
 

〒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） 

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象店舗が休業している場合がございます。 

営業状況につきましては、店舗のホームページ等でご確認ください。 

 

キグナス石油対象店舗一覧 

店舗 住所

北海道
丘珠空港通 北海道札幌市東区伏古十三条 5 丁目 11-5 

松葉町 北海道厚岸郡厚岸町松葉町 4-125 

青森県
五所川原 青森県五所川原市栄町 16 

宮城県
鈎取 宮城県仙台市太白区鈎取 1-2-15 

白石 宮城県白石市郡山字飯塚 7-2 

山形県
セルフ徳内 山形県村山市楯岡新町 3-3-7 

セントラルプラザタテオカ 山形県村山市中央 2-3-23 

東根バイパス 山形県東根市蟹沢字長谷 1332-1 

セルフチェリープラザ大森 山形県東根市東根甲 6026-5 

福島県
セルフハンズ錦 福島県いわき市錦町鬼越下 13-2 

茨城県
小堤セントラル 茨城県古河市小堤 2010 

東古河 茨城県古河市久能 500 

セルフ 354 総和 茨城県古河市下辺見 516-1 

サムスイング高野 茨城県古河市高野 1167-1  

フリーランス水海道 茨城県常総市水海道諏訪町 3126-1 

セルフサニーつくば 茨城県つくば市大角豆 2012-773 

フリーランス茎崎 茨城県つくば市茎崎 1816-87 

セルフフリーランス自由が丘 茨城県つくば市自由ケ丘 170-2 

オブリステーションララルーいたこ 茨城県潮来市永山 796-2 

セルフ下中山 茨城県筑西市下中山 1208 

オブリステーションかすみがうら千代田モール  茨城県かすみがうら市下稲吉字逆西 2633-14 

オブリステーション阿見 茨城県稲敷郡阿見町うずら野 2-10-19 

セルフ境 茨城県猿島郡境町大字長井戸 188-2 

栃木県
セルフ壬生 栃木県下都賀郡壬生町落合 3-35-18 

セルフ雀宮 栃木県宇都宮市茂原 2-1023-2 

戸祭 栃木県宇都宮市戸祭 2-11-27 

セルフ栃木東 栃木県栃木市大宮町 2189-1 

セルフ新鹿沼 栃木県鹿沼市上殿町 982-1 

セルフ鹿沼インター 栃木県鹿沼市上石川 1119-12 

新東那須野 栃木県那須塩原市東小屋 462-3 

セルフ益子 栃木県芳賀郡益子町益子 1397-1 

塩谷 BJ ステーション 栃木県塩谷郡塩屋町玉生 568-5 
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群馬県
R50 前橋東 群馬県前橋市笂井町 28-1 

17 号バイパス 群馬県前橋市元総社町 633-1 

セルフ豊岡 群馬県高崎市北久保町 11-1 

八斗島 群馬県伊勢崎市長沼 660-7 

セルフ赤堀 群馬県伊勢崎市間野谷町 1066 

セルフ伊勢崎宮子 群馬県伊勢崎市宮子町 943-1 

オブリステーションＳＭＡＲＫ伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町 360-6 

オブリステーションパワーモールおおた 群馬県太田市飯塚町 703 

群馬 群馬県渋川市渋川 1827 番地 34  

オブリステーション渋川こもちベイシア前 群馬県渋川市吹屋 657-12 

藤岡バイパス 群馬県藤岡市上大塚 280-1 

玉村 群馬県佐波郡玉村町上之手 1579 

埼玉県
岩槻 埼玉県さいたま市岩槻区仲町 2-10-3 

東浦和 埼玉県さいたま市緑区東浦和 7-5-4 

オブリステーション大和田 埼玉県さいたま市見沼区南中丸 519-1 

オブリステーション川越東 埼玉県川越市古谷上 229 

セルフ熊谷東 埼玉県熊谷市佐谷田 711 

セルフ大沼公園 埼玉県熊谷市小江川 1902-15 

セルフ宇田川 埼玉県川口市安行吉岡 1795-1 

セルフ朝日町 埼玉県川口市朝日 3-22-17   

オブリステーション行田西 埼玉県行田市持田 2792 

セルフ秩父 埼玉県秩父市下宮地町 19-10 

児玉 埼玉県本庄市児玉町児玉 1135 

セルフ本庄イースト 埼玉県本庄市朝日町 3-23-19 

東松山インターチェンジ 埼玉県東松山市上野本 212-3 

セルフニュー宝珠花 埼玉県春日部市上吉妻 826-1 

オブリステーション庄和 埼玉県春日部市金崎 641-3 

オブリステーション狭山 埼玉県狭山市広瀬東 4-2-8 

セルフ深谷 埼玉県深谷市上柴町東 3-10-7 

川本 埼玉県深谷市菅沼 443-1 

上原 埼玉県深谷市上原 288-5 

岡部本郷 埼玉県深谷市本郷 120-5 

セルフカーライフステーション上尾東 埼玉県上尾市上尾村 1060 

セルフ上尾 埼玉県上尾市日の出 1-11-12 

越谷ウエストプラザ 埼玉県越谷市西新井 1163-3 

オブリステーション越谷 埼玉県越谷市東大沢 3-28-10 

セルフカーステーション志木 埼玉県朝霞市三原 2-21-2 

オブリステーション新座バイパス 埼玉県新座市野火止 6-2-21 

セルフ桶川バイパス 埼玉県桶川市末広 1-5-20   

セルフ桶川南 埼玉県桶川市南 1-8-7   

川田谷 埼玉県桶川市川田谷 3254-2   

鷲宮 埼玉県久喜市鷲宮 6-12-1 

オブリステーション東わしのみや 埼玉県久喜市東大輪 53-5 

セルフ富士見 埼玉県富士見市上南畑 2731-1 

セルフ蓮田 埼玉県蓮田市西新宿 1-49-1 

オブリステーション坂戸 埼玉県坂戸市にっさい花みず木 5-20-1 

幸手 埼玉県幸手市東 5-1-10 

幸手千塚 埼玉県幸手市大字千塚 160 

オブリステーション鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉 1229-2 
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オブリステーション吉川美南 埼玉県吉川市美南 4-4-3 

久喜インター南 埼玉県白岡市篠津 44-1 

越生 埼玉県入間郡越生町大字越生 795 

上里中央 埼玉県児玉郡上里町七本木 3281 

セルフ杉戸 埼玉県北葛飾郡杉戸清地 2-8-7 

セルフ松伏 埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩横田 1333 

千葉県
オブリステーション市川大野 千葉県市川市南大野 3-2-1 

オブリステーションニ和東 千葉県船橋市ニ和東 1-6-8 

矢那 千葉県木更津市矢那 3630 

オブリステーション新松戸北 千葉県松戸市新松戸北 2-19-5 

オブリステーション北柏 千葉県我孫子市根戸新田 72-1 

オブリステーション鎌ヶ谷  千葉県鎌ヶ谷市東道野辺 2-10-48 

セルフ四街道 r66 千葉県四街道市小名木 212-1 

セルフ袖ヶ浦橘 千葉県袖ヶ浦市蔵波台 5-2-31 

平賀学園台 千葉県印西市平賀 3688-7 

オブリステーション白井 千葉県白井市根 457-12 

水郷駅前 千葉県香取市大倉 701-1 

セルフ龍角寺 千葉県印旛郡栄町龍角寺 891-1 

東京都
セルフ八広 東京都墨田区八広 4-29-8 

北斎通り 東京都墨田区亀沢 3-10-6 

洗足池 東京都大田区南千束 1-12-1 

世田谷市場 東京都世田谷区大蔵 1-4-1 

用賀 東京都世田谷区上用賀 6-26-11 

オブリステーション大泉 東京都練馬区大泉学園町 4-20-16 

セルフ竹ノ塚 東京都足立区東伊興町 1-3-8 

千住曙 東京都足立区千住曙町 37-2 

本田 東京都葛飾区四つ木 4-30-22 

宇喜田 東京都江戸川区西葛西 4-6-16 

セルフ篠崎 東京都江戸川区篠崎町 3-23-8 

南小岩 東京都江戸川区東小岩 1-8-7 

セルフ堀之内 東京都八王子市堀之内 2-1-4 

梅郷 東京都青梅市梅郷 6-1336 

東府中 東京都府中市若松町 2-37-1 

セルフ東京競馬場前 東京都府中市八幡町 1-8-1 

セルフ金井 東京都町田市金井ヶ丘 2-23-13 

小作 東京都羽村市羽西 1-13-50 

秋留台 東京都あきる野市二宮 669-5 
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神奈川県
セルフ霧が丘西 神奈川県横浜市緑区霧が丘 2-9-9 

セルフ本郷台 神奈川県横浜市栄区飯島町 1441 

セルフ駒岡 神奈川県横浜市鶴見区駒岡 2-17-58 

セルフ弥生台 神奈川県横浜市泉区弥生台 36-18 

セルフ綱島 神奈川県横浜市港北区綱島西 4-13-3 

オブリステーション和田町 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 41-2 

オブリステーション横浜 神奈川県横浜市神奈川区新町 10-1 

セルフ矢上 神奈川県川崎市幸区矢上 16-5 

セルフ相模湖 神奈川県相模原市緑区吉野 41-8 

セルフ相模原 神奈川県相模原市中央区松が丘 1-14 

野比 神奈川県横須賀市野比 2-33-16 

上町 神奈川県横須賀市上町 3-1 

セルフ田浦港が丘 神奈川県横須賀市船越町 1-14 

セルフ花水 神奈川県平塚市長持 313 

セルフ上吉沢 神奈川県平塚市上吉沢 122-1 

セルフ北鎌倉 神奈川県鎌倉市大船 1168 

セルフ長後北 神奈川県藤沢市高倉 2340-1 

オブリステーション湘南ライフタウン 神奈川県藤沢市大庭 592-1 

オブリステーション藤沢大庭 神奈川県藤沢市大庭 6427-1 

セルフ江ノ島湘南海岸公園前 神奈川県藤沢市片瀬 3-1-39 

オブリステーション茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市堤 2979-17 

セルフ中津 神奈川県厚木市上依知 1232-1 

セルフ愛甲 神奈川県厚木市愛甲東 3-16-1 

光ヶ丘 神奈川県大和市大和南 2-13-15 

伊勢原南 神奈川県伊勢原市東大竹 930-3 

オブリステーション綾瀬 神奈川県綾瀬市大上 5-12-23 

富山県
セルフ水橋西 富山県富山市水橋小出 1284 

石川県
セルフ北星 FIVE 入江 石川県金沢市入江 2-37 

セルフ金沢西インター 石川県金沢市示野中町 1-1 

セルフ八日市 石川県金沢市八日市 5-609 

セルフ有松 石川県金沢市泉 3-6-56 

セルフ東大通 石川県金沢市浅野本町口 124 

セルフ北町 石川県金沢市駅西本町 5 丁目 2 番-5 号 

セルフ北星 FIVE 小松 石川県小松市今江町 5-679 

南大通 石川県小松市向本折町マ 46-2 

セルフ園町 石川県小松市園町ハ 116-1 

セルフ北星 FIVE 金沢 石川県野々市市横宮町 6-1 

セルフ北星 FIVE つばた 石川県河北郡津幡町字ヌ 45-1 

津幡 石川県河北郡津幡町浅田甲 121 
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山梨県
セルフくだま 山梨県甲府市国玉町 1039-5 

甲府 山梨県甲府市朝日 4-7-28 

セルフオブリステーション河口湖 山梨県富士吉田市松山 1177   

セルフ 24H 大月インター 山梨県大月市大月町花咲 422 

鳥沢 山梨県大月市富浜町鳥沢 3458 

初狩 山梨県大月市初狩町下初狩 481-5 

韮崎 山梨県韮崎市藤井町北下條 1399-1 

セルフ日野春 山梨県北杜市長坂町富岡 1-6 

石和松本 山梨県笛吹市石和町松本 42-1 

下小田原 山梨県甲州市塩山下小田原 216-1 

山中湖平野 山梨県南都留郡山中湖村平野 102 

セルフスマイルランド勝山 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山 3343-1 

セルフ小立 山梨県南都留郡富士河口湖町小立白木 4122-1 

長野県
更北 長野県長野市稲里 1-5-22   

コンフォート篠ノ井 長野県長野市篠ノ井布施高田一ノ坪 1241 

協和 長野県佐久市協和 2388-2 

オートライフ塩沢東御店 長野県東御市加沢 277-2 

岐阜県
セルフ Can 柳津 岐阜県岐阜市柳津町梅松 3-78 

西郷 岐阜県岐阜市上西郷 6-156-2 

三里 岐阜県岐阜市清本町 8-2 

セルフ Can 忠節駅前 岐阜県岐阜市島栄町 1-30 

セルフ Can 黒野 岐阜県岐阜市折立字北浦 280-1 

岐阜流通センタ－ 岐阜県岐阜市柳津町流通センター2-2-1 

セルフ多治見 岐阜県多治見市音羽町 1-221 

セルフ多治見ホワイトタウン 岐阜県多治見市京町 5-89 

セルフ Can 倉知 岐阜県関市倉知 4574-1 

セルフポートレート羽島 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄 868 

セルフ SUN ステ－ション羽島 岐阜県羽島市江吉良町 145-1 

セルフ Can いちょう通り 岐阜県各務原市那加不動丘 2-96 

可児 岐阜県可児市塩 1204 

セルフ可児春里 岐阜県可児市長洞落合 4-1 

郡上八幡 岐阜県郡上市八幡町城南町 205-1 

セルフ池田町 岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原 1363 

静岡県
オブリステーション小黒 静岡県静岡市駿河区豊田 1-1-1 

オブリステーション初生 静岡県浜松市北区初生町 490-1 

セルフ初生西 静岡県浜松市北区初生町 798 

浜松高丘 静岡県浜松市中区高丘西 1-28-24 

オブリステーション沼津 静岡県沼津市松長 879-1 

焼津 静岡県焼津市本町 3-1-16 

オブリステーション焼津小川 静岡県焼津市東小川 6-6-5 

オブリステーションイオンタウン大須賀 静岡県掛川市西大渕字丸池 3320-1 

オブリステーション藤枝 静岡県藤枝市前島 2281-23 

藤枝高柳 静岡県藤枝市高柳 1204-2 

オブリステーション袋井パティオ 静岡県袋井市上山梨 4-1-2 
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愛知県
ルート 22 愛知県名古屋市西区新道 1-2-18 

セルフ LaPit 呼続 愛知県名古屋市南区千竈通 3-9 

セルフ LaPitPro 名古屋西 愛知県名古屋市西区上橋町 35-1 

セルフ Dr.LaPit 天神橋 愛知県名古屋市北区山田町 4-77 

GATEIN 一色大橋 愛知県名古屋市中川区昭和橋通 9-72 

セルフ大鳥居 愛知県名古屋市中村区豊国通 2ー31 

セルフ LaPit 守山 愛知県名古屋市守山区西新 1-1 

セルフ C.C. LaPit 港東通 愛知県名古屋市南区港東通 1-45 

セルフ LaPit 東海橋 愛知県名古屋市港区川西通 2-10 

セルフ豊橋港インター 愛知県豊橋市大山町下青尻 11-1 

豊橋西 愛知県豊橋市瓜郷町前川 48-1 

石巻 愛知県豊橋市石巻本町北市場 23-44 

アーブル西萩 愛知県一宮市西萩原字大池 43-4 

セルフ Dr.LaPit 春日井 愛知県春日井市朝宮町 2 丁目 17-5 

セルフ豊川北 愛知県豊川市一宮町豊 71 

善明坂 愛知県碧南市善明町 3-101 

セルフ豊田大林 愛知県豊田市大林町 13-10-10 

寺津 愛知県西尾市寺津町宮越 29 番地 

セルフホワイトアベニュー小牧 愛知県小牧市郷中 2-19-1 

大里 愛知県稲沢市増田北町 119-1 

オブリステーション東海荒尾 愛知県東海市荒尾町山王前 141 

セルフ Dr.LaPit 尾張旭 愛知県尾張旭市狩宿町 4-43-1 

渕高 愛知県愛西市渕高町五ノ割 78 

セルフ LaPit 北名古屋 愛知県北名古屋市九之坪山 6 

セルフ LaPit 名空前 愛知県西春日井郡豊山町豊場字若宮 114 

幸田 愛知県額田郡幸田町菱池字菅田 7-2 

三重県
Ponte 岩田川 三重県津市寿町 5-7 

セルフ R23 津南 三重県津市大字藤方字南八木田 1063-2 

セルフオアシス坂部 三重県四日市市山之一色町 509-1 

飯高森 三重県松阪市飯高町森 538 

田園タツタ 三重県松阪市立田町 255 

セルフ松阪 三重県松阪市大黒田町城ノ前 528-2 

セルフ桑名 三重県桑名市増田 516-4 

セルフグリ－ンヒル桑部 三重県桑名市桑部中貝戸 526-5 

セルフオアシスミルクロード宿野 三重県三重郡菰野町宿野神明田 258-1 

セルフ川越 三重県三重郡川越町大字豊田一色 396-1 

京都府
セルフルート 9 亀岡 京都府亀岡市余部町塞又 81-1 

セルフカントリースクエア日吉 京都府南丹市日吉町保野田島田 21-1 

セルフカントリースクエア美山 京都府南丹市美山町安掛風呂ﾉ元 12-3 

セルフカーケアステーション久御山 京都府久世郡久御山町大字下津屋小字川原 103 
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大阪府
泉大津 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北 1-4-17 

セルフ巽 大阪府大阪市生野区巽東 2-8-36 

セルフ R26 岸和田 大阪府岸和田市土生町 2-3159 

オブリステーション中環豊中 大阪府豊中市柴原町 2-8-15 

セルフ泉が丘 大阪府豊中市東泉丘 2-5-10 

オブリステーション空港線豊中 大阪府豊中市原田元町 1-11-21 

オブリステーション池田 大阪府池田市呉服町 13-17 

りんくう泉佐野 大阪府泉佐野市鶴原 5-2-13 

セルフ外環富田林 大阪府富田林市錦織南 2-15-5 

天野山 大阪府河内長野市寿町 2-2 

セルフ中環松原 大阪府松原市別所 2-3-1 

横山 大阪府和泉市北田中町 407 

セルフトリヴェール和泉 大阪府和泉市あゆみ野 1-1-2 

和泉 大阪府和泉市桑原町 403 

セルフ R163 門真 大阪府門真市南野口町 4-12 

セルフ河内花園 大阪府東大阪市玉串元町 1-5-5 

兵庫県
セルフ神戸西 兵庫県神戸市西区池上 4-12-2 

セルフ神明 兵庫県神戸市西区伊川谷別府 22-1 

セルフ鈴蘭台北 兵庫県神戸市北区松宮台 2-26-1 

セルフ書写横関 兵庫県姫路市御立中 8-10-20 

オブリステーション明姫二見 兵庫県明石市二見町西二見 1644-1 

セルフ西宮浜 兵庫県西宮市久保町 12-28 

セルフ豊岡竹野 兵庫県豊岡市竹野町轟 216-2 

オブリステーション加古川 兵庫県加古川市野口町長砂壱丁田 973-2 

オブリステーション東神吉 兵庫県加古川市東神吉町神吉字頓田 804-1 

東加古川 兵庫県加古川市神野町石守 254-1 

みき 兵庫県三木市加佐 99-1 

セルフ高砂 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀 1896-2 

セルフ加西ハイツ 兵庫県加西市北条町横尾 1-2 

山崎インター 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢字前田 1147 

セルフ太子 兵庫県揖保郡太子町東保 2-8 

奈良県
新庄町 奈良県葛城市忍海 245-1 

和歌山県
セルフ 24h オレンジﾞ国体道路 和歌山県和歌山市吹屋町 5 

セルフ南港 和歌山県和歌山市西浜字中川向ヒの坪 1660-400 

セルフ三木町 和歌山県和歌山市屋形町 3-1 

セルフアイモ榎原 和歌山県和歌山市榎原 73-11 

セルフ和歌山北インター 和歌山県和歌山市直川 558-1 

セルフブライト和歌浦 和歌山県和歌山市和歌浦東 4-2-8 

セルフ橋本隅田 和歌山県橋本市隅田中島宮ノ前 83 

セルフ橋本市脇 和歌山県橋本市市脇 1-37-1 

小松原 和歌山県御坊市湯川町財部 1116 

セルフブライト田辺新庄 和歌山県田辺市新庄町 11-4 

紀の川打田 和歌山県紀の川市中井阪字轟塚 230-2 

セルフアイモ岩出 和歌山県岩出市高塚風上 186-1 

有田川吉備 和歌山県有田郡有田川町天満 549 

有田 和歌山県有田郡有田川町水尻 65-3 
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内原 和歌山県日高郡日高町荊木 41-1 

南谷 和歌山県日高郡印南町南谷 1413 

島根県
セルフ宍道 島根県松江市宍道町宍道 393-1 

セルフ松江 島根県松江市乃白町 416-1 

セルフ雲南 島根県雲南市三刀屋町下熊谷 1732-2 

岡山県
オブリプラーザラ・ムー津山 岡山県津山市林田 73 

寄島 岡山県浅口市寄島町 7321-1 

広島県
セルフ広 広島県呉市広白石 4-1-4 

セルフ湖畔 広島県東広島市安芸津町木谷 3728-1 

セルフ坂町 広島県安芸郡坂町北新地 2-2-9 

山口県
菊川 山口県下関市菊川町下岡枝 201 

彦島 山口県下関市彦島西山町 2-10-25 

徳島県
長生 徳島県阿南市長生町大津田 5-4 

セルフ鴨島西 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂 21 番 1 

香川県
セルフ六条 香川県高松市六条町字川島 102-1 

セルフ中央通り 香川県高松市上天神町 228-1 

セルフ伏石 香川県高松市伏石町 2066-2 

セルフ鬼無 香川県高松市鬼無町佐藤 54-8 

愛媛県
セルフ天山 愛媛県松山市天山 2-5-12 

福岡県
小倉南 福岡県北九州市小倉南区中曽根東 1-2-21 

荒木 福岡県北九州市小倉南区下貫 3-3-7 

佐賀県
セルフ肥前浜 佐賀県鹿島市浜町 281-1 

塩田和泉式部 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲 1695-7 

久間 佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙 2881 

長崎県
調川 長崎県松浦市調川町下免字 762-3 

セルフ市民病院前 長崎県松浦市志佐町庄野免字蛭子崎 269-2 

 


