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令和4年5月24日現在（369事業所）

市郡 登録事業所名 所在地

秋月石油株式会社　秋月SS 和歌山市有家116-8

秋月石油株式会社　和歌山インターSS 和歌山市秋月225

秋月石油株式会社　西庄SS 和歌山市西庄332-1

秋月石油株式会社　セルフ神前 和歌山市神前１６８－３

秋月石油株式会社　セルフ国体道路 和歌山市小雑賀２１１

秋月石油株式会社　セルフ大谷 和歌山市大谷５－１

秋月日石株式会社 和歌山市出島159-6

株式会社　有石　住金営業所 和歌山市湊1850

株式会社　有石　砂山営業所 和歌山市南相生丁22

株式会社　有石　神前営業所 和歌山市神前171-13

池新石油株式会社　ニュー和歌山給油所 和歌山市餌差町1-39

株式会社　池宮石油店 和歌山市吹屋町3丁目40

株式会社　石橋　ガスタ和佐給油所 和歌山市岩橋８８０－１

株式会社　石橋　ガスタ田屋給油所 和歌山市田屋１２９－１

株式会社　石橋　ガスタ紀三井寺給油所 和歌山市三葛２５３－２

有限会社　稲田農薬 和歌山市木枕59

株式会社　岩本商店 和歌山市新堺丁17

株式会社　岩本商店　セルフ和歌の浦ＳＳ 和歌山市湊66-5

岩本石油　株式会社　三木町SS 和歌山市屋形町3丁目2

岩本石油　株式会社　南港SS 和歌山市西浜１６６０－４００

岩本石油　株式会社　オレンジSS 和歌山市吹屋町5丁目

岩本石油　株式会社　榎原SS 和歌山市榎原７３－１１

岩本石油　株式会社　善明寺SS 和歌山市善明寺２９５－１

岩本石油　株式会社　和歌浦SS 和歌山市和歌浦東４－２－８

岩本石油　株式会社　キグナスブライト和歌山北SS 和歌山市直川558-1

有限会社　上西石油店 和歌山市平尾38-1

英光石油株式会社　アップビート新和歌SS 和歌山市西浜1038

株式会社ENEOSジェネレーションズ　和歌山岡崎 和歌山市森小手穂北沖田７３９－５

株式会社ENEOSジェネレーションズ　和歌山北島 和歌山市北島104-1

株式会社　Mネット　北島給油所 和歌山市北島433-29

エスエヌ商事株式会社　セルフ竈山神社西ＳＳ 和歌山市田尻295-1

小浦石油　株式会社　サンプラザ紀三井寺サービスステーション 和歌山市紀三井寺649-2

小浦石油　株式会社　セルフ和歌山インターサービスステーション 和歌山市鳴神1011

小浦石油　株式会社　セルフ西田井サービスステーション 和歌山市西田井字前田359-1

大岩石油　株式会社　屋形給油所 和歌山市屋形町4丁目23

大角石油店 和歌山市吉原742

オートジョイントコーナン株式会社　オートジョイントコーナン和歌
山店（HCコーナン中之島店内）

和歌山市納定西ノ芝１００－２

川福燃料　株式会社　真砂町サ－ビスステ－ション 和歌山市吹上2丁目1番19号

有限会社　岸上石油 和歌山市毛見387

熊野御坊南海バス株式会社　小野町サービスステーション 和歌山市小野町3丁目46-1

有限会社　坂上石油店 和歌山市上黒谷127番地

有限会社　坂下石油 和歌山市梅原295

株式会社　酒直　和歌山ＳＳ 和歌山市十三番丁18

株式会社　酒直　堀止ＳＳ 和歌山市西高松1丁目1-2

株式会社　山東農園 和歌山市伊太祈曽77

芝本石油店 和歌山市江南354-2

角谷石油株式会社　セルフ西浜 和歌山市西浜940-4

千代田石油　株式会社　Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ 西和歌山店 和歌山市西河岸町95

田中石油 和歌山市吉原753

辻石油店 和歌山市永穂226

株式会社  ツバメ商事 和歌山市伊太祈曽422

有限会社　中島石油 和歌山市延時147-41

有限会社　中田石油店 和歌山市南出島77

株式会社　西日本宇佐美　紀ノ川サービスエリア上り給油所 和歌山市北野７４４

和歌山市

不正軽油追放宣言事業所（ガソリンスタンド等）
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不正軽油追放宣言事業所（ガソリンスタンド等）

西畑石油店 和歌山市冬野1525

日商有田　株式会社　セルフィックス和佐SS 和歌山市井ノ口字筋違３９８－５

日商有田　株式会社　セルフィックス東和歌山SS 和歌山市黒田字門田１２４番１

日商有田　株式会社　セルフィックス和歌山北インターSS 和歌山市田屋字南大人神１０２－１番地

日商有田　株式会社　セルフィックス紀三井寺SS 和歌山市毛見柳原１７５－１

日新商事株式会社　キングライン西浜給油所 和歌山市湊1106-15

日本商事株式会社　アップス城北給油所 和歌山市ト半町41

幡井石油店 和歌山市川辺161

有限会社　ビーパルみのにし 和歌山市中之島５１７

有限会社　松下石油 八幡SS 和歌山市古屋１５１－１３

有限会社　松本石油 和歌山市西浜981番地

株式会社マリンルームオオタ 和歌山市毛見１５３０番地

株式会社　箕西石油店　北島橋給油所 和歌山市狐島堂山596

森下石油株式会社 和歌山市新在家152

有限会社　薮下石油 和歌山市大垣内664-1

株式会社　山文和歌山　セルフ和歌山バイパス 和歌山市島243-1

山本石油　株式会社 和歌山市舟津町3丁目31番地

株式会社　山吉石油 和歌山市紀三井寺749-1

吉川石油　有限会社 和歌山市禰宜1140

和歌山米油販売　株式会社　紀の川給油所 和歌山市次郎丸７番地

和歌山米油販売　株式会社　四ヶ郷給油所 和歌山市松島９７番地の１

和歌山米油販売　株式会社　舟津町給油所 和歌山市舟津町4丁目21

和歌山マリーナシティ株式会社 和歌山市毛見1527

わかやま農業協同組合　ＪＡわかやま給油所 和歌山市和佐関戸太郎坊48-2

和歌山県漁業協同組合連合会　和歌浦給油所 和歌山市新和歌浦１－１

秋月石油株式会社　セルフ海南 海南市名高字中須賀２４２－１

有限会社　有勝石油店 海南市且来97

株式会社　有石　海南東営業所 海南市幡川197

株式会社　石橋　ガスタ下津給油所 海南市下津町丁１４１－１

株式会社　Mネット　海南構内給油所 海南市船尾260-10

大谷石油株式会社 海南市下津町小南190

海南ダイヤサービス 海南市岡田５９６

有限会社　川口商店 海南市阪井1467-1

小島石油店 海南市ひや水66

株式会社　酒直　セルフステーション下津ＳＳ 海南市下津町下津500-6

出口石油株式会社　海南イーストＳＳ 海南市沖野々1437

株式会社　ナカオ石油 海南市藤白458

有限会社　濵口石油　セルフ海南SS 海南市沖野々３１－１

藤山石油 海南市野上中364-2

森下石油店 海南市下津町下239-1

株式会社　山文和歌山　セルフ海南 海南市鳥居2-2

有限会社　和歌山マリンサービス 海南市冷水325-35

岩本石油　株式会社　橋本市脇SS 橋本市市脇1丁目1番4号

株式会社　上田石油商店　本店 橋本市高野口町名倉193

株式会社　上田石油商店　東給油所 橋本市高野口町伏原251

小浦石油　株式会社　セルフ橋本彩の台サービスステーション 橋本市彩の台1-50

岡田石油店 橋本市学文路226

株式会社オクヒラ　橋本ニュータウン給油所 橋本市柱本23-1

川福石油株式会社 橋本市高野口町名古曽942-1

有限会社　喜多石油店 橋本市高野口町名古曽３５０

小出石油店 橋本市市脇３丁目３２９－１

坂田石油株式会社 橋本市岸上406

有限会社　沢田石油店　高野口セルフ 橋本市高野口町大野181

有限会社　サンフィールド　サンフィールド橋本 橋本市隅田町垂井６８－１

株式会社ENEOSジェネレーションズ　橋本ニュータウン 橋本市光陽台１－５－２６

海南市

橋本市
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市郡 登録事業所名 所在地

不正軽油追放宣言事業所（ガソリンスタンド等）

西尾石油店 橋本市隅田町中島107-2

宮下石油店 橋本市賢堂1060-1

森脇石油株式会社 橋本市隅田町河瀬179

紀北川上農業協同組合　本店給油所 橋本市高野口町名古曽922-2

紀北川上農業協同組合　グリーンステーション橋本給油所 橋本市市脇1-39-1

紀北川上農業協同組合　橋本西部支店 橋本市柏原２２８－５

有限会社　有田商会 有田市初島町里2106

上野山石油店 有田市辻堂748

株式会社ENEOSジェネレーションズ　有田初島 有田市初島町里2117-1

山栄樹脂　株式会社 有田市野６９３－２

嶋田石油　株式会社　箕島ＳＳ 有田市古江見104

嶋田石油　株式会社　初島ＳＳ 有田市港町19

有限会社　武田石油 有田市初島町里1246-3

田中石油 有田市宮崎町28-1

日商有田　株式会社　宮原SS 有田市宮原町新町７１番地

日商有田　株式会社　セルフィックス糸我SS 有田市糸我町中番字蔭山４６番１

野田商店 有田市宮原町滝川原543

宮井石油 有田市千田208-2

株式会社　森商店 有田市宮原町新町１２２

保田産業株式会社 有田市辻堂830

株式会社　旭商会　名屋サービスステーション 御坊市名屋町３－６－１１

株式会社　旭商会　財部サービスステーション 御坊市湯川町財部７８２－３

株式会社　旭商会　名田サービスステーション 御坊市名田町上野３４５－１

石橋石油　株式会社　セルフ御坊国道給油所 御坊市名屋町三丁目7-1

石橋石油　株式会社　財部給油所 御坊市湯川町財部664-9

春日石油株式会社 御坊市薗40-3

春日石油株式会社　小松原給油所 御坊市湯川町財部1116-1

紀州農業協同組合　湯川支店　野口事業所 御坊市野口458-1

熊野御坊南海バス株式会社　御坊サービスステーション 御坊市薗20

有限会社　佐藤石油 御坊市湯川町小松原554-1

有限会社　橋本石油 御坊市薗463番地3

春和産業株式会社　御坊給油所 御坊市薗40

有限会社　土谷石油 御坊市塩屋町南塩屋150

有限会社　濵口石油　御坊幸神SS 御坊市名田町野島３４４３－１

有限会社　濵口石油　セルフ御坊島SS 御坊市島４４７－２

ヤナセ商事 御坊市薗583-1

株式会社　アムズエナジー 田辺市文里2丁目35-2-3

株式会社　アムズエナジー　エポック元町ＳＳ 田辺市上の山2丁目29-27

株式会社　アムズエナジー　エポック白浜口ＳＳ 田辺市新庄町1877-1

株式会社　アムズエナジー　エポック龍神ＳＳ 田辺市龍神村湯ノ又533-2

株式会社　アムズエナジー　エポック新庄セルフＳＳ 田辺市新庄町437

株式会社　アムズエナジー　エポック芳養セルフＳＳ 田辺市芳養松原1丁目1-28

株式会社　石橋　ガスタ白浜給油所 田辺市新庄町３０２１－４

株式会社　石橋　ガスタ田辺給油所 田辺市東山１丁目５－６

株式会社　伊藤組 田辺市龍神村龍神５０５－４

岩本石油　株式会社　田辺新庄ＳＳ 田辺市新庄町11-4

大江石油 田辺市中辺路町栗栖川４０７

共栄石油 田辺市龍神村甲斐ノ川1134番地

紀洋石油株式会社　セルフ田辺給油所 田辺市宝来町14-27

紀洋石油株式会社　セルフ白浜インター給油所 田辺市新庄町1580-5

紀洋石油株式会社　文里給油所 田辺市文里1丁目7-22

紀洋石油株式会社　文里油槽所 田辺市文里1丁目7-22

有限会社　九鬼石油店 田辺市本宮町大居1928-5

有限会社 重根石油店 田辺市龍神村柳瀬1121-1

谷口石油店 田辺市上秋津2106

田辺市

有田市

御坊市
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不正軽油追放宣言事業所（ガソリンスタンド等）

有限会社　近野石油 田辺市中辺路町近露1682-1

出口石油　株式会社　田辺ノース給油所 田辺市上の山1丁目12-37

東宝建設株式会社　セルフ東宝文里ＳＳ 田辺市文里2丁目37-3

ドーメン石油有限会社　本店給油所 田辺市高雄2丁目13-18

ドーメン石油有限会社　バイパス給油所 田辺市下万呂414-1

有限会社　濵口石油　セルフ田辺SS 田辺市むつみ３８７－７

有限会社　濵口石油　セルフ白浜空港線SS 田辺市新庄町２９４０－１

本宮石油 田辺市本宮町本宮1575-1

前川石油株式会社　大塔給油所 田辺市鮎川597-52

松本石油店 田辺市龍神村福井75

万呂石油店 田辺市中万呂39-3

株式会社　三前商店　田辺給油所 田辺市新屋敷町55-5

有限会社 皆地屋石油 田辺市本宮町本宮431

美福屋石油店 田辺市龍神村西359-1

有限会社　牟婁石油 田辺市稲成町44-1

有限会社　牟婁石油　新万給油所 田辺市下万呂476-1

山本石油 田辺市芳養町４３

横矢石油 田辺市中辺路町近露1701

紀南農業協同組合　中央給油所 田辺市秋津町７５２－１

紀南農業協同組合　オアシス稲成給油所 田辺市稲成町３１８９

紀南農業協同組合　鮎川給油所 田辺市鮎川５９４

紀南農業協同組合　中芳養給油所 田辺市中芳養１０９９－３

紀南農業協同組合　上芳養給油所 田辺市上芳養９９０－３

紀南農業協同組合　上秋津給油所 田辺市上秋津２０１０－３

紀南農業協同組合　三栖給油所 田辺市中三栖７７０

紀南農業協同組合　三川給油所 田辺市合川６３５－６

紀南農業協同組合　栗栖川給油所 田辺市中辺路町栗栖川７６－１

和歌山県漁業協同組合連合会　田辺支部 田辺市江川４２－３３

和歌山南漁業協同組合　湊浦支所 田辺市磯間27-6

株式会社　石橋　ガスタ新宮給油所 新宮市三輪崎源ヶ林２２０３－１

エノキ商事 新宮市あけぼの4-1

エノキ商事　サービスステーションエノキ 新宮市磐盾8-7

有限会社　奥田石油店 新宮市熊野川町田長218

有限会社　仮屋商会　セルフ三輪崎 新宮市三輪崎3丁目9-22

有限会社　紀南石油販売所　新宮給油所 新宮市神倉2-9-13

紀南米油　株式会社　佐野SS 新宮市佐野1-1-10

新宮石油　株式会社 新宮市野田９番５号

新和オイル株式会社 新宮市神倉4-6-30

鈴木石油株式会社　セルフステーション新宮SS 新宮市佐野3丁目11-12

鈴木石油株式会社　セルフステーション新宮・橋本 新宮市橋本2-1-12

鈴木石油株式会社　新宮駅前SS 新宮市徐福2-2-14

温井株式会社　スマイルステーションセレクト 新宮市清水元1-6-39

有限会社　ツバメプロパン池上商店 新宮市熊野川町日足528

有限会社　濵口石油　セルフ新宮SS 新宮市南桧杖７５

株式会社　マエダ 新宮市橋本1丁目12番1号

宮本産業株式会社　新宮下田給油所 新宮市下田2丁目3-16

株式会社　有石　貴志川営業所 紀の川市貴志川町前田559

株式会社　大上石油店 紀の川市中井阪103

紀和石油株式会社 紀の川市粉河784-1

鶏冠石油 紀の川市貴志川町長山２７７－１３

有限会社　沢田石油店　粉河セルフ 紀の川市井田95

杉本商店 紀の川市池田新293

那賀トラック運送事業協同組合 紀の川市古和田522-1

中西石油 紀の川市桃山町黒川７２３－１

日商有田　株式会社　セルフィックス貴志川SS 紀の川市貴志川町北８１８－１

新宮市

紀の川市



(5/7)

令和4年5月24日現在（369事業所）

市郡 登録事業所名 所在地

不正軽油追放宣言事業所（ガソリンスタンド等）

長谷川石油店 紀の川市貴志川町上野山269

有限会社　濵口石油　セルフ打田SS 紀の川市打田３３６－２

株式会社 はまだ　紀の川打田サービスステーション 紀の川市中井阪230-2

有限会社　堀内石油店 紀の川市桃山町段566

有限会社　宮村石油店 紀の川市桃山町元289

全農エネルギー株式会社　JASS-PORT貴志川 紀の川市貴志川町長山168-1

全農エネルギー株式会社　JASS-PORT桃山 紀の川市桃山町市場340-1

全農エネルギー株式会社　JASS-PORT打田 紀の川市西大井332

株式会社　岩本商店　岩出パラッツォＳＳ 岩出市中島638

岩本石油　株式会社　岩出SS 岩出市高塚１８６－１

株式会社ENEOSジェネレーションズ　和歌山北 岩出市中島840-3

有限会社　サンフィールド　サンフィールド岩出 岩出市吉田３５８－１

有限会社　長浜石油店 岩出市大町7-1

原田石油店 岩出市根来474-2

株式会社　山文和歌山　ＤＤセルフ岩出ＢＰＳＳ 岩出市西国分ほうじ本657-1

山村石油 岩出市山527

有限会社　湯川石油店　エクスプレス岩出 岩出市西国分７８４－１

有限会社　吉岡石油 岩出市岡田667-1

石場石油店 海草郡紀美野町下佐々212

尾上石油店 海草郡紀美野町毛原下58-4

栗林石油 海草郡紀美野町田13

弓庭石油店 海草郡紀美野町毛原宮261

皆橋石油店 海草郡紀美野町小畑486

池常燃料石油店 伊都郡かつらぎ町東渋田303-1

大谷石油店 伊都郡九度山町下古沢64-1

有限会社　加勢田石油店 伊都郡高野町高野山261

河内屋石油株式会社 伊都郡高野町高野山388

有限会社　沢田石油店 伊都郡かつらぎ町高田31

田村石油 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2221-2

日商有田　株式会社　セルフィックスかつらぎSS 伊都郡かつらぎ町大字背の山字中の越９２番１

有限会社　野上石油店 伊都郡九度山町九度山1407

有限会社　濵口石油　セルフ笠田SS 伊都郡かつらぎ町笠田東４７１－１

紀北川上農業協同組合　花園給油所 伊都郡かつらぎ町花園梁瀬620

紀北川上農業協同組合　天野給油所 伊都郡かつらぎ町大字下天野937-4

紀北川上農業協同組合　志賀給油所 伊都郡かつらぎ町大字志賀352

紀北川上農業協同組合　JOY給油所 伊都郡かつらぎ町大字蛭子字浦通28-8

紀北川上農業協同組合　新城給油所 伊都郡かつらぎ町新城531-2

有田石油株式会社 有田郡湯浅町湯浅1457

株式会社　石橋　ガスタ有田給油所 有田郡有田川町大字水尻６８１

株式会社　岩橋石油 有田郡有田川町徳田826-3

紀伊燃料　有限会社 有田郡湯浅町大字湯浅２９９０

株式会社　榎本石油店 有田郡有田川町中野285

小浦石油　株式会社　サンプラザ湯浅サービスステーション 有田郡湯浅町湯浅2315

有限会社　大浦運送 有田郡湯浅町田345-1

亀井石油店 有田郡有田川町庄283

株式会社 キタハタ石油 有田郡有田川町大字天満５４９－１

清水石油店 有田郡有田川町清水３７５－１

武内タイヤ・石油店 有田郡有田川町清水９６８

株式会社ENEOSジェネレーションズ　有田川 有田郡有田川町大字下津野字鳥居前1624-1

則藤石油 有田郡有田川町田口１３７９

有限会社　濵口石油　セルフ湯浅SS 有田郡湯浅町湯浅２３２８

株式会社　ハヤシ通商　有田S．S． 有田郡有田川町水尻65-3

早田石油店 有田郡有田川町二川738

株式会社　松下商店 有田郡広川町西広660

株式会社 マルハ石油 広川給油所 有田郡広川町広４２９－１

有田郡

岩出市

伊都郡

海草郡
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令和4年5月24日現在（369事業所）

市郡 登録事業所名 所在地

不正軽油追放宣言事業所（ガソリンスタンド等）

株式会社 マルハ石油 有田郡広川町名島１１５

溝畑石油 有田郡広川町名島８５

溝端石油店 有田郡有田川町金屋22-1

薮野幸一商店　湯浅蔵町給油所 有田郡湯浅町湯浅265

薮野幸一商店　大宮給油所 有田郡湯浅町湯浅2319

ありだ農業協同組合　吉備給油所 有田郡有田川町天満４７－１

ありだ農業協同組合　金屋給油所 有田郡有田川町金屋８４５－１

ありだ農業協同組合　清水給油所 有田郡有田川町清水８２８－２

有田トラック運送事業協同組合 有田郡湯浅町大字吉川59

広天州漁業組合 有田郡広川町大字広１４６７－３（養源寺堀）

和歌山縣輸送協同組合 有田郡有田川町小島336-2

株式会社　旭商会　美浜サービスステーション 日高郡美浜町和田１１３８

株式会社　旭商会　日高サービスステーション 日高郡日高町高家４２３－４

株式会社　旭商会　川辺サービスステーション 日高郡日高川町土生９８－１

株式会社　旭屋 日高郡日高川町皆瀬324

株式会社　石橋　印南第二給油所 日高郡印南町印南3265

株式会社　印南石油店 日高郡印南町印南1213-1

株式会社　大上石油店　セルフ由良給油所 日高郡由良町里369

春日石油株式会社　南谷給油所 日高郡印南町南谷1413

加藤善石油店 日高郡日高川町高津尾141

川辺石油 日高郡日高川町江川２９０－１番地

株式会社　岸本食品 日高郡日高川町熊野川337

紀州農業協同組合　日高支店　志賀事業所 日高郡日高町志賀1346-2

有限会社　北清石油 日高郡由良町里355-3

小西石油店（LG SHOP こにし） 日高郡日高川町和佐555-1

竹中石油 日高郡由良町門前384

田中石油 日高郡みなべ町清川１３８５

有限会社　谷口石油 日高郡由良町江ノ駒32-3

出口石油　株式会社　みなべ給油所 日高郡みなべ町埴田1437

土井石油店 日高郡みなべ町谷口583-4

日神商事株式会社 日高郡日高町萩原886

日本商事株式会社　南部給油所 日高郡みなべ町北道456

株式会社 白馬 日高郡日高町大字萩原1136

原留石油 日高郡日高川町船津545-1

松本石油店 日高郡日高町荊木41-1

株式会社　三前商店　みなべ給油所 日高郡みなべ町気佐藤173-26

宮本石油株式会社 日高郡みなべ町北道91

宮本石油株式会社　南部給油所 日高郡みなべ町北道456

有限会社　山中石油 日高郡印南町島田1104-1

吉本石油店 日高郡みなべ町西本庄798-3

和歌山県漁業協同組合連合会　日高支部 日高郡日高町阿尾５８５－４

株式会社　アムズエナジー　エポック朝来ＳＳ 西牟婁郡上富田町朝来2461-1

堅田漁業協同組合 西牟婁郡白浜町堅田2521番地

上富田石油 西牟婁郡上富田町生馬910-6

紀洋石油株式会社　日置給油所 西牟婁郡白浜町日置981-16

熊野石油 西牟婁郡上富田町朝来２３７７－１

白浜石油 西牟婁郡白浜町1162-3

田所石油 西牟婁郡白浜町大古６３５－１

田中石油店 西牟婁郡すさみ町周参見3763-4

東宝建設株式会社　セルフ東宝西富田ＳＳ 西牟婁郡白浜町堅田630

富田川石油 西牟婁郡上富田町岩田2104-5

ナカト産業 西牟婁郡上富田町朝来2271-4

有限会社　濵口石油　セルフ白浜御幸通SS 西牟婁郡白浜町３３４０－４６

有限会社　堀谷石油店 西牟婁郡すさみ町周参見4581-47

前川石油株式会社　白浜給油所 西牟婁郡白浜町3340-52

日高郡

西牟婁郡
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市郡 登録事業所名 所在地

不正軽油追放宣言事業所（ガソリンスタンド等）

前川石油株式会社　郵便橋給油所 西牟婁郡上富田町岩崎138-1

まなべ石油販売 西牟婁郡白浜町３０８６

有限会社　山吉石油 西牟婁郡上富田町朝来2034-2

紀南農業協同組合　とんだ給油所 西牟婁郡白浜町栄６８７－１

紀南農業協同組合　日置給油所 西牟婁郡白浜町日置１０１３－１６

紀南農業協同組合　佐本給油所 西牟婁郡すさみ町佐本中２０５－１

株式会社　山文和歌山　白浜ＳＳ 西牟婁郡白浜町2875-1

和歌山県漁業協同組合連合会　すさみ給油所 西牟婁郡すさみ町周参見４８５７－４９

和歌山南漁業協同組合　すさみ支所　見老津連絡所 西牟婁郡すさみ町見老津136-8

和歌山南漁業協同組合　日置支所 西牟婁郡白浜町日置745

圓戸石油店 東牟婁郡那智勝浦町南大居530

有限会社　仮屋商会　セルフ勝浦 東牟婁郡那智勝浦町天満

有限会社　紀南石油販売所 東牟婁郡那智勝浦町勝浦485

有限会社　紀南石油販売所　勝浦給油所 東牟婁郡那智勝浦町朝日2-231

有限会社　楠本石油 東牟婁郡那智勝浦町下里565

古座オイル　株式会社 東牟婁郡串本町西向326-1

有限会社　小畑石油 東牟婁郡太地町太地3077-2

有限会社 小山石油店 東牟婁郡串本町西向278-2

鈴木石油株式会社 東牟婁郡串本町串本1764

鈴木石油株式会社　セルフステーション串本SS 東牟婁郡串本町串本1874

有限会社 日米石油 東牟婁郡串本町串本1805

有限会社　濵口石油　セルフ那智天満SS 東牟婁郡那智勝浦町天満１６０５－１

有限会社　濵口石油　セルフ串本SS 東牟婁郡串本町鬮野川１５９５－２

株式会社　東豊石油店 東牟婁郡古座川町高池33

宮本石油株式会社　勝浦給油所 東牟婁郡那智勝浦町浜の宮173

株式会社　山文和歌山　串本ＳＳ 東牟婁郡串本町串本1845

有限会社　湯川石油店　勝浦給油所 東牟婁郡那智勝浦町天満１５１３－１

和歌山県漁業協同組合連合会　串本支部 東牟婁郡串本町串本１７３５－１２８

和歌山県漁業協同組合連合会　勝浦給油所 東牟婁郡那智勝浦町築地７－１２－７

和歌山東漁業協同組合　浦神給油所 東牟婁郡那智勝浦町浦神３２１－１１０

和歌山東漁業協同組合　和深（安指）給油所 東牟婁郡串本町和深２８６３地先

和歌山東漁業協同組合　田並給油所 東牟婁郡串本町田並２０８地先

和歌山東漁業協同組合　有田給油所 東牟婁郡串本町有田６４７－７

和歌山東漁業協同組合　古座給油所 東牟婁郡串本町古座１７４－１

和歌山東漁業協同組合　津荷給油所 東牟婁郡串本町津荷９０２－３

和歌山東漁業協同組合　下田原給油所 東牟婁郡串本町田原２４２４－４

和歌山東漁業協同組合　大島給油所 東牟婁郡串本町大島１８０１

和歌山東漁業協同組合　須江給油所 東牟婁郡串本町須江１５８

和歌山東漁業協同組合　樫野給油所 東牟婁郡串本町樫野１０２２－２０

宇久井漁業協同組合 東牟婁郡那智勝浦町宇久井３７５番地の１

東牟婁郡


