
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【12茨城県】　取扱店/280　販売店/ 17 2023-05-01現在

地区　12 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ DrDrive セルフ磯原店 磯原町豊田209-1 0293-42-7233

2ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ DrDrive 大津港店 大津町2521 0293-44-3201

3出光 フル 常磐港運㈱ 茨城SS 中郷町下桜井834 0293-42-0576

4ENEOS フル ㈲芳賀商店 エネオス中郷石岡SS 中郷町石岡432 0293-42-0525

5出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 中郷サービスエリア下り 中郷町日棚字山崎1860-7 0293-43-3397

北茨城市

6シェル セルフ 日立礦油㈱ 北茨城インター給油所 磯原町豊田1-112 0293-42-1043

7ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ セルフ高萩インター店 下手綱2011 0293-24-1677高萩市

8出光 フル＆セルフ 高萩商事㈱ 安良川給油所 安良川網掛398-2 0293-22-2456 〇

9ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフ十王店 伊師松並ﾉ根2182-2 0294-39-6739

10出光 セルフ 高萩商事㈱ 十王給油所 友部1591-1 0294-39-2176 〇

日立市十王

町

11ENEOS セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 6号日立北インター 伊師字中谷地1673-5 0294-20-2310

12ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフ日立豊浦店 本宮町4-22-1 0294-24-3825

13ENEOS フル ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンス日立大平店 本宮町4-22-1 0294-24-3825

14ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 日立滑川店 滑川町1-6-18 0294-24-4598

15シェル セルフ 日立礦油㈱ 日立南インター給油所 大和田町2278 0294-52-5770

16シェル セルフ 日立礦油㈱ 田尻給油所 田尻町3-50-12 0294-43-3567

17コスモ フル ㈱マスイ 日高給油所 日高3-11-1 0294-42-4221

18出光 フル ㈱マルシン石油店 日立港給油所 久慈町7-19-16 0294-52-2530

19ENEOS フル ㈱宮内石油 エネオス ニュー日立SS 平和町1-13-3 0294-22-5371

20 伊藤忠エネクス セルフ ㈱宮本石油店 日立多賀給油所 大久保町3-10-20 0294-33-0461 〇

21ENEOS フル ㈱宮本石油店 日立南インター給油所 大和田町2235 0294-52-1144 〇

22ENEOS フル ㈱吉田石油 日立中央 鹿島町2-1-15 0294-22-2271

23ENEOS セルフ ㈱吉田石油 セルフ兎平 城南町1-11-5 0294-25-2171

24ENEOS フル ㈱吉田石油 大みか 大みか町3-16-1 0294-52-5584

日立市

25ENEOS フル ㈱吉田石油 東多賀 東多賀町2-10-8 0294-35-2222

26出光 フル (名)八幡屋商店 町屋町490-1 0294-78-0106

27ENEOS フル ㈲中村屋商店 久米町1675 0294-76-2037

28ENEOS フル ㈲生田目商店 サウスイン里美SS 上深萩町224 0294-82-3301

常陸太田市

29ENEOS フル 湊屋商事㈱ 常陸太田ニューセントラルSS 山下町1171 0294-72-1171

30ENEOS フル ㈱スズキ 大子リバーサイドSS 北田気735-1 0295-79-0066久慈郡大子

町 31ENEOS フル 本田石油店 本田石油店 小生瀬92-2 0295-76-0558

32シェル フル ㈱クラセキ 那珂大宮SS 下村田816-1 0295-52-3804

33ENEOS 燃料店 ㈲坂井給油所 美和SS 高部286-2 0295-58-2121

34ENEOS フル 坂本石油 坂本石油 泉444 0295-52-0508

35ENEOS フル ㈱スズキ 大宮バイパスSS 石沢1822-1 0295-52-3915

36ENEOS フル ㈱スズキ 大宮バイパス本店SS 中富町3102-1 0295-52-6000

常陸大宮市

37ENEOS フル ㈱スズキ 御前山SS 野口1504 0295-55-2345

38ENEOS フル ㈱スズキ ルート118瓜連SS 瓜連1562-1 029-296-2600

39ENEOS フル ㈱高野屋石油 菅谷605-12 029-298-1129

40シェル フル ㈲生天目石油店 瓜連SS 瓜連559-2 029-296-0136

41ENEOS フル ㈱増子石油店 後台614 029-298-0213

42シェル フル ㈲宮内石油 中台494 029-298-1658

43ENEOS フル ㈱吉田石油 那珂インター 豊喰146-1 029-298-9118

那珂市

44ENEOS フル ㈲吉原商店 鴻巣SS 鴻巣1261-4 029-298-8456

45ENEOS フル 阿久津商店 七会SS 小勝297-1 0296-88-2022

46ENEOS フル ㈲梅原屋石油 常北町SS 石塚1507 0292-88-2043

47ENEOS フル 大越石油 大越石油 上圷581-3 0292-89-3244

48ENEOS フル ㈲木村石油店 那珂西給油所 那珂西2508 0292-83-038 〇

49シェル フル 関口石油店 御前山東SS 御前山269 0292-89-2982

50出光 フル 桧山石油店 石塚給油所 石塚1468 0292-88-2247 〇

51ENEOS フル ㈲宮前商店 塩子SS 塩子2545 0296-88-2004

東茨城郡城

里町

52ENEOS フル 森田石油店 桂SS 御前山1130-1 0292-89-2734

53ENEOS フル 小池石油店 阿字ヶ浦SS 阿字ヶ浦町695-1 029-265-8998

54ENEOS フル セキヤ石油㈱ ハートステーションセキヤ 東石川3-16-8 029-273-3345

55ENEOS セルフ セキヤ石油㈱ セルフウイングワン 馬渡3858-2 029-273-7331

56ENEOS フル ㈲土喜石油店 湊中央2-9-14 029-263-7577

57ENEOS セルフ ヒタチ石油㈱ 勝田笹野店 笹野町2丁目7番1号 029-272-0020

58ENEOS セルフ ヒタチ石油㈱ 赤坂店 赤坂12368-2 029-262-2929

59ENEOS セルフ 湊屋商事㈱ ひたちなか佐和下宿SS 佐和1409-1 029-352-2345

60ENEOS フル ㈱吉田石油 勝田国道 市毛切通し858-33 029-274-6189

61ENEOS フル ㈱吉田石油 那珂湊 釈迦町8-1 029-263-5777

62ENEOS フル＆セルフ ㈱吉田石油 勝田センター 東石川1-12-11 029-275-1246

ひたちなか

市

63ENEOS フル ㈱吉田石油 ARK 東石川宇堂端3610-1 029-275-3055
那珂郡東海村 64ENEOS フル 砂押アグリン㈱ ユーサイド東海SS 村松2299-3 029-282-4411

65ENEOS フル ㈱茨城ゼネラル石油 水戸千波SS 千波町2402 029-241-6711

66ENEOS フル ㈲江幡石油店 鯉淵町2977 029-259-2238

水戸市

67ENEOS フル ㈱岡野石油 平須町SS 平須町158-98 029-241-0910



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【12茨城県】　取扱店/280　販売店/ 17 2023-05-01現在

地区　12 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS フル サン石油㈱ 水府町1547 029-225-3111

69ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ セルフ水戸赤塚店 見和3-663-9 029-309-1022

70ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ DrDrive 水戸五軒町店 五軒町1-3-38 029-231-5164

71ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 水戸石川店 石川1-3834-1 029-252-3761

72出光 セルフ 高萩商事㈱ セルフ住吉 住吉町313-1 029-247-3678 〇

73 アポロステーション セルフ 高橋商事㈱ 大串町957-1 029-269-2135

74出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 6号水戸 吉沢町352-67 029-304-6151

75出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 51号大洗 谷田町943 029-226-7815

76ENEOS フル 日の丸石油㈱ 水戸けやき台SS けやき台3-33-2 029-246-2284

77ENEOS フル 日の丸石油㈱ 河和田SS 河和田町3793-4 029-254-5141

78ENEOS セルフ 日の丸石油㈱ サウスロードSS 元吉田911-3 029-246-0770

79ENEOS セルフ 日の丸石油㈱ 酒門SS 酒門町409 029-228-6855

80ENEOS フル 日の丸石油㈱ 水戸駅南SS 城南2-3-22 029-225-8158

81ENEOS フル 日の丸石油㈱ 赤塚SS 赤塚1-2053-54 029-252-5438

82ENEOS セルフ 日の丸石油㈱ 大洗インターSS 東前町1591-1 029-269-1121

83ENEOS フル＆セルフ ㈱フカヤ 水戸加倉井店 加倉井町693-3 029-252-5188

84ENEOS セルフ ㈱フカヤ 水戸大塚店 大塚町1562-1 029-251-5333

85ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸ガーデン 笠原町1509 029-241-0824

86ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸偕楽園 見川2-77-6 029-243-8500

87ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸梅ヶ丘 見和2-855 029-257-6161

88ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸元吉田 元吉田宇一里塚西1317-3 029-248-0711

89ENEOS フル ㈱吉田石油 上水戸 袴塚1-5-39 029-221-8877

90ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸フローラ 住吉町144-3 029-247-0231

91ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸南 千波町1837 029-241-2511

92ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸千波 千波町2169 029-243-6091

93ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸 大工町2-2-1 029-221-6629

94ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸東 棚町1-1-21 029-221-0578

95ENEOS フル ㈱吉田石油 水戸中央 南町2-6-40 029-221-2945

水戸市

96ENEOS フル ㈲ワタヒキ 渡里SS 渡里町3268-23 029-225-3918

97その他 フル ㈱大洗輸送 大洗港SS 磯浜町8253-32 0292-66-0011

98その他 フル 高須石油店 大洗給油所 神山町1247 0292-67-2575

99ENEOS フル ㈱タヤマ 大洗中央店 磯浜町1870 0292-67-3264

100ENEOS フル ㈱タヤマ 大洗本店 大貫町64-31 0292-67-3115

東茨城郡大

洗町

101ENEOS フル ㈱吉田石油 大洗海岸 磯浜5507-3 0292-67-2050

102ENEOS フル ㈲長洲百貨店 レイク涸沼 下石崎2257 0292-93-7152東茨城郡茨

城町 103ENEOS フル ㈱吉田石油 城之内 城之内684-20 0292-93-9054

104ENEOS フル ㈱旭商事 西ウィング友部SS 旭町317-2 0296-77-2917

105その他 フル ㈱鈴木石油店 岩間第2SS 下郷4439-32 0299-45-2344

106ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 笠間店 石井989-1 0296-72-6944

107ENEOS フル ㈱タナカ D.D笠間国道SS 寺崎2-1 0296-72-7545

108ENEOS フル ㈲鶴田肥料店 随分附721-1 0296-77-0291

109ENEOS フル 日の丸石油㈱ 友部SS 美原3-1-6 0296-78-4455

笠間市

110ENEOS フル 深沢石油店 エネオス宍戸SS 南小泉77 0296-77-0216

小美玉市 111ENEOS フル ㈲梅屋百貨店 ENEOS 羽鳥SS 羽鳥2596 0299-46-3333

112ENEOS フル ㈲ウエタ エネオス高浜SS 東田中1202 0299-26-2837

113ENEOS フル 岡野石油店 岡野石油店 村上628 0299-23-8039

石岡市

114ENEOS フル ㈱吉田石油 ウェルカムいしおか 北府中3-4-45 0299-24-3390

115ENEOS フル＆セルフ 荒原石油店 フレッシュ鉾田SS 札941-5 0291-39-3516

116ENEOS フル ㈱イシザキ 鉾田東SS 柏熊297-8 0291-33-3888

117ENEOS フル 菊地石油店 菊地石油店 常磐1658-37 0291-37-0784

118ENEOS フル 田崎石油店 旭村田崎SS 田崎240-3 0291-37-3192

119ENEOS フル ㈱長峰商店 鉾田南SS 野友573-1 0291-33-4466

120ENEOS フル 平沼石油店 平沼石油店 鉾田44 0291-32-2745

121ENEOS フル＆セルフ 宮本石油店 鹿行大橋SS 札140-3 0291-39-3302

鉾田市

122ENEOS フル 吉田石油店 北鉾田SS 安房1650-1 0291-32-2631

123ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 鹿島佐田店 佐田640-2 0299-84-6370

124ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 鹿島鉢形店 鉢形台1-14-45 0299-83-6811

125ENEOS フル 根本石油店 鹿島中央SS 鉢形1522 0299-82-6432

鹿嶋市

126ENEOS フル 山本石油サービス サンスマイルおおのSS 和686-1 0299-69-0168

127ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフ大野原店 大野原1-1-22 0299-93-4440

128ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフ日川店 日川1963-67 0299-97-1620

129コスモ フル ㈱五十嵐商事 プライム知手 知手中央一丁目10番1号 0299-96-3901

130ENEOS フル 河野商店 新鹿島SS 知手中央1-16-14 0299-96-1844

131ENEOS フル 菅佐原石油店 奥野谷浜SS 奥野谷5742-1 0299-96-1415

132ENEOS フル ㈱中田石油 知手SS 知手中央9-9-14 0299-96-0752

133ENEOS フル ㈱野田石油 若松太田SS 太田294-34 0479-46-0068

神栖市

134出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 124号鹿嶋神栖 知手2975-17 0299-95-0861



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【12茨城県】　取扱店/280　販売店/ 17 2023-05-01現在

地区　12 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135ENEOS フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 124号鹿嶋 平泉255-8 0299-93-0853

136出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 124号鹿嶋第2 木崎2870 0299-91-1771

137ENEOS フル 平野石油㈱ プレーリー太田SS 太田476-1 0479-46-3961

神栖市

138ENEOS フル 山本石油㈱ ファルコ知手 知手138-4 0299-96-0357

139コスモ フル ㈱内堀商店 コスモ石油 上戸川給油所 上戸2298 0299-64-2367 〇

140コスモ フル ㈱兼平商店 潮来中央SS 辻357 0299-62-2199

141シェル フル ㈱郡司 大賀SS 大賀287 0299-67-5020

142シェル フル ㈱小林自動車 洲崎431-1 0299-66-2346

143ENEOS フル 榊原石油店 榊原石油店 辻227 0299-62-2053

144その他 フル ㈱坂本徳松商店 潮来営業所 潮来7471 0299-63-1314

潮来市

145ENEOS フル 長島石油㈱ 潮来日の出SS 日の出7-19-1 0299-66-3695

146ENEOS フル ㈲出沼石油店 麻生町SS 麻生171-6 0299-72-0278

147出光 フル 榊原商店 榊原商店 船子14 0299-77-0103

148ENEOS フル 根本商店 玉造SS 井上833 0299-56-0017

149ENEOS フル 塙石油店 北浦SS 行戸1015-3 0291-35-3084

150出光 フル 羽生商店 麻生SS 富田237-2 0299-72-0208

151出光 フル 常陸産業㈱ 羽生 羽生348-1 0299-57-0107

152ENEOS フル ㈲平山商事 根小屋81-3 0299-73-3118

行方市

153ENEOS フル 横山商事㈱ 大和SS 青沼869-2 0299-73-0022

154ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフ土浦荒川沖店 荒川沖西1-13-1 029-843-0614

155その他 セルフ ㈱稲葉燃料 イオンモール土浦SS 上高津近堂367の一部 029-825-2855

156ENEOS セルフ カメイ㈱ セルフ土浦東店 小岩田東1-1-46 029-822-4078

157ENEOS フル 小谷商店 小谷商店 荒川沖5-98 029-841-1286

158ENEOS フル ㈱小林 ENEOS 藤沢SS 藤沢1260-2 029-862-2322

159コスモ フル 白井石油㈱ 並木町SS 並木1丁目13-18 029-823-2606

160ENEOS フル ㈱スズキ パラマウント土浦SS 大町12-26 029-835-2086

161ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ ビークル ビー土浦店 大畑1606-10 029-829-2455

土浦市

162ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 土浦学園通り店 粕毛101-1 029-823-6595

163ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフ荒川本郷店 本郷1-47-5 029-842-3658

164ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 阿見東インター店 よしわら3-2-3 029-875-5107

稲敷郡阿見

町

165コスモ フル ㈱吉田石油 阿見給油所 中央2-17-3 029-887-0152
かすみがうら市 166出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 6号土浦北 下稲吉字向原2650-3 0299-59-0301

167コスモ フル エビヤ石油㈱ 西代 西代2870 0299-78-2614

168ENEOS フル 根本石油店 東町六角SS 六角409-1 0299-79-0015 〇

169出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 51号潮来 西代1190-1 0299-78-3211

170ENEOS フル 松葉石油㈱ 幸田SS 幸田1671 0299-79-2440

171シェル フル 大和屋石油㈲ 江戸崎甲756-2 0298-92-7565

稲敷市

172ENEOS フル 横田商店 新利根中央給油所 伊佐津1399-1 0297-87-2211
稲敷郡美浦村 173コスモ フル ㈱鈴木商店 美浦谷津SS 大谷1769-1 029-885-0161

174キグナス フル 青木商事㈱ フリーランス茎崎店 茎崎1816-87 029-876-2551 〇

175キグナス セルフ 青木商事㈱ フリーランス自由ケ丘店 自由が丘170-2 029-876-3611 〇

176ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveセルフつくば研究学園店 研究学園1-2-9 029-868-6710

177ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフつくば吾妻店 吾妻4-18-8 029-852-0339

178ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフつくば桜店 桜2-38-7 029-857-8864

179ENEOS フル ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスつくば竹園店 東新井24-4 029-851-3112

180ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフつくば梅園店 梅園2-25-12 029-855-2236

181シェル フル ㈱稲葉燃料 つくば梅園給油所 梅園2丁目1.2.3.4 029-851-0083

182ENEOS フル ㈲江原石油 谷田部中央SS 谷田部2976 029-836-0064

183ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Driveセルフつくば二の宮店 大字松野木字中山152-23 029-836-6882

184ENEOS フル 田上石油店 学園花畑S/S 花畑3-6-16 029-864-7778

185ENEOS フル 田上石油店 大穂新町S/S 大曽根3791 029-864-0053

186出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 354号つくば中央インター 上横場2163-1 029-839-0101

つくば市

187ENEOS フル ㈱横田エネルギーサプライ 上広岡SS 上広岡575 029-857-3217

188ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフひたち野うしく店 ひたち野西2-16-5 029-830-8603

189ENEOS セルフ ㈱アドバンスカーライフサービス Dr.Driveアドバンスセルフひたち野東店 ひたち野東2-19-5 029-871-0031

190ENEOS フル ㈲水間製油所 牛久島田SS 島田町632-1 029-875-0370

牛久市

191ENEOS フル ㈱吉田石油 牛久インターナショナル 猪子町944-7 029-872-8760

192ENEOS フル 宇田川㈱ Dr.Drive竜ヶ崎北竜台店 若柴町2044-3 0297-65-2924龍ケ崎市

193ENEOS フル ㈲水間製油所 龍ケ崎南SS 川原代町5478 0297-62-3365

194ENEOS フル 宇田川㈱ 取手店 新町3-3-30 0297-72-0580

195出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 6号取手 毛有593-1 0297-83-7501

取手市

196ENEOS フル 藤代石油㈱ 中内SS 中内149 0297-82-4121

197ENEOS フル 宇田川㈱ Dr.Drive伊奈店 矢井田1614-10 0297-57-0711

198シェル フル ㈱斉藤商店 セイフル伊奈給油所 豊体617-5 0297-58-9130 〇

199ENEOS フル ㈲桜屋石油 ENEOS板橋SS 板橋2535-1 0297-58-1464

200ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ みらい平店 紫峰ヶ丘2-23-1 0297-38-8110

つくばみら

い市

201出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 294号谷和原インター 筒戸2194-1 0297-52-7771
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202コスモ フル 白井石油㈱ ふれあい北守谷SS 立沢1770-1 0297-45-1149守谷市

203ENEOS フル ㈲新大利根産業 エネオス新大利根給油所 美園1-9-2 0297-48-5451
北相馬郡利根町 204ENEOS フル 地脇商店 大房SS 大房131 0297-68-3728

205ENEOS フル ㈲赤城商店 明野SS 海老ヶ島1309-2 0296-52-0029

206ENEOS フル 石塚産業㈱ イズムSS 小川1769-1 0296-28-6191

207ENEOS フル NCユニオン興産㈱ 伊佐山250-2 0296-28-2877

208コスモ フル ㈲古谷石油 古谷石油 犬塚58-6 0296-37-6355

209ENEOS 燃料店 ㈲コヤノ商店 大関770-1 0296-22-3242

210ENEOS フル 嶋田石油店 十里SS 桑山1729-1 0296-57-2075 〇

211ENEOS フル ㈲鈴木石油 エネオス明野村田給油所 村田1706 0296-52-2605

212ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 下館東店 横塚1354 0296-57-9611

213ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 下館ニュータウン店 玉戸1270-129 0296-25-2790

214ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 下館岡芹店 西谷貝610-1 0296-25-1426

215ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 下館直井店 直井936-2 0296-25-1465

筑西市

216出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 294号下館南 一本松1438-2 0296-25-7260

217ENEOS フル ㈲臼井もき商店 真壁第一SS 真壁町亀熊1946 0296-55-0722

218ENEOS フル ㈲菊池商店 岩瀬南飯田SS 南飯田953-1 0296-75-2300

219シェル フル ㈱坪井商店 ルート50さくらがわSS 西桜川2-26 0296-75-2167

220ENEOS セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 50号桜川筑西インター 上野原地新田311-9 0296-75-6091

221その他 フル 柳田商店 下谷貝SS 真壁町下谷貝1703-4 0296-54-0681 〇

桜川市

222その他 フル 若色石油店 久原SS 久原423-2 0296-75-1810

223ENEOS フル ㈲荒木商会 結城SS 結城629 0296-33-3705

224ENEOS フル ㈱植木商店 結城531 0296-32-4455

225ENEOS フル ㈲カズミ石油 カズミオート結城SS 結城6935-1 0296-32-6971

226ENEOS フル ㈲カズミ石油 カズミオート城西SS 結城作387 0296-33-1671

227コスモ フル ㈱島田石油店 結城SS 結城1620 0296-33-3244

228コスモ フル ㈲鈴木石油 結城山王SS 山王206 0296-35-0482

229ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ セルフ結城店 中央町2-6-13 0296-33-1567

230ENEOS フル 塚越商店 エネオス今宿SS 今宿1230 0296-35-0017

231ENEOS フル ㈲津國屋商店 結城SS 結城281 0296-33-3546

232ENEOS フル ハエバル㈱ 向原SS 鹿窪1092-1 0296-34-1158

結城市

233出光 フル 森石油店 出光昭和シェル結城南SS 上成380-1 0296-33-2901

234ENEOS フル ㈲青木石油店 下妻西SS 長塚423 0296-44-2495 〇

235ENEOS フル ㈱アカオギ エネオス 下妻若柳SS 若柳丙327-1 0296-44-2053

236コスモ フル ㈱いけだ コスモ石油 下妻給油所 下妻乙542 0296-44-3010

237ENEOS フル ㈱小沢石油 高道祖1193 0296-44-7585

238出光 フル 篠崎モータース 篠崎モータース 横根511-3 0296-44-4718

下妻市

239ENEOS フル 渡辺燃料店 千代川SS 皆葉1214-4 0296-44-3060
結城郡八千代町 240コスモ フル ㈱賀登屋 八千代南SS 尾崎64-1 0296-48-1538

241キグナス フル 青木商事㈱ フリーランス水海道店 水海道諏訪町3126-1 0297-23-5411 〇

242シェル フル ㈱イシイ 水海道駅前SS 水海道渕頭町2914 0297-22-0410

243シェル フル いちょうや 大生郷SS 大生郷町1179-4 0297-24-3222

244その他 フル ㈱稲葉燃料 本社前給油所 原宿624 0297-42-2355

245その他 フル＆セルフ ㈱稲葉燃料 石下西給油所 古間木5238-4 0297-42-3970

246 アポロステーション フル ㈱稲葉燃料 石下南給油所 新石下4089 0297-42-6563

247ENEOS フル ㈱釜久本店 水海道 水海道宝町3386 0297-22-0005

248ENEOS フル 黒鳥商店 水海道西SS 豊岡町2-909 0297-27-1403

249コスモ フル 白井石油㈱ 水海道SS 水海道諏訪町3263-3 0297-23-4903

250ENEOS フル ㈲ハタヤ サンパティック石下 孫兵ヱ新田1155-1 0297-43-7612

251ENEOS セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 294号水海道 水海道川又町503-1 0297-22-0381

252コスモ フル 谷中屋商店 飯沼SS 栗山新田360-1 0297-43-7354

常総市

253その他 フル 萬屋商店 萬屋商店 花島町854 0297-24-7922

254シェル フル ㈲飯田燃料店 昭和シェル駒跿SS 駒跿949-13 0297-34-2412

255ENEOS フル 後藤屋商店 後藤屋商店 長谷1853 0297-35-0972

256 アポロステーション フル ㈱サクライ 岩井中根SS 岩井1891-1 0297-35-8686

257コスモ フル 白井石油㈱ 芽吹橋SS 矢作1949-1 0297-38-2656

258ENEOS フル セキショウカーライフ㈱ 岩井バイパス店 岩井4339-2 0297-35-6935

259ENEOS フル ㈱タキモト セルヴィス岩井SS 辺田1211-6 0297-35-6224

260ENEOS フル ㈲長須屋商店 岩井新町SS 岩井4616 0297-35-0251

261ENEOS フル ㈲西山商店 長須 長須2238-1 0297-35-0367

262コスモ フル 真中石油 上出島SS 上出島149 0297-34-2411

坂東市

263シェル フル 見晴屋 生子SS 生子1242 0280-88-0310

264ENEOS フル ㈱カワムラ 境SS 59番地 0280-87-0143

265シェル フル ㈱サクライ 境SS 住吉町163 0280-81-1112

266ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ ビークル ビー境店 909 0280-81-3177

猿島郡境町

267ENEOS フル ㈱張替商店 大歩SS 大歩230-2 0280-87-3509

古河市 268ENEOS フル ㈱相葉商会 古河西SS 鴻巣445-1 0280-22-3283
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269キグナス セルフ ㈱アサイ セルフ354総和給油所 下辺見516-1 0280-33-0033

270キグナス フル ㈱アサイ 東古河給油所 久能500 0280-92-0616

271キグナス フル ㈱アサイ 小堤セントラル給油所 小堤2010 0280-92-4040

272ENEOS フル ㈲木村輪業 東諸川SS 東諸川253-1 0280-76-0142 〇

273シェル フル ㈲桜井石油 諸川1326-1 0280-76-0308

274ENEOS セルフ セキショウカーライフ㈱ 総和ネーブル店 女沼1406-1 0280-92-7345

275 伊藤忠エネクス セルフ 栃木石油㈱ セルフステーション古河 下山町1-61 0280-32-1568

276出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 4号古河 大山1609-1 0280-48-0044

277出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　埼玉栃木販売支店 新4号古河バイパス 柳橋579-1 0280-91-3001

古河市

278出光 フル 渡辺油店 出光仁連SS 仁連81-1 0280-76-1212

279シェル フル 金子商事㈱ 原宿台SS 原宿台3-23-2 0280-84-2510猿島郡五霞

町 280コスモ フル 増田商事㈱ 幸手中研前SS 本栗橋4714 0280-84-2313


