
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【18山梨県】　取扱店/138　販売店/ 7 2023-05-01現在

地区　18 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

西八代郡市 1出光 フル ㈲青木商店 三珠SS 川三郷町上野2314

西八代郡 2出光 フル ㈲青木商店 三珠SS 市川三郷町上野2314 0552-72-0117

3ENEOS フル 穴水㈱ Dr.Drive向町店 向町362-8 0552-27-1758

4ENEOS セルフ 穴水㈱ セルフ甲府店 住吉5-2-17 0552-27-3911

5ENEOS フル 穴水㈱ Dr.Drive城東店 城東1-7-2 0552-28-2406

6ENEOS フル 穴水㈱ Dr.Drive甲府西店 飯田1-4-7 0552-22-2598

7ENEOS フル ㈲イシイ石油 住吉SS 住吉5-19-18 0552-41-3885

8ENEOS フル ㈲小田切商店 甲府南インター風土記の丘給油所 下曽根町373-5 0552-66-2988

9ENEOS フル ㈲加賀美油店 甲府住吉SS 住吉1-16-20 0552-35-6763

10 アポロステーション セルフ ㈱吉字屋本店 セルフ甲府ウエストプラザSS 貢川2-5-50 0552-26-4174

11 アポロステーション セルフ ㈱吉字屋本店 セルフASK甲府南SS 上今井町681-1 0552-43-7771

12 アポロステーション フル ㈱吉字屋本店 ASKアルプス通りプラザ 上石田1-14-23 0552-35-0457

13 アポロステーション フル ㈱吉字屋本店 カーライフパートナー敷島SS 島上条323 0552-77-4825

14その他 フル ㈱木次商事 甲府北SS 横根町625-1 0552-32-7909

15ENEOS フル ㈱佐渡屋 アルピット徳行 徳行3-9-29 0552-35-3488

16ENEOS セルフ 山宝石油㈱ 南甲府SS 青葉町9-18 0552-35-2011

17その他 フル ㈱下の水石油 甲府バイパスSS 住吉4-23-13 0552-32-6565

18ENEOS フル＆セルフ 登り坂石油㈱ D.Dカーオアシス甲府南 下曽根町295-8 0555-26-65878

19コスモ フル ㈲藤代自動車 エフ.ジェイオイルズ 甲府バイパスSS 上町2251-1 0552-20-2844

20コスモ フル ㈲藤代自動車 エフ.ジェイオイルズ 国母工業団地SS 大里町345-1 0552-44-6288

21その他 フル ㈲富士吉商事 中央市場東給油所 国母4-22-9 0552-23-6610

22その他 フル ㈲富士吉商事 中央市場給油所 国母6-4-1 0552-28-1756

23ENEOS フル ㈲北条油店 高畑 国母1-1-2 0552-24-6405 〇

24ENEOS フル ㈲ヤマシタ 南西SS 国母3-12-26 0552-22-5062

25ENEOS フル 山梨共栄石油㈱ Dr.Drive美術館通りSS 貢川1-5-62 0552-26-6071

26ENEOS フル 山梨共栄石油㈱ Dr.Drive八日町SS 中央2-12-14 0552-32-9028

27ENEOS フル 山梨共栄石油㈱ Dr.Drive甲府北SS 北口1-5-21 0552-53-4069

28コスモ フル 山梨モーターガス㈱ 塩部4-15-2 0552-51-2226

甲府市

29出光 フル 吉田石油㈱ 玉諸SS 国玉町828 0552-33-6990

30ENEOS セルフ 旭石油㈱ セルフ三本杉SS 船津648 0555-83-5786

31ENEOS フル 旭石油㈱ 竜ヶ丘SS 竜ヶ丘2-4-17 0555-22-5786

32シェル フル ㈱日徳 ニットク大溝サービスステーション 下吉田東1-12-23 0555-24-6211

33ENEOS フル 登り坂石油㈱ D.Dカーオアシス富士吉田中央 下吉田東2-17-30 0555-24-1553

34ENEOS セルフ 登り坂石油㈱ セルフ.城山 上吉田東5-7-77 0555-22-1515

35ENEOS フル 富士吉田東給油所  富士義商店 下吉田東4丁目6番1号 0555-22-0121

富士吉田市

36出光 フル 吉田石油㈱ 吉田石油 上吉田東4-14-32 0555-22-5100

37ENEOS フル ㈱志村貫二商店 Eneos都留SS 中央3-4-8 0554-43-4690

38ENEOS セルフ 登り坂石油㈱ セルフ都留東桂 桂町696 0554-20-8236

39ENEOS セルフ ㈱PAZ 相川燃料店 都留SS 法能782-4 0554-43-3611

都留市

40その他 フル ㈱萬屋 萬屋都留SS 下谷2-4-2 0554-43-5521

41ENEOS フル 穴水㈱ Dr.Drive山梨店 小原西1067 0553-22-2951

42コスモ フル いせや石油店 小原東381 0553-22-1430

43出光 フル 小池石油店 万力2049 0553-22-1165

44ENEOS フル 坂本油店 日下部SS 小原西2 0553-22-2727

45ENEOS フル ㈲マルヤマ 万力 万力1863 0553-22-0886

山梨市

46ENEOS フル ㈱山下 山梨市中央SS 小原西970 0553-22-4565

47コスモ フル ㈱天野石油 笹子SS 笹子町黒野田514 0554-25-2200大月市

48キグナス フル キグナス初狩サービスステーション 初狩SS 初狩町下初狩481-5 0554-25-6247 〇

49ENEOS フル 秋山油店 韮崎北給油所 上祖母石2381 0551-22-0907

50ENEOS フル 秋山油店 韮崎北給油所 上祖母石2381 0551-22-0907

51ENEOS セルフ 穴水㈱ Dr.Driveセルフ韮崎店 若宮2-15-3 0551-22-0941

52ENEOS フル 国土興産㈱ セゾン桐ノ木サービスステーション 中田町小田川762 0551-25-5450

53ENEOS フル 韮崎北給油所 藤井町北下条1476-5 0551-22-0665

韮崎市

54コスモ フル ㈲藤代自動車 エフ.ジェイオイルズ ルート52 韮崎SS 龍岡町若尾新田461-1 0551-30-7525

55ENEOS フル 秋山油店 六科1496 055-285-0005

56ENEOS セルフ ㈲アルプスステーション 西野SS 西野2336-3 055-282-4436

57 アポロステーション フル ㈲イリクラ 西南湖4172 055-284-0150

58その他 フル ㈱キョーサイ 峡西SS 田島820 055-282-3130

59 伊藤忠エネクス フル ㈱キョーサイ 白根SS 飯野新田791 055-280-0511

60その他 フル ㈱キョーサイ 八田SS 野牛島1845-9 055-280-0225

61ENEOS フル ㈲久保田商事 エントランス峡西 上今諏訪437 055-283-2161

62ENEOS フル 国土興産㈱ セゾン若草サービスステーション 下今井288-3 055-252-3091

63ENEOS セルフ ㈱佐渡屋 エルパドック浅原 藤田2581-1 055-280-1501

64その他 フル 拓進商事合同会社 小笠原SS 下宮地695-2 055-282-0932

65ENEOS フル ㈲松田屋商会 荊沢 荊沢1321 055-282-1041

66ENEOS フル ㈱メイコーポレーション 甲西工業団地SS 荊沢1217 055-284-3727

南アルプス

市

67ENEOS フル 山梨共栄石油㈱ Dr.Drive櫛形スポーツ公園通りSS 十五所739-1 055-283-7666



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【18山梨県】　取扱店/138　販売店/ 7 2023-05-01現在

地区　18 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68出光 フル アジア燃料㈱ 出光明野SS 明野町上手6021 0551-25-2221 〇

69コスモ フル 大輪油店 白州給油所 白州町白須1325 0551-35-2730

70ENEOS フル ㈲小野石油 白州町台ｹ原807 0551-35-2541

71ENEOS フル 河手油店 須玉SS 須玉町若神子1412 0551-42-2353

72ENEOS セルフ ㈱木次商事 高根バイパスSS 高根町箕輪495-1 0551-47-3734

73ENEOS フル ㈱木次商事 八ヶ岳大泉SS 大泉町西井出8240 0551-38-2045

74ENEOS フル ㈱木次商事 長坂インターSS 長坂町大八田143-1 0551-32-3811

75シェル フル ㈱清里給油所 昭和シェル清里給油所 高根町清里3545 0551-48-2234

76ENEOS セルフ 国土興産㈱ セゾン武川サービスステーション 武川町牧原1475-1 0551-45-8018

77出光 フル ㈱輿水商事 高根 高根町村山北割2294 0551-47-2016

78コスモ フル ㈲坂本商事 小荒間 長坂町小荒間1978 0551-32-3132

79出光 フル＆セルフ ㈲サン商事 清里高原出光 高根町清里3545-3170 0551-48-3230

80 アポロステーション フル ㈲須田商店 長坂SS 長坂上条2350 0055-13-22023

81ENEOS フル ㈱東亜石油 小淵沢インター給油所 小淵沢町2981 0551-36-3293

82ENEOS フル ㈱東亜石油 小淵沢給油所 小淵沢町7031-1 0551-36-2094

83シェル フル ㈲逸見インダストリー 大泉SS 大泉町谷戸1142-1 0551-38-2641

北杜市

84ENEOS フル 松野油店 須玉町若神子1376 0551-42-2806

85ENEOS フル ㈲有泉輪業 竜王SS 竜王1684 055-276-2461

86ENEOS フル ㈱いづみエネルギー 塩崎駅前SS 下今井89 055-128-2035 〇

87ENEOS セルフ ㈱いづみエネルギー ピア竜王SS 竜王38-1 055-278-0051 〇

88ENEOS セルフ ㈱いづみエネルギー パークWEST竜王SS 竜王73-1 055-260-7355 〇

甲斐市

89出光 フル ㈲井上油店 玉幡 西八幡4088 055-276-2516

90ENEOS フル 穴水㈱ Dr.Drive石和店 石和町市部670 0552-62-3751

91ENEOS フル ㈱飯田油店 八代町南879-7 0552-65-2006

92ENEOS フル ㈲ 手塚石油 エネオス春日居SS 春日居町小松1171 0553-26-3066

93ENEOS フル 東亜砿油㈲ 一宮インター給油所 石和町中川571 0552-63-2558

94ENEOS フル 登り坂カーサービス㈱ ホリデー車検石和 石和町上平井832-1 0552-63-2829

95ENEOS セルフ ㈲萩原石油 一宮御坂バイパスSS 御坂町上黒駒1108-1 0552-64-5500

96ENEOS セルフ ㈲萩原石油 一宮御坂バイパスSS 御坂町上黒駒1108-1 0552-64-5500

笛吹市

97シェル フル 宮川石油 境川給油所 境川町前間田276 0552-66-3221

98ENEOS フル 朝日屋石油 秋山東SS 秋山540-3 0554-56-2960

99ENEOS セルフ 登り坂石油㈱ セルフ.上野原 上野原3830 0554-63-0552

上野原市

100コスモ フル ㈲水越商店 上野原給油所 上野原8780 0554-62-3176

101その他 フル ㈲雨宮石油 塩山千野 塩山千野480 0553-33-4143

102 アポロステーション セルフ 塩山石油㈱ セルフ塩山SS 塩山西広門田74 0553-33-4184

103ENEOS フル ㈱金井 勝沼給油所 勝沼町上岩崎559-1 0553-44-0015

104キグナス フル ㈲黒川物産 下小田原SS 塩山下小田原216-1 0553-32-3554

105シェル フル じんが給油所 塩山藤木1850 0553-32-3610

106ENEOS フル 中村油店 塩山中央SS 塩山上於曽33 0553-33-2658

甲州市

107ENEOS フル 中村油店 塩山青橋SS 塩山上於曽643 0553-33-2658

108ENEOS フル 穴水㈱ Dr.Drive田富店 布施2200-1 055-273-7161

109ENEOS フル 国土興産㈱ 東花輪サービスステーション 西花輪4599 055-273-6199

110ENEOS フル ㈱佐渡屋 JS医大前 若宮46-6 055-274-3009

111ENEOS セルフ ㈲萩原石油 とよとみSS 浅利940 055-269-2002

112ENEOS セルフ ㈲萩原石油 とよとみSS 浅利940 055-269-2002

中央市

113ENEOS フル 山梨共栄石油㈱ Dr.DriveSALA国母SS 中楯1-71-1 055-273-4034

114ENEOS フル 穴水㈱ 山中湖SS 山中湖村506-296 0555-62-0059

115その他 フル ㈱かいしゃ 鳴沢村2083-1 0555-85-2180

116出光 フル スバルライン給油所 富士河口湖町船津3336 0555-72-0097

117ENEOS フル 豊國石油 忍野SS 忍野村内野432 0555-84-2224

118シェル フル ㈲土蔵商店 ニュー河口湖SS 富士河口湖町船津4717 0555-72-0444

119ENEOS フル ㈲日山石油 三ツ峠SS 西桂町小沼2540 0555-25-2392

120ENEOS フル 登り坂石油㈱ カーオアシス山中湖 山中湖村山中1041-2 0555-62-3600

121ENEOS セルフ 登り坂石油㈱ セルフ.河口湖新倉トンネル 富士河口湖町河口550 0555-76-6700

122ENEOS フル＆セルフ 登り坂石油㈱ D.Dカーオアシス富士見 富士河口湖町船津4642-4 0555-72-0555

123ENEOS セルフ 登り坂石油㈱ セルフ.ハイランド 富士河口湖町船津6663-11 0555-21-2221

124ENEOS セルフ 登り坂石油㈱ セルフ.富士河口湖 富士河口湖町船津7402 0555-72-2071

125キグナス セルフ ㈲丸金屋油店 セルフスマイルランド勝山SS 富士河口湖町勝山3343-1 0555-83-2711

126キグナス セルフ ㈲丸金屋油店 セルフ小立SS 富士河口湖町小立8006-8 0555-83-2811

127ENEOS フル ㈲丸富ガス 河口湖 富士河口湖町勝山1643 0555-83-2417

128キグナス フル ㈲天野商事 キグナス山中湖平野サービスステーション 山中湖村平野102 0555-65-8316

南都留郡

129キグナス フル ㈲天野商事 キグナス山中湖平野サービスステーション 山中湖村平野102 0555-65-8316

130出光 フル ㈱小原屋原田商店 鰍沢SS 富士川町鰍沢1714 0556-22-3131

131ENEOS フル ㈱TAMAYAロジスティクス 青柳SS 富士川町青柳町905-2 0556-22-2222

132 伊藤忠エネクス フル 深沢油店 増穂SS 富士川町長沢456 0556-22-4325

南巨摩郡

133その他 フル 三沢屋石油 三沢屋石油 身延町常葉3264 0556-36-0813

中巨摩郡 134ENEOS フル 穴水㈱ Dr.Drive昭和バイパス店 昭和町押越1074-1 055-275-5717



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【18山梨県】　取扱店/138　販売店/ 7 2023-05-01現在

地区　18 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135ENEOS セルフ ㈲萩原石油 EneJet昭和バイパスSS 昭和町1332-1 055-275-5500

136ENEOS セルフ ㈲萩原石油 EneJet昭和バイパスSS 昭和町1332-1 055-275-5500

137ENEOS フル ㈲萩原石油 昭和SS 昭和町河西946-3 055-275-2600

中巨摩郡

138ENEOS フル ㈲萩原石油 昭和SS 昭和町河西946-3 055-275-2600


