
＜２０２０年度ＥＮＥＯＳ全国優秀ＳＳ表彰制度　入賞ＳＳ一覧＞

１．総合賞

（１）フルサービス部門　１２ＳＳ

No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

1 北海道 中和石油株式会社 二十四軒

2 関東第２ 加藤石油株式会社 南浦和ＳＳ

3 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ今宿東店

4 東京 株式会社カワサキ アクシス国府台ＳＳ

5 東京 中外石油株式会社 六番町ＳＳ

6 東京 有限会社ペトロベスト 新板橋ＳＳ

7 中部 各務原石油株式会社 春岡通ＳＳ

8 大阪第１ 極東油業株式会社 千里丘ＳＳ

9 大阪第１ 極東油業株式会社 玉造ＳＳ

10 大阪第１ ネクサスエナジー株式会社 関西支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新町ＳＳ

11 大阪第２ 有限会社田中石油店 堅田ＳＳ

12 九州 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ加世田中央ＳＳ

（２）セルフサービス部門　１５２ＳＳ

No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

1 北海道 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ雁来インター店

2 北海道 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ藤野中央店

3 北海道 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ室蘭日の出店

4 北海道 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ末広東

5 北海道 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ西町

6 東北
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東北カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桜ヶ丘店

7 東北
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東北カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉岡南店

8 東北 荘内エネルギー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンポートあずま店

9 東北 太陽鉱油株式会社 仙台港ＳＳ

10 東北 ネクサスエナジー株式会社 東北支店 セルフ水沢バイパスＳＳ

11 東北 マルネン株式会社 東日本販売部 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ熊野堂店

12 東北 有限会社嶺岸石油 ＥｎｅＪｅｔ茂庭生出ＳＳ

添付資料－２



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

13 関東第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
北関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新駒生店

14 関東第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
北関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ壬生おもちゃのまち店

15 関東第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
北関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ薬師寺店

16 関東第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
北関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフやなせ店

17 関東第１ 群馬自動車燃料販売株式会社 セルフ伊勢崎田中ＳＳ

18 関東第１ 國際油化株式会社 オブリステーション牛久女化南

19 関東第１ 國際油化株式会社 オブリステーション豊郷台

20 関東第１ セキショウカーライフ株式会社 みらい平店

21 関東第１ 中村石油株式会社 セルフ長岡曙ＳＳ

22 関東第１ 株式会社にいがたエネルギー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岡山店

23 関東第１ 株式会社にいがたエネルギー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中山店

24 関東第１ 株式会社にいがたエネルギー Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新津中央店

25 関東第１ 株式会社丸山石油店 セルフ燕吉田ＳＳ

26 関東第２ 穴水株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ韮崎店

27 関東第２ 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 関東第２支店 セルフ竜王ＳＳ

28 関東第２ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 浦和美園ＳＳ

29 関東第２ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 北本ＳＳ

30 関東第２ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 所沢牛沼ＳＳ

31 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフうらわ円正寺店

32 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北浦和店

33 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ熊谷中央店

34 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ越谷総合公園店

35 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ志木幸町店

36 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高野台店

37 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西大宮店

38 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西所沢店

39 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東川口店



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

40 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ本郷店

41 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南入曽店

42 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南平野店

43 関東第２ 関東菱油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北本店

44 関東第２ 関東菱油株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＲ１６南平野店

45 関東第２ 國際油化株式会社 オブリステーション春日部ニュータウン

46 関東第２ 國際油化株式会社 オブリステーション新大宮

47 関東第２ 國際油化株式会社 オブリステーション新狭山

48 関東第２ 株式会社タカサワ 中野市一本木ＳＳ

49 関東第３ 株式会社アセント Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東戸塚ＳＳ

50 関東第３ 伊伝株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大仁店

51 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ梶ヶ谷店

52 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ菊川インター店

53 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ寒川店

54 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新用田店

55 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ茅ヶ崎店

56 関東第３ 遠鉄石油株式会社 上島ＳＳ

57 関東第３ 株式会社木所 木所本社ＳＳ

58 関東第３ 株式会社木所 ジョイセルフ間門ＳＳ

59 関東第３ 國際油化株式会社 オブリステーション厚木戸室

60 関東第３ 國際油化株式会社 オブリステーション湘南台

61 関東第３ 株式会社シブヤエネックス スタシオン城山ＳＳ

62 関東第３ 株式会社シブヤエネックス スタシオン鶴見ＳＳ

63 関東第３ 株式会社シブヤエネックス スタシオン六ッ川ＳＳ

64 関東第３ 湘南海岸富士見石油有限会社 茅ヶ崎海岸ＳＳ

65 関東第３ 太陽鉱油株式会社 １２９号線相模原ＳＳ

66 関東第３ 鶴見石油株式会社 松見町ＳＳ

67 関東第３ ナガシマ株式会社 海老名北サービスステーション

68 関東第３
日新商事株式会社
SSリテール部横浜SSグループ

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ手広店

69 関東第３
日新商事株式会社
SSリテール部横浜SSグループ

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ山手台店

70 関東第３ マルネン株式会社 マルネンセルフ高洲ＳＳ



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

71 関東第３ 株式会社ＭＩＣ オートキヨスク寒川ＳＳ

72 関東第３ 株式会社ＭＩＣ オートキヨスク平塚ＳＳ

73 東京 青木石油商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上郷ＳＳ

74 東京 株式会社荒木 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ府中ＳＳ

75 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ おゆみ野ＳＳ

76 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 柏の葉キャンパスＳＳ

77 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 八千代緑が丘ＳＳ

78 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八街店

79 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ保木間店

80 東京 関東燃料株式会社 ＥｎｅＪｅｔ龍禅寺南ＳＳ

81 東京 國際油化株式会社 オブリステーション東青梅

82 東京 國際油化株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオブリステーション調布

83 東京 株式会社シンエネコーポレーション シンエネ土浦中央ＳＳ

84 東京 シンエネ商事株式会社 シンエネ鵜野森ＳＳ

85 東京 エム・シー・オイル株式会社 日野万願寺ＳＳ

86 中部 明石吉田屋産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ ＡＫＡＳＨＩ田原店

87 中部 アルプス中京株式会社 メガセルフ土岐ＳＳ

88 中部 株式会社ＥＮＥＯＳウイング 東海支店 セルフ新城杉山ＳＳ

89 中部
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中部カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上志段味店

90 中部
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中部カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ日進赤池店

91 中部
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中部カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ野並店

92 中部
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中部カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ名濃バイパス店

93 中部 株式会社ダイアーツコーポレーション ＮＥＯ香流ＳＳ

94 中部 北陸三愛石油株式会社 オブリステーション呉羽

95 中部 北陸三愛石油株式会社 オブリステーション松任

96 中部 株式会社マルタカ石油 ＥｎｅＪｅｔあざぶＳＳ

97 大阪第１ 旭油業株式会社 江坂ＳＳ

98 大阪第１ 伊丹産業株式会社 セルフ野里ＳＳ

99 大阪第１ 株式会社イトー 緑ヶ丘ＳＳ

100 大阪第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 泉南北野ＳＳ

101 大阪第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊川谷店

102 大阪第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大久保中央店



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

103 大阪第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岸田堂店

104 大阪第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊中西店

105 大阪第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花園ラグビー場店

106 大阪第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ都島店

107 大阪第１ 大島商事株式会社 セルフステーション塚口南

108 大阪第１ 極東油業株式会社 片町ＳＳ

109 大阪第１ 極東油業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ阪奈生駒ＳＳ

110 大阪第１ 株式会社サントーコー 大阪支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ和泉中央ＳＳ

111 大阪第１ 三宮オイル株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ須磨横尾ＳＳ

112 大阪第１ 三和油業株式会社 ＥｎｅＪｅｔ枦谷ＳＳ

113 大阪第１ 日新商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ深井駅前ＳＳ

114 大阪第１ ネクサスエナジー株式会社 関西支店 第二阪神尼崎ＳＳ

115 大阪第１ ネクサスエナジー株式会社 関西支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ枚方牧野ＳＳ

116 大阪第１ 日之出石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ天美店

117 大阪第１ 株式会社藤田商店 岡山西高崎ＳＳ

118 大阪第１ 宝扇商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ末広ＳＳ

119 大阪第１ 宝扇商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ徳島ＳＳ

120 大阪第１ 山文商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ近江八幡駅南ＳＳ

121 大阪第２ 株式会社伊藤佑 スーパーセルフ栗東北中小路ＳＳ

122 大阪第２ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 長岡京ＳＳ

123 大阪第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇治市役所前店

124 大阪第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伏見堀川店

125 大阪第２ 滋賀石油株式会社 セルフ草津矢橋店

126 大阪第２ 滋賀石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ栗東駅前店

127 大阪第２ 株式会社ユニス ハートランド男山ＳＳ

128 大阪第２ 株式会社ユニス 洛西ＳＳ

129 中国
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中国カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ安佐北店

130 中国
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中国カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中筋店

131 中国 國際油化株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオブリステーション後楽園

132 中国 株式会社ＴＡＩＳＥＩ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新見中央ＳＳ

133 中国 株式会社ＴＡＩＳＥＩ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ廿日市インターＳＳ

134 中国 ダイヤ石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ広島西ＳＳ

135 中国 ダイヤ石油株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフみどりまちＳＳ



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

136 中国 ツネイシＣバリューズ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ尾道三成ＳＳ

137 中国 土居石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅローズガーデン南本庄ＳＳ

138 中国 東真産業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岡山西警察署前ＳＳ

139 中国 松江石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンドリーム春日ＳＳ

140 中国 ミータス株式会社 ゆめタウン前ＳＳ

141 中国 株式会社両備エネシス セルフ鴨方ＳＳ

142 中国 株式会社両備エネシス Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフトイヤマチ店

143 九州 井上石油株式会社 姶良総合運動公園前ＳＳ

144 九州 株式会社エムロード Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本渡ＳＳ

145 九州 株式会社エムロード Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松橋ＳＳ

146 九州 國際油化株式会社 オブリステーション神埼

147 九州 國際油化株式会社 オブリステーション城山

148 九州 國際油化株式会社 オブリステーション次郎丸

149 九州 國際油化株式会社 オブリステーション南福岡

150 九州 國際油化株式会社 オブリステーション柳川

151 九州 國際油化株式会社 オブリステーション行橋

152 九州 國際油化株式会社 オブリステーション若久



２．部門賞

（１）ＥＮＥＯＳカード　３４ＳＳ

No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

1 北海道 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ登別新生店

2 北海道 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔアサヒビール園前

3 北海道 ナラサキ石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ美しが丘ＳＳ

4 東北 株式会社角登商店 愛子街道ＳＳ

5 東北 荘内エネルギー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンポートあずま店

6 関東第１ 國際油化株式会社 オブリステーション牛久女化南

7 関東第１ 國際油化株式会社 オブリステーションつくば北条

8 関東第２ アミュ－ズメントサ－ビス株式会社 ＡＭＵＳＥ韮崎ＳＳ

9 関東第２ 國際油化株式会社 オブリステーション春日部ニュータウン

10 関東第２ 有限会社萩原石油 とよとみＳＳ

11 関東第３ 國際油化株式会社 オブリステーション湘南台

12 関東第３ ナガシマ株式会社 海老名北サービスステーション

13 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西東京店

14 東京 國際油化株式会社 オブリステーション千葉ニュータウン北

15 東京 有限会社貫井商事 松中団地ＳＳ

16 東京 マルネン株式会社 ピアシティ横芝光ＳＳ

17 中部 太田商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフおかきたステーション

18 大阪第１ 極東油業株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ阪奈生駒ＳＳ

19 大阪第１ 極東油業株式会社 ホワイトガーデン稲葉ＳＳ

20 大阪第１ 國際油化株式会社 オブリステーション精華町山手

21 大阪第１ 篠原石油株式会社 セルフ鳴門ＳＳ

22 大阪第１ タイガー石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ枚方津田ＳＳ

23 大阪第２ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ＥｎｅＪｅｔふじと台ＳＳ

24 大阪第２ 木村石油株式会社 宇治西ＩＣ ＳＳ

25 中国 長瀬石油株式会社 セルフ岡山一宮ＳＳ

26 九州 朝日石油株式会社 畝刈ＳＳ

27 九州 朝日石油株式会社 つつじヶ丘ＳＳ

28 九州 朝日石油株式会社 七隈ＳＳ

29 九州 朝日石油株式会社 姪浜ＳＳ

30 九州 朝日石油株式会社 茂里町ＳＳ

31 九州 ネクサスエナジー株式会社 九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト甘木ＳＳ

32 九州 増田石油株式会社 ベイサイド門司ＳＳ

33 沖縄 株式会社伊禮石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ兼原ＳＳ

34 沖縄 永山石油株式会社 セルフ高原ＳＳ



（２）ＥｎｅＫｅｙ　３６ＳＳ

No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

1 北海道 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔアサヒビール園前

2 北海道 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ西町

3 北海道 ナラサキ石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ創成北３６条ＳＳ

4 東北 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ いわきＲ６神谷ＳＳ

5 東北 株式会社角登商店 愛子街道ＳＳ

6 関東第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ひたちなかＳＳ

7 関東第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 水戸青柳ＳＳ

8 関東第１ 國際油化株式会社 オブリステーション牛久女化南

9 関東第１ 國際油化株式会社 オブリステーションつくば北条

10 関東第２ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 浦和美園ＳＳ

11 関東第２ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 鶴ヶ島若葉ＳＳ

12 関東第２ 國際油化株式会社 オブリステーション狭山中央

13 関東第３ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 牧之原細江ＳＳ

14 関東第３ 株式会社木所 コンフォート中原ＳＳ

15 関東第３ ナガシマ株式会社 白山町サービスステーション

16 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 我孫子ＳＳ

17 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 柏松ヶ崎ＳＳ

18 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 西新井大師前ＳＳ

19 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ ゆりのき台ＳＳ

20 中部 株式会社ＥＮＥＯＳジェイクエスト オレンジロード蒲郡店

21 大阪第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 中環茨木ＳＳ

22 大阪第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 八尾ＳＳ

23 大阪第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ りんくうタウンＳＳ

24 大阪第１ 國際油化株式会社 オブリステーション精華町山手

25 大阪第２ 木村石油株式会社 宇治西ＩＣ ＳＳ

26 中国 綜合エナジー株式会社 亀山ＳＳ

27 中国 綜合エナジー株式会社 新大州橋ＳＳ

28 中国 綜合エナジー株式会社 八本松ＳＳ

29 中国 株式会社トリベイ Ｇ－ＹＯＵステーション桜谷

30 九州 朝日石油株式会社 畝刈ＳＳ

31 九州 朝日石油株式会社 つつじヶ丘ＳＳ

32 九州 朝日石油株式会社 茂里町ＳＳ

33 九州 増田石油株式会社 うきは千年ＳＳ

34 九州 増田石油株式会社 ２０２西の丘ＳＳ

35 沖縄 株式会社伊禮石油 セルフ城間ＳＳ

36 沖縄 株式会社山城石油 サンセール潮平ＳＳ



（３）Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ店　１０６ＳＳ

No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

1 北海道 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ栄通店

2 北海道 栗林石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ月寒店

3 北海道 株式会社三ッ輪商会 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ南郷通店

4 東北
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
北東北カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南佃店

5 東北
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
北東北カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ十和田南店

6 東北
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東北カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ泉加茂店

7 東北
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東北カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ仙台北四店

8 東北
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東北カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ富沢店

9 東北
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東北カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中山店

10 東北 カメイ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ ＥｎｅＪｅｔ多賀城店

11 東北 カメイ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ ＥｎｅＪｅｔ利府バイパス店

12 東北 カメイ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ県庁前店

13 東北 カメイ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三本柳店

14 東北 荘内エネルギー株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンポートあずま店

15 関東第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
北関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊勢崎店

16 関東第１ カメイ株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフつくば二の宮店

17 関東第１ 株式会社照沼商事 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＨＡＰＰＹチェリオＳＳ

18 関東第１ 株式会社照沼商事 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフワンナップ店

19 関東第１ 日星石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ戸祭ＳＳ

20 関東第１ 宮島石油販売株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ駅南天神尾店

21 関東第１ 宮島石油販売株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ空港前店

22 関東第１ 宮島石油販売株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ竹尾インター店

23 関東第２ 穴水株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ向町店

24 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北浦和店

25 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北浦和埼大通り店

26 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフけやき通り店

27 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西大宮店



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

28 関東第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
埼玉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ与野新都心店

29 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ美しが丘西店

30 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ生田長沢店

31 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ市が尾店

32 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ栗原中央店

33 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ子母口店

34 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ奈良こどもの国店

35 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４６ありま店

36 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三ツ沢店

37 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南林間店

38 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ読売ランド前店

39 関東第３
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
南関東カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅみなとみらい店

40 関東第３ 株式会社カイト Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ相原店

41 関東第３ 湘南菱油株式会社 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅオートサービス・湘南ＳＳ

42 関東第３ マルネン株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅマルネンセルフ鎌倉ＳＳ

43 東京 青木石油商事株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西麻布ＳＳ

44 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフアクアライン福王台店

45 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフあさひ店

46 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ市川鬼高店

47 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ柏の葉店

48 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鎌ヶ谷店

49 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ蘇我店



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

50 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ都賀店

51 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東金アリーナ店

52 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ流山前ヶ崎店

53 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ野田堤台店

54 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ幕張店

55 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ松戸根木内店

56 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八街店

57 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
千葉カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八千代店

58 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ渋谷店

59 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ白金店

60 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新秋津店

61 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ枝川店

62 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ荻窪店

63 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ烏山店

64 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七目黒南店

65 東京
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
東京カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東京インター店

66 東京 垣見油化株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオートジョイ環七馬込ＳＳ

67 東京 垣見油化株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオートジョイ吉祥寺ＳＳ

68 東京 株式会社ソニックス ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅ東大島ＳＳ

69 東京 株式会社ソニックス ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅ南砂ＳＳ

70 東京 千葉日石株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅメテオ船橋インターＳＳ

71 東京 千葉日石株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅメテオ幕張本郷ＳＳ

72 東京 株式会社並木産業 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新座店

73 東京 日米礦油株式会社 東日本支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東村山店

74 東京 日新石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ草加インター店



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

75 東京 日石レオン株式会社 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅアドミラルＲ１６ＳＳ

76 中部
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中部カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ神の倉店

77 中部
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中部カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊田浄水店

78 中部 斐太石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高山店

79 中部 株式会社三谷サービスエンジン Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東大通店

80 大阪第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新寝屋川桜店

81 大阪第１
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大東中央店

82 大阪第１ 浪田石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ塚口ＳＳ

83 大阪第１ 西村株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ明姫加古川店

84 大阪第１ ネクサスエナジー株式会社 関西支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ外環寝屋川ＳＳ

85 大阪第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ学研南店

86 大阪第２
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
関西カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南桂店

87 大阪第２ 吉井石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山科店

88 中国
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中国カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新伊勢丘店

89 中国
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中国カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中央店

90 中国
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中国カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ野田店

91 中国
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
中国カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ羽島店

92 中国 株式会社ＴＡＩＳＥＩ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ府中ＳＳ

93 九州 株式会社イデックスリテール南九州 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新別府ＳＳ

94 九州
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
福岡カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城南店

95 九州
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
福岡カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ伊都店

96 九州
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
福岡カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ古賀店

97 九州
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
福岡カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福岡空港店

98 九州
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
福岡カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八幡東田店

99 九州
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア
福岡カンパニー

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平尾店



No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

100 九州 喜多村石油株式会社 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北茂安店

101 九州 日米礦油株式会社 九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小倉東店

102 九州 日米礦油株式会社 九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三萩野店

103 九州 ネクサスエナジー株式会社 九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト大財ＳＳ

104 九州 ネクサスエナジー株式会社 九州支店 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネクスト橋本ＳＳ

105 九州 株式会社前野石油 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ谷山産業道路ＳＳ

106 沖縄 株式会社りゅうせきライフサポート Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ崇元寺店

（4）ＥｎｅＪｅｔ優秀ＳＳ　２３ＳＳ

No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

1 北海道 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ白石

2 北海道 中和石油株式会社 ＥｎｅＪｅｔ西町

3 北海道 株式会社三ッ輪商会 ＥｎｅＪｅｔ本通６丁目店

4 関東第３ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 平塚北ＳＳ

5 関東第３ 株式会社木所 木所本社ＳＳ

6 関東第３ 株式会社木所 ジョイセルフ間門ＳＳ

7 関東第３ 株式会社木所 ジョイセルフ南加瀬ＳＳ

8 関東第３ ナガシマ株式会社 いずみ野ニュータウンサービスステーション

9 関東第３ ナガシマ株式会社 大磯生沢サービスステーション

10 関東第３ ナガシマ株式会社 川崎西口サービスステーション

11 関東第３ ナガシマ株式会社 新杉田サービスステーション

12 関東第３ ナガシマ株式会社 都筑二の丸サービスステーション

13 関東第３ ナガシマ株式会社 西秦野サービスステーション

14 関東第３ ナガシマ株式会社 白山町サービスステーション

15 大阪第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 堺北野田ＳＳ

16 大阪第１ 篠原石油株式会社 セルフ藍住中央ＳＳ

17 大阪第１ 篠原石油株式会社 セルフ大松ＳＳ

18 大阪第１ 篠原石油株式会社 セルフ志度ＳＳ

19 大阪第１ 篠原石油株式会社 セルフ鳴門ＳＳ

20 中国 長瀬石油株式会社 セルフ岡山一宮ＳＳ

21 中国 長瀬石油株式会社 セルフ尾道ＳＳ

22 中国 長瀬石油株式会社 セルフニュー西大寺ＳＳ

23 沖縄 株式会社伊禮石油 セルフ城間ＳＳ



（５）セブン-イレブン複合店　４ＳＳ

No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

1 関東第２ 株式会社カワネン 長野綱島ＳＳ

2 関東第２ 北信米油株式会社 長野大通りＳＳ

3 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 八千代緑が丘ＳＳ

4 大阪第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 金剛ニュータウンＳＳ

（６）ドトール複合店　３ＳＳ

No. 支店名 運営店名 ＳＳ名

1 関東第１ 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 館林ＳＳ

2 東京 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ 市原五所ＳＳ

3 大阪第２ 株式会社烏丸 天王町ＳＳ


