
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【21岐阜県】　取扱店/117　販売店/ 6 2023-05-01現在

地区　21 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS セルフ ㈱岩塚石油 エネジェット岩地 岩地1-12-2 058-245-2607

2ENEOS セルフ ㈱岩塚石油 シンシア長森南 手力町38-7 058-245-9851

3出光 フル 川北石油㈱ 川北SS 鷺山1530-2 058-231-1161

4ENEOS セルフ 岐菱商事㈱ セルフ岐阜店 城東通2丁目28 058-271-6441

5出光 フル ㈲勢引商事 勢引石油 門屋勢引13-2 058-229-3558

6コスモ フル 第一石油㈱ 岐阜SS 金園町9丁目17番地 058-245-0187

7コスモ フル 第一石油㈱ 岐阜東SS 前一色2-21-15 058-245-4181

8ENEOS フル 東部日石㈱ 天王寺SS 北一色三丁目10番14号 058-245-6588

9シェル フル ㈱成瀬商会 則松SS 則松5-35 058-239-9531

10ENEOS フル 日の丸石油㈱ Dr.Drive常盤町店 常盤町32 058-264-4817

11ENEOS フル 日の丸石油㈱ Dr.Drive城南通店 西明見町22 058-273-7207

12出光 フル 丸栄石油㈱ 西荘給油所 西荘2丁目8番2号 058-253-2551

13 アポロステーション フル 丸栄石油㈱ 入舟給油所 入舟町4丁目27番地 058-246-8190

14 アポロステーション フル 丸栄石油㈱ 長森給油所 野一色2丁目12-12 058-245-6641

岐阜市

15その他 フル ㈱リョーワ 福光SS 福光東3丁目14-10 058-232-1559

16ENEOS フル 岐菱商事㈱ 安井町給油所 安井町1丁目24番地 0584-81-5264

17ENEOS セルフ 岐菱商事㈱ セルフ大垣北店 貝曽根町権現277 0584-74-1230

18ENEOS フル 岐菱商事㈱ 大垣給油所 神田町2丁目70 0584-81-3233

19ENEOS フル 岐菱商事㈱ 大垣インター北給油所 築捨町4丁目69-1 0584-89-7086

20ENEOS フル 岐菱商事㈱ 林町給油所 林町7丁目185 0584-74-5517

大垣市

21出光 フル ㈲山口屋 多良SS 上石津町下多良631-2 0584-45-2581

22ENEOS フル＆セルフ ㈲岩西石油店 有限会社岩西石油店 一之宮町3446 0577-53-2038

23 アポロステーション フル＆セルフ 牛丸石油㈱ セルフ高山三福寺SS 松之木町313-2 0577-32-5800

24出光 フル ㈲ 久保石油 上宝本郷SS 上宝町本郷770-1 0578-86-2102

25 アポロステーション フル ㈲寺田商店 荘川SS 荘川町牧戸85番地 0576-92-2027

26シェル フル ナガイ㈱ ナガイ石油 久々野町大西15-1 0577-52-3028

27ENEOS フル ㈱みの谷 Dr.Drive 高山花里SS 花里町4-78 0577-33-9912

28ENEOS セルフ ㈱みの谷 Dr.Drive セルフ松之木SS 松之木町200-1 0577-32-0252

29コスモ セルフ ㈱山善商店 ビッグキャップ高山給油所 下岡本町2948-4 0577-36-1120

30コスモ フル ㈱山善商店 国分寺通り給油所 花里町6丁目15番地 0577-32-5015

31コスモ フル ㈱山善商店 久々野給油所 久々野町久々野1519-2 0577-52-2109

高山市

32コスモ セルフ ㈱山善商店 スマートセルフ41給油所 西之一色町3-1124-1 0577-32-1458

33ENEOS フル ㈱田口石油店 ハートランドたじみSS 下沢町3-9-2 0572-22-6255

34ENEOS フル ㈱田口石油店 市之倉SS 市之倉町5-88 0572-22-5146

多治見市

35ENEOS フル ㈱田口石油店 大畑SS 大畑町5-193 0572-23-6284

36 アポロステーション フル ㈱ ミヤチ 美濃関SS 栄町3丁目2-25 0575-22-4131

37その他 フル 関自動車合同会社 平和通SS 平和通5丁目9番地6 0575-22-3011

38ENEOS フル 大洋石油㈱ 西本郷SS 西本郷通5-2-22 0575-24-2166 〇

39その他 フル 丸錦石油店 丸錦石油店 洞戸菅谷360-4 0581-58-2813

40出光 フル ㈲ミノシマ 小瀬 小瀬1789-1 0575-23-0596

41出光 フル ㈱山田石油 白金SS 上白金1127-1 0575-28-2073

42ENEOS フル ㈲山西石油 関北 下有知2859-1 0575-22-5202

関市

43 アポロステーション フル ㈱山本石油 アーバンSS 大杉559-11 0575-24-6623

44ENEOS フル＆セルフ ㈱小栗屋 中津川給油所 かやの木町1-41 0573-65-3240

45ENEOS フル ㈱小栗屋 中津川インター給油所 千旦林字足沢527-1 0573-68-2673

46出光 フル ㈱島屋田原給油所 田原SS 蛭川田原5221番地1 0573-45-2606 〇

47コスモ フル ㈲清水屋石油店 プレステージ付知 付知町4872-2 0573-82-2158

48出光 フル ㈲竹内商店 坂本SS 茄子川626 0573-68-4912

49ENEOS フル 中央紙運輸㈱ ウエストポイント 千旦林200 0573-68-3133

50ENEOS フル ㈲野尻石油店 福岡SS 福岡1104 0573-72-2451

51出光 フル ㈲浜島石油店 浜島石油店 苗木1767-5 0573-65-2494

52 アポロステーション フル ㈲松葉屋商店 下野SS 下野437 0573-72-2321

53ENEOS フル 安田屋石油㈲ 苗木SS 苗木4674-1 0573-67-2351

54出光 フル ㈱山本石油店 中津川SS えびす町7-1 0573-65-2612

55ENEOS フル ㈱ユーワン 山の田給油所 瀬戸1372-1 0573-65-3325

中津川市

56ENEOS フル ㈱ユーワン 福岡給油所 福岡978-65 0573-72-3241

57出光 フル 丸喜石油㈱ 極楽寺SS 331-1 0575-33-4132美濃市

58出光 フル 丸喜石油㈱ 美濃インターSS 中央10-133 0575-35-0488

59ENEOS フル ㈲明智給油所 明智SS 明智町大田989-1 0573-54-2272

60ENEOS フル ㈱小栗屋 恵那給油所 長島町中野字神田278-5 0573-25-5371

61出光 フル 瀬戸石油店 飯羽間SS 岩村町飯羽間2384-4 0573-43-2158

恵那市

62ENEOS フル 大洋石油㈱ 恵那武並SS ﾀｹﾅﾐﾁｮｳﾀｹｵﾘ44 0573-28-2205

63その他 フル ㈱北長商店 きたちょう川合大橋 牧野字緑ヶ丘1932-75 0574-25-8118

64その他 フル ㈲ケイエムエナジー 加茂野店 加茂野町今泉1547-6 0574-26-1004 〇

65出光 フル 丸喜石油㈱ 美濃太田SS 加茂川町2-3-10 0574-26-0151

美濃加茂市

66その他 フル 丸喜石油㈱ カワイイSS 川合町4-2-2266-8 0574-24-0355

各務原市 67ENEOS フル ㈲仲野油店 蘇原SS 蘇原寺島町2丁目57の2 0583-82-0482
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地区　21 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68 アポロステーション フル 丸栄石油㈱ カーパドック各務原 三井町2丁目59-1 0583-71-1201各務原市

69ENEOS フル 三尾石油店 鵜沼 鵜沼宝積寺町3丁目113番地 0583-84-0329 〇

70ENEOS フル 宇野石油 宇野石油 本田SS 本田1076-2 058-326-5848瑞穂市

71シェル フル ㈲林石油店 美江寺SS 美江寺798-1 058-328-2111

72 アポロステーション フル 牛丸石油㈱ 殿SS 神岡町殿1289-1 0578-82-2272

73ENEOS フル ㈱北平商店 古川町SS 古川町栄2-1-21 0577-73-2845

74ENEOS フル ㈱北平商店 古川南SS 古川町上町253-2 0577-73-4339

75コスモ フル ㈱タナカ 飛騨古川バイパス給油所 古川町上町1294 0577-73-5769

飛騨市

76出光 フル ㈲山崎石油 細江SS 古川町袈裟丸811 0577-75-2009 〇

77その他 フル 大中石油㈱ 白鳥SS 白鳥町中津屋389番地の8 0575-82-2181郡上市

78その他 フル かみよし かみよし野添給油所 白鳥町野添375-4 0575-84-1019

79ENEOS フル ㈲小坂石油 飛騨小坂町SS 小坂町391 0576-62-2052

80ENEOS フル ㈲小坂タイヤ商会 飛騨小坂SS 小坂町小坂町92番地 0576-62-2146

81ENEOS フル ㈲上呂石油 上呂SS 萩原町上呂662-3 0576-55-0315

82コスモ フル＆セルフ 住吉石油㈱ R41GEROセルフステーション 小川1813番地2 0576-25-4568

83コスモ セルフ 住吉石油㈱ GEROセルフステーション 少ヶ野623番地1 0576-25-3543

84コスモ フル＆セルフ 住吉石油㈱ GERO中央サービスステーション 森326番地 0576-25-2271

85ENEOS フル 髙木石油店 岩屋ダム 金山町祖師野203-7 0576-35-2035

86ENEOS フル 野中石油㈱ 下呂東店 宮地川合1757-1 0576-26-2052

87ENEOS フル＆セルフ 野中石油㈱ Dr.Drive下呂温泉店 森820-85番地 0576-25-2356

下呂市

88ENEOS フル＆セルフ 萩原日石㈱ 下呂温泉西SS 萩原町上村643番地の1 0576-52-1760

89出光 フル 東ゴム商会 東ゴム商会 南濃町安江1133-1 0584-56-1155

90ENEOS フル 伊藤石油㈱ 松山SS 南濃町松山475-1 0584-56-2376

91 伊藤忠エネクス フル 伊藤石油店 海津町SS 海津町古中島201 0584-54-5341

92コスモ フル 伊藤モータース 西島SS伊藤石油 平田町西島1267 0584-66-2462

93その他 フル 合同会社鍛治忠商店 南濃南SS 南濃町安江1512 0584-56-1717

94ENEOS フル ㈱スズキ石油 ニュー海津SS 海津町馬目410-2 0584-53-2400

95出光 フル 関谷石油店 平田SS 平田町幡長切戸82-2 0584-67-3108

96ENEOS フル 藤田商店 志津給油所 南濃町志津943番地1 0584-57-2015

97出光 フル マルイ石油 ユートピア高須 海津町高須町1113-1 0584-53-0007

海津市

98シェル フル 割田屋 割田屋 海津町給油所 海津町高須町1013 0584-53-0010

99コスモ フル 第一石油㈱ 岐南町SS 岐南町上印食5-83 058-245-1436

100その他 フル ㈱大兵商店 笠松中央SS 笠松町美笠通1-46 058-387-4021

101ENEOS フル 羽島石油㈱ 笠松国道SS 笠松町美笠通3-13 058-388-2535

羽島郡

102その他 フル 丸栄石油㈱ 岐南インター北給油所 岐南町上印食5-171 058-245-2345

103シェル フル ㈱高正 谷汲SS 揖斐川町谷汲徳積1367-1 0585-55-2528揖斐郡

104出光 フル 大黒運輸㈲ 大黒石油市場給油所 揖斐川町市場401-1 0585-22-3932

105ENEOS セルフ 岐菱商事㈱ セルフむすぶ店 安八町東結1006 0584-62-6640安八郡

106出光 フル 富士和商事㈱ 安八給油所 安八町大明神398-2 0584-64-2217

本巣郡 107ENEOS フル 岐菱商事㈱ 本巣北方給油所 北方町曲路3丁目12 058-324-2224

不破郡 108ENEOS セルフ 岐菱商事㈱ セルフ垂井店 垂井町御所野1501 0584-22-0205

109ENEOS フル 亀山石油店 神渕SS 七宗町4721 0574-46-1027 〇

110コスモ フル＆セルフ ㈱榊間石油 川辺SS 川辺町上川辺729-1 0574-53-3531

111コスモ フル ㈱榊間石油 白川SS 白川町河岐1627-4 0574-74-0133

112コスモ フル ㈱榊間石油 美濃黒川SS 白川町黒川209 0574-77-2151

113コスモ フル 福井石油店 神渕SS 七宗町神渕4777 0574-46-1022

114ENEOS フル ㈲マルイ石油店 八百津SS 八百津町八百津3176-1 0574-43-0030

加茂郡

115出光 フル 丸喜石油㈱ 七宗SS 七宗町中麻生1234-1 0574-48-1315

大野郡 116コスモ フル 御母衣石油 御母衣石油 白川村御母衣316-2 05769-5-2040

養老郡 117ENEOS フル 伊藤商事㈱ 養老SS 養老町飯田1338番地 0584-32-3431


