
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【05福島県】　取扱店/464　販売店/ 12 2023-05-01現在

地区　5 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1SOLATO フル 油屋商事㈱ 福島西インターSS 佐倉下台1-2 024-593-5291

2SOLATO フル 油屋商事㈱ 福島中央卸売市場前SS 北矢野目坂東13-13 024-553-0514

3ENEOS フル ㈲梅津石油 ニュー佐倉SS 荒井北2-4-4 024-593-1431

4ENEOS フル ㈲大波商店 ビッグウェーブSS 大波岩崎5-1 024-588-1616

5ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ福島南店 黒岩字中島22-1 024-546-7500

6ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ福島西店 北中央1-1-2 024-534-9909

7ENEOS フル 共進㈱ 福島高子SS 鎌田字中森山1-1 024-534-1821

8ENEOS フル ㈱クラシマ 福島卸山店 卸山字稲荷田79-6 024-531-9420

9ENEOS フル ㈱クラシマ 福島卸町店 鎌田字卸町1-1 024-553-2616

10ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフ福島腰浜店 腰浜町24-2 024-528-4821

11ENEOS フル ㈱クラシマ 福島下野寺店 東中央3-49 024-531-8018

12ENEOS フル＆セルフ ㈱クラシマ セルフ福島入江町店 入江町13-16 024-534-9667

13ENEOS フル ㈱クラシマ Enejet Dr.Drive福島西バイパス店 八島田字琵琶渕27 024-559-3322

14ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフ福島八木田店 八木田字中島59 024-546-5828

15ENEOS フル ㈱クラシマ 福島八木田店 八木田字並柳7-1 024-539-5941

16ENEOS フル＆セルフ ㈱クラシマ セルフ福島北幹線店 北矢野目字台田18-1 024-554-5561

17ENEOS フル ㈲古佐藤屋 飯野東SS 飯野町大久保字北町15 024-562-3431

18 アポロステーション フル ㈱小林 ライトスタッフ花見山 渡利字中江町50-1 024-528-2345

19コスモ フル ㈲斎藤正松商店 岡島SS 岡島字向48 024-534-1785

20 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 佐倉給油所 下行人段23-1 024-593-3811

21 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 丸子給油所 丸子字漆方7-1 024-554-2541

22 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 福島西中央給油所 西中央1丁目19-1 024-536-9290

23 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 渡利給油所 渡利字西の内25番地の35 024-593-3811

24ENEOS セルフ 三和石油ガス㈱ セルフポイント岡部 岡島字中島33-1 024-534-0852

25その他 セルフ 三和石油ガス㈱ セルフポイント115方木田 大森字柳下1-1 024-545-2005

26ENEOS フル＆セルフ 三和石油ガス㈱ セルフセンターポイント 鳥谷野字梅ﾉ木内24-1 024-546-3008

27ENEOS フル 三和石油ガス㈱ ウエストポイント 南中央4-17-1 024-533-3008

28ENEOS セルフ 三和石油ガス㈱ セルフポイント矢野目 南矢野目字谷地67-5 024-555-6070

29出光 セルフ シナネン石油㈱ 福島信夫サービスステーション 御山字中屋敷89-8 024-535-2315

30その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 野田南給油所 下野寺字薬師堂後3-1 024-526-2003

31その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 松川給油所 松川町浅川字仲松33 024-567-3322

32その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 清水給油所 泉字堀ﾉ内6-2 024-557-2333

33その他 セルフ ㈱JAふくしま未来サービス 大森給油所 大森字高畑70-4 024-546-1122

34その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 水保給油所 土船字南谷地5-8 024-593-0159

35その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 湯野給油所 飯坂町湯野字田中前1-1 024-542-2333

36その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 茂庭給油所 飯坂町茂庭堂ﾉ上18-1 024-596-1231

37その他 セルフ ㈱JAふくしま未来サービス 第一セルフ給油所 北矢野目字原田東15-10 024-554-1348

38その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ 福島信夫橋セルフSS 南町178番地 024-544-6051

39出光 フル ㈱鈴木石油商会 西インター給油所 成川字成田口9-3 024-546-1148

40 アポロステーション フル ㈱鈴木石油商会 松川給油所 清水町字一本松1-18 024-549-9621

41出光 フル＆セルフ ㈱鈴木石油商会 伏拝セルフステーション 伏拝字田中8番地 024-546-3458

42ENEOS セルフ 瀬戸商事㈱ 瀬上給油所 瀬上町字町裏6-2 024-553-5066

43ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 福島渡利サービスステーション 渡利山ﾉ下前6-1 024-521-2277

44ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 福島西バイパスサービスステーション 南矢野目桜内19-1 024-555-2567

45ENEOS フル ㈲タカハシ商事 グリーン松川給油所 松川町字水晶沢11-2 024-567-3363

46ENEOS フル ㈱西形商店 月の輪SS 丸子字広町11-1 024-553-1749

47ENEOS フル ㈱西形商店 さくらSS 佐倉下字行人段1-11 024-594-2112

48ENEOS フル ㈱西形商店 大森SS 大森字北島30-2 024-546-5887

49ENEOS フル ㈱西形商店 飯坂通SS 天神町3-6 024-534-2230

50ENEOS フル 根本石油㈱ 福島吉倉店 吉倉字万田6-1 024-546-0134

51ENEOS フル 根本石油㈱ 福島飯坂店 飯坂町平野字遠平57-5 024-542-5281

52出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号福島南 黒岩字榎平61-1 024-544-6890

53出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 吾妻パーキングエリア下り 上野寺字和喜14-4 024-591-4321

54出光 フル ㈱樋口商店 瀬上SS 瀬上町字穴田17 024-553-1740

55出光 フル ㈱樋口商店 文知摺SS 田中島16-1 024-534-8817

56出光 フル ㈱樋口商店 野田南中央SS 南中央4丁目41 024-531-2617

57出光 フル ㈱樋口商店 福島北インターSS 飯坂町平野字遠東7-2 024-542-1613

58出光 フル ㈱樋口商店 飯坂SS 飯坂町立町20 024-542-3000

59ENEOS フル ㈱富士屋商店 福島セントラルSS 天神町14-7 024-534-1774

60ENEOS フル ㈲油井商店 大笹生SS 大笹生字原53 024-558-3258

福島市

61ENEOS フル ㈲渡辺石油店 吾妻 在庭坂字薬師田9-1 024-591-1445

62ENEOS フル ㈱会光商事 城西SS 幕内東町10-26 0242-28-0970

63ENEOS フル 会津日石販売㈱ 会津駅前SS 昭和町2-9 0242-22-6533 〇

64ENEOS フル 会津日石販売㈱ 鶴ヶ城SS 城南町4-44 0242-27-6534 〇

65コスモ フル 北日本石油㈱　郡山販売支店 アピオサービスステーション ｲﾝﾀー西93番地 0242-37-2423

66コスモ フル 北日本石油㈱　郡山販売支店 若松駅前サービスステーション 蚕養町4番20号 0242-24-9109

会津若松市

67コスモ セルフ 北日本石油㈱　郡山販売支店 セルフステーション若松インターサービスステーション 町北町大字始字観音前55番地の1 0242-22-7848



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【05福島県】　取扱店/464　販売店/ 12 2023-05-01現在

地区　5 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS フル ㈱栗林商店 亀賀SS 一箕町大字亀賀字郷ﾉ原169 0242-22-6758

69ENEOS フル ㈱栗林商店 大町SS 大町2-5-8 0242-24-1882

70ENEOS セルフ ㈱栗林商店 城南SS 天神町22-40 0242-26-9106

71 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 千石通給油所 山見町235-17 0242-36-7535

72その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 日橋給油所 河東町東長原東高野190 0242-75-2120

73その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 南部給油所 北会津町新在家西川端9-1 0242-56-3113

74その他 フル ㈱JA会津よつば総合サービス 北部給油所 北会津町田村山塚越1 0242-58-2952

75 アポロステーション フル ㈲城西石油センター 飯盛山給油所 北滝沢2丁目2-38 0242-25-2424

76その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ 会津神指セルフSS 神指大字高瀬字滑田2-2 0242-37-7714

77その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ 若松西バイパスセルフSS 門田町大字一ﾉ堰字村西274-22 0242-38-0205

78ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 千石バイパスサービスステーション 千石町6-50 0242-22-1132

79ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 会津城北サービスステーション 町北町藤室達摩164-1 0242-39-2408

80ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 花畑サービスステーション 南花畑7-63 0242-26-8581

81ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 会津西サービスステーション 飯寺北3-10-6 0242-38-2460

82ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 会津東サービスステーション 桧町1-6 0242-38-2404

83ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 会津運動公園サービスステーション 門田町大字堤沢北村230-1 0242-38-2408

84ENEOS セルフ ゼネラルオート㈱ 磐梯インターサービスステーション 河東町八田字漆沢124 0242-76-1600

85その他 燃料店 東北三愛石油㈱ 滝沢町5-46 0242-24-3151

86 アポロステーション フル ㈱成田 材木町給油所 材木町1-10-44 0242-27-8631

87 アポロステーション フル ㈱成田 年貢町給油所 西年貢1-5-7 0242-27-8862

88出光 フル 日章産業㈱ 若松バイパスSS 一箕町大字亀賀字村東148 0242-25-3202

89ENEOS フル 福島日石㈱ 会津若松西給油所 北町大字中沢字平沢218-3 0242-25-3336

90ENEOS フル ㈱丸隆興産 若松陸橋SS 町北町大字上荒久田字鈴木60番地1 0242-24-4441

91コスモ フル ㈲山田八太郎商店 面川給油所 門田町大字面川字根岸556 0242-26-0130

92出光 フル ㈱ワタショウ 会津若松インター給油所 町北町大字始字観音前26 0242-25-0227

会津若松市

93SOLATO フル ㈱ワタショウ 城南給油所 天神町24-20 0242-26-7337

94ENEOS フル ㈱アイアンドアイ 郡山給油所 字川向1-1 024-945-0727

95 アポロステーション セルフ ㈱アイソン 八山田西給油所 八山田西1-33 024-991-0102

96ENEOS セルフ 阿部鉱油㈱ エネジェット郡山インター給油所 富田町向作田7-1 024-951-2243

97ENEOS フル 阿部石油㈱ 郡山給油所 大町2-5-2 024-922-1202

98ENEOS フル 伊東石油㈱ 島SS 島1-18-11 024-923-1166

99ENEOS フル 伊東石油㈱ ENEOS郡山インターSS 富田町字町西3-8 024-951-0405

100 アポロステーション フル ㈱イワオ商店 喜久田給油所 喜久田町堀之内字堂城前30-1 024-959-3017

101ENEOS セルフ カメイ㈱ EneJet郡山美術館通り店 向河原町4-65 024-941-0525

102ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ富田店 富田町西町下33-1 024-951-0491

103コスモ フル 北日本石油㈱　郡山販売支店 南タウン安積サービスステーション 安積2丁目51番地 024-947-6330

104コスモ セルフ 北日本石油㈱　郡山販売支店 セルフステーションうねめ通りサービスステーション 亀田2丁目3番8号 024-927-5277

105コスモ フル 北日本石油㈱　郡山販売支店 コスモスロード大槻サービスステーション 谷地本町64 024-961-9888

106コスモ フル 北日本石油㈱　郡山販売支店 中央工業団地サービスステーション 田村町上行合字西川原31番地の1号 024-943-2871

107ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフ郡山日出山店 安積町日出山2-161 024-944-4804

108ENEOS フル＆セルフ ㈱クラシマ セルフ郡山荒井店 安積北井1-17 024-945-5286

109ENEOS フル ㈱クラシマ 郡山桑野店 桑野2-37-19 024-923-0064

110ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフ郡山中谷地店 御前南5-5 024-962-0335

111ENEOS フル ㈱クラシマ 安積PA下り線GS 三穂田町川田字勝利ヶ岡3 024-953-2691

112ENEOS フル ㈱クラシマ 郡山朝日店 朝日3-1-12 024-991-1122

113ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフ郡山朝日店 朝日3-2-40 024-973-5532

114ENEOS フル ㈱クラシマ 郡山日吉ヶ丘店 町東1-202 024-952-6066

115ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフ郡山喜久田店 東原1-215 024-927-5033

116ENEOS フル ㈱クラシマ Enejet郡山日和田店 日和田町字五庵44-1 024-958-2877

117ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフ郡山八山田店 八山田2-25 024-922-6415

118ENEOS フル ㈱クラシマ 郡山八山田東店 八山田2-27 024-921-6188

119ENEOS フル 県南計器㈱ 郡山成田給油所 安積町成田字島ﾉ後33-5 024-945-1385

120その他 フル 郡山トラックセンター事業協同組合 郡山トラックセンター給油所 喜久田町卸3-6 024-963-2331

121 アポロステーション フル 佐藤燃料㈱ 荒井給油所 安積荒井2-55 024-946-6267

122 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 美術館通給油所 横塚2丁目25-1 024-941-1241

123 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 久留米給油所 久留米2丁目67-1 024-937-3033

124 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 富田給油所 新屋敷1丁目159番地 024-931-7177

125 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 新桜通給油所 堤1丁目166 024-952-6250

126 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 八山田給油所 八山田6丁目89番地 024-934-3975

127ENEOS フル ㈲佐藤芳夫商店 栃本店 田村町栃本字坂ﾉ下135 024-975-2006

128 アポロステーション フル 白河商事㈱ 郡山日和田SS 日和田町荒池下15-3 024-958-2708

129その他 セルフ ㈱JA福島さくら燃料サービス 喜久田SS 喜久田町菖蒲池22 024-959-2609

130その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 湖南SS 湖南町舟津696-2 024-982-3370

131その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 西田SS 三町目桜内252 024-972-2451

132その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 大槻SS 大槻町字殿町69 024-951-7488

133その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 田村SS 田村町守山上河原18 024-955-2503

郡山市

134コスモ セルフ 鈴木商店 鈴木商店給油所 逢瀬町多田野河田堀75-12 024-957-3016



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【05福島県】　取扱店/464　販売店/ 12 2023-05-01現在

地区　5 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 郡山富久山店 富久山町久保田上野139-1 024-932-1090

136ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ Dr.Drive郡山方八町店 方八町2-16-10 024-942-0300

137 アポロステーション フル ㈱添田燃料 片平給油所 片平町東極楽43 024-952-2055

138ENEOS フル TOHOピクス㈱　燃料設備事業部 図景町SS 図景1-2-12 024-932-5365

139ENEOS セルフ TOHOピクス㈱　燃料設備事業部 鶴見担SS 鶴見坦2-16-15 024-922-9452

140ENEOS セルフ TOHOピクス㈱　燃料設備事業部 Enejet郡山北SS 八山田5-367 024-953-3171

141ENEOS フル 根本石油㈱ 安積南店 安積三丁目141 024-945-5562

142ENEOS フル 根本石油㈱ 荒井店 安積町荒井字橋郎治17-1 024-947-1747

143ENEOS フル 根本石油㈱ 日出山店 安積町日出山一丁目130 024-944-4982

144ENEOS フル 根本石油㈱ 桑野店 桑野4-55 024-932-3656

145ENEOS フル 根本石油㈱ 日和田店 日和田町高倉字大口原18-197 024-958-2715

146ENEOS フル 根本石油㈱ 富久山店 富久山町久保田字久保田155-4 024-933-9074

147ENEOS フル 根本石油㈱ 郡山南インター店 巳六段226 024-945-9889

148シェル フル ㈱早坂商会 パーク500給油所 山崎410-8 024-933-0722

149出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 49号郡山インター 富田町字愛宕前77-2 024-966-3555

150その他 フル ㈱藤宮商会 郡山東SS 中田町高倉宮ﾉ脇32 024-944-8743

151その他 フル ㈱舟橋商店 ばんだい熱海サービスステーション 熱海町安子島出ｼ4-1 024-984-2022

152ENEOS フル ㈱舟橋商店 奥羽大西サービスステーション 富田東3-14 024-939-4315

153ENEOS フル ㈱舟橋商店 芳賀サービスステーション 芳賀3-49-1 024-943-3030

154出光 フル ㈱三ツ輪 本町第二 本町二丁目19番2号 024-932-3357

155 アポロステーション フル＆セルフ ㈱みんせい社 昭和シェルセルフ郡山高倉SS 郡山市中田町高倉下ﾉ沢26-1 024-943-2366

156ENEOS フル ㈱ワタヤス 卸町給油所 喜久田町卸1-26-1 024-959-6579 〇

郡山市

157ENEOS フル ㈱ワタヤス 八山田給油所 八山田6-109 024-932-2582 〇

158その他 フル ㈱ウタガワ 三和サービスステーション 三和町中三坂羽生89 0246-85-2036

159 アポロステーション フル ㈱ウタガワ 湯本インターサービスステーション 常磐西郷町大仁田5-1 0246-43-6460

160ENEOS フル ㈱ウタガワ いわき泉サービスステーション 泉町滝尻南坪56-2 0246-56-6204

161ENEOS フル 岡田陸運㈱ 西小川サービスステーション 小川町西小川字西居合153 0246-83-1071

162ENEOS フル (資)音羽屋 ENEOS赤井給油所 平赤井字笹目田33の2 0246-25-3241

163ENEOS フル カメイ㈱ 泉玉露店 泉玉露3-13-1 0246-75-0063

164ENEOS フル ㈱共栄商事 小名浜中央給油所 小名浜道珍44-2 0246-54-3662

165シェル フル ㈲銀蔵商店 平東給油所 平上高久字白坂38 0246-23-8571

166 アポロステーション フル ㈲久保木商会 プラザ新舞子ステーション 平沼之内字諏訪原86-1 0246-39-2462

167ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフいわき平バイパス店 好間町中好間字田中69-2 0246-36-8008

168ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフいわき玉川店 小名浜野田字田中87-3 0246-58-8466

169ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフいわき平長橋店 内郷卸台境町新町前5-4 0246-23-8114

170シェル フル ㈲佐川商店 佐川給油所 遠野町入遠野字前田69 0246-89-2109

171 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 鹿島給油所 鹿島町下矢田字沢目1-1 0246-46-2151

172 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 小名浜給油所 小名浜字君ｹ塚町1-26 0246-46-2151

173 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 6号バイパス給油所 小名浜林城下高田17-1 0245-93-3811

174 アポロステーション フル (資)佐野屋商店 平塩SS 平塩字風内23 0246-22-0301

175ENEOS フル ㈲東海林石油 ライブインえぐり給油所 錦町鳥居西3 0246-62-2675

176その他 フル 新常磐交通㈱　商事事業部 小名浜SS 小名浜字播摩作11-1 0246-54-9711

177その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 大浦SS いわき市四倉町狐塚川田37-1 0246-66-0022

178その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 遠野SS 遠野町上遠野若宮84-38 0246-66-0022

179その他 セルフ ㈱JA福島さくら燃料サービス 小名浜SS 小名浜中町境16-6 0246-53-5826

180その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 常磐SS 常磐西郷町金山12 0246-44-5036

181その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 田人SS 田人町旅人下平石111-1 0246-69-2125

182その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 渡辺SS 渡辺町田部六反田3-1 0246-56-4541

183その他 セルフ ㈱JA福島さくら燃料サービス 平窪SS 平下平窪六角23-1 0246-35-0005

184その他 フル ㈱JA福島さくら燃料サービス 谷川瀬SS 平谷川瀬泉町78-1 0246-35-0003

185ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ いわき植田店 佐糠町碇田39-1 0246-63-2493

186ENEOS フル＆セルフ セキショウカーライフ㈱ 四倉細谷店 四倉町細谷大町4-2 0246-34-5363

187ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 小名浜花畑店 小名浜花畑町48-1 0246-54-5433

188ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 平正内町店 正内町61 0246-23-2460

189ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ いわき内郷店 内郷綴町大木下7-11 0246-26-3400

190ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 平小太郎町店 平小太郎町1-4 0246-22-2972

191ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 勿来インター店 勿来町大高土取49-1 0246-65-3964

192出光 フル 田中(名) 平堂ノ前給油所 平堂ﾉ前10 0246-22-1755

193ENEOS フル TOHOピクス㈱　燃料設備事業部 Enejetいわき花畑SS 小名浜花畑町43-13 0246-85-0251

194ENEOS セルフ 藤和通商㈱ いわきタカハラSS 平原高野高原30-1 0246-34-6062

195 アポロステーション フル 常磐港運㈱ いわきSS 常磐水野谷町諏訪ヶ崎89 0246-42-3130

196 アポロステーション フル ㈲中島給油所 小川郷駅前SS 小川町高萩字小路尻22-8 0246-83-0163 〇

197ENEOS フル ㈲根岸給油所鈴木モーター商会 根岸SS 遠野町根岸字橋場57-3 0246-89-2230

198ENEOS セルフ 根本通商㈱ いわき中央インター給油所 好間町北好間向町田5-1 0246-47-1639

199コスモ セルフ 根本通商㈱ セルフ植田給油所 佐糠町東1-13-6 0246-77-0160

200コスモ セルフ 根本通商㈱ セルフ鹿島給油所 鹿島町走熊四反田1-1 0246-46-1708

いわき市

201コスモ セルフ 根本通商㈱ セルフ泉給油所 泉町滝尻字泉町177-3 0246-75-0176
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202コスモ セルフ 根本通商㈱ セルフ中岡給油所 中岡町6-10-6 0246-77-0161

203コスモ セルフ 根本通商㈱ セルフ内郷給油所 内郷綴町金谷1-11 0246-27-3469

204ENEOS セルフ 根本通商㈱ フルハート48給油所 平下荒川諏訪下48-1 0246-28-6600

205ENEOS セルフ 根本通商㈱ 平北給油所 平中神谷字細田99-2 0246-34-2600

206コスモ セルフ 根本通商㈱ セルフ勿来給油所 勿来町関田和久150-11 0246-65-3953

207ENEOS フル ㈲長谷川石油 五反田SS 四倉町戸田字水押98 0246-33-2130

208出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 6号いわきバイパス 小名浜林城字向田1-1 0246-58-5750

209シェル フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 6号小名浜 泉町下川字須賀蛭64-1 0246-56-7727

210ENEOS フル ㈲美光石油 鹿島SS 鹿島町下矢田十王前4 0246-29-2465

211シェル フル ㈲前原給油所 前原サービスステーション 小川町下小川前原241 0246-83-0388

212ENEOS フル (資)松原商店 湯本西SS 常盤関船町迎47 0246-44-1161

いわき市

213その他 フル ㈲マルワ 神谷給油所 平下神谷内宿36 0246-34-0055

214ENEOS フル 菊地商店 ENEOS表郷給油所 表郷番沢字里見135 0248-32-2448

215 アポロステーション フル 小松商店 昭和シェル石油西白河給油所 東深仁井田千代ﾉ岡44 0248-34-2105

216 アポロステーション フル 白河商事㈱ 白河SS 中町72 0248-22-1022

217 アポロステーション フル 白河商事㈱ 表郷SS 表郷金山字下の内26 0248-32-2331

218 アポロステーション フル 白河商事㈱ 白河の関SS 和尚壇山2-21 0248-22-6890

219ENEOS フル 白河石油 昭和町店 昭和町160-1 0248-21-5997

220ENEOS フル 白河石油 新白河店 老久保162-1 0248-23-4264

221 アポロステーション フル ㈱ジェーユーシー 白河給油所 北真舟3 0248-23-3564

222その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ 白河東セルフSS 結城76 0248-21-0501

白河市

223出光 フル 藤田燃料㈱ 関辺SS 関辺字川前19-5 0248-23-9650

224ENEOS フル ㈲柏村商店 須賀川西SS 岩渕字明神前188-1 0248-62-5014

225ENEOS セルフ ㈱クラシマ セルフ須賀川西川店 北山寺町244 0248-76-6464

226 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 須賀川インター給油所 影沼町255-1 0248-76-6364

227 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 須賀川大黒町給油所 大黒町5-11 0248-75-4182

228 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 須賀川牡丹園給油所 朝日田75-1 0248-34-3773

229その他 フル ㈱JAサービス夢みなみ 西袋給油所 西川町118 0248-76-2235

230その他 セルフ ㈱JAサービス夢みなみ 仲の町給油所 仲の町154-1 0248-63-7613

231その他 セルフ ㈱JAサービス夢みなみ 長沼給油所 木之埼字西田29 0248-69-1101

232その他 フル ㈱JAサービス夢みなみ 岩瀬給油所 矢沢池ﾉ下4 0248-65-3641

233その他 フル＆セルフ 須賀川瓦斯㈱ 須賀川インターSS 卸町57-1 0248-76-0940

234その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ 118号バイパスセルフSS 高久田境102-1 0247-72-5682

235ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 須賀川インター店 茶畑町11 0248-76-7065

236ENEOS セルフ ゼネラルオート㈱ 須賀川森宿サービスステーション 向日向38-1 0248-94-2626

237ENEOS セルフ ゼネラルオート㈱ 須賀川仲の町サービスステーション 仲の町67-1 0248-94-2476

238その他 フル ㈲武田商店 仲の町給油所 仲の町175 0248-75-2751

239ENEOS セルフ TOHOピクス㈱　燃料設備事業部 Enejetニュー須賀川SS 滑川中津沢76-2 0248-75-2464

240ENEOS フル 根本石油㈱ 七ツ石店 梅田七ﾂ石34 0248-65-2013

241出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号郡山南 滑川字池田172-2 0248-63-1027

須賀川市

242ENEOS フル 福陽ガス㈱ ENEOS桜岡サービスステーション 桜岡7 0248-75-6171

243 アポロステーション フル 穴澤興産㈱ 喜多方バイパスサービスステーション 関柴町上高額字北町415-1 0241-22-6106

244その他 フル ㈱岩田商店 喜多方西給油所 押切南1-157 0241-21-1230

245その他 フル ㈱岩田商店 松山給油所 松山町村松石田1321 0241-24-4433

246コスモ フル ㈲エンドウ石油販売 関柴町上高額字境田629-1 0241-23-1161

247 アポロステーション セルフ 佐藤燃料㈱ 喜多方給油所 岩月町宮津字広面27-1 0241-22-1906

248その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 塩川給油所 塩川町小府根道下227-2 0241-27-4830

249その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 喜多方給油所 岩月町喜多方渕ﾉ下166-1 0241-22-6333

250その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 山都給油所 山都町三津合塚田327-1 0241-38-2185

251その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 熱塩給油所 熱塩加納町山田道西35-1 0241-36-3000

252その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 豊川給油所 豊川町米室樋ﾉ下4977 0241-22-1982

253ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ Be MAX 喜多方サービスステーション 関柴町上高額割田1697-2 0241-21-1212

254その他 セルフ 日章産業㈱ セルフ喜多方SS 上江3660-6 0241-24-5365

255ENEOS フル 根本石油㈱ 塩川店 塩川町東栄町4-1-8 0241-27-3000

256ENEOS フル ㈱やまさ 山都三津合SS 山都町三津合字塚田283-1 0241-38-3545

喜多方市

257ENEOS フル ㈲山庄商店 ENEOS喜多方SS 井戸尻4129-2 0241-22-1744

258コスモ セルフ ㈱菅野寛商店 小泉高池486 0244-35-5151

259その他 セルフ ㈱JAふくしま未来サービス 大野給油所 石上字豊田1-1 0244-35-5040

260その他 セルフ ㈱JAふくしま未来サービス 馬場野給油所 馬場野福迫167 0244-36-0939

261ENEOS フル ㈲高橋商店 原釜給油所 原釜字戸崎59-1 0244-38-7662

262ENEOS フル ㈲立谷商会 相馬中村給油所 塚ﾉ町2-8-12 0244-35-5156 〇

263ENEOS フル 西輪店 ニュー鹿島給油所 鹿島区鹿島字一本榎100 0244-46-3072

相馬市

264 アポロステーション フル ㈱万正商事 相馬SS 中村字泉町10-4 0244-36-2622

265コスモ セルフ ㈲安積産業 安積屋商店岩代SS 田沢字町12 0243-56-2605

266シェル フル ㈲遠藤商店 田沢カーライフステーション 田沢字明内85 0243-56-2152

267ENEOS フル ㈱大民 ENEOS福島東和SS 針道字町116 0243-46-2011

二本松市

268ENEOS フル ㈲オオツキ ENEOS東新殿 東新殿字海谷218 0243-56-2718
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269その他 燃料店 ㈱岡商店 亀谷二丁目211-1 0243-22-1241

270 アポロステーション フル ㈲菅野商店 東和SS 戸沢字不川田6 0243-46-2134

271ENEOS フル ㈲菅野肥料店 杉沢ステーション 杉沢字平77 0243-57-2235

272出光 フル 小林ガス㈱ 二本松サービスステーション 若宮2丁目201 0243-23-3340

273ENEOS フル ㈲佐久間石油 成田サービスステーション 成田字清水207 0243-55-2431

274その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 岳下給油所 成田町1-818 0243-22-0931

275その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 岩代給油所 西新殿野竹内19 0243-57-2016

276その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 安達給油所 油井字腰巻8-2 0243-53-2602

277 アポロステーション セルフ ㈲鈴憲商店 カーステーション鈴憲あだちSS 油井字中田26-1 0243-23-1044

278出光 フル 田中商店給油所 百目木町75 0243-56-2201

279出光 フル ㈲東和石油 東和SS 針道西ﾉ内147 0243-46-2643

280ENEOS フル 橋本商事㈱ 平石SS 平石町13 0243-22-1014

281ENEOS フル ㈱福島オイルサービス 二本松給油所 亀谷2-210-1 0243-23-0241

282ENEOS セルフ ㈱福島オイルサービス 二本松高田給油所 向作田80-1 0243-22-5010

283ENEOS フル ㈱福島オイルサービス 二本松杉田給油所 杉田町1-17 0243-22-2841

284 アポロステーション フル ㈲松原商店 若宮サービスステーション 太田字若宮29-2 0243-47-3311

二本松市

285 アポロステーション フル ㈲三浦屋 出光興産岩代給油所 小浜新町267 0243-55-2320

286ENEOS フル ㈱クラシマ 阿武隈高原SA下り線GS 船引町門沢字作田201 0247-76-1011

287出光 フル 郡司石油㈲ 滝根給油所 滝根町神俣一ﾉ坪118 0247-78-2214

288ENEOS セルフ ㈲佐々木商店 船引インターサービスステーション 船引町笹山字笹森10 0247-62-8662 〇

289ENEOS セルフ ㈲佐々木商店 セルフ瀬川サービスステーション 船引町門鹿字荒屋敷383-2 0247-84-2929 〇

290ENEOS フル ㈱清水商店 船引中島SS 船引町船引字中島67-1 0247-82-0245

291その他 セルフ ㈱JA福島さくら燃料サービス 常葉SS 常葉町久保川久保30-1 0247-77-3242

292その他 セルフ ㈱JA福島さくら燃料サービス 船引SS 船引町春山上ﾉ台10 0247-82-1660

293その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ メガステージ田村セルフSS 船引町船引字源次郎113 0247-81-2822

294その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ 船引バイパスセルフSS 船引町東部台3-60 0247-81-2301

295ENEOS フル 武田商店 日本石油大越給油所 大越町下大越字川向176 0247-79-2304

296コスモ フル ㈲塚原石油 コスモ大越SS 大越町上大越字町172 0247-79-2299

297ENEOS フル ㈲中島石油 ENEOS滝根給油所 滝根町神俣字一ﾉ坪71-3 0247-78-3169

298ENEOS フル ㈲二瓶三治郎商店 ENEOS神俣SS 滝根町神俣字町117 0247-78-3200

299ENEOS フル ㈱丸文 鹿又給油所 船引町北鹿又字萱ﾉ尻93-4 0247-82-1071

300ENEOS フル ㈲丸六スタンド 船引西SS 船引町船引字中島6 0247-82-1248

301ENEOS フル ㈲矢内商店 南移 船引町南移町47 0247-86-2233

田村市

302ENEOS フル 矢部工業㈱ ENEOS菅谷SS 滝根町菅谷字沖田6 0247-78-2165

303ENEOS セルフ ㈱猪狩商店 原町南サービスステーション 原町区雫字南大江下85-1 0244-22-2223

304シェル フル ㈲遠藤商店 錦町カーライフステーション 原町区錦町2-76-1 0244-23-6878

305シェル フル ㈲遠藤商店 中太田カーライフステーション 原町区中太田字天狗田94-8 0244-23-7117

306ENEOS セルフ 大杉商事㈲ 上町給油所 原町区上町三丁目51番地の2 0244-25-2550

307シェル フル 加藤建材工業㈱ 鹿島南給油所 鹿島区川子字滝沢146 0244-23-5112

308その他 セルフ (資)菅野萬正商店 原町オートガスSS 原町区本陣前2-119 0244-24-3441

309ENEOS フル 熊坂商事㈱ 小高SS 小高区本町2-81 0244-44-3308

310その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 石神給油所 原町区信田沢北原59-2 0244-24-4716

311その他 セルフ ㈱JAふくしま未来サービス 原町給油所 原町区北原境堀181-1 0244-22-1210

312その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 鹿島給油所 鹿島区鹿島中町4-1 0244-46-2281

313その他 セルフ ㈱JAふくしま未来サービス 小高給油所 小高区女場字屋中作1001-2 0244-44-4714

314ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 南相馬鹿島ステーション 鹿島区鹿島北田32-1 0244-46-2404

315出光 フル ㈱高橋治郎商店 原町給油所 原町区南町3-149 0244-23-4171

316ENEOS フル ㈲たはら 原町北長野SS 原町区北長野南原田39 0244-26-0207

317ENEOS フル ㈱野地商会 原町元町SS 原町区本町1-53 0244-22-7676

318ENEOS フル ㈱マツモト 原町SS 原町区高見町1-160 0244-23-3009 〇

319ENEOS フル ㈱マツモト 原町西SS 原町区西町1-79-2 0244-26-0707

南相馬市

320シェル フル (資)若盛商店 鹿島北SS 鹿島区鹿島字町163 0244-46-2154

321シェル フル ㈲大橋物産 大橋物産反町ステーション 霊山町大石字反町16 024-587-1109

322ENEOS フル ㈲熊田商店 ENEOS保原給油所 保原町字9-3 024-575-3151

323ENEOS フル ㈲熊田商店 ENEOS保原北給油所 保原町字六万坊48-1 024-576-2185

324ENEOS フル ㈱クラシマ 伊達セントラル店 原島47-1 024-583-2738

325 アポロステーション フル 三和石油ガス㈱ ノースポイント 広前20-1 024-583-2228

326ENEOS フル シミズ砿油㈱ 梁川青葉通りサービスステーション 梁川町幸町77 024-577-0220

327その他 フル シルバーズサービスステーション シルバーズサービスステーション 原島97-1 024-583-3800

328その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 霊山中央給油所 掛田下川原41 024-586-1530

329その他 セルフ ㈱JAふくしま未来サービス 保原セルフ給油所 保原町上保原観音前4-1 024-574-3101

330その他 セルフ ㈱JAふくしま未来サービス 梁川南給油所 梁川町西土橋1-1 024-577-5461

331その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 梁川中央給油所 梁川町東塩野川82-1 024-577-4800

332ENEOS フル ㈱瀬戸屋商店 エネオス梁川ステーション 梁川町字上町76 024-577-0072

333ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 福島保原サービスステーション 保原町上保原久ｼ原28-1 024-574-2401

334ENEOS セルフ ㈱橘石油 パワーステーションたちばな伊達給油所 保原町上保原字北中川原24-1 024-576-6177

伊達市

335ENEOS セルフ ㈱橘石油 ナビステーションたちばな新田給油所 梁川町細谷道林下131 024-577-2648
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伊達市 336ENEOS フル ㈱富士屋商店 保原SS 保原町7-14 024-575-2131

337その他 セルフ ㈱アイソン 昭代橋給油所 字東町1 0243-33-2004

338その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 本宮給油所 本宮字戸崎14-1 0243-34-3833

339コスモ フル ㈲武田産業 本宮南SS 荒井山神42-10 0243-33-3455

340出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号新本宮インター 荒井字北ﾉ内60-1 0243-34-1720

本宮市

341出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 安達太良サービスエリア下り 本宮天ヶ173 0243-33-1145

342コスモ セルフ 油屋商事㈱ ルート4福島北SS 桑折町町谷地形土7 024-582-1212

343ENEOS フル ㈲オカダ石油ガス 国見町貝田字松村8の2 024-585-2792

344 アポロステーション フル ㈱小林 ライトスタッフ川俣SS 川俣町日和田8 024-565-4734

345 アポロステーション フル 佐藤石油 国見給油所 国見町大字石母田上野28-1 024-585-2205 〇

346その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 桑折中央給油所 桑折町字舘55-1 024-582-5485

347その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 国見給油所 国見町大字藤田字日渡三3-13 024-585-3402

348その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 福田給油所 川俣町大字羽田字田中3-2 024-565-3382

伊達郡

349 アポロステーション フル＆セルフ ㈲水口タイヤ商会 パークウェイ桑折SS 桑折町大字上郡字仲丸18-1 024-582-4203

350その他 フル 大野商店 大野商店給油所 泉崎村大字関和久字下原51-1 0248-53-2604

351 アポロステーション フル ㈲熊田石油店 矢吹東 矢吹町一本木10 0248-42-2332

352出光 フル 白河商事㈱ 白河インターSS 西郷村小田倉字前山75 0248-25-2549

353 アポロステーション フル 白河商事㈱ 泉崎SS 泉崎村泉崎字山崎30 0248-53-2138

354その他 フル ㈱JAサービス夢みなみ 西郷給油所 西郷村大字米字狐窪22-1 0248-25-6900

355その他 フル ㈱JAサービス夢みなみ 泉崎給油所 泉崎村大字北平山字新田原2-1 0248-54-1003

356その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ 矢吹中央セルフSS 矢吹町八幡町471 0248-41-2671

357ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 矢吹サービスステーション 矢吹町弥栄14-1 0248-21-8977

358ENEOS フル ㈲中央商事 三城目サービスステーション 矢吹町沢尻105-2 0248-45-2306

359ENEOS フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 4号白河インター 西郷村字石塚南29-1 0248-22-3045

西白河郡

360ENEOS フル 富士屋産業㈱ 矢吹給油所 矢吹町館沢196-5 0248-42-2510

361 伊藤忠エネクス セルフ ㈱久保屋 ハイパーステーション三春 三春町三春町貝山岩田59-1 024-761-2230

362その他 セルフ ㈱JA福島さくら燃料サービス 小野SS 小野町小野新町品ﾉ木44-2 024-772-6212

363出光 フル ㈲鈴木石油 出光興産小野町給油所 小野町小野新町中通54-1 024-772-3191

364ENEOS フル ㈲中尾商店 ENEOS三春駅前サービスステーション 三春町担橋2-1-8 024-762-3330

365ENEOS フル 丸太屋百貨店 丸太屋百貨店夏井給油所 小野町夏井字石ﾉ平2 024-772-3303

366 アポロステーション フル ㈲宗像清商店 三春SS 三春町字一本松29 024-762-3453

367ENEOS フル ㈲山三渡辺商店 三春SS 三春町字大町76 024-762-2012

田村郡

368ENEOS フル ㈲ヨシダ 夏井SS 小野町夏井字下樋口100-1 024-772-3329

369その他 フル 岩下商店 那倉給油所 塙町塙町那倉岩3 0247-42-2111

370シェル フル 小室正商店 東舘給油所 矢祭町東舘石田15-3 0247-46-2065

371ENEOS フル ㈲佐々木油店 塙SS 塙町大字塙字材木町88 0247-43-0155

372出光 フル 鮫川運送㈱ 鮫川給油所 鮫川村大字赤坂中野字巡ヶ作65 0247-49-3121

373コスモ セルフ ㈱シーズ 関口給油所 棚倉町関口上志宝32-1 0247-33-2163

374コスモ フル ㈱シーズ 流給油所 棚倉町流豊先1 0247-33-2167

375その他 フル ㈱シーズ 塙給油所 塙町大町2-17-1 0247-43-0426

376その他 フル ㈱シーズ 川給油所 棚倉町大字堤塚田59 0247-33-3668

377その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ 棚倉バイパスセルフSS 棚倉町大字棚倉字日向前28 0247-23-0701

378その他 フル ㈲高田油店 高田油店 棚倉町大字棚倉字北町156-1 0247-33-3016

379 アポロステーション フル 東白商事㈱ 塙給油所 塙町大字塙字本町103 0247-43-1137

380シェル フル 東白商事㈱ 塙バイパス給油所 塙町大字塙字末広町133 0247-43-1133

381ENEOS セルフ 藤井商店 ENEOS矢祭給油所 矢祭町大字関岡江戸塚1 0247-46-2229

382 アポロステーション フル 藤田石油㈱ 棚倉北給油所 棚倉町棚倉観音向7-1 0247-33-3828

東白川郡

383出光 フル ㈲古市石油店 東舘SS 矢祭町東舘反田17-1 0247-46-2161

384その他 セルフ ㈲大和田商店 平田村大字上蓬田字下槍らい8 0247-55-2023

385ENEOS フル ㈲岡部商店 鹿ノ坂給油所 石川町字長久保87 0247-26-3238

386ENEOS フル ㈲岡部商店 双里給油所 石川町大字双里136 0247-26-2331

387ENEOS フル 岡部石油 岡部石油 古殿町大字松川字大原35 0247-53-2104

388 アポロステーション フル 白河商事㈱ 浅川SS 浅川町字月斉20-3 0247-36-2173

389その他 セルフ ㈱JAサービス夢みなみ 玉川給油所 玉川村小高北畷13-1 0247-57-3434

390その他 フル ㈱JAサービス夢みなみ 石田給油所 石川町字石田44-1 0248-26-5580

391その他 セルフ ㈱JAサービス夢みなみ 浅川給油所 浅川町大字東大畑字金田113 0247-36-3410

392その他 セルフ ㈱JAサービス夢みなみ 平田給油所 平田村上蓬田銭神前19 0247-55-3189

393ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 玉川サービスステーション 玉川村小高六斗蒔24-1 0247-37-0001

394ENEOS フル ㈲早坂商会 石川南SS 石川町猫啼93-2 0247-26-2226

395ENEOS フル ㈲降矢商店 小平SS 平田村大字北方字蛇石40 0247-54-2013

石川郡

396ENEOS フル ㈲蓬田自動車整備工場 ENEOS蓬田給油所 平田村大字上蓬田字新屋敷14 0247-55-2199

397ENEOS フル ㈲荒井商店 下郷SS 下郷町栄富大光寺甲562 0241-67-2378

398コスモ セルフ ㈱菊地商会 コスモ石油田島東給油所 南会津町田島東荒井甲2498-1 0241-62-0544

399その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 下郷セルフ給油所 下郷町弥五島和田居村424-1 0241-67-3806

400その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 只見セルフ給油所 只見町福井仲町71 0241-84-2358

401その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 南郷給油所 南会津町山口村下1646-1 0241-72-2820

南会津郡

402その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 田島セルフ給油所 南会津町田島行司76 0241-63-6066
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403ENEOS フル ㈱高山重商店 荒海給油所 南会津町関本字百一558-1 0241-66-2250

404シェル フル ㈱高山重商店 鎌倉崎給油所 南会津町田島字鎌倉崎乙17-7 0241-62-3182

405ENEOS フル ㈱高山重商店 田島駅前給油所 南会津町田島字西番場361-1 0241-62-0053

406コスモ フル 只見郵便運送㈲ コスモ石油只見給油所 只見町只見字宮前1304-1 0241-82-2214

407出光 フル 大丸商事㈱ 田島SS 南会津町田島字谷地甲58 0241-62-1227

408コスモ セルフ ㈲根本商会 田島川島SS 南会津町川島宮前32-2 0241-66-2307

409ENEOS フル ㈱福一工務所 田部原サービスステーション 南会津町田島字田部原153-1 0241-62-3675

410ENEOS フル ㈲丸叶 舘岩塩ノ原SS 南会津町塩ﾉ原282 0241-78-3005

南会津郡

411ENEOS フル ㈱渡部工務所 楢原サービスステーション 檜枝岐村大字豊成上ﾐ田5631 0241-67-2562

412その他 フル ㈱JAサービス夢みなみ 天栄給油所 天栄村下松本要田29-2 0248-82-3501

413その他 フル ㈱JAサービス夢みなみ 湯本給油所 天栄村田良尾宮前79-1 0248-84-2122

414その他 セルフ 須賀川瓦斯㈱ イオン鏡石セルフSS 鏡石町桜岡375-10 0248-92-3767

415ENEOS セルフ 根本石油㈱ 須賀川南店 鏡石町大字蒲之沢町413-1 0248-73-3900

岩瀬郡

416ENEOS フル 根本石油㈱ 広戸店 天栄村大字飯豊字莞田14-8 0248-83-2201

417その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 玉井給油所 大玉村玉井字町1 0243-48-2439

418その他 フル 橋本啓二商店 竹の内給油所 大玉村玉井庚申23-5 0243-48-3438

安達郡

419その他 フル 総合エネルギー松井商店給油所 総合エネルギー松井商店給油所 大玉村玉井南町185 0243-48-3232

420ENEOS フル 会津日石販売㈱ 白鳥ヶ浜SS 猪苗代町堅田鷺作1117 0242-62-3654 〇

421出光 フル ㈲遠藤商店 裏磐梯SS 北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093-312 0243-22-3605

422ENEOS フル ㈱栗林商店 野口記念館SS 猪苗代町三ﾂ和波々帰目1126 0242-65-2758

423その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 西会津インター給油所 西会津町野沢原町614-2 0241-45-4122

424その他 フル ㈱JA会津よつば総合サービス 吾妻給油所 猪苗代町若宮東道南甲1018-2 0242-64-2523

425その他 フル ㈱JA会津よつば総合サービス 猪苗代給油所 猪苗代町千代田字ﾄｳﾌｹ6 0242-62-5700

426その他 フル ㈱JA会津よつば総合サービス 磐梯給油所 磐梯町磐梯山道345-1 0242-73-2210

427その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 北塩原給油所 北塩原村大字下吉家の北1449-1 0241-25-7766

428出光 フル 日章産業㈱ 日章SS 猪苗代町大字千代田字ﾄ゙ｳﾌｹ10 0242-62-3414

429ENEOS フル 西会津産業㈱ 西会津サービスステーション 西会津町野沢字田中甲653-5 0241-45-3351

430 アポロステーション フル 野沢石油販売㈲ 野沢バイパス給油所 西会津町野沢字塚田乙358-1 0241-45-3302

耶麻郡

431その他 セルフ ㈱福菱エネルギー 猪苗代店 猪苗代町大字堅田字宮西1069-4 0242-72-1215

432ENEOS フル ㈲旭屋桜井商店 仁王給油所 会津美里町吉田字村中乙223 0242-53-2011

433シェル フル ㈲菊地商店 ガーデンパーク本郷SS 会津美里町字黒川20 0242-56-2834

434シェル フル 桐の里産業㈱ 三島給油所 三島町宮下米子沢1896 0241-52-2050

435ENEOS フル ㈲佐治左五郎商店 会津高田SS 会津美里町高田甲3014 0242-54-2865

436ENEOS フル 白井石油店 高田SS 会津美里町字鹿島3040-5 0242-54-2227

437その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス 永井野セルフ 会津美里町永井野下川原309-2 0242-54-3334

438その他 フル ㈱JA会津よつば総合サービス 金山給油所 金山町金山町中川暮坪18-1 0241-55-3351

大沼郡

439その他 フル ㈱JA会津よつば総合サービス 昭和給油所 昭和村下中津川沖372 0241-57-3114

440ENEOS フル ㈲江戸屋燃料店 会津坂下西SS 会津坂下町新舘字森前467-1 0242-83-2525

441ENEOS フル 協信産業㈲ 会津坂下インターSS 会津坂下町大字坂本字滝坂ﾉ上丙820-2 0242-83-4321

442コスモ フル＆セルフ ㈱小林商店 会津坂下SS 会津坂下町字古町川尻460-2 0242-83-2636 〇

443その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス みどり中央セルフ給油所 会津坂下町小川原1007 0242-83-2730

444その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス ほっとタイム121セルフ給油所 湯川村浜崎水上1410-2 0241-27-8900

445その他 セルフ ㈱JA会津よつば総合サービス みどりセルフ252給油所 柳津町大字細八字下平乙301-5 0241-42-2313

446ENEOS セルフ ゼネラルエナジー㈱ 会津坂下サービスステーション 会津坂下町舘ﾉ下172 0242-84-2487

河沼郡

447ENEOS セルフ ゼネラルオート㈱ ニュー坂下サービスステーション 会津坂下町大字宮古台畑3-1 0242-85-6424

448ENEOS フル ㈱猪狩商店 富岡サービスステーション 富岡町上郡山字太田21-1 0240-22-2531

449ENEOS フル ㈲大越 広野国道SS 広野町下北迫苗代替56-57 0240-27-2213

450コスモ フル ㈱叶屋 浪江サービスステーション 浪江町権現堂新町80 0240-34-6111

451ENEOS フル ㈲コムロ 夜の森 富岡町字夜の森南3-48 0240-22-3367

452 アポロステーション フル (資)佐野屋商店 ニュー木戸SS 楢葉町下小塙月山寺後29-1 0240-25-2161

453シェル フル ㈲佐和屋 川内SS 川内村大字上川内字町分368 0240-38-2276

454出光 フル 田中(名) 双葉給油所 双葉町新山久保前35-1 0240-33-2025

455出光 フル 田中(名) 富岡給油所 富岡町小浜中央302 0240-22-2351

456コスモ フル ㈱伊達屋 双葉6号SS 双葉町大字長塚字町東66-1 0240-33-2212

457ENEOS フル 松枝商店 葛尾SS 葛尾村大字落合字落合62-1 0240-29-2820

双葉郡

458シェル フル ㈱渡辺商店 浪江町大字権現堂字新町20 0240-35-3116

459出光 フル ㈲荒木屋 飯舘村飯樋字町80 0224-43-2016

460 アポロステーション 燃料店 (有)北原商店 飯舘SS 飯舘村草野字大師堂73 0244-42-0057

461ENEOS フル ㈲光栄商会 駒ヶ嶺SS 新地町駒ｹ嶺字町55-1 0244-62-3063

462ENEOS フル ㈲宍戸商店 ENEOS新地給油所 新地町谷地小屋樋掛田65-1 0244-62-2004

463その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 新地給油所 新地町谷地小屋駒込502 0244-62-4339

相馬郡

464その他 フル ㈱JAふくしま未来サービス 飯舘給油所 飯舘村深谷二本木前27-1 0244-42-0029


