
三重県北勢地域の住民拠点ＳＳ：９０箇所 三重県 北勢地域
桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

給油所名 運営会社 給油所住所

61 セルフ＆ＣＣＣ白子ＳＳ コスモ石油販売西中部 鈴鹿市白子駅前７－２６

62 25号名阪関インター給油所 （株）西日本宇佐美 亀山市関町萩原切山９０－２

63 亀山 給油所 （株）栃木屋 亀山市東御幸町３２番地

64 亀山みずほ台給油所 （株）谷口リテール販売 亀山市みずほ台１１１９－２６

65 亀山 給油所 有限会社今村石油店 亀山市北鹿島町３番１７号

66 ルート１亀山インター給油所 西日本フリート株式会社 亀山市小野町砂入３９４

67 オブリステーション亀山給油所 國際油化株式会社 亀山市川崎町字貢４７０１

68 亀山ＴＳ （株）ENEOSウイング 亀山市川合町２６０－５

69 ミルクロード大安給油所 （株）西日本宇佐美 いなべ市大安町石榑東字西大野２８１７－１１

70
セルフ&カーケアセンターいなべ笠田給
油所

コスモ石油販売（株） いなべ市員弁町宇野６７－１

71 大安梅戸井 給油所 有限会社江戸德石油 いなべ市大安町門前１７６番地

72 北勢 給油所 三崎 高子 いなべ市北勢町阿下喜下北田２１１４

73 名四木曽岬トラックステーション 給油所（有）佐藤石油店 桑名郡木曽岬町大字栄３５６

74 東員町 給油所 （株）ナカムラ石油 員弁郡東員町中上５２３－１

75 ラ・ポール東員 給油所 有限会社マキノ 員弁郡東員町六把野新田２８－２

76 東員 給油所 伊藤商事有限会社 員弁郡東員町大字六把野新田５０８

77 ミルクロード菰野給油所 コスモ石油販売（株） 三重郡菰野町宿野２５７－１

78 千種 給油所 北住石油有限会社 三重郡菰野町大字潤田６５０－２

79 大安鍋坂 給油所 有限会社江戸德石油 三重郡菰野町田口新田字北沢８０１－３

80 ＥｎｅＪｅｔ菰野町神森給油所 株式会社谷口リテール販売 三重郡菰野町大字神森字室之門４０４－５

81 ＥｎｅＪｅｔ菰野町田口新田 給油所 株式会社谷口リテール販売 三重郡菰野町大字田口新田字小割２３９２－１

82 鵜川原 給油所 株式会社ＪＡサービス三重四日市 三重郡菰野町大字大強原３１６７

83 セルフオアシスミルクロード宿野給油所 朝日ガスエナジー株式会社 三重郡菰野町宿野258-1

84 セルフ&カーケアセンターあさひ給油所 コスモ石油販売（株） 三重郡朝日町大字小向３４３

85 セルフみえ朝日店 株式会社養三 三重郡朝日町大字小向６５－８

86 セルフあさひ給油所 出光リテール販売株式会社 三重郡朝日町向陽台二丁目１６番地４

87 川越 給油所 （株）ゼロシステム 三重郡川越町大字豊田一色３９６番地の１

88 セルフみえ川越インター店 給油所 株式会社養三 三重郡川越町南福崎３３３－１

89 ルート２３川越ＴＳ給油所 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 三重郡川越町大字当新田字中通５２３－２

90 ルート２３四日市東給油所 西日本フリート株式会社 三重郡川越町高松鯨松１５８１－５
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給油所名 運営会社 給油所住所

1 四日市東インター給油所 （株）西日本宇佐美 四日市市茂福４３３－１

2 セルフ&カーケアセンター富田浜給油所 コスモ石油販売（株） 四日市市東茂福町２－２０

3 セルフ&カーケアセンター笹川給油所 コスモ石油販売（株） 四日市市室山町八幡１５４１－１

4 セルフ&カーケアセンター桜給油所 コスモ石油販売（株） 四日市市智積町清水道６２１８

5 セルフ&カーケアセンターさかべ給油所 コスモ石油販売（株） 四日市市東坂部町６７－１

6 セルフ&カーケアセンター高角給油所 コスモ石油販売（株） 四日市市高角町字神前左門１０８９－１

7 堂ヶ山 給油所 （有）倉田商店 四日市市六名町大字中山１０８０－１

8 保々 給油所 齋藤 繁昭 四日市市西村町下天田２５６４－２

9 イクワ 給油所 有限会社三幸石油商会 四日市市生桑町桑花１３１

10 四日市東給油所 エネクスフリート株式会社 四日市市大字羽津字糠塚山４３７９－１

11 セルフ川島 給油所 青山商事株式会社 四日市市川島町字古郷２７８０－３

12 セルフ笹川 給油所 青山商事株式会社 四日市市八王子町字稲田２４７５ー４

13 ブル－ミング阿倉川 給油所 社会福祉法人 四日市福祉会 四日市市阿倉川町８ー７

14 四日市国道 給油所 三重交通商事株式会社 四日市市十七軒町１－２２

15 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ四日市北 給油所 株式会社谷口リテール販売 四日市市城山町７－４８

16 ニュージェーアールＨ 給油所 株式会社ベル 四日市市栄町４－１６

17 ルート２３四日市ＴＳ給油所 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 四日市市大字羽津甲字乙新田４３５２－１

18 四日市東インター前給油所 エネクスフリート株式会社 四日市市中村町字半谷２２９３－１６

19 オブリステーション河原田給油所 國際油化株式会社 四日市市河原田町字相名１５１０－１

20 セルフ東日野ＳＳ給油所 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 四日市市東日野１丁目２１３－１

21 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ日永店 （株）ENEOSフロンティア中部カンパニー 四日市市泊小柳町２２１１－１

22 四日市インター給油所 エネクスフリート株式会社 四日市市小生町２番地

23 セルフ＆ＣＣＣ四日市中央ＳＳ コスモ石油販売西中部 四日市市堀木１－４－１１

24 セルフ258号桑名東インター給油所 （株）西日本宇佐美 桑名市大字上深谷部字中井縄５５１－８

25 桑名西 給油所 石崎 喜宏 桑名市上野959-1

26 プリテール多度 給油所 西濃アポロ（株） 桑名市多度町福永西福永７１１－１

27 桑名 給油所 （有）増田油店 桑名市相川町６８

28 桑名 給油所 （株）ナヤデン 桑名市中央町4-7

29 多度 給油所 松永石油（株） 桑名市多度町下野代６１７－１

30 桑名和泉 給油所 （有）伊藤砿油 桑名市和泉７丁目２２８－２

給油所名 運営会社 給油所住所

31 Dr.Driveサンシパーク 給油所 （株）谷口リテール販売 桑名市大字大仲新田字新井水下７５

32 ファミーユ西桑名 給油所 有限会社マキノ 桑名市大字大仲新田２３６番地３

33 セルフグリーンヒル桑部 給油所 有限会社タツミ石油 桑名市大字桑部中貝戸５２６－５

34 Ｒ２５８多度 給油所 豊和石油株式会社 桑名市多度町香取３０５番地

35 桑名大山田 給油所 三重交通商事株式会社 桑名市松ノ木３－７－５

36 桑名八間通 給油所 三重交通商事株式会社 桑名市八間通り１６

37 伊勢大橋 給油所 株式会社渡辺石油店 桑名市東方福島前７８４番地の３

38 桑名 給油所 株式会社谷口リテール販売 桑名市安永１２２２の３

39 ＥｎｅＪｅｔ桑名 給油所 株式会社谷口リテール販売 桑名市新西方３丁目１３０番地

40 Ｅｎｅｊｅｔ長島 給油所 株式会社イトー 桑名市長島町松ヶ島字北島１０２

41 1号鈴鹿給油所 （株）西日本宇佐美 鈴鹿市庄野町１０－１８

42 セルフ&カーケアセンター鈴鹿浜給油所 コスモ石油販売（株） 鈴鹿市北長太町字慶順縄９９－１

43
セルフ&カーケアセンター鈴鹿須賀給油
所

コスモ石油販売（株） 鈴鹿市須賀町字桜野２０２４番１

44 セルフ鈴鹿インター給油所 コスモ石油販売（株） 鈴鹿市伊船町字西境塚１９１６－１

45 平田 給油所 平田石油（有） 鈴鹿市平田2-6-15

46 鈴鹿中央通り 給油所 岡金（株） 鈴鹿市算所２－２－１１

47 サンパル住吉 給油所 森石油（有） 鈴鹿市住吉３－２９－２０

48 鈴鹿 給油所 （株）トレジャーシステム 鈴鹿市上野町１１４－１

49 クイックピット白子店 給油所 （株）三重タイヤ商事 鈴鹿市白子町字小山田２９１６－１

50 イオンタウン鈴鹿玉垣 給油所 （株）谷口リテール販売 鈴鹿市南玉垣町５５２０－１０６

51 オイルロード磯山 給油所 株式会社タキ 鈴鹿市磯山４－３－３８

52 稲生 給油所 有限会社江戸屋 鈴鹿市稲生２－５－１

53 椿一宮 給油所 佐藤 宏至 鈴鹿市椿一宮町１５８２番地の２

54 鼓ヶ浦給油所 宮崎石油有限会社 鈴鹿市寺家７－１７４２

55 鈴鹿給油所 岡金株式会社 鈴鹿市神戸８－３３－３０

56 プリテール鈴鹿給油所 出光リテール販売株式会社 鈴鹿市伊船町中下の割２２１７－２

57 ＥｎｅＪｅｔ鈴鹿岸岡 給油所 株式会社谷口リテール販売 鈴鹿市岸岡町１９５８－３８

58 ルート２３鈴鹿ＴＳ給油所 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 鈴鹿市南玉垣町一色２２５３－１

59 セルフステーション鈴鹿甲斐給油所 株式会社伊藤佑 鈴鹿市甲斐町４－１

60 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ鈴鹿 給油所 株式会社ＪＡ全農みえサービス 鈴鹿市地子町１２６８
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