茨城県内協賛店一覧

（市町村別）

業種：ガソリンスタンド

◎ ご利用される方へ ： 店舗名、サービスの内容等は、平成30年2月28日現在の表示です。
☆ サービス内容は予告なしの変更や限定される場合がありますので、詳しくは各店でご確認下さ
い。
☆ サービスを受ける前に会員証（氏名の記載のある有効期間内のもの）を呈示して下さい。
市町村別

施設所在地

水戸市石川１－３８３４－１

施設名称
セキショウカーライフ（株）
水戸石川店
（セルフ）

029-252-3761

セキショウカーライフ（株）
Ｄｒ.Ｄｒｉvｅ水戸五軒町店

029-231-5164

水戸市見川町字ぼふしの２２ セキショウカーライフ（株）
８０－１
Ｄｒ.Ｄｒｉvｅ水戸桜ノ牧店

029-243-1002

水戸市五軒町１－３－３８

水戸市見和３－６６３－９

セキショウカーライフ（株）
Ｄｒ.Ｄｒｉvｅ水戸赤塚店（セ
ルフ）

水戸市加倉井町６９３－３

（株）フカヤ水戸加倉井店(セル
029-252-5188
フ)

水戸市大塚町１５６２－１

（株）フカヤ水戸大塚店(セル
フ)

水戸市赤塚１－２０５３－５
日の丸石油（株）赤塚ＳＳ
４

水戸市

電話番号

水戸市大塚町１５４４

水戸市城南２－３－２２

水戸市米沢町１０９

日の丸石油（株）大塚ＳＳ

日の丸石油（株）水戸駅南ＳＳ

日の丸石油（株）米沢ＳＳ

水戸市河和田町３７９３－４ 日の丸石油（株）河和田ＳＳ

日の丸石油（株）
水戸市けやき台３－３３－２
水戸けやき台ＳＳ

029-309-1022

サービス内容
オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。)
ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。） オイル交換
（作業料は除く。）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）
ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く。）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）
オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

029-251-5333

029-252-5438

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換及び洗車料金３０％引き（現金の場
合）（一部除外があります。）

029-251-8417

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換及び洗車料金３０％引き（現金の場
合）（一部除外があります。）

029-225-8158

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換及び洗車料金３０％引き（現金の場
合）（一部除外があります。）

029-247-1629

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換及び洗車料金３０％引き（現金の場
合）（一部除外があります。）

029-254-5141

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換及び洗車料金３０％引き（現金の場
合）（一部除外があります。）

029-246-2284

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換・洗車料金３０％引き（現金の場
合）（一部除外があります。）

水戸市元吉田町９１１－３

日の丸石油（株）
サウスロードＳＳ

水戸市酒門町４０９

日の丸石油（株）酒門ＳＳ

水戸市東前町１５９１－１

東茨城郡大洗町大貫町６４３１

日の丸石油（株）大洗インターＳＳ

（株）タヤマ大洗本店ＳＳ

029-246-0770

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換・洗車料金３０％引き（現金の場
合）（一部除外があります。）

029-228-6855

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換・洗車料金３０％引き。（現金の場
合）（一部除外があります。）

029-269-1121

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換・洗車料金３０％引き。（現金の場
合）（一部除外があります。）

029-267-3115

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。） オイル交換
（作業料は除く）・洗車料金２０％割引
（現金取引に限る。）

029-267-3264

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。） オイル交換
（作業料は除く）・洗車料金２０％割引
（現金取引に限る。）

0296-72-6944

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。セルフ店は除
外）オイル交換（作業料は除く。） ・手
洗い洗車料金（コーティングを除く）３
０％割引（現金取引に限る。）

大洗町
東茨城郡大洗町磯浜町１８７
（株）タヤマ大洗中央ＳＳ
０

笠間市石井９８９－１

笠間市

セキショウカーライフ（株）
笠間店

笠間市美原３－１－６

日の丸石油（株）友部ＳＳ

0296-78-4455

ガソリン・軽油を給油した場合に会員と
同率に割引（セルフ店を除く。）オイル
交換・洗車料金３０％引き。（現金の場
合）（一部除外があります。）

笠間市旭町３１７－２

（株）旭商事 西ウイング
友部ＳＳ

0296-77-2917

洗車代１０％割引

ひたちな ひたちなか市中根８８０－１ （株）照沼商事Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ
セルフ
029-276-0011
２
か市
ＨＡＰＰＹチェリオＳＳ

那珂郡東海村石神外宿２５３ （株）照沼商事
１－２
セルフテルフィット東海ＳＳ

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

029-282-2988

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

（株）照沼商事
那珂郡東海村舟石川７１４－
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ
５
東海ＳＳ

ＯＮＥ－ＵＰ 029-283-2255

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

（株）照沼商事
那珂郡東海村白方２３９－１ Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ
Ｓ

東海シティＳ 029-284-0625

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

東海村

那珂市

那珂郡東海村村松2299-3

ユーサイド東海サービスステー
ション

029-282-4411

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

那珂市菅谷３８６５－１

（株）照沼商事
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ
ロードなかＳＳ

029-298-5558

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

セルフアビ

那珂市

那珂市後台６１４

029-298-0213

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売（現金取引に限る。）

0295-52-6000

オイル交換をした場合ワックス洗車無料

大宮バイパス店 0295-52-3915

オイル交換をした場合ワックス洗車無料

（株）増子石油店

常陸大宮市中富町３１０２－ （株）スズキ
１
大宮バイパス本店ＳＳ

常陸大宮市石沢１８２２－1

（株）スズキ

常陸大宮市野口１５０４

（株）スズキ

常陸大宮市泉444

常陸大宮
市
御前山店

0295-55-2345

オイル交換をした場合ワックス洗車無料

坂本石油

0295-52-0508

会員に限りガソリン・軽油を現金会員割
引価格でサービス。

常陸太田市徳田町３２７

（有）石井石油

0294-82-2535

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）

常陸太田市上深荻町２２４

（有）生田目商店

0294-82-3301

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）

常陸太田市中利員町２１８１
（有）豊田石油店
－１

0294-76-2696

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）

0294-72-6888

ガソリン・軽油を給油した場合フリー価
格から３円割引優遇（現金取引に限
る。）

0294-76-2150

ガソリン・軽油を給油した場合現金会員
価格で優遇（現金取引に限る。）

0294-72-1171

ガソリン・軽油２円割引
オイル交換５００円割引
機械洗車２００円割引

0294-24-4598

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く）・手洗い洗車料金３０
（コーティングを除く）％割引（現金取
引に限る。）

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
日立市川尻町５－３６－３１ Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル 0294-42-7712
フ日立豊浦店
（セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金
２０％割引（現金取引に限
る。）

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
0294-24-3825
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンス日立
大平店

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く。）・手洗い洗車料金２
０％割引（現金取引に限る。）

常陸太田
市
常陸太田市馬場町３７８－２

常陸化工株式会社
常陸セントラル給油所

常陸太田市岩手町１９８－１ 有限会社栗原商店

常陸太田市山下町１１７１

日立市滑川町１－６－１８

日立市

日立市本宮町４－２２－１

湊屋商事株式会社
常陸太田ニューセントラルＳＳ

セキショウカーライフ（株）
日立滑川店

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル 0294-39-6739
フ十王店
（セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金
２０％割引（現金取引に限
る。）

高萩市下手綱２０１１

セキショウカーライフ（株）
高萩インター店

0293-24-1677

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除 く）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）

北茨城市大津町２５２１

セキショウカーライフ（株）
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅ大津港店（セル 0293-44-3201
フ）

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

日立市十王町伊師松並ノ根
２１８２－２

高萩市

北茨城市
セキショウカーライフ（株）
北茨城市磯原町豊田２０９－
Ｄｒ.Ｄｒｉvｅ磯原店 （セル
１
フ）

0293-42-7233

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

0291-37-0970

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。） オイル交換
（作業料は除く）・洗車料金２０％割引
（現金取引に限る。）

0291-33-5151

会員に限り、タイヤ4本購入、オイル交
換、手洗い洗車のいずれかを実施で、粗
品プレゼント

セキショウカーライフ（株）
鹿嶋市鉢形台１－１４－４５
鹿島鉢形店

0299-83-6811

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）

鹿嶋市佐田６４０－２

セキショウカーライフ（株）
鹿島佐田店（セルフ）

0299-84-6370

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

鹿嶋市宮中５１６３

小岩井商事（株）マイフレンド鹿島ＳＳ

0299-83-5777

現金扱いに限りオイル交換・洗車料金を
通常価格より210円～525円割引

鹿嶋市粟生東山２６３４－６

小岩井商事（株）マイフレンド
鹿島港ＳＳ

0299-82-7741

現金扱いに限りオイル交換・洗車料金を
通常価格より210円～525円割引。

0299-92-4655

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）

鉾田市鹿田２７０

（株）タヤマ

旭中央ＳＳ

鉾田市鉾田７６３

コスモ石油新鉾田セルフＳＳ
タイヤセレクト鉾田店

鉾田市

鹿嶋市

神栖市神栖４－２－１２

神栖市

セキショウカーライフ（株）
神栖西部店

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
神栖市平泉北口５２７－２４ Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル 0299-90-1006
フ平泉店
（セルフ）
（株）アドバンス・カーライフ
サービス
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル 0299-93-4440
神栖市大野原１－１－２２
フ大野原店
（セルフ）

神栖市日川１９６３－６７

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル 0299-97-1620
フ日川店
（セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

神栖市筒井１４３３－７

宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄrive
鹿島筒井ＳＳ

0299-92-8976

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

神栖市太田４５７７－３

（株）井口陸治商店
コスモ石油宝山プラザＳＳ

0479-46-3922

オイル交換２割引き。

龍ヶ崎市中根台５－４－１

セキショウカーライフ（株）
Ｄｒ.Ｄｒｉvｅセルフ竜ヶ崎店
（セルフ）

0297-66-8377

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

0297-65-2924

ガソリンを会員価格で販売

龍ヶ崎市
龍ヶ崎市若柴町２０４４－３ 宇田川（株）北竜台ＳＳ

牛久市

阿見町

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
牛久市ひたち野東２－１９－
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル 029-871-0031
５
フひたち野東店
（セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

（株）アドバンス・カーライフ
牛久市ひたち野西２－１６－ サービス Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアド
バンスセルフひたち野うしく店
５
（セルフ）

029-830-8603

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金
２０％割引（現金取引に限
る。）

牛久市中央２－２７－３

029-830-8161

ガソリンを会員価格で販売

宇田川（株）ふれあいセルフ牛久ＳＳ

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
稲敷郡阿見町本郷１－４７－
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル 029-842-3658
５
フ荒川本郷店
（セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

稲敷郡阿見町中郷２－３０－
宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄrive阿見ＳＳ 029-887-9139
３

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

稲敷市江戸崎甲７５６-２

大和屋石油有限会社江戸崎ＳＳ

029-892-7565

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

稲敷市古渡１７０１-１

大和屋石油有限会社古渡ＳＳ

029-894-2407

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

土浦市千束町４－７

セキショウカーライフ（株）
土浦千束店

029-823-4373

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）

稲敷市

土浦市真鍋４－１２－３

セキショウカーライフ（株）
土浦真鍋店

029-823-4379

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）

土浦市粕毛１０１－１

セキショウカーライフ（株）
土浦学園通り店
（セルフ）

029-823-6595

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

土浦市大畑１６０７－１０

セキショウカーライフ（株）
ビークル・ビー土浦店（サービ
スステーション）

029-862-5800

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇。（現金取引に限る。）オイル交
換（作業料は除く）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）

土浦市

石岡市

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
土浦市荒川沖西１－１３－１
029-843-0614
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル
フ土浦荒川沖店 （セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

土浦市真鍋２－１－３９

宇田川石油（株）
Ｄｒ.Ｄrive土浦ＳＳ

029-823-4318

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

土浦市小松１－５－８

宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄrive土
029-822-5610
浦駅東SS

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

土浦市並木２－１９－１２

宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄrive
土浦北インターSS

029-823-4320

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

土浦市田中３－１－４０

宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄrive土浦西ＳＳ

029-823-9791

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

石岡市鹿の子１－１５－２１

宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄrive石
0299-23-1740
岡府中SS

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

つくば市東新井２４－４

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
029-851-3112
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスつく
ば竹園店

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

つくば市吾妻４－１８－８

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
029-852-0339
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル
フつくば吾妻店 （セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
つくば市梅園２－２５－１２
029-855-2236
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル
フつくば梅園店 （セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
029-847-0801
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル
フつくば今鹿島店 （セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

つくば市今鹿島４８４３

つくば市桜２－３８－７

つくば市研究学園1-2-9

（株）アドバンス・カーライフ
サービス
029-857-8864
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル
フつくば桜店 （セルフ）
（株）アドバンス・カーライフ
サービス
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル 029-868-6710
フつくば研究学園店 （セル
フ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）
オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金 ２０％割引（現金取引に限
る。）

つくば市西大橋字大窪渕６３ 宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄrive学
029-856-3775
３－１１
園西大橋 SS

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

つくば市稲岡字屋敷台７９０ 宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄrive学
029-836-2238
－５
園稲岡 SS

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

つくば市二の宮３－２４－２ 宇田川石油（株）Ｄｒ.Ｄriveつ
029-859-1737
１
くば二宮 SS

ガソリン・軽油を現金会員割引価格にて
販売

筑西市

029-867-1081

ガソリン・軽油・灯油を給油した場合会
員価格に割引（現金取引に限る。）

029-866-0190

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇。オイル交換（作業料は除く）・
手洗い洗車料金２０％割引（現金取引に
限る。）オイル・バッテリー点検無料

つくば市北条１４７

小沢石油店

つくば市上大島３５１

（有）金子昭商店

筑西市横塚１３５４

セキショウカーライフ（株）
下館東店 (セルフ)

0296-57-9611

筑西市玉戸１０５３－９

セキショウカーライフ（株）
下館玉戸店(セルフ)

0296-28-2547

筑西市西谷貝６１０－１

セキショウカーライフ（株）
下館岡芹店
（セルフ）

0296-25-1426

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

筑西市直井９３６－２

セキショウカーライフ（株）
下館直井店

0296-25-1465

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引。
（現金取引に限る。）

セキショウカーライフ（株）
筑西市玉戸１２７０－１２９ 下館ニュータウン店
（セル
フ）

0296-25-2790

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

下妻市横根５１１－３

篠﨑モータース

0296-44-4718

オイル交換（作業料は除く）10％ ・ 洗
車料金
10％割引（現金取引に限る。）

下妻市若柳丙327-1

アカオギENEOS下妻若柳SS

0296-44-2053

オイル交換２０％割引

0296-55-0468

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇。オイル交換（作業料は除く）・
手洗い洗車料金２０％割引（現金取引に
限る。）オイル・バッテリー点検無料

0296-54-2332

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇。オイル交換（作業料は除く）・
手洗い洗車料金２０％割引（現金取引に
限る。）オイル・バッテリー点検無料

筑波SS

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

下妻市

桜川市真壁町古城１９３－１ （有）金子昭商店

真壁SS

桜川市
桜川市真壁町下谷貝２２６４
（有）金子昭商店
－４

谷貝SS

結城市

結城市結城８６２１－６６

0296-33-1567

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

常総市

（株）アドバンス・カーライフ
常総市水海道高野町５０８－ サービス
0297-22-3061
Ｄｒ.Ｄｒｉｖｅアドバンスセル
１
フ水海道高野店 （セルフ）

オイル交換（作業料は除く。）・手洗い
洗車料金２０％割引（現金取引に限
る。）

セキショウカーライフ（株）
セルフ結城店
（セルフ）

つくばみ つくばみらい市谷井田１６１
宇田川（株）伊奈ＳＳ
らい市 ４－ １０

古河市原町３－５６

セキショウカーライフ（株）
古河長谷店

0297-57-0711

ガソリンを会員価格で販売

0280-22-5080

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）

古河市女沼１４０６－１

セキショウカーライフ（株）
総和ネーブル店
（セルフ）

0280-92-7345

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引（現金取引に限る。）

古河市東諸川２５８

（有）木村輪業
ＥＮＥＯＳ東諸川ＳＳ

0280-76-0142

洗車代金１０％割引
オイル交換した場合、ワックス洗車無料
（外回りのみ。）

古河市仁連８２８－１

セキショウカーライフ（株）
セルフ三和店 （セルフ）

0280-75-1411

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引。（現金取引に限る。）

猿島郡境町９０９

セキショウカーライフ（株）
ビークル・ビー境店 （セル
フ）

0280-81-3177

オイル交換（作業料は除く）・手洗い洗
車料金（コーティングを除く）３０％割
引。（現金取引に限る。）

古河市

境町

坂東市

坂東市岩井４３３９－２

セキショウカーライフ（株）
岩井バイパス店

0297-35-6935

ガソリン・軽油を給油した場合会員価格
に優遇（現金取引に限る。）オイル交換
（作業料は除く。）・手洗い洗車料金
（コーティングを除く）３０％割引（現
金取引に限る。）

守谷市立沢９９３－１１

宇田川（株）ふれあいセルフ
守谷（フルサービス）ＳＳ

0297-48-6940

ガソリンを会員価格で販売

守谷市高野５０７９

宇田川（株）ふれあいセルフ
けやき台（フルサービス）ＳＳ

0297-48-8578

ガソリンを会員価格で販売

取手市新町３－３－３０

宇田川（株）取手ＳＳ

0297-72-0580

ガソリンを会員価格で販売

守谷市

取手市

