
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【13千葉県】　取扱店/78　販売店/ 2 2023-05-01現在

地区　13 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル ㈲田中石油店 ドクタードライブ御成台SS 若葉区下田町1300-9 043-236-2772

2 アポロステーション フル 千葉石油㈱ 千葉登戸SS 中央区登戸1-19-12 043-248-2122

3出光 フル 千葉石油㈱ 新港SS 美浜区新港64 043-247-1838

4ENEOS フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号千葉北インター 花見川区横戸町1102-6 047-481-4170

5ENEOS セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 357号浜野 中央区浜野町1025-258 043-208-3633

6ENEOS セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 第二湾岸千葉新港 美浜区新港221-10 043-302-2533

7ENEOS フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 357号湾岸メッセ 美浜区浜田2-6 043-276-5281

8コスモ フル 三井中村石油㈱ みつわ台SS 若葉区みつわ台3-20-10 043-254-1949

千葉市

9出光 フル ㈱源石油 千葉みつわ台SS 若葉区みつわ台2-11-12 043-254-6133

10ENEOS フル 桜井石油㈱ 高根町SS 高根町2869-6 047-438-0310

11出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 船取線船橋 高根町2558-5 047-429-0013

船橋市

12出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号八千代北 小野田町1483-1 047-457-0189

13ENEOS フル オサダ石油 大神宮SS 大神宮181-1 0470-28-0194

14ENEOS フル ㈲庄司商店 真倉SS 上真倉1934 0470-22-3098

15その他 フル 南部石油㈱ 南部石油 館山港 館山95 0470-22-8310

16 アポロステーション フル 丸高石油㈱ 館山ハーバーステーション 沼979 0470-22-0956

館山市

17 アポロステーション セルフ 丸高石油㈱ 館山八幡サービスステーション 八幡235 0470-25-7227

18出光 セルフ 共栄海運㈱ セルフ太田 太田3-1-22 0438-23-3953

19シェル フル 共栄海運㈱ 中里SS 中里1-8-8 0438-23-7925

20シェル フル 共栄海運㈱ 潮浜SS 潮浜2-1-25 0438-37-1177

21出光 フル 共栄海運㈱ 長須賀SS 長須賀2537-1 0438-23-7938

22コスモ セルフ ㈱津田屋 木更津東サービスステーション ほたる野1-17-10 0438-97-8501

木更津市

23出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号君津 畑沢南1-1-15 0438-30-1236

松戸市 24出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 流山街道 主水新田字落沼537-3 047-340-0181

25出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号野田中央 横内47-12 04-7121-6301野田市

26出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号柏インター 下三ヶ尾字高野前353-1 04-7124-5956

27 アポロステーション フル 千葉石油㈱ 茂原本社SS 茂原110 0475-24-3856

28 アポロステーション フル 千葉石油㈱ 茂原SS 茂原604 0475-23-1877

茂原市

29 アポロステーション フル 千葉石油㈱ ニュー茂原SS 木崎276-1 0475-22-4623

30その他 フル 東邦建設㈱ 東邦成田給油所 吉倉150-18 0476-23-0067

31ENEOS フル 長島石油㈱ 東ノ台 東ﾉ台979 0476-73-8628

成田市

32ENEOS フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 成田エアポート 天神峰153-5 0476-32-0101

佐倉市 33ENEOS フル 長島石油㈱ 佐倉西 江原90 043-484-1263

34ENEOS フル 安藤興業㈱ 台方SS 台方236 0475-54-1828東金市

35ENEOS フル 安藤興業㈱ 東金バイパス中央SS 台方804 0475-54-1867

習志野市 36出光 フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 296号船取線花輪インター 谷津6-8-13 047-475-3161

37ENEOS フル 宇田川㈱ Dr.Drive柏北店 松ヶ崎425-1 04-7133-5733

38ENEOS フル 宇田川㈱ Dr.Driveニュー柏店 松ヶ崎745-1 04-7144-4555

39ENEOS フル 宇田川㈱ 柏インター店 中十余二419-6 04-7132-5396

40ENEOS フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号柏隧道 戸張290-2 04-7164-6302

柏市

41ENEOS フル ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号柏藤ヶ谷 藤ヶ谷新田69-3 04-7190-1221

42コスモ セルフ ㈱津田屋 加茂サービスステーション 久保263-1 0436-98-1060

43コスモ セルフ ㈱津田屋 五井第一サービスステーション 五井4848-2 0436-22-9810

44コスモ セルフ ㈱津田屋 松ケ島サービスステーション 五井西5-13-6 0436-25-7261

45コスモ セルフ ㈱津田屋 ニュー四辻サービスステーション 山木48-4 0436-75-3991

46コスモ フル＆セルフ ㈱津田屋 五井西サービスステーション 出津西1-1-8 0436-20-0211

47コスモ セルフ ㈱津田屋 西広橋サービスステーション 小折44-1 0436-37-8730

48コスモ セルフ ㈱津田屋 青柳サービスステーション 千種7-18-15 0436-25-5220

49コスモ セルフ ㈱津田屋 馬立サービスステーション 馬立2051-1 0436-95-2032

50コスモ セルフ ㈱津田屋 白金サービスステーション 白金町3-47 0436-25-6431

51コスモ セルフ ㈱津田屋 八幡サービスステーション 八幡北町1-5-6 0436-42-7180

52コスモ セルフ ㈱津田屋 ニュー牛久サービスステーション 米沢731-7 0436-92-0133

53出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 市原サービスエリア下り 海保字中木々音1154-1 0436-36-8812

54出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 297号市原インター 五井1191-1 0436-20-3536

55出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号市原東 五井南海岸41 0436-23-8961

市原市

56出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 市原サービスエリア上り 今富字大作1091-2 0436-36-8771

流山市 57ENEOS フル＆セルフ ㈱流山石油 流山SS 下花輪1361 04-7158-1309 〇

我孫子市 58ENEOS フル 宇田川㈱ Dr.Driveつくし野店 つくし野2-27-16 04-7184-9438

59ENEOS フル アウル鉱油㈲ 長狭北 北風原877 04-7097-1201鴨川市

60コスモ フル ㈲仲沢石油 追分SS 太尾340 04-7092-1554

61コスモ セルフ ㈱津田屋 君津サービスステーション 南子安6-6-2 0439-54-5506君津市

62ENEOS フル ㈱茂木商店 小山野SS 小山野158 0439-52-2307 〇

浦安市 63出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 357号浦安インター 東野2-25-15 047-306-3111

64コスモ セルフ ㈱津田屋 袖ケ浦サービスステーション 飯富165-1 0438-60-7321袖ケ浦市

65出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 16号木更津バイパス 神納字山王下1115-1 0438-63-8121

八街市 66シェル フル ㈲宮本商店 八街ほ34 043-443-1616

富里市 67ENEOS フル ㈱津田商店 七栄SS 七栄404-1 0476-93-0056



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【13千葉県】　取扱店/78　販売店/ 2 2023-05-01現在

地区　13 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

南房総市 68 アポロステーション セルフ 丸高石油㈱ 千倉港サービスステーション 千倉町平舘847-56 0470-29-5485

匝瑳市 69ENEOS フル ㈲柏熊石油店 八日市場南SS 横須賀928 0479-72-0506

70ENEOS フル 長島石油㈱ サンライズ佐原 玉造3-1-1 0478-52-6789

71ENEOS フル 長島石油㈱ 佐原国道 山之辺1464-4 0478-58-2964

72ENEOS フル＆セルフ 長島石油㈱ セルフ佐原 北3-8-12 0478-52-3031

香取市

73ENEOS フル 長島石油㈱ 小見川 野田572-1 0478-83-0123

74ENEOS フル ㈲宇津木商店 桂山SS 桂山294-3 0475-72-5654大網白里市

75ENEOS フル ㈱ 田邊文三郎商店 大網経田SS 経田302-1 0475-72-1367

印旛郡 76ENEOS セルフ ㈱東日本宇佐美　千葉茨城販売支店 51号成田 酒々井町篠山新田12-25 0434-96-9018

夷隅郡 77出光 フル ㈲オグラ産業 大多喜バイパスSS 大多喜町船子885-3 0470-82-8550

長生郡 78ENEOS フル ㈲井下田商店 長生 長生村七井土1372 0475-32-2223


