
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【11栃木県】　取扱店/198　販売店/ 3 2023-05-01現在

地区　11 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 セルフ ㈱アイラックス 雀宮サービスステーション 茂原2-5-22 028-655-3070

2ENEOS フル 粟野興産㈱ ENEOS海道 海道町8 028-663-0085

3SOLATO フル ㈱オーリス パレスヤサカ 今泉町5-1-8 028-621-7138

4ENEOS フル ㈲大森商事 田野 田野町716-2 028-652-3434

5ENEOS フル ㈲黒沢商店 多気山 田下町799-3 028-652-2955

6その他 フル ㈱三栄石油 清原 野高谷町336-4 028-670-5000

7コスモ フル ㈱高橋商店 コスモファウスト 川田町648-6 028-657-7068

8シェル フル ㈲田中油店 下栗 下栗町707-8 028-656-3307

9ENEOS セルフ 栃木石油㈱ セルフステーション細谷 細谷町389 028-627-0005

10ENEOS フル 日星石油㈱ Dr.Driveみどり野 みどり野町37-16 028-653-8802

11ENEOS フル 日星石油㈱ Dr.Drive戸祭 中戸祭町868-12 028-622-6714

12ENEOS フル 日星石油㈱ Dr.Drive駒生 鶴田町2053-1 028-648-1955

13コスモ フル 日東石油㈱ アーネストコスモ 越戸町16-1 028-662-0303

14出光 フル ㈱NEZASサービス 新庄錦ガーデン 錦3-10-4 028-621-0180

15出光 フル ㈱NEZASサービス 新庄西原ガーデン 西原3-3-21 028-635-5096

16出光 フル ㈱NEZASサービス 新庄卸売団地ガーデン 石井町3149-38 028-656-6726

17出光 フル ㈱NEZASサービス 新庄鐺山ガーデン 鐺山町497 028-667-3129

18シェル フル ㈲羽黒油店 上河内 中里町1195-4 028-674-3373

19コスモ フル ㈱林 パセ中央公園 幸町30-1 028-635-3876

20コスモ フル ㈱林 パセ今宮 江曽島町135-1 028-645-6868

21コスモ フル ㈱林 セラ陽東 陽東2-2-1 028-661-3647

22出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 上河内サービスエリア上り 今里町1149 028-674-8771

23ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 宇都宮柳田 柳田町583-2 028-683-7611

24ENEOS セルフ ㈱ヤマグチ 下川俣 下川俣町357 028-660-8298

25ENEOS フル ㈱ヤマグチ 上戸祭 上戸祭1-1-47 028-622-3199

26ENEOS セルフ ㈱ヤマグチ カーポート鶴田 鶴田町1643-1 028-647-3504

27ENEOS セルフ ㈱ヤマグチ アニマート柳田 柳田町592-1 028-663-1848

28ENEOS フル ㈲好野屋 上河内 上小倉1315-5 028-674-3362

宇都宮市

29キグナス フル わかくら㈲ キグナス戸祭 戸祭2-11-27 028-622-0501

30ENEOS フル ㈲新井石油 足利50号バイパス 西新井町3348 0284-71-9440

31ENEOS フル いとい石油㈱ 本町 緑町2-7-1 0284-21-2853

32コスモ フル ㈲大山商店 松田町 松田町426 0284-61-1025

33ENEOS フル ㈲金堀油店 足利板倉 板倉町30-6 0284-62-1432

34シェル フル ㈱カネジン 足利大前 大前町791-8 0284-62-3713

35ENEOS フル ㈲京屋商店 ENEOS葉鹿町 葉鹿町394 0284-62-0421

36ENEOS フル ㈲首藤石油 足利西 山下町2458-5 0284-62-2690

37シェル フル ㈲二ノ宮石油 足利寿町 寿町11-1 0284-41-0089

38出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 50号足利 久保田町字松の木168-1 0284-73-7338

39ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 50号足利西 西新井町稲荷前3346-1 0284-73-5338

40その他 フル ㈲富士油商 足利東 八椚町382 0284-41-3044

41シェル フル ㈱松玉商店 名草 名草町3984-1 0284-41-9336

42ENEOS フル ㈲山﨑油店 西足利 大前町206-2 0284-62-0228

足利市

43ENEOS フル ㈲両毛興油 ENEOS足利伊勢町 伊勢南町10-4 0284-41-2738

44ENEOS フル ㈲青木石油 合戦場 合戦場1003-3 0282-27-0026

45ENEOS セルフ 朝妻石油㈱ 都賀家中 都賀町家中2173 0282-27-4940

46ENEOS フル 粟野興産㈱ ENEOS尻内 尻内町1856 0282-31-1989

47ENEOS フル ㈲和泉日石 ENEOS岩舟 岩舟町和泉1543 0282-55-2521

48シェル フル ㈲板橋光一商事 栃木吹上 吹上町1219-1 0282-31-1465

49ENEOS フル ㈲塚原油店 巴波 部屋461 0282-67-2619

50出光 フル ㈲大里油店 金崎 西方町金崎592-4 0282-92-2064

51コスモ フル 小田垣商店 家中 都賀町家中5203-2 0282-27-0266

52ENEOS フル ㈲金子油店 木野地 木野地町180 0282-23-8125

53コスモ フル ㈲岸オイル 栃木インター 野中町503-1 0282-23-0916

54キグナス セルフ ㈱石澤商店 キグナス石油セルフ栃木東 大宮町2189-1 0282-27-6710

55ENEOS フル 佐藤商事㈲ 金﨑 西方町三﨑789-1 0282-92-2821

56コスモ フル 須田商事㈱ 栃木パイパス 薗部町2-19-36 0282-23-8631

57コスモ フル 須田商事㈱ グリーンプラザ栃木 樋ﾉ口町396-1 0282-24-4082

58コスモ フル ㈲高崎商店 コスモ石油尻内 尻内町623 0282-31-0320

59 伊藤忠エネクス フル 栃木石油㈱ 栃木大平 大平町西水代1992-1 0282-43-5301

60コスモ フル 栃木石油㈱ ニュー栃木 仲方町173-1 0282-31-1266

61 伊藤忠エネクス フル 栃木石油㈱ 栃木平柳 平柳町1-1-27 0282-22-1905

62出光 フル ㈲永島商店 岩舟 岩舟町畳岡543-7 0282-55-2529

63ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 50号佐野インター東 岩舟町静字新井橋1660-1 0282-55-7448

64ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 50号佐野インター 藤岡町都賀2753-2 0282-62-3965

65その他 フル 船田商店 赤麻 藤岡町赤麻4243-4 0282-62-2352

66ENEOS セルフ ㈱別井商店 栃木大宮 大宮町1579-1 0282-27-1748

栃木市

67コスモ フル ㈲水戸部商事 新町 藤岡町藤岡1845-11-12 0282-62-3182



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【11栃木県】　取扱店/198　販売店/ 3 2023-05-01現在

地区　11 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS フル 山中油店 ENEOS藤岡西 藤岡町都賀769 0282-62-2854

69 アポロステーション フル 渡辺石油㈱ 栃木北 川原田町128 0282-24-3190

栃木市

70ENEOS フル ㈲渡辺モータース 三毳 藤岡町太田337 0282-62-2817

71シェル セルフ 粟野興産㈱ シェル佐野 吉永町789-4 0283-61-0025

72ENEOS フル 岩下石油 新合 閑馬町508 0283-65-0652

73シェル フル＆セルフ 駒形興業㈲ 東武葛生 あくと町4199-1 0283-85-3543

74コスモ フル 駒形興業㈲ 林 小中町230-1 0283-22-1599

75出光 フル 常盤商事㈱ 常盤 仙波町131-1 0283-85-3070

76出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 佐野サービスエリア下り 黒袴町1022 0283-27-0440

77出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 佐野サービスエリア上り 黒袴町八幡1075 0283-27-2844

78ENEOS フル 広瀬商事㈱ 葛生中央 葛生西3-13-1 0283-86-3369

佐野市

79ENEOS フル 吉澤保全㈱ 葛生 葛生東1-12-7 0283-86-3333

80キグナス セルフ ㈱アイラックス 新鹿沼サービスステーション 上殿町982-1 0289-63-5350

81ENEOS セルフ 粟野興産㈱ ENEOS茂呂 西茂呂2-7-24 0289-63-6776

82キグナス フル 粟野興産㈱ キグナス石油楡木 奈佐原町16-2 0289-75-4609

83その他 フル ㈲伊佐野商店 加園 加園867-1 0289-62-3508

84ENEOS フル ㈲扇屋商店 奈佐原 奈佐原町367 0289-75-2348

85コスモ フル ㈱林 鹿沼インター 上石川1119-7 0289-76-2778

86ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 鹿沼インター 深津字向ﾉ内996-2 0289-76-3213

87シェル フル ㈲古林油店 奈佐原 奈佐原町59-10 0289-75-2444

鹿沼市

88ENEOS フル ㈲梁田油店 北赤塚 北赤塚町175-1 0289-75-2378

89ENEOS フル ㈲片山油店 川治 藤原1219 0288-78-0003

90コスモ フル ㈲片山油店 鬼怒川パイパス 柄倉763 0288-76-1123

91ENEOS フル ㈱かねます商事 鬼怒川 鬼怒川温泉大原879 0288-77-0722 〇

92ENEOS フル ㈱かねます商事 今市中央 今市628 0288-22-1013 〇

93ENEOS フル ㈲神林商店 ハートフル大沢 木和田島2380-4 0288-26-1038

94ENEOS フル KSエネルギー㈲ 日光インター 東和町58-1 0288-53-3380

95コスモ フル ㈲ショップ 大室 大室846-5 0288-26-9888

96ENEOS フル ㈲隅商店 大沢 森友23 0288-21-2179 〇

97ENEOS フル 高村商店 今市岩崎 岩崎899 0288-27-1983

98ENEOS フル ㈱高山商店 今市 今市46-1 0288-21-1556

99 アポロステーション フル ㈲野中給油所 ニュー今市 今市88-6 0288-21-0878

100出光 フル ㈲町田屋商店 大沢 大沢町187 0288-26-0334

101ENEOS セルフ ㈱丸重 今市バイパス 今市字下原1232-2 0288-22-5100

102ENEOS フル ㈱ヤマグチ NEW今市 今市53 0288-21-1486

103ENEOS フル ㈱ヤマグチ 豊田今市 豊田41-5 0288-30-1717

104ENEOS フル ㈲山越油店 栗山 日向496 0288-97-1754

105ENEOS フル ㈲若松石油 奥日光 中宮祠2478 0288-55-0156

日光市

106出光 フル 和光興業㈲ 今市西 瀬川1189 0288-21-1564

107ENEOS フル ㈲河野商店 荒井 荒井9 0285-22-2319

108ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 小山城南店 雨ｹ谷125-1 0285-37-7030

109キグナス フル 坪野谷石油㈱ 小山駅前 駅東通り1-2-30 0285-23-0335

110コスモ フル 栃木石油㈱ ニュー小山 大字松沼80-1 0285-37-1117

111 アポロステーション フル ㈱トチネン 雨ケ谷 雨ｹ谷473-1 0285-31-1540

112出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 セルフ4号小山 羽川442-1 0285-22-4505

113出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 新4号小山バイパス 大字出井字馬廻1113-1 0285-49-3440

小山市

114ENEOS フル 古川商店 エネオス寒川 大字寒川1590 0285-38-1028

115ENEOS セルフ ㈲島や商店 真岡東 田町1784 0285-82-2846

116ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 真岡荒町店 荒町4-24-14 0285-84-1010

真岡市

117ENEOS セルフ ㈲森耕商店 真岡中郷 中郷273-2 0285-82-3156

118コスモ フル ㈲猪瀬燃料店 大田原 紫塚1-13-18 0287-22-3708

119ENEOS フル ㈲大高油店 末広 末広1-4-44 0287-22-3188

120 アポロステーション フル ㈱加藤石油 大田原 城山2-15-6 0287-23-1233

121 アポロステーション セルフ ㈱加藤石油 シティポイント大田原 美原1-3524-3 0287-20-3330

122ENEOS フル 協和商事㈲ 須賀川 須賀川3000 0287-58-0520

123ENEOS フル ㈲木屋油店 黒羽 黒羽向町1136 0287-54-0863

124ENEOS フル ㈲小浦モータース 佐久山 佐久山2208 0287-28-0339

125コスモ フル ㈲小浦モータース 実取 実取795-6 0287-28-0480

126コスモ フル 富田屋商店 黒羽 黒羽田町593 0287-54-0017

127コスモ フル 富田屋商店 金丸 南金丸1164 0287-22-5377

128その他 フル ㈲古内勇商店 金丸 北金丸1571-4 0287-22-3217

129コスモ フル 森島油店 セルヴィス野崎 薄葉2220-11 0287-29-0024

大田原市

130ENEOS フル ㈱ヤマグチ 金丸 南金丸1588-1 0287-23-6188

131ENEOS フル ㈱スミスケ 矢板 扇町2-3-1 0287-43-0876

132キグナス セルフ ㈱田中商店 プレステージ矢板 乙畑1647 0287-48-0306

133出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 4号矢板 中938-1 0287-40-1228

矢板市

134ENEOS フル ㈱ヤマグチ 矢板 鹿島町4-14 0287-43-0881
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矢板市 135ENEOS セルフ ㈱ヤマグチ Enejet4号矢板 東町1237 0287-43-0757

136SOLATO フル ㈲荒井モータース 黒磯 橋本町1-1 0287-62-2347

137出光 フル ㈱加藤石油 若松 豊住町81-1 0287-64-1374

138ENEOS フル 川崎屋商事㈲ アルタイル 関谷488-1 0287-35-2331

139ENEOS フル ㈲田代油店 塩原 塩原1280-5 0287-32-2304

140キグナス フル ㈲玉木商店 東那須野 東小屋462-3 0287-65-0307

141ENEOS フル ㈲豊浦石油 西豊浦 豊浦町100-483 0287-63-3706

142シェル フル ㈲那須石油 西富山 西富山129 0287-36-4744

143コスモ フル ㈲星商事 黒磯 下厚崎65-10 0287-62-0786

144コスモ フル ㈲星商事 西那須野 西原町7-25 0287-36-0389

那須塩原市

145ENEOS フル ㈱ヤマグチ 塩原 塩原1221 0287-32-234

146ENEOS フル ㈲五十嵐石油店 喜連川 喜連川4233 028-686-2224

147ENEOS フル ウイック㈱ チェリーフィールド409 桜野409-6 028-682-2328

148出光 フル 上野屋商店 喜連川 喜連川3326 028-686-3488

149ENEOS フル ㈲笹沼石油店 氏家北 蒲須坂379 028-682-2488

150ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 4号氏家 氏家大野3437-1 028-682-7278

さくら市

151ENEOS フル 矢沢油店 押上 押上782 028-682-6901

152シェル フル 大谷油店 上境 上境256 0287-82-2898

153ENEOS フル ㈲塩澤商事 ニュー月次 月次465 0287-88-7538

154ENEOS フル ㈲塩澤商事 神長 神長573-1 0287-83-1646

155出光 フル ㈱NEZASサービス 新庄烏山田町ガーデン 中央1-8-4 0287-82-2260

那須烏山市

156その他 フル ㈱モリバヤシ石油 那須南 志鳥3198-2 0287-88-7931

157コスモ フル ㈲大嶋栄一商店 コスモ石油薬師寺 薬師寺1831 0285-48-0022

158ENEOS フル ㈲川田商店 小金井 小金井1-6-7 0285-44-0007

159シェル フル ㈲川中子油店 石橋細谷 細谷575 0285-53-0288

160ENEOS フル ㈱スガマタ アクタス 石橋839-3 0285-53-2048

161出光 フル ㈱NEZASサービス 新庄石橋下古山ガーデン 下古山2905-1 0285-53-3653

162ENEOS フル 野口商店 石橋野口 上古山1502-48 0285-53-1609

下野市

163ENEOS フル 葭葉設備工業㈱ 西坪山 下坪山1679 0285-48-0845

164キグナス セルフ ㈱アイラックス 壬生サービスステーション 壬生町落合3-2-10 0282-82-8086

165SOLATO フル ㈱オーリス パレスムツミ 壬生町壬生丁130-4 0282-81-1411

166コスモ フル ㈲川島燃料 コスモ石油野木中央 野木町友沼5844-3 0280-55-0247

167その他 フル 鈴木自動車販売㈱ スタンドスズキ 壬生町安塚874-3 0282-86-0368

168ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ Dr.Drive野木丸林店 野木町丸林647-2 0280-57-1580

169シェル フル ㈲鳥春油店 国谷 壬生町至宝1-6-19 0282-82-0470

170シェル フル ㈲鳥春油店 壬生 壬生町大師町14-27 0282-82-0246

下都賀郡

171シェル フル 湊興業㈱ おもちゃの町 壬生町おもちゃのまち3-1-40 0282-86-0290

172ENEOS フル ㈲加藤油店 七井台町 益子町七井1831 028-572-3346

173シェル フル ㈲くにい商会 市貝赤羽 市貝町赤羽2697-2 028-568-0607

174 アポロステーション フル ㈲塩田屋百貨店 水橋 芳賀町西水沼419 028-678-0157

175ENEOS フル ㈲鈴木油店 芳賀 芳賀町下高根沢2083-4 028-677-1434

176キグナス セルフ ㈲高島油店 セルフ益子 益子町益子1397-1 028-572-3000

177ENEOS フル ㈲田川商店 祖母井 芳賀町祖母井738 028-677-0109

178ENEOS フル ㈲塚本金物店 益子 益子町益子2321-1 028-572-3061

179 アポロステーション セルフ ㈲三村商事 セルフin七井 益子町七井中央13-3 028-572-2557

芳賀郡

180出光 フル ㈲宮川商事 祖母井 芳賀町祖母井977 028-677-0076

181SOLATO フル ㈲荒井モータース 那須高原 那須町高久甲4008 0287-62-0136

182コスモ フル ㈲伊王野石油 伊王野バイパス 那須町大字伊王野1755-1 0287-75-0223

183ENEOS セルフ ㈲大森商店 セルフ那須りんどう湖 那須町大字高久丙1454 0287-76-4500

184出光 フル ㈱加藤石油 那須塩原 那須町高久乙2730 0287-74-3400

185その他 フル 一般社団法人心桜福祉会 Car Station KOHARU 那須町高久甲4319-1 0287-62-1733

186ENEOS フル (資)油新商店 馬頭 那珂川町馬頭2086-1 0287-92-2309

187ENEOS フル ㈲相馬自動車工場 エネオス黒田原 那須町寺子乙3967-161 0287-72-0108

188出光 セルフ ㈲ヌヴォラーリ セルフ那珂川ステーション 那珂川町三輪504-1 0287-96-4505

那須郡

189シェル フル ㈱桝屋石油 黒田原 那須町大字寺子丙3-53 0287-72-0051

190ENEOS フル ㈱馬場商店 上三川中央 上三川町上三川4944 0285-56-2285

191ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 新4号上三川 上三川町上蒲生字願成寺1976 0285-56-5531

河内郡

192ENEOS セルフ ㈲藤沼商会 セルフ352上三川 上三川町梁369 0285-53-1165

193キグナス フル ㈲阿久津油店 塩谷BJステーション 塩谷町玉生568-5 0287-45-0403

194 アポロステーション フル ㈲石下油店 玉生 塩谷町玉生747-3 0287-45-0056

195コスモ フル ㈲植木商店 高根沢 高根沢町上高根沢5042-2 0286-75-3360

196ENEOS セルフ ㈱小野口砿油 フラワーヒル 高根沢町大字花岡298-1 0286-76-0057

197出光 フル ㈱NEZASサービス 新庄光陽台ガーデン 高根沢町光陽台3-16-4 0286-75-6104

塩谷郡

198出光 フル 渡辺油店 玉生 塩谷町玉生1057-22 0287-45-0432


