
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【40福岡県】　取扱店/66　販売店/ 3 2023-05-01現在

地区　40 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＆セルフ 九州米油㈱ 穴生 八幡西区穴生4丁目9-22 093-631-0494

2シェル フル 九州米油㈱ 小嶺 八幡西区小嶺台1丁目1-55 093-612-1411

3シェル フル 九州米油㈱ 八幡中央 八幡東区中央2丁目24-10 093-671-0400

北九州市

4ENEOS セルフ 南国殖産㈱ D.D.黒崎給油所 八幡西区熊西1丁目2-16 093-644-7012

5ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 友泉亭給油所 城南区長尾1丁目19-11 092-871-3044

6ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 松崎給油所 東区舞松原2丁目13-5 092-682-3730

7ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 桜丘給油所 博多区浦田2丁目22-22 092-504-2611

8ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 金隈給油所 博多区立花寺1丁目9-27 092-504-0652

9ENEOS フル 林兼石油㈱ 野芥SS 早良区野芥3-26-3 092-863-5588

10ENEOS フル 林兼石油㈱ リバーサイド友泉亭SS 中央区笹丘1-26-7 092-731-0330

福岡市

11ENEOS フル 林兼石油㈱ 五十川SS 博多区那珂6-24-1 092-571-5524

12 伊藤忠エネクス フル 酒見石油㈱ 三池給油所 歴木1564 0944-56-9093

13ENEOS フル 武末石油店 唐船SS 唐船151 0944-57-3995

大牟田市

14シェル フル フレンドシップ諏訪 藤満石油 フレンドシップ諏訪 藤満石油 諏訪町1丁目46 0944-43-1147 〇

15ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Drive セルフ安武店 安武町安武本字向山三3268-1 0942-51-9011

16ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Drive 六ツ門店 原古賀町22-15 0942-34-6121

17ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Drive久留米東店 山川沓形町1-20 0942-44-6428

18ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Drive セルフ小森野店 小森野2-16-20 0942-32-0563

19ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Drive 久留米インター店 新合川1-5-33 0942-43-4899

20ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Drive 花畑店 西町北鞍打2 0942-33-3095

21ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Driveくし原店 東櫛原町字小高橋40 0942-35-8929

22ENEOS フル ㈲ 斉藤商店 久留米SS 野中町912-4 0942-33-3461 〇

23ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 久留米インター給油所 御井旗崎1丁目1-12 0942-44-0446

24ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 諏訪野町給油所 諏訪野町2360 0942-32-0690

25ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 南町給油所 南2丁目1-1 0942-22-0713

26ENEOS フル 西田石油 三潴SS 三潴町田川254-1 0942-64-2983

久留米市

27ENEOS フル 林兼石油㈱ 久留米駅前SS 城南町8-25 0942-33-9526

28ENEOS フル ㈲総合 新橋SS 伊田3503-1 0947-42-9500

29ENEOS フル 田川江藤石油 田川ウエスト 弓削田233-5 0947-44-1064

田川市

30シェル フル ㈱谷口石油 谷口石油弓削田SS 弓削田1468-1 0947-42-2546

31出光 セルフ ㈱ヒラカワ 奥州町SS 奥州町23-11 0944-74-5838柳川市

32出光 フル ㈱ヒラカワ 大和町SS 大和町塩塚1327 0944-76-4191

33ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ八女店 蒲原惣津町970-10 0943-24-2588八女市

34ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ セルフ黒木中央SS 黒木町本分971 0943-42-0051

大川市 35ENEOS フル 江口石油店 江口石油店 大野島1484-1 0944-87-3786

筑紫野市 36ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ美しが丘店 美しが丘北4-1-5 092-927-3801

太宰府市 37ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ水城店 水城3-1-11 092-922-2169

古賀市 38ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 古賀給油所 久保906-17 092-942-7400

福津市 39ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 福間給油所 中央5丁目30-7 0940-42-2134

40ENEOS フル ㈱浮羽日石岩佐石油店 千足SS 浮羽町朝田593-1 0943-77-2008 〇うきは市

41出光 フル 江藤石油㈱ 浮羽給油所 浮羽町山北37-8 0943-77-2621

42その他 フル ㈲高宮 宮田SS 宮田4887-5 0949-32-0416宮若市

43ENEOS フル 南国殖産㈱ トヨタ九州北門前給油所 四郎丸1579-3 0949-33-4021

嘉麻市 44出光 フル ㈲益田石油 大隈SS 中益423 0948-57-0172

45ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Drive甘木南店 一木字原屋敷101 0946-22-3814

46キグナス セルフ ㈲斎藤石油店 キグナスセルフ杷木AS 杷木久喜宮905-1 0946-62-1225

47ENEOS フル ㈲斎藤石油店 ENEOS杷木SS 杷木古賀1869 0946-62-0277

朝倉市

48ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 甘木給油所 甘木畑2071-1 0946-22-4510

那珂川市 49シェル フル 林兼石油㈱ あかしや通りSS 片縄5-60 092-953-0530

八女郡 50ENEOS フル ㈱山下石油 広川インターSS 広川町新代957-20 0943-32-0505

51ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 苅田北九州空港インター給油所 苅田町苅田3787-65 0934-35-2611京都郡

52ENEOS フル ㈱フォーシー 豊津 みやこ町豊津389-1 0930-33-2274

53ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ片峰店 志免町志免中央3-11-1 092-935-3399

54ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ志免店 志免町別府北4-1-1 092-621-6664

55ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Drive福岡トラックステーション 粕屋町大字内橋字筒井811-2 092-622-2155

56ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 新宮緑ヶ浜給油所 新宮町緑ｹ浜4-12-6 092-962-9750

57ENEOS セルフ 林兼石油㈱ セルフトリアス前SS 久山町大字山田1086-2 092-957-5006

糟屋郡

58ENEOS フル 林兼石油㈱ Dr.Drive仲原SS 粕屋町大字仲原2635-1 092-621-6881

59ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ三輪店 筑前町依井488-3 0946-22-2237朝倉郡

60ENEOS フル ㈲ほのぼの佐藤石油店 夜須 筑前町篠隈185-57 0946-42-2314

61ENEOS フル 久保山石油㈱ 大刀洗 大刀洗町上高橋1139 0942-77-0175三井郡

62ENEOS フル 久保山石油㈱ 本郷 大刀洗町本郷3260-1 0942-77-0040

63コスモ フル 添田産業サービス㈱ 添田産業石油 添田給油所 添田町2137-1 0947-82-1414

64その他 燃料店 ㈲山本石油店 有限会社山本石油店 香春町大字高野1042番地 0947-32-2544

田川郡

65ENEOS フル ㈲ 油須原石油店 赤村4740-1 0947-62-2069

築上郡 66ENEOS フル 林兼石油㈱ 築城SS 築上町西八田1715 0930-56-1140


