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平成30年9月8日（土）18時00分現在：計706ステーション

No. 市区町村 給油所名 運営会社等 給油所住所（町丁字以下）

1 阿寒郡鶴居村 ホクレン幌呂給油所 釧路丹頂農業協同組合 幌呂西３丁目１５番地

2 ホクレン豊岡セルフ給油所 あさひかわ農業協同組合 豊岡４条１丁目１番１８号

3 旭川東４条給油所 北海道エネルギー株式会社 東４条２丁目１－１３

4 旭川北給油所 北海道エネルギー株式会社 永山北１条９丁目１９番地７

5 旭川給油所 エム・シー・オイル株式会社 豊岡三条３丁目２番１３号

6 豊岡１２条サービスステーション 日東石油株式会社 豊岡１２条３丁目１番２

7 旭川４条給油所 北海道エネルギー株式会社 ４条通１１丁目左１号

8 東旭川給油所 株式会社山田輪業 東旭川北１条７丁目１１番１９号

9 旭川末広給油所 道北振興株式会社 末広１条１丁目３番地

10 旭川環状給油所 道北振興株式会社 東光１０条６丁目２番１９号

11 末広バイパス給油所 五東石油株式会社 末広１条１２丁目

12 旭川３条西給油所 日東石油株式会社 ３条通２丁目

13 旭川末広給油所 日東石油株式会社 末広東１条５丁目２７３－８

14 末広東給油所 中和石油株式会社 末広東１条４丁目

15 永山環状通給油所 日東石油株式会社 永山９条５丁目８７番２１７

16 みどり野給油所 旭川石油株式会社 旭神２条３丁目６番２７号

17 旭川台場給油所 澤井石油商事株式会社 忠和６条８丁目

18 旭川環状末広給油所 澤井石油商事株式会社 末広１条４丁目２番９号

19 東旭川町農協給油所 東旭川農業協同組合 東旭川北１条６丁目１番１４号

20 ＩＳＩＳ給油所 北海丸油株式会社 豊岡６条７丁目１－１

21 千代ヶ岡給油所 有限会社大崎石油店 西神楽２線２４号

22 西神楽給油所 有限会社西神楽石油店
西神楽北１条２丁目２３０番地１１
６

23 ＥＯＳ－４０給油所 北海丸油株式会社 末広東１条２丁目１－４

24
ルート４０北海サービスステーショ
ン給油所

株式会社北海車輌 東鷹栖１線１１号２９３－８

25 シンコウ給油所 株式会社真興商事 東鷹栖２線１１号７２番地

26 ホクレン旭正給油所 あさひかわ農業協同組合 東旭川町旭正36番2の内

27 ホクレン東鷹栖給油所 たいせつ農業協同組合 東鷹栖東１条３丁目２７２

28 豊岡給油所 株式会社アサヒ産業 豊岡４条３丁目２番１４号

29 ホクレン豊田給油所 東旭川農業協同組合 東旭川町豊田３０９番地

30 北彩都給油所 北海丸油株式会社 宮下通１５丁目１２０１－１

31 環状末広給油所 旭星クリーン株式会社 末広５条４丁目１番１号

32 ルート４０末広給油所 旭星クリーン株式会社 末広１条１４丁目１番３２

33 チャレンジ旭川神楽給油所 北海道エネルギー株式会社 神楽５条１３丁目１－１

34 株式会社芦別モータース ニュー芦別給油所 南3条東2-11

35 日伸暖房有限会社 日伸暖房有限会社給油所 北7条西5-4-15
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36 株式会社北海建業 喜茂別給油所 字喜茂別259-3

37 北海道エネルギー株式会社 喜茂別中央給油所 字伏見321

38 虻田郡京極町 有限会社京極石油 京極給油所 字京極553

39 虻田郡倶知安町 有限会社倶知安オイル 倶知安オイル倶知安給油所 北4条東1-1-27

40 虻田郡真狩村 ホクレン真狩給油所 ようてい農業協同組合 字真狩１２１番地６号

41 株式会社洞爺給油センター 洞爺温泉給油所 洞爺湖温泉53

42 株式会社北海道丸善洞爺 北海道丸善洞爺給油所 入江38

43 室蘭石油株式会社 洞爺湖給油所 洞爺湖温泉175-9

44 とうや湖農業協同組合 ホクレン豊浦給油所 字東雲町34

45 株式会社藤川石油 豊浦給油所 字東雲町2-4

46 伊達ロイヤル石油株式会社 伊達弄月町給油所 弄月町72-1

47 株式会社ホクイー 長和給油所 長和町467

48 有限会社成田商事 稀府給油所 南稀府町96-2

49 ＥＮＥＯＳ南稀府給油所 株式会社稀府石油 南稀府町１０７番地

50 日本石油有珠給油所 有珠石油株式会社 有珠町４６の３、４

51 伊達給油所 前側石油株式会社 末永町６４番地４

52 有珠山サービスエリア給油所 前側石油株式会社 幌美内町

53 伊達給油所 茂田石油株式会社 舟岡町１８７番地９

54 伊達給油所 北海道エネルギー株式会社 山下町１７３番地２

55 伊達インター給油所 北海道エネルギー株式会社 舟岡町１８２番地１

56 セルフ伊達給油所 株式会社オカモト 弄月町５９番３３

57 磯谷郡蘭越町 有限会社丸石　石田商店 蘭越給油所 蘭越町431

58 有限会社三輪燃料店 雨竜暑寒通給油所 字満寿30-20

59 有限会社竹ヶ原ミート 竹ヶ原給油所 字尾白利加91-15

60 雨竜郡沼田町 岩寺木材産業株式会社 ニュー沼田給油所 字沼田107

61 雨竜郡北竜町 ホクレン北竜和給油所 きたそらち農業協同組合 字和７番地の１

62 有限会社高橋商店妹背牛給油所 有限会社高橋商店 字妹背牛４０９番地

63 妹背牛給油所 中田商事株式会社 字妹背牛３７８番地

64 妹背牛給油所 資源サービス株式会社 字妹背牛２２７番地

65 ホクレン妹背牛給油所 北いぶき農業協同組合 字妹背牛３６１番地の９

66 株式会社サトウ商会 浦河東給油所 字白泉49

67 株式会社中島組 浦河ハマナス給油所 字東栄587-3

68 浦河東給油所 奥田管理株式会社 大通２丁目１２番地

69 ホクレン堺町給油所 ひだか東農業協同組合 堺町東２丁目６番２４号

70 株式会社越森石油電器商会 日本石油奥尻給油所 字奥尻309

71 株式会社明上石油店 奥尻給油所 字奥尻765

72 株式会社明上石油店 青苗給油所 字青苗242-12

73 永田商事株式会社 永田商事株式会社歌志内給油所 字神威37-1

虻田郡豊浦町

伊達市

雨竜郡雨竜町

雨竜郡妹背牛町      

浦河郡浦河町

虻田郡喜茂別町

虻田郡洞爺湖町

奥尻郡奥尻町
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74 明円工業株式会社 歌志内給油所 字本町1027

75 神威給油所 株式会社矢野商会 字神威２５４－２、３、４

76 スズラン企業株式会社 帯広西給油所 東芽室基線31-1

77 芽室町農業協同組合 第一給油所 西2条1-1

78 株式会社キタセキ ルート３８芽室給油所 東芽室基線10-6

79 ルート３８帯広ＴＳ給油所 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 東七条９丁目１番１

80 株式会社ヤマジョウ 更別給油所 字更別南1線92-48

81 更別村農業協同組合 ホクレン更別給油所 字更別南2線92

82 河西郡中札内村 中札内村農業協同組合 ホクレン中札内給油所 大通南3-24

83 有限会社笹本燃料店 音更給油所 大通3-12

84 日本石油音更給油所 西谷誠啓 大通３丁目

85 ホクレン音更第２給油所 音更町農業協同組合 木野大通西１９丁目８番地

86 ホクレン木野第１給油所 株式会社ハピオ 木野大通東５丁目３番地

87 ホクレン木野第２給油所 株式会社ハピオ 木野大通東１５丁目２番地

88 士幌町農業協同組合 ホクレン士幌給油所 字士幌西2線144

89 士幌給油所 株式会社キング商会 字士幌本通東３０番地

90 河東郡鹿追町 鹿追町農業協同組合 鹿追給油所 西町4-6

91 株式会社サトウ機工 上士幌給油所 字上士幌東2線223

92 上士幌町農業協同組合 ホクレン上士幌給油所 字上士幌東3線230-1

93 樺戸郡浦臼町 宮野商事株式会社 三菱石油浦臼給油所 字ｷﾅｳｽﾅｲ188-227

94 株式会社松葉 新十津川給油所 字中央6

95 ホクレン新十津川給油所 ピンネ農業協同組合 字中央６番地の２９

96 株式会社カネイ木村 鹿部本別給油所 字本別25

97 有限会社清水石油 鹿部給油所 字鹿部100-71

98 松川商店鹿部給油所 有限会社角十松川商店 字宮浜６６番地

99 富国産業株式会社 森給油所 字森川町291

100 有限会社ダキヤマニシ西村商店 三菱石油砂原給油所 字砂原5-16

101 駒ヶ岳給油所 株式会社キタセキ 字駒ヶ岳１９４

102 ホクレン駒ヶ岳給油所 株式会社新はこだて協同 字森川町３０４－２

103 森バイパス給油所 株式会社佐藤エネルギー 字富士見町１７３番４号

104 ５号森バイパス給油所 株式会社東日本宇佐美 富士見町１６３

105 赤井川給油所 松下登 字赤井川１４０番地

106 駅通り給油所 武蔵商事株式会社 ７条西５丁目１７番地

107 岩見沢四条給油所 三谷石油株式会社 ４条東１丁目４番地

108 岩見沢１条給油所 大西商事株式会社 １条西９丁目５

109 美園給油所 いわみざわ農業協同組合 駒園１丁目

110 １２号線岩見沢岡山給油所 西日本フリート株式会社 岡山町３１７番３，４

111 岩内郡岩内町 岩内西給油所 株式会社フレンド石油 字清住４番地の１

河東郡士幌町

河東郡上士幌町

樺戸郡新十津川町

茅部郡鹿部町

茅部郡森町

歌志内市

河西郡芽室町

河西郡更別村

河東郡音更町

岩見沢市
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112 株式会社フレンドリーベア 大沼給油所 字大沼町746

113 株式会社林商店 七飯給油所 本町5-4-5

114 七飯給油所 湊商事株式会社 鳴川５丁目２番７号

115 株式会社山秀瀧澤商店 瀬棚給油所 瀬棚区本町118

116 有限会社北清石油 せたな給油所 北桧山区北桧山202

117 ホクレン北桧山給油所 北檜山町農業協同組合 北檜山区豊岡８６番地５

118 大成給油所 曲キ株式会社大野吉太郎商店 大成区宮野８８

119 ホクレン若松給油所 株式会社新はこだて協同 北檜山区若松５１９番地

120 空知郡上砂川町 上砂川給油所 北日本石油株式会社 東鶉南１条３丁目１番７号

121 ふらの農業協同組合 ホクレン上富良野給油所 本町1-2-22

122 植田燃料株式会社 中富良野給油所 本町7-4

123 株式会社千徳商事 奈井江給油所 本町五区153

124 東光産業株式会社 奈井江給油所 南町一区755

125 空知郡南富良野町 ふらの農業協同組合 ホクレン南富良野給油所 字幾寅977-2,4、978-2

126 空知郡南幌町 南幌みどり野給油所 株式会社小林本店 美園３丁目１５８－２１

127 昆布森給油所 有限会社加藤商店 昆布森３丁目６１番地

128 フレンドリー遠矢給油所 大和商事株式会社 遠矢南１丁目３４番地

129 別保給油所 株式会社丸平 別保１－２

130 ホクレン別保給油所 株式会社釧路オーク 中央１丁目１２，１６番地

131 セルフ釧路中央インター給油所 出光リテール販売株式会社 曙１丁目２番地１６

132 チャレンジ釧路東給油所 北海道エネルギー株式会社 桂木４丁目１０－３

133 国誉給油所 熱原釧路株式会社 国誉５丁目７番地

134 フリーパークバイパス給油所 北日本石油株式会社 国誉２－３－４

135 西港石油給油所 西港石油株式会社 鳥取大通６丁目５番２号

136 副港給油所 釧路アポロ石油株式会社 宝町２番３３号

137 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ十條前店給油所 株式会社三ﾂ輪商会 鳥取大通１丁目７の２

138 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大楽毛店給油所 株式会社三ﾂ輪商会 大楽毛２丁目３番地

139 第５桜ヶ岡給油所 釧路石炭販売株式会社 桜ヶ岡４丁目６番６号

140 星ケ浦給油所 株式会社三宝商会 星ヶ浦大通３丁目３番８号

141 愛国ニュータウン給油所 株式会社三宝商会 芦野５丁目１６番６号

142 入江町給油所 丸井産業株式会社 入江町１０番地３号

143 大楽毛給油所 丸井産業株式会社 大楽毛西２丁目９番５号

144 旭バイパス給油所 株式会社丸平 古川町２９の６

145 鳥取南給油所 大栄商事株式会社 鳥取南５丁目５番１９号

146 材木町給油所 大栄商事株式会社 材木町１５番地１４号

147 白金給油所 株式会社東部石油ユアサ 白金町２０の１

148 富士見給油所 熱原釧路株式会社 富士見１丁目５番１号

149 セルフ釧路給油所 株式会社オカモト 入江町１２番１号

釧路郡釧路町

釧路市

亀田郡七飯町

久遠郡せたな町

空知郡上富良野町

空知郡奈井江町
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150 ホクレン阿寒給油所 阿寒農業協同組合 阿寒町仲町２丁目５番３号

151 阿寒湖畔給油所 網走交通株式会社 阿寒町阿寒湖温泉５丁目５番２１号

152 ３８号釧路給油所 株式会社東日本宇佐美 星ヶ浦大通５丁目３番地３４

153 阿寒給油所 西港石油株式会社 阿寒町新町１丁目５番１７号

154 チャレンジ鳥取給油所 北海道エネルギー株式会社 鳥取大通６丁目７番１号

155 釧路給油所 茂田石油株式会社 星が浦大通１丁目４番３０号

156 副港給油所 金井石油株式会社 宝町３－２９

157 緑ヶ岡給油所 北海道エネルギー株式会社 緑ケ岡２丁目１－３０

158 セルフ新富給油所 出光リテール販売株式会社 新富町３番８号

159 音別給油所 株式会社市橋エナジーサービス 音別町本町１丁目５５番地

160 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西港店給油所 株式会社三ﾂ輪商会 鳥取南７丁目１－６

161
コスモ石油販売北海道カンパニー株式
会社

セルフステーション柏陽給油所 柏陽町3-13-1

162 古宇郡神恵内村 神恵内給油所 有限会社神恵内石油 大字神恵内村字川向９０番地の５

163 古宇郡泊村 株式会社内田石油 内田石油泊給油所 大字茅沼村字臼別218

164 株式会社サカイ キグナス石油松葉町給油所 松葉4-125

165 厚岸湊石油株式会社 厚岸給油所 真栄2-180

166 奔渡給油所 有限会社勝木石油商会 奔渡町６丁目１２１番

167 ホクレン太田給油所 釧路太田農業協同組合 太田５の通り１７番地

168 門静給油所 株式会社丸平 字門静

169 ホクレン尾幌給油所 釧路太田農業協同組合 尾幌９０番地

170 東邦物産株式会社 日石霧多布給油所 霧多布東2条1-49

171 有限会社曲田石油店 散布給油所 火散布135

172 茶内給油所 有限会社中原電器商会 茶内西２線１２８番地

173 モーリ’ＳＯＩＬ給油所 株式会社丸物出口興産 大字後静村字熊牛原野基線１２番

174 茶内給油所 浜中町農業協同組合 茶内橋北西８番

175 霧多布給油所 浜中漁業協同組合 新川西１丁目１３１番地

176 広尾町農業協同組合 広尾給油所 並木通東3-2

177 日本石油広尾給油所 有限会社勝見商店 本通１０丁目１６番地

178 広尾郡大樹町 セルフ大樹給油所 株式会社オカモト 字振別１－１

179 セルフ江別給油所 空知石炭株式会社 一番町１４－４

180 ＡＩＸ’セルフ江別中央給油所 株式会社アイックス 元町３３の６、７、８、９、１１

181 ２７５号線江別角山給油所 西日本フリート株式会社 角山４５９－６

182 鳴海町給油所 根室石油株式会社 鳴海町４丁目１９番地

183 落石給油所 根室石油株式会社 落石東８０番地

184 根室本町給油所 株式会社ヒシサン 本町５丁目３１番地

185 歯舞給油所 株式会社ヒシサン 歯舞３丁目７７番地

186 歯舞給油所 東洋商事株式会社 歯舞３丁目９番地

187 西浜給油所 北海シェル石油株式会社 西浜町２丁目５３番地

厚岸郡厚岸町

厚岸郡浜中町

広尾郡広尾町

江別市
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188 花咲港給油所 株式会社光商会 花咲港１７９番地

189 温根沼給油所 株式会社光商会 温根沼３０５－１

190 宝林町給油所 株式会社ナオエー石油 宝林町４丁目２７５番地

191 根室給油所 旭星クリーン株式会社 西浜町９丁目１１番地

192 根室明治町給油所 北海道エネルギー株式会社 明治町１丁目３５－２

193 イーストポイント給油所 北海道エネルギー株式会社 松本町４丁目５番地

194 根室大正町ノースウィング給油所 株式会社ヒシサン 大正町３丁目２番地

195 岩倉商事株式会社 富川給油所 富川南2-1-42

196 日高エネルギー株式会社 日高給油所 新町3-426-10

197 厚賀給油所 有限会社道南石油 字厚賀町９６番地

198 厚賀給油所 有限会社厚賀ツバメ石油 字厚賀町１１９

199 富川給油所 大洋石油株式会社 富川西２丁目１番５号

200 日高給油所 株式会社伊藤商会 新町１丁目４０９番地２

201 ホクレン門別給油所 門別町農業協同組合 字緑町１１番地１９

202 富川給油所 株式会社田中石油店 富川南１丁目３番４０号

203 びらとり農業協同組合 ホクレン平取給油所 本町38-7

204 びらとり農業協同組合 ホクレン振内給油所 振内町34-4

205 有限会社丹野商店 振内給油所 振内20-1

206 砂川市 チャレンジ砂川北給油所 北海道エネルギー株式会社 西１条北１７丁目１－１６

207 ＡＩＸ’厚別給油所 株式会社アイックス 厚別中央３条４丁目６番１号

208 厚別西給油所 茂田石油株式会社 厚別西５条２丁目１７番１号

209 ＡＩＸ’セルフ新札幌給油所 株式会社アイックス 厚別東１条１丁目３－７４

210 ベニータウン給油所 北海道エネルギー株式会社 上野幌３条４丁目１８－１

211 AIX’セルフベニータウン給油所 株式会社アイックス 上野幌３条４丁目１９

212 樽川通給油所 日東石油株式会社 曙４条１丁目６－６３

213 星置給油所 日東石油株式会社 曙５条５丁目２番５５号

214 チャレンジ手稲インター給油所 北海道エネルギー株式会社 西宮の沢４条１丁目２番７号

215 札幌星置給油所 北見石油販売株式会社 手稲山口４９２

216 イオン手稲セルフ給油所 北海道エネルギー株式会社 明日風６丁目１番１号

217 清田給油所 株式会社サクライオイルショップ 清田１条１丁目７－２７

218 清田給油所 株式会社シンワ商会 平岡１条１丁目７番２０号

219 美しが丘給油所 ナラサキ石油株式会社 美しが丘１条２－１－１

220 清田給油所 北海道エネルギー株式会社 清田１条１丁目８－１５

221 セルフ平岡梅林給油所 北海道エネルギー株式会社 平岡３条２丁目１２－３０

222 札幌新道ＴＳ給油所 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 八軒７条西１１－１－２５

223 バードタウン西野給油所 北日本石油株式会社 西野６条８丁目１－１

224 ＡＩＸ’セルフ二十四軒給油所 株式会社アイックス 二十四軒２条７丁目２－２１

225 新道発寒給油所 河辺石油株式会社 発寒１３条３丁目１－３

札幌市手稲区

札幌市清田区

札幌市西区

根室市

沙流郡日高町

沙流郡平取町

札幌市厚別区
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226 発寒給油所 カクイ協和産業株式会社 発寒１４条１４丁目１番３号

227 発寒給油所 ナラサキ石油株式会社 発寒９条１１丁目７番５号

228 セルヴィス琴似給油所 ミライフ北海道株式会社 八軒６条西１１丁目１－１

229 札幌セントラル給油所 日商砿油株式会社 北１条西７丁目

230 本店給油所 中和石油株式会社 南４条西９丁目１００８番地

231 北１条給油所 北海道カーオイル株式会社 北１条西１８丁目２－３－１

232 セルフ札幌給油所 出光リテール販売株式会社 北３条東２丁目２番地３８

233 サムシング琴似給油所 北海道エネルギー株式会社 宮の森２条１丁目１

234 水穂ファクトリー給油所 中和石油株式会社
大通東７丁目１－１３５，１３６，
１－４

235
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ雁来イン
ター店給油所

栗林石油株式会社 東雁来６条１丁目２番３０号

236 ＡＩＸ’新光北２５条給油所 株式会社アイックス 北２５条東６丁目３番１８号

237 札幌新道給油所 北海道エネルギー株式会社 東苗穂５条２丁目５－１１

238
コスモ石油販売北海道カンパニー株式
会社

セルフステーション藤野給油所 藤野3条5-6-1

239 札幌アポロ石油株式会社 真駒内給油所 真駒内上町1-1-17

240 澄川給油所 前側石油株式会社 澄川６条４丁目１１－１２

241 ＡＩＸ’セルフ五輪通り給油所 株式会社アイックス 川沿１条３－３－２５

242 真駒内給油所 株式会社札幌タヤス 真駒内柏丘１１－１－１０９

243 澄川３条給油所 北海道エネルギー株式会社 澄川３条６丁目１番１３号

244 南３６条給油所 茂田石油株式会社 南３６条西１０丁目１番１号

245 Dr.Drive南郷通店給油所 株式会社三ﾂ輪商会 東札幌２条５丁目

246 ＡＩＸ’セルフ白石本通給油所 株式会社アイックス 本通１丁目北１

247 北郷給油所 北海道カーオイル株式会社 北郷２条８丁目２－１５

248 東北通給油所 前側石油株式会社 栄通５丁目１番２９号

249 北郷インター給油所 北海道エネルギー株式会社 北郷６条７丁目２－３

250 モダセルフルート１２白石店給油所 茂田石油株式会社 本通７丁目北１－２

251 平和通給油所 株式会社札幌タヤス 平和通南１－９－４

252 ＡＩＸ’セルフ川下給油所 株式会社アイックス 川下５条１丁目１－３

253 白石中央給油所 北海道エネルギー株式会社 中央１条６丁目８６

254 アサヒビール園前給油所 中和石油株式会社 南郷通南３丁目８番１０号

255 北郷給油所 日東石油株式会社 北郷４条７丁目６－８

256 北郷３条給油所 北海道エネルギー株式会社 北郷３条７丁目９－２６

257 西岡給油所 岩田興産株式会社 西岡４条１１丁目２の４０

258 昭和通商西岡給油所 昭和通商株式会社 西岡３条１１丁目９－１３

259 ＡＩＸ’西岡給油所 株式会社アイックス 西岡１条２丁目

260 西岡給油所 株式会社米の有田章弘商店 月寒西３条１０丁目２番４４号

261 西岡給油所 北海道エネルギー株式会社 西岡１条９丁目４－１６

262 羊ヶ丘給油所 北海道エネルギー株式会社 福住２条１丁目１番１号

263 札幌旭町給油所 北海道エネルギー株式会社 旭町３丁目７５

札幌市中央区

札幌市東区

札幌市南区

札幌市白石区

札幌市豊平区
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264 南平岸給油所 北海道エネルギー株式会社 平岸６条１３丁目４－１

265 豊平給油所 北海道エネルギー株式会社 豊平４条５丁目１番２０号

266 セルフ新琴似給油所 日商砿油株式会社 新琴似８条１４丁目

267 ＡＩＸ’セルフ麻生給油所 株式会社アイックス 北３６条西２丁目３－２６

268 新川西給油所 北海道エネルギー株式会社 新川西１条４丁目１－３

269 株式会社さいとう商事 静狩給油所 字静狩3-33

270 国縫給油所 八雲石油株式会社 国縫１４１番地

271 ＦＷ・ピットイン長万部給油所 中和石油株式会社 平里１２－１１６

272 士別市 北海丸油株式会社 士別給油所 大通東11

273 安田商事株式会社 枝幸給油所 南浜町636-10

274 枝幸給油所 株式会社カワベ 幸町

275 北見枝幸給油所 井手上商事株式会社 南浜町６３６番地の７

276 音標給油所 有限会社オホーツク石油 字音標286番地の2

277 歌登西給油所 株式会社西澤商事 歌登西町１２３番地

278 枝幸給油所 北海道エネルギー株式会社 幸町１８９番地

279 北砿石油株式会社 中頓別給油所 字中頓別18

280 中頓別給油所 米田石油株式会社 字中頓別４３番地

281 ホクレン浜頓別給油所 東宗谷農業協同組合 大通５丁目１０番

282 浜頓別給油所 丹羽商事株式会社 大通８丁目８番地

283 浜頓別給油所 有限会社北武商事 智福１丁目１６番地

284 丸協石油株式会社 乙部給油所 字緑町207-1

285 株式会社新はこだて協同 ホクレン乙部給油所 字館浦494

286 乙部給油所 汲田石油商会株式会社 字緑町１２７番地

287 乙部給油所 有限会社井口商店 字元町１２２

288 Dr.Drive室蘭仲町給油所 栗林石油株式会社 中島本町１丁目１番１０号

289 小橋内給油所 ナラサキ石油株式会社 小橋内町１丁目７番地

290 室蘭港北給油所 北海道エネルギー株式会社 港北町１丁目５－３

291 室蘭西給油所 茂田石油株式会社 港北町１丁目１番１７号

292 室蘭海岸町給油所 北海道エネルギー株式会社 海岸町３丁目６－７

293 東室蘭給油所 室蘭石油株式会社 東町３丁目２３番１号

294 ウトロ石油株式会社 ウトロ給油所 ｳﾄﾛ東192

295 斜里３号給油所 斜里アポロ石油株式会社 豊倉５５番地の４

296 知床給油所 北海道エネルギー株式会社 新光町６４－２

297 ダイワ斜里給油所 株式会社東部第一 文光町４８番地１４

298 セルフ斜里給油所 株式会社オカモト 新光町５９－２

299 ホクレン小清水給油所 小清水町農業協同組合 字小清水３６番３号

300 小清水給油所 株式会社橘石油 字小清水町元町１丁目２番１０号

301 丸北北栄商事株式会社 Ｎｏｒｔｅ２１給油所 水元町11-1

枝幸郡枝幸町

枝幸郡中頓別町

枝幸郡浜頓別町

爾志郡乙部町

室蘭市

札幌市北区

山越郡長万部町

斜里郡斜里町

斜里郡小清水町
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302 清里町農業協同組合 ホクレン清里給油所 羽衣町44

303 ノースフォックス給油所 北陽物産株式会社 水元町２９－２３

304 作開石油株式会社 作開給油所 字北作開145-9

305 黒松内町給油所 株式会社大星池田商店 字黒松内３１４番地

306 寺門商事株式会社 寿都六条給油所 字六条町160-4

307 寿都石油株式会社 寿都給油所 字矢追町583

308 浜鬼志別給油所 株式会社野村石油店 字浜鬼志別

309 鬼志別給油所 株式会社サルフツ燃料 鬼志別北町６３番地

310 猿払給油所 ササキ石油株式会社 浜鬼志別９９２－１１

311 十勝郡浦幌町 株式会社北村商店 浦幌本店給油所 字幸町1

312 高島給油所 林石油株式会社 高島１丁目３番６号

313 小樽緑町給油所 河辺石油株式会社 緑１－６－４

314 セルフ松前給油所 前側石油株式会社 字福山９番地

315 清部給油所 佐藤實 字清部４９８の４

316 松前給油所 株式会社川菱商会 字建石５２番地の３

317 松前給油所 北海道エネルギー株式会社 字建石５６－１

318 早菱産業松前給油所 有限会社早菱産業 字福山６１

319 福島給油所 有限会社平野石油 字月崎３０５番地の１０

320 福島給油所 有限会社奈良石油 字福島１５５番地の５

321 株式会社沢岡石油 知内給油所 字重内66-120

322 株式会社新はこだて協同 ホクレン知内セルフ給油所 字重内31-309

323 知内給油所 有限会社谷口商事 字森越３４

324 上磯郡木古内町 株式会社新はこだて協同 ホクレン木古内給油所 字大平27-14

325 愛別給油所 有限会社南部石油店 字南町５３７番地

326 ホクレン愛別給油所 上川中央農業協同組合 字南町５１０番地

327 石谷商事株式会社 下川給油所 共栄町245

328 下川給油所 有限会社丸ヨ加藤金物店 旭町６番地

329 ホクレン剣淵給油所 北ひびき農業協同組合 仲町８番９号

330 剣渕給油所 有限会社ウシロ・サービス 元町１５番３号

331 植山モータース株式会社 上川国道給油所 栄町33

332 澤井石油商事株式会社 上川栄町給油所 栄町79-6

333 上川給油所 植山モータース株式会社 花園町２５５番地１、２５６番地１

334 ホクレン上川給油所 上川中央農業協同組合 旭町２５－２２

335 株式会社ひらかわ 新得給油所 5条南3-1

336 日晃産業株式会社 新得給油所 栄町2

337 株式会社ムラカミ石油 株式会社ムラカミ石油 屈足幸町３丁目２番地１

338 シミックス株式会社 清水給油所 南2条10-10

339 十勝清水町農業協同組合 ホクレン御影給油所 御影西1条5-2-1

宗谷郡猿払村

小樽市

松前郡松前町

上磯郡知内町

上川郡愛別町

斜里郡清里町

寿都郡黒松内町

寿都郡寿都町

上川郡下川町

上川郡剣淵町

上川郡上川町

上川郡新得町
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340 十勝清水町農業協同組合 ホクレン清水給油所 南8条6-2

341 有限会社川端商会 御影給油所 御影本通2-12

342 清水給油所 十勝清水石油株式会社 南４条１０丁目４番地

343 清水給油所 有限会社清水興産 南１条４丁目１番地

344 たいせつ農業協同組合 ホクレン鷹栖給油所 北1条1-1-9

345 ホクレン北野給油所 あさひかわ農業協同組合 北野東３条１丁目３番６号

346 フラワー石油株式会社 ひじり野給油所 ひじり野北1条4

347 株式会社柳沼 やぎぬま給油所 南1条西1-1-20

348 上川郡東川町 東川町農業協同組合 ホクレン東川給油所 北町3-1-1

349 株式会社野口商店 当麻給油所 3条西4-11-8

350 ホクレン当麻給油所 当麻農業協同組合 １５２１番地の１０

351 当麻農協給油所 当麻農業協同組合 ４条東３丁目３番１１号

352 ルート３９当麻給油所 茂田石油株式会社 宇園別１区

353 比布町農協比布給油所 比布町農業協同組合 基線５号８７７－１９６，１９７

354 比布給油所 山森産業株式会社 北町１丁目３番５号

355 株式会社小杉石油店 美瑛給油所 西町1-3-20

356 モービル石油美瑛給油所 株式会社丸善商事 大町２丁目２番３７号

357 忠別給油所 美瑛石油有限会社 字忠別第２

358 美瑛給油所 株式会社山上石油 本町３丁目１番２６号

359 佐藤商店美馬牛給油所 佐藤富男 字美馬牛原野１１９９－６６

360 ホクレン美瑛北町給油所 美瑛町農業協同組合 北町１丁目

361 ホクレン美瑛大町セルフ給油所 美瑛町農業協同組合 大町２丁目６－２６

362 ニュー美瑛給油所 佐藤商事株式会社 中町１丁目８番１６号

363 有限会社豊和産業 日本石油和寒給油所 字三笠99

364 和寒給油所 信菱興業株式会社 字南町１４番地

365 浜佐呂間給油所 有限会社諸岡商会 字浜佐呂間８４１番地

366 若佐支所給油所 佐呂間町農業協同組合 字若佐１１の１８

367 佐呂間ツバメ石油株式会社給油所 佐呂間ツバメ石油株式会社 字宮前町１７６番地２

368 常呂郡置戸町 株式会社ランヴア 置戸給油所 222

369 株式会社伊藤商会 新冠給油所 字北星町5-7

370 株式会社伊藤商会 新和給油所 字新和166

371 株式会社横山運輸 新冠給油所 字節婦町283

372 新冠給油所 中山石油株式会社 字北星町１番地

373 新冠給油所 上垣勇夫 字泉２９の４

374 日東石油株式会社 深川米油給油所 3条12-27

375 ハイパーステーション４１６給油所 深川石油株式会社 ４条１６番１２号

376 日本石油深川給油所 株式会社丸太松井商店 ６条７番１２号

上川郡鷹栖町

上川郡東神楽町

上川郡当麻町

上川郡比布町

上川郡美瑛町

上川郡清水町

上川郡和寒町

常呂郡佐呂間町

新冠郡新冠町
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377 深川給油所 関俊 ６条８番２１号

378 ホクレン音江給油所 きたそらち農業協同組合 音江町字広里５９番地１

379 ホクレン納内給油所 きたそらち農業協同組合 納内町３丁目３番４７号

380 ホクレン多度志給油所 きたそらち農業協同組合 多度志２２０

381 石狩石油株式会社 石狩石油株式会社 ４条１８番６号

382 株式会社佐藤エネルギー 今金給油所 字今金219-5

383 今金町農業協同組合 今金農協給油所 字今金79-5

384 新篠津石油販売株式会社 新篠津給油所 第47線北13

385 新篠津村農業協同組合 ホクレン新篠津給油所 第47線北12

386 植栄商事株式会社 セルフ幌岡給油所 幌岡町53-2

387 赤平エネルギー株式会社 赤平平岸給油所 平岸新光町1-25

388 茂尻給油所 有限会社伊藤石油 茂尻元町南２丁目１番地

389 美園給油所 藤田興業株式会社 美園町４丁目５番地

390 向陽台給油所 千歳石油株式会社 里美２丁目１番地

391 フレンドリー千歳給油所 株式会社三友石油 泉沢８７８－４３

392 千歳給油所 有限会社イトネン 北栄２丁目５番１４号

393 ＡＩＸ’セルフ千歳給油所 株式会社アイックス 新富３丁目１１番地５号

394 チャレンジ千歳駅前給油所 北海道エネルギー株式会社 清水町６丁目２６

395 千歳花園給油所 株式会社三友石油 花園５丁目３番２号

396 千歳花園給油所 株式会社三友石油 花園５丁目３番２号

397 株式会社サンエナジー 摩周ロード給油所 川湯温泉5-21-10

398 株式会社ヤマカ金川商店 日石摩周湖給油所 摩周1-7-6

399 万代石油株式会社 ハートフル摩周給油所 鈴蘭3-1-10

400 日石弟子屈給油所 株式会社ヤマカ金川商店 朝日１丁目４番３０号

401 川上郡標茶町 大和商事株式会社 標茶給油所 開運1-19-1

402 増毛郡増毛町 ハニックス株式会社 増毛給油所 弁天町5-89-3

403 ＹＳヤマショウ株式会社 足寄給油所 南6条1-22

404 足寄町農業協同組合 ホクレン足寄給油所 南7条1-54

405 有限会社菅崎商店 日本石油芽登給油所 芽登本町233

406 中足寄給油所 有限会社伊藤石油 中足寄１１６番地の１６

407 足寄中央給油所 熱原帯広株式会社 南４条１丁目１－１

408 足寄給油所 北協石油株式会社 旭町４丁目４８番地

409 有限会社石橋石油 陸別給油所 字陸別東1条1-5

410 ホクレン陸別給油所 陸別町農業協同組合 陸別１２９

411 帯広緑ヶ丘給油所 三洋興熱株式会社 西８条南１７丁目４番地

412 Dr.Driveセルフ大通7丁目店給油所 栗林石油株式会社 大通南７丁目２０番地

413 Dr.Driveセルフ西帯広店給油所 栗林石油株式会社 西１９条北１丁目４番３号

414 帯広新緑通給油所 株式会社原田 西１７条南４丁目２７－１

石狩郡新篠津村

赤平市

千歳市

川上郡弟子屈町

足寄郡足寄町

深川市

瀬棚郡今金町

足寄郡陸別町
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415 稲田公園通り給油所 熱原帯広株式会社 西５条南３５丁目２番１号

416 帯広北栄給油所 熱原帯広株式会社 西１７条北２丁目３０

417 スーパーセルフ３８給油所 株式会社オカモト 西16条南1丁目33-1

418 ホクレン上帯広給油所 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし 上帯広町基線７４番地１５

419 ホクレンみなみ野給油所 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし 南の森東１丁目１番地１

420 セルフ帯広一丁目給油所 スズラン企業株式会社 大通南１丁目４番地

421 笹木産業株式会社 明神町給油所 明神町4-10-15

422 滝川新町給油所 株式会社菱友 新町３丁目１３番３号

423 チャレンジ滝川東町給油所 北海道エネルギー株式会社 東町８丁目３００番地１

424 滝川花月町給油所 北海道エネルギー株式会社 花月町２丁目１－１

425 ホクレン滝川東町セルフ給油所 株式会社ＪＡたきかわサービス 東町２丁目４３番地１

426 瀬戸漁業株式会社 稚内潮見給油所 潮見2-5-25

427 稚内潮見町給油所 チセキ石油販売株式会社 潮見４丁目４番２０号

428 優愛ステーション給油所 藤石油株式会社 萩見２丁目１５番８号

429 富磯給油所 有限会社安田石油店 大字宗谷村字富磯２９４

430 宗谷岬給油所 有限会社安田石油店 宗谷岬３番７号

431 稚内給油所 株式会社自動車検査場 朝日１丁目2184番地29

432 富磯給油所 有限会社木村石油 大字宗谷村字富磯３８３番地

433 稚内給油所 有限会社木村石油 大黒４丁目８番１９号

434 ホクレン沼川給油所 北宗谷農業協同組合 声問村沼川２条通り南２丁目１３

435 稚内萩見給油所 北海道エネルギー株式会社 萩見３丁目１５－２５

436 潮見給油所 北海道エネルギー株式会社 潮見１丁目７番２８号

437 株式会社音威子府石油 音威子府給油所 字音威子府452-1

438 音威子府給油所 株式会社千見寺商店 字音威子府５４２番地

439 株式会社田岡燃料 池田駅前給油所 字大通1-84

440 十勝池田町農業協同組合 ホクレン利別給油所 字利別本町1

441 ホクレン高島給油所 十勝高島農業協同組合 字高島８９番３４，９０番１０

442 天北物産株式会社 日石中川給油所 字中川262

443 中川誉給油所 株式会社中川石油 字誉３５番地

444 株式会社馬場商店 美深大通南給油所 大通南6-11

445 美深給油所 株式会社園部商会 大通南３丁目

446 株式会社細野商事 本別新町給油所 新町12-25

447 栗林石油株式会社 本別給油所 北6-2

448 本別石油給油所 本別石油有限会社 北６丁目２番地１

449 勇足駅前給油所 有限会社丸上市原商店 勇足元町１２－１０

450 本別給油所 株式会社永寿 南４丁目１１７番地１

451 本別向陽町給油所 北栄商事有限会社 向陽町３番地１

452 幕別興業株式会社 幕別給油所 字明野204

中川郡池田町

中川郡中川町

中川郡美深町

中川郡本別町

帯広市

滝川市

稚内市

中川郡音威子府村
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453 札内給油所 札内ツバメ石油株式会社 札内青葉町３０８番地

454 ホクレン忠類給油所 忠類農業協同組合 忠類幸町２８番地１

455 遠別石油株式会社 遠別給油所 字本町3-32

456 有限会社斉藤石油店 遠別給油所 字本町2

457 協立石油株式会社 天塩給油所 新栄通4

458 天塩給油所 株式会社水口商店 新栄通り７丁目

459 北海道エネルギー株式会社 豊富給油所 大通1

460 出光興産豊富給油所 有限会社マルキ木下商店 大通４丁目

461 豊富給油所 豊富燃料株式会社 字上サロベツ２５４８－１９

462 ホクレン豊富給油所 北宗谷農業協同組合 大通り１０

463 伊藤石油有限会社 登別東給油所 登別東町3-5-9

464 登和石油株式会社 登別トウワ給油所 登別本町3-18-1

465 北海石油株式会社 幌別給油所 幌別町1-1-1

466 レインボープラザ新生給油所 北日本石油株式会社 新生町１－１０－５

467 登別中央給油所 北海石油株式会社 中央町３丁目１４－５

468 鷲別給油所 北海道エネルギー株式会社 栄町２丁目８－６

469 島牧郡島牧村 中田石油有限会社 島牧給油所 字泊183

470 苫小牧ＴＳ給油所 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 沼ノ端中央６丁目４番９号

471 フリーウェイ苫小牧給油所 中和石油株式会社 沼の端中央６丁目１－５

472 Dr.Drive苫小牧泉野店給油所 栗林石油株式会社 川沿町５丁目１３番１６号

473 セルフステーション花園給油所
コスモ石油販売北海道カンパニー株
式会社

花園町３丁目１３－１８

474 セルフステーション澄川給油所
コスモ石油販売北海道カンパニー株
式会社

澄川３丁目１－１０

475 ３６号苫小牧東インター給油所 株式会社東日本宇佐美 あけぼの町１丁目２－７

476 市役所前給油所 フジタ産業株式会社 表町１丁目１番４号

477 苫前郡初山別村 オロロン農業協同組合 ホクレン初山別給油所 字初山別67

478 苫前町農業協同組合 ホクレン古丹別給油所 字古丹別201

479 有限会社猪股石油店 苫前給油所 字苫前210

480 株式会社 エネック 八雲バイパス給油所 東雲町16-3

481 有限会社大正商店 熊石給油所 熊石雲石町65

482 ユーラップ給油所 八雲石油株式会社 内浦町１３２

483 ５号八雲バイパス給油所 株式会社東日本宇佐美 東雲町１７－３１

484 落部給油所 株式会社エネック 落部１３番地

485 ホクレン静内給油所 しずない農業協同組合 静内こうせい町１丁目７番３号

486 共同石油静内給油所 日高石油株式会社 静内木場町２丁目１０番２６号

487 静内山手町給油所 室蘭石油株式会社 静内山手町１丁目５番１号

488 静内御幸町給油所 静内石油株式会社 静内御幸町２丁目１番５号

489 歌笛給油所 北洋自動車株式会社 三石歌笛８８番地

490 静内給油所 株式会社丸平石油 静内末広町１丁目２－９

中川郡幕別町

苫前郡苫前町

二海郡八雲町

日高郡新ひだか町

天塩郡遠別町

天塩郡天塩町

天塩郡豊富町

登別市

苫小牧市
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491 ホクレン本桐給油所 みついし農業協同組合 三石本桐２１６番地の１２８

492 静内給油所 中山石油株式会社 静内御幸町１丁目１番６７号

493 白糠郡白糠町 白糠給油所 北日本石油株式会社 東１条南２丁目４番地３

494 東町給油所 白老石油株式会社 日の出町１丁目１番８号

495 セルフ白老給油所 株式会社オカモト 東町５丁目３４－３

496 ホクレン東山給油所
株式会社ジェイエイ・エネルギー販
売

鍛治２丁目９番９号

497 Dr.Driveセルフ戸倉町給油所 前側石油株式会社 戸倉町３７番２８号

498 セルフトラピスチヌ通り給油所 有限会社臼尻石油商会 戸倉町３０－４

499 本通給油所 北日本石油株式会社 本通２－１４－１２

500 フレッシュタウン赤川給油所 北日本石油株式会社 富岡町３－２４－１４

501 八幡町給油所 北日本石油株式会社 八幡町２－１３

502 五稜郭給油所 明光産業株式会社 梁川町１７－１９

503 古川町給油所 株式会社館山石油 古川町９－３

504 十字街給油所 株式会社池見石油店 豊川町１０番１号

505 八幡町給油所 平和石油株式会社 八幡町２１番１１号

506 函館弁天町給油所 株式会社はこせき 弁天町１４番２４号

507 恵山給油所 恵山石油株式会社 日ノ浜町５１番地

508 湯の川給油所 同盟石油株式会社 湯川町３丁目１９番１２号

509 函館美原給油所 明光産業株式会社 美原３丁目８－６

510 Dr.Driveセルフ松陰町給油所 前側石油株式会社 松陰町２５－２６

511 流通前給油所 前側石油株式会社 西桔梗町２４６番地１０４

512 恵山給油所 大坂政弘 恵山町１６７

513 函館日吉町給油所 株式会社はこせき 日吉町１丁目１９番３号

514 五稜郭公園給油所 五稜石油株式会社 本通１丁目５６番１５号

515 椴法華給油所 有限会社丸松小市石油 新八幡町２番地

516 富岡給油所 横山石油株式会社 富岡町１丁目１番２２号

517 赤松街道給油所 北日本石油株式会社 桔梗３丁目４０番２３号

518 セルフ函館新道給油所 平和石油株式会社 石川町２２５番地１２

519 石川給油所 株式会社アサヒ商会 石川町１７７

520 セルフ桐花通給油所 前側石油株式会社 亀田本町２９番２８号

521 東雲給油所 北日本石油株式会社 東雲町８番１２号

522 株式会社ミウラ商会 進徳東給油所 進徳町1区

523 株式会社宮北鉄工所 宮北鉄工所石油部給油所 大通西1条南5-2-12

524 美唄大通り給油所 株式会社和光石油 大通り西１条南６丁目２－９

525 大富給油所 朝倉エネルギー株式会社 字大富６３９１番地

526 中標津石油株式会社 中標津給油所 東3条南1-3

527 中標津農協桜ケ丘給油所 中標津町農業協同組合 桜ヶ丘３丁目２番地、３番地

528 中標津給油所 株式会社ヒシサン 東２９条南１丁目３番地

函館市

白老郡白老町

美唄市
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529 中標津給油所 熱原釧路株式会社 東１７条南１丁目１番地

530 中標津東給油所 大栄商事株式会社 東３９条南１丁目１－７

531 ほくねん南給油所 ほくねん株式会社 東２条南９丁目４番地

532 中標津給油所 北海道エネルギー株式会社 西４条北１丁目１番地

533 中標津給油所 株式会社自動車検査場 東３２条南２丁目１番１

534 標津アポロ石油株式会社 標津給油所 北2条西1-1-15

535 有限会社さんきょう 標津給油所 北6条西1-1-15

536 標津町農協川北給油所 標津町農業協同組合 字川北２４６１－８．９

537 川北給油所 有限会社山本商店 字川北基線西２

538 川北給油所 合田泰之 字川北６０番地３０

539 標津給油所 北海道エネルギー株式会社 南７条西１丁目１－８

540 北の峰給油所 株式会社今井石油 北の峰町３５番２６号

541 富良野給油所 株式会社亀屋齊藤商店 若葉町１０番３号

542 富良野給油所 中央アポロ石油株式会社 朝日町１６番１０号

543 富良野本店給油所 日下石油倉庫株式会社 若葉町２番２０号

544 北見本町給油所 北日本石油株式会社 本町４丁目１番１号

545 北見大通給油所 株式会社三ﾂ輪商会 大通東４丁目

546 Dr.Drive北見西店給油所 株式会社三ﾂ輪商会 中央三輪４丁目５２３－１２

547 北光給油所 株式会社太陽商会 末広町１６３番９４

548 温根湯給油所 株式会社村井金物店 留辺蘂町温根湯温泉１９１番地の１

549 北見美芳町給油所 株式会社東部第一 美芳町７丁目１番１号

550 大通東給油所 株式会社太陽商会 大通東９丁目９番地

551 夕陽ヶ丘給油所 石崎石油株式会社 桂町１丁目２０９番地２０

552 大通給油所 石崎石油株式会社 大通東３丁目４番地

553 留辺蘂給油所 株式会社角卜木谷商店 留辺蘂町栄町１５番地７

554 三輪給油所 株式会社リヨーユウ石油 東三輪３丁目１８番地

555 北見西給油所 北見石油販売株式会社 とん田西町３７８番地２

556 北見東給油所 北見石油販売株式会社 大町９３番地

557 北見東相内給油所 北見石油販売株式会社 東相内町６６０番地の１９

558 夕陽ヶ丘通り給油所 北見石油販売株式会社 若葉１丁目１番地

559 留辺蘂給油所 鍵谷商事株式会社 留辺蘂町旭北４１番地

560 ホクレン温根湯給油所 きたみらい農業協同組合 留辺蘂町松山１－１

561 セルフ北見給油所 株式会社オカモト 三輪４７２番２－２

562 大雪給油所 網走交通株式会社 留辺蘂町松山５－１８

563 常呂給油所 有限会社リヨーセキ 常呂町字常呂325番地

564 ３９号北見給油所 株式会社東日本宇佐美 中央三輪８丁目１－１２

565 東相の内給油所 北海道エネルギー株式会社 東相の内町１６５－３

566 セルフ夕陽ｹ丘給油所 株式会社太陽商会 北進町１丁目３１－２１

北見市

標津郡中標津町

標津郡標津町

富良野市
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567 北見とん田給油所 北海道エネルギー株式会社 とん田西町３０２－２

568 オートステージ夕陽ヶ丘給油所 北海道エネルギー株式会社 高栄東町１丁目２５－７

569 チャレンジ三輪給油所 北海道エネルギー株式会社 中央三輪９丁目３－１

570 端野給油所 株式会社ヒシサン 端野町三区５７２－１

571 北広島給油所 山田石油株式会社 共栄町４丁目１８番地５

572 セルフステーション北広
コスモ石油販売北海道カンパニー株
式会社

美沢２丁目９－１４

573 セルフ虹ヶ丘給油所 株式会社アイックス 虹ヶ丘７丁目２

574 大曲給油所 北海道エネルギー株式会社 大曲柏葉３丁目－１－１

575 ＡＩＸ’セルフ北広島給油所 株式会社アイックス 美沢５丁目１番地２０

576 北広島団地給油所 ナラサキ石油株式会社 白樺町１丁目６－３

577 大野バイパス給油所 株式会社花巻 清水川２２８－３

578 北斗市中央給油所 北海アウル石油販売株式会社 中央２丁目５－１１

579 上磯給油所 澤田商事株式会社 飯生１丁目１４番１号

580 ２２７号函館給油所 株式会社東日本宇佐美 追分５－１０－３１

581 大野新道給油所 北海道エネルギー株式会社 追分５丁目１２番２２号

582 吉田　章 丸八吉田商店庶野給油所 字庶野392

583 えりも給油所 有限会社山中石油 字新浜６番地の３

584 えりも給油所 北海道エネルギー株式会社 字新浜８番地の１

585 名寄給油所 北昭産業株式会社 西４条南３丁目２０

586 南給油所 名寄アポロ石油株式会社 大通り南１０丁目

587 風連給油所 有限会社山崎石油店 風連町南町９９番地

588 名寄給油所 旭星クリーン株式会社 字徳田２４７番８

589 ホクレン名寄給油所 道北なよろ農業協同組合 大通南４丁目

590 有限会社マルカ樫原商店 セルフ女満別空港給油所 女満別中央260-14

591 有限会社マルカ樫原商店 女満別給油所 女満別西1条2-1-5

592 東藻琴給油所 オホーツク網走農業協同組合 東藻琴１２０－１１

593 ホクレン女満別給油所 女満別町農業協同組合 女満別中央３１２－２１

594 東藻琴給油所 網走交通株式会社 東藻琴５５番３

595 丸玉産業株式会社 津別給油所 字旭町1-1

596 津別町農業協同組合 ホクレン津別給油所 字共和17-2

597 美幌町農業協同組合 ホクレン美幌給油所 字青山南30-1

598 有限会社宮崎商店 美幌給油所 新町2-67

599 有限会社宮崎商店 美幌青山給油所 字青山北17

600 美幌給油所 北日本石油株式会社 新町１丁目３７－１０

601 美幌三橋給油所 三星運輸株式会社 字三橋南３６番地７

602 報徳給油所 有限会社北光興産 字報徳６７番地１５

603 美幌給油所 旭星クリーン株式会社 字鳥里４丁目３－６

604 セルフ美幌給油所 株式会社オカモト 東町２丁目１２番６号

北広島市

北斗市

幌泉郡えりも町

名寄市

網走郡大空町

網走郡津別町

網走郡美幌町
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605 新町給油所 北日本石油株式会社 新町２丁目１－１

606 網走給油所 土屋工業株式会社 北６条西７丁目２番地

607 駒場給油所 網走アポロ石油株式会社 駒場南３丁目１番１号

608 網走給油所 株式会社リヨーユウ石油 新町１丁目１番１４号

609 潮見給油所 株式会社カネキ柏原 潮見１丁目３５７番地

610 北浜給油所 オホーツク網走農業協同組合 字北浜９５番地

611 南６条給油所 網走交通株式会社 南６条東６丁目１２番地

612 セルフ番外地給油所 北海道エネルギー株式会社 大曲１丁目９－５

613 セルフ台町給油所 北海道エネルギー株式会社 台町３丁目４番１４号

614 羅臼アポロ石油株式会社 羅臼給油所 船見町45

615 羅臼石油株式会社 本町バイパス給油所 本町71-14

616 羅臼石油株式会社 麻布給油所 麻布町20-1-45

617 羅臼給油所 北海道エネルギー株式会社 礼文町２２５－２

618 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレンえんゆう給油所 大通北8-2-1

619 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレン生田原給油所 生田原329

620 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレン白滝給油所 白滝715

621 丸瀬布石油株式会社 丸瀬布東町給油所 丸瀬布東町85

622 丸力前本商事株式会社 白滝給油所 白滝745

623 鍵谷商事株式会社 遠軽給油所 大通北6-3-10

624 豊里給油所 株式会社渡辺興業 豊里２７８

625 遠軽給油所 北海道エネルギー株式会社 大通北３丁目１－７

626 紋別郡興部町 ホクレン興部給油所 北オホーツク農業協同組合 字興部１０７番５６

627 オホーツクはまなす農業協同組合 ホクレン西興部給油所 字西興部55

628 田尾　忠夫 西興部給油所 字西興部160

629 オホーツクはまなす農業協同組合 ホクレン滝上給油所 ｻｸﾙｰ原野基線7

630 たきのうえエネルギー株式会社 芝ざくら給油所 字滝上市街地3条通3-2

631 株式会社Ａコープゆうべつ ホクレン芭露給油所 芭露313

632 株式会社Ａコープゆうべつ ホクレン湧別給油所 錦町273-4

633 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレンゆうゆう給油所 北兵村三区41

634 株式会社ジェーエーえんゆう ホクレン上湧別給油所 上湧別屯田市街地238

635 株式会社タカス 株式会社タカス湧別給油所 曙町42

636 鍵谷商事株式会社 中湧別給油所 中湧別南町912

637 大昭石油株式会社 雄武給油所 字雄武931

638 中田　圭一 中田石油店沢木給油所 字沢木384

639 北オホーツク農業協同組合 ホクレンおうむ給油所 字雄武78-1

640 幌内給油所 株式会社ながの 字幌内３３２番地

641 雄武給油所 表石油有限会社 字雄武６９９番地

642 ひかり石油株式会社 紋別バイパス給油所 大山町3-531

紋別郡遠軽町

紋別郡西興部村

紋別郡滝上町

紋別郡湧別町

網走市

目梨郡羅臼町
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643 大昭石油株式会社 紋別給油所 真砂町5-19-6

644 ノースタウン紋別給油所 北日本石油株式会社 本町１－１－３

645 紋別給油所 株式会社リヨーユウ石油 南ヶ丘３丁目

646 セルフ道の油給油所 手塚興産株式会社 元紋別６８０－１、７５－５

647 紋別給油所 北海道エネルギー株式会社 港町５丁目２－１

648 株式会社小泉機械店 別海常盤給油所 別海常盤町126

649 野付アポロ石油株式会社 尾岱沼給油所 尾岱沼潮見町240

650 有限会社間山石油店 本別海給油所 本別海1-75

651 尾岱沼給油所 有限会社野付石油商会 尾岱沼潮見町１４１

652 ホクレン中春別農協給油所 中春別農業協同組合 中春別南町３番地

653 小原商店西春別給油所 小原雅二 西春別昭栄町３５

654 西春別給油所 有限会社青木石油 西春別駅前錦町２２３番地

655 西春別給油所 有限会社松浦石油 西春別駅前栄町

656 別海給油所 アルファ商事有限会社 別海旭町２２番地

657 別海給油所 北海道エネルギー株式会社 別海常盤町１４６番地

658 ホクレン西春別給油所 道東あさひ農業協同組合 西春別駅前栄町１１９番地５

659 別海給油所 道東あさひ農業協同組合 別海緑町４９番地

660 株式会社八木商事 日本石油追分給油所 追分本町1-40

661 西村建設株式会社 追分給油所 追分本町6-22

662 早来自工株式会社 早来自工給油所 早来大町114

663 ホクレン早来給油所 とまこまい広域農業協同組合 早来栄町１７３

664 ホクレン追分給油所 とまこまい広域農業協同組合 追分若草１丁目１番地

665 勇払郡占冠村 トマム給油所 一般社団法人トマムスタンド 字上トマム２４３８－１１

666 有珠郡壮瞥町 株式会社昭和新山給油所 レークサイド新山給油所 字壮瞥温泉103

667 株式会社山上ウエサカ ハートフル栗山給油所 朝日3-97

668 有限会社南空知興産 継立給油所 字継立185-5

669 ホクレン栗山給油所 株式会社メリーワーク 字共和１番地３

670 夕張郡長沼町 有限会社桃野石油店 桃野石油店長沼給油所 栄町1-7-19

671 株式会社中村兄弟商会 川端給油所 川端1133

672 協進商事株式会社 協進商事株式会社給油所 川端77

673 有限会社中田石油 三川給油所 三川緑町31-2､36-2､37-2

674 永豊商事株式会社 清水沢給油所 清水沢清栄町84

675 株式会社北島商会 オートパーク夕張給油所 清水沢1-10-16

676 丸大石油株式会社 紅葉山給油所 紅葉山229-3

677 大成貨物運送株式会社 夕張サービス・ステーション給油所 南部新光町45

678 南大夕張給油所 岩野嘉彦 南部東町８

679 沼ノ沢給油所 夕張市農業協同組合 沼ノ沢１０２番地

紋別市

野付郡別海町

勇払郡安平町

夕張郡栗山町

夕張郡由仁町

夕張市
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680 仁木給油所 有限会社塩野商会 北町１丁目５５番地

681 ホクレン銀山給油所 新おたる農業協同組合 銀山２丁目６２番地

682 有限会社　カネ〆清水燃料商事 余市給油所 大川町6-40

683 余市石油株式会社 余市給油所 黒川町882

684 余市給油所 中和石油株式会社 大川町７－２３

685 余市給油所 株式会社菊地石油 浜中町１９２番地

686 余市給油所 茂田石油株式会社 大川町１５丁目１３番８

687 様似郡様似町 株式会社武岡石油店 様似給油所 大通1-19-1

688 利尻石油株式会社 利尻給油所 沓形字泉町11

689 利尻漁協仙法志給油所 利尻漁業協同組合 仙法志字政泊１８７番地

690 有限会社ライフショップふくおか 鴛泊給油所 鴛泊字栄町1

691 利尻漁協鬼脇給油所 利尻漁業協同組合 鬼脇字鬼脇６２番地

692 利尻漁協鴛泊給油所 利尻漁業協同組合
鴛泊字港町５２－１の内、１９４－
４１

693 留萌郡小平町 石黒石油株式会社小平給油所 石黒石油株式会社 字小平町１２０番地

694 花園給油所 澤井石油商事株式会社 花園町４丁目２番６号

695 留萌南給油所 なかせき商事株式会社 南町４丁目

696 ホクレン留萌給油所 南るもい農業協同組合 高砂町３丁目４番１号

697 リード石油給油所 堀口運輸株式会社 末広町１丁目９６番地

698 礼文郡礼文町 礼文石油株式会社 香深給油所 香深村字ヘウケトンナイ50-6

699 有限会社丸石石塚商会 厚沢部給油所 緑町27-3

700 株式会社新はこだて協同 ホクレン厚沢部給油所 本町45

701 株式会社三洋石油商会 江差給油所 字姥神町159-7

702 セルフ江差給油所 株式会社オカモト 字伏木戸町５６３番地１

703 江差給油所 前側石油株式会社 字中歌町１９９番地１０

704 株式会社古館石油 日石扇石給油所 字木ﾉ子532

705 株式会社新はこだて協同 ホクレン上ノ国給油所 字大留157

706 上ノ国給油所 株式会社ワカサ商事 字大留１２３番地の２

檜山郡厚沢部町

檜山郡江差町

檜山郡上ノ国町

余市郡仁木町

余市郡余市町

利尻郡利尻町

利尻郡利尻富士町

留萌市
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