
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【39香川県】　取扱店/153　販売店/ 21 2023-05-01現在

地区　39 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル 安部石油店 塩之江給油所 塩江町安原上275 087-893-0224

2ENEOS フル ㈲片山石油 伏石SS 伏石町2016-27 087-865-7244

3ENEOS フル ㈱亀田石油 ミマヤサービスステーション 御厩町大塚477-1 087-226-1001

4ENEOS フル ㈱亀田石油 香西北給油所 香西北町170-3 087-882-1441

5ENEOS フル ㈱亀田石油 神在給油所 香西北町521-6 087-882-6203

6ENEOS フル ㈱亀田石油 瀬戸内給油所 西町1-1 087-833-2233

7ENEOS フル ㈱亀田石油 郷東給油所 鶴市町2015-5 087-882-1597

8ENEOS フル 川西石油㈱ 塩上給油所 塩上町11-8 087-833-5511

9ENEOS フル 久米加㈱ オアシス鬼無給油所 鬼無町是竹91-4 087-881-2091

10ENEOS フル 久米加㈱ オアシス県庁前給油所 天神1-1 087-831-5710

11ENEOS フル ㈲小泉石油店 公渕西SS 西植田町1003-1 087-849-1181

12シェル フル ㈲ササキ石油販売 屋島西SS 屋島西町1388-1 087-843-3527

13コスモ フル 讃高物産㈱ 朝日町セントラル給油所 朝日町2-2-2 087-821-0023 〇

14コスモ セルフ 四国石油㈱ セルフ海岸通り 郷東町567-1 087-881-3121 〇

15コスモ セルフ 四国石油㈱ セルフ今里町 今里町4-1 087-867-6987 〇

16コスモ フル 四国石油㈱ 藤塚町SS 藤塚町1丁目3番28号 087-834-6894 〇

17ENEOS セルフ 高橋石油㈱ ウイングス21一宮給油所 一宮町141-4 087-889-8283

18ENEOS フル 高橋石油㈱ 川東給油所 香川町川東2011-13 087-879-2118

19ENEOS セルフ 高橋石油㈱ ウイングス21国分寺給油所 国分寺町国分188-3 087-874-6210

20ENEOS セルフ 高橋石油㈱ 松縄町給油所 松縄町1105-1 087-868-3434

21ENEOS フル 高橋石油㈱ サンポート高松給油所 西内町3-16 087-822-8244

22ENEOS フル 高橋石油㈱ ウイングス21太田給油所 太田下町2352-1 087-868-2400

23ENEOS セルフ 高橋石油㈱ 勅使給油所 勅使町1287-1 087-865-0926

24ENEOS セルフ 高橋石油㈱ 詰田川給油所 木太町2510-1 087-861-2824

25ENEOS フル 高松石油㈱ 木太町SS 木太町8区3830-1 087-865-2424

26ENEOS フル 中條石油㈲ 塩江給油所 塩江町安原下第2号1658-1 087-897-0140

27コスモ フル 天雲石油㈱ 中森大橋給油所 檀紙町1502-6 087-885-2234

28 アポロステーション フル 徳島石油㈱ 一宮SS 一宮町1517-1 087-886-3453

29 アポロステーション フル 徳島石油㈱ 下田井SS 下田井町355-9 087-847-3771

30 アポロステーション フル 徳島石油㈱ 空港通りSS 香川町川東下747-1 087-879-8571

31 アポロステーション フル 徳島石油 今里SS 今里町1丁目28-28 087-834-7301

32 アポロステーション フル 徳島石油㈱ 三谷SS 三谷町118-1 087-888-3631

33コスモ フル ㈲中原石油産業 多肥SS 多肥上町38-3 087-889-0610

34ENEOS セルフ 廣瀬石油㈱ 前田SS 前田西町85-10 087-847-5660

35その他 セルフ ㈱藤田商店 ハローズ六条SS 六条町42-1 087-840-7115 〇

36シェル フル ㈲藤野商店 コミュニティショップふじのSS 庵治町6392-48 087-871-5151

37ENEOS セルフ 牧田石油㈲ 高松第一SS 上福岡町657-9 087-831-2591

38ENEOS セルフ 牧田石油㈲ 高松第二SS 上福岡町657-9 087-831-2591

39ENEOS フル＆セルフ 松村石油㈲ ルート11松村給油所 檀紙町1645-1 087-886-0301

40出光 フル 湊商事㈱ ユーポート瀬戸内 瀬戸内町46-1 087-823-0011

41出光 フル 湊商事㈱ ユーポート朝日町 福岡町3-5-11 087-811-6111

42SOLATO フル ㈱吉田石油店 高松西SS 円座町字道下407-2 087-886-2005

43コスモ セルフ 若宮産業㈱ 高松南 東ﾊｾ゙町3-1 087-866-3131

高松市

44コスモ セルフ 若宮産業㈱ セルフステーション高松東バイパス 伏石町2135-13 087-867-2020

45ENEOS セルフ 天野商事㈱ サンテラスぐんげセルフSS 郡家町2650-1 0877-25-5501 〇

46ENEOS セルフ 天野商事㈱ セルフ&エコ丸亀西SS 今津町508 0877-25-2200 〇

47ENEOS セルフ 天野商事㈱ 丸亀ふたご山SS 土器町西1丁目303-1 0877-85-3261 〇

48ENEOS フル アラビヤ商事㈱ 丸亀給油所 土器町東8-59 0877-23-3171

49シェル フル エイコーサービス㈲ 丸亀北給油所 新浜町1-10-13 0877-58-3566

50出光 フル＆セルフ ㈲香川石油店 富熊SS 綾歌町富熊163 0877-86-2074

51ENEOS フル＆セルフ ㈱カナマル エネオス飯山SS 飯山町西坂元140 0877-98-2256

52コスモ フル ㈲建石石油 飯山SS 飯山町東坂元1974-5 0877-98-2414

53ENEOS フル 平尾石油店 東小川SS 飯山町東小川1958-3 0877-98-2639

54ENEOS セルフ ㈱藤田商店 丸亀SS 土器町東8-103 0877-58-2250 〇

55その他 セルフ ㈱藤田商店 ハローズ丸亀中府SS 中府町1-5-1 0877-58-2788 〇

56ENEOS フル ㈲三木石油 垂水給油所 垂水町2960-2 0877-28-7537

57ENEOS フル＆セルフ 山田石油㈲ 土器町給油所 土器町東6-134 0877-22-2563

58ENEOS セルフ 横井石油㈱ 讃岐富士SS 飯山町933 0877-98-2045

59シェル フル ㈱吉田石油店 ルート11丸亀SS 土器町西4-163 0877-23-8518

丸亀市

60ENEOS セルフ ㈱吉田石油店 丸亀サウスSS 柞原町972-1 0877-21-8550

61ENEOS フル ㈲賀茂川石油 加茂SS 加茂町425-2 0877-48-0833

62ENEOS フル ㈲賀茂川石油 賀茂川SS 府中町5570-1 0877-48-0052

63コスモ フル 四国石油㈱ 加茂SS 加茂町62-3 0877-48-0220 〇

64コスモ フル ㈲杉尾石油店 サヌキ府中給油所 府中町969-1 0877-48-0166

65ENEOS フル ㈲日石府中給油所 日石府中給油所 府中町4091-1 0877-48-0356

66ENEOS フル ㈲橋本自動車販売 林田SS 林田町287-1 0877-47-0205

坂出市

67出光 フル 林田石油㈱ 坂出東給油所 江尻町新開228-1 0877-44-1511
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68その他 フル ㈲美装苑 川津給油所 川津町3634-1 0877-46-4889

69シェル フル 港運送㈱ 坂出SS 昭和町1-2-31 0877-46-5139

70ENEOS セルフ 横井石油㈱ 讃岐鴨川SS 加茂町78-3 0877-48-0252

71ENEOS セルフ 横井石油㈱ 栄橋SS 江尻町1142-1 0877-59-2055

72ENEOS フル＆セルフ 横井石油㈱ 瀬戸大橋通SS 江尻町新開191-362 0877-45-0487

73ENEOS セルフ 横井石油㈱ ニュー坂出SS 入船町1-1-2 0877-46-3572

74ENEOS セルフ 横井石油㈱ 富士見町SS 富士見町2-4-10 0877-46-0253

坂出市

75コスモ フル＆セルフ ㈲ヨシイ カワツ給油所 川津町2923-4 0877-46-3969

76コスモ セルフ 四国石油㈱ セルフ善通寺 原田町1256-1 0877-63-2345 〇

77その他 フル ㈱富田商店 善通寺SS 大麻町347-1 0877-73-2327

78ENEOS フル 橋本石油㈱ 善通寺SS 上吉田町107-2 0877-62-2071 〇

79ENEOS セルフ ㈱藤田商店 善通寺上吉田SS 上吉田町384-3 0877-64-0005 〇

80SOLATO フル ㈱吉田石油店 善通寺インターSS 原田町1248 0877-63-5050

善通寺市

81ENEOS セルフ ㈱吉田石油店 善通寺西SS 中村町858 0877-63-5755

82ENEOS フル ㈲大西石油 粟井SS 粟井町常次1146 0875-27-7200

83コスモ フル ㈲大西石油 大野原SS 大野原町大野原6839 0875-54-2106

84ENEOS フル 合田商事㈱ 豊浜給油所 豊浜町和田浜1602 0875-52-3151

85ENEOS セルフ 四国物産㈱ パルシェ観音寺SS 昭和町2-4-2 0875-56-1663 〇

86ENEOS セルフ 四国物産㈱ パルシェトキワSS 流岡町74-1 0875-24-1355 〇

87出光 フル ㈱中村石油 大野原SS 大野原町大野原3613 0875-54-2820

88ENEOS フル ㈲藤石油店 観音寺南SS 本大町1043-12 0875-27-9078

89ENEOS セルフ ㈱藤田商店 観音寺サウスSS 柞田町乙2460 0875-56-0188 〇

90コスモ フル＆セルフ 三好石油㈱ セルフ大野原インター 大野原町大野原3854番地1 0875-54-2163

91ENEOS セルフ ㈱吉田石油店 セルフ豊浜SS 豊浜町和田浜1511 0875-63-7550

観音寺市

92SOLATO セルフ ㈱吉田石油店 観音寺国道SS 本大町1603-1 0875-25-0338

93ENEOS フル ㈲安部輪産業 多和給油所 多和中山下101-2 0879-56-2316

94ENEOS フル 久米加㈱ オアシス長尾給油所 長尾西1058-4 0879-52-2231

95コスモ セルフ 四国石油㈱ セルフ寒川町 寒川町石田東甲1276-2 0879-43-5333 〇

96SOLATO フル 竹本石油㈱ 長尾SS 長尾西1103 0879-52-1449

97 アポロステーション フル 徳島石油㈱ 津田SS 津田町津田933-2 0879-42-2220

98出光 フル ㈲軒原石油 松尾ＳＳ 大川町富田東32-1 0879-43-3047

さぬき市

99ENEOS フル マルト急配㈲ 寒川給油所 寒川町石田東甲351-1 0879-43-2119

100SOLATO フル 岩佐石油㈲ 引田SS 馬宿129-1 0879-33-3053

101SOLATO フル 竹本石油㈱ 三本松SS 三本松1706-1 0879-25-3701

102SOLATO フル 竹本石油㈱ ニュー白鳥SS 湊1910-5 0879-25-0953

東かがわ市

103出光 フル 野崎産業㈲ 引田西SS 引田1954-1 0879-33-3374

104その他 フル ㈲秋田石油店 山本町SS 山本町神田4309-1 0875-63-3329

105ENEOS フル 麻石油 麻石油SS 高瀬町下麻1051 0875-74-6347

106ENEOS フル ㈲倉本 仁尾SS 仁尾町仁尾丁1452-55 0875-82-3121

107シェル フル 白川石油㈱ ニュー詫間SS 詫間町詫間6784-22 0875-83-2406

108ENEOS フル ㈱高木商店 ファーロヤマモトSS 山本町財田西746 0875-63-2678

109ENEOS フル ㈲多田石油 サンリッチ三野SS 三野町大見甲1000 0875-72-5483

110ENEOS フル 露原石油店 露原石油店 財田町財田中545-2 0875-67-2227

111SOLATO セルフ ㈲バース ヤマモトサービースステーション 山本町辻1904-1 0875-83-1741

112ENEOS フル ㈱平野屋商店 平野屋SS 豊中町笠田笠岡1927 0875-62-2013

113その他 フル ㈲藤田石油店 詫間SS 詫間町詫間4188-1 0875-83-2266

114ENEOS フル ㈱吉田石油店 ニュー三野SS 三野町下高瀬1220-1 0875-72-4912

115キグナス セルフ 吉田石油店 セルフ山本給油所 山本町財田西371-1 0875-63-2074

116ENEOS セルフ ㈱吉田石油店 スーパーセルフ豊中SS 豊中町比地大981-1 0875-62-5648

三豊市

117ENEOS フル ㈱吉田石油店 詫間海岸通りSS 詫間町詫間680-8 0875-56-5455

118ENEOS セルフ ㈱亀田石油 三木バイパス給油所 三木町下高岡1123-1 087-891-1210

119SOLATO フル 高橋石油㈱ 三木町給油所 三木町上高岡352-2 087-898-7888

120 アポロステーション フル 徳島石油㈱ 三木SS 三木町井戸564-1 087-899-1241

121 アポロステーション フル 徳島石油㈱ 池戸SS 三木町池戸2843-1 087-898-0357

木田郡

122ENEOS セルフ ㈱西丸石油店 三木中央給油所 三木町鹿伏265-1 087-898-2037

123ENEOS フル 久米加㈱ オアシス滝宮給油所 綾川町滝宮450-5 087-876-0038

124コスモ セルフ 四国石油㈱ セルフ綾南町 綾川町陶2692-1 087-876-3900 〇

125シェル フル 新高商事㈱ 十三塚SS 綾川町畑田708 087-877-0528

綾歌郡

126ENEOS セルフ 横井石油㈱ シーサイドパークさぬきSS 宇多津町浜2番丁20-3 087-749-1540

127コスモ フル 木村プロパン㈱ 直島給油所 直島町2272-10 087-892-2524

128ENEOS フル 直島石油㈲ 直島第二給油所 直島町4054 087-892-3054

香川郡

129ENEOS フル 直島石油㈲ 直島給油所 直島町宮ﾉ浦2004-2 087-892-3288

130ENEOS フル 安岐石油 豊島給油所 土庄町豊島家浦890 0879-68-2725

131ENEOS フル 緋田石油店 緋田石油店SS 土庄町豊島家浦2148-1 0879-68-3006

132その他 セルフ ㈱イシイ しまちゃんセルフSS 土庄町字王子前甲24-21 0879-62-9030

133ENEOS フル ㈱イシイ サンライズ土庄SS 土庄町上庄1390-1 0879-62-7558

小豆郡

134その他 セルフ ㈱イシイ オリーブタウンセルフSS 土庄町渕崎字要鉄甲1359-1 0879-62-1228
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135その他 フル ㈱大谷 大谷給油所 土庄町甲6193-21 0879-62-1255

136その他 フル ㈱大部サービスステーション 大部サービスステーション 土庄町大部甲3225-2 0879-67-2233

137シェル フル オリーブエネルギー㈱ 小豆島港SS 土庄町甲5165-30 0879-62-5055

138ENEOS フル 香川商事㈱ リバーサイド土庄給油所 土庄町上庄1525-1 0879-62-1110

139シェル フル 金両㈱ 出光昭和シェル小豆島給油所 小豆島町馬木甲846-6 0879-82-3331

140コスモ フル 四国石油㈱ 土庄SS 土庄町渕崎2067-1 0879-62-1460 〇

141ENEOS フル ㈱ヒダ 池田港給油所 小豆島町池田228-27 0879-75-0426

142コスモ フル 真砂石油 真砂石油 小豆島町池田876-1 0879-75-0339

小豆郡

143SOLATO フル ㈱吉田石油店 小豆島SS 土庄町字半の池甲1360-70 0879-62-0130

144ENEOS セルフ 天野商事㈱ 多度津セルフSS 多度津町本通1丁目11-20 0877-56-6040 〇

145ENEOS フル 北井石油㈲ 琴平給油所 まんのう町買田506-2 0877-75-3333

146その他 フル ㈱サンオイル 炭所西SS まんのう町炭所西948-32 0877-79-0855

147シェル フル 讃備石油㈱ 多度津給油所 多度津町本通3-6-21 0877-32-3391

148ENEOS フル ㈱高尾商店 美合SS まんのう町川東925-1 0877-84-2402

149コスモ フル ㈲竹内石油店 琴平SS 琴平町榎井69-7 0877-75-3623

150ENEOS フル 西岡商事㈱ 多度津給油所 多度津町東港町11 0877-33-1001

151ENEOS フル ㈲丸井石油 満濃町SS まんのう町吉野下1483-5 0877-75-3511

152その他 フル ㈲森末商店 多度津SS 多度津町大字道福寺377-1 0877-33-1333

仲多度郡

153コスモ フル ㈲吉野タクシー 満濃SS まんのう町吉野2492-1 0877-79-2311


