
三重県 中南勢地域
津市、松阪市、多気町、明和町、大台町



三重県中南勢地域の住民拠点ＳＳ：７９箇所
令和3年5月31日現在

給油所名 運営会社 給油所住所

1 千里ケ丘店 全農エネルギー（株） 津市河芸町東千里２６－１

2 美里 給油所 （有）稲垣商店 津市美里町三郷１－１０

3 久居 給油所 中桐石油（株） 津市久居新町２１４５－４

4 Dr.Driveセルフ久居インター 給油所 中桐石油（株） 津市久居明神町風早２５９８－２

5 川口 給油所 （株）嶋崎石油 津市白山町川口1217-4

6 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ一志給油所 株式会社ＪＡ全農みえサービス 津市一志町田尻７４－５

7 津・山の手 給油所 オー・シー・エム東海（株） 津市渋見町黒田２９６－１

8 津・高野尾 給油所 オー・シー・エム東海（株） 津市高野尾町１１７６－２

9 久居・ルート165 給油所 オー・シー・エム東海（株） 津市戸木町５４５３

10 津・丸之内 給油所 オー・シー・エム東海（株） 津市丸之内１９－２３

11 セルフ津給油所 （株）吉田石油店 津市一身田大古曽６８９

12 津小川 給油所 有限会社南出石油 津市栗真小川町字中沢８１９

13 川又 給油所 株式会社村上商店 津市東丸之内８－８

14 家城 給油所 家城石油株式会社 津市白山町南家城字野添９１９－３

15 津栄町 給油所 三重交通商事株式会社 津市栄町２－２１０

16 津丸之内 給油所 三重交通商事株式会社 津市丸之内３３－２６

17 セルフステーション久居インター 給油所 三重交通商事株式会社 津市戸木町字北興７８３０－１

18 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ津観音寺 給油所 三重交通商事株式会社 津市観音寺町字東浦４２９－１４

19 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ津鋼管前 給油所 三重交通商事株式会社 津市雲出伊倉津町長藤５６５の１１

20 伊勢別街道給油所 宮崎石油有限会社 津市大里睦合町４６３

21 奥津 給油所 有限会社Ｉ－Ｅｎｅｒｇｙ 津市美杉町奥津９１３番地２

22 島崎町 給油所 株式会社杉浦石油店 津市島崎町３０６－１

23 まえだ鉱油有限会社 給油所 まえだ鉱油有限会社 津市美杉町下多気２０９２－１

24 安濃給油所 岡金株式会社 津市安濃町曽根５７１

25 太郎生 給油所 水谷 満 津市美杉町太郎生９７７－５

26 高野尾 給油所 井ノ口 繁子 津市高野尾町１８１０－８

27 津藤方 給油所 三重交通商事株式会社 津市藤方中堰東７１６－２

28 セルフステーション津白塚 給油所 三重交通商事株式会社 津市栗真小川町中沢６９９－１

29 セルフステーション久居 給油所 三重交通商事株式会社 津市久居井戸山町大口８４０－７

30 三重七栗 給油所 有限会社池村石油 津市庄田町２０８２－１

31 久居・新町 給油所 オー・シー・エム東海株式会社 津市久居新町２８５２

32 津給油所 株式会社伊藤佑 津市殿村鍛冶屋垣内１５３５

33 高茶屋 給油所 有限会社ニシウラ 津市高茶屋四丁目３－７

34 オブリステーション芸濃給油所 國際油化株式会社 津市芸濃町萩野３３５３－２

35 津 給油所 津安芸農業協同組合 津市一色町１９１－２

36 津西 給油所 有限会社前川商会 津市片田田中町５

37 久居インター 給油所 小林石油株式会社 津市久居中町８２５

38 23号三雲給油所 （株）西日本宇佐美 松阪市小舟江町渋川１２３

39 飯高 給油所 久保 郁生 松阪市飯高町作滝１０７

40 松阪西 給油所 斎藤 亘 松阪市上ノ庄町１９８７－４

41 松阪城北 給油所 岡金（株） 松阪市西之庄町字岩橋８０－２

42 セルフ松阪中央 給油所 三重石商事（株） 松阪市五反田町１丁目１２８４－１

43 山室 給油所 （有）山室石油 松阪市山室町字松本２５８６－８

44 辻原 給油所 （有）深田石油 松阪市辻原町１０３７

45 飯南 給油所 （株）野呂石油 松阪市飯南町横野２３１番地

46 セルフうれし野給油所 （株）吉田石油店 松阪市嬉野中川新町4-220

47 セルフ松阪給油所 （株）吉田石油店 松阪市大黒田町５２８-２

48 粥見 給油所 有限会社杉坂商店 松阪市飯南町粥見２３７５－２

49 田村 給油所 有限会社山室石油 松阪市田村町字東高戸３６７－１

50 徳和 給油所 有限会社山本石油店 松阪市下村町１０８０番地の５

51 松阪湊町 給油所 有限会社鍵屋商店 松阪市湊町１８２

52 嬉野 給油所 有限会社三浦石油 松阪市嬉野町１４０１番地の３

53 セルフステーション松阪西 給油所 三重交通商事株式会社 松阪市田村町ひな田４０４－１

54 セルフステーション松阪船江 給油所 三重交通商事株式会社 松阪市船江町花田６５５－６

55 セルフ松阪東 給油所 三重交通商事株式会社 松阪市郷津町字島之前１０４の１

56 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松阪京町 給油所 三重交通商事株式会社 松阪市京町１区１３番地の６

57 松阪 給油所 小貞石油株式会社 松阪市鎌田町２４７

58 山室 給油所 株式会社松田石油 松阪市駅部田町字花岡１８９０－１

59 嬉野 給油所 清水 孝晃 松阪市嬉野中川町７８７

60 ＥｎｅＪｅｔ松阪中道町 給油所 株式会社谷口リテール販売 松阪市中道町字中野田４９２

61 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ宮前 給油所 株式会社ＪＡ全農みえサービス 松阪市飯高町宮前６９７－１

62 JASS-PORT黒部給油所 株式会社ＪＡ全農みえサービス 松阪市黒部町天神１

63 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ川井町 給油所 株式会社ＪＡ全農みえサービス 松阪市川井町字田中２９８－３

64 ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ櫛田 給油所 株式会社ＪＡ全農みえサービス 松阪市豊原町１０７７－１

65 プリテール松阪 給油所 株式会社松田石油 松阪市大字駅部田字七元１０５７－２

66 フレックス多気給油所 （株）ダイヤ昭石 多気郡多気町大字仁田７０１－８

67 勢和村 給油所 （有）亀田石油店 多気郡多気町上出江３８７番地の２

68 勢和多気インター給油所 エネクスフリート株式会社 多気郡多気町丹生字星ケ谷４４２１－６

69 片野 給油所 有限会社田牧商店 多気郡多気町片野１０４５番地の１

70 多気 給油所 谷口 賢一 多気郡多気町三疋田２９１－１０

71 セルフ斎宮 給油所 （有）辻熊太郎商店 多気郡明和町大字斎宮北野３８１８－２

72 新茶屋 給油所 （有）新茶屋石油 多気郡明和町大字新茶屋１１８番地

73 Dr.Driveイオンモール明和 給油所 （株）谷口リテール販売 多気郡明和町大字中村１２４５

74 クイックピット明和店 給油所 有限会社アルプス興産 多気郡明和町蓑村８７２－２

75 明和 給油所 多気郡農業協同組合 多気郡明和町馬之上１３８６

76 栃原 給油所 （株）松田石油 多気郡大台町大字新田字平田夫１０１－２

77 三瀬谷 給油所 （有）西村石油店 多気郡大台町佐原７８９

78 神瀬 給油所 有限会社西村石油店 多気郡大台町神瀬１２３番地１

79 セルフホーリーポット栃原 給油所 有限会社林商店 多気郡大台町新田平太夫１２７－４
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