
 

 

 

 
 

熊本県下に所在する当社グループの全 CS（給油所）運営再開のお知らせ 
 

 

この度の熊本県および大分県での地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

熊本県下に所在する伊藤忠エネクスグループのカーライフ・ステーション（以下、CS）は全て営

業を再開いたしましたので、ご案内申し上げます。 

 

対象店舗：50CS 内、営業停止：0CS 

※店舗一覧は次ページに記載してございます 

 

 

給油可能な CS におきましても、災害復旧のための緊急車両への対応を優先させていただく場

合がございます。 

併せまして、数量・金額限定での給油や営業時間の短縮をお願いする場合もございますので、

何卒ご理解ご協力を賜ります様、お願い申し上げます。 

 

以 上 

 

 

 
 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

伊藤忠エネクス株式会社 

調査広報部 IR 広報課／青柳匡彦 

TEL 03-6327-8003 

 

 

 

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ               2016 年 4 月 21 日 

 



熊本県全域を対象とした、4月21日9時時点で運営中の給油所一覧です。
なお、道路事情その他の事情により、運営状況が変更になることがあります。

No. マーク 運営会社 給油所名 電話番号 住所

1 エネクス ㈲森山石油店 赤水 0967-35-0152 熊本県阿蘇市赤水812-1

2 エネクス ㈲乙姫灯油センター 乙姫 0967-34-0988 熊本県阿蘇市黒川1552

3 エネクス フルキ石油㈱ 一の宮 0967-22-0301 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4604-13

4 エネクス フルキ石油㈱ 阿蘇駅前（阿蘇） 0967-34-0530 熊本県阿蘇市黒川1517

5 エネクス 肥後石油㈱ 江津湖 096-368-6160 熊本県熊本市東区湖東2-3-1

6 エネクス 肥後石油㈱ 御所浦 096-967-3511 熊本県天草市御所浦町御所浦3881-11

7 エネクス 酒見石油㈱ 西玉名 0968-73-5933 熊本県玉名市築地436-1

8 エネクス 酒見石油㈱ 天水 0968-82-2910 熊本県玉名市天水町部田見2305-1

9 エネクス 酒見石油㈱ 宮内 0968-63-2348 熊本県荒尾市宮内出目125-1

10 エネクス 酒見石油㈱ 鹿本 0968-46-2019 熊本県山鹿市鹿本町大字御宇田36

11 エネクス 酒見石油㈱ 坪井 096-344-6505 熊本県熊本市中央区坪井町6-619

12 エネクス オイルショップクロダ㈲ ルート208大倉 0968-74-1416 熊本県玉名市大倉511-1

13 エネクス ㈱みのり商事 苓北 0969-37-1121 熊本県天草郡苓北町上津深江390

14 エネクス ㈱柴尾産業 南関 0968-53-0160 熊本県玉名郡南関町上長田670-2

15 エネクス ㈱柴尾産業 カーステーション荒尾 0968-64-8881 熊本県荒尾市荒尾字上川後田4160－250

16 エネクス 西村輪油店 上坂下 0968-53-9206 熊本県玉名郡南関町上坂下3552-3

17 エネクス ㈲溝見石油 YOUｽﾃｰｼｮﾝ松橋 0964-32-0474 熊本県宇城市松橋町松橋1320-1

18 エネクス 東光石油㈱ 菊南 096-343-7700 熊本県合志市須屋715

19 エネクス 東光石油㈱ 池田 096-359-5251 熊本県熊本市北区池田3-1-46

20 エネクス 安田石油㈲ 田中町 0965-31-0088 熊本県八代市横手新町7-10

21 エネクス 内田興産㈲ 永碇 0965-35-2681 熊本県八代市永碇町666-2

22 エネクス 内田興産㈲ 松橋BP 0964-22-5754 熊本県宇土市立岡町字西閏野782-3

23 エネクス ㈱熊飽自動車 ロータス小峯 096-365-8844 熊本県熊本市東区長嶺南5-3-7

24 エネクス ㈱熊飽自動車 ロータス江津湖 096-373-0567 熊本県熊本市東区出水3丁目13-10

25 エネクス (名)宮村商店 ハロービック・ハロー鏡 0965-52-0515 熊本県八代市鏡町大字内田97

26 エネクス (名)宮村商店 ハロービック・ハロー八代 0965-46-1700 熊本県八代市千丁町大字太牟田字平島2290-20

27 エネクス 三栄商事㈱ 浜町 0967-72-2766 熊本県上益城郡山都町下馬尾179-5

28 エネクス ㈲ケーショー石油 大矢野 0964-56-0891 熊本県上天草市大矢野町中858-4

29 エネクス 万年石油㈱ 津奈木 0966-78-2111 熊本県葦北郡津奈木町津奈木1238-1

30 エネクス 水俣石油㈱ 港町 0966-63-2426 熊本県水俣市港町１丁目2-8

31 ENEOS 肥後石油㈱ 清水 096-327-8536 熊本県熊本市北区清水亀井町18-21

32 ENEOS 肥後石油㈱ 月出 096-383-6841 熊本県熊本市東区月出1-5-5

33 ENEOS 肥後石油㈱ 熊本インター 096-388-1592 熊本県熊本市東区御領8丁目2-37

34 ENEOS 大海冷蔵㈱ 熊本総合市場 096-353-0568 熊本県熊本市西区田崎町380－7

35 ENEOS 植木石油㈱ 田底 096-274-6833 熊本県熊本市北区植木町正清277-3

36 ENEOS ㈲藤吉商会 宇土 0964-22-0751 熊本県宇土市松山町1203-1

37 ENEOS 東光石油㈱ 城南 096-428-8115 熊本県熊本市南区城南町東阿高280-1

38 ENEOS ㈲田上石油 御船 096-282-0232 熊本県上益城郡御船町御船1049-1

39 ENEOS ㈲久保田石油 セルフ坂本 0965-45-8822 熊本県八代市坂本町中谷は1333-1

運営中ＣＳ一覧



No. マーク 運営会社 給油所名 電話番号 住所

40 ENEOS ㈲ムラカミ商会 弓削 096-338-7977 熊本県熊本市北区武蔵ｹ丘7-3-3

41 ENEOS 松岡石油㈱ 港町給油所 0965-37-2172 熊本県八代市港町69-3

42 ENEOS 松岡石油㈱ 田中町給油所 0965-34-3124 熊本県八代市田中西町5-3

43 ENEOS 三栄商事㈱ 矢部 0967-72-2939 熊本県上益城郡山都町上寺45

44 ENEOS 江良石油 久玉 0969-72-2585 熊本県天草市久玉町村田1472-1

45 ENEOS ㈱九州味岡エナジー 四方寄 096-354-0767 熊本県熊本市北区四方寄町字南原1670

46 ENEOS ㈱九州味岡エナジー 健軍 096-369-7860 熊本県熊本市東区健軍2-14-18

47 ENEOS 江藤エネルギー㈱ セルフ阿蘇 0967-34-2103 熊本県阿蘇市蔵原字向田820-3

48 ENEOS エネクスフリート㈱ 植木インター 096-273-0321 熊本県熊本市北区植木町大井字木笠58-1

49 コスモ エネクスフリート㈱ 八代インター 0965-39-0595 熊本県八代市川田町西420-1

50 コスモ ㈲坂本商会 東野 096-365-9250 熊本県熊本市東区東野4-1




