
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【04宮城県】　取扱店/236　販売店/ 3 2023-05-01現在

地区　4 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1コスモ フル 遠藤商事㈱ 愛子バイパスSS 青葉区栗生1-1-2 022-392-5696

2コスモ フル 遠藤商事㈱ 定禅寺通りSS 青葉区春日町1-1 022-222-3825

3コスモ フル 遠藤商事㈱ 落合SS 青葉区落合5-27-17 022-392-3255

4コスモ セルフ 遠藤商事㈱ 泉セントラルSS 泉区七北田古内132-2 022-374-4139

5ENEOS フル ㈱小山商店 清水小路SS 青葉区五橋1-6-2 022-225-6558

6ENEOS セルフ ㈱角登商店 愛子街道SS 青葉区上愛子街道62-1 022-302-7661

7ENEOS セルフ カメイ㈱ セルフ岩切店 宮城野区岩切字三所南112-3 022-255-6477

8ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet岩切プラザ店 宮城野区岩切昭和西3 022-255-1321

9ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet宮千代店 宮城野区宮千代2-4-1 022-235-8371

10ENEOS フル カメイ㈱ 仙台幸町店 宮城野区幸町5-1-17 022-256-5871

11ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet仙台扇町店 宮城野区扇町1-1-37 022-782-2122

12ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive仙台工業団地店 宮城野区扇町3-9-6 022-783-3117

13ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive鶴ヶ谷中央店 宮城野区鶴ヶ谷5-25-1 022-251-1110

14ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive仙台福室店 宮城野区福室5-3-15 022-259-6515

15ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive仙台東口店 宮城野区榴岡2-4-21 022-291-0056

16ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet仙台卸町東店 若林区卸町東5-7-34 022-288-2050

17ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive仙台本荒町店 青葉区一番町1-15-30 022-225-0743

18ENEOS セルフ カメイ㈱ EneJet国見ヶ丘店 青葉区吉成台1-1-8 022-279-5520

19ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive愛子バイパス店 青葉区栗生5-8-1 022-392-2401

20 アポロステーション セルフ カメイ㈱ セルフ南吉成店 青葉区南吉成3-2-3 022-277-0191

21ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ福沢店 青葉区福沢町1-26 022-215-4640

22ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive花京院店 青葉区本町1-6-17 022-223-7864

23ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive県庁前店 青葉区本町3-1-1 022-265-5767

24ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ八乙女店 泉区泉区八乙女4-4-5 022-375-8911

25ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ泉パークタウン店 泉区古内字古内20-1 022-777-8413

26ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet泉インター店 泉区七北田字笹11-1 022-373-4509

27ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive虹の丘店 泉区虹の丘4-10-7 022-373-4492

28ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive八乙女店 泉区八乙女1-2-3 022-374-7636

29ENEOS セルフ カメイ㈱ EneJet泉パーク北高森店 泉区北高森1-1 022-377-1580

30ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet鈎取店 太白区鈎取本町1-3-5 022-245-2135

31ENEOS セルフ カメイ㈱ セルフ西中田店 太白区西中田3-6-13 022-741-7231

32ENEOS フル カメイ㈱ 泉崎店 太白区長町南4-11-20 022-247-7906

33ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive八木山店 太白区八木山本町1-28-11 022-228-2261

34ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet富沢西店 太白区富沢字熊ﾉ前27-1(21B-14L) 022-243-8851

35コスモ セルフ 北日本石油㈱ 仙台市場給油所 若林区卸町4-7-11 022-284-1837

36コスモ セルフ 北日本石油㈱ セルフ東八番丁給油所 若林区新寺2-1-14 022-291-1773

37コスモ フル 北日本石油㈱ 第二流通給油所 若林区六丁の目西町7-1 022-288-7641

38コスモ セルフ 北日本石油㈱ セルフステーション中山給油所 青葉区荒巻本沢2-7-44 022-278-5981

39コスモ セルフ 北日本石油㈱ セルフステーション中山台給油所 青葉区中山台西1-8 022-303-5585

40コスモ セルフ 北日本石油㈱ セルフステーションパークタウン給油所 泉区実沢立田屋敷16-1 022-377-9026

41ENEOS フル ㈱共和サービスセンター ニュー向山SS 太白区向山3-4-3 022-266-0131

42 アポロステーション フル ㈱気仙沼商会 仙台六郷店 若林区上飯田字天神106 022-289-5117

43 アポロステーション フル ㈱気仙沼商会 カートピア泉 泉区市名坂字原田160 022-375-3755

44 アポロステーション フル ㈱気仙沼商会 スマイル実沢 泉区実沢中77-1 022-348-4000

45コスモ フル ㈱小松商店 湯向SS 太白区秋保町湯向2-2 022-398-2524

46ENEOS フル ㈱郷家商会 高砂SS 宮城野区中野字神明116 022-259-1826

47その他 フル ㈱ジェイエイ仙台 六郷給油所 若林区今泉1-20-54 022-289-2759

48その他 フル 關兵石油㈱ 本社前SS 泉区南光台4-1-20 022-271-6286

49その他 セルフ 關兵石油㈱ セルフ南光台SS 泉区南光台南3-37-21 022-251-0540

50ENEOS フル 仙北石油㈱ 泉中央SS 泉区泉中央4丁目3-3 022-375-5067

51ENEOS フル＆セルフ 宝フリート㈱ 仙台宮城野SS 宮城野区原町2-3-55 022-292-6066

52ENEOS フル＆セルフ 宝フリート㈱ 仙台新寺SS 宮城野区西宮城野1-18 022-292-7561

53ENEOS フル＆セルフ 宝フリート㈱ 仙台中野SS 宮城野区中野字神明135-1 022-387-1211

54ENEOS フル＆セルフ 宝フリート㈱ 仙台日の出町SS 宮城野区日の出町2-1-3 022-231-3110

55ENEOS フル 宝フリート㈱ 仙台荒井SS 若林区蒲町東19-10 022-390-4611

56ENEOS セルフ 宝フリート㈱ 仙台荒井セルフSS 若林区荒井中在家51-8 022-390-6621

57ENEOS フル＆セルフ 宝フリート㈱ 仙台荒巻SS 青葉区堤町3-18-12 022-233-6840

58ENEOS フル 宝フリート㈱ 仙台セントラルSS 青葉区立町1-1 022-264-1696

59ENEOS フル 宝フリート㈱ 仙台泉崎SS 太白区泉崎1-14-10 022-743-5211

60出光 フル ㈲千葉石油 赤石SS 太白区区茂庭合ﾉ沢南20-3 022-281-2030

61 アポロステーション セルフ ㈱千代田商事 愛子バイパスGS 青葉区栗生6-13-4 022-391-5532

62 アポロステーション セルフ ㈱千代田商事 小松島GS 青葉区小松島4-14-18 022-233-5721

63 アポロステーション セルフ ㈱千代田商事 セルフ八木山GS 太白区八木山本町1-27-8 022-229-1133

64出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 45号仙台扇町 宮城野区扇町1-7-23 022-782-0844

65出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 仙台港インター 宮城野区中野5-3-14 022-388-5281

66出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 仙台産業道路東インター 若林区六丁の目東町6-10 022-288-8831

仙台市

67出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号仙台泉インターシティ 泉区大沢1-2-3 022-218-3711



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【04宮城県】　取扱店/236　販売店/ 3 2023-05-01現在

地区　4 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS フル ㈱人来田興産 人来田SS 太白区茂庭字人来田東63 022-245-7710

69 アポロステーション フル ㈱保坂 萩野町給油所 宮城野区萩野町1-19-21 022-239-5142

70出光 フル ㈱保坂 南小泉給油所 若林区中倉1-25-33 022-237-1543

71ENEOS フル ㈲峰岸石油 茂庭BPSS 太白区茂庭字新御所川55 022-281-2818

72ENEOS フル ㈲峰岸石油 茂庭給油所 太白区茂庭字大沢52-2 022-281-2608

73ENEOS フル ヤマリョー㈱ 仙台卸町給油所 若林区卸町4-6-4 022-284-3736 〇

74ENEOS フル ヤマリョー㈱ 愛子給油所 青葉区上愛子字街道45-1 022-392-3524 〇

75ENEOS フル ㈲ワシオ金物店 根白石サービスステーション 泉区小角宮22 022-376-6130

仙台市

76 アポロステーション フル ㈲渡辺新三郎商店 中田SS 太白区中田1-6-6 022-241-0710

77その他 セルフ ㈱阿部直商店 吉野町3-1-31 0225-93-3434

78ENEOS セルフ 遠藤商事㈱ スマートセルフあけぼのSS あけぼの2-4-5 0225-21-6531

79ENEOS セルフ 遠藤商事㈱ スーパーセルフ石巻SS 恵み野5-1-8 0225-21-6231

80ENEOS フル ㈲オカダ石油 鮎川SS 鮎川浜湊川15-3 0225-45-2327

81ENEOS フル 牡鹿石油店 大原インターSS 谷川浜川原21-3 0225-48-2311

82出光 フル カガク興商㈱ 石巻SS 大街道東1丁目1-8 0225-22-1726

83 アポロステーション フル カガク興商㈱ ポートアベニュー松並SS 緑町2丁目7-15 0225-23-0241

84ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet石巻大街道店 大街道西2-2-21 0225-92-8988

85ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet石巻中里店 南中里1丁目9-22 0225-23-3455

86ENEOS フル ㈲菅野商店 ENEOS広渕SS 広焼渕巻21-1 0225-73-2426

87コスモ フル ㈲斉藤俊輝商店 和渕SS 和渕字和渕町80 0225-72-2120

88出光 フル 佐々木商店 橋浦SS 北上町橋浦大須2 0225-67-2155

89ENEOS フル ㈱佐藤石油 橋浦給油所 北上町橋浦西6 0225-67-2910

90その他 フル ㈱佐藤石油 白浜給油所 北上町十三浜白浜36-1 0225-61-7911

91ENEOS フル ㈲スダ石油 給分浜SS 給分浜羽黒下20-4 0225-46-2216

92ENEOS フル ㈱永沼 エネオスかほくSS 大森田待井42 0225-62-3657

93ENEOS フル 南光運輸㈱ 南SS 双葉町3-18 0225-22-2079

94 伊藤忠エネクス フル＆セルフ 南光運輸㈱ 中浦SS 中浦2-1-139 0225-96-8790

95ENEOS セルフ 南光運輸㈱ 北SS 門脇2番谷地20 0225-22-1906

石巻市

96ENEOS フル 丸山商事㈱ 石巻国道給油所 蛇田字新谷地前133 0225-96-1122

97ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive塩釜東店 新浜町1-7-3 022-361-1686

98シェル フル ㈱塩釜商会 塩釜北浜SS 北浜1-12-23 022-362-0862

99ENEOS フル＆セルフ 宝フリート㈱ 塩釜SS 花立町1-2 022-362-4791

100コスモ フル ㈱辰巳商会 まぐろーど塩釜給油所 港町2-9-5 022-361-7605

塩竈市

101ENEOS フル ㈱辰巳商会 新浜町給油所 新浜町2-2-11 022-364-4999

102その他 フル＆セルフ ㈱内海石油 セルフステーション気仙沼南 赤岩杉ﾉ沢75-3 0226-22-2876

103ENEOS フル ㈲カネダイ大谷給油所 大谷給油所 本吉町日門68-3 0226-44-2986

104ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ気仙沼南店 幸町4-5-9 0226-24-2311

105ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive気仙沼中央店 港町497-2 0226-21-2377

106 アポロステーション フル ㈱唐桑商会 唐桑半島中央SS 唐桑町馬場101-1 0226-32-2332

107 アポロステーション フル＆セルフ ㈱気仙沼商会 気仙沼バイパス店 岩月干岩田83-1 0226-27-3322

108 アポロステーション フル ㈱気仙沼商会 松川店 松川前152-1 0226-23-1613

109 アポロステーション フル＆セルフ ㈱気仙沼商会 カーランド鹿折 新浜町2-2-10 0226-23-1656

110 アポロステーション フル ㈱気仙沼商会 気仙沼西店 田中前1-5-12 0226-22-2966

111 アポロステーション フル ㈱気仙沼商会 カーシス大橋 南郷1-1 0226-22-6952

112出光 フル ㈲須藤商店 唐桑給油所 唐桑町宿浦144-2 0226-32-2076

113ENEOS フル ㈲芳賀石油店 本吉SS 本吉町津谷舘岡12-1 0226-42-2026

114ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 45号気仙沼バイパス 所沢52-2 0226-22-9702

気仙沼市

115コスモ フル ㈲マルイスガワラ 長磯SS 長磯牧通119 0226-27-2113 〇

116シェル フル ㈱川井石油 白石中央SS 南町1-1-11 0224-25-7171

117ENEOS フル＆セルフ 木村商店 ニュー小原給油所 小原字中北前田13 0224-29-2735

118ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号白石インター 福岡深谷字一本松26-4 0224-25-4776

119ENEOS フル ㈲平間栄商店 半沢屋敷西142-3 0224-26-2014

120ENEOS フル＆セルフ 丸山㈱ 白石城SS 城南1-2-33 0224-25-0008

白石市

121ENEOS セルフ 丸山㈱ 白石中央SS 東小路93-2 0224-22-6030

122コスモ フル 砂金石油ガス㈱ 名取砂金給油所 増田6-1-5 0223-82-3228

123ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet名取バイパス店 田高字沢目115 0223-82-0209

名取市

124出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号仙台南 本郷字大門161 0223-84-0168

125ENEOS フル ㈲サトウ 金津SS 尾山字横町22 0224-62-1315

126ENEOS フル ㈲佐藤油店 角田バイパスSS 角田字扇町10-17 0224-62-2389

127ENEOS フル ㈲佐藤油店 ビッグイン佐倉SS 佐倉字萱場304-1 0224-63-3080

128 アポロステーション フル 丸山㈱ 角田宇宙SS 角田大町41-3 0224-63-0010

角田市

129ENEOS フル やしろ商事㈱ 角田SS 角田字旭町32-4 0224-63-1311

130ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet多賀城店 町前3-7-20 022-364-1301

131ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ多賀城南店 町前3-71-1 022-361-1535

132 アポロステーション フル ㈱気仙沼商会 多賀城店 下馬5-1-24 022-362-6913

多賀城市

133ENEOS フル ㈲平蔵屋石油店 大代SS 大代1-13-8 022-362-3006

岩沼市 134ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ愛島店 大字長岡字八橋3-1 0223-23-6155



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【04宮城県】　取扱店/236　販売店/ 3 2023-05-01現在

地区　4 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

岩沼市 135ENEOS フル ㈱渡豊商店 岩沼バイパスSS 桜3-13-38 0223-22-3003

136ENEOS フル ㈱浅野工務店 水の里通りSS 迫町佐沼字新駒木袋362-1 0220-22-2296

137出光 フル ㈲イナギ交易 上沼SS 中田町上沼弥勒寺住吉65-3 0220-34-3211

138出光 フル ㈱大野屋 登米給油所 登米町日野渡南田1 0220-52-2350

139ENEOS フル ㈲かどや石油店 豊里SS 豊里町新田町187-1 0225-76-2343

140ENEOS フル ㈲日下公三郎商店 中田SS 登米市中田町宝江黒沼下道66 0220-34-2710

141出光 フル ㈲桑原本店 とよま給油所 登米町寺池前舟橋82-1 0220-52-2172

142その他 フル ㈲佐々木石油店 南方SS 南方町原屋敷11 0220-58-2165

143ENEOS フル ㈱佐藤石油 中田町石森字加賀野3-6-2 0220-34-2736

144ENEOS フル ㈱千葉秀商店 米山SS 米山町西野十日町38 0220-55-2052

145 伊藤忠エネクス セルフ ㈲迫生コン 浅水SS 中田町浅水長谷山326-25 0220-34-2034

146ENEOS セルフ ㈱真柄油脂店 サンサン佐沼 迫町佐沼梅ﾉ木5-1-12 0220-22-0333

147ENEOS フル 柳津運送㈱ ENEOS津山SS 津山町柳津宮下31-1 0225-68-2409

148ENEOS フル ㈲ヤマモト石油 大網SS 迫町佐沼大網251-1 0220-22-3609

登米市

149ENEOS フル ㈲ヤマモト石油 リーフ舟橋SS 迫町北方舟橋93-2 0220-22-3311

150その他 フル エネクスフリート㈱ 金成インター店 金成沢辺字西待井215-1 0228-42-3081

151ENEOS フル＆セルフ ㈱鹿野静商店 エネオスセルフ一迫SS 一迫柳目曽根310-1 0228-52-2022

152ENEOS フル 高五商店 岩ヶ崎SS 栗駒岩ｹ崎上小路134 0228-45-2403

153ENEOS フル 千種商店 花山SS 花山字本沢北ﾉ前32-1 0228-56-2220

154コスモ フル 野口石油㈱ 高清水SS 高清水中の沢33-41 0228-58-3157

155コスモ フル 野口石油㈱ 築館SS 志波姫堀口見渡12-6 0228-22-3747

栗原市

156出光 フル ㈲宮北 若柳北 若柳川北元町2-1 0228-32-4288

157ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet矢本インター店 小松字谷地227 0225-82-9788

158 伊藤忠エネクス フル ㈱ことうの商店 オートパーク矢本SS 赤井新川前6-11 0225-82-4202

159その他 燃料店 櫻井商店 櫻井商店 宮戸小舟渡8-3 0225-88-2231

東松島市

160ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 石巻港インター 赤井字七反谷地280-1 0225-83-1260

161ENEOS フル カメイ㈱ 長者原店(東北自動車道上り) 古川宮沢字金堀場 0229-28-3715

162ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet古川店 古川江合寿町3-5-5 0229-23-2375

163ENEOS フル カメイ㈱ 古川店 古川南新町7-51 0229-23-0134

164ENEOS フル ㈲キザワ 西古川347SS 古川新堀東田110 0229-26-2075

165その他 セルフ ㈱木村油店 ロック鹿島台SS 鹿島台木間塚字小谷地265-1 0229-57-2355

166ENEOS フル 今野石油 今野石油鳴子東給油所 鳴子温泉石ﾉ梅74-1 0229-84-7198

167ENEOS フル ㈲ササキ 松山 松山千石字南亀田34 0229-55-2522

168ENEOS セルフ ㈱鈴掛石油 鹿島台サービスステーション 鹿島台木間塚小谷地239-1 0229-56-2347

169ENEOS セルフ ㈱仙北商会 鹿島台SS 鹿島台平渡新屋敷下48 0229-56-2211

170ENEOS フル ㈱千葉愍治商店 古川SS 古川駅東一丁目5-5 0229-22-0144

171ENEOS フル＆セルフ ㈱成文 古川バイパス南SS 古川城西1-10-10 0229-23-0921

172ENEOS セルフ ㈱成文石油 エネジェット古川インターSS 古川本鹿島248 0229-30-173

173ENEOS フル 野口石油㈱ 古川インターSS 古川新田字大西1-87 0229-26-2167

174出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号古川バイパス 古川大宮3-8-31 0229-24-7634

大崎市

175出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号三本木バイパス 三本木南谷地字千刈田274 0229-52-5604

176ENEOS セルフ 遠藤商事㈱ スーパーセルフあけの平SS あけの平1-2-1 022-725-7756

177ENEOS セルフ カメイ㈱ EneJet新富谷ガーデンシティ店 成田1-6-14 022-351-6312

178ENEOS フル 増森屋石油㈲ 富谷バイパス店 ひより台1-43-15 022-358-4926

富谷市

179コスモ フル ㈲松田商店 コスモ石油富谷給油所 富谷一枚沖87-1 022-358-2531

180ENEOS フル ㈲天野商店 小斎SS 丸森町小斎字山崎8 0224-78-1508

181ENEOS フル ㈲石田屋 大内SS 丸森町大字字横手68-2 0224-79-2041

182ENEOS フル ㈲斎藤石油商会 金山SS 丸森町金山字沼下6-1 0224-78-1072

183ENEOS フル ㈲佐藤油店 丸森SS 丸森町除南10 0224-72-1278

184ENEOS フル ㈲佐藤油店 丸森駅前SS 丸森町大舘二丁目85 0224-72-1280

185ENEOS フル ㈲佐藤油店 大内SS 丸森町大内字小平内35 0224-79-2123

伊具郡

186その他 燃料店 やしまや 耕野SS 丸森町耕野火石坂89-2 0224-75-2111

187 アポロステーション フル ㈱オオウチ 大郷SS 大郷町中村原町2 022-359-2014

188ENEOS フル 野口石油㈱ 大和インターSS 大和町吉岡東3丁目2-15 022-345-3564

189出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 鶴巣パーキングエリア上り 大和町鶴巣北目大崎字勝負沢38-2 022-343-2833

黒川郡

190 アポロステーション フル 有光商事㈱ 大郷SS 大郷町中村谷地際1-2 022-359-2222

191ENEOS フル ㈱浅野石油 小野田給油所 加美町原町字原町南西屋敷67-1 0229-67-2328

192ENEOS フル ㈱浅野石油 中新田給油所 加美町大門4 0229-63-2236

193 アポロステーション フル ㈱エコサーブ 加美給油所 加美町字赤塚1-1 0229-63-2433

194ENEOS フル ㈱小野田石油 加美町下野目雷北6-9 0229-67-2352

195ENEOS セルフ ㈲佐々木総販 やくらいSS 加美町字味ｹ袋栗木壇21-3 0229-67-2762

196ENEOS フル ㈲佐々木総販 小野田SS 加美町中畑14-2 0229-67-2333

加美郡

197コスモ フル 松井石油店 色麻SS 色麻町大字大下新町26 0229-65-2639

198ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet利府ニュータウン店 利府町利府字新大谷地1-1 022-356-1981

199ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet利府バイパス店 利府町利府字新大谷地30-3 022-356-5151

200ENEOS フル ㈲菅野石油店 品井沼SS 松島町幡谷出石46-2 022-352-2805

宮城郡

201コスモ セルフ ㈲斎藤商店 サーフサイドセルフ七ヶ浜給油所 七ヶ浜町松ヶ浜謡136-3 022-357-3328
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202シェル フル ㈱塩釜商会 プラタナス汐見台SS 七ヶ浜町汐見台南1-37-1 022-357-6382

203その他 フル ㈱ジェイエイ仙台 松島給油所 松島町高城動伝三5-5 022-354-2510

204ENEOS セルフ ㈱仙北商会 松島SS 松島町松島字道珍浜38-68 022-354-3463

205ENEOS フル ㈲大成商事 花渕SS 七ヶ浜町花渕浜字舘下199 022-357-6977

206ENEOS フル 野口石油㈱ 利府アオヤマSS 利府町青山二丁目5-4 022-356-1780

207出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 利府バイパス 利府町神谷沢字舘ﾉ内39-2 022-255-1606

208ENEOS フル ㈲平蔵屋石油店 七ヶ浜SS 七ヶ浜町湊浜字砂山25-1 022-357-2513

209シェル セルフ 丸山㈱ 松島町漁協SS 松島町磯崎長田80 022-354-5356

宮城郡

210ENEOS フル ㈲八百東商店 松島SS 松島町高城明神四25-1 022-354-3313

211ENEOS フル ㈱阿部石油 歌津町SS 南三陸町歌津字管の浜28-4 0226-36-2138

212シェル セルフ ㈱佐広自動車三陸石油 三陸石油 南三陸町歌津枡沢92-1 0226-25-9624

本吉郡

213ENEOS フル＆セルフ 丸伊伊藤屋㈱ 志津川インターSS 南三陸町志津川字小森40-1 0226-46-2039

牡鹿郡 214出光 フル 丸五商事㈱ マリノおながわSS 女川町浦宿浜寄木20 0225-53-4138

215ENEOS セルフ ㈱木村油店 JOE涌谷SS 涌谷町字一本柳58 0229-43-2533

216ENEOS フル ㈱木村油店 涌谷SS 涌谷町字下道3-1 0229-43-2678

217ENEOS セルフ ㈱成文石油 エネジェット古川東SS 美里町関根提筒78 0229-35-1733

218ENEOS セルフ ㈱成文石油 小牛田駅前SS 美里町北浦川戸浦24-1 0229-32-2410

遠田郡

219ENEOS フル＆セルフ ㈱成文石油 小牛田セントラルSS 美里町北浦北田69-1 0229-33-3808

220コスモ セルフ ㈲クリキク七ヶ宿 セルフ七ヶ宿 七ヶ宿町一枚田22-3 0224-26-8899

221コスモ フル ㈲クリキク七ヶ宿 湯原給油所 七ヶ宿町湯原84 0224-37-3450

刈田郡

222シェル フル＆セルフ 丸山㈱ 蔵王SS 蔵王町円田桜下13-5 0224-33-2311

223シェル フル ㈲石井モータース 川崎インター給油所 川崎町大字前川字北原19-1 0224-84-5253

224シェル フル ㈲石井モータース 川崎インター給油所 川崎町大字前川字北原19-1 0224-84-5253

225ENEOS フル ㈲植野商店 杜の公園SS 川崎町大字小野字上宿3-1 0224-84-5670

226その他 フル つたや油店 柴田町槻木東2-1-43 0224-56-1805

227その他 フル トーレキ石油㈲ 川崎バイパス給油所 川崎町大字川内字七曲山25 0224-84-5837

228その他 フル トーレキ石油㈲ 川崎バイパス給油所 川崎町大字川内字七曲山25 0224-84-5837

229コスモ フル (資)升禎商店 村田SS 村田町村田町151 0224-83-2028

230 アポロステーション セルフ 丸山㈱ 大河原BPSS 大河原町新南59-20 0224-52-7711

柴田郡

231ENEOS フル 山寿商店 槻木SS 柴田町槻木白幡3-2-1 0224-56-1503

232ENEOS フル ㈱オオワダ 坂元SS 山元町坂元町58 0223-38-0700

233ENEOS フル 中島商店 荒浜西給油所 亘理町荒浜篠子橋65-2 0223-34-5166

234ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 6号亘理 亘理町堀ﾉ内88-1 0223-34-1246

235ENEOS フル＆セルフ 丸山㈱ 亘理中央SS 亘理町逢隈高屋柴北170-1 0223-33-1320

亘理郡

236ENEOS フル ㈱ワタヨシコーポレーション パークシティわたりSS 亘理町逢隈鹿島寺前南43-1 0223-34-3666


