
令和4年2月28日現在　計 1,737  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

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

住民拠点サ－ビスステ－ション等 一覧



47 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

48 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

49 福井県 敦賀市 井田石油株式会社 サンメイト敦賀　給油所 木崎１５－１１－１ 0770-24-4311

50 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

51 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

52 福井県 敦賀市 あおい商事株式会社 セルフ　EAGLE　STATION　敦賀店　給油所 木崎５号１１番地１ 0770-24-5196

53 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

54 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

55 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

56 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

57 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

58 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

59 福井県 敦賀市 有限会社渡邉石油 敦賀東　給油所 道口４６号１番地 0776-22-1309

60 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

61 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

62 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

63 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

64 福井県 小浜市 井田石油株式会社 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 福井県 小浜市 井田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンメイト小浜店 遠敷２０－１－６ 0770-56-5111

72 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

73 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

74 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

75 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

76 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

77 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

78 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

79 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

80 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

81 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

82 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

83 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

84 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

85 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

86 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

87 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

88 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

89 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

90 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

91 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

92 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

93 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

94 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

95 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



96 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

97 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

98 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

99 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

100 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

101 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

102 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

103 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

104 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

105 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

106 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

107 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

108 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

109 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

110 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

111 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

112 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

113 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

114 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

115 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

116 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

117 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

118 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

119 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

120 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

121 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

122 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

123 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

124 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

125 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

126 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

127 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

128 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

129 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

130 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

131 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

132 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

133 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

134 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

135 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

136 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

137 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

138 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

139 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

140 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

141 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

142 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

143 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

144 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



145 福井県 大飯郡おおい町 井田石油株式会社 大島　給油所 大島９４－２２ 0770-77-0212

146 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

147 福井県 大飯郡おおい町 有限会社時岡石油 本郷　給油所 本郷第１４６－１３－１ 0770-77-0592

148 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

149 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

150 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

151 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

152 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

153 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

154 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

155 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

156 滋賀県 大津市 藤本石油株式会社 琵琶湖大橋　給油所 真野２－２２－１２ 0775-72-2355

157 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

158 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

159 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

160 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

161 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

162 滋賀県 大津市 株式会社尾賀亀 浜大津　給油所 浜大津４－２－１５ 0775-24-0958

163 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

164 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

165 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

166 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

167 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

168 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

169 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

170 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

171 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

172 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

173 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

174 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

175 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

176 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

177 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

178 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

179 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

180 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

181 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

182 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

183 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

184 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

185 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

186 滋賀県 大津市 コスモ石油販売京阪神 セルフステーション近江神宮前 柳川１－６－８ 077-523-1954

187 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

188 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

189 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

190 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

191 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

192 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

193 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



194 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

195 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

196 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

197 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

198 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

199 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

200 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

201 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

202 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

203 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

204 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

205 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

206 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

207 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

208 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

209 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

210 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

211 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

212 滋賀県 長浜市 片桐石油店　　片桐　紀 滋賀高月　給油所 高月町高月１７６１－１ 0749-85-2046

213 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

214 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

215 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

216 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

217 滋賀県 長浜市 中村　和也 西上坂　給油所 西上坂町４４８ 0749-62-3855

218 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

219 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

220 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

221 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

222 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

223 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

224 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

225 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

226 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

227 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

228 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

229 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

230 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

231 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

232 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

233 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

234 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

235 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

236 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

237 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

238 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

239 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

240 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

241 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

242 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



243 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

244 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

245 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

246 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

247 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

248 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

249 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

250 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

251 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

252 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

253 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

254 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

255 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

256 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

257 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

258 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

259 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

260 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

261 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

262 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

263 滋賀県 甲賀市 近藤商事株式会社 水口セントラル　給油所 水口町虫生野１１８８ 0748-63-6700

264 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

265 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

266 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

267 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

268 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

269 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

270 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

271 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

272 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

273 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

274 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

275 滋賀県 湖南市 ピィー・ティー・シィー有限会社 湖南すまいる甲西サービスステーション　給油所 夏見１２８５－１ 0748-71-4555

276 滋賀県 湖南市 近藤商事株式会社 菩提寺　給油所 菩提寺北６丁目６番２５号 0748-74-3200

277 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

278 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

279 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

280 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

281 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

282 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

283 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

284 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

285 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

286 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

287 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

288 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

289 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

290 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

291 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



292 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

293 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

294 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

295 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

296 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

297 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

298 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

299 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

300 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

301 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

302 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

303 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

304 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

305 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

306 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

307 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

308 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

309 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

310 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

311 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

312 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

313 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

314 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

315 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

316 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

317 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

318 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

319 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

320 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

321 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

322 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

323 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

324 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

325 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

326 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

327 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

328 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

329 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

330 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

331 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

332 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

333 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

334 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

335 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

336 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

337 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

338 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

339 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

340 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



341 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

342 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

343 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

344 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

345 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

346 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

347 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

348 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

349 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

350 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

351 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

352 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

353 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

354 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

355 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

356 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

357 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

358 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

359 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

360 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

361 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

362 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

363 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

364 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

365 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

366 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

367 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

368 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

369 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

370 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

371 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

372 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

373 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

374 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

375 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

376 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

377 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

378 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

379 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

380 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

381 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

382 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

383 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

384 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

385 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

386 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

387 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

388 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

389 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



390 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

391 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

392 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

393 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

394 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

395 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

396 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

397 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

398 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

399 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

400 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

401 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

402 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

403 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

404 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

405 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

406 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

407 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

408 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

409 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

410 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

411 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

412 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

413 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

414 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

415 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

416 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

417 京都府 舞鶴市 コスモ石油販売京阪神 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

418 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

419 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

420 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

421 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

422 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

423 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

424 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

425 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

426 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

427 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

428 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

429 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

430 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

431 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

432 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

433 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

434 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

435 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

436 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

437 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

438 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



439 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

440 京都府 宮津市 宮津石油有限会社 宮津　給油所 字白柏１３３５番地 07722-2-3629

441 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

442 京都府 宮津市 株式会社松林 栗田　給油所 字中津８０６ 07722-5-0536

443 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

444 京都府 宮津市 株式会社京洋 宮津　給油所 鶴賀２０６１－１８ 07722-2-3260

445 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

446 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

447 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

448 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

449 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

450 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

451 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

452 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

453 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

454 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

455 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

456 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

457 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

458 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

459 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

460 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

461 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

462 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

463 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

464 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

465 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

466 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

467 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

468 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

469 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

470 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

471 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

472 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

473 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

474 京都府 八幡市 國際油化株式会社 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

475 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

476 京都府 八幡市 株式会社ENEOSジェネレーションズ 八幡ＳＳ 戸津東代２５－５ 075-981-2756

477 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

478 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

479 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

480 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

481 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

482 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

483 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

484 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

485 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

486 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

487 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



488 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

489 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

490 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

491 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

492 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

493 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

494 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

495 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

496 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

497 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

498 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

499 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

500 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

501 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

502 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

503 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

504 京都府 南丹市 山下石油株式会社 園部中央　給油所 園部町美園町７－１４－５ 0771-62-0322

505 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

506 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

507 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

508 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

509 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

510 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

511 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

512 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

513 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

514 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

515 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

516 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

517 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

518 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

519 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

520 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

521 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

522 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

523 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

524 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

525 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

526 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

527 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

528 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

529 京都府 相楽郡精華町 國際油化株式会社 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

530 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

531 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

532 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

533 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

534 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

535 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

536 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



537 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

538 京都府 与謝郡伊根町 有限会社朝妻サービスセンター 朝妻サービス　給油所 井室１９０ 0772-32-0002

539 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

540 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

541 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

542 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

543 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

544 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

545 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

546 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

547 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

548 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

549 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

550 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

551 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

552 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

553 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

554 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

555 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

556 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

557 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

558 大阪府 大阪市福島区 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大開町給油所 大開２－４－７ 06-6468-3931

559 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

560 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

561 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

562 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

563 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

564 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

565 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

566 大阪府 大阪市西区 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新町給油所 新町１－３２－１３ 06-6541-6015

567 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

568 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

569 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

570 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

571 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

572 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

573 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

574 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

575 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

576 大阪府 大阪市天王寺区 旭油業株式会社 上六　給油所 上本町４－２－３１ 06-6761-9091

577 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

578 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

579 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

580 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

581 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

582 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

583 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

584 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

585 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



586 大阪府 大阪市東淀川区 旭油業株式会社 豊里西　給油所 菅原４－２－２０ 06-6327-4667

587 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

588 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

589 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

590 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

591 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

592 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

593 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

594 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

595 大阪府 大阪市生野区 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ内環タツミ給油所 巽南５－７－７２ 06-6796-3130

596 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

597 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

598 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

599 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

600 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

601 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

602 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

603 大阪府 大阪市東住吉区 日通商事株式会社 百済給油所 今川４－６－２０ 06-6702-3551

604 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

605 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

606 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

607 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

608 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

609 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

610 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

611 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

612 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

613 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

614 大阪府 大阪市西成区 大宝石油株式会社 ジースクエア花園町　給油所 梅南２－４－２５ 06-6653-1155

615 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

616 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

617 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

618 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

619 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

620 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

621 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

622 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ十三給油所 新高１－１０－３９ 072-430-5410

623 大阪府 大阪市鶴見区 旭油業株式会社 内環鶴見　給油所 鶴見６丁目１番９号 06-6931-7652

624 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

625 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

626 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

627 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

628 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

629 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

630 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

631 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

632 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

633 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

634 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



635 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

636 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

637 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

638 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

639 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

640 大阪府 大阪市平野区 コスモ石油販売大阪 セルフ喜連 喜連東３－５－６４ 06-6760-5371

641 大阪府 大阪市北区 旭油業株式会社 南森町　給油所 南森町１－１－２１ 06-6364-7424

642 大阪府 大阪市北区 旭油業株式会社 天六　給油所 本庄西１－７－５ 06-6371-4522

643 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

644 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

645 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

646 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

647 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

648 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

649 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

650 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

651 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

652 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

653 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

654 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

655 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

656 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

657 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

658 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

659 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

660 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

661 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

662 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

663 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

664 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

665 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

666 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

667 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

668 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

669 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

670 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

671 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

672 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

673 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

674 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

675 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

676 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

677 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

678 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

679 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

680 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

681 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

682 大阪府 堺市北区 コスモ石油販売大阪 セルフ船堂町 船堂町１丁２番３号 072-252-9790

683 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



684 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

685 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

686 大阪府 堺市美原区 國際油化株式会社 オブリステーション美原給油所 菅生８９０－１ 072-363-1931

687 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

688 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

689 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

690 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

691 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

692 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

693 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

694 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

695 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

696 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

697 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

698 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

699 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

700 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

701 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

702 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

703 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

704 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

705 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

706 大阪府 岸和田市 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岸和田給油所 作才町１１３０番地 072-430-5410

707 大阪府 豊中市 旭油業株式会社 千里ニュータウン　給油所 新千里東町１－２－８ 06-6832-0372

708 大阪府 豊中市 旭油業株式会社 豊南町　給油所 豊南町西３－１８－３ 06-6334-5596

709 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

710 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

711 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

712 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

713 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

714 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

715 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

716 大阪府 豊中市 ヒラオカ石油株式会社 豊南町給油所 豊南町西４－７－８ 06-6332-6418

717 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

718 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

719 大阪府 豊中市 國際油化株式会社 セルフ中環豊中給油所 柴原町２－８－１５ 06-6843-8685

720 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

721 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

722 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

723 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

724 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

725 大阪府 豊中市 コスモ石油販売京阪神 セルフステーション東豊中 上野東３－８－２８ 06-6853-4568

726 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

727 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

728 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

729 大阪府 池田市 國際油化株式会社 セルフ池田給油所 呉服町１３－１７ 072-751-9491

730 大阪府 吹田市 旭油業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ吹田セントラル　給油所 穂波町４－２０ 06-6385-3412

731 大阪府 吹田市 旭油業株式会社 江坂　給油所 南金田町１－１４－８ 06-6385-1070

732 大阪府 吹田市 旭油業株式会社 万博南口　給油所 山田東三丁目３番１号 06-6878-7338



733 大阪府 吹田市 旭油業株式会社 万博西口　給油所 千里万博公園１４－７ 06-4864-7064

734 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

735 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

736 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

737 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

738 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

739 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

740 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

741 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

742 大阪府 吹田市 旭油業株式会社 南千里　給油所 千里山西６－５８－１ 06-6385-0772

743 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

744 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

745 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

746 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

747 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

748 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

749 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

750 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

751 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

752 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

753 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

754 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

755 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

756 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

757 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

758 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

759 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

760 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

761 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

762 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

763 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

764 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

765 大阪府 貝塚市 株式会社石橋 貝塚　給油所 王子７６２－１ 072-432-0363

766 大阪府 貝塚市 コスモ石油販売大阪 セルフ貝塚 小瀬１－２７－７ 072-430-6710

767 大阪府 守口市 久野石油店 守口寺方　給油所 南寺方南通２－５－７ 06-6996-0125

768 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

769 大阪府 守口市 旭油業株式会社 守口　給油所 京阪本通２－１０－１０ 06-6991-1338

770 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

771 大阪府 守口市 株式会社キャスティング・ボード 株式会社キャスティング・ボード 佐太中町４－２２－２３ 06-6991-8630

772 大阪府 守口市 栄和石油株式会社 大宮通　給油所 大宮通３丁目４番１０号 06-6996-8883

773 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

774 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

775 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

776 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

777 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

778 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

779 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

780 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

781 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



782 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

783 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

784 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

785 大阪府 枚方市 國際油化株式会社 オブリステーション南楠葉給油所 養父東町１３５２－１ 072-867-9750

786 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

787 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

788 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

789 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

790 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

791 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

792 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

793 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

794 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

795 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

796 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

797 大阪府 茨木市 旭油業株式会社 ニュー茨木　給油所 上穂積４－１－４３ 0726-27-2685

798 大阪府 茨木市 旭油業株式会社 茨木インター　給油所 五日市緑町５－５ 072-627-3876

799 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

800 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

801 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

802 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

803 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

804 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

805 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

806 大阪府 八尾市 日之出石油株式会社 ENEOS　DDサンライズ外環八尾SS　　　 恩智北町１－６３ 072-941-4123

807 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

808 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

809 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

810 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

811 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

812 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

813 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

814 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

815 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

816 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

817 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

818 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

819 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

820 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

821 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

822 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

823 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

824 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

825 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

826 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

827 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

828 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

829 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

830 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



831 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

832 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

833 大阪府 寝屋川市 京阪石油　　山口　浩樹 寝屋川小路　給油所 小路北町７番３号 072-821-4571

834 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

835 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

836 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

837 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

838 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

839 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

840 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

841 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

842 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

843 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

844 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

845 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

846 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

847 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

848 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

849 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

850 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

851 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

852 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

853 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

854 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

855 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

856 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

857 大阪府 大東市 藤本産業株式会社 中楠ノ里　給油所 中楠の里町９－３１ 072-877-6007

858 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

859 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

860 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

861 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

862 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

863 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

864 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

865 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

866 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

867 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

868 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

869 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

870 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

871 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

872 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

873 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

874 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

875 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

876 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

877 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

878 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

879 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



880 大阪府 箕面市 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ箕面東給油所 石丸３－１－７ 06-6468-3931

881 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

882 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

883 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

884 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

885 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

886 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

887 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

888 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

889 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

890 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

891 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

892 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

893 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

894 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

895 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

896 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

897 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

898 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

899 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

900 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

901 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

902 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

903 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

904 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

905 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

906 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

907 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

908 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

909 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

910 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

911 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

912 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

913 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

914 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

915 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

916 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

917 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

918 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

919 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

920 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

921 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

922 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

923 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

924 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

925 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

926 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

927 大阪府 東大阪市 コスモ石油販売大阪 セルフステーション東鴻池 若江南町３－４－１１ 0729-62-6301

928 大阪府 東大阪市 コスモ石油販売大阪 セルフ若江南 若江南町１－２－７ 06-6720-6640



929 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

930 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

931 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

932 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

933 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

934 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

935 大阪府 四條畷市 西尾石油店　　西尾　文一 上田原　給油所 大字上田原４９９－１ 07437-8-1075

936 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

937 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

938 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

939 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

940 大阪府 交野市 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅきさいち給油所 私市３丁目８４７－１ 072-891-5661

941 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

942 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

943 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

944 大阪府 豊能郡能勢町 田渕　博行 能勢　給油所 栗栖５１ 0727-34-0057

945 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

946 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

947 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

948 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

949 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

950 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

951 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

952 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

953 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

954 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

955 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

956 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

957 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

958 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

959 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

960 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

961 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

962 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

963 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

964 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

965 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

966 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

967 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

968 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

969 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

970 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

971 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

972 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

973 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

974 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

975 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

976 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

977 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



978 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

979 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

980 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

981 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

982 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

983 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

984 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

985 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

986 兵庫県 神戸市兵庫区 國際油化株式会社 オブリステーション大開通給油所 大開通９－２－１８ 078-576-2574

987 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

988 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

989 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

990 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

991 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

992 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

993 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

994 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

995 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

996 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

997 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

998 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

999 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

1000 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

1001 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

1002 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

1003 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

1004 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

1005 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

1006 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

1007 兵庫県 神戸市垂水区 コスモ石油販売京阪神 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

1008 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

1009 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

1010 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

1011 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

1012 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

1013 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

1014 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

1015 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

1016 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

1017 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

1018 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

1019 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

1020 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

1021 兵庫県 神戸市北区 コスモ石油販売京阪神 セルフステーション大池 山田町上谷上３０－２ 078-586-6900

1022 兵庫県 神戸市北区 コスモ石油販売京阪神 セルフステーション上津台 上津台２－１５－２ 078-983-3955

1023 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

1024 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

1025 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

1026 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



1027 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

1028 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

1029 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

1030 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

1031 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

1032 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

1033 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

1034 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

1035 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

1036 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

1037 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

1038 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

1039 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

1040 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

1041 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

1042 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

1043 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

1044 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

1045 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

1046 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

1047 兵庫県 神戸市西区 有限会社アタック・ウィン セルフ神明給油所 伊川谷町別府２２－１ 078-962-5878

1048 兵庫県 神戸市西区 有限会社アタック・ウィン セルフ神戸西　給油所 池上４－１２－２ 078-977-0603

1049 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

1050 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

1051 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

1052 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

1053 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

1054 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

1055 兵庫県 姫路市 藤原石油 大村　給油所 夢前町菅生澗５３２－３ 07933-5-0222

1056 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

1057 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

1058 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

1059 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

1060 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

1061 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

1062 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

1063 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

1064 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

1065 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

1066 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

1067 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

1068 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

1069 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

1070 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

1071 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

1072 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

1073 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

1074 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

1075 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



1076 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

1077 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

1078 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

1079 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

1080 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

1081 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

1082 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

1083 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

1084 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

1085 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

1086 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

1087 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

1088 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

1089 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

1090 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

1091 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

1092 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

1093 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

1094 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

1095 兵庫県 姫路市 コスモ石油販売京阪神 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

1096 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

1097 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

1098 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

1099 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

1100 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

1101 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

1102 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

1103 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

1104 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

1105 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

1106 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

1107 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

1108 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

1109 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

1110 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

1111 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

1112 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

1113 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

1114 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

1115 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

1116 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

1117 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

1118 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

1119 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

1120 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

1121 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

1122 兵庫県 尼崎市 コスモ石油販売京阪神 セルフステーション東園田 東園田町４－１７－１ 06-6495-3650

1123 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

1124 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



1125 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

1126 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

1127 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

1128 兵庫県 明石市 三宮オイル株式会社 明舞センター　給油所 松ヶ丘２－２－３ 078-912-3530

1129 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

1130 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

1131 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

1132 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

1133 兵庫県 明石市 國際油化株式会社 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

1134 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

1135 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

1136 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

1137 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

1138 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

1139 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

1140 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

1141 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

1142 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

1143 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

1144 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

1145 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

1146 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

1147 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

1148 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

1149 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

1150 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

1151 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

1152 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

1153 兵庫県 西宮市 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ生瀬大橋給油所 生瀬東町３－７ 072-430-5410

1154 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

1155 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

1156 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

1157 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

1158 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

1159 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

1160 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

1161 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

1162 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

1163 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

1164 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

1165 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

1166 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

1167 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

1168 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

1169 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

1170 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

1171 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

1172 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

1173 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



1174 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

1175 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

1176 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

1177 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

1178 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

1179 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

1180 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

1181 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

1182 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

1183 兵庫県 豊岡市 株式会社加藤商店 問屋町　給油所 中陰３１８－９ 0796-22-7137

1184 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

1185 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

1186 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

1187 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

1188 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

1189 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

1190 兵庫県 豊岡市 株式会社吉宗 豊岡　給油所 泉町７－１９ 0796-22-5196

1191 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

1192 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

1193 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

1194 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

1195 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

1196 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

1197 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

1198 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

1199 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

1200 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

1201 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

1202 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

1203 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

1204 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

1205 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

1206 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

1207 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

1208 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

1209 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

1210 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

1211 兵庫県 加古川市 國際油化株式会社 セルフ東神吉給油所 東神吉町神吉字頓田８０４－１ 079-433-8822

1212 兵庫県 加古川市 國際油化株式会社 セルフ加古川給油所 野口町長砂壱丁田９７３－２ 0794-27-7670

1213 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

1214 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

1215 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

1216 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

1217 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

1218 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

1219 兵庫県 加古川市 コスモ石油販売京阪神 Ｓ＆ＣＣＣサザンプラザ 尾上町池田８５０－６５ 079-456-6112

1220 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

1221 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

1222 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



1223 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

1224 兵庫県 赤穂市 株式会社明星 赤穂給油所 城西町１２５ 0791-46-3177

1225 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

1226 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

1227 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

1228 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

1229 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

1230 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

1231 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

1232 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

1233 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

1234 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

1235 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

1236 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

1237 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

1238 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

1239 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

1240 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

1241 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

1242 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

1243 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

1244 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

1245 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

1246 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

1247 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

1248 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

1249 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

1250 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

1251 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

1252 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

1253 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

1254 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

1255 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

1256 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

1257 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

1258 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

1259 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

1260 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

1261 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

1262 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

1263 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

1264 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

1265 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

1266 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

1267 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

1268 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

1269 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

1270 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

1271 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



1272 兵庫県 高砂市 有限会社アタック・ウィン セルフ高砂　給油所 阿弥陀町阿弥陀１８９６－２ 079-490-2040

1273 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

1274 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

1275 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

1276 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

1277 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

1278 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

1279 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

1280 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

1281 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

1282 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

1283 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

1284 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

1285 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

1286 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

1287 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

1288 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

1289 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

1290 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

1291 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

1292 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

1293 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

1294 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

1295 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

1296 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

1297 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

1298 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

1299 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

1300 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

1301 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

1302 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

1303 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

1304 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

1305 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

1306 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

1307 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

1308 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

1309 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

1310 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

1311 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

1312 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

1313 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

1314 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

1315 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

1316 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

1317 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

1318 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

1319 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

1320 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



1321 兵庫県 丹波市 衣川石油店　　衣川　彰人 青垣町　給油所 青垣町小倉字平松８５８－１ 0796-67-0033

1322 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

1323 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

1324 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

1325 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

1326 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

1327 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

1328 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

1329 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

1330 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

1331 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

1332 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

1333 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

1334 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

1335 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

1336 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

1337 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

1338 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

1339 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

1340 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

1341 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

1342 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

1343 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

1344 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

1345 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

1346 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

1347 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

1348 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

1349 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

1350 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

1351 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

1352 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

1353 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

1354 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

1355 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

1356 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

1357 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

1358 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

1359 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

1360 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

1361 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

1362 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

1363 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

1364 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

1365 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

1366 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

1367 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

1368 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

1369 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



1370 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

1371 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

1372 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

1373 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

1374 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

1375 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

1376 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

1377 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

1378 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

1379 兵庫県 加東市 尾花石油株式会社 社　給油所 社１７３８－３８ 07954-2-0268

1380 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

1381 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

1382 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

1383 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

1384 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

1385 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

1386 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

1387 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

1388 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

1389 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

1390 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

1391 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

1392 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

1393 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

1394 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

1395 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

1396 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

1397 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

1398 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

1399 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

1400 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

1401 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

1402 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

1403 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

1404 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

1405 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

1406 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

1407 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

1408 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

1409 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

1410 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

1411 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

1412 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

1413 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

1414 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

1415 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

1416 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

1417 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

1418 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



1419 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

1420 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

1421 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

1422 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

1423 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

1424 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

1425 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

1426 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

1427 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

1428 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

1429 兵庫県 赤穂郡上郡町 エネクス石油販売西日本株式会社 セルフ上郡　給油所 竹万２２４４番地 0791-52-3388

1430 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

1431 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

1432 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

1433 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

1434 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

1435 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

1436 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

1437 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

1438 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

1439 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

1440 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

1441 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

1442 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

1443 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

1444 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

1445 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

1446 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

1447 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

1448 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

1449 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

1450 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

1451 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

1452 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

1453 奈良県 奈良市 板倉石油株式会社 奈良　給油所 大宮町３－１－５ 0742-33-6371

1454 奈良県 奈良市 板倉石油株式会社 神殿　給油所 神殿町西谷６３４－１ 0742-62-3071

1455 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

1456 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

1457 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

1458 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

1459 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

1460 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

1461 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

1462 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

1463 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

1464 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

1465 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

1466 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

1467 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



1468 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

1469 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

1470 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

1471 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

1472 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

1473 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

1474 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

1475 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

1476 奈良県 奈良市 コスモ石油販売大阪 セルフステーション高の原 右京一丁目５番１号 0742-70-4711

1477 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

1478 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

1479 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

1480 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

1481 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

1482 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

1483 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

1484 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

1485 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

1486 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

1487 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

1488 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

1489 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

1490 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

1491 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

1492 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

1493 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

1494 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

1495 奈良県 天理市 コスモ石油販売大阪 セルフ天理 富堂町２０４－１ 0743-69-6780

1496 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

1497 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

1498 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

1499 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

1500 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

1501 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

1502 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

1503 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

1504 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

1505 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

1506 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

1507 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

1508 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

1509 奈良県 橿原市 コスモ石油販売大阪 セルフステーション大和八木 葛本町７５８－１ 0744-21-5611

1510 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

1511 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

1512 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

1513 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

1514 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

1515 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

1516 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



1517 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

1518 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

1519 奈良県 五條市 山名　正三 西五条　給油所 新町１－７－４０ 0747-22-3063

1520 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

1521 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

1522 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

1523 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

1524 奈良県 御所市 永長　愛一郎 戸毛　給油所 戸毛４５－１ 0475-67-0253

1525 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

1526 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

1527 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

1528 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

1529 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

1530 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

1531 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

1532 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

1533 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

1534 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

1535 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

1536 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

1537 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

1538 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

1539 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

1540 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

1541 奈良県 生駒市 コスモ石油販売大阪 セルフ学研北生駒 上町３４１５ 0743-70-1460

1542 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

1543 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

1544 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

1545 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

1546 奈良県 葛城市 松川　好宏 新庄町　給油所 忍海２４５－１ 0745-65-1371

1547 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

1548 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

1549 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

1550 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

1551 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

1552 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

1553 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

1554 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

1555 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

1556 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

1557 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

1558 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

1559 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

1560 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

1561 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

1562 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

1563 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

1564 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

1565 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



1566 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

1567 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

1568 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

1569 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

1570 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

1571 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

1572 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

1573 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

1574 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

1575 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

1576 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

1577 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

1578 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

1579 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

1580 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

1581 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

1582 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

1583 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

1584 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

1585 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

1586 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

1587 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

1588 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

1589 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

1590 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

1591 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

1592 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

1593 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

1594 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

1595 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

1596 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

1597 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

1598 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

1599 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

1600 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

1601 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

1602 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

1603 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

1604 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

1605 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

1606 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

1607 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

1608 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

1609 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

1610 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

1611 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

1612 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

1613 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

1614 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



1615 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

1616 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

1617 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

1618 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

1619 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

1620 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

1621 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

1622 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

1623 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

1624 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

1625 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

1626 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

1627 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

1628 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

1629 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

1630 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

1631 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

1632 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

1633 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

1634 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

1635 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

1636 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

1637 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

1638 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

1639 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

1640 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

1641 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

1642 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

1643 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

1644 和歌山県 御坊市 熊野御坊南海バス株式会社 御坊　給油所 薗２０ 0738-22-1909

1645 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

1646 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

1647 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

1648 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

1649 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

1650 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

1651 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

1652 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

1653 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

1654 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

1655 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

1656 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

1657 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

1658 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

1659 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

1660 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

1661 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

1662 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

1663 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



1664 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

1665 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

1666 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

1667 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

1668 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

1669 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

1670 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

1671 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

1672 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

1673 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

1674 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

1675 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

1676 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

1677 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

1678 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

1679 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

1680 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

1681 和歌山県 岩出市 原田　康光 根来　給油所 根来４７４－２ 0736-62-2813

1682 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

1683 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

1684 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

1685 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

1686 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

1687 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

1688 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

1689 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

1690 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

1691 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

1692 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

1693 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

1694 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

1695 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

1696 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

1697 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

1698 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

1699 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

1700 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

1701 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

1702 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

1703 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

1704 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

1705 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

1706 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

1707 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

1708 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

1709 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

1710 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

1711 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

1712 和歌山県 日高郡印南町 株式会社印南石油店 印南　給油所 印南１２１３－１ 0738-42-0559



1713 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

1714 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

1715 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

1716 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

1717 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

1718 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

1719 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

1720 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

1721 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

1722 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

1723 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

1724 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

1725 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

1726 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

1727 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

1728 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

1729 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

1730 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

1731 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

1732 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

1733 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

1734 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

1735 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 圓戸石油店　　筑紫　享 太田　給油所 大字南大居５３０ 0735-57-0032

1736 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

1737 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
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