
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【45宮崎県】　取扱店/212　販売店/ 6 2023-05-01現在

地区　45 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS フル 石山石油店 清武SS 清武町加納1-1 0985-85-0341

2シェル フル 植松エネルギー㈱ 宮崎橘通SS 橘通西4丁目2番30号 0985-27-7563

3シェル フル 植松エネルギー㈱ ベアーズ新別府SS 新別府町堂前846-1 0985-20-8855

4シェル セルフ 植松エネルギー㈱ ベアーズ清武SS 清武町大字木原4607-1 0985-85-0103

5シェル フル 植松エネルギー㈱ 宮崎新名爪SS 大字新名爪131-8 0985-39-1209

6シェル セルフ 植松エネルギー㈱ ベアーズ大淀SS 東大淀2丁目1-32 0985-51-4166

7シェル フル 植松エネルギー㈱ 宮崎浮之城SS 浮ﾉ城町105-1 0985-23-6160

8シェル セルフ 植松商事㈱ ベアーズ大塚 大塚町京園3186 0985-59-2223

9キグナス セルフ ㈲衛藤商店 セルフ清武SS 清武町新町2丁目2-6 0985-85-0177

10その他 フル エネルギア㈱ 那珂SS 宮崎市佐土原町東上那珂15900 0985-74-1094

11その他 フル エネルギア㈱ 加納SS 清武町加納2-9 0985-85-9072

12コスモ フル エネルギア㈱ 赤江 大字田吉115-7 0985-52-0021

13その他 フル エネルギア㈱ 島之内SS 大字島之内字永池9217-58 0985-39-0185

14ENEOS フル エネルギア㈱ 池内SS 池内町金丸1618-1 0985-39-8941

15SOLATO フル エネルギア㈱ 大淀SS 東大淀1丁目139番地1 0985-51-7386

16 アポロステーション セルフ 大分石油㈱ 平和ケ丘 下北方町井手下南18-1 0985-26-1453 〇

17 アポロステーション セルフ 大分石油㈱ 佐土原中央 佐土原町下田島20113-10 0985-73-0677 〇

18ENEOS フル ㈲加藤石油店 末広SS 松橋1-13-9 0985-23-6989

19ENEOS フル 叶商事㈱ 加納SS 清武町加納乙136 0985-85-1288

20シェル フル ㈲神崎石油店 田野SS 田野町甲2825-11 0985-86-0158

21その他 フル ㈲キリネン 祇園SS 祇園2丁目127番地 0985-24-6552 〇

22コスモ フル ㈲黒岩商会 高岡SS 高岡町下倉永91-1 0985-82-0317

23ENEOS フル ㈱シミズ 佐土原SS 佐土原町下田島9046 0985-73-0220

24ENEOS セルフ ㈱シミズ セルフシーサイド佐土原SS 佐土原町下那珂937-25 0985-72-0601

25SOLATO フル ㈱シミズ 西佐土原SS 佐土原町上田島1859 0985-74-0051

26ENEOS フル ㈲田村石油店 佐土原町SS 佐土原町上田島8117 0985-74-0117

27 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 宮崎大橋給油所 大橋2丁目118-1 0985-32-5179

28 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 宮崎インター給油所 大字恒久字小橋4563-1 0985-51-7513

29 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 宮崎空港北給油所 大字恒久字草葉957-2 0985-52-4369

30 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 田野給油所 田野町甲6218-4 0985-86-3044

31コスモ フル 東九州石油㈱ 佐土原SS 佐土原町下那珂3507-2 0985-73-0073

32SOLATO フル＆セルフ 福井石油㈱ 下北方スプリットSS 下北方町二反五瀬5389-3 0985-25-1234

33SOLATO フル 福井石油㈱ 舩塚SS 丸山2丁目314 0985-24-3740

34SOLATO フル 福井石油㈱ 宮崎セントラルSS 橘通東3丁目8-12 0985-26-2471

35SOLATO フル＆セルフ 福井石油㈱ 昭和町スプリットSS 宮脇町92 0985-24-2565

36SOLATO セルフ 福井石油㈱ ルート219セルフSS 広原字日下580-1 0985-39-0219

37SOLATO セルフ 福井石油㈱ シーガイアビューSS 山崎町上ﾉ原1110-1 0985-83-4157

38SOLATO フル 福井石油㈱ イオン市場前SS 新別府町上和田1339 0985-29-7911

39SOLATO セルフ 福井石油㈱ 加納セルフSS 清武町加納長嶺2733-1 0985-84-2111

40その他 フル＆セルフ 福井石油㈱ 浮田カーライフステーションSS 大字浮田3117-2 0985-62-3325

41SOLATO セルフ 福井石油㈱ 東大宮SS 大島町前田333 0985-23-4180

42SOLATO フル 福井石油㈱ 天神山SS 谷川3丁目100-1 0985-51-0515

43SOLATO セルフ 福井石油㈱ 宮崎北SS 島之内字日下580-1 0985-39-9130

44その他 フル＆セルフ 福井石油㈱ カーケア宮崎南SS 本郷南方字石原1976-1 0985-56-0220

45SOLATO フル 福井石油㈱ カーケア山崎台SS 本郷北方字山崎3570-1 0985-54-5020

46ENEOS フル ㈲ペトローム長崎 清武インターSS 清武町今泉甲2628番地7 0985-85-1472

47ENEOS フル 松﨑石油店 田野SS 田野町甲3064 0985-86-0113

48コスモ フル ㈲丸岩石油 宮田町SS 宮田町6番12号 0985-25-8316

49コスモ フル ㈲山路石油 木花SS 熊野912-1 0985-58-0108

宮崎市

50SOLATO フル 渡部石油店 田野SS 田野町乙9379 0985-86-0146

51ENEOS フル 荒川石油㈱ 荒川石油SS 山田町山田3890 0986-64-2058

52コスモ フル ㈲石井石油 安久SS 安久町5947 0986-39-0527

53ENEOS フル 岩崎産業㈱ 東都城給油所 祝吉1丁目22番地9 0986-22-1001

54ENEOS フル ㈲岩元石油 金田SS 金田町2011 0986-38-2612

55シェル セルフ 植松エネルギー㈱ ベアーズ花繰町SS 花繰町15-4 0986-21-3112

56 アポロステーション セルフ 植松エネルギー㈱ ベアーズ志比田SS 志比田町4578-1 0986-22-2320

57出光 フル 内田石油店 姫城SS 姫城町22-8 0986-22-3829

58ENEOS フル 江夏石油㈱ 前田SS 前田町8-16 0986-23-0512

59ENEOS フル 江夏石油㈱ 工業団地SS 都北町7036 0986-38-6675

60ENEOS フル ㈲梶田石油 有水SS 高城町有水3424-1 0986-59-9505

61コスモ フル ㈱鎌田石油 西之前SS 平江町38-9 0986-24-0664

62ENEOS フル 河野石油 山之口SS 山之口町花木2279 0986-57-2125

63シェル フル 黒木石油店 日向前田SS 高崎町前田2369 0986-62-3941

64ENEOS フル ㈲迫間石油店 高崎SS 高崎町縄瀬1678 0986-62-3987

65ENEOS フル ㈱ジョイランド高城 都城インターSS 高城町穂満坊635 0986-58-5727

66その他 フル 東洋興産㈱ カーランド谷頭店SS 菓子野町10299-1 0986-37-0447

都城市

67その他 フル 東洋興産㈱ カーランド高崎店SS 高崎町縄瀬2828 0986-62-1341



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【45宮崎県】　取扱店/212　販売店/ 6 2023-05-01現在

地区　45 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68その他 フル 東洋興産㈱ カーランド中央店SS 小松原町1号6番地 0986-22-2829

69その他 セルフ 東洋興産㈱ カーランドセルフ鷹尾店 鷹尾1-3892 0986-37-0201

70ENEOS フル ㈲徳石石油 西岳SS 高野町3774-2 0986-33-1516

71ENEOS フル ㈲徳石石油 志比田SS 志比田町5336-7 0986-23-0028

72ENEOS フル ㈲徳石石油 庄内SS 庄内町8678 0986-37-0121

73その他 フル 日髙石油店 都城庄内SS 庄内町7950-1 0986-37-0007

74ENEOS フル ㈱本部 梅北町2352-1 0986-39-3148

75ENEOS フル 待木石油店 宮崎高城SS 高城町穂満坊3196-1 0986-58-2550

76その他 フル ㈱山内石油プロパン エナジープラザ 鷹尾5-1-51 0986-22-1546

77 アポロステーション フル ㈲ヤマサ 都城西町SS 西町3741番地 0986-22-0173

都城市

78その他 フル ㈲山﨑鉱油 志比田SS 志比田町5835-6 0986-23-1180

79ENEOS フル 合同会社安藤石油サービスセンター 小峰SS 小峯町7479-1 0982-39-0619

80ENEOS フル ㈲安藤石油店 北延岡SS 北川町長井5137-2 0982-46-2354

81その他 フル 植松エネルギー㈱ 延岡岡富SS 中川原町2-4920-2 0982-34-0509

82シェル フル 植松エネルギー㈱ ベアーズ緑ヶ丘SS 浜町5084-1 0982-32-6688

83ENEOS フル ㈲江藤石油店 一ヶ岡SS 伊形町5008-ｲ 0982-37-0444 〇

84コスモ フル エネルギア㈱ 延岡SS 愛宕町2丁目1 0982-32-3375

85ENEOS フル ㈱キーレックス 愛宕CS 愛宕町3丁目4571番地 0982-32-2406

86ENEOS フル ㈱キーレックス 出北CS 出北5丁目1番1号 0982-32-3475

87ENEOS フル ㈱キーレックス 日の出CS 昭和町2丁目53番4号 0982-33-1028

88ENEOS フル 太陽工業㈱ 延岡SS 萩町12番地 0982-33-4708

89ENEOS フル 太陽工業㈱ 延岡バイパス 平原町5丁目1505番地5 0982-33-6260

90SOLATO フル 角田石油店 角田石油店SS 北方町角田丑368 0982-47-2104

91その他 フル ㈲土々呂石油 土々呂SS 土々呂町3丁目649番地1 0982-23-8316

92ENEOS フル 富山石油㈱ 高千穂通SS 高千穂通5-10 0982-32-3494

93ENEOS フル 合同会社日髙勝三郎商店　石油部 三川内SS 北浦町三川内4851 0982-42-1115

94ENEOS フル ㈱山崎産業 貝の畑SS 貝の畑町2915 0982-38-0552

延岡市

95その他 フル ㈲吉田石油店 古城SS 西小路11-10 0982-33-4649

96シェル セルフ 植松エネルギー㈱ 日南SS 上平野町1-6-7 0987-22-3000

97ENEOS フル エネルギア㈱ 星倉SS 吾田東10丁目8-6 0987-21-1191

98ENEOS フル ㈱小野石油店 中央SS 戸高2丁目3-10 0987-22-5121

99その他 フル ㈱小野石油店 セルフステーション日南SS 上平野町2丁目14-1 0987-22-4593

100ENEOS フル ㈱ごこく 南郷SS 南郷町中村乙584 0987-64-3515

101その他 フル 三藤石油㈱ 北郷SS 北郷町郷之原乙1458-1 0987-55-3233

102コスモ フル ㈲高橋石油店 西弁分SS 西弁分5丁目2-5 0987-22-4312

103その他 フル ㈲髙橋石油店 榎原SS 南郷町榎原甲139-3 0987-68-1008

104その他 フル ㈲徳村石油店 郷之原SS 北郷町郷之原甲153-1 0987-55-2025

105その他 フル ㈲南海石油 平山SS 大字平山2285 0987-22-2696

106その他 フル 日南石油販売㈱ 油津SS 春日町13番地8 0987-23-3012

107その他 フル 日南石油販売㈱ 吾田SS 上平野町2丁目4-13 0987-23-3636

108その他 フル 日南石油販売㈱ 飫肥SS 飫肥1丁目3962番地5 0987-25-1824

109その他 フル ㈲平成商事 セイザン石油SS 吾田東4-3-5 0987-23-6389

日南市

110 アポロステーション フル 渡辺石油店 油津SS 園田1丁目4-1 0987-22-2354

111ENEOS フル 上仮屋石油店 細野SS 細野4619 0984-22-2589

112シェル セルフ 植松エネルギー㈱ 小林西SS 大字細野字中ﾉ原1236-1 0984-23-4063

113シェル セルフ 植松エネルギー㈱ 小林SS 大字堤2997-3 0984-23-3651

114ENEOS フル ㈲押川商店 孝ノ子SS 南西方2-7 0984-22-3656

115その他 フル ㈲霧島展望給油所 霧島展望給油所SS 野尻町三ヶ野山3267-12 0984-44-0682

116ENEOS フル 児玉商事㈱ しまだSS 細野1493-1 0984-23-1790

117ENEOS フル 児玉商事㈱ ステラガスステーションSS 細野584-1 0984-22-2087

118ENEOS フル ㈱坂下商会 小林SS 細野1581 0984-23-3335

119その他 フル ㈱大豊石油 真方SS 真方1765-8 0984-23-1502

120ENEOS フル 濱田燃料㈱ 上町SS 真方445 0984-24-0572

121コスモ フル ㈲松下石油 小林西SS 細野439-7 0984-23-2249

小林市

122その他 フル ㈱MIZUMA 西小林SS 南西方6761-3 0984-27-1838

123その他 セルフ 植松エネルギー㈱ イオンタウン日向SS 日知屋古田町61-1 0982-52-1112

124その他 フル エネルギア㈱ 美々津SS 美々津町1281-9 0982-58-0076

125SOLATO フル ㈱協同サービス 日知屋SS 江良町4-43 0982-54-2020

126SOLATO フル＆セルフ ㈱協同サービス 財光寺SS 大字財光寺3238-2 0982-54-6555

127コスモ フル＆セルフ ㈱協同サービス 中原SS 大字富高996-3 0982-53-1121

128コスモ フル ㈱協同サービス 東郷SS 東郷町山陰辛394-1 0982-69-2077

129SOLATO フル ㈱協同サービス 美々津SS 美々津町清水ヶ谷2251-1 0982-58-0355

130コスモ フル ㈱大洋石油 中央通りSS 大字日知屋16587-2 0982-53-1011

131コスモ フル ㈱大洋石油 平岩SS 大字平岩8667-1 0982-57-2100

132コスモ フル ㈱大洋石油 日向SS 鶴町2-11-6 0982-53-0121

133その他 フル 直野石油 山陰SS 東郷町山陰丙1490 0982-69-2261

日向市

134SOLATO セルフ ㈱村山石油 日向中央SS 亀崎西1-66 0982-55-2735



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【45宮崎県】　取扱店/212　販売店/ 6 2023-05-01現在

地区　45 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

日向市 135ENEOS フル 諸石商事㈱ 塩見SS 大字塩見坂ﾉ下11494-2 0982-53-5867

136その他 フル 井手産業㈱ 串間中央SS 大字串間1474-1 0987-72-0165

137ENEOS フル ㈲井手石油店 都井SS 大字都井2185-1 0987-76-1051

138ENEOS フル ㈲片平石油 串間SS 大字西方7309-8 0987-72-0344

139その他 フル ㈲酒井石油店 串間SS 大字西方7295-3 0987-72-3131

140ENEOS フル 三協㈱ 西小路SS 西方8971-5 0987-72-0428

串間市

141その他 フル ㈱津曲建設 北方SS 大字串間1123-1 0987-72-2121

142その他 フル エネルギア㈱ 妻SS 小野崎1丁目30 0983-43-0730

143シェル フル 大久保石油商事㈲ カーストップ51SS 大字下三財3376-1 0983-44-5210

144コスモ フル ㈲旭誠 西都中央SS 御舟町2町目71 0983-43-0318

145その他 セルフ 西都エネルギー㈱ 西都SS 御舟町1-105 0983-43-0590 〇

146その他 フル (資)中武商事 西都カネボウ前SS 大字調殿字堀内1055-2 0983-42-3790

147その他 フル (資)中武商事 穂北SS 大字南方堂ﾉ前2675番地 0983-43-1540

148コスモ フル ㈲ナガトモ石油 三納SS 大字平郡565-1 0983-44-5027

西都市

149コスモ フル 長谷川石油店 西都南SS 大字右松字下鶴1952-3 0983-42-2111

150ENEOS フル ㈱飯島石油店 飯野SS 大字原田3370 0984-33-0236

151コスモ フル ㈲川越石油 京町SS 大字亀沢93 0984-37-1749

152ENEOS セルフ ㈱コロナエネルギー セルフえびのインター給油所 永山字中棚1020-3 0984-35-3222

153ENEOS フル ㈲迫田石油店 えびのインターSS 大字永山954-1 0984-35-2061

154ENEOS フル 昭一石油店 上江SS えびの市大字上江字妙見844-1 0984-33-5848

155 伊藤忠エネクス フル 白石石油㈱ えびの中央SS 大字原田3203-1 0984-33-0314

156SOLATO フル ㈲畠田石油店 えびの中央SS 大字原田2734-88 0984-33-0255

157ENEOS セルフ ㈲原口石油 セルフ飯野SS 大字杉水流525 0984-33-0252

158ENEOS フル 東商会 加久藤SS 大字小田368-1 0984-35-1757

えびの市

159ENEOS フル ㈲渡邊産業 えびのSS 大字原田154 0984-33-0165

160ENEOS セルフ ㈲安藤自動車整備工場 川南塩付SS 川南町大字川南19755-2 0983-27-0727

161その他 フル ㈱石河内商会 石河内SS 木城町大字石河内396-4 0983-21-7030

162その他 フル ㈱石﨑商店 小丸SS 高鍋町北高鍋815 0983-22-3304

163その他 フル ㈲石崎石油商会 新富SS 新富町大字三納代1923 0983-33-0271

164ENEOS フル (資)小川忠良商店 バイパスSS 都農町大字川北1061-7 0983-25-0543 〇

165コスモ フル 河野石油店 川南SS 川南町大字川南17702番地94 0983-27-0052

166シェル フル ㈱古賀 都農SS 都農町大字川北5106 0983-25-0162

167ENEOS フル 小原石油店 新富SS 新富町大字新田8224-15 0983-33-0209

168その他 フル (資)柴下商店 村所SS 西米良村大字村所45-7 0983-36-1011

169ENEOS フル ㈲新富エナジー 日置SS 新富町大字日置1595番地2 0983-33-0515

170ENEOS フル ㈱高鍋石油 高鍋SS 高鍋町北高鍋3220-1 0983-22-1589

171ENEOS フル ㈱高鍋石油 高鍋東SS 高鍋町北高鍋4733 0698-32-30635

172 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 新富給油所 新富町上富田3275-2 0983-33-6606

173その他 フル 畑尾石油店 都農SS 都農町大字川北4816-1 0983-25-0263

174ENEOS フル 林田商事㈱ 高鍋北SS 高鍋町大字北高鍋4254-1 0983-22-1259

175SOLATO フル＆セルフ 林田商事㈱ セルフステーション川南SS 川南町大字平田1680 0983-27-1145

176SOLATO フル 林田商事㈱ 木城SS 木城町大字椎木4064-3 0983-32-2030

177SOLATO セルフ ㈱村山石油 高鍋SS 高鍋町大字上江字西畑田8175 0983-26-2366

児湯郡

178その他 フル ㈲山下商事 山下商事SS 川南町大字川南13657-1 0983-32-8417

179ENEOS セルフ ㈱坂田石油 綾東SS 綾町入野3493-1 0985-77-2145

180シェル フル 菅哲石油 森永SS 国富町竹田824-3 0985-75-2839

181シェル フル ㈱長友組 綾SS 綾町大字南俣字深田645-1 0985-77-0123

182コスモ フル ㈲日髙石油店 国富SS 国富町大字本庄2055番地16 0985-75-2383

東諸県郡

183ENEOS フル ㈲宮田金物 国富SS 国富町大字本庄6765 0985-75-2222

184ENEOS フル ㈲小手川石油店 高千穂SS 高千穂町大字三田井729-14 0982-72-3918

185ENEOS フル 小貫商店 小貫SS 五ヶ瀬町桑野内3101-1 0982-82-0200

186その他 フル ㈲五ヶ瀬石油 五ヶ瀬SS 五ヶ瀬町大字三ヶ所2152-2 0982-82-0155

187SOLATO フル 佐藤石油店 日之影SS 日之影町大字七折3210 0982-87-2831

188ENEOS フル タカチホ鉱油㈱ 雲海橋SS 高千穂町大字三田井6332-5 0982-72-3316

189コスモ フル ㈲高千穂新光石油 高千穂SS 高千穂町大字三田井1732-60 0982-72-3131

190コスモ フル (名)梅戸商店 八戸SS 日之影町大字七折2091 0982-88-1116

191その他 フル ㈲藤岡石油商事 日之影バイパスSS 日之影町大字七折字平底12230-1 0982-87-2531

192その他 フル ㈱藤木石油店 五ヶ瀬SS 五ヶ瀬町原目1473-2 0982-83-2017

193その他 フル ㈱藤木石油店 上野SS 高千穂町大字上野3268 0982-77-1026

西臼杵郡

194コスモ フル 米良石油店 日之影SS 日之影町大字七折3444-6 0982-87-2123

195ENEOS フル 味岡リース㈱ 西郷SS 美郷町西郷田代6081-4 0982-66-2424

196コスモ フル ㈱協同サービス 諸塚SS 諸塚村大字家代字古川4570-15 0982-65-1004

197コスモ フル ㈱協同サービス 椎葉SS 椎葉村大字下福良1736-19 0982-67-2898

198コスモ フル ㈱協同サービス 西郷SS 美郷町西郷区田代502-1 0982-66-2178

199コスモ フル ㈱協同サービス 南郷SS 美郷町南郷区神門1000-3 0982-59-0050

200コスモ フル ㈱協同サービス 北郷SS 美郷町北郷区字納間215-3 0982-62-5220

東臼杵郡

201SOLATO フル ㈱協同サービス 門川SS 門川町東栄町2-5-15 0982-63-2088
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202ENEOS フル 那須石油商事㈱ 神門SS 美郷町南郷神門1148 0982-59-0067

203その他 フル ㈲西田石油 西郷SS 美郷町西郷田代8275 0982-66-2158

204ENEOS フル ㈱日高石油 門川SS 門川町加草3丁目16-1 0982-63-1438

205コスモ フル ㈲みくつ石油 加草SS 門川町大字加草2328 0982-63-1616

206SOLATO フル＆セルフ ㈱村山石油 門川SS 門川町西栄町4丁目48番地 0982-63-0750

207ENEOS フル 諸石商事㈱ 諸塚SS 諸塚村大字家代4337-5 0982-65-0036

東臼杵郡

208その他 フル ㈲山本石油 門川SS 門川町南町3-18 0982-63-1387

209出光 フル ㈲田尻石油店 三股SS 三股町大字樺山4547-1 0986-52-2070

210ENEOS フル ㈲山元石油店 三股SS 三股町大字樺山4514 0986-52-3975

北諸県郡

211ENEOS フル 山元石油店 三股SS 三股町大字宮村1775-1 0986-52-4004

西諸県郡 212ENEOS フル ㈲古賀石油店 古賀高原SS 高原町大字西麓569-4 0984-42-1176


