
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【20三重県】　取扱店/114　販売店/ 10 2023-05-01現在

地区　20 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1シェル フル ㈲池村石油 三重七栗 庄田町2082-1 059-255-4413

2ENEOS フル ㈲稲垣商店 美里SS 美里町三郷1-10 059-279-2201

3出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 東海支店 23号中勢バイパス久居 久居藤ヶ丘町字西硯石2565番1 059-256-5770

4シェル フル 日々野石油店 津泉ケ丘SS 殿村390-1 059-237-2336

5ENEOS フル ㈲ 前川商会 津西SS 片田田中町5 059-237-0024

6ENEOS フル 三重交通商事㈱ 津鋼工前営業所 雲出伊倉津町長藤565-11 059-234-4141

7コスモ フル 三重交通商事㈱ 津栄町営業所 栄町二丁目210番地 059-226-2331

8コスモ フル 三重交通商事㈱ 津丸之内営業所 丸之内33番26号 059-227-5285

9コスモ フル 三重交通商事㈱ 津藤方営業所 藤方字中堰東716番2 059-225-8291

津市

10ENEOS フル ㈲南出石油 津小川給油所 栗真小川町中沢819 059-232-3377

11コスモ フル ㈲倉田商店 堂ケ山SS 六名町1080-1 059-328-2284

12コスモ フル 齋藤石油店 齋藤石油店 西村町2564 059-339-0312

13出光 セルフ ㈱西日本宇佐美東海支店 四日市東インター 大字茂福433 059-364-6186

四日市市

14コスモ フル 三重交通商事㈱ 四日市営業所 十七軒町1番22号 059-353-6551

15ENEOS フル ㈲荒木石油 小俣 小俣町元町685 0596-25-7547

16出光 フル ㈲塩地石油 汐合橋SS 二見町溝口75-2 0596-43-2717

17出光 フル 辻石油 東豊浜給油所 東豊浜町3490 0596-37-2031

18ENEOS フル ㈲中村石油店 伊勢北SS 小俣町湯田1593 0596-24-2265

19コスモ フル 三重交通商事㈱ 伊勢御薗営業所 御薗町新開73番地の1 0596-36-3550

20コスモ フル 三重交通商事㈱ 伊勢インター営業所 楠部町乙141番地 0596-22-9988

21 アポロステーション フル＆セルフ 山五商事㈱ アポロステーション藤里 藤里町712-1 0596-25-6161

伊勢市

22ENEOS フル ㈲ヤマ忠 辻久留SS 辻久留2丁目2-35 0596-28-6612 〇

23SOLATO フル 飯南石油㈲ サンシャイン飯南SS 大石町794-1 0598-32-2626

24ENEOS フル ㈲久保石油店 東町SS 清生町539 0598-51-1220

25ENEOS フル 小貞石油㈱ 松阪鎌田SS 鎌田町247 0598-51-5338 〇

26ENEOS フル 小貞石油㈱ 松阪インター花田SS 川井町525-1 0598-21-6101 〇

27ENEOS フル 小貞石油㈱ 三雲SS 中道町519 0598-56-5340 〇

28ENEOS フル 斎藤商店 松阪西SS 上ﾉ庄町1987-4 0598-56-2768

29ENEOS フル ㈲杉坂商店 粥見SS 飯南町粥見2375-2 0598-32-2376

30キグナス フル 丸亀商事㈱ 飯高森SS 飯高町森535-1 0598-45-0126

31出光 セルフ ㈲三浦石油 セルフ嬉野 嬉野町1401-3 0598-42-2272

32ENEOS フル 三重交通商事㈱ 松阪京町営業所 京町1区13-6 0598-51-7902

33キグナス フル ㈲山室石油 山室SS 山室町2586-8 0598-29-1389

松阪市

34キグナス フル ㈲山室石油 田村SS 田村町367-1 0598-23-7770

35シェル フル 石崎石油店 桑名西 上野959-1 0594-22-1461

36 アポロステーション フル ㈱ナヤデン 桑名SS 中央町4-7 0594-22-0475

37出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 東海支店 23号桑名 小貝須字甚右衛門縄306 0594-23-1269

38ENEOS フル ㈲増田油店 桑名SS 相川町68 0594-22-0936

39コスモ フル 三重交通商事㈱ 桑名大山田営業所 松ﾉ木三丁目7番5号 0594-31-2703

40コスモ フル 三重交通商事㈱ 桑名営業所 八間通り16番 0594-22-1239

桑名市

41ENEOS フル ㈱渡辺石油店 伊勢大橋給油所 大字東方字福島前784-3 0594-41-2355

42ENEOS フル ㈲ 江戸屋 稲生SS 稲生2-5-1 059-386-1094

43ENEOS フル 石井石油 稲生SS 稲生4丁目20-3 059-387-6068

44シェル フル 黒田石油店 黒田石油店 花川町185-2 059-374-0326

45シェル フル 佐藤石油 椿一宮SS 椿一宮町1582-2 059-371-0628

46出光 フル ㈱西日本宇佐美 東海支店 1号鈴鹿 庄野町10-18 059-378-0406

47その他 フル 平田石油㈲ 平田SS 平田二丁目6番15号 059-378-0509

鈴鹿市

48ENEOS フル ㈲松野燃料店 江島SS 江島本町36-3 059-386-0023

49出光 フル ㈱NKエネルギー 桔梗南SS 蔵持町原出823-1 0595-63-2321

50その他 フル ㈱亀井商事 すずらん台ss すずらん台西1-341 0595-68-6121

51ENEOS セルフ ㈱亀井商事 セルフ夏見オレンジ通り店 夏見71 0595-63-7330

52その他 セルフ ㈱亀井商事 ピーナッツ21ss 瀬古口219-3 0595-63-8230

53ENEOS セルフ ㈱亀井商事 セルフDD 伊賀の国店 蔵持町原出515 0595-64-7788

54ENEOS フル 藏東石油㈱ 赤目口SS 結馬112 0595-63-1030

名張市

55ENEOS セルフ (名) 藤室商店 HeartsききょうSS 蔵持町原出1613-7 0595-65-9588 〇

56出光 フル ㈲髙村石油 尾鷲 中川17-1 0597-22-0559尾鷲市

57コスモ フル 三重交通商事㈱ 尾鷲営業所 小川西町743-5 0597-22-0246

58シェル フル ㈲今村石油店 有限会社今村石油店 北鹿島町3-17 0595-82-0203

59 アポロステーション フル ㈱岩田油店 関まちなみ 関町木崎72-2 0595-96-0132

60 アポロステーション フル ㈱岩田油店 ニュー亀山 太岡寺1177 0595-80-297

61ENEOS フル ㈲片山石油店 関町SS 関町新所1336 0595-96-0135

62ENEOS フル ㈱河合石油店 亀山SS 御幸町296 0595-82-0514

63ENEOS セルフ ㈱栃木屋 エネジェット亀山SS 東御幸町32 0595-82-1318

64その他 フル ㈱鳴川自動車 小下給油所 小下町7-38 0595-82-0968

65その他 燃料店 西井石油店 下庄町95-1 0595-82-6630

亀山市

66ENEOS セルフ ㈱西日本宇佐美 東海支店 25号名阪関インター 関町萩原字切山90-2 0595-96-1018

鳥羽市 67コスモ セルフ ㈱アワヘイ アルファステーション堅神 堅神町1018-3 0599-26-3005



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【20三重県】　取扱店/114　販売店/ 10 2023-05-01現在

地区　20 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68コスモ フル ㈱アワヘイ 鳥羽SS 鳥羽3丁目32番12号 0599-25-6262

69コスモ フル 上村石油 上村石油 相差町1127-4 0599-33-6130

70ENEOS フル ㈲城山石油 石鏡SS 浦村町1826-40 0905-00-61386

71コスモ フル ㈲ナカヤマ石油 相差町1030-2 0599-33-6038

鳥羽市

72コスモ フル 三重交通商事㈱ 鳥羽営業所 鳥羽一丁目2383番地の21 0599-25-3163

73出光 フル ㈲太洋産業 熊野SS 井戸町358-3 0597-89-2111

74コスモ フル ㈲巽屋米穀石油 有馬SS 有馬町4621-15 0597-89-2215

75コスモ フル ㈲松田石油店 コスモ石油井戸給油所 井戸町743-1 0597-85-3468

熊野市

76コスモ フル 三重交通商事㈱ 熊野営業所 井戸町5013番地 0597-85-2639

いなべ市 77出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 東海支店 ミルクロード大安 大安町石榑東字西大野2817-11 0594-78-4111

78その他 フル 安乗石油 安乗SS 阿児町国府3566-16 0599-47-3467

79出光 フル ㈲坂口石油 賢島SS 阿児町神明1007-26 0599-43-5355

80ENEOS フル ㈱志摩セントラル 志摩セントラルSS 阿児町鵜方1212-4 0599-43-1402

81 アポロステーション セルフ ㈲ 畑重石油 セルフ立神 阿児町立神3155-1 0599-45-3148

82出光 フル ㈲ 畑重石油 波切SS 大王町波切3975-1 0599-72-0262

83ENEOS フル 三重交通商事㈱ 志摩スペイン村前給油所 磯部町坂崎字後嶋ヶ崎644番地 0599-55-2030

84シェル フル ㈲向原石油 磯部SS 磯部町穴川1154 0599-55-0374

志摩市

85 アポロステーション フル ㈲山本石油店 鵜方SS 阿児町鵜方1364-6 0599-43-0471

86出光 フル 青山石油㈱ 桐ヶ丘 阿保1788-5 0595-52-3289

87出光 フル 青山石油㈱ 別府409 0595-52-0044

88 アポロステーション フル アポロ興産㈱ サガミSS 四十九町1140 0595-23-6627 〇

89コスモ フル ㈲川口石油店 有限会社川口石油店 平田920-1 0595-47-0107

90シェル フル 中林商会 壬生野SS 川東153番地 0595-45-3320

91ENEOS フル ㈱ 西尾石油 佐那具SS 佐那具町5-1 0595-23-3202

92ENEOS フル 西尾石油店 西尾石油店 平田930-6 0595-47-0408

93出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 東海支店 25号名阪下柘植 下柘植字馬場4990-6 0595-45-6450

94出光 セルフ ㈱西日本宇佐美 東海支店 163号名阪中瀬インター 西明寺字天王888 0595-23-0481

95ENEOS フル ㈱箱林 伊賀一之宮SS 千歳293 0595-23-3340

96ENEOS フル (名) 藤室商店 依那古SS 才良1番地 0595-37-0331 〇

97 アポロステーション セルフ ㈱堀川商店 セルフニューハートSS 山出1965 0595-21-7033 〇

98 アポロステーション フル ㈱堀川商店 伊賀上野SS 上野恵美須町1606 0595-21-4754 〇

99 アポロステーション セルフ ㈱堀川商店 セルフ小田SS 平野中川原504-1 0595-24-2690 〇

伊賀市

100ENEOS セルフ ㈲ 岡崎石油 伊賀上野駅前 三田903-7 0595-21-3837

101出光 フル 井田石油㈱ 井田SS 紀宝町井田1899-24 0735-32-2048南牟婁郡

102コスモ フル ㈲小林商店 神木SS 御浜町神木1943-2 0597-92-0056

103出光 フル ㈲髙村石油 海山 紀北町相賀843-12 0597-32-0499北牟婁郡

104シェル フル ㈱西村石油店 紀伊長島北SS 紀北町東長島966-5 0597-47-1284

105シェル フル 北住石油㈲ 千種SS 菰野町大字潤田650-2番地 059-393-2752三重郡

106その他 フル ㈱マルヒロ 川越SS 川越町当新田468 059-364-5454

107出光 フル 岡村商店 棚橋SS 度会町棚橋571-1 0596-62-0088

108コスモ フル 中井商店 度会小川SS 度会町小川188 0596-65-0282

度会郡

109シェル フル ㈲ヒロ石油 五カ所SS 南伊勢町五ヶ所浦3920番地 0599-66-1313

110コスモ フル ㈲亀田石油店 勢和村SS 多気町上出江387-2 0598-49-2106

111出光 フル ㈲西村石油店 三瀬谷SS 大台町佐原789 0598-82-1517

112出光 フル ㈲西村石油店 神瀬SS 大台町神瀬123-1 0598-83-2560

多気郡

113ENEOS セルフ ホーリーポット㈱ セルフホーリーポット栃原 大台町栃原1455-2 0598-85-0013

員弁郡 114その他 フル 伊藤商事㈲ 伊藤商事有限会社 東員町六把野新田522 0594-76-5060


