
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【33鳥取県】　取扱店/78　販売店/ 2 2023-05-01現在

地区　33 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル 井上石油店 国府SS 国府町分上2-211 0857-23-4670

2ENEOS セルフ ㈲尚永 砂丘東SS 福部町細川740番地6 0857-74-3331

3ENEOS フル ㈱トリベイ クイックウェイ吉方SS 3-106 0857-23-2292

4ENEOS セルフ ㈱トリベイ G-YOUステーション桜谷 桜谷247-2 0857-23-0833

5ENEOS セルフ ㈱トリベイ G-YOUステーション大森 青葉町1-212 0857-22-6344

6ENEOS フル ㈱光商会 DD幸町SS 幸町12-4 0857-26-2140

7ENEOS フル ㈱光商会 DD雲山SS 新112-17 0857-22-0306

8ENEOS フル ㈱光商会 DD湖山中央SS 千代水2-40 0857-28-0801

9ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive吉成SS 叶1-2-16 0857-53-1341

10ENEOS セルフ 日ノ丸産業㈱ セルフAPi叶SS 叶311-5 0857-53-2331

11ENEOS セルフ 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive五反田SS 五反田町1 0857-32-2700

12ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive八千代橋SS 松並町1-287 0857-23-0600

13ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ 鳥取バイパスSS 千代水3-140 0857-28-3001

14ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive鳥取駅南SS 富安2-17 0857-24-3857

鳥取市

15 アポロステーション フル ㈱松本油店 鳥取中央SS 南吉方3-530 0857-26-0333

16 アポロステーション フル あだち石油㈲ 夜見SS 夜見町2794 0859-29-2402

17ENEOS フル ㈱ウミライ 長砂SS 長砂町783-4 0859-33-2499

18ENEOS セルフ ㈱ ウミライ Dr.Drive夜見SS 夜見町2581-1 0859-24-2782

19ENEOS セルフ ㈱ ウミライ Dr.Drive淀江なかまSS 淀江町中間782 0859-56-4300

20ENEOS セルフ ㈱ ウミライ Dr.Drive卸団地入口SS 両三柳2064-1 0859-33-0357

21ENEOS セルフ ㈱岡田商店 セルフ県境SS 陰田町648 0859-31-1091

22ENEOS フル ㈱岡田商店 米子東SS 車尾2-16-6 0859-33-5861

23ENEOS セルフ ㈱岡田商店 夜見SS 夜見町2921-62 0859-24-0730

24コスモ フル 山陰石油㈱ 湊山SS 久米町61-1 0859-22-6451

25コスモ フル 山陰石油㈱ ハートピア皆生 新開6丁目1-3 0859-35-8511

26コスモ フル 山陰石油㈱ ハートピア皆生 新開6丁目1-3 0859-35-8511

27コスモ セルフ 山陰石油㈱ セルフステーション米子中央 西福原3-6-49 0859-33-6451

28ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive米原SS 5-2-35 0859-34-1328

29ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive福生SS 皆生5-20-20 0859-32-2001

30ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive福生SS 皆生5-20-20 0859-32-2001

31ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive米子港SS 旗ヶ崎2-12-33 0859-33-9986

32 アポロステーション セルフ ㈱松本油店 セルフ米子南インターSS 長砂町825-5 0859-23-6606

33 アポロステーション フル ㈱松本油店 産業道路SS 両三柳188-1 0859-34-1224

34シェル フル 矢倉石油店 夜見SS 夜見町1451 0859-29-0923

米子市

35 アポロステーション フル ㈲米子アポロ石油 米子東SS 吉岡108-6 0859-27-1801

36ENEOS フル 打吹商事㈱ 河北小学校前SS 海田西町1丁目151番地 0858-26-9331

37ENEOS フル 打吹商事㈱ 倉吉駅前SS 山根620-2 0858-26-2524

38ENEOS フル 打吹商事㈱ 打吹公園SS 仲ﾉ町737番11 0858-22-8128

39ENEOS フル ㈱ジェミニ物産 倉吉SS 上井353-6 0858-26-3368

40ENEOS フル ㈲じくはら石油 関金SS 関金町関金宿227-1 0858-45-2321

41ENEOS セルフ ㈱トリベイ セルフ倉吉SS 広瀬町1720 0858-22-2742

42ENEOS セルフ ㈱トリベイ G-YOUステーション倉吉 清谷町1-268 0858-27-5300

43ENEOS フル ㈱ハルキ あげいSS 伊木254-1 0858-26-2710

44ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive上井SS 海田東町401 0858-26-0801

45ENEOS フル 日ノ丸産業㈱ Dr.Drive倉吉SS 宮川町183 0858-22-5239

46 アポロステーション フル 湊屋石油㈱ 河北S.S. 河北町178 0858-26-8711

倉吉市

47 アポロステーション セルフ 湊屋石油㈱ セルフ大正町S.S. 大正町2-80 0858-22-1341

48ENEOS フル ㈱ウミライ 昭和町SS 昭和町13-17 0859-44-4288

49ENEOS セルフ ㈱ ウミライ 竹内団地SS 竹内団地54 0859-47-2077

50ENEOS フル ㈱岡田商店 境港SS 弥生町62 0859-44-4808

51コスモ フル 山陰石油㈱ 境港西SS 上道町3146 0859-42-3785

境港市

52その他 フル 三光エナジーサービス㈱ オイルキャップ米子鬼太郎空港給油所 小篠津町20 0859-45-0730

53ENEOS フル 瑞興㈲ 若桜SS 若桜町若桜1053-1 0858-82-0831

54ENEOS フル ㈱たけうち 郡家南SS 八頭町郡家33-1 0858-72-0111

八頭郡

55ENEOS フル ㈱たけうち 郡家南SS 八頭町郡家33-1 0858-72-0111

56コスモ セルフ ㈲赤碕石油店 セルフ赤碕 琴浦町赤碕1967番地12 0858-55-0321

57ENEOS フル 打吹商事㈱ ハワイSS 湯梨浜町田後302-10 0858-35-5580

58ENEOS フル 遠藤石油㈱ ENEOS東伯SS 琴浦町八橋224-3 0858-52-2887

59ENEOS フル ㈱国森石油店 赤碕SS 琴浦町赤碕1204-5 0858-55-0121

60ENEOS セルフ ㈱トリベイ セルフ浦安SS 琴浦町352-3 0858-52-2422

61 アポロステーション フル ㈱松本油店 東伯SS 琴浦町丸尾105-4 0858-52-2811

62ENEOS フル ㈲三朝石油 三朝温泉SS 三朝町山田687-2 0858-43-0524

東伯郡

63ENEOS フル 山田石油㈲ 北条SS 北栄町北尾88-2 0858-36-2100

64ENEOS フル ㈲白石商事 江尾SS 江府町佐川1018-1 0859-75-2123

65出光 フル 長尾石油店 長尾石油店 上石見SS 日南町上石見733-5 0859-83-0007

66ENEOS フル 長尾石油店 エネオス黒坂SS 日野町中菅26-1 0859-74-0124

日野郡

67 アポロステーション フル ㈲前田石油店 生山SS 日南町生山160-15 0859-82-1135



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【33鳥取県】　取扱店/78　販売店/ 2 2023-05-01現在

地区　33 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

日野郡 68 伊藤忠エネクス フル ㈲ 水谷石油店 黒坂SS 日野町下菅327-6 0859-74-0316

69出光 フル ㈱石﨑石油 溝口 伯耆町溝口五番地の九 0859-62-1175

70ENEOS セルフ ㈱ ウミライ 日吉津北SS 日吉津村日吉津2048-1 0859-37-0777

71 アポロステーション フル ㈱大森石油店 尾高SS 伯耆町遠藤334 0859-27-2301

72ENEOS セルフ 海上石油㈲ 日吉津SS 日吉津村日吉津1168-1 0859-27-5678

73その他 フル ㈲光和鉱油 大山町所子266-1 0859-53-3200

74ENEOS フル＆セルフ ㈲秦石油店 西伯SS 南部町阿賀364-2 0859-66-2418

75 アポロステーション フル ㈲前田石油店 法勝寺SS 南部町法勝寺226-1 0859-66-3211

76 アポロステーション フル ㈱松本油店 中山SS 大山町赤坂340-1 0858-58-2355

77 アポロステーション フル ㈱松本油店 岸本SS 伯耆町大殿47-1 0859-68-5868

西伯郡

78その他 セルフ ㈱明星 米子サービスステーション 日吉津村富吉912-2 0859-37-1311 〇


