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福岡県 北九州市門司区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーションニュー大里給油所 高田１－２１－１０ 093-371-0631

福岡県 北九州市門司区 九販石油株式会社 片上給油所 片上海岸４－１４ 093-321-2061

福岡県 北九州市門司区 九販石油株式会社 新門司給油所 吉志２３６－３ 093-481-1323

福岡県 北九州市門司区 エネクスフリート株式会社 新門司インター給油所 畑９４２－１ 093-481-3578

福岡県 北九州市門司区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅしんもじ店　給油所 新門司１－１－１１ 093-483-2211

福岡県 北九州市門司区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ門司店　給油所 東本町１丁目６番１９号 093-321-6545

福岡県 北九州市門司区 株式会社西日本宇佐美 １９９号門司SS給油所 松原１丁目３番１９号 093-381-2777

福岡県 北九州市若松区 株式会社九州エナジー セルフステーション若松給油所 古前１－６２７－３ 093-752-1730

福岡県 北九州市若松区 株式会社新光 藤の木　給油所 宮丸２－３－１０ 093-771-1556

福岡県 北九州市若松区 株式会社i・ライフソリューションズ I-Store若松ひびきの店　給油所 ひびきの北１番１０号 093-742-5522

福岡県 北九州市若松区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション高須給油所 大字大鳥居１５７番１ 093-742-5858

福岡県 北九州市若松区 丸三商事有限会社 小石　給油所 上原町２－５ 093-761-2287

福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ワシダ 戸畑構内給油所 大字戸畑２５５番地２６ 093-872-5092

福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ヒガキ BIG　ONE　中原　給油所 中原東１－１５－２０ 093-871-2521

福岡県 北九州市戸畑区 九販石油株式会社 戸畑　給油所 浅生１－３－２７ 093-883-1071

福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ワシダ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ戸畑店給油所 中本町１２－２５ 093-881-5075

福岡県 北九州市小倉北区 株式会社西日本宇佐美 北九州トラックステーション給油所 東港１－５－２ 093-581-9696

福岡県 北九州市小倉北区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ東篠崎給油所 東篠崎３丁目１９３－１７ 093-932-9811

福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅきよみず店　給油所 清水３－１２－１２ 093-561-1785

福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小倉店　給油所 上富野１－３－１ 093-531-6801

福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ足立店　給油所 下富野５－２１－２８ 093-533-6699

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社西日本宇佐美 新門司給油所 上吉田５丁目７１１－１ 093-475-1600

福岡県 北九州市小倉南区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション葛原給油所 葛原本町６丁目１６３１－２ 093-473-1200

福岡県 北九州市小倉南区 有限会社菖蒲商会 小倉南　給油所 中曽根東１－２－２１ 093-471-7982

福岡県 北九州市小倉南区 有限会社菖蒲商会 荒木　給油所 下貫３－３－７ 093-472-9045

福岡県 北九州市小倉南区 谷弥石油株式会社 ザ・モール小倉前　給油所 田原新町３丁目１－１０１ 093-475-2345

福岡県 北九州市小倉南区 金沢石油株式会社 スーパーセルフ小倉南インター　給油所 徳吉東１丁目１０－１３ 093-451-6370

福岡県 北九州市小倉南区 有限会社吉田石油 グリーンズユア・ステーション　給油所 中吉田３丁目１の１ 093-475-2408

福岡県 北九州市小倉南区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ曽根給油所 上曽根５－１１０－１ 093-474-5811

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社イデックスリテール福岡 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼　給油所 沼緑町５丁目３－１１ 093-474-1367

福岡県 北九州市小倉南区 有限会社サービス・ステーションさとう 桜橋　給油所 徳力六丁目１４－１ 093-962-3851

福岡県 北九州市小倉南区 小倉東石油株式会社 小倉東インター　給油所 長野本町２－１－３０ 093-473-7575

福岡県 北九州市小倉南区 出光リテール販売株式会社 セルフステーション守恒給油所 守恒５丁目７－６ 093-961-1060

福岡県 北九州市小倉南区 谷弥石油株式会社 葛原　給油所 葛原１丁目３番１１号 093-482-2274

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ湯川店　給油所 湯川１丁目９番３号 093-931-7167

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小倉南店　給油所 徳吉東１－１１－１６ 093-452-1330

福岡県 北九州市小倉南区 東谷石油株式会社 高津尾　給油所 大字高津尾１３０－４ 093-452-1110

福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ＡＺ徳力給油所 守恒本町３－２－１０ 093-961-6191

福岡県 北九州市小倉南区 相光石油株式会社 セルフステーション小倉南蒲生　給油所 蒲生２－１１－１ 093-562-5512

福岡県 北九州市八幡東区 九州米油株式会社 八幡中央　給油所 中央２－２４－１０ 093-671-0400

福岡県 北九州市八幡東区 株式会社ワシダ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八幡店給油所 西本町１－１８－１７ 093-671-3155

福岡県 北九州市八幡東区 株式会社ワシダ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ前田店給油所 前田２－３－２５ 093-671-0701

福岡県 北九州市八幡東区 株式会社ワシダ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山王店給油所 山王１－１７－１１ 093-681-6891

福岡県 北九州市八幡西区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション大平台給油所 大平１－１３－１５ 093-611-5252

福岡県 北九州市八幡西区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション黒崎中央給油所 西曲里町６番１２号 093-641-7110

福岡県 北九州市八幡西区 神原石油株式会社 香月　給油所 楠橋南３丁目２１－２１ 093-617-0711

福岡県 北九州市八幡西区 金沢石油株式会社 プリテール星ヶ丘　給油所 星ヶ丘６丁目１－１１６ 093-619-5001

福岡県 北九州市八幡西区 九販石油株式会社 黒崎給油所 西神原町１－３０ 093-621-2033

福岡県 北九州市八幡西区 エネクスフリート株式会社 ３号線折尾給油所 則松２－１２－５ 093-691-4350

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社的野物産 香月　給油所 香月中央３－１－１８ 093-617-0214

福岡県 北九州市八幡西区 池田石油有限会社 永犬丸ニュータウン　給油所 八枝２丁目１番２０号 093-603-0160

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ引野　給油所 引野１－２６－１０ 093-642-6422

福岡県 北九州市八幡西区 九州米油株式会社 穴生　給油所 穴生４－９－２２ 093-631-0494

福岡県 北九州市八幡西区 九州米油株式会社 小嶺　給油所 小嶺台１－１－５５ 093-612-1411

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三ヶ森店　給油所 三ヶ森４－１２－８ 093-613-0010

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ本城店　給油所 御開三丁目６番２０号 093-692-8802

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社イデックスリテール福岡 久喜町　給油所 紅梅３－１－２４ 093-631-2608

福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ネクステージ九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト馬場山　給油所 馬場山緑１６－１０ 093-617-1125
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福岡県 北九州市八幡西区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ永犬丸　給油所 永犬丸４丁目１０番５号 093-692-6550

福岡県 福岡市東区 株式会社新出光 箱崎ふ頭給油所 箱崎ふ頭４－１－７ 092-641-8461

福岡県 福岡市東区 エネクスフリート株式会社 香椎パークポート給油所 香椎浜ふ頭３－１－１６ 092-681-6851

福岡県 福岡市東区 株式会社西日本宇佐美 ３号博多バイパス流通団地給油所 松島３丁目６区１５－１ 092-612-7670

福岡県 福岡市東区 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ三苫給油所 和白５－４－３８ 092-607-3812

福岡県 福岡市東区 谷弥石油株式会社 アイランド２０１　給油所 二又瀬１－１０ 092-611-7785

福岡県 福岡市東区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ二又瀬給油所 二又瀬新町１１０６－１ 092-624-2811

福岡県 福岡市東区 有限会社西戸崎美和石油 西戸崎　給油所 西戸崎４－９－３４ 092-603-0156

福岡県 福岡市東区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ九産大前　給油所 唐原１丁目３－３３ 092-663-1215

福岡県 福岡市東区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ若宮　給油所 若宮５－１１６ 092-671-1405

福岡県 福岡市東区 有限会社若宮 土井　給油所 土井２－３１－６ 092-691-1235

福岡県 福岡市東区 國際油化株式会社 オブリステーション土井給油所 多－良１丁目５２－７ 092-691-1362

福岡県 福岡市東区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ箱崎店給油所 箱崎ふ頭５－９－２４ 092-651-1417

福岡県 福岡市東区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション香椎給油所 千早５－１－５ 092-661-4689

福岡県 福岡市東区 株式会社ネクステージ九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト三苫　給油所 三苫１－１６－５０ 092-606-9379

福岡県 福岡市博多区 株式会社西日本宇佐美 ３号東比恵給油所 榎田１－３－１１ 092-451-1893

福岡県 福岡市博多区 株式会社西日本宇佐美 ３号福岡南バイパス給油所 大字金隈５６７－３ 092-503-0809

福岡県 福岡市博多区 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト板付給油所 板付一丁目７番１３号 092-436-3320

福岡県 福岡市博多区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ石城町　給油所 築港本町４－５ 092-291-5979

福岡県 福岡市博多区 南国殖産株式会社 桜丘　給油所 浦田２－２１１－３ 092-504-2611

福岡県 福岡市博多区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ金隈給油所 金隈１－２３－２９ 092-503-0686

福岡県 福岡市博多区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ博多月隈給油所 西月隈２丁目３５番 092-477-6550

福岡県 福岡市博多区 麻生商事株式会社 千代町　給油所 千代２－２１－９ 092-651-8824

福岡県 福岡市博多区 株式会社イデックスリテール福岡 竹下　給油所 竹下２－２－１ 092-411-3902

福岡県 福岡市博多区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福岡セントラル　給油所 東比恵１－２－１６ 092-411-2118

福岡県 福岡市博多区 林兼石油株式会社 五十川給油所 那珂６－２４－１ 092-571-5524

福岡県 福岡市博多区 相光石油株式会社 ＡＩステーション セルフ筑紫通・山王町　給油所 山王２－１３－１ 092-415-3189

福岡県 福岡市博多区 川添石油株式会社 福岡空港　給油所 空港前三丁目３－４０ 092-622-6538

福岡県 福岡市博多区 國際油化株式会社 オブリステーション南福岡給油所 麦野６－２７－２３ 092-572-0068

福岡県 福岡市博多区 國際油化株式会社 オブリステーション福岡南バイパス給油所 半道橋２－８－２８ 092-473-7617

福岡県 福岡市博多区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ博多駅南店給油所 博多駅南２－８－７ 092-441-9750

福岡県 福岡市博多区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ博多祇園店給油所 祇園町５－１ 092-291-2583

福岡県 福岡市博多区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ半道橋店給油所 半道橋１丁目３－１０ 092-411-0234

福岡県 福岡市博多区 株式会社プラス サービスステーション博多麦野店　給油所 麦野５丁目１３番１号 092-588-0202

福岡県 福岡市博多区 出光リテール販売株式会社 セルフ堅粕給油所 東光２－３－１ 092-473-7786

福岡県 福岡市博多区 株式会社相光ジェネシス セルフステーション筑紫通りモロオカ 　給油所 諸岡３丁目８番２号 092-589-5563

福岡県 福岡市中央区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高砂　給油所 清川２丁目２０－１９ 092-531-4838

福岡県 福岡市中央区 株式会社九州エナジー 福岡セントラル給油所 那の津１－３－１３ 092-771-6871

福岡県 福岡市中央区 相光石油株式会社 セルフステーション平尾　給油所 平尾一丁目１１－２３ 092-533-1187

福岡県 福岡市中央区 相光石油株式会社 ｽﾏｰﾄｶｰｳｫｯｼｭ福岡ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ地行　給油所 今川１－８－１ 092-724-2156

福岡県 福岡市中央区 株式会社サンライズ石油 西公園　給油所 港３丁目１０番１７号 092-732-7777

福岡県 福岡市中央区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ福岡ドーム前　給油所 地行３丁目２９－２２ 092-715-0805

福岡県 福岡市中央区 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅリバーサイド友泉亭給油所 笹丘１－２６－７ 092-731-0330

福岡県 福岡市中央区 相光石油株式会社 ＡＩステーション セルフ大濠　給油所 大濠公園２－４１ 092-736-5651

福岡県 福岡市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平尾店給油所 平尾２－８－３ 092-531-6507

福岡県 福岡市中央区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ那の川店給油所 清川３－１５－１３ 092-531-4631

福岡県 福岡市南区 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケア長住給油所 長住３－３－３３ 092-541-1656

福岡県 福岡市南区 出光リテール販売株式会社 セルフステーション野多目給油所 野多目２丁目３６８－１ 092-566-3617

福岡県 福岡市南区 朝日石油株式会社 桧原　給油所 屋形原５－８－２０ 092-566-0509

福岡県 福岡市南区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ大橋　給油所 塩原４－１４－２３ 092-552-2400

福岡県 福岡市南区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ塩原　給油所 清水４丁目２２－２２ 092-551-2861

福岡県 福岡市南区 國際油化株式会社 オブリステーション若久給油所 野間２－５－３０ 092-553-2951

福岡県 福岡市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ曰佐店給油所 曰佐４－１０－１５ 092-581-4955

福岡県 福岡市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花畑店給油所 花畑２丁目３０番１９号 092-566-5470

福岡県 福岡市南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大橋中央店給油所 向野２－１３－２７ 092-541-7164

福岡県 福岡市南区 有冨石油商事株式会社 警弥郷　給油所 警弥郷１－２７－２ 092-591-7165

福岡県 福岡市西区 コスモ石油販売株式会社 スーパーセルフステーション千里給油所 大字千里字清水３００－１８ 092-805-4066

福岡県 福岡市西区 太陽石油販売株式会社 セルフ拾六町給油所 拾六町四丁目６３番３号 03-5521-9362

福岡県 福岡市西区 朝日石油株式会社 姪の浜　給油所 小戸３－２－１５ 092-881-7856

福岡県 福岡市西区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ西都給油所 西都２丁目２８４ 092-802-0321

福岡県 福岡市西区 ハタエ石油株式会社 横浜西　給油所 田尻４２－１ 092-707-5666



福岡県 福岡市西区 川添石油株式会社 セルフ野方　給油所 戸切３丁目２１４番４ 092-811-8805

福岡県 福岡市西区 髙橋石油店　髙橋 正典 福岡宮の浦　給油所 大字宮浦２０５９－１ 092-809-2333

福岡県 福岡市西区 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ姪の浜　給油所 内浜２丁目１９－２６ 092-884-1850

福岡県 福岡市西区 出光リテール販売株式会社 セルフステーション福重給油所 福重３丁目２８９－１５ 092-894-5160

福岡県 福岡市西区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊都店給油所 西都１丁目１８－１５ 092-807-5556

福岡県 福岡市西区 株式会社ネクステージ九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフステージ橋本　給油所 橋本２－１３－２８ 092-811-6722

福岡県 福岡市西区 コスモ石油販売九州 マリナタウンＳＳ 姪の浜２－２２－５ 092-285-5414

福岡県 福岡市西区 ハタエ石油株式会社 セルフ福重　給油所 福重一丁目１３－６ 092-707-7685

福岡県 福岡市城南区 出光リテール販売株式会社 堤給油所 樋井川６－５－１３ 092-861-9957

福岡県 福岡市城南区 朝日石油株式会社 七隈　給油所 茶山４－１３－１１ 092-871-2885

福岡県 福岡市城南区 株式会社宮元石油 島廻橋　給油所 片江１－１－３２ 092-801-0505

福岡県 福岡市城南区 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ別府２０２　給油所 別府５丁目１２－２０ 092-821-2292

福岡県 福岡市城南区 南国殖産株式会社 友泉亭　給油所 長尾１－１９－１１ 092-871-3044

福岡県 福岡市城南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城南店給油所 別府３丁目１２－１１ 092-841-3500

福岡県 福岡市城南区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ堤店給油所 堤２丁目２１－８ 092-874-0277

福岡県 福岡市城南区 株式会社ネクスト城南 プラザ片江給油所 片江１丁目２４番３３号 092-861-9150

福岡県 福岡市早良区 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション重留新町給油所 重留２－１２６５－５ 092-872-4006

福岡県 福岡市早良区 コスモ石油販売株式会社 四箇田給油所 田村７－１６－２ 092-863-5590

福岡県 福岡市早良区 株式会社i・ライフソリューションズ Ｉ－ｓｔｏｒｅ南庄店　給油所 南庄５丁目１０番３２号 092-833-1170

福岡県 福岡市早良区 鈴木石油株式会社 原　給油所 原１丁目１８－１ 092-847-7601

福岡県 福岡市早良区 株式会社島田石油 セルフ野芥　給油所 野芥１－４－１３ 092-871-3991

福岡県 福岡市早良区 林兼石油株式会社 野芥給油所 野芥３－２６－３ 092-863-5588

福岡県 福岡市早良区 國際油化株式会社 オブリステーション室見給油所 室見１－１－９ 092-831-1686

福岡県 福岡市早良区 國際油化株式会社 オブリステーション次郎丸給油所 次郎丸４－２－３４ 092-864-5672

福岡県 福岡市早良区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ次郎丸店給油所 次郎丸５丁目２４４－１ 092-863-9561

福岡県 福岡市早良区 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西新店給油所 曙１－１４－２２ 092-407-6427

福岡県 福岡市早良区 株式会社ネクスト城南 セルフスタンド昭代給油所 昭代３－２１４－５ 092-833-6000

福岡県 福岡市早良区 福岡市農業協同組合 福岡市農協入部　給油所 東入部７－３７－３ 092-804-3059

福岡県 大牟田市 有限会社山口燃料店 吉野　給油所 大字白銀６８７ 0944-58-0325

福岡県 大牟田市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ大牟田給油所 長田町７－１ 0944-57-1800

福岡県 大牟田市 白石石油有限会社 大牟田上町　給油所 上町２－７－１ 0944-53-7115

福岡県 大牟田市 中村産業株式会社 セルフ勝立　給油所 新勝立町６－１－２４ 0944-59-1700

福岡県 大牟田市 株式会社柴尾産業 天道　給油所 天道町１３８－２ 0944-53-0837

福岡県 大牟田市 有限会社大高石油店 大牟田ルート１３　給油所 加納町１－５３－８ 0944-51-0677

福岡県 大牟田市 株式会社井形 ふれあいプラザ白川　給油所 上白川町１－１２５ 0944-52-4873

福岡県 大牟田市 株式会社井形 ふれあいプラザ健老町　給油所 健老町２９４－１ 0944-52-0139

福岡県 大牟田市 株式会社井形 ふれあいプラザ吉野　給油所 大字白銀字今町３５番 0944-50-1230

福岡県 大牟田市 金子　健六 コーストラインケンロー　給油所 健老町３４６－１ 0944-55-4950

福岡県 大牟田市 藤満　和博 藤満石油諏訪町　給油所 諏訪町１－４６ 0944-43-1147

福岡県 大牟田市 藤満　善彦 通町　給油所 通町１－４－１ 0944-51-0166

福岡県 大牟田市 合資会社山下タイヤ工業所 大牟田本町　給油所 本町５－８－７ 0944-51-2200

福岡県 大牟田市 株式会社相光エネルギーセントレア セルフステーションルート２０８大牟田北　給油所 甘木５４１－１ 0944-85-7727

福岡県 久留米市 出光リテール販売株式会社 合川給油所 新合川二丁目７番２０号 0942-45-6800

福岡県 久留米市 南国殖産株式会社 諏訪野町　給油所 諏訪野町２３６０ 0942-32-0690

福岡県 久留米市 江藤石油株式会社 デリス２１田主丸　給油所 田主丸町殖木２３３番地の２ 09437-2-3011

福岡県 久留米市 有限会社古賀商店 鑓水　給油所 高良内町元御神２９１３－２ 0942-43-4709

福岡県 久留米市 株式会社田中商店 上田主丸　給油所 田主丸町秋成５４６ 09437-2-2518

福岡県 久留米市 最所産業株式会社 信愛通り　給油所 高良内町２８０６－２ 0942-45-4584

福岡県 久留米市 最所産業株式会社 スーパーセルフ津福バイパス　給油所 津福今町１８２－２ 0942-34-2306

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小森野店　給油所 小森野町２丁目１６番２０号 0942-32-0563

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ久留米東店　給油所 山川沓形町１－２０ 0942-44-6428

福岡県 久留米市 筑協商事株式会社 山川　給油所 山川市ノ上町６番３６号 0942-43-2510

福岡県 久留米市 有限会社パイン石油 通町　給油所 通町１－２６ 0942-36-0925

福岡県 久留米市 平成スタンダード石油有限会社 東櫛原　給油所 東櫛原町字内牟田４６他 0942-30-0003

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ荒木給油所 荒木町荒木２４１１ 0942-51-3550

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ久留米東給油所 野中町４１９－１ 0942-41-9818

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ津福給油所 津福今町６７９－１ 0942-31-5330

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ東合川給油所 東合川２－２－１０ 0942-44-3811

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ国分給油所 国分町字白川７７６ 0942-21-0007

福岡県 久留米市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ久留米西給油所 梅満町３０５－１ 0942-65-4404

福岡県 久留米市 株式会社浮羽商会 朝倉インター通り　給油所 田主丸町長栖７８４－１ 0943-72-3262



福岡県 久留米市 有限会社斉藤商店 久留米　給油所 野中町高良川９１２－４ 0942-33-3461

福岡県 久留米市 野口石油株式会社 武島　給油所 安武町武島４６８番地３ 0942-27-2120

福岡県 久留米市 耳納石油　豊福  茂子 山本町　給油所 山本町豊田２３８２－１１ 0942-43-2237

福岡県 久留米市 有限会社山本石油 片の瀬　給油所 田主丸町菅原１２２３－１ 0943-72-3214

福岡県 久留米市 株式会社権藤商会 城島　給油所 城島町江上本１０９５ 0942-62-2141

福岡県 久留米市 林兼石油株式会社 久留米駅前給油所 城南町８－２５ 0942-33-9526

福岡県 久留米市 筑後石油株式会社 高良台　給油所 荒木町藤田１１００ 092-283-6262

福岡県 久留米市 出光リテール販売株式会社 セルフ大善寺給油所 大善寺町夜明４０１ 0942-27-0591

福岡県 久留米市 出光リテール販売株式会社 セルフステーション善導寺給油所 善導寺町与田２６０ 0942-47-0515

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ安武店　給油所 安武町安武本字向山３２６８－１ 0942-51-9011

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ六ツ門店　給油所 原古賀町２２－１５ 0942-34-6121

福岡県 久留米市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ花畑店　給油所 西町北鞍打２ 0942-33-3095

福岡県 久留米市 最所産業株式会社 久留米インター　給油所 東合川１丁目７－２８ 0942-44-0423

福岡県 久留米市 東谷石油株式会社 荒木給油所 荒木町白口１７５８－３ 094-265-5362

福岡県 久留米市 三潴町農業協同組合 西牟田　給油所 三潴町西牟田４５０４ 0942-65-1255

福岡県 久留米市 にじ農業協同組合 田主丸　給油所 田主丸町上原字門ノ上３５６ 0943-72-2105

福岡県 久留米市 福岡大城農業協同組合 城島　給油所 城島町楢津字蓮松１４１８－１、１４１８－２ 0942-62-3049

福岡県 久留米市 みい農業協同組合 農機給油北野　給油所 北野町中１５６－１ 0942-78-3221

福岡県 久留米市 コスモ石油販売九州 Ｓ＆ＣＣＳ上津 本山１－１１－１ 0942-21-1320

福岡県 久留米市 北川石油店　北川 繁行 田主丸　給油所 田主丸町以真恵２７１番地 0943-72-2273

福岡県 直方市 向野石油有限会社 直方　給油所 新知町４番５９号 09492-2-3287

福岡県 直方市 高野石油株式会社 感田　給油所 大字感田１８８０ 09492-6-1808

福岡県 直方市 谷弥石油株式会社 ニュー直方　給油所 須崎町１０－２０ 0949-22-4619

福岡県 直方市 神原石油株式会社 直方東　給油所 大字下境字牟田９３４－１ 09492-8-2324

福岡県 直方市 金沢石油株式会社 感田　給油所 大字感田４３０番地１ 0949-29-0001

福岡県 直方市 金沢石油株式会社 セルフ直方南　給油所 大字下境３０４４－１ 0494-28-9178

福岡県 直方市 有限会社キハラ石油 植木天神　給油所 植木一丁田６９５－５ 0949-28-3900

福岡県 直方市 草場　徳行 溝堀石油店　給油所 溝堀２－４－２ 0949-22-2231

福岡県 直方市 合資会社中西石油 中泉　給油所 中泉字牟田１１９７ 0949-23-1975

福岡県 直方市 有限会社キハラ石油 頓野　給油所 大字頓野３００５－１ 0949-29-7022

福岡県 直方市 東谷石油株式会社 直方イオン通り　給油所 大字感田湯ノ浦１７７９番２５ 0949-29-2039

福岡県 直方市 山田石油株式会社 知古　給油所 新知町７７３－６ 0949-28-0721

福岡県 飯塚市 株式会社西日本宇佐美 ２００号飯塚給油所 大字太郎丸字手抜町９１７－１ 0948-29-4555

福岡県 飯塚市 株式会社吉田石油店 飯塚給油所 太郎丸５３－１ 0948-28-5995

福岡県 飯塚市 谷弥石油株式会社 飯塚川津　給油所 川津字中鶴３０－１ 09482-2-1017

福岡県 飯塚市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ飯塚２０１号バイパス給油所 下三緒６１４－１ 0948-25-0585

福岡県 飯塚市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ飯塚２００号バイパス給油所 枝国２６５－１ 0946-23-9471

福岡県 飯塚市 株式会社イワキン工業 イワキン石油 津原３４０ 0948-43-4770

福岡県 飯塚市 三智産業株式会社 みとも石油　給油所 平塚１２０番地 0948-72-5355

福岡県 飯塚市 筑豊太平石油株式会社 下三緒　給油所 下三緒字杉谷３０６の６番地 0948-26-1828

福岡県 飯塚市 筑豊太平石油株式会社 川津　給油所 川津６１４－６ 0948-22-0574

福岡県 飯塚市 有限会社幸崎石油店 八木山　給油所 大字伊川４６７－１ 0948-22-3868

福岡県 飯塚市 エネクスフリート株式会社 冷水給油所 阿恵大ケ坂２０８４－１ 0948-72-3840

福岡県 飯塚市 梶原石油有限会社 だいぶ　給油所 大分１００４－４ 0948-72-0418

福岡県 飯塚市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート２００飯塚東ＴＳ給油所 口原字前牟田３４５－１ 094-962-7402

福岡県 飯塚市 木下石油店　木下　晋 平塚　給油所 平塚３９１ 0948-72-0136

福岡県 飯塚市 有限会社芳中石油 有限会社芳中石油穂波　給油所 小正３０３番地の１ 0948-21-3303

福岡県 飯塚市 東谷石油株式会社 飯塚中給油所 中１１２２－１ 0948-23-3910

福岡県 飯塚市 西日本フリート株式会社 ルート２００飯塚バイパス給油所 秋松９００－１ 0948-26-5105

福岡県 飯塚市 山口石油株式会社 サンフラワー楽市　給油所 楽市２３１－１ 0948-22-2483

福岡県 飯塚市 コスモ石油販売九州 セルフステーション穂波 秋松字中ノ坪８６０－１ 0948-22-2171

福岡県 田川市 田川江藤石油　江藤　正剛 田川ウエスト　給油所 弓削多２３３－５ 0947-44-1064

福岡県 田川市 金沢石油株式会社 セルフ田川BP　給油所 大字夏吉字樋町１８５９－１他 0947-46-8350

福岡県 田川市 有限会社三栄石販 夏吉　給油所 夏吉１１８７－１ 0947-46-1888

福岡県 田川市 株式会社谷口石油 弓削田　給油所 大字弓削田１４６８－１ 0947-42-2546

福岡県 田川市 有限会社総合 新橋　給油所 大字伊田３５０３番地１ 0947-42-9500

福岡県 田川市 中村産業株式会社 弓削田　給油所 大字弓削田８０ 0947-44-1818

福岡県 田川市 中村産業株式会社 百円坂　給油所 千代町１３－７ 0947-44-8834

福岡県 田川市 有限会社高柳石油 糒　給油所 大字糒２１８６－１ 0947-44-5184

福岡県 田川市 株式会社新栄石油商会 位登給油所 大字位登２７５－２ 0947-42-1993

福岡県 柳川市 太陽石油販売株式会社 セルフ柳川給油所 大和町徳益２０－１ 0944-72-4447



福岡県 柳川市 木原石油店　木原　政實 間　給油所 間６４９－２ 0944-72-1516

福岡県 柳川市 大和漁業協同組合 大和　給油所 大和町中島１４６９ 0944-76-0220

福岡県 柳川市 原石油店　原　征男 蒲池　給油所 金納３０－３ 09447-2-3086

福岡県 柳川市 金納興業株式会社 柳川城　給油所 大字金納５５１－１ 0944-74-3555

福岡県 柳川市 株式会社ヒラカワ 大和町　給油所 大和町塩塚１３２７番地 0944-76-4191

福岡県 柳川市 有限会社タカラベ 柳川バイパス　給油所 三橋町枝光字扇町３８１－１ 0944-73-7846

福岡県 柳川市 國際油化株式会社 オブリステーション柳川給油所 三橋町柳河８０５－３ 0944-73-2625

福岡県 柳川市 柳川農業協同組合 むつごろう　給油所 上宮永町４２５－１ 0944-72-2212

福岡県 八女市 久留米スタンダード石油株式会社 八女吉田　給油所 吉田字学手７９６－１ 0943-24-0181

福岡県 八女市 有限会社大石石油店 岡山　給油所 蒲原１３１０－２ 0943-22-4766

福岡県 八女市 樋口石油店　樋口　照久 黒木　給油所 黒木町北大淵８３７３番地 0943-45-1141

福岡県 八女市 大坪　幸拡 上陽　給油所 上陽町北川内１７１－２ 0943-54-2046

福岡県 八女市 有限会社淺川石油 新庄　給油所 新庄上屋敷１６７６－１ 0943-23-1678

福岡県 八女市 熊谷石油店　熊谷　彰 八女　給油所 山内５７４ 0943-22-3447

福岡県 八女市 牛島石油株式会社 八女　給油所 納楚７０７－１ 0943-23-2185

福岡県 八女市 株式会社黒木石油 黒木石油　給油所 黒木町本分６１２－１ 0943-42-0303

福岡県 八女市 有限会社松木石油店 オレンジロード津江　給油所 津江４０８－３ 0943-22-3256

福岡県 八女市 横溝石油　横溝　将美 横溝石油　矢部　給油所 矢部村北矢部１０９０３－１ 0943-47-2161

福岡県 八女市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八女店　給油所 大字蒲原字惣津町９７０－１０ 0943-24-2588

福岡県 八女市 喜多村石油株式会社 セルフ黒木中央　給油所 黒木町本分９７１ 0943-42-0051

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 上陽　給油所 上陽町北川内字長稜９８－１ 0943-54-3314

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 光友　給油所 立花町谷川１００７－１ 0943-37-1119

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 とびかた　給油所 酒井田２８１－２ 0943-24-5131

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 八女　給油所 納楚赤氏７６５－１ 0943-23-7131

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 黒木セルフ　給油所 黒木町本分１１５０番地の１ 0943-42-2119

福岡県 八女市 福岡八女農業協同組合 長尾　給油所 星野村５２２５の１ 0943-52-3355

福岡県 筑後市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ筑後４４２号バイパス給油所 大字前津字柳ノ内２５－１ 0942-51-7722

福岡県 筑後市 筑後石油株式会社 筑後セントラル　給油所 大字熊野１８２３－１ 0942-53-7251

福岡県 筑後市 セントラル株式会社 八女インター　給油所 大字長浜２１３－１ 0942-52-3884

福岡県 筑後市 福岡八女農業協同組合 筑後　給油所 大字下北島１２０１ 0942-53-6555

福岡県 大川市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ大川給油所 向島１３６７－１ 0944-86-6711

福岡県 大川市 江口　秀展 大野島　給油所 大字大野島１４８４－１ 0944-87-3786

福岡県 大川市 佐藤石油店　佐藤 公彦 本木室　給油所 大字本木室８８６－１ 0944-88-1177

福岡県 大川市 福岡大城農業協同組合 大川　給油所 大字荻島字安蔵４７２ 0944-87-5110

福岡県 行橋市 株式会社ナカハタ セルフ行橋　給油所 西宮市４丁目８９－３ 0930-26-3310

福岡県 行橋市 國際油化株式会社 オブリステーション行橋給油所 門樋町８－１４ 0930-25-3222

福岡県 行橋市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ行橋店　給油所 大字草場１２９３－１ 0930-26-2411

福岡県 行橋市 福岡京築農業協同組合 行橋　給油所 大字今井１２６９－１ 0930-23-3114

福岡県 豊前市 豊前石油株式会社 豊前　給油所 大字八屋１８６－２ 0979-83-2368

福岡県 豊前市 出光リテール販売株式会社 セルフ豊前給油所 大字赤熊４０６－１ 0979-82-2719

福岡県 豊前市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート１０豊前ＴＳ給油所 大字八屋２１０－１ 0979-83-4201

福岡県 豊前市 株式会社ホームセンターセブン 豊前　給油所 大字久松１１８－１ 0979-84-0369

福岡県 豊前市 福岡京築農業協同組合 豊前　給油所 大字荒堀５００ 0979-82-3310

福岡県 中間市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション中間給油所 大字中間字御苗代２８３５－１ 093-244-4460

福岡県 中間市 谷弥石油株式会社 中間とくわか　給油所 東中間二丁目３番１号 093-246-2904

福岡県 中間市 金沢石油株式会社 垣生　給油所 大字垣生８２８ 093-245-3184

福岡県 中間市 上野　孝之 長津　給油所 長津二丁目１８番１０号 093-245-0271

福岡県 小郡市 株式会社吉田石油店 筑後小郡インター給油所 干潟１８２５－５ 0942-73-0161

福岡県 小郡市 小郡スタンダード石油株式会社 セルフ小郡インター　給油所 松崎１８６－１ 092-918-7701

福岡県 小郡市 株式会社久保山石油 東小郡　給油所 大字山隈２２３－１０ 0942-72-3953

福岡県 小郡市 コスモ石油販売九州 Ｓ＆ＣＣＳ小郡団地 津古９３５－１ 0942-75-1815

福岡県 小郡市 株式会社西日本宇佐美 筑後小郡インター 吹上１０１４－３ 0942-73-2633

福岡県 筑紫野市 株式会社西日本宇佐美 ３号太宰府バイパス給油所 大字永岡７２０－１ 092-928-0427

福岡県 筑紫野市 福岡礦油株式会社 筑紫野インター　給油所 大字俗明院１６６－１ 092-923-8022

福岡県 筑紫野市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ筑紫野３号バイパス給油所 大字永岡６８５－１ 092-918-7701

福岡県 筑紫野市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ筑紫野インター給油所 大字杉塚３－１８１－５ 092-918-7701

福岡県 筑紫野市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ筑紫　給油所 紫４－１０－１ 092-923-5766

福岡県 筑紫野市 川添石油株式会社 セルフ二日市西　給油所 塔原東三丁目１５番１７号 092-924-2557

福岡県 筑紫野市 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ塔ノ原　給油所 塔原西２－１５－１５ 092-923-4225

福岡県 筑紫野市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ吉木　給油所 大字吉木２２８６－１ 092-919-6455

福岡県 筑紫野市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ筑紫野店給油所 上古賀４丁目２番１号 092-928-8831



福岡県 筑紫野市 福岡ライフエナジー株式会社 JASS-PORT筑紫野　給油所 永岡８４－２，１１－２，１２－４，７８－１の一部 092-922-5973

福岡県 春日市 増田石油株式会社 サンロード春日　給油所 下白水北７－８１ 092-574-8226

福岡県 春日市 株式会社西日本宇佐美 上白水給油所 上白水１２街区５番地 092-575-4498

福岡県 春日市 コスモ石油販売株式会社 ホワイトセルフ白水給油所 天神山２丁目１５１ 092-582-5128

福岡県 春日市 谷弥石油株式会社 フォレストシティ春日　給油所 星見ヶ丘３丁目２番２号 092-558-5170

福岡県 春日市 出光リテール販売株式会社 桜ケ丘給油所 桜ケ丘４丁目４０ 092-574-8589

福岡県 春日市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ春日大谷店給油所 大谷２丁目１９ 092-501-1832

福岡県 春日市 株式会社イデックスリテール福岡 I-Store　春日下水店(仮) 下白水南５丁目２１番 092-558-1821

福岡県 春日市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 春日公園給油所 春日公園３－５８ 092-513-1001

福岡県 春日市 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ春日　給油所 大谷２－６７ 092-581-8137

福岡県 大野城市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ大野城給油所 上大利北２６街区４号 092-915-5817

福岡県 大野城市 相光石油株式会社 セルフステーション太宰府インター　給油所 御笠川５－８－１９ 092-583-3054

福岡県 大野城市 相光石油株式会社 ＡＩステーション セルフ若草　給油所 若草４－５－１５ 092-513-7121

福岡県 大野城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御笠川店給油所 御笠川５丁目１－１６ 092-503-0472

福岡県 大野城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ太宰府インター店給油所 御笠川５－１２－２０ 092-583-3666

福岡県 大野城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ乙金店給油所 乙金３丁目１７番３０号 092-513-9033

福岡県 大野城市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 太宰府インターTS給油所 御笠川２－１８－１ 092-503-9541

福岡県 宗像市 吉井商事株式会社 森林都市　給油所 自由ヶ丘３－１２－２ 09403-2-1991

福岡県 宗像市 福岡礦油株式会社 ハートランド宗像　給油所 石丸３－８－１ 0940-35-6040

福岡県 宗像市 有限会社林石油 宗像バイパス　給油所 大字徳重５４８ 09403-2-0684

福岡県 宗像市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ宗像給油所 王丸字萱場１０８６－１ 0940-37-7711

福岡県 宗像市 相光石油株式会社 セルフステーション自由ヶ丘　給油所 自由ヶ丘西町１－２ 0940-35-7120

福岡県 宗像市 吉井商事株式会社 東郷　給油所 東郷２丁目７－２２ 0940-36-2154

福岡県 宗像市 有限会社ライフ燃料 宗像　給油所 村山田１００３－１ 0940-36-2166

福岡県 宗像市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフくりえいと赤間店給油所 くりえいと１－１－１ 0940-62-6921

福岡県 太宰府市 増田石油株式会社 都府楼　給油所 通古賀５－１２－２５ 092-924-3007

福岡県 太宰府市 筑陽石油株式会社 太宰府　給油所 五条１丁目１６－１ 092-922-4780

福岡県 太宰府市 株式会社アイビー石油 セルフ青葉台　給油所 吉松３丁目２１－１５ 092-918-0960

福岡県 太宰府市 出光リテール販売株式会社 セルフ太宰府給油所 梅香苑一丁目１－４５ 092-925-5520

福岡県 太宰府市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ水城店　給油所 水城３丁目１－１１ 092-922-2169

福岡県 太宰府市 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ太宰府　給油所 大字五条２－１－１ 092-923-1365

福岡県 古賀市 岸砿油株式会社 青柳給油所 大字川原字今一１２７１－１０ 09294-3-2875

福岡県 古賀市 南国殖産株式会社 古賀　給油所 大字久保９０６－１７ 092-942-7400

福岡県 古賀市 渋田石油株式会社 久保　給油所 中央２－９－３０ 09294-2-5353

福岡県 古賀市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ古賀店給油所 久保１２６９－１１ 092-943-6555

福岡県 福津市 コスモ石油販売株式会社 セルフステーション福間給油所 有弥の里２－１０－９ 0940-43-1671

福岡県 福津市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケア東福間給油所 津丸１２０２－６ 0940-35-8151

福岡県 福津市 南国殖産株式会社 福間　給油所 中央５丁目３０－７ 0940-42-2134

福岡県 福津市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福津店給油所 日蒔野５－３－１ 0940-35-8585

福岡県 福津市 宗像農業協同組合 津屋崎　給油所 在自１６６２－１ 0940-52-3101

福岡県 うきは市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーションうきは吉井給油所 吉井町池添６５７－２ 0943-74-5002

福岡県 うきは市 株式会社浮羽日石岩佐石油店 千足　給油所 浮羽町朝田５９３－１ 09437-7-2008

福岡県 うきは市 株式会社樋口自動車 スカイロード浮羽　給油所 浮羽町浮羽３８８－１ 0943-77-3141

福岡県 うきは市 大石　晋作 福益　給油所 吉井町福益字中曲兼７２４－２ 0943-75-5063

福岡県 うきは市 にじ農業協同組合 パル　給油所 吉井町６８５－１ 0943-75-3191

福岡県 うきは市 にじ農業協同組合 うきはセルフ　給油所 浮羽町朝田５６１－６ 0943-77-7694

福岡県 宮若市 金沢石油株式会社 セルフ宮田　給油所 本城６７７－１ 0949-34-7125

福岡県 宮若市 有限会社キハラ石油 宮若龍徳　給油所 大字龍徳１６１３－８、７ 0949-32-6577

福岡県 宮若市 南国殖産株式会社 トヨタ北門前　給油所 四郎丸１５７９－３ 0949-33-4021

福岡県 宮若市 直鞍農業協同組合 若宮インター　給油所 沼口字瀬－鳴７５８－１ 0949-52-0456

福岡県 嘉麻市 有限会社益田石油 大隈　給油所 中益４２３ 0948-57-0172

福岡県 嘉麻市 西田石油株式会社 平　給油所 平１２０４－１ 0948-42-0318

福岡県 嘉麻市 中村産業株式会社 セルフ碓井　給油所 飯田三六１３５ 0948-62-3839

福岡県 嘉麻市 東谷石油株式会社 碓井　給油所 飯田５０４－１ 0948-62-2283

福岡県 嘉麻市 福岡嘉穂農業協同組合 嘉麻　給油所 上臼井１３３６－１ 0948-62-2071

福岡県 朝倉市 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフイオン甘木給油所 甘木３８４－１４ 0946-21-2201

福岡県 朝倉市 南国殖産株式会社 甘木　給油所 甘木字甘木畑２０７１－１ 0946-22-4510

福岡県 朝倉市 有限会社斎藤石油店 杷木　給油所 杷木古賀１８６９ 0946-62-0277

福岡県 朝倉市 有限会社立石石油 太刀洗　給油所 馬田２５３２－２ 0946-22-7869

福岡県 朝倉市 才田砕石工業株式会社 安川　給油所 持丸８０６－１ 09462-2-4657

福岡県 朝倉市 有限会社花田石油 甘木バイパス　給油所 持丸７００番地の１ 0946-22-3422



福岡県 朝倉市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ甘木南店　給油所 大字一ツ木字原屋敷１０１ 092-431-0803

福岡県 朝倉市 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーション杷木　給油所 杷木池田７８０－３ 0946-62-2488

福岡県 朝倉市 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーション甘木南部　給油所 片延１４－１ 0946-21-7210

福岡県 朝倉市 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーションきばる　給油所 屋永４３３４－１ 0946-24-0551

福岡県 朝倉市 筑前あさくら農業協同組合 比良松　給油所 宮野字廻利２１０５－１ 0946-52-2226

福岡県 朝倉市 有限会社斎藤石油店 セルフ杷木アンカーステーション　給油所 杷木久喜宮９０５－１ 0946-62-1225

福岡県 みやま市 みやまスタンダード石油株式会社 セルフみやま　給油所 瀬高町濱田３３０－１ 0944-64-7011

福岡県 みやま市 髙口石油株式会社 ひらき　給油所 高田町黒崎開７３１－１ 0944-22-5255

福岡県 みやま市 株式会社相光エネルギーセントレア 瀬高　給油所 瀬高町下庄１６１６ 0944-63-5513

福岡県 みやま市 有限会社大高石油店 江の浦　給油所 高田町徳島１９１ 0944-22-5002

福岡県 みやま市 村田石油株式会社 瀬高　給油所 瀬高町山門１８０４－１ 0944-63-2424

福岡県 みやま市 有限会社坂梨石油店 山川　給油所 山川町重冨１０７ 0944-67-2022

福岡県 みやま市 南筑後農業協同組合 瀬高セルフ　給油所 瀬高町小川字栗の内４１ 0944-63-2528

福岡県 糸島市 シューワ株式会社 糸島給油所 二丈深江９５７－２ 092-325-3788

福岡県 糸島市 ハタエ石油株式会社 ２０２号線バイパス給油所 東７２９－１ 092-323-2299

福岡県 糸島市 太陽石油販売株式会社 セルフ前原給油所 多久４９３番地１ 092-324-1010

福岡県 糸島市 有限会社玄海砿油 有田　給油所 篠原西３－４－７ 092-324-8449

福岡県 糸島市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ美咲が丘店給油所 荻浦４－１０－１ 092-332-8351

福岡県 糸島市 有限会社大櫛石油店志摩給油所 志摩　給油所 志摩小富士２５８０－３ 092-328-2629

福岡県 糸島市 株式会社ジェイエイいとしま 本店　給油所 前原東２丁目７番１０ 092-322-2760

福岡県 糸島市 株式会社ジェイエイいとしま アグリ　給油所 志摩小富士１４－３５ 092-327-0444

福岡県 糸島市 株式会社ネクステージ九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフステージ周船寺　給油所 大字池田６２－３ 092-324-8374

福岡県 糸島市 有限会社諸熊石油 大入　給油所 二丈福井２４４６－７ 092-326-5123

福岡県 那珂川市 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ那珂川　給油所 道善３－１－１０ 092-953-3305

福岡県 那珂川市 株式会社アイビー石油 セルフステーション那珂川　給油所 中原４丁目６５ 092-951-6272

福岡県 那珂川市 太陽石油販売株式会社 セルフ博多南給油所 中原３－６４ 092-953-7818

福岡県 那珂川市 林兼石油株式会社 あかしや通給油所 片縄５－６０ 092-953-0530

福岡県 那珂川市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフあかしや通りＳＳ給油所 片縄１－３２ 092-953-6017

福岡県 那珂川市 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ安徳　給油所 松木１－１３８ 092-953-0821

福岡県 那珂川市 中山　誠二 那珂川町　給油所 大字不入道２８０－４ 092-952-3754

福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社喜多村石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ貴船　給油所 貴船三丁目１４番８号 092-931-1003

福岡県 糟屋郡宇美町 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇美給油所 光正寺２丁目１０番７号 092-934-0071

福岡県 糟屋郡篠栗町 福岡礦油株式会社 デリスランド篠栗　給油所 乙犬９７４－６ 09294-7-0225

福岡県 糟屋郡篠栗町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 福岡インターＳＳ給油所 和田字入江３９２－１ 092-948-2740

福岡県 糟屋郡志免町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ志免給油所 大字南里１０５－１ 092-937-9011

福岡県 糟屋郡志免町 出光リテール販売株式会社 城戸給油所 大字志免１２６７－１、１２６８－１ 092-936-9555

福岡県 糟屋郡志免町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福岡空港店給油所 別府北２丁目５－１５ 092-611-2281

福岡県 糟屋郡志免町 谷弥石油株式会社 志免田富　給油所 田富３丁目５番１３号 092-935-1770

福岡県 糟屋郡須恵町 株式会社西日本宇佐美 須恵中央給油所 大字須恵８２７－１ 092-932-1580

福岡県 糟屋郡須恵町 相光石油株式会社 セルフステーション須恵　給油所 大字上須恵１０９７－３ 092-931-1055

福岡県 糟屋郡須恵町 株式会社大洋 トータス須恵　給油所 須惠字赤坂４８２－１ 092-932-6100

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社西日本宇佐美 ３号香椎バイパス新宮　給油所 新宮東４丁目３番１３号 092-963-1024

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社西日本宇佐美 ３号第２新宮給油所 三代古江７９６－５ 092-963-4422

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社吉田石油店 香椎セルフ給油所 原上１４６７－２ 092-963-0892

福岡県 糟屋郡新宮町 有限会社青柳石油 香椎バイパス　給油所 大字原上字水生田８１８－６ 092-963-2767

福岡県 糟屋郡新宮町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ新宮給油所 大字上府字雨堤７７３－１ 092-941-5811

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社i・ライフソリューションズ I-Store新宮店　給油所 美咲３丁目１３４２－１ 092-941-2101

福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社新出光 イデックス福岡東給油所 上府北２丁目９番５２号 092-963-5001

福岡県 糟屋郡久山町 株式会社西日本宇佐美 久山給油所 大字山田字山下２４６５－１ 092-976-3506

福岡県 糟屋郡久山町 株式会社吉田石油店 福岡インター久山給油所 大字久原字薦附３２３８番 092-976-4055

福岡県 糟屋郡久山町 林兼石油株式会社 セルフ・トリアス前給油所 大字山田１０８６－２ 092-957-5006

福岡県 糟屋郡久山町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 久山町ＴＳ給油所 大字久原字日棒３２６８－６ 092-976-1664

福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社西日本宇佐美 ２０１号福岡インター給油所 大字戸原ハタエ７０１－３ 092-938-7827

福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフステージ長者原給油所 長者原東二丁目１番３３号 092-939-5381

福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社イデックスリテール福岡 カーケアシヨップ流通センター　給油所 内橋５９７－６ 092-621-5765

福岡県 糟屋郡粕屋町 エネクスフリート株式会社 粕屋給油所 大字大隈字部木原７６８－９ 092-939-5690

福岡県 糟屋郡粕屋町 相光石油株式会社 セルフステーション福岡インター　給油所 大字戸原７８９－１２ 092-931-3077

福岡県 糟屋郡粕屋町 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ仲原給油所 大字仲原２６３５－１ 092-621-6881

福岡県 糟屋郡粕屋町 福岡ライフエナジー株式会社 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴかすや　給油所 大字大隈１２２９－１ 092-939-0273

福岡県 遠賀郡芦屋町 有限会社中山石油店 芦屋　給油所 船頭町４－１１ 093-222-3000

福岡県 遠賀郡芦屋町 有限会社波多野石油店 山鹿　給油所 大字山鹿後水９８－５ 093-222-3039



福岡県 遠賀郡水巻町 相光石油株式会社 セルフステーション遠賀　給油所 立屋敷１－１５－３０ 093-203-1020

福岡県 遠賀郡水巻町 國際油化株式会社 オブリステーション水巻給油所 吉田西１－１－１２ 093-202-2951

福岡県 遠賀郡岡垣町 有限会社中山石油店 岡垣やくば前　給油所 野間３－６－１ 093-283-0531

福岡県 遠賀郡岡垣町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ岡垣給油所 大字戸切字岸本３４４－１ 093-281-5330

福岡県 遠賀郡遠賀町 有限会社遠賀石油店 遠賀　給油所 今古賀貴船４７２－１ 09329-3-0191

福岡県 遠賀郡遠賀町 有限会社柴田石油店 遠賀川　給油所 遠賀川二丁目一番３５号 093-293-0058

福岡県 鞍手郡小竹町 有限会社スズキ中央販売 小竹カーライフステーション　給油所 大字勝野２３１４番地の９ 09496-2-0132

福岡県 鞍手郡鞍手町 直鞍農業協同組合 鞍手　給油所 大字新延１２０－２ 0949-42-0429

福岡県 嘉穂郡桂川町 小路石油株式会社 桂川町　給油所 大字寿命３０－１ 0948-65-0072

福岡県 嘉穂郡桂川町 株式会社オズエナジー 株式会社オズエナジー　給油所 土師２９－５ 0948-20-2005

福岡県 朝倉郡筑前町 亜細亜商事株式会社 夜須　給油所 中牟田７２１－１ 0946-42-9770

福岡県 朝倉郡筑前町 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーションみわ　給油所 新町３４７－７ 0946-22-3426

福岡県 朝倉郡筑前町 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーション夜須　給油所 東小田１６６６－２、１６６５－８、１６６９－３ 0946-42-4116

福岡県 朝倉郡筑前町 エネクスフリート株式会社 筑後小郡給油所 四三嶋字下ノ前１６３８ 0946-42-3914

福岡県 朝倉郡東峰村 筑前あさくら農業協同組合 セルフステーション宝珠山　給油所 大字福井４２５の１ 0946-72-2657

福岡県 朝倉郡東峰村 筑前あさくら農業協同組合 小石原　給油所 大字小石原９６１－１ 0946-74-2552

福岡県 三井郡大刀洗町 久保山石油株式会社 大刀洗　給油所 上高橋１１３９ 0942-77-0175

福岡県 三井郡大刀洗町 久保山石油株式会社 本郷　給油所 本郷３２６０－１ 0942-77-0040

福岡県 三潴郡大木町 株式会社西日本宇佐美 八丁牟田給油所 大字上八院１５２０－３ 0944-33-1899

福岡県 三潴郡大木町 鳥取　英記 大木町　給油所 大字三八松４３８－１ 09443-2-0325

福岡県 三潴郡大木町 水落石油株式会社 大木　給油所 八町牟田６９７ 09443-2-1210

福岡県 三潴郡大木町 北島　繁明 大木町　給油所 大字八町牟田４６１番地 09443-3-0848

福岡県 三潴郡大木町 福岡大城農業協同組合 大木　給油所 八町牟田３７９－１ 0944-32-1187

福岡県 八女郡広川町 株式会社西日本宇佐美 ３号八女広川インター給油所 大字新代字湯納楚１３７１番地１ 0943-32-0917

福岡県 八女郡広川町 有限会社松木石油店 セルフ広川　給油所 大字新代２３６６－１ 0943-32-1153

福岡県 八女郡広川町 福岡八女農業協同組合 JASS－PORT広川　給油所 大字太田４００－２ 0943-30-8611

福岡県 八女郡広川町 福岡スタンダード石油株式会社 広川インターチェンジ給油所 大字新代１０９２ 0943-32-6119

福岡県 八女郡広川町 有限会社油屋通商 広川　給油所 日吉８４０－２ 0943-31-1334

福岡県 八女郡広川町 株式会社山下石油 広川インター　給油所 大字新代９５７－２０ 0943-32-0505

福岡県 田川郡香春町 有限会社九州商事 ２０１　給油所 大字香春８３１－１３ 0947-32-6872

福岡県 田川郡香春町 株式会社ナカハタ セルフ２０１田川バイパス　給油所 大字香春１０４０－１ 0947-32-9025

福岡県 田川郡添田町 添田産業サービス株式会社 添田産業石油　添田　給油所 大字添田２１３７－１ 09478-2-1414

福岡県 田川郡添田町 株式会社ナカハタ セルフ添田　給油所 大字添田２３５２－２ 0947-82-2244

福岡県 田川郡川崎町 株式会社キノシタ 川崎　給油所 大字田原５４７－１ 09477-3-2610

福岡県 田川郡川崎町 株式会社GASGASエネルギー ラッキー川崎　給油所 大字池尻字樋渡３２６－１ 0947-44-0777

福岡県 田川郡川崎町 鈴見石油　鈴見 佳央莉 鈴見石油　川崎　給油所 大字川崎２７９３番地の２ 0947-72-3161

福岡県 田川郡赤村 有限会社油須原石油店 油須原　給油所 大字赤４７４０－１ 0947-62-2069

福岡県 田川郡福智町 株式会社桑野商事 金田　給油所 金田５０４番地の５ 0947-22-0318

福岡県 田川郡福智町 宝見物産株式会社 金田　給油所 金田１１２５ 09472-2-0178

福岡県 田川郡福智町 東方石油株式会社 東方石油株式会社方城　給油所 弁城字碑田３２８６－５ 0947-22-0259

福岡県 田川郡福智町 有限会社九州商事 方城バイパス　給油所 伊方２４７７－３ 0947-32-6872

福岡県 田川郡福智町 田村石油株式会社 金田　給油所 金田６４４－２ 0947-22-0361

福岡県 京都郡苅田町 株式会社西日本宇佐美 １０号行橋バイパス給油所 大字二崎字三ノ坪１６３の２ 0930-25-7170

福岡県 京都郡苅田町 株式会社西日本宇佐美 北九州空港インター給油所 幸町６－９２ 093-434-3770

福岡県 京都郡苅田町 株式会社吉田石油店 苅田給油所 与原３２６－１ 0930-24-7277

福岡県 京都郡苅田町 南国殖産株式会社 苅田北九州空港インター　給油所 大字苅田字松浦３７８７番地６５ 093-435-2611

福岡県 京都郡苅田町 筑豊砿産株式会社 西苅田　給油所 若久町１－１－１ 093-434-0579

福岡県 京都郡苅田町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ苅田給油所 松原町１７－２ 093-435-3210

福岡県 京都郡苅田町 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ苅田　給油所 磯浜町１－１１－１ 093-436-0638

福岡県 京都郡みやこ町 朝日物産株式会社 日本石油犀川　給油所 犀川本庄２１８ 09304-2-0167

福岡県 京都郡みやこ町 井上石油株式会社 スマイル店　給油所 勝山黒田６１３－３ 09302-2-3265

福岡県 京都郡みやこ町 株式会社フォーシー 豊津　給油所 豊津３８９番地１ 0933-33-2274

福岡県 京都郡みやこ町 福岡京築農業協同組合 豊津　給油所 国分２３２番地 0930-33-5714

福岡県 築上郡上毛町 有限会社今永石油瓦斯 友枝　給油所 大字土佐井７７０－３ 097972-2135

福岡県 築上郡上毛町 有限会社イシバシ 有限会社イシバシ 垂水２７３番地の２ 0979-82-2368

福岡県 築上郡築上町 林兼石油株式会社 築城給油所 西八田１７１５ 09305-6-1140

福岡県 築上郡築上町 福岡京築農業協同組合 築城　給油所 大字上別府５４２－１ 0930-52-3500

佐賀県 佐賀市 株式会社ネクステージ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト大財給油所 大財６丁目２３２－３ 0952-28-6301

佐賀県 佐賀市 株式会社小柳石油 蓮池北　給油所 蓮池町大字蓮池字西３５８－７ 0952-97-0316

佐賀県 佐賀市 株式会社栄城石油 本庄　給油所 本庄町本庄１１６８－１ 0952-24-9753

佐賀県 佐賀市 株式会社原石油店 久保泉　給油所 久保泉町大字下和泉５９６ 0952-98-0805



佐賀県 佐賀市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ佐賀大和インター給油所 高木瀬町大字長瀬１６６６－１ 0952-34-5801

佐賀県 佐賀市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ佐賀ゆめタウン前給油所 兵庫町大字西渕三本柳１９１２－２ 0952-36-9411

佐賀県 佐賀市 佐賀県農業協同組合 鍋島　給油所 鍋島町大字八戸３０８０ 0952-24-9866

佐賀県 佐賀市 佐賀県農業協同組合 富士南　給油所 富士町大字内野４１０ 0952-63-0188

佐賀県 佐賀市 株式会社希星 犬井道　給油所 川副町大字犬井道１６９７番地１ 0952-45-0427

佐賀県 佐賀市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ兵庫　給油所 兵庫北６丁目１０番７号 0952-36-8020

佐賀県 佐賀市 有限会社扇町石油店 扇町　給油所 嘉瀬町大字扇町２５０９ 0952-24-9225

佐賀県 佐賀市 有限会社福地商事 久保田　給油所 久保田町大字久富３４５７－１ 0952-55-3233

佐賀県 佐賀市 有限会社山田石油 東与賀　給油所 東与賀町大字田中字五本榎８３９－１２ 0952-45-0370

佐賀県 佐賀市 有限会社ミゾウチ 川副　給油所 川副町大字早津江２８７－１ 0952-45-0250

佐賀県 佐賀市 株式会社ウチダ 佐賀　給油所 与賀町２－１ 0952-25-1271

佐賀県 佐賀市 相光石油株式会社 ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ佐賀大和ｲﾝﾀｰ　給油所 大和町大字尼寺２９８５－１ 0952-51-2026

佐賀県 佐賀市 相光石油株式会社 セルフステーション兵庫　給油所 兵庫南一丁目１４番２５号 0952-28-7076

佐賀県 佐賀市 相光石油株式会社 セルフステーション佐賀南　給油所 本庄町大字本庄１－１３ 0952-28-5530

佐賀県 佐賀市 株式会社ナオツカ 末広　給油所 末広２－９－８ 0952-23-1166

佐賀県 佐賀市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ医大通り店　給油所 鍋島一丁目９番３号 0952-32-2122

佐賀県 佐賀市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高木瀬店　給油所 神野東３－１４－２８ 0952-30-7703

佐賀県 佐賀市 株式会社小柳石油 若楠　給油所 若楠３－２－６ 0952-31-9333

佐賀県 佐賀市 國際油化株式会社 オブリステーション大和給油所 大和町大字尼寺３４３０－１ 0952-62-9521

佐賀県 佐賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 佐賀西与賀ＳＳ給油所 西与賀町大字高太郎字三本榎１８０５－６ 0952-28-2226

佐賀県 佐賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 佐賀鍋島ＳＳ給油所 鍋島町大字森田字三本椎５４３－４ 0952-33-7575

佐賀県 佐賀市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 佐賀城北ＳＳ給油所 高木瀬町大字長瀬字小里三本松３０１－３、３０７－１ 0952-31-3558

佐賀県 佐賀市 佐賀県農業協同組合 東与賀　給油所 東与賀町大字下古賀字四本杉１１３２ 0952-45-5586

佐賀県 佐賀市 佐賀県農業協同組合 佐賀大和　給油所 大和町大字川上字一本松三割５４０１－１ 0952-62-8110

佐賀県 佐賀市 吉田石油店　吉田　直彦 早津江　給油所 諸富町大字為重１４７８番地１ 0952-45-7191

佐賀県 佐賀市 大和興産石油株式会社 セルフ兵庫　給油所 兵庫南二丁目１４番１号 0952-24-0923

佐賀県 佐賀市 羽立　博貴 金立　給油所 金立町大字千布２２７９－１ 0952-98-1510

佐賀県 佐賀市 有限会社伊東商行 諸富　給油所 諸富町大字徳富１０７１－５ 0952-47-2502

佐賀県 唐津市 株式会社西日本宇佐美 ２０２号唐津バイパス給油所 浜玉町大字浜崎２３８１ 0955-56-8880

佐賀県 唐津市 株式会社ヤマウチ セルフ唐津給油所 鏡字宮ノ下４５２６番地１ 0955-77-6622

佐賀県 唐津市 株式会社平岡石油店 MOPA和多田　給油所 和多田先石１２－２９ 09557-4-3735

佐賀県 唐津市 株式会社平岡石油店 MOPA町田　給油所 町田字長谷６２２－１ 0955-74-0821

佐賀県 唐津市 株式会社村山石油 唐津バイパス　給油所 浜玉町浜崎３０７ 0955-56-7112

佐賀県 唐津市 株式会社福地石油 唐津インター　給油所 久里２７１８ 0955-70-3718

佐賀県 唐津市 有限会社進藤石油 徳須恵　給油所 北波多徳須恵１０１７－２ 0955-64-2514

佐賀県 唐津市 有限会社進藤石油 鬼塚　給油所 養母田４９０ 0955-72-4546

佐賀県 唐津市 有限会社ツルタ石油 相知　給油所 相知町相知１５１６ 0955-62-2411

佐賀県 唐津市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ岩野　給油所 鎮西町岩野３６５－１ 0955-82-4061

佐賀県 唐津市 株式会社イデックスリテール福岡 西唐津　給油所 二タ子３－１４－２５ 0955-72-7211

佐賀県 唐津市 有限会社納所運送 入野　給油所 肥前町入野甲１９８５－８ 0955-54-2480

佐賀県 唐津市 笠原建設株式会社 神田　給油所 神田１２５５－８ 0955-72-1185

佐賀県 唐津市 ユウシード東洋株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ唐津店　給油所 栄町２５８２ 0955-72-2125

佐賀県 唐津市 ユウシード東洋株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西唐津店　給油所 二タ子３－９２－１ 0955-72-7270

佐賀県 唐津市 株式会社玄海石油 唐津　給油所 八幡町７５８－１４３ 0955-72-4586

佐賀県 唐津市 株式会社村山石油 虹の松原　給油所 浜玉町浜崎１８７５ 0955-56-7111

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 唐津　給油所 熊の原町３１７９－１ 0955-72-6082

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 鏡基幹　給油所 原字下野中９３７－１外 0955-77-0633

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 浜玉基幹　給油所 浜玉町横田下字高虹７３ 0955-56-7026

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 相知基幹　給油所 相知町中山３４９１－５ 0955-62-3011

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 上場基幹　給油所 鎮西町岩野字小早田７５ 0955-82-3545

佐賀県 唐津市 唐津農業協同組合 切木　給油所 肥前町切木乙４８８－１ 0955-53-2775

佐賀県 唐津市 株式会社江頭火薬石油店 長部田　給油所 相知町長部田９４７ 0955-62-2311

佐賀県 唐津市 株式会社リョーユーパン 唐津　給油所 和多田西山１－４７ 0955-74-3900

佐賀県 唐津市 有限会社堀田石油店 切木　給油所 肥前町万賀里川２８０－１ 0955-53-2038

佐賀県 鳥栖市 有限会社江崎石油 若桜　給油所 藤木町２０７３－２ 0942-83-1719

佐賀県 鳥栖市 有限会社西村石油 立石　給油所 立石町２２０３－４ 0942-82-2486

佐賀県 鳥栖市 小郡スタンダード石油株式会社 鳥栖インターチェンジ　給油所 本町３丁目原口１５１４の１ 0942-48-7780

佐賀県 鳥栖市 有限会社ジョイント石油 鳥栖　給油所 村田町８３７番地１ 0942-84-2042

佐賀県 鳥栖市 株式会社イデックスリテール福岡 セルフカーケア布津原　給油所 養父町字布津原４９－１ 0942-81-1346

佐賀県 鳥栖市 株式会社西日本宇佐美 ３号鳥栖給油所 永吉町字長の原５５０ 0942-85-2032

佐賀県 鳥栖市 ニュー丸栄石油株式会社 鳥栖インター給油所 立石町１２８－６ 0942-82-5011



佐賀県 鳥栖市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鳥栖姫方店　給油所 姫方町３５４－１ 0942-82-5030

佐賀県 鳥栖市 佐賀県農業協同組合 鳥栖　給油所 田代大官町８０５－５ 0942-82-4705

佐賀県 鳥栖市 コスモ石油販売九州 Ｓ＆ＣＣＳ鳥栖蔵上 蔵上２－１７９ 0942-81-3894

佐賀県 多久市 佐賀県農業協同組合 南多久　給油所 南多久町下多久字宮の前２５９７－４２５８８－１ ２５９３－１ 0952-76-3874

佐賀県 多久市 有限会社谷口石油 北多久　給油所 北多久町大字小侍６３７ 0952-74-3141

佐賀県 多久市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 多久インターＳＳ給油所 北多久町大字多久原２２６－３ 0952-76-3320

佐賀県 伊万里市 野口商事株式会社 セルフ浦の崎　給油所 山代町立岩４１２－１３イ 0955-28-3409

佐賀県 伊万里市 河原石油株式会社 土井町　給油所 二里町八谷搦３６５－８ 0955-23-6151

佐賀県 伊万里市 株式会社イデックスリテール西九州 セルフカーケア伊万里　給油所 二里町八谷搦１０８９ 0955-23-5121

佐賀県 伊万里市 川井産業株式会社 ガンマ上伊万里　給油所 大坪町白野２６８２ 09552-3-5030

佐賀県 伊万里市 株式会社友愛石油 伊万里　給油所 二里町八谷搦１２４９ 0955-23-4436

佐賀県 伊万里市 株式会社友愛石油 二里　給油所 二里町大里乙３６３８－１ 0955-22-3077

佐賀県 伊万里市 有限会社エガシラ石油 伊万里　給油所 東山代町長浜２１１６－２ 0955-22-8458

佐賀県 伊万里市 野口商事株式会社 セルフ上伊万里　給油所 大坪町丙１０７１ 0955-22-9108

佐賀県 伊万里市 ユウシード東洋株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ国見台店　給油所 新天町長筬２８９－２ 0955-23-3822

佐賀県 伊万里市 ユウシード東洋株式会社 立花　給油所 立花町字小敷山２６９３－１ 0955-23-3611

佐賀県 武雄市 株式会社鈴山石油 武雄　給油所 橘町大字大日字郷ノ木３０９０－１ 0954-23-2297

佐賀県 武雄市 有限会社エガシラ石油 御船山　給油所 武雄町大字武雄３６９－２ 0954-23-1103

佐賀県 武雄市 佐賀県農業協同組合 北方　給油所 北方町大字志久吉原１９３４ 0954-36-2080

佐賀県 武雄市 金岡石油　金岡　潤 東川登　給油所 東川登町大字永野６２１２番地 0954-22-2911

佐賀県 武雄市 有限会社浦川石油 武雄　給油所 武雄町大字昭和２３－２ 0954-22-3726

佐賀県 武雄市 相光石油株式会社 セルフステーション武雄バイパス　給油所 武雄町大字昭和１０１ 0954-20-0364

佐賀県 武雄市 株式会社友愛石油 武雄温泉駅前　給油所 武雄町大字富岡８２７１－１ 0954-23-5745

佐賀県 武雄市 古川　博敏 西川登　給油所 西川登町大字神六２０３０９－４ 0954-28-2088

佐賀県 武雄市 株式会社ＹＥＳ 北方　給油所 北方町大字大崎１２０７－１ 0954-33-0222

佐賀県 武雄市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ武雄バイパス店　給油所 武雄町大字昭和７７２ 0954-22-2039

佐賀県 武雄市 株式会社朝日石油 朝日　給油所 朝日町大字甘久３５０１－２ 0954-23-1215

佐賀県 武雄市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 武雄インターＳＳ給油所 北方町大字志久字土井神５３０－１　他２筆 0954-36-5665

佐賀県 武雄市 佐賀県農業協同組合 武雄　給油所 朝日町大字甘久字石木１６３番２ 0954-23-6135

佐賀県 武雄市 佐賀県農業協同組合 山内　給油所 山内町大字大野６８４０－２ 0954-45-2262

佐賀県 鹿島市 株式会社昭和石油ガス 鹿島西　給油所 大字納富分１０１６－１ 0954-63-3148

佐賀県 鹿島市 株式会社ランドマーク ランドマーク　給油所 大字井手３２８番地１ 0954-62-3246

佐賀県 鹿島市 カシマ石油株式会社 鹿島駅前　給油所 大字高津原４４０５－１０ 0954-62-3244

佐賀県 鹿島市 株式会社小野石油 鹿島　給油所 大字森１１２５－６ 0954-63-0425

佐賀県 鹿島市 鐘ケ江石油株式会社 肥前浜　給油所 浜町字開浦２８１－１ 0954-63-3387

佐賀県 鹿島市 佐賀県農業協同組合 ハートフル鹿島　給油所 納富分字藤津甲３３－１甲３３－２甲２６ 0954-62-5717

佐賀県 小城市 株式会社吉田石油店 佐賀バイパス給油所 牛津町柿樋瀬９１６－４ 0952-66-0231

佐賀県 小城市 カシマ石油株式会社 牛津バイパス　給油所 牛津町上砥川字一本松６６－４ 0952-66-1555

佐賀県 小城市 株式会社友愛石油 小城　給油所 小城町高原２１７－３ 0952-73-9633

佐賀県 小城市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 小城ＳＳ給油所 小城町畑田２１５３－１ 0952-73-3158

佐賀県 小城市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐賀牛津ＳＳ給油所 牛津町下砥川字一本松９１－１ 0952-66-5222

佐賀県 小城市 佐賀県農業協同組合 三日月　給油所 三日月町長神田２３３９－１ 0952-72-8008

佐賀県 嬉野市 川井産業株式会社 嬉野中央　給油所 嬉野町大字下宿乙３３９－１ 09544-3-3145

佐賀県 嬉野市 有限会社野村商会 嬉野　給油所 嬉野町大字下野丙２３１ 0954-43-2352

佐賀県 嬉野市 佐賀県農業協同組合 塩田　給油所 塩田町大字五町田甲１６４２－１ 0954-66-2378

佐賀県 嬉野市 渕野石油株式会社 一位原　給油所 嬉野町大字下宿甲１７２６ 0954-42-0430

佐賀県 嬉野市 鐘ケ江石油株式会社 久間　給油所 塩田町大字久間乙２８８１ 0954-66-2206

佐賀県 嬉野市 鐘ケ江石油株式会社 塩田和泉式部　給油所 塩田町大字馬場下甲１６９５－７ 0954-66-2242

佐賀県 嬉野市 山下石油　山下 敏夫 嬉野　給油所 嬉野町大字下宿丙１７－３ 0954-42-1008

佐賀県 嬉野市 有限会社生田石油 吉田　給油所 嬉野町大字吉田丁３７３７ 0954-43-8501

佐賀県 嬉野市 佐賀県農業協同組合 うれしの　給油所 嬉野町大字下宿字五本杉甲４７１３番地９ 0954-42-2256

佐賀県 神埼市 栁川商店株式会社 栁川石油店　給油所 神埼町本告牟田１３４５－４ 0952-52-6985

佐賀県 神埼市 有限会社姉石油 千代田　給油所 千代田町姉５６ 0952-44-2064

佐賀県 神埼市 佐賀県農業協同組合 背振　給油所 背振町広滝５２４－１ 0952-59-2420

佐賀県 神埼市 國際油化株式会社 オブリステーション神埼給油所 神埼町田道ヶ里２３１６－１ 0952-52-2941

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社新出光 イデックス基山給油所 長野５９８ 0942-92-1400

佐賀県 三養基郡基山町 エネクスフリート株式会社 鳥栖インター基山給油所 長野９０２－２ 0942-92-0808

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社吉田石油店 鳥栖インター給油所 長野１０３０－１ 0942-92-5673

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング ルート３鳥栖ＴＳ給油所 大字小倉１６４２－１ 0942-81-7045

佐賀県 三養基郡基山町 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 基山ＴＳ給油所 長野６９６－３ 0942-92-5907

佐賀県 三養基郡基山町 西日本フリート株式会社 ルート３鳥栖インター給油所 大字長野字年ノ森１０３８－２ 0942-92-6316



佐賀県 三養基郡基山町 株式会社田中石油店 マッハ車検佐賀基山店　給油所 大字小倉９７０－１ 0942-92-2682

佐賀県 三養基郡上峰町 株式会社中山運輸 Ne上峰ステーション　給油所 大字坊所字下津毛１４３－１ 0952-51-4941

佐賀県 三養基郡みやき町 有限会社福地商事 みやき　給油所 大字中津隈６５－８ 0742-89-9658

佐賀県 三養基郡みやき町 佐賀県農業協同組合 三根　給油所 大字市武字二本松１３９７－１ 0942-96-2800

佐賀県 三養基郡みやき町 株式会社イトヤマ 中原　給油所 大字原古賀一本谷８３０ 0942-94-2064

佐賀県 三養基郡みやき町 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北茂安店　給油所 大字白壁字平林２２２０－１ 0942-89-9370

佐賀県 東松浦郡玄海町 有限会社牧原商店 原電前　給油所 大字今村４５４９ 0955-52-6954

佐賀県 東松浦郡玄海町 友田商店　友田　良子 仮屋　給油所 大字仮屋１１６番地２ 0955-52-2826

佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社友愛石油 西有田　給油所 立部乙２２５３－１ 095546-3061

佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社友愛石油 有田バイパス　給油所 南原丁２１０－４ 0955-42-6636

佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社友愛石油 丸二　給油所 本町丙８１１－１ 09554-3-2752

佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社筒井商事 スーパーセルフ有田　給油所 北ノ川内６００－３ 0955-46-3040

佐賀県 杵島郡大町町 安全石油有限会社 大町　給油所 大字大町８８７１－１３ 0952-82-3141

佐賀県 杵島郡江北町 有限会社福地商事 江北　給油所 大字山口１３２８ 0952-86-5058

佐賀県 杵島郡白石町 有限会社松尾石油店 セルフ福富　給油所 大字福富１４２１－２ 0952-87-2625

佐賀県 杵島郡白石町 佐賀県農業協同組合 しろいし　給油所 大字遠江三本篭３４０－１ 0952-37-0303

佐賀県 杵島郡白石町 有明石油株式会社 有明　給油所 大字坂田２６１番地１ 0954-65-2067

佐賀県 杵島郡白石町 株式会社中山運輸 Ne有明ステーション　給油所 大字深浦平の前１７１３－２ 0954-65-5211

佐賀県 藤津郡太良町 有限会社川繁商店 大浦　給油所 大字大浦丁１－１ 09546-8-2633

佐賀県 藤津郡太良町 岸元　栄 太良　給油所 大字糸岐字川北１０１２番地５ 0954-67-0185

佐賀県 藤津郡太良町 株式会社肥前建設 肥前石油大浦　給油所 大字大浦丁５６４－２ 0954-68-2053

佐賀県 藤津郡太良町 佐賀県農業協同組合 オートパルたら　給油所 大字多良１１－１ 0954-67-1903

長崎県 長崎市 西部石油株式会社 小ヶ倉　給油所 小ヶ倉町１－１０２７ 0958-78-4393

長崎県 長崎市 有限会社南長﨑石油 栄上　給油所 布巻町１４１－１ 095-829-0059

長崎県 長崎市 南国殖産株式会社 茂里町　給油所 茂里町１－４６ 0958-46-6453

長崎県 長崎市 浜本石油株式会社 若葉町　給油所 若葉町２－２８ 0958-46-9191

長崎県 長崎市 浜本石油株式会社 滑石　給油所 滑石２－１－５２ 0958-56-0241

長崎県 長崎市 朝日石油株式会社 茂里町　給油所 目覚町２－５ 0958-44-1573

長崎県 長崎市 朝日石油株式会社 つつじヶ丘　給油所 中里町１２８４－４ 095-861-5757

長崎県 長崎市 朝日石油株式会社 畝刈　給油所 畝刈町１６１３番２７９ 0958-50-2227

長崎県 長崎市 相光石油株式会社 AIステーション　セルフ小ヶ倉　給油所 新小ヶ倉２丁目６番１号 0958-34-5407

長崎県 長崎市 株式会社真田石油 マリーゼ２０２　給油所 式見町２００－４３ 0958-41-1175

長崎県 長崎市 株式会社琴海石油 琴海石油　　給油所 琴海形上町１７８４番地８ 095-885-2718

長崎県 長崎市 丸大石油店　大森　良治 野母崎　給油所 野母町１３－１ 09589-3-0068

長崎県 長崎市 有限会社三和石油 セルフ三和　給油所 布巻町９３５番地 095-892-8139

長崎県 長崎市 山口　和則 セルフ琴海　給油所 琴海形上町１８６１ 0958-85-2277

長崎県 長崎市 株式会社ナガノ 稲佐　給油所 光町９番１１号 095-861-0186

長崎県 長崎市 株式会社真田石油 光風台　給油所 鳴見町８０－１ 095-841-1014

長崎県 長崎市 相光石油株式会社 セルフステーション西山バイパス　給油所 西山２－８－４ 095-821-9275

長崎県 長崎市 有限会社平尾商事 東長崎　給油所 平間町９３９－１ 095-839-2075

長崎県 長崎市 株式会社フジオカ ｾﾙﾌ城山　給油所 城栄町２－２０ 095-844-9643

長崎県 長崎市 株式会社フジオカ 馬町　給油所 出来大工町６２ 095-824-2646

長崎県 長崎市 株式会社フジオカ セルフ女神　給油所 小ヶ倉町１－１０２６－３ 095-832-5230

長崎県 長崎市 飯島商事株式会社 琴海　給油所 西海町１７３０ 095-884-2177

長崎県 長崎市 有限会社岩永石油 平間　給油所 平間町１３５０－１ 095-839-6000

長崎県 長崎市 林兼石油株式会社 サンライズ西山給油所 西山２丁目４－１ 095-823-0837

長崎県 長崎市 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ長崎漁港給油所 畝刈町１６１３－１６５ 095-850-3070

長崎県 長崎市 林兼石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ小菅給油所 小菅町２９－７ 095-820-9920

長崎県 長崎市 林兼石油株式会社 ハーバー長崎給油所 尾上町１７－１ 095-829-2881

長崎県 長崎市 有限会社﨑石油店 長浦　給油所 長浦町２６０２ 095-885-2629

長崎県 長崎市 株式会社イデックスリテール西九州 江戸町　給油所 江戸町２－３４ 095-822-7549

長崎県 長崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ稲佐橋店　給油所 光町１－１ 095-861-4338

長崎県 長崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ矢上店　給油所 かき道１丁目４０－３ 095-839-0081

長崎県 長崎市 有限会社野母崎石油 高浜　給油所 高浜町２５３８ 095-895-3366

長崎県 長崎市 有限会社岩永石油 東長崎　給油所 田中町２３４ 095-838-2191

長崎県 長崎市 飯島商事株式会社 本原　給油所 石神町１－２ 095-845-3255

長崎県 長崎市 飯島商事株式会社 花丘　給油所 花丘町１７－１５ 095-845-4907

長崎県 長崎市 飯島商事株式会社 松山橋　給油所 平和町１２－１ 095-846-1269

長崎県 長崎市 有限会社カネイ商会 江川　給油所 末石町４５８－２ 095-871-1183

長崎県 長崎市 有限会社カネイ商会 サンシャインながさき　給油所 竿浦町７２９番７ 095-879-1009

長崎県 佐世保市 全農エネルギー株式会社 早岐店 広田１丁目３８７番地１１ 0956-59-5036



長崎県 佐世保市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケア田の浦給油所 田の浦町４０－１ 0956-38-3177

長崎県 佐世保市 出光リテール販売株式会社 江上給油所 江上町９５２－１ 0956-58-5041

長崎県 佐世保市 増本石油株式会社 松浦町　給油所 松浦町２－２９ 0956-23-1155

長崎県 佐世保市 株式会社エヌ・エス・シー 江迎　給油所 江迎町三浦７４－１ 09566-5-2478

長崎県 佐世保市 大同興産株式会社 佐世保　給油所 三浦町４－１１ 0956-22-5041

長崎県 佐世保市 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ俵町　給油所 俵町２３－３１ 0956-24-8833

長崎県 佐世保市 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ白岳　給油所 大和町３９７番１号 0956-31-1918

長崎県 佐世保市 川井産業株式会社 マリーン干尽　給油所 干尽町４－１ 0956-31-8264

長崎県 佐世保市 有限会社西海橋石油店 西海橋　給油所 針尾２３９３－３６ 0956-58-2071

長崎県 佐世保市 株式会社トーヨー総業 北佐世保　給油所 折橋町１２－３ 0956-22-9040

長崎県 佐世保市 岸川石油販売株式会社 佐世保リバーサイド　給油所 田原町１６番４４号 0956-49-7211

長崎県 佐世保市 株式会社ヒラファイト 勝海　給油所 勝海町２６１－９ 0956-39-0747

長崎県 佐世保市 大島石油株式会社 吉井　給油所 吉井町立石２５２－７ 0956-64-4116

長崎県 佐世保市 宮地石油株式会社 江迎　給油所 江迎町長坂１２３－２ 0956-65-2121

長崎県 佐世保市 有限会社竹原商店 南風崎　給油所 南風崎町２５－３ 0956-59-2108

長崎県 佐世保市 株式会社フジオカ 日宇　給油所 日宇町２７９０ 0956-32-2210

長崎県 佐世保市 株式会社イデックスリテール西九州 セルフカーケア上原　給油所 早苗町４３２－１ 0956-38-2224

長崎県 佐世保市 株式会社イデックスリテール西九州 高砂　給油所 高砂町１－１ 0956-23-6111

長崎県 佐世保市 株式会社福勇石油 中里　給油所 中里町２６－１ 0956-47-3188

長崎県 佐世保市 林兼石油株式会社 松浦町給油所 松浦町４－７ 0956-22-7126

長崎県 佐世保市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア セルフ広田ＳＳ　給油所 広田３－２３－３３ 0956-39-4039

長崎県 佐世保市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐世保ベイサイド店　給油所 干尽町１番４１号 0956-33-7255

長崎県 佐世保市 有限会社ニシ・マイカーセンター 有限会社ﾆｼ・ﾏｲｶｰｾﾝﾀｰﾋﾟｯﾄﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ油館佐世保店 崎岡町３００３番 0956-38-6512

長崎県 佐世保市 ながさき西海農業協同組合 宇久　給油所 宇久町平郷岡ノ平３３５－１ 0959-57-2135

長崎県 佐世保市 コスモ石油販売九州 セルフ＆カーケア卸本町 卸本町１－１６７ 0956-32-1943

長崎県 佐世保市 白石　市三 松原　給油所 宇久町平２４３４－１ 0959-57-2191

長崎県 島原市 極東石油株式会社 栄町　給油所 栄町８４９３ 0957-62-4390

長崎県 島原市 株式会社キタウラ カーポート２５１　給油所 亀の甲町乙１６４３－１ 0957-62-2756

長崎県 島原市 有限会社まるいしシェル セルフ有明　給油所 有明町湯江甲１４２ 0957-68-0623

長崎県 島原市 本村石油店　本村 正昭 杉谷　給油所 宇土町乙８８１ 0957-62-3448

長崎県 島原市 株式会社キタウラ カーポート中央　給油所 城見町４９４７番地１ 0957-65-0218

長崎県 島原市 株式会社ボスコ ボスコ島原　給油所 大手原町甲１６、１７、１８、１８－２ 0957-65-0505

長崎県 諫早市 株式会社西日本宇佐美 ３４号諫早インター給油所 久山町２１５５－１ 0957-25-4449

長崎県 諫早市 南国殖産株式会社 からこ　給油所 松里町１６８３－１ 0957-28-0662

長崎県 諫早市 有限会社末永石油店 セルフ高来　給油所 高来町下与６３２－８５ 095732-3135

長崎県 諫早市 有限会社峰石油店 喜々津　給油所 多良見町囲４８０－２ 0957-43-0014

長崎県 諫早市 有限会社峰石油店 小江店　給油所 高来町小船津浜田３６４－２ 0957-32-2080

長崎県 諫早市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ諫早給油所 小船越２４２－１ 092-918-7701

長崎県 諫早市 株式会社山下石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ貝津店　給油所 貝津町１５８６－５ 0957-26-9174

長崎県 諫早市 有限会社平尾商事 赤崎　給油所 赤崎町８４番１他※ 0957-24-6116

長崎県 諫早市 有限会社中野石油 栄田　給油所 栄田町１２番３６号 0957-26-5971

長崎県 諫早市 株式会社フジオカ セルフ多良見中央　給油所 多良見町囲字上田原２５８－１ 0957-28-5880

長崎県 諫早市 株式会社イデックスリテール西九州 喜々津　給油所 多良見町中里５番地 0957-43-1222

長崎県 諫早市 林兼石油株式会社 セルフ長野給油所 長野町１４８１－１、４、６、７、他 0957-32-8010

長崎県 諫早市 合資会社立川酸素プロパン 城見　給油所 城見町３１－６３ 0957-22-3316

長崎県 諫早市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本諫早店　給油所 東小路町３－５ 093-613-0010

長崎県 諫早市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ愛野店　給油所 森山町杉谷１１１－１ 0957-36-0075

長崎県 諫早市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小川町店　給油所 小川町１２５３－１ 0957-23-5200

長崎県 諫早市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ諫早貝津店 貝津町１６６２－１ 0957-25-1900

長崎県 大村市 南国殖産株式会社 大村インター　給油所 池田２－３３６－１ 0957-54-3943

長崎県 大村市 株式会社イデックスリテール西九州 大村南　給油所 久原２丁目１１９４－４ 0957-52-4747

長崎県 大村市 旭砕石株式会社 セルフスタンドサンスパ　給油所 森園町６６３－３ 0957-50-1174

長崎県 大村市 林兼石油株式会社 サンライズ大村給油所 池田２－３０１－５ 0957-54-0036

長崎県 大村市 南国殖産株式会社 大村岩松　給油所 岩松町１６－３ 0957-20-7150

長崎県 大村市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大村駅前店　給油所 東三城町１８－７ 0957-52-6131

長崎県 大村市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長崎空港前店　給油所 古賀島町２８７－７ 0957-52-9595

長崎県 大村市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大村駅通り店　給油所 西三城町１８－５ 0957-52-1210

長崎県 平戸市 全農エネルギー株式会社 平戸口店 田平町小手田免字柚ノ木１０４８－１ 0950-20-9660

長崎県 平戸市 株式会社松岡石油店 平戸中央　給油所 築地町５１３ 09502-2-3121

長崎県 平戸市 有限会社森石油店 生月　給油所 生月町里免１６７９番地４ 0950-53-0802

長崎県 平戸市 平戸建設株式会社 ニューポート石油平戸　給油所 宮の町６４７－６ 0950-21-8555



長崎県 平戸市 アオキ石油有限会社 田平　給油所 田平町里免２４１ 0950-57-0544

長崎県 平戸市 有限会社藤村商店 生月　給油所 生月町里免字水畑３７４０－４ 0950-53-1689

長崎県 平戸市 有限会社ニシ・マイカーセンター ﾋﾟｯﾄﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ油館中部店　給油所 紐差町１４００－３ 0950-28-1555

長崎県 平戸市 有限会社ニシ・マイカーセンター ピットブラザーズ油館　給油所 田平町小手田免１２５５－１ 0950-57-0996

長崎県 平戸市 ながさき西海農業協同組合 おおしま　給油所 大島村前平１７２０－１､１７２１－１ 0950-55-2037

長崎県 平戸市 株式会社松岡石油店 中部　給油所 草積町字石原田前１１０８－７ 0950-28-2800

長崎県 松浦市 有限会社三枝松商店 三枝松　給油所 福島町塩浜免字福崎６６８－１１ 095547-2588

長崎県 松浦市 全農エネルギー株式会社 松浦店 志佐町里免３３１－１ 0956-37-9213

長崎県 対馬市 鈴木石油株式会社 美津島　給油所 美津島町鶏知甲１１３０番地３ 09205-4-2061

長崎県 対馬市 鈴木石油株式会社 厳原　給油所 厳原町宮谷８５ 0920-52-0418

長崎県 対馬市 株式会社新出光 厳原中央給油所 厳原町桟原５０－２ 0920-52-2763

長崎県 対馬市 株式会社新出光 厳原給油所 厳原町東里３５２－４ 0920-52-1571

長崎県 対馬市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 久田ＳＳ　給油所 厳原町久田字白子１番８ 0920-53-5060

長崎県 壱岐市 壱岐市農業協同組合 壱岐市農協本所　給油所 郷ノ浦町東触５６３番地 0920-47-1302

長崎県 壱岐市 壱岐市農業協同組合 壱岐市農協北部　給油所 芦辺町箱崎本村触字辻１０１－３ 0920-45-1630

長崎県 壱岐市 壱岐市農業協同組合 ベイサイド湯ノ本　給油所 勝本町布気触榎川９６６－１０ 09204-3-0133

長崎県 壱岐市 有限会社大阪屋石油店 大阪屋　給油所 芦辺町中野郷西触３８５－３ 09204-5-3034

長崎県 壱岐市 株式会社昇運石油 芦辺　給油所 芦辺町芦辺浦３２４番地 09204-5-0014

長崎県 壱岐市 株式会社江口石油店 石田　給油所 石田町池田東触４７５－４ 0920-44-5254

長崎県 壱岐市 川添石油株式会社 郷ノ浦　給油所 郷ノ浦町田中触上戸田１１７７－１ 0920-48-0201

長崎県 壱岐市 川添石油株式会社 瀬戸浦　給油所 芦辺町箱崎大左右触６９７－１７ 0920-45-2115

長崎県 壱岐市 中野石油有限会社 芦辺　給油所 芦辺町諸吉二亦触１６４８－６ 0920-45-0191

長崎県 壱岐市 郷ノ浦町漁業協同組合 郷ノ浦町漁業協同組合　給油所 郷ノ浦町郷ノ浦４０５－３ 0920-47-2718

長崎県 壱岐市 平尾石油有限会社 郷の浦　給油所 郷ノ浦町柳田触９４０－１ 0920-47-1252

長崎県 壱岐市 株式会社ナガオカ 壱岐　給油所 郷ノ浦町平人触字佐小５５－５ 0920-47-0412

長崎県 壱岐市 有限会社松屋石油店 印通寺　給油所 石田町印通寺浦４６９－２２ 0920-44-5313

長崎県 五島市 合名会社本村商店 （名）本村商店福江　給油所 栄町１－６ 09597-2-2947

長崎県 五島市 五島石油株式会社 五島富江　給油所 富江町富江１８７－３ 09598-6-0017

長崎県 五島市 有限会社山口商店 岐宿　給油所 岐宿町中嶽１０８７ 0959-83-1016

長崎県 五島市 有限会社山口商店 ルート３８４福江　給油所 三尾野３丁目１番１２号 09597-2-2651

長崎県 五島市 合資会社今利石油店 福江　給油所 東浜町１－２－５ 0959-72-2277

長崎県 五島市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福江中央店　給油所 籠淵町２０９９－１ 0959-88-9700

長崎県 五島市 有限会社スギ・コーポレーション 五島中央病院前　給油所 吉久木町２０５－１ 0959-75-0797

長崎県 五島市 夏井　頌太 川谷石油岐宿　給油所 岐宿町川原５６６番地１２ 0959-82-1015

長崎県 五島市 ごとう農業協同組合 富江　給油所 富江町狩立４７９ 0959-86-2114

長崎県 五島市 ごとう農業協同組合 西部　給油所 岐宿町中岳１９４８－１、１９５７ 0959-83-1756

長崎県 五島市 ごとう農業協同組合 ＳＳ本店　給油所 木場町３０４－１ 0959-72-3773

長崎県 西海市 全農エネルギー株式会社 JASS－PORT小迎給油所 西彼町小迎郷２８３６－１ 0959-28-0004

長崎県 西海市 全農エネルギー株式会社 太田和店 西海町中浦北郷１８１４－１ 0959-37-9503

長崎県 西海市 有限会社大菱石油 大瀬戸　給油所 大瀬戸町瀬戸板浦郷８９２ 0959-22-0133

長崎県 西海市 有限会社広畝商店 セルフステーションせいひ　給油所 西彼町喰場郷１２４８－１ 0959-27-0111

長崎県 西海市 株式会社トーヨー総業 西海橋　給油所 西彼町小迎郷９５９ 09592-8-0131

長崎県 西海市 合資会社朝川石油店 雪浦　給油所 大瀬戸町雪浦下釜郷８９６－１ 0959-22-9140

長崎県 西海市 有限会社峰口石油 セルフ無人サービスステーション　　給油所 西彼町白似田郷１８７４－１　他 0959-37-5038

長崎県 雲仙市 株式会社ボスコ ボスコ瑞穂　給油所 瑞穂町西郷辛１３７５－２ 0957-77-3800

長崎県 雲仙市 酒井　恭二 南串山町　給油所 南串山町乙３ 0957-88-2065

長崎県 雲仙市 小浜産業株式会社 セルフおばま　給油所 小浜町北本町魚見山２１９－１１　外 0957-74-2563

長崎県 雲仙市 有限会社モリタニ商店 南串山　給油所 南串山町字沼田丙１１６２－２ 095788-2876

長崎県 雲仙市 合資会社長崎開発 雲仙　給油所 小浜町雲仙札ノ原４１４－４ 0957-73-2001

長崎県 雲仙市 横田石油店　横田 尚洋 千々石　給油所 千－石町甲２５０－１ 0957-37-2020

長崎県 雲仙市 町田石油店　町田 長治 千々石　給油所 千－石町戊５０１ 0957-37-2113

長崎県 雲仙市 松木石油　松木　俊郎 多比良　給油所 国見町多比良甲１３４番地 0957-78-2224

長崎県 雲仙市 有限会社森瀬石油店 ルート２５１国見　給油所 国見町土黒甲６５－１ 0957-78-3243

長崎県 雲仙市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ愛野展望台店　給油所 愛野町乙字桃山５０３６－１ 0957-36-2696

長崎県 雲仙市 島原雲仙農業協同組合 アグリス国見　給油所 国見町神代東里字嘉瀬の元己２４５－１ 0957-78-2836

長崎県 雲仙市 島原雲仙農業協同組合 千々石　給油所 千－石町甲４５４－１ 0957-37-2059

長崎県 雲仙市 山口物産株式会社 愛野展望台　給油所 愛野町愛津字展望台乙５８６６－６、乙５８７３－１ 0957-36-0090

長崎県 南島原市 アポロ興産株式会社 ハーテック有家　給油所 有家町小川字上平野８３８ 0957-82-2843

長崎県 南島原市 株式会社菅藤商会 北有馬　給油所 北有馬町今福名字鳥渕９６ 0957-84-2015

長崎県 南島原市 株式会社原田商店 新有家　給油所 有家町山川字於古田３５６－１ 0957-82-1100

長崎県 南島原市 普壮株式会社 ルート５７深江町　給油所 深江町石水下戊３０７９－１ 0957-72-6338



長崎県 南島原市 株式会社福義丸 北岡　給油所 南有馬町戊１９６－１、１９６－３、１９６－４ 0957-85-2926

長崎県 南島原市 株式会社福義丸 セルフ口之津　給油所 口之津町甲２１８６番地１ 0957-86-3096

長崎県 南島原市 日向石油　日向 高広 加津佐　給油所 加津佐町己２６０２－６ 0957-87-2285

長崎県 南島原市 株式会社おがわ石油 ＳＳピラニア　給油所 西有家町須川４９１－１ 0957-82-1007

長崎県 南島原市 株式会社おがわ石油 口之津　給油所 口之津町甲２１６０ 0957-86-2231

長崎県 南島原市 島原雲仙農業協同組合 布津　給油所 布津町乙１４６４ 0957-72-2607

長崎県 南島原市 島原雲仙農業協同組合 北有馬　給油所 北有馬町戊字門前２７６０－１番地 0957-84-3134

長崎県 南島原市 有限会社喜多石油 ジョイフル深江　給油所 深江町丁２３９９番地 0957-72-5252

長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社山下石油店 大迫　給油所 高田郷字大迫５９８－１０、９２０－１、９２０－４ 095-843-0508

長崎県 西彼杵郡長与町 長光興産株式会社 森の木サービスステーション　給油所 高田郷７１９－６ 095-843-7711

長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社フジオカ セルフ女の都　給油所 高田郷森の木７１１－５ 095-841-8825

長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 長与ＳＳ　給油所 吉無田郷１４２７－８ 095-883-1981

長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社長与石油 長与　給油所 吉無田郷４１１－８ 095-883-2013

長崎県 西彼杵郡時津町 株式会社イデックスリテール西九州 セルフカーケア西時津　給油所 西時津郷大道６－１ 095-814-2112

長崎県 西彼杵郡時津町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ時津給油所 野田郷３５－９他 095-860-2711

長崎県 西彼杵郡時津町 株式会社山下石油店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ猪ケ倉店　給油所 野田郷字猪ケ倉９６０－１０ 095-882-0081

長崎県 西彼杵郡時津町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 時津南ＳＳ　給油所 元村郷８６１－５ 095-882-1888

長崎県 東彼杵郡東彼杵町 有限会社普賢石油 彼杵　給油所 蔵本郷１７５２ 0957-46-0211

長崎県 東彼杵郡東彼杵町 株式会社イデックスリテール西九州 ハートフル彼杵　給油所 三根郷１３６５ 0957-46-0130

長崎県 東彼杵郡川棚町 有限会社谷山油糧 有限会社谷山油糧川棚　給油所 栄町３－２ 0956-82-3171

長崎県 東彼杵郡川棚町 有限会社立石石油 セルフスマイル川棚　給油所 百津郷４３９ 0956-82-5555

長崎県 東彼杵郡川棚町 株式会社富永石油店 川棚東　給油所 石木郷字下石木１７４－１ 0956-82-2537

長崎県 東彼杵郡波佐見町 ユウシード東洋株式会社 波佐見　給油所 折敷瀬郷１７７６－７ 0956-85-4695

長崎県 東彼杵郡波佐見町 一瀬石油株式会社 波佐見　給油所 宿郷２１８－６ 0956-85-3039

長崎県 東彼杵郡波佐見町 有限会社山口石油 西波佐見　給油所 折敷瀬郷２１８０ 0956-85-3527

長崎県 北松浦郡佐々町 全農エネルギー株式会社 佐々店 本田原免１６８－６ 0956-59-9642

長崎県 北松浦郡佐々町 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケア佐々給油所 市場免字馬場添５５番 0956-41-1755

長崎県 北松浦郡佐々町 宮地石油株式会社 佐々　給油所 古川免１０５ 0956-63-2323

長崎県 南松浦郡新上五島町 松岡石油合資会社 青方　給油所 青方郷１７９１－９ 095952-2083

長崎県 南松浦郡新上五島町 有限会社松村石油 奈良尾　給油所 奈良尾郷１０２３ 0959-44-0233

長崎県 南松浦郡新上五島町 株式会社大水石油 曽根　給油所 小串郷１０２０番地 0959-55-2656

長崎県 南松浦郡新上五島町 野村産業株式会社 小奈良尾　給油所 奈良尾郷小奈良尾脇８５４ 0959-44-1665

長崎県 南松浦郡新上五島町 有限会社青砂石油店 新魚目　給油所 浦桑郷字浦浜１３７６ 0959-54-1168

長崎県 南松浦郡新上五島町 有限会社濱﨑石油 高仏　給油所 荒川郷４８４ 0959-52-3995

長崎県 南松浦郡新上五島町 有限会社若松興産 若松大橋　給油所 若松郷４６２－４９ 0959-46-2176

長崎県 南松浦郡新上五島町 株式会社石田石油店 有川　給油所 有川郷２５１４番地３ 0959-42-1005

長崎県 南松浦郡新上五島町 ごとう農業協同組合 有川　給油所 七目郷小蛤９５７－３ 0959-42-0392

熊本県 熊本市中央区 高島石油株式会社 ハイランド子飼　給油所 大江１－５－２５ 096-371-5757

熊本県 熊本市中央区 肥後石油株式会社 南熊本　給油所 南熊本３丁目１１番９号 096-362-1318

熊本県 熊本市中央区 田村商事株式会社 迎町　給油所 迎町２丁目１番２６号 096-371-9351

熊本県 熊本市中央区 相光石油株式会社 スマートカーウォッシュ熊本　セルフステーション大江　給油所 九品寺１－１２－９ 096-373-1065

熊本県 熊本市中央区 有田物産株式会社 南熊本　給油所 荻原町１６４ 096-378-4258

熊本県 熊本市中央区 株式会社Misumi Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平成店　給油所 平成２－２－１ 096-370-3000

熊本県 熊本市中央区 有限会社宮本石油 萩原町　給油所 萩原町２－４４ 096-378-1272

熊本県 熊本市中央区 肥後石油株式会社 新屋敷　給油所 新屋敷三丁目１０－６ 096-375-7622

熊本県 熊本市中央区 東光石油株式会社 日赤病院前　給油所 帯山９丁目４番３号 096-382-8901

熊本県 熊本市中央区 東光石油株式会社 本荘　給油所 本荘５－１４－１８ 096-372-4678

熊本県 熊本市中央区 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ世安　給油所 世安町３１９－１ 096-375-7755

熊本県 熊本市中央区 株式会社イデックスリテール熊本 県庁前　給油所 上水前寺２－２５－２１ 096-384-4646

熊本県 熊本市中央区 出光リテール販売株式会社 セルフステーション本山給油所 本山町１０８－４ 096-372-0780

熊本県 熊本市中央区 株式会社エムロード DDエネオスセブンＴＡＴＳＵＤＡ　給油所 黒髪７丁目６４ 090-338-3308

熊本県 熊本市中央区 コスモ石油販売九州 Ｓ＆ＣＣＳ南熊本 八王寺町３０－１５ 096-378-8902

熊本県 熊本市東区 株式会社西日本宇佐美 熊本トラックターミナル給油所 小山３丁目２番１０号 096-338-2557

熊本県 熊本市東区 南国殖産株式会社 熊本インターチェンジ　給油所 御領町３１６－１ 096-380-5549

熊本県 熊本市東区 南国殖産株式会社 花立　給油所 花立３－１０９ 096-369-6683

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 江津湖　給油所 湖東２－３－１ 096-368-6160

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 浜線　給油所 画図町重富５５６－１ 096-378-8950

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 月出　給油所 月出一丁目５番５号 096-383-6841

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 熊本インター　給油所 御領８丁目４０６－１ 096-388-1592

熊本県 熊本市東区 株式会社エムロード ドクタードライブ健軍　給油所 東野２－４－１２、１３ 096-214-1220

熊本県 熊本市東区 株式会社エムロード ドクタードライブ小峯　給油所 小峯１－４－８ 096-368-6624



熊本県 熊本市東区 田村商事株式会社 熊本インター　給油所 下南部３丁目１０番２７号 096-380-2986

熊本県 熊本市東区 熊本石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ益城熊本空港インター　給油所 佐土原二丁目９番１８号 096-286-1630

熊本県 熊本市東区 株式会社Misumi 小峯　給油所 長嶺南六丁目６番４５号 096-369-8808

熊本県 熊本市東区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ画図給油所 画図町大字所島１２３－１ 096-334-9811

熊本県 熊本市東区 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ益城空港インター　給油所 佐土原２－４－１７０ 096-365-7533

熊本県 熊本市東区 九州味岡エナジー株式会社 健軍給油所 健軍２－１４－１８ 096-369-7860

熊本県 熊本市東区 有限会社中橋石油 上南部　給油所 上南部　４丁目１番２９号 096-380-2162

熊本県 熊本市東区 株式会社古谷石油 東バイパス　給油所 御領二丁目２７番１１号 096-380-2800

熊本県 熊本市東区 株式会社イデックスリテール熊本 カーケア小山　給油所 小山４－６－１２６ 096-292-8506

熊本県 熊本市東区 相光石油株式会社 セルフステーション熊本インター　給油所 下南部３－１１－１６２ 092-349-6522

熊本県 熊本市東区 有限会社松村興産 長嶺　給油所 長嶺東４丁目１５番５号 096-389-3003

熊本県 熊本市東区 肥後石油株式会社 桜木　給油所 花立２－５－１ 096-360-8566

熊本県 熊本市東区 株式会社エムロード ドクタードライブ熊本インター　給油所 石原２丁目１－７ 096-285-3401

熊本県 熊本市西区 南国殖産株式会社 城山上代　給油所 上代４丁目１２番３０号 096-356-4160

熊本県 熊本市西区 株式会社桝田商店 上代　給油所 上代七丁目２８番２１号 096-329-1123

熊本県 熊本市西区 有限会社潮崎石油 河内　給油所 河内町船津１０５６ 096-276-0911

熊本県 熊本市西区 有限会社中尾石油 中尾石油河内　給油所 河内町船津２０１５ 096-276-0112

熊本県 熊本市西区 有限会社片山商店 河内　給油所 河内町河内２６１４ 096-276-0074

熊本県 熊本市西区 大海冷蔵株式会社 熊本総合市場給油所 田崎町３８０－７ 096-353-0568

熊本県 熊本市西区 株式会社谷口ショップ 河内　給油所 河内町船津２４６９ 096-276-1026

熊本県 熊本市西区 有限会社牛嶋石油 松尾　給油所 西松尾町４４１３ 096-329-7039

熊本県 熊本市西区 出光リテール販売株式会社 セルフ学園前給油所 池田４－５－８ 096-211-2020

熊本県 熊本市西区 國際油化株式会社 オブリステーション城山給油所 城山下代２－６－１ 096-329-2155

熊本県 熊本市西区 コスモ石油販売九州 Ｓ＆ＣＣＳ城山 城山下代３－５－３ 096-329-6066

熊本県 熊本市南区 株式会社西日本宇佐美 ３号宇土給油所 富合町田尻字戸崎前４１７－１ 096-358-5945

熊本県 熊本市南区 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション平成給油所 江越２丁目２２番２５号 096-355-7077

熊本県 熊本市南区 南国殖産株式会社 城南バイパス　給油所 城南町阿高１５２－３ 0964-46-6700

熊本県 熊本市南区 南国殖産株式会社 釈迦堂　給油所 富合町釈迦堂字狐町６３０ 096-358-7611

熊本県 熊本市南区 肥後石油株式会社 セルフ近見　給油所 近見６丁目１８番４０号 096-356-2811

熊本県 熊本市南区 株式会社エムロード ドクタードライブ平田　給油所 平田１－１５－１ 096-353-3792

熊本県 熊本市南区 緒方石油店　緒方　安則 築地　給油所 城南町築地１０８８ 0964-28-2633

熊本県 熊本市南区 株式会社アイビー石油 白藤　給油所 白藤４－２６－８ 096-311-3172

熊本県 熊本市南区 有限会社馬場幸石油 銭塘　給油所 銭塘町２６９８番地２ 096-223-0033

熊本県 熊本市南区 熊本宇城農業協同組合 下北中央　給油所 城南町島田３０２ 0964-28-7308

熊本県 熊本市南区 株式会社Misumi セルフアクアドーム前　給油所 野口２丁目８番１号 096-320-0130

熊本県 熊本市南区 株式会社Misumi セルフ宇土　給油所 富合町廻江８４５－１ 096-358-6103

熊本県 熊本市南区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ富合給油所 富合町田尻１４ 096-320-1234

熊本県 熊本市南区 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ熊本野口給油所 野口３－６－１ 096-227-6004

熊本県 熊本市南区 有限会社倉岡石油 城南　給油所 城南町今吉野７２６－２ 0964-28-2855

熊本県 熊本市南区 高島石油株式会社 浜線バイパス　給油所 出仲間６－１５－１０ 096-378-8957

熊本県 熊本市南区 有限会社三矢商事 飽田　給油所 砂原町５６９ 096-227-0109

熊本県 熊本市南区 相光石油株式会社 セルフステーション川尻　給油所 南高江２－１５－１５ 096-311-3124

熊本県 熊本市南区 株式会社新出光 イデックス富合給油所 富合町田尻３４１－１ 096-211-7111

熊本県 熊本市南区 南国殖産株式会社 川尻　給油所 野田３丁目１２番２１号 096-357-4805

熊本県 熊本市南区 有限会社北村秋商店 畠口　給油所 畠口町１３７０ 096-227-0638

熊本県 熊本市南区 東光石油株式会社 浜線　給油所 田迎町大字田井島字中田２５９－１外 096-378-8916

熊本県 熊本市南区 熊本宇城農業協同組合 富合　給油所 富合町志－水字居合１８９－１ 096-357-5784

熊本県 熊本市北区 エネクスフリート株式会社 植木インター給油所 植木町大井字木笠５８－４ 096-273-0321

熊本県 熊本市北区 株式会社西日本宇佐美 ３号植木バイパス給油所 植木町舞尾字石佛５８２－１　他５筆 096-272-2633

熊本県 熊本市北区 高島石油株式会社 ハイランド武蔵　給油所 麻生田３－３－６７ 096-339-9855

熊本県 熊本市北区 肥後石油株式会社 清水給油所 清水亀井町１８－２１ 096-327-8536

熊本県 熊本市北区 株式会社エムロード ドクタードライブ菊南　給油所 鶴羽田町１丁目８－１ 096-345-6805

熊本県 熊本市北区 有限会社ムラカミ商会 弓削　給油所 武蔵ヶ丘７丁目３番３号 0963-38-7977

熊本県 熊本市北区 鹿本農業協同組合 植木　給油所 植木町岩野２２０－２ 096-272-7111

熊本県 熊本市北区 九州味岡エナジー株式会社 四方寄給油所 四方寄町南原１６７０ 096-354-0767

熊本県 熊本市北区 有限会社田中石油 竜田　給油所 龍田７丁目３５－１ 096-338-7902

熊本県 熊本市北区 堀石油有限会社 植木　給油所 植木町舞尾６６９ 096-272-0148

熊本県 熊本市北区 堀石油有限会社 植木インター　給油所 植木町味取金山道下３３４－２ 096-272-0973

熊本県 熊本市北区 佐多石油株式会社 清水バイパス　給油所 山室３丁目４－１８ 096-343-6610

熊本県 熊本市北区 相光石油株式会社 ＡＩステーション セルフうえき　給油所 植木町舞尾５４５－５ 096-275-1011

熊本県 熊本市北区 株式会社イデックスリテール熊本 イデックスセルフ植木　給油所 植木町鐙田１４４５－１ 096-273-3555



熊本県 熊本市北区 東光石油株式会社 池田　給油所 池田３丁目１番４６号 096-359-5251

熊本県 熊本市北区 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 植木インターＴＳ給油所 植木町亀甲２０７９－１ 096-273-0033

熊本県 熊本市北区 コスモ石油販売九州 Ｓ＆ＣＣＳ麻生田 麻生田３－１５－５５ 096-386-3151

熊本県 八代市 株式会社西日本宇佐美 ３号八代インター給油所 興善寺町字繩手５８６－２ 09653-9-0407

熊本県 八代市 南国殖産株式会社 八代臨港線　給油所 中片町５１３－１ 0965-35-3373

熊本県 八代市 十條石油株式会社 八代中　給油所 高下西町１４４１ 0965-35-1531

熊本県 八代市 株式会社丸仙商会 郡築　給油所 郡築１２番町２０７番地 0965-37-0503

熊本県 八代市 合名会社宮村商店 ハロービッグ・ハロー八代　給油所 千丁町太牟田平島２２９０－２０ 0965-46-1700

熊本県 八代市 田村商事株式会社 八代田中西町　給油所 田中西町１７－２ 0965-34-1769

熊本県 八代市 有限会社田上石油 泉町　給油所 泉町柿迫３１２０ 0965-67-2145

熊本県 八代市 松岡石油株式会社 田中町　給油所 田中西町５－３ 0965-34-3124

熊本県 八代市 松岡石油株式会社 港町　給油所 港町６９－３ 0965-37-2172

熊本県 八代市 内田興産有限会社 永碇　給油所 永碇町６６６－２ 0965-35-2681

熊本県 八代市 有限会社山下石油 シーライン八代　給油所 中片町字口ノ坪５７３ 0965-35-9311

熊本県 八代市 株式会社アイビー石油 セルフ八代出町　給油所 出町５－１ 0965-32-3150

熊本県 八代市 エネクスフリート株式会社 八代インター給油所 川田町西４２０－１ 0965-39-0595

熊本県 八代市 有限会社稲崎石油 鏡　給油所 鏡町上鏡１１－２４－１０ 0965-52-0756

熊本県 八代市 村山　正男 村山石油店千丁新牟田　給油所 千丁町新牟田９４－６ 0965-46-0174

熊本県 八代市 押方　浩昭 東陽　給油所 東陽町南字森下１０３５ 0965-65-2162

熊本県 八代市 有限会社木屋 田中町　給油所 田中町前田２８－１ 0965-43-7000

熊本県 八代市 島石油株式会社 八代市場　給油所 新浜町１－１ 0965-34-3511

熊本県 八代市 島石油株式会社 八代南　給油所 敷川内町字上割２２９３－１ 0965-31-1500

熊本県 八代市 八代港石油合同会社 港　給油所 港町３３番地 0965-62-9827

熊本県 八代市 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 八代インターＴＳ給油所 上片町高取１６０９－１ 0965-34-9801

熊本県 八代市 有限会社谷川石油店 八代荒瀬　給油所 坂本町荒瀬１２４３ 0965-45-2217

熊本県 人吉市 株式会社多良木石油 マッハカーステーション　給油所 下原田町荒毛４６１－１ 0966-24-3676

熊本県 人吉市 味岡石油株式会社 矢黒　給油所 西間下町鳶岩１１３４ 0966-22-2945

熊本県 人吉市 有限会社青井運送 人吉　給油所 下漆田町１６７８ 0966-22-6644

熊本県 人吉市 桑沢石油有限会社 上林　給油所 上林町字立石７４３－１ 0966-24-8451

熊本県 人吉市 球磨地域農業協同組合 人吉　給油所 上薩摩瀬町字園田８５９ 0966-23-2279

熊本県 人吉市 株式会社多良木石油 矢黒　給油所 西間下町５１４－２ 0966-24-9100

熊本県 荒尾市 株式会社柴尾産業 カーステーション荒尾　給油所 大字荒尾字上川後田４１６０番２５０ 0968-64-8881

熊本県 荒尾市 玉名農業協同組合 八幡　給油所 川登字下川原４６５－１ 0968-68-5111

熊本県 荒尾市 國際油化株式会社 オブリステーション荒尾給油所 菰屋１７９９－２ 0968-68-6751

熊本県 水俣市 南国殖産株式会社 水俣エコパーク前　給油所 港町３－１－２６ 09666-2-2744

熊本県 水俣市 水俣石油株式会社 水俣　給油所 天神町２－１－１ 0966-63-1235

熊本県 水俣市 水俣石油株式会社 モービル水俣　給油所 港町１－２－８ 0966-63-2426

熊本県 水俣市 有限会社ECOオイル 水俣　給油所 百間町１－６－２５ 0966-63-2940

熊本県 水俣市 あしきた農業協同組合 水俣　給油所 ひばりケ丘３８ 0966-63-0003

熊本県 玉名市 株式会社玉名商会 天水町　給油所 天水町小天２５４９ 0968-82-2016

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 横島　給油所 横島町横島４５２３ 0968-84-2209

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 鍋　給油所 岱明町上鍋２５１５－１ 0968-57-2944

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 寺田　給油所 寺田１１３－２ 09687-2-3669

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 石貫　給油所 石貫字上小畑４２０５－１、４２０３、４２０４ 0968-74-9881

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 中央　給油所 北牟田字居屋敷３２－１ 0968-76-0020

熊本県 玉名市 株式会社池田建設 小天　給油所 天水町小天７５４０－２ 0968-82-3939

熊本県 玉名市 株式会社吉田林蔵商店 亀の甲　給油所 亀甲８３－３ 0968-73-2211

熊本県 玉名市 有明石油株式会社 有明玉名　給油所 中１６５５－１ 0968-74-1717

熊本県 玉名市 有限会社鶴上石油店 横島　給油所 横島町横島８９４２ 0968-84-2002

熊本県 玉名市 有限会社徳永石油 サンパル玉名　給油所 岱明町庄山７５９－２ 0968-57-3288

熊本県 玉名市 オイルショップクロダ有限会社 ルート２０８大倉ＳＳ　給油所 大倉５１１－１ 0968-74-1414

熊本県 玉名市 前田燃料　前田　洋 岱明　給油所 岱明町大野下１０７３ 0968-69-8123

熊本県 玉名市 玉名農業協同組合 小天　給油所 天水町小天６７３９ 0968-82-2500

熊本県 山鹿市 株式会社山鹿ホールディングス ＥｎｅＪｅｔかもと　給油所 鹿本町御宇田７１７ 0968-45-5888

熊本県 山鹿市 株式会社山鹿ホールディングス セルフやまが店　給油所 南島字高道１２７１－３ 0968-43-8866

熊本県 山鹿市 株式会社山鹿ホールディングス 津留店　給油所 津留２４９４－１ 0968-43-0888

熊本県 山鹿市 有限会社岩野石油 岩野石油鹿北　給油所 鹿北町四丁１６３０－２ 096832-3128

熊本県 山鹿市 鹿本農業協同組合 鹿央　給油所 鹿央町持松１５９－７ 096836-3177

熊本県 山鹿市 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ山鹿　給油所 鹿校通２丁目１３－５ 0968-44-8333

熊本県 山鹿市 鹿本農業協同組合 鹿北セルフ　給油所 鹿北町岩野１３０－１ 096-832-3131

熊本県 山鹿市 榊　正博 鹿央町広　給油所 鹿央町広諏訪原２３６－１ 0968-36-2246



熊本県 山鹿市 喜多村石油株式会社 山鹿中央通　給油所 中央通６０１ 0968-44-3185

熊本県 山鹿市 有限会社隈部石油店 山鹿日置　給油所 方保田３８８ 0968-46-2372

熊本県 山鹿市 木村石油店　木村　武千代 鹿本南　給油所 鹿本町下高橋２７－４ 0968-46-2375

熊本県 菊池市 有限会社松本石油 隈府　給油所 隈府１３１１－２ 0968-25-2898

熊本県 菊池市 菊池地域農業協同組合 菊池セルフ　給油所 隈府７８２ 0968-24-1138

熊本県 菊池市 菊池地域農業協同組合 パシオン　給油所 旭志川辺上西原１９３５－２ 0968-37-3386

熊本県 菊池市 菊池地域農業協同組合 七城中央　給油所 七城町菰入字安町４３８－１ 0968-24-4053

熊本県 菊池市 菊池地域農業協同組合 泗水　給油所 泗水町豊水３１７２－１ 096-823-2025

熊本県 菊池市 有限会社松田石油 花房　給油所 出田字中道２４４５－１ 0968-25-2996

熊本県 菊池市 株式会社緒方建設 ニュー野間口　給油所 野間口１０９７ 0968-24-0883

熊本県 菊池市 有限会社菊池渓谷給油所 菊池渓谷　給油所 大字重味２２６３ 0968-27-0033

熊本県 菊池市 株式会社山鹿ホールディングス 花房　給油所 木柑子１４２７ 0968-24-3000

熊本県 宇土市 南国殖産株式会社 宇土　給油所 岩古曽町字岩津２０５３－６ 0964-22-0138

熊本県 宇土市 株式会社山鹿ホールディングス ロータスステーション宇土　給油所 善道寺１５５ 0964-24-5056

熊本県 宇土市 有田物産株式会社 宇土中央　給油所 城之浦町２４６ 0964-23-4221

熊本県 宇土市 熊本宇城農業協同組合 網津　給油所 住吉町６７８ 0964-24-3201

熊本県 宇土市 内田興産有限会社 松橋バイパス　給油所 立岡町７８２－３ 0964-22-5754

熊本県 上天草市 天草石油株式会社 天草石油松島　給油所 松島町合津４２１１－１５ 0969-56-0286

熊本県 上天草市 有限会社高木商店 龍ヶ岳　給油所 龍ヶ岳町大道迎１４９７－２ 0969-63-0059

熊本県 上天草市 株式会社アイビー石油 ハートアイランド大矢野　給油所 大矢野町中９４９－４ 096-311-3172

熊本県 上天草市 株式会社白岳石油 白岳　給油所 姫戸町姫浦５９５４－１ 0969-58-2887

熊本県 上天草市 株式会社おがわ石油 セルフ大矢野　給油所 大矢野町中字小高目３００８番３ 0964-56-5888

熊本県 上天草市 合資会社福冨組 天草松島　給油所 松島町合津３２０３ 0969-56-0265

熊本県 上天草市 あまくさ農業協同組合 新大矢野　給油所 大矢野町上１５１２－３ 0969-56-0349

熊本県 宇城市 ベストバリューエネルギー株式会社 ベストバリューエネルギー小川店給油所 大字河江１０４－１ 0964-34-6880

熊本県 宇城市 株式会社エムロード ドクタードライブ松橋　給油所 不知火町御領１３８－１ 0964-32-3265

熊本県 宇城市 株式会社郡浦石油 郡浦　給油所 三角町前越字清水１７８１－１ 0964-54-0015

熊本県 宇城市 有限会社溝見石油 有限会社溝見石油　給油所 松橋町松橋１３２０－１ 096-279-2822

熊本県 宇城市 株式会社アイビー石油 松橋北　給油所 松橋町松橋７８９－１ 0964-34-3456

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 松橋　給油所 松橋町久具３３０－１ 0964-33-5336

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 新小川　給油所 小川町北新田４３５－１ 0964-34-6010

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 豊野　給油所 豊野町糸石３９０２－１ 0964-45-3809

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 松合　給油所 不知火町永尾７０７－６ 0964-42-3435

熊本県 宇城市 熊本宇城農業協同組合 三角セルフ　給油所 三角町前越字白石６０１番地１ 0964-34-2222

熊本県 宇城市 合資会社ミヤムラ貝印石油 松橋インター　給油所 松橋町曲野字金崎２１６５ 0964-33-1835

熊本県 宇城市 合資会社ミヤムラ貝印石油 セルフ松橋　給油所 松橋町松橋１３１５ 0964-33-0690

熊本県 宇城市 上田石油店　上田　賢一 小川町　給油所 小川町井出口２１５ 0964-43-0419

熊本県 宇城市 有限会社橋口石油 橋口　給油所 松橋町浦川内１２４４－６ 0964-32-0295

熊本県 宇城市 有限会社中内商事 シャルム不知火　給油所 不知火町永尾３５３－７ 0964-42-3366

熊本県 宇城市 太陽石油販売株式会社 松橋給油所 松橋町豊福１６８３番地１ 0964-25-2012

熊本県 宇城市 有限会社西村石油 松橋　給油所 松橋町久具２００８番 0964-32-2526

熊本県 阿蘇市 株式会社九州エナジー セルフ阿蘇給油所 蔵原字向田８２０－３ 0967-34-2103

熊本県 阿蘇市 フルキ石油株式会社 一の宮　給油所 一の宮町宮地西古神４６０４－１５ 0967-22-0211

熊本県 阿蘇市 株式会社古屋産業 阿蘇神社前　給油所 一の宮町宮地１９２６ 0967-22-0703

熊本県 阿蘇市 株式会社古屋産業 信和ASO　給油所 西町９０７－１ 0967-34-1511

熊本県 阿蘇市 合資会社山部石油店 内牧　給油所 内牧１２０ 0967-32-0635

熊本県 阿蘇市 有限会社鎌倉商店 尾ケ石　給油所 狩尾字日下１８２１－１ 09673-2-0278

熊本県 阿蘇市 有限会社宮岡石油店 阿蘇　給油所 黒川１５６４番地 09673-4-0005

熊本県 阿蘇市 阿蘇農業協同組合 阿蘇町　給油所 内牧１６５８－５ 0967-32-5539

熊本県 阿蘇市 阿蘇農業協同組合 やまなみ　給油所 波野大字小地野字廻畑１１４３番１１ 0967-24-2472

熊本県 天草市 有限会社浜石油 栖本　給油所 栖本町馬場２５７７－５ 0969-66-3238

熊本県 天草市 江崎汽船株式会社 岡東　給油所 牛深町２８２－１ 0969-73-3103

熊本県 天草市 東光石油株式会社 イオン天草店　給油所 亀場町食場３０３－５ 0969-23-8201

熊本県 天草市 中村石油株式会社 牛深　給油所 牛深町２２８６ 09697-2-2136

熊本県 天草市 株式会社イデックスリテール西九州 天草　給油所 八幡町３－７ 0969-22-2079

熊本県 天草市 有限会社浜石油 知ヶ崎　給油所 志柿町５４２２－１ 0969-24-0147

熊本県 天草市 株式会社五和商事 鬼池　給油所 五和町鬼池１１３ 0969-32-1154

熊本県 天草市 株式会社五和商事 島子　給油所 有明町大島子字沖ノ田２８８４ 0969-52-0168

熊本県 天草市 丸善興産株式会社 コミュニティ天草　給油所 港町２０－１０ 0969-23-2388

熊本県 天草市 有限会社アサヒ石油瀬戸給油所 天草瀬戸　給油所 亀場町亀川６３ 0969-22-2849

熊本県 天草市 有限会社田中石油 河浦　給油所 河浦町河浦３６２－１ 0969-76-0149



熊本県 天草市 有限会社志柿石油 志柿　給油所 志柿町２７１２－１ 0969-23-2815

熊本県 天草市 髙辻　啓司 髙辻商事御領　給油所 五和町御領字新町１２２０８ 0969-32-0031

熊本県 天草市 田中　實 深海　給油所 深海町１９０４－１ 0969-75-0079

熊本県 天草市 株式会社倉岳石油 倉岳　給油所 倉岳町棚底９１１－２ 0969-64-3431

熊本県 天草市 川﨑　豊治 高浜　給油所 天草町高浜南５５８ 0969-42-0212

熊本県 天草市 株式会社エムロード ﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ本渡太田町　給油所 太田町６－８ 0964-23-4790

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 久玉　給油所 久玉町字村田１４１１－６ 0969-72-6151

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 河浦　給油所 河浦町河浦４８４４ 0969-76-1212

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 佐伊津　給油所 佐伊津町１９３８－７ 0969-23-6894

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 新和　給油所 新和町小宮地５５１－１ 0969-46-2074

熊本県 天草市 あまくさ農業協同組合 栖本中央　給油所 栖本町馬場９９－５ 0969-66-2471

熊本県 天草市 合名会社堤田本店 堤田石油　給油所 御所浦町御所浦３８５０ 0969-67-3002

熊本県 天草市 有限会社浜石油 楠浦給油所 楠浦町１０２６－１ 0969-22-3353

熊本県 天草市 野田　ゆかり 久玉　給油所 久玉町１４１１－１４６ 0969-72-3590

熊本県 合志市 コスモ石油販売株式会社 セルフ&カーケアステーション合志給油所 幾久富中沖野１７５８－１７４ 096-249-2011

熊本県 合志市 太陽石油販売株式会社 セルフ合志給油所 幾久富１６００番地２ 089-974-5760

熊本県 合志市 株式会社山鹿ホールディングス 須屋　給油所 須屋２２４５番地８ 096-242-8888

熊本県 合志市 菊池地域農業協同組合 合志　給油所 幾久富１３７９ 096-249-2047

熊本県 合志市 菊池地域農業協同組合 西合志　給油所 野－島字八反畑４８５４－３ 096-249-1037

熊本県 合志市 有限会社安武石油 西合志　給油所 合生４８－２ 096-242-0357

熊本県 合志市 株式会社黒石原石油 ソレイユ菊鹿線　給油所 須屋２２４６－１ 096-242-5566

熊本県 合志市 有限会社誠和商事 須屋　給油所 須屋字下屋敷５７２－２、４、８ 096-343-1609

熊本県 合志市 株式会社共同 パークサイド　給油所 栄３７６６番地の２４ 096-248-5515

熊本県 下益城郡美里町 熊本宇城農業協同組合 中央　給油所 馬場１７８ 0964-46-2023

熊本県 下益城郡美里町 亀山　明子 中央　給油所 馬場６９９番地１ 0964-46-3113

熊本県 下益城郡美里町 桑田　良一 桑野　給油所 甲佐平７８ 0967-46-3328

熊本県 下益城郡美里町 熊本宇城農業協同組合 砥用　給油所 三和２２６ 0964-47-0898

熊本県 玉名郡玉東町 玉名農業協同組合 山北　給油所 白木１０８６－１ 0968-85-3084

熊本県 玉名郡南関町 道山　トヨ子 南関西　給油所 大字宮尾２０－１ 0968-53-8390

熊本県 玉名郡南関町 玉名農業協同組合 大原　給油所 大字小原２１９４－２ 09685-3-0085

熊本県 玉名郡南関町 有限会社津留石油 南関　給油所 大字関町２０５－２ 0968-53-1515

熊本県 玉名郡南関町 株式会社柴尾産業 南関南　給油所 上長田６７０の２番地 0968-53-0160

熊本県 玉名郡南関町 西村輪油店株式会社 上坂下　給油所 大字上坂下３５５２－３ 0968-53-9913

熊本県 玉名郡長洲町 有限会社織田石油 長洲本社　給油所 長洲２４６０－２ 0968-78-0735

熊本県 玉名郡長洲町 有限会社織田石油 有明　給油所 大字上外浜２８９２－３ 0968-78-1173

熊本県 玉名郡長洲町 有限会社益永産業 長洲　給油所 大字長洲８６９ 0968-78-0456

熊本県 玉名郡和水町 玉名農業協同組合 前原　給油所 前原１９２１－１ 096886-2253

熊本県 玉名郡和水町 有限会社高木石油店 西口　給油所 上板楠７５１－１ 0968-34-2568

熊本県 玉名郡和水町 玉名農業協同組合 緑　給油所 板楠２８６３－１ 0968-34-3744

熊本県 玉名郡和水町 有限会社木部石油 焼米　給油所 大字焼米３７０－１ 0968-86-2809

熊本県 菊池郡大津町 南国殖産株式会社 大津　給油所 大字引水字柳塘９４３番１ 096-293-3001

熊本県 菊池郡大津町 有限会社中島商店 大津　給油所 室１０１５ 096-293-3185

熊本県 菊池郡大津町 菊池地域農業協同組合 大津　給油所 大字大津１２７１－１ 096-293-2364

熊本県 菊池郡大津町 株式会社イデックスリテール熊本 ホンダ工場前　給油所 大字杉水３３７３－１ 096-293-8622

熊本県 菊池郡大津町 有限会社野田石油 錦野　給油所 字錦野４１７－１ 096-293-6055

熊本県 菊池郡大津町 出光リテール販売株式会社 セルフ大津給油所 室字東迫尻７２２－１ 096-294-1351

熊本県 菊池郡大津町 有限会社いわお商店 新大津　給油所 大字室字東迫尻６０９ 096-293-4368

熊本県 菊池郡大津町 コスモ石油販売株式会社 セルフ＆カーケアステーションあそ大津給油所 大字大津１２１２－９ 096-340-3881

熊本県 菊池郡大津町 株式会社西日本宇佐美 ３２５号くまもと大津 大字室北出口１３９４－１ 096-293-0828

熊本県 菊池郡菊陽町 東光石油株式会社 菊陽テクノ　給油所 大字原水大人足４４１４－１ 096-233-9655

熊本県 菊池郡菊陽町 菊池地域農業協同組合 菊陽　給油所 大字曲手字西原４８８－３ 096-213-5010

熊本県 菊池郡菊陽町 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ菊陽給油所 大字津久礼２１５０－１ 096-233-5011

熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社イデックスリテール熊本 菊陽バイパス　給油所 大字津久礼字久保２７３１－１ 096-232-5411

熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社イデックスリテール熊本 光の森　給油所 光の森５－２３－７ 096-292-3355

熊本県 菊池郡菊陽町 林兼石油株式会社 菊陽給油所 大字津久礼２７７８番地１ 096-232-3000

熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社エムロード ﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ菊陽バイパス　給油所 大字津久礼字久保２６８５－１ 096-232-6858

熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社エムロード ドクタードライブ光の森　給油所 光の森７丁目３１番地４ 096-292-3371

熊本県 阿蘇郡南小国町 清髙石油店　清髙　文明 南小国　給油所 大字赤馬場１６６－６ 0967-42-0151

熊本県 阿蘇郡南小国町 株式会社黒玄 黒川温泉　給油所 大字満願寺６４３２番地１ 0967-44-0444

熊本県 阿蘇郡小国町 阿蘇農業協同組合 小国郷　給油所 大字宮原２３１２－２ 0967-46-4886

熊本県 阿蘇郡小国町 津埜商事　津埜　高則 津埜商事小国　給油所 大字下城４００番地２ 0967-46-3328



熊本県 阿蘇郡産山村 有限会社井商店 産山　給油所 大字山鹿５６４ 0967-25-2008

熊本県 阿蘇郡産山村 古閑　正行 産山　給油所 大字山鹿５８２ 0967-25-2033

熊本県 阿蘇郡高森町 有限会社安藤物産 永野原　給油所 大字永野原６４８－１ 09676-4-0032

熊本県 阿蘇郡高森町 阿蘇農業協同組合 高森　給油所 大字高森字上原１９６９－１ 0967-22-6111

熊本県 阿蘇郡高森町 高森石油合名会社 高森　給油所 大字高森１５９５－１ 0967-62-0231

熊本県 阿蘇郡西原村 南国殖産株式会社 西原　給油所 大字布田字乾原１０３５－３ 096-349-4649

熊本県 阿蘇郡西原村 東光石油株式会社 西原　給油所 大字布田字境塚１０００番５ 096-279-2822

熊本県 阿蘇郡西原村 阿蘇農業協同組合 西原　給油所 大字小森２９１３－１ 0962-79-4524

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 合資会社井手商店 栃木　給油所 大字河陽４３１４－５ 09676-7-0271

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 阿蘇農業協同組合 久木野　給油所 久石２６４２－２ 0967-67-1396

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 株式会社イデックスリテール熊本 南阿蘇　給油所 両併字東豆塚２４０８番地７ 0967-62-0876

熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社丸野石油店 立野　給油所 立野１８２－２ 0967-68-0019

熊本県 上益城郡御船町 上益城農業協同組合 御船セルフ　給油所 大字木倉字山王原１１１４番１ 096-282-0052

熊本県 上益城郡御船町 松永石油ガス有限会社 豊秋　給油所 大字豊秋５９７ 096-282-0408

熊本県 上益城郡嘉島町 株式会社エムロード ドクタードライブ嘉島　給油所 鯰字皆根１７７５－２ 096-237-2931

熊本県 上益城郡嘉島町 合資会社中島石油 嘉島　給油所 鯰１８６３－１ 096-237-0031

熊本県 上益城郡嘉島町 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ嘉島　給油所 鯰２８２２－２ 096-235-2670

熊本県 上益城郡益城町 南国殖産株式会社 広崎　給油所 広崎字大友７８８－１ 096-086-6967

熊本県 上益城郡益城町 株式会社団地石油 輸送団地　給油所 大字古閑１３４－２３ 096-286-7709

熊本県 上益城郡益城町 上益城農業協同組合 益城セルフ　給油所 大字木山字前田２４０－２ 096-286-3110

熊本県 上益城郡甲佐町 上益城農業協同組合 白旗　給油所 白旗１８５３－３　他３筆 096-234-4123

熊本県 上益城郡山都町 三栄商事株式会社 矢部　給油所 上寺４３ 09677-2-0104

熊本県 上益城郡山都町 有限会社工藤石油 馬見原バイパス　給油所 馬見原２０１－１ 09678-3-0082

熊本県 上益城郡山都町 有限会社工藤石油 矢部バイパス　給油所 城平６４６－１ 0967-72-0822

熊本県 上益城郡山都町 阿蘇農業協同組合 蘇陽　給油所 今白土３８２－１ 0967-83-1100

熊本県 上益城郡山都町 上益城農業協同組合 矢部センター　給油所 南田字西間原２５０－１ 096-772-1708

熊本県 上益城郡山都町 上益城農業協同組合 熊本清和　給油所 大平字下鶴３１７－１ 096-782-2161

熊本県 上益城郡山都町 株式会社大栄総業 矢部　給油所 杉木３７－３ 0967-72-2922

熊本県 上益城郡山都町 合名会社坂田商店 矢部　給油所 浜町１６０－２ 0967-72-0212

熊本県 八代郡氷川町 株式会社吉田石油店 八代氷川給油所 大野９９０－３ 0965-62-4756

熊本県 八代郡氷川町 西日本フリート株式会社 ルート３八代北給油所 高塚１２０６ 0965-53-5021

熊本県 葦北郡芦北町 あしきた農業協同組合 田浦　給油所 大字小田浦７８７－１０ 0966-87-1006

熊本県 葦北郡芦北町 古賀石油株式会社 佐敷　給油所 花岡１６７５－２１ 0966-82-2525

熊本県 葦北郡芦北町 古賀石油株式会社 湯浦　給油所 大字湯浦友田１１２－６３ 0966-86-0157

熊本県 葦北郡芦北町 松下石油株式会社 湯浦　給油所 大字湯浦２３３－４７ 0966-86-1286

熊本県 葦北郡芦北町 城南運送有限会社 田浦　給油所 大字小田浦１５７９－７ 0966-87-0129

熊本県 葦北郡芦北町 あしきた農業協同組合 芦北　給油所 大字宮浦字宮前２－１、３－１ 0966-82-5511

熊本県 葦北郡芦北町 あしきた農業協同組合 湯浦　給油所 湯浦生田４４２－１・４４１－１他 0966-86-0171

熊本県 葦北郡津奈木町 万年石油株式会社 津奈木　給油所 大字津奈木１２３８－１ 0966-78-2111

熊本県 葦北郡津奈木町 あしきた農業協同組合 津奈木　給油所 大字岩城５－１ 0966-78-2065

熊本県 球磨郡錦町 南国殖産株式会社 人吉錦町　給油所 大字西１８５番地１８ 0966-38-2885

熊本県 球磨郡錦町 株式会社多良木石油 セルフにしき　給油所 西字大王原１６－２ 0966-38-4638

熊本県 球磨郡錦町 球磨地域農業協同組合 一武　給油所 一武１４４８－１ 0966-38-1648

熊本県 球磨郡錦町 球磨地域農業協同組合 西　給油所 大字西桑木原１０６１ 0966-38-2157

熊本県 球磨郡多良木町 株式会社多良木石油 セルフたらぎ　給油所 大字多良木２８１７ 0966-42-2458

熊本県 球磨郡多良木町 球磨地域農業協同組合 多良木　給油所 多良木２７４８－１ 0966-42-3672

熊本県 球磨郡多良木町 有限会社タブコーポレーション 多良木駅通り　給油所 多良木１４５４ 0966-42-3033

熊本県 球磨郡多良木町 尾方石油　尾方　功一郎 多良木　給油所 多良木字寺村１３８３－２ 0966-42-2468

熊本県 球磨郡湯前町 球磨地域農業協同組合 湯前　給油所 １９０２ー１ 0966-43-4122

熊本県 球磨郡水上村 有限会社井上石油 水上　給油所 岩野１７６－５ 0966-44-0025

熊本県 球磨郡相良村 球磨地域農業協同組合 相良　給油所 大字深水字植竹１３２０－１、１３２１－１、１３２３－１ 0966-35-0226

熊本県 球磨郡五木村 九州味岡エナジー株式会社 五木　給油所 甲５６１７ 0966-37-2030

熊本県 球磨郡球磨村 大岩石油ガス店　大岩　康生 神瀬　給油所 神瀬甲８５６－３ 0966-34-0333

熊本県 球磨郡あさぎり町 球磨地域農業協同組合 新深田　給油所 深田東字田頭１７２３－１ 0966-45-5767

熊本県 球磨郡あさぎり町 株式会社Misumi 免田　給油所 免田東３５９－２ 0966-45-0530

熊本県 球磨郡あさぎり町 株式会社タヤマ 深田　給油所 深田西９３２－２６ 0966-45-0170

熊本県 球磨郡あさぎり町 合同会社小藏石油 免田南　給油所 免田東２６３７－９ 0966-45-1740

熊本県 球磨郡あさぎり町 有限会社児玉石油 下乙　給油所 免田西３０４５－１３ 0966-45-0875

熊本県 球磨郡あさぎり町 球磨地域農業協同組合 免田　給油所 免田西２５９０－８ 0966-45-0758

熊本県 球磨郡あさぎり町 球磨地域農業協同組合 岡原　給油所 岡原北９０８－２ 0966-45-4063

熊本県 天草郡苓北町 長井商事株式会社 草場　給油所 志岐字草場５０６－６ 0120-159-260



大分県 大分市 全農エネルギー株式会社 JASS－PORT松岡給油所 毛井２１１－１ 097-525-9660

大分県 大分市 株式会社西日本宇佐美 １０号大分戸次給油所 大字上戸次字長河原３７３６ 0975-97-6827

大分県 大分市 株式会社西日本宇佐美 ２１０号大分光吉インター給油所 大字市字石橋４２－８ 097-542-1975

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 乙津給油所 乙津町５－８ 097-527-3155

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 森町給油所 大字森字大三郎５８４番５ 097-521-5555

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 大手町給油所 大手町１－２－１２ 0975-32-5101

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 米良給油所 下郡中央３－１－１５ 097-567-0125

大分県 大分市 株式会社九州エナジー ドーム給油所 大字横尾字高尾４０８１－１他 097-520-5519

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 敷戸給油所 鴛野字山の下１０３０－３ 097-568-3111

大分県 大分市 株式会社九州エナジー 春日給油所 東春日町２－５ 0975-34-0472

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 南大分　給油所 大字奥田字丸田５０１－１１ 0975-44-7005

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 寒田　給油所 大字寒田９５２－３１ 0975-68-2266

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 下郡　給油所 大字片島字尻込３６９－６ 0975-69-8282

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 西の台　給油所 大字三芳字宮畑１９３３番２ 097-546-0055

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 明野　給油所 大字小池原字三楽１１００番地１ 097-554-0180

大分県 大分市 株式会社柴田石油商会 大在　給油所 江花皮１４４ 097-503-5538

大分県 大分市 有限会社大分スワロー石油 宗方　給油所 大字上宗方大坪５１３－５ 0975-41-0601

大分県 大分市 岩田商事株式会社 セルフ碩田町　給油所 碩田町２－１－２８ 097-551-1250

大分県 大分市 岩田商事株式会社 新日鐡前　給油所 松原町３－４－８ 0975-58-3906

大分県 大分市 岩田商事株式会社 セルフ戸次　給油所 中戸次字中津留上４８２２－８ 0975-97-1660

大分県 大分市 岩田商事株式会社 セルフ明野　給油所 明野北１－８－７ 097-551-1250

大分県 大分市 岩田商事株式会社 セルフ大在小学校前　給油所 大在中央１丁目４番２５号 097-528-9975

大分県 大分市 有限会社たから屋 木上　給油所 大字木上８１－１ 097-541-0026

大分県 大分市 大分石油株式会社 新日鐵前　給油所 松原町３丁目５番１７号 0975-58-9094

大分県 大分市 大分石油株式会社 ホワイトロード光吉　給油所 大字光吉６６４－２ 0975-67-7501

大分県 大分市 大分石油株式会社 九石ドーム松岡　給油所 大字毛井字寺の前３５１－１､３５２ 097-528-7300

大分県 大分市 清家石油株式会社 西大分　給油所 大字生石字宮師作１１０－３ 097-529-7255

大分県 大分市 鶴崎海陸運輸株式会社 三佐　給油所 大字三佐字三佐田１０３３－１、１０３２－２ 0975-21-6128

大分県 大分市 相光石油株式会社 AIステーション　セルフ米良　給油所 下郡中央二丁目９番１６号 0975-54-6051

大分県 大分市 辛島石油販売株式会社 明野　給油所 大字猪野１５７５－２ 0975-20-1366

大分県 大分市 有限会社別府九石販売 高城南　給油所 高城南８－１６ 097-573-0020

大分県 大分市 有限会社葛城石油 医大前　給油所 大字東院字小原１１８８－２、１１８３－２ 097-549-3668

大分県 大分市 有限会社愛石油 クローバー戸次　給油所 上戸次３９５９－１ 097-597-4005

大分県 大分市 東九州アポロ株式会社 大分インター　給油所 大字三芳字西園１７７１－１、１７７２－１ 097-545-0323

大分県 大分市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ大分給油所 牧１丁目１６０ 097-504-3811

大分県 大分市 新光石油株式会社 坂の市　給油所 大字久原中央１丁目２－２１ 0975-93-0141

大分県 大分市 新光石油株式会社 セルフ乙津　給油所 乙津港町１丁目５－１０ 097-551-5191

大分県 大分市 新光石油株式会社 古国府　給油所 大字古国府字田中３８０番４他 097-545-2778

大分県 大分市 新光石油株式会社 セルフ南大分　給油所 大字奥田字狭間５４７ 097-573-6917

大分県 大分市 新光石油株式会社 セルフ大分インター給油所 三芳字福原１０８８－１ 097-546-7887

大分県 大分市 シンカ石油　池田　武年 大在　給油所 大字角子原８８０－１ 097-522-2310

大分県 大分市 株式会社平野石油 松岡　給油所 大字松岡字大原１７４０－１ 097-524-6904

大分県 大分市 エネクスフリート株式会社 大分南給油所 大字上戸次字大道４８４３－２ 097-597-3307

大分県 大分市 有限会社挾間石油 神崎　給油所 大字本神崎字地蔵田７９－６､７９－４､８０－１ 097-576-0112

大分県 大分市 株式会社アーク 賀来　給油所 大字賀来字井ノ口３８８０、３８７９番地 097-549-7218

大分県 大分市 ウチダ興業有限会社 下郡　給油所 大字下郡字尻込３７０８－４２ 097-568-7109

大分県 大分市 株式会社仲摩義光商店 高田南　給油所 大字下徳丸西上鶴１８－４ 097-521-3536

大分県 大分市 新光石油株式会社 萩原　給油所 萩原１－１－３４ 097-551-7560

大分県 大分市 新光石油株式会社 セルフカーケア下郡　給油所 大字下郡字竹ヶ下３１５４－７ 097-554-8108

大分県 大分市 新光石油株式会社 南大分　給油所 大字豊饒４４７－１ 097-543-0789

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 セルフ城原給油所 大字城原字湯ノ尻２８０－１ 097-524-2234

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 セルフ賀来給油所 賀来北一丁目１５番５号 097-549-7800

大分県 大分市 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフわさだ　給油所 大字玉沢５７－３ 097-588-8577

大分県 大分市 相光石油株式会社 AIステーションセルフ戸次　給油所 大字中戸次４５９３－４ 097-578-8835

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 寒田給油所 寒田わかば台１番４号 097-568-9981

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 セルフにじが丘給油所 大字三芳２１８７－１ 097-546-4321

大分県 大分市 太陽石油販売株式会社 明野給油所 明野北五丁目１５番２０号 097-552-2550

大分県 大分市 株式会社新出光 イデックス大分給油所 大字中戸次川床６０８１ 097-597-4660

大分県 大分市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ米良バイパス店　給油所 下郡南５－３－８ 097-554-6141

大分県 大分市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオアシス前店　給油所 寿町１－２ 097-532-3587

大分県 大分市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東高城店　給油所 仲西町２－２－８ 097-558-2669



大分県 大分市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフわさだ店　給油所 大字市字堺ノ坪５９－１ 097-541-1981

大分県 大分市 東九州アポロ株式会社 弁天　給油所 弁天１９６９－８７ 097-535-0111

大分県 大分市 東九州アポロ株式会社 スーパーセルフ東大分　給油所 牧１－１０－１１ 097-558-1234

大分県 大分市 株式会社ＮＥＫＳ　ＪＡＰＡＮ ネクスステーションわさだ　給油所 大字田原字水ケ９８９－１、９９１－１ 097-586-1400

大分県 大分市 全農エネルギー株式会社 稙田店　給油所 市４０７－１ 	097-579-6530

大分県 大分市 清家石油株式会社 プリテール羽屋　給油所 大字羽屋字川小田４２－２ 097-554-5515

大分県 大分市 有限会社内田石油 坂ノ市　給油所 坂ノ市中央１丁目１１番３６号 097-592-1630

大分県 大分市 東南貿易株式会社 日本製鉄株式会社大分製鉄所構内　給油所 大字西ノ洲１ 097-558-5714

大分県 別府市 清家石油株式会社 鉄輪　給油所 大字鶴見字砂原１３０番地３ 0977-66-2100

大分県 別府市 清家石油株式会社 別府市役所通　給油所 大字別府字野口原３０３０番地の１５ 0977-72-2600

大分県 別府市 清家石油株式会社 別府　給油所 大字南石垣字差原９３１－１ 0977-21-0861

大分県 別府市 清家石油株式会社 シーサイド別府　給油所 浜町３－１５ 0977-21-6200

大分県 別府市 有限会社別府九石販売 セルフみずほ　給油所 中島町１５－１９ 0977-21-0700

大分県 別府市 株式会社西石油 市役所前　給油所 上野口６－１ 0977-21-0986

大分県 別府市 株式会社西石油 やまなみ　給油所 汐見町３番３１号 0977-21-0984

大分県 別府市 株式会社西石油 鶴高通り　給油所 大字鶴見字墓堂４４１５ 0977-25-8031

大分県 別府市 株式会社西石油 朝日　給油所 大字鶴見字原中２７５４－１ 0977-21-0993

大分県 別府市 株式会社西石油 鶴見　給油所 大字鶴見字横土井３９０７－５ 0977-21-6101

大分県 別府市 有限会社荒金石油店 南石垣　給油所 大字南石垣５５８－１ 0977-23-7663

大分県 別府市 福岡スタンダード石油株式会社 セルフ別府給油所 上人ヶ浜町３３０－１他 097-727-7355

大分県 別府市 新光石油株式会社 セルフ別府　給油所 浜町１８－５ 0977-22-2141

大分県 別府市 株式会社アーク Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春木川　給油所 北石垣字御塚１１８７－１ 0977-66-4136

大分県 別府市 有限会社望月 石垣　給油所 大字北石垣１００３番地の１ 0977-66-2475

大分県 別府市 東九州石油株式会社 観海寺　給油所 大字南立石２０９２－６ 0977-22-2876

大分県 別府市 太陽石油販売株式会社 セルフ別府給油所 山の手町３２７３番１ 0977-26-5411

大分県 別府市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ別府境川店　給油所 若草町８番２２号 0977-22-4124

大分県 別府市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ別府鶴見店　給油所 東荘園町５－１ 0977-22-5469

大分県 中津市 有限会社古元石油店 三光村　給油所 三光佐知１６１２ 097943-2173

大分県 中津市 光石油株式会社 中津東　給油所 大字蛎瀬字江添８３４の１番地 0977-23-1521

大分県 中津市 光石油株式会社 セルフゆめタウン前　給油所 大字島田字永田５４－１ 0977-26-0206

大分県 中津市 有限会社久保石油店 セルフ本耶馬渓　給油所 本耶馬渓町曽木１８５９－１ 0972-22-1612

大分県 中津市 株式会社カートピアキクチ カートピアキクチ　給油所 大字一ツ松３８３－１ 0979-22-2224

大分県 中津市 エネクスフリート株式会社 犬丸給油所 犬丸字上ノ代５４－１ 0979-32-0295

大分県 中津市 株式会社アーク 東中津　給油所 大字下池永字外園５１８ 0979-23-3680

大分県 中津市 井ノ口石油有限会社 東中津　給油所 大字上如水字野田１８４５－５ 0979-32-0306

大分県 中津市 有限会社荒瀬石油 中津南　給油所 大字万田５５２－１ 0979-22-8167

大分県 中津市 株式会社エコネット 耶馬渓　給油所 本耶馬渓町樋田５６－１ 0979-52-2028

大分県 中津市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中津産業通り店　給油所 大字大新田８９－１ 0979-53-9338

大分県 中津市 株式会社ホームセンターセブン 中津　給油所 大字牛神石原２４ 0979-27-1355

大分県 中津市 株式会社丸三燃料 サークル　給油所 大字下池永８４０番地の２ 0979-22-2588

大分県 中津市 株式会社丸三燃料 サークルガソリンショップ　給油所 大字万田５２９－１ 0979-22-2588

大分県 中津市 大分県農業協同組合 山国　給油所 山国町宇曽１４９７－１ 0979-62-2063

大分県 中津市 大分県農業協同組合 三光　給油所 三光原口６４４－３ 0979-43-6311

大分県 日田市 日田九石販売有限会社 石井　給油所 大字石井１１７８－６ 09732-2-6061

大分県 日田市 日田石油販売株式会社 日田　給油所 竹田新町１－１ 09732-2-6255

大分県 日田市 日田石油販売株式会社 日田北　給油所 大字渡里字宮田３０－１ 0973-24-3977

大分県 日田市 大英石油株式会社 玉川バイパス　給油所 大字十二町６５２－１,６５３－３ 0973-22-2177

大分県 日田市 合谷石油有限会社 中津江　給油所 中津江村栃野２６６０－７ 0973-54-3524

大分県 日田市 大分大山町農業協同組合 大山農協　給油所 大山町西大山３４８４ 0973-52-3003

大分県 日田市 株式会社三笘石油 三和　給油所 財津町２６３９－１ 09732-4-3633

大分県 日田市 大九石油有限会社 セルフ日田　給油所 大字渡里１６－４ 0973-23-2293

大分県 日田市 株式会社九三石油販売 日田インター　給油所 渡里１１３５－１ 0973-22-7100

大分県 日田市 石田産業株式会社 セルフ天瀬　給油所 天瀬町馬原２１０２－１ 0973-57-2323

大分県 日田市 株式会社梅原石油 大山　給油所 大山町西大山字中川原３４６３－２ 0973-52-2018

大分県 日田市 株式会社吉冨産業 日田　給油所 三本松１－１３－２４ 0973-23-3168

大分県 日田市 出光リテール販売株式会社 日田給油所 本町９－１ 0973-23-6131

大分県 日田市 ヒグチ石油　樋口　政信 藤山　給油所 大字花月字江下２３１－５、２３２－５、２３３－５ 0973-24-9133

大分県 日田市 有限会社日高石油 城内　給油所 上城内町１番２２号 0973-22-6624

大分県 日田市 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新治店　給油所 新治町４６２－１ 0973-22-6795

大分県 日田市 株式会社コネクト 津江　給油所 上津江町川原４６３３－１ 0973-54-3626

大分県 日田市 コスモ石油販売九州 Ｓ＆ＣＣＳ元町 南元町３－３０ 0973-22-4151



大分県 日田市 日商石油株式会社 天神　給油所 大字三和４３－２ 0973-23-0138

大分県 日田市 株式会社アーク 日田　給油所 大字友田９７１ 0973-23-2556

大分県 佐伯市 河野産業株式会社 尺間　給油所 弥生大字尺間１１４４ 0972-46-2323

大分県 佐伯市 染矢石油店　染矢　孝枝 堅田　給油所 大字堅田字カジヤシキ１５１２番の１ 09722-2-2779

大分県 佐伯市 株式会社スガ石油 船頭町　給油所 向島２丁目１８番１５号 09722-2-1612

大分県 佐伯市 株式会社山作 佐伯駅前　給油所 駅前２丁目９番５号 09722-3-4925

大分県 佐伯市 株式会社山作 セルフ豊南　給油所 鶴岡町１丁目１番２１号 0972-23-2890

大分県 佐伯市 県南石油株式会社 弥生　給油所 弥生大字小田字西ノ又９５－１ 0972-46-1821

大分県 佐伯市 有限会社宮本モーター 森崎　給油所 蒲江大字森崎浦１４５－８８ 09724-4-0100

大分県 佐伯市 江藤石油店　江藤　勝德 米水津　給油所 米水津色利浦中江１２７８－１ 09723-6-7801

大分県 佐伯市 株式会社ファインワン セルフ佐伯　給油所 鶴岡西町１－１８０ 0972-24-8960

大分県 佐伯市 ウエダ石油店　　植田　勝 木立　給油所 大字木立６５７９ 09722-9-2107

大分県 佐伯市 小野石油店　小野　恭敬 竹野浦　給油所 蒲江大字竹野浦河内２８５－１，２ 0972-43-3280

大分県 佐伯市 株式会社サンテツ 佐伯　給油所 東浜１番６号 0972-23-5511

大分県 佐伯市 有限会社オー・テｨショｯプコスモ 山田給油所 弥生大字江良字山田１８６２－１ 0972-46-0221

大分県 佐伯市 有限会社五十川石油 弥生　給油所 弥生大字門田８２４ 0972-46-2125

大分県 佐伯市 東九州石油株式会社 城南　給油所 西谷町６－５ 0972-23-3572

大分県 佐伯市 株式会社山本石油販売 上岡　給油所 大字鶴望字竹ヶ鼻５９５－１ 0972-23-7296

大分県 佐伯市 有限会社菅原自動車 菅原　給油所 本匠大字宇津－１９９６－２ 0972-56-5028

大分県 佐伯市 大分県漁業協同組合 鶴見　給油所 鶴見大字地松浦埋立地 0972-33-1121

大分県 佐伯市 大分県農業協同組合 宇目　給油所 宇目大字千束１８４１－１、１８４１－４ 0972-52-1376

大分県 佐伯市 大分県農業協同組合 鶴岡　給油所 大字鶴望１５７４ 0972-24-2645

大分県 臼杵市 有限会社ふじた石油 野津東　給油所 野津町野口２２２９ 0974-32-2816

大分県 臼杵市 東九州アポロ株式会社 臼杵　給油所 大字福良１８７３－１ 09726-3-8315

大分県 臼杵市 太陽石油販売株式会社 セルフ臼杵給油所 大字市浜字大ヒラキ１２３６番地 0972-64-7078

大分県 臼杵市 大分県農業協同組合 うすきふれあい　給油所 大字江無田字中通り２７１－１ 0972-62-2619

大分県 臼杵市 富士甚商事株式会社 土橋　給油所 大字福良字稗尻１８８７－１ 0972-62-3051

大分県 津久見市 有限会社遠藤石油 港町　給油所 港町８－４ 0972-82-2586

大分県 津久見市 戸髙石油株式会社 津久見第二　給油所 合ノ元町５－３３ 0972-82-5817

大分県 津久見市 松井アルファス株式会社 津久見　給油所 港町１－１８ 0972-82-3285

大分県 竹田市 有限会社友忠商事 岡城　給油所 大字会－字平２７３８－１ 09746-3-2155

大分県 竹田市 加藤石油株式会社 竹田　給油所 大字会－２２４９－２ 09746-3-1160

大分県 竹田市 加藤石油株式会社 竹田ドライブイン　給油所 大字菅生塚原９３９－１ 0974-65-2515

大分県 竹田市 加藤石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊後岡藩　給油所 大字挾田濁渕１０５８ 09746-3-1165

大分県 竹田市 児玉石油店　児玉 公代 久住　給油所 久住町大字久住６１０３ 0974-76-0050

大分県 竹田市 有限会社森石油 城原　給油所 大字城原１９９５の１と２ 0974-66-2332

大分県 竹田市 有限会社小坂石油 有限会社小坂石油長湯　給油所 直入町大字長湯８０５９－２ 0974-75-2067

大分県 竹田市 株式会社阿部石油 柏原　給油所 荻町宮平３６５０－１ 0974-68-2148

大分県 竹田市 有限会社渡部石油 玉来　給油所 吉田２２９－１ 0974-63-0122

大分県 豊後高田市 株式会社豊和 けやき通り　給油所 高田２２８７－１ 0978-22-2207

大分県 豊後高田市 安部石油株式会社 豊後高田　給油所 新町２７１８の１ 09782-2-2817

大分県 豊後高田市 大分石油株式会社 高田白ねぎ　給油所 新栄１３８８の３ 0978-22-2491

大分県 豊後高田市 株式会社黒田石油 黒田石油　香々地　給油所 香－地２９５６番地１ 0978-54-3200

大分県 豊後高田市 共和石油株式会社 高田平和通り　給油所 新地１９５２番地３ 0978-22-2296

大分県 豊後高田市 有限会社益戸石油 三浦　給油所 堅来４６５５番地１ 0978-54-2250

大分県 豊後高田市 益戸石油　　土谷　信明 真玉　給油所 西真玉２２８６－１ 0978-53-4114

大分県 豊後高田市 有限会社タイヨウ 高田　給油所 堺６３６－３ 0978-22-4646

大分県 豊後高田市 株式会社ホームセンターセブン 高田　給油所 新地１７４７番地の１ 0978-24-2829

大分県 豊後高田市 株式会社丸三燃料 サークルガソリンショップ豊後高田　給油所 高田字小ノ木２８３６番地９ 0979-22-3858

大分県 杵築市 大分石油株式会社 杵築城下町　給油所 大字杵築字北浜６６５番２０７ 0978-62-4561

大分県 杵築市 大分県農業協同組合 杵築　給油所 大字杵築７４４－１ 0978-62-3534

大分県 杵築市 有限会社木村石油店 守江　給油所 大字守江４７８０－１ 0978-62-2701

大分県 杵築市 株式会社ＯＴＦ石油商事 県北　給油所 大字日野字境ノ坪１８８７－１ 0978-66-1170

大分県 杵築市 有限会社堀内商会杵築給油所 セルフ杵築　給油所 大字守江字大内崎３９０３番地５ 0978-64-0175

大分県 杵築市 杵築石油合資会社 杵築北浜　給油所 大字杵築字北浜７５７－１０ 0978-63-4700

大分県 杵築市 株式会社ホームセンターセブン 山香　給油所 山香町大字内河野字六反田２９４２－１ 0977-28-5835

大分県 杵築市 大分県農業協同組合 山香　給油所 山香町大字内河野字野田２２５７－１ 0977-75-0218

大分県 杵築市 有限会社堀内商会杵築給油所 三川　給油所 大字猪尾字井手下７０３ 0978-63-0111

大分県 杵築市 有限会社堀内商会杵築給油所 守江港　給油所 守江１８２４－４０ 0978-63-9220

大分県 宇佐市 株式会社西日本宇佐美 １０号宇佐給油所 大字佐野１０９８－３ 0978-33-5622

大分県 宇佐市 株式会社九州エナジー セルフ四日市給油所 大字四日市字無田２３６ 0978-33-0113



大分県 宇佐市 賀来石油株式会社 安心院　給油所 安心院町下毛２０９６－１ 09784-4-0331

大分県 宇佐市 株式会社三栄商会 宇佐　給油所 大字和気１００６ 09783-7-0022

大分県 宇佐市 有限会社上田石油店 駅川　給油所 大字上田字天神１０５８番地の３ 0978-32-3232

大分県 宇佐市 有限会社山口石油店 八幡　給油所 大字下高家１９９９－１ 0978-32-7446

大分県 宇佐市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇佐中央店　給油所 大字辛島字前田９５－２ 0978-32-1234

大分県 宇佐市 株式会社ホームセンターセブン 宇佐　給油所 大字岩崎３７９－１ 0978-34-7981

大分県 宇佐市 株式会社ホームセンターセブン 四日市　給油所 大字四日市字萱壁１０８７－１ 0978-33-2611

大分県 宇佐市 ニュー丸栄石油株式会社 大分宇佐給油所 大字山下字八反田１２２２－１ 0978-33-5021

大分県 宇佐市 株式会社丸三燃料 サークルガソリンショップ芝原　給油所 大字芝原１４５番 0978-25-5600

大分県 宇佐市 大分県農業協同組合 安心院　給油所 安心院町木裳２６４－３ 0978-44-1124

大分県 豊後大野市 株式会社九州エナジー 三重町給油所 三重町赤嶺１１５３－３２ 09742-2-0275

大分県 豊後大野市 清川石油有限会社 清川　給油所 清川町砂田１５５８－１ 0974-35-3560

大分県 豊後大野市 大分県農業協同組合 緒方中央　給油所 緒方町馬場６１番地１ 0974-42-2709

大分県 豊後大野市 佐藤石油株式会社 清川　給油所 清川町臼尾４１２－１ 0974-35-2510

大分県 豊後大野市 有限会社芦刈石油店 三重原　給油所 三重町小坂３９６９－１０ 0974-22-0460

大分県 豊後大野市 株式会社三和興産 大野町　給油所 大野町田中２４１－３ 0974-34-2245

大分県 豊後大野市 株式会社ユタカ産業運輸 大迫　給油所 千歳町長峰川添１５３３－１ 0974-37-2323

大分県 豊後大野市 大分県農業協同組合 三重　給油所 三重町小坂４１１３－３ 0974-22-3689

大分県 豊後大野市 清川石油有限会社 三重　給油所 三重町内山字鳥居木９９－１ 0974-22-7830

大分県 由布市 有限会社服平石油店 大分庄内　給油所 庄内町柿原１１１５ 0975-82-3450

大分県 由布市 株式会社大谷商会 セルフ湯布院　給油所 湯布院町川上３０３５－７ 0977-84-3126

大分県 由布市 株式会社キチセ 小野屋バイパス　給油所 庄内町櫟木１０６１番地１ 097-582-0829

大分県 由布市 有限会社小野淳石油店 庄内　給油所 庄内町柿原字富の前６３１－１、６３１－３ 097-582-0374

大分県 由布市 株式会社大谷商会 湯平温泉　給油所 湯布院町下湯平２４０８－１ 0977-86-2155

大分県 由布市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 由布院ＳＳ給油所 湯布院町川上字奈良田３０３４－１ 0977-85-2841

大分県 由布市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア ルート２１０はさまＳＳ　給油所 挾間町挾間字立烏帽子４４１－１ 097-583-3304

大分県 由布市 全農エネルギー株式会社 大龍　給油所 庄内町大龍字台２０７１－１ 097-582-8001

大分県 国東市 深弘産業株式会社 国見　給油所 国見町中字鴨尾１２８４－１ 09788-2-0124

大分県 国東市 有限会社酒井商店 大分空港　給油所 安岐町塩屋３１３－７ 0978-67-1281

大分県 国東市 大分県農業協同組合 鶴川　給油所 国東町鶴川字宮の下１１６ 09787-2-0373

大分県 国東市 大分県農業協同組合 安岐　給油所 安岐町中園字光広１３１ 09786-7-1328

大分県 国東市 国東重販株式会社 空港前　給油所 安岐町下原字カツラヲ７５０－１ 0978-67-1110

大分県 国東市 有限会社野田石油店 国見　給油所 国見町伊美２７２８－１ 0978-82-0138

大分県 国東市 竹丸石油店　竹丸 正一 来浦　給油所 国東町浜３６９５－１ 0978-77-0058

大分県 国東市 ムサシ石油有限会社 武蔵　給油所 武蔵町古市１６７－３ 0978-68-0001

大分県 国東市 株式会社ホームセンターセブン 国東　給油所 国東町小原字ヒソロゲ２６３８ 0978-72-9011

大分県 東国東郡姫島村 明石石油店　明石　秀作 姫島　給油所 字用作２２４９－１ 0978-87-2155

大分県 速見郡日出町 株式会社西尾商店 セルフ日出　給油所 １６６５－１ 09777-2-2837

大分県 速見郡日出町 清家石油株式会社 日出　給油所 ２２９９番地の１ 0977-28-0300

大分県 速見郡日出町 加藤石油株式会社 セルフ日出　給油所 大字豊岡字弁入５８０－１ 0977-72-2819

大分県 速見郡日出町 株式会社西石油 日出　給油所 字年の神３８５６番地１、２、３、４ 0977-72-2020

大分県 玖珠郡九重町 有限会社竹尾石油店 宝泉寺　給油所 大字菅原１８５５－１ 09737-8-8901

大分県 玖珠郡九重町 有限会社森石油店 セルフ九重　給油所 大字粟野１２６５－１ 0973-76-2379

大分県 玖珠郡九重町 武石石油店　武石　正伸 筋湯　給油所 大字湯坪７２４番地の１ 0973-79-2806

大分県 玖珠郡九重町 大分県農業協同組合 九重町飯田農協　給油所 大字田野１７２６－２９５ 0973-79-3121

大分県 玖珠郡玖珠町 株式会社カンダ石油 玖珠国道　給油所 大字塚脇４４５－３ 09737-2-2053

大分県 玖珠郡玖珠町 安達石油 玖珠　給油所 大字山田２２９１－１ 09737-2-2036

大分県 玖珠郡玖珠町 滝石石油店　滝石　昭人 豊後森　給油所 大字森６８９－１ 097-372-2935

大分県 玖珠郡玖珠町 東久大通運株式会社 大隈　給油所 大字大隈字宮田１９７－４ 0973-72-0043

大分県 玖珠郡玖珠町 株式会社ホームセンターセブン 玖珠　給油所 大字山田字豆田７４－１ 0973-72-9204

大分県 玖珠郡玖珠町 大分県農業協同組合 セルフくす　給油所 大字塚脇６４９番地の１ 0973-72-2819

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ薫る坂給油所 大坪西２丁目１－６２０７－１ 0985-50-2421

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ大塚給油所 大塚町西の原１３１０－１ 0985-51-4133

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ宮崎空港給油所 本郷北方４６ 0985-56-7446

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー ＥｎｅＪｅｔ宮崎インター給油所 清武町加納乙８３－４ 0985-51-9861

宮崎県 宮崎市 株式会社九州エナジー 宮崎大島給油所 大島町前田３１２番地 0985-48-9991

宮崎県 宮崎市 太陽石油販売株式会社 セルフ葉山台給油所 源藤町字源藤８６６－５ 0985-50-3111

宮崎県 宮崎市 南国殖産株式会社 田野　給油所 田野町下ノ原甲６２１８－４ 0985-86-3044

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 宮崎セントラル　給油所 橘通東３－８－１２ 0985-26-2471

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 船塚　給油所 丸山２－３１４－１ 0985-29-7911

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 昭和町　給油所 宮脇町９２ 0985-24-2565



宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 中央市場前　給油所 新別府町上和田１３４０－３ 0985-29-7911

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 天神山　給油所 谷川町３－１００－１ 0985-51-0515

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 東大宮　給油所 大島町前田３３３ 0985-23-4180

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 宮崎北　給油所 大字島之内字日下５８０－１ 0985-39-9130

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 下北方　給油所 下北方町二反五瀬５３８９－３ 0985-25-1234

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 加納　給油所 清武町加納２７３３－１ 0985-84-2111

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 ルート２１９セルフ　給油所 大字広原字前田２３４－１ 0985-39-0219

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 シーガイアビュー　給油所 山崎町上ノ原１０８５－２ 0985-83-4157

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 クリアー２５浮田セルフ　給油所 大字浮田３１１７－２ 0985-62-3325

宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 カーケア宮崎南　給油所 大字本郷南方石原１９７６－１ 0985-56-0220

宮崎県 宮崎市 大分石油株式会社 平和ヶ丘　給油所 下北方町井手下南１８－１ 0985-26-1453

宮崎県 宮崎市 大分石油株式会社 佐土原中央　給油所 佐土原町下田島字四瀬２０１１３－１０ 09857-3-0677

宮崎県 宮崎市 有限会社衛藤商店 セルフ大塚　給油所 大塚町水流５１５３－６ 0985-50-6866

宮崎県 宮崎市 有限会社衛藤商店 セルフ小松　給油所 大字小松字町屋敷６７３ 0985-62-4312

宮崎県 宮崎市 有限会社衛藤商店 セルフ清武　給油所 清武町新町２－２－６ 0985-85-0177

宮崎県 宮崎市 江夏石油株式会社 セルフ生目の杜　給油所 大字跡江字仲西３５０４－１ 0985-41-8830

宮崎県 宮崎市 有限会社高本商店 田野　給油所 田野町乙７２４５－７ 0985-86-0029

宮崎県 宮崎市 株式会社シミズ 佐土原　給油所 佐土原町下田島９０４６番地 0985-73-0220

宮崎県 宮崎市 有限会社キリネン 祇園　給油所 祇園２－１２７ 0985-24-6552

宮崎県 宮崎市 株式会社Misumi Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ青葉町店　給油所 青葉町９４－１、９９－１ 0985-25-6614

宮崎県 宮崎市 株式会社イデックスリテール南九州 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新別府　給油所 新別府町堂前８１０－１ 0985-31-4880

宮崎県 宮崎市 株式会社イデックスリテール南九州 平和台　給油所 下北方町垣下１－１ 0985-22-8385

宮崎県 宮崎市 株式会社南九州相光エネルギー セルフステーション小松台　給油所 大塚町竹下５１５ 0985-30-4027

宮崎県 宮崎市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宮崎大橋店　給油所 大橋２－２１６－３ 0985-28-0005

宮崎県 宮崎市 有限会社ペトローム長﨑 清武インター　給油所 清武町大字今泉甲２６２８－７ 0985-85-1472

宮崎県 宮崎市 東九州石油株式会社 生目台通り　給油所 大塚町地蔵田４６９５－１ 0985-53-1888

宮崎県 宮崎市 有限会社丸岩石油 宮田町　給油所 宮田町６－１２ 0985-25-8316

宮崎県 宮崎市 有限会社山路石油 木花　給油所 大字熊野字新正蓮寺９１２－１ 0985-58-0108

宮崎県 宮崎市 植松商事株式会社 ベアーズ大塚　給油所 大塚町京園３１８６ 0985-59-2223

宮崎県 宮崎市 植松エネルギー株式会社 ベアーズ清武　給油所 清武町木原４６０７－１ 0985-85-0103

宮崎県 宮崎市 株式会社イデックスリテール南九州 セルフカーケア大島　給油所 大島町前田３５９ 0985-20-4081

宮崎県 宮崎市 渡部石油店　渡部 正 田野　給油所 田野町乙９３７９ 0985-86-0146

宮崎県 宮崎市 株式会社シミズ 西佐土原　給油所 佐土原町上田島１８５９ 0985-74-0051

宮崎県 宮崎市 有限会社衛藤商店 セルフ城ヶ崎　給油所 恒久３丁目２０－１０ 0985-89-5610

宮崎県 宮崎市 南国殖産株式会社 宮崎空港北　給油所 大字恒久字草葉９５７－２ 0985-52-4369

宮崎県 宮崎市 江夏石油株式会社 セルフ宝財　給油所 阿波岐原町宝財２４０７番３他 0985-33-9951

宮崎県 宮崎市 有限会社田村石油店 佐土原町　給油所 佐土原町上田島８１１７ 0985-74-0117

宮崎県 宮崎市 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ南宮崎　給油所 京塚１丁目５番３号 0985-51-7511

宮崎県 宮崎市 太陽石油販売株式会社 セルフ吉村給油所 吉村町長田甲２３７１－１ 0985-20-5400

宮崎県 宮崎市 太陽石油販売株式会社 セルフ新名爪給油所 大字新名爪字二月田１７３０－１ 0985-36-3066

宮崎県 宮崎市 太陽石油販売株式会社 セルフ本郷給油所 大字本郷南方字辻原４０１３ 0985-55-2231

宮崎県 宮崎市 有限会社加藤石油店 末広　給油所 松橋１－１３－９ 0985-23-6989

宮崎県 都城市 有限会社石井石油 安久　給油所 安久町５９４７ 0986-39-0527

宮崎県 都城市 有限会社徳石石油 西岳　給油所 高野町３７７４－２ 0986-33-1516

宮崎県 都城市 有限会社徳石石油 庄内　給油所 庄内町８６７８ 0986-37-0121

宮崎県 都城市 有限会社徳石石油 志比田　給油所 志比田町５３３６－７ 0986-23-0028

宮崎県 都城市 有限会社山下石油 山之口東　給油所 山之口町山之口３１０８ 0986-57-4551

宮崎県 都城市 東洋興産株式会社 カーランド中央店　給油所 小松原町１－６ 0986-38-2829

宮崎県 都城市 株式会社ジョイランド高城 都城インター　給油所 高城町穂満坊６３５番地 0986-58-5727

宮崎県 都城市 赤塚石油店　赤塚　照見 赤塚石油店　給油所 高崎町大牟田６３１６ 0986-62-1063

宮崎県 都城市 河野石油　河野　靖弘 山之口　給油所 山之口町花木２２７９ 098657-2125

宮崎県 都城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ都城店　給油所 下川東３丁目１９ 0986-46-0248

宮崎県 都城市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鷹尾店　給油所 鷹尾４丁目１－５ 0986-46-1512

宮崎県 都城市 有限会社ヤマサ 都城西町　給油所 西町３７４１ 0986-22-0814

宮崎県 都城市 有限会社山﨑鉱油 志比田　給油所 志比田町５８３５－６ 0986-23-1180

宮崎県 都城市 有限会社迫間石油店 高崎　給油所 高崎町縄瀬１６７８ 0986-62-3987

宮崎県 都城市 有限会社前野商店 山田　給油所 山田町中霧島３１６６－１ 0986-64-2121

宮崎県 都城市 有限会社岩元石油 金田町　給油所 金田町２０１１ 0986-38-2612

宮崎県 都城市 株式会社山内石油プロパン エナジープラザ　給油所 鷹尾５－１－５１ 0986-22-1546

宮崎県 都城市 植松エネルギー株式会社 ベアーズ花繰町　給油所 花繰町１５－４ 0986-21-3112

宮崎県 都城市 有限会社下池石油商会 五十市駅前　給油所 久保原町３街区２６号 0986-25-6350



宮崎県 都城市 有限会社木原石油店 都城北　給油所 千町５２６６－１ 0986-22-0947

宮崎県 都城市 有限会社木原石油店 都城　給油所 牟田町２７－１２ 0986-23-5330

宮崎県 都城市 株式会社　本部 株式会社　本部　給油所 梅北町２３５２－１ 0986-39-3148

宮崎県 都城市 日髙　カツ子 都城庄内　給油所 庄内町７９４９番地１ 0986-37-0007

宮崎県 都城市 有限会社梶田石油 有水　給油所 高城町有水３４２４－１ 0986-59-9505

宮崎県 都城市 有限会社ツチモチ 西都城駅前　給油所 松元町３街区１号 0986-22-4663

宮崎県 都城市 株式会社西日本宇佐美 １０号都城給油所 吉尾町８３０－１ 0986-38-5395

宮崎県 都城市 東洋興産株式会社 カーランド谷頭店　給油所 菓子野町１０２９９－１ 0986-37-2828

宮崎県 都城市 有限会社田之上石油店 都原　給油所 都原町７４１５－１ 0986-23-8545

宮崎県 都城市 有限会社笠野石油店 早水中央　給油所 早水町４－１０ 0986-23-7045

宮崎県 都城市 黒木石油店　黒木　悟 日向前田　給油所 高崎町前田２３６９ 0986-62-3941

宮崎県 都城市 岩崎産業株式会社 東都城　給油所 祝吉一丁目２２番地９ 0986-22-1001

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 新高崎　給油所 高崎町大牟田１３０８－３ 0986-62-1041

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 沖水　給油所 太郎坊町１９２８－３ 0986-38-1265

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 五十市　給油所 南鷹尾町１９１６－１ 0986-27-1186

宮崎県 都城市 江夏石油株式会社 吉尾　給油所 吉尾町６２０９ 0986-38-0010

宮崎県 都城市 江夏石油株式会社 セルフ平田橋　給油所　 志比田町３７６２－１ 0986-23-1888

宮崎県 都城市 江夏石油株式会社 セルフ北原　給油所 北原町３街区１６号 0986-22-2248

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 新山田　給油所 山田町山田２７７９－１ 0986-64-1154

宮崎県 都城市 都城農業協同組合 インターセルフＳＳ朝霧　給油所 高木町６３３３－１ 0986-38-6300

宮崎県 延岡市 株式会社西日本宇佐美 １０号延岡給油所 塩浜町１－１５３６－５ 0982-56-6577

宮崎県 延岡市 有限会社茂石油店 北川　給油所 北川町川内名７０１４－１ 0982-46-2008

宮崎県 延岡市 柴石油瓦斯有限会社 古江　給油所 北浦町古江２４０２ 098245-2135

宮崎県 延岡市 有限会社安藤石油店 北延岡　給油所 北川町長井５１３７－２ 0982-46-2354

宮崎県 延岡市 合同会社日髙勝三郎商店石油部 三川内　給油所 北浦町三川内４８４９番地 0982-42-1115

宮崎県 延岡市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ延岡南店　給油所 浜町３６１番１ 0982-34-1018

宮崎県 延岡市 内田石油店　内田 二紀夫 平原　給油所 平原町２－１４５４ 0982-33-2438

宮崎県 延岡市 柳田　明夫 角田　給油所 北方町角田丑３６８ 0982-47-2104

宮崎県 延岡市 太陽工業株式会社 延岡　給油所 萩町１２番地 0982-33-4708

宮崎県 延岡市 株式会社九州エナジー 東延岡給油所 川原崎町４８４－１ 0982-34-6155

宮崎県 延岡市 有限会社土々呂石油 土々呂　給油所 土－呂町３－６４９－１ 0982-23-8316

宮崎県 延岡市 株式会社イデックスリテール南九州 延岡昭和町　給油所 昭和町１－１０－１ 0982-33-4741

宮崎県 延岡市 太陽石油販売株式会社 セルフ延岡給油所 浜砂一丁目１０７番４ 0982-35-3330

宮崎県 延岡市 太陽石油販売株式会社 セルフ松山給油所 松山町１２２１－１６５ 0982-23-9220

宮崎県 延岡市 有限会社吉田石油店 古城　給油所 西小路１１番地１４ 0982-33-4649

宮崎県 延岡市 株式会社キーレックス 愛宕町　給油所 愛宕町３－４５７１ 0982-32-3475

宮崎県 延岡市 株式会社キーレックス 出北　給油所 出北５－１－１ 0982-32-3475

宮崎県 日南市 株式会社小野石油店 セルフステーション日南　給油所 上平野町２－１４－１ 0987-22-4593

宮崎県 日南市 有限会社荒木石油店 北郷役場前　給油所 北郷町郷之原乙２０７１ 09875-5-2589

宮崎県 日南市 株式会社富土スマイル 風田　給油所 大字風田３８２５－１ 0987-22-4056

宮崎県 日南市 株式会社ごこく 山元石油南郷　給油所 南郷町中村乙５８４番地 0987-64-3515

宮崎県 日南市 東九州石油株式会社 ハートイン日南　給油所 戸高１丁目２－５ 0987-22-4400

宮崎県 日南市 有限会社高橋石油店 西弁分　給油所 西弁分５丁目２番地５ 0987-22-4312

宮崎県 日南市 植松エネルギー株式会社 日南　給油所 上平野町１－６－７ 0987-22-3000

宮崎県 日南市 平和石油株式会社 平和石油　給油所 南郷町中村甲１２９９ 0987-64-2121

宮崎県 日南市 有限会社アラタケ 北郷　給油所 北郷町郷之原乙２１５５ 0987-55-2138

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 小林　給油所 細野１３２１ 0984-23-1313

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 野尻　給油所 野尻町東麓１０６３－１ 0984-25-7006

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 紙屋　給油所 野尻町紙屋１８３４－１ 0984-25-8003

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 堤　給油所 堤金鳥居３０４５－１ 0984-25-1043

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 新北　給油所 真方字中嶋４８７９－１ 0984-25-1045

宮崎県 小林市 こばやし農業協同組合 須木　給油所 須木下田１２４５番地１ 0984-25-9022

宮崎県 小林市 児玉商事株式会社 ステラ・ガス・ステーション　給油所 大字細野売子木５８４－１ 09842-2-2087

宮崎県 小林市 児玉商事株式会社 しまだ　　給油所 細野１４９３－１ 09842-3-1790

宮崎県 小林市 有限会社霧島展望給油所 霧島展望　給油所 野尻町三ヶ野山３２６７－１２ 0984-44-0682

宮崎県 小林市 セルフ南光有限会社 セルフ小林　給油所 細野４６３０－１ 0984-22-3311

宮崎県 小林市 植松エネルギー株式会社 小林　給油所 大字堤２９９７－３ 0984-23-3651

宮崎県 小林市 湯浦石油株式会社 セルフステーション小林　給油所 北西方橋谷２９４２－２ 0984-27-2525

宮崎県 小林市 大豊石油　水流　龍馬 真方　給油所 大字真方１７６５－８ 0984-23-1502

宮崎県 小林市 株式会社Misumi セルフ小林　給油所 水流迫字松原２３９－３ 0984-25-0391

宮崎県 小林市 株式会社霧島ロード２４＆エネルギー 西小林石油自動車　給油所 南西方３６２８－１ 0984-27-1212



宮崎県 日向市 株式会社西日本宇佐美 １０号日向給油所 大字財光寺字池１７２９－１ 0982-52-5450

宮崎県 日向市 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鶴町店　給油所 鶴町２－４－２１ 0982-52-4565

宮崎県 日向市 有限会社大浜石油 新開橋　給油所 亀崎東四丁目２１番地 0982-52-2079

宮崎県 日向市 株式会社協同サービス 東郷　給油所 東郷町山陰字年ノ神辛３９４－１ 0982-69-2077

宮崎県 日向市 株式会社協同サービス 中原　給油所 大字富高９９６－３ 0982-53-1121

宮崎県 日向市 株式会社協同サービス 美々津　給油所 美－津町清水ヶ谷２２５１－１ 0982-58-0355

宮崎県 日向市 諸石商事株式会社 塩見　給油所 大字塩見坂の下１１４９５－１ 0982-53-5867

宮崎県 日向市 株式会社村山石油 日向中央　給油所 亀崎西１－６６ 0982-55-2735

宮崎県 串間市 三協株式会社 西小路　給油所 大字西方８９７１－５ 09877-2-0428

宮崎県 串間市 有限会社井手石油店 都井　給油所 大字都井２１８５－１ 09877-6-1051

宮崎県 串間市 株式会社津曲建設 北方　給油所 大字串間１１２３－１ 0987-72-2121

宮崎県 西都市 有限会社ナガトモ石油 三納　給油所 大字平郡５６５番地１ 0983-44-5027

宮崎県 西都市 宮崎県経済農業協同組合連合会 ジェイエイエネサプライ西都　給油所 三宅９４０２－１ 0983-41-0427

宮崎県 西都市 合資会社中武商事 西都カネボウ前　給油所 大字調殿１０５５－２ 0983-42-3790

宮崎県 西都市 太陽石油販売株式会社 セルフ西都給油所 大字右松字三反田２１９１－１ 0983-41-0097

宮崎県 西都市 西都農業協同組合 三財　給油所 大字藤田井添１０８３ 0983-41-2006

宮崎県 西都市 大久保石油商事有限会社 カーストップ５１　給油所 大字下三財３３７６番地１ 0983-44-5210

宮崎県 えびの市 有限会社原口石油 飯野　給油所 大字杉水流５２５ 09843-3-0252

宮崎県 えびの市 有限会社迫田石油店 えびのインターチェンジ　給油所 大字永山９５４－１ 0984-35-2061

宮崎県 えびの市 有限会社畠田石油店 えびの中央　給油所 大字原田２７３４－８８ 09843-3-0255

宮崎県 えびの市 株式会社コロナ・エネルギー えびのインター　給油所 大字永山字中棚１０２０－３ 0984-35-3222

宮崎県 えびの市 畠田　昭一郎 上江　給油所 大字上江字妙見８４４－１ 0984-33-5848

宮崎県 えびの市 白石石油株式会社 えびの中央　給油所 大字原田３２０３－１ 0984-33-0314

宮崎県 北諸県郡三股町 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三股店　給油所 宮村２９７２ 0986-52-2366

宮崎県 北諸県郡三股町 野口石油店　野口 英治 野口　給油所 大字蓼池３５８１ 0986-52-3796

宮崎県 北諸県郡三股町 有限会社田尻石油店 三股　給油所 大字樺山射場前４５４７－１、２ 0986-52-2070

宮崎県 西諸県郡高原町 こばやし農業協同組合 高原　給油所 大字西麓５５５－１ 0984-25-6007

宮崎県 西諸県郡高原町 有限会社淀水燃料 広原　給油所 大字広原１４６７－４ 0984-42-2130

宮崎県 東諸県郡国富町 有限会社宮田金物 国富　給油所 大字本庄６７６５ 0985-75-2222

宮崎県 東諸県郡綾町 株式会社長友組 綾　給油所 大字南俣字深田６４５－１ 09857-7-0123

宮崎県 東諸県郡綾町 綾町農業協同組合 綾　給油所 大字南俣３２７－３ 0985-77-0144

宮崎県 東諸県郡綾町 有限会社坂田石油 綾東　給油所 大字入野３４９３－１ 0985-77-0145

宮崎県 児湯郡高鍋町 寿石油有限会社 セルフ南高鍋　給油所 大字南高鍋字蓑江１１０１ 0983-23-1398

宮崎県 児湯郡高鍋町 寿石油有限会社 高鍋本店　給油所 大字北高鍋１２５８－７ 0983-22-1487

宮崎県 児湯郡高鍋町 児湯農業協同組合 舞鶴　給油所 大字上江字高月１２６５－３、４ 0983-23-5490

宮崎県 児湯郡高鍋町 林田商事株式会社 高鍋北　給油所 大字北高鍋字萩原４２５４－１ 0983-22-1259

宮崎県 児湯郡高鍋町 株式会社村山石油 高鍋　給油所 大字上江８１７５ 0983-26-2366

宮崎県 児湯郡新富町 南国殖産株式会社 新富給油所 上富田３２７５番地２ 0983-33-6606

宮崎県 児湯郡新富町 児湯農業協同組合 新富　給油所 大字上富田７５２６ 0983-21-5014

宮崎県 児湯郡新富町 有限会社新富エナジー 日置　給油所 大字日置１５９５－２ 0983-33-0515

宮崎県 児湯郡西米良村 西都農業協同組合 新西米良　給油所 大字村所１０５－４８ 0984-41-4032

宮崎県 児湯郡木城町 児湯農業協同組合 木城　給油所 大字高城４１２６－１ 0983-21-4005

宮崎県 児湯郡川南町 尾鈴農業協同組合 川南　給油所 大字川南１３５７５－１ 0983-27-5942

宮崎県 児湯郡川南町 有限会社安藤自動車整備工場 川南塩付　給油所 大字川南１９７５７ 0983-47-0737

宮崎県 児湯郡川南町 有限会社山下商事 山下商事　給油所 大字川南１３６５７番地１ 0983-32-8417

宮崎県 児湯郡川南町 林田商事株式会社 セルフステーション川南　給油所 大字平田１６８０－１０ 0983-27-1145

宮崎県 児湯郡都農町 合資会社小川忠良商店 バイパス　給油所 大字川北１０６１－７ 0983-25-1124

宮崎県 児湯郡都農町 尾鈴農業協同組合 都農　給油所 大字川北５４３４番地４ 0983-25-1626

宮崎県 児湯郡都農町 畑尾石油店　畑尾　洋光 都農　給油所 大字川北４８１６－１ 0983-25-0263

宮崎県 児湯郡都農町 エネクスフリート株式会社 都農給油所 川北境ヶ谷１４７９２－３ 0983-25-5151

宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社協同サービス 門川　給油所 東栄町２－５－１５ 0982-63-2088

宮崎県 東臼杵郡門川町 有限会社みくつ石油 加草　給油所 大字加草２３２８番地９ 0982-63-1616

宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社日高石油 門川　給油所 加草３丁目１６－１ 0982-63-1438

宮崎県 東臼杵郡諸塚村 株式会社協同サービス 諸塚　給油所 大字家代字古川４５７０－１５ 0982-65-1004

宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸石商事株式会社 諸塚　給油所 大字家代４３３７－５ 0982-65-0036

宮崎県 東臼杵郡椎葉村 株式会社協同サービス 椎葉　給油所 大字下福良１７３６－１９ 0982-67-2898

宮崎県 東臼杵郡美郷町 味岡リース株式会社 西郷　給油所 西郷田代６０８１－４ 0982-66-2424

宮崎県 東臼杵郡美郷町 株式会社協同サービス 北郷　給油所 北郷区宇納間２１５－３ 0982-62-5220

宮崎県 東臼杵郡美郷町 株式会社協同サービス 南郷　給油所 南郷区神門１０００－３ 0982-59-0050

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 有限会社竹尾石油店 岩戸　給油所 大字岩戸１３６－５ 09827-4-8531

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 高千穂地区農業協同組合 たかちほ　給油所 大字三田井１５８－６、１６７－７ 0982-73-1107



宮崎県 西臼杵郡高千穂町 高千穂地区農業協同組合 玄武山　給油所 大字田原字宮野平７６９ 0982-82-2320

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 有限会社小手川石油店 高千穂　給油所 大字三田井７２９－１４ 0982-72-3918

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 タカチホ鑛油株式会社 雲海橋　給油所 大字三田井６３３２－５ 0982-72-3316

宮崎県 西臼杵郡高千穂町 ワイエス石油有限会社 高千穂神社前　給油所 大字三田井字御塩井１０３５－１３他 0982-72-7234

宮崎県 西臼杵郡日之影町 高千穂地区農業協同組合 青雲橋　給油所 大字七折９０２０－４ 0982-73-7021

宮崎県 西臼杵郡日之影町 有限会社藤岡石油商事 日之影バイパス　給油所 大字七折字平底１２２３０－１ 0982-87-2531

宮崎県 西臼杵郡日之影町 合名会社梅戸商店 八戸　給油所 大字七折２０９１ 0982-88-1471

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 小貫商店　小貫　明浩 小貫　給油所 桑野内３１０１－１ 0982-82-0200

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 株式会社藤木石油店 五ヶ瀬　給油所 大字原目１４７３－２ 0982-83-2017

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 有限会社五ケ瀬石油 五ヶ瀬　給油所 大字三ヶ所２１５２－２ 0982-82-0155

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 高千穂地区農業協同組合 五ヶ瀬　給油所 大字三ケ所字下滝下２１４１－２ 0982-73-5021

宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 三栄商事株式会社 鞍岡　給油所 大字鞍岡７２４２ 0982-83-2456

鹿児島県 鹿児島市 日米礦油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ錦江湾店給油所 宇宿２－２５－４０ 0992-53-8615

鹿児島県 鹿児島市 日米礦油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鹿児島セントラル店給油所 郡元３－２－６ 0992-53-7585

鹿児島県 鹿児島市 日米礦油株式会社 セルフ天保山給油所 甲突町２７番地１３号 099-224-6733

鹿児島県 鹿児島市 林兼石油株式会社 中山セントラル給油所 中山２－２１－１８ 0992-60-3989

鹿児島県 鹿児島市 株式会社西日本宇佐美 谷山港給油所 南栄３－６－５ 099-266-5800

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 荒田町　給油所 下荒田３－１－１８ 0992-57-8489

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 谷山　給油所 小松原１－２３－２５ 099-268-1829

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 草牟田　給油所 草牟田町２－１１－６ 0992-23-1996

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 鴨池ニュータウン　給油所 鴨池新町６－１ 0992-57-9891

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 山田インターチェンジ　給油所 山田町字新田３３９１ 099-265-2946

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 中山　給油所 中山町２２３８－１ 099-260-0606

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 仁田尾　給油所 石谷町２０６０－２ 099-278-1657

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 ニュー吉田インター　給油所 吉野２丁目２７－２３ 099-243-4927

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 塚田　給油所 小山田町４０－１　他 099-238-7210

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 谷山和田　給油所 和田１丁目１７番１号 0992-69-6238

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 鹿児島南港　給油所 新栄町２４７－３０、３１４－２７ 099-812-9555

鹿児島県 鹿児島市 上村石油ガス株式会社 坂ノ上　給油所 下福元町６９８７－７ 0992-61-5656

鹿児島県 鹿児島市 上村石油ガス株式会社 田上　給油所 田上８丁目５－１ 099-281-0222

鹿児島県 鹿児島市 原石油店　原　正人 桜島　給油所 桜島藤野町１３２６ 099-293-2839

鹿児島県 鹿児島市 相光石油株式会社 セルフステーション照国　給油所 照国町１６－５ 099-223-9301

鹿児島県 鹿児島市 有限会社光陽石油 セルフ緑ヶ丘　給油所 岡之原町１２１－５、１２１－６ 099-244-8561

鹿児島県 鹿児島市 有限会社光陽石油 吉田インター　給油所 川上町３１０１ 099-243-8981

鹿児島県 鹿児島市 有限会社ナガタ 河頭　給油所 伊敷町４７４２－３ 099-220-0333

鹿児島県 鹿児島市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ谷山産業道路　給油所 南栄６－１－２ 099-267-3456

鹿児島県 鹿児島市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ希望ケ丘　給油所 東谷山６丁目１８番２号 099-267-8288

鹿児島県 鹿児島市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ谷山インター　給油所 上福元町字諏訪下５８５３－１、他 0992-67-1826

鹿児島県 鹿児島市 有限会社トリベ石油 西伊敷　給油所 西伊敷６－４１－１ 0992-20-9225

鹿児島県 鹿児島市 オリト石油株式会社 セルフ春山　給油所 春山町１８８８－１ 099-278-3271

鹿児島県 鹿児島市 有限会社コスモエネルギーサプライ 伊敷団地　給油所 西伊敷３丁目３４－１４ 099-229-8440

鹿児島県 鹿児島市 株式会社イデックスリテール南九州 平之町　給油所 平之町２－３０ 099-226-2525

鹿児島県 鹿児島市 株式会社イデックスリテール南九州 荒田　給油所 荒田１－１－１ 099-251-3440

鹿児島県 鹿児島市 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ伊敷台　給油所 伊敷台５丁目１１－１ 099-220-2230

鹿児島県 鹿児島市 相光石油株式会社 ＡＩステーションセルフ坂之上　給油所 坂之上３丁目２３－１２ 099-261-6306

鹿児島県 鹿児島市 株式会社エイトリング エコスタンド喜入店　給油所 喜入町６０４５－１ 050-3441-0688

鹿児島県 鹿児島市 株式会社フェリーチェ中村 エコスタンド田上広木トンネル店　給油所 田上町３８６４－１ 099-801-4627

鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＪＡエコパル 犬迫　給油所 犬迫町５８５３－４ 0992-38-2336

鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＪＡエコパル 桜島　給油所 桜島横山町鶴崎１７２２－１ 099-239-9360

鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＪＡエコパル 吉田南　給油所 本名町１２２１ 099-294-2233

鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＪＡエコパル 小山田　給油所 小山田町６６４５－２ 099-238-6178

鹿児島県 鹿児島市 岩森石油　有馬文枝 古里　給油所 古里町３０８ 099-221-2741

鹿児島県 鹿児島市 有限会社水口商事 サンプラザ宇宿　給油所 宇宿７－１２－１ 099-264-3901

鹿児島県 鹿児島市 大盛産業株式会社 流通団地　給油所 西別府町３０１０番地１４ 099-821-8833

鹿児島県 鹿児島市 有限会社古川石油店 松元　給油所 上谷口町５０１０－８ 099-278-1132

鹿児島県 鹿児島市 株式会社谷口礦油 下田　給油所 下田町７２８－１ 099-244-6060

鹿児島県 鹿児島市 有限会社濱石油店 松元町　給油所 石谷町２０６７－６ 099-278-1130

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島大丸産業株式会社 西陵鹿実高前　給油所 五ヶ別府町字長ヶ迫３６４０－１４ 099-281-4222

鹿児島県 鹿児島市 株式会社コロナ・エネルギー 伊敷花野　給油所 伊敷町４６７５番地９ 099-228-8670

鹿児島県 鹿児島市 株式会社コロナ・エネルギー 小山田　給油所 小山田町６７７６－１ 099-238-6388

鹿児島県 鹿児島市 株式会社コロナ・エネルギー １号用地サンライフプール前　給油所 下福元町字坂元６７３２－１ 099-262-3155



鹿児島県 鹿児島市 有限会社コスモエネルギーサプライ 紫原　給油所 紫原５－１－２０ 099-252-2350

鹿児島県 鹿児島市 有限会社エヌ・フロンティア 東桜島　給油所 野尻町２０５－１，２０５－４ 099-221-2957

鹿児島県 鹿児島市 相光石油株式会社 セルフステーション西郷　給油所 西陵三丁目４８番１号 099-284-8030

鹿児島県 鹿児島市 井上石油株式会社 ベイサイド鹿児島　給油所 堀江町１０－１０ 099-225-5164

鹿児島県 鹿児島市 有限会社武盛石油 西桜島　給油所 桜島武町３７５ 099-293-2618

鹿児島県 鹿児島市 太陽石油販売株式会社 セルフ吉田インター給油所 川上町２０４４－１ 099-295-8817

鹿児島県 鹿児島市 太陽石油販売株式会社 セルフ下福元給油所 光山二丁目３番５１号 099-284-2875

鹿児島県 鹿児島市 太陽石油販売株式会社 セルフ広木給油所 広木二丁目３９番１０号 099-284-7187

鹿児島県 鹿児島市 上村石油ガス株式会社 鹿児島工業団地　給油所 南栄６－２－３ 099-262-0001

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 武岡　給油所 武岡１－１２１－１ 099-282-0123

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 川上町　給油所 川上町３４５５－１ 099-244-5155

鹿児島県 鹿児島市 南国殖産株式会社 柳町　給油所 柳町６－１７ 099-226-5241

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鹿児島　給油所 泉町１８－１１ 099-226-0285

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉野町　給油所 吉野町３５７３番地２０１、２０２ 099-243-4411

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 セルフ東開店・イオン前　給油所 東開町８－８ 099-263-3358

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西谷山　給油所 上福元町中溝５７５３－３ 099-268-5281

鹿児島県 鹿児島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ柳町　給油所 春日町１－２７ 099-247-1354

鹿児島県 鹿児島市 株式会社リライトガレージ リライトステーション　給油所 東開町１３－４３ 099-203-0277

鹿児島県 鹿児島市 有限会社ヤナギタ セルフステーション・スマイル松元　給油所 上谷口町１１４４ 099-278-7979

鹿児島県 鹿児島市 株式会社Misumi Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ城西通武町店　給油所 武１－２４－８ 099-214-4070

鹿児島県 鹿児島市 株式会社Misumi Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鹿児島卸団地店　給油所 卸本町６－２２ 099-260-2190

鹿児島県 鹿屋市 岩崎産業株式会社 串良　給油所 串良町有里３１ 099-463-2602

鹿児島県 鹿屋市 岩崎産業株式会社 鹿屋バイパス　給油所 札元２丁目３７５０番地３ 099-441-5911

鹿児島県 鹿屋市 南国殖産株式会社 寿町　給油所 寿４－６－５５ 09944-2-4541

鹿児島県 鹿屋市 有限会社エフ・サービス 十三塚　給油所 串良町上小原２６１７－１１ 0994-63-2452

鹿児島県 鹿屋市 肝付吾平町農業協同組合 第１　給油所 吾平町麓川上１６２－１ 0994-58-6381

鹿児島県 鹿屋市 肝付吾平町農業協同組合 第２　給油所 吾平町上名２５５－１ 0994-58-5454

鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション 鹿屋バイパス　給油所 王子町３９６２－３ 099-440-4411

鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション 鹿屋新川　給油所 新川町６１６０－１ 099-441-2000

鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション カーライフステーション鹿屋　給油所 打馬２丁目２－４０ 0994-42-0900

鹿児島県 鹿屋市 有限会社輝北給油センター 輝北町　給油所 輝北町下百引２９５４－１ 0994-86-0660

鹿児島県 鹿屋市 有限会社鹿屋西平石油店 セルフ川西　給油所 川西町３７０７－５ 099-441-1611

鹿児島県 鹿屋市 有限会社徳永石油 川西　給油所 川西町３９２２ 0994-44-7317

鹿児島県 鹿屋市 そお鹿児島農業協同組合 輝北　給油所 輝北町上百引１８７２－１ 099-486-1191

鹿児島県 鹿屋市 有限会社永野田石油 永野田　給油所 永野田町６６２ 0994-43-4800

鹿児島県 鹿屋市 有限会社神田石油 細山田　給油所 串良町細山田４９４５番地３８ 0994-62-2054

鹿児島県 鹿屋市 有限会社三幸 祓川　給油所 上祓川町８４７６ 0994-44-8364

鹿児島県 鹿屋市 有限会社はらいがわ石油 上祓川　給油所 祓川町８２４４ 0994-43-4892

鹿児島県 鹿屋市 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ鹿屋　給油所 笠之原町１番６１号 0994-44-5235

鹿児島県 鹿屋市 郷原石油店　郷原 ノリ子 今坂　給油所 今坂町１０１１８ 0994-43-2037

鹿児島県 鹿屋市 有限会社廣島屋 吾平　給油所 吾平町上名７６５４ 0994-58-6106

鹿児島県 鹿屋市 株式会社輝北給油センター 市成　給油所 輝北町市成２１６４－１ 099-486-0660

鹿児島県 鹿屋市 千代田旭販売株式会社 西原　給油所 西原２－３８－１５ 0994-43-2651

鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション 細山田　給油所 串良町細山田５１７２－６ 0994-62-2100

鹿児島県 鹿屋市 古里　カツ子 古里　給油所 古里町５９７ 0994-46-2229

鹿児島県 枕崎市 株式会社旭石油 枕崎　給油所 折口町７０ 09937-2-1321

鹿児島県 枕崎市 有限会社イマキイレ 第３イマキイレ　給油所 岩崎町４８８番 099-373-2420

鹿児島県 枕崎市 有限会社枕崎日石 枕崎　給油所 寿町７ 0993-73-1255

鹿児島県 枕崎市 有限会社俵石油 俵積田　給油所 別府西４３２ 09937-6-2352

鹿児島県 枕崎市 畑野石油有限会社 畑野　給油所 中央町３７５番地 0993-72-0220

鹿児島県 枕崎市 岩崎産業株式会社 セルフ枕崎　給油所 東本町１６３ 0993-72-0179

鹿児島県 阿久根市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ阿久根　給油所 鶴見町４５ 09967-2-0318

鹿児島県 阿久根市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅさんぱちQ　給油所 脇本字皆五郎７７９１－５ 0996-75-0389

鹿児島県 阿久根市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅM－spot新町給油所 新町２８ 0996-72-1121

鹿児島県 阿久根市 株式会社はしコーポレーション 阿久根　給油所 塩浜町１丁目１３番地 09967-2-1555

鹿児島県 阿久根市 株式会社はしコーポレーション 脇本　給油所 脇本鳴迫７５７９－２ 0996-75-0688

鹿児島県 阿久根市 鹿児島いずみ農業協同組合 折口　給油所 折口４３０８ 09967-5-1302

鹿児島県 阿久根市 有限会社上脇石油 リバーサイド大曲　給油所 波留５８８－１ 099-673-1771

鹿児島県 阿久根市 有限会社タカハラ 鶴川内　給油所 鶴川内５１００－１ 0996-73-2588

鹿児島県 阿久根市 田中石油店　田中　正二 田中　給油所 大川８３６５ 0996-74-0039

鹿児島県 出水市 有限会社東原石油 高尾野　給油所 高尾野町大久保５６１－２ 09968-2-0135



鹿児島県 出水市 有限会社エイコー石油 西ノ口　給油所 武本字落ノ東１９０－１ 099-663-1151

鹿児島県 出水市 有限会社エイコー石油 沖田　給油所 六月田町３７０－１ 099-667-1300

鹿児島県 出水市 阿久根石油株式会社 ドクタードライブセルフ高尾野　給油所 高尾野町柴引６９－４ 0996-82-1480

鹿児島県 出水市 マルイ運輸株式会社 マルイふれあいSS　給油所 高尾野町上水流字万田脇５５７－３ 0996-79-3100

鹿児島県 出水市 木野興産株式会社 西出水　給油所 大野原町１７７９番地 099-663-0036

鹿児島県 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合 出水　給油所 中央町８３２３－１ 0996-62-0151

鹿児島県 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合 高尾野　給油所 高尾野町柴引町ロ２８－１ 0996-82-1515

鹿児島県 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合 野田　給油所 野田町下名字小渕５２５６－１ 0996-84-2810

鹿児島県 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合 米ノ津　給油所 明神町１８９３－１ 099-667-4000

鹿児島県 出水市 有限会社川内石油 江内　給油所 高尾野町江内３２３８－３ 0996-83-3061

鹿児島県 出水市 有限会社笹野石油ガス 出水南口　給油所 高尾野町下水流８７２ 09968-2-0255

鹿児島県 出水市 合同会社　大島石油 ニュー野田　給油所 野田町下名１６７番地２ 0996-84-2048

鹿児島県 出水市 丸久石油株式会社 出水　給油所 明神町１８４６ 0996-67-1375

鹿児島県 出水市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ出水インター　給油所(仮称) 知識町４５６－２、４６６－１ 0996-62-0711

鹿児島県 出水市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４かごしまＴ　給油所 野田町下名３３９７ 0996-84-3039

鹿児島県 出水市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４米ノ津　給油所 米ノ津町４３番１０号 0996-67-1599

鹿児島県 出水市 南国殖産株式会社 米ノ津　給油所 米ノ津町３９－４７ 0996-67-1270

鹿児島県 指宿市 岩崎産業株式会社 指宿　給油所 湊２－１－４４ 09932-2-3533

鹿児島県 指宿市 恒吉石油株式会社 山川　給油所 山川福元５８２７－３ 09933-4-0004

鹿児島県 指宿市 有限会社尾之江商店 開聞十町　給油所 開聞十町２４９２ 099332-2147

鹿児島県 指宿市 株式会社前野石油 市役所前セルフ　給油所 十町２３６６－１ 0993-22-6335

鹿児島県 指宿市 有限会社成川石油店 成川　給油所 山川成川５２２２－１ 099-335-0828

鹿児島県 指宿市 株式会社岡元石油 宮ケ浜　給油所 西方４８５１ 0993-25-2216

鹿児島県 指宿市 株式会社エイトリング エコスタンド指宿店　給油所 湯の浜６丁目１８－３１ 0993-24-3966

鹿児島県 指宿市 いぶすき農業協同組合 山川　給油所 山川成川３８２１－１ 0993-34-0970

鹿児島県 指宿市 いぶすき農業協同組合 開聞　給油所 開聞十町１３０－５ 099-332-5525

鹿児島県 指宿市 吉田石油株式会社 山川　給油所 山川福元６７１３－１ 0993-34-1030

鹿児島県 指宿市 株式会社堀之内商会 サンステージ指宿　給油所 西方２１６５ 0993-25-3121

鹿児島県 指宿市 株式会社前村石油 池田　給油所 池田３９４４ 0993-26-2121

鹿児島県 指宿市 山口石油店　山口 忠雄 指宿　給油所 岩本２８４２ 0993-25-2012

鹿児島県 指宿市 竹山石油店　竹山 孝一 指宿中央　給油所 西方字島廻１９７０－２ 0993-22-4870

鹿児島県 西之表市 有限会社三栄石油商会 西之表　給油所 西之表９９５７ 09972-2-1251

鹿児島県 西之表市 株式会社有馬石油店 種子島　給油所 西町６９９３ 09972-2-0121

鹿児島県 西之表市 種子島石油株式会社 鴨女町　給油所 鴨女町２０８ 0997-22-1347

鹿児島県 西之表市 有限会社和人組 西之表給油センター 西之表１６６１３－１ 0997-24-3001

鹿児島県 西之表市 種子屋久農業協同組合 川迎　給油所 西之表１５２１６－１ 0997-22-0543

鹿児島県 垂水市 株式会社森組 牛根　給油所 牛根麓２８２４－１ 0994-36-2292

鹿児島県 垂水市 有限会社樋渡コーポレーション シーサイド新城　給油所 新城字馬形４２５６－２ 099-435-3811

鹿児島県 垂水市 宮下　省司 高峠　給油所 海潟３２３７ 0994-32-6321

鹿児島県 垂水市 有限会社はーもにーりんぐ社 エコスタンド垂水店　給油所 浜平２０６０ 0994-32-8709

鹿児島県 垂水市 森永産業有限会社 垂水中央　給油所 田神１５－１ 0994-32-0012

鹿児島県 垂水市 株式会社錦江産業 垂水　給油所 錦江町１３番地 0994-32-1617

鹿児島県 垂水市 有限会社清水石油ガス 牛根麓　給油所 牛根麓８５ 0994-32-3500

鹿児島県 薩摩川内市 有川商店有限会社 大村　給油所 祁答院町下手２８２１－１ 0996-55-0124

鹿児島県 薩摩川内市 南国殖産株式会社 川内　給油所 西向田町５－２ 0996-22-2221

鹿児島県 薩摩川内市 平野商事株式会社 市比野　給油所 樋脇町市比野２４３４－９ 0996-38-0135

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社エイコー石油 川内ハローズ　給油所 東大小路町４１－９ 099-620-4175

鹿児島県 薩摩川内市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ天大橋　給油所 原田町２０－３ 0996-22-1277

鹿児島県 薩摩川内市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平佐　給油所 平佐町字甑町１８２１番地 0996-22-1419

鹿児島県 薩摩川内市 阿久根石油株式会社 セルフ東郷　給油所 東郷町斧渕４６９３ 0996-42-0087

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社牛鼻商事 市比野　給油所 樋脇町市比野４５３４ 0996-38-0034

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社南興石油店 久木元　給油所 隈之城町１３－２ 0996-22-2773

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社宇野商事 入来　給油所 入来町副田５７５１ 0996-44-2027

鹿児島県 薩摩川内市 田中石油ガス株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルバ宮内店　給油所 宮内町１２６５－１ 099-620-3232

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社有川石油 樋脇　給油所 樋脇町塔之原字中板７０７９－１ 0996-37-2388

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社丸忠商事 入来町　給油所 入来町副田２１８５ 0996-44-4312

鹿児島県 薩摩川内市 五色産業有限会社 中甑　給油所 上甑町中甑４７５－２ 09969-2-0180

鹿児島県 薩摩川内市 有限会社笹野石油 東郷　給油所 東郷町南瀬１６４５ 0996-42-4131

鹿児島県 薩摩川内市 休德　初雄 市比野　給油所 樋脇町市比野３７８４ 0996-38-0038

鹿児島県 薩摩川内市 橋口石油株式会社 里　給油所 里町里３５０８ 0996-93-2041

鹿児島県 薩摩川内市 橋口石油株式会社 上甑　給油所 上甑町中甑前田４９０－９ 0996-92-0110



鹿児島県 薩摩川内市 株式会社外薗運輸機工 高城　給油所 高城町平田１６５０ 0996-25-1172

鹿児島県 薩摩川内市 北さつま農業協同組合 入来　給油所 入来町浦之名７１５６ 0996-44-2307

鹿児島県 薩摩川内市 若松石油株式会社 隈之城　給油所 矢倉町４２８６ 0996-23-4001

鹿児島県 薩摩川内市 若松石油株式会社 川内駅前　給油所 鳥追町１２２－２ 0996-23-4004

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＴＡＮＡＫＡ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ向田店　給油所 若松町８－２３ 0996-23-3704

鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＴＡＮＡＫＡ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ２６７川内店　給油所 中郷一丁目１０番１９号 0996-27-0267

鹿児島県 薩摩川内市 湯浦石油株式会社 川内東　給油所 東郷町斧淵４０５ 0996-42-0008

鹿児島県 薩摩川内市 湯浦石油株式会社 川内バイパス　給油所 永利町２５６５－１ 0996-23-0016

鹿児島県 薩摩川内市 太陽石油販売株式会社 セルフ川内給油所 中郷四丁目１４１番地 0996-20-7773

鹿児島県 薩摩川内市 南国殖産株式会社 川内永利　給油所 永利町字古川７６６－１　他 0996-22-0501

鹿児島県 薩摩川内市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフITS川内　給油所 御陵下町１８－７ 0996-23-4736

鹿児島県 薩摩川内市 木野興産株式会社 川内　給油所 原田町１５番９号 0996-23-1869

鹿児島県 薩摩川内市 北さつま農業協同組合 カリサ川内　給油所 若松町９３－２ 0996-22-1213

鹿児島県 日置市 株式会社コロナ・エネルギー 湯之元　給油所 東市来町長里辻の堂上９５５－１ 09927-4-4215

鹿児島県 日置市 有限会社福田石油店 吹上伊作　給油所 吹上町湯之浦１７９９ 0992-96-2147

鹿児島県 日置市 有限会社田口石油店 吹上　給油所 吹上町中原字正円迫１１９９－１ 0992-96-3006

鹿児島県 日置市 有限会社大園石油スタンド 吹上　給油所 吹上町与倉７０６ 0992-96-3030

鹿児島県 日置市 有限会社新堀自動車 ロータスステーション　給油所 吹上町中之里３６２３－１，３６２３－７ 099-296-3213

鹿児島県 日置市 JAさつま日置協同サポート株式会社 飯牟礼　給油所 伊集院町下谷口４９９８－１ 099-273-4108

鹿児島県 日置市 蓑田　弘道 東市来　給油所 東市来町伊作田２１１４ 099-274-2654

鹿児島県 日置市 有限会社内山石油 日置　給油所 日吉町日置３３２３ 099-292-2205

鹿児島県 日置市 株式会社ナガタ 伊集院北　給油所 伊集院町下神殿１０９２－１ 099-272-2824

鹿児島県 日置市 井上石油株式会社 伊集院　給油所 伊集院町猪鹿倉７１４－１ 099-273-2868

鹿児島県 日置市 有限会社樋渡石油 吹上　給油所 吹上町永吉３３９５－１ 099-297-2544

鹿児島県 曽於市 有限会社中禮商店 八合原　給油所 大隅町下窪町１３０ 0994-82-0138

鹿児島県 曽於市 株式会社光信商会 セルフ岩川　給油所 大隅町岩川６３１３ 0994-82-2880

鹿児島県 曽於市 溝口商工株式会社 末吉　給油所 末吉町新町１丁目１０番地１ 0986-76-0331

鹿児島県 曽於市 株式会社コレエダ 財部　給油所 財部町南俣字誰口１４６－１ 0986-72-1200

鹿児島県 曽於市 大津　亮二 高岡口　給油所 末吉町南之郷１０９７８ 0986-78-1527

鹿児島県 曽於市 有限会社大川内石油 末吉南　給油所 末吉町諏訪方７３２５ 0986-76-0179

鹿児島県 曽於市 そお鹿児島農業協同組合 高松　給油所 末吉町諏訪方７７３５－１１、１２ 0986-76-1094

鹿児島県 曽於市 そお鹿児島農業協同組合 岩川　給油所 末吉町岩崎字稲留９５４－１ 0994-82-4689

鹿児島県 曽於市 株式会社平成興産前屋敷 笠木　給油所 大隅町中之内４６９２－２ 099-482-1241

鹿児島県 曽於市 カメダ石油株式会社 通山　給油所 財部町南俣５７８２－４ 0986-75-1320

鹿児島県 曽於市 カメダ石油株式会社 財部　給油所 財部町南俣４６８－４ 0986-59-2709

鹿児島県 曽於市 大町商事株式会社 岩川　給油所 大隅町岩川５０３０ 0994-82-0018

鹿児島県 曽於市 有限会社小迫石油 橋野東　給油所 末吉町南之郷１９５０－１ 0986-76-1187

鹿児島県 曽於市 有里石油店　有里 純男 末吉中央　給油所 末吉町二之方森田４５１－８ 0986-76-0434

鹿児島県 曽於市 小迫　高雄 小迫商店給油所 末吉町南之郷４５２０ 0986-76-0382

鹿児島県 曽於市 徳石　義信 大河原　給油所 財部町下財部６６４２ 0986-74-2032

鹿児島県 曽於市 岩崎産業株式会社 ルート２６９セルフ　給油所 末吉町諏訪方７９６３ 0986-76-1031

鹿児島県 曽於市 株式会社嘉和山業 あおきスタンド　給油所 末吉町南之郷５１９３ 0986-76-7995

鹿児島県 霧島市 岩崎産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　ITS隼人　給油所 隼人町姫城３丁目２４０番地 0995-42-7471

鹿児島県 霧島市 岩崎産業株式会社 マルチモービル　給油所 溝辺町麓七次１３４２ 0995-58-2992

鹿児島県 霧島市 太陽石油販売株式会社 セルフ国分給油所 国分向花１４５番地１ 0995-49-8272

鹿児島県 霧島市 南国殖産株式会社 鹿児島空港　給油所 溝辺町麓字曲迫２８７－１ 0995-58-2435

鹿児島県 霧島市 南国殖産株式会社 隼人南　給油所 隼人町眞孝字中道１３００－１ 0995-42-7026

鹿児島県 霧島市 有限会社山崎石油 大窪　給油所 霧島大窪２９８ 0995-57-0229

鹿児島県 霧島市 有限会社山崎石油 福島　給油所 国分福島３丁目１２－２８ 0995-47-1411

鹿児島県 霧島市 有限会社山崎石油 国分川内　給油所 国分川内字里馬渡１５９－１７ 0995-45-2550

鹿児島県 霧島市 有限会社山崎石油 セルフステーション清水　給油所 国分新町字早田尻８９４－１ 0995-46-1600

鹿児島県 霧島市 有限会社原口石油 溝辺バイパス　給油所 溝辺町有川２４４－１ 0995-59-2709

鹿児島県 霧島市 有限会社はーもにーりんぐ社 エコスタンド国分店　給油所 国分広瀬２丁目１９－１１ 0995-46-6696

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 牧園　給油所 牧園町宿窪田２０５８－２ 0995-76-1979

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 霧島　給油所 霧島田口５０７－１ 0995-57-0632

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 牧之原　給油所 福山町福山４５９８－２ 0995-56-2409

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 隼人　給油所 隼人町西光寺４９６－３ 0995-43-7751

鹿児島県 霧島市 あいら共同株式会社 国分セルフ　給油所 国分中央４丁目３０９２－３ 0995-49-8636

鹿児島県 霧島市 福地産業株式会社 寺原　給油所 牧園町高千穂寺原３０２０－１ 0995-76-0441

鹿児島県 霧島市 福地産業株式会社 七又　給油所 牧園町宿窪田９４２－１５ 0995-76-1168

鹿児島県 霧島市 末重商事有限会社 論地東　給油所 溝辺町麓字論地９４６番地 0995-58-2004



鹿児島県 霧島市 有限会社ふじた セルフ牧之原　給油所 福山町福山４５９７－１ 0995-56-2632

鹿児島県 霧島市 株式会社平成興産前屋敷 牧之原中央　給油所 福山町福山５２９０－３８ 0995-56-2400

鹿児島県 霧島市 宮田石油店　宮田 清見 木原　給油所 国分郡田３０６９－１ 0995-49-3104

鹿児島県 霧島市 鎌田石油株式会社 テクノセンター　給油所 隼人町見次１３０９ 0995-42-7000

鹿児島県 霧島市 鎌田石油株式会社 国分中央　給油所 国分野口東６－５ 0995-47-1811

鹿児島県 霧島市 鎌田石油株式会社 敷根　給油所 国分敷根１４１番地 0995-45-0076

鹿児島県 霧島市 湯浦石油株式会社 横川インター　給油所 横川町中ノ鷹巣３９６－１ 0995-72-0150

鹿児島県 霧島市 株式会社南九州相光エネルギー 隼人　給油所 隼人町姫城１０８４－３ 0995-64-2290

鹿児島県 霧島市 株式会社南九州相光エネルギー 国分　給油所 国分清水１－９－３０ 0995-46-8000

鹿児島県 霧島市 鎌田石油株式会社 国分南　給油所 国分湊１１６６ 0995-46-0823

鹿児島県 霧島市 霧島石油有限会社 霧島公園　給油所 牧園町高千穂３２８５－３２ 0995-78-2455

鹿児島県 霧島市 太陽石油販売株式会社 セルフ東国分給油所 国分山下町１６４２－３ 0995-46-9076

鹿児島県 霧島市 有限会社今島石油 十三塚原　給油所 溝辺町麓２６６０－３ 0995-58-2815

鹿児島県 霧島市 南国殖産株式会社 隼人　給油所 隼人町内５１６－４ 0995-42-3700

鹿児島県 霧島市 日米エネルギーライフ株式会社 浜之市　給油所 隼人町真孝１７７ 099-542-1195

鹿児島県 いちき串木野市 岩崎産業株式会社 串木野　給油所 曙町９５番地１ 0996-32-3065

鹿児島県 いちき串木野市 アポロステーションサービス株式会社 串木野　給油所 大原町７３番地 0996-33-2737

鹿児島県 いちき串木野市 有限会社串木野石油 串木野港　給油所 浦和町６３番地 0996-32-2529

鹿児島県 いちき串木野市 濵田酒造株式会社 濵田スタンド　給油所 湊町１丁目２２６番地 0996-36-2331

鹿児島県 いちき串木野市 留盛自動車株式会社 ロータスステーション　給油所 大里字下手前５５９２－１,２,３,４ 0996-36-3410

鹿児島県 いちき串木野市 JAさつま日置協同サポート株式会社 串木野　給油所 東塩田町２３３番地 0996-33-2577

鹿児島県 南さつま市 三和建設株式会社 大浦　給油所 大浦町７２５９ 0993-62-2015

鹿児島県 南さつま市 塩屋建設株式会社 笠沙　給油所 笠沙町赤生木４３５ 0993-63-0129

鹿児島県 南さつま市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ加世田中央　給油所 加世田東本町３番地１ 0993-53-7288

鹿児島県 南さつま市 有限会社小堀石油店 金峰　給油所 金峰町宮崎４３４５番地 0993-77-1000

鹿児島県 南さつま市 南さつま農業協同組合 内山田　給油所 加世田内山田２５ 099-353-5430

鹿児島県 南さつま市 有限会社江籠石油店 小湊　給油所 加世田小湊７８０２番地 0993-53-9213

鹿児島県 南さつま市 JAさつま日置協同サポート株式会社 阿多　給油所 金峰町宮崎２９６１ 0993-58-4001

鹿児島県 南さつま市 株式会社本坊商店 加世田　給油所 加世田本町１５番地６ 0993-53-6151

鹿児島県 志布志市 あおぞら農業協同組合 あおぞら　給油所 有明町野神中の丸３６０５－１ 0994-75-1150

鹿児島県 志布志市 大町商事株式会社 志布志ニュータウンセルフ　給油所 志布志町志布志字大迫大道１０００－３ 0994-72-8221

鹿児島県 志布志市 有限会社山本石油店 松山駅前　給油所 松山町新橋１６３－１２ 099-487-2012

鹿児島県 志布志市 株式会社谷石油 伊崎田　給油所 有明町伊崎田８８２１ 099-474-0181

鹿児島県 志布志市 株式会社桜島 志布志港　給油所 志布志町志布志３２２３－２ 099-473-1370

鹿児島県 志布志市 西平石油有限会社 野井倉　給油所 有明町野井倉８１４３－５ 0994-77-1570

鹿児島県 志布志市 大町石油株式会社 志布志　給油所 志布志町安楽１７８ 099-472-0577

鹿児島県 志布志市 大町石油株式会社 ニュー志布志　給油所 志布志町志布志字大迫大道９８６－１ 099-472-4791

鹿児島県 志布志市 大町石油株式会社 セルフ西志布志　給油所 有明町野井倉字上ノ濱８２８２－１０ 099-477-0110

鹿児島県 志布志市 株式会社ホンダ大隅 安楽　給油所 志布志町安楽２７７４－２ 099-479-4500

鹿児島県 志布志市 株式会社外岩戸石油 志布志　給油所 志布志町帖６８９６－２ 099-472-2144

鹿児島県 奄美市 大島石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅながはま　給油所 名瀬長浜町２６番５号 09975-2-0839

鹿児島県 奄美市 大島石油株式会社 空港前　給油所 笠利町万屋字大久田２１７６ 099-763-1979

鹿児島県 奄美市 大島石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅあさひ町　給油所 名瀬朝日町１３－４ 0997-53-3211

鹿児島県 奄美市 有村商事株式会社 浜里　給油所 名瀬浜里町４４－１ 0997-52-6339

鹿児島県 奄美市 有限会社タイセイ石油 奄美空港前　給油所 笠利町和野字大工田４３９番地 099-763-2229

鹿児島県 奄美市 竹山産業開発株式会社 タケヤマセルフ和光　給油所 名瀬和光町１８－１８ 0997-55-0022

鹿児島県 奄美市 有限会社中部砕石 住用　給油所 住用町役勝１５－１ 0997-56-3058

鹿児島県 奄美市 株式会社三井タクシー 赤木名　給油所 笠利町大字里５１番地の７ 0997-63-0048

鹿児島県 奄美市 奄美観光株式会社 永田橋　給油所 名瀬伊津部町２０－５ 0997-53-8080

鹿児島県 奄美市 川上石油店　川上 太一 笠利　給油所 笠利町笠利９８９ 0997-63-9341

鹿児島県 奄美市 株式会社大豊石油 真名津　給油所 名瀬真名津町６－５ 0997-52-3998

鹿児島県 奄美市 株式会社大豊石油 伊津部　給油所 名瀬小浜町３１－１ 0997-52-0733

鹿児島県 南九州市 黒田石油株式会社 頴娃大川　給油所 頴娃町別府７３７１－４ 09933-8-0070

鹿児島県 南九州市 黒田石油株式会社 頴娃　給油所 頴娃町郡１８３１－２ 0993-36-0052

鹿児島県 南九州市 今村　政幸 知覧　給油所 知覧町郡１３４９４－１ 0993-83-2338

鹿児島県 南九州市 有限会社知覧石油 知覧　給油所 知覧町郡１７６６１ 0993-83-2937

鹿児島県 南九州市 有限会社石元石油店 石垣　給油所 頴娃町別府７４－１、９１－４ 099-338-1711

鹿児島県 南九州市 株式会社大坪建設 川辺　給油所 下山田芹牟田２５５５－１ 0993-56-0499

鹿児島県 南九州市 有限会社岡商店 知覧　給油所 知覧町塩屋１４９２６－６ 0993-85-3009

鹿児島県 南九州市 有限会社鶴留石油店 牧之内中央　給油所 頴娃町牧之内３００３－１ 0993-36-0053

鹿児島県 南九州市 有限会社菊永石油 菊永　給油所 知覧町塩屋２３９３７－１ 0993-85-3023



鹿児島県 南九州市 南さつま農業協同組合 知覧　給油所 知覧町郡１７２４９－１ 0993-83-2149

鹿児島県 南九州市 南さつま農業協同組合 川辺　給油所 川辺町平山６７１１－１ 09935-6-1129

鹿児島県 南九州市 いぶすき農業協同組合 西えい　給油所 頴娃町牧之内２０９２－１ 099-336-0160

鹿児島県 南九州市 有限会社橋口石油瓦斯 川辺　給油所 川辺町上山田５２６９ 0993-57-3218

鹿児島県 南九州市 有限会社上原石油店 大平　給油所 川辺町平山３３０１－１ 0993-56-0154

鹿児島県 南九州市 西垂水石油店　西垂水 清作 西垂水　給油所 知覧町西元字前畑１２８９７－３、１２８９７－６ 0993-85-3311

鹿児島県 南九州市 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ川辺　給油所 川辺町両添１０２６－１ 0993-56-1336

鹿児島県 伊佐市 木野興産株式会社 大口　給油所 大口里１９６８－３ 09952-2-0661

鹿児島県 伊佐市 北さつま農業協同組合 はつき　給油所 大口堂崎５２７－１８ 0995-22-2110

鹿児島県 伊佐市 有限会社若宮石油 郡山　給油所 大口大田高柳牟田９１６－１ 0995-22-2089

鹿児島県 伊佐市 阿久根石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大口中央　給油所 大口里字八石田９－５ 0995-22-0853

鹿児島県 伊佐市 有限会社アリメント 曽木　給油所 大口曽木１５３１－１ 0995-25-1201

鹿児島県 伊佐市 湯浦石油株式会社 セルフステーション大口　給油所 大口鳥巣字西中水流１２０９－１ 0995-23-5600

鹿児島県 伊佐市 株式会社山下運輸 ゆのお石油　給油所 菱刈川北２０７９ 0995-26-0977

鹿児島県 伊佐市 北さつま農業協同組合 菱刈　給油所 菱刈重留1067-1、1068他 0995-26-2241

鹿児島県 姶良市 株式会社西日本宇佐美 １０号加治木給油所 加治木町木田２６６－１ 0995-63-0945

鹿児島県 姶良市 岩澤石油株式会社 新富町　給油所 加治木町新富町２３５番２ 09956-3-2036

鹿児島県 姶良市 有限会社山崎石油 姶良セントラル　給油所 加治木町木田２２５４－１ 0995-62-4500

鹿児島県 姶良市 有限会社山崎石油 セルフステーションユアーズあいら　給油所 平松字森山宮田２１７２ 0995-65-8002

鹿児島県 姶良市 有限会社犬童石油 加治木インター　給油所 加治木町新富町２５０ 0995-62-1250

鹿児島県 姶良市 有限会社恒森石油 加治木　給油所 東餅田１７３３－１ 0995-65-2311

鹿児島県 姶良市 あいら共同株式会社 加治木　給油所 加治木町反土２９１２－３ 0995-62-3818

鹿児島県 姶良市 あいら共同株式会社 帖佐　給油所 鍋倉１４８８－３ 0995-66-2418

鹿児島県 姶良市 あいら共同株式会社 蒲生　給油所 蒲生町北２１００－１ 0995-52-1160

鹿児島県 姶良市 井上石油株式会社 姶良総合運動公園前　給油所 平松３０１４－１ 0995-73-6727

鹿児島県 姶良市 有限会社松田石油商会 平松　給油所 大字平松字中島４８８８－１ 0995-65-2196

鹿児島県 姶良市 倉内石油店　倉内 アヤ子 重富　給油所 脇元１７８８－１ 0995-65-2176

鹿児島県 姶良市 井上石油株式会社 セントラル姶良　給油所 西餅田３１２８－６８ 0995-65-5445

鹿児島県 姶良市 太陽石油販売株式会社 セルフ加治木給油所 加治木町木田１５９番２ 0995-63-3117

鹿児島県 姶良市 岩崎産業株式会社 姶良バイパスセルフ　給油所 脇元字宮田１５６－３ 0995-66-5509

鹿児島県 薩摩郡さつま町 株式会社共栄 舟木　給油所 船木江戸堀８１ 0996-53-1145

鹿児島県 薩摩郡さつま町 有限会社桑波田商店 湯田　給油所 湯田６５５－２ 099-655-9171

鹿児島県 薩摩郡さつま町 宮之城石油株式会社 時吉　給油所 時吉２７８－１ 09965-3-0638

鹿児島県 薩摩郡さつま町 宮之城石油株式会社 山崎中央　給油所 山崎２２５－１ 099-656-8688

鹿児島県 薩摩郡さつま町 コナガタ石油有限会社 コナガタ石油有限会社求名　給油所 求名３６７６－１ 0996-57-0074

鹿児島県 薩摩郡さつま町 有限会社福山石油 広瀬　給油所 広瀬１３０５番地 0996-53-3487

鹿児島県 薩摩郡さつま町 水口　敏文 永野　給油所 永野９３７－１ 0996-58-0822

鹿児島県 薩摩郡さつま町 北さつま農業協同組合 本所　給油所 虎居７４５ 0996-53-2728

鹿児島県 薩摩郡さつま町 北さつま農業協同組合 山崎　給油所 山崎１０１３－２ 0996-56-9611

鹿児島県 薩摩郡さつま町 北さつま農業協同組合 鶴田　給油所 湯田字上原２１５９－２ 0996-55-9090

鹿児島県 出水郡長島町 有限会社東鉱油 長島　給油所 鷹巣８４４－４ 0996-86-0020

鹿児島県 出水郡長島町 株式会社川床石油設備工業 鷹巣　給油所 鷹巣２２４２－１ 0996-86-0766

鹿児島県 出水郡長島町 平薮石油ガス　平薮　武志 長島　給油所 山門野４６８５－１ 0996-87-0528

鹿児島県 出水郡長島町 株式会社はしコーポレーション セルフ長島　給油所 川床３４１－１ 099-687-0817

鹿児島県 出水郡長島町 坂口石油有限会社 東町　給油所 鷹の巣１６２５ 09968-6-0279

鹿児島県 出水郡長島町 鹿児島いずみ農業協同組合 長島　給油所 指江字前川５７１－１ 0996-88-5193

鹿児島県 出水郡長島町 株式会社指江運送 生駒石油　給油所 城川内１０２３番地３ 0996-88-5033

鹿児島県 出水郡長島町 株式会社川床石油設備工業 東町中央　給油所 川床１１４２－１ 0996-87-0156

鹿児島県 出水郡長島町 有限会社中元屋石油店 長島　給油所 諸浦６０ 0996-86-0357

鹿児島県 姶良郡湧水町 勝栗燃料株式会社 セルフ栗野インター　給油所 木場２４９－１ 0995-74-2234

鹿児島県 姶良郡湧水町 あいら共同株式会社 栗野　給油所 米永宮ノ脇４６６ 0995-74-3811

鹿児島県 姶良郡湧水町 株式会社大和商会 湧水吉松　給油所 中津川４９０ 0995-75-3200

鹿児島県 曽於郡大崎町 小瀬戸石油有限会社 大崎假宿　給油所 假宿１７５５ 0994-76-0035

鹿児島県 曽於郡大崎町 小瀬戸石油有限会社 セルフ永吉　給油所 永吉字新堀５７１６－５ 0994-76-1314

鹿児島県 曽於郡大崎町 西平石油有限会社 大崎セントラル　給油所 神領２０５６ 0994-77-0306

鹿児島県 曽於郡大崎町 そお鹿児島農業協同組合 大崎　給油所 仮宿１１７２－２ 0994-76-0284

鹿児島県 曽於郡大崎町 山下　裕 野方　給油所 大字野方字北別府６５４５－１ 099-471-0288

鹿児島県 曽於郡大崎町 有限会社小野石油 中沖　給油所 井俣２３４７－２ 0994-77-2095

鹿児島県 肝属郡東串良町 田邊有限会社 柏原　給油所 川東３３９３－イ 0994-63-8561

鹿児島県 肝属郡東串良町 有限会社秋丸石油店 柏原　給油所 川東３４１４ 0994-63-8829

鹿児島県 肝属郡南大隅町 平野商事株式会社 根占　給油所 根占川南３２５０ 09942-4-2303



鹿児島県 肝属郡南大隅町 有限会社肥後商会 根占　給油所 根占川北９９ 09942-4-2335

鹿児島県 肝属郡南大隅町 有限会社苙石油店 辺田　給油所 根占辺田２３２１－８ 0994-24-3483

鹿児島県 肝属郡肝付町 有限会社兼氏石油店 高山　給油所 前田３８６８－３ 0994-65-2211

鹿児島県 肝属郡肝付町 有限会社鹿屋西平石油店 肝付町　給油所 前田３５０７－２ 0994-65-1800

鹿児島県 肝属郡肝付町 横山石油有限会社 高山南　給油所 前田６６６－１ 0994-65-4141

鹿児島県 熊毛郡中種子町 種子島石油株式会社 中種子中央　給油所 野間６４６０－４ 0997-27-0205

鹿児島県 熊毛郡中種子町 有限会社和人組 十文字給油センター　給油所 坂井２１８１－３４３ 0997-24-6730

鹿児島県 熊毛郡中種子町 有限会社和人組 中央給油センター 野間５１３７－２ 0997-24-2255

鹿児島県 熊毛郡中種子町 種子屋久農業協同組合 中種子　給油所 野間４２３０ 0997-27-0254

鹿児島県 熊毛郡中種子町 有限会社池山総合サービス 中種子　給油所 野間５２２４番地１ 0997-27-3450

鹿児島県 熊毛郡南種子町 種子島石油株式会社 南種子　給油所 中之上２１９２－２ 09972-6-0125

鹿児島県 熊毛郡南種子町 有限会社和人組 南種子給油センター　給油所 中之上２１８３ 0997-24-1600

鹿児島県 熊毛郡南種子町 有限会社船川石油店 茎永　給油所 茎永雪子１９４－３ 0997-26-7724

鹿児島県 熊毛郡南種子町 種子屋久農業協同組合 南種子第一　給油所 中之上２５２１－２ 0997-26-0123

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社内田石油 宮之浦　給油所 宮之浦２４５１番地 09974-2-0722

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社荒田商店 荒田　給油所 宮之浦３６６番３ 0997-42-0427

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社肥後商店 一湊　給油所 一湊２２８６ 09974-4-2102

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 日米エネルギーライフ株式会社 屋久島空港前　給油所 小瀬田８１５－８５ 0997-43-5321

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社屋久島石油 安房　給油所 安房５４０番地９ 0997-46-2725

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島トラック有限会社 安房　給油所 安房字新次山４２９－４ 0997-46-3639

鹿児島県 熊毛郡屋久島町 種子屋久農業協同組合 宮之浦　給油所 宮之浦２３８５－１ 0997-42-1911

鹿児島県 大島郡大和村 畑島　健志郎 大和浜　給油所 大和浜滝之川１０８ 0997-57-2436

鹿児島県 大島郡宇検村 有限会社中部砕石 宇検　給油所 大字湯湾字川尻原１番地６ 0997-67-2044

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 大島石油株式会社 古仁屋　給油所 古仁屋字船津 09977-2-0015

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 有限会社長野給油所 第２長野　給油所 大字阿木名１９１８ 09977-2-3018

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 有村商事株式会社 古仁屋　給油所 古仁屋松江２２の先 09977-2-1315

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 勝田　達也 勝浦　給油所 勝浦１５３９ 0997-72-3003

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 泰江石油店　泰江　徹 泰江石油店　泰江　給油所 篠川下里５７７－１ 0997-74-0325

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 有限会社佐々木石油 阿木名　給油所 阿木名１５８－１ 0997-72-0468

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 株式会社藤田 瀬相　給油所 瀬相３ 0997-75-0144

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 有限会社瀬相石油 瀬相　給油所 瀬相７４４番地 0997-75-0311

鹿児島県 大島郡龍郷町 株式会社南邦商事 中勝　給油所 中勝字上ゴ－リャ７０９ 099-762-3770

鹿児島県 大島郡龍郷町 有限会社カワバタ 浦　給油所 浦２６８ 0997-62-2054

鹿児島県 大島郡龍郷町 株式会社川元 川元　給油所 大勝３１２９－１ 0997-62-3240

鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ヒガ 赤連　給油所 赤連２９６６－１２ 0997-65-3235

鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ミネックス 上嘉鉄　給油所 上嘉鉄８７３ 0997-65-0014

鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ミネックス 早町　給油所 早町７－１ 0997-66-1558

鹿児島県 大島郡喜界町 有限会社ゆたか商事 出光喜界町　給油所 湾１３７番地 0997-65-0127

鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ヒガ 赤連本通り　給油所 赤連２６０６番地 0997-65-2399

鹿児島県 大島郡徳之島町 大島石油株式会社 亀津　給油所 亀津字保証跨１２７－４ 09978-2-1141

鹿児島県 大島郡徳之島町 有村商事株式会社 徳之島　給油所 亀津字大船町７７６９ 0997-82-0056

鹿児島県 大島郡徳之島町 竹山産業開発株式会社 徳之島セルフサービスステーション　給油所 亀津字上霜原４９５１－２ 0997-81-1320

鹿児島県 大島郡徳之島町 直島石油株式会社 直島　給油所 花徳７８０番地１１ 0997-84-0065

鹿児島県 大島郡徳之島町 有限会社成岡石油店 成岡　給油所 母間９２７７ 0997-84-0580

鹿児島県 大島郡徳之島町 株式会社米山テック 米山　給油所 下久志字志行２０－１２ 0997-84-0224

鹿児島県 大島郡徳之島町 株式会社西川商事 ニシムタ亀徳　給油所 亀徳２１８４番９９ 0997-83-0680

鹿児島県 大島郡徳之島町 有限会社大澤リース 井之川第二　給油所 井之川字前田袋２７３－２ 0997-82-1247

鹿児島県 大島郡徳之島町 有限会社芝建設花徳給油所 花徳　給油所 花徳大田水西２３１３－１ 0997-84-1114

鹿児島県 大島郡徳之島町 渕上生コンクリート株式会社 亀津　給油所 亀津５５５１－１ 0997-83-1616

鹿児島県 大島郡天城町 株式会社サン商事 浅間　給油所 浅間大久棚６６０－５ 0997-85-4834

鹿児島県 大島郡天城町 株式会社サン商事 永岡　給油所 瀬滝５７８－１ 0997-85-4251

鹿児島県 大島郡天城町 宝　順一 岡前　給油所 大字岡前１５１２－１ 0997-85-4955

鹿児島県 大島郡天城町 渕上建設工業株式会社 天城石油　給油所 天城１５２４－１ 0997-81-2281

鹿児島県 大島郡天城町 合資会社徳田百貨店 松原　給油所 松原３７９－４ 0997-85-2820

鹿児島県 大島郡伊仙町 重田　浩至 面縄　給油所 面縄字中盛２２２２－２ 0997-86-3588

鹿児島県 大島郡伊仙町 サクライズ株式会社 さくら　給油所 伊仙３６２４ 09978-6-2824

鹿児島県 大島郡伊仙町 有限会社福田石油 犬田布　給油所 犬田布３７１ 0997-86-8234

鹿児島県 大島郡伊仙町 渕上生コンクリート株式会社 渕上生コンクリート株式会社伊仙　給油所 検福字上東塔１１９－２ 0997-86-3180

鹿児島県 大島郡伊仙町 久保石油店　久保 武二 久保　給油所 伊仙８４－４ 0997-86-2047

鹿児島県 大島郡伊仙町 井上　成博 喜念　給油所 喜念字フンタウ１５５３－１ 0997-86-3376

鹿児島県 大島郡和泊町 有村商事株式会社 和泊　給油所 和泊玉城与舎１７０２－３ 09979-2-2323



鹿児島県 大島郡和泊町 有限会社末川商事 和泊　給油所 和泊１２４５－６ 0997-92-0047

鹿児島県 大島郡和泊町 新久保石油店　新久保　豊盛 新久保石油店　給油所 内城４４９ 09979-2-0160

鹿児島県 大島郡和泊町 伊地知石油店　伊地知　亮太 和泊　給油所 喜美留１２８－４ 09979-2-0701

鹿児島県 大島郡和泊町 株式会社町田建設 町田　給油所 和泊５３５－５ 0997-92-0844

鹿児島県 大島郡知名町 有限会社八木石油店 八木　給油所 瀬利覚２０６６ 09979-3-2171

鹿児島県 大島郡知名町 有限会社南国商事 知名　給油所 知名６７６－３ 09979-3-2059

鹿児島県 大島郡与論町 川崎石油店　川崎 憲二 川崎　給油所 麦屋１９０２ 0997-97-2809

鹿児島県 大島郡与論町 松村石油　松村 繁昇 茶花　給油所 大字立長１３番地３ 0997-97-3865

鹿児島県 大島郡与論町 吉田商店　吉田 憲司 吉田　給油所 大字麦屋１８４８番地１ 0997-97-5148


