
組合員名簿一覧
郵便番号 住所 組合員名

319-3704 久慈郡大子町上野宮191-1 ㈲長山商店
319-3555 久慈郡大子町下野宮2390-1 ㈲小西屋商店
319-3551 久慈郡大子町池田2836-12 ㈲増渕商店　　リバーサイド大子給油所
319-3543 久慈郡大子町佐貫1970 矢田部屋商店
319-3538 久慈郡大子町芦野倉犬若崎172-3 ㈲和田石材
319-3533 久慈郡大子町下金沢144 ㈲笠井石油店　 下金沢給油所
319-3526 久慈郡大子町大子749 ㈲早川商店　常陸大子給油所
319-3512 久慈郡大子町小生瀬92-2 本田石油
319-3361 久慈郡大子町頃藤3577-2 石井石油店　上小川給油所
319-3361 久慈郡大子町頃藤4424-1 シルバーフォーク石油
319-3361 久慈郡大子町頃藤4989-3 叶屋石油店　上小川給油所
319-3103 常陸大宮市家和楽297 ㈲カネシチ
319-2603 常陸大宮市鷲子1749 ㈲阿部商店
319-2601 常陸大宮市高部286-2 ㈲坂井給油所
319-2601 常陸大宮市高部3965 ㈲國松徳商店
319-2512 常陸大宮市下檜沢1782-2 岡崎石油店
319-2512 常陸大宮市下檜沢3615 坂本屋給油所
319-2224 常陸大宮市東野4236-1 ㈲海老根石油店
319-2215 常陸大宮市北町19 弘和堂石油
319-2215 常陸大宮市北町5 ㈱野崎酒店
319-2215 常陸大宮市北町404-1 石川燃料
319-2212 常陸大宮市上大賀2064-3 藤田石油店
319-2200 常陸大宮市中富町3102-1 ㈱スズキ　大宮バイパス本店
319-2144 常陸大宮市泉444 ㈲坂本石油
319-2131 常陸大宮市下村田816 ㈱クラセキ
319-2103 那珂市中里914 薗部石油店
319-2102 那珂市瓜連559-2 ㈲生天目石油店
319-2102 那珂市瓜連1638 弘和堂石油
319-1723 北茨城市関本町関本中2820 マルハ産業㈱　 北茨城給油所
319-1702 北茨城市大津町2609 増井油店
319-1702 北茨城市大津町58 ㈲鳥居塚石油
319-1559 北茨城市中郷町上桜井1587 中川商店
319-1558 北茨城市中郷町石岡432 ㈲芳賀商店
319-1551 北茨城市中郷町下桜井502 常盤港運㈱北茨城給油所
319-1545 北茨城市磯原町木皿1119 ㈲金川石油
319-1542 北茨城市磯原町本町1-7-3 ㈲澤井石油
319-1414 日立市日高町4-1-8 高見石油店
319-1414 日立市日高町3-11-1 増井石油店
319-1411 日立市川尻町1-35-12 ㈱柴田石油店
319-1304 日立市友部1217-1 ㈲御代石油
319-1231 日立市留町北河原2798-1 黒澤油店　北河原給油所
319-1223 日立市みなと町11-21 ㈱マルシン石油店 久慈浜バイパス給油所
319-1222 日立市久慈町3-7-12 大一商事㈱　日立港給油所
319-1221 日立市大みか町6-17-36 ㈱出野石油 スマイルいでの大みか給油所
317-0076 日立市会瀬町1-15-40 日立礦油㈱
317-0062 日立市平和町1-13-3 ㈱宮内石油
316-0012 日立市大久保町3-10-20 ㈱宮本石油店
316-0004 日立市東多賀町2-11-2 野田商事㈱　東多賀給油所
311-0403 日立市東河内町字和台前143-1 ㈲中里自動車修理工場
319-1112 那珂郡東海村村松2299-3 ㈱砂押アグリン　　 東海給油所
319-1112 那珂郡東海村村松79 ㈱井坂石油店
319-1111 那珂郡東海村駅西2-5-14 佐藤石油㈱ サンシルク東海給油所
319-1111 那珂郡東海村舟石川825-90 ㈲東海河野石油 東海中央給油所
319-1101 那珂郡東海村石神外宿2471-1 舛井石油店
319-1101 那珂郡東海村石神外宿2531-3 ㈱照沼商事
319-0205 笠間市押辺730 ㈱新小沼屋　押辺第一給油所
319-0205 笠間市押辺969-1 ㈲菅谷石油店
319-0204 笠間市土師616-2 (資)柴田商店



郵便番号 住所 組合員名

319-0202 笠間市下郷4425-19 ㈲本橋石油店
319-0202 笠間市下郷下長町197-1 平沢石店
319-0202 笠間市下郷5032-2 加藤燃料店
319-0202 笠間市下郷4439-32 鈴木石油店
319-0134 小美玉市納場349-5 飯塚石油店
319-0123 小美玉市羽鳥2956-2 ㈲島重石油店
319-0123 小美玉市羽鳥2596-7 ㈲梅屋百貨店
319-0108 小美玉市先後257-1 鈴木石油店
319-0107 小美玉市小岩戸1299-1 (資)沼田商店
319-0106 小美玉市堅倉986-1 仲屋石油店
319-0106 小美玉市堅倉字浜海道付1585-7 鈴与エネルギー㈱
319-0102　 小美玉市西郷地1594-1 ㈱ハタヤモータープール
318-0032 高萩市大和町4-1 高萩商事㈱
318-0023 高萩市島名2256 ㈲山縣石油
318-0021 高萩市安良川1665 ㈲大高燃料商会
315-0162 石岡市宇治会芝崎1759-5 磯山石油店
315-0162 石岡市宇治会1213-2 ㈲吉岡自動車　 八郷宇治会給油所
315-0155 石岡市小幡下宿端298-1 大塚商店
315-0155 石岡市小幡931 ㈲鬼沢石油
315-0131 石岡市下林835-2 大山石油店
315-0131 石岡市下林555-5 額賀石油店
315-0125 石岡市山崎1718 真家石油店
315-0122 石岡市東成井2024 ㈲山田石油店
315-0116 石岡市柿岡2348 ㈲萩原石油店
315-0116 石岡市柿岡3347-1 八郷石油㈲
315-0111 石岡市瓦谷344 佐藤石油店
315-0111 石岡市瓦谷3751-1 吉岡商会
315-0075 かすみがうら市中志筑1653 橿村石油
315-0075 かすみがうら市中志筑字間沢151-1 ㈲かじやコーポレーション
315-0074 かすみがうら市下志筑128-1 木村石油店
315-0074 かすみがうら市下志筑95 ㈱中島商事
315-0058 かすみがうら市下土田470-2 茨城千代田農協
315-0052 かすみがうら市上稲吉1848 ㈱桜井石油　千代田給油所
315-0047 石岡市井関963 鈴木石油店
315-0046 石岡市石川6-1 森田石油
315-0045 石岡市高浜100-5 原田石油店
315-0034 石岡市東田中1202-1 ㈲ウエタ
315-0031 石岡市東大橋字蓬菜1900-1 石岡産業㈲
315-0016 石岡市総社2-9-21 常陸石油㈱
315-0014 石岡市国府7-7-5 ㈱細谷石油店
315-0013 石岡市府中1-7-17 鹿島商事㈱
315-0008 石岡市村上628 岡野石油
315-0001 石岡市石岡2913-8 君山商事㈱
315-0001 石岡市石岡字谷向16-14 三矢石油㈲　
314-0424 神栖市別所4714-1 沿海石油
314-0424 神栖市別所4816-3 ㈲宮内石油
314-0400 神栖市波崎7142 ㈱津久浦産業
314-0400 神栖市波崎8816-1-3 山幸石油㈱
314-0341 神栖市矢田部2-1 ㈱大東鉱油　仲新田給油所
314-0341 神栖市矢田部5961-6 加登屋総業㈱ 矢田部バイパス給油所
314-0341 神栖市矢田部4567 西谷商店
314-0341 神栖市矢田部字植松9472-2 鹿南石油㈱
314-0254 神栖市太田294-34 ㈱野田石油
314-0254 鹿島郡波崎町太田押場476-1 平野石油㈱　 プレイリー太田給油所
314-0254 神栖市太田字宝山4577-3 ㈱井口隆治商店　 宝山プラザ給油所
314-0253 神栖市須田2340-13 ㈲飯田石油
314-0252 神栖市柳川2092-126 ㈲青野産業
314-0146 神栖市平泉久保山2753-1 寺崎石油
314-0144 神栖市大野原2-20-17 ㈱五十嵐商事
314-0144 神栖市大野原3-11-6 ㈱伊藤商事
314-0133 神栖市大野原5-4-34 野口石油
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314-0133 神栖市息栖2512 ㈲荒井商店
314-0131 神栖市下幡木1115 三嶋産業㈱
314-0116 神栖市奥野谷5742-1 菅佐原石油店
314-0115 神栖市知手2974-162 ㈲AYA保立石油
314-0115 神栖市知手138-4 山本石油㈱
314-0114 神栖市日川1536 山田商店
314-0112 神栖市知手中央2-10-32 (有)伊藤石油　知手
314-0112 神栖市知手中央14-13-17 ㈱誠
314-0112 神栖市知手中央1-16-14 河野商店
314-0112 神栖市知手中央9-9-14 ㈱中田商店
314-0111 神栖市南浜3-6 丸忠商事㈱　
314-0047 鹿嶋市須賀1169-2 錦織商事㈱
314-0047 鹿嶋市須賀1148-1 大川石油店
314-0036 鹿嶋市大船津2294 宮内商店
314-0036 鹿島市大船津2262 ㈱鹿島製油
314-0034 鹿嶋市鉢形1522 根本石油店
314-0031 鹿島市宮中5164 小岩井商事㈱
314-0028 鹿島市木滝字国神984 小倉興産エネルギー㈱　 鹿島営業所
314-0022 鹿嶋市長栖403 野口商事㈱
314-0021 鹿嶋市粟生301-3 幡石油
314-0021 鹿嶋市粟生十二神2229-32 ㈲今泉商事
314-0015 鹿嶋市泉川1616-2 砂山興業㈱
314-0012 鹿嶋市平井1128-324 ㈲橋本石油店
313-0351 常陸太田市天下野町4980 石川屋石油店
313-0223 常陸太田市和田町799 朝日屋商店
313-0213 常陸太田市町田町21-1 (名)石川商店
313-0134 常陸太田市中野町769-1 島根商店
313-0131 常陸太田市花房町211-1-1 ㈲石崎石油店
313-0123 常陸太田市久米町215-2 (有)中村屋商店
313-0112 常陸太田市岩手町193-1 (有)栗原商店
313-0105 常陸太田市中利員町2181-1 (有)豊田石油店
313-0046 常陸太田市上河合町1526-1 (名)岡田建設
313-0031 常陸太田市岡田町637 宮本商店
313-0014 常陸太田市木崎二町1743 ㈲朝日屋石油店
313-0013 常陸太田市山下町1171 湊屋商事㈱　 常陸太田給油所
313-0004 常陸太田市馬場町字観音378-2 常陸化工㈱　常陸セントラル給油所
312-0061 ひたちなか市稲田字原野1285-13 ㈱千石石油
312-0061 ひたちなか市稲田69-11 ㈲さかえや
312-0061 ひたちなか市稲田カチ内1059-19 ワールド産業㈱ グレートコスモイナダ給油所
312-0061 ひたちなか市稲田777-1 ㈱矢野石油店
312-0046 ひたちなか市勝田泉町12-1 ㈲平戸商店
312-0034 ひたちなか市堀口695-4 サカイ㈱　堀口給油所
312-0033 ひたちなか市市毛536-1 和地石油店
312-0021 ひたちなか市三反田5098 ㈲塙燃料商事
312-0021 ひたちなか市笹野町2-7-1 ヒタチ石油㈱　勝田笹野給油所
312-0021 ひたちなか市三反田3118-1 伊藤商店
312-0017 ひたちなか市長堀町3-12-10 小田切石油㈱
312-0012 ひたちなか市馬渡3858-2 セキヤ石油㈱ ウイングＯＮＥセキヤ給油所
312-0002 ひたちなか市高野723-2 ㈱三角屋商店
312-0001 ひたちなか市佐和852-3 ㈱小室運輸
311-4613 常陸大宮市長倉1020 ㈲宮崎石油店
311-4514 東茨城郡城里町阿波山998-2 ㈱山常商店
311-4514 東茨城郡城里町阿波山941-2 小林石油㈱　阿波山給油所
311-4511 東茨城郡城里町赤沢1130-1 森田石油
311-4511 東茨城郡城里町赤沢269 関口石油店
311-4407 東茨城郡城里町徳蔵777-1 茨城中央農協　七会給油所
311-4402 東茨城郡城里町小勝297-1 阿久津商店
311-4401 東茨城郡城里町塩子2545 ㈲宮前商店
311-4323 東茨城郡城里町上圷581-3 大越石油
311-4314 東茨城郡城里町下古内872-2 川又商店
311-4303 東茨城郡城里町石塚1468 桧山石油店
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311-4303 東茨城郡城里町石塚1507 ㈲梅原屋石油
311-4302 東茨城郡城里町那珂西2508 ㈲木村石油店
311-4206 水戸市飯富町1475 綿引商店
311-4204 水戸市田谷町1523 高橋石油店
311-4163 水戸市加倉井町字中坪693-2 ㈱フカヤ　西水戸給油所
311-4141 水戸市赤塚1-2064-23 日の丸石油㈱
319-0323 水戸市鯉淵町2977 ㈲江幡石油店
319-0323 水戸市鯉淵町1690-1 ㈱スズネン
319-0315 水戸市内原町1432-1 宮崎石油店
319-0312 水戸市大足町728-2 ㈲川又
311-1125 水戸市大場町2728-1 照和商事㈲　大場給油所
311-1115 水戸市大串町957-1 高橋商事㈱　 大洗インター給油所
311-1115 水戸市大串2151-3 ㈱和田屋石油
311-3835 行方市島並字中池1408-2 大川商店
311-3835 行方市島並105-1 ㈲高栖石油店
311-3833 行方市富田166-5 山口石油店
311-3833 行方市富田237 羽生商店
311-3832 行方市麻生171-6 ㈲出沼石油店
311-3832 行方市麻生3324 堀江商店
311-3832 行方市麻生3286-3 箕輪商店
311-3832 行方市麻生225-1 ㈱水飼商店
311-3832 行方市麻生103 森川商店
311-3831 行方郡麻生町 横山商事㈱　大和給油所
311-3826 行方市矢幡620-1 村山商店
311-3826 行方市矢幡496 石神商店
311-3825 行方市根小屋108 ㈲平山商事
311-3812 行方市杉平23 久保商店
311-3806 行方市船子14 榊原商店
311-3804 行方市小高905-1 宮内又兵衛商店
311-3515 行方市井上833-2 根本商店
311-3514 行方市西蓮寺580-1 清宮電気㈱
311-3513 行方市手賀1228 理崎石油店
311-3512 行方市玉造甲2214-1 ㈱竿台石油
311-3512 行方市玉造甲6819-2 ㈲斉藤商事
311-3512 行方市玉造甲1816 ㈲なめがた農機燃料　玉造給油所
311-3507 行方市羽生348-1 常陸産業㈱
311-3505 行方市浜2003 須田商店
311-1723 行方市行戸1015-3 塙石油店
311-1715 行方市小幡716-4 ㈲根本商店
311-1712 行方市繁昌315-2 額賀商店
311-1712 行方市繁昌48-1 横田商事㈱
311-1711 行方市吉川357-4 大平商店
311‐1705 行方市内宿897 柳町商事㈲
311-1704 行方市山田471 ㈲石上商店
311-3424 小美玉市幡谷二ツ塚392-1 ㈱なかじま
311-3422 小美玉市中延字永久保639-1 ㈲丸正石油店
311-3422 小美玉市中延彦久565 ㈱アダチ石油店
311-3421 小美玉市宮田64 ㈲宮窪本店
311-3413 小美玉市山野1654-17 ㈲清水石油
311-3406 小美玉市下吉影604 押久保石油
311-3403 小美玉市上吉影149 友部商店
311-3157 東茨城郡茨城町小幡1008-1 エネクスフリート㈱
311-3157 東茨城郡茨城町小幡1028-48 太陽鉱油㈱
311-3156 東茨城郡茨城町奥谷34-1 浅野商事㈱
311-3153 東茨城郡茨城町上飯沼1277-1 ㈲市毛
311-3142 東茨城郡茨城町羽鳥田1125 小松商店
311-3142 東茨城郡茨城町羽鳥田773 上野石油
311-3138 東茨城郡茨城町城之内672 ㈲倉持商店
311-3136 東茨城郡茨城町宮ヶ崎555 ㈲タカギ百貨店
311-3136 東茨城郡茨城町宮ヶ崎桜下1411-1 鈴木石油店
311-3135 東茨城郡茨城町海老沢138 山西石油



郵便番号 住所 組合員名

311-3132 東茨城郡茨城町駒場96 岡野石油店
311-3125 東茨城郡茨城町下石崎2257 ㈲長洲百貨店
311-3124 東茨城郡茨城町中石崎371-2 ㈲ヤマト商事
311-3123 東茨城郡茨城町若宮420-1 ㈲北中商店
311-3122 東茨城郡茨城町上石崎3819-1 海老沢百貨店
311-3122 東茨城郡茨城町上石崎142 ㈱栗原石油
311-3116 東茨城郡茨城町長岡3317 立原石油㈱
311-3107 東茨城郡茨城町小鶴154 ㈲ナバル自動車
311-3103 東茨城郡茨城町野曽985 ㈱ムラタヤ
311-2436 潮来市牛堀577 大川石油店
311-2435 潮来市上戸2298 内堀商店
311-2435 潮来市上戸112 木村商店
311-2433 潮来市堀之内1450 森内石油店
311-2426 潮来市大塚野1-1-16 鶴屋産業㈱
311-2424 潮来市潮来83 潮来製氷㈱
311-2424 潮来市潮来前6050-2 高安商店
311-2424 潮来市潮来580 ㈲磯山源兵衛商店
311-2424 潮来市潮来159-1 ㈱坂本徳松商店
311-2421 潮来市辻227 榊原石油店
311-2421 潮来市辻357 ㈱兼平商店
311-2414 潮来市徳島2001 小峰商店
311-2414 潮来市徳島5323-1 ㈱小義商事
311-2411 潮来市曲松2780-12 ㈱長島石油 コンフォート潮来給油所
311-2408 潮来市洲崎431-1 ㈱小林自動車
311-2404 潮来市水原1098 石橋商店
311-2402 潮来市大生1027 ㈲原弥兵衛商店
311-2401 潮来市大賀287 ㈱郡司
311-2400 潮来市小泉乙2453-2 高田石油店
311-2221 鹿嶋市荒野581 ㈲大栄石油
311-2215 鹿嶋市和686-1 山本石油サービス
311-2212 鹿嶋市角折字忠730 長佐一郎商店
311-2206 鹿嶋市武井1013-1 鈴木石油店
311-2206 鹿嶋市武井釜399-1 ㈲協和石油
311-2117 鉾田市大蔵1447 さかい商店
311-2116 鉾田市札941-1 荒原石油
311-2116 鉾田市札140-1 宮本石油店
311-2112 鉾田市飯島字前砂子775-8 菅谷石油店
311-2111 鉾田市上沢1492 ㈱オオクニヤ
311-2111 鉾田市上沢1481-1 ㈲太平洋エネルギー
311-2103 鉾田市汲上1663 ㈲クリエイト
311-2102 鉾田市台濁沢新田前1046 坂爪石油店
311-1536 鉾田市大和田188-1 郡司商店
311-1536 鉾田市大和田131 井川昭三商店
311-1527 鉾田市借宿1390 沢屋商店
311-1527 鉾田市借宿2223-1 二重作貞雄商店
311-1525 鉾田市乃友573-1 長峰商店
311-1517 鉾田市鉾田44-1 平沼石油店
311-1517 鉾田市鉾田25 ㈲箕輪石油店
311-1517 鉾田市鉾田1678 田山商店
311-1517 鉾田市鉾田1516 (資)渡辺石油
311-1512 鉾田市白塚743 塙石油店
311-1511 鉾田市柏熊掛の下297-8 ㈱石崎商事
311-1504 鉾田市安房1650 吉田石油店
311-1501 鉾田市舟木久七谷原1378 飛沢石油店
311-1501 鉾田市舟木16 浅野石油店
311-1501 鉾田市舟木50-62 (有)アイユー　セルフ鉾田
311-1427 鉾田市常盤1658-37 菊池石油店
311-1423 鉾田市滝浜532-1 第一石油販売㈱ 51号鉾田ベイ給油所
311-1416 鉾田市鹿田70 永井石油店
311-1412 鉾田市玉田850-2 宮地石油店
311-1406 鉾田市田崎字高岡下240-3 田崎石油店



郵便番号 住所 組合員名

311-1403 鉾田市上釜229 梅原石油店
311-1401 鉾田市箕輪1708 ㈲ハシモト
311-1312 東茨城郡大洗町神山町1247 高須石油店
311-1311 東茨城郡大洗町大貫鬼久保3236-2 ㈱アメザワ　大洗給油所
311-1311 東茨城郡大洗町大貫町64-31 ㈱タヤマ　大洗本店給油所
311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町2587 ㈲川崎石油店　 大洗第一給油所
311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町1025 ㈲なかや燃料店
311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町磯浜8253-32 ㈱大洗輸送
311-1229 ひたちなか市湊中央2-9-14 ㈲土喜石油店
311-1213 ひたちなか市牛久保2-12-24 ㈲ササヤマ　那珂湊東給油所
311-1202 ひたちなか市磯崎町4195 柴田石油店　阿字ヶ浦給油所
311-1201 ひたちなか市阿字ヶ浦町317 黒沢石油店　阿字ヶ浦給油所
311-1201 ひたちなか市阿字ヶ浦町695 小池石油店　阿字ヶ浦給油所
311-0509 常陸太田市上深萩町224 ㈲生田目商店
311-0505 常陸太田市大中町585-2 ㈱板谷商事　ニュー里美給油所
311-0505 常陸太田市大中町1493-2 茨城みずほ農協　里美給油所
311-0502 常陸太田市徳田町327 ㈲石井石油
311-0311 常陸太田市町屋町490-1 (名)八幡屋商店 町屋バイパス給油所
311-0136 那珂市門部2743 中屋商店
311-0133 那珂市鴻巣1268-1 ㈲吉原商店
311-0132 那珂市南酒出616-1 稲田屋商店
311-0122 那珂市戸2716 倉田石油店
311-0118 那珂市福田1847 高橋石油店
311-0117 那珂市豊喰108 後藤商事㈱　 那珂中央給油所
311-0113 那珂市中台494 ㈲宮内商店
311-0111 那珂市後台614 ㈱増子石油店　後台給油所
311-0109 那珂市額田東郷801 樫村石油店
311-0105 那珂市菅谷605-12 ㈱高野屋石油
311-0101 那珂市本米崎2253 稲川商店
310-0902 水戸市渡里町3268-23 ㈲ワタヒキ
310-0853 水戸市平須町158-98 ㈱岡野石油
310-0852 水戸市笠原町1502 ㈱吉田石油
310-0852 水戸市笠原町1476-1 橋本産業㈱
310-0851 水戸市千波町2402 ㈱茨城ゼネラル石油 水戸千波給油所
310-0851 水戸市千波町1961-6 ㈱ミツウロコ 茨城支店
310-0851 水戸市千波町2770 常総コスモ石販㈱
310-0847 水戸市米沢町380 ㈲水戸サンルーブ商会
310-0836 水戸市元吉田町1629 ㈱荻原石油店　
310-0831 水戸市朝日町2933 ダイワ石油㈱　朝日町給油所
310-0826 水戸市渋井町前ほっく95 茨城米油販売㈱
310-0816 水戸市紺屋町1398 (資)弘和堂石油
310-0803 水戸市城南2-5-45-202 関東礦油㈱　　茨城支店
310-0803 水戸市城南2-5-45-202 関東礦油㈱
310-0053 水戸市末広町2-4-24 辻武商事㈱　末広町給油所
310-0053 水戸市末広町1-3-15 ㈲大森商店
310-0044 水戸市西原2-15-29 常陽朝日物産㈱　西原給油所
310-0042 水戸市自由が丘4-2 ㈲大森商会
310-0021 水戸市南町2-3-22 水戸燃料㈲
310-0005 水戸市水府町1547 サン石油㈱
309-1736 笠間市八雲2-4-5 ㈲青木商店　友部給油所
309-1736 笠間市八雲1-10-5 ㈱友部日石　友部給油所
309-1735 笠間市駅前6-17 ㈲友水石油
309-1725 笠間市南小泉77 深沢石油店
309-1717 笠間市旭町字旭台317-2 ㈱旭商事
309-1711 笠間市随分附721-1 ㈲鶴田肥料店
309-1635 笠間市稲田3120 ㈲稲田石油
309-1635 笠間市稲田4106-1 ㈲稲田給油所
309-1611 笠間市笠間4319 ㈱スガハラ
309-1611 笠間市笠間319-4 ㈱タナカ　相生町給油所
309-1464 桜川市今泉37-1 安達商店
309-1344 桜川市南飯田955-1 ㈲菊池商店



郵便番号 住所 組合員名

309-1333 桜川市山口566 中野屋商店
309-1245 桜川市金敷309-2 飯島商店
309-1243 桜川市高久768-5 増渕商店
309-1242 桜川市羽田992-3 坪井商店
309-1226 桜川市上野原地新田391-4 太陽鉱油㈱
309-1226 桜川市上野原地新田200 ㈲上野原給油所
309-1223 桜川市鍬田342-2 ㈱阿部石油
309-1213 桜川市西桜井2-26 ㈱坪井商店
309-1211 桜川市岩瀬258 渡辺石油㈲
309-1204 桜川市久原字旭423-2 若色石油店
309-1200 桜川市東桜川1-3 ㈲友常商店
309-1127 筑西市桑山1729-1 嶋田石油店
309-1127 筑西市桑山564-1 広瀬商店
309-1124 筑西市知行265 ㈲藤田ストアー
309-1108 筑西市井出1416-4 菊地商店
309-1106 筑西市新治1968 塚田油店
309-1106 筑西市新治2003-2 ㈲外山商事
309-1101 筑西市小栗7019-2 金沢石油店
309-1101 筑西市小栗5608-1 谷畑商店
308-8512 筑西市一本松1755-2 関彰商事㈱
308-0857 筑西市小川1553-6 ㈱ハコモリ
308-0857 筑西市小川前原1769-1 石塚産業㈱ イズムサービスステーション
308-0856 筑西市伊佐山字北宿250-2 ユニオン興産㈱　　下館
308-0853 筑西市伊讃美927 ㈱堀江久三郎商店
308-0846 筑西市布川182-2 さかえや商店
308-0845 筑西市西方1698-1 ㈲市村油店
308-0845 筑西市西方字向田802 高島油店　下館南給油所
308-0842 筑西市一本松548 斉藤商店
308-0837 筑西市嘉家佐和1957-7 大栄精麦(資)
308-0802 筑西市横島786-3 広澤商事㈱　 下館東給油所
308-0802 筑西市横島290-5 イタヤエナジー㈱
308-0127 筑西市関本下170 ㈲中山商店
308-0122 筑西市関本上232-38 小島商店
308-0117 筑西市犬塚字浅間山27 ㈲古谷石油
308-0101 筑西市井上877-2 ㈲塚田給油所
308-0066 筑西市下平塚436 深見商店
308-0063 筑西市神分27 川崎石油物流㈱
308-0015 筑西市大関770-1 ㈲コヤノ商店
307-0045 結城市上成380-1 森石油店
307-0044 結城市田間1381 ㈲岩瀬商店
307-0036 結城市北南茂呂86 ㈲鶴見石油
307-0032 結城市古宿新田128-3 ナガキ石油㈱
307-0028 結城市今宿1314-1 大竹商店
307-0023 結城市山王204-1 ㈲鈴木石油
307-0021 結城市上山川3496-1 ㈲森貞次商店
307-0015 結城市鹿窪1092-1 ハエバル㈱　　向原
307-0011 結城市小森1344-1 ㈲小林商事
307-0001 結城市結城281 ㈲津ノ国屋商店
307-0001 結城市結城1620 ㈱島田石油店
307-0001 結城市結城10664-1 ㈱永田石油　結城給油所
307-0001 結城市結城628 ㈱荒木商会
307-0001 結城市結城字油内6935-1 ㈲カズミ石油　
307-0001 結城市結城13456 ㈲さいとう
307-0001 結城市結城531 ㈱植木商店
306-0654 坂東市上出島149 真中石油
306-0653 坂東市駒跿949-13 ㈲飯田燃料店
306-0645 坂東市長須2239-1 ㈲西山商店
306-0645 坂東市長須2063 ㈲ヤマト後藤商店
306-0645 坂東市長須1475 ㈱岡野商店
306-0645 坂東市長須3638 斉木商店
306-0642 坂東市長谷2965-2 日の出屋商店
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306-0642 坂東市長谷2673-1 滝本屋
306-0642 坂東市長谷1853 後藤屋商店
306-0641 坂東市鶴戸1235-45 ソメヤ石油
306-0634 坂東市中里1087-1 染谷茂商店
306-0632 坂東市辺田1211-7 ㈱タキモト セルヴィス岩井給油所
306-0631 坂東市岩井4629 ㈱ミヤケペトロール
306-0631 坂東市岩井4355 ㈲滝本燃料店
306-0631 坂東市岩井4616 ㈲長須屋商店
306-0624 坂東市矢作原14-7 ㈲保土田商店
306-0617 坂東市神田山2196-14 小野商店
306-0617 坂東市神田山1386 国際油化㈱　岩井給油所
306-0616 坂東市猫実887-1 古谷石油
306-0615 坂東市大口2238-8 ㈲落合修平商店
306-0607 坂東市弓田471 岩本商店
306-0603 坂東市勘助新田25-1 山崎商店
306-0515 坂東市沓掛3105-1 ㈲吉田石油店
306-0515 坂東市沓掛1549-1 ㈲荒井燃料
306-0515 坂東市沓掛416-1 ㈱東栄商事
306-0515 坂東市沓掛5206 忍田商店
306-0505 坂東市菅谷1310-6 島田商店
306-0505 坂東市菅谷1251-1 ㈲金久保石油
306-0504 坂東市生子1242 見晴屋
306-0502 坂東市山2666-3 ㈲旭日屋　さしま中央給油所
306-0501 坂東市逆井2732 ㈲前沢商店
306-0501 坂東市逆井2842-2 ㈲鶴巻石油
306-0434 猿島郡境町上小橋103 ㈲野口油店
306-0433 猿島郡境町59 ㈱カワムラ
306-0433 猿島郡境町1613 ㈱サクライ
306-0416 猿島郡境町伏木647-1 ㈲染谷油店
306-0415 猿島郡境町大歩230-2 張替商店
306-0413 猿島郡境町山崎361-4 ㈲木村石油
306-0404 猿島郡境町長井戸736-2 半村商事
306-0404 猿島郡境町長井戸679-1 ㈲平川商店
306-0315 猿島郡五霞町小手指492-1 セントラル産業㈱
306-0313 猿島郡五霞町元栗橋新割4714 増田商事㈱
306-0312 猿島郡五霞町新幸谷471-1 横商
306-0307 猿島郡五霞町小福田1244 ㈱増田石油　西谷給油所
306-0306 猿島郡五霞町原宿台3-23-2 金子商事㈱
306-0305 猿島郡五霞町冬木新田2480-1 紅陽フリート㈱ 第4号新利根川橋給油所
306-0234 古河市上辺見285 石川興産㈱ セルフ総和中央
306-0233 古河市西牛谷214-1 ㈱いずみ石油
306-0231 古河市小堤249-2 ㈲諏訪石油
306-0222 古河市釈迦1982 ㈲関口商事
306-0222 古河市釈迦向新田1487 和田商店
306-0216 古河市前林能野1315-1 小野寺商店
306-0215 古河市水海90 山中商店
306-0215 古河市水海2256 高田商店
306-0214 古河市高野1167-1 ㈲塩田商店
306-0214 古河市高野1700-3 西屋商店
306-0212 古河市久能1233-1 ㈲落合商店 フリーポイント総和給油所
306-0212 古河市久能500 ㈱アサイ　東古河給油所
306-0205 古河市関戸1135-2 (有)鶴岡石油
306-0201 古河市上大野谷中2217-2 ㈱シンエネサービス プラザ総和給油所
306-0127 古河市下片田337-1 ㈲塚原農機
306-0126 古河市緒川409 ㈲北山商店
306-0126 古河市緒川鳥井戸1326-1 ㈲桜井石油
306-0125 古河市仁連81-1 渡辺油店
306-0124 古河市東緒川255 ㈲木村輪業
306-0113 古河市谷貝678-2 茨城屋商店
306-0112 古河市東山田675-1 ㈱タカハシ
306-0112 古河市東山田1567 ㈲春喜商店



郵便番号 住所 組合員名

306-0112 古河市東山田910 ㈲長谷川石油
306-0112 古河市東山田2944-104 美河石油㈱
306-0111 古河市大和田字二十五里寺1854-1 ㈱一光
306-0104 古河市恩名1280-2 ㈲増田商店
306-0104 古河市恩名1812-3 ㈲桜井麻治商店
306-0101 古河市尾崎1288-5 ㈲塚田自動車
306-0053 古河市中田新田96-1 ㈱大街道小森谷商事
306-0053 古河市中田929-1 ㈲並木一郎商店
306-0041 古河市鴻巣445-1 ㈱相葉商会
306-0033 古河市中央町2-6-58 利根川油店　 古河中央給油所
306-0015 古河市南町1-57 ㈲大高油店
306-0014 古河市下山町1-61 栃木石油㈱　古河給油所
306-0002 古河市三杉町1-1-35 ㈲代田油店
305-8515 つくば市東新井12-2 関彰商事㈱ エネルギー事業部
305-8515 つくば市東新井12-2 セキショウカーライフ㈱
305-4231 つくば市北条200 ㈱井上善兵衛
305-0864 つくば市境松636 ㈲飯島岩雄商店
305-0861 つくば市谷田部2976 ㈲江原石油
305-0861 つくば市谷田部2989 ㈲飯泉商店　 谷田部給油所
305-0854 つくば市上横場2257 ㈱大忠石油　 谷田部給油所
305-0051 つくば市二の宮1-23-9 ㈱アドバンスカーライフサービス
305-0043 つくば市大角豆906-1 ㈲大参商事
305-0042 つくば市下広岡284-13 狩谷石油
305-0041 つくば市上広岡575 ㈱横田エネルギーサプライ
305-0033 つくば市東新井30-9 カメイ㈱茨城支店
305-0028 つくば市妻木413-5 エネクス石油販売東日本㈱　 セルフ学園東大通り給油所
305-0025 つくば市大角豆906-1 ㈱久松石油　 セリオつくば給油所
305-0018 つくば市金田1927 飯岡建設㈱
305-0017 つくば市横町109 ㈲ヌマジリ
305-0001 つくば市栗原3872-4 ㈲古徳石油
300-4231 つくば市北条147 小沢石油店
300-4231 つくば市北条223 井上石油　　
300-4223 つくば市小田3039 小林石油
300-4218 つくば市大貫205 つくばね石油㈱
300-3267 つくば市前野1391-1 須藤石油
300-3253 つくば市大曽根3791 田上石油店　 大穂新町給油所
300-3253 つくば市大曽根2925 ㈱堀井商店
300-2667 つくば市中別府382-1 柴崎商店
300-2656 つくば市真瀬2100-32 鳥見石油
300-2655 つくば市島名北原818 ㈲染谷垣夫商店
300-2655 つくば市島名668 飯塚商店
300-2647 つくば市手子生1077-2 ㈲木村屋
300-2645 つくば市上郷2783 ㈱古沢商店　　豊里
300-2645 つくば市上郷1360-2 ㈲横島石油
300-2645 つくば市上郷6386 土田商店
300-2644 つくば市木俣385-5 串田商店
300-2641 つくば市今鹿島2865 小島商店
300-2637 つくば市酒丸608 稲葉康雄商店
300-2633 つくば市遠東552-1 ㈲染谷商会
300-2622 つくば市要441-1 佐々木石油店
300-2617 つくば市吉沼1122-2 十一屋燃料㈱
300-2613 つくば市西高野1076 ㈲会田忠商店
300-1248 つくば市若栗甲1015-1 ㈱岡野石油　若栗
300-1243 つくば市高崎字郷中塚41-5 ㈲岡田石油店
304-0822 下妻市皆葉1214-4 渡辺商店
304-0816 下妻市原堤根1817 ㈱橋本屋燃料店
304-0814 下妻市宗道20 野口商会
304-0802 下妻市鯨61 小島燃料店
304-0068 下妻市下妻丁113 加藤石油㈲　下妻給油所
304-0067 下妻市下妻乙542-2 ㈱いけだ
304-0067 下妻市下妻丙205-1 ㈲ヤマコヤ商店　下妻田町給油所



郵便番号 住所 組合員名

304-0056 下妻市長塚423 ㈲青木石油店
304-0035 下妻市横根511-3 篠崎モータース
304-0033 下妻市堀篭西方丁993 ㈲天ヶ谷石油　 下妻東給油所
304-0031 下妻市高道祖飯島1193 ㈲小沢石油　 高道租給油所
304-0028 下妻市下木戸字三枚畑266-1 ㈱テイ・アール・エス 下妻給油所
304-0012 下妻市若柳丙327-1 ㈱アカオギ
304-0007 下妻市黒駒1141 ㈲塚田燃料
304-0005 下妻市半谷428-4 ㈲塚田石油店
304-0004 下妻市大木332-1 ㈲鶴見商店
303-0045 常総市大塚戸町542-1 隅田屋石油
303-0044 常総市菅生町4638-2 ㈲月岡商店
303-0044 常総市管生町680 倉持商店
303-0044 常総市菅生町初戸3419 ㈲大滝石油店
303-0043 常総市内守谷町4792-9 (有)マツナミ
303-0042 常総市坂手町2211 小磯燃料店
303-0042 常総市坂手町1270 ㈲松崎石油
303-0041 常総市豊岡町丁1199 片倉石油
303-0041 常総市豊岡町乙909 黒鳥商店
303-0024 常総市栄町宝洞宿3393 ㈱釜久本店
303-0022 常総市渕頭町2914 ㈱イシイ
303-0021 常総市水海道諏訪町3126-1 青木商事㈱
303-0021 常総市水海道諏訪町3263 白井石油㈱　 水海道給油所
303-0006 常総市小山戸町313 草間燃料店
300-2742　 常総市向石下991 石山燃料店
300-2742 常総市三坂町669-1 中山燃料
300-2736 常総市孫兵衛新田1155-1 ㈲ハタヤ
300-2734 常総市栗山新田360-1 谷中屋商店
300-2706 常総市新石下二本木4666 丸三商事㈱　石下南給油所
300-2706 常総市新石下83-6 ㈲鈴木商店
300-2701 常総市若宮戸664 ㈱稲葉燃料
300-2521 常総市大生郷町1179-4 いちょうや
300-2512 常総市大輪町555-5 ごふくや商店
300-2511 常総市花島町854 渡辺商店
300-2506 常総市三坂町1761-1 船張商店
300-2506 常総市三坂町562-1 ㈱中山石油
300-2505 常総市中妻町435-4 ㈱たびや
300-2503 常総市川﨑町甲1027-3 岡野商店
300-2502 常総市上蛇町1558 関野屋商事㈱
302-0128 守谷市けやき台1-8-4 守谷モーターサービス
302-0123 守谷市乙子87-3 ㈲新大利根産業　 新大利根給油所
302-0101 守谷市坂戸井1607 ㈲泰伸石油店
302-0100 守谷市守谷字上裏258 ㈲渡辺商店　294もりや給油所
302-0032 取手市野々井1010 丸石商会㈱
302-0024 取手市新町2-1-31 宇田川㈱
302-0011 取手市井野字八反田230-2 ニットー石油㈱　取手東給油所
300-1543 取手市中内149 藤代石油㈱
300-1507 取手市浜田字橋向562-1 藤代総業㈱
300-1502 取手市新川屋敷附1709-4 ㈲市村商店
301-0902 稲敷市上根本3456 沼崎商店
301-0902 稲敷市上根本315 ㈱エビヤ石油
301-0902 稲敷市西代堤外2870 エビヤ石油㈱
300-1424 稲敷市下太田126-5 木野内石油店
300-1421 稲敷市堀川264 中桐石油店
300-1416 稲敷市角崎5095 ㈱新利根ガス
300-1412 稲敷市柴崎1285-2 ㈱アサヒヤ
300-1411 稲敷市伊佐津字笹本1399-1 横田商店　新利根中央給油所
300-0745 稲敷市橋向77 ㈱柳原商店
300-0737 稲敷市上須田字新川5381-5 ㈲新東産業
300-0735 稲敷市六角409-1 根本石油店
300-0641 稲敷市浮島40 ㈲橋本運輸
300-0638 稲敷市古渡1707-1 大和屋石油㈲



郵便番号 住所 組合員名

300-0638 稲敷市古渡247 村山石油店　古渡給油所
300-0625 稲敷市須賀津969 宮本商店
300-0622 稲敷市神宮寺1902-2 ㈲野口石油店
300-0615 稲敷市町田1327 香取商店
300-0605 稲敷市幸田1671 松葉石油㈱
300-0602 稲敷市阿波崎1603 ㈲大山商事
300-0602 稲敷市阿波崎2200 黒田商店
300-0521 稲敷市月出里787-1 ㈲豊栄商事　 江戸崎給油所
300-0513 稲敷市桑山505 篠田石油店
300-0504 稲敷市江戸崎甲2648 ㈲橋本観光
300-0500 稲敷市道上沖甲3579-1 ㈲やまおか石油
301-0843 竜ヶ崎市羽原町1101-1 香取屋商店
301-0842 竜ヶ崎市八代町3930-2 卯都木商店
301-0837 竜ヶ崎市根町3473 海老原石油㈱
301-0824 竜ヶ崎市下町4872 ㈲荒井源太郎商店
301-0816 竜ヶ崎市大徳町413-2 足立石油店
301-0816 竜ヶ崎市大徳町265 ㈱野口一雄商店　 竜ヶ崎給油所
301-0816 竜ヶ崎市大徳町220 竜ヶ崎アポロ㈱　本店
301-0022 竜ヶ崎市南ヶ丘1-299-4 ㈲酒井石油店 竜ヶ崎南ヶ丘給油所
301-0021 竜ヶ崎市北方町字2区2191-1 コスモ石油販売㈱ 北方給油所
301-0018 竜ヶ崎市米町水門7854 ㈱伊藤商店　水門給油所
301-0012 竜ヶ崎市上町2909 ㈲荻野石油
301-0005 竜ヶ崎市川原代町下田5478 ㈲水間製油所
301-0004 竜ヶ崎市馴馬町524-1 飯野商事㈱
300-4546 筑西市村田1706 ㈲鈴木石油
300-4525 筑西市寺上野1184-5 ㈲瀬尾泰三商店
300-4523 筑西市赤浜666-2 ㈲内田石油店
300-4517 筑西市海老ヶ島1605 ㈲冨田本店
300-4517 筑西市海老ヶ島893-1 ㈲野手利一商店
300-4517 筑西市海老ヶ島1536 冨田石油店
300-4517 筑西市海老ヶ島1329-2 ㈲赤城商店
300-4427 桜川市真壁町東谷貝684 ㈲藤田商店　 谷貝給油所
300-4426 桜川市真壁町下谷貝1698-2 横田商店
300-4426 桜川市真壁町下谷貝1703-4 柳田商店
300-4422 桜川市真壁町亀熊1946 ㈲臼井もき商店 真壁第一給油所
300-4407 桜川市真壁町古城193-1 ㈲金子昭商店　真壁給油所
300-4405 桜川市真壁町桜井1-2 ㈱谷口本店　真壁中央給油所
300-4117 土浦市高岡1905 石川商店
300-4115 土浦市藤沢1196 ㈱小林
300-4113 土浦市下坂田2047 ㈱丸和石油　新治給油所
300-4104 土浦市沢辺823 飯島石油店
300-4102 土浦市本郷365 富田商事㈱
300-4100 土浦市笠師前877-3 ㈲シマムラ　土浦北給油所
300-3572 結城郡八千代町菅谷593 ㈲坂本石油店
300-3572 結城郡八千代町菅谷1177 ㈱吉村商事
300-3565 結城郡八千代町坂本884 青木石油
300-3563 結城郡八千代町村貫166-2 ㈲大森燃料店
300-3561 結城郡八千代町平塚3515-4 ㈲高塚石油
300-3554 結城郡八千代町尾崎64-1 ㈱賀登屋
300-3553 結城郡八千代町蕗田屋敷西495-1 常総ひかり農協　　八千代
300-3553 結城郡八千代町蕗田734-5 ㈱水書石油　八千代給油所
300-3544 結城郡八千代町若砂の台1814-30 (有)秀和　　八千代中央
300-3541 結城郡八千代町新地585-1 ㈲関もんたち
300-3541 結城郡八千代町新地371-2 関石油店
300-3539 結城郡八千代町仁江戸1627 小口三次商店
300-3522 結城郡八千代町袋356-1 玉子屋商店
300-3501 結城郡八千代町塩本293-2 ㈲大尚石油　塩本給油所
300-3501 結城郡八千代町塩本245-1 安田商店
300-2453 つくばみらい市上長沼1298-2 中島商店
300-2432 つくばみらい市鬼長526-1 ㈲川口商事
300-2432 つくばみらい市鬼長13-1 ㈲豊島由守商店
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300-2415 つくばみらい市西楢戸456 ㈱塚本商事
300-2401 つくばみらい市台二本松622 ㈲飯塚石油店
300-2401 つくばみらい市台1755-1 ㈲斉藤商事
300-2355 つくばみらい市市野深454 飯野商店
300-2353 つくばみらい市小張2653 田中商店
300-2347 つくばみらい市豊体1058 ㈱斉藤商店
300-2323 つくばみらい市伊丹161 浜野商事㈲
300-2307 つくばみらい市板橋2535-1 ㈲桜屋石油
300-1622 北相馬郡利根町布川3327 ㈲市川石油店
300-1622 北相馬郡利根町布川3058-1 丸愛石油産業㈱
300-1622 北相馬郡利根町布川1528 ㈱越中屋
300-1601 北相馬郡利根町大房131 地脇商店
300-1403 稲敷郡河内町金江津5026-1 ㈲山倉商店
300-1403 稲敷郡河内町金江津4064 ㈲江口百貨店
300-1324 稲敷郡河内町源清田1073 嶋田商事㈱
300-1324 稲敷郡河内町源清田1929 ㈲相馬屋商店
300-1288 牛久市久野町3302-1 喜久屋商店
300-1236 牛久市田宮町2-51-37 池辺石油ガス㈱
300-1236 牛久市田宮町2-65-1 ㈲石玄分店
300-1221 牛久市牛久3300 塚本産業㈱
300-1214 牛久市女化町209 山賀商店
300-1204 牛久市岡見町2824-4 八鉱石油㈲　牛久シティー給油所
300-1286 牛久市小坂町2210 斉田商店
300-1174 土浦市荒川沖西2-2-10 ㈱大参商店　荒川沖駅前給油所
300-1173 土浦市荒川沖5-98 小谷商店
300-1171 土浦市荒川沖東2-17-8 ㈲山新商事　 荒川沖駅前給油所
300-0843 土浦市中村南1-16-14 ㈱ヨシダ
300-0841 土浦市字中道839-2 ㈱丸株　
300-0837 土浦市右籾町2576-1 島岡商事㈱
300-0811 土浦市上高津1711-5 ㈲宮本石油　高津給油所
300-0051 土浦市真鍋1-32 ㈲荒井商店　東真鍋給油所
300-0051 土浦市真壁2-1-39 宇田川石油㈱
300-0026 土浦市木田余702-4 ㈲飯田石油販売
300-0024 土浦市田村町128-1 ㈲池島商店
300-0011 土浦市神立中央1-13-5 ㈲萩島石油店
300-0426 稲敷郡美浦村土屋1972-26 ㈲古渡屋栗山石油
300-0421 稲敷郡美浦村木原101-1 葉梨石油
300-0421 稲敷郡美浦村木原2106-1 柳堀石油
300-0413 稲敷郡美浦村大谷390-1 ㈱鈴木商店
300-0411 稲敷郡美浦村太田349 本橋商店
300-0402 稲敷郡美浦村大山正直318-2 いしばし商店
300-0332 稲敷郡阿見町中央2-17-3 ㈱吉田石油　阿見給油所
300-0331 稲敷郡阿見町阿見字京5662-1 常陸建材㈲　バイパスアミ給油所
300-0324 稲敷郡阿見町飯倉906 ㈲高橋
300-0314 稲敷郡阿見町追原1402-6 湯原石油　
300-0301 稲敷郡阿見町青宿478-1 ㈲根岸商店
300-0301 稲敷郡阿見町青宿350-4 多田石油
300-0214 かすみがうら市坂621 (有)大久保商店
300-0203 かすみがうら市岩坪1749-1 廣喜屋商店
300-0202 かすみがうら市田伏3201-1 初鳥運送(有)　霞ヶ浦
300-0121 かすみがうら市宍倉6211 池田石油


