
《 2021年度 年末年始営業時間のご案内 》                                       栄月株式会社 ＳＳ事業部 福井市大手 2-11-12 TEL 0776-25-1112 
 

 

■年末年始は、洗車・作業等の大混雑が予想されます。お客様におかれましては、大変ご迷惑をお掛け致します。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

Ｓ Ｓ 名 2021/12/30（木） 31（金） 2022/1/1（土） 2（日） 3（月） 4（火） 

Dr.Driveセルフサン勝見 
 

福井市御幸３丁目３-23 

TEL 0776-24-7441 

フ ル サ ー ビ ス 
○○  

77::3300～～1199::3300  
○○  

88::0000～～1188::0000  
××  ××  ××  ××  

セ ル フ サ ー ビ ス 
○○  

77::0000～～2222::0000  
○○  

77::3300～～1199::0000  
○○  

99::0000～～1188::0000  
○○  

99::0000～～1188::0000  
○○  

99::0000～～1188::0000  
○○  

77::3300～～2200::0000  

Dr.Driveアリーナ板垣 
 

福井市木田２丁目 2205 

TEL 0776-36-3677 

フ ル サ ー ビ ス 
○○  

88::0000～～1199::3300  

○○  

88::0000～～1188::0000  
××  ××  ××  

○○  

88::0000～～1188::0000  

セ ル フ サ ー ビ ス 
○○  

77::3300～～2211::0000  

○○  

77::3300～～1199::0000  
××  ××  

○○  

99::0000～～1188::0000  

○○  

77::3300～～2200::0000  

Dr.Driveセルフ大和田 
福井市寺前町 111番地 

TEL 0776-57-7771 
○○  

77::3300～～2211::0000  
○○  

77::3300～～1199::0000  
××  ××  

○○  

99::0000～～1188::0000  
○○  

77::3300～～2200::0000  

Dr.Driveセルフやしろ 
福井市渕 2-910 

TEL 0776-34-7007 
○○  

77::3300～～2200::0000  

○○  

88::0000～～1199::0000  
××  ××  ××  

○○  

88::0000～～1199::0000  

Dr.Drive ノース福井 
福井市新保 2丁目 503 

TEL 0776-54-3553 
○○  

77::3300～～1199::3300  

○○  

99::0000～～1188::0000  
××  ××  ××  ××  

Dr.Drive光陽 
福井市光陽２丁目 18-18 

TEL 0776-21-1331 
○○  

77::3300～～1199::3300  

○○  

99::0000～～1188::0000  
××  ××  ××  ××  

Dr.Drive鯖江 
 

鯖江市神中町２丁目６-６１ 

TEL 0778-53-0111 

フ ル サ ー ビ ス 
○○  

88::0000～～1199::0000  

○○  

99::0000～～1188::0000  
××  ××  ××  ××  

セ ル フ サ ー ビ ス 
○○  

77::3300～～2211::0000  

○○  

99::0000～～1199::0000  
××  ××  

○○  

99::0000～～1188::0000  

○○  

77::3300～～2200::0000  

Dr.Driveセルフニューあわら 
 

あわら市大溝 3-18-9 

TEL 0776-73-0292 

フ ル サ ー ビ ス 
○○  

88::0000～～2200::0000  
○○  

88::0000～～1188::0000  
××  ××  ××  ××  

セ ル フ サ ー ビ ス 
○○  

77::0000～～2222::0000  
○○  

77::3300～～1199::0000  
××  ××  

○○  

99::0000～～1188::0000  
○○  

77::3300～～2200::0000  

Dr.Driveセルフまるおか 
坂井市丸岡町一本田 31-4-1 

TEL 0776-67-3200 
○○  

2244 時時間間営営業業  
○○  

2244 時時間間営営業業  
○○  

2244 時時間間営営業業  
○○  

2244 時時間間営営業業  
○○  

2244 時時間間営営業業  
○○  

2244 時時間間営営業業  

Dr.Drive敦賀中央 
敦賀市中央町 1-1-1 

TEL 0770-25-5550 
○○  

77::3300～～1199::3300  
○○  

99::0000～～1188::0000  
××  ××  ××  ××  

Dr.Driveセルフ敦賀サンルート 27 
敦賀市古田刈 16号水掛 20-1 

TEL 0770-21-1110 
○○  

2244 時時間間営営業業  

○○  

2244 時時間間営営業業  

○○  

2244 時時間間営営業業  

○○  

2244 時時間間営営業業  

○○  

2244 時時間間営営業業  

○○  

2244 時時間間営営業業  

Dr.Drive大和田車検センター 
福井市寺前町 110番地 

フリーダイヤル 

0120-119-384 ×× ××  ××  ××  ××  ××  

ボディショップ栄月 
福井市寺前町 106番地 

TEL 0776-50-1116 ○○ ××  ××  ××  ××  ××  

【【 灯灯油油配配送送ののごご案案内内 】】  年末の灯油配送は 12月 29日（水）迄、年始は 1月 5日（水）からとなります。年末配送の電話での受付は 12月 28日（火）迄です。ご注意ください。 


