
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【47沖縄県】　取扱店/179　販売店/ 4 2023-05-01現在

地区　47 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS セルフ ㈱ 山城石油 サンセール宇栄原 小禄931-3 098-857-2626

2ENEOS セルフ ㈱伊禮石油 セルフ小禄バイパスSS 826-1 098-852-0600

3ENEOS フル ㈱伊禮石油 ブルーポート古波蔵SS 古波蔵2-25-1 098-854-8150

4シェル フル＆セルフ オーケイ運輸(資) オーケイ首里SS 首里石嶺町2-7-1 098-886-3415

5シェル フル オーケイ運輸(資) オーケイ泉崎SS 松尾1-20-22 098-867-1581

6シェル フル＆セルフ オーケイ運輸(資) オーケイSS 泊2-2-11 098-867-2692

7ENEOS フル (株)日政石油 寄宮SS 国場513-1 098-855-7036

8ENEOS フル (株)日政石油 寒川SS 松川3-16-1 098-884-3555

9ENEOS セルフ (資)南風原石油 首里SS 首里桃原1-16 098-885-2222

10ENEOS セルフ (資)南風原石油 松川SS 松川1-1-7 098-853-0001

11ENEOS セルフ (資)南風原石油 繁多川SS 繁多川2-14-2 098-855-0532

12ENEOS セルフ (資)南風原石油 ニュータウン与儀SS 与儀2-21-8 098-853-1455

13ENEOS セルフ (資)ホリデー石油 鏡原サービスステーション 鏡原町34-48 098-857-3490

14ENEOS セルフ (資)ホリデー石油 田原サービスステーション 小禄1202-1 098-857-0238

15ENEOS フル (名)バイパス給油所 安里バイパス 75-1 098-887-7712

16ENEOS フル ㈱ 白石 白石 ENEOS那覇大橋店 古波蔵3-1-15 098-833-2288

17ENEOS フル ㈱ 白石 白石 ENEOS波之上海岸店 辻2-29-1 098-868-9725

18その他 フル ㈱センターサービスステーション 泊大橋給油所 曙1-14-35 098-866-6385

19その他 フル ㈱センターサービスステーション CSS田原給油所 田原3-12-5 098-852-1550

20その他 フル ㈱センターサービスステーション 真嘉比インター給油所 銘苅1-1-22 098-862-2393

21出光 フル 丸博産業㈱ キーパープロショップ曙店 曙2-4-21 098-869-8333

22 アポロステーション フル ㈲安守石油 真玉橋給油所 字国場1084番地 098-854-9401

23コスモ セルフ ヤマト石油㈱ サザンウィング高良セルフステーション 高良3-11-4 098-859-3131

24ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 小禄店 具志1-15-1 098-859-3551

25ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 三原店 三原1-22-44 098-835-3760

26ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 山下店 山下町2-24 098-857-2140

27ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 崎山店 首里崎山町3-97-1 098-886-5838

28ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 宇栄原店 小禄5-13-12 098-859-8950

29ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 末吉店 松島2-7-39 098-885-2110

30ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート あめく店 上之屋341-37 098-862-5888

31ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 前島店 前島3-22-8 098-864-2110

32ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 小禄駅前店 田原1-3-2 098-858-3838

33ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 崇元寺店 那覇市泊1-3-5 098-866-5267

那覇市

34ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート めかる店 銘苅226 098-863-8770

35 伊藤忠エネクス フル ㈱ODC 真志喜サービスステーション 真志喜1-9-1 098-897-2322

36ENEOS セルフ ㈱ 山城石油 サンセール大山 大山3丁目5-5 098-898-2405

37ENEOS フル ㈱伊禮石油 ブルーポート伊佐SS 伊佐3-7-1 098-899-1057

38ENEOS フル (株)日政石油 大久保SS 3丁目4番地1号 098-892-4044

39 伊藤忠エネクス フル ㈲共成産業 野嵩プライムステーション 野嵩3-4-6 098-893-3455

40その他 フル キーストン石油㈱ オートウイング我如古 真栄原1-4-5 098-898-4131

41ENEOS フル ㈱普天間石油 伊佐サービスステーション 伊佐3-9-1 098-898-5525

42ENEOS フル ㈱普天間石油 はごろもサービスステーション 宜野湾2-10-17 098-892-9717

宜野湾市

43ENEOS フル ㈱普天間石油 上原サービスステーション 上原1-3-1 098-892-2706

44ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 伊原間サービスステーション 伊原間93 0980-89-2328

45ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 磯辺サービスステーション 宮良南端1054-44 0980-82-3879

46ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 新栄町サービスステーション 新栄町12 0980-82-3712

47ENEOS セルフ ㈱石垣エスエスグループ 新小前サービスステーション 新栄町28-2 0980-86-0480

48ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 新川シードサービスステーション 新川439-1 0980-88-1560

49ENEOS セルフ ㈱石垣エスエスグループ 真栄里BPサービスステーション 真栄里237-11 0980-84-3440

50ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 石垣空港サービスステーション 盛山222-34 0980-84-4182

51ENEOS セルフ ㈱石垣エスエスグループ 平川サービスステーション 石垣157-10 0980-83-5733

52ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 川平サービスステーション 川平853-1 0980-88-2357

53ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 仲道サービスステーション 登野城655-3 0980-82-3411

54ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 石垣サービスステーション 登野城69 0980-82-4498

55ENEOS フル ㈱石垣エスエスグループ 白保サービスステーション 白保763-4 0980-86-7333

56ENEOS フル 八重山石油㈱ 真栄里SS 488-1 0980-83-2988

石垣市

57ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 登野城店 登野城1394-1 0980-83-0639

58ENEOS セルフ ㈱ 浦添石油 サンセール屋富祖 屋富祖1丁目1-2 098-877-1322

59ENEOS セルフ ㈱ 浦添石油 サンセール前田 前田3丁目18-1 098-875-5740

60 アポロステーション フル ㈱ 三光 安川SS 牧港3-40-1 098-988-1316

61ENEOS セルフ ㈱伊禮石油 セルフ浦添SS 大平1-36-2 098-874-5505

62ENEOS セルフ ㈱伊禮石油 セルフ浦添東SS 仲間2-50-1 098-879-5177

63ENEOS セルフ ㈱伊禮石油 セルフ城間SS 城間1-11-7 098-878-9000

64 アポロステーション フル ㈱浦西石油 浦西給油所 前田3-1-7 098-877-7291 〇

65 伊藤忠エネクス フル 金秀鋼材㈱ 牧港店 城間3004-1 098-871-1910

66その他 セルフ キーストン石油㈱ オートウイング浦添 港川2-20-1 098-879-6031

浦添市

67ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 経塚店 経塚457 098-877-7337



P2 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【47沖縄県】　取扱店/179　販売店/ 4 2023-05-01現在

地区　47 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 真栄原店 西原2-4-9 098-877-2118

69ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 卸団地店 西洲2-1-7 098-875-2737

70ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 茶山店 仲間1-1-3 098-877-4091

71ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 仲西店 仲西1-3-19 098-877-2098

72ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 浦添内間1丁目店 内間1-2-1 098-877-0711

浦添市

73ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 牧港店 牧港4-8-1 098-876-5750

74 アポロステーション フル ㈱ 三光 屋部SS 宇茂佐の森4-19-1 0980-53-2269

75 アポロステーション フル ㈱ 三光 宮里SS 宮里3-25-10 0980-52-5438

76ENEOS セルフ ㈱伊禮石油 セルフ名護SS 世冨慶574-5 0980-54-1575

77その他 セルフ キーストン石油㈱ オートウイング川上 川上192-2 0980-58-2577

78 伊藤忠エネクス フル ㈱ゴールド通産 ゴールド柳給油所 大北5丁目-4-20 0980-54-2456

79 伊藤忠エネクス フル ㈱ゴールド通産 ゴールド東江給油所 東江5丁目-17-15 0980-54-2425

80ENEOS セルフ (資)南風原石油 名護リゾートSS 許田5-1 0980-54-2492

81ENEOS フル ㈲シンリュウ石油 辺野古給油所 字辺野古913-19 0980-55-2577

82ENEOS フル ㈱ 東開発 名護バイパス給油所 大北4-21-5 0980-54-1955

83ENEOS フル ㈱山浩商事 大北サービスステーション 大北3-1-76 0980-52-2105

名護市

84ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 名護店 東江4-2-6 0980-52-2334

85ENEOS セルフ ㈱ 山城石油 サンセール照屋 照屋1192-1 098-995-1388

86 アポロステーション フル ㈱西崎パークSS 西崎パークSS 西崎町3丁目222番地 098-995-2373

87ENEOS セルフ ㈱ 山城石油 サンセール潮平 潮平772-1 098-994-2530

88 伊藤忠エネクス セルフ 金秀鋼材㈱ 糸満店 兼城400-1 098-852-3317

89出光 フル 丸博産業㈱ キーパープロショップ西崎店 西﨑2-24-1 098-994-1831

糸満市

90ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート いとまん店 字兼城471-3 098-840-8230

91その他 フル ㈱ 神谷石油 登川給油所 登川2491番地 098-939-5062

92ENEOS フル ㈱伊禮石油 ブルーポート池原SS 池原3-3-20 098-934-6789

93その他 フル ㈲おきりゅう ハローシーサー山内店 山内2-1-1 098-932-1324

94その他 フル ㈲おきりゅう ハローシーサー松本店 松本7丁目2番1号 098-937-2955

95ENEOS セルフ 金秀鋼材㈱ 宮里小学校前店 宮里2-19-25 098-938-3883

96ENEOS セルフ (資)南風原石油 八重島SS 八重島2-7-2 098-921-0377

97ENEOS フル (資) 宮商事 カーポートよぎSS 与儀1-7-1 098-932-7282

98ENEOS セルフ 永山石油 ㈱ セルフ前原SS 古謝3丁目22番14号 098-938-4896

99ENEOS セルフ 永山石油 ㈱ セルフ高原サービスステーション 高原5丁目9番9号 098-937-7298

100ENEOS フル 永山石油 ㈱ コザ中央SS 室川1丁目19番40号 098-982-1293

101ENEOS セルフ 永山石油 ㈱ セルフ運動公園SS 泡瀬3丁目8番3号 098-982-1320

102 アポロステーション フル ㈱森岡コーリー センチュリー泡瀬給油所 泡瀬2-5-1 098-937-5342

103その他 フル ㈱ユカ モーレ中の町SS 諸見里1-18-11 098-932-9022

104ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 宮里店 古謝津嘉山町1-6 098-938-9439

105ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 上地店 上地3-18-1 098-932-9888

106ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 南インター店 上地4-23-22 098-983-9911

107ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 美里店 美原1-6-13 098-937-1922

108ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート あわせ店 泡瀬4-30-1 098-939-2482

沖縄市

109ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 明道店 明道1-23-11 098-937-3888

110 伊藤忠エネクス フル 金秀鋼材㈱ 上田店 渡橋名210-1 098-840-2700

111その他 セルフ ㈱センターサービスステーション 豊見城グランド給油所 字高安273-3 098-850-8682

112 伊藤忠エネクス フル ㈱平良給油所 平良給油所 平良66番地 098-856-1837

113コスモ フル ヤマト石油㈱ 豊見城南給油所 保栄茂576-1 098-850-2828

114ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 豊崎店 字豊崎3-40 098-856-4187

豊見城市

115ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート とよみ店 真玉橋295 098-856-5115

116その他 フル ㈱ 神谷石油 伊波SS 石川伊波309 098-964-5482

117ENEOS セルフ ㈱ 山城石油 サンセール石川インター 石川2337 098-964-5013

118 伊藤忠エネクス フル ㈲稲嶺石油 田場給油所 田場100番地 098-974-1188

119ENEOS セルフ ㈱伊禮石油 セルフ兼原SS 高江洲1081 098-973-8888

120ENEOS フル ㈱伊禮石油 ブルーポート平良川SS 平良川144 098-973-3524

121その他 セルフ キーストン石油㈱ オートウイング具志川 塩屋463-3 098-974-4444

122 伊藤忠エネクス フル ㈲くだか石油 石川嘉手苅146-1 098-965-5565

123 伊藤忠エネクス フル ㈲ 新石油 勝連SS 勝連平安名2701-2 098-978-7398

124ENEOS フル ㈲シンリュウ石油 南原給油所 勝連南風原4043-1 098-978-5856

125 伊藤忠エネクス フル 瑞穂石油㈱ 赤崎給油所 石川東山本町2丁目4番1号 098-964-2626 〇

126 アポロステーション フル ㈱森岡コーリー みどり町給油所 西原2-1 098-972-5465

127その他 フル ㈱ユカ モーレ宮里東SS 宮里47番地 098-974-6636

128ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 平良川店 喜屋武278-1 098-973-2253

うるま市

129ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート うるま与勝店 具志川1460 098-979-0711

130ENEOS フル ㈱大米建設 大米給油所 平良字荷川取275-1 0980-72-6282宮古島市

131ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 西里店 平良字西里765-3 0980-79-0334

132その他 フル ㈲おきりゅう ハローシーサー知念店 知念久原430 098-947-2223

133ENEOS フル 親ヶ原石油販売㈱ 親ヶ原SS 玉城字仲村渠1257-1 098-948-1093

南城市

134ENEOS フル (有)ミナミ石油 南部大里 大里字富原2651-5 098-945-0213



P3 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【47沖縄県】　取扱店/179　販売店/ 4 2023-05-01現在

地区　47 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

135 伊藤忠エネクス フル ㈱ 坂田給油所 西原町翁長539-2 098-945-4555

136ENEOS セルフ ㈱ 山城石油 サンセール琉大前 中城村南上原507 098-895-5267

137ENEOS セルフ ㈱ 山城石油 サンセール和仁屋 北中城村和仁屋189-3 098-982-0511

138ENEOS セルフ ㈱伊禮石油 セルフ読谷喜名SS 読谷村喜名469 098-958-3700

139ENEOS フル ㈱伊禮石油 ブルーポート読谷長浜SS 読谷村長浜1772-1 098-958-3510

140 伊藤忠エネクス フル 金秀鋼材㈱ 小那覇店 西原町小那覇514-1 098-946-4434

141 伊藤忠エネクス フル 金秀鋼材㈱ 小波津店 西原町小波津544-2 098-944-0088

142ENEOS フル (株)日政石油 比謝川SS 読谷村伊良皆240 098-956-4755

143ENEOS フル (株)日政石油 都屋SS 読谷村都屋279-1 098-956-3312

144その他 フル キーストン石油㈱ オートウイング北中 北中城村島袋1418 098-933-8888

145ENEOS セルフ (資)南風原石油 兼久SS 西原町字兼久174-2 098-882-0005

146ENEOS セルフ (資)南風原石油 ずけらん東SS 北中城村字瑞慶覧640 098-930-3340

147ENEOS フル ㈱ 白石 白石 ENEOS北谷美浜店 北谷町美浜3-1-2 098-936-9422

148 伊藤忠エネクス フル ㈲信栄石油 北上原給油所 中城村428番地 098-895-5512

149その他 セルフ ㈱センターサービスステーション センター給油所 北谷町砂辺365番地 098-936-2509

150ENEOS フル＆セルフ ㈱西原グリーンセンター 西原センターサービスステーション 西原町内間525-2 098-945-4196

151 伊藤忠エネクス フル (有)ふるげん 古堅給油所 読谷村638-2 098-956-0791

152出光 セルフ 丸博産業㈱ キーパープロショップ中城店 中城村泊106-2 098-895-5389

153 伊藤忠エネクス フル 瑞穂石油㈱ おなが給油所 西原町字翁長567番地 098-946-0097 〇

154 伊藤忠エネクス フル 瑞穂石油㈱ 幸地給油所 西原町字幸地895番6号 098-835-8633 〇

155 伊藤忠エネクス フル ㈱宮健商事 水釜給油所 嘉手納町186 098-956-3069

156 アポロステーション セルフ ㈱森岡コーリー セルフ北谷役場前給油所 北谷町桑江1-14-16 098-921-7585

157その他 セルフ ㈱ユカ モーレくばセルフ 中城村字久場1984番地 098-895-5050

158ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 北谷桑江店 北谷町桑江472-7 098-936-9675

159ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 北谷北前1丁目店 北谷町北前1-20-1 098-926-0711

中頭郡

160ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート イオンモール沖縄ライカム店 北中城村字ﾗｲｶﾑ1 098-931-0077

161ENEOS セルフ (資) 南風原石油 南風原町字兼城127 09888-9-1111

162 伊藤忠エネクス フル ㈱ODC 大名サービスステーション 南風原町字大名180番地 09889-7-2322

163 伊藤忠エネクス セルフ 金秀鋼材㈱ あがり浜店 与那原町東浜68-1 09888-2-8282

164ENEOS セルフ (資)南風原石油 南風原SS 南風原町字兼城127 09888-9-1818

165ENEOS セルフ (資)南風原石油 与那原商店街SS 与那原町字与那原13-1 09894-5-3366

166ENEOS フル ㈲座間味石油商会 阿嘉給油所 座間味村字阿嘉50番地 09898-7-3994

167ENEOS フル ㈲座間味石油商会 座間味給油所 座間味村字座間味167番地 09898-7-2937

168ENEOS フル (有)ミナミ石油 照屋SS 南風原町照屋329 09888-9-7526

169コスモ セルフ ヤマト石油㈱ セルフステーション八重瀬507 八重瀬町伊覇194-1 09899-6-3071

170コスモ フル ヤマト石油㈱ 八重瀬給油所 八重瀬町東風平1025-1 09899-8-2725

171ENEOS セルフ ㈱りゅうせきライフサポート 兼城店 南風原町兼城265 09888-8-2115

172ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 津嘉山南店 南風原町津嘉山1683 09888-9-3749

173ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 与那覇店 南風原町与那覇527-1 09888-9-0524

島尻郡

174ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 与那原店 与那原町与那原1176-1 09894-5-8111

175出光 フル ㈱大口開発 ポートサイド給油所 伊江村字川平740番地の3 0980-49-5454

176ENEOS フル ㈲恩納給油所 恩納給油所 恩納村前兼久959 0989-64-2388

177ENEOS セルフ (資)南風原石油 ヤマダSS 恩納村山田2395-1 0989-65-5706

178その他 フル ㈱ユカ モーレ与久田ビーチSS 恩納村真栄田2426番地 0989-64-3068

国頭郡

179ENEOS フル ㈱りゅうせきライフサポート 金武店 金武町金武258 0989-68-7888


