
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【09長野県】　取扱店/357　販売店/ 75 2023-05-01現在

地区　9 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1キグナス フル＆セルフ ㈲伊堀石油 コンフォート篠ノ井 篠ﾉ井布施高田字一ﾉ坪1241番地 026-292-0929

2ENEOS フル 宇都宮商会㈱ 長野国道給油所 中御所258-3 026-227-5557

3 アポロステーション セルフ 貝印石油㈱長野支店 セルフ青木島SS 青木島4-3-2 026-284-2142

4 アポロステーション フル 貝印石油㈱長野支店 ながの尾張部SS 大字西尾張部1060-15 026-215-1171

5出光 フル ㈲窪田商店 中条給油所 中条住良木395-1 026-267-2533

6シェル フル ㈲サイトウ 斉藤豊野SS 豊野町豊野963-8 026-257-2306

7ENEOS フル サンリン㈱ 真島給油所 真島町真島字北村西沖1589 026-291-1380

8ENEOS フル サンリン㈱ 新若槻給油所 田中1283-1 026-251-3181

9ENEOS セルフ サンリン㈱ 長野給油所 南長池屋敷543 026-259-8614

10ENEOS セルフ 相馬商事㈱ セルフ若槻店 若槻東条1142-2 026-295-6500

11ENEOS セルフ ㈱タカサワ 神明SS 広田28番地 026-286-5567 〇

12ENEOS フル ㈱タカサワ 長野高田SS 高田452-1 026-244-9363 〇

13ENEOS セルフ ㈱タカサワ 長野小島田SS 小島田町461-1 026-214-7155 〇

14ENEOS フル ㈱タカサワ 川中島SS 川中島町原599番地 026-292-0943 〇

15ENEOS セルフ ㈱タカサワ 東和田SS 東和田804-3 026-243-0755 〇

16シェル フル ㈱高見澤 伊勢宮SS 安茂里伊勢宮2167-1 026-228-3773 〇

17シェル フル ㈱高見澤 安茂里SS 安茂里小市1-13-1 026-226-1534 〇

18 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフ若槻SS 稲田1-13-25 026-257-2211 〇

19 アポロステーション フル ㈱高見澤 セルフ長野南バイパス 稲里町下氷鉋字鴨田447-2 026-254-6170 〇

20コスモ フル ㈱高見澤 長野中央SS 高田字高田沖365-1 026-223-5828 〇

21 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフ長野高田SS 西和田1-6-6 026-241-0043 〇

22シェル フル ㈱高見澤 大豆島SS 大豆島中之嶋3229 026-222-2266 〇

23 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフ豊野SS 豊野町浅野字伊勢島1517-1 026-257-2211 〇

24ENEOS セルフ ㈱武重商会 セルフ長野バイパスSS 稲葉南俣2678-1 026-228-2431

25ENEOS フル ㈱武重商会 長野居町SS 居町50-5 026-243-6100

26ENEOS フル 大和商事㈱ 信州新町SS 信州新町水内1686 026-262-2221

27ENEOS フル ㈱デベロッパーしなの 飯綱高原SS 大字上ヶ屋2471-1254 026-239-2311 〇

28その他 燃料店 新潟燃商㈱ 長野支店 七瀬中町1071-1 026-226-1424

29ENEOS フル ㈱パルニシザワ 川中島SS 川中島町原1294 026-284-4142

30ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 18号篠ノ井バイパス 青木島町大塚393-1 026-283-1131

31シェル フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 18号長野アップルライン 村山ｲｶﾘ583-2 026-295-4411

32出光 セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 セルフ18号アップルロード 大字赤沼字柳橋2253-1 026-255-7117

33ENEOS フル 広木屋石油㈱ 柳町SS 柳町2028-2 026-234-1315

34ENEOS フル 北信米油㈱ 西和田サービスステーション 中越1-3-37 026-243-4873

35ENEOS フル 北信米油㈱ 長野サービスステーション 中御所4-10-5 026-226-2384

36ENEOS セルフ ㈱本久 本久セルフ運動公園 吉田4-4-24 026-259-5220

37ENEOS セルフ ㈱本久 本久セルフ平林SS 平林2-15-15 026-241-1152

38ENEOS フル 山岸石油篠ノ井給油所㈲ アリエス篠ノ井給油所 篠ﾉ井御幣川1143 026-292-0208

39出光 フル 吉田興産㈱ 卸センター ｱーｸｽ1-48 026-224-4048

40 アポロステーション フル 吉田興産㈱ アポロファミリー上松 三輪8-56-11 026-237-3388

41出光 フル 吉田興産㈱ 松代PA上り線 篠ﾉ井東福寺3390 026-278-3833

42 アポロステーション フル 吉田興産㈱ 長野インター古戦場 小島田町字田中沖1103-1 026-283-3883

43 アポロステーション フル 吉田興産㈱ 県庁通り 大字南長野宮東422-5 026-234-2418

44ENEOS フル ㈱若林 田牧サービスステーション 稲里町田牧194-3 026-285-2076

45ENEOS フル 渡辺商事㈱ 安茂里SS 安茂里小路1346-7 026-226-8877 〇

46ENEOS セルフ 渡辺商事㈱ 長野北セルフSS 三輪2-1-17 026-241-4381 〇

47ENEOS フル 渡辺商事㈱ 篠ノ井SS 篠ﾉ井御幣川1128-1 026-292-4271 〇

長野市

48ENEOS フル 渡辺商事㈱ 長野南SS 川中島町上氷鉋543-5 026-283-8118 〇

49その他 フル ㈱アイダエナジー 梓川やまとSS 梓川倭458-1 0263-78-5432

50ENEOS フル 東石油㈲ 松本東SS 惣社537 0263-36-1253

51 アポロステーション セルフ ㈲犬飼燃料店 新村 新村468-2 0263-31-0032

52出光 フル ㈲梶川石油店 沢村 沢村2-13-2 0263-32-9022

53出光 フル ㈲カドヤ石油 神林西 神林6094-1 0263-86-1001

54コスモ フル 上高地石油 稲核給油所 安曇稲核2656 0263-94-2128

55出光 フル 寿石油㈱ 寿東SS 松原49-6 0263-58-4957

56ENEOS フル サンリン㈱ ウェルカムステーション給油所 小屋南2-18-6 0263-86-8500

57ENEOS フル サンリン㈱ 本町給油所 中央1-22-10 0263-32-0810

58ENEOS セルフ サンリン㈱ 松本西セルフ 島立2109-1 0263-48-3546

59ENEOS セルフ サンリン㈱ 南松本給油所 並柳1-4-4 0263-27-1770

60ENEOS セルフ サンリン㈱ 和田給油所 和田4316-1 0263-40-0313

61出光 フル 信光石油㈱ 松本城北SS 開智1-1-12 0263-36-5630 〇

62出光 フル 信光石油㈱ 並柳SS 出川3-6-14 0263-26-5577 〇

63出光 フル 信光石油㈱ 松本SS 深志2-2-9 0263-35-2530 〇

64出光 フル 信光石油㈱ 両島SS 征矢野1-5-1 0263-25-47851 〇

65 アポロステーション フル 信光石油㈱ 松本インターSS 島立荒井325-1 0263-47-2342 〇

66出光 フル 信光石油㈱ 臨空団地SS 和田4109-3 0263-40-7050 〇

松本市

67ENEOS フル 信州石油販売㈱ 中原給油所 桐2-6-16 0263-32-9221



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【09長野県】　取扱店/357　販売店/ 75 2023-05-01現在

地区　9 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS セルフ ㈱武重商会 セルフ松本南SS 高宮東1-30 0263-25-5535

69ENEOS フル ㈱武重商会 松本SS 城西2-1-12 0263-33-6222

70ENEOS セルフ ㈱武重商会 セルフ松本村井SS 村井町南1-21-10 0263-58-3886

71コスモ フル 中央石油㈱ 松本流団西SS 笹賀4628-1 0263-85-1414

72コスモ セルフ 中央石油㈱ セルフ上高地線SS 波田9944 0263-92-2125

73ENEOS フル ㈱豊島屋 エナジープラザ元町SS 元町1-2-16 0263-34-4011 〇

74ENEOS フル ㈱豊島屋 エナジープラザやまびこSS 筑摩3-29-5 0263-29-0900 〇

75ENEOS フル 中澤石油㈱ 西松本給油所 渚3-1-41 0263-26-3470

76ENEOS フル 中澤石油㈱ 南松本給油所 野溝木工1-3-14 0236-32-59237

77ENEOS フル 中山通商㈲ 中山S/S 中山3557-4 0263-25-9829

78ENEOS フル ㈲野口石油 石芝給油所 石芝3-8-2 0263-26-8716

79シェル フル ㈲野村石油商会 松本波田SS 波田5116-2 0263-92-2129

80ENEOS フル ㈲深沢石油 島々 波田3003 0263-92-3966

81 アポロステーション フル 松本シェル㈱ 大久保原 笹部4-26-36 0263-26-5196

82シェル フル 松本シェル㈱ 浅間 浅間温泉1-18-5 0263-46-1537

83シェル フル 松本シェル㈱ 松本西 大字新村3319-1 0263-47-2867

84その他 燃料店 松本事業㈱ 大字島内8039 0263-32-4060

85出光 フル ㈲マルタ矢口石油 中央橋 梓川倭3444-14 0263-78-2323 〇

86 アポロステーション フル ミスズ石油㈱ 松本空港通り 大字神林1981-3 0263-58-4525

87その他 セルフ ㈱森田 カーコンステーションことぶきセルフ 寿南1-33-14 0263-86-0861

88コスモ フル ㈱森田 プラザステーションあがたの森 埋橋2-4-6 0263-32-9000

89その他 フル ㈱ヤマサ総本店 島内SS 島内4624番地 0263-47-4217

90ENEOS フル ㈲山太波多腰商店 波田 波田6417-3 0263-92-3014 〇

松本市

91ENEOS フル ㈲ヤマロク 松本内田SS 内田1181 0263-57-2706

92シェル フル 浅間石油㈱ 上田西SS 天神2-4-51 0268-25-1272

93コスモ フル 一心流通システム㈲ 武石SS 下武石1212-7 0268-85-3071

94その他 フル かねろくDESIGN㈱ 三菱商事エネルギー川西SS 仁古田608 0268-31-2055

95ENEOS フル サンリン㈱ 上田中央給油所 林之郷579-2 0268-25-0704

96コスモ セルフ ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢塩田店 古安曽1133 0268-75-7847

97コスモ フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢小牧店 小牧1199-1 0268-75-0737

98 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフしおだ野SS 小岳552-1 0268-39-3220 〇

99 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフ大屋SS 大屋346-8 0268-35-1206 〇

100 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフ上田中央SS 中央東2192-1 0268-25-8877 〇

101 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフ中丸子SS 中丸子1744-1 0268-43-1282 〇

102シェル フル ㈱高見澤 長瀬SS 長瀬3565-1 0268-42-2249 〇

103ENEOS セルフ ㈱武重商会 セルフ上田東SS 材木町2-3-4 0268-22-6057

104ENEOS フル ㈱武重商会 上田SS 常田2-20-26 0268-22-1845

105ENEOS フル ㈱武重商会 上田南SS 神畑850-1 0268-28-0788

106シェル フル トーワ石油㈱ 上田原SS 上田原713 0268-22-8804

107シェル フル 日信サービス㈱ 古里給油所 大字古里149番地3 0268-22-5314

上田市

108 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 18号上田バイパス 住吉島田224-1 0268-25-7451

109ENEOS フル 井口エネルギー㈱ 岡谷湊給油所 湊5-5923-17 0266-24-1158

110ENEOS フル カタクラ石油㈱ 岡谷川岸 川岸上1-14-7 0266-22-2513

111ENEOS フル ㈱信和商会 岡谷SS 郷田1-4-45 0266-23-2255

112ENEOS セルフ ㈱信和商会 セルフステーション川岸 川岸中2-2-18 0266-23-6223

113ENEOS フル ㈱信和商会 岡谷駅前SS 中央町1-2-17 0266-23-4114

114ENEOS フル ㈲玉木商店 岡谷北給油所 赤羽2-8-18 0266-24-0070

115ENEOS フル ㈲玉木商店 岡谷給油所 長地源2-5-38 0266-28-1500

116コスモ フル 中央石油㈱ 岡谷SS 本町4-10-10 0266-22-5220

117ENEOS フル ㈱豊島屋 諏訪湖サービスエリア(下り)SS 大字湊女郎久保沢北526 0266-58-5600 〇

118ENEOS フル ㈱豊島屋 岡谷SS 本町3-9-1 0266-23-3877 〇

119ENEOS フル ㈱中田商店 岡谷今井SS 神明町3-14-14 0266-22-5550

120シェル フル フジ物産㈱ 岡谷営業所 権現町4-6-1 0266-28-6604

岡谷市

121シェル セルフ ㈱細川商店 長地給油所 長地柴宮3-22-2 0266-27-8396

122コスモ フル イタクニ㈱ 上飯田給油所 高羽町5-1-1 0265-23-7551

123コスモ フル イタクニ㈱ 座光寺給油所 座光寺3737-7 0265-24-1262

124コスモ フル＆セルフ イタクニ㈱ 三日市場給油所 三日市場339-1 0265-49-3117

125コスモ フル＆セルフ イタクニ㈱ 上郷給油所 上郷飯沼1412-1 0265-23-2010

126コスモ フル イタクニ㈱ 飯田給油所 知久町3丁目大横18番地 0265-53-3300

127コスモ フル＆セルフ イタクニ㈱ アップルロード給油所 鼎名古熊2508-2 0265-23-8188

128コスモ フル ㈲小島モータース 千代 千代983-2 0265-59-2252

129シェル フル＆セルフ ㈲沢村屋商店 飯田中村SS 中村35 0265-25-7206

130ENEOS フル サンリン㈱ 座光寺給油所 座光寺4128 0265-21-3077

131シェル フル ㈱東洋 ホープ羽場坂店 羽場坂町2351-17 0265-56-1361

132その他 フル ㈱東洋 トーヨーカーケアセンター 座光寺3574-1 0265-23-7744

133シェル フル＆セルフ ㈱東洋 ホープ水神店 松尾清水4770-1 0265-22-6310

飯田市

134シェル セルフ ㈱東洋 ホープ黒田店 上郷黒田1552 0265-59-7211



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【09長野県】　取扱店/357　販売店/ 75 2023-05-01現在

地区　9 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135 アポロステーション セルフ ㈱東洋 ホープ城東店 上郷別府1688-1 0265-22-7156

136シェル セルフ ㈱東洋 ホープ名古熊店 鼎名古熊2589-4 0265-21-2330

137シェル フル ㈱東洋 ホープ飯田店 鈴加町1-4 0265-24-1134

138ENEOS フル ㈱豊島屋 飯田SS 松尾上溝2695 0265-22-1414 〇

139シェル フル 丸西石油㈱ 天竜峡 SS 龍江7044-1 0265-27-3070

140コスモ フル＆セルフ 三笠石油㈱ 駄科給油所 駄科595-1 0265-26-9053

141シェル フル ミズホ石油㈲ 殿岡給油所 上殿岡653-1 0265-25-7222

142 アポロステーション セルフ 輸入石油㈱ セルフ羽場町SS 羽場町1-13-6 0265-23-0536

143シェル フル 輸入石油㈱ 飯田SS 大通2-11 0265-22-6235

144シェル フル 輸入石油㈱ 飯田橋SS 鼎西鼎573 0265-22-2310

145シェル フル 輸入石油㈱ 飯田東和町SS 東和町2-10 0265-23-0221

146出光 フル＆セルフ ㈲綿治硝子店 飯田インターSS 育良町1-1-6 0265-25-7377

147出光 フル ㈲綿治硝子店 弁天SS 松尾新井6659-1 0265-22-7342

148出光 セルフ ㈲綿治硝子店 セルフ黒田SS 上郷黒田2078-1 0265-53-8655

149出光 フル ㈲綿治硝子店 城東SS 上郷別府3307-1 0265-23-4659

飯田市

150出光 フル ㈲綿治硝子店 和田SS 南信濃和田1247 0260-34-2004

151ENEOS フル 井口エネルギー㈱ 諏訪湖給油所 高島3-1201-80 0266-53-6320

152ENEOS フル 井口エネルギー㈱ 諏訪流通センターSS 中州5320-7 0266-52-6631

153コスモ フル 渋崎自動車㈱ コスモシブサキ諏訪湖サービスステーション 渋崎1792 0266-57-5555

154ENEOS フル ㈱蓼科商事 諏訪SS 清水2-8--9 0266-52-5044

155ENEOS フル ㈱豊島屋 エナジープラザ諏訪インターSS 四賀赤沼1545 0266-54-0808 〇

156ENEOS フル ㈱豊田石油商会 豊田SS 豊田2643 0266-52-0408

157ENEOS フル ㈱古畑石油 ENEOS諏訪SS 四賀340 0266-52-6122

158 アポロステーション セルフ ㈱細川商店 諏訪城南給油所 上川2-1503-1 0266-53-1183

諏訪市

159その他 フル 山興石油販売㈱ 上諏訪給油所 四賀桑原942 0266-52-2160

160コスモ フル 青木石油㈱ 須坂南原SS 臥竜6-8-2 026-246-2364

161コスモ フル 青木石油㈱ ツインズ北須坂SS 大字小河原3058-4 026-248-9320

162コスモ フル 青木石油㈱ ニュー須坂給油所 墨坂3-3-5 026-248-5557

163出光 フル＆セルフ ㈲外村石油 相森給油所 大字日滝2178 026-245-1618 〇

164シェル フル ㈱高見澤 須坂SS 墨坂南1-16-15 026-246-2450 〇

165ENEOS フル ㈱中島石油 須坂SS 大字小山2497-3 026-245-3142

166出光 セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 セルフ須坂インター第二 大字福島483-1 026-247-0080

須坂市

167ENEOS フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 403号須坂インター 福島378-1 026-246-5121

168その他 セルフ ㈱木内石油 小諸南給油所 大字市797-15 0267-26-6888

169シェル フル ㈱小山商会 小諸赤坂給油所 赤坂1-4-7 0267-22-0505

170その他 フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢小諸店 大字平原1137-1 0267-41-6320

171ENEOS フル 相馬商事㈱ DD小諸店 八幡町2-4-1 0267-22-0008

172シェル セルフ ㈱高見澤 セルフ小諸坂の上SS 紺屋町3-1-15 0267-24-1200 〇

173出光 フル ㈱大進 小諸SS 与良町3-10-1 0267-22-2172

174コスモ フル 中沢商事㈱ 小諸南町 与良町3-9-11 0267-22-0818

小諸市

175ENEOS フル 北信米油㈱ ニュー小諸サービスステーション 八幡町3-1-8 0267-22-2117

176ENEOS セルフ ㈱アルプス石油 アルポート伊那SS 上牧6556 0265-74-6633

177ENEOS セルフ ㈱アルプス石油 サンパーク伊那SS 日影104-1 0265-76-2691

178コスモ フル＆セルフ イタクニ㈱ 伊那給油所 荒井4819-33 0265-78-0200

179コスモ セルフ ㈱伊那中央石油 セルフナイスロード伊那SS 上新田2118 0265-74-1881 〇

180コスモ フル ㈱伊那中央石油 伊那インターSS 西箕輪7200-54 0265-72-8815 〇

181 アポロステーション セルフ 伊那燃料㈱ 伊那インターSS 御園1244-1 0265-72-8572 〇

182出光 フル 伊那燃料㈱ 伊那北SS 山寺264 0263-57-24708 〇

183 アポロステーション フル 伊那燃料㈱ 伊那南SS 西町5093-27 0265-78-2580 〇

184 アポロステーション フル 伊那燃料㈱ 伊那SS 中央5014-1 0265-72-4131 〇

185シェル フル＆セルフ 扇屋石油㈱ 水神町給油所 山寺258-1 0265-73-6133

186 アポロステーション フル＆セルフ 扇屋石油㈱ 春日町給油所 西町4932-10 0265-73-6132

伊那市

187コスモ フル ㈲チヨダ 長藤 高遠町東高遠1648 0265-94-2125

188コスモ セルフ イタクニ㈱ セルフ西駒給油所 赤穗1106-1 0265-82-2478

189コスモ フル＆セルフ イタクニ㈱ 駒ヶ根バイパス給油所 飯坂1-1-6 0265-82-6232

190ENEOS フル 北原産業㈱ エスパル駒ケ根SS 赤穂4476-1 0265-83-9611

191ENEOS フル 駒ヶ根自動車産業㈱ カーケアステーション南町 赤穂10770 0265-83-2762 〇

192ENEOS フル 駒ヶ根自動車産業㈱ カーケアステーション中央アルプス花の道 赤穂8172-3 0265-83-5500 〇

193ENEOS フル 駒ヶ根自動車産業㈱ カーケアステーション北町 北町31-15 0265-83-3434 〇

194シェル フル ㈱東洋 駒ヶ岳給油所 大徳原中央道駒ヶ岳SA上り線 0265-83-7815

195シェル フル ㈱東洋 ホープ駒ヶ根店 北町14-13 0265-83-1040

196コスモ フル 輸入石油㈱ 駒ヶ根SS 赤穂4000-3 0265-81-1326

駒ヶ根市

197その他 セルフ ㈲ヨコヤ ヨコヤ新河岸給油所 中沢12160 0265-82-6408

198ENEOS セルフ ㈱タカサワ 中野市一本木SS 一本木314-1 0269-38-1117 〇

199 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフ志賀高原入口SS 一本木宮前306-1 0269-23-5656 〇

200ENEOS フル ㈱高見澤 栗林SS 草間字栗林上1372-1 0269-24-1888 〇

中野市

201 アポロステーション フル 中野アポロ㈱ 中野駅南給油所 大字岩船425-1 0269-23-1117
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中野市 202 アポロステーション セルフ 中野アポロ㈱ セルフ中野西給油所 大字江部1331-1 0269-22-3214

203シェル フル 大町シェル石油㈱ 常盤 常盤5897 0261-22-1886

204シェル フル 大町シェル石油㈱ 大町 大町1865 0261-22-0885

205シェル フル＆セルフ 大町シェル石油㈱ 不二塚 大町4545 0261-22-0941

206ENEOS フル 黒部石油㈱ 大町駅前SS 大町3099-7 0261-22-2119

207ENEOS フル ㈱三営商会 大町北 平6471-3 0261-22-2553 〇

208出光 フル 信光石油㈱ 南大町SS 6842-1 0261-23-5502 〇

209コスモ フル 大北石油㈱ 大町 社5023-1 0261-22-1726

大町市

210ENEOS セルフ ㈲フジマキ カーライフステーション大町南 常盤3558 0261-22-2042

211シェル フル ㈱小野澤商店 飯山SS 南町18-13 0269-62-2716

212シェル フル ㈲柏尾精米 柏尾SS 大字瑞穂豊1045-1 0269-65-4755

213ENEOS フル 杉山石油㈱ ニュー飯山SS 大字静間395-6 0269-62-2345

214その他 フル 大栄開発㈱ SUN飯山給油所 大字静間2175-1 0209-67-0350

飯山市

215ENEOS フル ㈲畑宗 飯山SS 南町30-1 0269-62-3108

216 アポロステーション フル ㈲朝倉石油 蓼科SS 米沢3747-1 0266-82-0782 〇

217 アポロステーション フル ㈲朝倉石油 タウンズ152 豊平1552 0266-82-1025 〇

218ENEOS フル 井口エネルギー㈱ 茅野ピラタス給油所 本町西18-6 0266-82-0789

219ENEOS フル 五味給油所 五味給油所 玉川5312 0266-72-6092

220ENEOS フル ㈱蓼科商事 ヴィーナス蓼科SS 米沢3785 0266-72-4488

221ENEOS フル ㈱豊島屋 茅野本町SS 本町西5-17 0266-72-0677 〇

222ENEOS フル ㈱ニュー蓼科給油所 セルフちの 宮川4074-1 0266-82-6440

223シェル フル ㈱ニュー蓼科給油所 ニュー蓼科 北山4789 0266-78-2341

茅野市

224その他 フル ㈱三浦屋 茅野給油所 本町東2-4 0266-72-4181

225ENEOS フル ㈲青木石油 塩尻東 塩尻町62 0263-52-1622 〇

226コスモ フル ㈱味岡石油 塩尻第一 大字宗賀1933 0263-87-9505

227 アポロステーション フル 信光石油㈱ 塩尻SS 大門5-13-17 0263-52-1212 〇

228コスモ セルフ 中央石油㈱ セルフ塩尻SS 大門並木町7-16 0263-52-1282

229ENEOS フル ㈱豊島屋 塩尻SS 大門1番町3-6 0263-52-0008 〇

230ENEOS フル ㈲中野商店 エネオス片丘北SS 大字片丘7315-1 0263-52-1582

231ENEOS フル ㈲中野石油 本山SS 大字宗賀5155-5 0263-52-3090

塩尻市

232その他 セルフ ㈱ヤマサ 学園通りSS 広岡郷原桔梗ヶ原1764-194 0263-52-5544

233キグナス フル 協和石油㈱ 協和SS 協和2388-2 0267-53-5384

234ENEOS フル 協和石油㈱ 浅科SS 八幡1000 0267-58-2884

235その他 セルフ ㈱木内石油 小田井給油所 小田井755-1 0267-67-0550

236その他 セルフ ㈱木内石油 佐久第一給油所 中込1-28-16 0267-62-4523

237その他 フル ㈱木内石油 佐久第二給油所 中込2474-1 0267-62-1495 〇

238シェル フル 児玉石油 春日SS 春日614-1 0267-53-2620

239ENEOS フル サンリン㈱ 佐久インター給油所 大字岩村田3628-2 0267-68-9377

240ENEOS セルフ ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢佐久店 跡部58-1 0267-77-7860

241その他 フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢中込店 中込2965-1 0267-63-0150

242その他 フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢長土呂店 長土呂1160-29 0267-77-7710

243ENEOS フル 相馬商事㈱ DD佐久中央店 猿久保894-2 0267-68-5073

244ENEOS フル 相馬商事㈱ DD野沢店 野沢1番地 0267-62-6218 〇

245シェル フル ㈱高見澤 佐久平SS 佐久平駅東7-4 0267-66-3912 〇

246シェル セルフ ㈱高見澤 セルフ佐久塚原SS 塚原487-7 0267-54-8102 〇

247ENEOS フル ㈱武重商会 佐久SS 岩村田2135 0267-67-3588

248ENEOS フル ㈱武重商会 望月SS 協和144-1 0267-53-3636

249シェル フル ㈱竹花組 望月給油所 望月37-19 0267-53-2351

250 アポロステーション フル ㈱大進 佐久野沢SS 原122-17 0267-63-5500

佐久市

251ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 141号佐久インター 佐久平駅東6-2 0267-65-7250

252シェル フル ㈲さらしな石油 戸倉さらしなSS 若宮557 026-275-2292

253ENEOS セルフ ㈱タカサワ 更埴SS 杭瀬下東沖32番1 026-261-3568 〇

254ENEOS フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 18号更埴インター 屋代2781-1 026-274-0721

255ENEOS フル ㈲ヤマギシ 上山田温泉SS 上山田温泉2-11-4 026-276-0044

256ENEOS フル ㈲ヤマギシ プラネッツ戸倉SS 大字磯部745 026-275-0538

257ENEOS フル ㈲ヤマギシ ミルキーウェイ戸倉SS 大字内川1288 026-275-2879

千曲市

258ENEOS フル 渡辺商事㈱ 戸倉上山田SS 大字磯部559 026-275-3201 〇

259キグナス フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢東御店 加沢277-2 0268-64-5055

260ENEOS フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢滋野店 滋野牧家2299-1 0268-71-6976

261コスモ フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢かのう店 和3628-6 0268-75-5013

262シェル セルフ ㈱高見澤 セルフ東御SS 滋野乙2276 0268-62-1818 〇

263 アポロステーション セルフ ㈱高見澤 セルフ浅間サンラインSS 和3630-1 0268-63-1200 〇

264ENEOS セルフ ㈱武重商会 セルフ東部湯ノ丸 SA SS 祢津2081 0268-61-0500

265シェル フル ㈱東洋 湯の丸給油所 1272-3上信越道東部湯の丸SA下り線内 0268-61-0271

東御市

266 アポロステーション フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 18号バイパス東部インター 祢津1131-1 0268-64-8658

267その他 フル ㈱アイダエナジー 穂高SS 穂高5684-3 0263-82-2408安曇野市

268その他 フル ㈱アイダエナジー 穂高南SS 穂高7570-1 0263-82-7007
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269その他 フル ㈱アイダエナジー 有明SS 穂高有明10000-3 0263-83-3534

270ENEOS フル ㈲明科石油商会 明科SS 明科中川手102-2 0263-62-3011

271その他 フル ㈲久根下商店 久根下商店一日市場SS 三郷明盛1365 0263-77-2158

272ENEOS フル サンリン㈱ あずみ野給油所 穂高971-4 0263-82-8811

273ENEOS セルフ サンリン㈱ 豊科南給油所 豊科1447-3 0263-88-3064

274ENEOS フル 高瀬石油㈱ 穂高パノラマロード 穂高北穂高2850-1 0263-84-0881

275ENEOS フル 高山商工㈲ 北穂高 穂高北穂高953-2 0263-82-8305

276ENEOS フル ㈱武重商会 梓川 SA SS 豊科高家961-1 0263-72-8055

277コスモ フル 中央石油㈱ NEWあづみ野SS 穂高有明10525-2 0263-31-5241

278コスモ フル ㈲那須野石油 ニューカントリー給油所 三郷温2717 0263-77-4053

279シェル フル 松本シェル㈱ 三郷 三郷温920-1 0263-77-7766

280その他 セルフ ㈱ヤマサ あづみ野産業団地SS 豊科高家2287-7 0263-71-3315

281 アポロステーション フル ㈲吉原 穂高東 穂高4308-5 0263-82-2324

安曇野市

282出光 フル (名)よろずや松岡商店 三郷SS 三郷温963 0263-77-2103

上高井郡 283ENEOS フル ㈱やまろく さわやかステーション小布施SS 小布施町林2255-13 026-247-6007

284シェル フル ㈲佐藤商店 湯田中 山ﾉ内町平穏2926-36 0269-33-4568

285シェル フル ㈱志賀ワンツー 志賀高原 山ﾉ内町大字平穏1389-5 0269-33-8712

286その他 フル 大栄開発㈱ SUN市川給油所 野沢温泉村大字虫生2356-9 0269-85-4144

287 アポロステーション フル ㈱友野商店 志賀高原入口給油所 山ﾉ内町大字平穏4106-20 0269-33-2887

288出光 フル ㈱友野商店 志賀高原上林給油所 山ﾉ内町大字平穏字安造1454-2 0269-33-8585

下高井郡

289出光 フル ㈱友野商店 山ノ内西給油所 山ﾉ内町大字夜間瀬2686-1 0269-33-2928

290ENEOS フル サンリン㈱ 黒姫給油所 信濃町大字古間878-2 026-255-2347

291 アポロステーション フル ㈲高府貝印石油 小川SS 小川村大字高府2477-1 026-269-2028

上水内郡

292ENEOS フル 北信米油㈱ 牟礼サービスステーション 飯綱町普光寺951 026-253-2123

293ENEOS フル 黒沢燃料㈲ 小海本村SS 小海町大字小海698 0267-92-3113

294コスモ フル 小林商事㈲ 宿岩給油所 佐久穂町字宿岩405-3 0267-86-5323 〇

295その他 フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢佐久穂店 佐久穂町大字宿岩390-4 0267-86-4330

296その他 フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢小海店 小海町大字千代里3654-1 0267-88-7338

南佐久郡

297その他 フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢北牧店 小海町大字豊里48-2 0267-77-7420

298シェル フル ㈱安東商店 軽井沢SS 軽井沢町軽井沢東7-12 0267-42-0268

299ENEOS フル サンリン㈱ 軽井沢給油所 軽井沢町長倉字東屋敷浦4626-1 0267-45-6971

300その他 フル ㈱塩沢産業 オートライフ塩沢立科店 立科町大字芦田2863-2 0267-51-3081

301ENEOS フル 相馬商事㈱ 中軽井沢SS 軽井沢町長倉2406 0267-45-6276

302ENEOS フル ㈱武重商会 軽井沢追分SS 軽井沢町追分1131-1 0267-45-1315

303出光 セルフ ㈱大進 セルフ軽井沢SS 軽井沢町軽井沢東140-2 0267-42-2814

304シェル フル ㈲ハクエイ石油 立科芦田SS 立科町芦田1885-5 0267-56-1327

北佐久郡

305出光 フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 18号軽井沢 軽井沢町追分滑橋876-1 0267-45-8311

306ENEOS セルフ ㈱武重商会 セルフ長和町四泊SS 長和町長久保2457-1 0268-68-2586小県郡

307出光 フル ㈱ビーナス石油 和田峠SS 長和町和田241-1 0268-88-2157

埴科郡 308ENEOS フル ㈲ヤマギシ 坂城SS 坂城町坂城6828 0268-82-7171

下水内郡 309その他 フル 大栄開発㈱ SUN平滝給油所 栄村大字豊栄3323-17 0269-87-3400

310ENEOS フル 井口エネルギー㈱ 下諏訪給油所 下諏訪町6082-2 0266-27-5007

311ENEOS フル 井口エネルギー㈱ 湖浜給油所 下諏訪町6171-5 0266-28-1656

312ENEOS セルフ ㈱エンドウ 富士見高原給油所 富士見町富士見3302 0266-62-2365

313出光 セルフ ㈲窪田モータース 諏訪南インターSS 富士見町富士見251-12 0266-62-5760

314 アポロステーション フル ㈱シモクラ 栂沢給油所 富士見町富士見3369-32 0266-62-2433

諏訪郡

315ENEOS フル ㈱豊島屋 湖浜SS 下諏訪町東赤砂4691-9 0266-28-5426 〇

316コスモ フル ㈱旭石油 小野SS 辰野町1315-4 0266-46-2161

317ENEOS セルフ ㈱アルプス石油 アルプス南SS 南箕輪村295 0265-76-7777

318コスモ セルフ ㈱伊那中央石油 セルフハイランズ伊那SS 南箕輪村9590-1 0265-74-1551 〇

319シェル フル 扇屋石油㈱ 伊那インター給油所 南箕輪村8304-310 0265-73-6136

320ENEOS フル ㈱コトブキ石油 スマイルスクエア箕輪SS 箕輪町木下11558-1 0265-70-6611

321出光 フル ㈲俵屋商店 出光南箕輪給油所 南箕輪村4943 0265-72-3323

322コスモ フル 中央石油㈱ 辰野SS 辰野町平出原田1198-9 0266-41-1235

323ENEOS フル ㈱豊島屋 伊北インターSS 辰野町伊那宿7505 0266-41-2150 〇

324シェル セルフ ㈱根橋商店 日の出町給油所 辰野町大字辰野1734 0266-43-3068

325シェル セルフ ㈱根橋商店 城前給油所 辰野町大字平出2113-1 0266-41-2507

326ENEOS フル ㈱ノザワ 辰野SS 辰野町中央221-1 0266-41-0041

327コスモ フル 村上石油㈱ 伊北インターSS 辰野町大字伊那富8513 0266-41-0363

上伊那郡

328コスモ フル 村上石油㈱ ウエストヒル箕輪SS 箕輪町大字中箕輪14016 0265-70-5515

329コスモ フル ㈱アジマ自動車学校 阿島給油所 喬木村1357 0265-33-2139

330コスモ フル イタクニ㈱ 下条給油所 下條村陽鼻762-1 0260-27-3000

331ENEOS フル 北原産業㈱ 松川町SS 松川町上片桐4631 0265-36-3456

332ENEOS フル 北原産業㈱ 豊丘SS 豊丘村神稲502 0265-35-2458

333シェル フル ㈲糀屋石油 松川インター 松川町大島1667 0265-36-2223

334その他 フル ㈲古松屋商店 新野SS 阿南町新野1495-2 0260-24-2127

下伊那郡

335シェル フル ㈲根羽給油所 根羽給油所 根羽村1647 0265-49-2104
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336コスモ フル 丸中石油店 阿南SS 阿南町東條124 0260-22-2002

337シェル フル ㈲木綿屋モーターサービス 下條 下條村睦沢9297-4 0260-27-2232

338シェル フル 輸入石油㈱ 松川SS 松川町元大島1531-1 0265-36-3411

339出光 フル ㈲綿治硝子店 駒場SS 阿智村駒場424-1 0265-43-2016

340 アポロステーション フル ㈲綿治硝子店 喬木SS 喬木村400-43 0265-33-3463

341出光 フル ㈲綿治硝子店 高森SS 高森町吉田2310 0265-35-3223

下伊那郡

342出光 フル ㈲綿治硝子店 天龍SS 天龍村平岡917-1 0260-34-2004

343出光 フル ㈱エビサワ 木曽駒高原 木曽町日義4846-2 0264-23-3131

344その他 フル ㈲木曽薮原石油販売 小木曽給油所 木祖村小木曽28-1 0264-36-2068

345ENEOS フル ㈲駒商会 木曽日義SS 木曽町日義1678 0264-26-2321

346出光 セルフ ㈱進藤邦夫商店 ルート19セルフ上松 上松町小野2400-1 0264-52-2371

347出光 セルフ ㈱進藤邦夫商店 ルート19セルフ須原 大桑村須原982-4 0264-55-3247

348出光 セルフ ㈱進藤邦夫商店 セルフ福島 木曽町福島5393 0264-22-2053

349出光 フル ㈲中島石油店 三留野 南木曽町読書3370-7 0264-57-2317

木曽郡

350ENEOS フル ㈲フルハシ 木曽開田高原 木曽町開田高原末川4245 0264-42-3109

351ENEOS セルフ 生坂石油 下生坂 生坂村8305-4 0263-69-2478東筑摩郡

352シェル フル ㈱関川組 西条給油所 筑北村西条4056-1 0263-66-2930

353その他 フル ㈱アイダエナジー 松川SS 松川村5744-9 0261-62-3955

354出光 フル 信光石油㈱ 神城SS 白馬村神城21772 0261-75-2730 〇

355出光 フル 信光石油㈱ 白馬SS 白馬村北城1940 0261-72-2355 〇

356出光 セルフ 信光石油㈱ シュプール白馬SS 白馬村北城3125-1 0261-72-3151 〇

北安曇郡

357コスモ セルフ ㈱矢口工務店 コスモハーブの里SS 池田町大字会染6335-1 0261-62-8884


