
停電が起きても営業を継続住民拠点ＳＳ
資源エネルギー庁では、平成28年4月の熊本地震において、災害時における燃料供給拠点としての
SSの役割が再認識されたことを踏まえ、自家発電機を備え、災害時に地域の燃料供給拠点となる
「住民拠点サービスステーション（SS）」の整備を進めています。

大規模停電でも運営を継続
住民拠点ＳＳは非常用電源を備えているため、大
規模停電時でも運営可能。給油所の安全が確認で
き次第、営業を継続し、地域住民への給油を実施
することになっています。

全国で15,000箇所を整備予定
2020年度頃までに全国で15,000箇所を住民拠点ＳＳとして整
備する予定です。これは全国の給油所の約1/2にあたります。
また、整備が完了した住民拠点ＳＳはホームページ等で随時公表
しています。

大規模地震が発生した場合、当該地域の住民拠
点ＳＳの運営状況を即座に情報収集し、その情
報をホームページ等で公表する予定です。

運営状況が
Ｗｅｂで確認できる（予定）

中部経済産業局では、整備が完了した中部地域（愛知・岐阜・三重・富山・石川各県）の住民
拠点ＳＳを以下のサイトで公表しています。

http://www.chubu.meti.go.jp/d51sekiyu/09_juminss/index.html

住民拠点ＳＳの情報はこちらで確認

資源エネルギー環境部 燃料課
〒460-8510 名古屋市中区三の丸二丁目５番２号
TEL:052-951-2781 ／ FAX:052-951-9801 ／ E-mail:qchbpb@meti.go.jp

いつ災害が起きても慌てないよう、（１）普段から満タンでの給油を心がける、（２）灯油は少し多め
に備蓄しておく、（３）近くの住民拠点ＳＳを確認しておく、といったことを日頃から心がけましょう。

岐阜県の住民拠点ＳＳ：212箇所 岐阜県版
給油所名 運営会社 給油所住所

144 殿　給油所 牛丸石油株式会社 飛騨市神岡町殿下夕野1289-9
145 イオンタウン本巣給油所 コスモ石油販売（株） 本巣市国領字川田236-1
146 土貴野　給油所 （株）稲富石油 本巣市早野125番地1
147 糸貫　給油所 （株）稲富石油 本巣市三橋鶴舞71
148 根尾　給油所 （株）稲富石油 本巣市根尾板所643-2-1
149 EneJet本巣五反田　給油所 （株）角田石油 本巣市石原字手坪574-4
150 根尾川大橋　給油所 （株）宇野石油 本巣市下西浦1936
151 高鷲　給油所 （有）　まるや石油 郡上市高鷲町大鷲41-5
152 セルフ郡上八幡給油所 丸栄石油（株） 郡上市八幡町稲成1158番地
153 蛭ケ野　給油所 （株）蛭ケ野商事 郡上市高鷲町ひるがの4670-931

154
パウメトウ郡上八幡インター
給油所

シンワ菱油（株） 郡上市八幡町五町3丁目2-11

155 明宝　給油所 共栄商事（株） 郡上市明宝畑佐673
156 上田　給油所 （株）マルフジ 郡上市美並町上田1218-3
157 郡上白鳥　給油所 （有）前田プロパン 郡上市白鳥町向小駄良991-1
158 美並　給油所 株式会社下田石油 郡上市美並町上田68-2
159 白鳥　給油所 大中石油株式会社 郡上市白鳥町中津屋389番地の8
160 かみよし野添　給油所 上平　昌徳 郡上市白鳥町野添375番地4
161 41号下呂給油所 （株）西日本宇佐美 下呂市小川島尻1846-1
162 下呂　給油所 下呂興産（株） 下呂市森858
163 下呂温泉西　給油所 萩原日石（株） 下呂市萩原町上村643-1
164 上呂　給油所 （有）上呂石油 下呂市萩原町上呂662-3
165 萩原　給油所 新日本石油（株） 下呂市萩原町宮田1472番地
166 下呂温泉　給油所 野中石油（株） 下呂市森820-85
167 金山　給油所 山口石油株式会社 下呂市金山町金山上市場西1916
168 馬瀬川　給油所 有限会社マゼック 下呂市馬瀬名丸28

169
ﾙｰﾄ41GEROｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給
油所

住吉石油株式会社 下呂市小川字平岩1861-1

170
ＧＥＲＯセルフステーション
給油所

住吉石油株式会社 下呂市少ｹ野623番地の1

171 飛騨金山　給油所 有限会社金山昭石 下呂市金山町金山2466番地の1
172 飛騨小坂　給油所 有限会社小坂石油 下呂市小坂町坂下391
173 乗政　給油所 丸共建設株式会社 下呂市乗政536番の1
174 萩原　給油所 岡﨑　壮男 下呂市萩原町上村池端672-3
175 石津　給油所 伊藤　秀明 海津市南濃町安江1133-1
176 平田　給油所 関谷　幸代 海津市平田町幡長切戸82-2
177 セルフ平田給油所 （株）ワタナベ石油 海津市平田町三郷690番地
178 松山　給油所 伊藤石油（株） 海津市南濃町松山4-475-1
179 ニュー海津　給油所 （株）スズキ石油 海津市海津町馬目410番地の2
180 海津給油所 伊藤　智彦 海津市海津町古中島201
181 平田　給油所 伊藤　聰行 海津市平田町西島1267
182 東海大橋　給油所 株式会社瀬古石油店 海津市海津町草場145番地
183 EneJet岐南インター　給油所 （株）角田石油 羽島郡岐南町上印食9-95
184 セルフ笠郷　給油所 古市石油（株） 養老郡養老町船附大割田1525
185 セルフ養老　給油所 古市石油（株） 養老郡養老町石畑字閔鎮1154-1
186 養老　給油所 （株）野寺商店 養老郡養老町高田929-3
187 セルフ養老　給油所 （株）野寺商店 養老郡養老町高田2203-1
188 養老中央　給油所 髙田石油株式会社 養老郡養老町押越923-5
189 関ヶ原本陣　給油所 西濃アポロ（株） 不破郡関ヶ原町大字野上字南桃配1428-1
190 広神戸　給油所 （株）福田屋石油 安八郡神戸町大字丈六道18-1
191 神戸町　給油所 神戸石油株式会社 安八郡神戸町大字下宮字大橋向284番地
192 プリテール福束　給油所 西濃アポロ（株） 安八郡輪之内町福束字下沼1701
193 輪之内　給油所 野村　貴隆 安八郡輪之内町里字宮川949
194 揖斐川　給油所 揖斐石油（株） 揖斐郡揖斐川町和田978-3
195 昭和町　給油所 有限会社ニットウ石油 揖斐郡揖斐川町三輪字下不動川481-1
196 大野　給油所 （株）稲富石油 揖斐郡大野町大字黒野81番地2
197 セルフ大野　給油所 （株）稲富石油 揖斐郡大野町大字黒野字子持街道82-3
198 セルフ池田給油所 コスモ石油販売（株） 揖斐郡池田町本郷925-1
199 パティオ21　給油所 （株）コニシ 加茂郡坂祝町取組1-1
200 富加町　給油所 （株）平手石油店 加茂郡富加町羽生字山崎2183番1
201 川辺　給油所 （有）榊間石油川辺給油所 加茂郡川辺町上川辺上細田729-1
202 神渕　給油所 亀山　麓 加茂郡七宗町神渕4721
203 神渕　給油所 福井　太 加茂郡七宗町神渕4777
204 八百津　給油所 株式会社アトリック 加茂郡八百津町和知284
205 八百津　給油所 株式会社スギセイエネ 加茂郡八百津町八百津字宮島4394-2
206 美濃黒川　給油所 （株）榊間石油 加茂郡白川町黒川209
207 白川　給油所 （株）榊間石油 加茂郡白川町河岐1627-4
208 黒川　給油所 鈴村　喜広 加茂郡白川町黒川1463-1
209 東白川　給油所 めぐみの農業協同組合 加茂郡東白川村大字神土字野尻480-1
210 伏見　給油所 （有）宮田石油店 可児郡御嵩町伏見357-2
211 白川郷　給油所 斐太石油（株） 大野郡白川村大字鳩谷65番地5
212 御母衣　給油所 遠山　はやと 大野郡白川村大字御母衣316番地の2


岐阜県

		都道府県 トドウフケン		市区町村 シク チョウソン		運営会社等 ウンエイ カイシャ トウ		給油所名 キュウユショ メイ		給油所住所（町丁字以下） キュウユショ ジュウショ イカ		電話番号 デンワ バンゴウ		備考 ビコウ

		岐阜県		岐阜市		コスモ石油販売（株）		セルフステーション中屋西給油所		中屋西2番1		058-229-6620		

		岐阜県		岐阜市		コスモ石油販売（株）		セルフステーション市橋給油所		市橋3丁目1番3号		058-273-6787		

		岐阜県		岐阜市		久世商事（有）		アムールくろの　給油所		折立880-2		058-239-0351		

		岐阜県		岐阜市		（有）鷲見石油		曽我屋　給油所		曽我屋1丁目191-1		0582-39-2811		

		岐阜県		岐阜市		スタンダード商事（株）		EneJet加野　給油所		加野4-28-14		058-243-1269		

		岐阜県		岐阜市		東部日石（株）		天王寺　給油所		北一色3-10-14		0582-45-6588		

		岐阜県		岐阜市		丸栄石油（株）		カーパドック長良給油所		長良東2丁目5番		058-295-7280		

		岐阜県		岐阜市		丸栄石油（株）		セルフ東興給油所		東興町50		058-249-5580		

		岐阜県		岐阜市		（有）勢引商事		勢引商事　給油所		門屋勢引13番地2		0582-29-3558		

		岐阜県		岐阜市		（株）成瀬商会		則松　給油所		則松5-35		0582-39-9531		

		岐阜県		岐阜市		アルプス中京（株）		Sポート岐阜西　給油所		西荘1-9-21		058-251-4350		

		岐阜県		岐阜市		アルプス中京（株）		Sポート岐阜東　給油所		水海道3-22-15		058-240-0888		

		岐阜県		岐阜市		武藤石油合同会社		鏡島大橋　給油所		菅生六丁目1番13号		0582-33-0566		

		岐阜県		岐阜市		山口　秀春		北野　給油所		北野西362-1		058-229-2312

		岐阜県		岐阜市		株式会社リョーワ		福光　給油所		福光東3丁目14番地10		058-232-1559

		岐阜県		岐阜市		株式会社極東		Self　M－１笠松　給油所		柳津町東塚5-43-1		058-388-1007

		岐阜県		大垣市		（株）西日本宇佐美		258号大垣インター給油所		浅草1-368		0584-89-6007		

		岐阜県		大垣市		（株）西日本宇佐美		21号大垣給油所		和合新町2丁目25番地		0584-73-4991		

		岐阜県		大垣市		コスモ石油販売（株）		セルフ美濃国分寺前給油所		榎戸町2-13		0584-92-4565		

		岐阜県		大垣市		コスモ石油販売（株）		セルフ大垣女子短大前給油所		西之川町2-75-1		0584-73-0556		

		岐阜県		大垣市		（株）小林モーターズ		名神大垣　給油所		内原1-188-1		0584-89-4524		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		岐大バイパス・大垣　給油所		加賀野2丁目56番地		0584-73-8337		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		プリテール大垣　給油所		林町10-10-1		0584-74-3050		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		プリテール池尻　給油所		池尻町深田946番1		0584-73-8337		

		岐阜県		大垣市		（株）野寺商店		セルフ大垣インター　給油所		横曽根4-30		0584-89-3691		

		岐阜県		大垣市		（有）山口屋		多良　給油所		上石津町下多良236-1		0584-45-2581		

		岐阜県		大垣市		株式会社赤壁商会		エリア４１７　給油所		赤坂町新町3-148-1		0584-71-0194

		岐阜県		大垣市		株式会社川地石油		栄町　給油所		綾野六丁目118番地		0584-91-1143

		岐阜県		高山市		アダチ石油（株）		高山　給油所		上岡本町1-38		0577-33-1122		

		岐阜県		高山市		アダチ石油（株）		高山東山　給油所		松之木町290-1		0577-33-8300		

		岐阜県		高山市		（有）寺田商店		荘川　給油所		荘川町牧戸85番地		05769-2-2027		

		岐阜県		高山市		寺田　泰久		旗鉾　給油所		丹生川町旗鉾267-3		05777-9-2040		

		岐阜県		高山市		（株）瀬木油店		Enejet高山バイパス　給油所		問屋町69		0577-33-9311		

		岐阜県		高山市		（株）瀬木油店		Enejet高山新宮　給油所		新宮町1615-1		0577-36-0456		

		岐阜県		高山市		（有）岩西石油店		高山南　給油所		一之宮町3446番地		05775-3-2038		

		岐阜県		高山市		（有）長瀬石油		朝日　給油所		朝日町浅井607		05775-5-3054		

		岐阜県		高山市		（有）岩田商店		片野町　給油所		片野町4-531		0577-33-4567		

		岐阜県		高山市		（有）岩田商店		セルフハンズ西之一色店		西之一色町1-93		0577-32-4488		

		岐阜県		高山市		ナガイ（株）		ナガイ石油　給油所		久々野町大西15-1		0577-52-3028		

		岐阜県		高山市		牛丸石油（株）		セルフ高山三福寺　給油所		松之木町313番地2		0577-32-5800		

		岐阜県		高山市		清水商事（株）		聖橋　給油所		本母町281-3		0577-32-0362		

		岐阜県		高山市		清水商事（株）		リブレ三福寺　給油所		三福寺町363番地の12		0577-32-2839		

		岐阜県		高山市		（有）柚原商店		三日町　給油所		清見町三日町292		0577-68-2005		

		岐阜県		高山市		（有）てづな		坊方バイパス　給油所		丹生川町坊方1219-1		05777-8-1566		

		岐阜県		高山市		坂口石油（有）		高山インター　給油所		上切町69-1		0577-32-1618		

		岐阜県		高山市		有限会社久保石油		上宝本郷　給油所		上宝町本郷770番地の1		0578-86-2102

		岐阜県		高山市		株式会社山善商店		国分寺通　給油所		花里町6-15		0577-32-5015

		岐阜県		高山市		株式会社山善商店		スマートセルフ４１　給油所		西之一色町3-1124-1		0577-32-1458

		岐阜県		高山市		大方　藤徳		長倉　給油所		上宝町長倉666-18		0578-86-2433

		岐阜県		高山市		有限会社大道石油		朝日　給油所		朝日町万石174番地1		0577-55-3074

		岐阜県		高山市		有限会社丸栄石油		せせらぎ清見　給油所		清見町三日町1386-1		0577-68-2990

		岐阜県		高山市		有限会社丸栄石油		高山山田町　給油所		山田町246番地		0577-33-9128

		岐阜県		多治見市		白山石油（株）		姫　給油所		姫町1丁目100番地		0572-29-2611		

		岐阜県		多治見市		（株）田口石油店		大畑　給油所		大畑町5-193		0572-22-8265		

		岐阜県		多治見市		（株）田口石油店		ハートランドたじみ　給油所		下沢町3-9-2		0572-22-6255		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカ東町　給油所		東町4-9-15		0572-25-3160		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカオアシス　給油所		光ｹ丘5-39		0572-23-2935		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカ幸町　給油所		幸町3-7-1		0572-20-1267		

		岐阜県		関市		（有）山西石油		関北　給油所		下有知2859-1		0575-22-5202		

		岐阜県		関市		（株）山本石油		セルフイースト　給油所		東田原173-8		0575-22-2450		

		岐阜県		関市		（有）ミノシマ		小瀬　給油所		小瀬1789-1		0575-23-0596		

		岐阜県		関市		（株）ミヤチ		美濃関　給油所		栄町三丁目2番25号		0575-22-4131		

		岐阜県		関市		シンワ菱油（株）		パウメトウ東新　給油所		東新町4-79-3		05752-2-0292		

		岐阜県		関市		シンワ菱油（株）		パウメトウ小瀬418　給油所		小瀬238		0575-23-8418		

		岐阜県		関市		（株）山田石油		白金　給油所		上白金1127番地の1		0575-28-2073		

		岐阜県		関市		（有）田下石油店		武芸川　給油所		武芸川町八幡846		0575-46-2229		

		岐阜県		関市		有限会社星井商店		関平賀　給油所		市平賀355-8		0575-23-1680

		岐阜県		関市		株式会社しんかい		スマイルしんかい  給油所		平和通2丁目3番地		0575-22-2456

		岐阜県		関市		林　誠一		洞戸　給油所		洞戸菅谷360-4		0581-58-2813

		岐阜県		中津川市		末松商事（株）		坂下給油所		坂下1608		05737-5-3011		

		岐阜県		中津川市		末松商事（株）		木曽山口給油所		山口491		0573-75-4181		

		岐阜県		中津川市		中央紙運輸（株）		ウエストポイント　給油所		千旦林200		0573-68-3133		

		岐阜県		中津川市		（有）岩木石油		加子母　給油所		加子母字中島3902-1		0573-79-2137		

		岐阜県		中津川市		新栄石油（株）		中津川東　給油所		中津川993番地の3		05736-6-7878		

		岐阜県		中津川市		熊沢　続		加子母　給油所		加子母5440		0573-79-2072		

		岐阜県		中津川市		保母興産（株）		阿木　給油所		阿木8-1		0573-63-2036		

		岐阜県		中津川市		東美濃農業協同組合		福岡　給油所		福岡町1189ｰ1		057372-2873		

		岐阜県		中津川市		（有）アジアサポート		中津川バイパス手賀野　給油所		手賀野362ｰ1		0573-62-3158		

		岐阜県		中津川市		（有）アジアサポート		落合　給油所		落合字田中305の1		0573-69-5250		

		岐阜県		中津川市		（株）山本石油店		中津川　給油所		えびす町7-1		0573-65-2612		

		岐阜県		中津川市		（株）島屋田原給油所		田原　給油所		岐阜県中津川市蛭川田原5221-1		0573-45-2606		

		岐阜県		中津川市		安田屋石油有限会社		苗木　給油所		苗木4674-1		0573-67-2351

		岐阜県		中津川市		株式会社ユーワン		福岡町　給油所		福岡978番地の65		0573-72-3241

		岐阜県		中津川市		株式会社ユーワン		山の田　給油所		瀬戸山の田1372-1		0573-65-3325

		岐阜県		中津川市		株式会社吉村石油店		付知　給油所		付知町7666-2		0573-82-2161

		岐阜県		中津川市		有限会社松葉屋商店		下野　給油所		下野437		0573-72-2321

		岐阜県		中津川市		有限会社清水屋石油店		プレステージ付知　給油所		付知町4872番地2		0573-82-2158

		岐阜県		美濃市		（株）西日本宇佐美		156号美濃インター給油所		松森字下巾上399		0575-31-0268		

		岐阜県		美濃市		丸喜石油（株）		美濃インター　給油所		中央10-133		0575-35-0488		

		岐阜県		美濃市		株式会社ハバ石油		御手洗　給油所		御手洗901		0575-37-2623

		岐阜県		美濃市		株式会社能登金商店		美濃　給油所		泉町43-1		0575-33-0636

		岐阜県		瑞浪市		（株）西日本宇佐美		旧19号瑞浪給油所		土岐町1243		0572-68-6151		

		岐阜県		瑞浪市		東濃石油（株）		瑞浪橋　給油所		寺河戸町字道下1213-3		0572-68-8331		

		岐阜県		瑞浪市		東濃石油（株）		ペルショワール瑞浪　給油所		薬師町4丁目30番1,2		0572-67-3711		

		岐阜県		瑞浪市		（有）竜吟サービス		セルフ釜戸　給油所		釜戸町1552番地の1		0572-63-2232		

		岐阜県		瑞浪市		（株）伊藤商会		サンタモニカ瑞浪　給油所		穂並3-52		0572-67-2345		

		岐阜県		羽島市		株式会社極東		Sｅｌｆ　Ｍ－１羽島　給油所		正木町南及3-50-2		058-391-8225

		岐阜県		恵那市		（有）明智給油所		明智　給油所		明智町大田989番地の1		0573-54-2272		

		岐阜県		恵那市		（有）丸一小松屋商店		中野方西　給油所		中野方町1755-14		0573-23-2201		

		岐阜県		恵那市		松田　貞一郎		上矢作　給油所		上矢作町3095-1		05734-7-2458		

		岐阜県		恵那市		大洋石油（株）		恵那武並　給油所		武並町竹折44		0573-28-2205		

		岐阜県		恵那市		石黒商事（株）		サンライズ恵那給油所		長島町正家713-1		0573-59-4000		

		岐阜県		恵那市		新栄石油（株）		セルフたけなみ　給油所		武並町竹折1645-17		0573-28-3080		

		岐阜県		恵那市		ライフエナジー山岡（株）		山岡　給油所		山岡町下手向453番地の3		05735-6-3542		

		岐阜県		恵那市		（有）アジアサポート		恵那東　給油所		大井町雀子ヶ根2087ｰ191		0573-26-5168		

		岐阜県		恵那市		（有）アジアサポート		恵那峡　給油所		大井町観音寺2695-335		0573-20-0358		

		岐阜県		恵那市		（株）丸河ホールディングス		セルフいわむら　給油所		岩村町1660-1		0573-43-0087		

		岐阜県		恵那市		（株）ミヤケ		串原　給油所		串原4179-1		0573-52-2521		

		岐阜県		恵那市		瀬戸　利之		飯羽間　給油所		岩村町飯羽間2384番地4		0573-43-2158		

		岐阜県		恵那市		株式会社丸八		明智　給油所		明智町字新池534-1		0573-55-0008

		岐阜県		恵那市		大島　正康		山岡　給油所		山岡町原829番地		0573-56-3230

		岐阜県		美濃加茂市		（株）平手石油店		みのかも北　給油所		下米田町東栃井石倉199-1		0574-28-8411		

		岐阜県		美濃加茂市		シンワ菱油（株）		パウメトウ山手　給油所		蜂屋町上蜂屋柳坪4667番地		0574-26-7811		

		岐阜県		土岐市		東濃石油（株）		セルフ土岐インター　給油所		泉寺田町2-31		0572-54-3414		

		岐阜県		土岐市		阿庄石油（株）		ニュー阿庄　給油所		下石阿庄町4-8		0572-57-7732		

		岐阜県		土岐市		名古屋シェル石油販売（株）		土岐中央　給油所		土岐津町土岐口字北町口1741-1		0572-55-2220		

		岐阜県		土岐市		アルプス中京（株）		メガセルフ土岐　給油所		泉町定林寺字原705-1		058-264-3410		

		岐阜県		各務原市		安田商事（株）		いちょう通　給油所		那加野畑町1丁目27番地		058-380-7070		

		岐阜県		各務原市		（有）鈴木油店		各務原　給油所		各務山の前町4丁目608番地		0583-84-0657		

		岐阜県		各務原市		河田商事（株）		桜丘　給油所		那加不動丘1-10-2		058-371-3300		

		岐阜県		各務原市		川島石油（有）		川島町　給油所		川島松原町311		0586-89-2093		

		岐阜県		各務原市		川島石油（有）		第二　給油所		川島河田町732-4		05868-9-3587		

		岐阜県		各務原市		丸栄石油（株）		カーパドック各務原給油所		三井町59番1		058-371-1201		

		岐阜県		各務原市		（有）小林石油		ハートランド蘇原　給油所		蘇原東島町3-150		0583-83-3453		

		岐阜県		可児市		（有）堀尾石油		可児　給油所		塩1204		0574-62-2044		

		岐阜県		可児市		（株）平手石油店		可児くくり　給油所		久々利岡本834-1		0574-56-0500		

		岐阜県		可児市		シンワ菱油（株）		パウメトウ今渡　給油所		今渡字中鳴子2186-1		0574-62-7351		

		岐阜県		可児市		シンワ菱油（株）		セルフ可児　給油所		瀬田字神田854番1		0574-60-5320		

		岐阜県		可児市		株式会社平手石油店		セルフステーション可児はるさと　給油所		矢戸字北雲333-1		0574-65-0201

		岐阜県		山県市		三恩石油（株）		高富　給油所		高富1713		0581-22-2000		

		岐阜県		山県市		シンワ菱油（株）		セルフ山県　給油所		西深瀬1150-1		0581-23-1250		

		岐阜県		山県市		村橋　克司		伊自良　給油所		松尾255-1		0581-36-3519

		岐阜県		瑞穂市		（有）林石油店		美江寺　給油所		美江寺798-1		05832-8-2111		

		岐阜県		瑞穂市		富士和商事（株）		セルフPLANT－6　給油所		犀川3丁目51番地		058-329-3251		

		岐阜県		瑞穂市		トヨタエネルギー株式会社		ハピーセルフ　給油所		馬場上光町1-18		058-323-0008

		岐阜県		瑞穂市		宇野 彰一		本田 給油所		本田1076-2		058-326-5848

		岐阜県		飛騨市		清水商事（株）		リブレ神岡　給油所		神岡町梨ヶ根62-1		0578-82-0873		

		岐阜県		飛騨市		株式会社橋戸商店		アルツ古川バイパス　給油所		古川町上町943番地の1		0577-73-6600

		岐阜県		飛騨市		株式会社北平商店		古川町　給油所		古川町栄2-1-21		0577-73-2845

		岐阜県		飛騨市		株式会社北平商店		古川南　給油所		古川町大字上町字久中253-2		0577-73-4339

		岐阜県		飛騨市		株式会社古川石油		角川　給油所		河合町小無雁53		0577-65-2040

		岐阜県		飛騨市		有限会社山崎石油		細江　給油所		古川町袈裟丸811-1		0577-75-2009

		岐阜県		飛騨市		斐太石油株式会社		神岡江馬　給油所		神岡町殿字沖野724番地		0578-82-0427

		岐阜県		飛騨市		牛丸石油株式会社		殿　給油所		神岡町殿下夕野1289-9		0578-82-2272

		岐阜県		本巣市		コスモ石油販売（株）		イオンタウン本巣給油所		国領字川田236-1		058-201-7350		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		土貴野　給油所		早野125番地1		0585-32-1678		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		糸貫　給油所		三橋鶴舞71		058-324-0129		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		根尾　給油所		根尾板所643-2-1		05813-8-2575		

		岐阜県		本巣市		（株）角田石油		EneJet本巣五反田　給油所		石原字手坪574-4		058-322-3456		

		岐阜県		本巣市		（株）宇野石油		根尾川大橋　給油所		下西浦1936		0583-23-1956		

		岐阜県		郡上市		（有）　まるや石油		高鷲　給油所		高鷲町大鷲41-5		05757-2-5031		

		岐阜県		郡上市		丸栄石油（株）		セルフ郡上八幡給油所		八幡町稲成1158番地		0575-65-4129		

		岐阜県		郡上市		（株）蛭ケ野商事		蛭ケ野　給油所		高鷲町ひるがの4670-931		05757-3-2211		

		岐阜県		郡上市		シンワ菱油（株）		パウメトウ郡上八幡インター　給油所		八幡町五町3丁目2-11		0575-66-1061		

		岐阜県		郡上市		共栄商事（株）		明宝　給油所		明宝畑佐673		05758-7-2313		

		岐阜県		郡上市		（株）マルフジ		上田　給油所		美並町上田1218-3		05757-9-2056		

		岐阜県		郡上市		（有）前田プロパン		郡上白鳥　給油所		白鳥町向小駄良991-1		0575-82-2939		

		岐阜県		郡上市		株式会社下田石油		美並　給油所		美並町上田68-2		0575-79-2234

		岐阜県		郡上市		大中石油株式会社		白鳥　給油所		白鳥町中津屋389番地の8		0575-82-2181

		岐阜県		郡上市		上平　昌徳		かみよし野添　給油所		白鳥町野添375番地4		0575-84-1019

		岐阜県		下呂市		（株）西日本宇佐美		41号下呂給油所		小川島尻1846-1		0576-24-1511		

		岐阜県		下呂市		下呂興産（株）		下呂　給油所		森858		05762-5-2393		

		岐阜県		下呂市		萩原日石（株）		下呂温泉西　給油所		萩原町上村643-1		05765-2-1760		

		岐阜県		下呂市		（有）上呂石油		上呂　給油所		萩原町上呂662-3		0576-55-0315		

		岐阜県		下呂市		新日本石油（株）		萩原　給油所		萩原町宮田1472番地		05765-5-0230		

		岐阜県		下呂市		野中石油（株）		下呂温泉　給油所		森820-85		05762-5-2356		

		岐阜県		下呂市		山口石油株式会社		金山　給油所		金山町金山上市場西1916		0576-32-2416

		岐阜県		下呂市		有限会社マゼック		馬瀬川　給油所		馬瀬名丸28		0576-47-2235

		岐阜県		下呂市		住吉石油株式会社		ﾙｰﾄ41GEROｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所		小川字平岩1861-1		0576-25-4568

		岐阜県		下呂市		住吉石油株式会社		ＧＥＲＯセルフステーション　給油所		少ｹ野623番地の1		0576-25-3543

		岐阜県		下呂市		有限会社金山昭石		飛騨金山　給油所		金山町金山2466番地の1		0576-32-2148

		岐阜県		下呂市		有限会社小坂石油		飛騨小坂　給油所		小坂町坂下391		0576-62-2052

		岐阜県		下呂市		丸共建設株式会社		乗政　給油所		乗政536番の1		0576-26-2265

		岐阜県		下呂市		岡﨑　壮男		萩原　給油所		萩原町上村池端672-3		0576-52-3244

		岐阜県		海津市		伊藤　秀明		石津　給油所		南濃町安江1133-1		0584-56-1155		

		岐阜県		海津市		関谷　幸代		平田　給油所		平田町幡長切戸82-2		05846-7-3108		

		岐阜県		海津市		（株）ワタナベ石油		セルフ平田給油所		平田町三郷690番地		0584-66-2253		

		岐阜県		海津市		伊藤石油（株）		松山　給油所		南濃町松山4-475-1		05845-6-2376		

		岐阜県		海津市		（株）スズキ石油		ニュー海津　給油所		海津町馬目410番地の2		0584-53-2400		

		岐阜県		海津市		伊藤　智彦		海津給油所		海津町古中島201		05845-4-5341		

		岐阜県		海津市		伊藤　聰行		平田　給油所		平田町西島1267		0584-66-2462

		岐阜県		海津市		株式会社瀬古石油店		東海大橋　給油所		海津町草場145番地		0584-53-0563

		岐阜県		羽島郡岐南町		（株）角田石油		EneJet岐南インター　給油所		上印食9-95		058-249-2225		

		岐阜県		養老郡養老町		古市石油（株）		セルフ笠郷　給油所		船附大割田1525		05843-5-2701		

		岐阜県		養老郡養老町		古市石油（株）		セルフ養老　給油所		石畑字閔鎮1154-1		0584-32-1251		

		岐阜県		養老郡養老町		（株）野寺商店		養老　給油所		高田929-3		0584-32-1165		

		岐阜県		養老郡養老町		（株）野寺商店		セルフ養老　給油所		高田2203-1		0584-32-1505		

		岐阜県		養老郡養老町		髙田石油株式会社		養老中央　給油所		押越923-5		0584-32-0188

		岐阜県		不破郡関ヶ原町		西濃アポロ（株）		関ヶ原本陣　給油所		大字野上字南桃配1428-1		0584-43-0357		

		岐阜県		安八郡神戸町		（株）福田屋石油		広神戸　給油所		大字丈六道18-1		058427-2229		

		岐阜県		安八郡神戸町		神戸石油株式会社		神戸町　給油所		大字下宮字大橋向284番地		0584-27-4455

		岐阜県		安八郡輪之内町		西濃アポロ（株）		プリテール福束　給油所		福束字下沼1701		0584-68-1131		

		岐阜県		安八郡輪之内町		野村　貴隆		輪之内　給油所		里字宮川949		0584-69-2110

		岐阜県		揖斐郡揖斐川町		揖斐石油（株）		揖斐川　給油所		和田978-3		05852-2-2165		

		岐阜県		揖斐郡揖斐川町		有限会社ニットウ石油		昭和町　給油所		三輪字下不動川481-1		0585-22-0834

		岐阜県		揖斐郡大野町		（株）稲富石油		大野　給油所		大字黒野81番地2		05853-2-3324		

		岐阜県		揖斐郡大野町		（株）稲富石油		セルフ大野　給油所		大字黒野字子持街道82-3		0585-35-2477		

		岐阜県		揖斐郡池田町		コスモ石油販売（株）		セルフ池田給油所		本郷925-1		0585-44-0556		

		岐阜県		加茂郡坂祝町		（株）コニシ		パティオ21　給油所		取組1-1		0574-26-7508		

		岐阜県		加茂郡富加町		（株）平手石油店		富加町　給油所		羽生字山崎2183番1		0574-54-2233		

		岐阜県		加茂郡川辺町		（有）榊間石油川辺給油所		川辺　給油所		上川辺上細田729-1		0574-53-3531		

		岐阜県		加茂郡七宗町		亀山　麓		神渕　給油所		神渕4721		05744-6-1027		

		岐阜県		加茂郡七宗町		福井　太		神渕　給油所		神渕4777		0574-46-1022		

		岐阜県		加茂郡八百津町		株式会社アトリック		八百津　給油所		和知284		0574-43-2101

		岐阜県		加茂郡八百津町		株式会社スギセイエネ		八百津　給油所		八百津字宮島4394-2		0574-43-0139

		岐阜県		加茂郡白川町		（株）榊間石油		美濃黒川　給油所		黒川209		05747-7-2151		

		岐阜県		加茂郡白川町		（株）榊間石油		白川　給油所		河岐1627-4		0574-74-0133		

		岐阜県		加茂郡白川町		鈴村　喜広		黒川　給油所		黒川1463-1		0574-77-1130

		岐阜県		加茂郡東白川村		めぐみの農業協同組合		東白川　給油所		大字神土字野尻480-1		0574-78-2175		

		岐阜県		可児郡御嵩町		（有）宮田石油店		伏見　給油所		伏見357-2		05746-7-0626		

		岐阜県		大野郡白川村		斐太石油（株）		白川郷　給油所		大字鳩谷65番地5		05769-6-1066		

		岐阜県		大野郡白川村		遠山　はやと		御母衣　給油所		大字御母衣316番地の2		05769-5-2477
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HP用

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		1		セルフステーション中屋西給油所		コスモ石油販売（株）		岐阜市中屋西2番1

		2		セルフステーション市橋給油所		コスモ石油販売（株）		岐阜市市橋3丁目1番3号

		3		アムールくろの　給油所		久世商事（有）		岐阜市折立880-2

		4		曽我屋　給油所		（有）鷲見石油		岐阜市曽我屋1丁目191-1

		5		EneJet加野　給油所		スタンダード商事（株）		岐阜市加野4-28-14

		6		天王寺　給油所		東部日石（株）		岐阜市北一色3-10-14

		7		カーパドック長良給油所		丸栄石油（株）		岐阜市長良東2丁目5番

		8		セルフ東興給油所		丸栄石油（株）		岐阜市東興町50

		9		勢引商事　給油所		（有）勢引商事		岐阜市門屋勢引13番地2

		10		則松　給油所		（株）成瀬商会		岐阜市則松5-35

		11		Sポート岐阜西　給油所		アルプス中京（株）		岐阜市西荘1-9-21

		12		Sポート岐阜東　給油所		アルプス中京（株）		岐阜市水海道3-22-15

		13		鏡島大橋　給油所		武藤石油合同会社		岐阜市菅生六丁目1番13号

		14		北野　給油所		山口　秀春		岐阜市北野西362-1

		15		福光　給油所		株式会社リョーワ		岐阜市福光東3丁目14番地10

		16		Self　M－１笠松　給油所		株式会社極東		岐阜市柳津町東塚5-43-1

		17		258号大垣インター給油所		（株）西日本宇佐美		大垣市浅草1-368

		18		21号大垣給油所		（株）西日本宇佐美		大垣市和合新町2丁目25番地

		19		セルフ美濃国分寺前給油所		コスモ石油販売（株）		大垣市榎戸町2-13

		20		セルフ大垣女子短大前給油所		コスモ石油販売（株）		大垣市西之川町2-75-1

		21		名神大垣　給油所		（株）小林モーターズ		大垣市内原1-188-1

		22		岐大バイパス・大垣　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市加賀野2丁目56番地

		23		プリテール大垣　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市林町10-10-1

		24		プリテール池尻　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市池尻町深田946番1

		25		セルフ大垣インター　給油所		（株）野寺商店		大垣市横曽根4-30

		26		多良　給油所		（有）山口屋		大垣市上石津町下多良236-1

		27		エリア４１７　給油所		株式会社赤壁商会		大垣市赤坂町新町3-148-1

		28		栄町　給油所		株式会社川地石油		大垣市綾野六丁目118番地

		29		高山　給油所		アダチ石油（株）		高山市上岡本町1-38

		30		高山東山　給油所		アダチ石油（株）		高山市松之木町290-1

		31		荘川　給油所		（有）寺田商店		高山市荘川町牧戸85番地

		32		旗鉾　給油所		寺田　泰久		高山市丹生川町旗鉾267-3

		33		Enejet高山バイパス　給油所		（株）瀬木油店		高山市問屋町69

		34		Enejet高山新宮　給油所		（株）瀬木油店		高山市新宮町1615-1

		35		高山南　給油所		（有）岩西石油店		高山市一之宮町3446番地

		36		朝日　給油所		（有）長瀬石油		高山市朝日町浅井607

		37		片野町　給油所		（有）岩田商店		高山市片野町4-531

		38		セルフハンズ西之一色店		（有）岩田商店		高山市西之一色町1-93

		39		ナガイ石油　給油所		ナガイ（株）		高山市久々野町大西15-1

		40		セルフ高山三福寺　給油所		牛丸石油（株）		高山市松之木町313番地2

		41		聖橋　給油所		清水商事（株）		高山市本母町281-3

		42		リブレ三福寺　給油所		清水商事（株）		高山市三福寺町363番地の12

		43		三日町　給油所		（有）柚原商店		高山市清見町三日町292

		44		坊方バイパス　給油所		（有）てづな		高山市丹生川町坊方1219-1

		45		高山インター　給油所		坂口石油（有）		高山市上切町69-1

		46		上宝本郷　給油所		有限会社久保石油		高山市上宝町本郷770番地の1

		47		国分寺通　給油所		株式会社山善商店		高山市花里町6-15

		48		スマートセルフ４１　給油所		株式会社山善商店		高山市西之一色町3-1124-1

		49		長倉　給油所		大方　藤徳		高山市上宝町長倉666-18

		50		朝日　給油所		有限会社大道石油		高山市朝日町万石174番地1

		51		せせらぎ清見　給油所		有限会社丸栄石油		高山市清見町三日町1386-1

		52		高山山田町　給油所		有限会社丸栄石油		高山市山田町246番地

		53		姫　給油所		白山石油（株）		多治見市姫町1丁目100番地

		54		大畑　給油所		（株）田口石油店		多治見市大畑町5-193

		55		ハートランドたじみ　給油所		（株）田口石油店		多治見市下沢町3-9-2

		56		サンタモニカ東町　給油所		（株）伊藤商会		多治見市東町4-9-15

		57		サンタモニカオアシス　給油所		（株）伊藤商会		多治見市光ｹ丘5-39

		58		サンタモニカ幸町　給油所		（株）伊藤商会		多治見市幸町3-7-1

		59		関北　給油所		（有）山西石油		関市下有知2859-1

		60		セルフイースト　給油所		（株）山本石油		関市東田原173-8

		61		小瀬　給油所		（有）ミノシマ		関市小瀬1789-1

		62		美濃関　給油所		（株）ミヤチ		関市栄町三丁目2番25号

		63		パウメトウ東新　給油所		シンワ菱油（株）		関市東新町4-79-3

		64		パウメトウ小瀬418　給油所		シンワ菱油（株）		関市小瀬238

		65		白金　給油所		（株）山田石油		関市上白金1127番地の1

		66		武芸川　給油所		（有）田下石油店		関市武芸川町八幡846

		67		関平賀　給油所		有限会社星井商店		関市市平賀355-8

		68		スマイルしんかい  給油所		株式会社しんかい		関市平和通2丁目3番地

		69		洞戸　給油所		林　誠一		関市洞戸菅谷360-4

		70		坂下給油所		末松商事（株）		中津川市坂下1608

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		71		木曽山口給油所		末松商事（株）		中津川市山口491

		72		ウエストポイント　給油所		中央紙運輸（株）		中津川市千旦林200

		73		加子母　給油所		（有）岩木石油		中津川市加子母字中島3902-1

		74		中津川東　給油所		新栄石油（株）		中津川市中津川993番地の3

		75		加子母　給油所		熊沢　続		中津川市加子母5440

		76		阿木　給油所		保母興産（株）		中津川市阿木8-1

		77		福岡　給油所		東美濃農業協同組合		中津川市福岡町1189ｰ1

		78		中津川バイパス手賀野　給油所		（有）アジアサポート		中津川市手賀野362ｰ1

		79		落合　給油所		（有）アジアサポート		中津川市落合字田中305の1

		80		中津川　給油所		（株）山本石油店		中津川市えびす町7-1

		81		田原　給油所		（株）島屋田原給油所		中津川市岐阜県中津川市蛭川田原5221-1

		82		苗木　給油所		安田屋石油有限会社		中津川市苗木4674-1

		83		福岡町　給油所		株式会社ユーワン		中津川市福岡978番地の65

		84		山の田　給油所		株式会社ユーワン		中津川市瀬戸山の田1372-1

		85		付知　給油所		株式会社吉村石油店		中津川市付知町7666-2

		86		下野　給油所		有限会社松葉屋商店		中津川市下野437

		87		プレステージ付知　給油所		有限会社清水屋石油店		中津川市付知町4872番地2

		88		156号美濃インター給油所		（株）西日本宇佐美		美濃市松森字下巾上399

		89		美濃インター　給油所		丸喜石油（株）		美濃市中央10-133

		90		御手洗　給油所		株式会社ハバ石油		美濃市御手洗901

		91		美濃　給油所		株式会社能登金商店		美濃市泉町43-1

		92		旧19号瑞浪給油所		（株）西日本宇佐美		瑞浪市土岐町1243

		93		瑞浪橋　給油所		東濃石油（株）		瑞浪市寺河戸町字道下1213-3

		94		ペルショワール瑞浪　給油所		東濃石油（株）		瑞浪市薬師町4丁目30番1,2

		95		セルフ釜戸　給油所		（有）竜吟サービス		瑞浪市釜戸町1552番地の1

		96		サンタモニカ瑞浪　給油所		（株）伊藤商会		瑞浪市穂並3-52

		97		Sｅｌｆ　Ｍ－１羽島　給油所		株式会社極東		羽島市正木町南及3-50-2

		98		明智　給油所		（有）明智給油所		恵那市明智町大田989番地の1

		99		中野方西　給油所		（有）丸一小松屋商店		恵那市中野方町1755-14

		100		上矢作　給油所		松田　貞一郎		恵那市上矢作町3095-1

		101		恵那武並　給油所		大洋石油（株）		恵那市武並町竹折44

		102		サンライズ恵那給油所		石黒商事（株）		恵那市長島町正家713-1

		103		セルフたけなみ　給油所		新栄石油（株）		恵那市武並町竹折1645-17

		104		山岡　給油所		ライフエナジー山岡（株）		恵那市山岡町下手向453番地の3

		105		恵那東　給油所		（有）アジアサポート		恵那市大井町雀子ヶ根2087ｰ191

		106		恵那峡　給油所		（有）アジアサポート		恵那市大井町観音寺2695-335

		107		セルフいわむら　給油所		（株）丸河ホールディングス		恵那市岩村町1660-1

		108		串原　給油所		（株）ミヤケ		恵那市串原4179-1

		109		飯羽間　給油所		瀬戸　利之		恵那市岩村町飯羽間2384番地4

		110		明智　給油所		株式会社丸八		恵那市明智町字新池534-1

		111		山岡　給油所		大島　正康		恵那市山岡町原829番地

		112		みのかも北　給油所		（株）平手石油店		美濃加茂市下米田町東栃井石倉199-1

		113		パウメトウ山手　給油所		シンワ菱油（株）		美濃加茂市蜂屋町上蜂屋柳坪4667番地

		114		セルフ土岐インター　給油所		東濃石油（株）		土岐市泉寺田町2-31

		115		ニュー阿庄　給油所		阿庄石油（株）		土岐市下石阿庄町4-8

		116		土岐中央　給油所		名古屋シェル石油販売（株）		土岐市土岐津町土岐口字北町口1741-1

		117		メガセルフ土岐　給油所		アルプス中京（株）		土岐市泉町定林寺字原705-1

		118		いちょう通　給油所		安田商事（株）		各務原市那加野畑町1丁目27番地

		119		各務原　給油所		（有）鈴木油店		各務原市各務山の前町4丁目608番地

		120		桜丘　給油所		河田商事（株）		各務原市那加不動丘1-10-2

		121		川島町　給油所		川島石油（有）		各務原市川島松原町311

		122		第二　給油所		川島石油（有）		各務原市川島河田町732-4

		123		カーパドック各務原給油所		丸栄石油（株）		各務原市三井町59番1

		124		ハートランド蘇原　給油所		（有）小林石油		各務原市蘇原東島町3-150

		125		可児　給油所		（有）堀尾石油		可児市塩1204

		126		可児くくり　給油所		（株）平手石油店		可児市久々利岡本834-1

		127		パウメトウ今渡　給油所		シンワ菱油（株）		可児市今渡字中鳴子2186-1

		128		セルフ可児　給油所		シンワ菱油（株）		可児市瀬田字神田854番1

		129		セルフステーション可児はるさと　給油所		株式会社平手石油店		可児市矢戸字北雲333-1

		130		高富　給油所		三恩石油（株）		山県市高富1713

		131		セルフ山県　給油所		シンワ菱油（株）		山県市西深瀬1150-1

		132		伊自良　給油所		村橋　克司		山県市松尾255-1

		133		美江寺　給油所		（有）林石油店		瑞穂市美江寺798-1

		134		セルフPLANT－6　給油所		富士和商事（株）		瑞穂市犀川3丁目51番地

		135		ハピーセルフ　給油所		トヨタエネルギー株式会社		瑞穂市馬場上光町1-18

		136		本田 給油所		宇野 彰一		瑞穂市本田1076-2

		137		リブレ神岡　給油所		清水商事（株）		飛騨市神岡町梨ヶ根62-1

		138		アルツ古川バイパス　給油所		株式会社橋戸商店		飛騨市古川町上町943番地の1

		139		古川町　給油所		株式会社北平商店		飛騨市古川町栄2-1-21

		140		古川南　給油所		株式会社北平商店		飛騨市古川町大字上町字久中253-2

		141		角川　給油所		株式会社古川石油		飛騨市河合町小無雁53

		142		細江　給油所		有限会社山崎石油		飛騨市古川町袈裟丸811-1

		143		神岡江馬　給油所		斐太石油株式会社		飛騨市神岡町殿字沖野724番地

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		144		殿　給油所		牛丸石油株式会社		飛騨市神岡町殿下夕野1289-9

		145		イオンタウン本巣給油所		コスモ石油販売（株）		本巣市国領字川田236-1

		146		土貴野　給油所		（株）稲富石油		本巣市早野125番地1

		147		糸貫　給油所		（株）稲富石油		本巣市三橋鶴舞71

		148		根尾　給油所		（株）稲富石油		本巣市根尾板所643-2-1

		149		EneJet本巣五反田　給油所		（株）角田石油		本巣市石原字手坪574-4

		150		根尾川大橋　給油所		（株）宇野石油		本巣市下西浦1936

		151		高鷲　給油所		（有）　まるや石油		郡上市高鷲町大鷲41-5

		152		セルフ郡上八幡給油所		丸栄石油（株）		郡上市八幡町稲成1158番地

		153		蛭ケ野　給油所		（株）蛭ケ野商事		郡上市高鷲町ひるがの4670-931

		154		パウメトウ郡上八幡インター　給油所		シンワ菱油（株）		郡上市八幡町五町3丁目2-11

		155		明宝　給油所		共栄商事（株）		郡上市明宝畑佐673

		156		上田　給油所		（株）マルフジ		郡上市美並町上田1218-3

		157		郡上白鳥　給油所		（有）前田プロパン		郡上市白鳥町向小駄良991-1

		158		美並　給油所		株式会社下田石油		郡上市美並町上田68-2

		159		白鳥　給油所		大中石油株式会社		郡上市白鳥町中津屋389番地の8

		160		かみよし野添　給油所		上平　昌徳		郡上市白鳥町野添375番地4

		161		41号下呂給油所		（株）西日本宇佐美		下呂市小川島尻1846-1

		162		下呂　給油所		下呂興産（株）		下呂市森858

		163		下呂温泉西　給油所		萩原日石（株）		下呂市萩原町上村643-1

		164		上呂　給油所		（有）上呂石油		下呂市萩原町上呂662-3

		165		萩原　給油所		新日本石油（株）		下呂市萩原町宮田1472番地

		166		下呂温泉　給油所		野中石油（株）		下呂市森820-85

		167		金山　給油所		山口石油株式会社		下呂市金山町金山上市場西1916

		168		馬瀬川　給油所		有限会社マゼック		下呂市馬瀬名丸28

		169		ﾙｰﾄ41GEROｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所		住吉石油株式会社		下呂市小川字平岩1861-1

		170		ＧＥＲＯセルフステーション　給油所		住吉石油株式会社		下呂市少ｹ野623番地の1

		171		飛騨金山　給油所		有限会社金山昭石		下呂市金山町金山2466番地の1

		172		飛騨小坂　給油所		有限会社小坂石油		下呂市小坂町坂下391

		173		乗政　給油所		丸共建設株式会社		下呂市乗政536番の1

		174		萩原　給油所		岡﨑　壮男		下呂市萩原町上村池端672-3

		175		石津　給油所		伊藤　秀明		海津市南濃町安江1133-1

		176		平田　給油所		関谷　幸代		海津市平田町幡長切戸82-2

		177		セルフ平田給油所		（株）ワタナベ石油		海津市平田町三郷690番地

		178		松山　給油所		伊藤石油（株）		海津市南濃町松山4-475-1

		179		ニュー海津　給油所		（株）スズキ石油		海津市海津町馬目410番地の2

		180		海津給油所		伊藤　智彦		海津市海津町古中島201

		181		平田　給油所		伊藤　聰行		海津市平田町西島1267

		182		東海大橋　給油所		株式会社瀬古石油店		海津市海津町草場145番地

		183		EneJet岐南インター　給油所		（株）角田石油		羽島郡岐南町上印食9-95

		184		セルフ笠郷　給油所		古市石油（株）		養老郡養老町船附大割田1525

		185		セルフ養老　給油所		古市石油（株）		養老郡養老町石畑字閔鎮1154-1

		186		養老　給油所		（株）野寺商店		養老郡養老町高田929-3

		187		セルフ養老　給油所		（株）野寺商店		養老郡養老町高田2203-1

		188		養老中央　給油所		髙田石油株式会社		養老郡養老町押越923-5

		189		関ヶ原本陣　給油所		西濃アポロ（株）		不破郡関ヶ原町大字野上字南桃配1428-1

		190		広神戸　給油所		（株）福田屋石油		安八郡神戸町大字丈六道18-1

		191		神戸町　給油所		神戸石油株式会社		安八郡神戸町大字下宮字大橋向284番地

		192		プリテール福束　給油所		西濃アポロ（株）		安八郡輪之内町福束字下沼1701

		193		輪之内　給油所		野村　貴隆		安八郡輪之内町里字宮川949

		194		揖斐川　給油所		揖斐石油（株）		揖斐郡揖斐川町和田978-3

		195		昭和町　給油所		有限会社ニットウ石油		揖斐郡揖斐川町三輪字下不動川481-1

		196		大野　給油所		（株）稲富石油		揖斐郡大野町大字黒野81番地2

		197		セルフ大野　給油所		（株）稲富石油		揖斐郡大野町大字黒野字子持街道82-3

		198		セルフ池田給油所		コスモ石油販売（株）		揖斐郡池田町本郷925-1

		199		パティオ21　給油所		（株）コニシ		加茂郡坂祝町取組1-1

		200		富加町　給油所		（株）平手石油店		加茂郡富加町羽生字山崎2183番1

		201		川辺　給油所		（有）榊間石油川辺給油所		加茂郡川辺町上川辺上細田729-1

		202		神渕　給油所		亀山　麓		加茂郡七宗町神渕4721

		203		神渕　給油所		福井　太		加茂郡七宗町神渕4777

		204		八百津　給油所		株式会社アトリック		加茂郡八百津町和知284

		205		八百津　給油所		株式会社スギセイエネ		加茂郡八百津町八百津字宮島4394-2

		206		美濃黒川　給油所		（株）榊間石油		加茂郡白川町黒川209

		207		白川　給油所		（株）榊間石油		加茂郡白川町河岐1627-4

		208		黒川　給油所		鈴村　喜広		加茂郡白川町黒川1463-1

		209		東白川　給油所		めぐみの農業協同組合		加茂郡東白川村大字神土字野尻480-1

		210		伏見　給油所		（有）宮田石油店		可児郡御嵩町伏見357-2

		211		白川郷　給油所		斐太石油（株）		大野郡白川村大字鳩谷65番地5

		212		御母衣　給油所		遠山　はやと		大野郡白川村大字御母衣316番地の2





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&7&U作成課：○○課　性質/作成日付：機密性〇、令和〇年〇月〇日　保存期間：〇年　備考：未定稿






岐阜県の住民拠点ＳＳ：212箇所 令和2年12月1日現在
給油所名 運営会社 給油所住所

1
セルフステーション中屋西給
油所

コスモ石油販売（株） 岐阜市中屋西2番1

2
セルフステーション市橋給油
所

コスモ石油販売（株） 岐阜市市橋3丁目1番3号

3 アムールくろの　給油所 久世商事（有） 岐阜市折立880-2
4 曽我屋　給油所 （有）鷲見石油 岐阜市曽我屋1丁目191-1
5 EneJet加野　給油所 スタンダード商事（株） 岐阜市加野4-28-14
6 天王寺　給油所 東部日石（株） 岐阜市北一色3-10-14
7 カーパドック長良給油所 丸栄石油（株） 岐阜市長良東2丁目5番
8 セルフ東興給油所 丸栄石油（株） 岐阜市東興町50
9 勢引商事　給油所 （有）勢引商事 岐阜市門屋勢引13番地2

10 則松　給油所 （株）成瀬商会 岐阜市則松5-35
11 Sポート岐阜西　給油所 アルプス中京（株） 岐阜市西荘1-9-21
12 Sポート岐阜東　給油所 アルプス中京（株） 岐阜市水海道3-22-15
13 鏡島大橋　給油所 武藤石油合同会社 岐阜市菅生六丁目1番13号
14 北野　給油所 山口　秀春 岐阜市北野西362-1
15 福光　給油所 株式会社リョーワ 岐阜市福光東3丁目14番地10
16 Self　M－１笠松　給油所 株式会社極東 岐阜市柳津町東塚5-43-1
17 258号大垣インター給油所 （株）西日本宇佐美 大垣市浅草1-368
18 21号大垣給油所 （株）西日本宇佐美 大垣市和合新町2丁目25番地
19 セルフ美濃国分寺前給油所 コスモ石油販売（株） 大垣市榎戸町2-13

20
セルフ大垣女子短大前給油
所

コスモ石油販売（株） 大垣市西之川町2-75-1

21 名神大垣　給油所 （株）小林モーターズ 大垣市内原1-188-1
22 岐大バイパス・大垣　給油所 西濃アポロ（株） 大垣市加賀野2丁目56番地
23 プリテール大垣　給油所 西濃アポロ（株） 大垣市林町10-10-1
24 プリテール池尻　給油所 西濃アポロ（株） 大垣市池尻町深田946番1
25 セルフ大垣インター　給油所 （株）野寺商店 大垣市横曽根4-30
26 多良　給油所 （有）山口屋 大垣市上石津町下多良236-1
27 エリア４１７　給油所 株式会社赤壁商会 大垣市赤坂町新町3-148-1
28 栄町　給油所 株式会社川地石油 大垣市綾野六丁目118番地
29 高山　給油所 アダチ石油（株） 高山市上岡本町1-38
30 高山東山　給油所 アダチ石油（株） 高山市松之木町290-1
31 荘川　給油所 （有）寺田商店 高山市荘川町牧戸85番地
32 旗鉾　給油所 寺田　泰久 高山市丹生川町旗鉾267-3
33 Enejet高山バイパス　給油所 （株）瀬木油店 高山市問屋町69
34 Enejet高山新宮　給油所 （株）瀬木油店 高山市新宮町1615-1
35 高山南　給油所 （有）岩西石油店 高山市一之宮町3446番地
36 朝日　給油所 （有）長瀬石油 高山市朝日町浅井607
37 片野町　給油所 （有）岩田商店 高山市片野町4-531
38 セルフハンズ西之一色店 （有）岩田商店 高山市西之一色町1-93
39 ナガイ石油　給油所 ナガイ（株） 高山市久々野町大西15-1
40 セルフ高山三福寺　給油所 牛丸石油（株） 高山市松之木町313番地2
41 聖橋　給油所 清水商事（株） 高山市本母町281-3
42 リブレ三福寺　給油所 清水商事（株） 高山市三福寺町363番地の12
43 三日町　給油所 （有）柚原商店 高山市清見町三日町292
44 坊方バイパス　給油所 （有）てづな 高山市丹生川町坊方1219-1
45 高山インター　給油所 坂口石油（有） 高山市上切町69-1
46 上宝本郷　給油所 有限会社久保石油 高山市上宝町本郷770番地の1
47 国分寺通　給油所 株式会社山善商店 高山市花里町6-15
48 スマートセルフ４１　給油所 株式会社山善商店 高山市西之一色町3-1124-1
49 長倉　給油所 大方　藤徳 高山市上宝町長倉666-18
50 朝日　給油所 有限会社大道石油 高山市朝日町万石174番地1
51 せせらぎ清見　給油所 有限会社丸栄石油 高山市清見町三日町1386-1
52 高山山田町　給油所 有限会社丸栄石油 高山市山田町246番地
53 姫　給油所 白山石油（株） 多治見市姫町1丁目100番地
54 大畑　給油所 （株）田口石油店 多治見市大畑町5-193
55 ハートランドたじみ　給油所 （株）田口石油店 多治見市下沢町3-9-2
56 サンタモニカ東町　給油所 （株）伊藤商会 多治見市東町4-9-15

57
サンタモニカオアシス　給油
所

（株）伊藤商会 多治見市光ｹ丘5-39

58 サンタモニカ幸町　給油所 （株）伊藤商会 多治見市幸町3-7-1
59 関北　給油所 （有）山西石油 関市下有知2859-1
60 セルフイースト　給油所 （株）山本石油 関市東田原173-8
61 小瀬　給油所 （有）ミノシマ 関市小瀬1789-1
62 美濃関　給油所 （株）ミヤチ 関市栄町三丁目2番25号
63 パウメトウ東新　給油所 シンワ菱油（株） 関市東新町4-79-3
64 パウメトウ小瀬418　給油所 シンワ菱油（株） 関市小瀬238
65 白金　給油所 （株）山田石油 関市上白金1127番地の1
66 武芸川　給油所 （有）田下石油店 関市武芸川町八幡846
67 関平賀　給油所 有限会社星井商店 関市市平賀355-8
68 スマイルしんかい  給油所 株式会社しんかい 関市平和通2丁目3番地
69 洞戸　給油所 林　誠一 関市洞戸菅谷360-4
70 坂下給油所 末松商事（株） 中津川市坂下1608

給油所名 運営会社 給油所住所
71 木曽山口給油所 末松商事（株） 中津川市山口491
72 ウエストポイント　給油所 中央紙運輸（株） 中津川市千旦林200
73 加子母　給油所 （有）岩木石油 中津川市加子母字中島3902-1
74 中津川東　給油所 新栄石油（株） 中津川市中津川993番地の3
75 加子母　給油所 熊沢　続 中津川市加子母5440
76 阿木　給油所 保母興産（株） 中津川市阿木8-1
77 福岡　給油所 東美濃農業協同組合 中津川市福岡町1189ｰ1

78
中津川バイパス手賀野　給油
所

（有）アジアサポート 中津川市手賀野362ｰ1

79 落合　給油所 （有）アジアサポート 中津川市落合字田中305の1
80 中津川　給油所 （株）山本石油店 中津川市えびす町7-1
81 田原　給油所 （株）島屋田原給油所 中津川市岐阜県中津川市蛭川田原5221-1
82 苗木　給油所 安田屋石油有限会社 中津川市苗木4674-1
83 福岡町　給油所 株式会社ユーワン 中津川市福岡978番地の65
84 山の田　給油所 株式会社ユーワン 中津川市瀬戸山の田1372-1
85 付知　給油所 株式会社吉村石油店 中津川市付知町7666-2
86 下野　給油所 有限会社松葉屋商店 中津川市下野437
87 プレステージ付知　給油所 有限会社清水屋石油店 中津川市付知町4872番地2
88 156号美濃インター給油所 （株）西日本宇佐美 美濃市松森字下巾上399
89 美濃インター　給油所 丸喜石油（株） 美濃市中央10-133
90 御手洗　給油所 株式会社ハバ石油 美濃市御手洗901
91 美濃　給油所 株式会社能登金商店 美濃市泉町43-1
92 旧19号瑞浪給油所 （株）西日本宇佐美 瑞浪市土岐町1243
93 瑞浪橋　給油所 東濃石油（株） 瑞浪市寺河戸町字道下1213-3
94 ペルショワール瑞浪　給油所 東濃石油（株） 瑞浪市薬師町4丁目30番1,2
95 セルフ釜戸　給油所 （有）竜吟サービス 瑞浪市釜戸町1552番地の1
96 サンタモニカ瑞浪　給油所 （株）伊藤商会 瑞浪市穂並3-52
97 Sｅｌｆ　Ｍ－１羽島　給油所 株式会社極東 羽島市正木町南及3-50-2
98 明智　給油所 （有）明智給油所 恵那市明智町大田989番地の1
99 中野方西　給油所 （有）丸一小松屋商店 恵那市中野方町1755-14

100 上矢作　給油所 松田　貞一郎 恵那市上矢作町3095-1
101 恵那武並　給油所 大洋石油（株） 恵那市武並町竹折44
102 サンライズ恵那給油所 石黒商事（株） 恵那市長島町正家713-1
103 セルフたけなみ　給油所 新栄石油（株） 恵那市武並町竹折1645-17
104 山岡　給油所 ライフエナジー山岡（株） 恵那市山岡町下手向453番地の3
105 恵那東　給油所 （有）アジアサポート 恵那市大井町雀子ヶ根2087ｰ191
106 恵那峡　給油所 （有）アジアサポート 恵那市大井町観音寺2695-335
107 セルフいわむら　給油所 （株）丸河ホールディングス 恵那市岩村町1660-1
108 串原　給油所 （株）ミヤケ 恵那市串原4179-1
109 飯羽間　給油所 瀬戸　利之 恵那市岩村町飯羽間2384番地4
110 明智　給油所 株式会社丸八 恵那市明智町字新池534-1
111 山岡　給油所 大島　正康 恵那市山岡町原829番地
112 みのかも北　給油所 （株）平手石油店 美濃加茂市下米田町東栃井石倉199-1
113 パウメトウ山手　給油所 シンワ菱油（株） 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋柳坪4667番地
114 セルフ土岐インター　給油所 東濃石油（株） 土岐市泉寺田町2-31
115 ニュー阿庄　給油所 阿庄石油（株） 土岐市下石阿庄町4-8
116 土岐中央　給油所 名古屋シェル石油販売（株） 土岐市土岐津町土岐口字北町口1741-1
117 メガセルフ土岐　給油所 アルプス中京（株） 土岐市泉町定林寺字原705-1
118 いちょう通　給油所 安田商事（株） 各務原市那加野畑町1丁目27番地
119 各務原　給油所 （有）鈴木油店 各務原市各務山の前町4丁目608番地
120 桜丘　給油所 河田商事（株） 各務原市那加不動丘1-10-2
121 川島町　給油所 川島石油（有） 各務原市川島松原町311
122 第二　給油所 川島石油（有） 各務原市川島河田町732-4
123 カーパドック各務原給油所 丸栄石油（株） 各務原市三井町59番1
124 ハートランド蘇原　給油所 （有）小林石油 各務原市蘇原東島町3-150
125 可児　給油所 （有）堀尾石油 可児市塩1204
126 可児くくり　給油所 （株）平手石油店 可児市久々利岡本834-1
127 パウメトウ今渡　給油所 シンワ菱油（株） 可児市今渡字中鳴子2186-1
128 セルフ可児　給油所 シンワ菱油（株） 可児市瀬田字神田854番1

129
セルフステーション可児はる
さと　給油所

株式会社平手石油店 可児市矢戸字北雲333-1

130 高富　給油所 三恩石油（株） 山県市高富1713
131 セルフ山県　給油所 シンワ菱油（株） 山県市西深瀬1150-1
132 伊自良　給油所 村橋　克司 山県市松尾255-1
133 美江寺　給油所 （有）林石油店 瑞穂市美江寺798-1
134 セルフPLANT－6　給油所 富士和商事（株） 瑞穂市犀川3丁目51番地
135 ハピーセルフ　給油所 トヨタエネルギー株式会社 瑞穂市馬場上光町1-18
136 本田 給油所 宇野 彰一 瑞穂市本田1076-2
137 リブレ神岡　給油所 清水商事（株） 飛騨市神岡町梨ヶ根62-1
138 アルツ古川バイパス　給油所 株式会社橋戸商店 飛騨市古川町上町943番地の1
139 古川町　給油所 株式会社北平商店 飛騨市古川町栄2-1-21
140 古川南　給油所 株式会社北平商店 飛騨市古川町大字上町字久中253-2
141 角川　給油所 株式会社古川石油 飛騨市河合町小無雁53
142 細江　給油所 有限会社山崎石油 飛騨市古川町袈裟丸811-1
143 神岡江馬　給油所 斐太石油株式会社 飛騨市神岡町殿字沖野724番地


岐阜県

		都道府県 トドウフケン		市区町村 シク チョウソン		運営会社等 ウンエイ カイシャ トウ		給油所名 キュウユショ メイ		給油所住所（町丁字以下） キュウユショ ジュウショ イカ		電話番号 デンワ バンゴウ		備考 ビコウ

		岐阜県		岐阜市		コスモ石油販売（株）		セルフステーション中屋西給油所		中屋西2番1		058-229-6620		

		岐阜県		岐阜市		コスモ石油販売（株）		セルフステーション市橋給油所		市橋3丁目1番3号		058-273-6787		

		岐阜県		岐阜市		久世商事（有）		アムールくろの　給油所		折立880-2		058-239-0351		

		岐阜県		岐阜市		（有）鷲見石油		曽我屋　給油所		曽我屋1丁目191-1		0582-39-2811		

		岐阜県		岐阜市		スタンダード商事（株）		EneJet加野　給油所		加野4-28-14		058-243-1269		

		岐阜県		岐阜市		東部日石（株）		天王寺　給油所		北一色3-10-14		0582-45-6588		

		岐阜県		岐阜市		丸栄石油（株）		カーパドック長良給油所		長良東2丁目5番		058-295-7280		

		岐阜県		岐阜市		丸栄石油（株）		セルフ東興給油所		東興町50		058-249-5580		

		岐阜県		岐阜市		（有）勢引商事		勢引商事　給油所		門屋勢引13番地2		0582-29-3558		

		岐阜県		岐阜市		（株）成瀬商会		則松　給油所		則松5-35		0582-39-9531		

		岐阜県		岐阜市		アルプス中京（株）		Sポート岐阜西　給油所		西荘1-9-21		058-251-4350		

		岐阜県		岐阜市		アルプス中京（株）		Sポート岐阜東　給油所		水海道3-22-15		058-240-0888		

		岐阜県		岐阜市		武藤石油合同会社		鏡島大橋　給油所		菅生六丁目1番13号		0582-33-0566		

		岐阜県		岐阜市		山口　秀春		北野　給油所		北野西362-1		058-229-2312

		岐阜県		岐阜市		株式会社リョーワ		福光　給油所		福光東3丁目14番地10		058-232-1559

		岐阜県		岐阜市		株式会社極東		Self　M－１笠松　給油所		柳津町東塚5-43-1		058-388-1007

		岐阜県		大垣市		（株）西日本宇佐美		258号大垣インター給油所		浅草1-368		0584-89-6007		

		岐阜県		大垣市		（株）西日本宇佐美		21号大垣給油所		和合新町2丁目25番地		0584-73-4991		

		岐阜県		大垣市		コスモ石油販売（株）		セルフ美濃国分寺前給油所		榎戸町2-13		0584-92-4565		

		岐阜県		大垣市		コスモ石油販売（株）		セルフ大垣女子短大前給油所		西之川町2-75-1		0584-73-0556		

		岐阜県		大垣市		（株）小林モーターズ		名神大垣　給油所		内原1-188-1		0584-89-4524		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		岐大バイパス・大垣　給油所		加賀野2丁目56番地		0584-73-8337		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		プリテール大垣　給油所		林町10-10-1		0584-74-3050		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		プリテール池尻　給油所		池尻町深田946番1		0584-73-8337		

		岐阜県		大垣市		（株）野寺商店		セルフ大垣インター　給油所		横曽根4-30		0584-89-3691		

		岐阜県		大垣市		（有）山口屋		多良　給油所		上石津町下多良236-1		0584-45-2581		

		岐阜県		大垣市		株式会社赤壁商会		エリア４１７　給油所		赤坂町新町3-148-1		0584-71-0194

		岐阜県		大垣市		株式会社川地石油		栄町　給油所		綾野六丁目118番地		0584-91-1143

		岐阜県		高山市		アダチ石油（株）		高山　給油所		上岡本町1-38		0577-33-1122		

		岐阜県		高山市		アダチ石油（株）		高山東山　給油所		松之木町290-1		0577-33-8300		

		岐阜県		高山市		（有）寺田商店		荘川　給油所		荘川町牧戸85番地		05769-2-2027		

		岐阜県		高山市		寺田　泰久		旗鉾　給油所		丹生川町旗鉾267-3		05777-9-2040		

		岐阜県		高山市		（株）瀬木油店		Enejet高山バイパス　給油所		問屋町69		0577-33-9311		

		岐阜県		高山市		（株）瀬木油店		Enejet高山新宮　給油所		新宮町1615-1		0577-36-0456		

		岐阜県		高山市		（有）岩西石油店		高山南　給油所		一之宮町3446番地		05775-3-2038		

		岐阜県		高山市		（有）長瀬石油		朝日　給油所		朝日町浅井607		05775-5-3054		

		岐阜県		高山市		（有）岩田商店		片野町　給油所		片野町4-531		0577-33-4567		

		岐阜県		高山市		（有）岩田商店		セルフハンズ西之一色店		西之一色町1-93		0577-32-4488		

		岐阜県		高山市		ナガイ（株）		ナガイ石油　給油所		久々野町大西15-1		0577-52-3028		

		岐阜県		高山市		牛丸石油（株）		セルフ高山三福寺　給油所		松之木町313番地2		0577-32-5800		

		岐阜県		高山市		清水商事（株）		聖橋　給油所		本母町281-3		0577-32-0362		

		岐阜県		高山市		清水商事（株）		リブレ三福寺　給油所		三福寺町363番地の12		0577-32-2839		

		岐阜県		高山市		（有）柚原商店		三日町　給油所		清見町三日町292		0577-68-2005		

		岐阜県		高山市		（有）てづな		坊方バイパス　給油所		丹生川町坊方1219-1		05777-8-1566		

		岐阜県		高山市		坂口石油（有）		高山インター　給油所		上切町69-1		0577-32-1618		

		岐阜県		高山市		有限会社久保石油		上宝本郷　給油所		上宝町本郷770番地の1		0578-86-2102

		岐阜県		高山市		株式会社山善商店		国分寺通　給油所		花里町6-15		0577-32-5015

		岐阜県		高山市		株式会社山善商店		スマートセルフ４１　給油所		西之一色町3-1124-1		0577-32-1458

		岐阜県		高山市		大方　藤徳		長倉　給油所		上宝町長倉666-18		0578-86-2433

		岐阜県		高山市		有限会社大道石油		朝日　給油所		朝日町万石174番地1		0577-55-3074

		岐阜県		高山市		有限会社丸栄石油		せせらぎ清見　給油所		清見町三日町1386-1		0577-68-2990

		岐阜県		高山市		有限会社丸栄石油		高山山田町　給油所		山田町246番地		0577-33-9128

		岐阜県		多治見市		白山石油（株）		姫　給油所		姫町1丁目100番地		0572-29-2611		

		岐阜県		多治見市		（株）田口石油店		大畑　給油所		大畑町5-193		0572-22-8265		

		岐阜県		多治見市		（株）田口石油店		ハートランドたじみ　給油所		下沢町3-9-2		0572-22-6255		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカ東町　給油所		東町4-9-15		0572-25-3160		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカオアシス　給油所		光ｹ丘5-39		0572-23-2935		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカ幸町　給油所		幸町3-7-1		0572-20-1267		

		岐阜県		関市		（有）山西石油		関北　給油所		下有知2859-1		0575-22-5202		

		岐阜県		関市		（株）山本石油		セルフイースト　給油所		東田原173-8		0575-22-2450		

		岐阜県		関市		（有）ミノシマ		小瀬　給油所		小瀬1789-1		0575-23-0596		

		岐阜県		関市		（株）ミヤチ		美濃関　給油所		栄町三丁目2番25号		0575-22-4131		

		岐阜県		関市		シンワ菱油（株）		パウメトウ東新　給油所		東新町4-79-3		05752-2-0292		

		岐阜県		関市		シンワ菱油（株）		パウメトウ小瀬418　給油所		小瀬238		0575-23-8418		

		岐阜県		関市		（株）山田石油		白金　給油所		上白金1127番地の1		0575-28-2073		

		岐阜県		関市		（有）田下石油店		武芸川　給油所		武芸川町八幡846		0575-46-2229		

		岐阜県		関市		有限会社星井商店		関平賀　給油所		市平賀355-8		0575-23-1680

		岐阜県		関市		株式会社しんかい		スマイルしんかい  給油所		平和通2丁目3番地		0575-22-2456

		岐阜県		関市		林　誠一		洞戸　給油所		洞戸菅谷360-4		0581-58-2813

		岐阜県		中津川市		末松商事（株）		坂下給油所		坂下1608		05737-5-3011		

		岐阜県		中津川市		末松商事（株）		木曽山口給油所		山口491		0573-75-4181		

		岐阜県		中津川市		中央紙運輸（株）		ウエストポイント　給油所		千旦林200		0573-68-3133		

		岐阜県		中津川市		（有）岩木石油		加子母　給油所		加子母字中島3902-1		0573-79-2137		

		岐阜県		中津川市		新栄石油（株）		中津川東　給油所		中津川993番地の3		05736-6-7878		

		岐阜県		中津川市		熊沢　続		加子母　給油所		加子母5440		0573-79-2072		

		岐阜県		中津川市		保母興産（株）		阿木　給油所		阿木8-1		0573-63-2036		

		岐阜県		中津川市		東美濃農業協同組合		福岡　給油所		福岡町1189ｰ1		057372-2873		

		岐阜県		中津川市		（有）アジアサポート		中津川バイパス手賀野　給油所		手賀野362ｰ1		0573-62-3158		

		岐阜県		中津川市		（有）アジアサポート		落合　給油所		落合字田中305の1		0573-69-5250		

		岐阜県		中津川市		（株）山本石油店		中津川　給油所		えびす町7-1		0573-65-2612		

		岐阜県		中津川市		（株）島屋田原給油所		田原　給油所		岐阜県中津川市蛭川田原5221-1		0573-45-2606		

		岐阜県		中津川市		安田屋石油有限会社		苗木　給油所		苗木4674-1		0573-67-2351

		岐阜県		中津川市		株式会社ユーワン		福岡町　給油所		福岡978番地の65		0573-72-3241

		岐阜県		中津川市		株式会社ユーワン		山の田　給油所		瀬戸山の田1372-1		0573-65-3325

		岐阜県		中津川市		株式会社吉村石油店		付知　給油所		付知町7666-2		0573-82-2161

		岐阜県		中津川市		有限会社松葉屋商店		下野　給油所		下野437		0573-72-2321

		岐阜県		中津川市		有限会社清水屋石油店		プレステージ付知　給油所		付知町4872番地2		0573-82-2158

		岐阜県		美濃市		（株）西日本宇佐美		156号美濃インター給油所		松森字下巾上399		0575-31-0268		

		岐阜県		美濃市		丸喜石油（株）		美濃インター　給油所		中央10-133		0575-35-0488		

		岐阜県		美濃市		株式会社ハバ石油		御手洗　給油所		御手洗901		0575-37-2623

		岐阜県		美濃市		株式会社能登金商店		美濃　給油所		泉町43-1		0575-33-0636

		岐阜県		瑞浪市		（株）西日本宇佐美		旧19号瑞浪給油所		土岐町1243		0572-68-6151		

		岐阜県		瑞浪市		東濃石油（株）		瑞浪橋　給油所		寺河戸町字道下1213-3		0572-68-8331		

		岐阜県		瑞浪市		東濃石油（株）		ペルショワール瑞浪　給油所		薬師町4丁目30番1,2		0572-67-3711		

		岐阜県		瑞浪市		（有）竜吟サービス		セルフ釜戸　給油所		釜戸町1552番地の1		0572-63-2232		

		岐阜県		瑞浪市		（株）伊藤商会		サンタモニカ瑞浪　給油所		穂並3-52		0572-67-2345		

		岐阜県		羽島市		株式会社極東		Sｅｌｆ　Ｍ－１羽島　給油所		正木町南及3-50-2		058-391-8225

		岐阜県		恵那市		（有）明智給油所		明智　給油所		明智町大田989番地の1		0573-54-2272		

		岐阜県		恵那市		（有）丸一小松屋商店		中野方西　給油所		中野方町1755-14		0573-23-2201		

		岐阜県		恵那市		松田　貞一郎		上矢作　給油所		上矢作町3095-1		05734-7-2458		

		岐阜県		恵那市		大洋石油（株）		恵那武並　給油所		武並町竹折44		0573-28-2205		

		岐阜県		恵那市		石黒商事（株）		サンライズ恵那給油所		長島町正家713-1		0573-59-4000		

		岐阜県		恵那市		新栄石油（株）		セルフたけなみ　給油所		武並町竹折1645-17		0573-28-3080		

		岐阜県		恵那市		ライフエナジー山岡（株）		山岡　給油所		山岡町下手向453番地の3		05735-6-3542		

		岐阜県		恵那市		（有）アジアサポート		恵那東　給油所		大井町雀子ヶ根2087ｰ191		0573-26-5168		

		岐阜県		恵那市		（有）アジアサポート		恵那峡　給油所		大井町観音寺2695-335		0573-20-0358		

		岐阜県		恵那市		（株）丸河ホールディングス		セルフいわむら　給油所		岩村町1660-1		0573-43-0087		

		岐阜県		恵那市		（株）ミヤケ		串原　給油所		串原4179-1		0573-52-2521		

		岐阜県		恵那市		瀬戸　利之		飯羽間　給油所		岩村町飯羽間2384番地4		0573-43-2158		

		岐阜県		恵那市		株式会社丸八		明智　給油所		明智町字新池534-1		0573-55-0008

		岐阜県		恵那市		大島　正康		山岡　給油所		山岡町原829番地		0573-56-3230

		岐阜県		美濃加茂市		（株）平手石油店		みのかも北　給油所		下米田町東栃井石倉199-1		0574-28-8411		

		岐阜県		美濃加茂市		シンワ菱油（株）		パウメトウ山手　給油所		蜂屋町上蜂屋柳坪4667番地		0574-26-7811		

		岐阜県		土岐市		東濃石油（株）		セルフ土岐インター　給油所		泉寺田町2-31		0572-54-3414		

		岐阜県		土岐市		阿庄石油（株）		ニュー阿庄　給油所		下石阿庄町4-8		0572-57-7732		

		岐阜県		土岐市		名古屋シェル石油販売（株）		土岐中央　給油所		土岐津町土岐口字北町口1741-1		0572-55-2220		

		岐阜県		土岐市		アルプス中京（株）		メガセルフ土岐　給油所		泉町定林寺字原705-1		058-264-3410		

		岐阜県		各務原市		安田商事（株）		いちょう通　給油所		那加野畑町1丁目27番地		058-380-7070		

		岐阜県		各務原市		（有）鈴木油店		各務原　給油所		各務山の前町4丁目608番地		0583-84-0657		

		岐阜県		各務原市		河田商事（株）		桜丘　給油所		那加不動丘1-10-2		058-371-3300		

		岐阜県		各務原市		川島石油（有）		川島町　給油所		川島松原町311		0586-89-2093		

		岐阜県		各務原市		川島石油（有）		第二　給油所		川島河田町732-4		05868-9-3587		

		岐阜県		各務原市		丸栄石油（株）		カーパドック各務原給油所		三井町59番1		058-371-1201		

		岐阜県		各務原市		（有）小林石油		ハートランド蘇原　給油所		蘇原東島町3-150		0583-83-3453		

		岐阜県		可児市		（有）堀尾石油		可児　給油所		塩1204		0574-62-2044		

		岐阜県		可児市		（株）平手石油店		可児くくり　給油所		久々利岡本834-1		0574-56-0500		

		岐阜県		可児市		シンワ菱油（株）		パウメトウ今渡　給油所		今渡字中鳴子2186-1		0574-62-7351		

		岐阜県		可児市		シンワ菱油（株）		セルフ可児　給油所		瀬田字神田854番1		0574-60-5320		

		岐阜県		可児市		株式会社平手石油店		セルフステーション可児はるさと　給油所		矢戸字北雲333-1		0574-65-0201

		岐阜県		山県市		三恩石油（株）		高富　給油所		高富1713		0581-22-2000		

		岐阜県		山県市		シンワ菱油（株）		セルフ山県　給油所		西深瀬1150-1		0581-23-1250		

		岐阜県		山県市		村橋　克司		伊自良　給油所		松尾255-1		0581-36-3519

		岐阜県		瑞穂市		（有）林石油店		美江寺　給油所		美江寺798-1		05832-8-2111		

		岐阜県		瑞穂市		富士和商事（株）		セルフPLANT－6　給油所		犀川3丁目51番地		058-329-3251		

		岐阜県		瑞穂市		トヨタエネルギー株式会社		ハピーセルフ　給油所		馬場上光町1-18		058-323-0008

		岐阜県		瑞穂市		宇野 彰一		本田 給油所		本田1076-2		058-326-5848

		岐阜県		飛騨市		清水商事（株）		リブレ神岡　給油所		神岡町梨ヶ根62-1		0578-82-0873		

		岐阜県		飛騨市		株式会社橋戸商店		アルツ古川バイパス　給油所		古川町上町943番地の1		0577-73-6600

		岐阜県		飛騨市		株式会社北平商店		古川町　給油所		古川町栄2-1-21		0577-73-2845

		岐阜県		飛騨市		株式会社北平商店		古川南　給油所		古川町大字上町字久中253-2		0577-73-4339

		岐阜県		飛騨市		株式会社古川石油		角川　給油所		河合町小無雁53		0577-65-2040

		岐阜県		飛騨市		有限会社山崎石油		細江　給油所		古川町袈裟丸811-1		0577-75-2009

		岐阜県		飛騨市		斐太石油株式会社		神岡江馬　給油所		神岡町殿字沖野724番地		0578-82-0427

		岐阜県		飛騨市		牛丸石油株式会社		殿　給油所		神岡町殿下夕野1289-9		0578-82-2272

		岐阜県		本巣市		コスモ石油販売（株）		イオンタウン本巣給油所		国領字川田236-1		058-201-7350		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		土貴野　給油所		早野125番地1		0585-32-1678		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		糸貫　給油所		三橋鶴舞71		058-324-0129		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		根尾　給油所		根尾板所643-2-1		05813-8-2575		

		岐阜県		本巣市		（株）角田石油		EneJet本巣五反田　給油所		石原字手坪574-4		058-322-3456		

		岐阜県		本巣市		（株）宇野石油		根尾川大橋　給油所		下西浦1936		0583-23-1956		

		岐阜県		郡上市		（有）　まるや石油		高鷲　給油所		高鷲町大鷲41-5		05757-2-5031		

		岐阜県		郡上市		丸栄石油（株）		セルフ郡上八幡給油所		八幡町稲成1158番地		0575-65-4129		

		岐阜県		郡上市		（株）蛭ケ野商事		蛭ケ野　給油所		高鷲町ひるがの4670-931		05757-3-2211		

		岐阜県		郡上市		シンワ菱油（株）		パウメトウ郡上八幡インター　給油所		八幡町五町3丁目2-11		0575-66-1061		

		岐阜県		郡上市		共栄商事（株）		明宝　給油所		明宝畑佐673		05758-7-2313		

		岐阜県		郡上市		（株）マルフジ		上田　給油所		美並町上田1218-3		05757-9-2056		

		岐阜県		郡上市		（有）前田プロパン		郡上白鳥　給油所		白鳥町向小駄良991-1		0575-82-2939		

		岐阜県		郡上市		株式会社下田石油		美並　給油所		美並町上田68-2		0575-79-2234

		岐阜県		郡上市		大中石油株式会社		白鳥　給油所		白鳥町中津屋389番地の8		0575-82-2181

		岐阜県		郡上市		上平　昌徳		かみよし野添　給油所		白鳥町野添375番地4		0575-84-1019

		岐阜県		下呂市		（株）西日本宇佐美		41号下呂給油所		小川島尻1846-1		0576-24-1511		

		岐阜県		下呂市		下呂興産（株）		下呂　給油所		森858		05762-5-2393		

		岐阜県		下呂市		萩原日石（株）		下呂温泉西　給油所		萩原町上村643-1		05765-2-1760		

		岐阜県		下呂市		（有）上呂石油		上呂　給油所		萩原町上呂662-3		0576-55-0315		

		岐阜県		下呂市		新日本石油（株）		萩原　給油所		萩原町宮田1472番地		05765-5-0230		

		岐阜県		下呂市		野中石油（株）		下呂温泉　給油所		森820-85		05762-5-2356		

		岐阜県		下呂市		山口石油株式会社		金山　給油所		金山町金山上市場西1916		0576-32-2416

		岐阜県		下呂市		有限会社マゼック		馬瀬川　給油所		馬瀬名丸28		0576-47-2235

		岐阜県		下呂市		住吉石油株式会社		ﾙｰﾄ41GEROｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所		小川字平岩1861-1		0576-25-4568

		岐阜県		下呂市		住吉石油株式会社		ＧＥＲＯセルフステーション　給油所		少ｹ野623番地の1		0576-25-3543

		岐阜県		下呂市		有限会社金山昭石		飛騨金山　給油所		金山町金山2466番地の1		0576-32-2148

		岐阜県		下呂市		有限会社小坂石油		飛騨小坂　給油所		小坂町坂下391		0576-62-2052

		岐阜県		下呂市		丸共建設株式会社		乗政　給油所		乗政536番の1		0576-26-2265

		岐阜県		下呂市		岡﨑　壮男		萩原　給油所		萩原町上村池端672-3		0576-52-3244

		岐阜県		海津市		伊藤　秀明		石津　給油所		南濃町安江1133-1		0584-56-1155		

		岐阜県		海津市		関谷　幸代		平田　給油所		平田町幡長切戸82-2		05846-7-3108		

		岐阜県		海津市		（株）ワタナベ石油		セルフ平田給油所		平田町三郷690番地		0584-66-2253		

		岐阜県		海津市		伊藤石油（株）		松山　給油所		南濃町松山4-475-1		05845-6-2376		

		岐阜県		海津市		（株）スズキ石油		ニュー海津　給油所		海津町馬目410番地の2		0584-53-2400		

		岐阜県		海津市		伊藤　智彦		海津給油所		海津町古中島201		05845-4-5341		

		岐阜県		海津市		伊藤　聰行		平田　給油所		平田町西島1267		0584-66-2462

		岐阜県		海津市		株式会社瀬古石油店		東海大橋　給油所		海津町草場145番地		0584-53-0563

		岐阜県		羽島郡岐南町		（株）角田石油		EneJet岐南インター　給油所		上印食9-95		058-249-2225		

		岐阜県		養老郡養老町		古市石油（株）		セルフ笠郷　給油所		船附大割田1525		05843-5-2701		

		岐阜県		養老郡養老町		古市石油（株）		セルフ養老　給油所		石畑字閔鎮1154-1		0584-32-1251		

		岐阜県		養老郡養老町		（株）野寺商店		養老　給油所		高田929-3		0584-32-1165		

		岐阜県		養老郡養老町		（株）野寺商店		セルフ養老　給油所		高田2203-1		0584-32-1505		

		岐阜県		養老郡養老町		髙田石油株式会社		養老中央　給油所		押越923-5		0584-32-0188

		岐阜県		不破郡関ヶ原町		西濃アポロ（株）		関ヶ原本陣　給油所		大字野上字南桃配1428-1		0584-43-0357		

		岐阜県		安八郡神戸町		（株）福田屋石油		広神戸　給油所		大字丈六道18-1		058427-2229		

		岐阜県		安八郡神戸町		神戸石油株式会社		神戸町　給油所		大字下宮字大橋向284番地		0584-27-4455

		岐阜県		安八郡輪之内町		西濃アポロ（株）		プリテール福束　給油所		福束字下沼1701		0584-68-1131		

		岐阜県		安八郡輪之内町		野村　貴隆		輪之内　給油所		里字宮川949		0584-69-2110

		岐阜県		揖斐郡揖斐川町		揖斐石油（株）		揖斐川　給油所		和田978-3		05852-2-2165		

		岐阜県		揖斐郡揖斐川町		有限会社ニットウ石油		昭和町　給油所		三輪字下不動川481-1		0585-22-0834

		岐阜県		揖斐郡大野町		（株）稲富石油		大野　給油所		大字黒野81番地2		05853-2-3324		

		岐阜県		揖斐郡大野町		（株）稲富石油		セルフ大野　給油所		大字黒野字子持街道82-3		0585-35-2477		

		岐阜県		揖斐郡池田町		コスモ石油販売（株）		セルフ池田給油所		本郷925-1		0585-44-0556		

		岐阜県		加茂郡坂祝町		（株）コニシ		パティオ21　給油所		取組1-1		0574-26-7508		

		岐阜県		加茂郡富加町		（株）平手石油店		富加町　給油所		羽生字山崎2183番1		0574-54-2233		

		岐阜県		加茂郡川辺町		（有）榊間石油川辺給油所		川辺　給油所		上川辺上細田729-1		0574-53-3531		

		岐阜県		加茂郡七宗町		亀山　麓		神渕　給油所		神渕4721		05744-6-1027		

		岐阜県		加茂郡七宗町		福井　太		神渕　給油所		神渕4777		0574-46-1022		

		岐阜県		加茂郡八百津町		株式会社アトリック		八百津　給油所		和知284		0574-43-2101

		岐阜県		加茂郡八百津町		株式会社スギセイエネ		八百津　給油所		八百津字宮島4394-2		0574-43-0139

		岐阜県		加茂郡白川町		（株）榊間石油		美濃黒川　給油所		黒川209		05747-7-2151		

		岐阜県		加茂郡白川町		（株）榊間石油		白川　給油所		河岐1627-4		0574-74-0133		

		岐阜県		加茂郡白川町		鈴村　喜広		黒川　給油所		黒川1463-1		0574-77-1130

		岐阜県		加茂郡東白川村		めぐみの農業協同組合		東白川　給油所		大字神土字野尻480-1		0574-78-2175		

		岐阜県		可児郡御嵩町		（有）宮田石油店		伏見　給油所		伏見357-2		05746-7-0626		

		岐阜県		大野郡白川村		斐太石油（株）		白川郷　給油所		大字鳩谷65番地5		05769-6-1066		

		岐阜県		大野郡白川村		遠山　はやと		御母衣　給油所		大字御母衣316番地の2		05769-5-2477
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HP用

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		1		セルフステーション中屋西給油所		コスモ石油販売（株）		岐阜市中屋西2番1

		2		セルフステーション市橋給油所		コスモ石油販売（株）		岐阜市市橋3丁目1番3号

		3		アムールくろの　給油所		久世商事（有）		岐阜市折立880-2

		4		曽我屋　給油所		（有）鷲見石油		岐阜市曽我屋1丁目191-1

		5		EneJet加野　給油所		スタンダード商事（株）		岐阜市加野4-28-14

		6		天王寺　給油所		東部日石（株）		岐阜市北一色3-10-14

		7		カーパドック長良給油所		丸栄石油（株）		岐阜市長良東2丁目5番

		8		セルフ東興給油所		丸栄石油（株）		岐阜市東興町50

		9		勢引商事　給油所		（有）勢引商事		岐阜市門屋勢引13番地2

		10		則松　給油所		（株）成瀬商会		岐阜市則松5-35

		11		Sポート岐阜西　給油所		アルプス中京（株）		岐阜市西荘1-9-21

		12		Sポート岐阜東　給油所		アルプス中京（株）		岐阜市水海道3-22-15

		13		鏡島大橋　給油所		武藤石油合同会社		岐阜市菅生六丁目1番13号

		14		北野　給油所		山口　秀春		岐阜市北野西362-1

		15		福光　給油所		株式会社リョーワ		岐阜市福光東3丁目14番地10

		16		Self　M－１笠松　給油所		株式会社極東		岐阜市柳津町東塚5-43-1

		17		258号大垣インター給油所		（株）西日本宇佐美		大垣市浅草1-368

		18		21号大垣給油所		（株）西日本宇佐美		大垣市和合新町2丁目25番地

		19		セルフ美濃国分寺前給油所		コスモ石油販売（株）		大垣市榎戸町2-13

		20		セルフ大垣女子短大前給油所		コスモ石油販売（株）		大垣市西之川町2-75-1

		21		名神大垣　給油所		（株）小林モーターズ		大垣市内原1-188-1

		22		岐大バイパス・大垣　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市加賀野2丁目56番地

		23		プリテール大垣　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市林町10-10-1

		24		プリテール池尻　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市池尻町深田946番1

		25		セルフ大垣インター　給油所		（株）野寺商店		大垣市横曽根4-30

		26		多良　給油所		（有）山口屋		大垣市上石津町下多良236-1

		27		エリア４１７　給油所		株式会社赤壁商会		大垣市赤坂町新町3-148-1

		28		栄町　給油所		株式会社川地石油		大垣市綾野六丁目118番地

		29		高山　給油所		アダチ石油（株）		高山市上岡本町1-38

		30		高山東山　給油所		アダチ石油（株）		高山市松之木町290-1

		31		荘川　給油所		（有）寺田商店		高山市荘川町牧戸85番地

		32		旗鉾　給油所		寺田　泰久		高山市丹生川町旗鉾267-3

		33		Enejet高山バイパス　給油所		（株）瀬木油店		高山市問屋町69

		34		Enejet高山新宮　給油所		（株）瀬木油店		高山市新宮町1615-1

		35		高山南　給油所		（有）岩西石油店		高山市一之宮町3446番地

		36		朝日　給油所		（有）長瀬石油		高山市朝日町浅井607

		37		片野町　給油所		（有）岩田商店		高山市片野町4-531

		38		セルフハンズ西之一色店		（有）岩田商店		高山市西之一色町1-93

		39		ナガイ石油　給油所		ナガイ（株）		高山市久々野町大西15-1

		40		セルフ高山三福寺　給油所		牛丸石油（株）		高山市松之木町313番地2

		41		聖橋　給油所		清水商事（株）		高山市本母町281-3

		42		リブレ三福寺　給油所		清水商事（株）		高山市三福寺町363番地の12

		43		三日町　給油所		（有）柚原商店		高山市清見町三日町292

		44		坊方バイパス　給油所		（有）てづな		高山市丹生川町坊方1219-1

		45		高山インター　給油所		坂口石油（有）		高山市上切町69-1

		46		上宝本郷　給油所		有限会社久保石油		高山市上宝町本郷770番地の1

		47		国分寺通　給油所		株式会社山善商店		高山市花里町6-15

		48		スマートセルフ４１　給油所		株式会社山善商店		高山市西之一色町3-1124-1

		49		長倉　給油所		大方　藤徳		高山市上宝町長倉666-18

		50		朝日　給油所		有限会社大道石油		高山市朝日町万石174番地1

		51		せせらぎ清見　給油所		有限会社丸栄石油		高山市清見町三日町1386-1

		52		高山山田町　給油所		有限会社丸栄石油		高山市山田町246番地

		53		姫　給油所		白山石油（株）		多治見市姫町1丁目100番地

		54		大畑　給油所		（株）田口石油店		多治見市大畑町5-193

		55		ハートランドたじみ　給油所		（株）田口石油店		多治見市下沢町3-9-2

		56		サンタモニカ東町　給油所		（株）伊藤商会		多治見市東町4-9-15

		57		サンタモニカオアシス　給油所		（株）伊藤商会		多治見市光ｹ丘5-39

		58		サンタモニカ幸町　給油所		（株）伊藤商会		多治見市幸町3-7-1

		59		関北　給油所		（有）山西石油		関市下有知2859-1

		60		セルフイースト　給油所		（株）山本石油		関市東田原173-8

		61		小瀬　給油所		（有）ミノシマ		関市小瀬1789-1

		62		美濃関　給油所		（株）ミヤチ		関市栄町三丁目2番25号

		63		パウメトウ東新　給油所		シンワ菱油（株）		関市東新町4-79-3

		64		パウメトウ小瀬418　給油所		シンワ菱油（株）		関市小瀬238

		65		白金　給油所		（株）山田石油		関市上白金1127番地の1

		66		武芸川　給油所		（有）田下石油店		関市武芸川町八幡846

		67		関平賀　給油所		有限会社星井商店		関市市平賀355-8

		68		スマイルしんかい  給油所		株式会社しんかい		関市平和通2丁目3番地

		69		洞戸　給油所		林　誠一		関市洞戸菅谷360-4

		70		坂下給油所		末松商事（株）		中津川市坂下1608

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		71		木曽山口給油所		末松商事（株）		中津川市山口491

		72		ウエストポイント　給油所		中央紙運輸（株）		中津川市千旦林200

		73		加子母　給油所		（有）岩木石油		中津川市加子母字中島3902-1

		74		中津川東　給油所		新栄石油（株）		中津川市中津川993番地の3

		75		加子母　給油所		熊沢　続		中津川市加子母5440

		76		阿木　給油所		保母興産（株）		中津川市阿木8-1

		77		福岡　給油所		東美濃農業協同組合		中津川市福岡町1189ｰ1

		78		中津川バイパス手賀野　給油所		（有）アジアサポート		中津川市手賀野362ｰ1

		79		落合　給油所		（有）アジアサポート		中津川市落合字田中305の1

		80		中津川　給油所		（株）山本石油店		中津川市えびす町7-1

		81		田原　給油所		（株）島屋田原給油所		中津川市岐阜県中津川市蛭川田原5221-1

		82		苗木　給油所		安田屋石油有限会社		中津川市苗木4674-1

		83		福岡町　給油所		株式会社ユーワン		中津川市福岡978番地の65

		84		山の田　給油所		株式会社ユーワン		中津川市瀬戸山の田1372-1

		85		付知　給油所		株式会社吉村石油店		中津川市付知町7666-2

		86		下野　給油所		有限会社松葉屋商店		中津川市下野437

		87		プレステージ付知　給油所		有限会社清水屋石油店		中津川市付知町4872番地2

		88		156号美濃インター給油所		（株）西日本宇佐美		美濃市松森字下巾上399

		89		美濃インター　給油所		丸喜石油（株）		美濃市中央10-133

		90		御手洗　給油所		株式会社ハバ石油		美濃市御手洗901

		91		美濃　給油所		株式会社能登金商店		美濃市泉町43-1

		92		旧19号瑞浪給油所		（株）西日本宇佐美		瑞浪市土岐町1243

		93		瑞浪橋　給油所		東濃石油（株）		瑞浪市寺河戸町字道下1213-3

		94		ペルショワール瑞浪　給油所		東濃石油（株）		瑞浪市薬師町4丁目30番1,2

		95		セルフ釜戸　給油所		（有）竜吟サービス		瑞浪市釜戸町1552番地の1

		96		サンタモニカ瑞浪　給油所		（株）伊藤商会		瑞浪市穂並3-52

		97		Sｅｌｆ　Ｍ－１羽島　給油所		株式会社極東		羽島市正木町南及3-50-2

		98		明智　給油所		（有）明智給油所		恵那市明智町大田989番地の1

		99		中野方西　給油所		（有）丸一小松屋商店		恵那市中野方町1755-14

		100		上矢作　給油所		松田　貞一郎		恵那市上矢作町3095-1

		101		恵那武並　給油所		大洋石油（株）		恵那市武並町竹折44

		102		サンライズ恵那給油所		石黒商事（株）		恵那市長島町正家713-1

		103		セルフたけなみ　給油所		新栄石油（株）		恵那市武並町竹折1645-17

		104		山岡　給油所		ライフエナジー山岡（株）		恵那市山岡町下手向453番地の3

		105		恵那東　給油所		（有）アジアサポート		恵那市大井町雀子ヶ根2087ｰ191

		106		恵那峡　給油所		（有）アジアサポート		恵那市大井町観音寺2695-335

		107		セルフいわむら　給油所		（株）丸河ホールディングス		恵那市岩村町1660-1

		108		串原　給油所		（株）ミヤケ		恵那市串原4179-1

		109		飯羽間　給油所		瀬戸　利之		恵那市岩村町飯羽間2384番地4

		110		明智　給油所		株式会社丸八		恵那市明智町字新池534-1

		111		山岡　給油所		大島　正康		恵那市山岡町原829番地

		112		みのかも北　給油所		（株）平手石油店		美濃加茂市下米田町東栃井石倉199-1

		113		パウメトウ山手　給油所		シンワ菱油（株）		美濃加茂市蜂屋町上蜂屋柳坪4667番地

		114		セルフ土岐インター　給油所		東濃石油（株）		土岐市泉寺田町2-31

		115		ニュー阿庄　給油所		阿庄石油（株）		土岐市下石阿庄町4-8

		116		土岐中央　給油所		名古屋シェル石油販売（株）		土岐市土岐津町土岐口字北町口1741-1

		117		メガセルフ土岐　給油所		アルプス中京（株）		土岐市泉町定林寺字原705-1

		118		いちょう通　給油所		安田商事（株）		各務原市那加野畑町1丁目27番地

		119		各務原　給油所		（有）鈴木油店		各務原市各務山の前町4丁目608番地

		120		桜丘　給油所		河田商事（株）		各務原市那加不動丘1-10-2

		121		川島町　給油所		川島石油（有）		各務原市川島松原町311

		122		第二　給油所		川島石油（有）		各務原市川島河田町732-4

		123		カーパドック各務原給油所		丸栄石油（株）		各務原市三井町59番1

		124		ハートランド蘇原　給油所		（有）小林石油		各務原市蘇原東島町3-150

		125		可児　給油所		（有）堀尾石油		可児市塩1204

		126		可児くくり　給油所		（株）平手石油店		可児市久々利岡本834-1

		127		パウメトウ今渡　給油所		シンワ菱油（株）		可児市今渡字中鳴子2186-1

		128		セルフ可児　給油所		シンワ菱油（株）		可児市瀬田字神田854番1

		129		セルフステーション可児はるさと　給油所		株式会社平手石油店		可児市矢戸字北雲333-1

		130		高富　給油所		三恩石油（株）		山県市高富1713

		131		セルフ山県　給油所		シンワ菱油（株）		山県市西深瀬1150-1

		132		伊自良　給油所		村橋　克司		山県市松尾255-1

		133		美江寺　給油所		（有）林石油店		瑞穂市美江寺798-1

		134		セルフPLANT－6　給油所		富士和商事（株）		瑞穂市犀川3丁目51番地

		135		ハピーセルフ　給油所		トヨタエネルギー株式会社		瑞穂市馬場上光町1-18

		136		本田 給油所		宇野 彰一		瑞穂市本田1076-2

		137		リブレ神岡　給油所		清水商事（株）		飛騨市神岡町梨ヶ根62-1

		138		アルツ古川バイパス　給油所		株式会社橋戸商店		飛騨市古川町上町943番地の1

		139		古川町　給油所		株式会社北平商店		飛騨市古川町栄2-1-21

		140		古川南　給油所		株式会社北平商店		飛騨市古川町大字上町字久中253-2

		141		角川　給油所		株式会社古川石油		飛騨市河合町小無雁53

		142		細江　給油所		有限会社山崎石油		飛騨市古川町袈裟丸811-1

		143		神岡江馬　給油所		斐太石油株式会社		飛騨市神岡町殿字沖野724番地

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		144		殿　給油所		牛丸石油株式会社		飛騨市神岡町殿下夕野1289-9

		145		イオンタウン本巣給油所		コスモ石油販売（株）		本巣市国領字川田236-1

		146		土貴野　給油所		（株）稲富石油		本巣市早野125番地1

		147		糸貫　給油所		（株）稲富石油		本巣市三橋鶴舞71

		148		根尾　給油所		（株）稲富石油		本巣市根尾板所643-2-1

		149		EneJet本巣五反田　給油所		（株）角田石油		本巣市石原字手坪574-4

		150		根尾川大橋　給油所		（株）宇野石油		本巣市下西浦1936

		151		高鷲　給油所		（有）　まるや石油		郡上市高鷲町大鷲41-5

		152		セルフ郡上八幡給油所		丸栄石油（株）		郡上市八幡町稲成1158番地

		153		蛭ケ野　給油所		（株）蛭ケ野商事		郡上市高鷲町ひるがの4670-931

		154		パウメトウ郡上八幡インター　給油所		シンワ菱油（株）		郡上市八幡町五町3丁目2-11

		155		明宝　給油所		共栄商事（株）		郡上市明宝畑佐673

		156		上田　給油所		（株）マルフジ		郡上市美並町上田1218-3

		157		郡上白鳥　給油所		（有）前田プロパン		郡上市白鳥町向小駄良991-1

		158		美並　給油所		株式会社下田石油		郡上市美並町上田68-2

		159		白鳥　給油所		大中石油株式会社		郡上市白鳥町中津屋389番地の8

		160		かみよし野添　給油所		上平　昌徳		郡上市白鳥町野添375番地4

		161		41号下呂給油所		（株）西日本宇佐美		下呂市小川島尻1846-1

		162		下呂　給油所		下呂興産（株）		下呂市森858

		163		下呂温泉西　給油所		萩原日石（株）		下呂市萩原町上村643-1

		164		上呂　給油所		（有）上呂石油		下呂市萩原町上呂662-3

		165		萩原　給油所		新日本石油（株）		下呂市萩原町宮田1472番地

		166		下呂温泉　給油所		野中石油（株）		下呂市森820-85

		167		金山　給油所		山口石油株式会社		下呂市金山町金山上市場西1916

		168		馬瀬川　給油所		有限会社マゼック		下呂市馬瀬名丸28

		169		ﾙｰﾄ41GEROｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所		住吉石油株式会社		下呂市小川字平岩1861-1

		170		ＧＥＲＯセルフステーション　給油所		住吉石油株式会社		下呂市少ｹ野623番地の1

		171		飛騨金山　給油所		有限会社金山昭石		下呂市金山町金山2466番地の1

		172		飛騨小坂　給油所		有限会社小坂石油		下呂市小坂町坂下391

		173		乗政　給油所		丸共建設株式会社		下呂市乗政536番の1

		174		萩原　給油所		岡﨑　壮男		下呂市萩原町上村池端672-3

		175		石津　給油所		伊藤　秀明		海津市南濃町安江1133-1

		176		平田　給油所		関谷　幸代		海津市平田町幡長切戸82-2

		177		セルフ平田給油所		（株）ワタナベ石油		海津市平田町三郷690番地

		178		松山　給油所		伊藤石油（株）		海津市南濃町松山4-475-1

		179		ニュー海津　給油所		（株）スズキ石油		海津市海津町馬目410番地の2

		180		海津給油所		伊藤　智彦		海津市海津町古中島201

		181		平田　給油所		伊藤　聰行		海津市平田町西島1267

		182		東海大橋　給油所		株式会社瀬古石油店		海津市海津町草場145番地

		183		EneJet岐南インター　給油所		（株）角田石油		羽島郡岐南町上印食9-95

		184		セルフ笠郷　給油所		古市石油（株）		養老郡養老町船附大割田1525

		185		セルフ養老　給油所		古市石油（株）		養老郡養老町石畑字閔鎮1154-1

		186		養老　給油所		（株）野寺商店		養老郡養老町高田929-3

		187		セルフ養老　給油所		（株）野寺商店		養老郡養老町高田2203-1

		188		養老中央　給油所		髙田石油株式会社		養老郡養老町押越923-5

		189		関ヶ原本陣　給油所		西濃アポロ（株）		不破郡関ヶ原町大字野上字南桃配1428-1

		190		広神戸　給油所		（株）福田屋石油		安八郡神戸町大字丈六道18-1

		191		神戸町　給油所		神戸石油株式会社		安八郡神戸町大字下宮字大橋向284番地

		192		プリテール福束　給油所		西濃アポロ（株）		安八郡輪之内町福束字下沼1701

		193		輪之内　給油所		野村　貴隆		安八郡輪之内町里字宮川949

		194		揖斐川　給油所		揖斐石油（株）		揖斐郡揖斐川町和田978-3

		195		昭和町　給油所		有限会社ニットウ石油		揖斐郡揖斐川町三輪字下不動川481-1

		196		大野　給油所		（株）稲富石油		揖斐郡大野町大字黒野81番地2

		197		セルフ大野　給油所		（株）稲富石油		揖斐郡大野町大字黒野字子持街道82-3

		198		セルフ池田給油所		コスモ石油販売（株）		揖斐郡池田町本郷925-1

		199		パティオ21　給油所		（株）コニシ		加茂郡坂祝町取組1-1

		200		富加町　給油所		（株）平手石油店		加茂郡富加町羽生字山崎2183番1

		201		川辺　給油所		（有）榊間石油川辺給油所		加茂郡川辺町上川辺上細田729-1

		202		神渕　給油所		亀山　麓		加茂郡七宗町神渕4721

		203		神渕　給油所		福井　太		加茂郡七宗町神渕4777

		204		八百津　給油所		株式会社アトリック		加茂郡八百津町和知284

		205		八百津　給油所		株式会社スギセイエネ		加茂郡八百津町八百津字宮島4394-2

		206		美濃黒川　給油所		（株）榊間石油		加茂郡白川町黒川209

		207		白川　給油所		（株）榊間石油		加茂郡白川町河岐1627-4

		208		黒川　給油所		鈴村　喜広		加茂郡白川町黒川1463-1

		209		東白川　給油所		めぐみの農業協同組合		加茂郡東白川村大字神土字野尻480-1

		210		伏見　給油所		（有）宮田石油店		可児郡御嵩町伏見357-2

		211		白川郷　給油所		斐太石油（株）		大野郡白川村大字鳩谷65番地5

		212		御母衣　給油所		遠山　はやと		大野郡白川村大字御母衣316番地の2





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&7&U作成課：○○課　性質/作成日付：機密性〇、令和〇年〇月〇日　保存期間：〇年　備考：未定稿





岐阜県

		都道府県 トドウフケン		市区町村 シク チョウソン		運営会社等 ウンエイ カイシャ トウ		給油所名 キュウユショ メイ		給油所住所（町丁字以下） キュウユショ ジュウショ イカ		電話番号 デンワ バンゴウ		備考 ビコウ

		岐阜県		岐阜市		コスモ石油販売（株）		セルフステーション中屋西給油所		中屋西2番1		058-229-6620		

		岐阜県		岐阜市		コスモ石油販売（株）		セルフステーション市橋給油所		市橋3丁目1番3号		058-273-6787		

		岐阜県		岐阜市		久世商事（有）		アムールくろの　給油所		折立880-2		058-239-0351		

		岐阜県		岐阜市		（有）鷲見石油		曽我屋　給油所		曽我屋1丁目191-1		0582-39-2811		

		岐阜県		岐阜市		スタンダード商事（株）		EneJet加野　給油所		加野4-28-14		058-243-1269		

		岐阜県		岐阜市		東部日石（株）		天王寺　給油所		北一色3-10-14		0582-45-6588		

		岐阜県		岐阜市		丸栄石油（株）		カーパドック長良給油所		長良東2丁目5番		058-295-7280		

		岐阜県		岐阜市		丸栄石油（株）		セルフ東興給油所		東興町50		058-249-5580		

		岐阜県		岐阜市		（有）勢引商事		勢引商事　給油所		門屋勢引13番地2		0582-29-3558		

		岐阜県		岐阜市		（株）成瀬商会		則松　給油所		則松5-35		0582-39-9531		

		岐阜県		岐阜市		アルプス中京（株）		Sポート岐阜西　給油所		西荘1-9-21		058-251-4350		

		岐阜県		岐阜市		アルプス中京（株）		Sポート岐阜東　給油所		水海道3-22-15		058-240-0888		

		岐阜県		岐阜市		武藤石油合同会社		鏡島大橋　給油所		菅生六丁目1番13号		0582-33-0566		

		岐阜県		岐阜市		山口　秀春		北野　給油所		北野西362-1		058-229-2312

		岐阜県		岐阜市		株式会社リョーワ		福光　給油所		福光東3丁目14番地10		058-232-1559

		岐阜県		岐阜市		株式会社極東		Self　M－１笠松　給油所		柳津町東塚5-43-1		058-388-1007

		岐阜県		大垣市		（株）西日本宇佐美		258号大垣インター給油所		浅草1-368		0584-89-6007		

		岐阜県		大垣市		（株）西日本宇佐美		21号大垣給油所		和合新町2丁目25番地		0584-73-4991		

		岐阜県		大垣市		コスモ石油販売（株）		セルフ美濃国分寺前給油所		榎戸町2-13		0584-92-4565		

		岐阜県		大垣市		コスモ石油販売（株）		セルフ大垣女子短大前給油所		西之川町2-75-1		0584-73-0556		

		岐阜県		大垣市		（株）小林モーターズ		名神大垣　給油所		内原1-188-1		0584-89-4524		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		岐大バイパス・大垣　給油所		加賀野2丁目56番地		0584-73-8337		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		プリテール大垣　給油所		林町10-10-1		0584-74-3050		

		岐阜県		大垣市		西濃アポロ（株）		プリテール池尻　給油所		池尻町深田946番1		0584-73-8337		

		岐阜県		大垣市		（株）野寺商店		セルフ大垣インター　給油所		横曽根4-30		0584-89-3691		

		岐阜県		大垣市		（有）山口屋		多良　給油所		上石津町下多良236-1		0584-45-2581		

		岐阜県		大垣市		株式会社赤壁商会		エリア４１７　給油所		赤坂町新町3-148-1		0584-71-0194

		岐阜県		大垣市		株式会社川地石油		栄町　給油所		綾野六丁目118番地		0584-91-1143

		岐阜県		高山市		アダチ石油（株）		高山　給油所		上岡本町1-38		0577-33-1122		

		岐阜県		高山市		アダチ石油（株）		高山東山　給油所		松之木町290-1		0577-33-8300		

		岐阜県		高山市		（有）寺田商店		荘川　給油所		荘川町牧戸85番地		05769-2-2027		

		岐阜県		高山市		寺田　泰久		旗鉾　給油所		丹生川町旗鉾267-3		05777-9-2040		

		岐阜県		高山市		（株）瀬木油店		Enejet高山バイパス　給油所		問屋町69		0577-33-9311		

		岐阜県		高山市		（株）瀬木油店		Enejet高山新宮　給油所		新宮町1615-1		0577-36-0456		

		岐阜県		高山市		（有）岩西石油店		高山南　給油所		一之宮町3446番地		05775-3-2038		

		岐阜県		高山市		（有）長瀬石油		朝日　給油所		朝日町浅井607		05775-5-3054		

		岐阜県		高山市		（有）岩田商店		片野町　給油所		片野町4-531		0577-33-4567		

		岐阜県		高山市		（有）岩田商店		セルフハンズ西之一色店		西之一色町1-93		0577-32-4488		

		岐阜県		高山市		ナガイ（株）		ナガイ石油　給油所		久々野町大西15-1		0577-52-3028		

		岐阜県		高山市		牛丸石油（株）		セルフ高山三福寺　給油所		松之木町313番地2		0577-32-5800		

		岐阜県		高山市		清水商事（株）		聖橋　給油所		本母町281-3		0577-32-0362		

		岐阜県		高山市		清水商事（株）		リブレ三福寺　給油所		三福寺町363番地の12		0577-32-2839		

		岐阜県		高山市		（有）柚原商店		三日町　給油所		清見町三日町292		0577-68-2005		

		岐阜県		高山市		（有）てづな		坊方バイパス　給油所		丹生川町坊方1219-1		05777-8-1566		

		岐阜県		高山市		坂口石油（有）		高山インター　給油所		上切町69-1		0577-32-1618		

		岐阜県		高山市		有限会社久保石油		上宝本郷　給油所		上宝町本郷770番地の1		0578-86-2102

		岐阜県		高山市		株式会社山善商店		国分寺通　給油所		花里町6-15		0577-32-5015

		岐阜県		高山市		株式会社山善商店		スマートセルフ４１　給油所		西之一色町3-1124-1		0577-32-1458

		岐阜県		高山市		大方　藤徳		長倉　給油所		上宝町長倉666-18		0578-86-2433

		岐阜県		高山市		有限会社大道石油		朝日　給油所		朝日町万石174番地1		0577-55-3074

		岐阜県		高山市		有限会社丸栄石油		せせらぎ清見　給油所		清見町三日町1386-1		0577-68-2990

		岐阜県		高山市		有限会社丸栄石油		高山山田町　給油所		山田町246番地		0577-33-9128

		岐阜県		多治見市		白山石油（株）		姫　給油所		姫町1丁目100番地		0572-29-2611		

		岐阜県		多治見市		（株）田口石油店		大畑　給油所		大畑町5-193		0572-22-8265		

		岐阜県		多治見市		（株）田口石油店		ハートランドたじみ　給油所		下沢町3-9-2		0572-22-6255		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカ東町　給油所		東町4-9-15		0572-25-3160		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカオアシス　給油所		光ｹ丘5-39		0572-23-2935		

		岐阜県		多治見市		（株）伊藤商会		サンタモニカ幸町　給油所		幸町3-7-1		0572-20-1267		

		岐阜県		関市		（有）山西石油		関北　給油所		下有知2859-1		0575-22-5202		

		岐阜県		関市		（株）山本石油		セルフイースト　給油所		東田原173-8		0575-22-2450		

		岐阜県		関市		（有）ミノシマ		小瀬　給油所		小瀬1789-1		0575-23-0596		

		岐阜県		関市		（株）ミヤチ		美濃関　給油所		栄町三丁目2番25号		0575-22-4131		

		岐阜県		関市		シンワ菱油（株）		パウメトウ東新　給油所		東新町4-79-3		05752-2-0292		

		岐阜県		関市		シンワ菱油（株）		パウメトウ小瀬418　給油所		小瀬238		0575-23-8418		

		岐阜県		関市		（株）山田石油		白金　給油所		上白金1127番地の1		0575-28-2073		

		岐阜県		関市		（有）田下石油店		武芸川　給油所		武芸川町八幡846		0575-46-2229		

		岐阜県		関市		有限会社星井商店		関平賀　給油所		市平賀355-8		0575-23-1680

		岐阜県		関市		株式会社しんかい		スマイルしんかい  給油所		平和通2丁目3番地		0575-22-2456

		岐阜県		関市		林　誠一		洞戸　給油所		洞戸菅谷360-4		0581-58-2813

		岐阜県		中津川市		末松商事（株）		坂下給油所		坂下1608		05737-5-3011		

		岐阜県		中津川市		末松商事（株）		木曽山口給油所		山口491		0573-75-4181		

		岐阜県		中津川市		中央紙運輸（株）		ウエストポイント　給油所		千旦林200		0573-68-3133		

		岐阜県		中津川市		（有）岩木石油		加子母　給油所		加子母字中島3902-1		0573-79-2137		

		岐阜県		中津川市		新栄石油（株）		中津川東　給油所		中津川993番地の3		05736-6-7878		

		岐阜県		中津川市		熊沢　続		加子母　給油所		加子母5440		0573-79-2072		

		岐阜県		中津川市		保母興産（株）		阿木　給油所		阿木8-1		0573-63-2036		

		岐阜県		中津川市		東美濃農業協同組合		福岡　給油所		福岡町1189ｰ1		057372-2873		

		岐阜県		中津川市		（有）アジアサポート		中津川バイパス手賀野　給油所		手賀野362ｰ1		0573-62-3158		

		岐阜県		中津川市		（有）アジアサポート		落合　給油所		落合字田中305の1		0573-69-5250		

		岐阜県		中津川市		（株）山本石油店		中津川　給油所		えびす町7-1		0573-65-2612		

		岐阜県		中津川市		（株）島屋田原給油所		田原　給油所		岐阜県中津川市蛭川田原5221-1		0573-45-2606		

		岐阜県		中津川市		安田屋石油有限会社		苗木　給油所		苗木4674-1		0573-67-2351

		岐阜県		中津川市		株式会社ユーワン		福岡町　給油所		福岡978番地の65		0573-72-3241

		岐阜県		中津川市		株式会社ユーワン		山の田　給油所		瀬戸山の田1372-1		0573-65-3325

		岐阜県		中津川市		株式会社吉村石油店		付知　給油所		付知町7666-2		0573-82-2161

		岐阜県		中津川市		有限会社松葉屋商店		下野　給油所		下野437		0573-72-2321

		岐阜県		中津川市		有限会社清水屋石油店		プレステージ付知　給油所		付知町4872番地2		0573-82-2158

		岐阜県		美濃市		（株）西日本宇佐美		156号美濃インター給油所		松森字下巾上399		0575-31-0268		

		岐阜県		美濃市		丸喜石油（株）		美濃インター　給油所		中央10-133		0575-35-0488		

		岐阜県		美濃市		株式会社ハバ石油		御手洗　給油所		御手洗901		0575-37-2623

		岐阜県		美濃市		株式会社能登金商店		美濃　給油所		泉町43-1		0575-33-0636

		岐阜県		瑞浪市		（株）西日本宇佐美		旧19号瑞浪給油所		土岐町1243		0572-68-6151		

		岐阜県		瑞浪市		東濃石油（株）		瑞浪橋　給油所		寺河戸町字道下1213-3		0572-68-8331		

		岐阜県		瑞浪市		東濃石油（株）		ペルショワール瑞浪　給油所		薬師町4丁目30番1,2		0572-67-3711		

		岐阜県		瑞浪市		（有）竜吟サービス		セルフ釜戸　給油所		釜戸町1552番地の1		0572-63-2232		

		岐阜県		瑞浪市		（株）伊藤商会		サンタモニカ瑞浪　給油所		穂並3-52		0572-67-2345		

		岐阜県		羽島市		株式会社極東		Sｅｌｆ　Ｍ－１羽島　給油所		正木町南及3-50-2		058-391-8225

		岐阜県		恵那市		（有）明智給油所		明智　給油所		明智町大田989番地の1		0573-54-2272		

		岐阜県		恵那市		（有）丸一小松屋商店		中野方西　給油所		中野方町1755-14		0573-23-2201		

		岐阜県		恵那市		松田　貞一郎		上矢作　給油所		上矢作町3095-1		05734-7-2458		

		岐阜県		恵那市		大洋石油（株）		恵那武並　給油所		武並町竹折44		0573-28-2205		

		岐阜県		恵那市		石黒商事（株）		サンライズ恵那給油所		長島町正家713-1		0573-59-4000		

		岐阜県		恵那市		新栄石油（株）		セルフたけなみ　給油所		武並町竹折1645-17		0573-28-3080		

		岐阜県		恵那市		ライフエナジー山岡（株）		山岡　給油所		山岡町下手向453番地の3		05735-6-3542		

		岐阜県		恵那市		（有）アジアサポート		恵那東　給油所		大井町雀子ヶ根2087ｰ191		0573-26-5168		

		岐阜県		恵那市		（有）アジアサポート		恵那峡　給油所		大井町観音寺2695-335		0573-20-0358		

		岐阜県		恵那市		（株）丸河ホールディングス		セルフいわむら　給油所		岩村町1660-1		0573-43-0087		

		岐阜県		恵那市		（株）ミヤケ		串原　給油所		串原4179-1		0573-52-2521		

		岐阜県		恵那市		瀬戸　利之		飯羽間　給油所		岩村町飯羽間2384番地4		0573-43-2158		

		岐阜県		恵那市		株式会社丸八		明智　給油所		明智町字新池534-1		0573-55-0008

		岐阜県		恵那市		大島　正康		山岡　給油所		山岡町原829番地		0573-56-3230

		岐阜県		美濃加茂市		（株）平手石油店		みのかも北　給油所		下米田町東栃井石倉199-1		0574-28-8411		

		岐阜県		美濃加茂市		シンワ菱油（株）		パウメトウ山手　給油所		蜂屋町上蜂屋柳坪4667番地		0574-26-7811		

		岐阜県		土岐市		東濃石油（株）		セルフ土岐インター　給油所		泉寺田町2-31		0572-54-3414		

		岐阜県		土岐市		阿庄石油（株）		ニュー阿庄　給油所		下石阿庄町4-8		0572-57-7732		

		岐阜県		土岐市		名古屋シェル石油販売（株）		土岐中央　給油所		土岐津町土岐口字北町口1741-1		0572-55-2220		

		岐阜県		土岐市		アルプス中京（株）		メガセルフ土岐　給油所		泉町定林寺字原705-1		058-264-3410		

		岐阜県		各務原市		安田商事（株）		いちょう通　給油所		那加野畑町1丁目27番地		058-380-7070		

		岐阜県		各務原市		（有）鈴木油店		各務原　給油所		各務山の前町4丁目608番地		0583-84-0657		

		岐阜県		各務原市		河田商事（株）		桜丘　給油所		那加不動丘1-10-2		058-371-3300		

		岐阜県		各務原市		川島石油（有）		川島町　給油所		川島松原町311		0586-89-2093		

		岐阜県		各務原市		川島石油（有）		第二　給油所		川島河田町732-4		05868-9-3587		

		岐阜県		各務原市		丸栄石油（株）		カーパドック各務原給油所		三井町59番1		058-371-1201		

		岐阜県		各務原市		（有）小林石油		ハートランド蘇原　給油所		蘇原東島町3-150		0583-83-3453		

		岐阜県		可児市		（有）堀尾石油		可児　給油所		塩1204		0574-62-2044		

		岐阜県		可児市		（株）平手石油店		可児くくり　給油所		久々利岡本834-1		0574-56-0500		

		岐阜県		可児市		シンワ菱油（株）		パウメトウ今渡　給油所		今渡字中鳴子2186-1		0574-62-7351		

		岐阜県		可児市		シンワ菱油（株）		セルフ可児　給油所		瀬田字神田854番1		0574-60-5320		

		岐阜県		可児市		株式会社平手石油店		セルフステーション可児はるさと　給油所		矢戸字北雲333-1		0574-65-0201

		岐阜県		山県市		三恩石油（株）		高富　給油所		高富1713		0581-22-2000		

		岐阜県		山県市		シンワ菱油（株）		セルフ山県　給油所		西深瀬1150-1		0581-23-1250		

		岐阜県		山県市		村橋　克司		伊自良　給油所		松尾255-1		0581-36-3519

		岐阜県		瑞穂市		（有）林石油店		美江寺　給油所		美江寺798-1		05832-8-2111		

		岐阜県		瑞穂市		富士和商事（株）		セルフPLANT－6　給油所		犀川3丁目51番地		058-329-3251		

		岐阜県		瑞穂市		トヨタエネルギー株式会社		ハピーセルフ　給油所		馬場上光町1-18		058-323-0008

		岐阜県		瑞穂市		宇野 彰一		本田 給油所		本田1076-2		058-326-5848

		岐阜県		飛騨市		清水商事（株）		リブレ神岡　給油所		神岡町梨ヶ根62-1		0578-82-0873		

		岐阜県		飛騨市		株式会社橋戸商店		アルツ古川バイパス　給油所		古川町上町943番地の1		0577-73-6600

		岐阜県		飛騨市		株式会社北平商店		古川町　給油所		古川町栄2-1-21		0577-73-2845

		岐阜県		飛騨市		株式会社北平商店		古川南　給油所		古川町大字上町字久中253-2		0577-73-4339

		岐阜県		飛騨市		株式会社古川石油		角川　給油所		河合町小無雁53		0577-65-2040

		岐阜県		飛騨市		有限会社山崎石油		細江　給油所		古川町袈裟丸811-1		0577-75-2009

		岐阜県		飛騨市		斐太石油株式会社		神岡江馬　給油所		神岡町殿字沖野724番地		0578-82-0427

		岐阜県		飛騨市		牛丸石油株式会社		殿　給油所		神岡町殿下夕野1289-9		0578-82-2272

		岐阜県		本巣市		コスモ石油販売（株）		イオンタウン本巣給油所		国領字川田236-1		058-201-7350		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		土貴野　給油所		早野125番地1		0585-32-1678		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		糸貫　給油所		三橋鶴舞71		058-324-0129		

		岐阜県		本巣市		（株）稲富石油		根尾　給油所		根尾板所643-2-1		05813-8-2575		

		岐阜県		本巣市		（株）角田石油		EneJet本巣五反田　給油所		石原字手坪574-4		058-322-3456		

		岐阜県		本巣市		（株）宇野石油		根尾川大橋　給油所		下西浦1936		0583-23-1956		

		岐阜県		郡上市		（有）　まるや石油		高鷲　給油所		高鷲町大鷲41-5		05757-2-5031		

		岐阜県		郡上市		丸栄石油（株）		セルフ郡上八幡給油所		八幡町稲成1158番地		0575-65-4129		

		岐阜県		郡上市		（株）蛭ケ野商事		蛭ケ野　給油所		高鷲町ひるがの4670-931		05757-3-2211		

		岐阜県		郡上市		シンワ菱油（株）		パウメトウ郡上八幡インター　給油所		八幡町五町3丁目2-11		0575-66-1061		

		岐阜県		郡上市		共栄商事（株）		明宝　給油所		明宝畑佐673		05758-7-2313		

		岐阜県		郡上市		（株）マルフジ		上田　給油所		美並町上田1218-3		05757-9-2056		

		岐阜県		郡上市		（有）前田プロパン		郡上白鳥　給油所		白鳥町向小駄良991-1		0575-82-2939		

		岐阜県		郡上市		株式会社下田石油		美並　給油所		美並町上田68-2		0575-79-2234

		岐阜県		郡上市		大中石油株式会社		白鳥　給油所		白鳥町中津屋389番地の8		0575-82-2181

		岐阜県		郡上市		上平　昌徳		かみよし野添　給油所		白鳥町野添375番地4		0575-84-1019

		岐阜県		下呂市		（株）西日本宇佐美		41号下呂給油所		小川島尻1846-1		0576-24-1511		

		岐阜県		下呂市		下呂興産（株）		下呂　給油所		森858		05762-5-2393		

		岐阜県		下呂市		萩原日石（株）		下呂温泉西　給油所		萩原町上村643-1		05765-2-1760		

		岐阜県		下呂市		（有）上呂石油		上呂　給油所		萩原町上呂662-3		0576-55-0315		

		岐阜県		下呂市		新日本石油（株）		萩原　給油所		萩原町宮田1472番地		05765-5-0230		

		岐阜県		下呂市		野中石油（株）		下呂温泉　給油所		森820-85		05762-5-2356		

		岐阜県		下呂市		山口石油株式会社		金山　給油所		金山町金山上市場西1916		0576-32-2416

		岐阜県		下呂市		有限会社マゼック		馬瀬川　給油所		馬瀬名丸28		0576-47-2235

		岐阜県		下呂市		住吉石油株式会社		ﾙｰﾄ41GEROｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所		小川字平岩1861-1		0576-25-4568

		岐阜県		下呂市		住吉石油株式会社		ＧＥＲＯセルフステーション　給油所		少ｹ野623番地の1		0576-25-3543

		岐阜県		下呂市		有限会社金山昭石		飛騨金山　給油所		金山町金山2466番地の1		0576-32-2148

		岐阜県		下呂市		有限会社小坂石油		飛騨小坂　給油所		小坂町坂下391		0576-62-2052

		岐阜県		下呂市		丸共建設株式会社		乗政　給油所		乗政536番の1		0576-26-2265

		岐阜県		下呂市		岡﨑　壮男		萩原　給油所		萩原町上村池端672-3		0576-52-3244

		岐阜県		海津市		伊藤　秀明		石津　給油所		南濃町安江1133-1		0584-56-1155		

		岐阜県		海津市		関谷　幸代		平田　給油所		平田町幡長切戸82-2		05846-7-3108		

		岐阜県		海津市		（株）ワタナベ石油		セルフ平田給油所		平田町三郷690番地		0584-66-2253		

		岐阜県		海津市		伊藤石油（株）		松山　給油所		南濃町松山4-475-1		05845-6-2376		

		岐阜県		海津市		（株）スズキ石油		ニュー海津　給油所		海津町馬目410番地の2		0584-53-2400		

		岐阜県		海津市		伊藤　智彦		海津給油所		海津町古中島201		05845-4-5341		

		岐阜県		海津市		伊藤　聰行		平田　給油所		平田町西島1267		0584-66-2462

		岐阜県		海津市		株式会社瀬古石油店		東海大橋　給油所		海津町草場145番地		0584-53-0563

		岐阜県		羽島郡岐南町		（株）角田石油		EneJet岐南インター　給油所		上印食9-95		058-249-2225		

		岐阜県		養老郡養老町		古市石油（株）		セルフ笠郷　給油所		船附大割田1525		05843-5-2701		

		岐阜県		養老郡養老町		古市石油（株）		セルフ養老　給油所		石畑字閔鎮1154-1		0584-32-1251		

		岐阜県		養老郡養老町		（株）野寺商店		養老　給油所		高田929-3		0584-32-1165		

		岐阜県		養老郡養老町		（株）野寺商店		セルフ養老　給油所		高田2203-1		0584-32-1505		

		岐阜県		養老郡養老町		髙田石油株式会社		養老中央　給油所		押越923-5		0584-32-0188

		岐阜県		不破郡関ヶ原町		西濃アポロ（株）		関ヶ原本陣　給油所		大字野上字南桃配1428-1		0584-43-0357		

		岐阜県		安八郡神戸町		（株）福田屋石油		広神戸　給油所		大字丈六道18-1		058427-2229		

		岐阜県		安八郡神戸町		神戸石油株式会社		神戸町　給油所		大字下宮字大橋向284番地		0584-27-4455

		岐阜県		安八郡輪之内町		西濃アポロ（株）		プリテール福束　給油所		福束字下沼1701		0584-68-1131		

		岐阜県		安八郡輪之内町		野村　貴隆		輪之内　給油所		里字宮川949		0584-69-2110

		岐阜県		揖斐郡揖斐川町		揖斐石油（株）		揖斐川　給油所		和田978-3		05852-2-2165		

		岐阜県		揖斐郡揖斐川町		有限会社ニットウ石油		昭和町　給油所		三輪字下不動川481-1		0585-22-0834

		岐阜県		揖斐郡大野町		（株）稲富石油		大野　給油所		大字黒野81番地2		05853-2-3324		

		岐阜県		揖斐郡大野町		（株）稲富石油		セルフ大野　給油所		大字黒野字子持街道82-3		0585-35-2477		

		岐阜県		揖斐郡池田町		コスモ石油販売（株）		セルフ池田給油所		本郷925-1		0585-44-0556		

		岐阜県		加茂郡坂祝町		（株）コニシ		パティオ21　給油所		取組1-1		0574-26-7508		

		岐阜県		加茂郡富加町		（株）平手石油店		富加町　給油所		羽生字山崎2183番1		0574-54-2233		

		岐阜県		加茂郡川辺町		（有）榊間石油川辺給油所		川辺　給油所		上川辺上細田729-1		0574-53-3531		

		岐阜県		加茂郡七宗町		亀山　麓		神渕　給油所		神渕4721		05744-6-1027		

		岐阜県		加茂郡七宗町		福井　太		神渕　給油所		神渕4777		0574-46-1022		

		岐阜県		加茂郡八百津町		株式会社アトリック		八百津　給油所		和知284		0574-43-2101

		岐阜県		加茂郡八百津町		株式会社スギセイエネ		八百津　給油所		八百津字宮島4394-2		0574-43-0139

		岐阜県		加茂郡白川町		（株）榊間石油		美濃黒川　給油所		黒川209		05747-7-2151		

		岐阜県		加茂郡白川町		（株）榊間石油		白川　給油所		河岐1627-4		0574-74-0133		

		岐阜県		加茂郡白川町		鈴村　喜広		黒川　給油所		黒川1463-1		0574-77-1130

		岐阜県		加茂郡東白川村		めぐみの農業協同組合		東白川　給油所		大字神土字野尻480-1		0574-78-2175		

		岐阜県		可児郡御嵩町		（有）宮田石油店		伏見　給油所		伏見357-2		05746-7-0626		

		岐阜県		大野郡白川村		斐太石油（株）		白川郷　給油所		大字鳩谷65番地5		05769-6-1066		

		岐阜県		大野郡白川村		遠山　はやと		御母衣　給油所		大字御母衣316番地の2		05769-5-2477
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HP用

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		1		セルフステーション中屋西給油所		コスモ石油販売（株）		岐阜市中屋西2番1

		2		セルフステーション市橋給油所		コスモ石油販売（株）		岐阜市市橋3丁目1番3号

		3		アムールくろの　給油所		久世商事（有）		岐阜市折立880-2

		4		曽我屋　給油所		（有）鷲見石油		岐阜市曽我屋1丁目191-1

		5		EneJet加野　給油所		スタンダード商事（株）		岐阜市加野4-28-14

		6		天王寺　給油所		東部日石（株）		岐阜市北一色3-10-14

		7		カーパドック長良給油所		丸栄石油（株）		岐阜市長良東2丁目5番

		8		セルフ東興給油所		丸栄石油（株）		岐阜市東興町50

		9		勢引商事　給油所		（有）勢引商事		岐阜市門屋勢引13番地2

		10		則松　給油所		（株）成瀬商会		岐阜市則松5-35

		11		Sポート岐阜西　給油所		アルプス中京（株）		岐阜市西荘1-9-21

		12		Sポート岐阜東　給油所		アルプス中京（株）		岐阜市水海道3-22-15

		13		鏡島大橋　給油所		武藤石油合同会社		岐阜市菅生六丁目1番13号

		14		北野　給油所		山口　秀春		岐阜市北野西362-1

		15		福光　給油所		株式会社リョーワ		岐阜市福光東3丁目14番地10

		16		Self　M－１笠松　給油所		株式会社極東		岐阜市柳津町東塚5-43-1

		17		258号大垣インター給油所		（株）西日本宇佐美		大垣市浅草1-368

		18		21号大垣給油所		（株）西日本宇佐美		大垣市和合新町2丁目25番地

		19		セルフ美濃国分寺前給油所		コスモ石油販売（株）		大垣市榎戸町2-13

		20		セルフ大垣女子短大前給油所		コスモ石油販売（株）		大垣市西之川町2-75-1

		21		名神大垣　給油所		（株）小林モーターズ		大垣市内原1-188-1

		22		岐大バイパス・大垣　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市加賀野2丁目56番地

		23		プリテール大垣　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市林町10-10-1

		24		プリテール池尻　給油所		西濃アポロ（株）		大垣市池尻町深田946番1

		25		セルフ大垣インター　給油所		（株）野寺商店		大垣市横曽根4-30

		26		多良　給油所		（有）山口屋		大垣市上石津町下多良236-1

		27		エリア４１７　給油所		株式会社赤壁商会		大垣市赤坂町新町3-148-1

		28		栄町　給油所		株式会社川地石油		大垣市綾野六丁目118番地

		29		高山　給油所		アダチ石油（株）		高山市上岡本町1-38

		30		高山東山　給油所		アダチ石油（株）		高山市松之木町290-1

		31		荘川　給油所		（有）寺田商店		高山市荘川町牧戸85番地

		32		旗鉾　給油所		寺田　泰久		高山市丹生川町旗鉾267-3

		33		Enejet高山バイパス　給油所		（株）瀬木油店		高山市問屋町69

		34		Enejet高山新宮　給油所		（株）瀬木油店		高山市新宮町1615-1

		35		高山南　給油所		（有）岩西石油店		高山市一之宮町3446番地

		36		朝日　給油所		（有）長瀬石油		高山市朝日町浅井607

		37		片野町　給油所		（有）岩田商店		高山市片野町4-531

		38		セルフハンズ西之一色店		（有）岩田商店		高山市西之一色町1-93

		39		ナガイ石油　給油所		ナガイ（株）		高山市久々野町大西15-1

		40		セルフ高山三福寺　給油所		牛丸石油（株）		高山市松之木町313番地2

		41		聖橋　給油所		清水商事（株）		高山市本母町281-3

		42		リブレ三福寺　給油所		清水商事（株）		高山市三福寺町363番地の12

		43		三日町　給油所		（有）柚原商店		高山市清見町三日町292

		44		坊方バイパス　給油所		（有）てづな		高山市丹生川町坊方1219-1

		45		高山インター　給油所		坂口石油（有）		高山市上切町69-1

		46		上宝本郷　給油所		有限会社久保石油		高山市上宝町本郷770番地の1

		47		国分寺通　給油所		株式会社山善商店		高山市花里町6-15

		48		スマートセルフ４１　給油所		株式会社山善商店		高山市西之一色町3-1124-1

		49		長倉　給油所		大方　藤徳		高山市上宝町長倉666-18

		50		朝日　給油所		有限会社大道石油		高山市朝日町万石174番地1

		51		せせらぎ清見　給油所		有限会社丸栄石油		高山市清見町三日町1386-1

		52		高山山田町　給油所		有限会社丸栄石油		高山市山田町246番地

		53		姫　給油所		白山石油（株）		多治見市姫町1丁目100番地

		54		大畑　給油所		（株）田口石油店		多治見市大畑町5-193

		55		ハートランドたじみ　給油所		（株）田口石油店		多治見市下沢町3-9-2

		56		サンタモニカ東町　給油所		（株）伊藤商会		多治見市東町4-9-15

		57		サンタモニカオアシス　給油所		（株）伊藤商会		多治見市光ｹ丘5-39

		58		サンタモニカ幸町　給油所		（株）伊藤商会		多治見市幸町3-7-1

		59		関北　給油所		（有）山西石油		関市下有知2859-1

		60		セルフイースト　給油所		（株）山本石油		関市東田原173-8

		61		小瀬　給油所		（有）ミノシマ		関市小瀬1789-1

		62		美濃関　給油所		（株）ミヤチ		関市栄町三丁目2番25号

		63		パウメトウ東新　給油所		シンワ菱油（株）		関市東新町4-79-3

		64		パウメトウ小瀬418　給油所		シンワ菱油（株）		関市小瀬238

		65		白金　給油所		（株）山田石油		関市上白金1127番地の1

		66		武芸川　給油所		（有）田下石油店		関市武芸川町八幡846

		67		関平賀　給油所		有限会社星井商店		関市市平賀355-8

		68		スマイルしんかい  給油所		株式会社しんかい		関市平和通2丁目3番地

		69		洞戸　給油所		林　誠一		関市洞戸菅谷360-4

		70		坂下給油所		末松商事（株）		中津川市坂下1608

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		71		木曽山口給油所		末松商事（株）		中津川市山口491

		72		ウエストポイント　給油所		中央紙運輸（株）		中津川市千旦林200

		73		加子母　給油所		（有）岩木石油		中津川市加子母字中島3902-1

		74		中津川東　給油所		新栄石油（株）		中津川市中津川993番地の3

		75		加子母　給油所		熊沢　続		中津川市加子母5440

		76		阿木　給油所		保母興産（株）		中津川市阿木8-1

		77		福岡　給油所		東美濃農業協同組合		中津川市福岡町1189ｰ1

		78		中津川バイパス手賀野　給油所		（有）アジアサポート		中津川市手賀野362ｰ1

		79		落合　給油所		（有）アジアサポート		中津川市落合字田中305の1

		80		中津川　給油所		（株）山本石油店		中津川市えびす町7-1

		81		田原　給油所		（株）島屋田原給油所		中津川市岐阜県中津川市蛭川田原5221-1

		82		苗木　給油所		安田屋石油有限会社		中津川市苗木4674-1

		83		福岡町　給油所		株式会社ユーワン		中津川市福岡978番地の65

		84		山の田　給油所		株式会社ユーワン		中津川市瀬戸山の田1372-1

		85		付知　給油所		株式会社吉村石油店		中津川市付知町7666-2

		86		下野　給油所		有限会社松葉屋商店		中津川市下野437

		87		プレステージ付知　給油所		有限会社清水屋石油店		中津川市付知町4872番地2

		88		156号美濃インター給油所		（株）西日本宇佐美		美濃市松森字下巾上399

		89		美濃インター　給油所		丸喜石油（株）		美濃市中央10-133

		90		御手洗　給油所		株式会社ハバ石油		美濃市御手洗901

		91		美濃　給油所		株式会社能登金商店		美濃市泉町43-1

		92		旧19号瑞浪給油所		（株）西日本宇佐美		瑞浪市土岐町1243

		93		瑞浪橋　給油所		東濃石油（株）		瑞浪市寺河戸町字道下1213-3

		94		ペルショワール瑞浪　給油所		東濃石油（株）		瑞浪市薬師町4丁目30番1,2

		95		セルフ釜戸　給油所		（有）竜吟サービス		瑞浪市釜戸町1552番地の1

		96		サンタモニカ瑞浪　給油所		（株）伊藤商会		瑞浪市穂並3-52

		97		Sｅｌｆ　Ｍ－１羽島　給油所		株式会社極東		羽島市正木町南及3-50-2

		98		明智　給油所		（有）明智給油所		恵那市明智町大田989番地の1

		99		中野方西　給油所		（有）丸一小松屋商店		恵那市中野方町1755-14

		100		上矢作　給油所		松田　貞一郎		恵那市上矢作町3095-1

		101		恵那武並　給油所		大洋石油（株）		恵那市武並町竹折44

		102		サンライズ恵那給油所		石黒商事（株）		恵那市長島町正家713-1

		103		セルフたけなみ　給油所		新栄石油（株）		恵那市武並町竹折1645-17

		104		山岡　給油所		ライフエナジー山岡（株）		恵那市山岡町下手向453番地の3

		105		恵那東　給油所		（有）アジアサポート		恵那市大井町雀子ヶ根2087ｰ191

		106		恵那峡　給油所		（有）アジアサポート		恵那市大井町観音寺2695-335

		107		セルフいわむら　給油所		（株）丸河ホールディングス		恵那市岩村町1660-1

		108		串原　給油所		（株）ミヤケ		恵那市串原4179-1

		109		飯羽間　給油所		瀬戸　利之		恵那市岩村町飯羽間2384番地4

		110		明智　給油所		株式会社丸八		恵那市明智町字新池534-1

		111		山岡　給油所		大島　正康		恵那市山岡町原829番地

		112		みのかも北　給油所		（株）平手石油店		美濃加茂市下米田町東栃井石倉199-1

		113		パウメトウ山手　給油所		シンワ菱油（株）		美濃加茂市蜂屋町上蜂屋柳坪4667番地

		114		セルフ土岐インター　給油所		東濃石油（株）		土岐市泉寺田町2-31

		115		ニュー阿庄　給油所		阿庄石油（株）		土岐市下石阿庄町4-8

		116		土岐中央　給油所		名古屋シェル石油販売（株）		土岐市土岐津町土岐口字北町口1741-1

		117		メガセルフ土岐　給油所		アルプス中京（株）		土岐市泉町定林寺字原705-1

		118		いちょう通　給油所		安田商事（株）		各務原市那加野畑町1丁目27番地

		119		各務原　給油所		（有）鈴木油店		各務原市各務山の前町4丁目608番地

		120		桜丘　給油所		河田商事（株）		各務原市那加不動丘1-10-2

		121		川島町　給油所		川島石油（有）		各務原市川島松原町311

		122		第二　給油所		川島石油（有）		各務原市川島河田町732-4

		123		カーパドック各務原給油所		丸栄石油（株）		各務原市三井町59番1

		124		ハートランド蘇原　給油所		（有）小林石油		各務原市蘇原東島町3-150

		125		可児　給油所		（有）堀尾石油		可児市塩1204

		126		可児くくり　給油所		（株）平手石油店		可児市久々利岡本834-1

		127		パウメトウ今渡　給油所		シンワ菱油（株）		可児市今渡字中鳴子2186-1

		128		セルフ可児　給油所		シンワ菱油（株）		可児市瀬田字神田854番1

		129		セルフステーション可児はるさと　給油所		株式会社平手石油店		可児市矢戸字北雲333-1

		130		高富　給油所		三恩石油（株）		山県市高富1713

		131		セルフ山県　給油所		シンワ菱油（株）		山県市西深瀬1150-1

		132		伊自良　給油所		村橋　克司		山県市松尾255-1

		133		美江寺　給油所		（有）林石油店		瑞穂市美江寺798-1

		134		セルフPLANT－6　給油所		富士和商事（株）		瑞穂市犀川3丁目51番地

		135		ハピーセルフ　給油所		トヨタエネルギー株式会社		瑞穂市馬場上光町1-18

		136		本田 給油所		宇野 彰一		瑞穂市本田1076-2

		137		リブレ神岡　給油所		清水商事（株）		飛騨市神岡町梨ヶ根62-1

		138		アルツ古川バイパス　給油所		株式会社橋戸商店		飛騨市古川町上町943番地の1

		139		古川町　給油所		株式会社北平商店		飛騨市古川町栄2-1-21

		140		古川南　給油所		株式会社北平商店		飛騨市古川町大字上町字久中253-2

		141		角川　給油所		株式会社古川石油		飛騨市河合町小無雁53

		142		細江　給油所		有限会社山崎石油		飛騨市古川町袈裟丸811-1

		143		神岡江馬　給油所		斐太石油株式会社		飛騨市神岡町殿字沖野724番地

				給油所名 キュウユショ メイ		運営会社 ウンエイ カイシャ		給油所住所 キュウユショ ジュウショ

		144		殿　給油所		牛丸石油株式会社		飛騨市神岡町殿下夕野1289-9

		145		イオンタウン本巣給油所		コスモ石油販売（株）		本巣市国領字川田236-1

		146		土貴野　給油所		（株）稲富石油		本巣市早野125番地1

		147		糸貫　給油所		（株）稲富石油		本巣市三橋鶴舞71

		148		根尾　給油所		（株）稲富石油		本巣市根尾板所643-2-1

		149		EneJet本巣五反田　給油所		（株）角田石油		本巣市石原字手坪574-4

		150		根尾川大橋　給油所		（株）宇野石油		本巣市下西浦1936

		151		高鷲　給油所		（有）　まるや石油		郡上市高鷲町大鷲41-5

		152		セルフ郡上八幡給油所		丸栄石油（株）		郡上市八幡町稲成1158番地

		153		蛭ケ野　給油所		（株）蛭ケ野商事		郡上市高鷲町ひるがの4670-931

		154		パウメトウ郡上八幡インター　給油所		シンワ菱油（株）		郡上市八幡町五町3丁目2-11

		155		明宝　給油所		共栄商事（株）		郡上市明宝畑佐673

		156		上田　給油所		（株）マルフジ		郡上市美並町上田1218-3

		157		郡上白鳥　給油所		（有）前田プロパン		郡上市白鳥町向小駄良991-1

		158		美並　給油所		株式会社下田石油		郡上市美並町上田68-2

		159		白鳥　給油所		大中石油株式会社		郡上市白鳥町中津屋389番地の8

		160		かみよし野添　給油所		上平　昌徳		郡上市白鳥町野添375番地4

		161		41号下呂給油所		（株）西日本宇佐美		下呂市小川島尻1846-1

		162		下呂　給油所		下呂興産（株）		下呂市森858

		163		下呂温泉西　給油所		萩原日石（株）		下呂市萩原町上村643-1

		164		上呂　給油所		（有）上呂石油		下呂市萩原町上呂662-3

		165		萩原　給油所		新日本石油（株）		下呂市萩原町宮田1472番地

		166		下呂温泉　給油所		野中石油（株）		下呂市森820-85

		167		金山　給油所		山口石油株式会社		下呂市金山町金山上市場西1916

		168		馬瀬川　給油所		有限会社マゼック		下呂市馬瀬名丸28

		169		ﾙｰﾄ41GEROｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ　給油所		住吉石油株式会社		下呂市小川字平岩1861-1

		170		ＧＥＲＯセルフステーション　給油所		住吉石油株式会社		下呂市少ｹ野623番地の1

		171		飛騨金山　給油所		有限会社金山昭石		下呂市金山町金山2466番地の1

		172		飛騨小坂　給油所		有限会社小坂石油		下呂市小坂町坂下391

		173		乗政　給油所		丸共建設株式会社		下呂市乗政536番の1

		174		萩原　給油所		岡﨑　壮男		下呂市萩原町上村池端672-3

		175		石津　給油所		伊藤　秀明		海津市南濃町安江1133-1

		176		平田　給油所		関谷　幸代		海津市平田町幡長切戸82-2

		177		セルフ平田給油所		（株）ワタナベ石油		海津市平田町三郷690番地

		178		松山　給油所		伊藤石油（株）		海津市南濃町松山4-475-1

		179		ニュー海津　給油所		（株）スズキ石油		海津市海津町馬目410番地の2

		180		海津給油所		伊藤　智彦		海津市海津町古中島201

		181		平田　給油所		伊藤　聰行		海津市平田町西島1267

		182		東海大橋　給油所		株式会社瀬古石油店		海津市海津町草場145番地

		183		EneJet岐南インター　給油所		（株）角田石油		羽島郡岐南町上印食9-95

		184		セルフ笠郷　給油所		古市石油（株）		養老郡養老町船附大割田1525

		185		セルフ養老　給油所		古市石油（株）		養老郡養老町石畑字閔鎮1154-1

		186		養老　給油所		（株）野寺商店		養老郡養老町高田929-3

		187		セルフ養老　給油所		（株）野寺商店		養老郡養老町高田2203-1

		188		養老中央　給油所		髙田石油株式会社		養老郡養老町押越923-5

		189		関ヶ原本陣　給油所		西濃アポロ（株）		不破郡関ヶ原町大字野上字南桃配1428-1

		190		広神戸　給油所		（株）福田屋石油		安八郡神戸町大字丈六道18-1

		191		神戸町　給油所		神戸石油株式会社		安八郡神戸町大字下宮字大橋向284番地

		192		プリテール福束　給油所		西濃アポロ（株）		安八郡輪之内町福束字下沼1701

		193		輪之内　給油所		野村　貴隆		安八郡輪之内町里字宮川949

		194		揖斐川　給油所		揖斐石油（株）		揖斐郡揖斐川町和田978-3

		195		昭和町　給油所		有限会社ニットウ石油		揖斐郡揖斐川町三輪字下不動川481-1

		196		大野　給油所		（株）稲富石油		揖斐郡大野町大字黒野81番地2

		197		セルフ大野　給油所		（株）稲富石油		揖斐郡大野町大字黒野字子持街道82-3

		198		セルフ池田給油所		コスモ石油販売（株）		揖斐郡池田町本郷925-1

		199		パティオ21　給油所		（株）コニシ		加茂郡坂祝町取組1-1

		200		富加町　給油所		（株）平手石油店		加茂郡富加町羽生字山崎2183番1

		201		川辺　給油所		（有）榊間石油川辺給油所		加茂郡川辺町上川辺上細田729-1

		202		神渕　給油所		亀山　麓		加茂郡七宗町神渕4721

		203		神渕　給油所		福井　太		加茂郡七宗町神渕4777

		204		八百津　給油所		株式会社アトリック		加茂郡八百津町和知284

		205		八百津　給油所		株式会社スギセイエネ		加茂郡八百津町八百津字宮島4394-2

		206		美濃黒川　給油所		（株）榊間石油		加茂郡白川町黒川209

		207		白川　給油所		（株）榊間石油		加茂郡白川町河岐1627-4

		208		黒川　給油所		鈴村　喜広		加茂郡白川町黒川1463-1

		209		東白川　給油所		めぐみの農業協同組合		加茂郡東白川村大字神土字野尻480-1

		210		伏見　給油所		（有）宮田石油店		可児郡御嵩町伏見357-2

		211		白川郷　給油所		斐太石油（株）		大野郡白川村大字鳩谷65番地5

		212		御母衣　給油所		遠山　はやと		大野郡白川村大字御母衣316番地の2





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&7&U作成課：○○課　性質/作成日付：機密性〇、令和〇年〇月〇日　保存期間：〇年　備考：未定稿
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