
NIKORIカードスタンド一覧

販売店 所在場所 営業時間 〠 住所
1 山村産業㈱ 北千住 出光 北千住給油所 千寿青葉中前交差点近く 120-0035
2 ㈱古橋商店 花畑中央 南花畑広小路交差点近く 不明 121-0062
3 ㈱共栄オーメック 尾竹橋 尾竹橋近く、荒木田交差点近く 116-0001
4 東和興産㈱ プレステージミノワ 出光 三ノ輪サービスステーション 南千住警察署入口交差点 116-0003
5 平岩石油販売㈱ 小茂根 都立大山高校の近く 173-0037
6 平岩石油販売㈱ セルフ高島平 ひらいわ－アクティ セルフ高島平ＳＳ 赤塚公園～六の橋高速下 175-0082
7 平岩石油販売㈱ セルフ東坂下 出光 東坂下サービスステーション 中山道の近く環八沿い 不明 174-0042
8 平岩石油販売㈱ 板橋 仲宿交差点 173-0013
9 ㈱共栄オーメック 弥生町 板橋中央陸橋～大谷口北町 173-0021
10 出光リテール販売㈱東京カンパニー 東小松川交差点近く 700-2200 131-0025
11 東和興産㈱ プレステージ大森 大森町駅入口～梅屋敷駅入口 143-0014
12 ㈱鈴美商事 羽田 出光 羽田サービスステーション 羽田交差点近く 144-0042
13 ㈱鈴美商事 南蒲田 （株）鈴美商事 南蒲田サービスステーション 日の出通り交番前 600-2100 144-0035
14 ㈱鈴美商事 多摩川 出光 多摩川サービスステーション 矢口三丁目交差点 600-2200 146-0093
15 ㈱共栄オーメック 柴又 出光 セルフ柴又サービスステーション 柴又帝釈天前～柴又小学校東 700-2200 125-0052
16 平岩石油販売㈱ 赤羽西 善徳寺前交差点近く 115-0055
17 ㈱共栄オーメック 十条台 出光 十条台サービスステーション 自衛隊十条駐屯地前交差点 800-2000 114-0034
18 山村産業㈱ 東砂 出光 山村産業株式会社 東砂ＳＳ 東砂小学校近く 136-0074
19 旭商事㈱ 戸越 戸越三丁目交差点 142-0051
20 大谷石油㈱ 西五反田 中原口交差点近く 141-0031
21 東和興産㈱ 東品川 東品川三丁目交差点近く 不明 140-0002
22 東和興産㈱ プレステージ天王洲 出光 天王洲サービスステーション 天王洲橋交差点近く 140-0002
23 ㈱大家商店 アクア新宿 諏訪町～大久保二丁目 700-2200 169-0072
24 旭商事㈱ 目白ＳＳ 出光 目白ＳＳ 南長崎一丁目～目白三丁目 800-2000 161-0033
25 ㈱大家商店 高田馬場 閉鎖 169-0075
26 ㈱杉並モータース アスカ西新宿 淀橋交差点 160-0023
27 出光リテール販売㈱東京カンパニー 下高井戸 下高井戸駅入口近く 700-2200 168-0073
28 大光石油㈱ 西荻南 松庵二丁目交差点 600-2200 167-0054
29 ㈱共栄オーメック 石原町 本所三丁目～石原三丁目 130-0011
30 ㈱共栄オーメック 千歳町 千歳三丁目交差点近く 130-0025
31 ㈱共栄オーメック 浅草 浅草四丁目～浅草五丁目 111-0032
32 ㈱共栄オーメック 鶯谷 閉鎖 110-0004
33 明光石油㈱ 日本橋カズヲスタンド 蛎殻町交差点 103-0016
34 東京燃料林産㈱ 池袋 出光 池袋サービスステーション 東池袋交差点 170-0013
35 吉田興産㈱ 目白通り 出光 目白通りサービスステーション 南長崎六丁目交差点 171-0052
36 ㈱杉並モータース アスカ中野坂上 中野坂上交差点近く 164-0012
37 ㈱吉田商店 セルフ石神井台 石神井学園前交差点 600-2200 177-0045
38 平岩石油販売㈱ 武蔵関 石神井高校前～石神井団地 177-0051
39 丸新石油㈱ 赤坂中央 丸新石油 赤坂支店 赤坂小学校～三分坂 107-0052
40 出光リテール販売㈱東京カンパニー 青山中央 青山２丁目交差点近く 107-0061
41 丸新石油㈱ 白金プラチナ通り 丸新石油白金支店 プラチナ通り沿い 108-0071
42 ㈱共和ショップス 麻布 出光 麻布サービスステーション 新一の橋～中之橋交差点近く 106-0044
43 青山石油販売㈱ 青山南 出光 青山南町サービスステーション 中之橋交差点近く 107-0062
44 ㈱六本木 六本木 東京ミッドタウン西交差点 106-0032
45 出光リテール販売㈱東京カンパニー 八雲 東京医療センター前～八雲 152-0023
46 明光石油㈱ 池尻 出光 池尻給油所 大橋病院入口～池尻 700-2200 153-0043
47 出光リテール販売㈱東京カンパニー 立川南 出光 立川南サービスステーション 日野橋交差点 700-2100 190-0022

SS名
700-2100(日800-1800) 足立区　千住中居町　12-16

(株)古橋商店 花畑中央給油所 足立区　南花畑　2-7-3
(株)共栄オーメック 尾竹橋サービスステーション 800-2100(土-2000)(日-1900) 荒川区　町屋　6-32-24

24営業(月600-)(土-2200)(日900-1900) 荒川区　南千住　5-11-1
平岩石油販売(株) 小茂根給油所 700-2000(日休) 板橋区　小茂根　5-15-5

24営業 板橋区　高島平　2-4-4
板橋区　東坂下　1-4-5

出光 板橋SS / 平岩石油販売(株) 700-2100(日800-2000) 板橋区　氷川町　7-6
(株)共栄オーメック 弥生町サービスステーション 700-2100(土日-1900) 板橋区　弥生町　82-4

NW京葉口 出光 NW京葉口SS 江戸川区　松江　1-10-10
東和興産 プレステージ大森SS 24営業 大田区　大森中　1-17-22

700-2000(日800-1800) 大田区　羽田旭町　3-1
大田区　南蒲田　3-1-2
大田区　矢口　3-8-12
葛飾区　柴又　6-5-1

出光 赤羽西SS 700-2100(日800-2000) 北区　赤羽西　6-10-19
北区　上十条　1-1-9

600-2300(土日700-2100) 江東区　東砂　2-16-4
出光 戸越SS / 旭商事(株) 700-2200(日800-1900) 品川区　平塚　1-21-10
スマイル西五反田SS 800-2000(土800-1800)(日1000-1700) 品川区　西五反田　7-23-1
出光 東品川SS 東和興産(株) 品川区　東品川　3-16-17

700-2000(土日800-1800) 品川区　東品川　1-18-5
(株)大家商店 アクア新宿SS 新宿区　大久保　2-3-4

新宿区　下落合　4-27-2
新宿区　高田馬場　3-23-7

出光 アスカ西新宿SS 24営業 新宿区　西新宿　5-1-14
出光 下高井戸SS 杉並区　下高井戸　1-6-8
出光 西荻南SS 杉並区　松庵　2-16-1
(株)共栄オーメック 出光石原町サービスステーション 730-1930(土-1830)(日休) 墨田区　石原　4-37-10
(株)共栄オーメック 出光千歳町サービスステーション 700-1900(土-1830)(日休) 墨田区　千歳町　3-8-10
(株)共栄オーメック 浅草サービスステーション 730-1900(土-1800)(日休) 台東区　浅草　5-7-4

台東区　下谷　1-6-8
明光石油(株) 日本橋カズヲスタンドSS 24営業(月600-)(土-2200)(日900-1900) 中央区　日本橋小網町　7-10

800-2000(土900-1800)(日休) 豊島区　東池袋　4-7-2
24営業 豊島区　南長崎　6-4-1

出光 アスカ中野坂上SS 24営業 中野区　本町　2-46-4
出光 セルフ石神井台SS 練馬区　石神井台　3-33-2
出光 アクティ武蔵関SS 700-2100(日800-) 練馬区　関町北　5-1-1

800-1900(日1000-) 港区　赤坂　7-6-43
出光リテール販売(株) 青山中央SS 24営業(月730-)(日-2200) 港区　北青山　1-3-6

800-2000(日900-2000) 港区　白金台　5-4-8
800-2100(土日-2000) 港区　東麻布　2-30-6
730-2200(土日900-2000) 港区　南青山　2-31-6

出光石油・六本木SS 24営業 港区　六本木　7-4-2
出光リテール販売(株) 八雲SS 730-2100(日800-2000) 目黒区　八雲　5-13-19

目黒区　東山　3-15-1
立川市　錦町　5-18-10


