
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【02青森県】　取扱店/171　販売店/ 2 2023-05-01現在

地区　2 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1出光 フル 青森オイルサービス㈱ 安方SS 安方1-9-9 017-722-3344

2出光 フル 青森オイルサービス㈱ 西バイパスSS 石江三好144 017-781-0242

3ENEOS フル ㈱角弘　青森燃料センター 青森南バイパスSS 古館大柳72-11 017-743-3731

4シェル セルフ ㈱角弘　青森燃料センター セルフ荒川SS 荒川藤戸130-3 017-739-8022

5ENEOS フル ㈱角弘　青森燃料センター 石江SS 石江岡部76-18 017-766-1029

6ENEOS セルフ ㈱角弘　青森燃料センター EneJet問屋町SS 第二問屋町4-10-26 017-762-1676

7ENEOS フル ㈱角弘　青森燃料センター 浪館SS 浪館前田4-9-6 017-766-7111

8ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet青森西バイパス店 石江4-1-4 017-781-4056

9コスモ フル ㈲木哲商店 コスモ石油吉野田給油所 浪岡大字吉野田字樋田1-1 017-262-2946

10ENEOS セルフ ㈲光洋タクシー 青森中央インターセルフステーション 荒川字成瀬100 017-739-8896

11ENEOS フル ㈲光洋タクシー 西バイパス給油所 石江字三好141-1 017-782-3002

12ENEOS フル ㈲光洋タクシー 青森バイパス中央給油所 筒井字八ﾂ橋1307 017-726-4768

13ENEOS フル ㈲光洋タクシー 東バイパス給油所 矢田前字弥生田20-10 017-726-4768

14出光 セルフ ㈱小鹿産業 セルフ栄町店 栄町2-3-4 017-741-6559

15出光 セルフ ㈱小鹿産業 青森南店 金沢4-15-18 017-722-2658

16出光 フル ㈱小鹿産業 沖舘店 篠田3-1-25 017-766-7776

17出光 セルフ ㈱小鹿産業 セルフ青葉店 青葉3-9-13 017-739-5122

18出光 セルフ ㈱小鹿産業 セルフ東大野店 東大野1-4-26 017-718-4120

19コスモ フル 青南商事㈱ 観光通り給油所 野尻今田97-8 017-738-1853

20ENEOS フル ㈱丹藤 青森流通団地SS 野木字野尻37-208 017-773-8155

21コスモ フル ㈱大一通商 千刈給油所 千刈1丁目20-19 017-781-9820 〇

22コスモ フル ㈱大一通商 東バイパス給油所 馬屋尻字清水流34-1 017-726-7949 〇

23シェル フル ㈲大昭石油 油川給油所 大字羽白字池上184-1 017-788-6020

24ENEOS フル トヨタ小野グループサービス㈱ 東青森給油所 岡造道2-10-6 017-741-0470

25出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号青森東バイパス 平新田字森越19-5 017-737-3221

26ENEOS フル ㈱藤菱 浪岡SS 浪岡大字浪岡字若松131-1 017-262-3820

青森市

27コスモ フル 湊商事㈱青森支店 沖舘給油所 沖舘5-5-1 017-782-5908

28シェル セルフ 伊藤忠エネクスホームライフ東北㈱ セルフやすはら 泉野1-4-1 0172-89-3950

29出光 フル ㈲小山輪業 岩木SS 賀田1-3-6 0172-82-5523

30シェル セルフ ㈱角弘　弘前燃料センター セルフ堅田サービスステーション 堅田1-1-8 0172-38-5570

31ENEOS フル ㈱角弘　弘前燃料センター 弘前北サービスステーション 向外瀬豊田223-4 0172-36-0280

32シェル フル＆セルフ ㈱角弘　弘前燃料センター 白神サービスステーション 黒土川合118-3 0172-86-2026

33その他 フル ㈱角弘　弘前燃料センター 松木平サービスステーション 松木平松山下27-1 0172-87-7903

34ENEOS セルフ ㈱角弘　弘前燃料センター EneJet南大町サービスステーション 南大町1-11-1 0172-39-2213

35ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Driveサンシャイン城東店 大字外崎1-1-1 0172-27-7555

36ENEOS セルフ ㈱弘善商会 Dr.Driveセルフ神田店 堅田神田494-1 0172-55-6475

37ENEOS フル ㈱弘善商会 Dr.Drive弘前BP城東北店 城東北4丁目1-15 0172-27-1176

38ENEOS セルフ ㈱弘善商会 Dr.Driveセルフ青山店 青山4丁目20-16 0172-37-8051

39ENEOS フル ㈱弘善商会 Dr.Drive弘前土手町店 土手町225-1 0172-32-0244

40ENEOS フル ㈱弘善商会 Dr.Drive弘前店 北瓦ｹ町19-4 0172-32-3004

41ENEOS セルフ ㈱弘善商会 Dr.Driveセルフ和徳店 野田2丁目3-1 0172-34-1756

42出光 セルフ ㈱小鹿産業 セルフ宮園店 青山5-26-1 0172-38-2111

43ENEOS フル ㈱三栄商会 三栄商会西弘前SS 中野1-9-5 0172-36-6161

44その他 フル ㈱丹藤 鬼沢SS 大字鬼沢字後田133-6 0172-88-7207

45ENEOS セルフ ㈱丹藤 EneJet弘前城東SS 大字小比内5丁目18-10 0172-29-3451

46ENEOS セルフ ㈱丹藤 EneJet弘前城北SS 大字独狐字島田31-2 0172-95-3530

47ENEOS セルフ ㈱丹藤 EneJet弘前城西SS 大字樋の口2丁目6-12 0172-32-2772

弘前市

48コスモ フル ㈲丸一石油商会 岩木町SS 大字一町田字村元608-3 0172-82-2751

49 伊藤忠エネクス セルフ 伊藤忠エネクスホームライフ東北㈱ セルフたむかいCS 田向字間ﾉ田18 0178-71-1108

50シェル フル エネクスフリート㈱ 八戸店 石堂3-14-7 0178-20-5395

51ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive八戸西店 下長1-1-1 0178-28-3200

52ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet八戸諏訪店 諏訪3-14-18 0178-24-4848

53 伊藤忠エネクス フル 太洋石油㈱ 諏訪CS 諏訪1丁目15-12 0178-45-5781

54 伊藤忠エネクス フル 太洋石油㈱ 鉄工団地CS 大字河原木字浜名谷地76-351 0178-28-3394

55 伊藤忠エネクス セルフ 東北つばめ石油販売㈱ セルフ下長SS 下長4-2-23 0178-21-6269

56シェル セルフ 東北つばめ石油販売㈱ セルフ八戸北インターSS 市川町字田ﾉ沢頭35-8 0178-21-1540

57その他 セルフ ㈱とらや セルフTRY小中野給油所 小中野8-15-27 0178-70-5207

58その他 セルフ ㈱とらや セルフTRY湊高台給油所 湊高台2-13-33 0178-34-2422

59ENEOS フル ㈲長根石油店 高岩 上野字山在家6-11 0178-27-3075

60ENEOS フル ㈱七洋 江陽SS 江陽5-6-25 0178-22-7740

61シェル フル ㈱七洋 浜市川SS 市川町字市川43-2 0178-52-7740

62シェル フル ㈱七洋 青葉SS 青葉1-1-1 0178-44-5055

63シェル フル ㈱七洋 白銀SS 白銀5-12-1 0178-33-3774

64シェル セルフ ㈱七洋 セルフ旭ヶ丘SS 妙字西平8-1 0178-34-1774

65シェル セルフ ㈱七洋 セルフ類家SS 類家5-10-2 0178-44-7740

66ENEOS フル ㈱南部食糧 本八戸駅前給油所 大字売市字観音下6 0178-43-6883

八戸市

67ENEOS セルフ ㈱二本木油店 DDセルフラパス根城 根城三丁目4-8 0178-43-1257



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【02青森県】　取扱店/171　販売店/ 2 2023-05-01現在

地区　2 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68コスモ フル 八戸燃料㈱ 浜市川SS 市川町上大谷地20 0178-52-8750

69コスモ セルフ 八戸燃料㈱ セルフステーション沼館南 沼館二丁目2-8 0178-45-6012

70コスモ フル 八戸燃料㈱ 城下SS 城下一丁目9-10 0178-43-5709

71コスモ フル 八戸燃料㈱ 笹子SS 是川三十刈頭9-65 0178-96-6488

72コスモ セルフ 八戸燃料㈱ セルフステーション青葉 青葉一丁目9-28 0178-73-7171

73コスモ セルフ 八戸燃料㈱ セルフステーション下長 長苗代二丁目22-16 0178-28-5878

74コスモ フル 八戸燃料㈱ 八戸駅通りSS 長苗代二日市11-2 0178-27-4561

75コスモ フル 八戸燃料㈱ 南類家SS 南類家二丁目2-11 0178-47-4211

76コスモ フル 八戸燃料㈱ 工大前SS 妙大開86-1 0178-25-3252

77出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 八戸インター 根城7-1-26 0178-44-0241

78出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 八戸産業道路 長苗代3-4-1 0178-28-7890

八戸市

79 伊藤忠エネクス フル ㈱深川商会 種差SS 大字鮫町字中道20-13 0178-38-2080

80ENEOS フル ㈱角弘　弘前燃料センター 黒石サービスステーション 旭町13 0172-52-2105

81シェル フル ㈲工藤ガソリン店 西十和田 下山形字村下97-3 0172-54-8437

82ENEOS フル ㈱弘善商会 Dr.Drive黒石店 錦町1 0172-52-4633

黒石市

83シェル フル 山武石油㈱ 山武給油所 中川字篠村26-2 0172-53-9614

84ENEOS フル ㈲池田石油 一ツ谷給油所 字一ﾂ谷547-11 0173-35-1302

85ENEOS フル ㈲池田石油 太刀打給油所 太刀打字馬繋23-4 0173-35-1196

86 伊藤忠エネクス セルフ 伊藤忠エネクスホームライフ東北㈱ セルフつがる 唐笠柳字藤巻628-3 0173-38-5877

87ENEOS フル ㈲角浩小林商店 金木バイパス小林給油所 金木町菅原283-3 0173-53-3361

88ENEOS セルフ ㈱角弘　五所川原燃料センター EneJet広田サービスステーション 広田柳沼91 0173-35-5632

89その他 フル ㈱カネマツ商事 コメマイロード店 沖飯詰鴻ﾉ巣222-1 0173-36-2882

90ENEOS フル ㈱弘善商会 Dr.Drive五所川原東店 栄町69-1 0173-34-2717

91ENEOS フル ㈲佐々木石油 七ツ館SS 七ﾂ館鶴ｹ沼156-2 0173-28-2025

92ENEOS フル 津軽石油販売㈱ 一ツ谷SS 鎌谷町518-10 0173-34-2336

93ENEOS フル ㈲又一荒関商店 エネオス金木SS 金木町玉水180-7 0173-53-3125

五所川原市

94キグナス フル ㈲三浦石油商会 栄町16 0173-34-2645

95その他 フル ササキ石油販売㈱ 十和田湖町給油所 奥瀬字小沢口425-3 0176-72-2026

96ENEOS セルフ ササキ石油販売㈱ AM1給油所 三本木字並木西178-5 0176-25-2311

97コスモ フル ㈲三本木燃料 十和田東給油所 東十三番町29-41 0176-23-0391

98シェル フル ㈲高渕石油店 十和田湖SS 大字法量字焼山56-1 0176-74-2325

99シェル フル 田中商工㈱ 十和田南給油所 稲生町19-20 0176-23-6215

100シェル フル 田中商工㈱ マイハート102給油所 西二十一番町24-25 0176-23-5863

101シェル フル 田中商工㈱ 十和田東給油所 東一番町2-48 0176-22-5180

102コスモ フル ㈱田中石油店 矢神SS 三本木矢神130 0176-26-2175

103出光 セルフ 十和田石油㈱ 十和田元町SS 元町西1-3-32 0176-23-2305

104出光 セルフ 十和田石油㈱ セルフ切田通りSS 西三番町24-21 0176-23-2500

十和田市

105コスモ フル 焼山給油所 焼山給油所 奥瀬字栃久保11 0176-74-2408

三沢市 106その他 フル ㈱オリワン ミスビードル給油所 緑町三丁目2-3 0176-53-5333

107コスモ フル ㈱エスエムスタンド 中央 中央1-18-2 0175-23-7080

108コスモ フル＆セルフ ㈱エスエムスタンド 仲町 仲町46-2 0175-22-3747

109シェル フル ㈱協栄石油 むつ新町 新町10-33 0175-22-1750

110ENEOS フル ㈱タムラ テンダーランドむつ 小川町2-5-26 0175-23-6800

111ENEOS セルフ ㈱タムラ パワーステーションむつ 松山町1-45 0175-22-1251

112ENEOS セルフ ㈱タムラ ナビステーション大湊 大湊町19-2 0175-29-6611

113ENEOS セルフ 田村商事㈱ カータクト下北 下北町4-4 0175-34-9381

114ENEOS フル＆セルフ 田村商事㈱ マルチステーションむつ 赤川町102-3 0175-28-2821

115 伊藤忠エネクス フル＆セルフ 田村商事㈱ サクラロード大畑 大畑町松ﾉ木210 0175-31-0661

116ENEOS フル＆セルフ 田村商事㈱ マッハステーションむつ 田名部字前田5-1 0175-28-2811

117コスモ フル 湊商事㈱青森支店 大畑給油所 大畑町戦敷19-25 0175-34-3356

118その他 フル ㈱山元商店 関根給油所 大字関根字北関根210-2 0175-25-2010

119その他 フル ㈱山元商店 東町給油所 大畑町伊勢堂8 0175-34-3333

むつ市

120その他 フル ㈱山元商店 田名部給油所 柳町3-1-1 0175-33-8141

121ENEOS フル 越後谷商店 館岡SS 木造館岡上稲元69-2 0173-45-2412

122ENEOS フル ㈱角弘　五所川原燃料センター 柏サービスステーション 柏稲盛幾世55-3 0173-25-3664

123コスモ フル ㈱角弘　五所川原燃料センター 千代田サービスステーション 木造千代町40 0173-42-2073

124ENEOS フル 葛西石油店 エネオス柏SS 柏桑野木田福井115-2 0173-25-2066

125シェル フル ㈱長尾商店 牛潟給油所 牛潟町村上33-5 0173-56-2328

つがる市

126ENEOS フル ㈲成田石油 車力給油所 富萢町寿7-9 0173-56-3020

127コスモ フル ㈲オダギリ商会 平賀駅前SS 柏木町藤山2-9 0172-44-2302

128出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 7号大鰐弘前インター 岩館山の井152-1 0172-44-7910

129その他 フル ㈱福井商店 福井商店猿賀給油所 猿賀明堂100-4 0172-57-3526

130コスモ フル ㈱福井商店 福井商店尾上給油所 高木原富22-16 0172-57-4734

平川市

131ENEOS フル ㈱藤菱 平賀SS 小和森種取25-6 0172-44-2161

132出光 フル ㈱小鹿産業 今別店 今別町今別字中沢164 017-435-2043東津軽郡

133出光 フル 鳥谷部石油店 出光昭和シェル清水川SS 平内町清水川和山64-3 017-756-2006

北津軽郡 134 アポロステーション セルフ 伊藤忠エネクスホームライフ東北㈱ セルフつるたCS 鶴田町大字鶴田字小泉291-1 0173-22-6868



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【02青森県】　取扱店/171　販売店/ 2 2023-05-01現在

地区　2 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135ENEOS フル ㈱角弘　五所川原燃料センター 鶴田サービスステーション 鶴田町鶴田字早瀬198 0173-22-2414

136ENEOS セルフ ㈱角弘　弘前燃料センター EneJet板柳サービスステーション 板柳町辻岸田43-2 0172-72-0052

137その他 フル ㈱カネマツ商事 カネマツ商事 中泊町高根小金石732-2 0173-57-2637

138ENEOS フル 諏訪商店 諏訪石油店 中泊町中里字亀山496-1 0173-57-2677

139シェル フル ㈱つがる 薄市給油所 中泊町大字薄市字花持333-2 0173-58-3538

北津軽郡

140ENEOS フル ㈲マルイチ石油 中泊町大字高根字小金石1068-176 0173-58-3749

141その他 フル ㈱八藤 藤崎SS 藤崎町藤崎字村岡20 0172-75-2123

142ENEOS フル ㈱藤菱 常盤SS 藤崎町榊福田70-5 0172-65-2061

南津軽郡

143その他 フル 山口石油店 山口石油店 大鰐町虹貝字中熊沢61-1 0172-48-3618

144出光 フル ㈲小野石油 関給油所 深浦町関字豊田68-1 0173-76-3677

145出光 フル ㈲小野石油 追良瀬給油所 深浦町追良瀬字塩見山平211-200 0173-84-1331

146出光 フル 藤沢石油店 出光興産深浦給油所 深浦町大字深浦字吾妻沢1-4 0173-74-2708

西津軽郡

147ENEOS フル ㈲臨海 臨海給油所 深浦町深浦字岡崎338-40 0173-74-4035

148コスモ フル ㈲井河石油 ルート45階上給油所 階上町道仏字耳ｹ吠43-36 0178-88-5771

149ENEOS フル 石亀石油㈱ 元木平SS 三戸町大字川守田字沖中1-6 0179-22-3131

150ENEOS フル 石亀石油㈱ 田子SS 田子町大字田子字柏木田2-3 0179-32-2069

151シェル フル 東北つばめ石油販売㈱ 五戸SS 五戸町字神明後6-2 0178-62-2436

152その他 フル ㈱七洋 田子SS 田子町田子字風張12-19 0179-32-2817

153ENEOS セルフ ㈱二本木油店 EneJetラパス南部 南部町大字沖田面字千刈15 0179-34-3103

154コスモ セルフ 八戸燃料㈱ セルフステーション福地 南部町小泉上舘野29-1 0178-84-2870

155出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号三戸 三戸町大字目時字森鉢84-1 0179-22-0527

三戸郡

156ENEOS フル 丸富商事㈲ 田子SS 田子町田子字上野ﾉ下4-2 0179-32-3444

157ENEOS フル ㈱蛯沢燃料店 蛯沢SS 東北町字赤川道16 0175-63-4064

158ENEOS フル ㈲大関石油店 泊SS 六ヶ所村大字泊字川原75-82 0175-77-2044

159出光 フル 岡田石油店 二川目給油所 おいらせ町二川目3-73-114 0178-53-2503

160シェル フル ㈱上北燃料 上北SS 東北町上北北3丁目32番地89 0176-56-2534

161ENEOS フル 小泉商店 水喰 東北町切左坂道ﾉ上38-24 0175-62-2855

162ENEOS フル ㈱佐藤建設工業 エネオス六戸中央SS 六戸町大字犬落瀬字千刈田2-8 0176-55-3134

163ENEOS フル ㈲杉山商事 吹越SS 横浜町吹越56-88 0175-78-2831

164ENEOS フル＆セルフ 田村商事㈱ マックスステーション野辺地 野辺地町字二本木12-2 0175-64-8711

165ENEOS フル トヨタ小野グループサービス㈱ 天間林給油所 七戸町字後平150-170 0176-68-2276

166ENEOS フル ㈱二本木油店 ラパス下田 おいらせ町阿光坊106-20 0178-56-2412

167その他 フル ㈲吹越燃料 給油所 東北町字乙越19 0175-62-2238

上北郡

168ENEOS フル 平和運送㈱ 六戸給油所 六戸町犬落瀬字後田62-1 0176-55-2121

169コスモ フル ㈲駒嶺石油 風間浦村下風呂字街道添23 0175-36-2510

170ENEOS セルフ ㈲山崎石油店 大間SS 大間町大間大間平37-17 0175-37-4311

下北郡

171出光 フル ㈱ヨネザワ 大間バイパス給油所 大間町大間中山25-6 0175-37-3132


