
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【42佐賀県】　取扱店/84　販売店/ 7 2023-05-01現在

地区　42 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル ㈱ウチダ 佐賀SS 与賀町2-1 0952-25-1271

2シェル フル ㈱ 栄城石油 本庄給油所 本庄町本庄1168-1 0952-24-9753

3出光 フル ㈲ 扇町石油店 扇町SS 嘉瀬町大字扇町2509 0952-24-9225

4ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ佐賀下田店 下田町2-67 0952-41-8600

5ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ佐賀大和店 高木瀬西6-995-1 0952-33-2999

6ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Drive高木瀬店 神野東3-14-28 0952-30-7703

7ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ医大通り店 鍋島1-9-3 0952-32-2122

8ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ東部環状店 兵庫南2-16-24 0952-22-5221

9 アポロステーション フル (株)希星 池田石油 川副町犬井道1697-1 0952-45-0427

10ENEOS フル ㈱小柳石油 Dr.Drive蓮池店 蓮池町蓮池358-7 0952-97-0316

11ENEOS フル ㈱小柳石油 天祐SS 天祐1-2-31 0952-26-0089

12ENEOS フル ㈱小柳石油 若楠SS 若楠3-2-6 0952-31-9333

13 アポロステーション フル 大和興産石油㈱ 蛍川橋給油所 高木瀬西6-1149-2 0952-33-2221

14 アポロステーション フル 大和興産石油㈱ 八戸給油所 鍋島町大字八戸3178-3 0952-24-5692

15 アポロステーション フル＆セルフ 大和興産石油㈱ 夢咲中央給油所 兵庫北5丁目11-21 0952-30-7325

16ENEOS フル ㈱ナオツカ 株式会社ナオツカ 末広SS 末広二丁目9-8 0952-23-1166

17ENEOS フル 羽立石油店 羽立石油店 金立町千布2279-1 0952-98-1510

18 アポロステーション フル ㈱原石油店 久保泉SS 596 0952-98-0805

19その他 フル ㈱フクユ 城南SS 本庄町大字袋289-6 0952-26-6352

佐賀市

20出光 フル 理研石油㈱ 大財駅前SS 駅前中央三丁目5番18号 0952-30-9505

21 アポロステーション フル＆セルフ ㈱ 平岡石油店 モーパ町田 町田621-1 0955-74-5757

22ENEOS フル ㈱岩下商店 唐津SS 二夕子3-12-100 0955-72-6244

23 伊藤忠エネクス フル 笠原建設㈱ 笠原興産 神田 神田1255-8 0955-72-1185

24ENEOS フル ㈱玄海石油 唐津SS 八幡町758-143 0955-72-4586

25ENEOS フル ㈲進藤石油 徳須恵給油所 北波多徳須恵1017-2 0955-64-2514

26ENEOS フル ㈲進藤石油 鬼塚給油所 養母田490 0955-72-4546

27出光 フル ㈲堀田石油店 肥前町万賀里川280-1 0955-53-2038

28ENEOS フル ㈱村山石油 虹の松原SS 浜玉町浜崎1875 0955-56-7111

29ENEOS フル＆セルフ ㈱村山石油 唐津バイパスSS 浜玉町浜崎長田307 0955-56-7112

30ENEOS フル ユウシード東洋㈱ Dr.Drive唐津 栄町2582 0955-72-2125 〇

31ENEOS セルフ ユウシード東洋㈱ Dr.Driveセルフ西唐津 二夕子3-7-31 0955-72-7270 〇

唐津市

32 アポロステーション フル ㈱リョーユーパン  唐津給油所 唐津給油所 和多田西山1-48 0955-74-3900

33ENEOS フル ㈲西村石油 立石SS 立石町2203-4 0942-82-2486

34ENEOS フル ㈱ 星原石油 南鳥栖SS 水屋町1969-1 0942-82-3671

35ENEOS フル ㈲ジョイント石油 村田町837-1 0942-84-2042

36シェル フル ㈲江崎石油 若桜SS 藤木町2073-2 0942-83-1718

37ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Drive鳥栖店 元町字川原1301-1 0942-83-4525

38ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Drive ｾﾙﾌ鳥栖インター店 神辺町字下川原2-5 0942-83-5527

39ENEOS フル 喜多村石油㈱ Dr.Drive鳥栖姫方店 姫方町354-1 0942-82-5030

鳥栖市

40ENEOS フル ニュー丸栄石油㈱ 鳥栖インター給油所 立石町128-6 0942-82-5011 〇

多久市 41ENEOS フル ㈲谷口石油 北多久SS 北多久町大字小侍637 0952-74-3141 〇

42コスモ フル＆セルフ ㈱ イデックスリテール西九州 セルフカーケア伊万里SS 二里町八谷搦1089 0955-23-5121

43コスモ セルフ ㈱ イデックスリテール西九州 セルフ伊万里バイパスSS 立花町3326-1 0955-24-9488

44ENEOS フル ㈲犬塚石油店 山代SS 山代町久原2982番地3 0955-28-2115

45ENEOS フル 川井産業㈱ ガンマ上伊万里 大坪町甲2682 0955-23-5030

46ENEOS フル 川井産業㈱ サンルート神林 二里町大里甲2227-1 0955-23-3316

47シェル フル 河原石油㈱ 土井町給油所 二里町八谷搦365-8 0955-23-6151

48 伊藤忠エネクス セルフ 野口商事㈱ セルフ浦の崎CS 山代町立岩412-13 0955-28-3014

49 伊藤忠エネクス セルフ 野口商事㈱ セルフ上伊万里CS 大坪町丙1071 0955-22-9108

50出光 フル＆セルフ 山代石油㈱ 湾岸SS 山代町久原2875-8 0955-20-2180

51ENEOS フル ㈱ 友愛石油 二里SS 二里町大里乙3638-1 0955-22-3077

52ENEOS フル＆セルフ ㈱ 友愛石油 伊万里SS 二里町八谷搦1249 0955-23-4436

53ENEOS セルフ ユウシード東洋㈱ Dr.Driveセルフ国見台 新天町長筬289-2 0955-23-3822 〇

伊万里市

54ENEOS フル ユウシード東洋㈱ 立花 立花町2693-1 0955-23-3611 〇

55その他 フル ㈱ 鈴山石油 武雄 橘町大字大日3090-1 0954-23-2297

56ENEOS フル ㈱朝日石油 朝日SS 朝日町大字甘久3501-2 0954-23-1215

57コスモ フル ㈲ 浦川石油 昭和SS 武雄町昭和23-2 0954-22-3726

58 伊藤忠エネクス フル ㈱YES yes北方給油所 北方町大﨑1207-1 0954-33-0222

59ENEOS フル ㈱KANEOKAモビリティーサービス 東川登SS 東川登町大字永野6212 0954-22-2911

60ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Driveセルフ武雄バイパス店 昭和772 0954-22-2039

61ENEOS フル 木寺石油 ㈱ 武雄西給油所 武雄町武雄大字5625番地-1 0954-22-3148

62出光 フル 古川商店 西川登SS 西川登町大字神六20309-4 0954-28-2088

武雄市

63ENEOS フル ㈱ 友愛石油 武雄温泉駅前SS 武雄町大字冨岡8271-1 0954-23-5745

鹿島市 64ENEOS フル ㈲樋口石油店 鹿島第二SS 大字常広108-2 0954-63-1100

小城市 65ENEOS セルフ ㈱ 友愛石油 小城SS 小城町高原217-3 0952-73-9633

66キグナス フル 鐘ヶ江石油㈱ 久間志田焼の里SS 塩田町大字久間乙3229-1 0954-66-2206嬉野市

67キグナス フル 鐘ヶ江石油㈱ 塩田和泉式部SS 塩田町大字馬場下甲1695-7 0954-66-2242
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地区　42 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS フル 川井産業㈱ 嬉野中央 嬉野町大字下宿乙339-1 0954-43-3145

69 アポロステーション フル 渕野石油㈱ 嬉野SS 嬉野町大字下宿乙198 0954-43-1155

嬉野市

70 アポロステーション フル 渕野石油㈱ 一位原SS 嬉野町大字下宿甲1728 0954-42-0430

71ENEOS フル ㈲姉石油 千代田SS 千代田町姉56番 0952-44-2064神埼市

72 アポロステーション フル 北島石油店 千代田給油所 千代田町詫田142-9 0952-44-2003

73ENEOS フル 有明石油㈱ 佐賀白石SS 白石町大字坂田261-1 0954-65-2067

74シェル フル 安全石油㈲ 大町SS 大町町8871-13 0952-82-3141

75ENEOS フル 久原石油店 福富SS 白石町福富1568 0952-87-2134

76コスモ フル (株)白石石油センター (株)白石石油センター 白石町1360 0952-84-2731

杵島郡

77その他 セルフ ㈲ 松尾石油店 松尾石油店 セルフ福富 白石町福富1421-1 0952-87-2625

78 アポロステーション フル 友田商店 友田商店 仮屋SS 玄海町仮屋116-2 0955-52-2826東松浦郡

79出光 フル ㈲牧原商店 原子力発電所前SS 玄海町大字今村4549 0955-52-6954 〇

神埼郡 80ENEOS フル 木寺石油 ㈱ 吉野ヶ里給油所 吉野ヶ里町三津474-1 0952-37-7806

81ENEOS フル＆セルフ ㈱ 友愛石油 有田バイパスSS 有田町南原丁210-4 0955-42-6636

82ENEOS フル ㈱ 友愛石油 有田 丸二SS 有田町有田町本町丙811 0955-42-2022

西松浦郡

83ENEOS フル ㈱ 友愛石油 西有田SS 有田町有田町立部乙2253-1 0955-46-3061

三養基郡 84ENEOS セルフ 喜多村石油㈱ Dr.Drive セルフ北茂安店 みやき町大字白壁字平林2220-1 0942-89-9370


