新型コロナウイルス感染拡大の影響による店舗営業状況のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、以下の通り一部店舗において臨時休業や営業時間の
の短縮、営業内容の変更などを実施しております。
また、今後の状況に応じて店舗の営業状況を変更させて頂きますので、何卒ご了承くださいます
ようお願い申し上げます。

【東西宇佐美管轄
営業
状況

営業状況変更店舗一覧】

元売

ＳＳ名

変更内容

住所

時間・休日

１２４号鹿嶋第２給油所
休日追加設定

出光

TEL 0299-91-1771

茨城県神栖市木崎２８７０

２４６号秦野給油所
営業時間短縮

出光

※順不同

TEL 0463-84-3828

神奈川県秦野市水神町１０－２３

年中無休
↓
土日祝日休み

営業時間短縮

出光

TEL 044-287-2677

神奈川県川崎市川崎区田町1－４－１

2020年4月11日（土）より
5月31日（日）までの間、
土日祝日を休業とさせて頂
きます。※4月28日更新

平土祝06:00~22:00 2020年5月7日（木）より5

日曜07:00~21:00

↓
平土06:00∼20:00
日祝07:00∼20:00

３５７号川崎大師橋給油所

備考

月31日（日）までの間、営
業時間を短縮させて頂きま
す。※5月7日更新

平日06:00~21:00 2020年5月7日（木）より5
土曜06:00~20:00 月31日（日）までの間、営
日祝08:00~19:00
業時間を短縮させて頂きま
↓
す。※5月7日更新
平日06:00∼20:00
土曜08:00∼20:00
日祝 09:00∼18:00

宇佐美カーケアショップ和光店
営業時間短縮

－

TEL 048-451-0271

06：00～22：00 2020年5月3日（日）より
5月31日（日）までの間、
↓
営業時間を短縮させて頂き
06：00～20：00 ます。

TEL 0263-71-5725

長野県安曇野市豊科南穂高６８５４－２

07：00～23：00 2020年5月3日（日）より
5月31日（日）までの間、
↓
営業時間を短縮させて頂き

平日07:00∼21:00
土日祝08:00∼20:00

５２号中富給油所
営業時間短縮 ENEOS TEL 0556-42-2354
山梨県南巨摩郡身延町八日市場２９６－１

２０号甲府中央上り給油所
出光

土日祝日の営業時間を短縮

１５６号美濃インター給油所

長野道安曇野インター給油所

営業時間短縮

5月31日（日）までの間、

09：00～18：00 させて頂きます。

岐阜県美濃市松森３９９－１

出光

↓

埼玉県和光市白子３－１－１４

営業時間短縮 ENEOS TEL 0575-31-0268

営業時間短縮

平日 09:00～18:00 2020年5月3日（日）より
土日祝 09:00～20:00

TEL 055-221-0367

山梨県甲府市西高橋町１１５－３

４１号下呂給油所
営業時間短縮 ENEOS TEL 0576-24-1511
岐阜県下呂市小川字島尻１８４６－１

ます。

06：00～24：00 2020年5月3日（日）より
5月31日（日）までの間、
↓
営業時間を短縮させて頂き
06：00～22：00 ます。
06：00～22：00 2020年5月3日（日）より
5月31日（日）までの間、
↓
営業時間を短縮させて頂き
06：00～20：00 ます。
06：00～21：00 2020年5月3日（日）より
5月31日（日）までの間、
↓
営業時間を短縮させて頂き

平日06:00∼20:00
土日祝07:00∼19:00

ます。

【東西宇佐美管轄
営業
状況

営業状況変更店舗一覧】

元売

ＳＳ名

変更内容

住所

時間・休日

旧１９号瑞浪給油所
営業時間短縮 ENEOS

※順不同

TEL 0572-68-6151

岐阜県瑞浪市土岐町清水１２４３

備考

平日07:00~21:00 2020年5月3日（日）より5
土祝07:00~20:00 月31日（日）までの間、営
日曜08:00~20:00
業時間を短縮させて頂きま
↓
す。

平土 08:00∼20:00
日祝 08:00∼18:00

【宇佐美エナジー管轄
営業
状況

営業状況変更店舗一覧】

元売

※順不同

ＳＳ名

変更内容

住所

時間・休日

十三給油所
営業時間短縮 ENEOS TEL 06-6308-7918
大阪府大阪市淀川区塚本３－４－４

平土 07:00~21:00 2020年5月7日（木）より5
日祝 08:00~20:00

↓
平日変更無し
土日祝08:00∼19:00

新大阪給油所
営業時間短縮

出光

TEL 06-6301-5751

大阪府大阪市淀川区木川西３ー６－３４

備考

月31日（日）までの間、土
日祝の営業時間を短縮させ

て頂きます。※5月7日更新

08：00～20：00 2020年5月7日（木）より5
月31日（日）までの間、土
↓
日祝の営業時間を短縮させ
平日変更無し

て頂きます。※5月7日更新

土日祝08:00∼19:00

セルフ豊中桜塚給油所
営業時間短縮

出光

TEL 06-6857-8666

大阪府豊中市南桜塚２ー１１－１５

山手幹線尼崎給油所
営業時間短縮 ENEOS TEL 06-6493-2233
兵庫県尼崎市久々知１－３１－１０

08：00～20：00 2020年5月7日（木）より5
月31日（日）までの間、土
↓
日祝の営業時間を短縮させ
平日変更無し
土日祝08:00∼18:00 て頂きます。※5月7日更新
平土 07:00~21:00 2020年5月7日（木）より5
日祝 08:00~20:00 月31日（日）までの間、土

↓
平日変更無し

土日祝08:00∼19:00

三田西インター給油所
営業時間短縮 ENEOS TEL 079-568-3880
兵庫県三田市テクノパーク１８－５

営業時間短縮

出光

TEL 0797-34-0122

兵庫県芦屋市東山町７－２９

↓

平日変更無し

営業時間短縮

出光

TEL 0798-70-2884

兵庫県西宮市南郷町８－１７

↓
平日変更無し

営業時間短縮

出光

TEL 077-594-5660

滋賀県大津市和邇今宿３７５ー３

て頂きます。※5月7日更新

月31日（日）までの間、土
日祝の営業時間を短縮させ
て頂きます。※5月7日更新

平土 07:00~20:00 2020年5月7日（木）より5
日祝 08:00~20:00 月31日（日）までの間、土

↓

平日変更無し
土日祝08:00∼18:00

琵琶湖西給油所

日祝の営業時間を短縮させ

平日 07:00~21:00 2020年5月7日（木）より5
土日祝 08:00~20:00

土日祝08:00∼18:00

西宮苦楽園給油所

て頂きます。※5月7日更新

平土 07:00~21:00 2020年5月7日（木）より5
日祝 09:00~18:00 月31日（日）までの間、土

土日祝09:00∼18:00

芦屋東山給油所

日祝の営業時間を短縮させ

日祝の営業時間を短縮させ
て頂きます。※5月7日更新

07：00～22：00 2020年5月7日（木）より5
月31日（日）までの間、土
↓
日祝の営業時間を短縮させ
平日変更無し
て頂きます。※5月7日更新

土日祝09:00∼20:00

