
給油所名 ランク 申請者（事業者） 住所 電話番号

丸紅エネルギー やぎぬまスタンド A 株式会社柳沼 北海道上川郡東神楽町南1条西1-1-20 0166-83-2668

（株）ことうの商店 セルフさくら町SS A 株式会社ことうの商店 宮城県石巻市さくら町2-14-1 0225-24-6090

丸山株式会社 白石中央SS A 丸山株式会社 宮城県白石市字東小路93-2 0224-22-6030

丸山株式会社 白石城SS A 丸山株式会社 宮城県白石市城南1-2-33 0224-25-0008

（株）ことうの商店 オートパーク矢本店 B 株式会社ことうの商店 宮城県東松島市赤井字新川前6-11 0225-82-4202

カガク興商株式会社 セルフ矢本SS A カガク興商株式会社 宮城県東松島市大曲字堺堀122 0225-82-2440

丸山株式会社 蔵王SS A 丸山株式会社 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字桜下13-5 0224-33-2311

丸山株式会社 遠刈田温泉SS A 丸山株式会社 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂75-29 0224-26-6626

丸山株式会社 大河原バイパスSS A 丸山株式会社 宮城県柴田郡大河原町字新南59-20 0224-52-7711

丸山株式会社 亘理中央SS A 丸山株式会社 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北170-1 0223-33-1320

ペトロボーイ株式会社 松島町漁協SS A ペトロボーイ株式会社 宮城県宮城郡松島町磯崎字長田80 022-354-5356

ニュー須賀川給油所 A TOHOピクス株式会社 福島県須賀川市滑川字中津沢76-1 0248-75-2464

西輪店 ニュー鹿島SS A 西輪店 福島県南相馬市鹿島区鹿島一本榎100 0244-46-3072

株式会社東日本宇佐美 東京ゲートブリッジ若洲SS A 株式会社東日本宇佐美 東京都江東区新木場1-11-11 03-5569-7060

東品川SS B 東和興産株式会社 東京都品川区東品川3-16-17 03-3471-4551

プレステージ大森SS C 東和興産株式会社 東京都大田区大森中1-17-22 03-3765-5300

プレステージ三ノ輪SS A 東和興産株式会社 東京都荒川区南千住5-11-1 03-3807-9151

調布警察署前SS A ユニオン石油株式会社 東京都調布市国領町2-23-1 042-482-2354

国分寺西町SS A 株式会社安喜 東京都国分寺市西町2-29-11 045-575-0257

株式会社MIC スーパーステーション仲町台給油所 A 株式会社MIC 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-22-14 045-943-7283

株式会社アセント Dr. Drive 元町・中華街 給油所 A 株式会社アセント 神奈川県横浜市中区山下町83 045-680-0778

株式会社アセント Dr. Drive さぎ沼 給油所 A 株式会社アセント 神奈川県川崎市宮前区有馬8-8-3 044-750-8623

日商有田株式会社 セルフィックス厚木 A 日商有田株式会社 神奈川県厚木市飯山3085-2 046-290-3780

株式会社西日本宇佐美 20号岡谷インターSS C 株式会社西日本宇佐美 長野県岡谷市今井1525-3 026-24-4567

プラネッツ戸倉SS A 有限会社ヤマギシ 長野県千曲市大字磯部745 026-275-0538

株式会社西日本宇佐美 1号沼津バイパス上りSS A 株式会社西日本宇佐美 静岡県沼津市東椎路字芝原下746-1 055-920-4400

日商有田株式会社 セルフィックス裾野 A 日商有田株式会社 静岡県裾野市御宿124-1 055-995-1220

大仁橋 給油所 A 株式会社ナガクラ 静岡県伊豆市瓜生野248-4 0558-72-3016

石巻平野給油所 A 有限会社白井商店 愛知県豊橋市石巻平野町字日名倉7-2 0532-88-0175

ユースフル豊橋 給油所 A 愛知海運産業株式会社 愛知県豊橋市東脇3-14-1 0532-33-0113

高岡SS C 光南工業株式会社 愛知県豊田市生駒町寿18 0565-57-1124

宮上 給油所 A 有限会社近藤商会 愛知県豊田市宮上町6-61-4 0565-31-0505

光南工業株式会社 西尾北SS A 光南工業株式会社 愛知県安城市城ケ入町北立出88 0566-92-1220

三好 給油所 A 有限会社近藤商会 愛知県みよし市三好町湯ノ前3-1 0561-34-3368

大井 給油所 A 兼井石油株式会社 愛知県知多郡南知多町大井字北側51-6 0569-63-0345

日商有田株式会社 セルフィックス熊野 A 日商有田株式会社 三重県熊野市有馬町5655 0597-88-2118

南彦根 A 一圓テクノス株式会社 滋賀県彦根市高宮町1320 0749-22-0271

セルフクイックイン長浜 A ミタニ滋賀株式会社 滋賀県長浜市川崎町276-1 0749-68-2588

近江八幡多賀 A 中川石油株式会社 滋賀県近江八幡市多賀町581-1 0748-32-5333

メガセルフ草津 A ミタニ滋賀株式会社 滋賀県草津市駒井沢町6-1 077-516-4086

メガセルフ野洲 A ミタニ滋賀株式会社 滋賀県野洲市久野部80-1 077-587-3886

株式会社ヒワサキ IS森小路163GS A 株式会社ヒワサキ 大阪府大阪市旭区新森4-1-1 06-6951-3063

日商有田株式会社 セルフィックスりんくう泉南 A 日商有田株式会社 大阪府泉南市中小路2-590-1 072-480-0202

日商有田株式会社 セルフィックス御所 A 日商有田株式会社 奈良県御所市三室445 0745-64-1030

日商有田株式会社 セルフィックス和佐 A 日商有田株式会社 和歌山県和歌山市井ノ口398-5 073-465-2522

日商有田株式会社 セルフィックス東和歌山 A 日商有田株式会社 和歌山県和歌山市黒田124-1 073-473-8787

日商有田株式会社 セルフィックス和歌山北インター A 日商有田株式会社 和歌山県和歌山市田屋102-1 073-464-5150

日商有田株式会社 セルフィックス糸我 A 日商有田株式会社 和歌山県有田市糸我町中番46-1 0737-88-2008

日商有田株式会社 セルフィックス貴志川 A 日商有田株式会社 和歌山県紀の川市貴志川町北818-1 0736-65-3015

日商有田株式会社 セルフィックスかつらぎ A 日商有田株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町背ノ山92-1 0736-23-2227

LGショップこにし 和佐給油所 A LGショップこにし 和歌山県日高郡日高川町大字和佐555-1 0738-53-0010

株式会社ウエムラエナジー 門前SS A 株式会社ウエムラエナジー 山口県岩国市門前町3-16-11 0827-31-7457

日商有田株式会社 セルフィックス小松島 A 日商有田株式会社 徳島県小松島市中田町出口41-2 088-538-9100

日商有田株式会社 セルフィックス徳島石井 A 日商有田株式会社 徳島県名西郡石井町高川原南島198-1 088-678-4330

日商有田株式会社 セルフィックス坂出 A 日商有田株式会社 香川県坂出市林田町3136-1 0877-47-4310

四国エネルギー共販株式会社 上町GS A 四国エネルギー共販株式会社 高知県高知市上町2-3-4 088-872-3377

四国エネルギー共販株式会社 南国バイパスGS A 四国エネルギー共販株式会社 高知県南国市田村乙2134-1 088-864-0355

下郡給油所 A 株式会社柴田石油商会 大分県大分市大字片島字尻込369-6 097-569-8282

大在給油所 A 株式会社柴田石油商会 大分県大分市花江川144 097-503-5538

※Aランク（回収率75％以上）、Bランク（回収率50％以上）、Cランク（回収率50％未満）


