
キャッシュレス消費者還元事業　イデックスグループ登録加盟店一覧 2019/11/11

No. 事業者名 SS名 郵便番号 都道府県名 市区郡町村名 丁目番地 電話番号 元売マーク
1 株式会社新出光 イデックス苅田臨海ＳＳ 800-0314 福岡県 苅田町 幸町５番１３号 093-435-3255 シェル
2 株式会社新出光 箱崎ふ頭ＳＳ 812-0051 福岡県 福岡市東区 箱崎ふ頭４丁目１－７ 092-641-8461 コスモ
3 株式会社新出光 イデックス福岡東ＳＳ 811-0117 福岡県 新宮町 大字上府字太郎丸６９８－１ 092-963-5001 シェル
4 株式会社新出光 イデックス基山ＳＳ 841-0202 佐賀県 基山町 大字⾧野島廻５９８ 0942-92-1400 コスモ
5 株式会社新出光 イデックス大分ＳＳ 879-7761 大分県 大分市 大字中戸次川床６０８１ 097-597-4660 コスモ
6 株式会社新出光 厳原給油所 817-0016 ⾧崎県 対馬市 厳原町東里３５２番地の４ 0920-52-1571 シェル
7 株式会社新出光 厳原中央給油所 817-0005 ⾧崎県 対馬市 厳原町桟原５０－２ 0920-52-2763 シェル
8 株式会社新出光 バジェットレンタカー対馬空港店 817-0322 ⾧崎県 対馬市 美津島町鶏知乙293-2 0920-54-6020 PB
9 株式会社新出光 イデックス広島総合卸センタ－ＳＳ 733-0833 広島県 広島市西区 商工センタ－１丁目２－３４ 082-277-0333 コスモ
10 株式会社新出光 セルフ広島総合卸センター第２SS 733-0833 広島県 広島市西区 商工センタ－６丁目９－９ 082-277-2111 コスモ
11 株式会社新出光 セルフアップルマン府中SS 735-0008 広島県 府中町 鶴江１丁目２３－１７ 082-288-4681 シェル
12 株式会社新出光 イデックスセルフ防府西SS 747-0067 山口県 防府市 大字佐野１３８５－１１ 0835-24-6800 シェル
13 株式会社新出光 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小郡インターSS 754-0001 山口県 山口市 小郡上郷１８２９－２ 083-974-0151 JX
14 株式会社新出光 イデックス富合ＳＳ 861-4156 熊本県 熊本市南区 富合町田尻３４１－１ 096-211-7111 コスモ
15 株式会社新出光 イデックス国分ＳＳ 899-4321 鹿児島県 霧島市 国分広瀬１丁目１０１７番１０４ 0995-47-7277 コスモ
16 株式会社新出光 セルフ大田給油所 143-0025 東京都 大田区 南馬込３丁目１３-１３ 03-3778-0581 シェル
17 株式会社新出光 セルフ阿佐ヶ谷ＳＳ 166-0004 東京都 杉並区 阿佐谷南３丁目９－４ 03-3393-0966 シェル
18 株式会社新出光 セルフＮＥＷ江東給油所 136-0076 東京都 江東区 南砂２丁目３１－１３ 03-3644-3241 コスモ
19 株式会社新出光 イデックスセルフ滝野社インター給油所 673-1464 兵庫県 加東市 上中字溝ノ内３２２番 0795-42-2900 JX
20 株式会社漁連石油 彦島ＳＳ 750-0093 山口県 下関市 彦島西山町４丁目９－２７ 083-267-7225 JX
21 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ別府２０２ＳＳ 814-0104 福岡県 福岡市城南区 別府５丁目１２－２０ 092-821-2292 シェル
22 株式会社イデックスリテール福岡 町田ＳＳ 847-0821 佐賀県 唐津市 町田１丁目２３９５－３ 0955-74-7818 シェル
23 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ栄町ＳＳ 847-0011 佐賀県 唐津市 栄町２５８３ 0955-74-7283 シェル
24 株式会社イデックスリテール福岡 西唐津ＳＳ 847-0861 佐賀県 唐津市 二タ子３丁目１４－２５ 0955-72-7211 シェル
25 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ岩野ＳＳ 847-0323 佐賀県 唐津市 鎮西町岩野３７６－１ 0955-82-4061 シェル
26 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ牛津ＳＳ 849-0302 佐賀県 小城市 牛津町柿樋瀬７９５ 0952-66-2108 シェル
27 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ永犬丸ＳＳ 807-0851 福岡県 北九州市八幡西区 永犬丸４丁目１０－５ 093-692-6550 シェル
28 株式会社イデックスリテール福岡 清水ＳＳ 815-0037 福岡県 福岡市南区 玉川町１８－１６ 092-551-2001 シェル
29 株式会社イデックスリテール福岡 到津ＳＳ 803-0846 福岡県 北九州市小倉北区 下到津１丁目７－７ 093-582-1439 シェル
30 株式会社イデックスリテール福岡 大和バイパスＳＳ 849-0921 佐賀県 佐賀市 高木瀬西６丁目１１４９－１１ 0952-31-2551 シェル
31 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ福岡南バイパスＳＳ 816-0912 福岡県 大野城市 御笠川５丁目４番１６号 092-503-5417 シェル
32 株式会社イデックスリテール福岡 呉服町ＳＳ 812-0024 福岡県 福岡市博多区 綱場町８番３３号 092-271-3401 シェル
33 株式会社イデックスリテール福岡 比恵ＳＳ 812-0007 福岡県 福岡市博多区 東比恵２丁目１６番２５号 092-411-1468 シェル
34 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ筑紫ＳＳ 818-0061 福岡県 筑紫野市 大字紫４丁目１０－１ 092-923-5766 JX
35 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ春日台ＳＳ 816-0812 福岡県 春日市 平田台１丁目４１ 092-584-3811 シェル
36 株式会社イデックスリテール福岡 博多駅センターＳＳ 812-0011 福岡県 福岡市博多区 博多駅前２丁目１５番１６号 092-441-4325 シェル
37 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ大橋ＳＳ 815-0032 福岡県 福岡市南区 塩原４丁目１４番２３号 092-552-2400 コスモ
38 株式会社イデックスリテール福岡 南薬院ＳＳ 810-0022 福岡県 福岡市中央区 薬院４丁目１８番３１号 092-531-3573 シェル
39 株式会社イデックスリテール福岡 天神町ＳＳ 810-0001 福岡県 福岡市中央区 天神３丁目１１番２６号 092-771-9266 シェル
40 株式会社イデックスリテール福岡 箱崎ＳＳ 812-0053 福岡県 福岡市東区 箱崎４丁目９-２６ 092-651-1425 コスモ
41 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ小郡中央ＳＳ 838-0142 福岡県 小郡市 大板井宮の前２２７ 0942-72-8126 シェル
42 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ桜ヶ丘ＳＳ 816-0872 福岡県 春日市 桜ケ丘４丁目１ 092-591-7107 シェル
43 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ立花寺ＳＳ 812-0858 福岡県 福岡市博多区 月隈６丁目９番３７号 092-504-4848 シェル
44 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ寺塚ＳＳ 815-0075 福岡県 福岡市南区 ⾧丘１丁目４－９ 092-511-8759 シェル
45 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ福岡ドーム前ＳＳ 810-0064 福岡県 福岡市中央区 地行３丁目２９－２２ 092-715-0805 シェル
46 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ筑紫野インターＳＳ 818-0052 福岡県 筑紫野市 大字武藏３－１－１５ 092-917-5150 PB
47 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ篠栗ＳＳ 811-2413 福岡県 篠栗町 大字尾仲４５０－２ 092-931-5730 JX
48 株式会社イデックスリテール福岡 広川サービスエリアＳＳ 834-0100 福岡県 広川町 鈴化山地内 09433-2-2591 シェル
49 株式会社イデックスリテール福岡 竹下ＳＳ 812-0895 福岡県 福岡市博多区 竹下２丁目２－１ 092-411-3902 シェル
50 株式会社イデックスリテール福岡 流通センターＳＳ 811-2308 福岡県 粕屋町 内橋５９７番６号 092-621-5765 シェル
51 株式会社イデックスリテール福岡 セルフはる田ＳＳ 818-0024 福岡県 筑紫野市 大字原田２８９ー１ 092-927-2384 シェル
52 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ九産大前ＳＳ 813-0001 福岡県 福岡市東区 唐原１丁目３－３３ 092-663-1215 シェル
53 株式会社イデックスリテール福岡 姪浜ＳＳ 819-0004 福岡県 福岡市西区 姪浜町１０３８－４ 092-881-6878 シェル
54 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ吉木ＳＳ 818-0004 福岡県 筑紫野市 大字吉木２２８６－１ 092-919-6455 シェル
55 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ兵庫ＳＳ 849-0914 佐賀県 佐賀市 兵庫北６丁目１０番７号 0952-36-8020 JX
56 株式会社イデックスリテール福岡 荘島ＳＳ 830-0023 福岡県 久留米市 中央町１０－２０ 0942-35-0065 シェル
57 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ布津原ＳＳ 841-0055 佐賀県 鳥栖市 養父町布津原４９－１ 0942-81-1346 シェル
58 株式会社イデックスリテール福岡 昭和町ＳＳ 805-0012 福岡県 北九州市八幡東区 川渕町３－２０ 093-651-1736 シェル
59 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ本城ＳＳ 807-0803 福岡県 北九州市八幡西区 千代ケ崎３丁目１４－３８ 093-692-3322 PB
60 株式会社イデックスリテール福岡 久喜町ＳＳ 806-0011 福岡県 北九州市八幡西区 紅梅３丁目１－２４ 093-631-2608 コスモ
61 株式会社イデックスリテール福岡 日明ＳＳ 803-0801 福岡県 北九州市小倉北区 西港町１６－８ 093-571-7780 JX
62 株式会社イデックスリテール福岡 東港ＳＳ 803-0802 福岡県 北九州市小倉北区 東港１丁目５－１８ 093-561-1601 シェル
63 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ下石田ＳＳ 802-0831 福岡県 北九州市小倉南区 八重洲町５－２３ 093-963-3394 JX
64 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ苅田ＳＳ 800-0313 福岡県 苅田町 磯浜町１丁目１１－１ 093-436-0638 JX
65 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ引野ＳＳ 806-0067 福岡県 北九州市八幡西区 引野１丁目２６－１０ 093-642-6422 コスモ
66 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ原ＳＳ 814-0022 福岡県 福岡市早良区 原５丁目１３－１１ 092-407-6850 シェル
67 株式会社イデックスリテール福岡 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼 800-0207 福岡県 北九州市小倉南区 沼緑町５丁目３－１１ 093-474-1367 JX
68 株式会社イデックスリテール福岡 スマイルステーション小田部ＳＳ 814-0032 福岡県 福岡市早良区 小田部５丁目７－１３ 092-832-1131 シェル
69 株式会社イデックスリテール福岡 IDEXカーケアショップ小戸店 819-0052 福岡県 福岡市西区 下山門1丁目4-36 092-884-1110 PB
70 株式会社イデックスリテール福岡 IDEXカーケアショップ小倉店 803-0802 福岡県 北九州市小倉北区 東港１丁目7-16 093-591-2602 PB
71 株式会社イデックスリテール福岡 セルフ光岡ＳＳ 811-3414 福岡県 宗像市 光岡304-6 0940-36-5432 シェル
72 株式会社イデックスリテール福岡 ボデーショップ箱崎ふ頭 812-0051 福岡県 福岡市東区 箱崎ふ頭4丁目1番6号 092-641-8423 PB
73 新光石油株式会社 金池給油所 870-0026 大分県 大分市 金池町４丁目９－３２ 097-537-1557 コスモ
74 新光石油株式会社 金ノ手給油所 870-0128 大分県 大分市 大字森３７５ 097-521-1325 コスモ
75 新光石油株式会社 南大分給油所 870-0855 大分県 大分市 大字豊饒４４７－１ 097-543-0789 JX
76 新光石油株式会社 乙津給油所 870-0146 大分県 大分市 大字乙津港町１－５－１０ 097-551-5191 コスモ
77 新光石油株式会社 坂の市給油所 870-0304 大分県 大分市 大字久原字大三郎８８１－１ 097-593-0141 シェル
78 新光石油株式会社 セルフ古国府給油所 870-0844 大分県 大分市 大字古国府字田中３８０番４ 097-545-2778 JX
79 新光石油株式会社 セルフ別府 874-0945 大分県 別府市 浜町１８－５ 0977-22-2141 シェル
80 新光石油株式会社 萩原給油所 870-0921 大分県 大分市 萩原１丁目１番３４号 097-551-7560 コスモ
81 新光石油株式会社 セルフ大分インター給油所 870-0000 大分県 大分市 大字三芳字福原１０８８－１ 097-546-7887 JX
82 新光石油株式会社 セルフカーケア下郡 870-0941 大分県 大分市 大字下郡下郡工業団地３１５４－７ 097-554-8108 JX
83 新光石油株式会社 セルフ南大分給油所 870-0100 大分県 大分市 大字奥田５５３－１ 097-573-6917 シェル
84 大野新光株式会社 緒方　　　　　　　　　　　　　　　　　　 879-6643 大分県 豊後大野市 緒方町下自在188-4 0974-42-2256 コスモ
85 大野新光株式会社 都原　　　　　　　　　　　　　　　　　　 875-0211 大分県 臼杵市 野津町大字都原2193 0974-32-3331 コスモ
86 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ大貫ＳＳ 882-0803 宮崎県 延岡市 大貫町２丁目１０８０-１ 0982-32-3975 コスモ
87 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ一ヶ岡ＳＳ 889-0503 宮崎県 延岡市 伊形町５１７８－１４ 0982-37-0914 JX
88 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ花ヶ丘ＳＳ 883-0041 宮崎県 日向市 北町２丁目１ 0982-53-5913 コスモ
89 株式会社イデックスリテール南九州 財光寺ＳＳ 883-0021 宮崎県 日向市 大字財光寺沖の原１０４３ 0982-54-1252 コスモ
90 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ大和ＳＳ 880-0878 宮崎県 宮崎市 大和町９２ 0985-24-4221 コスモ
91 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ平和台ＳＳ 880-0034 宮崎県 宮崎市 矢の先町１３３ 0985-28-6563 コスモ
92 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ源藤ＳＳ 880-0927 宮崎県 宮崎市 源藤町葉山１８９－１ 0985-51-2130 コスモ
93 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ大塚SS 880-0951 宮崎県 宮崎市 大塚町宮田２９２６－１ 0985-50-2000 コスモ
94 株式会社イデックスリテール南九州 ウィビー車検パーク 880-0121 宮崎県 宮崎市 大字島之内字野入６９８７ 0985-30-2229 PB
95 株式会社イデックスリテール南九州 ＢＰＭセレブ宮崎 880-0916 宮崎県 宮崎市 大字恒久字草葉９４２－１ 0985-52-5792 PB
96 株式会社イデックスリテール南九州 延岡配送センター　　　　　　　　　　　　 882-0005 宮崎県 延岡市 稲葉崎2066 0982-29-2930 PB
97 株式会社イデックスリテール南九州 レマン給油所 880-0937 宮崎県 宮崎市 京塚１－５－３ 0985-51-7511 出光
98 株式会社イデックスリテール南九州 花ヶ島給油所 880-0036 宮崎県 宮崎市 花ケ島町９６０－１ 0985-27-1465 出光
99 株式会社イデックスリテール南九州 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新別府 880-0834 宮崎県 宮崎市 新別府町堂前８１０－１ 0985-31-4880 JX
100 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ平之町給油所 892-0848 鹿児島県 鹿児島市 平之町２－３０ 099-226-2525 JX
101 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ橘通ＳＳ 880-0001 宮崎県 宮崎市 橘通西５丁目５－２７ 0985-38-9585 JX
102 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SS 880-0824 宮崎県 宮崎市 大島町前田３５９ 0985-20-4081 シェル
103 株式会社イデックスリテール南九州 平和台給油所 880-0035 宮崎県 宮崎市 下北方町垣下１－６ 0985-22-8385 PB
104 株式会社イデックスリテール南九州 延岡昭和町給油所 882-0034 宮崎県 延岡市 昭和町１丁目１０－１ 0982-33-4741 コスモ
105 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ都北給油所 885-0004 宮崎県 都城市 都北町５７２１－２ 0986-38-0662 コスモ
106 株式会社イデックスリテール南九州 荒田給油所 890-0054 鹿児島県 鹿児島市 荒田１丁目１－１ 099-251-3440 コスモ
107 株式会社イデックスリテール南九州 スーパーセルフ伊敷台給油所 890-0007 鹿児島県 鹿児島市 伊敷台５丁目１１番１号 099-220-2230 PB
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108 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ鹿屋給油所 893-0023 鹿児島県 鹿屋市 笠之原町１番６１号 0994-44-5235 コスモ
109 株式会社イデックスリテール南九州 セルフカーケア東開 891-0115 鹿児島県 鹿児島市 東開町３番３９号 099-263-5733 コスモ
110 株式会社イデックスリテール南九州 セルフ新富ＳＳ 889-1403 宮崎県 新富町 大字上富田２９１５－１ 0983-33-5601 JX
111 株式会社イデックスリテール南九州 宮崎配送センター　　　　　　　　　　　　 880-0824 宮崎県 宮崎市 大島町前田360-2 0985-25-8197 PB
112 株式会社イデックスリテール熊本 ホンダ工場前ＳＳ 869-1236 熊本県 大津町 大字杉水３３７３－１ 096-293-8622 シェル
113 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ山鹿ＳＳ 861-0532 熊本県 山鹿市 鹿校通２丁目１３－５ 0968-44-8333 シェル
114 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ世安ＳＳ 860-0823 熊本県 熊本市中央区 世安町３１９－１ 096-375-7755 シェル
115 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ嘉島ＳＳ 861-3101 熊本県 嘉島町 大字鯰２８２２-２ 096-235-2670 シェル
116 株式会社イデックスリテール熊本 セルフ植木給油所 861-0142 熊本県 植木町 大字鐙田字出口１４４５－１ 096-273-3555 コスモ
117 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 862-0916 熊本県 熊本市東区 佐土原２丁目４－１７０ 096-365-7533 PB
118 株式会社イデックスリテール熊本 南阿蘇 869-1501 熊本県 南阿蘇村 大字両併字東豆塚２４０８－７ 0967-62-0876 コスモ
119 株式会社イデックスリテール熊本 カーケア小山 861-8045 熊本県 熊本市東区 小山４丁目６－１２６ 096-380-7397 コスモ
120 株式会社イデックスリテール熊本 光の森ＳＳ 869-1108 熊本県 菊陽町 光の森５丁目２３－７ 096-292-3355 シェル
121 株式会社イデックスリテール熊本 県庁前ＳＳ 862-0951 熊本県 熊本市中央区 上水前寺２丁目２５－２１ 096-384-4646 シェル
122 株式会社イデックスリテール熊本 菊陽バイパスＳＳ 869-1101 熊本県 菊陽町 大字津久礼字久保２７３１－１ 096-232-5411 コスモ
123 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ沖田ＳＳ 858-0925 ⾧崎県 佐世保市 椎木町１９３ 0956-47-3128 シェル
124 株式会社イデックスリテール西九州 久留里 851-2107 ⾧崎県 時津町 久留里郷４１４ 095-882-3736 出光
125 株式会社イデックスリテール西九州 セントポール給油所 852-8116 ⾧崎県 ⾧崎市 平和町１９－２０ 095-846-2271 出光
126 株式会社イデックスリテール西九州 ハートフル彼杵 859-3806 ⾧崎県 東彼杵町 三根郷１３６５ 0957-46-0130 出光
127 株式会社イデックスリテール西九州 春木 852-8017 ⾧崎県 ⾧崎市 岩見町３０－１ 095-862-6162 出光
128 株式会社イデックスリテール西九州 東⾧崎 851-0133 ⾧崎県 ⾧崎市 矢上町３２－１ 095-839-3171 出光
129 株式会社イデックスリテール西九州 喜々津ＳＳ 859-0405 ⾧崎県 諫早市 多良見町中里５－１ 0957-43-1222 シェル
130 株式会社イデックスリテール西九州 天草ＳＳ 863-0047 熊本県 天草市 八幡町３番７号 0969-22-2079 シェル
131 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ住吉給油所 852-8155 ⾧崎県 ⾧崎市 中園町１８－１ 095-841-8120 出光
132 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ大村南給油所 856-0835 ⾧崎県 大村市 久原２丁目１１９４－４ 0957-52-4747 出光
133 株式会社イデックスリテール西九州 江戸町ＳＳ 850-0861 ⾧崎県 ⾧崎市 江戸町２－３４ 095-822-7549 シェル
134 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ八千代町ＳＳ 850-0043 ⾧崎県 ⾧崎市 八千代町２－２５ 095-824-2872 シェル
135 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ蛍茶屋ＳＳ 850-0013 ⾧崎県 ⾧崎市 中川２丁目８－２５ 095-821-9095 シェル
136 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ＳＳ 851-2101 ⾧崎県 時津町 西時津郷大道６－１ 095-814-2112 シェル
137 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ矢上ＳＳ 851-0115 ⾧崎県 ⾧崎市 かき道１丁目４０－８ 095-838-2731 シェル
138 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ俵町給油所 857-0016 ⾧崎県 佐世保市 俵町２３－３１ 0956-24-8833 出光
139 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ白岳ＳＳ 857-1165 ⾧崎県 佐世保市 大和町３９７－１ 0956-31-1918 シェル
140 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ針尾バイパスＳＳ 859-3241 ⾧崎県 佐世保市 有福町２９７－４ 0956-58-2521 シェル
141 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ上原ＳＳ 859-3211 ⾧崎県 佐世保市 早苗町４３２-1 0956-38-2224 シェル
142 株式会社イデックスリテール西九州 高砂給油所 857-0042 ⾧崎県 佐世保市 高砂町１－１ 0956-23-6111 コスモ
143 株式会社イデックスリテール西九州 セルフ伊万里バイパス給油所 848-0027 佐賀県 伊万里市 立花町３３２６－１ 0955-24-9488 コスモ
144 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 848-0031 佐賀県 伊万里市 二里町八谷搦１０８９ 0955-23-5121 コスモ
145 株式会社イデックスリテール西九州 プライムカー時津店 851-2103 ⾧崎県 時津町 元村郷８９７－３０ 095-882-2834 PB
146 シカゴ石油株式会社 三瀬村銀座給油所 842-0303 佐賀県 佐賀市 三瀬村杠２４８－２ 0952-56-2070 シェル
147 河野石油有限会社 セルフ神湊給油所 811-3503 福岡県 宗像市 牟田尻１９０６－６ 0940-62-0153 シェル
148 梶原石油有限会社 大分給油所 820-0712 福岡県 飯塚市 大分１００４－４ 0948-72-0418 シェル
149 株式会社フィールドアップ セルフ那珂川給油所 811-1244 福岡県 那珂川市 大字山田１１５４－１ 092-952-2118 JX
150 株式会社フィールドアップ セルフ三宅給油所 811-1344 福岡県 福岡市南区 三宅３丁目６-１８ 092-541-5596 シェル
151 有限会社青柳石油 香椎バイパス給油所 811-0101 福岡県 新宮町 大字原上字水生田８１８－６ 092-963-2767 シェル
152 有限会社新光石油 赤間給油所 811-4185 福岡県 宗像市 赤間駅前１丁目１０－１３ 0940-32-3155 シェル
153 築地石油 埋鐘給油所 811-1232 福岡県 那珂川市 大字埋金８４５－１ 092-952-2017 シェル
154 株式会社島田石油 セルフ野芥給油所 814-0171 福岡県 福岡市早良区 野芥１丁目４－１３ 092-871-3991 シェル
155 有限会社若宮 土井給油所 813-0032 福岡県 福岡市東区 土井２丁目３１－６ 092-691-1235 シェル
156 有限会社若宮 セルフニコニコ倶楽部飯塚店 820-0083 福岡県 飯塚市 秋松１６０－１ 0948-26-2011 PB
157 有限会社若宮 セルフニコニコ倶楽部 823-0001 福岡県 宮若市 龍徳１０７８－８ 0949-34-7734 シェル
158 有限会社若宮 さくら石油弁分給油所 820-0088 福岡県 飯塚市 弁分１４７－１ 0948-26-3455 シェル
159 石田石油株式会社 星賀給油所 847-1523 佐賀県 唐津市 肥前町星賀乙９２６，９２５番地 0955-54-0105 シェル
160 熊谷石油店 八女給油所 834-0012 福岡県 八女市 大字山内５７４ 0943-22-3447 シェル
161 株式会社原石油店 久保泉給油所 849-0903 佐賀県 佐賀市 久保泉町大字下和泉５９６ 0952-98-0805 シェル
162 有限会社扇町石油店 扇町給油所 840-0862 佐賀県 佐賀市 嘉瀬町扇町２５０９ 0952-24-9225 シェル
163 有限会社江崎石油 若桜給油所 841-0048 佐賀県 鳥栖市 藤木町２０７３－２ 0942-83-1718 シェル
164 株式会社江頭火薬石油店 ⾧部田給油所 849-3217 佐賀県 唐津市 相知町⾧部田９４７ 0955-62-2311 シェル
165 最所産業株式会社 通町給油所 830-0018 福岡県 久留米市 通町５－１４５ 0942-32-0702 シェル
166 最所産業株式会社 久留米インター給油所 839-0809 福岡県 久留米市 東合川１丁目７－３７ 0942-44-0423 シェル
167 最所産業株式会社 スーパーセルフ津福バイパス給油所 830-0061 福岡県 久留米市 津福今町１８２ 0942-34-2306 シェル
168 最所産業株式会社 セルフ信愛通り給油所 839-0852 福岡県 久留米市 高良内町字下川原２８０６－２ 0942-45-4584 シェル
169 有限会社松木石油店 セルフ広川給油所 834-0115 福岡県 広川町 大字新代２３６６ 0943-32-1153 シェル
170 有限会社松木石油店 セルフオレンジロード津江 834-0024 福岡県 八女市 大字津江４０８－３ 0943-22-3256 シェル
171 安全石油有限会社 大町給油所 849-2101 佐賀県 大町町 大字大町８８７１－１３ 0952-82-3141 シェル
172 中村石油店 古湯給油所 840-0501 佐賀県 佐賀市 富士町大字古湯２６４８－１ 0952-58-2302 シェル
173 住ノ江石油店 住の江給油所 849-0313 佐賀県 小城市 芦刈町永田３３７９－６ 0952-66-1055 シェル
174 株式会社田中商店 セルフ上田主丸給油所 839-1203 福岡県 久留米市 田主丸町秋成５４６ 09437-2-2518 シェル
175 北川石油店 田主丸給油所 839-1223 福岡県 久留米市 田主丸町以真恵２４９－１ 09437-2-2273 シェル
176 有限会社プラザキタジマ 川副給油所 840-2213 佐賀県 佐賀市 川副町大字鹿江９５４－４ 0952-45-0124 シェル
177 野口石油株式会社 武島給油所 830-0071 福岡県 久留米市 安武町武島４９０－３ 0942-27-2120 シェル
178 大幸鉱業株式会社 小芝給油所 804-0092 福岡県 北九州市戸畑区 小芝２丁目１０－１３ 093-882-2022 シェル
179 直方鉄工協同組合 直方給油所 822-0017 福岡県 直方市 殿町４－２２ 0949-22-3242 コスモ
180 有限会社宮尾石油 香春給油所 822-1403 福岡県 香春町 大字高野１２１９－３ 0947-32-2152 シェル
181 添田産業サービス株式会社 添田給油所 824-0602 福岡県 添田町 大字添田２１３７ー１ 0947-82-1414 コスモ
182 有限会社住野石油店 行橋中央給油所 824-0005 福岡県 行橋市 中央１丁目１３－１ 0930-23-0712 シェル
183 有限会社小野石油 椎田給油所 829-0301 福岡県 築上町 大字椎田９２４－７ 0930-56-0036 シェル
184 植高石油 川崎西本町給油所 827-0003 福岡県 川崎町 大字川崎１０６１ 0947-73-2336 シェル
185 株式会社キノシタ 川崎給油所 827-0004 福岡県 川崎町 大字田原５４７－１ 0947-73-2610 シェル
186 有限会社京都石油店 犀川給油所 824-0231 福岡県 みやこ町 犀川本庄５７３－１ 09304-2-1112 シェル
187 株式会社新光 藤の木給油所 808-0064 福岡県 北九州市若松区 宮丸２丁目３－１０ 093-771-1556 コスモ
188 勝山石油有限会社 勝山給油所 824-0822 福岡県 みやこ町 勝山黒田８７０ 0930-32-2200 シェル
189 株式会社谷口石油 弓削田給油所 826-0041 福岡県 田川市 大字弓削田１４６８－１ 0947-42-2546 シェル
190 有限会社油須原石油店 油須原給油所 824-0400 福岡県 赤村 油須原４７４０－１ 0947-62-2069 JX
191 丸三商事有限会社 小石給油所 808-0015 福岡県 北九州市若松区 上原町２－５ 093-761-2287 シェル
192 有限会社高柳石油 糒給油所 825-0005 福岡県 田川市 大字糒２１８６－１ 0947-44-5184 コスモ
193 有限会社中山石油店 岡垣やくば前給油所 811-4233 福岡県 岡垣町 野間３丁目６番１号 093-283-0531 シェル
194 有限会社中山石油店 芦屋給油所 807-0121 福岡県 芦屋町 船頭町４－１１ 093-222-3000 PB
195 株式会社的野物産 ゴリラパーク香月給油所 807-1102 福岡県 北九州市八幡西区 香月中央３丁目１－１８ 093-617-0214 シェル
196 江崎汽船株式会社 岡東給油所 863-1901 熊本県 天草市 牛深町２８２－１ 0969-73-3103 シェル
197 山口石油 琴海 851-3213 ⾧崎県 ⾧崎市 琴海形上町１８６１ 0958-85-2277 シェル
198 山口石油店 茂木給油所 851-0241 ⾧崎県 ⾧崎市 茂木町１２２９－１ 095-836-0106 シェル
199 株式会社山田石油 泉町給油所 854-0003 ⾧崎県 諫早市 泉町８１ 0957-22-1122 シェル
200 株式会社山田石油 小船越給油所 854-0062 ⾧崎県 諫早市 小船越町９５０－８ 0957-22-1525 シェル
201 株式会社山田石油 幸町給油所 854-0022 ⾧崎県 諫早市 幸町２６－３ 0957-22-0910 シェル
202 株式会社山田石油 岡町給油所 852-8118 ⾧崎県 ⾧崎市 松山町３－７３ 0958-44-6745 シェル
203 株式会社山田石油 セルフ大村給油所 856-0813 ⾧崎県 大村市 西大村本町１９４ 0957-52-3472 コスモ
204 株式会社山田石油 配送センター 854-0011 ⾧崎県 諫早市 八天町２２－１８ 0957-24-6445 PB
205 極東石油株式会社 栄町給油所 855-0842 ⾧崎県 島原市 栄町８４９３－１ 0957-62-4390 コスモ
206 有限会社まるいしシェル セルフ有明給油所 859-1401 ⾧崎県 島原市 有明町湯江甲１４２ 0957-68-0623 シェル
207 株式会社福義丸 北岡給油所 859-2415 ⾧崎県 南島原市 南有馬町戊１９６－１ 0957-85-2926 シェル
208 株式会社福義丸 セルフ口之津給油所 859-2502 ⾧崎県 南島原市 口之津町甲２１８６－１ 0957-86-3096 シェル
209 合資会社朝川石油店 雪浦給油所 857-2328 ⾧崎県 西海市 大瀬戸町雪浦下釜郷８９６－１ 0959-22-9140 シェル
210 合資会社朝川石油店 神浦給油所 851-2403 ⾧崎県 ⾧崎市 神浦江川町５００ 0959-24-0253 シェル
211 町田石油店 千々石給油所 854-0405 ⾧崎県 雲仙市 千々石町戊５０１ 0957-37-2113 シェル
212 一ノ瀬石油店 セルフ波佐見給油所 859-3715 ⾧崎県 波佐見町 宿郷２１８－６ 0956-85-3039 シェル
213 有限会社筒井商事 スーパーセルフ有田給油所 849-4166 佐賀県 有田町 北ノ川内丙６００－３ 0955-46-3040 シェル
214 有限会社立石石油 セルフスマイル川棚給油所 859-3605 ⾧崎県 川棚町 百津郷４３９ 0956-82-5555 シェル
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215 渕野石油株式会社 嬉野給油所 843-0301 佐賀県 嬉野市 嬉野町大字下宿乙１９８ 0954-43-1155 シェル
216 渕野石油株式会社 一位原給油所 843-0301 佐賀県 嬉野市 嬉野町大字下宿甲１７２６ 0954-42-0430 シェル
217 アオキ石油有限会社 田平給油所 859-4807 ⾧崎県 平戸市 田平町里免２４１－３ 0950-57-0544 シェル
218 株式会社エヌ・エス・シー セルフ江迎給油所 859-6125 ⾧崎県 佐世保市 江迎町三浦７４－１ 0956-65-2478 シェル
219 有限会社石川石油店 青方給油所 857-4404 ⾧崎県 新上五島町 青方郷１３７２－２０ 0959-52-2452 シェル
220 球磨村森林組合 球泉洞給油所 869-6205 熊本県 球磨村 大字大瀬字坂口１５９－２ 0966-34-0700 コスモ
221 有限会社井芹石油店 島崎給油所 860-0073 熊本県 熊本市西区 島崎２丁目８番１０号 096-353-0075 コスモ
222 有限会社井上石油 松橋給油所 869-0524 熊本県 宇城市 松橋町豊福３５２－１ 0964-32-0026 コスモ
223 河野石油合名会社 松橋中央給油所 869-0502 熊本県 宇城市 松橋町松橋２９１ 0964-32-0720 コスモ
224 日本梱包資材株式会社 人吉給油所 868-0011 熊本県 人吉市 宝来町１３０４ 0966-22-3194 コスモ
225 株式会社黒玄 黒川温泉給油所 869-2402 熊本県 南小国町 大字満願寺字西黒川６４３２ 0967-44-0444 コスモ
226 有限会社黒田石油店 玉名大倉給油所 865-0023 熊本県 玉名市 大倉１４１１－３ 0968-72-5222 コスモ
227 株式会社安田屋 セルフ苓北給油所 863-2503 熊本県 苓北町 志岐１２２３ 0969-35-1777 コスモ
228 有限会社松村石油 美里町給油所 861-4412 熊本県 美里町 佐俣１２０ 0964-46-2750 コスモ
229 有限会社三矢商事 飽田 861-5255 熊本県 熊本市 南区砂原町569番 096-227-0109 コスモ
230 清高石油 南小国給油所 869-2401 熊本県 南小国町 大字赤馬場字赤馬場１６６－６ 0967-42-0151 コスモ
231 有限会社倉岡石油 城南給油所 861-4211 熊本県 熊本市南区 城南町今吉野７２６－２ 0964-28-2855 コスモ
232 株式会社池田建設 小天給油所 861-5401 熊本県 玉名市 天水町小天７５４０－２ 0968-82-3939 コスモ
233 有限会社田上石油 泉町給油所 869-4401 熊本県 八代市 泉町柿迫３１２０ 0965-67-2145 コスモ
234 ムサシ石油有限会社 武蔵給油所 873-0412 大分県 国東市 武蔵町古市１６７－３ 0978-68-0001 シェル
235 ライト鉱油株式会社 中村給油所 879-4801 大分県 九重町 大字右田１０１１－８ 09737-7-6715 シェル
236 株式会社奥田石油 四日市第１給油所 879-0461 大分県 宇佐市 大字樋田９８－４ 0978-32-0623 コスモ
237 光石油株式会社 中津東給油所 871-0007 大分県 中津市 大字蠣瀬字江添８３４－１ 0979-23-1521 コスモ
238 有限会社葛城石油 医大前給油所 870-0861 大分県 大分市 大字東院小原１１８３-２ 097-549-3668 コスモ
239 有限会社漢石油店 鍋田給油所 875-0235 大分県 臼杵市 野津町大字藤小野２８５－１ 0974-32-2560 コスモ
240 栗元石油株式会社 高田新地給油所 879-0627 大分県 豊後高田市 新地１０５４－７ 0978-24-2380 コスモ
241 株式会社西尾商店 セルフ日出給油所 879-1506 大分県 日出町 １６６６－１ 0977-72-2837 シェル
242 大英石油株式会社 日田玉川バイパス給油所 877-0071 大分県 日田市 大字十二町６５２－１ 0973-22-2177 コスモ
243 株式会社大谷商会 湯平温泉給油所 879-5111 大分県 由布市 湯布院町下湯平２４０８－１ 0977-86-2155 コスモ
244 株式会社大谷商会 湯布院第１給油所 879-5102 大分県 由布市 湯布院町川上２９３９－１ 0977-84-3126 コスモ
245 株式会社大谷商会 セルフ湯布院給油所 879-5102 大分県 由布市 湯布院町川上３０３５－７ 0977-28-8090 コスモ
246 株式会社大谷商会 湯布院ドライブネットステーション 879-5102 大分県 由布市 湯布院町川上３０３５－５ 0977-84-2436 コスモ
247 大分王子紙業株式会社 鶴崎東給油所 870-0113 大分県 大分市 大字家島東松浦１１２０ 097-527-4068 コスモ
248 有限会社堀内商会 三川給油所 873-0005 大分県 杵築市 大字猪尾字井手下７０３ 09786-3-0111 コスモ
249 有限会社堀内商会 杵築給油所 873-0001 大分県 杵築市 大字杵築１２９－１３ 0978-62-2715 シェル
250 有限会社堀内商会 守江港給油所 873-0033 大分県 杵築市 大字守江１８２４－４０ 0978-63-9220 シェル
251 有限会社堀内商会 セルフ杵築給油所 873-0033 大分県 杵築市 大字守江字大内崎３９０３-５ 09786-4-0175 シェル
252 有限会社巽石油店 直川給油所 879-3102 大分県 佐伯市 直川大字上直見７０７－２ 0972-58-2048 コスモ
253 有限会社中島石油店 耶馬溪給油所 871-0202 大分県 中津市 本耶馬渓町曽木１８６５－１ 09795-2-2121 シェル
254 有限会社川内石油 江内給油所 899-0407 鹿児島県 出水市 高尾野町江内３２３８－３ 0996-83-3061 コスモ
255 株式会社光信商会 セルフ岩川給油所 899-8102 鹿児島県 曽於市 大隅町岩川６３１３ 0994-82-2880 コスモ
256 有限会社高井自動車 天大橋給油所 895-0012 鹿児島県 薩摩川内市 平佐町北牟田３６８９ 0996-24-1616 コスモ
257 有限会社タカハラ 鶴川内給油所 899-1603 鹿児島県 阿久根市 鶴川内５１００－１ 0996-73-2588 シェル
258 有限会社ヤマサ 都城西町給油所 885-0076 宮崎県 都城市 西町３７４１ 0986-22-0814 シェル
259 株式会社桜島 志布志給油所 899-7100 鹿児島県 志布志市 志布志町志布志３２２３－２ 099-473-1370 コスモ
260 小瀬戸石油有限会社 大崎給油所 899-7305 鹿児島県 大崎町 假宿１７５５ 099-476-0035 コスモ
261 小瀬戸石油有限会社 永吉給油所 899-7306 鹿児島県 大崎町 永吉５７１６－５ 099-476-1314 コスモ
262 成武建設株式会社 根占給油所 893-2504 鹿児島県 南大隅町 根占山本４１０８－１ 09942-4-3095 JX
263 有限会社片平石油 東俣給油所 891-1102 鹿児島県 鹿児島市 東俣町７９－１ 0992-98-7125 コスモ
264 株式会社谷石油 伊崎田給油所 899-7401 鹿児島県 志布志市 有明町伊崎田８８２１ 0994-74-0181 コスモ
265 オリト石油株式会社 セルフ春山給油所 899-2704 鹿児島県 鹿児島市 春山町１８８８－１ 0992-78-3271 コスモ
266 有限会社樋渡石油 吹上給油所 899-3221 鹿児島県 日置市 吹上町永吉３３９５－１ 099-297-2544 コスモ
267 有限会社東村石油店 有明給油所 899-7402 鹿児島県 志布志市 有明町野井倉１４０８－８ 0994-74-0070 コスモ
268 有限会社ふじた セルフ牧の原給油所 899-4501 鹿児島県 霧島市 福山町福山４５９７－１ 0995-56-2632 コスモ
269 千代田旭販売株式会社 西原町給油所 893-0064 鹿児島県 鹿屋市 西原２丁目３８－１５ 0994-43-2651 コスモ
270 有限会社エヌ・フロンティア 東桜島給油所 891-1541 鹿児島県 鹿児島市 野尻町２０５番地 099-221-2957 コスモ
271 有里石油店 末吉中央給油所 899-8605 鹿児島県 曽於市 末吉町二之方森田４５１－８ 0986-76-0434 コスモ
272 株式会社ホンダ大隅 安楽給油所 899-1704 鹿児島県 志布志市 志布志町安楽２７７４－２ 099-479-4500 コスモ
273 有限会社山口石油店 セルフ米ノ津給油所 899-0121 鹿児島県 出水市 米ノ津町１８－３５ 0996-67-2038 コスモ
274 有限会社山口石油店 西出水給油所 899-0217 鹿児島県 出水市 平和町２５９ 0996-62-1265 JX
275 有限会社丸岩石油 宮田町給油所 880-0804 宮崎県 宮崎市 宮田町６ー１２ 0985-25-8316 コスモ
276 有限会社県北石油 川水流給油所 882-0125 宮崎県 延岡市 北方町川水流卯１８０１ 0982-47-3309 コスモ
277 小原石油 新富給油所 889-1406 宮崎県 新富町 大字新田８２２４－１５ 0983-33-0209 JX
278 有限会社新富エナジー 日置給油所 889-1401 宮崎県 新富町 大字日置１５９５－２ 0983-33-0515 JX
279 有限会社新川商店 大田原給油所 880-1101 宮崎県 国富町 大字本庄９６８－１ 0985-75-2619 JX
280 叶商事株式会社 加納給油所 889-1605 宮崎県 宮崎市 清武町加納乙１３６ 0985-85-1288 JX
281 有限会社竹尾石油店 岩戸給油所 882-1621 宮崎県 高千穂町 大字岩戸１３６－５ 0982-74-8531 コスモ
282 有限会社高千穂新光石油 高千穂給油所 882-1101 宮崎県 高千穂町 大字三田井１７３２－６０ 0982-72-3131 コスモ
283 米良石油店 日之影給油所 882-0401 宮崎県 日之影町 大字七折３４４４－６ 0982-87-2123 コスモ
284 有限会社茂石油店 北川給油所 889-0101 宮崎県 延岡市 北川町川内名７０１４－１ 0982-46-2008 コスモ
285 株式会社大洋石油 平岩給油所 883-0022 宮崎県 日向市 大字平岩字内見鳥８６６７－１ 0982-57-2100 コスモ
286 株式会社大洋石油 日向給油所 883-0052 宮崎県 日向市 鶴町２丁目１１－６ 0982-53-0121 コスモ
287 株式会社大洋石油 中央通給油所 883-0062 宮崎県 日向市 大字日知屋字前畑１６５８７－２ 0982-53-1011 コスモ
288 勝本町漁業協同組合 勝本給油所 811-5532 ⾧崎県 壱岐市 勝本町大久保触１８４１ 0920-42-0214 シェル
289 浦石油店 仁田給油所 817-1522 ⾧崎県 対馬市 上県町樫滝１０７９ 0920-85-0038 シェル
290 有限会社金子商店 佐須給油所 817-0242 ⾧崎県 対馬市 厳原町下原４９８－１ 09205-6-1104 シェル
291 有限会社金子商店 佐賀給油所 817-1412 ⾧崎県 対馬市 峰町佐賀７１７ 0920-82-0467 シェル
292 株式会社昇運石油 芦辺給油所 811-5301 ⾧崎県 壱岐市 芦辺町芦辺浦３２４ 09204-5-0014 シェル
293 有限会社原田商店 美津島給油所 817-0322 ⾧崎県 対馬市 美津島町鶏知甲３６６番地 09205-4-2640 シェル
294 株式会社今村商店 上対馬給油所 817-1701 ⾧崎県 対馬市 上対馬町比田勝６６５ 0920-86-2145 シェル
295 有限会社斉藤商事 対馬中央給油所 817-1214 ⾧崎県 対馬市 豊玉町鑓川１６－２ 09205-8-1166 シェル
296 合名会社築地商店 一重給油所 817-2242 ⾧崎県 対馬市 上対馬町一重５１４ 09208-7-0336 シェル
297 有限会社大阪屋石油店 大阪屋給油所 811-5757 ⾧崎県 壱岐市 芦辺町中野郷西触字深田３８５ 09204-5-3034 シェル
298 有限会社小林石油店 赤穂西給油所 678-0255 兵庫県 赤穂市 新田七軒家１２８１－１ 07914-2-0321 シェル
299 有限会社小林石油店 シーサイド日生 701-3202 岡山県 備前市 日生町寒河２３５７番地の４ 0869-72-1522 シェル
300 有限会社脇石油店 柵原給油所 708-1533 岡山県 美咲町 久木１７１－２ 0868-62-0248 シェル
301 ヤマサ總業株式会社 プロムナ－ド米津 445-0803 愛知県 西尾市 桜町２丁目２９ 0563-57-7141 コスモ
302 有限会社小林石油 ハートランド蘇原給油所 504-0816 岐阜県 各務原市 蘇原東島町３丁目１５０ 0583-83-3453 シェル
303 有限会社小林石油 ハートランド芥見給油所 501-3114 岐阜県 岐阜市 芥見大船２丁目１１ 0582-41-8002 シェル
304 秋山石油店 ニュ－朝来給油所 679-3424 兵庫県 朝来市 立野荒川口９８ 0796-77-0558 コスモ
305 株式会社東田興業 妙見 563-0132 大阪府 能勢町 野間中549-1 072-737-0004 JX
306 株式会社谷口礦油 下田SS 892-0873 鹿児島県 鹿児島市 099-244-6060 072-737-0004 コスモ


