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㈱アベキ ガソリン、灯油等販売業
地域の皆様から信用を頂けるよう、地域社会
に貢献して参ります。

http://www.abeki-21.com/ 980-0802
仙台市青葉区二日町１１－１１ 
ANDOﾋﾞﾙ 3F

022-262-4511 022-261-8279

カメイ㈱　Dr.Drive仙台本荒町店 ガソリン、灯油等販売業 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目１５－３０ 022-225-0743 022-216-5614

カメイ㈱　Dr.Drive県庁前店 ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 980-0014 仙台市青葉区本町三丁目１－１ 022-265-5767 022-713-8704

コスモ石油販売㈱東北カンパニー 
セルフピュア水の森ＳＳ

ガソリン、灯油等販売業 981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘七丁目１４－３１ 022-303-1013 022-277-7972

㈱千代田商事 
小松島給油所

ガソリン、灯油等販売業 981-0905 仙台市青葉区小松島四丁目１４－１８ 022-233-5721 022-233-8618

出光リテール販売㈱東北カンパ
ニー 
セルフ上杉ＳＳ

ガソリン、灯油等販売業 980-0004 仙台市青葉区宮町四丁目２－３９ 022-214-4651 022-214-4652

カメイ㈱　Dr.Drive花京院店 ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 980-0014 仙台市青葉区本町一丁目６－１７ 022-223-7864 022-263-8944

コスモ石油販売㈱東北カンパニー 
水の森南給油所

ガソリン、灯油等販売業 981-0962 仙台市青葉区水の森三丁目４２－１３ 022-785-9067 022-393-4901

橋本産業㈱ 仙台営業所 ガソリン、灯油等販売業 980-0801 仙台市青葉区木町通二丁目６－６７ 022-272-5331 022-272-5544

富士鉱油㈱ 仙台支店 
青葉通サービスステーション

ガソリン、灯油等販売業 980-0812 仙台市青葉区片平一丁目２－３０ 022-266-0469 022-222-1301

宝フリート㈱ 仙台セントラル給油所 ガソリン、灯油等販売業 http://www.ngt-mo.jp/takara.html 980-0822 仙台市青葉区立町１－１ 022-264-1696 022-264-1697

富士鉱油㈱仙台支店　セルフ黒松 ガソリン、灯油等販売業 981-0901 仙台市青葉区北根黒松１-２３ 022-266-0469 022-222-1301

野口石油㈱　仙台配送センター ガソリン、灯油等販売業 980-0871 仙台市青葉区八幡7丁目5-17 022-226-0389 022-302-1175

ミライフ東日本㈱ 法人卸事業部 
仙台エリア

物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

エネルギーと住まいのサービスで、地域すべ
てのお客様の快適生活に貢献する会社です。

https://www.melife-east.co.jp 983-0034 仙台市宮城野区扇町四丁目７－３０ 022-235-1010 022-232-7855 ○

ＮＸ商事㈱ 仙台支店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

https://www.nittsushoji.co.jp 983-0036 仙台市宮城野区苦竹三丁目１－１ 022-236-9111 022-236-9127

ネクサスエナジー㈱　東北支店 ガソリン、灯油等販売業 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目１４－１８ 
定禅寺ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ5階

022-726-5190 022-726-5195 ○

全農エネルギー㈱ 仙台石油基地 ガソリン、灯油等販売業 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１２－１ 022-258-1115 022-258-5125 ○

カメイ㈱ Dr.Drive仙台東口店 ガソリン、灯油等販売業 983-0852 仙台市宮城野区榴岡二丁目４－２１ 022-291-0056 022-291-0355

http://www.abeki-21.com/
http://www.kamei.co.jp/
http://www.kamei.co.jp/
http://www.ngt-mo.jp/takara.html
https://www.melife-east.co.jp/
https://www.nittsushoji.co.jp/


3. ガソリン、灯油等販売業の会員の皆様 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

カメイ㈱ Dr.Drive鶴ケ谷中央店 ガソリン、灯油等販売業 https://www.kamei.co.jp/ 983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷五丁目２５－１ 022-251-1110 022-252-6311

カメイ㈱ Dr.Drive仙台福室店 ガソリン、灯油等販売業 https://www.kamei.co.jp/ 983-0005 仙台市宮城野区福室五丁目３－１５ 022-259-6515 022-259-6521

カメイ㈱ 
Dr.Driveセルフ宮千代店

ガソリン、灯油等販売業 https://www.kamei.co.jp/ 983-0044 仙台市宮城野区宮千代二丁目４－１ 022-235-8371 022-235-8372

カメイ㈱ 
Dr.Driveセルフ岩切プラザ店

ガソリン、灯油等販売業 https://www.kamei.co.jp/ 983-0821 仙台市宮城野区岩切昭和西３ 022-255-1321 022-255-1322

ＢＳ東日本テック㈱ 仙台事業所
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
その他

983-0001 仙台市宮城野区港一丁目６－１ 022-259-3736 022-258-5132

伊藤忠エネクスホームライフ東北㈱
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

983-0852
仙台市宮城野区榴岡三丁目４-１ 
ｱｾﾞﾘｱﾋﾙｽﾞ7階

022-369-3272 022-369-3273

コスモ石油販売㈱ 
セルフピュア新仙台店

ガソリン、灯油等販売業 983-0005 仙台市宮城野区福室字県道前１１－４ 022-258-0247 022-258-0247

コスモ石油販売㈱東北カンパニー 
卸町北給油所

ガソリン、灯油等販売業 983-0043 仙台市宮城野区萩野町三丁目８－１７ 022-284-6370 022-231-7577

コスモ石油販売㈱東北カンパニー 
工業団地給油所

ガソリン、灯油等販売業 983-0034 仙台市宮城野区扇町四丁目６－２４ 022-235-0584 022-235-0568

服部商事㈱
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業 
不動産、不動産賃貸業

983-0045 仙台市宮城野区宮城野一丁目２０－２ 022-293-3628 022-293-3629

湊商事㈱ セルフステーション岩切 ガソリン、灯油等販売業 コスモのＭＹカーリース専門店
https://www.cts-
co.net/minatoshouji/

983-0821 仙台市宮城野区岩切一丁目２３－１ 022-255-0508 022-255-0509

㈲横田石油 ガソリン、灯油等販売業 983-0833 仙台市宮城野区東仙台一丁目２－１３ 022-251-1829 022-251-1824

カメイ㈱ セルフ岩切SS ガソリン、灯油等販売業 983-0821 仙台市宮城野区岩切字三所南１１２－３ 022-255-6477 022-255-6488

㈱気仙沼商会　セルフ岩切ＳＳ ガソリン、灯油等販売業 983-0821 仙台市宮城野区岩切一丁目５１番地 022-349-4832 022-349-4832

(協)仙台卸商センター
ガソリン、灯油等販売業 
その他

http://www.oc-sendai.ne.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町二丁目１５－２ 022-235-2161 022-284-0864

㈲伊藤パンション
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
不動産、不動産賃貸業

984-0072 仙台市若林区東八番丁１７４ 022-227-8464 022-227-5250

カメイ㈱ 
Dr.Driveセルフ仙台卸町東店

ガソリン、灯油等販売業 https://www.kamei.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目７－３４ 022-288-2050 022-288-3077

㈲東海林商店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

984-0816 仙台市若林区河原町一丁目２－２８ 022-222-9339 022-222-9344
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㈱ジェイエイ仙台　六郷給油所 ガソリン、灯油等販売業 984-0835 仙台市若林区今泉一丁目２０－５４ 022-289-2759 022-289-3987

出光リテール販売㈱ 東北カンパ
ニー 
セルフパティオ小泉ＳＳ

ガソリン、灯油等販売業 984-0827 仙台市若林区南小泉四丁目１５－２８ 022-282-1685 022-282-6555

コスモ石油販売㈱ 東北カンパニー 
卸町入口給油所

ガソリン、灯油等販売業 984-0015 仙台市若林区卸町一丁目１－７ 022-232-6677 022-232-6677

富士鉱油㈱ 仙台支店 
セルフ白萩

ガソリン、灯油等販売業 984-0048 仙台市若林区白萩町３６－１１ 022-284-2311 022-284-2313

㈱ 保 坂　南小泉給油所 ガソリン、灯油等販売業 http://www.sendai-hosaka.co.jp 984-0821 仙台市若林区中倉一丁目２５－３３ 022-237-1543 022-231-6377

ネクサスエナジー㈱ 鉄工団地前給油所 ガソリン、灯油等販売業
http://www.nextoil.co.jp/gs/鉄工団
地前

984-0014 仙台市若林区六丁の目元町８－１２ 022-288-7778 022-288-7763

ワタヒョウ㈱ エネルギー事業部 
ロココ南小泉ＳＳ

ガソリン、灯油等販売業 984-0828 仙台市若林区一本杉町５－９ 022-286-1336 022-286-1890

リンク・テクノハシバ　　　　　　　　　　　
ガソリン、灯油等販売業 
その他

989-3201 仙台市青葉区国見ヶ丘四丁目３－１５ 090-7797-0701 022-278-6155

宝フリート㈱ 仙台荒井給油所
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

http://www.ngt-mo.jp/takara.html 984-0016 仙台市若林区蒲町東19-10 022-390-4611 022-390-4677

出光リテール販売㈱ 東北カンパ
ニー 
仙台卸町配送センター

ガソリン、灯油等販売業 984-0002 仙台市若林区卸町東二丁目7-15 022-290-9140 022-290-9141

㈱ウジエスーパー　長町店
百貨店、マーケット業 
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

http://www.ujiesuper.com/ 982-0012 仙台市太白区長町南二丁目３－１ 022-304-2233 022-304-2235

㈱アイティプラス
ガソリン、灯油等販売業 
観光旅行業、宿泊業 
不動産、不動産賃貸業

981-1104 仙台市太白区中田六丁目７－３５ 022-241-1151 022-241-1160

㈱植野商店 ガソリン、灯油等販売業 982-0011 仙台市太白区長町四丁目３－１０ 022-248-1465 022-247-0882

ネクサスエナジー㈱　 
Dr.Driveセルフ長町ＳＳ

ガソリン、灯油等販売業 982-0011 仙台市太白区長町八丁目１６－１ 022-308-7117 022-308-7118

カメイ㈱ 
Dr.Driveセルフ鈎取店

ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 982-0805 仙台市太白区鈎取本町一丁目３－５ 022-245-2135 022-244-6941

サーラエナジー㈱ 仙台支店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

982-0034 仙台市太白区西多賀二丁目８－５３ 022-245-3591 022-245-5894

㈱共和サービスセンター ガソリン、灯油等販売業 982-0841 仙台市太白区向山三丁目４－３ 022-266-0131 022-266-0132

㈱小松商店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

982-0245 仙台市太白区秋保町湯向2-2 022-398-2524 022-398-2577
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㈲千葉石油 ガソリン、灯油等販売業 982-0251 仙台市太白区茂庭字合の沢南２０－３ 022-281-2030 022-281-1750

㈱千代田商事　セルフ八木山給油所 ガソリン、灯油等販売業 http://chiyodashoji.co.jp/ 982-0801 仙台市太白区八木山本町一丁目２７－８ 022-229-1133 022-229-1069

カメイ㈱　Dr.Drive八木山店 ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 982-0801 仙台市太白区八木山本町一丁目２８－１１ 022-228-2261 022-228-2261

㈱人来田興産
ガソリン、灯油等販売業 
その他

982-0251 仙台市太白区茂庭字人来田中１０－１ 022-307-3252 022-307-3253

㈲嶺岸石油
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

https://www.big-
advance.site/s/144/1547/company

982-0251 仙台市太白区茂庭字大沢５２－２ 022-281-2818 022-281-2818

㈱やまじょう　上村商店 ガソリン、灯油等販売業 982-0804 仙台市太白区鈎取一丁目２－１５ 022-245-0648 022-245-0358

㈱山二　プリテール袋原ＳＳ ガソリン、灯油等販売業 981-1107 仙台市太白区東中田六丁目１８－３ 022-242-5566 022-242-5566

㈱山二　ＳＥＬＦ西多賀ＳＳ ガソリン、灯油等販売業 https://www.yamani-grp.com/ 982-0034 仙台市太白区西多賀二丁目５－５ 022-245-9207 022-245-9207

㈲渡辺新三郎商店 ガソリン、灯油等販売業 981-1104 仙台市太白区中田一丁目６－６ 022-241-0710 022-241-2206

カメイ㈱　泉崎ＳＳ ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 982-0012 仙台市太白区長町南四丁目１１－２０ 022-247-7906 022-249-2130

カメイ㈱　セルフ西中田SS ガソリン、灯油等販売業 https://www.kamei.co.jp/ 981-1105 仙台市太白区西中田三丁目６－１３ 022-741-7231 022-306-3444

カメイ㈱ 
Dr.Driveセルフ八乙女店

ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 981-3112 仙台市泉区八乙女四丁目４－５ 022-375-8911 022-375-8912

大泉石油㈱ 市名坂給油所 ガソリン、灯油等販売業 981-3116 仙台市泉区高玉町２－２２ 022-373-4205

カメイ㈱ 
Dr.Driveセルフ泉インター店

ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 981-3131 仙台市泉区七北田字笹１１－１ 022-373-4509 022-375-2089

カメイ㈱宮城泉油槽所 ガソリン、灯油等販売業 981-3117 仙台市泉区市名坂字南前１ 022-373-5295 022-373-3198

㈱気仙沼商会　仙台支店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

http://www.k-shokai.co.jp 981-3117 仙台市泉区市名坂字原田１６０ 022-375-3751 022-375-3757

関兵石油㈱ 南光台給油所 ガソリン、灯油等販売業 981-8002 仙台市泉区南光台南三丁目３７－２１ 022-252-0540 022-252-3302

関兵石油㈱ 本社前給油所 ガソリン、灯油等販売業 981-8003 仙台市泉区南光台四丁目１－２０ 022-271-6286
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https://www.yamani-grp.com/
http://www.kamei.co.jp/
https://www.kamei.co.jp/
http://www.kamei.co.jp/
http://www.kamei.co.jp/
http://www.k-shokai.co.jp/


3. ガソリン、灯油等販売業の会員の皆様 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

㈱ 髙 周　　　　　 ガソリン、灯油等販売業 981-3111 仙台市泉区松森字鹿島３９－５ 022-372-3383 022-372-3336

㈱千代田商事 ガソリン、灯油等販売業 http://chiyodashoji.co.jp/ 981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘二丁目１９－２ 022-378-6401 022-378-6497

コスモ石油販売㈱ 東北カンパニー 
泉松森給油所

ガソリン、灯油等販売業 981-3111 仙台市泉区松森字城前１５８ 022-785-9069 022-372-4858

㈱ 針 生
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業 
不動産、不動産賃貸業

981-3117 仙台市泉区市名坂字町２６ 022-372-3326 022-372-9216

富士鉱油㈱ 仙台支店 
イズミエリア２１ＳＳ

ガソリン、灯油等販売業 981-3133 仙台市泉区泉中央二丁目１７－５ 022-375-5580 022-375-5427

ネクサスエナジー㈱　セルフ野村給油所 ガソリン、灯油等販売業 981-3124 仙台市泉区野村字東原東5-1 022-725-4601 022-772-8455

㈲ワシオ金物店 ガソリン、灯油等販売業 981-3216 仙台市泉区小角字宮２２ 022-376-6130 022-379-5065

カメイ㈱　北高森ＳＳ ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 981-3202 仙台市泉区北高森一丁目１－１ 022-377-1580 022-377-1581

カメイ㈱　Dr.Drive八乙女店 ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 981-3112 仙台市泉区八乙女一丁目２－３ 022-374-7636 022-218-2952

カメイ㈱ 
Dr.Driveセルフ泉パークタウン店

ガソリン、灯油等販売業 981-3123 仙台市泉区古内字古内２０－１ 022-777-8413 022-777-8412

東京シェルパック㈱ 仙台営業所
ガソリン、灯油等販売業 
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業

灯油、設備工事、電気工事の事なら何でもお
気軽にお問合せ下さい。

https://www.tokyo-shellpack.net/ 981-3111 仙台市泉区松森字西沢２６－５ 022-371-0710 022-371-7017

㈱サンデー　愛子店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

989-3122 仙台市青葉区栗生七丁目１３－１ 022-392-8933 022-392-8935

㈲岡本石油 ガソリン、灯油等販売業 http://www.okaseki.com/index.html 989-3124 仙台市青葉区上愛子字松原２－３ 022-392-2326 022-392-7470

カメイ㈱ 
Dr.Drive愛子バイパス店

ガソリン、灯油等販売業 http://www.kamei.co.jp/ 989-3122 仙台市青葉区栗生五丁目８－１ 022-392-2401 022-392-2920

カメイ㈱　国見ヶ丘ＳＳ ガソリン、灯油等販売業 https://www.kamei.co.jp/ 989-3206 仙台市青葉区吉成台一丁目１－８ 022-279-5520 022-279-6053

㈲庄子油脂店 ガソリン、灯油等販売業 989-3126 仙台市青葉区落合一丁目１－５ 022-392-2261 022-392-9769

白ゆり商事㈱ 白沢営業所
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

https://shirayurisyoji.co.jp 989-3124 仙台市青葉区上愛子字大道３３ 022-384-3711 022-384-2974

㈱菅井商事
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

お客様のご要望にお応えできるよう迅速、丁
寧な対応を心がけております。

http://www.sugai-shouji.jp/ 989-3128 仙台市青葉区愛子中央一丁目６－１４ 022-392-2206 022-392-3265

http://chiyodashoji.co.jp/
http://www.kamei.co.jp/
http://www.kamei.co.jp/
https://www.tokyo-shellpack.net/
http://www.okaseki.com/index.html
http://www.kamei.co.jp/
https://www.kamei.co.jp/
https://shirayurisyoji.co.jp/
http://www.sugai-shouji.jp/

