
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【32広島県】　取扱店/190　販売店/ 62 2023-05-01現在

地区　32 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル ㈱TAISEI 東雲町サービスステーション 南区東雲2丁目19-14 082-281-7866

2 アポロステーション フル ㈱大野石油店 旭橋給油所 西区己斐本町2-19-9 082-272-3766 〇

3ENEOS フル ㈲あぶらや 広島北インターSS 安佐北区安佐町飯室4286-1 082-835-3699

4 アポロステーション フル ㈱大野石油店 五日市インター給油所 佐伯区五日市町石内5735-9 082-941-5020 〇

5ENEOS セルフ イトー石油㈱ 安SS 安佐南区相田2丁目9-23 082-878-2389

6ENEOS フル イトー石油㈱ 広島インターSS 安佐南区中筋4丁目15-15 082-879-5222

7ENEOS フル イトー石油㈱ 毘沙門SS 安佐南区緑井2丁目25-31 082-877-2518

8ENEOS フル 江波日石㈱ Let's口田南 安佐北区口田南2-21-9 082-842-1321

9ENEOS フル 江波日石㈱ Let's江波口 中区舟入南6-1-1 082-231-4560

10ENEOS フル ㈱大江石油 五月ヶ丘SS 佐伯区五月が丘5丁目8-8 082-941-1955

11ENEOS フル＆セルフ ㈱ 大江石油 石内バイパスSS 佐伯区五日市町石内4182-1 082-941-5049

12ENEOS セルフ ㈱ 大江石油 中山SS 東区中山北町1-20 082-508-4649

13 アポロステーション フル ㈱大野石油店 井口給油所 西区井口明神2-1-26 082-276-5050 〇

14 アポロステーション フル ㈱大野石油店 牛田大橋給油所 中区白島九軒町3-13 082-221-1511 〇

15 アポロステーション フル ㈱大野石油店 エコステーション出島給油所 南区出島1-32-44 082-254-1015 〇

16 アポロステーション フル ㈱大野石油店 江波給油所 中区江波西1-25-1 082-292-6780 〇

17 アポロステーション セルフ ㈱大野石油店 可部バイパス給油所 安佐北区可部1-19-1 082-819-0210 〇

18 アポロステーション フル ㈱大野石油店 観音給油所 西区観音本町1-22-21 082-231-6209 〇

19 アポロステーション フル ㈱大野石油店 高陽町給油所 安佐北区口田南8-1-26 082-842-1890 〇

20 アポロステーション フル ㈱大野石油店 商工センター給油所 西区商工ｾﾝﾀー7-4-1 082-277-1266 〇

21 アポロステーション フル ㈱大野石油店 東雲給油所 南区東雲3-6-10 082-282-3993 〇

22 アポロステーション フル ㈱大野石油店 造幣局前給油所 佐伯区五日市7-8-27 082-923-6029 〇

23 アポロステーション フル ㈱大野石油店 中央市場給油所 西区草津港1-8-1 082-279-2450 〇

24 アポロステーション フル ㈱大野石油店 西白島給油所 中区西白島町22-15 082-221-8834 〇

25 アポロステーション フル ㈱大野石油店 八丁堀給油所 中区基町1-29 082-221-3643 〇

26 アポロステーション フル ㈱大野石油店 広島東インター給油所 東区馬木6-450-1 082-508-5030 〇

27 アポロステーション フル ㈱大野石油店 緑井給油所 安佐南区中須2-1-17 082-877-2008 〇

28 アポロステーション セルフ ㈱大野石油店 横川給油所 西区三篠町2-5-2 082-237-1864 〇

29ENEOS フル ㈱オキタ石油 三篠SS 西区三篠町3丁目13-9 082-237-1683

30コスモ セルフ ㈱オキタ石油 セルフむかいなだCS 南区青崎1丁目6-6 082-510-1066

31ENEOS フル 山陽礦油㈱ かめ山SS 安佐北区亀山2-2-22 082-815-6211

32ENEOS フル 山陽礦油㈱ 相生橋SS 中区本川町1-1-2 082-232-0145

33ENEOS フル 山陽礦油㈱ 大州SS 南区大州3-7-20 082-282-4478

34ENEOS セルフ ㈱TAISEI セルフ長束SS 安佐南区長束2丁目5-5 082-239-3151

35ENEOS フル ㈱TAISEI Dr.Drive深川SS 安佐北区深川2丁目37-15-6 082-842-0270

36ENEOS セルフ ㈱TAISEI Dr.Driveセルフ広島東インターSS 東区福田1丁目723-1 082-899-7272

37ENEOS フル ㈱TAISEI Dr.Drive大州町SS 南区大州1丁目4-31 082-281-7663

38ENEOS セルフ 田村石油㈱ Dr.Drive可部南原SS 安佐北区三入2-1-5 082-818-7252

39ENEOS フル 田村石油㈱ 十日市SS 中区十日市町2-2-2 082-296-1312 〇

40ENEOS フル ダイヤ石油㈱ Dr.DriveせせらSS 安佐南区川内5丁目33-20 082-870-3355

41ENEOS フル ダイヤ石油㈱ Dr.Drive三篠SS 西区大宮1丁目26-2 082-237-0851

42ENEOS セルフ ダイヤ石油㈱ Dr.Driveセルフ広島西SS 中区榎町3-28 082-231-4494

43出光 フル 鳥井油業㈱ ユーティー宇品SS 南区宇品御幸3丁目16-1 082-251-1268 〇

44ENEOS フル ㈱ナナツマチ ENEOS井口台SS 西区井口台1-13-23 082-277-7731

45ENEOS フル ㈱ハゼヤマ広島支店 ひろせサービスステーション 中区広瀬町1-3 082-231-6256

46ENEOS フル ㈲畠田石油店 五日市セントラルSS 佐伯区千同1-24-11 082-921-1151

47出光 フル ㈲原田石油店 飯室SS 安佐北区安佐町大字飯室1500 082-835-0182

48その他 燃料店 広川エナス㈱ 広川エナス株式会社 本社 西区楠木町1-14-33 082-291-3

49ENEOS セルフ 広川日石㈱ Dr.Driveセルフ上安SS 安佐南区上安1-21-12 082-872-4422

50ENEOS フル 広川日石㈱ 毘沙門台SS 安佐南区毘沙門台2-42-18 082-879-6001

51ENEOS セルフ 広川日石㈱ Dr.Driveセルフ緑井SS 安佐南区緑井1-9-1 082-877-0178

52ENEOS フル 広川日石㈱ あさひが丘SS 安佐北区あさひが丘1-3-12 082-838-2611

53ENEOS フル 広川日石㈱ 横川SS 西区横川町1-6-17 082-232-5073

54ENEOS フル 広川日石㈱ Dr.Drive白島SS 中区西白島町17-12 082-228-2083

55ENEOS フル 広川日石㈱ Dr.Drive温品SS 東区温品4-15-1 082-280-3450

56その他 フル 丸善中国㈱ エムズゲート 南区宇品海岸一丁目1-26 082-251-0441

57ENEOS セルフ 宮田油業㈱ Dr.Driveセルフ長楽寺SS 安佐南区長楽寺1-1-50 082-878-2011

58ENEOS フル 宮田油業㈱ Dr.Drive布SS 安佐北区安佐町飯室6508 082-837-0020

広島市

59 アポロステーション フル 宗正石油㈱ 祇園南SS 安佐南区山本1丁目20-19 082-874-4344

60 アポロステーション フル ㈱大野石油店 熊野団地給油所 押込4-32-1 0823-30-1042 〇

61 アポロステーション フル ㈱大野石油店 呉給油所 中央1-4-22 0823-21-4974 〇

62 アポロステーション フル ㈱オゴウ 安浦SS 安浦町中央5-2-28 0823-84-2344

63その他 フル＆セルフ 蒲田石油㈲ 下島SS 下蒲刈町下島1639-1 0823-65-2177

64SOLATO フル ㈱サン石油 広バイパスSS 広中新開1丁目6-8 0823-71-7238

65ENEOS フル ㈱大呉サービスステーション 呉駅前SS 中通1-1-15 0823-22-2450 〇

66ENEOS セルフ ダイヤ石油㈱ Dr.Driveセルフ呉駅前通りSS 中通1丁目2-6 0823-21-6175

呉市

67その他 フル ㈲マルゴ石油店 焼山SS 焼山中央3-16-22 0823-30-5185
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三原市 68ENEOS フル ダイヤ石油㈱ Dr.Drive三原SS 糸崎2丁目11-8 0848-62-4157

69ENEOS フル＆セルフ ㈲カノウヤ 因島中庄町給油所 因島中庄町2981-1 0845-24-1777

70ENEOS フル 三和鉄構建設㈱ エネオス尾道東SS 高須町5267 0848-46-0989

71コスモ フル 瀬戸田燃料㈱ 瀬戸田SS 瀬戸田町沢209-20 0845-27-2545 〇

72ENEOS セルフ 長瀬石油㈱ エネジェット尾道SS 美ﾉ郷町三成2680 0848-29-9030

73コスモ フル 広川エナス㈱ 長者原SS 長者原2丁目165-3 0848-48-2845 〇

74ENEOS フル 広川日石㈱ Dr.Drive向島SS 向島町5552-42 0848-44-8200

75ENEOS セルフ 広川日石㈱ Dr.Driveセルフ新浜SS 新浜2-4-27 0848-22-5512

76 アポロステーション フル 備後燃料㈲ 新尾道給油所 栗原町5900-1 0848-23-6800 〇

77 アポロステーション フル＆セルフ 備後燃料㈲ 尾道給油所 新浜1-7-29 0848-22-7643 〇

78ENEOS フル ㈲細谷石油 尾道北SS 栗原町9696-3 0848-22-5458

79 アポロステーション フル ㈲マキタ石油 御調バイパス 御調町市442 0848-76-1913 〇

80ENEOS フル ㈲マルナカ商店 ENEOS田熊東SS 因島田熊町1114-1 0845-22-0582 〇

81コスモ フル 丸和石油㈱ ベイタウン尾道SS 東尾道4番地 0848-20-2929 〇

82コスモ 燃料店 丸和石油㈱ 本社 東尾道5-10 0848-20-2158 〇

83コスモ フル 丸和石油㈱ 尾道インターSS 美ﾉ郷町三成881-1 0848-48-4939 〇

84出光 フル 村井石油㈱ 中庄SS 因島中庄町646-8 0845-24-0162 〇

85出光 フル 村井石油㈱ 土生SS 因島土生町235-1 0845-22-0041 〇

86ENEOS フル ㈲森屋工業 因島SS 因島中庄町1983-9 0845-24-1271

87ENEOS セルフ ㈲森屋工業 カミング中庄SS 因島中庄町4608-1 0845-26-2061

尾道市

88ENEOS フル ㈲八津川石油店 御調SS 御調町神95-1 0848-76-0111

89ENEOS フル アイアンオイル㈱ 箕沖SS 箕沖町51-1 084-953-3458

90ENEOS フル アイアンオイル㈱ 福山テクノSS 箕島町6280-5 084-920-3327

91出光 フル 岩部アポロ㈱ 山手SS 山手町6丁目18-28 084-951-0140

92コスモ セルフ 内海㈱ くじらセルフ24引野SS 引野町3丁目1-19 084-941-3217

93コスモ フル 内海㈱ 駅家SS 駅家町倉光13-1 084-977-1144

94コスモ フル 内海㈱ 福山SS 御船町2丁目7-11 084-924-1212

95コスモ フル 内海㈱ 光南町SS 光南町3丁目8-25 084-932-6707

96コスモ フル 内海㈱ 紅葉町SS 紅葉町5-1 084-922-6263

97コスモ フル 内海㈱ 春日SS 春日町1丁目2-1 084-943-5151

98コスモ フル 内海㈱ 新涯SS 新涯町1丁目39-6 084-953-6165

99コスモ フル 内海㈱ 神辺SS 神辺町川南949-6 084-962-3637

100コスモ セルフ 内海㈱ くじらセルフ24城東SS 東深津町3丁目19-27 084-923-9234

101ENEOS フル ㈲エスエス南松永 南松永SS 南松永町2丁目11-41 084-934-5100

102コスモ フル ㈱尾多賀商店 新市一の宮SS 新市町宮内552 084-751-2178 〇

103 アポロステーション フル ㈱榊原石油 神辺中央 神辺町湯野295-1 084-962-3588

104 アポロステーション フル 作田石油㈱ 福山南SS 沖野上町2-8-27 084-921-2247

105ENEOS フル ㈱佐古田石油 柳津SS 柳津町1-2-20 084-933-3767

106ENEOS フル 佐土井石油㈲ 御幸SS 御幸町森脇465-1 084-955-0099 〇

107 アポロステーション セルフ 山陽石油㈱ セルフ福山平成大学前SS 御幸町上岩成597-1 084-972-7940 〇

108 アポロステーション フル 山陽石油㈱ 住吉町SS 住吉町1-5 084-922-0939 〇

109 アポロステーション セルフ 山陽石油㈱ セルフ神辺SS 神辺町新湯野41-6 084-962-0693 〇

110 アポロステーション フル 山陽石油㈱ 多治米町SS 多治米町5-26-1 084-957-2601 〇

111 アポロステーション フル 山陽石油㈱ 福山東インターSS 南蔵王町4-17-25 084-923-7835 〇

112ENEOS フル 信菱液化ガス㈱ 駅家SS 駅家町万能倉909-2 084-976-7381

113ENEOS フル 信菱液化ガス㈱ 戸手SS 新市町戸手114-1 084-752-5991

114ENEOS フル 信菱液化ガス㈱ 川北SS 神辺町川北1528 084-962-3051

115 アポロステーション フル 宝屋石油店 宝屋石油店 内海SS 内海町1468 084-986-3348

116ENEOS フル ダイヤ石油㈱ Dr.Drive鋼管通りSS 引野町5丁目46-18 084-941-1753

117ENEOS セルフ ダイヤ石油㈱ Dr.Driveセルフ福山東SS 東深津町4丁目15-15 084-923-0229

118ENEOS セルフ ダイヤ石油㈱ Dr.DriveセルフみどりまちSS 緑町1-41 084-931-0166

119 アポロステーション フル 坪山石油店 松永本郷SS 本郷町815-1 084-936-0632

120ENEOS フル 土居石油㈱ ローズガーデン沖野上SS 沖野上町1-8-33 084-921-3305 〇

121ENEOS フル 土居石油㈱ ローズガーデンR182SS 神辺町川南1305 084-960-0182 〇

122ENEOS フル 土居石油㈱ ローズガーデン坪生SS 坪生町4-7-3 084-947-5553 〇

123ENEOS セルフ 土居石油㈱ ローズガーデン東町SS 東町3-3-10 084-924-8850 〇

124ENEOS セルフ 土居石油㈱ ローズガーデン新蔵王SS 南蔵王町5-8-9 084-945-8002 〇

125ENEOS セルフ 土居石油㈱ ローズガーデン南本庄SS 南本庄3丁目1-44 084-921-3738 〇

126ENEOS セルフ 土居石油㈱ ローズガーデン福山SS 入船町2-9-5 084-922-2513 〇

127ENEOS フル 土居石油㈱ ローズガーデン箕島SS 箕島町440-1 084-957-0721 〇

128その他 フル 広川エナス㈱ 木之庄SS 木之庄町1-18-32 084-921-5210 〇

129 アポロステーション フル 備後燃料㈲ 松永給油所 宮前町1-4-6 084-933-4135 〇

130 アポロステーション フル 備後燃料㈲ 福山城見給油所 城見町2-5-20 084-922-1852 〇

131ENEOS フル 三甲野石油㈱ サンフィールド駅家SS 駅家町近田432-3 084-976-1556

福山市

132ENEOS フル 三甲野石油㈱ 大橋SS 駅家町大橋337-6 084-976-1555

133ENEOS フル 小林石油店 小林石油店上下西SS 上下町上下942-2 0847-62-3116府中市

134ENEOS セルフ 真田石油㈱ セルフ府中SS 鵜飼町591-4 0847-45-5200



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【32広島県】　取扱店/190　販売店/ 62 2023-05-01現在

地区　32 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135ENEOS フル 真田石油㈱ 府中高木SS 高木町502-2 0847-45-6340

136その他 セルフ 清水石油㈱ アトラクティブ府中SS 高木町647-1 0847-45-6330

137 アポロステーション セルフ 備後燃料㈲ セルフ府中東給油所 中須町42-1 0847-40-3781

138 アポロステーション フル 備後燃料㈲ 府中給油所 府川町221 0847-45-3801 〇

139コスモ フル ㈲堀田石油 上下SS 上下町上下935-11 0847-62-3437

府中市

140 伊藤忠エネクス フル 横山石油㈱ 横山石油府中SS 中須町1073-1 0847-45-3168

141ENEOS フル ㈱天野商店 三次西SS 三次町1913-8 0824-62-2032三次市

142ENEOS フル ㈲上岡石油店 三次SS 三次町352-1 0824-63-4711

143ENEOS フル ㈱板倉商店 西城駅前SS 西城町大佐765-11 08248-2-2734 〇

144 アポロステーション フル 三光石油㈱ 東城町久代40-1 08477-2-0147

145ENEOS セルフ ㈱TAISEI Dr.Driveセルフ庄原インターSS 新庄町389-1 08247-2-2378

146ENEOS セルフ ㈱TAISEI Dr.Driveセルフ東城インターSS 東城町川東1108-1 08477-2-0311

147コスモ セルフ 西田産業㈱ セルフ上原SS 上原町2672-7 08247-2-2345

148コスモ フル 西田産業㈱ 庄原SS 東本町1丁目23-21 08247-2-0215

庄原市

149出光 フル ㈱西田商店 庄原駅前SS 中本町2丁目13-12 08247-2-0624

大竹市 150ENEOS セルフ 広川日石㈱ 大竹インターSS 小方1-15-11 0827-57-7298

151ENEOS フル ㈲上本石油 入野SS 河内町入野2461-2 082-437-1318

152 アポロステーション フル ㈱大野石油店 小谷SA給油所 高屋町小谷5561 082-434-6623 〇

153 アポロステーション セルフ ㈱大野石油店 西条インター給油所 西条町吉行浜田872-1 082-423-3701 〇

154 アポロステーション フル ㈱大野石油店 東広島給油所 西条中央5-10-2 082-423-9197 〇

155ENEOS フル ㈲ こだま石油 正力SS 八本松町正力1098-5 082-428-0790

156 アポロステーション フル ㈱大野石油店 高屋ニュータウン給油所 高屋町大字杵原1345-1 082-434-4411 〇

157ENEOS セルフ 広川日石㈱ Dr.Driveセルフ西条インターSS 高屋町桧山67-1 082-434-5700

158ENEOS セルフ 広川日石㈱ Dr.Driveセルフ西条375SS 西条町助実1180-8 082-431-6931

159ENEOS フル 別府燃料㈱ 志和東SS 志和町七条椛坂428-6 082-433-6300 〇

160ENEOS フル 別府燃料㈱ 志和SS 志和町別府1522-1 082-433-2536 〇

161SOLATO フル 宮田油業㈱ カーケアセンター西条下見SS 西条下見7-1-31 082-421-6200

162出光 燃料店 宗正石油㈱ 配送センター 豊栄町清武374-2 082-432-4005

東広島市

163出光 フル 宗正石油㈱ 豊栄セントラルSS 豊栄町鍛冶屋813 082-432-4311

164 アポロステーション フル ㈱大野石油店 廿日市インター給油所 串戸6-9-17 0829-20-1189 〇

165ENEOS フル 佐伯プロパン㈱ 津田SS 津田38-1 0829-72-0440

166ENEOS セルフ ㈱TAISEI Dr.Driveセルフ廿日市インターSS 下平良字小野362-1 0829-38-2525

167ENEOS セルフ ㈱TAISEI Dr.Driveセルフ廿日市バイパスSS 地御前3丁目17-28 0829-36-2700

168ENEOS セルフ 宮田油業㈱ Dr.Driveセルフ宮内SS 宮内4334-1 0829-38-5586

169ENEOS フル 宮田油業㈱ Dr.Drive友和SS 峠八幡原933-1 0829-74-0094

廿日市市

170ENEOS フル ㈱山崎本社 廿日市木材団地共同給油所 木材港南2-2 0829-31-0939

171ENEOS フル＆セルフ ㈱オキタ石油 三矢の里セルフ吉田SS 吉田町川本609-8 0826-43-1306

172ENEOS フル＆セルフ ㈱オキタ石油 セルフ甲田SS 甲田町上甲立461-4 0826-45-4567

173SOLATO フル ㈱吉川商店 甲田SS 甲田町高田原1372 0826-45-2555

174ENEOS セルフ ㈱TAISEI Dr.Driveセルフ吉田SS 吉田町常友1209-1 0826-42-0162

175SOLATO フル＆セルフ ㈱中央興業 八千代SS 八千代町佐々井1122 0826-52-2525

安芸高田市

176SOLATO フル 宮田油業㈱ カーケアセンター向原SS 向原町長田463 0826-46-4121

177出光 フル 空先石油店 秋月SS 秋月3-11-7 0823-42-2626

178ENEOS フル ㈱ 田中商店 能美島SS 大柿町柿浦2063-1 0823-57-2117

179出光 フル ㈱ナカシマ 能美中町SS 能美中町4839-2 0823-45-2646

180ENEOS フル ㈲ハツシマ 切串SS 江田島町切串2-9-7 0823-43-0312

江田島市

181ENEOS セルフ ヒラタコーポレーション㈱ 江能サービスステーション 江田島町江南1-4-15 0823-42-3141

182ENEOS フル ㈱ 幾田石油 東野SS 大崎上島町東野673-1 0846-65-2223豊田郡

183出光 フル ㈲大崎石油 大崎島給油所 大崎上島町中野5571-1 0846-64-2299

184ENEOS セルフ ㈱ 大江石油 戸河内インターCS 安芸太田町上殿263-1 0826-28-7789

185出光 フル ㈱郷田石油店 千代田インターSS 北広島町有田1517-1 0826-72-3201

山県郡

186SOLATO フル ㈱中央興業 千代田SS 北広島町今田626-5 0826-72-7878

神石郡 187出光 フル ㈲広田商店 広田石油 神石給油所 神石高原町福永1407-1 0847-87-0017

188ENEOS セルフ ㈱TAISEI セルフ府中SS 府中町大通1丁目7-14 0822-83-3866安芸郡

189ENEOS セルフ 宮田油業㈱ Dr.Driveセルフ熊野SS 熊野町萩原6-2-10 0828-55-2666

世羅郡 190ENEOS フル 田中石油㈲ 世羅中央SS 世羅町本郷719-5 0847-22-0776


