
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【46鹿児島県】　取扱店/103　販売店/ 3 2023-05-01現在

地区　46 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS セルフ 岩崎産業㈱ Dr.Driveセルフ吉野町給油所 吉野町3573 099-243-4411

2ENEOS セルフ 岩崎産業㈱ Dr.Driveセルフ柳町給油所 春日町1-27 099-247-1354

3ENEOS フル 岩崎産業㈱ Dr.Drive西谷山給油所 上福元町5753-3 099-268-5281

4ENEOS フル 岩崎産業㈱ Dr.Drive草牟田給油所 新照院町25-6 099-223-0878

5ENEOS フル 岩崎産業㈱ Dr.Drive鹿児島給油所 泉町18-11 099-226-0285

6その他 セルフ 岩崎産業㈱ セルフ東開店 イオン前給油所 東開町8-8 099-263-3358

7ENEOS フル 岩崎産業㈱ 臨海ターミナル給油所 南栄4丁目11-1 099-269-0016

8ENEOS セルフ 上村石油ガス㈱ 坂ノ上 下福元町6987 099-261-5656

9ENEOS フル 上村石油ガス㈱ 田上 田上8-5-1 099-281-0222

10ENEOS セルフ 上村石油ガス㈱ 鹿児島工業団地 南栄6丁目2-3 099-262-0001

11ENEOS フル ㈱コロナエネルギー 伊敷花野給油所 伊敷町4675-9 099-228-8670

12ENEOS フル ㈱コロナエネルギー サンライフプール前給油所 下福元町6732-3 099-262-3155

13ENEOS フル ㈱コロナエネルギー 小山田給油所 小山田町6776-1 099-238-6388

14 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 鹿児島北インター給油所 伊敷1丁目3-12 099-218-3500

15 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 加治屋町給油所 加治屋町12-11 099-224-9602

16ENEOS セルフ 南国殖産㈱ ニュー吉田給油所 吉野2丁目27-23 099-243-4927

17出光 セルフ 南国殖産㈱ 大学病院前給油所 桜ヶ丘8-26-1 099-267-4422

18ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 山田インター給油所 山田町3391 099-265-2946

19 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 紫原給油所 紫原6丁目28-8 099-256-7567

20ENEOS フル 南国殖産㈱ 春山給油所 春山町1205-1 099-278-5060

21 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 塚田給油所 小山田町40-1 099-238-7210

22ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 笹貫給油所 小松原1丁目23-25 099-268-1829

23ENEOS フル 南国殖産㈱ 中洲通給油所 上之園町33-1 099-253-9741

24ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 新栄給油所 新栄町22-1 099-206-6803

25 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 鹿児島南港給油所 新栄町7-11 099-812-9555

26ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 仁田尾給油所 石谷町2060-2 099-278-1657

27ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 川上町給油所 川上町3455-1 099-244-5155

28 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 草牟田給油所 草牟田2丁目11-6 099-223-1996

29ENEOS フル 南国殖産㈱ 自由ヶ丘給油所 中山町2238-1 099-260-0606

30ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 中山インター給油所 中山町宇土台6071-1 099-265-4148

31 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 田上給油所 田上7丁目9-19 099-281-3533

32ENEOS セルフ 南国殖産㈱ ニュー東開給油所 東開町3-9 099-210-2230

33ENEOS フル 南国殖産㈱ 南栄給油所 南栄4丁目3-7 099-267-7912

34 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 武岡給油所 武岡1-121-1 099-282-0123

35ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 朝日通給油所 名山町10-20 099-225-1725

36ENEOS フル 南国殖産㈱ 柳町給油所 柳町6-17 099-226-5241

37ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 谷山和田給油所 和田1-17-1 099-269-6238

38ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 荒田八幡給油所 下荒田3丁目1-18 099-257-8489

39ENEOS フル 南国殖産㈱ 鴨池ニュータウン給油所 鴨池新町6-1 099-257-9891

40ENEOS フル 南国殖産㈱ 鹿児島中央駅前給油所 中央町8-3 099-253-9769

41ENEOS フル 日米礦油㈱鹿児島支店 Dr.Drive錦江湾店SS 宇宿2-25-40 099-253-8615

42ENEOS セルフ 日米礦油㈱鹿児島支店 Dr.Drive鹿児島セントラル店SS 郡元3-2-6 099-253-7585

43ENEOS セルフ 日米礦油㈱鹿児島支店 セルフ天保山SS 甲突町27-13 099-224-6733

44ENEOS フル ㈱ 前野石油 Dr.Drive谷山インター 上福元町5853-1 099-267-1826

45ENEOS セルフ ㈱ 前野石油 Dr.Driveセルフ希望ヶ丘 東谷山6丁目18番2号 099-267-8288

鹿児島市

46ENEOS フル＆セルフ ㈱ 前野石油 Dr.Driveセルフ谷山産業道路 南栄6丁目1番2号 099-267-3456

47ENEOS フル 岩崎産業㈱ 串良給油所 串良町有里30 0994-63-2602

48ENEOS フル 岩崎産業㈱ 鹿屋バイパス給油所 札元2丁目3750-3 0994-41-5911

49ENEOS セルフ 岩崎産業㈱ Dr.Driveセルフ寿町給油所 寿7丁目1-3 0994-44-7633

50ENEOS フル ㈱鮫島石油瓦斯 有里SS 串良町有里1871 0994-63-6500

51ENEOS フル 南国殖産㈱ 札元給油所 札元2丁目3826-1 0994-43-2534

52 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 寿給油所 寿4丁目6-55 0994-42-4541

鹿屋市

53 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 鹿屋中央給油所 朝日町8-7 0994-43-4111

枕崎市 54ENEOS セルフ 岩崎産業㈱ セルフ枕崎給油所 東本町163 0993-72-0179

阿久根市 55ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 阿久根給油所 鶴見町11 0996-72-0362

出水市 56 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 出水給油所 向江町25-3 0996-62-3100

57ENEOS フル 岩崎産業㈱ 指宿給油所 湊2丁目1-44 0993-22-3533

58ENEOS フル 南国殖産㈱ 指宿給油所 西方2059-2 0993-25-3357

59ENEOS フル ㈱堀之内商会 サンステージ指宿SS 西方2165 0993-25-3121

指宿市

60ENEOS セルフ ㈱ 前野石油 Dr.Driveセルフ指宿市役所前 十町2366-1 0993-22-6335

61ENEOS フル ㈱有馬石油店 種子島SS 西町6993 0997-22-0121

62ENEOS フル ㈱有馬石油店 種子中上SS 西之表7435-3 0997-22-0122

西之表市

63ENEOS フル ㈲ 三栄石油商会 西之表SS 西之表9957 0997-22-1251 〇

64ENEOS フル ㈲有川石油 樋脇SS 樋脇町塔之原7142 09963-7-2388

65ENEOS セルフ 岩崎産業㈱ Dr.DriveセルフITS川内SS 御陵下町18-7 09962-3-4736

66ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 川内永利給油所 永利町766-1 09962-2-0501

薩摩川内市

67 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 川内港口給油所 水引町3182-2 09962-6-2158
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68 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 川内給油所 西向田町5-2 09962-2-2221薩摩川内市

69出光 セルフ 南国殖産㈱ 隈之城給油所 矢倉町4247-2 09962-3-7538

日置市 70コスモ フル＆セルフ ㈱コロナエネルギー セルフ湯之元給油所 東市来町長里955-1 099-274-4215

71ENEOS セルフ 岩崎産業㈱ ルート269セルフGS 末吉町諏訪方7963 098-676-1031曽於市

72その他 フル ㈲ Rio.ss 末吉町深川8304-1 098-676-2454

73ENEOS フル 岩崎産業㈱ マルチモービルステーション 溝辺町麓1342-1 0995-58-2992

74ENEOS フル 岩崎産業㈱ Dr.DriveITS隼人給油所 隼人町姫城3丁目240番地 0995-42-7471

75ENEOS フル ㈲岩崎石油 岩崎 溝辺町竹子613-1 0995-59-2237

76ENEOS フル 鎌田石油㈱ 敷根SS 国分敷根141番地 0995-45-0076

77ENEOS フル 鎌田石油㈱ 国分南SS 国分湊1166 0995-46-0823

78ENEOS フル 鎌田石油㈱ 国分中央SS 国分野口東6-5 0995-47-1811

79ENEOS フル 鎌田石油㈱ テクノセンターSS 隼人町見次1309 0995-42-7000

80 アポロステーション セルフ 南国殖産㈱ 鹿児島空港給油所 溝辺町麓字曲迫287-1 0995-58-2435

81ENEOS フル 南国殖産㈱ 国分西給油所 国分野口東9-30 0995-45-3365

82ENEOS セルフ 南国殖産㈱ 隼人南給油所 隼人町真孝字中道1300-1 0995-42-7026

霧島市

83SOLATO セルフ 南国殖産㈱ 隼人給油所 隼人町内516-4 0995-42-3700

84その他 セルフ アポロステーションサービス㈱ アポロステーションサービス株式会社 大原町73番地 0996-33-2737 〇いちき串木

野市 85ENEOS フル 岩崎産業㈱ 串木野給油所 曙町95-1 0996-32-3065

86ENEOS フル 岩崎産業㈱ 加世田給油所 加世田本町25-1 0993-52-0747南さつま市

87ENEOS フル ㈱ 前野石油 Dr.Drive加世田中央 加世田東本町3番地1 0993-53-7288

志布志市 88ENEOS セルフ 岩崎産業㈱ 志布志セルフGS 志布志町安楽56-34 099-472-0165

奄美市 89ENEOS フル 岩崎産業㈱ 名瀬給油所 名瀬港町15-5 0997-52-0103

90ENEOS フル ㈲石元石油店 石垣SS 頴娃町別府74-1 0993-38-1711南九州市

91ENEOS セルフ ㈱ 前野石油 Dr.Driveセルフ川辺 川辺町両添1026 0993-56-1336

伊佐市 92ENEOS フル 岩崎産業㈱ ITS大口給油所 大口里730 0995-22-6595

93ENEOS セルフ 岩崎産業㈱ 姶良バイパスセルフGS 脇元宮田156-3 0995-66-5509

94ENEOS セルフ 日米礦油㈱鹿児島支店 セルフ加治木SS 加治木町木田2497-1 0995-63-1966

姶良市

95ENEOS フル 日米礦油㈱鹿児島支店 Dr.Drive姶良バイパス店SS 西餅田496-1 0995-65-1700

96ENEOS フル 伊地知石油店 伊地知石油店 和泊SS 和泊町喜美留128-4 0997-92-0701大島郡

97ENEOS フル ㈲郡石油 郡 喜界町湾58-1 0997-65-0136

熊毛郡 98ENEOS フル ㈲屋久島石油 屋久島安房SS 屋久島町安房540-9 0997-46-2725 〇

姶良郡 99ENEOS セルフ 勝栗燃料㈱ セルフ栗野インターSS 湧水町木場249-1 0995-74-2234

出水郡 100ENEOS フル ㈲東鉱油 長島SS 長島町鷹巣844-4 0996-86-0020

101 アポロステーション フル 南国殖産㈱ 宮之城給油所 さつま町旭町9-1 0996-53-2748

102ENEOS フル 宮之城石油㈱ 山崎中央給油所 さつま町山崎225-1 0996-56-8688

薩摩郡

103ENEOS フル 宮之城石油㈱ 時吉給油所 さつま町時吉278-1 0996-53-0638


