
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【高知県】　取扱店/51　販売店/ 17 2023-05-01現在

地区　37 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1シェル フル 入交石油㈱ 弘化台サービスショップ 弘化台19-39 088-883-0110

2 アポロステーション フル 入交石油㈱ 桟橋サービスショップ 桟橋通4-1-25 088-831-4524

3 アポロステーション フル 入交石油㈱ 塚の原サービスショップ 鳥越15-1 088-844-2411

4ENEOS セルフ 高知スタンダード㈱ いちご野SS 介良乙567-3 088-860-5077

5ENEOS セルフ 高知スタンダード㈱ 曙町SS 曙町1-2-25 088-844-6933

6ENEOS セルフ 高知スタンダード㈱ 仁井田SS 仁井田3634-3 088-847-2915

7ENEOS セルフ 高知スタンダード㈱ 長浜SS 長浜757 088-842-2514

8コスモ フル 高知石油㈱ 高知石油 伊勢崎SS 伊勢崎町2-13-1 088-823-8099 〇

9コスモ フル 高知石油㈱ 高知石油 青柳SS 若松町12-9 088-883-1259 〇

10コスモ フル 高知石油㈱ 高知石油 瀬戸SS 瀬戸南町2-9-25 088-842-2633 〇

11コスモ セルフ 高知石油㈱ 高知石油 セルフステーション大津 大津甲841-1 088-866-6202 〇

12コスモ セルフ 高知石油㈱ 高知石油 セルフステーション金田 南金田3-38 088-883-1259 〇

13コスモ フル 高知石油㈱ 高知石油 本町SS 本町5-6-44 088-823-6464 〇

14コスモ セルフ 高知石油㈱ 高知石油 セルフステーション北バイパス 薊野北町2-11-35 088-820-2606 〇

15ENEOS フル 三宮石油㈱ 常盤町SS 南宝永町16-14 088-882-1539

16ENEOS フル 新菱企業㈱ ドライブプラザ大津SS 大津甲1289-4 088-866-0143 〇

17ENEOS フル 富士産業㈱ 寿町給油所 寿町5番2号 088-872-8318 〇

18ENEOS フル 富士産業㈱ 比島給油所 比島町4丁目1番35号 088-872-5577 〇

19その他 セルフ モリミツ石油㈱ オートピア56SS 春野町弘岡下3427-1 088-894-5008

20 アポロステーション フル＆セルフ モリミツ石油㈱ 内ノ谷SS 春野町内ﾉ谷795-6 088-842-8272

21その他 セルフ モリミツ石油㈱ 朝倉SS 朝倉西町2丁目12-14 088-844-1339

22その他 セルフ モリミツ石油㈱ 高知インターSS 東秦泉寺117-1 088-845-0401

23ENEOS フル ㈲山下オート商会 万々SS 万々353-3 088-872-1073

高知市

24コスモ フル ㈲わかや石油 幸崎SS 南河ﾉ瀬町70番地 088-833-0711

25ENEOS フル ㈱武井石油店 室戸新道給油所 元甲2762-49 0887-23-1234室戸市

26ENEOS フル ㈱武井石油店 室戸給油所 浮津1番町79号 0887-22-0230

27ENEOS フル ㈱武井石油店 安芸給油所 矢ﾉ丸2-4-20 0887-35-2359安芸市

28 アポロステーション フル 依光産業㈱ 依光産業株式会社 安芸SS 矢ﾉ丸1丁目6-20 0887-35-4155

29 アポロステーション セルフ 入交石油㈱ 空港サービスショップ 物部高知龍馬空港内 088-864-4868

30コスモ フル 高知石油㈱ 高知石油 稲生SS 稲生949-2 088-865-3343 〇

南国市

31コスモ フル 高知石油㈱ 高知石油 左右山SS 左右山342-3 088-862-3550 〇

土佐市 32その他 フル 白木石油 白木石油 高岡町2005-1 088-852-0367 〇

須崎市 33コスモ フル 高知石油㈱ 高知石油 須崎SS 原町2-13-1 0889-42-0084 〇

34コスモ フル ㈱ペトロール高知 ペトロール高知 宿毛SS 駅東町3-103 0880-63-3900 〇宿毛市

35ENEOS フル ㈲浦田商店 ENEOS小筑紫SS 小筑紫町小筑紫499-3 0880-67-0107

土佐清水市 36出光 フル ㈲ たけだ石油店 土佐清水SS 元町8-10 0880-82-0181

37ENEOS フル 野並商事 野並商事 古津賀1619 0880-34-7000四万十市

38ENEOS フル 福井石油店 福井石油店 下田1409 0880-33-0601

39コスモ セルフ 高知石油㈱ 高知石油 セルフステーション野市 野市町西野2206-1 0887-56-3666 〇香南市

40ENEOS フル ㈲ 正晃石油 有限会社正晃石油 赤岡町SS 赤岡町1552-2 0887-54-2265

香美市 41ENEOS フル 武内石油店 美良布 香北町橋川野127 0887-59-2118

42その他 セルフ ㈲ 秋本石油 越知店 越知町越知甲3132 0889-26-2198

43その他 セルフ ㈲ 秋本石油 日高店 日高村下分1887-6 0889-24-4005

44出光 フル ㈲下元産業 出光昭和シェル葉山SS 津野町大野45番地2 0889-56-3111

45コスモ フル 高知石油㈱ 高知石油 東津野SS 津野町力石2795-3 0889-62-3054 〇

46ENEOS セルフ ㈲武内商店 有限会社武内商店 轟崎SS 四万十町35-3 0880-27-0568

47ENEOS フル ㈲武内商店 有限会社武内商店 大正SS 四万十町大正235-1 0880-27-0868

48ENEOS フル ㈲玉川石油店 北ノ川SS 四万十町大正北ﾉ川176-1 0880-26-0230

高岡郡

49その他 フル 正岡石油店 正岡石油店 日高村岩目地664番地 0889-24-5040

50シェル フル ㈲ 福吉石油店 カーポート天王SS いの町池ﾉ内332-1 0888-93-0747吾川郡

51コスモ フル ㈲山岡石油店 枝川SS いの町枝川1133 0888-92-0523


