
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【30兵庫県】　取扱店/162　販売店/ 5 2023-05-01現在

地区　30 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

佐用郡 1 伊藤忠エネクス フル 天元石油㈱ 佐用ss 佐用町本位田乙207-1 0790-82-3225

揖保郡 2キグナス セルフ ㈱マエセキ セルフ太子 太子町東保2番地8 079-276-0247

赤穂郡 3ENEOS フル 前田石油㈱ 前田石油 ブリランテ高田 上郡町宿189-1 0791-52-1154

4ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ須磨浦SS 須磨区須磨浦通6丁目5番15号 078-735-7001

5ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ神戸学園南インターSS 垂水区多聞町字小束山868-1372 078-791-7700

6ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ東神戸エコステーション 中央区脇浜海岸通6番地 078-265-1500

7ENEOS フル 伊丹産業㈱ 西神戸エコステーション 長田区一番町1丁目2番地1 078-576-3364

8ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ御影SS 灘区記田町4丁目4番8号 078-851-2857

9ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ北六甲SS 北区有野町有野718番地1 078-981-6700

10ENEOS フル 植田石油㈱ 垂水SS 垂水区平磯4-1-6 078-707-3281

11ENEOS セルフ ㈱ナカムラ Dr.Driveセルフ谷上 北区谷上西町11-5 078-583-4450

12ENEOS フル 神戸スタンダード石油㈱ 山の街 北区山田町下谷上字下の勝2-3 078-581-2630

13ENEOS フル 神戸スタンダード石油㈱ 西鈴蘭台 北区星和台1丁目34-11 078-593-2385

14ENEOS セルフ 三宮オイル㈱ Dr.Drive須磨横尾SS 須磨区多井畑字渋人谷上4-33 078-741-2588

15ENEOS フル 三宮オイル㈱ Dr.Drive御影SS 東灘区御影中町3-1-2 078-851-5227

16ENEOS フル 三宮オイル㈱ Dr.Drive摩耶埠頭TS 灘区味泥町5-26 078-861-5886

17ENEOS フル 三宮オイル㈱ 神戸平野SS 兵庫区下三条町3-22 078-512-0192

18ENEOS セルフ 三宮オイル㈱ Dr.Drive西鈴蘭台SS 北区北五葉1-13-1 078-596-2532

19ENEOS セルフ 三和油業㈱ EneJet舞子坂 垂水区舞子坂4丁目2-23 078-784-3320

20ENEOS セルフ 三和油業㈱ EneJet学園西町 西区学園西町4丁目4 078-795-9337

21ENEOS フル 三和油業㈱ 神戸西カーライフステーション 西区枝吉3-96 078-928-1187

22ENEOS フル 三和油業㈱ 神戸長田カーライフステーション 長田区梅ヶ香町2-2-12 078-652-3777

23ENEOS フル 竹内油業㈱ 大倉山SS 中央区楠町3-10-3 078-341-9790

24ENEOS フル 横田石油㈱ ジェームス山 垂水区青山台5丁目2-8 078-752-4518

25ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 須磨外浜SS 須磨区外浜町1-1-2 078-733-0131

26ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 神戸ポートアイランドSS 中央区港島中町1-1-6 078-302-1026

27ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 春日野道SS 中央区若菜通4-2-1 078-221-6782

28ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 長田SS 長田区川西通2-12-2 078-691-1687

29ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 東尻池SS 長田区東尻池町9-1-33 078-652-3123

30ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 本山西SS 東灘区田中町1-1-3 078-411-5919

31ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 六甲口SS 灘区篠原本町2-4-17 078-861-4883

32ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 兵庫SS 兵庫区駅前通1-1-11 078-671-0425

神戸市

33ENEOS フル 菱華石油サービス㈱ 大開通SS 兵庫区水木通4-1-8 078-575-2826

34ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ姫路SS 香寺町溝口975番地1 079-232-5179

35ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ尼崎SS 東難波町4丁目13番9号 066-401-2658

36ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ野里SS 野里119番地1 079-285-1580

37ENEOS フル ㈱ナカムラ 姫路市役所前 安田3-8-1 079-284-1433

38ENEOS セルフ ㈱ナカムラ Dr.Drive姫路平野 城北新町2-18-18 079-284-1456

39ENEOS フル ㈱ナカムラ 姫路バイパス 飾磨区野田町56 079-224-3270

40ENEOS セルフ ㈱ナカムラ セルフ中地インター南 飾磨区蓼野町144 079-233-8855

41ENEOS フル ㈱ナカムラ Dr.Drive姫路新在家 新在家本町3-2-2 079-298-4602

42ENEOS セルフ ㈱ナカムラ セルフ姫路青山 青山西3-1350-8 079-267-5411

43ENEOS フル ㈱ナカムラ 壱丁町 大黒壱丁町10 079-281-1820 〇

44ENEOS フル ㈱ナカムラ チェンジアップステーション砥堀 砥堀字梨の木88-1 079-264-2211

45ENEOS セルフ ㈱ナカムラ Dr.Driveセルフ姫路北条 北条梅原町220 079-283-9607

46ENEOS フル 小谷産業㈱ ヒメジイースト 御国野町御着128-14 079-252-3553

47ENEOS セルフ 竹内油業㈱ 花田インターSS 御国野町深志野211-4 079-280-2494

48ENEOS フル 竹内油業㈱ 姫路今宿SS 南車崎1-1-21 079-294-1220

49ENEOS フル ㈱たけなか 姫路東SS 花田町一本松37番地1 079-253-5817

50ENEOS フル 広畑石油㈱ オールウエイズ小松 広畑区小松町2-50 079-236-1716

51ENEOS フル＆セルフ 広畑石油㈱ 広畑 広畑区長町2-131 079-236-4181

52ENEOS フル 広畑石油㈱ 姫路大津 大津区恵美酒町2-70-2 079-239-0004

53ENEOS セルフ ㈱二木商店 Dr.Driveセルフ林田SS 林田町林谷627-1 079-261-3111

54キグナス セルフ ㈱マエセキ セルフ書写横関 御立中8丁目1204-1 079-262-9620

55ENEOS フル ㈲安富石油 安富町SS 安富町狭戸810-1 079-066-2212

姫路市

56ENEOS フル＆セルフ 横田石油㈱ Dr.Driveセルフ飾磨店 飾磨区恵美酒308 079-235-5656

57ENEOS フル 伊丹産業㈱ 御園SS 御園1丁目12番1号 06-6492-3030

58ENEOS フル 伊丹産業㈱ セルフ西昆陽SS 西昆陽3丁目2番地1 06-6433-9330

59ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ園田エコステーション 猪名寺3丁目5番29号 06-6421-3422

60ENEOS フル 伊丹産業㈱ セルフ南武庫之荘SS 南武庫之荘4丁目20番15号 06-6438-3737

61ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ武庫之荘SS 武庫元町1丁目1番6号 06-6431-0219

62ENEOS セルフ 浪田石油㈱ セルフ尼崎北SS 3-10-22 06-6426-6887

63ENEOS セルフ 浪田石油㈱ セルフネオス杭瀬SS 杭瀬南新町4-1-30 06-6488-4533

64ENEOS フル 浪田石油㈱ DD武庫之荘南SS 水堂町3-19-19 06-6436-6171

尼崎市

65ENEOS フル 浪田石油㈱ DD塚口SS 東塚口町2-3-49 06-6427-1405

66ENEOS セルフ 植田石油㈱ EneJet明姫魚住 魚住町住吉2-9-1 078-946-3351明石市

67ENEOS セルフ 三宮オイル㈱ Dr.Drive明姫大久保SS 大久保町わかば24-1 078-935-9018



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【30兵庫県】　取扱店/162　販売店/ 5 2023-05-01現在

地区　30 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS セルフ 三和油業㈱ EneJet西明石 松の内2-9-9 078-928-1120

69ENEOS セルフ 三和油業㈱ EneJet朝霧 大蔵八幡町138-1 078-911-4619

70ENEOS フル 三和油業㈱ 明石カーライフステーション 天文町1丁目5-15 078-912-5884

71ENEOS フル 三和油業㈱ 西新町カーライフステーション 田町1丁目9-27 078-925-6666

72 アポロステーション フル ㈲ハシモト石油 大久保山手給油所 大久保町大窪489 078-936-6559

明石市

73 アポロステーション フル ㈲ハシモト石油 大久保団地給油所 大久保町大窪867-1 078-935-9216

74ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ甲子園SS 甲子園一番町1番5号 0798-41-0666

75ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ下山口SS 山口町下山口5丁目8番7号 0789-03-5599

76 アポロステーション セルフ 伊丹産業㈱ セルフ西宮インターSS 津門川町5番21号 0798-38-6700

77ENEOS フル ㈱ナカムラ 西宮名塩S.A 塩瀬町名塩字南谷田1408 0797-62-0417

78ENEOS フル 三幸石油㈱ Dr.Driveアメニティ甲子園SS 上甲子園1-1-7 0798-47-0456

79シェル セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 西宮戎SS 宮前町1-1 0798-23-4660

西宮市

80ENEOS セルフ 阪神米油㈱ 甲子園セルフステーション 池開町5-33 0798-47-3488

81ENEOS フル ㈲小出 サンライズ鮎原SS 五色町鮎原西12-5 0799-32-0056

82ENEOS フル ㈲佐和石油店 サンライズ下加茂SS 下加茂1-9-60 0799-22-2562

洲本市

83ENEOS フル 新屋石油㈱ 洲本SS 下加茂1-3-10 0799-36-3361

84ENEOS フル 竹内油業㈱ 芦屋SS 川西町1-5 0797-23-2463芦屋市

85ENEOS セルフ 阪神米油㈱ 芦屋セルフステーション 楠町11-14 0797-22-7711

86ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ荒牧SS 荒牧6丁目22番1号 072-779-1780

87ENEOS フル 伊丹産業㈱ 伊丹SS 行基町1丁目84番地 072-781-6143

88ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ鴻池SS 鴻池6丁目1番1号 072-779-3002

89ENEOS フル 伊丹産業㈱ 伊丹中央SS 中央6丁目3番10号 072-772-0834

90ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ北村SS 北園3丁目26番地 072-782-3116

91ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ緑ヶ丘SS 緑ｹ丘1丁目226番地1 072-782-3437

伊丹市

92ENEOS フル ㈲毎日自動車整備工場 森本3丁目17 072-782-8454

93シェル フル 相生礦油 ㈱ 相生SS 大島町11-23 0791-22-0680相生市

94シェル フル 相生礦油 ㈱ ニュー相生SS 陸字東汐見塚67-1 0791-22-5476

95ENEOS フル 宇上石油店 豊岡港SS 気比3671 0796-28-3158

96ENEOS フル 幸岡石油㈱ 豊岡駅前S.S 若松町3-6 0796-22-4396

豊岡市

97キグナス セルフ ㈱マエセキ セルフ豊岡竹野 竹野町轟216-2 0796-47-0081

98ENEOS フル 伊丹産業㈱ セルフ西加古川SS 加古川町南備後383番地1 079-454-3001

99ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ東加古川SS 平岡町中野780番地1 079-437-1001

100その他 フル ㈱トモダ 加古川給油所 加古川町寺家町76番地の2 079-424-1233

101その他 フル ㈱トモダ 加古川南給油所 加古川町備後1-2 079-421-2555

102その他 フル ㈱トモダ かんの給油所 神野町西条1219-1 079-438-8877

103その他 フル ㈱トモダ 平岡給油所 平岡町新在家116-2 079-424-5259

104その他 フル ㈱トモダ 野口給油所 野口町水足1902-1 079-426-0010

105その他 フル ㈱トモダ 長砂給油所 野口町長砂830-5 079-423-2332

加古川市

106ENEOS フル ㈱宮永商店 ENEOS 志方SS 志方町細工所110-1 079-452-1122

107ENEOS フル 前田石油㈱ 前田石油 赤穂東 加里屋中洲1-1-1 0791-42-2690

108ENEOS フル 前田石油㈱ 前田石油 赤穂インター 新田680-1 0791-42-1166

赤穂市

109その他 セルフ ㈱明星 赤穂サービスステーション 城西町125 0791-46-3177 〇

110ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ宝塚SS 旭町2丁目2番29号 0797-86-0866

111ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ安倉SS 安倉西4丁目571番地4 0797-84-1081

112ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ口谷SS 口谷西3丁目84番23号 0797-89-6192

113ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ逆瀬川SS 小林4丁目7番61号 0797-72-2606

宝塚市

114 アポロステーション セルフ ㈱シェル石油大阪発売所 宝塚宮の町SS 宮の町8-6 0797-86-2772

115ENEOS セルフ 植田石油㈱ EneJet広野 志染町広野5-89-2 0794-85-4535三木市

116ENEOS セルフ 植田石油㈱ セルフステーション三木 大塚2-331-11 0794-82-2378

117ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ川西一庫SS 一庫中ﾉ坪8番地 072-795-1515

118ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ川西SS 下加茂1丁目32番4号 072-759-3760

119ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ西多田SS 多田院敦盛28番地1 072-792-4550

120ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ多田SS 多田桜木1丁目8番11号 072-793-1978

川西市

121ENEOS セルフ 浪田石油㈱ DDセルフネオス川西SS 西多田1-4-1 072-793-3113

小野市 122ENEOS セルフ 植田石油㈱ セルフステーション小野 中町520-1 0794-63-0771

123ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ新三田SS 西野上3丁目1番地 079-567-3060

124ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ大原SS 大原字西請765番地 079-565-5285

三田市

125ENEOS セルフ 竹内油業㈱ 三田フラワータウンSS 弥生が丘2-4 079-553-3590

126ENEOS セルフ 植田石油㈱ EneJet加西 北条町西高室545-1 0790-42-2920加西市

127ENEOS フル 植田石油㈱ 北条SS 北条町北条61-1 0790-42-2222

丹波篠山市 128 アポロステーション セルフ 伊丹産業㈱ セルフ篠山インターSS 吹新千束ﾉ坪112番1 079-594-0850

129 アポロステーション フル ㈲正垣石油 大屋町加保595 079-669-0049

130ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ 八鹿SS 八鹿町下網場355-1 079-662-7560

養父市

131ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ 八鹿SS 八鹿町下網場355-1 079-662-7560

132ENEOS セルフ 伊丹産業㈱ セルフ柏原SS 柏原町下小倉150番地1 0795-72-2191

133 アポロステーション セルフ 伊丹産業㈱ セルフ氷上SS 氷上町横田627番地1 0795-82-2206

丹波市

134ENEOS フル ENEOS 青垣店 衣川石油店 ENEOS青垣店 青垣町小倉平松858-1 0795-87-0033



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【30兵庫県】　取扱店/162　販売店/ 5 2023-05-01現在

地区　30 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135シェル フル 藤本拙三商店 昭和シェル石油谷川給油所 山南町谷川92-2 0795-77-0427丹波市

136 アポロステーション フル 山名商事㈱ 山名商事(株)市島SS 市島町上田260-1 0795-85-0007

137ENEOS フル ㈱ 岡本商店 阿万SS 阿万上町1120-1 0799-55-0325

138ENEOS フル＆セルフ ㈱ 岡本商店 三原SS 市円行寺521-1 0799-42-0203

139ENEOS フル ㈱ 岡本商店 福良SS 福良甲537-1 0799-52-0351

140ENEOS フル 三栄興産㈱ グリーン長田SS 倭文長田684-3 0799-46-0815

141ENEOS セルフ 新屋石油㈱ 賀集SS 賀集八幡11 0799-36-3361

142ENEOS セルフ 新屋石油㈱ 湊SS 松帆古津路569-7 0799-36-3361

南あわじ市

143ENEOS フル 藤井商事㈱ 淡路セントラル給油所 広田広田310-1 0799-45-0163

朝来市 144コスモ フル＆セルフ 秋山石油店 秋山石油店 立野98 079-677-0558 〇

淡路市 145出光 フル ㈱ 樫岡石油 出光つなバイパス給油所 大谷109番地の1 0799-64-0044

146 アポロステーション フル ㈱ 田路石油 株式会社田路石油 山崎町五十波1018-1 0790-62-5055 〇

147キグナス フル ㈲フナビキ石油 山崎インターサービスステーション 山崎町須賀沢1147番地 0790-62-4891

148ENEOS フル ㈱本條商店 山崎インターチェンジ南 山崎町船元240-1 0790-62-0657

149ENEOS フル ㈱本條商店 山崎インターチェンジ西 山崎町中井96 0790-62-0643

宍粟市

150コスモ フル 寄川石油 波賀SS 安賀528-1 0790-75-2075

151ENEOS フル 植田石油㈱ 社SS 藤田65-1 0795-42-3417加東市

152シェル フル ㈱小林石油店 社SS 社1142番地2 0795-42-0025

153ENEOS フル 内海石油㈱ 播磨新宮 新宮町平野296 079-175-0391

154 伊藤忠エネクス セルフ ㈱大一石油 ニュー香島 新宮町香山561番地 079-177-1393

155ENEOS セルフ ㈱二木商店 セルフ神岡SS 神岡町上横内63 079-165-0053

156ENEOS セルフ ㈱二木商店 セルフ龍野西SS 揖西町小神1055-4 079-162-4455

157ENEOS フル ㈱二木商店 セルフ本龍野SS 龍野町日飼375-1 079-163-0861

たつの市

158ENEOS フル ㈲安富石油 播磨新宮SS 新宮町船渡104 079-175-3979

美方郡 159ENEOS フル 黒田産業㈱ エネオス村岡 香美町村岡区市原377-4 0796-98-1632

160ENEOS フル 神崎石油㈱ 粟賀SS 神河町中村58-1 0790-32-0075

161ENEOS フル 神崎石油㈱ 福崎東SS 福崎町東田原1193-1 0790-22-0217

神崎郡

162ENEOS フル ㈱フジタ エネオス市川SS 市川町田中23-1 0790-28-0888


