
【 青森県 】  営業再開サービスステーション ： エッソ・モービル・ゼネラル （4月1日現在）

市/郡 SS名 住所 電話番号
稲垣 つがる市稲垣町豊川宮川1-28 0173-46-2027
柏 つがる市柏稲盛幾世55-3 0173-25-3664
ﾍﾟｶﾞｻｽ柏ｾﾙﾌ つがる市柏鷺坂清見128-1 0173-39-2281

むつ市 むつ むつ市中央1-5-7 0175-22-2437
下北郡 東通 下北郡東通村砂子又字揚ﾉ尻4-10 0175-48-2721

一ﾂ谷 五所川原市一ﾂ谷126-3 0173-35-1302
一ﾂ谷 五所川原市一ﾂ谷27-4 0173-34-2336

五所川原市金木町川倉52-2 0173-53-3773
広田 五所川原市広田字柳沼91 0173-35-5632
高野 五所川原市高野字柳田273 0173-29-2343
田町 五所川原市田町104-1 0173-34-3185
石岡 五所川原市野里字野岸7-22 0173-29-3304
弘前駅前 弘前市駅前三丁目13-9 0172-35-6482
弘前北 弘前市向外瀬字豊田223-1 0172-36-0280
冨士見橋 弘前市紺屋町185 0172-32-4895
増田 弘前市十面沢字轡67-3 0172-93-2527
エクスプレス弘前城・東ＳＳ 弘前市小比内5-18-10 0172-27-8888
大鰐弘前IC 弘前市石川字和田51-1 0172-92-2205
ｾﾚｯｿ城東 弘前市大字早稲田4丁目3-8 0172-29-6011
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ南大町 弘前市大字南大町1-11-1 0172-39-2213
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ弘前城西 弘前市大字樋の口2-6-12 0172-32-2772
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ弘前城北 弘前市独狐字島田31-2 0172-95-3530
ﾌｸｲ和徳 弘前市和徳町165 0172-35-4015
黒石 黒石市旭町13 0172-52-2105
黒石駅前 黒石市一番町148 0172-52-2221
山田温湯 黒石市温湯字長漕5 0172-54-8573
市の町 黒石市市ﾉ町18-6 0172-52-3550
黒石ICｾﾙﾌ 黒石市中川字篠村21-2 0172-53-3130
黒石 黒石市追子野木2-230-5 0172-52-5477
階上 三戸郡階上町平内字長塚1-1 0178-88-2712
川崎 三戸郡五戸町切谷内字向田22 0178-68-2179
元木平 三戸郡三戸町川守田字沖中1-6 0179-22-3131
新郷 三戸郡新郷村戸来字沢出口7-3 0178-78-2000
田子 三戸郡田子町田子柏木田2-3 0179-32-2069
南部町 三戸郡南部町沖田面字塚の越23 0179-34-2161
剣吉 三戸郡南部町大字剣吉字仲町17 0178-75-1020
ﾆｭｰ五日市 三沢市三沢字園沢219-223 0176-54-2601
ｾﾙﾌ三沢 三沢市松園町3-5-3 0176-50-2515
三沢 三沢市大町2-4-1 0176-53-2956
ｾﾙﾌ十和田北 十和田市元町西2-1-1 0176-21-1855
三本木 十和田市洞内字後野331-4 0176-27-2436
十和田 十和田市穂並町2-58 0176-23-6770
天間林 上北郡七戸町天間館字後平150-74 0176-68-2276
坪石油 上北郡七戸町天間舘字前川原1 0176-68-2324
工藤 上北郡七戸町天間舘船場向川久保365-3 0176-68-3111
むつ小川原 上北郡六ｹ所村平沼字二階坂92-30 0175-75-2521
六戸 上北郡六戸町犬落瀬字後田62 0176-55-2121
六戸 上北郡六戸町犬落瀬字千刈田2-8 0176-55-3134
東青森 青森市岡造道2-10-6 0177-41-0473
青森南BP 青森市古館字大柳71-9 017-743-3731
石江 青森市石江岡部76-18 017-766-1029
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ問屋町 青森市第二問屋町4-10-26 017-762-1676
ｱｸｾｽ浪岡 青森市浪岡大字浪岡佐野39-1 0172-62-9511
浪館 青森市浪館前田4-9-6 017-766-7111
越田石油店 東津軽郡外ｹ浜町字平舘舟岡137 0174-25-2231
愛宕 東津軽郡平内町小湊字愛宕66-1 017-755-2325
山口石油店 南津軽郡大鰐町虹貝字中熊沢61-1 0172-48-3618
田舎館 南津軽郡田舎館村畑中字樋口211 0172-58-2339
ﾆｭｰ藤崎 南津軽郡藤崎町藤崎字村井38-2 0172-75-2558
藤崎町 南津軽郡藤崎町藤崎字武元57 0172-75-3741
藤崎 南津軽郡藤崎町藤崎豊岡59 0172-75-3439
八食ｾﾝﾀｰ前 八戸市河原木字神才7-1 0178-20-1736
八戸根城 八戸市根城8-15-153 0178-45-5836
沼館 八戸市沼館1-10-29 0178-22-8087
八戸 八戸市城下3-14-7 0178-46-2485
八戸石堂 八戸市石堂4-14-5 0178-28-5711
八戸下長 八戸市大字長苗代字元木23-5 0178-28-3118
田面木 八戸市田面木字下田面木15-1 0178-27-2048
(有)清水石油店 八戸市白銀町2-6-1 0178-33-1087
八戸湊 八戸市湊高台6丁目15-5 0178-34-6211
八戸類家南 八戸市類家4-12-2 0178-47-8324
ﾏﾙｲﾁ石油 北津軽郡中泊町高根字小金石930 0173-58-3749
諏訪石油店 北津軽郡中泊町中里字亀山496-1 0173-57-2022
中里 北津軽郡中泊町中里字亀山539-2 0173-57-2251
鶴田 北津軽郡鶴田町鶴田字早瀬198 0173-22-2414
板柳 北津軽郡板柳町辻字岸田43 0172-72-1201
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【 岩手県 】  営業再開サービスステーション ： エッソ・モービル・ゼネラル （4月1日現在）

市/郡 SS名 住所 電話番号
花泉 一関市花泉町涌津30-7 0191-82-2205
一の関BP 一関市山目字大槻88-3 0191-23-7257
ｾﾙﾌ一関 一関市山目泥田42-1 0191-33-1702
室根 一関市室根町折壁字絵図下 0191-64-2350
ﾊｰﾄﾋﾟｱ千厩 一関市千厩町千厩字館山22 0191-52-2352
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ薄衣BP 一関市川崎町薄衣字法道寺21-17 0191-43-4185
猿沢 一関市大東町猿沢字板倉55-6 0191-76-2204
大原 一関市大東町大原字立町58-1 0191-72-2333

奥州市 ｴｸｽﾌﾟﾚｽ佐倉河 奥州市水沢区佐倉河字沼田47 0197-25-6121
下閉伊郡 普代 下閉伊郡普代村13-128-6 0194-35-2108

花巻 花巻市材木町5-7 0198-23-4158
ｾﾙﾌ花巻 花巻市西宮野目第13地割112番1 0198-26-1117
花巻空港 花巻市西宮野目第5地割404-2 0198-26-2811
(株)谷惣商店 花巻市石鳥谷町好地第9-125-1 0198-45-3050
土沢 花巻市東和町土沢18-12-2 0198-42-3632
葛巻 岩手郡葛巻町葛巻14-1-4 0195-66-2422
雫石 岩手郡雫石町西安庭第15地割45 0196-92-3056
ｴｸｽﾌﾟﾚｽｻﾝｴｰ前 奥州市江刺区西大通り6－19 0197-31-1888
江刺 奥州市江刺区八日町1-4-3 0197-35-2445
真城 奥州市水沢区真城字中上野22-7 0197-24-0166
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ日高 奥州市水沢区斉の神89-1 0197-25-2515
前沢BP 奥州市前沢区古城字田中97 0197-56-3850
谷地商店 久慈市山形町荷軽部3-29 0194-72-2530
嵯峨商店 久慈市山形町霜畑6-17-1 0194-75-2121

宮古市 盛合 宮古市大字津軽石5-79 01936-7-2315
中一商店 九戸郡九戸村伊保内10-15 0195-42-3002
円子 九戸郡軽米町円子第4-177 0195-45-2332
小軽米 九戸郡軽米町小軽米第3-60-1 0195-45-2234
晴山 九戸郡軽米町晴山5-73-3 0195-47-2126
上小路 九戸郡洋野町阿子木6-6-3 -
柳杭田商店 九戸郡洋野町大野44-41-5 0194-77-2443
平船 九戸郡洋野町大野71-1-3 0194-77-2166
種市 九戸郡洋野町中野13-19-16 0194-67-2651
盛岡南IC 盛岡市永井12-128 0196-37-7710
盛岡北部 盛岡市上田4-15-10 019-623-6863
盛岡東部 盛岡市中野2-16-20 019-624-1121
都南 盛岡市津志田25-2-3 019-636-0241
盛岡安庭 盛岡市東安庭2-2-12 019-604-2577

二戸郡 一戸 二戸郡一戸町西法寺字関屋44-2 0195-32-2881
金田一 二戸市釜沢字山道37-7 0195-27-2363
金田一 二戸市金田一字八ﾂ長165 0195-27-2251
金田一ｱヴｪﾆｭｰ 二戸市金田一字八ﾂ長296-1 0195-27-2238
八幡下 二戸市福岡字八幡下69-4 0195-23-3084
二戸 二戸市米沢字荒谷30-1 0195-25-4748
堀野 二戸市堀野字長地72-2 0195-23-4135
北上 北上市北工業団地7-2 0197-66-6686
藤根 北上市和賀町藤根17-78-5 0197-73-5328
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【 宮城県 】  営業再開サービスステーション ： エッソ・モービル・ゼネラル （4月1日現在）

市/郡 SS名 住所 電話番号
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ古川東 遠田郡美里町関根字提筒78 0229-35-1733
小牛田 遠田郡美里町藤ｹ崎町130 0229-32-2240
箟岳 遠田郡涌谷町猪岡短台字佐野崎16 0229-45-2954

塩釜市 塩釜東 塩釜市新浜町2-2-11 0223-64-4999
小野田 加美郡加美町原町字南西屋敷67-1 0229-67-2328
ｾﾙﾌ中新田 加美郡加美町字赤塚304-1 0229-64-1070
中新田 加美郡加美町大門4 0229-63-2236
小野田 加美郡加美町中畑14-2 0229-67-2333
やくらい 加美郡加美町味ｹ袋栗木塩23 0229-67-2762

角田市 金津 角田市尾山字横町22 0224-62-1315
ｾﾙﾌ気仙沼ＳＳ 気仙沼市岩ヶ崎２５１番地１ 0226-21-2113
気仙沼BP 気仙沼市岩月千岩田83-1 0226-27-3322
松島 宮城郡松島町高城明神4-25-1 0223-54-3313
利府 宮城郡利府町利府字八幡崎前96 0227-67-5022

栗原市 一迫 栗原市一迫真坂本町8 0228-52-2038
鶴巣PA 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字具足沢74 0223-43-2101
ExpreR4富谷 黒川郡富谷町富谷字源内33-1 0223-48-8254
大河原 柴田郡柴田町船岡大塚24-32 0224-52-2733
ｾﾝﾀｰ1 柴田郡柴田町船岡中央1-11-30 0224-55-1155
槻木 柴田郡柴田町槻木白幡3-2-1 0224-56-1503
給分浜 石巻市給分浜羽黒下20-4 022-546-2210
石巻北ＳＳ 石巻市向陽町１－１－２５ 022-594-8870
石巻 石巻市山下町1-1-12 022-596-0171
石巻河北 石巻市相野谷杉ｹ崎3-1 022-562-2340
桃生 石巻市桃生町神取山下45 022-576-2271
仙台扇町 仙台市宮城野区扇町4-5-5 022-235-3214
仙台中野 仙台市宮城野区中野字神明135-1 022-387-1211
東仙台 仙台市宮城野区東仙台1-2-13 022-251-1829
仙台日の出町 仙台市宮城野区日の出町2-1-6 022-231-3110
仙台荒井 仙台市若林区蒲町東61-1 022-390-4611
若林 仙台市若林区若林1-5-38 022-286-8656
国見ヶ丘 仙台市青葉区吉成台1-1-8 022-279-5520
折立 仙台市青葉区郷六字石山22-1 022-226-1005
清水小路 仙台市青葉区五橋1-6-2 022-225-6558
愛子 仙台市青葉区上愛子字松原2-3 022-392-2326
仙台宮城IC 仙台市青葉区折立1-2-17 022-226-1132
落合 仙台市青葉区落合1-1-5 022-392-2261
仙台ｾﾝﾄﾗﾙ 仙台市青葉区立町1-1 022-264-1696
根白石 仙台市泉区小角宮22 022-376-6130
南光台 仙台市泉区南光台南1-1-18 022-251-9066
泉ﾊﾟｰｸ北高森 仙台市泉区北高森1-1 022-377-1580
仙台BP 仙台市太白区郡山7-13-8 022-247-3267
仙台泉崎 仙台市太白区泉崎1-14-3 022-743-5211
茂庭BP 仙台市太白区茂庭字新御所川55 022-281-2818
茂庭 仙台市太白区茂庭字大沢52-2 022-281-2608
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ古川IC 大崎市古川字本鹿島248 0229-23-0173
岩出山BP 大崎市岩出山上野目中田110-1 0229-72-2366
古川 大崎市古川諏訪2-5-40 0229-22-0924
古川 大崎市古川南新町7-51 0229-23-0134
古川西 大崎市古川飯川字十文字3-2 0229-26-2233
三本木BP 大崎市三本木南谷地字要害380 0229-52-2239
鹿島台 大崎市鹿島台木間塚小谷地239-1 0229-56-2347
川渡 大崎市鳴子温泉字田中29-2 0229-84-7322
ｻﾝｻﾝ佐沼 登米市迫町佐沼字梅ﾉ木5-1-12 0220-22-0333
米山 登米市米山町西野字十日町38 0220-55-2052

東松島市 ﾊｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ矢本 東松島市矢本字一本杉203 0225-84-2787
白石市 白石 白石市半沢屋敷西142-3 0224-26-2014

ｲﾙﾏｰﾚ志津川 本吉郡南三陸町志津川廻館前75 0226-46-3007
本吉町 本吉郡本吉町津谷松岡48 0226-42-2003

名取市 増田 名取市増田3-1-8 0223-82-2820
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仙台市



【 秋田県 】  営業再開サービスステーション ： エッソ・モービル・ゼネラル （4月1日現在）

市/郡 SS名 住所 電話番号
ﾊﾟｲﾝﾂﾘｰｲﾝﾄﾑ にかほ市象潟町浜山6-3 0184-43-7555
仁賀保 にかほ市平沢字前田170 0184-35-5971
大森 横手市大森町堂林138 0182-26-2200
ﾆｭｰ横手 横手市八幡字八幡201 0182-33-3464

潟上市 天王 潟上市天王字持谷地141-3 018-878-6171
秋田北 秋田市保戸野千代田町17-1 018-896-1525
卸ｾﾝﾀｰ 秋田市卸町3-8-1 018-862-5225
和田 秋田市河辺和田下田川原16-5 018-882-3132

仙北市 角館 仙北市角館町細越町65 0187-54-2097
大館 大館市釈迦内稲荷山下123-4 0186-48-2257
川口 大館市川口字新塚下12-1 0186-49-3330
ﾆｭｰ比内 大館市比内町扇田字伊勢堂岱90-2 0186-55-1128
角間川 大仙市角間川町字西本町8 0187-65-2111
四ﾂ屋 大仙市高関上郷字高屋敷50-3 0187-66-2046
中仙 大仙市長野字紫嶋55-1 0187-56-2073

湯沢市 ｾﾙﾌ湯沢 湯沢市字沖鶴258-1 0183-79-5333
湖東 南秋田郡五城目町七倉158-4 018-852-4016
五城目 南秋田郡五城目町上町43-3 018-852-3257
八郎潟 南秋田郡八郎潟町川崎昼寝10 018-875-3300

能代市 能代明治町 能代市明治町15-22 0185-52-3712
本荘御門 由利本荘市御門247-2 0184-22-5675
平沢 由利本荘市仁賀保町田角森27-4 0184-36-3208
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ本荘 由利本荘市石脇字赤禿102 0184-22-6455
本荘川口 由利本荘市川口字堂ﾉ腰126-7 0184-24-3331
ﾆｭｰ矢島 由利本荘市矢島町七日町字熊野堂56-1 0184-56-2467

にかほ市

秋田市

南秋田郡

由利本荘市

大館市

大仙市

横手市



【 山形県 】  営業再開サービスステーション ： エッソ・モービル・ゼネラル （4月1日現在）

市/郡 SS名 住所 電話番号
寒河江南 寒河江市大字島字皿沼東745-1 0237-83-5575
寒河江 寒河江市大字日田字中向1 0237-84-4321
戸沢 最上郡戸沢村津谷1640-10 023-372-2283
(株)藤井重機 最上郡最上町向野沢原口480-4 023-343-3963
高瀬 山形市下東山1194 023-687-2451
山形駅前 山形市幸町7-63 023-631-9525
山形北BP 山形市江南3-28-22 023-684-8686
山形駅前 山形市香澄町2-3-19 023-623-7145
県庁前 山形市松波4-10-1 023-622-8764
城西 山形市城西町4-3-27 0236-47-7188
城北 山形市城北町1-24-16 023-644-0751
深町 山形市深町1-2-1 023-644-5776
山形千手堂 山形市千手堂字沢田293-2 023-681-3831
蔵王 山形市蔵王温泉堰神705-3 0236-94-9071
蔵王みはらしの丘前 山形市大字松原字谷地805-5 023-695-3911
山形南BP 山形市中桜田1-769-16 023-641-3188
長谷堂 山形市長谷堂1126-3 023-688-3144
Expre嶋 山形市嶋北４－５－３０ 023-679-4822
東青田 山形市東青田1-1-30 023-641-7722
南栄町 山形市南栄町2-9-1 023-632-0350
山形西BP 山形市南館5-1-15 023-645-1707
山形BP 山形市南原町3-19-3 023-632-3255
北町 山形市北町1-5-36 023-684-0674
落合 山形市落合町字千歳97-2 023-628-6280
北庄内砂越どまんなか 酒田市砂越字粕町59-10 023-461-7535
Expre酒田 酒田市大町6-19 023-431-7977

上山市 上山BP 上山市金瓶字水上57-3 023-672-2211
新庄中央 新庄市住吉町8-5 0233-22-1157
新庄どまんなか 新庄市十日町415 0233-22-6573
松本 新庄市松本296-8 0233-22-0789

北村山郡 尾花沢BP 北村山郡大石田町大字今宿709-9 0237-22-1929
ﾆｭ-山辺 東村山郡山辺町山辺三河尻54-2 023-664-5460
中山ｾﾙﾌ 東村山郡中山町中山191 023-663-1021
長崎 東村山郡中山町長崎字古城3052 023-662-3355
溝延 西村山郡河北町溝延字稲荷原49-4 0237-73-2726
谷地 西村山郡河北町谷地甲24 0237-72-3115
高関 西村山郡河北町谷地字月山堂664 0237-73-3911
ﾊﾞｲﾊﾞｽ 西村山郡西川町間沢290-2 0237-74-2154
左沢 西村山郡大江町左沢885 0237-62-2525

村山市 大久保 村山市大久保甲884-1 0237-54-2227
みどり町 鶴岡市みどり町17-32 0235-22-6421
鶴岡どまんなか 鶴岡市錦町10-27 0235-25-6822
Expreﾆｭｰ鶴岡 鶴岡市大宝寺字日本国375-7 0235-22-6421
庄内どまんなか 鶴岡市藤浪5-89 0235-64-4966
天童本社 天童市鎌田1-13-1 023-653-3311
天童山口 天童市山口1353 023-656-2941
山元 天童市泉町2-14-27 023-654-1554
天童BP 天童市大字原町字町尻130 023-654-3330
天童BP 天童市芳賀字十二木576 023-655-3400
東根BP 東根市蟹沢三本壇1626-3 0237-43-2984
ﾆｭｰ空港前 東根市蟹沢字上縄目1828-3 0237-43-3800

東置賜郡 (有)金子石油店 東置賜郡川西町上小松3153 0238-42-2021
南陽市 赤湯 南陽市川尻2977-1 0238-43-2454

尾花沢北ｾﾙﾌ 尾花沢市荻袋字西荻原1327-121 0237-25-3331
尾花沢仲町 尾花沢市中町4-6 0237-22-0321
白布 米沢市関1523 0238-55-2008
Expre米沢 米沢市中田町921 0238-37-4335

新庄市

西村山郡

鶴岡市

寒河江市

最上郡

山形市

酒田市

東村山郡

尾花沢市

米沢市

天童市

東根市



【 福島県 】  営業再開サービスステーション ： エッソ・モービル・ゼネラル （4月1日現在）

市/郡 SS名 住所 電話番号
根岸 いわき市遠野町根岸字白幡61-1 0246-89-2145
上遠野 いわき市遠野町上遠野字白幡77 0246-89-2144
合戸 いわき市三和町合戸駅51 0246-87-2018
鹿島 いわき市鹿島町下矢田字十王前4 0246-29-2465
いわき花畑 いわき市小名浜花畑町43-13 0246-73-2401
植田 いわき市植田町本町1-2-10 0246-62-2460
泉玉露 いわき市泉玉露3-13-20 0246-75-0063
ﾙｰﾄ6小名浜 いわき市泉町下川字大剣1-93 0246-56-6851

伊達郡 国見SA上り線 伊達郡国見町貝田字神の前26-1 024-585-3559
福島保原 伊達市保原町上保原字久ｼ原28-1 0245-74-2401
掛田 伊達市霊山町掛田字西裏76-2 0245-64-2666

河沼郡 会津坂下 河沼郡会津坂下町字舘ﾉ下171 0242-84-2487
磐梯IC 会津若松市河東町八田字漆沢124 0242-76-1600
若松東 会津若松市河東町八田字八田野51 0242-75-3261
会津七日町 会津若松市西七日町5-5 0242-39-2401
会津南 会津若松市西年貢2-2-7 0242-38-2402
会津城北 会津若松市町北町藤室字達摩164-1 0242-39-2408
会津北 会津若松市鶴賀町2-15 0242-39-2403
会津城南 会津若松市門田町黒岩字坂の下9-1 0242-38-2405
運動公園 会津若松市門田町大字堤沢字北村２３０－１ 0242-38-2408
会津西 会津若松市門田町大字飯寺字村西858 0242-38-2460
会津東 会津若松市檜町1-6 0242-38-2404

岩瀬郡 セルフ鏡石 岩瀬郡鏡石町鏡田字不時沼5-1 0248-62-2101
BeMAX喜多方 喜多方市関柴町上高額字割田1697-2 0241-21-1212
喜多方南 喜多方市長面3083 0241-22-0286
卸町 郡山市卸町1-26-1 0249-59-6579
郡山ｾﾝﾄﾗﾙ 郡山市桑野1-22-11 024-932-0695
郡山美術館通り 郡山市向河原町4-65 024-941-0525
図景町 郡山市図景町1-2-12 024-932-5365
郡山 郡山市川向30 024-945-0727
郡山 郡山市大町2-5-2 024-922-1202
鶴見担 郡山市鶴見担2-16-15 024-922-9452
郡山東 郡山市田村町金屋字杉ﾉ宮15-1 024-944-5508
守山 郡山市田村町山中字本郷16-10 024-965-0240
郡山北 郡山市八山田5丁目367 024-991-5240
八山田 郡山市富久山町八山田字一本橋19-1 024-932-2582
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ郡山ｲﾝﾀｰ 郡山市富田町向作田7-1 0249-51-2243
ｼﾝｴﾈ郡山ＳＳ 郡山市並木３－１－１９ 0249-27-0876

須賀川市 ﾆｭｰ須賀川 須賀川市滑川字中津沢76-2 0248-75-2464
新白河駅前 西白河郡西郷村小田倉字豊作東27 0248-22-8625
矢吹 西白河郡矢吹町中町47 0248-42-2975

石川郡 玉川 石川郡玉川村大字小高字六斗蒔24-1 0247-37-1001
相馬郡 駒ｹ嶺 相馬郡新地町駒ｹ嶺字町55-1 0244-62-3063
大沼郡 会津高田 大沼郡会津美里町鹿島3040 0242-54-2227
田村郡 小野町 田村郡小野町小野新町字中通123 0247-72-3263

船引 田村市船引町船引字安久津71 0247-82-1389
滝根 田村市滝根町神俣字一の坪71-3-36 0247-78-3169
楢原 南会津郡下郷町大字豊成字上ﾐ田5631 0241-67-2562
荒海 南会津郡南会津町関本字百一558-1 0241-66-2250
田島駅前 南会津郡南会津町田島字西番場361-1 0241-62-0053

南相馬市 南相馬鹿島 南相馬市鹿島区鹿島北田 0244-46-2404
杉沢 二本松市杉沢字平77 0243-57-2235
東新殿 二本松市東新殿字海谷218 0243-56-2718
ｾﾙﾌ関辺 白河市上ノ台1-6 0248-22-7658
白河 白河市本町39 0248-22-1175
ﾆｭｰ佐倉 福島市荒井北2-4-4 024-593-1431
吾妻 福島市在庭坂字薬師田9-1 024-591-1445
瀬上 福島市瀬上町字町裏6-2 024-553-5066
福島ｾﾝﾄﾗﾙ 福島市天神町14-7 024-534-1774
福島渡利 福島市渡利字山ﾉ下前6-1 024-521-2277
福島西BP 福島市南矢野目字桜内19-1 024-555-2567

本宮市 ﾆｭｰ小田部 本宮市糠沢字小田部12 0243-44-3672

いわき市

伊達市

会津若松市

喜多方市

二本松市

白河市

福島市

郡山市

西白河郡

田村市

南会津郡


