
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【22富山県】　取扱店/190　販売店/ 18 2023-05-01現在

地区　22 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1その他 フル あおば興産㈱ 大沢野燃料センター 上大久保1346-5 076-467-2335

2その他 フル あおば興産㈱ グリーンポート大山 中番248 076-483-1849

3その他 フル あおば興産㈱ スマイルプラザ井田 八尾町井田新1281-1 076-455-3737

4その他 フル あおば興産㈱ レインボーふるさと 婦中町羽根919-1 076-469-5701

5ENEOS フル 朝日石油販売㈱ 花園町SS 花園町3-1-8 076-423-9295

6 アポロステーション フル ㈲アルペン石油 アルペンルートSS 下堀9 076-424-7896

7ENEOS フル ㈱碓井商店 碓井商店石金給油所 石金2-1-13 076-423-8366

8ENEOS フル 江尻石油店 楡原給油所 楡原722 076-485-2224

9 アポロステーション フル 北日本石油㈱ 不二越 西長江4-8-22 076-423-6621

10 アポロステーション フル 北日本石油㈱ 天正寺 天正寺1078 076-493-9827

11ENEOS セルフ ㈱光神 エネジェット羽根SS 羽根278-1 076-491-0283

12ENEOS フル ㈱品川グループ本社 牛島SS 牛島新町4-4 076-432-2626

13ENEOS フル ㈱品川グループ本社 根塚SS 根塚町4-3-2 076-493-3111

14ENEOS フル ㈱品川グループ本社 本町SS 本町6-17 076-432-2602

15ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 下飯野 下飯野331 076-471-7123 〇

16ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 大門小泉 小泉200-1 076-652-6366 〇

17ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 上赤江 上赤江町二丁目字東条割1169 076-411-6090 〇

18ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 富山石坂 石坂新760-3 076-444-0085 〇

19ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 天正寺 天正寺1010 076-420-5955 〇

20ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 富山下堀 堀28-2 076-492-0330 〇

21シェル フル タツミ石油㈱ Airport38 黒瀬133-2 076-422-8838

22シェル フル タツミ石油㈱ 大沢野SS 長附239-1 076-468-2816

23ENEOS フル ㈱トーア 富山SS 館出町1-4-1 076-432-5088

24ENEOS フル ㈱トーア フェスタ41金泉寺SS 五本榎5-2 076-451-5441

25ENEOS セルフ ㈱トーア プリーズインター店 黒崎高木割170 076-425-1485

26ENEOS フル ㈱トーア 和合SS 四方北窪2558 076-435-0187

27ENEOS フル ㈱トーア アミューズ本郷町SS 本郷町3区20-6 076-493-9501

28ENEOS セルフ 富山石油グループ 奥田SS 奥田本町2-28 076-431-1817

29ENEOS フル 富山石油グループ 富山インターSS 掛尾町402 076-421-9662

30ENEOS フル 富山石油グループ 久郷SS 久郷6-2 076-422-3883

31ENEOS フル 富山石油グループ 呉羽SS 呉羽町小竹6471 076-436-5578

32ENEOS フル 富山石油グループ 四ツ葉町SS 四ﾂ葉町10 076-431-1058

33ENEOS セルフ 富山石油グループ 四方荒屋SS 四方荒屋2600 076-435-9110

34シェル セルフ 富山石油グループ 新庄銀座若葉台SS 新庄銀座3丁目7-7 076-411-8585

35ENEOS セルフ 富山石油グループ 新庄銀座SS 新庄本町1-5-11 076-451-0211

36ENEOS フル 富山石油グループ 新庄東SS 新庄本町2-8-1 076-452-1302

37シェル セルフ 富山石油グループ セルフ富山新庄SS 新庄本町2丁目9-67 076-411-0166

38ENEOS セルフ 富山石油グループ 三郷SS 水橋沖120-1 076-479-9077

39ENEOS フル 富山石油グループ 清水町SS 清水町3-2-1 076-421-8188

40ENEOS フル 富山石油グループ 笹津SS 西大沢257-2 076-467-5100

41ENEOS セルフ 富山石油グループ 富山南インターSS 赤田944-3 076-424-0379

42シェル フル 富山石油グループ 五番町SS 辰巳町2丁目7-13 076-422-4507

43ENEOS フル 富山石油グループ 呉羽茶屋町SS 茶屋町字新長割25 076-436-2660

44ENEOS セルフ 富山石油グループ 中川原SS 中川原新町40 076-495-1080

45シェル フル 富山石油グループ 富山北SS 中田1丁目1-22 076-437-8041

46ENEOS セルフ 富山石油グループ ニュー富山SS 東町1-2-20 076-433-7857

47ENEOS セルフ 富山石油グループ 藤木SS 藤木1843-1 076-421-1520

48ENEOS フル 富山石油グループ 黒瀬SS 二口町5-9-10 076-491-4223

49ENEOS セルフ 富山石油グループ 婦中町SS 婦中町下轡田768-1 076-465-3772

50ENEOS セルフ 富山石油グループ 布市SS 布市652-1 076-428-1070

51ENEOS フル 富山石油グループ 神通町SS 宝町2-1-20 076-431-7236

52ENEOS セルフ 富山石油グループ 豊田SS 豊田本町2-15-25 076-438-6204

53ENEOS セルフ 富山石油グループ 本郷町SS 本郷町51 076-492-2441

54ENEOS フル 富山石油グループ 問屋町SS 問屋町1-4-5 076-451-3600

55ENEOS セルフ ㈱日鉱産業 コスミックハート山室SS 山室382 076-425-1187

56ENEOS セルフ ㈱日鉱産業 トレンディー赤田SS 赤田733-1 076-423-2332

57 アポロステーション セルフ ㈱西日本宇佐美　北陸支店 41号富山 下大久保3610 076-467-2313

58 アポロステーション フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美　北陸支店 8号富山バイパス豊田 豊田町1-275 076-432-6118

59 アポロステーション セルフ ㈱西日本宇佐美　北陸支店 8号富山バイパス呉羽 本郷中部143 076-434-4690

60ENEOS フル ㈱ヒラエ 古里SS 婦中町下邑80 076-469-3556

61ENEOS フル ㈲平永石油 八尾井田給油所 八尾町井田5606 076-455-0114

62ENEOS フル 深川石油㈲ ジョイフルクボSS 窪本町17-29 076-441-6061

63ENEOS フル 深川石油㈲ ジョイフル415SS 町袋424-2 076-451-5530

64出光 フル 伏木燃商㈱ 富山南給油所 太郎丸西町2-5-6 076-424-0313

65出光 フル 伏木燃商㈱ 梅沢町給油所 梅沢町3-18 076-421-5723

66ENEOS フル ㈱フジイ商事 藤ノ木給油所 金代3-1 076-424-1188

富山市

67その他 フル 富士商事㈱ エネルギーセンター下赤江給油所 下赤江町1丁目1番30号 076-441-3670



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【22富山県】　取扱店/190　販売店/ 18 2023-05-01現在

地区　22 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 ㈱北日商会 速星給油所 婦中町速星535-1 076-466-2059

69ENEOS セルフ 前田石油㈱ オートオアシス大久保給油所 下大久保2061 076-467-0606

70 アポロステーション フル ㈲前田石油 大塚SS 高木東183 076-434-4005

71出光 フル 八尾燃商㈲ 八尾SS 八尾町下新町112 076-454-2328

72ENEOS フル ㈱ユタカ産業 スマイル吉岡SS 吉岡664 076-429-2729

73ENEOS フル ㈱ユタカ産業 中野新町SS 中野新町2-3-5 076-423-4053

富山市

74ENEOS フル ㈱ユタカ産業 南富山SS 富山市今泉349-1 076-425-7787

75コスモ フル 青山石油㈱ 野村SS 606 0766-23-1919

76ENEOS フル ㈱ウエダ 福岡 福岡町下蓑新327 0766-64-3190

77ENEOS フル ㈲梶沢石油店 西高岡SS 上渡40-1 0766-31-0062

78ENEOS フル ㈲金田石油店 宮田給油所 宮田町1-1 0766-24-0420

79ENEOS フル ㈲酒井石油 中田SS 下麻生1293-1 0766-36-1145

80ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 戸出中央 戸出町4-1675 0766-63-4550 〇

81ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 高岡海老坂 東海老坂字大坪774 0766-26-3335 〇

82ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 高岡笹川 宝来町947 0766-31-1701 〇

83ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 高岡下田 野村1377-1 0766-53-5557 〇

84ENEOS フル 高交商事㈱ 高岡駅南 蓮美町4-51 0766-24-3366

85ENEOS フル 富山石油グループ 赤祖父SS 赤祖父544-1 0766-24-3395

86ENEOS フル 富山石油グループ ニュー高岡SS 美幸町1-1-2 0766-22-5200

87ENEOS セルフ 富山石油グループ 高岡北島SS 北島蓮花190 0766-25-6585

88ENEOS フル 日本海産商㈱ 横田SS 昭和町3丁目1-1 0766-22-8282

89ENEOS フル ㈲ヒダ石油店 上四屋SS 上四屋1-35 0766-23-4586

90シェル フル ㈱平野石油 中曽根SS 中曽根505-1 0766-82-6821

91シェル フル ㈱平野石油 姫野SS 姫野字若宮39-1 0766-82-7775

92出光 フル 伏木燃商㈱ 一宮給油所 伏木一宮2丁目9番5号 0766-44-1637

93 アポロステーション フル ㈲マコト石油 二上給油所 二上町1194-1 0766-24-0145

94ENEOS フル＆セルフ 丸二石油㈲ ワーキ志貴野SS 内免2-8-25 0766-23-3256

95 アポロステーション フル 丸福石油産業㈱ 高岡市場前店 佐野1202 0766-25-2860

96シェル フル 丸福石油産業㈱ 立野店 柴野内島1027-1 0766-31-0867

97 アポロステーション フル 丸福石油産業㈱ 美幸町店 美幸町2丁目1-28 0766-22-2860

98 アポロステーション フル＆セルフ 丸福石油産業㈱ 米島店 米島446-2 0766-26-2860

99 アポロステーション フル 丸福石油産業㈱ 宝町店 宝町1-11 0766-22-8045

100出光 フル 和光商事㈱ 高岡インター 六家1230 0766-31-1603

高岡市

101ENEOS フル ㈱和田商会 高岡支店 DD野村店 野村774 0766-22-1423

102出光 フル ㈲朝日石油 魚津 友道891-1 0765-22-3785

103ENEOS フル 小川建設工業㈱ 魚津東SS 吉島1106 0765-22-7780

104ENEOS フル ㈱品川グループ本社 魚津SS 本江1118 0765-22-1572

105ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 魚津 吉島1-6-16 0765-24-9438 〇

106シェル フル ㈱シミズ 魚津SS 1008 0765-24-7000

107ENEOS セルフ 富山石油グループ 魚津東SS 吉島595 0765-24-0002

108ENEOS フル 富山石油グループ 魚津SS 双葉町3-12 0765-22-0342

魚津市

109ENEOS フル ㈲山崎石油 魚津SS 住吉1057-1 0765-24-6116

110ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 氷見 加納179-5 0766-72-1160 〇

111ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 氷見中央 窪686-1 0766-92-6222 〇

112ENEOS フル 田山商店 触坂SS 触坂239 0766-76-2857

113ENEOS フル 富山石油グループ 氷見SS 窪848-1 0766-91-2460

114出光 フル 伏木燃商㈱ 氷見バイパス給油所 窪647 0766-91-5665

氷見市

115ENEOS フル ㈲布施石油店 氷見幸町SS 幸町22-22 0766-72-1810

116ENEOS フル ㈲石倉石油 滑川SS 魚躬1250 076-475-0648

117ENEOS セルフ ㈱SHIMARS 滑川 上島21-1 076-476-0581 〇

118 アポロステーション フル ㈱大丸 滑川中央給油所 上島267-1 076-475-9100

119出光 フル ㈱大丸 滑川給油所 神家町209 076-475-1109

120ENEOS セルフ 富山石油グループ 早月SS 大掛176-26 076-477-2251

滑川市

121ENEOS セルフ ㈱日鉱産業 リバーサイド早月SS 中村327-1 076-477-1208

122 伊藤忠エネクス フル 潟田石油㈱ 生地CS 吉田1160 0765-57-1234

123ENEOS フル 共和土木㈱ エネオス黒部北SS 荒俣1561-1 0765-57-0168

124コスモ フル 黒部モビリティサービス㈱ 黒部SS 中新484 0765-52-1871

125ENEOS セルフ ㈱西日本宇佐美　北陸支店 8号黒部 三日市2117-3 0765-54-2210

126ENEOS フル＆セルフ ㈲能登石油 黒部SS 中区225-1 0765-56-8817

127ENEOS フル 北辰自動車工業㈱ 桜井SS 三日市946番地 0765-54-0166

128ENEOS フル 北辰自動車工業㈱ オートオアシス北辰くろべ中央SS 前沢1581 0765-54-1166

129出光 フル ㈲八木商店 大町給油所 三日市3307 0765-54-0051

130出光 フル ㈲八木商店 若栗給油所 若栗4210 0765-52-3314

131出光 フル ㈲八木商店 黒部インター前給油所 若栗540-1 0765-54-2515

黒部市

132出光 フル ㈲八木商店 田家給油所 田家新762-1 0765-52-0186

133 アポロステーション セルフ ㈲大西石油 セルフ砺波156SS 太郎丸1-3-8 0763-32-7670砺波市

134ENEOS セルフ ㈱SHIMARS イオン砺波 中神2丁目73 0763-55-6641 〇



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【22富山県】　取扱店/190　販売店/ 18 2023-05-01現在

地区　22 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135ENEOS フル ㈱SHIMARS 砺波インター 豊町1-17-9 0763-32-5545 〇

136ENEOS セルフ ㈲セーブ石油 砺波インターSS 太郎丸287-1 0763-33-7311

137ENEOS セルフ 富山石油グループ ニュー砺波SS 十年明字木島77 0763-32-1321

138ENEOS フル 林石油店 千代給油所 千代145-1-2 0763-33-1320

139 アポロステーション セルフ ㈱ヤギヤエンタープライズ 高道SS 高道33番地1 0763-33-4360

砺波市

140出光 フル ワキモト石油店 庄川SS 庄川町金屋2971 0763-82-1690

141ENEOS セルフ アブラ商事㈱ オヤベエースSS 岡225 0766-67-5511

142コスモ フル ㈲駒津石油商会 石動SS 小矢部町4-30 0766-67-0564

143 アポロステーション フル 大王産業㈱ 小矢部SS 津沢一丁目1番地 0766-61-2193

144シェル フル 冨田石油㈱ アメニティプラザ石動 芹川3956-1 0766-68-2838

145ENEOS セルフ ㈱西日本宇佐美　北陸支店 8号小矢部バイパス 芹川5234-1 0766-50-8971

小矢部市

146ENEOS フル ㈲西野石油 ENEOS津沢給油所 新西401 0766-61-2668

147ENEOS フル 石井石油㈲ 福野SS 二日町2160番地 0763-22-4607

148 アポロステーション セルフ ㈲大西石油 セルフ城端SS 細木126 0763-62-2161

149 アポロステーション フル 紙居石油㈱ 福光旭町SS 福光77 0763-52-3500

150出光 フル ㈱シマサービス 井波SS 井波80-5 0763-82-0869

151出光 フル 城端石油 城端SS 野田1153-2 0763-62-0475

152ENEOS フル ㈱タカサキ 井口SS 久保181 0763-64-2716

153ENEOS セルフ 富山石油グループ 福光SS 荒木1421-2 0763-52-0006

154ENEOS フル ㈲西林石油店 井波国道SS 岩屋461 0763-82-4556

155ENEOS フル 山下石油店 城端 野田343 0763-62-1677

南砺市

156その他 セルフ 六光商事㈲ 福野SS やかた68 0763-22-2229

157ENEOS フル ㈲金田石油店 作道給油所 作道575-1 0766-84-3653

158その他 フル ㈲北川石油産業 黒河SS 黒河2027 0766-56-4390

159ENEOS フル ㈲境石油商事 新湊SS 善光寺13-22 0766-82-2201

160ENEOS フル ㈱シマダ商事 大島給油所 赤井20 0766-52-2312

161ENEOS フル ㈱シマダ商事 大門給油所 二口28 0766-52-0131

162出光 フル 高岡地区陸運事業協同組合 テルシサービスステーション 沖塚原748 0766-82-6699

163ENEOS セルフ 富山石油グループ 大門SS 広上902-1 0766-52-6789

164ENEOS セルフ 富山石油グループ 太閤山SS 黒河新1455-9 0766-57-0363

165シェル フル 富山石油グループ 富山新港SS 作道234 0766-84-2422

166 アポロステーション フル ㈱中村燃料商店 大島給油所 小島900 0766-52-0891 〇

167 アポロステーション フル ㈱中村燃料商店 大島エネルギーセンター給油所 北高木14-6 0766-52-8887 〇

168 アポロステーション セルフ ㈱西日本宇佐美　北陸支店 472号小杉インター 橋下条28 0766-57-0154

169ENEOS セルフ 日本海産商㈱ Dr.Driveセルフくろかわ店 塚越1853 0766-57-0345

170 アポロステーション フル ㈲前田石油 白石SS 小杉白石828 0766-55-0200

171出光 フル ㈱マキタ石油 作道 作道675-7 0766-82-6303

172 アポロステーション フル 丸福石油産業㈱ 太閤山北店 三ｹ2773-1 0766-56-9900

射水市

173ENEOS フル ㈱和田商会 高岡支店 小杉ひばり給油所 戸破3340 0766-55-1240

174ENEOS フル ㈱碓井商店 碓井商店利田給油所 立山町鉾木165 076-463-0755

175その他 セルフ 上市日通プロパン販売㈱ EGT本店 上市町上経田4-8 076-472-0548

176その他 セルフ 上市日通プロパン販売㈱ EGT役場前店 上市町法音寺吉田1-3 076-473-8018

177その他 セルフ 上市日通プロパン販売㈱ EGT立山店 立山町二ﾂ塚14-6 076-462-7022

178シェル フル 坂井石油㈱ 立山給油所 立山町坂井沢20 076-463-3150

179ENEOS フル 富山石油グループ 立山SS 立山町米沢33 076-463-0020

180ENEOS フル 藤井石油㈱ 五百石SS 立山町前沢2302 076-463-1335

181コスモ フル 松井エネルギーモータース㈱ 森尻SS 上市町森尻79-3 076-473-9130

中新川郡

182コスモ フル 松井エネルギーモータース㈱ 上市東SS 上市町稗田2-5 076-472-2751

183 アポロステーション フル ㈲朝日石油 朝日国道 朝日町道下915-1 0765-82-0661

184出光 フル ㈲朝日石油 入善 入善町入膳3505-7 0765-72-1155

185ENEOS フル 小川建設工業㈱ 朝日インターSS 朝日町月山1941 0765-83-3033

186ENEOS フル 高東商事㈱ くろべフリートSS 入善町東狐1528番地 0765-72-0088

187ENEOS フル ㈲島田石油 入善SS 入善町上飯野567 0765-72-5376

188ENEOS セルフ ㈱西日本宇佐美　北陸支店 8号入善黒部バイパス 入善町上飯野672-1 0765-74-0405

189シェル フル ㈱野島石油 舟見給油所 入善町舟見1672 0765-78-1341

下新川郡

190シェル フル ㈱野島石油 グリーンポート入善給油所 入善町青木1326 0765-72-0025


