
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【34島根県】　取扱店/108　販売店/ 20 2023-05-01現在

地区　34 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1その他 セルフ ㈲ 馬庭商店 松江合庁前給油所 古志原3-17-8 0852-21-7977

2出光 フル＆セルフ 安達石油㈱ セルフ松江ルート431SS 学園2丁目21-34 0852-26-9200

3出光 フル 安達石油㈱ 鹿島SS 鹿島町佐陀本郷698 0852-82-0218

4出光 フル＆セルフ 安達石油㈱ セルフ松江城北SS 春日町568番地 0852-21-0085

5出光 フル＆セルフ 安達石油㈱ セルフ松江インター西SS 乃白町515 0852-28-6157

6出光 フル＆セルフ 安達石油㈱ 松江城東SS 馬潟町8 0852-37-0822

7ENEOS セルフ ㈱ ウミライ 島大前SS 学園2-25-16 0852-22-3957

8ENEOS セルフ ㈱ウミライ サンドリーム春日SS 春日町字中代146-1 0852-31-6939

9ENEOS フル ㈱ウミライ 松江けやき通りSS 上乃木4-6-7 0852-25-3244

10ENEOS セルフ ㈱ウミライ セルフ西川津SS 西川津町4094-2 0852-26-1115

11ENEOS フル ㈱ウミライ 津田街道SS 西津田2丁目11-43 0852-21-5698

12ENEOS セルフ ㈱ウミライ 松江八幡町SS 八幡町796-29 0852-37-2236

13ENEOS フル ㈱ウミライ サンライズ松江SS 末次町1 0852-23-0227

14ENEOS フル ㈱岡田商店 学園通り給油所 学園南2-18-14 0852-31-8440

15その他 燃料店 ㈲ 来待物産 宍道町西来待38 0852-66-0121 〇

16 アポロステーション フル ㈲ 来待物産 宍道南給油所 宍道町白石1799 0852-66-0714 〇

17 アポロステーション フル ㈲ 来待物産 宍道給油所 宍道町来待28 0852-66-0123 〇

18出光 フル ㈲ 光洋石油 東出雲SS 東出雲町出雲郷868-1 0852-52-6035

19ENEOS フル 三愛石油㈲ ハッピーランド三愛楽山 学園南2-14-30 0852-31-3009

20コスモ フル ㈱さんそ宍道給油所 宍道町佐々布211-16 0852-66-0918

21ENEOS フル ㈱中筋商事 浜乃木 浜乃木6-1-70 0852-26-3714

22 アポロステーション フル ㈱福島石油 ジョイフル上乃木 上乃木9-2-2 0852-25-1200 〇

23 アポロステーション セルフ ㈱ 福島石油 ハートランドセルフ東津田 東津田町1615-8 0852-26-2221 〇

松江市

24 アポロステーション フル ㈱福島石油 乃木給油所 浜乃木4-5-36 0852-21-6877 〇

25ENEOS フル ㈲ 田中石油 今福給油所 金城町下来原973-3 0855-42-0349

26ENEOS フル ㈲ 田中石油 今福給油所 金城町下来原973-3 0855-42-0349

27ENEOS フル ㈲ニシタニ 下府給油所 下府町121-1 0855-28-0847

28 アポロステーション フル ㈲ 矢富石油店 岡見サービスステーション 三隅町岡見326 0855-32-4030

29 アポロステーション フル ㈲ 矢富石油店 三隅給油所 三隅町三隅1052 0855-32-0258

30コスモ セルフ ダイワ石油 ㈱ セルフ神在坂 長浜町1453-1 0855-22-1549

31コスモ フル ダイワ石油 ㈱ 合庁前給油所 片庭町90-5 0855-22-2313

32ENEOS セルフ ㈱ハゼヤマ セルフどんちっちタウンはまだ店 黒川町4171 0855-25-5577

33ENEOS フル ㈱ハゼヤマ 三隅西店 三隅町向野田613-10 0855-32-2480

34ENEOS フル ㈱ハゼヤマ すふ店 周布町ﾛ299-1 0855-27-1393

35ENEOS フル ㈱ハゼヤマ Dr.Drive浜田店 田町66 0855-22-2920 〇

36その他 燃料店 ㈱ 浜昭 青川油槽所 原井町1217-8 0855-25-5156

37 伊藤忠エネクス セルフ ㈱ 浜昭 セルフシーサイド原井 原井町788-1 0855-23-6688

38その他 燃料店 ㈱ 浜昭 本社 浅井町1508-5 0855-22-1964

浜田市

39シェル セルフ ㈱ 浜昭 セルフ浜田西 熱田町547-1 0855-27-0325

40ENEOS フル ㈱ 今岡興産 佐田給油所 佐田町反辺1445-10 0853-84-0311

41ENEOS フル ㈲ 河原商店 久多見給油所 東福町112-6 0853-62-3225

42その他 フル＆セルフ ㈲ 藤原商店 長浜給油所 長浜町1372-28 0853-28-0150

43ENEOS フル ㈲ 出雲二見 大社港給油所 大社町杵築北3176 0853-53-2224

44出光 フル 一畑石油㈱ 一畑口給油所 小境町405-2 0853-67-0023

45ENEOS フル ㈲伊藤石油 白枝SS 白枝町592-2 0853-22-0247

46ENEOS フル ㈱ウミライ 出雲市駅前SS 塩冶町字海上1523-1 0853-21-4741

47ENEOS セルフ ㈱ウミライ サンドリーム出雲SS 大塚町774-3 0853-24-7555

48ENEOS フル ㈲岡田忠市商店 ENEOS大社SS 大社町杵築南1386-13 0853-53-2498

49ENEOS フル＆セルフ 三愛石油㈲ ハッピーランド三愛平田 平田町1632-1 0853-63-3009

50コスモ フル 篠原石油㈲ 平田SS 国富町506-1 0853-62-3107

51ENEOS フル＆セルフ ダイイチ㈱ 出雲南SS 塩冶町1063-2 0853-23-2855 〇

52ENEOS セルフ ダイイチ㈱ ニュー出雲SS 今市町北本町5丁目1番地14 0853-22-6328 〇

53ENEOS フル＆セルフ ㈱中筋商事 出雲北 姫原町293番地 0853-21-0910

54シェル フル ㈲樋野石油店 斐川SS 斐川町上直江1276-1 0853-72-0134

55ENEOS フル マルサン石油㈱ 島根医大前SS 塩冶神前4-10-14 0853-22-3399

56ENEOS フル マルサン石油㈱ 矢野SS 小山町552 0853-21-5211

出雲市

57ENEOS フル マルサン石油㈱ 北神立SS 武志町417-1 0853-21-8877

58コスモ フル ㈱ 和興 大谷給油所 大谷町30-1 0856-23-3835

59ENEOS フル 佐田石油㈱ 横田町429番地26 0856-25-2629

60出光 フル 益田興産㈱ エアポートいわみSS 高津6丁目29-15 0856-23-4122

61ENEOS 燃料店 益田石油 ㈱ 本社 高津8丁目10-9 0856-22-0660 〇

62ENEOS フル 益田石油 ㈱ Dr.Drive緑ヶ丘給油所 高津8丁目12-17 0856-22-0038 〇

63ENEOS フル 益田石油 ㈱ Dr.Drive中吉田給油所 中吉田町225-1 0856-22-1188 〇

益田市

64ENEOS フル 益田石油 ㈱ Dr.Drive東町給油所 東町10-4 0856-23-6733 〇

65ENEOS フル ㈱ウミライ 長久SS 長久町長久11-1 0854-82-1314

66ENEOS フル ㈲小川商店 福光給油所 温泉津町福光ｲ167 0855-65-3122

大田市

67シェル フル ㈲小川商店 大田給油所 久手町刺鹿1285-1 0854-83-7113



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【34島根県】　取扱店/108　販売店/ 20 2023-05-01現在

地区　34 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68コスモ フル 石東産業㈲ 波根給油所 100番地1 0854-85-8737

69コスモ フル 石東産業㈲ 川合給油所 川合町1288番地1 0854-82-2240

70ENEOS フル 田中石油 ㈲ 久手東給油所 久手町波根西1329-1 0854-82-8781

71その他 フル＆セルフ ㈲長久石油 長久町長久ｲ586-1 0854-82-4976

大田市

72ENEOS フル ㈲ 水上石油 水上給油所 水上町福原615-2 0854-89-0059 〇

73出光 フル ㈲ 荒島アポロ石油 荒島給油所 荒島町203-1 0854-28-8734

74 伊藤忠エネクス フル ㈱永惣 安来SS 安来町888 0854-22-3721

75ENEOS フル ㈱永惣 荒島SS 荒島町1675 0854-28-8251

安来市

76 アポロステーション フル ㈲ 安来石油店 安来SS 安来町1115 0854-22-2007

77ENEOS フル ㈲武田石油店 江津給油所 江津町1520-162 0855-52-2215

78ENEOS フル ㈲武田石油店 都野津給油所 都野津町2258-1 0855-53-0719

79ENEOS セルフ ㈱ハゼヤマ Dr.Driveセルフ江津かわら町店 都野津町2376-2 0855-53-2078

80シェル フル＆セルフ ㈱原石油 ハラセルフ江津 敬川町2963-2 0855-53-0035 〇

81コスモ フル マルサ石油㈲ 江津中央給油所 嘉久志町ｲ1842-1 0855-52-2955

江津市

82コスモ フル マルサ石油㈲ セルフアンドカーケアステーションつのづ 二宮町神主ﾊ528-4 0855-53-0322

83ENEOS フル 都間石油㈲ 三刀屋町三刀屋51-1 0854-45-2010

84ENEOS フル 頓原商事㈲ 頓原給油所 飯石郡飯南町頓原1617-10 0854-72-0804

85ENEOS フル ㈱エヌウェーブ Dr.Drive三刀屋店 三刀屋町三刀屋98-4 0854-45-2420 〇

86ENEOS フル ㈱エヌウェーブ オートオアシス里方給油所 木次町里方1072 0854-42-3001 〇

87ENEOS フル ㈲ 細木森之助商店 木次国道SS 木次町里方593-3 0854-42-1069

雲南市

88ENEOS セルフ ㈲板持石油 大東SS 大東町大東1570番地3 0854-43-2246

89ENEOS フル ㈲泉商会 隠岐の島町西町八尾2-74 08512-2-0139

90シェル フル ㈲おむら おむら小路給油所 隠岐の島町小路1054-2 08512-5-2181

91シェル フル ㈲早川石油 下西給油所 隠岐の島町下西甲ﾉ原791 08512-2-2817

92シェル フル ㈲早川石油 隠岐給油所 隠岐の島町西町名田の三14-3 08512-2-0271

93シェル フル ㈲早川石油 隠岐SS 隠岐の島町名田の三14-3 08512-2-0271

隠岐郡

94コスモ フル 三好石油店 三好石油店 隠岐SS 海士町大字海士1062-18 08514-2-0520

95その他 フル 津和野石油㈲ 津和野東給油所 津和野町後田ｲ36-4 0856-72-0365

96出光 フル ㈲ 日原アポロ 津和野町河村783 0856-74-0504

鹿足郡

97ENEOS フル マクラセ石油㈲ 日原国道給油所 津和野町枕瀬619-2 0856-74-0101

98出光 フル 因原石油㈲ 因原SS 川本町大字因原456番地 0855-72-0320

99ENEOS フル ㈱ウミライ 川本SS 川本町大字川本551-1 0855-72-0358

100出光 フル 辰田産業 ㈲ 石見給油所 邑南町中野2587-7 0855-95-0317 〇

101出光 フル 辰田産業 ㈲ 石見第二給油所 邑南町中野3605-5 0855-95-0443 〇

邑智郡

102コスモ フル ㈲矢上石油 矢上給油所 邑南町矢上3882番地 0855-95-1145

103 アポロステーション フル 佐藤産業㈱ 仁多給油所 奥出雲町三成444-4 0854-54-0008

104その他 フル＆セルフ (有)サンハートアイ 下横田SS 奥出雲町下横田99-2 0854-52-9700

105ENEOS フル 横田マルヰガス㈱ 横田SS 奥出雲町下横田242-9 0854-52-1036

仁多郡

106ENEOS フル 横田マルヰガス㈱ 三成SS 奥出雲町三成239-1 0854-54-0205

107ENEOS フル ㈱ウミライ 新赤名SS 飯南町下赤名477-2 0854-76-2063飯石郡

108ENEOS フル ㈱エヌウェーブ 来島給油所 飯南町上来島53-2 0854-76-2339 〇


