
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【03岩手県】　取扱店/246　販売店/ 2 2023-05-01現在

地区　3 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1 アポロステーション フル アポロ石油㈱ みたけ給油所 みたけ4-5-42 019-641-6031

2 アポロステーション フル アポロ石油㈱ 月が丘給油所 月が丘1-1-5 019-646-3436

3 アポロステーション 燃料店 アポロ石油㈱ 営業本店 津志田27-5-1 019-635-5025

4 アポロステーション フル アポロ石油㈱ 上盛岡給油所 名須川町17-15 019-623-5006

5ENEOS フル ㈲石名坂商事 西見前給油所 西見前12-1-1 019-638-8960

6ENEOS セルフ ㈱角登商店 盛岡安庭SS 東安庭2-2-12 019-604-2577

7ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ富士見店 高松1-7-3 019-663-0511

8ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ三本柳店 三本柳1地割28-1 019-639-3156

9ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive盛岡馬町店 清水町2-7 019-622-1403

10ENEOS セルフ カメイ㈱ セルフ盛岡西バイパス店 本宮7-3-43 019-636-2630

11ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive盛岡流通店 流通ｾﾝﾀー北1-32-6 019-639-0600

12その他 フル ㈲好摩石油商会 好摩SS 好摩夏間木202-6 019-682-0049

13ENEOS セルフ 三盛石油㈱ DDセルフ梨木店 材木町12-24 019-651-5518

14ENEOS フル ㈲三和石油 紺屋町SS 紺屋町6-8 019-624-1654

15ENEOS フル 玉山石油商会 好摩SS 好摩夏間木83-60 019-682-0065

16出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 盛岡南インター 永井第1地割字高屋66-1 019-638-2838

17シェル フル 藤久商店 上湯沢SS 湯沢5-34-5 019-638-8413

18ENEOS フル ㈱宮田燃料 都南インター給油所 津志田12-91-7 019-638-8737

19出光 フル ムラタ㈱ 西仙北SS 本宮1-2-12 019-635-8788

20出光 フル 盛岡ガス燃料㈱ 上堂給油所 上堂1-7-45 019-647-1180

21ENEOS フル 盛岡石油㈱ 新太田橋給油所 下太田下川原22-5 019-658-1118

盛岡市

22ENEOS セルフ 流通商事㈱ 松園給油所 西松園1-3-1 019-662-9311

23ENEOS セルフ ㈱角登商店 河南SS 磯鶏2-3-8 0193-62-3658

24ENEOS フル＆セルフ ㈱角登商店 佐原SS 崎鍬ヶ崎4-47 0193-63-1101

25ENEOS フル ㈱角登商店 茂市SS 茂市9-3-6 0193-72-2551

26ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet宮古バイパス店 宮町3-4-2 0193-62-9847

27出光 フル ㈱菊長商店 宮古築地 築地2-1-4 0193-62-3322

28シェル セルフ ㈱塩釜商会 宮古港町SS 港町1-22 0193-62-4336

29コスモ セルフ ㈱田岡商店 千徳給油所 太田1-2-11 0193-62-5400

30 伊藤忠エネクス セルフ ㈱田岡商店 藤原給油所 藤原1-7-11 0193-62-9111

31 伊藤忠エネクス フル ㈱田岡商店 浄土ヶ浜給油所 日影町132 0193-63-6480

32ENEOS フル 田老町漁業協同組合 田老漁協SS 田老西向山6-8 0193-87-9131

33出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 106号宮古 大字田鎖第13地割字高柳32-5 0193-64-5045

34ENEOS フル ㈲藤善商店 川井給油所 夏屋4-39-11 0193-75-2254

35ENEOS フル ㈲前川商事 川井SS 川井2-197-1 0193-76-2543

36ENEOS フル ㈱丸光商事 シーサイドステーション藤の川SS 藤の川15-40 0193-62-6312

37ENEOS フル ㈲ミヤコ石油 磯鶏バイパス給油所 実田1-5-19 0193-63-1334

38出光 フル ㈲ミヤコ石油 津軽石給油所 津軽石13大判川365-22 0193-67-2668

宮古市

39出光 フル ㈲ミヤコ石油 藤原給油所 藤原1-1-1 0193-62-1156

40ENEOS フル 越喜来漁業協同組合 越喜来SS 三陸町越喜来杉下126-1 0192-44-3110

41ENEOS フル 協和石油㈱ 大船渡給油所 大船渡町地ﾉ森42-15 0192-26-3200

42ENEOS フル ㈱佐清分店 碁石海岸インター給油所 大船渡町字鷹頭16-8 0192-47-3958

43ENEOS フル ㈱三栄工業所 サンエースタンド 赤崎町石橋前2-2 0192-27-8388

44シェル フル ㈱塩釜商会 大船渡盛SS 盛町字宇津野沢5-1 0192-27-6329

45その他 フル 大和商事㈱ 盛給油所 盛町内ﾉ目14-11 0192-25-1131

46コスモ セルフ 千葉鷹商店 セルフ赤崎 赤崎町跡浜50-25 0192-26-2437

47出光 フル ㈱まるか サンライズ給油所 大船渡町永沢19-8 0192-26-5588

48出光 フル ㈱まるか マッキーロード給油所 立根町桑原22-6 0192-21-1600

49出光 フル ㈱まるたけ商店 西舘SS 末崎町西舘135 0192-29-3578

50出光 フル 水野石油㈱ 盛バイパスSS 盛町字木町6-19 0192-27-7161

51その他 フル 水野石油㈱ 車キレイの専門店キラット! 盛町木町5-17 0192-22-8884

52ENEOS フル ㈱八木又商店 盛給油所 盛町権現堂15-1 0192-26-3458

大船渡市

53ENEOS フル＆セルフ ㈱八木又商店 大船渡中央給油所 大船渡町茶屋前157-1 0192-22-7857

54 アポロステーション フル ㈱石鳥谷石油 石鳥谷SS 石鳥谷町好地17-30 0198-45-2511 〇

55 アポロステーション フル 大石商店 花巻温泉SS 台第5-7-7 0198-27-2653

56ENEOS フル ㈲三和石油 石鳥谷SS 石鳥谷町好地9-126-1 0198-45-2220

57ENEOS フル ㈲三和石油 大迫SS 大迫町大迫14-87-2 0198-48-2051

58ENEOS フル 高西石油㈱ 花巻プラザ給油所 桜台1-7-8 0198-22-5553

59ENEOS フル 高西石油㈱ ハローナカネコ給油所 中根子中屋敷5-1 0198-23-3492 〇

60コスモ フル ㈱中央石油 宮野目給油所 西宮野目13-70-2 0198-26-3227

61コスモ フル ㈱中央石油 花巻インター給油所 二枚橋3-131-1 0198-26-5151

62ENEOS フル 花巻石油㈱ 花巻 材木町5-7 0198-23-4158

63ENEOS フル ㈲平七商店 大迫SS 大迫町外川目28-20-4 0198-48-2730

64その他 燃料店 ㈱丸片ガス 花巻営業所 四日町1-5-11 0198-23-3553

65ENEOS フル ㈱三田商会 花巻東 御田屋町1-33 0198-22-3030

66 アポロステーション フル ㈱宮澤商店 花巻上町給油所 上町8-22 0198-23-4615

花巻市

67ENEOS フル 八重樫石油 笹間SS 轟木10-162-7 0198-29-2328
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68シェル フル ㈱湯口石油 湯口給油所 円万寺下中野36-16 0198-28-2755花巻市

69その他 セルフ ㈱湯口石油 花巻桜町給油所ユグチセルフ 桜町4-198-2 0198-29-5140

70 アポロステーション セルフ 泉商事㈱ セルフ村崎野給油所 村崎野15-25-7 0197-66-7878

71その他 燃料店 ㈱エネシス北上 エネシス北上 村崎野20-80 0197-72-6308

72コスモ セルフ ㈲小沢商会 セルフ北上東サービスステーション 中野町3-1-1 0197-65-4804

73ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet北上中央店 さくら通ﾘ3-1-11 0197-63-7301

74 アポロステーション フル 川尻石油㈱ 横川目SS 和賀町横川目11-208-22 0197-72-2004

75ENEOS セルフ ㈱中野商店 北上流通センターSS 流通ｾﾝﾀー9-3 0197-71-1411

76ENEOS フル ㈱中野商店 藤根給油所 和賀町藤根17-78-5 0197-73-5328

77ENEOS フル ㈱丸片石油 北上鬼柳SS 鬼柳町笊渕36-1 0197-67-4321

78ENEOS フル ㈱丸片石油 南工業団地SS 相去町平林21-203 0197-71-2201

79ENEOS フル ㈱丸片石油 北上インターSS 北鬼柳18-152-1 0197-65-4165

北上市

80ENEOS フル ㈱丸片石油 北上SS 本通り4-13-11 0197-63-4200

81出光 フル 亀田石油店 侍浜SS 侍浜町10-83-6 0194-58-2101

82ENEOS フル ㈲久慈商店 ENEOS侍浜SS 侍浜町7-105 0194-58-2020

83 アポロステーション フル ㈲久慈石油 久慈SS 長内町24-11 0194-52-1731

84ENEOS フル ㈱下幸屋商店 エネオス久慈 大川目町3-7-6 0194-55-2201

85ENEOS フル 第一石油㈱ 新中の橋SS 新中の橋4-31-1 0194-52-3800

86その他 フル プレステック㈱ ガタゴンサービスステーソン 山形町川井8-14-1 0194-72-2121

久慈市

87コスモ セルフ 宮城建設㈱ 久慈ショッピングセンターSS 長内町30-21-2 0194-61-3050

88 アポロステーション フル＆セルフ 泉商事㈱ 遠野バイパス給油所 早瀬町4-8-20 0198-62-4517

89 アポロステーション フル 岩手交通商事㈱ 遠野給油所 中央通り3-8 0198-62-2217

90ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet遠野民話の里店 松崎町白岩19地割79-1 0198-63-2151

91ENEOS フル 熊谷商店 達曽部SS 宮守町達曽部18-128-3 0198-67-6207

92シェル フル 藤川商店 附馬牛SS 附馬牛町上附馬牛13-12 0198-64-2230

93コスモ フル ㈱宮守興業 宮守SS 宮守町上宮守13-26-11 0198-67-2357

遠野市

94ENEOS フル ㈲萬商店 遠野給油所 上組町12-43 0198-62-2646

95ENEOS セルフ ㈱浅東油店 セルフ一関中央SS 山目中野40 0191-25-4206

96ENEOS セルフ ㈱浅東油店 セルフ摺沢バイパスSS 大東町摺沢荒屋敷63-5 0191-75-2124

97ENEOS セルフ ㈱浅東油店 スーパーセルフ一関東SS 滝沢鶴ｹ沢63-19 0191-21-4830

98ENEOS フル 東住地㈱ イースト一関 三関神田158-1 0191-23-6262

99ENEOS セルフ ㈱和泉屋 Enejet薄衣バイパスSS 川崎町薄衣字法道地21-17 0191-43-4185

100 アポロステーション フル 岩手交通商事㈱ 青葉給油所 青葉2-2-32 0191-23-2324

101 アポロステーション フル 岩手交通商事㈱ 一関バイパス給油所 萩荘小萩8-1 0191-24-2622

102出光 フル ㈱岩販 げいび給油所バイパス店 東山町長坂町290 0191-47-3318

103ENEOS フル ㈲小山石油 室根SS 室根町折壁絵図下42-1 0191-64-2350

104ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ一関店 青葉2-1-26 0191-23-4014

105ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ一関南店 南町2-20 0191-23-2364

106その他 フル ㈲菊善商店 キクゼン千厩SS 千厩町千厩町87 0191-52-2192

107 アポロステーション フル ㈱気仙沼商会 一関インター東店 山目字泥田45-2 0191-25-2366

108 アポロステーション セルフ ㈱気仙沼商会 セルフ岩手川崎 川崎町薄衣字法道地42-9 0191-43-3339

109ENEOS フル ㈱サンエー 大東町大原SS 大東町大原稗ﾉ沢62-8 0191-72-2582

110コスモ フル ㈱タカケイ 陸中松川給油所 東山町松川滝ﾉ沢229-8 0191-47-2669

111ENEOS フル ㈲千葉油店 黄海SS 藤沢町黄海中田178 0191-63-2040

112ENEOS フル ㈲千葉油店 八沢SS 藤沢町砂子田高田77 0191-63-2161

113出光 フル ㈱花泉石油 花泉給油所 花泉町花泉下北浦29-1 0191-82-2389

114出光 セルフ ㈱花泉石油 セルフR4一関SS 山目十二神46 0191-25-3155

115ENEOS フル ㈱日野屋本店 ハートピア千厩SS 千厩町千厩字舘山22-1 0191-52-2341

116その他 フル ㈲村上商会 村上商会藤沢給油所 藤沢町藤沢町裏1-9 0191-63-2266

一関市

117その他 燃料店 ㈱森燃 森燃 真柴字中田87 0191-23-2044

118 アポロステーション セルフ ㈱カネマン コムーネ高田セルフSS 高田町館の沖69 0192-54-2868陸前高田市

119 アポロステーション フル ㈱カネマン ノイエス米崎SS 米崎町川向52-2 0192-55-2737

120出光 フル 釜石石油㈱ 中妻SS 中妻町3-14-1 0193-23-6462

121ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive釜石西店 野田町2-14-26 0193-23-7564

釜石市

122コスモ フル ㈲三浦石油店 洞泉SS 甲子町4-179-5 0193-27-3131

123シェル フル 岩食工業㈱ 二戸SS 堀野東側11-1 0195-23-2443

124その他 セルフ ㈱菅文 スーパーステーション金田一 金田一上田面78 0195-29-1717

125ENEOS セルフ ㈱菅文 堀野SS 堀野長地72-2 0195-23-4135

126ENEOS フル ㈱熊野商店 金田一SS 金田一八ﾂ長165 0195-27-2251

127ENEOS フル ㈱熊野商店 金田一アヴェニューSS 金田一八ﾂ長296-1 0195-27-2238

128出光 フル 蛇口商店 大嶺給油所 浄法寺町樋口19-9 0195-38-3029

129ENEOS フル ㈲中舘商事 二戸バイパスSS 米沢荒谷30-1 0195-25-4748

130ENEOS フル 二戸ガス㈱ 二戸SS 米沢下村131-1 0195-25-5550

131出光 フル ㈱横浜石油 浄法寺SS 浄法寺町下前田1-2 0195-38-3311

二戸市

132出光 フル ㈲米沢石油店 上斗米SS 上斗米小平46-1 0195-28-2221

133その他 フル 遠忠石油㈱ 大更SS 大更24-8-1 0195-75-1343八幡平市

134シェル フル 遠藤正雄商店 サンライズ丸正 帷子10-61 0195-77-2133
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135出光 フル ㈱小山田商店 安比給油所 安比高原605-1 0195-73-5209

136出光 フル ㈱小山田商店 安代給油所 清水94-2 0195-72-2960

137出光 フル ㈱小山田商店 岩手山給油所 大更1-308-2 0195-76-2802

138シェル フル 高橋重機㈱ハッピー石油 関口SS 松尾寄木27-11 0195-70-2301

139シェル セルフ 高橋重機㈱ハッピー石油 平舘SS 平舘25-125-1 0195-68-7778

140ENEOS フル ㈲戸澤商店 安比SS 赤坂田166-2 0195-72-5355

141出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 岩手山サービスエリア上り 平笠第2地割218 0195-75-1081

142ENEOS フル ㈲ミヤノエネルギーサービス 平舘SS 平舘10-31-1 0195-74-2327

八幡平市

143ENEOS フル ㈲山口商店 エネオス大更SS 大更25-64-3 0195-76-2816

144ENEOS フル＆セルフ ㈱アスクラフト 江刺ふるさと市場前 江刺愛宕金谷72-4 0197-35-0320

145ENEOS フル＆セルフ イワセキ㈱ エネジェットサンエー前 江刺西大通り6-19 0197-31-1888

146その他 燃料店 イワセキ㈱ イワセキ配送センター 江刺八日町1-4-3 0197-35-6616

147ENEOS フル＆セルフ イワセキ㈱ エネジェット江刺 江刺豊田町2-1-8 0197-35-2445

148ENEOS セルフ イワセキ㈱ エネジェット佐倉河 水沢佐倉河沼田47 0197-25-6121

149ENEOS フル イワセキ㈱ 真城SS 水沢真城中上野22-7 0197-24-0166

150ENEOS セルフ イワセキ㈱ エネジェット日高 水沢斉の神89-1 0197-25-2515

151その他 フル ㈲岡渡 岡渡スタンド 胆沢小山道場61-3 0197-47-0432

152コスモ セルフ ㈲小沢商会 セルフ江刺サービスステーション 江刺愛宕観音堂沖236 0197-35-6279

153コスモ セルフ ㈲小沢商会 セルフ水沢北サービスステーション 水沢佐倉河中ﾉ町60 0197-24-4279

154コスモ 燃料店 ㈲小沢商会 小沢商会配送センター 水沢佐倉河中ﾉ町60 0197-23-3331

155コスモ フル ㈲小沢商会 水沢サービスステーション 水沢西町6-130-5 0197-23-3735

156コスモ フル ㈲小沢商会 クエストl台町サービスステーション 水沢台町53 0197-25-2937

157出光 フル＆セルフ 小原自動車工業㈱ 水沢ドームステーション 水沢佐倉河前田80-1 0197-25-2121

158ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ水沢中央店 水沢佐倉河字東広町43-1 0197-24-0833

159ENEOS フル 菊ヤ商事㈱ 水沢江刺給油所 江刺愛宕大畑221-1 0197-35-5105

160ENEOS フル ㈱今野商店 前沢中央SS 前沢三日町7 0197-56-3111

161ENEOS フル ㈱今野商店 バイパス東SS 前沢竹沢93 0197-56-7011

162ENEOS フル ㈱今野商店 バイパス南SS 前沢塔ｹ崎15 0197-56-7011

163ENEOS フル ㈲菅原産業 小山オイルセンター 胆沢小山萩屋敷632 0197-47-0604

164ENEOS フル ㈲タイガー商会 胆沢SS 胆沢南都田小十文字225-4 0197-46-2427

165出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号前沢インター 前沢区字塔ｹ崎17-1 0197-56-7600

166出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 前沢サービスエリア上り 前沢区裏新田29-13 0197-56-8766

167ENEOS フル ㈱船橋商事 バイパス給油所 前沢字株樹95 0197-56-3178

168ENEOS フル ㈱船橋商事 白山給油所 前沢白山字舟橋55 0197-56-3450

169ENEOS フル ㈲星繁商店 ENEOS南都田SS 胆沢南都田下広岡317 0197-46-2020

奥州市

170その他 フル ㈲ワタナベ 胆沢SS 胆沢若柳愛宕415 0197-49-2332

171ENEOS フル アポロ石油㈱ 大釜給油所 大釜塩の森165-1 019-687-1604

172出光 フル ㈱小山田商店 アルペン滝沢給油所 大釜吉水100-1 019-687-2868

173ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet滝沢ニュータウン店 鵜飼笹森139 019-684-1181

174ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet巣子店 巣子156 019-688-2148

175ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet滝沢店 牧野林1029-1 019-684-2177

176出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号滝沢インター 砂込732-11 019-688-5207

滝沢市

177出光 フル 盛岡ガス燃料㈱ あすみ野給油所 湯舟沢494-20 019-688-8980

178シェル フル ㈱荒川スタンド 船越給油所 山田町船越6-158-1 0193-84-2700

179コスモ フル ㈱熊谷観光 熊谷観光 普代村白井19-104-13 0194-35-3450

180出光 フル ㈱サカモト 岩泉給油所 岩泉町岩泉森の越3-2 0194-22-3255

181出光 フル ㈱サカモト 45号線船越給油所 山田町船越6-142-12 0193-84-2846

182出光 フル ㈱サカモト 45号線山田給油所 山田町大沢5-38-1 0193-82-3255

183出光 フル ㈱サカモト 45号線田野畑給油所 田野畑村菅窪205-10 0194-34-2016

184ENEOS セルフ 尾半商事㈲ ENEOSセルフ山田町中央SS 山田町川向町11-26 0193-82-2015

185ENEOS フル ㈲前野商店 岩泉SS 岩泉町門国境51-1 0194-25-5454

186その他 フル ㈱ミナカワ 小川バイパス給油所 岩泉町袰綿浦場64-8 0194-25-5743

下閉伊郡

187その他 フル ㈲最上商店 豊間根 山田町豊間根3-33 0193-86-2622

上閉伊郡 188出光 フル ㈲釜甚興産 吉里吉里SS 大槌町吉里吉里1-12-50 0193-44-2432

189 アポロステーション セルフ 泉商事㈱ 日詰バイパス給油所 紫波町日詰下丸森137-1 019-671-1887

190ENEOS フル ㈲キョーワ 紫波SS 紫波町北日詰城内75-1 019-672-5691

191ENEOS フル 三盛石油㈱ 紫波SS 紫波町高水寺中田58-19 019-676-4801

192ENEOS セルフ 三盛石油㈱ DDセルフ矢巾駅前店 矢巾町又兵ｴ新田8-103-3 019-611-2005

193出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 セルフ4号紫波 紫波町高水寺字中田92-2 019-671-2700

194出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 盛岡流通センター 矢巾町広宮沢第5地割7-1 019-611-2081

195出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号盛岡矢巾 矢巾町大字高田第16地割字前野68 019-697-8310

196ENEOS フル 流通商事㈱ 流通センター給油所 矢巾町流通ｾﾝﾀー南2-4-10 019-638-1150

紫波郡

197ENEOS セルフ 流通商事㈱ 卸センター給油所 矢巾町流通ｾﾝﾀー南3-10-1 019-637-2478

198出光 フル ㈱小山田商店 葛巻給油所 葛巻町19-50-1 019-566-2659

199出光 フル 川尻石油㈱ 御所SS 雫石町西安庭40-48-1 019-692-6166

200その他 フル ㈲木文商店 ルート46雫石SS 雫石町上曽根田146-3 019-692-2025

岩手郡

201ENEOS フル ㈲葛巻自動車整備工場 葛巻SS 葛巻町葛巻8-32-1 019-566-2950
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202ENEOS フル ㈲葛巻自動車整備工場 葛巻SS 葛巻町葛巻8-32-1 019-566-2950

203ENEOS フル ㈲久保良商店 岩手町愛宕下SS 岩手町江刈内6-8-7 019-562-2228

204ENEOS フル ㈲高橋商店 いわて沼宮内給油所 岩手町五日市12-24 019-562-2227

205コスモ フル 千葉吉石油店 橋場 雫石町橋場上野山168-5 019-692-4700

206ENEOS フル 波紫商店 江刈 葛巻町江刈10-130-6 019-566-2638

207出光 フル 府金商店㈱ 御堂 岩手町沼宮内18-1-1 019-562-8440

208コスモ フル ㈲細吉商店 バイパス店 雫石町塩ｹ森6-10 019-692-3421

209コスモ フル ㈲細吉商店 雫石上町SS 雫石町上町東10-1 019-692-3034

210ENEOS フル ㈱宮崎商店 一方井給油所 岩手町一方井15-47-3 019-562-2085

岩手郡

211ENEOS フル ㈲六弥商店 ENEOS雫石SS 雫石町西安庭15-45-5 019-692-3056

212ENEOS フル ㈲川敬 一戸SS 一戸町西法寺関屋46-5 0195-32-2881

213コスモ フル ㈲小鳥谷石油店 一戸インターSS 一戸町一戸北舘130-1 0195-26-9551

214コスモ フル ㈲小鳥谷石油店 一戸SS 一戸町小鳥谷野里17-3 0195-34-2321

二戸郡

215出光 フル ㈱横浜石油 馬仙峡SS 一戸町鳥越駒木平28-1 0195-33-3781

216コスモ フル ㈲井河石油 種市給油所 洋野町種市39-8-13 0194-65-4548

217ENEOS フル ㈲大沢石油 大沢石油 野田村野田28-3 0194-78-2131

218ENEOS フル ㈱大粒来商店 種市SS 洋野町中野13-19-16 0194-67-2651

219ENEOS フル ㈱上小路商店 上小路商店 洋野町阿子木6-6-3 0194-77-5318

220ENEOS フル ㈱上徳商店 九戸SS 九戸村伊保内11-15-5 0195-42-2514

221ENEOS フル ㈲工藤石油店 軽米SS 軽米町軽米4-80 0195-46-2855

222ENEOS フル 佐々木石油店 大野SS 洋野町大野62-42-4 0194-77-2323

223出光 フル ㈱サダテ 出光大野SS 洋野町大野29-6-17 0194-77-2548

224ENEOS フル ㈱平船商店 平船商店 洋野町大野71-1-3 0194-77-2166

225コスモ フル 高張商店 帯島給油所 洋野町帯島2-32-5 0194-77-5630

226コスモ フル 高張商店 大野南給油所 洋野町大野61-24-7 0194-77-2244

227ENEOS フル ㈲田端石油店 晴山SS 軽米町晴山5-73-3 0195-47-2126

228ENEOS フル ㈲玉川石油 野田玉川SS 野田村玉川5-74-1 0194-78-2503

229その他 フル ㈲津取場石油店 種市SS 洋野町種市9-35-17 0194-65-4222

230ENEOS フル ㈲中村一郎商店 中一商店SS 九戸村伊保内10-5 0195-42-3002

231コスモ フル ㈲北新石油 北新石油 軽米町大字軽米第13地割31-1 0195-46-2454

232その他 フル ㈲本田石油店 軽米SS 軽米町晴山20-77-1 0195-47-2528

233出光 フル ㈲八木石油商事 洋野SS 洋野町種市24-159-12 0194-65-4545

234ENEOS フル 柳杭田商店 柳杭田商店 洋野町大野44-41-5 0194-77-2443

235出光 フル ㈲横手商店 種市SS 洋野町種市23-25-1 0194-65-2455

236出光 フル ㈲横手商店 種市平内SS 洋野町種市33-32-1 0194-65-3211

九戸郡

237出光 フル ㈱横浜石油 九戸インターSS 九戸村江刺家7地割字七ﾂ役72-8 0195-42-2238

238 アポロステーション フル ㈲横澤儀商店 出光興産世田米バイパス 住田町世田米川向34-3 0192-46-2483気仙郡

239ENEOS フル 吉田石油 住田町SS 住田町世田米向川口102-9 0192-46-2036

西磐井郡 240ENEOS フル 三盛石油㈱ 平泉SS 平泉町平泉志羅山3-9 0191-46-2550

241その他 フル ㈲小沢商店 金ヶ崎給油所 金ｹ崎町西根新田5 0197-44-4568

242ENEOS フル 瓦屋商店 金ヶ崎 金ｹ崎町西根字医者屋敷12-1 0197-44-3524

胆沢郡

243出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号水沢インター 金ｹ崎町西根縦街道南7-1 0197-44-2145

244出光 フル 川尻石油㈱ 川尻バイパスSS 西和賀町川尻40-111-1 0197-82-3168

245出光 フル 川尻石油㈱ 湯田SS 西和賀町大沓36-20-9 0197-82-2346

和賀郡

246ENEOS フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 錦秋湖サービスエリア 西和賀町本内第46地割 0197-82-2864


