
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【17静岡県】　取扱店/157　販売店/ 9 2023-05-01現在

地区　17 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル アイカワ㈱ ディオス南安倍SS 葵区南安倍1-3-12 054-255-7024

2ENEOS フル アイカワ㈱ ディオス日出町SS 葵区日出町5-1 054-255-8009

3ENEOS フル アイカワ㈱ ディオス栗原SS 駿河区栗原18-61 054-264-3030

4ENEOS フル アイカワ㈱ ディオス中村町SS 駿河区中村町332-7 054-282-4354

5その他 フル 海野石油 小鹿SS 駿河区小鹿2丁目32-6 054-286-3316

6ENEOS フル グリーン石油㈱ ディオス流通SS 葵区加藤島12-7 054-261-4347

7キグナス フル ㈲小泉石油 谷津給油所 清水区谷津町2-180 054-369-2519

8ENEOS フル サクライ石油㈱ 六番町SS 葵区六番町1-1 054-253-6646

9ENEOS フル サクライ石油㈱ 鳥坂SS 清水区鳥坂542-1 054-345-0771

10 アポロステーション フル 静岡シェル石油販売㈱ 静岡唐瀬通り 葵区岳美20番28号 054-246-3688

11 アポロステーション フル 静岡シェル石油販売㈱ 静岡瀬名川西 葵区瀬名川2丁目26番10号 054-261-2526

12 アポロステーション セルフ 静岡シェル石油販売㈱ カーケアセルフ長沼 葵区長沼703-1 054-264-1011

13 アポロステーション フル 静岡シェル石油販売㈱ 静岡北番町 葵区北番町162番地の5 054-271-1769

14 アポロステーション フル 静岡シェル石油販売㈱ 静岡宮本町 駿河区宮本町7番15号 054-285-0275

15 アポロステーション セルフ 静岡シェル石油販売㈱ カーケアセルフ国吉田 駿河区国吉田2丁目6番1号 054-365-2517

16 アポロステーション セルフ 静岡シェル石油販売㈱ カーケアセルフ中田 駿河区中田本町16番19号 054-281-0240

17 アポロステーション セルフ 静岡シェル石油販売㈱ カーケアセルフイハラ 清水区庵原町116番地 054-365-2517

18 アポロステーション フル 静岡シェル石油販売㈱ 清水天神町 清水区天神1丁目7番15号 054-965-5243

19コスモ フル＆セルフ 静岡石油㈱ 南安倍川店 駿河区下川原5-32-5 054-259-9269

20ENEOS フル ㈱スギセキ カクサ美和SS 葵区与左衛門新田69-1 054-296-0081

21ENEOS フル ㈱スギセキ 高宮SS 駿河区高松1820-1 054-236-1051

22ENEOS フル タナカ燃料㈱ 中村町SS 駿河区中村町130-1 054-282-9275 〇

23その他 セルフ 中村石油㈱ 曲金SS 駿河区曲金3-4-6 054-286-4564

24コスモ セルフ フジ物産㈱ フレンドリー清水インター 清水区八坂北1-1-11 054-367-5141

静岡市

25コスモ フル フジ物産㈱ フレンドリー清水SS 清水区三光町1-6 054-353-6151

26ENEOS フル ㈲市川商店 三方原 北区三方原町1435 053-436-0011

27シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ大平台SS 西区大平台4-2-10 053-484-0088

28シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ入野SS 西区入野町6143-1 053-445-3141

29シェル フル ㈱英和エネルギー 住吉バイパス136SS 中区住吉5-15-5 053-472-0100

30シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ森田SS 中区森田町206 053-441-2374

31シェル フル＆セルフ ㈱英和エネルギー セルフ西伊場SS 中区西伊場町48-16 053-456-1085

32シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ中野町SS 東区安新町561-1 053-421-8870

33シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ上新屋 東区上新屋町229-14 053-464-1637

34 アポロステーション フル ㈱英和エネルギー 天竜川町136SS 東区天竜川町53-1 053-464-7548

35シェル フル ㈱英和エネルギー 浜松インター136SS 東区流通元町3-3 053-421-3087

36シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ和田SS 東区和田町766 053-464-8721

37シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ三島SS 南区三島町140-1 053-442-3135

38シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ飯田SS 南区飯田町479 053-411-5561

39シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ浜北新原SS 浜北区新原3617 053-401-5522

40シェル フル ㈱英和エネルギー テクノ136SS 北区東三方町113-20 053-439-4600

41ENEOS セルフ 遠鉄石油㈱ 上島SS 中区上島6丁目1-39 053-474-5665

42ENEOS セルフ 遠鉄石油㈱ 柳通り新津SS 中区新津町637-1 053-411-7761

43ENEOS セルフ 遠鉄石油㈱ 森田SS 中区西浅田1丁目2-10 053-458-5123

44ENEOS セルフ 遠鉄石油㈱ 富塚SS 中区富塚町209-208 053-450-1122

45ENEOS セルフ 遠鉄石油㈱ 飯田SS 南区下飯田町555 053-461-8815

46その他 セルフ 遠鉄石油㈱ 内野SS 浜北区内野4575 053-586-3511

47ENEOS セルフ 遠鉄石油㈱ 浜松三幸北SS 北区三幸町441-1 053-420-7070

48ENEOS セルフ 遠鉄石油㈱ 浜松赤松坂SS 北区東三方町281-3 053-430-2200

49出光 フル 大霜石油店 奥山給油所 北区引佐町奥山1125-1 053-543-0161

50 アポロステーション フル 静岡シェル石油販売㈱ 浜松領家町 中区領家1丁目1番10号 053-463-6907

51 アポロステーション フル ㈱スズキビジネス プラザ高塚 南区高塚町20-1 053-448-6645

52 アポロステーション フル＆セルフ ㈱スズキビジネス R-1浜松セルフ 南区堤町853 053-448-8292

53シェル フル＆セルフ ㈱スズキビジネス プラザ都田セルフ 北区大原町437-22 053-488-5515

54ENEOS フル ㈲髙林商店 有玉SS 東区有玉北町1248-1 053-434-0172

55 アポロステーション フル 天竜シェル石油㈱ 天竜SS 天竜区二俣町二俣1155 053-925-3167 〇

56 アポロステーション フル 天竜シェル石油㈱ 浜北大橋SS 浜北区中瀬17 053-588-0663 〇

57コスモ フル ㈲永井石油 貴布祢給油所 浜北区貴布祢870番地の4 053-587-3511

58 アポロステーション フル ㈱ 西渡石油 横山給油所 天竜区横山町438-15 053-923-0032

59ENEOS フル 松下石油㈱ 笠井通り店 東区恒武町441 053-433-1234

60ENEOS フル 松下石油㈱ Dr.Drive152浜北店 浜北区新原3606 053-586-8211

61ENEOS フル ㈲山下石油 舞坂西SS 西区舞阪町舞阪2144-9 053-592-0549

浜松市

62ENEOS フル やよい石油 東美薗SS 浜北区東美薗80番地 053-587-0201

63ENEOS フル 沼津石油販売㈱ 沼津港SS 千本港町23 055-962-1367沼津市

64ENEOS フル 真野燃料㈱ 沼津港湾SS 千本西町29 055-962-0833

65ENEOS フル ㈲内辰商店 網代SS 網代272 0557-67-0033熱海市

66ENEOS フル ㈲栗本油店 ENEOS熱海サービスステーション 和田浜南町5番1号 0557-81-4102

三島市 67ENEOS フル ㈱遠藤商店 西武 三島南SS 安久40-4 055-977-2387



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【17静岡県】　取扱店/157　販売店/ 9 2023-05-01現在

地区　17 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

三島市 68ENEOS フル＆セルフ ㈲おおいし 三島梅名 梅名448 055-977-2175

69ENEOS セルフ 岡重㈱ EneJet富士宮バイパスSS ひばりが丘700 0544-27-4402

70ENEOS セルフ 岡重㈱ EneJet小泉SS 小泉155-3 0544-25-5822

71ENEOS セルフ 岡重㈱ EneJet宮原SS 宮原387-1 0544-66-8500

72ENEOS フル 木ノ内石油 小泉給油所 小泉1820-4 0544-26-8555

73ENEOS フル 杉田屋 ENEOS 杉田SS 601-3 0544-26-2131

74 アポロステーション フル 駿河石油㈱ 富士宮中央店 万野原新田3749-1 0544-27-7729

75コスモ セルフ ムラカタ㈱ セルフ富士宮 宮北町7 0544-22-5421

富士宮市

76シェル フル 渡辺石油店 渡辺石油店 北山5193-1 0544-58-1545

77シェル フル ㈲福原石油 南伊東給油所 宮川町2-1-25 0557-37-7270伊東市

78その他 フル ㈲美春商事 美春給油所 1128-1 0557-48-8002

79シェル フル ㈲小沢産業 島田阪本 阪本951-4 0547-38-0122 〇

80ENEOS フル ㈱増商 ハートフルマスダ 中溝4丁目2-1 0547-37-3419

81出光 フル ㈱田中石油店 初倉給油所 船木244-5 0547-38-0079

島田市

82ENEOS フル ㈱ナカヤ ナカヤ石油 川根町笹間渡307 0547-53-2414

83ENEOS フル ㈲安藤石油 比奈SS 比奈426-6 0545-34-1639

84ENEOS フル ㈲エンドー 駿河台 今泉2069-1 0545-51-6951

85ENEOS フル 草ヶ谷燃料㈱ 岩渕SS 中之郷730 0545-81-1230 〇

86ENEOS フル ㈱久保田商店 南松野給油所 南松野26-1 0545-85-1515

87その他 セルフ ㈲古郡商店 富士松本SS 松本133-6 0545-32-7560

88ENEOS フル ㈲ミヤジマ石油 田子の浦 宮島272-2 0545-61-3458

89コスモ セルフ ムラカタ㈱ セルフ富士パイパス 五貫島132-1 0545-63-4560

90コスモ フル ムラカタ㈱ 富士シアター 中島142-1 0545-61-1959

富士市

91コスモ セルフ ムラカタ㈱ セルフ富士 蓼原883-4 0545-61-8888

92シェル セルフ ㈱英和エネルギー セルフ磐田東新町SS 東新町1-2-1 0538-34-6080

93 アポロステーション セルフ ㈱英和エネルギー セルフ磐田上岡田SS 豊島335-1 0538-35-2322

94ENEOS セルフ 遠鉄石油㈱ セルフ磐田見付権現SS 見付5074-4 0538-39-7150

95ENEOS フル ㈲川合豊平商店 豊岡南給油所 上神増875-13 0539-62-2099

96ENEOS フル ㈲川合豊平商店 豊岡給油所 新開904 0539-62-2034

97 伊藤忠エネクス セルフ 杉浦石油㈱ 竜洋SS 豊岡6471-4 0538-66-7676

98シェル フル ㈱スズキビジネス フレンドパーク岩井 岩井2384-2 0538-35-2105

99ENEOS フル 第一商事㈱ 磐田中央町サービスステーション 中央町88-2 0538-35-1381

100ENEOS フル 第一商事㈱ 鳥之瀬サービスステーション 鳥之瀬76-3 0538-36-9400 〇

磐田市

101ENEOS フル 竜東石油㈱ 野部SS 下野部229-13 0539-62-2275

102出光 フル ㈱セーコー石油 大井川SS 相川574-5 054-622-0283

103ENEOS フル ㈱増商 焼津西給油所 小柳津639-1 054-627-9325

104ENEOS フル 道原石油 焼津道原SS 道原626-1 054-656-2111

105ENEOS フル 巻田油業㈱ 焼津インターSS 八楠3丁目3番地-3 054-628-3716

106コスモ フル 油井石油㈱ 上小杉SS 上小杉356-2 054-622-0554

焼津市

107コスモ フル 油井石油㈱ 藤守SS 藤守441 054-622-0316

108 アポロステーション フル 掛川アポロ㈱ タウンスポット掛川SS 中央1丁目7-1 0537-22-3278

109ENEOS フル ㈱佐藤石油 掛川北SS 富部220-3 0537-24-4388

110コスモ フル シンバ石油㈲ 掛川バイパスSS 上西郷305-2 0537-24-4015

掛川市

111ENEOS フル 森下商店 大須賀給油所 西大渕4318-1 0537-48-2509

112ENEOS セルフ 巻田油業㈱ A-1 YABUTA SS 下藪田字前田95-1 054-638-3737藤枝市

113ENEOS セルフ 巻田油業㈱ 築地SS 築地517-1 054-646-0990

114出光 フル ㈲今朝吉商会 プロモーション印野 印野1655-1 0550-89-8227

115 アポロステーション フル＆セルフ ㈲今朝吉商会 モーニングラックS.S 保土沢1157-7 0550-89-8227

御殿場市

116 アポロステーション フル ㈲中村石油 杉名沢SS 杉名沢323 0550-83-5885

117ENEOS フル 第一商事㈱ 袋井北サービスステーション 久能1893-1 0538-42-5603

118ENEOS フル 第一商事㈱ 袋井サービスステーション 川井1008-3 0538-42-2201

袋井市

119コスモ フル ㈲永田石油ガス 袋井 永楽町1 0538-42-2523

下田市 120ENEOS セルフ 松本石油㈱ 下田バイパス給油所 4丁目9番22号 0558-22-1717

121ENEOS フル 東屋商店 ENEOS裾野北 佐野996-2 0559-92-1669裾野市

122ENEOS フル ㈲ 渡辺商店 裾野SS 佐野1037-2 0559-93-0261

123出光 フル 石原燃料㈱ 古見給油所 古見980-5 053-576-0561

124シェル フル＆セルフ ㈱スズキビジネス プラザ湖西セルフ 白須賀4361-1 053-579-1714

125シェル フル＆セルフ 東海興産㈱ 日之岡給油所 岡崎2253 053-578-1414

126ENEOS フル 東海興産㈱ 新居関所給油所 新居町新居3444-56 053-594-0303

湖西市

127ENEOS セルフ ㈱リキガハマ セルフ湖西北 利木16-1 053-578-0818

128コスモ フル ㈲小出商会 コスモ石油中伊豆給油所 関野807-1 0558-83-0303

129コスモ セルフ ㈲小出商会 修善寺インターSS 修善寺550-5 0558-99-9905

伊豆市

130ENEOS フル ㈱ ナガクラ 大仁橋給油所 瓜生野248-4 0558-72-3016

131ENEOS フル ㈱野川商店 桜ヶ池SS 佐倉4550-16 0537-86-5800

132ENEOS フル ㈱野川商店 浜岡バイパスSS 池新田6318 0537-86-4788

御前崎市

133その他 フル ㈲松尾商事 御前崎港SS 御前崎4375-1 0548-63-2401

菊川市 134ENEOS フル ㈲小田石油 菊川 半済1980-1 0537-35-2251 〇
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地区　17 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135出光 フル 菊川燃料㈲ 菊川インター給油所 加茂5585 0537-35-2777

136出光 フル 菊川燃料㈲ 本店給油所 本所1037-2 0537-35-2505

菊川市

137ENEOS フル 袴田燃料㈱ 小笠SS 赤土1112-3 0537-73-2164

138シェル フル ㈲和泉屋 長岡江間 南江間798-1 055-947-3767

139ENEOS フル ㈲田京スタンド 田京SS 御門62-1 055-876-2044

伊豆の国市

140シェル フル ㈲蛭海商店 伊豆長岡SS 古奈309-1 055-948-1319

141シェル フル ㈲浅井商店 牧之原 切山2776-44 0548-27-2063

142ENEOS フル ㈱河原崎商事 相良SS 菅ヶ谷2079-1 0548-87-2226

143出光 フル 栗山石油店 御前崎地頭方SS 地頭方521-1 0548-58-0648

144出光 フル 栗山石油店 相良SS 相良49-1 0548-52-0252 〇

145その他 フル ㈲寺田燃料 静波給油所 静波1471-2 0548-22-0639 〇

146ENEOS フル ㈲永田石油店 相良給油所 菅ヶ谷172-3 0548-52-0909

147シェル フル ㈱野村商店 ニュー勝俣SS 勝俣2021-1 0548-22-4807

148その他 フル ㈱三浦石油 相良給油所 波津160-1 0548-52-0522

牧之原市

149ENEOS フル 村松石油 勝間田SS 勝間564-6 0548-28-0316

150ENEOS フル 三島燃料㈱ 下土狩サービスステーション 長泉町下土狩441-2 055-986-0572

151ENEOS セルフ ㈱ヤシマ セルフ竹原SS 長泉町本宿479-1 055-986-1717

駿東郡

152ENEOS フル ㈱山崎商事 駿河小山 小山町用沢88-6 055-078-0640

賀茂郡 153ENEOS フル 丸宇興業㈱ 宇久須SS 西伊豆町宇久須644-4 0558-55-0078

田方郡 154ENEOS フル ㈲岩野石油 函南SS 函南町平井9番地の1 055-978-2445

155コスモ フル ㈱センズ石油 本川根SS 川根本町東藤川699-4 0547-59-2110榛原郡

156コスモ フル ㈲みなみ 南石油 川根本町徳山1392 0547-57-2291

周智郡 157ENEOS フル ㈲金原石油 ENEOS森町SS 森町中川457-6 0538-48-6149


