県庁生協 提携ガソリンスタンド一覧(群自燃・三山石油・両毛丸善・サンワ・コスモ北関東・群馬興産）
前橋エリア
会社名

伊勢崎エリア
スタンド名

住所

電話番号

電話番号

会社名

群自燃

モービル 前橋小出ＳＳ

前橋市上小出町3-11-16

027-232-6121

両毛丸善

セルフ安堀

伊勢崎市安堀町124-1

0270-30-1351

群自燃

モービル フリーポートＳＳ

前橋市西善町782-1

027-266-9191

両毛丸善

伊勢崎下植木ＳＳ

伊勢崎市今泉町1-6-1

0270-24-7814

群自燃

モービル 前橋ＳＳ

前橋市本町1-14-1

027-221-4053

両毛丸善

伊勢崎新栄町ＳＳ

伊勢崎市今泉町2-338-1

0270-20-1160

三山石油

天川ＳＳ

前橋市天川大島町1076

0120-30-2012

両毛丸善

境町ＳＳ

伊勢崎市境西今井127-1

0270-76-3555

三山石油

大胡Ｂ.ＰＳＳ

前橋市大胡町294-3

0120-30-9933

両毛丸善

伊勢崎昭和町ＳＳ

伊勢崎市昭和町1393-1

0270-26-7721

三山石油

大手町ＳＳ

前橋市大手町2-2-10

0120-24-1173

両毛丸善

伊勢崎連取ＳＳ

伊勢崎市田中島町1406-9

0270-26-0611

伊勢崎市長沼町666-3

0270-32-6121

三山石油

問屋町ＳＳ

前橋市問屋町1-3-4

0120-30-1912

両毛丸善

伊勢崎長沼ＳＳ

三山石油

芳賀ＳＳ

前橋市端気町402-8

0120-30-1271

両毛丸善

伊勢崎日乃出ＳＳ

伊勢崎市日乃出町553-4

0270-25-5499

三山石油

富士見ＳＳ

前橋市富士見町原之郷948-1

0120-30-6561

両毛丸善

伊勢崎堀口町ＳＳ

伊勢崎市堀口町924-1

0270-31-1411

三山石油

桂萱ＳＳ

前橋市堀之下町453

0120-30-9612

両毛丸善

伊勢崎柳原ＳＳ

伊勢崎市柳原町51-2

0270-23-5863

両毛丸善

前橋西片貝ＳＳ

前橋市西片貝町1-326-1

027-230-1352

群自燃

モービル 伊勢崎ＳＳ

伊勢崎市平和町16-1

0270-25-2872

両毛丸善

前橋三俣ＳＳ

前橋市西片貝町4-6-6

027-221-6446

サンワ

パラーダ 伊勢崎南ＳＳ

伊勢崎市連取町2361-24

0270-25-2521

両毛丸善

前橋東大室ＳＳ

前橋市東大室町110-1

027-230-3040

コスモ北関東 セルフ玉村

佐波郡玉村町下新田289

0120-577-353

両毛丸善

前橋元総社ＳＳ

前橋市元総社町1-2-1

027-253-3125

両毛丸善

みどり市大間々町大間々941

0277-72-1715

両毛丸善

前橋六供ＳＳ

前橋市六供町1-16-1

027-224-9025

コスモ北関東 新前橋ＳＳ

前橋市古市町1-12-3

027-253-5366

サンワ

パラーダ 下小出ＳＳ

前橋市下小出町3-13-5

027-231-8390

サンワ

パラーダ 野中ＳＳ

前橋市野中町32-1

027-261-0132

サンワ

パラーダ 前橋インターＳＳ 前橋市元総社町521-5

コスモ北関東 セルフ吉岡

北群馬郡吉岡町大久保812-1

027-252-2168
0120-545-633

太田・桐生・館林エリア
会社名
群自燃

スタンド名
モービル 太田飯田ＳＳ

住所
太田市飯田町704

電話番号
0276-45-1679

大間々ＳＳ

高崎・藤岡エリア
電話番号

会社名
群自燃

モービル 中央通りＳＳ

高崎市飯塚町481

027-362-5541

群自燃

モービル 高崎駅東口ＳＳ

高崎市岩押町6-2

027-326-2312

群自燃

モービル 豊岡ＳＳ

高崎市上豊岡町551

027-326-2262

群自燃

モービル 北高崎ＳＳ

高崎市上並榎町370

027-361-8060

群自燃

モービル 大八木ＳＳ

高崎市大八木町654

027-362-3143

群自燃

モービル 倉賀野バイパスＳＳ高崎市倉賀野町2912

027-346-1369

群自燃

エッソ

027-361-5533

セルフ小八木ＳＳ 高崎市小八木町1203
高崎市末広町54

027-322-4755

両毛丸善

太田飯田ＳＳ

太田市飯田町1343

0276-45-8975

群自燃

モービル 高崎第一ＳＳ

両毛丸善

太田飯塚町ＳＳ

太田市飯塚町696-1

0276-49-0128

群自燃

モービル 高前バイパスＳＳ 高崎市中尾町15

027-251-0681

両毛丸善

太田東部ＳＳ

太田市植木野町692-1

0276-37-0343

群自燃

モービル 京ヶ島通りＳＳ

高崎市西島町72

027-352-3148

両毛丸善

セルフ内ヶ島

太田市内ヶ島町780-1

0276-45-4713

コスモ北関東 中居ＳＳ

高崎市上中居町319-2

027-326-5662

両毛丸善

藪塚ＳＳ

太田市大原町1109-3

0277-40-4130

コスモ北関東 筑縄ＳＳ

高崎市筑縄町5-9

027-363-3571

両毛丸善

太田西部ＳＳ

太田市下田島町312

0276-31-4161

コスモ北関東 セルフ矢中

高崎市矢中町556-1

027-320-2010

両毛丸善

太田新道町ＳＳ

太田市新道町1525-5

0276-31-3181

コスモ北関東 京目ＳＳ

高崎市京目町字不動西1640-1

027-388-9911

両毛丸善

太田高林ＳＳ

太田市高林南町858

0276-38-6252

三山石油

群馬町ＳＳ

高崎市稲荷台96

0120-30-1412

両毛丸善

新田ＳＳ

太田市新田上田中町353

0276-56-3077

群自燃

モービル 藤岡インターＳＳ

藤岡市中984-3

0274-23-0855

両毛丸善

太田東本町ＳＳ

太田市東本町50-35

0276-40-2066

コスモ北関東 セルフ藤岡

藤岡市藤岡2448-1

0274-40-2130

富岡市富岡1330

0274-62-3731

両毛丸善

太田藤阿久ＳＳ

太田市藤阿久町374-14

0276-32-1950

群自燃

モービル 富岡ＳＳ

両毛丸善

桐生相生ＳＳ

桐生市相生町2-908

0277-52-2281

サンワ

パラーダ 安中中央ＳＳ

安中市安中3511-1

027-382-5622

両毛丸善

桐生新宿ＳＳ

桐生市新宿2-1-20

0277-44-8965

群自燃

エッソ

安中市原市612-2

027-381-1112

両毛丸善

桐生広沢ＳＳ

桐生市広沢町3-3857-4

0277-52-1751

コスモ北関東 セルフ安中ＳＳ

安中市岩井2444-1

027-380-5581

両毛丸善

桐生宮本町ＳＳ

桐生市宮本町1-10-14

0277-22-9383

コスモ北関東 セルフ安中原市

安中市原市336

027-381-0748

両毛丸善

館林青柳ＳＳ

館林市青柳町1905

0276-72-2115

両毛丸善

館林インターＳＳ

館林市赤生田町300

0276-72-2923

両毛丸善

セルフ瀬戸谷

館林市朝日町20-30

0276-74-8331

両毛丸善

館林成島ＳＳ

館林市大谷町1046-22

0276-72-2421

両毛丸善

館林野辺ＳＳ

館林市野辺町947-32

0276-75-0950

安中ＳＳ

沼田・吾妻エリア
電話番号

会社名
パラーダ 沼田ＳＳ

沼田市西原新町61

0278-22-4311

両毛丸善

館林松原ＳＳ

館林市松原2-1-3

0276-73-2279

サンワ

両毛丸善

大泉ニュータウンＳＳ

邑楽郡大泉町朝日2-1-1

0276-62-6941

コスモ北関東 沼田ＳＳ

沼田市東原新町1810

0278-22-3366

両毛丸善

大泉仙石ＳＳ

邑楽郡大泉町仙石4-20-2

0276-63-2351

コスモ北関東 セルフ吾妻

吾妻郡吾妻町原町876-1

0279-76-4522

両毛丸善

大泉大利根ＳＳ

邑楽郡大泉町富士2-5-20

0276-63-5876

コスモ北関東 原町ＳＳ

吾妻郡東吾妻町原町29-4

0279-22-3366

サンワ

パラーダ 大泉吉田ＳＳ

邑楽郡大泉町吉田2928-1

0276-63-1541

コスモ北関東 セルフ原町バイパス

吾妻郡東吾妻町原町702-1

0279-70-2300

サンワ

パラーダ おうらＳＳ

邑楽郡邑楽町篠塚1482-1

0276-88-7720

群馬興産

中之条ＳＳ

吾妻郡中之条町伊勢町629-3

0279-75-2623

両毛丸善

鞍掛工業団地ＳＳ

邑楽郡千代田町赤岩3106-4

0276-86-5201

群馬興産

小雨ＳＳ

吾妻郡中之条町大字小雨348-1

0279-95-3548

群馬興産

長野原ＳＳ

吾妻郡長野原町長野原1304

0279-82-2361

