
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【41大分県】　取扱店/95　販売店/ 22 2023-05-01現在

地区　41 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル ㈱アーク 西大分 王子町8番8号 097-534-1956

2ENEOS フル ㈱アーク 古国府 広瀬町二丁目4番1号 097-544-0478

3ENEOS フル ㈱アーク 三佐 三佐八坂原653 097-521-6254

4ENEOS フル ㈱アーク 新川西 新川西一丁目6番22号 097-536-6214

5ENEOS フル＆セルフ ㈱アーク 稙田 大字横瀬字田代60-2 097-541-0027

6ENEOS フル ㈱アーク 津守 津守字古道下504-1 097-569-8921

7シェル フル ウチダ興業㈲ 下郡 大字下郡3708番地の42 097-568-7109

8コスモ フル ㈲大分スワロー石油 宗方SS 上宗方513-5 097-541-0601

9 アポロステーション フル 大分石油㈱ 王子町 王子港町1-14 097-534-4007 〇

10 アポロステーション セルフ 大分石油㈱ 皆春 皆春後田302-1 097-522-0333 〇

11ENEOS セルフ 大分石油㈱ ホワイトロード光吉 光吉666-1 097-567-7501 〇

12 アポロステーション フル 大分石油㈱ 新日鉄前 松原町3-5-17 097-558-9094 〇

13 アポロステーション フル 大分石油㈱ 昭和通り 長浜町1-12-8 097-536-3691 〇

14ENEOS セルフ 大分石油㈱ 九石ドーム松岡 毛井351-1 097-528-7300 〇

15ENEOS フル＆セルフ 大分石油㈱ のつはる 野津原1144-1 097-588-9343 〇

16ENEOS セルフ 加藤石油㈱ Dr.Driveセルフ新日鉄前SS 萩原4-8-28 097-558-4771

17コスモ セルフ 新光石油㈱ ラクのりショップ乙津 乙津港町1丁目5番10号 097-551-5191

18ENEOS セルフ 新光石油㈱ セルフカ-ケア下郡 下郡工業団地3154番7号 097-554-8108

19 アポロステーション フル 新光石油㈱ 坂ノ市SS 久原中央1丁目2番21号 097-593-0141

20コスモ フル 新光石油㈱ 金池SS 金池町4丁目9番32号 097-537-1557

21ENEOS セルフ 新光石油㈱ セルフ古国府 大字古国府田中380番4号 097-545-2778

22 アポロステーション セルフ 新光石油㈱ セルフ南大分 大字田中町3丁目9番8号 097-573-6917

23コスモ セルフ 新光石油㈱ イデックス大分 中戸次川床6081号 097-597-4660

24コスモ フル 新光石油㈱ 萩原SS 萩原1丁目1番34号 097-551-7560

25 アポロステーション フル 新光石油㈱ 南大分SS 豊饒447番1号 097-543-0789

26 アポロステーション フル＆セルフ 清家石油㈱ 西大分 大字生石145-44 097-529-7255

27コスモ フル 東九州石油㈱ 大分南SS 鴛野867-1 097-569-3308

28コスモ フル 東九州石油㈱ 新日鉄前SS 花高松3丁目10-8 097-558-8408

29コスモ フル 東九州石油㈱ 春日浦SS 春日浦843-49 097-533-1882

30コスモ フル 東九州石油㈱ 大在SS 城原字尾崎2674-2 097-592-4001

31SOLATO フル 東九州石油㈱ 東萩原SS 新貝1-1 097-551-9455

32コスモ フル 東九州石油㈱ 大道SS 西大道2丁目1番1号 097-543-6411

33コスモ フル 東九州石油㈱ 大分インターSS 大字三芳字西園1773 097-543-1459

34コスモ フル ㈱平野石油 松岡SS 松岡1740-1 097-524-6904

35コスモ フル ㈱平野石油 金谷SS 大字宮河内4159-1 097-529-2501

大分市

36ENEOS セルフ ㈲ 別府九石販売 セルフ高城 高城南町8-16 097-573-0020

37 アポロステーション フル 大分石油㈱ 亀川東町 亀川東町17-10 0977-66-3111 〇

38 アポロステーション フル＆セルフ 清家石油㈱ 別府 新港町4-27 0977-21-0861

39 アポロステーション フル＆セルフ 清家石油㈱ 鉄輪 鶴見砂原130-3 0977-66-2100

40 アポロステーション フル＆セルフ 清家石油㈱ シーサイド別府 浜町3-15 0977-21-6200

41コスモ フル 東九州石油㈱ 弓ヶ浜SS 弓ヶ浜1285 0977-22-3181

42コスモ セルフ 東九州石油㈱ 観海寺SS 南立石2092-6 0977-22-2876

別府市

43ENEOS フル＆セルフ ㈲ 別府九石販売 セルフみずほ 中島町15-19 0977-21-0700

44 アポロステーション セルフ 大分石油㈱ コミュニティしぶや 山国町宇曽1159-1 0979-62-2211 〇中津市

45 アポロステーション セルフ 大分石油㈱ サンシャイン中津 中殿町3-31-21 0979-22-0911 〇

46ENEOS セルフ 石田産業㈱ ENEOSセルフ天瀬SS 天瀬町馬原2102-1 0973-57-2323

47ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ新治店 新治町462-1 0973-22-6795

48ENEOS フル グリーン石油㈱ 本町9番17号 0973-24-3923

49ENEOS フル＆セルフ 日商石油㈱ 天神 大字三和43-2 0973-23-0138 〇

50出光 フル ㈲日高石油 城内SS 上城内町1-22 0973-22-6624

51ENEOS セルフ ㈱三笘石油 セルフ三和 大字三和財津町2639番地1 0973-24-3633

日田市

52シェル フル ㈱吉冨産業 日田CS 三本松1-13-24 0973-23-3168 〇

53 アポロステーション フル 大分石油㈱ 佐伯ながしま 長島町3-529 0972-22-2318 〇

54その他 フル 河野産業㈱ 尺間 弥生尺間1144番地 0972-46-0607

55ENEOS フル 三栄石油商事㈱ 上岡SS 上岡1482-1 0972-22-4511

56SOLATO セルフ 東九州石油㈱ 城南SS 城南2944 0972-23-3572

57コスモ フル＆セルフ 東九州石油㈱ 幹線通りSS 常盤南2-6 0972-23-1442

58SOLATO セルフ 東九州石油㈱ 蛇崎SS 池田2107-1 0972-25-1114

佐伯市

59その他 フル＆セルフ ㈱山本石油販売 上岡SS 大字上岡595-1 0972-23-7296

60コスモ フル 東九州石油㈱ 洲崎SS 洲崎2丁目75-2 0972-62-9135

61コスモ フル＆セルフ 東九州石油㈱ あすとぴあSS 大字戸室字長谷1121-1 0972-63-2003

62コスモ フル 東九州石油㈱ 臼杵インターSS 大字市浜馬渡1173-1 0972-62-5108

臼杵市

63ENEOS フル 東九州石油㈱ 日当SS 野津町大字宮原4281 0974-32-2040

64ENEOS フル 戸髙石油㈱ 戸髙石油SS 合ﾉ元町5-33 0972-82-5820 〇

65コスモ フル 東九州石油㈱ 津久見SS 港町4142 0972-82-5205

津久見市

66ENEOS フル 松井アルファス㈱ 津久見 港町1番18号 0972-82-3185

竹田市 67 アポロステーション フル ㈱阿部石油 柏原SS 荻町宮平3650-1 0974-68-2148
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地区　41 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS フル 加藤石油㈱ 竹田SS 大字会々2249-2 0974-63-1160

69ENEOS フル 加藤石油㈱ 竹田ドライブインSS 大字菅生塚原939-1 0974-65-2515

70ENEOS セルフ 加藤石油㈱ Dr.Driveセルフ豊後岡藩給油所SS 大字挾田字濁渕1058 0974-63-1165

71シェル フル 児玉石油店 久住 久住町大字久住6103 0974-76-0050

竹田市

72コスモ フル 東九州石油㈱ 竹田SS 大字竹田1526番地 0974-63-2047

73 アポロステーション フル 大分石油㈱ 玉津 御玉中之島102-1 0978-22-2080 〇

74ENEOS セルフ 大分石油㈱ 高田白ねぎ 新栄1388-3 0978-22-2491 〇

豊後高田市

75キグナス フル 長野石油 佐野SS 佐野5036-1 0978-22-3189

杵築市 76 アポロステーション フル 大分石油㈱ 杵築城下町 杵築北浜665-207 0978-62-4561 〇

77 アポロステーション フル 大分石油㈱ 四日市 石田129-1 0978-32-0079 〇宇佐市

78ENEOS フル＆セルフ 賀来石油㈱ 安心院SS 安心院町下毛2096-1 0978-44-0331

79 アポロステーション セルフ 大分石油㈱ サンブレス三重 三重町赤嶺1884 097-422-0059 〇

80コスモ フル ㈲甲斐石油店 大野町田中 大野町田中2390-1 097-434-2330

81コスモ フル 清川石油㈲ 清川町砂田1558-1 097-435-3560

82ENEOS フル＆セルフ 佐藤石油㈱ 清川SS 清川町臼尾412-1 097-435-2510

豊後大野市

83コスモ フル 東九州石油㈱ 三重SS 三重町市場3-1222 097-422-0130

84コスモ フル ㈱大谷商会 湯平温泉SS 湯布院町下湯平2408番地1 0977-86-2155

85コスモ フル ㈱大谷商会 湯布院第1SS 湯布院町川上2939番地1 0977-84-3126

由布市

86コスモ セルフ ㈱大谷商会 セルフ湯布院DNS 湯布院町川上3035番地7 0977-28-8090

87ENEOS フル＆セルフ 大分石油㈱ 国東 国東町鶴川字宮ﾉ下121-1 0978-72-0164 〇

88その他 フル ㈲酒井商店 酒井商店 大分空港SS 安岐町塩屋313-7 0978-67-1281 〇

国東市

89シェル フル＆セルフ ムサシ石油㈲ ムサシ宇宙港SS 武蔵町古市167-3 0978-68-0001

90ENEOS セルフ 加藤石油㈱ セルフ日出SS 日出町大字豊岡字弁入580 0977-72-2819

91コスモ フル ㈲こうの石油 川崎 日出町川崎3683-4 0977-73-2112

速見郡

92 アポロステーション フル＆セルフ 清家石油㈱ 日出 日出町2299-1 0977-28-0300

93ENEOS フル 安達石油 玖珠SS 玖珠町大字山田2291-1 0973-72-2036

94ENEOS セルフ ㈱カンダ石油 玖珠国道SS 玖珠町大字塚脇445-3 0973-72-2053

玖珠郡

95出光 フル 東久大通運㈱ 東久大通運大隈給油所 玖珠町大隈197-4 0973-72-0043


