
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【27大阪府】　取扱店/95　販売店/ 16 2023-05-01現在

地区　27 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ中宮エコステーション 旭区中宮1丁目10番29号 06-6957-7100

2ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ芦原橋エコステーション 浪速区塩草2丁目5番19号 06-6563-6400

3コスモ フル 小浦石油㈱ 靭SS 西区京町堀1-14-21 06-6443-9780

4コスモ セルフ 小浦石油㈱ セルフ芦原橋SS 浪速区塩草3-12-3 06-6561-3551

5ENEOS フル 大阪中央石油㈱ 中央市場SS 都島区野田4-2-94 06-6461-5099

6 アポロステーション フル ㈱オクヒラ 北開給油所 西成区北開2-1-2 06-6568-6668

7ENEOS フル ㈱光陽 梅田SS 福島区福島6-14-1 06-6451-2535

8ENEOS セルフ ㈱光陽 中環出戸SS 平野区7-3-69 06-6707-5297

9ENEOS フル ㈱光陽 大池橋SS 平野区巽北1-21-21 06-6751-4824

10ENEOS フル ㈱光陽 東住吉SS 平野区背戸口4-5-22 06-6704-0841

11ENEOS フル ㈱光陽 平野区役所前SS 平野区平野西3-1-33 06-6705-3119

12ENEOS フル ㈱光陽 ニュー平野SS 平野区平野北2-12-2 06-6791-3507

13 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 市岡SS 港区市岡1-13-22 06-6572-2667 〇

14 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 帝塚山SS 住吉区万代2-3-1 06-6672-2115 〇

15 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 関目SS 城東区成育2-14-16 06-6931-6480 〇

16シェル フル ㈱シェル石油大阪発売所 肥後橋SS 西区土佐堀1-2-12 06-6441-4568 〇

17シェル フル ㈱シェル石油大阪発売所 浪速筋SS 西区北堀江2-3-6 06-6538-3706 〇

18 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 出来島SS 西淀川区出来島2-3-16 06-6473-0407 〇

19 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 大今里SS 東成区大今里西1-17-17 06-6785-7861 〇

20 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 喜連SS 平野区喜連西6-2-60 06-6709-9522 〇

21 アポロステーション フル ㈱シェル石油大阪発売所 空心町SS 北区同心1-1-21 06-6358-0689 〇

22 アポロステーション フル ㈱シェル石油大阪発売所 新大阪本社SS 淀川区西中島2-11-30 06-6304-8914 〇

23ENEOS フル ㈱昭栄 御幣島SS 西淀川区御幣島5-10-12 06-6471-3178

24ENEOS フル ㈱昭栄 塚本SS 淀川区塚本2-20-6 06-6304-4379

25ENEOS フル 清水石油㈱ 沢之町SS 住吉区沢之町2-4-32 06-6693-1839

26ENEOS フル 浪田石油㈱ DDネオス高津SS 中央区上本町西4-1-18 06-6762-3032

27ENEOS フル 浪田石油㈱ DD南森町SS 北区東天満2-5-22 06-6353-3889

28出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美関西支店 大阪南港 住之江区平林南1-3-15 06-6681-7911

29 アポロステーション フル 日本商事㈱ 大国町SS 西成区出城1-6-17 06-6631-2244

30 伊藤忠エネクス フル 藤本産業㈱ 放出給油所 城東区放出西1-9-28 06-6969-6800

31ENEOS フル 溝口茂商事㈱ 常盤町サービスステーション 中央区常盤町1-1-11 06-6729-0085

32ENEOS フル 溝口茂商事㈱ 塩町サービスステーション 中央区南船場1-3-24 06-6262-6774

大阪市

33ENEOS フル 森下鉱油㈱ 大池橋サービスステーション 生野区勝山南4-16-22 06-6712-4555

34ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ泉北ハイウェイSS 中区東八田231番地1 072-270-8895

35その他 セルフ ㈱イトー 中環堺SS 堺区五月町4-37 072-225-3177

36コスモ セルフ ㈱ エムズマルタカ サムシング初芝給油所 東区日置荘北町3-15-33 072-287-1101

37コスモ セルフ ㈱ エムズマルタカ サムシング美原給油所 美原区太井78 072-361-7002

38コスモ セルフ 小浦石油㈱ セルフ泉北菱木 西区山田4-1046-4 072-273-5167

39コスモ セルフ 小浦石油㈱ セルフ御池台SS 南区御池台2-13-2 072-297-3451

40コスモ セルフ 小浦石油㈱ セルフ泉が丘SS 南区若松台1-1 072-293-3869

41コスモ セルフ 小浦石油㈱ セルフ赤坂台SS 南区檜尾3654-1 0120-10-6675

42 アポロステーション セルフ ㈱オクヒラ 泉北ニュータウン給油所 南区和田277-1 072-296-2988

43 アポロステーション セルフ ㈱オクヒラ 木材団地前給油所 美原区木材通り4-9-24 072-362-5063

44シェル フル 熊田石油㈱ 堺セントラル 堺区三条通7-24 072-232-2654

45出光 フル ㈱西日本宇佐美 関西支店 大阪臨海堺 西区浜寺石津町西5-331-1 072-267-6410

堺市

46シェル フル ㈲ホクシンウイング 深井SS 中区深井中町1959-1 072-278-0682 〇

47コスモ フル 小浦石油㈱ 蛸地蔵SS 南町28-4 072-422-7658

48コスモ フル 小浦石油㈱ 第2阪和岸和田SS 八阪町2-4-8 072-439-9401

49出光 フル ㈲寿石油店 神須屋給油所 真上町322 072-426-6020

岸和田市

50ENEOS フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美関西支店 大阪臨海岸和田 木材町8-6 072-437-6565

51ENEOS セルフ 大阪中央石油㈱ 庄内SS 庄本町4-2-11 06-6332-3171

52 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 豊中上野東SS 上野東3-1-1 06-6854-1452 〇

53 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 園田SS 利倉西2-16-3 06-6862-0003 〇

54出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 関西支店 豊中第2 箕輪2-3-1 06-6842-0005

豊中市

55 アポロステーション フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美関西支店 府道10号豊中 利倉3-14-28 06-6866-8994

池田市 56ENEOS フル 大阪中央石油㈱ 池田SS 神田2-19-11 072-752-5685

57 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 桃山台SS 桃山台2-11-1 06-6832-2842 〇吹田市

58ENEOS フル ㈱西日本宇佐美 関西支店 吹田IC 青葉丘北8-17 06-6877-4501

高槻市 59ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ高槻エコステーション 辻子2丁目1番21号 072-671-0582

60ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ貝塚中央SS 三ﾂ松谷田下103番地1 072-421-2522貝塚市

61ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ貝塚パークタウンSS 脇浜1丁目558番1号 072-436-5656

62 アポロステーション フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美関西支店 1号枚方 出屋敷西町1-13-1 072-849-1052枚方市

63出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 関西支店 1号外環枚方中振 北中振4-9-19 072-832-6044

64コスモ フル 小浦石油㈱ サンプラザ流通前SS 島3-3-10 072-632-0869茨木市

65ENEOS フル ㈱光陽 中環八尾SS 新家町7-5 072-998-2443

66コスモ フル 小浦石油㈱ 太子堂SS 東太子1-1-7 072-922-0586八尾市

67出光 フル ㈱西日本宇佐美関西支店 170号八尾 山畑78-1 072-940-2303
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地区　27 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

八尾市 68ENEOS セルフ 溝口茂商事㈱ Dr. セルフ八尾サービスステーション 萱振町1-11-1 072-996-5355

富田林市 69 アポロステーション セルフ ㈱オクヒラ 富田林錦織給油所 錦織2407-1 072-140-0003

寝屋川市 70その他 フル 京阪石油 寝屋川小路給油所 小路北町7-3 072-821-4571

松原市 71出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 関西支店 中環松原 大堀1-2-6 072-349-2323

72コスモ セルフ 小浦石油㈱ セルフ大東新田 新田北町6-33 072-873-0272

73 アポロステーション フル 川本産業㈱ 住道給油所 幸町22番4号 072-872-8201

74出光 フル 川本産業㈱ 大東北給油所 津の辺町1番1号 072-877-2578

大東市

75ENEOS フル 藤本産業㈱ 三箇給油所 三箇4-13-3 072-874-1980

76コスモ セルフ 小浦石油㈱ セルフ和泉中央SS 観音寺町717-1 0725-43-7120和泉市

77 アポロステーション セルフ 冨尾石油㈱ 和泉阪本SS 阪本町268-1 0725-41-4717

箕面市 78ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ箕面SS 半町3丁目16番12号 072-723-3821

柏原市 79出光 フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 関西支店 25号柏原国分 国分東条町10-8 072-975-3911

80出光 フル 川本産業㈱ 三ツ島給油所 三ﾂ島5-3-4 072-881-5276門真市

81 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 門真南SS 柳田町3-6 066-909-1750 〇

82ENEOS フル ㈱光陽 摂津SS 東別府3-8-18 06-6349-4673摂津市

83出光 フル ㈱西日本宇佐美 関西支店 中環摂津鳥飼 新在家2-1150-6 06-4862-8977

84コスモ セルフ 小浦石油㈱ セルフ菱江 角田1-5-55 072-965-2565

85コスモ フル 小浦石油㈱ 中環長田SS 七軒家1-5 06-6746-6250

86 アポロステーション フル ㈱西日本宇佐美 関西支店 308号中央大通り高井田 西堤1-3-8 06-6618-0808

87ENEOS フル ㈱西日本宇佐美 関西支店 長田 長田西4-1-37 06-6745-2871

88ENEOS フル＆セルフ ㈱西日本宇佐美 関西支店 機械団地前 本庄西1-10-21 06-6745-4641

89出光 フル ㈱西日本宇佐美関西支店 中環東大阪 友井5-5-25 06-6732-0617

90ENEOS フル 溝口茂商事㈱ 布施サービスステーション 衣摺1-7-14 06-6729-0085

東大阪市

91 アポロステーション フル ㈱三富久商店 石切給油所 西石切町5-6-36 072-981-5307

92出光 フル 川本産業㈱ 東中野給油所 中野2丁目1番1号 072-877-0303四條畷市

93 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 四條畷中央SS 西中野1-1-1 072-878-1461 〇

大阪狭山市 94 アポロステーション セルフ ㈱オクヒラ 狭山給油所 茱萸木1丁目254-1 072-365-0546

三島郡 95 アポロステーション フル ㈱西日本宇佐美 関西支店 171号新高槻 島本町高浜2-26-26 075-963-2203


