
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【44熊本県】　取扱店/102　販売店/ 5 2023-05-01現在

地区　44 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル (資) 宮崎商店 八景水谷SS 北区八景水谷1-24-12 0963-44-8903

2 アポロステーション セルフ 佐多石油㈱ 清水BPSS 北区山室3丁目4-18 0963-45-8511

3その他 フル 東光石油㈱ 田崎SS 西区上代3丁目1-15 0963-59-2204

4 アポロステーション フル 東光石油㈱ 日赤病院前SS 中央区帯山9丁目4-3 0963-82-8901

5その他 フル 東光石油㈱ 本荘SS 中央区本荘5丁目14-18 0963-72-4678

6ENEOS セルフ 東光石油㈱ 城南SS 南区城南町東阿高280-1 0964-28-8115

7 アポロステーション セルフ 東光石油㈱ 浜線SS 南区田迎田井島259-1 0963-78-8916

8 伊藤忠エネクス セルフ 東光石油㈱ 池田SS 北区池田3丁目1-46 0963-59-5251

9ENEOS フル ㈲中尾石油 河内SS 西区河内町船津2015 0962-76-0112

10その他 フル ㈲中橋石油 戸島営業所SS 東区戸島町406-6 0963-49-7705

11その他 フル ㈲中橋石油 上南部本社SS 東区上南部4丁目1-29 0963-80-2162

12 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 城山上代給油所 西区上代4丁目12-30 0963-56-4160

13ENEOS フル 南国殖産㈱ 南熊本給油所 中央区南熊本2丁目7-10 0963-66-4897

14 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 花立給油所 東区花立3丁目39-22 0963-69-6683

15ENEOS フル 南国殖産㈱ 熊本インター給油所 東区御領8丁目4-70 0963-80-5549

16ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 熊本空港インター給油所 東区佐土原1丁目14-40 0963-60-5310

17ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 桜木給油所 東区桜木6丁目2-1 0962-14-6680

18ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 保田窪給油所 東区保田窪本町13-31 0963-82-4411

19ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 城南バイパス給油所 南区城南町阿高古川152-3 0964-46-6700

20ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 釈迦堂給油所 南区富合町釈迦堂630 0963-58-7611

21ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 川尻給油所 南区野田3丁目12-21 0963-57-4805

22キグナス フル 肥後石油㈱ 上熊本SS 西区上熊本2-5-8 0963-52-7611

23その他 フル 肥後石油㈱ 南熊本SS 中央区熊本3-11-9 0963-62-1318

24その他 セルフ 肥後石油㈱ 新屋敷SS 中央区新屋敷3-10-6 0963-75-7622

25 伊藤忠エネクス フル 肥後石油㈱ 桜木 東区花立2-5-1 0963-60-8566

26キグナス フル 肥後石油㈱ 浜線SS 東区画図町重富556 0963-78-8950

27ENEOS フル 肥後石油㈱ 月出 東区月出1-5-5 0963-83-6841

28 伊藤忠エネクス フル 肥後石油㈱ 江津湖SS 東区湖東2-3-1 0963-68-6160

29ENEOS セルフ 肥後石油㈱ 熊本インターSS 東区御領8丁目2-37 0963-88-1592

30キグナス セルフ 肥後石油㈱ 近見SS 南区近見6-18-40 0963-56-4244

31ENEOS セルフ 肥後石油㈱ 清水SS 北区清水亀井町18-21 0963-27-8536

熊本市

32ENEOS フル ㈱桝田商店 上代SS 西区上代7-28-21 0963-29-5570

33ENEOS フル ㈲稲崎石油 鏡SS 鏡町上鏡1124-10 0965-52-0756

34その他 フル 島石油㈱ 八代市場SS 新浜町1-1 0965-34-3511 〇

35その他 セルフ 島石油㈱ 田中町SS 田中町前田28-1 0965-43-7000 〇

36その他 セルフ 島石油㈱ 八代南インターSS 敷川内町上割2293-1 0965-31-1500 〇

37ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 八代臨港線給油所 中片町513-1 0965-35-3373

38ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 八代インター給油所 東片町291-3 0965-35-8053

39ENEOS フル 松岡石油㈱ 港町 港町69-3 0965-37-2172

40ENEOS フル 松岡石油㈱ 田中町 田中西町5-3 0965-34-3124

41出光 セルフ 村山アポロ石油モータース 千丁SS 千丁町新牟田94-6 0965-46-0174

八代市

42 伊藤忠エネクス フル 安田石油㈲ 田中町SS 横手新町7-10 0965-31-0088

43出光 フル ㈲青井運送 人吉SS 下漆田町1678 0966-22-6644

44その他 セルフ 桑沢石油㈲ 上林SS 上林町743-1 0966-24-8451

45その他 セルフ ㈱多良木石油 マッハ  カーステーションSS 下原田町461 0966-24-3676

46コスモ フル ㈱多良木石油 矢黒SS 西間下町514-2 0966-24-9100

人吉市

47 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 人吉インター給油所 熊本県八代市鬼木町字芦原703-2 0966-24-1911

48 アポロステーション フル＆セルフ ㈱高木石油 グラフティネクスト 荒尾4186-28 0968-66-3000

49 アポロステーション セルフ ㈱平川燃料 セルフ荒尾本村SS 荒尾2038-2 0968-64-2237

荒尾市

50出光 セルフ ㈱平川燃料 セルフグリーンランドSS 荒尾4442-1 0968-66-4668

水俣市 51 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 水俣エコパーク前給油所 港町3丁目1-26 0966-62-2744

玉名市 52ENEOS フル ㈲熊藤商事 玉名東SS 立願寺214-1 0968-74-1448

53ENEOS フル ㈲ オアシス 鹿北SS 鹿北町四丁1421-1 0968-32-4110

54ENEOS フル 喜多村石油㈱ 山鹿中央通SS 中央通601 0968-44-3185

55ENEOS フル 木村石油店 鹿本南SS 鹿本町下高橋27-4 0968-46-2375

56ENEOS フル 榊石油店 鹿央町広SS 鹿央町広236-1 0968-36-2246

山鹿市

57 アポロステーション セルフ ㈱平川燃料 セルフ山鹿SS 山鹿627-2 0968-42-8801

菊池市 58ENEOS フル ㈲松本石油 隈府SS 隈府1311-2 0968-25-2898

59 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 宇土給油所 岩古曽町字岩津2053-6 0964-22-0138宇土市

60 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 宇土セントラル給油所 北段原町字島の内39 0964-22-0520

61ENEOS フル ㈲髙木商店 龍ヶ岳SS 龍ヶ岳町大道1497-2 0969-63-0059

62ENEOS フル 岳本石油㈱ 天草松島SS 松島町合津4276-568 0969-56-0114

上天草市

63ENEOS フル 岳本石油㈱ 登立SS 大矢野町登立2880-10 0964-56-4418

64ENEOS フル ㈲押方石油 押方石油 松橋町豊福1642-3 0964-32-0572宇城市

65コスモ フル 河野石油(名) 松橋中央SS 松橋町松橋291 0964-32-0720

66ENEOS フル ㈱ 古屋産業 阿蘇神社前給油所 一の宮町宮地1926 0967-22-0703阿蘇市

67ENEOS セルフ ㈱ 古屋産業 セルフ信和 西町907-1 0967-34-1511
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68ENEOS フル ㈲宮岡石油店 黒川1569 0967-34-0005

69ENEOS フル (資)山部石油店 山部石油店内牧SS 内牧120 0967-32-0635

阿蘇市

70ENEOS フル (資)山部石油店 山部石油店内牧バイパスSS 内牧1213-5 0967-32-0638

71ENEOS フル ㈲有明給油所 天草有明SS 有明町上津浦2709-2 0969-53-0746

72ENEOS フル ㈱五和商事 五和石油 五和町鬼池113 0969-32-1154

73ENEOS フル ㈱五和商事 島子石油 有明町大島子2884 0969-52-0168

74 アポロステーション フル ㈱ イデックスリテール西九州 天草SS 八幡町3-7 0969-22-2079

75 アポロステーション フル 江﨑汽船㈱ 岡東SS 牛深町282-1 0969-73-3103

76ENEOS フル 江良石油 江良石油 久玉SS 久玉町1472-1 0969-72-2585

77ENEOS フル (資)下門石油店 港町給油所 港町4-16 0969-22-3006

78その他 セルフ 東光石油㈱ イオン天草SS 亀場町食場303-5 0969-23-8201

79コスモ フル＆セルフ 丸善興産㈱ 亀場SS 亀場町亀川1725-5 0969-25-1122

天草市

80コスモ フル 丸善興産㈱ コミュニティー天草SS 港町20番10号 0969-23-2388

合志市 81ENEOS フル ㈲誠和商事 須屋SS 須屋572 096-343-1609

82出光 フル＆セルフ ㈱平川燃料 セルフル長洲SS 長洲町高浜1151-5 0968-78-0138

83ENEOS フル ㈲本田石油 本田石油三加和SS 和水町津田1524 0968-34-2041

玉名郡

84ENEOS フル ㈲益永産業 長洲SS 長洲町長洲869 0968-78-0456

85コスモ フル ㈲千石屋石油 大津バイパス給油所 大津町大字引水725 096-293-2420

86コスモ フル ㈲千石屋石油 大津給油所 大津町大津1493 096-293-2761

87その他 セルフ 東光石油㈱ 菊陽SS 菊陽町原水4414-1 096-233-9655

88ENEOS フル (株)中島商店 エネオス大津 大津町室1015 096-293-3185

89ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 大津給油所 大津町引水字柳塘943-1 096-293-3001

90ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 阿蘇南給油所 大津町大林1380-3 096-349-3271

菊池郡

91ENEOS フル 林兼石油㈱ 菊陽SS 菊陽町津久礼2686-5 096-232-3000

92ENEOS フル ㈲井商店 産山SS 産山村山鹿564 0967-25-2008

93キグナス フル (資)井手商店 井手石油 南阿蘇村河陽4314-5 0967-67-0271

94 アポロステーション セルフ 東光石油㈱ 西原SS 西原村布田1000-5 0962-79-2822

阿蘇郡

95ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 西原給油所 西原村布田字乾原1035-3 0963-49-4649

96ENEOS フル (名)坂田商店 矢部SS 山都町浜町160-2 0967-72-0212

97その他 フル ㈱大栄総業 矢部SS 山都町杉木37-3 0967-72-3555

98ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 広崎給油所 益城町広崎788-1 0962-86-6967

上益城郡

99ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 嘉島給油所 嘉島町大字井寺字古閑鶴3166 0962-37-3030

100コスモ セルフ ㈱多良木石油 セルフにしきSS 錦町西大字大王原16-2 0966-38-4638

101コスモ セルフ ㈱多良木石油 セルフたらぎSS 多良木町多良木2817 0966-42-2458

球磨郡

102ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 人吉錦町給油所 錦町大字西185-18 0966-38-2885


