
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【10群馬県】　取扱店/62　販売店/ 6 2023-05-01現在

地区　10 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル カナイ石油㈱ R17前橋下小出SS 下小出町3-14-15 027-232-6749

2ENEOS フル カナイ石油㈱ 前橋西SS 元総社字弥勒935-15 027-251-8578

3ENEOS フル カナイ石油㈱ 新前橋SS 元総社町字稲葉110-1 027-251-2159

4ENEOS フル カナイ石油㈱ 東部バイパスSS 西片貝町5-19-2 027-224-1889

5ENEOS フル カナイ石油㈱ 中央大橋SS 石倉町5-12-2 027-251-5299

6キグナス フル サンケイ石油㈱ R50前橋東SS 笂井町28-1 027-261-9300

7出光 フル ㈱サンワ パラーダ前橋インターSS 元総社町521-5 027-252-2168

8出光 フル ㈱サンワ パラーダ野中SS 野中町32-1 027-261-0132

9 アポロステーション フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 50号前橋 小島田町177-1 027-263-7011

10ENEOS フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 前橋南インター 西善町660-1 027-267-0391

11コスモ フル 三山石油㈱ 芳賀SS 瑞気町402-8 027-269-1271

12ENEOS フル 三山石油㈱ 大手町 大手町2-2-10 027-224-1171

13ENEOS フル 三山石油㈱ 天川SS 天川大島町1076 027-263-2010

14コスモ フル 三山石油㈱ 桂萱SS 堀元下町453 027-269-9611

15コスモ フル 三山石油㈱ 大胡バイパスSS 茂木町294-3 027-228-39933

前橋市

16コスモ フル 三山石油㈱ 問屋町SS 問屋町1-3-4 027-151-1911

17 アポロステーション フル ㈲石川石油 箕郷町上芝1142 0273-71-2380

18ENEOS フル 鈴木燃料㈱ 吉井町給油所 吉井町549-1 0273-87-3177

19ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 17号前橋インター 中尾町485 0273-70-1009

高崎市

20コスモ フル 三山石油㈱ 群馬町SS 稲荷台町96 0273-73-1412

21ENEOS フル カナイ石油㈱ 桐生南SS 広沢町1-2523 0277-52-5281

22ENEOS フル カナイ石油㈱ 桐生SS 新宿3-11-4 0277-44-8512

23ENEOS フル カナイ石油㈱ 桐生相生SS 相生町1-301 0277-54-8001

桐生市

24ENEOS フル カナイ石油㈱ 桐生西SS 相生町5-58 0277-54-0118

伊勢崎市 25ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美上信越支店 17号上武国道伊勢崎 波志江町3275-1 0270-21-4330

26ENEOS フル カナイ石油㈱ 新田町SS 新田大根町1222-7 0276-57-2581

27ENEOS フル カナイ石油㈱ 太田浜町SS 浜町41-7 0276-45-8967

太田市

28ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 太田インター店 只上町563-1 0276-25-5917

29コスモ フル ㈲金谷商事 恩田町甲373 0278-24-1750

30ENEOS フル ㈲木内石油 町田SS 町田町248-5 0278-24-0888

31出光 フル ㈱サンワ パラーダ沼田SS 西原新町61 0278-22-4311

32ENEOS フル 利根日石㈱ Dr.Drive沼田店 戸鹿野町321-1 0278-24-1011 〇

33ENEOS フル 利根日石㈱ 沼田インター西SS 桜町1686 0278-24-8111 〇

34ENEOS フル 利根日石㈱ Dr.Drive 沼田インター店 上原町1669-1 0278-24-2345 〇

沼田市

35ENEOS フル 利根日石㈱ 馬喰町SS 馬喰町1238 0278-22-2027 〇

36ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ Dr.Drive美園店 東美園町30-1 0276-71-0300館林市

37ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ Dr.Drive成島店 北成島町1838 0276-73-9618

38ENEOS フル 荒木商店 荒木商店 中郷1519-9 0279-23-6052

39ENEOS フル カナイ石油㈱ 渋川北SS 阿久津77 0279-22-0282

40ENEOS フル カナイ石油㈱ 渋川バイパスSS 渋川1159 0279-23-5275

41ENEOS フル カナイ石油㈱ 伊香保SS 渋川3675 0279-24-1721

42ENEOS フル 大豊商事㈲ 有馬SS 御幸田360 0279-23-8411

渋川市

43ENEOS フル 利根日石㈱ Dr.Drive 渋川矢の頭店 金井1229 0279-23-8122 〇

44ENEOS フル カナイ石油㈱ 藤岡SS 藤岡917 0274-22-0222

45キグナス フル 清水石油㈱ 上大塚280-1 0274-22-1319

藤岡市

46 アポロステーション フル ㈱中村商会 藤岡北給油所 藤岡891 0274-22-0340

47ENEOS フル カナイ石油㈱ 藤岡インターSS 篠塚字台薬師545-1 0274-24-1255富岡市

48ENEOS フル カナイ石油㈱ 富岡SS 曽木112-1 0274-63-1717

安中市 49出光 フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 横川サービスエリア上り 松井田町横川字井戸入917 027-380-54101

50ENEOS フル 大沢商事㈱ 笠懸SS 笠懸町鹿3876 0277-76-2521

51ENEOS フル カナイ石油㈱ 大間々SS 大間々町大間々413-1 0277-72-1801

52コスモ フル 東毛通商㈱ 草木ダムサービスステーション 東町神戸579 0277-97-2136

みどり市

53 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 50号桐生 笠懸町阿佐美3361-1 0277-76-9150

54ENEOS フル カナイ石油㈱ 中之条SS 中之条町大字中之条868 0279-75-3217吾妻郡

55ENEOS フル 光山商事㈱ 中之条中央SS 中之条町西中之条689-1 0279-75-4874

56ENEOS フル ㈲三幸石油ガス 水上SS みなかみ町湯原14 0278-72-2485

57出光 フル ㈱東日本宇佐美上信越支店 赤城高原サービスエリア上り 昭和村大字森下1656 0278-30-9100

利根郡

58ENEOS フル ㈱ 星野石油店 片品SS 片品村3389-1 0278-25-9377

北群馬郡 59ENEOS フル 富沢石油㈱ 水沢SS 吉岡町上野田1329-45 0279-54-2345 〇

60ENEOS フル 大塚商店 海老瀬SS 板倉町海老瀬1409 0276-82-1522邑楽郡

61出光 フル ㈱サンワ パラーダ大泉吉田SS 大泉町吉田2928-1 0276-63-1541

佐波郡 62キグナス フル サンケイ石油㈱ 玉村SS 玉村町大字上之手1579 0270-65-1056


