
 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 

出光興産対象外店舗一覧 

店舗 住所

北海道
スプリット大町 北海道北見市大町 79-1 

つくしヶ丘 北海道網走市つくしケ丘 4-1-3 

潮見 北海道網走市潮見 1-357-1 

ニュー芦別 北海道芦別市南 3 条東 2-11 

セルフ道の油 北海道紋別市元紋別 680-1 

紋別南ヶ丘 北海道紋別市南が丘町 7-41-2 

落石 北海道紋別市落石町 4-3-4 

名寄大橋 北海道名寄市西 11 条北 4-8 

風連 北海道名寄市風連町北栄町 132 

明神町 北海道滝川市明神町 4-10-15 

知内 北海道上磯郡知内町字森越 34 

厚沢部 北海道檜山郡厚沢部町緑町 27 

仁木 北海道余市郡仁木町大江 2-1 

川端 北海道夕張郡由仁町川端 1121 

新十津川 北海道樺戸郡新十津川町字中央 6-43 

剣渕 北海道上川郡剣淵町緑町 9-1 

羽幌栄町 北海道苫前郡羽幌町栄町 101 

セルフ湧別 北海道紋別郡湧別町中湧別南町 540 

新冠 北海道新冠郡新冠町字泉 29-5 

上士幌 北海道河東郡上士幌町字上士幌東 3 線 234-124 

利別 北海道中川郡池田町利別南 13 

釧路曙 北海道釧路郡釧路町曙 1-1-1 

青森県
油川 青森県青森市羽白字池上 184-1 

セルフ八戸北インター 青森県八戸市市川町田ノ沢頭 35-8 

山武 青森県黒石市中川字篠村 26-2 

西北 青森県五所川原市太刃打早蕨 52-3 

十和田湖 青森県十和田市法量字焼山 56-1 

十和田南 青森県十和田市稲生町 19-21 

牛潟 青森県つがる市牛潟町村上 33-5 

むつ横浜 青森県上北郡横浜町字舘ノ後 80 

小川原湖 青森県上北郡東北町旭北 1-646 

東通村 青森県下北郡東通村蒲野沢石持山 1-66 

セルフ五戸 青森県三戸郡五戸町神明後 5-2 

五戸 青森県三戸郡五戸町神明後 6-2 

岩手県
リバーサイド久慈 岩手県久慈市川崎町 11-30 

平舘 岩手県八幡平市平舘第 25 地割 125-4 

関口 岩手県八幡平市松尾寄木第 27 地割 11 

イズミヤ沢内 岩手県和賀郡西和賀町沢内新町 9-15-1 

小子内 岩手県九戸郡洋野町小子内 4-8-1 

秋田県
浅舞 秋田県横手市平鹿町浅舞浅舞 205-2 
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山形県
朝日町 山形県西村山郡朝日町宮宿 1194 

福島県
八山田西 福島県郡山市富田町字音路 82-5 

田沢カーライフステーション 福島県二本松市田沢明内 85 

中太田カーライフステーション 福島県南相馬市原町区中太田天狗田 94-8 

錦町カーライフステーション 福島県南相馬市原町区錦町 2-76-1 

茨城県
土浦大町 茨城県土浦市大町 14-20 

笠間福原 茨城県笠間市福原 2948-1 

セルフ学園東大通り 茨城県つくば市妻木 413-5 

霞美浦 茨城県稲敷郡美浦村太田 349 

ひたち野うしく 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷 1291 

栃木県
オートピア那須 栃木県那須塩原市島方 23-1 

オートパーク那須北 栃木県那須郡那須町寺子丙 1224-6 

ピットピア那須 栃木県那須郡那須町高久甲 5073-1 

埼玉県
飯能 埼玉県飯能市仲町 27-22 

飯能双柳 埼玉県飯能市緑町 26-13 

千葉県
ニュー鴨川 千葉県鴨川市広場 785 

大原深堀 千葉県いすみ市深堀 1493 

大多喜 千葉県夷隅郡大多喜町船子 124-9 

上布施 千葉県夷隅郡御宿町上布施 1674 

東京都
東日本橋 東京都中央区東日本橋 2-6-6 

セルフ大田 東京都大田区南馬込 3-13-13 

セルフ阿佐ヶ谷 東京都杉並区阿佐谷南 3-9-4 

神奈川県
新登戸 神奈川県川崎市多摩区登戸 1780 

久末 神奈川県川崎市高津区久末 5 

逗子桜山 神奈川県逗子市桜山 6-9-1 

新潟県
城岡橋 新潟県長岡市城岡 3-131-1 

長岡幸町 新潟県長岡市幸町 1-9-9 

新発田中央公園前 新潟県新発田市新富町 1-6-27 

見附今町 新潟県見附市今町 3-12-11 

富山県
パークロード中老田 富山県富山市中老田 1082-1 

立山 富山県中新川郡立山町坂井沢 20 

石川県
エアポート小松 石川県小松市浮柳町ハ 122 

珠洲 石川県珠洲市宝立町鵜島ロ-17 

四柳バイパス 石川県羽咋市四柳町ソ 7-1 

羽咋東 石川県羽咋市石野町ホ 41 

七塚 石川県かほく市外日角イ 91 

鶴来バイパス 石川県白山市安養寺町 31-1 

月橋 石川県白山市月橋町 501-2 



 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

白峰 石川県白山市白峰ハ 45 

寺井町 石川県能美市寺井町寺井る 97-1 

根上町 石川県能美市根上町大成町リ 81 

鶴ヶ丘 石川県河北郡内灘町鶴ケ丘 3-157-18 

富来 石川県羽咋郡志賀町富来領家町子 18 

穴水 石川県鳳珠郡穴水町字大町ロ 27 

柳田 石川県鳳珠郡能登町柳田仁部 59-3 

福井県
越廼 福井県福井市大味町 38-42 

敦賀東 福井県敦賀市岡山町 2-46-1 

敦賀中央 福井県敦賀市野神 15-6-4 

粟田部 福井県越前市粟田部町 73-1-1 

四ヶ浦 福井県丹生郡越前町梅浦 59-18 

山梨県
大月インター 山梨県大月市大月町花咲 109 

長野県
竜岡 長野県佐久市田口 3156-1 

千曲 長野県佐久市臼田 1106-2 

星のまち 長野県佐久市臼田 1934-1 

志賀高原 長野県下高井郡山ノ内町平穏 1389-5 

岐阜県
ハートランド芥見 岐阜県岐阜市芥見大船 2-12 

羽島 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴 3523-2 

飯柄 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄 483-1 

ハートランド蘇原 岐阜県各務原市蘇原東島町 3-150 

美江寺 岐阜県瑞穂市美江寺 798-1 

静岡県
島田阪本 静岡県島田市阪本 951-4 

愛知県
松平橋 愛知県豊田市鵜ケ瀬町渡瀬 10-2 

三重県
桔梗南 三重県名張市蔵持町原出 823-1 

尾鷲港 三重県尾鷲市港町 1-13 

滋賀県
セルフ伊香立 滋賀県大津市伊香立向在地町 187-1 

草津 滋賀県草津市野村 1-25-31 

ニュー甲賀 滋賀県甲賀市甲南町野田 585 

秦荘 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野大林 584 

京都府
セルフ嵯峨野 京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 36 

有路 京都府福知山市大江町北有路 3763-2 

舞鶴西 京都府舞鶴市北田辺 122-2 

舞鶴白鳥 京都府舞鶴市森 511-5 

城陽 京都府城陽市寺田袋尻 19-4 

園部中央 京都府南丹市園部町美園町 7-14-5 

大阪府
藤井寺インターチェンジ 大阪府藤井寺市西古室 2-195-1 
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兵庫県
伊丹瑞穂町 兵庫県伊丹市瑞穂町 1-35 

赤穂西 兵庫県赤穂市新田七軒家 1281-1 

市島バイパス 兵庫県丹波市市島町上田 260-1 

ニュー青垣 兵庫県丹波市青垣町西芦田 475 

上岸田 兵庫県宍粟市一宮町上岸田 171-3 

奈良県
東吉野 奈良県吉野郡東吉野村木津 609-1 

島根県
鹿島 島根県松江市鹿島町名分 377-1 

神門 島根県出雲市神門町 741-1 

岡山県
セルフ井原 岡山県井原市井原町 613-6 

高梁中央 岡山県高梁市中原町 1481-1 

シーサイド 岡山県備前市日生町寒河 2357-4 

久世 岡山県真庭市久世 2917-1 

鴨方 岡山県浅口市鴨方町六条院中 1458-1 

柵原 岡山県久米郡美咲町久木 171-2 

広島県
八本松東 広島県東広島市八本松東 1-5-5 

豊栄 広島県東広島市豊栄町鍛冶屋 494 

セルフアップルマン府中 広島県安芸郡府中町鶴江 1-23-17 

山口県
萩中央 山口県萩市土原 488-1 

イデックスセルフ防府西 山口県防府市佐野 1385-11 

長門 山口県長門市東深川 1931 

香川県
丸亀北 香川県丸亀市新浜町 1-10-13 

大野原 香川県観音寺市大野原町大野原 6189 

愛媛県
イオン今治 愛媛県今治市馬越町 3-2-14 

高知県
内の谷 高知県高知市春野町内ノ谷 795-6 

福岡県
昭和町 福岡県北九州市八幡東区川淵町 3-20 

セルフ永犬丸 福岡県北九州市八幡西区永犬丸 4-10-5 

ゴリラパーク香月 福岡県北九州市八幡西区香月中央 3-1-18 

到津 福岡県北九州市小倉北区下到津 1-7-7 

セルフカーケアショップ小倉 福岡県北九州市小倉北区東港 1-5-18 

小芝 福岡県北九州市戸畑区小芝 2-10-13 

小石 福岡県北九州市若松区上原町 2-5 

洞海 福岡県北九州市若松区南二島 3-2-14 

セルフ福岡ドーム 福岡県福岡市中央区地行 3-29-22 

天神町 福岡県福岡市中央区天神 3-11-26 

南薬院 福岡県福岡市中央区薬院 4-18-31 

セルフ三宅 福岡県福岡市南区三宅 3-6-18 

清水 福岡県福岡市南区玉川町 18-16 

セルフ寺塚 福岡県福岡市南区長丘 1-4-9 

博多駅センター 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-15-16 
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セルフ立花寺 福岡県福岡市博多区月隈 6-9-37 

比恵 福岡県福岡市博多区東比恵 2-16-25 

竹下 福岡県福岡市博多区竹下 2-2-1 

呉服町 福岡県福岡市博多区綱場町 8-33 

セルフ別府 202 福岡県福岡市城南区別府 5-12-20 

東油山 福岡県福岡市城南区東油山 1-12-2 

セルフ原 福岡県福岡市早良区原 5-13-11 

スマイルステーション小田部 福岡県福岡市早良区小田部 5-7-13 

セルフ野芥 福岡県福岡市早良区野芥 1-4-13 

セルフ九産大前 福岡県福岡市東区唐原 1-3-33 

土井 福岡県福岡市東区土井 2-31-6 

姪浜 福岡県福岡市西区内浜 1-16-1 

荘島 福岡県久留米市中央町 10-20 

武島 福岡県久留米市安武町武島 468-3 

久留米インター 福岡県久留米市東合川 1-7-28 

スーパーセルフ津福バイパス 福岡県久留米市津福今町中牟田 182-2 

田主丸 福岡県久留米市田主丸町以真恵 249-1 

上田主丸 福岡県久留米市田主丸町秋成 546 

通町 福岡県久留米市通町 145 

信愛通り 福岡県久留米市高良内町 2806-2 

だいぶ 福岡県飯塚市大分 1004-4 

飯塚 福岡県飯塚市徳前 14-1 

弓削田 福岡県田川市弓削田 1468-1 

八女 福岡県八女市山内 574 

オレンジロード津江 福岡県八女市津江 408-3 

小郡中央 福岡県小郡市大板井 227 

セルフはる田 福岡県筑紫野市原田 289-1 

セルフ吉木 福岡県筑紫野市吉木 2286-1 

I-Store 春日下白水店 福岡県春日市下白水南 5-21 

セルフ春日台 福岡県春日市平田台 1-41 

セルフ桜ヶ丘 福岡県春日市桜ケ丘 4-1 

セルフ福岡南バイパス 福岡県大野城市御笠川 5-4-16 

セルフ光岡 福岡県宗像市光岡 304-6 

神湊 福岡県宗像市牟田尻 1906-1 

赤間 福岡県宗像市赤間駅前 1-10-13 

スカイロード浮羽 福岡県うきは市浮羽町浮羽 388-1 

セルフニコニコ倶楽部 福岡県宮若市龍徳 1070-1 

大入 福岡県糸島市二丈福井 2446-7 

埋金 福岡県那珂川市埋金 843-1 

セルフ福岡空港東 福岡県糟屋郡志免町別府 3-14-15 

イデックス福岡東 福岡県糟屋郡新宮町上府北 2-9-52 

香椎バイパス 福岡県糟屋郡新宮町原上水生田 818-6 

セルフスタンド久山 福岡県粕屋郡久山町大字山田 1686-1 

カーケアショップ流通センター 福岡県糟屋郡粕屋町内橋 597-6 

岡垣やくば前 福岡県遠賀郡岡垣町野間 3-6-1 

広川サービスエリア（下り） 福岡県八女郡広川町新代 1315 

セルフ広川 福岡県八女郡広川町新代 2366 

香春 福岡県田川郡香春町高野 1219-3 

川崎西本町 福岡県田川郡川崎町川崎 1061-3 

川崎 福岡県田川郡川崎町田原 547-1 

イデックス苅田臨海 福岡県京都郡苅田町幸町 5-13 
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勝山 福岡県京都郡みやこ町勝山黒田 870 

犀川 福岡県京都郡みやこ町犀川本庄 573-1 

椎田 福岡県築上郡築上町椎田 924-7 

佐賀県
三瀬村銀座 佐賀県佐賀市三瀬村杠松尾 248-2 

久保泉 佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉 596 

扇町 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町 2509 

古湯 佐賀県佐賀市富士町古湯 2648-1 

犬井道 佐賀県佐賀市川副町犬井道 1697-1 

川副 佐賀県佐賀市川副町鹿江 954-1 

本庄 佐賀県佐賀市本庄町本庄 1168-1 

大財駅前 佐賀県佐賀市駅前中央 3-5-18 

大和バイパス 佐賀県佐賀市高木瀬西 6-12-4 

西唐津 佐賀県唐津市二タ子 3-14-25 

唐津 佐賀県唐津市和多田西山 1-47 

セルフ栄町 佐賀県唐津市栄町 2583 

町田 佐賀県唐津市町田 1-2395-3 

長部田 佐賀県唐津市相知町長部田 947 

星賀 佐賀県唐津市肥前町星賀 926 

肥前 佐賀県唐津市肥前町田野 59-1 

名護屋城 佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1842-1 

セルフ岩野 佐賀県唐津市鎮西町岩野 376-1 

河畔公園 佐賀県唐津市鏡南新開 3078-1 

鏡山 佐賀県唐津市鏡字北牟田 4233-3 

若桜 佐賀県鳥栖市藤木町 2073-2 

セルフ布津原 佐賀県鳥栖市養父町 49-1 

波多津 佐賀県伊万里市波多津町辻 521-3 

西川登 SS 佐賀県武雄市西川登町神六 20309-4 

セルフ牛津 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬 795 

住の江 佐賀県小城市芦刈町永田 3379-6 

嬉野 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 198 

一位原 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲 1726 

原子力発電所前 佐賀県東松浦郡玄海町今村 4549 

仮屋 佐賀県東松浦郡玄海町仮屋 116-2 

スーパーセルフ有田 佐賀県西松浦郡有田町北ノ川内丙 600-3 

大町 佐賀県杵島郡大町町大町 8871-13 

長崎県
セルフ矢上 長崎県長崎市かき道 1-1062 

セルフ住吉 SS 長崎県長崎市中園町 18-1 

セルフ蛍茶屋 長崎県長崎市中川 2-8-25 

セルフ八千代町 長崎県長崎市八千代町 2-25 

春木 SS 長崎県長崎市岩見町 30-1 

セントポール SS 長崎県長崎市平和町 19-20 

岡町 長崎県長崎市松山町 3-73 

江戸町 長崎県長崎市江戸町 2-34 

セルフ琴海 長崎県長崎市琴海形上町 1861 

東長崎 SS 長崎県長崎市矢上町 32-1 

神浦 長崎県長崎市神浦江川町 500 

茂木 長崎県長崎市茂木町 1299-1 

セルフ俵町 SS 長崎県佐世保市俵町 23-31 

セルフ白岳 長崎県佐世保市大和町 397 
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セルフ上原 長崎県佐世保市早苗町 432-1 

セルフ針尾バイパス 長崎県佐世保市有福町 297-4 

セルフ沖田 長崎県佐世保市椎木町 193-11 

江迎 長崎県佐世保市江迎町三浦 74-1 

セルフ有明 長崎県島原市有明町湯江甲 142 

喜々津 長崎県諫早市多良見町中里 5-1 

大草 SS 長崎県諫早市多良見町野副 62 

小船越 長崎県諫早市小船越町 950-8 

幸町 長崎県諫早市幸町 26-3 

泉町 長崎県諫早市泉町 17-12 

セルフ大村南 SS 長崎県大村市久原 2-1194-4 

田平 長崎県平戸市田平町里免 241-3 

一重 長崎県対馬市上対馬町一重 514 

上対馬 長崎県対馬市上対馬町比田勝 665 

佐護 長崎県対馬市上県町佐護東里 24-1 

仁田 長崎県対馬市上県町樫滝 1079 

佐須 長崎県対馬市厳原町下原 498-1 

厳原 長崎県対馬市厳原町東里字野良 352-4 

厳原中央 長崎県対馬市厳原町桟原 50-2 

佐賀 長崎県対馬市峰町佐賀 717 

美津島 長崎県対馬市美津島町鶏知甲 366 

対馬中央 長崎県対馬市豊玉町鑓川 16-2 

勝本 長崎県壱岐市勝本町大久保触 1841-3 

大阪屋 長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触 385-3 

芦辺 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦字東 324 

雪浦 長崎県西海市大瀬戸町雪浦下釜郷 896-1 

崎戸 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷 1811-3 

七釜 長崎県西海市西海町七釜郷 508-30 

千々石 長崎県雲仙市千々石町戊 501 

北岡 長崎県南島原市南有馬町戊 196-1 

セルフ口之津 長崎県南島原市口之津町甲 2186-1 

久留里 SS 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 414 

セルフカーケア西時津 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷 6-1 

彼杵 SS 長崎県東彼杵郡東彼杵町三根郷 1365 

セルフスマイル川棚 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 439 

セルフ波佐見 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷 218-6 

奈摩 長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷 18 

熊本県
熊本県庁前 熊本県熊本市中央区上水前寺 2-25-21 

セルフ世安 熊本県熊本市中央区世安 1-3-22 

I-Store 益城インター 熊本県熊本市東区佐土原 2-4-170 

セルフ山鹿 熊本県山鹿市鹿校通 2-13-5 

天草 熊本県天草市八幡町 3-7 

岡東 熊本県天草市牛深町 282-1 

ホンダ工場前 熊本県菊池郡大津町大字杉水 3373-1 

光の森 熊本県菊池郡菊陽町光の森 5-23-7 

セルフ嘉島 熊本県上益城郡嘉島町鯰 2822-2 
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大分県
坂の市 大分県大分市久原中央 1-2-21 

セルフ南大分 大分県大分市奥田 547 

セルフ別府 大分県別府市浜町 18-5 

耶馬渓 大分県中津市本耶馬渓町曽木 1865-1 

日田 大分県日田市三本松 1-13-24 

守江港 大分県杵築市守江 1824-40 

セルフ杵築 大分県杵築市守江 3903-5 

広小路 大分県杵築市杵築 124-13 

ムサシ宇宙港 大分県国東市武蔵町古市 167-3 

セルフ日出 大分県速見郡日出町 1666-1 

豊後中村 大分県玖珠郡九重町右田 1011-18 

宮崎県
セルフ南宮崎 SS 宮崎県宮崎市京塚 1-5-3 

セルフ・カーケア大島 宮崎県宮崎市大島町前田 359 

セルフ花ヶ島 SS 宮崎県宮崎市花ケ島町観音免 960-1 

都城西町 宮崎県都城市西町 3741 

鹿児島県
鶴川内 鹿児島県阿久根市鶴川内 5100-1 

上甑 SS 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑 490-9 

鷹巣 鹿児島県出水郡長島町鷹巣 2242-1 

沖縄県
小禄金城 沖縄県那覇市金城 3-8-17 

空港前 沖縄県石垣市真栄里 545-1 

西崎パーク 沖縄県糸満市西崎町 3-221 

石川 沖縄県うるま市石川 431 

城辺 沖縄県宮古島市城辺字比嘉 868-1 

 

 


