
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【15東京都】　取扱店/262　販売店/ 3 2023-05-01現在

地区　15 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS セルフ 隅田商事㈱ 東神田セルフ 東神田1-16-9 03-3862-5458

2ENEOS フル 中外石油㈱ 六番町 六番町2-2 03-3263-5701

3ENEOS フル ㈱ナカタニ 神田明神下SS 外神田2-15-5 03-3251-8639

千代田区

4ENEOS フル ニ引㈱ 淡路町SS 神田淡路町1-5 03-3251-8832

5ENEOS セルフ 隅田商事㈱ セルフ永代橋エコSS 新川1-29-14 03-3551-0053

6ENEOS フル 隅田商事㈱ 茅場町SS 日本橋茅場町3-1-11 03-3668-2836

7ENEOS フル 隅田商事㈱ 本石町エコSS 日本橋本石町4-3-7 03-3241-6126

8ENEOS フル ㈱大釿 蛎殻町給油所 日本橋蛎殻町1-34-9 03-3666-4373 〇

9ENEOS フル 東新エナジー㈱ 新川SS 新川2-1-7 03-3553-2567

10ENEOS フル 東新エナジー㈱ Dr.Drive月島 佃2-18-8 03-3531-4510

11ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive入船桜川SS 入船1-3-5 03-3551-4362

中央区

12 アポロステーション フル 明光石油㈱ 日本橋カズヲスタンド店 日本橋小網町7-10 03-3666-9603

13コスモ フル ㈱イシイオイル 六本木給油所 六本木2-4-10 03-3584-3417

14 アポロステーション フル ㈱共和ショップス 麻布SS 東麻布2-30-6 03-3582-0886

15ENEOS フル 隅田商事㈱ 新橋SS 新橋4-25-7 03-3431-7521

16ENEOS フル 中外石油㈱ 東麻布 東麻布2-33-7 03-3583-3963

17 アポロステーション フル 丸新石油㈱ 赤坂中央SS 赤坂7-6-43 03-3405-2801

港区

18 アポロステーション フル 丸新石油㈱ 白銀プラチナ通りSS 白金台5-4-8 03-3441-4652

19出光 フル ㈱大家商店 アクア新宿SS 大久保2-3-4 03-3202-3161

20ENEOS フル ㈱大釿 ラリーポイント山吹SS 山吹町81-15 03-3267-1371 〇

21ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive余丁SS 余丁町8-14 03-3341-3319

新宿区

22出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 セルフ新宿目白 下落合4-27-2 03-3954-2168

23出光 フル 旭商事㈱ 本郷SS 向丘1-7-11 03-3868-0250

24ENEOS フル 垣見油化㈱ DDオートジョイ駒込 本駒込5-38-7 03-3827-0764

25ENEOS フル ニ引㈱ 飯田橋SS 後楽1-9-7 03-3811-4605

文京区

26ENEOS フル ババウチ石油㈱ 早稲田鶴巻SS 関口1-41-4 03-6233-8734

27シェル フル ㈱かまや石油 金杉 根岸5-1-14 03-3873-1141

28コスモ フル ㈱北村商店 コトブキSS 寿2-9-9 03-3844-2008

29シェル セルフ 坂本自動車工業㈱ 竜泉寺SS 竜泉2-4-8 03-3872-6197

30ENEOS フル ㈱杉田商店 台東中央SS 浅草橋5-11-3 03-3851-5890

31ENEOS フル ㈱ソニックス Dr.Drive永住SS 元浅草2-1-20 03-3844-0182

台東区

32ENEOS フル 山田石油㈱ 上野山伏町給油所 北上野2-12-10 03-3841-4330

33ENEOS フル ㈲荒木油店 オリナス前SS 太平4-7-10 03-3622-6949

34ENEOS フル ㈲藤井油店 向島給油所 向島4-24-2 03-3623-6486

35ENEOS フル ㈱百瀬商店 押上SS 業平4-14-3 03-3623-3722

墨田区

36ENEOS フル ㈲ヤマキ 堤通 墨田2-2-5 03-3619-2579

37ENEOS フル ㈲大木油店 千田町SS 千田21-7 03-3644-1351

38コスモ フル 江東鉱産㈱ 木場SS 木場6-4-7 03-3647-9572

39ENEOS フル ㈱ソニックス Dr.Drive江東住吉SS 住吉1-3-7 03-3631-6397

40ENEOS フル ㈱ソニックス Dr.Drive東大島SS 東大島5-37-10 03-3684-5571

41ENEOS フル ㈱ソニックス Dr.Drive南砂SS 南砂1-5-12 03-3647-6261

42出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 明治通り新木場 新砂1-10-25 03-5632-1960

43出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 東京ゲートブリッジ若洲 新木場1-11-11 03-5569-7060

44ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 357号湾岸有明 東雲2-12-11 03-3528-0377

45ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 豊洲市場 豊洲6-3-6 03-6219-8051

46出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 セルフ永代通り木場 木場2-7-1 03-5639-9061

江東区

47ENEOS フル ㈲平林油店 南砂給油所 南砂3-4-5 03-3644-6161

48出光 フル 旭商事㈱ 戸越SS 平塚1-21-10 03-3784-0381

49ENEOS フル ㈱石井 マインズ武蔵小山 小山4-14-14 03-3786-8676

50 アポロステーション フル 大谷石油㈱ 西五反田SS 西五反田7-23-1 03-3494-2576

51 アポロステーション フル ㈱菊池石油 プラザ戸越SS 豊町6-6-2 03-3782-8314

52 アポロステーション セルフ 東和興産㈱ セルフ天王洲SS 東品川1-18-5 03-3471-4341

53出光 フル 東和興産㈱ 東品川SS 東品川3-16-17 03-3471-4551

品川区

54ENEOS フル ㈱リブエナジーシステムズ 大井町サービスステーション 東大井2-1-10 03-3763-6789

55ENEOS フル ㈱佐藤商会 カレス中目黒SS 上目黒1-7-13 03-3462-2880

56ENEOS フル ㈱佐藤商会 祐天寺SS 上目黒5-30-1 03-3715-9753

57 アポロステーション セルフ ㈱鈴美商事 セルフ駒沢通り店 五本木3-26-6 03-6451-0703

58ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive駒沢通り八雲 八雲4-11-17 03-3717-1550

59ENEOS フル ニ引㈱ Dr.drive中目黒SS 中目黒3-1-1 03-5794-8551

60 アポロステーション セルフ 丸新石油㈱ セルフ柿の木坂SS 柿の木坂2-5-4 03-3718-3003

目黒区

61 アポロステーション フル 明光石油㈱ 池尻店 東山3-15-1 03-3719-6311

62ENEOS フル ㈱一色商事 西六郷給油所 西六郷2-14-3 03-3731-1864

63その他 フル 大田市場石油㈱ 大田市場SS 東海3-2-9(大田市場内) 03-5492-2651

64シェル フル ㈱尾田商店 京浜島SS 京浜島2-3-1 03-3790-3611

65ENEOS フル 垣見油化㈱ DDオートジョイ環七馬込 東馬込2-19-7 03-3777-5084

66出光 フル 川田商事㈲ 雑色SS 東六郷2-8-7 03-3736-1167

大田区

67ENEOS フル ㈱河原商店 ウィング森ケ崎SS 大森南3-17-13 03-3743-2512
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68 アポロステーション フル 昭和礦油㈱ エコ平和島 平和島5-2-1 03-3765-5366

69ENEOS フル ㈱シオドメオイル 羽田SS 羽田4-18-14 03-3744-6789

70出光 セルフ ㈱鈴美商事 セルフ羽田店 羽田旭町3-1 03-3741-7741

71 アポロステーション セルフ ㈱鈴美商事 セルフ大田中央店 中央3-3-1 03-3775-1500

72 アポロステーション セルフ ㈱鈴美商事 セルフ南蒲田店 南蒲田3-1-2 03-3744-3136

73 アポロステーション セルフ ㈱鈴美商事 セルフ多摩川店 矢口3-8-12 03-6459-8982

74ENEOS フル 高砂興産㈱ 東調布給油所 鵜の木3-5-1 03-3750-2967

75ENEOS フル ㈱高橋商店 羽田 羽田旭町12-5 03-3743-2344

76ENEOS フル ㈱高橋商店 平和島 平和島5-10-5 03-3765-0811

77ENEOS フル ㈱田代油店 呑川橋給油所 大森中2-15-12 03-3761-9291

78ENEOS フル ㈱田代油店 大森東5丁目給油所 大森東5-1-4 03-3762-2917

79 アポロステーション フル 東和興産㈱ プレステージ大森SS 大森中1-17-22 03-3765-5300

80ENEOS フル ㈲中村油店 下丸子 千鳥3-20-1 03-3750-5441

81ENEOS セルフ 日新商事㈱ Dr.Driveセルフ田園調布南SS 東嶺町41-17 03-3750-7090

82ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive北馬込SS 北馬込1-33-5 03-3771-5393

83ENEOS フル ニ引㈱ Dr.Drive蓮沼SS 西鎌田7-16-3 03-3738-2851

84出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 第2平和島 平和島5-9-2 03-3766-4340

85ENEOS フル ㈱松昭礦油 東糀谷給油所 東糀谷5-15-3 03-3741-9715

86ENEOS フル モービルオート㈱ 新池上カーテックステーション 池上3-21-17 03-3753-2216

87コスモ フル 山一石油㈱ 南六郷SS 本羽田1-17-9 03-3741-2942

大田区

88その他 フル ㈲由良油店 御園給油所 新蒲田1-12-5 03-3731-4956

89その他 フル ㈱大勝 喜多見 喜多見2-8-2 03-3417-1351

90ENEOS フル 忍田商事㈱ 柿ノ木坂サービスステーション 野沢3-1-3 03-3414-0240

91 アポロステーション セルフ ㈱鈴美商事 セルフ等々力店 等々力7-1-1 03-5758-6509

92ENEOS フル 相愛鉱油㈱ 弦巻町給油所 弦巻2-30-11 03-3425-0211

93その他 セルフ 大同興業㈱ 玉川給油所 野毛3-21-11 03-3702-5191

94ENEOS セルフ 日新商事㈱ Dr.Driveセルフ環八砧SS 砧2-1-2 15-0005-9002

95ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive赤堤SS 赤堤3-24-21 03-3325-8484

96出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 セルフ環七上馬 上馬2-4-9 03-3422-4621

97ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 環七大原 大原2-11-10 03-5355-3228

世田谷区

98 アポロステーション セルフ 明光石油㈱ セルフ上野毛店 上野毛1-7-9 03-3703-2427

99ENEOS フル ㈱亀岡商会 Dr.Drive松濤SS 松濤2-8-13 03-3467-6113

100ENEOS フル ㈱佐藤商会 カレス代官山SS 代官山町9-8 03-3461-8691

101ENEOS フル ㈱佐藤商会 富ヶ谷SS 富ヶ谷1-15-1 03-3460-9263

102ENEOS フル 東新エナジー㈱ 青山SS 神宮前3-39-1 03-3402-2820

渋谷区

103コスモ フル ヤジマ石油㈱ 初台SS 代々木4-58-6 03-3379-1650

104ENEOS フル さがみ商事㈱ 中野SS 中野1-27-5 03-3363-5431

105ENEOS フル ㈱中野屋 東中野給油所 東中野1-11-14 03-3363-3564

中野区

106ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive中野通りSS 弥生町4-26-6 03-3384-2145

107ENEOS フル 安藤石油㈱ ニュー和泉町SS 和泉3-58-21 03-3323-2139

108ENEOS セルフ ㈱井口鉱油 ENEOS Dr.Drive井草店 井草4-17-7 03-3399-4545

109 アポロステーション セルフ ㈱上井草 セルフ善福寺 善福寺1-34-30 03-3399-4719

110ENEOS フル ㈱亀岡商会 Dr.Drive 浜田山SS 浜田山3-36-2 03-6383-2520

111ENEOS フル ㈲斎藤商店 ハイウエル上高井戸給油所 上高井戸1-23-2 03-3302-4227

112ENEOS フル ㈱佐藤商会 上萩SS 上萩2-20-5 03-3392-6767

113 アポロステーション フル 大光石油㈱ 出光興産西荻南給油所 松庵2-16-1 03-3333-5697

114ENEOS フル 日新商事㈱ 宮前SS 宮前1-17-29 03-3331-4110

杉並区

115ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive高円寺SS 高円寺南4-13-1 03-3314-0263

116出光 フル 東京燃料林産㈱ 池袋給油所 東池袋4-7-2 03-3984-0681豊島区

117ENEOS セルフ ババウチ石油㈱ 椎名町SS 南長崎5-4-3 03-6908-0981

118ENEOS セルフ ㈱荒木 Dr.Driveセルフ滝野川SS 滝野川7-50-10 03-3917-0710

119ENEOS フル 城北石油㈱ 城北給油所 神谷3-29-20 03-3902-0136

120 アポロステーション フル ㈲高木石油 浮間町SS 浮間5-9-13 03-3969-4626

121ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive王子SS 王子1-27-12 03-3912-1441

122ENEOS セルフ 日新商事㈱ Dr.Driveセルフ赤羽SS 志茂5-5-2 03-3902-7589

123ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive飛鳥山 滝野川3-55-12 03-3910-5651

124ENEOS フル 日新商事㈱ Dr.Drive新田端SS 田端新町3-13-9 03-3800-2044

125出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 環七十条 上十条5-5-1 03-3909-8514

126ENEOS フル ㈲樋口商店 東王子SS 豊島3-13-10 03-3911-5088

127出光 セルフ 平岩石油販売㈱ セルフ赤羽西SS 赤羽西6-10-19 03-3909-6001

128ENEOS フル ㈱松勇 東十条駅前SS 東十条1-10-1 03-3919-6522

北区

129ENEOS フル ㈱三田商店 赤羽環八給油所 赤羽1-25-6 03-3909-3378

130ENEOS フル ㈱小高商事 電化通りSS 町屋4-36-8 03-3895-2266

131 アポロステーション フル 東和興産㈱ プレステージミノワSS 南千住5-11-1 03-3807-9151

132コスモ フル ㈱栃木屋商店 町屋給油所 町屋3-27-11 03-3892-4416

荒川区

133ENEOS フル 不二化学㈱ エネオス西尾久給油所 西尾久6-15-2 03-3800-2351

板橋区 134コスモ フル ㈱飯田商店 板橋センターSS 板橋3-9-4 03-3962-3116
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135ENEOS フル ㈲小原商店 西台中央 西台3-2-1 03-3933-2052

136ENEOS フル 大東実業㈱ 新河岸SS 新河岸1-7-2 03-3931-2261

137ENEOS フル 中外石油㈱ 保木間 ﾎｷﾏ1-19-5 03-3883-1416

138ENEOS フル ババウチ石油㈱ 常盤台SS 常盤台1-54-1 03-3969-0321

139ENEOS フル ババウチ石油㈱ 板橋SS 大山金井町54-5 03-5964-3070

140ENEOS セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 セルフ17号板橋本町 本町40-6 03-6905-5565

141出光 セルフ 平岩石油販売㈱ セルフ高島平SS 高島平2-4-4 03-3936-8550

142出光 フル 平岩石油販売㈱ 小茂根SS 小茂根5-15-17 03-3972-2131

143出光 セルフ 平岩石油販売㈱ セルフ東坂下SS 東坂下1-4-1 03-3969-5898

板橋区

144出光 フル 平岩石油販売㈱ 板橋SS 氷川町7-6 03-3579-3716

145ENEOS セルフ ㈱荒木 Dr.Driveセルフ石神井SS 下石神井5-17-7 03-6915-9471

146ENEOS セルフ ㈱井口鉱油 ENEOS 南田中SS 南田中4-13-26 03-5910-4817

147ENEOS セルフ 大沢石油販売㈱ 石神井給油所 南田中1-22-18 03-3997-5141

148ENEOS セルフ ババウチ石油㈱ 大泉学園SS 大泉学園町7-7-18 03-5935-6294

149シェル フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 目白通り貫井 貫井4-47-58 03-3577-4518

150出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 環八谷原 高野台4-14-17 03-3995-9638

151ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 練馬 谷原1-9-2 03-3995-9110

152出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 環七豊玉陸橋 豊玉北3-15-1 03-5984-7799

153出光 フル 平岩石油販売㈱ アクティ武蔵関SS 関町北5-1-1 03-3929-0514

練馬区

154ENEOS フル ㈱松勇 Dr.DriveWE'LLヌクイSS 貫井町4-16-4 03-3970-1720

155ENEOS フル ㈲阿出川油店 宮城SS 宮城1-36-10 03-3919-9187

156ENEOS フル ㈱井口油店 北千住 千住宮元町2-6 03-3888-1119

157コスモ フル ㈲ウスバ石油 皿沼SS 1-22-17 03-3899-2563

158ENEOS フル ㈱エノモト 鹿浜SS 鹿浜1-10-14 03-3899-5520

159ENEOS フル 小林油店 綾瀬川SS 青井6-8-20 03-3883-5513

160その他 フル 田中商事㈱ 西綾瀬サービスステーション 西綾瀬2-4-1 03-3840-8814

161コスモ フル ㈱栃木屋商店 花畑給油所 南花畑2-31-2 03-3884-1568

162出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 足立入谷 入谷4-20-5 03-3856-3886

163ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 足立入谷インターターミナル 入谷6-1-1 03-5839-8680

164キグナス フル ㈱平林恒雄商店 千住曙町給油所 千住曙町37-2 03-3881-7023

165ENEOS フル ㈱松勇 Dr.Drive江北つばきSS 椿1-7-3 03-5809-5462

166コスモ フル ヤジマ石油㈱ 上沼田SS 鹿浜7-12-7 03-3898-5003

167コスモ フル ヤジマ石油㈱ 東栗原SS 青井6-21-8 03-3889-8107

足立区

168コスモ セルフ ヤジマ石油㈱ セルフ谷在家 谷在家1-18-8 03-3890-1790

169ENEOS フル ㈲関森 柴又SS 柴又4-36-18 03-3659-8431

170ENEOS フル ㈱ソニックス Dr.Drive新小岩SS 奥戸4-19-20 03-5671-5557

171ENEOS フル 寺島商事㈱ 上平井 西新小岩5-19-1 03-3692-4546

葛飾区

172ENEOS フル 松江屋商店 アロピット奥戸 奥戸2-44-1 03-3691-2646 〇

173その他 フル 愛宕興産㈱ 鹿骨給油所 鹿骨5-19-1 03-3676-6121

174ENEOS フル ㈱大野石油 新船堀橋 東小松川4丁目23番7号 03-3656-1338

175ENEOS フル ㈱タジマ 瑞江SS 西瑞江3-25 03-3670-2803

176出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 環七江戸川 大杉4-3-2 03-5678-8878

177出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 環七葛西インター 臨海町4-3-1 03-3878-4804

江戸川区

178出光 フル 深野石油販売㈱ 平井大橋SS 平井6-41-12 03-3612-7729

179ENEOS セルフ ㈱荒木 Dr.Driveセルフ八王子SS 元横山町1-15-1 042-645-1165

180ENEOS フル 石森石油㈱ 八王子インター入口 尾崎町348 042-691-1241

181出光 フル 出光リテール販売㈱ 東京カンパニー 散田SS 散田町5-21-13 042-664-6562

182 アポロステーション フル 出光リテール販売㈱ 東京カンパニー 旭ヶ丘SS 大和田町1-21-1 042-645-0865

183シェル フル ㈱内山石油店 ルート411左入町 左入町425 042-691-1626

184ENEOS フル 垣見油化㈱ オートジョイ八王子 楢原町436-3 042-624-0076

185ENEOS フル ㈱京南 ENEOS八王子インターSS 左入町173 042-691-2163

186ENEOS セルフ 日新商事㈱ セルフ八王子高倉SS 高倉町51-9 042-645-2931

187出光 フル ㈱林商会 八王子大塚SS 大塚1505 042-676-7777

188出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 16号八王子インター 宇津木町761-1 042-692-0698

189出光 セルフ ㈲村田石油 セルフコンコース元八 元八王子町1-471-1 042-626-7520

190出光 セルフ ㈲村田石油 セルフコンコース陣馬 大楽寺町195-1 042-651-4250

八王子市

191出光 セルフ ㈲村田石油 セルフコンコース楢原 楢原町1137 042-624-5700

192出光 フル 出光リテール販売㈱ 東京カンパニー 立川南SS 錦町5-18-10 042-526-0887立川市

193出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 立川富士見 富士見町7-38-12 042-540-0621

武蔵野市 194ENEOS フル 垣見油化㈱ DDオートジョイ吉祥寺 吉祥寺南町3-5-3 0422-45-6400

195ENEOS フル ㈱NSコーポレーション 青梅 河辺町6-30-9 0248-24-3666

196ENEOS フル 青梅オートサービス興業㈱ 藤橋給油所 藤橋3丁目7番地4 0428-31-6541

197ENEOS セルフ 垣見油化㈱ オートジョイセルフ河辺 河辺町10-5-10 0428-20-7330

198コスモ セルフ 金桝石油㈱ オートイン千ヶ瀬 千ヶ瀬町4-313-2 0428-24-1505

199コスモ セルフ 金桝石油㈱ オートイン大門 大門2-183-11 0428-32-0482

200ENEOS フル ㈱フクダオイル 青梅日向和田給油所 日向和田3-526 0428-23-0138

青梅市

201キグナス フル ㈲ホンダ 梅郷SS 梅郷6-1-300 0428-76-0220
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202ENEOS セルフ ㈱荒木 Dr.Driveセルフ府中SS 是政2-2-43 0423-34-9533

203ENEOS フル ㈱荒木 府中SS 緑町3-7-1 0423-68-2412

204ENEOS フル ㈲ケイコーポレーション ENEOS中河原SS 住吉町4-11 0423-66-1260

205出光 フル ㈲庭商店 出光府中東SS 白糸台3-24-1 0423-61-8148

206ENEOS フル ㈲村野商店 ニュー府中給油所 若松町1-1-10 0423-63-3591

府中市

207キグナス フル 吉野石油㈱ 東府中SS 若松町2-37-1 0423-61-8063

208ENEOS セルフ ㈱京南 ふるーる拝島SS 拝島町3-15-11 042-544-0515

209出光 フル＆セルフ 東京燃料林産㈱ 昭島給油所 武蔵野2-6-18 042-519-8005

昭島市

210ENEOS セルフ 日新商事㈱ Dr.Driveセルフ昭島SS 昭和町1-3-13 042-544-9212

211ENEOS セルフ ニ引㈱ Dr.driveセルフ仙川 仙川町2-19-5 035-314-3361調布市

212ENEOS フル ㈲モリサン石油 若葉町SS 若葉町3-8-1 033-309-6785

213ENEOS セルフ ㈱札幌タヤス EneJet 多摩 小野路町3128-1 042-735-7744

214コスモ セルフ 太陽石油㈱ セルフステーション成瀬 成瀬8-9-16 042-739-2561

215ENEOS フル ㈱髙木商店 ライフモア町田 図師町3376 042-791-1862

216シェル フル ㈱高山商店 町田給油所 旭町1-25-23 042-722-1851

町田市

217出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美 神奈川販売支店 246号つくし野横浜インター つくし野4-36-1 045-922-9461

218ENEOS フル 滝島商事㈱ 小平喜平町SS 喜平町1-2-22 042-324-0771

219ENEOS フル ㈲師岡石油 小平小川町SS 小川町1-136-1 042-341-0275

小平市

220 アポロステーション セルフ ㈲吉田商事 セルフ小平SS 仲町200 042-341-2361

221ENEOS セルフ ㈱荒木 Dr.Driveセルフ高幡不動SS 三沢1-34-7 042-592-2494日野市

222ENEOS フル 荒木産業㈱ エネオス日野台 多摩平6-41-5 042-582-2037

223ENEOS フル ㈱かいば 廻田SS 廻田町4-5-2 042-391-0333東村山市

224ENEOS フル 日米礦油㈱　東日本支店 Dr.Drive東村山店 栄町3-5-24 042-394-3600

国分寺市 225その他 セルフ ㈱安喜 国分寺西町給油所 西町2-29-1 042-575-0257

福生市 226コスモ セルフ 金桝石油㈱ オートイン福生 志茂16 042-551-0555

227ENEOS フル 大久保商事㈱ 狛江田中橋SS 中和泉3-29-15 033-489-5552

228シェル フル ㈱ニシヤマ 狛江給油所 岩戸北4-19-11 033-489-1665

狛江市

229シェル フル ㈱ニシヤマ 和泉本町給油所 和泉本町1-25-6 033-489-8222

清瀬市 230ENEOS フル 松村石油㈱ 清瀬SS 中里1-733 042-491-7358

231出光 フル ㈱一光 ひばりヶ丘SS 学園町2-1-27 042-421-0633東久留米市

232その他 フル 岸石油㈱ KM NEW TAKIYAMA SS 下里2-6-1 042-474-5151

武蔵村山市 233ENEOS フル ㈱波田野石油 武蔵村山市役所前SS 中央3-2-2 042-562-1500

多摩市 234ENEOS フル ㈲永山石油 多摩ニュータウン 永山1-2-11 042-374-2043

235出光 フル 伊吹アポロ㈱ 羽村四面道給油所 緑ヶ丘2-17-25 042-554-5568

236ENEOS フル ㈱NSコーポレーション 羽村ニュータウン 栄町2-9-23 042-554-5384

237ENEOS フル ㈱NSコーポレーション 羽村 神明台2-2-9 042-554-0710

羽村市

238キグナス フル ㈲小作給油所 羽西1-13-50 042-554-2385

239コスモ セルフ 金桝石油㈱ オートインあきる野 秋留1-2 042-532-5425

240ENEOS フル ㈲私市石油店 五日市第2SS 戸倉154 042-595-0905

あきる野市

241キグナス フル ㈲杉田燃料店 秋留台給油所 二宮669-5 042-559-7705

242ENEOS フル ㈱泰正社 Dr.Driveカートピア向台SS 向台町1-16-20 042-461-2852

243ENEOS フル ㈱泰正社 Dr.Driveカートピア田無SS 北原町2-8-7 042-463-2414

西東京市

244出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 新青梅たなし 芝久保町5-5-41 042-468-1108

245シェル フル ㈲川口商店 昭和シェル元狭山特定給油所 瑞穂町二本木781 0425-57-0358

246ENEOS フル ㈲小林石油 奥多摩SS 奥多摩町丹三郎25-1 0428-85-2950

247出光 フル 谷合石油 谷合石油 檜原村395 0425-98-0017

248ENEOS フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東京販売支店 16号瑞穂 瑞穂町駒形富士山120-1 0425-56-3701

西多摩郡

249ENEOS フル ㈲和井田商会 奥多摩 奥多摩町氷川177 0428-83-2370

250シェル フル ㈲沖山揆一郎商店 三宅村阿古700-5 04994-5-0043

251コスモ フル ㈲七島商事 三宅島給油所 三宅村坪田5369-1 04994-6-1252

三宅支庁

252ENEOS フル 三宅島交通㈱ 三宅村神着225 04994-2-0291

253ENEOS セルフ (名)菊池弘商店 エネオス八丈島SS 八丈町大賀郷1257 04996-2-0061八丈支庁

254ENEOS セルフ 八丈交通オートサービス㈱ ニュー八丈島SS 八丈町大賀郷2322 04996-2-0148

255出光 フル 石田商店 石田商店 大島町差木地2 04992-4-1312

256 アポロステーション フル ㈱岡山商店 元町南SS 大島町2-12-1 04992-2-2133

257出光 燃料店 ㈱岡山商店 岡山商店 本店 大島町2-13-12 04992-2-2131

258 アポロステーション フル ㈱岡山商店 元町北SS 大島町4-15-3 04992-2-178

259ENEOS フル ㈱カワシマ 岡田給油所 大島町岡田榎戸16-1 04992-2-8301

260出光 フル ㈱菊池商店 北の山SS 大島町元町風待31-45 04992-2-1374

261ENEOS フル ㈲白石石油 大島元町給油所 大島町元町1-11-4 04992-2-2541

大島支庁

262ENEOS フル ㈲新島燃料店 新島給油所 新島村本村6-2-13 04992-5-0161


