
《対象店一覧》

《対象店一覧》

コラボキャンペーン！！コラボキャンペーン！！コラボキャンペーン！！

国 頭 郡
（有）拓邦産業

（有）拓邦産業

城原店

金武並里店

国頭郡宜野座村字漢那2287-1

国頭郡金武町字金武5542

TEL.098-968-5090

TEL.098-968-4902

中 頭 郡
（株）坂田給油所

新和石油（株）

（有）信栄石油

（有）ふるげん

（株）宮健商事

坂田店

西原中央店

北上原店

古堅店

水釜店

中頭郡西原町翁長539‐2

中頭郡西原町翁長834‐3

中頭郡中城村北上原428

中頭郡読谷村古堅638-2

中頭郡嘉手納町字水釜186番地

TEL.098-945-4555

TEL.098-945-6000

TEL.098-895-5512

TEL.098-956-0791

TEL.098-956-3069

島 尻 郡
城陽石油（株）

（有）タイシンオイルサービス

東風平店

大名店

島尻郡八重瀬町字宜次709-8

島尻郡南風原町字大名１８０

TEL.098-998-2116

TEL.098-889-1685

石 垣 市
ミヤギ産業（株）

あさひ（有）

空港前店

シーサー給油所石垣島店

石垣市真栄里545-1

石垣市新栄町79番地2

TEL.0980-88-6778

TEL.0980-88-7101

（資）与儀サービススティション

有村商事沖縄（株）

（株）宮健商事

九州エナジー（株）

城陽石油（株） 

那 覇 市
与儀店

若狭店

那覇西店

安謝店

国場店

那覇市樋川1-29-1　

那覇市若狭2-19-1

那覇市西1丁目11-20

那覇市曙3‐10‐7

那覇市仲井間148

TEL.098-832-1441

TEL.098-868-0531

TEL.098-868-1301

TEL.098-869-4062

TEL.098-833-2211

（株）ひさし商事

（株）ひさし商事

（株）ゴールド通産

（株）ゴールド通産

名 護 市
名護南店

羽地店

ゴールド東江店

ゴールド柳店

名護市大南2‐2‐11

名護市字伊佐川269

名護市東江5-17-18

名護市大北５丁目４番20号

TEL.0980-52-1667

TEL.0980-52-2785

TEL.0980-54-2425

TEL.0980-54-2456

うるま市
（有）稲嶺石油

瑞穂石油（株）

（同）石川サービスステーション

田場店

赤崎店

石川店

うるま市田場100

うるま市東山本町２-４-１

うるま市石川431

TEL.098-974-1188

TEL.098-964-2626

TEL.098-964-2025

宜野湾市
（株）ひさし商事

（有）タイシンオイルサービス

（有）共成産業 

宜野湾中央店

真志喜 店

野嵩プライム店 

宜野湾市大謝名3‐1‐1

宜野湾市真志喜１-９-１

宜野湾市野嵩3丁目4番6号

TEL.098-897-3180

TEL.098-897-2322

TEL.098-893-3455

（有）丸嘉石油 

（株）沖縄ユーポス

九州エナジー（株）

沖 縄 市

桃山店

越来店

宮里小前店

沖縄市南桃原3‐34‐1

沖縄市越来3-8-16

沖縄市宮里2-19-25

TEL.098-932-2142

TEL.098-921-2200

TEL.098-938-3883

糸 満 市
丸博産業（株） 西崎店 糸満市西崎町2-24-1 TEL.098-994-1831

豊見城市
（株）平良給油所 平良店 豊見城市字平良66 TEL.098-856-1837

宮古島市
宮古下里通り店
宮古空港店

宮古島市平良下里571-11

宮古島市平良字下里1657-128

TEL.0980-73-4604
TEL.0980-72-1212

営業時間：AM9:00～AM0:00
営業時間：AM8:00～PM7:15

石 垣 市
石垣店 石垣市大川245 営業時間：AM9:00～PM11:00TEL.0980-83-1234

那覇空港店

古波蔵店

那覇金城店

国際通り牧志店

那 覇 市
那覇市鏡水150

那覇市古波蔵2-25-31

那覇市金城5-8-8

那覇市牧志2-1-21

TEL.098-857-1691

TEL.098-836-8243

TEL.098-840-1567

TEL.098-943-2106

営業時間：AM6:30～PM8:00

営業時間：24時間営業

営業時間：AM8:00～AM0:00

営業時間：AM9:00～PM10:00

那覇新都心
おもろ店

那覇市おもろまち
4-21-22

TEL.098-860-2537 営業時間：24時間営業

名桜店
名護店

名 護 市
名護市字宇茂佐1703-8

名護市東江5-16-12

TEL.0980-51-1873
TEL.0980-52-4909

営業時間：AM8:00～AM0:00
営業時間：24時間営業

サンエー
ハンビー
タウン店

北谷町北前1-2-3
サンエーハンビータウン1F

TEL.098-982-7771 営業時間：AM10:00～PM10:00

北谷店
美浜店

カーニバル
パーク美浜店

北 谷 町
北谷町上勢頭549-2

北谷町美浜2-5-5

北谷町美浜15-69

TEL.098-936-6593
TEL.098-936-9005

TEL.098-926-3088

営業時間：AM8:00～AM0:00
営業時間：AM8:00～AM1:00

営業時間：AM11:00～PM11:00

屋宜原店
北中城村

北中城村屋宜原700 TEL.098-933-1479 営業時間：24時間営業
うるま市
安慶名店 うるま市みどり町6-1-1 TEL.098-972-4777 営業時間：24時間営業

南風原町

イオン
南風原店

南風原町字宮平264
イオン南風原
ショッピングセンター内

TEL.098-940-6280 営業時間：AM10:00～PM11:00

宜野湾市
普天間店 宜野湾市普天間2-14-1 TEL.098-896-1212 営業時間：AM9:00～PM10:00

サンエー宜野湾
コンベンション
シティ店

宜野湾市字宇地泊
558-10 TEL.098-942-2398 営業時間：AM9:00～PM10:00

沖 縄 市
美里店 沖縄市美里仲原町1-1 TEL.098-934-9222 営業時間：24時間営業

泡瀬店 沖縄市与儀395-1 TEL.098-932-1766 営業時間：AM8:00～AM1:00

A&W
Plus Cafe
プラザハウス店

沖縄市久保田3-1-12 TEL.098-932-3965 営業時間：AM9:30～PM10:00

糸 満 市
糸満店 糸満市阿波根1543-1 営業時間：AM7:30～AM1:00TEL.098-840-3377

浦 添 市
牧港店

サンエー
経塚店

浦添市牧港4-9-1

浦添市経塚652番地
サンエー経塚シティ内

TEL.098-876-6081

TEL.098-871-3370

営業時間：24時間営業

業時間：AM9:00～PM10:00

豊見城市

豊崎店
豊見城市字豊崎1-411
豊崎ライフスタイルセンター
TOMITON内1F

営業時間：AM10:00～PM10:00TEL.098-891-6404

アウトレット
モール
あしびなー店

豊見城市字豊崎1-188
沖縄アウトレットモール
あしびなー内

営業時間：AM10:00～PM8:00TEL.098-851-2001


