
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【08新潟県】　取扱店/226　販売店/ 28 2023-05-01現在

地区　8 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

中魚沼郡 1ENEOS フル ㈱大阪屋商店 大割野SS 津南町大字下船渡丁2631 025-765-2320

2出光 フル ㈱アキハ さつき野給油所 秋葉区大字川口字長沼924-1 0250-25-3280 〇

3出光 フル ㈱アキハ 新津南給油所 秋葉区程島1962-3 0250-23-3280 〇

4ENEOS フル 内野農産㈱ 新大前SS 西区五十嵐1の町7808-9-1 0252-62-2336

5ENEOS フル 内野農産㈱ 西内野SS 西区五十嵐中島5-23-81 0252-61-5577

6ENEOS フル 内野農産㈱ 緒立SS 西区黒鳥4815 0253-77-0777

7ENEOS フル 内野農産㈱ 内野東SS 西区槇尾315 0252-62-4322

8 アポロステーション フル 貝印石油㈱ リッセ共同SS 西区流通ｾﾝﾀー4-3-1 0252-60-2855

9 アポロステーション フル 貝印石油㈱ 鳥屋野SS 中央区愛宕3丁目3-3 0252-84-6125

10シェル フル ㈱加藤油店 フル巻SS 西蒲区巻甲4269 0905-80-03757

11シェル セルフ ㈱加藤油店 セルフ巻北SS 西蒲区巻甲4803 0256-72-3382

12 アポロステーション フル ㈱川崎商会 新津中央SS 秋葉区新津本町4-25-11 0250-22-3376

13出光 フル ㈱川崎商会 西堀SS 中央区西堀通り9-1598 0252-23-1723

14 アポロステーション フル ㈱川崎商会 新潟中央インターSS 中央区鳥屋野415-1 0252-84-0811

15出光 フル ㈱川崎商会 新潟SS 中央区東大通り1-8-12 0252-44-0997

16 アポロステーション フル ㈱川崎商会 新潟バイパスSS 東区大形本町5-19-14 0252-71-4161

17出光 フル ㈱川崎商会 大野国道SS 南区大通南6-1001 0253-77-4008

18出光 フル ㈱川崎商会 白根SS 南区東萱場1764 0253-75-5800

19出光 フル ㈱川崎商会 豊栄SS 北区嘉山2-2-12 0253-86-9117

20出光 フル 北澤商事㈱ ベーシック新潟給油所 中央区近江3-1-36 0252-83-3671

21出光 フル 北澤商事㈱ 米山給油所 中央区米山2-5-17 0252-47-77622

22出光 フル 北澤商事㈱ 泰平橋給油所 東区一日市15-1 0252-73-4555

23出光 フル 桜井石油㈱ 桜井石油 臼井SS 南区臼井1322 0253-71-5577

24出光 フル 桜井石油㈱ 桜井石油 白根東SS 南区東笠巻新田579-2 0253-62-1327

25ENEOS フル ㈲高藤石油 新崎ss 北区新崎2丁目8番48号 0252-59-2308

26 アポロステーション フル ㈲玉木商店 豊栄工業団地SS 北区下大谷内378-5 0252-58-6588

27 アポロステーション フル 第一石油販売㈱ 川岸町SS 中央区川岸町3-31 0253-78-0201

28 アポロステーション フル 第一石油販売㈱ 鳥屋野潟SS 中央区弁天橋通1-7-1 0252-86-4362

29ENEOS フル 土田石油㈱ 新津バイパス店 秋葉区古田1-2-25 0250-24-3151 〇

30ENEOS フル 土田石油㈱ ニューウイング新津店 秋葉区川口461-1 0250-25-3151 〇

31ENEOS フル 土田石油㈱ 新津店 秋葉区善道町2-11-20 0250-22-3151 〇

32ENEOS フル 土田石油㈱ 白根店 南区能登2-9-42 0253-73-2233 〇

33ENEOS フル ㈱中村石油商会 サンロード荻川SS 秋葉区車場5-704-4 0250-24-8707

34ENEOS フル ㈱中村石油商会 新津中野SS 秋葉区中野1-4-34 0250-22-1226

35ENEOS セルフ ㈱中村石油商会 新通セルフステーションKiSS 西区新通2295-1 0252-11-0909

36ENEOS フル ㈱中村石油商会 下木戸SS 東区下木戸1-3-24 0252-74-8356

37シェル フル ㈱新潟シェル 新商前SS 中央区学校町通3番町472番地 0252-66-9793

38シェル フル ㈱新潟シェル うまこしSS 中央区本馬越2丁目9番5号 0252-41-8061

39シェル フル ㈱新潟シェル 昭石前SS 東区秋葉通2丁目19番地 0252-73-2035

40ENEOS フル ㈱新潟成晃 西川町ＳＳ 西蒲区曾根1950 0256-88-2460

41出光 セルフ 新津石油㈱ セルフ柳都SS 中央区竜が島1-3-3 0253-85-6402

42ENEOS フル ㈱ハート ハート南店 北区早通南3丁目4番1号 0253-86-4042

43ENEOS フル ㈱ハート ハート北店 北区早通北6丁目4番1号 0253-86-7100

44ENEOS フル ㈱ハート ハート中央店 北区鳥屋1299-2 0253-86-2341

45 アポロステーション フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 8号黒埼インター 西区善久743-1 0253-77-7261

46ENEOS フル 増井商事㈱ 山木戸SS 東区山木戸3-14-10 0252-73-5747

47ENEOS フル 増井商事㈱ 競馬場前SS 北区木崎1121 0253-86-0101

48ENEOS フル 鷲尾石油店 鷲尾石油店 西蒲区東小吉字砂堀 0253-75-2616

49ENEOS セルフ ㈱和田商会 関新給油所 中央区関新3丁目2-22 0252-66-1065

50ENEOS フル ㈱和田商会 Dr.Drive八千代橋給油所 中央区幸西4丁目3-9 0252-44-1724

51ENEOS フル ㈱和田商会 キーパープロショップ信濃町給油所 中央区信濃町3-2 0252-66-9842

52ENEOS フル ㈱和田商会 Dr.Driveあぶみ給油所 中央区鐙西2丁目35-28 0252-44-8606

53ENEOS セルフ ㈱和田商会 Dr.Driveセルフ新潟給油所 中央区万代4丁目4-13 0252-47-2201

新潟市

54ENEOS フル ㈱和田商会 Dr.Drive竹尾給油所 東区竹尾卸新町795-4 0252-74-4450

55その他 フル (株)関原自動車学校 関原南4丁目4055番地 0258-46-2129

56ENEOS フル ㈱浅野石油 中之島東SS 中之島3992-2 0258-66-0160

57ENEOS フル ㈱浅野石油 中之島SS 鶴ｹ曽根1183-1 0258-66-4327

58ENEOS フル ㈱浅野石油 与板南SS 与板町並柳2699 0258-72-0033

59出光 フル ㈱アジス 長岡中央 呉服町1丁目6番地3 0258-33-8540

60出光 フル ㈱アジス 南部今井町 今井2丁目23番 0258-22-1260

61その他 フル ㈱イマイエネルギー 東バイパス 新組町字筒場2323-3 0258-24-9674

62その他 フル ㈱イマイエネルギー 川崎 川崎町字花子1695 0258-33-4192

63その他 フル ㈱イマイエネルギー 福道 福道町字前田378-1 0258-29-5122

64ENEOS フル ㈱岩渕商店 曙SS 宮内町山伏3393 0258-35-2280

65ENEOS フル ㈱岩渕商店 南長岡SS 片田町1011番地1 0258-22-2450

66ENEOS フル ㈱岩渕商店 要町SS 要町1-51-1 0258-34-5166

長岡市

67ENEOS フル 越後交通㈱ 石油事業部 三ツ郷屋給油所 三ﾂ郷屋2-1-15 0258-27-0966
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地区　8 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS フル ㈲大島鉄工所 脇野町SS 脇野町2268番地2 0258-42-2239

69ENEOS フル ㈱五井産業 長岡南 下条町655番地 0258-23-2488 〇

70出光 フル ㈱炭吉商店 栃尾SS 天下島2-1-6 0258-52-3446

71ENEOS セルフ ㈱トカン セルフ長岡バイパス 喜多町534-1 0258-29-1841

72ENEOS セルフ ㈱トカン セルフ寺泊大町 寺泊大町9779 0258-75-3430

73ENEOS フル ㈲中村サイクル 蓮潟SS 蓮潟1丁目10番25号 0258-27-1175

74ENEOS セルフ 中村石油㈱ セルフ長岡曙SS 曙2-5-11 0258-36-1308

75ENEOS フル 中村石油㈱ 長岡ニュータウンSS 新産3-2-7 0258-46-8400

長岡市

76出光 フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 越後川口サービスエリア上り 西川口字沢入4381 0258-89-4557

77ENEOS フル 池上石油㈱ 三条月岡SS 月岡3丁目1-3 0256-35-6705

78ENEOS フル 池上石油㈱ ハーツつかのめSS 塚野目2丁目3-14 0256-35-0424

79コスモ フル 三協石油㈱ 大崎SS 西大崎1丁目4-24 0256-38-0700

80コスモ フル 三協石油㈱ 三条SS 西大崎3丁目19-39 0256-38-3148

三条市

81その他 フル 藤崎石油㈱ 三条市役所前SS 旭町2-7-21 0256-35-3949

82出光 フル ㈱川崎商会 柏崎土合SS 大字土合708 0257-20-4500

83ENEOS フル ㈲品田商会 松波SS 松波2-2-13 0257-23-1324

84ENEOS フル 中村石油㈱ Dr.Drive 柏崎半田店 田中15-10 0257-24-7933

85ENEOS フル＆セルフ 中村石油㈱ Dr.Drive 柏崎中央店 東本町3-1-46 0257-22-3727

86ENEOS セルフ 中村石油㈱ 柏崎新バイパスセルフ1SS 半田1-18-20 0257-20-7521

87出光 フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 米山サービスエリア下り 大字笠島字御堂前239-1 0257-31-1812

柏崎市

88ENEOS フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 米山サービスエリア上り 大字鯨波字倉谷甲126 0257-24-7067

89シェル フル ㈱岩村物産 紫雲寺SS 稲荷岡796 0254-41-2259 〇

90その他 フル ㈲内田燃料店 住吉町SS 住吉町3-3-32 0254-22-6906

91出光 フル ㈲カネミヤ 金塚SS 下小中山345番地1 0254-33-2412

92出光 フル ㈱川崎商会 新発田SS 新栄町3-6-10 0254-27-2271

93 アポロステーション フル ㈱川崎商会 新発田中央SS 中曽根町1-9-17 0254-26-2444

94コスモ フル ㈱月岡スタンド 月岡SS 月岡768 0254-32-2702

95シェル フル ㈱ 新野商店 御幸町給油所 御幸町2-4-9 0254-24-1506

96シェル フル ㈱ 新野商店 新発田給油所 富塚町3-1-30 0254-24-5505

97シェル フル ㈱ 新野商店 豊町給油所 豊町2-3-20 0254-22-6547

98ENEOS フル ㈲庭山石油商会 本町SS 本町4丁目11-10 0254-22-2378

新発田市

99シェル フル 本間商店 新発田中央公園前SS 新富町1丁目6番27号 0254-26-2022

小千谷市 100ENEOS フル 吉野屋商店 三仏生SS 三仏生3993番地4 0258-82-2785

101 アポロステーション フル 阿部精麦㈱ 加茂駅前給油所 岡ﾉ町5-5 0256-52-1603

102 アポロステーション フル 阿部精麦㈱ 西加茂給油所 柳町2-1-7 0256-53-2185

加茂市

103ENEOS フル ㈲クマクラ商会 加茂バイパスSS 旭町5-22 0256-52-5224

104ENEOS フル 石光石油㈱ 中里給油所 上山己1255 025-763-2583

105シェル フル ㈱ケンベイミユキ 美雪町SS 美雪町1丁目2-5 025-757-9517 〇

106ENEOS フル ㈱関芳 セキヨシ 十日町SS 千歳町3-1-5 025-752-4024

107その他 フル ㈱ぴっとランド 十日町給油所 下島414-1 025-757-1992

108その他 フル ㈱ぴっとランド 松之山給油所 松之山光間中山1-6 025-596-2230

109その他 フル ㈱ぴっとランド 川西給油所 上野甲192 025-768-3332

110その他 フル ㈱ぴっとランド しぶみ給油所 池尻林外157 025-597-2571

111その他 フル ㈱ぴっとランド なかさと給油所 田沢本村甲263-1 025-763-2527

112ENEOS フル ㈱村山商会 十日町中央SS 本町6の1丁目582-1 025-752-3630

113その他 フル ㈱村山土建 村山石油 十日町SS 山本町1丁目71番地1 025-757-3568

114 アポロステーション フル ㈱山田屋商店 十日町SS 山本町5丁目866-6 025-757-5555

115 アポロステーション フル ㈱山田屋商店 四日町SS 四日町1413-1 025-757-4489

116ENEOS フル ㈱山松商店 十日町伊達SS 伊達977-1 025-758-3850 〇

117ENEOS フル ㈱山松商店 十日町SS 高田町3丁目西337-2 025-752-2074 〇

118ENEOS フル ㈱山松商店 川西SS 中屋敷626-1 025-768-2029 〇

十日町市

119ENEOS フル ㈱吉田商会 土市SS 伊達甲28 025-758-4151

120 アポロステーション フル ㈱アジス 見附駅前 本所1丁目8-2 0258-63-1824

121ENEOS フル 黒坂屋㈱ 見附葛巻SS 葛巻町744 0258-62-2486

122ENEOS フル 黒坂屋㈱ 見附市役所通SS 昭和町2-6-26 0258-63-3072

見附市

123ENEOS フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 8号中之島見附インター 上新田町221-1 0258-61-5821

124ENEOS フル 朝日相互燃料㈱ 猿沢給油所 猿沢674 0254-72-1210

125ENEOS フル 朝日相互燃料㈱ 朝日給油所 早稲田54-2 0254-73-1061

126シェル フル ㈱サクマ 岩船SS 岩船上町6-28 0254-56-7840

127シェル フル ㈱サクマ 村上山居SS 山居町1-16-20 0254-53-5010

128シェル フル ㈲塩野町石油 塩野町SS 塩野町44-12 0254-73-1078

129ENEOS フル 長野商会 平林SS 平林1411-2 0254-66-6133

130シェル フル ㈱ 新野商店 坂町給油所 坂町字笹谷299-1 0254-62-5183

131シェル フル ㈲羽田燃料店 金屋SS 金屋1956-2 0254-62-5056

132ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 7号荒川 坂町3491-3 0254-62-1739

133ENEOS フル ㈱宮作 村上国道給油所 久保多町11-2 0254-52-2655

村上市

134ENEOS フル ㈱宮作 村上国道給油所 山辺里190 0254-53-3266
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135ENEOS フル 八幡モータース 勝木SS 碁石940-1 0254-77-2621 〇村上市

136ENEOS フル ㈱横山商店 荒川支所前SS 山口412 0254-62-3256

137その他 フル ㈲飯塚石油 桜町SS 杣木2693-1 0256-63-5902

138出光 フル ㈱川崎商会 分水SS 熊森1459-1 0256-98-5112

139その他 フル ㈲小山石油 燕SS 中川670 0256-63-3301 〇

140ENEOS フル ㈱とみけい 吉田新国道SS 吉田春日町14-13 0256-93-4018

141ENEOS フル 新潟サン石油㈱ 分水東SS 笈ｹ島1446-1 0256-97-2670

142ENEOS フル 新潟サン石油㈱ 分水SS 分水学校町2-1-4 0256-98-2929

143ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 289号三条燕インター 井土巻5-33 0256-66-3205

144ENEOS フル ㈱藤井石油 燕北SS 新栄町230 0256-47-3330

燕市

145ENEOS フル ㈱藤井石油 松長SS 長渡376-1 0256-63-9510

146出光 フル ㈱川崎商会 青海SS 大字須沢3338 025-556-6608

147その他 フル ㈱共進 共進 田海SS 田海5155 025-562-4777

148ENEOS フル ㈱笹川建設 笹川石油 能生SS 大字能生字古道819-2 025-566-2828

149出光 フル 星和石油㈱ 糸魚川インターSS 上刈5-4-33 025-552-1764

糸魚川市

150ENEOS フル ニッカ興産㈱ 青海給油所 田海12-1 025-562-2075

151 アポロステーション フル 頚城運送倉庫㈱ 新井中央SS 石塚町1-925-13 0255-72-9281

152ENEOS フル ㈲三和商事 学校町SS 学校町2-34 0255-72-2502

153シェル フル 高助(名) 妙高 関川北原1545 0255-86-2264 〇

154シェル フル 高助(名) 北新井 高柳1-1-12 0255-72-3648 〇

妙高市

155ENEOS セルフ 中村石油㈱ Dr.Driveセルフ新井店 栗原4-3-40 0255-72-8520

156出光 フル ㈱佐久間石油 五泉北給油所 船越1220 0250-42-3673

157出光 フル ㈱佐久間石油 五泉東給油所 東本町2-8-22 0250-42-3206

158ENEOS フル 土田石油㈱ 五泉駅前店 吉沢2-3-9 0250-42-3370 〇

159ENEOS フル ㈲樋口 村松SS 村松1096 0250-58-8027

五泉市

160コスモ フル ㈲渡辺石油店 村松中央SS 村松甲2259-2 0250-58-6010

161ENEOS フル ㈲小山田石油 末野新田SS 三和区末野新田355-2 025-532-2662

162出光 フル ㈱川崎商会 中郷インターSS 中郷区二本木1590-1 025-581-2235

163出光 フル ㈱川崎商会 高田中央SS 木田3-7-32 025-522-2157

164 アポロステーション フル 頚城運送倉庫㈱ 浦川原SS 浦川原区顕聖寺63-4 025-599-2226

165 アポロステーション フル 頚城運送倉庫㈱ 上越インターSS 下門前1704 025-544-6151

166 アポロステーション フル 頚城運送倉庫㈱ 春日山SS 春日山町2-14-3 025-525-8466

167 アポロステーション フル 頚城運送倉庫㈱ 木田SS 新港町2-2-15 025-524-3431

168 アポロステーション フル 頚城運送倉庫㈱ 戸野目SS 大字戸野目1007-1 025-526-1660

169ENEOS フル ㈲小菅石油店 高田SS 北城町1丁目7番2号 025-522-3588

170 アポロステーション セルフ 高助(名) セルフ五智 国府3-6-2 025-543-9514 〇

171 アポロステーション フル 高助(名) 上新BP直江津 春日新田馬形1314-4 025-544-9344 〇

172 アポロステーション フル＆セルフ 高助(名) 謙信公大橋 藤野新田1285 025-521-7100 〇

173シェル フル 高助(名) 高田 北城町3-1-23 025-524-1272 〇

174ENEOS フル ㈲東部石油店 下荒浜SS 大字下荒浜381-1 025-543-5277

175ENEOS フル 東菱物産㈱ 五智SS 五智3-8-13 025-543-7177

176ENEOS フル 東菱物産㈱ 仲町SS 仲町3-2-21 025-525-3441

177ENEOS フル 東菱物産㈱ 藤巻SS 藤巻9-20 025-523-5812

178ENEOS フル 東菱物産㈱ 福田SS 福田75-1 025-544-2756

179ENEOS セルフ 中村石油㈱ Dr.Driveセルフ高田店 西城町2-10-23 025-523-7228

180ENEOS セルフ 中村石油㈱ Dr.Driveセルフ大学前店 大字大学前206 025-526-7700

181ENEOS フル ㈲はばのや給油所 浦川原SS 浦川原区飯室1971 025-599-2554

182 アポロステーション フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 8号上越 下荒浜大谷内横田324-1 025-544-5339

183ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 8号上越西 下門前797-1 025-545-5670

184 アポロステーション フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 名立谷浜サービスエリア下り 大字茶屋ヶ原宮ﾉ平2810 025-546-2900

185 アポロステーション フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 名立谷浜サービスエリア上り 大字茶屋ヶ原字宮ﾉ平2787-2 025-531-5255

186ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 18号中郷インター 中郷区二本木1550-1 025-581-2020

187コスモ フル ㈲真嶋石油 南高田SS 中通町6-10 025-524-3340

188ENEOS フル ㈲町田鉱油 上越大橋SS 大字寺528 025-526-2560 〇

上越市

189シェル フル ㈱ヤマダ 百間町SS 頸城区百間町310-4 025-530-2165

190シェル フル ㈱大月石油 笹神SS 今坂1420 0250-66-2655

191ENEOS フル 小笠原石油㈱ 阿賀野中島町SS 中島町14-18 0250-62-2360

192シェル フル ㈱渋谷商店 京ヶ瀬国道SS 飯森杉305 0250-67-2224 〇

193ENEOS フル 土田石油㈱ 水原店 安野町10-12 0250-62-2871 〇

阿賀野市

194ENEOS フル ㈱広沢屋 笹神SS 山崎堅田12 0250-62-2888

195シェル フル ㈲榎谷甚五兵衛商店 小木港給油所 小木町1966 0259-86-2226

196ENEOS フル ㈱遠市 相川SS 相川下戸浜町10 0259-74-2420

197シェル フル ㈱遠市 相川金山SS 相川大間町53-1 0259-74-4600

198ENEOS フル ㈱サドプロ エネオス佐和田SS 鍛冶町2247 0259-57-2671

199コスモ フル ㈲西三川給油所 西三川給油所 椿尾431 0259-58-2522

200シェル フル＆セルフ ヘンミ石油㈱ 真野SS 長石312 0259-55-2426

佐渡市

201出光 フル ㈲若林石油 佐和田SS 中原663-4 0259-57-2351 〇
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202ENEOS フル ㈲若宮石油商事 両津SS 両津湊231 0259-27-37147佐渡市

203ENEOS フル ㈱和田商会 新穂給油所 新穂青木679-2 0259-22-3151

204ENEOS フル ㈱岡部商事 小出SS 井口新田995-6 025-792-0749

205ENEOS フル ㈱岡部商事 小出インターSS 中原251-1 025-792-7050

206ENEOS フル ㈱岡部商事 堀之内SS 堀之内3851-21 025-794-2331

207出光 フル ㈱川崎商会 小出SS 井ﾛ新田204-2 025-792-0522

208シェル フル ㈱ハセガワ 小出北SS 中島473-6 025-792-0923

209出光 フル 山下商事㈱ 守門SS 渋川1530-1 025-797-2083

魚沼市

210ENEOS フル ㈱山屋石販商事 堀之内SS 与五郎新田1-1 025-794-2534

211ENEOS フル ㈱伊勢新石油 浦佐SS 浦佐1214-13 025-777-2211

212ENEOS フル 浦佐管理物産㈱ 大和SS 浦佐1548-2 025-777-4288

南魚沼市

213ENEOS フル ㈱湯本金物店 六日町SS 六日町876-1 025-772-2760

214ENEOS フル ㈱小谷商店 黒川バイパスSS 黒川1494-2 0254-47-2150

215その他 フル 延本石油㈱ 延本石油追分給油所 追分1854-2 0254-43-3670

胎内市

216シェル フル ㈱丸松斎藤商店 西中央SS 西本町24-58 0254-43-2426

217ENEOS フル ㈲鶴屋 湯沢SS 湯沢町大字神立42-1 025-784-3334 〇

218 アポロステーション フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 17号湯沢 湯沢町湯沢中島川原1659-1 025-784-4624

南魚沼郡

219 アポロステーション フル 三国興業㈱ 苗場SS 湯沢町三国52-1 025-789-2046

220ENEOS フル ㈱岩村物産 諏訪山SS 聖籠町大字諏訪山884-2 0254-32-6677 〇

221ENEOS フル ㈱岩村物産 網代SS 聖籠町大字網代浜字榎1321-1 0254-32-6666 〇

北蒲原郡

222ENEOS フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 113号新潟東港 聖籠町東港7-861 0252-56-2231

西蒲原郡 223コスモ フル タケダ自動車㈱ 弥彦SS 弥彦村美山6563 0256-94-2378

東蒲原郡 224 アポロステーション フル ㈱川崎商会 津川バイパスSS 阿賀町津川609-1 0254-92-2595

225シェル フル ㈱ 新野商店 金丸給油所 関川村金丸字大谷地219-36 0254-64-1457岩船郡

226ENEOS フル ㈱横山商店 下関SS 関川村辰田新370-1 0254-64-1235


