 株式会社宮崎商店 一方井　給油所 大字一方井１４－１６３ 0195-62-2085

岩手県 紫波郡紫波町 有限会社キヨーワ 紫波　給油所 北日詰字城内７５－１ 019-672-5691

岩手県 紫波郡紫波町 株式会社トミオカ 日詰　給油所 桜町字下川原４５ 019-672-2303

岩手県 紫波郡紫波町 有限会社村上石油店 紫波　給油所 犬渕字深田１２８－１ 019-674-4765



岩手県 紫波郡紫波町 藤原　修一 紫波　給油所 吉水字中村３８－１ 019-673-7703

岩手県 紫波郡紫波町 株式会社東日本宇佐美 セルフ４号紫波　給油所 高水寺字中田９２－２ 019-671-2700

岩手県 紫波郡紫波町 全農エネルギー株式会社 日詰バイパス店 桜町１－１－１ 019-671-3151

岩手県 紫波郡紫波町 泉商事株式会社 日詰バイパス　給油所 日詰字下丸森１３７－１ 019-671-1887

岩手県 紫波郡矢巾町 三盛石油株式会社 矢巾駅前店　給油所 大字又兵エ新田８－１０３－３ 019-611-2005

岩手県 紫波郡矢巾町 有限会社村上石油店 徳田　給油所 大字間野－第１０地割字西田７１－１ 019-697-2039

岩手県 紫波郡矢巾町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ矢巾店　給油所 南矢幅第１３－１１７－１ 019-697-2834

岩手県 紫波郡矢巾町 株式会社水本商店 矢巾　給油所 大字西徳田６－１３０－１６ 0196-97-3018

岩手県 紫波郡矢巾町 株式会社東日本宇佐美 盛岡流通センター　給油所 広宮沢第５地割７－１ 019-611-2081

岩手県 紫波郡矢巾町 株式会社東日本宇佐美 ４号盛岡矢巾　給油所 大字高田第１６地割字前野６８ 019-697-8310

岩手県 紫波郡矢巾町 全農エネルギー株式会社 矢巾店 大字南矢幅１４－８９－１ 019-698-4800

岩手県 紫波郡矢巾町 太陽鉱油株式会社 ４号線矢巾　給油所 大字間野々第１２地割字定法田１０１－１ 019-611-2151

岩手県 和賀郡西和賀町 佐々木燃料店　　佐々木　明文 沢内　給油所 沢内字川舟３４地割６１－２ 0197-85-3240

岩手県 和賀郡西和賀町 有限会社イズミヤ 沢内　給油所 沢内字新町９－１５－１ 0197-85-2232

岩手県 和賀郡西和賀町 株式会社ＪＡグリーンサービス花巻 沢内　給油所 沢内字太田２－８１－１ 0197-85-3332

岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 株式会社ＪＡ岩手ふるさと協同サービス セルフ荒巻　給油所 三ヶ尻南荒巻２－１ 0197-44-2173

岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 千田　康男 金ヶ崎　給油所 西根医者屋敷１２－１ 0197-44-3524

岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 菅原　悟 永沢　給油所 永沢関田前２６ 0197-44-4125

岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 株式会社吉田石油店 ルート４北上金ヶ崎　給油所 三ヶ尻荒巻横道上６６－２ 0197-44-6515

岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 有限会社小沢商店 金ケ崎　給油所 西根新田５ 0197-44-4568

岩手県 西磐井郡平泉町 三盛石油株式会社 平泉　給油所 平泉字志羅山３－９ 0191-46-2550

岩手県 気仙郡住田町 吉田石油店　　吉田　京一 住田町　給油所 世田米字向川口１０２－９ 0192-46-2036

岩手県 上閉伊郡大槌町 有限会社さとだて石油 大槌　給油所 安渡１丁目３－２３ 0193-42-5008

岩手県 上閉伊郡大槌町 有限会社釜甚興産 吉里吉里　給油所 吉里吉里１－１２２－１ 0193-44-2432

岩手県 上閉伊郡大槌町 赤武石油ガス株式会社 大槌　給油所 大槌第１２地割１２５ 0193-42-2589

岩手県 下閉伊郡山田町 株式会社荒川スタンド 船越　給油所 船越第６地割１５８－１ 0193-84-2700

岩手県 下閉伊郡山田町 尾半商事有限会社 セルフ山田町中央　給油所 川向町１１－２６ 0193-82-2015

岩手県 下閉伊郡山田町 有限会社最上商店 豊間根　給油所 豊間根３－３３ 0193-86-2622

岩手県 下閉伊郡岩泉町 泉金商事株式会社 岩泉バイパス　給油所 岩泉字村木１８－１ 0194-22-3220

岩手県 下閉伊郡岩泉町 赤坂商店　　赤坂　啓吾 大川　給油所 大字大川字下町９９番地１ 0194-26-2318

岩手県 下閉伊郡岩泉町 株式会社ミナカワ 小川バイパス　給油所 袰綿字浦場６４－８ 0194-25-5623

岩手県 下閉伊郡岩泉町 清水畑商事有限会社 浅内　給油所 浅内字小森６９ 0194-22-4412

岩手県 下閉伊郡岩泉町 有限会社前野商店 岩泉　給油所 門字国境４６ 0194-25-5454

岩手県 下閉伊郡岩泉町 中村運送有限会社 中村石油　給油所 門字下見内川３２－１ 01942-5-4181

岩手県 下閉伊郡田野畑村 有限会社幕内石油店 田野畑　給油所 字田野畑１２３ 0194-33-2800

岩手県 下閉伊郡田野畑村 株式会社牧原商店 牧原　給油所 浜岩泉１３２－１ 0194-32-2131

岩手県 下閉伊郡普代村 三田地　勇治 三田地商店　給油所 １３－１２８－６ 0194-35-2108

岩手県 下閉伊郡普代村 株式会社熊谷観光 熊谷　給油所 第１９地割字白井１０４－１３ 0194-35-3450

岩手県 九戸郡軽米町 有限会社北新石油 北新石油　給油所 大字軽米第１３地割３１－１ 0195-46-2454

岩手県 九戸郡軽米町 有限会社本田石油店 軽米　給油所 大字晴山第２０地割７７－１ 0195-47-2528

岩手県 九戸郡軽米町 羽柴畜産有限会社 軽米東　給油所 大字上舘３０－３－１ 0195-45-3121

岩手県 九戸郡軽米町 千葉　淑子 軽米　給油所 大字軽米８－１５７－２ 0195-46-2205

岩手県 九戸郡軽米町 有限会社田端石油店 田端石油店　給油所 晴山第５地割５－７３－３ 0195-47-2126

岩手県 九戸郡野田村 有限会社玉川石油 野田玉川　給油所 大字玉川５－７４－１ 0194-78-2503

岩手県 九戸郡野田村 有限会社大沢石油 陸中野田　給油所 大字野田第２８地割３ 0194-78-2132

岩手県 九戸郡九戸村 大上　博美 大上ＮＯＲＩＮ給油ハウス　給油所 大字戸田２２－８ 0195-43-4433

岩手県 九戸郡九戸村 株式会社上徳商店 九戸　給油所 大字伊保内１１－１５－５ 0195-42-2514

岩手県 九戸郡九戸村 有限会社中村一郎商店 中一商店　給油所 大字伊保内第１０地割１５番 0195-42-3002

岩手県 九戸郡九戸村 株式会社横浜石油 九戸インター　給油所 大字江刺家第７地割字七ツ役７２－８ 0195-42-2238

岩手県 九戸郡洋野町 柳杭田　あや子 柳杭田　給油所 大字大野４４－４１－５ 0194-77-2443

岩手県 九戸郡洋野町 大崎　正裕 大崎　給油所 種市２３－５３ 0194-65-2527

岩手県 九戸郡洋野町 髙張　幸夫 九戸大野　給油所 大野第４７地割１７番地２ 0194-77-3610

岩手県 九戸郡洋野町 小子内浜漁業協同組合 小子内　給油所 小子内４－８－１ 0194-67-3411

岩手県 九戸郡洋野町 有限会社大久保商店 中野　給油所 種市中野第６地割－２８ 0194-67-3030

岩手県 九戸郡洋野町 株式会社サダテ 大野　給油所 大字大野２９－６－１７ 0194-77-2548

岩手県 九戸郡洋野町 佐々木　宏 大野　給油所 大字大野第６２地割４２－４ 0194-77-2323

岩手県 九戸郡洋野町 株式会社大粒来商店 株式会社大粒来商店　給油所 中野第１３地割１９－１６ 0194-67-2651



岩手県 九戸郡洋野町 有限会社　津取場石油店 種市　給油所 種市第９地割３５－１７ 0194-65-4222

岩手県 九戸郡洋野町 一般財団法人陸中アグリ協会 大野　給油所 阿古木１８－３５－３２ 0194-64-5008

岩手県 九戸郡洋野町 株式会社上小路商店 大野　給油所 阿子木第６地割６－３ 0194-77-5318

岩手県 二戸郡一戸町 株式会社工藤商店 蒔前　給油所 字蒔前４９－１３ 0195-32-3003

岩手県 二戸郡一戸町 全農エネルギー株式会社 奥中山店 中山字大塚８２－１ 0195-35-3456

岩手県 二戸郡一戸町 有限会社小鳥谷石油店 一戸インター　給油所 一戸字北舘１３０－１ 0165-32-2455

岩手県 二戸郡一戸町 有限会社小鳥谷石油店 一戸　給油所 小鳥谷字野里１７－３ 0195-34-2321

岩手県 二戸郡一戸町 株式会社工藤商店 奥中山　給油所 中山字大塚６１－１ 0195-35-3655

岩手県 二戸郡一戸町 株式会社工藤商店 一戸　給油所 鳥越字野月内舘３－１ 0195-33-2510

岩手県 二戸郡一戸町 有限会社川敬 一戸　給油所 西法寺字関屋４６－５ 0195-32-2881

宮城県 仙台市青葉区 遠藤商事株式会社 定禅寺通り　給油所 春日町１－１ 022-222-3825

宮城県 仙台市青葉区 遠藤商事株式会社 落合　給油所 落合５丁目２７－１７ 022-392-3255

宮城県 仙台市青葉区 出光リテール販売株式会社 仙台一番町　給油所 一番町一丁目１２－３０ 022-223-7115

宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ仙台北四店　給油所 上杉２－２－１２ 022-222-1616

宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ仙台店　給油所 二日町４－１６ 022-215-8322

宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ国見ヶ丘店　給油所 国見ケ丘６－１２６－３ 022-279-6263

宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南吉成店　給油所 南吉成６－２－１３ 022-277-0330

宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桜ヶ丘店　給油所 桜ヶ丘４丁目７－１ 022-279-8261

宮城県 仙台市青葉区 株式会社千代田商事 愛子バイパス　給油所 栗生６丁目１３－４ 022-391-5532

宮城県 仙台市青葉区 株式会社千代田商事 小松島　給油所 小松島４－１４－１８ 022-233-5721

宮城県 仙台市青葉区 ナヴィ株式会社 ＮＡＶＩエコノ茂庭　給油所 茂庭字綱木西１１－１６ 022-302-0955

宮城県 仙台市青葉区 出光リテール販売株式会社 セルフ旭ケ丘　給油所 旭ケ丘１－４－２０ 022-272-5085

宮城県 仙台市青葉区 北日本石油株式会社 セルフステーション中山台　給油所 中山台西１番地の８ 022-303-5585

宮城県 仙台市青葉区 株式会社三陸物産 Ｒ４８栗生　給油所 栗生５－２－２ 022-391-5874

宮城県 仙台市青葉区 株式会社角登商店 愛子街道　給油所 上愛子字街道６２番地の１ 022-302-7661

宮城県 仙台市青葉区 遠藤商事株式会社 愛子バイパス　給油所 栗生１－１－２外 022-392-5696

宮城県 仙台市青葉区 コスモ石油販売株式会社 セルフ水の森南　給油所 水の森３－４２－１３ 022-278-4990

宮城県 仙台市青葉区 北日本石油株式会社 セルフステーション中山　給油所 荒巻本沢２－７－４４ 022-278-5981

宮城県 仙台市宮城野区 株式会社保坂 萩野町　給油所 萩野町１－１９－２１ 022-239-5142

宮城県 仙台市宮城野区 株式会社東日本宇佐美 ４５号仙台扇町　給油所 扇町１丁目７－２３ 022-782-0844

宮城県 仙台市宮城野区 湊商事株式会社 岩切　給油所 岩切１－２３－１ 022-255-0508

宮城県 仙台市宮城野区 有限会社横田石油 東仙台　給油所 東仙台１－２－１３ 022-251-1829

宮城県 仙台市宮城野区 株式会社東日本宇佐美 仙台港インター　給油所 中野５－３－１４ 022-388-5281

宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ出花店　給油所 出花１－１６－４ 022-259-7455

宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 仙台新港ＴＳ　給油所 中野５丁目４番地２８ 022-786-1350

宮城県 仙台市宮城野区 エネクスフリート株式会社 仙台港インター　給油所 中野４丁目２番地の１４ 022-387-5680

宮城県 仙台市宮城野区 株式会社気仙沼商会 セルフ岩切　給油所 岩切１丁目５１番 022-349-4832

宮城県 仙台市宮城野区 株式会社吉田石油店 仙台港　給油所 仙台港北二丁目２番地の１２ 022-388-8661

宮城県 仙台市宮城野区 太陽鉱油株式会社 仙台港　給油所 中野３－５－１１ 022-786-8338

宮城県 仙台市宮城野区 コスモ石油販売株式会社 卸町北　給油所 萩野町３－８－１７ 022-284-6370

宮城県 仙台市宮城野区 コスモ石油販売株式会社 工業団地　給油所 扇町４－６－２４ 022-235-0584

宮城県 仙台市宮城野区 太陽鉱油株式会社 仙台港北インター　給油所 仙台港北１丁目５－４ 022-352-5981

宮城県 仙台市若林区 北日本石油株式会社 第二流通　給油所 六丁の目西町７－１ 022-288-7641

宮城県 仙台市若林区 北日本石油株式会社 セルフ東八番丁　給油所 新寺２－１－１４ 022-291-1773

宮城県 仙台市若林区 株式会社保坂 南小泉　給油所 中倉１－２５－３３ 022-237-1543

宮城県 仙台市若林区 協同組合仙台卸商センター 協同組合仙台卸商センター共同　給油所 卸町２－１５－４ 022-284-0833

宮城県 仙台市若林区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ沖野店　給油所 沖野３－１８－１ 022-285-9077

宮城県 仙台市若林区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ六丁の目店　給油所 六丁の目中町１５－３３ 022-287-0344

宮城県 仙台市若林区 マルネン株式会社 セルフ仙台中倉　給油所 中倉３丁目１７－４１ 022-788-1240

宮城県 仙台市若林区 ネクサスエナジー株式会社 遠見塚　給油所 遠見塚３－８－８ 022-286-1328

宮城県 仙台市若林区 ネクサスエナジー株式会社 石垣町　給油所 土樋２６６－１ 022-262-7078

宮城県 仙台市若林区 北日本石油株式会社 仙台市場　給油所 卸町４－７－１１ 022-284-1837

宮城県 仙台市若林区 株式会社ジェイエイ仙台 六郷　給油所 今泉１－２０－５４ 022-289-2759

宮城県 仙台市若林区 コスモ石油販売株式会社 セルフ卸町入口　給油所 卸町１丁目１番地の７ 022-232-6677

宮城県 仙台市若林区 株式会社東日本宇佐美 仙台産業道路東インター　給油所 六丁の目東町６－１０ 022-288-8831

宮城県 仙台市太白区 中川石油株式会社 セルフ中田サービスステーション　給油所 中田４丁目５番２０号 022-796-2122

宮城県 仙台市太白区 中川石油株式会社 セルフあすと長町サービスショップ　給油所 あすと長町４丁目２番４号 022-308-6040



宮城県 仙台市太白区 株式会社共和サービスセンター ニュー向山　給油所 向山３－４－３ 022-266-0131

宮城県 仙台市太白区 株式会社人来田興産 人来田　給油所 茂庭字人来田東６３ 022-307-3252

宮城県 仙台市太白区 有限会社嶺岸石油 ＥｎｅＪｅｔ茂庭生出　給油所 茂庭字新熊野７５ 022-281-3711

宮城県 仙台市太白区 有限会社嶺岸石油 茂庭　給油所 茂庭字大沢５２－２ 022-281-2608

宮城県 仙台市太白区 出光リテール販売株式会社 セルフ仙台バイパス　給油所 郡山字新橋南１３－１ 022-304-1245

宮城県 仙台市太白区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ仙台南店　給油所 西多賀５－２１－１ 022-244-2141

宮城県 仙台市太白区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ富沢店　給油所 泉崎２－６－４５ 022-243-3333

宮城県 仙台市太白区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ袋原店　給油所 東中田４－２２－４１ 022-242-2403

宮城県 仙台市太白区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ茂庭ＳＳ　給油所 茂庭新熊野７２－１ 022-281-2002

宮城県 仙台市太白区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ仙台長町南ＳＳ　給油所 大野田字王ノ壇１９－１ 022-748-0558

宮城県 仙台市太白区 株式会社千代田商事 セルフ八木山　給油所 八木山本町１－２７－８ 022-229-1133

宮城県 仙台市太白区 大菊興業株式会社 西多賀大菊　給油所 西の平１－５２－２０，５２－７２ほか 022-245-5343

宮城県 仙台市太白区 ナヴィ株式会社 エコノ西中田　給油所 西中田７丁目１２－４０ 022-306-2203

宮城県 仙台市太白区 コスモ石油販売株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ　茂庭店給油所 山田田中前５３－１ 022-307-4710

宮城県 仙台市太白区 有限会社嶺岸石油 茂庭バイパス　給油所 茂庭字新御所川５５ 022-281-2608

宮城県 仙台市太白区 株式会社小松商店 湯向　給油所 秋保町湯向２－２ 022-304-9311

宮城県 仙台市太白区 コスモ石油販売株式会社 セルフ富沢　給油所 富沢１－１３－１ 0197-23-6842

宮城県 仙台市太白区 株式会社やまじょう上村商店 キグナス鈎取　給油所 鈎取１－２－１５ 022-245-3708

宮城県 仙台市泉区 中川石油株式会社 セルフニュー泉　給油所 泉中央２丁目１４－５ 022-375-2215

宮城県 仙台市泉区 株式会社東日本宇佐美 ４号仙台泉インターシティ　給油所 大沢１丁目２－３ 022-218-3711

宮城県 仙台市泉区 北日本石油株式会社 セルフステーションパークタウン　給油所 実沢字立田屋敷１６－１ 022-377-9026

宮城県 仙台市泉区 仙北石油株式会社 泉中央　給油所 泉中央４－３－３ 022-375-5067

宮城県 仙台市泉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ泉インターシティ店　給油所 大沢２丁目１－１ 022-371-5557

宮城県 仙台市泉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ泉加茂店　給油所 加茂１－１－２ 022-378-5330

宮城県 仙台市泉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長命ケ丘店　給油所 長命ヶ丘６－１５－１２ 022-377-0788

宮城県 仙台市泉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ泉さねざわ店　給油所 実沢字飛鳥原４９－１ 022-377-4144

宮城県 仙台市泉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ仙台泉パークタウン店　給油所 高森１－１－１ 022-378-1716

宮城県 仙台市泉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中山店　給油所 南中山１丁目４３－１ 022-277-4511

宮城県 仙台市泉区 コスモ石油販売株式会社 セルフ将監　給油所 将監８－１－１９６ 022-218-1152

宮城県 仙台市泉区 有限会社ワシオ金物店 根白石　給油所 小角字宮２２，２３ 022-376-6130

宮城県 仙台市泉区 株式会社気仙沼商会 セルフ松森　給油所 松森字浦田１－２ 022-371-0281

宮城県 仙台市泉区 株式会社気仙沼商会 スマイル実沢　給油所 実沢中７７－１ 022-348-4000

宮城県 仙台市泉区 コスモ石油販売株式会社 セルフ免許センター　給油所 市名坂字原田１９６ 022-375-4391

宮城県 仙台市泉区 コスモ石油販売株式会社 泉松森　給油所 松森字城前１５８ 022-375-8010

宮城県 仙台市泉区 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ仙台中山　給油所 実沢字中山北１８番地１７８ 022-346-8850

宮城県 石巻市 株式会社阿部直商店 吉野町　給油所 吉野町３－１－３１ 0225-93-3434

宮城県 石巻市 有限会社おざし商店 大街道　給油所 中浦１－１－６２ 0225-23-0537

宮城県 石巻市 カガク興商株式会社 ポートアベニュー松並　給油所 緑町２－７－１５ 022-523-0241

宮城県 石巻市 有限会社オカダ石油 鮎川　給油所 鮎川浜字湊川１５－３ 0225-45-2327

宮城県 石巻市 遠藤商事株式会社 スーパーセルフ石巻　給油所 恵み野５丁目１番地８ 0225-21-6231

宮城県 石巻市 有限会社しんたな 和渕　給油所 和渕字和渕町８０－１ 0225-72-5174

宮城県 石巻市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション石巻インター　給油所 蛇田字下谷地５１－１ 0225-95-3478

宮城県 石巻市 ミツウロコドライヴ株式会社 ＥｎｅＪｅｔ石巻北　給油所 向陽町１－１－２５ 0225-23-3620

宮城県 石巻市 有限会社ファミリーショップ村上 ムラカミ石油ＳＳ 須江字池袋２４－２ 0225-73-2448

宮城県 石巻市 全農エネルギー株式会社 桃生店　給油所 桃生町中津山字下四軒４７ 0225-76-3172

宮城県 石巻市 全農エネルギー株式会社 大谷地店　給油所 小船越字山畑４４３ 0225-62-3315

宮城県 石巻市 カガク興商株式会社 セルフ石巻大街道　給油所 大街道南５－１－８５ 0225-94-6781

宮城県 石巻市 株式会社ことうの商店 セルフさくら町　給油所 さくら町二丁目１４番１ 0225-24-6090

宮城県 石巻市 丸山商事株式会社 石巻国道　給油所 蛇田字新谷地前１３３ 0225-96-1121

宮城県 石巻市 奥津　勝利 大原インター　給油所 谷川浜川原２１－１ 02254-8-2311

宮城県 石巻市 カガク興商株式会社 セルフバイパス東　給油所 中里１－３－８ 0225-95-1785

宮城県 石巻市 株式会社佐藤石油 橋浦　給油所 北上町橋浦字西６ 022567-2910

宮城県 石巻市 コスモ石油販売株式会社 石巻４５　給油所 わかば２丁目１０－１ 0225-94-3115

宮城県 石巻市 株式会社佐藤石油 白浜　給油所 北上町十三浜字白浜３６－１ 0225-61-7911

宮城県 塩竈市 株式会社辰巳商会 まぐろーど塩釜　給油所 港町二丁目９－５ 022-361-7605

宮城県 塩竈市 株式会社辰巳商会 塩釜東　給油所 新浜町２－２－１１ 022-364-4999

宮城県 塩竈市 湊商事株式会社 セルフステーション泉沢　給油所 泉沢町６８－１９ 022-366-2006



宮城県 塩竈市 株式会社玉田商店 ニュー新浜　給油所 新浜町２－７－７ 022-365-3355

宮城県 塩竈市 株式会社塩釜商会 塩釜北浜　給油所 北浜１－１２－２３ 022-362-0862

宮城県 気仙沼市 有限会社須藤商店 唐桑　給油所 唐桑町宿浦１４４－２ 0226-32-2076

宮城県 気仙沼市 有限会社宮古屋 大島　給油所 田尻２１－１ 0226-28-2015

宮城県 気仙沼市 株式会社岩井石油 大島　給油所 字要害１４４－１ 0226-28-3214

宮城県 気仙沼市 株式会社内海石油 気仙沼南　給油所 字赤岩杉の沢７５－３ 0226-22-2876

宮城県 気仙沼市 株式会社オカモト オカモトセルフ南気仙沼　給油所 幸町４丁目１－２３ 0226-21-7077

宮城県 気仙沼市 全農エネルギー株式会社 気仙沼店 岩月星谷１番５号 0226-48-5510

宮城県 気仙沼市 有限会社カネダイ大谷給油所 有限会社カネダイ大谷　給油所 本吉町日門６８－３ 0226-44-2986

宮城県 気仙沼市 株式会社オカモト オカモトセルフ気仙沼　給油所 字岩ヶ崎２５１－１ 0226-21-2112

宮城県 気仙沼市 株式会社気仙沼商会 気仙沼西　給油所 田中前１－５－１２ 0226-22-2966

宮城県 気仙沼市 株式会社唐桑商会 唐桑半島中央　給油所 唐桑町馬場１０１－１ 0226-32-2332

宮城県 気仙沼市 株式会社大越商会 本吉　給油所 本吉町津谷松岡１９５－１ 02264-2-2561

宮城県 気仙沼市 有限会社ヨシダ 唐桑只越　給油所 唐桑町境６－２ 0226-34-3325

宮城県 気仙沼市 株式会社気仙沼商会 カーシス大橋　給油所 南郷１番１号 0226-22-6952

宮城県 気仙沼市 有限会社マルイ・スガワラ 長磯　給油所 長磯牧通１１９ 0226-27-2113

宮城県 気仙沼市 株式会社東日本宇佐美 ４５号気仙沼バイパス　給油所 所沢５２－２ 0226-22-9702

宮城県 気仙沼市 有限会社千葉石油店 馬籠　給油所 本吉町馬籠町２７ 0226-43-2311

宮城県 白石市 株式会社川井石油 白石中央　給油所 南町１－１－１１ 0224-25-7171

宮城県 白石市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 東北道白石インターＴＳ　給油所 白鳥二丁目１８－１ 0224-24-3590

宮城県 白石市 有限会社羽山自動車工業 白石　給油所 郡山字飯塚７－２ 02242-5-0107

宮城県 白石市 全農エネルギー株式会社 白石店　給油所 福岡長袋字坂下３５ 0224-25-0888

宮城県 名取市 中川石油株式会社 セルフ名取熊野堂　給油所 高舘熊野堂字岩口上２４ 022-302-4840

宮城県 名取市 株式会社芳賀商店 仙台南インター　給油所 高舘熊野堂字余方中東３４ 022-386-2803

宮城県 名取市 株式会社東日本宇佐美 ４号仙台南　給油所 本郷字大門１６１ 022-384-0168

宮城県 名取市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト名取店　給油所 愛島郷１丁目１番地３９ 022-383-0261

宮城県 名取市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 名取中央　給油所 飯野坂字土府２０２－１ 022-382-2085

宮城県 名取市 ナヴィ株式会社 ＮＡＶＩエコノ仙台南　給油所 高舘熊野堂字余方上４ 022-381-3929

宮城県 名取市 名取岩沼農業協同組合 名取　給油所 増田１－１２－３６ 022-384-1833

宮城県 名取市 ネクサスエナジー株式会社 ＤＤセルフ美田園　給油所 美田園二丁目２－１、２－２、２－４ 022-382-8845

宮城県 名取市 株式会社キタセキ 名取西　給油所 田高字原３１３ 022-383-6061

宮城県 名取市 株式会社鶴見屋商店 増田　給油所 増田３－１－８ 02238-2-2820

宮城県 名取市 マルネン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ熊野堂店　給油所 高舘熊野堂字岩口上３１－４ 022-386-5379

宮城県 名取市 株式会社キタセキ ルート４岩沼　給油所 堀内字南竹１７０－３ 0223-24-1000

宮城県 角田市 コスモ石油販売株式会社 セルフ角田　給油所 字錦町３６番５ 0224-61-0890

宮城県 角田市 有限会社佐藤油店 ビックイン佐倉　給油所 佐倉字萱場３０４－１ 0224-63-3080

宮城県 角田市 有限会社草間 角田　給油所 角田字町２７１ 0224-62-2039

宮城県 角田市 やしろ商事株式会社 角田　給油所 角田字旭町３２－４ 0224-63-1311

宮城県 角田市 株式会社東日本エネルギー セルフ角田　給油所 角田字中島下４７０番地 0224-63-5592

宮城県 角田市 全農エネルギー株式会社 角田店　給油所 角田字中島上２６８－１ 0224-63-3146

宮城県 角田市 有限会社佐藤油店 角田バイパス　給油所 角田字扇町１０－１７ 0224-62-2389

宮城県 角田市 有限会社サトウ 金津　給油所 尾山字横町２２ 0224-62-1315

宮城県 多賀城市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション伝上山　給油所 伝上山３丁目１－１５ 022-362-5510

宮城県 多賀城市 ネクサスエナジー株式会社 多賀城西　給油所 高橋１－２０－１５ 022-389-1025

宮城県 多賀城市 有限会社平蔵屋石油店 大代　給油所 大代１－５－２ 022-362-3006

宮城県 岩沼市 株式会社渡豊商店 岩沼バイパス　給油所 桜３－１３－３８ 0223-22-3003

宮城県 岩沼市 出光リテール販売株式会社 セルフ岩沼バイパス　給油所 藤浪１－１４６－１ 0223-22-3134

宮城県 岩沼市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岩沼店　給油所 大手町４－３２ 0223-23-4333

宮城県 岩沼市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 岩沼ＴＳ　給油所 相の原３－１－６ 0223-29-2207

宮城県 岩沼市 コスモ石油販売株式会社 セルフ岩沼　給油所 たけくま３丁目５－１ 0223-23-6901

宮城県 登米市 株式会社佐藤石油 ＮＥＥＤ中田　給油所 中田町石森字加賀野三丁目６番地２ 0220-34-2736

宮城県 登米市 株式会社浅野工務店 水の里通り　給油所 迫町佐沼字新駒木袋３６２－１ 0220-22-2296

宮城県 登米市 有限会社今野商店 柳渕　給油所 米山町中津山字刈敷４６３ 0220-55-2527

宮城県 登米市 有限会社二瓶石油 米山南　給油所 米山町中津山字筒場埣２９４－６ 0220-55-2265

宮城県 登米市 北上石油株式会社 米谷　給油所 東和町米谷字根郭１２２－６ 0220-42-2038

宮城県 登米市 有限会社イトウ建材 あいけいサービスステーション 豊里町浦軒８４－２ 0225-76-5172

宮城県 登米市 有限会社ヤマモト石油 リーフ舟橋　給油所 迫町北方字舟橋９３－１ 0220-22-3311



宮城県 登米市 有限会社ヤマモト石油 大網　給油所 迫町佐沼字大網２１５－１ 0220-22-3609

宮城県 登米市 有限会社ヤマモト石油 迫　給油所 迫町佐沼字萩洗２－３－７ 0220-22-3533

宮城県 登米市 有限会社アベショウ商事 南方　給油所 南方町西山成前８１－１ 0220-58-3963

宮城県 登米市 仙北石油株式会社 佐沼　給油所 迫町佐沼字天神前６９ 0220-22-2161

宮城県 登米市 有限会社かどや石油店 豊里　給油所 豊里町新田町１８７－１ 0225-76-2343

宮城県 登米市 株式会社エネックス 米岡　給油所 米山町西野字西野前１９８ 0220-55-5225

宮城県 登米市 有限会社桑原本店 クイックセルフ佐沼　給油所 迫町佐沼字光ヶ丘６７ 0220-21-6820

宮城県 登米市 株式会社千葉秀商店 米山　給油所 米山町西野字西裏６ 02205-5-2052

宮城県 登米市 泉田　光平 石森　給油所 中田町石森字町５６－１ 02203-4-2411

宮城県 登米市 有限会社日下公三郎商店 中田　給油所 中田町宝江黒沼字下道６６ 02203-4-2710

宮城県 登米市 有限会社熊谷プロパン店 上沼　給油所 中田町上沼字弥勒寺大下６ 02203-4-2322

宮城県 登米市 有限会社　佐々木石油店 南方　給油所 南方町中原１６－１ 0220-58-2165

宮城県 栗原市 増森屋石油有限会社 金成　給油所 金成沢辺字前門沢１４１－１ 0228-42-1005

宮城県 栗原市 株式会社後藤商会 鶯沢　給油所 鶯沢南郷新橋沖６５－４ 0228-55-2161

宮城県 栗原市 後藤ボーリング株式会社 栗駒　給油所 栗駒桜田東有賀７２ 0228-45-3806

宮城県 栗原市 太陽鉱油株式会社 Ｄ．Ｄ築館インター　給油所 築館字築館 0228-22-7707

宮城県 栗原市 株式会社野村商店 一迫　給油所 一迫柳目字上田２２ 0228-52-2222

宮城県 栗原市 株式会社新みやぎサービス ぴあポート栗駒　給油所 栗駒稲屋敷後原６５ 0228-45-2258

宮城県 栗原市 株式会社新みやぎサービス テアリポート瀬峰　給油所 瀬峰下田１８５－１ 0228-38-2255

宮城県 栗原市 エネクスフリート株式会社 金成インター　給油所 金成沢辺字新西待井２１５－１ 0859-54-5060

宮城県 栗原市 株式会社鹿野静商店 セルフ一迫　給油所 一迫柳目字曽根３０９－１ 0228-52-2022

宮城県 栗原市 株式会社新みやぎサービス ツインポート築館　給油所 築館宮野中央２－９－１７ 0228-23-3330

宮城県 栗原市 株式会社新みやぎサービス アクセス若柳　給油所 若柳福岡小谷町浦１８２外 0228-32-6715

宮城県 栗原市 有限会社山田屋石油 鶯沢町　給油所 鶯沢南郷五輪原３６－４ 02285-5-3534

宮城県 栗原市 野口石油株式会社 築館インター　給油所 築館字照越永平５２－６ 0228-22-3747

宮城県 栗原市 エネクスフリート株式会社 築館インター　給油所 築館字照越永平９０－１ 0228-24-8115

宮城県 東松島市 中川石油株式会社 セルフ矢本　給油所 赤井関の内４号３６１－１ 0225-84-2811

宮城県 東松島市 株式会社ことうの商店 矢本　給油所 赤井字新川前６－１１ 0225-82-4202

宮城県 東松島市 カガク興商株式会社 セルフ矢本　給油所 大曲字堺堀１２２ 022-582-2440

宮城県 東松島市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション石巻西　給油所 赤井字鷲塚１－５ 0225-82-7010

宮城県 東松島市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート４５石巻ＴＳ　給油所 牛網字新上四十八７７－１ 0225-87-3922

宮城県 東松島市 株式会社岩城屋商店 鳴瀬バイパス　給油所 牛綱字駅前１－１－３ 02258-7-3809

宮城県 東松島市 櫻井　勝久 宮戸　給油所 宮戸字小舟渡８－３ 02258-8-2231

宮城県 東松島市 株式会社東日本宇佐美 石巻港インター　給油所 赤井字七反谷地２８０－１ 0225-83-1260

宮城県 大崎市 有限会社菊地商店 鳴子　給油所 鳴子温泉字車湯６４－３ 0229-83-2463

宮城県 大崎市 エネクスフリート株式会社 ＥｎｅＪｅｔ４号線古川　給油所 古川小野１５－１ 0229-28-2029

宮城県 大崎市 今野　幸悦 鳴子東　給油所 鳴子温泉大口字石ノ梅７４－１ 0229-84-7198

宮城県 大崎市 有限会社鈴木商店 川渡　給油所 鳴子温泉字田中２９－２ 0229-84-7115

宮城県 大崎市 株式会社木村油店 ロック鹿島台　給油所 鹿島台木間塚字小谷地２６５－１ 0229-57-2355

宮城県 大崎市 株式会社仙北商会 鹿島台　給油所 鹿島台平渡字新屋敷下４８ 0229-56-2211

宮城県 大崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ古川南店　給油所 古川穂波二丁目２番１７号 0229-22-5335

宮城県 大崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ古川いちょう通り店　給油所 古川李埣１－１－１５ 0229-23-3715

宮城県 大崎市 株式会社東日本宇佐美 ４号古川バイパス　給油所 古川大宮３丁目８－３１ 0229-24-7634

宮城県 大崎市 株式会社　ホリマン 堀万　給油所 田尻北牧目字新田２７－１，２７－４，２８－１ 02293-9-1100

宮城県 大崎市 株式会社東日本宇佐美 ４号三本木バイパス　給油所 三本木南谷地字千刈田２７４ 0229-52-5604

宮城県 大崎市 株式会社荒雄商事 鬼首バイパス　給油所 鳴子温泉鬼首字小向４１－３ 0229-86-2166

宮城県 大崎市 株式会社鈴掛石油 鹿島台　給油所 鹿島台木間塚字小谷地２３９－１ 0229-56-2347

宮城県 大崎市 有限会社キザワ 西古川３４７　給油所 古川新堀字東田１１０ 0229-26-2075

宮城県 大崎市 株式会社荒雄商事 鬼首　給油所 鳴子温泉鬼首字中田野３８ 0229-86-2608

宮城県 大崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフ古川旭　給油所 古川旭３－８－１１ 022-988-9934 

宮城県 富谷市 遠藤商事株式会社 スーパーセルフあけの平　給油所 あけの平１丁目２－１ 022-725-7756

宮城県 富谷市 出光リテール販売株式会社 イオン富谷　給油所 大清水１丁目３３－１ 022-779-0746

宮城県 富谷市 株式会社コマレオ 富谷　給油所 富谷字町北裏４４－１ 022-358-4141

宮城県 富谷市 株式会社みちのく観光 みちのく石油　給油所 富谷大清水下２８番地１ 022-358-5055

宮城県 刈田郡蔵王町 丸山株式会社 遠刈田温泉　給油所 遠刈田温泉字小妻坂７５番２９ 0224-26-6626

宮城県 刈田郡蔵王町 太陽鉱油株式会社 白石蔵王インター　給油所 宮字井戸井前３－１ 0224-32-2588

宮城県 柴田郡大河原町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大河原バイパス店　給油所 字新南６３－２ 0224-52-6772



宮城県 柴田郡大河原町 株式会社オカモト オカモトセルフ大河原　給油所 字新南５７－１ 0224-51-3033

宮城県 柴田郡村田町 オオヌマ株式会社 村田南　給油所 字町１ 0224-83-2105

宮城県 柴田郡村田町 エネクスフリート株式会社 村田インター　給油所 大字村田字北塩内８９－１ 0224-83-5858

宮城県 柴田郡柴田町 岡本　道弘 槻木　給油所 大字槻木字新田町３５ 0224-54-1805

宮城県 柴田郡柴田町 株式会社鶴見屋商店 大河原　給油所 船岡大塚２４－３ 0224-52-2733

宮城県 柴田郡柴田町 全農エネルギー株式会社 柴田店　給油所 西船迫１－１０－３ 0224-55-5609

宮城県 柴田郡柴田町 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ柴田　給油所 大字船岡字新生町１３－９ 0224-87-6790

宮城県 柴田郡川崎町 有限会社　植野商店 杜の公園　給油所 大字小野字上宿３－１ 0224-84-5670

宮城県 柴田郡川崎町 有限会社石井モータース 川崎インターチェンジ　給油所 大字前川字北原１９－１ 0224-84-2201

宮城県 柴田郡川崎町 株式会社はせくらサービス はせくらサービスステーション 大字支倉字宿１３２ 0224-86-2002

宮城県 柴田郡川崎町 トーレキ石油有限会社 川崎バイパス　給油所 大字川内字七曲山２５－１ 0224-84-5837

宮城県 伊具郡丸森町 八島　哲郎 やしまや耕野　給油所 耕野字火石坂８９－２ 0224-75-2111

宮城県 伊具郡丸森町 有限会社佐藤油店 丸森駅前　給油所 字大舘２－８５ 0224-72-1280

宮城県 伊具郡丸森町 有限会社佐藤油店 丸森　給油所 字除南１０ 0224-72-1278

宮城県 伊具郡丸森町 有限会社小野商店 大内　給油所 大内字七夕西２７－１ 0224-79-2543

宮城県 伊具郡丸森町 一般社団法人筆甫地区振興連絡協議会 筆甫　給油所 筆甫字平舘８２－３ 0224-76-2431

宮城県 伊具郡丸森町 有限会社石田屋 大内　給油所 大内字横手６８－２ 0224-73-3004

宮城県 伊具郡丸森町 有限会社斎藤石油商会 有限会社斎藤石油商会　給油所 金山字沼下６－１ 0224-78-1072

宮城県 亘理郡亘理町 コスモ石油販売株式会社 セルフ亘理　給油所 逢隈中泉字大原１４６番１ 0223-33-1605

宮城県 亘理郡亘理町 株式会社オカモト オカモトセルフ亘理　給油所 逢隈神宮寺一郷６６－１ 0223-32-8155

宮城県 亘理郡亘理町 株式会社ワタヨシコーポレーション パークシティわたり　給油所 逢隈鹿島字寺前南４３－１ 0223-34-3666

宮城県 亘理郡亘理町 中島　一昭 荒浜西　給油所 荒浜字篠子橋６５－２ 0223-34-5166

宮城県 亘理郡山元町 株式会社クリワダ 山元町　給油所 小平字南６３－９ 0223-37-0013

宮城県 亘理郡山元町 株式会社ライフサポートわたり 山下　給油所 鷲足字竹の花５－１ 0223-37-0165

宮城県 亘理郡山元町 株式会社オオワダ 坂元　給油所 坂元字町５８ 0223-38-0700

宮城県 宮城郡松島町 株式会社仙北商会 松島　給油所 道珍浜３８－６８ 022-354-3463

宮城県 宮城郡松島町 ペトロボーイ株式会社 松島町漁協　給油所 磯崎字長田８０ 022-354-5356

宮城県 宮城郡松島町 株式会社千葉商店 高城　給油所 高城字愛宕１－３ 022-354-2166

宮城県 宮城郡松島町 有限会社菅野石油店 品井沼　給油所 幡谷字出石４６－２ 022-352-2805

宮城県 宮城郡七ヶ浜町 有限会社大成商事 花渕　給油所 花渕浜字舘下７５－２１ 022-357-6977

宮城県 宮城郡七ヶ浜町 株式会社塩釜商会 プラタナス汐見台　給油所 汐見台南一丁目３７番１号 022-357-6382

宮城県 宮城郡利府町 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション利府　給油所 沢乙字山岸前４６－５ 022-356-4466

宮城県 宮城郡利府町 三愛オブリ東日本株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオブリステーション利府店　給油所 利府字八幡崎前９６ 022-767-5022

宮城県 宮城郡利府町 株式会社東日本宇佐美 利府バイパス　給油所 神谷沢字館の内３９－２ 022-255-1606

宮城県 宮城郡利府町 野口石油株式会社 利府アオヤマ　給油所 青山２－５－４ 022-356-1780

宮城県 黒川郡大和町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉岡南店　給油所 吉岡まほろば一丁目 022-345-9566

宮城県 黒川郡大和町 株式会社キタセキ 大和インター　給油所 落合舞野字庚申２５－１ 0223-24-1661

宮城県 黒川郡大郷町 株式会社田中商店 大郷バイパス　給油所 中村字山沢１８－２ 022-359-2129

宮城県 黒川郡大郷町 株式会社オオウチ 大郷　給油所 中村字原町２ 022-359-3045

宮城県 黒川郡大衡村 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 大衡ＴＳ　給油所 大衡字河原６８－１１ 022-345-5108

宮城県 黒川郡大衡村 株式会社キタセキ ルート４大衡　給油所 大衡字古舘下６ 022-345-0066

宮城県 加美郡色麻町 株式会社柳川製作所 色麻北　給油所 四竈字沼川原１２ 0229-65-2740

宮城県 加美郡色麻町 松井　正記 色麻　給油所 大字下新町２６ 0229-65-2639

宮城県 加美郡加美町 株式会社浅野石油 中新田　給油所 字大門４ 0229-63-2236

宮城県 加美郡加美町 株式会社エコサーブ 加美　給油所 字赤塚１－１ 0229-63-2433

宮城県 加美郡加美町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中新田店　給油所 字大門１１３ 0229-63-3404

宮城県 加美郡加美町 株式会社小野田石油 小野田　給油所 字下野目雷北６－９ 0229-67-2352

宮城県 加美郡加美町 株式会社浅野石油 東小野田　給油所 字板橋１３番地１ 0229-25-5175

宮城県 加美郡加美町 有限会社竹中石油店 宮崎中央　給油所 宮崎字町８４ 0229-69-5119

宮城県 加美郡加美町 株式会社浅野石油 小野田　給油所 字原町南西屋敷６７－１ 0229-67-2328

宮城県 遠田郡涌谷町 有限会社二瓶石油 箟岳　給油所 太田字舟ヶ沢３６ 0229-45-2132

宮城県 遠田郡涌谷町 有限会社佐竹油店 箆岳　給油所 吉住字梅田２３ 0229-45-2215

宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社成文 涌谷西　給油所 字蔵人沖名７７ 0229-43-3920

宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社木村油店 ＪＯＥ涌谷　給油所 字一本柳５８ 0229-43-2533

宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社木村油店 涌谷　給油所 字下道３－１ 0229-43-2678

宮城県 遠田郡美里町 出光リテール販売株式会社 セルフスマイル南郷　給油所 練牛１４ 0229-58-3967

宮城県 遠田郡美里町 株式会社オカモト オカモトセルフ美里　給油所 北浦字蛇沼前３番１ 0229-35-3770



宮城県 牡鹿郡女川町 丸五商事株式会社 マリノおながわ　給油所 浦宿浜字寄木２０ 02255-3-4138

宮城県 牡鹿郡女川町 有限会社　木村石油 女川南　給油所 大石原浜字向１７－５ 02255-3-4216

宮城県 本吉郡南三陸町 株式会社阿部石油 歌津　給油所 歌津字管の浜２８－４ 0226-36-2138

宮城県 本吉郡南三陸町 有限会社丸三石油 泊浜　給油所 歌津字大沼２１８－４５ 0226-36-2510

宮城県 本吉郡南三陸町 全農エネルギー株式会社 南三陸店 志津川字十日町２０２番地４ 0226-48-5318

宮城県 本吉郡南三陸町 株式会社宮城商店 ＥｎｅＪｅｔ志津川インター　給油所 志津川御前下１５－３ 0226-46-3007

宮城県 本吉郡南三陸町 株式会社佐広自動車 三陸石油　給油所 歌津字桝沢９２－１ 0226-25-9624

秋田県 秋田市 中川石油株式会社 ジョイフル臨海　給油所 川尻若葉町５－２６ 018-862-5233

秋田県 秋田市 株式会社佐孝石油 スーパーセルフ・サコー　給油所 外旭川字小谷地１３０－１ 018-868-0606

秋田県 秋田市 株式会社佐孝石油 飯島　給油所 飯島道東２－１４－７ 018-845-1995

秋田県 秋田市 株式会社丸伊商店 明田　給油所 東通１－２－１ 018-835-9565

秋田県 秋田市 株式会社髙橋油店 和田　給油所 河辺和田字下タ川原１６－５ 018-882-3132

秋田県 秋田市 三盛石油株式会社 秋田中央　給油所 寺内字イサノ４２ 018-823-3732

秋田県 秋田市 株式会社木村スタンド 河辺　給油所 河辺和田字北條ケ崎１３８－３ 018-882-2101

秋田県 秋田市 株式会社木村スタンド 飯島　給油所 飯島道東２－１－１ 018-845-7170

秋田県 秋田市 株式会社木村スタンド 御野場　給油所 御野場２－１－３ 018-839-0677

秋田県 秋田市 株式会社木村スタンド 広面　給油所 広面字宮田２５－１ 018-831-3315

秋田県 秋田市 大民石油販売株式会社 将軍野　給油所 将軍野南４－９－１３ 018-845-0779

秋田県 秋田市 大民石油販売株式会社 秋田亀の丁　給油所 楢山登町１－２８、３－４ 018-833-2553

秋田県 秋田市 大民石油販売株式会社 土崎　給油所 土崎港中央３－５－２１ 018-845-0800

秋田県 秋田市 大民石油販売株式会社 秋田山王　給油所 山王１－２－２６ 018-862-6004

秋田県 秋田市 港北石油株式会社 将軍野東　給油所 将軍野東３－６－４６ 018-847-0141

秋田県 秋田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ秋田八橋店　給油所 八橋南１－１－１０ 018-824-3183

秋田県 秋田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ秋田豊店　給油所 新屋豊町４－５ 018-866-3631

秋田県 秋田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ秋田中央インター店　給油所 広面字谷地田５３－１ 018-837-7650

秋田県 秋田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ秋田泉店　給油所 泉北４－２－５ 018-862-8332

秋田県 秋田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ秋田イサノ店　給油所 八橋字イサノ２２－１ 018-862-2899

秋田県 秋田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ秋田新屋店　給油所 新屋扇町７－５０ 018-828-4537

秋田県 秋田市 有限会社石井商店 飯島　給油所 飯島道東３－１－１７ 018-845-3011

秋田県 秋田市 富士鉱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅエル外旭川店　給油所 外旭川字三後田１８７－１ 018-868-6866

秋田県 秋田市 株式会社太洋石油店 秋田中野　給油所 下新城中野字琵琶沼４１０ 018-873-3345

秋田県 秋田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ仁井田店 仁井田新田１－１７－１４ 018-839-3615

秋田県 秋田市 株式会社国際商事 追分　給油所 下新城中野字琵琶沼３１１外 0188-73-3500

秋田県 秋田市 三国商事株式会社 秋田臨海　給油所 川尻大川町１７５，１７６ 0188-65-0011

秋田県 秋田市 株式会社丸伊商店 フレンドリー仁井田　給油所 仁井田二ッ屋１－９－１０ 0188-32-7117

秋田県 秋田市 株式会社オカモト オカモトセルフＥｎｅＪｅｔ秋田北　給油所 保戸野千代田町１７－１ 018-896-1525

秋田県 秋田市 三国商事株式会社 秋田南インター　給油所 仁井田字古川向１５－１ほか３筆 0188-29-1022

秋田県 秋田市 有限会社石黒商事 向浜金属団地協同組合　給油所 向浜１－１－１３６ 0188-62-3217

秋田県 秋田市 富士鉱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ卸団地店　給油所 卸町２丁目４番１ 018-896-7768

秋田県 秋田市 株式会社田沢モータース 御所野　給油所 上北手猿田字堤の沢４１－８ 0188-39-3163

秋田県 秋田市 有限会社久保田石油 秋田臨海　給油所 寺内後城２２番１８号 018-845-0440

秋田県 秋田市 株式会社国際商事 土崎　給油所 土崎港相染町字浜ナシ山２－１２ 018-845-0206

秋田県 秋田市 森沢石油株式会社 秋田北インター　給油所 上新城中字南波掛１９－１、１９－２ 018-872-3133

秋田県 秋田市 三国商事株式会社 ７号線秋田北　給油所 金足大清水字堤下２０－１ 0188-73-5888

秋田県 秋田市 新屋石油合資会社 新屋　給油所 新屋大川町１０－２９ 0188-28-4125

秋田県 秋田市 株式会社丸伊商店 フレンドリー広面　給油所 東通二丁目１４－５ 0188-32-7337

秋田県 秋田市 株式会社小林商店 旭川かもしか　給油所 旭川南町８－３４ 0188-33-2475

秋田県 能代市 能代石油株式会社 能代　給油所 西通町７－１３ 0185-52-5125

秋田県 能代市 株式会社小山油店 二ツ井　給油所 二ツ井町切石字館腰８１ 0185-73-4645

秋田県 能代市 株式会社越前谷商店 能代南　給油所 昭南町１－３ 0185-52-4766

秋田県 能代市 株式会社塚本油店 能代南バイパス　給油所 南陽崎３１－９ 0185-55-0352

秋田県 能代市 三国商事株式会社 ピットイン能代　給油所 字高塙２０８－１ 0185-89-2655

秋田県 能代市 株式会社塚本油店 ジョイシティ出戸　給油所 出戸本町１４－３２ 0185-55-0353

秋田県 能代市 山田商事株式会社 能代南バイパス　給油所 字臥竜山３６番地３５ 0185-55-0085

秋田県 能代市 あきた白神農業協同組合 二ツ井　給油所 二ツ井町字槻ノ木３０－１ 0185-73-5112

秋田県 能代市 あきた白神農業協同組合 能代　給油所 中関６ 0185-58-3940

秋田県 能代市 株式会社オカモト オカモトセルフ能代アクロス　給油所 字寺向１２０－１ 0185-89-1101



秋田県 能代市 森沢石油株式会社 二ツ井　給油所 二ツ井町字道上中坪１７－２ 01857-3-3551

秋田県 能代市 三国商事株式会社 きみまち阪　給油所 二ツ井町小繋字恋の沢７７－１ 0185-74-6266

秋田県 能代市 武芳石油株式会社 東能代　給油所 字機織轌の目２－４ 01855-8-2321

秋田県 能代市 株式会社国際商事 能代北　給油所 落合字下谷地２－１ 01855-4-3233

秋田県 横手市 協和石油株式会社 セルフ横手バイパス　給油所 八幡字石町８０ 0182-33-1321

秋田県 横手市 有限会社新星商店 増田　給油所 増田町増田字一本柳西１－４ 0182-45-3133

秋田県 横手市 有限会社吉田石油 平鹿　給油所 平鹿町下鍋倉字城戸１２ 0182-24-0269

秋田県 横手市 株式会社今野石油 大森　給油所 大森町字東中島１９－６ 0182-26-3172

秋田県 横手市 株式会社大宗石油 大森　給油所 大森町字堂林１３８ 0182-26-2200

秋田県 横手市 有限会社糯田商店 横手東　給油所 大沢字羽根山５－６ 0182-32-6850

秋田県 横手市 株式会社三共サービス 十文字ＳＳ 十文字町仁井田字海道東５６ 0182-42-0373

秋田県 横手市 株式会社ふるさと燃料サービス 横手中央　給油所 梅の木町１６の８ 0182-32-3239

秋田県 横手市 株式会社ふるさと燃料サービス 新増田　給油所 増田町増田字土肥館２１７－３ 0182-45-2357

秋田県 横手市 株式会社テラセキ 朝日が丘　給油所 朝日が丘２－３－２３ 0182-32-6899

秋田県 横手市 三国商事株式会社 横手インター　給油所 駅南二丁目９０外 0182-33-0311

秋田県 横手市 株式会社テラセキ 十文字　給油所 十文字町梨木字海道下８１－１ 01824-2-2250

秋田県 横手市 鈴木商事株式会社 横手四ノ口　給油所 横手町字四ノ口６２－１ 0182-35-5605

秋田県 横手市 株式会社テラセキ 横手中央　給油所 駅前町１３－８ 0182-32-1186

秋田県 横手市 鈴木正俊商店有限会社 ニュー横手　給油所 八幡字八幡２０１ 01823-3-3464

秋田県 横手市 株式会社ふるさと燃料サービス 沼館　給油所 雄物川町沼館字小谷地６２－１ 0182-22-5911

秋田県 横手市 株式会社ふるさと燃料サービス 福地　給油所 雄物川町南形字下の谷地１９ 0182-22-2149

秋田県 横手市 株式会社ふるさと燃料サービス 横手南　給油所 婦気大堤字婦気前１２２－２ 0182-32-7997

秋田県 横手市 株式会社ふるさと燃料サービス 平鹿　給油所 平鹿町浅舞字荒小屋東２００ 0182-24-2657

秋田県 横手市 株式会社ふるさと燃料サービス 大雄　給油所 大雄字大関２８７－２ 0182-52-3011

秋田県 横手市 株式会社ふるさと燃料サービス 十文字南　給油所 十文字町佐賀会字上沖田２６７－１ 0182-42-2514

秋田県 大館市 株式会社工藤米治商店 セルフ大館南　給油所 小館花字萩野台２－３ 0186-49-2455

秋田県 大館市 株式会社工藤米治商店 大館ハチ公　給油所 二井田字菖蒲沼２０８番地 0186-42-8500

秋田県 大館市 株式会社工藤米治商店 大館西　給油所 根下戸新町１－６０ 0186-42-3149

秋田県 大館市 株式会社工藤米治商店 大館東　給油所 常盤木町１１－３０ 0186-49-4076

秋田県 大館市 佐藤孝雄 大樹商店　給油所 釈迦内字山神台３７－１２ 0186-48-3001

秋田県 大館市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大館住吉町店　給油所 住吉町２－１２ 0186-43-4551

秋田県 大館市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大館駅前店　給油所 中道１－８－１７ 0186-43-2525

秋田県 大館市 株式会社乳井石油商会 ２４セルフ比内　給油所 中山字兎沢６６－１ 0186-43-3055

秋田県 大館市 株式会社オカモト オカモトセルフ大館　給油所 有浦１丁目６番１８号 0186-44-4610

秋田県 大館市 有限会社渡辺一郎商店 白沢　給油所 白沢字白沢４９１ 0186-46-1822

秋田県 大館市 株式会社芳賀文蔵商店 花岡　給油所 花岡町字アセ石７７ 0186-46-1308

秋田県 大館市 株式会社山二 ＳＥＬＦ大館有浦　給油所 有浦３－１－１３ 0186-42-7528

秋田県 大館市 株式会社ＪＡあきた北ライフサービス 大館　給油所 字大田面２７２－１他 0186-49-1649

秋田県 大館市 有限会社東洋レジャー セルフＥステーション　給油所 岩瀬字羽貫谷地山下９８－２ 0186-54-2550

秋田県 大館市 佐藤石油株式会社 比内　給油所 比内町扇田字新長岡３０ 0186-55-3875

秋田県 大館市 株式会社ＪＡあきた北ライフサービス 比内　給油所 比内町扇田字小谷地２１－４他 0186-55-2619

秋田県 大館市 乳安商事株式会社 ニュー比内　給油所 比内町扇田字伊勢堂岱９０－２ほか３筆 0186-55-1128

秋田県 大館市 有限会社佐藤スタンド 大館西　給油所 根下戸新町１５－３８ 0186-42-5665

秋田県 大館市 佐藤石油株式会社 川口　給油所 川口字大人沢２－２ 0186-49-4915

秋田県 男鹿市 株式会社目黒石油 八望台入口　給油所 北浦野村字前野９９－６ 0185-33-3217

秋田県 男鹿市 株式会社五里合オイルステーション 五里合　給油所 五里合神谷字下石１１７ 0185-34-2223

秋田県 男鹿市 株式会社板橋組 払戸　給油所 払戸字浜３ 0185-46-2827

秋田県 男鹿市 平野商店　　平野　政治 箱井　給油所 五里合箱井字桃崎１０５ 0185-34-2701

秋田県 男鹿市 株式会社シグマ 船越　給油所 船越字杉山１４１ 0185-25-3904

秋田県 湯沢市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ湯沢店　給油所 材木町２－１－２４ 0183-73-1186

秋田県 湯沢市 佐藤　春三 野村店川連　給油所 川連町字村下４－２ 01834-2-2139

秋田県 湯沢市 株式会社こまちライフサービス 稲川　給油所 川連字村下１５３－２ 0183-42-4758

秋田県 湯沢市 株式会社こまちライフサービス 皆瀬　給油所 皆瀬字野中７９他 0183-46-2528

秋田県 湯沢市 有限会社京野商店 こまちの郷　給油所 横堀中屋敷２５－６ 0183-52-2530

秋田県 湯沢市 株式会社こまちライフサービス こまち　給油所 横堀字中屋敷１１－３ 0183-52-3128

秋田県 湯沢市 株式会社オカモト オカモトセルフ湯沢　給油所 字沖鶴２５８－１ 0183-79-5333

秋田県 湯沢市 金子　泰子 須川　給油所 相川字須川４７ 0183-79-2131



秋田県 湯沢市 合資会社高順商店 湯沢北　給油所 岩崎字北一条８５ 0183-72-0153

秋田県 湯沢市 鈴木商事株式会社 鎌切　給油所 深堀字鎌切５０ 0183-79-5177

秋田県 湯沢市 株式会社こまちライフサービス 湯沢中央　給油所 鶴館３４－５，３５－１ 0183-72-2655

秋田県 湯沢市 株式会社仙秋プラザ給油所 仙秋プラザ　給油所 小野字小町９１－１ 0183-52-2215

秋田県 湯沢市 丹　一幸 三関　給油所 上関字上関８４ 0183-79-2017

秋田県 鹿角市 株式会社田口産業 花輪　給油所 花輪字諏訪野５４－４ 0186-25-3305

秋田県 鹿角市 株式会社アニモ 八幡平　給油所 八幡平字栃木川原３６７ 0186-32-2080

秋田県 鹿角市 株式会社アニモ セルフ十和田　給油所 十和田錦木字下野添３９－１ 0186-30-3080

秋田県 鹿角市 奈良石油有限会社 大湯温泉　給油所 十和田大湯字湯ノ岱２－５２ 01863-7-2207

秋田県 鹿角市 株式会社オカモト オカモトセルフ鹿角　給油所 花輪字高井田６１－７ 0186-30-0777

秋田県 鹿角市 株式会社ナカムラ石油 十和田南　給油所 十和田毛馬内字押出４９－２ 0186-35-3287

秋田県 鹿角市 株式会社アニモ 花輪駅前　給油所 花輪字下中島１２２番地 0186-23-2415

秋田県 由利本荘市 中川石油株式会社 本荘栄町　給油所 給人町３２－１ 0184-22-2277

秋田県 由利本荘市 中川石油株式会社 本荘川口　給油所 川口字家後１９２－１ 0184-23-3275

秋田県 由利本荘市 中川石油株式会社 セルフ本荘東　給油所 一番堰１８７－１ 0184-22-1342

秋田県 由利本荘市 協和石油株式会社 セルフステーション本荘　給油所 石脇字田頭２０６－２２ 0184-23-1012

秋田県 由利本荘市 有限会社黒川石油 道川　給油所 岩城勝手字烏ヶ森２５－５３ 0184-73-2109

秋田県 由利本荘市 小浜　仁 前郷　給油所 前郷字前郷５４ 0184-53-2020

秋田県 由利本荘市 株式会社ＮＥＸＵＳ 本荘オイル　給油所 石脇字田尻野２－５１ 0184-22-2031

秋田県 由利本荘市 三尺堂石油販売株式会社 本荘　給油所 表尾崎町２３ 0184-22-1316

秋田県 由利本荘市 有限会社大一石油 鳥海バイパス　給油所 鳥海町伏見字高平５７ 0184-57-2800

秋田県 由利本荘市 株式会社オカモト オカモトセルフ由利本荘　給油所 水林４２４－１ 0184-25-9700

秋田県 由利本荘市 由利石油株式会社 本荘石脇　給油所 石脇字赤禿１－１０２ 0184-22-6455

秋田県 由利本荘市 鈴木商事株式会社 荒町　給油所 内黒瀬字荒町８３－３ 0184-25-8007

秋田県 由利本荘市 有限会社丸金石油 本荘小友　給油所 三条字三条谷地３２－１ 0184-22-6382

秋田県 由利本荘市 株式会社テラセキ 東由利　給油所 東由利舘合字前田１０ 018469-2140

秋田県 由利本荘市 株式会社テイゾー 西目中央　給油所 西目町沼田字新道下２－６３５ 0184-33-4141

秋田県 由利本荘市 有限会社小林石油 大内　給油所 中田代字板井沢２６３－１ 0184-67-2004

秋田県 由利本荘市 有限会社エコ矢島サービス 矢島　給油所 矢島町七日町字熊之堂５６－１ 0184-56-2467

秋田県 由利本荘市 由利石油株式会社 矢島　給油所 矢島町元町字大川原１８５－２ 01845-6-2578

秋田県 由利本荘市 株式会社ジェイエイ秋田しんせいサービス 大内給油センター 大内三川字三川４１ 0184-65-3750

秋田県 由利本荘市 株式会社ジェイエイ秋田しんせいサービス 笹子給油センター 鳥海町上笹子字堺台１０９－１、７１－３ 0184-59-2090

秋田県 由利本荘市 由利石油株式会社 川口　給油所 川口字堂ノ腰１２６－７ 0184-24-3331

秋田県 由利本荘市 三国商事株式会社 本荘バイパス　給油所 出戸町字水林２８－１０ 0184-23-5200

秋田県 由利本荘市 葵工業株式会社 本荘栗山　給油所 浜三川字栗山８２ 01842-2-5424

秋田県 由利本荘市 株式会社ジェイエイ秋田しんせいサービス 鮎川給油センター 東鮎川字石垣３２７、３２８，３２９ 0184-53-3358

秋田県 由利本荘市 由利石油株式会社 本荘御門　給油所 御門２４７－２ 0184-22-5675

秋田県 由利本荘市 有限会社猪股燃料 本荘花畑　給油所 本田仲町１２－６ 0184-22-4404

秋田県 由利本荘市 株式会社ジェイエイ秋田しんせいサービス 岩城給油センター 岩城勝手字烏ケ森２７－１０ 0184-73-2248

秋田県 由利本荘市 株式会社ジェイエイ秋田しんせいサービス 本荘中央給油センター 荒町字塒台６４ 0184-24-3353

秋田県 潟上市 共和オイル株式会社 飯塚　給油所 飯田川飯塚字中谷地７０－２ 018-877-2668

秋田県 潟上市 北日本オート株式会社 二田　給油所 天王字上江川４７－２９ 018-878-9981

秋田県 潟上市 佐藤石油株式会社 出戸浜　給油所 天王字北野２５１－１ 018-878-4308

秋田県 潟上市 有限会社マルセ 昭和町　給油所 昭和大久保字阿弥陀堂４９－２ 018-877-5413

秋田県 潟上市 株式会社太洋石油店 大久保　給油所 昭和大久保字堤の上９１－１３２ 018-877-5811

秋田県 潟上市 有限会社渡政商店 二田　給油所 天王字二田２１ 018878-5369

秋田県 潟上市 島崎石油有限会社 飯田川バイパス　給油所 飯田川飯塚字古開７０－１ 0188-77-2233

秋田県 大仙市 大東物産株式会社 大曲北　給油所 泉町９－３７ 0187-62-1441

秋田県 大仙市 合資会社四ツ屋物産 大曲高関　給油所 高関上郷字大村４－９ 0187-66-1605

秋田県 大仙市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大曲住吉店　給油所 大曲住吉町３－８ 0187-66-2111

秋田県 大仙市 有限会社村商 油や中仙　給油所 北長野字野口前２９－２ 0187-56-7005

秋田県 大仙市 有限会社柳修商店 横堀　給油所 福田字大面１２３ 0187-69-3009

秋田県 大仙市 株式会社おばこライフサービス 船岡給油センター 協和船岡字下船岡９１－２、９２－２、９３－３ 0187-75-1517

秋田県 大仙市 鈴木商事株式会社 二丁目　給油所 大曲日の出町２丁目３－１８ 0187-63-4555

秋田県 大仙市 株式会社ヤマダ 長野　給油所 長野字柳田１１－１ 0187-56-3804

秋田県 大仙市 株式会社おばこライフサービス 西仙北　給油所 刈和野字一里塚東８３番２ 0187-75-1517

秋田県 大仙市 有限会社小松石油 中仙　給油所 長野字紫嶋５５－１ 01875-6-2072



秋田県 大仙市 合資会社竹屋商店 横沢　給油所 太田町横沢字泥窪３８４－２ 01878-8-2007

秋田県 大仙市 三国商事株式会社 大曲バイパス　給油所 戸地谷字川前３７５－１ 0187-62-9011

秋田県 大仙市 鈴木商事株式会社 殿屋敷セルフ　給油所 花館字下殿屋敷１２－１ 0187-63-3136

秋田県 大仙市 株式会社おばこライフサービス 内小友給油センター 内小友字中沢３１６－１、３１７－１、３１８－１ 0187-68-2360

秋田県 大仙市 株式会社おばこライフサービス 中仙給油センター 下鶯野字大谷１５７ 0187-56-2020

秋田県 大仙市 株式会社おばこライフサービス 神岡給油センター 神宮寺字西田１３－１ 0187-72-2221

秋田県 大仙市 株式会社おばこライフサービス 上野給油センター 南外字上野２２９－３ 0187-74-3111

秋田県 大仙市 鈴木正俊商店有限会社 角間川　給油所 角間川町字西本町８ 0187-65-2111

秋田県 大仙市 有限会社斉藤石油 神岡　給油所 神宮寺字大坪街道下５－３ 0187-72-2929

秋田県 大仙市 株式会社おばこライフサービス 横堀給油センター 福田字穴沢４２－１、４４－１ 0187-69-3367

秋田県 大仙市 株式会社おばこライフサービス 太田給油センター 太田町横沢字窪関南５２５－１、６１９ 0187-88-2207

秋田県 北秋田市 株式会社丸伊商店 グリーントピア阿仁前田　給油所 阿仁前田字下山根１９５－１ 0186-75-2344

秋田県 北秋田市 大民石油販売株式会社 鷹巣　給油所 松葉町８－１ 0186-62-0333

秋田県 北秋田市 大民石油販売株式会社 北秋田　給油所 綴子字大堤８１番地 0186-67-6117

秋田県 北秋田市 阿仁合石油株式会社 阿仁バイパス　給油所 阿仁真木沢鉱山字真木沢２２７－１外 0186-82-3135

秋田県 北秋田市 秋林工業株式会社 マツダ石油　給油所 米内沢字諏訪岱４０－１ 01867-2-3271

秋田県 北秋田市 ナガキ石油株式会社 七日市　給油所 七日市字家後７４ 0186-66-2145

秋田県 北秋田市 全農エネルギー株式会社 あきた北央店 米内沢字長野１０４－１ 0186-84-8677

秋田県 北秋田市 佐藤石油株式会社 セルフ栄　給油所 栄字前綱８５－３ 0186-60-0566

秋田県 北秋田市 秋田たかのす農業協同組合 鷹巣町　給油所 栄字中綱３２－１ 0186-62-1292

秋田県 北秋田市 森沢石油株式会社 セルフ北欧の杜　給油所 米内沢字長野沢１３９－１ 0186-72-3021

秋田県 北秋田市 三国商事株式会社 ピットイン鷹巣　給油所 旭町１の１８ 0186-62-2446

秋田県 にかほ市 葵工業株式会社 仁賀保　給油所 平沢字天ケ町４２－２ 0184-37-3066

秋田県 にかほ市 株式会社三共サービス 仁賀保北　給油所 平沢字清水尻１５５－１ 0184-36-2528

秋田県 にかほ市 小林　祐介 金浦　給油所 金浦字木の浦山１１－２ 0184-38-4006

秋田県 にかほ市 有限会社金子石油 平沢　給油所 平沢字中町１７－１ 01843-5-3217

秋田県 にかほ市 株式会社須藤商店 パインツリーイントム　給油所 象潟町下浜山６－３ 0184-43-7555

秋田県 にかほ市 由利石油株式会社 平沢　給油所 平沢字田角森２７－４ 0184-36-3208

秋田県 仙北市 株式会社谷口石油 角館第二　給油所 田沢湖小松字城廻２７－２ 0187-53-2988

秋田県 仙北市 三盛石油株式会社 田沢湖　給油所 生保内小先達６９－１ 0187-43-0535

秋田県 仙北市 株式会社西宮組 西明寺　給油所 西木町上荒井字新屋８－２ 0187-47-2330

秋田県 仙北市 株式会社中央商会 桧木内　給油所 西木町桧木内字松葉２４０ 0187-48-2321

秋田県 仙北市 株式会社北光商事 角館西　給油所 角館町岩瀬字西野川原３３－１２ 01875-3-2056

秋田県 仙北市 株式会社田沢モータース 田沢湖　給油所 田沢湖生保内字武蔵野１１５ 01874-3-0811

秋田県 仙北市 株式会社おばこライフサービス 角館給油センター 角館町小勝田字下村７－２ 0187-54-3150

秋田県 仙北市 株式会社おばこライフサービス 田沢湖　給油所 田沢湖生保内字山居１９２ 0187-43-0412

秋田県 仙北市 鈴木商事株式会社 角館第二　給油所 角館町水ノ目沢９５－１ 0187-52-3815

秋田県 仙北市 株式会社おばこライフサービス 西明寺給油センター 西木町上荒井字中屋敷６９－２ 0187-47-2044

秋田県 鹿角郡小坂町 株式会社工藤米治商店 小坂　給油所 字金窪２６－２ 0186-29-2367

秋田県 鹿角郡小坂町 株式会社アニモ セルフ小坂　給油所 小坂字上前田３－９ 0186-29-2080

秋田県 鹿角郡小坂町 株式会社芳賀文蔵商店 小坂新町　給油所 小坂字赤神５－５ 018629-5245

秋田県 山本郡藤里町 あきた白神農業協同組合 藤里　給油所 藤琴字鳥谷場１２８ 01857-9-1011

秋田県 山本郡藤里町 山一興業株式会社 藤里　給油所 藤琴字大関添１５１ 01857-9-1313

秋田県 山本郡三種町 門間石油株式会社 八郎潟北　給油所 浜田字上浜田２５４－１ 0185-85-2591

秋田県 山本郡三種町 畠慶商事株式会社 鹿渡　給油所 鹿渡字片カリ橋８４－４ 0185-87-2475

秋田県 山本郡三種町 秋田やまもと農業協同組合 八竜セルフ　給油所 鵜川字内田２の６，北本田１７１の１，西鵜川２の４ 0185-85-2775

秋田県 山本郡三種町 田森石油有限会社 八竜鵜川　給油所 鵜川字古川添１３４－１ 0185-85-2427

秋田県 山本郡三種町 秋田やまもと農業協同組合 琴丘　給油所 鹿渡字町後１８４－１ 0185-87-2004

秋田県 山本郡三種町 有限会社石川給油センター 鹿渡　給油所 鹿渡字石田５４－１ 0185-87-2865

秋田県 山本郡三種町 田中建設株式会社 鹿渡　給油所 鹿渡字片刈橋１０３－１ 0185-87-2676

秋田県 山本郡三種町 合資会社佐々木商店 森岳バイパス　給油所 森岳字森谷地１１－１ 0185-83-2401

秋田県 山本郡三種町 株式会社児玉商会 森岳駅前　給油所 森岳字町尻５０－５ 01858-3-2201

秋田県 山本郡八峰町 武内商店株式会社 峰浜　給油所 峰浜高野－字高野－１４４－６ 0185-76-2019

秋田県 山本郡八峰町 秋田やまもと農業協同組合 八森　給油所 八森字磯村３－５ 0185-77-3003

秋田県 山本郡八峰町 金田石油店　　金田　政継 八森　給油所 八森字湯の尻２５－４ 01857-7-3128

秋田県 南秋田郡五城目町 有限会社丸六物産 湖東　給油所 字七倉１５８－４ 01885-2-4016

秋田県 南秋田郡五城目町 株式会社畠山 五城目上町　給油所 字上町９８ 0188-52-3022



秋田県 南秋田郡八郎潟町 高原油店　　高原　幸悦 八郎潟　給油所 字大道１８７－２ 018-875-2356

秋田県 南秋田郡八郎潟町 有限会社新星商事 八郎潟　給油所 真坂字沢田４５－２ 0188-75-5213

秋田県 南秋田郡八郎潟町 有限会社ワタネン 八郎潟　給油所 川崎字昼寝１０ 0188-75-3300

秋田県 南秋田郡井川町 佐藤石油株式会社 井川　給油所 今戸字イナリデン８－１ 018-874-2917

秋田県 南秋田郡井川町 有限会社佐々木商事 井川さくら　給油所 小竹花字関合３－７ 018-855-6170

秋田県 南秋田郡井川町 有限会社三幸商店 井川　給油所 坂本字四百刈１２－１ 018-874-2885

秋田県 南秋田郡大潟村 大潟村農業協同組合 給油センター 字西１－６ 0185-45-2511

秋田県 仙北郡美郷町 藤原　康英 六東　給油所 六郷東根字下荒川４１－１ 0187-84-3089

秋田県 仙北郡美郷町 有限会社新田商店 千畑土崎　給油所 土崎字上野乙１－７６ 0187-85-4014

秋田県 仙北郡美郷町 株式会社ふるさと燃料サービス 金沢　給油所 金沢字下館１２７ 0182-37-2148

秋田県 仙北郡美郷町 木村建設株式会社 仙南　給油所 金沢西根字南本田１５０－１ 0187-83-2237

秋田県 仙北郡美郷町 有限会社木村商店 ユーアポロ仙南　給油所 野荒町字街道ノ上２６４ 0182-37-2831

秋田県 仙北郡美郷町 株式会社おばこライフサービス 千畑　給油所 小荒川字街道筋２００－１ 0187-87-6005

秋田県 仙北郡美郷町 高橋　武美 高橋商店　給油所 六郷字南谷地１７８ 0187-84-2211

秋田県 雄勝郡羽後町 株式会社柴田久吉商店 西馬音内セントラル　給油所 西馬音内字中野１１５ 0183-62-1165

秋田県 雄勝郡羽後町 うご農業協同組合 ひばり野　給油所 足田字泉田４５－１ 0183-62-5839

秋田県 雄勝郡羽後町 株式会社こまちライフサービス 西馬音内　給油所 字大戸５４ 0183-62-0718

秋田県 雄勝郡羽後町 株式会社こまちライフサービス 仙道　給油所 下仙道字楢崎２６－２ 0183-68-2131

秋田県 雄勝郡羽後町 株式会社柴田組 三輪　給油所 貝沢字稲荷４６－２ 0183-62-3956

秋田県 雄勝郡東成瀬村 佐々木　芳隆 東成瀬　給油所 岩井川字東村２３８ 0182-47-2312

秋田県 雄勝郡東成瀬村 株式会社こまちライフサービス 仙人　給油所 大字田子内字菅生田１２９ 0182-47-2174

山形県 山形市 ヤマリョー株式会社 山形十日町　給油所 十日町２－１－３６ 023-622-2145

山形県 山形市 ヤマリョー株式会社 清住　給油所 清住町３－６－３８ 023-644-8257

山形県 山形市 ヤマリョー株式会社 蔵王　給油所 表蔵王２６－２ 023-689-9331

山形県 山形市 山形トラック運送事業協同組合 山形トラック団地共同　給油所 流通センタ－４－４－２ 023-633-2630

山形県 山形市 鈴木　繁 高瀬　給油所 大字下東山１１９４ 023-687-2451

山形県 山形市 株式会社深瀬商店 印役町　給油所 鈴川町３－１５－１２ 023-641-0572

山形県 山形市 株式会社深瀬商店 山形バイパス漆山　給油所 伊達城１－７－１ 023-686-3300

山形県 山形市 株式会社ジャオ 上町セルフステーション 上町４－１０－１ 023-644-5305

山形県 山形市 株式会社ジャオ 下条セルフステーション 下条町２－１２－９ 023-645-3704

山形県 山形市 株式会社千代田商事 セルフ桧町　給油所 桧町３－６－１ 023-681-6815

山形県 山形市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山形西店　給油所 双葉町２－５－３３ 023-644-4500

山形県 山形市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山形バイパス店　給油所 東青田町４－１－５０ 023-631-8900

山形県 山形市 有限会社くろだ商事 荒楯　給油所 荒楯町１丁目２番１号 023-641-2882

山形県 山形市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山形北インター店　給油所 流通センタ－３－１３－５ 023-624-5815

山形県 山形市 ヤマリョー株式会社 松見町　給油所 松見町２１－２２ 023-622-3276

山形県 山形市 遠藤商事株式会社 落合スポーツセンター前　給油所 落合町字千歳８－１ほか 023-624-5155

山形県 山形市 遠藤商事株式会社 青田　給油所 青田５－４－１ 023-626-5580

山形県 山形市 高橋石油株式会社 オアシス山形 銅町２丁目１７－４，１７－２，１７－３，１７－５ 023-633-3030

山形県 山形市 株式会社ジェイエイあぐりんやまがた あぐりん西公園前　給油所 富神台３６ 023-644-5911

山形県 山形市 株式会社千代田商事 山形北町　給油所 北町４－２－３５ 023-674-9799

山形県 山形市 富士鉱油株式会社 セルフ城西　給油所 西田１－２－１ 0236-43-6335

山形県 山形市 エナジー山形株式会社 緑町　給油所 七日町４丁目１４番２５号 023-631-3411

山形県 山形市 株式会社鈴木油店 下条町　給油所 江南２－１－３４ 0236-84-3008

山形県 山形市 富士鉱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ南原店　給油所 南原町１－２０－３４ 023-625-8600

山形県 山形市 遠藤商事株式会社 あかねケ丘競技場前　給油所 あかねケ丘２－１６－１外 0236-45-6306

山形県 山形市 富士鉱油株式会社 花楯　給油所 花楯二丁目１８番５０号 023-674-6605

山形県 山形市 エナジー山形株式会社 蔵王インター前　給油所 東山形１丁目６番１号 023-633-1590

山形県 山形市 遠藤商事株式会社 県庁前　給油所 松波４－１１－７外 0236-41-0396

山形県 米沢市 有限会社山木鈴木商店 米沢ノース　給油所 窪田町窪田１－１１ 0238-37-6882

山形県 米沢市 有限会社手塚屋商店 上新田　給油所 大字上新田１１５５－１ 0238-37-5318

山形県 米沢市 置賜トラック運送事業協同組合 置賜トラック運送事業協同組合　給油所 万世町片子６９ 0238-22-4033

山形県 米沢市 株式会社大丸石油店 コスモ成島　給油所 成島町３－２７８０－５ 0238-22-4155

山形県 米沢市 有限会社永井屋石油店 米沢中央　給油所 中央４－２－４ 0238-21-1331

山形県 米沢市 株式会社大丸石油店 中央　給油所 中央１－７－３０ 0238-22-2767

山形県 米沢市 エムツーホールディングス株式会社 セルフステーション通町　給油所 通町６丁目１２－１２ 0238-21-3637

山形県 米沢市 株式会社コマレオ 米沢バイパス　給油所 花沢和久井田４－２９３１－２ 0238-21-1540



山形県 米沢市 株式会社コマレオ 米沢中央　給油所 中央７－４－７２ 0238-24-2750

山形県 米沢市 株式会社コマレオ 米沢南　給油所 門東町１－２－５８ 0238-22-5069

山形県 米沢市 株式会社コマレオ 米沢西　給油所 木場町８－２７ 0238-21-6786

山形県 米沢市 有限会社イタガキ 杉の目町　給油所 杉の目町字諸仏尻３０２７－１ 0238-38-7171

山形県 米沢市 置賜ツバメ石油株式会社 スーパーセルフ米沢　給油所 成島町３丁目２７５８番地１ 0238-24-5360

山形県 米沢市 米沢日石株式会社 米沢北　給油所 窪田町窪田字東上谷地１２３３ 0238-37-3263

山形県 米沢市 有限会社マルエー石油 万世　給油所 万世町片子５３８８－１ 0238-23-4130

山形県 米沢市 株式会社小池商店 門東町　給油所 門東町２－４－４８ 0238-23-0744

山形県 米沢市 株式会社ジェイエイサービスおきたま 米沢北部　給油所 大字窪田町藤泉字沼田上１２９－１ 0238-37-4728

山形県 米沢市 米沢日石株式会社 米沢丸の内　給油所 丸の内２－２－３ 0238-21-3031

山形県 米沢市 株式会社西方石油店 米沢西　給油所 御廟１－７－４３ 0238-26-8624

山形県 米沢市 株式会社東日本宇佐美 １３号米沢バイパス　給油所 万世町片子柏原５１１９－４ 0238-23-4038

山形県 鶴岡市 株式会社庄内品川 みどり町　給油所 みどり町１４－１０ 0235-22-0950

山形県 鶴岡市 株式会社ヒロヤ商店 藤島　給油所 上藤島字備中下７３－２ 0235-64-4213

山形県 鶴岡市 株式会社鶴岡東石油 鶴岡美原町　給油所 美原町２９－５ 0235-22-2681

山形県 鶴岡市 有限会社温海自動車 温海　給油所 大字温海丁３７－１ 0235-43-3654

山形県 鶴岡市 株式会社鶴岡東石油 鶴岡バイパス　給油所 外内島字古川３－１ 0235-23-6631

山形県 鶴岡市 株式会社鶴岡東石油 鶴岡朝暘町　給油所 朝暘町３－１ 0235-25-0052

山形県 鶴岡市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ鶴岡城南　給油所 城南町２１－３２ 0235-64-1926

山形県 鶴岡市 株式会社湯田川給油所 湯田川　給油所 大字湯田川字中田７３－２３ 0235-35-4052

山形県 鶴岡市 ヤマリョー株式会社 鶴岡南　給油所 文園町３－２ 0235-22-2332

山形県 鶴岡市 遠藤商事株式会社 伊勢原　給油所 伊勢原町１－４４ 0235-22-8292

山形県 鶴岡市 株式会社　松本商店 大針　給油所 大字大針字小松沢口３３－１ 0235-53-3501

山形県 鶴岡市 榎本　悟 小岩川　給油所 小岩川字大磯２６２－２５ 0235-44-2082

山形県 鶴岡市 鈴木商店　鈴木　和人 板井川　給油所 板井川字片茎８８ 0235-57-2216

山形県 鶴岡市 荘内エネルギー株式会社 サンポートちわら　給油所 大字茅原字草見鶴４７－１ 0235-23-3183

山形県 鶴岡市 株式会社半田商店 新大山　給油所 友江町５－６ 0235-33-2024

山形県 鶴岡市 株式会社半田商店 ルート１１２鶴岡　給油所 東原町２４－５ 0235-22-5921

山形県 鶴岡市 株式会社トガシオイル ＥｎｅＪｅｔみどり町　給油所 みどり町１７－３２ 0235-22-6421

山形県 鶴岡市 株式会社トガシオイル ＥｎｅＪｅｔ鶴岡　給油所 大宝寺字日本国３７５－７ 0235-29-1450

山形県 鶴岡市 三和興業合資会社 鼠ケ関　給油所 大字鼠ケ関字横路７２１－４５ 0235-44-2072

山形県 鶴岡市 株式会社本間商店 温海　給油所 大字湯温海字湯の尻９０－１ 0235-43-3535

山形県 鶴岡市 株式会社ハヤマ 淀川　給油所 小淀川字色田７４－３ 0235-24-8200

山形県 鶴岡市 株式会社ハヤマ おばこロード道形　給油所 道形町４４番４号 0235-24-0869

山形県 鶴岡市 株式会社庄交コーポレーション 庄交　給油所 錦町３－３８ 0235-24-3880

山形県 鶴岡市 株式会社矢萩商店 鶴岡どまんなか　給油所 錦町１０－２７ 0235-25-6822

山形県 鶴岡市 遠藤商事株式会社 鶴岡インター前　給油所 美咲町３４－１ 0235-29-1755

山形県 鶴岡市 丸輝石油株式会社 鶴岡　給油所 山王町１２－１３ 0235-22-3276

山形県 鶴岡市 株式会社あいとサービス 藤島　給油所 藤島字鶴巻８１－２ 0235-66-2627

山形県 鶴岡市 富士鉱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ文園町店　給油所 文園町７－１３ 023-523-0206

山形県 鶴岡市 株式会社オカモト オカモトセルフ鶴岡こぴあ　給油所 余慶町１－３ 0235-23-9920

山形県 鶴岡市 株式会社矢萩商店 庄内どまんなか　給油所 藤浪５－８９ 0235-25-6822

山形県 鶴岡市 有限会社藤谷石油 温海　給油所 温海丁７－１ 0235-43-3880

山形県 鶴岡市 株式会社山喜 大東町　給油所 大東町１４－１２ 0235-22-0013

山形県 鶴岡市 新橋商事株式会社 羽前水沢　給油所 水沢字中布目４０－４ 0235-35-2173

山形県 鶴岡市 株式会社東日本宇佐美 ７号鶴岡バイパス　給油所 大字白山字西野２０９－１ 0235-24-1988

山形県 鶴岡市 株式会社オカモト オカモトセルフ鶴岡　給油所 西新斎町７－７ 0235-29-4780

山形県 鶴岡市 鶴岡市農業協同組合 中央　給油所 白山字西野１９６ 0235-23-5641

山形県 鶴岡市 有限会社田川運輸 櫛引　給油所 大字中田字追分５６ 0235-57-2237

山形県 酒田市 荘内エネルギー株式会社 サンポートいずみ　給油所 東泉町３－１８－１ 0234-26-2484

山形県 酒田市 荘内エネルギー株式会社 サンポートみずほ　給油所 みずほ２－１９－７ 0234-24-4321

山形県 酒田市 フジクラ産業株式会社 酒田亀ケ崎　給油所 亀ヶ崎３－９－３９ 0234-24-5302

山形県 酒田市 フジクラ産業株式会社 アスカＲ３４５　給油所 飛鳥字大林３５１ 0234-52-2521

山形県 酒田市 日之出石油株式会社 若竹町　給油所 若竹町２－２－９ 0234-23-3411

山形県 酒田市 日之出石油株式会社 酒田泉　給油所 東泉町４－１１－１ 0234-26-3963

山形県 酒田市 株式会社コマレオ 酒田　給油所 亀ケ崎７－１－１ 0243-22-5375

山形県 酒田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 酒田南ＴＳ　給油所 広野字福岡４８０ 023-492-4034



山形県 酒田市 フジクラ産業株式会社 酒田大町　給油所 東大町２－２５－４ 0234-24-0711

山形県 酒田市 株式会社矢萩商店 北庄内砂越どまんなか　給油所 大字砂越字粕町５９－１０ 0235-25-6822

山形県 酒田市 有限会社宮海日石 宮海　給油所 大字宮海字向砂畑１２２－３ 0234-34-2204

山形県 酒田市 丸輝石油株式会社 亀ケ崎　給油所 亀ケ崎２－２－４ 0234-26-0306

山形県 酒田市 荘内エネルギー株式会社 サンポートにしき　給油所 京田２－１３－２ 0234-31-1575

山形県 酒田市 株式会社オカモト オカモトセルフ酒田　給油所 富士見町１丁目２－４ 0234-21-1777

山形県 酒田市 株式会社矢萩商店 酒田どまんなか　給油所 こがね町１－１－１ 0235-25-6822

山形県 酒田市 荘内エネルギー株式会社 サンポートあずま　給油所 東町１－７－９ 0234-24-6789

山形県 酒田市 酒田市袖浦農業協同組合 酒田市袖浦農協　給油所 坂野辺新田字葉萱１１２ 0234-92-4774

山形県 酒田市 丸輝石油株式会社 高砂　給油所 松美町１－３ 0234-33-2411

山形県 酒田市 富士鉱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフゆたか店　給油所 ゆたか１丁目１５番１９ 0234-35-1080

山形県 酒田市 株式会社キタセキ 酒田南　給油所 京田一丁目２－４ 0234-31-3555

山形県 酒田市 株式会社東日本宇佐美 ７号酒田　給油所 京田１－６－１ 0234-31-3121

山形県 酒田市 出光リテール販売株式会社 セルフみずほ　給油所 亀ヶ崎５－８－６６ 0235-24-1200

山形県 酒田市 株式会社庄内品川 高見台　給油所 高見台２－２－１９ 0234-31-1455

山形県 酒田市 有限会社飽海松山給油所 飽海松山　給油所 竹田字下川原７３－４１ 0234-62-2396

山形県 酒田市 日之出石油株式会社 コスモニュープラザ大宮　給油所 大宮町４－４－１３ 0234-22-5880

山形県 酒田市 株式会社みどりサービス 酒田中央セルフ　給油所 曙町１－１ 0234-23-9882

山形県 酒田市 有限会社佐藤昭二商店 庄内空港前　給油所 浜中字下村１８８－１ 0234-92-2058

山形県 新庄市 有限会社鍵屋商会 新庄南　給油所 鳥越字向平１４４５－１ 0233-22-0358

山形県 新庄市 株式会社鶴岡東石油 新庄万場町　給油所 万場町８－１ 0233-22-5668

山形県 新庄市 株式会社カドワキ 株式会社カドワキ新庄ＳＳ　給油所 大町２０－１０ 0233-29-6910

山形県 新庄市 大地ライフサポート株式会社 中央セルフ　給油所 大字五日町字桂堰７２７１－１ 0233-22-7773

山形県 新庄市 株式会社オカモト オカモトセルフ新庄　給油所 大字鳥越字玉ノ木９６５－２ 0233-28-0257

山形県 新庄市 株式会社東日本宇佐美 １３号新庄　給油所 鳥越字栗田６９７－２ 0233-28-8268

山形県 新庄市 港屋商事株式会社 新庄中央　給油所 住吉町８－５ 0233-22-1157

山形県 新庄市 有限会社大竹商店 新庄どまんなか　給油所 十日町４１５ 0233-22-6573

山形県 新庄市 ヴィガ石油有限会社 あじさい　給油所 大字鳥越６９０－３ 0233-28-8260

山形県 新庄市 株式会社もがみＪＡサービス 萩野　給油所 大字泉田字泉田１ 0233-25-2215

山形県 新庄市 株式会社マルヨシ燃料 新庄バイパス　給油所 金沢字前野２２６４－８ 0233-22-2588

山形県 新庄市 有限会社新庄小松商事 本合海　給油所 大字本合海３７４－１７ 0233-26-2121

山形県 新庄市 有限会社青木商店 新庄　給油所 末広町２－２０ 0233-22-2891

山形県 新庄市 有限会社新庄石油 新庄中核工業団地　給油所 大字福田字福田山７１１－３７ 0233-23-5711

山形県 新庄市 有限会社新庄石油 新庄バイパス　給油所 金沢字谷地田１２８６－３ 0233-23-1251

山形県 寒河江市 寒河江石油株式会社 寒河江　給油所 大字日田字中向１ 0237-84-4321

山形県 寒河江市 株式会社ジェイエイライフ セルフＳＳポートさがえ工業団地　給油所 中央工業団地１０５５番１ 0237-85-1310

山形県 寒河江市 茂木石油株式会社 左沢　給油所 大字松川１２１－１ 0237-62-2136

山形県 寒河江市 株式会社ジェイエイライフ セルフＳＳポート西　給油所 大字中郷１５５１－１ 0237-62-3665

山形県 寒河江市 株式会社ジェイエイライフ セルフＳＳポート中央　給油所 大字西根字谷地田１０６－１ 0237-86-1236

山形県 寒河江市 株式会社国井商事 寒河江　給油所 大字寒河江字石田２０５５－５ 0237-86-7450

山形県 寒河江市 協和石油株式会社 羽前宮内バイパス　給油所 大字宮内字宮ノ下３２－６ 0237-87-1339

山形県 寒河江市 株式会社国井商事 寒河江西　給油所 大字八鍬字南５４３－２０、５４１－１８ 0237-87-1355

山形県 寒河江市 木村石油株式会社 さがえサービスエリア　給油所 大字寒河江字久保甲１２８８－４ 0237-83-5566

山形県 寒河江市 遠藤商事株式会社 セルフさがえ　給油所 大字寒河江字鶴田１６ 0237-84-6660

山形県 上山市 株式会社ユタカ石油 上山南　給油所 南町４－１ 023-672-3849

山形県 上山市 株式会社奥村油店 上山　給油所 二日町１－１０ 023-672-0123

山形県 上山市 遠藤商事株式会社 上山バイパス　給油所 金生東２－１７－３６ 0236-72-4863

山形県 村山市 株式会社みちのくサービス 碁点　給油所 碁点１０５２－３ 0237-56-3200

山形県 村山市 河西建設株式会社 ＫＡＷＡＮＩＳＨＩセントラルプラザタテオカ　給油所 中央２－３－２３ 0237-55-2059

山形県 村山市 有限会社林燃料店 金谷　給油所 大字櫤山１２６７ 0237-53-3430

山形県 村山市 河西建設株式会社 セルフ徳内　給油所 楯岡新町３－３－７ 0237-53-5299

山形県 長井市 株式会社喜助 今泉　給油所 今泉１８１２－７５ 0238-88-9441

山形県 長井市 株式会社塩原屋 長井バイパス　給油所 東町６－３８ 0238-84-6608

山形県 長井市 殖産石油株式会社 長井中央　給油所 四ッ谷１丁目５－５１ 0238-88-2764

山形県 長井市 遠藤商事株式会社 長井　給油所 時庭字檀廻１１５－９、１４４－２ 0238-83-3480

山形県 長井市 株式会社ジェイエイサービスおきたま 長井中央　給油所 花作町１６－１ 0238-84-2120

山形県 長井市 株式会社喜助 長井　給油所 館町南１－１０ 0238-84-6389



山形県 天童市 サトウ石油株式会社 荒谷　給油所 大字荒谷７８７０－１ 023-654-4121

山形県 天童市 舞鶴石油株式会社 天童　給油所 久野本５－２－４ 023-653-6052

山形県 天童市 エネクスフリート株式会社 天童上り　給油所 貫津２４１７ 023-653-6700

山形県 天童市 ヤマリョー株式会社 天童芳賀　給油所 芳賀タウン南六丁目２番２２号 023-674-8255

山形県 天童市 遠藤商事株式会社 コスモイオンモール天童　給油所 芳賀タウン南三丁目３番２０号 023-652-0851

山形県 天童市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 天童ＴＳ　給油所 大字老野森字光戒旦２９８－１ 023-652-0561

山形県 天童市 有限会社結城商会 蔵増　給油所 大字蔵増６６０－２ 023-654-1505

山形県 天童市 昭和鉱油株式会社 天童中央　給油所 三日町２－４－１５ 0236-53-4461

山形県 天童市 第一石油株式会社 天童バイパス　給油所 大字原町字町尻１３０ 023-654-3330

山形県 天童市 遠藤商事株式会社 天童バイパス　給油所 北久野本５－３８６－５外 023-653-5751

山形県 天童市 高橋石油株式会社 オアシス天童　給油所 交り江４－１－１８ 0236-54-1234

山形県 天童市 タワー石油株式会社 天童　給油所 大字久野本字日光１２７３－２ 0236-53-5161

山形県 天童市 株式会社東日本宇佐美 １３号山形バイパス　給油所 中里７－４－２１ 023-655-7511

山形県 東根市 太陽鉱油株式会社 山形空港　給油所 神町西５－２－３８ 0237-47-0196

山形県 東根市 有限会社三浦弥十郎商店 東根　給油所 大林２－２－２７ 0237-42-0567

山形県 東根市 元木　十四男 長瀞　給油所 大字長瀞１２３８－１ 0237-42-0831

山形県 東根市 上村石油株式会社 山形空港前　給油所 神町西６－１－１８ 0237-47-1221

山形県 東根市 高橋石油株式会社 オアシス東根　給油所 大字荷口字北野１５６３－１ 0237-49-2880

山形県 東根市 株式会社矢萩商店 六田どまんなか　給油所 六田２－５－２７ 0235-25-6822

山形県 東根市 株式会社矢萩商店 東根どまんなか　給油所 中央１－１２－１６ 0235-25-6822

山形県 東根市 株式会社矢萩商店 東根バイパスどまんなか　給油所 大字蟹沢字楯の越１５１１－６ 0237-53-0866

山形県 東根市 東根市農業協同組合 さくらんぼひがしねＳＳ　給油所 大字東根元原方１４５５ 0237-43-1124

山形県 尾花沢市 株式会社伊助商店 尾花沢バイパスピーマン　給油所 上町４丁目６番３５号 0237-22-0955

山形県 尾花沢市 工藤石油店　　工藤　吉一 尾花沢　給油所 横町１－１１－３３ 0237-22-0437

山形県 尾花沢市 有限会社榎本自動車商会 榎本　給油所 大字野黒沢字上の原５５５－１２ 0237-25-2244

山形県 尾花沢市 株式会社みちのくサービス 尾花沢中央　給油所 新町５－４６４７－３ 0237-24-1051

山形県 尾花沢市 株式会社大類兄弟商会 仲町　給油所 中町４－６ 0237-22-0321

山形県 南陽市 置賜日通燃料株式会社 セルフイン赤湯駅前 三間通１２１－３ 0238-50-0306

山形県 南陽市 置賜ツバメ石油株式会社 赤湯セルフ　給油所 三間通２５－４ 0238-43-7575

山形県 南陽市 置賜ツバメ石油株式会社 赤湯温泉　給油所 赤湯３１７５－１ 0238-43-2560

山形県 南陽市 アシストアーバン工業株式会社 赤湯　給油所 郡山５９６－１ 0238-43-2558

山形県 南陽市 有限会社ケイデン 中川　給油所 元中山代１３８番地１ 0238-49-2204

山形県 南陽市 株式会社ジェイエイサービスおきたま 南陽中央　給油所 宮内９１０ 0238-37-9710

山形県 東村山郡山辺町 鍋屋商事株式会社 カーケアショップＮＡＢＥＹＡ　給油所 大字山辺６１３９－１ 023-664-5838

山形県 東村山郡中山町 有限会社鎌上農機具店 柳沢　給油所 大字柳沢５－２ 023-662-2027

山形県 東村山郡中山町 株式会社縄野商店 長崎　給油所 大字長崎字古城３０５２－８ 023-662-3355

山形県 東村山郡中山町 有限会社内藤油店 長崎　給油所 大字長崎３０ 0236-62-2842

山形県 西村山郡河北町 須賀川　文男 溝延　給油所 溝延字稲荷原４９－４ 0237-73-4261

山形県 西村山郡河北町 株式会社ジェイエイライフ セルフＳＳポート河北 谷地字真木６８ 0237-72-2212

山形県 西村山郡河北町 有限会社木嶋商店 河北　給油所 大字岩木８６８－７ 0237-73-4848

山形県 西村山郡河北町 港屋商事株式会社 谷地　給油所 谷地甲２４ 0237-72-3115

山形県 西村山郡河北町 港屋商事株式会社 高関　給油所 谷地字月山堂６６４ 0237-73-3911

山形県 西村山郡西川町 株式会社黒坂商店 バイパス　給油所 大字間沢２９０－２ 0237-74-2154

山形県 西村山郡西川町 株式会社ジェイエイライフ セルフＳＳポート西川　給油所 大字海味４８４ 0237-74-2351

山形県 西村山郡朝日町 株式会社長岡モータース 大谷　給油所 大字大谷１４９１ 0237-68-2225

山形県 西村山郡朝日町 有限会社小坂屋商店 朝日町　給油所 大字宮宿１１９４ 0237-67-2326

山形県 西村山郡朝日町 株式会社ジェイエイライフ セルフＳＳポート朝日　給油所 大字宮宿１０８６－２ 0237-67-3521

山形県 西村山郡大江町 株式会社マルキ佐藤商店 左沢　給油所 大字左沢８８５ 0237-62-2525

山形県 西村山郡大江町 高橋石油株式会社 オアシス２８７　給油所 左沢字木ノ沢２１３０－１ほか 0237-86-1682

山形県 西村山郡大江町 有限会社清野石油店 左沢　給油所 大字左沢１５５ 0237-62-2210

山形県 北村山郡大石田町 村形　昌行 大石田　給油所 大字大石田字佐田乙１９２－５ 0237-35-3147

山形県 北村山郡大石田町 株式会社みちのくサービス 大石田中央　給油所 緑町９番４号 0237-35-3354

山形県 北村山郡大石田町 有限会社木内商店 大石田バイパス　給油所 大字大石田字上ノ原丙３８９－２ 0237-35-2334

山形県 最上郡最上町 フジイ株式会社 フジイ株式会社　給油所 大字向町４８０－４ 0233-43-3963

山形県 最上郡最上町 株式会社もがみＪＡサービス ふれあいもがみ　給油所 大字向町字熊の前１８７－１他 0233-43-2321

山形県 最上郡舟形町 株式会社もがみＪＡサービス 若あゆセルフ　給油所 舟形２８４８ 0233-32-2236

山形県 最上郡真室川町 佐藤　清一 及位　給油所 大字及位６８５－２ 0233-66-2137



山形県 最上郡真室川町 株式会社もがみＪＡサービス 中央　給油所 大字新町下荒川２７８－３ 0233-62-2165

山形県 最上郡真室川町 ＮＸエネルギー東北株式会社 新日本石油真室川第２　給油所 大字新町字下荒川１７０－１ 0233-62-2208

山形県 最上郡大蔵村 有限会社やはぎ石油 大蔵　給油所 大字合海字明土５４４－３２ 0233-75-2071

山形県 最上郡大蔵村 株式会社押切 大蔵　給油所 大字合海３２ 0233-75-2039

山形県 最上郡大蔵村 株式会社もがみＪＡサービス 大蔵　給油所 大字清水字平ノ下１４０９－１ 0233-75-2725

山形県 最上郡鮭川村 株式会社もがみＪＡサービス 大豊　給油所 大字石名坂６３１－６ 0233-55-8048

山形県 最上郡鮭川村 株式会社もがみＪＡサービス 鮭川　給油所 大字川口字鶴田野５１６５ 0233-64-5001

山形県 最上郡鮭川村 株式会社マルヨシ燃料 鮭川セルフ　給油所 大字京塚１２５９－１ 0233-55-2688

山形県 最上郡戸沢村 佐藤鉄工所株式会社 古口　給油所 大字古口３７３ 0233-72-2522

山形県 最上郡戸沢村 株式会社もがみＪＡサービス 戸沢　給油所 大字名高２２３７－１ 0233-72-9081

山形県 最上郡戸沢村 有限会社市川商店 戸沢　給油所 大字津谷１６４０－１０ 0233-72-2283

山形県 最上郡戸沢村 安食　捷雄 本郷　給油所 大字角川５３５ 0233-73-2005

山形県 東置賜郡高畠町 置賜ツバメ石油株式会社 高畠カーケアセルフ　給油所 大字高畠５４５ 0238-52-2170

山形県 東置賜郡高畠町 前山商事株式会社 高畠　給油所 大字福沢５－１０３３ 0238-57-3501

山形県 東置賜郡高畠町 有限会社平油店 中和田　給油所 大字下和田２３５５－８ 0238-56-2150

山形県 東置賜郡高畠町 株式会社まるみや石油店 和田　給油所 大字元和田１０１１－１ 0238-56-3250

山形県 東置賜郡高畠町 有限会社西方燃料店 和田　給油所 大字元和田３６６ 0238-56-2436

山形県 東置賜郡高畠町 伊藤燃料株式会社 セルフ糠野目　給油所 大字糠野目２４２１－１ 0238-57-3220

山形県 東置賜郡川西町 株式会社飯田自動車 吉田　給油所 大字吉田字鉄５７９９ 0238-44-2847

山形県 東置賜郡川西町 株式会社井上商店 中郡　給油所 大字堀金１１５９－１ 0238-42-2556

山形県 東置賜郡川西町 株式会社石油ショップ蓬田 川西　給油所 大字上小松３６６０－３ 0238-84-1885

山形県 東置賜郡川西町 ニシエイジュ石油株式会社 ジュネス小松　給油所 大字上小松３１４４ 0238-46-2340

山形県 東置賜郡川西町 有限会社ヤマショウ井上商店 小松　給油所 中小松字仲江２２６６－５，外 0238-42-2015

山形県 東置賜郡川西町 株式会社ジェイエイサービスおきたま 吉島　給油所 大字洲島字砂田５９２４ 0238-44-2921

山形県 西置賜郡小国町 小国ガスエネルギー株式会社 ピットインエコー　給油所 大字岩井沢５２５ 0238-62-2352

山形県 西置賜郡小国町 株式会社髙橋商会 小国東　給油所 大字兵庫舘３丁目５番地５１ 0238-62-4964

山形県 西置賜郡小国町 小国ガスエネルギー株式会社 小国舟場　給油所 大字若山字川内林２２６ 0238-62-3694

山形県 西置賜郡白鷹町 有限会社松下商店 白鷹　給油所 大字荒砥乙１０３６ 0238-85-2140

山形県 西置賜郡白鷹町 株式会社ジェイエイサービスおきたま 白鷹　給油所 大字広野３１４８ 0238-85-2253

山形県 西置賜郡白鷹町 株式会社佐藤燃料店 白鷹　給油所 荒砥乙一本杉３５８－１ 0238-85-2214

山形県 西置賜郡飯豊町 株式会社梅津商店 東山工業団地　給油所 大字添川字行人沢３５１４－４ 0238-72-2622

山形県 西置賜郡飯豊町 株式会社梅津商店 椿　給油所 大字椿字上椿３６７２－３ 02387-2-3109

山形県 西置賜郡飯豊町 有限会社まるや尾形商店 手ノ子　給油所 大字手ノ子１４９６－１ 0238-75-2415

山形県 東田川郡庄内町 株式会社泉屋商店 狩川　給油所 狩川字山居２４ 0234-56-2211

山形県 東田川郡庄内町 有限会社原田米穀 原田米穀　給油所 大字狩川字萱積場８３－１ 0234-56-2015

山形県 東田川郡庄内町 株式会社寿商会 余目西　給油所 余目字大塚１０７－５ 0234-42-3155

山形県 東田川郡庄内町 株式会社寿商会 余目北　給油所 余目字月屋敷１０１－２ 0234-42-0877

山形県 東田川郡庄内町 余目町農業協同組合 余目町農協　給油所 余目字滑石５３－１３ 0234-42-2235

山形県 東田川郡庄内町 株式会社庄内品川 余目給油所 余目字猿田４４－１０ 0234-43-3941

山形県 飽海郡遊佐町 遊佐石油販売株式会社 セルフエルパ遊佐　給油所 大字小原田字沼田１５－１ 0234-72-2666

山形県 飽海郡遊佐町 株式会社みどりサービス 遊佐　給油所 字鶴田５５－２ 0234-72-3959

山形県 飽海郡遊佐町 エネクスフリート株式会社 酒田北　給油所 比子字白木３６－１０３ 0234-75-3821

福島県 福島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ蓬莱団地　給油所 田沢字木曽内入２３－１ 0245-49-0667

福島県 福島市 三和石油ガス株式会社 ウエストポイント　給油所 南中央４丁目１７－１、１７－２、１７－３ 024-553-3008

福島県 福島市 根本石油株式会社 吉倉　給油所 吉倉字万田６－１ 024-546-0134

福島県 福島市 根本石油株式会社 飯坂平野　給油所 飯坂町平野字遠原５７－５ 0245-42-5281

福島県 福島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ西インター　給油所 成川字土腐６－２、外 0245-45-1960

福島県 福島市 佐藤燃料株式会社 渡利　給油所 渡利字西ノ内２５－３５ 024-522-9281

福島県 福島市 佐藤燃料株式会社 セルフ丸子　給油所 丸子字漆方７－１ 024-554-2541

福島県 福島市 株式会社西形商店 大森　給油所 大森字北島３０－２ 024-546-5887

福島県 福島市 有限会社タカハシ商事 グリーン松川　給油所 松川町字水晶沢１１－２ 024-567-3363

福島県 福島市 有限会社安達屋商店 飯野　給油所 飯野町字戸ノ内３０－１ 024-561-2014

福島県 福島市 株式会社樋口商店 野田南中央　給油所 南中央４丁目４１ 024-531-2617

福島県 福島市 共進株式会社 福島高子　給油所 鎌田字中森山１－１ 024-534-1821

福島県 福島市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島西バイパス店　給油所 八島田字琵琶渕２７ 024-559-3322

福島県 福島市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福島八木田店　給油所 八木田字並柳７－１ 024-539-5941

福島県 福島市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島八木田店　給油所 八木田字中島５９ 024-546-5828



福島県 福島市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島北幹線店　給油所 北矢野目字台田１８－１ 024-554-5561

福島県 福島市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福島御山店　給油所 御山字稲荷田７９－６ 024-531-9420

福島県 福島市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島入江町店　給油所 入江町１３－１６ 024-534-9667

福島県 福島市 有限会社斎藤正松商店 岡島　給油所 岡島字向４４－１、４５－１、４８－１ 0245-34-1785

福島県 福島市 有限会社小林燃料サービス 松川　給油所 松川町字天王原７８ 024-567-2257

福島県 福島市 株式会社コマレオ 福島　給油所 鎌田字舟戸前１７－３ 024-554-2821

福島県 福島市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ福島清水　給油所 南沢又字中條２４－３ 024-572-7351

福島県 福島市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 水保　給油所 土船字南谷地５－８ 024-593-0159

福島県 福島市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 松川　給油所 松川町浅川字仲松３３ 024-567-3322

福島県 福島市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 清水　給油所 泉字堀の内６－２ 024-557-2333

福島県 福島市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 湯野　給油所 飯坂町湯野字田中前１－１ 024-542-1164

福島県 福島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ北五老内　給油所 北五老内町６－３０ 024-534-0521

福島県 福島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ飯坂インター　給油所 飯坂町字平野北天王下９ 024-557-9525

福島県 福島市 株式会社樋口商店 瀬上　給油所 瀬上町字穴田１７ 0245-53-1740

福島県 福島市 株式会社樋口商店 文知摺　給油所 田中島１６－１ 0245-34-8817

福島県 福島市 株式会社鈴木石油商会 松川　給油所 清水町字一本松１－１８ 0245-49-9621

福島県 福島市 株式会社鈴木石油商会 セルフ伏拝　給油所 伏拝字田中８ 0245-46-3458

福島県 福島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ三本木　給油所 渡利字八寺沢下１－９ 024-535-1600

福島県 福島市 株式会社西形商店 さくら　給油所 佐倉下字行人段３－６外 0245-94-2112

福島県 福島市 株式会社樋口商店 飯坂　給油所 飯坂町字立町２０ 0245-42-3000

福島県 福島市 佐藤燃料株式会社 福島西中央　給油所 西中央１－１９－１ 0245-36-9290

福島県 福島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ野田中央　給油所 野田町６丁目１－１ 0245-34-8567

福島県 福島市 有限会社梅津石油 ニュー佐倉　給油所 荒井北２－４－４ 0245-93-1431

福島県 福島市 須賀川瓦斯株式会社 信夫橋セルフ　給油所 南町１７８ 024-544-6051

福島県 福島市 三和石油ガス株式会社 センターポイント福島　給油所 大字鳥谷野字梅ﾉ木内２４ 0245-46-3008

福島県 福島市 ゼネラルエナジー株式会社 福島西バイパス　給油所 南矢野目字桜内１９－１ 024-555-2567

福島県 福島市 ゼネラルエナジー株式会社 福島渡利　給油所 渡利字山ノ下前６－１ 024-521-2277

福島県 福島市 佐藤燃料株式会社 佐倉　給油所 佐倉下字行人段２３－１ 024-593-3811

福島県 福島市 福島トラック運送事業協同組合 福島トラック運送事業協同組合　給油所 飯坂町平野字若狭小屋１４－４ 024-558-6526

福島県 福島市 株式会社鈴木石油商会 福島南バイパス　給油所 鳥谷野字岩田２－１ 0245-46-3652

福島県 福島市 株式会社鈴木石油商会 福島西インター　給油所 成川字成田口９－７，９－１８，９－４２ 0245-46-1148

福島県 福島市 三和石油ガス株式会社 セルフポイント矢野目　給油所 南矢野目字谷地６７－５ 024-555-6070

福島県 福島市 株式会社西形商店 飯坂通り　給油所 天神町３－６ 0245-34-2230

福島県 福島市 有限会社中島屋石油店 松川　給油所 松川町字鼓ヶ岡３８－１ 024-567-3255

福島県 福島市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 第一　給油所 北矢野目字原田東１３－８ 024-554-1348

福島県 福島市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 野田南　給油所 下野寺字薬師堂後３－１ 024-526-2003

福島県 福島市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 大森　給油所 大森字高畑７０－４ 024-546-1122

福島県 福島市 株式会社東日本宇佐美 ４号福島南　給油所 黒岩字榎平６１番１ 024-544-6890

福島県 福島市 有限会社渡辺石油店 吾妻　給油所 在庭坂字薬師田９－１ 0245-91-1445

福島県 福島市 瀬戸商事株式会社 瀬上　給油所 瀬上町字町裏６－２ 024-553-5066

福島県 福島市 三和石油ガス株式会社 セルフポイント岡部　給油所 岡島字中島３３－１ 024-534-0852

福島県 福島市 有限会社大波商店 ビッグウェーブ　給油所 大波字岩崎５－１ 024-588-1616

福島県 福島市 三和石油ガス株式会社 セルフポイント福島西インター　給油所 大森字柳下１－１ 024-545-2005

福島県 福島市 株式会社ワタヤス 飯坂　給油所 飯坂町字銀杏２－１１ 024-572-5180

福島県 会津若松市 株式会社うたがわ 南町　給油所 明和町７－１５ 0246-26-7589

福島県 会津若松市 佐藤燃料株式会社 千石通　給油所 山見町２３５－１７ 0242-36-7535

福島県 会津若松市 有限会社城西石油センター 飯盛山　給油所 北滝沢２－２－３８ 0242-25-2424

福島県 会津若松市 有限会社山田八太郎商店 根岸　給油所 門田町大字面川字根岸５５６ 0242-26-0130

福島県 会津若松市 株式会社ワタショウ 会津若松インター　給油所 町北町大字始字観音前２６ 0242-25-0227

福島県 会津若松市 有限会社皆川商店 会津神指　給油所 神指町大字北四合字榎木壇２８５－２，２８６－２， 0242-25-1668

福島県 会津若松市 有限会社岬屋 芦の牧　給油所 大戸町上三寄大豆田７２７ 0242-92-2001

福島県 会津若松市 日章産業株式会社 若松バイパス　給油所 一箕町大字亀賀字村東１４８ 0242-25-3202

福島県 会津若松市 須賀川瓦斯株式会社 会津若松西バイパスＳＳ 門田町大字一ノ堰字村西２７４－２２ 0242-38-0205

福島県 会津若松市 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 南部　給油所 北会津町新在家字西川端９－１ 0242-56-3113

福島県 会津若松市 株式会社オカモト オカモトセルフ会津若松　給油所 川原町５番４０号 0242-38-3383

福島県 会津若松市 株式会社栗林商店 亀賀　給油所 一箕町大字亀賀字郷ノ原１６９ 0242-22-6758

福島県 会津若松市 株式会社栗林商店 大町　給油所 大町２－５－８ 0242-24-1882



福島県 会津若松市 ゼネラルエナジー株式会社 会津東　給油所 桧町１－６ 0242-38-2104

福島県 会津若松市 株式会社栗林商店 城南　給油所 天神町２２－４０ 0242-26-9106

福島県 会津若松市 佐藤燃料株式会社 門田　給油所 門田町大字黒岩字大坪１０５ 0242-23-8636

福島県 会津若松市 ゼネラルエナジー株式会社 運動公園　給油所 門田町大字堤沢字北村２３０－１ 0242-38-2408

福島県 会津若松市 須賀川瓦斯株式会社 会津神指セルフ　給油所 神指町大字高瀬字滑田２－２，３－１ 0242-37-7714

福島県 会津若松市 ゼネラルエナジー株式会社 会津城北　給油所 町北町大字藤室字達摩１６４－１ 0242-39-2408

福島県 会津若松市 株式会社ワタショウ 城南　給油所 天神町２４－２０ 0242-26-7337

福島県 会津若松市 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 日橋　給油所 河東町東長原字東高野１９０ 0242-75-2120

福島県 会津若松市 ゼネラルエナジー株式会社 会津西　給油所 門田町大字飯寺字村西８５９－１ 0242-38-2460

福島県 会津若松市 ゼネラルオート株式会社 磐梯インター　給油所 河東町大字八田字漆沢１２４ 0242-76-1600

福島県 会津若松市 株式会社丸隆興産 若松陸橋　給油所 町北町大字上荒久田字鈴木５８－１ 0242-24-4441

福島県 郡山市 株式会社藤宮商会 高倉　給油所 田中町高倉字宮ノ脇３２ 0249-44-8743

福島県 郡山市 ＴＯＨＯピクス株式会社 図景町　給油所 図景１－２－１２ 024-932-5393

福島県 郡山市 株式会社安田石油 郡山インター　給油所 喜久田町字菖蒲池２２－２１ 024-959-2701

福島県 郡山市 佐藤燃料株式会社 美術館通　給油所 横塚２－２５－１ 024-941-1241

福島県 郡山市 佐藤燃料株式会社 久留米　給油所 久留米２－６７－１ 024-937-3033

福島県 郡山市 佐藤燃料株式会社 新桜通　給油所 堤１－１６６ 024-952-6250

福島県 郡山市 有限会社佐藤喜久夫商店 佐藤喜久夫商店　給油所 三穂田町富岡字光西寺７５ 024-954-2622

福島県 郡山市 佐藤燃料株式会社 ファンタジスタカインズ郡山富田店　給油所 富田東四丁目３２番地 024-927-5620

福島県 郡山市 株式会社添田燃料 郡山片平　給油所 片平町字東極楽４３ 024-952-2055

福島県 郡山市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山日出山店　給油所 安積町日出山２－１６１ 024-944-4804

福島県 郡山市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山荒井店　給油所 安積北井一丁目１７ 024-945-5286

福島県 郡山市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ喜久田店　給油所 喜久田町字前北原３３ 024-927-5033

福島県 郡山市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ郡山朝日店　給油所 朝日３－１－１２ 024-991-1122

福島県 郡山市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ郡山八山田店　給油所 八山田二丁目２５ 024-922-6415

福島県 郡山市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山中谷地店　給油所 御前南５－５ 024-962-0335

福島県 郡山市 鈴木　正二 多田野　給油所 逢瀬町多田野字河田堀７５ 0249-57-3016

福島県 郡山市 有限会社森合商店 安積　給油所 安積町笹川字篠川１－１ 024-945-7165

福島県 郡山市 有限会社高森屋商店 三穂田　給油所 三穂田町川田字東１７ 024-945-0213

福島県 郡山市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ郡山　給油所 並木３－１－１９ 024-927-0876

福島県 郡山市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ郡山　給油所 字川向１８４番 024-954-3010

福島県 郡山市 株式会社オカモト オカモトセルフ郡山五百渕　給油所 菜根４丁目８８番地１ 024-927-4510

福島県 郡山市 株式会社オカモト オカモトセルフ郡山富久山　給油所 富久山町福原字東苗内３６番地１６ 024-926-5339

福島県 郡山市 有限会社宗形商店 横塚　給油所 横塚２－１６－１１ 024-942-3660

福島県 郡山市 株式会社ＳＩＮコーポレーション ＳＩＮコーポレーション田村　給油所 田村町山中字鬼越３６６ 024-955-5611

福島県 郡山市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 大槻　給油所 大槻町殿町６９ 024-951-7488

福島県 郡山市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 田村　給油所 田村町守山字上河原１８ 024-955-2503

福島県 郡山市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 湖南　給油所 湖南町舟津字舟津６９６－２ 024-982-3370

福島県 郡山市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 西田　給油所 西田町３丁目字桜内２５２ 024-972-2451

福島県 郡山市 郡山トラックセンター事業協同組合 郡山トラックセンター第二　給油所 喜久田町卸３丁目６番地 024-959-6666

福島県 郡山市 有限会社佐藤芳夫商店 栃本　給油所 田村町栃本字坂ノ下１３５ 0249-75-2006

福島県 郡山市 阿部鉱油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ郡山インター　給油所 富田町字向作田７－１ 0249-51-2243

福島県 郡山市 株式会社アイソン 八山田西　給油所 富田町字音路８２－５ 024-991-0102

福島県 郡山市 ＴＯＨＯピクス株式会社 ＥｎｅＪｅｔ郡山北　給油所 八山田５丁目３６７ 024-953-3171

福島県 郡山市 根本石油株式会社 桑野　給油所 桑野４－５５ 0249-32-3656

福島県 郡山市 根本石油株式会社 富久山　給油所 富久山町久保田字久保田１５５－４ 024-933-9074

福島県 郡山市 北日本石油株式会社 南タウン安積　給油所 安積２－５１ 024-947-6330

福島県 郡山市 アイアンドアイ株式会社 郡山　給油所 字川向１－１ 0249-45-0727

福島県 郡山市 株式会社オカモト オカモトセルフ郡山大槻　給油所 大槻町字土瓜２０４番地 024-962-7112

福島県 郡山市 株式会社オカモト オカモトセルフ郡山日和田　給油所 日和田町字原１２番地１８ 024-968-2356

福島県 郡山市 旭自動車工業株式会社 郡山永盛　給油所 安積３－２３１ 0249-45-1206

福島県 郡山市 カネス商事株式会社 郡山陣場　給油所 富久山町福原字道ノ窪２ 0249-22-2151

福島県 郡山市 株式会社ワタヤス 卸町　給油所 喜久田町卸１－２６－１ 0249-59-6579

福島県 郡山市 株式会社ワタヤス 八山田　給油所 富久山町八山田六丁目１０９ 0249-32-2582

福島県 郡山市 有限会社宗形商店 八山田　給油所 富久山町八山田東平作１０－１０５ 0249-25-5450

福島県 郡山市 根本石油株式会社 荒井　給油所 安積荒井字橋郎治１７－１ 0249-47-1747

福島県 郡山市 根本石油株式会社 日和田　給油所 日和田町大字高倉字大口原１８－１９７ 024-958-2715



福島県 郡山市 伊東石油株式会社 郡山インター　給油所 富田町字町西３－８ 0249-51-0405

福島県 郡山市 伊東石油株式会社 島　給油所 島１－１８－１１ 0249-23-1166

福島県 郡山市 株式会社二嘉組 郡山湖南　給油所 湖南町福良字家老９４０１ 0249-83-2152

福島県 郡山市 阿部石油株式会社 郡山　給油所 大町２－５－２ 0249-22-1202

福島県 郡山市 佐藤燃料株式会社 荒井　給油所 安積荒井二丁目５５番地 0249-46-6267

福島県 郡山市 佐藤燃料株式会社 富田　給油所 新屋敷一丁目１５９番地 024-931-7177

福島県 郡山市 根本石油株式会社 郡山南インター　給油所 安積町荒井字丈部内４ 0249-45-9889

福島県 郡山市 佐藤燃料株式会社 八山田　給油所 八山田六丁目９１ 0249-34-3975

福島県 郡山市 根本石油株式会社 安積永盛　給油所 安積３－１４１ 0249-45-5562

福島県 郡山市 有限会社井上石油 郡山並木　給油所 並木５－１－８ 024-922-6962

福島県 郡山市 株式会社ワタヤス 富田　給油所 富田町大堰３２－２ 024-953-3674

福島県 郡山市 後藤　弘一 石筵　給油所 熱海町石筵字真伏野１－４ 024-984-4214

福島県 いわき市 有限会社マルワ 神谷　給油所 平下神谷字内宿３６－３ 0246-34-0055

福島県 いわき市 佐藤燃料株式会社 セルフ６号バイパス　給油所 小名浜林城下高田１７－１ 0246-85-5480

福島県 いわき市 有限会社根岸給油所鈴木モーター商会 根岸　給油所 遠野町根岸字橋場５７－３ 0246-89-2230

福島県 いわき市 佐藤燃料株式会社 鹿島　給油所 鹿島町下矢田字沢目１－１ 0246-46-2151

福島県 いわき市 佐藤燃料株式会社 小名浜　給油所 小名浜君ケ塚町１－２６ 0246-54-1211

福島県 いわき市 佐藤燃料株式会社 ファンタジスタエブリアいわき店　給油所 鹿島町米田字南内２６－１ 0246-46-0006

福島県 いわき市 有限会社丸三商事 久之浜　給油所 久之浜町久之浜字前三松８ 0246-82-2146

福島県 いわき市 株式会社矢島礦業所 内郷西　給油所 内郷白水町長槻２－１ 0246-27-4731

福島県 いわき市 根本通商株式会社 セルフ泉　給油所 泉町滝尻字泉町１７７－３ 0246-75-0176

福島県 いわき市 根本通商株式会社 内郷　給油所 内郷綴町金谷１－１１ 0246-27-3469

福島県 いわき市 根本通商株式会社 中岡　給油所 中岡町６－１０－６ 0246-77-0161

福島県 いわき市 有限会社中島給油所 中島　給油所 小川町高萩字小路尻２２－８ 0246-83-0163

福島県 いわき市 合資会社松原商店 湯本西　給油所 常磐関船町迎４７ 0246-44-1161

福島県 いわき市 有限会社前原給油所 前原　給油所 小川町下小川字前原２４１ 0246-83-0388

福島県 いわき市 有限会社猪狩農機具店 上遠野　給油所 遠野町上遠野字白幡７７ 0246-89-2144

福島県 いわき市 有限会社銀蔵商店 平東　給油所 平上高久字白坂３８ 0246-23-8571

福島県 いわき市 合資会社十一屋商店 根岸　給油所 遠野町根岸字白幡６１－１ 0246-89-2145

福島県 いわき市 田中合名会社 平堂ノ前　給油所 平字堂の前１０ 0246-25-1070

福島県 いわき市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅいわき玉川店　給油所 小名浜野田字田中８７－３ 0246-58-8466

福島県 いわき市 根本通商株式会社 セルフいわき中央インター　給油所 好間町北好間字向町田５－１ 0246-47-1639

福島県 いわき市 有限会社エスエスいづみや商店 上遠野　給油所 遠野町上遠野大黒山３８－２ 0246-89-2020

福島県 いわき市 いわき産商株式会社 小名浜泉　給油所 泉町下川字薬師前１４５－１ 0246-56-5004

福島県 いわき市 株式会社東日本宇佐美 ６号小名浜　給油所 泉町下川字須賀蛭６４－１ 0246-56-7727

福島県 いわき市 有限会社上印鈴木商店 神谷　給油所 平塩字古川６－１ 0246-35-1223

福島県 いわき市 株式会社マルイ石油 湯本　給油所 常磐関船町上関９８ 0246-44-6013

福島県 いわき市 株式会社マルイ石油 小名浜　給油所 小名浜下神白字舘の腰３－１ 0246-73-3033

福島県 いわき市 株式会社マルイ石油 塩屋崎　給油所 平沼之内字代ノ下９５－１ 0246-39-2977

福島県 いわき市 株式会社マルイ石油 城東　給油所 平字城東一丁目３－７ 0246-24-1411

福島県 いわき市 株式会社マルイ石油 泉　給油所 泉町滝尻字折返８０－１ 0246-56-0905

福島県 いわき市 アルプス東京株式会社 セルフ植田　給油所 東田町２－１６－８ 0246-77-0370

福島県 いわき市 いわきトラック事業協同組合 いわきトラック事業協同組合共同　給油所 泉町下川字大剣１－１２７ 0246-96-6200

福島県 いわき市 出光リテール販売株式会社 セルフ平中央　給油所 平谷川瀬明治町２５－１ 0246-35-7887

福島県 いわき市 有限会社東日本エナジー セルフハンズ錦　給油所 錦町鬼越下１３－２ 0246-63-2876

福島県 いわき市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ いわき泉　給油所 泉町下川字八合４－１ 0246-56-5359

福島県 いわき市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ いわきＲ６神谷　給油所 平下神谷石渕５０－１ 0246-34-3440

福島県 いわき市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 常磐　給油所 常磐西郷町金山１２，１３ 0246-44-5036

福島県 いわき市 ＴＯＨＯピクス株式会社 ＥｎｅＪｅｔいわき花畑　給油所 小名浜花畑町４３－１３ 0246-85-0251

福島県 いわき市 新常磐交通株式会社 平　給油所 明治団地２－８ 0246-22-4500

福島県 いわき市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 渡辺　給油所 渡辺町田部字六反田３－１ 0246-56-4541

福島県 いわき市 根本通商株式会社 セルフ勿来　給油所 勿来町関田和久１５０－１１ 02466-5-3953

福島県 いわき市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 平窪　給油所 平下平窪字六角２３－１ 0246-35-0005

福島県 いわき市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 谷川瀬　給油所 平谷川瀬三丁目１９－９ 0246-35-0003

福島県 いわき市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 小名浜　給油所 小名浜字中町境１６－６ 0246-53-5826

福島県 いわき市 冨士自動車有限会社 中央　給油所 常磐湯本町傾城８３－１ 0246-44-6000

福島県 いわき市 有限会社長谷川石油 五反田　給油所 四倉町戸田字水押９８ 0246-33-2130



福島県 いわき市 株式会社共栄商事 小名浜中央　給油所 小名浜字道珍４４－２ 0246-54-3662

福島県 いわき市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 田人　給油所 田人町旅人字下平石１１１－１、１１１－３、１１２－１ 0246-69-2125

福島県 いわき市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 遠野　給油所 遠野町上遠野字若宮８４－３８ 0246-89-4567

福島県 いわき市 新常磐交通株式会社 小名浜東サービスステーション 小名浜字播摩作１１－１ 0246-54-9711

福島県 いわき市 セキショウカーライフ株式会社 いわき中岡店　給油所 仁井田町松原２１０－６ 0246-62-2039

福島県 いわき市 セキショウカーライフ株式会社 いわき湯本インター店　給油所 常磐西郷町金山５３－１ 0246-44-1613

福島県 いわき市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 大浦　給油所 四倉町狐塚字川田３７－１ 0246-66-0022

福島県 いわき市 株式会社キタセキ ルート６勿来　給油所 錦町雷５８－１ 0244-77-1600

福島県 いわき市 有限会社久保木商会 プラザ新舞子　給油所 平沼之内字諏訪原８６－１ 0246-39-2462

福島県 いわき市 根本通商株式会社 鹿島　給油所 鹿島町走熊字四反田１－１ 0246-46-1708

福島県 いわき市 株式会社東日本宇佐美 ６号いわきバイパス　給油所 小名浜林城字向田１－１ 0246-58-5750

福島県 いわき市 根本通商株式会社 植田　給油所 佐糠町東１－１３－６ 0246-77-0160

福島県 いわき市 根本通商株式会社 フルハート４８　給油所 平下荒川字諏訪下４８－１ 0246-28-6600

福島県 いわき市 根本通商株式会社 平北　給油所 平中神谷字細田９９－２ 0246-34-2600

福島県 白河市 小松　裕和 西白河　給油所 東深仁井田字千代ノ岡４４ 0248-34-2105

福島県 白河市 有限会社矢吹商店 大信　給油所 大信増見字仲居１６－１ 0248-54-5411

福島県 白河市 株式会社ジェーユーシー 白河　給油所 北真舟３ 0248-23-3564

福島県 白河市 藤田燃料株式会社 関辺　給油所 大字関辺字川前１９－５外 0248-23-9650

福島県 白河市 白河商事株式会社 表郷　給油所 表郷金山字下ノ内２６ 0248-32-2331

福島県 白河市 株式会社白河石油 新白河　給油所 字老久保１６２－１ 0248-23-4264

福島県 白河市 有限会社白河自工 白河東　給油所 字中田２ 0248-23-3690

福島県 白河市 須賀川瓦斯株式会社 白河東セルフ　給油所 結城７６，８０－１，８０－６ 0248-21-0501

福島県 白河市 株式会社白河石油 昭和町　給油所 昭和町１６０－１ 0248-21-5997

福島県 須賀川市 佐藤燃料株式会社 須賀川牡丹園　給油所 朝日田７５－１ 0248-76-3773

福島県 須賀川市 佐藤燃料株式会社 須賀川大黒町　給油所 大黒町５－１１ 0248-75-4182

福島県 須賀川市 大竹商店株式会社 舘ケ岡　給油所 舘ヶ岡字町尻６０－１ 0248-78-2236

福島県 須賀川市 株式会社クラシマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ須賀川西川店　給油所 北山寺町２４４ 0248-76-6464

福島県 須賀川市 須賀川瓦斯株式会社 須賀川インター　給油所 卸町５７－１ 0248-76-0940

福島県 須賀川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 郡山南ＴＳ　給油所 大字西川字池の上５１－９５ 0248-73-2956

福島県 須賀川市 佐藤燃料株式会社 須賀川インター　給油所 影沼町２５５－１ 0248-76-6364

福島県 須賀川市 株式会社東日本宇佐美 ４号郡山南　給油所 滑川字池田１７２－２ 0248-63-1027

福島県 須賀川市 株式会社ＪＡサービス夢みなみ 岩瀬　給油所 矢沢字池の下５７－１、３、４ 0248-65-3641

福島県 須賀川市 有限会社柏村商店 須賀川西　給油所 大字岩渕字明神前１８８－１、１８８－２、１８４－１ 0248-62-5014

福島県 須賀川市 須賀川瓦斯株式会社 １１８号バイパス　給油所 高久田境１０２－１ 0248-72-5682

福島県 須賀川市 ゼネラルオート株式会社 須賀川仲の町　給油所 仲の町６７－１ 0248-94-2476

福島県 須賀川市 根本石油株式会社 七つ石　給油所 梅田七ツ石３４ 024865-2013

福島県 須賀川市 ゼネラルオート株式会社 須賀川森宿　給油所 森宿字安積田６－４ 0248-94-2626

福島県 須賀川市 株式会社オカモト オカモトセルフ須賀川メガステージ　給油所 高久田境７９－１ 0248-63-7171

福島県 喜多方市 有限会社５．SHES 喜多方　給油所 字井戸尻４１２９－２ 0241-22-1744

福島県 喜多方市 丸石商事有限会社 喜多方　給油所 豊川町一井字入宇田５５３－１ 0241-22-2064

福島県 喜多方市 日章産業株式会社 セルフ喜多方　給油所 字上江３６６０－６ 0120-111-085

福島県 喜多方市 有限会社野辺商店 塩川　給油所 塩川町字東栄町２－１－４ 0241-27-2039

福島県 喜多方市 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 山都　給油所 山都町三津合字塚田３２７－１ 0241-38-2185

福島県 喜多方市 株式会社オカモト オカモトセルフ喜多方　給油所 字井戸尻４１３８番地１ 0241-21-8558

福島県 喜多方市 根本石油株式会社 塩川　給油所 塩川町字東栄町４－１－８ 0241-27-3000

福島県 喜多方市 ゼネラルエナジー株式会社 ＢｅＭａｘ喜多方　給油所 関柴町上高額字割田１６９７－２ 0241-21-1212

福島県 喜多方市 株式会社岩田商店 喜多方松山　給油所 松山町村松字石田１３２１ 0241-24-4433

福島県 喜多方市 佐藤燃料株式会社 セルフ喜多方　給油所 岩月町宮津字広面２７－１ 0241-22-1906

福島県 喜多方市 株式会社岩田商店 喜多方西　給油所 押切南１丁目１５７番地 0241-21-1230

福島県 喜多方市 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 塩川　給油所 塩川町小府根字道下２２７－２ 0241-27-4830

福島県 喜多方市 株式会社鈴木総業 株式会社鈴木総業キタカタ　給油所 岩月町大都字番状免３７８０番地 0241-23-2918

福島県 喜多方市 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 喜多方　給油所 岩月町喜多方字渕の下１６６－１ 0241-22-6333

福島県 相馬市 有限会社高橋商店 原釜　給油所 原釜字戸崎５９－１、５８－１、５７－１ 0244-38-7662

福島県 相馬市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ相馬バイパス店　給油所 沖ノ内１－２－１８ 0244-36-7277

福島県 相馬市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 大野　給油所 石上字豊田１－１ 0244-35-5040

福島県 相馬市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 馬場野　給油所 馬場野字福迫１６７ 0244-36-0939

福島県 相馬市 コスモ石油販売株式会社 セルフルートＲ６相馬　給油所 程田字潜石６７－１ 0244-37-2690



福島県 相馬市 有限会社太田石油 相馬川沼　給油所 中村字川沼４５ 0244-36-6668

福島県 相馬市 相馬市ガス株式会社 ミューズ相馬　給油所 中野字寺前３３６－１ 0244-36-3140

福島県 二本松市 有限会社オオツキ 東新殿　給油所 東新殿字海谷２１８ 02435-6-2718

福島県 二本松市 有限会社菅野商店 東和　給油所 戸沢字不川田６ 02434-6-2134

福島県 二本松市 有限会社遠藤商店 田沢　給油所 田沢字明内８５ 02435-6-2152

福島県 二本松市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 安達　給油所 油井字腰巻８－２ 0243-53-2602

福島県 二本松市 株式会社ＡＳＳ 岳温泉サービスステーション　給油所 岳温泉一丁目５９－４ 0243-24-2224

福島県 二本松市 佐藤燃料株式会社 ファンタジスタベイシア安達店　給油所 油井字福岡１５２－１ 0243-62-1161

福島県 二本松市 有限会社佐久間石油 成田　給油所 成田字清水２０８－２ 0243-55-2431

福島県 二本松市 有限会社安積産業 安積屋商店　給油所 田沢字町１２ 0243-56-2605

福島県 二本松市 小林ガス株式会社 二本松　給油所 若宮２－２０１ 0243-23-3340

福島県 二本松市 株式会社東北サファリ－パーク 東北サファリパーク　給油所 休石原４－１ 0243-24-2663

福島県 二本松市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 岳下　給油所 成田町１－８１８ 0243-22-0931

福島県 二本松市 コスモ石油販売株式会社 セルフ二本松　給油所 油井字供中３７－１ 0243-22-0653

福島県 二本松市 株式会社大民 福島東和　給油所 針道字町１１６ 02434-6-2011

福島県 二本松市 橋本商事株式会社 平石　給油所 平石町１０－１ 0243-22-1014

福島県 二本松市 有限会社鈴憲商店 安達　給油所 油井字中田２６－１ 02432-3-1044

福島県 田村市 矢部工業株式会社 菅谷　給油所 滝根町菅谷字沖田６ 0247-78-2165

福島県 田村市 須賀川瓦斯株式会社 船引バイパスセルフＳＳ　給油所 船引町東部台３－６０ 0247-81-2301

福島県 田村市 有限会社塚原石油 コスモ大越　給油所 大越町上大越字町１７２ 0247-79-2299

福島県 田村市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 船引　給油所 船引町大字春山字上台１０ 0247-82-1660

福島県 田村市 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 常葉　給油所 常葉町大字久保字川久保３０－１ 0247-77-3242

福島県 田村市 有限会社佐々木商店 セルフ瀬川　給油所 船引町門鹿字荒生屋敷３８３－２ 0247-84-2929

福島県 田村市 株式会社丸文 鹿又　給油所 船引町北鹿又字萱の尻１０３ 0247-82-1071

福島県 田村市 有限会社渡辺燃料店 都路　給油所 都路町古道字戸田平２６ 0247-75-2496

福島県 田村市 有限会社二瓶三治郎商店 神俣　給油所 滝根町神俣字町１１７ 0247-78-3200

福島県 田村市 須賀川瓦斯株式会社 メガステージ田村セルフ　給油所 船引町船引字源次郎１１３ 0247-81-2822

福島県 田村市 武田　公志 大越　給油所 大越町下大越字川向１７６－２ 0247-79-2015

福島県 田村市 郡司石油有限会社 滝根　給油所 滝根町神俣字一ノ坪１１８ 0247-78-2214

福島県 南相馬市 大杉商事有限会社 原町上町　給油所 原町区上町３－５１－２ 0244-25-2550

福島県 南相馬市 ゼネラルエナジー株式会社 南相馬鹿島　給油所 鹿島区鹿島北田３２－１ 0244-46-2404

福島県 南相馬市 株式会社野地商会 原町本町　給油所 原町区本町１丁目５３番地 0244-22-7676

福島県 南相馬市 合資会社　若盛商店 鹿島北　給油所 鹿島区鹿島字町１６３ 0246-46-2154

福島県 南相馬市 有限会社遠藤商店 中太田　給油所 原町区太田字天狗田９４－８ 0244-23-7117

福島県 南相馬市 有限会社遠藤商店 錦町　給油所 原町区錦町２－７６－１ 0244-23-6878

福島県 南相馬市 株式会社猪狩商店 原町南　給油所 原町区雫字南大江下８５－１他 0244-22-2223

福島県 南相馬市 加藤建材工業株式会社 鹿島南　給油所 鹿島区川子字滝沢１４６ 0244-23-5112

福島県 南相馬市 西　晴雄 ニュー鹿島　給油所 鹿島区鹿島字一本榎１００ 0244-46-3072

福島県 南相馬市 熊坂商事株式会社 小高　給油所 小高区本町２丁目８１番地 0244-44-3308

福島県 南相馬市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 原町　給油所 原町区北原字境堀１８１－１ 0244-22-1210

福島県 南相馬市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 石神　給油所 原町区信田沢字北原５９－２ 0244-24-4716

福島県 南相馬市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 小高　給油所 小高区女場字屋中作１００１－２ 0244-44-4714

福島県 南相馬市 株式会社ジャスト 南相馬ジャスモール　給油所 原町区牛越字高田７４－１他 0244-23-2210

福島県 南相馬市 株式会社エネルギー生活市場 エルム公園　給油所 原町区本町３－７２－１ 0244-24-4510

福島県 南相馬市 株式会社エネルギー生活市場 ミューズひろば　給油所 原町区青葉町２－３ 0244-22-4101

福島県 伊達市 鈴幸商事株式会社 保原　給油所 保原町４－１４ 024-575-2271

福島県 伊達市 保原石油有限会社 保原泉　給油所 保原町字泉町１１６ 024-564-2666

福島県 伊達市 保原石油有限会社 掛田駅前　給油所 霊山町掛田字西裏７６－５ 024-564-2666

福島県 伊達市 有限会社大橋物産 反町　給油所 霊山町大石字反町１６ 024-587-1109

福島県 伊達市 株式会社森商店 月舘北　給油所 月舘町御代田字六角２－２ 024-573-3111

福島県 伊達市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 梁川南　給油所 梁川町字西土橋１－１１ 024-577-5461

福島県 伊達市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 霊山中央　給油所 霊山町掛田字下屋敷１－１ 024-586-1530

福島県 伊達市 ゼネラルエナジー株式会社 福島保原　給油所 保原町上保原久シ原２８－１ 024-574-2401

福島県 伊達市 三和石油ガス株式会社 ノースポイント福島　給油所 広前２０－１ 024-583-2228

福島県 伊達市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 保原　給油所 保原町上保原観音前４－１ 024-574-3101

福島県 本宮市 株式会社キタセキ 本宮インター　給油所 荒井字上沢２５ 0243-33-4722

福島県 本宮市 株式会社東日本宇佐美 ４号新本宮インター　給油所 荒井字北ノ内６０－１ 0243-34-1720



福島県 本宮市 有限会社武田産業 本宮南　給油所 荒井字山神４２－１０ 02433-3-3455

福島県 本宮市 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 本宮　給油所 本宮戸崎１３－１ 02433-4-3833

福島県 本宮市 株式会社アイソン 昭代橋　給油所 本宮字東町１ 0243-33-2004

福島県 本宮市 太陽鉱油株式会社 本宮インター　給油所 本宮字山田５１ 0243-34-1125

福島県 本宮市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート４本宮インターＴＳ　給油所 荒井字恵向４２－１ 024-336-1861

福島県 本宮市 株式会社カトウコーポレーション セルフ本宮　給油所 本宮字下台２２－３ 0243-63-1201

福島県 本宮市 エネクスフリート株式会社 本宮インター　給油所 荒井字狐森４－５ 0243-34-5757

福島県 伊達郡桑折町 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 桑折中央　給油所 字舘５５－１ 0245-82-5485

福島県 伊達郡桑折町 有限会社水口タイヤ商会 パークウェイ桑折　給油所 上郡字仲丸１８－１ 024-582-4203

福島県 伊達郡桑折町 油屋商事株式会社 ルート４福島北　給油所 大字谷地字形土７ 024-582-1212

福島県 伊達郡国見町 佐藤　昭二 国見　給油所 大字石母田字上野２８－１ 0245-85-2205

福島県 伊達郡国見町 有限会社オカダ石油ガス 貝田　給油所 大字貝田字松村８－２ 0245-85-2792

福島県 伊達郡国見町 鈴幸商事株式会社 国見　給油所 大字塚野目字北寺田１１－３ 024-585-2171

福島県 伊達郡国見町 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 国見　給油所 大字藤田字日渡三３－１３ 024-585-3402

福島県 伊達郡国見町 エネクスフリート株式会社 国見　給油所 高城字古屋敷３－７ 024-585-5203

福島県 伊達郡川俣町 有限会社せっけんや 小神セルフ　給油所 大字小神長戸１２－１ 024-563-4115

福島県 伊達郡川俣町 川俣石油株式会社 川俣　給油所 字樋ノ口１７ 024-566-5211

福島県 伊達郡川俣町 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 福田　給油所 大字羽田字田中３－２ 024-565-3382

福島県 安達郡大玉村 橋本　隆 竹の内　給油所 玉井字庚申２３－５ 024348-3438

福島県 安達郡大玉村 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 玉井　給油所 玉井字町１ 0243-48-2439

福島県 岩瀬郡鏡石町 オサダ石油株式会社 鏡石　給油所 大字鏡田字不時沼５－２ 0248-62-2101

福島県 岩瀬郡鏡石町 根本石油株式会社 須賀川南　給油所 蒲之沢町４１３－１ 0248-73-3900

福島県 岩瀬郡鏡石町 須賀川瓦斯株式会社 イオンＳＣ鏡石セルフ　給油所 桜岡３７５－１０ 0248-92-3767

福島県 岩瀬郡鏡石町 エネクスフリート株式会社 鏡石　給油所 久来石８２４ 0248-62-7360

福島県 岩瀬郡天栄村 根本石油株式会社 広戸　給油所 大字飯豊字莞田１４－８ 0248-83-2201

福島県 岩瀬郡天栄村 株式会社ＪＡサービス夢みなみ 天栄　給油所 大字下松本字要田２９の２ 0248-82-3501

福島県 南会津郡下郷町 浅沼産業株式会社 湯野上　給油所 大字湯野上字沼袋乙８６６－３ 02416-8-2104

福島県 南会津郡下郷町 有限会社荒井商店 下郷　給油所 大字栄富字大光寺甲５６２ 0214-67-2378

福島県 南会津郡下郷町 株式会社渡部工務所 楢原　給油所 大字豊成字上ミ田５６３１ 0241-67-2562

福島県 南会津郡檜枝岐村 檜枝岐村農業協同組合 桧枝岐村　給油所 字下ノ原８８６－１ 0241-75-2334

福島県 南会津郡只見町 菊地商店　　菊地　正昭 会津只見　給油所 大字梁取字沖１０８－３ 0241-86-2208

福島県 南会津郡只見町 有限会社さかい商店 只見　給油所 大字只見字上ノ原１７３６ 0241-82-2035

福島県 南会津郡只見町 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 只見　給油所 大字福井字仲町７１ 0241-84-2358

福島県 南会津郡南会津町 株式会社高山重商店 会津鎌倉崎　給油所 田島字鎌倉崎乙１７－７ 0241-62-3182

福島県 南会津郡南会津町 株式会社福一工務所 田部原　給油所 大字田島字田部原１５３ 0241-62-3675

福島県 南会津郡南会津町 株式会社菊地商会 田島東　給油所 田島字東荒井甲２４９８－１ 0241-62-0544

福島県 南会津郡南会津町 有限会社星商店 会津山口　給油所 山口字村上８３６番地の１ 0241-72-2254

福島県 南会津郡南会津町 株式会社佐野商事 いな　給油所 古町字舘跡１０１８ 0241-76-2152

福島県 南会津郡南会津町 有限会社舘岩石油 舘岩　給油所 八総５５ 0241-78-2143

福島県 耶麻郡北塩原村 有限会社遠藤商店 裏磐梯　給油所 大字檜原字剣ケ峯１０９３－３１２ 0241-32-2605

福島県 耶麻郡西会津町 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 西会津インター　給油所 野沢字原町６１４－２ 0241-45-4122

福島県 耶麻郡西会津町 野沢石油販売有限会社 野沢バイパス　給油所 野沢字塚田乙３５８－１ 0241-45-3302

福島県 耶麻郡磐梯町 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 磐梯　給油所 大字磐梯字山道３４６－１ 0242-73-2210

福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 吾妻　給油所 大字若宮字東道南甲１０１８－２ 0242-64-2523

福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社福菱エネルギー 猪苗代　給油所 大字堅田字宮西１０６９－４ 0242-72-1215

福島県 耶麻郡猪苗代町 日章産業株式会社 日章　給油所 大字千代田字ドウフケ１０ 0242-62-3414

福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社栗林商店 野口記念館　給油所 大字三ッ和字波波帰目１１２６－１１２７ 0242-65-2758

福島県 耶麻郡猪苗代町 エネクスフリート株式会社 レイクサイド猪苗代　給油所 壺楊字前浜６４－１ 0242-66-2461

福島県 河沼郡会津坂下町 協信産業有限会社 会津坂下インター　給油所 大字坂本字滝坂ノ上丙８２０－２ 0242-83-4321

福島県 河沼郡会津坂下町 ゼネラルエナジー株式会社 会津坂下　給油所 舘ノ下１７２ 0242-84-2487

福島県 河沼郡会津坂下町 株式会社小林商店 会津坂下　給油所 字古町川尻４６０－２ 0242-83-2636

福島県 河沼郡会津坂下町 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス みどり中央セルフ　給油所 字小川原１００７ 0242-83-2730

福島県 河沼郡会津坂下町 ゼネラルオート株式会社 ニュー坂下　給油所 大字宮古字台畑３－１ 0242-85-6424

福島県 河沼郡湯川村 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス ほっとタイム１２１　給油所 大字浜崎字水上１４１０－２ 0241-27-8900

福島県 河沼郡柳津町 有限会社磯目商店 柳津　給油所 大字柳津字下原道東下甲５５０－１ 02414-2-2057

福島県 河沼郡柳津町 株式会社エナジー 柳津　給油所 大字柳津字井戸尻甲２３０ 0241-42-2640

福島県 河沼郡柳津町 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス みどりセルフ２５２　給油所 大字細八字下平乙３０１－５ 0241-42-2313



福島県 大沼郡金山町 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 金山　給油所 大字中川字暮坪１８－１，１８－２，２０ 0241-55-3351

福島県 大沼郡金山町 横田　一 横田　給油所 大字横田字上原１２５３－２ 02415-6-4038

福島県 大沼郡金山町 合同会社阿部石油店 会津川口　給油所 大字川口字中山６８，６９－１ 02415-4-2552

福島県 大沼郡昭和村 株式会社ＪＡ会津よつば総合サービス 昭和　給油所 大字下中津川字沖３７２ 0241-57-3114

福島県 大沼郡会津美里町 有限会社星野商店 会津高田　給油所 字谷地甲２６４８ 02425-4-3215

福島県 大沼郡会津美里町 有限会社旭屋桜井商店 仁王　給油所 吉田字村中乙２２７ 0242-53-2011

福島県 大沼郡会津美里町 有限会社菊地商店 ガーデンパーク本郷　給油所 字黒川２０ 0242-56-2834

福島県 西白河郡西郷村 株式会社キタセキ ルート４白河　給油所 大字小田倉字小田倉原４３－２ 0480-26-9281

福島県 西白河郡西郷村 株式会社東日本宇佐美 ４号白河インター　給油所 字石塚南２９－１ 0248-22-3045

福島県 西白河郡西郷村 株式会社吉田石油店 白河インター　給油所 小田倉１９９ 0248-25-5300

福島県 西白河郡西郷村 有限会社吉野屋商店 折口　給油所 大字真船字上屋敷１７ 0248-25-3726

福島県 西白河郡泉崎村 白河商事株式会社 泉崎　給油所 山崎３０ 0248-53-2138

福島県 西白河郡泉崎村 株式会社ＪＡサービス夢みなみ 泉崎　給油所 大字北平山字新田原２－１ 0248-54-1003

福島県 西白河郡矢吹町 ゼネラルエナジー株式会社 矢吹　給油所 弥栄１４－１ 0248-21-8977

福島県 西白河郡矢吹町 富士屋産業株式会社 矢吹　給油所 館沢１９６－５ 0248-42-2510

福島県 西白河郡矢吹町 有限会社中央商事 三城目　給油所 沢尻１０５－２ 0248-45-2306

福島県 西白河郡矢吹町 有限会社熊田石油店 矢吹東　給油所 一本木１０番地 0248-42-2332

福島県 西白河郡矢吹町 須賀川瓦斯株式会社 矢吹中央セルフ　給油所 八幡町４７１ 0248-41-2671

福島県 西白河郡矢吹町 ミツウロコドライヴ株式会社 矢吹　給油所 中町４７ 0248-42-2975

福島県 西白河郡矢吹町 株式会社キタセキ ルート４矢吹インター　給油所 赤沢６２１－３ 0248-44-5300

福島県 東白川郡棚倉町 有限会社高田油店 棚倉　給油所 大字棚倉字北町１５６－１ 0247-33-3016

福島県 東白川郡棚倉町 須賀川瓦斯株式会社 棚倉バイパスセルフ　給油所 大字棚倉字日向前２５，２８，２３１，３７－５ 0247-23-0701

福島県 東白川郡棚倉町 藤田燃料株式会社 近津　給油所 大字下山本字神主免２９－１ 0247-33-2950

福島県 東白川郡棚倉町 株式会社オカモト オカモトセルフ棚倉　給油所 大字関口字上志宝３３番地１ 0247-23-0388

福島県 東白川郡棚倉町 株式会社シーズ 社川　給油所 大字堤字塚田５９ 0247-33-3668

福島県 東白川郡棚倉町 株式会社シーズ 棚倉関口　給油所 大字関口字上志宝３２－１ 0247-33-2163

福島県 東白川郡矢祭町 有限会社古市石油店 東舘　給油所 大字東舘字反田１７－１ 02474-6-2161

福島県 東白川郡矢祭町 藤井　健一郎 矢祭町　給油所 大字関岡字江戸塚１ 0247-46-2229

福島県 東白川郡矢祭町 株式会社小室正商店 東舘　給油所 大字東舘字石田１９－３ 0247-46-2065

福島県 東白川郡塙町 株式会社オカモト オカモトセルフ塙　給油所 大字塙字大町３丁目１０番地１ 0247-44-1055

福島県 東白川郡塙町 東白商事株式会社 塙バイパス　給油所 字末広町１３３ 0247-43-1133

福島県 東白川郡塙町 下重商店　　下重　昇 下重　給油所 大字川上字清水２０ 0247-43-0809

福島県 東白川郡塙町 株式会社シーズ 塙　給油所 大字塙字大町２－１７－１ 0247-33-0426

福島県 東白川郡鮫川村 鮫川運送株式会社 鮫川運送　給油所 大字赤坂中野字巡ヶ作６５ 024749-3121

福島県 東白川郡鮫川村 宗田商店　　宗田　雅之 鮫川　給油所 大字赤坂東野字広畑１６７ 0247-49-2037

福島県 石川郡石川町 有限会社岡部商店 双里　給油所 大字双里字双里１３６ 02472-6-2331

福島県 石川郡石川町 佐川生コン株式会社 石川東　給油所 形見字道橋８２ 0247-26-6143

福島県 石川郡石川町 小木　秀治 山橋　給油所 大字板橋字八升蒔３４－１ 0247-26-2213

福島県 石川郡石川町 有限会社岡部商店 鹿ノ坂　給油所 字長久保８７ 0247-26-3238

福島県 石川郡玉川村 ゼネラルエナジー株式会社 玉川　給油所 大字小高字六斗蒔２４番１ 0247-37-1001

福島県 石川郡平田村 有限会社大和田商店 セルフ蓬田　給油所 大字上蓬田字下槍　８ 0247-55-2023

福島県 石川郡平田村 株式会社エーアンドユー・ヒラタ 平田　給油所 大字鴇子字坪内１３８番地 0247-55-2208

福島県 石川郡古殿町 有限会社三国商店 古殿　給油所 大字松川字才竜内１０２ 0247-53-3531

福島県 田村郡三春町 有限会社宗像清商店 三春　給油所 字一本松２９ 02476-2-3453

福島県 田村郡三春町 有限会社中尾商店 三春駅前　給油所 担橋２－１－８ 0247-62-3330

福島県 田村郡三春町 株式会社久保屋 ハイパーステーション三春　給油所 大字貝山字岩田５９－１ 0247-61-2230

福島県 田村郡三春町 有限会社山三渡辺商店 三春　給油所 字大町７６ 0247-62-2012

福島県 田村郡小野町 有限会社鈴木石油 小野町　給油所 大字小野新町字中通り５４ 024772-3191

福島県 田村郡小野町 株式会社ＪＡ福島さくら燃料サービス 小野　給油所 大字小野新町字品ノ木４４－２ 0247-72-6212

福島県 田村郡小野町 株式会社リフレクシダ セルフ小野　給油所 大字小野新町宿後１１２ 024772-4667

福島県 田村郡小野町 有限会社ヨシダ 夏井　給油所 大字夏井字下樋口１００－１ 0247-72-3329

福島県 双葉郡広野町 有限会社大和田商店 広野　給油所 大字折木字大平９６－１ 0240-27-3217

福島県 双葉郡広野町 有限会社広野石油 ルート６福島広野　給油所 大字下北迫字下大吹２３－１ 0240-25-8535

福島県 双葉郡広野町 有限会社大越 広野国道　給油所 大字下北迫字苗代替５６－５７ 0240-27-2213

福島県 双葉郡楢葉町 合資会社佐野屋商店 木戸　給油所 大字下小塙字月山寺後２９－１ 0246-22-0301

福島県 双葉郡楢葉町 有限会社　結城 楢葉　給油所 大字井出字西原１１－１ 0246-25-2026

福島県 双葉郡富岡町 株式会社猪狩商店 富岡　給油所 大字上郡山字太田２１－１ 0240-22-2531



福島県 双葉郡富岡町 田中合名会社 富岡　給油所 大字小浜字中央３０２ 0240-22-2351

福島県 双葉郡川内村 有限会社渡辺商店 下川内　給油所 大字下川内字町尻３ 0240-38-2539

福島県 双葉郡川内村 有限会社　佐和屋 川内　給油所 大字上川内字町分３６８、３６９ 0240-38-2065

福島県 双葉郡双葉町 株式会社伊達屋 株式会社伊達屋双葉　給油所 大字長塚字町東６６－１ 0240-33-2210

福島県 双葉郡双葉町 田中合名会社 双葉　給油所 大字新山字久保前３５－１ 0240-33-2025

福島県 双葉郡浪江町 株式会社叶屋 セルフ双葉中央　給油所 幾世橋字六反田３８ 0240-34-2161

福島県 双葉郡浪江町 株式会社叶屋 セルフなみえ　給油所 大字川添字蔵西４７－１ 0240-24-0170

福島県 双葉郡浪江町 株式会社叶屋 浪江　給油所 大字権現堂字新町８０ 0240-34-6111

福島県 双葉郡浪江町 株式会社渡辺商店 浪江　給油所 大字権現堂字新町２０－１３ 0240-35-3116

福島県 双葉郡葛尾村 松枝商店　　松枝　健二 葛尾　給油所 大字落合字落合６２－１ 024029-2820

福島県 相馬郡新地町 有限会社光栄商会 駒ヶ嶺　給油所 駒ケ嶺字町５５－１ 0244-62-3063

福島県 相馬郡新地町 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 新地　給油所 谷地小屋字駒込５０２ 0244-62-4339

福島県 相馬郡飯舘村 有限会社荒木屋 飯樋　給油所 飯樋字町８０ 0244-43-2016

福島県 相馬郡飯舘村 株式会社ＪＡふくしま未来サービス 飯舘　給油所 深谷字二本木前２７－１ 0244-42-0029

茨城県 水戸市 株式会社東日本宇佐美 ５１号大洗　給油所 谷田町９４３ 029-226-7815

茨城県 水戸市 株式会社東日本宇佐美 ６号水戸　給油所 吉沢町３５２－６７ 029-304-6151

茨城県 水戸市 セキショウカーライフ株式会社 水戸石川店　給油所 石川１丁目３８３４番地の１ 029-252-3761

茨城県 水戸市 セキショウカーライフ株式会社 セルフ水戸赤塚店　給油所 見和３丁目６６３－９ 029-309-1022

茨城県 水戸市 高萩商事株式会社 セルフ住吉　給油所 住吉町３１３ 029-247-3678

茨城県 水戸市 株式会社茨城ゼネラル石油 水戸千波町　給油所 千波町２４０２ 029-241-6712

茨城県 水戸市 出光リテール販売株式会社 メンテナンスセルフ双葉台　給油所 中丸町字札場３３１－４ 029-254-0501

茨城県 水戸市 株式会社フカヤ 水戸加倉井　給油所 加倉井町６５３－９，６９１－１２ 029-251-5109

茨城県 水戸市 株式会社フカヤ 水戸大塚　給油所 大塚町字釜久保１５６４－１、１５６２－１ 029-251-5333

茨城県 水戸市 有限会社大森商会 自由ヶ丘　給油所 自由ヶ丘４－２ 029-226-8791

茨城県 水戸市 有限会社大森商店 末広町　給油所 末広町１－３－１５ 029-224-3756

茨城県 水戸市 常陽シェル石油販売株式会社 ウエスト河和田　給油所 河和田町４４０５－２８ 029-252-7339

茨城県 水戸市 常陽シェル石油販売株式会社 那珂リバーサイド　給油所 飯富町５２７８－４ 029-229-8541

茨城県 水戸市 常陽シェル石油販売株式会社 シェルプラザ水戸駅南　給油所 城南２－７－４ 029-227-2488

茨城県 水戸市 有限会社ワタヒキ 渡里　給油所 渡里町３２６８－２３ 029-225-3918

茨城県 水戸市 有限会社川又 ニュー内原　給油所 大足町７８３－１ 029-259-2563

茨城県 水戸市 有限会社江幡石油店 鯉渕　給油所 鯉淵町２９７７ 029-259-2238

茨城県 水戸市 株式会社吉田石油 水戸　給油所 大工町２－２－１ 029-221-6629

茨城県 水戸市 株式会社吉田石油 水戸梅ヶ丘　給油所 見和２－８５５ 029-257-6161

茨城県 水戸市 株式会社吉田石油 水戸偕楽園　給油所 見川２－７７－６ 029-243-8500

茨城県 水戸市 株式会社吉田石油 水戸中央　給油所 南町２－６－４０ 029-221-2945

茨城県 水戸市 株式会社吉田石油 水戸千波　給油所 千波町字十一軒２１６９ 029-243-6091

茨城県 水戸市 株式会社吉田石油 ニュー上水戸　給油所 袴塚町１－５－３９ 029-221-8877

茨城県 水戸市 日の丸石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ水戸けやき台　給油所 けやき台３－３２－２，３－３３－２ 029-246-2284

茨城県 水戸市 日の丸石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大洗インター　給油所 東前町１５９１－１ 029-269-1121

茨城県 水戸市 日の丸石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ河和田　給油所 河和田町字中道３７９３－４ 029-254-5141

茨城県 水戸市 日の丸石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサウスロード　給油所 元吉田町字荒谷９１１－３ 029-246-0770

茨城県 水戸市 常陽朝日物産株式会社 西原　給油所 西原２－１５－２９ 029-251-2721

茨城県 水戸市 須藤　美雄 内原　給油所 内原町１４３２－１，１４３３－１ 029-259-2957

茨城県 水戸市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ水戸　給油所 河和田町字丹下２ノ牧３８９１番 029-257-2800

茨城県 水戸市 髙橋商事株式会社 大洗インター　給油所 大串町９５７－１ 029-269-2135

茨城県 水戸市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション水戸　給油所 青柳町鍛冶屋２６２－４ 029-232-2765

茨城県 水戸市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 水戸青柳　給油所 青柳町４０４６－１ 029-222-7321

茨城県 水戸市 大津　一隆 飯富　給油所 飯富町１４７５ 029-229-7019

茨城県 水戸市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 茨城県庁前　給油所 笠原町６５６－２ 0293-05-0321

茨城県 日立市 株式会社東日本宇佐美 ６号日立北インター　給油所 十王町伊師字中谷地１６７３－５ 0294-20-2310

茨城県 日立市 日立礦油株式会社 日立南インター　給油所 大和田町字馬場内２２７８ 0294-52-5770

茨城県 日立市 日立礦油株式会社 セルフ田尻　給油所 田尻町３－５０－１２ 0294-43-3567

茨城県 日立市 野田商事株式会社 シーサイド北河原　給油所 留町北河原２７９８－１ 0294-52-1189

茨城県 日立市 高萩商事株式会社 十王　給油所 十王町友部１５９１－１ 0294-39-2176

茨城県 日立市 株式会社宮本石油店 日立多賀　給油所 大久保町３－１０－２０ 0294-33-0461

茨城県 日立市 株式会社イデノ スマイルいでの大みか　給油所 大みか町６－１７－３６ 0294-53-4812

茨城県 日立市 株式会社アドバンス・カーライフサービス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアドバンスセルフ十王店　給油所 十王町伊師２１８２－２ 0294-39-6739



茨城県 日立市 株式会社吉田石油 セルフ兎平　給油所 城南町１－１１－５ 0294-25-2171

茨城県 日立市 株式会社吉田石油 日立中央　給油所 鹿島町２－１－１５ 0294-22-2271

茨城県 日立市 株式会社マスイ 日高　給油所 日高町３－１１－１ 0294-42-4221

茨城県 日立市 有限会社御代石油 十王町　給油所 十王町友部１２１７－１ 0294-39-4153

茨城県 土浦市 株式会社キタセキ 土浦　給油所 東中貫町１－１ 029-832-8611

茨城県 土浦市 セキショウカーライフ株式会社 土浦学園通り店　給油所 粕毛１０１－１ 029-823-6595

茨城県 土浦市 セキショウカーライフ株式会社 ビークル・ビー土浦店　給油所 大畑１６０７－１０ 0298-62-5800

茨城県 土浦市 株式会社宇田川コーポレーション Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ土浦駅東　給油所 小松１－５－８ 0298-22-5610

茨城県 土浦市 株式会社宇田川コーポレーション Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ土浦西　給油所 田中３－１－４０ 0298-23-9791

茨城県 土浦市 コスモ石油販売株式会社 セルフ木田余　給油所 手野町字立下２２６１－２ 029-824-5760

茨城県 土浦市 株式会社スズキ パラマウント土浦　給油所 大町１２－１６ 029-835-2086

茨城県 土浦市 株式会社小林 藤沢　給油所 藤沢１２６０－２ 029-862-2322

茨城県 土浦市 株式会社稲葉燃料 ペトラス稲葉燃料土浦店　給油所 上高津字近堂３６７の一部 029-825-2855

茨城県 土浦市 株式会社宇田川コーポレーション Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ土浦天川　給油所 中高津１－１８－２５ 029-823-9792

茨城県 土浦市 株式会社丸和石油 ゼブラパワーステーション　給油所 大畑１５９５－８ 029-862-3668

茨城県 土浦市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ土浦中央　給油所 城北町１８－１０ 029-825-0001

茨城県 土浦市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ土浦真鍋　給油所 真鍋６－２９－５９ 029-825-3270

茨城県 土浦市 島岡商事株式会社 土浦右籾　給油所 右籾１８８２ 029-841-0296

茨城県 土浦市 石川　貴雅 高岡　給油所 高岡１９０５ 029-862-3911

茨城県 土浦市 有限会社萩島石油店 土浦白鳥　給油所 大字白鳥町字一貫砂１１０６－４１ 029-832-1188

茨城県 土浦市 セキショウカーライフ株式会社 エコピット土浦千束店　給油所 千束町４－７ 029-823-4373

茨城県 土浦市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ土浦東　給油所 小松１－８－１８ 0298ｰ25ｰ0880

茨城県 古河市 株式会社キタセキ ルート新４号小山南　給油所 大和田１８５４－１ 0280-23-1003

茨城県 古河市 株式会社東日本宇佐美 ４号古河　給油所 大山１６０９－１ 0280-48-0044

茨城県 古河市 セキショウカーライフ株式会社 総和ネーブル店　給油所 女沼１４０６－１ 0280-92-7345

茨城県 古河市 株式会社アサイ 小堤セントラル　給油所 小堤２０１０ 0280-98-4040

茨城県 古河市 有限会社並木一郎商店 並木古河　給油所 中田９２９－１ 0280-48-2389

茨城県 古河市 太陽鉱油株式会社 新４号線古河　給油所 柳橋字西原５８１－５ 0280-91-5611

茨城県 古河市 中内　喜彦 中内石油　給油所 稲宮３２５ 02809-8-1910

茨城県 古河市 有限会社木村輪業 東諸川　給油所 東諸川２５５ 0280-76-0142

茨城県 古河市 栃木石油株式会社 古河　給油所 下山町１－６１ 0280-32-1568

茨城県 古河市 有限会社長谷川石油 東山田　給油所 東山田９１０－１ 0280-78-0085

茨城県 古河市 有限会社塚原農機 下片田　給油所 下片田３３７－１ 0280-76-0792

茨城県 古河市 有限会社塚田自動車 尾崎　給油所 尾崎３０３８－２４ 0280-76-0748

茨城県 古河市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ総和　給油所 大字上大野字谷中２２１７－２ 0280-98-5181

茨城県 古河市 有限会社関口商事 北利根　給油所 釈迦１９８２ 0280-92-0550

茨城県 古河市 コスモ石油販売株式会社 セルフ古河牧野地　給油所 牧野地字十念寺８７３－１ 0280-21-1207

茨城県 古河市 株式会社東日本宇佐美 新４号古河バイパス　給油所 柳橋５７９－１ 0280-91-3002

茨城県 石岡市 鈴木　幹夫 井関　給油所 井関９６１ 0299-26-2292

茨城県 石岡市 株式会社宇田川コーポレーション Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ石岡　給油所 行里川１３４４０－１１ 0299-24-3776

茨城県 石岡市 有限会社鬼沢石油 小幡　給油所 小幡９３１ 02994-2-3437

茨城県 石岡市 有限会社塚田埋設工事 フラワーパーク　給油所 小倉４０２－１ 0299-44-1119

茨城県 石岡市 常陽シェル石油販売株式会社 シェルプラザ石岡　給油所 旭台３－２０－７ 0299-26-8440

茨城県 石岡市 磯山　賴光 弓張　給油所 大字宇治会芸崎１７５９－５ 0299-43-1121

茨城県 石岡市 三矢石油有限会社 柏原　給油所 谷向町１６－１４ 0299-23-7860

茨城県 石岡市 有限会社萩原石油 柿岡　給油所 柿岡２３４８ 0299-43-0133

茨城県 石岡市 オートモービルアイ有限会社 いばらき　給油所 茨城３－５－３３ 0299-22-2990

茨城県 石岡市 やさと農業協同組合 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴやさと　給油所 上林４１４－２ 0299-44-1288

茨城県 石岡市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 石岡旭台　給油所 旭台１丁目１２番１９号 0299-28-5321

茨城県 石岡市 岡野　隆也 大砂　給油所 大字村上６２８ 0299-23-8039

茨城県 石岡市 有限会社ウエタ 高浜　給油所 大字東田中１２０２－１，１２０３－３ 0299-26-2837

茨城県 結城市 ジェイエイ北つくば燃料株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴゆうき　給油所 新福寺２－２１－８ 0296-34-1234

茨城県 結城市 ハエバル株式会社 向原　給油所 大字鹿窪１０９２－１ 0296-34-1158

茨城県 結城市 有限会社鈴木石油 結城山王　給油所 大字山王２０６ 0296-35-0482

茨城県 結城市 株式会社島田石油店 結城　給油所 大字結城１６２０ 0296-33-3244

茨城県 結城市 有限会社岩瀬商店 結城南　給油所 大字田間１３８１－３ 0296-35-0139

茨城県 結城市 有限会社荒木商会 結城　給油所 大字結城６２９ 0296-33-3705



茨城県 結城市 有限会社大竹商店 山川　給油所 大字今宿１３１４－１ 0296-35-0021

茨城県 結城市 株式会社植木商店 結城駅前　給油所 大字結城５３１ 0296-32-4455

茨城県 結城市 森　栄蔵 結城南　給油所 大字上成３８０－１ 0296-33-2901

茨城県 結城市 有限会社津國屋商店 結城　給油所 大字結城２８１ 0296-33-3546

茨城県 結城市 コスモ石油販売株式会社 セルフ結城バイパス　給油所 結城６３７６－１ 0296-34-8701

茨城県 結城市 有限会社カズミ石油 カズミオート城西　給油所 大字結城字作野谷作３８７ 0296-33-1671

茨城県 龍ヶ崎市 株式会社伊藤商店 リバーサイド竜ヶ崎　給油所 米町７８５４ 02976-2-0179

茨城県 龍ヶ崎市 有限会社水間製油所 竜ヶ崎南　給油所 川原代町下田５４７８ 0297-62-3365

茨城県 龍ヶ崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフ竜ヶ崎　給油所 野原町１０５ 0297-64-0224

茨城県 龍ヶ崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフ竜ヶ丘　給油所 松ヶ丘２丁目１－２ 0297-62-4922

茨城県 龍ヶ崎市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ龍ヶ崎　給油所 光順田１７０２－１ 0297-62-4129

茨城県 龍ヶ崎市 株式会社野口一雄商店 川原代　給油所 川原代町３９８８ 0297-62-2573

茨城県 龍ヶ崎市 有限会社荻野石油 竜ヶ崎　給油所 ２９０９番地 0297-62-0349

茨城県 龍ヶ崎市 海老原石油株式会社 竜ヶ崎中央　給油所 ３４７３ 0297-62-0539

茨城県 龍ヶ崎市 宇田川株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ竜ヶ崎北竜台　給油所 若柴町２０４４－３ 0297-65-2924

茨城県 龍ヶ崎市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 竜ヶ崎　給油所 馴柴町６４６－１ 0297-61-2800

茨城県 下妻市 有限会社塚田石油店 上妻　給油所 大字半谷４２８－４ 0296-44-3235

茨城県 下妻市 加藤石油有限会社 下妻第一　給油所 下妻丁１１３ 02964-3-0777

茨城県 下妻市 有限会社天ケ谷石油 下妻東　給油所 大字堀篭字西方丁９９３ 0296-44-2760

茨城県 下妻市 有限会社塚田燃料 黒駒　給油所 黒駒１１４１ 0296-44-3940

茨城県 下妻市 株式会社小沢石油 高道祖　給油所 高道祖１１９３番地 0296-44-7585

茨城県 下妻市 篠﨑　正一 横根　給油所 横根５１１－３ 0296-44-4718

茨城県 下妻市 有限会社青木石油店 下妻西　給油所 大字長塚４２３ 0296-44-2495

茨城県 下妻市 有限会社ヤマコヤ商店 下妻田町　給油所 下妻戊２０５－１ 0296-44-3908

茨城県 下妻市 渡辺　利夫 千代川　給油所 皆葉１２１４－４ 0296-44-3060

茨城県 下妻市 株式会社アカオギ 下妻若柳　給油所 大字若柳丙３２７－１ 0296-44-0012

茨城県 下妻市 一般財団法人日本オートスポーツセンター 筑波サーキット　給油所 村岡乙１５９ 0296-44-3146

茨城県 下妻市 ＪＡ茨城エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ常総ひかり　給油所 大園木１６５８－１ 0296-30-7511

茨城県 常総市 株式会社東日本宇佐美 ２９４号水海道　給油所 水海道川又町字本田裏５０３－１ 0297-22-0381

茨城県 常総市 株式会社稲葉燃料 石下南　給油所 新石下字横堤浦４０８９ 0297-42-6563

茨城県 常総市 株式会社稲葉燃料 石下西　給油所 古間木字古間木大５２３８－４ 0297-42-3970

茨城県 常総市 青木商事株式会社 水海道第二　給油所 水海道諏訪町３１２６－１ 0297-23-5411

茨城県 常総市 折原　義広 飯沼　給油所 栗山新田３６０－１ 0297-43-7354

茨城県 常総市 有限会社ハタヤ サンパティック石下給油所 孫兵衛新田１１５５－１ 0297-43-7612

茨城県 常総市 丸三商事株式会社 石下南　給油所 新石下二本木４６６６ 0279-42-3005

茨城県 常総市 株式会社稲葉燃料 本社前　給油所 原宿６２４ 0297-42-2355

茨城県 常総市 株式会社釜久本店 水海道　給油所 栄町宝洞宿３３９３ 0297-22-0005

茨城県 常総市 有限会社ハタヤ 大輪　給油所 大輪町１９７９－４ 0297-24-2391

茨城県 常総市 黒鳥　孝夫 水海道西　給油所 豊岡町乙９０９－２ 0297-27-1403

茨城県 常総市 渡辺　一夫 花島　給油所 花島町８５４ 0297-24-7922

茨城県 常総市 有限会社大滝石油店 菅生　給油所 菅生町３４１９ 0297-27-0135

茨城県 常総市 太陽鉱油株式会社 ２９４号線石下　給油所 新石下字駒離１６１６－３ 0297-42-1601

茨城県 常総市 株式会社たびや 中妻　給油所 中妻町４３５－４ 0297-23-0564

茨城県 常総市 有限会社鈴木商店 新石下　給油所 新石下８３－６ 0297-42-3051

茨城県 常総市 戸塚　修 大生郷　給油所 大生郷町１１７９－４ 0297-24-3222

茨城県 常総市 岡野　富麿 水海道五箇　給油所 川崎町甲１０２７－３ 0297-22-7321

茨城県 常総市 白井石油株式会社 水海道　給油所 水海道諏訪町３２６３ 0297-23-4903

茨城県 常総市 コスモ石油販売株式会社 セルフ新井木給油所 新井木町１８６－２ 0297-22-5572

茨城県 常陸太田市 茅根　貴子 南水府　給油所 和田町７９９ 0294-85-0100

茨城県 常陸太田市 島根　孝房 島根商店中野　給油所 中野町７６９－１ 0294-76-2164

茨城県 常陸太田市 湊屋商事株式会社 常陸太田ニューセントラル　給油所 山下町１１７１ 0294-72-1171

茨城県 常陸太田市 常陽シェル石油販売株式会社 シェルプラザ常陸太田　給油所 馬場町字過損５８－３ 0294-72-0149

茨城県 常陸太田市 常陸化工株式会社 常陸セントラル　給油所 馬場町字観音３７８－２ 0294-72-6888

茨城県 常陸太田市 有限会社中村屋商店 久米　給油所 久米２１５－２ 0294-76-2037

茨城県 常陸太田市 ＪＡ茨城エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ金砂郷　給油所 久米町１６８ 0294-76-2092

茨城県 常陸太田市 石川　周二 石川商店水府　給油所 町田町２１番地１ 0294-85-1133

茨城県 高萩市 高萩商事株式会社 安良川　給油所 大字安良川字網掛３９８ 0293-22-2456



茨城県 北茨城市 日立礦油株式会社 セルフ北茨城インター　給油所 磯原町豊田１－１１２ 0294-42-1043

茨城県 北茨城市 株式会社イデノ スマイルランド磯原　給油所 磯原町豊田５９５－１ 0293-43-3418

茨城県 北茨城市 有限会社カーサポートイナバ 南中郷　給油所 中郷町粟野字橋ノ下４４８－１ 0293-42-6800

茨城県 北茨城市 増井　孝徳 大津中央　給油所 大津町２６０９ 0293-46-0120

茨城県 北茨城市 有限会社芳賀商店 中郷石岡　給油所 中郷町石岡４３２ 0293-42-0525

茨城県 北茨城市 有限会社金川石油 木皿　給油所 磯原町木皿１１１９ 0293-42-0630

茨城県 北茨城市 有限会社鳥居塚石油 大津港　給油所 大津町５８ 0293-46-1019

茨城県 北茨城市 有限会社澤井商店 磯原　給油所 磯原町本町１－７－３ 0293-42-0050

茨城県 笠間市 株式会社ダイヤ昭石 セルフ友部　給油所 旭町６２９－２ 029-673-5860

茨城県 笠間市 株式会社ムラカミ ＡＴＡ友部　給油所 住吉天神山１３６２－１ 0296-70-5858

茨城県 笠間市 株式会社タナカ 笠間国道　給油所 寺崎字神田２－１ 0296-72-7545

茨城県 笠間市 有限会社稲田給油所 稲田　給油所 稲田４１０６－１ 0296-74-2124

茨城県 笠間市 株式会社旭商事 西ウイング友部　給油所 旭町３１７－２ 0296-77-2917

茨城県 笠間市 常陽シェル石油販売株式会社 シェルプラザ笠間　給油所 赤坂５－２ 0296-73-0670

茨城県 笠間市 株式会社スガハラ 笠間駅前　給油所 笠間４３１９ 0296-72-0411

茨城県 笠間市 深澤　日出男 深沢石油店日本石油宍戸　給油所 南小泉７７ 0296-77-0216

茨城県 笠間市 日の丸石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ友部　給油所 美原３－１－６ 0296-78-4455

茨城県 笠間市 有限会社鶴田肥料店 友部　給油所 大字随分附７２１－１ 0296-77-0291

茨城県 笠間市 加藤　裕次 岩間　給油所 下郷５０３２－２ 0299-45-2351

茨城県 笠間市 株式会社谷口本店 福原　給油所 福原字谷原２９４８－１ 0296-74-2612

茨城県 取手市 株式会社東日本宇佐美 ６号取手　給油所 毛有字雷神５９０－１ 0297-83-7501

茨城県 取手市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ取手北　給油所 宮和田２２６－１ 0297-70-9355

茨城県 取手市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 取手青柳　給油所 青柳１４３－１ 0297-71-3321

茨城県 取手市 藤代石油株式会社 中内　給油所 中内１４９ 0297-82-4121

茨城県 牛久市 池辺石油ガス株式会社 牛久　給油所 田宮２－５１－３７ 0298-73-2211

茨城県 牛久市 宇田川株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅふれあいセルフ牛久店　給油所 中央２－２７－３ 029-830-8161

茨城県 牛久市 コスモ石油販売株式会社 セルフ牛久女化　給油所 女化町９７６－６ 029-870-4020

茨城県 牛久市 株式会社アドバンス・カーライフサービス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアドバンスセルフひたち野東店　給油所 ひたち野東２－１９－５，６，７ 029-871-0031

茨城県 牛久市 株式会社アドバンス・カーライフサービス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアドバンスセルフひたち野うしく店　給油所 ひたち野西２－１６－５ 029-830-8603

茨城県 牛久市 八紘石油有限会社 牛久シティー　給油所 大字岡見町２８２４－４ 0298-74-1811

茨城県 牛久市 山賀　宏之 女化　給油所 女化町２０９ 029-872-0475

茨城県 牛久市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション牛久女化南　給油所 女化町４１０－１ 029-871-5371

茨城県 牛久市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅひたち野うしく　給油所 ひたち野東５丁目３４－５ 029-870-4321

茨城県 牛久市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 牛久　給油所 栄町４－５４ 029-875-9444

茨城県 つくば市 青木商事株式会社 自由ヶ丘　給油所 自由ケ丘１７０－２ 0298-76-3611

茨城県 つくば市 株式会社飯泉商店 つくば西　給油所 大字真瀬字向原１１８４－１０ 0298-36-4645

茨城県 つくば市 株式会社宇田川コーポレーション Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ学園稲岡　給油所 大字稲岡字屋敷台７９０－５ 029-836-2238

茨城県 つくば市 コスモ石油販売株式会社 セルフつくば宝陽台　給油所 宝陽台２－１ 029-873-8442

茨城県 つくば市 株式会社岡野石油店 おかの　給油所 若栗１０１５－１ 02987-6-0283

茨城県 つくば市 十一屋燃料株式会社 吉沼　給油所 大字吉沼１１２２－２ 029-865-0016

茨城県 つくば市 株式会社横田エネルギーサプライ 上広岡　給油所 上広岡５７５ 0298-57-3217

茨城県 つくば市 株式会社アドバンス・カーライフサービス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフつくば研究学園店　給油所 研究学園１－２－９ 029-868-6710

茨城県 つくば市 株式会社稲葉燃料 つくば梅園　給油所 梅園２－１－１ 029-851-0083

茨城県 つくば市 株式会社稲葉燃料 つくば春日　給油所 春日２－１９－１ 029-851-4364

茨城県 つくば市 株式会社宇田川コーポレーション セルフ榎戸　給油所 大字榎戸７８３－１０ 029-838-1465

茨城県 つくば市 飯塚　孝夫 谷田部島名　給油所 大字島名６６８ 029-836-4741

茨城県 つくば市 有限会社江原石油 谷田部中央　給油所 大字谷田部２９７６ 029-368-0064

茨城県 つくば市 有限会社染谷商会 学園西　給油所 遠東５５２－１ 029-847-4141

茨城県 つくば市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ稲荷前　給油所 稲荷前１３－１６ 029-863-2340

茨城県 つくば市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ学園西　給油所 面野井１５１ 029-863-1560

茨城県 つくば市 有限会社大忠石油 谷田部　給油所 上横場２２５７－２ 029-836-0257

茨城県 つくば市 谷沢商事株式会社 セルフサニーつくば　給油所 大角豆２０１２－７７３ 029-886-6565

茨城県 つくば市 株式会社カトウコーポレーション セルフ豊里　給油所 高野２７５－１ 029-847-8788

茨城県 つくば市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーションつくば北条　給油所 北条４４６２－１ 029-846-6711

茨城県 つくば市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ谷田部　給油所 台町３丁目１２番地１１ 029-839-5321

茨城県 つくば市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ＬＡＬＡガーデン前　給油所 小野崎成田２８３－５ 029-850-0321

茨城県 つくば市 コスモ石油販売株式会社 セルフつくば研究学園　給油所 研究学園５－１１－３ 029-858-3760



茨城県 つくば市 株式会社宇田川コーポレーション 栗原　給油所 大字栗原字山尻３８７２－４，５ 029-886-3683

茨城県 ひたちなか市 株式会社三角屋商店 ひたちなか東　給油所 大字高野７２３－２ 0292-85-0135

茨城県 ひたちなか市 株式会社照沼商事 ハッピーチェリオなかね　給油所 中根字上野８８０－１２ 0292-76-0011

茨城県 ひたちなか市 湊屋商事株式会社 ひたちなか佐和下宿　給油所 佐和１４０９－１ 029-352-2345

茨城県 ひたちなか市 株式会社ハナワ 勝田三反田　給油所 三反田５０９８ 029-273-1311

茨城県 ひたちなか市 ヒタチ石油株式会社 勝田笹野　給油所 笹野町２－７－１ 0292-72-0020

茨城県 ひたちなか市 株式会社スズキ スマイルセルフひたちなか　給油所 大字馬渡８９９－１ 029-354-1311

茨城県 ひたちなか市 有限会社河野石油店 勝田　給油所 佐和１６３１－１ 029-285-3737

茨城県 ひたちなか市 セキヤ石油株式会社 セルフウィングワン　給油所 馬渡３８５８－２ 029-273-7331

茨城県 ひたちなか市 柴田　佳和 阿字ヶ浦　給油所 磯崎町４１９５－３ 029-265-8020

茨城県 ひたちなか市 株式会社吉田石油 勝田国道　給油所 市毛切通し８５８－３３ 029-274-6189

茨城県 ひたちなか市 株式会社吉田石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ勝田センター　給油所 東石川１－１２－１７ 029-275-1246

茨城県 ひたちなか市 サカイ株式会社 堀口　給油所 堀口６９５－４ 029-272-2645

茨城県 ひたちなか市 サカイ株式会社 ニュー足崎　給油所 足崎１４４５－１５ 029-272-3847

茨城県 ひたちなか市 有限会社土喜石油店 那珂湊中央　給油所 湊中央２－９－１４ 029-263-7577

茨城県 ひたちなか市 林石油株式会社 田彦　給油所 田彦９９８－２ 029-273-3653

茨城県 ひたちなか市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ひたちなか　給油所 堂端２丁目１番３ 029-219-5499

茨城県 ひたちなか市 佐藤石油株式会社 悠愛舘　給油所 笹野町３－２－１ 029-272-7375

茨城県 ひたちなか市 黒沢　進一 阿字ヶ浦　給油所 阿字ヶ浦町３１７－１ 029-265-7320

茨城県 鹿嶋市 セキショウカーライフ株式会社 鹿島佐田店　給油所 大字佐田６４０－２ 0299-84-6370

茨城県 鹿嶋市 根本　茂雄 鹿島中央　給油所 鉢形中山１５２２ 02998-2-6432

茨城県 鹿嶋市 野口商事株式会社 鹿島バイパス　給油所 大字長栖天神前３８６ 02998-2-7407

茨城県 鹿嶋市 株式会社鹿島製油 鹿島　給油所 大船津３２２４ 0299-82-1068

茨城県 鹿嶋市 山本　主税 サンスマイルおおの　給油所 大字和６８６－１ 0299-69-0168

茨城県 鹿嶋市 長　重昭 鹿島角折　給油所 角折７３０ 0299-69-0149

茨城県 鹿嶋市 小岩井商事株式会社 フレンド鹿島港　給油所 粟生東山２６３４－６ 0299-82-7741

茨城県 鹿嶋市 有限会社大栄石油 鹿島大野　給油所 荒野５８１ 0299-69-0111

茨城県 鹿嶋市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション鹿嶋　給油所 大船津３３３２－５ 0299-83-5460

茨城県 鹿嶋市 エネクスフリート株式会社 セルフステーション鹿嶋　給油所 谷原字垣ノ内１３７４ 0299-85-2701

茨城県 鹿嶋市 有限会社橋本石油店 鹿島高天原　給油所 大字平井１１２８－３２４ 0299-82-5588

茨城県 潮来市 株式会社坂本徳松商店 潮来　給油所 潮来１１６１ 0299-63-1314

茨城県 潮来市 株式会社内堀商店 牛堀上戸川　給油所 上戸２２９８ 02996-4-2367

茨城県 潮来市 株式会社小林自動車 延方　給油所 洲崎４３１－３ 0299-66-2346

茨城県 潮来市 榊原　克也 潮来　給油所 大字辻２２７ 0299-62-2053

茨城県 潮来市 長島石油株式会社 潮来日の出　給油所 日之出７－１９－２ 0299-66-3515

茨城県 潮来市 株式会社郡司 大賀　給油所 大賀２８７ 0299-67-5020

茨城県 潮来市 株式会社小義商事 潮来バイパス　給油所 延方字徳島５３２３－１ 0299-66-0889

茨城県 潮来市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーションララルーいたこ　給油所 永山７９６－２ 0299-77-5640

茨城県 潮来市 株式会社兼平商店 潮来中央　給油所 辻３５７ 0299-62-2199

茨城県 潮来市 髙安　哲男 潮来駅前　給油所 潮来前６０５０－２ 0299-63-0211

茨城県 守谷市 宇田川株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅふれあいセルフ守谷店　給油所 立沢９９３－１１ 0297-48-6940

茨城県 守谷市 有限会社新大利根産業 新大利根　給油所 美園１－９－２ 02974-8-5451

茨城県 守谷市 ミツウロコドライヴ株式会社 守谷けやき台　給油所 けやき台５丁目１２－２ 0297-20-6522

茨城県 守谷市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ谷和原インターＳＳ　給油所 松並２００７－１ 0297-38-5700

茨城県 守谷市 宇田川株式会社 ふれあいセルフけやき台　給油所 高野５０７９ 0297-48-8578

茨城県 守谷市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 守谷　給油所 百合ヶ丘２－２７２１ 0297-21-1180

茨城県 常陸大宮市 有限会社阿部商店 とりの子　給油所 鷲子１７４９ 02955-8-2770

茨城県 常陸大宮市 株式会社スズキ 御前山　給油所 野口１５０４ 0295-55-2345

茨城県 常陸大宮市 株式会社スズキ 大宮バイパス　給油所 石沢１８２２－１ 0295-52-3915

茨城県 常陸大宮市 株式会社スズキ 大宮バイパス本店　給油所 中富町３１０２－１ 0295-52-6002

茨城県 常陸大宮市 株式会社石川商店 常陸大宮　給油所 北町４０４－１ 0295-52-1338

茨城県 常陸大宮市 常陽シェル石油販売株式会社 シェルプラザ大宮　給油所 石沢１６２２ 0295-52-5700

茨城県 常陸大宮市 瀬賀　益美 ニュー緒川　給油所 大字上小瀬字根古屋２１１３－１ 0295-56-2411

茨城県 常陸大宮市 坂本　貞子 大宮　給油所 泉４４４ 0295-52-0508

茨城県 常陸大宮市 有限会社小野瀬燃料 山方　給油所 山方１３９８－１外 0295-57-2812

茨城県 常陸大宮市 有限会社坂井給油所 坂井　給油所 高部２８６－２ 0295-58-2121

茨城県 那珂市 株式会社増子石油店 後台　給油所 後台６１４ 029-298-0213



茨城県 那珂市 株式会社スズキ ルート１１８瓜連　給油所 瓜連１５６２－１ 0292-96-2600

茨城県 那珂市 株式会社スズキ セルフターミナル那珂　給油所 横堀２３４０－１１ 029-353-1711

茨城県 那珂市 常陽シェル石油販売株式会社 那珂セントラル　給油所 竹ノ内４－１８－９ 029-295-4800

茨城県 那珂市 高橋　澄男 那珂町福田　給油所 福田１８４７ 029-298-1475

茨城県 那珂市 稲川　良一 本米崎　給油所 本米崎２２５３－２ 029-298-3315

茨城県 那珂市 株式会社吉田石油 那珂インター　給油所 豊喰字新地１４６－１，１４５－８ 029-298-9118

茨城県 那珂市 中井川　寛 那珂町　給油所 門部２７４３ 029-298-1451

茨城県 那珂市 有限会社吉原商店 鴻巣　給油所 鴻巣１２６１－４ 029-298-0101

茨城県 那珂市 後藤商事株式会社 那珂中央　給油所 豊喰１０８ 029-298-1337

茨城県 那珂市 株式会社高野屋石油 那珂インター　給油所 菅谷６０５－１２ 029-298-1129

茨城県 筑西市 株式会社東日本宇佐美 ２９４号下館南　給油所 大字一本松字一本松１４３８－２ 0296-25-7260

茨城県 筑西市 セキショウカーライフ株式会社 下館東店　給油所 横塚１３５４ 0296-57-9611

茨城県 筑西市 セキショウカーライフ株式会社 下館玉戸店　給油所 玉戸１０５３－９ 02962-8-2547

茨城県 筑西市 セキショウカーライフ株式会社 下館岡芹店　給油所 西谷貝６１０－１ 02962-5-1426

茨城県 筑西市 セキショウカーライフ株式会社 下館ニュータウン店　給油所 玉戸１２７０－１２９ 0296-25-2790

茨城県 筑西市 有限会社赤城商店 明野　給油所 海老ヶ島１３０９－２ 0296-52-0029

茨城県 筑西市 有限会社塚田給油所 関城　給油所 井上８７７－２ 0296-37-6936

茨城県 筑西市 ＮＣユニオン興産株式会社 下舘　給油所 伊佐山字北宿２５０－２ 02962-8-2877

茨城県 筑西市 嶋田　正巳 十里　給油所 桑山１７２９－１ 0296-57-2075

茨城県 筑西市 ジェイエイ北つくば燃料株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴしもだて　給油所 岡芹２２２３ 0296-21-1115

茨城県 筑西市 大和田　一夫 茂田　給油所 茂田１３９４ 0296-24-2834

茨城県 筑西市 大和田　一夫 十里バイパス　給油所 桑山１６００－３ 0296-57-6118

茨城県 筑西市 川崎石油物流株式会社 下館　給油所 神分５５－１ 0296-22-2111

茨城県 筑西市 谷畑　信夫 小栗　給油所 小栗５６０８－１ 0296-57-2765

茨城県 筑西市 有限会社コヤノ商店 大関　給油所 大関７７０－１ 0296-22-3242

茨城県 筑西市 株式会社ハコモリ 川島　給油所 小川下１５５３ 0296-28-1668

茨城県 筑西市 有限会社瀬尾泰三商店 明野　給油所 中上野１２１－１ 0296-52-0121

茨城県 筑西市 有限会社中山商店 関城　給油所 関本下１７０ 0296-37-6058

茨城県 筑西市 広沢商事株式会社 茂田　給油所 茂田南原１７５３－４ 0296-25-3450

茨城県 筑西市 有限会社鈴木石油 明野村田　給油所 村田１７０６ 0296-52-2605

茨城県 筑西市 株式会社オカモト オカモトセルフ筑西岡芹　給油所 岡芹２０９２－２ 0296-45-5454

茨城県 筑西市 大栄精麦合資会社 大栄　給油所 嘉家佐和１９５７－７ 0296-24-4711

茨城県 筑西市 金澤　幸男 協和加草　給油所 小栗７０１９－２ 0296-57-4306

茨城県 坂東市 株式会社タキモト セルヴィス岩井　給油所 辺田１２１１－７ 0297-35-6224

茨城県 坂東市 有限会社吉田石油店 猿島　給油所 大字沓掛３１０５－１ 029744-3230

茨城県 坂東市 有限会社西山商店 長須　給油所 長須２２３８－１ 0297-35-0367

茨城県 坂東市 有限会社鶴巻石油 逆井　給油所 逆井２８４２－２ 0280-88-1445

茨城県 坂東市 有限会社ヤマト後藤商店 長須中央　給油所 長須２０６３ 02973-5-2362

茨城県 坂東市 有限会社飯田燃料店 駒跿　給油所 駒跿９４９－１３ 02973-4-2412

茨城県 坂東市 有限会社長須屋商店 岩井新町　給油所 岩井４６１６ 02973-5-0251

茨城県 坂東市 後藤　守 長谷東　給油所 長谷１８５３ 0297-35-0972

茨城県 坂東市 忍田　理 沓掛　給油所 沓掛５２０４ 0297-44-3273

茨城県 坂東市 ミツウロコドライヴ株式会社 坂東　給油所 矢作１４－７ 0297-30-2620

茨城県 坂東市 有限会社落合修平商店 岩井東　給油所 大口２２３８－８ 0297-39-2521

茨城県 坂東市 有限会社旭日屋 さしま中央　給油所 山２６６６－３ 0280-88-0851

茨城県 坂東市 真中　勇 上出島　給油所 上出島１４９ 0297-34-2411

茨城県 坂東市 株式会社岡野商店 岩井北　給油所 長須１４７５ 0297-35-0372

茨城県 坂東市 有限会社滝本燃料店 東横町　給油所 大字岩井４３５５ 0297-35-1180

茨城県 坂東市 染谷　正雄 生子　給油所 生子１２４２ 0280-88-0310

茨城県 坂東市 太陽鉱油株式会社 芽吹大橋　給油所 莚打１５６８－１ 029-738-0351

茨城県 稲敷市 株式会社東日本宇佐美 ５１号潮来　給油所 西代１１９０－１ 0299-78-3211

茨城県 稲敷市 有限会社新東産業 水郷　給油所 上須田５３８１－５ 0299-79-1365

茨城県 稲敷市 エビヤ石油株式会社 西代　給油所 西代提外２８７０ 0299-78-2614

茨城県 稲敷市 有限会社大山商事 東　給油所 阿波崎１６０３ 0299-79-2187

茨城県 稲敷市 松葉石油株式会社 幸田　給油所 幸田１６７１ 0299-79-2440

茨城県 稲敷市 有限会社やまおか石油 江戸崎バイパス　給油所 江戸崎甲３５７９－１ 029-892-2989

茨城県 稲敷市 根本　勇次 東村六角　給油所 六角４０９－１ 0299-79-0015



茨城県 稲敷市 宮本　健一 須賀津　給油所 須賀津９６９ 029-894-2566

茨城県 稲敷市 株式会社新利根ガス 角崎　給油所 角崎５０９５ 0297-87-2613

茨城県 稲敷市 アルプス東京株式会社 江戸崎　給油所 佐倉字佐倉原３２９２ 029-893-0309

茨城県 稲敷市 沼﨑　将司 新利根　給油所 上根本３４５６ 0297-87-2103

茨城県 かすみがうら市 初鳥石油有限会社 霞ヶ浦大橋通り　給油所 西成井２５６３－２ 0298-96-1144

茨城県 かすみがうら市 株式会社桜井石油 下稲吉　給油所 下稲吉５－３－１２ 0298-31-2872

茨城県 かすみがうら市 太陽鉱油株式会社 ６号線千代田石岡インター　給油所 下土田字東町裏４２０－４ 0299-59-1161

茨城県 かすみがうら市 中島　春男 かすみがうら西　給油所 下佐谷１１０８－４ 0299-59-6031

茨城県 かすみがうら市 株式会社桜井石油 神立工業団地　給油所 上稲吉２０１４－３ 0299-59-2040

茨城県 かすみがうら市 株式会社東日本宇佐美 ６号土浦北　給油所 下稲吉字向原２６５０－３ 0299-59-0301

茨城県 桜川市 株式会社東日本宇佐美 ５０号桜川筑西インター　給油所 上野原地新田３１１－９ 0296-75-6091

茨城県 桜川市 渡辺石油有限会社 岩瀬　給油所 岩瀬２５８ 0296-75-2134

茨城県 桜川市 株式会社阿部石油 岩瀬西　給油所 鍬田３４２－２ 0296-75-2092

茨城県 桜川市 有限会社菊池商店 岩瀬南飯田　給油所 南飯田９５５－１ 0296-75-2300

茨城県 桜川市 有限会社上野原給油所 上野原　給油所 上野原地新田２００ 0296-76-1105

茨城県 桜川市 有限会社臼井もき商店 真壁第一　給油所 真壁町亀熊１９４６ 0296-55-0722

茨城県 桜川市 有限会社金子昭商店 谷貝　給油所 真壁町下谷貝２２６４－４ 0296-54-2332

茨城県 桜川市 ジェイエイ北つくば燃料株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴいわせ　給油所 青柳字中畑ケ３８４番、３８３番１ 0296-75-8711

茨城県 桜川市 大和田　一夫 真壁　給油所 真壁町飯塚１０番耕地１０１６ 0296-57-6118

茨城県 桜川市 柳田　秀樹 下谷貝　給油所 下谷貝１７０３－４ 0296-54-0681

茨城県 桜川市 株式会社坪井商店 ルート５０さくらがわ　給油所 西桜川２－２６，２７ 0296-75-2167

茨城県 桜川市 有限会社金子昭商店 真壁　給油所 真壁町古城１９３－１ 0296-55-0468

茨城県 桜川市 横田　幸雄 下谷貝　給油所 真壁町下谷貝１６９８－２ 0296-55-2757

茨城県 桜川市 増渕　良 大和　給油所 高久７６８－５ 0296-58-6294

茨城県 桜川市 エネクスフリート株式会社 ５０号線岩瀬　給油所 上野原地新田３９１－４ 0296-75-5561

茨城県 桜川市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト岩瀬店　給油所 友部８７２ 0296-70-4446

茨城県 桜川市 坪井商店　坪井　茂 グリーンフィールド大和　給油所 羽田９９２－３ 0296-58-5663

茨城県 桜川市 株式会社谷口本店 真壁北　給油所 真壁町長岡２５８ 0296-55-0640

茨城県 桜川市 株式会社谷口本店 真壁バイパス　給油所 真壁町飯塚１００２ 0296-55-0018

茨城県 神栖市 株式会社東日本宇佐美 １２４号鹿嶋　給油所 平泉２５５－８ 0299-93-0853

茨城県 神栖市 有限会社飯田石油 須田団地　給油所 須田２３４０－１３ 0479-46-0745

茨城県 神栖市 丸忠商事株式会社 鹿島コンビナート　給油所 奥野谷５７０５ 0299-96-5083

茨城県 神栖市 株式会社野田石油 若松太田　給油所 太田２９４－３４ 0479-46-0068

茨城県 神栖市 株式会社中田石油 知手　給油所 知手中央９－９－１４ 02999-6-0752

茨城県 神栖市 株式会社宇田川コーポレーション 鹿島筒井　給油所 筒井１４３３－７ 0299-92-8976

茨城県 神栖市 平野石油株式会社 プレーリー太田　給油所 太田４７６－１ 0479-46-3961

茨城県 神栖市 株式会社アドバンス・カーライフサービス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアドバンスセルフ日川店　給油所 日川１９６３－６７ 0299-97-1620

茨城県 神栖市 河野　秀雄 新鹿島　給油所 知手中央１－１６－１４ 0299-96-1844

茨城県 神栖市 有限会社荒井商店 息栖　給油所 息栖２５１２ 0299-92-0544

茨城県 神栖市 宮内　秀章 波崎東　給油所 矢田部道４７１４－１ 0479-44-3235

茨城県 神栖市 太陽鉱油株式会社 神栖　給油所 息栖２９７４－３２ 0299-93-8233

茨城県 神栖市 鹿南石油株式会社 ビッグハート鹿南　給油所 矢田部９４７２－２ 0479-48-2051

茨城県 神栖市 山本石油株式会社 ファルコ知手　給油所 知手１３８－４ 0299-96-0357

茨城県 神栖市 株式会社五十嵐商事 プライム知手　給油所 知手中央１－１０－１ 0299-96-3901

茨城県 神栖市 株式会社五十嵐商事 鹿島中央　給油所 大野原２－２０－１７ 0299-92-1801

茨城県 神栖市 青野産業株式会社 波崎工業団地　給油所 柳川２０９２－１２６ 0479-46-2311

茨城県 神栖市 菅佐原　美津雄 奥野谷浜　給油所 奥野谷５７４２－１ 0296-96-1415

茨城県 神栖市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ神栖　給油所 平泉３０２－２８ 0299-90-1333

茨城県 行方市 有限会社斉藤商事 榎本　給油所 玉造甲６８１９番地の２ 02995-5-1540

茨城県 行方市 ＪＡ茨城エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ麻生　給油所 麻生３２８９－６０ 0299-72-0320

茨城県 行方市 理﨑　清二 手賀　給油所 手賀 0299-55-0552

茨城県 行方市 横田商事株式会社 北浦　給油所 大字繁昌４８－１ 0291-35-1111

茨城県 行方市 横山商事株式会社 大和　給油所 青沼８６９－２ 0299-73-0022

茨城県 行方市 常陸産業株式会社 羽生　給油所 羽生３４８－１ 0299-57-0107

茨城県 行方市 清宮電気株式会社 西蓮寺　給油所 西蓮寺５８０－１ 0299-56-0010

茨城県 行方市 塙　茂男 北浦　給油所 行戸１０１５－３ 0291-35-3084

茨城県 行方市 森川　秀男 麻生　給油所 麻生１０３ 0299-72-0155



茨城県 行方市 大平　一雄 北浦町　給油所 吉川３５７－４ 0291-35-0292

茨城県 行方市 須田　剛 玉造　給油所 浜２００３ 0299-55-0273

茨城県 行方市 有限会社根本商店 小幡　給油所 小幡７１６－４ 0291-35-2608

茨城県 行方市 有限会社出沼石油店 麻生町　給油所 麻生１７１－６ 0299-72-0278

茨城県 行方市 株式会社水飼商店 麻生　給油所 麻生２２５ 0299-72-0056

茨城県 行方市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト玉造店　給油所 玉造甲６６１－２ 0299-35-6707

茨城県 行方市 石神　利績 麻生矢幡　給油所 矢幡４７６ 0299-73-2611

茨城県 鉾田市 吉田　俊郎 北鉾田　給油所 安房１６５０－１ 0291-32-2631

茨城県 鉾田市 二重作　貞雄 コスモ２１　給油所 借宿２２２３－１ 0291-33-4334

茨城県 鉾田市 有限会社クリエイト 汲上　給油所 大字汲上１６６３ 0291-39-2238

茨城県 鉾田市 有限会社菅谷石油店 大洋街道　給油所 飯島７７５－８，８５８－８ 0291-39-3600

茨城県 鉾田市 菊地　昭彦 常磐　給油所 常磐１６５８－３７ 0291-37-0784

茨城県 鉾田市 有限会社ハシモト 箕輪　給油所 箕輪１７０８ 0291-37-1859

茨城県 鉾田市 有限会社箕輪石油店 鉾田　給油所 鉾田２５ 0291-33-2365

茨城県 鉾田市 有限会社箕輪石油店 セルフ新鉾田　給油所 七峯７６３－１ 0291-33-5151

茨城県 鉾田市 株式会社長峰商店 鉾田南　給油所 野友５７３－１ 0291-33-4466

茨城県 鉾田市 第一石油販売株式会社 鉾田　給油所 滝浜字西街道５３２－１ 0291-37-4831

茨城県 鉾田市 井川　晃 大和田　給油所 大和田１３１ 0291-36-2156

茨城県 鉾田市 株式会社イシザキ 鉾田東　給油所 柏熊２９７－３２ 0291-33-3888

茨城県 鉾田市 飛沢　伸彦 舟木　給油所 舟木１３７－８ 0291-36-2369

茨城県 鉾田市 宮本　治 鹿行大橋　給油所 札１４０－１ 0291-39-3302

茨城県 鉾田市 荒原　寿信 フレッシュ鉾田　給油所 札９４１－５，６ 0291-39-3516

茨城県 鉾田市 有限会社太平洋エネルギー 大洋　給油所 上沢１４８１－１ 0291-39-2103

茨城県 鉾田市 おおくにや株式会社 セルフおおくにや大洋ＳＳ　給油所 上沢１４９５ 0291-39-2312

茨城県 鉾田市 株式会社渡辺石油 セルフ鉾田　給油所 安房１６４７－７ 0291-32-5566

茨城県 鉾田市 有限会社くるみや 旭　給油所 造谷６０５－６２ 0291-37-0321

茨城県 鉾田市 田﨑　健 田崎　給油所 田崎字高岡下２４０－３ 0291-37-3192

茨城県 つくばみらい市 太陽鉱油株式会社 ２９４号谷和原インター　給油所 筒戸字諏訪２１９５－１ 0297-52-7601

茨城県 つくばみらい市 田中　紀行 小張　給油所 小張２６５３ 0297-58-0026

茨城県 つくばみらい市 有限会社桜屋石油 板橋　給油所 大字板橋２５３５－１ 0297-58-1464

茨城県 つくばみらい市 セキショウカーライフ株式会社 みらい平店　給油所 紫峰ヶ丘２丁目２３－１ 0297-38-8110

茨城県 つくばみらい市 出光リテール販売株式会社 オートアルルみらい平　給油所 陽光台２－２０４街区 0297-57-8211

茨城県 つくばみらい市 宇田川株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ伊奈店　給油所 谷井田１６１４－１０ 0297-57-0711

茨城県 つくばみらい市 エネクスフリート株式会社 谷和原インター　給油所 小絹９５－２ 0297-52-6036

茨城県 小美玉市 ＪＡ茨城エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ石岡　給油所 栗又四ヶ逆井２４９４－１ 0299-28-2037

茨城県 小美玉市 有限会社梅屋百貨店 羽鳥　給油所 羽鳥２５９６－７ 02994-6-3333

茨城県 小美玉市 株式会社アダチ石油店 小川バイパス　給油所 中延彦久５６５ 0299-58-2019

茨城県 小美玉市 有限会社清水石油 小美玉　給油所 山野１６５４－１７ 0299-58-1048

茨城県 小美玉市 井坂　俊二 堅倉　給油所 堅倉９８６－１ 0299-48-0352

茨城県 小美玉市 なかじま株式会社 小川幡谷　給油所 幡谷３９２－１ 0299-58-4766

茨城県 小美玉市 常陽シェル石油販売株式会社 小美玉　給油所 羽鳥３３０８番の１ 0299-46-0557

茨城県 小美玉市 有限会社丸正石油店 常陸小川　給油所 中延字水久保６３９－１ 0299-58-3101

茨城県 小美玉市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 水戸南ＴＳ　給油所 堅倉字浜海道付１５８５－７ 0299-48-2822

茨城県 小美玉市 株式会社宇田川コーポレーション Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小川　給油所 中延１４２－２ 0299-58-3828

茨城県 小美玉市 ＪＡ茨城エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴみのり　給油所 部室１１６６－１７ 0299-48-4105

茨城県 小美玉市 有限会社宮窪本店 宮田　給油所 大字宮田字細久保６５－６６－２ 0299-58-3463

茨城県 小美玉市 株式会社ハタヤモータープール オアシス美野里　給油所 西郷地１５９４－１ 0299-48-0136

茨城県 東茨城郡茨城町 有限会社長洲百貨店 レイク涸沼　給油所 下石崎２２５７，２２５８－１ 029-293-7152

茨城県 東茨城郡茨城町 太陽鉱油株式会社 ６号線水戸南　給油所 大字小幡１０２８－４８ 029-240-7261

茨城県 東茨城郡茨城町 有限会社倉持商店 城之内　給油所 城之内７４２－１１ 02929-3-6203

茨城県 東茨城郡茨城町 株式会社吉田石油店 ルート６水戸南　給油所 長岡字矢頭４２９９－２ 029-291-1808

茨城県 東茨城郡茨城町 株式会社ムラタヤ 野曽　給油所 野曽９８５ 029-292-0310

茨城県 東茨城郡茨城町 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション茨城東　給油所 長岡３６５３－１４８ 029-292-8716

茨城県 東茨城郡茨城町 株式会社栗原石油 上石崎　給油所 上石崎１４２ 029-293-7014

茨城県 東茨城郡茨城町 エネクスフリート株式会社 水戸　給油所 小幡１００８－１ 029-292-6770

茨城県 東茨城郡大洗町 株式会社タヤマ 大洗本店　給油所 大貫町６４－３１ 02926-7-3115

茨城県 東茨城郡大洗町 株式会社大洗輸送 大洗港　給油所 磯浜町８２５３－３２ 029-266-0011



茨城県 東茨城郡大洗町 高須　功 大洗　給油所 神山町１２４７ 029-267-2575

茨城県 東茨城郡大洗町 有限会社なかや燃料店 大洗　給油所 磯浜町１０２５ 029-266-2020

茨城県 東茨城郡大洗町 株式会社アメザワ 大洗国道　給油所 大貫町鬼久保３２３６－２ 029-266-3151

茨城県 東茨城郡城里町 森田　昭 森田石油桂　給油所 大字御前山１１３０－１ 029-289-2734

茨城県 東茨城郡城里町 有限会社宮前商店 塩子　給油所 大字塩子２５４５ 0296-88-2004

茨城県 那珂郡東海村 株式会社井坂石油店 ニュー東海村　給油所 大字村松３４８２－１ 029-282-2530

茨城県 那珂郡東海村 砂押アグリン株式会社 東海　給油所 村松２２９９ 02928-2-4411

茨城県 那珂郡東海村 株式会社照沼商事 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフシティ店　給油所 白方２３９－１ 029-284-0625

茨城県 那珂郡東海村 常陽シェル石油販売株式会社 シェルプラザ東海　給油所 舟石川６３９－２ 029-282-8872

茨城県 那珂郡東海村 有限会社東海河野石油 東海中央　給油所 大字舟石川８２５－９０ 029-282-3264

茨城県 那珂郡東海村 太陽鉱油株式会社 ６号線東海村　給油所 大字舟石川字権現堂６３４－７ 0292-83-1366

茨城県 那珂郡東海村 佐藤石油株式会社 グリーンパーク東海　給油所 大字船場遠間６１８－１ 029-306-1335

茨城県 久慈郡大子町 有限会社笠井石油店 大子塙　給油所 大字塙６３３－８ 0295-72-8143

茨城県 久慈郡大子町 本田　昭寿 生瀬　給油所 小生瀬９２－２ 0295-76-0558

茨城県 久慈郡大子町 有限会社増渕商店 大子　給油所 大字池田２８３６－１２ 0295-72-0390

茨城県 久慈郡大子町 ＪＡ茨城エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ大子　給油所 池田１２６７ 0295-72-0409

茨城県 稲敷郡美浦村 葉梨　実 木原　給油所 大字木原１０１－１ 029-885-2305

茨城県 稲敷郡美浦村 有限会社古渡屋栗山石油 美浦土屋　給油所 土屋１９７２－２６ 029-885-3371

茨城県 稲敷郡美浦村 本橋　敬雄 霞美浦　給油所 大字太田３４９ 02988-6-0322

茨城県 稲敷郡美浦村 株式会社鈴木商店 美浦第二　給油所 大谷３９０－１ 0298-85-0161

茨城県 稲敷郡阿見町 有限会社根岸商店 阿見　給油所 大字青宿４７８－１ 029-887-0018

茨城県 稲敷郡阿見町 コスモ石油販売株式会社 セルフ阿見　給油所 阿見３０７９ 029-887-3828

茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社吉田石油 阿見　給油所 中央２－１７－３ 0298-87-0152

茨城県 稲敷郡阿見町 有限会社高橋 飯倉　給油所 板倉１０１４－４ 029-889-1246

茨城県 稲敷郡阿見町 セキショウカーライフ株式会社 阿見東インター店　給油所 よしわら３丁目２ 029-875-5107

茨城県 稲敷郡阿見町 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション阿見　給油所 うずら野２－１０－１９ 029-843-2125

茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 阿見西郷　給油所 阿見２９１０－１ 029-891-2315

茨城県 稲敷郡河内町 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 長豊　給油所 長竿４５７１－１ 0297-86-3049

茨城県 結城郡八千代町 コスモ石油販売株式会社 セルフ八千代沼森　給油所 大字沼森字松山下１４８７ 0296-30-3373

茨城県 結城郡八千代町 有限会社秀和 八千代中央　給油所 若砂の台１８１４－３０ 0296-48-3451

茨城県 結城郡八千代町 青木　康正 八千代西　給油所 松本８８４ 0296-48-0364

茨城県 結城郡八千代町 株式会社賀登屋 八千代南　給油所 尾崎６４－１ 0296-48-1538

茨城県 結城郡八千代町 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ八千代　給油所 大字菅谷字天王前５２１－４ 0296-49-3455

茨城県 猿島郡五霞町 株式会社増田石油 西谷　給油所 小福田１２４４ 02808-4-0047

茨城県 猿島郡五霞町 セントラル産業株式会社 五霞西　給油所 小手指４９２－１ 0280-84-0508

茨城県 猿島郡五霞町 エネクスフリート株式会社 五霞インター　給油所 冬木字新田２４８０－１ 0280-84-3851

茨城県 猿島郡五霞町 太陽鉱油株式会社 新４号線五霞インター　給油所 大字元栗橋字浮戸２４０３－１ 028-084-2701

茨城県 猿島郡境町 株式会社センチュリー セルフ境　給油所 大字長井戸１８８－２ 0280-81-1281

茨城県 猿島郡境町 株式会社張替商店 大歩　給油所 大字大歩２３０－２ 02808-7-3509

茨城県 猿島郡境町 株式会社サクライ 境　給油所 字清水１６３－２５ 0280-81-1112

茨城県 猿島郡境町 有限会社野口油店 下小橋　給油所 大字下小橋１０３ 0280-87-0681

茨城県 猿島郡境町 株式会社染谷油店 伏木　給油所 伏木６４７－１ 0280-86-5206

茨城県 北相馬郡利根町 コスモ石油販売株式会社 セルフ利根　給油所 大字布川２０５９ 0297-68-9024

栃木県 宇都宮市 株式会社高橋商店 コスモファウスト　給油所 川田町６４８－１ 028-657-7068

栃木県 宇都宮市 株式会社三栄石油 清原　給油所 野高谷町字下原３３６－４ 028-670-5000

栃木県 宇都宮市 太陽鉱油株式会社 新４号線上三川インター　給油所 西刑部町字西原２７４５－１ 028-656-8435

栃木県 宇都宮市 株式会社ヤマグチ アニマート柳田　給油所 柳田町５９２－１外 028-663-1848

栃木県 宇都宮市 株式会社ヤマグチ 下川俣　給油所 下川俣町字薄原３５７ 028-660-8298

栃木県 宇都宮市 株式会社ヤマグチ カーポート鶴田　給油所 鶴田町１６４３－１ 028-647-3504

栃木県 宇都宮市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ不動前　給油所 不動前２－２－５１ 028-635-7547

栃木県 宇都宮市 日東石油株式会社 アーネストコスモ　給油所 越戸町１６－１ 028-662-0303

栃木県 宇都宮市 わかくら有限会社 わかくら戸祭　給油所 戸祭２－１１－２７ 028-622-0501

栃木県 宇都宮市 株式会社ＮＥＺＡＳサービス 新庄卸売団地ガーデン　給油所 石井町３１４９－３８ 0286-56-6726

栃木県 宇都宮市 株式会社ＮＥＺＡＳサービス セルフ御幸ヶ原　給油所 御幸ヶ原６２－１ 028-663-5009

栃木県 宇都宮市 栃木石油株式会社 細谷町　給油所 細谷町３８９ 028-627-0005

栃木県 宇都宮市 株式会社油吉 奈坪台　給油所 大字中岡本３７１０－９９ 028-973-0133

栃木県 宇都宮市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅみどり野　給油所 雀宮町９８７－１５ 028-653-8802



栃木県 宇都宮市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ今宮　給油所 江曽島町１０３－４ 028-659-5639

栃木県 宇都宮市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ駒生　給油所 鶴田町２０５３－１ 028-648-1955

栃木県 宇都宮市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ戸祭　給油所 中戸祭町８６８－１２ 028-622-6714

栃木県 宇都宮市 株式会社ＮＥＺＡＳサービス 新庄錦ガーデン　給油所 錦３－１０－４ 028-621-0180

栃木県 宇都宮市 株式会社東日本エネルギー セルフ宇都宮細谷　給油所 細谷町５４８ 028-612-4961

栃木県 宇都宮市 株式会社林 パセ中央公園　給油所 幸町２７－１，３０－１ 028-635-3876

栃木県 宇都宮市 両毛丸善株式会社 宇都宮平松　給油所 城東２－２７－１２ 028-634-2513

栃木県 宇都宮市 両毛丸善株式会社 宇都宮下平出　給油所 下平出町巾キ免７４－１ 028-664-1435

栃木県 宇都宮市 株式会社アイラックス セルフ雀宮　給油所 茂原２－１０２３－２ 028-655-3070

栃木県 宇都宮市 中央シェル石油販売株式会社 テクノポリス　給油所 ゆいの杜４－１－３２ 028-667-2881

栃木県 宇都宮市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ西川田　給油所 西川田町字下原１４７０－１ 028-645-6500

栃木県 宇都宮市 中央シェル石油販売株式会社 宇都宮鶴田　給油所 鶴田町３４１４－１１ 028-678-5201

栃木県 宇都宮市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ山本　給油所 山本１－３１－１０ 028-616-1325

栃木県 宇都宮市 イタバシ株式会社 上戸祭　給油所 上戸祭２－１－１７ 028-643-2350

栃木県 宇都宮市 有限会社鳩山油店 白沢　給油所 白沢町６９５ 028-673-4035

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇都宮西店　給油所 西２－１－１０ 028-634-5368

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上河原店　給油所 大通り３－５－１９ 028-633-0529

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西原店　給油所 西原町５４６ 028-658-1575

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ宇都宮インター店　給油所 宝木本町２２５２－１ 028-655-0552

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平出店　給油所 陽東５－１２－２１ 028-663-1922

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフやなせ店　給油所 東簗瀬１丁目２８－１ 028-651-2146

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新駒生店　給油所 駒生町１２８２ 028-624-1031

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフインターパーク宇都宮店　給油所 インタ－パ－ク１丁目５番３ 028-655-4139

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ外環鶴田店　給油所 鶴田町３４９２－１１２ 028-647-3761

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ石井町店　給油所 陽東７丁目３番１８号 028-662-8118

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ岩曽店　給油所 岩曽町１２５２ 028-661-2881

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鶴田店　給油所 鶴田町３０５３ 028-634-9191

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ野沢店　給油所 野沢町３２０－５ 028-665-1300

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ宇都宮駅東口店　給油所 元今泉４丁目１４－２ 028-633-4931

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ下栗店　給油所 下栗中ノ内１６４４－１ 028-656-7022

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宝木店　給油所 駒生町東高田３３６４－３７ 028-643-7744

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平松店　給油所 平松本町１１２１－１８ 028-637-0082

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御幸ヶ原店　給油所 下川俣町字二ツ塚４０９－３ 028-660-5081

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西川田店　給油所 西川田町９６２－１３ 028-678-2363

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア ＥｎｅＪｅｔセルフ宇都宮テクノポリス店　給油所 ゆいの杜５丁目１４番７号 028-670-1151

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 宇都宮南ＴＳ　給油所 インタ－パ－ク６－３－１ 028-656-0530

栃木県 宇都宮市 ミツウロコドライヴ株式会社 宇都宮南　給油所 八千代２－２－２４ 028-678-8061

栃木県 宇都宮市 ミツウロコドライヴ株式会社 宇都宮中央　給油所 竹林町８５７－１他 028-621-7181

栃木県 宇都宮市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ宇都宮　給油所 若松原３－１１２６ 028-688-3500

栃木県 宇都宮市 有限会社吉孝商事 産業道路　給油所 平出町４３３６－１０ 028-661-0754

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 宇都宮　給油所 東横田町６３－１ 028-656-6941

栃木県 宇都宮市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション豊郷台　給油所 長岡町４－１ 028-623-0008

栃木県 宇都宮市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション桜通り　給油所 桜４－４－６ 028-622-7595

栃木県 宇都宮市 株式会社ＮＥＺＡＳサービス 新庄鐺山ガーデン　給油所 鐺山町４９７ 028-667-3129

栃木県 宇都宮市 株式会社ＮＥＺＡＳサービス 新庄西原ガーデン　給油所 西原３－３－２１ 028-635-5096

栃木県 宇都宮市 コスモ石油販売株式会社 セルフ豊郷台　給油所 長岡町２２－２ 028-600-3504

栃木県 宇都宮市 日新エネルギー株式会社 セルフ雀宮　給油所 高砂町１－５ 028-688-3501

栃木県 宇都宮市 株式会社カキヌマ セルフ帝京大前　給油所 長岡町８６－１ 028-621-3701

栃木県 宇都宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ泉が丘通り店　給油所 越戸１丁目７－８ 028-683-1655

栃木県 宇都宮市 コスモ石油販売株式会社 セルフ砂田町　給油所 砂田町字原６５９－１ 028-615-7611

栃木県 宇都宮市 株式会社東日本宇佐美 宇都宮柳田　給油所 柳田町５８３－２ 028-683-7611

栃木県 宇都宮市 有限会社大森商事 田野　給油所 田野町７１６－２ 028-652-3434

栃木県 宇都宮市 有限会社鈴木商店 白沢　給油所 大字白沢５９４ 028-673-1545

栃木県 宇都宮市 粟野興産株式会社 海道　給油所 海道町８ 028-663-0085

栃木県 足利市 株式会社東日本宇佐美 ５０号足利　給油所 久保田町字松の木１６８－１ 0284-73-7338

栃木県 足利市 株式会社東日本宇佐美 ５０号足利西　給油所 西新井町３３４６－１ 0284-73-5338

栃木県 足利市 両毛丸善株式会社 足利御厨　給油所 福居町２２０６－１ 0284-72-0605



栃木県 足利市 有限会社富士油商 足利東　給油所 八椚町３８２ 0284-41-3044

栃木県 足利市 有限会社橋本商事 県町　給油所 県町１０３３ 0284-71-3575

栃木県 足利市 有限会社山崎油店 西足利　給油所 大前町２０６ 0284-62-0228

栃木県 足利市 いとい石油株式会社 足利本町　給油所 緑町２－７－１ 0284-21-2853

栃木県 足利市 有限会社京屋商店 葉鹿町　給油所 葉鹿町３９４ 0284-62-0421

栃木県 足利市 株式会社カネジン 大前　給油所 大前町７９１－８ 0284-62-3713

栃木県 足利市 有限会社首藤石油 セルフ足利坂西　給油所 山下町２４５８ 0284-62-2690

栃木県 足利市 有限会社新井石油 足利バイパス　給油所 西新井町３３４８ 0284-71-9440

栃木県 足利市 有限会社二ノ宮石油 足利寿町　給油所 寿町１１－１ 0284-41-0089

栃木県 足利市 有限会社金堀油店 足利板倉　給油所 板倉町３０－６ 0284-62-1432

栃木県 足利市 有限会社大山商店 松田町　給油所 松田町４２９－１ 0284-61-1025

栃木県 足利市 株式会社松玉商店 名草　給油所 名草下町４１８４－１ 028-441-9336

栃木県 足利市 有限会社両毛興油 足利伊勢町　給油所 伊勢南町１０－４ 0284-41-2738

栃木県 足利市 中央シェル石油販売株式会社 東武えきまえ　給油所 田中町９２１－１ 0284-72-5455

栃木県 足利市 中央シェル石油販売株式会社 北プラザ　給油所 江川町２－９－１５，１６ 0284-41-1117

栃木県 足利市 中央シェル石油販売株式会社 足利ウエスト　給油所 葉鹿町２－２２－５，１４ 0284-62-4867

栃木県 足利市 中央シェル石油販売株式会社 足利イースト　給油所 常見町２－１０－３ 0284-42-0835

栃木県 足利市 中央シェル石油販売株式会社 ヨークタウンまえ　給油所 朝倉町２－２２－８ 0284-72-7755

栃木県 足利市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート５０足利ＴＳ　給油所 下渋垂町字石橋７０１－１ 0284-73-8100

栃木県 栃木市 株式会社東日本宇佐美 ５０号佐野インター東　給油所 岩舟町静字新井橋１６６０－１ 0282-55-7448

栃木県 栃木市 株式会社東日本宇佐美 ５０号佐野インター　給油所 藤岡町都賀２７５３－２ 0282-62-3965

栃木県 栃木市 両毛丸善株式会社 セルフランド薗部　給油所 薗部町２－５－１６ 0282-20-8110

栃木県 栃木市 有限会社青木石油 合戦場　給油所 都賀町合戦場１００３－３ 0282-27-0026

栃木県 栃木市 株式会社別井商店 栃木大宮　給油所 大宮町１５７９－１ 0282-27-1748

栃木県 栃木市 有限会社岸オイル 栃木インター　給油所 野中町５３０－１ 0282-23-0916

栃木県 栃木市 有限会社水戸部商事 藤岡新町　給油所 藤岡１８４５－１１－１２ 0282-62-5171

栃木県 栃木市 朝妻石油株式会社 都賀　給油所 都賀町家中２１７３－１ 0282-27-4940

栃木県 栃木市 渡辺石油株式会社 栃木北　給油所 川原田町１２８ 0282-24-3190

栃木県 栃木市 小野口石油株式会社 栃木南　給油所 今泉町１－１－１ 0282-24-6911

栃木県 栃木市 小野口石油株式会社 城内町　給油所 城内町２－２４－５２ 0282-24-6992

栃木県 栃木市 日星石油株式会社 スターポート栃木　給油所 箱森町３９－５０ 0282-23-3993

栃木県 栃木市 石川　文雄 赤麻　給油所 藤岡町赤麻１１６３ 0282-62-2418

栃木県 栃木市 須田商事株式会社 栃木バイパス　給油所 薗部町２－１９－３６ 0282-23-8631

栃木県 栃木市 須田商事株式会社 グリーンプラザ栃木　給油所 樋ノ口町３９６－１ 0282-24-4082

栃木県 栃木市 有限会社塚原油店 巴波　給油所 部屋４６１ 0282-67-2619

栃木県 栃木市 有限会社金子油店 木野地　給油所 木野地町１８１ 0282-23-8125

栃木県 栃木市 山中　広樹 藤岡西　給油所 藤岡町都賀７６９ 0282-62-2854

栃木県 栃木市 栃木石油株式会社 栃木大平　給油所 西水代１９９２－１ 0282-43-5301

栃木県 栃木市 有限会社永島商店 アットホーム岩舟　給油所 岩舟町畳岡５４３－７ 0282-55-2529

栃木県 栃木市 有限会社板橋光一商事 栃木吹上　給油所 吹上町１２１９－１ 0282-31-1465

栃木県 栃木市 栃木石油株式会社 ニュー栃木　給油所 仲方町川端１７３－１ 0282-31-1266

栃木県 栃木市 栃木石油株式会社 栃木平柳　給油所 平柳町１－１－２７ 0282-22-1905

栃木県 栃木市 谷中田　喜代 吹上　給油所 吹上町１６３－１ 0282-31-2168

栃木県 栃木市 株式会社石澤商店 セルフ栃木東　給油所 大宮町字向原２１８９－１ 0282-27-6710

栃木県 栃木市 エネクスフリート株式会社 佐野インター　給油所 藤岡町都賀２８３５－２ 0282-62-3975

栃木県 栃木市 有限会社高崎商店 尻内　給油所 尻内町６２３ 0282-31-0320

栃木県 栃木市 五十畑石油株式会社 岩舟　給油所 大字静２２４４－１ 0285-55-4528

栃木県 栃木市 両毛丸善株式会社 セルフ岩舟　給油所 岩舟町静戸４９８－１ 0282-54-1066

栃木県 栃木市 小田垣　欽也 家中　給油所 都賀町家中５２０３－２ 0282-27-0266

栃木県 栃木市 有限会社大嶋商店 真名子　給油所 西方町真名子１０－４ 0282-92-7068

栃木県 栃木市 船田　博史 赤麻　給油所 藤岡町赤麻４２４３－４ 0282-62-2352

栃木県 栃木市 株式会社カードック栃木 カードック　給油所 境町２４－２ 0282-20-7796

栃木県 栃木市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト大平店　給油所 大平町下皆川８５２番１他 0282-45-2666

栃木県 栃木市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 佐野藤岡インターＴＳ　給油所 藤岡町太田字島崎７９０ 0282-62-0640

栃木県 栃木市 太陽鉱油株式会社 佐野インター東　給油所 藤岡町大田和西の道６１４－１ 028-262-1811

栃木県 佐野市 両毛丸善株式会社 佐野堀米東店　給油所 堀米町２２－１ 0283-24-4676

栃木県 佐野市 有限会社石川油店 葛生　給油所 仙波町１７２ 0283-85-3066



栃木県 佐野市 吉澤保全株式会社 葛生　給油所 葛生東１－１２－７ 0283-86-3333

栃木県 佐野市 太陽鉱油株式会社 佐野インター西　給油所 高萩町３１－１ 0283-23-2911

栃木県 佐野市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ佐野　給油所 富岡町１７１３ 0283-22-3619

栃木県 佐野市 有限会社橋本石油 下彦間　給油所 下彦間町３９ 0283-65-0334

栃木県 佐野市 駒形興業有限会社 林　給油所 小中町２３０－１ 0283-22-1599

栃木県 佐野市 有限会社青木商店 戸奈良　給油所 戸奈良町８７－４ 0283-41-0422

栃木県 佐野市 山﨑　誠一 氷室　給油所 水木町３０５ 0283-87-0075

栃木県 佐野市 株式会社大関商店 佐野　給油所 免鳥町８７１－１ 0283-22-2066

栃木県 佐野市 有限会社田名網商店 佐野　給油所 天神町７２７ 0283-23-3237

栃木県 佐野市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ奈良渕　給油所 奈良渕町３０３番地５ 0283-23-1185

栃木県 佐野市 両毛丸善株式会社 佐野大原　給油所 植下町２７８７－１ 0283-22-6799

栃木県 佐野市 常盤商事株式会社 常盤　給油所 仙波町１３１－１ 0283-85-3070

栃木県 佐野市 石川興産株式会社 カーケアステーション佐野　給油所 北茂呂町字北茂呂１－１５ 0283-21-2830

栃木県 佐野市 粟野興産株式会社 佐野サ－ビスステーション　給油所 吉水町７８９－４ 0283-61-0025

栃木県 鹿沼市 株式会社東日本宇佐美 鹿沼インター　給油所 深津字向ノ内９９６－２ 0289-76-3213

栃木県 鹿沼市 粟野合同運輸株式会社 粟野　給油所 大字口粟野６９５－３，４，５，６，７ 0289-85-2303

栃木県 鹿沼市 株式会社スミスケ 鹿沼警察署前　給油所 上殿町字竜池１００２－１ 0289-64-7077

栃木県 鹿沼市 有限会社翁屋商店 奈佐原　給油所 奈佐原町３６７ 0289-75-2348

栃木県 鹿沼市 有限会社板橋屋商店 富岡　給油所 富岡１５１－３ 0289-65-4783

栃木県 鹿沼市 有限会社古林油店 奈佐原　給油所 奈佐原町５９－１０ 0289-75-2444

栃木県 鹿沼市 上澤　敏広 草久　給油所 草久１３３６－１ 0289-74-2629

栃木県 鹿沼市 株式会社吉田石油店 鹿沼インター　給油所 上石川１１１９－１２ 0289-76-2817

栃木県 鹿沼市 有限会社森田商会 粟野　給油所 口粟野８３２－１ 0289-85-3161

栃木県 鹿沼市 有限会社木村盛一商店 ウィング仁神堂　給油所 仁神堂町１２６６－９，１０ 0289-64-3615

栃木県 鹿沼市 有限会社木村盛一商店 鹿沼茂呂　給油所 栄町１－４－１ 0289-62-0072

栃木県 鹿沼市 株式会社カサハラ 鹿沼東　給油所 東町２－１－２６ 0289-62-2515

栃木県 鹿沼市 株式会社ナガノ 永野　給油所 大字下永野１１７９ 0289-84-0511

栃木県 鹿沼市 株式会社アイラックス セルフ新鹿沼　給油所 上殿町９８２－１ 0289-63-5350

栃木県 鹿沼市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鹿沼店　給油所 栄町２丁目１６－３ 0289-62-1189

栃木県 鹿沼市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフみどりが丘店　給油所 西茂呂３－１－３ 0289-63-4566

栃木県 鹿沼市 有限会社上州屋スタンド 鹿沼工業団地　給油所 深津１２１０－３ 0286-76-2673

栃木県 鹿沼市 コスモ石油販売株式会社 セルフ鹿沼東　給油所 千渡１－１２ 0289-65-0500

栃木県 鹿沼市 粟野興産株式会社 楡木　給油所 奈佐原町１６－２ 0289-75-4609

栃木県 鹿沼市 粟野興産株式会社 茂呂　給油所 西茂呂２－７－２４ 0289-63-6776

栃木県 日光市 有限会社斉藤商店 足尾　給油所 足尾町赤沢１５－２７ 0288-93-2332

栃木県 日光市 有限会社片山油店 鬼怒川バイパス　給油所 柄倉７６３－１ 0288-76-1123

栃木県 日光市 有限会社隅商店 大沢　給油所 森友２３－３ 0288-21-2179

栃木県 日光市 有限会社板橋屋商店 小代　給油所 小代１５４９ 0288-27-0161

栃木県 日光市 株式会社ウルシバラエネルギー 日光駅前　給油所 松原町１－５ 0288-53-1566

栃木県 日光市 株式会社ウルシバラエネルギー 大桑バイパス　給油所 大桑町字稲荷前８３６－４他 0288-21-7776

栃木県 日光市 阿原燃料株式会社 第一花石　給油所 花石町１８６６ 0288-53-1115

栃木県 日光市 株式会社かねます商事 鬼怒川　給油所 鬼怒川温泉大原８７９ 0288-77-0722

栃木県 日光市 和光興業有限会社 今市西　給油所 瀬川１１８９ 0288-21-1564

栃木県 日光市 株式会社ヤマグチ 豊田今市　給油所 豊田４１－５ 0288-30-1717

栃木県 日光市 株式会社丸重 今市バイパス　給油所 今市字下原１２３２－２ 0288-22-5100

栃木県 日光市 有限会社若松石油 奥日光　給油所 中宮祠２４７８－１ 0288-55-0156

栃木県 日光市 有限会社山越油店 栗山　給油所 大字日向４９６ 0288-97-1754

栃木県 日光市 株式会社丸木商店 湯西川　給油所 大字湯西川字川戸５５１ 0288-98-0439

栃木県 日光市 有限会社ショップ 大室　給油所 大室８４６－５ 0288-26-9888

栃木県 日光市 ＫＳエネルギー有限会社 日光インター　給油所 東和町５８－１ 0288-53-3380

栃木県 日光市 株式会社宇佐美エナジー 日光　給油所 清滝１－３－２０ 0288-54-1783

栃木県 日光市 沼尾　清久 今市インター　給油所 平ヶ崎３８９－１ 0288-22-0963

栃木県 日光市 株式会社高山商店 今市　給油所 今市４６－１ 0288-21-1556

栃木県 日光市 阿原燃料株式会社 今市七本桜　給油所 今市字和尚塚３３－１ 0288-30-5515

栃木県 日光市 阿原燃料株式会社 所野　給油所 所野大字萩原５４１－１５ 0288-53-1118

栃木県 日光市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鬼怒川バイパス店　給油所 鬼怒川温泉大原１４１１－７ 0288-77-0672

栃木県 日光市 株式会社かねます商事 今市中央　給油所 今市６２７ 0288-22-1013



栃木県 日光市 有限会社野中給油所 ニュー今市　給油所 今市８２ 0288-21-0878

栃木県 小山市 株式会社東日本宇佐美 新４号小山バイパス　給油所 大字出井字馬廻１１１３－１ 0285-49-3440

栃木県 小山市 株式会社東日本宇佐美 セルフ４号小山　給油所 大字羽川４４２－１ 0285-22-4505

栃木県 小山市 セキショウカーライフ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小山城南店　給油所 雨ヶ谷１２５番地１ 0285-37-7030

栃木県 小山市 両毛丸善株式会社 小山５０号　給油所 駅南町２－２８－２ 0285-27-4457

栃木県 小山市 両毛丸善株式会社 小山城北　給油所 大字稲葉郷字向原２８－１、２７－６ 0285-30-2131

栃木県 小山市 古川　泰夫 小山寒川　給油所 大字寒川１５９０ 0285-38-1028

栃木県 小山市 栃木石油株式会社 ニュー小山　給油所 大字松沼８０－１ 0285-37-1117

栃木県 小山市 坪野谷石油株式会社 小山駅前　給油所 駅東通り１－２－３０ 0285-23-0335

栃木県 小山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ間々田東店　給油所 東間－田２－４－１６ 0285-45-7488

栃木県 小山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小山城北店　給油所 城北３－３－７ 0285-20-4080

栃木県 小山市 イタバシ株式会社 セルフ犬塚　給油所 犬塚２－２－３ 0285-21-2266

栃木県 小山市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート新４号小山北ＴＳ　給油所 大字出井字東原新田１０３５－３３ 0285-25-8071

栃木県 小山市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 栃木小山　給油所 鉢形１０５５－１、７、８ 0285-49-1091

栃木県 小山市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ小山　給油所 小山９５－１ 0285-31-4778

栃木県 小山市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ小山南　給油所 神鳥谷４－９－６２ 0285-20-0038

栃木県 小山市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション小山新４号給油所 大字中久喜上野原１５２１－１７ 028-549-3511

栃木県 真岡市 赤羽　進 真岡原町　給油所 原町１０２ 0285-84-0720

栃木県 真岡市 有限会社新井油店 久下田　給油所 大字久下田８９３ 0285-74-0044

栃木県 真岡市 有限会社森耕商店 真岡中郷　給油所 中郷２７３－２ 0285-82-3156

栃木県 真岡市 有限会社豊田石油店 真岡南　給油所 寺内８４３－１ 02858-2-2816

栃木県 真岡市 有限会社島や商店 真岡東　給油所 田町１７８４－５ 02858-2-2846

栃木県 真岡市 飯塚　武敏 下篭谷　給油所 下篭谷２４９７ 0285-84-5641

栃木県 真岡市 株式会社上野商事 真岡北　給油所 田島１５４８－３ 0285-83-2816

栃木県 真岡市 株式会社青柳商店 真岡西　給油所 上高間木３－２－１０ 0285-82-3810

栃木県 真岡市 小宅　昭公 高田二宮　給油所 大字高田１８２８ 0285-75-0046

栃木県 真岡市 株式会社ＮＥＺＡＳサービス 新庄セルフ真岡　給油所 下高間木１－１０－５ 0285-81-3701

栃木県 真岡市 日新エネルギー株式会社 セルフ２９４　給油所 八木岡７４６－１ 0285-81-1087

栃木県 真岡市 桑原　純一 しもこもりや　給油所 下籠谷２４７１－３ 0285-82-1503

栃木県 大田原市 株式会社オカモト オカモトセルフ大田原　給油所 若草１丁目７６１－１ 0287-24-6071

栃木県 大田原市 株式会社加藤石油 大田原　給油所 城山２－１５－６ 0287-64-1374

栃木県 大田原市 森島　満 セルヴィス野崎　給油所 薄葉２２２０－１１ 02872-9-0024

栃木県 大田原市 株式会社ヤマグチ 金丸　給油所 南金丸字馬場１５８８－１，１５８７－９ 0287-23-6188

栃木県 大田原市 有限会社林屋油店 佐良土　給油所 佐良土７３５－１ 028798-2619

栃木県 大田原市 有限会社猪瀬燃料店 大田原　給油所 紫塚１－１３－１８ 0287-22-3708

栃木県 大田原市 有限会社大高油店 末広　給油所 末広１－４－４４ 0287-22-3188

栃木県 大田原市 鈴木　昭一 金丸　給油所 南金丸１１６４ 0287-22-5377

栃木県 大田原市 有限会社木屋油店 黒羽　給油所 黒羽向町１１３６ 0287-54-0863

栃木県 大田原市 大野油店有限会社 ライスライン鹿畑　給油所 鹿畑３－４２ 0287-23-0372

栃木県 大田原市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大田原　給油所 浅香３－３５７８－７８６ 0287-23-9779

栃木県 大田原市 有限会社フルヤ商事 新黒羽　給油所 大豆田道下３１８－４ 0287-54-3022

栃木県 大田原市 有限会社小浦モータース 実取　給油所 実取７９５－６ 0287-28-0480

栃木県 大田原市 有限会社小浦モータース 佐久山　給油所 佐久山２２０８ 0287-28-0016

栃木県 大田原市 協和商事有限会社 須賀川　給油所 大字須賀川３０００ 0287-58-0520

栃木県 大田原市 株式会社かなめ 須佐木　給油所 須佐木２７７番地 0287-57-0108

栃木県 大田原市 ナヴィ株式会社 エコノ大田原北　給油所 岡１４１－２２ 0287-20-1030

栃木県 大田原市 有限会社浅井砿油 大田原　給油所 住吉町１－１４－２０ 0287-20-1188

栃木県 大田原市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト大田原店給油所 若松町５１３－３ 0287-20-5363

栃木県 矢板市 株式会社東日本宇佐美 ４号矢板　給油所 中字直沢９３８－１ 0287-40-1228

栃木県 矢板市 株式会社スミスケ 矢板　給油所 扇町２－３－１ 02874-3-0876

栃木県 矢板市 株式会社ヤマグチ 矢板　給油所 鹿島町４－１４ 0287-43-0881

栃木県 矢板市 株式会社ヤマグチ ＥｎｅＪｅｔ４号矢板　給油所 東町１２３７－３ 02874-3-0757

栃木県 矢板市 株式会社田中商店 プレステージ矢板　給油所 乙畑１６４７ 0287-48-0306

栃木県 矢板市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ矢板富田店　給油所 富田三斗蒔１３８ 0287-43-6817

栃木県 矢板市 シマダ石油株式会社 矢板バイパス　給油所 東町７３５ 0287-43-0585

栃木県 矢板市 シマダ石油株式会社 矢板　給油所 鹿島町１３－１０ 0287-43-0737

栃木県 那須塩原市 株式会社オカモト オカモトセルフ那須塩原　給油所 西三島２丁目 0287-39-5111



栃木県 那須塩原市 株式会社加藤石油 若松　給油所 豊浦８１－３ 0287-64-1374

栃木県 那須塩原市 有限会社室井商店 波立　給油所 波立１９８ 02876-5-2191

栃木県 那須塩原市 株式会社ウエタケ 黒磯　給油所 本町７－５ 02876-2-0019

栃木県 那須塩原市 株式会社ウエタケ 黒磯西　給油所 埼玉字四方寺３－１５ 02876-4-1412

栃木県 那須塩原市 有限会社星商事 西那須野　給油所 西原町７－２５ 02873-6-0389

栃木県 那須塩原市 有限会社星商事 黒磯　給油所 下厚崎３６５ 0287-62-0786

栃木県 那須塩原市 有限会社田代油店 塩原　給油所 塩原１２８０－５ 0287-32-2304

栃木県 那須塩原市 株式会社ヤマグチ 塩原　給油所 塩原１２２１ 02873-2-2348

栃木県 那須塩原市 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大田原西　給油所 緑１－８－３９４ 0287-36-8855

栃木県 那須塩原市 有限会社那須石油 西富山　給油所 西富山１２９ 0287-36-4744

栃木県 那須塩原市 株式会社伊藤商店 那須塩原駅西口　給油所 島方６６１－１３ 0287-65-1300

栃木県 那須塩原市 東邦商事有限会社 西那須野南　給油所 二区町５０２ 0287-36-1327

栃木県 那須塩原市 有限会社渡辺宏商店 東那須野　給油所 大原間４３４ 0287-65-0406

栃木県 那須塩原市 星商事株式会社 オートピア那須　給油所 島方字上西原２３－１ 0287-65-1188

栃木県 那須塩原市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊浦店　給油所 豊浦北町６９番地 0287-62-2030

栃木県 那須塩原市 株式会社荒井モータース 黒磯　給油所 橋本町１－１ 0287-62-2347

栃木県 那須塩原市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 西那須野　給油所 二区町４９２－２６ 0287-36-6541

栃木県 那須塩原市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ黒磯南　給油所 下厚崎字東原２６７－１７、他４筆 0287-60-3456

栃木県 那須塩原市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト西那須野店　給油所 南郷屋２－１０６－１３ 0287-39-3207

栃木県 那須塩原市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 黒磯バイパス　給油所 黒磯６－３７ 0287-73-8113

栃木県 那須塩原市 ナヴィ株式会社 エコノ黒磯東　給油所 鍋掛１０８７－１２７１ 0287-73-1271

栃木県 那須塩原市 ナヴィ株式会社 エコノ西那須野　給油所 下永田１－１０１２－７ 0287-39-6883

栃木県 那須塩原市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト黒磯店　給油所 共墾社共墾場１２３－１３ 0287-60-0102

栃木県 那須塩原市 エネクスフリート株式会社 黒磯バイパス　給油所 下厚崎字立道西３０－１２ 0287-62-7958

栃木県 那須塩原市 有限会社玉木商店 新東那須野　給油所 東小屋４６２－３ 0287-65-0001

栃木県 那須塩原市 有限会社吉田屋商店 西那須野インターチェンジ　給油所 大字三島２３８－４７１ 0287-36-4661

栃木県 那須塩原市 有限会社吉田屋商店 西那須野バイパス　給油所 大字南郷屋１６３－６３７ 0287-36-1493

栃木県 さくら市 株式会社東日本宇佐美 ４号氏家　給油所 大字氏家字大野３４３７－１ 028-682-7278

栃木県 さくら市 矢沢　功 押上　給油所 押上７８２ 028-682-6901

栃木県 さくら市 太陽鉱油株式会社 ４号線矢板バイパス　給油所 長久保字上野原１８３１－１ 028-681-5561

栃木県 さくら市 有限会社喜連川商会 喜連川　給油所 早乙女２０２９－９ 028-686-3300

栃木県 さくら市 有限会社小林石油商会 氏家　給油所 大字氏家１８８４ 028-682-2385

栃木県 さくら市 福田　典久 喜連川　給油所 喜連川３３２６ 028-686-3488

栃木県 さくら市 有限会社笹沼石油店 氏家北　給油所 大字蒲須坂３７９ 028-682-2488

栃木県 さくら市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ氏家　給油所 卯の里４－５１－２ 028-682-5700

栃木県 さくら市 有限会社ビータイム・ウジイエ 氏家西　給油所 富野岡１０－１ 028-682-4376

栃木県 さくら市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーショングリーンライン箱森　給油所 箱森新田４９－４ 028-682-0944

栃木県 さくら市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエストさくら氏家店　給油所 氏家字西原７３３，７３４，７３５のそれぞれ一部 028-681-7751

栃木県 さくら市 有限会社田代油店 氏家東　給油所 大字桜野１４４２－４ 028-682-2913

栃木県 那須烏山市 大谷　光治 上境　給油所 上境２５６ 0287-82-2898

栃木県 那須烏山市 有限会社塩澤商事 神長　給油所 神長５７３－１ 02878-3-1646

栃木県 那須烏山市 有限会社塩澤商事 ニュー月次　給油所 月次４６５ 0287-88-7538

栃木県 那須烏山市 株式会社モリバヤシ石油 那須南　給油所 大字志鳥字長坂３１９８－２ 0287-88-7931

栃木県 那須烏山市 株式会社ＮＥＺＡＳサービス 新庄烏山田町ガーデン　給油所 中央１－８－４ 0287-82-2260

栃木県 那須烏山市 有限会社フルヤ商事 大金　給油所 大金１６０ 0287-88-2551

栃木県 那須烏山市 小池　恵美 南那須　給油所 八ケ代１５６ 0287-88-2709

栃木県 下野市 株式会社ダイヤ昭石 石橋　給油所 下古山３３６２－１ 0285-53-8601

栃木県 下野市 両毛丸善株式会社 下野グリーンタウン　給油所 緑２－２３－１，２３－２ 0285-40-1271

栃木県 下野市 有限会社川中子油店 石橋細谷　給油所 細谷５７５ 0285-53-0288

栃木県 下野市 葭葉設備工業株式会社 西坪山　給油所 大字下坪山１６７９ 0285-48-0845

栃木県 下野市 有限会社大嶋栄一商店 薬師寺　給油所 薬師寺１８３１ 0285-48-0022

栃木県 下野市 株式会社ＮＥＺＡＳサービス 新庄石橋下古山ガーデン　給油所 下古山２９０５－１ 0285-53-3653

栃木県 下野市 株式会社若松商店 石橋北　給油所 石橋３８７ 0285-53-0011

栃木県 下野市 株式会社スガマタ アクタス　給油所 石橋８３９－３ 0285-53-2048

栃木県 下野市 エネクスフリート株式会社 小山北　給油所 下坪山１８９１－２ 0285-44-7630

栃木県 下野市 野口　浩一 石橋野口　給油所 大字上古山１５０２－７６ 0285-53-1609

栃木県 下野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ薬師寺店　給油所 緑２－３２８９－７ 0285-44-6411



栃木県 河内郡上三川町 株式会社キタセキ ルート４上三川　給油所 大字上蒲生４０５ 0285-55-1008

栃木県 河内郡上三川町 株式会社東日本宇佐美 新４号上三川　給油所 上蒲生字願成寺１９７６ 0285-56-5531

栃木県 河内郡上三川町 有限会社柳屋商事 上三川石田　給油所 大字石田１２８９ 0285-56-3357

栃木県 河内郡上三川町 株式会社吉田石油店 ルート４上三川　給油所 五分一１８７－５ 0285-56-0100

栃木県 河内郡上三川町 有限会社藤沼商会 セルフ３５２上三川　給油所 大字梁３６９ 0285-53-1165

栃木県 芳賀郡益子町 中田　均 益子　給油所 益子１６４８－１ 0285-72-3154

栃木県 芳賀郡益子町 有限会社加藤油店 七井台町　給油所 大字七井１８３１ 02857-2-3346

栃木県 芳賀郡益子町 有限会社塚本金物店 益子町　給油所 大字益子２３２１－１ 02857-2-3061

栃木県 芳賀郡益子町 有限会社斉藤商店 益子塙　給油所 大字塙３０９－２ 0285-72-2303

栃木県 芳賀郡益子町 有限会社高島油店 益子　給油所 大字益子字大橋１３９７－１ 0285-72-3000

栃木県 芳賀郡益子町 有限会社三村商事 セルフｉｎナナイ　給油所 七井中央１３－３ 0285-72-2557

栃木県 芳賀郡益子町 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト益子店給油所 七井中央１６番地２ 0285-70-2351

栃木県 芳賀郡茂木町 神野　一郎 黒田　給油所 大字黒田１９２－１ 0285-63-3573

栃木県 芳賀郡市貝町 有限会社くにい商会 市貝赤羽　給油所 大字赤羽２６９７－２ 02856-8-0607

栃木県 芳賀郡芳賀町 有限会社田川商店 祖母井　給油所 大字祖母井７３８ 028-677-0109

栃木県 芳賀郡芳賀町 有限会社鈴木油店 芳賀　給油所 大字下高根沢２０８３－４ 028-677-1434

栃木県 芳賀郡芳賀町 有限会社塩田屋百貨店 水橋　給油所 大字西水沼４１９－３ 028-678-0157

栃木県 下都賀郡壬生町 湊興業株式会社 おもちゃの町　給油所 おもちゃのまち３－１－４０ 0282-86-0290

栃木県 下都賀郡壬生町 鈴木自動車販売株式会社 スタンドスズキ　給油所 大字安塚字西南原８７４－３ 0282-86-0368

栃木県 下都賀郡壬生町 有限会社柏屋油店 壬生　給油所 中央町６－４２ 0282-82-0010

栃木県 下都賀郡壬生町 有限会社柏屋油店 壬生南　給油所 大字藤葉乙２６ 0282-82-1380

栃木県 下都賀郡壬生町 有限会社鳥春油店 国谷　給油所 大字壬生丙８－３ 0282-82-0470

栃木県 下都賀郡壬生町 有限会社鳥春油店 壬生　給油所 大師町１４－２７ 0282-82-0246

栃木県 下都賀郡壬生町 株式会社アイラックス セルフ壬生　給油所 落合３－２－１０ 0282-82-8086

栃木県 下都賀郡壬生町 有限会社武藤商店 壬生　給油所 中央町１３－１５ 0282-82-1311

栃木県 下都賀郡壬生町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ壬生おもちゃのまち店　給油所 大字壬生丁２０９－１ 0282-21-7888

栃木県 下都賀郡野木町 セキショウカーライフ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ野木丸林店　給油所 大字丸林字都６４７－２ 0280-57-1580

栃木県 下都賀郡野木町 有限会社川島燃料 野木中央通り　給油所 大字友沼５８４４－３ 0280-55-0247

栃木県 下都賀郡野木町 コスモ石油販売株式会社 セルフ野木　給油所 丸林５５７－４ 0280-57-2085

栃木県 塩谷郡塩谷町 有限会社菊池油店 船生　給油所 船生３１９４－２ 02874-7-0039

栃木県 塩谷郡高根沢町 有限会社植木商店 高根沢金井　給油所 大字上高根沢５０４２－２ 028-675-3360

栃木県 塩谷郡高根沢町 日星石油株式会社 スターポート光陽台　給油所 光陽台４－１６－１ 0286-75-5222

栃木県 塩谷郡高根沢町 株式会社小野口砿油 フラワーヒル　給油所 大字花岡２９８－１ 0286-76-0057

栃木県 塩谷郡高根沢町 株式会社ＮＥＺＡＳサービス 新庄光陽台ガーデン　給油所 光陽台３－１６－４ 0286-75-6104

栃木県 塩谷郡高根沢町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宝積寺店　給油所 光陽台１－５－１ 028-675-6495

栃木県 那須郡那須町 有限会社室井商店 セルフ那須御用邸前　給油所 大字湯本３７６ 0287-76-2054

栃木県 那須郡那須町 千振開拓農業協同組合 千振　給油所 大字豊原丙３９８７ 0287-77-0929

栃木県 那須郡那須町 有限会社大森商店 那須りんどう湖　給油所 大字高久丙１４５４ 02877-6-4500

栃木県 那須郡那須町 一般社団法人心桜福祉会 ＫｏｈａｒｕＷｅｌｆａｒｅＥｎｅｒｇｙ那須インター　給油所 高久甲４３１９－１ 0287-62-1733

栃木県 那須郡那須町 株式会社桝屋石油 黒田原　給油所 大字寺子丙３－５３ 0287-72-0051

栃木県 那須郡那須町 有限会社伊王野石油 伊王野バイパス　給油所 大字伊王野字下城１７５５－１ 0287-75-0223

栃木県 那須郡那須町 星商事株式会社 オートパーク那須北　給油所 寺子丙１２２４－６ 0287-65-1188

栃木県 那須郡那須町 星商事株式会社 ピットピア那須　給油所 大字高久甲５０７３－１ 0287-63-2042

栃木県 那須郡那須町 有限会社相馬自動車工場 黒田原　給油所 大字寺子乙３９６７－１６１ 0287-72-0108

栃木県 那須郡那珂川町 有限会社橋本油店 ニュー馬頭　給油所 大字馬頭１９９－１ 02879-2-3556

栃木県 那須郡那珂川町 有限会社ヌヴォラーリ セルフ那珂川　給油所 三輪５０４－１ 0287-96-4505

栃木県 那須郡那珂川町 金澤　洋子 小川　給油所 大字小川２６２０－４ 0287-96-2910

栃木県 那須郡那珂川町 合資会社油新商店 馬頭　給油所 大字馬頭２０８６－１ 0287-92-2309

栃木県 那須郡那珂川町 有限会社近藤商店 北向田　給油所 大字北向田字上川原１９８－２ 0287-92-2381

群馬県 前橋市 株式会社東日本宇佐美 ５０号前橋　給油所 小島田町１７７－１ 0272-63-7011

群馬県 前橋市 両毛丸善株式会社 前橋六供　給油所 六供町１－１６－１ 027-224-9025

群馬県 前橋市 両毛丸善株式会社 セルフ西片貝　給油所 西片貝町１－３２６－１ 027-230-1352

群馬県 前橋市 有限会社大原石油 山王町　給油所 山王町２－４０－７ 0272-66-2178

群馬県 前橋市 株式会社サンワ パラーダ下小出　給油所 下小出町３－１３－５ 0272-31-8390

群馬県 前橋市 有限会社マルエ石油 大胡　給油所 樋越町４８４ 027-283-2595

群馬県 前橋市 有限会社木村商店 下大屋　給油所 下大屋町３３７－２ 0272-68-2547

群馬県 前橋市 株式会社オザワ 赤城山　給油所 大字赤城山１２０３ 0272-88-2010



群馬県 前橋市 有限会社町田石油店 大胡　給油所 堀越町甲１０８５ 027-283-2243

群馬県 前橋市 株式会社三山石油芳賀サービスステーション 芳賀　給油所 端気町４０２－８ 027-269-1271

群馬県 前橋市 株式会社三山石油大胡エスエス 大胡バイパス　給油所 茂木町２９４－３ 027-283-9933

群馬県 前橋市 群馬商事株式会社 セルフ富士見　給油所 富士見町時沢字東高田８０６番 027-288-0720

群馬県 前橋市 群馬商事株式会社 セルフ前橋北　給油所 青梨子町１７３２ 027-252-6614

群馬県 前橋市 ＨＳポパイ株式会社 ハートステーションポパイ亀泉　給油所 亀泉町字上泉境２６６－３ 027-269-2297

群馬県 前橋市 ＨＳポパイ株式会社 ハートステーションポパイ河原浜　給油所 河原浜町２３－１ 027-289-2385

群馬県 前橋市 有限会社閑野商会 上泉町　給油所 上泉町１００９－２ 027-269-5511

群馬県 前橋市 コスモ石油販売株式会社 新前橋　給油所 古市町１－１２－３ 027-253-5366

群馬県 前橋市 株式会社東日本宇佐美 前橋南インター　給油所 西善町６６０－１ 027-267-0391

群馬県 前橋市 両毛丸善株式会社 前橋元総社　給油所 元総社町１－２－１ 027-253-3125

群馬県 前橋市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ文京町　給油所 文京町２－３－３ 027-224-7639

群馬県 前橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新前橋店　給油所 元総社町５２５－４ 027-251-2500

群馬県 前橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ前橋南店　給油所 南町４－５２－７ 027-243-0707

群馬県 前橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ前橋野中店　給油所 野中町１７－１ 027-287-1250

群馬県 前橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ前橋天川大島店　給油所 天川大島町１０１－１ 027-226-1930

群馬県 前橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＲ１７前橋荒牧店　給油所 荒牧町２丁目３４－１ 027-289-9111

群馬県 前橋市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 高崎インター東ＴＳ　給油所 亀里町３７３－１ 027-265-6161

群馬県 前橋市 株式会社サンワ セルフ前橋大胡バイパス　給油所 樋越町７１４－５ 027-283-0555

群馬県 前橋市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ-Ｑｕｅｓｔ前橋みなみモール店　給油所 亀里町２０１１ 027-265-6250

群馬県 前橋市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト前橋元総社店　給油所 総社町総社３０９２－３ 027-226-5502

群馬県 前橋市 両毛丸善株式会社 前橋東大室　給油所 東大室町１１０－１ 027-230-3040

群馬県 高崎市 株式会社東日本宇佐美 １７号前橋インター　給油所 中尾町４８５－１ 027-370-1009

群馬県 高崎市 日群石油販売株式会社 高崎西　給油所 中豊岡町７６９ 027-323-1971

群馬県 高崎市 有限会社中村石油 群馬町　給油所 三ッ寺町１１８４－１ 027-373-0159

群馬県 高崎市 有限会社宏和 エスポアール足門　給油所 足門町８３８－２ 027-373-0276

群馬県 高崎市 赤尾商事株式会社 セルフ江木　給油所 江木町５８６ 0273-23-6839

群馬県 高崎市 赤尾商事株式会社 剣崎　給油所 剣崎町１１４３ 027-343-0393

群馬県 高崎市 鈴木燃料株式会社 吉井町　給油所 大字吉井５４９－１ 0273-87-3177

群馬県 高崎市 群馬自動車燃料販売株式会社 北高崎　給油所 上並榎町３７０ 027-361-8060

群馬県 高崎市 株式会社ヨコタ 中居東　給油所 柴崎町字吹手西１１７７－２ 027-352-6784

群馬県 高崎市 有限会社松下石油 高浜　給油所 大字高浜４６３－１ 0273-43-0144

群馬県 高崎市 神宮燃料株式会社 吉井町片山　給油所 吉井町片山８８５ 027-387-3450

群馬県 高崎市 株式会社かまやステーション かまやステーション　給油所 大字片山字田島９４４ 027-387-3116

群馬県 高崎市 関産株式会社 京目　給油所 京目町１３３－１ 0273-52-5002

群馬県 高崎市 群馬商事株式会社 オアシス北原　給油所 北原町１８－１ 027-372-2895

群馬県 高崎市 群馬商事株式会社 セルフ浜川　給油所 浜川町３２７－１ 027-344-5166

群馬県 高崎市 エネクスフリート株式会社 関越高崎インター　給油所 萩原町字八幡西２２４－１ 027-353-6016

群馬県 高崎市 コスモ石油販売株式会社 筑縄　給油所 筑縄町５－９ 027-363-3571

群馬県 高崎市 コスモ石油販売株式会社 中居　給油所 上中居町３１９－２ 027-326-5662

群馬県 高崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション高崎京目　給油所 京目町字不動西１６４０－１ 027-388-9911

群馬県 高崎市 清水　弘 沖町　給油所 沖町６６５ 027-343-6028

群馬県 高崎市 群馬自動車燃料販売株式会社 セルフ高崎小八木　給油所 小八木町１２０３ 027-361-5533

群馬県 高崎市 株式会社協豊 金古町　給油所 金古町７７５－３ 027-373-3031

群馬県 高崎市 有限会社石川石油 箕郷南　給油所 上芝１１４２ 027-371-2380

群馬県 高崎市 三木　明 権田　給油所 倉渕町権田２５９１ 027-378-2065

群馬県 高崎市 鈴木燃料株式会社 高崎北部環状セルフ　給油所 上小塙町１０５３－２ 027-343-4800

群馬県 高崎市 新日本興産株式会社 箕郷　給油所 上芝２６０ 027-371-4898

群馬県 高崎市 新日本興産株式会社 島野町　給油所 島野町８９０－４ 027-352-9988

群馬県 高崎市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ高崎大類　給油所 南大類町中通１２４３－１ 027-350-9891

群馬県 高崎市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ高崎飯塚　給油所 飯塚町３７０－１ 027-370-1750

群馬県 高崎市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ高崎観音　給油所 片岡町２－２－１ 027-325-3663

群馬県 高崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高崎上佐野店　給油所 上佐野町１０９３－１ 027-386-3320

群馬県 高崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高崎シティ店　給油所 江木町１５０４－１ 027-324-4110

群馬県 高崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高崎江木店　給油所 江木町３３２－１ 027-386-8291

群馬県 高崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高崎スマートインター店　給油所 下斉田町４０２－１ 027-386-9940

群馬県 高崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高崎小塙店　給油所 下小塙町２８９ 027-343-0377



群馬県 高崎市 清水　祥之 榛名湖　給油所 榛名湖町８４０ 027-374-9528

群馬県 高崎市 株式会社サンワ パラーダ下之城　給油所 下之城町１７０－３ 027-320-6722

群馬県 高崎市 株式会社サンワ セルフ高崎矢島町　給油所 矢島町字村前５２ 027-384-3933

群馬県 高崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高崎下小鳥店 下小鳥町５９９ 027-370-8311

群馬県 高崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフ矢中 矢中町字下村北５５６－１ 027-320-2010

群馬県 高崎市 有限会社富岡石油 吉井　給油所 吉井町岩崎２２９６番地 027-388-4333

群馬県 高崎市 大山　朋秋 高崎浜川町　給油所 浜川町１８２ 027-343-6887

群馬県 桐生市 両毛丸善株式会社 桐生相生　給油所 相生町２－９０８－１ 0277-52-2281

群馬県 桐生市 丹羽石油株式会社 新桐生　給油所 広沢町１－２９０９ 0277-54-1340

群馬県 桐生市 丹羽石油株式会社 桐生南　給油所 広沢町５－１５４１ 0277-54-2206

群馬県 桐生市 丹羽石油株式会社 桐生琴平町　給油所 琴平町６－２５ 0277-44-1901

群馬県 桐生市 丹羽石油株式会社 桐生広沢　給油所 広沢町４－２４５１－３ 0277-54-1541

群馬県 桐生市 有限会社長澤石油 桐生天神町　給油所 天神町３－１５－１６ 0277-22-9160

群馬県 桐生市 有限会社十一屋商店 黒保根　給油所 大字水沼９１ 0277-96-2221

群馬県 桐生市 全国農業協同組合連合会 ＪＡ新里　給油所 新里町小林３７－１ 0277-74-6006

群馬県 桐生市 両毛丸善株式会社 桐生広沢　給油所 広沢町３－３８５７－４ 0277-52-1751

群馬県 桐生市 有限会社カイバ石油 本町　給油所 本町１－５－１ 0277-22-8805

群馬県 伊勢崎市 株式会社東日本宇佐美 １７号上武国道伊勢崎　給油所 波志江町３２７５－１ 0270-21-4330

群馬県 伊勢崎市 両毛丸善株式会社 伊勢崎下植木　給油所 今泉町１－６－１ 0270-24-7814

群馬県 伊勢崎市 両毛丸善株式会社 伊勢崎昭和町　給油所 昭和町１３９３－１，１３９２－３ 0270-26-7721

群馬県 伊勢崎市 中村　紀男 伊勢崎下触　給油所 下触町６５９－１９ 0270-62-1321

群馬県 伊勢崎市 有限会社長沼石油 渕名　給油所 境上渕名１３０１ 0270-76-0713

群馬県 伊勢崎市 株式会社サンワ パラーダ伊勢崎南　給油所 連取町２３６１－２４ 0270-25-8167

群馬県 伊勢崎市 有限会社大森商店 赤堀中央　給油所 今井１８７－１ 02706-2-0334

群馬県 伊勢崎市 株式会社松島自動車 セルフ伊勢崎宮子　給油所 宮子町９４３－１，９４３－３ 0270-30-1385

群馬県 伊勢崎市 有限会社小保方石油 東小保方　給油所 八寸町４９４０ 0270-62-1600

群馬県 伊勢崎市 藤本商事株式会社 堀口　給油所 堀口町城東６６９－１ 0270-32-5421

群馬県 伊勢崎市 株式会社ホーマー商会 八斗島　給油所 長沼町字〆切下３７８２ 0270-32-3337

群馬県 伊勢崎市 有限会社斎藤石油 赤堀　給油所 間野谷町１０６６ 0270-62-2185

群馬県 伊勢崎市 両毛丸善株式会社 伊勢崎柳原　給油所 柳原町５１－２ 0270-23-5863

群馬県 伊勢崎市 両毛丸善株式会社 伊勢崎長沼　給油所 長沼町６６６－３、５ 0270-32-6121

群馬県 伊勢崎市 両毛丸善株式会社 伊勢崎連取　給油所 田中島町１４０６－９ 0270-26-0611

群馬県 伊勢崎市 群馬自動車燃料販売株式会社 セルフ伊勢崎田中　給油所 田中町４０８番地１ 0270-27-5345

群馬県 伊勢崎市 南雲　祐司 伊勢崎市今井町　給油所 今井町３７７ 0270-25-7477

群馬県 伊勢崎市 有限会社倉金石油 伊勢崎南　給油所 富塚町３０２－１２番地 0270-32-1373

群馬県 伊勢崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊勢崎寿町店　給油所 寿町１３１ 0270-24-4346

群馬県 伊勢崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊勢崎店　給油所 連取町１７９９－１ 0270-24-0100

群馬県 伊勢崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大正寺店　給油所 大正寺町１０９－１ 0270-31-0124

群馬県 伊勢崎市 小暮　ミチ子 伊勢崎北　給油所 太田町８１３ 0270-25-7858

群馬県 伊勢崎市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ佐波東店　給油所 西小保方町２３１ 0270-70-5100

群馬県 伊勢崎市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ宮子カインズ前店　給油所 宮子町３１４４ 0270-30-3733

群馬県 伊勢崎市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ赤堀店　給油所 市場町二丁目９０４－１他 0270-20-8048

群馬県 伊勢崎市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ宮子ベイシア前店 宮子町３４１９－５ 0270-22-1437

群馬県 伊勢崎市 両毛丸善株式会社 セルフ安堀　給油所 安堀町１２４－１ 0270-30-1351

群馬県 伊勢崎市 両毛丸善株式会社 伊勢崎日乃出　給油所 日乃出町５５３ 0270-25-5499

群馬県 伊勢崎市 エネクスフリート株式会社 上武国道　給油所 三和町３２０８－３ 0270-22-2061

群馬県 伊勢崎市 矢島　品子 上武国道　給油所 三室町５６２６－１ 0270-63-0848

群馬県 太田市 セキショウカーライフ株式会社 太田インター店　給油所 只上町５６４番地の１ 0276-25-5917

群馬県 太田市 両毛丸善株式会社 太田飯田　給油所 飯田町１３４３ 0276-45-8975

群馬県 太田市 両毛丸善株式会社 太田東部　給油所 植木野町６９２－１ 0276-37-0343

群馬県 太田市 両毛丸善株式会社 新田　給油所 新田上田中町３５３ 0276-56-3077

群馬県 太田市 両毛丸善株式会社 太田新道町　給油所 新道町１５２５－５.６.７.８.１２.１４ 027-631-3181

群馬県 太田市 合資会社大島商店 藪塚　給油所 藪塚町１１０７ 0277-78-2121

群馬県 太田市 赤尾商事株式会社 三枚橋　給油所 鳥山町５８３－１ 0276-22-1907

群馬県 太田市 赤尾商事株式会社 太田西部　給油所 西新町４４－５ 0276-31-3987

群馬県 太田市 全国農業協同組合連合会 ＪＡ世良田　給油所 世良田町１５１２－１ 0276-52-4160

群馬県 太田市 有限会社上岡石油 太田　給油所 西本町４０－２２ 0276-31-7105



群馬県 太田市 両毛丸善株式会社 セルフ薮塚　給油所 大原町１１０８番地２ 0277-40-4130

群馬県 太田市 両毛丸善株式会社 セルフ内ヶ島　給油所 内ヶ島町７８０－１ 0276-45-4713

群馬県 太田市 両毛丸善株式会社 太田藤阿久　給油所 藤阿久町３７４－１４ 0276-32-1950

群馬県 太田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ太田強戸店　給油所 大字強戸６００ 0276-40-5019

群馬県 太田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ太田東矢島店　給油所 南矢島５４６－１ 0276-38-3380

群馬県 太田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ太田下浜田店　給油所 下浜田町３７０－１７ 0276-30-6100

群馬県 太田市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ太田　給油所 飯田町９５６ 0276-60-1023

群馬県 太田市 三愛リテールサービス株式会社 セルフパワーモールおおた　給油所 飯塚町７０３ 0276-30-3066

群馬県 太田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 刀水橋　給油所 古戸町２３１－２ 0276-38-3517

群馬県 太田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 太田龍舞　給油所 龍舞町６８７番１ 0276-45-2800

群馬県 太田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ尾島店　給油所 安養寺町２１ 0276-30-7021

群馬県 太田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ太田高林店 高林北町２０１７－１ 0276-60-0220

群馬県 太田市 両毛丸善株式会社 太田西部　給油所 下田島町３１２ 0276-31-4161

群馬県 沼田市 吉沢石油株式会社 沼田原新町　給油所 東原新町１９５２－１ 0278-22-4640

群馬県 沼田市 利根日石株式会社 沼田　給油所 戸鹿野町３２１－１ 0278-24-1011

群馬県 沼田市 樋口石油株式会社 高平　給油所 白沢町高平２８０ 027853-2017

群馬県 沼田市 有限会社山藤 多那　給油所 利根町多那１３９９－２２８ 0278-53-2046

群馬県 沼田市 株式会社サンワ パラーダ沼田　給油所 西原新町６１ 0278-22-4311

群馬県 沼田市 有限会社木内石油 町田　給油所 町田町２４９－２ 0278-24-0888

群馬県 沼田市 常木　美喜雄 白沢　給油所 白沢町平出９１６ 0278-53-2527

群馬県 沼田市 ペトロエナジー有限会社 プレジール沼田　給油所 下久屋町字立石８２０－１，６，７ 0278-24-2239

群馬県 沼田市 有限会社金谷商事 恩田町　給油所 恩田町甲３７３ 0278-24-1750

群馬県 沼田市 利根日石株式会社 沼田バイパス　給油所 薄根町３３９２－２ 0278-60-1100

群馬県 沼田市 有限会社ヤマチョウ星野商店 川田　給油所 下川田町２５８ 0278-24-8888

群馬県 沼田市 千明　周二 武尊口　給油所 平川１２８０－１ 0278-56-3108

群馬県 沼田市 全国農業協同組合連合会 沼田セルフ　給油所 高橋場町２１９１－１ 0278-30-2350

群馬県 沼田市 コスモ石油販売株式会社 沼田 東原新町１８１０ 0278-22-3366

群馬県 館林市 両毛丸善株式会社 館林松原　給油所 松原２－１－３ 0276-73-2279

群馬県 館林市 増田石油株式会社 館林南　給油所 美園町１６－９ 0276-72-1512

群馬県 館林市 マツモト石油有限会社 館林南　給油所 諏訪町１３５９ 0276-72-1642

群馬県 館林市 両毛丸善株式会社 館林成島　給油所 大谷町１０４６－２２ 0276-72-2421

群馬県 館林市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ館林楠町店　給油所 楠町３８７２－１ 0276-75-1461

群馬県 館林市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 館林　給油所 足次１１９８ 0276-70-7790

群馬県 渋川市 大豊商事有限会社 有馬　給油所 行幸田３６０ 0279-23-8411

群馬県 渋川市 荒木　研一 子持　給油所 大字中郷１５１９－９ 0279-23-6052

群馬県 渋川市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション渋川　給油所 行幸田３１２番地 0279-26-9040

群馬県 渋川市 有限会社高橋石油店 敷島　給油所 赤城町敷島４０４ 0279-56-2602

群馬県 渋川市 有限会社永井石油 赤城　給油所 赤城町滝沢４４ 0279-56-2957

群馬県 渋川市 群馬商事株式会社 セルフ渋川金井　給油所 金井字田中７８０番地１ 0279-26-2657

群馬県 渋川市 群馬商事株式会社 オアシス渋川インター　給油所 中村１１０－１ 0279-23-0147

群馬県 渋川市 太陽鉱油株式会社 １７号線渋川インター　給油所 半田１８８４－１１ 0279-24-7361

群馬県 渋川市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ鯉沢店　給油所 白井２２５２番１号 0279-60-7251

群馬県 渋川市 有限会社石井燃料 渋川インター　給油所 半田２４８３ 0279-22-2808

群馬県 渋川市 有限会社木暮商事 溝呂木　給油所 赤城町溝呂木４７４ 0279-56-3429

群馬県 渋川市 利根日石株式会社 渋川矢の頭　給油所 金井１２２９ 0279-23-8122

群馬県 藤岡市 清水石油株式会社 藤岡バイパス　給油所 上大塚２８０－１ 0274-22-1319

群馬県 藤岡市 有限会社山口石油店 藤岡栗須　給油所 中栗須４７１－１ 0274-22-0185

群馬県 藤岡市 ミドリ商事有限会社 藤岡　給油所 上大塚２９７ 0274-23-2153

群馬県 藤岡市 鈴木燃料株式会社 鈴木燃料藤岡２５４セルフ　給油所 上大塚１７６３－１ 0274-40-8088

群馬県 藤岡市 株式会社ヨコタ 藤岡インター　給油所 上栗須６９－１ 0274-24-6155

群馬県 藤岡市 株式会社中村商会 藤岡北　給油所 藤岡８９１－５ 0274-22-0340

群馬県 藤岡市 株式会社同友企業 鬼石　給油所 鬼石３４０－２ 0274-52-2576

群馬県 藤岡市 有限会社茂木石油 白石　給油所 白石２３２５ 0274-22-2216

群馬県 藤岡市 カナイ石油株式会社 藤岡インター　給油所 篠塚字台薬師５４５－１ 0274-24-1255

群馬県 藤岡市 コスモ石油販売株式会社 セルフ藤岡 藤岡２４４８－１ 0274-40-2130

群馬県 富岡市 株式会社小出石油店 七日市　給油所 七日市１３１３ 02746-2-3551

群馬県 富岡市 株式会社ヨコタ 富岡西　給油所 上小林４３７ 02746-7-2236



群馬県 富岡市 株式会社清水石油 富岡　給油所 一ノ宮３６２ 0274-64-1778

群馬県 富岡市 中島石油株式会社 富岡　給油所 七日市８５３－２ 0274-62-0211

群馬県 富岡市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ富岡インター店　給油所 内匠３０５ 0274-64-5655

群馬県 富岡市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ富岡店　給油所 黒川字小塚６４２番１ 0274-89-1080

群馬県 富岡市 株式会社今井石油 ニューなんじゃい　給油所 上小林字丸井戸６－３ 0274-67-2113

群馬県 安中市 株式会社ヨコタ 磯部　給油所 磯部３－２－５ 027-385-6853

群馬県 安中市 株式会社サンワ パラーダ安中中央　給油所 安中３５１１－１ 027-382-5622

群馬県 安中市 群馬自動車燃料販売株式会社 安中　給油所 原市６１２－２ 027-381-1112

群馬県 安中市 鈴木燃料株式会社 ルート１８安中セルフ　給油所 安中４－４８１５－１ 027-380-1188

群馬県 安中市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ安中　給油所 板鼻字梅木１８１－１ 027-382-1737

群馬県 安中市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 安中下りＴＳ　給油所 郷原１３２９－５ 027-385-0166

群馬県 安中市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ安中店　給油所 中宿２１１５－１ 027-395-0531

群馬県 安中市 コスモ石油販売株式会社 セルフ安中 岩井字五反田２４４４番１ 027-380-5581

群馬県 安中市 戸塚　梅作 安中バイパス　給油所 安中１－１１－１３ 027-381-1143

群馬県 みどり市 株式会社東日本宇佐美 ５０号桐生　給油所 笠懸町阿左美３３６１－１ 0277-76-9150

群馬県 みどり市 両毛丸善株式会社 大間々　給油所 大間－町大間－９４１ 0277-72-1715

群馬県 みどり市 大沢商事株式会社 笠懸　給油所 笠懸町鹿３８７６ 0277-76-2521

群馬県 みどり市 株式会社村田石油 大間々　給油所 大間々町大間々1748-1 0277-73-5131

群馬県 みどり市 東毛通商株式会社 草木ダム　給油所 大字神戸５７９－２ 0277-97-2136

群馬県 みどり市 新井商事有限会社 花輪　給油所 東町荻原１４５ 0277-97-2519

群馬県 みどり市 有限会社森田石油 阿左美　給油所 笠懸町阿左美１４５２－４ 0277-76-3444

群馬県 みどり市 カナイ石油株式会社 大間々　給油所 大字大間－字東原４１３－１ 0277-72-1801

群馬県 みどり市 全国農業協同組合連合会 ＪＡ笠懸　給油所 笠懸町鹿２８８－５ 0277-76-4280

群馬県 みどり市 関東日石株式会社 大間々　給油所 大字大間－６１１－６ 0277-72-2723

群馬県 みどり市 伊井　俊明 笠懸西　給油所 大字西鹿田甲１７７－２ 0277-76-2018

群馬県 北群馬郡榛東村 全国農業協同組合連合会 榛東セルフ　給油所 新井２５２６－１ 0279-25-8686

群馬県 北群馬郡榛東村 有限会社ハルナ油脂商会 ハチマン　給油所 新井１９４－１ 0279-54-5723

群馬県 北群馬郡吉岡町 群馬商事株式会社 出光セルフ吉岡　給油所 大字大久保字沼１３７２－１ 0279-54-1766

群馬県 北群馬郡吉岡町 株式会社協豊 吉岡　給油所 陣場２１２－１ 0279-54-2251

群馬県 北群馬郡吉岡町 富沢石油株式会社 水沢　給油所 大字上野田１３２９－４５ 0279-54-2345

群馬県 北群馬郡吉岡町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉岡店　給油所 大久保９２９－１ 0279-30-6331

群馬県 北群馬郡吉岡町 コスモ石油販売株式会社 セルフ吉岡 大字大久保字前原８１２－１ 0279-30-5633

群馬県 多野郡上野村 上野村農業協同組合 上野村セルフ　給油所 大字勝山１１０ 0274-59-2535

群馬県 多野郡神流町 新井　康永 神流町　給油所 生利２４ 0274-57-2334

群馬県 甘楽郡下仁田町 全国農業協同組合連合会 下仁田インター　給油所 大字馬山２３８８－１ 0274-82-6357

群馬県 甘楽郡甘楽町 有限会社山富商店 甘楽小幡　給油所 小幡５０１ 0274-74-2045

群馬県 甘楽郡甘楽町 鈴木燃料株式会社 甘楽町　給油所 大字白倉５２３番地２他 0274-74-6933

群馬県 甘楽郡甘楽町 茂木　清吉 秋畑　給油所 大字秋畑３９７８番地６ 0274-74-9558

群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ甘楽店　給油所 大字福島字遠藤８１６－１ 0274-70-4110

群馬県 吾妻郡中之条町 光山商事株式会社 中之条中央　給油所 西中之条町６８９－１ 0279-75-4874

群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社万才モータース 中之条青山　給油所 大字青山字沢端１１８ 0279-75-3537

群馬県 吾妻郡中之条町 群馬興産株式会社 中之条　給油所 大字伊勢町甲６２９－３ 0279-75-2623

群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社安原商店 沢渡　給油所 大字下沢渡１２０３－２ 0279-66-2018

群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社金丘屋 入山　給油所 大字入山１８９９ 0279-95-5005

群馬県 吾妻郡中之条町 全国農業協同組合連合会 名久田　給油所 大字横尾９１５－１ 0279-75-3503

群馬県 吾妻郡長野原町 群馬興産株式会社 長野原　給油所 大字長野原１２９５－２４ 0279-82-2361

群馬県 吾妻郡長野原町 株式会社安東商店 浅間高原　給油所 大字北軽井沢１９８８－８４ 0279-84-4862

群馬県 吾妻郡長野原町 浅間酒造株式会社 吾妻　給油所 大字長野原字向原１３９２－１７ 0279-82-3618

群馬県 吾妻郡嬬恋村 三広商事株式会社 三原　給油所 三原８７０ 02799-7-2184

群馬県 吾妻郡嬬恋村 有限会社金井屋石油 大笹　給油所 大字大笹１８０－３ 0279-96-0150

群馬県 吾妻郡嬬恋村 株式会社橋詰商店 田代バイパス　給油所 大字田代字舟窪９８７－３ 0279-98-0222

群馬県 吾妻郡嬬恋村 有限会社三原タイヤ商会 三原　給油所 大字三原９３６－１ 0279-97-2707

群馬県 吾妻郡嬬恋村 株式会社小嶋商会 大笹　給油所 大字大笹字大木沢４８４ 0279-96-0731

群馬県 吾妻郡東吾妻町 池原工業株式会社 郷原　給油所 大字郷原７１５ 02796-7-2337

群馬県 吾妻郡東吾妻町 コスモ石油販売株式会社 セルフ原町バイパス　給油所 大字原町７０２－１ 0279-70-2300

群馬県 吾妻郡東吾妻町 コスモ石油販売株式会社 原町　給油所 大字原町２９－４ 0279-68-2650

群馬県 吾妻郡東吾妻町 コスモ石油販売株式会社 セルフ吾妻 大字原町８７５－１ 0279-76-4522



群馬県 利根郡片品村 有限会社スミダ 片品　給油所 大字須賀川字下田保４５ 0278-58-2017

群馬県 利根郡昭和村 大河原　洋子 貝野瀬　給油所 大字貝野瀬４２０ 0278-22-3011

群馬県 利根郡昭和村 石井　恭伸 糸井　給油所 糸井１８５５－１４ 0278-23-2728

群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社三幸石油ガス 水上　給油所 大字湯原１４ 0278-72-2485

群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社佐藤辰雄商店 三国　給油所 吹路２９８ 0278-66-0202

群馬県 利根郡みなかみ町 長田石油株式会社 水上湯原　給油所 湯原９３８－２ 0278-72-3016

群馬県 利根郡みなかみ町 合同会社藤原石油 藤原　給油所 藤原２２９４－１ 027875-2100

群馬県 佐波郡玉村町 丸直石油株式会社 オートパーク玉村　給油所 大字角渕５０３６－１ 0270-65-2410

群馬県 佐波郡玉村町 心のスリーエー株式会社 スマイル２　給油所 大字上茂木１１１ 0270-65-2915

群馬県 佐波郡玉村町 コスモ石油販売株式会社 セルフ玉村　給油所 大字下新田２８９ 0270-65-1481

群馬県 佐波郡玉村町 有限会社金田石油 玉村　給油所 下新田５３５－２ 0270-65-2236

群馬県 佐波郡玉村町 心のスリーエー株式会社 スマイル１　給油所 大字上新田１４８７ 0270-65-3362

群馬県 邑楽郡板倉町 有限会社荒井石油 籾谷　給油所 大字籾谷１６８２ 0276-82-1830

群馬県 邑楽郡板倉町 大塚　仙太郎 海老瀬　給油所 大字海老瀬１４０９－３，４ 0276-82-1522

群馬県 邑楽郡板倉町 蓮見　典男 板倉　給油所 板倉１３１７－２ 0276-82-0067

群馬県 邑楽郡大泉町 両毛丸善株式会社 大泉仙石　給油所 仙石４－２０－２ 0284-70-2100

群馬県 邑楽郡大泉町 株式会社サンワ パラーダ大泉吉田　給油所 吉田２９２１－２ 0276-63-1541

群馬県 邑楽郡大泉町 両毛丸善株式会社 大泉大利根　給油所 富士２－５－２０ 0276-63-5876

群馬県 邑楽郡大泉町 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ大泉店　給油所 大字坂田１６２４－２ 0276-20-1345

埼玉県 さいたま市西区 株式会社東日本宇佐美 １７号新大宮バイパス　給油所 宮前町１３３－１ 048-622-9521

埼玉県 さいたま市西区 有限会社白井石油店 サンロード大宮　給油所 大字三条町字井苅６５－２ 0486-24-2723

埼玉県 さいたま市西区 吉澤石油販売株式会社 佐知川　給油所 大字佐知川１０４０－４ 048-624-5329

埼玉県 さいたま市西区 田中　道子 大宮辻　給油所 大字指扇領辻５５ 048-624-1177

埼玉県 さいたま市西区 株式会社マルキュウ商事 ハートランド０９大宮　給油所 大字土屋字上谷５１７－１ 048-622-9909

埼玉県 さいたま市西区 出光リテール販売株式会社 セルフ西大宮　給油所 宮前町７２９－１ 048-625-3916

埼玉県 さいたま市西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西大宮店　給油所 宮前町７３３－１ 048-624-5881

埼玉県 さいたま市西区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１７大宮バイパスＴＳ　給油所 大字内野本郷字下谷２１２－１２ 048-623-1851

埼玉県 さいたま市西区 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ三条 大字植田谷本８５２－１ 048-620-0070

埼玉県 さいたま市西区 太陽鉱油株式会社 １７号線新大宮バイパス　給油所 三橋６丁目７０５番１号 048-623-1811

埼玉県 さいたま市北区 関東菱油株式会社 大宮　給油所 宮原町１－４６９－３ 048-771-6123

埼玉県 さいたま市北区 マルネン株式会社 マルネン宮原　給油所 本郷町７８５ 0486-66-2180

埼玉県 さいたま市北区 有限会社日野商店 大宮セントラル　給油所 東大成町１－５８７ 048-663-1943

埼玉県 さいたま市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大宮バイパス奈良町店　給油所 奈良町５２－３５ 048-654-9007

埼玉県 さいたま市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ本郷店　給油所 本郷町１３９６ 048-653-4631

埼玉県 さいたま市大宮区 徳栄商事株式会社 浅間町　給油所 浅間町２－３１３ 048-641-4758

埼玉県 さいたま市大宮区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション新大宮　給油所 三橋３－２３８－１ 048-643-1001

埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社オカモト セルフ埼玉岩槻　給油所 大字宮ヶ谷塔１２４７番地１ 048-681-7500

埼玉県 さいたま市見沼区 東京通商株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ県南卸団地店　給油所 卸町１－５ 0486-83-2206

埼玉県 さいたま市見沼区 合資会社池田屋商店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ見沼インター　給油所 中川２６５ 0486-83-5443

埼玉県 さいたま市見沼区 大宮石油株式会社 ラブリィ２１　給油所 大字蓮沼１２２５ 048-684-1717

埼玉県 さいたま市見沼区 守屋商事有限会社 大宮片柳　給油所 大字片柳１０８９－３ 048-687-1844

埼玉県 さいたま市見沼区 三愛リテールサービス株式会社 セルフ大和田　給油所 南中丸５１９－１ 048-682-3920

埼玉県 さいたま市見沼区 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東大宮店　給油所 東大宮２－５０－１ 048-664-0950

埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大宮大和田店　給油所 大和田町１－８３１－５ 048-688-5731

埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ日大前店　給油所 大字東新井５９１ 048-688-3308

埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大和田店　給油所 大和田町１丁目１１５８ 048-688-6846

埼玉県 さいたま市見沼区 出光リテール販売株式会社 セルフ深作　給油所 深作３９１７－１ 048-686-6348

埼玉県 さいたま市見沼区 堀川産業株式会社 大宮　給油所 東大宮４－６２－８ 048-651-0497

埼玉県 さいたま市中央区 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ与野　給油所 下落合５－１９－１８ 048-852-4714

埼玉県 さいたま市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北浦和埼大通り店　給油所 大戸５丁目２３－１１ 048-833-4801

埼玉県 さいたま市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ与野公園店　給油所 本町西２丁目７－１２ 048-853-7802

埼玉県 さいたま市中央区 ナヴィ株式会社 エコノ鈴谷　給油所 鈴谷４－１－５ 048-840-2777

埼玉県 さいたま市中央区 ナヴィ株式会社 エコノ新大宮バイパス　給油所 円阿弥６－３－２６ 048-851-4431

埼玉県 さいたま市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ与野新都心店 下落合５丁目１－１２ 048-832-3552

埼玉県 さいたま市桜区 株式会社東日本宇佐美 新大宮バイパス浦和町谷　給油所 町谷３－８－２２ 048-844-5055

埼玉県 さいたま市桜区 有限会社宮田商事 町谷　給油所 町谷３－２５－５ 048-862-1661

埼玉県 さいたま市桜区 出光リテール販売株式会社 メンテセルフ白鍬　給油所 白鍬字猿ヶ谷７５８－２ 048-840-0505



埼玉県 さいたま市桜区 株式会社イハシエネルギー マイセルフ桜田　給油所 桜田１－３－５ 048-862-3154

埼玉県 さいたま市浦和区 清宮商事株式会社 浦和大東　給油所 大東３－４０－１１ 048-885-0705

埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北浦和店　給油所 領家３－１８－５ 048-813-1303

埼玉県 さいたま市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフうらわ円正寺店　給油所 大字太田窪３５１３－１ 048-813-3080

埼玉県 さいたま市南区 株式会社イハシエネルギー セルフ別所　給油所 別所２－２－２ 048-837-3344

埼玉県 さいたま市南区 関東菱油株式会社 サザン浦和店　給油所 南浦和２－１２－１５ 048-881-9151

埼玉県 さいたま市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅむさし浦和店　給油所 沼影１丁目３５－１ 048-838-4773

埼玉県 さいたま市南区 株式会社シライシ 南浦和　給油所 辻７丁目２番２２号 048-861-4049

埼玉県 さいたま市緑区 株式会社東日本宇佐美 １２２号浦和インター下り　給油所 寺山２７０－１ 048-812-1366

埼玉県 さいたま市緑区 株式会社東日本宇佐美 １２２号浦和インター上り　給油所 大門椚谷４６０－１ 048-812-6051

埼玉県 さいたま市緑区 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浦和美園店　給油所 美園五丁目４８番地１０ 048-878-7321

埼玉県 さいたま市緑区 東産業株式会社 浦和大門　給油所 東大門３－２３－９ 048-878-3331

埼玉県 さいたま市緑区 株式会社鈴木清作商店 セルフ浦和鷺山　給油所 大字代山４８９ 048-878-0750

埼玉県 さいたま市緑区 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ浦和原山店　給油所 原山３－７－１０ 048-886-5167

埼玉県 さいたま市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三室店　給油所 三室１２１０－１ 048-789-7980

埼玉県 さいたま市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフうらわ大間木店 大間木２－２－８ 048-810-2220

埼玉県 さいたま市緑区 イズミ石油株式会社 東浦和　給油所 東浦和７—５－４ 048-874-3802

埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社岩槻鑛油 東岩槻　給油所 飯塚１００４ 0487-98-2881

埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社タガヤ 岩槻　給油所 本町４－３－３ 048-756-2121

埼玉県 さいたま市岩槻区 松村　幸雄 御成街道　給油所 大字鹿室４５２－２ 0487-94-3451

埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社関根商事 上野　給油所 裏慈恩寺２４ 048-794-2408

埼玉県 さいたま市岩槻区 合資会社有山産業 岩槻本町　給油所 本町３－６－１４ 0487-56-3636

埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社志水石油店 岩槻南　給油所 横根３１６ 048-798-0020

埼玉県 さいたま市岩槻区 誠和産業株式会社 ニュー岩槻　給油所 大字上野字飛９７３ 04-7196-0152

埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社新徳石油 ルート１２２岩槻　給油所 大字笹久保新田９４３ 048-798-0526

埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社福田燃料 平林寺　給油所 平林寺３３０ 0487-57-3014

埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社わたなべ 岩槻駅前通り　給油所 東町２－１－１５ 048-756-6733

埼玉県 さいたま市岩槻区 太陽鉱油株式会社 浦和インター上り　給油所 横根字池手子島２７５－１ 048-791-3771

埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社鈴木清作商店 セルフ浦和美園　給油所 鈎上新田３２６ 048-798-7378

埼玉県 さいたま市岩槻区 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東岩槻　給油所 上野１－２１－１ 048-794-5363

埼玉県 さいたま市岩槻区 関東菱油株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＲ１６南平野店　給油所 南平野４－１４－５ 048-756-1912

埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南平野店　給油所 南平野３丁目１－１ 048-756-0040

埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 浦和美園　給油所 美園東１－５－９ 048-797-0050

埼玉県 川越市 株式会社東日本宇佐美 １６号川越インター南　給油所 藤倉２－１０－１２ 049-244-5328

埼玉県 川越市 三協石油有限会社 川越今福　給油所 大字今福２７７６－２ 049-245-8221

埼玉県 川越市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション川越新宿　給油所 新宿町５－４－５ 049-241-8535

埼玉県 川越市 永翔石油株式会社 川越天沼　給油所 天沼新田３３０－６ 049-231-0638

埼玉県 川越市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川越中央店　給油所 通町１４－２ 049-222-3924

埼玉県 川越市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ川越東　給油所 大字古谷上字二ノ関２２９－１ 049-230-3522

埼玉県 川越市 有限会社内田石油店 セルフ川越初雁　給油所 大字小ヶ谷６０１－１ 049-242-7750

埼玉県 川越市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鶴ヶ島駅南　給油所 大字天沼新田４４－１ 049-232-0156

埼玉県 川越市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフきのめ店　給油所 大字木野目１５９４－１ 049-230-1113

埼玉県 川越市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ川越店　給油所 上野田町１８－２９ 049-241-0651

埼玉県 川越市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ的場新町店　給油所 的場新町１６－３ 049-233-8107

埼玉県 川越市 中央石油株式会社 川越サウス　給油所 砂新田６２ 049-242-2574

埼玉県 川越市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション川越　給油所 宮元町４８－３－４ 049-223-2788

埼玉県 川越市 株式会社オカモト セルフ川越Ｒ１６　給油所 仙波町４－１４－２ 049-225-7676

埼玉県 川越市 株式会社オカモト セルフ小江戸川越　給油所 松江町２－９－７ 049-225-1056

埼玉県 川越市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 川越南ＳＳ 熊野町１６－１ 049-247-2856

埼玉県 川越市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ川越 大中居８９－１ 049-235-8434

埼玉県 熊谷市 株式会社ダイヤ昭石 セルフ妻沼　給油所 弥藤吾１５６５－２ 048-567-0055

埼玉県 熊谷市 有限会社新井吉蔵商店 熊谷池上　給油所 大字池上８１８－１ 048-523-0063

埼玉県 熊谷市 赤尾商事株式会社 セルフ妻沼　給油所 妻沼中央７－１ 04858-8-1134

埼玉県 熊谷市 有限会社小林石油 西めぬま　給油所 永井太田８７３－２ 0485-88-1050

埼玉県 熊谷市 株式会社福田商店 上新田　給油所 大字上新田２５７－３，２５８－２ 048-536-0397

埼玉県 熊谷市 有限会社吉野石油 上中条　給油所 上中条１４０６ 0485-21-4814

埼玉県 熊谷市 下妻液化ガス株式会社 熊谷工業団地　給油所 大字御稜威ヶ原字山神５２１－１８，１９， 048-533-7008



埼玉県 熊谷市 アキヤマ石油産業株式会社 熊谷ハイタウン　給油所 大字万吉字前原２３６３－１ 048-527-3151

埼玉県 熊谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ熊谷中央店　給油所 中央２－３１２ 048-527-4411

埼玉県 熊谷市 有限会社東京通商 西熊谷　給油所 大字川原明戸５３４－１ 048-532-3411

埼玉県 熊谷市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション西熊谷　給油所 小島７１７－２ 048-599-0033

埼玉県 熊谷市 赤尾商事株式会社 セルフ熊谷　給油所 桜町２－９－３５ 048-501-0471

埼玉県 川口市 永井石油有限会社 朝日町　給油所 朝日３－２２－１７ 048-223-5178

埼玉県 川口市 株式会社富田商店 川口飯塚町　給油所 飯塚２－１５－１４ 048-254-2020

埼玉県 川口市 株式会社富田商店 川口中央道路　給油所 中青木５－９－１０ 0482-52-3733

埼玉県 川口市 株式会社富田商店 川口朝日町　給油所 朝日６－１６－１８ 0482-23-7771

埼玉県 川口市 株式会社富田商店 川口南前川　給油所 南前川２－２７－２０ 048-269-7074

埼玉県 川口市 株式会社藤川燃料 上青木西　給油所 上青木西２－８－９ 048-252-8767

埼玉県 川口市 株式会社矢嶋商店 川口　給油所 領家２－３０－３ 048-222-5316

埼玉県 川口市 太陽鉱油株式会社 浦和インター下り　給油所 大字石神字稲荷丸５６５ 048-291-5161

埼玉県 川口市 有限会社岩沢商店 川口青木町　給油所 青木４－１３－１ 0482-51-3680

埼玉県 川口市 有限会社日栄石油 川口赤山　給油所 大字赤山１３９３－２ 048-281-2937

埼玉県 川口市 株式会社イハシエネルギー セルフ川口　給油所 栄町２－１２－２０ 0482-23-3431

埼玉県 川口市 株式会社山田商会 川口芝　給油所 芝３－６－１９ 048-268-2311

埼玉県 川口市 有限会社島根鉱油 安行領家　給油所 大字安行領家１９２２－１ 048-296-4350

埼玉県 川口市 太陽鉱油株式会社 川口新郷インター　給油所 本蓮４丁目２－５ 048-282-5500

埼玉県 川口市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東川口店　給油所 戸塚東１丁目４－２４ 048-295-0561

埼玉県 川口市 堀川産業株式会社 川口柳崎　給油所 柳崎２－７－１３ 048-262-7321

埼玉県 川口市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション川口　給油所 安行領根岸９１０－１ 048-287-0561

埼玉県 行田市 株式会社ダイヤ昭石 ローソン行田渡柳店　給油所 渡柳２３６－１ 048-564-2005

埼玉県 行田市 キムラ石油株式会社 セルフユーライト古墳　給油所 大字佐間字野合１４４５ 0485-56-5052

埼玉県 行田市 日の本産業有限会社 行田日の本　給油所 大字埼玉４８７２ 0485-59-1200

埼玉県 行田市 有限会社飯田石油 行田斉条　給油所 大字斎条７３５－１ 0485-57-1885

埼玉県 行田市 ほくさい農業協同組合 行田　給油所 富士見町１－８－１ 048-556-2233

埼玉県 行田市 両毛丸善株式会社 セルフ桜町　給油所 桜町３－１９－２２ 048-564-6400

埼玉県 行田市 両毛丸善株式会社 行田水城公園　給油所 城南５－２９ 048-550-1084

埼玉県 行田市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ行田西　給油所 大字持田２７９２ 048-555-5500

埼玉県 行田市 三光石油株式会社 行田１２５ＢＰ　給油所 大字白川戸７０４－１ 048-552-0131

埼玉県 行田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ行田店　給油所 大字持田７８９番１ 048-564-6762

埼玉県 秩父市 有限会社笠原石油 秩父　給油所 下宮地町５３１２－３ 0494-24-5710

埼玉県 秩父市 株式会社新井石油 セルフ新秩父　給油所 下宮地１６－３ 0494-27-1515

埼玉県 秩父市 有限会社強矢石油 セルフ強矢石油　給油所 上吉田２６８４－４ 0494-78-0058

埼玉県 秩父市 日米石油株式会社 秩父２１　給油所 下宮地町２４－３６ 0494-24-9011

埼玉県 秩父市 有限会社鈴木商事 秩父荒川橋　給油所 小野原１８３－１ 0494-54-1188

埼玉県 秩父市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ秩父上野町店　給油所 上野町１０－５ 0494-22-3380

埼玉県 秩父市 有限会社八木無線商会 秩父市阿保　給油所 阿保町２－１ 0494-24-0520

埼玉県 秩父市 ちちぶ農業協同組合 荒川　給油所 荒川上田野１４３１－３ 0494-54-1250

埼玉県 秩父市 ちちぶ農業協同組合 黒谷　給油所 黒谷１０９８－６ 0494-24-3570

埼玉県 所沢市 大和興業株式会社 東所沢　給油所 東所沢５－６－１８ 04-2944-1413

埼玉県 所沢市 株式会社志村 シムラス西所沢　給油所 大字山口５８２ 04-2924-2811

埼玉県 所沢市 株式会社サイケイ ベストステーション２１　給油所 星の宮２－５－３７ 0429-22-2552

埼玉県 所沢市 栗原石油株式会社 所沢　給油所 宮本町１－１６－１１ 0429-22-2951

埼玉県 所沢市 株式会社ＭＩＣ オートキヨスク所沢　給油所 大字牛沼４８５－３ 04-2991-3955

埼玉県 所沢市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西所沢店　給油所 山口１３９９－１ 04-2925-9668

埼玉県 所沢市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西狭山ヶ丘店　給油所 三ヶ島４－２４１７－５ 04-2947-1112

埼玉県 所沢市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション所沢ＮＴ　給油所 中富１６０２－１ 049-271-4512

埼玉県 所沢市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 所沢牛沼ＳＳ 大字牛沼字北武蔵野８０４－１ 04-2992-5656

埼玉県 所沢市 株式会社サイケイ 新所沢フラワー　給油所 泉町１８４１－５ 04-2921-4337

埼玉県 飯能市 有限会社大野自動車 西吾野　給油所 大字吾野５３９－１ 042-978-0075

埼玉県 飯能市 株式会社平沼康夫商店 飯能双柳　給油所 緑町２６－１３ 042-972-3550

埼玉県 飯能市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ加治橋店　給油所 大字川寺６６４ 042-974-6604

埼玉県 加須市 株式会社斉徳商店 志多見　給油所 大字志多見１７９６－１ 0480-61-0309

埼玉県 加須市 有限会社鳥海清人商店 大利根　給油所 北平野３１８－２ 0480-72-3174

埼玉県 加須市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション加須　給油所 大字南小浜字新道添１１０ 0480-76-2603



埼玉県 加須市 株式会社ニュー加須 ニュー加須　給油所 志多見２２３５－１ 0480-61-3087

埼玉県 加須市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花崎店　給油所 花崎３－９－２４ 0480-65-6333

埼玉県 加須市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１２２白岡菖蒲インター　給油所 鴻茎１０３３－１ 0480-73-1801

埼玉県 加須市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１２２加須ＴＳ　給油所 平永字本田７５６－１ 0480-64-1155

埼玉県 加須市 株式会社カトウコーポレーション セルフ加須西　給油所 下高柳字上小宮１３５５ 0480-76-2070

埼玉県 加須市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ大利根店　給油所 琴寄３５－４ 0480-78-0502

埼玉県 加須市 エネクスフリート株式会社 加須　給油所 平永５３７ 0480-62-2192

埼玉県 本庄市 有限会社福島石油 秋平橋　給油所 児玉町秋山２７０８－４ 0495-72-1130

埼玉県 本庄市 株式会社サイセキ 本庄　給油所 若泉３－４－７ 0495-22-3197

埼玉県 本庄市 株式会社松村石油 本庄南　給油所 小島南３－３－９ 0495-21-3357

埼玉県 本庄市 井上　一 本庄北堀　給油所 北堀２５８－２ 0495-22-3610

埼玉県 本庄市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ本庄早稲田店　給油所 早稲田の杜３丁目１番７号 0495-71-8622

埼玉県 本庄市 有限会社田島石油 児玉　給油所 児玉町児玉１１３５ 0495-72-0410

埼玉県 本庄市 赤尾商事株式会社 セルフ本庄インター　給油所 栄１－１８３－１ 0495-27-6615

埼玉県 本庄市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 本庄ことぶきＳＳ 寿３－４－１９ 0495-22-6243

埼玉県 東松山市 株式会社ダイヤ昭石 ローソン東松山バイパス店　給油所 大字上唐子１４１１－２４ 0493-21-5678

埼玉県 東松山市 田島石油株式会社 東松山　給油所 大字東平字原宿１７６１－１ 0493-39-4477

埼玉県 東松山市 榎田商事有限会社 東松山中央　給油所 若松町１－２－９ 0493-22-2028

埼玉県 東松山市 榎田商事有限会社 東松山工業団地　給油所 大字新郷６３ 0493-22-0955

埼玉県 東松山市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション東松山　給油所 大字宮鼻４１番 0493-59-8180

埼玉県 東松山市 有限会社飯島商店 東松山　給油所 大字石橋１５３７－１ 0493-23-1577

埼玉県 東松山市 東和アークス株式会社 プリテール東松山　給油所 大字上野本字沼下２２０－１ 0493-22-9090

埼玉県 東松山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ高坂店　給油所 あずま町３－１ 0493-81-4375

埼玉県 東松山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 東松山下野　給油所 大字下野本字後拝１７１１－１ 0493-81-4493

埼玉県 春日部市 株式会社キタセキ ルート４庄和　給油所 水角１２１５－１ 048-718-3200

埼玉県 春日部市 株式会社河井石油商事 春日部南　給油所 緑町４－７－３４ 048-736-7025

埼玉県 春日部市 斉田燃料株式会社 春日部　給油所 小渕字前田６３－２ 048-752-2071

埼玉県 春日部市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション北春日部　給油所 栄町１丁目４４０－１ 048-753-6850

埼玉県 春日部市 有限会社トイダ石油 大池　給油所 南４－２－５０ 048-735-4052

埼玉県 春日部市 株式会社吉田石油店 ルート１６春日部　給油所 八丁目１１７７－１ 048-754-3355

埼玉県 春日部市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ庄和　給油所 金崎６４１－３ 048-747-1181

埼玉県 春日部市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春日部店　給油所 粕壁東５－１５－１ 048-761-9221

埼玉県 春日部市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション春日部ニュータウン　給油所 谷原３－１４－１５ 048-735-9949

埼玉県 春日部市 株式会社鈴木油店 ニュー宝珠花　給油所 大字上吉妻字根水８２６－１外 048-748-0701

埼玉県 春日部市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 春日部備後ＳＳ 備後東４－２２７－１ 048-731-4321

埼玉県 春日部市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春日部中央ＳＳ 備後東５丁目１２－５９ 048-731-0550

埼玉県 春日部市 太陽鉱油株式会社 １６号線春日部西　給油所 増戸字中耕地８０１－１ 048-754-3886

埼玉県 狭山市 田島石油株式会社 狭山　給油所 入間川４－１５－２１ 04-2953-7721

埼玉県 狭山市 有限会社服部石油 堀兼　給油所 大字堀兼２６９ 04-2959-2386

埼玉県 狭山市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション狭山　給油所 柏原字城ノ越２３２３－２ 04-2900-1112

埼玉県 狭山市 石川　政枝 入間川　給油所 狭山４１－１８ 0429-52-6775

埼玉県 狭山市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ狭山　給油所 広瀬東四丁目２番８号 042-969-1090

埼玉県 狭山市 アキヤマ石油産業株式会社 狭山日高インター　給油所 大字根岸６５１－６ 042-953-5801

埼玉県 狭山市 アキヤマ石油産業株式会社 笹井　給油所 笹井３０３７－２ 042-968-5666

埼玉県 狭山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南入曽店　給油所 大字南入曽１０２６－１ 04-2957-5351

埼玉県 狭山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ狭山シティ店　給油所 入間川１丁目２２－３ 04-2955-7122

埼玉県 狭山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ狭山根岸店　給油所 根岸５０１－１ 04-2954-4967

埼玉県 狭山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ狭山赤坂ＳＳ　給油所 大字上赤坂６０２－３６ 04-2957-8838

埼玉県 狭山市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション狭山中央　給油所 南入曽７８－１ 04-2956-3291

埼玉県 狭山市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション新狭山　給油所 下奥富５５３ 04-2952-8711

埼玉県 羽生市 株式会社東日本宇佐美 １２２号羽生　給油所 下川崎２５８番地 048-560-0080

埼玉県 羽生市 株式会社斉徳商店 羽生　給油所 中央４－２－２２ 0485-61-3451

埼玉県 羽生市 太陽鉱油株式会社 １２２号羽生　給油所 大字須影２５４ 048-561-5701

埼玉県 羽生市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 羽生バイパスＳＳ 大字上川崎５４５－１ 048-562-3409

埼玉県 羽生市 中央シェル石油販売株式会社 羽生東　給油所 東７－１２－１ 048-561-0333

埼玉県 鴻巣市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ行田駅南　給油所 新宿２－２１３ 048-548-5308

埼玉県 鴻巣市 有限会社坂口石油 川里　給油所 大字屈巣３８９４ 0485-69-0920



埼玉県 鴻巣市 埼玉礦油有限会社 吹上西　給油所 大芦４５４５－１ 0485-48-4532

埼玉県 鴻巣市 株式会社小川商店 ゲートイン鴻巣　給油所 大字上生出塚７７０ 048-543-8810

埼玉県 鴻巣市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鴻巣店　給油所 神明１丁目４－５ 048-596-4620

埼玉県 鴻巣市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 鴻巣下忍　給油所 下忍３４３２－１ 048-578-8383

埼玉県 鴻巣市 有限会社近江商店 鴻巣　給油所 本町二丁目１番１号 048-541-0009

埼玉県 鴻巣市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北鴻巣店　給油所 箕田１７０４－１ 048-595-0050

埼玉県 深谷市 根岸　明衛 明戸中央　給油所 新井６７５－２ 0485-71-3907

埼玉県 深谷市 尾熊　進 岡部本郷　給油所 大字本郷１２０－５ 0485-85-0660

埼玉県 深谷市 太陽鉱油株式会社 上武道路深谷　給油所 堀米字原４３０ 048-551-6681

埼玉県 深谷市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション深谷人見　給油所 折之口字中廓２８６－１ 048-551-1233

埼玉県 深谷市 有限会社鈴木石油 川本　給油所 菅沼４４３－１ 0485-83-2043

埼玉県 深谷市 有限会社鈴木石油 川本第二　給油所 上原２８８－５ 0485-83-6788

埼玉県 深谷市 有限会社白石 花園　給油所 大字永田字清水台２１７４ 048-584-5711

埼玉県 深谷市 有限会社白石 アルファセキユ川本　給油所 長在家１８３１－３，１８３４－４ 048-583-2811

埼玉県 深谷市 アキヤマ石油産業株式会社 深谷南　給油所 人見２２４２ 0485-71-1458

埼玉県 深谷市 アキヤマ石油産業株式会社 花園インターチェンジ　給油所 荒川１５８－１ 0485-84-6622

埼玉県 深谷市 有限会社高松商事 花園　給油所 大字黒田４９７ 048-584-1167

埼玉県 深谷市 株式会社山菱オイル 深谷東方　給油所 東方町１－１９－１３ 0485-73-1188

埼玉県 深谷市 有限会社松本石油 川本　給油所 本田１９８６ 0485-83-3272

埼玉県 深谷市 関産株式会社 岡部　給油所 岡３０６４－２ 0485-85-0903

埼玉県 深谷市 関産株式会社 岡部駅南　給油所 山河１１０５－２ 048-585-1577

埼玉県 深谷市 有限会社関口石油 川本　給油所 畠山１６４０－２ 048-583-3872

埼玉県 深谷市 ＳＫＭ株式会社 深谷　給油所 上柴町東３－１０－７ 048-573-0916

埼玉県 深谷市 下妻液化ガス株式会社 ニュー新戒　給油所 大字新戒字飯玉６７１ 048-587-4131

埼玉県 深谷市 アキヤマ石油産業株式会社 台坂上　給油所 大字上野台字鼡３１７８－１ 048-573-6161

埼玉県 深谷市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ深谷上野台　給油所 上野台２８５６－５ 048-571-1913

埼玉県 深谷市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ深谷バイパス　給油所 内ヶ島字細田１０３－５ 048-573-4531

埼玉県 深谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフふかや東方ＳＳ　給油所 東方２６９６－１ 048-574-9561

埼玉県 深谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ深谷西店　給油所 田所町１５－１６ 048-571-0137

埼玉県 深谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上柴店　給油所 上柴町西３－１７－２２ 048-573-1305

埼玉県 深谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花園インター店　給油所 荒川２２９－１ 048-584-6014

埼玉県 深谷市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション上柴　給油所 上柴町東５－２２－１ 048-572-1256

埼玉県 深谷市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 花園インターＳＳ 田中２４０８－１ 048-578-1033

埼玉県 深谷市 エネクスフリート株式会社 岡部　給油所 岡部町西田字重蔵山９２－１ 048-585-1571

埼玉県 上尾市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上尾西店　給油所 小泉一丁目１６番地３ 048-781-0957

埼玉県 上尾市 三興石油有限会社 上尾　給油所 栄町５－２８ 0487-71-5525

埼玉県 上尾市 有限会社カネリョウ 上尾　給油所 愛宕１－１８－５ 048-771-0228

埼玉県 上尾市 株式会社マルキュウ商事 ハートランド０９上尾　給油所 大字地頭方４００－１ 048-725-2651

埼玉県 上尾市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上尾バイパス　給油所 上平中央１－１１－１ 048-773-4388

埼玉県 上尾市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新上尾店　給油所 中妻５丁目１２－１ 048-773-2553

埼玉県 上尾市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上尾東店　給油所 大字上尾下９３９－１ 048-779-3025

埼玉県 上尾市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション上尾中分　給油所 中分２－１－１ 048-783-8130

埼玉県 上尾市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 上尾ＳＳ 小敷谷８１８－１ 048-783-9321

埼玉県 上尾市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上尾道路店　給油所 小敷谷５５３－１ 048-726-5500

埼玉県 上尾市 エネクスフリート株式会社 上尾　給油所 東町２－５－２４ 048-772-2336

埼玉県 草加市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ草加　給油所 花栗４－１９－６ 048-946-3201

埼玉県 草加市 美好屋石油株式会社 草加氷川町　給油所 氷川町８３７ 048-928-3571

埼玉県 草加市 ミツウロコドライヴ株式会社 草加　給油所 旭町１－２－６ 0489-31-5941

埼玉県 草加市 ヤジマ石油株式会社 セルフ草加　給油所 谷塚仲町４５２－１ 0489-25-3862

埼玉県 草加市 ヤジマ石油株式会社 セルフ清門町　給油所 清門町２－１－３２ 048-942-4611

埼玉県 草加市 ヤジマ石油株式会社 セルフレイクタウン　給油所 柿木町字亀５１１－１ 048-932-7811

埼玉県 草加市 ヤジマ石油株式会社 草加瀬崎　給油所 瀬崎町３－４６－１２ 048-922-5106

埼玉県 草加市 東産業株式会社 草加北谷　給油所 北谷２－２－１４ 048-878-3331

埼玉県 草加市 青木石油商事株式会社 草加東　給油所 松江町６－１３－５０ 048-931-7485

埼玉県 草加市 エスシーエス株式会社 草加弁天　給油所 弁天２－１８－１４ 048-931-5768

埼玉県 草加市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ草加店　給油所 草加１丁目１８－５ 048-946-7343

埼玉県 草加市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ草加柿木店　給油所 柿木町７４４－３ 048-932-2122



埼玉県 草加市 美好屋石油株式会社 セルフ草加弁天　給油所 弁天２－３１－１７ 048-935-0100

埼玉県 草加市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 北草加ＳＳ 花栗１－１１－１８ 048-944-8227

埼玉県 草加市 株式会社東日本宇佐美 草加西町 西町３０５－２ 048-926-8088

埼玉県 越谷市 株式会社東日本宇佐美 新４号越谷　給油所 平方１２５８－１ 048-978-5035

埼玉県 越谷市 日新石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ越谷店　給油所 下間久里１０８－２ 0489-75-7830

埼玉県 越谷市 有限会社栗原鉱油店 東越谷　給油所 花田１－３４－３２ 048-962-8417

埼玉県 越谷市 有限会社斉藤商店 越谷西方　給油所 相模町３－６ 048-985-4474

埼玉県 越谷市 有限会社田村商店 越谷ウエストプラザ　給油所 西新井１１６３－３ 0489-64-1602

埼玉県 越谷市 浅見石油株式会社 蒲生　給油所 蒲生寿町１３－４３ 048-988-2345

埼玉県 越谷市 株式会社イハシエネルギー セルフ越谷総合公園　給油所 増林２－２７８－１ 048-965-8580

埼玉県 越谷市 有限会社昭和メタル 花田　給油所 花田２－１２－５ 048-962-4759

埼玉県 越谷市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ越谷　給油所 東大沢３－２８－１０ 048-976-9900

埼玉県 越谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ越谷総合公園店　給油所 大字増林５８９７－１ 048-969-5533

埼玉県 越谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新越谷店　給油所 新越谷２丁目１７番地１３ 048-985-6152

埼玉県 越谷市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ せんげん台ＳＳ 千間台東３－６－１ 048-976-2372

埼玉県 越谷市 エネクスフリート株式会社 ルート４越谷　給油所 大字袋山１８４４－１ 048-970-8905

埼玉県 戸田市 幸伸興業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ戸田笹目　給油所 笹目南町２９－１５ 0484-21-0437

埼玉県 戸田市 株式会社金新 戸田喜沢　給油所 喜沢１－２３－８ 048-441-5256

埼玉県 戸田市 株式会社金新 戸田喜沢南　給油所 喜沢南２－１－３３ 048-422-7903

埼玉県 戸田市 株式会社吉田石油店 ルート１７美女木　給油所 美女木１丁目３２－３３ 043-421-1120

埼玉県 戸田市 大興石油株式会社 戸田笹目　給油所 美女木北２－８－３ 048-421-5535

埼玉県 戸田市 有限会社丸金商事 笹目　給油所 笹目３－１８－２８ 048-421-1300

埼玉県 戸田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフトダ美女木店　給油所 大字美女木８－２－３ 048-422-8989

埼玉県 戸田市 株式会社シライシ 戸田新曽　給油所 新曽２４０１－２ 048-431-1555

埼玉県 戸田市 株式会社春山重吉商店 戸田　給油所 新曽南２－１５－１２ 048-442-5158

埼玉県 入間市 株式会社東日本宇佐美 １６号入間　給油所 大字小谷田字青梅道南５７８－１ 042-965-6531

埼玉県 入間市 株式会社表石油 入間寺竹　給油所 寺竹５１６ 042-936-0321

埼玉県 入間市 有限会社石田石油 入間上藤沢　給油所 大字上藤沢２４１－２ 0429-62-2375

埼玉県 入間市 磯部　幸宏 武蔵藤沢　給油所 東藤沢１－５－２８ 04-2962-5813

埼玉県 入間市 株式会社寺清 東藤沢　給油所 東藤沢２－１２－２０ 04-2962-2785

埼玉県 入間市 株式会社東日本宇佐美 １６号入間インター　給油所 小谷田１－９７２－１ 04-2964-2318

埼玉県 入間市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 入間ＴＳ　給油所 宮寺３１８６－２ 04-2934-5566

埼玉県 入間市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 入間ＮＴＳＳ 扇町屋１－８－１ 04-2964-2068

埼玉県 入間市 太陽鉱油株式会社 １６号線入間　給油所 宮寺字宮寺新田３００５－１ 042-934-5936

埼玉県 朝霞市 清亀石油株式会社 朝霞溝沼　給油所 大字溝沼字池田１０６０－１ 048-465-6555

埼玉県 朝霞市 有限会社鈴木石油 岡　給油所 岡３－１０－７ 048-461-3083

埼玉県 朝霞市 株式会社野島興業 内間木　給油所 上内間木２７ 048-456-1111

埼玉県 朝霞市 清亀石油株式会社 セルフ朝霞東　給油所 根岸台５－２２－１２ 048-463-8350

埼玉県 志木市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ志木幸町店　給油所 幸町１－１６－２８ 048-476-5408

埼玉県 和光市 株式会社東日本宇佐美 高島平インター　給油所 白子３丁目１７番１号 048-461-9598

埼玉県 和光市 太陽鉱油株式会社 外環和光北インター　給油所 新倉４－１６０７－１ 048-467-5331

埼玉県 和光市 エネクスフリート株式会社 和光北　給油所 新倉５－３－１０ 048-452-7900

埼玉県 和光市 株式会社東日本宇佐美 笹目通り和光　給油所 丸山台３－１１－８ 048-469-3358

埼玉県 和光市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ和光白子店　給油所 白子１丁目６－１１ 048-469-5277

埼玉県 和光市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 和光笹目通りＴＳ　給油所 白子３丁目８番１２号 045-451-0541

埼玉県 新座市 株式会社志村 セルフ志木　給油所 大和田５－２０－３０ 0484-77-1272

埼玉県 新座市 栗原興産有限会社 新座栗原　給油所 栗原１－４－１８ 0424-74-3616

埼玉県 新座市 有限会社山崎商会 片山　給油所 馬場４－６－５ 0484-78-4465

埼玉県 新座市 有限会社石田商店 石田栗原　給油所 栗原３－１１－２３ 042-421-1888

埼玉県 新座市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ-Ｑｕｅｓｔ新座店　給油所 大和田三丁目１番８号 048-481-8723

埼玉県 新座市 株式会社東日本宇佐美 ２５４号新座 大和田２－５－２３ 048-477-9941

埼玉県 桶川市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桶川西店　給油所 大字下日出谷２８９－２ 048-787-3366

埼玉県 桶川市 株式会社青木 桶川中央　給油所 大字上日出谷１２５３ 048-787-1188

埼玉県 桶川市 株式会社内藤 桶川バイパス　給油所 末広１－５－２０ 0487-71-1217

埼玉県 桶川市 株式会社内藤 桶川南　給油所 南１－８－７ 0487-71-3071

埼玉県 桶川市 有限会社堀口商会 川田谷　給油所 川田谷６９４８－２ 048-787-0737

埼玉県 桶川市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桶川店　給油所 寿２丁目１５－２１ 048-777-2222



埼玉県 久喜市 株式会社キタセキ 久喜インター　給油所 大字江面字社宮司１４４２－１ 0480-26-9281

埼玉県 久喜市 有限会社藤田油店 久喜バイパス　給油所 本町５－１１－２０ 0480-21-0043

埼玉県 久喜市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション菖蒲　給油所 菖蒲町菖蒲陣屋３７５３－１ 0480-87-0100

埼玉県 久喜市 有限会社山口石油 Ｂｅｌｌわしの宮　給油所 大字上内１７２７ 04805-8-0145

埼玉県 久喜市 株式会社五郎 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ久喜東口店　給油所 大字野久喜６４５－２ 0480-22-0567

埼玉県 久喜市 有限会社池田油店 鷲宮　給油所 鷲宮６－１２－１ 0480-58-2177

埼玉県 久喜市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ東わしのみや　給油所 東大輪５３－５ 048-053-9290

埼玉県 久喜市 エネクスフリート株式会社 菖蒲バイパス　給油所 菖蒲町三箇２６６２ 0480-87-0235

埼玉県 久喜市 太陽鉱油株式会社 久喜インター　給油所 樋ノ口字内谷２５７－１ 0480-28-0221

埼玉県 久喜市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション久喜　給油所 栗原３－１－１ 0480-23-8955

埼玉県 久喜市 株式会社イハシエネルギー カードック鷲宮　給油所 中妻７１９－１ 0480-59-2203

埼玉県 久喜市 株式会社矢嶋商店 わしの宮　給油所 大字鷲宮２２８９ 0480-57-0711

埼玉県 久喜市 有限会社シライシパーツ アクティブステーション　給油所 菖蒲町三箇３５１８ 0480-85-6000

埼玉県 久喜市 アルプス東京株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ栗橋　給油所 高柳１５４５ 0480-52-7448

埼玉県 久喜市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 久喜青葉ニュータウン　給油所 青毛１－１－６ 0480-29-2592

埼玉県 北本市 株式会社東日本宇佐美 セルフ１７号北本　給油所 宮内３－４０ 048-540-0038

埼玉県 北本市 有限会社しんごや石油 北本本町　給油所 本町６－２７１ 048-591-1643

埼玉県 北本市 有限会社矢口石油 北本　給油所 古市場２－３２ 048-592-4742

埼玉県 北本市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北本店　給油所 宮内７－３６－１ 048-590-1393

埼玉県 北本市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 北本　給油所 石戸５－１７３－２ 048-590-1672

埼玉県 八潮市 有限会社小倉商事 八潮第一　給油所 八潮５－１－１ 048-996-1593

埼玉県 八潮市 埼玉日石ホールディングス株式会社 アボーステーション大一ロード　給油所 大字大曽根１２５９ 048-996-0011

埼玉県 八潮市 昭和礦油株式会社 セルフ八潮南　給油所 南後谷４０９－３ 048-948-6245

埼玉県 富士見市 株式会社イハシエネルギー ららぽーと富士見前　給油所 鶴馬１５１２－１ 049-257-6331

埼玉県 三郷市 有限会社浜島商店 三郷前川　給油所 栄４－１６５ 048-952-3151

埼玉県 三郷市 ヤジマ石油株式会社 セルフ三郷　給油所 幸房１４７６－１ 0489-49-4076

埼玉県 三郷市 市川石油株式会社 マイセルフ三郷　給油所 番匠免１－５５ 048-952-7777

埼玉県 三郷市 有限会社斉藤石油 三郷早稲田　給油所 早稲田８－１５－１１ 048-957-4648

埼玉県 三郷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三郷彦糸店　給油所 彦糸２－１１１ 048-999-5840

埼玉県 三郷市 株式会社谷口商店 三郷中央　給油所 谷口５３５ 048-952-3636

埼玉県 三郷市 株式会社谷口商店 みさとインター店　給油所 ピアラシティ１－１－１５０ 048-953-6464

埼玉県 三郷市 株式会社戸部商事 三郷中央　給油所 中央５－３６－９ 048-952-1131

埼玉県 三郷市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 三郷天神　給油所 ピアラシティ２－１０－６ 048-949-7321

埼玉県 三郷市 太陽鉱油株式会社 草加流山線三郷　給油所 駒形字申切１２７ 048-950-1621

埼玉県 蓮田市 関東菱油株式会社 セルフ蓮田馬込店　給油所 大字馬込２１４８番１ 048-764-5562

埼玉県 蓮田市 有限会社本沢商店 蓮田　給油所 大字江ヶ崎１１７７－４ 048-768-1236

埼玉県 蓮田市 株式会社内藤 セルフ蓮田　給油所 西新宿１－４９ 048-876-8311

埼玉県 坂戸市 有限会社横宿石油 坂戸花影町　給油所 花影町５４３ 0492-84-2853

埼玉県 坂戸市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ坂戸　給油所 にっさい花みず木５－２０－１、２、５ 049-280-5222

埼玉県 坂戸市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ坂戸バイパス店　給油所 大字片柳１６１４－１ 049-288-0710

埼玉県 坂戸市 株式会社オカモト セルフ坂戸Ｒ４０７　給油所 片柳２７０－１ 049-283-2200

埼玉県 幸手市 有限会社野川石油店 幸手千塚　給油所 大字千塚１６０ 0480-42-2660

埼玉県 幸手市 株式会社手島石油 サンピア幸手　給油所 大字上高野２７４５－２ 0480-42-1866

埼玉県 幸手市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 幸手北　給油所 大字内國府間８１３－１ 0480-53-7721

埼玉県 鶴ヶ島市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ鶴ヶ島　給油所 大字高倉１２２９－２ 049-227-9160

埼玉県 鶴ヶ島市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ鶴ヶ島若葉　給油所 富士見２－３４－５ 049-272-4360

埼玉県 鶴ヶ島市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鶴ヶ島市役所前店　給油所 大字三ツ木１０－３ 049-271-2771

埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 鶴ヶ島若葉　給油所 五味ヶ谷３１１－１ 049-279-3321

埼玉県 鶴ヶ島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション鶴ヶ島　給油所 太田ヶ谷字後６４３－１０ 049-271-4512

埼玉県 鶴ヶ島市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション脚折　給油所 大字脚折字若宮２１２６－１ 049-272-5571

埼玉県 鶴ヶ島市 出光リテール販売株式会社 セルフ鶴ヶ島　給油所 脚折町５－５－４７ 049-285-6206

埼玉県 日高市 株式会社清水商会 西武日高第二　給油所 原宿４３－４ 04298-9-0371

埼玉県 日高市 有限会社村田石油 セルフ日高　給油所 高萩５６９－１ 042-989-0478

埼玉県 日高市 関　浩行 日高高萩　給油所 大字高萩１２６ 04298-9-2049

埼玉県 吉川市 有限会社大沢油店 吉川南　給油所 高久１－３８－４ 0489-82-1248

埼玉県 吉川市 有限会社互井石油店 カー・サポート吉川　給油所 中井２－２６－２ 048-982-5087

埼玉県 吉川市 有限会社石綿商店 川野　給油所 吉川２－３５－１ 048-982-0207



埼玉県 吉川市 竹内産業株式会社 吉川　給油所 吉川１－２１－１９ 048-981-2491

埼玉県 吉川市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ吉川美南　給油所 美南４－４－３ 048-999-6083

埼玉県 ふじみ野市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーションふじみ野　給油所 ふじみ野４－１－１ 049-256-5561

埼玉県 ふじみ野市 有限会社船津商事 ニュー鶴ヶ岡　給油所 鶴ヶ岡５丁目１－２ 049-264-6170

埼玉県 ふじみ野市 出光リテール販売株式会社 メンテセルフふじみ野　給油所 ふじみ野２－１－１２ 048-256-3055

埼玉県 ふじみ野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅふじみ野店　給油所 旭１丁目１４－１６ 049-269-2666

埼玉県 ふじみ野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフけやき通り店　給油所 中丸１丁目２－３ 049-261-5150

埼玉県 白岡市 株式会社キタセキ ルート１２２白岡　給油所 荒井新田８５６－３ 0480-97-0771

埼玉県 白岡市 有限会社騎西屋油店 白岡八幡　給油所 西１－２－９ 0480-92-0369

埼玉県 白岡市 田中　幸雄 岡泉　給油所 岡泉１２７６－２ 0480-92-1021

埼玉県 白岡市 株式会社東日本宇佐美 久喜インター　給油所 篠津１３０５－１ 0480-92-7811

埼玉県 白岡市 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ白岡店　給油所 太田新井１１８１－６ 0480-90-1521

埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社東日本宇佐美 さいたま栗橋線伊奈町　給油所 大字小室１７４６－１ 048-720-0230

埼玉県 北足立郡伊奈町 有限会社野川石油 伊奈学園前　給油所 学園４丁目１０番地 048-728-0142

埼玉県 北足立郡伊奈町 有限会社大西石油 伊奈　給油所 大字小室９７３６－１ 0487-21-2367

埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊奈栄店　給油所 栄三丁目９１ 048-720-0450

埼玉県 入間郡三芳町 株式会社東日本宇佐美 ４６３号浦和所沢線所沢インター　給油所 竹間三芳町竹間沢東１１－５ 049-274-1080

埼玉県 入間郡三芳町 有限会社船津商事 川越街道大井　給油所 北永井８６８ 0492-58-0063

埼玉県 入間郡三芳町 有限会社船津商事 セルフ三芳中央　給油所 藤久保西９５５－２ 0492-58-3888

埼玉県 入間郡三芳町 大野商事株式会社 上富　給油所 上富２１３８－１１ 0492-58-1711

埼玉県 入間郡三芳町 ナヴィ株式会社 エコノ三芳　給油所 竹間沢東１６－２ 049-274-3517

埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 竹間沢ＳＳ 竹間沢東３－８ 049-257-2760

埼玉県 入間郡毛呂山町 有限会社川角石油 毛呂山　給油所 大字川角６４９ 049-294-0524

埼玉県 入間郡毛呂山町 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション毛呂山　給油所 大字岩井字沢田５６５－１５６６－１ 049-295-3454

埼玉県 入間郡越生町 株式会社ヤマトヤ 越生　給油所 越生７９５ 049-292-2821

埼玉県 比企郡滑川町 有限会社笹屋商店 森林公園　給油所 大字山田７６４ 0493-56-3841

埼玉県 比企郡滑川町 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ滑川店　給油所 大字羽尾２７００－１ 0493-57-0170

埼玉県 比企郡嵐山町 有限会社中島油脂店 嵐山　給油所 菅谷１８６ 0493-62-3129

埼玉県 比企郡嵐山町 有限会社中村石油 嵐山花見台　給油所 大字古里１４１－１ 0493-63-1970

埼玉県 比企郡小川町 中央シェル石油販売株式会社 セルフ小川町みどりが丘　給油所 みどりが丘二丁目一番一号 0493-81-5197

埼玉県 比企郡小川町 株式会社奥平石油店 小川　給油所 大字小川４７９－２ 0493-72-0763

埼玉県 比企郡小川町 株式会社オカモト セルフ嵐山小川　給油所 東小川５－１６－２０ 0493-81-7767

埼玉県 比企郡川島町 有限会社笛木油店 セルフ川島中央　給油所 上伊草５４１－２ 0492-97-0048

埼玉県 比企郡川島町 まるや石油株式会社 川島八幡　給油所 大字吹塚字木の下町１１１０－１外 049-297-2788

埼玉県 比企郡川島町 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ川島店　給油所 大字上伊草五反田２２３－１の一部他 049-299-3481

埼玉県 比企郡吉見町 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション吉見　給油所 大字江綱字裏屋敷１２０１－１ 0493-53-0055

埼玉県 比企郡吉見町 丸新石油株式会社 吉見本社　給油所 東野３－２－１２ 0493-54-0019

埼玉県 秩父郡横瀬町 甲菱石油株式会社 西武秩父　給油所 大字横瀬４３２８－１ 0494-22-6137

埼玉県 秩父郡皆野町 株式会社新井石油 長瀞　給油所 大字金崎５６ 0494-62-1366

埼玉県 秩父郡皆野町 株式会社新井石油 セルフミナノ　給油所 大字皆野１５７２－１ 0494-62-2812

埼玉県 秩父郡長瀞町 ちちぶ農業協同組合 長瀞　給油所 大字中野上字竹ノ内３８５ 0494-66-3226

埼玉県 秩父郡小鹿野町 前野　久男 秩父長若　給油所 大字般若７９５－１ 0494-75-3388

埼玉県 秩父郡小鹿野町 有限会社小林石油店 小鹿野　給油所 大字下小鹿野７６４ 0494-75-2115

埼玉県 秩父郡小鹿野町 ちちぶ農業協同組合 小鹿野　給油所 大字小鹿野２６９７－２ 0494-75-3617

埼玉県 児玉郡美里町 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション美里根木　給油所 根木愛宕山３３９－２ 0495-71-6705

埼玉県 児玉郡上里町 株式会社東日本宇佐美 セルフイオン上里　給油所 大字金久保字中道４６０－１ 0495-35-0072

埼玉県 児玉郡上里町 有限会社いりプロパン 五明　給油所 大字五明６４３－１ 0495-33-0825

埼玉県 児玉郡上里町 株式会社タムラ商事 上里中央　給油所 大字七本木３２８１ 0945-33-0602

埼玉県 児玉郡上里町 関産株式会社 児玉工業団地　給油所 大字嘉美１２６７－３ 0495-33-7698

埼玉県 児玉郡上里町 相川　正幸 上武住設長浜　給油所 長浜１３０１ 0495-33-4567

埼玉県 児玉郡上里町 株式会社カトウコーポレーション セルフ上里　給油所 神保原町南稲塚２０１７ 0495-33-2321

埼玉県 児玉郡上里町 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション上里七本木　給油所 大字七本木２７９１－１ 0495-35-3860

埼玉県 大里郡寄居町 寄居石油有限会社 寄居中央　給油所 大字寄居３８４ 0485-81-1351

埼玉県 大里郡寄居町 寄居石油有限会社 寄居バイパス　給油所 大字桜沢字腰巻９０９－１ 048-581-7615

埼玉県 大里郡寄居町 有限会社白石 寄居　給油所 大字寄居字大町１４４０－２ 048-581-2002

埼玉県 大里郡寄居町 有限会社白石 サンセキユ花園インター　給油所 大字桜沢２０－３８，４０ 048-581-8300

埼玉県 南埼玉郡宮代町 株式会社金子物産 宮代町　給油所 中央３－２－２６ 04803-2-3457



埼玉県 南埼玉郡宮代町 株式会社入の店 宮代東　給油所 字東７８ 0480-32-3059

埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社齊田油店 杉戸南　給油所 清地３－１２－２１ 04803-2-0964

埼玉県 北葛飾郡杉戸町 伏見屋石油株式会社 セルフ杉戸　給油所 清地２－８－７ 0480-32-4411

埼玉県 北葛飾郡杉戸町 有限会社竹山百貨 豊岡　給油所 大字目沼４０５－２ 0480-38-0550

埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社イハシエネルギー カードック高野台　給油所 大字下高野７８５－１ 0480-33-5500

埼玉県 北葛飾郡杉戸町 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ杉戸店　給油所 清地３－５－１５ 0480-33-0091

埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高野台店　給油所 高野台東２丁目４－５ 0480-31-1350

埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社横川鉱油 松伏　給油所 田島２６３－１ 048-991-2906

埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社センチュリー セルフ松伏　給油所 上赤岩１３３３ 048-993-2328

埼玉県 北葛飾郡松伏町 有限会社豊川鉱油 金杉　給油所 築比地７３７ 048-991-2750

千葉県 千葉市中央区 株式会社ダイヤ昭石 ローソンハーバーシティ蘇我店　給油所 川崎町１－３９ 043-488-4700

千葉県 千葉市中央区 株式会社東日本宇佐美 ３５７号浜野　給油所 浜野町１０２５－２５８ 043-208-3633

千葉県 千葉市中央区 千葉石油株式会社 千葉登戸　給油所 登戸１－１９－１２ 043-248-2122

千葉県 千葉市中央区 千葉石油株式会社 セルフ都町　給油所 都町１０８７－３ 043-310-6280

千葉県 千葉市中央区 日石レオン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本町店　給油所 本町２－１－２３ 043-224-3716

千葉県 千葉市中央区 大岩石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千葉都町　給油所 都町２－２２－１６ 043-231-1261

千葉県 千葉市中央区 兼松ペトロ株式会社 青葉通り　給油所 星久喜町１４１８ 043-263-3661

千葉県 千葉市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ蘇我店　給油所 南町２－３－２ 043-264-8407

千葉県 千葉市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ貝塚インター店　給油所 都町８－３－１ 043-234-0677

千葉県 千葉市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千葉東店　給油所 星久喜町２０７－１ 043-261-7501

千葉県 千葉市花見川区 株式会社キタセキ 千葉北インター　給油所 三角町６３５－１ 043-258-5431

千葉県 千葉市花見川区 株式会社東日本宇佐美 １６号千葉北インター　給油所 横戸町１１０２－６ 047-481-4170

千葉県 千葉市花見川区 旭石油株式会社 幕張　給油所 幕張町５－２１８－４ 043-273-8256

千葉県 千葉市花見川区 株式会社浜田商店 千種　給油所 千種町７３－１ 043-259-2831

千葉県 千葉市花見川区 千葉日石株式会社 メテオ幕張本郷　給油所 幕張本郷５－５－１０ 043-296-5430

千葉県 千葉市花見川区 千種石油有限会社 千種　給油所 千種町９６ 043-259-2300

千葉県 千葉市花見川区 太陽鉱油株式会社 １６号線千葉北インター　給油所 大日町１３９２－２ 043-259-2204

千葉県 千葉市花見川区 中央シェル石油販売株式会社 花見川　給油所 柏井町１５９８－１ 043-258-9104

千葉県 千葉市花見川区 中央シェル石油販売株式会社 セルフさつきが丘　給油所 さつきが丘１－４６－９ 043-445-7734

千葉県 千葉市花見川区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ幕張店　給油所 幕張町１－７７８０－１ 043-350-1201

千葉県 千葉市花見川区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ武石インター店 長作町２１－１ 043-250-0771

千葉県 千葉市花見川区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 千葉畑町ＳＳ 畑町６７６－１ 043-275-8122

千葉県 千葉市花見川区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 花見川天戸ＳＳ 天戸町１４４７－５ 043-257-9008

千葉県 千葉市稲毛区 ヤブサキ産業株式会社 フォーユーステーション小中台　給油所 小中台町３４４－１ 043-251-1008

千葉県 千葉市稲毛区 有限会社フジノ石油 サクセス小中台　給油所 小中台町５１６－１４ 043-254-5959

千葉県 千葉市稲毛区 ミツウロコドライヴ株式会社 千葉長沼　給油所 長沼町３３７－９ 050-3399-3128

千葉県 千葉市稲毛区 出光リテール販売株式会社 メンテセルフ園生　給油所 園生町５７４－１ 043-255-6011

千葉県 千葉市稲毛区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ小仲台　給油所 小仲台８－１７－５ 043-239-7130

千葉県 千葉市稲毛区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ西千葉　給油所 作草部５７０－３ 043-287-2602

千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ穴川店　給油所 穴川３－１１－８６ 043-251-4423

千葉県 千葉市若葉区 全農エネルギー株式会社 千葉若葉店 高品町９３－１ 043-214-2311

千葉県 千葉市若葉区 株式会社源石油 千葉みつわ台　給油所 みつわ台２－１１－１２ 043-254-6133

千葉県 千葉市若葉区 ヤブサキ産業株式会社 フォーユーステーション千城台　給油所 小倉町８７１－２２ 043-231-9815

千葉県 千葉市若葉区 千葉石油株式会社 セルフ都賀の台　給油所 都賀の台４－１－１５ 043-287-3607

千葉県 千葉市若葉区 三井中村石油株式会社 みつわ台　給油所 みつわ台３－２０－１０ 043-254-1949

千葉県 千葉市若葉区 有限会社長谷川燃料 大宮町　給油所 大宮町１１２９ 043-261-5067

千葉県 千葉市若葉区 有限会社中村商会 中野インター　給油所 中野町１３７７ 043-228-5230

千葉県 千葉市若葉区 有限会社中條商店 殿台　給油所 殿台町８６－２ 043-251-2318

千葉県 千葉市若葉区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ高品　給油所 高品町１５９９－８ 043-214-0105

千葉県 千葉市若葉区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ貝塚　給油所 桜木６－１－１８ 043-233-6527

千葉県 千葉市若葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ都賀店　給油所 西都賀１丁目２１－４ 043-253-6345

千葉県 千葉市若葉区 株式会社長谷川 大宮インターチェンジ　給油所 大宮町２１９４－１４ 043-268-3011

千葉県 千葉市若葉区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ Ｒ５１若松町　給油所 若松町２０９４－３ 043-214-3321

千葉県 千葉市緑区 青木石油商事株式会社 グリーンスポットおゆみ野　給油所 おゆみ野南６－１４－２ 043-292-5770

千葉県 千葉市緑区 株式会社山下商店 平山　給油所 平山町１９２５ 043-261-0012

千葉県 千葉市緑区 ミツウロコドライヴ株式会社 あすみが丘　給油所 高津戸町９５ 043-294-0100

千葉県 千葉市緑区 近藤石油株式会社 サザンクロス古市場　給油所 古市場町７１６，７１７－３ 043-264-5151



千葉県 千葉市緑区 千葉石油株式会社 セルフ土気あすみが丘　給油所 あすみが丘３－５１－１１ 043-294-1800

千葉県 千葉市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅおゆみ野中央店　給油所 おゆみ野中央３－２２－８ 043-292-9511

千葉県 千葉市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフあすみが丘店　給油所 あすみが丘２－１７－６ 043-295-8390

千葉県 千葉市緑区 川久石油株式会社 あすみが丘セルフ　給油所 あすみが丘東４－１９－７ 043-308-5539

千葉県 千葉市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔちば古市場店　給油所 古市場町９１０番地７ 043-209-5821

千葉県 千葉市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 鎌取ＳＳ おゆみ野南５－１－５ 043-497-2310

千葉県 千葉市緑区 株式会社金澤石油 ＣＩＴＩＯ誉田　給油所 誉田町１－３１２ 043-291-0013

千葉県 千葉市美浜区 千葉石油株式会社 新港　給油所 新港６４ 043-247-1838

千葉県 千葉市美浜区 日石レオン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高洲店　給油所 高洲１－１９－１ 043-278-1881

千葉県 千葉市美浜区 興栄燃料株式会社 幸町　給油所 幸町１－２１－１ 043-241-3911

千葉県 千葉市美浜区 興栄燃料株式会社 幕張メッセ　給油所 ひび野１－４－２ 043-296-0155

千葉県 千葉市美浜区 興栄燃料株式会社 稲毛海岸　給油所 稲毛海岸５－１－２０ 043-238-7322

千葉県 千葉市美浜区 太陽鉱油株式会社 千葉新港　給油所 １７２－１ 043-243-5595

千葉県 千葉市美浜区 中央シェル石油販売株式会社 セルフベイタウン幕張　給油所 打瀬３－２－３ 043-213-7781

千葉県 千葉市美浜区 株式会社東日本宇佐美 第二湾岸千葉新港　給油所 新港２２１－５，２２１－１０ 043-302-2533

千葉県 千葉市美浜区 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション幕張インター　給油所 幕張西１－１－８ 043-272-9666

千葉県 千葉市美浜区 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション幕張　給油所 打瀬１丁目１番１号 043-272-0041

千葉県 銚子市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ銚子　給油所 南小川町６０１－１ 0479-25-5811

千葉県 銚子市 大岩石油株式会社 銚子　給油所 唐子町７３ 0479-24-6080

千葉県 銚子市 大岩石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ銚子松岸　給油所 垣根町２－２１６－１ 0479-21-6534

千葉県 銚子市 伊藤石油有限会社 松岸　給油所 長塚町３－６７７－６１ 0479-22-2801

千葉県 銚子市 宮内　秀章 銚子本店　給油所 高神東町９６３９－１ 0479-24-9282

千葉県 銚子市 株式会社伊東商会 外川　給油所 外川町２－１０６１７ 0479-22-2058

千葉県 銚子市 有限会社吉原石油 本城　給油所 本城町４－２６３ 0479-22-4162

千葉県 銚子市 根本　富夫 銚子南部　給油所 清川町１－８－２４ 0479-22-4382

千葉県 銚子市 株式会社江戸石油 銚子港　給油所 通町２０４２ 0479-22-1777

千葉県 銚子市 保立礦油株式会社 くるま生活館　給油所 中央町１－５ 0479-22-1503

千葉県 銚子市 有限会社浪川燃料店 銚子小浜　給油所 小浜町１７５９ 0479-23-8026

千葉県 銚子市 根本　勤 芦崎　給油所 芦崎町４６０－１ 0479-33-0244

千葉県 銚子市 株式会社常世田石油 宮原　給油所 宮原７２７－１ 0479-33-2011

千葉県 銚子市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ銚子店　給油所 芦崎町９３３番１ 0479-30-1961

千葉県 市川市 株式会社石元 市川東　給油所 二俣５５５ 0473-27-6790

千葉県 市川市 株式会社竹内石油 曽谷南　給油所 曽谷１－２０－２２ 0473-72-4829

千葉県 市川市 株式会社小川石油店 セルフステーション行徳　給油所 下新宿２１－８ 047-358-1340

千葉県 市川市 梅澤礦油株式会社 行徳バイパス　給油所 富浜３－１－２６ 0473-57-6023

千葉県 市川市 共栄石油株式会社 ルート３５７湾岸塩浜　給油所 塩浜３－１０－９ 047-396-2020

千葉県 市川市 ヤブサキ産業株式会社 レサ菅野中央　給油所 菅野４－１４－１０ 0473-26-2162

千葉県 市川市 ヤブサキ産業株式会社 フォーユーステーション新浜　給油所 新浜１－２０－１６ 0473-96-7600

千葉県 市川市 ヤブサキ産業株式会社 フォーユーステーション行徳　給油所 南行徳２－２４－２９ 0473-97-1110

千葉県 市川市 江商石油株式会社 オートピア市川二俣　給油所 二俣新町７１７－４４ 047-327-6049

千葉県 市川市 川崎石油株式会社 行徳　給油所 塩焼３－１３－６ 0473-96-7484

千葉県 市川市 有限会社今井商店 セルフ南行徳　給油所 相之川３－１－２０ 047-358-0477

千葉県 市川市 株式会社小川石油店 セルフステーション市川　給油所 高谷１－４１２－１，７，８ 047-377-9988

千葉県 市川市 有限会社日石柏井給油所 柏井　給油所 柏井町１－１２６４ 047-339-2694

千葉県 市川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフすが野店　給油所 東菅野５－９－２５ 047-338-2858

千葉県 市川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ市川鬼高店　給油所 鬼高３－１３－７ 047-378-1083

千葉県 市川市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ市川大野　給油所 南大野３－２－１ 047-337-3703

千葉県 市川市 ヤブサキ産業株式会社 原木インター　給油所 原木３－１３－１２ 047-328-6672

千葉県 船橋市 株式会社東日本宇佐美 船取線船橋　給油所 高根町２５５８－５ 047-429-0013

千葉県 船橋市 株式会社榊原 フェスタ芝山　給油所 飯山満町１－１１７ 047-425-4111

千葉県 船橋市 ヤブサキ産業株式会社 セルフ北本町　給油所 北本町２－６４－１３ 0474-23-3251

千葉県 船橋市 ヤブサキ産業株式会社 船橋ららぽーと前　給油所 宮本４－１６－５ 047-401-0905

千葉県 船橋市 国際総業株式会社 小室駅前　給油所 小室町３３０６ 047-457-1110

千葉県 船橋市 株式会社カワサキ 船橋１０１ステーション　給油所 芝山１－１２６２－４ 0474-61-5341

千葉県 船橋市 千葉日石株式会社 メテオ米ヶ崎　給油所 米ケ崎町３３－２ 047-424-6231

千葉県 船橋市 千葉日石株式会社 メテオ西船　給油所 西船２－２３－１ 047-432-2323

千葉県 船橋市 桜井石油株式会社 高根　給油所 高根町２８６９－６ 047-438-0310



千葉県 船橋市 出光リテール販売株式会社 プリテール三咲　給油所 三咲４－２３－１８ 047-440-6188

千葉県 船橋市 株式会社榊原 前原　給油所 前原西３－２１－５ 047-478-4111

千葉県 船橋市 株式会社東日本宇佐美 １６号八千代北　給油所 小野田町１４８３－１ 047-457-0189

千葉県 船橋市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション船橋　給油所 米ケ崎町４５－１ 047-425-4781

千葉県 船橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新習志野店　給油所 習志野４丁目８－１４ 047-477-7211

千葉県 船橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ習志野店　給油所 習志野５丁目５－３ 047-476-9240

千葉県 船橋市 有限会社白井商店 小野田町　給油所 小野田町１４０８－１ 0474-57-1973

千葉県 船橋市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ二和東　給油所 二和東１－６－８ 047-490-7611

千葉県 船橋市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 船橋湾岸ＴＳ 栄町１－２１－１５ 047-420-0590

千葉県 館山市 有限会社早川石油 館山バイパス　給油所 正木８０３－６ 0470-27-5050

千葉県 館山市 丸高ライフエナジー株式会社 館山八幡　給油所 八幡２３５ 0470-25-7227

千葉県 館山市 有限会社庄司商店 真倉　給油所 上真倉１９３４ 0470-22-3098

千葉県 館山市 松崎石油株式会社 犬石　給油所 犬石５８８－１ 0470-28-0555

千葉県 館山市 有限会社ヨシノ 館山　給油所 北条１０１７ 0470-22-6808

千葉県 館山市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ館山　給油所 下真倉３４１－１ 0470-25-5252

千葉県 館山市 日石レオン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフイオンタウン館山店　給油所 八幡７６１－１ 0470-22-0007

千葉県 館山市 南部石油株式会社 館山港　給油所 館山９５ 0470-22-8310

千葉県 館山市 宮本　兼隆 那古　給油所 那古１０６３ 0470-27-2835

千葉県 館山市 有限会社加藤石油 神余　給油所 神余１４１８－１ 0470-28-1048

千葉県 館山市 有限会社和田屋商店 六軒町　給油所 北條１７６２ 0470-22-0070

千葉県 館山市 丸高ライフエナジー株式会社 館山ハーバー　給油所 沼９７９ 0470-22-0956

千葉県 館山市 有限会社川名石油店 館山　給油所 館山１０３５ 0470-22-1464

千葉県 館山市 長田　繁 大神宮　給油所 大神宮１８１－１ 0470-28-0194

千葉県 館山市 有限会社秋山石油店 グリーンピア九重　給油所 稲３７５－１ 0470-24-8511

千葉県 館山市 安房農業協同組合 館山　給油所 山本沢ノ町２５７－１ 0470-22-0128

千葉県 館山市 昭和運送興業株式会社 八幡　給油所 湊４９３ 0470-22-2127

千葉県 木更津市 株式会社東日本宇佐美 １６号君津　給油所 畑沢南１－１－１５ 0438-30-1236

千葉県 木更津市 株式会社津田屋 木更津東　給油所 ほたる野１－１７－１０ 0438-97-0367

千葉県 木更津市 有限会社日乃出 木更津清見台　給油所 東太田４－１－２４ 0438-98-8119

千葉県 木更津市 共栄海運株式会社 木更津中里　給油所 中里１－８－８ 0438-23-7925

千葉県 木更津市 共栄海運株式会社 セルフ太田　給油所 太田３－１－２２ 0438-23-3953

千葉県 木更津市 共栄海運株式会社 長須賀　給油所 長須賀２５３７－１ 0438-23-7938

千葉県 木更津市 共栄海運株式会社 潮浜　給油所 潮浜２－１－２５ 0438-37-1177

千葉県 木更津市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ木更津　給油所 潮見３－２ 0438-25-1131

千葉県 木更津市 日石レオン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ潮見店　給油所 潮見４－５ 0438-36-3413

千葉県 木更津市 有限会社栄屋石油 矢那　給油所 矢那３６３０ 0438-52-2024

千葉県 木更津市 有限会社三津和石油 木更津　給油所 文京３－１－２３ 0439-32-2996

千葉県 木更津市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 木更津ほたる野　給油所 ほたる野４－６－３ 0438-30-5321

千葉県 木更津市 株式会社Ｇ－７・オート・サービス オートバックスエクスプレス木更津金田店　給油所 木更津市金田東５丁目２１番３ 0438-41-5565

千葉県 木更津市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション木更津　給油所 清見台３－１－２１ 0438-22-4131

千葉県 木更津市 株式会社サンネクスト セルフ木更津　給油所 ほたる野４－１－２４ 0438-98-1072

千葉県 木更津市 有限会社竹内石油 下烏田　給油所 下烏田８３８ 0438-36-3324

千葉県 木更津市 有限会社森田石油 諏訪下　給油所 桜井諏訪下９１－１ 0438-36-6868

千葉県 木更津市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳイオンモール木更津 築地１番４ 0438-38-6295

千葉県 木更津市 有限会社飯田石油 木更津北　給油所 金田東６丁目４３番２ 0438-41-0114

千葉県 松戸市 日新石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松戸店　給油所 古ヶ崎３－３４１８－１２ 047-364-6833

千葉県 松戸市 田中燃料株式会社 みのり台　給油所 新田５６８ 0473-63-7222

千葉県 松戸市 田中燃料株式会社 松戸六実　給油所 五香５－１－７ 047-387-6121

千葉県 松戸市 岡本石油株式会社 セルフ松戸東　給油所 常盤平７－２４－１０ 0473-87-6206

千葉県 松戸市 岡本石油株式会社 紙敷　給油所 東松戸４－１１－３ 0473-92-4375

千葉県 松戸市 川崎石油株式会社 カーステージ松戸　給油所 新作３－１１７８ 047-362-0843

千葉県 松戸市 株式会社カワサキ 国府台　給油所 栗山字向台５９－３ 047-369-4381

千葉県 松戸市 株式会社八起産業 松戸東　給油所 小根本１６２－３ 047-363-2211

千葉県 松戸市 田中燃料株式会社 オートアベール緑の森２１　給油所 八ヶ崎５－５０－１ 047-345-3122

千葉県 松戸市 有限会社飯沼鉱油 和名ヶ谷　給油所 和名ケ谷１１０８－４ 047-392-1125

千葉県 松戸市 株式会社湯浅 東松戸　給油所 紙敷字西金楠台１１６－２ 047-392-5959

千葉県 松戸市 株式会社湯浅 ニュー松戸　給油所 三矢小台５－２５－１ 047-362-0218



千葉県 松戸市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション松戸　給油所 新松戸１－１３４ 047-346-1388

千葉県 松戸市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ北小金店　給油所 大金平２－１２０－２ 047-344-6978

千葉県 松戸市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新松戸中央店　給油所 新松戸６丁目７１ 047-347-9400

千葉県 松戸市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ新松戸北　給油所 新松戸北２－１９－５ 047-340-0201

千葉県 松戸市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ松戸根木内店 根木内６１６－１ 047-312-0530

千葉県 松戸市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 常盤平ＳＳ 金ケ作騎射立場９３－１ 047-311-2602

千葉県 松戸市 株式会社東日本宇佐美 流山街道 主水新田５３７－３ 047-340-0181

千葉県 松戸市 株式会社飯塚商事 紙敷　給油所 大字紙敷字中内６５２，６５３ 047-392-4651

千葉県 松戸市 田実興産株式会社 二十世紀ヶ丘　給油所 二十世紀が丘丸山町１２２ 047-392-3371

千葉県 野田市 株式会社キタセキ 野田　給油所 下三ヶ尾字愛宕前４０１－２ 04-7138-3701

千葉県 野田市 北総石油株式会社 蕃昌　給油所 蕃昌３２ 0471-29-5111

千葉県 野田市 田中燃料株式会社 野田中央　給油所 中根５－１１ 0471-24-5566

千葉県 野田市 有限会社ベルウッド 境大橋　給油所 関宿台町２９９４－１ 0471-96-0152

千葉県 野田市 ミツウロコドライヴ株式会社 野田　給油所 花井２８５－１ 047-126-5031

千葉県 野田市 野田日石株式会社 フレックス２１　給油所 中野台１０７６ 04-7124-5111

千葉県 野田市 有限会社斉藤商店 台町　給油所 台町２５９４ 04-7196-0120

千葉県 野田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ野田堤台店　給油所 つつみ野１丁目２－７ 04-7126-7190

千葉県 野田市 株式会社Ｇ－７・オート・サービス オートバックスエクスプレス野田梅郷　給油所 山崎字北中地１９１０－１ 04-7121-5578

千葉県 野田市 エネクスフリート株式会社 Ｒ１６野田　給油所 下三ヶ尾字古和清水４５６－４ 04-7120-2101

千葉県 野田市 株式会社東日本宇佐美 １６号柏インター 三ヶ尾字高野前３５３－１ 04-7124-5956

千葉県 茂原市 千葉石油株式会社 セルフ茂原南　給油所 下永吉１２１ 0475-24-3189

千葉県 茂原市 千葉石油株式会社 セルフカートピア中の島　給油所 下永吉９０７－１ 0475-24-8132

千葉県 茂原市 千葉石油株式会社 セルフ茂原　給油所 高師７２ 0475-23-0502

千葉県 茂原市 東洋興産株式会社 茂原　給油所 本小轡１２４７－２ 0475-22-2468

千葉県 茂原市 日石レオン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ茂原店　給油所 高師１０３６ 0475-23-4848

千葉県 茂原市 寺越　清一 本納東　給油所 本納３８７８ 0475-34-2629

千葉県 茂原市 有限会社大塚石油 西茂原　給油所 国府関１５２８－４ 0475-23-1598

千葉県 茂原市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション茂原東　給油所 木崎字小池２２３８－１ 0475-36-2731

千葉県 茂原市 千葉石油株式会社 茂原　給油所 茂原６０４ 0475-23-1877

千葉県 茂原市 千葉石油株式会社 茂原本社　給油所 茂原１１０ 0475-24-3856

千葉県 茂原市 千葉石油株式会社 ニュー茂原　給油所 木崎２７６－１ 0475-22-4623

千葉県 茂原市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ茂原東郷店　給油所 谷本字本台２０７７－１ 0475-20-3980

千葉県 茂原市 有限会社椎野石油 セルフ東茂原　給油所 東茂原１－１４ 0475-23-1594

千葉県 茂原市 鈴木　良昭 萓場　給油所 萱場４２６－１ 0475-34-4881

千葉県 成田市 飯森石油株式会社 大栄インター　給油所 所９４０－１ 047-673-3041

千葉県 成田市 江商石油株式会社 ＧＯＳＹＯ－２１　給油所 小菅１１４７－３ 0476-33-1171

千葉県 成田市 東邦建設株式会社 東邦成田　給油所 吉倉１５０ 0476-23-0067

千葉県 成田市 かとり農業協同組合 大栄　給油所 伊能２５０ 0476-73-4989

千葉県 成田市 オバタ総業株式会社 成田　給油所 成田市吉岡１２９３－１２ 0476-33-6804

千葉県 成田市 株式会社加登石油 大栄町　給油所 吉岡１２０９ 0476-73-3207

千葉県 成田市 有限会社小関商店 豊住　給油所 北羽鳥字下萱場２１５８－１ 0476-37-0304

千葉県 成田市 有限会社川尻商店 南三里塚　給油所 南三里塚３００ 0476-35-0315

千葉県 成田市 伊藤　隆治 宝田　給油所 宝田９１９ 0476-22-3016

千葉県 成田市 塩谷　一則 下総猿山　給油所 猿山９３５－１ 0476-96-0338

千葉県 成田市 株式会社鈴木商事 十余三　給油所 川上２４５ 0476-73-4096

千葉県 成田市 岩立　和己 下総　給油所 西大須賀１７７１,１７７４－１,１７７５ 0476-96-0021

千葉県 成田市 有限会社石毛石油 成田大清水　給油所 大清水１５３－４ 0476-35-3501

千葉県 成田市 中央シェル石油販売株式会社 成田美郷台　給油所 郷部１４３７ 0476-23-5511

千葉県 成田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ成田ウイング　給油所 ウイング土屋１０２ 0476-20-4321

千葉県 成田市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション成田　給油所 土屋５８９－１ 0476-22-2626

千葉県 成田市 有限会社菅澤自動車 下総　給油所 名古屋１２１４ 0476-96-0121

千葉県 成田市 有限会社出山石油 長沼　給油所 長沼９４３ 0476-37-0628

千葉県 成田市 株式会社東日本宇佐美 成田エアポート 天神峰１５３－５ 0476-32-0101

千葉県 佐倉市 興栄燃料株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅユーカリヶ丘　給油所 ユ－カリヶ丘１－１－２６ 043-461-2956

千葉県 佐倉市 株式会社かねた屋商店 上志津　給油所 上志津１８２２ 043-487-4018

千葉県 佐倉市 有限会社細谷石油 生谷　給油所 生谷１１７５－５ 043-489-5691

千葉県 佐倉市 中央シェル石油販売株式会社 佐倉かぶらぎ　給油所 鏑木仲田町１２－４ 043-486-2941



千葉県 佐倉市 中央シェル石油販売株式会社 佐倉ウエスト　給油所 下志津２６６－３ 043-463-7911

千葉県 佐倉市 有限会社柴宮商店 プラザ白銀　給油所 白銀２－１－１，２，３ 043-481-1371

千葉県 佐倉市 青木石油商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐倉染井野　給油所 生谷字金塚１３１０－１ 043-487-6336

千葉県 佐倉市 田実興産株式会社 佐倉インター５１　給油所 神門２９２－７ 043-498-2251

千葉県 佐倉市 青木石油商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐倉白銀　給油所 長熊４４１－１ 043-484-3398

千葉県 佐倉市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ユーカリが丘　給油所 上座８２４－４ 043-460-7321

千葉県 佐倉市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ佐倉店　給油所 寺崎北六丁目１１番地２ 043-483-5101

千葉県 佐倉市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 佐倉神門　給油所 神門４４７－１ 043-498-5277

千葉県 佐倉市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ユーカリＳＳ 上座５５８ 043-489-1193

千葉県 東金市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション東金求名　給油所 求名４８－１ 0475-77-8401

千葉県 東金市 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ東金東　給油所 道庭６５５－１ 0475-53-5800

千葉県 東金市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東金台方店　給油所 台方３７９ 0475-53-2406

千葉県 東金市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東金アリーナ店　給油所 家徳２８７－１ 0475-50-6900

千葉県 旭市 株式会社向清商店 飯岡バイパス　給油所 飯岡２８５８ 0479-57-1997

千葉県 旭市 有限会社ミヤザワ 干潟町　給油所 南堀之内８－２ 0479-68-0512

千葉県 旭市 フジ石販有限会社 清滝　給油所 清滝２２５１－３ 047955-3037

千葉県 旭市 ちばみどり農業協同組合 旭　給油所 ロ－１５４９－１ 0479-62-1660

千葉県 旭市 ちばみどり農業協同組合 ジャスポート共和　給油所 鎌数３３３９－３ 0479-64-1091

千葉県 旭市 ちばみどり農業協同組合 海上　給油所 後草字舟川２６－１ 0479-55-4400

千葉県 旭市 有限会社越川石油 干潟入野　給油所 入野１０８８－７ 047968-2648

千葉県 旭市 シンヨシ鉱油株式会社 旭　給油所 ニ－１０５４－１ 0479-62-0778

千葉県 旭市 松本　貴之 飯岡中央　給油所 横根１２８２ 0479-57-2325

千葉県 旭市 中村　勝 十日市場　給油所 ハ－６８２ 0479-62-2203

千葉県 旭市 有限会社半兵衛石油 足川　給油所 足川３９０５ 0479-62-2724

千葉県 旭市 有限会社高品商事 旭　給油所 井戸野４２９１ 047-963-2715

千葉県 旭市 有限会社坂井石油 旭海岸　給油所 中谷里７８３１－３ 0479-62-3021

千葉県 旭市 有限会社ハナカ商事 万才　給油所 万才１８４０ 0479-68-2011

千葉県 旭市 今関　幸男 鎌数　給油所 鎌数４３６４ 0479-62-2174

千葉県 旭市 合資会社島田商店 海上　給油所 後草２２６９ 0479-55-2156

千葉県 旭市 有限会社酢屋石油店 旭第二　給油所 ニ字田中前１６８７ 0479-62-1256

千葉県 旭市 嶋田　正延 倉橋　給油所 倉橋台の下２２７６ 0479-55-2627

千葉県 習志野市 株式会社東日本宇佐美 ２９６号船取線花輪インター　給油所 谷津６－８－１３ 047-475-3161

千葉県 習志野市 太陽鉱油株式会社 第二湾岸習志野　給油所 茜浜１－１０－１ 0474-51-7520

千葉県 習志野市 有限会社田久保石油 藤崎　給油所 藤崎１－１－１７ 0474-76-6111

千葉県 習志野市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション幕張インター　給油所 鷺沼５－６－２ 047-453-0426

千葉県 習志野市 ヤブサキ産業株式会社 幕張インター　給油所 鷺沼五丁目５番５１号 047-408-3939

千葉県 柏市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ柏田中　給油所 大室字正連寺前１６２－１９ 04-7140-8856

千葉県 柏市 株式会社東日本宇佐美 １６号柏隧道　給油所 戸張字三斗蒔２９０－２ 04-7164-6302

千葉県 柏市 株式会社東日本宇佐美 １６号柏藤ヶ谷　給油所 藤ヶ谷新田６９－３ 04-7190-1221

千葉県 柏市 宇田川株式会社 新柏　給油所 中原２丁目２番９号 04-7176-5015

千葉県 柏市 宇田川株式会社 カーフィット若柴　給油所 若柴１０８－１ 0471-32-3224

千葉県 柏市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ沼南　給油所 大津ヶ丘３－２１－６ 04-7199-9041

千葉県 柏市 有限会社マスダ石油 田中　給油所 花野井７３８－７３ 04-7132-3232

千葉県 柏市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション柏　給油所 酒井根５丁目５－２０ 04-7176-8002

千葉県 柏市 宇田川株式会社 ニュー柏　給油所 松ケ崎７４５－１ 047-144-4555

千葉県 柏市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション沼南　給油所 五條谷字荒句２２－４ 04-7193-7370

千葉県 柏市 沼南石油有限会社 沼南　給油所 大島田１１９－１ 04-7191-5844

千葉県 柏市 田実興産株式会社 ニュー柏　給油所 豊四季７１２－３ 04-7174-3933

千葉県 柏市 有限会社フジワラ 沼南泉　給油所 泉字１３５８－１ 04-7191-1074

千葉県 柏市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 柏松ヶ崎　給油所 松ヶ崎羽中７１３－１ 04-7233-4671

千葉県 柏市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 柏の葉キャンパス　給油所 十余二３５７－２０ 047-128-6898

千葉県 柏市 株式会社サンネクスト プリオ柏　給油所 大山台１－６２ 04-7131-8052

千葉県 柏市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション新柏　給油所 増尾１７０６－３ 047-162-4130

千葉県 柏市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ柏の葉店 十余二１７５－６０ 04-7137-6800

千葉県 柏市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ柏の葉ＳＳ 十余二字赤坂台４０９－１３１ 04-7134-5505

千葉県 勝浦市 大興石油株式会社 串浜　給油所 串浜字上敷１２４４－１ 0470-73-2238

千葉県 勝浦市 いすみ農業協同組合 ジャスポート勝浦　給油所 大楠１５６９－１ 0470-77-0710



千葉県 勝浦市 有限会社和泉屋商店 松野　給油所 松野５４１ 04-7077-0109

千葉県 市原市 株式会社東日本宇佐美 ２９７号市原インター　給油所 五井字上前原１１９１－１ 0436-20-3536

千葉県 市原市 三和石油株式会社 三和　給油所 大坪６３５ 0436-36-0130

千葉県 市原市 有限会社紅葉 二枚橋　給油所 天羽田１０４０ 0436-66-7544

千葉県 市原市 株式会社津田屋 加茂　給油所 久保西飯塚２６３－１ 0436-98-1060

千葉県 市原市 株式会社津田屋 八幡　給油所 八幡北町１－５－６ 0436-42-7180

千葉県 市原市 株式会社津田屋 西広橋　給油所 小折字子津４４－１ 0436-37-8730

千葉県 市原市 有限会社始関石油 青葉台　給油所 姉崎２５７６－１ 0436-61-0835

千葉県 市原市 有限会社近藤石油 市津　給油所 喜多９０６ 0436-74-3021

千葉県 市原市 川岸産業株式会社 オイルピア市原中央　給油所 五井８８１３ 0436-21-6274

千葉県 市原市 菱和エンタープライズ株式会社 立野　給油所 立野１８ 0436-66-1939

千葉県 市原市 佐々木石油有限会社 町田　給油所 町田６７ 0436-21-1353

千葉県 市原市 ウエダ株式会社 犬成　給油所 犬成１１２４ 0436-74-0418

千葉県 市原市 杉田建材株式会社 万田野　給油所 万田野８３ 0436-96-2400

千葉県 市原市 有限会社土橋商店 潤井戸　給油所 潤井戸６７７ 0436-74-0035

千葉県 市原市 京葉石油株式会社 京葉五井　給油所 五井４８１５－１ 0436-22-0234

千葉県 市原市 有限会社三協石油 池和田　給油所 池和田５９５－３ 0436-88-2155

千葉県 市原市 京葉産業株式会社 コンフォート千種　給油所 青柳２－２－５ 0436-24-4136

千葉県 市原市 春海商事株式会社 犬成　給油所 犬成１０４８ 0436-74-8313

千葉県 市原市 出光リテール販売株式会社 セルフ姉崎　給油所 姉崎海岸２５－６ 0436-61-1819

千葉県 市原市 中央シェル石油販売株式会社 市原辰巳団地入口　給油所 八幡２６１－１ 0436-26-4380

千葉県 市原市 中央シェル石油販売株式会社 ちはら台　給油所 ちはら台南２－２１－１２ 0436-74-2701

千葉県 市原市 中央シェル石油販売株式会社 セルフ市原辰巳台　給油所 辰巳台東３－５－７ 0436-75-1193

千葉県 市原市 株式会社東日本宇佐美 １６号市原東　給油所 五井南海岸４１ 0436-23-8961

千葉県 市原市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ市原辰巳台店　給油所 辰巳台東３丁目１５－１ 0436-76-9985

千葉県 市原市 有限会社安藤清蔵商店 姉崎南　給油所 天羽田４４５ 0436-66-7649

千葉県 市原市 串田商事株式会社 牛久　給油所 牛久字中宿後８８３－２ 0436-92-1320

千葉県 市原市 株式会社宇田川商店 市原　給油所 八幡２０６１－２ 0436-41-0717

千葉県 市原市 株式会社長谷川 市原喜多　給油所 喜多字内野９０６－３０５ 0436-74-9051

千葉県 市原市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション市原光風台 光風台１－３７１ 0436-37-5807

千葉県 市原市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 市原五所　給油所 五所１７００－１ 0436-40-3039

千葉県 市原市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ市原五井店　給油所 更級三丁目１番地７２ 0436-20-6500

千葉県 市原市 市原市農業協同組合 高滝　給油所 養老１１７２－１ 0436-98-0436

千葉県 市原市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフこどもの国前店 山田橋字表道１７３－１ 0436-42-1399

千葉県 市原市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 国分寺台ＳＳ 北国分寺台３－１２－８ 0436-41-4343

千葉県 市原市 エネクスフリート株式会社 ルート１６市原　給油所 八幡海岸通り１９３２－２２ 0436-40-3050

千葉県 市原市 太陽鉱油株式会社 １６号線市原インター　給油所 五井南海岸４０ 043-624-5461

千葉県 流山市 株式会社湯浅 セルフ南流山　給油所 大字木２５０番地（木Ａ５８街区４） 04-7170-1366

千葉県 流山市 コスモ石油販売株式会社 セルフ流山インター南　給油所 三輪野山４－３－１６ 04-7157-7350

千葉県 流山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東深井店　給油所 大字東深井１２９－１ 047-156-6755

千葉県 流山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新流山店　給油所 思井字柳田７３－１ 04-7158-5591

千葉県 流山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ流山店　給油所 加２丁目１－１０ 04-7150-1940

千葉県 流山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ流山前ヶ崎店　給油所 前ケ崎３６３－２ 04-7140-2900

千葉県 流山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 柏の葉ＳＳ 青田４３－１ 04-7152-5902

千葉県 流山市 有限会社豊商事 初石　給油所 西初石２－８－７ 04-7152-2924

千葉県 八千代市 株式会社山崎商店 八千代　給油所 大和田新田１１３５－２ 047-459-3531

千葉県 八千代市 有限会社サカエヤ 米本　給油所 米本２１６８－８ 0474-88-1058

千葉県 八千代市 興栄燃料株式会社 セルフ八千代　給油所 村上１８２６－６５ 047-482-5468

千葉県 八千代市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフゆりのき台店　給油所 ゆりのき台７－２７－１ 047-482-7201

千葉県 八千代市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八千代店　給油所 大和田新田９５４－１ 047-458-8482

千葉県 八千代市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 八千代緑が丘　給油所 緑が丘西１－１１－３ 047-481-8333

千葉県 我孫子市 全農エネルギー株式会社 我孫子店 日秀３５４－１ 04-7187-2315

千葉県 我孫子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフあびこ店　給油所 緑２丁目１１－５４ 04-7186-2900

千葉県 我孫子市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ北柏　給油所 根戸新田字元川岸７２－１ 047-184-1531

千葉県 我孫子市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 我孫子　給油所 岡発戸６０４－１ 04-7179-6321

千葉県 鴨川市 アウル鉱油有限会社 長狭北　給油所 北風原８７７－１２３ 04709-7-1201

千葉県 鴨川市 アウル鉱油有限会社 鴨川打墨　給油所 打墨８４５－１－３ 04-7092-0147



千葉県 鴨川市 日石レオン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鴨川店　給油所 横渚１１０２－１ 04-7093-4120

千葉県 鴨川市 有限会社塚越スタンド 江見　給油所 東江見字水神下３８７－１ 04-7096-0061

千葉県 鴨川市 有限会社大野屋石油 天津　給油所 浜荻１２４９－１ 04-7094-0407

千葉県 鴨川市 有限会社鍋平本店 鴨川中央　給油所 横渚６８９ 0470-92-0237

千葉県 鴨川市 有限会社鍋平本店 小湊　給油所 小湊６９３－１ 0470-95-2166

千葉県 鴨川市 株式会社タムラ 鴨川　給油所 滑谷７６９－１，７７０－１，７７１－１ 04-7093-4295

千葉県 鴨川市 有限会社仲沢石油 追分　給油所 太尾３４０ 04-7092-1554

千葉県 鴨川市 有限会社川上石油 金束　給油所 金束２３ 04-7098-1131

千葉県 鎌ヶ谷市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ&ＣＣＳ初富　給油所 初富２１－２ 047-498-6811

千葉県 鎌ヶ谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鎌ヶ谷店　給油所 新鎌ヶ谷４丁目６－２２ 047-498-8000

千葉県 鎌ヶ谷市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ鎌ヶ谷　給油所 東道野辺２－１０－４８ 047-445-5159

千葉県 鎌ヶ谷市 ヤブサキ産業株式会社 フォーユーステーション新鎌ヶ谷　給油所 新鎌ヶ谷４－１２－１２ 047-441-8311

千葉県 君津市 有限会社木村屋金物店 久留里　給油所 久留里市場５１５ 0439-27-3168

千葉県 君津市 有限会社木村商店 小糸　給油所 中島３０８ 0439-32-2021

千葉県 君津市 株式会社茂木商店 小山野　給油所 小山野１６１－１ 0439-52-2307

千葉県 君津市 有限会社加戸屋 清和　給油所 大岩２３９－３ 0439-38-2512

千葉県 君津市 有限会社三津和石油 君津　給油所 人見１０４０－１，１０５４ 0439-52-0822

千葉県 君津市 株式会社出雲 平山　給油所 平山７５８ 0439-29-2073

千葉県 君津市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ新日鐵前　給油所 坂田字浜大津６７３－６ 0439-52-2523

千葉県 君津市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ陽光台　給油所 陽光台３－２－５ 0439-57-1511

千葉県 君津市 アウル鉱油有限会社 君津子安　給油所 南子安３－５－１８ 0439-52-8651

千葉県 君津市 有限会社三津和石油 房総セルフ　給油所 大井字片渕３０３－６ 0439-32-2996

千葉県 君津市 鴇田　新市 上総　給油所 折木沢７５－１ 0439-39-2073

千葉県 君津市 中央シェル石油販売株式会社 君津中央　給油所 外箕輪３－５－１３ 0439-53-1546

千葉県 君津市 有限会社山口商店 久留里　給油所 久留里市場５００ 0439-27-3107

千葉県 君津市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ八重原　給油所 南子安６－１－５ 0439-29-6071

千葉県 君津市 君津市農業協同組合 貞元　給油所 貞元１４０－１ 0439-55-3988

千葉県 君津市 君津市農業協同組合 小櫃　給油所 末吉２４０－１ 0439-35-2255

千葉県 君津市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 君津　給油所 久保５－３－１３ 0439-50-8135

千葉県 富津市 吉原商事株式会社 天羽　給油所 湊８１２－１ 0439-67-0721

千葉県 富津市 有限会社ミノル石油 青堀中央　給油所 大堀１９２６ 0439-87-4834

千葉県 富津市 株式会社錦織商店 天羽　給油所 田倉４８３－１９ 0439-68-1516

千葉県 富津市 株式会社サンエイト エネコ青堀　給油所 大堀１０８２－１ 0439-87-4006

千葉県 富津市 有限会社亀井商店 天羽　給油所 関尻３７７－１ 0439-68-0030

千葉県 富津市 有限会社平野石油店 篠部　給油所 篠部１５２９ 0439-87-4755

千葉県 富津市 富洋観光開発株式会社 金谷　給油所 金谷２２８８ 0439-69-2110

千葉県 富津市 合資会社正札堂 富津　給油所 新井７０３ 043-987-2937

千葉県 富津市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ富津店　給油所 青木１－１－３ 0439-88-6190

千葉県 富津市 有限会社鳥海商店 売津　給油所 売津９２－１ 0439-67-0040

千葉県 浦安市 株式会社東日本宇佐美 ３５７号浦安インター　給油所 東野２丁目２５番１５号 047-306-3111

千葉県 浦安市 共栄石油株式会社 Ｒ３５７湾岸浦安インター　給油所 弁天１－２３－１ 047-304-8181

千葉県 浦安市 ヤブサキ産業株式会社 セルフ美浜　給油所 美浜４－１－１ 047-325-8561

千葉県 浦安市 江商石油株式会社 オートピア浦安　給油所 富士見１－１１－２８ 0473-51-7694

千葉県 浦安市 千葉日石株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅメテオ舞浜リゾート　給油所 舞浜３５－３ 047-354-0010

千葉県 浦安市 エネクスフリート株式会社 湾岸浦安　給油所 千鳥１０－７ 047-390-7927

千葉県 浦安市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション湾岸浦安　給油所 東野３－９－１０ 047-351-1494

千葉県 浦安市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 湾岸浦安フリートＴＳ　給油所 東野２－２４－１０ 047-350-6631

千葉県 四街道市 千葉石油株式会社 プリテール四街道　給油所 和良比字長作２７０－１ 043-433-2701

千葉県 四街道市 千葉石油株式会社 セルフ大日　給油所 大日字緑ヶ丘３７１－１ 043-421-6528

千葉県 四街道市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション四街道吉岡　給油所 南波佐間３３５－１ 043-433-7277

千葉県 四街道市 有限会社福島石油 四街道　給油所 四街道１－１３－８ 0434-22-2817

千葉県 四街道市 株式会社三石 四街道吉岡　給油所 吉岡１１６８番地７ 043-239-0910

千葉県 四街道市 ミツウロコドライヴ株式会社 四街道ＳＳ　給油所 鹿放ヶ丘４８３ 043-309-6615

千葉県 四街道市 株式会社丸久石油 四街道　給油所 鹿放ヶ丘４４８ 043-420-0909

千葉県 四街道市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ四街道店　給油所 大日萱橋台５４８－４ 043-421-4900

千葉県 四街道市 三愛リテールサービス株式会社 オブリプラーザ四街道　給油所 鹿放ケ丘５０４ 043-422-6685

千葉県 袖ヶ浦市 有限会社小野商店 阿部　給油所 阿部１０４－２ 0438-75-2023



千葉県 袖ヶ浦市 株式会社津田屋 袖ヶ浦　給油所 飯富字雑敷１６５－１ 0438-60-7321

千葉県 袖ヶ浦市 有限会社ふぁみりい石油 平川　給油所 上泉６３０－１ 0438-75-2712

千葉県 袖ヶ浦市 日石レオン株式会社 袖ヶ浦中央　給油所 長浦拓１－１－８１ 0438-62-8411

千葉県 袖ヶ浦市 日石レオン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福王台店　給油所 神納１－７－１７ 0438-62-1927

千葉県 袖ヶ浦市 小野石油株式会社 横田　給油所 横田１１６２ 0438-75-2108

千葉県 袖ヶ浦市 有限会社萩野石油 神納　給油所 神納５５０ 0438-62-0197

千葉県 袖ヶ浦市 有限会社石井商店 平岡　給油所 高谷４３ 0438-75-4266

千葉県 袖ヶ浦市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフアクアライン福王台店　給油所 福王台２丁目２１－７ 0438-63-0901

千葉県 袖ヶ浦市 有限会社大岩商店 東袖ヶ浦　給油所 勝５０３ 0438-63-0331

千葉県 袖ヶ浦市 保坂　順之助 根形　給油所 大曽根４１１ 0438-63-0338

千葉県 袖ヶ浦市 アルプス東京株式会社 セルフ袖ヶ浦橘　給油所 蔵波台５－２－３１ 0438-97-6981

千葉県 袖ヶ浦市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ながうらＳＳ 長浦駅前７－２０－４ 0438-60-8661

千葉県 袖ヶ浦市 太陽鉱油株式会社 １６号線袖ヶ浦インター　給油所 神納２５４５－１ 043-864-2101

千葉県 八街市 有限会社斎藤精米所 八街　給油所 富山４７ 043-443-2303

千葉県 八街市 有限会社宮商 八街　給油所 八街に６２ 043-443-1717

千葉県 八街市 有限会社宮本商店 ニュー八街　給油所 八街ほ３４ 043-443-1616

千葉県 八街市 松井燃料株式会社 八街西　給油所 八街ろ－２９ 043-443-0148

千葉県 八街市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション八街　給油所 八街は１９－８ 043-442-8675

千葉県 八街市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八街店　給油所 八街ほ７３２－１ 043-440-1910

千葉県 八街市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新八街店　給油所 八街ほ１０３０－３０ 043-442-0870

千葉県 八街市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八街住野店　給油所 八街は１２－１３１ 043-440-3460

千葉県 印西市 有限会社十九浦産業 本埜　給油所 将監８５ 0476-97-0661

千葉県 印西市 株式会社佐瀬石油 瀬戸　給油所 瀬戸１７３２ 04769-8-0020

千葉県 印西市 ミツウロコドライヴ株式会社 千葉ニュータウン　給油所 船尾３９０－１ 0476-85-4630

千葉県 印西市 有限会社鈴木石油 小林駅前　給油所 小林１６５５ 0476-97-0065

千葉県 印西市 株式会社粉名屋商店 印西　給油所 大森３５３１ 0476-42-2882

千葉県 印西市 五十嵐商事株式会社 印西　給油所 大森４３８６ 0476-42-3165

千葉県 印西市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ印西牧の原店　給油所 東の原１－１－６ 0476-85-7658

千葉県 印西市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 印西大森　給油所 大森字馬坂２５９２－１ 0476-49-4321

千葉県 印西市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 千葉ニュータウンプラザＳＳ 草深字天王脇１１５４－１ 0476-47-3495

千葉県 印西市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 千葉ニュータウンセントラルＳＳ 草深字蛭沼５８－５ 0476-47-0584

千葉県 白井市 有限会社松屋商店 白井　給油所 折立４７８－５ 0474-92-0406

千葉県 白井市 株式会社マツヤ 白井工業団地　給油所 中４４５－３ 047-497-0903

千葉県 白井市 株式会社千東商店 セルフ西白井　給油所 富士２７０－１ 047-445-2151

千葉県 白井市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ白井西店　給油所 根７７２－１４ 047-492-5297

千葉県 白井市 豊島　節子 白井北　給油所 平塚１９６９ 047-497-0746

千葉県 白井市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション千葉ニュータウン北　給油所 武西１１４１－２ 0474-98-4137

千葉県 白井市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ白井冨士ＳＳ 冨士字東１１－１ 047-442-4797

千葉県 白井市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション白井　給油所 根字念仏塚４５７－１２ 047-497-6683

千葉県 富里市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ御料ＳＳ　給油所 御料７１８－５ 0476-92-6351

千葉県 富里市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション富里日吉台　給油所 七栄字北新木戸５３２－３６ 0476-90-0051

千葉県 富里市 株式会社津田商店 七栄　給油所 七栄４０４－１ 0476-93-0056

千葉県 富里市 有限会社木村石油 モーターフィールド富里　給油所 七栄６４６－８１ 0476-93-0022

千葉県 南房総市 有限会社早川石油 乙浜　給油所 白浜町乙浜４８６－１ 0470-38-2520

千葉県 南房総市 丸高ライフエナジー株式会社 セルフ千倉港　給油所 千倉町平舘８４７－５６ 0470-29-5485

千葉県 南房総市 株式会社堀江商店 セルフ千倉海岸　給油所 千倉町北朝夷２８３０－２ 04704-4-0191

千葉県 南房総市 金井　澄男 丸山　給油所 石堂１１３－１ 0470-46-2206

千葉県 南房総市 有限会社ヨシノ 三芳　給油所 本織３７０ 0470-36-3466

千葉県 南房総市 和泉石油株式会社 深名　給油所 深名４４１－３ 047033-3905

千葉県 南房総市 有限会社近田屋商店 和田　給油所 和田町海発２３ 0470-47-2346

千葉県 南房総市 有限会社渡辺三雄商店 丸山　給油所 宮下３０８－１ 0470-46-2208

千葉県 南房総市 株式会社戸倉商店 山田　給油所 平久里字荒川口６６１－１ 0470-58-0613

千葉県 南房総市 有限会社中村商店 三芳　給油所 池之内６８８－１ 0470-36-2354

千葉県 南房総市 安房農業協同組合 和田　給油所 和田町下三原３８９－５ 0470-47-4777

千葉県 匝瑳市 有限会社片山商店 飯高　給油所 飯高１６８１－１１ 04797-4-0515

千葉県 匝瑳市 有限会社柏熊石油店 八日市場南　給油所 横須賀９３６－２ 0479-72-0506

千葉県 匝瑳市 日色　武 大寺　給油所 大寺１０４３ 0479-74-0161



千葉県 匝瑳市 平山　好延 飯高　給油所 飯高１５５９－１ 0479-74-1303

千葉県 匝瑳市 株式会社米元 野栄米元　給油所 川辺４３４２ 0479-67-2062

千葉県 匝瑳市 株式会社荒井石油 野栄　給油所 野手１６７８ 0479-67-2440

千葉県 匝瑳市 小川　勝喜 野栄中央　給油所 栢田７９６２－１ 0479-67-3853

千葉県 匝瑳市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ八日市場店　給油所 八日市場ハ９６９－２ 0479-70-0501

千葉県 香取市 長島石油株式会社 小見川　給油所 野田字町田５７２－１ 0478-83-0123

千葉県 香取市 合資会社高木英次商店 新里　給油所 新里３８４ 0478-78-2300

千葉県 香取市 飯森石油株式会社 小見川　給油所 八日市場１００３ 047-883-8100

千葉県 香取市 飯森石油株式会社 セルフ小見川大橋　給油所 小見川字八丁面５５８８－１ 0478-80-0123

千葉県 香取市 かとり農業協同組合 神里　給油所 虫幡５８３ 04788-2-5347

千葉県 香取市 かとり農業協同組合 府馬　給油所 府馬４９０６ 04787-8-3352

千葉県 香取市 斉藤　実 山倉　給油所 山倉１７６７－１ 0478-79-2620

千葉県 香取市 有限会社石井石油 佐原上谷津　給油所 大根２０７７－４ 0478-59-2525

千葉県 香取市 大八木　吉男 佐原南　給油所 下小野２８３－４ 0478-59-2888

千葉県 香取市 有限会社菅谷石油 新小見川　給油所 羽根川４８－２ 0478-82-2337

千葉県 香取市 有限会社西商店 栗源東　給油所 高萩７９１ 0478-75-2455

千葉県 香取市 有限会社坂下燃料店 佐原大戸　給油所 大戸１４８９ 0478-54-6662

千葉県 香取市 太陽鉱油株式会社 Ｄ．Ｄ大栄インター　給油所 観音字下割９５２ 0478-58-1477

千葉県 香取市 笹本　勝啓 北佐原　給油所 佐原ニ５０３２ 0478-56-1654

千葉県 香取市 株式会社片野商店 水郷　給油所 三ノ分目２０３ 0478-82-1185

千葉県 香取市 有限会社増田幸蔵商店 水郷駅前　給油所 大倉７０１－１，４ 0478-57-0009

千葉県 香取市 髙岡　義徳 山田町　給油所 神生３７０－１ 0478-78-2609

千葉県 香取市 室田油料株式会社 小見川　給油所 小見川１２ 0478-82-2846

千葉県 香取市 三谷　正一 秋葉石油店田部　給油所 田部２４６８－３ 0478-78-4450

千葉県 香取市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ小見川店　給油所 野田４２５－１ 0478-80-1125

千葉県 香取市 岩井　文次 栗源　給油所 西田部字部田１３９４－１外 0478-75-2511

千葉県 香取市 株式会社磯德商店 佐原　給油所 佐原イ３９０－４ 0478ｰ52-3770

千葉県 山武市 野瀬　幸男 早船　給油所 早船１４２２ 0475-82-4328

千葉県 山武市 有限会社小川油店 山武西　給油所 埴谷２３６３－４ 0475-89-1125

千葉県 山武市 有限会社松尾商会 ロータスマツオ　給油所 松尾町大堤２６２ 0479-86-2133

千葉県 いすみ市 千葉石油株式会社 セルフ大原　給油所 若山３２－１ 0470-60-9320

千葉県 いすみ市 小高　早苗 夷隅　給油所 行川字原３０９－１ 0476-86-3952

千葉県 いすみ市 いすみ農業協同組合 中根　給油所 岬町中滝９８６－１ 0470-87-9341

千葉県 いすみ市 いすみ農業協同組合 ジャスポート千町　給油所 能実堰下３６－１ 0470-86-2016

千葉県 いすみ市 株式会社芝治商店 大原　給油所 大原８６５３ 0470-62-1030

千葉県 いすみ市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ大原店　給油所 日在２７１－１ 0470-60-9031

千葉県 大網白里市 千葉石油株式会社 セルフ大網駅前　給油所 駒込１６３１－１ 0475-70-9200

千葉県 大網白里市 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ大網　給油所 大網４６１－２ 0475-72-7796

千葉県 大網白里市 有限会社宇津木商店 桂山　給油所 桂山２９４－３ 0475-72-5654

千葉県 大網白里市 有限会社山田石油 池田一本松　給油所 池田８４－１ 0475-72-1666

千葉県 大網白里市 株式会社田邊文三郎商店 経田　給油所 経田３０２－１ 0475-72-1367

千葉県 大網白里市 有限会社かなや油店 大網白里第二　給油所 南今泉２７９２ 0475-77-2729

千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社東日本宇佐美 ５１号成田　給油所 篠山新田１２－２５ 043-469-9018

千葉県 印旛郡酒々井町 成田市農業協同組合 ＮＡＣＳ酒々井　給油所 中川字埜原谷津１０４－２ 0434-96-2036

千葉県 印旛郡酒々井町 有限会社柴宮商店 酒々井　給油所 上岩橋１１１１ 043-496-0530

千葉県 印旛郡酒々井町 有限会社柴宮商店 ニュー酒々井　給油所 伊篠１１５－１ 043-496-2527

千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ酒々井店　給油所 飯積１丁目２－９ 043-310-7516

千葉県 印旛郡栄町 アルプス東京株式会社 セルフ龍角寺　給油所 龍角寺８９１－１ 0476-37-6791

千葉県 香取郡多古町 かとり農業協同組合 多古　給油所 多古１４５６－１ 0479-76-2546

千葉県 香取郡多古町 石井　肇 柏熊　給油所 南玉造３８３３－２ 0479-76-8334

千葉県 香取郡多古町 浅野　主久 多古　給油所 多古２７３５ 0479-76-2111

千葉県 香取郡多古町 中央シェル石油販売株式会社 多古町染井　給油所 染井１４１－１ 0479-85-8531

千葉県 香取郡多古町 木内　建雄 六所　給油所 南中１８０－１ 0479-76-2328

千葉県 香取郡多古町 西野　和夫 五辻　給油所 飯笹１１６１ 0479-75-0118

千葉県 香取郡多古町 五木田　篤 多古水戸　給油所 水戸５４２－１ 0479-76-7220

千葉県 香取郡多古町 有限会社椎野石油 セルフ多古中央　給油所 染井１４０－１ 0479-76-5550

千葉県 香取郡多古町 有限会社油屋本店 多古　給油所 多古２７９－１ 0479-76-2105



千葉県 香取郡多古町 有限会社植松正男商店 御料地　給油所 十余三３８５ 0479-75-0351

千葉県 香取郡東庄町 有限会社大友石油 笹川　給油所 笹川い４７１３ 0478-86-0118

千葉県 香取郡東庄町 有限会社林寛躬商店 笹川　給油所 笹川い５５４９ 0478-86-0043

千葉県 香取郡東庄町 小和瀬　浩 東庄　給油所 粟野１３７０－１ 0478-87-0104

千葉県 香取郡東庄町 有限会社油屋商店 笹川中央　給油所 笹川い－６４７ 0478-86-0412

千葉県 香取郡東庄町 向後　正治 八重穂　給油所 八重穂２５０－１ 0478-87-0077

千葉県 香取郡東庄町 東庄石油有限会社 東庄　給油所 新宿２０５ 0478-86-1440

千葉県 山武郡九十九里町 有限会社オガワ 九十九里　給油所 片貝３２８６－４ 0475-76-2358

千葉県 山武郡九十九里町 有限会社タカハシサービスステーション 九十九里　給油所 片貝３１６７ 0475-76-2107

千葉県 山武郡芝山町 有限会社江波戸商店 芝山　給油所 小池９１９ 0479-77-0026

千葉県 山武郡芝山町 有限会社寿美屋商店 芝山　給油所 小池１０７４ 0479-77-0007

千葉県 山武郡横芝光町 有限会社小倉商店 木戸　給油所 木戸３９４５ 0479-84-2031

千葉県 山武郡横芝光町 有限会社石川石油 光町　給油所 宮川４５９６ 0479-84-0264

千葉県 山武郡横芝光町 川久石油株式会社 松尾インターチェンジ　給油所 遠山字庚塚２７６－１ 0476-82-0611

千葉県 長生郡一宮町 長生農業協同組合 一宮　給油所 一宮２３４６ 0475-42-4343

千葉県 長生郡睦沢町 長生農業協同組合 睦沢　給油所 森字生田９８－１ 0475-40-9778

千葉県 長生郡長生村 有限会社峰島商店 七井土　給油所 七井土１５１４ 04753-2-1762

千葉県 長生郡長生村 有限会社井下田商店 長生　給油所 七井土１３７２ 04753-2-2223

千葉県 長生郡白子町 長生農業協同組合 白子　給油所 五井２６１－１ 04753-3-2024

千葉県 長生郡白子町 佐藤石油株式会社 白子南　給油所 北高根字八反歩４０５９ 0475-33-6311

千葉県 長生郡白子町 有限会社梅澤石油 白子　給油所 南日当８４７－２ 0475-33-2330

千葉県 長生郡白子町 有限会社若林商店 北高根　給油所 北高根３６７８ 0475-33-2454

千葉県 長生郡長南町 有限会社加納商店 長南　給油所 米満３５ 0475-46-1161

千葉県 長生郡長南町 有限会社長誠屋 岩川　給油所 岩川字仲道３９０ 0475-46-1188

千葉県 夷隅郡大多喜町 有限会社オグラ産業 大多喜バイパス　給油所 船子８８５－３ 0470-82-8550

千葉県 夷隅郡大多喜町 朝生　隆三 大多喜　給油所 横山１２６８－１ 0470-82-2810

千葉県 夷隅郡大多喜町 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション大多喜　給油所 船子字船堀８５２－１ 0470-80-0039

千葉県 安房郡鋸南町 河野石油有限会社 小保田　給油所 小保田１７８ 0470-55-9563

千葉県 安房郡鋸南町 有限会社松井商店 勝山　給油所 竜島８７４ 0470-55-0117

東京都 中央区 東新エナジー株式会社 新川　給油所 新川２－１－７ 03-3553-2567

東京都 中央区 中央シェル石油販売株式会社 新橋　給油所 銀座８－１５－１３ 03-3541-8186

東京都 中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ日本橋店　給油所 日本橋小舟町２－５ 03-3663-9381

東京都 中央区 株式会社CAPITA 佃大橋　給油所 月島１－３ 03-3533-2441

東京都 中央区 豊海運輸商事株式会社 豊海　給油所 豊海町６－６ 03-3533-0658

東京都 港区 丸新石油株式会社 白金プラチナ通り　給油所 白金台５－４－８ 03-3441-4652

東京都 港区 東京石油販売有限会社 レインボーブリッジ　給油所 海岸３－７－１３ 03-3455-3678

東京都 港区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅニュー浜松町店　給油所 浜松町１丁目１８－１６ 03-3435-1020

東京都 港区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ白金店　給油所 白金台５－１６－１ 03-3446-0493

東京都 港区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高輪店　給油所 高輪２丁目１８－１０ 03-3441-2585

東京都 港区 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ芝浦 芝浦３－１７－１２ 03-5439-5605

東京都 新宿区 関東石油株式会社 西新宿　給油所 西新宿４－３９－３３ 03-3372-7281

東京都 新宿区 東新エナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ下落合駅前　給油所 中落合２－８－１５ 03-3953-5858

東京都 文京区 コスモ石油販売株式会社 駒込富士前　給油所 本駒込３－３０－２ 03-3946-7879

東京都 文京区 旭商事株式会社 本郷　給油所 向ヶ丘１－７－１１ 03-3868-0250

東京都 文京区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ氷川下店　給油所 大塚４丁目４－２ 03-3941-8644

東京都 台東区 富士オイル株式会社 上野動物園前　給油所 池之端４－１５－２ 03-3823-2281

東京都 台東区 株式会社小林茂商店 向柳原　給油所 浅草橋５－１０－６ 03-3851-6817

東京都 台東区 山田石油株式会社 上野山吹町　給油所 北上野２－１２－１０ 03-3841-4330

東京都 台東区 株式会社共栄オーメック 浅草　給油所 浅草５丁目７－４ 03-3876-0011

東京都 台東区 株式会社杉田商店 台東中央　給油所 浅草橋５－１１－３ 03-3851-5890

東京都 墨田区 ＳＫＭ株式会社 セルフ八広　給油所 八広４－２９－８ 03-3611-0477

東京都 墨田区 大成砿油株式会社 北斎通り　給油所 亀沢３－１０－６ 03-3625-4302

東京都 墨田区 田中燃料株式会社 本所　給油所 本所３－２－１ 03-3623-7676

東京都 墨田区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ向島　給油所 東向島６－６４－４ 03-3614-0414

東京都 墨田区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 厩橋ＳＳ　給油所 本所１－２４－１０ 03-3623-7681

東京都 墨田区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 菊川町ＳＳ　給油所 菊川３－２２－８ 03-3631-5682

東京都 墨田区 株式会社共栄オーメック 千歳町　給油所 千歳３－８－１０ 03-3631-8065



東京都 墨田区 株式会社共栄オーメック 石原町　給油所 石原町４－３７－１０ 03-3635-0846

東京都 墨田区 田実興産株式会社 石原　給油所 石原２－１３－３ 03-3625-3540

東京都 江東区 昭和礦油株式会社 セルフ有明　給油所 有明１－２－１８ 03-3529-3997

東京都 江東区 株式会社東日本宇佐美 東京ゲートブリッジ若洲　給油所 新木場１丁目１１番１１号 03-5569-7060

東京都 江東区 株式会社東日本宇佐美 豊洲市場　給油所 豊洲６－３－６ 03-6219-8051

東京都 江東区 太陽鉱油株式会社 東京ゲートブリッジ　給油所 新木場１－１０－１５ 03-3521-2535

東京都 江東区 日産興業株式会社 塩浜　給油所 塩浜２－１－３ 03-3647-0131

東京都 江東区 有限会社大木油店 千田町　給油所 千田２１－７ 03-3644-1351

東京都 江東区 山村産業株式会社 東砂　給油所 東砂２－１６－４ 03-3648-5811

東京都 江東区 株式会社新出光 セルフＮＥＷ江東　給油所 南砂２－３１－１３ 03-3644-3241

東京都 江東区 イタバシ株式会社 セルフ北砂　給油所 北砂２－１－２８ 03-6666-3185

東京都 江東区 中央シェル石油販売株式会社 亀戸　給油所 亀戸９－２４－１９ 03-5626-4511

東京都 江東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ深川店　給油所 木場２－１－５ 03-3642-8875

東京都 江東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ清洲橋店　給油所 清澄１丁目４－１ 03-3641-7372

東京都 江東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ枝川店　給油所 枝川１丁目４－１ 03-3644-0775

東京都 江東区 株式会社長谷川 亀戸　給油所 亀戸４－１９－１１ 03-3681-8283

東京都 江東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ潮見公園店 潮見１－３－２ 03-5633-8747

東京都 江東区 株式会社東日本宇佐美 ３５７号湾岸有明給油所 東雲２－１２－１１ 03-3528-0377

東京都 品川区 昭和礦油株式会社 セルフ旗の台　給油所 旗の台１－３－２１ 03-5702-8818

東京都 品川区 株式会社リブエナジーシステムズ 大井町　給油所 東大井２－１－１０ 03-3763-6789

東京都 品川区 旭商事株式会社 戸越　給油所 平塚１－２１－１０ 03-3784-0381

東京都 品川区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ平塚橋　給油所 平塚２－１１－１６ 03-3781-1661

東京都 品川区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ戸越店　給油所 平塚１丁目２－４ 03-3786-9111

東京都 品川区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ品川店　給油所 東品川３丁目１－１２ 03-3471-8654

東京都 品川区 株式会社菊池石油 プラザ戸越　給油所 豊町６－６－２ 03-3782-8314

東京都 品川区 大谷石油株式会社 西五反田　給油所 西五反田７丁目２３番１号 03-3494-2576

東京都 品川区 東和興産株式会社 天王洲　給油所 東品川１－１８－５ 03-3471-4341

東京都 目黒区 出光リテール販売株式会社 八雲　給油所 八雲５－１３－１９ 03-3723-8161

東京都 目黒区 株式会社鈴美商事 セルフ駒沢通り　給油所 五本木３－２６－６ 03-6451-0703

東京都 目黒区 株式会社佐藤商会 ＣａＲｅＳ中目黒　給油所 上目黒１－７－１３ 03-3462-2880

東京都 目黒区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七目黒南店　給油所 南１丁目１６－５ 03-3717-1285

東京都 目黒区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七碑文谷店　給油所 南２－１２－１７ 03-3718-5296

東京都 目黒区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ柿の木坂店　給油所 平町１－２０－２ 03-3718-8080

東京都 目黒区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ目黒店　給油所 中町１丁目７－８ 03-3713-5344

東京都 大田区 昭和礦油株式会社 セルフ池上　給油所 仲池上２－７－６ 03-3753-1221

東京都 大田区 昭和礦油株式会社 セルフ平和島口　給油所 大森本町１－９－１１ 03-3761-0779

東京都 大田区 二引株式会社 蓮沼　給油所 西蒲田７－１６－３ 03-3738-2851

東京都 大田区 株式会社尾田商店 京浜島　給油所 京浜島２－３－１ 03-3790-3611

東京都 大田区 山一石油株式会社 南六郷　給油所 本羽田１－１７－９ 03-3741-2942

東京都 大田区 川田商事有限会社 雑色　給油所 東六郷２－８－７ 03-3736-1167

東京都 大田区 株式会社鈴美商事 セルフ大田中央　給油所 中央３－３－１ 03-3775-1500

東京都 大田区 太陽鉱油株式会社 城南島　給油所 城南島七丁目１番５号 03-3799-6761

東京都 大田区 株式会社河原商店 ウィング森ヶ崎　給油所 大森南３－１７－１３ 03-3743-2512

東京都 大田区 富国石油販売株式会社 プラザ雪ケ谷　給油所 石川町２－７－４ 03-3729-1363

東京都 大田区 昭和礦油株式会社 エコ平和島　給油所 平和島５－２－１ 03-3765-5366

東京都 大田区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ洗足池店　給油所 上池台２丁目１－２ 03-3720-6182

東京都 大田区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ第一京浜蒲田店　給油所 仲六郷１丁目５２－１０ 03-5480-7744

東京都 大田区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東久が原店　給油所 久が原２丁目２０－１１ 03-3751-4811

東京都 大田区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ下丸子店　給油所 下丸子４－１－７ 03-3759-0905

東京都 大田区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 東京平和島ＴＳ　給油所 平和島３－１－２５ 03-3764-0068

東京都 大田区 株式会社鈴美商事 羽田　給油所 羽田旭町３－１ 03-6451-0703

東京都 大田区 株式会社一色商事 西六郷　給油所 西六郷２－１４－３ 03-3731-1864

東京都 大田区 株式会社高橋商店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ羽田　給油所 羽田旭町１２－５ 03-3743-2344

東京都 大田区 株式会社高橋商店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平和島　給油所 平和島５－１０－５ 03-3765-0811

東京都 大田区 株式会社鈴美商事 セルフ多摩川　給油所 矢口３－８－１２ 03-6459-8982

東京都 大田区 株式会社鈴美商事 南蒲田サービスステーション 南蒲田３－１－１２ 03-3744-3136

東京都 大田区 垣見油化株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオートジョイ環七馬込　給油所 東馬込２－１９－７ 03-3777-5084



東京都 大田区 高砂興産株式会社 東調布　給油所 鵜の木３－５－１ 03-3750-2967

東京都 大田区 株式会社田代油店 大森東５丁目　給油所 大森東５丁目１番４号 03-3762-2917

東京都 大田区 東和興産株式会社 プレステージ大森　給油所 大森中１－１７－２２ 03-3765-5300

東京都 世田谷区 中央石油株式会社 用賀　給油所 上用賀６－２６－１１ 03-3425-3327

東京都 世田谷区 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション千歳船橋　給油所 船橋６－３－４ 03-3302-5362

東京都 世田谷区 シンエネ商事株式会社 エクスプレス八幡山　給油所 八幡山３－３８ 03-5316-4452

東京都 世田谷区 東洋油脂株式会社 駒沢　給油所 深沢６－３－１ 03-3702-8027

東京都 世田谷区 三信石油株式会社 セルフ玉堤クルー１９　給油所 玉堤１－６－２ 03-3703-1331

東京都 世田谷区 株式会社鈴美商事 セルフ等々力　給油所 等－力７－１－１ 03-5758-6509

東京都 世田谷区 日新商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環八砧　給油所 砧２－１－２８ 03-3417-2581

東京都 世田谷区 相愛鉱油株式会社 弦巻町　給油所 弦巻２－３０－１１ 03-3425-0211

東京都 世田谷区 昭和礦油株式会社 セルフ田園調布　給油所 尾山台３－３－３ 03-3702-1124

東京都 世田谷区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ松原　給油所 松原６－４２－９ 03-3323-5136

東京都 世田谷区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ代田橋　給油所 大原２－２７－１５ 03-3321-4573

東京都 世田谷区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ下北沢店　給油所 代沢４丁目４５－５ 03-3413-1695

東京都 世田谷区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ芦花公園店　給油所 八幡山２丁目２５－７ 03-5316-5715

東京都 世田谷区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ駒沢店　給油所 新町２－１－２ 03-3421-7006

東京都 世田谷区 株式会社大勝 喜多見　給油所 喜多見２－８－２ 03-3417-1351

東京都 世田谷区 三愛リテールサービス株式会社 オブリプラーザ下馬　給油所 下馬１－２０－９ 03-3410-0631

東京都 世田谷区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ烏山店 北烏山６丁目１－１ 03-3309-5411

東京都 世田谷区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東京インター店 瀬田５丁目３９－２５ 03-3708-7171

東京都 世田谷区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 馬事公苑ＳＳ 上用賀２－４－１８ 03-3425-0648

東京都 世田谷区 大同興業株式会社 玉川　給油所 野毛３－２１－１１ 03-3702-5191

東京都 世田谷区 明光石油株式会社 セルフ上野毛　給油所 上野毛１－７－９ 03-3703-2427

東京都 世田谷区 株式会社東日本宇佐美 環七大原 大原２－１１－１０ 03-5355-3228

東京都 渋谷区 昭和礦油株式会社 富ケ谷　給油所 富ケ谷２－２０－３ 03-3467-5466

東京都 渋谷区 ヤジマ石油株式会社 初台　給油所 代－木４－５８－６ 03-3379-1650

東京都 渋谷区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ渋谷店　給油所 渋谷２丁目１６－１ 03-3400-3452

東京都 渋谷区 株式会社共栄オーメック セルフ清水橋　給油所 本町３５－１８ 03-3373-1324

東京都 中野区 コスモ石油販売株式会社 中野哲学堂　給油所 江古田１－７－３ 03-5982-9401

東京都 中野区 株式会社杉並モータース 中野坂上　給油所 本町２－４６－１９ 03-3379-7080

東京都 中野区 中央シェル石油販売株式会社 哲学堂　給油所 松ケ丘２－２５－１２ 03-3385-7705

東京都 中野区 株式会社中野屋 東中野　給油所 東中野１－１１－１４ 03-3363-3564

東京都 中野区 サンユエネルギー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中野哲学堂　給油所 江古田１－３８－１９ 03-3953-1071

東京都 杉並区 株式会社上井草 セルフ善福寺　給油所 善福寺１－３４－３０ 03-3399-4719

東京都 杉並区 有限会社斉藤商店 上高井戸　給油所 上高井戸１－２３－２ 03-3302-4227

東京都 杉並区 中央シェル石油販売株式会社 井草メイティ　給油所 井草１－３３－７ 03-3399-8223

東京都 杉並区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ杉並方南通り店　給油所 大宮２丁目６－６ 03-5377-4833

東京都 杉並区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ環七大原店　給油所 和泉１丁目２１－１０ 03-3323-5359

東京都 杉並区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ荻窪店　給油所 南荻窪１丁目６－１９ 03-5336-3607

東京都 杉並区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七堀之内店　給油所 和田２丁目３９－３ 03-3313-7952

東京都 杉並区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ下高井戸店　給油所 下高井戸１丁目１１－１３ 03-3323-1341

東京都 杉並区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ浜田山店　給油所 浜田山３丁目３６－２ 03-3311-7677

東京都 杉並区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上井草店 上井草２丁目６－１ 03-5311-1586

東京都 杉並区 安藤石油株式会社 ニュー和泉町　給油所 和泉３－５８－２１ 03-3323-2139

東京都 杉並区 サンユエネルギー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ阿佐ヶ谷　給油所 阿佐谷北４丁目２７－１３ 03-5327-5496

東京都 豊島区 幸伸興業株式会社 セルフ池袋　給油所 池袋１－１６－２８ 03-3971-5559

東京都 豊島区 中央シェル石油販売株式会社 西巣鴨　給油所 西巣鴨４－１４－１ 03-3916-4141

東京都 豊島区 東京燃料林産株式会社 池袋　給油所 東池袋４－７－２ 03-3984-0681

東京都 北区 昭和礦油株式会社 セルフ尾久　給油所 昭和町２丁目４番１５号 03-3893-1433

東京都 北区 株式会社東日本宇佐美 環七十条　給油所 上十条５－５－１ 03-3909-8514

東京都 北区 有限会社樋口商店 東王子　給油所 豊島３－１３－１０ 03-3911-5088

東京都 北区 有限会社高木石油 浮間町　給油所 浮間５－９－１３ 03-3969-4626

東京都 北区 株式会社荒木 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ滝野川　給油所 滝野川７－５０－１０ 03-3917-0710

東京都 北区 株式会社三田商店 赤羽環八　給油所 赤羽北１－２５－６ 03-3909-3378

東京都 北区 株式会社共栄オーメック セルフ十条台　給油所 上十条１－１－９ 03-3909-6998

東京都 北区 城北石油株式会社 城北　給油所 神谷３－２９－２０ 03-3902-0136



東京都 北区 平岩石油販売株式会社 セルフ赤羽西　給油所 赤羽西６－１０－１９ 03-3909-6001

東京都 荒川区 有限会社尾川商会 西日暮里　給油所 西日暮里６－１３－４ 03-3893-0888

東京都 荒川区 株式会社共栄オーメック 尾竹橋　給油所 町屋６－３２－２４ 03-3895-5859

東京都 荒川区 株式会社小高商事 電化通り　給油所 町屋４－３６－８ 03-3895-2266

東京都 荒川区 東和興産株式会社 プレステージミノワ　給油所 南千住５－１１－１ 03-3807-9151

東京都 板橋区 大東実業株式会社 新河岸　給油所 新河岸１－７－２ 03-3931-2261

東京都 板橋区 シンエネ商事株式会社 シンエネ板橋　給油所 東山町３０－２ 03-5986-2150

東京都 板橋区 日米石油株式会社 志村　給油所 志村１－１２－１９ 03-3966-6252

東京都 板橋区 イタバシ株式会社 セルフ徳丸　給油所 徳丸６－４８－９ 03-3936-1631

東京都 板橋区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ志村　給油所 志村１－１２－２４ 03-5939-8807

東京都 板橋区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七板橋店　給油所 富士見町１－５ 03-3961-0340

東京都 板橋区 株式会社長谷川 高島平　給油所 相生町２１ 03-3550-6551

東京都 板橋区 川端石油株式会社 志村橋　給油所 東坂下２－３－８ 03-3967-4591

東京都 板橋区 川端石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ赤塚公園店　給油所 高島平３丁目２－２ 03-3979-2912

東京都 板橋区 川端石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松月院通り店　給油所 赤塚５丁目２－６ 03-3930-0533

東京都 板橋区 川端石油株式会社 見次公園　給油所 前野町３－２１－６ 03-3969-3726

東京都 板橋区 株式会社共栄オーメック セルフＲ２５４中板橋　給油所 弥生町８２－４ 03-3958-0316

東京都 板橋区 川端石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高島平店　給油所 高島平１－７７－１５ 03-3934-9333

東京都 板橋区 平岩石油販売株式会社 セルフ高島平　給油所 高島平２－４－４ 03-3936-8550

東京都 板橋区 平岩石油販売株式会社 セルフ志村　給油所 坂下３－３－６ 03-3966-1585

東京都 板橋区 平岩石油販売株式会社 板橋　給油所 氷川町７－６ 03-3579-3716

東京都 板橋区 平岩石油販売株式会社 セルフ東坂下　給油所 東坂下１－４－１ 03-3969-5898

東京都 板橋区 株式会社東日本宇佐美 セルフ１７号板橋本町 本町４０－６ 03-6905-5565

東京都 練馬区 株式会社東日本宇佐美 練馬　給油所 谷原１－９－２ 03-3995-9110

東京都 練馬区 株式会社東日本宇佐美 環八谷原　給油所 高野台４－１４－１７ 03-3995-9638

東京都 練馬区 中央石油株式会社 大泉　給油所 東大泉４－１３－５ 03-3923-0014

東京都 練馬区 中央石油株式会社 春日町　給油所 春日町２－５－１９ 03-3926-8495

東京都 練馬区 三愛リテールサービス株式会社 セルフ大泉　給油所 大泉学園町４－２０－１６ 03-5947-4521

東京都 練馬区 株式会社荒木 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ石神井　給油所 下石神井５－１７－７ 03-6975-9471

東京都 練馬区 イタバシ株式会社 セルフ大泉学園　給油所 大泉学園町６丁目３０番２９号 03-3925-0291

東京都 練馬区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大泉西店　給油所 大泉学園町３丁目２１－８ 03-3925-0210

東京都 練馬区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ練馬インター店　給油所 谷原５丁目３０－７ 03-3921-7901

東京都 練馬区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七豊玉店　給油所 豊玉中２丁目１３－１１ 03-3993-6141

東京都 練馬区 株式会社吉田商店 石神井台　給油所 石神井台３－３３－２ 03-3992-1411

東京都 練馬区 株式会社吉田商店 プリテール光が丘　給油所 高松５－１７－７ 03-5910-4011

東京都 練馬区 株式会社松勇 ＥｎｅＪｅｔＤｒ．Ｄｒｉｖｅ高松　給油所 高松３－３－５ 03-5987-8091

東京都 練馬区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 谷原ＳＳ 高松６－２７－１ 03-5910-7297

東京都 練馬区 株式会社市川燃料店 大泉学園　給油所 大泉学園町８－９－２２ 03-3924-2266

東京都 練馬区 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ光が丘 田柄５－９－１ 03-3999-0555

東京都 足立区 株式会社東日本宇佐美 足立入谷　給油所 入谷４－２０－５ 03-3856-3886

東京都 足立区 株式会社ダイワエナジー 入谷　給油所 入谷７－５－３ 03-3897-3801

東京都 足立区 ヤオキン商事株式会社 千住新橋ランプ前　給油所 足立１－３－１２ 03-3852-2555

東京都 足立区 ヤジマ石油株式会社 上沼田　給油所 鹿浜７－１２－７ 03-3898-5003

東京都 足立区 ヤジマ石油株式会社 セルフ谷在家　給油所 谷在家１－１８－８ 03-3890-1790

東京都 足立区 ヤジマ石油株式会社 東栗原　給油所 青井６－２１－８ 03-3889-8107

東京都 足立区 田中商事株式会社 西綾瀬　給油所 西綾瀬２－４－１ 03-3840-8814

東京都 足立区 青木石油商事株式会社 足立谷在家　給油所 西新井７－１９－１５ 03-3896-1949

東京都 足立区 株式会社古橋商店 花畑中央　給油所 南花畑２－７－３ 03-3858-3951

東京都 足立区 株式会社栃木屋商店 花畑　給油所 南花畑２－３１－２ 03-3884-1568

東京都 足立区 有限会社田辺石油 椿　給油所 椿２－２３－４ 03-3890-0824

東京都 足立区 中外石油株式会社 保木間　給油所 保木間１－１９－５ 03-3883-1416

東京都 足立区 中央シェル石油販売株式会社 環七亀有　給油所 中川４－３０－１１ 03-5856-0671

東京都 足立区 中央シェル石油販売株式会社 ルート１１西新井　給油所 西新井７－１１－４ 03-3854-1062

東京都 足立区 中央シェル石油販売株式会社 セルフ千住　給油所 千住河原町１－７ 03-3888-9401

東京都 足立区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大谷田店　給油所 大谷田４丁目１－２９ 03-3606-9866

東京都 足立区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ足立佐野店　給油所 佐野１－２９－１ 03-5697-8061

東京都 足立区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七足立店　給油所 大谷田３－１－１６ 03-5613-0517



東京都 足立区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ保木間店　給油所 保木間４－１－３ 03-5686-7111

東京都 足立区 堀川産業株式会社 伊興町　給油所 西伊興四丁目６－２９ 03-3899-4392

東京都 足立区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 西新井大師前　給油所 西新井７－１－１ 03-3896-3341

東京都 足立区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七江北店 江北６丁目４－１０ 03-3854-1188

東京都 足立区 株式会社井口油店 北千住　給油所 千住宮元町２－６ 03-3888-1119

東京都 足立区 有限会社帝国鉱油 東保木間　給油所 東保木間２－２－２ 03-3850-7405

東京都 足立区 協和興業株式会社 アロピット綾瀬　給油所 綾瀬２－２－８ 03-3601-2563

東京都 足立区 株式会社エノモト 鹿浜　給油所 鹿浜１丁目１０番１４号 03-3899-5520

東京都 葛飾区 有限会社関森 柴又　給油所 柴又４－３６－１８ 03-3659-8431

東京都 葛飾区 大成砿油株式会社 本田　給油所 四ッ木４－３０－２２ 03-3693-2455

東京都 葛飾区 共栄石油株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＲ６葛飾青戸　給油所 青戸４－１４－１０ 03-3601-5855

東京都 葛飾区 保土田　好信 アロピット奥戸　給油所 奥戸２－４４－１ 03-3691-2646

東京都 葛飾区 寺島商事株式会社 上平井　給油所 西新小岩５－１９－１ 03-3692-4546

東京都 葛飾区 株式会社共栄オーメック 柴又　給油所 柴又６－５－１ 03-3659-3329

東京都 葛飾区 株式会社コプローサいのうえ セルフおくど　給油所 奥戸８－２４－６ 03-5671-2567

東京都 江戸川区 江戸川石油株式会社 宇喜田　給油所 西葛西４－６－１６ 03-3680-2440

東京都 江戸川区 深野石油販売株式会社 平井大橋　給油所 平井６－４１－１２ 03-3612-7729

東京都 江戸川区 大高石油販売株式会社 宇喜田橋　給油所 宇喜田町１０７８ 03-3688-1167

東京都 江戸川区 大高石油販売株式会社 船堀　給油所 船堀７－１３－１９ 03-3680-3118

東京都 江戸川区 共栄石油株式会社 船堀松江　給油所 松江６－１－２４ 03-5667-3131

東京都 江戸川区 共栄石油株式会社 Ｒ１４京葉篠崎インター　給油所 篠崎町８－１０－１９ 03-5636-4141

東京都 江戸川区 井原商事有限会社 北小岩　給油所 北小岩２－３２－３ 03-3658-7621

東京都 江戸川区 行船石油株式会社 ステラ行船　給油所 西葛西１－１３－１ 03-3687-1281

東京都 江戸川区 有限会社芦田商店 セルフ谷河内　給油所 谷河内１－１７－２５ 03-3679-3311

東京都 江戸川区 愛宕興産株式会社 鹿骨　給油所 鹿骨５－１９－１ 03-3676-6121

東京都 江戸川区 ケイノ石油株式会社 新小岩　給油所 松島３－４１－８ 03-3653-1551

東京都 江戸川区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南葛西店　給油所 南葛西６丁目１４－１２ 03-5605-8512

東京都 江戸川区 株式会社共栄オーメック 小岩　給油所 北小岩３－１５－１９ 03-3895-5859

東京都 江戸川区 宮崎石油株式会社 南小岩　給油所 東小岩１－８－７ 03-3673-7111

東京都 江戸川区 有限会社芦田商店 東京一谷河内　給油所 谷河内２－１０－１３ 03-3670-3311

東京都 江戸川区 有限会社矢島油店 南篠崎　給油所 南篠崎町１－１９－８ 03-3670-2545

東京都 江戸川区 株式会社大野石油 新船堀橋　給油所 東小松川４－２３－７ 03-3656-1338

東京都 江戸川区 東京東部運輸事業協同組合 東部組合　給油所 西一之江二丁目２１番１５号 03-3656-5630

東京都 八王子市 株式会社東日本宇佐美 １６号八王子インター　給油所 宇津木町７６１－１ 0426-92-0698

東京都 八王子市 菱美産業株式会社 美山　給油所 美山町１８５５ 0426-51-3321

東京都 八王子市 中央石油株式会社 セルフ堀之内　給油所 堀之内２－１－４ 042-670-2520

東京都 八王子市 株式会社ＭＩＣ ニコニコステーション堀之内　給油所 堀之内２－１２－３ 042-689-5011

東京都 八王子市 ミンバイ石油株式会社 セルフ八王子鑓水　給油所 鑓水１４００ 0426-76-8331

東京都 八王子市 株式会社林商会 大塚　給油所 大塚１５０５ 042-676-7777

東京都 八王子市 有限会社石川商事 御陵　給油所 東浅川町４２－４ 042-663-1658

東京都 八王子市 日新商事株式会社 セルフ八王子高倉　給油所 高倉町５１－９ 042-645-2931

東京都 八王子市 株式会社荒木 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八王子　給油所 元横山町１－１５－１ 042-645-1165

東京都 八王子市 出光リテール販売株式会社 ポプラ八王子　給油所 子安町３－２６－２ 042-623-0369

東京都 八王子市 株式会社京南 八王子インター　給油所 左入町１７３ 042-691-2163

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ松木店　給油所 松木２９－２ 042-679-1011

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八王子堀之内店　給油所 堀之内３－３１－１ 042-670-3501

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ椚田店　給油所 椚田町５５３－１９ 042-662-5600

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅめじろ台店　給油所 めじろ台２－６５－８ 042-666-3646

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ絹ヶ丘店　給油所 絹ケ丘１－２３－３ 042-637-4649

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ都立大前店　給油所 上柚木２－８－７ 042-677-3431

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八王子中野店　給油所 中野上町２－１－１ 042-634-9153

東京都 八王子市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション八王子堀之内　給油所 堀之内８８０－２ 042-653-3562

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八王子みなみ野店 小比企町３５００－２ 042-632-2411

東京都 八王子市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 八王子戸吹ＳＳ 戸吹町１４６９－１ 042-692-3632

東京都 八王子市 株式会社内山石油店 ルート４１１左入町　給油所 左入町４２５ 042-691-1626

東京都 八王子市 株式会社ムラタ セルフコンコース陣馬　給油所 大楽寺町１９５－１ 042-651-4250

東京都 八王子市 三田石油株式会社 川口町　給油所 川口町３２７４ 042-654-3277



東京都 立川市 有限会社貫井商事 松中団地　給油所 一番町５－１－１ 042-531-3623

東京都 立川市 出光リテール販売株式会社 セルフ玉川上水　給油所 幸町５－８５－５ 042-535-3230

東京都 立川市 出光リテール販売株式会社 立川南　給油所 錦町５－１８－１０ 042-526-0887

東京都 立川市 コスモ石油販売株式会社 セルフアンドカーケアステーションすずかけ通り　給油所 柏町１－２８－３ 042-536-9631

東京都 立川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ立川幸町店　給油所 幸町１丁目３２－１ 042-536-6304

東京都 立川市 株式会社ＮＳコーポレーション セルフ砂川　給油所 砂川町４－１８－１ 042-538-7212

東京都 武蔵野市 垣見油化株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオートジョイ吉祥寺　給油所 吉祥寺南町３－５－３ 0422-45-6400

東京都 三鷹市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三鷹店　給油所 上連雀８丁目４－５ 0422-43-2820

東京都 三鷹市 武蔵石油株式会社 野崎　給油所 野崎３－２４－１０ 0422-31-2366

東京都 青梅市 青梅オートサービス興業株式会社 青梅藤橋　給油所 藤橋３－７－４ 0428-31-9711

東京都 青梅市 金桝石油株式会社 オートイン千ヶ瀬　給油所 千ヶ瀬４－３１３－２ 0428-24-1505

東京都 青梅市 金桝石油株式会社 オートイン大門　給油所 大門２－１８３－１１ 0428-32-0482

東京都 青梅市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ青梅店　給油所 新町１－１８－１１ 0428-31-4672

東京都 青梅市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション東青梅　給油所 師岡町４－１３－３ 0428-23-5105

東京都 青梅市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション青梅インター　給油所 新町６丁目１９－１ 0428-32-5605

東京都 青梅市 株式会社泰正社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフカートピア青梅インター　給油所 今井町３－１－５ 0428-30-1235

東京都 青梅市 株式会社フクダオイル 青梅日向和田　給油所 日向和田３丁目５２６ 0428-23-0138

東京都 青梅市 株式会社ＮＳコーポレーション ニュー青梅　給油所 河辺町６－３０－９ 0428-24-3666

東京都 府中市 有限会社ケイ・コーポレーション 中河原　給油所 住吉町４－１１－４ 042-366-1260

東京都 府中市 株式会社荒木 府中　給油所 緑町３－７－１ 042-368-2412

東京都 府中市 出光リテール販売株式会社 セルフ府中緑町　給油所 緑町１－１７－２ 042-336-7091

東京都 府中市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ府中栄町店　給油所 栄町２－２０－５ 042-334-5288

東京都 府中市 ＭＡＸエネルギー株式会社 府中　給油所 天神町４－３２－１ 042-362-6336

東京都 府中市 株式会社荒木 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ府中　給油所 是政二丁目２－４３ 042-334-9533

東京都 府中市 有限会社庭商店 府中東　給油所 白糸台３－２４－１ 042-361-8148

東京都 昭島市 コスモ石油販売株式会社 昭島中央　給油所 昭和町１－７－６ 0425-41-0636

東京都 昭島市 シンエネ商事株式会社 シンエネ昭島　給油所 拝島町１－１７－２６ 045-545-1701

東京都 昭島市 株式会社京南 ふるーる拝島　給油所 拝島町３－１５－１１ 042-544-0515

東京都 昭島市 東京燃料林産株式会社 昭島　給油所 武蔵野２－６－１８ 042-519-8005

東京都 調布市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ調布店　給油所 上石原１丁目４５－２ 042-482-2305

東京都 調布市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション調布　給油所 飛田給２－３３－６ 042-488-1686

東京都 町田市 株式会社東日本宇佐美 ２４６号つくし野横浜インター　給油所 つくし野４－３６－１ 045-922-9461

東京都 町田市 中央石油株式会社 セルフ金井　給油所 金井町２５２３－４ 042-708-3450

東京都 町田市 株式会社カイト Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ相原店　給油所 相原町２１７１－１ 042-770-6565

東京都 町田市 株式会社髙木商店 ライフモア町田　給油所 図師町３３７６ 042-791-1862

東京都 町田市 株式会社髙山商店 高山　給油所 旭町１－２５－２３ 042-722-1851

東京都 町田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鶴川店　給油所 能ヶ谷４丁目４－１ 042-734-1077

東京都 町田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ忠生店　給油所 忠生１－２１－５ 042-792-2471

東京都 町田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ町田小川店　給油所 小川２－２８－７ 042-795-6013

東京都 町田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木曽店　給油所 木曽西３－６－８ 042-793-5999

東京都 町田市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション桜美林学園前　給油所 根岸２－２０－１０ 042-793-3313

東京都 町田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ町田店　給油所 小山ヶ丘２丁目２－２０ 042-798-4288

東京都 町田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ多摩境店 小山ヶ丘３－２－１８ 042-798-2361

東京都 町田市 株式会社札幌タヤス 多摩　給油所 小野路町３１２８－１ 042-735-7744

東京都 小金井市 出光リテール販売株式会社 セルフさくら小金井　給油所 貫井南町１－８－１８ 042-383-1088

東京都 小金井市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ小金井 中町２－１１－５ 042-383-8281

東京都 小平市 出光リテール販売株式会社 プリテール小平東　給油所 花小金井３－３１－３３ 0424-77-3011

東京都 小平市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花小金井店　給油所 花小金井３丁目２１－１０ 042-467-0067

東京都 小平市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小平店　給油所 大沼町四丁目５１番２４号 042-346-0211

東京都 小平市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 久留米ニュータウンＳＳ 大沼町４－５０－１ 042-348-1320

東京都 小平市 有限会社吉田商事 セルフ小平　給油所 仲町２００ 042-341-2361

東京都 小平市 滝島商事株式会社 小平喜平町　給油所 喜平町１－２－２２ 042-324-0771

東京都 日野市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション日野多摩平　給油所 多摩平６－８－８ 0425-87-9210

東京都 日野市 株式会社荒木 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高幡不動　給油所 三沢１丁目３４－７ 042-592-2494

東京都 日野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ日野店　給油所 上田１１４－１ 042-843-2780

東京都 東村山市 日米礦油株式会社 東村山　給油所 栄町３－５－２４ 042-394-3600

東京都 東村山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新秋津店 秋津町１丁目２５－１ 042-397-3007



東京都 国分寺市 株式会社安喜 国分寺西町　給油所 西町２－２９－１１ 0425-75-0257

東京都 国分寺市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション弁天通り　給油所 西町５－２３－２ 042-577-7912

東京都 国分寺市 武蔵石油株式会社 ステージ２１国分寺　給油所 南町１－１４－１２ 042-321-2240

東京都 国立市 佐藤商事株式会社 ラビングプラザ　給油所 西１－４－６ 042-523-2807

東京都 国立市 株式会社エノモト Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ国立府中インター　給油所 谷保６－１－１ 042-574-7211

東京都 福生市 有限会社古谷商店 福生駅前　給油所 福生６４３－１ 042-552-3757

東京都 福生市 出光リテール販売株式会社 セルフ福生　給油所 熊川３５０ 042-551-3170

東京都 福生市 金桝石油株式会社 オートイン福生　給油所 志茂１６番地 042-551-0555

東京都 狛江市 大久保商事株式会社 狛江田中橋　給油所 中和泉３－２９－１５ 03-3489-5552

東京都 東大和市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション東大和　給油所 立野３－１１９５－１ 042-590-7050

東京都 東大和市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ東大和仲原 仲原３－１９－１ 042-562-9966

東京都 清瀬市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ清瀬店　給油所 梅園２丁目８－１６ 042-492-4780

東京都 清瀬市 松村石油株式会社 清瀬　給油所 中里１－７３３ 042-491-7358

東京都 東久留米市 有限会社貫井商事 東久留米　給油所 大門町１－１－２２ 0424-71-3271

東京都 東久留米市 株式会社一光 ひばりヶ丘　給油所 学園町２－１－２７ 042-421-0633

東京都 東久留米市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東久留米店 八幡町１丁目１－６３ 042-475-6279

東京都 武蔵村山市 株式会社波多野石油 武蔵村山市役所前　給油所 中央３－２－２ 042-562-1500

東京都 武蔵村山市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション伊奈平　給油所 伊奈平５－６１－１ 042-560-7711

東京都 武蔵村山市 出光リテール販売株式会社 クルマークショップ大南　給油所 大南２－４４－２ 042-564-0890

東京都 多摩市 出光リテール販売株式会社 セルフ多摩　給油所 乞田６４６ 042-339-4021

東京都 多摩市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ聖ヶ丘店　給油所 聖ヶ丘５丁目１４１８－７ 042-374-5745

東京都 多摩市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ多摩中央店　給油所 関戸６－６－１３ 042-374-9558

東京都 多摩市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ多摩南店　給油所 永山６丁目２２－１ 042-375-8989

東京都 多摩市 有限会社永山石油 多摩ニュータウン　給油所 永山１－２－１１ 042-374-2043

東京都 稲城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ稲城店　給油所 東長沼１２１５ 042-377-4365

東京都 稲城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ稲城市役所前店 東長沼２１０７－１ 042-379-2281

東京都 羽村市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション羽村　給油所 羽西１－１２－１ 042-570-1383

東京都 羽村市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ羽店　給油所 羽加美１－２９－９ 042-570-7570

東京都 羽村市 伊吹アポロ株式会社 羽村四面道　給油所 緑ヶ丘２－１７－２５ 042-554-5568

東京都 羽村市 株式会社ＮＳコーポレーション 羽村　給油所 神明台２－２－９ 042-554-0710

東京都 羽村市 株式会社ＮＳコーポレーション 羽村ニュータウン　給油所 栄町２－９－２３ 042-554-5384

東京都 あきる野市 株式会社南部燃料 マインドホース秋川　給油所 野辺２９０－１ 0425-50-1188

東京都 あきる野市 有限会社松本商店 五日市　給油所 五日市１２６ 042-596-0010

東京都 あきる野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフあきる野店　給油所 秋川４丁目５－５ 042-550-2424

東京都 あきる野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ秋川店　給油所 秋川６－１６－３ 042-550-1731

東京都 あきる野市 田口石油株式会社 あきる野多摩橋　給油所 平沢８７９－１ 042-558-6734

東京都 あきる野市 田口石油株式会社 あきる野インター　給油所 油平１９３－１ 042-550-4728

東京都 あきる野市 有限会社杉田燃料店 秋留台　給油所 二宮６６９－５ 042-559-7705

東京都 西東京市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西東京店　給油所 中町１丁目３－６ 042-421-2294

東京都 西多摩郡瑞穂町 コスモ石油販売株式会社 ルート１６箱根ケ崎　給油所 箱根ケ崎東松原６－１４ 0425-56-6371

東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 瑞穂バイパス　給油所 富士山栗原新田２５３－１ 042-556-9887

東京都 西多摩郡瑞穂町 有限会社川口商店 元狭山　給油所 二本木７８１－３ 042-557-0358

東京都 西多摩郡瑞穂町 エネクスフリート株式会社 ルート１６横田　給油所 むさし野３－２－１ 0425-53-7670

東京都 西多摩郡瑞穂町 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ瑞穂 大字二本木４４５－１ 042-568-0361

東京都 西多摩郡日の出町 有限会社田中石油店 日の出　給油所 大字平井２６７８ 042-597-0103

東京都 西多摩郡檜原村 谷合　広之 檜原　給油所 ３９５ 042-598-0017

東京都 西多摩郡檜原村 山王商事有限会社 秋川　給油所 ４５７－２ 042-598-0113

東京都 西多摩郡奥多摩町 有限会社小林石油 奥多摩　給油所 丹三郎２５－１ 04288-5-2590

東京都 大島町 有限会社白石石油 大島元町　給油所 元町１－１１－４ 04922-2-2541

東京都 大島町 株式会社カワシマ 大島　給油所 岡田字榎戸１６－１ 04992-2-8301

東京都 大島町 東海自動車サービス株式会社 伊豆大島　給油所 元町３－１０－４ 04992-2-1545

東京都 大島町 株式会社三崎屋商店 下ツ地　給油所 差木地字小坂１０２２－２４ 04992-4-0669

東京都 大島町 株式会社菊池商店 北の山　給油所 元町風侍３１－４５ 04992-2-1374

東京都 大島町 株式会社岡山商店 元町南　給油所 元町２－１２－１ 0499-22-2133

東京都 大島町 株式会社岡山商店 元町北　給油所 元町４－１５－３ 0499-22-1678

東京都 利島村 有限会社土屋燃料運送店 利島　給油所 ２５ 04992-9-0336

東京都 新島村 有限会社新島燃料店 新島　給油所 本村６－２－１３ 04992-5-0161



東京都 新島村 井上　常雄 式根島　給油所 式根島２１８－１ 04-9927-0100

東京都 神津島村 有限会社シミズ商会 八郎　給油所 １４９１他 04992-8-1655

東京都 神津島村 有限会社神津島燃料 宮原　給油所 １７２０ 04992-8-0222

東京都 三宅島三宅村 株式会社今関商会 三宅島　給油所 大字坪田５０２３ 04994-6-0205

東京都 三宅島三宅村 有限会社沖山揆一郎商店 三宅島　給油所 阿古７００－５ 04994-5-0043

東京都 三宅島三宅村 有限会社七島商事 三宅島　給油所 坪田５３６９－１ 04994-6-1252

東京都 三宅島三宅村 三宅島交通株式会社 三宅島　給油所 神着２２５ 04994-2-0291

東京都 三宅島三宅村 株式会社三宅島産興商会 三宅島産興　給油所 阿古６７５ 04994-5-0505

東京都 八丈島八丈町 株式会社今関商会 八丈島　給油所 大賀郷１５２２－１ 04996-2-0728

東京都 八丈島八丈町 株式会社八丈給油所 八丈　給油所 三根１９５４－２ 04996-2-2006

東京都 八丈島八丈町 株式会社護神 護神　給油所 三根４１８－１ 04996-2-0637

東京都 八丈島八丈町 株式会社松代自動車工場 八丈島坂上　給油所 中之郷２３９７－３ 04996-7-0141

東京都 八丈島八丈町 株式会社阪上 山下　給油所 樫立２８０５－１ 04996-7-0201

東京都 八丈島八丈町 合名会社菊池弘商店 八丈島　給油所 大賀郷１２５７ 04996-2-0061

神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社東日本宇佐美 １５号横浜鶴見　給油所 生麦１－１３－７ 045-508-1488

神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社東日本宇佐美 環状２号新横浜　給油所 駒岡２－５－２５ 045-581-0928

神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社東日本宇佐美 鶴見産業道路　給油所 寛政町２２－２８ 045-508-1258

神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社サンオータス 鶴見　給油所 市場大和町１－２１ 045-501-2614

神奈川県 横浜市鶴見区 アジア油販株式会社 ツエッペリン横浜　給油所 大黒ふ頭１５ 045-504-9021

神奈川県 横浜市鶴見区 昭和礦油株式会社 セルフ駒岡　給油所 駒岡３－２７－１ 045-572-1851

神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社シブヤエネックス スタシオン鶴見　給油所 鶴見中央３－１４－９ 045-834-8015

神奈川県 横浜市神奈川区 昭和礦油株式会社 セルフルート１入江　給油所 入江１－３２－２５ 045-421-0826

神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社豊商会 サンリッチ子安　給油所 子安通３－３９０ 045-441-1940

神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社サンオータス 片倉　給油所 片倉１－２３－２５ 045-481-7886

神奈川県 横浜市神奈川区 山和石油株式会社 新横浜　給油所 菅田町２８９６ 045-472-6685

神奈川県 横浜市神奈川区 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション新横浜　給油所 三枚町字八反２５２－１ 045-471-0271

神奈川県 横浜市神奈川区 新生商事株式会社 三枚町　給油所 三枚町４３１ 045-382-1666

神奈川県 横浜市神奈川区 大洋石油株式会社 ベイサイド大黒　給油所 宝町５ 045-450-1077

神奈川県 横浜市神奈川区 三愛リテールサービス株式会社 セルフ横浜　給油所 新町１０－１ 045-441-8295

神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ反町　給油所 反町２－１５ 045-323-3815

神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三ツ沢店　給油所 三ツ沢上町４－２ 045-321-3529

神奈川県 横浜市西区 東邦礦産株式会社 浅間町　給油所 浅間町２－９８－６ 045-311-4081

神奈川県 横浜市西区 株式会社サンオータス 浅間町　給油所 浅間町２－９９－３ 045-314-6949

神奈川県 横浜市中区 昭和礦油株式会社 プラザ長者町　給油所 扇町４－１２－１ 045-641-7418

神奈川県 横浜市中区 株式会社サントーコー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ横浜本町　給油所 本町３－２９ 045-201-1828

神奈川県 横浜市中区 アジア油販株式会社 ベイブリッジ横浜　給油所 本牧ふ頭３ 045-623-1821

神奈川県 横浜市中区 株式会社星 桜木町　給油所 桜木町３－１０－２ 045-222-2707

神奈川県 横浜市中区 株式会社青柳商会 上野町　給油所 上野町２－４５ 045-621-9607

神奈川県 横浜市中区 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ元町・中華街　給油所 山下町８３ 045-680-0778

神奈川県 横浜市中区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅみなとみらい店　給油所 桜木町１－１－８ 045-683-1001

神奈川県 横浜市中区 エネクスフリート株式会社 南本牧埠頭　給油所 かもめ町５６－１ 045-628-4456

神奈川県 横浜市中区 株式会社木所 ジョイセルフ間門　給油所 池袋３４５－８ 045-622-3738

神奈川県 横浜市中区 株式会社東日本宇佐美 横浜本牧 本牧十二天３－３ 045-625-2848

神奈川県 横浜市南区 久良岐屋石油株式会社 井土ヶ谷　給油所 井土ケ谷下町４７ 045-741-1100

神奈川県 横浜市南区 株式会社シブヤエネックス スタシオン六ツ川　給油所 六ツ川２－８ 045-334-7115

神奈川県 横浜市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宮元店　給油所 宮元町１丁目２２ 045-713-5821

神奈川県 横浜市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ初音町店　給油所 西中町１丁目２３ 045-231-7358

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 有限会社斉藤石油 笹山　給油所 上菅田町６４３ 045-381-7178

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 ヤベライフパートナー株式会社 今井町　給油所 今井町１３０ 045-353-0528

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ南本宿　給油所 今井町５４１－３他 045-351-9113

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 三愛リテールサービス株式会社 セルフ和田町　給油所 仏向町４１－２ 045-331-0736

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 出光リテール販売株式会社 セルフ和田町　給油所 和田２－１３－８ 045-331-5065

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ洪福寺店　給油所 天王町１丁目３０－１０ 045-331-2428

神奈川県 横浜市磯子区 昭和礦油株式会社 セルフ根岸　給油所 西町１０－６ 045-761-3445

神奈川県 横浜市磯子区 宇佐美商事株式会社 根岸橋　給油所 丸山２－６－１ 045-751-9493

神奈川県 横浜市磯子区 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上中里　給油所 上中里町６４４－１ 045-778-7361

神奈川県 横浜市磯子区 出光リテール販売株式会社 セルフ杉田　給油所 中原１－３－５０ 045-771-0355



神奈川県 横浜市磯子区 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション洋光台　給油所 洋光台１－１－７ 045-833-4583

神奈川県 横浜市磯子区 中央シェル石油販売株式会社 上中里　給油所 上中里町２７５ 045-772-3020

神奈川県 横浜市金沢区 株式会社富士オイル セルフステーション八景島　給油所 柴町３９１－４ 045-785-3939

神奈川県 横浜市金沢区 日米石油株式会社 横浜南　給油所 片吹６７－１３ 045-701-7557

神奈川県 横浜市金沢区 日新商事株式会社 北富岡　給油所 富岡東２－４－２ 045-772-5817

神奈川県 横浜市金沢区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八景店　給油所 泥亀２－１４－１ 045-781-5408

神奈川県 横浜市金沢区 中央シェル石油販売株式会社 能見台　給油所 富岡東６－１３－１７ 045-778-1171

神奈川県 横浜市金沢区 エネクスフリート株式会社 幸浦シーサイド　給油所 幸浦２－９－８ 045-785-0624

神奈川県 横浜市金沢区 株式会社東日本宇佐美 ３５７号横浜南部市場　給油所 昭和町３１７５－４ 045-775-2088

神奈川県 横浜市港北区 久良岐屋石油株式会社 小机　給油所 小机町２５６１ 045-472-1112

神奈川県 横浜市港北区 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新横浜東　給油所 大豆戸町４６７ 045-402-3420

神奈川県 横浜市港北区 山和石油株式会社 日吉　給油所 日吉３－２－４ 045-563-4167

神奈川県 横浜市港北区 有限会社三誠石油 港北高田町　給油所 高田西１－１４－７ 045-592-2256

神奈川県 横浜市港北区 株式会社安齊商店 日吉　給油所 箕輪町１－２５－２３ 045-563-6111

神奈川県 横浜市港北区 米山石油株式会社 新羽　給油所 新羽町２５９１ 045-541-1316

神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高田店　給油所 高田東３－３－５ 045-531-1471

神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大倉山店　給油所 師岡町４４７ 045-545-9494

神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新横浜店　給油所 大豆戸町８２８ 045-532-2700

神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小机店　給油所 小机町宮原７６－１ 045-475-1925

神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新羽店　給油所 新羽町２０６４ 045-533-0861

神奈川県 横浜市港北区 中央石油株式会社 綱島　給油所 綱島西４－１３－３ 045-531-4816

神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社東日本宇佐美 １号戸塚原宿　給油所 原宿４－５３－１４ 045-852-5408

神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社東日本宇佐美 １号原宿下り　給油所 原宿５丁目３８番１号 045-854-0528

神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社吉田商店 戸塚　給油所 影取町１９１ 045-851-2331

神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社三浦商会 戸塚皇谷　給油所 戸塚町２９５１－５ 045-881-8756

神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社シブヤエネックス 名瀬町　給油所 名瀬町７６６－４ 045-812-0844

神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東戸塚　給油所 前田町５０４－９ 045-828-1338

神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフとつか店　給油所 戸塚町１６３２ 045-862-5328

神奈川県 横浜市港南区 昭和礦油株式会社 セルフ港南台　給油所 港南台５－２３－２１ 045-832-0708

神奈川県 横浜市港南区 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ港南中央　給油所 港南中央通７－７ 045-470-7080

神奈川県 横浜市港南区 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション日野南　給油所 日野南２丁目１番１８号 045-834-0300

神奈川県 横浜市旭区 第一産業株式会社 東名横浜東　給油所 上川井町３１４－６ 045-921-4737

神奈川県 横浜市旭区 出光リテール販売株式会社 セルフ川井タウン　給油所 都岡町９ 045-953-2377

神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ今宿店　給油所 今宿西４３０－４ 045-953-0311

神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ横浜ひかりが丘ＳＳ　給油所 上白根町８５３－７ 045-951-0106

神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ四季美台店　給油所 四季美台４－２ 045-362-4331

神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ今宿東店　給油所 今宿東町１５０３ 045-951-4173

神奈川県 横浜市緑区 岩岡商事株式会社 鴨居　給油所 鴨居３－３－４ 045-931-1725

神奈川県 横浜市緑区 株式会社サンオータス 東名横浜インターチェンジ南　給油所 長津田５３０８ 045-922-3519

神奈川県 横浜市緑区 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ霧が丘　給油所 霧ヶ丘３－１－１ 045-922-1474

神奈川県 横浜市緑区 三愛リテールサービス株式会社 オブリプラーザ十日市場　給油所 十日市場町８４１－７ 045-981-0466

神奈川県 横浜市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ コリーヌ西青葉ＳＳ 長津田１－２０－２ 045-981-0376

神奈川県 横浜市瀬谷区 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ瀬谷 下瀬谷３－１８－１２ 045-303-9007

神奈川県 横浜市栄区 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小菅ヶ谷　給油所 小菅ヶ谷２－３－３３ 045-849-2811

神奈川県 横浜市栄区 青木石油商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上郷ＳＳ　給油所 上郷町字長倉１５１７ 045-891-2248

神奈川県 横浜市栄区 日新商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本郷台南店　給油所 桂町１９５－１ 045-897-5855

神奈川県 横浜市栄区 株式会社シブヤエネックス スタシオン鍛冶ヶ谷　給油所 鍛冶ヶ谷町１－３２－１５ 045-893-2933

神奈川県 横浜市栄区 双葉石油株式会社 トライアングル上郷　給油所 上郷町１１６４－５ 045-891-8438

神奈川県 横浜市泉区 株式会社富士オイル セルフステーション泉　給油所 中田西４－１－１９ 045-804-1010

神奈川県 横浜市泉区 有限会社千歳石油商会 萩丸　給油所 和泉中央南１－２１－７ 045-802-7811

神奈川県 横浜市泉区 中央石油株式会社 弥生台　給油所 弥生台３６－１８ 045-810-0182

神奈川県 横浜市泉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上飯田店 上飯田町３９０６－７ 045-805-0550

神奈川県 横浜市泉区 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ山手台 領家２－１３－３ 045-813-2000

神奈川県 横浜市青葉区 株式会社サンオータス 松風台　給油所 松風台１７－１ 045-981-2108

神奈川県 横浜市青葉区 横溝石油株式会社 あざみ野　給油所 あざみ野２－３１－１０ 045-901-1511

神奈川県 横浜市青葉区 横山石油株式会社 すすき野　給油所 荏子田３－１２－１ 045-901-0689

神奈川県 横浜市青葉区 有限会社中山石油 こどもの国通り　給油所 恩田町２０７４－７ 045-962-0573



神奈川県 横浜市青葉区 有限会社金子石油店 鴨志田店　給油所 鴨志田町５６４－１ 045-962-4121

神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 藤が丘ＳＳ　給油所 梅が丘７－１８ 045-971-6667

神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ美しが丘西店　給油所 美しが丘西３丁目６５－７ 045-905-1289

神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ奈良こどもの国店　給油所 奈良３丁目２－１ 045-961-8080

神奈川県 横浜市青葉区 中央シェル石油販売株式会社 もえぎ野　給油所 もえぎ野７－５ 045-978-6404

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社東日本宇佐美 第三京浜港北インター　給油所 東方町３００－１ 045-470-2288

神奈川県 横浜市都筑区 久良岐屋石油株式会社 梅田橋　給油所 池辺町４８５７ 045-933-1659

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ港北ニュータウン東　給油所 勝田南２－１－３０ 045-942-7610

神奈川県 横浜市都筑区 横溝石油株式会社 すみれが丘　給油所 牛久保２－１－１ 045-911-0074

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＭＩＣ スーパーステーション仲町台　給油所 仲町台１－２２－１４ 045-943-7283

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＭＩＣ スーパーステーションセンター南　給油所 茅ヶ崎南４－１－３９ 045-949-1177

神奈川県 横浜市都筑区 北日本石油株式会社 セルフステーション都筑インター第２　給油所 早渕１丁目２１番２３号 045-592-1393

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア すみれが丘ＳＳ　給油所 すみれが丘１２－１ 045-593-8280

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ港北インター店　給油所 仲町台４丁目１－５１ 045-945-0511

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ川和店　給油所 川和町１８０１ 045-943-3330

神奈川県 横浜市都筑区 ナヴィ株式会社 港北ニュータウン中川　給油所 牛久保３－７－２３ 045-913-8871

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社富士オイル セルフステーション港北ニュータウン　給油所 東山田３－１－１ 045-594-1852

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ都筑インター店 早渕３丁目３２－５ 045-591-0537

神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 港北ニュータウンＳＳ 牛久保３－３－３３ 045-913-1031

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社東日本宇佐美 ３５７号川崎大師橋　給油所 田町１－４－１ 044-287-2677

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社東日本宇佐美 東扇島　給油所 東扇島２０－３ 044-280-1650

神奈川県 川崎市川崎区 有限会社岩瀬商店 川崎南　給油所 藤崎１－１２－１ 044-233-1933

神奈川県 川崎市川崎区 臨港石油株式会社 塩浜　給油所 夜光２－１－１１ 044-266-6921

神奈川県 川崎市川崎区 栄石油株式会社 大師　給油所 中瀬３－１６－１７ 044-277-5231

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社今関商会 小田栄町　給油所 小田栄１－１４－６ 044-322-2112

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社今関商会 浮島　給油所 浮島町１２－４ 044-266-8453

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社今関商会 浜町　給油所 浜町４－３－２２ 044-344-7343

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社今関商会 川崎大島　給油所 大島４－１４－６ 044-222-2640

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川崎　給油所 元木２－３－２１ 044-223-6435

神奈川県 川崎市川崎区 有限会社近藤石油 カーポート塩浜　給油所 夜光町１－１０－５ 044-266-1916

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川崎大師　給油所 大師河原２－５－１０ 044-288-5892

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 東扇島ＴＳ　給油所 東扇島１７－５ 044-280-3625

神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 川崎産業道路ＴＳ　給油所 四谷上町２８－１０ 044-276-2223

神奈川県 川崎市幸区 昭和礦油株式会社 セルフルート１川崎　給油所 神明町１－６３ 044-555-7013

神奈川県 川崎市幸区 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ下平間　給油所 下平間２４８ 044-511-3521

神奈川県 川崎市中原区 昭和礦油株式会社 セルフ木月　給油所 木月４丁目５番２２号 044-441-5156

神奈川県 川崎市中原区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新城店　給油所 下新城１丁目１２－５ 044-766-2282

神奈川県 川崎市中原区 株式会社木所 コンフォート中原　給油所 市ノ坪１３１ 044-411-3601

神奈川県 川崎市高津区 株式会社東日本宇佐美 ２４６号溝の口　給油所 溝口６－１０－１５ 044-812-7778

神奈川県 川崎市高津区 株式会社神奈川アポロイル 溝ノ口　給油所 二子３－２９－５ 044-822-3303

神奈川県 川崎市高津区 株式会社池田屋 第二北見方　給油所 北見方３－９－８ 044-811-5555

神奈川県 川崎市高津区 ミツウロコドライヴ株式会社 溝ノ口　給油所 末長４丁目１１－２１ 050-3399-8638

神奈川県 川崎市高津区 有限会社堀川商店 野川　給油所 野川３７１８ 044-766-5612

神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ子母口店 子母口５７１－３ 044-788-8532

神奈川県 川崎市多摩区 株式会社今関商会 宿河原　給油所 宿河原２－３９－１ 044-933-7211

神奈川県 川崎市多摩区 株式会社登戸石油 登戸　給油所 登戸１７８０ 044-911-2332

神奈川県 川崎市多摩区 株式会社CAPITA Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅヨンク菅馬場店　給油所 菅馬場２－２８－１ 044-945-1122

神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新生田店　給油所 生田３－４－７ 044-922-4355

神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ生田長沢店　給油所 長沢４丁目２－２ 044-977-7355

神奈川県 川崎市宮前区 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ初山　給油所 初山２－１－１ 044-977-8231

神奈川県 川崎市宮前区 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅさぎ沼　給油所 有馬８丁目８－３ 044-750-8623

神奈川県 川崎市宮前区 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーション向ヶ丘　給油所 平１－２－２２ 044-855-1413

神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４６ありま店　給油所 有馬２丁目１０－１２ 044-866-1001

神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフひえばら店　給油所 水沢３丁目１４－５ 044-976-8194

神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ梶ヶ谷店　給油所 梶ケ谷１－１５ 044-877-2042

神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ川崎インタ－ＳＳ 犬蔵１丁目２５－１４ 044-977-2155

神奈川県 川崎市麻生区 株式会社花島商事 下麻生　給油所 下麻生２－４－６ 044-988-6565



神奈川県 川崎市麻生区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフビット若葉台店　給油所 黒川５５８－１ 044-986-1930

神奈川県 川崎市麻生区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ読売ランド前店　給油所 高石３丁目３２－１ 044-953-3434

神奈川県 相模原市緑区 真田石油販売株式会社 相模原橋本　給油所 大山町１１－４ 042-772-6424

神奈川県 相模原市緑区 有限会社杉本商店 城山　給油所 久保沢２－３－１４ 042-782-2221

神奈川県 相模原市緑区 有限会社細谷商店 城山　給油所 原宿５－９－４６ 042-782-2716

神奈川県 相模原市緑区 有限会社東屋商店 相模湖　給油所 若柳１２１６ 0426-85-0421

神奈川県 相模原市緑区 有限会社小川石油 下九沢　給油所 下九沢１２８３ 0427-61-6157

神奈川県 相模原市緑区 株式会社カイト Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城山店　給油所 向原４－１－２１ 042-783-5775

神奈川県 相模原市緑区 株式会社リブエナジーシステムズ 二本松　給油所 二本松４－１２－９ 0427-71-5376

神奈川県 相模原市緑区 北相石油有限会社 青野原　給油所 青野原１６１０ 042-787-1139

神奈川県 相模原市緑区 株式会社郡農産業 中野　給油所 中野９８１ 0427-84-2637

神奈川県 相模原市緑区 中央産業販売株式会社 セルフ相模湖　給油所 吉野４１－８ 0426-87-2131

神奈川県 相模原市緑区 株式会社シブヤエネックス 城山ニュータウン　給油所 向原１－１６－２０ 042-782-3565

神奈川県 相模原市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ能開大前ＳＳ　給油所 二本松２－４６－１ 042-764-3671

神奈川県 相模原市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東橋本店 東橋本４－３４０－２ 0427-75-5440

神奈川県 相模原市中央区 有限会社大谷商会 田名　給油所 田名４１０４－２ 042-761-2800

神奈川県 相模原市中央区 真田砿油株式会社 相模原清新　給油所 清新５－１１－２４ 0427-72-3698

神奈川県 相模原市中央区 株式会社今関商会 新相模　給油所 中央２－７－５ 0427-52-5453

神奈川県 相模原市中央区 相模原石油株式会社 三菱重工前　給油所 田名３０３７－３ 0427-63-1011

神奈川県 相模原市中央区 東邦興産株式会社 南橋本　給油所 南橋本３－２－１１ 042-773-4361

神奈川県 相模原市中央区 太陽鉱油株式会社 １２９号線相模原　給油所 上溝２２７２－１ 042-762-3181

神奈川県 相模原市中央区 株式会社東日本宇佐美 １２９号相模原　給油所 田名１０１４８ 042-763-0111

神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＲ１６相模原店　給油所 清新３－１－２ 042-753-0007

神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ相模原店　給油所 清新４－１４－１２ 042-771-0399

神奈川県 相模原市中央区 中央シェル石油販売株式会社 ふちのべ　給油所 淵野辺４－２９－１４ 042-751-2026

神奈川県 相模原市中央区 中央石油株式会社 相模原　給油所 松が丘１－１４ 042-704-7044

神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 相模原フリートＴＳ　給油所 上溝２２８３ 042-761-4220

神奈川県 相模原市中央区 株式会社カイト Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ清新店　給油所 清新５－２２－１ 042-775-8005

神奈川県 相模原市中央区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション横山町　給油所 横山４－２２－１４ 042-755-7085

神奈川県 相模原市中央区 麹屋商事株式会社 上溝　給油所 上溝４－９－２３ 042-762-1101

神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 相模原北ＳＳ 宮下本町３－３９－１ 042-773-1009

神奈川県 相模原市南区 株式会社ダイヤ昭石 セルフ上鶴間　給油所 上鶴間３－２－５ 0427-41-7530

神奈川県 相模原市南区 昭和礦油株式会社 セルフ相模原南台　給油所 南台３－１－２２ 042-701-0424

神奈川県 相模原市南区 株式会社東日本宇佐美 １６号鵜野森　給油所 鵜野森１丁目１５番２７号 042-744-6238

神奈川県 相模原市南区 株式会社東日本宇佐美 １６号相模原南　給油所 大野台６丁目４番７号 042-786-2037

神奈川県 相模原市南区 株式会社章栄石油 ハートランド新磯　給油所 磯部１９２９ 0462-51-1263

神奈川県 相模原市南区 シンエネ商事株式会社 シンエネ鵜野森　給油所 鵜野森２－４１３－４ 042-765-1507

神奈川県 相模原市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフはらたいま店　給油所 下溝３２８－２ 042-777-0820

神奈川県 相模原市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新磯野店　給油所 新磯野２１８６－１ 042-745-9889

神奈川県 相模原市南区 中央シェル石油販売株式会社 こぶち　給油所 古淵２－１０－３７ 042-752-1096

神奈川県 相模原市南区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 相模原イーストＳＳ 上鶴間本町５－２－１ 042-746-6002

神奈川県 横須賀市 昭和礦油株式会社 セルフ浦賀　給油所 浦賀町３－２－７ 0468-43-2131

神奈川県 横須賀市 昭和礦油株式会社 セルフ馬堀海岸　給油所 馬堀海岸４丁目３番１号 046-841-4438

神奈川県 横須賀市 株式会社富士オイル 追浜　給油所 夏島町６ 0468-65-1781

神奈川県 横須賀市 株式会社富士オイル セルフステーション久里浜　給油所 舟倉１－１４－９ 0468-36-6300

神奈川県 横須賀市 株式会社富士オイル セルフステーションあわた　給油所 粟田２－１－１ 0468-48-8787

神奈川県 横須賀市 株式会社下浦石油 野比　給油所 野比２－３３－１６ 0468-48-0264

神奈川県 横須賀市 増田商事株式会社 衣笠インターチェンジ　給油所 小矢部３－１１３０－１ 0468-36-1006

神奈川県 横須賀市 有限会社井出石油 平成町エコ・ステーション　給油所 平成町２－１０－２ 046-821-1871

神奈川県 横須賀市 有限会社井出石油 森崎　給油所 森崎１－９－２０ 046-836-9978

神奈川県 横須賀市 株式会社アセント ＥｎｅＪｅｔたけやま　給油所 武１－２８－１０ 0468-56-1331

神奈川県 横須賀市 出光リテール販売株式会社 セルフ佐原インター　給油所 岩戸１－２－８ 046-838-3315

神奈川県 横須賀市 双葉石油株式会社 トライアングル衣笠ニュータウン　給油所 山科台１０－１ 046-852-1700

神奈川県 横須賀市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ横須賀上町店　給油所 上町３丁目４５ 046-822-2934

神奈川県 横須賀市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 佐原ＩＣＳＳ 佐原３－２０－３５ 046-837-1120

神奈川県 横須賀市 サカエ株式会社 田浦港が丘　給油所 船越町１－１４ 046-861-8391

神奈川県 横須賀市 衣笠石油株式会社 上町　給油所 上町３－１ 046-822-3442



神奈川県 平塚市 株式会社東日本宇佐美 １２９号平塚　給油所 大神字一之堰５７７－１ 0463-53-0468

神奈川県 平塚市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ平塚大島店　給油所 大島字壱町地７９５－１ 0463-54-7092

神奈川県 平塚市 三共石油瓦斯株式会社 平塚八幡　給油所 東八幡３－１５－２５ 0463-23-2672

神奈川県 平塚市 太陽石油株式会社 セルフステーションレックス西真土　給油所 西真土１－１－６５ 0463-54-3915

神奈川県 平塚市 湘南農業協同組合 グリーンショップ　給油所 片岡６５７ 0463-58-4424

神奈川県 平塚市 株式会社ＭＩＣ オートキヨスク平塚　給油所 北豊田字元宮６７４－１ 0463-36-1353

神奈川県 平塚市 ミツウロコドライヴ株式会社 平塚河内　給油所 河内２２０－１ 050-3399-3209

神奈川県 平塚市 峰尾株式会社 平塚第一　給油所 平塚２－６－１７ 0463-31-1943

神奈川県 平塚市 国府石油株式会社 セルフ上吉沢　給油所 上吉沢新宿１２２－１ 0463-58-5576

神奈川県 平塚市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ日向岡店　給油所 公所字江東３８０－２ 0463-59-3651

神奈川県 平塚市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平塚ふじみ野店　給油所 岡崎字立花６４０４ 0463-50-3612

神奈川県 平塚市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平塚店 中里４６－１２ 0463-33-9831

神奈川県 鎌倉市 株式会社マツヤ 鎌倉　給油所 由比ヶ浜２－１－２０ 0467-22-1317

神奈川県 鎌倉市 株式会社マツヤ 手広　給油所 手広１－５－２１ 0467-31-7074

神奈川県 鎌倉市 山ノ井興業株式会社 腰越　給油所 腰越１０１４－１ 0467-31-5673

神奈川県 鎌倉市 有限会社兵藤商事 大船中央　給油所 大船３－１７－２１ 0467-44-6900

神奈川県 藤沢市 三共石油瓦斯株式会社 ルーフ湘南　給油所 西富５３０ 0466-27-3944

神奈川県 藤沢市 株式会社カナザワ セルフ長後北　給油所 高倉字丸山２３４０－１ 0466-43-1322

神奈川県 藤沢市 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ藤沢南　給油所 川名２６５－１ 0466-25-3370

神奈川県 藤沢市 株式会社リブエナジーシステムズ 太平台　給油所 辻堂元町５－５３０２ 0466-34-0252

神奈川県 藤沢市 株式会社リブエナジーシステムズ 南藤沢　給油所 川名１－９－２３ 0466-27-8168

神奈川県 藤沢市 株式会社札幌タヤス 鵠沼　給油所 鵠沼海岸５－１２－１０ 0466-36-6883

神奈川県 藤沢市 菱和商事株式会社 相州第一　給油所 下土棚２９９－１ 0466-44-5587

神奈川県 藤沢市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ藤沢大庭　給油所 大庭６４２７－１ 0466-89-0020

神奈川県 藤沢市 株式会社横浜米油 ＥｎｅＪｅｔ辻堂太平台　給油所 辻堂太平台１－１－２ 0466-33-2211

神奈川県 藤沢市 エス・ビー石油有限会社 藤沢城南　給油所 城南１－１－３６ 0466-90-3220

神奈川県 藤沢市 株式会社石井商会 善行中央　給油所 善行坂１－４－９ 0466-81-3468

神奈川県 藤沢市 清田物産株式会社 藤沢用田　給油所 用田４９６－４ 0466-48-2236

神奈川県 藤沢市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ藤沢店　給油所 柄沢４８１－１ 0466-28-7271

神奈川県 藤沢市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ藤沢西店　給油所 鵠沼神明３丁目１０－３ 0466-24-7391

神奈川県 藤沢市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ亀井野店　給油所 亀井野字土橋３５５－１ 0466-46-5022

神奈川県 藤沢市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション湘南台　給油所 湘南台７－２６－７ 0466-43-0448

神奈川県 藤沢市 株式会社サンネクスト セルフ江ノ島湘南海岸公園前　給油所 片瀬３－１－３９ 0466-54-7428

神奈川県 藤沢市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新用田店 用田６５４－１ 0466-49-3181

神奈川県 小田原市 株式会社富士オイル セルフステーション小田原　給油所 国府津２５１７－１ 0465-47-3133

神奈川県 小田原市 有限会社香川商事 富水　給油所 飯田岡６３３－２ 0465-34-9646

神奈川県 小田原市 平沢商事株式会社 扇町　給油所 扇町５－１１－１８ 0465-34-1739

神奈川県 小田原市 箱根登山トータルサービス株式会社 小田原板橋　給油所 板橋字中瀬１９１ 0465-23-2094

神奈川県 小田原市 有限会社星崎商会 酒匂　給油所 西酒匂１－７－８ 0465-48-3666

神奈川県 小田原市 有限会社ニューコム小田原 穴部　給油所 穴部５１０ 0465-34-8131

神奈川県 小田原市 安藤石油株式会社 足柄　給油所 北ノ窪５０８ 0465-34-5245

神奈川県 小田原市 株式会社富士オイル 酒匂　給油所 酒匂５－１３－３１ 0465-47-7185

神奈川県 小田原市 相模石油株式会社 小田原・早川　給油所 早川１－１５－８ 0465-24-0673

神奈川県 小田原市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ飯泉店　給油所 飯泉５４３ 0465-47-6720

神奈川県 小田原市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション鴨宮　給油所 前川六反田１８２－１ 046-538-1331

神奈川県 小田原市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション小田原東　給油所 東町５－１４－２０ 0465-20-3208

神奈川県 小田原市 相原興業株式会社 アドバンス扇町２５５　給油所 扇町２－２３－８ 0465-34-0445

神奈川県 小田原市 相原興業株式会社 セルフリーダー小田原　給油所 浜町１－３－１５ 0465-22-8195

神奈川県 小田原市 相原興業株式会社 セルフリーダー風祭　給油所 風祭１５２ 0465-22-0377

神奈川県 茅ヶ崎市 昭和礦油株式会社 セルフ萩園　給油所 萩園１２７０ 0467-57-0300

神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎石油株式会社 セルフルート１茅ヶ崎　給油所 茅ヶ崎１－３－３３ 0467-86-4428

神奈川県 茅ヶ崎市 湘南海岸富士見石油有限会社 茅ヶ崎海岸　給油所 柳島１７９２ 0467-85-0689

神奈川県 茅ヶ崎市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ茅ヶ崎　給油所 堤字南谷２９７９－１７，２９８８－３， 0467-52-1139

神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ萩園店　給油所 萩園字走内１２７０－７３ 0467-85-6070

神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ湘南店　給油所 小桜町３－３８ 0467-51-4073

神奈川県 茅ヶ崎市 高田石油株式会社 鶴ケ台　給油所 高田２－１－８ 0467-52-2770

神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社東日本宇佐美 １号茅ヶ崎 今宿９１４ 0467-84-5700



神奈川県 逗子市 エス・ビー石油有限会社 逗子桜山　給油所 桜山６－９－１ 046-874-7779

神奈川県 三浦市 有限会社香山通産 新港　給油所 三崎５－１９－１３ 046-881-6115

神奈川県 三浦市 株式会社シブヤエネックス 三浦海岸　給油所 南下浦町上宮田字松原３３４７－２２ 046-889-0363

神奈川県 秦野市 株式会社東日本宇佐美 ２４６号秦野　給油所 水神町１０－２３ 0463-84-3828

神奈川県 秦野市 秦野市農業協同組合 東　給油所 寺山１－１ 0463-84-7001

神奈川県 秦野市 秦野市農業協同組合 西　給油所 並木町１－３３ 0463-87-7261

神奈川県 秦野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ秦野店　給油所 曽屋９６６－１ 0463-81-1168

神奈川県 秦野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鶴巻店　給油所 鶴巻南２－４３－１ 0463-77-1213

神奈川県 秦野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４６秦野店　給油所 平沢３８３ 0463-82-2994

神奈川県 秦野市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 秦野中井　給油所 西大竹字久保７０６－１ 0463-84-5128

神奈川県 秦野市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション秦野　給油所 平沢３９１－１ 0463-81-3681

神奈川県 秦野市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション秦野中央　給油所 尾尻５８０－１ 0463-84-6301

神奈川県 厚木市 株式会社東日本宇佐美 ２４６号厚木金田　給油所 金田字合畑下１２６６－１ 0462-24-7227

神奈川県 厚木市 有限会社飯山石油 飯山　給油所 飯山５１８ 046-241-1648

神奈川県 厚木市 株式会社サンオータス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ森の里　給油所 長谷字籠堰６４３－１ 0462-47-9908

神奈川県 厚木市 株式会社原商会 棚沢　給油所 棚沢１５７６ 0462-41-4005

神奈川県 厚木市 湘南物流株式会社 厚木インター南　給油所 下津古久５９８ 046-228-7550

神奈川県 厚木市 株式会社吉田石油店 厚木北　給油所 山際字上中原５９６－１ 046-244-2101

神奈川県 厚木市 株式会社吉田石油店 厚木インターチェンジ　給油所 酒井３１４６ 046-226-5331

神奈川県 厚木市 株式会社髙橋石油 厚木キャプテン　給油所 旭町４－１２－２１ 046-229-0237

神奈川県 厚木市 株式会社ＫＲ－Ｔ セルフ中津　給油所 上依知１２３２－１ 046-258-9870

神奈川県 厚木市 エネクスフリート株式会社 厚木インター　給油所 酒井１７２８－１ 0462-29-7761

神奈川県 厚木市 あざみ商事有限会社 厚木飯山　給油所 飯山４６１３－３ 0462-41-1510

神奈川県 厚木市 株式会社東日本宇佐美 １２９号東名厚木インター　給油所 酒井１５６－１ 046-220-4138

神奈川県 厚木市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ厚木店　給油所 水引１－１７－１１ 046-294-0658

神奈川県 厚木市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ厚木インター店　給油所 恩名１－９－１ 046-222-1778

神奈川県 厚木市 中央石油株式会社 愛甲　給油所 愛甲１７６７－１ 046-227-6128

神奈川県 厚木市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 厚木インターＴＳ　給油所 酒井字蒲原３１２５ 046-227-4711

神奈川県 厚木市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション厚木鳶尾　給油所 中荻野字竹林６２１番１９ 046-242-6770

神奈川県 厚木市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション厚木戸室　給油所 林１－２０－３０ 046-221-1862

神奈川県 厚木市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１２９厚木ＴＳ　給油所 関口字台３９６－１ 046-204-1670

神奈川県 厚木市 有限会社朝日商会 厚木上荻野　給油所 上荻野１９３４ 046-241-2407

神奈川県 厚木市 太陽鉱油株式会社 １２９号厚木山際　給油所 山際２７８－１ 046-245-7690

神奈川県 大和市 有限会社平林油店 光ヶ丘　給油所 大和南２－１３－１５ 046-261-5300

神奈川県 大和市 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和西　給油所 中央４－１３－５ 046-262-5107

神奈川県 大和市 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上和田南　給油所 渋谷１－６－２ 046-268-9630

神奈川県 大和市 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅつきみ野　給油所 つきみ野４－１１－２ 046-244-4633

神奈川県 大和市 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和南　給油所 上和田字上ノ原３５－１ 046-268-4557

神奈川県 大和市 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和　給油所 深見西８－５７４－７ 046-262-2041

神奈川県 大和市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南林間店　給油所 南林間５－１－１ 0462-75-0385

神奈川県 大和市 出光リテール販売株式会社 セルフつきみ野　給油所 下鶴間５１４－２ 046-271-2077

神奈川県 大和市 有限会社阿部石油 セルフ南林間　給油所 南林間７－１３－６ 046-277-5320

神奈川県 伊勢原市 株式会社東日本宇佐美 ２４６号伊勢原　給油所 大住台１－３－２ 0463-94-9898

神奈川県 伊勢原市 株式会社東日本宇佐美 ２４６号伊勢原上り　給油所 田中向原９１３－１外 0463-90-3248

神奈川県 伊勢原市 株式会社東日本宇佐美 伊勢原東部工業団地　給油所 歌川１－３－５ 0463-90-1668

神奈川県 伊勢原市 湘南農業協同組合 大田　給油所 下谷１４６３－１ 0463-94-4895

神奈川県 伊勢原市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ伊勢原ＳＳ　給油所 田中８５３－１ 0463-92-6400

神奈川県 海老名市 株式会社東日本宇佐美 ２４６号海老名　給油所 国分北３－３９－２ 0462-34-3855

神奈川県 海老名市 株式会社リブエナジーシステムズ 海老名サウス　給油所 門沢橋字三島６８－１外４筆 0462-38-1419

神奈川県 海老名市 斉藤鉱油有限会社 門沢橋　給油所 門沢橋６－１７－３８ 046-238-5522

神奈川県 海老名市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ海老名店　給油所 大谷北４－１５－１５ 046-235-0981

神奈川県 海老名市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ海老名中央店　給油所 中新田３９８－１ 046-236-6636

神奈川県 海老名市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ海老名上郷店　給油所 上郷字堂場前３８２ 046-235-7227

神奈川県 海老名市 ナヴィ株式会社 海老名　給油所 中央１－１８－２８ 046-235-4433

神奈川県 座間市 有限会社笠間商店 座間東原　給油所 ひばりが丘５－５０－６ 0462-52-1778

神奈川県 座間市 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ相模が丘　給油所 相模が丘４－５－２７ 046-256-6850

神奈川県 座間市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ栗原中央店　給油所 栗原中央１丁目３８－２６ 046-252-3861



神奈川県 座間市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション座間　給油所 座間２－８９９ 046-252-1950

神奈川県 座間市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２４６座間ＴＳ　給油所 西栗原２丁目３ 046-253-7911

神奈川県 南足柄市 足柄菱油株式会社 大雄山　給油所 関本６７０ 0465-74-3926

神奈川県 南足柄市 株式会社ナカネン 南足柄　給油所 竹松１１０９－２ 0465-70-1088

神奈川県 南足柄市 ＪＡかながわ西湘エネルギー株式会社 福沢　給油所 千津島４８４－２ 0465-72-2035

神奈川県 南足柄市 安藤石油株式会社 南足柄　給油所 和田河原９５５－４ 0465-73-2123

神奈川県 南足柄市 有限会社瀬戸商店 南足柄　給油所 壗下３６６ 0465-74-1258

神奈川県 綾瀬市 有限会社綾南石油 綾南　給油所 上土棚中３－４－２ 0467-76-1225

神奈川県 綾瀬市 有限会社笠間商店 綾瀬　給油所 寺尾西３－１１－１６ 0467-78-0337

神奈川県 綾瀬市 有限会社綾工商会 綾瀬工業団地　給油所 深谷上８－２１－２４ 0467-76-7776

神奈川県 綾瀬市 大洋石油株式会社 セルフ綾瀬　給油所 吉岡東２－７－２９ 0467-77-5256

神奈川県 綾瀬市 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ綾瀬中央整備ｾﾝﾀｰ　給油所 早川城山５－２－１１ 0467-79-5277

神奈川県 綾瀬市 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ綾瀬中央　給油所 寺尾釜田１－１－３ 0467-79-5222

神奈川県 綾瀬市 有限会社綾瀬石油商会 綾瀬　給油所 深谷南１－６－６ 0467-78-0008

神奈川県 綾瀬市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ綾瀬　給油所 大上５－１２－２３ 0467-78-2333

神奈川県 綾瀬市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ綾瀬市役所前店　給油所 深谷上１丁目１１番１号 0467-78-0811

神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社富士オイル セルフステーション葉山　給油所 長柄１８１４－１ 046-845-9360

神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ葉山一色店　給油所 一色９６１－１ 046-875-0887

神奈川県 高座郡寒川町 株式会社ＭＩＣ オートキヨスク寒川　給油所 一之宮２－２３－１４ 0467-74-2501

神奈川県 高座郡寒川町 株式会社木内 ラパス　給油所 田端１４４７ 0467-75-2469

神奈川県 高座郡寒川町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ寒川店　給油所 宮山４０５－１ 0467-75-6651

神奈川県 高座郡寒川町 株式会社富士オイル セルフステーション寒川倉見　給油所 倉見８２２ 0467-81-3693

神奈川県 中郡大磯町 太陽石油株式会社 セルフステーション大磯　給油所 国府本郷２５１ 0463-71-1380

神奈川県 中郡二宮町 有限会社露木商会 二宮一色　給油所 一色１２９９ 0463-71-2241

神奈川県 足柄上郡中井町 日栄石油株式会社 中井　給油所 久所３７４ 0465-81-1166

神奈川県 足柄上郡中井町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフなかいＳＳ　給油所 井ノ口２０２５ 0465-81-5611

神奈川県 足柄上郡大井町 株式会社ナカネン 大井　給油所 上大井７５－３ 0465-82-0584

神奈川県 足柄上郡大井町 マルネン株式会社 マルネン大井松田　給油所 金子４６５－１ 0465-82-7333

神奈川県 足柄上郡大井町 株式会社シブヤエネックス スタシオン大井松田　給油所 金子字根岸向８３－１ 0465-85-0123

神奈川県 足柄上郡大井町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大井松田店　給油所 上大井２６３ 0465-82-1637

神奈川県 足柄上郡大井町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ大井松田ＳＳ　給油所 金子１６４７ 0465-82-5285

神奈川県 足柄上郡山北町 有限会社池谷石油 神静界　給油所 川西１６４３ 0465-77-2661

神奈川県 足柄上郡山北町 有限会社杉本商事 山北　給油所 山北３３９５ 0465-75-2821

神奈川県 足柄下郡箱根町 山越ライフエナジー株式会社 箱根湖尻　給油所 元箱根１６０ 0460-84-7022

神奈川県 足柄下郡箱根町 有限会社中野石油 箱根湯本　給油所 湯本山崎下１００－１ 0460-85-7028

神奈川県 足柄下郡湯河原町 湯河原燃料企業組合 湯河原温泉　給油所 宮上３４８ 0465-63-4131

神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社エナジーデポ中条 湯河原　給油所 土肥６－８－７ 0465-62-2077

神奈川県 足柄下郡湯河原町 有限会社熊本市蔵商店 真鶴　給油所 福浦３０４ 0465-62-4618

神奈川県 足柄下郡湯河原町 エネクスフリート株式会社 湯河原　給油所 中央１－１６１７ 0465-46-7911

神奈川県 愛甲郡愛川町 太陽石油株式会社 セルフステーション春日台　給油所 中津１４９０－５ 0462-85-7177

神奈川県 愛甲郡愛川町 萩原石油有限会社 愛川　給油所 角田２６２０－１ 0462-81-1076

神奈川県 愛甲郡愛川町 萩原石油有限会社 すみだ　給油所 角田箕輪２５６－６ 0462-85-0588

新潟県 新潟市北区 増井商事株式会社 競馬場前　給油所 木崎柳原１１２１ 025-386-0101

新潟県 新潟市北区 株式会社吉田燃料店 ハイテクポート　給油所 島見町字山興屋３３９９－７ 025-255-2925

新潟県 新潟市北区 MGCアドバンス株式会社 ニッシン　給油所 松浜東町２－４－６７ 025-259-3256

新潟県 新潟市北区 株式会社新潟シェル 豊栄南ニュータウン　給油所 かぶとやま１－５－１ 025-388-0511

新潟県 新潟市北区 株式会社ハート 豊栄中央　給油所 鳥屋１２９９－２ 025-386-2341

新潟県 新潟市北区 太陽鉱油株式会社 ７号線豊栄インター　給油所 浦ノ入字切尾村下１２４５－１ 025-388-0195

新潟県 新潟市北区 有限会社玉木商店 豊栄工業団地　給油所 下大谷内３７８－５ 025-258-6588

新潟県 新潟市北区 有限会社高藤石油 新崎　給油所 新崎２－８－４８ 025-259-2308

新潟県 新潟市北区 新プロ産業株式会社 松浜　給油所 松浜新町２－１３ 025-259-3213

新潟県 新潟市北区 有限会社タマキ 松浜　給油所 松浜本町４－１１－１４ 025-259-2115

新潟県 新潟市北区 株式会社ムラネン セルフ新豊栄　給油所 葛塚１２３０－５ 025-387-2639

新潟県 新潟市東区 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ海老ヶ瀬　給油所 海老ヶ瀬９８９－１ 025-279-2081

新潟県 新潟市東区 増井商事株式会社 山木戸　給油所 山木戸３－１４－１０ 025-273-5747

新潟県 新潟市東区 増井商事株式会社 セルフ赤道　給油所 鴎島町６ 0252-71-8232

新潟県 新潟市東区 株式会社川崎商会 新潟バイパス　給油所 大形本町５－１９－１４ 025-271-4161



新潟県 新潟市東区 株式会社新潟シェル アーチパークオーガタ　給油所 逢谷内２－８－１２ 025-271-5895

新潟県 新潟市東区 株式会社田中石油 石山団地　給油所 下場本町４－１０ 025-277-3205

新潟県 新潟市東区 宮島石油販売株式会社 竹尾インター　給油所 竹尾字前沢５８５－１　他６筆 025-250-2250

新潟県 新潟市東区 株式会社ハヤマ 卸新町　給油所 卸新町３－１６－１６ 025-275-2482

新潟県 新潟市東区 株式会社丸新エネルギー セルフ松崎　給油所 松崎西８７７－１ 025-272-2227

新潟県 新潟市東区 新津石油株式会社 セルフ牡丹山　給油所 牡丹山５－４－２５ 025-274-7878

新潟県 新潟市東区 北澤商事株式会社 泰平橋　給油所 一日市１５－１ 025-273-4555

新潟県 新潟市東区 株式会社ハヤマ 新潟東　給油所 平和町２１－１ 025-274-2777

新潟県 新潟市東区 宮島石油販売株式会社 空港前　給油所 下山１－３２１－２０ 025-274-8825

新潟県 新潟市東区 株式会社和田商会 竹尾　給油所 竹尾卸新町７９５－４ 025-274-4450

新潟県 新潟市東区 株式会社オカモト セルフ新潟松崎　給油所 松崎１－２０－２６ 025-250-8800

新潟県 新潟市中央区 株式会社川崎商会 新潟　給油所 東大通１－８－１２ 025-244-0997

新潟県 新潟市中央区 株式会社川崎商会 新潟中央インター　給油所 鳥屋野４１５－１ 025-284-0811

新潟県 新潟市中央区 新津石油株式会社 セルフ新和　給油所 新和１－４－１８ 025-284-5366

新潟県 新潟市中央区 株式会社田中石油 山二ツ　給油所 山二ツ３－３３－１１ 025-286-6151

新潟県 新潟市中央区 株式会社髙助 リバーサイド新潟　給油所 下大川前通３－２２３０ 0252-23-2779

新潟県 新潟市中央区 株式会社髙助 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフロードスワン店　給油所 姥ヶ山８０－２、７９－１ 025-257-1761

新潟県 新潟市中央区 株式会社ハヤマ セルフスーパーロード県庁前　給油所 鳥屋野２－１２－１８ 025-282-2515

新潟県 新潟市中央区 貝印石油株式会社 鳥屋野　給油所 愛宕３－３－３ 025-284-6125

新潟県 新潟市中央区 株式会社藤井石油 川端町　給油所 川端町１－８ 025-223-5009

新潟県 新潟市中央区 株式会社藤井石油 関屋本村　給油所 関屋本村町２－３０４－１ 025-267-1606

新潟県 新潟市中央区 宮島石油販売株式会社 県庁前　給油所 出来島１－１５－３４ 025-284-1020

新潟県 新潟市中央区 株式会社和田商会 関新　給油所 関新３丁目２－２２ 025-266-1065

新潟県 新潟市中央区 有限会社青木石油 市場前　給油所 上所中２－１－９ 025-285-3044

新潟県 新潟市中央区 敦井石油販売株式会社 花園町　給油所 花園町２－４－５ 025-244-4377

新潟県 新潟市中央区 株式会社エヌ中川石油商店 山二ツ　給油所 山二ツ２－１７－７ 025-286-1216

新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟シェル うまこし　給油所 本馬越２－９－５ 025-241-8061

新潟県 新潟市中央区 新津石油株式会社 セルフ入船　給油所 艀川岸町４４５５ 025-222-3858

新潟県 新潟市江南区 株式会社田中石油 横越　給油所 横越中央２－１４－２７ 025-385-3266

新潟県 新潟市江南区 株式会社スガイ 東新潟うぐいすタウン　給油所 うぐいす１－１－１１ 025-383-2181

新潟県 新潟市江南区 有限会社小菅石油店 天野　給油所 天野３－３１－７ 025-280-6331

新潟県 新潟市江南区 永木自動車株式会社 亀田バイパス　給油所 曙町５－２－４ 025-382-4807

新潟県 新潟市江南区 株式会社ハヤマ ユーロード亀田　給油所 東早通４丁目１番１号 025-381-0681

新潟県 新潟市江南区 株式会社ハヤマ セルフスカイロード亀田西　給油所 早苗１－１－４３ 025-382-2003

新潟県 新潟市江南区 株式会社新潟食品運輸 株式会社新潟食品運輸　給油所 西山字赤田１００９－１ 025-256-5051

新潟県 新潟市秋葉区 株式会社アキハ 新津南　給油所 程島字萓ノ中１９６２－３，１９６３－１ 0250-23-3280

新潟県 新潟市秋葉区 株式会社甲田石油店 新津中央　給油所 山谷町２－２０－７ 02502-2-0575

新潟県 新潟市秋葉区 土田石油株式会社 新津　給油所 善道町２－１１－２０ 02502-2-3151

新潟県 新潟市秋葉区 土田石油株式会社 ニューウィング新津　給油所 川口４６１－１ 0250-25-3151

新潟県 新潟市秋葉区 株式会社中村石油商会 サンロード荻川　給油所 車場５－７０４－４ 0250-24-8707

新潟県 新潟市秋葉区 株式会社川崎商会 新津中央　給油所 新津本町４－２５－１１ 0250-22-3376

新潟県 新潟市秋葉区 株式会社アキハ さつき野　給油所 北上字長沼９２４－１ 0250-25-3280

新潟県 新潟市秋葉区 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ新津店　給油所 程島１９０６ 0250-21-2577

新潟県 新潟市秋葉区 株式会社ロビンソンサービス ロビンソンサービスステーション　給油所 北上字長沼２０１０番地１、外 0250-22-3355

新潟県 新潟市南区 株式会社川崎商会 大野国道　給油所 下塩俵１００１－２ 025-377-4008

新潟県 新潟市南区 桜井石油株式会社 白根東　給油所 東笠巻新田５７９－２ 025-362-1327

新潟県 新潟市南区 株式会社ハヤマ セルフエイトロード白根　給油所 大通黄金４－１－６ 025-362-1608

新潟県 新潟市南区 土田石油株式会社 白根　給油所 能登２－９－４２ 025-373-2233

新潟県 新潟市南区 宮島石油販売株式会社 ルート８白根　給油所 東萱場字土居下２１０４－１ 025-375-1388

新潟県 新潟市南区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 新潟白根ＴＳ　給油所 茨曽根２４１２ 025-375-4155

新潟県 新潟市南区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 新潟ＴＳ 上塩俵１９３０－１ 025-362-1515

新潟県 新潟市西区 株式会社ハヤマ 新潟トラックステーション　給油所 山田１９６－１ 0252-66-4048

新潟県 新潟市西区 株式会社東日本宇佐美 ８号黒埼インター　給油所 善久字川中７４３－１ 025-377-7261

新潟県 新潟市西区 増井商事株式会社 セルフ新大前　給油所 大野３３０ 025-239-5566

新潟県 新潟市西区 株式会社新潟シェル アクセス亀貝　給油所 亀貝堤５１６－３ 025-268-2201

新潟県 新潟市西区 株式会社髙助 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ黒埼インター店　給油所 山田２５１５－３ 0252-67-1836

新潟県 新潟市西区 株式会社髙助 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフルート１１６店　給油所 保古野木字尾崎４５０－２外５筆 025-264-6016



新潟県 新潟市西区 株式会社中村石油商会 新通セルフステーションＫｉｓｓ　給油所 新通２２９５－１ 025-211-0909

新潟県 新潟市西区 株式会社ハヤマ セルフサンロード小針　給油所 小針４丁目３番７号 025-233-3601

新潟県 新潟市西区 新潟流通センター運送事業協同組合 共同　給油所 流通センタ－６－３－２ 025-260-5520

新潟県 新潟市西区 株式会社オカモト セルフ新潟小新　給油所 小新大通２－２－２ 025-378-2777

新潟県 新潟市西蒲区 株式会社オカモト セルフ新潟巻　給油所 赤鏥字大道上９３７番地１ 025-673-7717

新潟県 新潟市西蒲区 株式会社加藤油店 セルフ巻北　給油所 巻甲４８０３－１ 0256-72-3382

新潟県 新潟市西蒲区 中野　勉 大原　給油所 巻大原９７０ 025-239-3225

新潟県 新潟市西蒲区 株式会社ハヤマ チャームロード西川　給油所 旗屋４０８ 0256-88-5416

新潟県 新潟市西蒲区 株式会社渡大組 フラワーロード門田　給油所 中之口字門田前１３５０－１ 025-375-5167

新潟県 新潟市西蒲区 笹川　光則 巻白山　給油所 鷲ノ木２９６ 0256-72-7605

新潟県 新潟市西蒲区 宮島石油販売株式会社 １１６西川　給油所 押付字前谷内８０２－１外５筆 0256-88-6188

新潟県 新潟市西蒲区 有限会社ハセガワ 三ツ門　給油所 三ツ門２４５８ 025-375-4061

新潟県 新潟市西蒲区 株式会社イエスト イエストセルフ　給油所 津雲田６７３－１ 0256-82-2255

新潟県 長岡市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ中之島　給油所 中之島７７３ 0258-61-5260

新潟県 長岡市 有限会社坂詰佐吉商店 滝谷　給油所 六日市町十二免１０２２－１ 0258-22-2604

新潟県 長岡市 株式会社井上商会 くもいで　給油所 宮本町４－４０８－１ 0258-46-4224

新潟県 長岡市 株式会社炭吉商店 栃尾　給油所 天下島２－１－６ 0258-52-3446

新潟県 長岡市 中村石油株式会社 セルフ長岡曙　給油所 曙２－５－１１ 0258-36-1308

新潟県 長岡市 中村石油株式会社 長岡ニュータウン　給油所 新産３－２－７ 0258-46-8400

新潟県 長岡市 大和工業株式会社 栃尾　給油所 栃尾宮沢１４５０－１３ 0258-52-3066

新潟県 長岡市 株式会社高野石油 長岡福住　給油所 福住２－１－３１ 0258-34-4422

新潟県 長岡市 桂屋商事有限会社 今町　給油所 猫興野３８－１ 0258-66-4482

新潟県 長岡市 株式会社岩渕商店 南長岡　給油所 片田町西荒田１０１４ 0258-22-2450

新潟県 長岡市 株式会社岩渕商店 曙　給油所 宮内町字山伏３３９３ 0258-35-2280

新潟県 長岡市 株式会社岩渕商店 要町　給油所 要町１－５１－１ 0258-34-5166

新潟県 長岡市 株式会社トカン セルフ長岡バイパス　給油所 喜多町字鐙潟５３４－１ 0258-29-1841

新潟県 長岡市 株式会社浅野石油 与板南　給油所 与板町与板２６９９ 0258-72-0033

新潟県 長岡市 株式会社浅野石油 中之島　給油所 鶴ヶ曽根字柳原１１７４－１ 0258-66-4327

新潟県 長岡市 株式会社五井産業 長岡南　給油所 下条町字西荒田６５５ 0258-23-2488

新潟県 長岡市 有限会社粉川石油 高見町　給油所 高見町３６０２ 0258-24-8148

新潟県 長岡市 株式会社さとうコーポレーション 寺泊Ｒ１１６　給油所 大字下桐字松葉５７９－１ 0256-97-5678

新潟県 長岡市 永常石油株式会社 こしじ橋浦　給油所 浦中の坪５７３－５ 0258-92-2204

新潟県 長岡市 株式会社イマイエネルギー 長岡東バイパス　給油所 新組町字筒場２３２５－１ 0258-24-9674

新潟県 長岡市 株式会社イマイエネルギー 小国　給油所 小国町七日町字中川原４２３１－７ 02589-5-2396

新潟県 長岡市 株式会社イマイエネルギー 福道　給油所 福道町字前田３７８－１ 0258-29-5122

新潟県 長岡市 株式会社鷲尾 中島　給油所 中島７－１０ 0258-33-3247

新潟県 長岡市 株式会社斉忠自動車 カーコンビニ倶楽部斉忠　給油所 川崎町字野口１５３５－１ 0258-31-5222

新潟県 長岡市 有限会社丸喜石油 三島　給油所 三島新保３２８ 0258-42-3166

新潟県 長岡市 エネクスフリート株式会社 長岡　給油所 片田町西荒田６９６－１ 0258-23-0151

新潟県 長岡市 株式会社トカン セルフ寺泊大町　給油所 寺泊大町９７７９ 0258-75-3430

新潟県 長岡市 株式会社アジス 南部今井町　給油所 今井町２－２３ 0258-22-1260

新潟県 長岡市 平野産業株式会社 長岡旭町　給油所 旭町２－４－１ 0258-36-0909

新潟県 長岡市 平野産業株式会社 ルート８オプス・ワン　給油所 古正寺町字中割３９４－１ 0258-27-3777

新潟県 長岡市 株式会社太刀栄商店 栃尾　給油所 天下島２－１－９ 0258-52-3940

新潟県 長岡市 株式会社浅野石油 中之島東　給油所 中之島３９９２－２ 0258-66-0160

新潟県 長岡市 株式会社関原自動車学校 関原バイパス　給油所 関原南４－４０５５ 0258-46-2129

新潟県 長岡市 平野産業株式会社 長岡あけぼの　給油所 曙３－３－２５ 0258-39-7039

新潟県 長岡市 越後交通株式会社 セルフステーション千秋　給油所 寺島町６２８ 0258-27-3155

新潟県 長岡市 株式会社斉忠自動車 カーコンステーション栃尾店　給油所 栃尾大野町４－２４０３，２４０４ 0258-52-1471

新潟県 長岡市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ長岡店　給油所 南七日町５６－５ 0258-42-8353

新潟県 長岡市 株式会社丸山石油店 寺泊東　給油所 寺泊吉１０４５－２ 0258-75-3300

新潟県 長岡市 長島物産株式会社 山古志　給油所 山古志竹沢甲２０２２ 0258-59-2311

新潟県 長岡市 越後ながおか農業協同組合 川崎　給油所 川崎町字前田２２３３－１ 0258-34-7588

新潟県 三条市 全農エネルギー株式会社 嵐南バイパス店 東本成寺３０－３２ 0256-31-2012

新潟県 三条市 株式会社川崎商会 セルフ三条　給油所 上須頃３５５－１ 0256-34-8201

新潟県 三条市 池上石油株式会社 ハーツつかのめ　給油所 塚野目２－３－１４ 0256-35-0424

新潟県 三条市 あいせき株式会社 三条西　給油所 西本成寺２－２７－１ 0256-35-1534



新潟県 三条市 株式会社嵐北商事 下田中央　給油所 高岡字諏訪川原２１１－１ 0256-46-5618

新潟県 三条市 株式会社伊勢屋商店 マインドパークイセヤ　給油所 下坂井２－２６ 0256-33-1156

新潟県 三条市 名新物産有限会社 東三条　給油所 下坂井２１－１９ 0256-32-2591

新潟県 三条市 皆木　利 下田　給油所 大字笹岡３６４８ 0256-46-2405

新潟県 三条市 横田　政久 下田　給油所 大字荻堀８１７－１２ 0256-42-2102

新潟県 三条市 株式会社ハヤマ グリーンロード栄　給油所 大字一ツ屋敷新田１２８７ 0256-45-6600

新潟県 三条市 株式会社朝日 三条国道　給油所 直江町４－４－３ 0256-33-1869

新潟県 三条市 布施　要輔 三条須戸　給油所 須戸新田諏訪の上１２４４－１ 0256-38-6666

新潟県 三条市 株式会社朝日 べガ三条　給油所 荒町２－２６－５ 0256-32-9400

新潟県 三条市 三条石油販売株式会社 東三条　給油所 興野３－１－４１ 0256-33-3248

新潟県 三条市 三条石油販売株式会社 三条バイパス　給油所 西本成寺２－１－１４ 0256-34-7899

新潟県 三条市 有限会社白鳥石油 国道大島　給油所 大字大島４７２２ 0256-34-0645

新潟県 三条市 清水輪業株式会社 下田　給油所 原字町屋敷７０４－３ 0256-46-2216

新潟県 柏崎市 株式会社川崎商会 セルフ柏崎　給油所 大字安田２０５０ 0257-24-7470

新潟県 柏崎市 株式会社川崎商会 柏崎土合　給油所 大字土合７０８ 0257-20-4500

新潟県 柏崎市 石塚　哲朗 高柳　給油所 高柳町岡野町１７６２－３ 0257-41-2101

新潟県 柏崎市 中村石油株式会社 柏崎新バイパスセルフ１　給油所 半田１－１８－２０ 0257-20-7521

新潟県 柏崎市 柏崎運送株式会社 Ｓ－ＲＯＡＤＭＡＲＵＫＡＳＨＩ　給油所 北半田１－１－１８ 0257-23-3140

新潟県 柏崎市 有限会社品田商会 松波　給油所 松波２－２－１３ 0257-23-1324

新潟県 柏崎市 矢代　重紀 門出　給油所 高柳町門出５３６０－１ 0257-41-2388

新潟県 柏崎市 中村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ柏崎中央店　給油所 東本町３－１－４６ 0257-22-3727

新潟県 柏崎市 太陽鉱油株式会社 ８号線柏崎　給油所 東原町字原１７－１ 025-721-3171

新潟県 新発田市 本間商店株式会社 新発田中央公園前　給油所 新富町１－９８３－１ 0254-26-2022

新潟県 新発田市 増井商事株式会社 月岡　給油所 月岡字水沢１１０５ 0254-32-2516

新潟県 新発田市 株式会社川崎商会 新発田　給油所 新栄町３－６－１０ 0254-27-2271

新潟県 新発田市 株式会社川崎商会 新発田中央　給油所 中曽根町１－９－１７ 0254-26-2444

新潟県 新発田市 株式会社新野商店 新発田　給油所 富塚町３－１－３０ 0254-24-5505

新潟県 新発田市 宮島石油販売株式会社 新発田バイパス　給油所 城北町３－３－２０ 02542-2-2707

新潟県 新発田市 有限会社内田燃料店 住吉町　給油所 住吉町３－３－３２ 0254-22-6906

新潟県 新発田市 株式会社渡正 月岡　給油所 本田庚１８０ 0254-32-2703

新潟県 新発田市 名新物産有限会社 オートピアマスイ　給油所 中曽根６４３－１ 0254-26-2611

新潟県 新発田市 株式会社イマイエネルギー 豊町　給油所 豊町４－１－１３ 0254-23-5579

新潟県 新発田市 有限会社高嶋商店 五十公野　給油所 大字五十公野４８２７－１ 0254-22-4098

新潟県 新発田市 新潟石油販売株式会社 セルフ舟入　給油所 舟入町３－６４６ 0254-20-3332

新潟県 新発田市 新潟石油販売株式会社 セルフ豊浦　給油所 天王７５７－１ 0254-32-0050

新潟県 新発田市 菅　亮栄 川東　給油所 大字石喜字村上２１３－１ 0254-25-2055

新潟県 新発田市 株式会社ハヤマ セブンロード中曽根　給油所 中曽根町３－９－１０ 0254-24-8242

新潟県 新発田市 株式会社岩村物産 紫雲寺　給油所 稲荷岡７９６ 0254-41-2259

新潟県 新発田市 株式会社月岡スタンド 月岡　給油所 大字月岡７６８ 0254-32-2702

新潟県 新発田市 宮島石油販売株式会社 荒町とんとん前　給油所 荒町竹の花前甲１７７３番地 0254-20-7790

新潟県 新発田市 有限会社庭山石油商会 本町　給油所 本町４－１１－１０ 0254-22-2378

新潟県 新発田市 宮島石油販売株式会社 ルート７新発田　給油所 中田町１丁目３番５号 0254-23-6100

新潟県 新発田市 宮島石油販売株式会社 新発田南バイパス　給油所 富塚町３丁目１２番１９号 0254-28-7788

新潟県 新発田市 株式会社ライフサポート北越後 ＪＡセルフ新発田　給油所 緑町２－１３１７ 0254-26-5636

新潟県 小千谷市 丸建商事開発株式会社 川井　給油所 大字川井１５１７－５ 0258-89-2929

新潟県 小千谷市 米岡石油株式会社 東小千谷　給油所 旭町１－５ 0258-83-2249

新潟県 小千谷市 米岡石油株式会社 小千谷インター　給油所 大字桜町字天田２４８８－１ 0258-83-2251

新潟県 小千谷市 米岡石油株式会社 西小千谷　給油所 城内３－５９８－８ 0258-83-2250

新潟県 小千谷市 株式会社クラサワ おぢや北　給油所 平沢２－１７－２ 0258-83-4408

新潟県 小千谷市 有限会社米又商店 小千谷　給油所 東栄３－８－４ 0258-82-3260

新潟県 加茂市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ加茂　給油所 幸町１－８－２ 0256-52-2053

新潟県 加茂市 名新物産有限会社 ゆきつばきステーション　給油所 大字下条字山通甲８５７－１ 0256-53-2811

新潟県 加茂市 阿部精麦株式会社 西加茂　給油所 柳町２－１－７ 0256-52-2137

新潟県 十日町市 株式会社山田屋商店 十日町　給油所 山本町５－８６６－６ 025-757-5555

新潟県 十日町市 有限会社イタバ ピュアブリッヂなかさと　給油所 荒屋字下段ホ１６４－１ 025763-2077

新潟県 十日町市 長谷川石油株式会社 十日町下条　給油所 下条１－１１２－１ 02575-5-2528

新潟県 十日町市 石光石油株式会社 中里　給油所 上山己１２５５ 025763-2583



新潟県 十日町市 株式会社ぴっとランド 十日町　給油所 字樋越寅乙４１４－１ 025-757-1996

新潟県 十日町市 株式会社ぴっとランド しぶみ　給油所 池尻２０５ 025-597-2571

新潟県 十日町市 株式会社前田商会 松代　給油所 松代３６８５－５ 025-597-2072

新潟県 十日町市 株式会社関芳 セキヨシ十日町　給油所 千歳町３－１－５ 025-752-4024

新潟県 十日町市 有限会社松之山温泉給油所 松之山温泉　給油所 松之山天水越６－１０ 02559-6-2070

新潟県 十日町市 株式会社村山商会 十日町中央　給油所 卯５８５ 025-752-3630

新潟県 十日町市 株式会社吉田商会 土市　給油所 大字伊達甲２８ 025-758-4151

新潟県 見附市 株式会社東日本宇佐美 ８号中之島・見附インター　給油所 上新田町２２１－１ 0258-61-5821

新潟県 見附市 丸勝石油有限会社 見附　給油所 本町４－２－１９ 0258-62-2329

新潟県 見附市 株式会社アジス 見附駅前　給油所 本所１－８－２ 0258-63-1824

新潟県 見附市 太陽鉱油株式会社 中之島見附インター　給油所 上新田町４６０－１ 025-866-4241

新潟県 村上市 株式会社東日本宇佐美 ７号荒川　給油所 坂町３４９１－３ 0254-62-1739

新潟県 村上市 株式会社川崎商会 セルフ村上　給油所 大字本町字田口９９２－４０ 0254-52-3887

新潟県 村上市 株式会社新野商店 坂町　給油所 坂町字笹谷２９９－１ 0254-62-5183

新潟県 村上市 神林燃料株式会社 岩船　給油所 高御堂４０－２ 0254-66-6188

新潟県 村上市 株式会社宮作 村上　給油所 久保多町１１－２ 0254-52-2655

新潟県 村上市 株式会社宮作 村上国道　給油所 大字山辺里字川原１９０ 02545-3-3266

新潟県 村上市 朝日相互燃料株式会社 猿沢　給油所 猿沢６７４ 02547-2-1210

新潟県 村上市 有限会社佐藤商会 塩谷　給油所 福田字十日市３４９ 0254-66-5523

新潟県 村上市 長谷川エネルギー株式会社 村上　給油所 新町１４－１２ 02545-2-3792

新潟県 村上市 長谷川エネルギー株式会社 村上インターチェンジ　給油所 山居町１－４－４７ 0254-53-8388

新潟県 村上市 新潟石油販売株式会社 セルフ荒川　給油所 下鍛冶屋４３０ 0254-50-5200

新潟県 村上市 有限会社塩野町石油 塩野町　給油所 塩野町４４－１２ 0254-73-1078

新潟県 村上市 宝商事株式会社 村上駅前　給油所 田端町３３８３番地５ 0254-53-2165

新潟県 村上市 有限会社羽田燃料店 金屋　給油所 金屋１９５６－２ 0254-62-5056

新潟県 村上市 株式会社サクマ 岩船　給油所 岩船上町６－２８ 0254-56-7840

新潟県 村上市 株式会社ムラネン 村上　給油所 緑町１－７－１７ 0254-52-7555

新潟県 村上市 株式会社サクマ 村上山居　給油所 山居町１－２９７６－２ 0254-53-5010

新潟県 燕市 株式会社東日本宇佐美 ２８９号三条燕インター　給油所 井土巻５－３３ 0256-66-3205

新潟県 燕市 株式会社川崎商会 分水　給油所 大字熊森字土免１４５９－１ 0256-98-5112

新潟県 燕市 あいせき株式会社 サンライズツバメ　給油所 井土巻２－３４５ 0256-63-6677

新潟県 燕市 星　卓也 吉田　給油所 吉田東栄町５４－２ 0256-93-2111

新潟県 燕市 株式会社とみけい 吉田新国道　給油所 吉田春日町１４－１３ 02569-3-4018

新潟県 燕市 三騎商事株式会社 燕小高　給油所 小高３７３ 02566-3-4606

新潟県 燕市 角田　良助 八王寺　給油所 八王寺１５８３ 02566-4-3771

新潟県 燕市 宮島石油販売株式会社 吉田　給油所 吉田鴻巣３８４ 0256-93-3151

新潟県 燕市 株式会社青又商店 西燕　給油所 燕１２２９－３ 0256-63-5315

新潟県 燕市 株式会社朝日 燕　給油所 東太田６８３１－１ 0256-64-5451

新潟県 燕市 有限会社飯塚石油 桜町　給油所 大字杣木２６９３－１ 0256-63-5902

新潟県 燕市 遠藤石油株式会社 燕　給油所 秋葉町３－１１－１２ 0256-63-2506

新潟県 燕市 丸山　実 横田　給油所 大字横田字中筒東川原１２７４１ 0256-66-2446

新潟県 燕市 有限会社小山石油 燕　給油所 大字中川６７０ 0256-63-3301

新潟県 燕市 株式会社丸山石油店 セルフ燕吉田　給油所 吉田西太田１７７９－１ 0256-78-8833

新潟県 燕市 新潟サン石油株式会社 分水　給油所 分水学校町２－１－４ 0256-98-2929

新潟県 燕市 株式会社藤井石油 燕北　給油所 新栄町２３０ 0256-47-3330

新潟県 燕市 燕石油販売株式会社 花見　給油所 花見３０７ 0256-62-5475

新潟県 糸魚川市 株式会社川崎商会 青海　給油所 大字須沢３３３８ 025-556-6608

新潟県 糸魚川市 笠原商事株式会社 能生　給油所 大字能生９７６－４ 0255-66-2109

新潟県 糸魚川市 西頸城運送株式会社 寺島　給油所 大字寺島字中新田４６７－３ 0255-52-1618

新潟県 糸魚川市 中田石油株式会社 糸魚川　給油所 寺町３－１０－４１ 02555-2-1771

新潟県 糸魚川市 中田石油株式会社 糸魚川バイパス　給油所 押上２－８－４ 02555-2-1773

新潟県 糸魚川市 中田石油株式会社 早川　給油所 東川原字イマタギ２９ 02555-5-2993

新潟県 糸魚川市 中田商事株式会社 糸魚川インター　給油所 上刈３－１６－２８ 0255-53-0630

新潟県 糸魚川市 新潟石油販売株式会社 セルフ糸魚川　給油所 南押上３－３５５－１他 025-550-4580

新潟県 糸魚川市 株式会社笹川建設 能生　給油所 大字能生８１９－２ 025-566-2828

新潟県 糸魚川市 株式会社共進 田海　給油所 大字田海５１５５ 025-562-4777

新潟県 糸魚川市 ニッカ興産株式会社 青海　給油所 大字田海１２－１ 025-562-2075



新潟県 糸魚川市 星和石油株式会社 糸魚川インター　給油所 上刈５－４－３３ 025-552-1764

新潟県 糸魚川市 上越ツバメ石油株式会社 糸魚川　給油所 大字梶屋敷５８８－１ 025-555-3131

新潟県 妙高市 有限会社三和商事 学校町　給油所 学校町２－３４ 0255-72-2502

新潟県 妙高市 中村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新井店　給油所 栗原４－３－４０ 0255-72-8520

新潟県 妙高市 有限会社古川屋石油店 上堀ノ内　給油所 大字上堀之内１４１－１ 0255-75-2370

新潟県 妙高市 中田石油株式会社 新井　給油所 小出雲３－１１－２６ 0255-72-6470

新潟県 妙高市 中田石油株式会社 妙高プラザ　給油所 関山４９０－１ 0255-82-4300

新潟県 妙高市 頸城運送倉庫株式会社 新井中央　給油所 石塚町１－９２５－１３ 0255-72-9281

新潟県 妙高市 株式会社コバネン 妙高高原　給油所 大字田口１１７４ 0255-86-2255

新潟県 五泉市 株式会社佐久間石油 五泉北　給油所 大字船越字窪田１２２０－１ 0250-42-3673

新潟県 五泉市 土田石油株式会社 五泉駅前　給油所 吉沢２－３－９ 0250-42-3370

新潟県 五泉市 有限会社樋口 村松　給油所 村松１０９６ 0250-58-8027

新潟県 五泉市 株式会社慶八 村松　給油所 村松甲２０３９ 02505-8-7141

新潟県 五泉市 株式会社ハヤマ ハートロード五泉　給油所 太田１－２５６－３ 0250-43-1396

新潟県 五泉市 株式会社佐久間石油 五泉東　給油所 東本町２－８－２２ 0250-42-3206

新潟県 五泉市 有限会社渡辺石油店 村松中央　給油所 村松甲２２５９－２ 0250-58-6010

新潟県 五泉市 株式会社ツチダオートサービス 村松　給油所 本田屋字番丈免３１５４－１ 0250-58-5078

新潟県 五泉市 株式会社鈴木石油店 村松　給油所 甲２５０５－３ 0250-58-7054

新潟県 五泉市 泉菱商事石油株式会社 五泉中央　給油所 太田字柳仲９９０－１ 0250-42-7777

新潟県 上越市 エネクスフリート株式会社 直江津バイパス　給油所 三ツ屋町５－３９ 025-544-5343

新潟県 上越市 株式会社東日本宇佐美 ８号上越　給油所 大字下荒浜字大谷内横田３２４－１ 0255-44-5339

新潟県 上越市 株式会社東日本宇佐美 ８号上越西　給油所 下門前７９７－１ 025-545-5670

新潟県 上越市 株式会社東日本宇佐美 １８号中郷インター　給油所 大字二本木字南野畔１５５０－１ 025-581-2020

新潟県 上越市 株式会社川崎商会 高田中央　給油所 大字薄袋字上川原８４－１ 025-522-2157

新潟県 上越市 株式会社川崎商会 中郷インター　給油所 中郷区二本木１５９０－１ 025-581-2235

新潟県 上越市 中村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高田店　給油所 西城町２－１０－２３ 025-523-7228

新潟県 上越市 中村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大学前店　給油所 大字藤巻字内藤３０８－２ 025-526-7700

新潟県 上越市 橋詰石油株式会社 牧村　給油所 牧区落田２８３ 025-533-5010

新潟県 上越市 東菱物産株式会社 福田　給油所 福田７５－１ 025-544-2756

新潟県 上越市 有限会社はばのや給油所 浦川原　給油所 浦川原区飯室１９７１ 0255-99-2554

新潟県 上越市 有限会社町田鉱油 上越大橋　給油所 大字寺字前新田５２８ 025-526-2560

新潟県 上越市 有限会社小山田石油 末野新田　給油所 三和区末野新田３５５－２ 0255-32-2662

新潟県 上越市 有限会社越後石油 柿崎　給油所 柿崎区川井３１５－１ 025-536-2654

新潟県 上越市 株式会社ヤマダ 百間町　給油所 頸城区百間町３１０－４ 0255-30-2165

新潟県 上越市 有限会社小林石油 二本木　給油所 中郷区板橋４７３－１３ 0255-74-2295

新潟県 上越市 新潟石油販売株式会社 セルフ柿崎　給油所 柿崎区柿崎１６６１－１ 025-535-2225

新潟県 上越市 頸城運送倉庫株式会社 浦川原　給油所 浦川原区顕聖寺６３－４ 02559-9-2226

新潟県 上越市 頸城運送倉庫株式会社 戸野目　給油所 大字戸野目字加村１００７－１ 025-526-1660

新潟県 上越市 頸城運送倉庫株式会社 上越インター　給油所 下門前１７０４ 025-544-6151

新潟県 上越市 株式会社ＩＮＰＥＸロジスティクス 大潟　給油所 大潟区下小船津浜１１６５－１６ 025-534-2615

新潟県 上越市 株式会社吉田石油店 ルート８上越インター　給油所 栄町１－７－３ 025-539-5388

新潟県 上越市 中田石油株式会社 上越　給油所 高土町１－１１－８ 025-523-3528

新潟県 上越市 有限会社東部石油店 下荒浜　給油所 大字下荒浜字坊野土尻３８１－１ 025-543-5277

新潟県 上越市 株式会社関沢商店 吉川　給油所 吉川区原之町１３８３－１ 025-548-2975

新潟県 上越市 髙助合名会社 謙信公大橋　給油所 藤野新田１２８５ 025-521-7100

新潟県 上越市 髙助合名会社 セルフ五智　給油所 国府３－６－２ 025-543-9514

新潟県 上越市 秦　昭吉 上越安塚　給油所 安塚区安塚６４７－４ 025-592-2058

新潟県 上越市 有限会社小菅石油店 高田　給油所 北城町１－７－２ 025-522-3588

新潟県 上越市 頸城運送倉庫株式会社 木田　給油所 新光町２－２－１５ 025-546-7595

新潟県 上越市 頸城運送倉庫株式会社 春日山　給油所 春日山町２－１４－３ 025-525-8466

新潟県 上越市 東菱物産株式会社 五智　給油所 五智３－８－１３ 025-543-7177

新潟県 上越市 東菱物産株式会社 藤巻　給油所 藤巻９－２０ 025-523-5812

新潟県 上越市 株式会社井部商会 セルフ鵜の浜　給油所 大潟区雁子浜字崩山３２３ 025-534-3105

新潟県 上越市 丸新ライフサービス株式会社 高田国道　給油所 大字土橋字栗林１５９７ 025-523-5020

新潟県 上越市 髙助合名会社 上新バイパス直江津　給油所 大字春日新田字馬形１３１４－４ 025-544-9344

新潟県 上越市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 上越ＴＳ　給油所 大字西福島６２４－１ 025-545-4710

新潟県 上越市 株式会社コマレオ 上越　給油所 大字富岡字越中田６８３－９ 0255-24-7920



新潟県 上越市 株式会社原商店 浦川原　給油所 浦川原区釜淵３４７ 025-599-2285

新潟県 阿賀野市 新和石油株式会社 水原　給油所 岡山町９－３９ 02506-2-3661

新潟県 阿賀野市 株式会社スガイ 水原中央　給油所 中央町１－１０－１０ 0250-62-2583

新潟県 阿賀野市 株式会社渋谷商店 京ヶ瀬国道　給油所 飯森杉３０５ 025067-2224

新潟県 阿賀野市 有限会社遠山商店 小浮　給油所 小浮８１０ 0250-68-2205

新潟県 阿賀野市 株式会社大月石油 笹神　給油所 今板１４２０ 0250-66-2655

新潟県 阿賀野市 株式会社坂詰商会 安田バイパス　給油所 沢田字火ノ爪４６６ 0250-68-2422

新潟県 阿賀野市 有限会社安田石油販売 安田インター　給油所 大字保田駒込２７５０外 0250-61-4012

新潟県 阿賀野市 宮島石油販売株式会社 新笹神　給油所 金屋４７５－１ 0250-62-2025

新潟県 阿賀野市 株式会社サトウ カーライフステーション阿賀野　給油所 堀越２３０６－１ 0250-63-9920

新潟県 佐渡市 有限会社西三川給油所 西三川　給油所 椿尾４３１ 02595-8-2522

新潟県 佐渡市 株式会社サドプロ 佐和田　給油所 鍛冶町２２４７ 0259-57-2671

新潟県 佐渡市 有限会社中央石油 金井　給油所 千種丙２１１ 0259-63-2336

新潟県 佐渡市 ヘンミ石油株式会社 真野　給油所 長石３１２ 02595-5-2426

新潟県 佐渡市 有限会社中川喜十郎商店 真野町　給油所 吉岡９２４－１９ 0259-55-3188

新潟県 佐渡市 有限会社大商サービス 両津　給油所 加茂歌代４７４ 02592-3-2115

新潟県 佐渡市 有限会社運上納 真野　給油所 大小５１６ 02595-5-2377

新潟県 佐渡市 有限会社本間石油 羽茂　給油所 羽茂本郷７３６－１ 0259-88-2116

新潟県 佐渡市 有限会社タケナカ 赤泊西　給油所 赤泊６８０－１ 0259-87-2131

新潟県 佐渡市 有限会社榎谷甚五兵衛商店 小木港　給油所 小木町１９６６ 0259-86-2226

新潟県 佐渡市 有限会社八幡商事 佐和田　給油所 八幡町３１２ 0259-52-3380

新潟県 佐渡市 有限会社オイルサービス 羽吉　給油所 羽吉５６１－１ 0259-27-2414

新潟県 佐渡市 有限会社山口エネルギー 鷲崎　給油所 鷲崎９２３ 0259-26-2329

新潟県 佐渡市 有限会社猪股石油店 畑野西町　給油所 畑野７１２ 0259-66-2064

新潟県 佐渡市 有限会社若林石油 佐和田　給油所 中原６６３－４ 0259-57-2351

新潟県 魚沼市 有限会社竹屋商店 広神　給油所 田中６７１ 02579-9-2011

新潟県 魚沼市 新潟石油販売株式会社 セルフ小出　給油所 中原２０６－１ 025-793-3330

新潟県 魚沼市 株式会社義介建設 大白川　給油所 大白川７４ 025-796-2795

新潟県 魚沼市 株式会社山屋石販商事 堀之内　給油所 与五郎新田１－１ 025-794-2534

新潟県 魚沼市 株式会社岡部商事 堀之内　給油所 堀之内３８５１－２１ 025-794-2331

新潟県 魚沼市 有限会社旭石油 原　給油所 原９４１－２ 025-794-3764

新潟県 南魚沼市 株式会社井島石油 六日町国道　給油所 寺尾１２９７－１ 025-776-3278

新潟県 南魚沼市 塩沢米穀株式会社 シオベイ塩沢　給油所 塩沢４７１－２ 0257-82-0281

新潟県 南魚沼市 浦佐管理物産株式会社 大和　給油所 浦佐１５４８－２ 02577-7-4288

新潟県 南魚沼市 塩沢石油株式会社 ベルーガ塩沢　給油所 南田中１７－３ 02578-3-4141

新潟県 南魚沼市 松田商事株式会社 大和中央　給油所 茗荷沢５０－１ 025-779-4131

新潟県 南魚沼市 新潟商事開発株式会社 五日町　給油所 奥２３－１ 025-776-2161

新潟県 南魚沼市 魚沼プロパン株式会社 大和　給油所 水尾８４２ 025-779-2344

新潟県 南魚沼市 有限会社白川石油店 城内　給油所 泉甲２４３－４，５，９ 025-775-2617

新潟県 南魚沼市 有限会社ヤマトミ 五十沢　給油所 宮４５４－６ 025-774-2828

新潟県 南魚沼市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 塩沢ＴＳ　給油所 大字塩沢字樋渡６７５－１ 025-782-4783

新潟県 南魚沼市 新潟石油株式会社 六日町　給油所 大字四十日２５３８－１ 025-776-2483

新潟県 南魚沼市 みなみ魚沼農業協同組合 石打　給油所 大字関字東町裏９６９－３ 025-783-2865

新潟県 南魚沼市 有限会社大塚金物店 塩沢　給油所 大字塩沢字風呂ノ下１１４－１ 025-782-0476

新潟県 胎内市 有限会社大出日石 大出　給油所 大字大出７０２－１ 0254-46-2135

新潟県 胎内市 株式会社丸松斎藤商店 西中央　給油所 西本町２４－５８ 0254-43-2426

新潟県 胎内市 胎内市農業協同組合 中条町　給油所 本郷家の下５１２ 0254-43-6630

新潟県 胎内市 森田　盛一 築地　給油所 築地１２９７ 0254-45-2167

新潟県 胎内市 株式会社高橋商店 胎内　給油所 大字栗木野字二ノ割１０３－１ 0254-48-3376

新潟県 北蒲原郡聖籠町 株式会社岩村物産 網代　給油所 大字網代浜字榎１３２１－１ 0254-32-6666

新潟県 北蒲原郡聖籠町 株式会社岩村物産 諏訪山　給油所 大字諏訪山８８４－２ 0254-32-6677

新潟県 北蒲原郡聖籠町 株式会社岩村物産 東港　給油所 東港３丁目６０６８－４５ 025-256-3332

新潟県 北蒲原郡聖籠町 株式会社キタセキ ルート７蓮野インター　給油所 大字蓮野７４７ 0254-27-6430

新潟県 北蒲原郡聖籠町 有限会社高松商店 亀塚浜　給油所 網代浜１３１９－５ 0254-27-5023

新潟県 北蒲原郡聖籠町 株式会社東日本宇佐美 １１３号新潟・東港 東港７－８６１ 025-256-2231

新潟県 西蒲原郡弥彦村 タケダ自動車　株式会社 弥彦　給油所 美山６５６３ 0256-94-2378

新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社マルヤマ 矢作　給油所 大字矢作字西大堤５０４ 0256-94-2119



新潟県 西蒲原郡弥彦村 大谷　良孝 麓　給油所 大字麓雨場３０７３－４ 0256-94-4198

新潟県 西蒲原郡弥彦村 清水　詢起 弥彦　給油所 弥彦１０９５－７ 0256-94-2176

新潟県 東蒲原郡阿賀町 株式会社小松屋商会 阿賀町天満　給油所 天満１４９０－１ 0254-92-2092

新潟県 東蒲原郡阿賀町 株式会社オザサ 豊川　給油所 豊川甲２７４－１ 0254-95-2025

新潟県 東蒲原郡阿賀町 株式会社オザサ 津川　給油所 平堀１０４２－１ 0254-92-5112

新潟県 東蒲原郡阿賀町 株式会社和田エネルギー 津川インター　給油所 津川１２７１－１ 0254-92-2448

新潟県 三島郡出雲崎町 エネクスフリート株式会社 出雲崎バイパス　給油所 大字桂沢４１５－１ 0258-78-3300

新潟県 三島郡出雲崎町 株式会社中越建設 出雲崎松本　給油所 大字松本１０４－３ 0258-78-4880

新潟県 南魚沼郡湯沢町 株式会社東日本宇佐美 １７号湯沢　給油所 大字湯沢字中島川原１６５９－１ 0257-84-4624

新潟県 南魚沼郡湯沢町 三国興業株式会社 苗場　給油所 大字三国字十之木５２－１ 0257-89-2046

新潟県 南魚沼郡湯沢町 有限会社鶴屋 鶴屋湯沢　給油所 大字神立字奈良山４２－１ 0257-84-3334

新潟県 南魚沼郡湯沢町 有限会社文明屋石油店 湯沢　給油所 大字神立字奈良山４０－１ 025-784-2640

新潟県 中魚沼郡津南町 株式会社大阪屋商店 大割野　給油所 大字下船渡丁２６３１ 025-765-2525

新潟県 中魚沼郡津南町 津南町農業協同組合 下船渡　給油所 大字下船渡甲５０６９－３ 025-765-2382

新潟県 岩船郡関川村 株式会社渡辺燃料 関川バイパス　給油所 大字南赤谷５６４－１，５６５－１ 0254-64-1315

富山県 富山市 株式会社西日本宇佐美 ４１号富山　給油所 下大久保３６１０－１ 076-467-2313

富山県 富山市 山田村農業協同組合 山田村農協　給油所 山田中村前田３０９３－１ 076-457-2225

富山県 富山市 伏木燃商株式会社 富山南　給油所 太郎丸西町２－５ 0764-24-0313

富山県 富山市 富山石油株式会社 ニュー富山　給油所 東町１－２－２０ 0764-33-7857

富山県 富山市 富山石油株式会社 婦中町　給油所 下轡田７６８－１ 0764-65-3772

富山県 富山市 有限会社浜岡商店 富山インター　給油所 太郎丸本町３－１－１６ 0764-25-7040

富山県 富山市 タツミ石油株式会社 エアポート３８　給油所 黒瀬１３３－２ 0764-22-8838

富山県 富山市 株式会社光神 ＥｎｅＪｅｔ羽根　給油所 羽根２７８－１ 076-491-0283

富山県 富山市 有限会社平永石油 八尾井田　給油所 八尾町井田５６０６－１ 076-455-0114

富山県 富山市 株式会社フジイ商事 藤ノ木　給油所 金代３番１ 076-424-1188

富山県 富山市 株式会社碓井商店 石金　給油所 石金２－１－１３ 076-423-8366

富山県 富山市 富士商事株式会社 エネルギーセンター下赤江　給油所 下赤江町一丁目１番３０号 076-441-3670

富山県 富山市 宮口建設株式会社 猪谷　給油所 猪谷７７０ 076-484-1111

富山県 富山市 株式会社北日商会 速星　給油所 婦中町速星５３５－１ 076-466-2059

富山県 富山市 株式会社品川グループ本社 根塚　給油所 根塚町４－３－２ 076-493-3111

富山県 富山市 株式会社品川グループ本社 牛島　給油所 牛島新町４番５号 076-432-2626

富山県 富山市 株式会社西日本宇佐美 ８号富山バイパス呉羽　給油所 本郷中部１４３ 076-434-4690

富山県 富山市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 下飯野　給油所 下飯野土地区画整理事業地内保留地１２街区４ 076-471-7123

富山県 富山市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 富山石坂　給油所 石坂新７６０－３ 076-444-0085

富山県 富山市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 富山下堀　給油所 堀２８－２ 076-492-0330

富山県 富山市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 上赤江　給油所 上赤江町二丁目字東条割１１６９ 076-411-6090

富山県 富山市 八尾燃商有限会社 八尾　給油所 八尾町下新町１１２ 076-454-2328

富山県 富山市 株式会社トミセキ エスポワールトヨタ　給油所 豊田本町２－１５－２５ 076-438-6204

富山県 富山市 株式会社トミセキ エスポワール呉羽茶屋町　給油所 茶屋町字新長割２５ 076-436-2660

富山県 富山市 南砺石油株式会社 セルフ富山新庄　給油所 新庄本町２丁目９－６７ 076-411-8585

富山県 富山市 富山石油株式会社 本郷町　給油所 本郷町５１ 076-492-2441

富山県 富山市 カナショク株式会社 カナショクセルフ富山中島店　給油所 中島１丁目４番３４号 076-471-7636

富山県 富山市 カナショク株式会社 カナショクセルフ富山婦中店　給油所 婦中町西本郷８７０ 076-482-5512

富山県 富山市 株式会社ピューマ オートバックスエクスプレス富山南　給油所 婦中町塚原４６－１ 076-491-6161

富山県 富山市 株式会社金沢エネルギー セルフ富山東　給油所 上飯野５３－１ 076-471-6990

富山県 富山市 東夥油漕株式会社 越前町　給油所 越前町１－１ 076-424-7731

富山県 富山市 伏木燃商株式会社 セルフ富山　給油所 東町１－４－２１ 076-441-0905

富山県 富山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト ＥＮＥＯＳジェイクエスト大沢野店　給油所 上大久保１９８５－１－２ 076-468-7073

富山県 富山市 株式会社西日本宇佐美 ８号富山バイパス豊田　給油所 豊田町１－２７５ 076-432-6118

富山県 富山市 有限会社浜岡商店 富山第二工業センター　給油所 町村字外塚田割８６－１ 076-424-3610

富山県 富山市 有限会社浜岡商店 富山下新　給油所 下新町２９番１０号 076-432-8025

富山県 高岡市 株式会社和田商会 野村　給油所 野村７７４ 0766-22-1423

富山県 高岡市 和光商事株式会社 高岡インター　給油所 六家１２３０ 0766-31-1603

富山県 高岡市 北一株式会社 横田　給油所 美幸町１－２７２－１ 0766-23-2525

富山県 高岡市 伏木燃商株式会社 伏木一宮　給油所 伏木一宮２－９－５ 0766-44-7000

富山県 高岡市 富山石油株式会社 赤祖父　給油所 赤祖父５４４－１ 0766-24-3395

富山県 高岡市 富山石油株式会社 北島　給油所 北島字連花１９０ 0766-25-6585



富山県 高岡市 株式会社ウエダ 福岡　給油所 福岡町下蓑新３２７ 07666-4-3190

富山県 高岡市 丸福石油産業株式会社 米島　給油所 米島４４６－２ 0766-22-2860

富山県 高岡市 丸福石油産業株式会社 高岡市場前　給油所 佐野１２０２ 0766-25-2860

富山県 高岡市 株式会社平野石油 中曽根　給油所 中曽根５０５－１ 0766-82-6821

富山県 高岡市 株式会社平野石油 姫野　給油所 姫野３９－１ 0766-82-7775

富山県 高岡市 株式会社ヤギヤエンタープライズ 高岡インター　給油所 六家１７１１－１ 0766-31-5555

富山県 高岡市 株式会社金沢エネルギー セルフ佐野　給油所 佐野１５０１－１ 0766-29-1223

富山県 高岡市 いなば農業協同組合 カースクエア福岡　給油所 福岡町福岡新４６番地 0766-64-2059

富山県 高岡市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 高岡下田　給油所 野村１３７７－１ 0766-53-5557

富山県 高岡市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 高岡海老坂　給油所 東海老坂字大坪７７４ 0766-26-3335

富山県 高岡市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 高岡笹川　給油所 宝来町９４７ 0766-31-1701

富山県 高岡市 青山石油株式会社 野村　給油所 野村６０６ 0766-23-1919

富山県 高岡市 富山石油株式会社 ニュー高岡　給油所 美幸町１丁目１番２号 0766-22-5200

富山県 高岡市 カナショク株式会社 カナショクセルフ高岡福岡店　給油所 福岡町本領７３３番１ 0766-64-1919

富山県 高岡市 カナショク株式会社 カナショクセルフ高岡佐野店　給油所 佐野８７１番１ 0766-23-2710

富山県 高岡市 多田自動車工業株式会社 ＴＭＣ高岡南　給油所 十二町島字後川原９３番地１ 0766-54-6831

富山県 高岡市 日本海自動車工業株式会社 日本海ステ－ション　給油所 本丸町１３番２４号 0776-22-6633

富山県 高岡市 有限会社酒井石油 中田　給油所 下麻生１２９３－１ 0766-36-1145

富山県 高岡市 ゼオンノース株式会社 高伏　給油所 江尻３５１番地 0766-25-1112

富山県 魚津市 有限会社山崎石油 魚津　給油所 住吉１０５７－１ 0765-24-6116

富山県 魚津市 有限会社浜岡商店 ニュー魚津　給油所 末広町２番２０号 0765-24-1452

富山県 魚津市 株式会社金沢エネルギー セルフ魚津　給油所 住吉５４１－１ 0765-32-5077

富山県 魚津市 富山石油株式会社 魚津東　給油所 吉島５９５ 0765-24-0300

富山県 魚津市 有限会社浜岡商店 魚津ニューエイト　給油所 川縁字大原１１０５－５ 076-522-5842

富山県 氷見市 伏木燃商株式会社 セルフ氷見バイパス南　給油所 窪４７３ 0766-91-3185

富山県 滑川市 有限会社浜岡商店 滑川セントラル　給油所 上小泉字大道２１７９－３ 0764-75-0874

富山県 滑川市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 滑川　給油所 上島２１－１ 076-476-0581

富山県 滑川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート８滑川インターＴＳ　給油所 稲泉１１４８－１ 076-475-9545

富山県 滑川市 アルプス農業協同組合 ユー・スポット滑川　給油所 柳原７９－５ 076-463-0405

富山県 滑川市 株式会社日鉱産業 リバーサイド早月ＳＳ 中村３２７番地１ 076-477-1208

富山県 黒部市 株式会社西日本宇佐美 ８号黒部　給油所 三日市金屋２１１７－３ 0765-54-2210

富山県 黒部市 有限会社八木商店 大町　給油所 三日市３３０７ 0765-54-0051

富山県 黒部市 有限会社八木商店 黒部インター前　給油所 若栗５４０番地１ 0765-54-2515

富山県 黒部市 北辰自動車工業株式会社 桜井　給油所 三日市９４６ 0765-54-0166

富山県 黒部市 共和土木株式会社 黒部北　給油所 荒俣１５６１－１ 0765-57-0168

富山県 黒部市 株式会社金沢エネルギー セルフ黒部　給油所 前沢字北１５２４－１ 0765-32-5090

富山県 黒部市 黒部モビリティサービス株式会社 黒部　給油所 中新４８４ 0765-52-1871

富山県 黒部市 有限会社能登石油 黒部　給油所 生地中区２２５－１ 0765-56-8817

富山県 黒部市 株式会社堀内商会 黒部　給油所 前沢字黒瀬２８３０ 0765-52-1853

富山県 砺波市 富山石油株式会社 ニュー砺波　給油所 十年明道木島７７ 0763-32-1321

富山県 砺波市 株式会社ヤギヤエンタープライズ 高道　給油所 高道３３－１ 0763-32-1942

富山県 砺波市 有限会社大西石油 セルフ砺波１５６　給油所 太郎丸１－３－８ 0763-32-7670

富山県 砺波市 林　忠男 千代　給油所 千代１４５－１－２ 0763-33-1320

富山県 砺波市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ イオン砺波　給油所 中神二丁目７３番地 0763-55-6641

富山県 砺波市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 砺波インター　給油所 豊町１－１７－９ 0763-32-5545

富山県 砺波市 カナショク株式会社 カナショクセルフ砺波市役所前店　給油所 栄町５－２８ 0763-34-6055

富山県 砺波市 カナショク株式会社 カナショクセルフ砺波東石丸店　給油所 東石丸６番地１ 0763-34-5454

富山県 砺波市 株式会社ピューマ オートバックスエクスプレス砺波　給油所 太郎丸３丁目６０番地 0763-34-4114

富山県 砺波市 有限会社セーブ石油 砺波インター　給油所 太郎丸２８７－１ 0763-33-7311

富山県 小矢部市 有限会社長谷川石油 クロスハートおやべ　給油所 埴生３５８ 0766-68-3555

富山県 小矢部市 有限会社駒津石油商会 石動　給油所 小矢部町４番３０号 0766-67-0564

富山県 小矢部市 アブラ商事株式会社 オヤベエースステーション　給油所 岡２２５番地 0766-67-5511

富山県 小矢部市 大王産業株式会社 小矢部　給油所 津沢一丁目１番地 0766-61-2193

富山県 小矢部市 株式会社西日本宇佐美 小矢部バイパス 芹川５２３４－１ 0766-50-8971

富山県 南砺市 なんと農業協同組合 カートピアたいら　給油所 下梨２０４５ 0763-66-2243

富山県 南砺市 福光農業協同組合 セルフ　給油所 遊部７７０番地 0763-52-4170

富山県 南砺市 六光商事有限会社 福野　給油所 やかた６８番地 0763-22-2229



富山県 南砺市 山崎　博 上平　給油所 西赤尾町１５６ 0763-67-3737

富山県 南砺市 石井石油有限会社 福野　給油所 二日町２１６０ 0763-22-4607

富山県 南砺市 橋爪石油株式会社 福野東部　給油所 野新４１１－１ 0763-22-2276

富山県 南砺市 株式会社タカサキ 井口　給油所 久保１８１番地 0763-64-2716

富山県 射水市 有限会社金田石油店 作道　給油所 作道５７５－１ 07668-4-3653

富山県 射水市 富山石油株式会社 太閤山　給油所 黒河新土代尻１４４５ 0766-57-0363

富山県 射水市 株式会社中村燃料商店 大島企業団地　給油所 北高木１４－６ 0766-52-8887

富山県 射水市 株式会社シマダ商事 大門　給油所 二口２８－１ 0766-52-0131

富山県 射水市 有限会社前田石油 白石　給油所 小杉白石８２８ 0766-55-0200

富山県 射水市 南砺石油株式会社 富山新港　給油所 作道２３４ 076-684-2422

富山県 射水市 高岡地区陸運事業協同組合 新湊バイパス　給油所 沖塚原７４８ 0766-82-6699

富山県 射水市 株式会社シマダ商事 大島　給油所 赤井２０ 0766-52-2312

富山県 射水市 エネクスフリート株式会社 富山バイパス　給油所 稲積３１３－１ 0766-55-8080

富山県 射水市 株式会社和田商会 中谷小杉　給油所 戸破３３４０ 0766-55-1240

富山県 射水市 株式会社西日本宇佐美 ４７２号小杉インター　給油所 橋下条２８ 0766-57-0154

富山県 射水市 株式会社ＳＨＩＭＡＲＳ 大門小泉　給油所 小泉２００－１ 0766-52-6366

富山県 射水市 松倉石油株式会社 ひまわりステーション　給油所 赤井野田３８８ 0766-52-7755

富山県 射水市 株式会社ピューマ オートバックスエクスプレス小杉店　給油所 戸破１６１９ 0766-56-8585

富山県 射水市 三愛オブリ北陸株式会社 オブリステーション射水　給油所 橋下条１５１４－３ 0766-57-8351

富山県 射水市 西日本フリート株式会社 ルート８富山　給油所 白石９３－１ 0766-59-8050

富山県 射水市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 富山小杉ＴＳ 小杉白石８９３－１ 0766-55-3981

富山県 中新川郡上市町 有限会社きんた 極楽寺　給油所 湯上野１番１ 0764-72-6609

富山県 中新川郡上市町 アルプス農業協同組合 カーパークつるぎ　給油所 法音寺２－２ 076-472-1224

富山県 中新川郡上市町 松井エネルギーモータース株式会社 上市東　給油所 稗田２－５ 076-472-2751

富山県 中新川郡上市町 上市日通プロパン販売株式会社 ＥＧＴ役場前　給油所 法音寺字吉田１－３ 076-473-8018

富山県 中新川郡立山町 藤井石油株式会社 五百石　給油所 前沢２３０２ 0764-63-1335

富山県 中新川郡立山町 有限会社北信興産 有峰口　給油所 芦峅寺６１－１ 0764-81-1511

富山県 中新川郡立山町 株式会社碓井商店 利田　給油所 下鉾ノ木１６５ 076-463-0755

富山県 中新川郡立山町 アルプス農業協同組合 カーパーク立山　給油所 前沢２４３６－１ 076-463-0405

富山県 中新川郡立山町 上市日通プロパン販売株式会社 ＥＧＴ立山　給油所 二ツ塚１４番６ 076-462-7022

富山県 下新川郡入善町 株式会社西日本宇佐美 ８号入善黒部バイパス　給油所 上飯野６７２－１ 0765-74-0405

富山県 下新川郡入善町 有限会社島田石油 入善　給油所 上飯野５６７ 0765-72-5376

富山県 下新川郡入善町 みな穂農業協同組合 カーポート入善　給油所 上野２６２６－３ 0765-72-2210

富山県 下新川郡入善町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 富山黒部ＴＳ 東狐１７４２－１ 0765-72-5200

富山県 下新川郡朝日町 有限会社浜岡商店 泊　給油所 平柳下砂子２４－１ 0765-82-0578

富山県 下新川郡朝日町 カナショク株式会社 カナショクセルフ朝日店　給油所 平柳２５６ 0765-82-0077

富山県 下新川郡朝日町 有限会社朝日石油 朝日国道　給油所 道下９１５－１ 0765-82-0661

石川県 金沢市 エネクスフリート株式会社 金沢　給油所 松寺町酉１００－１ 0762-51-1711

石川県 金沢市 出光リテール販売株式会社 金沢南　給油所 八日市１－７７６ 076-280-4010

石川県 金沢市 マルネン株式会社 新神田　給油所 新神田５－１ 0762-91-3141

石川県 金沢市 マルネン株式会社 セルフ高柳　給油所 高柳町２－２３－１ 0762-52-2606

石川県 金沢市 上原　義浩 森本　給油所 吉原町カ－３ 0762-58-0165

石川県 金沢市 株式会社三谷サービスエンジン 西大通　給油所 西念４－１９－３８ 0762-65-5880

石川県 金沢市 株式会社三谷サービスエンジン 金沢西インター　給油所 古府一丁目１６１番地 076-249-6315

石川県 金沢市 ＣＬＴ金沢株式会社 カーサービス金沢駅西店　給油所 駅西本町３丁目２番１号 0762-61-1661

石川県 金沢市 株式会社金沢エネルギー 桜田町　給油所 示野中町２－１ 076-264-1050

石川県 金沢市 株式会社金沢エネルギー セルフ金沢東　給油所 田中町と４７－１，４８－１，４９－１ 0762-53-0345

石川県 金沢市 株式会社金沢エネルギー 上安原　給油所 福増町南１２１５ 076-214-0777

石川県 金沢市 星崎運輸株式会社 湊　給油所 湊一丁目８６番地５ 0762-37-2588

石川県 金沢市 大辰石油株式会社 神宮寺　給油所 神宮寺２丁目３０番１０号 076-252-4051

石川県 金沢市 丸一石油株式会社 Ｄ．Ｄ金沢駅西店　給油所 駅西新町２丁目１６－１ 076-261-2362

石川県 金沢市 丸一石油株式会社 Ｄ．Ｄセルフ伏見台店　給油所 伏見台１－１０－３ 076-247-5441

石川県 金沢市 丸一石油株式会社 ＤＤセルフもりの里店　給油所 もりの里２－１２７ 076-224-3701

石川県 金沢市 株式会社金沢丸善 ワンダフルセルフ高尾　給油所 高尾南１－８０ 076-298-4853

石川県 金沢市 株式会社金沢丸善 金沢東インター　給油所 田中町に３９－１ 076-238-6570

石川県 金沢市 株式会社金沢丸善 ミスタートレンディー安原　給油所 福増町北５３４ 076-240-2332

石川県 金沢市 株式会社西日本宇佐美 ８号金沢　給油所 福久町チ１５－１ 076-257-4020



石川県 金沢市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 金沢西インターＴＳ　給油所 戸板西１丁目７９番地 076-267-6521

石川県 金沢市 カナショク株式会社 カナショクセルフ金沢東インター店　給油所 南森本町ロ９８ 076-257-4410

石川県 金沢市 カナショク株式会社 カナショクセルフ金沢間明店　給油所 間明町二丁目１４ 076-220-6781

石川県 金沢市 カナショク株式会社 カナショクセルフ金沢伏見台店　給油所 伏見台３丁目５－５ 076-245-2266

石川県 金沢市 カナショク株式会社 カナショクセルフ金沢湊店　給油所 須崎町イ２１－５ 076-239-1166

石川県 金沢市 西日本フリート株式会社 Ｒ８金沢　給油所 利屋町と３０－１ 076-257-3661

石川県 金沢市 株式会社金沢エネルギー セルフ高尾台　給油所 高尾台３－１ 076-259-5290

石川県 金沢市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 金沢東インターＴＳ　給油所 磯部町ホ３１番地の１ 076-252-3635

石川県 金沢市 株式会社ＪＡ建設エナジー 松島　給油所 松島２丁目１番 076-240-0780

石川県 七尾市 丸一石油株式会社 Ｄ.Ｄセルフ東みなと店　給油所 万行町３－５－１ 0767-52-8001

石川県 七尾市 株式会社オガタ 小丸山公園　給油所 馬出町ハ、５１－２７ 0767-52-0453

石川県 七尾市 株式会社オガタ 七尾城址　給油所 藤野町口の１５ 0767-52-2837

石川県 七尾市 株式会社オガタ 七尾軍艦所　給油所 万行町壱２－１ 0767-52-5656

石川県 七尾市 株式会社金沢エネルギー セルフ七尾　給油所 小島町大開地１－２ 0767-58-3088

石川県 七尾市 共立商事株式会社 共立七尾　給油所 府中町員外２１－９ 0767-52-0261

石川県 七尾市 共立商事株式会社 田鶴浜　給油所 田鶴浜町タ７３－２ 0767-68-2007

石川県 七尾市 共立商事株式会社 共立徳田　給油所 千野町へ２１－２、２２、２３－１ 0767-57-1480

石川県 七尾市 丸一石油株式会社 ＤＤセルフこまるやま台店　給油所 小丸山台３－７１ 0767-52-6255

石川県 七尾市 株式会社池田商事 トレンディ中島　給油所 中島町塩津ル３０ 0767-66-0308

石川県 七尾市 能登わかば農業協同組合 中央　給油所 佐味町ホ部２９ 0767-53-6446

石川県 七尾市 能登わかば農業協同組合 能登島　給油所 能登島向田町５－９８－２ 0767-84-1727

石川県 小松市 三島石油株式会社 セルフプラザ符津　給油所 符津町タ９１－３ 0761-44-3440

石川県 小松市 有限会社岩倉商店 サンロード軽海　給油所 軽海町ソ５０－１ 0761-47-0205

石川県 小松市 株式会社枷場石油店 下粟津　給油所 下粟津町ロ２１－４ 0761-44-5125

石川県 小松市 有限会社曽田商店 小松北　給油所 高堂町イ３７ 0761-22-4723

石川県 小松市 サンライズ石油株式会社 サンライズ　給油所 園町ホ１４８－１ 0761-23-0031

石川県 小松市 カナショク株式会社 カナショクセルフ小松店　給油所 今江町４丁目３１ 0761-58-0708

石川県 小松市 小松市農業協同組合 ８号線　給油所 福の宮町１－２９ 0761-22-5121

石川県 輪島市 株式会社輪島丸善 サンライズ杉平　給油所 杉平町大百苅４８ 0768-22-8119

石川県 輪島市 協和石油販売株式会社 のと空港前　給油所 三井町三洲穂ろ１番１４ 0768-26-1500

石川県 輪島市 有限会社中谷石油 剱地　給油所 門前町剱地ヨ１７１－２０ 0768-45-1221

石川県 輪島市 株式会社輪島丸善 リバーサイド二ツ屋　給油所 二ツ屋町１字１３ 0768-22-2873

石川県 輪島市 カナショク株式会社 カナショクセルフ輪島店　給油所 横地町１－８４－４ 0768-23-4410

石川県 珠洲市 幾田石油株式会社 ニュー珠洲　給油所 上戸町北方い字３２－１ 0768-82-0126

石川県 珠洲市 珠洲市農業協同組合 駅前　給油所 野－江町シ－６８－２ 0768-82-0745

石川県 加賀市 株式会社西日本宇佐美 片山津インター　給油所 伊切町い２６７ 0761-75-4420

石川県 加賀市 株式会社西日本宇佐美 ８号加賀インター　給油所 熊坂町オ１７１－１ 0761-72-2275

石川県 加賀市 角出石油株式会社 あいらんど加賀　給油所 松山町イ７１ 0761-77-0162

石川県 加賀市 株式会社金沢エネルギー セルフ加賀　給油所 加茂町１３１ 0761-75-7515

石川県 加賀市 坂井石油株式会社 東加賀　給油所 箱宮町ヌ３２－１ 0761-74-1107

石川県 加賀市 有限会社シモデ石油 山中　給油所 山中温泉塚谷町ニ３５－２ 0761-78-0783

石川県 加賀市 有限会社岡田ガス石油店 岡田石油店　給油所 山中温泉富士見町オ１６ 0761-78-0970

石川県 羽咋市 上田石油株式会社 四柳バイパス　給油所 四柳町そ７－１ 0767-22-0077

石川県 羽咋市 上田石油株式会社 羽咋　給油所 南中央町キ１４３番４、５、キ１５４番３、５ 0767-22-0044

石川県 羽咋市 上田石油株式会社 羽咋東　給油所 石野町ホ４１ 0767-22-0044

石川県 羽咋市 駒井　秀宏 鹿島路　給油所 鹿島路町１６６５ 0767-24-1200

石川県 羽咋市 株式会社池田商事 トレンディ羽咋　給油所 千里浜町ワ６０－２ 0767-22-6364

石川県 羽咋市 有限会社アクセス セルフ給油ロッキー羽咋店　給油所 石野町ロ２２番 0767-22-5725

石川県 羽咋市 はくい農業協同組合 太田　給油所 太田町と７４－１ 0767-26-1177

石川県 かほく市 株式会社宇野気石油 宇ノ気バイパス　給油所 内日角１－３０ 0762-83-0515

石川県 かほく市 加賀谷商事株式会社 オイルプラザＤ－１　給油所 内日角３－５－１ 076-283-0277

石川県 かほく市 松倉石油株式会社 セルフ高松メカニックステーション　給油所 高松ル１５－１ 076-281-0713

石川県 かほく市 株式会社マルニ セルフ高松　給油所 長柄町レ６０－１ 076-281-3638

石川県 白山市 澤村　信仁 松任　給油所 末広１丁目１４３番地 0762-75-0173

石川県 白山市 有限会社林電化燃料店 別宮　給油所 別宮町ロ９８ 076-254-2016

石川県 白山市 三愛オブリ北陸株式会社 オブリステーション松任　給油所 徳丸町５４７－１ 076-274-7890

石川県 白山市 株式会社西日本宇佐美 ８号松任　給油所 小上町２３８ 076-275-5177



石川県 白山市 カナショク株式会社 カナショクセルフ白山松任店　給油所 田中町２７８番地 076-276-2277

石川県 白山市 西日本フリート株式会社 ルート８松任　給油所 福留町２７６ 076-277-8280

石川県 白山市 白山農業協同組合 蝶屋　給油所 西米光町チ１００ 076-278-4764

石川県 白山市 松任市農業協同組合 千代野　給油所 北安田町７７１－１ 076-275-1222

石川県 白山市 株式会社桜井油店 白山明光　給油所 井口町に９８－１ 076-273-1215

石川県 白山市 数馬石油株式会社 松任バイパス　給油所 倉光１－１９１ 076-275-1225

石川県 白山市 コーサイ石油株式会社 鶴来バイパス　給油所 安養寺町口３１－１ 076-273-0611

石川県 能美市 有限会社石川日石 辰口　給油所 出口町へ２０８ 0761-51-2173

石川県 能美市 有限会社吉田石油 根上　給油所 大成町リ８２ 0761-55-0358

石川県 能美市 カナショク株式会社 カナショクセルフ能美寺井店　給油所 五間堂戌５番地６ 0761-58-4011

石川県 能美市 根上農業協同組合 大成町　給油所 大成町ヌ４５ 0761-55-4600

石川県 能美市 能美農業協同組合 本店セルフ　給油所 粟生町ヨ１番地 0761-57-4292

石川県 野々市市 株式会社三谷サービスエンジン エコウィング御経塚　給油所 御経塚３－４６ 076-249-5155

石川県 野々市市 協和石油販売株式会社 野々市じょんから　給油所 菅原町１９ 0762-46-0001

石川県 野々市市 丸一石油株式会社 ＤＤセルフ御経塚店　給油所 御経塚１丁目４７０ 076-294-8851

石川県 野々市市 三愛オブリ北陸株式会社 オブリステーション野々市　給油所 本町５－３１４ 076-246-8338

石川県 野々市市 ナヴィ株式会社 エコノ新庄　給油所 新庄３－１２５ 076-248-5772

石川県 野々市市 野々市農業協同組合 富奥　給油所 粟田５丁目３９０番地 076-248-8989

石川県 河北郡津幡町 北星産業株式会社 北星ファイブ津幡　給油所 字庄ヌ４５番１ 076-288-3800

石川県 河北郡津幡町 株式会社新宅石油店 津幡　給油所 字加賀爪リ１１番地 076-289-2088

石川県 河北郡津幡町 石川かほく農業協同組合 津幡　給油所 中須加ろ３０－１ 076-289-3221

石川県 羽咋郡志賀町 株式会社伴長商店 高浜東　給油所 高浜町クの２８番地の６ 0767-32-0408

石川県 羽咋郡志賀町 能登石油株式会社 富来　給油所 富来地頭町７－９０ 0767-42-1117

石川県 羽咋郡志賀町 有限会社小泉石油店 志加浦　給油所 町２１－３１ 0767-32-1640

石川県 羽咋郡志賀町 株式会社稲岡自動車＆石油 志賀徳田　給油所 字徳田すの７ 0767-37-1331

石川県 羽咋郡志賀町 株式会社池田商事 トレンディ志賀　給油所 末吉寅１３６番地１ 0767-32-3632

石川県 羽咋郡志賀町 志賀農業協同組合 志賀　給油所 字末吉竹の腰１ 0767-32-1700

石川県 羽咋郡宝達志水町 有限会社昭栄石油 押水　給油所 小川１－２１７ 0767-28-3055

石川県 羽咋郡宝達志水町 はくい農業協同組合 ＪＡルート１５９　給油所 敷浪壱６、７ 0767-26-2189

石川県 鹿島郡中能登町 株式会社新光商会 Ｐｉｔｉｎ鹿西　給油所 能登部下９１部３７ 0767-72-2453

石川県 鹿島郡中能登町 有限会社谷石油 鹿西　給油所 部下７９部７－４ 0767-72-2136

石川県 鹿島郡中能登町 有限会社藤林石油 鹿島　給油所 芹川オ部５０ 0767-76-0127

石川県 鹿島郡中能登町 丸一石油株式会社 Ｄ．Ｄセルフアルプラザ鹿島店　給油所 最勝講ぬ１－１ 0767-76-8801

石川県 鹿島郡中能登町 有限会社ヨシカワ．エネルギー スマイルプラザ眉丈ヶ丘　給油所 良川は２７ 0767-74-0757

石川県 鹿島郡中能登町 有限会社アクセス セルフ給油ロッキー鹿島バイパス店　給油所 高畠ぬ２６番１ 0767-77-2333

石川県 鹿島郡中能登町 能登わかば農業協同組合 鹿島　給油所 徳前る部８７番地１ 0767-76-0989

石川県 鳳珠郡穴水町 株式会社摩郷石油 穴水　給油所 字大町ロ２７番地 0768-52-0081

石川県 鳳珠郡穴水町 株式会社森本石油 穴水バイパス　給油所 字川島キ１１２番地１ 0768-52-0161

石川県 鳳珠郡穴水町 おおぞら農業協同組合 穴水　給油所 字此木１－１００－１ 0768-52-1970

石川県 鳳珠郡能登町 数馬石油株式会社 宇出津　給油所 字宇出津タ字７４番地９ 0768-62-0233

石川県 鳳珠郡能登町 有限会社石岡石油店 オートオアシスつくも湾　給油所 字市ノ瀬１１－１－１ 0768-74-0336

石川県 鳳珠郡能登町 洲崎　光友 鵜川駅前　給油所 字鵜川２１－４７－１ 0768-67-1241

石川県 鳳珠郡能登町 内浦町農業協同組合 木郎　給油所 字行延２５６ 0768-72-2077

石川県 鳳珠郡能登町 有限会社広瀬石油店 小木　給油所 字小木１５字２１－１ 0768-74-1171

福井県 福井市 株式会社西日本宇佐美 ８号福井バイパス　給油所 下河北町１２ 0776-38-4830

福井県 福井市 株式会社平野商事 福井中央市場　給油所 高柳１丁目２３０２ 0776-53-1023

福井県 福井市 井上商事株式会社 マインドＫＡＩＨＯＴＳＵ　給油所 開発五丁目１１０１ 0776-52-0768

福井県 福井市 林石油株式会社 東藤島　給油所 上中町２７字沓掛場１１－１ 0776-54-1916

福井県 福井市 タナカエネルギー株式会社 毛矢　給油所 毛矢三丁目１番２１号 0776-35-1811

福井県 福井市 タナカエネルギー株式会社 アミューズ上北野　給油所 大東１丁目６－４０ 0776-54-8462

福井県 福井市 タナカエネルギー株式会社 ビッグエッグ若杉　給油所 若杉３－１７１５ 0776-35-2635

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー 勝見　給油所 御幸２－８－１４ 0776-24-6398

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー 種池　給油所 種池１丁目１６１６ 0776-34-0047

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー 福井西　給油所 飯塚町８－１３８ 0776-34-1020

福井県 福井市 栄月株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサン勝見　給油所 御幸３－３－２３ 0776-24-7441

福井県 福井市 栄月株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅノース福井　給油所 新保２－５０３ 0776-54-3553

福井県 福井市 栄月株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大和田　給油所 寺前町１１１番地 0776-57-7771



福井県 福井市 株式会社マルサ石油店 アピオ志比口　給油所 志比口２－２０－２０ 0776-54-1888

福井県 福井市 株式会社マルサ石油店 御幸　給油所 御幸２－２０－４ 0776-21-3355

福井県 福井市 真光石油株式会社 川西　給油所 石橋町１５－１０ 0776-85-1459

福井県 福井市 有限会社棗石油店 棗　給油所 深坂町１５－１１ 0776-85-1635

福井県 福井市 あおい商事株式会社 新田塚　給油所 二の宮４－４４－１ 0776-23-8565

福井県 福井市 あおい商事株式会社 福井インター中央　給油所 成和１－３３０１ 0776-22-1853

福井県 福井市 あおい商事株式会社 まちや　給油所 町屋２－６－１８ 0776-27-5220

福井県 福井市 あおい商事株式会社 フォーレストしみず　給油所 甑谷町２４－８ 0776-98-5888

福井県 福井市 有限会社川西石油店 川西　給油所 砂子坂町７－９３ 0776-83-0031

福井県 福井市 有限会社清水石油店 大安寺　給油所 仙町第３号３番地の１ 0776-59-1051

福井県 福井市 有限会社サカイ石油 森田　給油所 上森田１丁目４０２ 0776-56-2239

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー セルフ花堂　給油所 花堂中二丁目１９番５号 0776-35-1077

福井県 福井市 栄月株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアリーナ板垣　給油所 木田２－２２０５ 0776-36-3677

福井県 福井市 有限会社堂下商店 森田　給油所 八重巻中町１４－１ 0776-56-0236

福井県 福井市 吉野産業株式会社 福井中央米松　給油所 米松２－２４－２７ 0776-54-0707

福井県 福井市 福燃商事株式会社 日之出　給油所 日之出１丁目１３０４、１３０５－１、１３０５－２ 0776-23-4972

福井県 福井市 丸福産業株式会社 セルフかいほつ　給油所 西開発３－２０１ 0776-54-5334

福井県 福井市 株式会社室次 呉服町　給油所 田原２－４－１ 0776-24-1367

福井県 福井市 井上商事株式会社 新呉服町　給油所 春山２－２１－８ 0776-23-7425

福井県 福井市 川崎石油店　　川崎　一夫 美山　給油所 美山町４－１９ 0776-90-3438

福井県 福井市 有限会社青山 東郷　給油所 東郷二ケ町３６－１１ 0776-41-1212

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー 福井インター　給油所 和田中町縄境１３－１ 0776-22-1662

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー メガセルフ福井　給油所 主計中町１０号５番地１ 0776-38-6580

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー メガセルフ武道館前　給油所 三ツ屋町７号１０番地１ 0776-25-5518

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー メガセルフ福井北インター　給油所 新保町１４字一反所１９－２ 0776-53-0170

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー セルフ福井バイパス　給油所 開発町２４字８－９ 0776-52-1735

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー セルフ二の宮　給油所 二の宮二丁目３１番２７号 0776-22-1388

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー セルフ大宮　給油所 大宮三丁目３１番２２号 0776-25-1456

福井県 福井市 カナショク株式会社 カナショクセルフ福井江端店　給油所 江端町３６－１４－１ 0776-38-0777

福井県 福井市 カナショク株式会社 カナショクセルフ福井幾久店　給油所 大宮２丁目２０－１８ 0776-28-2232

福井県 福井市 株式会社福井エネルギー 田原町　給油所 松本四丁目１２番７号 0776-24-0070

福井県 福井市 福井県農業協同組合 やしろＳＳ　給油所 渕４丁目６０１番地 0776-36-6510

福井県 福井市 福井県農業協同組合 酒生ＳＳ　給油所 栂野町２８－８４ 0776-41-3093

福井県 福井市 福信商事株式会社 南福井　給油所 花堂南２－１４－３１ 0776-36-2510

福井県 敦賀市 株式会社木戸商事 敦賀　給油所 三島町２－１１－１８ 0770-22-3973

福井県 敦賀市 井田スクエア株式会社 サンメイト敦賀　給油所 木崎１５－１１－１ 0770-24-4311

福井県 敦賀市 株式会社ムラタ石油店 アミューズいちのの　給油所 若葉町３－２０６ 0770-24-2200

福井県 敦賀市 株式会社畠商店 カーポートつるが　給油所 鉄輪町２－４－１３ 0770-25-1105

福井県 敦賀市 あおい商事株式会社 セルフＥＡＧＬＥＳＴＡＴＩＯＮ敦賀店　給油所 木崎５号１１番地１ 0770-24-5196

福井県 敦賀市 株式会社若狭エネルギー 敦賀南　給油所 古田刈４８－１８ 0770-22-2557

福井県 敦賀市 株式会社西浦石油店 敦賀西　給油所 平和町１０－１４ 0770-23-1331

福井県 敦賀市 株式会社西浦石油店 敦賀　給油所 白銀町６－２２ 0770-25-1900

福井県 敦賀市 栄月株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ敦賀サンルート２７　給油所 古田刈１６号水掛２０－１ 0770-21-1110

福井県 敦賀市 大和石油株式会社 松島　給油所 呉竹町２－１１ 0770-24-1212

福井県 敦賀市 敦賀自動車工業株式会社 敦賀中央　給油所 長沢１３号１丁田１０－２ 0770-22-2553

福井県 敦賀市 有限会社渡辺石油 敦賀東　給油所 道口４６号１番地 0776-22-1309

福井県 敦賀市 株式会社竹腰石油店 敦賀港　給油所 蓬莱町１６－１９ 0770-22-0729

福井県 敦賀市 合資会社乙名石油店 敦賀　給油所 元町６－５ 0770-25-1333

福井県 敦賀市 西日本フリート株式会社 ルート８敦賀　給油所 疋田５号筋違１１－３ 06-6347-3660

福井県 敦賀市 株式会社若狭エネルギー セルフ敦賀西バイパス　給油所 若葉町１丁目１５３５番地 0770-21-3326

福井県 小浜市 井田スクエア株式会社 ＤＤセルフフォルトゥーナ小浜店　給油所 湯岡１１号深田１４－２ 0770-52-3352

福井県 小浜市 有限会社吉村油店 小浜国道　給油所 伏原２８－１－２ 0770-52-3131

福井県 小浜市 アルプス小浜株式会社 スーパーセルフワカサ　給油所 遠敷９－６０５ 07705-6-1370

福井県 小浜市 アルプス小浜株式会社 ライフスポットオバマ　給油所 千種１－１６－４３ 0770-21-3025

福井県 小浜市 福井県農業協同組合 オートピアわかさ　給油所 遠敷８－２－１ 0770-56-5050

福井県 小浜市 小浜石油株式会社 小浜駅前　給油所 駅前町１４－１２ 0770-52-1095

福井県 小浜市 株式会社西日本宇佐美 ２７号小浜　給油所 太興寺１０号旅所１６番地２ 0770-57-1870



福井県 小浜市 井田スクエア株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンメイト小浜店 遠敷２０－１－６ 0770-56-5111

福井県 大野市 株式会社松田燃料店 パーク月美　給油所 月美町９－６ 0779-65-2558

福井県 大野市 株式会社松田燃料店 パーク１５８　給油所 牛ケ原１０１－１－１ 0779-65-8878

福井県 大野市 株式会社大油屋商店 犬山　給油所 犬山七字木戸の下２－４ 0779-66-6316

福井県 大野市 株式会社大油屋商店 オートヴィオ　給油所 鍬掛７字４８－１ 0779-69-7766

福井県 大野市 株式会社マルエイ 九頭竜　給油所 朝日３５字４－３ 0779-78-2618

福井県 勝山市 勝山商事株式会社 セルフタキナミ　給油所 滝波町２－１１８ 0779-88-2114

福井県 勝山市 あおい商事株式会社 勝山　給油所 昭和町１－１１－５７ 0779-87-2965

福井県 勝山市 あおい商事株式会社 勝山バイパスセルフ　給油所 郡町３－４０１ 0779-87-2848

福井県 鯖江市 株式会社福井エネルギー メガセルフ鯖江西　給油所 糺町１０９－１ 0778-52-3223

福井県 鯖江市 栄月株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鯖江　給油所 神中町２－６－６１ 0778-53-0111

福井県 鯖江市 青山商事株式会社 石田　給油所 石田上町１２字３－３ 0778-62-0710

福井県 鯖江市 有限会社二谷商店 鯖江西　給油所 有定町３－５－１９ 0778-51-0141

福井県 鯖江市 あおい商事株式会社 セルフさばえ　給油所 柳町４－７－１５ 0778-51-6800

福井県 鯖江市 株式会社福井エネルギー メガセルフ鯖江　給油所 長泉寺町２丁目１００３ 0778-51-7377

福井県 鯖江市 株式会社マルトミ 鯖江セントラル　給油所 下河端町１４字１４－１ 0778-51-8200

福井県 鯖江市 吉野産業株式会社 ザウルス鯖江　給油所 柳町３－５－３２ 0778-52-5513

福井県 鯖江市 福鉄商事株式会社 ふくてつ鯖江ステーション　給油所 桜町２丁目８番３２号 0778-51-0262

福井県 鯖江市 有限会社松田商会 河和田　給油所 河和田町２２－１ 0778-65-0145

福井県 鯖江市 有限会社青山石油店 鯖江　給油所 長泉寺町１丁目１０番１１号 0778-51-0653

福井県 鯖江市 小林石油住設株式会社 下野田中央　給油所 下野田町３４字１－７ 0778-62-2425

福井県 鯖江市 カナショク株式会社 カナショクセルフ鯖江ルート８号店　給油所 下河端町１５－１７－１ 0778-53-2522

福井県 あわら市 株式会社福井エネルギー セルフ金津　給油所 花乃杜一丁目３０番１号 0776-73-4003

福井県 あわら市 栄月株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフニューあわら　給油所 大溝３丁目１８番９号 0776-73-0292

福井県 越前市 株式会社西日本宇佐美 ８号武生バイパス　給油所 向新保町１２－１－４ 0778-24-4710

福井県 越前市 タナカエネルギー株式会社 セルフ武生　給油所 日野美２－２７ 0776-22-2902

福井県 越前市 林石油店　　林　直樹 和紙の里　給油所 野岡２１－１－８ 0778-43-7777

福井県 越前市 坂川商事株式会社 武生南　給油所 三ツ口町７５番地 0778-22-6040

福井県 越前市 あおい商事株式会社 セルフプラザたけふ　給油所 村国２丁目１０－２０ 0778-21-3456

福井県 越前市 有限会社パル石油 イーストサバエ　給油所 赤坂町５字中津山田１－１ 0778-65-0099

福井県 越前市 エネクスフリート株式会社 武生　給油所 白崎町２２字惣作９－３ 0778-23-4705

福井県 越前市 株式会社マルトミ 武生家久　給油所 家久町５７字１３－３他 0778-22-3588

福井県 越前市 福鉄商事株式会社 ふくてつ塚町ステーション　給油所 塚町２１８番地 0778-23-1415

福井県 越前市 福鉄商事株式会社 ふくてつ問屋ステーション　給油所 小野谷町４－３－１７ 0778-24-3255

福井県 越前市 丸福産業株式会社 しばはら　給油所 片屋町５４－１３ 0778-23-4716

福井県 越前市 株式会社福井エネルギー セルフ越前　給油所 塚町８字４－１ 0778-24-3801

福井県 越前市 カナショク株式会社 カナショクセルフ越前武生店　給油所 小松２丁目１－１－３ 0778-24-0030

福井県 越前市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 武生ＴＳ　給油所 塚原町２４四反田１ 0778-22-3858

福井県 坂井市 株式会社西日本宇佐美 ８号丸岡バイパス　給油所 丸岡町下安田４６ 0776-66-7440

福井県 坂井市 みつわ商事有限会社 サンシャインみつわ　給油所 春江町西長田４１字１９番１ 0776-72-7000

福井県 坂井市 有限会社高島石油店 坂井　給油所 坂井町下兵庫１３１－３－７ 0776-72-0216

福井県 坂井市 株式会社福井エネルギー 丸岡バイパス　給油所 丸岡町一本田中２９字７－１ 0776-68-0638

福井県 坂井市 有限会社新保石油店 福井新港　給油所 三国町新保４０－２９ 0776-81-3433

福井県 坂井市 有限会社新保石油店 スーパーステーションみくに　給油所 三国町油屋１３字１３－１ 0776-81-7117

福井県 坂井市 有限会社イトウ石油 坂井町　給油所 坂井町新庄２－４０２ 0776-66-0586

福井県 坂井市 有限会社中嶋石油 坂井町　給油所 坂井町木部東２７－２８ 0776-72-0051

福井県 坂井市 木川　勝栄 加戸　給油所 三国町加戸９８－１ 0776-82-0378

福井県 坂井市 福井県農業協同組合 坂井　給油所 坂井町上新庄１字－１ 0776-72-2424

福井県 坂井市 福井県農業協同組合 三国　給油所 三国町覚善５字３６－１ 0776-82-5906

福井県 坂井市 福井県農業協同組合 鳴鹿　給油所 丸岡町下久米田３０字４２ 0776-66-1327

福井県 坂井市 エネクスフリート株式会社 丸岡　給油所 丸岡町高柳１－１－１ 0776-67-7072

福井県 坂井市 栄月株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフまるおか　給油所 丸岡町一本田３１－４－１ 0776-67-3200

福井県 坂井市 株式会社小寺自動車サービス 横地　給油所 丸岡町南横地２０－４ 0776-66-7000

福井県 坂井市 株式会社小寺自動車サービス 福井大橋　給油所 丸岡町羽崎５－５ 0776-67-0070

福井県 坂井市 株式会社福井エネルギー セルフ春江　給油所 春江町江留上錦１ 0776-51-5180

福井県 坂井市 カナショク株式会社 カナショクセルフ坂井春江店　給油所 春江町枝江留上錦３ 0776-51-1000

福井県 坂井市 株式会社古市石油店 三国　給油所 三国町山王１－４－６０ 0776-81-3147



福井県 坂井市 有限会社アステム エンゼルランドふくい前　給油所 春江町江留下屋敷１１５番地 0776-51-1372

福井県 吉田郡永平寺町 株式会社福井エネルギー セルフ松岡　給油所 松岡室３１ 0776-61-0057

福井県 吉田郡永平寺町 有限会社小玉石油 ウイングコダマ　給油所 松岡神明１丁目１３４番地 0776-61-0073

福井県 吉田郡永平寺町 株式会社永伸商事 永平寺　給油所 東古市１６－５－１ 0776-63-2069

福井県 南条郡南越前町 株式会社コープ武生 南条　給油所 東大道１９号茶の木原５７ 0778-47-3035

福井県 南条郡南越前町 株式会社コープ武生 今庄　給油所 今庄１０－１１ 0778-45-0294

福井県 南条郡南越前町 株式会社サカエ設備 株式会社サカエ設備今庄　給油所 今庄８６－２ 0778-45-0229

福井県 丹生郡越前町 株式会社寺田石油店 四ヶ浦　給油所 梅浦第５９－１８ 0778-37-0601

福井県 丹生郡越前町 南越燃料株式会社 朝日町　給油所 朝日１－１ 0778-34-0336

福井県 丹生郡越前町 株式会社おかやま サンルート４１７　給油所 西田中４－４０８ 0778-34-0108

福井県 丹生郡越前町 有限会社トミショー石油 越前海岸　給油所 高佐１６字黒石１９－１ 0778-39-1320

福井県 丹生郡越前町 竹内　昭夫 朝日　給油所 西田中２丁目２０９番地 0778-34-0151

福井県 丹生郡越前町 株式会社河瀬石油 朝日　給油所 内郡１８－１５ 0778-34-0161

福井県 丹生郡越前町 有限会社宮崎石油 宮崎　給油所 江波第２４号６番地の２ 0778-32-2189

福井県 三方郡美浜町 有限会社若狭自動車サービスセンター 美浜　給油所 佐田４１－２８－１ 0770-38-1424

福井県 大飯郡高浜町 福井県農業協同組合 オートピア高浜　給油所 青１７－２８－１ 0770-72-4075

福井県 大飯郡高浜町 西日本フリート株式会社 ルート２７高浜　給油所 薗部３５字一ツ橋８－２ 0770-72-9151

福井県 大飯郡おおい町 井田スクエア株式会社 大島　給油所 大島９４－２２ 0770-77-0212

福井県 大飯郡おおい町 木村石油株式会社 パームタウン本郷　給油所 成和字２号１－１２５ 0770-77-0123

福井県 大飯郡おおい町 株式会社日光モーター オーイ本郷　給油所 本郷第１４６－１５ 0770-77-0592

福井県 大飯郡おおい町 佐後エネルギー株式会社 石山　給油所 石山１５－１２－５ 0770-78-1228

福井県 三方上中郡若狭町 有限会社五井伴石油 三方　給油所 三方第２２号字大門３２－１２ 0770-45-0120

福井県 三方上中郡若狭町 有限会社吉村油店 若狭上中　給油所 三宅８６－５－１ 0770-62-0040

福井県 三方上中郡若狭町 福井県農業協同組合 オートピア井ノ口　給油所 井ノ口２７－９－２ 0770-62-0014

福井県 三方上中郡若狭町 株式会社　前田産業 三方五湖　給油所 能登野３６－１４ 0770-45-0744

山梨県 甲府市 株式会社西日本宇佐美 ２０号甲府中央　給油所 蓬沢町９５５ 055-237-8980

山梨県 甲府市 株式会社西日本宇佐美 ２０号甲府中央上り　給油所 西高橋町１１５－３ 055-221-0367

山梨県 甲府市 株式会社吉字屋本店 セルフＡＳＫ甲府南　給油所 上今井町６８１－１ 055-243-7771

山梨県 甲府市 トモエ株式会社 甲府城東　給油所 城東２－２６－１６ 055-235-5539

山梨県 甲府市 有限会社小野商事 酒折　給油所 酒折２－１－１３ 0552-33-8377

山梨県 甲府市 有限会社川手商事 甲府里吉　給油所 里吉１－９－１０ 0552-33-6331

山梨県 甲府市 有限会社北條油店 高畑　給油所 国母１－１－２ 055-224-6405

山梨県 甲府市 株式会社シミズヤ セルフ甲府善光寺ＳＳ　給油所 善光寺１－１８－１９ 055-235-4305

山梨県 甲府市 有限会社ヤマシタ 南西　給油所 国母３－１２－２６ 0552-22-5062

山梨県 甲府市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション里吉　給油所 里吉二丁目１１－１０ 055-236-1021

山梨県 甲府市 有限会社イシイ石油 住吉　給油所 住吉５－１９－１８ 0552-41-3885

山梨県 甲府市 有限会社富士吉商事 中央市場　給油所 国母６－４－１ 0552-28-1756

山梨県 甲府市 有限会社藤代自動車 甲府バイパス　給油所 上町２２５１－１ 055-220-2844

山梨県 甲府市 有限会社藤代自動車 エフ・ジェイオイルズ国母　給油所 大里町大北耕地３４５－１ 055-244-6288

山梨県 甲府市 山梨モーターガス株式会社 甲府　給油所 湯村１－８－１８ 055-251-2226

山梨県 甲府市 有限会社加賀美油店 甲府住吉　給油所 住吉１－１６－２０ 055-235-6763

山梨県 甲府市 有限会社小田切商店 甲府南インター風土記の丘　給油所 下曽根町３７３－１ 055-266-2988

山梨県 甲府市 登り坂石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅｶｰｵｱｼｽ甲府南店　給油所 下曽根町２９５ 0552-66-5878

山梨県 甲府市 有限会社エイブル国母 セルフエイブル国母　給油所 国母８－３－５ 055-224-4640

山梨県 甲府市 株式会社ニュー平和 貢川　給油所 貢川本町１３－１０ 055-228-8635

山梨県 甲府市 山梨共栄石油株式会社 キョウエイ美術館通り　給油所 貢川１－５－６２ 055-226-6071

山梨県 甲府市 山梨共栄石油株式会社 八日町　給油所 中央２－１２－１４ 055-232-9028

山梨県 甲府市 株式会社吉字屋本店 甲府ウエストプラザ　給油所 貢川２－５－５０ 055-226-4174

山梨県 甲府市 穴水株式会社 セルフ甲府店　給油所 住吉５－２－１７ 055-227-3911

山梨県 甲府市 穴水株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ甲府西店　給油所 飯田１－４－７ 055-222-2598

山梨県 甲府市 有限会社内藤油店 大里　給油所 大里町４３６１－１ 055-241-2303

山梨県 甲府市 山光石油株式会社 セルフアルプス通り　給油所 徳行２－１２－１７ 055-227-5415

山梨県 甲府市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション荒川　給油所 荒川２丁目１０２３番１ 055-255-3070

山梨県 甲府市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 甲府南口ＳＳ 朝気３－２２－１０ 055-233-4481

山梨県 富士吉田市 吉田石油株式会社 吉田　給油所 上吉田東４－１４－３２ 0555-22-5100

山梨県 富士吉田市 株式会社萱沼商事 上吉田　給油所 上吉田東１－８－７ 0555-24-2277

山梨県 富士吉田市 加藤　卓見 小明見　給油所 小明見四丁目６番５７号 0555-22-3641



山梨県 富士吉田市 丸進産業株式会社 明見　給油所 小明見４－３－３ 0555-23-8118

山梨県 富士吉田市 富士米油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ新屋　給油所 上吉田２２７０ 0555-22-3478

山梨県 富士吉田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ富士吉田ＳＳ　給油所 松山２－６－１４ 0555-30-1555

山梨県 富士吉田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ富士見バイパスＳＳ　給油所 下吉田３７３９－１ 0555-21-2155

山梨県 富士吉田市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション河口湖　給油所 松山１１７７ 0555-22-1130

山梨県 富士吉田市 株式会社日徳 ニットク大溝　給油所 下吉田２４１９ 0555-24-6211

山梨県 富士吉田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 新屋ＳＳ 上吉田１４０５ 0555-22-6837

山梨県 都留市 日向　一成 宝栄設備燃料部　給油所 中津森１０３１ 0554-43-5057

山梨県 都留市 株式会社ＰＡＺ 相川燃料店都留　給油所 法能７８２番地４ 0554-43-3611

山梨県 都留市 中村　敏江 都留　給油所 田野倉神山２４２－１ 0554-43-8400

山梨県 都留市 株式会社サンアイ プラザ　給油所 桂町１２３０－１ 0554-45-2231

山梨県 都留市 有限会社花田石油 都留インター　給油所 つる１－５－４４ 0554-43-2460

山梨県 山梨市 フルーツ山梨農業協同組合 牧丘　給油所 牧丘町倉科１２８ 0553-35-3192

山梨県 山梨市 フルーツ山梨農業協同組合 山梨　給油所 落合１４－１ 0553-22-2034

山梨県 山梨市 株式会社斉藤商店 山梨　給油所 下神内川１４６ 0553-22-0024

山梨県 山梨市 小池　敬仁 万力　給油所 万力２０４９ 0553-22-1165

山梨県 山梨市 有限会社マルヤマ 万力　給油所 万力１８６３ 0553-22-0886

山梨県 大月市 正栄産業株式会社 とりさわ　給油所 富浜町鳥沢９８６－１ 0554-26-5156

山梨県 大月市 株式会社天野石油 笹子　給油所 笹子町黒野田５１３ 0554-25-2200

山梨県 大月市 中央産業販売株式会社 セルフ２４ｈ大月インター　給油所 大月町花咲４２２ 0554-22-3232

山梨県 大月市 中央産業販売株式会社 鳥沢　給油所 富浜町鳥沢３４５８ 0554-26-5011

山梨県 大月市 小林　松子 賑岡　給油所 賑岡町畑倉１８２３ 0554-23-1171

山梨県 大月市 スギモト石油株式会社 大月　給油所 駒橋１－７－２２ 0554-22-1010

山梨県 大月市 渡邊　守人 大月　給油所 猿橋町殿上４７４ 0554-22-0924

山梨県 大月市 佐藤　嗣人 初狩　給油所 初狩町下初狩４８１ 0554-25-6247

山梨県 韮崎市 株式会社シミズヤ セミセルフ韮崎ＳＳ　給油所 本町１－６－１ 0551-22-1325

山梨県 韮崎市 株式会社シミズヤ セルフ韮崎北ＳＳ　給油所 一ツ谷２０３６ 0551-22-2427

山梨県 韮崎市 国土興産株式会社 セゾン桐の木　給油所 中田町小田川７６２－１ 0551-25-5450

山梨県 韮崎市 梨北農業協同組合 韮崎甘利　給油所 大草町下条西割５０ 0551-22-2361

山梨県 韮崎市 梨北農業協同組合 穂坂　給油所 穂坂町宮久保６２４３ 0551-22-2153

山梨県 韮崎市 有限会社藤代自動車 エフ・ジェイオイルズルート５２韮崎ＣＳ　給油所 龍岡町若尾新田４６１－１ 0551-30-7525

山梨県 韮崎市 秋山　公紀 韮崎北　給油所 上祖母石２３８１ 0551-22-0907

山梨県 韮崎市 上田　裕 韮崎北　給油所 藤井町北下条１４７６－５ 0551-22-0665

山梨県 韮崎市 中部ソフトＢＴ株式会社 韮崎西　給油所 龍岡町若尾新田１２１２ 0551-22-3716

山梨県 韮崎市 株式会社木次商事 韮崎　給油所 藤井町北下条１３９９－１ 0551-45-7407

山梨県 南アルプス市 国土興産株式会社 セゾン若草　給油所 下今井２８８－３ 0552-82-3091

山梨県 南アルプス市 有限会社アルプスステーション 西野　給油所 西野２３３６－３ 055-282-4436

山梨県 南アルプス市 株式会社メイ・コーポレーション 甲西工業団地　給油所 荊沢１２１７ 0552-84-3541

山梨県 南アルプス市 上村　誉司 倉庫町　給油所 飯野３６７７ 055-282-2053

山梨県 南アルプス市 有限会社松田屋商店 荊沢　給油所 荊沢１３２１ 055-282-1041

山梨県 南アルプス市 有限会社清水油店 ルート５２八田　給油所 六科３３９、３３７－１ 055-285-6622

山梨県 南アルプス市 有限会社久保田商事 エントランス峡西　給油所 上今諏訪４３７ 055-283-2161

山梨県 南アルプス市 株式会社キョーサイ 南アルプス白根　給油所 飯野新田７９１ 055-280-0511

山梨県 南アルプス市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 甲西ＳＳ　給油所 東南湖９０２－３，９０４－３ 055-283-5410

山梨県 南アルプス市 株式会社西部 若草町　給油所 十日市場９７８－１ 055-282-0112

山梨県 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合 西野　給油所 西野２７９２ 055-282-2133

山梨県 南アルプス市 青木　常治 夜叉神　給油所 芦安芦倉７１９ 055-288-2280

山梨県 南アルプス市 秋山　仁 六科　給油所 六科１４９６ 055-285-0005

山梨県 北杜市 株式会社東亜石油小淵沢給油所 小淵沢　給油所 小淵沢町７０３１－１ 0551-36-2094

山梨県 北杜市 株式会社東亜石油小淵沢給油所 小淵沢インター　給油所 小淵沢町２９８１ 0551-36-3293

山梨県 北杜市 株式会社木次商事 高根バイパス　給油所 高根町箕輪字横森東上４９５－１ 0551-47-3734

山梨県 北杜市 株式会社木次商事 八ヶ岳大泉　給油所 大泉町西井手８２４０ 0551-38-2045

山梨県 北杜市 株式会社清里給油所 清里　給油所 高根町清里３５４５ 0551-48-2234

山梨県 北杜市 有限会社坂本商事 小荒間　給油所 長坂町小荒間１９７８ 0551-32-3132

山梨県 北杜市 アジア燃料株式会社 明野　給油所 明野町上手６０２１ 0551-25-2221

山梨県 北杜市 梨北農業協同組合 増富　給油所 須玉町比志字塩川３６２１－１６ 0551-45-0010

山梨県 北杜市 梨北農業協同組合 小泉　給油所 長坂町白井沢１１７２ 0551-32-7737



山梨県 北杜市 梨北農業協同組合 白州　給油所 白州町白須１０７９ 0551-35-2239

山梨県 北杜市 大輪　正照 白州　給油所 白州町白須１３２５ 0551-35-2730

山梨県 北杜市 松野　弘太 須玉　給油所 須玉町若神子１３７６ 0551-42-2806

山梨県 北杜市 株式会社輿水商事 高根　給油所 高根町村山北割２２９４ 0551-47-2016

山梨県 北杜市 国土興産株式会社 セゾン武川　給油所 武川町牧原１４７５－１ 0551-45-8018

山梨県 北杜市 有限会社サン商事 清里高原　給油所 高根町清里３５４５－３１７０ 0551-48-3230

山梨県 北杜市 岡本　高志 清里　給油所 高根町清里３５４５ 0551-48-2150

山梨県 北杜市 有限会社小野石油 台ヶ原　給油所 白州町台ヶ原８０７ 0551-35-2541

山梨県 北杜市 有限会社柴石油 白州　給油所 白州町下教来石３１４－２ 0551-35-2420

山梨県 甲斐市 株式会社いづみエネルギー 塩崎駅前　給油所 下今井８９ 0552-28-2035

山梨県 甲斐市 株式会社いづみエネルギー パークＷＥＳＴ竜王　給油所 竜王６９－２ 0552-60-7355

山梨県 甲斐市 有限会社有泉輪業 竜王　給油所 竜王１６８４ 0552-76-2461

山梨県 甲斐市 有限会社井上油店 玉幡　給油所 西八幡４０８８ 055-276-2516

山梨県 甲斐市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ敷島ＳＳ　給油所 大下条４１－１ 055-267-2511

山梨県 甲斐市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 甲府双葉ＴＳ　給油所 下今井字南原３０５８－４ 055-128-6911

山梨県 甲斐市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ竜王ＳＳ　給油所 西八幡３６７１－１ 055-240-8115

山梨県 甲斐市 太陽鉱油株式会社 甲府竜王バイパス　給油所 竜王９２－１ 055-278-1121

山梨県 笛吹市 株式会社西日本宇佐美 ２０号甲府一宮インター　給油所 一宮町東原字後地５９０－１ 0553-47-4363

山梨県 笛吹市 村松　光雄 下黒駒　給油所 御坂町下黒駒３１６－２ 055-264-2039

山梨県 笛吹市 宮川　佳徳 境川　給油所 八代町米倉字枠田９４３ 0552-66-3221

山梨県 笛吹市 有限会社川手商事 石和広瀬　給油所 石和町広瀬７２０ 0552-62-6056

山梨県 笛吹市 白倉　美佳 御坂　給油所 御坂町上黒駒３５４７－３ 055-264-2041

山梨県 笛吹市 有限会社萩原石油 一宮御坂バイパス　給油所 御坂町上黒駒１１０８－１ 055-264-5500

山梨県 笛吹市 株式会社ニシムラ 一宮　給油所 一宮町末木８６３ 0553-47-0073

山梨県 笛吹市 笛吹農業協同組合 一宮セルフ　給油所 一宮町金田１３３７ 0553-47-5049

山梨県 笛吹市 笛吹農業協同組合 富士見第２　給油所 石和町井戸９０－３ 055-262-7333

山梨県 笛吹市 笛吹農業協同組合 八代セルフ　給油所 八代町南８７４－１ 055-265-5500

山梨県 笛吹市 株式会社飯田油店 八代　給油所 八代町南８７９－７ 055-265-2006

山梨県 笛吹市 有限会社両ノ木石油 勝沼バイパス　給油所 一宮町末木滝ノ木６２６－１ 0553-47-2768

山梨県 笛吹市 矢﨑　良彦 花鳥　給油所 八代町竹居１９００ 055-265-2412

山梨県 笛吹市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 甲府勝沼ＴＳ　給油所 一宮町一の宮１４８８－１ 0553-47-5241

山梨県 上野原市 橋本　強 羽佐間　給油所 上野原３７５４ 0554-63-0207

山梨県 上野原市 相馬　司 上野原　給油所 上野原２９９９ 0554-63-0767

山梨県 上野原市 関戸　勝治 秋山東　給油所 秋山５４０－３ 0554-56-2960

山梨県 上野原市 クレイン農業協同組合 棡原　給油所 棡原２３６３－１ 0554-20-7007

山梨県 甲州市 塩山石油株式会社 セルフ塩山　給油所 塩山西広門田７４ 0553-33-4184

山梨県 甲州市 中村　国夫 塩山中央　給油所 塩山上於曽３３－３ 0553-32-2688

山梨県 甲州市 有限会社黒川物産 下小田原　給油所 塩山下小田原２１６－１ 0553-32-3554

山梨県 甲州市 フルーツ山梨農業協同組合 岩崎　給油所 勝沼町藤井２８０－１ 0553-44-2351

山梨県 甲州市 フルーツ山梨農業協同組合 塩山　給油所 塩山下於曽１５９１ 0553-32-2233

山梨県 甲州市 鶴田　純夫 塩山駅前　給油所 塩山上於曽１７１６ 0553-33-2018

山梨県 甲州市 有限会社大和給油所 大和　給油所 大和町日影２０４－５ 0553-48-2821

山梨県 甲州市 株式会社金井 勝沼　給油所 勝沼町上岩崎５５９ 0553-44-0015

山梨県 中央市 有限会社萩原石油 とよとみ　給油所 浅利９４０ 055-269-2002

山梨県 中央市 笛吹農業協同組合 豊富　給油所 大鳥居３７８１－１ 0552-69-2216

山梨県 中央市 山梨みらい農業協同組合 玉穂　給油所 成島２４１０－２ 0552-73-2002

山梨県 中央市 国土興産株式会社 東花輪　給油所 西花輪４５９９ 055-273-6199

山梨県 西八代郡市川三郷町 マルネン株式会社 マルネン市川大門　給油所 市川大門１９９９－７ 055-272-6601

山梨県 南巨摩郡身延町 株式会社西日本宇佐美 ５２号中富　給油所 八日市場上河原２９６－１ 0556-42-2354

山梨県 南巨摩郡身延町 有限会社田中屋油店 身延山　給油所 小田船原１ 05566-2-0116

山梨県 南巨摩郡身延町 株式会社トスコ 飯富橋　給油所 飯富３ 0556-42-2425

山梨県 南巨摩郡南部町 有限会社小倉石油 南部バイパス　給油所 塩沢２６０１ 05566-4-3118

山梨県 南巨摩郡富士川町 深澤　俊雄 増穂北　給油所 長澤４５６ 0556-22-4325

山梨県 南巨摩郡富士川町 有限会社井上油店 増穂　給油所 大椚２６５ 0556-22-1074

山梨県 中巨摩郡昭和町 有限会社萩原石油 昭和　給油所 河西９４６－３ 0552-75-2600

山梨県 中巨摩郡昭和町 有限会社萩原石油 ＥｎｅＪｅｔ昭和バイパス　給油所 飯喰１３３２－１ 0552-75-5500

山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社東日本エネルギー スーパーセルフ昭和バイパス　給油所 河東中島７１４－５ 055-268-5511



山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 昭和バイパスＳＳ 河西村西１１８４－２ 055-275-9080

山梨県 中巨摩郡昭和町 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション昭和 河東中島１８２０－１ 055-230-8860

山梨県 南都留郡西桂町 有限会社日山石油 三ツ峠　給油所 小沼２５４０ 0555-25-2392

山梨県 南都留郡忍野村 有限会社丸平商店 忍野　給油所 忍草７５６ 0555-84-2752

山梨県 南都留郡山中湖村 有限会社丸平商店 山中湖インター　給油所 山中８６５－２ 0555-62-0644

山梨県 南都留郡山中湖村 有限会社天野商事 山中湖　給油所 平野１０２ 0555-65-8316

山梨県 南都留郡山中湖村 登り坂石油株式会社 カーオアシス山中湖店　給油所 山中１０４１－２ 0555-62-3600

山梨県 南都留郡山中湖村 有限会社平野商事 山中平野　給油所 平野４４５ 0555-65-8335

山梨県 南都留郡鳴沢村 株式会社かいしゃ 鳴沢　給油所 ２０８３－１ 0555-85-2180

山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社土蔵商店 ニュー河口湖　給油所 船津４７１７ 0555-72-0444

山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社丸金屋油店 セルフスマイルランド勝山　給油所 ３３４３－１ 0555-83-2711

山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社丸金屋油店 セルフ小立　給油所 小立字白木４１２２－１ 0555-83-2811

山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社丸富ガス 河口湖　給油所 勝山１６４３ 0555-83-2417

山梨県 南都留郡富士河口湖町 白風物流有限会社 富士ヶ嶺　給油所 富士ヶ嶺３２１－１ 0555-20-7511

山梨県 南都留郡富士河口湖町 登り坂石油株式会社 セルフ河口湖新倉トンネル　給油所 河口字滝沢５４９－１ 0555-76-6700

山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社市村商会 河口湖北　給油所 河口１８３ 0555-76-7425

山梨県 南都留郡富士河口湖町 梶原　たつ江 スバルライン　給油所 船津３３３６ 0555-72-0097

山梨県 南都留郡富士河口湖町 登り坂石油株式会社 セルフ富士河口湖　給油所 船津７４０２ 0555-72-2071

山梨県 南都留郡富士河口湖町 クレイン農業協同組合 豊茂　給油所 富士ヶ嶺１２１９ 0555-89-2011

山梨県 北都留郡小菅村 旭興業有限会社 小菅　給油所 ４３５９ 0428-87-0512

長野県 長野市 株式会社タカサワ 長野小島田　給油所 小島田町４６１－１ 026-254-7155

長野県 長野市 株式会社東日本宇佐美 １８号篠ノ井バイパス　給油所 青木島町大塚３９３－１ 0262-83-1131

長野県 長野市 株式会社東日本宇佐美 １８号長野アップルライン　給油所 大字村山字イカリ５８３－２、５８４－１、５８５－３ 0262-95-4411

長野県 長野市 株式会社東日本宇佐美 セルフ１８号アップルロード　給油所 大字赤沼字柳橋２２５３－１ 026-255-7117

長野県 長野市 北信米油株式会社 長野　給油所 中御所４－１０－５ 026-226-2384

長野県 長野市 北信米油株式会社 西和田　給油所 中越１－３－３７ 026-243-4873

長野県 長野市 北信米油株式会社 長野大通り　給油所 三輪字武井１３０３－３ 026-235-5670

長野県 長野市 大和商事株式会社 信州新町　給油所 信州新町水内１６８６ 0262-62-2221

長野県 長野市 有限会社横田商店 更北　給油所 稲里１－５－２０ 026-285-3567

長野県 長野市 渡辺商事株式会社 篠ノ井　給油所 篠ノ井御幣川１１２８－１ 026-292-4271

長野県 長野市 渡辺商事株式会社 長野北　給油所 三輪２－１－１７ 026-241-4381

長野県 長野市 渡辺商事株式会社 安茂里　給油所 安茂里小路１３４６ 026-226-8877

長野県 長野市 南長野石油株式会社 更北　給油所 稲里町中央３－３９－２０ 0262-84-4419

長野県 長野市 株式会社武重商会 長野居町　給油所 居町５０－５ 026-243-6100

長野県 長野市 株式会社武重商会 長野バイパス　給油所 大字稲葉字北村東沖２６７８－１ 0262-28-2431

長野県 長野市 貝印石油株式会社 セルフ青木島　給油所 青木島４－３－２ 0262-84-2142

長野県 長野市 株式会社高見澤 若槻　給油所 大字稲田１－１３－２５ 026-243-9343

長野県 長野市 株式会社高見澤 大豆島　給油所 大字大豆島字中ノ島３２２９ 0262-22-2266

長野県 長野市 株式会社高見澤 カーケアステーション豊野　給油所 豊野町浅野字伊勢島１５１７－１ 026-257-2211

長野県 長野市 株式会社花岡 ライトパーク浅川　給油所 浅川東条２８６－１ 026-243-8700

長野県 長野市 山岸石油篠ノ井給油所有限会社 篠ノ井　給油所 篠ノ井御幣川１１４３ 0262-92-0208

長野県 長野市 ながの農業協同組合 しなの　給油所 中条住良木９０２５ 026-268-3335

長野県 長野市 ながの農業協同組合 鬼無里　給油所 大字鬼無里２３０７－１ 026-256-2021

長野県 長野市 グリーン長野農業協同組合 長野インター松代　給油所 松代町西寺尾字町裏１４４４－１ 026-278-6122

長野県 長野市 グリーン長野農業協同組合 アグリしののいセルフ　給油所 篠ノ井大字布施五明６７７ 026-293-5660

長野県 長野市 株式会社ペトロソーマ ペトロ南バイパス店　給油所 稲里町中央２－２－６７ 026-286-7122

長野県 長野市 株式会社ペトロソーマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅペトロ青木島店　給油所 青木島４－４－４ 0262-84-3533

長野県 長野市 株式会社ペトロソーマ ペトロ小島田店　給油所 小島田町字北村沖２９７－１ 026-214-7713

長野県 長野市 株式会社高見澤 セルフ長野南バイパス　給油所 稲里町下氷鉋字鴨田４４７－２ 026-254-6170

長野県 長野市 株式会社本久 本久セルフ平林　給油所 平林２－１５－１５ 026-241-1152

長野県 長野市 株式会社タカサワ 東和田　給油所 大字東和田字諏訪宮南沖８０４－３ 026-243-0755

長野県 長野市 株式会社タカサワ 神明　給油所 広田２８ 026-286-5567

長野県 長野市 貝印石油株式会社 ながの尾張部　給油所 大字西尾張部１０６０－１５ 026-215-1171

長野県 長野市 渡辺商事株式会社 長野南　給油所 川中島町上氷鉋５４３－５ 026-283-8118

長野県 長野市 有限会社美濃屋精米所 新町　給油所 信州新町新町９３４ 026-262-2220

長野県 長野市 株式会社パル・ニシザワ 川中島　給油所 川中島町原１２９４ 026-284-4142

長野県 長野市 有限会社サイトウ 豊野　給油所 豊野町豊野９６３－８ 026-257-2306



長野県 長野市 株式会社本久 長野市場団地　給油所 市場４－３ 026-284-5515

長野県 長野市 株式会社本久 本久セルフ運動公園　給油所 吉田４－４－２４ 026-259-5220

長野県 長野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ栗田店　給油所 栗田字西番場３２７－１ 026-226-2454

長野県 長野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長野インター店　給油所 篠ノ井西寺尾字下碇２４５０－５ 026-293-6116

長野県 長野市 宇都宮商会株式会社 長野国道　給油所 大字中御所字竹原２５８－３ 026-227-5557

長野県 長野市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１８篠ノ井バイパスＴＳ　給油所 篠ノ井会漢奥８６９－１ 026-292-2821

長野県 長野市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ北尾張部ＳＳ　給油所 北尾張部字宮間４１６－１ 026-239-7266

長野県 長野市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ大豆島ＳＳ　給油所 大豆島４００６－１ 026-267-0260

長野県 長野市 吉田興産株式会社 長野インター古戦場　給油所 小島田町字田中沖１１０３－１ 026-283-3883

長野県 長野市 吉田興産株式会社 卸センター　給油所 大字川合新田字東法京道３１４３－７ 026-224-4048

長野県 長野市 吉田興産株式会社 アポロファミリー上松　給油所 三輪８－１３８１－１ 026-237-3388

長野県 長野市 有限会社保科シェル石油 保科　給油所 若穂保科２６７６ 026-282-3006

長野県 長野市 エネクスフリート株式会社 中野インター　給油所 豊野町蟹沢字日影１３０８－１ 026-257-5440

長野県 長野市 ながの農業協同組合 ハロープラザ大豆島　給油所 大字大豆島１０５３－１ 026-221-4080

長野県 長野市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ長野稲田店　給油所 稲田２－５６－３１ 026-219-2426

長野県 長野市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 長野ＴＳ 村山５８２－１ 026-296-9925

長野県 長野市 コスモ石油販売株式会社 セルフ川中島 川中島町今井１８０１－１ 026-217-4345

長野県 長野市 有限会社あたらしや 戸隠　給油所 戸隠１５１１－２ 026-254-2128

長野県 長野市 太陽鉱油株式会社 篠ノ井バイパス　給油所 篠ノ井小森字合戦場１８３－１ 026-293-7829

長野県 松本市 株式会社ダイヤ昭石 松本　給油所 出川２－１３－３ 0263-27-0181

長野県 松本市 株式会社西日本宇佐美 １９号松本北　給油所 大字島内字権現堂前８０６２－３ 0263-33-1352

長野県 松本市 株式会社西日本宇佐美 松本流通団地　給油所 笹賀７６００－９ 0263-86-5326

長野県 松本市 株式会社立石コーポレーション スーパーセルフやまびこドーム店　給油所 大字神林藤塚５７５５－１ 0263-85-4123

長野県 松本市 株式会社立石コーポレーション スーパーセルフ新村店　給油所 新村３０００－１ 0263-40-3334

長野県 松本市 信光石油株式会社 並柳　給油所 出川３－６－１４ 0263-26-5577

長野県 松本市 信光石油株式会社 松本　給油所 深志２－２－９ 0263-35-2525

長野県 松本市 有限会社マルタ矢口石油 中央橋　給油所 梓川倭３４４４－１４ 0263-78-2323

長野県 松本市 信光石油株式会社 両島　給油所 征矢野１－５１８５－１ 0263-25-7851

長野県 松本市 信光石油株式会社 臨空団地　給油所 大字和田字北野尻４１０９ 0263-40-7050

長野県 松本市 有限会社梶川石油店 沢村　給油所 沢村２－１３－２ 0263-32-9022

長野県 松本市 有限会社山太波多腰商店 波田　給油所 波田６４１７ 0263-92-3014

長野県 松本市 中山通商有限会社 中山　給油所 大字中山３５５７－４ 0263-25-9829

長野県 松本市 株式会社森田 埋橋　給油所 埋橋２－４－３ 0263-32-5449

長野県 松本市 株式会社森田 プラザステーションことぶき　給油所 寿南１－３３－１４ 0263-86-0861

長野県 松本市 株式会社アイダエナジー 梓川やまと　給油所 倭４５８－１他 0263-78-5432

長野県 松本市 東石油有限会社 松本東　給油所 大字惣社５３７ 0263-36-1253

長野県 松本市 株式会社武重商会 松本　給油所 城西２－１－１２ 0263-33-6222

長野県 松本市 株式会社武重商会 松本南　給油所 高宮東１－３０ 0263-25-5535

長野県 松本市 信州石油販売株式会社 中原　給油所 桐２－６－１６ 0263-35-3228

長野県 松本市 有限会社深澤石油 島々　給油所 波田３００３ 0263-92-3966

長野県 松本市 有限会社犬飼燃料店 セルフ新村　給油所 新村４６８－２ 0263-31-0032

長野県 松本市 有限会社ヤマロク 松本内田　給油所 大字内田１１８１ 0263-57-2706

長野県 松本市 有限会社カドヤ石油 神林西　給油所 大字神林字中の島６０９４ 0263-86-1001

長野県 松本市 中央石油株式会社 松本流団西　給油所 大字笹賀４６２８－１，４６２９－１ 0263-85-1414

長野県 松本市 ミスズ石油株式会社 松本空港通り　給油所 大字神林東原１９８１－３ 0263-58-4525

長野県 松本市 中央石油株式会社 セルフ上高地線　給油所 ９９４４ 0263-92-2125

長野県 松本市 中澤石油株式会社 南松本　給油所 野溝木工１－３－１４ 0263-25-9237

長野県 松本市 株式会社光輪石油 庄内町　給油所 庄内２－６－５２ 0263-25-7763

長野県 松本市 有限会社野村石油商会 松本波田　給油所 波田５１１６－２ 0263-92-2129

長野県 松本市 株式会社武重商会 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ松本村井　給油所 村井町南１－２１－１０ 0263-58-3886

長野県 松本市 株式会社豊島屋 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅエナジープラザ元町　給油所 元町１－２－１６ 0263-34-4011

長野県 松本市 株式会社豊島屋 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅエナジープラザやまびこ　給油所 筑摩３－３１５２－１ 0263-29-0900

長野県 松本市 株式会社本久 ペトラス本久セルフ南松本　給油所 双葉５－２０ 0263-24-3203

長野県 松本市 泉カーサービス株式会社 流通団地平田　給油所 野溝西３－１３－１５ 0263-50-6835

長野県 松本市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 松本深志ヶ丘ＳＳ　給油所 蟻ヶ崎４－３－４４ 0263-32-9259

長野県 松本市 武川総業株式会社 会田　給油所 会田５０８ 0263-64-1002

長野県 松本市 有限会社清沢石油 本庄　給油所 本庄２－７－７ 0263-32-0466



長野県 松本市 中央石油株式会社 セルフ出川　給油所 出川２－１８－２ 0263-29-0711

長野県 松本市 中央石油株式会社 松本追分　給油所 桐２－２－３４ 0263-35-7287

長野県 松本市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 松本インターＴＳ　給油所 島立３０１－２ 0263-40-0180

長野県 松本市 寿石油株式会社 寿東　給油所 大字松原４９－６ 0263-58-4957

長野県 上田市 株式会社東日本宇佐美 １８号上田バイパス　給油所 大字住吉字島田２２４－１ 0268-25-7541

長野県 上田市 北信米油株式会社 上田　給油所 常田２－１０－８ 0268-22-1540

長野県 上田市 相馬商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上田原店　給油所 上田原字相染原１０８７－６ 0268-23-3927

長野県 上田市 美ヶ原燃料有限会社 丸子　給油所 腰越４６４－１ 0268-42-3030

長野県 上田市 株式会社武重商会 上田　給油所 常田２－２０－２６ 0268-22-1845

長野県 上田市 株式会社武重商会 上田東　給油所 材木町２－３－４ 0268-22-6057

長野県 上田市 株式会社武重商会 上田南　給油所 大字神畑８５０－１ 0268-28-0788

長野県 上田市 株式会社ペトロソーマ ペトロ上田国分店　給油所 踏入２－１１２２－１４ 0268-27-6965

長野県 上田市 株式会社高見澤 セルフ上田中央　給油所 中央東２１９２－１ 0268-25-8877

長野県 上田市 株式会社高見澤 セルフ中丸子　給油所 中丸子１７４４－１ 0268-43-1282

長野県 上田市 かねろくＤＥＳＩＧＮ株式会社 三菱商事石油かわにし　給油所 仁古田６０８ 0268-31-2055

長野県 上田市 塚田　信之 アミコステーション染谷台　給油所 住吉６７－８ 0268-25-3556

長野県 上田市 柳屋商事株式会社 ニュー上田　給油所 常磐城４－１１－１ 0268-27-1100

長野県 上田市 一心流通システム有限会社 武石　給油所 下武石１２１２－７ 0268-85-3071

長野県 上田市 トーワ石油株式会社 上田原　給油所 上田原７１３ 0268-22-8804

長野県 上田市 株式会社塩沢産業 オートライフ塩沢小牧店　給油所 小牧字四原石１１９９－１ 0268-75-0737

長野県 上田市 株式会社大進 セルフサンライン上田　給油所 大字芳田１５０５－１ 0268-36-0130

長野県 上田市 株式会社伊藤商会 上田川西　給油所 大字福田字下田１８－１４外 0268-23-1601

長野県 上田市 株式会社伊藤商会 上田新田　給油所 中央４－１３－２３ 0268-22-6655

長野県 上田市 株式会社伊藤商会 中丸子　給油所 中丸子字赤淵１４１９－１外 0268-23-7601

長野県 上田市 株式会社佐藤商会 上田古舟　給油所 中之条字日尻町１４００－１００ 0268-27-5517

長野県 上田市 コスモ石油販売株式会社 セルフしおだ野 大字神畑字仲西４６６番１ 0268-29-9129

長野県 岡谷市 株式会社信和商会 川岸　給油所 川岸中２－２－１８ 0266-23-6223

長野県 岡谷市 有限会社玉木商店 岡谷　給油所 長地源２－５－３８ 0266-28-1500

長野県 岡谷市 株式会社丸三商会 岡谷駅前　給油所 中央町１－５－１ 0266-22-5679

長野県 岡谷市 フジ物産株式会社 フレンドリー岡谷　給油所 長地権現町４丁目６番１号 0266-28-6604

長野県 岡谷市 株式会社西日本宇佐美 ２０号岡谷インター　給油所 山ノ田１５２５－３ 0266-24-4567

長野県 岡谷市 カタクラ石油株式会社 岡谷川岸　給油所 川岸上１－１４－７ 0266-22-3961

長野県 岡谷市 中央石油株式会社 岡谷　給油所 本町４－１０－１０ 0266-22-5220

長野県 岡谷市 アルプス中京株式会社 セルフ岡谷　給油所 若宮１丁目７－２５ 0266-75-2307

長野県 飯田市 イタクニ株式会社 三日市場　給油所 三日市場３３９－１ 0265-47-3117

長野県 飯田市 北原産業株式会社 飯田インター　給油所 鼎名古熊２０８８－３ 0265-53-5565

長野県 飯田市 株式会社東洋 飯田　給油所 鈴加町１－４ 0265-24-1139

長野県 飯田市 株式会社東洋 ホープ城東　給油所 上郷別府１６７８－６ 0265-22-7156

長野県 飯田市 株式会社東洋 ホープ水神店　給油所 松尾清水４７７０－１ 0265-22-6310

長野県 飯田市 有限会社沢村屋商店 飯田中村第１　給油所 中村３５ 0265-25-7211

長野県 飯田市 有限会社綿治硝子店 弁天　給油所 松尾町６６５９－１ 0265-22-7342

長野県 飯田市 有限会社綿治硝子店 飯田インター　給油所 育良町１－１－６ 0265-25-7377

長野県 飯田市 有限会社綿治硝子店 和田　給油所 南信濃和田１２４７－１ 0260-34-2004

長野県 飯田市 有限会社綿治硝子店 綿治セルフ上郷黒田　給油所 上郷黒田２０７８－１ 0265-53-8655

長野県 飯田市 株式会社豊島屋 飯田　給油所 松尾町２６９５ 0265-22-1414

長野県 飯田市 株式会社豊島屋 エナジープラザ江戸町　給油所 江戸町３－２４７－１ 0265-52-1413

長野県 飯田市 有限会社小島モータース 千代　給油所 千代９８３－１ 0265-59-2252

長野県 飯田市 輸入石油株式会社 東和町　給油所 東和町２－１０ 0265-23-0221

長野県 飯田市 輸入石油株式会社 セルフ羽場町　給油所 羽場町１－１３－６ 0265-23-0536

長野県 飯田市 輸入石油株式会社 飯田橋　給油所 鼎西鼎５７３ 0265-22-2310

長野県 飯田市 輸入石油株式会社 飯田　給油所 大通２－２１１ 0265-22-6535

長野県 飯田市 大萬株式会社 切石　給油所 鼎切石４６２８番地１ 0265-23-1411

長野県 飯田市 エネクスフリート株式会社 飯田インター　給油所 上殿岡５０８－５ 0265-25-8963

長野県 飯田市 株式会社東洋 ホープ黒田店　給油所 上郷黒田１５５２ 0265-59-7211

長野県 飯田市 株式会社東洋 ホープ名古熊店　給油所 鼎名古熊２５８９－４ 0265-21-2330

長野県 諏訪市 株式会社木次商事 カーライフステーション諏訪　給油所 城南２－２５１５－１ 0266-54-7382

長野県 諏訪市 株式会社立石コーポレーション ユメックス諏訪豊田店　給油所 大字豊田字船戸３１０１－２１ 0266-52-1286



長野県 諏訪市 有限会社豊田石油商会 豊田　給油所 大字豊田２４６３ 0266-52-0408

長野県 諏訪市 株式会社古畑石油 諏訪　給油所 大字四賀３４０ 0266-52-6122

長野県 諏訪市 山興石油販売株式会社 上諏訪　給油所 大字四賀字桑原９４２ 0266-52-2160

長野県 諏訪市 株式会社細川商店 諏訪城南　給油所 上川２－１５０３－１ 0266-53-1183

長野県 諏訪市 株式会社豊島屋 エナジープラザ諏訪インター　給油所 大字四賀赤沼１５４５ 0266-54-0808

長野県 諏訪市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 中央道諏訪インターＴＳ　給油所 沖田町三丁目６－１ 0266-57-3927

長野県 須坂市 株式会社東日本宇佐美 ４０３号須坂インター　給油所 大字福島３７８－１ 026-246-5121

長野県 須坂市 株式会社東日本宇佐美 セルフ須坂インター第二　給油所 大字福島４８３－１ 026-247-0080

長野県 須坂市 青木石油株式会社 ツィンズ北須坂　給油所 小河原町六川道西沖３０５８－４外 0262-48-9320

長野県 須坂市 長野堀川販売株式会社 須坂　給油所 大字須坂１６３５ 0262-45-0655

長野県 須坂市 有限会社外村石油 相森　給油所 大字日滝２１７８ 026-245-1618

長野県 須坂市 株式会社中島石油 須坂　給油所 小山町２４９７－３ 026-245-3142

長野県 須坂市 青木石油株式会社 須坂南原　給油所 臥竜６－８－２ 026-246-2364

長野県 須坂市 ながの農業協同組合 井上セルフ　給油所 大字幸高字後荒市場１８８－１ 026-245-1040

長野県 小諸市 中沢商事株式会社 小諸南　給油所 与良町３－９－１１ 0267-22-0818

長野県 小諸市 株式会社大進 小諸　給油所 与良長３－１０－１ 0267-22-2172

長野県 小諸市 株式会社小山商会 小諸赤坂　給油所 赤坂１－４－７ 0267-22-0505

長野県 小諸市 ＪＡ佐久浅間株式会社アメック 大里　給油所 大字諸字東房１３１－１ 0267-22-1151

長野県 小諸市 北信米油株式会社 ニュー小諸　給油所 八幡町３－１－８ 0267-22-2117

長野県 小諸市 株式会社塩沢産業 オートライフ塩沢小諸店　給油所 大字平原１１３７－１ 0267-41-6320

長野県 小諸市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 小諸バイパスＴＳ　給油所 加増三丁目１１番１号 0267-23-7710

長野県 伊那市 株式会社立石コーポレーション ルネッサ伊那福島店　給油所 福島１５０－１ 0265-76-7022

長野県 伊那市 扇屋石油株式会社 春日町　給油所 西町４９３２－１０ 0265-73-6132

長野県 伊那市 扇屋石油株式会社 水神町　給油所 山寺２５８－１ 0265-73-6133

長野県 伊那市 伊那燃料株式会社 伊那北　給油所 山寺２６４－１ 0265-72-4708

長野県 伊那市 伊那燃料株式会社 伊那インター　給油所 御園１２４４－１ 0265-72-8572

長野県 伊那市 伊那燃料株式会社 伊那　給油所 中央５０１４－１ 0265-72-4131

長野県 伊那市 株式会社伊那中央石油 ナイスロード伊那　給油所 上新田２１１８ 0265-74-1881

長野県 伊那市 株式会社伊那中央石油 伊那インター　給油所 西箕輪７２００－５４ 0265-72-8815

長野県 伊那市 有限会社入口蔦屋 坂下　給油所 大字伊那３３６６ 0265-72-2477

長野県 伊那市 株式会社アルプス石油 アルポート伊那　給油所 上牧６５５６ 0265-74-6633

長野県 伊那市 株式会社アルプス石油 伊那沢渡　給油所 西春近５５１４ 0265-96-7216

長野県 伊那市 株式会社オートパル上伊那 グリーンロード西箕輪　給油所 西箕輪８００２－２，８００４－２ 0265-73-3900

長野県 伊那市 株式会社オートパル上伊那 東部中央　給油所 高遠町小原３１３－１，３１４ 0265-94-2580

長野県 伊那市 株式会社アルプス石油 サンパーク伊那　給油所 日影１０４－１ 0265-76-2691

長野県 伊那市 有限会社チヨダ 長藤　給油所 高遠町東高遠１６４８ 0265-94-2125

長野県 伊那市 有限会社城南石油 宮田　給油所 西春近８５２０－２ 0265-78-2585

長野県 駒ヶ根市 株式会社立石コーポレーション スーパーセルフルネッサ赤穂店　給油所 下市場３７番１号 0265-82-6688

長野県 駒ヶ根市 北原産業株式会社 エスパル駒ヶ根　給油所 赤穂４４７９－２ 0265-83-9611

長野県 駒ヶ根市 有限会社ヨコヤ 新川岸　給油所 中沢１２１６０－１ 0265-82-6408

長野県 駒ヶ根市 株式会社オートパル上伊那 フラワーロード駒ケ岳　給油所 赤穂９４２ 0265-81-1180

長野県 駒ヶ根市 株式会社東洋 駒ケ根　給油所 北町１４－１３ 0265-83-1040

長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根自動車産業株式会社 中央アルプス花の道　給油所 赤穂８１７２－３ 0265-83-5500

長野県 駒ヶ根市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 駒ヶ根インターＴＳ　給油所 赤穂３４４８ 0265-83-9900

長野県 中野市 株式会社タカサワ 中野市一本木　給油所 一本木３１４－１ 0269-38-1117

長野県 中野市 株式会社高見澤 志賀高原入口　給油所 大字一本木字宮前３０６－１ 0269-23-5656

長野県 中野市 株式会社高見澤 栗林　給油所 大字草間字栗林１３７２－１外２ 0269-24-1888

長野県 大町市 大北農業協同組合 パノラマロードときわ　給油所 常盤５８６８－１，２，３ 0261-21-3110

長野県 大町市 大町シェル石油株式会社 大町常盤　給油所 常盤上橋５８９７－１０ 0261-22-1886

長野県 大町市 黒部石油株式会社 大町駅前　給油所 大字大町字光明寺３０９９－７ 0261-22-2119

長野県 大町市 株式会社三営商会 大町北　給油所 大字平６４７１－３ 0261-22-2553

長野県 大町市 大北石油株式会社 大町　給油所 大字社字木舟５０２３－１ 0261-22-1726

長野県 大町市 大町シェル石油株式会社 大町　給油所 大町１８６５ 0261-22-0885

長野県 大町市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ大町店　給油所 常盤字一本木４８３１－６ 0261-21-3701

長野県 飯山市 杉山石油有限会社 ニュー飯山　給油所 大字静間３９５－６ 0269-62-2345

長野県 飯山市 有限会社柏尾精米 柏尾　給油所 大字瑞穂豊１０４５－１ 0269-65-4755

長野県 飯山市 大栄開発株式会社 ＳＵＮ飯山　給油所 大字静間２１７５－１ 0269-67-0350



長野県 飯山市 ながの農業協同組合 あぐりタウンセルフ　給油所 大字常盤６２１８－９ 0269-81-2380

長野県 飯山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ飯山店　給油所 大字静間１９７８－１ 0269-81-3615

長野県 飯山市 株式会社小野澤商店 飯山　給油所 南町１８－１３ 0269-62-2716

長野県 茅野市 株式会社ニュー蓼科給油所 ニュー蓼科　給油所 北山字水上４７８９ 0266-78-2341

長野県 茅野市 株式会社ニュー蓼科給油所 セルフちの　給油所 宮川４０７４－１ 0266-82-6440

長野県 茅野市 アルピコリゾート＆ライフ株式会社 蓼科　給油所 北山４０３５－２３２５ 0266-67-2550

長野県 茅野市 株式会社山長 茅野　給油所 塚原２－１３－３３ 0266-72-7138

長野県 茅野市 株式会社山長 ＥｎｅＪｅｔ茅野宮川　給油所 宮川５７８８－１ 0266-72-4788

長野県 茅野市 株式会社山長 ＥｎｅＪｅｔ茅野城山　給油所 本町東８－１３ 0266-73-6155

長野県 茅野市 株式会社萬屋 コスモ南タテシナ　給油所 玉川１０６９６－１ 0266-79-3547

長野県 茅野市 株式会社蓼科商事 ビーナス蓼科　給油所 米沢３７８５ 0266-72-4488

長野県 茅野市 株式会社あぐりライフ信州諏訪 玉川　給油所 玉川３０４０－１ 0266-72-8015

長野県 茅野市 有限会社朝倉石油 蓼科　給油所 米沢３７４７－１ 0266-72-4133

長野県 茅野市 有限会社朝倉石油 タウンズ１５２　給油所 豊平字長倉１５５０－１ 0266-72-1025

長野県 茅野市 株式会社岐阜屋 セルフ諏訪インター　給油所 中沖２１５８－１ 0266-72-2400

長野県 茅野市 株式会社豊島屋 茅野本町　給油所 本町西５－１７ 0266-72-0677

長野県 塩尻市 エネクスフリート株式会社 塩尻　給油所 宗賀字床尾１１５５－２ 0263-53-1179

長野県 塩尻市 株式会社西日本宇佐美 ２０号塩尻インター　給油所 大字桟敷字堺畑４９３－１ 0263-54-7821

長野県 塩尻市 洗馬農業協同組合 洗馬　給油所 大字洗馬３００３－２，２７２３－１ 0263-52-2542

長野県 塩尻市 株式会社立石コーポレーション ルネッサ緑ヶ丘店　給油所 大字広丘高出字西原１９９０ 0263-52-0388

長野県 塩尻市 株式会社立石コーポレーション ルネッサ塩尻店　給油所 大門桔梗ヶ原１０７９－６６ 0263-52-2980

長野県 塩尻市 信光石油株式会社 塩尻　給油所 大門５－１３－１７ 0263-52-1212

長野県 塩尻市 株式会社豊島屋 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ塩尻　給油所 大門一番町３－６ 0263-52-0008

長野県 塩尻市 松本ハイランド農業協同組合 北小野セルフ　給油所 北小野５４－１ 0266-46-3129

長野県 塩尻市 有限会社中野商店 片丘北　給油所 片丘７３１５ 0263-52-1582

長野県 塩尻市 株式会社ヤマサ 学園通り　給油所 大字広丘郷原字桔梗ヶ原１７６４－１９４ 0263-52-5544

長野県 塩尻市 有限会社中野石油 本山　給油所 大字宗賀５１５５番地５ 0263-52-3090

長野県 塩尻市 太陽鉱油株式会社 １９号線塩尻　給油所 大字広丘野村１３６９－１５ 0263-53-2367

長野県 塩尻市 株式会社西日本宇佐美 １９号塩尻北インター　給油所 大字広丘吉田１１３０－１，１１３０－２ 0263-57-0990

長野県 塩尻市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１９号塩尻ＴＳ 大字宗賀字床尾１８１６ 0263-51-0620

長野県 佐久市 相馬商事株式会社 野沢北　給油所 大字野沢字北田２６０－１ 0267-62-6450

長野県 佐久市 相馬商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ佐久インター　給油所 岩村田北１－９－７ 0267-67-7911

長野県 佐久市 株式会社武重商会 佐久　給油所 岩村田２１３４ 0267-67-3588

長野県 佐久市 株式会社武重商会 望月　給油所 協和１４４－１ 0267-53-3636

長野県 佐久市 株式会社木内石油 佐久第一　給油所 中込１－２８－１６ 0267-62-6319

長野県 佐久市 株式会社木内石油 小田井　給油所 大字小田井字中金井７５５－１ 0267-67-0550

長野県 佐久市 株式会社大進 佐久野沢　給油所 原１２２－１７ 0267-63-5500

長野県 佐久市 株式会社小金澤商店 星のまち　給油所 臼田１９３４－１外 0267-82-7752

長野県 佐久市 株式会社塩沢産業 オートライフ塩沢佐久店　給油所 跡部砂田５８－１ 0267-77-7860

長野県 佐久市 有限会社佐久プロパン 青沼　給油所 大字入沢３８５ 0267-82-2448

長野県 佐久市 株式会社高見澤 佐久平　給油所 佐久平駅東７－４ 0267-66-3912

長野県 佐久市 ＪＡ佐久浅間株式会社アメック 駒場　給油所 大字猿久保８８３－２ 0267-67-6155

長野県 佐久市 ＪＡ佐久浅間株式会社アメック 臼田バイパス　給油所 臼田美里１５５８ 0267-82-6585

長野県 佐久市 株式会社小金澤商店 千曲　給油所 臼田１１０６－２ 0267-82-2360

長野県 佐久市 株式会社ペトロソーマ ペトロ佐久平店　給油所 岩村田１７３５－１ 0267-66-0250

長野県 佐久市 有限会社こまや掛川石油 野沢　給油所 大字取出町６５５－２ 0267-62-2600

長野県 佐久市 株式会社小金澤商店 竜岡　給油所 田口３１５６－１ 0267-82-5065

長野県 佐久市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ佐久平ＳＳ　給油所 岩村田１８０２ 0267-66-0524

長野県 佐久市 ＪＡ佐久浅間株式会社アメック 佐久インター　給油所 大字長土呂聖原１３１－８ 0267-67-7272

長野県 佐久市 ＪＡ佐久浅間株式会社アメック 野沢　給油所 大字三塚字宮添１００ 0267-62-7988

長野県 佐久市 コスモ石油販売株式会社 セルフ若宮 岩村田宮ノ前１９６１－１ 0267-67-4324

長野県 佐久市 株式会社東日本宇佐美 １４１号佐久インター 佐久平駅東６－２ 0267-65-7250

長野県 佐久市 児玉　一成 春日　給油所 春日６１４－１ 0267-53-2620

長野県 佐久市 株式会社竹花組 望月　給油所 望月３０－１ 0267-53-2351

長野県 佐久市 柳沢商事有限会社 内山峡　給油所 大字内山７１３０－１ 0267-62-6503

長野県 千曲市 株式会社タカサワ 更埴　給油所 大字杭瀬下字東沖３２－１ 026-261-3568

長野県 千曲市 株式会社東日本宇佐美 １８号更埴インター　給油所 屋代２７８１－１ 052-586-1167



長野県 千曲市 有限会社中村石油 エコピー更級　給油所 大字若宮１４５２ 026-272-3323

長野県 千曲市 有限会社ヤマギシ ミルキーウェイ戸倉　給油所 大字内川１２８８ 0262-75-2879

長野県 千曲市 有限会社ヤマギシ プラネッツ戸倉　給油所 磯部７４５ 0262-75-0538

長野県 千曲市 有限会社西村石油 森　給油所 大字森８０２ 0262-72-3323

長野県 千曲市 有限会社更埴石油 更埴　給油所 大字寂蒔８７１ 026-272-2259

長野県 千曲市 渡辺商事株式会社 戸倉上山田　給油所 大字磯部５５９ 026-275-3201

長野県 千曲市 有限会社山文宮下商店 上山田　給油所 大字上山田３８３－１ 026-276-2382

長野県 千曲市 有限会社山崎自動車工場 カーベル千曲　給油所 大字桜堂字桜田４５１－１ 026-214-6802

長野県 千曲市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千曲店　給油所 寂蒔１０３９－１ 026-261-3426

長野県 東御市 株式会社東日本宇佐美 １８号バイパス東部インター　給油所 祢津１１３１－１ 0268-64-8658

長野県 東御市 株式会社オーツカ 東部町　給油所 本海野字長縄手１７０４－１ 0268-62-1606

長野県 東御市 株式会社高見澤 セルフ浅間サンライン　給油所 和３６３０－１ 0268-63-1200

長野県 東御市 株式会社塩沢産業 １８号線小諸　給油所 滋野牧家２２９９－１ 0268-71-6976

長野県 東御市 株式会社オーツカ ニューサンライン東部　給油所 鞍掛刺田４２７－１外 0268-64-1100

長野県 東御市 中田石油株式会社 小諸　給油所 滋野乙２４７９ 0268-64-3333

長野県 安曇野市 株式会社西日本宇佐美 長野道安曇野インター　給油所 豊科南穂高６８５４番地２ 0263-71-5725

長野県 安曇野市 あづみ農業協同組合 安曇野インター　給油所 豊科南穂高５５９４ 0263-72-9338

長野県 安曇野市 あづみ農業協同組合 烏川　給油所 堀金烏川２６３１－１，２６２７－１，２６３３－１ 0236-73-2520

長野県 安曇野市 合名会社よろずや松岡商店 三郷　給油所 温９６３－１，９６４－１ 0263-77-2103

長野県 安曇野市 有限会社久根下商店 一日市場　給油所 明盛１３６５ 0263-77-2158

長野県 安曇野市 有限会社吉原 穂高東　給油所 大字穂高４３０８－５ 0263-82-2324

長野県 安曇野市 株式会社ヤマサ あづみ野産業団地　給油所 豊科高家２２８７－７ 0263-71-3315

長野県 安曇野市 高瀬石油株式会社 穂高パノラマロード　給油所 大字北穂高２８５０－１ 0263-84-0881

長野県 安曇野市 中田石油株式会社 明科中央　給油所 明科中川手２７５２ 0263-62-2683

長野県 安曇野市 山十内川石油株式会社 明科町　給油所 明科東川手３９５ 0263-62-2010

長野県 安曇野市 エネクスフリート株式会社 豊科インター　給油所 豊科南穂高１２３０ 0263-72-2515

長野県 安曇野市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ豊科店　給油所 豊科南穂高７５４－３ 0263-71-3671

長野県 安曇野市 株式会社アイダエナジー 穂高有明　給油所 大字有明１００００－３ 0263-83-3534

長野県 安曇野市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 穂高中央ＳＳ 穂高８１６７－４ 0263-82-0315

長野県 南佐久郡小海町 黒沢燃料有限会社 小海本村　給油所 大字小海６９８ 0267-92-3113

長野県 南佐久郡川上村 有限会社川上アポロ商会 川上　給油所 大字原２７７－６ 0267-97-2605

長野県 南佐久郡南牧村 長野八ヶ岳農業協同組合 海ノ口　給油所 海ノ口９８４－１ 0267-96-2638

長野県 南佐久郡南牧村 長野八ヶ岳農業協同組合 野辺山農協　給油所 大字野辺山１０６－１ 0267-98-3362

長野県 南佐久郡南牧村 菊池商事有限会社 西武野辺山　給油所 大字野辺山７７－３ 0267-98-2440

長野県 南佐久郡南相木村 有限会社菊池金物店 南相木　給油所 ２２７７ 0267-78-2226

長野県 南佐久郡佐久穂町 有限会社大豊商店 セルフ佐久穂　給油所 大字高野町５２２ 0267-86-2261

長野県 南佐久郡佐久穂町 株式会社塩沢産業 オートライフ塩沢佐久穂店　給油所 大字宿岩３９０－４ 0267-86-4330

長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社東日本宇佐美 １８号軽井沢　給油所 大字追分字滑橋８７６－１ 0267-45-8311

長野県 北佐久郡軽井沢町 相馬商事株式会社 中軽井沢　給油所 大字長倉字宿田２３７８ 0267-45-6276

長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社武重商会 軽井沢追分　給油所 大字追分字藤塚道上１１３１－１ 0267-45-1315

長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社大進 軽井沢　給油所 軽井沢東１４０－２ 0267-42-2814

長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社安東商店 軽井沢　給油所 軽井沢東７－１２ 0267-42-0268

長野県 北佐久郡軽井沢町 ＪＡ佐久浅間株式会社アメック 軽井沢　給油所 大字長倉２６８０－３ 0267-45-4018

長野県 北佐久郡軽井沢町 エネクスフリート株式会社 ルート１８軽井沢　給油所 大字追分１４３３－１ 0267-45-0414

長野県 北佐久郡御代田町 やまいし株式会社 御代田　給油所 大字御代田１９８１ 0267-32-3306

長野県 北佐久郡立科町 ＪＡ佐久浅間株式会社アメック 立科　給油所 茂田井２５１２ 0267-56-3474

長野県 北佐久郡立科町 株式会社塩沢産業 オートライフ塩沢立科店　給油所 大字芦田２８６３－２ 0267-51-3081

長野県 北佐久郡立科町 株式会社竹花組 女神湖　給油所 芦田５１５０ 0267-55-6303

長野県 小県郡青木村 小林　臣功 青木　給油所 大字村松字辻田２４２－１ 026849-2012

長野県 小県郡長和町 株式会社武重商会 長和町四泊　給油所 四泊２４５７ 0268-68-2586

長野県 小県郡長和町 株式会社綿屋商会 長門町　給油所 大字大門１１８－３ 0268-68-2458

長野県 諏訪郡下諏訪町 株式会社豊島屋 湖浜　給油所 ４６９１－９ 0266-28-5426

長野県 諏訪郡下諏訪町 井口エネルギー株式会社 下諏訪　給油所 家下６０８２－２ 0266-27-5007

長野県 諏訪郡富士見町 株式会社シモクラ 栂沢　給油所 富士見３３６９－３２ 0266-62-8228

長野県 諏訪郡富士見町 有限会社窪田モータース 諏訪南インター　給油所 富士見字手洗沢２５１－５ 0266-62-5760

長野県 諏訪郡富士見町 株式会社あぐりライフ信州諏訪 ふじみ　給油所 落合字南原山９９８４－９６３ 0266-62-8561

長野県 諏訪郡原村 株式会社あぐりライフ信州諏訪 原村　給油所 １１９１４ 0266-79-6063



長野県 上伊那郡辰野町 株式会社根橋商店 日の出町　給油所 大字辰野１７３４－７，１１，１７３３－９ 0266-43-3068

長野県 上伊那郡辰野町 株式会社豊島屋 伊北インター　給油所 大字伊那富７５０３－３ 0266-41-2150

長野県 上伊那郡辰野町 株式会社ノザワ 辰野　給油所 中央２２１－１ 0266-41-0489

長野県 上伊那郡辰野町 村上石油株式会社 伊北インター　給油所 大字伊那富８５１３ 0266-41-0363

長野県 上伊那郡辰野町 株式会社旭石油 小野　給油所 小野１３１５－４ 0266-46-2161

長野県 上伊那郡辰野町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ辰野店　給油所 大字伊那富２８４５ 0266-41-1230

長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社立石コーポレーション スーパーセルフルネッサ箕輪バイパス店　給油所 大字三日町字曽根９１８－１ 0265-71-1114

長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社コトブキ石油 スマイルスクウェア箕輪　給油所 大字中箕輪渋田１１，５５８－１ 0265-70-6611

長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社伊勢良 おごち　給油所 大字東箕輪５２９４－２ 0265-79-4265

長野県 上伊那郡箕輪町 村上石油株式会社 ウェストヒル箕輪　給油所 大字中箕輪１４０１６－２５５，２７８ 0265-70-5515

長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社オートパル上伊那 サザンポートみのわ　給油所 大字中箕輪１１３８２－１外２筆 0265-79-1711

長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社吉田石油店 伊北セルフ　給油所 中箕輪１５４２ 0265-70-1201

長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ箕輪店　給油所 大字中箕輪字大島８７８０－１ 0265-70-6711

長野県 上伊那郡南箕輪村 エネクスフリート株式会社 伊那インター　給油所 鳥居原８３０３－３ 0265-73-2521

長野県 上伊那郡南箕輪村 扇屋石油株式会社 伊那インターチェンジ　給油所 字三本木８３０４－３１０ 0265-73-6136

長野県 上伊那郡南箕輪村 有限会社俵屋商店 南箕輪　給油所 ４９４３ 0265-72-3323

長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社伊那中央石油 ハイランズ伊那　給油所 字中の原９５９０－１，９５９１－４ 0265-74-1551

長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社アルプス石油 アルプス南　給油所 ２９５ 0265-72-5461

長野県 上伊那郡中川村 天竜石油株式会社 坂戸峽　給油所 片桐７１１５ 0265-88-2116

長野県 上伊那郡中川村 宮﨑　克弘 片桐　給油所 片桐３９３２－１ 0265-88-2525

長野県 上伊那郡宮田村 株式会社西日本宇佐美 １５３号上伊那　給油所 ６６８１－１ 0265-85-6050

長野県 上伊那郡宮田村 寺平株式会社 セルフ宮田　給油所 字氏神８８－３ 0265-85-3011

長野県 上伊那郡宮田村 有限会社伊南石油 宮田村　給油所 ９１－１ 0265-85-2225

長野県 下伊那郡松川町 北原産業株式会社 松川町　給油所 上片桐４６３１－４ 0265-36-3456

長野県 下伊那郡松川町 輸入石油株式会社 輸入松川　給油所 元大島１５３１－１ 0265-36-3411

長野県 下伊那郡高森町 有限会社綿治硝子店 高森　給油所 吉田２３１０－１２ 0265-35-3223

長野県 下伊那郡高森町 エネクスフリート株式会社 高森　給油所 山吹４１１２ 0265-34-3155

長野県 下伊那郡高森町 株式会社乾光精機製作所 乾光精機　給油所 山吹８７１０ 0265-35-5345

長野県 下伊那郡阿南町 信愛株式会社 新野　給油所 新野２８３０－１ 0260-24-2263

長野県 下伊那郡阿南町 有限会社古松屋商店 新野　給油所 新野１４９５－２ 0260-24-2127

長野県 下伊那郡阿南町 佐々木　一誠 阿南　給油所 東条１２４ 0260-22-2002

長野県 下伊那郡阿智村 有限会社清内路石油 清内路　給油所 清内路３６９－３ 0265-46-2057

長野県 下伊那郡阿智村 有限会社綿治硝子店 駒場　給油所 駒場４２４－１ 0265-43-2016

長野県 下伊那郡根羽村 有限会社根羽給油所 根羽　給油所 １６４７ 0265-49-2104

長野県 下伊那郡売木村 うるぎむらガソリンスタンドを残す会 うるぎ６００道の駅前　給油所 ５９３－２ 0260-28-2322

長野県 下伊那郡天龍村 有限会社綿治硝子店 天龍　給油所 平岡９１７－１ 0260-32-2018

長野県 下伊那郡泰阜村 一般社団法人振興センターやすおか 泰阜北　給油所 ３４４０－１ 0260-26-2214

長野県 下伊那郡喬木村 有限会社綿治硝子店 喬木　給油所 ４００－４３ 0265-33-3463

長野県 下伊那郡喬木村 株式会社アジマ自動車学校 阿島　給油所 １３５７ 0265-33-2139

長野県 下伊那郡豊丘村 北原産業株式会社 豊丘　給油所 神稲５０２－１ 0265-35-2458

長野県 下伊那郡大鹿村 有限会社松山油店 大鹿　給油所 大字大河原字島河原３８２，３８３ 0265-39-2145

長野県 木曽郡上松町 有限会社清水商事 寝覚の床　給油所 大字小川２４１９－５３ 0264-52-3049

長野県 木曽郡上松町 株式会社進藤邦夫商店 ルート１９セルフ上松　給油所 大字荻原字小野２４００－１ 0264-52-2138

長野県 木曽郡南木曽町 株式会社二三石油 みどの　給油所 読書３３５８ 0264-57-2112

長野県 木曽郡南木曽町 有限会社アララギ青木商会 アララギ　給油所 吾妻３３６２－１ 0264-58-2167

長野県 木曽郡南木曽町 有限会社中島石油店 三留野　給油所 読書３３７０－７ 0264-57-2317

長野県 木曽郡南木曽町 北原　伸一 南木曽　給油所 吾妻起し２４３７ 0264-58-2138

長野県 木曽郡木祖村 有限会社木曽薮原石油販売 小木曽　給油所 小木曽２８－１ 0264-36-3530

長野県 木曽郡王滝村 有限会社大家商店御嶽給油所 御嶽　給油所 ２７２１ 0264-48-2532

長野県 木曽郡大桑村 株式会社進藤邦夫商店 ルート１９セルフ須原　給油所 須原町裏９８２ 0264-52-2371

長野県 木曽郡大桑村 河村　義勝 野尻　給油所 大字野尻２４６２ 0264-55-2130

長野県 木曽郡木曽町 有限会社福島石油商会 木曽福島　給油所 福島２６８９－２ 0264-22-2432

長野県 木曽郡木曽町 三岳自動車商事株式会社 三岳　給油所 三岳６４９５ 0264-46-2086

長野県 木曽郡木曽町 株式会社進藤邦夫商店 セルフ福島　給油所 福島５３９３ 0264-22-2053

長野県 木曽郡木曽町 有限会社駒商会 木曽日義　給油所 日義１６７８ 0264-26-2321

長野県 木曽郡木曽町 有限会社フルハシ 木曽開田高原　給油所 開田高原末川４２４５ 0264-42-3109

長野県 東筑摩郡麻績村 松本ハイランド農業協同組合 麻績　給油所 麻４１１５－５ 0263-67-2300



長野県 東筑摩郡生坂村 平林　元気 生坂石油　給油所 ８３０５－４ 0263-69-2478

長野県 東筑摩郡山形村 株式会社本久 ペトラス本久セルフ山形　給油所 ３６０ 0263-97-2150

長野県 東筑摩郡筑北村 久保村石油株式会社 坂北　給油所 坂北松木田４８４８ 0263-66-2321

長野県 東筑摩郡筑北村 株式会社関川組 西条　給油所 西条４０５６－１ 0263-66-2930

長野県 北安曇郡池田町 株式会社矢口工務店 コスモハーブの里　給油所 大字会染６３３５－１ 0261-62-8884

長野県 北安曇郡松川村 株式会社アイダエナジー 松川　給油所 字赤芝５７４４－９外 0261-62-3955

長野県 北安曇郡白馬村 大北農業協同組合 白馬アルプス　給油所 大字北城１０６４８－１ 0261-72-4777

長野県 北安曇郡白馬村 大北農業協同組合 アルペンロード神城　給油所 大字神城２０２１５ 0261-75-2785

長野県 北安曇郡白馬村 信光石油株式会社 シュプール白馬　給油所 大字北城字新田３１２５－１ 0261-72-8288

長野県 北安曇郡白馬村 信光石油株式会社 神城　給油所 大字神城字六十刈２１５６１－１ 0261-75-2730

長野県 北安曇郡白馬村 信光石油株式会社 白馬　給油所 大字北城字船山１９４０－１ 0261-72-2355

長野県 北安曇郡小谷村 中田石油株式会社 小谷　給油所 中小谷丙４５－１ 026182-2239

長野県 埴科郡坂城町 有限会社田島石油 村上　給油所 大字網掛１６４－２ 0268-82-2891

長野県 埴科郡坂城町 柳屋商事株式会社 坂城　給油所 大字南条西田町６７４６ 0268-82-2373

長野県 埴科郡坂城町 有限会社ヤマギシ 坂城　給油所 大字坂城字上山王６８２８－１ 0268-82-7171

長野県 埴科郡坂城町 ながの農業協同組合 中之条セルフ　給油所 大字中之条１３３６－１ 0268-81-2355

長野県 上高井郡小布施町 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ中野小布施店　給油所 大字都住遠徳２４４２－１ 026-247-1151

長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社志賀ワンツー 志賀高原　給油所 大字平穏１３８９－５ 0269-33-8712

長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社佐藤商店 湯田中　給油所 大字平穏字川原２９２５ 0269-33-4568

長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社友野商店 山ノ内西　給油所 大字夜間瀬２６８６－１ 0269-33-2928

長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社友野商店 志賀高原上林　給油所 大字平穏字安造１４５４－２，５ 0269-33-2928

長野県 下高井郡山ノ内町 ながの農業協同組合 志賀高原　給油所 大字平穏４１２７－１３ 0269-33-2121

長野県 上水内郡信濃町 有限会社佐藤石油 野尻湖　給油所 野尻５３６－２ 0262-58-2849

長野県 上水内郡小川村 有限会社高府貝印石油 小川　給油所 大字高府２４７７番１ 026-269-2028

長野県 上水内郡飯綱町 ながの農業協同組合 カーサロン飯綱　給油所 大字普光寺１０８１－４ 0262-53-2300

長野県 上水内郡飯綱町 北信米油株式会社 牟礼　給油所 大字普光寺９５１ 026-253-2123

岐阜県 岐阜市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション中屋西　給油所 中屋西２番１ 058-229-6620

岐阜県 岐阜市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション市橋　給油所 市橋３丁目１番３号 058-273-6787

岐阜県 岐阜市 久世商事有限会社 アムールくろの　給油所 折立８８０－２ 058-239-0351

岐阜県 岐阜市 有限会社鷲見石油 曽我屋　給油所 曽我屋１丁目１９１－１ 0582-39-2811

岐阜県 岐阜市 スタンダード商事株式会社 ＥｎｅＪｅｔ加野　給油所 加野４－２８－１４ 058-243-1269

岐阜県 岐阜市 東部日石株式会社 天王寺　給油所 北一色３－１０－１４ 0582-45-6588

岐阜県 岐阜市 丸栄石油株式会社 カーパドック長良　給油所 長良東２丁目５番 058-295-7280

岐阜県 岐阜市 丸栄石油株式会社 セルフ東興　給油所 東興町５０ 058-249-5580

岐阜県 岐阜市 有限会社勢引商事 勢引商事　給油所 門屋勢引１３番地２ 0582-29-3558

岐阜県 岐阜市 株式会社成瀬商会 則松　給油所 則松５－３５ 0582-39-9531

岐阜県 岐阜市 アルプス中京株式会社 Ｓポート岐阜西　給油所 西荘１－９－２１ 058-251-4350

岐阜県 岐阜市 アルプス中京株式会社 Ｓポート岐阜東　給油所 水海道３－２２－１５ 058-240-0888

岐阜県 岐阜市 武藤石油合同会社 鏡島大橋　給油所 菅生六丁目１番１３号 0582-33-0566

岐阜県 岐阜市 山口　秀春 北野　給油所 北野西３６２－１ 058-229-2312

岐阜県 岐阜市 株式会社リョーワ 福光　給油所 福光東３丁目１４番地１０ 058-232-1559

岐阜県 岐阜市 油善株式会社 蔵前　給油所 蔵前３－６－１０ 058-245-2564

岐阜県 岐阜市 川北石油株式会社 川北　給油所 鷺山１５３０－２ 058-231-1162

岐阜県 岐阜市 岐西興産株式会社 セルフ岐阜北　給油所 東改田字腰前田２番１ 058-293-1320

岐阜県 岐阜市 岐西興産株式会社 セルフさぎやま　給油所 正木北町７－３５ 058-231-1170

岐阜県 岐阜市 東海エポック株式会社 セルフｃａｎ忠節　給油所 島栄町１－３０ 058-233-1258

岐阜県 岐阜市 東海エポック株式会社 岐阜流通センター　給油所 柳津町流通センタ－２－２－１ 058-279-2511

岐阜県 岐阜市 丸栄石油株式会社 長森　給油所 野一色２丁目１２－１２ 058-245-6641

岐阜県 岐阜市 丸栄石油株式会社 入舟　給油所 入舟町４－２７ 058-246-8190

岐阜県 岐阜市 日の丸石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城南通店　給油所 西明見町２２ 058-273-7207

岐阜県 岐阜市 株式会社青木石油 鏡島　給油所 鏡島西二丁目１９番１２号 058-251-7455

岐阜県 岐阜市 東和石油販売株式会社 セルフ薮田南　給油所 薮田南５丁目１５番１号 058-215-5602

岐阜県 岐阜市 西濃アポロ株式会社 プリテール岐阜西　給油所 西河渡２－８－１ 0582-51-5657

岐阜県 岐阜市 株式会社極東 ＳｅｌｆＭ－１笠松　給油所 柳津町東塚５－４３－１ 058-388-1007

岐阜県 岐阜市 藤木　学 ＦＵＪｉＫｉ石油鷺山　給油所 鷺山東蝉１０１１－１ 058-231-4688

岐阜県 岐阜市 コスモ石油販売株式会社 セルフ茜部 茜部大川一丁目４８番１ 058-277-7125

岐阜県 大垣市 株式会社西日本宇佐美 ２５８号大垣インター　給油所 浅草１－３６８ 0584-89-6007



岐阜県 大垣市 株式会社西日本宇佐美 ２１号大垣　給油所 和合新町２丁目２５番地 0584-73-4991

岐阜県 大垣市 コスモ石油販売株式会社 セルフ美濃国分寺前　給油所 榎戸町２－１３ 0584-92-4565

岐阜県 大垣市 コスモ石油販売株式会社 セルフ大垣女子短大前　給油所 西之川町２－７５－１ 0584-73-0556

岐阜県 大垣市 株式会社小林モーターズ 名神大垣　給油所 内原１－１８８－１ 0584-89-4524

岐阜県 大垣市 西濃アポロ株式会社 岐大バイパス・大垣　給油所 加賀野２丁目５６番地 0584-73-8337

岐阜県 大垣市 西濃アポロ株式会社 プリテール大垣　給油所 林町１０－１０－１ 0584-74-3050

岐阜県 大垣市 西濃アポロ株式会社 プリテール池尻　給油所 池尻町深田９４６番１ 0584-73-8337

岐阜県 大垣市 株式会社野寺商店 セルフ大垣インター　給油所 横曽根４－３０ 0584-89-3691

岐阜県 大垣市 有限会社山口屋 多良　給油所 上石津町下多良２３６－１ 0584-45-2581

岐阜県 大垣市 株式会社赤壁商会 エリア４１７　給油所 赤坂町新町３－１４８－１ 0584-71-0194

岐阜県 大垣市 河合商事株式会社 トップヒル牧野　給油所 牧野町１－２４６－１ 0584-71-2657

岐阜県 大垣市 桑原　哲也 上石津　給油所 上石津町下山２８３７－２ 0584-45-3039

岐阜県 大垣市 西濃アポロ株式会社 セルフ大垣東　給油所 中ノ江３丁目１４番地 0584-73-8337

岐阜県 大垣市 西濃アポロ株式会社 大垣インター　給油所 外渕４丁目４２番地 0584-89-2221

岐阜県 大垣市 株式会社種田石油店 ニュー赤坂　給油所 赤坂町２１４８－１ 0584-71-0639

岐阜県 大垣市 株式会社川地石油 栄町　給油所 綾野六丁目１１８番地 0584-91-1143

岐阜県 大垣市 株式会社種田石油店 大垣北　給油所 中川町３－１０ 0584-73-3987

岐阜県 大垣市 株式会社種田石油店 大垣東　給油所 三本木３－１ 0584-75-5984

岐阜県 大垣市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション大垣ＳＳ 浅草４－５１－１ 0584-87-0311

岐阜県 高山市 アダチ石油株式会社 高山　給油所 上岡本町１－３８ 0577-33-1122

岐阜県 高山市 アダチ石油株式会社 高山東山　給油所 松之木町２９０－１ 0577-33-8300

岐阜県 高山市 有限会社寺田商店 荘川　給油所 荘川町牧戸８５番地 05769-2-2027

岐阜県 高山市 寺田　泰久 旗鉾　給油所 丹生川町旗鉾２６７－３ 05777-9-2040

岐阜県 高山市 株式会社瀬木油店 ＥｎｅＪｅｔ高山バイパス　給油所 問屋町６９ 0577-33-9311

岐阜県 高山市 株式会社瀬木油店 ＥｎｅＪｅｔ高山新宮　給油所 新宮町１６１５－１ 0577-36-0456

岐阜県 高山市 有限会社岩西石油店 高山南　給油所 一之宮町３４４６番地 05775-3-2038

岐阜県 高山市 有限会社長瀬石油 朝日　給油所 朝日町浅井６０７ 05775-5-3054

岐阜県 高山市 有限会社岩田商店 片野町　給油所 片野町４－５３１ 0577-33-4567

岐阜県 高山市 有限会社岩田商店 セルフハンズ西之一色店 西之一色町１－９３ 0577-32-4488

岐阜県 高山市 ナガイ株式会社 ナガイ石油　給油所 久－野町大西１５－１ 0577-52-3028

岐阜県 高山市 牛丸石油株式会社 セルフ高山三福寺　給油所 松之木町３１３番地２ 0577-32-5800

岐阜県 高山市 清水商事株式会社 聖橋　給油所 本母町２８１－３ 0577-32-0362

岐阜県 高山市 清水商事株式会社 リブレ三福寺　給油所 三福寺町３６３番地の１２ 0577-32-2839

岐阜県 高山市 有限会社柚原商店 三日町　給油所 清見町三日町２９２ 0577-68-2005

岐阜県 高山市 有限会社てづな 坊方バイパス　給油所 丹生川町坊方１２１９－１ 05777-8-1566

岐阜県 高山市 坂口石油有限会社 高山インター　給油所 上切町６９－１ 0577-32-1618

岐阜県 高山市 有限会社久保石油 上宝本郷　給油所 上宝町本郷７７０番地の１ 0578-86-2102

岐阜県 高山市 株式会社山善商店 国分寺通　給油所 花里町６－１５ 0577-32-5015

岐阜県 高山市 株式会社山善商店 スマートセルフ４１　給油所 西之一色町３－１１２４－１ 0577-32-1458

岐阜県 高山市 桜本　才一郎 荘川　給油所 荘川町黒谷４５ 05769-2-2073

岐阜県 高山市 大方　藤徳 長倉　給油所 上宝町長倉６６６－１８ 0578-86-2433

岐阜県 高山市 有限会社大道石油 朝日　給油所 朝日町万石１７４番地１ 0577-55-3074

岐阜県 高山市 有限会社丸栄石油 せせらぎ清見　給油所 清見町三日町１３８６－１ 0577-68-2990

岐阜県 高山市 有限会社丸栄石油 高山山田町　給油所 山田町２４６番地 0577-33-9128

岐阜県 高山市 株式会社みの谷 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高山松之木　給油所 松之木町２００ 0577-32-0252

岐阜県 高山市 飛騨農業協同組合 丹生川　給油所 丹生川町坊方２００４ 0577-78-2193

岐阜県 高山市 株式会社瀬木油店 ＥｎｅＪｅｔ高山桐生　給油所 問屋町３９番地 0577-37-0202

岐阜県 高山市 清水商事株式会社 リブレ高山　給油所 昭和町３丁目１１１ 0577-33-6924

岐阜県 高山市 飛騨農業協同組合 ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ冬頭 冬頭町１０５６番地 0577-36-1990

岐阜県 高山市 飛騨農業協同組合 ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ金桶 国府長金桶５６番地１ 0577-72-3610

岐阜県 高山市 株式会社瀬木油店 高山南　給油所 千島町２６６－１ 0577-35-3988

岐阜県 多治見市 白山石油株式会社 姫　給油所 姫町１丁目１００番地 0572-29-2611

岐阜県 多治見市 株式会社田口石油店 大畑　給油所 大畑町５－１９３ 0572-22-8265

岐阜県 多治見市 株式会社田口石油店 ハートランドたじみ　給油所 下沢町３－９－２ 0572-22-6255

岐阜県 多治見市 株式会社伊藤商会 サンタモニカ東町　給油所 東町４－９－１５ 0572-25-3160

岐阜県 多治見市 株式会社伊藤商会 サンタモニカオアシス　給油所 光ケ丘５－３９ 0572-23-2935

岐阜県 多治見市 株式会社伊藤商会 サンタモニカ幸町　給油所 幸町３－７－１ 0572-20-1267



岐阜県 多治見市 大一石油株式会社 多治見　給油所 白山町１－１６－２ 0572-22-9418

岐阜県 多治見市 有限会社荘加石油店 セルフホワイトタウン多治見　給油所 京町５－８９ 0572-22-0028

岐阜県 多治見市 昭洋商事株式会社 昭洋笠原　給油所 笠原町２０２９ 0572-43-2256

岐阜県 多治見市 昭洋商事株式会社 共栄　給油所 虎渓山町７－４－１０ 0572-25-2225

岐阜県 多治見市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 中央道多治見インターＴＳ　給油所 明和町１丁目８１－１ 0572-29-5754

岐阜県 関市 有限会社山西石油 関北　給油所 下有知２８５９－１ 0575-22-5202

岐阜県 関市 株式会社山本石油 セルフイースト　給油所 東田原１７３－８ 0575-22-2450

岐阜県 関市 有限会社ミノシマ 小瀬　給油所 小瀬１７８９－１ 0575-23-0596

岐阜県 関市 株式会社ミヤチ 美濃関　給油所 栄町三丁目２番２５号 0575-22-4131

岐阜県 関市 シンワ菱油株式会社 パウメトウ東新　給油所 東新町４－７９－３ 05752-2-0292

岐阜県 関市 シンワ菱油株式会社 パウメトウ小瀬４１８　給油所 小瀬２３８ 0575-23-8418

岐阜県 関市 株式会社山田石油 白金　給油所 上白金１１２７番地の１ 0575-28-2073

岐阜県 関市 有限会社田下石油店 武芸川　給油所 武芸川町八幡８４６ 0575-46-2229

岐阜県 関市 有限会社星井商店 関平賀　給油所 市平賀３５５－８ 0575-23-1680

岐阜県 関市 林　誠一 洞戸　給油所 洞戸菅谷３６０－４ 0581-58-2813

岐阜県 関市 丸栄石油株式会社 セルフ関旭ヶ丘　給油所 円保通り２－１－１０ 0575-23-7877

岐阜県 関市 後藤　徹 洞戸バイパス　給油所 洞戸市場８８０ 0581-58-2262

岐阜県 関市 長屋　伸吾 板取石油店　給油所 板取６５４９－４ 0581-57-2043

岐阜県 関市 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ関店　給油所 小屋名１４５６ 0575-27-2701

岐阜県 関市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション関　給油所 山田屋敷田１６９－６ 0575-28-5301

岐阜県 中津川市 末松商事株式会社 坂下　給油所 坂下１６０８ 05737-5-3011

岐阜県 中津川市 末松商事株式会社 木曽山口　給油所 山口４９１ 0573-75-4181

岐阜県 中津川市 中央紙運輸株式会社 ウエストポイント　給油所 千旦林２００ 0573-68-3133

岐阜県 中津川市 有限会社岩木石油 加子母　給油所 加子母字中島３９０２－１ 0573-79-2137

岐阜県 中津川市 新栄石油株式会社 中津川東　給油所 中津川９９３番地の３ 05736-6-7878

岐阜県 中津川市 熊沢　続 加子母　給油所 加子母５４４０ 0573-79-2072

岐阜県 中津川市 保母興産株式会社 阿木　給油所 阿木８－１ 0573-63-2036

岐阜県 中津川市 東美濃農業協同組合 福岡　給油所 福岡町１１８９－１ 057372-2873

岐阜県 中津川市 有限会社アジアサポート 中津川バイパス手賀野　給油所 手賀野３６２－１ 0573-62-3158

岐阜県 中津川市 有限会社アジアサポート 落合　給油所 落合字田中３０５の１ 0573-69-5250

岐阜県 中津川市 株式会社山本石油店 中津川　給油所 えびす町７－１ 0573-65-2612

岐阜県 中津川市 株式会社島屋田原給油所 田原　給油所 岐阜県中津川市蛭川田原５２２１－１ 0573-45-2606

岐阜県 中津川市 安田屋石油有限会社 苗木　給油所 苗木４６７４－１ 0573-67-2351

岐阜県 中津川市 株式会社ユーワン 福岡町　給油所 福岡９７８番地の６５ 0573-72-3241

岐阜県 中津川市 株式会社ユーワン 山の田　給油所 瀬戸山の田１３７２－１ 0573-65-3325

岐阜県 中津川市 株式会社吉村石油店 付知　給油所 付知町７６６６－２ 0573-82-2161

岐阜県 中津川市 有限会社松葉屋商店 下野　給油所 下野４３７ 0573-72-2321

岐阜県 中津川市 有限会社野尻石油店 福岡　給油所 福岡字野尻１１０４ 0573-72-2451

岐阜県 中津川市 有限会社浜島石油店 苗木　給油所 苗木１７６８－５ 0573-65-2494

岐阜県 中津川市 株式会社小栗屋 中津川　給油所 榧ノ木町１－４１ 0573-65-3240

岐阜県 中津川市 有限会社清水屋石油店 プレステージ付知　給油所 付知町４８７２番地２ 0573-82-2158

岐阜県 美濃市 株式会社西日本宇佐美 １５６号美濃インター　給油所 松森字下巾上３９９ 0575-31-0268

岐阜県 美濃市 丸喜石油株式会社 美濃インター　給油所 中央１０－１３３ 0575-35-0488

岐阜県 美濃市 株式会社ハバ石油 御手洗　給油所 御手洗９０１ 0575-37-2623

岐阜県 美濃市 株式会社能登金商店 美濃　給油所 泉町４３－１ 0575-33-0636

岐阜県 美濃市 コスモ石油販売株式会社 セルフ美濃インター　給油所 松森２７４番５ 0575-31-2131

岐阜県 瑞浪市 株式会社西日本宇佐美 旧１９号瑞浪　給油所 土岐町１２４３ 0572-68-6151

岐阜県 瑞浪市 東濃石油株式会社 瑞浪橋　給油所 寺河戸町字道下１２１３－３ 0572-68-8331

岐阜県 瑞浪市 東濃石油株式会社 ペルショワール瑞浪　給油所 薬師町４丁目３０番１，２ 0572-67-3711

岐阜県 瑞浪市 有限会社竜吟サービス セルフ釜戸　給油所 釜戸町１５５２番地の１ 0572-63-2232

岐阜県 瑞浪市 株式会社伊藤商会 サンタモニカ瑞浪　給油所 穂並３－５２ 0572-67-2345

岐阜県 瑞浪市 株式会社鈴木石油店 稲津町　給油所 稲津町小里１０１２－５ 0572-22-0028

岐阜県 瑞浪市 昭洋商事株式会社 セルフ瑞浪　給油所 西小田町５－８０ 0572-67-2600

岐阜県 瑞浪市 大竹　秀之 日吉　給油所 日吉町４０４７ 0572-69-2053

岐阜県 瑞浪市 大洋石油株式会社 瑞浪インター　給油所 明世町戸狩８２２番地 0572-68-2185

岐阜県 瑞浪市 瑞浪興業株式会社 陶　給油所 陶町水上２５４－２ 0572-65-2901

岐阜県 瑞浪市 美濃産業株式会社 美濃産業株式会社水上　給油所 陶町水上字梅ノ木１５７－１ 0572-65-2631



岐阜県 瑞浪市 株式会社ホームセンターバロー バロー瑞浪中央店　給油所 益見町３丁目２７番 0572-66-5525

岐阜県 羽島市 エネクスフリート株式会社 Ｎ羽島　給油所 上中町長間字沼２５８３ 058-398-4169

岐阜県 羽島市 株式会社西日本宇佐美 羽島インター　給油所 上中町長間字沼２５８２ 058-398-6725

岐阜県 羽島市 株式会社岩正商店 羽島正木町　給油所 正木町曲利１０３３ 058-392-2211

岐阜県 羽島市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 岐阜羽島インターＴＳ　給油所 上中町長間字沼２５９１－１ 058-398-1904

岐阜県 羽島市 株式会社極東 ＳｅｌｆＭ－１羽島　給油所 正木町南及３－５０－２ 058-391-8225

岐阜県 恵那市 有限会社明智給油所 明智　給油所 明智町大田９８９番地の１ 0573-54-2272

岐阜県 恵那市 有限会社丸一小松屋商店 中野方西　給油所 中野方町１７５５－１４ 0573-23-2201

岐阜県 恵那市 松田　貞一郎 上矢作　給油所 上矢作町３０９５－１ 05734-7-2458

岐阜県 恵那市 大洋石油株式会社 恵那武並　給油所 武並町竹折４４ 0573-28-2205

岐阜県 恵那市 石黒商事株式会社 サンライズ恵那　給油所 長島町正家７１３－１ 0573-59-4000

岐阜県 恵那市 新栄石油株式会社 セルフたけなみ　給油所 武並町竹折１６４５－１７ 0573-28-3080

岐阜県 恵那市 ライフエナジー山岡株式会社 山岡　給油所 山岡町下手向４５３番地の３ 05735-6-3542

岐阜県 恵那市 有限会社アジアサポート 恵那東　給油所 大井町雀子ヶ根２０８７－１９１ 0573-26-5168

岐阜県 恵那市 有限会社アジアサポート 恵那峡　給油所 大井町観音寺２６９５－３３５ 0573-20-0358

岐阜県 恵那市 株式会社丸河ホールディングス セルフいわむら　給油所 岩村町１６６０－１ 0573-43-0087

岐阜県 恵那市 株式会社ミヤケ 串原　給油所 串原４１７９－１ 0573-52-2521

岐阜県 恵那市 瀬戸　利之 飯羽間　給油所 岩村町飯羽間２３８４番地４ 0573-43-2158

岐阜県 恵那市 株式会社丸八 明智　給油所 明智町字新池５３４－１ 0573-55-0008

岐阜県 恵那市 東濃興亜石油株式会社 久須見　給油所 長島町久須見１１１３－２８ 0573-26-3516

岐阜県 恵那市 有限会社アジアサポート 恵那　給油所 長島町中野４４９ 0573-25-5268

岐阜県 恵那市 ヤマオカアイオン商事株式会社 山岡アイオン　給油所 山岡町下手向１１６３番地 0573-56-3000

岐阜県 恵那市 大島　正康 山岡　給油所 山岡町原８２９番地 0573-56-3230

岐阜県 恵那市 株式会社岩本石油 恵那　給油所 長島町中野１－９－５ 0573-25-5251

岐阜県 恵那市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１９恵那ＴＳ　給油所 大井町字原２１９４－５８ 0573-20-0630

岐阜県 恵那市 東美濃農業協同組合 恵那　給油所 長島町永田５７５－１ 0573-26-0701

岐阜県 恵那市 東美濃農業協同組合 岩村　給油所 岩村町飯羽間２５８６番地１ 0573-43-3630

岐阜県 美濃加茂市 株式会社平手石油店 みのかも北　給油所 下米田町東栃井石倉１９９－１ 0574-28-8411

岐阜県 美濃加茂市 シンワ菱油株式会社 パウメトウ山手　給油所 蜂屋町上蜂屋柳坪４６６７番地 0574-26-7811

岐阜県 美濃加茂市 山口石油株式会社 古井　給油所 川合町３丁目西市の口３－７ 0574-25-5088

岐阜県 美濃加茂市 株式会社北長商店 小山観音　給油所 牧野字緑ケ丘１９３２－７５ 0574-25-8118

岐阜県 美濃加茂市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション美濃加茂　給油所 山手町１－２１－１ 0574-25-4928

岐阜県 美濃加茂市 丸栄石油株式会社 プリテール美濃加茂　給油所 山手町２－６２ 0574-23-2155

岐阜県 美濃加茂市 有限会社ケイエムエナジー 加茂野　給油所 加茂野町今泉１５４７－６ 0574-26-1004

岐阜県 土岐市 東濃石油株式会社 セルフ土岐インター　給油所 泉寺田町２－３１ 0572-54-3414

岐阜県 土岐市 阿庄石油株式会社 ニュー阿庄　給油所 下石阿庄町４－８ 0572-57-7732

岐阜県 土岐市 名古屋シェル石油販売株式会社 土岐中央　給油所 土岐津町土岐口字北町口１７４１－１ 0572-55-2220

岐阜県 土岐市 アルプス中京株式会社 メガセルフ土岐　給油所 泉町定林寺字原７０５－１ 058-264-3410

岐阜県 土岐市 有限会社アジアサポート 土岐バイパス　給油所 泉町河合清田３１８－１ 0572-54-6113

岐阜県 土岐市 有限会社日比野石油店 曽木　給油所 曽木町３５１－１ 0572-52-3067

岐阜県 土岐市 大川　渉 トライアングル　給油所 肥田町浅野８１３－５ 0572-55-3859

岐阜県 土岐市 昭洋商事株式会社 妻木下石　給油所 下石町字上流６６－１ 0572-58-0070

岐阜県 土岐市 有限会社加藤鉱油店 駄知　給油所 駄知町１４６６番地の１ 0572-59-2141

岐阜県 土岐市 石黒商事株式会社 セルフサントピア１９　給油所 泉郷町４－４９ 0572-54-3326

岐阜県 土岐市 石黒商事株式会社 サンロード下石　給油所 下石町１９３４－１ 0572-58-3022

岐阜県 土岐市 籠橋　真美 駄知　給油所 駄知町１８６５番地の９ 0572-59-5310

岐阜県 各務原市 安田商事株式会社 いちょう通　給油所 那加野畑町１丁目２７番地 058-380-7070

岐阜県 各務原市 有限会社鈴木油店 各務原　給油所 各務山の前町４丁目６０８番地 0583-84-0657

岐阜県 各務原市 河田商事株式会社 桜丘　給油所 那加不動丘１－１０－２ 058-371-3300

岐阜県 各務原市 川島石油有限会社 川島町　給油所 川島松原町３１１ 0586-89-2093

岐阜県 各務原市 川島石油有限会社 第二　給油所 川島河田町７３２－４ 05868-9-3587

岐阜県 各務原市 丸栄石油株式会社 カーパドック各務原　給油所 三井町５９番１ 058-371-1201

岐阜県 各務原市 有限会社小林石油 ハートランド蘇原　給油所 蘇原東島町３－１５０ 0583-83-3453

岐阜県 各務原市 水野石油株式会社 蘇原　給油所 蘇原吉野町２－５２－１ 058-382-3935

岐阜県 各務原市 岐阜日石株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ各務原店　給油所 鵜沼三ツ池町３－４２１ 058-384-2525

岐阜県 各務原市 各務原石油株式会社 那加　給油所 那加住吉町４丁目１番地 0583-83-7234

岐阜県 各務原市 東和石油販売株式会社 セルフ愛岐　給油所 前渡東町３丁目２５１－４ 058-386-0077



岐阜県 各務原市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鵜沼店　給油所 鵜沼西町１丁目６５０ 058-385-3446

岐阜県 各務原市 コスモ石油販売株式会社 セルフ各務原 蘇原瑞穂町２－３４－１ 0583-80-5737

岐阜県 可児市 有限会社堀尾石油 可児　給油所 塩１２０４ 0574-62-2044

岐阜県 可児市 株式会社平手石油店 可児くくり　給油所 久－利岡本８３４－１ 0574-56-0500

岐阜県 可児市 シンワ菱油株式会社 パウメトウ今渡　給油所 今渡字中鳴子２１８６－１ 0574-62-7351

岐阜県 可児市 シンワ菱油株式会社 セルフ可児　給油所 瀬田字神田８５４番１ 0574-60-5320

岐阜県 可児市 株式会社平手石油店 セルフステーション可児はるさと　給油所 矢戸字北雲３３３－１ 0574-65-0201

岐阜県 可児市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフさつきが丘店　給油所 皐ヶ丘１丁目１－３ 0574-64-0766

岐阜県 可児市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ下恵土店　給油所 下恵土野区路２９２９ 0574-61-0202

岐阜県 可児市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西可児店　給油所 東帷子１０８３－１ 0574-65-1771

岐阜県 可児市 ナヴィ株式会社 エコノ可児　給油所 土田７０２－４ 0574-24-3068

岐阜県 可児市 有限会社堀尾石油 セルフ可児　給油所 長洞字落合４－１ 0574-65-0566

岐阜県 可児市 山本石油株式会社 セルフ可児坂戸　給油所 坂戸八ツ物１８６ 0574-61-1311

岐阜県 可児市 有限会社北尾 可児　給油所 下切字観音堂２６０５－１ 0574-63-2481

岐阜県 山県市 三恩石油株式会社 高富　給油所 高富１７１３ 0581-22-2000

岐阜県 山県市 シンワ菱油株式会社 セルフ山県　給油所 西深瀬１１５０－１ 0581-23-1250

岐阜県 山県市 村橋　克司 伊自良　給油所 松尾２５５－１ 0581-36-3519

岐阜県 山県市 美山生コン株式会社 美山生コン石油部　給油所 中洞３５１－１ 0581-52-1619

岐阜県 山県市 深尾　宗之 高富　給油所 高富１０８９－１ 0581-22-1083

岐阜県 瑞穂市 有限会社林石油店 美江寺　給油所 美江寺７９８－１ 05832-8-2111

岐阜県 瑞穂市 富士和商事株式会社 セルフＰＬＡＮＴ－６　給油所 犀川３丁目５１番地 058-329-3251

岐阜県 瑞穂市 宇野 彰一 本田　給油所 本田１０７６－２ 058-326-5848

岐阜県 瑞穂市 ＧＮＧ株式会社 ＥｎｅＪｅｔＤｒ．Ｄｒｉｖｅみずほ店　給油所 野田新田３９９３－１ 058-326-6424

岐阜県 瑞穂市 トヨタエネルギー株式会社 ハピーセルフ　給油所 馬場上光町１－１８ 058-323-0008

岐阜県 飛騨市 清水商事株式会社 リブレ神岡　給油所 神岡町梨ヶ根６２－１ 0578-82-0873

岐阜県 飛騨市 株式会社橋戸商店 アルツ古川バイパス　給油所 古川町上町９４３番地の１ 0577-73-6600

岐阜県 飛騨市 株式会社北平商店 古川町　給油所 古川町栄２－１－２１ 0577-73-2845

岐阜県 飛騨市 株式会社北平商店 古川南　給油所 古川町大字上町字久中２５３－２ 0577-73-4339

岐阜県 飛騨市 株式会社古川石油 角川　給油所 河合町小無雁５３ 0577-65-2040

岐阜県 飛騨市 有限会社山崎石油 細江　給油所 古川町袈裟丸８１１－１ 0577-75-2009

岐阜県 飛騨市 斐太石油株式会社 神岡江馬　給油所 神岡町殿字沖野７２４番地 0578-82-0427

岐阜県 飛騨市 牛丸石油株式会社 殿　給油所 神岡町殿下夕野１２８９－９ 0578-82-2272

岐阜県 飛騨市 有限会社平和商事 古川　給油所 古川町袈裟丸５７０ 0577-75-2221

岐阜県 飛騨市 飛騨農業協同組合 古川　給油所 古川町中野１２４０ 0577-73-2641

岐阜県 飛騨市 清水商事株式会社 リブレ古川　給油所 高野稲葉通り３７６－１ 0577-73-3611

岐阜県 飛騨市 株式会社古川石油 セルフ幸栄　給油所 古川町幸栄町７－２５ 0577-73-5688

岐阜県 本巣市 コスモ石油販売株式会社 イオンタウン本巣　給油所 国領字川田２３６－１ 058-201-7350

岐阜県 本巣市 株式会社稲富石油 土貴野　給油所 早野１２５番地１ 0585-32-1678

岐阜県 本巣市 株式会社稲富石油 糸貫　給油所 三橋鶴舞７１ 058-324-0129

岐阜県 本巣市 株式会社稲富石油 根尾　給油所 根尾板所６４３－２－１ 05813-8-2575

岐阜県 本巣市 株式会社角田石油 ＥｎｅＪｅｔ本巣五反田　給油所 石原字手坪５７４－４ 058-322-3456

岐阜県 本巣市 株式会社宇野石油 根尾川大橋　給油所 下西浦１９３６ 0583-23-1956

岐阜県 本巣市 瀬古石油　瀬古　良三 本巣町　給油所 曽井中島１４２４ 0581-34-2747

岐阜県 本巣市 コスモ石油販売株式会社 セルフ本巣 文殊字村前８３９番７ 0581-34-1150

岐阜県 郡上市 有限会社　まるや石油 高鷲　給油所 高鷲町大鷲４１－５ 05757-2-5031

岐阜県 郡上市 丸栄石油株式会社 セルフ郡上八幡　給油所 八幡町稲成１１５８番地 0575-65-4129

岐阜県 郡上市 株式会社蛭ケ野商事 蛭ケ野　給油所 高鷲町ひるがの４６７０－９３１ 05757-3-2211

岐阜県 郡上市 シンワ菱油株式会社 パウメトウ郡上八幡インター　給油所 八幡町五町３丁目２－１１ 0575-66-1061

岐阜県 郡上市 共栄商事株式会社 明宝　給油所 明宝畑佐６７３ 05758-7-2313

岐阜県 郡上市 株式会社マルフジ 上田　給油所 美並町上田１２１８－３ 05757-9-2056

岐阜県 郡上市 有限会社前田プロパン 郡上白鳥　給油所 白鳥町向小駄良９９１－１ 0575-82-2939

岐阜県 郡上市 株式会社下田石油 美並　給油所 美並町上田６８－２ 0575-79-2234

岐阜県 郡上市 大中石油株式会社 白鳥　給油所 白鳥町中津屋３８９番地の８ 0575-82-2181

岐阜県 郡上市 渡邉　益己 相生　給油所 八幡町相生字尾崎１０６８－１ 0575-63-2262

岐阜県 郡上市 上平　昌徳 かみよし野添　給油所 白鳥町野添３７５番地４ 0575-84-1019

岐阜県 郡上市 有限会社小野石油店 郡上八幡　給油所 八幡町小野二丁目４番地の１２ 0575-65-3616

岐阜県 郡上市 中部石油株式会社 白鳥南　給油所 白鳥町為真１４２－１ 0575-82-2550



岐阜県 郡上市 合資会社高鷲燃料 高鷲　給油所 高鷲町大鷲８７２－１ 0575-72-5202

岐阜県 下呂市 株式会社西日本宇佐美 ４１号下呂　給油所 小川島尻１８４６－１ 0576-24-1511

岐阜県 下呂市 下呂興産株式会社 下呂　給油所 森８５８ 05762-5-2393

岐阜県 下呂市 萩原日石株式会社 下呂温泉西　給油所 萩原町上村６４３－１ 05765-2-1760

岐阜県 下呂市 有限会社上呂石油 上呂　給油所 萩原町上呂６６２－３ 0576-55-0315

岐阜県 下呂市 新日本石油株式会社 萩原　給油所 萩原町宮田１４７２番地 05765-5-0230

岐阜県 下呂市 野中石油株式会社 下呂温泉　給油所 森８２０－８５ 05762-5-2356

岐阜県 下呂市 山口石油株式会社 金山　給油所 金山町金山上市場西１９１６ 0576-32-2416

岐阜県 下呂市 有限会社マゼック 馬瀬川　給油所 馬瀬名丸２８ 0576-47-2235

岐阜県 下呂市 住吉石油株式会社 ﾙｰﾄ４１ＧＥＲＯｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所 小川字平岩１８６１－１ 0576-25-4568

岐阜県 下呂市 住吉石油株式会社 ＧＥＲＯセルフステーション　給油所 少ケ野６２３番地の１ 0576-25-3543

岐阜県 下呂市 有限会社金山昭石 飛騨金山　給油所 金山町金山２４６６番地の１ 0576-32-2148

岐阜県 下呂市 有限会社小坂石油 飛騨小坂　給油所 小坂町坂下３９１ 0576-62-2052

岐阜県 下呂市 丸共建設株式会社 乗政　給油所 乗政５３６番の１ 0576-26-2265

岐阜県 下呂市 岡﨑　壮男 萩原　給油所 萩原町上村池端６７２－３ 0576-52-3244

岐阜県 下呂市 飛騨農業協同組合 ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ上呂 萩原長上呂２２９９－１ 0576-54-1222

岐阜県 海津市 伊藤　勝也 石津　給油所 南濃町安江１１３３－１ 0584-56-1155

岐阜県 海津市 関谷　幸代 平田　給油所 平田町幡長切戸８２－２ 05846-7-3108

岐阜県 海津市 株式会社ワタナベ石油 セルフ平田　給油所 平田町三郷６９０番地 0584-66-2253

岐阜県 海津市 伊藤石油株式会社 松山　給油所 南濃町松山４－４７５－１ 05845-6-2376

岐阜県 海津市 株式会社スズキ石油 ニュー海津　給油所 海津町馬目４１０番地の２ 0584-53-2400

岐阜県 海津市 伊藤　智彦 海津　給油所 海津町古中島２０１ 05845-4-5341

岐阜県 海津市 有限会社加守モータース 加守モータース　給油所 海津町長瀬８９８番地 0584-53-0285

岐阜県 海津市 伊藤　聰行 平田　給油所 平田町西島１２６７ 0584-66-2462

岐阜県 海津市 有限会社山三商店 海津　給油所 海津町馬目字道上９２－１ 0584-53-0065

岐阜県 海津市 株式会社瀬古石油店 東海大橋　給油所 海津町草場１４５番地 0584-53-0563

岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社角田石油 ＥｎｅＪｅｔ岐南インター　給油所 上印食９－９５ 058-249-2225

岐阜県 羽島郡岐南町 丸栄石油株式会社 セルフ岐南　給油所 伏屋２－１ 058-246-6741

岐阜県 羽島郡岐南町 丸栄石油株式会社 岐南インター北　給油所 上印食５－１７１ 058-245-2345

岐阜県 羽島郡笠松町 羽島石油株式会社 笠松国道　給油所 美笠通３－１３ 058-388-2535

岐阜県 羽島郡笠松町 有限会社エンヤ石油 プラザ笠松　給油所 米野字池川１８３ 058-387-6166

岐阜県 養老郡養老町 古市石油株式会社 セルフ笠郷　給油所 船附大割田１５２５ 05843-5-2701

岐阜県 養老郡養老町 古市石油株式会社 セルフ養老　給油所 石畑字閔鎮１１５４－１ 0584-32-1251

岐阜県 養老郡養老町 株式会社野寺商店 養老　給油所 高田９２９－３ 0584-32-1165

岐阜県 養老郡養老町 株式会社野寺商店 セルフ養老　給油所 高田２２０３－１ 0584-32-1505

岐阜県 養老郡養老町 髙田石油株式会社 養老中央　給油所 押越９２３－５ 0584-32-0188

岐阜県 養老郡養老町 株式会社早崎石油 養老　給油所 金屋４２７番地の１ 0584-32-0207

岐阜県 不破郡関ヶ原町 西濃アポロ株式会社 関ヶ原本陣　給油所 大字野上字南桃配１４２８－１ 0584-43-0357

岐阜県 不破郡関ヶ原町 古市石油株式会社 セルフセルビー関ヶ原　給油所 大字西町２５７６－１ 0584-43-0389

岐阜県 安八郡神戸町 株式会社福田屋石油 広神戸　給油所 大字丈六道１８－１ 058427-2229

岐阜県 安八郡神戸町 神戸石油株式会社 神戸町　給油所 大字下宮字大橋向２８４番地 0584-27-4455

岐阜県 安八郡輪之内町 西濃アポロ株式会社 プリテール福束　給油所 福束字下沼１７０１ 0584-68-1131

岐阜県 安八郡輪之内町 野村　貴隆 輪之内　給油所 里字宮川９４９ 0584-69-2110

岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐石油株式会社 揖斐川　給油所 和田９７８－３ 05852-2-2165

岐阜県 揖斐郡揖斐川町 有限会社ニットウ石油 昭和町　給油所 三輪字下不動川４８１－１ 0585-22-0834

岐阜県 揖斐郡揖斐川町 株式会社高正 谷汲　給油所 谷汲徳積１３６７－１ 0585-55-2528

岐阜県 揖斐郡揖斐川町 岐西興産株式会社 揖斐国道　給油所 上南方上須場６２１－１ 0585-22-2363

岐阜県 揖斐郡揖斐川町 大黒運輸有限会社 市場　給油所 市場字北大黒４６６番地の１ 0585-22-2412

岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社稲富石油 大野　給油所 大字黒野８１番地２ 05853-2-3324

岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社稲富石油 セルフ大野　給油所 大字黒野字子持街道８２－３ 0585-35-2477

岐阜県 揖斐郡大野町 岐西興産株式会社 セルフ大野　給油所 大字下磯字高田１５７の２ 0585-32-3833

岐阜県 揖斐郡池田町 コスモ石油販売株式会社 セルフ池田　給油所 本郷９２５－１ 0585-44-0556

岐阜県 加茂郡坂祝町 株式会社コニシ パティオ２１　給油所 取組１－１ 0574-26-7508

岐阜県 加茂郡坂祝町 有限会社セルフヨシダ ニュー坂祝　給油所 黒岩字北の前８３７番地２ 0574-27-3666

岐阜県 加茂郡富加町 株式会社平手石油店 富加町　給油所 羽生字山崎２１８３番１ 0574-54-2233

岐阜県 加茂郡川辺町 株式会社榊間石油 川辺　給油所 上川辺上細田７２９－１ 0574-53-3531

岐阜県 加茂郡七宗町 亀山　久史 神渕　給油所 神渕４７２１ 05744-6-1027



岐阜県 加茂郡七宗町 福井　太 神渕　給油所 神渕４７７７ 0574-46-1022

岐阜県 加茂郡八百津町 株式会社アトリック 八百津　給油所 和知２８４ 0574-43-2101

岐阜県 加茂郡八百津町 株式会社スギセイエネ 八百津　給油所 八百津字宮島４３９４－２ 0574-43-0139

岐阜県 加茂郡白川町 株式会社榊間石油 美濃黒川　給油所 黒川２０９ 05747-7-2151

岐阜県 加茂郡白川町 株式会社榊間石油 白川　給油所 河岐１６２７－４ 0574-74-0133

岐阜県 加茂郡白川町 鈴村　喜広 黒川　給油所 黒川１４６３－１ 0574-77-1130

岐阜県 加茂郡東白川村 めぐみの農業協同組合 東白川　給油所 大字神土字野尻４８０－１ 0574-78-2175

岐阜県 可児郡御嵩町 有限会社宮田石油店 伏見　給油所 伏見３５７－２ 05746-7-0626

岐阜県 可児郡御嵩町 有限会社北尾 御嵩　給油所 御嵩四十八３４２－１ 0574-67-5522

岐阜県 大野郡白川村 斐太石油株式会社 白川郷　給油所 大字鳩谷６５番地５ 05769-6-1066

岐阜県 大野郡白川村 遠山　はやと 御母衣　給油所 大字御母衣３１６番地の２ 05769-5-2477

静岡県 静岡市葵区 アイカワ株式会社 ディオス南安倍　給油所 南安倍１－３－１２ 054-255-7024

静岡県 静岡市葵区 グリーン石油株式会社 ディオス流通　給油所 加藤島１２－７ 0542-61-4347

静岡県 静岡市葵区 内野　義康 日向　給油所 日向６０４－３ 0542-91-2008

静岡県 静岡市葵区 静岡シェル石油販売株式会社 静岡瀬名川西　給油所 瀬名川２－２６－１０ 054-261-2526

静岡県 静岡市葵区 静岡シェル石油販売株式会社 カーケアセルフ長沼　給油所 長沼７０３－１ 054-264-1011

静岡県 静岡市葵区 丸和石油株式会社 麻機南　給油所 南２－１７－５ 054-246-2811

静岡県 静岡市葵区 日星コーポレーション株式会社 ＥｎｅＪｅｔ昭府町　給油所 昭府２－３０－７ 054-266-7581

静岡県 静岡市葵区 株式会社池田油業 南沼上　給油所 南沼上３－３－１２ 0542-61-1839

静岡県 静岡市葵区 サクライ石油株式会社 六番町　給油所 六番町１－１ 0542-53-6646

静岡県 静岡市葵区 玉川燃料有限会社 玉川　給油所 桂山１２６０ 054-292-2727

静岡県 静岡市葵区 有限会社佐塚商店 千代田　給油所 上土２－２０－３６ 054-261-5421

静岡県 静岡市葵区 株式会社しんこう 羽鳥　給油所 羽鳥３－２３－３ 0542-78-2321

静岡県 静岡市葵区 株式会社スギセキ カクサ美和　給油所 与左衛門新田６９－１ 054-296-0081

静岡県 静岡市葵区 サガミシード株式会社 エーポイント　給油所 新伝馬１－４－６７ 054-255-9780

静岡県 静岡市葵区 サガミシード株式会社 スマイルアイランド　給油所 池ヶ谷１－７３ 054-248-1248

静岡県 静岡市葵区 サガミシード株式会社 プリテール静岡　給油所 上土２－２－９ 054-264-8866

静岡県 静岡市葵区 株式会社佐藤モータース 羽鳥　給油所 羽鳥１－７－３ 054-278-7754

静岡県 静岡市葵区 佐藤燃料株式会社 アクティブ沓谷　給油所 沓谷４－１７－１５ 054-265-0577

静岡県 静岡市葵区 株式会社三幸石油 門屋　給油所 門屋１１８２－５ 054-294-0321

静岡県 静岡市葵区 有限会社尾崎商店 清沢　給油所 黒俣１１４６ 054-295-3005

静岡県 静岡市葵区 静岡シェル石油販売株式会社 静岡北番町　給油所 北番町１６２－５ 054-271-1769

静岡県 静岡市葵区 静岡シェル石油販売株式会社 静岡唐瀬通り　給油所 岳美２０－２８ 054-246-3688

静岡県 静岡市駿河区 アイカワ株式会社 ディオス中村町　給油所 中村町３３２－７ 054-282-4354

静岡県 静岡市駿河区 静岡シェル石油販売株式会社 静岡宮本町　給油所 宮本町７－１５ 0542-85-0275

静岡県 静岡市駿河区 静岡シェル石油販売株式会社 カーケアセルフ中田　給油所 中田本町１６－１９ 0542-81-0240

静岡県 静岡市駿河区 静岡石油株式会社 南安倍川　給油所 下川原５－３２－５ 054-259-9269

静岡県 静岡市駿河区 日星コーポレーション株式会社 ＥｎｅＪｅｔ草薙　給油所 国吉田２－２－２３ 054-294-7115

静岡県 静岡市駿河区 日星コーポレーション株式会社 ＥｎｅＪｅｔ登呂　給油所 有東２－４－２２ 054-282-3066

静岡県 静岡市駿河区 サガミシード株式会社 パティオ草薙　給油所 中吉田４１－２１ 054-262-7751

静岡県 静岡市駿河区 タナカ燃料株式会社 中村町　給油所 中村町１３０－１ 054-289-1177

静岡県 静岡市駿河区 株式会社スギセキ 高宮　給油所 高松１８２０－１ 0542-37-3030

静岡県 静岡市駿河区 サガミシード株式会社 セルフ静岡中央　給油所 八幡５丁目１３－７ 054-202-8600

静岡県 静岡市駿河区 サガミシード株式会社 パティオ池田　給油所 池田２７３－１ 054-262-5483

静岡県 静岡市駿河区 サガミシード株式会社 高松　給油所 高松２－２４－２５ 054-237-6102

静岡県 静岡市駿河区 土屋燃料株式会社 中吉田　給油所 中吉田４４－３ 054-208-6168

静岡県 静岡市駿河区 Ｓ－ｎｅｔ静岡株式会社 ＥｎｅＪｅｔ丸子新田　給油所 丸子新田字久能道下３２８－１ 054-268-7100

静岡県 静岡市駿河区 静岡シェル石油販売株式会社 カーケアセルフ国吉田　給油所 国吉田２－６－１ 054-261-3735

静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 静岡南ＳＳ　給油所 曲金５－１７－７ 054-282-1731

静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 高松ＳＳ　給油所 高松１－３－７ 054-237-6763

静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 曲金　給油所 曲金６－４－３８ 054-284-7475

静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 石田ＳＳ 中田４－１－１０ 054-281-7455

静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 静岡丸子ＴＳ 丸子字赤目ケ谷６８１２－３ 054-256-0508

静岡県 静岡市駿河区 コスモ石油販売株式会社 セルフ小鹿ＳＳ 小鹿９２５－１ 054-280-6301

静岡県 静岡市駿河区 株式会社西日本宇佐美 １号丸子 丸子字赤目谷６９３５－１ 054-258-4804

静岡県 静岡市駿河区 海野　鈴江 小鹿　給油所 小鹿２－３２－６ 054-286-3316

静岡県 静岡市清水区 土屋燃料株式会社 蒲原　給油所 蒲原１－６－１１ 0543-88-2111



静岡県 静岡市清水区 有限会社宮一石油 三保　給油所 折戸４－２－１ 0543-34-0334

静岡県 静岡市清水区 株式会社丸大石油 セルフ由比　給油所 由比６６３ 0543-75-2518

静岡県 静岡市清水区 株式会社丸大石油 清水　給油所 宮代町３－１ 054-365-7317

静岡県 静岡市清水区 株式会社丸大石油 セルフ下野　給油所 下野東４－１ 054-365-3985

静岡県 静岡市清水区 静岡シェル石油販売株式会社 カーケアセルフイハラ　給油所 庵原町１１６ 0543-65-2517

静岡県 静岡市清水区 株式会社大木 宍原　給油所 宍原１３８９－４ 05439-4-0515

静岡県 静岡市清水区 サクライ石油株式会社 鳥坂　給油所 鳥坂５４２－１ 0543-45-0771

静岡県 静岡市清水区 フジ物産株式会社 フレンドリー清水　給油所 三光町１－６ 0543-53-6151

静岡県 静岡市清水区 フジ物産株式会社 フレンドリー清水インター　給油所 八坂北１－１－１１ 054-367-5141

静岡県 静岡市清水区 細川　末男 中河内　給油所 中河内１２６４－１ 0543-95-2002

静岡県 静岡市清水区 有限会社清水石油店 蒲原南　給油所 蒲原新田１－３－３０ 054-385-4858

静岡県 静岡市清水区 青木　巖 清水杉山　給油所 杉山３８９－１ 054-367-1701

静岡県 静岡市清水区 静岡シェル石油販売株式会社 清水天神町　給油所 天神１－７－１５ 054-365-5249

静岡県 静岡市清水区 コアエネルギー株式会社 清水三保　給油所 折戸５３３－３ 054-334-0860

静岡県 静岡市清水区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 清水インター東ＴＳ　給油所 横砂字山ノ鼻１５４６－１ 054-361-1400

静岡県 静岡市清水区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ梅が岡ＳＳ　給油所 梅が岡７－１５ 054-353-8822

静岡県 静岡市清水区 株式会社西日本宇佐美 １号清水バイパス下り　給油所 尾羽字的場３２５ 054-365-5152

静岡県 静岡市清水区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 清水インター下りＴＳ 西久保４６－３ 0543-65-6413

静岡県 静岡市清水区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ清水ＴＳ 築地町１１－１ 0543-51-0307

静岡県 浜松市中区 株式会社遠州日石 セルフ浜松　給油所 常盤町２－２ 053-454-5096

静岡県 浜松市中区 株式会社遠州日石 セルフ北基地前　給油所 高丘西１－２－１ 053-438-0141

静岡県 浜松市中区 コスモ石油販売株式会社 セルフ和合　給油所 和合町９３６－２８１ 053-472-0333

静岡県 浜松市中区 遠鉄石油株式会社 森田　給油所 西浅田１－２－１０ 053-458-5123

静岡県 浜松市中区 冨士物産株式会社 カーケア富塚　給油所 富塚町２２１２ 053-471-7420

静岡県 浜松市中区 株式会社鈴秀 富塚　給油所 富塚町２１３２－１８５ 053-473-8711

静岡県 浜松市中区 静岡シェル石油販売株式会社 浜松領家町　給油所 領家１－１－１０ 053-463-6907

静岡県 浜松市中区 浜松開拓農業協同組合 浜松高丘　給油所 高丘西１－２８－２４ 053-437-1180

静岡県 浜松市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ小豆餅ＳＳ　給油所 小豆餅２－１－５ 053-416-1283

静岡県 浜松市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 浜松中央通りＳＳ　給油所 元城町２１７－７ 053-454-4351

静岡県 浜松市中区 ナヴィ株式会社 エコノ浜松西　給油所 西丘町９７５－１ 053-430-5852

静岡県 浜松市中区 明石石油株式会社 プリテール小豆餅　給油所 小豆餅２－２１－２２ 053-414-3715

静岡県 浜松市中区 株式会社英和エネルギー 高丘中央　給油所 高丘東２丁目９－２ 053-436-2210

静岡県 浜松市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 浜松高丘西ＴＳ 高丘西４－５－１５ 053-437-3533

静岡県 浜松市中区 コスモ石油販売株式会社 セルフ領家ＳＳ 領家２－２－１２ 053-463-5940

静岡県 浜松市中区 遠鉄石油株式会社 富塚　給油所 富塚町２０９－２０８ 053-450-1122

静岡県 浜松市中区 遠鉄石油株式会社 柳通り新津　給油所 新津町６３７－１ 053-411-7761

静岡県 浜松市中区 株式会社英和エネルギー 住吉バイパス１３６　給油所 住吉５－１５－５ 053-472-0100

静岡県 浜松市中区 株式会社英和エネルギー セルフ森田　給油所 森田町２０６ 053-441-2374

静岡県 浜松市中区 株式会社英和エネルギー セルフ西伊場　給油所 西伊場町４８－１６ 053-456-1085

静岡県 浜松市中区 遠鉄石油株式会社 上島　給油所 上島６－１－３９ 053-474-5665

静岡県 浜松市東区 サーラエナジー株式会社 サーラ・セルフ浜松小池　給油所 小池町２２８８－１ 053-466-6688

静岡県 浜松市東区 サーラエナジー株式会社 浜松上西エコ・ステーション　給油所 上西町６８－６ 0534-61-0689

静岡県 浜松市東区 日星コーポレーション株式会社 ＥｎｅＪｅｔ浜松　給油所 植松町１４７６－１ 0534-63-7938

静岡県 浜松市東区 有限会社髙林商店 有玉　給油所 有玉北町１２４８－１ 0534-34-0172

静岡県 浜松市東区 冨士物産株式会社 市野町　給油所 市野町２５１９ 053-422-2263

静岡県 浜松市東区 佐藤石油株式会社 中野町　給油所 中野町７４７－１ 053-421-0329

静岡県 浜松市東区 有限会社袴田サービスステーション 笠井　給油所 笠井上町４６６ 053-434-1272

静岡県 浜松市東区 Ｓ－ｎｅｔ静岡株式会社 市野　給油所 市野町２７４４－２ 053-466-3221

静岡県 浜松市東区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 浜松インターＴＳ　給油所 貴平町字沖の宮４９７ 053-431-1611

静岡県 浜松市東区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ有玉ＳＳ　給油所 有玉北町６９９－３ 053-431-6350

静岡県 浜松市東区 太陽鉱油株式会社 浜松インター　給油所 流通元町１９－１ 053-424-0711

静岡県 浜松市東区 アルプス中京株式会社 セルフ大島　給油所 大島町９５４ 053-582-7811

静岡県 浜松市東区 ＳＫ東海株式会社 プラザ有玉　給油所 有玉南町１９６５－１ 053-488-7303

静岡県 浜松市東区 明石石油株式会社 セルフ天王　給油所 天王町１７０１ 053-424-0222

静岡県 浜松市東区 株式会社英和エネルギー セルフ和田　給油所 和田町７６６ 053-464-8721

静岡県 浜松市東区 株式会社英和エネルギー 浜松インター１３６　給油所 流通元町３－３ 053-421-3087

静岡県 浜松市東区 株式会社英和エネルギー セルフ上新屋　給油所 上新屋町２２９－１４ 053-464-1637



静岡県 浜松市東区 株式会社英和エネルギー セルフ中野町　給油所 安新町５６１ 053-421-8870

静岡県 浜松市西区 株式会社西日本宇佐美 ２５７号浜松西インター　給油所 湖東町東名南５７２６ 053-436-3681

静岡県 浜松市西区 コスモ石油販売株式会社 セルフ志都呂　給油所 志都呂２丁目３５－１ 053-448-3993

静岡県 浜松市西区 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浜松西インター　給油所 伊左地町８５２３ 0534-86-1975

静岡県 浜松市西区 株式会社英和エネルギー セルフ大平台　給油所 大平台４－２－１０ 053-484-0088

静岡県 浜松市西区 冨士物産株式会社 大久保町　給油所 大久保町字切田１７０５－２ 053-485-1133

静岡県 浜松市西区 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ雄踏　給油所 雄踏町宇布見４２８３－１ 053-592-8866

静岡県 浜松市西区 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅナビゲータープラザ　給油所 坪井町４３２３ 053-447-2328

静岡県 浜松市西区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 浜松西インターＴＳ　給油所 湖東町東名南５７４４－２ 053-486-3333

静岡県 浜松市西区 明石石油株式会社 セルフ入野　給油所 入野町６０７５－１ 053-449-1710

静岡県 浜松市西区 株式会社英和エネルギー セルフ入野　給油所 入野町６１４３－１ 053-447-8123

静岡県 浜松市南区 有限会社タイセイ燃料店 白羽町　給油所 白羽町５８３－１ 053-442-0513

静岡県 浜松市南区 有限会社かどや石油商会 遠州浜　給油所 福島町２８９ 0534-25-1370

静岡県 浜松市南区 有限会社牧野石油 浜松法枝　給油所 法枝町５３０ 053-441-1953

静岡県 浜松市南区 株式会社英和エネルギー ローソン浜松芳川店　給油所 安松町３７－１６ 053-411-5311

静岡県 浜松市南区 遠鉄石油株式会社 飯田　給油所 下飯田町５５５ 053-461-8815

静岡県 浜松市南区 エネクスフリート株式会社 浜松バイパス　給油所 下飯田町字橋羽方３７６ 053-425-6511

静岡県 浜松市南区 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオレンジプラザ　給油所 飯田町５２１－１ 053-463-7826

静岡県 浜松市南区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 浜松中田島下りＴＳ　給油所 田尻町７８２－１ 053-442-0852

静岡県 浜松市南区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 浜松中田島上りＴＳ 米津町２４７０ 053-443-1300

静岡県 浜松市南区 株式会社英和エネルギー セルフ三島　給油所 三島町１４０－１ 053-442-3135

静岡県 浜松市南区 株式会社英和エネルギー セルフ飯田　給油所 飯田町４７９ 053-411-5561

静岡県 浜松市北区 株式会社遠州日石 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三方原　給油所 東三方町２７６－３ 053-438-4211

静岡県 浜松市北区 株式会社遠州日石 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフせいれい三方原病院前　給油所 細江町中川７１７２－１５９ 053-527-0303

静岡県 浜松市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフ三方原　給油所 三方原町６９８ 053-439-7540

静岡県 浜松市北区 遠鉄石油株式会社 浜松赤松坂　給油所 東三方町２８１－３ 053-430-2200

静岡県 浜松市北区 遠鉄石油株式会社 浜松三幸北　給油所 三幸町４４１－１ 053-420-7070

静岡県 浜松市北区 渡邊　一孝 三方原大谷　給油所 三方原町２２９０－３ 053-436-1715

静岡県 浜松市北区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 三ヶ日インターＴＳ　給油所 三ヶ日町都筑１３００－１ 053-526-2546

静岡県 浜松市北区 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト Ｊ－Ｑｕｅｓｔ浜松都田店　給油所 新都田３丁目１－３ 053-428-8080

静岡県 浜松市北区 株式会社英和エネルギー テクノ１３６　給油所 東三方町１１３－２０外２０筆 053-439-4600

静岡県 浜松市浜北区 天竜シェル石油株式会社 浜北大橋　給油所 中瀬１７ 0539-25-3167

静岡県 浜松市浜北区 株式会社遠州日石 セルフ浜北大橋　給油所 永島７９０－２ 053-585-0521

静岡県 浜松市浜北区 株式会社遠州日石 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平口　給油所 平口２３３６－１ 053-587-2247

静岡県 浜松市浜北区 有限会社平野石油 大平　給油所 大平８６６－２ 053-582-2337

静岡県 浜松市浜北区 若山石油株式会社 浜北　給油所 中瀬４００ 05358-8-0033

静岡県 浜松市浜北区 株式会社英和エネルギー セルフ浜北新原　給油所 新原３６１７ 053-401-5522

静岡県 浜松市浜北区 遠鉄石油株式会社 内野　給油所 内野４５７５ 053-586-3511

静岡県 浜松市浜北区 中安　征雄 東美薗　給油所 東美薗１１６ 053-587-0201

静岡県 浜松市浜北区 コスモ石油販売株式会社 セルフ浜北ＳＳ 貴布祢１５００－９ 053-586-0337

静岡県 浜松市浜北区 有限会社永井石油 貴布祢　給油所 貴布祢８７０－４ 053-587-3511

静岡県 浜松市天竜区 北遠石油株式会社 山東　給油所 山東４４６１－１ 05392-5-6178

静岡県 浜松市天竜区 株式会社西渡石油 横山　給油所 横山町４３８－１５ 0539-23-0032

静岡県 浜松市天竜区 澤木　一臣 天竜熊　給油所 熊２１８２－５ 05392-9-0212

静岡県 浜松市天竜区 有限会社山東 山東　給油所 山東４３６４－１ 05392-5-5912

静岡県 浜松市天竜区 有限会社植田石油 水窪　給油所 水窪町奥領家２９５８－２ 0539-87-0022

静岡県 浜松市天竜区 有限会社柴田石油 佐久間　給油所 佐久間町佐久間２６０５－１ 0539-65-1217

静岡県 浜松市天竜区 伊東　克洋 浦川　給油所 佐久間町浦川２８５０－１ 053-967-2226

静岡県 浜松市天竜区 はるの石油株式会社 春野　給油所 春野町堀之内７２８－１ 053-985-0701

静岡県 浜松市天竜区 有限会社玉ノ木石油 天竜　給油所 上野７７８ 053-926-3071

静岡県 沼津市 植松燃料株式会社 ニュー沼津　給油所 丸子町１－６ 0559-62-8800

静岡県 沼津市 植松石油商事株式会社 沼津バイパス　給油所 東椎路芝原下６３８－１ 0559-22-1450

静岡県 沼津市 沼津石油販売株式会社 沼津港　給油所 千本港町２３ 055-962-1367

静岡県 沼津市 株式会社ツチヤ 金岡　給油所 江原町１７－１ 055-921-4628

静岡県 沼津市 株式会社ツチヤ 沼津五月　給油所 柳町３－１ 0559-21-9295

静岡県 沼津市 株式会社ツチヤ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ駿河Ｏｎｅ　給油所 岡宮８８９－１ 055-927-0707

静岡県 沼津市 有限会社大谷油店 西浦　給油所 西浦古宇１０７９－１ 0559-42-3055



静岡県 沼津市 株式会社ツチヤ 岡の宮　給油所 神田町１０－２０ 055-923-6690

静岡県 沼津市 サガミシード株式会社 プリテール沼津　給油所 岡宮字焼土手１３００－４ 055-923-1567

静岡県 沼津市 真野燃料株式会社 沼津港湾　給油所 千本西町２９ 055-962-0833

静岡県 沼津市 足立　喜與久 静浦　給油所 口野２１５ 055-939-0027

静岡県 沼津市 株式会社中島 沼津東　給油所 平町１５－１２ 055-963-9363

静岡県 沼津市 株式会社西日本宇佐美 １号沼津バイパス上り　給油所 東椎路字芝原下７４６－１ 055-920-4400

静岡県 沼津市 Ｓ－ｎｅｔ静岡株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼津インター　給油所 岡宮１２９１－６ 055-927-2300

静岡県 沼津市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ沼津下香貫ＳＳ　給油所 下香貫前原１４９２－１０ 0559-32-1055

静岡県 沼津市 沼津鉄工団地協同組合 鉄工団地　給油所 足高字尾の上２９４－３ 055-921-1266

静岡県 沼津市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ２４ｈ沼津　給油所 松長８８０ 055-968-0050

静岡県 沼津市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ セルフステージ沼津　給油所 中沢田３７５－３ 055-923-2258

静岡県 熱海市 熱海シェル石油販売株式会社 熱海　給油所 咲見町１０－１５ 0557-81-9147

静岡県 熱海市 サガミシード株式会社 サンビーチ熱海　給油所 東海岸町１４－２ 0557-81-5385

静岡県 熱海市 有限会社内辰商店 網代　給油所 網代３９９ 0557-67-0033

静岡県 三島市 株式会社ツチヤ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三島萩インター　給油所 萩２５３－１ 055-980-6886

静岡県 三島市 昭和油業株式会社 三島谷田　給油所 谷田字前田５８－２ 055-975-5532

静岡県 三島市 株式会社遠藤商店 三島南　給油所 安久４０－４ 0559-77-2387

静岡県 三島市 伊伝株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三島　給油所 南田町３－２７ 0559-75-0598

静岡県 三島市 伊伝株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三島塚原店　給油所 塚原新田字南原２１５－１ 055-973-1117

静岡県 三島市 株式会社吉田石油店 ルート１三島　給油所 玉川９－１ 055-973-7337

静岡県 三島市 株式会社松光石油 ニュー箱根　給油所 谷田１５９３－１ 0559-71-2872

静岡県 三島市 株式会社松光石油 セルフルート１三島　給油所 谷田字雪沢１８３－１ 055-991-2077

静岡県 三島市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ梅名ＳＳ　給油所 梅名６０５ 055-972-1223

静岡県 三島市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション長伏 長伏６２－３ 055-984-3117

静岡県 富士宮市 サカキ石油株式会社 朝霧高原　給油所 人穴字看経１４２－７ 0544-52-0829

静岡県 富士宮市 岡重株式会社 ＥｎｅＪｅｔ小泉　給油所 小泉１５５－３ 0544-25-5822

静岡県 富士宮市 吉川　智浩 朝霧高原　給油所 根原字豊住７９６－１ 0544-52-0763

静岡県 富士宮市 佐野石油株式会社 富士宮小泉　給油所 小泉字向原１９３１－６ 0544-27-2315

静岡県 富士宮市 有限会社若尾石油店 芝川内房　給油所 内房３１６８－１８ 0544-65-0319

静岡県 富士宮市 駿河石油株式会社 富士宮中央　給油所 万野原新田３７４９－１ 0544-27-0210

静岡県 富士宮市 有限会社土井石油 高原　給油所 山本７６９－１ 0544-26-8007

静岡県 富士宮市 岡重株式会社 ＥｎｅＪｅｔ富士宮バイパス　給油所 ひばりが丘７００ 0544-27-4402

静岡県 富士宮市 有限会社松富士石油 白糸　給油所 上井出８３９－５ 0544-54-0188

静岡県 富士宮市 株式会社さのじろう商店 上野　給油所 下条４６６ 0544-58-0024

静岡県 富士宮市 ムラカタ株式会社 セルフ富士宮　給油所 宮北町７ 0544-22-5421

静岡県 富士宮市 河野　朋克 上井出　給油所 上井出６８０ 0544-54-0072

静岡県 富士宮市 有限会社和出石油 上野　給油所 下条３３８ 0544-58-1200

静岡県 富士宮市 木ノ内　良訓 小泉　給油所 小泉１８２０－４ 0544-26-8555

静岡県 富士宮市 渡邉　武寿 富士宮北山　給油所 北山東下組５１９３－１ 0544-58-1545

静岡県 富士宮市 株式会社池田油店 朝日町　給油所 淀平町１０５５ 0544-27-2415

静岡県 富士宮市 星谷石油有限会社 北山インター　給油所 北山字東下組５２８３－１１ 0544-58-1581

静岡県 富士宮市 小野田　仁 アトム石油芝川　給油所 長貫字川合１０８４－１ 0544-65-5700

静岡県 富士宮市 駿河石油株式会社 セルフ富士宮　給油所 小泉２０７３－１ 0544-24-9298

静岡県 伊東市 有限会社福原石油 南伊東　給油所 宮川町２－５１－１ 0557-37-7270

静岡県 伊東市 株式会社ツチヤ セルフ２４伊東　給油所 吉田７０９－６ 0557-44-4400

静岡県 伊東市 サガミシード株式会社 伊東　給油所 寿町１－９ 0557-37-2440

静岡県 伊東市 有限会社タテボラ石油 荻　給油所 荻１１６－２ 0557-37-5346

静岡県 伊東市 有限会社三好石油 城ケ崎　給油所 富戸９０８－１６４ 0557-51-1095

静岡県 伊東市 有限会社美春商事 宇佐美スカイライン　給油所 宇佐美１１２８－１ 0557-48-8002

静岡県 伊東市 殖産浮山温泉株式会社 浮山　給油所 八幡野字鉄砲塚１７２２－１ 0557-54-3426

静岡県 伊東市 有限会社杉田石油 富戸　給油所 吉田９６９－１６ 0557-45-2828

静岡県 伊東市 エネクスフリート株式会社 ＩＴＯ　給油所 竹の内１－５－１ 0557-37-2165

静岡県 伊東市 エネクスフリート株式会社 伊東吉田　給油所 吉田字北川５７２－３ 0557-45-3935

静岡県 伊東市 エネクスフリート株式会社 伊豆高原　給油所 八幡野１１８０番地 0557-53-0507

静岡県 島田市 株式会社ツチヤコーポレーション フレッシュタウン吉田　給油所 井口１３３４ 0547-38-4063

静岡県 島田市 西東石油株式会社 セルフ金谷　給油所 金谷東２－１２４５－３ 0547-46-1177

静岡県 島田市 島田石油株式会社 向島　給油所 向島２９６０－４ 0547-35-5581



静岡県 島田市 株式会社遠州日石 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ島田　給油所 中溝町２６１８ 05473-5-4488

静岡県 島田市 有限会社浅井商店 セルフ牧之原　給油所 金谷猪土居２５１７－１７ 0547-45-0300

静岡県 島田市 有限会社小沢産業 島田阪本　給油所 阪本９５１－４ 0547-38-0122

静岡県 島田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉田インター店　給油所 井口８７７ 0547-38-5706

静岡県 島田市 西東石油株式会社 島田　給油所 中河町８９６６－４ 0547-37-6145

静岡県 島田市 株式会社ナカヤ 川根　給油所 川根町笹間渡３０７ 0547-53-2414

静岡県 島田市 株式会社トスコ グリーンピア金谷　給油所 金谷２００－１ 0547-45-3420

静岡県 富士市 エネクスフリート株式会社 富士バイパス　給油所 五貫島１０９－１ 0234-75-3821

静岡県 富士市 株式会社東浩石油 鷹岡　給油所 久沢４３７－４ 0545-71-1330

静岡県 富士市 ムラカタ株式会社 セルフ富士　給油所 蓼原８８３－４ 0545-61-8888

静岡県 富士市 ムラカタ株式会社 富士バイパス　給油所 五貫島１３２－１ 0545-63-4560

静岡県 富士市 サカキ石油株式会社 柚木　給油所 柚木２０９－３ 0545-64-2539

静岡県 富士市 株式会社杉山石油 富士駅南　給油所 横割１－２－２０ 0545-61-1107

静岡県 富士市 株式会社杉山石油 富士駅北　給油所 松岡水戸島道北１１６２－２ 0545-61-5104

静岡県 富士市 井出信石油株式会社 新道町　給油所 中島４１６ 0545-61-1994

静岡県 富士市 岩山石油株式会社 セルフ富士　給油所 柚木４３８－１ 0545-61-0495

静岡県 富士市 株式会社内山商店 富士神戸　給油所 神戸６ 0545-21-5211

静岡県 富士市 株式会社山田興産 富士中島　給油所 中島４７１－１ 0545-63-1551

静岡県 富士市 齋藤石油株式会社 富士中丸　給油所 中丸字新井田７０７－１ 0545-61-2727

静岡県 富士市 有限会社市川商会 富士比奈　給油所 比奈６０２－５ 0545-34-3777

静岡県 富士市 有限会社市川商会 セルフ富士警察署前　給油所 伝法字下地３７５２－５ 0545-53-1501

静岡県 富士市 株式会社久保田商店 南松野　給油所 南松野腰越２６－１ 0545-85-1515

静岡県 富士市 有限会社古郡商店 フジ・マツオカ　給油所 松岡四ツ家２３６－１ 0545-62-9587

静岡県 富士市 有限会社古郡商店 富士松本　給油所 松本１３３－６ 0545-32-7560

静岡県 富士市 有限会社市川商会吉原給油所 セルフ吉原　給油所 今泉１－１６－１１ 0545-54-2050

静岡県 富士市 株式会社ヨシコシ 富士駿河台　給油所 今泉２３８６－１ 0545-53-2240

静岡県 富士市 ムラカタ株式会社 富士シアター　給油所 中島１４２－１ 0545-61-1959

静岡県 富士市 昭和油業株式会社 広見パーク　給油所 伝法５８－７ 0545-21-1185

静岡県 富士市 昭和油業株式会社 高嶺町　給油所 高嶺町３－２ 0545-52-2158

静岡県 富士市 草ヶ谷燃料株式会社 岩渕　給油所 中之郷７３０ 0545-81-1230

静岡県 富士市 株式会社フジワンビシ カミナカ　給油所 伝法２７５１－２－１－２ 0545-52-2700

静岡県 富士市 昭和油業株式会社 吉原セントラル　給油所 吉原１－１１－２３ 0545-52-4040

静岡県 富士市 有限会社ミヤジマ石油 田子ノ浦　給油所 宮島２７２－２ 0545-61-3458

静岡県 富士市 有限会社勝亦石油 富士八王子　給油所 大淵２９６９－４ 0545-35-0437

静岡県 富士市 神尾石油株式会社 今泉　給油所 今泉４７８－１ 0545-51-0385

静岡県 富士市 土屋燃料株式会社 富士　給油所 厚原字道下２２－１ 0545-71-3990

静岡県 富士市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 本吉原ＳＳ　給油所 今泉１－１４－３０ 0545-52-3571

静岡県 富士市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ広見インターＳＳ　給油所 伝法３－２６ 0545-37-2202

静岡県 富士市 西東石油株式会社 セルフ富士　給油所 御幸町１０－１ 0545-52-6295

静岡県 富士市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 富士インターＴＳ 伝法字中村３２０１－１ 0545-57-7550

静岡県 富士市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 富士ＴＳ 宮島字大崎８４０－３ 0545-63-4469

静岡県 富士市 三栄油業株式会社 オートブランチ吉原　給油所 今井４３５－２ 0545-33-0545

静岡県 磐田市 株式会社スズキビジネス フレンドパーク岩井　給油所 岩井２３８４－２ 0538-35-2105

静岡県 磐田市 株式会社遠州日石 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊田駅前　給油所 立野５０５－３ 0538-21-0380

静岡県 磐田市 株式会社遠州日石 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ見付　給油所 見付１８５１－６ 0538-86-5605

静岡県 磐田市 有限会社川合豊平商店 豊岡　給油所 新開９０４ 0539-62-2034

静岡県 磐田市 合資会社藤森石油店 リッチヒル藤森　給油所 下神増１８１ 0539-62-3000

静岡県 磐田市 コスモ石油販売株式会社 セルフ豊田　給油所 上万能４００ 0538-39-4050

静岡県 磐田市 コスモ石油販売株式会社 セルフ磐田天竜　給油所 天竜３９７－２ 0538-34-5636

静岡県 磐田市 有限会社マルマン松下石油 大藤　給油所 大久保３７３－１ 0538-38-0910

静岡県 磐田市 有限会社大庭石油 ディ・ウイング一色　給油所 一色２７ 0538-55-5611

静岡県 磐田市 有限会社大庭石油 ディ・ウイング　給油所 岡９０５ 0538-66-2291

静岡県 磐田市 有限会社大庭石油 ディ・ウイング豊田　給油所 立野４８６－１ 0538-34-5114

静岡県 磐田市 株式会社英和エネルギー セルフ磐田上岡田　給油所 豊島字北代３３５－１ 0538-35-2322

静岡県 磐田市 株式会社ジェイエイ遠中サービス セルフ福田ステーション　給油所 福田２６６９ 0538-55-3717

静岡県 磐田市 杉浦石油株式会社 竜洋　給油所 豊岡６４７１－４ 0538-66-7676

静岡県 磐田市 株式会社金重 豊田　給油所 豊田西之島２５８ 0538-32-5185



静岡県 磐田市 有限会社橋本石油 笠梅　給油所 笠梅１２９０－１ 0538-38-0632

静岡県 磐田市 第一商事株式会社 磐田中央町　給油所 中泉字三之宮８８－２ 0538-35-1381

静岡県 磐田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ磐田一言ＳＳ　給油所 一言３２ 0538-39-3911

静岡県 磐田市 有限会社アドホック梅村 ニュー豊田北　給油所 加茂１１８１－１ 0538-32-2047

静岡県 磐田市 岸本株式会社 マイステーション浜松東　給油所 浜部１３５ 0538-21-3388

静岡県 磐田市 ナヴィ株式会社 磐田福田　給油所 福田４０００－１ 0538-55-0221

静岡県 磐田市 竜東石油株式会社 野部　給油所 下野部２２９－１３ 0539-62-2275

静岡県 磐田市 コスモ石油販売株式会社 セルフ高見丘 高見丘４５６－１ 0538-38-3664

静岡県 磐田市 遠鉄石油株式会社 セルフ磐田見付権現　給油所 見付５０７４－４ 0538-39-7150

静岡県 磐田市 株式会社英和エネルギー セルフ磐田東新町　給油所 東新町１－２－１ 0538-34-6080

静岡県 焼津市 株式会社青木石油 焼津和田　給油所 田尻３１６ 0546-24-4322

静岡県 焼津市 株式会社西日本宇佐美 １５０号焼津　給油所 石脇下１２００－１ 054-629-0737

静岡県 焼津市 株式会社西日本宇佐美 １５０号大井川　給油所 相川１１９６－１ 054-622-8220

静岡県 焼津市 油井石油株式会社 上小杉　給油所 上小杉３５６－２ 054-622-0554

静岡県 焼津市 株式会社ツチヤコーポレーション グランドシティ焼津セルフステーション　給油所 八楠４－３－７ 054-626-6425

静岡県 焼津市 有限会社田中油店 小川　給油所 西小川１－３－２ 054-628-2742

静岡県 焼津市 株式会社しんこう 焼津駅北　給油所 駅北４－３－２９ 0546-27-5100

静岡県 焼津市 サガミシード株式会社 プリテール西焼津　給油所 小土字道西１３１２ 054-261-2522

静岡県 焼津市 エネクスフリート株式会社 焼津　給油所 石脇下字東阿原１８７－１ 054-629-3103

静岡県 焼津市 大月　洋介 焼津道原　給油所 道原６２６－１ 054-656-2111

静岡県 焼津市 油井石油株式会社 藤守　給油所 藤守４４１ 054-622-0316

静岡県 焼津市 巻田油業株式会社 焼津インター　給油所 八楠３－３－３ 054-628-3716

静岡県 焼津市 株式会社アサダ石油 焼津　給油所 本町３－１－１６ 054-629-5178

静岡県 焼津市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ焼津ＳＳ　給油所 中里３０５－１ 054-621-5758

静岡県 焼津市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ焼津小川　給油所 東小川６－６－５ 054-668-9490

静岡県 焼津市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 東小川　給油所 東小川５－８－４ 054-620-2751

静岡県 焼津市 株式会社かくまん サウスロード焼津　給油所 道原８５２－２ 054-656-4175

静岡県 掛川市 エネクスフリート株式会社 掛川　給油所 梅橋曽我後３２３－２ 0537-22-8065

静岡県 掛川市 掛川アポロ株式会社 タウンスポット掛川　給油所 中央１－７－１ 05372-2-3278

静岡県 掛川市 株式会社松本石油 大東町　給油所 国安４５５－１ 0537-72-2582

静岡県 掛川市 シンバ石油有限会社 掛川バイパス　給油所 上西郷３０５－２，４，３０４－３， 0537-24-4015

静岡県 掛川市 株式会社水島石油 大東　給油所 千浜６０９２ 0537-27-2040

静岡県 掛川市 大窪　寿男 大須賀　給油所 横須賀１４５４－１０ 0537-48-2312

静岡県 掛川市 有限会社有海商店 八坂　給油所 八坂３３９ 0537-27-0013

静岡県 掛川市 株式会社佐藤石油 掛川北　給油所 富部字西ノ谷２２０－３ 0537-24-4388

静岡県 掛川市 株式会社遠州日石 ＥｎｅＪｅｔ掛川大池　給油所 大池２８９２－１ 053-721-3351

静岡県 掛川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ掛川インター店　給油所 上張８６３－１ 0537-22-2299

静岡県 掛川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 掛川北ＳＳ　給油所 柳町１０ 0537-24-3882

静岡県 掛川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１掛川ＴＳ　給油所 八坂字頭地５０７－１ 0537-27-2065

静岡県 掛川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 原谷ＳＳ 本郷１８２－１ 0537-26-0207

静岡県 掛川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 掛川ＴＳ 領家１１２８－１ 0537-22-1680

静岡県 掛川市 西東石油株式会社 セルフ掛川　給油所 城西２－３－４６ 0537-22-3116

静岡県 藤枝市 株式会社ツチヤコーポレーション カーケアセンター青南セルフステーション　給油所 青南町５－６－５ 054-636-3116

静岡県 藤枝市 巻田油業株式会社 築地　給油所 築地５１８－１ 054-646-0990

静岡県 藤枝市 株式会社遠州日石 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ藤枝大洲　給油所 大洲１－４－１３ 054-634-0220

静岡県 藤枝市 マルネン株式会社 マルネン蓮華寺　給油所 五十海２－１－１ 054-645-3200

静岡県 藤枝市 株式会社ウイング 藤枝高柳　給油所 高柳１９３２－４ 054-635-1067

静岡県 藤枝市 巻田油業株式会社 エイ１ヤブタ　給油所 下藪田字前田９５－１ 054-638-3737

静岡県 藤枝市 株式会社明光産業 セルフ藤枝　給油所 上青島２４０－１ 054-641-3440

静岡県 藤枝市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ藤枝　給油所 前島新田３－２２８１－２３ 054-631-4971

静岡県 御殿場市 株式会社西日本宇佐美 ２４６号裾野インター北　給油所 神山安野原１４２６－１３ 0550-87-8177

静岡県 御殿場市 植松石油商事株式会社 御殿場　給油所 山の尻１２７－３ 0550-82-2880

静岡県 御殿場市 有限会社中村石油 杉名沢　給油所 杉名沢３２３ 0550-83-5885

静岡県 御殿場市 太陽鉱油株式会社 ２４６号線御殿場　給油所 竈１５９２－１ 0550-80-0271

静岡県 御殿場市 ＪＡ協同サービス株式会社 中央　給油所 茱萸沢５ 0550-82-2805

静岡県 御殿場市 株式会社ツチヤ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御殿場　給油所 川島田１５５－１ 0550-82-1096

静岡県 御殿場市 日本ガレーヂサービス株式会社 御殿場ぐみ沢　給油所 茱萸沢字穴畑３２０－６ 0550-89-5111



静岡県 御殿場市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御殿場インター東店　給油所 新橋字宮前４９０－２ 0550-84-7070

静岡県 御殿場市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２４６裾野インターＴＳ　給油所 神山字大野原１９２５－２９７ 0550-87-0380

静岡県 御殿場市 株式会社カマド ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ御殿場ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所 竈７１９－１ 0550-83-4773

静岡県 御殿場市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション御殿場　給油所 神場字屋敷添１３２３－１ 0550-88-1694

静岡県 御殿場市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２４６御殿場下りＴＳ 神山字大野原１９２５－２２９ 0550-87-5140

静岡県 御殿場市 エネクスフリート株式会社 御殿場　給油所 二枚橋字野中４０５－１ 0550-89-6005

静岡県 袋井市 株式会社西日本宇佐美 １号袋井バイパス　給油所 国本字八反田１１９２－１１ 0538-43-2384

静岡県 袋井市 有限会社オチアイ石油 浅名　給油所 浅名６４５－１ 0538-23-3261

静岡県 袋井市 有限会社オチアイ石油 湊　給油所 湊２３３－１ 0538-23-3527

静岡県 袋井市 第一商事株式会社 袋井北　給油所 久能１８９３－１ 0538-42-5603

静岡県 袋井市 有限会社永田石油ガス 袋井　給油所 永楽町１ 0538-42-2523

静岡県 袋井市 株式会社ジェイエイ遠中サービス セルフ浅羽ステーション　給油所 浅岡２３９－１ 0538-23-3231

静岡県 袋井市 ニシオ自販株式会社 諸井　給油所 諸井１０２９－４ 0538-23-3035

静岡県 袋井市 第一商事株式会社 袋井　給油所 川井１００８－３ 0538-42-2201

静岡県 袋井市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 上山梨ＳＳ　給油所 上山梨三丁目１４番地の５ 0538-48-6018

静岡県 袋井市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 袋井ＴＳ　給油所 国本字溝池９０８－６ 0538-44-7111

静岡県 袋井市 ＳＫ東海株式会社 ルート１５０浅羽　給油所 湊８９１－１ 0538-23-8233

静岡県 袋井市 有限会社マスダ・エス・エス 増田石油　給油所 国本字大塚２７５６－１ 0538-45-0010

静岡県 袋井市 太陽鉱油株式会社 １号線袋井バイパス　給油所 国本８９１－１ 053-844-6711

静岡県 下田市 サガミシード株式会社 下田駅前　給油所 敷根２番３号 05582-2-3369

静岡県 下田市 ジェイエイ静岡燃料サービス株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴしもだ　給油所 東中８－７ 0558-25-3100

静岡県 下田市 三光株式会社 下田南　給油所 吉佐美１６１１－１ 0558-22-3941

静岡県 下田市 サガミシード株式会社 下田本通　給油所 東本郷１－１６－８ 0558-22-1461

静岡県 下田市 松本石油株式会社 下田バイパス　給油所 ４－９－２２ 0558-22-1717

静岡県 下田市 三陽石油株式会社 吉佐美　給油所 吉佐美３９２－１ 0558-22-3217

静岡県 裾野市 株式会社今関商店 ちゃばたけ　給油所 茶畑字本馬街道１０１０－２ 055-993-3169

静岡県 裾野市 株式会社今関商店 セルフ東名裾野インター　給油所 御宿１５３６－６５ 055-997-7100

静岡県 裾野市 有限会社渡辺商店 裾野　給油所 佐野１０３７－２ 0559-93-0261

静岡県 裾野市 ジェイエイ静岡燃料サービス株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴいずみ　給油所 佐野７５１－１ 055-992-6008

静岡県 裾野市 ナヴィ株式会社 ＮＡＶＩエコノ裾野　給油所 御宿１１９－１ 055-995-0331

静岡県 湖西市 石原燃料株式会社 湖西　給油所 太田１１３－３ 05357-8-0558

静岡県 湖西市 株式会社吉田石油店 ルート４２湖西　給油所 白須賀６３５－１ 053-579-0701

静岡県 湖西市 株式会社リキガハマ 湖西北　給油所 利木１６－１ 053-578-0818

静岡県 湖西市 サンクスメイト株式会社 浜名湖　給油所 新居町新居３３８０－５０９ 053-594-0274

静岡県 湖西市 石原燃料株式会社 古見　給油所 古見９７９－５ 053-576-0561

静岡県 湖西市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ新居ＳＳ　給油所 新居町中之郷２２９５－１ 053-595-1721

静岡県 湖西市 東海興産株式会社 日之岡　給油所 岡崎２２５３ 053-578-1414

静岡県 湖西市 東海興産株式会社 新居関所　給油所 新居町新居３４４４－５６ 053-594-0303

静岡県 湖西市 コスモ石油販売株式会社 セルフ湖西 新居町中之郷４０３０ 053-595-3121

静岡県 伊豆市 株式会社ナガクラ 大仁橋　給油所 瓜生野２４８－４ 0558-72-1100

静岡県 伊豆市 有限会社小出商会 中伊豆　給油所 関野８０７－１ 05588-3-0303

静岡県 伊豆市 有限会社杉山石油 伊豆ハツマ　給油所 八幡２７４－１ 0558-83-0215

静岡県 伊豆市 ジェイエイ静岡燃料サービス株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ修善寺　給油所 柏久保１１９－１ 0558-72-4180

静岡県 伊豆市 有限会社小出商会 修善寺インター　給油所 修善寺５５０－５ 0558-99-9905

静岡県 伊豆市 有限会社内田商店 牧之郷　給油所 牧之郷４８２－１ 0558-72-0128

静岡県 伊豆市 立岩石材興業株式会社 船原　給油所 上船原８２０－３ 0558-87-0738

静岡県 伊豆市 株式会社天城シェル石渡商店 天城湯ヶ島　給油所 門野原２２７－１ 0558-85-1273

静岡県 伊豆市 有限会社野田商店 土肥　給油所 土肥４３９ 05-5898-0093

静岡県 伊豆市 山田　篤 小下田　給油所 小下田６６９ 0558-99-0380

静岡県 御前崎市 株式会社野川商店 桜ヶ池　給油所 佐倉４５５０－１６ 0537-86-5800

静岡県 御前崎市 株式会社野川商店 浜岡バイパス　給油所 池新田６３１８ 0537-86-4788

静岡県 御前崎市 有限会社松尾商事 御前崎港　給油所 御前崎４３７５－１ 0548-63-2401

静岡県 御前崎市 株式会社鳥羽石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御前崎　給油所 池新田３９５８－２ 0537-85-3382

静岡県 御前崎市 株式会社鳥羽石油 セルフ浜岡　給油所 池新田８３３－３ 0537-86-3240

静岡県 御前崎市 丸ウ斉藤有限会社 ディオス浜岡　給油所 佐倉１９９７－２－２ 0537-86-2338

静岡県 御前崎市 大窪石油株式会社 浜岡東　給油所 池新田３４８３－１ 0537-86-3764

静岡県 菊川市 有限会社葵興商 オートザム菊川　給油所 下内田１５７１－１ 0537-36-3255



静岡県 菊川市 菊川燃料有限会社 菊川　給油所 上本所１０３７－２ 0537-35-2505

静岡県 菊川市 袴田燃料株式会社 小笠　給油所 赤土１１１２－３ 05377-3-2164

静岡県 菊川市 ジェイエイ静岡燃料サービス株式会社 ジャスポートおがさ　給油所 下平川６２６５ 0537-73-5525

静岡県 菊川市 有限会社丸三石油商会 内田　給油所 下内田１７３７ 0537-35-2831

静岡県 菊川市 有限会社小田石油 菊川　給油所 半済１９８０－１ 0537-35-2251

静岡県 菊川市 有限会社セントラル石油 小笠町　給油所 下平川１５２１－１ 0537-73-2208

静岡県 菊川市 株式会社遠州日石 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ菊川インター　給油所 本所１５３７－１ 053-735-2338

静岡県 菊川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ菊川インター店　給油所 加茂６２２１番地 0537-35-8567

静岡県 菊川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ菊川ＳＳ　給油所 加茂字宮の西３１９２ 0537-37-2424

静岡県 菊川市 株式会社浜崎商店 菊川　給油所 半済９６３ 0537-35-3103

静岡県 伊豆の国市 有限会社和泉屋 長岡江間　給油所 南江間７９３－１ 0559-47-3767

静岡県 伊豆の国市 有限会社芹澤商店 伊豆長岡駅前　給油所 中條４０５ 055-949-2741

静岡県 伊豆の国市 有限会社蛭海商店 伊豆長岡　給油所 古奈３０９－１ 05594-8-1319

静岡県 伊豆の国市 サガミシード株式会社 長岡　給油所 小坂２８１－３ 055-947-6277

静岡県 伊豆の国市 伊伝株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大仁　給油所 吉田７４ 0558-76-1371

静岡県 伊豆の国市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ大仁ＳＳ　給油所 吉田３９０－１ 0558-75-5581

静岡県 伊豆の国市 有限会社田京スタンド 田京　給油所 御門６２－１ 0558-76-2044

静岡県 牧之原市 栗山　総一郎 マロンザサン浜砂　給油所 浜砂２１５－４ 0548-52-0271

静岡県 牧之原市 株式会社河原崎商事 相良　給油所 菅ヶ谷２０７９－１ 0548-87-2226

静岡県 牧之原市 株式会社野村商店 鹿島新道　給油所 勝俣２０７１－２０ 0548-22-0522

静岡県 牧之原市 有限会社寺田燃料 静波　給油所 静波１４７１－２ 0548-22-0639

静岡県 牧之原市 有限会社浅井商店 牧之原　給油所 切山２７７６－４４ 05482-7-2063

静岡県 牧之原市 株式会社丸紅 相良北　給油所 女神１８７－２ 0548-54-0358

静岡県 牧之原市 株式会社しんこう 榛原　給油所 細江２１４７－１ 054-627-4416

静岡県 牧之原市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 牧之原細江　給油所 細江２０６３－１ 0548-23-9352

静岡県 牧之原市 合資会社矢部商店 相良　給油所 相良１９１－７ 0548-52-0629

静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社クリタ テクノマートＩＮＡＴＯＲＩ　給油所 稲取５７６ 0557-95-6011

静岡県 賀茂郡東伊豆町 サガミシード株式会社 片瀬白田　給油所 白田３２０－１ 0557-22-0300

静岡県 賀茂郡東伊豆町 東海自動車株式会社 稲取　給油所 稲取字樋の口２９８６ 0557-95-1415

静岡県 賀茂郡河津町 サガミシード株式会社 河津　給油所 川津筏場８３１－１ 0558-35-7280

静岡県 賀茂郡河津町 有限会社正木石油商会 セルフ２４河津　給油所 峰３３２－１ 0558-32-1374

静岡県 賀茂郡河津町 有限会社東海モーターサービス 河津　給油所 谷津２６３ 0558-32-1516

静岡県 賀茂郡南伊豆町 有限会社トノオカ石油 差田　給油所 入間字咄し山４８３－１ 0558-62-2020

静岡県 賀茂郡南伊豆町 松本　孝 上賀茂　給油所 上賀茂字本多５４６－１ 0558-62-1551

静岡県 賀茂郡松崎町 サガミシード株式会社 松崎　給油所 江奈１８５ 05584-2-0458

静岡県 賀茂郡松崎町 有限会社丸岩商店 松崎　給油所 松崎８－２ 0558-42-0132

静岡県 賀茂郡松崎町 松崎石油株式会社 松崎　給油所 江奈１８４－１ 0558-42-0748

静岡県 賀茂郡西伊豆町 丸宇興業株式会社 宇久須　給油所 宇久須６４４－４ 0558-55-0078

静岡県 賀茂郡西伊豆町 有限会社ニドー 仁科　給油所 仁科４０８ 0558-52-0801

静岡県 田方郡函南町 サガミシード株式会社 伊豆中央道　給油所 塚本６０９－２ 055-979-8010

静岡県 田方郡函南町 有限会社高橋商事 南箱根　給油所 丹那字大山１２９３－１１ 055-974-0370

静岡県 駿東郡清水町 株式会社フジプロ 黄瀬川　給油所 八幡字宮下２２－１ 0559-75-5356

静岡県 駿東郡清水町 有限会社飯田商事 テラステーション長沢　給油所 長沢６９８ 0559-75-7885

静岡県 駿東郡清水町 有限会社飯田商事 わくわくすぽっと徳倉　給油所 徳倉字白金４５３－７ 0559-32-3221

静岡県 駿東郡長泉町 サガミシード株式会社 セルフ長泉　給油所 下土狩１０４９－８ 055-999-0024

静岡県 駿東郡長泉町 株式会社ヤシマ 竹原　給油所 本宿４７９－１ 055-986-1717

静岡県 駿東郡長泉町 Ｓ－ｎｅｔ静岡株式会社 ２４６長泉北　給油所 南一色４０２－１ 055-986-6002

静岡県 駿東郡長泉町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ長泉なめりＳＳ　給油所 納米里１０番地－１ 055-980-6652

静岡県 駿東郡小山町 株式会社山崎商事 駿河小山　給油所 用沢８８－６ 0550-78-0640

静岡県 駿東郡小山町 有限会社勝又石油 小山用沢　給油所 用沢４３６－１ 0550-78-0564

静岡県 駿東郡小山町 ＪＡ協同サービス株式会社 北郷　給油所 一色２６７－１ 0550-78-0528

静岡県 駿東郡小山町 東京ガレーヂ株式会社 富士スピードウェイ西ゲート　給油所 大御神６４５－４ 0550-78-0678

静岡県 榛原郡吉田町 高惣株式会社 吉田住吉　給油所 住吉１８６３ 0548-32-0010

静岡県 榛原郡吉田町 有限会社クメ石油 吉田　給油所 片岡１６７１ 0548-32-1527

静岡県 榛原郡吉田町 有限会社神戸シェル石油 吉田インター　給油所 神戸１６７６－１ 0548-32-1540

静岡県 榛原郡吉田町 八木　厚至 ニュー吉田　給油所 大幡１５５８－１ 0548-32-1984

静岡県 榛原郡川根本町 有限会社ミズグチ 川根　給油所 下長尾３１９－３ 05475-6-0127



静岡県 榛原郡川根本町 株式会社長塚石油 上長尾　給油所 上長尾７９１ 0547-56-0162

静岡県 榛原郡川根本町 有限会社みなみ 徳山　給油所 徳山１３９２ 0547-57-2291

静岡県 榛原郡川根本町 中村　準 下長尾　給油所 下長尾３２１ 0547-56-0130

静岡県 榛原郡川根本町 株式会社センズ石油 センズ石油本川根　給油所 藤川６９９－４  0547-59-2110

静岡県 周智郡森町 株式会社ジェイエイ遠中サービス セルフ一宮ステーション　給油所 一宮１２６１－１ 0538-89-7277

静岡県 周智郡森町 有限会社金原石油 森町　給油所 中川４５７－６ 0538-48-6149

愛知県 名古屋市千種区 辻徳商事株式会社 大久手　給油所 千種三丁目１４番２５号 052-741-2444

愛知県 名古屋市千種区 日新商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千種　給油所 内山３－３－９ 052-731-4050

愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ星ヶ丘店　給油所 桜が丘４７ 052-781-1115

愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春岡店　給油所 春岡通７丁目３５の１ 052-762-6828

愛知県 名古屋市東区 野村産業有限会社 矢田　給油所 矢田南２－２－２２ 052-722-3314

愛知県 名古屋市東区 出光リテール販売株式会社 アポロドーム名古屋　給油所 東桜２－２３－２８ 052-931-0782

愛知県 名古屋市東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ徳川店　給油所 出来町１丁目１１番４号 052-935-3900

愛知県 名古屋市北区 昭和礦油株式会社 セルフ辻本通　給油所 辻本通２－２４ 052-911-6381

愛知県 名古屋市北区 株式会社ワセ田 あじま　給油所 楠味鋺３－４０９ 052-903-9991

愛知県 名古屋市北区 昭和礦油株式会社 セルフ志賀公園　給油所 金城町３－２６ 052-991-6794

愛知県 名古屋市北区 エザキ株式会社 セルフＲ４１楠店　給油所 会所町８１－１ 052-508-6374

愛知県 名古屋市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ名濃バイパス店　給油所 会所町２５１ 052-901-6337

愛知県 名古屋市北区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 大曽根ＳＳ　給油所 城東町７－１５３－２ 052-914-6057

愛知県 名古屋市西区 ユアサ燃料株式会社 丸野　給油所 丸野２－１７ 052-502-8187

愛知県 名古屋市西区 株式会社シバタ ＥｎｅＪｅｔ名岐バイパス　給油所 こも原町２２６ 052-501-3632

愛知県 名古屋市西区 名古屋シェル石油販売株式会社 セルフ名駅店　給油所 牛島町６番２３号 052-565-0528

愛知県 名古屋市西区 有限会社はまや ルート２２　給油所 新道１－２－１８ 052-571-6654

愛知県 名古屋市西区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 菊井町ＳＳ　給油所 新道２－１３－２５ 052-571-3538

愛知県 名古屋市西区 株式会社中日本エネルギー Ｅハウスミタニ　給油所 稲生町字杁先２２００－５８ 052-524-1526

愛知県 名古屋市西区 平和石油株式会社 清洲東　給油所 上橋町３５－１ 052-502-7817

愛知県 名古屋市中村区 株式会社鬼頭石油 ＥｎｅＪｅｔ豊永　給油所 並木１丁目１１８番地 052-411-7197

愛知県 名古屋市中村区 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅこがね店　給油所 黄金通２－２３ 052-451-0985

愛知県 名古屋市中村区 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ柳橋店　給油所 名駅南２－２－１９ 052-541-5959

愛知県 名古屋市中村区 兼松ペトロ株式会社 本陣通　給油所 森田町１－４－５９ 052-481-6401

愛知県 名古屋市中村区 日比津石油株式会社 本陣通　給油所 本陣通５丁目１６４番地 052-481-0057

愛知県 名古屋市中村区 サニー石油株式会社 畑江通　給油所 畑江通三丁目１ 052-481-7357

愛知県 名古屋市中村区 山文商事株式会社 岩塚本通　給油所 岩塚本通４－１４－１９ 052-411-6431

愛知県 名古屋市中区 株式会社西日本宇佐美 山王　給油所 松原３－１４－２９ 052-323-1018

愛知県 名古屋市中区 コスモ石油販売株式会社 セルフ伏見通り　給油所 栄一丁目２４番２１号 052-211-6950

愛知県 名古屋市中区 株式会社タカラ石油 古渡　給油所 古渡町１８番１３号 052-331-0594

愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 若宮大通ＳＳ　給油所 栄３－３４－１９ 052-262-4661

愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 洲崎橋ＳＳ　給油所 大須１－１７－４８ 052-221-7005

愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 丸の内ＳＳ　給油所 丸の内１－６－１８ 052-211-6366

愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 新栄町ＳＳ　給油所 新栄２－２０－１０ 052-262-4561

愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 大須ＳＳ　給油所 門前町６－１８ 052-331-2238

愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 千種橋ＳＳ　給油所 新栄３－２２－１６ 052-262-3071

愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 東川端ＳＳ　給油所 千代田１－１－２８ 052-251-6441

愛知県 名古屋市昭和区 株式会社西日本宇佐美 東郊通り　給油所 白金１丁目３０１ 052-884-3301

愛知県 名古屋市昭和区 株式会社竹原 石川橋　給油所 檀溪通５－５ 052-831-1095

愛知県 名古屋市昭和区 グランド石油株式会社 塩付通　給油所 塩付通４－９ 052-853-1791

愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ山手通店　給油所 山手通４丁目９－２ 052-832-7411

愛知県 名古屋市昭和区 株式会社アトコ 高辻サービスステーション　給油所 円上町２５番地の１３ 052-882-4321

愛知県 名古屋市昭和区 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ広見町　給油所 広見町３－４２ 052-851-0032

愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 東郊通ＳＳ　給油所 村雲町１－１７ 052-871-0604

愛知県 名古屋市昭和区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション御器所　給油所 鶴舞４－１８－１８ 052-731-5320

愛知県 名古屋市瑞穂区 ユアサ燃料株式会社 南浜　給油所 内浜町３３－７ 052-822-0288

愛知県 名古屋市瑞穂区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション瑞穂　給油所 瑞穂通７丁目４番地 052-852-5870

愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ堀田店　給油所 神穂町４－２５ 052-821-5166

愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ雁道ＳＳ　給油所 堀田通３－７ 052-871-4795

愛知県 名古屋市熱田区 株式会社西日本宇佐美 １９号熱田高蔵　給油所 五本松町１３－１ 052-678-7311

愛知県 名古屋市熱田区 大宝ダイイチ株式会社 西野町　給油所 西野町２－３３ 052-671-7484



愛知県 名古屋市熱田区 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ金山店　給油所 新尾頭２－２－２９ 052-671-8080

愛知県 名古屋市熱田区 株式会社森五商会 六番町　給油所 六番２丁目８番１０号 052-652-5201

愛知県 名古屋市熱田区 東和石油販売株式会社 セルフ日比野　給油所 千代田町１７－１ 052-671-1727

愛知県 名古屋市中川区 株式会社竹中石油店 中川　給油所 舟戸町５－１ 052-351-0336

愛知県 名古屋市中川区 株式会社鬼頭石油 八田　給油所 万町２４１２番地 052-351-5257

愛知県 名古屋市中川区 昭和礦油株式会社 セルフ昭和橋通　給油所 昭和橋通三丁目２４番 052-661-3226

愛知県 名古屋市中川区 有限会社万場石油 万場　給油所 万場五丁目８３０番地 052-432-0990

愛知県 名古屋市中川区 名古屋シェル石油販売株式会社 中野本町　給油所 中野本町２－３４ 052-361-1564

愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八田店　給油所 野田１丁目６８６ 052-362-2477

愛知県 名古屋市中川区 有限会社岩田商店 クイックピット富田店　給油所 戸田西３－２００９－１ 052-355-8320

愛知県 名古屋市中川区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション昭和橋　給油所 昭和橋通３－３０ 052-659-2051

愛知県 名古屋市中川区 山彌石油株式会社 八熊　給油所 柳川町９－１５ 052-661-7730

愛知県 名古屋市中川区 コスモ石油販売株式会社 セルフ野田ＳＳ 打中１丁目１番地 052-351-8255

愛知県 名古屋市港区 株式会社西日本宇佐美 南陽町　給油所 知多２丁目１１４ 052-301-3945

愛知県 名古屋市港区 株式会社西日本宇佐美 ２３号名四港　給油所 善進本町５５１ 052-382-0965

愛知県 名古屋市港区 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンター惟信　給油所 甚兵衛通２丁目２５－１ 052-384-4711

愛知県 名古屋市港区 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ明徳橋店　給油所 明正１－３５０ 052-382-5650

愛知県 名古屋市港区 株式会社豊栄 南陽　給油所 新茶屋３－４２１－４ 052-303-1551

愛知県 名古屋市港区 株式会社ＪＡあいちエネルギー 南陽町　給油所 大西１－４０ 052-301-8044

愛知県 名古屋市港区 伊勢湾石油株式会社 入場　給油所 入場１－３１７ 052-384-7611

愛知県 名古屋市港区 東栄事業株式会社 新船町　給油所 新船町１－１ 052-661-6281

愛知県 名古屋市港区 高野石油株式会社 名港通　給油所 港楽３－１３－１３ 052-653-2598

愛知県 名古屋市港区 高野石油株式会社 稲永　給油所 稲永５－１１－３ 052-382-3777

愛知県 名古屋市港区 株式会社安井 ホスピッタル千年　給油所 千年２－４１－８ 052-651-2003

愛知県 名古屋市港区 名古屋藤前トラック事業協同組合 名古屋藤前トラック事業協同組合　給油所 藤前３－６０２ 052-301-3335

愛知県 名古屋市南区 ユアサ燃料株式会社 ハートフル北頭　給油所 弥次衛町１－１９－１５ 052-612-5308

愛知県 名古屋市南区 株式会社カルヴィックオイル 平子橋　給油所 大堀町７番１３号 052-821-0309

愛知県 名古屋市南区 星崎運輸株式会社 オートオアシス星崎　給油所 南野２－５ 052-612-6258

愛知県 名古屋市南区 昭和礦油株式会社 セルフ道徳　給油所 豊田四丁目５－２３ 052-693-7888

愛知県 名古屋市南区 グランド石油株式会社 ホワイトアベニュー名南　給油所 戸部下２丁目７－２３ 052-692-1962

愛知県 名古屋市南区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション笠寺　給油所 寺部通２－５ 052-811-7059

愛知県 名古屋市南区 オーバル石油サービス株式会社 道徳橋　給油所 豊田５－９－１３ 052-691-6520

愛知県 名古屋市南区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション竜宮インター 南陽通五丁目１番１ 052-694-4031

愛知県 名古屋市南区 平和石油株式会社 港東通　給油所 港東通１－４５ 052-613-0059

愛知県 名古屋市守山区 ユアサ燃料株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新守山店　給油所 瀬古東３－２０３７ 052-793-1919

愛知県 名古屋市守山区 サガミシード株式会社 プリテール志段味　給油所 大字下志段味字上東禅寺２５３５ 052-739-1300

愛知県 名古屋市守山区 エザキ株式会社 セルフ小幡駅前店　給油所 小幡一丁目１１番２号 052-791-5910

愛知県 名古屋市守山区 株式会社アブサダ ビッグバード守山　給油所 町南６番７号 052-791-3528

愛知県 名古屋市守山区 株式会社アブサダ Ｂｉｇバード大永寺　給油所 川宮町１番地 052-794-0030

愛知県 名古屋市守山区 株式会社アブサダ Ｂｉｇバード小幡　給油所 小幡二丁目１番１０号 052-793-1788

愛知県 名古屋市守山区 堀場石油株式会社 セルフ千代田街道　給油所 小幡南１－３－１ 052-791-2310

愛知県 名古屋市守山区 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ吉根店　給油所 笹ヶ根三丁目１２１７番地 052-736-6681

愛知県 名古屋市守山区 株式会社アブサダ ビッグバード天子田　給油所 天子田２－１８０１ 052-772-1801

愛知県 名古屋市守山区 株式会社アブサダ ビッグバードカナヤ　給油所 金屋１－２３－２０ 052-791-6661

愛知県 名古屋市守山区 株式会社アブサダ ビックバード大森橋　給油所 元郷２－７０３ 052-798-2211

愛知県 名古屋市守山区 エザキ株式会社 セルフ新守山店　給油所 幸心２－１０７ 052-793-4725

愛知県 名古屋市守山区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上志段味店　給油所 上志段味５４０－２ 052-736-0615

愛知県 名古屋市守山区 有限会社清春石油 守山西　給油所 新城９－１５ 052-791-2341

愛知県 名古屋市緑区 株式会社西日本宇佐美 知多産業道路大高　給油所 大高町西正地７－１ 052-622-9444

愛知県 名古屋市緑区 コスモ石油販売株式会社 セルフピュア大高インター　給油所 定納山一丁目１９０２番地 052-629-6505

愛知県 名古屋市緑区 フタバ興産株式会社 セルフ神沢　給油所 神沢３丁目２１１６ 052-878-0681

愛知県 名古屋市緑区 中川物産株式会社 大高インター　給油所 大高町西森前１３－２ 052-623-9111

愛知県 名古屋市緑区 ナルミ石油株式会社 緑赤塚　給油所 鳴海町字赤塚１１８番地 063-892-2001

愛知県 名古屋市緑区 有限会社尾関石油 清水寺　給油所 鳴海町字清水寺８１ 052-892-1829

愛知県 名古屋市緑区 ベイジュ中京株式会社 ＥｎｅＪｅｔ桶狭間　給油所 桶狭間神明３９０３番地 052-625-6286

愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ滝ノ水南店　給油所 滝の水４－１６２０ 052-892-5280

愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大高南店　給油所 南大高１丁目１５２６ 052-746-6940



愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ汐田店　給油所 鳴海町下汐田１６４ 052-621-4935

愛知県 名古屋市緑区 山文商事株式会社 産業道路大高　給油所 大高町字二番割３６－４ 052-622-2080

愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ神の倉店 赤松８０２ 052-877-8600

愛知県 名古屋市名東区 コスモ石油販売株式会社 セルフ星ヶ丘　給油所 名東本通４－３６ 052-701-4896

愛知県 名古屋市名東区 コスモ石油販売株式会社 セルフ極楽　給油所 極楽５－８４－２ 052-701-2102

愛知県 名古屋市名東区 出光リテール販売株式会社 セルフ一社　給油所 高社２－１２０ 052-771-6836

愛知県 名古屋市名東区 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅたかばり台店　給油所 高針台１－７１０ 052-703-1170

愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ名古屋インター店　給油所 社台３丁目２２２ 052-771-7384

愛知県 名古屋市名東区 有限会社ハセ川石油 セルフ藤が丘　給油所 藤香町１０－２ 0569-43-8888

愛知県 名古屋市名東区 有限会社ハセ川石油 セルフよもぎ台　給油所 よもぎ台二丁目８１５番地 052-775-8100

愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ野並店　給油所 井の森町２３９ 052-899-4950

愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ島田橋店　給油所 中砂町４０７ 052-832-6747

愛知県 豊橋市 株式会社西日本宇佐美 ２３号豊橋前芝　給油所 前芝町字山内１１ 0532-32-0611

愛知県 豊橋市 サーラエナジー株式会社 豊橋花田エコ・ステーション　給油所 花田町字荒木４１－１ 0532-31-5046

愛知県 豊橋市 サーラエナジー株式会社 サーラ・セルフ豊橋三ッ相　給油所 三ッ相町３６３－１ 0532-33-4191

愛知県 豊橋市 コスモ石油販売株式会社 セルフ豊橋大清水　給油所 大清水町字大清水３０５－１ 0532-29-7501

愛知県 豊橋市 有限会社村田石油店 豊橋西　給油所 瓜郷町前川４８番地の１ 0532-52-5333

愛知県 豊橋市 有限会社河合石油店 大脇町　給油所 大脇町字大脇２０番地２５ 0532-41-4036

愛知県 豊橋市 白陽産業株式会社 モノリス白陽　給油所 つつじが丘３丁目３６番１ 0532-61-2727

愛知県 豊橋市 株式会社金田石油店 花中　給油所 花中町１１ 0532-31-7151

愛知県 豊橋市 株式会社金田石油店 小浜　給油所 小浜町１５ 0532-45-9253

愛知県 豊橋市 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ豊橋中店　給油所 花田町中の坪２０ 0532-31-5910

愛知県 豊橋市 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅニュー明石店　給油所 浜道町字南側４８－６ 0532-48-8710

愛知県 豊橋市 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＡＫＡＳＨＩ本興寺店　給油所 三ノ輪町本興寺３－２８ 0532-64-9388

愛知県 豊橋市 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ磯辺店　給油所 磯辺下地町字東坪１５－１ 0532-38-8066

愛知県 豊橋市 明石吉田屋産業株式会社 神野新田　給油所 神野新田町ヲノ割１７－５ 0532-32-5034

愛知県 豊橋市 愛知海運産業株式会社 ユースフル豊橋　給油所 東脇３－１４－１ 0532-33-0113

愛知県 豊橋市 株式会社荒木石油店 下地　給油所 下地町宮前２７番地 0532-54-4145

愛知県 豊橋市 渥美石油株式会社 大村　給油所 大村町字高之城１２ 0532-52-3450

愛知県 豊橋市 協同組合東三河輸送センター 明海　給油所 i明海町２番地１ 0532-25-5295

愛知県 豊橋市 有限会社白井商店 石巻平野　給油所 石巻平野町字日名倉７－２ 0532-88-0175

愛知県 豊橋市 株式会社オーテック ハートランド緑地公園前　給油所 上野町新上野１－２ 0532-46-1801

愛知県 豊橋市 株式会社オーテック ハートランド豊橋卸センター　給油所 問屋町３番地１ 0532-32-1961

愛知県 豊橋市 株式会社三河シー・エス・エヌ セルフステーション岩田　給油所 東岩田３丁目１６－１ 0532-64-1338

愛知県 豊橋市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ神野新田　給油所 神野新田町ロノ割８０ 0532-34-0721

愛知県 豊橋市 株式会社ＪＡあいちエネルギー いなみ　給油所 小島町小舟１１１ 0532-21-1137

愛知県 豊橋市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 野依　給油所 野依町字花の木１２６－１ 0532-25-2728

愛知県 豊橋市 株式会社荒木石油店 二川　給油所 大岩町字小山塚５２の３ 0532-41-0591

愛知県 豊橋市 有限会社フジスタンド 豊橋レイクタウン　給油所 南大清水町字富士見６７６－２，６７７－２ 0532-25-5181

愛知県 豊橋市 北河建設興業株式会社 リバーサイドステーション北河　給油所 清須町字兵庫８８番地 0532-31-2138

愛知県 豊橋市 ユタカ産業株式会社 ユタカスタンド岩田　給油所 中岩田３丁目１の１番地 0532-62-6486

愛知県 豊橋市 株式会社三河シー・エス・エヌ 豊橋南　給油所 小池町字上の山２２番地 0532-47-6760

愛知県 豊橋市 坂本石油株式会社 石巻　給油所 石巻本町字北市場２３番地の４４ 0532-88-1231

愛知県 豊橋市 サンクスメイト株式会社 サンクス下五井　給油所 下五井町字沖田１６１ 0532-54-9662

愛知県 豊橋市 サンクスメイト株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ豊橋　給油所 八町通４－６１ 0532-52-2710

愛知県 豊橋市 水口石油株式会社 岩屋下　給油所 岩屋町字岩屋下５２－６ 0532-62-0714

愛知県 豊橋市 有限会社モリショー セルフ豊橋港インター　給油所 大山町下青尻１１－１ 0532-26-9455

愛知県 豊橋市 エザキ株式会社 セルフ藤並店　給油所 藤並町字西側６－２ 0532-38-5635

愛知県 豊橋市 株式会社水鳥 天伯　給油所 天伯町字天伯３９ 0532-45-8861

愛知県 豊橋市 山文商事株式会社 ルート２３豊橋トラックステーション　給油所 神野新田町字京ノ割１１番１ 0532-33-8936

愛知県 豊橋市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ磯辺　給油所 磯辺下地町下地１－３ 0532-38-8580

愛知県 豊橋市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 豊橋新栄ＳＳ　給油所 新栄町南小向７２－１ 0532-33-6511

愛知県 豊橋市 株式会社サンネクスト セルフ豊橋　給油所 西口町字土橋５－３ 0532-69-2673

愛知県 豊橋市 株式会社荒木石油店 セルフ北山　給油所 北山町西ノ原４２番１７７ 0532-48-0303

愛知県 豊橋市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊橋立岩ＳＳ 中原町字岩下５７－１１ 0532-65-2252

愛知県 豊橋市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ新栄ＳＳ　給油所 新栄町２１－５ 0532-35-2511

愛知県 豊橋市 榎本石油株式会社 ハーツ小浜　給油所 小浜町２７ 0532-52-6959



愛知県 岡崎市 株式会社西日本宇佐美 １号岡崎美合国道　給油所 藤川町西川向３９－２ 0564-48-2506

愛知県 岡崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフ岡崎インター　給油所 大平町字欠下１６－１ 0564-28-3631

愛知県 岡崎市 山崎石油株式会社 青野　給油所 上青野町字神明東９２ 0564-43-5678

愛知県 岡崎市 山崎石油株式会社 六ッ美　給油所 中島東町１－１－１９ 0564-43-2011

愛知県 岡崎市 松原鉱油株式会社 北岡崎　給油所 葵町７－７ 0564-21-7254

愛知県 岡崎市 松原鉱油株式会社 セルフステーション法性寺　給油所 法性寺町字柳之内６１－１、６２ 0564-55-4020

愛知県 岡崎市 朝日石油株式会社 ナヴィーアサヒ　給油所 天白町字池田１３ 0566-51-7120

愛知県 岡崎市 朝日石油株式会社 昭和町　給油所 昭和町字神郷４５－２ 0564-31-7210

愛知県 岡崎市 朝日石油株式会社 ナヴィーオオトモ　給油所 東大友町字松花５８ 0564-31-1410

愛知県 岡崎市 朝日石油株式会社 ナヴィー本宿　給油所 本宿町字沢渡６４－４ 0564-48-2711

愛知県 岡崎市 有限会社山口鉄工所 宮崎　給油所 宮崎町字亀穴１８－６ 0564-83-2028

愛知県 岡崎市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 六ツ美　給油所 下和田町字神宮司４６－１ 0564-51-9393

愛知県 岡崎市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 美合　給油所 岡町字中御給２１－４ 0564-52-6671

愛知県 岡崎市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 葵　給油所 井ノ口新町１－１ 0564-23-7248

愛知県 岡崎市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 牧内　給油所 大和町字家下２８ 0564-51-9631

愛知県 岡崎市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 長瀬　給油所 橋目町字遠山３７－１ 0564-31-2872

愛知県 岡崎市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 額田　給油所 樫山町字河瀬６６番地１ 0564-82-2539

愛知県 岡崎市 株式会社大久保商店 須淵　給油所 須淵町字上切５番地 0564-47-2027

愛知県 岡崎市 トヨト商会株式会社 岡崎駅西　給油所 柱四丁目１０番地２ 0564-54-1945

愛知県 岡崎市 美合燃料株式会社 美合町　給油所 美合町北屋敷５２ 0564-51-5538

愛知県 岡崎市 美合燃料株式会社 伊賀町　給油所 伊賀町７－３ 0564-21-1040

愛知県 岡崎市 株式会社加古商店 滝　給油所 真伝町字亀山１５－２５ 0564-46-2718

愛知県 岡崎市 太田商事株式会社 岡崎北　給油所 井ノ口町字和田屋１５－１ 0564-23-7777

愛知県 岡崎市 太田商事株式会社 さわやかステーション　給油所 下青野町字太田川原４３番地 0564-43-0361

愛知県 岡崎市 株式会社岡崎表屋 戸崎町　給油所 戸崎町辻６４ 0564-51-0374

愛知県 岡崎市 有限会社中嶋石油 稲熊　給油所 稲熊町２－８ 0564-24-0021

愛知県 岡崎市 株式会社福田石油店 岡崎インター　給油所 大平町字榎田３９－１ 0564-22-7001

愛知県 岡崎市 株式会社福田石油店 緑ケ丘　給油所 緑丘１－３－３ 0564-53-7818

愛知県 岡崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岡崎小針町店　給油所 小針町字神田８４－４ 0564-33-0390

愛知県 岡崎市 薮田石油株式会社 羽根バイパス　給油所 羽根北町３－１－１４ 0564-51-8895

愛知県 岡崎市 株式会社オカ糧 上地　給油所 上地２丁目９番地１ 0564-52-2522

愛知県 岡崎市 株式会社新東 南岡崎　給油所 上六名４－１－１８ 0564-52-6811

愛知県 岡崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岡崎羽根店 羽根町小豆坂１４２－１ 0564-83-8953

愛知県 岡崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション岡崎矢作ＳＳ 舳越町字神道１６－１ 0564-32-9683

愛知県 一宮市 ユアサ燃料株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ一宮インター北店　給油所 平島３－１－１ 0586-77-6105

愛知県 一宮市 株式会社西日本宇佐美 ２２号木曽川インター　給油所 木曽川町黒田十一ノ通１６５－２ 0586-86-9581

愛知県 一宮市 株式会社堀井商店 木曽川　給油所 木曽川町黒田一ノ通１２７番地１ 0586-86-4343

愛知県 一宮市 株式会社サンペトロ 一宮東　給油所 浅野字水屋高９－１ 0586-76-3186

愛知県 一宮市 株式会社参漕サービス 木曽川　給油所 木曽川町黒田北宿１の切７９ 0586-86-6791

愛知県 一宮市 株式会社土川油店 音羽　給油所 大宮３－１－８ 0586-73-6306

愛知県 一宮市 株式会社上田商店 アーブル西萩　給油所 西萩原字大池４３－４ 0586-69-7661

愛知県 一宮市 東海石油合資会社 萩原　給油所 萩原町串作１５７３ 0586-68-0076

愛知県 一宮市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅいちのみや南店　給油所 牛野通１－５３ 0586-73-2847

愛知県 一宮市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ名岐店　給油所 富士２－２－１８ 0586-72-2600

愛知県 一宮市 株式会社中日本エネルギー ス－パ－セルフ一宮　給油所 小信中島字郷東６３－１ 0586-61-7725

愛知県 一宮市 株式会社中村リビングサービス 尾張セントラル　給油所 千秋町小山字西仲田１６ 0586-76-4623

愛知県 一宮市 尾西油脂株式会社 萩原北　給油所 萩原町萩原字押切９－１ 0586-68-3511

愛知県 一宮市 尾西油脂株式会社 ミヤシゲ　給油所 萩原町東宮重字中島方２８ 0586-69-3460

愛知県 一宮市 尾西油脂株式会社 萩原　給油所 萩原町串作１４５７ 0586-68-1135

愛知県 一宮市 エネクスフリート株式会社 名神一宮インター　給油所 丹陽町九日市場字中田１３７－１７ 0586-81-6127

愛知県 一宮市 株式会社ネージェル ローソン一宮千秋町浅野羽根店　給油所 千秋町浅野羽根西南出３７－３ 0586-52-7710

愛知県 一宮市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ名岐バイパス平島店　給油所 平島１－１－１ 0586-64-7725

愛知県 一宮市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ浜町店　給油所 浜町５－２０ 0586-71-0171

愛知県 一宮市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ玉ノ井店　給油所 木曽川町玉ノ井柳原３００ 0586-86-9662

愛知県 一宮市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ一宮尾西店　給油所 三条字賀７番１ 0586-62-1161

愛知県 一宮市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ一宮インター店　給油所 丹陽町九日市場字中田１２０－１ 0586-75-3088

愛知県 一宮市 宮田産業株式会社 １３８タワー　給油所 浅井町大日比野字清郷８９，９０ 0586-51-8677



愛知県 一宮市 東和石油販売株式会社 セルフ一宮東　給油所 瀬部字神明４１－１ 0586-62-7670

愛知県 一宮市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅヤマト店　給油所 宮地２－１０－１０ 0586-44-1051

愛知県 一宮市 有限会社一宮ゴム工業所 尾西　給油所 篭屋１－５－２ 0586-45-6359

愛知県 一宮市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２２木曽川インターＴＳ　給油所 木曽川町黒田十二ノ通り１１１－１ 0586-86-1701

愛知県 一宮市 株式会社極東 ＳｅｌｆＭ－１尾西インター　給油所 篭屋３－３－３０ 0586-43-8228

愛知県 一宮市 コスモ石油販売株式会社 セルフ時の島 時之島字宮付９８ 0586-51-3009

愛知県 一宮市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 一宮千秋　給油所 千秋町浅野羽根字西之島７－３ 0586-52-2312

愛知県 一宮市 株式会社野村石油店 浅井　給油所 浅井町西浅井字御前３６ 0586-78-1053

愛知県 瀬戸市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション菱野　給油所 石田町１５ 0561-21-7571

愛知県 瀬戸市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション瀬戸　給油所 川西町１－１１８ 0561-82-5729

愛知県 瀬戸市 有限会社塚本産業 瀬戸品野　給油所 品野町１丁目２０５番地 0561-41-0885

愛知県 瀬戸市 株式会社島倉石油 ワイワイプラザ上本　給油所 上本町７８７ 0561-48-6464

愛知県 瀬戸市 株式会社ワセ田 陶磁資料館前　給油所 南山口町８６番地 0561-87-0020

愛知県 瀬戸市 有限会社小林石油 瀬戸西山町　給油所 西山町１－４６－１６ 0561-82-9409

愛知県 瀬戸市 株式会社藤田石油建材店 本地　給油所 小坂町１７２ 0561-21-7559

愛知県 瀬戸市 三幸石油株式会社 品野　給油所 品野町２丁目２１番地 0561-41-0315

愛知県 瀬戸市 株式会社中日本エネルギー セルフ瀬戸　給油所 共栄通３－４１ 0561-56-3317

愛知県 瀬戸市 株式会社イーネクスト 瀬戸１５５　給油所 北松山町一丁目７９番１ 0561-85-0707

愛知県 瀬戸市 コスモ石油販売株式会社 セルフ菱野中央ＳＳ 東赤重町１－１８ 0561-21-8008

愛知県 瀬戸市 株式会社マルヨシ 品野　給油所 品野町５丁目４５番地 0561-42-0123

愛知県 半田市 土平　浩人 半田衣浦港　給油所 日ノ出町１１０－１ 0569-21-7191

愛知県 半田市 土平　浩人 亀崎　給油所 亀崎町１０－１６５ 0569-28-2615

愛知県 半田市 株式会社コメマゴ 半田　給油所 南本町１－５７ 0569-21-0275

愛知県 半田市 中日石油販売株式会社 セルフヤナベインター　給油所 柊町４－２０２－１ 0569-24-9125

愛知県 半田市 株式会社さくら石油 有楽町　給油所 有楽町七丁目７６番地１ 0569-22-1550

愛知県 半田市 榊原　諭 ニュー半田　給油所 昭和町２－３１ 0569-21-4507

愛知県 半田市 太田商事株式会社 ときめきステーション　給油所 亀崎町５－２３２ 0569-29-5616

愛知県 半田市 バロン・パーク株式会社 半田北　給油所 稲穂町９丁目１ 0569-20-0276

愛知県 半田市 バロン・パーク株式会社 半田稲穂　給油所 稲穂町１３－１０２ 0569-20-1161

愛知県 半田市 バロン・パーク株式会社 緑ヶ丘　給油所 緑ヶ丘９－７２－１ 0569-28-6881

愛知県 半田市 株式会社エネチタ セルフ半田新宮　給油所 青山５丁目３－１ 0569-24-6050

愛知県 春日井市 株式会社西日本宇佐美 １９号春日井インター　給油所 大泉寺町大西８２３－１ 0568-81-2272

愛知県 春日井市 サガミシード株式会社 フォーラム春日井　給油所 如意申町７丁目１４番地１３ 0568-33-6281

愛知県 春日井市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション岩成台　給油所 岩成台９－１－９ 0568-91-6380

愛知県 春日井市 コスモ石油販売株式会社 セルフ坂下　給油所 神屋町２２９５－２ 0568-88-6655

愛知県 春日井市 コスモ石油販売株式会社 セルフ春日井南　給油所 大留町九丁目１６番５号 0568-53-2221

愛知県 春日井市 コスモ石油販売株式会社 セルフ出川　給油所 北城町３－３ 0568-81-8381

愛知県 春日井市 名古屋シェル石油販売株式会社 春日井西山町　給油所 西山町１丁目３番５号 0568-81-5653

愛知県 春日井市 大宝ダイイチ株式会社 勝川橋　給油所 勝川町２－２－２ 0568-31-3796

愛知県 春日井市 株式会社カルヴィックオイル アディックス春日井　給油所 牛山町二番割３２５４－１ 0568-32-8001

愛知県 春日井市 有限会社伊藤石油店 前並　給油所 前並町字前並２５－３ 0568-31-9731

愛知県 春日井市 サガミシード株式会社 Ａ－ポイント春日井　給油所 瑞穂通８－３４－１ 0568-82-8380

愛知県 春日井市 有限会社松栄石油店 黒鉾　給油所 黒鉾町６７－４ 0568-31-5341

愛知県 春日井市 グランド石油株式会社 ホワイトアベニュー春日井西　給油所 前並町一丁目２番１１ 0568-35-7650

愛知県 春日井市 東和石油販売株式会社 セルフ高蔵寺　給油所 白山町５－２２－３ 0568-51-2738

愛知県 春日井市 グランド石油株式会社 ホワイトアベニュー春日井　給油所 篠田町１７－１ 0568-56-0169

愛知県 春日井市 名古屋シェル石油販売株式会社 セルフ春日井インター　給油所 大泉寺町字大西４５４番 0568-82-2029

愛知県 春日井市 株式会社加藤商店 坂下　給油所 神屋町字御手洗２３４７－１ 0568-88-0151

愛知県 春日井市 春日井燃料株式会社 サンライズ出川　給油所 松本町１丁目２番地１０ 0568-51-0820

愛知県 春日井市 春日井燃料株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春日井中切　給油所 中切町２－８－９、１０ 0568-84-2544

愛知県 春日井市 春日井燃料株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサンライズ泉橋　給油所 坂下町１－１５２７－１ 0568-88-6630

愛知県 春日井市 春日井燃料株式会社 高蔵寺駅前　給油所 高蔵寺町４－６－４ 0568-51-3870

愛知県 春日井市 春日井燃料株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春日井中央　給油所 六軒屋町１－２２ 0568-81-7139

愛知県 春日井市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高山町店　給油所 高山町２－９－１３ 0568-33-1120

愛知県 春日井市 美濃石油株式会社 ランドマーク勝川　給油所 美濃町２－２４ 0568-32-2323

愛知県 春日井市 美濃石油株式会社 ランドマーク前並　給油所 前並町３－１－１ 0568-34-6455

愛知県 春日井市 株式会社中日本エネルギー Ｅハウスルート１９　給油所 坂下町６－８８９－３ 0568-88-7760



愛知県 春日井市 株式会社中日本エネルギー Ｅハウス高蔵寺ＮＴ　給油所 中央台７－９－４ 0568-91-6691

愛知県 春日井市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション春日井インター　給油所 東野新町２－１－５ 0568-86-5571

愛知県 春日井市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 春日井バイパスＳＳ 若草通１－７ 0568-33-8271

愛知県 春日井市 平和石油株式会社 春日井　給油所 朝宮町２－１７－５ 0568-32-5071

愛知県 豊川市 エネクスフリート株式会社 音羽蒲郡インター　給油所 長沢町流田１３６－１ 0533-88-8120

愛知県 豊川市 株式会社タカハシ 豊川１号線　給油所 御油町万福寺２－４ 05338-7-3850

愛知県 豊川市 株式会社オザワ 豊川北部　給油所 三蔵子町野添５８ 05338-6-6809

愛知県 豊川市 株式会社山三商会 豊川　給油所 南大通５－２３ 05338-6-2347

愛知県 豊川市 株式会社オーテック ハートランド千両　給油所 本野町東野添２９ 05338-5-2408

愛知県 豊川市 株式会社オーテック ハートランド豊川ＴＣＳ　給油所 駅前通３－１３ 0533-86-5191

愛知県 豊川市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 睦美　給油所 三谷原町北浦６８－１ 0533-84-3524

愛知県 豊川市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 一宮　給油所 大木町鑓水３２１－２ 0533-93-2064

愛知県 豊川市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 小坂井　給油所 宿町光道寺９－２、９－３ 0533-78-2711

愛知県 豊川市 ユタカ産業株式会社 ユタカスタンド豊川　給油所 上野１丁目８番地 0533-86-2975

愛知県 豊川市 有限会社中嶋石油店 国府　給油所 久保町棒田１５－６ 0533-88-3468

愛知県 豊川市 株式会社三河シー・エス・エヌ セルフステーションネオ　給油所 西塚町３丁目８－１ 0533-84-1196

愛知県 豊川市 サンクスメイト株式会社 豊川インター　給油所 豊が丘町１ 0533-86-6338

愛知県 豊川市 朝日石油株式会社 セルフやわた　給油所 八幡町亀ヶ坪１３０番地 0533-87-2352

愛知県 豊川市 株式会社豊川オイルセンター 豊川インター　給油所 牧野町二丁目３５番地 0533-85-6026

愛知県 豊川市 西日本フリート株式会社 ルート１音羽インター　給油所 赤坂町青木１８０ 0533-87-9111

愛知県 豊川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊川西店　給油所 八幡町西赤土１９－２ 0533-56-7005

愛知県 豊川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 豊川インターＴＳ　給油所 東豊町５－２９ 0533-84-2787

愛知県 豊川市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 豊橋西ＴＳ　給油所 白鳥町原溝９０－１ 0533-85-4820

愛知県 豊川市 株式会社うかいや 音羽インター　給油所 長沢町西千束５５－２ 0533-87-5111

愛知県 豊川市 株式会社荒木石油店 プリテール豊川インター　給油所 東豊町５－１２ 0533-84-4389

愛知県 豊川市 株式会社西日本宇佐美 １号音羽インター　給油所 長沢町矢倉下８５－２ 0533-87-5990

愛知県 豊川市 深谷石油株式会社 御津　給油所 御津町下佐脇洗出８２番地の３５ 0533-75-3168

愛知県 豊川市 深谷石油株式会社 小坂井　給油所 宿町野川１－４１ 0533-72-3735

愛知県 豊川市 平和石油株式会社 ラピット豊川　給油所 国府町桜田１１５ 0533-87-5155

愛知県 津島市 株式会社西日本宇佐美 １５５号津島西　給油所 江西町３－１１１－６ 0567-26-1818

愛知県 津島市 株式会社西日本宇佐美 尾張中央道南　給油所 金柳町神様田４４ 0567-31-2167

愛知県 津島市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション七宝　給油所 神尾町字東之割１２８－１ 0567-31-1833

愛知県 津島市 株式会社吉田石油店 津島イースト　給油所 蛭間町字桝田３１１－３１４番１，２ 0567-24-6276

愛知県 津島市 エイワ石油有限会社 津島白浜　給油所 白浜町字宮組１３ 0567-32-2234

愛知県 津島市 株式会社西日本宇佐美 津島本店　給油所 埋田町１－８ 0567-26-2063

愛知県 津島市 エザキ株式会社 セルフ愛宕店　給油所 愛宕町９－３０－１ 0567-25-2649

愛知県 碧南市 コスモ石油販売株式会社 セルフ荒居　給油所 三度山町４－４３ 0566-46-3515

愛知県 碧南市 旭オイル株式会社 トップス碧南　給油所 鷲林町１－１８ 0566-41-7137

愛知県 碧南市 株式会社杉浦林産 碧南　給油所 棚尾本町５－１０ 0566-41-2906

愛知県 碧南市 三嶋　広 玉津浦　給油所 伊勢町１－５６ 0566-41-1402

愛知県 碧南市 株式会社浜安 浜安　給油所 鷲塚町１丁目１１２番地 0566-41-1494

愛知県 碧南市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ碧南　給油所 権田町一丁目２５番地 0566-48-6621

愛知県 碧南市 山宗石油株式会社 新川町　給油所 山神町３－４８ 0566-41-0150

愛知県 碧南市 加藤　義夫 碧南伏見　給油所 伏見町２－１８ 0566-41-1012

愛知県 碧南市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション碧南　給油所 荒子町５－４０ 0566-41-1568

愛知県 刈谷市 エネクスフリート株式会社 ニュー刈谷　給油所 今川町井田１００番地 0566-36-6263

愛知県 刈谷市 太田商事株式会社 セルフきらめきステーション　給油所 港町７－７－１ 0566-63-5180

愛知県 刈谷市 泉石油株式会社 セルフピカピカプラザ　給油所 松栄町１－１２－６ 0566-22-2788

愛知県 刈谷市 東和石油販売株式会社 セルフ刈谷パーキングエリア下り線　給油所 東境町石神４２ 0566-65-7270

愛知県 刈谷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ刈谷今川町店　給油所 今川町井田４３－３ 0566-36-6311

愛知県 刈谷市 バロン・パーク株式会社 刈谷半城土　給油所 半城土町大下馬１０４ 0566-23-8088

愛知県 刈谷市 太田商事株式会社 ほほえみステーション　給油所 小垣江町古浜田１番地 0566-21-0721

愛知県 豊田市 株式会社西日本宇佐美 １５５号豊田南インター　給油所 駒場町落合２３ 0565-59-3001

愛知県 豊田市 出光リテール販売株式会社 豊田京町営業所　給油所 京町６丁目２０番地 0565-32-5411

愛知県 豊田市 出光リテール販売株式会社 豊田駒場　給油所 駒場町新生８４－２ 0565-59-1220

愛知県 豊田市 山下石油株式会社 豊田東　給油所 荒井町鍛治屋畑３ 0565-45-2811

愛知県 豊田市 有限会社末富石油 平戸橋南　給油所 平戸橋町波岩７１－５ 0565-45-1044



愛知県 豊田市 藤岡石油株式会社 西中山インター　給油所 西中山町榎前６６－３ 0565-76-2246

愛知県 豊田市 株式会社カルヴィックオイル アディックス豊田　給油所 高崎町北ノ脇３０－３１４ 0565-35-2223

愛知県 豊田市 自動車部品栄和協同組合 栄和　給油所 下市場町６－２０ 0565-33-1100

愛知県 豊田市 株式会社トフス トフスオイルセンター　給油所 広久手町６－１６ 0565-32-2478

愛知県 豊田市 有限会社近藤商会 宮上　給油所 宮上町６丁目６１－４ 0565-31-0505

愛知県 豊田市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 逢妻　給油所 本新町５－８０－２ 0565-31-1356

愛知県 豊田市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 御立　給油所 美里６－１０－３ 0565-88-1235

愛知県 豊田市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 下山　給油所 大沼町新井前東９０－１、９１－１ 0565-90-2376

愛知県 豊田市 株式会社ＪＡあいちエネルギー 足助　給油所 足助町成瀬２７番１０ 0565-62-0927

愛知県 豊田市 株式会社シグマ商事 豊田インターチェンジ　給油所 深田町１－６９－３ 0565-28-1510

愛知県 豊田市 合資会社横山石油店 豊田南　給油所 吉原町下細池４７－１ 0565-52-4034

愛知県 豊田市 明豊自動車株式会社 ニュー前山　給油所 前山町一丁目２７－１ 0565-28-2324

愛知県 豊田市 トヨタ生活協同組合 豊栄　給油所 鴛鴨町中原２６８－３ 0565-27-2107

愛知県 豊田市 藤岡石油株式会社 上渡合　給油所 上渡合町１０８－１ 0565-76-2046

愛知県 豊田市 株式会社土井自動車 小原中央　給油所 下仁木町諸屋３６７－１ 0565-65-3137

愛知県 豊田市 有限会社大竹商店 下山　給油所 大沼町根崎２７－２ 0565-90-2133

愛知県 豊田市 有限会社モリショー 豊田　給油所 本町高根２３－２ 0565-51-2017

愛知県 豊田市 エザキ株式会社 セルフ亀首店　給油所 亀首町山の上２５番地 0565-46-1002

愛知県 豊田市 エザキ株式会社 セルフ高岡店　給油所 高岡町大西２７－１ 0565-51-1531

愛知県 豊田市 出光リテール販売株式会社 セルフリバーサイド豊田　給油所 上野町８－１６８－１ 0565-80-4582

愛知県 豊田市 株式会社松田石油 稲武　給油所 黒田町尾知６１－４ 0565-82-2156

愛知県 豊田市 光南工業株式会社 豊田高岡　給油所 生駒町寿１８番地 0565-57-1124

愛知県 豊田市 東和石油販売株式会社 セルフ刈谷パーキングエリア上り線　給油所 中田町西山１９－１２２ 0566-62-7670

愛知県 豊田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 聖心町　給油所 聖心町２丁目３５－４ 0565-26-9441

愛知県 豊田市 バロン・パーク株式会社 豊田上丘　給油所 上丘町海老池５ 0565-55-0111

愛知県 豊田市 コスモ石油販売株式会社 セルフ藤岡　給油所 西中山町牛田６３－２８ 0565-75-1321

愛知県 豊田市 株式会社イデキュー セルフ豊田豊栄町　給油所 豊栄町六丁目２６－１ 0565-25-2346

愛知県 豊田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 豊田保見　給油所 貝津町郷地５５－１ 0565-46-4850

愛知県 豊田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊田浄水店 浄水町伊保原４４４番１ 0565-43-1045

愛知県 豊田市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 十塚町ＳＳ 十塚町５－２２－１ 0565-31-1298

愛知県 豊田市 オバタ産業株式会社 平戸橋北　給油所 平戸橋町波岩６６ 0565-45-1057

愛知県 安城市 株式会社西日本宇佐美 １号安城　給油所 尾崎町堤下８ 0566-97-0010

愛知県 安城市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション高木　給油所 高木町字半崎６－２ 05667-5-2175

愛知県 安城市 コスモ石油販売株式会社 セルフ安城住吉　給油所 住吉町３－１０９２ 0566-98-1431

愛知県 安城市 黒田商事株式会社 ジョイナスいずみ　給油所 和泉町高曽根６６－１ 0566-92-5651

愛知県 安城市 株式会社東海石油 朝日町　給油所 朝日町３－２０ 0566-76-5547

愛知県 安城市 株式会社東海石油 安城セントラル　給油所 横山町毛賀知５０－１ 0566-77-5055

愛知県 安城市 光南工業株式会社 藤井町　給油所 藤井町東長先１番地７ 0566-99-5560

愛知県 安城市 株式会社近藤石油 高棚　給油所 高棚町中島２１３ 0566-92-0964

愛知県 安城市 あいち中央農業協同組合 総合センター　給油所 赤松町浄善５０ 0566-73-4414

愛知県 安城市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ安城北　給油所 今本町平松１６番地 0566-98-5066

愛知県 安城市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ二本木　給油所 緑町１丁目２５－７ 0566-75-1043

愛知県 安城市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ桜井　給油所 小川町御林６２ 0566-99-3081

愛知県 安城市 有限会社沢田石油 東端　給油所 東端町新子２０－１ 0566-41-5489

愛知県 安城市 有限会社丸城石油店 城ヶ入　給油所 城ヶ入町向山９０－１ 0566-92-1522

愛知県 安城市 泉石油株式会社 セルフかがやきプラザ　給油所 東端町用地１２８－１ 0566-73-2285

愛知県 安城市 泉石油株式会社 セルフあいあいプラザ　給油所 池浦町池西８９－１ 0566-79-0111

愛知県 安城市 株式会社西日本宇佐美 ２３号安城　給油所 高棚町小牧４９－１、５１－１ 0566-92-5870

愛知県 安城市 株式会社岩瀬商店 桜井　給油所 桜井町中開道５６－２ 0566-99-0036

愛知県 安城市 光南工業株式会社 西尾北　給油所 城ケ入町北立出８８番地 0566-92-1220

愛知県 安城市 株式会社福田石油店 安城カーライフステーション　給油所 東栄町３丁目６－１０ 0566-98-8361

愛知県 安城市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 安城東栄ＴＳ　給油所 東栄町横根畑５９－９６ 0566-97-8333

愛知県 安城市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 安城三本木　給油所 安城町三本木１１１ 0566-93-5680

愛知県 安城市 バロン・パーク株式会社 ユニーオイル安城高棚　給油所 高棚町井荒井１－１ 0566-92-3536

愛知県 西尾市 山崎石油株式会社 西尾東　給油所 下羽角町６反６５ 0563-52-1468

愛知県 西尾市 有限会社粕谷石油 サンパル一色　給油所 一色町野田下野田２８－１ 0563-72-7226

愛知県 西尾市 中根燃料株式会社 八ッ面　給油所 八ッ面町半ノ木下２－３ 0563-54-6400



愛知県 西尾市 株式会社アブカン 平坂　給油所 平坂町丸山２４ 0563-59-5111

愛知県 西尾市 光南工業株式会社 ニュー小島　給油所 小島町二ヶ崎１７１－１ 0563-52-1100

愛知県 西尾市 株式会社田中石油店 上町　給油所 上町北荒子６－６ 0563-57-1273

愛知県 西尾市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ幡豆　給油所 西幡豆町菰田１０５－１ 0563-62-4866

愛知県 西尾市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ上矢田　給油所 上矢田町北野５６－２ 0563-55-9181

愛知県 西尾市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ一色　給油所 一色町対米九郎左４７－１ 0563-72-6306

愛知県 西尾市 株式会社ＪＡあいちエネルギー Ｊセルフ横須賀　給油所 吉良町小牧梶見堂２７－１ 0563-35-7710

愛知県 西尾市 中根燃料株式会社 羽塚　給油所 羽塚町北側４６番地１ 0563-59-6818

愛知県 西尾市 山平商店有限会社 幡豆　給油所 寺部町田中７５－１ 0563-62-2233

愛知県 西尾市 竹内石油株式会社 西尾東部　給油所 駒場町屋敷１７２番地３ 0563-52-1706

愛知県 西尾市 バロン・パーク株式会社 ユニーオイル西尾福地　給油所 細池町東提１４５ 0563-53-5678

愛知県 西尾市 株式会社アブク二 オートオアシス西尾　給油所 花ノ木町３－６－１ 0563-57-3477

愛知県 西尾市 株式会社福田石油店 幡豆　給油所 西幡豆町仲田１６－２ 0563-62-3158

愛知県 西尾市 有限会社吉元商店 ハートワン西尾　給油所 田貫町高畑５１ 0563-59-0770

愛知県 西尾市 出光リテール販売株式会社 セルフ西尾緑町給油所 緑町４丁目４９ 0563-57-0266

愛知県 蒲郡市 森石油株式会社 府相町　給油所 松原町７－１０ 0533-68-4294

愛知県 蒲郡市 株式会社タカハシ 三谷東　給油所 三谷町小迫４－３ 0533-68-7026

愛知県 蒲郡市 光和石油株式会社 シーサイド２３　給油所 栄町７番１０号 0533-68-1308

愛知県 蒲郡市 蒲郡市農業協同組合 大塚　給油所 大塚町広畑１０－１ 0533-59-7617

愛知県 蒲郡市 蒲郡市農業協同組合 塩津　給油所 竹谷町宮前３－４，４－４ 0533-67-6155

愛知県 蒲郡市 蒲郡市農業協同組合 平田　給油所 平田町下五反田３１番１ 0533-67-8211

愛知県 蒲郡市 蒲郡市農業協同組合 形原　給油所 形原町五反田４－１ 0533-57-5148

愛知県 蒲郡市 株式会社山三商会 形原　給油所 形原町北辻９－１１ 0533-57-2436

愛知県 蒲郡市 日幸商事株式会社 形原　給油所 形原町南新田２－１ 0533-57-3146

愛知県 蒲郡市 山平商店有限会社 西浦　給油所 西浦町西馬相５６－１ 0533-57-6311

愛知県 蒲郡市 有限会社鈴木石油商会 大塚　給油所 大塚町鎌倉５－２ 0533-59-8261

愛知県 犬山市 合資会社木納商店 犬山　給油所 大字橋爪字大浦屋敷１６ 0568-61-0816

愛知県 犬山市 兼松ペトロ株式会社 犬山鶴ケ池　給油所 楽田鶴池１－１０ 0568-67-4393

愛知県 犬山市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション犬山　給油所 大字犬山字専正寺７ 0568-61-3515

愛知県 犬山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 犬山ＳＳ 上野字前川田１２９５ 0568-65-2002

愛知県 常滑市 株式会社稲葉エネクス 常滑南　給油所 古場町６－２９ 0569-35-4039

愛知県 常滑市 中川物産株式会社 常滑長峰　給油所 長峰四ノ切１３－７ 0569-34-3035

愛知県 常滑市 中井石油株式会社 セルフ大野　給油所 西之口１－２８ 0569-42-2177

愛知県 常滑市 有限会社都築石油店 常滑北　給油所 久米字西前田４１の１番地 0569-42-1736

愛知県 常滑市 バロン・パーク株式会社 常滑りんくう　給油所 りんくう町１丁目２５－１０ 0569-36-2305

愛知県 江南市 コスモ石油販売株式会社 セルフ江南　給油所 安良町地蔵２２番地 0857-53-3038

愛知県 江南市 有限会社炭竹商店 宮田　給油所 宮田町藤ノ森８３ 0587-58-8733

愛知県 江南市 株式会社扶桑石油 江南北　給油所 野白町東千丸１５ 0587-55-7265

愛知県 江南市 合資会社五郎油店 江南　給油所 古知野町桃源１２４ 0587-56-2882

愛知県 江南市 有限会社モリショー セルフ愛岐大橋南　給油所 中般若町西８１－１ 0587-54-7778

愛知県 江南市 有限会社金森石油 金森　給油所 村久野町金森８７番地 0587-57-7688

愛知県 江南市 萬九石油株式会社 セルフ江南中央　給油所 小郷町西ノ山６６ 0587-56-7481

愛知県 小牧市 堀場石油株式会社 Ｕステーション小牧　給油所 大字入鹿出新田村西６１２番１ 0568-72-2788

愛知県 小牧市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新小牧店　給油所 東田中北反田２０２５－１ 0568-76-4099

愛知県 小牧市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小牧原店　給油所 小牧原一丁目２７８－３ 0568-71-0700

愛知県 小牧市 株式会社平手石油店 小牧山　給油所 新町一丁目４６０ 0568-73-8500

愛知県 小牧市 エネクスフリート株式会社 ルート４１小牧　給油所 多気東町２８－１ 0568-71-7720

愛知県 小牧市 堀場石油株式会社 コマキ４１　給油所 川西１丁目５５番地 0568-72-9103

愛知県 小牧市 有限会社公共石油 岩崎　給油所 大字岩崎字一番目２６６３－１ 0568-73-1113

愛知県 小牧市 大洋石油株式会社 小牧西　給油所 大字西之島字山屋敷３５５ 0568-72-4311

愛知県 小牧市 エネクスフリート株式会社 名濃小牧南インター　給油所 下小針中島１－１５３－１ 098-936-9675

愛知県 小牧市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 小牧インターＴＳ　給油所 大字村中字稲荷７８７－１ 0568-71-5115

愛知県 小牧市 有限会社名城石油 小牧東　給油所 大字上末字東山３５９１－１ 0568-47-0081

愛知県 小牧市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 小牧ＴＳ 大字小木７８ 0568-74-1950

愛知県 小牧市 株式会社西日本宇佐美 ４１号名犬小牧 多気中町４３０－１ 0568-75-0415

愛知県 稲沢市 株式会社西日本宇佐美 １５５号稲沢　給油所 一色下方町２０１ 0587-36-6691

愛知県 稲沢市 大洋石油株式会社 Ｎステージ稲沢　給油所 下津穂所２－１－２ 0587-21-4788



愛知県 稲沢市 光石油株式会社 祖父江中央　給油所 祖父江町桜方松原３６８－１ 05879-7-0458

愛知県 稲沢市 祖父江製油株式会社 祖父江　給油所 祖父江町祖父江下川田３５番地 0587-97-0134

愛知県 稲沢市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ下津店　給油所 下津下町西１丁目９－１ 0587-21-5771

愛知県 稲沢市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ治郎丸店　給油所 治郎丸石塚町６－１ 0587-24-0707

愛知県 稲沢市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ北島町店　給油所 北島町皿屋敷２１－１ 0587-36-9533

愛知県 稲沢市 菊嘉石油株式会社 平和　給油所 平和町平池前田面１２５番地の１ 0567-46-0311

愛知県 稲沢市 株式会社ホームセンターバロー メガストア稲沢平和店　給油所 平和町法立六丁１４４－１ 0567-47-1255

愛知県 稲沢市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション稲沢　給油所 清水郷西町５２ 0587-36-2555

愛知県 稲沢市 東栄事業株式会社 セルフ・セリエ稲沢西　給油所 重本二丁目５２ 0587-33-6066

愛知県 稲沢市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 稲沢　給油所 船橋町花之木１１７０－１ 0587-22-1970

愛知県 稲沢市 有限会社金源井上商店 大里　給油所 増田北町１１９ 0587-24-0192

愛知県 新城市 愛知東農業協同組合 作手　給油所 作手高里字縄手下１１７ 0536-37-2034

愛知県 新城市 愛知東農業協同組合 西部　給油所 杉山字荒井４０－１ 0536-22-1580

愛知県 新城市 愛知東農業協同組合 長篠　給油所 長篠字西野－３４－２ 05363-2-1129

愛知県 新城市 株式会社しんせき 弁天通　給油所 二本松４１－１ 05362-2-1075

愛知県 新城市 株式会社しんせき 大海　給油所 八束穂字市の沢５７６－６ 05362-5-0001

愛知県 新城市 有限会社石田屋商店 新城東　給油所 富沢字半田４６－３ 0536-22-0301

愛知県 新城市 有限会社はなや 布里　給油所 只持字宮の前３３ 0536-36-0019

愛知県 新城市 石井石油　石井　朝夫 新城　給油所 市場台２－９－６ 0536-22-2583

愛知県 新城市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ新城杉山ＳＳ　給油所 杉山３３－５ 0536-24-3205

愛知県 東海市 田中石油株式会社 聚楽園　給油所 名和町家下２２ 052-604-0421

愛知県 東海市 八千代産業有限会社 知多　給油所 高横須賀町上池田１３ 0562-33-2480

愛知県 東海市 マサヤ・イーライフ株式会社 東海インター　給油所 名和町二番割下７９－１ 052-603-1121

愛知県 東海市 坂野石油株式会社 平洲小学校前　給油所 荒尾町西川４８－１ 052-603-1254

愛知県 東海市 出光リテール販売株式会社 セルフ東海市役所前　給油所 中央町１－２７８，２９５，２９６－１ 0562-33-1875

愛知県 東海市 オーモリニッセキ株式会社 アメニティステーション新日鉄　給油所 東海町５－３ 052-603-5261

愛知県 東海市 株式会社西日本宇佐美 ２４７号伊勢湾岸東海インター　給油所 南柴田二ノ割１９２ 052-689-0020

愛知県 東海市 中部石油販売株式会社 加木屋町　給油所 加木屋町大堀１１９－１ 0562-34-2209

愛知県 東海市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ東海荒尾　給油所 荒尾町山王前１４１ 052-689-7543

愛知県 東海市 バロン・パーク株式会社 東海長口　給油所 富木島町西長口１９６ 052-689-6878

愛知県 大府市 ユアサ燃料株式会社 共和　給油所 追分町２－１４ 0562-46-1068

愛知県 大府市 株式会社カルヴィックオイル アディックス大府　給油所 長草町凪場９６ 0562-44-5181

愛知県 大府市 有限会社鷹羽石油 大府　給油所 朝日町三丁目２３５番地 0562-46-0640

愛知県 大府市 太田商事株式会社 セルフひいらぎステーション　給油所 柊山町３丁目３８７－３ 0562-38-7302

愛知県 大府市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 大府吉田町　給油所 吉田町平地１４４ 0562-48-1700

愛知県 大府市 バロン・パーク株式会社 大府二ツ池　給油所 横根町名高山９４－１ 0562-43-8778

愛知県 大府市 株式会社グッドスピード 大府　給油所 明成町３－７１ 0562-45-4451

愛知県 知多市 コスモ石油販売株式会社 セルフつつじが丘　給油所 新知台二丁目１０番３ 0562-56-5155

愛知県 知多市 有限会社朝日屋石油店 八幡　給油所 八幡字荒古後９８－１ 0562-32-2452

愛知県 知多市 岡徳石油株式会社 朝倉　給油所 朝倉町２９５ 0562-32-6655

愛知県 知多市 株式会社エネチタ 新舞子エコ・ステーション　給油所 新舞子字大口２０４－２ 0569-42-2191

愛知県 知多市 株式会社エネチタ 長浦インター　給油所 岡田野崎１－１ 0562-56-6000

愛知県 知多市 バロン・パーク株式会社 知多八幡　給油所 三反田１－４７ 0562-39-2877

愛知県 知多市 バロン・パーク株式会社 知多長浦インター　給油所 日長字入杵２８－１ 0562-56-3977

愛知県 知立市 中川物産株式会社 セルフ上重原インター　給油所 上重原町丸山６１－１ 0566-84-5155

愛知県 知立市 株式会社三河シー・エス・エヌ 知立　給油所 八ツ田町１－１－１ 0566-83-3938

愛知県 知立市 表屋株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新知立店　給油所 宝二丁目８番地２ 0566-82-9895

愛知県 知立市 有限会社野々山石油店 西知立　給油所 上重原町恩田２５０－１ 0566-81-1899

愛知県 知立市 泉石油株式会社 セルフどきどきプラザ　給油所 鳥居１－６－８ 0566-83-7220

愛知県 尾張旭市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ尾張旭店　給油所 北本地ケ原町一丁目５０番 0561-54-9990

愛知県 尾張旭市 エザキ株式会社 セルフ晴丘東店　給油所 晴丘町東３４－１ 0561-53-9188

愛知県 尾張旭市 森石油株式会社 尾張旭　給油所 白鳳町２－３１ 0561-53-2151

愛知県 尾張旭市 有限会社橋本石油店 三郷　給油所 三郷町陶栄２ 0561-53-1924

愛知県 尾張旭市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 尾張旭ＳＳ 庄中町１－１１－６ 0561-52-8998

愛知県 高浜市 株式会社カネミツ 高浜中央　給油所 碧海町三丁目７番地１ 0566-53-1327

愛知県 高浜市 愛知県衣浦港トラック事業協同組合 愛知県衣浦港トラック事業協同組合　給油所 碧海町二丁目２番地１９ 0566-53-4066

愛知県 岩倉市 ユアサ燃料株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ岩倉店　給油所 川井町古井１１２０－１ 0587-38-6760



愛知県 岩倉市 櫻井石油株式会社 岩倉　給油所 大地新町３丁目６５番地 0587-66-3221

愛知県 岩倉市 有限会社北尾 岩倉北　給油所 石仏町桝杁西１３１０番地の１ 0587-66-0957

愛知県 豊明市 出光リテール販売株式会社 豊明新栄　給油所 新栄町３－４０９－２ 0562-97-4845

愛知県 豊明市 合資会社加藤商店 くつかけプラザ　給油所 沓掛町西本郷１５６ 0562-92-4760

愛知県 豊明市 株式会社山中石油 大久伝　給油所 大久伝町南１－９ 0562-92-8610

愛知県 豊明市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊明栄店　給油所 栄町梶田１５－１ 0562-96-0331

愛知県 日進市 サガミシード株式会社 セルフ日進　給油所 藤枝５２３－１ 0561-72-0121

愛知県 日進市 出光リテール販売株式会社 香久山　給油所 岩崎台１－２３０４ 05617-4-5611

愛知県 日進市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ日進赤池店　給油所 赤池町箕ノ手１０１－９ 052-800-2866

愛知県 日進市 アルプス中京株式会社 Ｓポート香久山　給油所 香久山３丁目２１０１ 052-846-2740

愛知県 日進市 バロン・パーク株式会社 日進五色園　給油所 北新町殿ヶ池中７０７－１ 0561-75-6525

愛知県 田原市 サンクスメイト株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ田原　給油所 神戸町大坪１３７ 0531-22-0822

愛知県 田原市 株式会社大羽石油店 豊島　給油所 豊島町豊丘８３－１ 05312-2-1273

愛知県 田原市 株式会社川廣 小中山　給油所 小中山町一本松２１－１ 05313-3-0021

愛知県 田原市 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＡＫＡＳＨＩ田原店　給油所 豊島町道南４６－１ 05312-2-1888

愛知県 田原市 合資会社平野屋 野田　給油所 野田町向海道１１ 05312-5-0005

愛知県 田原市 加藤　安之 渥美亀山　給油所 保美町西原１２６ 05313-5-6740

愛知県 田原市 愛知海運産業株式会社 田原　給油所 田原町柳町６ 05312-2-1241

愛知県 田原市 愛知海運産業株式会社 緑が浜セルフステーション　給油所 緑が浜４－１ 0531-37-5088

愛知県 田原市 渥美石油株式会社 田原　給油所 谷熊町森下２０ 05312-2-0359

愛知県 田原市 株式会社小川石油 福江　給油所 古田町広海道３０ 05313-2-0242

愛知県 田原市 株式会社小川石油 リビュレット高木　給油所 高木町東原２０６－２ 05313-3-0068

愛知県 田原市 株式会社小川石油 渥美小中山　給油所 小中山町北郷２９５ 0531-32-2040

愛知県 田原市 愛知みなみ農業協同組合 福江　給油所 福江町仲田２１ 0531-32-0244

愛知県 田原市 愛知みなみ農業協同組合 田原中央　給油所 東赤石二丁目５８番地 05312-2-6912

愛知県 田原市 愛知みなみ農業協同組合 赤羽根　給油所 赤羽根町諏訪４－１ 0531-45-2220

愛知県 田原市 鬼頭　喜重 渥美西　給油所 西山町須賀３５ 0531-35-1888

愛知県 田原市 有限会社山作 高松　給油所 高松町中村７８－８ 0531-45-2173

愛知県 田原市 粕谷　壽 伊良湖　給油所 大字伊良湖字渡川２８９ 0531-35-6034

愛知県 田原市 荒木　貞彦 渥美中山　給油所 中山町宮下７－６ 0531-33-0388

愛知県 田原市 株式会社真木商店 浦　給油所 浦町中畑２２３ 0531-22-5523

愛知県 愛西市 株式会社西日本宇佐美 １５５号弥富インター　給油所 西保町増右６－１ 0567-23-1021

愛知県 愛西市 コスモ石油販売株式会社 セルフ愛西　給油所 勝幡町東町２８２番地 0567-22-5731

愛知県 愛西市 有限会社佐藤石油 佐屋　給油所 西保町同所新田１００番地 0567-28-0917

愛知県 愛西市 藤浪石油株式会社 諏訪　給油所 諏訪町中杁２６５－１ 0567-24-3838

愛知県 愛西市 株式会社豊公石油 ＥｎｅＪｅｔ佐屋　給油所 佐屋町堤西９０－１ 0567-25-1181

愛知県 愛西市 株式会社大井石油 大井　給油所 大井町弥八１９３番地 0567-31-1727

愛知県 愛西市 エイワ石油有限会社 佐屋町　給油所 大野町茶木３８番地 0567-31-3300

愛知県 清須市 出光リテール販売株式会社 セルフ清須古城　給油所 西枇杷島町城並２－１７－２３ 052-501-5666

愛知県 清須市 有限会社松岡石油 巡礼橋　給油所 新清洲４丁目９－２４ 052-400-8726

愛知県 清須市 株式会社豊公石油 ＥｎｅＪｅｔ枇杷島　給油所 西枇杷島町宮前１－７ 052-501-0725

愛知県 清須市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ清洲東インター　給油所 春日新町１５０ 052-409-6575

愛知県 北名古屋市 株式会社西日本宇佐美 ２２号名岐西春　給油所 字中之郷字八反１０ 0568-23-5818

愛知県 北名古屋市 株式会社シバタ 西春中央　給油所 西之保三町地１６ 0568-21-0148

愛知県 北名古屋市 株式会社ＪＡ西春日井エナジー 第一　給油所 鹿田西赤土１３９ 0568-22-1159

愛知県 北名古屋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北名古屋店　給油所 鹿田天井田１１７－１ 0568-26-1371

愛知県 北名古屋市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 名岐バイパスＴＳ　給油所 中之郷栗島３１ 0568-22-5725

愛知県 北名古屋市 アルプス中京株式会社 セルフ北名古屋　給油所 井瀬木高畑１８０－１ 0568-68-6601

愛知県 弥富市 ユアサ燃料株式会社 木材団地　給油所 楠一丁目１３２番地の２ 0567-68-5537

愛知県 弥富市 株式会社西日本宇佐美 ２３号名四弥富　給油所 富島二丁目９ 0567-68-2546

愛知県 弥富市 株式会社吉田石油店 弥富セルフ　給油所 三好５丁目５ 0567-68-3684

愛知県 弥富市 エイワ石油有限会社 ｲｵﾝﾀｳﾝ弥富ｶｰﾗｲﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所 鯏浦町未新田２１－１ 0567-67-6580

愛知県 弥富市 株式会社ＪＡあいちエネルギー ＪＡセルフスタンド十四山　給油所 鍋平三丁目５５－６ 0567-56-6810

愛知県 弥富市 有限会社櫻井石油 五之三　給油所 五之三町川平２６４番地 0567-65-3315

愛知県 弥富市 西日本フリート株式会社 ルート２３弥富　給油所 稲荷２－１ 0567-68-5131

愛知県 弥富市 株式会社ムライ石油店 十四山　給油所 子宝２－９１ 0567-52-2503

愛知県 弥富市 ＳＫ東海株式会社 尾張中央道　給油所 竹田５丁目２番地 0567-52-4415



愛知県 みよし市 コスモ石油販売株式会社 セルフ三好打越　給油所 打越町新池浦８６番１ 0561-33-2711

愛知県 みよし市 出光リテール販売株式会社 セルフ三好ヶ丘　給油所 福谷町花立８－３ 05613-6-3030

愛知県 みよし市 自動車部品栄和協同組合 三好　給油所 三好丘あおば二丁目１７番地２ 0561-33-4951

愛知県 みよし市 有限会社野々山石油 三好　給油所 三好町西荒田９９－１ 05613-4-1384

愛知県 みよし市 有限会社近藤商会 近藤商会三好　給油所 三好町湯ノ前３－１ 05613-4-3368

愛知県 みよし市 株式会社加納石油店 三好福谷　給油所 福谷町落合３５番地 0561-36-2768

愛知県 みよし市 株式会社マルタカ石油 あざぶ　給油所 莇生町原１番１ 0561-33-2872

愛知県 みよし市 打越石油株式会社 三好　給油所 打越町三本松３０ 0561-32-2738

愛知県 みよし市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三好ヶ丘店　給油所 福谷町壱丁田１２－１ 0561-36-2473

愛知県 みよし市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 三好セントラルＳＳ 三好町木之本１５－１ 0561-34-3013

愛知県 あま市 エザキ株式会社 セルフ甚目寺南店　給油所 坂牧坂塩５番 052-446-5547

愛知県 あま市 堀場石油株式会社 Ｕステーションもり　給油所 森七丁目１５番８号 052-443-7891

愛知県 あま市 株式会社豊公石油 ＥｎｅＪｅｔ豊公橋　給油所 下萱津宝９ 052-442-0255

愛知県 あま市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ七宝下田ＳＳ 七宝町下田下才当治３８番 052-462-6450

愛知県 あま市 株式会社西日本宇佐美 甚目寺南給油所 坂牧坂塩５１－１ 052-444-2311

愛知県 長久手市 コスモ石油販売株式会社 セルフ長久手　給油所 根獄１００１番地 0561-41-9730

愛知県 長久手市 オーモリニッセキ株式会社 Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ図書館通店　給油所 岩作下田２５ 0561-63-0069

愛知県 長久手市 株式会社ワセ田 杁ヶ池　給油所 久保山１９１８ 0561-64-5711

愛知県 長久手市 日新商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフけやき通り　給油所 市が洞三丁目１９０１番地 0561-67-6200

愛知県 愛知郡東郷町 サガミシード株式会社 セルフ東郷　給油所 大字和合字北蚊谷２２８番地 0561-37-2321

愛知県 愛知郡東郷町 有限会社石川石油商会 東郷　給油所 大字春木字下正葉廻間１番地の１ 0561-38-1551

愛知県 愛知郡東郷町 エザキ株式会社 セルフ春木台店　給油所 大字春木台２丁目１４－２ 0561-39-2085

愛知県 西春日井郡豊山町 有限会社名古屋北部市場給油所 名北市場　給油所 大字豊場字八反１０７ 052-903-3088

愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート４１豊山ＴＳ　給油所 大字豊場字流川１２５－１ 0568-39-1256

愛知県 西春日井郡豊山町 有限会社小塚石油 豊山　給油所 大字豊場字多門寺７７ 0568-28-0160

愛知県 丹羽郡大口町 株式会社山正石油 ＥｎｅＪｅｔ大口　給油所 下小口７丁目１５６番地の１ 0587-95-1866

愛知県 丹羽郡大口町 株式会社西日本宇佐美 ４１号小牧北　給油所 外坪１－２１－１ 0587-94-0900

愛知県 丹羽郡大口町 石田鉱油株式会社 大口町　給油所 中小口１－１２ 0587-95-3096

愛知県 丹羽郡大口町 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 大口上小口　給油所 上小口３－１６４－２ 0587-95-3500

愛知県 丹羽郡扶桑町 上原成商事株式会社 ユーエス柏森　給油所 大字柏森長畑２６８－１ 0587-93-6352

愛知県 丹羽郡扶桑町 小川石油株式会社 扶桑　給油所 大字柏森字中切８１ 05879-3-2138

愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社扶桑石油 扶桑　給油所 大字柏森字長畑６４９番地 0587-93-1627

愛知県 海部郡大治町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大治店　給油所 大字三本木字屋形２１６－１ 052-443-8611

愛知県 海部郡蟹江町 株式会社西日本宇佐美 蟹江インター　給油所 北新田二丁目２番地 0567-95-6018

愛知県 海部郡蟹江町 有限会社後藤石油 蟹江町　給油所 平安３－２３ 0567-95-0596

愛知県 海部郡飛島村 有限会社佐藤石油店 飛島トラックステーション　給油所 竹之郷六丁目９３番地 05675-5-0732

愛知県 海部郡飛島村 エネクスフリート株式会社 Ｒ２３飛島上り　給油所 竹之郷７丁目１８７番地 0567-56-5353

愛知県 海部郡飛島村 株式会社西日本宇佐美 ２３号名四飛島　給油所 大字梅ノ郷字西梅４５ 0567-55-1314

愛知県 海部郡飛島村 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 飛島臨海ＴＳ　給油所 木場２－１３３－１ 0567-55-2886

愛知県 海部郡飛島村 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２３飛鳥ＴＳ　給油所 竹之郷７－７２ 0567-56-5580

愛知県 知多郡阿久比町 株式会社ツネミ オレンジステーション萩　給油所 大字萩字伍反田１６ 0569-48-8844

愛知県 知多郡阿久比町 有限会社マルカ櫻屋商店 知多中部　給油所 大字椋岡字道上４－１ 0569-48-0158

愛知県 知多郡阿久比町 バロン・パーク株式会社 阿久比インター　給油所 大字卯坂字山ノ内４－１ 0569-49-3939

愛知県 知多郡阿久比町 株式会社ＪＡあいちエネルギー 阿久比　給油所 大字阿久比字真向塚２５ 0569-48-2085

愛知県 知多郡阿久比町 有限会社マルショー商会 阿久比　給油所 大字板山字本郷６８番地の１ 0569-48-2587

愛知県 知多郡東浦町 バロン・パーク株式会社 東浦インター　給油所 大字緒川字桐池４区２８－１ 0562-84-7811

愛知県 知多郡東浦町 山石建材工業株式会社 東浦　給油所 大字石浜字中央１３番地の１ 0562-83-4806

愛知県 知多郡南知多町 株式会社飯田石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ豊浜店　給油所 大字豊浜字貝ケ坪２－１１ 0569-65-2801

愛知県 知多郡南知多町 株式会社いしかわ石油店 師崎　給油所 大字師崎字向島１０－３ 0569-63-0170

愛知県 知多郡美浜町 クムラ産業株式会社 野間　給油所 大字野間字前川１７ 0569-87-0138

愛知県 知多郡美浜町 株式会社知多星石油 美浜　給油所 新浦戸２丁目１番地の１１ 0569-82-0419

愛知県 知多郡美浜町 株式会社ＪＡあいちエネルギー 河和　給油所 大字河和字北田面７０ 0569-82-2233

愛知県 知多郡武豊町 衣浦興産株式会社 武豊　給油所 大字東大高字北浜田３０－１ 0569-72-2730

愛知県 知多郡武豊町 有限会社天木石油 武豊　給油所 向陽３－１３ 05697-2-0872

愛知県 知多郡武豊町 有限会社天木石油 ドンキーランド武豊　給油所 字祠峯２－６８ 0569-73-5123

愛知県 知多郡武豊町 中川物産株式会社 武豊　給油所 字南中根１６－２ 0569-72-8999

愛知県 知多郡武豊町 株式会社タガヤ ハロー武豊　給油所 字小迎１９２ 0569-73-1036



愛知県 知多郡武豊町 富貴石油有限会社 富貴　給油所 大字富貴字砂水７６－２ 0569-72-1265

愛知県 額田郡幸田町 株式会社ＪＡあいちエネルギー 幸田　給油所 大字菱池字下田４５－１ 0564-62-1593

愛知県 額田郡幸田町 バロン・パーク株式会社 幸田　給油所 大字大草字瓶割６４－４ 0564-63-1835

愛知県 額田郡幸田町 株式会社平松石油店 坂崎　給油所 大字坂崎字黒瀬２９番地１ 0564-62-1821

愛知県 額田郡幸田町 三浦　公彦 幸田　給油所 大字菱池字菅田７－２ 0564-62-0133

愛知県 北設楽郡設楽町 愛知東農業協同組合 津具　給油所 津具字町尻２番地１ 053683-2316

愛知県 北設楽郡設楽町 愛知東農業協同組合 設楽　給油所 大字田口字小西１５－１ 053-662-0200

愛知県 北設楽郡東栄町 愛知東農業協同組合 東栄　給油所 大字本郷字上岡本３－５ 0536-76-0062

愛知県 北設楽郡東栄町 有限会社サンオー商事 振草　給油所 大字振草字古戸瓢島１６番地 0536-78-5212

愛知県 北設楽郡豊根村 愛知東農業協同組合 豊根　給油所 大字下黒川字中西４－２，５－２ 0536-85-1321

三重県 津市 全農エネルギー株式会社 千里ケ丘店 河芸町東千里２６－１ 059-244-0055

三重県 津市 有限会社稲垣商店 美里　給油所 美里町三郷１－１０ 0592-79-2201

三重県 津市 中桐石油株式会社 久居　給油所 久居新町２１４５－４ 059-255-4026

三重県 津市 中桐石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ久居インター　給油所 久居明神町風早２５９８－２ 0592-55-3088

三重県 津市 株式会社嶋崎石油 川口　給油所 白山町川口１２１７－４ 059-262-1224

三重県 津市 株式会社ＪＡ全農みえサービス ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ一志　給油所 一志町田尻７４－５ 05929-3-0141

三重県 津市 オー・シー・エム東海株式会社 津・山の手　給油所 渋見町黒田２９６－１ 059-229-6051

三重県 津市 オー・シー・エム東海株式会社 津・高野尾　給油所 高野尾町１１７６－２ 059-230-3570

三重県 津市 オー・シー・エム東海株式会社 久居・ルート１６５　給油所 戸木町５４５３ 059-256-3301

三重県 津市 オー・シー・エム東海株式会社 津・丸之内　給油所 丸之内１９－２３ 059-221-2662

三重県 津市 株式会社吉田石油店 セルフ津　給油所 一身田大古曽６８９ 059-236-6121

三重県 津市 有限会社南出石油 津小川　給油所 栗真小川町字中沢８１９ 059-232-3377

三重県 津市 株式会社村上商店 川又　給油所 東丸之内８－８ 059-226-1323

三重県 津市 家城石油株式会社 家城　給油所 白山町南家城字野添９１９－３ 059-262-3158

三重県 津市 三重交通商事株式会社 津栄町　給油所 栄町２－２１０ 059-226-2331

三重県 津市 三重交通商事株式会社 津丸之内　給油所 丸之内３３－２６ 059-227-5285

三重県 津市 三重交通商事株式会社 セルフステーション久居インター　給油所 戸木町字北興７８３０－１ 059-254-3511

三重県 津市 三重交通商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ津観音寺　給油所 観音寺町字東浦４２９－１４ 059-225-5515

三重県 津市 三重交通商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ津鋼管前　給油所 雲出伊倉津町長藤５６５の１１ 059-234-4141

三重県 津市 宮崎石油有限会社 伊勢別街道　給油所 大里睦合町４６３ 059-230-1233

三重県 津市 有限会社Ｉ－Ｅｎｅｒｇｙ 奥津　給油所 美杉町奥津９１３番地２ 059-274-1234

三重県 津市 株式会社杉浦石油店 島崎町　給油所 島崎町３０６－１ 059-227-6288

三重県 津市 まえだ鉱油有限会社 まえだ鉱油有限会社　給油所 美杉町下多気２０９２－１ 059-275-0047

三重県 津市 岡金株式会社 安濃　給油所 安濃町曽根５７１ 059-268-3671

三重県 津市 水谷　満 太郎生　給油所 美杉町太郎生９７７－５ 059-273-0026

三重県 津市 井ノ口　光子 高野尾　給油所 高野尾町１８１０－８ 059-230-0113

三重県 津市 三重交通商事株式会社 セルフステーション津白塚　給油所 栗真小川町中沢６９９－１ 059-232-0013

三重県 津市 三重交通商事株式会社 セルフステーション久居　給油所 久居井戸山町大口８４０－７ 059-256-8800

三重県 津市 有限会社池村石油 三重七栗　給油所 庄田町２０８２－１ 059-255-4413

三重県 津市 オー・シー・エム東海株式会社 久居・新町　給油所 久居新町２８５２ 059-255-7723

三重県 津市 株式会社伊藤佑 津　給油所 殿村鍛冶屋垣内１５３５ 059-253-1277

三重県 津市 有限会社ニシウラ 高茶屋　給油所 高茶屋四丁目３－７ 059-234-2930

三重県 津市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション芸濃　給油所 芸濃町萩野３３５３－２ 059-265-6690

三重県 津市 津安芸農業協同組合 津　給油所 一色町１９１－２ 059-229-3509

三重県 津市 有限会社前川商会 津西　給油所 片田田中町５ 059-037-0024

三重県 津市 小林石油株式会社 久居インター　給油所 久居中町８２５ 059-255-6388

三重県 四日市市 株式会社西日本宇佐美 四日市東インター　給油所 茂福４３３－１ 0593-64-6186

三重県 四日市市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンター富田浜　給油所 東茂福町２－２０ 0593-65-2377

三重県 四日市市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンター笹川　給油所 室山町八幡１５４１－１ 0593-21-1948

三重県 四日市市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンター桜　給油所 智積町清水道６２１８ 059-326-8910

三重県 四日市市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンターさかべ　給油所 東坂部町６７－１ 0593-33-2974

三重県 四日市市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンター高角　給油所 高角町字神前左門１０８９－１ 059-325-6760

三重県 四日市市 有限会社倉田商店 堂ヶ山　給油所 六名町大字中山１０８０－１ 0593-28-2284

三重県 四日市市 斉藤　繁昭 保々　給油所 西村町下天田２５６４－２ 059-339-0312

三重県 四日市市 有限会社三幸石油商会 イクワ　給油所 生桑町桑花１３１ 059-331-8777

三重県 四日市市 エネクスフリート株式会社 四日市東　給油所 大字羽津字糠塚山４３７９－１ 059-366-2011

三重県 四日市市 青山商事株式会社 セルフ川島　給油所 川島町字古郷２７８０－３ 059-321-2300



三重県 四日市市 青山商事株式会社 セルフ笹川　給油所 八王子町字稲田２４７５－４ 059-321-2172

三重県 四日市市 社会福祉法人四日市福祉会 ブル－ミング阿倉川　給油所 阿倉川町８－７ 059-332-1145

三重県 四日市市 三重交通商事株式会社 四日市国道　給油所 十七軒町１－２２ 059-353-6551

三重県 四日市市 株式会社谷口リテール販売 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ四日市北　給油所 城山町７－４８ 059-330-3256

三重県 四日市市 株式会社ベル ニュージェーアールＨ　給油所 栄町４－１６ 059-353-3740

三重県 四日市市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２３四日市ＴＳ　給油所 大字羽津甲字乙新田４３５２－１ 0593-66-2031

三重県 四日市市 エネクスフリート株式会社 四日市東インター前　給油所 中村町字半谷２２９３－１６ 059-363-6711

三重県 四日市市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション河原田　給油所 河原田町字相名１５１０－１ 059-349-1080

三重県 四日市市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング セルフ東日野ＳＳ　給油所 東日野１丁目２１３－１ 0593-20-2150

三重県 四日市市 エネクスフリート株式会社 四日市インター　給油所 小生町２番地 059-323-0705

三重県 四日市市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆ＣＣＣ四日市中央ＳＳ 堀木１－４－１１ 059-351-0222

三重県 伊勢市 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー伊勢小俣店　給油所 湯田１５１６－１ 0596-20-6884

三重県 伊勢市 有限会社中村石油店 伊勢北　給油所 小俣町湯田１５９３番地 0596-24-2265

三重県 伊勢市 株式会社ジェイエイサービス伊勢 小俣　給油所 小俣町相合６３６－１ 0596-22-4897

三重県 伊勢市 有限会社アルプス興産 クイックピット伊勢店　給油所 河崎１－２０－２９ 0596-65-7457

三重県 伊勢市 株式会社藤村 セルフ御薗　給油所 御薗町長屋２１７７－１ 0596-23-5001

三重県 伊勢市 三重交通商事株式会社 伊勢インター　給油所 楠部町字上村乙１４１ 0596-22-9988

三重県 伊勢市 三重交通商事株式会社 伊勢御薗　給油所 御薗町新開曲り７３－１ 0596-36-3550

三重県 伊勢市 有限会社塩地石油 汐合橋　給油所 二見町溝口７５－２ 0596-43-2717

三重県 伊勢市 有限会社ヤマ忠 ジョイフルステーション辻久留　給油所 辻久留２－２－３５ 0596-28-6612

三重県 伊勢市 ベストパートナー株式会社 ベスパ　給油所 川端町２０５－１ 0596-22-0067

三重県 伊勢市 株式会社油米 スマイルランド神久　給油所 神久４－１－３ 0596-28-7036

三重県 伊勢市 株式会社ジェイエイサービス伊勢 伊勢　給油所 竹ケ鼻町船倉２４７－１ 0596-36-2611

三重県 伊勢市 株式会社ジェイエイサービス伊勢 伊勢北部　給油所 西豊浜町５３３９ 0596-37-2693

三重県 伊勢市 株式会社ジェイエイサービス伊勢 御薗　給油所 御薗町長屋１０４０－１ 0596-22-6171

三重県 伊勢市 株式会社藤村 セルフ伊勢　給油所 岩渕３－５－９ 0596-27-6050

三重県 松阪市 株式会社西日本宇佐美 ２３号三雲　給油所 小舟江町渋川１２３ 0598-56-2448

三重県 松阪市 久保　郁生 飯高　給油所 飯高町作滝１０７ 05984-6-0277

三重県 松阪市 斎藤　亘 松阪西　給油所 上ノ庄町１９８７－４ 0598-56-2768

三重県 松阪市 岡金株式会社 松阪城北　給油所 西之庄町字岩橋８０－２ 0598-26-1228

三重県 松阪市 三重石商事株式会社 セルフ松阪中央　給油所 五反田町１丁目１２８４－１ 0598-26-0180

三重県 松阪市 有限会社山室石油 山室　給油所 山室町字松本２５８６－８ 0598-29-1389

三重県 松阪市 有限会社深田石油 辻原　給油所 辻原町１０３７ 0598-36-0054

三重県 松阪市 株式会社野呂石油 飯南　給油所 飯南町横野２３１番地 0598-32-2006

三重県 松阪市 株式会社吉田石油店 セルフうれし野　給油所 嬉野中川新町４－２２０ 0598-48-3600

三重県 松阪市 株式会社吉田石油店 セルフ松阪　給油所 大黒田町５２８－２ 0598-25-6600

三重県 松阪市 有限会社杉坂商店 粥見　給油所 飯南町粥見２３７５－２ 0598-32-2376

三重県 松阪市 有限会社山室石油 田村　給油所 田村町字東高戸３６７－１ 0598-23-7770

三重県 松阪市 有限会社山本石油店 徳和　給油所 下村町１０８０番地の５ 0598-29-3691

三重県 松阪市 有限会社鍵屋商店 松阪湊町　給油所 湊町１８２ 0598-21-1740

三重県 松阪市 有限会社三浦石油 嬉野　給油所 嬉野町１４０１番地の３ 0598-42-2272

三重県 松阪市 三重交通商事株式会社 セルフステーション松阪西　給油所 田村町ひな田４０４－１ 0598-26-8121

三重県 松阪市 三重交通商事株式会社 セルフステーション松阪船江　給油所 船江町花田６５５－６ 0598-50-5537

三重県 松阪市 三重交通商事株式会社 セルフ松阪東　給油所 郷津町字島之前１０４の１ 0598-51-6120

三重県 松阪市 三重交通商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松阪京町　給油所 京町１区１３番地の６ 0598-51-7902

三重県 松阪市 小貞石油株式会社 松阪　給油所 鎌田町２４７ 0598-51-5338

三重県 松阪市 株式会社松田石油 山室　給油所 駅部田町字花岡１８９０－１ 0598-26-0505

三重県 松阪市 清水　孝晃 嬉野　給油所 嬉野中川町７８７ 0598-42-1137

三重県 松阪市 株式会社谷口リテール販売 ＥｎｅＪｅｔ松阪中道町　給油所 中道町字中野田４９２ 0598-30-4177

三重県 松阪市 株式会社ＪＡ全農みえサービス ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ宮前　給油所 飯高町宮前６９７－１ 059-846-1135

三重県 松阪市 株式会社ＪＡ全農みえサービス ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ黒部　給油所 黒部町天神１ 059-859-1052

三重県 松阪市 株式会社ＪＡ全農みえサービス ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ川井町　給油所 川井町字田中２９８－３ 059-821-2710

三重県 松阪市 株式会社ＪＡ全農みえサービス ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ櫛田　給油所 豊原町１０７７－１ 059-828-2211

三重県 松阪市 株式会社松田石油 プリテール松阪　給油所 大字駅部田字七元１０５７－２ 0598-26-8520

三重県 桑名市 株式会社西日本宇佐美 セルフ２５８号桑名東インター　給油所 大字上深谷部字中井縄５５１－８ 0594-29-1680

三重県 桑名市 石崎　喜宏 桑名西　給油所 上野９５９－１ 0594-22-1461

三重県 桑名市 西濃アポロ株式会社 プリテール多度　給油所 多度町福永西福永７１１－１ 0584-73-8337



三重県 桑名市 有限会社増田油店 桑名　給油所 相川町６８ 0594-22-0936

三重県 桑名市 株式会社ナヤデン 桑名　給油所 中央町４－７ 0594-22-0475

三重県 桑名市 松永石油株式会社 多度　給油所 多度町下野代６１７－１ 0594-48-5211

三重県 桑名市 有限会社伊藤砿油 桑名和泉　給油所 和泉７丁目２２８－２ 0594-21-1723

三重県 桑名市 株式会社谷口リテール販売 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンシパーク　給油所 大字大仲新田字新井水下７５ 0594-33-1633

三重県 桑名市 有限会社マキノ ファミーユ西桑名　給油所 大字大仲新田２３６番地３ 0594-31-0305

三重県 桑名市 有限会社タツミ石油 セルフグリーンヒル桑部　給油所 大字桑部中貝戸５２６－５ 0594-22-5241

三重県 桑名市 豊和石油株式会社 Ｒ２５８多度　給油所 多度町香取３０５番地 0594-48-2994

三重県 桑名市 三重交通商事株式会社 桑名大山田　給油所 松ノ木３－７－５ 0594-31-2703

三重県 桑名市 三重交通商事株式会社 桑名八間通　給油所 八間通り１６ 0594-22-1239

三重県 桑名市 株式会社渡辺石油店 伊勢大橋　給油所 東方福島前７８４番地の３ 0594-22-2490

三重県 桑名市 株式会社谷口リテール販売 桑名　給油所 安永１２２２の３ 0594-22-2252

三重県 桑名市 株式会社谷口リテール販売 ＥｎｅＪｅｔ桑名　給油所 新西方３丁目１３０番地 0594-88-5071

三重県 桑名市 株式会社イトー ＥｎｅＪｅｔ長島　給油所 長島町松ヶ島字北島１０２ 0594-42-0611

三重県 鈴鹿市 三重交通商事株式会社 セルフステーション鈴鹿　給油所 岸岡町２０６５－１ 059-388-0061

三重県 鈴鹿市 株式会社西日本宇佐美 １号鈴鹿　給油所 庄野町１０－１８ 0593-78-0406

三重県 鈴鹿市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンター鈴鹿浜　給油所 北長太町字慶順縄９９－１ 059-385-4151

三重県 鈴鹿市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンター鈴鹿須賀　給油所 須賀町字桜野２０２４番１ 059-381-0961

三重県 鈴鹿市 コスモ石油販売株式会社 セルフ鈴鹿インター　給油所 伊船町字西境塚１９１６－１ 059-371-8255

三重県 鈴鹿市 平田石油有限会社 平田　給油所 平田２－６－１５ 059-378-0509

三重県 鈴鹿市 岡金株式会社 鈴鹿中央通り　給油所 算所２－２－１１ 059-375-3800

三重県 鈴鹿市 森石油有限会社 サンパル住吉　給油所 住吉３－２９－２０ 0593-78-0371

三重県 鈴鹿市 株式会社トレジャーシステム 鈴鹿　給油所 上野町１１４－１ 059-370-0808

三重県 鈴鹿市 株式会社三重タイヤ商事 クイックピット白子店　給油所 白子町字小山田２９１６－１ 059-388-3723

三重県 鈴鹿市 株式会社谷口リテール販売 イオンタウン鈴鹿玉垣　給油所 南玉垣町５５２０－１０６ 059-367-7725

三重県 鈴鹿市 株式会社タキ オイルロード磯山　給油所 磯山４－３－３８ 059-386-3751

三重県 鈴鹿市 有限会社江戸屋 稲生　給油所 稲生２－５－１ 059-386-1094

三重県 鈴鹿市 佐藤　宏至 椿一宮　給油所 椿一宮町１５８２番地の２ 059-371-0628

三重県 鈴鹿市 宮崎石油有限会社 鼓ヶ浦　給油所 寺家７－１７４２ 0593-68-3300

三重県 鈴鹿市 岡金株式会社 鈴鹿　給油所 神戸８－３３－３０ 059-382-0432

三重県 鈴鹿市 出光リテール販売株式会社 プリテール鈴鹿　給油所 伊船町中下の割２２１７－２ 059-371-8060

三重県 鈴鹿市 株式会社谷口リテール販売 ＥｎｅＪｅｔ鈴鹿岸岡　給油所 岸岡町１９５８－３８ 059-373-4553

三重県 鈴鹿市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２３鈴鹿ＴＳ　給油所 南玉垣町一色２２５３－１ 0593-83-5267

三重県 鈴鹿市 株式会社伊藤佑 セルフステーション鈴鹿甲斐　給油所 甲斐町４－１ 059-383-8687

三重県 鈴鹿市 株式会社ＪＡ全農みえサービス ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ鈴鹿　給油所 地子町１２６８ 059-340-6111

三重県 鈴鹿市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆ＣＣＣ白子ＳＳ 白子駅前７－２６ 0593-86-0222

三重県 名張市 株式会社福田 名張３６８　給油所 蔵持町里３２４９ 0595-61-1969

三重県 名張市 株式会社亀井商事 ピーナッツ２１　給油所 瀬古口２１９－３ 0595-63-8230

三重県 名張市 株式会社亀井商事 名張すずらん台　給油所 すずらん台西一番町３４１ 0595-68-6121

三重県 名張市 株式会社亀井商事 夏見オレンジ通り　給油所 夏見字浅尾７１ 0595-63-7330

三重県 名張市 株式会社ＮＫエネルギー 桔梗南　給油所 蔵持町原出８２３番地１ 0595-63-2321

三重県 名張市 藏東石油株式会社 赤目口　給油所 結馬１１２ 0595-63-1030

三重県 名張市 有限会社橋本石油 鴻之台　給油所 鴻之台４番町６４番地１ 0595-63-0547

三重県 名張市 株式会社津崎燃料店 名張　給油所 箕曲中村２５番地 0595-63-0712

三重県 名張市 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ名張　給油所 蔵持町原出１２８３－４ 0595-44-6222

三重県 名張市 株式会社ＪＡ全農みえサービス ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ名張　給油所 夏見９６ 059-541-2111

三重県 尾鷲市 正栄石油株式会社 尾鷲港　給油所 港町１－１３ 05972-2-0026

三重県 尾鷲市 北村　勝司 尾鷲　給油所 朝日町１－１０ 0597-22-0191

三重県 尾鷲市 有限会社高村石油 尾鷲　給油所 中川１７－１ 0597-22-0559

三重県 亀山市 株式会社西日本宇佐美 ２５号名阪関インター　給油所 関町萩原切山９０－２ 05959-6-1018

三重県 亀山市 株式会社栃木屋 亀山　給油所 東御幸町３２番地 05958-2-1318

三重県 亀山市 株式会社谷口リテール販売 亀山みずほ台　給油所 みずほ台１１１９－２６ 0595-82-7250

三重県 亀山市 有限会社今村石油店 亀山　給油所 北鹿島町３番１７号 0595-82-0203

三重県 亀山市 西日本フリート株式会社 ルート１亀山インター　給油所 小野町砂入３９４ 0595-83-5500

三重県 亀山市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション亀山　給油所 川崎町字貢４７０１ 0595-85-3380

三重県 亀山市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 亀山ＴＳ 川合町２６０－５ 0595-82-1084

三重県 鳥羽市 株式会社柴山芳之助商店 鳥羽海岸通り　給油所 鳥羽４－１４－７ 0599-26-2017



三重県 鳥羽市 株式会社谷口リテール販売 ＥｎｅＪｅｔ鳥羽　給油所 安楽島町１４１２－１ 0599-37-7300

三重県 鳥羽市 株式会社アワヘイ 鳥羽　給油所 鳥羽３－３２－１２ 0599-25-6262

三重県 鳥羽市 上村　吉昌 相差東　給油所 相差町１１２７－４ 0599-33-6130

三重県 鳥羽市 有限会社猪島 本浦　給油所 浦村町１４８２ 0599-32-5020

三重県 鳥羽市 鳥羽磯部漁業協同組合 小浜支所　給油所 小浜町６４７－２５ 0599-25-2118

三重県 鳥羽市 鳥羽磯部漁業協同組合 坂手支所　給油所 坂手町８１－４ 0599-25-3302

三重県 鳥羽市 鳥羽磯部漁業協同組合 菅島支所　給油所 菅島町３０５ 0599-34-2211

三重県 鳥羽市 鳥羽磯部漁業協同組合 答志支所　給油所 答志町２４１－１ 0599-37-1433

三重県 鳥羽市 鳥羽磯部漁業協同組合 和具浦支所　給油所 答志町８９２－１ 0599-37-2010

三重県 鳥羽市 鳥羽磯部漁業協同組合 神島支所　給油所 神島町１１３－２ 0599-38-2211

三重県 鳥羽市 株式会社アワヘイ アルファステーション堅神　給油所 堅神町１０１８－３ 0599-26-3005

三重県 熊野市 有限会社松田石油店 井戸　給油所 井戸町７４３－１ 05978-5-3468

三重県 熊野市 田中　雅保 有馬　給油所 有馬町５３４８ 0597-89-2640

三重県 熊野市 三重交通商事株式会社 熊野国道　給油所 井戸町５０１３ 0597-85-2639

三重県 いなべ市 株式会社西日本宇佐美 ミルクロード大安　給油所 大安町石榑東字西大野２８１７－１１ 0594-78-4111

三重県 いなべ市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンターいなべ笠田　給油所 員弁町宇野６７－１ 0594-74-5100

三重県 いなべ市 有限会社江戸德石油 大安梅戸井　給油所 大安町門前１７６番地 0594-77-0005

三重県 いなべ市 三崎　高子 北勢　給油所 北勢町阿下喜下北田２１１４ 0594-72-6262

三重県 志摩市 山路　京夫 磯部　給油所 磯部町恵利原１２２４－１ 05995-5-0103

三重県 志摩市 有限会社畑重石油 セルフ立神　給油所 阿児町立神３１５５－１ 05994-5-3148

三重県 志摩市 有限会社山福商事 船越　給油所 大王町船越１４０３－５ 05997-2-3845

三重県 志摩市 有限会社Ｚｅｎ　Ｔｒａｄｉｎｇ オオニシエネルギー浜島汐見成　給油所 浜島町塩屋５１１－３１ 0599-65-7733

三重県 志摩市 有限会社和田石油 浜島　給油所 浜島町迫子４６２番地 0599-52-1013

三重県 志摩市 安田　美幸 安乗　給油所 阿児町国府３５６６－１６ 0599-47-3467

三重県 志摩市 三重交通商事株式会社 志摩スペイン村前　給油所 磯部町坂崎６４４番 0599-55-2030

三重県 志摩市 株式会社山下組 片田　給油所 志摩町片田１７８８番地３ 0599-85-6634

三重県 志摩市 鳥羽磯部漁業協同組合 渡鹿野支所　給油所 磯部町渡鹿野４４４－２ 0599-57-2921

三重県 伊賀市 エネクスフリート株式会社 名阪一之宮インター　給油所 千歳字野添９５７ 0595-21-6909

三重県 伊賀市 エネクスフリート株式会社 名阪治田インター　給油所 治田字小谷２６２０－１ 0595-20-1849

三重県 伊賀市 株式会社西日本宇佐美 １６３号名阪中瀬インター　給油所 西明寺字天王８８８ 0595-23-0481

三重県 伊賀市 合名会社藤室商店 依那古　給油所 才良１ 0595-37-0331

三重県 伊賀市 多田産業株式会社 ニュー伊賀大内　給油所 上ノ庄２３６番地 0595-21-6300

三重県 伊賀市 株式会社福田 名阪中瀬インター　給油所 西明寺８９１番地の１ 0595-23-5488

三重県 伊賀市 株式会社福田 名阪友生インター　給油所 下友生欠ノ前２８８８－１５ 0595-23-1969

三重県 伊賀市 株式会社箱林 伊賀一之宮　給油所 千歳２９３番地 0595-23-3340

三重県 伊賀市 伊賀ふるさと農業協同組合 阿山中央　給油所 川合３４５５番地 0595-43-0522

三重県 伊賀市 株式会社西尾石油 佐那具　給油所 佐那具町５－１ 0595-23-3202

三重県 伊賀市 有限会社岡崎石油 伊賀上野駅前　給油所 三田９０３－７ 0595-21-3837

三重県 伊賀市 有限会社川口石油店 大山田　給油所 平田９１９－１ 05954-7-0107

三重県 伊賀市 株式会社オカムラ 上野中央　給油所 木興町５１１番地の５ 0595-21-3825

三重県 伊賀市 株式会社吉田石油店 伊賀インター　給油所 柘植町５７６２－２ 0595-45-5000

三重県 伊賀市 西尾　保洋 大山田　給油所 平田９３０－６ 0595-47-0408

三重県 伊賀市 アポロ興産株式会社 サガミ　給油所 四十九町１１４０ 0595-23-6627

三重県 伊賀市 株式会社西日本宇佐美 ２５号名阪下柘植　給油所 大字下柘植字馬場４９９０－６ 0595-45-6450

三重県 伊賀市 株式会社堀川商店 セルフニューハート　給油所 山出字中山田１９６５番地 052-582-6528

三重県 伊賀市 株式会社堀川商店 セルフ小田　給油所 平野中川原５０４－１ 0595-24-2690

三重県 伊賀市 株式会社堀川商店 伊賀上野　給油所 上野恵美須町１６０６ 0595-21-4754

三重県 伊賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 名阪治田インターＴＳ　給油所 治田小谷２７８９－５ 0595-20-1196

三重県 伊賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ名阪中瀬インターＴＳ　給油所 西明寺天王９３４－１ 0595-23-9925

三重県 伊賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 名阪白樫インターＴＳ　給油所 白樫２６１４－１１ 0595-20-1043

三重県 伊賀市 西日本フリート株式会社 ルート２５白樫インター　給油所 白樫永谷２５８７－２他９筆 0595-20-2096

三重県 伊賀市 西日本フリート株式会社 ルート２５上柘植インター　給油所 上村字宮ノ谷１３９６番１ 0595-45-8051

三重県 伊賀市 株式会社伊藤佑 セルフステーション伊賀上野　給油所 印代字大垣内２５２－２ 0595-41-2522

三重県 伊賀市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆ＣＣＣ伊賀上野ＳＳ 久米町６６４－２ 0595-23-3396

三重県 桑名郡木曽岬町 有限会社佐藤石油店 名四木曽岬トラックステーション　給油所 大字栄３５６ 0568-77-8200

三重県 員弁郡東員町 株式会社ナカムラ石油 東員町　給油所 中上５２３－１ 059476-2472

三重県 員弁郡東員町 有限会社マキノ ラ・ポール東員　給油所 六把野新田２８－２ 0594-76-6080



三重県 員弁郡東員町 伊藤商事有限会社 東員　給油所 大字六把野新田５０８ 0594-76-5060

三重県 三重郡菰野町 コスモ石油販売株式会社 ミルクロード菰野　給油所 宿野２５７－１ 059-337-8907

三重県 三重郡菰野町 北住石油有限会社 千種　給油所 大字潤田６５０－２ 059-393-1752

三重県 三重郡菰野町 有限会社江戸德石油 大安鍋坂　給油所 田口新田字北沢８０１－３ 059-396-2566

三重県 三重郡菰野町 株式会社谷口リテール販売 ＥｎｅＪｅｔ菰野町神森　給油所 大字神森字室之門４０４－５ 059-327-5661

三重県 三重郡菰野町 株式会社谷口リテール販売 ＥｎｅＪｅｔ菰野町田口新田　給油所 大字田口新田字小割２３９２－１ 059-325-7550

三重県 三重郡菰野町 株式会社ＪＡサービス三重北 鵜川原　給油所 大字大強原３１６７ 059-393-2251

三重県 三重郡菰野町 朝日ガスエナジー株式会社 セルフオアシスミルクロード宿野　給油所 宿野２５８－１ 059-393-3233

三重県 三重郡朝日町 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンターあさひ　給油所 大字小向３４３ 0593-77-2293

三重県 三重郡朝日町 株式会社養三 セルフみえ朝日店 大字小向６５－８ 059-377-3331

三重県 三重郡朝日町 出光リテール販売株式会社 セルフあさひ　給油所 向陽台二丁目１６番地４ 059-377-0810

三重県 三重郡川越町 株式会社ゼロシステム 川越　給油所 大字豊田一色３９６番地の１ 0120-64-2124

三重県 三重郡川越町 株式会社養三 セルフみえ川越インター店　給油所 南福崎３３３－１ 059-364-4341

三重県 三重郡川越町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２３川越ＴＳ　給油所 大字当新田字中通５２３－２ 0593-66-0673

三重県 三重郡川越町 西日本フリート株式会社 ルート２３四日市東　給油所 高松鯨松１５８１－５ 059-364-7476

三重県 多気郡多気町 株式会社ダイヤ昭石 フレックス多気　給油所 大字仁田７０１－８ 0598-37-2710

三重県 多気郡多気町 有限会社亀田石油店 勢和村　給油所 上出江３８７番地の２ 0598-49-2106

三重県 多気郡多気町 エネクスフリート株式会社 勢和多気インター　給油所 丹生字星ケ谷４４２１－６ 0598-49-3871

三重県 多気郡多気町 三重石商事株式会社 片野　給油所 片野１０４５番地の１ 0598-49-2114

三重県 多気郡多気町 谷口　剛士 多気　給油所 三疋田２９１－１０ 0598-38-2433

三重県 多気郡明和町 有限会社辻熊太郎商店 セルフ斎宮　給油所 大字斎宮北野３８１８－２ 0596-65-7945

三重県 多気郡明和町 有限会社ＫＩＴＡＤＥ 新茶屋　給油所 大字新茶屋１１８番地 0596-52-5218

三重県 多気郡明和町 株式会社谷口リテール販売 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅイオンモール明和　給油所 大字中村１２４５ 0596-55-5001

三重県 多気郡明和町 有限会社アルプス興産 クイックピット明和店　給油所 蓑村８７２－２ 0596-63-8408

三重県 多気郡明和町 株式会社ＪＡ全農みえサービス ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ明和　給油所 大字馬之上１３８６ 0596-53-0311

三重県 多気郡大台町 株式会社松田石油 栃原　給油所 大字新田字平田夫１０１－２ 05988-5-0201

三重県 多気郡大台町 有限会社西村石油店 三瀬谷　給油所 佐原７８９ 05988-2-1517

三重県 多気郡大台町 有限会社西村石油店 神瀬　給油所 神瀬１２３番地１ 0598-83-2560

三重県 多気郡大台町 ホーリーポット株式会社 セルフホーリーポット栃原　給油所 新田平太夫１２７－４ 0598-85-0013

三重県 度会郡玉城町 株式会社ジェイエイサービス伊勢 玉城　給油所 勝田字平田４９５８－１ 0596-58-5988

三重県 度会郡玉城町 森岡　暢幸 原　給油所 原３６６０－１ 0596-58-2044

三重県 度会郡玉城町 有限会社高口石油店 玉城　給油所 田丸２２６番地５ 0586-58-3272

三重県 度会郡玉城町 見置　優 勝田　給油所 勝田５０４７－４ 0596-58-3843

三重県 度会郡度会町 中井　宏和 小川　給油所 小川１８８ 05966-5-0282

三重県 度会郡度会町 岡村　幸紀 棚橋　給油所 棚橋５７１－１ 0596-62-0088

三重県 度会郡度会町 株式会社ジェイエイサービス伊勢 度会　給油所 大野木２４３８－１ 0596-62-1686

三重県 度会郡度会町 船瀬商店　船瀬　初則 大久保　給油所 大久保１４６－３ 05966-2-1533

三重県 度会郡大紀町 株式会社松田石油 滝原　給油所 滝原１５４４－１ 05988-6-3008

三重県 度会郡大紀町 株式会社ジェイエイサービス伊勢 大内山　給油所 大内山３６３９ 0598-72-2275

三重県 度会郡大紀町 中世古　健 錦　給油所 錦６６８－９ 0598-73-2021

三重県 度会郡南伊勢町 株式会社ジェイエイサービス伊勢 南島　給油所 道方秋ノ田１３０９－２ 0596-72-1315

三重県 度会郡南伊勢町 加藤　元 村山　給油所 村山１１３１－１１，１１３１－１２ 0596-76-0245

三重県 度会郡南伊勢町 溝口　正太 五ヶ所浦　給油所 船越２８１６－１ 0599-66-0075

三重県 度会郡南伊勢町 三重外湾漁業協同組合 奈屋浦　給油所 奈屋浦地先 0596-72-3013

三重県 北牟婁郡紀北町 株式会社西村石油店 紀伊長島北　給油所 東長島９６６－５ 05974-7-1284

三重県 北牟婁郡紀北町 豊漁石油株式会社 熊野古道紀北　給油所 船津１１５４ 05973-5-0453

三重県 北牟婁郡紀北町 有限会社高村石油 海山　給油所 海山区相賀８４３－１２ 0597-32-0499

三重県 北牟婁郡紀北町 有限会社小浦屋 海山インタ－　給油所 相賀８３０－３ 0597-32-1336

三重県 南牟婁郡紀宝町 宮本産業株式会社 大新鵜殿　給油所 鵜殿７３４番地 0735-32-0011

三重県 南牟婁郡紀宝町 井田石油株式会社 井田　給油所 井田１８９９－２４ 0735-32-2048

滋賀県 大津市 上原成商事株式会社 セルフ&カーケアセンター大津中央　給油所 におの浜４－７－１ 0775-24-7311

滋賀県 大津市 上原成商事株式会社 瀬田中央　給油所 一里山一丁目西野２５６６ 077-543-4000

滋賀県 大津市 藤本石油株式会社 坂本　給油所 下阪本１－２－１ 0775-78-2429

滋賀県 大津市 藤本石油株式会社 真野インターチェンジ　給油所 真野普門３－３－９ 0775-72-1988

滋賀県 大津市 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ仰木店　給油所 雄琴二丁目３０番１５号 0775-79-6778

滋賀県 大津市 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ大津真野　給油所 真野６丁目字洲川原１７７３ 077-571-1050

滋賀県 大津市 株式会社江洲石油 大津瀬田　給油所 月輪１－９－２１ 0775-45-2390



滋賀県 大津市 伊丹産業株式会社 セルフ堅田　給油所 本堅田３－１３－８ 077-573-1122

滋賀県 大津市 株式会社宇佐美エナジー 琵琶湖西　給油所 和邇今宿３７５－３ 0775-94-5660

滋賀県 大津市 森正商事株式会社 セルフ&車検センター南郷　給油所 南郷１－５－８ 0775-37-2393

滋賀県 大津市 森正商事株式会社 大石　給油所 大石中３－２－１８ 0775-46-0149

滋賀県 大津市 森正商事株式会社 田上　給油所 黒津２－５－５ 077-546-2677

滋賀県 大津市 有限会社上村商事 伊香立　給油所 伊香立向在地町１８７－１ 077-598-2567

滋賀県 大津市 山本石油株式会社 坂本　給油所 下阪本３－３－１ 0775-78-2047

滋賀県 大津市 野々口石油株式会社 ＢＥＰＯＲＴアサマツ　給油所 南比良５２０ 0775-92-1103

滋賀県 大津市 株式会社西日本エネルギー セルフイン堅田　給油所 本堅田３－１０－１６ 077-572-0454

滋賀県 大津市 有限会社田中石油店 堅田　給油所 衣川１－３２－３１ 077-573-1188

滋賀県 大津市 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ逢坂山店　給油所 逢坂１－１０－８ 077-522-2289

滋賀県 大津市 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ唐崎店　給油所 唐崎１－３２－１ 077-579-1250

滋賀県 大津市 湖南石油株式会社 カートピア大津　給油所 打出浜２９－１ 077-524-3666

滋賀県 大津市 株式会社エビイケ 京都東インター　給油所 横木１－７－４ 077-522-1545

滋賀県 大津市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ大津　給油所 木下町１８－２７ 077-524-5182

滋賀県 大津市 株式会社中西商店 際川　給油所 際川２－１８－７ 077-524-4352

滋賀県 大津市 藤田燃料店　　藤田　仁 藤田燃料店　給油所 大石中二丁目１番５号 077-546-0145

滋賀県 大津市 株式会社ホライズン 梅ノ木サービスステーション　給油所 葛川梅ノ木町１２８番地 077-599-8060

滋賀県 大津市 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ日吉台　給油所 木の岡町４７－２３ 077-579-3373

滋賀県 大津市 株式会社伊藤佑 セルフステーション瀬田　給油所 月輪２－８－１ 077-545-4094

滋賀県 大津市 株式会社伊藤佑 セルフステーション南郷　給油所 平津１－２０－１０ 077-533-3321

滋賀県 大津市 株式会社西日本エネルギー セルフ大津　給油所 別保３－２－５２ 077-537-8686

滋賀県 大津市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ瀬田西店 瀬田６丁目７９－１ 077-544-1139

滋賀県 大津市 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ膳所　給油所 竜が丘１－１２ 077-524-2660

滋賀県 大津市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション近江神宮前 柳川１－６－８ 077-523-1954

滋賀県 彦根市 上原成商事株式会社 彦根　給油所 東沼波町字梨木７７７－３ 07492-3-5412

滋賀県 彦根市 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ彦根　給油所 犬方町字道也１９３－１ 0749-28-9171

滋賀県 彦根市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ彦根　給油所 外町２３１－６ 0749-22-3261

滋賀県 彦根市 株式会社西日本エネルギー セルフイン彦根団地　給油所 中薮町６０７ 07492-2-7355

滋賀県 彦根市 カー・ステーション・オカダ有限会社 彦富　給油所 彦富町９９５－２ 0749-43-2822

滋賀県 彦根市 一圓テクノス株式会社 南彦根　給油所 高宮町雨明１３２０．１３２１ 0749-22-0271

滋賀県 彦根市 高宮興業株式会社 彦根高宮　給油所 高宮町２０６３ 0749-22-2525

滋賀県 彦根市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート８彦根ＴＳ　給油所 鳥居本町２９０１－８ 0749-21-2322

滋賀県 彦根市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ彦根　給油所 大藪町字平田台２４０４－１ 0749-23-9577

滋賀県 彦根市 株式会社中島商事 株式会社中島商事ＳＳ　給油所 川瀬馬場町１２４９番地 0749-25-0334

滋賀県 彦根市 油藤商事株式会社 彦根インター　給油所 里根町２６９－１ 0749-22-9206

滋賀県 彦根市 株式会社西日本宇佐美 ８号彦根 芹川町字上野４０１－１ 0749-23-4086

滋賀県 長浜市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ高月　給油所 高月町高月１３４０－１ 0749-85-6001

滋賀県 長浜市 株式会社西日本宇佐美 ８号木之本インター　給油所 木之本町木之本字溝先１６２８－３ 0749-82-8112

滋賀県 長浜市 株式会社丸善エナジー 虎姫　給油所 宮部町１７５８ 0749-73-3515

滋賀県 長浜市 油七商店　　田中　七之 浅井町　給油所 野村町７６０－２ 0749-74-1012

滋賀県 長浜市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔニュー長浜　給油所 弥高町１６０ 0749-62-6150

滋賀県 長浜市 藤田石油　　藤田　太 虎姫町　給油所 宮部町９９９－４ 0749-73-2227

滋賀県 長浜市 株式会社西日本エネルギー 長浜　給油所 八幡東町６２２－３ 07496-2-5191

滋賀県 長浜市 株式会社西日本エネルギー 北長浜　給油所 細江町３－１ 07497-2-2350

滋賀県 長浜市 株式会社西日本エネルギー クイックイン長浜　給油所 川崎町字阪田町２７６－１ 0749-68-2588

滋賀県 長浜市 株式会社西日本エネルギー ３６５浅井　給油所 内保町２６２ 0749-74-4388

滋賀県 長浜市 株式会社西日本エネルギー セルフ長浜加田　給油所 加田町字中二町６１２－１ 0749-64-0001

滋賀県 長浜市 株式会社西日本エネルギー メガセルフ高月　給油所 高月町東物部字御苗代１－１ 0749-85-6627

滋賀県 長浜市 有限会社元中石油店 長浜東　給油所 八幡中山町１５５ 0749-62-9555

滋賀県 長浜市 株式会社片桐石油 滋賀高月　給油所 高月町高月１７６１－１ 0749-85-2046

滋賀県 長浜市 合同会社余呉地域づくり 余呉　給油所 余呉町中之郷９７７番地 0749-86-2419

滋賀県 長浜市 有限会社油定商店 木之本　給油所 木之本町木之本１７３０ 0749-82-2117

滋賀県 長浜市 有限会社中川石油 七条　給油所 七条町６０２－１ 0749-62-2454

滋賀県 長浜市 株式会社太中石油 塩津　給油所 西浅井町塩津浜１４７１番地 0749-88-0135

滋賀県 長浜市 中村　和也 西上坂　給油所 西上坂町４４８ 0749-62-3855

滋賀県 長浜市 株式会社伊藤佑 フォーユー長浜バイパス　給油所 加田町字稲葉５８４－１ 0749-68-6055



滋賀県 長浜市 化城ペガサス株式会社 速水　給油所 湖北町速水１１１６ 0749-78-0137

滋賀県 近江八幡市 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー近江八幡店　給油所 若宮町字草深２２４番２ 0748-38-4220

滋賀県 近江八幡市 中川石油株式会社 近江八幡多賀　給油所 多賀町５８０－１ 0748-32-5333

滋賀県 近江八幡市 株式会社伊藤佑 フォーユー近江八幡　給油所 加茂町３６９５－２ 0748-36-7013

滋賀県 近江八幡市 株式会社西日本エネルギー セルフイン近江八幡　給油所 馬渕町字下司１６８３－３ 0748-38-5077

滋賀県 近江八幡市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート８近江八幡ＴＳ　給油所 東川町１３１－３ 0748-37-7381

滋賀県 草津市 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ草津矢橋店　給油所 矢橋町１４０－１ 077-562-5671

滋賀県 草津市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ京滋ＢＰ　給油所 野路町９丁目９番３号 077-567-1810

滋賀県 草津市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ湖南草津　給油所 木川町４２３ 077-567-3250

滋賀県 草津市 森正商事株式会社 グリーンヒル岡本　給油所 岡本町字南平４６７－１ 077-566-2256

滋賀県 草津市 株式会社西日本エネルギー メガセルフ草津　給油所 駒井沢町６－１ 077-516-4086

滋賀県 草津市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ草津店　給油所 木川町樋頭３１９ 077-562-1852

滋賀県 草津市 株式会社伊藤佑 セルフステーション京滋ＢＰ　給油所 東矢倉２丁目琵琶首２４０ 077-567-8677

滋賀県 草津市 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ近江大橋　給油所 新浜町１９－１ 077-562-5503

滋賀県 守山市 株式会社西日本宇佐美 琵琶湖大橋　給油所 水保町字北川１３６７－３ 077-584-3640

滋賀県 守山市 旭オイル株式会社 守山　給油所 吉身１－１０－６５ 077-582-3078

滋賀県 守山市 湖南石油株式会社 カートピア勝部　給油所 勝部２－４－６ 077-582-2630

滋賀県 守山市 株式会社マツナガ 速野　給油所 木浜町１８３１番地の１ 0775-85-1496

滋賀県 守山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ守山中央店　給油所 播磨田町３７８－１ 077-581-1190

滋賀県 守山市 寺田商事株式会社 カーライフ守山　給油所 横江町字高内１６７－１、１６８－３ 077-582-6570

滋賀県 守山市 寺田商事株式会社 びわ湖大橋　給油所 水保町字北川１３６７－１ 077-585-1239

滋賀県 栗東市 上原成商事株式会社 カーケアセルフ栗東西　給油所 霊仙寺三丁目３番２６号 077-554-0301

滋賀県 栗東市 株式会社西日本宇佐美 ８号栗東　給油所 大橋３－１－３５ 0775-53-8946

滋賀県 栗東市 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ栗東駅前店　給油所 苅原１１９ 077-552-5955

滋賀県 栗東市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ栗東中央　給油所 上鈎１６７－１ 077-552-0231

滋賀県 栗東市 株式会社ＪＡ栗東市 株式会社ＪＡ栗東市　給油所 安養寺８－２－１３ 077-552-7534

滋賀県 栗東市 株式会社クサネン ウイング湖南　給油所 大字小柿４５１－１ 077-551-0450

滋賀県 栗東市 株式会社ペトロスター関西 セルフ栗東インター　給油所 手原２－７－９ 077-552-3200

滋賀県 栗東市 株式会社尾賀亀 栗東工業団地　給油所 下鈎６１６ 077-553-5051

滋賀県 栗東市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ栗東　給油所 小柿３－５－７ 077-554-1970

滋賀県 栗東市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 栗東ＴＳ　給油所 林４８９ 0775-52-2173

滋賀県 栗東市 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ栗東北中小路　給油所 北中小路字溝崎１７８－１ 077-584-5718

滋賀県 栗東市 株式会社伊藤佑 セルフステーション栗東１号　給油所 上鈎中南平３００－１ 077-552-0660

滋賀県 栗東市 竹村商事株式会社 栗東　給油所 高野２００番地１ 077-552-0337

滋賀県 甲賀市 株式会社西日本宇佐美 １号水口　給油所 水口町泉４１０－１ 0748-63-5897

滋賀県 甲賀市 株式会社伊藤佑 フォーユー水口城南　給油所 水口町水口字樫ノ実５９８９ 0748-65-4401

滋賀県 甲賀市 第一石油有限会社 甲賀　給油所 甲賀町大原市場７－１ 0748-88-2037

滋賀県 甲賀市 桑原物産株式会社 信楽　給油所 信楽町牧１４７８－３ 0748-83-2003

滋賀県 甲賀市 林　友茂 スカイライン黒川　給油所 土山町黒川３１３１ 0748-68-0015

滋賀県 甲賀市 八日市瓦斯株式会社 あいの土山　給油所 土山町南土山８２４ 0748-66-0147

滋賀県 甲賀市 エネクスフリート株式会社 ルート１水口　給油所 水口町北脇１８５４－２ 0748-62-7459

滋賀県 甲賀市 有限会社田口石油 甲南　給油所 甲南町野尻１０１ 0748-86-2630

滋賀県 甲賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１水口ＴＳ　給油所 水口町北脇２８０番地 0748-63-6931

滋賀県 甲賀市 株式会社伊藤佑 セルフステーション信楽　給油所 信楽町長野字谷之垣外１２９２－１ 0748-82-2008

滋賀県 甲賀市 藤野商事株式会社 グリーンアップル水口セントラル　給油所 水口町虫生野１１８８ 0748-63-6700

滋賀県 野洲市 株式会社マツナガ 中主　給油所 西河原字森ノ下１０６２－２ 077-589-2400

滋賀県 野洲市 株式会社マツナガ 祗王　給油所 永原字久保７７８－２ 07758-8-1717

滋賀県 野洲市 株式会社西日本エネルギー メガセルフ野洲　給油所 久野部字妻戸８０－１ 077-587-3886

滋賀県 野洲市 湖南石油株式会社 カートピア守山　給油所 野洲１４６４ 077-587-1234

滋賀県 野洲市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ守山　給油所 野洲１４６４－５ 077-588-3203

滋賀県 野洲市 株式会社マツナガ 野洲　給油所 三上大畑１９８９－１ 0775-87-1001

滋賀県 湖南市 滋賀商事株式会社 滋賀甲西　給油所 夏見字下宿立８８６ 0748-72-1116

滋賀県 湖南市 橋井石油株式会社 竜王インター　給油所 下田中山９２４ 0748-75-2362

滋賀県 湖南市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ湖南店　給油所 大池町１０－２ 0748-75-2276

滋賀県 湖南市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 栗東ひがしＴＳ　給油所 柑子袋４９０ 0748-72-2394

滋賀県 湖南市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ湖南夏見ＴＳ　給油所 夏見二ツ橋３５６ 0748-72-1136

滋賀県 湖南市 藤野商事株式会社 グリーンアップル菩提寺　給油所 菩提寺北６丁目６番２５号 0748-74-3200



滋賀県 高島市 滋賀石油株式会社 セルフ今津店　給油所 今津町南新保３７６－１ 0740-22-1603

滋賀県 高島市 有限会社畠山石油店 安曇川　給油所 安曇川町常磐木３５３ 0740-32-1175

滋賀県 高島市 有限会社平井電器石油店 朽木　給油所 朽木市場７９４－１ 0740-38-2052

滋賀県 高島市 清水興業株式会社 高島町　給油所 勝野字けらが町１２９－１－３ 0740-36-0054

滋賀県 高島市 清水興業株式会社 安曇川　給油所 安曇川町西万木字笠取３７８ 0740-32-0300

滋賀県 高島市 桑原物産株式会社 寒風　給油所 今津町杉山３９０ 0740-24-0456

滋賀県 高島市 桑原物産株式会社 安曇川　給油所 安曇川町西万木１２５５－１ 0740-32-3939

滋賀県 高島市 株式会社松本石油 今津駅前　給油所 今津町住吉１－５－１ 0740-22-2860

滋賀県 高島市 エネクスフリート株式会社 マキノ　給油所 マキノ町大字野口字樋ノ口１２８０ 0740-28-8022

滋賀県 高島市 有限会社マキノ石油店 マキノ　給油所 マキノ町海津１２９８番地 0740-28-0033

滋賀県 高島市 株式会社大山石油 安曇川　給油所 安曇川町西万木４２５ 0740-32-1226

滋賀県 東近江市 全農エネルギー株式会社 八日市店 外町字若松１３８２ 0748-20-3016

滋賀県 東近江市 八日市瓦斯株式会社 八日市　給油所 東沖野４－２－６ 0748-23-2121

滋賀県 東近江市 八日市瓦斯株式会社 セルフＲ３０７八日市　給油所 瓜生津町字中大野３３３－１ 0748-23-2122

滋賀県 東近江市 株式会社滝田石油 愛東　給油所 上岸本町殿俣２０６３ 0749-46-1402

滋賀県 東近江市 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ八日市　給油所 五智町奥野３１５ 07482-2-6570

滋賀県 東近江市 株式会社西日本エネルギー セルフ東近江今堀　給油所 今堀町２３２ 0748-22-7111

滋賀県 東近江市 滋賀運送株式会社 永源寺　給油所 山上町柿ノ町１３２１－４ 0748-27-0303

滋賀県 東近江市 協和燃商株式会社 大凧通り　給油所 今堀町２５２－１ 0748-22-0785

滋賀県 東近江市 藤野商事株式会社 グリーンアップル五個荘　給油所 五個荘簗瀬町字上川原１８ 0748-45-5678

滋賀県 東近江市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八日市インター店　給油所 八日市東本町１０－１０ 0748-22-2076

滋賀県 東近江市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 名神八日市インターＴＳ　給油所 中小路町字石倉６０９－３ 0748-23-0058

滋賀県 東近江市 株式会社井田自動車 ＡＴＡ八日市店　給油所 幸町２－２０ 0748-24-3161

滋賀県 東近江市 株式会社伊藤佑 セルフステーション八日市　給油所 八日市上之町８－３８ 0748-20-2611

滋賀県 米原市 有限会社羽渕石油 米原北　給油所 顔戸１０１８ 0749-52-4500

滋賀県 米原市 有限会社伊吹オイルサービス 伊吹山　給油所 野一色３２７－４ 0749-55-0654

滋賀県 蒲生郡日野町 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ３０７日野　給油所 大字松尾字菰池９２５－１ 0748-53-0701

滋賀県 蒲生郡竜王町 竜王石油　　竹園　太彰 竜王　給油所 大字山之上３２９０－７ 07485-7-0291

滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社丸安商事 竜王町綾戸　給油所 大字綾戸３２１番地 07485-7-0125

滋賀県 蒲生郡竜王町 橋井石油株式会社 竜王中央　給油所 大字岡屋１１５９－１ 0748-58-0051

滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社尾賀亀 ＥｎｅＪｅｔ竜王　給油所 大字西横関１７３－２ 0748-58-3176

滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ竜王　給油所 大字山之上６５１４ 0748-57-8077

滋賀県 愛知郡愛荘町 有限会社宮川石油 セルフ愛荘安孫子　給油所 安孫子９４７－１ 0749-37-8122

滋賀県 愛知郡愛荘町 中島商事有限会社 豊国　給油所 東円堂２５４３－１ 0749-42-4611

滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社伊藤佑 フォーユー愛知川　給油所 愛知川１２８６－４ 0749-42-6464

滋賀県 愛知郡愛荘町 全農エネルギー株式会社 愛知川店 愛知川５０番１１ 0749-49-2105

滋賀県 犬上郡豊郷町 油藤商事株式会社 豊郷　給油所 大字高野瀬６４５ 0749-35-2081

滋賀県 犬上郡豊郷町 寺本石油店　　寺本　孫義 甲良　給油所 雨降野字岩石野５７０－１ 0749-38-2459

滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社油新 豊郷　給油所 高野瀬２５６－５ 0749-35-2147

滋賀県 犬上郡甲良町 神野石油店　　神野　善裕 甲良　給油所 横関７４４ 0749-38-2064

滋賀県 犬上郡甲良町 有限会社富田屋 甲良　給油所 大字長寺字五反地５１１－１ 0749-38-3088

滋賀県 犬上郡多賀町 株式会社木村重兵衛商店 多賀　給油所 大字多賀１６６０ 07494-8-0252

滋賀県 犬上郡多賀町 山喜石油店　　山本　喜信 敏満寺　給油所 大字敏満寺８１６－６ 0749-48-0113

京都府 京都市北区 木村石油株式会社 金閣寺　給油所 衣笠天神森町２９ 075-463-3879

京都府 京都市北区 株式会社青山石油 上堀川　給油所 紫野下鳥田町５７－１ 075-491-1668

京都府 京都市北区 株式会社青山石油 北大路　給油所 小山下内河原町１１５ 075-431-5833

京都府 京都市北区 小寺石油株式会社 上賀茂　給油所 上賀茂御薗口町５６ 075-781-7860

京都府 京都市北区 小寺石油株式会社 西賀茂　給油所 大宮西総門口町２１－２ 075-491-3223

京都府 京都市上京区 向井石油株式会社 丸太町　給油所 丸太町通寺町東入ル信富町３２０４ 075-231-5009

京都府 京都市上京区 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西陣　給油所 堀川通上立売下ル山名町８１３ 075-431-1696

京都府 京都市左京区 上原成商事株式会社 セルフ&カーケアセンター北白川　給油所 一乗寺築田町９０ 075-781-6181

京都府 京都市左京区 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー白川店　給油所 上高野西氷室町９－１ 075-721-1163

京都府 京都市左京区 アオイ石油株式会社 山端　給油所 山端川岸町３４－２ 075-781-6874

京都府 京都市左京区 エムケイ石油株式会社 修学院南　給油所 高野泉町１７－３ 075-705-1344

京都府 京都市左京区 今井石油有限会社 岩倉　給油所 岩倉中町２２０－２ 075-711-4560

京都府 京都市中京区 モリカワ商事株式会社 西大路御池　給油所 西ノ京樋ノ口町３５ 075-841-2976

京都府 京都市中京区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ円町店　給油所 西ノ京北壷井町４８ 075-841-1416



京都府 京都市下京区 都日石株式会社 京都駅前　給油所 東堀川通下魚の棚下ル鎌屋町２９ 075-341-5231

京都府 京都市下京区 木村石油株式会社 五条大宮　給油所 五条通大宮西入ル下長福寺町２９５ 075-351-5603

京都府 京都市下京区 トーア油業株式会社 堀川高辻セルフ　給油所 高辻通堀川東入ル西高辻町１９８ 075-353-2150

京都府 京都市下京区 トーア油業株式会社 五条七本松　給油所 中堂寺北町４２－３ 075-312-4084

京都府 京都市下京区 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ五条　給油所 間之町五条下ル大津町１ 075-351-1945

京都府 京都市南区 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー久世店　給油所 久世中久町７２９ 075-934-0943

京都府 京都市南区 晴喜商事株式会社 苗代　給油所 上鳥羽苗代町４８ 075-681-8271

京都府 京都市南区 伊丹産業株式会社 セルフ京都南エコステーション　給油所 上鳥羽南鉾立町３０番地 075-691-6670

京都府 京都市南区 向井石油株式会社 国道十条　給油所 上鳥羽菅田町２ 075-691-7378

京都府 京都市南区 シンエネ商事株式会社 シンエネ京都久世　給油所 久世東土川町１２６－１ 075-924-2211

京都府 京都市南区 山川株式会社 ＥｎｅＪｅｔ京都南　給油所 上鳥羽石橋町２８－２ 075-661-3753

京都府 京都市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ十条大宮店　給油所 西九条森本町３７ 075-661-6431

京都府 京都市南区 トーア油業株式会社 久世　給油所 久世東土川町５３－１ 075-922-6689

京都府 京都市南区 吉田商事株式会社 セルフ久世　給油所 久世中久世町３－７６－１ 075-931-1580

京都府 京都市南区 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉祥院　給油所 吉祥院西の茶屋町４６ 075-691-4347

京都府 京都市右京区 滋賀石油株式会社 周山　給油所 京北周山町森の下１－１ 075-852-0041

京都府 京都市右京区 京善石油株式会社 御室　給油所 宇多野馬場町１１－８ 075-463-8593

京都府 京都市右京区 京北石油株式会社 京北　給油所 京北下中町下河原１ 075-854-0402

京都府 京都市右京区 株式会社ペトロスター関西 セルフプラザ西院　給油所 西院日照町１２－１ 075-311-5548

京都府 京都市右京区 北桑石油株式会社 周山　給油所 京北周山町泓１８－１ 075-852-0054

京都府 京都市右京区 足立石油株式会社 天神川　給油所 太秦下角田町１８ 075-861-1622

京都府 京都市右京区 上原成商事株式会社 新丸太町　給油所 太秦北路町１８－１ 075-872-9490

京都府 京都市右京区 セブンフォーラム株式会社 セルフ嵯峨野　給油所 嵯峨広沢御所ノ内町３６ 075-881-9318

京都府 京都市右京区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ天神川四条店　給油所 西院西貝川町３２－１ 075-861-0737

京都府 京都市右京区 木村石油株式会社 五条ウエスト　給油所 西院寿町４１ 075-311-9339

京都府 京都市右京区 加藤石油株式会社 丸太町　給油所 花園薮ノ下町３ 075-463-3074

京都府 京都市右京区 伊丹産業株式会社 セルフ天神川エコ･ステーション　給油所 西院西貝川町８６番地１ 075-873-8787

京都府 京都市右京区 滋賀石油株式会社 セルフ西大路店　給油所 西院高田町２７ 075-312-0626

京都府 京都市伏見区 株式会社西日本宇佐美 京都南インター　給油所 中島中道町１１６ 075-622-5563

京都府 京都市伏見区 山川株式会社 ウェル醍醐　給油所 石田大受町８２ 075-571-8903

京都府 京都市伏見区 吉田商事株式会社 伏見堀川　給油所 治部町１０１ 075-622-1319

京都府 京都市伏見区 吉田商事株式会社 鳥羽　給油所 下鳥羽広長町１５５ 075-601-9221

京都府 京都市伏見区 モリカワ商事株式会社 桃山　給油所 桃山長岡越中北町５０ 075-621-3423

京都府 京都市伏見区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ菱川店　給油所 羽束師菱川町２１２－３ 075-921-6911

京都府 京都市伏見区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伏見深草店　給油所 深草加賀屋敷町６－４ 075-646-0055

京都府 京都市伏見区 株式会社ペガサス 伏見　給油所 深草西浦町５－５２ 075-643-0911

京都府 京都市伏見区 木村石油株式会社 大手筋　給油所 下鳥羽澱女町１０１ 075-611-4444

京都府 京都市伏見区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伏見堀川店 北寝小屋町３４番地 075-622-7533

京都府 京都市伏見区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桃山和泉店 桃山町和泉１６－６ 075-605-4070

京都府 京都市伏見区 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大手筋店　給油所 下鳥羽広長町１５ 075-611-0465

京都府 京都市山科区 吉井石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山科店　給油所 竹鼻堂ノ前町２２－４ 075-592-5111

京都府 京都市山科区 吉井石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ勧修　給油所 勧修寺東金ヶ崎町２７番地 075-502-1488

京都府 京都市山科区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ勧修寺店　給油所 勧修寺風呂尻町１３８ 075-571-9893

京都府 京都市西京区 田原石油株式会社 大枝沓掛　給油所 大枝沓掛町１３－２０１ 075-331-0088

京都府 京都市西京区 株式会社小田石油 大原野　給油所 大原野灰方町６８－２ 075-331-7011

京都府 京都市西京区 三星石油株式会社 桂　給油所 山田中吉見町１４－１ 075-391-5544

京都府 京都市西京区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上桂店　給油所 桂上野東町６５ 075-394-2000

京都府 京都市西京区 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桂川　給油所 桂西滝川町６１ 075-382-2321

京都府 福知山市 株式会社西日本宇佐美 ９号福知山　給油所 字荒河小字声田和９－１ 0773-25-2430

京都府 福知山市 株式会社梅田石油 上川口　給油所 野花６６９－９４ 0773-33-2822

京都府 福知山市 株式会社福知山石油 福知山　給油所 末広町５－１１ 0773-22-4610

京都府 福知山市 株式会社松林 福知山牧　給油所 字牧小字立原１０４ 0772-26-0051

京都府 福知山市 共立産業有限会社 福知山　給油所 末広町５－１９ 0773-22-5997

京都府 福知山市 有限会社長田野石油 長田野工業団地　給油所 長田野町２－３９－１ 0773-27-5521

京都府 福知山市 アルプス小浜株式会社 長田野　給油所 東佳屋野町１８７８－１６１ 0773-27-2466

京都府 福知山市 有限会社藤本石油 夜久野　給油所 夜久野町日置１１０４ 0773-37-0805

京都府 福知山市 真下　昌晃 大江　給油所 大江町河守１９３５ 0773-56-0252



京都府 福知山市 有限会社今川油店 三俣　給油所 字三俣小字中井５０ 0773-35-0214

京都府 福知山市 村上商事株式会社 福知山インターセルフＳＳ　給油所 土師宮町１－９３ 0773-27-1300

京都府 福知山市 福知山小谷産業株式会社 福知山荒河　給油所 字荒河小字狭間４－３ 0773-22-3434

京都府 福知山市 有限会社大槻油店 南福知山　給油所 字岩崎１６２ 0773-27-5544

京都府 福知山市 西田商工株式会社 安尾峠　給油所 字新庄小字岡安１２－１ 0773-22-5308

京都府 福知山市 上原成商事株式会社 セルフ＆カーケアセンターＵＳ福知山　給油所 和久市町２１５ 0773-22-5322

京都府 福知山市 日引商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福知山東　給油所 字堀小字草木２３２６ 0773-22-3335

京都府 福知山市 前田工業株式会社 福知山　給油所 字岩井小字秋道８４－４ 0773-23-4353

京都府 福知山市 藤本石油株式会社 上豊富　給油所 字榎原惣の貝１３６５－１ 0773-34-0003

京都府 福知山市 村上商事株式会社 福知山中央セルフＳＳ　給油所 篠尾長ヶ坪１３７－３ 0773-23-4511

京都府 舞鶴市 コスモ石油販売株式会社 溝尻　給油所 溝尻中町２１－７ 0773-63-6107

京都府 舞鶴市 株式会社三洋商事 舞鶴　給油所 字北田辺小字七軒１６４－５ 0773-76-3427

京都府 舞鶴市 田中産業株式会社 西舞鶴　給油所 引土６８－３ 0773-75-3188

京都府 舞鶴市 中村石油株式会社 東舞鶴　給油所 字浜５６３ 0773-62-1357

京都府 舞鶴市 中村石油株式会社 マイプラザ舞鶴　給油所 字田中町２１－５ 0773-62-0134

京都府 舞鶴市 南石油株式会社 舞鶴西　給油所 字北田辺１２２－２ 0773-75-3185

京都府 舞鶴市 南石油株式会社 舞鶴白鳥　給油所 大字森小字大田町５１１－５ 0773-62-6350

京都府 舞鶴市 江守石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ舞鶴　給油所 字上安小字アハジ４７－１７ 0773-75-1781

京都府 舞鶴市 株式会社京洋 事務所前　給油所 字上安久小字洲崎６５１－１ 0773-75-5591

京都府 舞鶴市 有限会社中岡石油 小倉　給油所 字小倉１４８－３ 0773-62-8486

京都府 舞鶴市 有限会社谷口石油 大波　給油所 字大波下９６３ 0773-63-2256

京都府 舞鶴市 株式会社京洋 セルフマリン　給油所 字下福井９０３番の１ 0773-76-8622

京都府 舞鶴市 株式会社京洋 セルフマリン東舞鶴　給油所 大字浜小字浜４７２ 0773-62-6225

京都府 舞鶴市 江守石油株式会社 東舞鶴　給油所 字浜１５８ 0773-62-2590

京都府 舞鶴市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２７東舞鶴ＴＳ　給油所 大字泉源寺小字井根口１９９－１ 0773-66-2150

京都府 舞鶴市 水口石油店　　水口　茂富 丸田　給油所 字丸田小字ヒシリ６５２番６ 0773-82-0070

京都府 舞鶴市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション舞鶴 大字公文名小字八丁東５３７ 0773-75-3230

京都府 舞鶴市 丹和米油株式会社 舞鶴　給油所 字北田辺１２６－２１ 0775-75-1243

京都府 舞鶴市 日引商事株式会社 白鳥　給油所 字福来小字坪の内９２３－１ 0775-75-1783

京都府 綾部市 中村石油株式会社 綾部　給油所 味方町石風呂１０ 0773-42-0199

京都府 綾部市 福井石油株式会社 渕垣　給油所 渕垣町郷久１４ 0773-42-2040

京都府 綾部市 福井石油株式会社 上林　給油所 睦合町小山ノ下４８ 0773-54-0030

京都府 綾部市 村上商事株式会社 物部セルフＳＳ　給油所 新庄町八田古２－１ 0773-49-0028

京都府 綾部市 株式会社浅巻商事 綾部ＩＣ　給油所 有岡町橋詰１２－４ 0773-42-7326

京都府 綾部市 有限会社綾部石油 綾部　給油所 大島町二反目２７－４ 0773-42-1538

京都府 綾部市 株式会社Ｇ－７・オート・サービス オートバックスエクスプレス京都綾部　給油所 大島町南天田井２０ 0773-40-1777

京都府 綾部市 村上商事株式会社 綾部インターセルフＳＳ　給油所 宮代町前田６－８ 0773-42-1257

京都府 宇治市 エムケイ石油株式会社 向島　給油所 槇島町１８－４１ 0774-23-1632

京都府 宇治市 宇治石油株式会社 宇治新町　給油所 宇治一番１１６ 0774-22-3600

京都府 宇治市 宇治石油株式会社 コスモロマン三室戸　給油所 莵道谷下り４０－１ 0774-21-3202

京都府 宇治市 セブンフォーラム株式会社 神明営業所　給油所 神明宮西１０番地 0774-21-8288

京都府 宇治市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇治市役所前店　給油所 下居３９－１ 0774-20-6663

京都府 宇治市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇治槇島店　給油所 槇島町一ノ坪４ 0774-28-6808

京都府 宇治市 木村石油株式会社 宇治西インター　給油所 槇島町十一４５番地 0774-21-5995

京都府 宇治市 株式会社京都スタンダード 小倉サービスステーション　給油所 小倉西山１０－１ 0774-21-2904

京都府 宇治市 トーア油業株式会社 ウェルカム宇治　給油所 槇島町島前１ 0774-23-5585

京都府 宮津市 株式会社三洋商事 宮津　給油所 鶴賀２１５３－４ 07722-2-2341

京都府 宮津市 株式会社三洋商事 天橋立　給油所 文珠５１８－２ 07722-2-3487

京都府 宮津市 足立石油株式会社 宮津　給油所 波路小字松下３９６－１ 07722-2-2082

京都府 宮津市 株式会社松林 由良　給油所 字由良７３番地 07722-6-0051

京都府 宮津市 株式会社松林 栗田　給油所 字中津８０６ 07722-5-0536

京都府 宮津市 中村石油株式会社 宮津　給油所 波路小字裏川淵６５－１ 07722-2-3055

京都府 宮津市 株式会社京洋 宮津　給油所 鶴賀２０６１－１８ 07722-2-3260

京都府 宮津市 小室石油　　小室　哲朗 丹後由良　給油所 字由良１３１６－１ 07722-6-0656

京都府 宮津市 有限会社坂野石油 日置　給油所 日置１２５８－１ 0772-27-1082

京都府 宮津市 小谷自動車株式会社 天の橋立　給油所 溝尻５１２ 07722-7-1130

京都府 亀岡市 矢田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ亀岡　給油所 篠町広田２－１１－８ 0771-22-0883



京都府 亀岡市 矢田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千代川インター　給油所 千代川町千原２－３－８ 07712-3-8550

京都府 亀岡市 株式会社ハートステーション ハートステーション亀岡ＩＣ　給油所 余部町蚊又１３５－１ 0771-22-0099

京都府 亀岡市 全国農業協同組合連合会 大井　給油所 大井町並河２－１－１１ 0771-24-2650

京都府 亀岡市 江守石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ亀岡　給油所 荒塚町鍛冶ケ嶋１１番６ 0771-24-1942

京都府 亀岡市 有限会社飯田石油 亀岡　給油所 下矢田町３丁目３番３号 0771-22-1124

京都府 亀岡市 出光リテール販売株式会社 セルフ亀岡　給油所 篠町王子下上牧７４－１ 0771-29-5519

京都府 亀岡市 株式会社ＭＹ．Ｃ 株式会社ＭＹ．Ｃ　給油所 保津町宮ノ上２０－１ 0771-24-4002

京都府 亀岡市 ナヴィ株式会社 亀岡　給油所 古世町石塚１番地 0771-22-6214

京都府 城陽市 上原成商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ城陽寺田　給油所 寺田大畔５４－８ 0774-54-7885

京都府 城陽市 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー城陽店　給油所 久世荒内 ３１２ 0774-54-7540

京都府 城陽市 髙橋商事株式会社 城陽　給油所 大字平川小字道裏４２ 07745-4-2730

京都府 城陽市 宇治石油株式会社 コスモパーク城陽　給油所 寺田築留５４－１ 0774-58-2323

京都府 城陽市 セブンフォーラム株式会社 城陽　給油所 寺田袋尻１９－４ 0774-54-8111

京都府 向日市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南桂店　給油所 物集女町五ノ坪１９ 075-924-2110

京都府 長岡京市 春田石油有限会社 西山　給油所 粟生川久保７－１ 075-951-0647

京都府 長岡京市 モリカワ商事株式会社 シーズｉｎ長岡京　給油所 今里５丁目１２５－１ 075-955-6003

京都府 長岡京市 ヤサカ石油株式会社 テクノピア長岡　給油所 開田１－１８－２２ 075-955-7087

京都府 長岡京市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長岡京店　給油所 今里更ノ町４４ 075-952-4184

京都府 長岡京市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフルート１７１長岡京店　給油所 馬場六ノ坪１３ 075-951-0801

京都府 長岡京市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 長岡京　給油所 神足神田１５－６ 075-323-7880

京都府 長岡京市 川勝　佳世 仙石石油　給油所 長岡１丁目４３－４ 075-954-1133

京都府 八幡市 エネクスフリート株式会社 京都下　給油所 八幡一ノ坪１２１－１ 075-982-0630

京都府 八幡市 髙橋商事株式会社 プリテール男山　給油所 男山松ノ里１３－１ 075-982-1533

京都府 八幡市 太陽石油販売株式会社 セルフ八幡　給油所 八幡盛戸９２ 075-983-4688

京都府 八幡市 太陽石油販売株式会社 セルフローズタウン　給油所 欽明台西２１－４ 075-983-7110

京都府 八幡市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション一の坪　給油所 八幡御幸谷２３－２ 075-972-2350

京都府 八幡市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート１京都八幡ＴＳ　給油所 下奈良新下１－１ 075-982-6511

京都府 八幡市 伊丹産業株式会社 セルフ八幡エコ・ステーション　給油所 岩田高木４０－８ 075-982-0308

京都府 八幡市 エネクスフリート株式会社 京都南（上り）　給油所 戸津正ノ竹３３－１ 075-972-0008

京都府 京田辺市 株式会社シェル石油大阪発売所 松井山手　給油所 山手中央４－４ 0774-68-1501

京都府 京田辺市 髙橋商事株式会社 三山木　給油所 大字三山木小字荒木５ 07746-2-2120

京都府 京田辺市 鈴木商事株式会社 田辺中央　給油所 大字田辺小字深田１７－１ 0774-62-0170

京都府 京丹後市 株式会社三洋商事 網野　給油所 網野町小浜小字勝山７７－２、７８－４ 07727-2-0480

京都府 京丹後市 株式会社平井常商店 京丹後　給油所 大宮町河辺３１７８ 0772-64-5539

京都府 京丹後市 玉木石油　　玉木　秀樹 丹後大宮　給油所 大宮町善王寺９７３ 0772-68-0550

京都府 京丹後市 マツオ石油有限会社 琴引浜　給油所 網野町掛津３４ 07727-2-0600

京都府 京丹後市 有限会社丹後エスエス石油店 丹後　給油所 丹後町間人２１１９ 07727-5-0074

京都府 京丹後市 株式会社京光石油 プリテール峰山　給油所 峰山町新町小字検見不入１５２７－１ 0772-69-5108

京都府 京丹後市 有限会社浜虎 ハートランド網野　給油所 網野町網野１７９ 07727-2-0151

京都府 京丹後市 京都府漁業協同組合 湊支所　給油所 久美浜町湊宮小字長砂２１０２－１ 0772-83-1105

京都府 京丹後市 全国農業協同組合連合会 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ大宮　給油所 大宮町谷内１０１７ 0772-64-4311

京都府 京丹後市 金子産業株式会社 エナジーランド大宮　給油所 大宮町河辺小字塚手尻７０７ 0772-68-0388

京都府 京丹後市 グローアンドグロー株式会社 京丹後弥栄店　給油所 弥栄町溝谷４７９３－１ 0772-65-0056

京都府 京丹後市 グローアンドグロー株式会社 峰山町新町店　給油所 峰山町新町１５６６番地 0772-69-5111

京都府 京丹後市 全国農業協同組合連合会 ＪＡＳＳーＰＯＲＴ久美浜　給油所 久美浜町向町２７３ 0772-82-9100

京都府 京丹後市 全国農業協同組合連合会 弥栄　給油所 弥栄町和田野１３３７－１ 0772-65-0303

京都府 京丹後市 株式会社大北 和光石油島津　給油所 網野町島津９６－３ 0772-72-1803

京都府 南丹市 矢田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ園部東　給油所 八木町室河原中塚町２７－１ 0771-42-4433

京都府 南丹市 飯田石油株式会社 ニュー園部　給油所 園部町上木崎町入道３１ 07716-2-0125

京都府 南丹市 株式会社京光石油 園部　給油所 園部町河原町４－２９－１ 07716-2-0436

京都府 南丹市 株式会社マルゼン 胡麻　給油所 日吉町胡麻佃２ 07717-4-0914

京都府 南丹市 猪奥　勝 丹波胡麻　給油所 日吉町胡麻土橋４－１ 0771-74-0001

京都府 南丹市 株式会社大丸油業 カントリースクエア美山　給油所 美山町安掛風呂の元１２－３ 0771-75-1122

京都府 南丹市 猪奥　勝 セルフカントリースクエア日吉　給油所 日吉町保野田島田２１－１ 0771-72-3131

京都府 南丹市 下田石油　下田　高義 美山町　給油所 美山町鶴ヶ岡川合新田２３ 0771-76-0126

京都府 南丹市 梅松石油株式会社 梅松　給油所 八木町八木大狩代１６－５ 0771-42-4488

京都府 南丹市 長野石油店　　長野　正幸 知井　給油所 美山町北桜ヶ谷口１１－１ 0771-77-0202



京都府 木津川市 株式会社西日本宇佐美 セルフ２４号山城　給油所 山城町椿井小字鳥井４１－１ 0774-86-4423

京都府 木津川市 鈴木商事株式会社 山城　給油所 山城町北河原畑岡８－１ 0774-86-2277

京都府 木津川市 髙橋商事株式会社 木津　給油所 木津馬場南２５ 0774-72-0236

京都府 木津川市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 木津　給油所 木津奈良道７０－１ 0774-72-5465

京都府 乙訓郡大山崎町 株式会社西日本宇佐美 １７１号大山崎　給油所 字下植野小字山王前１２ 075-958-6939

京都府 久世郡久御山町 エムケイ石油株式会社 久御山南　給油所 大字野村小字村東８８－１、８９－１ 075-632-5656

京都府 久世郡久御山町 株式会社ペトロスター関西 久御山　給油所 佐山東代６－２ 0774-48-2500

京都府 久世郡久御山町 原田礦油株式会社 久御山　給油所 大字下津屋小字川原１０３ 0774-41-7625

京都府 久世郡久御山町 安田産業株式会社 パワーステーション久御山　給油所 大字藤和田小字村西８－１１ 075-631-2846

京都府 久世郡久御山町 山文商事株式会社 ルート１久御山　給油所 田井新荒見３３－２ 077-745-0550

京都府 久世郡久御山町 株式会社京都スタンダード 京都南　給油所 田井新荒見２３９－１ 0774-43-7246

京都府 久世郡久御山町 吉田商事株式会社 セルフ久御山　給油所 大字森小字川端８１－１ 075-633-5636

京都府 久世郡久御山町 株式会社西日本宇佐美 １号京都南 森中内５１－２ 075-632-3068

京都府 綴喜郡井手町 有限会社辻本石油店 ハートポート玉水　給油所 大字井手小字橋の本２－４ 077482-2076

京都府 綴喜郡宇治田原町 吉岡　昌敏 宇治田原　給油所 荒木小字西出２ 0774-88-2057

京都府 相楽郡笠置町 株式会社谷川石油 笠置　給油所 西通り１５－１ 0743-95-2124

京都府 相楽郡和束町 前出　茂 和束　給油所 大字杣田小字平松１ 0774-78-2139

京都府 相楽郡和束町 株式会社宮幸 和束中央　給油所 大字釜塚小字生水２３ 0774-78-2066

京都府 相楽郡精華町 堀池商店　　堀池　德彦 精華町　給油所 大字菅井小字西ノ辻４－１ 0774-94-3544

京都府 相楽郡精華町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ学研南店　給油所 大字山田小字金堀２８－２ 0774-73-5123

京都府 相楽郡精華町 株式会社ホライズン 精華町サービスステーション　給油所 大字菱田小字アツイ７－１ 0774-98-2777

京都府 相楽郡精華町 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション精華町山手　給油所 北稲八間野田１－１ 0774-93-4086

京都府 相楽郡南山城村 大西　幸介 南山城　給油所 北大河原小字北垣内５２－２ 07439-3-0805

京都府 船井郡京丹波町 株式会社京光石油 丹波　給油所 蒲生１０－３ 07718-2-0536

京都府 船井郡京丹波町 株式会社京光石油 瑞穂　給油所 橋爪大野３６ 07718-6-0204

京都府 船井郡京丹波町 株式会社京光石油 ニュー丹波　給油所 水戸白次郎１２ 0771-82-2510

京都府 船井郡京丹波町 株式会社マルゼン 須知　給油所 須知天神４１－１ 07718-2-0091

京都府 船井郡京丹波町 村上商事株式会社 和知インターセルフＳＳ　給油所 桝谷下子来７３ 0771-84-0088

京都府 船井郡京丹波町 全国農業協同組合連合会 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ瑞穂　給油所 和田垣内３６－１ 0771-88-9021

京都府 与謝郡伊根町 三野　成彦 本庄　給油所 字本庄上１２３２ 0772-33-0726

京都府 与謝郡伊根町 有限会社朝妻サービス 朝妻サービス　給油所 井室１９０ 0772-32-0002

京都府 与謝郡伊根町 上山　和雄 本庄　給油所 字本庄上１１９１番地 0772-46-3355

京都府 与謝郡与謝野町 株式会社三洋商事 四辻　給油所 大字四辻小字青田７３８－１ 07724-2-3027

京都府 与謝郡与謝野町 足立石油株式会社 岩滝　給油所 字岩滝２３０３－１ 0772-46-6232

京都府 与謝郡与謝野町 足立石油株式会社 野田川　給油所 字石川小字ヨコグロ９５５、９５６ 07724-2-7777

京都府 与謝郡与謝野町 有限会社岩滝石油 岩滝　給油所 字弓木１２９８－１ 0772-46-4056

京都府 与謝郡与謝野町 グローアンドグロー株式会社 野田川町石川店　給油所 石川３６５ 0772-43-2288

京都府 与謝郡与謝野町 安田石油株式会社 橋立　給油所 男山９６５ 077246-5141

京都府 与謝郡与謝野町 株式会社西新 加悦　給油所 字算所小字中田３７０ 07724-2-2825

京都府 与謝郡与謝野町 株式会社大北 和光石油橋立インターセルフＳＳ 石川８２０－１ 0772-44-2121

京都府 与謝郡与謝野町 株式会社京洋 セルフ野田川　給油所 字石川小字ヨコグロ１３３０－１、１３３１－１ 0772-43-0115

大阪府 大阪市都島区 日新商事株式会社 高倉町　給油所 友渕町２－８－１８ 06-6928-6675

大阪府 大阪市都島区 極東油業株式会社 片町　給油所 片町１－３－７ 06-6354-3000

大阪府 大阪市都島区 株式会社シェル石油大阪発売所 東野田　給油所 中野町２－１－１ 06-6351-1925

大阪府 大阪市都島区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ都島店　給油所 高倉町１丁目１３－７ 06-6923-6966

大阪府 大阪市福島区 冨士石油販売株式会社 中央市場　給油所 野田２－１２－１０ 06-6461-0038

大阪府 大阪市福島区 大阪中央石油株式会社 中央市場　給油所 野田４－２－９４ 06-6461-5099

大阪府 大阪市福島区 株式会社シェル石油大阪発売所 亀甲町　給油所 福島４－５－２８ 06-6441-8486

大阪府 大阪市福島区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ海老江店　給油所 海老江８丁目８－１８ 06-6458-8130

大阪府 大阪市福島区 株式会社サンフォワード 吉野　給油所 吉野４－２３－６ 06-4804-1008

大阪府 大阪市福島区 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大開町　給油所 大開２－４－７ 06-6468-3931

大阪府 大阪市此花区 大島商事株式会社 セルフステーション春日出　給油所 島屋３丁目５番１４号 03-5642-8755

大阪府 大阪市西区 株式会社シェル石油大阪発売所 肥後橋　給油所 土佐堀１－２－１２ 06-6441-4568

大阪府 大阪市西区 コスモ石油販売株式会社 川口町　給油所 川口１－３－１９ 06-6583-9131

大阪府 大阪市西区 株式会社丸井商会 安治川　給油所 安治川２丁目３－２ 06-6583-6540

大阪府 大阪市西区 東亜商事株式会社 コスモ石油日吉橋　給油所 南堀江４丁目２４番２号 06-6531-5726

大阪府 大阪市西区 竹鶴油業株式会社 九条　給油所 本田１－１１－１３ 06-6606-9811



大阪府 大阪市西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西長堀店　給油所 北堀江１丁目２１－２４ 06-6531-0741

大阪府 大阪市西区 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新町　給油所 新町１－３２－１３ 06-6541-6015

大阪府 大阪市港区 株式会社永大サービス 港　給油所 弁天３－２４－３ 06-6574-2900

大阪府 大阪市港区 港石油株式会社 大阪港　給油所 築港３－１－９ 06-6574-9805

大阪府 大阪市港区 株式会社シェル石油大阪発売所 市岡　給油所 市岡１－１３－２２ 06-6572-2667

大阪府 大阪市港区 林兼石油株式会社 インターバル浪速駅前　給油所 福崎２－３－２６ 06-6573-3571

大阪府 大阪市大正区 大正石油株式会社 千島町　給油所 小林東２－１－１０ 06-6552-4072

大阪府 大阪市大正区 カネシロ油業株式会社 小林西　給油所 小林西１－１８－１６ 06-6552-7114

大阪府 大阪市天王寺区 田中砿油株式会社 サングレース天王寺　給油所 勝山３－１－１４ 06-6779-4676

大阪府 大阪市天王寺区 タイガー石油株式会社 桃谷　給油所 烏ケ辻１－７－９ 06-6779-4794

大阪府 大阪市天王寺区 タイガー石油株式会社 清水谷　給油所 空堀町１４－１３ 06-6768-2372

大阪府 大阪市天王寺区 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 上六　給油所 上本町４－２－３１ 06-6761-9091

大阪府 大阪市浪速区 丸油産業株式会社 大正橋　給油所 木津川１－１－２ 06-6561-7764

大阪府 大阪市浪速区 平井石油株式会社 桜川　給油所 桜川２－９－２０ 06-6568-2311

大阪府 大阪市浪速区 丸三石油株式会社 日本橋　給油所 日本橋東１－１１－４ 06-6632-7371

大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桜川店　給油所 桜川３丁目５番１号 06-6562-5445

大阪府 大阪市西淀川区 株式会社サントーコー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ塚本　給油所 歌島１－２－２ 06-6476-7812

大阪府 大阪市西淀川区 西淀運輸事業協同組合 中島工業団地　給油所 中島２－２－７８ 06-6475-3060

大阪府 大阪市西淀川区 有限会社鈴藤石油 淀川　給油所 花川２－２１－６ 06-6475-0397

大阪府 大阪市西淀川区 株式会社丸井商会 大和田　給油所 大野１－９－７ 06-6471-1055

大阪府 大阪市西淀川区 株式会社昭栄 御幣島　給油所 御幣島５－１０－２ 06-6471-1192

大阪府 大阪市東淀川区 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 豊里西　給油所 菅原４－２－２０ 06-6327-4667

大阪府 大阪市東淀川区 株式会社大互 豊里　給油所 豊里１－１１－１６ 06-6329-5746

大阪府 大阪市東成区 株式会社シェル石油大阪発売所 セルフ大今里　給油所 大今里西１丁目１７番地１７号 06-6785-7861

大阪府 大阪市東成区 極東油業株式会社 玉造　給油所 大今里西１－２０－１１ 06-6978-6888

大阪府 大阪市東成区 堀内商事株式会社 今里　給油所 玉津２－４－３ 06-6972-0893

大阪府 大阪市生野区 株式会社光陽 大池橋　給油所 巽北１－２１－２１ 06-6751-4824

大阪府 大阪市生野区 森下鉱油株式会社 大池橋　給油所 勝山南４－１６－２２ 06-6712-4555

大阪府 大阪市生野区 コスモ石油販売株式会社 セルフピュア巽四条　給油所 巽南３－１９－３３ 06-6757-4850

大阪府 大阪市生野区 バンドー石油株式会社 ツイン田島６　給油所 田島６－１－１５ 06-6757-1118

大阪府 大阪市生野区 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ内環タツミ　給油所 巽南５－７－７２ 06-6796-3130

大阪府 大阪市旭区 東浦石油株式会社 生江町　給油所 生江３－１３－５ 06-6921-0871

大阪府 大阪市城東区 後藤株式会社 ファイブテンサービスステーション　給油所 永田２－７－３ 06-6967-1821

大阪府 大阪市城東区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 城東放出　給油所 永田２－１８－１２ 06-6167-0703

大阪府 大阪市住吉区 株式会社サントーコー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ我孫子西　給油所 南住吉３－１－１ 06-6693-9510

大阪府 大阪市住吉区 清水石油株式会社 沢之町　給油所 沢之町２－４－３２ 06-6693-1839

大阪府 大阪市住吉区 株式会社シェル石油大阪発売所 帝塚山　給油所 万代２－３－１ 06-6672-2115

大阪府 大阪市住吉区 田嶋石油株式会社 セルフ長居公園　給油所 長居東２－２－３１ 06-6692-7867

大阪府 大阪市東住吉区 ＮＸ商事株式会社 百済　給油所 今川４－６－２０ 06-6702-3551

大阪府 大阪市東住吉区 株式会社赤井サービスステーション 田辺　給油所 南田辺３－５－１ 06-6697-2195

大阪府 大阪市東住吉区 田嶋石油株式会社 針中野　給油所 中野４－５－１８ 06-6704-8150

大阪府 大阪市東住吉区 松原油業株式会社 長居南　給油所 公園南矢田１－２５－７ 06-6697-4434

大阪府 大阪市東住吉区 株式会社心光 セルフ公園通り　給油所 矢田１丁目１７番５号 06-6699-6387

大阪府 大阪市東住吉区 極東油業株式会社 湯里　給油所 住道矢田５－１－１８ 06-6760-5651

大阪府 大阪市東住吉区 日之出石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ長居公園店　給油所 公園南矢田２－２０－２ 06-6694-2411

大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新今川店　給油所 今川５－７－２７ 06-6702-2238

大阪府 大阪市西成区 日新商事株式会社 玉出　給油所 南津守７－１３－２７ 06-6656-2009

大阪府 大阪市西成区 攝津石油株式会社 津守　給油所 南津守４－３－１５ 06-6659-6401

大阪府 大阪市西成区 株式会社オクヒラ 北開　給油所 北開２丁目１番２ 06-6568-6668

大阪府 大阪市西成区 ダイホーインターナショナル株式会社 ジースクエア花園町　給油所 梅南２－４－２５ 06-6653-1155

大阪府 大阪市西成区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北津守店 北津守４丁目２－１７ 06-4392-3678

大阪府 大阪市淀川区 岸本石油株式会社 三国　給油所 東三国６－１８－２９ 06-6392-3281

大阪府 大阪市淀川区 株式会社宇佐美エナジー 十三　給油所 塚本３－４－４ 06-6308-7918

大阪府 大阪市淀川区 株式会社宇佐美エナジー 新大阪　給油所 木川西３－６－３４ 06-6301-5751

大阪府 大阪市淀川区 東宝石油株式会社 新大阪　給油所 西宮原１－３－２９ 06-6391-3186

大阪府 大阪市淀川区 タイガー石油株式会社 新大阪北　給油所 東三国４－２５－３１ 06-6392-0470

大阪府 大阪市淀川区 柴田石油株式会社 バルーン野中　給油所 野中北１－６－３２ 06-6397-7374



大阪府 大阪市淀川区 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ十三　給油所 新高１－１０－３９ 072-430-5410

大阪府 大阪市鶴見区 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 内環鶴見　給油所 鶴見６丁目１番９号 06-6931-7652

大阪府 大阪市鶴見区 株式会社大金石油商会 鶴見北　給油所 横堤４－１１－７ 06-6611-0291

大阪府 大阪市鶴見区 タイガー石油株式会社 今福鶴見　給油所 鶴見４－３－２８ 06-6934-9344

大阪府 大阪市住之江区 林兼石油株式会社 セルフ住之江公園　給油所 新北島１－５－１７ 06-6684-5688

大阪府 大阪市住之江区 エネクスフリート株式会社 南港　給油所 南港東１－４ 06-6616-0021

大阪府 大阪市住之江区 コスモ石油販売株式会社 住之江　給油所 西住之江２－３－１５ 06-6672-0135

大阪府 大阪市住之江区 コスモ石油販売株式会社 南港　給油所 南港南２－１２－６ 06-6612-0671

大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 大阪南港通りＴＳ　給油所 平林北２丁目９－７７ 06-6686-0801

大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 大阪南港大和川通りＴＳ 新北島７－４－３ 06-4702-8181

大阪府 大阪市住之江区 株式会社西日本宇佐美 大阪南港 平林南１－３－１５ 06-6681-7911

大阪府 大阪市住之江区 株式会社吉田石油店 大阪南港サービスステーション　給油所 南港東３－５－６４ 06-6690-0212

大阪府 大阪市平野区 株式会社光陽 ニュー平野　給油所 平野北２－１２－２ 06-6791-3507

大阪府 大阪市平野区 シーティー石油株式会社 平野　給油所 長吉出戸６－４－１１ 06-6760-5111

大阪府 大阪市平野区 奥田産業株式会社 加美正覚寺　給油所 加美正覚寺３－５－４３ 06-6792-8340

大阪府 大阪市平野区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平野店　給油所 西脇１－１－８ 06-6702-8801

大阪府 大阪市平野区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ瓜破店　給油所 瓜破４丁目２－３７ 06-6702-7620

大阪府 大阪市平野区 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中環長吉　給油所 長吉出戸７丁目５－１８ 06-6708-1559

大阪府 大阪市平野区 コスモ石油販売株式会社 セルフ喜連 喜連東３－５－６４ 06-6760-5371

大阪府 大阪市北区 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 南森町　給油所 南森町１－１－２１ 06-6364-7424

大阪府 大阪市北区 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 天六　給油所 本庄西１－７－５ 06-6371-4522

大阪府 大阪市北区 コスモ石油販売株式会社 アーバンオアシス豊崎　給油所 豊崎５－３－２０ 06-6372-5546

大阪府 大阪市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ梅田店　給油所 芝田２－７－２０ 06-6372-2249

大阪府 大阪市中央区 浪田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅネオス高津　給油所 上本町西４－１－１８ 06-6762-3032

大阪府 堺市堺区 株式会社山水 宿院　給油所 大町西２－１８ 072-223-7806

大阪府 堺市堺区 宮口砿油株式会社 御陵前　給油所 大仙西町４丁１０８－２ 0722-41-1675

大阪府 堺市堺区 株式会社サンテクノ 堺　給油所 北庄町２－３－２ 0722-28-8855

大阪府 堺市堺区 泉谷石油店　　泉谷　要 東湊　給油所 昭和通３－４３－３ 0722-41-1021

大阪府 堺市堺区 株式会社イトー 堺南出島　給油所 出島海岸通４－４－２７ 072-241-9746

大阪府 堺市堺区 株式会社イトー 緑ヶ丘　給油所 緑ヶ丘中町１丁目１番４０号 072-241-0700

大阪府 堺市堺区 熊田石油株式会社 堺セントラル　給油所 三条通７－２４ 072-232-2654

大阪府 堺市堺区 株式会社ペトロスター関西 ポルタス堺　給油所 神南辺町３－１００ 072-233-0205

大阪府 堺市中区 日之出石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ泉北２号店　給油所 毛穴町１０９－１ 0722-72-0505

大阪府 堺市中区 伊丹産業株式会社 セルフ泉北ハイウェー　給油所 東八田２３１－１ 072-270-8895

大阪府 堺市中区 東洋シーティー石油株式会社 大野芝ウエスト　給油所 大野芝２４２－４ 0722-37-6621

大阪府 堺市中区 岡所石油店　　益田　三進 堺東山　給油所 東山４０１－３ 0722-37-0751

大阪府 堺市中区 シューワ株式会社 シューワ堺　給油所 新家町５１４ 072-236-2730

大阪府 堺市中区 藤中石油株式会社 泉ヶ丘　給油所 伏尾２３７－４ 072-278-0420

大阪府 堺市中区 エネクスフリート株式会社 堺北インター　給油所 平井７４７ 072-296-9701

大阪府 堺市中区 タイガー石油株式会社 泉北一号　給油所 深井中町６１７－２ 072-279-3506

大阪府 堺市中区 有限会社太田燃料商会 大野芝　給油所 大野芝町５９７－２ 072-236-0121

大阪府 堺市東区 冨尾石油株式会社 セルフ堺草尾　給油所 草尾５５９－３ 072-237-3001

大阪府 堺市東区 株式会社エムズマルタカ サムシング初芝　給油所 日置荘北町３丁目１５番３３号 072-287-1101

大阪府 堺市東区 有限会社ワイ・オーマネジメント 日置荘　給油所 日置荘田中町１７０－１ 072-285-5748

大阪府 堺市東区 日之出石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ八下店　給油所 八下町二丁１２－１ 072-250-5955

大阪府 堺市東区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 堺北野田　給油所 北野田７８０－１６ 072-235-6662

大阪府 堺市西区 稲田鉱油株式会社 鳳　給油所 草部１６１－１ 072-271-0966

大阪府 堺市西区 西野石油株式会社 コンフォート草部　給油所 草部４３６－３ 072-271-0121

大阪府 堺市西区 林兼石油株式会社 セルフ神野　給油所 神野町３－５－６ 072-274-2308

大阪府 堺市南区 日新商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ光明池　給油所 新檜尾台３－１－２３ 072-294-9222

大阪府 堺市南区 コスモ石油販売株式会社 セルフ宮山台　給油所 宮山台３－１－７ 0120-436-550

大阪府 堺市南区 稲田鉱油株式会社 泉北　給油所 大庭寺８００－１ 072-296-2018

大阪府 堺市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション中百舌鳥　給油所 中百舌鳥町６－８９７ 0120-390-898

大阪府 堺市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション長曽根　給油所 長曽根町３０４７番地５ 0120-562-748

大阪府 堺市北区 冨尾石油株式会社 中環堺　給油所 八下北３番１号 072-252-0870

大阪府 堺市北区 旭光商事株式会社 陵南　給油所 百舌鳥陵南町３丁４８４ 0722-79-4148

大阪府 堺市北区 西廼石油株式会社 堺金岡　給油所 金岡町５２７ 072-252-0626



大阪府 堺市北区 日之出石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ新金岡店　給油所 長曽根町１４７７－１ 072-240-3660

大阪府 堺市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション中環大泉　給油所 中村町７５６－１ 0120-391-130

大阪府 堺市北区 ミータス株式会社 白鷺ＳＳ　給油所 金岡町１９５８－２ 072-254-8560

大阪府 堺市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフ船堂町 船堂町１丁２番３号 072-252-9790

大阪府 堺市美原区 松原油業株式会社 美原町　給油所 黒山１６５－２ 0723-61-3512

大阪府 堺市美原区 株式会社オクヒラ 木材団地前　給油所 美原町木材通４－９－２４ 072-365-5601

大阪府 堺市美原区 山本石油販売株式会社 菅生　給油所 木材通１－７－４３ 0723-62-3558

大阪府 堺市美原区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション美原　給油所 菅生８９０－１ 072-363-1931

大阪府 堺市美原区 株式会社イケダ 美原　給油所 黒山１－１ 072-361-2952

大阪府 堺市美原区 株式会社石橋 ガスタ美原　給油所 菅生７５３－１ 072-361-8051

大阪府 岸和田市 コスモ石油販売株式会社 セルフ岸和田インター　給油所 東大路町３１－６ 0120-838-140

大阪府 岸和田市 冨尾石油株式会社 セルフ第２阪和岸和田　給油所 小松里町２５１１番地 0724-45-1226

大阪府 岸和田市 有限会社寿石油店 神須屋　給油所 真上町３２２ 0724-26-6020

大阪府 岸和田市 株式会社丸井商会 真上　給油所 真上町２６２－２ 072-427-0320

大阪府 岸和田市 株式会社ナガオカ 内畑　給油所 内畑町２３０－２ 072-479-0357

大阪府 岸和田市 ヒラオカ石油株式会社 岸和田　給油所 地蔵浜町１１－１ 072-438-6600

大阪府 岸和田市 岸貝運輸業協同組合 岸貝　給油所 八阪町３丁目１９番１号 072-439-9234

大阪府 岸和田市 東石油株式会社 東岸和田　給油所 上松町１丁目６番３０号 072-422-3069

大阪府 岸和田市 株式会社今本砿油 久米田　給油所 小松里町８４０－１ 072-445-0317

大阪府 岸和田市 飯室石油　　飯室　年 池尻　給油所 池尻町４１３－３ 072-445-0281

大阪府 岸和田市 株式会社西日本宇佐美 大阪臨海岸和田　給油所 木材町８－６ 072-437-6565

大阪府 岸和田市 株式会社ペトロスター関西 岸和田加守町　給油所 加守町１－１６－２８ 072-423-0261

大阪府 岸和田市 株式会社イトー 岸和田　給油所 三田町７５－３ 072-448-5210

大阪府 岸和田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 阪和道岸和田インターＴＳ　給油所 稲葉町３５８－１ 072-479-1071

大阪府 岸和田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 岸和田臨海ＴＳ　給油所 新港町５－１ 072-439-7490

大阪府 岸和田市 株式会社アドバンスネット セルフＲ２６岸和田　給油所 土生町２－３１５９ 072-436-1811

大阪府 岸和田市 ミータス株式会社 岸和田今木ＳＳ　給油所 今木町２８番１ 072-441-0338

大阪府 岸和田市 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岸和田　給油所 作才町１１３０番地 072-430-5410

大阪府 豊中市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 千里ニュータウン　給油所 新千里東町１－２－８ 06-6832-0372

大阪府 豊中市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 豊南町　給油所 豊南町西３－１８－３ 06-6334-5596

大阪府 豊中市 株式会社シェル石油大阪発売所 園田　給油所 利倉西２－１６－３ 06-6862-0003

大阪府 豊中市 株式会社西日本宇佐美 豊中第２　給油所 箕輪２丁目３番１号 06-6842-0005

大阪府 豊中市 株式会社西口興産 服部　給油所 服部西町４－１－１６ 06-6864-2441

大阪府 豊中市 松屋町サービスステーション株式会社 蛍ヶ池　給油所 蛍池東町４－６－５ 06-6852-4609

大阪府 豊中市 株式会社宇佐美エナジー ＥｎｅＪｅｔ豊中　給油所 長興寺南１－１－４３ 06-6863-1662

大阪府 豊中市 株式会社宇佐美エナジー セルフ豊中桜塚　給油所 南桜塚２－１１－１５ 06-6857-8666

大阪府 豊中市 ヒラオカ石油株式会社 豊中少路　給油所 上野坂２－１７－１ 06-6846-6846

大阪府 豊中市 豊中カクタス株式会社 ＰＩＥＲ８９　給油所 北桜塚４－１７－１ 06-6854-0089

大阪府 豊中市 株式会社シェル石油大阪発売所 東豊中　給油所 上野東３－１－１ 06-6854-1452

大阪府 豊中市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ中環豊中　給油所 柴原町２－８－１５ 06-6843-8685

大阪府 豊中市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ千里中央店　給油所 新千里東町２丁目２－１ 06-6831-7100

大阪府 豊中市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊中桜塚店　給油所 北桜塚３丁目８－２４ 06-6854-6655

大阪府 豊中市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊中西店　給油所 原田中１丁目８番８号 06-6841-9571

大阪府 豊中市 株式会社大丸油業 エアポート西豊中ＳＳ　給油所 走井２－９－７ 06-6853-0105

大阪府 豊中市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 豊中緑ヶ丘ＳＳ 西緑丘１－６－１５ 06-6152-3488

大阪府 豊中市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション東豊中 上野東３－８－２８ 06-6853-4568

大阪府 池田市 大阪中央石油株式会社 池田　給油所 神田２－１９－１１ 0727-52-5685

大阪府 池田市 柴田石油株式会社 池田　給油所 鉢塚２－７－３０ 0727-63-2021

大阪府 池田市 株式会社シェル石油大阪発売所 池田旭ヶ丘　給油所 旭丘１－２－１ 072-762-0643

大阪府 池田市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ池田　給油所 呉服町１３－１７ 072-751-9491

大阪府 吹田市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ吹田セントラル　給油所 穂波町４－２０ 06-6385-3412

大阪府 吹田市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 江坂　給油所 南金田町１－１４－８ 06-6385-1070

大阪府 吹田市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 万博南口　給油所 山田東三丁目３番１号 06-6878-7338

大阪府 吹田市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 万博西口　給油所 千里万博公園１４－７ 06-4864-7064

大阪府 吹田市 株式会社ダイヤ昭石 吹田東　給油所 吹東町３－１ 06-6382-1017

大阪府 吹田市 株式会社西日本宇佐美 吹田インターチェンジ　給油所 青葉丘北８－１７ 06-6877-4501

大阪府 吹田市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション千里丘　給油所 清水１２－１３ 06-6816-8227



大阪府 吹田市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション佐井寺　給油所 上山手町２２－５ 06-6310-9119

大阪府 吹田市 冨尾石油株式会社 千里丘　給油所 新芦屋下２－３５ 06-6877-8101

大阪府 吹田市 株式会社シェル石油大阪発売所 吹田内本町　給油所 内本町３－２６－２６ 06-6382-2445

大阪府 吹田市 株式会社シェル石油大阪発売所 千里ニュータウン　給油所 山田西１－３５－５ 06-6877-0120

大阪府 吹田市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション南千里　給油所 佐竹台１－６－２ 06-6871-3210

大阪府 吹田市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 南千里　給油所 千里山西６－５８－１ 06-6385-0772

大阪府 吹田市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千里丘店　給油所 千里丘上６番１号 06-6816-8125

大阪府 吹田市 柴田石油株式会社 江坂　給油所 江坂町１－１１－６ 06-6385-6768

大阪府 吹田市 ツツミ石油株式会社 千里山　給油所 千里山西１－２７－１６ 06-6384-3324

大阪府 吹田市 森石油株式会社 スーパーガンバ　給油所 青葉丘北３５４９ 06-6875-2070

大阪府 泉大津市 エネクスフリート株式会社 泉大津　給油所 新港町１－３６ 06-6616-0021

大阪府 泉大津市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ泉大津　給油所 寿町６－１ 0725-20-5866

大阪府 泉大津市 冨尾石油株式会社 セルフ泉大津中央　給油所 昭和町５－１３ 0725-33-8000

大阪府 泉大津市 株式会社ＫＯＣ セルフ泉大津北　給油所 助松町１－３－２５ 0725-32-6547

大阪府 泉大津市 横山石油株式会社 泉大津　給油所 高津町１２－１ 0725-22-1313

大阪府 泉大津市 横山石油株式会社 助松　給油所 条南町１１－１６ 0725-23-3430

大阪府 泉大津市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ泉大津　給油所 我孫子１－４－２７ 072-521-8071

大阪府 高槻市 株式会社宇佐美エナジー セルフ高槻富田　給油所 寿町２－２０－２３ 0726-92-8555

大阪府 高槻市 株式会社三徳リテールシステム セルフ高槻てんじん　給油所 天神町１－３－２ 072-682-8990

大阪府 高槻市 株式会社ニシキ 樫田　給油所 大字出灰小字西ノ下８－２ 072-688-9444

大阪府 高槻市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション郡家　給油所 郡家本町３２－８ 072-686-6151

大阪府 高槻市 平井石油株式会社 セルフ高槻　給油所 大畑町２２－１７ 072-695-2231

大阪府 高槻市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 高槻ＳＳ 川西町１－２１－１１ 072-686-3401

大阪府 貝塚市 冨尾石油株式会社 セルフ二色浜　給油所 澤５６９－１ 072-436-8780

大阪府 貝塚市 伊丹産業株式会社 セルフ貝塚パークタウン　給油所 脇浜１－５５８－１ 0724-36-5656

大阪府 貝塚市 甲田石油株式会社 水間　給油所 三ツ松８６０－２ 0724-46-0577

大阪府 貝塚市 モービルオート株式会社 名越　給油所 名越３１０番地の４ 072-447-0621

大阪府 貝塚市 エネクスフリート株式会社 貝塚　給油所 港２７－１１ 072-432-1102

大阪府 貝塚市 株式会社石橋 貝塚　給油所 王子７６２－１ 072-432-0363

大阪府 貝塚市 コスモ石油販売株式会社 セルフ貝塚 小瀬１－２７－７ 072-430-6710

大阪府 守口市 久野石油店　　般谷　千惠子 守口寺方　給油所 南寺方南通２－５－７ 06-6996-0125

大阪府 守口市 髙浦石油株式会社 平和　給油所 大宮通４－１４－１ 06-6997-0377

大阪府 守口市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 守口　給油所 京阪本通２－１０－１０ 06-6991-1338

大阪府 守口市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ守口店　給油所 八雲中町３－１３－６４ 06-6780-3987

大阪府 守口市 株式会社キャスティング・ボート 守口　給油所 佐太中町４－２２－２３ 06-6991-8630

大阪府 枚方市 株式会社弥生石油店 弥生ひらかた　給油所 西禁野２丁目４番１０号 072-849-3071

大阪府 枚方市 有限会社エコアス エコアス氷室店　給油所 尊延寺６９４－２ 072-808-0117

大阪府 枚方市 タイガー石油株式会社 枚方バイパス　給油所 山之上北町７０－２７ 072-841-0005

大阪府 枚方市 タイガー石油株式会社 枚方津田　給油所 津田北町１－２９－１ 072-859-6251

大阪府 枚方市 タイガー石油株式会社 東香里　給油所 東香里南町２－１ 072-854-9632

大阪府 枚方市 タイガー石油株式会社 香里ヶ丘　給油所 茄子作北町７－１５ 072-860-1078

大阪府 枚方市 出光リテール販売株式会社 クルマークショップ北山　給油所 長尾北町１丁目１８０６－１ 072-855-3521

大阪府 枚方市 出光リテール販売株式会社 セルフ天の川　給油所 東田宮２－５９６－１ 072-845-1201

大阪府 枚方市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ枚方招提店　給油所 西招提町２１７５－１ 072-867-7658

大阪府 枚方市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ京阪橋本店　給油所 楠葉中之芝二丁目３６－１ 072-866-0191

大阪府 枚方市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長尾店　給油所 長尾北町１－１８０３－１ 072-864-0268

大阪府 枚方市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ枚方池之宮　給油所 堂山二丁目８番１０号 072-849-8650

大阪府 枚方市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション南楠葉　給油所 養父東町１３５２－１ 072-867-9750

大阪府 枚方市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 寝屋川ＴＳ 南中振３－２０６－１ 072-837-6710

大阪府 茨木市 エネクスフリート株式会社 吹田インター　給油所 下穂積２－８－１１ 072-623-3159

大阪府 茨木市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション茨木白川　給油所 白川２－２－２９ 072-637-1671

大阪府 茨木市 コスモ石油販売株式会社 茨木カーケアセンター　給油所 畑田町５－２２ 072-622-6464

大阪府 茨木市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション万博北　給油所 西豊川町１８－１０ 072-643-3330

大阪府 茨木市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション真砂　給油所 真砂２－１６－３ 072-637-5747

大阪府 茨木市 株式会社富国石油 茨木桑原　給油所 桑原４２－２ 0726-43-3251

大阪府 茨木市 柴田石油株式会社 ディライト茨木　給油所 東中条町２－３５ 072-624-8555

大阪府 茨木市 株式会社宿久 茨木豊川　給油所 清水１－１－６ 0726-43-6152



大阪府 茨木市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ摂津北　給油所 横江２－４－３４ 072-636-6581

大阪府 茨木市 株式会社シェル石油大阪発売所 三島丘　給油所 三島丘１－１４－２２ 072-626-3397

大阪府 茨木市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 ニュー茨木　給油所 上穂積４－１－４３ 0726-27-2685

大阪府 茨木市 旭油業ＮＥＸＴ株式会社 茨木インター　給油所 五日市緑町５－５ 072-627-3876

大阪府 茨木市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ茨木店　給油所 西河原２－２０－９ 072-645-4567

大阪府 茨木市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ茨木玉島台店　給油所 真砂玉島台３番１７号 072-636-8076

大阪府 茨木市 協美石油株式会社 茨木西　給油所 豊原町１－１５ 072-643-1251

大阪府 茨木市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 中環茨木　給油所 沢良宜西２－１６－１０ 072-636-9321

大阪府 茨木市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ茨木インター店 上郡１丁目６－１１ 072-640-2701

大阪府 茨木市 北山石油株式会社 北大阪流通センター前　給油所 島３－１２－４４ 072-633-0520

大阪府 八尾市 株式会社西日本宇佐美 １７０号八尾　給油所 大字山畑７８－１ 0729-40-2303

大阪府 八尾市 日之出石油株式会社 ＥＮＥＯＳＤＤサンライズ外環八尾ＳＳ 恩智北町１－６３ 072-941-4123

大阪府 八尾市 日和石油店　　和田　昌和 西山本　給油所 西山本町４－１５－１０ 0729-23-0793

大阪府 八尾市 檀上石油株式会社 八尾北　給油所 宮町３－２－１８ 072-923-0681

大阪府 八尾市 檀上石油株式会社 八尾　給油所 渋川町１－１－１７ 072-923-4864

大阪府 八尾市 檀上石油株式会社 八尾南　給油所 太田新町３－１９０ 072-949-0229

大阪府 八尾市 檀上石油株式会社 八尾空港　給油所 木の本１－１１ 072-991-1367

大阪府 八尾市 有限会社エーアイ石油 外環水越　給油所 西高安町１－６２ 072-999-7152

大阪府 八尾市 日之出石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ北山本店　給油所 福万寺町南３－２１－３ 072-999-1336

大阪府 八尾市 八尾自販株式会社 外環恩智　給油所 柏村町４－２９７ 072-999-1331

大阪府 八尾市 八尾自販株式会社 志紀　給油所 志紀町西４丁目２番地 072-949-4741

大阪府 八尾市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 八尾　給油所 南木の本１－７９－３ 045-225-6419

大阪府 八尾市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 志紀ＳＳ 志紀町１－１１５ 072-949-5541

大阪府 泉佐野市 株式会社サントーコー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ泉佐野西　給油所 笠松１丁目１番１５号 072-458-1911

大阪府 泉佐野市 エネクスフリート株式会社 泉南　給油所 新浜町２ 072-464-3889

大阪府 泉佐野市 吉宮石油株式会社 泉佐野　給油所 湊１－１－３８ 072-462-0148

大阪府 泉佐野市 西武石油株式会社 泉佐野港　給油所 下瓦屋４－１－１５ 072-462-1956

大阪府 泉佐野市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ りんくうタウン　給油所 りんくう往来南５－５０ 072-462-6888

大阪府 泉佐野市 柏原石油株式会社 りんくう佐野　給油所 鶴原５－２－１３ 072-462-0736

大阪府 泉佐野市 株式会社石橋 ガスタ泉佐野　給油所 南中安松１３２２ 072-465-3734

大阪府 富田林市 冨尾石油株式会社 外環富田林　給油所 昭和町１－６４８－１ 0721-26-0030

大阪府 富田林市 株式会社大互 ベアーズ富田林　給油所 甲田３－８ 0721-24-3319

大阪府 富田林市 中西石油株式会社 滝谷　給油所 大字錦織東３－２－５ 07212-3-3113

大阪府 富田林市 大西石油株式会社 プログレ中野　給油所 中野町１－４６３－１ 0721-23-3288

大阪府 富田林市 株式会社三浦石油 エルズ富田林　給油所 喜志町４－７－２９ 0721-23-3909

大阪府 富田林市 関西和光株式会社 甲田　給油所 甲田３－１０－２４ 0721-24-2861

大阪府 寝屋川市 コスモ石油販売株式会社 セルフ寝屋川バイパス　給油所 点野３－１７－１ 0120-272-624

大阪府 寝屋川市 髙浦石油株式会社 寝屋川東　給油所 昭栄町１６－１４ 072-821-6478

大阪府 寝屋川市 合同会社京阪石油 寝屋川小路　給油所 小路北町７番３号 072-821-4571

大阪府 寝屋川市 タイガー石油株式会社 星田コモンシティ　給油所 打上元町２番１３号 072-880-2810

大阪府 寝屋川市 コスモ石油販売株式会社 セルフ寝屋川　給油所 本町５－３３ 0120-072-827

大阪府 寝屋川市 掛川商事株式会社 寝屋川　給油所 葛原１－２７－１６ 072-829-3341

大阪府 寝屋川市 掛川商事株式会社 池田南　給油所 池田南町１６－２４ 072-829-3300

大阪府 寝屋川市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西寝屋川　給油所 葛原新町５－８ 072-826-0882

大阪府 寝屋川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新寝屋川桜店 宇谷町２番１３号 072-825-0081

大阪府 寝屋川市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ外環なわてＳＳ 河北東町４－３ 072-880-5151

大阪府 河内長野市 全農エネルギー株式会社 河内長野店 高向３３６－１ 0721-52-1500

大阪府 河内長野市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション美加の台　給油所 加賀田１１－１ 0120-223-257

大阪府 河内長野市 冨尾石油株式会社 河内長野　給油所 本多町１－３６ 0721-52-2602

大阪府 河内長野市 明治石油株式会社 千代田　給油所 楠町東４８０ 0721-55-6090

大阪府 松原市 株式会社西日本宇佐美 中環松原　給油所 大堀１丁目２－６ 0723-49-2323

大阪府 松原市 コスモ石油販売株式会社 セルフ中環松原　給油所 丹南４－２００－１ 0120-444-766

大阪府 松原市 松原油業株式会社 松原天美　給油所 天美東９－１２－１３ 0723-31-4682

大阪府 松原市 松原油業株式会社 西名阪松原　給油所 大堀２丁目２０－３９ 0723-32-3896

大阪府 松原市 株式会社オータニ 高見の里　給油所 高見の里３－３－３０ 0723-32-7601

大阪府 松原市 株式会社フォルティシモ フォルサ松原店　給油所 丹南４丁目１番３４号 0723-32-1101

大阪府 松原市 ミータス株式会社 松原ＳＳ　給油所 立部三丁目３９６－５ 074-337-8067



大阪府 松原市 田中石油株式会社 北松原　給油所 田井城１－７－２７ 072-331-5336

大阪府 松原市 日之出石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ天美店　給油所 天美我堂１－１２－１ 072-334-2444

大阪府 松原市 コスモ石油販売株式会社 セルフ天美　給油所 天美西５－１１０－１ 0120-072-335

大阪府 大東市 株式会社赤井サービスステーション 赤井　給油所 氷野１－１６－５ 072-872-1865

大阪府 大東市 栄和石油株式会社 大東　給油所 栄和町８－２ 072-871-5500

大阪府 大東市 藤本産業株式会社 三箇　給油所 三箇４－１３－３ 072-874-1980

大阪府 大東市 川本産業株式会社 大東北　給油所 津の辺町１－１ 072-877-2578

大阪府 大東市 極東油業株式会社 大東　給油所 新田東本町９－２８ 072-889-2331

大阪府 大東市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大東中央店　給油所 氷野２－４－１ 072-889-5531

大阪府 大東市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ外環大東　給油所 深野５－７－４３ 072-875-7481

大阪府 和泉市 コスモ石油販売株式会社 セルフ和泉府中　給油所 府中町５０２－１ 0120-841-445

大阪府 和泉市 冨尾石油株式会社 阪本　給油所 阪本町２６８－１ 0725-41-5321

大阪府 和泉市 山田石油　　山田　博英 北信太　給油所 尾井町１－１－１３ 0725-41-0916

大阪府 和泉市 小野林砿油株式会社 横山　給油所 北田中町４０７ 0725-92-0174

大阪府 和泉市 飯阪石油商会　飯阪　光典 横山　給油所 下宮町８８－３ 0725-92-1003

大阪府 和泉市 辻礦油株式会社 光明池　給油所 室堂町１２０９ 0725-56-1162

大阪府 和泉市 株式会社アドバンスネット セルフトリヴェール和泉　給油所 あゆみ野１－１－２ 0725-51-3006

大阪府 和泉市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岸和田和泉インター　給油所 春木町１１４９－１ 072-553-2450

大阪府 和泉市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 高石ハイウェイ　給油所 葛の葉町３－４－３１ 0725-45-5367

大阪府 和泉市 辻礦油株式会社 セルフ和泉平井　給油所 平井町３２８－１ 0725-50-5775

大阪府 和泉市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 鶴山台ＳＳ 上町４５０－１０ 0725-47-0711

大阪府 箕面市 株式会社東洋石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ箕面　給油所 桜井３丁目１２－１ 072-720-2082

大阪府 箕面市 伊丹産業株式会社 セルフ箕面　給油所 半町３－１６－１２ 0727-23-3821

大阪府 箕面市 髙浦石油株式会社 箕面　給油所 今宮３－１－５ 072-729-2038

大阪府 箕面市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ箕面中央店　給油所 西小路３丁目２－３３ 072-724-6417

大阪府 箕面市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ箕面新都心店　給油所 坊島４丁目５－１８ 072-720-5677

大阪府 箕面市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ箕面小野原店　給油所 小野原西６丁目１－３ 072-749-1137

大阪府 箕面市 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ箕面東　給油所 石丸３－１－７ 06-6468-3931

大阪府 柏原市 株式会社西日本宇佐美 ２５号柏原国分　給油所 国分東条町１０－８ 072-975-3911

大阪府 柏原市 カネコ石油株式会社 柏原　給油所 古町３－４－３２ 0729-72-0130

大阪府 柏原市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ柏原店　給油所 本郷５－９３２ 072-972-1473

大阪府 羽曳野市 日之出石油株式会社 サンライズ羽曳野バイパス　給油所 伊賀３－５６４－１ 072-272-0505

大阪府 羽曳野市 日之出石油株式会社 ＥＮＥＯＳサンライズ外環羽曳野　給油所 西浦２－１９２３－３ 0729-56-3369

大阪府 羽曳野市 株式会社オータニ 恵我之荘　給油所 恵我之荘３－４－１ 0729-55-1439

大阪府 羽曳野市 株式会社八尾燃料 古市　給油所 古市７－２－６ 0729-56-7941

大阪府 羽曳野市 市川石油商事株式会社 ユアハート羽曳野　給油所 誉田６－７－１５ 072-939-1001

大阪府 羽曳野市 株式会社大池石油 羽曳ヶ丘　給油所 羽曳が丘５－１１－９ 072-956-0634

大阪府 門真市 有限会社浅田石油 三ツ島　給油所 三ツ島６－４－９ 072-883-2220

大阪府 門真市 山栄商事株式会社 門真　給油所 大橋町２３－１３ 072-884-0109

大阪府 門真市 エネクスフリート株式会社 中環門真　給油所 殿島町４－７ 06-6908-0095

大阪府 門真市 株式会社シェル石油大阪発売所 門真南　給油所 柳田町３－６ 06-6909-1750

大阪府 門真市 株式会社丸藤石油 門真　給油所 下馬伏町２５－３ 072-883-5361

大阪府 門真市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション門真南　給油所 東江端町１３－１５ 0120-887-427

大阪府 門真市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ門真　給油所 新橋町２３－１１ 06-6900-9095

大阪府 摂津市 極東油業株式会社 千里丘　給油所 千里丘６－８－８ 06-6310-8451

大阪府 摂津市 京神石油株式会社 鳥飼　給油所 鳥飼本町１－４－６ 072-654-3939

大阪府 摂津市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中環摂津　給油所 学園町１丁目７番５１号 072-636-8121

大阪府 摂津市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 摂津鳥飼ＳＳ 鳥飼中２－２－３４ 072-654-5530

大阪府 高石市 エーワン石油株式会社 羽衣　給油所 羽衣５－１２－４５ 072-263-8785

大阪府 藤井寺市 大正石油株式会社 藤井寺　給油所 岡１－１－９ 0729-55-0868

大阪府 藤井寺市 コスモ石油販売株式会社 セルフ藤井寺　給油所 大井１－１－１０ 0120-391-701

大阪府 東大阪市 株式会社西日本宇佐美 ３０８号中央大通高井田　給油所 西堤１丁目３番８号 06-6618-0808

大阪府 東大阪市 株式会社西日本宇佐美 長田　給油所 長田西４－１－３７ 06-6745-2871

大阪府 東大阪市 株式会社西日本宇佐美 機械団地前　給油所 本庄西１－１０－２１ 06-6745-4641

大阪府 東大阪市 コスモ石油販売株式会社 中環岩田　給油所 西岩田４－４－４３ 0120-873-703

大阪府 東大阪市 平井石油株式会社 長田　給油所 長田東４－５－３４ 06-6746-0950

大阪府 東大阪市 北平石油株式会社 菱屋西　給油所 菱屋西１－２－６ 06-6721-1746



大阪府 東大阪市 誠和産業株式会社 中央吉田　給油所 吉田本町３－５－２２ 072-963-4196

大阪府 東大阪市 東大阪石油株式会社 枚岡セントラル　給油所 新町１２番４０号 0729-82-3681

大阪府 東大阪市 有限会社マツイ石油 外環枚岡　給油所 池島町２－１－７ 0729-84-1671

大阪府 東大阪市 株式会社吉田石油店 東大阪トラックターミナル　給油所 本庄中１－４－９０ 06-6745-1412

大阪府 東大阪市 極東油業株式会社 東大阪中環　給油所 稲田新町３－１－３５ 06-6748-8171

大阪府 東大阪市 株式会社イトー 東大阪今米　給油所 今米２－１－８ 072-961-2221

大阪府 東大阪市 株式会社西日本宇佐美 中環東大阪　給油所 友井５丁目７１７番４ 06-6732-0617

大阪府 東大阪市 タイガー石油株式会社 今米　給油所 川田４－５－１ 072-965-0538

大阪府 東大阪市 株式会社ペトロスター関西 セルフ稲田東大阪　給油所 稲田上町２丁目６番４０号 06-6745-1117

大阪府 東大阪市 株式会社ペトロスター関西 セルフ河内　給油所 吉田下島４－１ 072-965-4325

大阪府 東大阪市 御厨石油株式会社 御厨　給油所 西堤本通東１－４－１４ 06-6788-2671

大阪府 東大阪市 有限会社エーアイ石油 高井田本通　給油所 高井田本通３丁目５番３０号 06-6783-3620

大阪府 東大阪市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岸田堂店　給油所 岸田堂南町５－１０ 06-6726-3107

大阪府 東大阪市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 機械団地ＴＳ　給油所 本庄西三丁目１－８ 06-6744-2527

大阪府 東大阪市 松田石油株式会社 布施南　給油所 渋川町１－９－５ 06-6727-5215

大阪府 東大阪市 鴻池石油株式会社 鴻池新田　給油所 西鴻池町２－４－９ 06-6744-5307

大阪府 東大阪市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花園ラグビー場店 吉田４－６－１８ 072-960-0755

大阪府 東大阪市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション東鴻池 若江南町３－４－１１ 0729-62-6301

大阪府 東大阪市 コスモ石油販売株式会社 セルフ若江南 若江南町１－２－７ 06-6720-6640

大阪府 泉南市 野田砿油株式会社 エアリイ岡田　給油所 北野１丁目６－４ 07248-3-5085

大阪府 泉南市 泉州礦油株式会社 樽井　給油所 樽井７－１－３４ 07248-3-9501

大阪府 泉南市 太陽石油販売株式会社 セルフりんくう　給油所 中小路三丁目１７－１ 072-480-1301

大阪府 四條畷市 株式会社シェル石油大阪発売所 四條畷中央　給油所 西中野１－１－１ 072-878-1461

大阪府 四條畷市 コスモ石油販売株式会社 セルフ外環四条畷　給油所 砂４－２－１５ 0120-958-091

大阪府 四條畷市 川本産業株式会社 東中野　給油所 中野２－１－１ 072-877-0303

大阪府 四條畷市 西尾石油店　　西尾　隆夫 上田原　給油所 大字上田原４９９－１ 07437-8-1075

大阪府 四條畷市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ外環四條畷　給油所 砂二丁目１８番２０号 072-878-4391

大阪府 交野市 北村石油株式会社 交野　給油所 星田北１－９－６ 072-892-7070

大阪府 交野市 株式会社シェル石油大阪発売所 磐船　給油所 森北１丁目５番１号 072-810-6778

大阪府 交野市 株式会社西日本エネルギー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ星田　給油所 星田北３－４０ 072-893-1011

大阪府 交野市 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅきさいち　給油所 私市３丁目８４７－１ 072-891-5661

大阪府 大阪狭山市 冨尾石油株式会社 セルフ狭山中央　給油所 半田１－１１９４－１ 0723-65-5100

大阪府 大阪狭山市 冨尾石油株式会社 セルフ狭山ニュータウン　給油所 今熊６丁目３９５番地の１ 072-360-0200

大阪府 大阪狭山市 株式会社オクヒラ 狭山　給油所 茱萸木１－２５４－１ 072-365-5601

大阪府 豊能郡能勢町 田渕　博行 能勢　給油所 栗栖５１ 0727-34-0057

大阪府 豊能郡能勢町 株式会社横川石油 ルート１７３　給油所 栗栖１６－２ 072-734-2336

大阪府 豊能郡能勢町 ひまわり石油株式会社 宿野　給油所 宿野１７２－１ 072-731-3103

大阪府 豊能郡能勢町 株式会社アースクリエイト 能勢　給油所 地黄３３４ 072-737-0459

大阪府 豊能郡能勢町 株式会社東田興業 妙見　給油所 野間中５４９番地１ 072-737-0004

大阪府 泉北郡忠岡町 藤原環境株式会社 忠岡　給油所 忠岡北３－２－２４ 0725-20-1212

大阪府 泉北郡忠岡町 和泉石油株式会社 泉大津　給油所 忠岡北１－４－１７ 0725-32-2204

大阪府 泉南郡熊取町 泉陽礦油株式会社 熊取　給油所 五門西２丁目１３番２１号 07245-2-0430

大阪府 泉南郡熊取町 ミータス株式会社 外環熊取ＳＳ　給油所 紺屋１－９－１６ 072-452-2401

大阪府 泉南郡岬町 有限会社河野石油店 岬　給油所 深日８７７－１ 072-492-2230

大阪府 泉南郡岬町 山原石油株式会社 フケマリンステーション　給油所 深日２４５０－６ 072-492-2177

大阪府 泉南郡岬町 岬石油株式会社 岬　給油所 深日７５２－１ 072-492-2018

大阪府 泉南郡岬町 山原石油株式会社 ミサキパークステーション　給油所 淡輪２７２４ 072-494-3345

大阪府 南河内郡太子町 コスモ石油販売株式会社 セルフ太子　給油所 大字太子４０６－１ 0721-98-6063

大阪府 南河内郡千早赤阪村 矢倉石油店　　矢倉　健一 千早　給油所 東阪２２７－３ 07217-2-0502

大阪府 南河内郡千早赤阪村 田中石油店　　田中　博 多聞橋　給油所 中津原２２－６ 0721-72-0722

兵庫県 神戸市東灘区 株式会社西日本宇佐美 ４３号灘青木　給油所 青木町５－１－２ 078-451-2397

兵庫県 神戸市東灘区 株式会社西日本宇佐美 神戸御影　給油所 御影本町１丁目１番２５号 078-857-9601

兵庫県 神戸市東灘区 菱華石油サービス株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本山西　給油所 田中町１－１－３ 078-411-5919

兵庫県 神戸市東灘区 三宮オイル株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ御影　給油所 御影中町３－１－２ 078-851-5227

兵庫県 神戸市東灘区 株式会社うかいや 魚崎浜インター　給油所 魚崎南町３丁目１０７９－７ 078-411-2295

兵庫県 神戸市東灘区 日東エンタプライズ株式会社 日東六甲　給油所 向洋町西６－１３ 078-857-7400

兵庫県 神戸市東灘区 神戸スタンダード石油株式会社 神戸住吉　給油所 住吉南町３－２－５ 078-851-3197



兵庫県 神戸市東灘区 神戸スタンダード石油株式会社 住吉イースト　給油所 住吉東町４－７－２１ 078-851-3798

兵庫県 神戸市東灘区 コスモ石油販売株式会社 御影東　給油所 住吉宮町７－３－９ 078-851-9157

兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西芦屋店　給油所 深江南町２－１３－２５ 078-414-6560

兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート４３神戸ＴＳ　給油所 御影本町一丁目１１番２６号 078-854-7330

兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 石屋川　給油所 御影塚町４－３－２０ 078-821-2351

兵庫県 神戸市灘区 伊丹産業株式会社 セルフ御影　給油所 記田町４－４－８ 078-851-2857

兵庫県 神戸市灘区 株式会社宇佐美エナジー ＥｎｅＪｅｔ六甲　給油所 六甲町２－５－１６ 078-861-2992

兵庫県 神戸市灘区 扇港興産株式会社 西灘　給油所 都通１丁目１－６ 078-861-4326

兵庫県 神戸市灘区 株式会社西日本宇佐美 神戸　給油所 灘浜町１－２ 078-882-7560

兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 神戸摩耶ＴＳ　給油所 灘浜町１－４ 078-806-0181

兵庫県 神戸市灘区 西村株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ将軍通店　給油所 将軍通４丁目１番５号 078-871-1119

兵庫県 神戸市兵庫区 菱華石油サービス株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大開通　給油所 水木通４－１－８ 078-691-1687

兵庫県 神戸市兵庫区 三宮オイル株式会社 神戸平野　給油所 下三条町３－２２ 078-512-0192

兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社酒井商会 上沢　給油所 上沢通７－５－３ 078-551-9723

兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社丸井商会 七宮　給油所 七宮町１－８－１４ 078-681-3917

兵庫県 神戸市兵庫区 西村株式会社 兵庫　給油所 水木通１－４－１１ 078-576-2076

兵庫県 神戸市兵庫区 出光リテール販売株式会社 神戸　給油所 新開地３－２－１１ 078-351-1972

兵庫県 神戸市兵庫区 大英石油株式会社 楠町　給油所 西上橘通１－４－２０ 078-575-2615

兵庫県 神戸市兵庫区 大英石油株式会社 セルフ夢野　給油所 鵯越町１－３４ 078-577-0555

兵庫県 神戸市兵庫区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション大開通　給油所 大開通９－２－１８ 078-576-2574

兵庫県 神戸市長田区 菱華石油サービス株式会社 長田　給油所 川西通２－１２－２ 078-691-1687

兵庫県 神戸市長田区 三和油業株式会社 神戸長田カーライフステーション　給油所 梅ヶ香町２－２－１２ 078-652-3777

兵庫県 神戸市長田区 大英石油株式会社 長田　給油所 三番町５－１１ 078-576-9608

兵庫県 神戸市長田区 大英石油株式会社 須磨　給油所 浪松町５－２－１５ 078-736-0439

兵庫県 神戸市長田区 伊丹産業株式会社 西神戸エコ・ステーション　給油所 一番町１丁目２－１ 078-576-3364

兵庫県 神戸市長田区 菱華石油サービス株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東尻池　給油所 東尻池町９－１－３３ 078-652-3123

兵庫県 神戸市須磨区 株式会社西日本宇佐美 神戸布施畑インター　給油所 弥栄台４丁目７番 078-793-7795

兵庫県 神戸市須磨区 極東油業株式会社 セルフ名谷Ｗｅｓｔ　給油所 西落合２－７ 078-795-0550

兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ミツワ 奥須磨　給油所 多井畑字池ノ奥上１６番地の２ 078-742-0320

兵庫県 神戸市須磨区 神戸スタンダード石油株式会社 須磨ニュータウン　給油所 友ヶ丘７丁目１－７ 078-793-2000

兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 須磨第２ＳＳ 竜が台４丁目６－２（２Ｆ） 050-3316-0840

兵庫県 神戸市須磨区 伊丹産業株式会社 セルフ須磨浦　給油所 須磨浦通６－５－１５ 078-735-7001

兵庫県 神戸市須磨区 三宮オイル株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ須磨横尾　給油所 多井畑字渋人谷上４－３３ 078-741-2588

兵庫県 神戸市垂水区 極東油業株式会社 名谷　給油所 名谷町２２５５ 078-797-8261

兵庫県 神戸市垂水区 植田石油株式会社 垂水　給油所 平磯町４－１－６ 078-707-3281

兵庫県 神戸市垂水区 神戸スタンダード石油株式会社 ジェームス山　給油所 青山台８丁目１番１号 078-755-2570

兵庫県 神戸市垂水区 三和油業株式会社 ＥｎｅＪｅｔ舞子坂　給油所 舞子坂４－２－２３ 078-784-3320

兵庫県 神戸市垂水区 株式会社Ｇ－７・オート・サービス オートバックスエクスプレス塩屋北店　給油所 下畑町雲星４９８－１１ 078-751-1700

兵庫県 神戸市垂水区 六光石油株式会社 プリテールゼアス学園　給油所 多聞町字小束山８６８－５ 078-796-0011

兵庫県 神戸市垂水区 西村株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグリーンヒル学園店　給油所 多聞町小束８６８ 078-795-4388

兵庫県 神戸市垂水区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション名谷インター 名谷町字中坊１３－１ 078-704-3113

兵庫県 神戸市北区 株式会社ナカムラ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ谷上　給油所 谷上西町１１－５ 078-583-4450

兵庫県 神戸市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフ北神戸カーケアセンター　給油所 八多町中字戸崎１１７５ 078-950-3455

兵庫県 神戸市北区 出光リテール販売株式会社 セルフ鹿の子台　給油所 鹿の子台北町８－４－１ 078-986-6662

兵庫県 神戸市北区 出光リテール販売株式会社 セルフ有野台　給油所 有野町有野４１０４－１５ 078-982-2022

兵庫県 神戸市北区 伊丹産業株式会社 セルフ北六甲　給油所 有野町有野７１８－１ 078-981-6700

兵庫県 神戸市北区 神戸スタンダード石油株式会社 山の街　給油所 山田町下谷上字下の勝２－３ 078-581-2630

兵庫県 神戸市北区 出光リテール販売株式会社 セルフ谷上　給油所 山田町上谷上坂口３９－５ 078-583-6640

兵庫県 神戸市北区 出光リテール販売株式会社 プリテール鈴蘭台　給油所 鈴蘭台北町９－３－２ 078-594-8224

兵庫県 神戸市北区 六甲スタンダード石油有限会社 六甲　給油所 有野町唐櫃字種池３０３９ 078-981-5713

兵庫県 神戸市北区 岸本株式会社 マイステーション神戸北　給油所 山田町中大沢６－５ 078-586-5822

兵庫県 神戸市北区 全国農業協同組合連合会 ジョイナス神戸北　給油所 有野中町３丁目１－１４ 078-982-7709

兵庫県 神戸市北区 全国農業協同組合連合会 ジョイナス淡河　給油所 淡河町淡河７４１ 078-959-0107

兵庫県 神戸市北区 大正石油株式会社 セルフ鹿の子台　給油所 鹿の子台南町６－１－８ 078-950-2686

兵庫県 神戸市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション大池 山田町上谷上３０－２ 078-586-6900

兵庫県 神戸市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション上津台 上津台２－１５－２ 078-983-3955

兵庫県 神戸市北区 三宮オイル株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西鈴蘭台　給油所 北五葉１－１３－１ 078-596-2549



兵庫県 神戸市中央区 株式会社西日本宇佐美 神戸京橋インター　給油所 新港町１２－２ 078-392-0386

兵庫県 神戸市中央区 株式会社西日本宇佐美 神戸ポートアイランド　給油所 港島１丁目８番地 078-304-5740

兵庫県 神戸市中央区 株式会社うかいや ポートアイランドトラックステーション　給油所 港島６－５－２ 078-304-0030

兵庫県 神戸市中央区 株式会社酒井商会 ハーバーランド神戸　給油所 相生町１－２－９ 078-371-0077

兵庫県 神戸市中央区 竹内油業株式会社 大倉山　給油所 楠町３丁目１０番３号 078-341-9790

兵庫県 神戸市中央区 大英石油株式会社 三宮　給油所 江戸町９５ 078-321-4668

兵庫県 神戸市中央区 伊丹産業株式会社 セルフ東神戸エコステーション　給油所 脇浜海岸通６番 078-265-1500

兵庫県 神戸市中央区 菱華石油サービス株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ神戸ポートアイランド　給油所 港島中町１－１－６ 078-302-1026

兵庫県 神戸市西区 コスモ石油販売株式会社 セルフ押部谷　給油所 押部谷町木幡字上松原８０－１ 078-994-9129

兵庫県 神戸市西区 三和油業株式会社 ＥｎｅＪｅｔ枦谷　給油所 櫨谷町長谷２１４番１ 078-991-7700

兵庫県 神戸市西区 株式会社ミツワ 見津が丘　給油所 見津が丘１－１３－１ 078-994-0320

兵庫県 神戸市西区 株式会社丸井商会 西神ニュータウン東　給油所 櫨谷町福谷７１７ 078-964-5361

兵庫県 神戸市西区 株式会社ヤマウチ セルフ玉津インター　給油所 玉津町出合字古瀬２０４ 078-925-6100

兵庫県 神戸市西区 有限会社森岡石油 神出　給油所 神出町田井２５５－１ 078-965-1181

兵庫県 神戸市西区 株式会社ペトロスター関西 セルフハートピア　給油所 伊川谷町潤和字六反田１０６１ 078-975-8102

兵庫県 神戸市西区 三和油業株式会社 神戸西カーライフステーション　給油所 枝吉３－９６ 078-928-1187

兵庫県 神戸市西区 三和油業株式会社 ＥｎｅＪｅｔ学園西町　給油所 学園西町４－４ 078-795-9337

兵庫県 神戸市西区 株式会社藤田産業 北大久保　給油所 大沢２－４－６ 078-967-1229

兵庫県 神戸市西区 日新商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ第二神明大久保インター　給油所 竜が岡１－５－１，５－２，５－１３ 078-967-5353

兵庫県 神戸市西区 佐伯石油　　西野　正芳 白川　給油所 伊川谷町布施畑字中畑８０４－１ 078-974-0127

兵庫県 神戸市西区 株式会社藤岡石油店 押部谷　給油所 押部谷町栄９３ 078-994-0153

兵庫県 神戸市西区 東播産業株式会社 西神ニュータウン　給油所 春日台３－３ 078-961-3283

兵庫県 神戸市西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊川谷店　給油所 池上４丁目３０－３ 078-976-3338

兵庫県 神戸市西区 株式会社アタック・ウィン セルフ神明　給油所 伊川谷町別府２２－１ 078-962-5878

兵庫県 神戸市西区 株式会社アタック・ウィン セルフ神戸西　給油所 池上４－１２－２ 078-977-0603

兵庫県 神戸市西区 全国農業協同組合連合会 ジョイナス神戸西　給油所 玉津町田中５０３ 078-924-2655

兵庫県 神戸市西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ玉津インター店 玉津町出合１１４－１ 078-926-6600

兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ 姫路新在家　給油所 新在家本町３－２－２ 0792-98-4602

兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ チェンジアップステーション砥堀　給油所 砥堀字梨の木８８－１ 0792-64-2211

兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ 姫路平野　給油所 城北新町２－１８－１８ 0792-84-1456

兵庫県 姫路市 横田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ飾磨店　給油所 亀山一丁目３１－１ 079-235-5656

兵庫県 姫路市 藤原石油　藤原　弘幸 大村　給油所 夢前町菅生澗５３２－３ 07933-5-0222

兵庫県 姫路市 有限会社安富石油 安富町　給油所 安富町狭戸８１０－１ 079-066-2212

兵庫県 姫路市 株式会社福栄商会 恋の浜セルフ　給油所 白浜町宇佐崎中３－５ 079-245-2501

兵庫県 姫路市 株式会社福栄商会 白浜　給油所 白浜町甲３０１－５ 079-247-3001

兵庫県 姫路市 広畑石油株式会社 広畑　給油所 広畑区長町２－１３１ 079-236-4181

兵庫県 姫路市 広畑石油株式会社 オールウェイズ小松　給油所 広畑区小松町２－５０ 079-236-1716

兵庫県 姫路市 平野石油株式会社 夢前　給油所 広畑区西夢前台５－２３８ 0792-36-4058

兵庫県 姫路市 平野石油株式会社 セルフステージ宮田　給油所 勝原区宮田５３７－１ 079-271-3603

兵庫県 姫路市 平野石油株式会社 セルフステージ姫路　給油所 東今宿２－２－５ 079-295-3585

兵庫県 姫路市 平野石油株式会社 セルフステージニュー姫路　給油所 延末４６７－１ 079-286-8838

兵庫県 姫路市 富士物産株式会社 広畑　給油所 広畑区鶴町１－２０ 0792-39-0801

兵庫県 姫路市 藤田石油株式会社 姫路山田　給油所 山田町西山田２１４－１ 0792-63-2629

兵庫県 姫路市 株式会社二木商店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ林田　給油所 林田町林谷６２７－１ 0792-61-3111

兵庫県 姫路市 株式会社うかいや 飾磨幹線　給油所 飾磨区清水三丁目３８番地 0792-33-0911

兵庫県 姫路市 セイソウ産業株式会社 城東町　給油所 城東町６３ 079-225-5380

兵庫県 姫路市 株式会社宇佐美エナジー 姫路花田インター　給油所 花田町上原田４４４－１ 079-252-2775

兵庫県 姫路市 株式会社マエセキ セルフ書写横関　給油所 御立中８－１０－２０ 079-262-9620

兵庫県 姫路市 セリカワ石油株式会社 夢前　給油所 夢前町置本４５６－９ 079-335-2037

兵庫県 姫路市 前原石油株式会社 青山　給油所 青山北１－２－３ 0792-66-0107

兵庫県 姫路市 三木産業株式会社 セルフ姫路東インター　給油所 東山２５５－１ 079-246-5252

兵庫県 姫路市 サンコー興産株式会社 マイセルフ３１２保城店　給油所 保城４５７－１ 079-288-8109

兵庫県 姫路市 株式会社たけなか 姫路東　給油所 花田町一本松３７－１ 079-253-5817

兵庫県 姫路市 姫路三宮オイル株式会社 姫路小川　給油所 花田町小川７０２－１ 079-253-0305

兵庫県 姫路市 竹内油業株式会社 花田インター店　給油所 御国野町深志野竹ノ下２１１－４ 079-280-2494

兵庫県 姫路市 横田石油株式会社 Ｄ.Ｄセルフ網干店　給油所 網干区新在家２０９６－８ 079-273-1285

兵庫県 姫路市 網干興産株式会社 網干　給油所 網干区新在家２０７５－３８ 0792-72-4491



兵庫県 姫路市 有限会社神姫ガス 深志野　給油所 御国野町深志野７３８番地 079-252-5251

兵庫県 姫路市 有限会社明和石油店 妻鹿　給油所 白浜町甲１３１５－１ 079-245-0615

兵庫県 姫路市 有限会社大西石油 ニュー書写　給油所 六角６６－５ 079-266-0320

兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ 姫路青山　給油所 青山西３丁目１３５０－８ 079-267-5411

兵庫県 姫路市 出光リテール販売株式会社 田寺　給油所 田寺２－１－４０ 079-294-1357

兵庫県 姫路市 マルタ産業株式会社 船津インター　給油所 船津町字砂田４０１３－１ 079-232-1556

兵庫県 姫路市 竹内油業株式会社 姫路今宿　給油所 南車崎１－１－２１ 079-294-1220

兵庫県 姫路市 株式会社ペトロスター関西 カーフル御立　給油所 書写字北向ヒ河原１０１９－３７９ 079-295-4115

兵庫県 姫路市 株式会社Ｇ－７・オート・サービス オートバックスエクスプレス姫路　給油所 花田町一本松６３－１ 079-252-7727

兵庫県 姫路市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス英賀保　給油所 飾磨区英賀西町１丁目１－１ 079-238-4040

兵庫県 姫路市 セリカワ石油株式会社 夢前菅生　給油所 夢前町菅生澗字中川原１０５－１１、１０７－３ 079-335-3166

兵庫県 姫路市 株式会社シーズ シーズ姫路　給油所 飾磨区構５－１４５ 079-233-1819

兵庫県 姫路市 伊丹産業株式会社 セルフ姫路　給油所 香寺溝口９７５－１ 079-232-5179

兵庫県 姫路市 伊丹産業株式会社 セルフ野里　給油所 野里町字川田１１９－１ 079-285-1580

兵庫県 姫路市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション網干 網干区新在家字大泓２０５３－１ 0792-71-5167

兵庫県 尼崎市 浪田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ尼崎北　給油所 三反田町３－１０－２２ 06-6426-6887

兵庫県 尼崎市 浪田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネオス杭瀬　給油所 杭瀬南新町４－１－３０ 06-6488-4533

兵庫県 尼崎市 コスモ石油販売株式会社 尼崎第三　給油所 道意町７－１２ 06-6411-5727

兵庫県 尼崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアセンター尼崎西　給油所 稲葉荘１－２２－６ 0120-79-0608

兵庫県 尼崎市 樽岡石油株式会社 大物　給油所 大物町２－９－７ 06-6488-4494

兵庫県 尼崎市 株式会社サンワ石油商興 丸島　給油所 丸島町１ 06-6417-7731

兵庫県 尼崎市 三栄石油株式会社 尼崎東　給油所 下坂部４－１１－１ 06-6491-5492

兵庫県 尼崎市 栃尾石油株式会社 猪名寺　給油所 猪名寺２－８－１０ 06-6492-1866

兵庫県 尼崎市 株式会社宇佐美エナジー 山手幹線尼崎　給油所 久－知１－３１－１０ 06-6493-2233

兵庫県 尼崎市 株式会社丸井商会 尼崎　給油所 西立花町４－１４－２０ 06-6430-5713

兵庫県 尼崎市 株式会社三徳リテールシステム ニュー塚口　給油所 塚口本町７－１５－８ 06-6421-1869

兵庫県 尼崎市 本多石油株式会社 尼崎東　給油所 下坂部３－２１－２１ 06-6499-2338

兵庫県 尼崎市 橋本石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ名神尼崎店　給油所 名神町２－１４－３ 06-6429-5780

兵庫県 尼崎市 大島商事株式会社 ４３号尼崎　給油所 西本町７－２－１ 06-6430-6270

兵庫県 尼崎市 生越石油株式会社 尾浜　給油所 久－知西町２－１０－１ 06-6429-3118

兵庫県 尼崎市 大昌石油株式会社 ＪＲ尼崎　給油所 長洲東通１－２－２５ 06-6478-0331

兵庫県 尼崎市 伊丹産業株式会社 セルフ武庫之荘　給油所 武庫元町１－１－６ 06-6431-0219

兵庫県 尼崎市 伊丹産業株式会社 セルフ西昆陽　給油所 西昆陽３－２－１ 06-6433-9330

兵庫県 尼崎市 大島商事株式会社 塚口南　給油所 南塚口町１－２７－２３ 06-6429-2420

兵庫県 尼崎市 松永石油株式会社 守部　給油所 南武庫之荘１１－１１－１５ 06-6438-7824

兵庫県 尼崎市 柴田石油株式会社 尼崎南　給油所 道意町６－３０ 06-6416-7740

兵庫県 尼崎市 柴田石油株式会社 ４３号尼崎　給油所 西本町２－９ 06-6411-5171

兵庫県 尼崎市 大正石油株式会社 ルート４３尼崎　給油所 西向島町１００ 06-6430-1122

兵庫県 尼崎市 伊丹産業株式会社 セルフ園田エコ・ステーション　給油所 猪名寺３－５－２９ 06-6421-3422

兵庫県 尼崎市 伊丹産業株式会社 セルフ南武庫之荘　給油所 南武庫之荘４－２０－１５ 06-6438-3737

兵庫県 尼崎市 伊丹産業株式会社 セルフ尼崎　給油所 東難波町４－１３－９ 06-6401-2658

兵庫県 尼崎市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション東園田 東園田町４－１７－１ 06-6495-3650

兵庫県 明石市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーションあかし　給油所 硯町２－４－４０ 0120-509-929

兵庫県 明石市 植田石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ明姫魚住　給油所 魚住町住吉２－９－１ 078-946-3351

兵庫県 明石市 平崎石油株式会社 魚住　給油所 魚住町清水４５４－４ 078-943-1745

兵庫県 明石市 株式会社藤田産業 セルフステージ魚住東　給油所 魚住町金ケ崎字高丘１６８７－１ 078-948-2772

兵庫県 明石市 東播産業株式会社 西明石　給油所 小久保１－６－３ 078-928-5701

兵庫県 明石市 三和油業株式会社 ＥｎｅＪｅｔ朝霧　給油所 大蔵八幡町１－４７ 078-911-4619

兵庫県 明石市 三和油業株式会社 ＥｎｅＪｅｔ西明石　給油所 松の内２－９－９ 078-928-1120

兵庫県 明石市 三和油業株式会社 明石カーライフステーション　給油所 天文町１－５－１５ 078-912-5884

兵庫県 明石市 三和油業株式会社 西新町カーライフステーション　給油所 田町１－９－２７ 078-925-6666

兵庫県 明石市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ明姫二見　給油所 二見町西二見字大池の内１６４４－１ 078-943-0271

兵庫県 明石市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大久保中央店　給油所 大久保町大窪字角田３０９ 078-936-7108

兵庫県 明石市 東播産業株式会社 セルフ土山南　給油所 二見町西二見１６８３－１ 078-942-2555

兵庫県 明石市 株式会社オーエス産業 江井ヶ島　給油所 大久保町西島４１８－１ 078-946-1179

兵庫県 明石市 株式会社西日本宇佐美 明石西 二見百市１６１８ 078-941-0888

兵庫県 西宮市 株式会社シェル石油大阪発売所 西宮戎　給油所 宮前町１－１ 0798-23-4660



兵庫県 西宮市 三幸石油株式会社 アメニティ甲子園　給油所 上甲子園１－１－７ 0897-47-0456

兵庫県 西宮市 伊丹産業株式会社 セルフ下山口　給油所 山口町下山口５丁目８番７号 078-903-5599

兵庫県 西宮市 伊丹産業株式会社 セルフ西宮インター　給油所 津門川町５－２１ 0798-38-6700

兵庫県 西宮市 株式会社うかいや 西宮北口　給油所 能登町１１－２５ 0798-74-9215

兵庫県 西宮市 株式会社宇佐美エナジー 西宮苦楽園　給油所 南郷町８－１７ 0798-70-2884

兵庫県 西宮市 本多石油株式会社 甲子園　給油所 若草町１－３－１４ 0798-47-6154

兵庫県 西宮市 阪神米油株式会社 甲子園セルフステーション　給油所 池開町５－３３ 0798-47-3488

兵庫県 西宮市 神戸スタンダード石油株式会社 北甲子園　給油所 中島町１９－１０ 0798-67-3011

兵庫県 西宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ阪神今津店　給油所 今津水波町５－２２ 0798-34-2003

兵庫県 西宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西宮店　給油所 上大市４－６－２８ 0798-51-3121

兵庫県 西宮市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西宮マリーナ店　給油所 西宮浜３丁目６－２ 0798-32-3866

兵庫県 西宮市 柴田石油株式会社 ４３号西宮　給油所 本町３－２０ 0798-35-6222

兵庫県 西宮市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション苦楽園　給油所 毘沙門町４９－１ 0798-75-6821

兵庫県 西宮市 伊丹産業株式会社 セルフ甲子園　給油所 甲子園一番町１－５ 0798-41-0666

兵庫県 西宮市 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ生瀬大橋　給油所 生瀬東町３－７ 072-430-5410

兵庫県 西宮市 エネクスフリート株式会社 西宮インター　給油所 今津出在家町１０－７１ 0798-23-9033

兵庫県 西宮市 株式会社西日本宇佐美 １７６号西宮北インター 山口町名来１－２２ 078-903-6875

兵庫県 洲本市 冨士吉田石油株式会社 洲本　給油所 栄町１－１－１７ 07992-2-2211

兵庫県 洲本市 株式会社鈴木海石 由良天川　給油所 由良町由良５１４－１０ 0799-27-2555

兵庫県 洲本市 有限会社小出 サンライズ鮎原　給油所 五色町鮎原西１２－５ 0799-32-0056

兵庫県 洲本市 新屋石油株式会社 洲本　給油所 下加茂１－３－１０ 0799-22-2146

兵庫県 洲本市 株式会社中野石油店 海岸通　給油所 海岸通２－１３ 0799-22-0243

兵庫県 洲本市 株式会社中野石油店 淡路　給油所 本町８－７ 0799-22-1286

兵庫県 洲本市 淡路砿油株式会社 鮎原　給油所 五色町鮎原南谷４４３－１ 0799-30-2550

兵庫県 洲本市 大谷石油販売株式会社 淡路広石　給油所 五色町広石下７８２－１ 0799-35-0515

兵庫県 洲本市 淡路アポロ石油株式会社 都志　給油所 五色町都志万才字下西山８２７－１ 0799-33-0364

兵庫県 芦屋市 コスモ石油販売株式会社 セルフ芦屋　給油所 川西町４－１７ 0120-075-056

兵庫県 芦屋市 朝日石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ芦屋セントラル　給油所 竹園町１－２５ 0797-32-1024

兵庫県 芦屋市 株式会社宇佐美エナジー 芦屋東山　給油所 東山町７－２９ 0797-34-0122

兵庫県 芦屋市 阪神米油株式会社 芦屋セルフステーション　給油所 楠町１１－１４ 0797-22-7711

兵庫県 芦屋市 竹内油業株式会社 芦屋　給油所 川西町１－５ 0797-23-2463

兵庫県 伊丹市 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストプライス伊丹店　給油所 稲野町８－３９ 072-778-9000

兵庫県 伊丹市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション伊丹西　給油所 奥畑２－１９０ 0120-702-908

兵庫県 伊丹市 柴田石油株式会社 セルフ昆陽池公園　給油所 鴻池２－１０－３１ 072-787-4850

兵庫県 伊丹市 伊丹産業株式会社 セルフ北村　給油所 北園３－２６ 0727-82-3116

兵庫県 伊丹市 株式会社丸井商会 伊丹瑞穂　給油所 瑞穂町１－３５ 072-744-2095

兵庫県 伊丹市 朝日石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ伊丹中央　給油所 西台２丁目７番１１号 072-772-3017

兵庫県 伊丹市 伊丹産業株式会社 セルフ緑ヶ丘　給油所 緑ヶ丘１－２２６－１ 072-782-3437

兵庫県 伊丹市 伊丹産業株式会社 伊丹中央　給油所 中央６－３－１０ 072-772-0834

兵庫県 相生市 相生礦油株式会社 相生　給油所 大島町１１－２３ 07912-2-0680

兵庫県 相生市 相生礦油株式会社 ニュー相生　給油所 陸字東汐見塚６７－１ 07912-2-5476

兵庫県 相生市 株式会社吉田石油店 相生西　給油所 若狭野町上松２３３－１ 0791-28-0388

兵庫県 相生市 株式会社西日本宇佐美 ２号相生国道　給油所 那波野字下土穴３９０－１ 0791-23-1651

兵庫県 相生市 西日本フリート株式会社 Ｒ－２相生　給油所 若狭野町野－２６６－１ 0791-24-8631

兵庫県 豊岡市 全但石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ豊岡　給油所 京町８－３０ 07962-2-3845

兵庫県 豊岡市 宇上　昌孝 豊岡港　給油所 気比字絹巻３６７１ 0769-28-3158

兵庫県 豊岡市 有限会社みなとや石油 城崎　給油所 城崎町湯島５９４－２ 0796-32-3407

兵庫県 豊岡市 藤本石油株式会社 出石　給油所 出石町弘原３１４－３ 0796-52-2225

兵庫県 豊岡市 株式会社マルナカ マルナカ　給油所 福田１５０３ 0796-23-2678

兵庫県 豊岡市 幸岡石油株式会社 豊岡駅前　給油所 若松町３－６ 0796-22-4397

兵庫県 豊岡市 株式会社吉宗 豊岡　給油所 泉町７－１９ 0796-22-5196

兵庫県 豊岡市 株式会社吉宗 城崎　給油所 城崎町湯島９０９ 0796-32-2291

兵庫県 豊岡市 株式会社上田屋油店 出石　給油所 出石町小人１１４ 0796-52-2082

兵庫県 豊岡市 有限会社中山石油 中山　給油所 但東町中山８０３ 0796-56-0154

兵庫県 豊岡市 三和商事株式会社 豊岡　給油所 九日市下町字中荒原１３１－１ 0796-23-2030

兵庫県 豊岡市 株式会社井藤商事 城崎モータープール　給油所 城崎町湯島字愛宕２９８－１ 0796-32-2383

兵庫県 豊岡市 株式会社ジェイ・アクロス 豊岡第一　給油所 昭和町７－５７ 0796-22-7046



兵庫県 豊岡市 株式会社ジェイ・アクロス 出石　給油所 出石町弘原字上クゴ３２３－１ 0796-52-2273

兵庫県 豊岡市 株式会社ジェイ・アクロス 伊府　給油所 日高町伊府字松ノ木６９８－３ 0796-44-0630

兵庫県 豊岡市 株式会社ジェイ・アクロス 出合　給油所 但東町出合８２ 0796-54-0221

兵庫県 豊岡市 株式会社ジェイ・アクロス 日高セルフ　給油所 日高町土居１８４－１ 0796-43-2022

兵庫県 加古川市 エネクスフリート株式会社 明姫加古川　給油所 平岡町中野５７４－１ 0794-36-7272

兵庫県 加古川市 横田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平岡店　給油所 平岡町高畑９６－２ 0794-24-6485

兵庫県 加古川市 株式会社宮永商店 志方　給油所 志方町細工所１１０－１ 0794-52-1122

兵庫県 加古川市 伊丹産業株式会社 セルフ西加古川　給油所 加古川町南備後３８３－１ 079-454-3001

兵庫県 加古川市 株式会社うかいや 加古川西インター　給油所 東神吉町西井ノ口字富士元５８４－１ 079-431-9995

兵庫県 加古川市 有限会社タナカ石油 西神吉　給油所 西神吉町鼎１５０－１ 079-431-2355

兵庫県 加古川市 株式会社多田石油 平岡南　給油所 平岡町一色１０２ 079-435-1699

兵庫県 加古川市 協同油業株式会社 川重加古川　給油所 平岡町新在家２５９５－３０ 079-426-2240

兵庫県 加古川市 有限会社武田石炭商店 別府　給油所 別府町西脇２－３１ 079-437-8157

兵庫県 加古川市 株式会社トモダ 平岡　給油所 平岡町新在家１１６－２ 079-424-5259

兵庫県 加古川市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ東神吉　給油所 東神吉町神吉字頓田８０４－１ 079-433-8822

兵庫県 加古川市 三愛リテールサービス株式会社 セルフ加古川　給油所 野口町長砂壱丁田９７３－２ 0794-27-7670

兵庫県 加古川市 有限会社篠原石油 東加古川　給油所 神野町石守２５４－１ 079-424-4692

兵庫県 加古川市 有限会社篠原石油 加古川出合　給油所 八幡町宗佐字出合１０４３－１ 079-438-7633

兵庫県 加古川市 株式会社Ｇ－７・オート・サービス オートバックスエクスプレス・ＮＥＷ土山店 平岡町土山６９９－４ 079-949-0107

兵庫県 加古川市 しき島商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ加古川ベフ　給油所 別府町緑町１７ 079-437-7557

兵庫県 加古川市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション東加古川　給油所 平岡町新在家４０１－１ 079-427-1941

兵庫県 加古川市 西村株式会社 Ｄ.Ｄ明姫加古川店 加古川町南備後３８０－１ 079-456-1333

兵庫県 加古川市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＣサザンプラザ 尾上町池田８５０－６５ 079-456-6112

兵庫県 加古川市 株式会社ＪＡオートサービス 加古川　給油所 加古川町河原３５４－１ 079-424-1365

兵庫県 赤穂市 前田石油株式会社 赤穂インター　給油所 新田字大津道ノ下６８０－１ 0791-42-1166

兵庫県 赤穂市 株式会社西日本宇佐美 ２号西相生　給油所 西有年字長畑２２２０－１ 07914-9-3210

兵庫県 赤穂市 株式会社関石油店 寿町　給油所 寿町８－４ 0791-43-7414

兵庫県 赤穂市 株式会社明星 赤穂　給油所 城西町１２５ 0791-46-3177

兵庫県 赤穂市 エネクスフリート株式会社 赤穂東　給油所 有年原字東西川２８８－２ 0791-49-2231

兵庫県 赤穂市 有限会社小林石油店 赤穂西　給油所 新田七軒家１２８１－１ 0791-42-0321

兵庫県 赤穂市 有限会社Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐ・Ｆ マスタープライス赤穂　給油所 加里屋字東沖手１０９３－４ 0791-42-1390

兵庫県 赤穂市 西播石油株式会社 赤穂　給油所 折方字黒崎１４９５－１５ 0791-45-2328

兵庫県 西脇市 株式会社阿江石油店 西脇　給油所 野村町字大日ノ上１２６３－１ 0795-22-5605

兵庫県 西脇市 株式会社旭商会 西脇　給油所 上野字芝添３５６ 0795-22-2553

兵庫県 西脇市 有限会社中根石油 西田　給油所 西田町３７４ 0795-23-3456

兵庫県 西脇市 有限会社笹倉石油 小坂町　給油所 小坂町字丁出２３２ 0795-22-6468

兵庫県 西脇市 株式会社シゲマツ 西脇北　給油所 寺内１３０－１ 0795-23-4101

兵庫県 西脇市 東谷石油株式会社 西脇　給油所 高田井町８６－１ 0795-24-5771

兵庫県 西脇市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス黒田庄　給油所 黒田庄町石原７４３－１ 0795-28-2300

兵庫県 宝塚市 株式会社シェル石油大阪発売所 宝塚　給油所 宮の町８－６ 0797-86-2772

兵庫県 宝塚市 日新商事株式会社 宝塚中山台　給油所 中山桜台２－２－４ 0797-88-4378

兵庫県 宝塚市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション宝塚金井町　給油所 金井町３－５ 0120-358-353

兵庫県 宝塚市 伊丹産業株式会社 セルフ逆瀬川　給油所 小林４－７－６１ 0797-72-2606

兵庫県 宝塚市 タイセイ商事株式会社 仁川　給油所 高司１－４－２６ 0797-71-7866

兵庫県 宝塚市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート１７６宝塚山本　給油所 山本野里１－９４－１ 0797-80-1301

兵庫県 宝塚市 有限会社目見田商事 宝塚ひまわり　給油所 高司２－１６－１５ 0797-72-0121

兵庫県 宝塚市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション宝塚中央　給油所 安倉北３－１９５５ 0120-805-701

兵庫県 宝塚市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宝塚あくら店　給油所 安倉中６丁目５－５ 0797-81-4321

兵庫県 宝塚市 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中山寺　給油所 中筋７－９７－１ 079-788-9512

兵庫県 宝塚市 柴田石油株式会社 バルーン宝塚インター　給油所 安倉西１－４－１３ 0797-84-6155

兵庫県 宝塚市 株式会社ミツワ セルフ宝塚１７６　給油所 山本野里２－８２－１ 0797-88-8228

兵庫県 宝塚市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宝塚さかせ店 逆瀬台１丁目１－７ 0797-77-1861

兵庫県 宝塚市 伊丹産業株式会社 セルフ安倉　給油所 安倉西４－５７１－４ 0797-84-1081

兵庫県 宝塚市 伊丹産業株式会社 セルフ口谷　給油所 口谷西３－８４－２３ 0797-89-6192

兵庫県 宝塚市 伊丹産業株式会社 セルフ宝塚　給油所 旭町２－２－３１ 0797-86-0866

兵庫県 三木市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション青山ヒルズ　給油所 志染町青山５－２３ 0794-87-1100

兵庫県 三木市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション三木インター　給油所 大村５５６－２ 0794-86-8655



兵庫県 三木市 植田石油株式会社 三木　給油所 大塚２－３３１－１１ 0749-82-2378

兵庫県 三木市 株式会社阿江石油店 セルフ三木　給油所 別所町小林７３４－３３５ 0794-89-2233

兵庫県 三木市 高橋石油株式会社 三木　給油所 加佐字宮ノ前９９－１ 0794-82-3767

兵庫県 三木市 有限会社藤田石油店 吉川インター　給油所 吉川町大沢２２３－１ 07947-2-0155

兵庫県 三木市 植田石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ広野　給油所 志染町広野５－８８－１ 0794-85-4535

兵庫県 三木市 有限会社シェル三木広野 三木広野　給油所 別所町小林字釜ヶ谷６９６ 0794-82-4426

兵庫県 三木市 出光リテール販売株式会社 セルフ三木小林　給油所 別所町小林字入道ヶ鼻１１９－１９ 0794-82-8011

兵庫県 三木市 出光リテール販売株式会社 セルフ三木東インター　給油所 志染町御坂字南大原５５３－４ 0794-84-1641

兵庫県 三木市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス別所　給油所 別所町高木６１２－１ 0794-82-1993

兵庫県 三木市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス吉川　給油所 吉川町吉安２３４－１ 0794-72-0118

兵庫県 三木市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス三木北　給油所 細川町金屋６４８ 0794-86-2517

兵庫県 三木市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス三木東　給油所 志染町窟屋１３８６ 0794-87-3424

兵庫県 高砂市 岩見石油株式会社 高砂緑丘　給油所 緑丘２－６－３１ 079-443-5100

兵庫県 高砂市 西村株式会社 Ｎｉｃｏｒｓ明姫高砂店　給油所 伊保町中筋３７５－１ 07944-8-1256

兵庫県 高砂市 株式会社うかいや 高砂西インター　給油所 曽根町字鍋田９５７－７ 079-447-0734

兵庫県 高砂市 シューワ株式会社 高砂　給油所 阿弥陀町魚橋１０６４－１ 079-451-7738

兵庫県 高砂市 株式会社秋元石油店 高砂　給油所 高砂町朝日町２－４－２５ 079-442-3622

兵庫県 高砂市 大橋石油株式会社 荒井　給油所 荒井町御旅２－１０－５ 079-442-5387

兵庫県 高砂市 株式会社アタック・ウィン セルフ高砂　給油所 阿弥陀町阿弥陀１８９６－２ 079-490-2040

兵庫県 川西市 伊丹産業株式会社 セルフ川西一庫　給油所 一庫字中ノ坪８番 072-795-1515

兵庫県 川西市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション川西山下　給油所 山下町２０－１８ 0120-325-711

兵庫県 川西市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ川西加茂店　給油所 下加茂１丁目２０－２６ 072-755-6030

兵庫県 川西市 伊丹産業株式会社 セルフ川西　給油所 下加茂１－３２－４ 072-759-3760

兵庫県 川西市 浪田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネオス川西　給油所 西多田１丁目４番１号 072-793-3113

兵庫県 小野市 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー小野店　給油所 黒川町字小深田１４０４番地 0794-64-0500

兵庫県 小野市 植田石油株式会社 小野　給油所 中町字西後山５２０－１ 07946-3-0771

兵庫県 小野市 株式会社三元 小野　給油所 玉子町辻ノ内６０１－１ 07946-3-1258

兵庫県 小野市 尾花石油株式会社 小野中央　給油所 王子町割塚７９９－１ 0794-62-2758

兵庫県 小野市 株式会社阿江石油店 小野　給油所 敷地町ナカヲ１５２４－１ 07946-2-6255

兵庫県 小野市 エネクスフリート株式会社 兵庫小野　給油所 浄谷町２７２７－１ 0794-63-8577

兵庫県 小野市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス小野セルフ　給油所 黒川町１２１－１ 0794-63-1500

兵庫県 三田市 伊丹産業株式会社 セルフ新三田　給油所 西野上３－１ 0795-67-3060

兵庫県 三田市 髙浦石油株式会社 ニュー三田　給油所 東野上字谷郷８５－１ 079-567-0489

兵庫県 三田市 株式会社ウチダ 三田西インター　給油所 中内神１１８８－３ 079-567-4321

兵庫県 三田市 株式会社ウチダ ニュー三田　給油所 三輪２－１３－２３ 079-563-4209

兵庫県 三田市 有限会社池澤商店 長坂　給油所 長坂字池畑２８１－１、２８５－１ 079-568-1148

兵庫県 三田市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス三田　給油所 加茂１８９－１ 0795-67-1940

兵庫県 三田市 竹内油業株式会社 三田フラワータウン　給油所 弥生ヶ丘１－２－４ 0795-53-3590

兵庫県 三田市 尾花石油株式会社 セルフ三田ウッディタウン　給油所 下井沢半田郷３１８－１ 079-567-0790

兵庫県 三田市 伊丹産業株式会社 セルフ大原　給油所 大原字西請７６５ 079-565-5285

兵庫県 三田市 西村株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三田ウッディタウン店　給油所 けやき台１－２－１ 079-553-8561

兵庫県 三田市 株式会社宇佐美エナジー 三田西インター テクノパ－ク１８－５ 079-568-3880

兵庫県 加西市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーションかさい　給油所 北条町古坂５－２ 0120-776-241

兵庫県 加西市 植田石油株式会社 ニュー北条　給油所 北条町西高室字奥谷５４５－１ 07904-2-2920

兵庫県 加西市 株式会社吉田 加西　給油所 山枝町３７５－５ 07904-7-0218

兵庫県 加西市 株式会社吉田石油店 加西インター　給油所 中富町５１３－５ 0790-44-2252

兵庫県 加西市 植田石油株式会社 北條　給油所 北条町北条６１－１ 0790-42-2222

兵庫県 加西市 藤本石油株式会社 殿原　給油所 殿原町４０８－１ 0790-44-1020

兵庫県 加西市 高部石油株式会社 セルフ加西ハイツ　給油所 北条町横尾１－２ 0790-42-2035

兵庫県 加西市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス九会　給油所 下宮木町５４５ 0790-49-0339

兵庫県 丹波篠山市 畑燃料株式会社 多紀　給油所 塩岡横枕２１－１ 079-558-0381

兵庫県 丹波篠山市 伊丹産業株式会社 セルフ篠山インター　給油所 吹新千束の坪１１２－１ 079-594-0850

兵庫県 丹波篠山市 畑休燃料株式会社 篠山　給油所 郡家３９１－１ 07955-2-0960

兵庫県 丹波篠山市 株式会社ウチダ 古市　給油所 古市１５３ 079-595-0919

兵庫県 丹波篠山市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス日置　給油所 日置２８６－１ 079-556-2132

兵庫県 丹波篠山市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス味間　給油所 大沢１丁目１８番地７ 079-594-0153

兵庫県 養父市 有限会社関宮鉱油 関宮　給油所 関宮３５９－２ 079-667-2630



兵庫県 養父市 全但石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ養父　給油所 上野字北峠１６８－５５ 079-664-0181

兵庫県 養父市 北兵庫産業株式会社 リバーサイドやぶ　給油所 小城字枯木５１６ 079-664-1461

兵庫県 養父市 株式会社ジェイ・アクロス 八鹿　給油所 八鹿町朝倉１１４１ 079-662-5001

兵庫県 丹波市 氷上興油　　中尾　正孝 ニュー青垣　給油所 青垣町佐治御領田１８８－４ 0795-87-0201

兵庫県 丹波市 丹波石油株式会社 ニュー柏原　給油所 柏原町柏原２９１０－２ 07957-2-1078

兵庫県 丹波市 村上商事株式会社 氷上インターセルフ　給油所 氷上町市辺字正勺６５７－１他 0795-80-4511

兵庫県 丹波市 村上商事株式会社 柏原中央セルフＳＳ　給油所 柏原町柏原１４８３、 07957-2-1134

兵庫県 丹波市 丹佐商事株式会社 ニュー青垣　給油所 青垣町西芦田カリマタ４７５－１ 0795-87-0003

兵庫県 丹波市 芙蓉興産株式会社 成松　給油所 氷上町成松４５９－１ 0795-82-1216

兵庫県 丹波市 エース石油株式会社 氷上　給油所 山南町草部７２－３ 0795-70-8038

兵庫県 丹波市 衣川石油店　　衣川　恵美 青垣町　給油所 青垣町小倉字平松８５８－１ 0796-67-0033

兵庫県 丹波市 山名商事株式会社 市島バイパス　給油所 市島町上田字新具２６０－１ 0795-85-0007

兵庫県 丹波市 永井　幸一 下滝　給油所 山南町下滝寺の下１９６－２ 0795-78-0548

兵庫県 丹波市 竹田産業株式会社 竹田　給油所 市島町下竹田１２－１０ 0795-86-0021

兵庫県 丹波市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス山南　給油所 山南町奥１８８ 0795-77-1122

兵庫県 丹波市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス氷上　給油所 氷上町市辺下三条寺３５６－１ 0795-82-4635

兵庫県 丹波市 伊丹産業株式会社 セルフ柏原　給油所 柏原町下小倉室ノ木１５０－１ 0795-72-2191

兵庫県 丹波市 伊丹産業株式会社 セルフ氷上　給油所 氷上町横田６２７－１ 0795-82-2206

兵庫県 南あわじ市 藤井商事株式会社 淡路セントラル　給油所 広田広田３１０－１ 0799-45-0163

兵庫県 南あわじ市 前川石油株式会社 湊　給油所 湊１０９３－２０ 07993-6-2324

兵庫県 南あわじ市 株式会社岡本商店 三原　給油所 市円行寺５２１－１ 07994-2-0203

兵庫県 南あわじ市 うずしお興業有限会社 かもり　給油所 榎列掃守３２４ 0799-42-7039

兵庫県 南あわじ市 うずしお興業有限会社 セルフうずしおライン　給油所 榎列小榎列４０３－３ 0799-20-5039

兵庫県 南あわじ市 あわじ島農業協同組合 本所　給油所 市青木１７－１ 0799-42-5216

兵庫県 南あわじ市 あわじ島農業協同組合 広田セルフ　給油所 広田広田字畑田９７番５ 0799-45-2622

兵庫県 南あわじ市 新屋石油株式会社 淡路湊　給油所 松帆古津路字叶堂５６９－７ 0799-36-4267

兵庫県 南あわじ市 新屋石油株式会社 セルフ賀集　給油所 賀集八幡森の木１１－２ 0799-54-0633

兵庫県 南あわじ市 三栄興産株式会社 グリーン長田　給油所 倭文長田６８４－３ 0799-46-0815

兵庫県 南あわじ市 有限会社森田商会 賀集　給油所 賀集八幡１４５ 0799-54-0431

兵庫県 南あわじ市 株式会社岡本商店 福良　給油所 福良字垣ノ内５３７－１ 0799-52-0351

兵庫県 南あわじ市 ＭＳ　Ｇｒｅｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ株式会社 西淡　給油所 松帆古津路６３９－１ 0799-36-2558

兵庫県 南あわじ市 株式会社西田石油店 淡路灘　給油所 灘土生２３０ 0799-56-0341

兵庫県 南あわじ市 江本石油店　　江本　和夫 阿万　給油所 阿万上町３５５－１ 0799-55-0266

兵庫県 南あわじ市 久米石油株式会社 湊　給油所 松帆古津路１８４ 0799-36-2434

兵庫県 朝来市 有限会社和田山礦油 和田山　給油所 和田山町土田字桃ナシ３５０－２ 0796-72-2128

兵庫県 朝来市 株式会社ＮＴＦコーポレーション 山東町　給油所 山東町大垣４３ 0796-76-2136

兵庫県 朝来市 秋山石油店　　秋山　豪吉郎 ニュー朝来　給油所 立野荒川口９８ 079-677-0558

兵庫県 朝来市 虎屋石油　　奥　茂 和田山　給油所 和田山町枚田字庄ノ田６５９ 079-672-4115

兵庫県 朝来市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート９和田山ＴＳ　給油所 和田山町法道寺字中野４１８－３ 079-670-3050

兵庫県 朝来市 丸三鉱油株式会社 梁瀬　給油所 山東町大垣２５－１ 079-676-2105

兵庫県 朝来市 株式会社ジェイ・アクロス 和田山　給油所 和田山町玉置一本柳１０７８－３ 079-672-3643

兵庫県 朝来市 株式会社西日本宇佐美 ９号和田山 和田山町宮田字河原田９５４－１ 079-673-2209

兵庫県 淡路市 冨士吉田石油株式会社 岩屋　給油所 岩屋１４１４ 0799-72-3456

兵庫県 淡路市 冨士吉田石油株式会社 淡路東浦　給油所 浦７０８ 079974-3222

兵庫県 淡路市 中嶋石油株式会社 東浦　給油所 久留麻１５７ 0799-74-2319

兵庫県 淡路市 一宮オイル有限会社 淡路いちのみや　給油所 多賀１２５７－３ 0799-85-0028

兵庫県 淡路市 淡路砿油株式会社 岩屋　給油所 岩屋１４１４－１ 0799-72-3131

兵庫県 淡路市 淡路砿油株式会社 志筑　給油所 志筑３１１０－１ 0799-62-0355

兵庫県 淡路市 正司石油株式会社 志筑　給油所 志筑字停示９６－５ 0799-62-0558

兵庫県 淡路市 淡路砿油株式会社 東浦　給油所 釜口字トラダ１３０８ 0799-74-2094

兵庫県 淡路市 高田石油店　　高田　守 淡路大町　給油所 木曽下４－３ 0799-62-0683

兵庫県 淡路市 淡路アポロ石油株式会社 郡家　給油所 多賀９７７ 0799-85-0241

兵庫県 宍粟市 寄川　靖宏 波賀　給油所 波賀町安賀５２８－１ 0790-75-2075

兵庫県 宍粟市 株式会社本條商店 山崎Ｉ.Ｃ西　給油所 山崎町中井９６ 0790-62-0643

兵庫県 宍粟市 有限会社フナビキ石油 山崎インター　給油所 山崎町須賀沢字前田１１５０ 0790-62-4891

兵庫県 宍粟市 株式会社共栄石油 波賀　給油所 波賀町安賀字宮ノ前２５３－３ 0790-75-3708

兵庫県 宍粟市 ハリマ農業協同組合 一宮　給油所 一宮町安積４１０－１ 0790-72-2377



兵庫県 宍粟市 ハリマ農業協同組合 三方　給油所 一宮町福野１３６－１ 0790-74-1515

兵庫県 宍粟市 ハリマ農業協同組合 千種　給油所 千種町黒土字中島９５－３ 0790-76-3348

兵庫県 宍粟市 株式会社ＪＡドリーム 山崎　給油所 山崎町今宿９２－１ 0790-62-2306

兵庫県 宍粟市 サンコー興産株式会社 山崎セルフ　給油所 山崎町船元字上ノ宮２２０－２ 0790-62-8119

兵庫県 宍粟市 株式会社平田石油 山崎第一　給油所 山崎町庄能１３５－１ 0790-62-0233

兵庫県 宍粟市 安黒　務 播磨一宮　給油所 一宮町安黒３３２ 0790-72-0235

兵庫県 宍粟市 株式会社本條商店 山崎Ｉ．Ｃ南　給油所 山崎町船元字町田２４０－１ 0790-62-0657

兵庫県 宍粟市 株式会社田路石油 山崎北　給油所 山崎町五十波１０１８－１ 0790-62-5055

兵庫県 宍粟市 有限会社平野商店 蔦沢　給油所 山崎町上牧谷１０２４－１ 0790-65-0445

兵庫県 宍粟市 山崎ホンダ石油株式会社 山崎インター　給油所 山崎町船元垣内１８１－１ 0790-62-0939

兵庫県 加東市 株式会社西日本宇佐美 １７５号滝野社インター　給油所 北野字舞台田５０８ 0795-48-4608

兵庫県 加東市 尾花石油株式会社 社　給油所 社１７３８－３８ 07954-2-0268

兵庫県 加東市 株式会社阿江石油店 滝野　給油所 上滝野７９８－３ 0795-48-3155

兵庫県 加東市 株式会社阿江石油店 社中央　給油所 上中２丁目２７番地 0795-42-0178

兵庫県 加東市 株式会社阿江石油店 滝野バイパス　給油所 多井田４００－２９ 0795-48-0203

兵庫県 加東市 株式会社小林石油店 社　給油所 社宮の下１１４２－２ 0795-42-0025

兵庫県 加東市 株式会社服部石油店 滝野インター　給油所 北野字大薮４０５－１ 0795-48-2034

兵庫県 加東市 株式会社新出光 イデックスセルフ滝野社インター　給油所 上中字溝ノ内３２２ 0795-42-2900

兵庫県 加東市 全国農業協同組合連合会 ジョイナス東条　給油所 岩屋２－３ 0795-46-1265

兵庫県 加東市 尾花石油株式会社 セルフ社センター　給油所 社１０６１ 0795-42-5319

兵庫県 たつの市 株式会社高島石油店 御津東　給油所 御津町釜屋８－３ 079-322-0285

兵庫県 たつの市 株式会社二木商店 セルフ神岡　給油所 神岡町上横内字三反田６３ 07916-5-0053

兵庫県 たつの市 株式会社二木商店 セルフ本竜野　給油所 龍野町日飼字姫路道下３７５－１ 07916-3-0861

兵庫県 たつの市 株式会社二木商店 セルフ龍野西　給油所 揖西町小神字辻ノ堂１０５５－４ 0791-62-4455

兵庫県 たつの市 内海石油株式会社 播磨新宮　給油所 新宮町平野字観音田２９６ 07917-5-0391

兵庫県 たつの市 株式会社うかいや 龍野　給油所 龍野町日山川原３３７－６ 07916-3-1405

兵庫県 たつの市 株式会社うかいや 東相生　給油所 揖保川町片島７３１－１ 079172-2541

兵庫県 たつの市 株式会社吉田石油店 相生東　給油所 揖保川町原７７０－１ 0791-72-3463

兵庫県 たつの市 株式会社大一石油 ニュー香島　給油所 新宮町香山字東河原５６１ 0791-77-1393

兵庫県 たつの市 有限会社安富石油 播磨新宮　給油所 新宮町船渡１０４ 0791-75-3979

兵庫県 たつの市 播州皮革工業協同組合 播州皮革工業協同組合　給油所 誉田町広山６４ 0791-62-3877

兵庫県 たつの市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 山陽道竜野インターＴＳ　給油所 龍野町四箇杉ノ木１６５－１他４筆 0791-62-9771

兵庫県 たつの市 有限会社沢田石油店 御津　給油所 御津町苅屋２０６－４ 079-322-1268

兵庫県 たつの市 有限会社松原石油 竜野松原　給油所 揖保町松原２７１－１ 0791-67-1296

兵庫県 川辺郡猪名川町 三英商事株式会社 猪名川町　給油所 広根字神子ノ辻６番地の１ 072-766-0314

兵庫県 川辺郡猪名川町 川辺石油有限会社 紫合　給油所 紫合字遠辺５０８－１ 072-766-0154

兵庫県 多可郡多可町 有限会社世光商会 中町　給油所 中区糀屋土井ノ後６３－１ 07953-2-0367

兵庫県 多可郡多可町 有限会社三功商会 八千代　給油所 八千代区中野間１０３９ 0795-37-1122

兵庫県 多可郡多可町 藤田石油株式会社 八千代　給油所 八千代区下野間９２０－１ 07953-7-1108

兵庫県 多可郡多可町 有限会社野間石油 多可町　給油所 八千代区下野間字保木７５９－２ 0795-37-1238

兵庫県 多可郡多可町 株式会社シゲマツ 中町　給油所 中区鍛冶屋１１６ 0795-32-0582

兵庫県 多可郡多可町 有限会社橋詰信石油 ニュー加美　給油所 加美区西脇字後川端１４１－１ 0795-35-0898

兵庫県 多可郡多可町 有限会社加美商会 加美町　給油所 加美区門村字シマダ５５４－２ 0795-36-0332

兵庫県 多可郡多可町 全国農業協同組合連合会 ジョイナス多可　給油所 中区茂利２８－１ 0795-30-0520

兵庫県 加古郡稲美町 小村石油株式会社 エトワール稲美　給油所 六分一字百丁歩１３６２－５２ 079-495-0017

兵庫県 加古郡稲美町 加西商事株式会社 アグリスクエア中一色　給油所 中一色８３５－２ 0794-96-5300

兵庫県 加古郡稲美町 株式会社ＪＡオートサービス 天満　給油所 国岡１丁目１７３ 079-492-0015

兵庫県 神崎郡市川町 有限会社信友石油 市川　給油所 近平１０－１ 0790-26-0720

兵庫県 神崎郡市川町 有限会社正木石油 市川　給油所 西田中字落合５９５ 0790-26-1234

兵庫県 神崎郡市川町 株式会社フジタ 市川　給油所 田中２３－１ 0790-28-0888

兵庫県 神崎郡福崎町 横田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福崎店　給油所 南田原２９４５－６ 0790-23-0320

兵庫県 神崎郡福崎町 有限会社三輪石油 福崎インター　給油所 東田原１２４１－２ 0790-22-3852

兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社ＪＡドリーム 福崎　給油所 西治４９５－１ 0790-22-0751

兵庫県 神崎郡福崎町 有限会社福崎石油 福崎南　給油所 高橋字佐本６３０－２ 0790-22-5671

兵庫県 神崎郡神河町 株式会社長谷 村営ふれあい　給油所 長谷１０５８ 0790-35-0201

兵庫県 神崎郡神河町 黒田石油株式会社 峰山口　給油所 柏尾字中通６８５－１ 0790-32-2106

兵庫県 神崎郡神河町 株式会社オートピア 粟賀　給油所 福本８番地の１ 0790-32-0044



兵庫県 揖保郡太子町 桑田石油株式会社 セルフ太子　給油所 老原山の下５７８－１ 0792-76-0521

兵庫県 揖保郡太子町 株式会社うかいや 太子東　給油所 原字山崎３３８－１ 079-277-6241

兵庫県 揖保郡太子町 有限会社丸八石油 太子　給油所 立岡松の内８０－１ 0792-76-4084

兵庫県 赤穂郡上郡町 前田石油株式会社 ブリランテ高田　給油所 宿字森元１８９－１ 0791-52-1154

兵庫県 赤穂郡上郡町 エネクスフリート株式会社 上郡　給油所 竹万２２４４番地 0791-52-3388

兵庫県 赤穂郡上郡町 本多石油株式会社 テクノプラザ西播磨　給油所 光都２丁目２２番地１号 0791-58-1222

兵庫県 佐用郡佐用町 天元石油株式会社 佐用　給油所 本位田乙２０７－１ 0790-82-3225

兵庫県 佐用郡佐用町 株式会社吉田石油店 佐用インター　給油所 横坂４０７－１ 0790-82-2660

兵庫県 佐用郡佐用町 有限会社上月給油店 ニュー上月　給油所 上月５８４－１０ 0790-86-0035

兵庫県 佐用郡佐用町 本多石油株式会社 佐用インター　給油所 横坂字善光寺下５９８－２ 0790-82-2931

兵庫県 佐用郡佐用町 本多石油株式会社 佐用バイパス　給油所 佐用８３－１ 0790-82-3921

兵庫県 美方郡香美町 株式会社伊藤梅商店 香住　給油所 香住区若松５８１－１ 0796-36-1255

兵庫県 美方郡香美町 ハバタック株式会社 村岡　給油所 村岡区村岡２７７５ 0796-94-0146

兵庫県 美方郡香美町 株式会社三輪清商店 香住インター　給油所 香住区香住字川田７０１番１ 0796-36-0363

兵庫県 美方郡香美町 石井石油店　　石井　康裕 美方　給油所 村岡区和田字丹士２３１ 0796-95-0505

兵庫県 美方郡香美町 黒田産業株式会社 村岡　給油所 村岡区市原３７７－４ 0796-98-1632

兵庫県 美方郡香美町 株式会社ユースランド スカイエネルギー村岡　給油所 村岡区福岡字石田１８－１ 0796-80-2813

兵庫県 美方郡香美町 村岡石油有限会社 村岡　給油所 村岡区村岡３８９－１ 079-694-0420

兵庫県 美方郡香美町 株式会社ジェイ・アクロス 小代　給油所 小代区神水４９６－２ 0796-97-3146

兵庫県 美方郡新温泉町 守山石油株式会社 浜坂東　給油所 三谷１７３－１ 07968-2-1913

兵庫県 美方郡新温泉町 守山石油株式会社 ニュー浜坂　給油所 対田字岡田２１４８－１ 0796-82-3477

兵庫県 美方郡新温泉町 岩田石油有限会社 はまさか　給油所 七釜字板関８７－１ 0796-82-1505

奈良県 奈良市 株式会社シェル石油大阪発売所 平城　給油所 押熊町８３５－２ 0742-46-0160

奈良県 奈良市 株式会社シェル石油大阪発売所 奈良南　給油所 神殿町２９７－１ 0742-93-8451

奈良県 奈良市 浪田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネオス奈良北　給油所 二名平野１－２１３４－１ 0742-41-8800

奈良県 奈良市 全農エネルギー株式会社 都祁店 都祁白石町１２４０－９ 0743-82-1110

奈良県 奈良市 平尾石油店　　平尾　俊雄 邑地町　給油所 邑地町２６１１－１－２ 0743-94-0041

奈良県 奈良市 永尾石油株式会社 サンセール帯解　給油所 山町１３９－２ 0742-61-5325

奈良県 奈良市 株式会社イタクラエナジーズ 奈良　給油所 大宮町３－１－５ 0742-33-6371

奈良県 奈良市 株式会社イタクラエナジーズ 神殿　給油所 神殿町西谷６３４－１ 0742-62-3071

奈良県 奈良市 株式会社下出商会 奈良京終　給油所 南京終町３ 0742-22-5401

奈良県 奈良市 株式会社下出商会 奈良法蓮町　給油所 法蓮町１０８６－５ 0742-22-7651

奈良県 奈良市 今中石油　　今中　良忠 荻　給油所 荻町１２９，１３０番地 0743-84-0063

奈良県 奈良市 株式会社オクダ商店 月ケ瀬　給油所 月ヶ瀬石打２４１６ 07439-2-0303

奈良県 奈良市 株式会社奈良自動車学校 奈良大宮　給油所 三条大路１－１－９３ 0742-35-4488

奈良県 奈良市 株式会社奈良自動車学校 紀寺　給油所 紀寺町東口町６７２ 0742-26-2688

奈良県 奈良市 株式会社　シマダ 阪原　給油所 阪原町７７８－１ 0742-93-0111

奈良県 奈良市 井上石油株式会社 薬師寺前　給油所 六条町１０３－３ 0742-35-0683

奈良県 奈良市 西田石油店　　西田　穂積 西田石油店　給油所 都祁友田町８９７－２ 0743-82-0086

奈良県 奈良市 株式会社奈良自動車学校 第二阪奈中町インターチェンジ　給油所 中町３１８－４ 0742-44-3488

奈良県 奈良市 株式会社奈良自動車学校 阪奈宝来　給油所 宝来４－１－３ 0742-49-7888

奈良県 奈良市 株式会社奈良自動車学校 法華寺町　給油所 法華寺町８３－９ 0742-34-7788

奈良県 奈良市 株式会社奈良自動車学校 新大宮　給油所 大宮町２－４－３３ 0742-36-0077

奈良県 奈良市 株式会社シェル石油大阪発売所 学園前　給油所 中山町西１－８５７－１ 0742-52-7655

奈良県 奈良市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平城店　給油所 左京町６－２－１ 0742-71-8775

奈良県 奈良市 株式会社加藤商会 せん都　給油所 今市町４６番地の１ 0742-61-4545

奈良県 奈良市 株式会社うかいや セルフ針インタートラックステーション　給油所 針町４８１－１ 0743-82-5060

奈良県 奈良市 株式会社西日本エネルギー セルフ奈良押熊　給油所 押熊町１５６４ 0742-53-7175

奈良県 奈良市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 奈良柏木　給油所 柏木町１６１－２ 0742-93-4649

奈良県 奈良市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 平城ニュータウン　給油所 押熊町５４４－１ 0742-46-6669

奈良県 奈良市 オケタ石油株式会社 佐保川　給油所 三条大路１－１－４０ 0742-33-1720

奈良県 奈良市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション高の原 右京一丁目５番１号 0742-70-4711

奈良県 大和高田市 株式会社西日本宇佐美 セルフ２４号大和高田　給油所 曽大根字西一盛１８５－１ 0745-52-3384

奈良県 大和高田市 森田　唯司 高田天満　給油所 根成柿２７３－２ 0745-52-5302

奈良県 大和高田市 平井石油株式会社 アメニティ高田　給油所 今里町１２－２６ 0745-22-2331

奈良県 大和高田市 金田　信芳 片塩　給油所 片塩町３－１２ 0745-52-4381

奈良県 大和高田市 株式会社高橋商店 大和高田　給油所 曽大根１－１６－３５ 0745-22-7775



奈良県 大和高田市 増井石油　増井淳也 陵西　給油所 野口５６０番地１ 0745-22-4600

奈良県 大和郡山市 株式会社ダイヤ昭石 奈良中央市場前　給油所 馬司町５７９－１ 0743-56-3371

奈良県 大和郡山市 全農エネルギー株式会社 大和郡山店 丹後庄町１４４ 0743-84-8611

奈良県 大和郡山市 冨尾石油株式会社 セルフ奈良郡山　給油所 外川町７７－１ 0743-51-2211

奈良県 大和郡山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ片桐店　給油所 池之内町６０－１ 0743-52-2345

奈良県 大和郡山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 大和郡山　給油所 下三橋町５８７ 0743-58-1321

奈良県 大和郡山市 森本石油株式会社 横田　給油所 横田町１５１－１ 0743-56-2321

奈良県 大和郡山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 外川町　給油所 外川町５１－１ 0743-54-2992

奈良県 天理市 株式会社今村石油店 天理中央　給油所 丹波市町４７２ 07436-2-4881

奈良県 天理市 株式会社吉田石油店 天理インター　給油所 櫟本町３５６４－１ 0743-61-0780

奈良県 天理市 株式会社奈良自動車学校 天理南　給油所 成願寺町３４１－１ 0743-66-3788

奈良県 天理市 大国石油株式会社 天理北　給油所 蔵之庄町１１６番地３ 0743-65-0231

奈良県 天理市 角田商事株式会社 櫟本　給油所 楢町４６７－１ 0743-65-0888

奈良県 天理市 コスモ石油販売株式会社 セルフ天理 富堂町２０４－１ 0743-69-6780

奈良県 橿原市 全農エネルギー株式会社 橿原店 川西町４９０－６ 0744-26-1661

奈良県 橿原市 関西商事株式会社 セルフステーション橿原十市　給油所 十市町８３９－１ 0744-29-9030

奈良県 橿原市 株式会社関西実業 セルフ畝傍御陵前 大久保町４５７－２ 07442-4-4646

奈良県 橿原市 株式会社丸井商会 橿原神宮　給油所 四条町６３０ 0744-20-1875

奈良県 橿原市 松村石油店　　松村　義弘 膳夫　給油所 膳夫町４３２－１ 0744-22-8955

奈良県 橿原市 元三商事株式会社 ニュー明日香　給油所 見瀬町６０１－３ 0744-28-3558

奈良県 橿原市 土井石油株式会社 ますが　給油所 小槻町２７３－２ 0744-24-0041

奈良県 橿原市 ミータス株式会社 橿原ＳＳ　給油所 法花寺町４９－１、高殿町５５９－１ 0744-20-3412

奈良県 橿原市 ミータス株式会社 メガ橿原ＳＳ　給油所 曽我町３０－１ 0744-46-9586

奈良県 橿原市 株式会社伊藤佑 セルフステーション橿原　給油所 川西町迎イ１１３５－１ 0744-27-9339

奈良県 橿原市 株式会社西日本エネルギー スーパーセルフ橿原十市　給油所 十市町１２１８－１ 0744-20-2077

奈良県 橿原市 東嶋商事株式会社 香久山　給油所 膳夫町５２４－４ 0744-22-3269

奈良県 橿原市 森本石油株式会社 曲川　給油所 曲川町７－６－１ 0744-23-0260

奈良県 橿原市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション大和八木 葛本町７５８－１ 0744-21-5611

奈良県 桜井市 全農エネルギー株式会社 桜井店 上之庄１９７－１ 0744-49-3516

奈良県 桜井市 今西油機株式会社 桜井　給油所 慈恩寺９４３ 07444-2-3815

奈良県 桜井市 森本石油株式会社 桜井市庁前　給油所 粟殿６０２－４ 07444-3-3765

奈良県 桜井市 株式会社サンユー 桜井　給油所 大字阿部４２６－５ 07444-3-1061

奈良県 桜井市 坪本陸送株式会社 巻の内　給油所 巻野内２５６－１ 0744-42-6543

奈良県 桜井市 有限会社Ｓｐｒｉｎｇｓ カーフィル桜井店　給油所 戒重３４８－１ 0744-42-6055

奈良県 桜井市 太陽石油販売株式会社 セルフ桜井　給油所 大字東新堂５４３－１０ 0744-44-1216

奈良県 五條市 久保石油株式会社 五條北　給油所 今井町３－７－１６ 07472-2-2440

奈良県 五條市 北宇智石油株式会社 北宇智　給油所 住川町２０１ 07472-2-4040

奈良県 五條市 山名　正三 西五条　給油所 新町１－７－４０ 0747-22-3063

奈良県 御所市 全農エネルギー株式会社 葛店 古瀬４３１－１ 0745-67-9012

奈良県 御所市 ナント石油株式会社 御所　給油所 大字東松本８ 07456-2-2581

奈良県 御所市 木谷石油株式会社 御所セントラル　給油所 東松本７番地 0745-65-2222

奈良県 御所市 上村石油商事株式会社 御所　給油所 大字室５８６－３ 07456-2-1064

奈良県 御所市 永長　愛一郎 戸毛　給油所 戸毛４５－１ 0475-67-0253

奈良県 御所市 西川燃料株式会社 御所　給油所 櫛羅１１６ 0745-63-0666

奈良県 御所市 株式会社ヤマト日石 御所　給油所 東松本２８０ 0745-62-4348

奈良県 生駒市 株式会社シェル石油大阪発売所 生駒壱分インター　給油所 壱分町６７－６４ 07437-6-1871

奈良県 生駒市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション生駒　給油所 壱分町８３－６ 0120-765-125

奈良県 生駒市 コスモ石油販売株式会社 セルフ登美ヶ丘　給油所 鹿畑町３００９ 0120-763-032

奈良県 生駒市 谷村燃料株式会社 高山　給油所 高山町４８４４ 07437-8-0027

奈良県 生駒市 株式会社西日本エネルギー セルフ生駒　給油所 俵口町１３７６ 0743-75-1633

奈良県 生駒市 日弘商事株式会社 壱分　給油所 壱分町９０２ 0743-77-7003

奈良県 生駒市 株式会社奈良自動車学校 南生駒　給油所 小瀬町１１７－１ 0743-76-0888

奈良県 生駒市 極東油業株式会社 ホワイトガーデン稲葉　給油所 南田原町３３０－１ 074-372-0151

奈良県 生駒市 極東油業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ阪奈生駒　給油所 俵口町９５１－１ 074-371-8161

奈良県 生駒市 中谷商事株式会社 生駒東　給油所 上町４１０ 0743-78-3104

奈良県 生駒市 タイガー石油株式会社 生駒　給油所 北田原町２０４６ 0743-78-5037

奈良県 生駒市 タイガー石油株式会社 生駒ハイウェイ　給油所 桜ヶ丘３－５０ 0743-74-2402



奈良県 生駒市 日新商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ生駒真弓　給油所 真弓２－１４－１ 0743-79-2592

奈良県 生駒市 株式会社伊藤佑 セルフステーション東生駒　給油所 辻町５－１ 0743-74-3388

奈良県 生駒市 コスモ石油販売株式会社 セルフ学研北生駒 上町３４１５ 0743-70-1460

奈良県 香芝市 阪本石油株式会社 名阪香芝　給油所 上中１０２－４ 0745-76-5800

奈良県 葛城市 株式会社ヤスカワ 林堂　給油所 林堂１９５番地の１ 0745-69-2077

奈良県 葛城市 極東油業株式会社 尺土　給油所 尺土２５７－１ 0745-48-5969

奈良県 葛城市 芳村自動車産業株式会社 新庄　給油所 北花内６２６－６ 0745-69-2071

奈良県 葛城市 松川　好宏 新庄町　給油所 忍海２４５－１ 0745-65-1371

奈良県 宇陀市 字廻石油株式会社 関戸　給油所 大宇陀関戸２７－１ 0745-83-0353

奈良県 宇陀市 株式会社岡野土木建材 伊那佐　給油所 榛原高塚８０番地 0745-82-1615

奈良県 宇陀市 株式会社岡野土木建材 阿騎野　給油所 大宇陀春日３２６－１ 0745-83-1130

奈良県 宇陀市 有限会社山本石油 内原　給油所 大宇陀内原１４１－１ 07458-3-1355

奈良県 宇陀市 エネライフ・コミュニティー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ榛原　給油所 榛原萩原１５９６ 0745-82-6784

奈良県 宇陀市 株式会社杉中石油 三本松　給油所 室生三本松２３５０ 0745-92-3095

奈良県 宇陀市 中尾石油店　　中尾　隆一 古市場　給油所 菟田野古市場５４１ 0745-84-3403

奈良県 生駒郡平群町 株式会社伊藤佑 セルフステーション平群　給油所 大字平等寺６－１ 0745-43-8820

奈良県 生駒郡三郷町 小森商事株式会社 奈良三郷町　給油所 勢野東１－５－２０ 0745-72-5100

奈良県 生駒郡斑鳩町 株式会社安本景一商店 竜田川　給油所 龍田西２丁目１番３０号 0745-75-2721

奈良県 生駒郡安堵町 株式会社植田商会 安堵　給油所 大字西安堵６９１ 0743-57-2128

奈良県 生駒郡安堵町 松田石油株式会社 安堵　給油所 大字東安堵１１５３ 0743-57-2356

奈良県 宇陀郡御杖村 水口石油　　水口　功視 御杖村　給油所 菅野３９８ 0745-95-2330

奈良県 高市郡高取町 森本石油株式会社 明日香　給油所 大字観覚寺７１５ 0744-23-4151

奈良県 北葛城郡王寺町 松本石油株式会社 ヤマト西和　給油所 畠田２丁目５２ 0745-72-5060

奈良県 北葛城郡広陵町 全農エネルギー株式会社 広陵店 大字笠１７４－１ 0725-54-6122

奈良県 北葛城郡広陵町 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストプライス真美ヶ丘店　給油所 馬見中５－６－１７ 0745-55-9550

奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社香両 広陵町　給油所 大字平尾６２３－２ 0745-55-2000

奈良県 北葛城郡広陵町 極東油業株式会社 広陵町　給油所 大塚９０６－１ 0745-43-7581

奈良県 北葛城郡広陵町 アサダ砿油店　浅田　義彦 百済　給油所 百済１７１５－２ 0745-55-0343

奈良県 北葛城郡広陵町 ミータス株式会社 竹取ＳＳ　給油所 笠中ノ坪３３８－６ 0745-43-8611

奈良県 北葛城郡広陵町 大西株式会社 広陵中央　給油所 寺戸２８３ 0745-57-0333

奈良県 北葛城郡河合町 株式会社テック セルフ馬見丘陵公園　給油所 佐味田２４７２－１ 07455-6-3151

奈良県 北葛城郡河合町 土江石油株式会社 法隆寺　給油所 大字穴闇２３１－１ 0745-56-5885

奈良県 北葛城郡河合町 エネクスフリート株式会社 法隆寺インター　給油所 泉台３－２２－９ 0745-57-1477

奈良県 吉野郡吉野町 株式会社丸井商会 宮滝　給油所 宮滝２８０－２ 0746-32-4695

奈良県 吉野郡大淀町 株式会社丸井商会 吉野大淀　給油所 下渕３４６－３ 0747-52-6052

奈良県 吉野郡大淀町 戌亥石油株式会社 大淀町　給油所 大字下渕２１－３ 0747-52-5351

奈良県 吉野郡大淀町 加藤石油店　　加藤　秀樹 吉野　給油所 越部９ 0747-52-2935

奈良県 吉野郡大淀町 オケタ石油株式会社 吉野　給油所 桧垣本８６ 0747-52-2594

奈良県 吉野郡大淀町 岸本株式会社 マイステーション吉野　給油所 桧垣本１４３０ 0747-54-2213

奈良県 吉野郡大淀町 株式会社小澤石油 吉野　給油所 大字増口４－１ 0746-32-2256

奈良県 吉野郡下市町 ＴＨＣ商店株式会社 下市　給油所 大字下市２３４７－１３ 0747-52-2979

奈良県 吉野郡天川村 奥田　伍郎 天川村　給油所 南日裏１５８ 0747-63-0056

奈良県 吉野郡天川村 久保燃料店　　久保　行良 洞川　給油所 洞川５２３ 0747-64-0608

奈良県 吉野郡天川村 増谷商店　　増谷　孝司 洞川　給油所 洞川４３ 0747-64-0556

奈良県 吉野郡十津川村 二村　昌純 十津川　給油所 大字小原２１９－２ 07466-3-0140

奈良県 吉野郡十津川村 十津川石油株式会社 十津川温泉　給油所 平谷４１２－１ 07466-4-0132

奈良県 吉野郡十津川村 藤村商事株式会社 十津川　給油所 野尻２９０ 0746-67-0314

奈良県 吉野郡十津川村 上野地石油店　　中嶋　大樹 上野地　給油所 大字上野地加－鶴３４１－４ 07466-8-0100

奈良県 吉野郡下北山村 有限会社エムズィオイル 池原　給油所 大字上池原２４６ 0746-85-2366

奈良県 吉野郡下北山村 有限会社ワンアップヒライ 池原　給油所 下池原２５１－１ 0746-85-2128

奈良県 吉野郡上北山村 有限会社後岡石油 大和北山　給油所 大字河合６１６－３ 07468-3-0037

奈良県 吉野郡川上村 一般社団法人かわかみらいふ かわかみサービスステーション　給油所 大字人知４９０ 0746-52-0715

和歌山県 和歌山市 角谷石油株式会社 セルフ西浜ＣＳ　給油所 西浜９４０－４ 073-444-5326

和歌山県 和歌山市 千代田石油株式会社 西和歌山　給油所 西河岸町９５ 0734-31-0334

和歌山県 和歌山市 株式会社岩本商店 和歌の浦　給油所 湊６６－５ 0734-23-3033

和歌山県 和歌山市 幡井石油店　　幡井　保文 川辺　給油所 川辺１６１ 0734-61-3313

和歌山県 和歌山市 西畑石油店　　西畑　二三雄 若葉　給油所 冬野１５２５ 0734-79-0008



和歌山県 和歌山市 池新石油株式会社 ニュー和歌山　給油所 餌差町１丁目３９番地 0734-24-6971

和歌山県 和歌山市 山本石油株式会社 舟津　給油所 舟津町３－３１ 0734-23-3066

和歌山県 和歌山市 秋月日石株式会社 紀の川　給油所 出島１５９－６ 0734-71-3101

和歌山県 和歌山市 有限会社中田石油店 和歌山南出島　給油所 南出島７７ 0734-71-0629

和歌山県 和歌山市 有限会社上西石油店 伊太祈曽　給油所 平尾３８－１ 0734-78-0900

和歌山県 和歌山市 株式会社Ｍネット 湊北島　給油所 北島４３３－２９ 073-455-2839

和歌山県 和歌山市 熊野御坊南海バス株式会社 小野町　給油所 小野町３－４６－１ 0734-31-0957

和歌山県 和歌山市 大岩石油株式会社 屋形町　給油所 屋形町４－２３ 073-436-4631

和歌山県 和歌山市 有限会社ビーパルみのにし 地蔵ノ辻　給油所 中之島５１７ 073-422-0754

和歌山県 和歌山市 吉川石油有限会社 和佐　給油所 祢宜１１４０ 073-477-1208

和歌山県 和歌山市 株式会社箕西石油店 北島橋　給油所 狐島堂山５９６－２ 077-455-0872

和歌山県 和歌山市 英光石油株式会社 アップビート新和歌　給油所 西浜１０３８－３ 073-445-2585

和歌山県 和歌山市 有限会社松本石油 西浜　給油所 西浜９８１ 073-444-2244

和歌山県 和歌山市 有限会社岸上石油 紀三井寺団地　給油所 毛見３８７－５ 073-445-4716

和歌山県 和歌山市 株式会社有石 神前　給油所 神前字宮出１７１－３ 073-474-6262

和歌山県 和歌山市 川福燃料株式会社 真砂町　給油所 吹上２－１－１９ 073-423-3032

和歌山県 和歌山市 岩本石油株式会社 セルフ和歌山北インター　給油所 直川字乙貝５５８－１ 073-464-3660

和歌山県 和歌山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 和歌山北島　給油所 北島字中ノ坪１０４－１ 0734-88-8166

和歌山県 和歌山市 秋月石油株式会社 セルフ神前　給油所 神前字宮出１６８－３ 073-474-6705

和歌山県 和歌山市 株式会社石橋 ガスタ田屋　給油所 田屋１２９－１ 073-461-7004

和歌山県 和歌山市 株式会社石橋 ガスタ和佐　給油所 岩橋字中里８８０－１ 073-472-8010

和歌山県 和歌山市 株式会社石橋 ガスタ紀三井寺　給油所 三葛字南向浜２５３－２ 073-447-6770

和歌山県 和歌山市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 和歌山岡崎　給油所 森小手穂字北沖田７３９－５ 073-476-5657

和歌山県 海南市 大谷石油株式会社 加茂郷　給油所 下津町小南１９０ 07349-2-2477

和歌山県 海南市 有限会社川口商店 海南阪井　給油所 阪井１４６７－１ 07348-7-2605

和歌山県 海南市 株式会社太平工業社 海南バイパス　給油所 鳥居６４７－３ 073-483-7466

和歌山県 海南市 株式会社Ｍネット 住金海南構内　給油所 船尾２６０－１００ 073-483-3347

和歌山県 海南市 秋月石油株式会社 セルフ海南　給油所 名高字中須賀２４２－１ 0734-83-8885

和歌山県 海南市 株式会社石橋 下津　給油所 下津町丁字松本１４１－１ 073-493-3460

和歌山県 橋本市 坂田石油株式会社 橋本　給油所 岸上４０６ 07363-2-2230

和歌山県 橋本市 株式会社上田石油商店 高野口東　給油所 高野口町伏原２５１ 0736-42-2552

和歌山県 橋本市 森脇石油株式会社 橋本　給油所 隅田町河瀬１７９ 0736-32-0142

和歌山県 橋本市 川福石油株式会社 高野口　給油所 高野口町名古曽９４２－１ 07364-2-2210

和歌山県 橋本市 宮下石油店　　宮下　充 紀伊清水　給油所 賢堂１０６０－１ 0736-32-2361

和歌山県 橋本市 有限会社喜多石油店 高野口　給油所 高野口町名古曽３５０ 0736-42-2110

和歌山県 橋本市 有限会社沢田石油店 沢田石油店セルフ高野口　給油所 高野口町大野字上島田１８８－１ 0736-44-3888

和歌山県 橋本市 小浦石油株式会社 橋本あやの台　給油所 あやの台１－５０－１ 0736-34-8410

和歌山県 橋本市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 橋本ニュータウンＳＳ 光陽台１－５－２６ 0736-36-3118

和歌山県 有田市 保田産業株式会社 有田　給油所 辻堂８３０ 0737-83-5088

和歌山県 有田市 宮井石油　　宮井　義照 千田　給油所 千田２０６ 0737-82-5562

和歌山県 有田市 株式会社森商店 宮原　給油所 宮原町新町１２２ 0737-88-7178

和歌山県 有田市 上野山　雅彦 上野山石油店保田　給油所 辻堂７４８ 0737-83-1200

和歌山県 有田市 有限会社武田石油 初島　給油所 初島町里１２４６－３ 0737-83-3232

和歌山県 有田市 藤田　満 宮原　給油所 宮原町滝川原５４３ 0737-88-7788

和歌山県 有田市 有限会社有田商会 箕島　給油所 初島町里２１０６ 0737-82-3439

和歌山県 御坊市 株式会社旭商会 財部　給油所 湯川町財部７８２－３ 0738-23-5621

和歌山県 御坊市 春和産業株式会社 御坊　給油所 薗４０ 0738-22-4151

和歌山県 御坊市 春日石油株式会社 小松原　給油所 湯川町財部字宝橋１１１６ 0738-24-2231

和歌山県 御坊市 株式会社旭商会 名屋　給油所 名屋町３－６－１１ 0738-22-1564

和歌山県 御坊市 小浦石油株式会社 御坊　給油所 薗２０ 0738-22-1909

和歌山県 田辺市 株式会社アムズエナジー 元町　給油所 上の山２－２９－２７ 0739-22-5364

和歌山県 田辺市 株式会社アムズエナジー 新庄　給油所 新庄町４３７ 0739-26-0230

和歌山県 田辺市 株式会社アムズエナジー 龍神　給油所 龍神村湯ノ又５３３－２ 0739-79-0010

和歌山県 田辺市 株式会社アムズエナジー 芳養　給油所 芳養町４０６４－５ 0739-23-5828

和歌山県 田辺市 株式会社アムズエナジー 白浜口　給油所 新庄町１８７７－１ 0739-22-1980

和歌山県 田辺市 紀洋石油株式会社 白浜インター　給油所 新庄町字田鶴１５８０－５、字名喜里１８３９－１ 0739-22-1060

和歌山県 田辺市 株式会社三前商店 田辺　給油所 新屋敷町５５ 0739-22-7167



和歌山県 田辺市 東宝建設株式会社 セルフ東宝文里　給油所 文里２－１２９１－２ 0739-23-3338

和歌山県 田辺市 有限会社牟婁石油 稲成　給油所 稲成町西沖代４４－１ 0739-24-8600

和歌山県 田辺市 有限会社牟婁石油 新万　給油所 下万呂字裏代４７６－１ 0739-25-1256

和歌山県 田辺市 松本石油店　　松本　修吾 龍神　給油所 龍神村福井７５ 0739-77-0058

和歌山県 田辺市 有限会社皆地屋石油 本宮　給油所 本宮町本宮４３１ 0735-42-0063

和歌山県 田辺市 中垣石油　中垣博幸 中垣　給油所 中辺路町近露１７０１ 0739-65-0008

和歌山県 田辺市 美福屋石油店　　松本　靖之 龍神　給油所 龍神村西３５９－１ 0739-78-0527

和歌山県 田辺市 岩本石油株式会社 ブライト田辺新庄セルフ　給油所 新庄町１１－４ 0739-22-7010

和歌山県 田辺市 株式会社石橋 ガスタ田辺　給油所 東山１丁目５－６ 0739-81-2296

和歌山県 田辺市 株式会社石橋 白浜　給油所 新庄町北内ノ浦３０２１－４ 0739-25-1250

和歌山県 新宮市 有限会社紀南石油販売所 新宮　給油所 新宮神倉２－９－１３ 0735-22-2955

和歌山県 新宮市 有限会社仮屋商会 マエダ新宮　給油所 橋本１丁目１２番１号 0735-31-7227

和歌山県 新宮市 新和オイル株式会社 南紀橋本　給油所 神倉４－６－３０ 0735-22-4693

和歌山県 新宮市 鈴木石油株式会社 セルフステーション新宮　給油所 佐野３－１１－１２ 0735-31-3507

和歌山県 新宮市 宮本産業株式会社 新宮下田　給油所 下田２－３－１６ 0735-23-1225

和歌山県 新宮市 紀南米油株式会社 橋本　給油所 神倉３－１－３３ 0735-22-3592

和歌山県 新宮市 紀南米油株式会社 佐野　給油所 佐野上地１－１－１０ 0735-31-6410

和歌山県 新宮市 有限会社ツバメプロパン池上商店 熊野川　給油所 熊野川町日足３６４－１ 0735-44-0666

和歌山県 新宮市 新宮石油株式会社 紀州新宮　給油所 野田９－５ 0735-22-2675

和歌山県 新宮市 有限会社奥田石油店 熊野川　給油所 熊野川町田長２１８ 0735-44-0306

和歌山県 新宮市 青沼　稔 サービスステーションエノキ　給油所 磐盾８番７号 0735-22-6767

和歌山県 新宮市 株式会社石橋 ガスタ新宮　給油所 三輪崎字源ヶ林２２０３－１ 0735-31-9009

和歌山県 紀の川市 全農エネルギー株式会社 貴志川店 貴志川町長山１６８－１ 0736-64-1371

和歌山県 紀の川市 紀和石油株式会社 粉河国道　給油所 粉河７８４－１ 0736-73-2631

和歌山県 紀の川市 株式会社大上石油店 打田　給油所 中井阪１０３ 0736-77-2141

和歌山県 紀の川市 有限会社宮村石油店 那賀桃山　給油所 桃山町元２９２－９ 0736-66-0057

和歌山県 紀の川市 有限会社沢田石油店 セルフ粉河　給油所 井田９５－１ 0736-74-2580

和歌山県 紀の川市 共進運輸株式会社 井阪橋　給油所 桃山町段５６６－３ 0736-66-1594

和歌山県 岩出市 原田　康光 根来　給油所 根来４７４－２ 0736-62-2813

和歌山県 岩出市 有限会社吉岡石油 ニュー岩出　給油所 岡田６６７－１ 0736-62-4013

和歌山県 岩出市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 和歌山北　給油所 中島８４０－３ 073-679-3595

和歌山県 伊都郡かつらぎ町 株式会社上田石油商店 かつらぎ田村　給油所 丁の町２２２１－２ 0736-22-0401

和歌山県 伊都郡かつらぎ町 有限会社沢田石油店 紀北　給油所 大字高田３１ 0736-22-5363

和歌山県 伊都郡かつらぎ町 紀北川上農業協同組合 ＪＯＹかつらぎ　給油所 大字蛭子字浦通２８－８ 0736-22-8500

和歌山県 伊都郡九度山町 大谷石油店　　大谷　知 九度山　給油所 下古沢６４－１ 0736-54-2856

和歌山県 伊都郡高野町 有限会社加勢田石油店 高野山　給油所 大字高野山２６１ 0736-56-2118

和歌山県 伊都郡高野町 河内屋石油株式会社 高野山　給油所 大字高野山３８８ 0736-56-2278

和歌山県 有田郡湯浅町 有限会社大浦運送 田村　給油所 田３４５の４ 0737-62-2919

和歌山県 有田郡湯浅町 有田石油株式会社 有田　給油所 大字湯浅１４５７ 0737-62-4646

和歌山県 有田郡湯浅町 藪野幸一商店　　藪野　修 大宮　給油所 大字湯浅２３１９ 0737-62-2733

和歌山県 有田郡湯浅町 紀伊燃料有限会社 湯浅　給油所 湯浅２９９０ 0737-63-2280

和歌山県 有田郡広川町 株式会社松下商店 広　給油所 西広６６０ 07376-3-1185

和歌山県 有田郡広川町 溝畑石油　　溝畑　八千代 広川　給油所 名島８５－２ 0737-62-4451

和歌山県 有田郡広川町 株式会社マルハ石油 セルフ名島　給油所 名島１１５ 0737-63-0420

和歌山県 有田郡有田川町 株式会社岩橋石油 吉備　給油所 徳田８２６－３ 0737-52-3673

和歌山県 有田郡有田川町 清水石油店　　垣本　和秀 清水町　給油所 清水前小田３７５－１ 0737-25-0039

和歌山県 有田郡有田川町 坂上石油店　　坂上　晴生 粟生　給油所 粟生５５３－１ 0737-22-0310

和歌山県 有田郡有田川町 株式会社ハヤシ通商 有田　給油所 水尻僧正６５－３ 0737-52-4678

和歌山県 有田郡有田川町 早田　好宏 二川　給油所 大字二川７３８ 0737-23-0111

和歌山県 有田郡有田川町 武内　孝文 清水町　給油所 清水９６８ 0737-25-0199

和歌山県 有田郡有田川町 則藤　昭洋 吉備　給油所 田口１３７９ 0737-52-4488

和歌山県 有田郡有田川町 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 有田川　給油所 大字下津野字鳥居前１６２４－１ 0737-23-7851

和歌山県 有田郡有田川町 株式会社石橋 ガスタ有田　給油所 水尻６８１ 0737-52-7676

和歌山県 有田郡有田川町 株式会社キタハタ石油 株式会社キタハタ石油　給油所 大字天満５４９番地１ 0737-52-5618

和歌山県 日高郡日高町 松本　彰 内原　給油所 荊木４１－１ 0738-63-2043

和歌山県 日高郡日高町 日神商事株式会社 日高　給油所 萩原８８６－３ 0738-63-2734

和歌山県 日高郡日高町 株式会社旭商会 日高　給油所 高家４２３－４ 0738-63-3660



和歌山県 日高郡由良町 有限会社谷口石油 由良港　給油所 大字江ノ駒３２－３ 0738-65-0172

和歌山県 日高郡印南町 株式会社石橋 ガスタ印南第２　給油所 印南３２６５ 0738-42-0304

和歌山県 日高郡印南町 春日石油株式会社 南谷　給油所 大字南谷境松１４１３－１ 0738-44-0677

和歌山県 日高郡印南町 有限会社山中石油 印南　給油所 大字島田１１６１－１ 0738-43-0127

和歌山県 日高郡みなべ町 吉本石油店　　吉本　雅彦 上南部　給油所 西本庄８９０ 0739-74-2107

和歌山県 日高郡みなべ町 宮本石油株式会社 南部　給油所 北道４５６ 0739-72-2345

和歌山県 日高郡みなべ町 株式会社三前商店 みなべ　給油所 気佐藤字新殿開１７３－２６ 0739-72-2009

和歌山県 日高郡みなべ町 田中石油店　田中　守 清川　給油所 清川宮ノ平１３８５ 0739-76-2341

和歌山県 日高郡みなべ町 日本商事株式会社 南部　給油所 北道４５６ 0739-72-2345

和歌山県 日高郡日高川町 加藤善商店　　加藤　喜久 高津尾　給油所 高津尾字野手崎１４１ 0738-54-0154

和歌山県 日高郡日高川町 株式会社岸本食品 美山　給油所 熊野川３２９－５ 07385-7-0628

和歌山県 日高郡日高川町 株式会社旭屋 川原河　給油所 大字皆瀬３２４ 0738-56-0231

和歌山県 日高郡日高川町 三尾屋　福島康充 三尾屋　給油所 大字寒川２４９番地 0738-58-0003

和歌山県 日高郡日高川町 津村　文代 和佐　給油所 大字和佐５５５－１ 0738-53-0010

和歌山県 日高郡日高川町 株式会社旭商会 川辺　給油所 大字土生９８－１ 0738-23-0897

和歌山県 西牟婁郡白浜町 東宝建設株式会社 西富田　給油所 堅田６３０－３ 07394-5-2119

和歌山県 西牟婁郡白浜町 まなべ石油販売　　真鍋　和昭 白浜　給油所 ３０８６ 0739-42-3712

和歌山県 西牟婁郡上富田町 株式会社アムズエナジー エポック朝来セルフＳＳ　給油所 朝来２４６４－１ 0739-34-2262

和歌山県 西牟婁郡上富田町 富田川石油　　中井　有朋 岩田バイパス　給油所 岩田２１０４－５ 0739-47-2162

和歌山県 西牟婁郡すさみ町 有限会社堀谷石油店 周参見　給油所 周参見４５８１－４７ 0739-55-2264

和歌山県 西牟婁郡すさみ町 田中石油店　　田中　秀典 すさみ　給油所 周参見３７６３－４ 0739-55-3737

和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 有限会社湯川石油店 勝浦　給油所 大字天満１５１３－１ 0735-52-0118

和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 有限会社紀南石油販売所 勝浦　給油所 大字朝日２－２３１ 07355-2-0256

和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 有限会社楠本石油 サンドリームセルフ下里　給油所 大字下里５６５ 07355-8-0027

和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 圓戸石油店　築紫　享 太田　給油所 大字南大居５３０ 0735-57-0032

和歌山県 東牟婁郡古座川町 株式会社東豊石油店 古座川　給油所 高池３３ 0735-72-0497

和歌山県 東牟婁郡串本町 有限会社小山石油店 古座　給油所 西向２７８－２ 0735-72-0166

鳥取県 鳥取市 株式会社西日本宇佐美 ９号鳥取　給油所 賀露町１４３－１ 0857-37-3881

鳥取県 鳥取市 株式会社トリベイ Ｇ－ＹＯＵＳＴＡＴＩＯＮ.桜谷　給油所 桜谷２４７－２ 0857-23-0833

鳥取県 鳥取市 有限会社浜本石油店 浜村海岸　給油所 気高町浜村字東浜７８４－５４ 0857-82-0536

鳥取県 鳥取市 株式会社トリセキ 智頭街道　給油所 片原３－１０１ 0857-23-1101

鳥取県 鳥取市 株式会社光商会 幸町　給油所 幸町１２－４ 0857-26-2140

鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 白兎　給油所 伏野２２８８－１ 0857-59-0074

鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 国府　給油所 国府町中郷９１３ 0857-22-4977

鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 用瀬　給油所 用瀬町鷹狩７２９－１ 0858-87-3250

鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 青谷　給油所 青谷町善田２－５ 0857-85-0912

鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 美穂　給油所 上味野５７－１ 0857-53-0302

鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 千代　給油所 安長２４８－１ 0857-23-3635

鳥取県 鳥取市 有限会社尚永 砂丘東　給油所 福部町細川７４０番地６ 0857-74-3331

鳥取県 鳥取市 グレース株式会社 鳥取南バイパス　給油所 徳尾１８９－１ 0857-20-1200

鳥取県 鳥取市 株式会社松本油店 鳥取中央　給油所 南吉方３－５３０ 0857-26-0333

鳥取県 鳥取市 株式会社福島石油 スーパーセルフハートランド菖蒲　給油所 古海字二町田３９０－１ 0857-54-1717

鳥取県 鳥取市 株式会社福島石油 ハートランド雲山　給油所 雲山字田村田２２１番１０４ 0857-21-6300

鳥取県 鳥取市 智頭石油株式会社 サウスステーション　給油所 富安１－８８ 0857-24-0452

鳥取県 鳥取市 智頭石油株式会社 オーレ松並　給油所 松並町２－５３０－１ 0857-29-0666

鳥取県 鳥取市 智頭石油株式会社 オーレ叶　給油所 叶３６０－１ 0857-53-4311

鳥取県 鳥取市 智頭石油株式会社 ゆうステーション　給油所 古海字三反長６４３－３ 0857-21-9966

鳥取県 鳥取市 智頭石油株式会社 セルフオーレ湖山　給油所 湖山町東４丁目４３ 0857-30-2200

鳥取県 鳥取市 有限会社福田石油店 鳥取南　給油所 桂木２４４－１ 0857-51-8156

鳥取県 鳥取市 株式会社光商会 湖山　給油所 千代水２丁目４０ 0857-28-0801

鳥取県 鳥取市 東部石油販売株式会社 雲山　給油所 雲山字田村田２２１－１０ 0857-22-3799

鳥取県 鳥取市 東部石油販売株式会社 セルフ鳥取インター　給油所 菖蒲５１９－１ 0857-25-5333

鳥取県 鳥取市 東部石油販売株式会社 里仁　給油所 里仁字中町１０９－１ 0857-28-4421

鳥取県 鳥取市 エネクスフリート株式会社 国府　給油所 国府町新通り１－１１１－１ 0857-37-1801

鳥取県 鳥取市 永瀬石油株式会社 カーライフサポート鳥取扇町　給油所 扇町１４７番地２ 0857-30-3040

鳥取県 鳥取市 永瀬石油株式会社 カーライフ鳥取千代水　給油所 岩吉字東金田１７１－３ 0857-28-0675

鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 宮長　給油所 宮長３１－１ 0857-53-4129



鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 鳥取　給油所 行徳１－１６１ 0857-22-8830

鳥取県 鳥取市 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 宝木　給油所 気高町宝木１８０ 0857-82-0239

鳥取県 米子市 三島産業有限会社 上後藤　給油所 上後藤２－４－１５ 0859-34-1811

鳥取県 米子市 三島産業有限会社 三柳セルフ　給油所 両三柳７７６－３ 0859-29-3818

鳥取県 米子市 三島産業有限会社 旗ヶ崎　給油所 旗ヶ崎６－１－４３ 0859-29-8646

鳥取県 米子市 株式会社岡田商店 米子東　給油所 車尾２丁目１６番６号 0859-33-5861

鳥取県 米子市 株式会社岡田商店 米子夜見　給油所 夜見町２９２１－６２ 0859-24-0730

鳥取県 米子市 株式会社岡田商店 セルフ県境　給油所 陰田町６４８ 0859-31-1091

鳥取県 米子市 堀田石油株式会社 卸団地入口　給油所 両三柳２０６４－１ 0859-33-0357

鳥取県 米子市 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 大高　給油所 尾高２７７７－２ 0859-27-5298

鳥取県 米子市 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 五千石セルフ　給油所 八幡６９２－１ 0859-23-6477

鳥取県 米子市 株式会社松本油店 産業道路　給油所 両三柳１８８－１ 0859-34-1224

鳥取県 米子市 株式会社松本油店 米子南　給油所 長砂町８２５－５ 0859-23-6606

鳥取県 米子市 有限会社田中 カーコンビニ倶楽部米子南店　給油所 目久美２５８ 0859-38-1000

鳥取県 米子市 イシバシホールディングス株式会社 ガソリンタウン　給油所 葭津３３－１ 0859-25-1436

鳥取県 米子市 有限会社日新石油 旗ヶ崎　給油所 旗ヶ崎７丁目１２－１２ 0859-29-3677

鳥取県 米子市 木村石油株式会社 セルフ米子東　給油所 車尾４丁目１番１号 0859-22-7738

鳥取県 米子市 株式会社ジョモネット山陰 ウイング日原　給油所 日原８０８－３ 0859-26-2271

鳥取県 米子市 株式会社ジョモネット山陰 メッセ４３１　給油所 西福原９－２２－４０ 0859-35-2043

鳥取県 米子市 株式会社松本油店 セルフ米子　給油所 西福原１－１－６３ 0859-37-3777

鳥取県 米子市 永瀬石油株式会社 パートナー角盤町　給油所 角盤町３－１４３－３ 0859-32-0388

鳥取県 米子市 永瀬石油株式会社 カーライフ医大前　給油所 西町７８、７９ 0859-32-5971

鳥取県 米子市 堀田石油株式会社 淀江なかま　給油所 淀江町中間字沖新田７８２，７８３－４ 0859-56-4300

鳥取県 米子市 有限会社米子アポロ石油 米子東　給油所 吉岡１０８－６ 0859-27-1801

鳥取県 米子市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 米子インターＴＳ　給油所 二本木字浜田１０８６－３ 0859-27-5371

鳥取県 米子市 永瀬石油株式会社 カーライフ三柳　給油所 両三柳４３８３ 0859-29-9870

鳥取県 米子市 山陰石油株式会社 湊山　給油所 久米町５８ 0859-22-6451

鳥取県 米子市 山陰石油株式会社 ハートピア皆生　給油所 新開６丁目１番３号 0859-35-8511

鳥取県 米子市 山陰石油株式会社 セルフステーション米子中央　給油所 西福原３丁目６－４９ 0859-33-8817

鳥取県 米子市 株式会社ジョモネット山陰 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ米子　給油所 昭和町３８－１ 0859-33-1848

鳥取県 倉吉市 打吹商事株式会社 倉吉駅前　給油所 山根６２０－２ 0858-26-2524

鳥取県 倉吉市 打吹商事株式会社 打吹公園　給油所 仲ノ町７３７－１１ 0858-22-8128

鳥取県 倉吉市 株式会社ＪＡ中央サービス セルフ倉吉　給油所 駄経寺町２丁目１２ 0858-22-0279

鳥取県 倉吉市 株式会社ＪＡ中央サービス 久米　給油所 横田１５０－１ 0858-29-6161

鳥取県 倉吉市 金田石油有限会社 関金　給油所 関金町関金宿字中道端９０１－５ 0858-45-3051

鳥取県 倉吉市 有限会社じくはら石油 関金　給油所 関金町関金宿２２７－１ 0858-45-2321

鳥取県 倉吉市 湊屋石油株式会社 パル大正町　給油所 大正町２－８０ 0858-22-1341

鳥取県 倉吉市 株式会社ハルキ 西倉吉　給油所 西倉吉町宮代４８０－１ 0858-28-5546

鳥取県 倉吉市 日ノ丸産業株式会社 倉吉　給油所 宮川町１８３－２ 0858-22-5239

鳥取県 倉吉市 打吹商事株式会社 河北小学校前　給油所 海田西町１丁目１５１番地 0858-26-9331

鳥取県 倉吉市 株式会社ジェミニ物産 倉吉　給油所 上井町源平田３５３－６ 0858-26-3368

鳥取県 倉吉市 湊屋石油株式会社 パル河北　給油所 河北町１７８番地 0858-26-8711

鳥取県 倉吉市 株式会社ハルキ あげい　給油所 伊木２５４－１ 0858-26-2710

鳥取県 境港市 株式会社岡田商店 境港　給油所 弥生町６２ 0859-44-4808

鳥取県 境港市 堀田石油株式会社 竹内団地　給油所 竹内団地５４ 0859-47-2077

鳥取県 境港市 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 中浜　給油所 佐斐神３０－４ 0859-45-0389

鳥取県 境港市 有限会社田川商事 フジ産業外江　給油所 外江町２１９１－１ 0859-44-0157

鳥取県 境港市 三光エナジーサービス株式会社 オイルキャップ米子空港　給油所 小篠津町２０ 0859-45-0730

鳥取県 境港市 株式会社松本油店 Ｓ境港　給油所 渡町深田２７６２－１ 0859-47-2551

鳥取県 境港市 堀田石油株式会社 昭和町　給油所 昭和町１３－１７ 0859-44-4288

鳥取県 岩美郡岩美町 東部石油販売株式会社 岩美　給油所 浦富外池田１１０８ 0857-72-0021

鳥取県 岩美郡岩美町 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 岩美　給油所 新井３３４－１０ 0857-72-0329

鳥取県 八頭郡若桜町 智頭石油株式会社 若櫻　給油所 大字若桜大石１２８９－１ 0858-82-0711

鳥取県 八頭郡若桜町 瑞興有限会社 若桜　給油所 大字若桜立石１０５３－１ 0858-82-0831

鳥取県 八頭郡智頭町 有限会社中村伊平商店 智頭　給油所 大字智頭４１－１ 0858-75-3721

鳥取県 八頭郡智頭町 有限会社中村伊平商店 智頭山形　給油所 大字郷原字下垣内５２－２ 0858-75-1131

鳥取県 八頭郡智頭町 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 智頭　給油所 智頭３０－１ 0858-87-3250



鳥取県 八頭郡智頭町 智頭石油株式会社 クワトロ　給油所 大字智頭６４０－１ 0858-75-3511

鳥取県 八頭郡八頭町 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 郡家　給油所 奥谷１８２ 0858-72-0188

鳥取県 八頭郡八頭町 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 八東　給油所 安井宿２３５－１ 0858-84-2071

鳥取県 八頭郡八頭町 株式会社たけうち 郡家南　給油所 郡家３３－１ 0858-72-0111

鳥取県 八頭郡八頭町 有限会社三栄石油 八東　給油所 徳丸１２０－４ 0858-84-3006

鳥取県 八頭郡八頭町 株式会社ジェイエイいなば燃料センター 船岡　給油所 船岡１９６５－２ 0857-72-2217

鳥取県 東伯郡三朝町 有限会社三朝石油 三朝温泉　給油所 大字山田６８７－２ 0858-43-0524

鳥取県 東伯郡湯梨浜町 株式会社ＪＡ中央サービス セルフ湯梨浜　給油所 大字長和田５５５－１ 0858-32-2207

鳥取県 東伯郡湯梨浜町 打吹商事株式会社 ハワイ　給油所 大字田後狐塚３０２－１０ 0858-35-5580

鳥取県 東伯郡琴浦町 株式会社トリベイ セルフ浦安　給油所 大字徳万３５２－３ 0858-52-2422

鳥取県 東伯郡琴浦町 株式会社ＪＡ中央サービス セルフ赤碕　給油所 大字赤碕１９１８－２４ 0858-55-1011

鳥取県 東伯郡琴浦町 株式会社ＪＡ中央サービス 逢束　給油所 逢束８１３－１ 0858-53-0928

鳥取県 東伯郡琴浦町 株式会社松本油店 東伯　給油所 大字丸尾１０５－４ 0858-52-2811

鳥取県 東伯郡琴浦町 有限会社赤碕石油店 赤碕　給油所 大字赤碕１９６７－１２ 0858-55-0321

鳥取県 東伯郡琴浦町 有限会社大黒石油店 東赤碕　給油所 大字別所３４２ 0858-55-0935

鳥取県 東伯郡北栄町 山田石油有限会社 北条　給油所 北尾８８番地２ 0858-36-2100

鳥取県 東伯郡北栄町 有限会社青山車輌 由良　給油所 由良宿４８３－４ 0858-37-3121

鳥取県 西伯郡日吉津村 株式会社明星 米子　給油所 富吉９１２－２ 0859-37-1311

鳥取県 西伯郡日吉津村 堀田石油株式会社 日吉津北　給油所 大字日吉津２０４８－１ 0859-37-0777

鳥取県 西伯郡大山町 有限会社光和鉱油 大山口　給油所 所子２６６－１ 0859-53-3200

鳥取県 西伯郡大山町 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 所子　給油所 国信５４９－１ 0859-53-5040

鳥取県 西伯郡大山町 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 中山　給油所 田中８２５番地 0858-58-2300

鳥取県 西伯郡大山町 西日本フリート株式会社 ルート９米子東　給油所 保田字在徳７５－１ 0859-53-5200

鳥取県 西伯郡大山町 エネクスフリート株式会社 名和　給油所 大字富長字吹上１５１－１ 0859-54-5060

鳥取県 西伯郡南部町 有限会社秦石油店 西伯　給油所 阿賀３６４－２ 0859-66-2249

鳥取県 西伯郡南部町 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 西伯　給油所 阿賀３７６－１ 0859-66-2279

鳥取県 西伯郡南部町 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス あいみ　給油所 天万１９０６ 0859-64-2059

鳥取県 西伯郡南部町 有限会社前田石油店 法勝寺　給油所 法勝寺２２６－１ 0859-66-3211

鳥取県 西伯郡伯耆町 株式会社石﨑石油 溝口　給油所 溝口５－９ 0859-62-1175

鳥取県 西伯郡伯耆町 株式会社大森石油店 大森石油店尾高　給油所 遠藤字塚田ノ二３２９－２ 0859-27-2301

鳥取県 日野郡日南町 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 日南　給油所 霞７７９ 0859-82-0227

鳥取県 日野郡日南町 岡田　保彦 岡田石油店生山　給油所 生山字樋ノ口４０６－１０ 0859-82-0166

鳥取県 日野郡日南町 長尾　公博 長尾石油店上石見　給油所 上石見字谷田原７３３－５、７３４－１ 0859-83-0007

鳥取県 日野郡日南町 有限会社さんせきパル 生山　給油所 生山６９４ 0859-82-1321

鳥取県 日野郡日南町 有限会社前田石油店 生山　給油所 生山１６０－１５ 0859-82-1135

鳥取県 日野郡日南町 多里石油有限会社 多里　給油所 多里７６６－２ 0859-84-0633

鳥取県 日野郡日野町 有限会社水谷石油店 水谷石油店黒坂　給油所 下菅３２７－６ 0859-74-0316

鳥取県 日野郡日野町 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 日野　給油所 根雨１４６ 0859-72-0075

鳥取県 日野郡江府町 有限会社白石商事 江尾　給油所 大字佐川１０１８－１ 0859-75-2123

鳥取県 日野郡江府町 株式会社鳥取西部ジェイエイサービス 江府　給油所 小江尾５－１ 0859-75-2625

島根県 松江市 株式会社西日本宇佐美 ９号松江西　給油所 宍道町大字東来待字灘１－１４ 0852-66-0651

島根県 松江市 明徳石油株式会社 松江　給油所 東朝日町１２８ 0852-21-6557

島根県 松江市 有限会社八雲石油 日吉　給油所 八雲町日吉２７９－２ 0852-54-0010

島根県 松江市 有限会社雲南石油商会 ユーエス松江　給油所 乃白町４１６－１ 0852-55-2660

島根県 松江市 株式会社中筋商事 浜乃木　給油所 浜乃木６－１－７０ 0853-26-3714

島根県 松江市 豊松運輸有限会社 松江東　給油所 矢田町１４４－２ 0852-22-3792

島根県 松江市 有限会社馬庭商店 松江合庁前　給油所 古志原３－１７－８ 0852-21-7977

島根県 松江市 有限会社三興 セルフステーションＡＲＡＫＩ　給油所 山代町９３５－７８ 0852-28-3050

島根県 松江市 三光エナジーサービス株式会社 オイルキャップ江島　給油所 八束町江島１１２８番５０ 0852-76-2957

島根県 松江市 株式会社さんそ宍道給油所 宍道　給油所 宍道町佐－布２１１－１６ 0852-66-0918

島根県 松江市 狩野石油株式会社 千本　給油所 東忌部町１７２－４ 0852-24-1300

島根県 松江市 荒木　信雄 荒木石油店加賀　給油所 島根町加賀４０８－１ 0852-85-2009

島根県 松江市 株式会社福島石油 ハートランドセルフ東津田 東津田町１６１５－８ 0852-26-2221

島根県 松江市 有限会社豊島肥糧店 大根島　給油所 八束町波入５２３ 0852-76-2643

島根県 松江市 株式会社岡田商店 松江中央　給油所 東朝日町２１３ 0852-24-5818

島根県 松江市 有限会社雲南石油商会 宍道　給油所 宍道町宍道３９３－１ 0852-66-0007

島根県 松江市 山陰石油株式会社 東津田　給油所 東津田町１０９２－２ 0852-23-1721



島根県 松江市 有限会社北浦石油 北浦　給油所 美保関町北浦４９１－１ 0852-75-0741

島根県 松江市 永瀬石油株式会社 カーライフくにびき　給油所 北田町２４５ 0852-21-2556

島根県 松江市 永瀬石油株式会社 カーライフ松江大庭　給油所 大庭町１８１３－１ 0852-67-2655

島根県 松江市 有限会社高麗石油 三菱石油秋鹿　給油所 秋鹿町４２１０ 0852-88-2109

島根県 松江市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 東出雲インターＴＳ　給油所 東出雲町意宇南五丁目６番１ 0852-53-0278

島根県 松江市 有限会社平塚石油 鹿島　給油所 鹿島町名分３７７－１ 0852-82-0551

島根県 松江市 永瀬石油株式会社 パートナー松江西川津　給油所 西川津町字伊賀坪６３７－２ 0852-23-5236

島根県 松江市 山陰石油株式会社 セルフステーション浜乃木　給油所 浜乃木６－１８－７ 0852-22-3793

島根県 松江市 山陰石油株式会社 セルフステーション松江　給油所 東朝日町１４８ 0852-21-2641

島根県 浜田市 株式会社ハゼヤマ 浜田駅前　給油所 黒川町４１７３ 0855-22-0125

島根県 浜田市 株式会社ハゼヤマ 七條　給油所 金城町七條ハ４０８ 0855-42-0074

島根県 浜田市 株式会社西日本宇佐美 ９号浜田　給油所 長浜町５０ 0855-27-4206

島根県 浜田市 今井商事株式会社 浜田西　給油所 日脚町２８９－１ 0855-27-0847

島根県 浜田市 有限会社矢冨石油店 三隅　給油所 三隅町三隅１０４１－７ 0855-32-0258

島根県 浜田市 有限会社矢冨石油店 岡見サービスステーション 三隅町岡見３２６－１ 0855-32-4030

島根県 浜田市 株式会社石見エネパワー 田町　給油所 田町１１６－６ 0855-22-0534

島根県 浜田市 合同会社波佐産業商事 波佐　給油所 金城町波佐イ４２３－６ 0855-44-0258

島根県 浜田市 有限会社田中石油 今福　給油所 金城町下来原９７３－３ 0855-42-0349

島根県 浜田市 株式会社ハゼヤマ 三隅西　給油所 三隅町向野田字石の本６４４－４ 0855-32-2480

島根県 浜田市 株式会社浜昭 セルフシーサイド原井　給油所 原井町７８８－１ 0855-23-6688

島根県 浜田市 株式会社浜昭 浜田西　給油所 熱田町小福井５４７－２ 0855-27-0325

島根県 浜田市 島根県農業協同組合 平和街　給油所 朝日町１４９６－１ 0855-22-2047

島根県 浜田市 有限会社国府石油 国府　給油所 下府町９０２－２ 0855-28-0164

島根県 浜田市 福井　勝富 市木　給油所 旭町市木３４４９－２ 0855-47-0056

島根県 出雲市 有限会社出雲二見 大社港　給油所 大社町杵築北３１７６ 0853-53-2224

島根県 出雲市 一畑石油株式会社 一畑口　給油所 小堺町４０５－２ 0853-67-0023

島根県 出雲市 有限会社藤原商店 長浜　給油所 長浜町１３７２－２８ 0853-28-0150

島根県 出雲市 篠原石油有限会社 平田　給油所 国富町５０６－１ 0853-62-3107

島根県 出雲市 ダイイチ株式会社 ニュー出雲　給油所 今市町北本町５－１－１４ 0853-22-6328

島根県 出雲市 有限会社海潮産業 西平田　給油所 西郷町字仲田３６５－１ 0853-63-4870

島根県 出雲市 出雲石油株式会社 出雲　給油所 渡橋町１０９１－１、１０９２－１ 0853-21-8200

島根県 出雲市 マルサン石油株式会社 島根医大前　給油所 塩冶神前４－１０－１４ 0853-22-3399

島根県 出雲市 有限会社伊藤石油 白枝　給油所 白枝町字一丁田５９２－２ 0853-22-0247

島根県 出雲市 株式会社中筋商事 出雲北　給油所 姫原町２９３ 0853-21-0910

島根県 出雲市 有限会社寿商事 斐川北　給油所 斐川町沖州９２３ 0853-72-0257

島根県 出雲市 直江石油株式会社 直江　給油所 斐川町直江４６６４ 0853-72-0066

島根県 出雲市 株式会社明星 出雲　給油所 平野町３７１－３ 0853-24-6088

島根県 出雲市 株式会社今岡興産 佐田　給油所 佐田町反辺１４４５－１０ 0853-84-0311

島根県 出雲市 ニシオ有限会社 車検の速太郎カーステーション　給油所 高岡町４４１番地 0853-22-0240

島根県 出雲市 島根県農業協同組合 南　給油所 塩冶町９９０ 0853-22-0373

島根県 出雲市 島根県農業協同組合 平田　給油所 平田町２４８７－８ 0853-62-1050

島根県 出雲市 有限会社樋野石油店 斐川　給油所 斐川町上直江１２７６－１ 0853-72-0134

島根県 出雲市 ダイイチ株式会社 出雲南　給油所 塩冶町１０６３－２ 0853-23-2855

島根県 出雲市 有限会社河原商店 久多美　給油所 東福町１１２－６ 0853-62-3225

島根県 出雲市 出雲寿観光有限会社 湯の川　給油所 斐川町学頭１８１５－３ 0853-72-2185

島根県 出雲市 マルサン石油株式会社 矢野　給油所 小山町５５２－１ 0853-21-5211

島根県 出雲市 有限会社武田石油店 湖陵　給油所 湖陵町差海字原谷１６９－１ 0853-43-2132

島根県 出雲市 原石油株式会社 出雲西　給油所 白枝町６０３ 0853-21-3417

島根県 出雲市 原石油株式会社 オアシスひかわ　給油所 斐川町富村８７１－３ 0853-72-7701

島根県 出雲市 永瀬石油株式会社 カーライフサポート出雲浜山通り　給油所 渡橋町１０８３－１ 0853-25-7165

島根県 出雲市 有限会社足立商店 有限会社足立商店足立石油斐川　給油所 斐川町沖洲４７６ 0852-88-2109

島根県 出雲市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 出雲ＴＳ　給油所 湖陵町板津３０２－１ 0853-43-0102

島根県 出雲市 屋賀部　均 屋賀部石油湖北　給油所 美野町１３２０－１ 0853-67-0694

島根県 出雲市 山陰石油株式会社 出雲西　給油所 渡橋町字御前７７－２ 0853-21-2901

島根県 益田市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ西いわみ　給油所 遠田町９６７－１ 0856-27-1733

島根県 益田市 全農エネルギー株式会社 益田店 高津町７－２２－２ 0856-31-1150

島根県 益田市 益田興産株式会社 エアポート石見　給油所 高津六丁目２９番１５号 0856-23-4122



島根県 益田市 株式会社石見エネパワー 益田中央　給油所 有明町６－３０ 0856-22-1690

島根県 益田市 益田石油株式会社 中吉田　給油所 中吉田町２２５－１ 0856-22-1188

島根県 益田市 益田石油株式会社 緑ヶ丘　給油所 高津８－１２－１７ 0856-22-0038

島根県 益田市 株式会社和興 大谷　給油所 大谷町３０－１ 0856-23-3835

島根県 益田市 株式会社ノハラ 仙道　給油所 美都町仙道６７７－７ 0856-52-2901

島根県 益田市 島根県農業協同組合 匹見　給油所 匹見町匹見イ１２６９－２ 0856-56-0251

島根県 益田市 両見　博史 両見石油木部　給油所 木部町１１６－２ 0856-27-0069

島根県 益田市 有限会社宮田石油店 高津　給油所 高津五丁目２８番１１号 0856-22-2233

島根県 益田市 有限会社宮田石油店 西益田　給油所 神田町イ７１７ 0856-22-2025

島根県 益田市 高橋建設株式会社 マスミ石油津田　給油所 津田町１４７０－１ 0856-27-0047

島根県 益田市 株式会社西日本宇佐美 ９号益田バイパス　給油所 中島町イ３９２番 0856-31-1835

島根県 益田市 株式会社植松 益田あけぼの　給油所 あけぼの本町９－１６ 0856-22-4675

島根県 大田市 有限会社小川商店 福光　給油所 温泉津町福光市の郷１６７－１ 0855-65-3122

島根県 大田市 有限会社小川商店 有限会社小川商店大田　給油所 久手町刺鹿１２８５－１ 0854-83-7113

島根県 大田市 山内モーター有限会社 仁万東　給油所 仁摩町仁万８８６－２ 0854-88-2012

島根県 大田市 有限会社水上石油 水上　給油所 水上町福原６１５－２ 0854-89-0059

島根県 大田市 有限会社長久石油 大田長久　給油所 長久町長久イ５８６－１ 0854-82-4976

島根県 大田市 有限会社曽田石油 三瓶　給油所 三瓶町志学口３５０－１ 0854-83-2216

島根県 大田市 大田石油株式会社 栄町　給油所 大田町大田ロ８１８ 0854-82-1047

島根県 大田市 一光通商株式会社 東大田　給油所 久手町刺鹿字竹原１２０６－４ 0854-82-4455

島根県 安来市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ安来みなみ　給油所 宇賀荘町１２５５ 0854-22-5168

島根県 安来市 株式会社西日本宇佐美 ９号安来東　給油所 吉佐町八坂９－１ 08542-3-1841

島根県 安来市 有限会社安来石油店 安来　給油所 安来町１１１５ 0854-22-2007

島根県 安来市 有限会社荒島アポロ石油 荒島　給油所 荒島町２０３－１ 0854-28-8734

島根県 安来市 伯太石油有限会社 母里　給油所 伯太町母里５４３ 0854-37-1235

島根県 安来市 株式会社永惣 安来　給油所 安来町８８８ 0854-22-3721

島根県 安来市 有限会社丸和運輸 有限会社丸和運輸安来　給油所 中津町１０ 0854-22-1686

島根県 江津市 株式会社ハゼヤマ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ江津かわら町店　給油所 都野津町２３７６番２ 0855-53-2078

島根県 江津市 有限会社武田石油店 江津　給油所 江津町１５２０－１６２ 0855-52-2215

島根県 江津市 有限会社武田石油店 都野津　給油所 都野津町２２５８－１ 0855-53-0719

島根県 江津市 今井商事株式会社 桜江　給油所 桜江町谷住郷２６１１－１ 0855-92-1124

島根県 江津市 マルサ石油有限会社 マルサ石油江津中央　給油所 嘉久志町１８４２－１ 0855-52-2955

島根県 江津市 浅利観光株式会社 舞乃市ＩＮ江津　給油所 後地町３３４８－１０６ 0855-55-1155

島根県 江津市 株式会社江津丸善 セルフ江津　給油所 渡津町４９５－１ 0855-52-1590

島根県 江津市 浅利観光株式会社 浅利　給油所 浅利町７２ 0855-55-1133

島根県 江津市 マルサ石油有限会社 セルフ＆カーケアステーションつのづ　給油所 二宮町神主ハ５２８－４ 0855-53-0322

島根県 雲南市 都間石油有限会社 三刀屋　給油所 三刀屋町三刀屋５１－１ 0854-45-2010

島根県 雲南市 株式会社まるきょう 加茂　給油所 加茂町宇治１９１－１ 0854-49-7063

島根県 雲南市 有限会社八雲石油 加茂　給油所 加茂町加茂中３０－３ 0854-49-8400

島根県 雲南市 掛合運送有限会社 ニュー掛合　給油所 掛合町掛合２１５０－２６ 0854-62-0146

島根県 雲南市 難波石油株式会社 オートオアシス里方　給油所 木次町里方１０７２ 0854-42-3001

島根県 雲南市 有限会社サンコープ雲南 木次　給油所 木次町里方１０９３－３ 0854-42-0379

島根県 雲南市 有限会社雲南石油商会 雲南　給油所 三刀屋町下熊谷１７３２－２他６筆 0854-45-5300

島根県 雲南市 株式会社トヤ商事 オートセンター大東　給油所 大東町大東２４１７－５ 0854-43-2316

島根県 雲南市 難波石油株式会社 三刀屋　給油所 三刀屋町三刀屋９８番地 0854-42-3001

島根県 雲南市 有限会社高島石油 海潮　給油所 大東町南村２６２－２ 0854-43-2257

島根県 雲南市 有限会社板持石油 大東　給油所 大東町大東１５８２－１ 0854-43-2246

島根県 雲南市 有限会社大野モータース 掛合中央　給油所 掛合町掛合５５８ 0854-62-0200

島根県 雲南市 有限会社サンコープ雲南 大東　給油所 大東町大東２４２７－１ 0854-43-6220

島根県 仁多郡奥出雲町 横田マルヰガス株式会社 奥出雲　給油所 三成２３９－１ 0854-54-0205

島根県 仁多郡奥出雲町 株式会社まるきょう 奥出雲セルフ　給油所 馬馳９４－４ 0854-54-2304

島根県 仁多郡奥出雲町 奥出雲石油有限会社 Ｒ４３２　給油所 三沢１２４３－７ 0854-54-0360

島根県 仁多郡奥出雲町 有限会社サンコープ雲南 横田　給油所 下横田８９－１ 0854-52-2220

島根県 仁多郡奥出雲町 有限会社サンハートアイ サンハートアイ下横田　給油所 下横田９９番地２ 0854-52-9700

島根県 仁多郡奥出雲町 横田マルヰガス株式会社 横田　給油所 下横田２４２－９ 0854-54-1036

島根県 仁多郡奥出雲町 佐藤産業株式会社 仁多　給油所 三成４４４－４ 0854-54-0008

島根県 飯石郡飯南町 松江石油株式会社 新赤名　給油所 下赤名４７７－２ 0854-76-2063



島根県 飯石郡飯南町 難波石油株式会社 来島　給油所 上来島５３－２ 0854-76-2339

島根県 飯石郡飯南町 頓原商事有限会社 頓原　給油所 頓原１６１７－１０ 0854-72-0804

島根県 邑智郡川本町 松江石油株式会社 川本　給油所 大字川本５５１－１ 0855-72-0358

島根県 邑智郡川本町 因原石油有限会社 因原　給油所 大字因原５０１－１ 0855-72-0320

島根県 邑智郡美郷町 株式会社河村石油店 河村石油粕渕　給油所 粕渕４２５－３ 0855-75-1635

島根県 邑智郡邑南町 有限会社日野石油 田所　給油所 下田所１４６ 0855-83-0920

島根県 邑智郡邑南町 市山　敏文 小河内　給油所 上田所３８－３ 0855-83-0178

島根県 邑智郡邑南町 日高　勝行 シェル邑南　給油所 原村６２－４ 0855-83-0156

島根県 邑智郡邑南町 有限会社竹部農機 口羽　給油所 下口羽５３９ 0855-87-0204

島根県 鹿足郡津和野町 マクラセ石油有限会社 日原国道　給油所 枕瀬６１９－２ 0856-74-0101

島根県 鹿足郡津和野町 津和野石油有限会社 津和野東　給油所 後田イ３６－４ 0856-72-0365

島根県 鹿足郡津和野町 イワタニ島根株式会社 津和野　給油所 後田ロ６５－２４ 0856-72-0022

島根県 鹿足郡吉賀町 吉賀燃料株式会社 七日市　給油所 七日市５９５－１ 0856-78-0037

島根県 鹿足郡吉賀町 有限会社六日市石油店 六日市　給油所 六日市４６２－１ 0856-77-0065

島根県 鹿足郡吉賀町 有限会社柿木アポロ 柿木　給油所 柿木村白谷１７０６－１ 0856-79-2035

島根県 鹿足郡吉賀町 株式会社オーケイ産交六日市給油所 株式会社オーケイ産交六日市　給油所 広石７２１ 0856-77-1600

島根県 鹿足郡吉賀町 有限会社蔵木燃料 蔵木　給油所 蔵木９１ 0856-77-1276

島根県 隠岐郡海士町 吉本　敏 三好石油店隠岐　給油所 海士１０６２－１８ 08514-2-0520

島根県 隠岐郡海士町 元吉燃料有限会社 海士　給油所 大字海士１４４２－５ 08514-2-0711

島根県 隠岐郡西ノ島町 有限会社奥田モータース 美田　給油所 美田２４７－１ 08514-6-1101

島根県 隠岐郡西ノ島町 株式会社道島屋 どうまえ石油　給油所 大字浦郷２２３－４ 08514-6-1768

島根県 隠岐郡知夫村 宿　儀平 知夫石油知夫　給油所 小棚瀬１７３０ 08514-8-2336

島根県 隠岐郡隠岐の島町 水原　起人 水原石油店中村　給油所 中村１１－７ 08512-4-0021

島根県 隠岐郡隠岐の島町 有限会社稲葉興産 中村　給油所 中村新土手１７５－５ 08512-4-0734

島根県 隠岐郡隠岐の島町 有限会社西郷日石 西郷南　給油所 平平ノ前６８１－２ 0851-22-1202

岡山県 岡山市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション岡山西バイパス　給油所 田中６２４－２ 086-245-5488

岡山県 岡山市北区 東真産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岡山西警察署前　給油所 大安寺南町２－２－４０ 086-898-2122

岡山県 岡山市北区 横山石油株式会社 西古松　給油所 西古松西町９－２０ 086-242-8395

岡山県 岡山市北区 横山石油株式会社 セルフステーション大安寺　給油所 野殿東町２－１ 086-251-5666

岡山県 岡山市北区 コスモ石油販売株式会社 セルフピュア十日市　給油所 十日市西町８－６８－５ 086-235-3811

岡山県 岡山市北区 株式会社渋谷石油 ポートヒル御津　給油所 御津宇垣１４７６ 086-724-4717

岡山県 岡山市北区 株式会社三和エネルギーサービス セルフ下中野　給油所 下中野３４７－１０８ 086-243-0555

岡山県 岡山市北区 株式会社ヤマウチ 吉備路　給油所 新庄下１５３０－１ 086-905-0155

岡山県 岡山市北区 有限会社和田商会 御津　給油所 御津高津８２６ 086-724-0378

岡山県 岡山市北区 有限会社近藤石油 備中高松　給油所 吉備津１２２３－３ 086-287-3051

岡山県 岡山市北区 有限会社高木石油店 庭瀬　給油所 庭瀬３１６ 086-293-0169

岡山県 岡山市北区 服部興業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平野　給油所 平野６２０ 086-293-3997

岡山県 岡山市北区 株式会社マティクスリテールサービス 岡山流通センター　給油所 大内田７１１ 086-903-3006

岡山県 岡山市北区 株式会社マティクスリテールサービス セルフ岡大前　給油所 学南町２－４－７ 086-214-0808

岡山県 岡山市北区 株式会社マティクスリテールサービス セルフ岡山一宮　給油所 楢津６５２－１ 086-284-9661

岡山県 岡山市北区 株式会社マティクスリテールサービス クリーンｅｃｏ新屋敷　給油所 野田１丁目１－３８ 086-242-2101

岡山県 岡山市北区 株式会社マティクスリテールサービス 野田　給油所 野田３丁目２－１０５ 086-241-6463

岡山県 岡山市北区 株式会社マティクスリテールサービス セルフ奥田　給油所 奥田南町５－５ 086-222-2591

岡山県 岡山市北区 株式会社マティクスリテールサービス セルフ津倉　給油所 津倉町１－１－７ 086-252-1228

岡山県 岡山市北区 内外モータース株式会社 福渡　給油所 建部町福渡９９０－１ 086-722-0122

岡山県 岡山市北区 株式会社両備エネシス 津高　給油所 津高７５６－１ 086-253-6207

岡山県 岡山市北区 株式会社両備エネシス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ万成西町店 万成西町１５－２０ 086-230-7731

岡山県 岡山市北区 株式会社両備エネシス セルフ上中野　給油所 大元上町３番６号 086-243-3626

岡山県 岡山市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ原店　給油所 原２５３ 086-228-3039

岡山県 岡山市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ柳川セントラル店　給油所 富田町２丁目１１－２３ 086-225-8915

岡山県 岡山市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉備路店　給油所 門前３７９－１ 086-287-3100

岡山県 岡山市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ野田店　給油所 大元上町１－１０１ 086-246-0088

岡山県 岡山市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ富田店　給油所 富田４１６－１ 086-225-3838

岡山県 岡山市北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中仙道店　給油所 田中１２６－１０６ 086-243-0001

岡山県 岡山市北区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション青江　給油所 青江５－１５－１ 086-231-1070

岡山県 岡山市北区 大内石油株式会社 岡山御津　給油所 御津野－口１８１－１ 086-724-1181

岡山県 岡山市北区 大内石油株式会社 二軒茶屋　給油所 栢谷１０７４ 086-294-2304



岡山県 岡山市北区 長瀬石油株式会社 セルフ岡山一宮　給油所 楢津２１５－１ 086-250-6101

岡山県 岡山市北区 株式会社角藤田 岡山吉備津　給油所 西辛川字春道４２６－２ 086-284-2340

岡山県 岡山市中区 横山石油株式会社 倉田　給油所 倉田５７４－１ 086-277-9608

岡山県 岡山市中区 横山石油株式会社 雄町　給油所 雄町２４４－１ 086-279-5180

岡山県 岡山市中区 横山石油株式会社 セルフステーション益野北　給油所 長利３２０－１ 086-278-3828

岡山県 岡山市中区 株式会社小板商店 江崎　給油所 江崎弐割１７７－１、４ 086-276-2119

岡山県 岡山市中区 ペガサス石油株式会社 高屋　給油所 高屋３４５－１ 086-270-0500

岡山県 岡山市中区 服部興業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ倉田　給油所 倉田字中島６２５－２ 086-276-3171

岡山県 岡山市中区 田中実業株式会社 後楽園　給油所 東川原２１１－８ 086-273-2755

岡山県 岡山市中区 株式会社マティクスリテールサービス セルフ旭東　給油所 桜橋４－１－５ 086-901-0900

岡山県 岡山市中区 マルケー商事株式会社 ハートセルフ高屋　給油所 高屋６２－１ 086-272-1626

岡山県 岡山市中区 マルケー商事株式会社 岡山トラックステーション　給油所 倉富２８５－３ 086-277-4017

岡山県 岡山市中区 出光リテール販売株式会社 セルフ江崎　給油所 江崎１５０－１ 086-274-3826

岡山県 岡山市中区 株式会社両備エネシス セルフ雄町　給油所 雄町２０６ 086-278-0123

岡山県 岡山市中区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東岡山店　給油所 長利字中嶋３１５－８ 086-278-4231

岡山県 岡山市中区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 岡山ＴＳ　給油所 倉富３４０－１９ 086-274-8051

岡山県 岡山市中区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション後楽園　給油所 原尾島１－５－５６ 086-273-5975

岡山県 岡山市中区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション高屋 高屋字丸田３２６－７ 086-901-0611

岡山県 岡山市東区 株式会社西日本宇佐美 ２号吉井川　給油所 一日市１０４ 086-297-3341

岡山県 岡山市東区 長瀬石油株式会社 セルフ岡山矢津　給油所 矢津１５１４－２ 086-206-6061

岡山県 岡山市東区 横山石油株式会社 セルフステーション沼　給油所 沼１３８１ 086-297-9604

岡山県 岡山市東区 有限会社松尾商店 西大寺セントラル　給油所 西大寺中２－１７－１７ 086-942-2950

岡山県 岡山市東区 太陽石油販売株式会社 セルフ西大寺東　給油所 西大寺東３－５－１８ 086-944-7117

岡山県 岡山市東区 有限会社根木石油 神崎北　給油所 神崎町１８３３－１ 086-942-6554

岡山県 岡山市東区 服部興業株式会社 セルフ古都宿　給油所 古都宿２４８－１ 086-208-3111

岡山県 岡山市東区 株式会社マティクスリテールサービス セルフ東平島　給油所 東平島字保免１１２９－１ 086-297-6562

岡山県 岡山市東区 株式会社マティクスリテールサービス セルフ西大寺　給油所 西大寺中３丁目１６－１１ 086-944-8120

岡山県 岡山市東区 有限会社万代 観音寺　給油所 瀬戸町観音寺８６９－１ 086-952-1401

岡山県 岡山市東区 有限会社佐中石油 西大寺北　給油所 久保２６０－５ 086-942-5338

岡山県 岡山市東区 太陽石油販売株式会社 平島　給油所 東平島字鍛冶屋田１６１番１ 086-297-0207

岡山県 岡山市東区 株式会社両備エネシス セルフ益野　給油所 益野町２５０－１ 086-944-0677

岡山県 岡山市東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西大寺金岡店　給油所 金岡西町８０－１ 086-943-1911

岡山県 岡山市東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ神崎店　給油所 神崎町８０－１ 086-946-2811

岡山県 岡山市東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西大寺店　給油所 久保１５５－１ 086-944-8383

岡山県 岡山市東区 株式会社エコピット 九蟠　給油所 九蟠１１１９－８ 086-948-2891

岡山県 岡山市南区 エネクスフリート株式会社 ニュー早島インター上り　給油所 山田字奥砂場２１１７－５５ 086-281-5881

岡山県 岡山市南区 株式会社西日本宇佐美 ２号岡山バイパス　給油所 古新田１４０５－１ 086-281-0705

岡山県 岡山市南区 瀬川　修 瀬川石油店妹尾西　給油所 妹尾９５６ 086-282-0867

岡山県 岡山市南区 株式会社エルジオ スーパーセルフカーサポート岡山中央店　給油所 古新田字大野１３４９－１ 086-282-1333

岡山県 岡山市南区 株式会社小板商店 光南台　給油所 飽浦清水１４５１－１ 086-267-1888

岡山県 岡山市南区 ペガサス石油株式会社 中畦　給油所 中畦２１番４ 086-298-3981

岡山県 岡山市南区 株式会社藤田商店 岡山西高崎　給油所 西高崎６２－３ 086-239-7115

岡山県 岡山市南区 有限会社ダイマル石油店 小串　給油所 小串２５２７ 086-269-2004

岡山県 岡山市南区 はらだエネルギー株式会社 ニューせのお　給油所 箕島１２６６－２ 086-282-3381

岡山県 岡山市南区 はらだエネルギー株式会社 藤田　給油所 藤田１０７２－２ 086-296-2391

岡山県 岡山市南区 エネクスフリート株式会社 早島インターチェンジ　給油所 妹尾字廻石３０９３－１ 086-281-2371

岡山県 岡山市南区 株式会社マティクスリテールサービス 福富　給油所 福富東１－３－１３ 086-263-2345

岡山県 岡山市南区 太陽石油販売株式会社 セルフ古新田　給油所 古新田字引船４９番 086-282-9810

岡山県 岡山市南区 株式会社シティライト 岡山福田　給油所 大福１１８番１号 086-282-2982

岡山県 岡山市南区 丸三礦業株式会社 三浜町　給油所 三浜町２－１７－１ 086-263-6551

岡山県 岡山市南区 株式会社オートサービス坪井石油 大福　給油所 大福４０－１ 086-282-1434

岡山県 岡山市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ藤田店　給油所 藤田１６７０－１ 086-296-0554

岡山県 岡山市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ箕島店　給油所 箕島８５０－１ 086-281-8300

岡山県 岡山市南区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーションあけぼの　給油所 あけぼの町２０－１０ 086-263-6833

岡山県 岡山市南区 株式会社角藤田 岡山南　給油所 豊浜町１３－６２ 086-263-6529

岡山県 岡山市南区 株式会社マティクスリテールサービス セルフ新保　給油所 新保１１２８－６ 086-230-4450

岡山県 倉敷市 全農エネルギー株式会社 倉敷庄店 下庄４８０－１ 086-461-1051



岡山県 倉敷市 全農エネルギー株式会社 倉敷インター店 西坂７５０－１ 086-462-1775

岡山県 倉敷市 有限会社角南石油店 下の町　給油所 児島下の町７－２－１７ 0864-72-5121

岡山県 倉敷市 原石油株式会社 児島　給油所 児島塩生２９０２－１ 086-475-0010

岡山県 倉敷市 冨士石油有限会社 水島　給油所 水島北瑞穂町６－２３ 086-444-6188

岡山県 倉敷市 冨士石油有限会社 水島東　給油所 東塚１－１－１５ 086-455-8440

岡山県 倉敷市 冨士石油有限会社 倉敷西　給油所 中島１３７２－５ 086-465-7120

岡山県 倉敷市 内海興産株式会社 倉敷北　給油所 宮前字河間３０－１ 086-421-7494

岡山県 倉敷市 有限会社吉田総合燃料店 有限会社吉田総合燃料店船穂　給油所 船穂町船穂２６１９ 086-552-3105

岡山県 倉敷市 富田産業株式会社 富田　給油所 玉島八島１７９９－５ 086-522-5108

岡山県 倉敷市 倉敷石油カルテックス株式会社 中庄　給油所 松島下の口２７２－２ 086-462-1281

岡山県 倉敷市 有限会社藤井石油店 児島　給油所 児島柳田町８２５ 086-473-1281

岡山県 倉敷市 佐々木石油株式会社 芸科大学前　給油所 連島町西之浦６４２－３ 086-444-3535

岡山県 倉敷市 株式会社明星 浦田　給油所 福田町浦田２１７４－１４ 0864-55-5550

岡山県 倉敷市 株式会社明星 玉島インター　給油所 玉島長尾１００６－１ 086-525-5588

岡山県 倉敷市 株式会社明星 真備　給油所 真備町尾崎字岡本６９８番３ 0886-98-9031

岡山県 倉敷市 株式会社吉田石油店 倉敷インター　給油所 西坂７６７－１ 086-463-5710

岡山県 倉敷市 株式会社角藤田 新水島　給油所 水島中通２－１－４ 086-448-3993

岡山県 倉敷市 株式会社松浦石油 水島製油所前　給油所 南畝６－６－４０ 086-455-6128

岡山県 倉敷市 三光物産株式会社 しんくら北口　給油所 玉島爪崎２７２－１ 086-522-6680

岡山県 倉敷市 有限会社藤井石油店 唐琴　給油所 児島唐琴３－７－２２ 086-477-7908

岡山県 倉敷市 たからや石油株式会社 玉島　給油所 玉島１２６８－１ 086-526-3255

岡山県 倉敷市 株式会社マティクスリテールサービス セルフ新中庄　給油所 二子字高田３４８－１ 086-464-0808

岡山県 倉敷市 株式会社マティクスリテールサービス セルフ倉敷福井　給油所 福井２２－１ 086-434-8866

岡山県 倉敷市 株式会社マティクスリテールサービス セルフ児島小川　給油所 児島小川６－２－３ 086-474-8680

岡山県 倉敷市 株式会社マティクスリテールサービス セルフ水島南　給油所 中畝１－３－１８ 086-450-3920

岡山県 倉敷市 有限会社塩津石油店 帯江　給油所 加須山２４６－１ 086-429-1668

岡山県 倉敷市 株式会社小川商店 玉島　給油所 玉島阿賀崎９４９ 086-522-2163

岡山県 倉敷市 有限会社石部石油店 黒崎　給油所 玉島黒崎３１９５ 086-528-0203

岡山県 倉敷市 有限会社中村石油 有城　給油所 有城字福原１３５３－１ 086-429-2583

岡山県 倉敷市 有限会社田浦石油店 下津井吹上　給油所 下津井吹上３７４－３ 086-479-9105

岡山県 倉敷市 有限会社田浦石油店 味野　給油所 児島味野上１－３－５３ 086-472-3974

岡山県 倉敷市 株式会社松井石油店 児島　給油所 児島元浜町１６２ 086-473-5001

岡山県 倉敷市 株式会社フクダ物産 株式会社フクダ物産古城池　給油所 福田町古新田２９３－１ 086-455-1999

岡山県 倉敷市 コスモ石油販売株式会社 セルフピュア倉敷下庄　給油所 下庄４９２－８ 086-463-4131

岡山県 倉敷市 有限会社ワタナベ油業 鶴新田　給油所 連島町鶴新田西岡崎３０４４－７ 086-444-3616

岡山県 倉敷市 株式会社松井石油店 児島駅前　給油所 児島駅前３－３２－１ 086-474-5400

岡山県 倉敷市 株式会社アストロ興産 三菱自工前　給油所 水島西千鳥町２－６ 086-440-3377

岡山県 倉敷市 株式会社アストロ興産 アスピア　給油所 北畝５丁目２０－６０ 086-456-6500

岡山県 倉敷市 株式会社アストロ興産 福田　給油所 東塚７－１４－４５ 086-456-2271

岡山県 倉敷市 株式会社アストロ興産 セルフ水玉ブリッジライン　給油所 連島町鶴新田字弘化開八の割１７５０－４ 086-444-0070

岡山県 倉敷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ広江店　給油所 広江２丁目１５－４０ 086-455-8244

岡山県 倉敷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ水島インター店　給油所 林２２１３－１ 086-470-2500

岡山県 倉敷市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ吉岡店　給油所 吉岡上中之町４０５ 086-425-1307

岡山県 倉敷市 ＪＦＥ商事資機材販売株式会社 ＪＦＥ構内Ａ岸　給油所 水島川崎通１ 086-444-5401

岡山県 倉敷市 ＪＦＥ商事資機材販売株式会社 ＪＦＥ構内冷圧西　給油所 水島川崎通１－４ 086-444-5401

岡山県 倉敷市 ＪＦＥ商事資機材販売株式会社 ＪＦＥ前　給油所 水島西通り１－１９３８－１ 086-448-4761

岡山県 倉敷市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション倉敷新田 新田２７６４－１ 086-434-2271

岡山県 倉敷市 株式会社角藤田 倉敷水江　給油所 水江１１９９ 086-465-1331

岡山県 倉敷市 有限会社安原石油店 セルフ西阿知　給油所 西阿知町往来南１６－２ 086-465-2870

岡山県 倉敷市 有限会社北畠石油店 大畠　給油所 大畠１－１１－６２ 086-479-9146

岡山県 津山市 有限会社ヒライ石油 スーパーセルフ勝北　給油所 上村６０－１ 0868-29-0045

岡山県 津山市 有限会社ヒライ石油 スーパーセルフ林田　給油所 林田字スミタ１５４－５ 0868-31-0180

岡山県 津山市 東真産業株式会社 津山口　給油所 一方江田２１２－１ 0868-22-8949

岡山県 津山市 東真産業株式会社 セルフ上河原　給油所 上河原２２１－７ 0867-62-2030

岡山県 津山市 東真産業株式会社 セルフ林田　給油所 林田１６３－１ 0868-22-7615

岡山県 津山市 東真産業株式会社 セルフ院庄　給油所 院庄９２５－１ 0868-28-5131

岡山県 津山市 東真産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ津山中央店　給油所 椿高下３０ 0868-24-4721



岡山県 津山市 株式会社アサヒメンテナンス アサヒ　給油所 桑下１４０８－９ 0868-57-7050

岡山県 津山市 弥生産業株式会社 山北　給油所 山北４０９－２ 0868-22-7441

岡山県 津山市 弥生産業株式会社 山北第２　給油所 北園町１－８、１－９ 0868-23-3922

岡山県 津山市 セキサンリテーリング株式会社 久米　給油所 南方中１６８３－２１ 0868-57-2371

岡山県 津山市 セキサンリテーリング株式会社 津山新大橋　給油所 林田町８－１ 0868-23-6521

岡山県 津山市 株式会社マティクスリテールサービス セルフ津山口　給油所 津山口５８－１－２４ 0868-22-4554

岡山県 津山市 株式会社マティクスリテールサービス ファンタジスタカインズ津山店　給油所 高野本郷字新屋敷１４５２番１ 0868-21-8100

岡山県 津山市 有限会社金森石油店 津山口　給油所 津山口６４ 086-822-8261

岡山県 津山市 株式会社万福産業 津山一宮　給油所 東一宮４６－１１ 0868-27-2323

岡山県 津山市 株式会社入木石油店 セルフステーション久米　給油所 宮尾３３３－５ 0868-57-2001

岡山県 津山市 落合大成有限会社 高野　給油所 押入７９２－１ 0868-26-1775

岡山県 津山市 株式会社両備エネシス セルフ津山高野　給油所 高野本郷字稲荷１５００－２５ 0868-26-3567

岡山県 津山市 岸本株式会社 マイステーション津山南　給油所 川崎字半折１８３－２ 0868-21-8101

岡山県 津山市 有限会社金森石油店 東津山　給油所 川崎５６２ 086-826-1836

岡山県 玉野市 株式会社エルジオ スーパーセルフ荘内店　給油所 用吉字吉原１７５５－１ 0863-71-0855

岡山県 玉野市 ペガサス石油株式会社 秀天　給油所 用吉１７５０－８ 0863-71-0468

岡山県 玉野市 株式会社ヤマウチ セルフ宇野　給油所 宇野８丁目５－１ 0863-33-5822

岡山県 玉野市 玉原石油株式会社 玉原　給油所 玉原３丁目１２－３ 0863-32-2280

岡山県 玉野市 株式会社マティクスリテールサービス 迫間　給油所 迫間入尾２０７９ 0863-71-2322

岡山県 玉野市 木村　忠 木村石油店日比　給油所 羽根崎町２－３６ 0863-81-8373

岡山県 玉野市 株式会社ＮＨファシリティーズ 築港　給油所 築港２－１９－８ 0863-31-3371

岡山県 玉野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ田井ポート店　給油所 田井３丁目１－１ 0863-31-2310

岡山県 笠岡市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ笠岡　給油所 笠岡５６２８－５ 0865-63-4005

岡山県 笠岡市 株式会社サトー 大井　給油所 小平井２０００－１ 0865-63-1001

岡山県 笠岡市 坂本　陽子 坂本石油笠岡ハイウェイ　給油所 大冝１１７９ 0865-66-0741

岡山県 笠岡市 中山燃料株式会社 サンパル笠岡　給油所 笠岡５０５８－８ 0865-62-2450

岡山県 笠岡市 浅野石油株式会社 北木島　給油所 北木島町１０３６４－２２ 0865-68-2053

岡山県 笠岡市 浅野石油株式会社 笠岡番町　給油所 十一番町４－２ 0865-62-4733

岡山県 笠岡市 スズキアルト笠岡販売株式会社 セルフ新賀　給油所 新賀字成藤６７５－２ 0865-65-1228

岡山県 笠岡市 株式会社スタンドワン 笠岡インター　給油所 笠岡４３０５－２ 0865-63-4393

岡山県 笠岡市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 山陽道笠岡インターＴＳ　給油所 小平井字馬橋ノ上１７３９－１ 0865-63-7383

岡山県 笠岡市 株式会社ユーホー ユーホー笠岡店　給油所 富岡１４６ 0865-67-5800

岡山県 笠岡市 内海株式会社 くじらセルフ笠岡北　給油所 笠岡５２６９－１ 0865-62-4134

岡山県 井原市 マルケー商事株式会社 井原東　給油所 東江原町４５７－３ 0866-63-0251

岡山県 井原市 細羽石油株式会社 西江原　給油所 西江原町１２４９ 0866-62-0008

岡山県 井原市 平川石油株式会社 井原　給油所 井原町３２６５－５ 0866-62-0066

岡山県 井原市 有限会社サカイ 美星３１３　給油所 美星町黒忠４８０７－２ 0866-87-3378

岡山県 井原市 細羽鉱油株式会社 井原　給油所 笹賀町４３８－５ 0866-62-2576

岡山県 井原市 有限会社日興サービス 井原　給油所 笹賀町７５８－１ 0866-62-3434

岡山県 井原市 晴れの国岡山農業協同組合 美星　給油所 美星町三山５３６５－１ 0866-87-9011

岡山県 井原市 大西石油有限会社 高屋東　給油所 下出部町２丁目９－１５ 0866-67-1021

岡山県 総社市 株式会社角藤田 総社中央　給油所 中央２－５－１ 0866-92-6936

岡山県 総社市 株式会社明星 総社店　給油所 西郡字樋ノ尻４５０ 0866-94-2266

岡山県 総社市 社会福祉法人三穂の園 サンガーデン吉備路　給油所 三須１１２７－１ 0866-94-4700

岡山県 総社市 株式会社角藤田 総社　給油所 総社１－１８－３７ 0866-92-0860

岡山県 総社市 株式会社マティクスリテールサービス セルフ総社　給油所 井手字水落ノ上８７１－１他４筆 0866-90-2560

岡山県 総社市 ナンバ石油株式会社 ミナギ　給油所 美袋１２７２－１ 086-699-1651

岡山県 総社市 ナンバ石油株式会社 総社大橋西　給油所 富原字小平治町１３２－１ 086-693-7566

岡山県 総社市 有限会社山本石油店 総社西　給油所 上原東千原４７８－１ 0866-92-6177

岡山県 総社市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ総社店　給油所 井手１０４１－１ 0866-90-3255

岡山県 総社市 晴れの国岡山農業協同組合 総社西　給油所 久代４７０３－２ 0866-96-9677

岡山県 高梁市 大河産業株式会社 高梁中央　給油所 中原町１４８１－１ 0866-22-3314

岡山県 高梁市 株式会社イマイ ニュー高梁　給油所 内山下１８７－６ 0866-22-2713

岡山県 高梁市 株式会社ムラカミ サンラック高梁　給油所 落合町阿部６１５－１ 0866-22-7050

岡山県 高梁市 株式会社ムラカミ サンラック成羽　給油所 成羽町下原５９０－１ 0866-42-3331

岡山県 高梁市 有限会社大月産業 有漢インターステーション　給油所 有漢町有漢４９５０－１ 0866-57-2133

岡山県 高梁市 株式会社イマイ 高梁　給油所 中原町１５４２－１ 0866-22-2066



岡山県 高梁市 地頭石油株式会社 セルフ川上　給油所 川上町地頭１５３９番地の１ 0866-48-2233

岡山県 高梁市 有限会社土屋商店 高梁　給油所 川端町５７ 0866-22-3578

岡山県 高梁市 滝口建設工業株式会社 木野山　給油所 津川町今津１０５６－１ 0866-22-2707

岡山県 高梁市 丹正　石夫 丹正燃料平川郷　給油所 備中町平川６５０９－１ 0866-45-2079

岡山県 高梁市 晴れの国岡山農業協同組合 高梁セルフ　給油所 津川町今津２５４８－４ 0866-22-2862

岡山県 新見市 有限会社光タクシー 哲多　給油所 哲多町本郷６３８ 0867-96-2221

岡山県 新見市 田口石油興業株式会社 給遊館１８２　給油所 哲西町畑木８３４－１、８３６－６ 0867-94-3121

岡山県 新見市 有限会社石蟹商事 石蟹商事石蟹　給油所 石蟹１１６－５ 0867-76-1141

岡山県 新見市 清水商会有限会社 万才　給油所 哲多町矢戸７０２ 0867-96-2133

岡山県 新見市 有限会社津内石油 新見南　給油所 長屋１７４－１ 0867-76-1243

岡山県 新見市 生熊石油株式会社 第２矢神　給油所 哲西町矢田４５２－１ 0867-94-2033

岡山県 新見市 田中実業株式会社 新見　給油所 新見３１１ 0867-72-0550

岡山県 新見市 有限会社井山商店 大佐　給油所 大佐小阪部２５６１－２ 0867-98-2151

岡山県 新見市 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 新見中央　給油所 新見７１３ 0867-72-2302

岡山県 新見市 石田石油株式会社 新見インター　給油所 高尾土上２２５０－１ 0867-72-7196

岡山県 新見市 晴れの国岡山農業協同組合 高尾セルフ　給油所 高尾字土上２２４８－２ 0867-72-3353

岡山県 備前市 吉延石油株式会社 閑谷　給油所 閑谷１７５３ 0869-67-2153

岡山県 備前市 有限会社小林石油店 シーサイド　給油所 日生町寒河２３５７番地の４ 0869-72-1522

岡山県 備前市 エネクスフリート株式会社 備前インターチェンジ　給油所 八木山字柿ノ古佐古８２０－５ 0869-62-2251

岡山県 備前市 株式会社橋本石油店 三石　給油所 三石５２２－６ 0869-62-0517

岡山県 備前市 森下石油株式会社 日生　給油所 日生町日生２４１－２６ 0869-72-1363

岡山県 備前市 株式会社橋本石油店 片上　給油所 東片上１０１３番地の４ 0869-63-6388

岡山県 備前市 有限会社吉田石油店 伊部　給油所 伊部１３６９－２ 0869-64-2657

岡山県 備前市 サン興産有限会社 吉永　給油所 吉永町吉永中６４７ 0869-84-2065

岡山県 備前市 有限会社嘉数燃料 備前町　給油所 大内１１４－２ 0869-66-9020

岡山県 備前市 有限会社大田原石油店 アビッソ２１　給油所 吉永町吉永中６６０ 0869-84-2083

岡山県 瀬戸内市 吉延石油株式会社 邑久　給油所 邑久町豊原１７１－１ 0869-22-0347

岡山県 瀬戸内市 長瀬石油株式会社 邑久　給油所 邑久町本庄２０２７－１１ 0869-22-0560

岡山県 瀬戸内市 中国オイル株式会社 国道長船　給油所 長船町長船１１９０－２ 086-866-8056

岡山県 瀬戸内市 株式会社ティーラック 虫明　給油所 邑久町福谷３２４７－１ 0869-25-0532

岡山県 赤磐市 株式会社西日本宇佐美 山陽インター　給油所 立川１００５－１ 086-955-6130

岡山県 赤磐市 有限会社大田原石油店 プリテール山陽　給油所 馬屋字沖田５２２－１、５２３－１ 086-229-3041

岡山県 赤磐市 有限会社野浪商店 赤坂　給油所 町刈田９２９－１ 086-957-2266

岡山県 赤磐市 有限会社徳光石油店 吉井町バイパス　給油所 周匝下６８２－１６ 086-954-0650

岡山県 赤磐市 有限会社秋山商店 仁堀　給油所 仁堀東２０番地 086-958-2228

岡山県 赤磐市 太陽石油販売株式会社 セルフ山陽　給油所 沼田１２４１－１ 0869-55-9850

岡山県 赤磐市 あかいわ大成株式会社 山陽サービスステーション　給油所 高屋４１９－９ 086-955-6100

岡山県 赤磐市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岡山ネオポリス店　給油所 桜が丘西２丁目２２－１ 086-955-6056

岡山県 赤磐市 有限会社安東石油 安東石油　給油所 稲蒔３６－２ 086-954-0255

岡山県 真庭市 株式会社オカモト セルフ真庭　給油所 富尾５７－４ 0867-53-0200

岡山県 真庭市 東真産業株式会社 蒜山　給油所 蒜山中福田３６１－９ 0867-66-4282

岡山県 真庭市 東真産業株式会社 勝山中央　給油所 勝山１０７４－１ 0867-44-2360

岡山県 真庭市 東真産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ湯原インター　給油所 禾津３２９－１ 0867-62-2030

岡山県 真庭市 長尾石油株式会社 セルフ勝山　給油所 勝山８１９ 0867-44-2157

岡山県 真庭市 株式会社エイチケイ商会 セルフ&カーケアステーション久世　給油所 久世２５１２ 0867-42-1149

岡山県 真庭市 大宝石油産業株式会社 落合西　給油所 落合垂水５０２ 0867-52-1127

岡山県 真庭市 湯原菱油株式会社 湯原　給油所 禾津５５－１ 0867-62-3877

岡山県 真庭市 東真産業株式会社 久世　給油所 久世２２８３－１ 0867-42-1138

岡山県 真庭市 有限会社東郷商会 八束　給油所 蒜山中福田２８０－１ 0867-66-3661

岡山県 真庭市 株式会社岡北サービス 富原　給油所 若代４３ 0867-46-2221

岡山県 真庭市 北房タイヤセンター株式会社 北房タイヤ給油センター　給油所 山田１７１９ 0866-52-2778

岡山県 真庭市 有限会社小谷石油店 蒜山　給油所 蒜山下長田２０１２ 0867-66-2129

岡山県 真庭市 古林　重幸 古林石油店北房　給油所 下呰部２４３ 0886-52-2929

岡山県 真庭市 株式会社Ｇ－７・オート・サービス オートバックスエクスプレス真庭店　給油所 久世字黒尾３２４４－１ 078-949-0107

岡山県 真庭市 晴れの国岡山農業協同組合 上水田セルフ　給油所 上水田５１３０－６ 0866-52-2804

岡山県 真庭市 株式会社道満石油店 落合インター　給油所 開田１８７ 0867-52-0175

岡山県 真庭市 晴れの国岡山農業協同組合 蒜山川上　給油所 蒜山上福田７５１－２ 0867-66-3180



岡山県 美作市 美作菱油株式会社 美作インター　給油所 豊国原１７６－２ 0868-72-3562

岡山県 美作市 美作菱油株式会社 林野　給油所 入田１３５－３ 0868-72-0433

岡山県 美作市 青山　浩 英田　給油所 真神５７１－１ 0868-74-3927

岡山県 美作市 株式会社マティクスリテールサービス セルフ湯郷　給油所 湯郷１０６－２ 0868-72-1165

岡山県 美作市 大原本多石油株式会社 大原　給油所 古町１８１４－１ 0868-78-2238

岡山県 美作市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 美作インターＴＳ　給油所 豊国原１２５－９ 0868-72-6118

岡山県 美作市 晴れの国岡山農業協同組合 勝田　給油所 小畑２２４－３ 0868-77-0223

岡山県 浅口市 株式会社西日本宇佐美 ２号金光　給油所 金光町佐方２１－３ 0865-42-5288

岡山県 浅口市 中村商事株式会社 金光　給油所 金光町大谷５０８－２ 0865-42-2171

岡山県 浅口市 株式会社金子石油店 寄島　給油所 寄島町７３２１－１ 0865-54-3221

岡山県 浅口市 富田産業株式会社 金光　給油所 金光町占見新田６８０－１ 086-542-4141

岡山県 浅口市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鴨方インター店　給油所 鴨方町鴨方１６４４－１ 0865-44-1222

岡山県 和気郡和気町 株式会社渋谷石油 ガソリンパラダイス和気　給油所 衣笠２７６－１ 0869-92-1500

岡山県 和気郡和気町 株式会社岡建設 佐伯　給油所 宇生字杉下２９０－１ 0869-88-1525

岡山県 和気郡和気町 株式会社岡建設 和気インター　給油所 原６７３ 0869-93-1231

岡山県 都窪郡早島町 株式会社西日本宇佐美 ２号早島インター　給油所 大字早島字竹の下３１０２－１ 086-483-2620

岡山県 都窪郡早島町 株式会社マティクスリテールサービス セルフ早島インター　給油所 早島２５５４－１ 086-482-1829

岡山県 都窪郡早島町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２早島インターＴＳ　給油所 早島北浦３５８８－１ 0864-82-2111

岡山県 都窪郡早島町 西日本フリート株式会社 ルート２早島バイパス　給油所 大字早島字大池３４２２－１ 086-482-3126

岡山県 浅口郡里庄町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 岡山下りＴＳ　給油所 大字新庄字大奈良５７８１－２ 0865-64-4120

岡山県 小田郡矢掛町 河上石油株式会社 矢掛　給油所 矢掛１１７－３ 0866-82-0208

岡山県 小田郡矢掛町 株式会社広瀬商店 矢掛　給油所 古市１１１－１ 0866-82-0324

岡山県 苫田郡鏡野町 株式会社入木石油店 セルフステーション鏡野　給油所 円宗寺５４－１ 0868-54-3600

岡山県 苫田郡鏡野町 有限会社中田石油店 富　給油所 富東谷４３４－１ 0867-57-2600

岡山県 苫田郡鏡野町 作州かがみの森林組合 出光上斎原　給油所 上斎原４８３－１ 0868-44-2057

岡山県 苫田郡鏡野町 晴れの国岡山農業協同組合 鏡野セルフ　給油所 古川１０９８－１ 0868-54-0228

岡山県 勝田郡勝央町 株式会社両備エネシス セルフ勝央　給油所 岡２６５－１ 0868-38-6669

岡山県 勝田郡勝央町 一般社団法人よしの どんどん市場　給油所 豊久田３９４番地２ 0868-38-0111

岡山県 勝田郡奈義町 有限会社森藤石油店 日本原　給油所 滝本１５２３－５ 0868-36-2262

岡山県 勝田郡奈義町 晴れの国岡山農業協同組合 奈義　給油所 豊沢２４８－２ 0868-36-4158

岡山県 久米郡久米南町 丸山　清之 丸山石油店久米南　給油所 下二ヶ１８６７ 0867-22-1436

岡山県 久米郡久米南町 有限会社阿波屋石油サービス 久米南町　給油所 下弓削４１９－１１ 086-728-2750

岡山県 久米郡美咲町 株式会社野上石油店 柵原　給油所 大戸下１５９－２ 0868-62-0352

岡山県 久米郡美咲町 有限会社脇石油店 柵原　給油所 久木１７１－２ 0868-62-0248

岡山県 久米郡美咲町 有限会社柴原石油店 柵原　給油所 吉ヶ原９５７－１ 0868-62-0076

岡山県 久米郡美咲町 有本観光バス株式会社 久米中央　給油所 錦織１３５８－４ 0868-66-1101

岡山県 加賀郡吉備中央町 中山　嘉之 中山石油店下加茂　給油所 下加茂２１－１ 0867-34-1086

岡山県 加賀郡吉備中央町 有限会社加茂川タクシー 吉備中央　給油所 上加茂８４－１ 0867-34-1000

岡山県 加賀郡吉備中央町 晴れの国岡山農業協同組合 吉備高原都市セルフ　給油所 吉川４４６９－８ 0866-56-7306

広島県 広島市中区 株式会社サントーコー 富士見　給油所 宝町１０－１ 082-241-4070

広島県 広島市中区 株式会社サントーコー ＤＤセルフ昭和町ＳＳ　給油所 昭和町１１－１０ 082-243-1429

広島県 広島市中区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション吉島　給油所 光南２－１０－４ 082-244-3268

広島県 広島市中区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション竹屋町　給油所 竹屋町５－４ 0822-44-5141

広島県 広島市中区 株式会社大野石油店 西白島　給油所 西白島町２２－１５ 082-221-1511

広島県 広島市中区 株式会社大野石油店 牛田大橋　給油所 白島九軒町３－１３ 082-221-8834

広島県 広島市中区 株式会社大野石油店 江波　給油所 江波西１－２５－１ 082-292-6780

広島県 広島市中区 山陽礦油株式会社 相生橋　給油所 本川町１－１－２ 082-232-0145

広島県 広島市中区 江波日石株式会社 レッツ江波口　給油所 舟入南６－１－１ 082-231-4560

広島県 広島市中区 株式会社ハゼヤマ ひろせサービスステーション　給油所 広瀬町１－３ 082-231-6256

広島県 広島市中区 株式会社平和サービス・ステーション 平和大通　給油所 舟入町１－２０ 082-293-7658

広島県 広島市中区 ダイヤ石油株式会社 広島西　給油所 榎町３－２８ 082-231-4494

広島県 広島市中区 山陽通産株式会社 光南　給油所 光南１－４－２８ 082-243-4707

広島県 広島市中区 株式会社沖野燃料 セルフ竹屋町　給油所 南竹屋町２－２７ 082-246-0275

広島県 広島市東区 株式会社大野石油店 広島東インター　給油所 馬木６丁目４５０番地１ 082-508-5030

広島県 広島市東区 エネクスフリート株式会社 戸坂　給油所 戸坂中町２－２４ 082-229-1135

広島県 広島市東区 株式会社冨士谷商店 セーフティープラザ愛宕　給油所 東蟹屋町１－５ 082-263-3393

広島県 広島市東区 株式会社大江石油 中山カーライフステーション　給油所 中山北町１－２０ 082-508-4649



広島県 広島市東区 株式会社廣島ゼネラル ドリーム矢賀　給油所 矢賀新町４－２－２５ 082-281-5355

広島県 広島市東区 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅイオンモール前　給油所 矢賀新町３丁目２－１２ 082-282-9295

広島県 広島市東区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション牛田ＳＳ 牛田本町４丁目９番１２号 082-211-1540

広島県 広島市南区 株式会社大野石油店 東雲　給油所 東雲３－６－１０ 082-282-3993

広島県 広島市南区 株式会社大野石油店 出島　給油所 出島一丁目３２番４４号 082-254-1015

広島県 広島市南区 株式会社オキタ石油 セルフむかいなだ　給油所 青崎１－６－６ 082-510-1066

広島県 広島市南区 山陽礦油株式会社 大州　給油所 大州３－７－２０ 082-282-4478

広島県 広島市南区 株式会社冨士谷商店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ段原店　給油所 段原１丁目１－５ 082-262-6236

広島県 広島市南区 鳥井油業株式会社 ユーティー宇品　給油所 宇品御幸３－１６－１ 082-251-1268

広島県 広島市南区 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 大州町　給油所 大州１－４－３１ 082-281-7663

広島県 広島市南区 出光リテール販売株式会社 ポプラ黄金山　給油所 楠那町１－６ 082-250-1210

広島県 広島市南区 株式会社ネクスト城南 東雲　給油所 東雲本町２－９－５ 082-890-8590

広島県 広島市南区 株式会社冨士谷商店 宇品　給油所 宇品御幸５－１６－１ 082-254-8111

広島県 広島市南区 有限会社仁保石油 仁保橋　給油所 仁保新町２－３－３２ 082-282-4351

広島県 広島市南区 綜合エナジー株式会社 綜合エナジー楠那　給油所 楠那町３－５ 082-253-1974

広島県 広島市南区 山陽オイル株式会社 セルフ宇品倶楽部　給油所 宇品西３ー８－５０ 082-256-5344

広島県 広島市西区 株式会社大野石油店 横川　給油所 三篠町２－５－２ 082-237-1864

広島県 広島市西区 株式会社大野石油店 旭橋　給油所 己斐本町２－１９－９ 082-272-3766

広島県 広島市西区 株式会社大野石油店 商工センター　給油所 商工センタ－７－４－１ 082-277-1266

広島県 広島市西区 株式会社大野石油店 中央市場　給油所 草津港１－８－１ 082-279-2450

広島県 広島市西区 広島輸送ターミナル協同組合 輸送ターミナル　給油所 草津港２－１－２ 082-277-8889

広島県 広島市西区 株式会社ナナツマチ 井口台　給油所 井口台１－１３－２３ 082-277-7731

広島県 広島市西区 広川日石株式会社 横川　給油所 横川町１－６－１７ 082-232-5073

広島県 広島市西区 有限会社木本石油 己斐　給油所 己斐上１丁目１５－２０ 082-271-3122

広島県 広島市西区 株式会社オキタ石油 三篠　給油所 三篠町３－１３－９ 082-237-1683

広島県 広島市西区 ダイヤ石油株式会社 三篠　給油所 大宮１－２６－２ 082-237-0851

広島県 広島市西区 株式会社西日本宇佐美 広島商工センター　給油所 商工センタ－３丁目６番２号 082-277-1101

広島県 広島市西区 出光リテール販売株式会社 セルフ井口　給油所 井口明神１－１７１８－３ 082-501-0595

広島県 広島市西区 株式会社新出光 広島総合卸センター　給油所 商工センタ－１－２－３４ 082-277-0333

広島県 広島市西区 株式会社新出光 セルフ広島総合卸センター第２　給油所 商工センタ－６－９－９ 082-277-2111

広島県 広島市西区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 西部流通団地ＴＳ　給油所 草津港３－２－１ 082-278-2665

広島県 広島市西区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション観音　給油所 南観音町１０－３ 082-231-4917

広島県 広島市安佐南区 全農エネルギー株式会社 広島店 大町東２－１４－１７ 082-870-8321

広島県 広島市安佐南区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション祇園新道　給油所 西原７－５－２２ 082-871-6564

広島県 広島市安佐南区 株式会社大野石油店 緑井　給油所 中須２－１－１７ 082-877-2008

広島県 広島市安佐南区 綜合エナジー株式会社 綜合エナジー沼田　給油所 伴中央５－３－４ 082-848-8100

広島県 広島市安佐南区 イトー石油株式会社 広島インターチェンジ　給油所 中筋４－１５－１５ 082-879-5222

広島県 広島市安佐南区 イトー石油株式会社 安　給油所 相田２－９－２３ 082-878-2389

広島県 広島市安佐南区 イトー石油株式会社 毘沙門　給油所 緑井２－２５－３１ 082-877-2518

広島県 広島市安佐南区 第一燃料株式会社 祇園　給油所 祇園６－９－３１ 082-875-2151

広島県 広島市安佐南区 宗正石油株式会社 祇園南　給油所 山本一丁目２０－１９ 082-874-4344

広島県 広島市安佐南区 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 長束　給油所 長束２－５－５ 082-239-3151

広島県 広島市安佐南区 宮田油業株式会社 カーケアセンター長楽寺店　給油所 長楽寺１－１－５０ 082-878-2011

広島県 広島市安佐南区 太陽石油販売株式会社 セルフ緑井　給油所 緑井三丁目９番２７号 082-831-1235

広島県 広島市安佐南区 ダイヤ石油株式会社 せせら　給油所 川内５－１２４６－１ 082-870-3355

広島県 広島市安佐南区 出光リテール販売株式会社 セルフ上安　給油所 上安１丁目１６－１８ 082-878-0239

広島県 広島市安佐南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中筋店　給油所 中筋１－５－３ 082-207-4118

広島県 広島市安佐南区 岸本株式会社 マイステーション広島西　給油所 大塚西二丁目２０番６号 082-554-1633

広島県 広島市安佐南区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション西山本　給油所 山本一丁目２５番３４号 082-875-8333

広島県 広島市安佐南区 広川日石株式会社 緑井　給油所 緑井１－９－１ 082-877-0178

広島県 広島市安佐北区 株式会社大野石油店 高陽町　給油所 口田南８－１－２６ 082-842-1890

広島県 広島市安佐北区 株式会社沖野燃料 セルフステーション飯室　給油所 安佐町大字飯室字池之内４５７０－１ 082-810-2727

広島県 広島市安佐北区 山陽礦油株式会社 かめ山　給油所 亀山２－２－２２ 082-815-6211

広島県 広島市安佐北区 株式会社冨士谷商店 口田　給油所 口田３－３１－１６ 082-845-0222

広島県 広島市安佐北区 株式会社プラザ紅陽 広島東インター　給油所 小河原町曲り田１２６１ 082-844-0313

広島県 広島市安佐北区 広川日石株式会社 あさひが丘　給油所 あさひが丘１－３－１２ 082-838-2611

広島県 広島市安佐北区 有限会社あぶらや 広島北インター　給油所 安佐町大字飯室４２８６－１ 082-835-3699



広島県 広島市安佐北区 綜合エナジー株式会社 綜合エナジー亀山　給油所 亀山２－１０－７ 082-554-6711

広島県 広島市安佐北区 田村石油株式会社 可部南原　給油所 三入２－１－５ 082-818-7252

広島県 広島市安佐北区 有限会社平井石油店 鈴張　給油所 安佐町大字鈴張２００６－１ 082-835-1007

広島県 広島市安佐北区 有限会社原田石油店 飯室　給油所 安佐町大字飯室１５００ 082-835-0182

広島県 広島市安佐北区 蒲田石油有限会社 蒲田石油高陽　給油所 落合５－２－５ 082-843-8575

広島県 広島市安佐北区 蒲田石油有限会社 蒲田石油大林　給油所 大林１－７－８ 082-818-7100

広島県 広島市安佐北区 宮田油業株式会社 カーケアセンター布店　給油所 安佐町大字飯室６５０８－３ 082-837-0020

広島県 広島市安佐北区 江波日石株式会社 レッツ口田南　給油所 口田南２－２１－９ 082-842-1321

広島県 広島市安佐北区 太陽石油販売株式会社 セルフ高陽　給油所 落合南１－９－８ 082-841-2810

広島県 広島市安佐北区 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 深川　給油所 深川２丁目３７－１５－６ 082-842-0270

広島県 広島市安佐北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ亀山店　給油所 亀山３－２０－１５ 082-815-5184

広島県 広島市安佐北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ安佐北店　給油所 亀山７－１９－４９ 082-814-7010

広島県 広島市安芸区 ツネイシＣバリューズ株式会社 夢ヶ丘　給油所 矢野町字寺屋敷７４５－８ 082-899-5420

広島県 広島市安芸区 綜合エナジー株式会社 ペガサス矢野ＮＴ　給油所 矢野南５－１２－１２ 082-889-3232

広島県 広島市安芸区 有限会社ウエオカ サンパル阿戸　給油所 阿戸町字前香６５２７－４ 082-856-0021

広島県 広島市安芸区 有限会社小迫石油販 ニューハタカ　給油所 畑賀２－６－１ 082-827-0709

広島県 広島市安芸区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ矢野店 矢野西２丁目１２－１８ 082-888-4811

広島県 広島市佐伯区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション五日市　給油所 五日市中央６－１－７７ 0829-24-2525

広島県 広島市佐伯区 株式会社大野石油店 五日市インター　給油所 五日市町大字石内原田郷５７３５－９ 082-941-5020

広島県 広島市佐伯区 有限会社畠田石油店 五日市セントラル　給油所 千同１－２４－１１ 082-921-1151

広島県 広島市佐伯区 株式会社大江石油 石内バイパス　給油所 五日市町石内４１８２－１ 082-941-5049

広島県 広島市佐伯区 有限会社木本石油 湯来カーライフステーション　給油所 五日市町大字下河内字上原１２４７－１ 082-927-1012

広島県 広島市佐伯区 綜合エナジー株式会社 ペガサス五日市ＩＣ　給油所 五日市町石内４９２－１ 082-941-1122

広島県 広島市佐伯区 株式会社サントーコー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ石内サービスステーション 五日市町石内４４５－１ 082-927-9090

広島県 広島市佐伯区 株式会社大江石油 五月ケ丘　給油所 五月が丘５－８－８ 082-941-1955

広島県 広島市佐伯区 出光リテール販売株式会社 セルフ植物園　給油所 八幡２－２３－３ 082-928-4155

広島県 広島市佐伯区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中央店　給油所 五日市中央３－２－１７ 082-942-9292

広島県 広島市佐伯区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション八幡　給油所 八幡４－６－８ 082-927-2552

広島県 広島市佐伯区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 吉見園　給油所 吉見園３－２２ 082-922-6674

広島県 広島市佐伯区 出光リテール販売株式会社 五日市東　給油所 皆賀２－７－２６ 082-922-7222

広島県 呉市 株式会社サントーコー ＤＤセルフ呉駅前　給油所 中央１－２－１７ 0823-21-6467

広島県 呉市 株式会社大野石油店 熊野団地　給油所 押込４－３２－１ 0823-30-1042

広島県 呉市 株式会社サン石油 広バイパス　給油所 広中新開１－６－８ 0823-71-7238

広島県 呉市 折口興産株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ阿賀インター　給油所 阿賀中央３－３－４ 0823-71-0116

広島県 呉市 小松石油株式会社 阿賀　給油所 阿賀南４－４－１ 0823-71-7709

広島県 呉市 清水石油株式会社 警固屋　給油所 警固屋４－１１－５１ 0823-28-0203

広島県 呉市 有限会社きど石油店 倉橋　給油所 倉橋町１２０７－１ 0823-53-0190

広島県 呉市 株式会社渡川石油店 安浦　給油所 安浦町安登西５－４－２０ 0823-84-3408

広島県 呉市 中田　正志 中田石油店釣士田　給油所 倉橋町７１２５ 0823-56-0016

広島県 呉市 有限会社真田商会 川尻　給油所 川尻町東１－２２－１ 0823-87-2322

広島県 呉市 有限会社マルゴ石油店 焼山　給油所 焼山中央３－１６－２２ 0823-30-5185

広島県 呉市 有限会社宮下産業 郷原　給油所 郷原町字松原６９７８－１ 0823-77-0157

広島県 呉市 有限会社亀本石油店 室尾　給油所 倉橋町１１１０６－１１ 0823-54-0668

広島県 呉市 蒲田石油有限会社 下島　給油所 下蒲刈町下島１６３９－１ 0823-65-2177

広島県 呉市 蒲田石油有限会社 川尻　給油所 川尻町西５－７－４３ 0823-87-2144

広島県 呉市 蒲田石油有限会社 マイセルフ仁方店　給油所 仁方町字松ケ平３７番１、３７番２３ 0823-79-5411

広島県 呉市 玉理興業株式会社 ビークルピット仁方　給油所 仁方西神町５－５ 0823-79-5478

広島県 呉市 ダイヤ石油株式会社 呉駅前通　給油所 中通１－２－６ 0823-21-6175

広島県 呉市 株式会社大呉サービス・ステーション 呉駅前　給油所 中通１－１－１５ 0823-22-2450

広島県 呉市 株式会社両備エネシス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川尻西　給油所 川尻町西５丁目１３－１３ 0823-87-6666

広島県 呉市 株式会社胡井油業 呉セントラル　給油所 中央２－４－１０ 0823-21-4393

広島県 呉市 株式会社胡井油業 狩留賀　給油所 狩留賀町５番７号 0823-31-1555

広島県 呉市 株式会社胡井油業 焼山中央　給油所 焼山中央１－７－３ 0823-34-5555

広島県 呉市 株式会社胡井油業 広　給油所 広文化町６－１ 0823-71-3146

広島県 呉市 株式会社胡井油業 ニュー川尻　給油所 川尻町西５－９－１６ 0823-87-2224

広島県 呉市 有限会社吉村石油 音戸西　給油所 音戸町坪井３－２－３ 0823-52-1431

広島県 呉市 株式会社神垣石油 広支所前　給油所 広古新開２丁目２番３号 0823-72-4151



広島県 呉市 広島ゆたか農業協同組合 内浦　給油所 豊浜町豊島字寺迫７－２ 0823-68-2022

広島県 呉市 広島ゆたか農業協同組合 本所　給油所 豊町大長５９１５－７ 0823-66-2011

広島県 呉市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション焼山　給油所 焼山中央２－１２－１０ 0823-34-2288

広島県 呉市 有限会社中野石油 田原　給油所 音戸町田原３丁目８－１６ 0823-51-2076

広島県 呉市 株式会社オゴウ 安浦　給油所 安浦町中央五丁目２番２８号 0823-84-2344

広島県 呉市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフアメニティー焼山店 焼山中央６丁目１０－１４ 0823-34-3131

広島県 竹原市 三永石油株式会社 大乗　給油所 福田町大字大正新開２８４２－１ 0846-27-0611

広島県 竹原市 松田石油株式会社 竹原　給油所 下野町西中通３１６１－１ 0846-22-1640

広島県 竹原市 松田石油株式会社 賀茂川　給油所 中央５－１１－６ 0846-22-7744

広島県 竹原市 マルカツ産業株式会社 田万里　給油所 西野町１５４０－１ 0846-29-0403

広島県 竹原市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 広島東ＴＳ　給油所 西野町字来宿１７５９－１ 0846-29-1980

広島県 三原市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ三原　給油所 下北方１－１－１７ 0848-86-3972

広島県 三原市 ツネイシＣバリューズ株式会社 糸崎　給油所 糸崎８丁目１４－１６ 0848-68-1040

広島県 三原市 ツネイシＣバリューズ株式会社 三原西　給油所 本郷南１丁目１－３７ 0848-86-1800

広島県 三原市 有限会社片山自動車工業 久井　給油所 久井町江木７６－１ 0847-32-6605

広島県 三原市 有限会社郷石油店 下徳良　給油所 大和町下徳良２１６１－３ 0847-33-0018

広島県 三原市 有限会社向谷商店 向谷商店羽倉　給油所 久井町羽倉地蔵沖１３７２－２ 0847-32-6346

広島県 三原市 有限会社田尾石油店 三原中之町　給油所 中之町３－１２－１ 0848-63-9075

広島県 三原市 安田石油有限会社 三原須波　給油所 須波西１丁目１番２７号 0848-67-0522

広島県 三原市 有限会社米丸自動車商会 椋梨　給油所 大和町椋梨８５３－１ 0847-34-0206

広島県 三原市 新越　宏美 金星石油店久井　給油所 久井町下津１６５６－１ 0847-32-6022

広島県 三原市 川手　博之 川手石油神田　給油所 大和町下徳良１９０２－１ 0847-33-0164

広島県 三原市 蒲田石油有限会社 広島エアポート　給油所 本郷町善入寺字平岩１００６４－１５０ 0848-60-8888

広島県 三原市 太陽石油販売株式会社 セルフ古浜　給油所 古浜一丁目１４－８ 0848-29-9437

広島県 三原市 ダイヤ石油株式会社 三原　給油所 糸崎２－１１－８ 0848-62-4157

広島県 三原市 広島空港給油施設株式会社 広島空港　給油所 本郷町善入寺９４番地の２２ 0848-86-9051

広島県 三原市 三原農業協同組合 久井　給油所 久井町羽倉１６７７ 0847-32-7117

広島県 三原市 三原農業協同組合 須ノ上　給油所 鷺浦町向田野浦４３３１－１ 0848-87-5316

広島県 尾道市 村井石油株式会社 中庄　給油所 因島中庄町字沖田６４６－８ 0845-24-0162

広島県 尾道市 三和鉄構建設株式会社 尾道東　給油所 高須町５２６７ 0848-46-0989

広島県 尾道市 有限会社細谷石油 尾道北　給油所 栗原町９６９６－３ 0848-22-5458

広島県 尾道市 ツネイシＣバリューズ株式会社 尾道三成　給油所 美ノ郷町三成字橋本１１７８－１ 0848-40-0170

広島県 尾道市 有限会社森屋工業 因島　給油所 因島中庄町１９８３－９ 0845-24-1271

広島県 尾道市 有限会社森屋工業 カミング中庄　給油所 因島中庄町４６０８－１ 0845-26-2061

広島県 尾道市 有限会社カノウヤ 有限会社カノウヤ因島中庄　給油所 因島中庄町２９８１－１ 0845-24-1777

広島県 尾道市 有限会社八津川石油店 御調　給油所 御調町字神９５－１ 0848-76-0111

広島県 尾道市 有限会社三浦石油 向島　給油所 向東町２１９０－１ 0848-44-1785

広島県 尾道市 有限会社川口石油 住吉浜　給油所 十四日元町６－７ 0848-37-2121

広島県 尾道市 丸和石油株式会社 尾道インター　給油所 美ノ郷町三成８８１－１、他二筆 0848-48-1376

広島県 尾道市 太陽石油販売株式会社 セルフ尾道　給油所 新浜一丁目１番３７ 0848-24-3915

広島県 尾道市 太陽石油販売株式会社 せとだ　給油所 瀬戸田町中野４０７番地５６ 0845-26-4111

広島県 尾道市 広川エナス株式会社 長者原　給油所 長者原２－１６５－３ 0848-48-2845

広島県 尾道市 中司　龍治 向東　給油所 向東町３５９１－１ 0848-44-1098

広島県 尾道市 株式会社杉谷石油 東尾道駅前　給油所 高須町４７８８－６ 0848-46-5700

広島県 尾道市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフベイタウン高須店　給油所 高須町５６４２－２ 0848-46-1065

広島県 尾道市 株式会社ユーホー ユーホー因島店　給油所 因島田熊町２５１７番１ 0845-22-8800

広島県 尾道市 株式会社ユーホー ユーホー向島店　給油所 向東町字蔵本谷沖１００８－１ 0848-20-6577

広島県 尾道市 三原農業協同組合 せとだ　給油所 瀬戸田町中野４０８－８ 0845-27-4518

広島県 尾道市 株式会社田中組 宮原　給油所 瀬戸田町宮原５２９－６ 0845-28-0911

広島県 尾道市 村井石油株式会社 土生　給油所 因島土生町２３５－１ 0845-22-0041

広島県 尾道市 有限会社マルナカ商店 田熊東　給油所 因島田熊町１１１４－１ 0845-22-0582

広島県 尾道市 株式会社万代屋 向東　給油所 向東町字馬場谷２０４５－２ 0848-44-8530

広島県 福山市 株式会社西日本宇佐美 １８２号福山東インター　給油所 蔵王町字北之前１５８８－１ 0849-55-7580

広島県 福山市 株式会社西日本宇佐美 ２号福山　給油所 大門町野－浜字中尾１１２９－１ 084-945-0572

広島県 福山市 内海株式会社 引野　給油所 引野町３－１－１９ 084-941-3217

広島県 福山市 内海株式会社 城東　給油所 東深津町３－１９－２７ 084-923-0234

広島県 福山市 内海株式会社 紅葉町　給油所 紅葉町５－１ 084-922-6263



広島県 福山市 株式会社榊原石油 神辺中央　給油所 神辺町湯野字久貝尻２９５－１ 084-962-3588

広島県 福山市 株式会社大目商店 赤坂　給油所 赤坂町大字赤坂１３８９－１ 084-951-2334

広島県 福山市 株式会社大目商店 福山山手　給油所 山手町２－１－１７ 084-951-7666

広島県 福山市 高野石油有限会社 新川　給油所 沼隈町大字草深３９１－１ 084-987-1335

広島県 福山市 信菱液化ガス株式会社 川北　給油所 神辺町大字川北１５２８－１ 084-962-3051

広島県 福山市 信菱液化ガス株式会社 駅家　給油所 駅家町万能倉９０９－１　他２筆 084-976-7381

広島県 福山市 信菱液化ガス株式会社 戸手　給油所 新市町大字戸手１１４－１ 0847-52-5991

広島県 福山市 山陽石油株式会社 住吉町　給油所 住吉町１－５ 084-922-0939

広島県 福山市 山陽石油株式会社 福山東インター　給油所 南蔵王町４－１７－２５ 084-923-7835

広島県 福山市 山陽石油株式会社 多治米町　給油所 多治米町５丁目２６－１ 084-957-2601

広島県 福山市 山陽石油株式会社 セルフ神辺　給油所 神辺町新湯野３－４１－６ 084-962-0693

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 常石　給油所 沼隈町大字常石６６５－２ 084-987-1351

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 福山　給油所 南本庄１－１２－２６ 084-922-1175

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 福山曙町　給油所 曙町５丁目３２－１４ 084-953-6161

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 福山中央　給油所 西新涯町２－２３－３２ 084-954-5433

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 鋼管通り　給油所 大門町津之下水尻地区３０１４ 084-941-7023

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 福山大門　給油所 大門町１丁目２３－１０ 084-982-5637

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 南手城　給油所 南手城町１丁目２番２０号 084-973-1128

広島県 福山市 土居石油株式会社 ローズガーデンルート１８２　給油所 神辺町川南９の丁１３０５－６ 084-960-0182

広島県 福山市 土居石油株式会社 坪生　給油所 坪生町１７３５－１ 084-947-5553

広島県 福山市 土居石油株式会社 ローズガーデン箕島　給油所 箕島町字釣ケ端新開１４－４４０－１ 084-957-0721

広島県 福山市 御幸石油株式会社 御幸　給油所 御幸町森脇４４２ 084-955-0028

広島県 福山市 御幸石油株式会社 神辺　給油所 神辺町５の丁６６８－３ 084-962-3222

広島県 福山市 御幸石油株式会社 フジグラン神辺　給油所 神辺町大字新道上字二丁目１０番２６号 084-960-3782

広島県 福山市 オレンジ石油株式会社 福山曙東　給油所 曙町５丁目１３番１号 084-953-5577

広島県 福山市 中尾　真規 内海　給油所 内海町１４７０ 084-986-3348

広島県 福山市 株式会社協同瓦斯 神辺燃料センター　給油所 神辺町小北１０２５－１ 084-963-1154

広島県 福山市 株式会社協同瓦斯 駅家燃料センター　給油所 駅家町万能倉１２８２－２ 084-976-7719

広島県 福山市 髙橋　亘 高橋石油店網引　給油所 新市町上安井２７ 0847-51-8105

広島県 福山市 株式会社吉田石油店 ルート２福山東　給油所 引野町４丁目１８２番、１８３番、１９０番 084-941-1213

広島県 福山市 有限会社河野義巳商店 山南　給油所 沼隈町大字中山南甲３７－４ 084-988-0201

広島県 福山市 有限会社エス・エス南松永 南松永　給油所 南松永町２－１１－４１ 084-934-5100

広島県 福山市 株式会社佐古田石油 柳津　給油所 柳津町１－２－２０ 084-933-3767

広島県 福山市 三甲野石油株式会社 サンフィールド駅家　給油所 駅家町大字近田溝下４３２－３ 084-976-1556

広島県 福山市 内海株式会社 神辺　給油所 神辺町川南９４９－６ 084-562-3637

広島県 福山市 内海株式会社 駅家　給油所 駅家町大字倉光１３－１、１８－２、１８－８ 084-977-1144

広島県 福山市 土居石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅローズガーデン南本庄ＳＳ 南本庄３丁目１－４４ 084-921-3738

広島県 福山市 株式会社岩川石油 上加茂　給油所 加茂町字上加茂３１４－１ 084-972-3123

広島県 福山市 株式会社尾多賀商店 新市一の宮　給油所 新市町宮内５５２ 0847-51-2178

広島県 福山市 門田石油株式会社 六本堂　給油所 熊野町乙１００－１ 084-959-0313

広島県 福山市 松本　可奈枝 松永本郷　給油所 本郷町８１５ 084-936-0632

広島県 福山市 太陽石油販売株式会社 セルフ松永　給油所 今津町七丁目５４１番１号 084-930-6123

広島県 福山市 ダイヤ石油株式会社 福山東　給油所 東深津町４－１５－１５ 084-923-0229

広島県 福山市 ダイヤ石油株式会社 鋼管通　給油所 引野町５－４６－１８ 084-941-1753

広島県 福山市 ダイヤ石油株式会社 みどりまち　給油所 緑町１番４１号 084-931-0166

広島県 福山市 有限会社エネルギー精華 藤江　給油所 藤江町３１８４－８ 084-930-1278

広島県 福山市 株式会社テクナサービス マイセルフ福山東インター　給油所 蔵王町艮１７５７－１ 084-943-6363

広島県 福山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新涯店　給油所 西新涯町１丁目５－１１ 084-953-2684

広島県 福山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鋼管通店　給油所 東手城町１丁目３０－２８ 084-941-2919

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 松永南　給油所 柳津町２－１－２２ 084-933-2255

広島県 福山市 ツネイシＣバリューズ株式会社 南蔵王　給油所 南蔵王町６丁目１９－２１ 084-941-6536

広島県 福山市 西日本フリート株式会社 ルート２福山東　給油所 引野町東１－７ 084-940-5620

広島県 福山市 株式会社ユーホー ユーホー駅家店　給油所 駅家町近田６１６ 084-976-7766

広島県 福山市 株式会社ユーホー ユーホー伊勢丘店　給油所 伊勢丘３丁目３－２ 084-948-9080

広島県 福山市 田島漁業協同組合 田島漁業協同組合　給油所 内海町２３６ 084-986-2304

広島県 福山市 岸本株式会社 マイステーション福山引野　給油所 引野町北２－３１－３ 084-940-5545

広島県 福山市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション蔵王　給油所 南蔵王町５丁目２１－２ 084-943-1765



広島県 福山市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション千田　給油所 千田町２－２－５０ 084-955-1126

広島県 福山市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新伊勢丘店 伊勢丘５丁目３－１ 084-948-3559

広島県 福山市 内海株式会社 光町南　給油所 光南町３丁目８－２５ 084-932-6707

広島県 福山市 アイアンオイル株式会社 箕沖　給油所 箕沖町５１－１ 084-953-3458

広島県 福山市 アイアンオイル株式会社 福山テクノ　給油所 箕島町６２８０－５ 084-920-3327

広島県 福山市 佐土井石油有限会社 御幸　給油所 御幸町大字森脇字畑田４６５－７ 084-955-0099

広島県 福山市 有限会社服部運送 駅家　給油所 駅家町大字新山７１４－４ 084-978-0520

広島県 福山市 株式会社ユーホー ユーホー松永店　給油所 今津町７丁目８－５ 084-933-5151

広島県 府中市 真田石油株式会社 高木　給油所 高木町字松清５０２ 0847-45-5200

広島県 府中市 真田石油株式会社 セルフ府中　給油所 鵜飼町５９１－４ 0847-45-5200

広島県 府中市 小林　稔幸 小林石油上下西　給油所 上下町上下９４２－２ 0847-62-3116

広島県 府中市 ツネイシＣバリューズ株式会社 上下　給油所 上下町深江９３４－１ 0847-62-4053

広島県 府中市 府中石油株式会社 府中　給油所 府川町１０８ 0847-45-2863

広島県 府中市 株式会社アブラヤ 府中　給油所 目崎町７８３－１７ 0847-41-5167

広島県 府中市 横山石油株式会社 府中　給油所 中須町字細－１０７３－１ 0847-45-3168

広島県 府中市 府中石油株式会社 高木　給油所 高木町遠川原７４３ 0847-45-7611

広島県 府中市 清水石油株式会社 アトラクティヴ府中　給油所 高木町６４７－１ 0847-45-6330

広島県 三次市 株式会社西日本宇佐美 ５４号三次インター　給油所 西酒屋町１６５５－３ 0824-63-6494

広島県 三次市 株式会社西日本宇佐美 ３７５号三次工業団地　給油所 東酒屋町３８２－１ 0824-63-6301

広島県 三次市 芸備燃料株式会社 吉舎　給油所 吉舎町吉舎３４９－１ 0824-43-2272

広島県 三次市 株式会社下山石油店 三次駅前　給油所 十日市中３－５－３ 0824-62-3128

広島県 三次市 有限会社中川油業 美波羅川　給油所 三和町敷名字中組４４９１－１ 0824-52-2121

広島県 三次市 有限会社小川モータース 甲奴　給油所 甲奴町西野５４４－１ 0847-67-2136

広島県 三次市 株式会社三次クミアイ燃料 三良坂　給油所 三良坂町三良坂５０３８番地３ 0824-44-3107

広島県 三次市 株式会社三次クミアイ燃料 三次　給油所 十日市東３丁目１－１ 0824-63-9957

広島県 三次市 えむエナジー株式会社 フリージーはたじき　給油所 畠敷町３６－５ 0824-65-0805

広島県 三次市 えむエナジー株式会社 プチみなみはたじき　給油所 南畑敷町６１２－２ 0824-65-6880

広島県 三次市 有限会社山田石油 三次秋町　給油所 秋町１１５９番地の１ 0824-67-3755

広島県 三次市 合同石油株式会社 三次インター　給油所 十日市東４－３－１ 0824-63-8880

広島県 三次市 株式会社天野商店 三次西　給油所 三次町１４４５－１ 0824-62-2032

広島県 三次市 有限会社平成商事 三次　給油所 三原町９１－５ 0824-62-2735

広島県 三次市 有限会社谷川石油店 三和　給油所 三和町上壱２６１９－４ 0824-52-2131

広島県 三次市 株式会社槇原プロパン商会 ガスセンター　給油所 四拾貫町１１０－１ 0824-62-1333

広島県 三次市 株式会社槇原プロパン商会 三良坂　給油所 三良坂町２２８６－１ 0824-44-7300

広島県 三次市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート５４三次ＴＳ　給油所 西酒屋町１４４８－１ 0824-64-1221

広島県 三次市 株式会社ユーホー ユーホー三次店　給油所 南畑敷町２６５－１ 0824-63-2251

広島県 三次市 岸本株式会社 マイステーション三次　給油所 江田川之内町５０８番３０号 0824-66-6055

広島県 三次市 有限会社上岡石油店 三次　給油所 三次町３５２－１ 0824-63-4711

広島県 庄原市 有限会社比婆山石油 西城　給油所 西城町中野５５１－１ 0824-82-2207

広島県 庄原市 比婆燃料林産株式会社 東城　給油所 東城町川西３９５ 08477-2-2156

広島県 庄原市 有限会社荒木商会 西城　給油所 西城町大佐７５２－１ 0824-82-2313

広島県 庄原市 有限会社長谷川商会 小奴可　給油所 東城町小奴可２６５８－３ 08477-5-0810

広島県 庄原市 株式会社正木石油 高野町　給油所 高野町新市１１２４－２ 0824-86-2033

広島県 庄原市 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 東城インター　給油所 東城町川東１１０８－１ 0847-72-0311

広島県 庄原市 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 庄原インター　給油所 新庄町３８９－１ 0824-72-2378

広島県 庄原市 株式会社板倉商店 西城駅前　給油所 西城町大佐字三野原７５６－１７ 0824-82-2734

広島県 庄原市 株式会社西田商店 庄原駅前　給油所 中本町２－１３－１２ 08427-2-0624

広島県 庄原市 株式会社総領石油 総領　給油所 総領町稲草１９８５番地の４ 0824-88-2131

広島県 大竹市 有限会社向井石油 大竹駅前　給油所 油見３－１１－３ 0827-53-2332

広島県 大竹市 広川日石株式会社 大竹インター　給油所 小方１丁目１５－１１ 0827-57-7298

広島県 東広島市 エネクスフリート株式会社 志和インター　給油所 志和町冠字小越２１４－３ 082-433-0877

広島県 東広島市 株式会社西日本宇佐美 ３７５号西条インター　給油所 高屋町桧山１１２１－５ 082-422-1402

広島県 東広島市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション広大前　給油所 西条町大字下見４３６１－２　他２筆 0824-22-0800

広島県 東広島市 有限会社松田電機 造賀　給油所 高屋町造賀２８２０－５ 082-436-1190

広島県 東広島市 株式会社大野石油店 東広島　給油所 西条中央５－１０－２ 0824-23-9197

広島県 東広島市 株式会社大野石油店 高屋ニュータウン　給油所 高屋町杵原１３４５－１ 0824-34-4411

広島県 東広島市 株式会社大野石油店 西条インター　給油所 西条町吉行字浜田８７２－１ 082-423-3701



広島県 東広島市 別府燃料株式会社 志和　給油所 志和町別府１５２２－１ 082-433-2536

広島県 東広島市 株式会社ハナダ 県央福富　給油所 福富町久芳３８６０－１ 082-435-2048

広島県 東広島市 湖畔株式会社 セルフ湖畔　給油所 安芸津町木谷３７２３ 0846-45-0529

広島県 東広島市 有限会社沖石油 黒瀬　給油所 黒瀬町丸山５－５ 0823-82-2117

広島県 東広島市 有限会社こだま石油 正力　給油所 八本松町正力１１０２－２ 082-428-0790

広島県 東広島市 有限会社上本石油 入野　給油所 河内町入野２４６１－２ 082-437-1318

広島県 東広島市 株式会社テクナサービス セルフ黒瀬　給油所 黒瀬町春日野２－１６ 0823-70-4150

広島県 東広島市 綜合エナジー株式会社 綜合エナジー西条インター　給油所 西条町吉行字浜田８８６－１ 082-431-3535

広島県 東広島市 綜合エナジー株式会社 綜合エナジー八本松　給油所 八本松東２－９－１１ 082-428-8166

広島県 東広島市 株式会社吉田石油店 ルート２東広島　給油所 西条町大字下三永字森重６０－１ 082-426-0211

広島県 東広島市 有限会社八本松石油 八本松　給油所 八本松町西５丁目６－５ 082-428-2324

広島県 東広島市 株式会社市岡石油店 西条国道　給油所 西条町西条東８２５－２ 0824-22-2834

広島県 東広島市 福榮石油有限会社 河内　給油所 河内町中河内１３７３－１ 082-437-1222

広島県 東広島市 有限会社藤田商店 八本松駅前　給油所 八本松町飯田字大山１７６９－２ 082-428-0123

広島県 東広島市 宗正石油株式会社 豊栄セントラル　給油所 豊栄町鍛冶屋８１３番 082-432-4311

広島県 東広島市 エネクスフリート株式会社 東広島西条　給油所 西条町上三永１５０９ 0824-26-1577

広島県 東広島市 宮田油業株式会社 カーケアセンター西条下見店　給油所 西条下見７丁目１－３１ 082-421-6200

広島県 東広島市 松田石油株式会社 安芸津　給油所 安芸津町三津５５６３－１４ 0846-45-1130

広島県 東広島市 松田石油株式会社 風早　給油所 安芸津町風早字新開３２０５ 0846-45-1234

広島県 東広島市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西条中央店　給油所 西条中央１丁目１７－３ 082-422-1127

広島県 東広島市 西日本フリート株式会社 ルート２東広島　給油所 西条町上三永１６４６－１ 082-426-1561

広島県 東広島市 株式会社ユーホー ユーホー東広島店　給油所 西条町御薗宇４２７２ 082-493-6466

広島県 東広島市 芸陽エネルギー株式会社 西条セルフ　給油所 西条西本町２１－５０ 082-426-4220

広島県 東広島市 有限会社トムミルクファーム 豊栄ピット 豊栄町乃美４３５ 082-432-2290

広島県 東広島市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション東広島 西条町御薗宇５１９１－１ 082-493-5183

広島県 東広島市 株式会社西日本宇佐美 ２号西条 西条町上三永１９５７－１ 082-426-0234

広島県 廿日市市 株式会社サントーコー 桜尾　給油所 桜尾３－１－１２ 0829-32-1664

広島県 廿日市市 佐伯プロパン株式会社 津田　給油所 津田３８－１ 0829-72-0440

広島県 廿日市市 有限会社田渕商会 友田　給油所 友田字小森７９６－９ 0892-74-0023

広島県 廿日市市 有限会社森脇木材 宮島　給油所 宮島町１００６－３ 0829-44-0112

広島県 廿日市市 株式会社ササキ 吉和　給油所 吉和１５５２－２ 0829-77-2458

広島県 廿日市市 吉田　孝 大野　給油所 大野中央一丁目１１番２９号 0829-54-1666

広島県 廿日市市 株式会社平和サービス・ステーション 阿品台　給油所 地御前１６４２ 0829-39-9077

広島県 廿日市市 株式会社サントーコー 宮内　給油所 宮内字針田１５４７－２ 0829-39-2681

広島県 廿日市市 宮田油業株式会社 カーケアセンター友和店　給油所 峠八幡原９３３－１ 0829-74-0094

広島県 廿日市市 宮田油業株式会社 カーケアセンター宮内店　給油所 宮内４３３１－１ 0829-38-5586

広島県 廿日市市 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 廿日市インター　給油所 下平良字小野３６２－１ 0829-38-2525

広島県 廿日市市 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 廿日市バイパス　給油所 地御前３－１７－２８ 0829-36-2700

広島県 廿日市市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 広島廿日市インターＴＳ　給油所 地御前神賀１５９４－２ 0829-37-2631

広島県 廿日市市 株式会社第一山陽 第一山陽燃料事業部木材港南　給油所 木材港南６番４４号 0829-32-7266

広島県 廿日市市 岸本株式会社 マイステーション廿日市　給油所 宮内１－１０－１５ 0829-37-3767

広島県 安芸高田市 株式会社オキタ石油 三矢の里セルフ吉田　給油所 吉田町川本６０９－８ 0826-43-0514

広島県 安芸高田市 株式会社吉川商店 甲田　給油所 甲田町高田原１３７２ 0826-45-2555

広島県 安芸高田市 有限会社八千代運輸倉庫 ルート５４八千代　給油所 八千代町佐－井字二朗丸１４５１－１ 0826-52-2818

広島県 安芸高田市 広島北部農業協同組合 高田インター　給油所 美土里町横田４２３２－５ 0826-54-1147

広島県 安芸高田市 辻駒　健二 あぶら屋　給油所 高宮町川根２２５３－４ 0826-58-0070

広島県 安芸高田市 株式会社中央興業 八千代　給油所 八千代町佐－井１１２２ 0826-52-2525

広島県 安芸高田市 株式会社ＴＡＩＳＥＩ 吉田　給油所 吉田町常友１２０９－１ 0826-42-0162

広島県 安芸高田市 宮田油業株式会社 カーケアセンター向原店　給油所 向原町長田４６３－１４ 0826-46-4121

広島県 江田島市 ヒラタコーポレーション株式会社 江能サービスステーション　給油所 江田島町江南１－４－１５ 0823-42-3141

広島県 江田島市 有限会社二矢川石油店 ガソリンショップニヤガワ　給油所 大柿町柿浦７８６－２ 0823-57-2550

広島県 江田島市 有限会社ハツシマ 切串　給油所 江田島町切串２－９－７ 0823-43-0312

広島県 江田島市 有限会社舛上石油 江田島　給油所 江田島町鷲部２－１５－１ 0823-42-0028

広島県 江田島市 株式会社イシゴウチコーポレーション 三高　給油所 沖美町三吉２７７５－１ 0823-47-0025

広島県 江田島市 株式会社ナカシマ 能美中町　給油所 能美町中町４８３９－２ 0823-45-2646

広島県 江田島市 深江漁業協同組合 深江漁協　給油所 大柿町深江乙４４３－９ 0823-57-2069

広島県 江田島市 美能漁業協同組合 美能　給油所 沖美町美能１０１４－７ 0823-47-0231



広島県 安芸郡府中町 株式会社新出光 セルフアップルマン府中　給油所 鶴江１－２３－１７ 082-288-4681

広島県 安芸郡府中町 綜合エナジー株式会社 ペガサス新大州橋　給油所 茂陰２丁目６－６ 082-281-8095

広島県 安芸郡熊野町 株式会社ヤマウチ セルフ熊野　給油所 萩原六丁目２８番３９号 082-855-6411

広島県 安芸郡熊野町 宮田油業株式会社 カーケアセンター熊野店　給油所 萩原６－２－１０ 082-855-2666

広島県 安芸郡坂町 株式会社西日本宇佐美 ３１号広島坂インター　給油所 横浜中央１－１－１ 082-820-1920

広島県 安芸郡坂町 綜合エナジー株式会社 綜合エナジー坂亀石山　給油所 ２１２９０－３ 084-933-3767

広島県 山県郡安芸太田町 株式会社中前 三段峡　給油所 大字土居３６９－１ 0826-28-2429

広島県 山県郡安芸太田町 有限会社瀬戸石油店 安野　給油所 大字穴８８４－１ 0826-23-0502

広島県 山県郡安芸太田町 有限会社木下商会 筒賀　給油所 大字中筒賀１１６３－２ 0826-32-2046

広島県 山県郡安芸太田町 株式会社広成 加計　給油所 大字加計８７２－１ 0826-22-0138

広島県 山県郡北広島町 竹村石油株式会社 吉坂　給油所 阿坂字日野原４６７３－１ 0826-84-0323

広島県 山県郡北広島町 有限会社田中石油 大朝　給油所 新庄２０４７ 0826-82-2763

広島県 山県郡北広島町 株式会社岡野商店 千代田インター　給油所 有田塚の本９９９－１ 0826-72-3215

広島県 山県郡北広島町 有限会社カーステーション織田 蔵迫　給油所 蔵迫字古市２０５－１ 0826-72-2098

広島県 山県郡北広島町 広島北部農業協同組合 千代田　給油所 有田５３２－１ 0826-72-3041

広島県 山県郡北広島町 田中　秀次 細見　給油所 細見字新屋２６３－１ 0826-35-0269

広島県 山県郡北広島町 株式会社中央興業 千代田営業所　給油所 今田６２６－５ 0826-72-7878

広島県 山県郡北広島町 有限会社山田石油店 千代田インター　給油所 有田１８７９ 0826-72-4326

広島県 豊田郡大崎上島町 株式会社幾田石油 幾田石油店東野　給油所 東野６７３－１ 0846-65-2223

広島県 豊田郡大崎上島町 有限会社大崎石油 大崎島　給油所 中野５５７１－１ 0846-64-2299

広島県 豊田郡大崎上島町 梶村　孝子 シェル石油島部　給油所 中野１８１４－４ 0846-64-3475

広島県 豊田郡大崎上島町 広島ゆたか農業協同組合 東野　給油所 東野２４３１－１ 0846-65-3545

広島県 世羅郡世羅町 田中石油有限会社 世羅中央　給油所 大字本郷７１９－５ 0847-22-0776

広島県 世羅郡世羅町 有限会社藤井石油 津久志　給油所 大字津口２２６２－１ 0847-27-1863

広島県 世羅郡世羅町 神原　和明 神原石油三川　給油所 大字伊尾１３８１－１ 0847-24-0434

広島県 世羅郡世羅町 有限会社三好石油店 甲山バイパス　給油所 大字本郷字川口３０－４ 0847-22-1163

広島県 神石郡神石高原町 中原　良明 中原石油店高蓋　給油所 高蓋３４４－２ 0847-85-2381

広島県 神石郡神石高原町 有限会社広田商店 広田石油店神石　給油所 福永１４０７番地１ 0847-87-0017

広島県 神石郡神石高原町 神石生コンクリート協同組合 神石生コンクリート協同組合　給油所 油木甲２８８５番地の５ 0847-82-0066

広島県 神石郡神石高原町 有限会社榊原石油店 豊松　給油所 上豊松１７９６番１ 0847-84-2044

山口県 下関市 岸砿油株式会社 東大和町　給油所 東大和町１－４－１ 0832-67-3041

山口県 下関市 岸砿油株式会社 垢田　給油所 稗田中町１２－１８ 0832-52-3070

山口県 下関市 岸砿油株式会社 川棚　給油所 豊浦町大字川棚田島前第７０９７－１ 0837-72-0245

山口県 下関市 林兼石油株式会社 彦島　給油所 彦島江の浦町２－１－１２ 0832-66-9218

山口県 下関市 全農エネルギー株式会社 清末店 清末五毛１－１６０－２ 083-227-3586

山口県 下関市 株式会社西日本宇佐美 ２号関門国道　給油所 勝谷新町１－３－１５ 0832-56-2026

山口県 下関市 株式会社西日本宇佐美 ２号下関インター　給油所 卸新町１３－５ 083-233-9200

山口県 下関市 有限会社西市石油店 菊川バイパス　給油所 菊川町大字下岡枝字前入尾１４０－２ 0832-87-3624

山口県 下関市 村田　太志 村田石油店川棚　給油所 豊浦町大字川棚７２７３－１ 0837-72-0076

山口県 下関市 株式会社滝部石油 滝部　給油所 豊北町大字滝部字市の下８８２－５ 0837-82-0051

山口県 下関市 株式会社前田石油 吉見　給油所 吉見新町１丁目２－１４ 0832-86-2069

山口県 下関市 石原石油株式会社 筋川　給油所 筋川町１－６ 083-222-9915

山口県 下関市 岸石油瓦斯株式会社 武久　給油所 垢田町５－７－１７ 083-252-3251

山口県 下関市 有限会社フジタ石油 彦島　給油所 彦島西山町２－１０－２５ 083-266-3577

山口県 下関市 松茂石油株式会社 清末　給油所 清末鞍馬３－６－２８ 083-282-0423

山口県 下関市 株式会社吉田石油店 小月　給油所 松屋東町２－２－１２ 083-284-0408

山口県 下関市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ長府　給油所 長府才川２丁目４７３－５ 083-249-2211

山口県 下関市 有限会社中村石油 セルフ滝部　給油所 豊北町大字滝部４６０－１ 083-782-0332

山口県 下関市 株式会社福石 セルフ彦島　給油所 彦島江の浦町３－９－２４ 083-267-0151

山口県 下関市 株式会社福石 新下関駅前プラザ　給油所 秋根西町１丁目５－８ 083-256-2914

山口県 下関市 有限会社西市石油店 豊田バイパス　給油所 豊田町大字中村田屋２５７ 083-766-2844

山口県 下関市 有限会社ハタナカ石油店 菊川サービスステーション　給油所 菊川町大字下岡枝２０１ 083-287-0157

山口県 下関市 協伸産業株式会社 幡生　給油所 幡生町１－６－１０ 083-252-4031

山口県 下関市 太陽石油販売株式会社 下関　給油所 川中豊町二丁目７－８ 083-255-1641

山口県 下関市 出光リテール販売株式会社 カーケアセルフ長府　給油所 長府松原町２－３ 0832-45-0193

山口県 下関市 岸砿油株式会社 一の宮　給油所 一の宮町３－１０－７ 083-256-2636

山口県 下関市 山田石油サービス株式会社 新下関　給油所 一の宮本町２丁目１３番２７号 083-256-3541



山口県 下関市 山田石油サービス株式会社 下関球場前　給油所 大字富任４６９ 083-249-5036

山口県 下関市 有限会社森本石油 下関セントラル　給油所 後田町５－９－７ 0832-22-7871

山口県 下関市 西日本フリート株式会社 ルート２小月バイパス　給油所 宇部塩浜続２２０７－１ 083-248-3236

山口県 下関市 株式会社クロスポイント プリテール火の見山　給油所 大字伊倉字金冨山７６２－１ 0832-52-8811

山口県 下関市 山田石油サービス株式会社 長府　給油所 長府松小田本町１８－７ 0832-45-2225

山口県 宇部市 株式会社サンピット サンピット宇部　給油所 妻崎開作８１１－１ 0836-45-1107

山口県 宇部市 山口アポロ石油株式会社 宇部西　給油所 南浜町１－１－１ 0836-21-6116

山口県 宇部市 山口アポロ石油株式会社 八幡宮前　給油所 中尾１丁目７番１７号 0836-32-0809

山口県 宇部市 ミータス株式会社 西岐波ＳＳ　給油所 西岐波字神楽田１３４６番１０ 0836-54-0345

山口県 宇部市 ミータス株式会社 ゆめタウン前ＳＳ　給油所 大字妻崎開作字崎拾拾壱ノは４９０番１ 0836-45-3855

山口県 宇部市 ミータス株式会社 宇部インターＳＳ　給油所 大字川上字上白石１００５－１ 0836-35-2133

山口県 宇部市 太陽石油販売株式会社 セルフ西岐波　給油所 大字西岐波字濱田１５５２ 0836-51-7121

山口県 宇部市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ宇部　給油所 大字東岐波字五反田前３７９８－４ 083-659-2607

山口県 宇部市 正司石油株式会社 宇部東　給油所 恩田町２丁目２８－２１ 0836-31-5335

山口県 宇部市 正司石油株式会社 東岐波　給油所 東岐波字新出２０９３－１ 0836-58-2059

山口県 宇部市 関西礦油株式会社 セルフステーション小松原　給油所 小松原町２－７－２６ 0836-21-6843

山口県 宇部市 船木鉄道株式会社 船木　給油所 大字船木４５６－３ 0836-67-0250

山口県 宇部市 出光リテール販売株式会社 セルフ流川　給油所 大字東須恵字梅田２６１０－１ 0836-44-1122

山口県 宇部市 後藤石油株式会社 二俣瀬　給油所 大字車地字山崎３９－８ 0836-62-0076

山口県 宇部市 富士商株式会社 セルフ東岐波　給油所 大字東岐波字高橋１０５４－３ 0836-41-6731

山口県 宇部市 富士商株式会社 西宇部　給油所 西宇部南４丁目１１－２３ 0836-41-6731

山口県 宇部市 関西礦油株式会社 セルフステーション小羽山　給油所 大字上宇部字吉原４７２－４ 0836-35-0605

山口県 宇部市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 宇部ＴＳ　給油所 大字山中字吉川２２６－２ 0836-62-1086

山口県 宇部市 太陽石油販売株式会社 上宇部　給油所 沼二丁目６番８号 0836-35-6565

山口県 宇部市 エネクスフリート株式会社 小松原　給油所 小松原町１－３－１ 0836-36-4154

山口県 宇部市 全農エネルギー株式会社 宇部店 大字木田５１９ 0836-62-5870

山口県 山口市 エネクスフリート株式会社 小郡バイパス　給油所 江崎字和井田２６７５－１ 0839-89-3464

山口県 山口市 株式会社西日本宇佐美 ９号小郡インター　給油所 小郡上郷字向河内２１３２ 083-972-1070

山口県 山口市 株式会社サンピット サンピット山口　給油所 大内問田５－１０－１７ 083-934-7022

山口県 山口市 有限会社配川石油店 吉敷　給油所 吉敷赤田一丁目２番１１号 083-933-0223

山口県 山口市 山口アポロ石油株式会社 佐山　給油所 佐山２７４８－１ 083-989-3168

山口県 山口市 徳佐石油有限会社 阿東　給油所 阿東徳佐中字上市東村３３３９－８ 0246-54-3662

山口県 山口市 有限会社ナカシマ 徳地　給油所 徳地堀１６４５－１、１６４６－１、－４ 0835-52-0048

山口県 山口市 株式会社武田組 生雲中　給油所 阿東生雲西分字猶原１０４３－１ 083-954-0433

山口県 山口市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ山口朝田　給油所 朝田字片野１８０８－１０ 092-918-7701

山口県 山口市 エネクスフリート株式会社 山口インター　給油所 下小鯖字流４３０－１ 083-927-2855

山口県 山口市 若山石油株式会社 鳴滝　給油所 下小鯖字神ヶ原２２０２－１ 083-927-7900

山口県 山口市 株式会社土井商会 島地　給油所 徳地島地字五社の前１８９３、１９９４－１ 0835-54-0718

山口県 山口市 関西礦油株式会社 セルフステーション山口湯田　給油所 葵二丁目７－５ 083-924-9360

山口県 山口市 高山エネルギー株式会社 山口大歳　給油所 朝田６０８ 083-924-4417

山口県 山口市 中央石油有限会社 平川　給油所 平井字沖１２２４－１ 083-902-7055

山口県 山口市 有限会社檜垣石油 パルーム宮野　給油所 桜畠４－２８７８－１ 083-929-0166

山口県 山口市 徳陽石油有限会社 織本　給油所 桜畠１－１－３２ 083-928-0126

山口県 山口市 山田石油サービス株式会社 山口ドライブプラザ　給油所 糸米２丁目２６８９番１号 083-924-7065

山口県 山口市 山田石油サービス株式会社 山口御堀　給油所 大内千坊２丁目１９番１号 083-922-7065

山口県 山口市 山田石油サービス株式会社 山口東　給油所 三の宮１丁目７２２番１号 083-922-2378

山口県 山口市 山田石油サービス株式会社 小郡東　給油所 陶龍河下１５５０番地１号 083-986-2072

山口県 山口市 山田石油サービス株式会社 マルチステーション新山口　給油所 小郡前田町４－１ 083-974-0894

山口県 山口市 太陽石油販売株式会社 セルフ黒川　給油所 大字黒川字赤崎３７７１番１ 083-934-3705

山口県 山口市 全農エネルギー株式会社 平川店 吉田２７７５番地 083-902-1551

山口県 山口市 若山石油株式会社 山大前セルフ　給油所 平井字古曽６８３－２ 083-934-4700

山口県 萩市 ミータス株式会社 アトラスバイパス入口前ＳＳ　給油所 大字土原１９－２０ 0838-26-8211

山口県 萩市 有限会社サカモト石油 田万川　給油所 大字下田万１２３１－１ 0838-72-0121

山口県 萩市 有限会社松原 弥富　給油所 大字弥富下４０７３－１ 08387-8-2047

山口県 萩市 川上石油有限会社 長門峡　給油所 川上第４５３ 0838-54-2050

山口県 萩市 山田石油サービス株式会社 萩　給油所 椿東玉太郎１０５４番１号 0838-22-1832

山口県 萩市 玉江石油有限会社 萩西　給油所 大字山田４１５９ 0838-26-1288



山口県 萩市 全農エネルギー株式会社 萩店 江向４４０－２ 0838-24-5338

山口県 萩市 全農エネルギー株式会社 大井店 大井１７４０－２ 0838-28-5666

山口県 防府市 株式会社新出光 イデックスセルフ防府西　給油所 佐野１３８５－１１ 0835-24-6800

山口県 防府市 株式会社西日本宇佐美 ２号防府　給油所 大字佐野字下自力１５２０－１ 0835-25-7355

山口県 防府市 若山石油株式会社 防府セルフ　給油所 緑町１－６－２４ 0835-22-5112

山口県 防府市 村重石油株式会社 湾岸通り　給油所 大字浜方字古浜横入川１７－３ 0835-25-5566

山口県 防府市 村重　浩三 村重石油中ノ関　給油所 田島字上地一筋第一７８９－２，７８６－２ 0835-22-6005

山口県 防府市 株式会社吉田石油店 ルート２防府セルフ　給油所 佐野字自力１３９１－１ 0835-38-7755

山口県 防府市 株式会社原石油店 防府新田　給油所 大字新田７８４－１ 0835-22-1215

山口県 防府市 太陽石油販売株式会社 セルフ市役所前　給油所 寿町１５６４－１ 0835-22-8508

山口県 防府市 前田産業株式会社 アルカディア　給油所 右田字高井１６０　他 0835-22-4684

山口県 防府市 山田石油サービス株式会社 防府東　給油所 牟礼今宿２丁目１９番１号 0835-24-6655

山口県 防府市 太陽石油販売株式会社 高倉　給油所 高倉二丁目１０－４１ 0835-22-8612

山口県 防府市 西日本フリート株式会社 ルート２防府　給油所 大字台道字東山下開作２９０６－６ 0835-32-3226

山口県 防府市 山田石油サービス株式会社 防府　給油所 緑町１－７－２９ 0835-22-1107

山口県 防府市 山田石油サービス株式会社 防府西　給油所 大字植松２５１－１ 0835-23-2084

山口県 防府市 有限会社中村石油店 中之関　給油所 大字田島１５０４－５ 0835-23-2920

山口県 下松市 株式会社サンピット サンピット下松　給油所 大字末武中１１５９－１ 0833-45-2383

山口県 下松市 若山石油株式会社 下松中央セルフ　給油所 大字河内字八口２７７７－１ 0833-45-0200

山口県 下松市 エネクスフリート株式会社 下松　給油所 大字切山２８１－１３ 0833-47-0733

山口県 下松市 山田石油サービス株式会社 松星苑前　給油所 生野屋南２丁目３番３号 0833-44-8703

山口県 下松市 山田石油サービス株式会社 下松宮前　給油所 大字東豊井１５３５ 0833-41-3601

山口県 下松市 若山石油株式会社 下松大通　給油所 望町２丁目１３－１ 0833-45-1616

山口県 岩国市 有限会社松村石油 高森　給油所 周東町下久原１８６４－１ 0278-84-3057

山口県 岩国市 若山石油株式会社 岩国南セルフ　給油所 尾津町２－２０－３６ 0827-31-8055

山口県 岩国市 若山石油株式会社 高森セルフ　給油所 周東町下久原字町ｹ坪１６４８－１ 0827-84-0088

山口県 岩国市 松村興産株式会社 通津　給油所 通津２３６９－１ 0827-38-1020

山口県 岩国市 株式会社ウエムラエナジー 門前　給油所 門前町３－１６－１１ 0827-31-7457

山口県 岩国市 青葉石油株式会社 牛野谷　給油所 牛野谷町１－３１－８ 0827-31-3638

山口県 岩国市 有限会社三浦石油店 美川　給油所 美川町四馬神１０６２番地１２ 0827-76-0331

山口県 岩国市 株式会社キシダＳＳ 広瀬　給油所 錦町広瀬７９０９－１ 0827-72-2607

山口県 岩国市 株式会社吉田石油店 周東　給油所 周東町下須通４１７－３ 0827-84-1714

山口県 岩国市 ベルダ株式会社 由宇　給油所 由宇町中央１丁目３番７号 0827-63-0750

山口県 岩国市 有限会社河原石油 由宇　給油所 由宇町３０６８－１ 0837-63-2334

山口県 岩国市 防長石油株式会社 高森　給油所 周東町下久原１７２７－１ 0827-84-1255

山口県 岩国市 ツバメ石油株式会社 南岩国　給油所 南岩国町３－１１－６ 0827-28-4483

山口県 岩国市 山田石油サービス株式会社 玖珂　給油所 玖珂町６２２５－２ 0827-82-2124

山口県 岩国市 株式会社サントーコー 岩国港　給油所 新港町４－１８－１３ 0827-24-1875

山口県 岩国市 山陽通産株式会社 岩国　給油所 麻里布町５－１３－６ 0827-24-0246

山口県 岩国市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 岩国欽明路ＴＳ 大字柱野字沖田１１３０－１ 0827-46-0927

山口県 岩国市 奥田商事株式会社 セルフ美和　給油所 美和町渋前壱町田１３９２－１ 0827-96-1123

山口県 岩国市 株式会社西日本宇佐美 ２号岩国東 装束町１－８－１６ 0827-23-4555

山口県 光市 株式会社サンピット サンピット光　給油所 浅江１３３７－６ 0833-72-6031

山口県 光市 有限会社上野石油ガス クロス光　給油所 大字小周防２２９３－１ 0833-76-0020

山口県 光市 株式会社三好 ニュー光　給油所 浅江１－１６－１ 0833-71-1321

山口県 光市 有限会社田原石油店 室積東　給油所 室積東ノ庄１４番２３号 0833-79-0600

山口県 光市 山田石油サービス株式会社 光　給油所 浅江２丁目８番１２号 0833-71-0572

山口県 光市 有限会社トキオ 小周防　給油所 大字小周防１６５０－６ 0833-77-2929

山口県 光市 藤村産業株式会社 光東　給油所 光井４－３１－２１ 0833-71-1336

山口県 長門市 株式会社大工燃料工業所 長門　給油所 東深川１８５４－１ 0837-22-0732

山口県 長門市 株式会社大工燃料工業所 日置　給油所 日置上５９８４－１ 0837-37-2239

山口県 長門市 有限会社境石油店 人丸　給油所 油谷新別名９６５－３ 0837-32-1105

山口県 長門市 有限会社安藤石油 東長門　給油所 三隅下１５４４－１、５ 0837-43-0129

山口県 長門市 有限会社田村石油店 人丸　給油所 油谷新別名１１１４－１ 0837-32-1128

山口県 長門市 株式会社ヤマウチ セルフ長門　給油所 仙崎３０２－４ 0837-23-1551

山口県 長門市 株式会社大工燃料工業所 仙崎　給油所 仙崎４２１１－１ 0837-26-0631

山口県 長門市 ヤマネ鉄工建設株式会社 ヤマネ鉄工建設本社　給油所 日置上８８５－４ 0837-37-4141



山口県 長門市 大隅石油株式会社 ラッド仙崎ベイサイド　給油所 仙崎１０８４－４ 0837-26-1691

山口県 長門市 山田石油サービス株式会社 セルフ長門　給油所 深川湯本字北すけ１７９番地 0837-22-1110

山口県 柳井市 株式会社サンピット サンピット柳井　給油所 北浜２番５号 0820-22-0666

山口県 柳井市 國行　重豊 国行石油店柳南　給油所 伊保庄５５５－１ 0820-27-1414

山口県 柳井市 有限会社金井石油店 伊豫金　給油所 柳井４７４５ 0820-22-2100

山口県 柳井市 太陽石油販売株式会社 セルフ柳井　給油所 大字柳井字岩鼻４７０１－１ 0820-24-1077

山口県 柳井市 ベルダ株式会社 大橋　給油所 神代４１０７－１ 0820-45-3111

山口県 柳井市 第一カクタス株式会社 柳井バイパス　給油所 南町四丁目１番３０号 0820-22-3752

山口県 柳井市 河村石油有限会社 余田　給油所 余田１３９４－４ 0820-22-5216

山口県 美祢市 有限会社三好石油店 伊佐　給油所 伊佐町伊佐３９５４－６ 0837-52-1330

山口県 美祢市 有限会社上田電機 大田　給油所 美東町大田５４４５－１ 08396-2-0245

山口県 美祢市 株式会社ヤマウチ セルフ美祢　給油所 大嶺町東分３４６６ 0837-54-2617

山口県 美祢市 有限会社飯田石油 於福　給油所 於福町下字東３１７６－１　他３筆 0837-56-0810

山口県 美祢市 有限会社配川石油店 秋吉台南　給油所 美東町真名２５７－５　他２筆 0839-65-0567

山口県 周南市 関西礦油株式会社 セルフステーション南陽　給油所 宮の前２丁目７－１０ 0834-62-2125

山口県 周南市 株式会社西日本宇佐美 ２号熊毛峠　給油所 大字樋口１８２５－１ 0833-91-2115

山口県 周南市 若山石油株式会社 新南陽セルフ　給油所 大字富田字浜田２７６６－４ 0834-63-2222

山口県 周南市 有限会社政木石油店 須々万　給油所 須－万本郷３８９－１４ 0834-88-0032

山口県 周南市 株式会社玉野石油店 富田東　給油所 古川町９－１５ 0834-63-0198

山口県 周南市 株式会社野原石油 鹿野バイパス　給油所 大字鹿野下字細野２１１１－１ 0834-68-4040

山口県 周南市 高山エネルギー株式会社 セルフイオンタウン周南久米　給油所 大字久米字２８７７ 0834-34-0333

山口県 周南市 有限会社たなか石油 櫛ヶ浜　給油所 櫛ヶ浜中町５１０番１号 0834-25-1210

山口県 周南市 株式会社末田石油店 徳山港　給油所 築港町１－１５ 0834-31-3250

山口県 周南市 萩原　稔 萩原石油店長穂　給油所 大字長穂字影ノ池１７２９－４ 0834-88-0432

山口県 周南市 林　廣子 林石油店熊毛 大字呼坂５９８－１ 0833-91-0018

山口県 周南市 山田石油サービス株式会社 徳山新宿　給油所 新宿通り１番１号 0834-31-1414

山口県 周南市 山田石油サービス株式会社 徳山秋月　給油所 秋月３丁目４番２５号 0834-28-4500

山口県 周南市 山田石油サービス株式会社 徳山城ケ丘　給油所 城ケ丘２丁目１番３７号 0834-28-1303

山口県 周南市 山田石油サービス株式会社 マルチステーション周南　給油所 河東町２番１９号 0834-31-1313

山口県 周南市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 徳山西インターＴＳ　給油所 戸田出合　１３７６－１ 0834-83-3777

山口県 周南市 出光リテール販売株式会社 セルフ一の井手　給油所 大字徳山字阿弥陀５５８０－１６ 0834-27-0220

山口県 山陽小野田市 岸砿油株式会社 サンライズ厚狭　給油所 鴨庄字大沖田３３－１ 0836-72-0409

山口県 山陽小野田市 豊田石油株式会社 埴生　給油所 大字埴生２９－１ 0836-76-1152

山口県 山陽小野田市 有限会社和光石油 厚狭本町　給油所 大字厚狭４６４－６ 0836-72-0542

山口県 山陽小野田市 有限会社山本石油 有帆　給油所 大字有帆９２４－５ 0836-84-1111

山口県 山陽小野田市 豊田石油株式会社 小野田インター　給油所 東高泊１２０９－１ 0836-84-0742

山口県 山陽小野田市 山田石油サービス株式会社 小野田　給油所 日の出２丁目９番７号 0836-83-0020

山口県 山陽小野田市 太陽石油販売株式会社 セルフ小野田　給油所 大字西高泊字ワカリ６６０－５ 0836-84-9920

山口県 山陽小野田市 ニュー丸栄石油株式会社 小月インター　給油所 埴生大字赤子寝３２２７－１ 0836-76-0455

山口県 山陽小野田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 山陽道埴生インター上りＴＳ　給油所 大字山野井字穴角１８７８番１２２ 0836-79-1122

山口県 山陽小野田市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 山陽道埴生インター下りＴＳ 大字埴生字埴生山１－１１ 0836-79-1122

山口県 大島郡周防大島町 小松物産株式会社 小松　給油所 大字小松字石丸新開１７２６番地 0820-74-2367

山口県 大島郡周防大島町 赤石　好隆 赤石石油店沖浦　給油所 大字戸田５９０ 0820-76-0075

山口県 大島郡周防大島町 山原　節子 山原石油久賀西　給油所 大字久賀字石仏６５４８－１ 0820-72-0016

山口県 熊毛郡上関町 清水　勇介 清水石油店室津　給油所 大字室津６７１ 0820-62-1010

山口県 熊毛郡田布施町 株式会社サンピット サンピット田布施　給油所 大字波野２２００－７ 0820-52-5301

山口県 熊毛郡田布施町 株式会社山崎石油 田布施　給油所 大字麻郷３４２８－５０ 0820-55-5810

山口県 熊毛郡田布施町 山田石油サービス株式会社 田布施　給油所 波野原河内３２７番５号 0820-52-2259

山口県 熊毛郡平生町 株式会社サンピット サンピット平生　給油所 大字平生町１９３－２ 0820-56-2304

山口県 熊毛郡平生町 晃和興産株式会社 平生　給油所 大字平生６０１－１ 0820-56-2130

山口県 熊毛郡平生町 株式会社三好 平生　給油所 平生村６５１－３ 0820-57-0046

山口県 阿武郡阿武町 有限会社吉岡土建 福賀　給油所 大字福田下１５４３－４ 08388-5-0012

徳島県 徳島市 株式会社西日本宇佐美 １１号徳島インター　給油所 川内町大松７８－１ 088-666-0468

徳島県 徳島市 徳島油業株式会社 城東　給油所 城東町１丁目２－１ 088-623-0185

徳島県 徳島市 永野石油有限会社 永野石油有限会社渭東　給油所 安宅１丁目４番３０号 088-653-4202

徳島県 徳島市 篠原石油株式会社 プラザ゛県庁前 かちどき橋１丁目１９番地 088-623-3189

徳島県 徳島市 篠原石油株式会社 セルフ庄町 庄町３丁目２番地 088-632-0707



徳島県 徳島市 篠原石油株式会社 セルフ大松 大松町榎原外８３－１ 088-669-1332

徳島県 徳島市 丸善商事株式会社 中洲　給油所 中洲町１丁目５番地 088-622-2005

徳島県 徳島市 丸善商事株式会社 大松　給油所 大松町上ノ口２３の１ 088-669-3288

徳島県 徳島市 丸善商事株式会社 田宮　給油所 南田宮３丁目５６０－２ 088-632-2732

徳島県 徳島市 丸善商事株式会社 Ｂ－ｃｌｅ応神　給油所 応神町東貞方字諏訪ノ市４２番１、４２番２ 088-683-3201

徳島県 徳島市 有限会社山口石油 有限会社山口石油城南　給油所 城南町１丁目２番１２号 088-654-5040

徳島県 徳島市 有限会社山本商事 有限会社山本商事法花　給油所 八万町法花谷２９４の５ 088-669-0609

徳島県 徳島市 有限会社吉野石油 有限会社吉野石油国府　給油所 国府町府中御所ノ池３０９番地 088-642-0163

徳島県 徳島市 富銅　泰雅 飯谷　給油所 飯谷町下里２４－１ 088-645-0362

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 徳島石油仲ノ町　給油所 仲之町３丁目１５ 088-622-9673

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 徳島石油論田　給油所 論田町本浦下１０４－３ 088-662-1174

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 徳島石油末広　給油所 末広１丁目２番４３号 088-622-2192

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 徳島石油株式会社川内　給油所 川内町平石夷野７８番５ 088-665-4700

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 徳島石油株式会社藍場町　給油所 藍場町２丁目１１番地 088-623-1779

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 助任　給油所 南常三島町１丁目２番地 088-623-3832

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 徳島石油株式会社矢三　給油所 南矢三町２丁目６３－１２ 088-632-7528

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 セルフ大松　給油所 大松町榎原外７７－７ 088-669-2232

徳島県 徳島市 徳島日石株式会社 マリンピア　給油所 南沖洲５丁目１９２番２ 088-664-3000

徳島県 徳島市 徳島日石株式会社 田宮　給油所 南田宮１丁目２１４番１ 088-633-3300

徳島県 徳島市 徳島日石株式会社 新浜　給油所 新浜本町２丁目２２２－７ 088-663-8888

徳島県 徳島市 徳島日石株式会社 徳島インター　給油所 川内町竹須賀１６９番１ 088-065-5555

徳島県 徳島市 小川石油有限会社 小川石油有限会社八万　給油所 上八万町下中筋３番地 088-668-0393

徳島県 徳島市 有限会社ササダ石油 論田　給油所 論田町和太開８２番地５ 088-662-0325

徳島県 徳島市 協同組合マリンピア・ロジテック徳島 協同組合マリンピア・ロジテック徳島　給油所 東沖洲２丁目５８番地の７ 088-664-6235

徳島県 徳島市 北南消火栓標識株式会社 今切石油 川内町加賀須野４６２番地２ 088-678-6070

徳島県 徳島市 株式会社中央エネルギー 沖浜　給油所 沖浜東１丁目８番３号 088-652-3333

徳島県 徳島市 有限会社西本石油 セルフ八万　給油所 上八万町下中筋２２５－１ 088-668-1220

徳島県 徳島市 高瀬　敏宏 大神子　給油所 大原町千代ヶ丸３０の１４ 088-662-1965

徳島県 徳島市 株式会社国府石油 国府石油国府　給油所 国府町観音寺梨子ノ木６７５番地１ 088-642-1478

徳島県 徳島市 鮎喰川タクシー有限会社 鮎喰川　給油所 国府町井戸字堂ノ裏３９－７，５１－１ 088-642-1050

徳島県 徳島市 圓藤　裕子 円藤石油店二軒屋　給油所 南二軒屋町１丁目１－２６ 0886-56-2347

徳島県 徳島市 丸善商事株式会社 島田　給油所 中島田３丁目５２ 088-632-3838

徳島県 徳島市 丸善商事株式会社 大原　給油所 大原町千代ヶ丸８６番地 088-662-0348

徳島県 徳島市 榎本石油有限会社 榎本石油有限会社日開　給油所 国府町日開１０８０の１，１０８１の２外 088-642-1376

徳島県 徳島市 篠原商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅｾﾙﾌ田宮街道　給油所 北矢三町１丁目１８７－１ 088-631-9022

徳島県 徳島市 祥栄石油有限会社 宮島　給油所 川内町宮島本浦７０番地 088-665-0656

徳島県 徳島市 出光リテール販売株式会社 セルフ中洲　給油所 中洲町１丁目６６番地１号 088-652-2685

徳島県 徳島市 徳島石油株式会社 徳島石油庄町　給油所 庄町５丁目５－７ 088-632-5357

徳島県 徳島市 ジェイエイ徳島市燃料サービス株式会社 ジェイエイ徳島市燃料サービス株式会社多家良　給油所 多家良町小路地７７番地の１ 088-645-0130

徳島県 徳島市 ジェイエイ徳島市燃料サービス株式会社 ジェイエイ徳島市燃料サービス株式会社応神　給油所 応神町吉成字西吉成１１０番地１、１０６番地１ 088-641-5377

徳島県 徳島市 ジェイエイ徳島市燃料サービス株式会社 ジェイエイ徳島市燃料サービス株式会社南井上　給油所 国府町日開字中９７７番地の８ 088-642-8051

徳島県 徳島市 佐々木開発工業株式会社 佐々木開発工業株式会社　津田給油所 津田浜ノ町８の１６ 088-662-0338

徳島県 鳴門市 篠原石油株式会社 セルフ鳴門 撫養町南浜字東浜１７３－５ 088-686-2734

徳島県 鳴門市 徳島石油株式会社 鳴門インター　給油所 撫養町木津字西小沖７１６－１､７１８－１､７１８－４ 088-686-7072

徳島県 鳴門市 徳島石油株式会社 徳島石油株式会社斎田　給油所 撫養町斎田字北浜１９６番地 088-686-2151

徳島県 鳴門市 徳島石油株式会社 立岩　給油所 撫養町立岩字七枚３９番 088-686-1234

徳島県 鳴門市 徳島日石株式会社 鳴門インター　給油所 大津町大代字西ノ須２５番地１ 088-686-5555

徳島県 鳴門市 岡田石油有限会社 岡田石油有限会社大津　給油所 大津町吉永２２６－２ 088-686-1762

徳島県 鳴門市 有限会社吉本商店 有限会社吉本商店堀江　給油所 大麻町市場字居屋敷１番地の１ 088-689-0506

徳島県 鳴門市 坂本　トクヱ 坂本石油店鳴門　給油所 瀬戸町堂浦字本浦下１９ 088-688-0187

徳島県 鳴門市 中島石油株式会社 鳴門　給油所 瀬戸町明神字楠谷４１－１，４２－９ 088-685-3834

徳島県 鳴門市 有限会社大西石油 有限会社大西石油北灘　給油所 北灘町折野字屋敷１０番地 088-682-0730

徳島県 鳴門市 共栄石油株式会社 共栄石油吉永　給油所 大津町吉永字前ノ越２４５番地の１ 088-685-6530

徳島県 鳴門市 共栄石油株式会社 大代　給油所 大津町大代字西賀屋１３１３番地１ 088-683-1561

徳島県 小松島市 高木石油有限会社 高木石油有限会社大林　給油所 大林町字中新田６１の２ 0885-37-1065

徳島県 小松島市 有限会社中川石油 金磯　給油所 金磯町３番１１１号 0885-32-3939

徳島県 小松島市 田中　雅昭 田中石油立江　給油所 立江町字中の坪１２９－１ 0885-37-3008



徳島県 小松島市 有限会社シモムラ シモムラ赤石　給油所 赤石町４番１０１号 0885-37-1325

徳島県 小松島市 立田石油有限会社 セルフステーションＲＥＸ 大林町字高橋７０－１ 08853-5-6888

徳島県 小松島市 株式会社ＪＡ東とくしまサービス 和田島セルフ　給油所 和田島町字松田新田１４８ 0885-38-2294

徳島県 小松島市 株式会社ＪＡ東とくしまサービス ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ小松島 小松島町門田２－１ 0885-32-2292

徳島県 阿南市 橋本砿油有限会社 富岡　給油所 富岡町西石塚２－１ 0884-22-2417

徳島県 阿南市 高木石油有限会社 高木石油有限会社那賀　給油所 長生町北貝ヶ原３－１ 0884-22-9886

徳島県 阿南市 有限会社橋本石油店 羽ノ浦　給油所 羽ノ浦町岩脇紫衣池９２番地 0884-44-3183

徳島県 阿南市 日光石油株式会社 日光石油阿南　給油所 宝田町平岡８９８番地 0884-22-5522

徳島県 阿南市 丸善商事株式会社 橘　給油所 橘町幸野７８番 0884-27-0015

徳島県 阿南市 丸善商事株式会社 富岡　給油所 富岡町滝の下４２－５ 0884-22-3250

徳島県 阿南市 加茂谷プロパン有限会社 加茂谷プロパン有限会社加茂谷　給油所 吉井町地神南２０－３ 0884-25-0054

徳島県 阿南市 徳島石油株式会社 徳島石油株式会社那賀　給油所 上中町南島７０５番地 0884-22-1243

徳島県 阿南市 徳島石油株式会社 羽の浦　給油所 羽ノ浦町宮倉本村居内５６番地 0884-44-6581

徳島県 阿南市 有限会社明光石油 長生　給油所 長生町大津田５の４ 0884-22-4874

徳島県 阿南市 桑野石油有限会社 桑野　給油所 桑野町中野１１６番地の７ 0884-26-0040

徳島県 阿南市 有限会社川北石油 那賀川　給油所 那賀川町北中島２３番地８ 0884-42-0555

徳島県 阿南市 谷一商事有限会社 新野　給油所 新野町馬場１０番地３ 0884-36-2017

徳島県 阿南市 有限会社美馬石油店 阿南バイパス　給油所 那賀川町江野島８３－１ 0884-42-2477

徳島県 阿南市 福井南石油有限会社 福井南　給油所 福井町西の前６４番地５ 0884-34-2221

徳島県 阿南市 有限会社西條農機商会 有限会社西條農機商会新野　給油所 新野町馬場２番地の１ 0884-36-3169

徳島県 阿南市 折野　貴広 折野石油新野　給油所 新野町廿枝名光１５の１ 0884-36-2562

徳島県 阿南市 立田石油有限会社 セルフステーションＭＡＸ 桑野町紺屋６－２ 0884-21-1817

徳島県 阿南市 有限会社日下石油商事 日下石油福井　給油所 福井町土井ケ崎１８の１ 0884-34-2208

徳島県 吉野川市 有限会社佐藤石油 有限会社佐藤石油鴨島　給油所 鴨島町内原２１４番地 0883-24-1305

徳島県 吉野川市 株式会社マイサン Ｓ.鴨島西　給油所 鴨島町西麻植時絵馬堂２１－１ 0883-26-0086

徳島県 吉野川市 徳島石油株式会社 東鴨島　給油所 鴨島町牛島２１４２－１ 0883-22-1780

徳島県 吉野川市 株式会社四国オイル商事 株式会社四国オイル商事上浦　給油所 鴨島町上浦９５６ 0883-24-1394

徳島県 吉野川市 京野石油ガス有限会社 三島　給油所 山川町前川１６２番地 0883-42-2336

徳島県 吉野川市 有限会社ユアサ石油 西麻植　給油所 鴨島町西麻植字新田１６６番地１ 0883-24-3277

徳島県 吉野川市 株式会社川島石油 リオ・ヤマカワサービスステーション 山川町前川６８－３ 0883-26-4688

徳島県 吉野川市 株式会社川島石油 ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝﾘｵ・ｶﾜｼﾏ 川島町川島２６２番地１ 0883-25-2605

徳島県 阿波市 有限会社松永石油店 松永石油店市場第二　給油所 市場町香美字原田２５０の１ 0883-36-2434

徳島県 阿波市 有限会社後藤石油 土成　給油所 土成町吉田字原田市の二１－１ 088-695-5353

徳島県 阿波市 有限会社平尾石油 平尾石油市場　給油所 市場町山野上字大西２０１番地１ 0883-36-3501

徳島県 阿波市 立田石油有限会社 セルフステーションＦＯＸ 市場町香美字西野神１８７－１ 0883-36-7171

徳島県 阿波市 森　学 森石油店土成　給油所 土成町水田字月成１３２の１ 088-695-3222

徳島県 阿波市 市場石油有限会社 市場石油有限会社市場　給油所 市場町上喜来字大門９１６番地の１２，１３ 0883-36-2774

徳島県 阿波市 ＪＡ板野郡サービス株式会社 ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ土成 土成町土成字寒方７７－７ 088-637-8553

徳島県 阿波市 株式会社四国オイル商事 株式会社四国オイル商事土成インター　給油所 土成町吉田字原田市の四５番６ 088-695-4016

徳島県 美馬市 徳島石油株式会社 脇町インター　給油所 脇町字拝原１０８６－１ 0883-55-0511

徳島県 美馬市 川窪　愛子 川窪石油木屋平　給油所 木屋平字八幡１９３番地 0883-68-2345

徳島県 美馬市 有限会社藤田豊吉商店 脇町西　給油所 脇町別所３４５３番地２ 0883-52-1884

徳島県 美馬市 有限会社大塩石油 曽江　給油所 脇町字曽江名３３２番地 0883-52-2254

徳島県 美馬市 有限会社敷島モータース 口山　給油所 穴吹町口山字調子野５０２番地１ 0883-56-0802

徳島県 美馬市 遠藤　道代 遠藤石油店 穴吹町穴吹字井口５８－７ 0883-52-1496

徳島県 美馬市 中村　純也 中村石油脇町西　給油所 脇町川原町４７７２の６ 0883-52-1680

徳島県 美馬市 西部興業有限会社 西部興業有限会社穴吹　給油所 穴吹町穴吹字東岩手１３番地の４ 0883-52-2298

徳島県 美馬市 武田　一比古 武田一比古脇町　給油所 脇町大字脇町４５７番地の１ 0883-52-1158

徳島県 美馬市 郷司　真二郎 シェル石油脇町本町　給油所 脇町大字脇町８０８の４ 0883-52-1151

徳島県 美馬市 株式会社藤田計夫商店 トレンディセルフ脇町 脇町大字猪尻字東分７１－１ 0883-55-0143

徳島県 美馬市 株式会社藤田計夫商店 トレンディ脇町 脇町字拝原２７２２－１ 0883-53-7505

徳島県 美馬市 株式会社剣山石油 美馬東　給油所 脇町字拝原１５８８ 0883-52-2738

徳島県 美馬市 藤田　隆 岩倉　給油所 脇町木ノ内3758-1 0883-52-1686

徳島県 三好市 株式会社西日本宇佐美 ３２号池田　給油所 池田町ウエノ３１５８－９ 0883-72-6866

徳島県 三好市 有限会社河井商店 祖谷　給油所 東祖谷京上１６９番地７ 0883-88-2234

徳島県 三好市 有限会社大谷製材所 山城　給油所 山城町下川字ナガミ２１番地１ 0883-86-1171

徳島県 三好市 徳島石油株式会社 池田　給油所 井川町西井川２番地２ 0883-72-7112



徳島県 三好市 出口石油有限会社 出口石油有限会社東祖谷　給油所 東祖谷久保７４０番地１，７５３番地２ 0883-88-2805

徳島県 三好市 出口石油有限会社 出口石油有限会社かずら橋　給油所 西祖谷山村一宇３７７番地の２４ 0883-87-2045

徳島県 三好市 株式会社タルミ 三野　給油所 三野町芝生３９３番地１ 0883-77-2177

徳島県 三好市 株式会社ゼネラル祖谷口 株式会社ゼネラル祖谷口祖谷口　給油所 山城町下川字東川添１０３番地２ 0883-86-2056

徳島県 三好市 岬商事株式会社 タイヤショップミサキ 山城町黒川字城山３番地の３ 0883-86-2163

徳島県 三好市 阿波みよし農業協同組合 阿波みよし農協ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴみよし 池田町州津乳ノ木１３９８番地３ 0883-72-7030

徳島県 勝浦郡勝浦町 有限会社上田石油 有限会社上田石油勝浦　給油所 大字久国字国光３２番地の２ 0885-42-2078

徳島県 勝浦郡勝浦町 株式会社ＪＡ東とくしまサービス 勝浦セルフ　給油所 大字生名字太田４２番１ 0885-42-4433

徳島県 勝浦郡上勝町 東丸　晃明 東丸石油店福原　給油所 大字福原字下横峰３８－２ 0885-46-0511

徳島県 名東郡佐那河内村 ジェイエイ徳島市燃料サービス株式会社 ジェイエイ徳島市燃料サービス株式会社佐那河内　給油所 下字中川原１１番地の１ 088-679-2718

徳島県 名西郡石井町 有限会社藍畑石油 ちろりん村　給油所 藍畑字高畑１０４４番地 088-674-0606

徳島県 名西郡石井町 徳島石油株式会社 石井北　給油所 高川原字加茂野３１４－１ 088-674-8151

徳島県 名西郡石井町 有限会社姫田石油 有限会社姫田石油藍畑　給油所 藍畑字高畑６３５番地 088-674-0828

徳島県 名西郡石井町 有限会社姫田石油 桜間バイパス　給油所 高川原字桜間２２６－３ 088-674-4828

徳島県 名西郡石井町 太陽石油販売株式会社 セルフ石井　給油所 高川原字高川原２２７１－１ 088-674-5258

徳島県 名西郡石井町 株式会社川島石油 リオ・イシイ　給油所 石井字城ノ内１５２番１ 088-637-4033

徳島県 那賀郡 那賀町 北川産業有限会社 北川産業有限会社北川　給油所 木頭北川字不んでん３１番地 0884-69-2016

徳島県 那賀郡 那賀町 有限会社福永商店 有限会社福永商店長安口　給油所 長安字風穴２０番地１ 0884-66-0620

徳島県 那賀郡 那賀町 下北　健郎 下北石油店 延野字王子４５－２ 0884-62-0162

徳島県 那賀郡 那賀町 福永　晃久 福永石油相生　給油所 朴野字大下４３の１ 0884-62-0282

徳島県 那賀郡 那賀町 中本　保利 阿波相生　給油所 大久保字川久保４番地の８ 0884-62-0114

徳島県 海部郡牟岐町 有限会社庄野石油 庄野石油牟岐　給油所 大字中村字本村１４４番地５ 0884-72-0005

徳島県 海部郡美波町 水口　裕將 水口油店日和佐　給油所 奥河内字寺前１３２番地１５ 0884-77-0231

徳島県 海部郡美波町 有限会社上松石油 上松石油店赤松　給油所 赤松字野田７番地４ 0884-79-3203

徳島県 海部郡海陽町 有限会社大里石油 有限会社大里石油海南　給油所 四方原字大道西６番地３、６番地８ 0884-73-0321

徳島県 海部郡海陽町 宍喰建設工業株式会社 宍喰建設工業株式会社県南　給油所 久保字板取２４３－３０１ 0884-76-2246

徳島県 海部郡海陽町 中島　成好 中島石油店海南　給油所 大里字上中須１３８番地の１ 0884-73-0211

徳島県 板野郡松茂町 篠原石油株式会社 セルフ松茂 広島字宮の後７－８，７－１０ 088-699-3328

徳島県 板野郡松茂町 丸善商事株式会社 オートステーションセルフ空港　給油所 笹木野字八北開拓１０６－３ 088-699-3236

徳島県 板野郡松茂町 有限会社喜来石油 喜来石油広島　給油所 広島字北川向弐の越１５４－１ 088-699-2759

徳島県 板野郡松茂町 長原漁業協同組合 長原　給油所 豊岡字芦田鶴１１３番地 0886-99-2053

徳島県 板野郡北島町 丸善商事株式会社 北島　給油所 江尻松の本２８－３ 088-698-2411

徳島県 板野郡北島町 株式会社藤田計夫商店 トレンディプラザ北島 江尻字夷ノ本４番２ 088-698-2534

徳島県 板野郡北島町 篠原商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北島ＳＳ 鯛浜西ノ須２７番４ 088-698-0920

徳島県 板野郡北島町 太陽石油販売株式会社 セルフ北島　給油所 中村字東堤ノ内２４－３ 088-683-2235

徳島県 板野郡藍住町 篠原石油株式会社 セルフ藍住中央 東中富字長江傍示１０－５ 088-692-6262

徳島県 板野郡藍住町 丸善商事株式会社 藍住　給油所 笠木字中野１０４－２ 088-692-5599

徳島県 板野郡藍住町 丸善商事株式会社 ツインズ藍住セルフステーション 富吉字豊吉１００の１ 088-693-3666

徳島県 板野郡藍住町 徳島石油株式会社 徳島石油藍住　給油所 奥野字西中須４４番地の４ 088-692-8780

徳島県 板野郡藍住町 石川石油ガス株式会社 藍住　給油所 徳命字前須東４６－１ 088-692-2248

徳島県 板野郡藍住町 徳島日石株式会社 セルフ藍住　給油所 勝瑞字東勝地９６番地１２ 088-641-3000

徳島県 板野郡藍住町 株式会社石川鉱油 昭和シェル石油奥野　給油所 奥野字原１５８番地１ 088-692-2415

徳島県 板野郡藍住町 篠原商事株式会社 ｾﾙﾌ藍住ｲﾝﾀｰ　給油所 東中富東傍示９８－１４ 088-693-0210

徳島県 板野郡藍住町 有限会社武田石油 有限会社武田石油勝瑞　給油所 勝瑞字西勝地８８番地の１ 088-641-0336

徳島県 板野郡板野町 小森石油株式会社 ラ・カレテーラ上板　給油所 矢武３３番地３ 0886-79-8601

徳島県 板野郡板野町 有限会社森田商店 有限会社森田商店西板野　給油所 犬伏字宮の下２９－２ 088-672-3828

徳島県 板野郡板野町 有限会社島本石油 板野　給油所 大寺字泉口１番地の１ 088-672-0124

徳島県 板野郡板野町 篠原商事株式会社 エスパル板野ｲﾝﾀｰ　給油所 字新手崎３５番１ 088-672-2228

徳島県 板野郡上板町 有限会社大和商店 有限会社大和商店鍛冶屋原　給油所 七條字大辻１５番地５ 088-694-2930

徳島県 板野郡上板町 有限会社安原モータース シェル石油上板　給油所 七條字大道ノ上２８番地 088-694-2327

徳島県 板野郡上板町 南国商事株式会社 サンロード南国　給油所 西分字君ノ木１５の１ 088-637-6464

徳島県 板野郡上板町 有限会社富永石油 有限会社富永石油上板　給油所 西分字法師窪２６番地３ 088-694-2429

徳島県 板野郡上板町 ＪＡ板野郡サービス株式会社 ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ上板 神宅字北屋敷２４ 088-694-4760

徳島県 美馬郡つるぎ町 梶石油有限会社 梶石油有限会社半田第２　給油所 半田字中藪２６１の１，３０８の１ 0883-64-2188

徳島県 美馬郡つるぎ町 葛籠興業有限会社 葛籠興業有限会社一宇　給油所 一宇字赤松５４０番地 0883-67-2007

徳島県 美馬郡つるぎ町 有限会社濱原石油 有限会社濱原石油貞光　給油所 貞光字宮下１５番地 0883-62-2007

徳島県 美馬郡つるぎ町 毎日石油株式会社 毎日石油株式会社ﾆｭｰ貞光　給油所 貞光字宮下８番地 0883-62-3080



徳島県 三好郡東みよし町 株式会社大谷石油 有限会社大谷石油昼間　給油所 昼間３４６７番地の１ 0883-79-2038

徳島県 三好郡東みよし町 美濃田石油有限会社 美濃田　給油所 昼間１２３９番１､１２３８番１､１１８５番１０ 0883-79-2067

徳島県 三好郡東みよし町 株式会社タルミ 加茂　給油所 加茂２６５７番地の１ 0883-82-2127

徳島県 三好郡東みよし町 株式会社みかも 三加茂　給油所 加茂５５６２の１ 0883-82-2262

徳島県 三好郡東みよし町 森田　充 森田石油三好　給油所 足代１４７８番地１ 0883-79-2261

香川県 高松市 株式会社西日本エネルギー セルフ中央通り　給油所 上天神町２２８番地１ 087-813-5443

香川県 高松市 株式会社本田石油 香西　給油所 香西東町４４１－１ 087-844-9240

香川県 高松市 株式会社本田石油 フォーユー三条　給油所 三条町字下所１１０－１ 087-844-9240

香川県 高松市 株式会社本田石油 香南　給油所 香南町横井字尾池原１０１２ 087-844-9240

香川県 高松市 株式会社本田石油 ハマロード郷東町　給油所 郷東町字西新開４６９－２ 087-844-9240

香川県 高松市 株式会社本田石油 まんでがん勅使　給油所 勅使町大字田中１７０－６ 087-844-9240

香川県 高松市 株式会社本田石油 スーパーセルフ春日南　給油所 春日町４５６－１ 087-844-9240

香川県 高松市 松村石油有限会社 ルート１１マツムラ 檀紙町１６４５－１ 087-886-0301

香川県 高松市 川西石油株式会社 川西石油株式会社塩上　給油所 塩上町１１の８ 087-833-5511

香川県 高松市 株式会社亀田石油 株式会社亀田石油香西北　給油所 香西北町１７０－３ 087-882-1441

香川県 高松市 十河　良三 十河商店塩江　給油所 塩江町安原上６３４番地 087-893-0223

香川県 高松市 若宮産業株式会社 高松東バイパス　給油所 伏石町２１３５番地１３ 087-867-2020

香川県 高松市 高橋石油株式会社 高橋石油株式会社詰田川　給油所 木太町字に市浜２５１０－１ 087-861-2824

香川県 高松市 高橋石油株式会社 高橋石油株式会社勅使　給油所 勅使町字大隅１２８７の１ 087-865-0926

香川県 高松市 高橋石油株式会社 ウイングス２１一宮　給油所 一宮町１４１番地４ 087-889-8283

香川県 高松市 高橋石油株式会社 ウイングス２１国分寺　給油所 国分寺町国分字野間１７７番地５ 087-874-6210

香川県 高松市 久米加株式会社 オアシス県庁前　給油所 天神前１－１ 087-831-5710

香川県 高松市 久米加株式会社 オアシスキナシ　給油所 鬼無町是竹９１－４ 087-882-1426

香川県 高松市 久米加株式会社 オアシスミマヤ　給油所 御厩町原引１７０３－３ 087-886-8620

香川県 高松市 久米加株式会社 オアシス国分寺　給油所 国分寺町新居５９０－５，７，９，１０ 087-874-1610

香川県 高松市 久米加株式会社 オアシス・エアポート　給油所 上天神町７７３－１ 087-866-4666

香川県 高松市 久米加株式会社 オアシス六条　給油所 六条町１１９７番地４ 087-866-8655

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ セルフ八栗　給油所 牟礼町牟礼２２２３－１ 087-845-2896

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ 栗林公園前　給油所 栗林町１－９－１ 087-834-6584

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ 香西　給油所 香西南町４６８－３ 087-832-8280

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ 国分寺　給油所 国分寺町国分字里４２５－５ 087-874-0952

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ 田村町　給油所 田村町字西浦５４８－１ 087-866-3488

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ 東バイパス林　給油所 林町字青塚１４３８－１５ 087-866-0801

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ 多肥　給油所 多肥上町字立石１８７０－３ 087-888-0510

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ セルフ屋島　給油所 高松町２５５４－２１ 087-818-0181

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ セルフ元山　給油所 元山町字馬ノ口３２１－１ 087-847-3881

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ セルフ国分寺Ｒ１１　給油所 国分寺町新居１９８番１号 087-874-8061

香川県 高松市 株式会社ヤマウチ セルフ太田　給油所 太田上町今原４０８ 087-815-1780

香川県 高松市 株式会社藤田商店 ハローズ六条　給油所 六条町字上川東１８番３ 087-840-7115

香川県 高松市 牧田石油有限会社 高松第一サービスステーション 上福岡町６５７ 087-831-2591

香川県 高松市 牧田石油有限会社 高松第二サービスステーション 上福岡町６５７－９ 087-831-2591

香川県 高松市 四国石油株式会社 四国石油今里町　給油所 今里町４－１ 087-867-6987

香川県 高松市 四国石油株式会社 四国石油海岸通り　給油所 郷東町５６７－１ 087-881-3121

香川県 高松市 有限会社佐藤商店 有限会社佐藤商店屋島　給油所 牟礼町牟礼９７９番地３ 087-870-1150

香川県 高松市 安部　唯文 安部石油店塩江　給油所 塩江町安原上字川西２７７の４ 087-893-0224

香川県 高松市 株式会社吉田石油店 高松西　給油所 円座町字道下４０７－２ 087-886-2005

香川県 高松市 徳島石油株式会社 プラザ三谷　給油所 三谷町字東尾１１８－１ 087-888-3631

香川県 高松市 徳島石油株式会社 今里　給油所 今里町１丁目２８－２８ 087-834-7301

香川県 高松市 徳島石油株式会社 空港通り　給油所 香川町川東下字鴨島７４７－１ 087-879-8571

香川県 高松市 徳島石油株式会社 下田井　給油所 下田井町字西門３５５－９，３５６－１０ 087-847-3771

香川県 高松市 徳島石油株式会社 一宮　給油所 一宮町字荒１５１７－１，４ 087-886-3453

香川県 高松市 徳島石油株式会社 セルフ高松春日町 春日町７８６－１ 087-843-0777

香川県 高松市 徳島石油株式会社 セルフ牟礼　給油所 牟礼町原６５５番１ 087-845-0025

香川県 高松市 天雲石油株式会社 天雲石油株式会社中森大橋　給油所 檀紙町１５０２－６ 087-885-2234

香川県 高松市 有限会社川田石油 三谷　給油所 三谷町３８５－３ 087-889-6445

香川県 高松市 株式会社ムラカミ 株式会社ムラカミ西ハゼ　給油所 西ハゼ町字土居２７１－１ 087-865-3135

香川県 高松市 株式会社香西石油 春日町　給油所 春日町１６９３番地 087-843-7722



香川県 高松市 湊商事株式会社 ユーポートセルフ朝日町　給油所 朝日町３－４４８－２３ 087-823-3710

香川県 高松市 湊商事株式会社 瀬戸内　給油所 瀬戸内町４６－１ 087-823-0011

香川県 高松市 有限会社ササキ石油販売 屋島西　給油所 屋島西町１３８８番地１ 087-843-3527

香川県 高松市 有限会社藤野商店 コミュニティショップふじの 庵治町６３９２－４８ 087-871-5151

香川県 高松市 有限会社テクナマグネス マイセルフ高松西サービスステーション 鶴一町５１－１ 087-834-2626

香川県 高松市 安藤　毅 安藤石油東植田　給油所 東植田町２０７３－１ 087-849-0256

香川県 高松市 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー ジャスポート川東　給油所 香川町川東上９５５番地１ 087-879-3237

香川県 高松市 若宮産業株式会社 高松南　給油所 東ハゼ町３－１ 087-866-3131

香川県 高松市 中條石油有限会社 塩江　給油所 塩江町安原下字中徳１６５８の１ 087-897-0140

香川県 高松市 有限会社片山石油 片山石油伏石　給油所 伏石町２０１６番地２７ 087-865-7244

香川県 高松市 篠原商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅエスパル鶴市　給油所 鶴市町９７９－１０ 087-882-5511

香川県 高松市 篠原商事株式会社 エスパル松島　給油所 松島町１丁目８－２５ 087-831-6108

香川県 高松市 篠原商事株式会社 セルフ円座　給油所 中間町４３－１１ 087-886-4711

香川県 高松市 篠原商事株式会社 ドライバーズオアシス林町　給油所 林町１９６３－１ 087-867-1141

香川県 高松市 篠原商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浜街道　給油所 西町１４－３７ 087-834-7791

香川県 高松市 篠原商事株式会社 エスパル春日川　給油所 春日町１６４１－５ 087-841-4311

香川県 高松市 有限会社小泉石油店 有限会社小泉石油店公渕西　給油所 西植田町字新開１００３－１，１００４－３ 087-849-1181

香川県 高松市 高橋石油株式会社 サンポート　給油所 西内町３－１ 087-822-8244

香川県 高松市 高橋石油株式会社 松縄町　給油所 松縄町１１０５－１ 087-868-3434

香川県 高松市 高橋石油株式会社 ウイングス２１太田　給油所 太田下町字中下所２３５２－１ 087-868-2400

香川県 高松市 太陽石油販売株式会社 セルフ高松空港　給油所 香川町川東下字中村５７２番１ 087-879-2105

香川県 高松市 太陽石油販売株式会社 セルフ太田　給油所 太田下町３００７番地９ 087-864-5139

香川県 高松市 太陽石油販売株式会社 セルフ川島東　給油所 川島東町字西下所４３６－１０ 087-848-1511

香川県 高松市 太陽石油販売株式会社 セルフ春日　給油所 春日町字川南３９６－１ 087-843-5455

香川県 高松市 有限会社兜石油店 牟礼　給油所 牟礼町牟礼２６２５－４１ 087-845-3939

香川県 高松市 出光リテール販売株式会社 空港通り　給油所 香川町大野３－１ 087-815-4185

香川県 高松市 出光リテール販売株式会社 十川　給油所 十川東町字佐古７２－１ 087-848-6071

香川県 高松市 共栄運輸事業協同組合 共栄運輸事業協同組合ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｪﾘｰＳ．Ｓ 朝日町５－５－１ 087-822-7000

香川県 高松市 高松ハイタク事業協同組合 高松ハイタクＳＳ 朝日町５丁目５５４の２ 087-821-5122

香川県 高松市 株式会社西日本エネルギー セルフ高松六条　給油所 六条町字川東１０２番１ 087-813-1885

香川県 高松市 株式会社西日本エネルギー セルフ鬼無　給油所 鬼無町佐藤５４番８ 087-813-3820

香川県 高松市 株式会社西日本エネルギー セルフ伏石　給油所 伏石町２０６６－２ 087-802-8120

香川県 高松市 廣瀬石油株式会社 廣瀬石油前田　給油所 前田西町字穂村８５－１０ 087-847-5660

香川県 高松市 コスモ石油販売株式会社 セルフ空港通りＳＳ 香川町大野１００６－１ 087-815-6590

香川県 丸亀市 マルネン株式会社 セルフ丸亀フジグラン　給油所 川西町南字剣来１５４２－１ 0877-58-6898

香川県 丸亀市 山田石油有限会社 山田石油有限会社土器町　給油所 土器町東６丁目１３４番地 0877-22-2563

香川県 丸亀市 久米加株式会社 オアシス丸亀　給油所 柞原町９００－１，９０３－３ 0877-56-1356

香川県 丸亀市 天野商事株式会社 セルフ&エコ丸亀西　給油所 今津町５０８ 0877-25-2200

香川県 丸亀市 天野商事株式会社 サンテラスぐんげ 郡家町字八幡下２６５０－１ 0877-25-5501

香川県 丸亀市 横井石油株式会社 讃岐富士　給油所 飯山町川原９３３－１７ 0877-98-2045

香川県 丸亀市 株式会社ヤマウチ 丸亀田村　給油所 田村町４４３－１ 0877-58-3317

香川県 丸亀市 有限会社香川石油店 有限会社香川石油店富熊　給油所 綾歌町富熊字本村１６６の５ 0877-86-2074

香川県 丸亀市 株式会社藤田商店 丸亀　給油所 土器町東８－１０３ 0877-58-2250

香川県 丸亀市 株式会社藤田商店 丸亀中府　給油所 中府町一丁目５番１ 0877-58-2788

香川県 丸亀市 金崎商事有限会社 サヌキ広島　給油所 広島町甲路１７８５－２ 0877-29-2155

香川県 丸亀市 株式会社吉田石油店 丸亀サウス　給油所 柞原町字下久保９７２－１ 0877-21-8550

香川県 丸亀市 株式会社吉田石油店 ルート１１丸亀　給油所 土器町西４－１６３ 0877-23-8518

香川県 丸亀市 真鍋商事株式会社 真鍋商事株式会社栗熊　給油所 綾歌町栗熊東１１７０－７ 0877-86-5333

香川県 丸亀市 真鍋商事株式会社 アークスクエア綾歌　給油所 綾歌町栗熊東１１７７－４番地 0877-86-3500

香川県 丸亀市 有限会社建石石油 有限会社建石石油飯山　給油所 飯山町東坂元１９７４－５ 0877-98-2414

香川県 丸亀市 平尾　繁 平尾石油店東小川　給油所 飯山町東小川１９５８の３ 0877-98-2639

香川県 丸亀市 株式会社カナマル 飯山　給油所 飯山町西坂元１４１－４ 0877-98-2256

香川県 丸亀市 株式会社福岡商会 株式会社福岡商会栗熊　給油所 綾歌町栗熊西１８０３－３、１８０３－９、１８０３－１０ 0877-86-2106

香川県 丸亀市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケア川西ＳＳ 川西町南字岸ノ上８５６－１ 0877-58-6787

香川県 丸亀市 天野商事株式会社 丸亀ふたご山 土器町西1丁目303-1 0877-85-3261

香川県 坂出市 有限会社賀茂川石油 有限会社賀茂川石油加茂　給油所 加茂町４２５－２ 0877-48-0052

香川県 坂出市 横井石油株式会社 横井石油ニュー坂出　給油所 入船町１－１－２ 0877-46-3572



香川県 坂出市 横井石油株式会社 横井石油讃岐鴨川　給油所 加茂町甲字志福寺７８－２ 0877-48-0252

香川県 坂出市 横井石油株式会社 瀬戸大橋通　給油所 江尻町字新開１９１－３６２ 0877-45-0487

香川県 坂出市 横井石油株式会社 富士見町　給油所 富士見町２－４－１０ 0877-46-0253

香川県 坂出市 株式会社ヤマウチ 加茂北　給油所 加茂町甲５３１－１ 0877-48-2070

香川県 坂出市 港運送株式会社 港運送坂出　給油所 昭和町１－２－３１ 0877-46-5139

香川県 坂出市 横井石油株式会社 セルフ栄橋　給油所 江尻町１１４２－１ 0877-59-2055

香川県 坂出市 有限会社ヨシイ 川津石油 川津町２９２２－１ 0877-46-3969

香川県 坂出市 株式会社本四エンジニアリング マイセルフ坂出　給油所 林田町２０９－３ 0877-57-3370

香川県 坂出市 有限会社橋本自動車販売 有限会社橋本自動車販売林田　給油所 林田町２８７－１ 0877-47-0205

香川県 坂出市 篠原商事株式会社 セルフ坂出北インター　給油所 西大浜北１丁目１番１号 0877-45-2868

香川県 坂出市 有限会社美装苑 川津　給油所 川津町３６３４－１、３６３７－１ 0877-46-4889

香川県 坂出市 有限会社賀茂川石油 有限会社賀茂川石油賀茂川　給油所 府中町５５７０－１ 0877-48-0052

香川県 善通寺市 株式会社藤田商店 善通寺上吉田　給油所 上吉田町３８４－３ 0877-64-0005

香川県 善通寺市 株式会社吉田石油店 善通寺西　給油所 中村町８５８ 0877-63-5755

香川県 善通寺市 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー ジャスポート龍川　給油所 原田町３０５番地 0877-64-0372

香川県 善通寺市 篠原商事株式会社 セルフ善通寺　給油所 中村町１７７６－２ 0877-62-0137

香川県 善通寺市 太陽石油販売株式会社 セルフ善通寺　給油所 与北町３２３８－１ 0877-56-5008

香川県 観音寺市 株式会社藤田商店 観音寺サウス　給油所 柞田町字熊岡乙２４６０ 0875-56-0188

香川県 観音寺市 三宅石油株式会社 観音寺　給油所 村黒町３６３番地１ 0875-25-0474

香川県 観音寺市 三宅石油株式会社 観音寺国道　給油所 吉岡町３１０番地 0875-24-1445

香川県 観音寺市 合田商事株式会社 合田商事株式会社豊浜　給油所 豊浜町和田浜１６０２番地 0875-52-3151

香川県 観音寺市 四国物産株式会社 パルシェ観音寺　給油所 昭和町２丁目４番２号 0875-56-1663

香川県 観音寺市 四国物産株式会社 パルシェトキワ　給油所 流岡町字宮高７４－１ 0875-24-1355

香川県 観音寺市 株式会社吉田石油店 セルフ豊浜　給油所 豊浜町和田浜字高須賀１５１１ 0875-63-7550

香川県 観音寺市 株式会社中村石油 大野原　給油所 大野原町大野原字下木屋３６１２番地 0875-54-2820

香川県 観音寺市 有限会社藤石油店 観音寺南　給油所 本大町江藤道西１０４３－１２ 0875-27-9078

香川県 観音寺市 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー 柞田セルフ　給油所 柞田町甲５０６番地 0875-25-2356

香川県 観音寺市 有限会社大西石油 粟井　給油所 粟井町常次１１４６番地 0875-27-7200

香川県 観音寺市 株式会社カトーサービス 観音寺　給油所 坂本町５丁目１７番２７号 0875-25-8108

香川県 観音寺市 エネクスフリート株式会社 大野原インター　給油所 大野原町大野原４４４６－１ 0875-54-5385

香川県 観音寺市 有限会社竹華石油 有限会社竹華石油 大野原町大野原６１８９番地 0875-54-2161

香川県 観音寺市 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー 豊南ふれあいＳＳ 大野原町中姫字桑の木１１２１－１ 0875-54-9121

香川県 観音寺市 有限会社久保石油店 有限会社久保石油店観音寺　給油所 坂本町３丁目２番３３号 0875-25-4027

香川県 観音寺市 西日本フリート株式会社 ルート１１豊浜　給油所 豊浜町箕浦字東道下甲２３９６ 0875-56-3401

香川県 さぬき市 松岡商店有限会社 シェル石油鴨庄　給油所 鴨庄字上横井２４８９－１ 087-895-1194

香川県 さぬき市 久米加株式会社 オアシス長尾　給油所 長尾西１０５８番地４ 0879-52-6172

香川県 さぬき市 久米加株式会社 オアシス津田　給油所 津田町鶴羽１６１４－１ 0879-42-3335

香川県 さぬき市 竹本石油株式会社 長尾　給油所 長尾西１１０３－１，１１０４ 0879-52-1449

香川県 さぬき市 篠原石油株式会社 セルフ志度 志度４７０－２ 087-894-1375

香川県 さぬき市 四国石油株式会社 寒川町　給油所 寒川町石田東甲１２７６－２ 0879-43-5333

香川県 さぬき市 徳島石油株式会社 津田　給油所 津田町津田９３３－２ 0879-42-2220

香川県 さぬき市 徳島石油株式会社 セルフ志度　給油所 志度１９３５－１ 087-814-2860

香川県 さぬき市 浜野石油株式会社 浜野石油志度　給油所 志度６９番地１ 087-894-1156

香川県 さぬき市 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー ジャスポート志度　給油所 志度２４５３ 087-894-2000

香川県 さぬき市 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー ジャスポート長尾　給油所 長尾東８８３－２ 0879-52-3114

香川県 さぬき市 マルト急配有限会社 マルト急配寒川　給油所 寒川町石田東甲３５１－１番地 0879-43-2119

香川県 さぬき市 有限会社軒原石油 有限会社軒原石油松尾　給油所 大川町富田東３７番地１ 0879-43-3047

香川県 さぬき市 有限会社兜石油店 有限会社兜石油店志度　給油所 志度３６７番地 087-894-4420

香川県 東かがわ市 株式会社ヤマウチ 大内　給油所 落合２４６－１ 0879-25-0710

香川県 東かがわ市 竹本石油株式会社 三本松　給油所 三本松１７０６の１ 0879-25-3708

香川県 東かがわ市 有限会社佐藤商店 有限会社佐藤商店三本松　給油所 三本松１７２２番地１ 0879-25-0175

香川県 東かがわ市 竹本石油株式会社 ニュー白鳥　給油所 湊１９１０の５ 0879-25-0953

香川県 東かがわ市 岩佐石油有限会社 引田　給油所 馬宿１２９番地１ 0879-33-3053

香川県 東かがわ市 エネクスフリート株式会社 さぬき白鳥　給油所 伊座字甚古谷５５７－１ 0879-26-3055

香川県 東かがわ市 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー ジャスポート大内　給油所 落合１９９番地１ 0879-25-1171

香川県 三豊市 株式会社ヤマウチ セルフ高瀬　給油所 高瀬町上高瀬字土井３８８－１ 0875-72-0005

香川県 三豊市 片岡　悌治 麻石油麻　給油所 高瀬町下麻荒井１０５１番地 0875-74-6342



香川県 三豊市 株式会社関商事 株式会社関商事三野　給油所 三野町下高瀬２０９３番地６ 0875-72-5270

香川県 三豊市 有限会社秋田石油店 有限会社秋田石油山本町　給油所 山本町神田４３０９－１ 0875-63-3329

香川県 三豊市 有限会社倉本 仁尾　給油所 仁尾町仁尾丁１４５２番地５５ 0875-82-3121

香川県 三豊市 白川石油株式会社 シェル石油ニュー詫間　給油所 詫間町詫間６７８４－２２ 0875-83-2406

香川県 三豊市 株式会社吉田石油店 ニュー三野　給油所 大字下高瀬字下新田１２２０－１ 0875-72-4912

香川県 三豊市 株式会社吉田石油店 詫間海岸通り　給油所 大字詫間６８０－８ 0875-56-5455

香川県 三豊市 株式会社吉田石油店 豊中　給油所 大字比地大字小路９８１－１他 0875-62-5648

香川県 三豊市 有限会社多田石油 サンリッチ三野　給油所 三野町大見甲１０００ 0875-72-5483

香川県 三豊市 有限会社藤田石油店 昭和シェル石油詫間　給油所 詫間町詫間４１８８番地１ 0875-83-2266

香川県 三豊市 瀬戸運輸株式会社 ＳＥＴＯステーション 高瀬町下勝間１２７９－１ 0875-72-3885

香川県 三豊市 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー ジャスポート高瀬　給油所 高瀬町上高瀬１３４番地１ 0875-72-6229

香川県 三豊市 露原　弘 露原石油財田町　給油所 財田町財田中字荒井５４５－２ 0875-67-2227

香川県 三豊市 株式会社平野屋商店 平野屋　給油所 豊中町笠田笠岡１９３０の２ 0875-63-2678

香川県 三豊市 仁尾石油有限会社 仁尾石油有限会社仁尾　給油所 仁尾町仁尾丁１４５２番地の９９ 0875-82-2372

香川県 三豊市 有限会社前川輪業 有限会社前川輪業三野中央　給油所 三野町吉津宗吉甲６０８－１ 0875-72-4079

香川県 小豆郡土庄町 四国石油株式会社 四国石油土庄町　給油所 渕崎甲２０６７－１ 0879-62-1460

香川県 小豆郡土庄町 株式会社イシイ 新日本石油サンライズ土庄　給油所 上庄１３９０－１ 0879-62-1558

香川県 小豆郡土庄町 株式会社イシイ オリーブタウンセルフ　給油所 渕崎字要鉄甲１３５９－１ 0879-61-1228

香川県 小豆郡土庄町 株式会社イシイ しまちゃんセルフ　給油所 字王子前甲２４番地２１ 0879-62-9030

香川県 小豆郡土庄町 株式会社大部サービスステーション 大部サービスステーション 大部甲３２２５番地２ 0879-67-2265

香川県 小豆郡土庄町 株式会社吉田石油店 小豆島　給油所 字半ノ池甲１３６０－７０ 0879-62-0130

香川県 小豆郡土庄町 香川商事株式会社 リバーサイド土庄　給油所 上庄字大黒１５２５番地の１ 0879-62-1110

香川県 小豆郡土庄町 株式会社大谷 株式会社大谷大谷　給油所 甲６１９２－２５ 0879-62-1255

香川県 小豆郡小豆島町 有限会社早川石油店 有限会社早川石油店内海　給油所 安田甲２３０－４ 0879-82-2205

香川県 小豆郡小豆島町 金両株式会社 シェル石油小豆島　給油所 馬木甲８４６番地６、甲８５０番地１１ 0879-82-3333

香川県 小豆郡小豆島町 株式会社ヒダ 池田港　給油所 池田２２８番地２７ 0879-75-0426

香川県 小豆郡小豆島町 八木石油株式会社 八木石油株式会社内海　給油所 安田甲２１９の１ 0879-82-0909

香川県 小豆郡小豆島町 八木石油株式会社 内海第二　給油所 草壁本町字松山１０５７－５ 0879-82-0156

香川県 小豆郡小豆島町 八木石油株式会社 八木石油株式会社内海新道　給油所 安田字植松甲１４４－１７４ 0879-82-0103

香川県 木田郡三木町 株式会社亀田石油 株式会社亀田石油三木バイパス　給油所 大字下高岡字白山１１２４－１ 087-891-1210

香川県 木田郡三木町 株式会社西丸石油店 株式会社西丸石油店三木中央　給油所 大字鹿伏字下所２６５番地１ 087-898-2037

香川県 木田郡三木町 高橋石油株式会社 三木町　給油所 大字上高岡字池下３５２－２ 087-898-7888

香川県 木田郡三木町 徳島石油株式会社 三木　給油所 井戸字高木５６４－１ 087-899-1241

香川県 木田郡三木町 徳島石油株式会社 池戸　給油所 大字池戸字丁田２８４３番地１ 087-898-0357

香川県 香川郡直島町 木村プロパン株式会社 木村プロパン株式会社直島　給油所 １６６５－１ 087-892-2524

香川県 香川郡直島町 直島石油有限会社 直島第二　給油所 ４０５４番地 087-892-3054

香川県 綾歌郡宇多津町 横井石油株式会社 シーサイドパークさぬき　給油所 浜二番丁２０－３ 0877-49-1540

香川県 綾歌郡宇多津町 篠原商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅｾﾙﾌ坂出南ｲﾝﾀｰ　給油所 大字東分１６５９－１ 0877-49-4333

香川県 綾歌郡宇多津町 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケア宇多津ＳＳ ２４１０－２ 0877-49-1618

香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社西本商店 西本商店宇多津　給油所 2030番地 0877-49-0337

香川県 綾歌郡綾川町 久米加株式会社 オアシス滝宮　給油所 滝宮４５０番地５ 087-876-0038

香川県 綾歌郡綾川町 久米加株式会社 オアシス綾南陶　給油所 陶４１６９－５ 087-876-2567

香川県 綾歌郡綾川町 四国石油株式会社 綾南町　給油所 陶字宮藪２６９２－１ 087-876-3900

香川県 綾歌郡綾川町 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー ジャスポート滝宮ＳＳ 萱原５７０番地１ 087-870-8155

香川県 綾歌郡綾川町 有限会社岡内自動車 綾川　給油所 山田下３１６５番地１ 087-878-2055

香川県 仲多度郡琴平町 株式会社福岡商会 株式会社福岡商会琴平　給油所 苗田古川９４３の３、９４５の１ 0877-75-3356

香川県 仲多度郡琴平町 有限会社竹内石油店 有限会社竹内石油店琴平　給油所 榎井６９－７ 0877-75-3632

香川県 仲多度郡多度津町 有限会社森末商店 有限会社森末商店多度津　給油所 大字道福寺３７７番地１ 0877-33-1333

香川県 仲多度郡多度津町 天野商事株式会社 多度津セルフ　給油所 本通１丁目甲９１２ 0877-56-6040

香川県 仲多度郡多度津町 西岡商事株式会社 西岡商事多度津　給油所 東港町１１－１ 0877-33-1151

香川県 仲多度郡多度津町 讃備石油株式会社 シェル石油多度津　給油所 本通３丁目６番２１号 0877-32-3391

香川県 仲多度郡まんのう町 有限会社丸井石油 丸井石油満濃町　給油所 吉野下１４８３の５ 0877-75-3511

香川県 仲多度郡まんのう町 株式会社サンオイル 炭所西Ｓ.Ｓ 炭所西９４８番地３２ 0877-79-0855

香川県 仲多度郡まんのう町 株式会社高尾商店 株式会社高尾商店 川東９２５番地１ 087-784-2402

香川県 仲多度郡まんのう町 有限会社吉野タクシー 有限会社吉野タクシー満濃　給油所 吉野２４９２－１ 0877-79-2311

香川県 仲多度郡まんのう町 北井石油有限会社 北井石油琴平　給油所 買田５０６－２ 0877-75-3333

香川県 仲多度郡まんのう町 株式会社ＪＡ香川県オートエナジー 協栄ＳＳ 吉野１２１５番地４ 0877-79-2118



香川県 仲多度郡まんのう町 稲毛　典男 稲毛石油店琴南　給油所 造田１３５０番地 0877-85-2225

愛媛県 松山市 上原成商事株式会社 千舟町　給油所 千舟町３－９ 089-934-6151

愛媛県 松山市 日興石油株式会社 中ノ川　給油所 湊町４－１－２ 089-931-3221

愛媛県 松山市 日興石油株式会社 和気　給油所 和気町１－４７３－１ 089-979-2044

愛媛県 松山市 日興石油株式会社 カーフォートかもがわ 鴨川２－１７－１ 089-978-1616

愛媛県 松山市 今井石油株式会社 今井石油３３インターいまい 北土居五丁目１５番１６号 089-956-0837

愛媛県 松山市 今井石油株式会社 今井石油松山東　給油所 久米窪田町８３３－７ 089-976-6606

愛媛県 松山市 株式会社藤田商店 松山久万ノ台　給油所 問屋町９番４３号 089-923-8171

愛媛県 松山市 村上石油株式会社 村上石油Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＣＡＶＥＴＹ中央通店 中央１丁目１６番地２０号 089-925-1430

愛媛県 松山市 三原産業株式会社 ドクタードライブＣａｍｅｌｌｉａ３３店 北土居４丁目１８番９号 089-958-2795

愛媛県 松山市 有限会社坂本石油店 有限会社坂本石油店奥道後　給油所 上高野町１５２番地１ 089-977-0403

愛媛県 松山市 株式会社戒田商事 株式会社戒田商事森松　給油所 森松町１０３２－５ 089-956-1262

愛媛県 松山市 藤村石油株式会社 藤村石油保免　給油所 保免西３丁目１１－１８ 089-971-7060

愛媛県 松山市 藤村石油株式会社 藤村石油古川　給油所 古川西３丁目５番２５号 089-958-7803

愛媛県 松山市 高松石油株式会社 鴨川　給油所 東長戸４－１－３３ 089-925-6228

愛媛県 松山市 株式会社アイユ 辰巳　給油所 辰巳町７番２８号 089-952-0601

愛媛県 松山市 赤松石油株式会社 赤松石油セルフ松山ひらい　給油所 平井町２８６０－１ 089-975-5533

愛媛県 松山市 株式会社山内石油 松山余戸　給油所 余戸中４丁目２－２２ 089-971-3378

愛媛県 松山市 株式会社山内石油 セルフていれぎ 南高井町１３５８－１ 089-990-3588

愛媛県 松山市 有限会社今出石油 有限会社今出石油 西垣生町７１０番地２ 089-972-0549

愛媛県 松山市 新光石油株式会社 南高井　給油所 南高井町１７３９番地 089-975-1566

愛媛県 松山市 えひめ中央農業協同組合 えひめ中央農業協同組合下難波　給油所 下難波１０２－１０ 089-993-3138

愛媛県 松山市 えひめ中央農業協同組合 えひめ中央農業協同組合中島　給油所 中島大浦１６２４－１ 089-997-1151

愛媛県 松山市 藤村石油株式会社 藤村石油空港　給油所 南吉田町松山空港内 089-972-1319

愛媛県 松山市 今井石油株式会社 今井石油ひらたﾊﾟｰｸいまい 平田町１２番１ 089-978-6860

愛媛県 松山市 株式会社マツビシ 松山南　給油所 天山３丁目１４番３２号 089-921-4838

愛媛県 松山市 株式会社共進石油 衣山　給油所 衣山２－１－３２ 089-922-2044

愛媛県 松山市 今井石油株式会社 今井石油サクラメント通り　給油所 南江戸二丁目８番３８号 089-917-8460

愛媛県 松山市 株式会社ペトロスター関西 セルフ松山中央　給油所 中央一丁目１１番１０号 089-924-7575

愛媛県 松山市 太陽石油販売株式会社 セルフ森松　給油所 森松町７２７番地１ 089-905-7503

愛媛県 松山市 太陽石油販売株式会社 和泉　給油所 和泉南四丁目１番３９号 089-905-0220

愛媛県 松山市 太陽石油販売株式会社 セルフ空港　給油所 高岡町７４番地１ 089-973-3335

愛媛県 松山市 太陽石油販売株式会社 セルフ小坂　給油所 枝松五丁目３－１２ 089-915-4121

愛媛県 松山市 太陽石油販売株式会社 白水台　給油所 白水台四丁目１－９ 089-927-1377

愛媛県 松山市 太陽石油販売株式会社 セルフ来住町　給油所 来住町１２９３番１ 089-955-6151

愛媛県 松山市 安藤石油株式会社 ｍｉｏどばしＳＳ 竹原町１丁目２番地１０ 089-943-4166

愛媛県 松山市 太陽石油販売株式会社 セルフ北条　給油所 小川甲２７３番地１ 089-994-7571

愛媛県 松山市 佐竹石油株式会社 セルフ樽味　給油所 樽味４丁目６番２号 089-934-9315

愛媛県 松山市 株式会社サンエネルギー 鴨川　給油所 鴨川２丁目１１番３５号 089-978-1511

愛媛県 松山市 ナヴィ株式会社 エコノ余戸　給油所 余戸南２－２５－３３ 089-968-8020

愛媛県 松山市 ナヴィ株式会社 エコノ和泉　給油所 和泉南２－１２－１３ 089-905-8006

愛媛県 松山市 全国農業協同組合連合会 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ松山東　給油所 北久米町７５５－１ 089-970-5755

愛媛県 松山市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケア大可賀ＳＳ 大可賀三丁目１０－１１ 089-951-0336

愛媛県 松山市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケア東長戸ＳＳ 東長戸１－１１－６ 089-925-2166

愛媛県 松山市 汐見石油株式会社 勝岡　給油所 太山寺町872-3 089-978-1270

愛媛県 今治市 波止浜興産株式会社 地堀　給油所 地堀５丁目３－１ 0898-41-8175

愛媛県 今治市 東石株式会社 今治　給油所 恵美須町１丁目１－１０ 0898-23-3721

愛媛県 今治市 東石株式会社 東石喜田村　給油所 喜田村６－２－２６ 0898-48-1533

愛媛県 今治市 東石株式会社 サンウェーイマバリ 片山２丁目７番８号 0898-23-2929

愛媛県 今治市 株式会社白石石油店 株式会社白石石油店拝志　給油所 拝志３－１２ 0898-48-5653

愛媛県 今治市 越智今治農業協同組合 越智今治農業協同組合吉海　給油所 吉海町幸新田２５５番 0897-84-2052

愛媛県 今治市 越智今治農業協同組合 越智今治農業協同組合乃万　給油所 阿方甲２４２の１ 0898-32-1236

愛媛県 今治市 越智今治農業協同組合 大三島　給油所 大三島町台２１７、２１８、２１９番地 0897-82-1200

愛媛県 今治市 朝日エナジー有限会社 朝倉　給油所 古谷甲５４８－１ 0898-56-3621

愛媛県 今治市 全農エネルギー株式会社 今治中央店 北日吉町１丁目２３５番地１ 0898-35-3112

愛媛県 今治市 全農エネルギー株式会社 波方　給油所 波方町大字樋口字折内甲１６６４－４     0898-41-9029

愛媛県 今治市 吉源石油株式会社 アイビーロードのま 阿方甲３２９番地１ 0898-25-3733



愛媛県 今治市 有限会社大谷石油 吉海町　給油所 吉海町仁江９６番地１ 0897-84-2829

愛媛県 今治市 株式会社柿原商店 株式会社柿原商店今治東　給油所 南鳥生町３－１－１０ 0898-22-5007

愛媛県 今治市 有限会社越智巧商店 コスモヴァンヴェール大三島　給油所 上浦町井口５２８４番地１ 0897-87-4000

愛媛県 今治市 有限会社越智巧商店 大三島　給油所 上浦町井口６６５６番地 0897-87-2015

愛媛県 今治市 山善株式会社 大新田　給油所 大新田町５－７－３４ 0898-22-7034

愛媛県 今治市 月原　アキラ 月原石油桜井　給油所 桜井２丁目６番１２号 0898-48-0400

愛媛県 今治市 渡部　秀敏 波方タクシー石油部波方　給油所 波方町樋口甲１３７１番地１ 0898-43-0246

愛媛県 今治市 井上　信哉 井上石油店上浦　給油所 上浦町井口２２９９番地１ 0898-87-3212

愛媛県 今治市 有限会社石川石油店 コモド立花 郷本町１丁目１番２２号 0898-22-3543

愛媛県 今治市 細河　智也 細河石油店宮浦　給油所 大三島町宮浦５６５４番地 0897-82-0066

愛媛県 今治市 株式会社天宗 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ城東ＳＳ 美須賀町四丁目１番地３ 0898-31-7002

愛媛県 今治市 株式会社天宗 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ今治まつき　給油所 松木４０番地２ 0898-48-7473

愛媛県 今治市 有限会社アローズ石油 有限会社アローズ石油伯方　給油所 伯方町有津甲８３８番地１９ 0897-72-0040

愛媛県 今治市 太陽石油販売株式会社 セルフ今治南　給油所 町谷甲１９４番地４ 0898-36-6320

愛媛県 今治市 太陽石油販売株式会社 今治　給油所 松木２１５番８ 0898-48-0020

愛媛県 今治市 太陽石油販売株式会社 セルフ今治北　給油所 大新田町五丁目６番３６号 0898-33-7560

愛媛県 今治市 太陽石油販売株式会社 菊間　給油所 菊間町浜１４６７番地２ 0898-54-5858

愛媛県 今治市 朝日エナジー有限会社 フジグラン今治　給油所 東門町五丁目１５－２３ 0898-24-6401

愛媛県 今治市 太陽石油販売株式会社 セルフ別名　給油所 別名２３３番地１ 0898-23-1807

愛媛県 今治市 サンセイ石油株式会社 サンセイ石油桜井　給油所 長沢甲１２５２番地１ 0898-48-0158

愛媛県 今治市 全農エネルギー株式会社 菊間店　給油所 菊間町浜１１４１ 0898-52-8608

愛媛県 今治市 西元　修 大河石油店玉川　給油所 玉川町長谷甲985番地の6 0898-55-2016

愛媛県 今治市 愛和エナジ株式会社 鳥生　給油所 東鳥生町4丁目3番1号 0898-32-1800

愛媛県 今治市 越智今治農業協同組合 越智今治農業協同組合　上浦給油所 上浦町井口5290 0897-87-4315

愛媛県 宇和島市 佐竹石油株式会社 ノースアイランドＳ.Ｓ 伊吹町１４２４番地 0895-22-3423

愛媛県 宇和島市 佐竹石油株式会社 南宇和島　給油所 新田町２丁目２番５号 0895-22-6711

愛媛県 宇和島市 佐竹石油株式会社 光満　給油所 高串一番耕地３８１ 0895-22-6710

愛媛県 宇和島市 佐竹石油株式会社 祝森　給油所 祝森甲３３３３番地１ 0895-27-2001

愛媛県 宇和島市 渡辺海運株式会社 オービットオイル城南　給油所 中沢町１－２－２ 0895-22-2134

愛媛県 宇和島市 株式会社大和石油 和霊町　給油所 和霊中町２丁目２－１８ 0895-22-4737

愛媛県 宇和島市 西崎石油株式会社 西崎石油株式会社番城　給油所 川内甲１０７７番地４ 0895-22-8881

愛媛県 宇和島市 赤松石油有限会社 三間町　給油所 三間町宮野下５８２番地 0895-58-3344

愛媛県 宇和島市 合名会社赤坂商事 赤坂商事伊予吉田　給油所 吉田町立間尻甲４２４番地 0895-52-0172

愛媛県 宇和島市 えひめ南農業協同組合 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ津島 津島町高田甲６７１ 0895-32-2704

愛媛県 宇和島市 えひめ南農業協同組合 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ吉田 吉田町立間２番耕地２２６６ 0895-52-0664

愛媛県 宇和島市 えひめ南農業協同組合 えひめ南農業協同組合三間町中央　給油所 三間町迫目３３２番１ 0895-58-3716

愛媛県 宇和島市 シンツ石油株式会社 プラザ弁天町　給油所 弁天町１丁目７番３号 0895-24-5800

愛媛県 宇和島市 シンツ石油株式会社 プラザ保田　給油所 保田甲９９０ 0895-20-3030

愛媛県 宇和島市 株式会社山下石油 伊予吉田　給油所 吉田町魚棚３４番地６ 0895-52-0135

愛媛県 宇和島市 武田　宗三 武田石油店 津島町北灘甲４３３ 0895-32-2939

愛媛県 宇和島市 有限会社西崎石油店 西崎石油岩松　給油所 津島町岩松甲５９０－２ 0895-32-2039

愛媛県 宇和島市 株式会社三間商事 三間商事三間　給油所 三間町宮野下６３１番地 0895-58-2265

愛媛県 宇和島市 寺田石油株式会社 寺田石油湊　給油所 丸之内５丁目８番８号 0895-22-4777

愛媛県 宇和島市 西崎石油株式会社 西崎石油株式会社宇和島　給油所 丸之内４－３－１２ 0895-25-6611

愛媛県 宇和島市 有限会社赤松石油店 赤松石油喜佐方沖　給油所 吉田町沖村甲２２４９番地 0895-52-0366

愛媛県 宇和島市 芝　多喜子 芝石油立間　給油所 吉田町立間２番耕地５１３番地１０ 0895-52-0575

愛媛県 宇和島市 赤松石油株式会社 赤松石油セルフ宇和島ＳＳ 高串２番耕地１５番地３ 0895-22-4373

愛媛県 宇和島市 株式会社浅田組 株式会社浅田組石油部 寄松甲１５４番地 0895-22-0775

愛媛県 宇和島市 みま石油販売合同会社 四国クリエイトみま　給油所 三間町務田１８９番地１ 0895-58-1192

愛媛県 八幡浜市 アトム石油株式会社 アトム石油株式会社八幡浜東　給油所 産業通１０番１４号 0894-22-3505

愛媛県 八幡浜市 ゼネラルいよ石油有限会社 保内　給油所 保内町宮内一番耕地３３８番地２ 0894-36-0328

愛媛県 八幡浜市 川之石石油販売株式会社 川之石石油販売株式会社川之石　給油所 保内町川之石１番耕地２３４－１０ 0894-36-0072

愛媛県 八幡浜市 有限会社宮内サービスセンター 宮内　給油所 保内町宮内１番耕地６５８番地２ 0894-36-0505

愛媛県 八幡浜市 西宇和農業協同組合 西宇和農業協同組合ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴにしうわ 保内町須川６５番１ 0894-36-0864

愛媛県 八幡浜市 清水産業株式会社 清水産業八幡浜駅前　給油所 松柏丙８０３番地１ 0894-23-2630

愛媛県 八幡浜市 太陽石油販売株式会社 八幡浜　給油所 郷３番耕地４６番地１ 0894-24-3456

愛媛県 八幡浜市 八幡浜漁業協同組合 八幡浜　給油所 沖新田１５２２番地の４ 0894-22-0225



愛媛県 新居浜市 株式会社藤田商店 新居浜坂井　給油所 坂井町１－５－１２ 0897-65-3530

愛媛県 新居浜市 有限会社矢野プロパン 国領　給油所 国領一丁目１８１３番地の１ 0897-41-6775

愛媛県 新居浜市 鴻上石油株式会社 高木　給油所 高木町４－４ 0897-32-8006

愛媛県 新居浜市 鴻上石油株式会社 角野　給油所 西泉町９－２０ 0897-41-5445

愛媛県 新居浜市 近藤石油株式会社 オートピア庄内 庄内町１丁目７番２１号 0897-33-7007

愛媛県 新居浜市 有限会社泉石油 アメニティー多喜浜 多喜浜２丁目１番７３号 0897-45-0201

愛媛県 新居浜市 有限会社今西石油 泉川　給油所 喜光地町１丁目１１番２０号 0897-43-6737

愛媛県 新居浜市 有限会社今西石油 船木　給油所 船木字松岡甲４４２４の１ 0897-41-5764

愛媛県 新居浜市 有限会社今西石油 多喜浜　給油所 多喜浜６丁目３番６３号 0897-46-3777

愛媛県 新居浜市 新居浜シェル石油株式会社 新居浜　給油所 西原町１丁目２番２２号 0897-32-5450

愛媛県 新居浜市 有限会社港石油 多喜浜　給油所 多喜浜三丁目５番３５号 0897-45-0120

愛媛県 新居浜市 株式会社天宗 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新居浜西ＳＳ 萩生字岸ノ下１３３７番１ 0897-43-5531

愛媛県 新居浜市 有限会社藤田石油商事 泉川　給油所 松原町１番７９号 0897-43-6155

愛媛県 新居浜市 鴻上石油株式会社 船木　給油所 船木甲２３６４－３ 0897-41-7712

愛媛県 新居浜市 太陽石油販売株式会社 セルフユヤマ　給油所 喜光地町一丁目１番４号 0897-41-4155

愛媛県 新居浜市 太陽石油販売株式会社 セルフ新居浜　給油所 北新町１３番６５号 0897-36-5600

愛媛県 新居浜市 太陽石油販売株式会社 セルフ多喜浜　給油所 郷二丁目５番７号 0897-67-1061

愛媛県 新居浜市 出光リテール販売株式会社 新居浜西　給油所 新田町１丁目１－２７ 0897-37-3855

愛媛県 新居浜市 出光リテール販売株式会社 出光イオン新居浜　給油所 前田町４番１５号 0897-33-8121

愛媛県 新居浜市 四国物産株式会社 パルシェ西原　給油所 西原町１丁目４番４３号 0897-32-4824

愛媛県 新居浜市 有限会社今西石油 セルフ西ノ土居　給油所 西の土居町２－７－２１ 0897-34-3778

愛媛県 西条市 有限会社藤本石油 西条西　給油所 氷見乙７０５番地１ 0897-57-9804

愛媛県 西条市 新高石油有限会社 新髙石油有限会社楢木　給油所 楢木８番地 0897-57-9036

愛媛県 西条市 えひめ未来農業協同組合 えひめ未来農業協同組合　古川給油所 古川字砂盛甲２９７の２ 0897-55-4186

愛媛県 西条市 えひめ未来農業協同組合 えひめ未来農業協同組合　神戸給油所 洲之内甲１６３－３ 0897-56-5000

愛媛県 西条市 太陽石油販売株式会社 東予丹原　給油所 周布７０５－１ 0898-76-7187

愛媛県 西条市 近藤産業株式会社 石根　給油所 小松町大頭甲５９４番地４ 0898-72-2326

愛媛県 西条市 近藤産業株式会社 小松インター　給油所 小松町新屋敷甲１３４４番地２ 0898-72-2129

愛媛県 西条市 株式会社三河屋 新産　給油所 神拝乙１３７番地２ 0897-56-2038

愛媛県 西条市 宮道　利嘉 宮道石油店三芳　給油所 三芳２１７番地１ 0898-66-5465

愛媛県 西条市 有限会社藤本石油 小松　給油所 小松町妙口甲１４７番地４ 0898-72-2141

愛媛県 西条市 山内石油株式会社 河原津　給油所 河原津甲１１０３番地３ 0898-66-5888

愛媛県 西条市 株式会社ペトロスター関西 セルフ西条バイパス　給油所 朔日市７７０－１ 0897-53-2080

愛媛県 西条市 太陽石油販売株式会社 セルフ東予　給油所 三津屋東３２番４ 0898-76-1938

愛媛県 西条市 太陽石油販売株式会社 神戸　給油所 洲之内甲６４９番地２ 0897-55-1222

愛媛県 西条市 太陽石油販売株式会社 東予インター　給油所 周布６２６番地３ 0898-76-1180

愛媛県 西条市 周桑農業協同組合 周桑農業協同組合中央　給油所 丹原町願連寺５１５番地３ 0898-68-7671

愛媛県 大洲市 愛媛たいき農業協同組合 愛媛たいき農業協同組合長浜セルフ　給油所 長浜町黒田甲６１７の２ 0893-52-1366

愛媛県 大洲市 愛媛たいき農業協同組合 オズメッセセルフ　給油所 東大洲１５８９－１番地 0893-25-5515

愛媛県 大洲市 有限会社古森石油店 古森石油店徳森　給油所 徳森３３６－１ 0893-25-2111

愛媛県 大洲市 南予丸善株式会社 南インター　給油所 北只１５３－１ 0893-24-3897

愛媛県 大洲市 有限会社谷本石油店 有限会社谷本石油店鹿野川　給油所 肱川町宇和川２７８６番地 0893-34-2252

愛媛県 大洲市 矢野ガス株式会社 リバーサイド長浜 長浜町上老松６番地１ 0893-52-0490

愛媛県 大洲市 上田建設株式会社 Ｕ&Ｋ石油 肱川町宇和川３４０２番地 0893-34-2166

愛媛県 大洲市 河辺自動車有限会社 河辺　給油所 河辺町植松５５４番地 0893-39-2234

愛媛県 大洲市 株式会社カワカミ セルフカワカミ 徳森２７９番地１ 0893-25-3434

愛媛県 大洲市 有限会社川上産業 肱川　給油所 肱川町宇和川３３５３番地 0893-34-2529

愛媛県 大洲市 有限会社竹田石油 新谷　給油所 新谷乙１８１３番地１５ 0893-25-0842

愛媛県 大洲市 合同会社岸本石油 長浜　給油所 長浜甲６７０番地１ 0893-52-0072

愛媛県 大洲市 瀧野　健史郎 瀧野石油店大洲西　給油所 平野町野田３３６９番地１ 0893-24-4429

愛媛県 大洲市 三原産業株式会社 ﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ大洲東店 徳森３８５番地 0893-25-0047

愛媛県 伊予市 カネサ運輸株式会社 郡中　給油所 稲荷５４８番地１ 089-982-0791

愛媛県 伊予市 有限会社永井商会 中山　給油所 中山町中山丑２８２番地３ 089-967-0117

愛媛県 伊予市 えひめ中央農業協同組合 えひめ中央農業協同組合伊予セルフ　給油所 市場字鳩岡甲１２７番 089-983-1127

愛媛県 伊予市 藤村石油株式会社 下吾川　給油所 下吾川９５５番地３ 089-982-1277

愛媛県 伊予市 有限会社船原石油 中山　給油所 中山町中山丑２００番地３ 089-967-0187

愛媛県 伊予市 株式会社門田 郡中ＳＳ 米湊８５５番地１ 089-982-0339



愛媛県 伊予市 有限会社向井石油店 有限会社向井石油店向井原　給油所 市場８１４番地 089-982-1363

愛媛県 四国中央市 全農エネルギー株式会社 松柏店 下柏町６７７－１ 0896-28-8161

愛媛県 四国中央市 全農エネルギー株式会社 豊岡店 豊岡町大町１４７９－１ 0896-22-5755

愛媛県 四国中央市 株式会社西日本宇佐美 １１号新居浜　給油所 土居町大字上野甲２９９６－１ 0896-74-7176

愛媛県 四国中央市 トクワカ商事株式会社 村松　給油所 村松町８８２番地 0896-24-4460

愛媛県 四国中央市 株式会社藤田商店 ハローズ土居　給油所 土居町入野１１９番１ 0896-75-1072

愛媛県 四国中央市 株式会社平石石油 平石石油三島中央　給油所 中曽根町３９６－１ 0896-24-3981

愛媛県 四国中央市 熊野石油有限会社 川之江　給油所 川之江町３２１６－１ 0896-56-6444

愛媛県 四国中央市 有限会社内田豊一商店 伊予新宮　給油所 新宮町新瀬川３０８番地 0896-72-2314

愛媛県 四国中央市 三共オートサービス株式会社 宮川　給油所 三島宮川１丁目１１－１ 0896-24-4398

愛媛県 四国中央市 有限会社共和自動車商会 共和石油 具定町４４８－１ 0896-23-5358

愛媛県 四国中央市 有限会社佐藤商店 伊予土居　給油所 土居町蕪崎６５１－３ 0896-74-3210

愛媛県 四国中央市 有限会社あたらしや 伊予新宮　給油所 新宮町新宮４３０番地 0896-72-2015

愛媛県 四国中央市 有限会社渡辺石油店 土居　給油所 土居町中村１３１７－２ 0896-74-3532

愛媛県 四国中央市 有限会社石川石油店 川之江　給油所 川之江町４０６４－１６ 0896-58-2102

愛媛県 四国中央市 カネマツ商事株式会社 カネマツ商事株式会社金生　給油所 金生町下分８１１番地の２ 0896-58-2200

愛媛県 四国中央市 有限会社三宅石油店 プラザミヤケ 寒川町１６４番地の１ 0896-24-5129

愛媛県 四国中央市 株式会社藤田商店 川之江　給油所 川之江町字泉田３４７－１ 0896-22-4808

愛媛県 西予市 渡辺海運株式会社 オービットオイル宇和　給油所 宇和町下松葉３番地 0894-62-6145

愛媛県 西予市 野村石油株式会社 野村石油株式会社野村　給油所 野村町野村１０号４９０番地１ 0894-72-1110

愛媛県 西予市 宮内石油有限会社 宮内石油有限会社城川　給油所 城川町嘉喜尾４８３７の２ 0894-82-0140

愛媛県 西予市 株式会社ＪＡ東宇和サービス 株式会社ＪＡ東宇和サービスＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ宇和 宇和町下松葉字大清水５２７－１ 0894-62-0187

愛媛県 西予市 株式会社ＪＡ東宇和サービス 株式会社ＪＡ東宇和サービス野村中央　給油所 野村町法正１２－６３６－１ 0894-72-1123

愛媛県 西予市 株式会社ＪＡ東宇和サービス 株式会社ＪＡ東宇和サービス城川中央　給油所 城川町下相１１９５ 0894-82-1120

愛媛県 西予市 有限会社岡田石油店 野村　給油所 野村町野村１２号７４８番地 0894-72-0105

愛媛県 西予市 梅原　隆志 梅原石油店宇和　給油所 宇和町明間３０７５－１ 0894-67-0212

愛媛県 西予市 兵頭　義光 兵頭石油皆江　給油所 三瓶町皆江１８６７ 0894-34-0276

愛媛県 西予市 西宇和農業協同組合 西宇和農業協同組合三瓶　給油所 三瓶町朝立字向山７番耕地１１６番の１ 0894-33-3346

愛媛県 東温市 株式会社吉田石油店 松山東　給油所 大字南方１６５２番地３ 089-966-2341

愛媛県 東温市 株式会社マツビシ 重信　給油所 野田３丁目５１４番地 089-964-5954

愛媛県 東温市 松山市農業協同組合 松山市農業協同組合川上　給油所 南方１５６２番地１ 089-966-2158

愛媛県 東温市 山之内石油販売株式会社 山之内　給油所 山之内甲１６３４の８ 089-964-3336

愛媛県 東温市 岸化学油脂株式会社 ルフラン石油 西岡甲３７番地１ 089-990-7411

愛媛県 東温市 株式会社竹田石油 株式会社竹田石油重信中央　給油所 西岡甲３１４番地 089-964-2196

愛媛県 東温市 株式会社竹田石油 株式会社竹田石油川内　給油所 則之内丙９０１－１ 089-966-5600

愛媛県 東温市 太陽石油販売株式会社 重信　給油所 田窪１８９７番地１ 089-955-1255

愛媛県 上浮穴郡久万高原町 株式会社愛和美川石油 愛和美川石油 大川４４５６番地 0892-56-0723

愛媛県 上浮穴郡久万高原町 株式会社久保建設 株式会社久保建設露峰　給油所 露峰甲１１８１－１ 0892-21-2531

愛媛県 伊予郡松前町 阿川石油株式会社 阿川石油松前　給油所 大字南黒田３９７番地 089-984-2027

愛媛県 伊予郡松前町 松山市農業協同組合 松山市農業協同組合永田　給油所 大字永田８０の２ 089-984-1572

愛媛県 伊予郡松前町 松山興産株式会社 ユーティーまさき 大字北黒田５６７番地７ 089-984-1223

愛媛県 伊予郡松前町 有限会社関谷 岡田　給油所 大字昌農内字上蔵４１ 089-984-2104

愛媛県 伊予郡松前町 太陽石油販売株式会社 セルフまさきＳＣ前　給油所 大字東古泉５３４番地１ 089-960-3123

愛媛県 伊予郡松前町 株式会社ヤマウチ セルフ松前　給油所 永田５００－３ 089-961-8522

愛媛県 伊予郡砥部町 中村石油株式会社 セルフＺＯＯ 上原町２７１－５ 089-962-6786

愛媛県 伊予郡砥部町 原町石油株式会社 原町石油株式会社砥部　給油所 高尾田７６３番地 089-956-6600

愛媛県 喜多郡内子町 愛媛たいき農業協同組合 愛媛たいき農業協同組合内子セルフ　給油所 内子１５５３番 0893-43-1249

愛媛県 喜多郡内子町 有限会社ミヤヒロ石油店 立川　給油所 川中１９７６番地 0893-45-0302

愛媛県 喜多郡内子町 えひめ中央農業協同組合 えひめ中央農業協同組合小田　給油所 寺村１５０６－１ 0892-52-3211

愛媛県 喜多郡内子町 株式会社ブリッジカンパニー ブリッジステーションオイルバー 城廻５０２ 0893-44-3536

愛媛県 喜多郡内子町 有限会社久保石油 有限会社久保石油五十崎　給油所 平岡甲１７８番地第１ 0893-44-2500

愛媛県 喜多郡内子町 吉田石油株式会社 吉田石油五十崎　給油所 平岡甲１番地の３ 0893-44-3131

愛媛県 西宇和郡伊方町 城　満也 城物産伊方　給油所 湊浦３６番地６ 0894-38-0805

愛媛県 西宇和郡伊方町 有限会社川田商店 有限会社川田商店三机　給油所 三机乙４３６４番地１２ 0894-52-0671

愛媛県 西宇和郡伊方町 有限会社二宮石油店 伊方メロディーライン　給油所 湊浦５８９番地１ 0894-38-1770

愛媛県 西宇和郡伊方町 水本産業有限会社 三崎　給油所 釜木２１７番地 0894-54-2121

愛媛県 西宇和郡伊方町 西宇和農業協同組合 西宇和農業協同組合三崎　給油所 三崎１１３ 0894-54-1346



愛媛県 北宇和郡松野町 有限会社山下石油 有限会社山下石油松野　給油所 大字松丸４７番地 0895-42-0145

愛媛県 北宇和郡鬼北町 有限会社二宮石油店 有限会社二宮石油店近永　給油所 大字近永１１９８番地 0895-45-1123

愛媛県 北宇和郡鬼北町 有限会社二宮石油店 有限会社二宮石油店中野川　給油所 大字中野川５５８番地１ 0895-45-3008

愛媛県 北宇和郡鬼北町 有限会社浅野石油店 有限会社浅野石油店広見　給油所 近永６３０ 0895-45-0171

愛媛県 北宇和郡鬼北町 有限会社近永石油 近永石油きほく　給油所 大字近永５９２番地１ 0895-45-0376

愛媛県 北宇和郡鬼北町 えひめ南農業協同組合 えひめ南農業協同組合鬼北中央　給油所 大字永野市８６番地の１ 0895-45-1166

愛媛県 北宇和郡鬼北町 有限会社三島石油店 有限会社三島石油店宇和三島　給油所 大字小松１５３６番地 0895-48-0136

愛媛県 南宇和郡愛南町 都築　重仁 松菱石油店赤水　給油所 赤水４７１－５ 0895-75-0085

愛媛県 南宇和郡愛南町 株式会社羽田建設 南郡　給油所 増田４７４７番地 0895-84-3268

愛媛県 南宇和郡愛南町 有限会社フォーライズ ナッティ中浦 中浦７－１ 0895-75-0312

愛媛県 南宇和郡愛南町 えひめ南農業協同組合 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ愛南 御荘平城３６２７－１ 0895-72-1120

愛媛県 南宇和郡愛南町 浜見産業有限会社 節崎　給油所 御荘平城４６４３番地１ 0895-72-3366

愛媛県 南宇和郡愛南町 有限会社幸田石油店 有限会社幸田石油店御荘　給油所 城辺乙４６７番地 0895-72-1118

愛媛県 南宇和郡愛南町 有限会社山本石油 御荘　給油所 御荘平城７３番地 0895-72-0406

愛媛県 南宇和郡愛南町 有限会社近藤石油 近藤石油一本松　給油所 一本松５１８３番地 0895-84-2064

愛媛県 南宇和郡愛南町 藤田　成人 中浦　給油所 中浦６１０番地１ 0895-75-0421

高知県 高知市 株式会社ヒワサキ セルフ一宮　給油所 一宮西町１丁目２番８号 088-845-1525

高知県 高知市 土佐共同産業株式会社 オレンジベア百石店 百石町４丁目６番４号 088-831-4232

高知県 高知市 土佐共同産業株式会社 オレンジベア高須店 高須２丁目１９－２７ 088-880-5520

高知県 高知市 高知スタンダード石油株式会社 いちご野　給油所 介良字赤坂乙５６７－３ 088-860-5077

高知県 高知市 高知石油株式会社 高知石油伊勢崎町　給油所 伊勢崎町１２－８ 088-823-8099

高知県 高知市 高知石油株式会社 セルフステーション北バイパス 薊野北町２丁目１１－３５ 088-820-2606

高知県 高知市 明神石油株式会社 明神石油北本町　給油所 北本町３－１０－３６ 088-882-9195

高知県 高知市 富士産業株式会社 富士産業株式会社寿町　給油所 寿町５番２号 088-872-8318

高知県 高知市 サンライズエナジー株式会社 布師田　給油所 布師田３０１７－４ 088-845-1991

高知県 高知市 有限会社わかや石油 幸崎　給油所 南河ノ瀬町７０ 088-833-0711

高知県 高知市 森木エネルギー株式会社 高須　給油所 葛島４－１－６ 088-883-1688

高知県 高知市 西内　正幸 峠　給油所 薊野４８９－４ 088-845-2415

高知県 高知市 高知スタンダード石油株式会社 曙町　給油所 曙町１丁目２番２５号 088-844-6933

高知県 高知市 田之内恒産有限会社 田之内恒産有限会社セルフステーション介良 介良乙３６７７－１ 088-860-7178

高知県 高知市 吉永石油有限会社 介良 介良乙８１５－１ 088-860-7003

高知県 高知市 吉永石油有限会社 高見　給油所 塩屋崎町２丁目１３番１１号 088-832-5963

高知県 高知市 有限会社山下オート商会 山下オート商会万々　給油所 万－３５３－３ 088-872-1073

高知県 高知市 太陽石油販売株式会社 セルフ春野　給油所 春野町弘岡中８１３－１ 088-894-5123

高知県 高知市 太陽石油販売株式会社 セルフ秦南　給油所 秦南町一丁目５番６０号 088-823-6841

高知県 高知市 出光リテール販売株式会社 宝永町　給油所 宝永町６－２０ 088-878-0848

高知県 高知市 有限会社オザキ 黒潮石油　給油所 池字堀越１４２７番７ 088-847-7575

高知県 高知市 松岡　光 松岡石油店土佐大津　給油所 大津乙４６－１ 088-866-2039

高知県 高知市 有限会社伊野工材 若草　給油所 若草南町３７２番地１ 088-843-2001

高知県 高知市 コスモ石油販売株式会社 セルフ高知インターＳＳ 北金田３－１３ 088-883-4691

高知県 室戸市 土佐共同産業株式会社 オレンジベア室戸店 浮津４８－５ 0887-22-4767

高知県 安芸市 仙頭　和也 赤野橋　給油所 赤野乙１１１３ 0887-33-2457

高知県 安芸市 竹内　忠吉 竹内石油店穴内　給油所 穴内甲５２－１ 0887-34-1230

高知県 南国市 高知石油株式会社 高知石油南国インター左右山　給油所 左右山３４２－３ 088-862-3550

高知県 南国市 岡林　昌稔 廿枝　給油所 廿枝１２４５ 088-864-3907

高知県 南国市 有限会社マリン石油 有限会社マリン石油空港ＳＳ 田村甲５３４－１ 088-804-6950

高知県 南国市 出光リテール販売株式会社 南国バイパス　給油所 明見字五台山分８０６－１ 088-878-6525

高知県 南国市 土佐共同産業株式会社 オレンジベア南国店 大埇甲２５４５－５ 088-863-8260

高知県 土佐市 土佐共同産業株式会社 オレンジベアラフィーネ高岡店 蓮池２７３５の１ 088-852-0002

高知県 土佐市 明神石油株式会社 明神石油宇佐　給油所 宇佐町宇佐１７５３番地先 088-856-0117

高知県 土佐市 有限会社浜田石油店 有限会社浜田石油店宇佐　給油所 宇佐町宇佐３１５９番地の７９ 088-856-0016

高知県 土佐市 有限会社浜田石油店 ニュー高岡　給油所 高岡町乙３３７３番地１ 088-852-3455

高知県 土佐市 有限会社浜田石油店 市野々　給油所 市野－字田仲７４番２ 088-855-0150

高知県 須崎市 株式会社沖吉石油 多の郷　給油所 大間東町６－１０ 0889-42-2840

高知県 須崎市 株式会社青木 サンクス新荘　給油所 下分甲６７２番地１ 0889-42-3646

高知県 須崎市 有限会社矢正建設 浦の内　給油所 浦ノ内西分１０６４番地１ 0889-49-0638

高知県 宿毛市 有限会社イノイシ燃料 有限会社イノイシ燃料アイランド宿毛　給油所 幸町８番１６号 0880-63-3168



高知県 宿毛市 有限会社松沢清石油店 有限会社松沢清石油店宿毛新田　給油所 宿毛１３３６－６ 0880-63-2635

高知県 宿毛市 有限会社宿毛西部給油所 有限会社宿毛西部　給油所 大深浦１７８－１ 0880-65-8801

高知県 宿毛市 増田商事株式会社 ＥｎｅＪｅｔ宿毛　給油所 宿毛５５１２－１番地 0880-63-3855

高知県 宿毛市 竹村　征二 宿毛　給油所 中央２丁目８番２０号 0880-63-2947

高知県 宿毛市 増田商事株式会社 増田商事株式会社片島　給油所 片島８番２３号 0880-65-8144

高知県 土佐清水市 三浦　茂 三浦石油店三崎　給油所 三崎浦４丁目２番１号 0880-85-0112

高知県 四万十市 マルネン株式会社 カーテクノ四万十　給油所 具同２２０９－１ 0880-31-2255

高知県 四万十市 出光リテール販売株式会社 中村　給油所 中村大橋通６丁目１番１４号 0880-34-4126

高知県 香南市 有限会社正晃石油 有限会社正晃石油赤岡町　給油所 赤岡町１５５２番地２ 0887-54-2265

高知県 香南市 北川　満弘 北川石油吉川　給油所 吉川町吉原１２９０－１ 0887-54-3221

高知県 香南市 野本商事株式会社 野本商事株式会社夜須　給油所 夜須町坪井４７３番地１ 088-754-2264

高知県 安芸郡東洋町 株式会社ヒワサキ 甲浦　給油所 甲浦字片谷南山６０９－９ 0887-29-2026

高知県 安芸郡東洋町 松本　栄一 松本石油店野根　給油所 野根大谷口丙４６７の２ 0887-28-1994

高知県 安芸郡馬路村 岡野　幸平 馬路　給油所 影４０１－２ 088-744-2309

高知県 長岡郡本山町 有限会社小川石油店 小川石油店本山　給油所 本山６２９ 0887-76-2241

高知県 土佐郡土佐町 有限会社泉商事 有限会社泉商事地蔵寺　給油所 地蔵寺字シデノウチ２４７５－１番地 0887-83-0503

高知県 土佐郡土佐町 有限会社川田石油 川田石油鳥井　給油所 田井字鳥井1004-1 0887-82-0906

高知県 吾川郡いの町 有限会社和田燃料店 有限会社和田燃料店伊野　給油所 １４６９番地１３ 088-892-0137

高知県 吾川郡いの町 有限会社尾崎石油店 神谷　給油所 神谷７３８番地 088-892-1730

高知県 吾川郡いの町 太陽石油販売株式会社 セルフ伊野　給油所 枝川３２０５－１ 088-850-4810

高知県 吾川郡いの町 有限会社高吾ガス 天王ニュータウン　給油所 天王南５丁目２番地３ 088-850-1333

高知県 吾川郡いの町 有限会社土居石油店 有限会社土居石油店伊野　給油所 波川５５０番地 088-892-0516

高知県 吾川郡いの町 有限会社福吉石油店 カーポート天王 池ノ内３３２番１ 088-893-0747

高知県 吾川郡仁淀川町 岡林　信雄 シェル石油土佐大崎　給油所 大崎２７７ 0889-35-0124

高知県 高岡郡中土佐町 有限会社山岡商店 有限会社山岡商店上ノ加江　給油所 上ノ加江２６３２，２６３３番地 0889-54-0322

高知県 高岡郡越知町 有限会社丸八織田金物店 有限会社丸八織田金物店越知　給油所 越知甲２１５０ 0889-26-1016

高知県 高岡郡梼原町 有限会社氏原石油 カルスト梼原　給油所 字下西の川９３８－１ 0889-65-1305

高知県 高岡郡日高村 土佐共同産業株式会社 オレンジベアダムール加茂店 岩目地字藤ケ谷８－５ 0889-24-7730

高知県 高岡郡日高村 正岡　隆憲 岩目地　給油所 岩目地６６４番地 0889-24-5040

高知県 高岡郡日高村 有限会社秋本石油 日高　給油所 下分１８８７－６ 0889-24-4005

高知県 高岡郡日高村 有限会社ウエスト 有限会社ウエスト日下　給油所 下分１１５６番地 088-924-7770

高知県 高岡郡四万十町 土佐共同産業株式会社 オレンジベア床鍋店 床鍋中屋舗１１０８－１ 0880-22-8752

高知県 高岡郡四万十町 土佐共同産業株式会社 オレンジベア四万十町中央インター店 東大奈路５１６－６１ 0880-22-3098

高知県 幡多郡大月町 株式会社中野商店 株式会社中野商店大月　給油所 弘見２１７０－１ 0880-73-0118

高知県 幡多郡黒潮町 有限会社長嶋石油店 有限会社長嶋石油店土佐佐賀　給油所 佐賀８４０番地８号 0880-55-2046

福岡県 北九州市門司区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーションニュー大里　給油所 高田１－２１－１０ 093-371-0631

福岡県 北九州市門司区 九販石油株式会社 片上　給油所 片上海岸４－１４ 093-321-2061

福岡県 北九州市門司区 九販石油株式会社 新門司　給油所 吉志２３６－３ 093-481-1323

福岡県 北九州市門司区 エネクスフリート株式会社 新門司インター　給油所 畑９４２－１ 093-481-3578

福岡県 北九州市門司区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅしんもじ店　給油所 新門司１－１－１１ 093-483-2211

福岡県 北九州市門司区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ門司店　給油所 東本町１丁目６番１９号 093-321-6545

福岡県 北九州市門司区 株式会社西日本宇佐美 １９９号門司ＳＳ　給油所 松原１丁目３番１９号 093-381-2777

福岡県 北九州市門司区 株式会社九州エナジー 門司　給油所 東本町１－７－１３ 093-321-2821

福岡県 北九州市若松区 株式会社九州エナジー セルフステーション若松　給油所 古前１－６２７－３ 093-752-1730

福岡県 北九州市若松区 株式会社新光 藤の木　給油所 宮丸２－３－１０ 093-771-1556

福岡県 北九州市若松区 株式会社ｉ・ライフソリューションズ Ｉ－Ｓｔｏｒｅ若松ひびきの店　給油所 ひびきの北１番１０号 093-742-5522

福岡県 北九州市若松区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション高須　給油所 大字大鳥居１５７番１ 093-742-5858

福岡県 北九州市若松区 丸三商事有限会社 小石　給油所 上原町２－５ 093-761-2287

福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ワシダ 戸畑構内　給油所 大字戸畑２５５番地２６ 093-872-5092

福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ヒガキ ＢＩＧＯＮＥ中原　給油所 中原東１－１５－２０ 093-871-2521

福岡県 北九州市戸畑区 九販石油株式会社 戸畑　給油所 浅生１－３－２７ 093-883-1071

福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ワシダ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ戸畑店　給油所 中本町１２－２５ 093-881-5075

福岡県 北九州市小倉北区 株式会社西日本宇佐美 北九州トラックステーション　給油所 東港１－５－２ 093-581-9696

福岡県 北九州市小倉北区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ東篠崎　給油所 東篠崎３丁目１９３－１７ 093-932-9811

福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅきよみず店　給油所 清水３－１２－１２ 093-561-1785

福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小倉店　給油所 上富野１－３－１ 093-531-6801

福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ足立店　給油所 下富野５－２１－２８ 093-533-6699



福岡県 北九州市小倉南区 株式会社西日本宇佐美 新門司　給油所 上吉田５丁目７１１－１ 093-475-1600

福岡県 北九州市小倉南区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション葛原　給油所 葛原本町６丁目１６３１－２ 093-473-1200

福岡県 北九州市小倉南区 有限会社菖蒲商会 小倉南　給油所 中曽根東１－２－２１ 093-471-7982

福岡県 北九州市小倉南区 有限会社菖蒲商会 荒木　給油所 下貫３－３－７ 093-472-9045

福岡県 北九州市小倉南区 谷弥石油株式会社 ザ・モール小倉前　給油所 田原新町３丁目１－１０１ 093-475-2345

福岡県 北九州市小倉南区 金沢石油株式会社 スーパーセルフ小倉南インター　給油所 徳吉東１丁目１０－１３ 093-451-6370

福岡県 北九州市小倉南区 有限会社吉田石油 グリーンズユア・ステーション　給油所 中吉田３丁目１の１ 093-475-2408

福岡県 北九州市小倉南区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ曽根　給油所 上曽根５－１１０－１ 093-474-5811

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社イデックスリテール福岡 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼　給油所 沼緑町５丁目３－１１ 093-474-1367

福岡県 北九州市小倉南区 有限会社サービス・ステーションさとう 桜橋　給油所 徳力六丁目１４－１ 093-962-3851

福岡県 北九州市小倉南区 小倉東石油株式会社 小倉東インター　給油所 長野本町２－１－３０ 093-473-7575

福岡県 北九州市小倉南区 出光リテール販売株式会社 セルフステーション守恒　給油所 守恒５丁目７－６ 093-961-1060

福岡県 北九州市小倉南区 谷弥石油株式会社 葛原　給油所 葛原１丁目３番１１号 093-482-2274

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ湯川店　給油所 湯川１丁目９番３号 093-931-7167

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小倉南店　給油所 徳吉東１－１１－１６ 093-452-1330

福岡県 北九州市小倉南区 東谷石油株式会社 高津尾　給油所 大字高津尾１３０－４ 093-452-1110

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ＡＺ徳力　給油所 守恒本町３－２－１０ 093-961-6191

福岡県 北九州市小倉南区 相光石油株式会社 セルフステーション小倉南蒲生　給油所 蒲生２－１１－１ 093-562-5512

福岡県 北九州市八幡東区 九州米油株式会社 八幡中央　給油所 中央２－２４－１０ 093-671-0400

福岡県 北九州市八幡東区 株式会社ワシダ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八幡店　給油所 西本町１－１８－１７ 093-671-3155

福岡県 北九州市八幡東区 株式会社ワシダ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ前田店　給油所 前田２－３－２５ 093-671-0701

福岡県 北九州市八幡東区 株式会社ワシダ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山王店　給油所 山王１－１７－１１ 093-681-6891

福岡県 北九州市八幡西区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション大平台　給油所 大平１－１３－１５ 093-611-5252

福岡県 北九州市八幡西区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション黒崎中央　給油所 西曲里町６番１２号 093-641-7110

福岡県 北九州市八幡西区 神原石油株式会社 香月　給油所 楠橋南３丁目２１－２１ 093-617-0711

福岡県 北九州市八幡西区 金沢石油株式会社 プリテール星ヶ丘　給油所 星ヶ丘６丁目１－１１６ 093-619-5001

福岡県 北九州市八幡西区 九販石油株式会社 黒崎　給油所 西神原町１－３０ 093-621-2033

福岡県 北九州市八幡西区 エネクスフリート株式会社 ３号線折尾　給油所 則松２－１２－５ 093-691-4350

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社的野物産 香月　給油所 香月中央３－１－１８ 093-617-0214

福岡県 北九州市八幡西区 池田石油有限会社 永犬丸ニュータウン　給油所 八枝２丁目１番２０号 093-603-0160

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ引野　給油所 引野１－２６－１０ 093-642-6422

福岡県 北九州市八幡西区 九州米油株式会社 穴生　給油所 穴生４－９－２２ 093-631-0494

福岡県 北九州市八幡西区 九州米油株式会社 小嶺　給油所 小嶺台１－１－５５ 093-612-1411

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三ヶ森店　給油所 三ヶ森４－１２－８ 093-613-0010

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ本城店　給油所 御開三丁目６番２０号 093-692-8802

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社イデックスリテール福岡 久喜町　給油所 紅梅３－１－２４ 093-631-2608

福岡県 北九州市八幡西区 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト馬場山　給油所 馬場山緑１６－１０ 093-617-1125

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ永犬丸　給油所 永犬丸４丁目１０番５号 093-692-6550

福岡県 福岡市東区 株式会社新出光 箱崎ふ頭　給油所 箱崎ふ頭４－１－７ 092-641-8461

福岡県 福岡市東区 エネクスフリート株式会社 香椎パークポート　給油所 香椎浜ふ頭３－１－１６ 092-681-6851

福岡県 福岡市東区 株式会社西日本宇佐美 ３号博多バイパス流通団地　給油所 松島３丁目６区１５－１ 092-612-7670

福岡県 福岡市東区 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ三苫　給油所 和白５－４－３８ 092-607-3812

福岡県 福岡市東区 谷弥石油株式会社 アイランド２０１　給油所 二又瀬１－１０ 092-611-7785

福岡県 福岡市東区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ二又瀬　給油所 二又瀬新町１１０６－１ 092-624-2811

福岡県 福岡市東区 有限会社西戸崎美和石油 西戸崎　給油所 西戸崎４－９－３４ 092-603-0156

福岡県 福岡市東区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ九産大前　給油所 唐原１丁目３－３３ 092-663-1215

福岡県 福岡市東区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ若宮　給油所 若宮５－１１６ 092-671-1405

福岡県 福岡市東区 有限会社若宮 土井　給油所 土井２－３１－６ 092-691-1235

福岡県 福岡市東区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション土井　給油所 多－良１丁目５２－７ 092-691-1362

福岡県 福岡市東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ箱崎店　給油所 箱崎ふ頭５－９－２４ 092-651-1417

福岡県 福岡市東区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション香椎　給油所 千早５－１－５ 092-661-4689

福岡県 福岡市東区 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト三苫　給油所 三苫１－１６－５０ 092-606-9379

福岡県 福岡市博多区 株式会社西日本宇佐美 ３号東比恵　給油所 榎田１－３－１１ 092-451-1893

福岡県 福岡市博多区 株式会社西日本宇佐美 ３号福岡南バイパス　給油所 大字金隈５６７－３ 092-503-0809

福岡県 福岡市博多区 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト板付　給油所 板付一丁目７番１３号 092-436-3320

福岡県 福岡市博多区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ石城町　給油所 築港本町４－５ 092-291-5979

福岡県 福岡市博多区 南国殖産株式会社 桜丘　給油所 浦田２－２１１－３ 092-504-2611



福岡県 福岡市博多区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ金隈　給油所 金隈１－２３－２９ 092-503-0686

福岡県 福岡市博多区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ博多月隈　給油所 西月隈２丁目３５番 092-477-6550

福岡県 福岡市博多区 麻生商事株式会社 千代町　給油所 千代２－２１－９ 092-651-8824

福岡県 福岡市博多区 株式会社イデックスリテール福岡 竹下　給油所 竹下２－２－１ 092-411-3902

福岡県 福岡市博多区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福岡セントラル　給油所 東比恵１－２－１６ 092-411-2118

福岡県 福岡市博多区 林兼石油株式会社 五十川　給油所 那珂６－２４－１ 092-571-5524

福岡県 福岡市博多区 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフ筑紫通・山王町　給油所 山王２－１３－１ 092-415-3189

福岡県 福岡市博多区 川添石油株式会社 福岡空港　給油所 空港前三丁目３－４０ 092-622-6538

福岡県 福岡市博多区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション南福岡　給油所 麦野６－２７－２３ 092-572-0068

福岡県 福岡市博多区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション福岡南バイパス　給油所 半道橋２－８－２８ 092-473-7617

福岡県 福岡市博多区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ博多駅南店　給油所 博多駅南２－８－７ 092-441-9750

福岡県 福岡市博多区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ博多祇園店　給油所 祇園町５－１ 092-291-2583

福岡県 福岡市博多区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ半道橋店　給油所 半道橋１丁目３－１０ 092-411-0234

福岡県 福岡市博多区 株式会社プラス サービスステーション博多麦野店　給油所 麦野５丁目１３番１号 092-588-0202

福岡県 福岡市博多区 出光リテール販売株式会社 セルフ堅粕　給油所 東光２－３－１ 092-473-7786

福岡県 福岡市博多区 株式会社相光ジェネシス セルフステーション筑紫通りモロオカ　給油所 諸岡３丁目８番２号 092-589-5563

福岡県 福岡市中央区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高砂　給油所 清川２丁目２０－１９ 092-531-4838

福岡県 福岡市中央区 相光石油株式会社 セルフステーション平尾　給油所 平尾一丁目１１－２３ 092-533-1187

福岡県 福岡市中央区 相光石油株式会社 ｽﾏｰﾄｶｰｳｫｯｼｭ福岡ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ地行　給油所 今川１－８－１ 092-724-2156

福岡県 福岡市中央区 株式会社サンライズ石油 西公園　給油所 港３丁目１０番１７号 092-732-7777

福岡県 福岡市中央区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ福岡ドーム前　給油所 地行３丁目２９－２２ 092-715-0805

福岡県 福岡市中央区 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅリバーサイド友泉亭　給油所 笹丘１－２６－７ 092-731-0330

福岡県 福岡市中央区 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフ大濠　給油所 大濠公園２－４１ 092-736-5651

福岡県 福岡市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平尾店　給油所 平尾２－８－３ 092-531-6507

福岡県 福岡市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ那の川店　給油所 清川３－１５－１３ 092-531-4631

福岡県 福岡市南区 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケア長住　給油所 長住３－３－３３ 092-541-1656

福岡県 福岡市南区 出光リテール販売株式会社 セルフステーション野多目　給油所 野多目２丁目３６８－１ 092-566-3617

福岡県 福岡市南区 朝日石油株式会社 桧原　給油所 屋形原５－８－２０ 092-566-0509

福岡県 福岡市南区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ大橋　給油所 塩原４－１４－２３ 092-552-2400

福岡県 福岡市南区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ塩原　給油所 清水４丁目２２－２２ 092-551-2861

福岡県 福岡市南区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション若久　給油所 野間２－５－３０ 092-553-2951

福岡県 福岡市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ曰佐店　給油所 曰佐４－１０－１５ 092-581-4955

福岡県 福岡市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花畑店　給油所 花畑２丁目３０番１９号 092-566-5470

福岡県 福岡市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大橋中央店　給油所 向野２－１３－２７ 092-541-7164

福岡県 福岡市南区 有冨石油商事株式会社 警弥郷　給油所 警弥郷１－２７－２ 092-591-7165

福岡県 福岡市西区 コスモ石油販売株式会社 スーパーセルフステーション千里　給油所 大字千里字清水３００－１８ 092-805-4066

福岡県 福岡市西区 太陽石油販売株式会社 セルフ拾六町　給油所 拾六町四丁目６３番３号 03-5521-9362

福岡県 福岡市西区 朝日石油株式会社 姪の浜　給油所 小戸３－２－１５ 092-881-7856

福岡県 福岡市西区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ西都　給油所 西都２丁目２８４ 092-802-0321

福岡県 福岡市西区 ハタエ石油株式会社 横浜西　給油所 田尻４２－１ 092-707-5666

福岡県 福岡市西区 川添石油株式会社 セルフ野方　給油所 戸切３丁目２１４番４ 092-811-8805

福岡県 福岡市西区 髙橋石油店　髙橋 正典 福岡宮の浦　給油所 大字宮浦２０５９－１ 092-809-2333

福岡県 福岡市西区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ姪の浜　給油所 内浜２丁目１９－２６ 092-884-1850

福岡県 福岡市西区 出光リテール販売株式会社 セルフステーション福重　給油所 福重３丁目２８９－１５ 092-894-5160

福岡県 福岡市西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊都店　給油所 西都１丁目１８－１５ 092-807-5556

福岡県 福岡市西区 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフステージ橋本　給油所 橋本２－１３－２８ 092-811-6722

福岡県 福岡市西区 コスモ石油販売株式会社 マリナタウンＳＳ 姪の浜２－２２－５ 092-285-5414

福岡県 福岡市西区 ハタエ石油株式会社 セルフ福重　給油所 福重一丁目１３－６ 092-707-7685

福岡県 福岡市城南区 出光リテール販売株式会社 堤　給油所 樋井川６－５－１３ 092-861-9957

福岡県 福岡市城南区 朝日石油株式会社 七隈　給油所 茶山４－１３－１１ 092-871-2885

福岡県 福岡市城南区 株式会社宮元石油 島廻橋　給油所 片江１－１－３２ 092-801-0505

福岡県 福岡市城南区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ別府２０２　給油所 別府５丁目１２－２０ 092-821-2292

福岡県 福岡市城南区 南国殖産株式会社 友泉亭　給油所 長尾１－１９－１１ 092-871-3044

福岡県 福岡市城南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城南店　給油所 別府３丁目１２－１１ 092-841-3500

福岡県 福岡市城南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ堤店　給油所 堤２丁目２１－８ 092-874-0277

福岡県 福岡市城南区 株式会社ネクスト城南 プラザ片江　給油所 片江１丁目２４番３３号 092-861-9150

福岡県 福岡市早良区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション重留新町　給油所 重留２－１２６５－５ 092-872-4006



福岡県 福岡市早良区 コスモ石油販売株式会社 四箇田　給油所 田村７－１６－２ 092-863-5590

福岡県 福岡市早良区 株式会社ｉ・ライフソリューションズ Ｉ－ｓｔｏｒｅ南庄店　給油所 南庄５丁目１０番３２号 092-833-1170

福岡県 福岡市早良区 鈴木石油株式会社 原　給油所 原１丁目１８－１ 092-847-7601

福岡県 福岡市早良区 株式会社島田石油 セルフ野芥　給油所 野芥１－４－１３ 092-871-3991

福岡県 福岡市早良区 林兼石油株式会社 野芥　給油所 野芥３－２６－３ 092-863-5588

福岡県 福岡市早良区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション室見　給油所 室見１－１－９ 092-831-1686

福岡県 福岡市早良区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション次郎丸　給油所 次郎丸４－２－３４ 092-864-5672

福岡県 福岡市早良区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ次郎丸店　給油所 次郎丸５丁目２４４－１ 092-863-9561

福岡県 福岡市早良区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西新店　給油所 曙１－１４－２２ 092-407-6427

福岡県 福岡市早良区 株式会社ネクスト城南 セルフスタンド昭代　給油所 昭代３－２１４－５ 092-833-6000

福岡県 福岡市早良区 福岡市農業協同組合 福岡市農協入部　給油所 東入部７－３７－３ 092-804-3059

福岡県 大牟田市 有限会社山口燃料店 吉野　給油所 大字白銀６８７ 0944-58-0325

福岡県 大牟田市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ大牟田　給油所 長田町７－１ 0944-57-1800

福岡県 大牟田市 白石石油有限会社 大牟田上町　給油所 上町２－７－１ 0944-53-7115

福岡県 大牟田市 中村産業株式会社 セルフ勝立　給油所 新勝立町６－１－２４ 0944-59-1700

福岡県 大牟田市 株式会社柴尾産業 天道　給油所 天道町１３８－２ 0944-53-0837

福岡県 大牟田市 有限会社大高石油店 大牟田ルート１３　給油所 加納町１－５３－８ 0944-51-0677

福岡県 大牟田市 株式会社井形 ふれあいプラザ白川　給油所 上白川町１－１２５ 0944-52-4873

福岡県 大牟田市 株式会社井形 ふれあいプラザ健老町　給油所 健老町２９４－１ 0944-52-0139

福岡県 大牟田市 株式会社井形 ふれあいプラザ吉野　給油所 大字白銀字今町３５番 0944-50-1230

福岡県 大牟田市 金子　健六 コーストラインケンロー　給油所 健老町３４６－１ 0944-55-4950

福岡県 大牟田市 藤満　和博 藤満石油諏訪町　給油所 諏訪町１－４６ 0944-43-1147

福岡県 大牟田市 藤満　善彦 通町　給油所 通町１－４－１ 0944-51-0166

福岡県 大牟田市 合資会社山下タイヤ工業所 大牟田本町　給油所 本町５－８－７ 0944-51-2200

福岡県 大牟田市 株式会社相光エネルギーセントレア セルフステーションルート２０８大牟田北　給油所 甘木５４１－１ 0944-85-7727

福岡県 久留米市 出光リテール販売株式会社 合川　給油所 新合川二丁目７番２０号 0942-45-6800

福岡県 久留米市 南国殖産株式会社 諏訪野町　給油所 諏訪野町２３６０ 0942-32-0690

福岡県 久留米市 江藤石油株式会社 デリス２１田主丸　給油所 田主丸町殖木２３３番地の２ 09437-2-3011

福岡県 久留米市 有限会社古賀商店 鑓水　給油所 高良内町元御神２９１３－２ 0942-43-4709

福岡県 久留米市 株式会社田中商店 上田主丸　給油所 田主丸町秋成５４６ 09437-2-2518

福岡県 久留米市 最所産業株式会社 信愛通り　給油所 高良内町２８０６－２ 0942-45-4584

福岡県 久留米市 最所産業株式会社 スーパーセルフ津福バイパス　給油所 津福今町１８２－２ 0942-34-2306

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小森野店　給油所 小森野町２丁目１６番２０号 0942-32-0563

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ久留米東店　給油所 山川沓形町１－２０ 0942-44-6428

福岡県 久留米市 筑協商事株式会社 山川　給油所 山川市ノ上町６番３６号 0942-43-2510

福岡県 久留米市 有限会社パイン石油 通町　給油所 通町１－２６ 0942-36-0925

福岡県 久留米市 平成スタンダード石油有限会社 東櫛原　給油所 東櫛原町字内牟田４６他 0942-30-0003

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ荒木　給油所 荒木町荒木２４１１ 0942-51-3550

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ久留米東　給油所 野中町４１９－１ 0942-41-9818

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ津福　給油所 津福今町６７９－１ 0942-31-5330

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ東合川　給油所 東合川２－２－１０ 0942-44-3811

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ国分　給油所 国分町字白川７７６ 0942-21-0007

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ久留米西　給油所 梅満町３０５－１ 0942-65-4404

福岡県 久留米市 株式会社浮羽商会 朝倉インター通り　給油所 田主丸町長栖７８４－１ 0943-72-3262

福岡県 久留米市 有限会社斉藤商店 久留米　給油所 野中町高良川９１２－４ 0942-33-3461

福岡県 久留米市 野口石油株式会社 武島　給油所 安武町武島４６８番地３ 0942-27-2120

福岡県 久留米市 耳納石油　豊福  茂子 山本町　給油所 山本町豊田２３８２－１１ 0942-43-2237

福岡県 久留米市 有限会社山本石油 片の瀬　給油所 田主丸町菅原１２２３－１ 0943-72-3214

福岡県 久留米市 株式会社権藤商会 城島　給油所 城島町江上本１０９５ 0942-62-2141

福岡県 久留米市 林兼石油株式会社 久留米駅前　給油所 城南町８－２５ 0942-33-9526

福岡県 久留米市 筑後石油株式会社 高良台　給油所 荒木町藤田１１００ 092-283-6262

福岡県 久留米市 出光リテール販売株式会社 セルフ大善寺　給油所 大善寺町夜明４０１ 0942-27-0591

福岡県 久留米市 出光リテール販売株式会社 セルフステーション善導寺　給油所 善導寺町与田２６０ 0942-47-0515

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ安武店　給油所 安武町安武本字向山３２６８－１ 0942-51-9011

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ六ツ門店　給油所 原古賀町２２－１５ 0942-34-6121

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ花畑店　給油所 西町北鞍打２ 0942-33-3095

福岡県 久留米市 最所産業株式会社 久留米インター　給油所 東合川１丁目７－２８ 0942-44-0423



福岡県 久留米市 東谷石油株式会社 荒木　給油所 荒木町白口１７５８－３ 094-265-5362

福岡県 久留米市 三潴町農業協同組合 西牟田　給油所 三潴町西牟田４５０４ 0942-65-1255

福岡県 久留米市 にじ農業協同組合 田主丸　給油所 田主丸町上原字門ノ上３５６ 0943-72-2105

福岡県 久留米市 福岡大城農業協同組合 城島　給油所 城島町楢津字蓮松１４１８－１、１４１８－２ 0942-62-3049

福岡県 久留米市 みい農業協同組合 農機給油北野　給油所 北野町中１５６－１ 0942-78-3221

福岡県 久留米市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ上津 本山１－１１－１ 0942-21-1320

福岡県 久留米市 北川石油店　北川 繁行 田主丸　給油所 田主丸町以真恵２７１番地 0943-72-2273

福岡県 直方市 向野石油有限会社 直方　給油所 新知町４番５９号 09492-2-3287

福岡県 直方市 高野石油株式会社 感田　給油所 大字感田１８８０ 09492-6-1808

福岡県 直方市 谷弥石油株式会社 ニュー直方　給油所 須崎町１０－２０ 0949-22-4619

福岡県 直方市 神原石油株式会社 直方東　給油所 大字下境字牟田９３４－１ 09492-8-2324

福岡県 直方市 金沢石油株式会社 感田　給油所 大字感田４３０番地１ 0949-29-0001

福岡県 直方市 金沢石油株式会社 セルフ直方南　給油所 大字下境３０４４－１ 0494-28-9178

福岡県 直方市 有限会社キハラ石油 植木天神　給油所 植木一丁田６９５－５ 0949-28-3900

福岡県 直方市 草場　徳行 溝堀石油店　給油所 溝堀２－４－２ 0949-22-2231

福岡県 直方市 合資会社中西石油 中泉　給油所 中泉字牟田１１９７ 0949-23-1975

福岡県 直方市 有限会社キハラ石油 頓野　給油所 大字頓野３００５－１ 0949-29-7022

福岡県 直方市 東谷石油株式会社 直方イオン通り　給油所 大字感田湯ノ浦１７７９番２５ 0949-29-2039

福岡県 直方市 山田石油株式会社 知古　給油所 新知町７７３－６ 0949-28-0721

福岡県 飯塚市 株式会社西日本宇佐美 ２００号飯塚　給油所 大字太郎丸字手抜町９１７－１ 0948-29-4555

福岡県 飯塚市 株式会社吉田石油店 飯塚　給油所 太郎丸５３－１ 0948-28-5995

福岡県 飯塚市 谷弥石油株式会社 飯塚川津　給油所 川津字中鶴３０－１ 09482-2-1017

福岡県 飯塚市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ飯塚２０１号バイパス　給油所 下三緒６１４－１ 0948-25-0585

福岡県 飯塚市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ飯塚２００号バイパス　給油所 枝国２６５－１ 0946-23-9471

福岡県 飯塚市 株式会社イワキン工業 イワキン石油 津原３４０ 0948-43-4770

福岡県 飯塚市 三智産業株式会社 みとも石油　給油所 平塚１２０番地 0948-72-5355

福岡県 飯塚市 筑豊太平石油株式会社 下三緒　給油所 下三緒字杉谷３０６の６番地 0948-26-1828

福岡県 飯塚市 筑豊太平石油株式会社 川津　給油所 川津６１４－６ 0948-22-0574

福岡県 飯塚市 有限会社幸崎石油店 八木山　給油所 大字伊川４６７－１ 0948-22-3868

福岡県 飯塚市 エネクスフリート株式会社 冷水　給油所 阿恵大ケ坂２０８４－１ 0948-72-3840

福岡県 飯塚市 梶原石油有限会社 だいぶ　給油所 大分１００４－４ 0948-72-0418

福岡県 飯塚市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２００飯塚東ＴＳ　給油所 口原字前牟田３４５－１ 094-962-7402

福岡県 飯塚市 木下石油店　木下　晋 平塚　給油所 平塚３９１ 0948-72-0136

福岡県 飯塚市 有限会社芳中石油 有限会社芳中石油穂波　給油所 小正３０３番地の１ 0948-21-3303

福岡県 飯塚市 東谷石油株式会社 飯塚中　給油所 中１１２２－１ 0948-23-3910

福岡県 飯塚市 西日本フリート株式会社 ルート２００飯塚バイパス　給油所 秋松９００－１ 0948-26-5105

福岡県 飯塚市 山口石油株式会社 サンフラワー楽市　給油所 楽市２３１－１ 0948-22-2483

福岡県 飯塚市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション穂波 秋松字中ノ坪８６０－１ 0948-22-2171

福岡県 田川市 田川江藤石油　江藤　正剛 田川ウエスト　給油所 弓削多２３３－５ 0947-44-1064

福岡県 田川市 金沢石油株式会社 セルフ田川ＢＰ　給油所 大字夏吉字樋町１８５９－１他 0947-46-8350

福岡県 田川市 有限会社三栄石販 夏吉　給油所 夏吉１１８７－１ 0947-46-1888

福岡県 田川市 株式会社谷口石油 弓削田　給油所 大字弓削田１４６８－１ 0947-42-2546

福岡県 田川市 有限会社総合 新橋　給油所 大字伊田３５０３番地１ 0947-42-9500

福岡県 田川市 中村産業株式会社 弓削田　給油所 大字弓削田８０ 0947-44-1818

福岡県 田川市 中村産業株式会社 百円坂　給油所 千代町１３－７ 0947-44-8834

福岡県 田川市 有限会社高柳石油 糒　給油所 大字糒２１８６－１ 0947-44-5184

福岡県 田川市 株式会社新栄石油商会 位登　給油所 大字位登２７５－２ 0947-42-1993

福岡県 柳川市 太陽石油販売株式会社 セルフ柳川　給油所 大和町徳益２０－１ 0944-72-4447

福岡県 柳川市 木原石油店　木原　政實 間　給油所 間６４９－２ 0944-72-1516

福岡県 柳川市 大和漁業協同組合 大和　給油所 大和町中島１４６９ 0944-76-0220

福岡県 柳川市 原石油店　原　征男 蒲池　給油所 金納３０－３ 09447-2-3086

福岡県 柳川市 金納興業株式会社 柳川城　給油所 大字金納５５１－１ 0944-74-3555

福岡県 柳川市 株式会社ヒラカワ 大和町　給油所 大和町塩塚１３２７番地 0944-76-4191

福岡県 柳川市 有限会社タカラベ 柳川バイパス　給油所 三橋町枝光字扇町３８１－１ 0944-73-7846

福岡県 柳川市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション柳川　給油所 三橋町柳河８０５－３ 0944-73-2625

福岡県 柳川市 柳川農業協同組合 むつごろう　給油所 上宮永町４２５－１ 0944-72-2212

福岡県 八女市 久留米スタンダード石油株式会社 八女吉田　給油所 吉田字学手７９６－１ 0943-24-0181



福岡県 八女市 有限会社大石石油店 岡山　給油所 蒲原１３１０－２ 0943-22-4766

福岡県 八女市 樋口石油店　樋口　照久 黒木　給油所 黒木町北大淵８３７３番地 0943-45-1141

福岡県 八女市 大坪　幸拡 上陽　給油所 上陽町北川内１７１－２ 0943-54-2046

福岡県 八女市 有限会社淺川石油 新庄　給油所 新庄上屋敷１６７６－１ 0943-23-1678

福岡県 八女市 熊谷石油店　熊谷　彰 八女　給油所 山内５７４ 0943-22-3447

福岡県 八女市 牛島石油株式会社 八女　給油所 納楚７０７－１ 0943-23-2185

福岡県 八女市 株式会社黒木石油 黒木石油　給油所 黒木町本分６１２－１ 0943-42-0303

福岡県 八女市 有限会社松木石油店 オレンジロード津江　給油所 津江４０８－３ 0943-22-3256

福岡県 八女市 横溝石油　横溝　将美 横溝石油矢部　給油所 矢部村北矢部１０９０３－１ 0943-47-2161

福岡県 八女市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八女店　給油所 大字蒲原字惣津町９７０－１０ 0943-24-2588

福岡県 八女市 喜多村石油株式会社 セルフ黒木中央　給油所 黒木町本分９７１ 0943-42-0051

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 上陽　給油所 上陽町北川内字長稜９８－１ 0943-54-3314

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 光友　給油所 立花町谷川１００７－１ 0943-37-1119

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 とびかた　給油所 酒井田２８１－２ 0943-24-5131

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 八女　給油所 納楚赤氏７６５－１ 0943-23-7131

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 黒木セルフ　給油所 黒木町本分１１５０番地の１ 0943-42-2119

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 長尾　給油所 星野村５２２５の１ 0943-52-3355

福岡県 筑後市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ筑後４４２号バイパス　給油所 大字前津字柳ノ内２５－１ 0942-51-7722

福岡県 筑後市 筑後石油株式会社 筑後セントラル　給油所 大字熊野１８２３－１ 0942-53-7251

福岡県 筑後市 セントラル株式会社 八女インター　給油所 大字長浜２１３－１ 0942-52-3884

福岡県 筑後市 福岡八女農業協同組合 筑後　給油所 大字下北島１２０１ 0942-53-6555

福岡県 大川市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ大川　給油所 向島１３６７－１ 0944-86-6711

福岡県 大川市 江口　秀展 大野島　給油所 大字大野島１４８４－１ 0944-87-3786

福岡県 大川市 佐藤石油店　佐藤 公彦 本木室　給油所 大字本木室８８６－１ 0944-88-1177

福岡県 大川市 福岡大城農業協同組合 大川　給油所 大字荻島字安蔵４７２ 0944-87-5110

福岡県 行橋市 株式会社ナカハタ セルフ行橋　給油所 西宮市４丁目８９－３ 0930-26-3310

福岡県 行橋市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション行橋　給油所 門樋町８－１４ 0930-25-3222

福岡県 行橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ行橋店　給油所 大字草場１２９３－１ 0930-26-2411

福岡県 行橋市 福岡京築農業協同組合 行橋　給油所 大字今井１２６９－１ 0930-23-3114

福岡県 豊前市 豊前石油株式会社 豊前　給油所 大字八屋１８６－２ 0979-83-2368

福岡県 豊前市 出光リテール販売株式会社 セルフ豊前　給油所 大字赤熊４０６－１ 0979-82-2719

福岡県 豊前市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１０豊前ＴＳ　給油所 大字八屋２１０－１ 0979-83-4201

福岡県 豊前市 株式会社ホームセンターセブン 豊前　給油所 大字久松１１８－１ 0979-84-0369

福岡県 豊前市 福岡京築農業協同組合 豊前　給油所 大字荒堀５００ 0979-82-3310

福岡県 中間市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション中間　給油所 大字中間字御苗代２８３５－１ 093-244-4460

福岡県 中間市 谷弥石油株式会社 中間とくわか　給油所 東中間二丁目３番１号 093-246-2904

福岡県 中間市 金沢石油株式会社 垣生　給油所 大字垣生８２８ 093-245-3184

福岡県 中間市 上野　孝之 長津　給油所 長津二丁目１８番１０号 093-245-0271

福岡県 小郡市 株式会社吉田石油店 筑後小郡インター　給油所 干潟１８２５－５ 0942-73-0161

福岡県 小郡市 小郡スタンダード石油株式会社 セルフ小郡インター　給油所 松崎１８６－１ 092-918-7701

福岡県 小郡市 株式会社久保山石油 東小郡　給油所 大字山隈２２３－１０ 0942-72-3953

福岡県 小郡市 株式会社西日本宇佐美 筑後小郡インター　給油所 吹上１０１４－３ 0942-73-2633

福岡県 小郡市 コスモ石油販売株式会社 セルフ小郡団地 給油所 津古９３５－１ 0942-91-2197

福岡県 筑紫野市 株式会社西日本宇佐美 ３号太宰府バイパス　給油所 大字永岡７２０－１ 092-928-0427

福岡県 筑紫野市 谷弥石油株式会社 筑紫野インター　給油所 大字俗明院１６６－１ 092-923-8022

福岡県 筑紫野市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ筑紫野３号バイパス　給油所 大字永岡６８５－１ 092-918-7701

福岡県 筑紫野市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ筑紫野インター　給油所 大字杉塚３－１８１－５ 092-918-7701

福岡県 筑紫野市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ筑紫　給油所 紫４－１０－１ 092-923-5766

福岡県 筑紫野市 川添石油株式会社 セルフ二日市西　給油所 塔原東三丁目１５番１７号 092-924-2557

福岡県 筑紫野市 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ塔ノ原　給油所 塔原西２－１５－１５ 092-923-4225

福岡県 筑紫野市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ吉木　給油所 大字吉木２２８６－１ 092-919-6455

福岡県 筑紫野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ筑紫野店　給油所 上古賀４丁目２番１号 092-928-8831

福岡県 筑紫野市 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ-ＰＯＲＴ筑紫野　給油所 永岡８４－２，１１－２，１２－４，７８－１の一部 092-922-5973

福岡県 春日市 増田石油株式会社 サンロード春日　給油所 下白水北７－８１ 092-574-8226

福岡県 春日市 株式会社西日本宇佐美 上白水　給油所 上白水１２街区５番地 092-575-4498

福岡県 春日市 コスモ石油販売株式会社 ホワイトセルフ白水　給油所 天神山２丁目１５１ 092-582-5128

福岡県 春日市 谷弥石油株式会社 フォレストシティ春日　給油所 星見ヶ丘３丁目２番２号 092-558-5170



福岡県 春日市 出光リテール販売株式会社 桜ケ丘　給油所 桜ケ丘４丁目４０ 092-574-8589

福岡県 春日市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ春日大谷店　給油所 大谷２丁目１９ 092-501-1832

福岡県 春日市 株式会社イデックスリテール福岡 Ｉ-Ｓｔｏｒｅ春日下水店(仮) 下白水南５丁目２１番 092-558-1821

福岡県 春日市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 春日公園　給油所 春日公園３－５８ 092-513-1001

福岡県 春日市 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ春日　給油所 大谷２－６７ 092-581-8137

福岡県 大野城市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ大野城　給油所 上大利北２６街区４号 092-915-5817

福岡県 大野城市 相光石油株式会社 セルフステーション太宰府インター　給油所 御笠川５－８－１９ 092-583-3054

福岡県 大野城市 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフ若草　給油所 若草４－５－１５ 092-513-7121

福岡県 大野城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御笠川店　給油所 御笠川５丁目１－１６ 092-503-0472

福岡県 大野城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ太宰府インター店　給油所 御笠川５－１２－２０ 092-583-3666

福岡県 大野城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ乙金店　給油所 乙金３丁目１７番３０号 092-513-9033

福岡県 大野城市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 太宰府インターＴＳ　給油所 御笠川２－１８－１ 092-503-9541

福岡県 宗像市 吉井商事株式会社 森林都市　給油所 自由ヶ丘３－１２－２ 09403-2-1991

福岡県 宗像市 谷弥石油株式会社 ハートランド宗像　給油所 石丸３－８－１ 0940-35-6040

福岡県 宗像市 有限会社林石油 宗像バイパス　給油所 大字徳重５４８ 09403-2-0684

福岡県 宗像市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ宗像　給油所 王丸字萱場１０８６－１ 0940-37-7711

福岡県 宗像市 相光石油株式会社 セルフステーション自由ヶ丘　給油所 自由ヶ丘西町１－２ 0940-35-7120

福岡県 宗像市 吉井商事株式会社 東郷　給油所 東郷２丁目７－２２ 0940-36-2154

福岡県 宗像市 有限会社ライフ燃料 宗像　給油所 村山田１００３－１ 0940-36-2166

福岡県 宗像市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフくりえいと赤間店　給油所 くりえいと１－１－１ 0940-62-6921

福岡県 太宰府市 増田石油株式会社 都府楼　給油所 通古賀５－１２－２５ 092-924-3007

福岡県 太宰府市 筑陽石油株式会社 太宰府　給油所 五条１丁目１６－１ 092-922-4780

福岡県 太宰府市 株式会社アイビー石油 セルフ青葉台　給油所 吉松３丁目２１－１５ 092-918-0960

福岡県 太宰府市 出光リテール販売株式会社 セルフ太宰府　給油所 梅香苑一丁目１－４５ 092-925-5520

福岡県 太宰府市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ水城店　給油所 水城３丁目１－１１ 092-922-2169

福岡県 太宰府市 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ太宰府　給油所 大字五条２－１－１ 092-923-1365

福岡県 古賀市 岸砿油株式会社 青柳　給油所 大字川原字今一１２７１－１０ 09294-3-2875

福岡県 古賀市 南国殖産株式会社 古賀　給油所 大字久保９０６－１７ 092-942-7400

福岡県 古賀市 渋田石油株式会社 久保　給油所 中央２－９－３０ 09294-2-5353

福岡県 古賀市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ古賀店　給油所 久保１２６９－１１ 092-943-6555

福岡県 福津市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション福間　給油所 有弥の里２－１０－９ 0940-43-1671

福岡県 福津市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケア東福間　給油所 津丸１２０２－６ 0940-35-8151

福岡県 福津市 南国殖産株式会社 福間　給油所 中央５丁目３０－７ 0940-42-2134

福岡県 福津市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福津店　給油所 日蒔野５－３－１ 0940-35-8585

福岡県 福津市 宗像農業協同組合 津屋崎　給油所 在自１６６２－１ 0940-52-3101

福岡県 うきは市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーションうきは吉井　給油所 吉井町池添６５７－２ 0943-74-5002

福岡県 うきは市 株式会社浮羽日石岩佐石油店 千足　給油所 浮羽町朝田５９３－１ 09437-7-2008

福岡県 うきは市 株式会社樋口自動車 スカイロード浮羽　給油所 浮羽町浮羽３８８－１ 0943-77-3141

福岡県 うきは市 大石　晋作 福益　給油所 吉井町福益字中曲兼７２４－２ 0943-75-5063

福岡県 うきは市 にじ農業協同組合 パル　給油所 吉井町６８５－１ 0943-75-3191

福岡県 うきは市 にじ農業協同組合 うきはセルフ　給油所 浮羽町朝田５６１－６ 0943-77-7694

福岡県 宮若市 金沢石油株式会社 セルフ宮田　給油所 本城６７７－１ 0949-34-7125

福岡県 宮若市 有限会社キハラ石油 宮若龍徳　給油所 大字龍徳１６１３－８、７ 0949-32-6577

福岡県 宮若市 南国殖産株式会社 トヨタ北門前　給油所 四郎丸１５７９－３ 0949-33-4021

福岡県 宮若市 直鞍農業協同組合 若宮インター　給油所 沼口字瀬－鳴７５８－１ 0949-52-0456

福岡県 嘉麻市 有限会社益田石油 大隈　給油所 中益４２３ 0948-57-0172

福岡県 嘉麻市 西田石油株式会社 平　給油所 平１２０４－１ 0948-42-0318

福岡県 嘉麻市 中村産業株式会社 セルフ碓井　給油所 飯田三六１３５ 0948-62-3839

福岡県 嘉麻市 東谷石油株式会社 碓井　給油所 飯田５０４－１ 0948-62-2283

福岡県 嘉麻市 福岡嘉穂農業協同組合 嘉麻　給油所 上臼井１３３６－１ 0948-62-2071

福岡県 朝倉市 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフイオン甘木　給油所 甘木３８４－１４ 0946-21-2201

福岡県 朝倉市 南国殖産株式会社 甘木　給油所 甘木字甘木畑２０７１－１ 0946-22-4510

福岡県 朝倉市 有限会社斎藤石油店 杷木　給油所 杷木古賀１８６９ 0946-62-0277

福岡県 朝倉市 有限会社立石石油 太刀洗　給油所 馬田２５３２－２ 0946-22-7869

福岡県 朝倉市 才田砕石工業株式会社 安川　給油所 持丸８０６－１ 09462-2-4657

福岡県 朝倉市 有限会社花田石油 甘木バイパス　給油所 持丸７００番地の１ 0946-22-3422

福岡県 朝倉市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ甘木南店　給油所 大字一ツ木字原屋敷１０１ 092-431-0803



福岡県 朝倉市 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーション杷木　給油所 杷木池田７８０－３ 0946-62-2488

福岡県 朝倉市 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーション甘木南部　給油所 片延１４－１ 0946-21-7210

福岡県 朝倉市 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーションきばる　給油所 屋永４３３４－１ 0946-24-0551

福岡県 朝倉市 筑前あさくら農業協同組合 比良松　給油所 宮野字廻利２１０５－１ 0946-52-2226

福岡県 朝倉市 有限会社斎藤石油店 セルフ杷木アンカーステーション　給油所 杷木久喜宮９０５－１ 0946-62-1225

福岡県 みやま市 みやまスタンダード石油株式会社 セルフみやま　給油所 瀬高町濱田３３０－１ 0944-64-7011

福岡県 みやま市 髙口石油株式会社 ひらき　給油所 高田町黒崎開７３１－１ 0944-22-5255

福岡県 みやま市 株式会社相光エネルギーセントレア 瀬高　給油所 瀬高町下庄１６１６ 0944-63-5513

福岡県 みやま市 有限会社大高石油店 江の浦　給油所 高田町徳島１９１ 0944-22-5002

福岡県 みやま市 村田石油株式会社 瀬高　給油所 瀬高町山門１８０４－１ 0944-63-2424

福岡県 みやま市 有限会社坂梨石油店 山川　給油所 山川町重冨１０７ 0944-67-2022

福岡県 みやま市 南筑後農業協同組合 瀬高セルフ　給油所 瀬高町小川字栗の内４１ 0944-63-2528

福岡県 糸島市 シューワ株式会社 糸島　給油所 二丈深江９５７－２ 092-325-3788

福岡県 糸島市 ハタエ石油株式会社 ２０２号線バイパス　給油所 東７２９－１ 092-323-2299

福岡県 糸島市 太陽石油販売株式会社 セルフ前原　給油所 多久４９３番地１ 092-324-1010

福岡県 糸島市 有限会社玄海砿油 有田　給油所 篠原西３－４－７ 092-324-8449

福岡県 糸島市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ美咲が丘店　給油所 荻浦４－１０－１ 092-332-8351

福岡県 糸島市 有限会社大櫛石油店志摩給油所 志摩　給油所 志摩小富士２５８０－３ 092-328-2629

福岡県 糸島市 株式会社ジェイエイいとしま 本店　給油所 前原東２丁目７番１０ 092-322-2760

福岡県 糸島市 株式会社ジェイエイいとしま アグリ　給油所 志摩小富士１４－３５ 092-327-0444

福岡県 糸島市 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフステージ周船寺　給油所 大字池田６２－３ 092-324-8374

福岡県 糸島市 有限会社諸熊石油 大入　給油所 二丈福井２４４６－７ 092-326-5123

福岡県 那珂川市 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ那珂川　給油所 道善３－１－１０ 092-953-3305

福岡県 那珂川市 株式会社アイビー石油 セルフステーション那珂川　給油所 中原４丁目６５ 092-951-6272

福岡県 那珂川市 太陽石油販売株式会社 セルフ博多南　給油所 中原３－６４ 092-953-7818

福岡県 那珂川市 林兼石油株式会社 あかしや通　給油所 片縄５－６０ 092-953-0530

福岡県 那珂川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフあかしや通りＳＳ　給油所 片縄１－３２ 092-953-6017

福岡県 那珂川市 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ安徳　給油所 松木１－１３８ 092-953-0821

福岡県 那珂川市 中山　誠二 那珂川町　給油所 大字不入道２８０－４ 092-952-3754

福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ貴船　給油所 貴船三丁目１４番８号 092-931-1003

福岡県 糟屋郡宇美町 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇美　給油所 光正寺２丁目１０番７号 092-934-0071

福岡県 糟屋郡篠栗町 谷弥石油株式会社 デリスランド篠栗　給油所 乙犬９７４－６ 09294-7-0225

福岡県 糟屋郡篠栗町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 福岡インターＳＳ　給油所 和田字入江３９２－１ 092-948-2740

福岡県 糟屋郡志免町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ志免　給油所 大字南里１０５－１ 092-937-9011

福岡県 糟屋郡志免町 出光リテール販売株式会社 城戸　給油所 大字志免１２６７－１、１２６８－１ 092-936-9555

福岡県 糟屋郡志免町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福岡空港店　給油所 別府北２丁目５－１５ 092-611-2281

福岡県 糟屋郡志免町 谷弥石油株式会社 志免田富　給油所 田富３丁目５番１３号 092-935-1770

福岡県 糟屋郡須恵町 株式会社西日本宇佐美 須恵中央　給油所 大字須恵８２７－１ 092-932-1580

福岡県 糟屋郡須恵町 相光石油株式会社 セルフステーション須恵　給油所 大字上須恵１０９７－３ 092-931-1055

福岡県 糟屋郡須恵町 株式会社大洋 トータス須恵　給油所 須惠字赤坂４８２－１ 092-932-6100

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社西日本宇佐美 ３号香椎バイパス新宮　給油所 新宮東４丁目３番１３号 092-963-1024

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社西日本宇佐美 ３号第２新宮　給油所 三代古江７９６－５ 092-963-4422

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社吉田石油店 香椎セルフ　給油所 原上１４６７－２ 092-963-0892

福岡県 糟屋郡新宮町 有限会社青柳石油 香椎バイパス　給油所 大字原上字水生田８１８－６ 092-963-2767

福岡県 糟屋郡新宮町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ新宮　給油所 大字上府字雨堤７７３－１ 092-941-5811

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ｉ・ライフソリューションズ Ｉ-Ｓｔｏｒｅ新宮店　給油所 美咲３丁目１３４２－１ 092-941-2101

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社新出光 イデックス福岡東　給油所 上府北２丁目９番５２号 092-963-5001

福岡県 糟屋郡久山町 株式会社西日本宇佐美 久山　給油所 大字山田字山下２４６５－１ 092-976-3506

福岡県 糟屋郡久山町 株式会社吉田石油店 福岡インター久山　給油所 大字久原字薦附３２３８番 092-976-4055

福岡県 糟屋郡久山町 林兼石油株式会社 セルフ・トリアス前　給油所 大字山田１０８６－２ 092-957-5006

福岡県 糟屋郡久山町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 久山町ＴＳ　給油所 大字久原字日棒３２６８－６ 092-976-1664

福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社西日本宇佐美 ２０１号福岡インター　給油所 大字戸原ハタエ７０１－３ 092-938-7827

福岡県 糟屋郡粕屋町 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフステージ長者原　給油所 長者原東二丁目１番３３号 092-939-5381

福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社イデックスリテール福岡 カーケアシヨップ流通センター　給油所 内橋５９７－６ 092-621-5765

福岡県 糟屋郡粕屋町 エネクスフリート株式会社 粕屋　給油所 大字大隈字部木原７６８－９ 092-939-5690

福岡県 糟屋郡粕屋町 相光石油株式会社 セルフステーション福岡インター　給油所 大字戸原７８９－１２ 092-931-3077

福岡県 糟屋郡粕屋町 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ仲原　給油所 大字仲原２６３５－１ 092-621-6881



福岡県 糟屋郡粕屋町 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴかすや　給油所 大字大隈１２２９－１ 092-939-0273

福岡県 遠賀郡芦屋町 有限会社中山石油店 芦屋　給油所 船頭町４－１１ 093-222-3000

福岡県 遠賀郡芦屋町 有限会社波多野石油店 山鹿　給油所 大字山鹿後水９８－５ 093-222-3039

福岡県 遠賀郡水巻町 相光石油株式会社 セルフステーション遠賀　給油所 立屋敷１－１５－３０ 093-203-1020

福岡県 遠賀郡水巻町 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション水巻　給油所 吉田西１－１－１２ 093-202-2951

福岡県 遠賀郡岡垣町 有限会社中山石油店 岡垣やくば前　給油所 野間３－６－１ 093-283-0531

福岡県 遠賀郡岡垣町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ岡垣　給油所 大字戸切字岸本３４４－１ 093-281-5330

福岡県 遠賀郡遠賀町 有限会社遠賀石油店 遠賀　給油所 今古賀貴船４７２－１ 09329-3-0191

福岡県 遠賀郡遠賀町 有限会社柴田石油店 遠賀川　給油所 遠賀川二丁目一番３５号 093-293-0058

福岡県 鞍手郡小竹町 有限会社スズキ中央販売 小竹カーライフステーション　給油所 大字勝野２３１４番地の９ 09496-2-0132

福岡県 鞍手郡鞍手町 直鞍農業協同組合 鞍手　給油所 大字新延１２０－２ 0949-42-0429

福岡県 嘉穂郡桂川町 小路石油株式会社 桂川町　給油所 大字寿命３０－１ 0948-65-0072

福岡県 嘉穂郡桂川町 株式会社オズエナジー 株式会社オズエナジー　給油所 土師２９－５ 0948-20-2005

福岡県 朝倉郡筑前町 亜細亜商事株式会社 夜須　給油所 中牟田７２１－１ 0946-42-9770

福岡県 朝倉郡筑前町 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーションみわ　給油所 新町３４７－７ 0946-22-3426

福岡県 朝倉郡筑前町 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーション夜須　給油所 東小田１６６６－２、１６６５－８、１６６９－３ 0946-42-4116

福岡県 朝倉郡筑前町 エネクスフリート株式会社 筑後小郡　給油所 四三嶋字下ノ前１６３８ 0946-42-3914

福岡県 朝倉郡東峰村 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーション宝珠山　給油所 大字福井４２５の１ 0946-72-2657

福岡県 朝倉郡東峰村 筑前あさくら農業協同組合 小石原　給油所 大字小石原９６１－１ 0946-74-2552

福岡県 三井郡大刀洗町 久保山石油株式会社 大刀洗　給油所 上高橋１１３９ 0942-77-0175

福岡県 三井郡大刀洗町 久保山石油株式会社 本郷　給油所 本郷３２６０－１ 0942-77-0040

福岡県 三潴郡大木町 株式会社西日本宇佐美 八丁牟田　給油所 大字上八院１５２０－３ 0944-33-1899

福岡県 三潴郡大木町 鳥取　英記 大木町　給油所 大字三八松４３８－１ 09443-2-0325

福岡県 三潴郡大木町 水落石油株式会社 大木　給油所 八町牟田６９７ 09443-2-1210

福岡県 三潴郡大木町 北島　繁明 大木町　給油所 大字八町牟田４６１番地 09443-3-0848

福岡県 三潴郡大木町 福岡大城農業協同組合 大木　給油所 八町牟田３７９－１ 0944-32-1187

福岡県 八女郡広川町 株式会社西日本宇佐美 ３号八女広川インター　給油所 大字新代字湯納楚１３７１番地１ 0943-32-0917

福岡県 八女郡広川町 有限会社松木石油店 セルフ広川　給油所 大字新代２３６６－１ 0943-32-1153

福岡県 八女郡広川町 福岡八女農業協同組合 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ広川　給油所 大字太田４００－２ 0943-30-8611

福岡県 八女郡広川町 福岡スタンダード石油株式会社 広川インターチェンジ　給油所 大字新代１０９２ 0943-32-6119

福岡県 八女郡広川町 有限会社油屋通商 広川　給油所 日吉８４０－２ 0943-31-1334

福岡県 八女郡広川町 株式会社山下石油 広川インター　給油所 大字新代９５７－２０ 0943-32-0505

福岡県 田川郡香春町 有限会社九州商事 ２０１　給油所 大字香春８３１－１３ 0947-32-6872

福岡県 田川郡香春町 株式会社ナカハタ セルフ２０１田川バイパス　給油所 大字香春１０４０－１ 0947-32-9025

福岡県 田川郡添田町 添田産業サービス株式会社 添田産業石油添田　給油所 大字添田２１３７－１ 09478-2-1414

福岡県 田川郡添田町 株式会社ナカハタ セルフ添田　給油所 大字添田２３５２－２ 0947-82-2244

福岡県 田川郡川崎町 株式会社キノシタ 川崎　給油所 大字田原５４７－１ 09477-3-2610

福岡県 田川郡川崎町 株式会社ＧＡＳＧＡＳエネルギー ラッキー川崎　給油所 大字池尻字樋渡３２６－１ 0947-44-0777

福岡県 田川郡川崎町 鈴見石油　鈴見 佳央莉 鈴見石油川崎　給油所 大字川崎２７９３番地の２ 0947-72-3161

福岡県 田川郡赤村 有限会社油須原石油店 油須原　給油所 大字赤４７４０－１ 0947-62-2069

福岡県 田川郡福智町 株式会社桑野商事 金田　給油所 金田５０４番地の５ 0947-22-0318

福岡県 田川郡福智町 宝見物産株式会社 金田　給油所 金田１１２５ 09472-2-0178

福岡県 田川郡福智町 東方石油株式会社 東方石油株式会社方城　給油所 弁城字碑田３２８６－５ 0947-22-0259

福岡県 田川郡福智町 有限会社九州商事 方城バイパス　給油所 伊方２４７７－３ 0947-32-6872

福岡県 田川郡福智町 田村石油株式会社 金田　給油所 金田６４４－２ 0947-22-0361

福岡県 京都郡苅田町 株式会社西日本宇佐美 １０号行橋バイパス　給油所 大字二崎字三ノ坪１６３の２ 0930-25-7170

福岡県 京都郡苅田町 株式会社西日本宇佐美 北九州空港インター　給油所 幸町６－９２ 093-434-3770

福岡県 京都郡苅田町 株式会社吉田石油店 苅田　給油所 与原３２６－１ 0930-24-7277

福岡県 京都郡苅田町 南国殖産株式会社 苅田北九州空港インター　給油所 大字苅田字松浦３７８７番地６５ 093-435-2611

福岡県 京都郡苅田町 筑豊砿産株式会社 西苅田　給油所 若久町１－１－１ 093-434-0579

福岡県 京都郡苅田町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ苅田　給油所 松原町１７－２ 093-435-3210

福岡県 京都郡苅田町 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ苅田　給油所 磯浜町１－１１－１ 093-436-0638

福岡県 京都郡みやこ町 朝日物産株式会社 日本石油犀川　給油所 犀川本庄２１８ 09304-2-0167

福岡県 京都郡みやこ町 井上石油株式会社 スマイル店　給油所 勝山黒田６１３－３ 09302-2-3265

福岡県 京都郡みやこ町 株式会社フォーシー 豊津　給油所 豊津３８９番地１ 0933-33-2274

福岡県 京都郡みやこ町 福岡京築農業協同組合 豊津　給油所 国分２３２番地 0930-33-5714

福岡県 築上郡上毛町 有限会社今永石油瓦斯 友枝　給油所 大字土佐井７７０－３ 097972-2135



福岡県 築上郡上毛町 有限会社イシバシ 有限会社イシバシ 垂水２７３番地の２ 0979-82-2368

福岡県 築上郡築上町 林兼石油株式会社 築城　給油所 西八田１７１５ 09305-6-1140

福岡県 築上郡築上町 福岡京築農業協同組合 築城　給油所 大字上別府５４２－１ 0930-52-3500

佐賀県 佐賀市 ネクサスエナジー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト大財　給油所 大財６丁目２３２－３ 0952-28-6301

佐賀県 佐賀市 株式会社小柳石油 蓮池北　給油所 蓮池町大字蓮池字西３５８－７ 0952-97-0316

佐賀県 佐賀市 株式会社栄城石油 本庄　給油所 本庄町本庄１１６８－１ 0952-24-9753

佐賀県 佐賀市 株式会社原石油店 久保泉　給油所 久保泉町大字下和泉５９６ 0952-98-0805

佐賀県 佐賀市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ佐賀大和インター　給油所 高木瀬町大字長瀬１６６６－１ 0952-34-5801

佐賀県 佐賀市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ佐賀ゆめタウン前　給油所 兵庫町大字西渕三本柳１９１２－２ 0952-36-9411

佐賀県 佐賀市 佐賀県農業協同組合 鍋島　給油所 鍋島町大字八戸３０８０ 0952-24-9866

佐賀県 佐賀市 佐賀県農業協同組合 富士南　給油所 富士町大字内野４１０ 0952-63-0188

佐賀県 佐賀市 株式会社希星 犬井道　給油所 川副町大字犬井道１６９７番地１ 0952-45-0427

佐賀県 佐賀市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ兵庫　給油所 兵庫北６丁目１０番７号 0952-36-8020

佐賀県 佐賀市 有限会社扇町石油店 扇町　給油所 嘉瀬町大字扇町２５０９ 0952-24-9225

佐賀県 佐賀市 有限会社福地商事 久保田　給油所 久保田町大字久富３４５７－１ 0952-55-3233

佐賀県 佐賀市 有限会社山田石油 東与賀　給油所 東与賀町大字田中字五本榎８３９－１２ 0952-45-0370

佐賀県 佐賀市 有限会社ミゾウチ 川副　給油所 川副町大字早津江２８７－１ 0952-45-0250

佐賀県 佐賀市 株式会社ウチダ 佐賀　給油所 与賀町２－１ 0952-25-1271

佐賀県 佐賀市 相光石油株式会社 ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ佐賀大和ｲﾝﾀｰ　給油所 大和町大字尼寺２９８５－１ 0952-51-2026

佐賀県 佐賀市 相光石油株式会社 セルフステーション兵庫　給油所 兵庫南一丁目１４番２５号 0952-28-7076

佐賀県 佐賀市 相光石油株式会社 セルフステーション佐賀南　給油所 本庄町大字本庄１－１３ 0952-28-5530

佐賀県 佐賀市 株式会社ナオツカ 末広　給油所 末広２－９－８ 0952-23-1166

佐賀県 佐賀市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ医大通り店　給油所 鍋島一丁目９番３号 0952-32-2122

佐賀県 佐賀市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高木瀬店　給油所 神野東３－１４－２８ 0952-30-7703

佐賀県 佐賀市 株式会社小柳石油 若楠　給油所 若楠３－２－６ 0952-31-9333

佐賀県 佐賀市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション大和　給油所 大和町大字尼寺３４３０－１ 0952-62-9521

佐賀県 佐賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 佐賀西与賀ＳＳ　給油所 西与賀町大字高太郎字三本榎１８０５－６ 0952-28-2226

佐賀県 佐賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 佐賀鍋島ＳＳ　給油所 鍋島町大字森田字三本椎５４３－４ 0952-33-7575

佐賀県 佐賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 佐賀城北ＳＳ　給油所 高木瀬町大字長瀬字小里三本松３０１－３、３０７－１ 0952-31-3558

佐賀県 佐賀市 佐賀県農業協同組合 東与賀　給油所 東与賀町大字下古賀字四本杉１１３２ 0952-45-5586

佐賀県 佐賀市 佐賀県農業協同組合 佐賀大和　給油所 大和町大字川上字一本松三割５４０１－１ 0952-62-8110

佐賀県 佐賀市 吉田石油店　吉田　直彦 早津江　給油所 諸富町大字為重１４７８番地１ 0952-45-7191

佐賀県 佐賀市 大和興産石油株式会社 セルフ兵庫　給油所 兵庫南二丁目１４番１号 0952-24-0923

佐賀県 佐賀市 羽立　博貴 金立　給油所 金立町大字千布２２７９－１ 0952-98-1510

佐賀県 佐賀市 有限会社伊東商行 諸富　給油所 諸富町大字徳富１０７１－５ 0952-47-2502

佐賀県 唐津市 株式会社西日本宇佐美 ２０２号唐津バイパス　給油所 浜玉町大字浜崎２３８１ 0955-56-8880

佐賀県 唐津市 株式会社ヤマウチ セルフ唐津　給油所 鏡字宮ノ下４５２６番地１ 0955-77-6622

佐賀県 唐津市 株式会社平岡石油店 ＭＯＰＡ和多田　給油所 和多田先石１２－２９ 09557-4-3735

佐賀県 唐津市 株式会社平岡石油店 ＭＯＰＡ町田　給油所 町田字長谷６２２－１ 0955-74-0821

佐賀県 唐津市 株式会社村山石油 唐津バイパス　給油所 浜玉町浜崎３０７ 0955-56-7112

佐賀県 唐津市 株式会社福地石油 唐津インター　給油所 久里２７１８ 0955-70-3718

佐賀県 唐津市 有限会社進藤石油 徳須恵　給油所 北波多徳須恵１０１７－２ 0955-64-2514

佐賀県 唐津市 有限会社進藤石油 鬼塚　給油所 養母田４９０ 0955-72-4546

佐賀県 唐津市 有限会社ツルタ石油 相知　給油所 相知町相知１５１６ 0955-62-2411

佐賀県 唐津市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ岩野　給油所 鎮西町岩野３６５－１ 0955-82-4061

佐賀県 唐津市 株式会社イデックスリテール福岡 西唐津　給油所 二タ子３－１４－２５ 0955-72-7211

佐賀県 唐津市 有限会社納所運送 入野　給油所 肥前町入野甲１９８５－８ 0955-54-2480

佐賀県 唐津市 笠原建設株式会社 神田　給油所 神田１２５５－８ 0955-72-1185

佐賀県 唐津市 ユウシード東洋株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ唐津店　給油所 栄町２５８２ 0955-72-2125

佐賀県 唐津市 ユウシード東洋株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西唐津店　給油所 二タ子３－９２－１ 0955-72-7270

佐賀県 唐津市 株式会社玄海石油 唐津　給油所 八幡町７５８－１４３ 0955-72-4586

佐賀県 唐津市 株式会社村山石油 虹の松原　給油所 浜玉町浜崎１８７５ 0955-56-7111

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 唐津　給油所 熊の原町３１７９－１ 0955-72-6082

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 鏡基幹　給油所 原字下野中９３７－１外 0955-77-0633

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 浜玉基幹　給油所 浜玉町横田下字高虹７３ 0955-56-7026

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 相知基幹　給油所 相知町中山３４９１－５ 0955-62-3011

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 上場基幹　給油所 鎮西町岩野字小早田７５ 0955-82-3545



佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 切木　給油所 肥前町切木乙４８８－１ 0955-53-2775

佐賀県 唐津市 株式会社江頭火薬石油店 長部田　給油所 相知町長部田９４７ 0955-62-2311

佐賀県 唐津市 株式会社リョーユーパン 唐津　給油所 和多田西山１－４７ 0955-74-3900

佐賀県 唐津市 有限会社堀田石油店 切木　給油所 肥前町万賀里川２８０－１ 0955-53-2038

佐賀県 鳥栖市 有限会社江崎石油 若桜　給油所 藤木町２０７３－２ 0942-83-1719

佐賀県 鳥栖市 有限会社西村石油 立石　給油所 立石町２２０３－４ 0942-82-2486

佐賀県 鳥栖市 小郡スタンダード石油株式会社 鳥栖インターチェンジ　給油所 本町３丁目原口１５１４の１ 0942-48-7780

佐賀県 鳥栖市 有限会社ジョイント石油 鳥栖　給油所 村田町８３７番地１ 0942-84-2042

佐賀県 鳥栖市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフカーケア布津原　給油所 養父町字布津原４９－１ 0942-81-1346

佐賀県 鳥栖市 株式会社西日本宇佐美 ３号鳥栖　給油所 永吉町字長の原５５０ 0942-85-2032

佐賀県 鳥栖市 ニュー丸栄石油株式会社 鳥栖インター　給油所 立石町１２８－６ 0942-82-5011

佐賀県 鳥栖市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鳥栖姫方店　給油所 姫方町３５４－１ 0942-82-5030

佐賀県 鳥栖市 佐賀県農業協同組合 鳥栖　給油所 田代大官町８０５－５ 0942-82-4705

佐賀県 鳥栖市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ鳥栖蔵上 蔵上２－１７９ 0942-81-3894

佐賀県 多久市 佐賀県農業協同組合 南多久　給油所 南多久町下多久字宮の前２５９７－４２５８８－１ ２５９３－１ 0952-76-3874

佐賀県 多久市 有限会社谷口石油 北多久　給油所 北多久町大字小侍６３７ 0952-74-3141

佐賀県 多久市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 多久インターＳＳ　給油所 北多久町大字多久原２２６－３ 0952-76-3320

佐賀県 伊万里市 野口商事株式会社 セルフ浦の崎　給油所 山代町立岩４１２－１３イ 0955-28-3409

佐賀県 伊万里市 河原石油株式会社 土井町　給油所 二里町八谷搦３６５－８ 0955-23-6151

佐賀県 伊万里市 株式会社イデックスリテール西九州 セルフカーケア伊万里　給油所 二里町八谷搦１０８９ 0955-23-5121

佐賀県 伊万里市 川井産業株式会社 ガンマ上伊万里　給油所 大坪町白野２６８２ 09552-3-5030

佐賀県 伊万里市 株式会社友愛石油 伊万里　給油所 二里町八谷搦１２４９ 0955-23-4436

佐賀県 伊万里市 株式会社友愛石油 二里　給油所 二里町大里乙３６３８－１ 0955-22-3077

佐賀県 伊万里市 有限会社エガシラ石油 伊万里　給油所 東山代町長浜２１１６－２ 0955-22-8458

佐賀県 伊万里市 野口商事株式会社 セルフ上伊万里　給油所 大坪町丙１０７１ 0955-22-9108

佐賀県 伊万里市 ユウシード東洋株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ国見台店　給油所 新天町長筬２８９－２ 0955-23-3822

佐賀県 伊万里市 ユウシード東洋株式会社 立花　給油所 立花町字小敷山２６９３－１ 0955-23-3611

佐賀県 武雄市 株式会社鈴山石油 武雄　給油所 橘町大字大日字郷ノ木３０９０－１ 0954-23-2297

佐賀県 武雄市 有限会社エガシラ石油 御船山　給油所 武雄町大字武雄３６９－２ 0954-23-1103

佐賀県 武雄市 佐賀県農業協同組合 北方　給油所 北方町大字志久吉原１９３４ 0954-36-2080

佐賀県 武雄市 株式会社ＫＡＮＥＯＫＡモビリティーサービス 東川登　給油所 東川登町大字永野６２１２番地 0954-22-2911

佐賀県 武雄市 有限会社浦川石油 武雄　給油所 武雄町大字昭和２３－２ 0954-22-3726

佐賀県 武雄市 相光石油株式会社 セルフステーション武雄バイパス　給油所 武雄町大字昭和１０１ 0954-20-0364

佐賀県 武雄市 株式会社友愛石油 武雄温泉駅前　給油所 武雄町大字富岡８２７１－１ 0954-23-5745

佐賀県 武雄市 古川　博敏 西川登　給油所 西川登町大字神六２０３０９－４ 0954-28-2088

佐賀県 武雄市 株式会社ＹＥＳ 北方　給油所 北方町大字大崎１２０７－１ 0954-33-0222

佐賀県 武雄市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ武雄バイパス店　給油所 武雄町大字昭和７７２ 0954-22-2039

佐賀県 武雄市 株式会社朝日石油 朝日　給油所 朝日町大字甘久３５０１－２ 0954-23-1215

佐賀県 武雄市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 武雄インターＳＳ　給油所 北方町大字志久字土井神５３０－１　他２筆 0954-36-5665

佐賀県 武雄市 佐賀県農業協同組合 武雄　給油所 朝日町大字甘久字石木１６３番２ 0954-23-6135

佐賀県 武雄市 佐賀県農業協同組合 山内　給油所 山内町大字大野６８４０－２ 0954-45-2262

佐賀県 鹿島市 株式会社カシマ昭和石油ガス 鹿島西　給油所 大字納富分１０１６－１ 0954-63-3148

佐賀県 鹿島市 株式会社ランドマーク ランドマーク　給油所 大字井手３２８番地１ 0954-62-3246

佐賀県 鹿島市 株式会社小野石油 鹿島　給油所 大字森１１２５－６ 0954-63-0425

佐賀県 鹿島市 鐘ケ江石油株式会社 肥前浜　給油所 浜町字開浦２８１－１ 0954-63-3387

佐賀県 鹿島市 佐賀県農業協同組合 ハートフル鹿島　給油所 納富分字藤津甲３３－１甲３３－２甲２６ 0954-62-5717

佐賀県 小城市 株式会社吉田石油店 佐賀バイパス　給油所 牛津町柿樋瀬９１６－４ 0952-66-0231

佐賀県 小城市 カシマ石油株式会社 牛津バイパス　給油所 牛津町上砥川字一本松６６－４ 0952-66-1555

佐賀県 小城市 株式会社友愛石油 小城　給油所 小城町高原２１７－３ 0952-73-9633

佐賀県 小城市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 小城ＳＳ　給油所 小城町畑田２１５３－１ 0952-73-3158

佐賀県 小城市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐賀牛津ＳＳ　給油所 牛津町下砥川字一本松９１－１ 0952-66-5222

佐賀県 小城市 佐賀県農業協同組合 三日月　給油所 三日月町長神田２３３９－１ 0952-72-8008

佐賀県 嬉野市 川井産業株式会社 嬉野中央　給油所 嬉野町大字下宿乙３３９－１ 09544-3-3145

佐賀県 嬉野市 有限会社野村商会 嬉野　給油所 嬉野町大字下野丙２３１ 0954-43-2352

佐賀県 嬉野市 佐賀県農業協同組合 塩田　給油所 塩田町大字五町田甲１６４２－１ 0954-66-2378

佐賀県 嬉野市 渕野石油株式会社 一位原　給油所 嬉野町大字下宿甲１７２６ 0954-42-0430

佐賀県 嬉野市 鐘ケ江石油株式会社 久間　給油所 塩田町大字久間乙２８８１ 0954-66-2206



佐賀県 嬉野市 鐘ケ江石油株式会社 塩田和泉式部　給油所 塩田町大字馬場下甲１６９５－７ 0954-66-2242

佐賀県 嬉野市 山下石油　山下 敏夫 嬉野　給油所 嬉野町大字下宿丙１７－３ 0954-42-1008

佐賀県 嬉野市 有限会社生田石油 吉田　給油所 嬉野町大字吉田丁３７３７ 0954-43-8501

佐賀県 嬉野市 佐賀県農業協同組合 うれしの　給油所 嬉野町大字下宿字五本杉甲４７１３番地９ 0954-42-2256

佐賀県 神埼市 栁川商店株式会社 栁川石油店　給油所 神埼町本告牟田１３４５－４ 0952-52-6985

佐賀県 神埼市 有限会社姉石油 千代田　給油所 千代田町姉５６ 0952-44-2064

佐賀県 神埼市 佐賀県農業協同組合 背振　給油所 背振町広滝５２４－１ 0952-59-2420

佐賀県 神埼市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション神埼　給油所 神埼町田道ヶ里２３１６－１ 0952-52-2941

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社新出光 イデックス基山　給油所 長野５９８ 0942-92-1400

佐賀県 三養基郡基山町 エネクスフリート株式会社 鳥栖インター基山　給油所 長野９０２－２ 0942-92-0808

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社吉田石油店 鳥栖インター　給油所 長野１０３０－１ 0942-92-5673

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート３鳥栖ＴＳ　給油所 大字小倉１６４２－１ 0942-81-7045

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 基山ＴＳ　給油所 長野６９６－３ 0942-92-5907

佐賀県 三養基郡基山町 西日本フリート株式会社 ルート３鳥栖インター　給油所 大字長野字年ノ森１０３８－２ 0942-92-6316

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社田中石油店 マッハ車検佐賀基山店　給油所 大字小倉９７０－１ 0942-92-2682

佐賀県 三養基郡上峰町 株式会社中山運輸 Ｎｅ上峰ステーション　給油所 大字坊所字下津毛１４３－１ 0952-51-4941

佐賀県 三養基郡みやき町 有限会社福地商事 みやき　給油所 大字中津隈６５－８ 0742-89-9658

佐賀県 三養基郡みやき町 佐賀県農業協同組合 三根　給油所 大字市武字二本松１３９７－１ 0942-96-2800

佐賀県 三養基郡みやき町 株式会社イトヤマ 中原　給油所 大字原古賀一本谷８３０ 0942-94-2064

佐賀県 三養基郡みやき町 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北茂安店　給油所 大字白壁字平林２２２０－１ 0942-89-9370

佐賀県 東松浦郡玄海町 有限会社牧原商店 原電前　給油所 大字今村４５４９ 0955-52-6954

佐賀県 東松浦郡玄海町 友田商店　友田　良子 仮屋　給油所 大字仮屋１１６番地２ 0955-52-2826

佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社友愛石油 西有田　給油所 立部乙２２５３－１ 095546-3061

佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社友愛石油 有田バイパス　給油所 南原丁２１０－４ 0955-42-6636

佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社友愛石油 丸二　給油所 本町丙８１１－１ 09554-3-2752

佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社筒井商事 スーパーセルフ有田　給油所 北ノ川内６００－３ 0955-46-3040

佐賀県 杵島郡大町町 安全石油有限会社 大町　給油所 大字大町８８７１－１３ 0952-82-3141

佐賀県 杵島郡江北町 有限会社福地商事 江北　給油所 大字山口１３２８ 0952-86-5058

佐賀県 杵島郡白石町 有限会社松尾石油店 セルフ福富　給油所 大字福富１４２１－２ 0952-87-2625

佐賀県 杵島郡白石町 佐賀県農業協同組合 しろいし　給油所 大字遠江三本篭３４０－１ 0952-37-0303

佐賀県 杵島郡白石町 有明石油株式会社 有明　給油所 大字坂田２６１番地１ 0954-65-2067

佐賀県 杵島郡白石町 株式会社中山運輸 Ｎｅ有明ステーション　給油所 大字深浦平の前１７１３－２ 0954-65-5211

佐賀県 藤津郡太良町 有限会社川繁商店 大浦　給油所 大字大浦丁１－１ 09546-8-2633

佐賀県 藤津郡太良町 岸元　栄 太良　給油所 大字糸岐字川北１０１２番地５ 0954-67-0185

佐賀県 藤津郡太良町 株式会社肥前建設 肥前石油大浦　給油所 大字大浦丁５６４－２ 0954-68-2053

佐賀県 藤津郡太良町 佐賀県農業協同組合 オートパルたら　給油所 大字多良１１－１ 0954-67-1903

長崎県 長崎市 西部石油株式会社 小ヶ倉　給油所 小ヶ倉町１－１０２７ 0958-78-4393

長崎県 長崎市 有限会社南長﨑石油 栄上　給油所 布巻町１４１－１ 095-829-0059

長崎県 長崎市 南国殖産株式会社 茂里町　給油所 茂里町１－４６ 0958-46-6453

長崎県 長崎市 浜本石油株式会社 若葉町　給油所 若葉町２－２８ 0958-46-9191

長崎県 長崎市 浜本石油株式会社 滑石　給油所 滑石２－１－５２ 0958-56-0241

長崎県 長崎市 朝日石油株式会社 茂里町　給油所 目覚町２－５ 0958-44-1573

長崎県 長崎市 朝日石油株式会社 つつじヶ丘　給油所 中里町１２８４－４ 095-861-5757

長崎県 長崎市 朝日石油株式会社 畝刈　給油所 畝刈町１６１３番２７９ 0958-50-2227

長崎県 長崎市 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフ小ヶ倉　給油所 新小ヶ倉２丁目６番１号 0958-34-5407

長崎県 長崎市 株式会社真田石油 マリーゼ２０２　給油所 式見町２００－４３ 0958-41-1175

長崎県 長崎市 株式会社琴海石油 琴海石油　給油所 琴海形上町１７８４番地８ 095-885-2718

長崎県 長崎市 丸大石油店　大森　良治 野母崎　給油所 野母町１３－１ 09589-3-0068

長崎県 長崎市 有限会社三和石油 セルフ三和　給油所 布巻町９３５番地 095-892-8139

長崎県 長崎市 山口　和則 セルフ琴海　給油所 琴海形上町１８６１ 0958-85-2277

長崎県 長崎市 株式会社ナガノ 稲佐　給油所 光町９番１１号 095-861-0186

長崎県 長崎市 株式会社真田石油 光風台　給油所 鳴見町８０－１ 095-841-1014

長崎県 長崎市 相光石油株式会社 セルフステーション西山バイパス　給油所 西山２－８－４ 095-821-9275

長崎県 長崎市 有限会社平尾商事 東長崎　給油所 平間町９３９－１ 095-839-2075

長崎県 長崎市 株式会社フジオカ ｾﾙﾌ城山　給油所 城栄町２－２０ 095-844-9643

長崎県 長崎市 株式会社フジオカ 馬町　給油所 出来大工町６２ 095-824-2646

長崎県 長崎市 株式会社フジオカ セルフ女神　給油所 小ヶ倉町１－１０２６－３ 095-832-5230



長崎県 長崎市 飯島商事株式会社 琴海　給油所 西海町１７３０ 095-884-2177

長崎県 長崎市 有限会社岩永石油 平間　給油所 平間町１３５０－１ 095-839-6000

長崎県 長崎市 林兼石油株式会社 サンライズ西山　給油所 西山２丁目４－１ 095-823-0837

長崎県 長崎市 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ長崎漁港　給油所 畝刈町１６１３－１６５ 095-850-3070

長崎県 長崎市 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ小菅　給油所 小菅町２９－７ 095-820-9920

長崎県 長崎市 林兼石油株式会社 ハーバー長崎　給油所 尾上町１７－１ 095-829-2881

長崎県 長崎市 有限会社﨑石油店 長浦　給油所 長浦町２６０２ 095-885-2629

長崎県 長崎市 株式会社イデックスリテール西九州 江戸町　給油所 江戸町２－３４ 095-822-7549

長崎県 長崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ稲佐橋店　給油所 光町１－１ 095-861-4338

長崎県 長崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ矢上店　給油所 かき道１丁目４０－３ 095-839-0081

長崎県 長崎市 有限会社野母崎石油 高浜　給油所 高浜町２５３８ 095-895-3366

長崎県 長崎市 有限会社岩永石油 東長崎　給油所 田中町２３４ 095-838-2191

長崎県 長崎市 飯島商事株式会社 本原　給油所 石神町１－２ 095-845-3255

長崎県 長崎市 飯島商事株式会社 花丘　給油所 花丘町１７－１５ 095-845-4907

長崎県 長崎市 飯島商事株式会社 松山橋　給油所 平和町１２－１ 095-846-1269

長崎県 長崎市 有限会社カネイ商会 江川　給油所 末石町４５８－２ 095-871-1183

長崎県 長崎市 有限会社カネイ商会 サンシャインながさき　給油所 竿浦町７２９番７ 095-879-1009

長崎県 佐世保市 全農エネルギー株式会社 早岐店 広田１丁目３８７番地１１ 0956-59-5036

長崎県 佐世保市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケア田の浦　給油所 田の浦町４０－１ 0956-38-3177

長崎県 佐世保市 出光リテール販売株式会社 江上　給油所 江上町９５２－１ 0956-58-5041

長崎県 佐世保市 増本石油株式会社 松浦町　給油所 松浦町２－２９ 0956-23-1155

長崎県 佐世保市 株式会社エヌ・エス・シー 江迎　給油所 江迎町三浦７４－１ 09566-5-2478

長崎県 佐世保市 大同興産株式会社 佐世保　給油所 三浦町４－１１ 0956-22-5041

長崎県 佐世保市 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ俵町　給油所 俵町２３－３１ 0956-24-8833

長崎県 佐世保市 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ白岳　給油所 大和町３９７番１号 0956-31-1918

長崎県 佐世保市 川井産業株式会社 マリーン干尽　給油所 干尽町４－１ 0956-31-8264

長崎県 佐世保市 有限会社西海橋石油店 西海橋　給油所 針尾２３９３－３６ 0956-58-2071

長崎県 佐世保市 株式会社トーヨー総業 北佐世保　給油所 折橋町１２－３ 0956-22-9040

長崎県 佐世保市 岸川石油販売株式会社 佐世保リバーサイド　給油所 田原町１６番４４号 0956-49-7211

長崎県 佐世保市 株式会社ヒラファイト 勝海　給油所 勝海町２６１－９ 0956-39-0747

長崎県 佐世保市 大島石油株式会社 吉井　給油所 吉井町立石２５２－７ 0956-64-4116

長崎県 佐世保市 宮地石油株式会社 江迎　給油所 江迎町長坂１２３－２ 0956-65-2121

長崎県 佐世保市 有限会社竹原商店 南風崎　給油所 南風崎町２５－３ 0956-59-2108

長崎県 佐世保市 株式会社フジオカ 日宇　給油所 日宇町２７９０ 0956-32-2210

長崎県 佐世保市 株式会社イデックスリテール西九州 セルフカーケア上原　給油所 早苗町４３２－１ 0956-38-2224

長崎県 佐世保市 株式会社イデックスリテール西九州 高砂　給油所 高砂町１－１ 0956-23-6111

長崎県 佐世保市 株式会社福勇石油 中里　給油所 中里町２６－１ 0956-47-3188

長崎県 佐世保市 林兼石油株式会社 松浦町　給油所 松浦町４－７ 0956-22-7126

長崎県 佐世保市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ広田ＳＳ　給油所 広田３－２３－３３ 0956-39-4039

長崎県 佐世保市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐世保ベイサイド店　給油所 干尽町１番４１号 0956-33-7255

長崎県 佐世保市 有限会社ニシ・マイカーセンター 有限会社ﾆｼ・ﾏｲｶｰｾﾝﾀｰﾋﾟｯﾄﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ油館佐世保店 崎岡町３００３番 0956-38-6512

長崎県 佐世保市 ながさき西海農業協同組合 宇久　給油所 宇久町平郷岡ノ平３３５－１ 0959-57-2135

長崎県 佐世保市 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケア卸本町 卸本町１－１６７ 0956-32-1943

長崎県 佐世保市 白石　市三 松原　給油所 宇久町平２４３４－１ 0959-57-2191

長崎県 島原市 極東石油株式会社 栄町　給油所 栄町８４９３ 0957-62-4390

長崎県 島原市 株式会社キタウラ カーポート２５１　給油所 亀の甲町乙１６４３－１ 0957-62-2756

長崎県 島原市 有限会社まるいしシェル セルフ有明　給油所 有明町湯江甲１４２ 0957-68-0623

長崎県 島原市 本村石油店　本村 正昭 杉谷　給油所 宇土町乙８８１ 0957-62-3448

長崎県 島原市 株式会社キタウラ カーポート中央　給油所 城見町４９４７番地１ 0957-65-0218

長崎県 島原市 株式会社ボスコ ボスコ島原　給油所 大手原町甲１６、１７、１８、１８－２ 0957-65-0505

長崎県 諫早市 株式会社西日本宇佐美 ３４号諫早インター　給油所 久山町２１５５－１ 0957-25-4449

長崎県 諫早市 南国殖産株式会社 からこ　給油所 松里町１６８３－１ 0957-28-0662

長崎県 諫早市 有限会社末永石油店 セルフ高来　給油所 高来町下与６３２－８５ 095732-3135

長崎県 諫早市 有限会社峰石油店 喜々津　給油所 多良見町囲４８０－２ 0957-43-0014

長崎県 諫早市 有限会社峰石油店 小江店　給油所 高来町小船津浜田３６４－２ 0957-32-2080

長崎県 諫早市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ諫早　給油所 小船越２４２－１ 092-918-7701

長崎県 諫早市 株式会社山下石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ貝津店　給油所 貝津町１５８６－５ 0957-26-9174



長崎県 諫早市 有限会社平尾商事 赤崎　給油所 赤崎町８４番１他※ 0957-24-6116

長崎県 諫早市 有限会社中野石油 栄田　給油所 栄田町１２番３６号 0957-26-5971

長崎県 諫早市 株式会社フジオカ セルフ多良見中央　給油所 多良見町囲字上田原２５８－１ 0957-28-5880

長崎県 諫早市 株式会社イデックスリテール西九州 喜々津　給油所 多良見町中里５番地 0957-43-1222

長崎県 諫早市 林兼石油株式会社 セルフ長野　給油所 長野町１４８１－１、４、６、７、他 0957-32-8010

長崎県 諫早市 合資会社立川酸素プロパン 城見　給油所 城見町３１－６３ 0957-22-3316

長崎県 諫早市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本諫早店　給油所 東小路町３－５ 093-613-0010

長崎県 諫早市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ愛野店　給油所 森山町杉谷１１１－１ 0957-36-0075

長崎県 諫早市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小川町店　給油所 小川町１２５３－１ 0957-23-5200

長崎県 諫早市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ諫早貝津店 貝津町１６６２－１ 0957-25-1900

長崎県 大村市 南国殖産株式会社 大村インター　給油所 池田２－３３６－１ 0957-54-3943

長崎県 大村市 株式会社イデックスリテール西九州 大村南　給油所 久原２丁目１１９４－４ 0957-52-4747

長崎県 大村市 旭砕石株式会社 セルフスタンドサンスパ　給油所 森園町６６３－３ 0957-50-1174

長崎県 大村市 林兼石油株式会社 サンライズ大村　給油所 池田２－３０１－５ 0957-54-0036

長崎県 大村市 南国殖産株式会社 大村岩松　給油所 岩松町１６－３ 0957-20-7150

長崎県 大村市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大村駅前店　給油所 東三城町１８－７ 0957-52-6131

長崎県 大村市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長崎空港前店　給油所 古賀島町２８７－７ 0957-52-9595

長崎県 大村市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大村駅通り店　給油所 西三城町１８－５ 0957-52-1210

長崎県 平戸市 全農エネルギー株式会社 平戸口店 田平町小手田免字柚ノ木１０４８－１ 0950-20-9660

長崎県 平戸市 株式会社松岡石油店 平戸中央　給油所 築地町５１３ 09502-2-3121

長崎県 平戸市 有限会社森石油店 生月　給油所 生月町里免１６７９番地４ 0950-53-0802

長崎県 平戸市 平戸建設株式会社 ニューポート石油平戸　給油所 宮の町６４７－６ 0950-21-8555

長崎県 平戸市 アオキ石油有限会社 田平　給油所 田平町里免２４１ 0950-57-0544

長崎県 平戸市 有限会社藤村商店 生月　給油所 生月町里免字水畑３７４０－４ 0950-53-1689

長崎県 平戸市 有限会社ニシ・マイカーセンター ﾋﾟｯﾄﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ油館中部店　給油所 紐差町１４００－３ 0950-28-1555

長崎県 平戸市 有限会社ニシ・マイカーセンター ピットブラザーズ油館　給油所 田平町小手田免１２５５－１ 0950-57-0996

長崎県 平戸市 ながさき西海農業協同組合 おおしま　給油所 大島村前平１７２０－１､１７２１－１ 0950-55-2037

長崎県 平戸市 株式会社松岡石油店 中部　給油所 草積町字石原田前１１０８－７ 0950-28-2800

長崎県 松浦市 有限会社三枝松商店 三枝松　給油所 福島町塩浜免字福崎６６８－１１ 095547-2588

長崎県 松浦市 全農エネルギー株式会社 松浦店 志佐町里免３３１－１ 0956-37-9213

長崎県 対馬市 鈴木石油株式会社 美津島　給油所 美津島町鶏知甲１１３０番地３ 09205-4-2061

長崎県 対馬市 鈴木石油株式会社 厳原　給油所 厳原町宮谷８５ 0920-52-0418

長崎県 対馬市 株式会社新出光 厳原中央　給油所 厳原町桟原５０－２ 0920-52-2763

長崎県 対馬市 株式会社新出光 厳原　給油所 厳原町東里３５２－４ 0920-52-1571

長崎県 対馬市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 久田ＳＳ　給油所 厳原町久田字白子１番８ 0920-53-5060

長崎県 壱岐市 壱岐市農業協同組合 壱岐市農協本所　給油所 郷ノ浦町東触５６３番地 0920-47-1302

長崎県 壱岐市 壱岐市農業協同組合 壱岐市農協北部　給油所 芦辺町箱崎本村触字辻１０１－３ 0920-45-1630

長崎県 壱岐市 壱岐市農業協同組合 ベイサイド湯ノ本　給油所 勝本町布気触榎川９６６－１０ 09204-3-0133

長崎県 壱岐市 有限会社大阪屋石油店 大阪屋　給油所 芦辺町中野郷西触３８５－３ 09204-5-3034

長崎県 壱岐市 株式会社昇運石油 芦辺　給油所 芦辺町芦辺浦３２４番地 09204-5-0014

長崎県 壱岐市 株式会社江口石油店 石田　給油所 石田町池田東触４７５－４ 0920-44-5254

長崎県 壱岐市 川添石油株式会社 郷ノ浦　給油所 郷ノ浦町田中触上戸田１１７７－１ 0920-48-0201

長崎県 壱岐市 川添石油株式会社 瀬戸浦　給油所 芦辺町箱崎大左右触６９７－１７ 0920-45-2115

長崎県 壱岐市 中野石油有限会社 芦辺　給油所 芦辺町諸吉二亦触１６４８－６ 0920-45-0191

長崎県 壱岐市 郷ノ浦町漁業協同組合 郷ノ浦町漁業協同組合　給油所 郷ノ浦町郷ノ浦４０５－３ 0920-47-2718

長崎県 壱岐市 平尾石油有限会社 郷の浦　給油所 郷ノ浦町柳田触９４０－１ 0920-47-1252

長崎県 壱岐市 株式会社ナガオカ 壱岐　給油所 郷ノ浦町平人触字佐小５５－５ 0920-47-0412

長崎県 壱岐市 有限会社松屋石油店 印通寺　給油所 石田町印通寺浦４６９－２２ 0920-44-5313

長崎県 五島市 合名会社本村商店 （名）本村商店福江　給油所 栄町１－６ 09597-2-2947

長崎県 五島市 五島石油株式会社 五島富江　給油所 富江町富江１８７－３ 09598-6-0017

長崎県 五島市 有限会社山口商店 岐宿　給油所 岐宿町中嶽１０８７ 0959-83-1016

長崎県 五島市 有限会社山口商店 ルート３８４福江　給油所 三尾野３丁目１番１２号 09597-2-2651

長崎県 五島市 合資会社今利石油店 福江　給油所 東浜町１－２－５ 0959-72-2277

長崎県 五島市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福江中央店　給油所 籠淵町２０９９－１ 0959-88-9700

長崎県 五島市 有限会社スギ・コーポレーション 五島中央病院前　給油所 吉久木町２０５－１ 0959-75-0797

長崎県 五島市 夏井　頌太 川谷石油岐宿　給油所 岐宿町川原５６６番地１２ 0959-82-1015

長崎県 五島市 ごとう農業協同組合 富江　給油所 富江町狩立４７９ 0959-86-2114



長崎県 五島市 ごとう農業協同組合 西部　給油所 岐宿町中岳１９４８－１、１９５７ 0959-83-1756

長崎県 五島市 ごとう農業協同組合 ＳＳ本店　給油所 木場町３０４－１ 0959-72-3773

長崎県 西海市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ小迎　給油所 西彼町小迎郷２８３６－１ 0959-28-0004

長崎県 西海市 全農エネルギー株式会社 太田和店 西海町中浦北郷１８１４－１ 0959-37-9503

長崎県 西海市 有限会社大菱石油 大瀬戸　給油所 大瀬戸町瀬戸板浦郷８９２ 0959-22-0133

長崎県 西海市 有限会社広畝商店 セルフステーションせいひ　給油所 西彼町喰場郷１２４８－１ 0959-27-0111

長崎県 西海市 株式会社トーヨー総業 西海橋　給油所 西彼町小迎郷９５９ 09592-8-0131

長崎県 西海市 合資会社朝川石油店 雪浦　給油所 大瀬戸町雪浦下釜郷８９６－１ 0959-22-9140

長崎県 西海市 有限会社峰口石油 セルフ無人サービスステーション　給油所 西彼町白似田郷１８７４－１　他 0959-37-5038

長崎県 雲仙市 株式会社ボスコ ボスコ瑞穂　給油所 瑞穂町西郷辛１３７５－２ 0957-77-3800

長崎県 雲仙市 酒井　恭二 南串山町　給油所 南串山町乙３ 0957-88-2065

長崎県 雲仙市 小浜産業株式会社 セルフおばま　給油所 小浜町北本町魚見山２１９－１１　外 0957-74-2563

長崎県 雲仙市 有限会社モリタニ商店 南串山　給油所 南串山町字沼田丙１１６２－２ 095788-2876

長崎県 雲仙市 合資会社長崎開発 雲仙　給油所 小浜町雲仙札ノ原４１４－４ 0957-73-2001

長崎県 雲仙市 横田石油店　横田 尚洋 千々石　給油所 千－石町甲２５０－１ 0957-37-2020

長崎県 雲仙市 町田石油店　町田 長興 千々石　給油所 千－石町戊５０１ 0957-37-2113

長崎県 雲仙市 松木石油　松木　俊郎 多比良　給油所 国見町多比良甲１３４番地 0957-78-2224

長崎県 雲仙市 有限会社森瀬石油店 ルート２５１国見　給油所 国見町土黒甲６５－１ 0957-78-3243

長崎県 雲仙市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ愛野展望台店　給油所 愛野町乙字桃山５０３６－１ 0957-36-2696

長崎県 雲仙市 島原雲仙農業協同組合 アグリス国見　給油所 国見町神代東里字嘉瀬の元己２４５－１ 0957-78-2836

長崎県 雲仙市 島原雲仙農業協同組合 千々石　給油所 千－石町甲４５４－１ 0957-37-2059

長崎県 雲仙市 山口物産株式会社 愛野展望台　給油所 愛野町愛津字展望台乙５８６６－６、乙５８７３－１ 0957-36-0090

長崎県 南島原市 アポロ興産株式会社 ハーテック有家　給油所 有家町小川字上平野８３８ 0957-82-2843

長崎県 南島原市 株式会社菅藤商会 北有馬　給油所 北有馬町今福名字鳥渕９６ 0957-84-2015

長崎県 南島原市 株式会社原田商店 新有家　給油所 有家町山川字於古田３５６－１ 0957-82-1100

長崎県 南島原市 普壮株式会社 ルート５７深江町　給油所 深江町石水下戊３０７９－１ 0957-72-6338

長崎県 南島原市 株式会社福義丸 北岡　給油所 南有馬町戊１９６－１、１９６－３、１９６－４ 0957-85-2926

長崎県 南島原市 株式会社福義丸 セルフ口之津　給油所 口之津町甲２１８６番地１ 0957-86-3096

長崎県 南島原市 日向石油　日向 高広 加津佐　給油所 加津佐町己２６０２－６ 0957-87-2285

長崎県 南島原市 株式会社おがわ石油 ＳＳピラニア　給油所 西有家町須川４９１－１ 0957-82-1007

長崎県 南島原市 株式会社おがわ石油 口之津　給油所 口之津町甲２１６０ 0957-86-2231

長崎県 南島原市 島原雲仙農業協同組合 布津　給油所 布津町乙１４６４ 0957-72-2607

長崎県 南島原市 島原雲仙農業協同組合 北有馬　給油所 北有馬町戊字門前２７６０－１番地 0957-84-3134

長崎県 南島原市 有限会社喜多石油 ジョイフル深江　給油所 深江町丁２３９９番地 0957-72-5252

長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社山下石油店 大迫　給油所 高田郷字大迫５９８－１０、９２０－１、９２０－４ 095-843-0508

長崎県 西彼杵郡長与町 長光興産株式会社 森の木サービスステーション　給油所 高田郷７１９－６ 095-843-7711

長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社フジオカ セルフ女の都　給油所 高田郷森の木７１１－５ 095-841-8825

長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 長与ＳＳ　給油所 吉無田郷１４２７－８ 095-883-1981

長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社長与石油 長与　給油所 吉無田郷４１１－８ 095-883-2013

長崎県 西彼杵郡時津町 株式会社イデックスリテール西九州 セルフカーケア西時津　給油所 西時津郷大道６－１ 095-814-2112

長崎県 西彼杵郡時津町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ時津　給油所 野田郷３５－９他 095-860-2711

長崎県 西彼杵郡時津町 株式会社山下石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ猪ケ倉店　給油所 野田郷字猪ケ倉９６０－１０ 095-882-0081

長崎県 西彼杵郡時津町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 時津南ＳＳ　給油所 元村郷８６１－５ 095-882-1888

長崎県 東彼杵郡東彼杵町 有限会社普賢石油 彼杵　給油所 蔵本郷１７５２ 0957-46-0211

長崎県 東彼杵郡東彼杵町 株式会社イデックスリテール西九州 ハートフル彼杵　給油所 三根郷１３６５ 0957-46-0130

長崎県 東彼杵郡川棚町 有限会社谷山油糧 有限会社谷山油糧川棚　給油所 栄町３－２ 0956-82-3171

長崎県 東彼杵郡川棚町 有限会社立石石油 セルフスマイル川棚　給油所 百津郷４３９ 0956-82-5555

長崎県 東彼杵郡川棚町 株式会社富永石油店 川棚東　給油所 石木郷字下石木１７４－１ 0956-82-2537

長崎県 東彼杵郡波佐見町 ユウシード東洋株式会社 波佐見　給油所 折敷瀬郷１７７６－７ 0956-85-4695

長崎県 東彼杵郡波佐見町 一瀬石油株式会社 波佐見　給油所 宿郷２１８－６ 0956-85-3039

長崎県 東彼杵郡波佐見町 有限会社山口石油 西波佐見　給油所 折敷瀬郷２１８０ 0956-85-3527

長崎県 北松浦郡佐々町 全農エネルギー株式会社 佐々店 本田原免１６８－６ 0956-59-9642

長崎県 北松浦郡佐々町 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケア佐々　給油所 市場免字馬場添５５番 0956-41-1755

長崎県 北松浦郡佐々町 宮地石油株式会社 佐々　給油所 古川免１０５ 0956-63-2323

長崎県 南松浦郡新上五島町 松岡石油合資会社 青方　給油所 青方郷１７９１－９ 095952-2083

長崎県 南松浦郡新上五島町 有限会社松村石油 奈良尾　給油所 奈良尾郷１０２３ 0959-44-0233

長崎県 南松浦郡新上五島町 株式会社大水石油 曽根　給油所 小串郷１０２０番地 0959-55-2656



長崎県 南松浦郡新上五島町 野村産業株式会社 小奈良尾　給油所 奈良尾郷小奈良尾脇８５４ 0959-44-1665

長崎県 南松浦郡新上五島町 有限会社青砂石油店 新魚目　給油所 浦桑郷字浦浜１３７６ 0959-54-1168

長崎県 南松浦郡新上五島町 有限会社濱﨑石油 高仏　給油所 荒川郷４８４ 0959-52-3995

長崎県 南松浦郡新上五島町 有限会社若松興産 若松大橋　給油所 若松郷４６２－４９ 0959-46-2176

長崎県 南松浦郡新上五島町 株式会社石田石油店 有川　給油所 有川郷２５１４番地３ 0959-42-1005

長崎県 南松浦郡新上五島町 ごとう農業協同組合 有川　給油所 七目郷小蛤９５７－３ 0959-42-0392

熊本県 熊本市中央区 高島石油株式会社 ハイランド子飼　給油所 大江１－５－２５ 096-371-5757

熊本県 熊本市中央区 肥後石油株式会社 南熊本　給油所 南熊本３丁目１１番９号 096-362-1318

熊本県 熊本市中央区 田村商事株式会社 迎町　給油所 迎町２丁目１番２６号 096-371-9351

熊本県 熊本市中央区 相光石油株式会社 スマートカーウォッシュ熊本セルフステーション大江　給油所 九品寺１－１２－９ 096-373-1065

熊本県 熊本市中央区 有田物産株式会社 南熊本　給油所 荻原町１６４ 096-378-4258

熊本県 熊本市中央区 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平成店　給油所 平成２－２－１ 096-370-3000

熊本県 熊本市中央区 有限会社宮本石油 萩原町　給油所 萩原町２－４４ 096-378-1272

熊本県 熊本市中央区 肥後石油株式会社 新屋敷　給油所 新屋敷三丁目１０－６ 096-375-7622

熊本県 熊本市中央区 東光石油株式会社 日赤病院前　給油所 帯山９丁目４番３号 096-382-8901

熊本県 熊本市中央区 東光石油株式会社 本荘　給油所 本荘５－１４－１８ 096-372-4678

熊本県 熊本市中央区 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ世安　給油所 世安町３１９－１ 096-375-7755

熊本県 熊本市中央区 株式会社イデックスリテール熊本 県庁前　給油所 上水前寺２－２５－２１ 096-384-4646

熊本県 熊本市中央区 出光リテール販売株式会社 セルフステーション本山　給油所 本山町１０８－４ 096-372-0780

熊本県 熊本市中央区 株式会社エムロード ＤＤエネオスセブンＴＡＴＳＵＤＡ　給油所 黒髪７丁目６４ 090-338-3308

熊本県 熊本市中央区 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ南熊本 八王寺町３０－１５ 096-378-8902

熊本県 熊本市東区 株式会社西日本宇佐美 熊本トラックターミナル　給油所 小山３丁目２番１０号 096-338-2557

熊本県 熊本市東区 南国殖産株式会社 熊本インターチェンジ　給油所 御領町３１６－１ 096-380-5549

熊本県 熊本市東区 南国殖産株式会社 花立　給油所 花立３－１０９ 096-369-6683

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 江津湖　給油所 湖東２－３－１ 096-368-6160

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 浜線　給油所 画図町重富５５６－１ 096-378-8950

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 月出　給油所 月出一丁目５番５号 096-383-6841

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 熊本インター　給油所 御領８丁目４０６－１ 096-388-1592

熊本県 熊本市東区 株式会社エムロード ドクタードライブ健軍　給油所 東野２－４－１２、１３ 096-214-1220

熊本県 熊本市東区 株式会社エムロード ドクタードライブ小峯　給油所 小峯１－４－８ 096-368-6624

熊本県 熊本市東区 田村商事株式会社 熊本インター　給油所 下南部３丁目１０番２７号 096-380-2986

熊本県 熊本市東区 熊本石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ益城熊本空港インター　給油所 佐土原二丁目９番１８号 096-286-1630

熊本県 熊本市東区 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 小峯　給油所 長嶺南六丁目６番４５号 096-369-8808

熊本県 熊本市東区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ画図　給油所 画図町大字所島１２３－１ 096-334-9811

熊本県 熊本市東区 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ益城空港インター　給油所 佐土原２－４－１７０ 096-365-7533

熊本県 熊本市東区 九州味岡エナジー株式会社 健軍　給油所 健軍２－１４－１８ 096-369-7860

熊本県 熊本市東区 有限会社中橋石油 上南部　給油所 上南部　４丁目１番２９号 096-380-2162

熊本県 熊本市東区 株式会社古谷石油 東バイパス　給油所 御領二丁目２７番１１号 096-380-2800

熊本県 熊本市東区 株式会社イデックスリテール熊本 カーケア小山　給油所 小山４－６－１２６ 096-292-8506

熊本県 熊本市東区 相光石油株式会社 セルフステーション熊本インター　給油所 下南部３－１１－１６２ 092-349-6522

熊本県 熊本市東区 有限会社松村興産 長嶺　給油所 長嶺東４丁目１５番５号 096-389-3003

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 桜木　給油所 花立２－５－１ 096-360-8566

熊本県 熊本市東区 株式会社エムロード ドクタードライブ熊本インター　給油所 石原２丁目１－７ 096-285-3401

熊本県 熊本市西区 南国殖産株式会社 城山上代　給油所 上代４丁目１２番３０号 096-356-4160

熊本県 熊本市西区 株式会社桝田商店 上代　給油所 上代七丁目２８番２１号 096-329-1123

熊本県 熊本市西区 有限会社潮崎石油 河内　給油所 河内町船津１０５６ 096-276-0911

熊本県 熊本市西区 有限会社中尾石油 中尾石油河内　給油所 河内町船津２０１５ 096-276-0112

熊本県 熊本市西区 有限会社片山商店 河内　給油所 河内町河内２６１４ 096-276-0074

熊本県 熊本市西区 大海冷蔵株式会社 熊本総合市場　給油所 田崎町３８０－７ 096-353-0568

熊本県 熊本市西区 株式会社谷口ショップ 河内　給油所 河内町船津２４６９ 096-276-1026

熊本県 熊本市西区 有限会社牛嶋石油 松尾　給油所 西松尾町４４１３ 096-329-7039

熊本県 熊本市西区 出光リテール販売株式会社 セルフ学園前　給油所 池田４－５－８ 096-211-2020

熊本県 熊本市西区 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション城山　給油所 城山下代２－６－１ 096-329-2155

熊本県 熊本市西区 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ城山 城山下代３－５－３ 096-329-6066

熊本県 熊本市南区 株式会社西日本宇佐美 ３号宇土　給油所 富合町田尻字戸崎前４１７－１ 096-358-5945

熊本県 熊本市南区 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション平成　給油所 江越２丁目２２番２５号 096-355-7077

熊本県 熊本市南区 南国殖産株式会社 城南バイパス　給油所 城南町阿高１５２－３ 0964-46-6700



熊本県 熊本市南区 南国殖産株式会社 釈迦堂　給油所 富合町釈迦堂字狐町６３０ 096-358-7611

熊本県 熊本市南区 肥後石油株式会社 セルフ近見　給油所 近見６丁目１８番４０号 096-356-2811

熊本県 熊本市南区 株式会社エムロード ドクタードライブ平田　給油所 平田１－１５－１ 096-353-3792

熊本県 熊本市南区 緒方石油店　緒方　安則 築地　給油所 城南町築地１０８８ 0964-28-2633

熊本県 熊本市南区 株式会社アイビー石油 白藤　給油所 白藤４－２６－８ 096-311-3172

熊本県 熊本市南区 有限会社馬場幸石油 銭塘　給油所 銭塘町２６９８番地２ 096-223-0033

熊本県 熊本市南区 熊本宇城農業協同組合 下北中央　給油所 城南町島田３０２ 0964-28-7308

熊本県 熊本市南区 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ セルフアクアドーム前　給油所 野口２丁目８番１号 096-320-0130

熊本県 熊本市南区 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ セルフ宇土　給油所 富合町廻江８４５－１ 096-358-6103

熊本県 熊本市南区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ富合　給油所 富合町田尻１４ 096-320-1234

熊本県 熊本市南区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ熊本野口　給油所 野口３－６－１ 096-227-6004

熊本県 熊本市南区 有限会社倉岡石油 城南　給油所 城南町今吉野７２６－２ 0964-28-2855

熊本県 熊本市南区 高島石油株式会社 浜線バイパス　給油所 出仲間６－１５－１０ 096-378-8957

熊本県 熊本市南区 有限会社三矢商事 飽田　給油所 砂原町５６９ 096-227-0109

熊本県 熊本市南区 相光石油株式会社 セルフステーション川尻　給油所 南高江２－１５－１５ 096-311-3124

熊本県 熊本市南区 株式会社新出光 イデックス富合　給油所 富合町田尻３４１－１ 096-211-7111

熊本県 熊本市南区 南国殖産株式会社 川尻　給油所 野田３丁目１２番２１号 096-357-4805

熊本県 熊本市南区 有限会社北村秋商店 畠口　給油所 畠口町１３７０ 096-227-0638

熊本県 熊本市南区 東光石油株式会社 浜線　給油所 田迎町大字田井島字中田２５９－１外 096-378-8916

熊本県 熊本市南区 熊本宇城農業協同組合 富合　給油所 富合町志－水字居合１８９－１ 096-357-5784

熊本県 熊本市北区 エネクスフリート株式会社 植木インター　給油所 植木町大井字木笠５８－４ 096-273-0321

熊本県 熊本市北区 株式会社西日本宇佐美 ３号植木バイパス　給油所 植木町舞尾字石佛５８２－１　他５筆 096-272-2633

熊本県 熊本市北区 高島石油株式会社 ハイランド武蔵　給油所 麻生田３－３－６７ 096-339-9855

熊本県 熊本市北区 肥後石油株式会社 清水　給油所 清水亀井町１８－２１ 096-327-8536

熊本県 熊本市北区 株式会社エムロード ドクタードライブ菊南　給油所 鶴羽田町１丁目８－１ 096-345-6805

熊本県 熊本市北区 有限会社ムラカミ商会 弓削　給油所 武蔵ヶ丘７丁目３番３号 0963-38-7977

熊本県 熊本市北区 鹿本農業協同組合 植木　給油所 植木町岩野２２０－２ 096-272-7111

熊本県 熊本市北区 九州味岡エナジー株式会社 四方寄　給油所 四方寄町南原１６７０ 096-354-0767

熊本県 熊本市北区 有限会社田中石油 竜田　給油所 龍田７丁目３５－１ 096-338-7902

熊本県 熊本市北区 堀石油有限会社 植木　給油所 植木町舞尾６６９ 096-272-0148

熊本県 熊本市北区 堀石油有限会社 植木インター　給油所 植木町味取金山道下３３４－２ 096-272-0973

熊本県 熊本市北区 佐多石油株式会社 清水バイパス　給油所 山室３丁目４－１８ 096-343-6610

熊本県 熊本市北区 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフうえき　給油所 植木町舞尾５４５－５ 096-275-1011

熊本県 熊本市北区 株式会社イデックスリテール熊本 イデックスセルフ植木　給油所 植木町鐙田１４４５－１ 096-273-3555

熊本県 熊本市北区 東光石油株式会社 池田　給油所 池田３丁目１番４６号 096-359-5251

熊本県 熊本市北区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 植木インターＴＳ　給油所 植木町亀甲２０７９－１ 096-273-0033

熊本県 熊本市北区 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ麻生田 麻生田３－１５－５５ 096-386-3151

熊本県 八代市 株式会社西日本宇佐美 ３号八代インター　給油所 興善寺町字繩手５８６－２ 09653-9-0407

熊本県 八代市 南国殖産株式会社 八代臨港線　給油所 中片町５１３－１ 0965-35-3373

熊本県 八代市 十條石油株式会社 八代中　給油所 高下西町１４４１ 0965-35-1531

熊本県 八代市 株式会社丸仙商会 郡築　給油所 郡築１２番町２０７番地 0965-37-0503

熊本県 八代市 合名会社宮村商店 ハロービッグ・ハロー八代　給油所 千丁町太牟田平島２２９０－２０ 0965-46-1700

熊本県 八代市 田村商事株式会社 八代田中西町　給油所 田中西町１７－２ 0965-34-1769

熊本県 八代市 有限会社田上石油 泉町　給油所 泉町柿迫３１２０ 0965-67-2145

熊本県 八代市 松岡石油株式会社 田中町　給油所 田中西町５－３ 0965-34-3124

熊本県 八代市 松岡石油株式会社 港町　給油所 港町６９－３ 0965-37-2172

熊本県 八代市 内田興産有限会社 永碇　給油所 永碇町６６６－２ 0965-35-2681

熊本県 八代市 有限会社山下石油 シーライン八代　給油所 中片町字口ノ坪５７３ 0965-35-9311

熊本県 八代市 株式会社アイビー石油 セルフ八代出町　給油所 出町５－１ 0965-32-3150

熊本県 八代市 エネクスフリート株式会社 八代インター　給油所 川田町西４２０－１ 0965-39-0595

熊本県 八代市 有限会社稲崎石油 鏡　給油所 鏡町上鏡１１－２４－１０ 0965-52-0756

熊本県 八代市 村山　正男 村山石油店千丁新牟田　給油所 千丁町新牟田９４－６ 0965-46-0174

熊本県 八代市 押方　浩昭 東陽　給油所 東陽町南字森下１０３５ 0965-65-2162

熊本県 八代市 有限会社木屋 田中町　給油所 田中町前田２８－１ 0965-43-7000

熊本県 八代市 島石油株式会社 八代市場　給油所 新浜町１－１ 0965-34-3511

熊本県 八代市 島石油株式会社 八代南　給油所 敷川内町字上割２２９３－１ 0965-31-1500

熊本県 八代市 八代港石油合同会社 港　給油所 港町３３番地 0965-62-9827



熊本県 八代市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 八代インターＴＳ　給油所 上片町高取１６０９－１ 0965-34-9801

熊本県 八代市 有限会社谷川石油店 八代荒瀬　給油所 坂本町荒瀬１２４３ 0965-45-2217

熊本県 人吉市 株式会社多良木石油 マッハカーステーション　給油所 下原田町荒毛４６１－１ 0966-24-3676

熊本県 人吉市 味岡石油株式会社 矢黒　給油所 西間下町鳶岩１１３４ 0966-22-2945

熊本県 人吉市 有限会社青井運送 人吉　給油所 下漆田町１６７８ 0966-22-6644

熊本県 人吉市 桑沢石油有限会社 上林　給油所 上林町字立石７４３－１ 0966-24-8451

熊本県 人吉市 球磨地域農業協同組合 人吉　給油所 上薩摩瀬町字園田８５９ 0966-23-2279

熊本県 人吉市 株式会社多良木石油 矢黒　給油所 西間下町５１４－２ 0966-24-9100

熊本県 荒尾市 株式会社柴尾産業 カーステーション荒尾　給油所 大字荒尾字上川後田４１６０番２５０ 0968-64-8881

熊本県 荒尾市 玉名農業協同組合 八幡　給油所 川登字下川原４６５－１ 0968-68-5111

熊本県 荒尾市 三愛リテールサービス株式会社 オブリステーション荒尾　給油所 菰屋１７９９－２ 0968-68-6751

熊本県 水俣市 南国殖産株式会社 水俣エコパーク前　給油所 港町３－１－２６ 09666-2-2744

熊本県 水俣市 水俣石油株式会社 水俣　給油所 天神町２－１－１ 0966-63-1235

熊本県 水俣市 水俣石油株式会社 モービル水俣　給油所 港町１－２－８ 0966-63-2426

熊本県 水俣市 有限会社ＥＣＯオイル 水俣　給油所 百間町１－６－２５ 0966-63-2940

熊本県 水俣市 あしきた農業協同組合 水俣　給油所 ひばりケ丘３８ 0966-63-0003

熊本県 玉名市 株式会社玉名商会 天水町　給油所 天水町小天２５４９ 0968-82-2016

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 横島　給油所 横島町横島４５２３ 0968-84-2209

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 鍋　給油所 岱明町上鍋２５１５－１ 0968-57-2944

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 寺田　給油所 寺田１１３－２ 09687-2-3669

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 石貫　給油所 石貫字上小畑４２０５－１、４２０３、４２０４ 0968-74-9881

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 中央　給油所 北牟田字居屋敷３２－１ 0968-76-0020

熊本県 玉名市 株式会社池田建設 小天　給油所 天水町小天７５４０－２ 0968-82-3939

熊本県 玉名市 株式会社吉田林蔵商店 亀の甲　給油所 亀甲８３－３ 0968-73-2211

熊本県 玉名市 有明石油株式会社 有明玉名　給油所 中１６５５－１ 0968-74-1717

熊本県 玉名市 有限会社鶴上石油店 横島　給油所 横島町横島８９４２ 0968-84-2002

熊本県 玉名市 有限会社徳永石油 サンパル玉名　給油所 岱明町庄山７５９－２ 0968-57-3288

熊本県 玉名市 オイルショップクロダ有限会社 ルート２０８大倉ＳＳ　給油所 大倉５１１－１ 0968-74-1414

熊本県 玉名市 前田燃料　前田　洋 岱明　給油所 岱明町大野下１０７３ 0968-69-8123

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 小天　給油所 天水町小天６７３９ 0968-82-2500

熊本県 山鹿市 株式会社山鹿ホールディングス ＥｎｅＪｅｔかもと　給油所 鹿本町御宇田７１７ 0968-45-5888

熊本県 山鹿市 株式会社山鹿ホールディングス セルフやまが店　給油所 南島字高道１２７１－３ 0968-43-8866

熊本県 山鹿市 株式会社山鹿ホールディングス 津留店　給油所 津留２４９４－１ 0968-43-0888

熊本県 山鹿市 有限会社岩野石油 岩野石油鹿北　給油所 鹿北町四丁１６３０－２ 096832-3128

熊本県 山鹿市 鹿本農業協同組合 鹿央　給油所 鹿央町持松１５９－７ 096836-3177

熊本県 山鹿市 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ山鹿　給油所 鹿校通２丁目１３－５ 0968-44-8333

熊本県 山鹿市 鹿本農業協同組合 鹿北セルフ　給油所 鹿北町岩野１３０－１ 096-832-3131

熊本県 山鹿市 榊　正博 鹿央町広　給油所 鹿央町広諏訪原２３６－１ 0968-36-2246

熊本県 山鹿市 喜多村石油株式会社 山鹿中央通　給油所 中央通６０１ 0968-44-3185

熊本県 山鹿市 有限会社隈部石油店 山鹿日置　給油所 方保田３８８ 0968-46-2372

熊本県 山鹿市 木村石油店　木村　武千代 鹿本南　給油所 鹿本町下高橋２７－４ 0968-46-2375

熊本県 菊池市 有限会社松本石油 隈府　給油所 隈府１３１１－２ 0968-25-2898

熊本県 菊池市 菊池地域農業協同組合 菊池セルフ　給油所 隈府７８２ 0968-24-1138

熊本県 菊池市 菊池地域農業協同組合 パシオン　給油所 旭志川辺上西原１９３５－２ 0968-37-3386

熊本県 菊池市 菊池地域農業協同組合 七城中央　給油所 七城町菰入字安町４３８－１ 0968-24-4053

熊本県 菊池市 菊池地域農業協同組合 泗水　給油所 泗水町豊水３１７２－１ 096-823-2025

熊本県 菊池市 有限会社松田石油 花房　給油所 出田字中道２４４５－１ 0968-25-2996

熊本県 菊池市 株式会社緒方建設 ニュー野間口　給油所 野間口１０９７ 0968-24-0883

熊本県 菊池市 有限会社菊池渓谷給油所 菊池渓谷　給油所 大字重味２２６３ 0968-27-0033

熊本県 菊池市 株式会社山鹿ホールディングス 花房　給油所 木柑子１４２７ 0968-24-3000

熊本県 宇土市 南国殖産株式会社 宇土　給油所 岩古曽町字岩津２０５３－６ 0964-22-0138

熊本県 宇土市 株式会社山鹿ホールディングス ロータスステーション宇土　給油所 善道寺１５５ 0964-24-5056

熊本県 宇土市 有田物産株式会社 宇土中央　給油所 城之浦町２４６ 0964-23-4221

熊本県 宇土市 熊本宇城農業協同組合 網津　給油所 住吉町６７８ 0964-24-3201

熊本県 宇土市 内田興産有限会社 松橋バイパス　給油所 立岡町７８２－３ 0964-22-5754

熊本県 上天草市 天草石油株式会社 天草石油松島　給油所 松島町合津４２１１－１５ 0969-56-0286

熊本県 上天草市 有限会社高木商店 龍ヶ岳　給油所 龍ヶ岳町大道迎１４９７－２ 0969-63-0059



熊本県 上天草市 株式会社アイビー石油 ハートアイランド大矢野　給油所 大矢野町中９４９－４ 096-311-3172

熊本県 上天草市 株式会社白岳石油 白岳　給油所 姫戸町姫浦５９５４－１ 0969-58-2887

熊本県 上天草市 株式会社おがわ石油 セルフ大矢野　給油所 大矢野町中字小高目３００８番３ 0964-56-5888

熊本県 上天草市 合資会社福冨組 天草松島　給油所 松島町合津３２０３ 0969-56-0265

熊本県 上天草市 あまくさ農業協同組合 新大矢野　給油所 大矢野町上１５１２－３ 0969-56-0349

熊本県 宇城市 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー小川店　給油所 大字河江１０４－１ 0964-34-6880

熊本県 宇城市 株式会社エムロード ドクタードライブ松橋　給油所 不知火町御領１３８－１ 0964-32-3265

熊本県 宇城市 株式会社郡浦石油 郡浦　給油所 三角町前越字清水１７８１－１ 0964-54-0015

熊本県 宇城市 有限会社溝見石油 有限会社溝見石油　給油所 松橋町松橋１３２０－１ 096-279-2822

熊本県 宇城市 株式会社アイビー石油 松橋北　給油所 松橋町松橋７８９－１ 0964-34-3456

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 松橋　給油所 松橋町久具３３０－１ 0964-33-5336

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 新小川　給油所 小川町北新田４３５－１ 0964-34-6010

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 豊野　給油所 豊野町糸石３９０２－１ 0964-45-3809

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 松合　給油所 不知火町永尾７０７－６ 0964-42-3435

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 三角セルフ　給油所 三角町前越字白石６０１番地１ 0964-34-2222

熊本県 宇城市 合資会社ミヤムラ貝印石油 松橋インター　給油所 松橋町曲野字金崎２１６５ 0964-33-1835

熊本県 宇城市 合資会社ミヤムラ貝印石油 セルフ松橋　給油所 松橋町松橋１３１５ 0964-33-0690

熊本県 宇城市 上田石油店　上田　賢一 小川町　給油所 小川町井出口２１５ 0964-43-0419

熊本県 宇城市 有限会社橋口石油 橋口　給油所 松橋町浦川内１２４４－６ 0964-32-0295

熊本県 宇城市 有限会社中内商事 シャルム不知火　給油所 不知火町永尾３５３－７ 0964-42-3366

熊本県 宇城市 太陽石油販売株式会社 松橋　給油所 松橋町豊福１６８３番地１ 0964-25-2012

熊本県 宇城市 有限会社西村石油 松橋　給油所 松橋町久具２００８番 0964-32-2526

熊本県 阿蘇市 株式会社九州エナジー セルフ阿蘇　給油所 蔵原字向田８２０－３ 0967-34-2103

熊本県 阿蘇市 フルキ石油株式会社 一の宮　給油所 一の宮町宮地西古神４６０４－１５ 0967-22-0211

熊本県 阿蘇市 株式会社古屋産業 阿蘇神社前　給油所 一の宮町宮地１９２６ 0967-22-0703

熊本県 阿蘇市 株式会社古屋産業 信和ＡＳＯ　給油所 西町９０７－１ 0967-34-1511

熊本県 阿蘇市 山部石油株式会社 内牧　給油所 内牧１２０ 0967-32-0635

熊本県 阿蘇市 有限会社鎌倉商店 尾ケ石　給油所 狩尾字日下１８２１－１ 09673-2-0278

熊本県 阿蘇市 有限会社宮岡石油店 阿蘇　給油所 黒川１５６４番地 09673-4-0005

熊本県 阿蘇市 阿蘇農業協同組合 阿蘇町　給油所 内牧１６５８－５ 0967-32-5539

熊本県 阿蘇市 阿蘇農業協同組合 やまなみ　給油所 波野大字小地野字廻畑１１４３番１１ 0967-24-2472

熊本県 天草市 有限会社浜石油 栖本　給油所 栖本町馬場２５７７－５ 0969-66-3238

熊本県 天草市 江崎汽船株式会社 岡東　給油所 牛深町２８２－１ 0969-73-3103

熊本県 天草市 東光石油株式会社 イオン天草店　給油所 亀場町食場３０３－５ 0969-23-8201

熊本県 天草市 中村石油株式会社 牛深　給油所 牛深町２２８６ 09697-2-2136

熊本県 天草市 株式会社イデックスリテール西九州 天草　給油所 八幡町３－７ 0969-22-2079

熊本県 天草市 有限会社浜石油 知ヶ崎　給油所 志柿町５４２２－１ 0969-24-0147

熊本県 天草市 株式会社五和商事 鬼池　給油所 五和町鬼池１１３ 0969-32-1154

熊本県 天草市 株式会社五和商事 島子　給油所 有明町大島子字沖ノ田２８８４ 0969-52-0168

熊本県 天草市 丸善興産株式会社 コミュニティ天草　給油所 港町２０－１０ 0969-23-2388

熊本県 天草市 有限会社アサヒ石油瀬戸給油所 天草瀬戸　給油所 亀場町亀川６３ 0969-22-2849

熊本県 天草市 有限会社田中石油 河浦　給油所 河浦町河浦３６２－１ 0969-76-0149

熊本県 天草市 有限会社志柿石油 志柿　給油所 志柿町２７１２－１ 0969-23-2815

熊本県 天草市 髙辻　啓司 髙辻商事御領　給油所 五和町御領字新町１２２０８ 0969-32-0031

熊本県 天草市 田中　實 深海　給油所 深海町１９０４－１ 0969-75-0079

熊本県 天草市 株式会社倉岳石油 倉岳　給油所 倉岳町棚底９１１－２ 0969-64-3431

熊本県 天草市 株式会社エムロード ﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ本渡太田町　給油所 太田町６－８ 0964-23-4790

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 久玉　給油所 久玉町字村田１４１１－６ 0969-72-6151

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 河浦　給油所 河浦町河浦４８４４ 0969-76-1212

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 佐伊津　給油所 佐伊津町１９３８－７ 0969-23-6894

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 新和　給油所 新和町小宮地５５１－１ 0969-46-2074

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 栖本中央　給油所 栖本町馬場９９－５ 0969-66-2471

熊本県 天草市 合名会社堤田本店 堤田石油　給油所 御所浦町御所浦３８５０ 0969-67-3002

熊本県 天草市 有限会社浜石油 楠浦　給油所 楠浦町１０２６－１ 0969-22-3353

熊本県 天草市 野田　ゆかり 久玉　給油所 久玉町１４１１－１４６ 0969-72-3590

熊本県 天草市 川﨑　康憲 高浜　給油所 天草町高浜南５５８ 0969-42-0212

熊本県 合志市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション合志　給油所 幾久富中沖野１７５８－１７４ 096-249-2011



熊本県 合志市 太陽石油販売株式会社 セルフ合志　給油所 幾久富１６００番地２ 089-974-5760

熊本県 合志市 株式会社山鹿ホールディングス 須屋　給油所 須屋２２４５番地８ 096-242-8888

熊本県 合志市 菊池地域農業協同組合 合志　給油所 幾久富１３７９ 096-249-2047

熊本県 合志市 菊池地域農業協同組合 西合志　給油所 野－島字八反畑４８５４－３ 096-249-1037

熊本県 合志市 有限会社安武石油 西合志　給油所 合生４８－２ 096-242-0357

熊本県 合志市 株式会社黒石原石油 ソレイユ菊鹿線　給油所 須屋２２４６－１ 096-242-5566

熊本県 合志市 有限会社誠和商事 須屋　給油所 須屋字下屋敷５７２－２、４、８ 096-343-1609

熊本県 合志市 株式会社共同 パークサイド　給油所 栄３７６６番地の２４ 096-248-5515

熊本県 下益城郡美里町 熊本宇城農業協同組合 中央　給油所 馬場１７８ 0964-46-2023

熊本県 下益城郡美里町 亀山　明子 中央　給油所 馬場６９９番地１ 0964-46-3113

熊本県 下益城郡美里町 桑田　良一 桑野　給油所 甲佐平７８ 0967-46-3328

熊本県 下益城郡美里町 熊本宇城農業協同組合 砥用　給油所 三和２２６ 0964-47-0898

熊本県 玉名郡玉東町 玉名農業協同組合 山北　給油所 白木１０８６－１ 0968-85-3084

熊本県 玉名郡南関町 道山　トヨ子 南関西　給油所 大字宮尾２０－１ 0968-53-8390

熊本県 玉名郡南関町 玉名農業協同組合 大原　給油所 大字小原２１９４－２ 09685-3-0085

熊本県 玉名郡南関町 有限会社津留石油 南関　給油所 大字関町２０５－２ 0968-53-1515

熊本県 玉名郡南関町 株式会社柴尾産業 南関南　給油所 上長田６７０の２番地 0968-53-0160

熊本県 玉名郡南関町 西村輪油店株式会社 上坂下　給油所 大字上坂下３５５２－３ 0968-53-9913

熊本県 玉名郡長洲町 有限会社織田石油 長洲本社　給油所 長洲２４６０－２ 0968-78-0735

熊本県 玉名郡長洲町 有限会社織田石油 有明　給油所 大字上外浜２８９２－３ 0968-78-1173

熊本県 玉名郡長洲町 有限会社益永産業 長洲　給油所 大字長洲８６９ 0968-78-0456

熊本県 玉名郡和水町 玉名農業協同組合 前原　給油所 前原１９２１－１ 096886-2253

熊本県 玉名郡和水町 有限会社高木石油店 西口　給油所 上板楠７５１－１ 0968-34-2568

熊本県 玉名郡和水町 玉名農業協同組合 緑　給油所 板楠２８６３－１ 0968-34-3744

熊本県 玉名郡和水町 有限会社木部石油 焼米　給油所 大字焼米３７０－１ 0968-86-2809

熊本県 菊池郡大津町 南国殖産株式会社 大津　給油所 大字引水字柳塘９４３番１ 096-293-3001

熊本県 菊池郡大津町 株式会社中島商店 大津　給油所 室１０１５ 096-293-3185

熊本県 菊池郡大津町 菊池地域農業協同組合 大津　給油所 大字大津１２７１－１ 096-293-2364

熊本県 菊池郡大津町 株式会社イデックスリテール熊本 ホンダ工場前　給油所 大字杉水３３７３－１ 096-293-8622

熊本県 菊池郡大津町 有限会社野田石油 錦野　給油所 字錦野４１７－１ 096-293-6055

熊本県 菊池郡大津町 出光リテール販売株式会社 セルフ大津　給油所 室字東迫尻７２２－１ 096-294-1351

熊本県 菊池郡大津町 有限会社いわお商店 新大津　給油所 大字室字東迫尻６０９ 096-293-4368

熊本県 菊池郡大津町 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーションあそ大津　給油所 大字大津１２１２－９ 096-340-3881

熊本県 菊池郡大津町 株式会社西日本宇佐美 ３２５号くまもと大津 大字室北出口１３９４－１ 096-293-0828

熊本県 菊池郡菊陽町 東光石油株式会社 菊陽テクノ　給油所 大字原水大人足４４１４－１ 096-233-9655

熊本県 菊池郡菊陽町 菊池地域農業協同組合 菊陽　給油所 大字曲手字西原４８８－３ 096-213-5010

熊本県 菊池郡菊陽町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ菊陽　給油所 大字津久礼２１５０－１ 096-233-5011

熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社イデックスリテール熊本 菊陽バイパス　給油所 大字津久礼字久保２７３１－１ 096-232-5411

熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社イデックスリテール熊本 光の森　給油所 光の森５－２３－７ 096-292-3355

熊本県 菊池郡菊陽町 林兼石油株式会社 菊陽　給油所 大字津久礼２７７８番地１ 096-232-3000

熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社エムロード ﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ菊陽バイパス　給油所 大字津久礼字久保２６８５－１ 096-232-6858

熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社エムロード ドクタードライブ光の森　給油所 光の森７丁目３１番地４ 096-292-3371

熊本県 阿蘇郡南小国町 清髙石油店　清髙　文明 南小国　給油所 大字赤馬場１６６－６ 0967-42-0151

熊本県 阿蘇郡南小国町 株式会社黒玄 黒川温泉　給油所 大字満願寺６４３２番地１ 0967-44-0444

熊本県 阿蘇郡小国町 阿蘇農業協同組合 小国郷　給油所 大字宮原２３１２－２ 0967-46-4886

熊本県 阿蘇郡小国町 津埜商事　津埜　高則 津埜商事小国　給油所 大字下城４００番地２ 0967-46-3328

熊本県 阿蘇郡産山村 有限会社井商店 産山　給油所 大字山鹿５６４ 0967-25-2008

熊本県 阿蘇郡産山村 古閑　正行 産山　給油所 大字山鹿５８２ 0967-25-2033

熊本県 阿蘇郡高森町 有限会社安藤物産 永野原　給油所 大字永野原６４８－１ 09676-4-0032

熊本県 阿蘇郡高森町 阿蘇農業協同組合 高森　給油所 大字高森字上原１９６９－１ 0967-22-6111

熊本県 阿蘇郡高森町 高森石油合名会社 高森　給油所 大字高森１５９５－１ 0967-62-0231

熊本県 阿蘇郡西原村 南国殖産株式会社 西原　給油所 大字布田字乾原１０３５－３ 096-349-4649

熊本県 阿蘇郡西原村 東光石油株式会社 西原　給油所 大字布田字境塚１０００番５ 096-279-2822

熊本県 阿蘇郡西原村 阿蘇農業協同組合 西原　給油所 大字小森２９１３－１ 0962-79-4524

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 合資会社井手商店 栃木　給油所 大字河陽４３１４－５ 09676-7-0271

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 阿蘇農業協同組合 久木野　給油所 久石２６４２－２ 0967-67-1396

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 株式会社イデックスリテール熊本 南阿蘇　給油所 両併字東豆塚２４０８番地７ 0967-62-0876



熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社丸野石油店 立野　給油所 立野１８２－２ 0967-68-0019

熊本県 上益城郡御船町 上益城農業協同組合 御船セルフ　給油所 大字木倉字山王原１１１４番１ 096-282-0052

熊本県 上益城郡御船町 松永石油ガス有限会社 豊秋　給油所 大字豊秋５９７ 096-282-0408

熊本県 上益城郡嘉島町 株式会社エムロード ドクタードライブ嘉島　給油所 鯰字皆根１７７５－２ 096-237-2931

熊本県 上益城郡嘉島町 合資会社中島石油 嘉島　給油所 鯰１８６３－１ 096-237-0031

熊本県 上益城郡嘉島町 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ嘉島　給油所 鯰２８２２－２ 096-235-2670

熊本県 上益城郡益城町 南国殖産株式会社 広崎　給油所 広崎字大友７８８－１ 096-086-6967

熊本県 上益城郡益城町 株式会社団地石油 輸送団地　給油所 大字古閑１３４－２３ 096-286-7709

熊本県 上益城郡益城町 上益城農業協同組合 益城セルフ　給油所 大字木山字前田２４０－２ 096-286-3110

熊本県 上益城郡甲佐町 上益城農業協同組合 白旗　給油所 白旗１８５３－３　他３筆 096-234-4123

熊本県 上益城郡山都町 三栄商事株式会社 矢部　給油所 上寺４３ 09677-2-0104

熊本県 上益城郡山都町 有限会社工藤石油 馬見原バイパス　給油所 馬見原２０１－１ 09678-3-0082

熊本県 上益城郡山都町 有限会社工藤石油 矢部バイパス　給油所 城平６４６－１ 0967-72-0822

熊本県 上益城郡山都町 阿蘇農業協同組合 蘇陽　給油所 今白土３８２－１ 0967-83-1100

熊本県 上益城郡山都町 上益城農業協同組合 矢部センター　給油所 南田字西間原２５０－１ 096-772-1708

熊本県 上益城郡山都町 上益城農業協同組合 熊本清和　給油所 大平字下鶴３１７－１ 096-782-2161

熊本県 上益城郡山都町 株式会社大栄総業 矢部　給油所 杉木３７－３ 0967-72-2922

熊本県 上益城郡山都町 合名会社坂田商店 矢部　給油所 浜町１６０－２ 0967-72-0212

熊本県 八代郡氷川町 株式会社吉田石油店 八代氷川　給油所 大野９９０－３ 0965-62-4756

熊本県 八代郡氷川町 西日本フリート株式会社 ルート３八代北　給油所 高塚１２０６ 0965-53-5021

熊本県 葦北郡芦北町 あしきた農業協同組合 田浦　給油所 大字小田浦７８７－１０ 0966-87-1006

熊本県 葦北郡芦北町 古賀石油株式会社 佐敷　給油所 花岡１６７５－２１ 0966-82-2525

熊本県 葦北郡芦北町 古賀石油株式会社 湯浦　給油所 大字湯浦友田１１２－６３ 0966-86-0157

熊本県 葦北郡芦北町 松下石油株式会社 湯浦　給油所 大字湯浦２３３－４７ 0966-86-1286

熊本県 葦北郡芦北町 城南運送有限会社 田浦　給油所 大字小田浦１５７９－７ 0966-87-0129

熊本県 葦北郡芦北町 あしきた農業協同組合 芦北　給油所 大字宮浦字宮前２－１、３－１ 0966-82-5511

熊本県 葦北郡芦北町 あしきた農業協同組合 湯浦　給油所 湯浦生田４４２－１・４４１－１他 0966-86-0171

熊本県 葦北郡津奈木町 万年石油株式会社 津奈木　給油所 大字津奈木１２３８－１ 0966-78-2111

熊本県 葦北郡津奈木町 あしきた農業協同組合 津奈木　給油所 大字岩城５－１ 0966-78-2065

熊本県 球磨郡錦町 南国殖産株式会社 人吉錦町　給油所 大字西１８５番地１８ 0966-38-2885

熊本県 球磨郡錦町 株式会社多良木石油 セルフにしき　給油所 西字大王原１６－２ 0966-38-4638

熊本県 球磨郡錦町 球磨地域農業協同組合 一武　給油所 一武１４４８－１ 0966-38-1648

熊本県 球磨郡錦町 球磨地域農業協同組合 西　給油所 大字西桑木原１０６１ 0966-38-2157

熊本県 球磨郡多良木町 株式会社多良木石油 セルフたらぎ　給油所 大字多良木２８１７ 0966-42-2458

熊本県 球磨郡多良木町 球磨地域農業協同組合 多良木　給油所 多良木２７４８－１ 0966-42-3672

熊本県 球磨郡多良木町 株式会社タブコーポレーション 多良木駅通り　給油所 多良木１４５４ 0966-42-3033

熊本県 球磨郡多良木町 尾方石油　尾方　功一郎 多良木　給油所 多良木字寺村１３８３－２ 0966-42-2468

熊本県 球磨郡湯前町 球磨地域農業協同組合 湯前　給油所 １９０２ー１ 0966-43-4122

熊本県 球磨郡水上村 有限会社井上石油 水上　給油所 岩野１７６－５ 0966-44-0025

熊本県 球磨郡相良村 球磨地域農業協同組合 相良　給油所 大字深水字植竹１３２０－１、１３２１－１、１３２３－１ 0966-35-0226

熊本県 球磨郡五木村 九州味岡エナジー株式会社 五木　給油所 甲５６１７ 0966-37-2030

熊本県 球磨郡球磨村 大岩石油ガス店　大岩　康生 神瀬　給油所 神瀬甲８５６－３ 0966-34-0333

熊本県 球磨郡あさぎり町 球磨地域農業協同組合 新深田　給油所 深田東字田頭１７２３－１ 0966-45-5767

熊本県 球磨郡あさぎり町 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 免田　給油所 免田東３５９－２ 0966-45-0530

熊本県 球磨郡あさぎり町 株式会社タヤマ 深田　給油所 深田西９３２－２６ 0966-45-0170

熊本県 球磨郡あさぎり町 合同会社小藏石油 免田南　給油所 免田東２６３７－９ 0966-45-1740

熊本県 球磨郡あさぎり町 有限会社児玉石油 下乙　給油所 免田西３０４５－１３ 0966-45-0875

熊本県 球磨郡あさぎり町 球磨地域農業協同組合 免田　給油所 免田西２５９０－８ 0966-45-0758

熊本県 球磨郡あさぎり町 球磨地域農業協同組合 岡原　給油所 岡原北９０８－２ 0966-45-4063

熊本県 天草郡苓北町 長井商事株式会社 草場　給油所 志岐字草場５０６－６ 0120-159-260

大分県 大分市 全農エネルギー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ松岡　給油所 毛井２１１－１ 097-525-9660

大分県 大分市 株式会社西日本宇佐美 １０号大分戸次　給油所 大字上戸次字長河原３７３６ 0975-97-6827

大分県 大分市 株式会社西日本宇佐美 ２１０号大分光吉インター　給油所 大字市字石橋４２－８ 097-542-1975

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 乙津　給油所 乙津町５－８ 097-527-3155

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 森町　給油所 森町字栗坂通５５７－１ 097-574-5133

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 大手町　給油所 大手町１－２－１２ 0975-32-5101

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 米良　給油所 下郡中央３－１－１５ 097-567-0125



大分県 大分市 株式会社九州エナジー ドーム　給油所 大字横尾字高尾４０８１－１他 097-520-5519

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 敷戸　給油所 鴛野字山の下１０３０－３ 097-568-3111

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 春日　給油所 東春日町２－５ 0975-34-0472

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 寒田　給油所 大字寒田９５２－３１ 0975-68-2266

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 下郡　給油所 大字片島字尻込３６９－６ 0975-69-8282

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 西の台　給油所 大字三芳字宮畑１９３３番２ 097-546-0055

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 明野　給油所 大字小池原字三楽１１００番地１ 097-554-0180

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 大在　給油所 江花皮１４４ 097-503-5538

大分県 大分市 有限会社大分スワロー石油 宗方　給油所 大字上宗方大坪５１３－５ 0975-41-0601

大分県 大分市 岩田商事株式会社 セルフ碩田町　給油所 碩田町２－１－２８ 097-551-1250

大分県 大分市 岩田商事株式会社 新日鐡前　給油所 松原町３－４－８ 0975-58-3906

大分県 大分市 岩田商事株式会社 セルフ戸次　給油所 中戸次字中津留上４８２２－８ 0975-97-1660

大分県 大分市 岩田商事株式会社 セルフ明野　給油所 明野北１－８－７ 097-551-1250

大分県 大分市 岩田商事株式会社 セルフ大在小学校前　給油所 大在中央１丁目４番２５号 097-528-9975

大分県 大分市 有限会社たから屋 木上　給油所 大字木上８１－１ 097-541-0026

大分県 大分市 大分石油株式会社 新日鐵前　給油所 松原町３丁目５番１７号 0975-58-9094

大分県 大分市 大分石油株式会社 ホワイトロード光吉　給油所 大字光吉６６４－２ 0975-67-7501

大分県 大分市 大分石油株式会社 九石ドーム松岡　給油所 大字毛井字寺の前３５１－１､３５２ 097-528-7300

大分県 大分市 清家石油株式会社 西大分　給油所 大字生石字宮師作１１０－３ 097-529-7255

大分県 大分市 鶴崎海陸運輸株式会社 三佐　給油所 大字三佐字三佐田１０３３－１、１０３２－２ 0975-21-6128

大分県 大分市 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフ米良　給油所 下郡中央二丁目９番１６号 0975-54-6051

大分県 大分市 有限会社別府九石販売 高城南　給油所 高城南８－１６ 097-573-0020

大分県 大分市 有限会社葛城石油 医大前　給油所 大字東院字小原１１８８－２、１１８３－２ 097-549-3668

大分県 大分市 有限会社愛石油 クローバー戸次　給油所 上戸次３９５９－１ 097-597-4005

大分県 大分市 東九州アポロ株式会社 大分インター　給油所 大字三芳字西園１７７１－１、１７７２－１ 097-545-0323

大分県 大分市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ大分　給油所 牧１丁目１６０ 097-504-3811

大分県 大分市 新光石油株式会社 坂の市　給油所 大字久原中央１丁目２－２１ 0975-93-0141

大分県 大分市 新光石油株式会社 セルフ乙津　給油所 乙津港町１丁目５－１０ 097-551-5191

大分県 大分市 新光石油株式会社 古国府　給油所 大字古国府字田中３８０番４他 097-545-2778

大分県 大分市 新光石油株式会社 セルフ南大分　給油所 大字奥田字狭間５４７ 097-573-6917

大分県 大分市 新光石油株式会社 セルフ大分インター　給油所 三芳字福原１０８８－１ 097-546-7887

大分県 大分市 シンカ石油　池田　武年 大在　給油所 大字角子原８８０－１ 097-522-2310

大分県 大分市 株式会社平野石油 松岡　給油所 大字松岡字大原１７４０－１ 097-524-6904

大分県 大分市 エネクスフリート株式会社 大分南　給油所 大字上戸次字大道４８４３－２ 097-597-3307

大分県 大分市 有限会社挾間石油 神崎　給油所 大字本神崎字地蔵田７９－６､７９－４､８０－１ 097-576-0112

大分県 大分市 株式会社アーク 賀来　給油所 大字賀来字井ノ口３８８０、３８７９番地 097-549-7218

大分県 大分市 ウチダ興業有限会社 下郡　給油所 大字下郡字尻込３７０８－４２ 097-568-7109

大分県 大分市 株式会社仲摩義光商店 高田南　給油所 大字下徳丸西上鶴１８－４ 097-521-3536

大分県 大分市 新光石油株式会社 萩原　給油所 萩原１－１－３４ 097-551-7560

大分県 大分市 新光石油株式会社 セルフカーケア下郡　給油所 大字下郡字竹ヶ下３１５４－７ 097-554-8108

大分県 大分市 新光石油株式会社 南大分　給油所 大字豊饒４４７－１ 097-543-0789

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 セルフ城原　給油所 大字城原字湯ノ尻２８０－１ 097-524-2234

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 セルフ賀来　給油所 賀来北一丁目１５番５号 097-549-7800

大分県 大分市 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフわさだ　給油所 大字玉沢５７－３ 097-588-8577

大分県 大分市 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフ戸次　給油所 大字中戸次４５９３－４ 097-578-8835

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 寒田　給油所 寒田わかば台１番４号 097-568-9981

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 セルフにじが丘　給油所 大字三芳２１８７－１ 097-546-4321

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 明野　給油所 明野北五丁目１５番２０号 097-552-2550

大分県 大分市 株式会社新出光 イデックス大分　給油所 大字中戸次川床６０８１ 097-597-4660

大分県 大分市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ米良バイパス店　給油所 下郡南５－３－８ 097-554-6141

大分県 大分市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオアシス前店　給油所 寿町１－２ 097-532-3587

大分県 大分市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東高城店　給油所 仲西町２－２－８ 097-558-2669

大分県 大分市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフわさだ店　給油所 大字市字堺ノ坪５９－１ 097-541-1981

大分県 大分市 東九州アポロ株式会社 弁天　給油所 弁天１９６９－８７ 097-535-0111

大分県 大分市 東九州アポロ株式会社 スーパーセルフ東大分　給油所 牧１－１０－１１ 097-558-1234

大分県 大分市 株式会社ＮＥＫＳ　ＪＡＰＡＮ ネクスステーションわさだ　給油所 大字田原字水ケ９８９－１、９９１－１ 097-586-1400

大分県 大分市 全農エネルギー株式会社 稙田店　給油所 市４０７－１ 	097-579-6530



大分県 大分市 清家石油株式会社 プリテール羽屋　給油所 大字羽屋字川小田４２－２ 097-554-5515

大分県 大分市 有限会社内田石油 坂ノ市　給油所 坂ノ市中央１丁目１１番３６号 097-592-1630

大分県 大分市 東南貿易株式会社 日本製鉄株式会社大分製鉄所構内　給油所 大字西ノ洲１ 097-558-5714

大分県 別府市 清家石油株式会社 鉄輪　給油所 大字鶴見字砂原１３０番地３ 0977-66-2100

大分県 別府市 清家石油株式会社 別府市役所通　給油所 大字別府字野口原３０３０番地の１５ 0977-72-2600

大分県 別府市 清家石油株式会社 別府　給油所 大字南石垣字差原９３１－１ 0977-21-0861

大分県 別府市 清家石油株式会社 シーサイド別府　給油所 浜町３－１５ 0977-21-6200

大分県 別府市 有限会社別府九石販売 セルフみずほ　給油所 中島町１５－１９ 0977-21-0700

大分県 別府市 株式会社西石油 市役所前　給油所 上野口６－１ 0977-21-0986

大分県 別府市 株式会社西石油 やまなみ　給油所 汐見町３番３１号 0977-21-0984

大分県 別府市 株式会社西石油 鶴高通り　給油所 大字鶴見字墓堂４４１５ 0977-25-8031

大分県 別府市 株式会社西石油 朝日　給油所 大字鶴見字原中２７５４－１ 0977-21-0993

大分県 別府市 株式会社西石油 鶴見　給油所 大字鶴見字横土井３９０７－５ 0977-21-6101

大分県 別府市 有限会社荒金石油店 南石垣　給油所 大字南石垣５５８－１ 0977-23-7663

大分県 別府市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ別府　給油所 上人ヶ浜町３３０－１他 097-727-7355

大分県 別府市 新光石油株式会社 セルフ別府　給油所 浜町１８－５ 0977-22-2141

大分県 別府市 株式会社アーク Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春木川　給油所 北石垣字御塚１１８７－１ 0977-66-4136

大分県 別府市 有限会社望月 石垣　給油所 大字北石垣１００３番地の１ 0977-66-2475

大分県 別府市 東九州石油株式会社 観海寺　給油所 大字南立石２０９２－６ 0977-22-2876

大分県 別府市 太陽石油販売株式会社 セルフ別府　給油所 山の手町３２７３番１ 0977-26-5411

大分県 別府市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ別府境川店　給油所 若草町８番２２号 0977-22-4124

大分県 別府市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ別府鶴見店　給油所 東荘園町５－１ 0977-22-5469

大分県 中津市 有限会社古元石油店 三光村　給油所 三光佐知１６１２ 097943-2173

大分県 中津市 光石油株式会社 中津東　給油所 大字蛎瀬字江添８３４の１番地 0977-23-1521

大分県 中津市 光石油株式会社 セルフゆめタウン前　給油所 大字島田字永田５４－１ 0977-26-0206

大分県 中津市 有限会社久保石油店 セルフ本耶馬渓　給油所 本耶馬渓町曽木１８５９－１ 0972-22-1612

大分県 中津市 株式会社カートピアキクチ カートピアキクチ　給油所 大字一ツ松３８３－１ 0979-22-2224

大分県 中津市 エネクスフリート株式会社 犬丸　給油所 犬丸字上ノ代５４－１ 0979-32-0295

大分県 中津市 株式会社アーク 東中津　給油所 大字下池永字外園５１８ 0979-23-3680

大分県 中津市 井ノ口石油有限会社 東中津　給油所 大字上如水字野田１８４５－５ 0979-32-0306

大分県 中津市 有限会社荒瀬石油 中津南　給油所 大字万田５５２－１ 0979-22-8167

大分県 中津市 株式会社エコネット 耶馬渓　給油所 本耶馬渓町樋田５６－１ 0979-52-2028

大分県 中津市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中津産業通り店　給油所 大字大新田８９－１ 0979-53-9338

大分県 中津市 株式会社ホームセンターセブン 中津　給油所 大字牛神石原２４ 0979-27-1355

大分県 中津市 株式会社丸三燃料 サークル　給油所 大字下池永８４０番地の２ 0979-22-2588

大分県 中津市 株式会社丸三燃料 サークルガソリンショップ　給油所 大字万田５２９－１ 0979-22-2588

大分県 中津市 大分県農業協同組合 山国　給油所 山国町宇曽１４９７－１ 0979-62-2063

大分県 中津市 大分県農業協同組合 三光　給油所 三光原口６４４－３ 0979-43-6311

大分県 日田市 日田九石販売有限会社 石井　給油所 大字石井１１７８－６ 09732-2-6061

大分県 日田市 日田石油販売株式会社 日田　給油所 竹田新町１－１ 09732-2-6255

大分県 日田市 日田石油販売株式会社 日田北　給油所 大字渡里字宮田３０－１ 0973-24-3977

大分県 日田市 大英石油株式会社 玉川バイパス　給油所 大字十二町６５２－１,６５３－３ 0973-22-2177

大分県 日田市 合谷石油有限会社 中津江　給油所 中津江村栃野２６６０－７ 0973-54-3524

大分県 日田市 大分大山町農業協同組合 大山農協　給油所 大山町西大山３４８４ 0973-52-3003

大分県 日田市 株式会社三笘石油 三和　給油所 財津町２６３９－１ 09732-4-3633

大分県 日田市 大九石油有限会社 セルフ日田　給油所 大字渡里１６－４ 0973-23-2293

大分県 日田市 株式会社九三石油販売 日田インター　給油所 渡里１１３５－１ 0973-22-7100

大分県 日田市 石田産業株式会社 セルフ天瀬　給油所 天瀬町馬原２１０２－１ 0973-57-2323

大分県 日田市 株式会社梅原石油 大山　給油所 大山町西大山字中川原３４６３－２ 0973-52-2018

大分県 日田市 株式会社吉冨産業 日田　給油所 三本松１－１３－２４ 0973-23-3168

大分県 日田市 出光リテール販売株式会社 日田　給油所 本町９－１ 0973-23-6131

大分県 日田市 ヒグチ石油　樋口　政信 藤山　給油所 大字花月字江下２３１－５、２３２－５、２３３－５ 0973-24-9133

大分県 日田市 有限会社日高石油 城内　給油所 上城内町１番２２号 0973-22-6624

大分県 日田市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新治店　給油所 新治町４６２－１ 0973-22-6795

大分県 日田市 株式会社コネクト 津江　給油所 上津江町川原４６３３－１ 0973-54-3626

大分県 日田市 コスモ石油販売株式会社 Ｓ＆ＣＣＳ元町 南元町３－３０ 0973-22-4151

大分県 日田市 日商石油株式会社 天神　給油所 大字三和４３－２ 0973-23-0138



大分県 日田市 株式会社アーク 日田　給油所 大字友田９７１ 0973-23-2556

大分県 佐伯市 河野産業株式会社 尺間　給油所 弥生大字尺間１１４４ 0972-46-2323

大分県 佐伯市 染矢石油店　染矢　孝枝 堅田　給油所 大字堅田字カジヤシキ１５１２番の１ 09722-2-2779

大分県 佐伯市 株式会社スガ石油 船頭町　給油所 向島２丁目１８番１５号 09722-2-1612

大分県 佐伯市 株式会社山作 佐伯駅前　給油所 駅前２丁目９番５号 09722-3-4925

大分県 佐伯市 株式会社山作 セルフ豊南　給油所 鶴岡町１丁目１番２１号 0972-23-2890

大分県 佐伯市 県南石油株式会社 弥生　給油所 弥生大字小田字西ノ又９５－１ 0972-46-1821

大分県 佐伯市 有限会社宮本モーター 森崎　給油所 蒲江大字森崎浦１４５－８８ 09724-4-0100

大分県 佐伯市 江藤石油店　江藤　勝德 米水津　給油所 米水津色利浦中江１２７８－１ 09723-6-7801

大分県 佐伯市 株式会社ファインワン セルフ佐伯　給油所 鶴岡西町１－１８０ 0972-24-8960

大分県 佐伯市 ウエダ石油店　　植田　勝 木立　給油所 大字木立６５７９ 09722-9-2107

大分県 佐伯市 株式会社サンテツ 佐伯　給油所 東浜１番６号 0972-23-5511

大分県 佐伯市 有限会社オー・ティショップコスモ 山田　給油所 弥生大字江良字山田１８６２－１ 0972-46-0221

大分県 佐伯市 有限会社五十川石油 弥生　給油所 弥生大字門田８２４ 0972-46-2125

大分県 佐伯市 東九州石油株式会社 城南　給油所 西谷町６－５ 0972-23-3572

大分県 佐伯市 株式会社山本石油販売 上岡　給油所 大字鶴望字竹ヶ鼻５９５－１ 0972-23-7296

大分県 佐伯市 有限会社菅原自動車 菅原　給油所 本匠大字宇津－１９９６－２ 0972-56-5028

大分県 佐伯市 大分県漁業協同組合 鶴見　給油所 鶴見大字地松浦埋立地 0972-33-1121

大分県 佐伯市 大分県農業協同組合 宇目　給油所 宇目大字千束１８４１－１、１８４１－４ 0972-52-1376

大分県 佐伯市 大分県農業協同組合 鶴岡　給油所 大字鶴望１５７４ 0972-24-2645

大分県 佐伯市 株式会社小野石油 竹野浦　給油所 蒲江大字竹野浦河内２８５－１，２ 0972-43-3280

大分県 臼杵市 有限会社ふじた石油 野津東　給油所 野津町野口２２２９ 0974-32-2816

大分県 臼杵市 東九州アポロ株式会社 臼杵　給油所 大字福良１８７３－１ 09726-3-8315

大分県 臼杵市 太陽石油販売株式会社 セルフ臼杵　給油所 大字市浜字大ヒラキ１２３６番地 0972-64-7078

大分県 臼杵市 大分県農業協同組合 うすきふれあい　給油所 大字江無田字中通り２７１－１ 0972-62-2619

大分県 臼杵市 富士甚商事株式会社 土橋　給油所 大字福良字稗尻１８８７－１ 0972-62-3051

大分県 津久見市 有限会社遠藤石油 港町　給油所 港町８－４ 0972-82-2586

大分県 津久見市 戸髙石油株式会社 津久見第二　給油所 合ノ元町５－３３ 0972-82-5817

大分県 津久見市 松井アルファス株式会社 津久見　給油所 港町１－１８ 0972-82-3285

大分県 竹田市 有限会社友忠商事 岡城　給油所 大字会－字平２７３８－１ 09746-3-2155

大分県 竹田市 加藤石油株式会社 竹田　給油所 大字会－２２４９－２ 09746-3-1160

大分県 竹田市 加藤石油株式会社 竹田ドライブイン　給油所 大字菅生塚原９３９－１ 0974-65-2515

大分県 竹田市 加藤石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊後岡藩　給油所 大字挾田濁渕１０５８ 09746-3-1165

大分県 竹田市 児玉石油店　児玉 公代 久住　給油所 久住町大字久住６１０３ 0974-76-0050

大分県 竹田市 有限会社森石油 城原　給油所 大字城原１９９５の１と２ 0974-66-2332

大分県 竹田市 有限会社小坂石油 有限会社小坂石油長湯　給油所 直入町大字長湯８０５９－２ 0974-75-2067

大分県 竹田市 株式会社阿部石油 柏原　給油所 荻町宮平３６５０－１ 0974-68-2148

大分県 竹田市 有限会社渡部石油 玉来　給油所 吉田２２９－１ 0974-63-0122

大分県 豊後高田市 株式会社豊和 けやき通り　給油所 高田２２８７－１ 0978-22-2207

大分県 豊後高田市 安部石油株式会社 豊後高田　給油所 新町２７１８の１ 09782-2-2817

大分県 豊後高田市 大分石油株式会社 高田白ねぎ　給油所 新栄１３８８の３ 0978-22-2491

大分県 豊後高田市 株式会社黒田石油 黒田石油香々地　給油所 香－地２９５６番地１ 0978-54-3200

大分県 豊後高田市 共和石油株式会社 高田平和通り　給油所 新地１９５２番地３ 0978-22-2296

大分県 豊後高田市 有限会社益戸石油 三浦　給油所 堅来４６５５番地１ 0978-54-2250

大分県 豊後高田市 益戸石油　　土谷　信明 真玉　給油所 西真玉２２８６－１ 0978-53-4114

大分県 豊後高田市 有限会社タイヨウ 高田　給油所 堺６３６－３ 0978-22-4646

大分県 豊後高田市 株式会社ホームセンターセブン 高田　給油所 新地１７４７番地の１ 0978-24-2829

大分県 豊後高田市 株式会社丸三燃料 サークルガソリンショップ豊後高田　給油所 高田字小ノ木２８３６番地９ 0979-22-3858

大分県 杵築市 大分石油株式会社 杵築城下町　給油所 大字杵築字北浜６６５番２０７ 0978-62-4561

大分県 杵築市 大分県農業協同組合 杵築　給油所 大字杵築７４４－１ 0978-62-3534

大分県 杵築市 有限会社木村石油店 守江　給油所 大字守江４７８０－１ 0978-62-2701

大分県 杵築市 株式会社ＯＴＦ石油商事 県北　給油所 大字日野字境ノ坪１８８７－１ 0978-66-1170

大分県 杵築市 有限会社堀内商会杵築給油所 セルフ杵築　給油所 大字守江字大内崎３９０３番地５ 0978-64-0175

大分県 杵築市 杵築石油合資会社 杵築北浜　給油所 大字杵築字北浜７５７－１０ 0978-63-4700

大分県 杵築市 株式会社ホームセンターセブン 山香　給油所 山香町大字内河野字六反田２９４２－１ 0977-28-5835

大分県 杵築市 大分県農業協同組合 山香　給油所 山香町大字内河野字野田２２５７－１ 0977-75-0218

大分県 杵築市 有限会社堀内商会杵築給油所 三川　給油所 大字猪尾字井手下７０３ 0978-63-0111



大分県 杵築市 有限会社堀内商会杵築給油所 守江港　給油所 守江１８２４－４０ 0978-63-9220

大分県 宇佐市 株式会社西日本宇佐美 １０号宇佐　給油所 大字佐野１０９８－３ 0978-33-5622

大分県 宇佐市 株式会社九州エナジー セルフ四日市　給油所 大字四日市字無田２３６ 0978-33-0113

大分県 宇佐市 賀来石油株式会社 安心院　給油所 安心院町下毛２０９６－１ 09784-4-0331

大分県 宇佐市 株式会社三栄商会 宇佐　給油所 大字和気１００６ 09783-7-0022

大分県 宇佐市 有限会社上田石油店 駅川　給油所 大字上田字天神１０５８番地の３ 0978-32-3232

大分県 宇佐市 有限会社山口石油店 八幡　給油所 大字下高家１９９９－１ 0978-32-7446

大分県 宇佐市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇佐中央店　給油所 大字辛島字前田９５－２ 0978-32-1234

大分県 宇佐市 株式会社ホームセンターセブン 宇佐　給油所 大字岩崎３７９－１ 0978-34-7981

大分県 宇佐市 株式会社ホームセンターセブン 四日市　給油所 大字四日市字萱壁１０８７－１ 0978-33-2611

大分県 宇佐市 ニュー丸栄石油株式会社 大分宇佐　給油所 大字山下字八反田１２２２－１ 0978-33-5021

大分県 宇佐市 株式会社丸三燃料 サークルガソリンショップ芝原　給油所 大字芝原１４５番 0978-25-5600

大分県 宇佐市 大分県農業協同組合 安心院　給油所 安心院町木裳２６４－３ 0978-44-1124

大分県 豊後大野市 株式会社九州エナジー 三重町　給油所 三重町赤嶺１１５３－３２ 09742-2-0275

大分県 豊後大野市 清川石油有限会社 清川　給油所 清川町砂田１５５８－１ 0974-35-3560

大分県 豊後大野市 大分県農業協同組合 緒方中央　給油所 緒方町馬場６１番地１ 0974-42-2709

大分県 豊後大野市 佐藤石油株式会社 清川　給油所 清川町臼尾４１２－１ 0974-35-2510

大分県 豊後大野市 有限会社芦刈石油店 三重原　給油所 三重町小坂３９６９－１０ 0974-22-0460

大分県 豊後大野市 株式会社三和興産 大野町　給油所 大野町田中２４１－３ 0974-34-2245

大分県 豊後大野市 株式会社ユタカ産業運輸 大迫　給油所 千歳町長峰川添１５３３－１ 0974-37-2323

大分県 豊後大野市 大分県農業協同組合 三重　給油所 三重町小坂４１１３－３ 0974-22-3689

大分県 豊後大野市 清川石油有限会社 三重　給油所 三重町内山字鳥居木９９－１ 0974-22-7830

大分県 由布市 有限会社服平石油店 大分庄内　給油所 庄内町柿原１１１５ 0975-82-3450

大分県 由布市 株式会社大谷商会 セルフ湯布院　給油所 湯布院町川上３０３５－７ 0977-84-3126

大分県 由布市 株式会社キチセ 小野屋バイパス　給油所 庄内町櫟木１０６１番地１ 097-582-0829

大分県 由布市 有限会社小野淳石油店 庄内　給油所 庄内町柿原字富の前６３１－１、６３１－３ 097-582-0374

大分県 由布市 株式会社大谷商会 湯平温泉　給油所 湯布院町下湯平２４０８－１ 0977-86-2155

大分県 由布市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 由布院ＳＳ　給油所 湯布院町川上字奈良田３０３４－１ 0977-85-2841

大分県 由布市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア ルート２１０はさまＳＳ　給油所 挾間町挾間字立烏帽子４４１－１ 097-583-3304

大分県 由布市 全農エネルギー株式会社 大龍　給油所 庄内町大龍字台２０７１－１ 097-582-8001

大分県 国東市 深弘産業株式会社 国見　給油所 国見町中字鴨尾１２８４－１ 09788-2-0124

大分県 国東市 有限会社酒井商店 大分空港　給油所 安岐町塩屋３１３－７ 0978-67-1281

大分県 国東市 大分県農業協同組合 鶴川　給油所 国東町鶴川字宮の下１１６ 09787-2-0373

大分県 国東市 大分県農業協同組合 安岐　給油所 安岐町中園字光広１３１ 09786-7-1328

大分県 国東市 国東重販株式会社 空港前　給油所 安岐町下原字カツラヲ７５０－１ 0978-67-1110

大分県 国東市 有限会社野田石油店 国見　給油所 国見町伊美２７２８－１ 0978-82-0138

大分県 国東市 竹丸石油店　竹丸 正一 来浦　給油所 国東町浜３６９５－１ 0978-77-0058

大分県 国東市 ムサシ石油有限会社 武蔵　給油所 武蔵町古市１６７－３ 0978-68-0001

大分県 国東市 株式会社ホームセンターセブン 国東　給油所 国東町小原字ヒソロゲ２６３８ 0978-72-9011

大分県 東国東郡姫島村 明石石油店　明石　秀作 姫島　給油所 字用作２２４９－１ 0978-87-2155

大分県 速見郡日出町 株式会社西尾商店 セルフ日出　給油所 １６６５－１ 09777-2-2837

大分県 速見郡日出町 清家石油株式会社 日出　給油所 ２２９９番地の１ 0977-28-0300

大分県 速見郡日出町 加藤石油株式会社 セルフ日出　給油所 大字豊岡字弁入５８０－１ 0977-72-2819

大分県 速見郡日出町 株式会社西石油 日出　給油所 字年の神３８５６番地１、２、３、４ 0977-72-2020

大分県 玖珠郡九重町 有限会社竹尾石油店 宝泉寺　給油所 大字菅原１８５５－１ 09737-8-8901

大分県 玖珠郡九重町 有限会社森石油店 セルフ九重　給油所 大字粟野１２６５－１ 0973-76-2379

大分県 玖珠郡九重町 武石石油店　武石　正伸 筋湯　給油所 大字湯坪７２４番地の１ 0973-79-2806

大分県 玖珠郡九重町 大分県農業協同組合 九重町飯田農協　給油所 大字田野１７２６－２９５ 0973-79-3121

大分県 玖珠郡玖珠町 株式会社カンダ石油 玖珠国道　給油所 大字塚脇４４５－３ 09737-2-2053

大分県 玖珠郡玖珠町 安達石油　安達　節子 玖珠　給油所 大字山田２２９１－１ 09737-2-2036

大分県 玖珠郡玖珠町 滝石石油店　滝石　昭人 豊後森　給油所 大字森６８９－１ 097-372-2935

大分県 玖珠郡玖珠町 東久大通運株式会社 大隈　給油所 大字大隈字宮田１９７－４ 0973-72-0043

大分県 玖珠郡玖珠町 株式会社ホームセンターセブン 玖珠　給油所 大字山田字豆田７４－１ 0973-72-9204

大分県 玖珠郡玖珠町 大分県農業協同組合 セルフくす　給油所 大字塚脇６４９番地の１ 0973-72-2819

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ薫る坂　給油所 大坪西２丁目１－６２０７－１ 0985-50-2421

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ大塚　給油所 大塚町西の原１３１０－１ 0985-51-4133

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ宮崎空港　給油所 本郷北方４６ 0985-56-7446



宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ宮崎インター　給油所 清武町加納乙８３－４ 0985-51-9861

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー 宮崎大島　給油所 大島町前田３１２番地 0985-48-9991

宮崎県 宮崎市 太陽石油販売株式会社 セルフ葉山台　給油所 源藤町字源藤８６６－５ 0985-50-3111

宮崎県 宮崎市 南国殖産株式会社 田野　給油所 田野町下ノ原甲６２１８－４ 0985-86-3044

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 宮崎セントラル　給油所 橘通東３－８－１２ 0985-26-2471

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 船塚　給油所 丸山２－３１４－１ 0985-29-7911

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 昭和町　給油所 宮脇町９２ 0985-24-2565

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 中央市場前　給油所 新別府町上和田１３４０－３ 0985-29-7911

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 天神山　給油所 谷川町３－１００－１ 0985-51-0515

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 東大宮　給油所 大島町前田３３３ 0985-23-4180

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 宮崎北　給油所 大字島之内字日下５８０－１ 0985-39-9130

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 下北方　給油所 下北方町二反五瀬５３８９－３ 0985-25-1234

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 加納　給油所 清武町加納２７３３－１ 0985-84-2111

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 ルート２１９セルフ　給油所 大字広原字前田２３４－１ 0985-39-0219

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 シーガイアビュー　給油所 山崎町上ノ原１０８５－２ 0985-83-4157

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 クリアー２５浮田セルフ　給油所 大字浮田３１１７－２ 0985-62-3325

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 カーケア宮崎南　給油所 大字本郷南方石原１９７６－１ 0985-56-0220

宮崎県 宮崎市 大分石油株式会社 平和ヶ丘　給油所 下北方町井手下南１８－１ 0985-26-1453

宮崎県 宮崎市 大分石油株式会社 佐土原中央　給油所 佐土原町下田島字四瀬２０１１３－１０ 09857-3-0677

宮崎県 宮崎市 有限会社衛藤商店 セルフ大塚　給油所 大塚町水流５１５３－６ 0985-50-6866

宮崎県 宮崎市 有限会社衛藤商店 セルフ小松　給油所 大字小松字町屋敷６７３ 0985-62-4312

宮崎県 宮崎市 有限会社衛藤商店 セルフ清武　給油所 清武町新町２－２－６ 0985-85-0177

宮崎県 宮崎市 江夏石油株式会社 セルフ生目の杜　給油所 大字跡江字仲西３５０４－１ 0985-41-8830

宮崎県 宮崎市 有限会社高本商店 田野　給油所 田野町乙７２４５－７ 0985-86-0029

宮崎県 宮崎市 株式会社シミズ 佐土原　給油所 佐土原町下田島９０４６番地 0985-73-0220

宮崎県 宮崎市 有限会社キリネン 祇園　給油所 祇園２－１２７ 0985-24-6552

宮崎県 宮崎市 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ青葉町店　給油所 青葉町９４－１、９９－１ 0985-25-6614

宮崎県 宮崎市 株式会社イデックスリテール南九州 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新別府　給油所 新別府町堂前８１０－１ 0985-31-4880

宮崎県 宮崎市 株式会社イデックスリテール南九州 平和台　給油所 下北方町垣下１－１ 0985-22-8385

宮崎県 宮崎市 株式会社南九州相光エネルギー セルフステーション小松台　給油所 大塚町竹下５１５ 0985-30-4027

宮崎県 宮崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宮崎大橋店　給油所 大橋２－２１６－３ 0985-28-0005

宮崎県 宮崎市 有限会社ペトローム長﨑 清武インター　給油所 清武町大字今泉甲２６２８－７ 0985-85-1472

宮崎県 宮崎市 東九州石油株式会社 生目台通り　給油所 大塚町地蔵田４６９５－１ 0985-53-1888

宮崎県 宮崎市 有限会社丸岩石油 宮田町　給油所 宮田町６－１２ 0985-25-8316

宮崎県 宮崎市 有限会社山路石油 木花　給油所 大字熊野字新正蓮寺９１２－１ 0985-58-0108

宮崎県 宮崎市 植松商事株式会社 ベアーズ大塚　給油所 大塚町京園３１８６ 0985-59-2223

宮崎県 宮崎市 植松エネルギー株式会社 ベアーズ清武　給油所 清武町木原４６０７－１ 0985-85-0103

宮崎県 宮崎市 株式会社イデックスリテール南九州 セルフカーケア大島　給油所 大島町前田３５９ 0985-20-4081

宮崎県 宮崎市 渡部石油店　渡部 正 田野　給油所 田野町乙９３７９ 0985-86-0146

宮崎県 宮崎市 株式会社シミズ 西佐土原　給油所 佐土原町上田島１８５９ 0985-74-0051

宮崎県 宮崎市 有限会社衛藤商店 セルフ城ヶ崎　給油所 恒久３丁目２０－１０ 0985-89-5610

宮崎県 宮崎市 南国殖産株式会社 宮崎空港北　給油所 大字恒久字草葉９５７－２ 0985-52-4369

宮崎県 宮崎市 江夏石油株式会社 セルフ宝財　給油所 阿波岐原町宝財２４０７番３他 0985-33-9951

宮崎県 宮崎市 有限会社田村石油店 佐土原町　給油所 佐土原町上田島８１１７ 0985-74-0117

宮崎県 宮崎市 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ南宮崎　給油所 京塚１丁目５番３号 0985-51-7511

宮崎県 宮崎市 太陽石油販売株式会社 セルフ吉村　給油所 吉村町長田甲２３７１－１ 0985-20-5400

宮崎県 宮崎市 太陽石油販売株式会社 セルフ新名爪　給油所 大字新名爪字二月田１７３０－１ 0985-36-3066

宮崎県 宮崎市 太陽石油販売株式会社 セルフ本郷　給油所 大字本郷南方字辻原４０１３ 0985-55-2231

宮崎県 宮崎市 有限会社加藤石油店 末広　給油所 松橋１－１３－９ 0985-23-6989

宮崎県 都城市 有限会社石井石油 安久　給油所 安久町５９４７ 0986-39-0527

宮崎県 都城市 有限会社徳石石油 西岳　給油所 高野町３７７４－２ 0986-33-1516

宮崎県 都城市 有限会社徳石石油 庄内　給油所 庄内町８６７８ 0986-37-0121

宮崎県 都城市 有限会社徳石石油 志比田　給油所 志比田町５３３６－７ 0986-23-0028

宮崎県 都城市 有限会社山下石油 山之口東　給油所 山之口町山之口３１０８ 0986-57-4551

宮崎県 都城市 東洋興産株式会社 カーランド中央店　給油所 小松原町１－６ 0986-38-2829

宮崎県 都城市 株式会社ジョイランド高城 都城インター　給油所 高城町穂満坊６３５番地 0986-58-5727

宮崎県 都城市 河野石油　河野　靖弘 山之口　給油所 山之口町花木２２７９ 098657-2125



宮崎県 都城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ都城店　給油所 下川東３丁目１９ 0986-46-0248

宮崎県 都城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鷹尾店　給油所 鷹尾４丁目１－５ 0986-46-1512

宮崎県 都城市 有限会社ヤマサ 都城西町　給油所 西町３７４１ 0986-22-0814

宮崎県 都城市 有限会社山﨑鉱油 志比田　給油所 志比田町５８３５－６ 0986-23-1180

宮崎県 都城市 有限会社迫間石油店 高崎　給油所 高崎町縄瀬１６７８ 0986-62-3987

宮崎県 都城市 有限会社前野商店 山田　給油所 山田町中霧島３１６６－１ 0986-64-2121

宮崎県 都城市 有限会社岩元石油 金田町　給油所 金田町２０１１ 0986-38-2612

宮崎県 都城市 株式会社山内石油プロパン エナジープラザ　給油所 鷹尾５－１－５１ 0986-22-1546

宮崎県 都城市 植松エネルギー株式会社 ベアーズ花繰町　給油所 花繰町１５－４ 0986-21-3112

宮崎県 都城市 有限会社下池石油商会 五十市駅前　給油所 久保原町３街区２６号 0986-25-6350

宮崎県 都城市 有限会社木原石油店 都城北　給油所 千町５２６６－１ 0986-22-0947

宮崎県 都城市 有限会社木原石油店 都城　給油所 牟田町２７－１２ 0986-23-5330

宮崎県 都城市 株式会社本部 株式会社本部　給油所 梅北町２３５２－１ 0986-39-3148

宮崎県 都城市 日髙　カツ子 都城庄内　給油所 庄内町７９４９番地１ 0986-37-0007

宮崎県 都城市 有限会社梶田石油 有水　給油所 高城町有水３４２４－１ 0986-59-9505

宮崎県 都城市 有限会社ツチモチ 西都城駅前　給油所 松元町３街区１号 0986-22-4663

宮崎県 都城市 株式会社西日本宇佐美 １０号都城　給油所 吉尾町８３０－１ 0986-38-5395

宮崎県 都城市 東洋興産株式会社 カーランド谷頭店　給油所 菓子野町１０２９９－１ 0986-37-2828

宮崎県 都城市 有限会社笠野石油店 早水中央　給油所 早水町４－１０ 0986-23-7045

宮崎県 都城市 黒木石油店　黒木　悟 日向前田　給油所 高崎町前田２３６９ 0986-62-3941

宮崎県 都城市 岩崎産業株式会社 東都城　給油所 祝吉一丁目２２番地９ 0986-22-1001

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 新高崎　給油所 高崎町大牟田１３０８－３ 0986-62-1041

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 沖水　給油所 太郎坊町１９２８－３ 0986-38-1265

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 五十市　給油所 南鷹尾町１９１６－１ 0986-27-1186

宮崎県 都城市 江夏石油株式会社 吉尾　給油所 吉尾町６２０９ 0986-38-0010

宮崎県 都城市 江夏石油株式会社 セルフ平田橋　給油所 志比田町３７６２－１ 0986-23-1888

宮崎県 都城市 江夏石油株式会社 セルフ北原　給油所 北原町３街区１６号 0986-22-2248

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 新山田　給油所 山田町山田２７７９－１ 0986-64-1154

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 インターセルフＳＳ朝霧　給油所 高木町６３３３－１ 0986-38-6300

宮崎県 都城市 江夏石油株式会社 セルフ都城インター　給油所 都北町７６８２－２ 0986-38-1431

宮崎県 延岡市 株式会社西日本宇佐美 １０号延岡　給油所 塩浜町１－１５３６－５ 0982-56-6577

宮崎県 延岡市 有限会社茂石油店 北川　給油所 北川町川内名７０１４－１ 0982-46-2008

宮崎県 延岡市 柴石油瓦斯有限会社 古江　給油所 北浦町古江２４０２ 098245-2135

宮崎県 延岡市 有限会社安藤石油店 北延岡　給油所 北川町長井５１３７－２ 0982-46-2354

宮崎県 延岡市 合同会社日髙勝三郎商店石油部 三川内　給油所 北浦町三川内４８４９番地 0982-42-1115

宮崎県 延岡市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ延岡南店　給油所 浜町３６１番１ 0982-34-1018

宮崎県 延岡市 内田石油店　内田 二紀夫 平原　給油所 平原町２－１４５４ 0982-33-2438

宮崎県 延岡市 柳田　明夫 角田　給油所 北方町角田丑３６８ 0982-47-2104

宮崎県 延岡市 太陽工業株式会社 延岡　給油所 萩町１２番地 0982-33-4708

宮崎県 延岡市 株式会社九州エナジー 東延岡　給油所 川原崎町４８４－１ 0982-34-6155

宮崎県 延岡市 有限会社土々呂石油 土々呂　給油所 土－呂町３－６４９－１ 0982-23-8316

宮崎県 延岡市 株式会社イデックスリテール南九州 延岡昭和町　給油所 昭和町１－１０－１ 0982-33-4741

宮崎県 延岡市 太陽石油販売株式会社 セルフ延岡　給油所 浜砂一丁目１０７番４ 0982-35-3330

宮崎県 延岡市 太陽石油販売株式会社 セルフ松山　給油所 松山町１２２１－１６５ 0982-23-9220

宮崎県 延岡市 有限会社吉田石油店 古城　給油所 西小路１１番地１４ 0982-33-4649

宮崎県 延岡市 株式会社キーレックス 愛宕町　給油所 愛宕町３－４５７１ 0982-32-3475

宮崎県 延岡市 株式会社キーレックス 出北　給油所 出北５－１－１ 0982-32-3475

宮崎県 日南市 株式会社小野石油店 セルフステーション日南　給油所 上平野町２－１４－１ 0987-22-4593

宮崎県 日南市 有限会社荒木石油店 北郷役場前　給油所 北郷町郷之原乙２０７１ 09875-5-2589

宮崎県 日南市 株式会社富土スマイル 風田　給油所 大字風田３８２５－１ 0987-22-4056

宮崎県 日南市 株式会社ごこく 山元石油南郷　給油所 南郷町中村乙５８４番地 0987-64-3515

宮崎県 日南市 東九州石油株式会社 ハートイン日南　給油所 戸高１丁目２－５ 0987-22-4400

宮崎県 日南市 有限会社高橋石油店 西弁分　給油所 西弁分５丁目２番地５ 0987-22-4312

宮崎県 日南市 植松エネルギー株式会社 日南　給油所 上平野町１－６－７ 0987-22-3000

宮崎県 日南市 平和石油株式会社 平和石油　給油所 南郷町中村甲１２９９ 0987-64-2121

宮崎県 日南市 有限会社アラタケ 北郷　給油所 北郷町郷之原乙２１５５ 0987-55-2138

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 小林　給油所 細野１３２１ 0984-23-1313



宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 野尻　給油所 野尻町東麓１０６３－１ 0984-25-7006

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 紙屋　給油所 野尻町紙屋１８３４－１ 0984-25-8003

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 堤　給油所 堤金鳥居３０４５－１ 0984-25-1043

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 新北　給油所 真方字中嶋４８７９－１ 0984-25-1045

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 須木　給油所 須木下田１２４５番地１ 0984-25-9022

宮崎県 小林市 児玉商事株式会社 ステラ・ガス・ステーション　給油所 大字細野売子木５８４－１ 09842-2-2087

宮崎県 小林市 児玉商事株式会社 しまだ　給油所 細野１４９３－１ 09842-3-1790

宮崎県 小林市 有限会社霧島展望給油所 霧島展望　給油所 野尻町三ヶ野山３２６７－１２ 0984-44-0682

宮崎県 小林市 セルフ南光有限会社 セルフ小林　給油所 細野４６３０－１ 0984-22-3311

宮崎県 小林市 植松エネルギー株式会社 小林　給油所 大字堤２９９７－３ 0984-23-3651

宮崎県 小林市 湯浦石油株式会社 セルフステーション小林　給油所 北西方橋谷２９４２－２ 0984-27-2525

宮崎県 小林市 株式会社大豊石油 真方　給油所 大字真方１７６５－８ 0984-23-1502

宮崎県 小林市 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ セルフ小林　給油所 水流迫字松原２３９－３ 0984-25-0391

宮崎県 小林市 株式会社霧島ロード２４＆エネルギー 西小林石油自動車　給油所 南西方３６２８－１ 0984-27-1212

宮崎県 小林市 株式会社ＭＩＺＵＭＡ 西小林　給油所 南西方６７６１－３ 0984-27-1838

宮崎県 日向市 株式会社西日本宇佐美 １０号日向　給油所 大字財光寺字池１７２９－１ 0982-52-5450

宮崎県 日向市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鶴町店　給油所 鶴町２－４－２１ 0982-52-4565

宮崎県 日向市 有限会社大浜石油 新開橋　給油所 亀崎東四丁目２１番地 0982-52-2079

宮崎県 日向市 株式会社協同サービス 東郷　給油所 東郷町山陰字年ノ神辛３９４－１ 0982-69-2077

宮崎県 日向市 株式会社協同サービス 中原　給油所 大字富高９９６－３ 0982-53-1121

宮崎県 日向市 株式会社協同サービス 美々津　給油所 美－津町清水ヶ谷２２５１－１ 0982-58-0355

宮崎県 日向市 諸石商事株式会社 塩見　給油所 大字塩見坂の下１１４９５－１ 0982-53-5867

宮崎県 日向市 株式会社村山石油 日向中央　給油所 亀崎西１－６６ 0982-55-2735

宮崎県 串間市 三協株式会社 西小路　給油所 大字西方８９７１－５ 09877-2-0428

宮崎県 串間市 有限会社井手石油店 都井　給油所 大字都井２１８５－１ 09877-6-1051

宮崎県 串間市 株式会社津曲建設 北方　給油所 大字串間１１２３－１ 0987-72-2121

宮崎県 西都市 有限会社ナガトモ石油 三納　給油所 大字平郡５６５番地１ 0983-44-5027

宮崎県 西都市 宮崎県経済農業協同組合連合会 ジェイエイエネサプライ西都　給油所 三宅９４０２－１ 0983-41-0427

宮崎県 西都市 合資会社中武商事 西都カネボウ前　給油所 大字調殿１０５５－２ 0983-42-3790

宮崎県 西都市 太陽石油販売株式会社 セルフ西都　給油所 大字右松字三反田２１９１－１ 0983-41-0097

宮崎県 西都市 西都農業協同組合 三財　給油所 大字藤田井添１０８３ 0983-41-2006

宮崎県 西都市 大久保石油商事有限会社 カーストップ５１　給油所 大字下三財３３７６番地１ 0983-44-5210

宮崎県 えびの市 有限会社原口石油 飯野　給油所 大字杉水流５２５ 09843-3-0252

宮崎県 えびの市 有限会社迫田石油店 えびのインターチェンジ　給油所 大字永山９５４－１ 0984-35-2061

宮崎県 えびの市 有限会社畠田石油店 えびの中央　給油所 大字原田２７３４－８８ 09843-3-0255

宮崎県 えびの市 株式会社コロナ・エネルギー えびのインター　給油所 大字永山字中棚１０２０－３ 0984-35-3222

宮崎県 えびの市 畠田　昭一郎 上江　給油所 大字上江字妙見８４４－１ 0984-33-5848

宮崎県 えびの市 白石石油株式会社 えびの中央　給油所 大字原田３２０３－１ 0984-33-0314

宮崎県 北諸県郡三股町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三股店　給油所 宮村２９７２ 0986-52-2366

宮崎県 北諸県郡三股町 野口石油店　野口 英治 野口　給油所 大字蓼池３５８１ 0986-52-3796

宮崎県 北諸県郡三股町 有限会社田尻石油店 三股　給油所 大字樺山射場前４５４７－１、２ 0986-52-2070

宮崎県 西諸県郡高原町 こばやし農業協同組合 高原　給油所 大字西麓５５５－１ 0984-25-6007

宮崎県 西諸県郡高原町 有限会社淀水燃料 広原　給油所 大字広原１４６７－４ 0984-42-2130

宮崎県 東諸県郡国富町 有限会社宮田金物 国富　給油所 大字本庄６７６５ 0985-75-2222

宮崎県 東諸県郡綾町 株式会社長友組 綾　給油所 大字南俣字深田６４５－１ 09857-7-0123

宮崎県 東諸県郡綾町 綾町農業協同組合 綾　給油所 大字南俣３２７－３ 0985-77-0144

宮崎県 東諸県郡綾町 株式会社坂田石油 綾東　給油所 大字入野３４９３－１ 0985-77-0145

宮崎県 児湯郡高鍋町 寿石油有限会社 セルフ南高鍋　給油所 大字南高鍋字蓑江１１０１ 0983-23-1398

宮崎県 児湯郡高鍋町 寿石油有限会社 高鍋本店　給油所 大字北高鍋１２５８－７ 0983-22-1487

宮崎県 児湯郡高鍋町 児湯農業協同組合 舞鶴　給油所 大字上江字高月１２６５－３、４ 0983-23-5490

宮崎県 児湯郡高鍋町 林田商事株式会社 高鍋北　給油所 大字北高鍋字萩原４２５４－１ 0983-22-1259

宮崎県 児湯郡高鍋町 株式会社村山石油 高鍋　給油所 大字上江８１７５ 0983-26-2366

宮崎県 児湯郡新富町 南国殖産株式会社 新富　給油所 上富田３２７５番地２ 0983-33-6606

宮崎県 児湯郡新富町 児湯農業協同組合 新富　給油所 大字上富田７５２６ 0983-21-5014

宮崎県 児湯郡新富町 有限会社新富エナジー 日置　給油所 大字日置１５９５－２ 0983-33-0515

宮崎県 児湯郡西米良村 西都農業協同組合 新西米良　給油所 大字村所１０５－４８ 0984-41-4032

宮崎県 児湯郡木城町 児湯農業協同組合 木城　給油所 大字高城４１２６－１ 0983-21-4005



宮崎県 児湯郡川南町 尾鈴農業協同組合 川南　給油所 大字川南１３５７５－１ 0983-27-5942

宮崎県 児湯郡川南町 有限会社安藤自動車整備工場 川南塩付　給油所 大字川南１９７５７ 0983-47-0737

宮崎県 児湯郡川南町 有限会社山下商事 山下商事　給油所 大字川南１３６５７番地１ 0983-32-8417

宮崎県 児湯郡川南町 林田商事株式会社 セルフステーション川南　給油所 大字平田１６８０－１０ 0983-27-1145

宮崎県 児湯郡都農町 合資会社小川忠良商店 バイパス　給油所 大字川北１０６１－７ 0983-25-1124

宮崎県 児湯郡都農町 尾鈴農業協同組合 都農　給油所 大字川北５４３４番地４ 0983-25-1626

宮崎県 児湯郡都農町 畑尾石油店　畑尾　洋光 都農　給油所 大字川北４８１６－１ 0983-25-0263

宮崎県 児湯郡都農町 エネクスフリート株式会社 都農　給油所 川北境ヶ谷１４７９２－３ 0983-25-5151

宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社協同サービス 門川　給油所 東栄町２－５－１５ 0982-63-2088

宮崎県 東臼杵郡門川町 有限会社みくつ石油 加草　給油所 大字加草２３２８番地９ 0982-63-1616

宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社日高石油 門川　給油所 加草３丁目１６－１ 0982-63-1438

宮崎県 東臼杵郡諸塚村 株式会社協同サービス 諸塚　給油所 大字家代字古川４５７０－１５ 0982-65-1004

宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸石商事株式会社 諸塚　給油所 大字家代４３３７－５ 0982-65-0036

宮崎県 東臼杵郡椎葉村 株式会社協同サービス 椎葉　給油所 大字下福良１７３６－１９ 0982-67-2898

宮崎県 東臼杵郡美郷町 味岡リース株式会社 西郷　給油所 西郷田代６０８１－４ 0982-66-2424

宮崎県 東臼杵郡美郷町 株式会社協同サービス 北郷　給油所 北郷区宇納間２１５－３ 0982-62-5220

宮崎県 東臼杵郡美郷町 株式会社協同サービス 南郷　給油所 南郷区神門１０００－３ 0982-59-0050

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 有限会社竹尾石油店 岩戸　給油所 大字岩戸１３６－５ 09827-4-8531

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 高千穂地区農業協同組合 たかちほ　給油所 大字三田井１５８－６、１６７－７ 0982-73-1107

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 高千穂地区農業協同組合 玄武山　給油所 大字田原字宮野平７６９ 0982-82-2320

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 有限会社小手川石油店 高千穂　給油所 大字三田井７２９－１４ 0982-72-3918

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 タカチホ鑛油株式会社 雲海橋　給油所 大字三田井６３３２－５ 0982-72-3316

宮崎県 西臼杵郡日之影町 高千穂地区農業協同組合 青雲橋　給油所 大字七折９０２０－４ 0982-73-7021

宮崎県 西臼杵郡日之影町 有限会社藤岡石油商事 日之影バイパス　給油所 大字七折字平底１２２３０－１ 0982-87-2531

宮崎県 西臼杵郡日之影町 合名会社梅戸商店 八戸　給油所 大字七折２０９１ 0982-88-1471

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 小貫商店　小貫　明浩 小貫　給油所 桑野内３１０１－１ 0982-82-0200

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 株式会社藤木石油店 五ヶ瀬　給油所 大字原目１４７３－２ 0982-83-2017

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 有限会社五ケ瀬石油 五ヶ瀬　給油所 大字三ヶ所２１５２－２ 0982-82-0155

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 高千穂地区農業協同組合 五ヶ瀬　給油所 大字三ケ所字下滝下２１４１－２ 0982-73-5021

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 三栄商事株式会社 鞍岡　給油所 大字鞍岡７２４２ 0982-83-2456

鹿児島県 鹿児島市 日米礦油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ錦江湾店　給油所 宇宿２－２５－４０ 0992-53-8615

鹿児島県 鹿児島市 日米礦油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鹿児島セントラル店　給油所 郡元３－２－６ 0992-53-7585

鹿児島県 鹿児島市 日米礦油株式会社 セルフ天保山　給油所 甲突町２７番地１３号 099-224-6733

鹿児島県 鹿児島市 林兼石油株式会社 中山セントラル　給油所 中山２－２１－１８ 0992-60-3989

鹿児島県 鹿児島市 株式会社西日本宇佐美 谷山港　給油所 南栄３－６－５ 099-266-5800

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 荒田町　給油所 下荒田３－１－１８ 0992-57-8489

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 谷山　給油所 小松原１－２３－２５ 099-268-1829

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 草牟田　給油所 草牟田町２－１１－６ 0992-23-1996

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 鴨池ニュータウン　給油所 鴨池新町６－１ 0992-57-9891

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 山田インターチェンジ　給油所 山田町字新田３３９１ 099-265-2946

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 中山　給油所 中山町２２３８－１ 099-260-0606

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 仁田尾　給油所 石谷町２０６０－２ 099-278-1657

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 ニュー吉田インター　給油所 吉野２丁目２７－２３ 099-243-4927

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 塚田　給油所 小山田町４０－１　他 099-238-7210

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 谷山和田　給油所 和田１丁目１７番１号 0992-69-6238

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 鹿児島南港　給油所 新栄町２４７－３０、３１４－２７ 099-812-9555

鹿児島県 鹿児島市 上村石油ガス株式会社 坂ノ上　給油所 下福元町６９８７－７ 0992-61-5656

鹿児島県 鹿児島市 上村石油ガス株式会社 田上　給油所 田上８丁目５－１ 099-281-0222

鹿児島県 鹿児島市 原石油店　原　正人 桜島　給油所 桜島藤野町１３２６ 099-293-2839

鹿児島県 鹿児島市 相光石油株式会社 セルフステーション照国　給油所 照国町１６－５ 099-223-9301

鹿児島県 鹿児島市 有限会社光陽石油 セルフ緑ヶ丘　給油所 岡之原町１２１－５、１２１－６ 099-244-8561

鹿児島県 鹿児島市 有限会社光陽石油 吉田インター　給油所 川上町３１０１ 099-243-8981

鹿児島県 鹿児島市 有限会社ナガタ 河頭　給油所 伊敷町４７４２－３ 099-220-0333

鹿児島県 鹿児島市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ谷山産業道路　給油所 南栄６－１－２ 099-267-3456

鹿児島県 鹿児島市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ希望ケ丘　給油所 東谷山６丁目１８番２号 099-267-8288

鹿児島県 鹿児島市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ谷山インター　給油所 上福元町字諏訪下５８５３－１、他 0992-67-1826

鹿児島県 鹿児島市 有限会社トリベ石油 西伊敷　給油所 西伊敷６－４１－１ 0992-20-9225



鹿児島県 鹿児島市 オリト石油株式会社 セルフ春山　給油所 春山町１８８８－１ 099-278-3271

鹿児島県 鹿児島市 有限会社コスモエネルギーサプライ 伊敷団地　給油所 西伊敷３丁目３４－１４ 099-229-8440

鹿児島県 鹿児島市 株式会社イデックスリテール南九州 平之町　給油所 平之町２－３０ 099-226-2525

鹿児島県 鹿児島市 株式会社イデックスリテール南九州 荒田　給油所 荒田１－１－１ 099-251-3440

鹿児島県 鹿児島市 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ伊敷台　給油所 伊敷台５丁目１１－１ 099-220-2230

鹿児島県 鹿児島市 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフ坂之上　給油所 坂之上３丁目２３－１２ 099-261-6306

鹿児島県 鹿児島市 株式会社エイトリング エコスタンド喜入店　給油所 喜入町６０４５－１ 050-3441-0688

鹿児島県 鹿児島市 株式会社フェリーチェ中村 エコスタンド田上広木トンネル店　給油所 田上町３８６４－１ 099-801-4627

鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＪＡエコパル 犬迫　給油所 犬迫町５８５３－４ 0992-38-2336

鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＪＡエコパル 桜島　給油所 桜島横山町鶴崎１７２２－１ 099-239-9360

鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＪＡエコパル 吉田南　給油所 本名町１２２１ 099-294-2233

鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＪＡエコパル 小山田　給油所 小山田町６６４５－２ 099-238-6178

鹿児島県 鹿児島市 岩森石油　有馬　文枝 古里　給油所 古里町３０８ 099-221-2741

鹿児島県 鹿児島市 有限会社水口商事 サンプラザ宇宿　給油所 宇宿７－１２－１ 099-264-3901

鹿児島県 鹿児島市 大盛産業株式会社 流通団地　給油所 西別府町３０１０番地１４ 099-821-8833

鹿児島県 鹿児島市 有限会社古川石油店 松元　給油所 上谷口町５０１０－８ 099-278-1132

鹿児島県 鹿児島市 株式会社谷口礦油 下田　給油所 下田町７２８－１ 099-244-6060

鹿児島県 鹿児島市 有限会社濱石油店 松元町　給油所 石谷町２０６７－６ 099-278-1130

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島大丸産業株式会社 西陵鹿実高前　給油所 五ヶ別府町字長ヶ迫３６４０－１４ 099-281-4222

鹿児島県 鹿児島市 株式会社コロナ・エネルギー 伊敷花野　給油所 伊敷町４６７５番地９ 099-228-8670

鹿児島県 鹿児島市 株式会社コロナ・エネルギー 小山田　給油所 小山田町６７７６－１ 099-238-6388

鹿児島県 鹿児島市 株式会社コロナ・エネルギー １号用地サンライフプール前　給油所 下福元町字坂元６７３２－１ 099-262-3155

鹿児島県 鹿児島市 有限会社コスモエネルギーサプライ 紫原　給油所 紫原５－１－２０ 099-252-2350

鹿児島県 鹿児島市 有限会社エヌ・フロンティア 東桜島　給油所 野尻町２０５－１，２０５－４ 099-221-2957

鹿児島県 鹿児島市 相光石油株式会社 セルフステーション西郷　給油所 西陵三丁目４８番１号 099-284-8030

鹿児島県 鹿児島市 井上石油株式会社 ベイサイド鹿児島　給油所 堀江町１０－１０ 099-225-5164

鹿児島県 鹿児島市 有限会社武盛石油 西桜島　給油所 桜島武町３７５ 099-293-2618

鹿児島県 鹿児島市 太陽石油販売株式会社 セルフ吉田インター　給油所 川上町２０４４－１ 099-295-8817

鹿児島県 鹿児島市 太陽石油販売株式会社 セルフ下福元　給油所 光山二丁目３番５１号 099-284-2875

鹿児島県 鹿児島市 太陽石油販売株式会社 セルフ広木　給油所 広木二丁目３９番１０号 099-284-7187

鹿児島県 鹿児島市 上村石油ガス株式会社 鹿児島工業団地　給油所 南栄６－２－３ 099-262-0001

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 武岡　給油所 武岡１－１２１－１ 099-282-0123

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 川上町　給油所 川上町３４５５－１ 099-244-5155

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 柳町　給油所 柳町６－１７ 099-226-5241

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鹿児島　給油所 泉町１８－１１ 099-226-0285

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉野町　給油所 吉野町３５７３番地２０１、２０２ 099-243-4411

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 セルフ東開店・イオン前　給油所 東開町８－８ 099-263-3358

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西谷山　給油所 上福元町中溝５７５３－３ 099-268-5281

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ柳町　給油所 春日町１－２７ 099-247-1354

鹿児島県 鹿児島市 有限会社ヤナギタ セルフステーション・スマイル松元　給油所 上谷口町１１４４ 099-278-7979

鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ城西通武町店　給油所 武１－２４－８ 099-214-4070

鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鹿児島卸団地店　給油所 卸本町６－２２ 099-260-2190

鹿児島県 鹿屋市 岩崎産業株式会社 串良　給油所 串良町有里３１ 099-463-2602

鹿児島県 鹿屋市 岩崎産業株式会社 鹿屋バイパス　給油所 札元２丁目３７５０番地３ 099-441-5911

鹿児島県 鹿屋市 南国殖産株式会社 寿町　給油所 寿４－６－５５ 09944-2-4541

鹿児島県 鹿屋市 有限会社エフ・サービス 十三塚　給油所 串良町上小原２６１７－１１ 0994-63-2452

鹿児島県 鹿屋市 肝付吾平町農業協同組合 第１　給油所 吾平町麓川上１６２－１ 0994-58-6381

鹿児島県 鹿屋市 肝付吾平町農業協同組合 第２　給油所 吾平町上名２５５－１ 0994-58-5454

鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション 鹿屋バイパス　給油所 王子町３９６２－３ 099-440-4411

鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション 鹿屋新川　給油所 新川町６１６０－１ 099-441-2000

鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション カーライフステーション鹿屋　給油所 打馬２丁目２－４０ 0994-42-0900

鹿児島県 鹿屋市 株式会社輝北給油センター 輝北町　給油所 輝北町下百引２９５４－１ 0994-86-0660

鹿児島県 鹿屋市 有限会社鹿屋西平石油店 セルフ川西　給油所 川西町３７０７－５ 099-441-1611

鹿児島県 鹿屋市 有限会社徳永石油 川西　給油所 川西町３９２２ 0994-44-7317

鹿児島県 鹿屋市 そお鹿児島農業協同組合 輝北　給油所 輝北町上百引１８７２－１ 099-486-1191

鹿児島県 鹿屋市 有限会社永野田石油 永野田　給油所 永野田町６６２ 0994-43-4800

鹿児島県 鹿屋市 有限会社神田石油 細山田　給油所 串良町細山田４９４５番地３８ 0994-62-2054



鹿児島県 鹿屋市 有限会社三幸 祓川　給油所 上祓川町８４７６ 0994-44-8364

鹿児島県 鹿屋市 有限会社はらいがわ石油 上祓川　給油所 祓川町８２４４ 0994-43-4892

鹿児島県 鹿屋市 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ鹿屋　給油所 笠之原町１番６１号 0994-44-5235

鹿児島県 鹿屋市 郷原石油店　郷原 ノリ子 今坂　給油所 今坂町１０１１８ 0994-43-2037

鹿児島県 鹿屋市 有限会社廣島屋 吾平　給油所 吾平町上名７６５４ 0994-58-6106

鹿児島県 鹿屋市 株式会社輝北給油センター 市成　給油所 輝北町市成２１６４－１ 099-486-0660

鹿児島県 鹿屋市 千代田旭販売株式会社 西原　給油所 西原２－３８－１５ 0994-43-2651

鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション 細山田　給油所 串良町細山田５１７２－６ 0994-62-2100

鹿児島県 鹿屋市 古里　晃 古里　給油所 古里町５９７ 0994-46-2229

鹿児島県 枕崎市 株式会社旭石油 枕崎　給油所 折口町７０ 09937-2-1321

鹿児島県 枕崎市 有限会社イマキイレ 第３イマキイレ　給油所 岩崎町４８８番 099-373-2420

鹿児島県 枕崎市 有限会社枕崎日石 枕崎　給油所 寿町７ 0993-73-1255

鹿児島県 枕崎市 有限会社俵石油 俵積田　給油所 別府西４３２ 09937-6-2352

鹿児島県 枕崎市 畑野石油有限会社 畑野　給油所 中央町３７５番地 0993-72-0220

鹿児島県 枕崎市 岩崎産業株式会社 セルフ枕崎　給油所 東本町１６３ 0993-72-0179

鹿児島県 阿久根市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ阿久根　給油所 鶴見町４５ 09967-2-0318

鹿児島県 阿久根市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅさんぱちＱ　給油所 脇本字皆五郎７７９１－５ 0996-75-0389

鹿児島県 阿久根市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＭ－ｓｐｏｔ新町　給油所 新町２８ 0996-72-1121

鹿児島県 阿久根市 株式会社はしコーポレーション 阿久根　給油所 塩浜町１丁目１３番地 09967-2-1555

鹿児島県 阿久根市 株式会社はしコーポレーション 脇本　給油所 脇本鳴迫７５７９－２ 0996-75-0688

鹿児島県 阿久根市 鹿児島いずみ農業協同組合 折口　給油所 折口４３０８ 09967-5-1302

鹿児島県 阿久根市 有限会社上脇石油 リバーサイド大曲　給油所 波留５８８－１ 099-673-1771

鹿児島県 阿久根市 有限会社タカハラ 鶴川内　給油所 鶴川内５１００－１ 0996-73-2588

鹿児島県 阿久根市 田中石油店　田中　正二 田中　給油所 大川８３６５ 0996-74-0039

鹿児島県 出水市 有限会社東原石油 高尾野　給油所 高尾野町大久保５６１－２ 09968-2-0135

鹿児島県 出水市 有限会社エイコー石油 西ノ口　給油所 武本字落ノ東１９０－１ 099-663-1151

鹿児島県 出水市 有限会社エイコー石油 沖田　給油所 六月田町３７０－１ 099-667-1300

鹿児島県 出水市 阿久根石油株式会社 ドクタードライブセルフ高尾野　給油所 高尾野町柴引６９－４ 0996-82-1480

鹿児島県 出水市 マルイ運輸株式会社 マルイふれあいＳＳ　給油所 高尾野町上水流字万田脇５５７－３ 0996-79-3100

鹿児島県 出水市 木野興産株式会社 西出水　給油所 大野原町１７７９番地 099-663-0036

鹿児島県 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合 出水　給油所 中央町８３２３－１ 0996-62-0151

鹿児島県 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合 高尾野　給油所 高尾野町柴引町ロ２８－１ 0996-82-1515

鹿児島県 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合 野田　給油所 野田町下名字小渕５２５６－１ 0996-84-2810

鹿児島県 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合 米ノ津　給油所 明神町１８９３－１ 099-667-4000

鹿児島県 出水市 有限会社川内石油 江内　給油所 高尾野町江内３２３８－３ 0996-83-3061

鹿児島県 出水市 有限会社笹野石油ガス 出水南口　給油所 高尾野町下水流８７２ 09968-2-0255

鹿児島県 出水市 合同会社大島石油 ニュー野田　給油所 野田町下名１６７番地２ 0996-84-2048

鹿児島県 出水市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ出水インター　給油所 知識町４５６－２、４６６－１ 0996-62-0711

鹿児島県 出水市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４かごしまＴ　給油所 野田町下名３３９７ 0996-84-3039

鹿児島県 出水市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４米ノ津　給油所 米ノ津町４３番１０号 0996-67-1599

鹿児島県 出水市 有限会社エイコー石油 明神３号線　給油所 明神町１８４６ 0996-67-1375

鹿児島県 指宿市 岩崎産業株式会社 指宿　給油所 湊２－１－４４ 09932-2-3533

鹿児島県 指宿市 恒吉石油株式会社 山川　給油所 山川福元５８２７－３ 09933-4-0004

鹿児島県 指宿市 有限会社尾之江商店 開聞十町　給油所 開聞十町２４９２ 099332-2147

鹿児島県 指宿市 株式会社前野石油 市役所前セルフ　給油所 十町２３６６－１ 0993-22-6335

鹿児島県 指宿市 有限会社成川石油店 成川　給油所 山川成川５２２２－１ 099-335-0828

鹿児島県 指宿市 株式会社岡元石油 宮ケ浜　給油所 西方４８５１ 0993-25-2216

鹿児島県 指宿市 株式会社エイトリング エコスタンド指宿店　給油所 湯の浜６丁目１８－３１ 0993-24-3966

鹿児島県 指宿市 いぶすき農業協同組合 山川　給油所 山川成川３８２１－１ 0993-34-0970

鹿児島県 指宿市 いぶすき農業協同組合 開聞　給油所 開聞十町１３０－５ 099-332-5525

鹿児島県 指宿市 吉田石油株式会社 山川　給油所 山川福元６７１３－１ 0993-34-1030

鹿児島県 指宿市 株式会社堀之内商会 サンステージ指宿　給油所 西方２１６５ 0993-25-3121

鹿児島県 指宿市 株式会社前村石油 池田　給油所 池田３９４４ 0993-26-2121

鹿児島県 指宿市 山口石油店　山口 忠雄 指宿　給油所 岩本２８４２ 0993-25-2012

鹿児島県 指宿市 竹山石油店　竹山 孝一 指宿中央　給油所 西方字島廻１９７０－２ 0993-22-4870

鹿児島県 西之表市 株式会社三栄石油商会 西之表　給油所 西之表９９５７ 09972-2-1251

鹿児島県 西之表市 株式会社有馬石油店 種子島　給油所 西町６９９３ 09972-2-0121



鹿児島県 西之表市 種子島石油株式会社 鴨女町　給油所 鴨女町２０８ 0997-22-1347

鹿児島県 西之表市 有限会社和人組 西之表給油センター 西之表１６６１３－１ 0997-24-3001

鹿児島県 西之表市 種子屋久農業協同組合 川迎　給油所 西之表１５２１６－１ 0997-22-0543

鹿児島県 垂水市 株式会社森組 牛根　給油所 牛根麓２８２４－１ 0994-36-2292

鹿児島県 垂水市 有限会社樋渡コーポレーション シーサイド新城　給油所 新城字馬形４２５６－２ 099-435-3811

鹿児島県 垂水市 宮下　省司 高峠　給油所 海潟３２３７ 0994-32-6321

鹿児島県 垂水市 有限会社はーもにーりんぐ社 エコスタンド垂水店　給油所 浜平２０６０ 0994-32-8709

鹿児島県 垂水市 森永産業有限会社 垂水中央　給油所 田神１５－１ 0994-32-0012

鹿児島県 垂水市 株式会社錦江産業 垂水　給油所 錦江町１３番地 0994-32-1617

鹿児島県 垂水市 有限会社清水石油ガス 牛根麓　給油所 牛根麓８５ 0994-32-3500

鹿児島県 薩摩川内市 有川商店有限会社 大村　給油所 祁答院町下手２８２１－１ 0996-55-0124

鹿児島県 薩摩川内市 南国殖産株式会社 川内　給油所 西向田町５－２ 0996-22-2221

鹿児島県 薩摩川内市 平野商事株式会社 市比野　給油所 樋脇町市比野２４３４－９ 0996-38-0135

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社エイコー石油 川内ハローズ　給油所 東大小路町４１－９ 099-620-4175

鹿児島県 薩摩川内市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ天大橋　給油所 原田町２０－３ 0996-22-1277

鹿児島県 薩摩川内市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平佐　給油所 平佐町字甑町１８２１番地 0996-22-1419

鹿児島県 薩摩川内市 阿久根石油株式会社 セルフ東郷　給油所 東郷町斧渕４６９３ 0996-42-0087

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社牛鼻商事 市比野　給油所 樋脇町市比野４５３４ 0996-38-0034

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社南興石油店 久木元　給油所 隈之城町１３－２ 0996-22-2773

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社宇野商事 入来　給油所 入来町副田５７５１ 0996-44-2027

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＴＡＮＡＫＡ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルバ宮内店　給油所 宮内町１２６５－１ 099-620-3232

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社有川石油 樋脇　給油所 樋脇町塔之原字中板７０７９－１ 0996-37-2388

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社丸忠商事 入来町　給油所 入来町副田２１８５ 0996-44-4312

鹿児島県 薩摩川内市 五色産業株式会社 中甑　給油所 上甑町中甑４７５－２ 09969-2-0180

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社笹野石油 東郷　給油所 東郷町南瀬１６４５ 0996-42-4131

鹿児島県 薩摩川内市 休德　初雄 市比野　給油所 樋脇町市比野３７８４ 0996-38-0038

鹿児島県 薩摩川内市 橋口石油株式会社 里　給油所 里町里３５０８ 0996-93-2041

鹿児島県 薩摩川内市 橋口石油株式会社 上甑　給油所 上甑町中甑前田４９０－９ 0996-92-0110

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社外薗運輸機工 高城　給油所 高城町平田１６５０ 0996-25-1172

鹿児島県 薩摩川内市 北さつま農業協同組合 入来　給油所 入来町浦之名７１５６ 0996-44-2307

鹿児島県 薩摩川内市 若松石油株式会社 隈之城　給油所 矢倉町４２８６ 0996-23-4001

鹿児島県 薩摩川内市 若松石油株式会社 川内駅前　給油所 鳥追町１２２－２ 0996-23-4004

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＴＡＮＡＫＡ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ向田店　給油所 若松町８－２３ 0996-23-3704

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＴＡＮＡＫＡ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ２６７川内店　給油所 中郷一丁目１０番１９号 0996-27-0267

鹿児島県 薩摩川内市 湯浦石油株式会社 川内東　給油所 東郷町斧淵４０５ 0996-42-0008

鹿児島県 薩摩川内市 湯浦石油株式会社 川内バイパス　給油所 永利町２５６５－１ 0996-23-0016

鹿児島県 薩摩川内市 太陽石油販売株式会社 セルフ川内　給油所 中郷四丁目１４１番地 0996-20-7773

鹿児島県 薩摩川内市 南国殖産株式会社 川内永利　給油所 永利町字古川７６６－１　他 0996-22-0501

鹿児島県 薩摩川内市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＩＴＳ川内　給油所 御陵下町１８－７ 0996-23-4736

鹿児島県 薩摩川内市 木野興産株式会社 川内　給油所 原田町１５番９号 0996-23-1869

鹿児島県 薩摩川内市 北さつま農業協同組合 カリサ川内　給油所 若松町９３－２ 0996-22-1213

鹿児島県 日置市 株式会社コロナ・エネルギー 湯之元　給油所 東市来町長里辻の堂上９５５－１ 09927-4-4215

鹿児島県 日置市 有限会社福田石油店 吹上伊作　給油所 吹上町湯之浦１７９９ 0992-96-2147

鹿児島県 日置市 有限会社田口石油店 吹上　給油所 吹上町中原字正円迫１１９９－１ 0992-96-3006

鹿児島県 日置市 有限会社大園石油スタンド 吹上　給油所 吹上町与倉７０６ 0992-96-3030

鹿児島県 日置市 有限会社新堀自動車 ロータスステーション　給油所 吹上町中之里３６２３－１，３６２３－７ 099-296-3213

鹿児島県 日置市 ＪＡさつま日置協同サポート株式会社 飯牟礼　給油所 伊集院町下谷口４９９８－１ 099-273-4108

鹿児島県 日置市 蓑田　弘道 東市来　給油所 東市来町伊作田２１１４ 099-274-2654

鹿児島県 日置市 有限会社内山石油 日置　給油所 日吉町日置３３２３ 099-292-2205

鹿児島県 日置市 株式会社ナガタ 伊集院北　給油所 伊集院町下神殿１０９２－１ 099-272-2824

鹿児島県 日置市 井上石油株式会社 伊集院　給油所 伊集院町猪鹿倉７１４－１ 099-273-2868

鹿児島県 日置市 有限会社樋渡石油 吹上　給油所 吹上町永吉３３９５－１ 099-297-2544

鹿児島県 曽於市 有限会社中禮商店 八合原　給油所 大隅町下窪町１３０ 0994-82-0138

鹿児島県 曽於市 株式会社光信商会 セルフ岩川　給油所 大隅町岩川６３１３ 0994-82-2880

鹿児島県 曽於市 溝口商工株式会社 末吉　給油所 末吉町新町１丁目１０番地１ 0986-76-0331

鹿児島県 曽於市 株式会社コレエダ 財部　給油所 財部町南俣字誰口１４６－１ 0986-72-1200

鹿児島県 曽於市 大津　亮二 高岡口　給油所 末吉町南之郷１０９７８ 0986-78-1527



鹿児島県 曽於市 有限会社大川内石油 末吉南　給油所 末吉町諏訪方７３２５ 0986-76-0179

鹿児島県 曽於市 そお鹿児島農業協同組合 高松　給油所 末吉町諏訪方７７３５－１１、１２ 0986-76-1094

鹿児島県 曽於市 そお鹿児島農業協同組合 岩川　給油所 末吉町岩崎字稲留９５４－１ 0994-82-4689

鹿児島県 曽於市 株式会社平成興産前屋敷 笠木　給油所 大隅町中之内４６９２－２ 099-482-1241

鹿児島県 曽於市 カメダ石油株式会社 通山　給油所 財部町南俣５７８２－４ 0986-75-1320

鹿児島県 曽於市 カメダ石油株式会社 財部　給油所 財部町南俣４６８－４ 0986-59-2709

鹿児島県 曽於市 大町商事株式会社 岩川　給油所 大隅町岩川５０３０ 0994-82-0018

鹿児島県 曽於市 有限会社小迫石油 橋野東　給油所 末吉町南之郷１９５０－１ 0986-76-1187

鹿児島県 曽於市 有里石油店　有里 純男 末吉中央　給油所 末吉町二之方森田４５１－８ 0986-76-0434

鹿児島県 曽於市 小迫　高雄 小迫商店　給油所 末吉町南之郷４５２０ 0986-76-0382

鹿児島県 曽於市 徳石　義信 大河原　給油所 財部町下財部６６４２ 0986-74-2032

鹿児島県 曽於市 岩崎産業株式会社 ルート２６９セルフ　給油所 末吉町諏訪方７９６３ 0986-76-1031

鹿児島県 曽於市 株式会社嘉和山業 あおきスタンド　給油所 末吉町南之郷５１９３ 0986-76-7995

鹿児島県 霧島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＩＴＳ隼人　給油所 隼人町姫城３丁目２４０番地 0995-42-7471

鹿児島県 霧島市 岩崎産業株式会社 マルチモービル　給油所 溝辺町麓七次１３４２ 0995-58-2992

鹿児島県 霧島市 太陽石油販売株式会社 セルフ国分　給油所 国分向花１４５番地１ 0995-49-8272

鹿児島県 霧島市 南国殖産株式会社 鹿児島空港　給油所 溝辺町麓字曲迫２８７－１ 0995-58-2435

鹿児島県 霧島市 南国殖産株式会社 隼人南　給油所 隼人町眞孝字中道１３００－１ 0995-42-7026

鹿児島県 霧島市 有限会社山崎石油 大窪　給油所 霧島大窪２９８ 0995-57-0229

鹿児島県 霧島市 有限会社山崎石油 福島　給油所 国分福島３丁目１２－２８ 0995-47-1411

鹿児島県 霧島市 有限会社山崎石油 国分川内　給油所 国分川内字里馬渡１５９－１７ 0995-45-2550

鹿児島県 霧島市 有限会社山崎石油 セルフステーション清水　給油所 国分新町字早田尻８９４－１ 0995-46-1600

鹿児島県 霧島市 有限会社原口石油 溝辺バイパス　給油所 溝辺町有川２４４－１ 0995-59-2709

鹿児島県 霧島市 有限会社はーもにーりんぐ社 エコスタンド国分店　給油所 国分広瀬２丁目１９－１１ 0995-46-6696

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 牧園　給油所 牧園町宿窪田２０５８－２ 0995-76-1979

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 霧島　給油所 霧島田口５０７－１ 0995-57-0632

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 牧之原　給油所 福山町福山４５９８－２ 0995-56-2409

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 隼人　給油所 隼人町西光寺４９６－３ 0995-43-7751

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 国分セルフ　給油所 国分中央４丁目３０９２－３ 0995-49-8636

鹿児島県 霧島市 福地産業株式会社 寺原　給油所 牧園町高千穂寺原３０２０－１ 0995-76-0441

鹿児島県 霧島市 福地産業株式会社 七又　給油所 牧園町宿窪田９４２－１５ 0995-76-1168

鹿児島県 霧島市 末重商事有限会社 論地東　給油所 溝辺町麓字論地９４６番地 0995-58-2004

鹿児島県 霧島市 有限会社ふじた セルフ牧之原　給油所 福山町福山４５９７－１ 0995-56-2632

鹿児島県 霧島市 株式会社平成興産前屋敷 牧之原中央　給油所 福山町福山５２９０－３８ 0995-56-2400

鹿児島県 霧島市 宮田石油店　宮田 清見 木原　給油所 国分郡田３０６９－１ 0995-49-3104

鹿児島県 霧島市 鎌田石油株式会社 テクノセンター　給油所 隼人町見次１３０９ 0995-42-7000

鹿児島県 霧島市 鎌田石油株式会社 国分中央　給油所 国分野口東６－５ 0995-47-1811

鹿児島県 霧島市 鎌田石油株式会社 敷根　給油所 国分敷根１４１番地 0995-45-0076

鹿児島県 霧島市 湯浦石油株式会社 横川インター　給油所 横川町中ノ鷹巣３９６－１ 0995-72-0150

鹿児島県 霧島市 株式会社南九州相光エネルギー 隼人　給油所 隼人町姫城１０８４－３ 0995-64-2290

鹿児島県 霧島市 株式会社南九州相光エネルギー 国分　給油所 国分清水１－９－３０ 0995-46-8000

鹿児島県 霧島市 鎌田石油株式会社 国分南　給油所 国分湊１１６６ 0995-46-0823

鹿児島県 霧島市 霧島石油有限会社 霧島公園　給油所 牧園町高千穂３２８５－３２ 0995-78-2455

鹿児島県 霧島市 太陽石油販売株式会社 セルフ東国分　給油所 国分山下町１６４２－３ 0995-46-9076

鹿児島県 霧島市 有限会社今島石油 十三塚原　給油所 溝辺町麓２６６０－３ 0995-58-2815

鹿児島県 霧島市 南国殖産株式会社 隼人　給油所 隼人町内５１６－４ 0995-42-3700

鹿児島県 霧島市 日米エネルギーライフ株式会社 浜之市　給油所 隼人町真孝１７７ 099-542-1195

鹿児島県 いちき串木野市 岩崎産業株式会社 串木野　給油所 曙町９５番地１ 0996-32-3065

鹿児島県 いちき串木野市 アポロステーションサービス株式会社 串木野　給油所 大原町７３番地 0996-33-2737

鹿児島県 いちき串木野市 有限会社串木野石油 串木野港　給油所 浦和町６３番地 0996-32-2529

鹿児島県 いちき串木野市 濵田酒造株式会社 濵田スタンド　給油所 湊町１丁目２２６番地 0996-36-2331

鹿児島県 いちき串木野市 留盛自動車株式会社 ロータスステーション　給油所 大里字下手前５５９２－１,２,３,４ 0996-36-3410

鹿児島県 いちき串木野市 ＪＡさつま日置協同サポート株式会社 串木野　給油所 東塩田町２３３番地 0996-33-2577

鹿児島県 南さつま市 三和建設株式会社 大浦　給油所 大浦町７２５９ 0993-62-2015

鹿児島県 南さつま市 塩屋建設株式会社 笠沙　給油所 笠沙町赤生木４３５ 0993-63-0129

鹿児島県 南さつま市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ加世田中央　給油所 加世田東本町３番地１ 0993-53-7288

鹿児島県 南さつま市 有限会社小堀石油店 金峰　給油所 金峰町宮崎４３４５番地 0993-77-1000



鹿児島県 南さつま市 南さつま農業協同組合 内山田　給油所 加世田内山田２５ 099-353-5430

鹿児島県 南さつま市 有限会社江籠石油店 小湊　給油所 加世田小湊７８０２番地 0993-53-9213

鹿児島県 南さつま市 ＪＡさつま日置協同サポート株式会社 阿多　給油所 金峰町宮崎２９６１ 0993-58-4001

鹿児島県 南さつま市 株式会社本坊商店 加世田　給油所 加世田本町１５番地６ 0993-53-6151

鹿児島県 志布志市 あおぞら農業協同組合 あおぞら　給油所 有明町野神中の丸３６０５－１ 0994-75-1150

鹿児島県 志布志市 大町商事株式会社 志布志ニュータウンセルフ　給油所 志布志町志布志字大迫大道１０００－３ 0994-72-8221

鹿児島県 志布志市 有限会社山本石油店 松山駅前　給油所 松山町新橋１６３－１２ 099-487-2012

鹿児島県 志布志市 株式会社谷石油 伊崎田　給油所 有明町伊崎田８８２１ 099-474-0181

鹿児島県 志布志市 株式会社桜島 志布志港　給油所 志布志町志布志３２２３－２ 099-473-1370

鹿児島県 志布志市 西平石油有限会社 野井倉　給油所 有明町野井倉８１４３－５ 0994-77-1570

鹿児島県 志布志市 大町石油株式会社 志布志　給油所 志布志町安楽１７８ 099-472-0577

鹿児島県 志布志市 大町石油株式会社 ニュー志布志　給油所 志布志町志布志字大迫大道９８６－１ 099-472-4791

鹿児島県 志布志市 大町石油株式会社 セルフ西志布志　給油所 有明町野井倉字上ノ濱８２８２－１０ 099-477-0110

鹿児島県 志布志市 株式会社ホンダ大隅 安楽　給油所 志布志町安楽２７７４－２ 099-479-4500

鹿児島県 志布志市 株式会社外岩戸石油 志布志　給油所 志布志町帖６８９６－２ 099-472-2144

鹿児島県 奄美市 大島石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅながはま　給油所 名瀬長浜町２６番５号 09975-2-0839

鹿児島県 奄美市 大島石油株式会社 空港前　給油所 笠利町万屋字大久田２１７６ 099-763-1979

鹿児島県 奄美市 大島石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅあさひ町　給油所 名瀬朝日町１３－４ 0997-53-3211

鹿児島県 奄美市 有村商事株式会社 浜里　給油所 名瀬浜里町４４－１ 0997-52-6339

鹿児島県 奄美市 有限会社タイセイ石油 奄美空港前　給油所 笠利町和野字大工田４３９番地 099-763-2229

鹿児島県 奄美市 竹山産業開発株式会社 タケヤマセルフ和光　給油所 名瀬和光町１８－１８ 0997-55-0022

鹿児島県 奄美市 有限会社中部砕石 住用　給油所 住用町役勝１５－１ 0997-56-3058

鹿児島県 奄美市 株式会社三井タクシー 赤木名　給油所 笠利町大字里５１番地の７ 0997-63-0048

鹿児島県 奄美市 奄美観光株式会社 永田橋　給油所 名瀬伊津部町２０－５ 0997-53-8080

鹿児島県 奄美市 川上石油店　川上 太一 笠利　給油所 笠利町笠利９８９ 0997-63-9341

鹿児島県 奄美市 株式会社大豊石油 真名津　給油所 名瀬真名津町６－５ 0997-52-3998

鹿児島県 奄美市 株式会社大豊石油 伊津部　給油所 名瀬小浜町３１－１ 0997-52-0733

鹿児島県 南九州市 黒田石油株式会社 頴娃大川　給油所 頴娃町別府７３７１－４ 09933-8-0070

鹿児島県 南九州市 黒田石油株式会社 頴娃　給油所 頴娃町郡１８３１－２ 0993-36-0052

鹿児島県 南九州市 今村　政幸 知覧　給油所 知覧町郡１３４９４－１ 0993-83-2338

鹿児島県 南九州市 有限会社知覧石油 知覧　給油所 知覧町郡１７６６１ 0993-83-2937

鹿児島県 南九州市 有限会社石元石油店 石垣　給油所 頴娃町別府７４－１、９１－４ 099-338-1711

鹿児島県 南九州市 株式会社大坪建設 川辺　給油所 下山田芹牟田２５５５－１ 0993-56-0499

鹿児島県 南九州市 有限会社岡商店 知覧　給油所 知覧町塩屋１４９２６－６ 0993-85-3009

鹿児島県 南九州市 有限会社鶴留石油店 牧之内中央　給油所 頴娃町牧之内３００３－１ 0993-36-0053

鹿児島県 南九州市 有限会社菊永石油 菊永　給油所 知覧町塩屋２３９３７－１ 0993-85-3023

鹿児島県 南九州市 南さつま農業協同組合 知覧　給油所 知覧町郡１７２４９－１ 0993-83-2149

鹿児島県 南九州市 南さつま農業協同組合 川辺　給油所 川辺町平山６７１１－１ 09935-6-1129

鹿児島県 南九州市 いぶすき農業協同組合 西えい　給油所 頴娃町牧之内２０９２－１ 099-336-0160

鹿児島県 南九州市 有限会社はしぐち 川辺　給油所 川辺町上山田５２６９ 0993-57-3218

鹿児島県 南九州市 有限会社上原石油店 大平　給油所 川辺町平山３３０１－１ 0993-56-0154

鹿児島県 南九州市 西垂水石油店　西垂水 清作 西垂水　給油所 知覧町西元字前畑１２８９７－３、１２８９７－６ 0993-85-3311

鹿児島県 南九州市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ川辺　給油所 川辺町両添１０２６－１ 0993-56-1336

鹿児島県 伊佐市 木野興産株式会社 大口　給油所 大口里１９６８－３ 09952-2-0661

鹿児島県 伊佐市 北さつま農業協同組合 はつき　給油所 大口堂崎５２７－１８ 0995-22-2110

鹿児島県 伊佐市 有限会社若宮石油 郡山　給油所 大口大田高柳牟田９１６－１ 0995-22-2089

鹿児島県 伊佐市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大口中央　給油所 大口里字八石田９－５ 0995-22-0853

鹿児島県 伊佐市 有限会社アリメント 曽木　給油所 大口曽木１５３１－１ 0995-25-1201

鹿児島県 伊佐市 湯浦石油株式会社 セルフステーション大口　給油所 大口鳥巣字西中水流１２０９－１ 0995-23-5600

鹿児島県 伊佐市 株式会社山下運輸 ゆのお石油　給油所 菱刈川北２０７９ 0995-26-0977

鹿児島県 伊佐市 北さつま農業協同組合 菱刈　給油所 菱刈重留1067-1、1068他 0995-26-2241

鹿児島県 姶良市 株式会社西日本宇佐美 １０号加治木　給油所 加治木町木田２６６－１ 0995-63-0945

鹿児島県 姶良市 岩澤石油株式会社 新富町　給油所 加治木町新富町２３５番２ 09956-3-2036

鹿児島県 姶良市 有限会社山崎石油 姶良セントラル　給油所 加治木町木田２２５４－１ 0995-62-4500

鹿児島県 姶良市 有限会社山崎石油 セルフステーションユアーズあいら　給油所 平松字森山宮田２１７２ 0995-65-8002

鹿児島県 姶良市 有限会社犬童石油 加治木インター　給油所 加治木町新富町２５０ 0995-62-1250

鹿児島県 姶良市 有限会社恒森石油 加治木　給油所 東餅田１７３３－１ 0995-65-2311



鹿児島県 姶良市 あいら共同株式会社 加治木　給油所 加治木町反土２９１２－３ 0995-62-3818

鹿児島県 姶良市 あいら共同株式会社 帖佐　給油所 鍋倉１４８８－３ 0995-66-2418

鹿児島県 姶良市 あいら共同株式会社 蒲生　給油所 蒲生町北２１００－１ 0995-52-1160

鹿児島県 姶良市 井上石油株式会社 姶良総合運動公園前　給油所 平松３０１４－１ 0995-73-6727

鹿児島県 姶良市 有限会社松田石油商会 平松　給油所 大字平松字中島４８８８－１ 0995-65-2196

鹿児島県 姶良市 倉内石油店　倉内 アヤ子 重富　給油所 脇元１７８８－１ 0995-65-2176

鹿児島県 姶良市 井上石油株式会社 セントラル姶良　給油所 西餅田３１２８－６８ 0995-65-5445

鹿児島県 姶良市 太陽石油販売株式会社 セルフ加治木　給油所 加治木町木田１５９番２ 0995-63-3117

鹿児島県 姶良市 岩崎産業株式会社 姶良バイパスセルフ　給油所 脇元字宮田１５６－３ 0995-66-5509

鹿児島県 薩摩郡さつま町 株式会社共栄 舟木　給油所 船木江戸堀８１ 0996-53-1145

鹿児島県 薩摩郡さつま町 有限会社桑波田商店 湯田　給油所 湯田６５５－２ 099-655-9171

鹿児島県 薩摩郡さつま町 宮之城石油株式会社 時吉　給油所 時吉２７８－１ 09965-3-0638

鹿児島県 薩摩郡さつま町 宮之城石油株式会社 山崎中央　給油所 山崎２２５－１ 099-656-8688

鹿児島県 薩摩郡さつま町 コナガタ石油有限会社 コナガタ石油有限会社求名　給油所 求名３６７６－１ 0996-57-0074

鹿児島県 薩摩郡さつま町 有限会社福山石油 広瀬　給油所 広瀬１３０５番地 0996-53-3487

鹿児島県 薩摩郡さつま町 水口　敏文 永野　給油所 永野９３７－１ 0996-58-0822

鹿児島県 薩摩郡さつま町 北さつま農業協同組合 本所　給油所 虎居７４５ 0996-53-2728

鹿児島県 薩摩郡さつま町 北さつま農業協同組合 山崎　給油所 山崎１０１３－２ 0996-56-9611

鹿児島県 薩摩郡さつま町 北さつま農業協同組合 鶴田　給油所 湯田字上原２１５９－２ 0996-55-9090

鹿児島県 出水郡長島町 有限会社東鉱油 長島　給油所 鷹巣８４４－４ 0996-86-0020

鹿児島県 出水郡長島町 株式会社川床石油設備工業 鷹巣　給油所 鷹巣２２４２－１ 0996-86-0766

鹿児島県 出水郡長島町 平薮石油ガス　平薮　武志 長島　給油所 山門野４６８５－１ 0996-87-0528

鹿児島県 出水郡長島町 株式会社はしコーポレーション セルフ長島　給油所 川床３４１－１ 099-687-0817

鹿児島県 出水郡長島町 坂口石油有限会社 東町　給油所 鷹の巣１６２５ 09968-6-0279

鹿児島県 出水郡長島町 鹿児島いずみ農業協同組合 長島　給油所 指江字前川５７１－１ 0996-88-5193

鹿児島県 出水郡長島町 株式会社指江運送 生駒石油　給油所 城川内１０２３番地３ 0996-88-5033

鹿児島県 出水郡長島町 株式会社川床石油設備工業 東町中央　給油所 川床１１４２－１ 0996-87-0156

鹿児島県 出水郡長島町 有限会社中元屋石油店 長島　給油所 諸浦６０ 0996-86-0357

鹿児島県 姶良郡湧水町 勝栗燃料株式会社 セルフ栗野インター　給油所 木場２４９－１ 0995-74-2234

鹿児島県 姶良郡湧水町 あいら共同株式会社 栗野　給油所 米永宮ノ脇４６６ 0995-74-3811

鹿児島県 姶良郡湧水町 株式会社大和商会 湧水吉松　給油所 中津川４９０ 0995-75-3200

鹿児島県 曽於郡大崎町 小瀬戸石油有限会社 大崎假宿　給油所 假宿１７５５ 0994-76-0035

鹿児島県 曽於郡大崎町 小瀬戸石油有限会社 セルフ永吉　給油所 永吉字新堀５７１６－５ 0994-76-1314

鹿児島県 曽於郡大崎町 西平石油有限会社 大崎セントラル　給油所 神領２０５６ 0994-77-0306

鹿児島県 曽於郡大崎町 そお鹿児島農業協同組合 大崎　給油所 仮宿１１７２－２ 0994-76-0284

鹿児島県 曽於郡大崎町 山下　裕 野方　給油所 大字野方字北別府６５４５－１ 099-471-0288

鹿児島県 曽於郡大崎町 有限会社小野石油 中沖　給油所 井俣２３４７－２ 0994-77-2095

鹿児島県 肝属郡東串良町 田邊有限会社 柏原　給油所 川東３３９３－イ 0994-63-8561

鹿児島県 肝属郡東串良町 有限会社秋丸石油店 柏原　給油所 川東３４１４ 0994-63-8829

鹿児島県 肝属郡南大隅町 平野商事株式会社 根占　給油所 根占川南３２５０ 09942-4-2303

鹿児島県 肝属郡南大隅町 有限会社肥後商会 根占　給油所 根占川北９９ 09942-4-2335

鹿児島県 肝属郡南大隅町 有限会社苙石油店 辺田　給油所 根占辺田２３２１－８ 0994-24-3483

鹿児島県 肝属郡肝付町 有限会社兼氏石油店 高山　給油所 前田３８６８－３ 0994-65-2211

鹿児島県 肝属郡肝付町 有限会社鹿屋西平石油店 肝付町　給油所 前田３５０７－２ 0994-65-1800

鹿児島県 肝属郡肝付町 横山石油有限会社 高山南　給油所 前田６６６－１ 0994-65-4141

鹿児島県 熊毛郡中種子町 種子島石油株式会社 中種子中央　給油所 野間６４６０－４ 0997-27-0205

鹿児島県 熊毛郡中種子町 有限会社和人組 十文字給油センター　給油所 坂井２１８１－３４３ 0997-24-6730

鹿児島県 熊毛郡中種子町 有限会社和人組 中央給油センター 野間５１３７－２ 0997-24-2255

鹿児島県 熊毛郡中種子町 種子屋久農業協同組合 中種子　給油所 野間４２３０ 0997-27-0254

鹿児島県 熊毛郡中種子町 有限会社池山総合サービス 中種子　給油所 野間５２２４番地１ 0997-27-3450

鹿児島県 熊毛郡南種子町 種子島石油株式会社 南種子　給油所 中之上２１９２－２ 09972-6-0125

鹿児島県 熊毛郡南種子町 有限会社和人組 南種子給油センター　給油所 中之上２１８３ 0997-24-1600

鹿児島県 熊毛郡南種子町 有限会社船川石油店 茎永　給油所 茎永雪子１９４－３ 0997-26-7724

鹿児島県 熊毛郡南種子町 種子屋久農業協同組合 南種子第一　給油所 中之上２５２１－２ 0997-26-0123

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社内田石油 宮之浦　給油所 宮之浦２４５１番地 09974-2-0722

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社荒田商店 荒田　給油所 宮之浦３６６番３ 0997-42-0427

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社肥後商店 一湊　給油所 一湊２２８６ 09974-4-2102



鹿児島県 熊毛郡屋久島町 日米エネルギーライフ株式会社 屋久島空港前　給油所 小瀬田８１５－８５ 0997-43-5321

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社屋久島石油 安房　給油所 安房５４０番地９ 0997-46-2725

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島トラック有限会社 安房　給油所 安房字新次山４２９－４ 0997-46-3639

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 種子屋久農業協同組合 宮之浦　給油所 宮之浦２３８５－１ 0997-42-1911

鹿児島県 大島郡大和村 畑島　健志郎 大和浜　給油所 大和浜滝之川１０８ 0997-57-2436

鹿児島県 大島郡宇検村 有限会社中部砕石 宇検　給油所 大字湯湾字川尻原１番地６ 0997-67-2044

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 大島石油株式会社 古仁屋　給油所 古仁屋字船津 09977-2-0015

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 有限会社長野給油所 第２長野　給油所 大字阿木名１９１８ 09977-2-3018

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 有村商事株式会社 古仁屋　給油所 古仁屋松江２２の先 09977-2-1315

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 勝田　達也 勝浦　給油所 勝浦１５３９ 0997-72-3003

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 泰江石油店　泰江　徹 泰江石油店泰江　給油所 篠川下里５７７－１ 0997-74-0325

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 有限会社佐々木石油 阿木名　給油所 阿木名１５８－１ 0997-72-0468

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 株式会社藤田 瀬相　給油所 瀬相３ 0997-75-0144

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 有限会社瀬相石油 瀬相　給油所 瀬相７４４番地 0997-75-0311

鹿児島県 大島郡龍郷町 株式会社南邦商事 中勝　給油所 中勝字上ゴ－リャ７０９ 099-762-3770

鹿児島県 大島郡龍郷町 有限会社カワバタ 浦　給油所 浦２６８ 0997-62-2054

鹿児島県 大島郡龍郷町 株式会社川元 川元　給油所 大勝３１２９－１ 0997-62-3240

鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ヒガ 赤連　給油所 赤連２９６６－１２ 0997-65-3235

鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ミネックス 上嘉鉄　給油所 上嘉鉄８７３ 0997-65-0014

鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ミネックス 早町　給油所 早町７－１ 0997-66-1558

鹿児島県 大島郡喜界町 有限会社ゆたか商事 出光喜界町　給油所 湾１３７番地 0997-65-0127

鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ヒガ 赤連本通り　給油所 赤連２６０６番地 0997-65-2399

鹿児島県 大島郡徳之島町 大島石油株式会社 亀津　給油所 亀津字保証跨１２７－４ 09978-2-1141

鹿児島県 大島郡徳之島町 有村商事株式会社 徳之島　給油所 亀津字大船町７７６９ 0997-82-0056

鹿児島県 大島郡徳之島町 竹山産業開発株式会社 徳之島セルフサービスステーション　給油所 亀津字上霜原４９５１－２ 0997-81-1320

鹿児島県 大島郡徳之島町 直島石油株式会社 直島　給油所 花徳７８０番地１１ 0997-84-0065

鹿児島県 大島郡徳之島町 有限会社成岡石油店 成岡　給油所 母間９２７７ 0997-84-0580

鹿児島県 大島郡徳之島町 株式会社米山テック 米山　給油所 下久志字志行２０－１２ 0997-84-0224

鹿児島県 大島郡徳之島町 株式会社西川商事 ニシムタ亀徳　給油所 亀徳２１８４番９９ 0997-83-0680

鹿児島県 大島郡徳之島町 有限会社大澤リース 井之川第二　給油所 井之川字前田袋２７３－２ 0997-82-1247

鹿児島県 大島郡徳之島町 有限会社芝建設花徳給油所 花徳　給油所 花徳大田水西２３１３－１ 0997-84-1114

鹿児島県 大島郡徳之島町 渕上生コンクリート株式会社 亀津　給油所 亀津５５５１－１ 0997-83-1616

鹿児島県 大島郡天城町 株式会社サン商事 浅間　給油所 浅間大久棚６６０－５ 0997-85-4834

鹿児島県 大島郡天城町 株式会社サン商事 永岡　給油所 瀬滝５７８－１ 0997-85-4251

鹿児島県 大島郡天城町 宝　順一 岡前　給油所 大字岡前１５１２－１ 0997-85-4955

鹿児島県 大島郡天城町 渕上建設工業株式会社 天城石油　給油所 天城１５２４－１ 0997-81-2281

鹿児島県 大島郡天城町 合資会社徳田百貨店 松原　給油所 松原３７９－４ 0997-85-2820

鹿児島県 大島郡伊仙町 重田　浩至 面縄　給油所 面縄字中盛２２２２－２ 0997-86-3588

鹿児島県 大島郡伊仙町 サクライズ株式会社 さくら　給油所 伊仙３６２４ 09978-6-2824

鹿児島県 大島郡伊仙町 有限会社福田石油 犬田布　給油所 犬田布３７１ 0997-86-8234

鹿児島県 大島郡伊仙町 渕上生コンクリート株式会社 渕上生コンクリート株式会社伊仙　給油所 検福字上東塔１１９－２ 0997-86-3180

鹿児島県 大島郡伊仙町 久保石油店　久保 武二 久保　給油所 伊仙８４－４ 0997-86-2047

鹿児島県 大島郡伊仙町 井上　成博 喜念　給油所 喜念字フンタウ１５５３－１ 0997-86-3376

鹿児島県 大島郡和泊町 有村商事株式会社 和泊　給油所 和泊玉城与舎１７０２－３ 09979-2-2323

鹿児島県 大島郡和泊町 有限会社末川商事 和泊　給油所 和泊１２４５－６ 0997-92-0047

鹿児島県 大島郡和泊町 新久保石油店　新久保　豊盛 新久保石油店　給油所 内城４４９ 09979-2-0160

鹿児島県 大島郡和泊町 伊地知石油店　伊地知　亮太 和泊　給油所 喜美留１２８－４ 09979-2-0701

鹿児島県 大島郡和泊町 株式会社町田建設 町田　給油所 和泊５３５－５ 0997-92-0844

鹿児島県 大島郡知名町 有限会社八木石油店 八木　給油所 瀬利覚２０６６ 09979-3-2171

鹿児島県 大島郡知名町 有限会社南国商事 知名　給油所 知名６７６－３ 09979-3-2059

鹿児島県 大島郡与論町 川崎石油店　川崎 憲二 川崎　給油所 麦屋１９０２ 0997-97-2809

鹿児島県 大島郡与論町 松村石油　松村 繁昇 茶花　給油所 大字立長１３番地３ 0997-97-3865

鹿児島県 大島郡与論町 吉田商店　吉田 憲司 吉田　給油所 大字麦屋１８４８番地１ 0997-97-5148

沖縄県 那覇市 オーケイ運輸合資会社 オーケイ　給油所 泊２－２－１１ 098-867-2692

沖縄県 那覇市 オーケイ運輸合資会社 オーケイ首里　給油所 首里石嶺町２－７－１ 098-886-3415

沖縄県 那覇市 オーケイ運輸合資会社 オーケイ泉崎　給油所 松尾１－２０－２２ 098-867-1581

沖縄県 那覇市 株式会社山城石油 サンセール宇栄原 小禄９３１－３ 098-857-2626



沖縄県 那覇市 合資会社南風原石油 首里　給油所 首里桃原町１－１６ 098-885-2222

沖縄県 那覇市 合資会社南風原石油 繁多川　給油所 繁多川２－１４－２ 098-855-0532

沖縄県 那覇市 合資会社南風原石油 松川　給油所 松川１－１－７ 098-853-0001

沖縄県 那覇市 合資会社南風原石油 ニュータウン与儀　給油所 与儀２－２１－８ 098-853-1455

沖縄県 那覇市 ヤマト石油株式会社 サザンウィング高良　給油所 高良３－１１－４ 098-859-3131

沖縄県 那覇市 株式会社日政石油 寒川　給油所 松川３－１６－１ 098-884-3555

沖縄県 那覇市 株式会社日政石油 寄宮　給油所 国場５１３ 098-855-7036

沖縄県 那覇市 株式会社白石 波之上海岸　給油所 辻２－２９－１ 098-868-9725

沖縄県 那覇市 株式会社白石 那覇大橋　給油所 古波蔵３－１－１５ 098-833-2288

沖縄県 那覇市 株式会社伊禮石油 ブルーポート古波蔵サービスステーション 古波蔵２－２５－１ 098-854-8150

沖縄県 那覇市 株式会社伊禮石油 セルフ小禄バイパスサービスステーション 具志８２５－１ 098-852-0600

沖縄県 那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 末吉店 松島２－７－３９ 098-885-2110

沖縄県 那覇市 合資会社ホリデー石油 鏡原サービスステーション 鏡原町３４－４８ 098-857-3490

沖縄県 那覇市 合資会社ホリデー石油 田原サービスステーション 字小禄森口原１２０２－１ 098-857-0238

沖縄県 那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 山下店 山下町２－２４ 098-857-2140

沖縄県 那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 崇元寺店 泊１－３－５ 098-866-5267

沖縄県 那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 小禄店 具志１－１５－１ 098-859-3551

沖縄県 那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 宇栄原店 小禄６２４・６２５ 098-859-8950

沖縄県 那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート めかる店 字銘苅２２６ 098-863-8770

沖縄県 那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 空港店 鏡水３４４番地 098-858-8004

沖縄県 那覇市 エッカ石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ上間ＳＳ 字上間１６５－６ 098-835-0381

沖縄県 那覇市 ザ・テラスホテルズ株式会社 新都心　給油所 安謝２－６－１７ 098-864-0907

沖縄県 那覇市 ザ・テラスホテルズ株式会社 壺川　給油所 壷川３－４－２７ 098-834-3132

沖縄県 那覇市 ザ・テラスホテルズ株式会社 安謝中央　給油所 港町３－７－２２ 098-861-1952

沖縄県 那覇市 有限会社安守石油 真玉橋　給油所 国場１０８４ 098-854-9401

沖縄県 那覇市 合名会社バイパス給油所 安里バイパス　給油所 大道７５－１ 098-887-7712

沖縄県 那覇市 丸博産業株式会社 曙　給油所 曙２－４－２１ 098-869-8333

沖縄県 宜野湾市 株式会社山城石油 サンセール大山 大山３丁目５番５号 098-898-2405

沖縄県 宜野湾市 キーストン石油株式会社 オートウィング我如古 真栄原１－４－５ 098-898-4131

沖縄県 宜野湾市 株式会社日政石油 大久保　給油所 宜野湾３－４－１ 098-892-4044

沖縄県 宜野湾市 株式会社普天間石油 上原　給油所 上原１－３－１ 098-892-2706

沖縄県 宜野湾市 株式会社普天間石油 伊佐　給油所 伊佐３－９－１ 098-898-5525

沖縄県 宜野湾市 株式会社普天間石油 はごろもサービスステーション 宜野湾２－１０－１７ 098-893-4634

沖縄県 宜野湾市 株式会社ＯＤＣ 真志喜サービスステーション 真志喜１－９－１ 098-987-2322

沖縄県 宜野湾市 有限会社共成産業 野嵩プライムステーション 野嵩３－４－６ 098-893-3455

沖縄県 石垣市 ミヤギ産業株式会社 空港前　給油所 真栄里５４５－１ 09808-8-6778

沖縄県 石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 新栄町　給油所 字新栄町１２ 0980-82-3712

沖縄県 石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 日石白保　給油所 字白保東嘉手苅７６３－４ 09808-6-7333

沖縄県 石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 石垣　給油所 字登野城６９ 0980-82-4498

沖縄県 石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 磯辺　給油所 字宮良南端１０５４－４４ 09808-2-3879

沖縄県 石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 新小前　給油所 字新栄町２８－２ 0980-86-0480

沖縄県 石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 石垣空港　給油所 字盛山東牛種子２２２－３４ 0980-84-4182

沖縄県 石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 新川シード　給油所 新川４３９番地１ 0980-88-1560

沖縄県 石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 真栄里ＢＰ　給油所 真栄里２３７番地１１ 0980-84-3440

沖縄県 石垣市 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 大浜　給油所 字大浜４８０－１ 0980-83-2970

沖縄県 石垣市 あさひ有限会社 シーサー　給油所 新栄町７９番地２ 0980-88-7101

沖縄県 石垣市 八重山石油株式会社 真栄里　給油所 真栄里慶田山４８８－１ 0980-83-2988

沖縄県 浦添市 株式会社浦西石油 浦西　給油所 前田３丁目１番７号 098-877-7291

沖縄県 浦添市 株式会社浦添石油 サンセール屋冨祖 屋冨祖１－１－２ 098-877-1322

沖縄県 浦添市 株式会社浦添石油 サンセール前田 前田３丁目１８番１号 098-875-5740

沖縄県 浦添市 キーストン石油株式会社 オートウィング浦添 字港川２－２０－１ 098-879-6031

沖縄県 浦添市 株式会社伊禮石油 セルフ浦添東サービスステーション 仲間２－５０－１ 098-879-5177

沖縄県 浦添市 株式会社伊禮石油 セルフ浦添サービスステーション 大平１－３６－２ 098-874-5505

沖縄県 浦添市 株式会社伊禮石油 セルフ城間サービスステーション 城間１－１１－７ 098-878-9000

沖縄県 浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 真栄原店 西原２丁目４番９号 098-877-2118

沖縄県 浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 牧港店 牧港４－８－１ 098-876-5750

沖縄県 浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 仲西店 仲西１－３－１９ 098-877-2098



沖縄県 浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 経塚店 字経塚４５７ 098-877-7337

沖縄県 浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 卸団地店 西洲２－１－７ 098-875-2737

沖縄県 浦添市 ザ・テラスホテルズ株式会社 牧港　給油所 牧港５－３－７ 098-879-4034

沖縄県 浦添市 株式会社くみき ＪＡなかまセルフＳＳ 仲間３－１－１ 098-877-7446

沖縄県 名護市 キーストン石油株式会社 オートウィング川上 字川上１９２－２ 0980-58-2577

沖縄県 名護市 合資会社南風原石油 名護リゾート　給油所 許田５－１ 0980-54-2492

沖縄県 名護市 株式会社ひさし商事 羽地　給油所 字伊差川２６９－２ 0980-52-2785

沖縄県 名護市 株式会社ゴールド通産 ゴールド　給油所 東江５－１７－１８ 0980-54-2425

沖縄県 名護市 株式会社ゴールド通産 ゴールド柳　給油所 大北５－４－２０ 0980-54-2456

沖縄県 名護市 株式会社山浩商事 大北サービスステーション 大北３－１－７６ 0980-52-2105

沖縄県 名護市 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 羽地セルフ　給油所 字振慶名２００－１ 0980-58-3365

沖縄県 名護市 株式会社伊禮石油 セルフ名護サービスステーション 字世冨慶５７４－５ 0980-54-1575

沖縄県 名護市 株式会社りゅうせきライフサポート 名護店 東江４－２－６ 0980-52-2334

沖縄県 名護市 株式会社東開発 世冨慶　給油所 字世冨慶８１０ 098-043-5194

沖縄県 名護市 株式会社東開発 名護バイパス　給油所 大北４－２１－５ 0980-54-1955

沖縄県 名護市 株式会社三光 宮里　給油所 宮里３－２５－１０ 0980-52-5438

沖縄県 名護市 株式会社白石 東江　給油所 東江４－２２－３０ 0980-52-2427

沖縄県 名護市 有限会社シンリュウ石油 辺野古　給油所 字辺野古港原９１３－１９ 0980-55-2577

沖縄県 糸満市 株式会社山城石油 サンセール潮平 字潮平７７２－１ 098-994-2530

沖縄県 糸満市 金秀鋼材株式会社 かねひでＳＳ糸満店 兼城４００ 098-852-3317

沖縄県 糸満市 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 兼城　給油所 字賀数２４６－４ 098-994-6876

沖縄県 糸満市 株式会社りゅうせきライフサポート いとまん店 兼城４７１－３ 098-840-8230

沖縄県 糸満市 株式会社西崎パークＳＳ 西崎パーク 西崎町３－２２１、２２２ 098-995-2373

沖縄県 糸満市 エッカ石油株式会社 エッカ石油糸満営業所 西崎町５－３－７ 098-994-3939

沖縄県 糸満市 丸博産業株式会社 西崎　給油所 西崎町２－２４－１ 098-994-1831

沖縄県 糸満市 株式会社山城石油 サンセール照屋 字照屋１１９２－１ 098-995-1388

沖縄県 沖縄市 永山石油株式会社 高原　給油所 高原５－９－９ 098-937-7298

沖縄県 沖縄市 合資会社南風原石油 八重島　給油所 八重島２－７－２ 098-921-0377

沖縄県 沖縄市 株式会社伊禮産業 中部支店 字登川２８３５ 098-921-3333

沖縄県 沖縄市 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 美里　給油所 美里３－９－７ 098-937-8590

沖縄県 沖縄市 株式会社伊禮石油 ブルーポート池原サービスステーション 池原３－３－２０ 098-934-6789

沖縄県 沖縄市 永山石油株式会社 セルフ前原ＳＳ 古謝３－２２－１４ 098-938-4896

沖縄県 沖縄市 永山石油株式会社 運動公園　給油所 泡瀬３－８－３ 098-982-1320

沖縄県 沖縄市 株式会社りゅうせきライフサポート 上地店 上地３－１８－１ 098-932-9888

沖縄県 沖縄市 株式会社りゅうせきライフサポート 宮里店 古謝津嘉山町１番６号 098-938-9439

沖縄県 沖縄市 合資会社 宮商事 カーポートよぎＳＳ 与儀１－７－１ 098-932-7282

沖縄県 沖縄市 株式会社森岡コーリー センチュリー泡瀬　給油所 泡瀬２－５－１ 098-937-5342

沖縄県 沖縄市 株式会社神谷石油 登川サービスステーション 登川２４９１ 098-939-5062

沖縄県 沖縄市 有限会社シンリユウ石油 泡瀬配送センター 古謝二丁目１６番２９号 098-983-4123

沖縄県 豊見城市 株式会社平良給油所 平良　給油所 字平良６６ 098-856-0837

沖縄県 豊見城市 金秀鋼材株式会社 かねひでＳＳ上田店 字渡橋名２１０－１ 098-840-2700

沖縄県 豊見城市 ヤマト石油株式会社 豊見城南　給油所 字保栄茂５７６－１ 098-850-2828

沖縄県 豊見城市 有限会社ファミリー給油所 ファミリー　給油所 字与根３２１－８ 098-850-3800

沖縄県 豊見城市 有限会社上原自動車整備センター マックスサービスステーション 字名嘉地２５９－７ 098-856-7775

沖縄県 豊見城市 株式会社センターサービスステーション 豊見城グランド　給油所 字高安２７３－３ 098-850-8682

沖縄県 豊見城市 株式会社りゅうせきライフサポート 豊崎店 字豊崎３－４０ 098-856-4187

沖縄県 豊見城市 沖縄石油販売株式会社 伊良波　給油所 字伊良波１５９－１ 098-850-2332

沖縄県 豊見城市 沖縄石油販売株式会社 宜保　給油所 字豊見城５１０－１ 098-856-1071

沖縄県 うるま市 合同会社石川サービス 石川　給油所 石川４３０ 098-964-2025

沖縄県 うるま市 キーストン石油株式会社 オートウィング具志川 塩屋浜原４６３－３ 098-974-8888

沖縄県 うるま市 有限会社稲嶺石油 田場　給油所 田場田場原１００ 098-974-1188

沖縄県 うるま市 株式会社ユカ モーレ宮里東　給油所 字宮里４７ 098-973-6086

沖縄県 うるま市 有限会社新石油 勝連　給油所 勝連平安名２７０１－２ 098-978-7398

沖縄県 うるま市 株式会社伊禮石油 セルフ兼原サービスステーション 字高江洲１０８１ 098-973-8888

沖縄県 うるま市 株式会社セイコウ 天願　給油所 字天願１３６－１ 098-972-6699

沖縄県 うるま市 有限会社くだか石油 嘉手苅　給油所 石川嘉手苅１４１－６ 098-965-5565

沖縄県 うるま市 株式会社森岡コーリー みどり町　給油所 字西原２－１ 098-972-5465



沖縄県 うるま市 瑞穂石油株式会社 赤崎　給油所 石川東山本町２－４－１ 098-964-2626

沖縄県 うるま市 株式会社神谷石油 伊波サービスステーション 石川字伊波３０９番地 098-964-5482

沖縄県 うるま市 株式会社くみき ＪＡえのび　給油所 字栄野比２１ 098-972-4994

沖縄県 うるま市 有限会社シンリュウ石油 南原　給油所 勝連南風原4043ｰ1 098-978-5856

沖縄県 うるま市 有限会社港石油 港　給油所 与那城屋慶名１９５０ 098-978-2150

沖縄県 宮古島市 株式会社福里給油所 福里　給油所 城辺字福里６２４－１ 09807-7-4705

沖縄県 宮古島市 合名会社宮古給油所 中休　給油所 平良字西里野原越２０４１－４ 09807-2-4971

沖縄県 宮古島市 有限会社豊見山石油 みなみ　給油所 伊良部字長浜１４１３番地５ 09807-8-5454

沖縄県 宮古島市 株式会社ＪＡおきなわＳＳ ひららセルフ　給油所 平良字西里１４３４ 09807-2-1426

沖縄県 宮古島市 あさひ有限会社 シーサー　給油所宮古島店 平良字西里１０１９－１ 0980-79-0115

沖縄県 宮古島市 株式会社りゅうせきライフサポート 西里店 平良字西里７６５－３ 0980-79-0334

沖縄県 宮古島市 株式会社大米建設 大米　給油所 平良字荷川取２７５－１ 0980-72-6282

沖縄県 宮古島市 有限会社城辺給油所 城辺　給油所 城辺字比嘉８６８－１ 0980-77-7706

沖縄県 宮古島市 仲宗根　政彦 伊良部　給油所 伊良部字国仲６４５－１ 0980-78-3100

沖縄県 宮古島市 波平　秀喜 池間石油販売所 平良字池間277番地 0980-75-2012

沖縄県 宮古島市 合名会社佐良浜石油販売所 佐良浜　給油所 伊良部字前里添１４８－１４ 0980-78-3222

沖縄県 南城市 親ケ原石油販売株式会社 親ケ原　給油所 玉城字仲村渠１２５７－１ 098-948-1093

沖縄県 南城市 有限会社ミナミ石油 南部大里　給油所 大里字大里２６５１－５ 09894-5-0213

沖縄県 南城市 株式会社ＪＡおきなわＳＳ しんかい　給油所 佐敷新開１－７ 098-947-6800

沖縄県 南城市 有限会社おきりゅう ハローシーサー知念店 知念字久原４３０ 098-947-1050

沖縄県 南城市 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 大里セルフＳＳ 大里字稲嶺２０５３－１ 098-945-8206

沖縄県 国頭郡国頭村 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 国頭　給油所 字辺土名１５８１－２ 0980-41-5104

沖縄県 国頭郡国頭村 有限会社奥間給油所 奥間　給油所 字半地３４４ 0980-41-2120

沖縄県 国頭郡東村 株式会社東開発 有銘　給油所 字有銘６９－１ 0980-43-2824

沖縄県 国頭郡本部町 株式会社本部サンシー交通 海洋博前　給油所 字山川１４７－１ 0980-48-3703

沖縄県 国頭郡本部町 株式会社大和産業 伊豆味　給油所 伊豆味８５－１ 0980-47-2893

沖縄県 国頭郡本部町 株式会社ＪＡおきなわＳＳ もとぶセルフＳＳ 字大浜８７６－１ 0980-47-3086

沖縄県 国頭郡本部町 伊江島石油合同会社 本部セルフ 字大浜８５１－９ 0980-47-4204

沖縄県 国頭郡恩納村 合資会社南風原石油 ヤマダ　給油所 字山田２３９５－１ 098-965-5706

沖縄県 国頭郡恩納村 株式会社ユカ モーレ与久田　給油所 字真栄田２４２６ 098-964-3068

沖縄県 国頭郡恩納村 有限会社恩納給油所 恩納　給油所 字前兼久９５９ 098-964-2388

沖縄県 国頭郡恩納村 株式会社琉球鉱業 谷茶　給油所 字谷茶２３８－１ 098-966-2855

沖縄県 国頭郡宜野座村 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 宜野座セルフ　給油所 字宜野座１９２番地 098-968-8753

沖縄県 国頭郡宜野座村 有限会社拓邦産業 城原　給油所 字漢那２２８７－１ 098-968-5090

沖縄県 国頭郡宜野座村 ザ・テラスホテルズ株式会社 潟原　給油所 字松田２８４２ 098-968-8515

沖縄県 国頭郡金武町 株式会社りゅうせきライフサポート 金武店 字金武２５８ 098-968-7888

沖縄県 国頭郡金武町 有限会社拓邦産業 金武並里　給油所 字金武５５４２ 098-968-4902

沖縄県 国頭郡金武町 エッカ石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ伊芸ＳＳ 字伊芸２０７ 098-968-2053

沖縄県 国頭郡伊江村 株式会社大口開発 ポートサイド　給油所 字川平７４０番地 0980-49-5454

沖縄県 国頭郡伊江村 株式会社ＪＡおきなわＳＳ いえ　給油所 字川平１８５－１ 0980-49-2808

沖縄県 国頭郡伊江村 有限会社金城産業 伊江島　給油所 字川平３３６－２ 0980-49-2720

沖縄県 中頭郡読谷村 有限会社ふるげん 古堅　給油所 字古堅６３８－２ 098-956-0791

沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社日政石油 読谷　給油所 字楚辺１１３９ 098-956-2547

沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社日政石油 比謝川　給油所 字伊良皆２４０ 098-892-6738

沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社日政石油 都屋　給油所 字都屋２７９－１ 098-956-3312

沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社伊禮石油 セルフ読谷喜名サービスステーション 喜名４６９ 098-958-3700

沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社伊禮石油 ブルーポート読谷長浜サービスステーション 長浜１７７２－１ 098-958-3510

沖縄県 中頭郡嘉手納町 株式会社宮健商事 水釜　給油所 字水釜１８６ 098-956-3069

沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社白石 北谷美浜　給油所 美浜３－１－２ 098-936-9422

沖縄県 中頭郡北谷町 沖縄出光株式会社 ハートフル北谷　給油所 字浜川８－１０ 098-936-1131

沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社センターサービスステーション センター　給油所 砂辺３６５ 098-936-2509

沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社りゅうせきライフサポート 北谷桑江店 桑江４７２－７ 098-936-9675

沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社森岡コーリー セルフ北谷役場前　給油所 字伊平２３６－１ 098-921-7585

沖縄県 中頭郡北中城村 株式会社山城石油 サンセール和仁屋 字和仁屋１８９－３ 098-982-0511

沖縄県 中頭郡北中城村 キーストン石油株式会社 オートウィング北中 字島袋１４１８ 098-933-8888

沖縄県 中頭郡北中城村 合資会社南風原石油 ずけらん東　給油所 瑞慶覧大平原６４０ 098-930-3340

沖縄県 中頭郡北中城村 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 北中城　給油所 字仲順２３６－２ 098-935-3001



沖縄県 中頭郡北中城村 株式会社りゅうせきライフサポート イオンモール沖縄ライカム店 アワセ土地区画整理事業区内４街地 098-931-0077

沖縄県 中頭郡北中城村 エッカ石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ屋宜原ＳＳ 字屋宜原５０１－２ 098-932-9952

沖縄県 中頭郡中城村 株式会社山城石油 サンセール琉大前 南上原５１１ 098-895-5267

沖縄県 中頭郡中城村 有限会社信栄石油 北上原　給油所 字北上原４２８ 098-895-5512

沖縄県 中頭郡中城村 株式会社ユカ モーレくば 字久場１９８４ 098-895-5050

沖縄県 中頭郡中城村 丸博産業株式会社 中城　給油所 字泊１０６－２ 098-895-5389

沖縄県 中頭郡西原町 合資会社南風原石油 兼久　給油所 字兼久１７４－２ 098-882-0005

沖縄県 中頭郡西原町 株式会社坂田給油所 坂田　給油所 字翁長５３９番地２ 098-945-4555

沖縄県 中頭郡西原町 金秀鋼材株式会社 かねひでＳＳ小那覇店 字小那覇５１４－１ 098-946-4434

沖縄県 中頭郡西原町 金秀鋼材株式会社 小波津　給油所 字小波津５４４－２ 098-944-0088

沖縄県 中頭郡西原町 株式会社西原グリーンセンター 西原センターサービスステーション 字内間５２５－２ 098-945-4196

沖縄県 中頭郡西原町 瑞穂石油株式会社 西原幸地　給油所 幸地８９５－６ 098-835-8633

沖縄県 島尻郡与那原町 合資会社南風原石油 与那原商店街　給油所 字与那原１３－１ 098-945-3366

沖縄県 島尻郡与那原町 金秀鋼材株式会社 かねひでＳＳあがり浜店 字東浜６８－１ 098-882-8282

沖縄県 島尻郡与那原町 株式会社りゅうせきライフサポート 与那原店 字与那原１１７６－１ 098-945-8111

沖縄県 島尻郡南風原町 合資会社南風原石油 南風原　給油所 字兼城１２７ 098-889-1111

沖縄県 島尻郡南風原町 有限会社ミナミ石油 照屋　給油所 字照屋３２９ 0988-89-7526

沖縄県 島尻郡南風原町 株式会社りゅうせきライフサポート 与那覇店 字与那覇５２７ 098-889-0524

沖縄県 島尻郡南風原町 株式会社りゅうせきライフサポート 津嘉山南店 字津嘉山１６８３ 098-889-3749

沖縄県 島尻郡南風原町 株式会社ＯＤＣ 大名サービスステーション 字大名１８０ 098-889-1685

沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 有限会社渡嘉敷石油 渡嘉敷　給油所 字渡嘉敷１７７９－５ 098-987-2200

沖縄県 島尻郡座間味村 有限会社座間味石油商会 座間味　給油所 字座間味１６７ 098-987-2937

沖縄県 島尻郡座間味村 有限会社座間味石油商会 阿嘉　給油所 字阿嘉５０ 098-987-3994

沖縄県 島尻郡粟国村 山内　宏 粟国石油販売所 字浜３１１－１ 098-988-2025

沖縄県 島尻郡渡名喜村 桃原　健正 渡名喜石油販売所 １８６２－１ 098-989-2251

沖縄県 島尻郡南大東村 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 南大東　給油所 字在所１８８ 09802-2-2444

沖縄県 島尻郡北大東村 有限会社北大東石油商会 北大東石油商会 字中野２４６番地 0980-23-4425

沖縄県 島尻郡伊平屋村 有限会社伊平屋給油所 伊平屋　給油所 前泊１９２ 0980-46-2119

沖縄県 島尻郡伊是名村 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 伊是名　給油所 字仲田１０４４ 0980-45-2518

沖縄県 島尻郡久米島町 有限会社仲里石油商会 久米　給油所 字比嘉２２０ 098-985-7001

沖縄県 島尻郡八重瀬町 ヤマト石油株式会社 八重瀬　給油所 字東風平１０２５－１ 098-998-2725

沖縄県 島尻郡八重瀬町 ヤマト石油株式会社 セルフステーション八重瀬５０７ 字伊覇１９４－１ 098-996-3071

沖縄県 島尻郡八重瀬町 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 東風平　給油所 字伊覇４５－１ 098-998-2648

沖縄県 島尻郡八重瀬町 街クリーン株式会社 八重瀬長毛　給油所 字長毛２２２－１ 098-998-6369

沖縄県 八重山郡竹富町 有限会社西部石油商会 干立　給油所 字西表１００４ 0980-85-6153

沖縄県 八重山郡竹富町 有限会社西部石油商会 上原　給油所 字上原４２３ 0980-85-6389

沖縄県 八重山郡竹富町 株式会社玉盛商会 南風見　給油所 字南風見２０１－３８ 0980-85-5225

沖縄県 八重山郡竹富町 西石垣　洋 波照間石油販売所 字波照間２７８０ 0980-85-8519

沖縄県 八重山郡与那国町 米浜石油株式会社 米浜　給油所 字与那国４６６８－１ 09808-7-2119

沖縄県 八重山郡与那国町 株式会社与那国石油商会 久部良　給油所 字与那国４０２２ 0980-87-2655

沖縄県 八重山郡与那国町 株式会社与那国石油商会 祖納　給油所 字与那国１０ 0980-87-2048


