
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【24福井県】　取扱店/118　販売店/ 9 2023-05-01現在

地区　24 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザふくいSS 開発5-2119 0776-53-3355

2ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザしみずSS 甑谷町24-8 0776-98-5888

3ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザわかすぎSS 若杉1-2915 0776-34-3750

4ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザ福井インターSS 成和1-3301 0776-22-1853

5ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザつくし野SS 石盛町1001 0776-55-0810

6ENEOS セルフ あおい商事㈱ あおいSSランドセルフ音楽堂前店 大土呂町12-5-1 0776-38-0136

7ENEOS フル あおい商事㈱ まちやSS 町屋2-6-18 0776-27-5220

8ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザ新田塚SS 二の宮4-44-1 0776-23-8565

9ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザ 新日光SS 文京7-7-22 0776-25-2788

10ENEOS フル＆セルフ ㈲青山 東郷 東郷二ｹ町36-11 0776-41-1212

11ENEOS セルフ 井上商事㈱ マインドKAIHOTSU 開発5丁目1101 0776-52-0768

12ENEOS フル 井上商事㈱ 新呉服町SS 春山2丁目21-8 0776-23-7425

13ENEOS セルフ 井上商事㈱ エネジェット大町SS 別所町16-1 0776-33-2565

14ENEOS フル 井上商事㈱ 問屋センターSS 問屋町2丁目11 0776-23-2312

15ENEOS フル＆セルフ 栄月㈱ Dr.Driveセルフサン勝見店 御幸3丁目3-23 0776-24-7441

16ENEOS フル 栄月㈱ Dr.Drive光陽店 光陽2丁目18-18 0776-21-1331

17ENEOS セルフ 栄月㈱ Dr.Driveセルフ大和田店 寺前町111 0776-57-7771

18ENEOS フル 栄月㈱ Dr.Driveノース福井店 新保2丁目503 0776-54-3553

19ENEOS セルフ 栄月㈱ Dr.Driveセルフやしろ店 淵2丁目910 0776-34-7007

20ENEOS セルフ 栄月㈱ Dr.Driveアリーナ板垣店 木田2丁目2205 0776-36-3677

21コスモ フル ㈲ 川西石油店 川西SS 砂子坂町7-93 0776-83-0031

22その他 フル ㈲清水石油店 大安寺 仙町3-3-1 0776-59-1051 〇

23 アポロステーション フル 真光石油㈱ 川西 石橋町15-10 0776-85-1459

24ENEOS フル タナカエネルギー㈱ スマイル石油ビッグエッグわかすぎ店 若杉3-1715 0776-35-2635

25ENEOS フル タナカエネルギー㈱ スマイル石油アミューズ上北野店 大東1-6-40 0776-54-8462

26ENEOS フル タナカエネルギー㈱ スマイル石油毛矢店 毛矢3-1-21 0776-36-1780

27その他 フル ㈲堂下商店 堂下商店森田SS 八重巻中町14-1 0776-56-0236

28ENEOS フル 中野石油㈱ 西部 花月4丁目8-26 0776-24-3809

29コスモ フル 林石油㈱ 東藤島SS 上中町27-11-1 0776-54-1916

30ENEOS フル ㈱ 平野商事 ENEOS中央市場SS 高柳1丁目2302 0776-53-1023

31ENEOS フル 福燃商事㈱ 日ノ出SS 日ﾉ出1丁目15-15 0776-23-4972

32 アポロステーション フル ㈱マルサ石油店 御幸 御幸2-20-4 0776-21-3355

33 アポロステーション フル＆セルフ ㈱マルサ石油店 アピオ志比口 志比口2-20-20 0776-54-1888

34シェル フル ㈱マルサ石油店 明治橋 地蔵堂町11-23 0776-26-6577

35 アポロステーション セルフ 丸福産業㈱ セルフかいほつ店 西開発3-201 0776-54-5334

36ENEOS セルフ ㈱ 室次 セルフ呉服町 田原2-4-1 0776-22-2001

37ENEOS フル＆セルフ ㈲山崎石油店 アリーナ麻生津SS 真木町106-42 0776-38-1345

福井市

38 アポロステーション フル 吉野産業㈱ 福井中央米松SS 米松2丁目24-27 0776-54-0707

39ENEOS セルフ あおい商事㈱ イーグルステーション敦賀SS 木崎5-11-1 0770-24-5196

40ENEOS セルフ 井田スクエア㈱ Dr.Driveセルフサンメイト敦賀店 木崎15-11-1 0770-24-4311

41ENEOS セルフ 栄月㈱ Dr.Driveセルフ敦賀サンルート27店 古田刈16号水掛20-1 0770-21-1110

42ENEOS フル 栄月㈱ Dr.Drive敦賀中央店 中央町1丁目1-1 0770-25-5550

43ENEOS フル ㈱木戸商事 敦賀給油所 三島町2丁目11-18 0770-22-3973

44ENEOS フル (資)乙名石油店 敦賀SS 元町6-5 0770-25-1333

45ENEOS フル ㈱ 竹腰石油 敦賀港SS 蓬莱町16-19 0770-22-0729

46 アポロステーション フル 大和石油㈱ 松島 呉竹町2-11-16 0770-24-1212

47ENEOS フル ㈱畠商店 カーポート敦賀給油所 鉄輪町2-4-13 0770-25-1105

敦賀市

48シェル フル ㈱ 畠商店 昭和シェル敦賀中央給油所 野神15-6-4 0770-25-4835

49ENEOS フル 井田スクエア㈱ Dr.Drive小浜駅前店 駅前町8-1 0770-53-1333

50ENEOS フル 井田スクエア㈱ Dr.Driveサンメイト小浜店 遠敷20-1-6 0770-56-5111

51ENEOS セルフ 井田スクエア㈱ Dr.Driveセルフフォルトゥーナ小浜店 湯岡11-14-3 0770-52-3352

小浜市

52ENEOS フル ㈲ 吉村油店 小浜国道 伏原28-1-2 0770-52-3131

53 アポロステーション フル カワイ㈱ 大野バイパスSS 有明町21-16 0779-66-4991

54 アポロステーション セルフ ㈱松田燃料店 パーク158 牛ヶ原西向田101 0779-65-8878 〇

大野市

55出光 フル ㈱松田燃料店 パーク月美 月美町9-6 0779-65-2558 〇

56ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフ勝山バイパスSS 郡町3-401 0779-87-2848

57ENEOS フル あおい商事㈱ 昭和町SS 昭和町1-11-57 0779-87-2965

58コスモ セルフ 勝山商事㈱ タキナミSS 滝波町2丁目118 0779-88-2114

59ENEOS フル ㈱酒井商店 元町SS 元町2丁目17-11 0779-87-1222

勝山市

60ENEOS フル ㈱酒井商店 伊波SS 荒土町伊波18-10-1 0779-89-2248

61ENEOS セルフ あおい商事㈱ EnejetサンドームSS 宮前2-3-27 0778-52-0033

62ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザさばえSS 柳町4-7-15 0778-51-6800

63 アポロステーション フル 青山商事㈱ 石田SS 石田上町12-3-3 0778-62-0710

64ENEOS フル＆セルフ 栄月㈱ Dr.Drive鯖江店 神中町2丁目6-61 0778-53-0111

65コスモ フル 小林石油住設㈱ 下野田中央SS 下野田町34-1-7 0778-62-2425

66その他 フル 福鉄商事㈱ ふくてつ鯖江ステーション 桜町2丁目8-32 0778-51-0262

鯖江市

67出光 フル ㈱マルトミ 鯖江セントラルSS 下河端町14-14 0778-51-8200 〇



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【24福井県】　取扱店/118　販売店/ 9 2023-05-01現在

地区　24 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 吉野産業㈱ ザウルス鯖江SS 柳町3丁目5-32 0778-51-5513鯖江市

69 アポロステーション フル 吉野産業㈱ 鯖江西SS 糺町40字2-4 0778-51-6338

70ENEOS セルフ 栄月㈱ Dr.Driveセルフニューあわら店 大溝3丁目18-9 0776-73-0292

71出光 フル 金津商事㈱ 南金津 市姫5-1-34 0776-73-0557

あわら市

72ENEOS フル 近藤商店 芦原 二面42-17-1 0776-77-2284

73ENEOS セルフ あおい商事㈱ セルフプラザたけふSS 村国2-10-20 0778-21-3456

74 アポロステーション セルフ カワイ㈱ セルフ武生21SS 新町4-11-1 0778-23-4634

75シェル フル カワイ㈱ 武生かみやまSS 池ﾉ上町94-7-3 0778-21-3541

76シェル フル カワイ㈱ うらら今立SS 定友町12-2-1 0778-41-970

77 アポロステーション フル ㈱河嶋連蔵商店 武生SS 日野美1丁目2-5 0778-24-3453 〇

78ENEOS フル 坂川商事㈱ 武生南SS 三ﾂ口町75 0778-22-6040 〇

79ENEOS セルフ タナカエネルギー㈱ スマイル石油セルフ武生店 日野美2-27 0778-22-2902

80ENEOS フル 林石油店 和紙の里 野岡町21-1-8 0778-43-7777

81その他 セルフ 福鉄商事㈱ ふくてつ塚町ステーション 塚町218 0778-23-1415

82その他 フル 福鉄商事㈱ ふくてつ問屋ステーション 問屋町3-17 0778-24-3255

83その他 フル 藤井防災エネルギー㈱ 役場前 粟田部町34-2-1 0778-43-0039

84その他 フル 藤井防災エネルギー㈱ 桂町 国府2丁目5-10 0778-22-5150

85その他 フル 藤井防災エネルギー㈱ 武生中央 小松1丁目7-29 0778-23-4614

86その他 フル 藤井防災エネルギー㈱ 白山給油所 米口町1-9 0778-28-7000

87出光 フル ㈱マルトミ 武生家久SS 家久町57-17 0778-22-3588 〇

88 アポロステーション セルフ 丸福産業㈱ セルフしばはら店 片屋町54-13 0778-23-4716

越前市

89ENEOS フル ㈲山本商店 北日野給油所 矢放町18-3-1 0778-24-2531

90ENEOS フル ㈱ 石田石油 エスパル丸岡 丸岡町西里丸岡3-36 0776-66-0114

91ENEOS フル ㈲イトウ石油 坂井町SS 坂井町新庄2丁目402 0776-66-0586

92ENEOS セルフ 栄月㈱ Dr.Driveセルフまるおか店 丸岡町一本田31-4-1 0776-67-3200

93出光 フル 木川石油店 加戸 三国町加戸98-1 0776-82-0378

94出光 フル ㈱小寺自動車サービス 福井大橋SS 丸岡町羽崎5-5 0776-67-0070

95出光 フル ㈱小寺自動車サービス 横地SS 丸岡町南横地20-4 0776-66-7000

96 アポロステーション フル ㈲ 高島石油店 高島石油店 坂井町下兵庫131-3-7 0776-72-0216

97シェル フル ㈲ 高島石油店 高島石油店 坂井町下兵庫131-3-7 0776-72-0216

98その他 フル ㈱玉谷石油店 三国駅前 三国町北本町1-171-1 0776-82-5105

坂井市

99ENEOS セルフ みつわ商事㈲ サンシャインみつわSS 春江町西長田41-19-1 0776-72-7000

100ENEOS フル ㈱おかやま サンルート417 越前町西田中4-408 0778-34-0108

101 アポロステーション フル ㈱ 河瀬石油 河瀬石油朝日SS 越前町西田中18-15 0778-34-0161 〇

102コスモ フル 竹内石油店 朝日 越前町西田中2-209 0778-34-0151

103ENEOS フル ㈲ トミショー石油 越前海岸 越前町高佐16-19-1 0778-39-1320

丹生郡

104ENEOS フル 南越燃料㈱ 南越燃料株式会社 朝日町SS 越前町朝日1-1 0778-34-0336

105コスモ フル ㈲今村石油 農協前給油所 美浜町河原市18-10-1 0770-32-1363三方郡

106コスモ フル ㈲ 若狭自動車サービスセンター 美浜町 美浜町佐田41-28-1 0770-38-1424

107コスモ フル 上中石油㈱ 上中石油給油所 若狭町三宅84-16-1 0770-62-1277

108シェル フル ㈲ 五井伴石油 三方SS 若狭町三方22-32-12 0770-45-0120

109出光 フル ㈲ 田中産業 上中SS 若狭町下ﾀ中34-29 0770-62-0524

110SOLATO フル ㈱前田産業 五湖石油 若狭町能登野36-14 0770-45-0744

111ENEOS フル ㈲野村石油店 十村SS 若狭町能登野34-37 0770-45-1472

三方上中郡

112その他 フル レインボー観光自動車㈱ レインボー三方給油所 若狭町気山230号10-1 0770-45-0292

吉田郡 113シェル フル ㈲小玉石油 ウイングコダマ給油所 永平寺町松岡神明1丁目134番地 0776-61-0073

114ENEOS フル 井田スクエア㈱ 大島SS おおい町大島94-22 0770-77-0212

115ENEOS フル 木村石油㈱ パームタウン本郷 おおい町成和2-1-125 0770-77-0123

116ENEOS フル 佐後エネルギー㈱ 石山給油所 おおい町石山15号12番地5 0770-78-1228

117ENEOS フル ㈱タナカ ニュー高浜給油所 高浜町宮崎77号8番1 0770-72-1130

大飯郡

118ENEOS フル ㈱日光モーター オーイ本郷SS おおい町本郷146-15 0770-77-0592


