
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【23石川県】　取扱店/76　販売店/ 10 2023-05-01現在

地区　23 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1コスモ フル 協和石油販売㈱ 高尾台給油所 高尾台4-77 076-298-1515 〇

2 アポロステーション セルフ ㈱西日本宇佐美北陸支店 8号金沢 福久町ﾁ15-1 076-257-4020

3ENEOS セルフ 三島石油㈱ セルフプラザ元町 元町2-20-1 076-251-4355

4ENEOS セルフ 三島石油㈱ D.D.セルフプラザ長田 長田本町ﾁ30-1 076-223-1177

5ENEOS フル 三島石油㈱ スマイルプラザ鈴見 天神町1-4-33 076-223-7424

6ENEOS セルフ 三島石油㈱ セルフプラザ八日市 八日市1-753 076-247-9500

7ENEOS セルフ 三島石油㈱ セルフプラザ鳴和 鳴和町1-1-1 076-252-2226

8ENEOS フル 三島石油㈱ 金沢問屋センター 問屋町1-72 076-237-4913

9ENEOS セルフ ㈱三谷サービスエンジン Dr.Driveマンサーナ押野店 押野2-570 076-245-4500

10ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Drive城南店 菊川1-34-13 076-231-4655

11ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Drive長町店 玉川町1-1 076-262-1711

12ENEOS セルフ ㈱三谷サービスエンジン Dr.Drive金沢西インター店 古府1-161 076-249-6315

13ENEOS セルフ ㈱三谷サービスエンジン Dr.Driveセントラル金石店 寺中町ﾛ24-1 076-267-4686

14ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Drive 東大通店 神宮寺1-15-17 076-252-8665

15ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Drive西大通店 西念4-19-38 076-265-5880

16ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Driveライフステージ泉台店 泉野出町4-14-1 076-241-9988

17ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Driveセレンディピティ大河端店 大河端西2-51 076-238-3812

18ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Drive東力町店 東力2-160 076-291-6008

金沢市

19ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Driveグリーンポート金沢店 南新保町ﾄ135-1 076-237-3131

20その他 セルフ 池田商事㈱ トレンディ中島 中島町塩津ﾙ-30 0767-66-0308

21ENEOS フル＆セルフ ㈱オガタ 七尾城址 藤野町ﾛ15 0767-52-7878 〇

22ENEOS フル＆セルフ ㈱オガタ 小丸山公園 馬出町ﾊ部51番地27 0767-52-0033 〇

七尾市

23ENEOS フル＆セルフ ㈱オガタ 七尾軍艦所 万行町壱2-1 0767-52-5656 〇

24 アポロステーション フル ㈲井出商事 エアポート小松 浮柳町ﾊ122 0761-23-5780

25コスモ フル ㈲久保石油 矢田野 矢田野町へ19番地 0761-43-0011

26ENEOS セルフ 三島石油㈱ セルフプラザ大島 大島町ﾎ63-1 0761-21-9738

27ENEOS セルフ 三島石油㈱ セルフプラザ符津 符津町ﾀ91-3 0761-44-3440

28ENEOS セルフ 三島石油㈱ DDセルフプラザ有明SS 有明町1-1 0761-22-5370

小松市

29ENEOS フル ㈲岩倉商店 サンロード軽海 軽海町ｿ50番地 0761-47-0205

30コスモ セルフ 協和石油販売㈱ のと空港前給油所 三井町三洲穂ろ1-14 0768-26-1500 〇

31コスモ セルフ ㈱ 輪島丸善 サンライズ杉平 杉平町大百苅48 0768-22-8119

輪島市

32コスモ フル ㈱ 輪島丸善 リバーサイド二ツ屋 二ﾂ屋町1-15 0768-22-2873

33シェル フル ㈲越後石油 珠洲 宝立町鵜島ﾛ-16-1 0768-84-1618

34コスモ フル 協和石油販売㈱ 珠洲給油所 上戸町南方に35 0768-82-0352 〇

35コスモ フル 協和石油販売㈱ 珠洲飯田給油所 飯田町五部84-1 0768-82-3206 〇

珠洲市

36ENEOS フル ㈱道下石油 蛸島 蛸島町ｶの部128番地1 0768-82-1229

37 アポロステーション フル 角出石油㈱ あいらんど加賀 松山町ｲ71 0761-77-0162

38その他 フル 角出石油㈱ 動橋 動橋町ﾈ22 0761-74-1885

39ENEOS フル ㈲シモデ石油 山中 山中温泉塚谷町ﾆ35-2 0761-78-0783

40 アポロステーション セルフ ㈱西日本宇佐美北陸支店 片山津インター 伊切町ｲ267 0761-75-4420

41ENEOS セルフ ㈱西日本宇佐美北陸支店 8号加賀インター 熊坂町ｵ171-1 0761-72-2275

42 アポロステーション フル ㈱西日本宇佐美北陸支店 尼御前サービスエリア上り 美岬町ﾍ74 0761-75-2216

43ENEOS フル ㈱松田石油店 山代 山代温泉桔梗丘3-54 0761-77-0206

加賀市

44出光 フル ㈲田中石油店 山代 山代温泉山背台2丁目9-3 0761-76-2808

45その他 セルフ 池田商事㈱ トレンディ羽咋 千里浜町ﾜ60の2 0767-22-6364

46 アポロステーション フル＆セルフ 上田石油㈱ 四柳バイパス 四柳町そ7番地1 0767-26-0277

47 アポロステーション フル＆セルフ 上田石油㈱ 羽咋東 石野町ﾎ41 0767-22-0044

48その他 フル＆セルフ 上田石油㈱ 羽咋 南中央町ｷ154-5 0767-22-0644

49 伊藤忠エネクス フル＆セルフ 上田石油㈱ 邑知 本江町ﾄ27 0767-26-1334

50ENEOS フル 駒井商店 鹿島路 鹿島路町1665 0767-24-1200

51ENEOS フル (資)本井商店 羽咋西 中央町ｷ53-2 0767-22-0106

羽咋市

52ENEOS フル 俵石油店 柴垣 柴垣町7-16 0767-27-1306

53その他 フル＆セルフ ㈱宇野気石油 宇ノ気バイパス 内日角1-30 076-283-0515かほく市

54ENEOS フル 尾山石油㈱ 木津 木津ｲ16-6 076-285-0373

55ENEOS フル 数馬石油㈱ 数馬石油 松任バイパスSS 倉光1丁目190 076-275-1225

56 アポロステーション セルフ ㈱西日本宇佐美北陸支店 8号松任 小上町238 076-275-5177

57ENEOS フル ㈱三谷サービスエンジン Dr.Driveアサンテ宮永店 宮永市町453 076-275-8588

白山市

58ENEOS フル＆セルフ ㈱三谷サービスエンジン Dr.Drive ツインウェーブ松任店 松本町880-1 076-274-3688

59 アポロステーション フル ㈱井出油店 寺井町 寺井町る23 0761-57-2233能美市

60シェル フル ㈲吉田石油 根上 大成町ﾘ82 0761-55-0358

61コスモ フル 協和石油販売㈱ 野々市じょんから給油所 菅原町19-1 076-246-0001 〇

62ENEOS セルフ ㈱三谷サービスエンジン Dr.Driveエコウィング御経塚店 御経塚3-46 076-249-5155

63ENEOS セルフ ㈱三谷サービスエンジン Dr.Driveコーディアルののいち店 三日市3丁目346番地 076-248-2105

野々市市

64ENEOS セルフ ㈱三谷サービスエンジン Dr.Drive 加賀産業道店 上林5-43 076-248-0068

65ENEOS フル 数馬石油㈱ 数馬石油 宇出津SS 能登町宇出津ﾀ字74-9 0738-62-0233

66ENEOS フル 洲崎順二商店 鵜川駅前 能登町字鵜川21-47 0768-67-1241

鳳珠郡

67ENEOS フル 通商燃料㈱ 柳田 能登町字天坂乙2字18番地 0768-76-1168 〇



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【23石川県】　取扱店/76　販売店/ 10 2023-05-01現在

地区　23 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS フル ㈲ 広瀬石油店 小木SS 能登町字小木15-21-1 0768-74-1171

69ENEOS セルフ ㈱舞谷商店 ニュー穴水 穴水町字川島ﾜ144-1 0768-52-2211

鳳珠郡

70ENEOS フル ㈱森本石油 穴水バイパス 穴水町川島ｷ-112-1 0768-52-0161

鹿島郡 71ENEOS フル ㈲藤林石油 鹿島 中能登町芹川ｵ部50番地 0767-76-0127

河北郡 72その他 フル＆セルフ ㈱TMコーポレーション石川 内灘営業所 内灘町向粟崎5-16 076-238-5655

73その他 セルフ 池田商事㈱ トレンディ志賀 志賀町末吉寅136-1 0767-32-3632

74ENEOS セルフ ㈱伴長商店 株式会社伴長商店 高浜東SS 志賀町高浜町ｸの28番地の6 0767-32-0408 〇

75 アポロステーション フル ㈲ 小泉石油店 若葉台SS 志賀町松木子9-18 0767-38-1167

羽咋郡

76コスモ フル ㈲ 小泉石油店 志加浦SS 志賀町町21の31番地 0767-32-1640


