
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【31岡山県】　取扱店/48　販売店/ 5 2023-05-01現在

地区　31 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル 東真産業㈱ 楢津SS 北区北区楢津967-3 086-284-5912

2ENEOS セルフ 長瀬石油㈱ エネジェットニュー西大寺SS 東区西大寺中野533-2 086-944-6701

3ENEOS セルフ 長瀬石油㈱ エネジェット岡山矢津SS 東区矢津1514-2 086-206-6061

4ENEOS セルフ 長瀬石油㈱ エネジェット浜野SS 南区浜野4-1-24 086-264-3925

5ENEOS セルフ 長瀬石油㈱ エネジェット岡山一宮SS 北区楢津215-1 086-250-6101

6コスモ フル 横山石油㈱ 倉田SS 中区倉田574-1 086-277-9608

7コスモ フル 横山石油㈱ 雄町SS 中区雄町244-1 086-279-5180

8コスモ フル 横山石油㈱ 京橋SS 北区京橋町12-8 086-224-0333

9コスモ フル 横山石油㈱ 西古松SS 北区西古松西町9-20 086-241-8395

岡山市

10 アポロステーション フル 吉延石油㈱ 瀬戸給油所 東区瀬戸町瀬戸397-1 086-952-2725

11コスモ フル 内海㈱ 倉敷北サービスステーション 宮前河間30-1 086-421-7494

12ENEOS フル 佐々木石油㈱ 芸科大学前SS 連島町西之浦642-3 086-444-3535

13シェル フル 冨士石油㈲ 水島 水島北瑞穂町6番23号 086-444-6188

14シェル フル 冨士石油㈲ 倉敷西 中島1372ー5 086-465-7120

15シェル フル 冨士石油㈲ 水島東 東塚1丁目1ー15 086-455-8440

16 アポロステーション フル ㈱松井石油店 児島SS 児島元浜町162 086-473-5001

17その他 セルフ ㈱明星 玉島サービスステーション 玉島長尾1006-1 086-525-5588 〇

18その他 セルフ ㈱明星 真備サービスステーション 真備町尾崎698-3 086-698-9031 〇

19その他 フル ㈱明星 大高サービスステーション 東富井1025-1 086-426-0013 〇

20その他 フル ㈱明星 浦田サービスステーション 福田町浦田2174-14 086-455-5550 〇

21シェル セルフ ㈲安原石油店 ｾﾙﾌ西阿知SS 西阿知町16-2 086-462-870

倉敷市

22出光 フル ㈲安原石油店 水島プラザS/S 連島中央2-1-35 086-448-9345

23コスモ フル ㈲金森石油店 東津山SS 川崎562 0868-26-1836

24コスモ フル ㈲金森石油店 津山口SS 津山口64 0868-22-8261

津山市

25ENEOS フル ㈱ナカツカ 津山インターSS 河辺1059-1 0868-26-0536

26コスモ フル 内海㈱ 笠岡東サービスステーション 4番町2-5 0865-62-2880

27コスモ セルフ 内海㈱ くじらセルフ笠岡北サービスステーション 笠岡5269-1 0865-62-4134

笠岡市

28ENEOS フル ㈱サトー ENEOS大井SS 小平井2000-1 0865-63-1001

総社市 29その他 セルフ ㈱明星 総社サービスステーション 西郡450 0866-94-2266 〇

30その他 セルフ ㈱ムラカミ サンラック成羽SS 成羽町下原590-1 0866-42-3331高梁市

31その他 セルフ ㈱ムラカミ サンラック高梁SS 落合町阿部615-1 0866-22-7050

新見市 32ENEOS セルフ ㈱TAISEI Dr.Drive 新見中央SS 新見713-1 0867-72-2302

33ENEOS フル ㈱橋本石油店 三石SS 三石271 0869-62-0221

34ENEOS セルフ ㈱橋本石油店 片上SS 東片上1013-4 0869-63-6388

備前市

35 アポロステーション フル 吉延石油㈱ 閑谷給油所 閑谷1753 0869-67-2151

36ENEOS セルフ 長瀬石油㈱ エネジェット邑久駅前SS 邑久町山田庄199-1 0869-22-0322瀬戸内市

37ENEOS フル 長瀬石油㈱ 邑久本庄SS 邑久町本庄2027-11 0869-22-0565

38コスモ セルフ ㈱エイチケイ商会 セルフ久世 久世2512-12 0867-42-1149

39ENEOS フル 大宝石油産業㈱ 落合西 落合垂水502 0867-52-1127

40ENEOS フル 東真産業㈱ 津山口SS 一方212-1 0868-22-8949

41ENEOS フル 東真産業㈱ 落合インターSS 下市瀬976-3 0867-52-0015

42ENEOS フル 東真産業㈱ 湯原インターSS 禾津329-1 0867-62-2030

43ENEOS フル 東真産業㈱ 久世SS 久世2283-1 0867-42-1138

真庭市

44ENEOS フル 東真産業㈱ 蒜山SS 蒜山中福田361-9 0867-66-3039

美作市 45ENEOS フル 東真産業㈱ 勝山中央SS 勝山1074-1 0867-44-2360

久米郡 46ENEOS フル ㈱ナカツカ 亀甲SS 美咲町2007-1 086-866-0226

47 アポロステーション セルフ 野上石油㈱ セルフ勝間田東 勝央町岡41-1 0868-38-2526勝田郡

48 アポロステーション セルフ 野上石油㈱ セルフ勝間田西 勝央町勝間田600-2 0868-38-2027


