
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【35山口県】　取扱店/97　販売店/ 6 2023-05-01現在

地区　35 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル 石原石油㈱ 筋川町1-6 083-222-9915 〇

2ENEOS フル 協伸産業㈱ 関釜フェリーSS 東大和町1-10-26 083-266-9955

3ENEOS フル 協伸産業㈱ 幡生SS 幡生町1-6-10 083-252-4031

4ENEOS フル 岸砿油㈱ 一の宮SS 一の宮3-10-15 083-256-2636

5ENEOS フル 岸砿油㈱ 東大和町SS 東大和町1-4-1 083-267-3041

6ENEOS フル 岸砿油㈱ 垢田SS 稗田中町12-19 083-252-3070

7ENEOS フル 岸砿油㈱ 川棚SS 豊浦町川棚7097-1 083-772-0245

8ENEOS フル 岸石油瓦斯㈱ 武久サービスステーション 垢田町5丁目7-17 083-252-3251

9出光 フル ㈱クロスポイント 小月SS 小月茶屋2-11-40 083-282-1161

10出光 フル ㈱クロスポイント 椋野SS 椋野町1-15-25 083-223-6419

11 伊藤忠エネクス フル 豊田石油㈱ 安岡CS 横野町1-16-20 083-258-0608

12ENEOS フル 豊田石油㈱ サンパル小月CS 王司南町1-15 083-248-2250

13SOLATO フル 松茂石油㈱ 松茂石油(株) 清末SS 清末鞍馬3-6-28 083-282-0423

14ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 新下関 一の宮2-13-27 083-256-3541

15ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 下関球場前 大字冨任469番地 083-249-5036

下関市

16ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 長府 長府松小田本町18-7 083-245-2225

17コスモ セルフ 関西砿油㈱ セルフステーション小松原 小松原町2丁目7-26 0836-21-6843

18コスモ セルフ 関西砿油㈱ セルフステーション小羽山 大字上宇部字吉原472-4 0836-35-0605

19 アポロステーション フル 富士商㈱ 宇部ときわ 亀浦2丁目330-1 0836-21-2190

20 アポロステーション フル 富士商㈱ 西宇部 西宇部南4丁目11-23 0836-41-6731

21 アポロステーション セルフ 富士商㈱ セルフ東岐波 東岐波字高橋1054-3 0836-38-5565

22 アポロステーション フル 山口アポロ㈱ 八幡宮前SS 中尾1-7-17 0836-32-0809

宇部市

23 アポロステーション フル 山口アポロ㈱ 宇部西SS 南浜町1-1-1 0836-21-6811

24コスモ セルフ 関西砿油㈱ セルフステーション山口湯田 葵2丁目7-5 083-924-9360

25コスモ セルフ 関西砿油㈱ セルフステーション大内 大内矢田北4丁目9-25 083-941-0666

26その他 フル ㈲ 近藤石油 秋穂東6736 083-984-2404

27ENEOS セルフ 田村石油㈱ 山口インターSS 大内長野権現821-1 083-927-6868

28ENEOS フル 徳陽石油㈲ 織本 桜畠1-1-32 083-928-0126

29ENEOS セルフ 豊田石油㈱ セルフ宮野CS 宮野上84-1 083-921-5021

30ENEOS セルフ 豊田石油㈱ セルフ山口南CS 陶1244-1 083-986-2024

31 アポロステーション セルフ ㈲配川石油店 セルフ吉敷 吉敷赤田1-2-11 083-933-0222 〇

32シェル セルフ ㈲檜垣石油 パルーム宮野SS 桜畠4丁目2878-1 083-928-0166

33その他 フル 平野石油 南山口給油所 南山口給油所 鋳銭司2292 083-986-2101

34 アポロステーション フル 富士商㈱ 小郡駅前 小郡大江町2-1 083-973-4470

35 アポロステーション セルフ 富士商㈱ セルフ小郡山手 小郡明治1丁目1番10号 083-974-6161

36 アポロステーション フル 富士商㈱ 山口プラザ 赤妻町2-7 083-924-7876

37 アポロステーション フル＆セルフ 前田産業㈱ 出雲とぐち 徳地堀1515-1 083-552-0041

38 アポロステーション フル 山口アポロ㈱ 佐山SS 佐山2748-1 083-989-3168

39ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 山口東 三ﾉ宮1丁目1-45 083-922-2378

40ENEOS フル 山田石油サービス㈱ 山口ドライブプラザ 糸米2丁目2689番地1号 083-924-7065

41ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ マルチステーション新山口 小郡前田町4-1 083-974-0894

42ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 山口御堀 大内千防2丁目19-1 083-922-7065

43ENEOS フル 山田石油サービス㈱ 小郡東 陶1550-0 083-986-2071

山口市

44出光 セルフ 若山石油㈱ 山口南セルフSS 大内矢田北六丁目20番20号 083-927-5152

45出光 フル 川上石油㈲ 長門峡 川上453 08385-4-2050

46出光 フル 丸中石油㈱ 御許町給油所 大字御許町139-1 08382-2-1379

萩市

47ENEOS フル＆セルフ 山田石油サービス㈱ 萩 椿東玉太郎1054-1 08382-2-1832

48 アポロステーション フル 富士商㈱ 防府262 大字高井石原225-1 0835-22-5866

49 アポロステーション セルフ 前田産業㈱ アルカディア 高井160 0835-22-4684

50コスモ フル 村重石油店 植松SS 植松1313-2 0835-29-0010

51コスモ フル 村重石油店 中関SS 大字田島789-2 0835-25-6005

52コスモ フル 村重石油店 八王子SS 八王子1丁目30番16号 0835-22-3550

53ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 防府西 大字植松251番地1 0835-23-2084

54ENEOS フル 山田石油サービス㈱ 防府東 牟礼今宿2丁目19-1 0835-24-6655

55ENEOS フル 山田石油サービス㈱ 防府 緑町1-7-29 0835-22-1107

防府市

56出光 セルフ 若山石油㈱ 防府セルフSS 緑町1-6-24 0835-22-5112

57 アポロステーション セルフ 富士商㈱ セルフくだまつ 美里町2丁目17-35 0833-45-0530

58ENEOS フル 山田石油サービス㈱ 松星苑前 生野屋南2-3-3 0833-44-8703

59ENEOS フル＆セルフ 山田石油サービス㈱ 下松宮前 大字東豊井1535番地 0833-41-3601

下松市

60出光 フル 若山石油㈱ 下松大通SS 望町2-13-1 0833-45-1616

61ENEOS フル ㈱ウエムラエナジー 平田給油所 平田6丁目24-18 0827-31-1369 〇

62ENEOS フル ㈱ウエムラエナジー 門前給油所 門前町3丁目16-11 0827-31-7457 〇

63ENEOS フル ベルダ㈱ ベルダ 由宇SS 由宇町中央1丁目3番7号 0827-63-0750

64ENEOS フル ㈲ 松村石油 高森SS 周東町下久原1864-1 0827-84-3057

65コスモ フル 村重石油店 山口SS 旭通り1-11-1 0839-22-3883

岩国市

66ENEOS フル 山田石油サービス㈱ 玖珂 玖珂町6225-2 0827-82-2124

光市 67ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 光 浅江2丁目8-12 0833-71-0572



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【35山口県】　取扱店/97　販売店/ 6 2023-05-01現在

地区　35 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68出光 フル ㈲ 田村石油店 人丸 油谷新別名1114番地1 0837-32-1128長門市

69ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ セルフ長門 深川湯本179番地 0837-22-1110

70ENEOS フル 河村石油㈲ 余田給油所 余田1394-4 0820-22-5216柳井市

71ENEOS フル ベルダ㈱ ベルダ 大橋SS 神代4107番地1 0820-45-3111

72出光 フル 上田石油 大田SS 美東町大田5445番地 08396-2-0245

73出光 フル ㈲配川石油店 秋芳洞 秋芳町秋吉2823-4 08376-2-0326 〇

74出光 セルフ ㈲配川石油店 セルフ秋吉台南 美東町真名260-3 08396-5-0567 〇

美祢市

75出光 フル ㈲三好石油店 伊佐SS 伊佐町伊佐3954-6 08375-2-1330

76SOLATO フル 今心サービス㈱ 住吉町SS 住吉町2番8号 0834-31-3118

77コスモ セルフ 関西砿油㈱ セルフステーション南陽 宮の前2丁目7-10 0834-62-2125

78ENEOS フル ㈲たなか石油 櫛ヶ浜給油所 櫛ヶ浜5610番地の1 0834-25-1210

79ENEOS フル 林石油店 熊毛SS 大字呼坂598-1 0833-91-0018

80 アポロステーション セルフ 富士商㈱ セルフカーケア徳山 新宿通5丁目99 0834-27-5112

81ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ マルチステーション周南 河東町2-19 0834-31-1313

82ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 徳山秋月 秋月3-4-25 0834-28-4500

83ENEOS フル 山田石油サービス㈱ 徳山城ケ丘 城ｹ丘2-1-37 0834-28-1303

84ENEOS フル 山田石油サービス㈱ 徳山新宿 新宿通1-1 0834-31-1414

85出光 フル 若山石油㈱ 富田港SS 港町2-1 0834-63-7715

周南市

86出光 セルフ 若山石油㈱ 新南陽セルフSS 大字富田字浜田2766-4 0834-63-2222

87ENEOS フル 岸砿油㈱ 厚狭SS 大字鴨庄字大沖田33-1 0836-72-0409

88コスモ フル 豊田石油㈱ 埴生CS 埴生29-2 0836-76-1152

89ENEOS フル ㈱藤井商会 小野田駅前給油所 日の出4-6-1 0836-83-5338

90 アポロステーション フル 富士商㈱ 小野田稲荷町SS 稲荷町10-20 0836-83-4520

91 アポロステーション フル 富士商㈱ 西の浜SS 南竜王町12-19 0836-88-0516

92ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 小野田 日の出2丁目9-7 0836-83-0020

山陽小野田

市

93シェル フル ㈲和光石油 厚狭本町給油所 厚狭314 0836-72-0542

94ENEOS フル ㈱ 山崎石油 田布施CS 田布施町3428-50 0820-55-5810

95シェル フル 三新商事㈱ 平生SS 平生町536-2 0820-56-4135

熊毛郡

96ENEOS セルフ 山田石油サービス㈱ 田布施SS 田布施町波野327-5 0820-52-2259

大島郡 97出光 フル 小松物産㈱ 小松SS 周防大島町小松1726番地 0820-74-2367


