
神戸市自動車燃料費助成に
協力していただいている
ガソリンスタンド一覧

＜令和３年１２月１日時点＞

神戸市障害者福祉センター　　　　　　



＜東灘区＞

会社名 店舗名 屋号

西村㈱ 本山東 ENEOS

菱華石油サービス㈱ D.D本山西 ENEOS

㈱西日本宇佐美 ４３号灘青木 ENEOS

内外礦油㈱ 深江 昭和シェル

日米礦油㈱ 深江浜 ENEOS

㈱ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄ.Ｄセルフ西芦屋店 ENEOS

㈱大川石油店 本山 ENEOS

神戸スタンダード石油㈱ 神戸住吉 ENEOS

神戸スタンダード石油㈱ 住吉イースト ENEOS

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． 御影東 コスモ

内外礦油㈱ 本山 昭和シェル

㈱西日本宇佐美 神戸六甲アイランド 出光

日東エンタプライズ㈱ 日東六甲 ENEOS

㈱西日本宇佐美 神戸御影 出光

㈱ＥＮＥＯＳウイング ルート４３神戸 Ｔ.Ｓ ENEOS

東洋石油販売㈱ 石屋川 ENEOS

三宮オイル㈱ Ｄ.Ｄ御影 ENEOS

㈱うかいや 魚崎浜インター 出光

㈱ペトロスター関西 セルフ魚崎 昭和シェル

＜灘区＞

会社名 店舗名 屋号

㈱宇佐美エナジー エクスプレス六甲 ENEOS

三宮オイル㈱ Ｄ.Ｄ摩耶埠頭 Ｔ.Ｓ ENEOS

六光石油㈱ 摩耶埠頭 出光

㈱ＥＮＥＯＳウイング 神戸摩耶 Ｔ.Ｓ ENEOS

㈱西日本宇佐美 神戸 Ｔ.Ｓ 出光

扇港興産㈱ 西灘 出光

西村㈱ Ｄ.Ｄ将軍通店 ENEOS

菱華石油サービス㈱ 六甲口 ENEOS

伊丹産業㈱ セルフ御影 ENEOS

㈱ペトロスター関西 セルフ神戸御影 昭和シェル

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ. 敏馬 コスモ

出光リテール販売㈱ セルフ大石川 出光

住所

東灘区魚崎南町３－３－２

「神戸市自動車燃料費助成」に協力していただいているガソリンスタンド一覧（東灘区・灘区）

東灘区甲南町２－７－１２

東灘区向洋町東１－４

東灘区田中町１－１－３

東灘区青木５－１－２

東灘区本山中町２－２－１

東灘区深江本町２－３－１２

東灘区深江浜町９６

東灘区向洋町西６－１３

東灘区御影本町１-１-２５

東灘区深江南町２－１３－２５

東灘区森南町２－２－１

東灘区住吉南町３－２－５

東灘区住吉東町４－７－２１

東灘区住吉宮町７－３－９

灘区六甲町２－５－１６

灘区味泥町５－２６

灘区摩耶埠頭

東灘区御影本町１－１１－２６

東灘区御影塚町４－３－２０

東灘区御影中町３－１－２

住所

東灘区魚崎南町２－１５－１１

灘区灘浜町１－４

灘区灘浜町１－２

灘区都通１－１－６

灘区将軍通４－１－５

灘区下河原通４－１－７

灘区篠原本町２－４－１７

灘区記田町４－４－８

灘区記田町２－３－１０

灘区岩屋南町４－５０



＜中央区＞

会社名 店舗名 屋号

内外礦油㈱                              脇浜 昭和シェル          

伊丹産業㈱                              ｾﾙﾌ東神戸ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ ENEOS

出光リテール販売㈱                      プリテールＨＡＴ神戸 出光                

㈱関石油店                              アミチェ布引 キグナス            

三宮オイル㈱                            神戸市役所前 ENEOS        

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ．               二宮 コスモ              

竹内油業㈱                              大倉山 ENEOS               

内外礦油㈱                              神戸駅前 昭和シェル          

㈱酒井商会                              ハーバーランド神戸 出光                

㈱西日本宇佐美                          神戸京橋インター 出光                

内外礦油㈱ 本山 出光                

六光石油㈱                              埠頭 出光                

菱華石油サービス㈱                      春日野道 ENEOS        

山文エネルギー㈱ 王子公園 ENEOS        

菱華石油サービス㈱                      D.D神戸ポートアイランド店 ENEOS        

神戸エムケイ㈱                          ＭＫ神戸空港前 三菱商事エネルギー              

㈱うかいや                              ポートアイランド Ｔ.Ｓ出光                

㈱西日本宇佐美                          神戸ポートアイランド ENEOS        

大英石油㈱                              三宮 昭和シェル          

日米礦油㈱                              下山手 ENEOS        

西村㈱                                  Ｄ.Ｄ三宮店 ENEOS        

＜兵庫区＞

会社名 店舗名 屋号

大英石油㈱                              セルフ夢野 昭和シェル          

西村㈱                                  Ｄ.Ｄ神戸店 ENEOS        

國際油化㈱                              大開通 ENEOS               

大英石油㈱                              セルフ楠町 昭和シェル          

大西石油㈱                              柳原 出光                

菱華石油サービス㈱                      D.D大開通店 ENEOS        

西村㈱                                  兵庫 ENEOS        

出光リテール販売㈱                      神戸 出光                

㈱酒井商会                              上沢 出光                

㈱丸井商会                              七宮 三菱商事エネルギー        

三宮オイル㈱                            神戸平野 ENEOS        

菱華石油サービス㈱                      兵庫 ENEOS        

＜長田区＞

会社名 店舗名 屋号

大英石油㈱                              セルフ須磨 昭和シェル          

大西石油㈱                              サンフラワー長田 出光                

三和油業㈱                              東尻池 ENEOS           

菱華石油サービス㈱                      D.D東尻池 ENEOS        

菱華石油サービス㈱                      長田 ENEOS        

石本商事㈱                              菅原通 キグナス            

大西石油㈱                              新長田 出光                

甲南石油㈱                              大橋 ENEOS        

大英石油㈱                              セルフ長田 昭和シェル          

伊丹産業㈱                              西神戸エコ・ステ－ション ENEOS        

「神戸市自動車燃料費助成」に協力していただいているガソリンスタンド一覧（中央区・兵庫区・長田区）

住所

住所

住所

中央区脇浜町２－４－１４          

中央区脇浜海岸通６                

中央区脇浜海岸通１－４            

中央区野崎通７－３－１９          

中央区八幡通３－１－１            

中央区二宮町３－５－１８          

中央区港島１－８                  

中央区楠町３－１０－３            

中央区相生町４－６－８            

中央区相生町１－２－９            

中央区新港町１２－２              

中央区小野柄通３－２－１５        

中央区小野浜町５－５２

中央区若菜通４－２－１            

中央区坂口通３－２－１９          

中央区港島中町１－１－６          

中央区港島８－１１－３            

中央区港島６－５－２              

中央区江戸町９５                  

中央区下山手通７－１５－１        

中央区雲井通３－１－７            

兵庫区鵯越町１－３４              

兵庫区水木通１－４－１１          

兵庫区上沢通７－１－７            

兵庫区七宮町１－８－１４          

兵庫区兵庫町２－１－１２          

兵庫区大開通９－２－１８          

兵庫区西上橘通１－４－２０        

兵庫区西宮内町２－１０            

兵庫区水木通４－１－８            

兵庫区新開地３－２－１１          

兵庫区下三条町３－２２            

兵庫区駅南通１－１－１１          

長田区浪松町５－２－１５          

長田区堀切町１０－１                

長田区真野町１－６                

長田区一番町１－２－１            

長田区梅ケ香町２－２－１２        

長田区東尻池町９－１－３３        

長田区川西通２－１２－２          

長田区菅原通３－６－１            

長田区神楽町２－２－１１          

長田区三番町５－１１              



＜須磨区＞

会社名 店舗名 屋号

㈱ENEOSジェネレーションズ                         須磨第二                                ENEOS               

神戸スタンダード石油㈱                  須磨ニュータウン                        ENEOS

㈱西日本宇佐美                          神戸布施畑インター                      出光                

㈱ペトロスター関西                      白川台                                  昭和シェル          

㈱うかいや                              布施畑インター                          出光                

㈱ミツワ                                奥須磨                                  昭和シェル          

三宮オイル㈱                            Ｄ.Ｄ須磨横尾                           ENEOS        

伊丹産業㈱                              セルフ須磨浦                            ENEOS               

西村㈱                                  板宿                                    ENEOS        

内外礦油㈱ 本山 出光                

菱華石油サービス㈱                      D.D須磨外浜店                                ENEOS        

極東油業㈱ セルフ名谷West carenex

＜垂水区＞

会社名 店舗名 屋号

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ．               ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ名谷インター                   コスモ              

日新商事㈱                              神戸つつじが丘                          ENEOS        

㈲トレード                              名谷                                    トレード                

植田石油㈱                              垂水                                    ENEOS               

三和油業㈱                              スーパーセルフステーション舞子坂                    ENEOS       

六光石油㈱                              セルフ舞子ヒルズ                        出光                

エネクス石油販売西日本㈱                神明                                    昭和シェル          

ミータス㈱                          学園南                              ENEOS        

六光石油㈱                              プリテールゼアス学園                    出光                

西村㈱                                  Ｄ.Ｄグリーンヒル学園店 ENEOS        

神戸スタンダード石油㈱                  学園南                                  ENEOS               

伊丹産業㈱ セルフ神戸学園南インター ENEOS               

神戸スタンダード石油㈱                  ジェームス山                            ENEOS               

横田石油㈱                              ジェームス山                            ENEOS        

三和油業㈱                              オートスクエア舞子台 ENEOS               

㈱オートセブン                          ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽｴｸｽﾌﾟﾚｽ塩屋 オートバックス                

「神戸市自動車燃料費助成」に協力していただいているガソリンスタンド一覧（須磨区・垂水区）

住所

住所

須磨区多井畑字池ノ奥上１６－２    

須磨区多井畑字渋人谷上４－３３    

須磨区竜が台４－６－２            

須磨区友が丘７－１－７            

須磨区弥栄台４－７                

須磨区白川台６－４－３            

須磨区白川字献上替地３１          

垂水区舞子坂４－２－２３          

須磨区須磨浦通６－５－１５        

須磨区寺田町２－５－９            

須磨区行幸町１－１－６            

須磨区西落合２－２－７

垂水区名谷町字中坊１３－１        

垂水区名谷町字寺池１４６０－２    

垂水区名谷町２２５５              

須磨区外浜町１－１－２

垂水区平磯４－１－６              

垂水区舞子坂４－１－３        

垂水区桃山台２－１－２            

垂水区多聞町小束山８６８－７７７  

垂水区多聞町字小束山８６８－５    

垂水区下畑町雲星４９８－１１      

垂水区多聞町字小束山８６８        

垂水区多聞町字小束山８６８－７７６              

垂水区青山台８－１－１            

垂水区青山台５－２－８            

垂水区星陵台５－１１－１          

垂水区多聞町字小束山８６８－８６６



＜西区＞

会社名 店舗名 屋号

日新商事㈱ D.D第二神明大久保ｲﾝﾀｰ ENEOS        

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． セルフステーション伊川谷 ENEOS

㈱ペトロスター関西 セルフ伊川谷 昭和シェル          

三和油業㈱ ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ平野 ENEOS               

川崎石油㈱ 西神平野 ENEOS        

㈱丸井商会 西神ニュータウン東 THE　PRICE                

三和油業㈱ エクスプレス枦谷 ENEOS    

㈲アタック・ウィン セルフ神戸西 キグナス            

川崎石油㈱ 西神池上 ENEOS        

㈱ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄ.Ｄセルフ伊川谷店 ENEOS        

内外礦油㈱ 本山 ENEOS

㈲森岡石油 神出 ENEOS        

㈱末松石油店 神出 出光                

㈱ENEOSジェネレーションズ 小束野 ENEOS               

㈱末松石油店 神出バイパス 出光                

㈲ドリームデイト 神戸西店 カー・トレ

東播産業㈱ 西神ニュータウン 出光                

三和油業㈱ オートスクエア玉津枝吉 ENEOS               

安井石油㈱ プリテール西神ＩＰ 出光                

㈱ミツワ 見津が丘 石油販売事業               

㈱ペトロスター関西 枦谷 昭和シェル          

全国農業協同組合連合会 ジョイナス神戸西 ＪＡ                

東播産業㈱ セルフ神戸玉津 出光                

㈱ペトロスター関西 セルフ玉津インター 昭和シェル          

㈱ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄ.Ｄセルフ玉津インター店 ENEOS        

㈱エナジーマーケティング セルフ玉津インター セルフヤマウチ                

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． セルフステーション玉津中学前 コスモ              

中嶋石油㈱ セルフ岩岡 出光                

㈱芳野石油 岩岡 GS岩岡                

三和油業㈱ ｽｰﾊﾟｰｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ学園西町 ENEOS        

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． 押部谷 コスモ              

㈱藤岡石油店 秋葉台 ENEOS        

中嶋石油㈱ セルフ西神高和 出光                

㈱藤岡石油店 カーエネクス押部谷 ENEOS        

川崎石油㈱ エナジーパーク西神南 ENEOS        

神戸スタンダード石油㈱ 神陵台 ENEOS               

川崎石油㈱ 大蔵谷Ｉ.Ｃ ENEOS        

㈲神戸商会 神明大蔵谷Ｉ.Ｃ ENEOS        

東播産業㈱ セルフ神陵台 出光                

㈲アタック・ウィン セルフ神明 キグナス            

佐伯石油 白川 ENEOS        

㈱ペトロスター関西 セルフハートピア 昭和シェル          西区伊川谷町潤和字六反田１０６１  

西区岩岡町古郷２６０２－１          

西区岩岡町古郷１６３８－１７      

西区学園西町４－４                

西区押部谷町木幡字上松原８０－１  

西区押部谷町木見７                

西区押部谷町高和７３２            

西区押部谷町栄９３                

西区井吹台西町２－４              

西区伊川谷町有瀬字長尾辻７０－３  

西区伊川谷町有瀬６９２－２        

西区伊川谷町有瀬６３４－８        

西区伊川谷町有瀬２６－１          

西区伊川谷町別府２２－１          

西区伊川谷町布施畑字中畑８０４－１          

西区玉津町出合字古瀬２０４        

西区神出町小束野５６－１６７      

西区春日台３－３                  

西区枝吉３－９６                  

西区玉津町今津３６４－２３        

西区玉津町出合字出合屋敷１１４－１        

西区神出町小束野５８－１５      

西区高塚台５－１－１              

西区見津が丘１－１３－１          

西区玉津町二ツ屋字矢ノ脇１０８－１

西区玉津町田中５０３              

西区玉津町新方字南方４５２－１    

西区玉津町小山字川端１８９        

西区神出町小束野字出井５３－４１  

「神戸市自動車燃料費助成」に協力していただいているガソリンスタンド一覧（西区）

西区竜が岡１－５－１              

西区北別府４－１－３              

西区北別府２－２－４              

西区平野町芝崎字的場３１９－１    

西区平野町下村字山下３０１－１    

西区櫨谷町福谷７１７              

西区櫨谷町長谷２１４－１  

住所

西区池上４－１２－２              

西区池上３－５－１                

西区大沢２－４－６                

西区神出町田井２５５ー１

西区神出町田井１１２１－１        

西区池上４－３０－３



＜北区＞

会社名 店舗名 屋号

出光リテール販売㈱ セルフ鈴蘭台 出光

神戸スタンダード石油㈱ 鈴蘭台 ENEOS

㈱ウチダ 神戸北S.S 昭和シェル

伊丹産業㈱ セルフ北六甲 ESSO

六甲スタンダード石油㈲ 六甲唐櫃 ESSO

出光リテール販売㈱ セルフ有野台 出光

山文商事㈱ Ｄ.Ｄセルフ西宮北Ｉ.Ｃ ENEOS

全国農業協同組合連合会 ジョイナス神戸北 ＪＡ

三宮オイル㈱ Ｄ.Ｄ西鈴蘭台 ENEOS

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． 北神戸カーケアセンター コスモ

内外礦油㈱ 本山 出光

太陽石油販売㈱ サントップ藤原台 SOLATO

全国農業協同組合連合会 ジョイナス淡河 ＪＡ

出光リテール販売㈱ セルフ谷上 出光

神戸スタンダード石油㈱ 西鈴蘭台 ESSO

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． セルフステーション上津台 コスモ

㈱丸井商会 セルフ鈴蘭台北 キグナス

出光リテール販売㈱ セルフ鹿の子台 出光

大正石油㈱ セルフ鹿の子台 昭和シェル

岸本㈱ マイステーション神戸北 マイステーション

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． セルフステーション大池 コスモ

㈱ペトロスター関西 セルフ神戸鈴蘭台 昭和シェル

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ鈴蘭台 コスモ

㈱ナカムラ フェニックス谷上 ENEOS

神戸スタンダード石油㈱ 山の街 ESSO

ｺｽﾓ石油販売㈱京阪神Ｃｏ． セルフステーション藤原台北 コスモ

北区日の峰２－９－２

「神戸市自動車燃料費助成」に協力していただいているガソリンスタンド一覧（北区）

住所

北区有野中町３－１３－３６

北区有野町唐櫃字種池３０３９

北区鈴蘭台北町９－３－２

北区鈴蘭台南町８－８－９

北区有野町有野五社７１８－１

北区有野町有野字岡場辻４１０４－１５

北区有野中町４－３－８

北区有野中町３－１－１４

北区北五葉１－１３－１

北区八多町中字戸崎１１７５

北区藤原台南町３－１８

北区淡河町淡河７４１

北区谷上東町１２－１３

北区星和台１－３４－１１

北区上津台２－１５－２

北区京地１－４４２０－１６７

北区松宮台２－２６－１

北区鹿の子台北町８－４－１

北区鹿の子台南町６－１－８

北区山田町中大沢６－５

北区山田町上谷上３０－２

北区山田町小部字惣六畑山６－１２

北区谷上西町１１－５

北区山田町下谷上字下の勝２－３

北区山田町小部字峠谷５０


