
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【19愛知県】　取扱店/238　販売店/ 57 2023-05-01現在

地区　19 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル ㈱アブサダ Bigバードカナヤ 守山区金屋1丁目23番20号 052-791-6661 〇

2ENEOS フル ㈱アブサダ Bigバード大森橋 守山区元郷2-703 052-798-2211 〇

3ENEOS フル ㈱アブサダ Bigバード大永寺 守山区川宮1番地 052-794-0030 〇

4ENEOS フル ㈱アブサダ Bigバード天子田 守山区天子田2丁目1801番地 052-772-1801 〇

5シェル フル ㈲イブキ 白川公園SS 中区栄2丁目11-1 052-221-8877

6ENEOS フル エイワ石油㈲ 戸田CS 中川区戸田1-208 052-302-0453 〇

7 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ甚兵衛通店 港区甚兵衛通4-4-1 052-384-0227 〇

8 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ新守山店 守山区幸心2-107 052-793-4725 〇

9 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ小幡駅前店 守山区小幡一丁目11番2号 052-791-5910 〇

10 アポロステーション フル エザキ㈱ プラザ汐路店 瑞穂区汐路町2-22 052-852-2005 〇

11シェル フル エザキ㈱ プラザ鶴舞店 中区千代田2-13-11 052-262-4631 〇

12 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ戸田店 中川区福島1-103 052-302-2513 〇

13 アポロステーション フル エザキ㈱ プラザ布池店 東区代官町40-22 052-935-2330 〇

14シェル セルフ エザキ㈱ セルフルート41楠店 北区会所町81-1 052-508-6374 〇

15 アポロステーション フル エザキ㈱ プラザ一社店 名東区一社1-3 052-701-4692 〇

16 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ環2文教台店 名東区文教台1-606 052-773-0228 〇

17 アポロステーション フル エザキ㈱ プラザ有松店 緑区桶狭間清水山1308 052-622-5778 〇

18ENEOS フル 光南工業㈱ 徳重サービスステーション 緑区兵庫1丁目102番地 052-878-1385

19ENEOS フル 大宝ダイイチ㈱ 西野町SS 熱田区西野町2-33 052-671-7484

20その他 フル ㈱タカラ石油 古渡SS 中区古渡町18-13 052-331-0594

21シェル フル ㈱竹原 石川橋SS 昭和区檀渓通5丁目5番地 052-831-1095

22ENEOS フル 田島石油㈲ 楠町SS 北区西味鋺1-512 052-901-1191

23ENEOS セルフ ㈱土川油店 中村 中村区鳥居西通2丁目60 052-411-6844

24出光 フル 東栄事業㈱ 新船町SS 港区新船町1-1 052-661-6281

25 アポロステーション セルフ 東栄事業㈱ 五反田SS 中川区大当郎2-805 052-301-2488

26 アポロステーション フル 東栄事業㈱ 島田SS 天白区中砂町527 052-831-3724

27ENEOS セルフ 名古屋石油㈱ Dr.Driveセルフ南陽店 港区知多2-2212 052-303-1433 〇

28ENEOS フル 名古屋石油㈱ 春岡通SS 千種区春岡2-22-1 052-763-6121 〇

29ENEOS フル 名古屋石油㈱ 名電高校前SS 千種区上野2-12-12 052-721-1451 〇

30ENEOS フル 名古屋石油㈱ Dr.Drive大清水店 中区千代田4-23-4 052-321-3753 〇

31ENEOS フル 名古屋石油㈱ Dr.Drive弥生店 南区芝町7 052-822-3371 〇

32コスモ フル 日興商事㈱ サンシャイン錦 中区錦1-2-18 052-201-5963

33コスモ フル 日興商事㈱ 則武 中村区則武1-10-20 052-451-3900

34出光 フル ㈱西日本宇佐美 南陽町 港区港区知多2-114 052-301-3945

35ENEOS フル ㈱西日本宇佐美 23号名四港 港区善進本町551 052-382-0965

36出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 セルフ東郊通 昭和区白金1-3-1 052-884-3301

37出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 太平通 中川区太平通4-17-1 052-353-2210

38出光 フル ㈱西日本宇佐美 19号熱田高蔵 熱田区五本松町13-1 052-678-7311

39出光 フル ㈱西日本宇佐美 名古屋インター 名東区上社3-701 052-701-1281

40出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 知多産業道路大高 緑区大高町西正地7-1 052-622-9444

41その他 フル ㈱ネージェル サイト高辻 昭和区福江3-5-1 052-871-0021

42その他 フル ㈱ネージェル サイト名駅 中村区名駅南1-12-14 052-581-0805

43その他 フル ㈱ネージェル サイト泉 東区泉2-7-9 052-931-1818

44コスモ フル 堀場石油㈱ 千成通給油所 中村区上石川町3-1 052-411-2581

45その他 フル 名豊興業㈱ 伏屋 中川区西伏屋2丁目1109番地 052-301-1839

46コスモ フル ㈲わかくさ 丸の内SS 中区丸の内1-11-14 052-211-6015

名古屋市

47コスモ フル ㈲わかくさ 松城SS 南区松城町2-44-1 052-824-6131

48ENEOS フル (株)オザワ ライブスポット賀茂 賀茂町字久長33 0532-88-6555

49ENEOS セルフ 明石吉田屋産業㈱ Dr.Drive磯辺店 磯辺下地町字東坪15-1 0532-38-8066

50ENEOS セルフ 明石吉田屋産業㈱ Dr.Drive豊橋中店 花田町中の坪20 0532-31-5910

51ENEOS セルフ 明石吉田屋産業㈱ Dr.DriveAKASHI本興寺店 三ﾉ輪町本興寺3-28 0532-64-9388

52ENEOS フル 明石吉田屋産業㈱ 神野新田ステーション 神野新田町ｦﾉ割17-5 0532-32-5034

53ENEOS セルフ 明石吉田屋産業㈱ Dr.Driveニュー明石店 浜道町字南側48-6 0532-48-8710

54ENEOS フル 明石吉田屋産業㈱ 野依ステーション 野依町字西山5-1 0532-25-1569

55コスモ フル 渥美石油㈱ 大村給油所 大村町高之城12番地 0532-52-3450

56出光 フル ㈱荒木石油店 下地給油所 下地町字宮前27 0532-54-4145

57出光 フル ㈱荒木石油店 二川給油所 大岩町字小山塚52-3 0532-41-0591

58ENEOS フル 石国産業㈱ 呉服町給油所 呉服町49 0532-53-6032

59ENEOS フル 石国産業㈱ 前田南給油所 前田南町一丁目13-7 0532-52-4528

60ENEOS フル 石国産業㈱ ラベンダー豊橋給油所 牟呂町扇田70 0532-45-8185

61シェル フル エザキ㈱ プラザみゆき店 佐藤1-14-21 0532-63-8060 〇

62 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ藤並店 藤並町字西側6-2 0532-38-5635 〇

63シェル セルフ エザキ㈱ セルフ飯村店 飯村南2-22-3 0532-65-8928 〇

64シェル フル 榎本石油㈱ ハーツ小浜SS 小浜町27 0532-47-5047

65ENEOS フル ㈱金田石油店 花中SS 花中町11番地 0532-31-7151

66ENEOS フル ㈱金田石油店 小浜SS 小浜町15番地 0532-45-9253

豊橋市

67シェル フル ㈲白井商店 石巻平野町SS 石巻平野町字日名倉7-2 0532-88-0175



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【19愛知県】　取扱店/238　販売店/ 57 2023-05-01現在

地区　19 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

豊橋市 68出光 フル ㈱西日本宇佐美 23号豊橋前芝 前芝町字山内11 0532-32-0611

69ENEOS フル 吉良オイルセンター㈱ 上和田SS 上和田町字南屋敷20-2 0564-58-1616

70ENEOS セルフ 光南工業㈱ 戸崎町サービスステーション 戸崎町字池下7番地1 0564-54-0201

71ENEOS フル トヨト商会㈱ 岡崎駅西給油所 柱四丁目10番地2 0564-54-1945

72出光 フル (有)中嶋石油 中嶋石油 稲熊町字2-8 0564-24-0021

73出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 1号岡崎インター 大平町字欠下13-2 0564-28-0651

74出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 1号岡崎見合国道 藤川町西川向39-2 0564-48-2506

75ENEOS セルフ 美合燃料㈱ 美合燃料伊賀SS 伊賀町7-3 0564-21-1040

岡崎市

76シェル フル 美合燃料㈱ 美合燃料美合SS 美合町北屋敷52 0564-51-5538

77その他 セルフ 一宮鉱油㈲ マイセルフ松降通 松降通8-6 0586-24-2259

78キグナス フル ㈱上田商店 アーブル西萩 西萩原字大池43-4 0586-69-7661

79ENEOS フル ㈱サンペトロ 奥町駅前SS 開明字大橋西55番地の1 0586-62-3309

80ENEOS フル ㈱サンペトロ プラスパ住吉SS 住吉1丁目22番1号 0586-43-3891

81ENEOS セルフ ㈱サンペトロ DD一宮 昭和2丁目3番20号 0586-45-9716

82ENEOS セルフ ㈱サンペトロ 一宮セントラル 森本3丁目3番12号 0586-23-3120

83ENEOS セルフ ㈱サンペトロ セルフ一宮東SS 大字浅野字水屋高9-1 0586-76-3186

84ENEOS フル ㈱土川油店 音羽SS 大宮3丁目1番8号 0586-73-6306

85ENEOS フル ㈱土川油店 名岐H/wSS 大字浅野字正木山1番地 0586-76-1030

86ENEOS フル ㈱土川油店 中町SS 中町2丁目4番8号 0586-45-4459

87ENEOS フル ㈱土川油店 尾西SS 篭屋2丁目8番14号 0586-45-5043

88ENEOS フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 22号木曽川インター 木曽川町黒田字十一ﾉ通165-2 0586-86-9581

89ENEOS フル 尾西油脂㈱ 萩原給油所 萩原町串作1457 0586-68-1135

90ENEOS フル 尾西油脂㈱ ミヤシゲ給油所 萩原町東宮重字中島方28 0586-69-3460

91ENEOS フル 尾西油脂㈱ 萩原北給油所 萩原町萩原字押切9-1 0586-68-3511

92シェル フル ㈱堀井商店 木曽川インター 高田中坪47 0586-78-5744

一宮市

93シェル フル ㈱堀井商店 木曽川SS 木曽川町黒田一の通127-1 0586-86-6789

94ENEOS フル ㈱伊藤油店 幡山SS 菱野町75 0561-82-4691

95その他 フル (資)双和石油店 菱野給油所 西脇町123番地 0561-82-7524

96出光 フル 三幸石油㈱ 品野 品野町2-21 0561-41-0315

97ENEOS フル ㈱藤田石油建材店 ENEOS本地SS 小坂町172 0561-21-7559 〇

98ENEOS フル ㈱藤田石油建材店 ENEOS陶原町SS 陶原町3-22-2 0561-82-4283

瀬戸市

99キグナス フル ㈲本郷石油 本郷SS 本郷町726 0561-48-0808

半田市 100ENEOS フル ㈱コメマゴ コメマゴ半田 南本町1-57 0569-21-0275

101シェル セルフ エザキ㈱ セルフ出川店 出川町2058 0568-51-0413 〇

102ENEOS フル 大宝ダイイチ㈱ 勝川橋SS 勝川町2-2 0568-31-3796

103ENEOS フル ㈱西日本宇佐美 19号春日井インター 大泉寺町823-1 0568-81-2272

104出光 フル ㈱西日本宇佐美　中部支店 内津峠パーキングエリア下り 西尾町字白川1007-17 0568-88-8730

春日井市

105ENEOS フル ㈱丸錦石油店 田楽 町屋町1-81 0568-81-6208

106ENEOS フル (株)オザワ 豊川北部 三蔵子町野添58 0533-86-6809

107ENEOS フル 石国産業㈱ 御津給油所 御津町西方入浜43-1 0533-76-2118

108ENEOS フル 石国産業㈱ グレース豊川給油所 市田町中社6-1 0533-86-5265

109シェル セルフ エザキ㈱ セルフ諏訪店 諏訪西町2-5 0533-82-0010 〇

110シェル セルフ エザキ㈱ セルフ大堀店 大堀町280 0533-80-7747 〇

豊川市

111出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 1号音羽インター 長沢町矢倉下85-2 0533-87-5990

112 伊藤忠エネクス フル エイワ石油㈲ 津島白浜CS 白浜町宮組13 0567-32-2234 〇

113シェル セルフ エザキ㈱ セルフ愛宕店 愛宕9-30-1 0567-25-2649 〇

114出光 フル ㈱西日本宇佐美 尾張中央道南 金柳町神様田44 0567-31-2167

115出光 フル ㈱西日本宇佐美 155号津島西 江西町3-13-2 0567-26-1818

116出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 唐臼 唐臼町大門3 0567-31-3484

117出光 フル ㈱西日本宇佐美 蛭間 蛭間町字宮重534 0567-26-5777

津島市

118出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 津島本店 埋田町1-8 0567-26-2063

碧南市 119出光 フル 碧南オイルセンター㈱ 碧南SS 宮後町4-19 0566-41-0753

120ENEOS セルフ 光南工業㈱ 刈谷セントラルサービスステーション 新富町2丁目2番地1 0566-22-0209刈谷市

121出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 1号豊明インター刈谷 今川町井田106 0566-36-7111

122出光 フル ㈲グリーン石油 力石給油所 力石町河原田429番地 0565-41-2509

123出光 フル ㈱荒井商会 荒井石油 松平橋SS 鵜ヶ瀬町渡瀬10-2 0565-58-0266

124ENEOS フル ㈲イソガイ石油店 豊田上原給油所 上原町上原57 0565-45-0082

125ENEOS フル 岩滝産業㈱ 岩滝SS 岩滝町花立182 0565-80-4455

126ENEOS フル ㈲梅村石油店 亀首給油所 亀首町下町屋50 0565-45-0705

127シェル セルフ エザキ㈱ セルフ逢妻店 逢妻町5-18-1 0565-35-8101 〇

128シェル セルフ エザキ㈱ セルフ永覚新町店 永覚新町4-106-2 0565-24-3731 〇

129シェル セルフ エザキ㈱ セルフ豊田中消防署前店 下林町5-71-1 0565-36-1553 〇

130 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ亀首店 亀首町山之上25 0565-46-1002 〇

131 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ高岡店 高岡町大西27-1 0565-51-1531 〇

132シェル セルフ エザキ㈱ セルフ豊田水源店 水源町6丁目1-64 0565-42-3712 〇

133シェル セルフ エザキ㈱ セルフますづか店 桝塚西町北屋敷100 0565-42-7682 〇

豊田市

134出光 フル ㈲大竹商店 下山給油所 大沼町根崎27-2 0565-90-2133



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【19愛知県】　取扱店/238　販売店/ 57 2023-05-01現在

地区　19 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135ENEOS フル ㈲川口石油 藤岡東給油所 下川口町御堂328番地1 0565-76-4720

136ENEOS フル ㈲川鈴石油 西広瀬SS 西広瀬町四日市1086番地 0565-42-1525

137その他 フル 鞍ヶ池石油㈲ クラガ池給油所 市木町由ﾉ木50-1 0565-80-7288

138ENEOS セルフ 光南工業㈱ 高岡サービスステーション 生駒町寿18番地 0565-57-1124

139キグナス フル ㈲近藤商会 近藤商会宮上給油所 宮上町6丁目61番地4 0565-31-0505

140出光 フル ㈲サカベ 広田SS 広田町西山4-70 0056-55-32011

141ENEOS フル 四郷石油㈱ 猿投SS 四郷町東畑136 0565-45-0281

142出光 フル 自動車部品栄和協同組合 栄和給油所 下市場町6丁目20番地 0565-33-1100

143その他 フル 自動車部品栄和協同組合 神池給油所 神池町2-1225-6 0565-80-7497

144その他 フル 自動車部品栄和協同組合 藤岡給油所 西中山町丸根25-48 0565-75-1820

145ENEOS フル 鈴鍵石油㈱ 西中金給油所 中金町半野田589 0565-41-2106

146コスモ フル ㈲都築商店 若林給油所 若林東町上り戸18 0565-52-3800

147その他 フル ㈱トフス オイルセンター 広久手町6-16 0565-32-2478

148ENEOS フル トヨタ生活協同組合 豊栄SS 鴛鴨町中原268-3 0565-27-2107

149ENEOS フル トヨタ生活協同組合 山之手SS 山之手8丁目126番地 0565-28-1602

150ENEOS フル トヨタ生活協同組合 元町SS 深田町1丁目103番地 0565-27-0789

151ENEOS フル トヨタ生活協同組合 平和SS 平和町8丁目3番地1 0565-27-0024

152ENEOS フル 豊田石油㈱ Dr.Drive丸山店 丸山町10-75 0565-28-6608 〇

153ENEOS フル 豊田石油㈱ Dr.Drive御船店 御船町奥山畑13-3 0565-45-2998 〇

154ENEOS フル 豊田石油㈱ Dr.Drive新生店 新生町2-35 0565-28-2057 〇

155ENEOS セルフ 豊田石油㈱ Dr.DriveセルフFASもとまち店 土橋町1-60 0565-28-4876 〇

156ENEOS フル 豊田石油㈱ Dr.Drive日之出店 日之出町1-9-1 0565-31-0267 〇

157出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 155号豊田南インター 駒場町落合23 0565-59-3001

158 伊藤忠エネクス フル 藤岡石油㈱ 上渡合給油所 上渡合町大畑108-1 0565-76-2246

159ENEOS フル 藤岡石油㈱ 西中山インター給油所 西中山町榎前66-3 0565-76-2246

160ENEOS フル フタムラ石油 小原給油所 大坂町御堂前126 0565-65-2032

161ENEOS フル ㈱松田石油 稲武給油所 黒田町尾知61-4 0565-82-2156

162出光 フル ㈲マルコー石油店 堤給油所 前林町京塚根56 0565-52-2341

163ENEOS フル 明豊自動車㈱ ENEOSニュー前山 前山町1-27-1 0565-28-2325

164出光 フル 山下石油㈱ 豊田東給油所 荒井町鍛冶屋畑3 0565-45-2811

豊田市

165ENEOS フル (資)横山石油店 豊田南給油所 吉原町下畑池47-1 0565-52-4034

166ENEOS セルフ 光南工業㈱ 西尾北サービスステーション 城ヶ入町北立出88番地 0566-92-1220

167ENEOS セルフ 光南工業㈱ 藤井町サービスステーション 藤井町東長先1番地7 0566-99-5560

168出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 23号安城 高棚町小牧49-1 0566-92-5870

安城市

169出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 1号安城 尾崎町堤下8 0566-97-0010

170ENEOS フル (株)稲藤商店 一色上町 一色町一色西荒子16 0563-72-8474

171ENEOS フル 吉良オイルセンター㈱ 吉良SS 吉良町岡山鎧7番地 0563-35-2222

172ENEOS セルフ 光南工業㈱ ニュー小島サービスステーション 小島町二ヶ崎171-1 0563-52-1100

173ENEOS フル 中根燃料㈱ 羽塚SS 羽塚町北側46番地1 0563-59-6818

174ENEOS フル 中根燃料㈱ 八ツ面 八ﾂ面町半ﾉ木下2番地3 0563-54-6400

西尾市

175ENEOS フル 渡辺石油店 吉良SS 吉良町吉田石池60 0563-32-0119

犬山市 176ENEOS フル ㈱絹庄 楽田SS 若宮111番地 0568-67-3732

江南市 177ENEOS セルフ ㈱土川油店 セルフィーユ江南 赤童子良原133 0587-54-5800

178 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ二重堀店 二重堀中田1034-1 0568-74-2885 〇

179ENEOS フル ㈱絹庄 小牧SS 中央1丁目317番地 0568-75-6127

180出光 フル ㈲公共石油 南岩崎台 小牧原二丁目1番地 0568-72-1113

181出光 フル ㈲公共石油 岩崎 大字岩崎字1番目2663番地1 0568-73-1113

182ENEOS フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 41号名犬小牧 多気中町430-1 0568-75-0415

183出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 41号小牧インター 大字村中字松原826-11 0568-73-8531

184コスモ フル 堀場石油㈱ コマキ41給油所 川西1丁目55番地 0568-72-9103

小牧市

185コスモ フル 堀場石油㈱ Uステーション小牧 大字入鹿出新田村西612-1 0568-72-2788

186キグナス フル ㈲ 金源井上商店 金源井上商店 大里SS 増田北町119 0587-24-0192

187ENEOS フル 祖父江製油㈱ 祖父江SS 祖父江町祖父江下川田35番地 0587-97-0134

188出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 155号稲沢 一色下方町201 0587-36-6691

稲沢市

189ENEOS セルフ ㈲わかくさ 稲沢市役所前SS 船橋町花ﾉ木1175 0587-21-9900

190その他 フル 田中石油㈱ 聚楽園SS 名和町家下21番地の4 0526-04-0421

191ENEOS フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 247号伊勢湾岸東海インター 柴田町ﾆﾉ割下192-11 0526-89-0020

東海市

192ENEOS フル 八千代産業㈲ 知多SS 高横須賀町上池田13 0562-33-2480

知多市 193ENEOS フル ㈲朝日屋石油店 八幡SS 八幡字荒古後98-1 0562-32-2452 〇

194 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ城山店 新居町上の田21 0561-55-3061 〇

195 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ晴丘東店 晴丘町東34-1 0561-53-9188 〇

尾張旭市

196ENEOS フル ㈲橋本石油店 三郷SS 三郷町陶栄2 0561-53-1924

豊明市 197シェル セルフ エザキ㈱ セルフ豊明間米店 間米町純堀1811番3 0562-92-6601 〇

198 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ岩崎城店 岩崎町市場30-3 0561-75-2231 〇日進市

199 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフルート153日進店 西田面142 0528-08-6581 〇

200ENEOS セルフ 明石吉田屋産業㈱ Dr.DriveAKASHI田原店 豊島町道南46-1 0531-22-1888田原市

201ENEOS フル ㈱小川石油 福江 古田町広海道30 0531-32-0242
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202ENEOS フル ㈱小川石油 リビュレット高木 高木町東原206-2 0531-33-0068田原市

203ENEOS フル ㈱小川石油 小中山 小中山町北郷295 0531-32-2040

204 伊藤忠エネクス フル エイワ石油㈲ 佐屋町CS 大野町茶木38番地 0567-31-3300 〇

205ENEOS フル ㈱西日本宇佐美 155号弥富インター 西保町増右6-1 0567-23-1021

愛西市

206ENEOS セルフ ㈱豊公石油 Enejet佐屋 佐屋町堤西90 0567-25-1181

207ENEOS セルフ ㈱豊公石油 Enejet枇杷島 西枇杷島町宮前1の7 052-501-0725

208コスモ フル 堀場石油㈱ ハルヒ22給油所 春日江先1 052-409-1619

清須市

209コスモ フル 堀場石油㈱ 新川給油所 西堀江1395 052-400-0471

210 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ名岐バイパス店 中之郷南87 0568-25-0693 〇

211ENEOS セルフ ㈱土川油店 師勝 高田寺砂場5-1 0568-26-1778

212出光 フル ㈱西日本宇佐美 22号名岐新西春 中之郷天神81 0568-21-3141

北名古屋市

213出光 フル ㈱西日本宇佐美 22号名岐西春 中之郷八反10 0568-23-5818

214ENEOS セルフ エイワ石油㈲ イオンタウン弥富 鯏浦町未新田21-1 0567-67-6580 〇

215出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 23号名四弥富 富島2-9 0567-68-2546

216その他 フル ㈱ムライ石油店 十四山SS 子宝二丁目91 0567-52-2503

217コスモ フル ㈲弥富丸善 名四国道給油所 稲荷一丁目159-2 0567-68-8012

弥富市

218コスモ フル ㈲弥富丸善 尾張大橋給油所 前ｹ須町午新田638番地 0567-65-1655

219出光 フル ㈱イデキュー 莇生サービスステーション 莇生町原46-2 0561-34-4896

220シェル フル ㈱加納石油店 三好福谷給油所 福谷町落合35 0561-36-2768

221キグナス フル ㈲近藤商会 近藤商会三好給油所 三好町湯ﾉ前3番地1 0561-34-3368

みよし市

222出光 フル ㈲野々山石油 三好SS 三好町西荒田99-1 0561-34-1384

223 アポロステーション セルフ エザキ㈱ セルフ甚目寺南店 坂牧板塩5 052-446-5547 〇

224出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 甚目寺南 坂牧坂塩51-1 052-444-2311

あま市

225ENEOS セルフ ㈱豊公石油 Enejet豊公橋 下萱津宝9 052-442-0255

長久手市 226ENEOS フル ㈲ 加藤石油 長久手SS 岩作中島40 0561-62-4848

227ENEOS フル ㈲天木石油 武豊SS 武豊町向陽3-13 0569-72-0872

228ENEOS フル ㈲天木石油 ドンキーランド武豊SS 武豊町祠峯2-68 0569-73-5123

229出光 フル 兼井石油㈱ 大井給油所 南知多町大字大井字北側51-6 0569-63-0345

知多郡

230ENEOS フル ㈲マルカ桜屋商店 知多中部SS 阿久比町椋岡道上4-1 0569-48-0158

231出光 セルフ ㈱西日本宇佐美　中部支店 41号小牧北 大口町外坪1-21-1 0587-94-0900丹羽郡

232ENEOS フル ㈱扶桑石油 株式会社扶桑石油 扶桑町大字柏森字長畑649 0587-93-1627

233コスモ フル ㈲後藤石油 蟹江町 蟹江町平安3丁目23番地 0597-95-0596

234ENEOS フル 名古屋石油㈱ Dr.Drive蟹江店 蟹江町錦3-10 0567-96-3581 〇

235ENEOS フル ㈱西日本宇佐美 蟹江インター 蟹江町大字西ﾉ森字小松花8-1 0567-95-6018

236ENEOS フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 23号名四飛島 飛島村大字梅之郷字西梅45 0567-55-1314

海部郡

237ENEOS フル ㈱豊公石油 ENEOS大治 大治町東條砂島5-2 0524-44-9595

愛知郡 238シェル セルフ エザキ㈱ セルフ春木台店 東郷町春木台2-14-2 0561-39-2085 〇


