
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【06秋田県】　取扱店/257　販売店/ 4 2023-05-01現在

地区　6 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル 秋田空港オイルサービス㈱ 秋田空港SS 雄和椿川山篭49 018-886-3615

2その他 フル 新屋石油(資) 新屋SS 新屋大川町10-29 018-828-4125

3その他 フル ㈲石井商店 飯島給油所 飯島道東3-1-17 018-845-3001

4ENEOS フル ㈲石黒商事 向浜金属団地協同組合給油所 向浜1-5-10 018-862-3217

5ENEOS フル 大民石油販売㈱ 秋田山王給油所 山王1-2-26 018-862-6004

6ENEOS フル 大民石油販売㈱ 将軍野給油所 将軍野南4-9-13 018-845-0779

7ENEOS フル 大民石油販売㈱ 北秋田給油所 綴子字大堤81 018-667-6117

8ENEOS フル 大民石油販売㈱ 土崎給油所 土崎港中央3-5-21 018-845-0800

9ENEOS フル 大民石油販売㈱ 秋田亀ノ丁給油所 楢山登町1-28 018-833-2553

10ENEOS フル ㈱男鹿興業社 広面なまはげサービスステーション 広面字谷地沖22-1 018-832-7633

11ENEOS フル ㈱男鹿興業社 千秋なまはげサービスステーション 千秋矢留町2-43 018-834-1736

12ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive秋田天徳店 外旭川字水口105-3 018-868-9600

13ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet秋田インター店 仁井田目長田3-3-27 018-839-0531

14ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフ秋田広面店 東通7-7-1 018-834-3911

15コスモ セルフ 協和石油㈱ 山手台SS 上北手百崎境田351-1 018-892-7890

16コスモ フル 協和石油㈱ ハートフル泉SS 泉中央6-4-20 018-862-7931

17コスモ セルフ 協和石油㈱ 将軍野SS 土崎港東4-68 018-847-3885

18コスモ セルフ 協和石油㈱ 秋田南SS 楢山川口境8-30 018-833-8674

19コスモ セルフ 協和石油㈱ 臨海SS 八橋南2-10-24 018-862-2274

20ENEOS フル ㈱木村スタンド 河辺 河辺和田北条ｹ崎138-3 018-882-2101

21ENEOS フル ㈱木村スタンド 御野場 御野場2-1-3 018-839-0677

22ENEOS フル ㈱木村スタンド 広面 広面字宮田25-1 018-831-3315

23ENEOS フル ㈱木村スタンド 飯島 飯島道東2-1-1 018-845-7170

24その他 フル ㈲久保田石油 臨海給油所 寺内後城22-18 018-845-0440

25ENEOS フル 港北石油㈱ 大学病院前SS 広面土手下2-2 018-832-3207

26ENEOS フル 港北石油㈱ 将軍野東SS 将軍野東3-6-46 018-845-0471

27出光 フル ㈱国際商事 追分SS 下新城中野字琵琶沼311 018-873-3500

28 アポロステーション フル ㈱国際商事 土崎SS 土崎港相染町字浜ﾅｼ山2-12 018-845-0206

29その他 フル 佐藤石油㈱ 飯島給油所 飯島字平右ｴ門田尻236 018-845-4718

30ENEOS フル 三盛石油㈱ 秋田中央SS 寺内ｲｻﾉ42 018-823-3732

31ENEOS フル ㈱太洋石油店 秋田中野SS 下新城中野琵琶沼410 018-873-3345

32ENEOS フル ㈱太洋石油店 土崎北SS 土崎港北6-1-8 018-847-0767

33ENEOS フル ㈱髙橋油店 和田 河辺和田字和田下川原16-5 018-882-3132

34出光 フル ㈱田沢モータース 御所野SS 上北手猿田字堤の沢41-8 018-839-3163

35ENEOS フル ㈱ダイヤプラザ 茨島 茨島4-3-36 018-864-5513

36ENEOS セルフ 富士鉱油㈱ 卸団地店 卸町2-4-1 018-896-7768

37ENEOS セルフ 富士鉱油㈱ エル外旭川店 外旭川三後田187-1 018-868-6866

38ENEOS セルフ 富士鉱油㈱ てがた店 広面昼寝4-4 018-834-4570

39ENEOS セルフ 富士鉱油㈱ 秋田北店 泉北1-6-4 018-823-1519

40ENEOS セルフ 富士鉱油㈱ 八橋店 八橋本町6-2-16 018-866-0761

41出光 フル ㈱丸伊商店 フレンドリー仁井田SS 仁井田二ﾂ屋1-9-10 018-832-7117

42 アポロステーション フル ㈱丸伊商店 明田SS 東通1丁目2番1号 018-835-9565

43出光 フル ㈱丸伊商店 フレンドリー広面SS 東通2-14-5 018-832-7337

44ENEOS セルフ 森沢石油㈱ 北インターSS 上新城中字南波掛19-1 018-872-3133

45その他 燃料店 ㈲山源商店 河辺三内外川原132-1 018-883-2414

46 アポロステーション セルフ ㈱山二 SELF秋田卸町 卸町三丁目1番36号 018-865-5330

47 アポロステーション フル ㈱山二 秋田駅前SS 中通二丁目5番20号 018-833-3977

48出光 フル ㈱山二 カーピット八橋SS 八橋本町三丁目20-11 018-824-6311

49コスモ フル ㈱雄和石油 新波SS 雄和新波樋口43-2 018-887-2025

秋田市

50コスモ フル ㈱雄和石油 新秋田空港SS 雄和妙法上大部64-1 018-886-2134

51その他 セルフ あきた白神農業協同組合燃料課 能代給油所サンピットのしろ 中関6 0185-58-3940

52その他 フル あきた白神農業協同組合燃料課 二ツ井給油所ハートパークふたつい 二ﾂ井町槻ﾉ木30-1 0185-73-5112

53その他 フル ㈲エスケイカンパニー 秋北SS 字下悪戸83-2 0185-58-5581

54ENEOS フル ㈱越前谷商店 能代東SS 字下悪戸120-3 0185-58-2411

55ENEOS フル ㈱越前谷商店 能代南SS 昭南町1-3 0185-52-4766

56出光 フル ㈱国際商事 能代北SS 落合下谷地2-1 0185-54-3233

57ENEOS フル ㈱小山油店 米代川給油所 二ﾂ井町切石字館腰84 0185-73-4645

58その他 フル 佐藤石油㈱ 能代南給油所 字豊祥岱1-43 0185-54-9364

59 アポロステーション フル 昭石興業㈱ 能代大手町給油所 大手町6-1 0185-52-5515

60ENEOS フル 東雲石油㈱ 向能代SS 落合上谷地28 0185-52-5266

61ENEOS フル ㈲瀬川油店 能代明治町SS 明治町15-22 0185-52-4169

62出光 フル ㈱武田油店 東能代SS 字悪戸104 0185-58-3755

63出光 フル ㈱武田油店 中和通りSS 追分町3-9 0185-54-6468

64 アポロステーション フル 武芳石油㈱ 東能代SS 機織轌ﾉ目2-4 0185-58-2321

65 アポロステーション フル ㈱塚本油店 南バイパス 字南陽崎31-9 0185-55-0352

66シェル フル ㈱塚本油店 ジョイシティ出戸 出戸本町14-32 0185-55-0353

能代市

67 アポロステーション フル ㈱塚本油店 能代 畠町5-11 0185-55-0351



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【06秋田県】　取扱店/257　販売店/ 4 2023-05-01現在

地区　6 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68その他 フル 能代石油㈱ 西通町7-13 0185-52-5125

69ENEOS フル 森沢石油㈱ 二ツ井SS 二ﾂ井町海道上字中坪25-1 0185-73-3551

70コスモ フル 山一興業㈱ 常盤給油所 常盤町辺195-2 0185-70-2123

71コスモ フル 山一興業㈱ 鶴形SS 扇田字山下110-1 0185-58-3001

72コスモ フル 山一興業㈱ 二ツ井給油所 二ﾂ井町上野87-2 0185-79-2414

能代市

73ENEOS フル 山田商事㈱ 能代南バイパス 臥竜山36-35 0185-55-0085

74ENEOS フル ㈱今野石油 エネオス大森給油所 大森町字東中島19-6 0182-26-3172

75ENEOS フル 羽後日石㈱ 浅舞 平鹿町浅舞六日町後149-1 0182-24-3611

76出光 フル 太田石油 川西 大森町十日町苗代下17 0182-26-2339

77コスモ セルフ 協和石油㈱ セルフ横手バイパスSS 八幡字石町80 0182-33-1321

78その他 フル ㈱三共サービス 十文字SS 十文字町仁井田東56 0182-42-0373

79コスモ フル ㈲新星商店 増田町増田一本柳西1-4 0182-45-3133

80ENEOS フル 鈴木正俊商店㈲ ニュー横手サービスステーション 八幡字八幡201 0182-33-3464

81ENEOS フル ㈱大宗石油 大森 大森町堂林138 0182-26-2200

82シェル セルフ (名)寺正商店 横手 大沢前田18-3 0182-32-4783

83シェル フル (名)寺正商店 浅舞 平鹿町浅舞浅舞205-2 0182-24-1044

84ENEOS フル ㈱テラセキ 十文字SS 十文字町梨木海道下81-1 0182-42-2250

85ENEOS フル ㈱テラセキ 朝日ヶ丘給油所 朝日が丘2-3-23 0182-32-6899

86ENEOS フル ㈱テラセキ 横手インターサービスステーション 婦気大堤中田126 0182-35-2100

87その他 フル ㈲糯田商店 山内給油所 山内土渕字二瀬53番地7 0182-53-2206

88ENEOS フル ㈲糯田商店 横手東給油所 大沢字羽根山5-6 0182-32-6850

89出光 フル ㈱山二 オートピュア横手SS 条里二丁目5番4号 0182-32-3115

90出光 フル ㈱山二 増田SS 増田町増田字月山西34-1 0182-45-2481

横手市

91コスモ フル ㈲吉田石油 平鹿 平鹿町下鍋倉城戸12 0182-24-0269

92 アポロステーション フル ㈱明慶商店 比内給油所 比内町扇田字下扇田43-2 0186-55-1014

93その他 フル 大樹商店 大樹商店 釈迦内山神台37-12 0186-48-3001

94キグナス セルフ ㈲キムラ石油商会 大館東SS 字観音堂508-1 0186-49-2011

95出光 フル ㈱工藤米治商店 花岡SS 花岡町堤沢67-3 0186-46-1076

96出光 フル ㈱工藤米治商店 大館西給油所 根下戸新町1-60 0186-42-3149

97出光 セルフ ㈱工藤米治商店 セルフ大館南給油所 小館花萩野台2-3 0186-49-2455

98出光 フル ㈱工藤米治商店 大館東給油所 常盤木町11-30 0186-49-4076

99 アポロステーション フル ㈱工藤米治商店 大館ハチ公給油所 新井田字菖蒲沼208 0186-42-8500

100ENEOS フル ㈲佐藤スタンド 大館西SS 根下戸新町15-38 0186-42-5665

101 伊藤忠エネクス フル 佐藤石油㈱ 川口給油所 川口字大人沢2-2 0186-49-4915

102 伊藤忠エネクス フル 佐藤石油㈱ 比内給油所 比内町扇田字新長岡30 0186-55-3875

103その他 セルフ 佐藤石油㈱ 城南給油所 部垂町20 0186-42-9320

104その他 フル 佐藤石油㈱ 有浦給油所 有浦4丁目9-27 0186-49-1781

105コスモ フル ㈱佐藤時江商店 大滝温泉サービスステーション 曲田家ﾉ後102-1 0186-52-3435

106その他 フル ㈱JAあきた北ライフサービス 田代給油所 岩瀬上軽石野4 0186-54-2844

107その他 セルフ ㈱JAあきた北ライフサービス 大館セルフ給油所 大田面272-1 0186-49-0649

108その他 フル ㈱JAあきた北ライフサービス 比内給油所 比内町扇田小谷地21-4 0186-55-2619

109ENEOS フル 乳安商事㈱ ニュー比内 比内町扇田伊勢堂岱90-2 0186-55-1128

110その他 フル＆セルフ ㈲東洋レジャー セルフEステーション 岩瀬羽貫谷地山下98-2 0186-54-2550

111その他 フル ㈱乳井石油商会 大館南 根下戸字下袋家後62-7 0186-43-3292

112シェル セルフ ㈱乳井石油商会 スーパーセルフ大館 山館字田尻187-1 0186-44-5755

113シェル セルフ ㈱乳井石油商会 24セルフ比内 中山字兎沢66-1 0186-43-3055

114ENEOS フル ㈱芳賀文蔵商店 花岡 花岡町字ｱｾ石77 0186-46-1308

115出光 セルフ ㈲日景石油 セルフ大館北バイパス 釈迦内字釈迦内187-3 0186-48-3505

116出光 セルフ ㈱山二 SELF大館有浦 有浦三丁目1番13号 0186-42-7528

117ENEOS フル ㈲渡辺一郎商店 花岡北 花岡町字根井下144 0186-46-3737

大館市

118ENEOS フル ㈲渡辺一郎商店 白沢 白沢字白沢491 0186-46-1822

119出光 フル ㈱板橋組石油部 払戸浜3 0185-46-3202

120ENEOS フル ㈱五里合オイルステーション 五里合SS 五里合神谷下石117 0185-34-2223

121ENEOS フル ㈱男鹿興業社 男鹿なまはげサービスステーション 船川港船川字化世沢178番地 0185-24-3292

122ENEOS フル 海道商店 若美SS 払戸渡部88-3 0185-46-2020

123ENEOS フル ㈲五大石油 サンロード男鹿SS 船越内子294-1637 0185-35-3344

124ENEOS フル ㈱シグマ 船越給油所 船越字杉山141 0185-25-3904

125その他 フル ㈱JAなまはげライフサービス 脇本給油所 脇本脇本石館1-3 0185-25-3117

126ENEOS フル 日本海石油販売㈱ 寒風山SS 脇本富永小谷地171-2 0185-25-3415

127ENEOS フル 平野商店 箱井SS 五里合箱井字桃崎105 0185-34-2701

128ENEOS フル 藤直物産㈱ 船越バイパスSS 船越字一向64-1 0185-35-2260

129ENEOS フル ㈱目黒石油 八望台入口SS 北浦野村前野99-6 0185-33-3217

130ENEOS フル 門間商店 琴浜SS 角間崎宇津木花82-3 0185-46-3423

男鹿市

131出光 フル ㈱山二 シーサイドロード船越SS 船越字内子197-3 0185-35-4253

132コスモ フル (資)阿部商店 コスモ石油 川連町平城下16-11 0183-42-2151

133その他 フル 金子商店 金子商店須川給油所 相川須川47 0183-79-2131

湯沢市

134ENEOS フル＆セルフ ㈲京野商店 こまちの郷SS 横堀字中屋敷25-6 0183-52-2530
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135コスモ フル 協和石油㈱ 湯沢SS 桜通り2-70 0183-72-6411

136ENEOS フル 野村店佐藤春三 川連SS 川連町村下4-2 0183-42-2139

137ENEOS フル ㈱仙秋プラザ給油所 仙秋プラザSS 小野字小町91-1 0183-52-2515

138ENEOS フル (資)高順商店 湯沢北SS 岩崎字北一条85 0183-72-0153 〇

139ENEOS セルフ 丹徳商店 三関 上関字上関84 0183-79-2017

140ENEOS フル 丸菱石油㈱ 湯沢SS 材木町2-2-2 0183-73-3403

141出光 フル ヤマニ石油㈱ 千石町SS 千石町四丁目10-1 0183-73-9876 〇

湯沢市

142 アポロステーション フル ヤマニ石油㈱ 湯沢SS 前森三丁目4-16 0183-73-0131 〇

143その他 フル ㈱大里恒三商店 一中前 花輪下ﾀ町50 0186-23-2987

144その他 フル ㈱大里恒三商店 市役所前 花輪小深田282 0186-23-5611

145その他 フル ㈱大里恒三商店 高井田 花輪六月田5 0186-23-2651

146その他 フル ㈱大里恒三商店 十和田 十和田毛馬内字上陣場20-2 0186-35-2638

147ENEOS フル ㈱田口産業 花輪 花輪字諏訪野54-4 0186-25-3305

148コスモ フル ㈱ナカムラ石油 コスモ石油十和田南給油所 十和田毛馬内押出49-1 0186-35-3287

鹿角市

149ENEOS セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 花輪サービスエリア上り 花輪字張渡11-24 0186-22-0851

150出光 フル 葵工業㈱ 本荘栗山給油所 浜三川栗山104-57 0184-22-5424

151コスモ フル ㈲猪股燃料 本荘花畑 本田仲町28 0184-22-4404

152ENEOS フル ㈲エコ矢島サービス ニュー矢島SS 矢島町七日町字熊之堂56-1 0184-56-2467

153コスモ 燃料店 小川石油 小川石油 川口字八幡前237-4 0184-22-3554

154ENEOS フル ㈲かおる堂 本荘東バイパスSS 中梵天78-2 0184-22-3713

155 伊藤忠エネクス フル 加賀谷油店 松ヶ崎 松ヶ崎西離山71-75 0184-28-2074

156コスモ セルフ 協和石油㈱ セルフステーション本荘 石脇字田頭206-22 0184-23-1012

157ENEOS フル ㈲黒川石油 道川SS 岩城勝手烏ヶ森25-53 0184-73-2109

158シェル フル 小浜商店 前郷 前郷字前郷53 0184-53-2020

159出光 フル ㈲小林石油 大内SS 中田代字板井沢263-1 0184-67-2004

160その他 燃料店 ㈲佐々木三郎商店 西目町海士剥御月森1-78 0184-33-2240

161ENEOS フル 三尺堂石油販売㈱ ENEOS本荘SS 表尾崎町23 0184-22-1316

162ENEOS フル ㈱テラセキ 東由利給油所 東由利舘合前田10 0184-69-2140

163出光 フル ㈲丸金石油 本荘小坂給油所丸金石油 三条字三条谷地32-1 0184-22-6382

164ENEOS セルフ 由利石油㈱ 本荘御門SS 御門247-2 0184-22-5675

165ENEOS フル＆セルフ 由利石油㈱ 本荘石脇SS 石脇字赤冗1-102 0184-22-6455

166ENEOS セルフ 由利石油㈱ 本荘川口SS 川口字堂の腰126-7 0184-24-3331

由利本荘市

167出光 フル 由利石油㈱ 矢島SS 矢島町元町字大川原185-2 0184-56-2578

168ENEOS フル ㈲伊藤給油所 伊藤給油所 天王上江川67-1 018-878-3830

169ENEOS フル 共和オイル㈱ 飯塚SS 飯田川飯塚中谷地70-2 018-877-2668

170 伊藤忠エネクス フル 佐藤石油㈱ 出戸浜給油所 天王字北野251-1 018-878-4308

171ENEOS フル 島崎石油㈲ 飯田川バイパスSS 飯田川飯塚字古開70-1 018-877-2233

172ENEOS フル ㈱太洋石油店 大久保SS 昭和大久保字堤の上91-132 018-877-5811

潟上市

173ENEOS セルフ ㈲マルセ 昭和町 昭和大久保阿弥陀堂49-2 018-877-5413

174その他 セルフ ㈱おばこライフサービス 中仙SS 下鴬野字大谷157 018-756-2020

175その他 セルフ ㈱おばこライフサービス 角館SS 角館町小勝田下村15 018-754-3150

176その他 セルフ ㈱おばこライフサービス 西仙北SS 刈和野字一里塚東83-2 018-775-1517

177その他 フル＆セルフ ㈱おばこライフサービス 船岡SS 協和船岡字下船岡91-2 018-892-3031

178その他 セルフ ㈱おばこライフサービス 四ツ屋SS 四ﾂ屋字上古道183-1 018-766-1327

179その他 セルフ ㈱おばこライフサービス 神岡SS 神宮寺字西田13-1 018-772-2221

180その他 フル ㈱おばこライフサービス 太田SS 太田町横沢字窪関南525-1 018-788-2207

181その他 フル ㈱おばこライフサービス 上野SS 南外上野229-3 018-774-3111

182その他 フル ㈱おばこライフサービス 横堀SS 福田字穴沢42-1 018-769-3367

183コスモ セルフ 協和石油㈱ セルフ大曲バイパスSS 福田町17-8 018-762-2559

184その他 燃料店 草薙商店 草薙商店 豊岡字中荒井野19-11 018-757-2418

185ENEOS フル ㈲小松石油 中仙SS 長野紫嶋55-1 018-756-2072

186コスモ フル ㈲斉藤石油 神岡SS 神宮寺字大坪街道下入5-3 018-772-2929

187ENEOS フル 鈴木正俊商店㈲ 角間川サービスステーション 角間川町字西本町8 018-765-2111

188シェル フル (資)竹屋商店 太田町横沢字泥窪384-2 018-788-2007

189出光 フル 大東物産㈱ 大曲北SS 泉町9-37 018-762-1441

190出光 フル ㈲柳修商店 横堀給油所 福田字大面123 018-769-3009

191コスモ フル ㈱ヤマダ 長野給油所 長野字柳田11-1 018-756-3804

大仙市

192 アポロステーション フル ㈱山二 大曲SS 戸蒔字谷地添79-1 018-763-1336

193その他 フル 阿仁合石油㈱ 阿仁バイパスSS 阿仁真木沢鉱山真木沢227-1 0186-82-3135

194ENEOS フル 大民石油販売㈱ 鷹ノ巣給油所 松葉町8-1 0186-62-0333

195その他 セルフ 佐藤石油㈱ セルフ栄給油所 栄字前綱85-3 0186-60-0566

196その他 フル 佐藤石油㈱ 合川給油所 川井才の神61-1 0186-78-2501

197ENEOS フル 秋林工業㈱ マツダ石油 米内沢字諏訪岱40-1 0186-72-3271

198その他 フル ナガキ石油㈱ 七日市家後74 0186-66-2145

199出光 フル ㈱丸伊商店 グリーントピア阿仁前田 阿仁前田下山根195-1 0186-75-2344

200ENEOS フル (資)マルモト石油店 鷹ノ巣中岱SS 鷹巣字東中岱104-3 0186-62-3575

北秋田市

201ENEOS セルフ 森沢石油㈱ 北欧の杜SS 米内沢字長野沢139-1 0186-72-3021
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北秋田市 202出光 フル ㈱米倉石油 合川SS 下杉字狐森37-2 0186-78-2301

203出光 フル 葵工業㈱ 仁賀保給油所 平沢天ｹ町42-2 0184-37-3066

204その他 フル ㈲金子石油 平沢給油所 平沢中町17-1 0184-35-3217

205ENEOS フル ㈱三共サービス 仁賀保北SS 平沢字清水尻155-1 0184-36-3378

206ENEOS フル ㈲ほていや商店 エネオス上浜給油所 象潟町洗釜砂山5-15 0184-46-2108

207出光 セルフ ㈱山二 SELFにかほ 芹田字深沢127-3 0184-32-3636

208出光 フル ㈱山二 象潟SS 象潟町字大塩越2-1 0184-43-4388

209出光 フル ㈱山二 平沢SS 平沢字宮田11-1 0184-36-3117

にかほ市

210ENEOS フル 由利石油㈱ 平沢SS 平沢字田角森27-4 0184-36-3208

211その他 フル ㈱おばこライフサービス 西明寺SS 西木町上荒井字中屋敷69-2 0187-47-2044

212その他 セルフ ㈱おばこライフサービス 田沢湖SS 田沢湖生保内字山居192 0187-43-0412

213ENEOS フル 木元商店 白岩給油所 角館町白岩前郷111 0187-54-3083

214ENEOS フル 三盛石油㈱ 田沢湖SS 田沢湖生保内小先達69-1 0187-43-0535

215ENEOS フル 高谷林業㈱ 田沢湖給油所 田沢湖生保内船場57 0187-43-0322

216 アポロステーション フル ㈱田沢モータース 田沢湖SS 田沢湖生保内字武蔵野115 0187-43-0811

仙北市

217出光 フル ㈱北光商事 角館西SS 角館町西野川原33-12 0187-53-2056

218出光 フル ㈲羽後産業 羽後給油所 羽後町西馬音内字中野38-5 0183-62-0754

219出光 フル 佐々由商店 東成瀬SS 東成瀬村岩井川字東村238 0182-47-2312

220ENEOS フル ㈱柴田久吉商店 西馬音内セントラルSS 羽後町西馬音内字中野115 0183-62-1165 〇

221ENEOS フル ㈱柴田組 三輪給油所 羽後町貝沢稲荷46-2 0183-62-3329

雄勝郡

222その他 フル 藤原石油 羽後給油所 羽後町足田古堤下25-4 0183-62-5181

223出光 フル ㈱工藤米治商店 小坂給油所 小坂町小坂金窪26-2 0186-29-3680

224ENEOS フル 東北つばめ石油販売㈱ 十和田湖畔SS 小坂町十和田湖休平64-6 0176-75-2701

鹿角郡

225ENEOS フル ㈱芳賀文蔵商店 小坂新町 小坂町赤神5-5 0186-29-5245

226ENEOS フル 池田哲商店 五城目SS 五城目町上町43-3 018-852-3257

227ENEOS フル 石井商事㈱ 湖東SS 五城目町大川大川大堤41-1 018-875-2620

228その他 フル 喜藤商事㈲ 八郎潟駅前給油所 八郎潟町中田36-1 018-875-2015

229その他 フル 湖東商事㈲ 五城目町大川下樋口字屋敷下62 018-875-3550

230ENEOS フル ㈲佐々木商事 井川さくらSS 井川町小竹花関合3-7 018-855-6170

231 伊藤忠エネクス フル 佐藤石油㈱ 井川給油所 井川町今戸字ｲﾅﾘﾃ゙ﾝ8-1 018-874-2917

232ENEOS フル ㈲三幸商店 井川給油所 井川町坂本四百刈12-1 018-874-2885

233その他 フル ㈲新星商事 八郎潟給油所 八郎潟町八郎潟町真坂沢田45-2 018-875-5213

234ENEOS フル ㈲丸六物産 湖東SS 五城目町七倉158-4 018-852-4016

235ENEOS フル ㈲ワタネン スマイル八郎潟店 八郎潟町川崎字昼寝10 018-875-3300

南秋田郡

236その他 燃料店 ㈲ワタナベ燃料 五城目町高崎字里下80の4 018-852-3355

237その他 フル あきた白神農業協同組合燃料課 藤里給油所 藤里町藤琴鳥谷場128 0185-79-1011

238コスモ フル ㈲石川給油センター 三種町鹿渡石田54-1 0185-87-2865

239ENEOS フル ㈱越前谷商店 八森SS 八峰町八森字中浜44-1 0185-77-2134

240コスモ フル 金田石油店 八森SS 八峰町八森字湯の尻25 0185-77-3128

241その他 フル ㈱児玉商会 森岳駅前SS 三種町森岳町尻50-5 0185-83-2201

242出光 フル 児玉信長商店 鹿渡SS 三種町鹿渡字二本柳43-1 0185-87-2723

243ENEOS フル ㈱小山油店 藤琴給油所 藤里町藤琴字藤琴42 0185-79-1655

244ENEOS フル 武内商店㈱ 峰浜SS 八峰町峰浜高野々高野々144-6 0185-76-2019

245ENEOS フル 田中建設㈱ 鹿渡 三種町鹿渡字片ｶﾘ橋103-1 0185-87-2676

246その他 フル 田森石油㈲ 八竜鶴川SS 三種町鵜川古川添134-1 0185-85-2427

247シェル フル 畠慶商事㈱ 鹿渡給油所 三種町鹿渡片ｶﾘ橋84-4 0185-87-2475

248コスモ フル 門間石油㈱ 八郎潟北SS 三種町浜田字上浜田251-1 0185-85-2591

山本郡

249コスモ フル 山一興業㈱ 藤里給油所 藤里町藤琴大関添151 0185-79-1313

250出光 フル 小林興産㈱ 上小阿仁 上小阿仁村小沢田字向川原69-2 0186-77-3533北秋田郡

251ENEOS フル 森沢石油㈱ 上小阿仁SS 上小阿仁村沖田面字小蒲野85 0186-77-2635

252その他 フル ㈱おばこライフサービス 仙南SS 美郷町境田字下八百刈270-1 0187-82-1077

253その他 セルフ ㈱おばこライフサービス 千畑SS 美郷町小荒川字街道筋200-1 0187-87-6005

254出光 フル 木村建設㈱ 仙南給油所 美郷町金沢西根南本田150-1 0187-83-2237

255ENEOS フル 高橋商店給油所 六郷SS 美郷町六郷字南谷地178 0187-84-2211

256ENEOS フル ㈲田澤商事 千畑 美郷町中野字寺田232-3 0187-84-1525

仙北郡

257出光 フル 藤原商店 六東SS 美郷町六郷東根字下荒川42 0187-84-3089


