
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【38愛媛県】　取扱店/66　販売店/ 14 2023-05-01現在

地区　38 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル ㈲今出石油 今出SS 西垣生町710-2 089-972-0549

2 伊藤忠エネクス フル ㈱戒田商事 戒田商事 森松給油所 森松町1032番地 089-956-1262

3出光 フル 汐見石油㈱ 勝岡SS 太山寺町872-3 089-978-1270

4ENEOS フル 藤村石油㈱ 古川SS 古川西3丁目5-25 089-958-7803

5ENEOS フル 藤村石油㈱ 保免SS 保免西3丁目11-18 089-971-7060

6ENEOS フル 三原産業㈱ Dr.Drive松山店 一番町2丁目6-1 089-945-7079 〇

7ENEOS フル 三原産業㈱ Dr.DriveU-time21店 宮西1丁目4-37 089-925-1368 〇

8ENEOS セルフ 三原産業㈱ Dr.Driveセルフ谷町店 谷町143-1 089-911-8900 〇

9ENEOS フル 三原産業㈱ Dr.Drive平井町店 平井町甲3163-1 089-976-6293 〇

10ENEOS セルフ 三原産業㈱ Dr.Drive坊っちゃんスタジアム店 保免西4-6-28 089-965-2555 〇

松山市

11ENEOS セルフ 三原産業㈱ Dr.DriveCAMELLIA33店 北土居町4丁目18-9 089-958-2795 〇

12ENEOS フル 朝日エナジー㈲ 朝倉SS 古谷甲548-1 0898-56-3621

13その他 フル 朝日エナジー㈲ グラン今治SS 東門町5-15-23 0898-24-6401

14コスモ フル ㈲大谷石油 吉海町 吉海町仁江96-1 0897-84-2829

15ENEOS フル ㈱柿原商店 今治東SS 南鳥生町3-1-10 0898-22-5007

16SOLATO フル＆セルフ サンセイ石油㈱ 長沢甲1252-1 0898-48-0158

17ENEOS フル ㈱白石石油店 拝志SS 拝志3-12 0898-48-5653

18ENEOS フル 東石㈱ 喜田村SS 喜田村6丁目2-26 0898-48-1533

19ENEOS フル 東石㈱ 今治SS 恵美須町1丁目1-10 0898-23-3721

20ENEOS フル 東石㈱ サンウェーイマバリSS 片山2丁目7-8 0898-23-2929

21SOLATO フル 東冷㈱ 今治港給油所 恵美須町3丁目1-39 0898-24-1781

22ENEOS セルフ 吉源石油㈱ アイビーロードのま 阿方甲329-1 0898-25-3733

23ENEOS フル 吉源石油㈱ 常盤町SS 常盤町5丁目6番1号 0898-24-2006

今治市

24ENEOS フル 吉源石油㈱ 今治 片原町3丁目143-2 0898-32-0152

25ENEOS フル (名)赤坂商事 合名会社赤坂商事 吉田町立間尻甲427 0895-52-0172

26ENEOS フル シンツ石油㈱ プラザ弁天町SS 弁天町1丁目7番3号 0895-24-5800

27ENEOS フル シンツ石油㈱ プラザ保田 保田甲990番地 0895-20-3030

28コスモ フル ㈱大和石油 和霊町SS 和霊中町2-2-18 0895-22-4737

29ENEOS フル 寺田石油㈱ 寺田石油株式会社 湊給油所 丸の内5丁目8-8 0895-22-4777

30ENEOS フル ㈲西崎石油店 岩松 津島町岩松甲590-2 0895-32-2039

31ENEOS セルフ 三原産業㈱ きさいや寿町SS 寿町2丁目293-13 0895-22-0155 〇

32ENEOS フル 三原産業㈱ Dr.DriveCastleAvenue店 中央町1町目10-10 0895-22-5928 〇

宇和島市

33ENEOS フル ㈲山本石油店 有限会社山本石油店 吉田町西小路73-1 0895-52-1238

34ENEOS フル 三原産業㈱ Dr.Drive八幡浜店 江戸岡1254 0894-22-3883 〇八幡浜市

35ENEOS フル ㈲宮内サービスセンター 宮内 保内町宮内1-658-2 0894-36-0505

36ENEOS フル 四国物産㈱ パルシェ西原SS 西原町1-4-43 0897-32-4824 〇

37出光 フル ㈲藤田石油商事 泉川SS 松原町1-78 0897-43-6155

新居浜市

38ENEOS フル ㈲矢野プロパン 国領SS 国領1-1813-1 0897-41-6775

39SOLATO フル 東冷㈱ 保内給油所 壬生川604-1 0898-64-3977西条市

40シェル フル 新高石油㈲ 楢木 楢木8番地 0897-57-9036

41コスモ フル ㈲古森石油店 古森石油店 大洲SS 大洲600番地の1 0893-24-2161

42コスモ フル ㈲古森石油店 古森石油店 徳森SS 徳森字宮方336番地1 0893-25-2111

43コスモ フル ㈲古森石油店 南予丸善 南インターSS 北只153番地1 0893-24-3897

44ENEOS フル 滝野石油店 滝野石油店 平野町野田3369-1 0894-24-4429

45ENEOS フル ㈲ 竹田石油 新谷SS 新谷乙1813 0893-25-0842

46ENEOS フル 三原産業㈱ Dr.Drive大洲店 田の口北正山甲27-1 0893-24-4535 〇

47ENEOS フル＆セルフ 三原産業㈱ Dr.Drive大洲東店 徳森字宮方385 0893-25-0047 〇

大洲市

48出光 セルフ 矢野ガス㈱ リバーサイド長浜 長浜町上老松6-1 0893-52-0420

49ENEOS フル ㈲永井商会 ENEOS中山SS 中山町中山丑282-3 089-967-0117伊予市

50ENEOS フル 藤村石油㈱ 下吾川SS 下吾川955-3 089-982-1277

51ENEOS フル トクワカ商事㈱ 村松 村松町882番地 0896-24-4460

52ENEOS フル ㈱平石石油 三島中央SS 中曽根町396-1 0896-24-3981

四国中央市

53ENEOS フル ㈲渡辺石油店 土居SS 土居町中村1317-2 0896-74-3532

54ENEOS フル 野村石油㈱ 野村石油株式会社 野村町野村10-490-1 0894-72-1110

55ENEOS フル 兵頭石油 兵頭石油 三瓶町皆江1867番地1 0894-34-0276

西予市

56ENEOS フル 三原産業㈱ Dr.Drive宇和れんげ店 卯之町1丁目520 0894-62-1248 〇

57その他 セルフ ㈲フォーライズ ナッティー中浦SS 愛南町中浦7-1 0895-75-0312

58ENEOS フル 三原産業㈱ 南宇和SS 愛南町蓮乗寺467-4 0895-73-0366 〇

南宇和郡

59ENEOS フル ㈲山本石油 御荘SS 愛南町御荘平城73番地 0895-72-0406

60ENEOS フル ㈲近永石油 近永石油 きほくSS 鬼北町近永592-1 0895-45-0376

61出光 フル ㈲二宮石油店 近永 鬼北町近永1198番地 0895-45-1123

北宇和郡

62出光 フル ㈲二宮石油店 中野川 鬼北町中野川558-1番地 0895-45-3008

63その他 フル ㈲ミヤヒロ石油店 たちかわ給油所 内子町川中1976番地 0893-45-0302喜多郡

64ENEOS フル 吉田石油㈱ 吉田石油 五十崎SS 内子町平岡甲1-3 0893-44-3131

上浮穴郡 65ENEOS フル 山本石油㈱ 久万国道SS 久万高原町久万1479-1 0892-21-1188

西宇和郡 66SOLATO フル ㈲松下石油店 (有)松下石油店 三崎SS 伊方町三崎1495 0894-54-0141


