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令和3年8月20日現在　計 211ステーション

市区町村 運営会社等 給油所名 給油所住所（町丁字以下） 電話番号 備考

那覇市 オーケイ運輸合資会社 オーケイ　給油所 泊２－２－１１ 098-867-2692

那覇市 オーケイ運輸合資会社 オーケイ首里　給油所 首里石嶺町２－７－１ 098-886-3415

那覇市 オーケイ運輸合資会社 オーケイ泉崎　給油所 松尾１－２０－２２ 098-867-1581

那覇市 株式会社山城石油 サンセール宇栄原 小禄９３１－３ 098-857-2626

那覇市 合資会社南風原石油 首里　給油所 首里桃原町１－１６ 098-885-2222

那覇市 合資会社南風原石油 繁多川　給油所 繁多川２－１４－２ 098-855-0532

那覇市 合資会社南風原石油 松川　給油所 松川１－１－７ 098-853-0001

那覇市 合資会社南風原石油 ニュータウン与儀給油所 与儀２－２１－８ 098-853-1455

那覇市 ヤマト石油株式会社 サザンウィング高良　給油所 高良３－１１－４ 098-859-3131

那覇市 株式会社日政石油 寒川　給油所 松川３－１６－１ 098-884-3555

那覇市 株式会社日政石油 寄宮給油所 国場５１３ 098-855-7036

那覇市 株式会社白石 波之上海岸　給油所 辻２－２９－１ 098-868-9725

那覇市 株式会社白石 那覇大橋給油所 古波蔵３－１－１５ 098-833-2288

那覇市 株式会社伊禮石油 ブルーポート古波蔵サービスステーション 古波蔵２－２５－１ 098-854-8150

那覇市 株式会社伊禮石油 セルフ小禄バイパスサービスステーション 具志８２５－１ 098-852-0600

那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 末吉店 松島２－７－３９ 098-885-2110

那覇市 合資会社ホリデー石油 鏡原サービスステーション 鏡原町３４－４８ 098-857-3490

那覇市 合資会社ホリデー石油 田原サービスステーション 字小禄森口原１２０２－１ 098-857-0238

那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 山下店 山下町２－２４ 098-857-2140

那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 崇元寺店 泊１－３－５ 098-866-5267

那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 小禄店 具志１－１５－１ 098-859-3551

那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 宇栄原店 小禄６２４・６２５ 098-859-8950

那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート めかる店 字銘苅２２６ 098-863-8770

那覇市 株式会社りゅうせきライフサポート 空港店 鏡水３４４番地 098-858-8004

那覇市 エッカ石油株式会社 Enejet上間SS 字上間１６５－６ 098-835-0381

那覇市 ザ・テラスホテルズ株式会社 新都心給油所 安謝２－６－１７ 098-864-0907

那覇市 ザ・テラスホテルズ株式会社 壺川給油所 壷川３－４－２７ 098-834-3132

那覇市 ザ・テラスホテルズ株式会社 安謝中央給油所 港町３－７－２２ 098-861-1952

那覇市 有限会社安守石油 真玉橋給油所 国場１０８４ 098-854-9401

那覇市 株式会社九州エナジー 安謝給油所 曙３－１０－７ 098-869-4062

那覇市 合名会社バイパス給油所 安里バイパス　給油所 大道７５－１ 098-887-7712

那覇市 株式会社与儀給油所 与儀給油所 樋川１－２９－１ 098-832-1441

那覇市 丸博産業株式会社 曙給油所 曙２－４－２１ 098-869-8333

宜野湾市 株式会社山城石油 サンセール大山 大山３丁目５番５号 098-898-2405

宜野湾市 キーストン石油株式会社 オートウィング我如古 真栄原１－４－５ 098-898-4131

宜野湾市 株式会社日政石油 大久保給油所 宜野湾３－４－１ 098-892-4044

宜野湾市 株式会社普天間石油 上原　給油所 上原１－３－１ 098-892-2706

宜野湾市 株式会社普天間石油 伊佐　給油所 伊佐３－９－１ 098-898-5525

宜野湾市 株式会社普天間石油 はごろもサービスステーション 宜野湾２－１０－１７ 098-893-4634

宜野湾市 株式会社ODC 真志喜サービスステーション 真志喜１－９－１ 098-987-2322

宜野湾市 有限会社共成産業 野嵩プライムステーション 野嵩３－４－６ 098-893-3455

石垣市 ミヤギ産業株式会社 空港前給油所 真栄里５４５－１ 09808-8-6778

石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 新栄町給油所 字新栄町１２ 0980-82-3712

石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 日石白保給油所 字白保東嘉手苅７６３－４ 09808-6-7333

石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 石垣　給油所 字登野城６９ 0980-82-4498

石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 磯辺　給油所 字宮良南端１０５４－４４ 09808-2-3879

石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 新小前給油所 字新栄町28-2 0980-86-0480

石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 石垣空港給油所 字盛山東牛種子２２２－３４ 0980-84-4182

石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 新川シード給油所 新川４３９番地１ 0980-88-1560

石垣市 株式会社石垣エスエスグループ 真栄里BP給油所 真栄里２３７番地１１ 0980-84-3440

石垣市 株式会社JAおきなわSS 大浜給油所 字大浜４８０－１ 0980-83-2970

石垣市 あさひ有限会社 シーサー給油所 新栄町７９番地２ 0980-88-7101

石垣市 八重山石油株式会社 真栄里　給油所 真栄里慶田山４８８－１ 0980-83-2988

浦添市 株式会社浦西石油 浦西給油所 前田３丁目１番７号 098-877-7291

浦添市 株式会社浦添石油 サンセール屋冨祖 屋冨祖１－１－２ 098-877-1322

浦添市 株式会社浦添石油 サンセール前田 前田3丁目18番1号 098-875-5740

浦添市 キーストン石油株式会社 オートウィング浦添 字港川２－２０－１ 098-879-6031

浦添市 株式会社伊禮石油 セルフ浦添東サービスステーション 仲間２－５０－１ 098-879-5177

浦添市 株式会社伊禮石油 セルフ浦添サービスステーション 大平１－３６－２ 098-874-5505

浦添市 株式会社伊禮石油 セルフ城間サービスステーション 城間１－１１－７ 098-878-9000

浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 真栄原店 西原２丁目４番９号 098-877-2118

浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 牧港店 牧港４－８－１ 098-876-5750

住民拠点サービスステーション等 一覧
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浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 仲西店 仲西１－３－１９ 098-877-2098

浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 経塚店 字経塚４５７ 098-877-7337

浦添市 株式会社りゅうせきライフサポート 卸団地店 西洲２－１－７ 098-875-2737

浦添市 ザ・テラスホテルズ株式会社 牧港給油所 牧港５－３－７ 098-879-4034

浦添市 株式会社くみき ＪＡなかまセルフSS 仲間3-1-1 098-877-7446

名護市 キーストン石油株式会社 オートウィング川上 字川上１９２ー２ 0980-58-2577

名護市 合資会社南風原石油 名護リゾート給油所 許田５－１ 0980-54-2492

名護市 株式会社ひさし商事 羽地　給油所 字伊差川２６９－２ 0980-52-2785

名護市 株式会社ひさし商事 名護南　給油所 大南2-2-11 0980-52-1667

名護市 株式会社ゴールド通産 ゴールド給油所 東江５－１７－１８ 0980-54-2425

名護市 株式会社ゴールド通産 ゴールド柳給油所 大北５－４－２０ 0980-54-2456

名護市 株式会社山浩商事 大北サービスステーション 大北3-1-76 0980-52-2105

名護市 株式会社JAおきなわSS 羽地セルフ給油所 字振慶名２００－１ 0980-58-3365

名護市 株式会社伊禮石油 セルフ名護サービスステーション 字世冨慶５７４－５ 0980-54-1575

名護市 株式会社りゅうせきライフサポート 名護店 東江４－２－６ 0980-52-2334

名護市 株式会社東開発 名桜　給油所 字為又８５９－１ 0980-54-0866

名護市 株式会社東開発 名護バイパス給油所 大北4-21-5 0980-54-1955

名護市 株式会社三光 宮里給油所 宮里３－２５－１０ 0980-52-5438

名護市 株式会社白石 東江給油所 東江4-22-30 0980-52-2427

糸満市 株式会社山城石油 サンセール潮平 字潮平７７２－１ 098-994-2530

糸満市 金秀鋼材株式会社 かねひでSS糸満店 兼城400 098-852-3317

糸満市 株式会社JAおきなわSS 兼城給油所 字賀数２４６－４ 098-994-6876

糸満市 株式会社りゅうせきライフサポート いとまん店 兼城４７１－３ 098-840-8230

糸満市 有限会社糸満自動車学校 西崎パーク 西崎町３－２２１、２２２ 098-995-2373

糸満市 エッカ石油株式会社 エッカ石油糸満営業所 西崎町５－３－７ 098-994-3939

糸満市 丸博産業株式会社 西崎　給油所 西崎町２－２４－１ 098-994-1831

沖縄市 永山石油株式会社 高原　給油所 高原５－９－９ 098-937-7298

沖縄市 合資会社南風原石油 八重島給油所 八重島２－７－２ 098-921-0377

沖縄市 株式会社伊禮産業 中部支店 字登川2835 098-921-3333

沖縄市 株式会社JAおきなわSS 美里給油所 美里３－９－７ 098-937-8590

沖縄市 株式会社伊禮石油 ブルーポート池原サービスステーション 池原３－３－２０ 098-934-6789

沖縄市 永山石油株式会社 セルフ前原SS 古謝３－２２－１４ 098-938-4896

沖縄市 永山石油株式会社 運動公園　給油所 泡瀬３－８－３ 098-982-1320

沖縄市 株式会社りゅうせきライフサポート 上地店 上地３－１８－１ 098-932-9888

沖縄市 株式会社りゅうせきライフサポート 宮里店 古謝津嘉山町1番6号 098-938-9439

沖縄市 合資会社 宮商事 カーポートよぎＳＳ 与儀１－７－１ 098-932-7282

沖縄市 株式会社森岡コーリー センチュリー泡瀬給油所 泡瀬２－５－１ 098-937-5342

沖縄市 株式会社神谷石油 登川サービスステーション 登川２４９１ 098-939-5062

沖縄市 株式会社九州エナジー 宮里給油所 宮里２－１９－２５ 098-938-3883

沖縄市 有限会社シンリユウ石油 泡瀬配送センター 古謝二丁目16番29号 098-983-4123

豊見城市 株式会社平良給油所 平良　給油所 字平良６６ 098-856-0837

豊見城市 金秀鋼材株式会社 かねひでSS上田店 字渡橋名210-1 098-840-2700

豊見城市 ヤマト石油株式会社 豊見城南　給油所 字保栄茂５７６－１ 098-850-2828

豊見城市 有限会社ファミリー給油所 ファミリー　給油所 字与根３２１－８ 098-850-3800

豊見城市 有限会社上原自動車整備センター マックスサービスステーション 字名嘉地２５９－７ 098-856-7775

豊見城市 株式会社センターサービスステーション豊見城グランド給油所 字高安２７３－３ 098-850-8682

豊見城市 株式会社りゅうせきライフサポート 豊崎店 字豊崎３－４０ 098-856-4187

豊見城市 沖縄石油販売株式会社 伊良波給油所 字伊良波１５９－１ 098-850-2332

豊見城市 沖縄石油販売株式会社 宜保給油所 字豊見城510-1 098-856-1071

うるま市 合同会社石川サービスステーション 石川給油所 石川４３０ 098-964-2025

うるま市 キーストン石油株式会社 オートウィング具志川 塩屋浜原４６３－３ 098-974-8888

うるま市 有限会社稲嶺石油 田場　給油所 田場田場原１００ 098-974-1188

うるま市 株式会社ユカ モーレ宮里東給油所 字宮里４７ 098-973-6086

うるま市 有限会社　新石油 勝連　給油所 勝連平安名２７０１－２ 098-978-7398

うるま市 株式会社伊禮石油 セルフ兼原サービスステーション 字高江洲１０８１ 098-973-8888

うるま市 株式会社セイコウ 天願給油所 字天願１３６－１ 098-972-6699

うるま市 有限会社くだか石油 嘉手苅給油所 石川嘉手苅１４１－６ 098-965-5565

うるま市 株式会社森岡コーリー みどり町給油所 字西原２－１ 098-972-5465

うるま市 瑞穂石油株式会社 赤崎　給油所 石川東山本町２－４－１ 098-964-2626

うるま市 株式会社神谷石油 伊波サービスステーション 石川字伊波３０９番地 098-964-5482

うるま市 株式会社くみき ＪＡえのび給油所 字栄野比２１ 098-972-4994

宮古島市 株式会社福里給油所 福里　給油所 城辺字福里６２４－１ 09807-7-4705

宮古島市 合名会社宮古給油所 中休　給油所 平良字西里野原越２０４１－４ 09807-2-4971
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宮古島市 有限会社豊見山石油 みなみ　給油所 伊良部字長浜１４１３番地５ 09807-8-5454

宮古島市 株式会社JAおきなわSS ひららセルフ給油所 平良字西里１４３４ 09807-2-1426

宮古島市 あさひ有限会社 シーサー給油所宮古島店 平良字西里１０１９－１ 0980-79-0115

宮古島市 株式会社りゅうせきライフサポート 西里店 平良字西里７６５－３ 0980-79-0334

宮古島市 株式会社大米建設 大米給油所 平良字荷川取２７５－１ 0980-72-6282

宮古島市 有限会社城辺給油所 城辺給油所 城辺字比嘉８６８－１ 0980-77-7706

南城市 親ケ原石油販売株式会社 親ケ原　給油所 玉城字仲村渠１２５７－１ 098-948-1093

南城市 有限会社ミナミ石油 南部大里給油所 大里字大里２６５１－５ 09894-5-0213

南城市 株式会社JAおきなわSS しんかい給油所 佐敷新開１－７ 098-947-6800

南城市 有限会社おきりゅう ハローシーサー知念店 知念字久原４３０ 098-947-1050

南城市 株式会社ＪＡおきなわＳＳ 大里セルフＳＳ 大里字稲嶺２０５３－１ 098-945-8206

国頭郡国頭村 株式会社JAおきなわSS 国頭給油所 字辺土名１５８１－２ 0980-41-5104

国頭郡国頭村 有限会社奥間給油所 奥間　給油所 字半地３４４ 0980-41-2120

国頭郡東村 株式会社東開発 有銘給油所 字有銘６９－１ 0980-43-2824

国頭郡本部町 株式会社本部サンシー交通 海洋博前給油所 字山川１４７－１ 0980-48-3703

国頭郡本部町 株式会社大和産業 伊豆味　給油所 伊豆味８５－１ 0980-47-2893

国頭郡本部町 株式会社ＪＡおきなわＳＳ もとぶセルフＳＳ 字大浜８７６－１ 0980-47-3086

国頭郡恩納村 合資会社南風原石油 ヤマダ　給油所 字山田２３９５－１ 098-965-5706

国頭郡恩納村 株式会社ユカ モーレ与久田給油所 字真栄田２４２６ 098-964-3068

国頭郡恩納村 有限会社恩納給油所 恩納　給油所 字前兼久９５９ 098-964-2388

国頭郡恩納村 株式会社琉球鉱業 谷茶給油所 字谷茶２３８－１ 098-966-2855

国頭郡宜野座村 株式会社JAおきなわSS 宜野座セルフ給油所 字宜野座192番地 098-968-8753

国頭郡宜野座村 有限会社拓邦産業 城原給油所 字漢那２２８７－１ 098-968-5090

国頭郡宜野座村 ザ・テラスホテルズ株式会社 潟原給油所 字松田２８４２ 098-968-8515

国頭郡金武町 有限会社おきりゅう ハローシーサー屋嘉店 字屋嘉２６３４ 098-965-0163

国頭郡金武町 株式会社りゅうせきライフサポート 金武店 字金武２５８ 098-968-7888

国頭郡金武町 有限会社拓邦産業 金武並里　給油所 字金武５５４２ 098-968-4902

国頭郡金武町 エッカ石油株式会社 Enejet伊芸SS 字伊芸２０７ 098-968-2053

国頭郡伊江村 株式会社大口開発 ポートサイド給油所 字川平７４０番地 0980-49-5454

国頭郡伊江村 株式会社JAおきなわSS いえ給油所 字川平１８５－１ 0980-49-2808

国頭郡伊江村 有限会社金城産業 伊江島　給油所 字川平３３６－２ 0980-49-2720

中頭郡読谷村 有限会社ふるげん 古堅給油所 字古堅６３８－２ 098-956-0791

中頭郡読谷村 株式会社日政石油 読谷給油所 字楚辺１１３９ 098-956-2547

中頭郡読谷村 株式会社日政石油 比謝川給油所 字伊良皆２４０ 098-892-6738

中頭郡読谷村 株式会社日政石油 都屋給油所 字都屋２７９－１ 098-956-3312

中頭郡読谷村 株式会社伊禮石油 セルフ読谷喜名サービスステーション 喜名４６９ 098-958-3700

中頭郡読谷村 株式会社伊禮石油 ブルーポート読谷長浜サービスステーション 長浜１７７２－１ 098-958-3510

中頭郡嘉手納町 株式会社宮健商事 水釜　給油所 字水釜１８６ 098-956-3069

中頭郡北谷町 株式会社白石 北谷美浜　給油所 美浜3-1-2 098-936-9422

中頭郡北谷町 沖縄出光株式会社 ハートフル北谷　給油所 字浜川８－１０ 098-936-1131

中頭郡北谷町 株式会社センターサービスステーションセンター　給油所 砂辺３６５ 098-936-2509

中頭郡北谷町 株式会社りゅうせきライフサポート 北谷桑江店 桑江４７２－７ 098-936-9675

中頭郡北谷町 株式会社森岡コーリー セルフ北谷役場前給油所 字伊平２３６－１ 098-921-7585

中頭郡北中城村 株式会社山城石油 サンセール和仁屋 字和仁屋１８９－３ 098-982-0511

中頭郡北中城村 キーストン石油株式会社 オートウィング北中 字島袋１４１８ 098-933-8888

中頭郡北中城村 合資会社南風原石油 ずけらん東給油所 瑞慶覧大平原６４０ 098-930-3340

中頭郡北中城村 株式会社JAおきなわSS 北中城給油所 字仲順２３６－２ 098-935-3001

中頭郡北中城村 株式会社りゅうせきライフサポート イオンモール沖縄ライカム店 アワセ土地区画整理事業区内４街地 098-931-0077

中頭郡北中城村 エッカ石油株式会社 Enejet屋宜原SS 字屋宜原５０１－２ 098-932-9952

中頭郡中城村 株式会社山城石油 サンセール琉大前 南上原511 098-895-5267

中頭郡中城村 有限会社信栄石油 北上原　給油所 字北上原４２８ 098-895-5512

中頭郡中城村 株式会社ユカ モーレくば 字久場１９８４ 098-895-5050

中頭郡中城村 丸博産業株式会社 中城給油所 字泊１０６－２ 098-895-5389

中頭郡西原町 合資会社南風原石油 兼久給油所 字兼久174-2 098-882-0005

中頭郡西原町 株式会社坂田給油所 坂田　給油所 字翁長５３９番地２ 098-945-4555

中頭郡西原町 金秀鋼材株式会社 かねひでSS小那覇店 字小那覇514-1 098-946-4434

中頭郡西原町 金秀鋼材株式会社 小波津給油所 字小波津544-2 098-944-0088

中頭郡西原町 株式会社西原グリーンセンター 西原センターサービスステーション 字内間５２５－２ 098-945-4196

中頭郡西原町 瑞穂石油株式会社 西原幸地給油所 幸地８９５－６ 098-835-8633

島尻郡与那原町 合資会社南風原石油 与那原商店街　給油所 字与那原１３－１ 098-945-3366

島尻郡与那原町 金秀鋼材株式会社 かねひでSS　あがり浜店 字東浜６８－１ 098-882-8282

島尻郡与那原町 株式会社りゅうせきライフサポート 与那原店 字与那原１１７６－１ 098-945-8111

島尻郡南風原町 合資会社南風原石油 南風原　給油所 字兼城１２７ 098-889-1111
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島尻郡南風原町 有限会社ミナミ石油 照屋　給油所 字照屋３２９ 0988-89-7526

島尻郡南風原町 株式会社りゅうせきライフサポート 与那覇店 字与那覇５２７ 098-889-0524

島尻郡南風原町 株式会社りゅうせきライフサポート 津嘉山南店 字津嘉山１６８３ 098-889-3749

島尻郡南風原町 株式会社ＯＤＣ 大名サービスステーション 字大名１８０ 098-889-1685

島尻郡渡嘉敷村 有限会社渡嘉敷石油 渡嘉敷　給油所 字渡嘉敷１７７９－５ 098-987-2200

島尻郡座間味村 有限会社座間味石油商会 座間味　給油所 字座間味１６７ 098-987-2937

島尻郡座間味村 有限会社座間味石油商会 阿嘉給油所 字阿嘉５０ 098-987-3994

島尻郡渡名喜村 桃原　健正 渡名喜石油販売所 １８６２－１ 098-989-2251

島尻郡南大東村 株式会社JAおきなわSS 南大東給油所 字在所１８８ 09802-2-2444

島尻郡伊平屋村 有限会社伊平屋給油所 伊平屋　給油所 前泊１９２ 0980-46-2119

島尻郡伊是名村 株式会社JAおきなわSS 伊是名給油所 字仲田１０４４ 0980-45-2518

島尻郡久米島町 有限会社仲里石油商会 久米　給油所 字比嘉２２０ 098-985-7001

島尻郡八重瀬町 ヤマト石油株式会社 八重瀬給油所 字東風平１０２５－１ 098-998-2725

島尻郡八重瀬町 ヤマト石油株式会社 セルフステーション八重瀬507 字伊覇１９４－１ 098-996-3071

島尻郡八重瀬町 株式会社JAおきなわSS 東風平給油所 字伊覇４５－１ 098-998-2648

島尻郡八重瀬町 街クリーン株式会社 八重瀬長毛給油所 字長毛２２２－１ 098-998-6369

八重山郡竹富町 有限会社西部石油商会 干立給油所 字西表１００４ 0980-85-6153

八重山郡竹富町 有限会社西部石油商会 上原　給油所 字上原423 0980-85-6389

八重山郡竹富町 株式会社玉盛商会 南風見給油所 字南風見２０１－３８ 0980-85-5225

八重山郡竹富町 西石垣　周三 波照間石油販売所 字波照間２７７９ 0980-85-8519

八重山郡与那国町 米浜石油株式会社 米浜給油所 字与那国４６６８－１ 09808-7-2119

八重山郡与那国町 株式会社与那国石油商会 久部良　給油所 字与那国４０２２ 0980-87-2655

八重山郡与那国町 株式会社与那国石油商会 祖納　給油所 字与那国１０ 0980-87-2048


