
店舗名 都道府県 郵便番号 住所１
（市区群） 住所２

セブン-イレブン倶知安基町店 北海道 044-0053 虻⽥郡 倶知安町北３条⻄２丁⽬６番地
セブン-イレブン旭川神居⾬紛店 北海道 070-8013 旭川市 神居３条２０丁⽬７０番地２７
セブン-イレブン網⾛南２条店 北海道 093-0012 網⾛市 南２条⻄３丁⽬７－３
セブン-イレブン網⾛北６条店 北海道 093-0076 網⾛市 北六条⻄６丁⽬６番地
セブン-イレブン帯広豊成店 北海道 080-0871 帯広市 清流東１丁⽬１番地１号
セブン-イレブン帯広⻄２１南５丁⽬店 北海道 080-2471 帯広市 ⻄２１条南５丁⽬１８番１６号
セブン-イレブン⽊古内町店 北海道 049-0412 上磯郡 ⽊古内町字⼤平２６－４
セブン-イレブン知内町店 北海道 049-1103 上磯郡 知内町字重内２５－１
セブン-イレブン上川町店 北海道 078-1722 上川郡 上川町新光町９８番地５
セブン-イレブン北⾒ときわ店 北海道 090-0817 北⾒市 常盤町２丁⽬２番２８号
セブン-イレブン北⾒南⼤通店 北海道 090-0837 北⾒市 中央三輪９丁⽬１７番地７
セブン-イレブン釧路昭和中央３丁⽬店 北海道 084-0910 釧路市 昭和中央３丁⽬５５－７
セブン-イレブン釧路星ケ浦⼤通２丁⽬店 北海道 084-0912 釧路市 星ケ浦⼤通２ー５ー１５
セブン-イレブン釧路公⽴⼤学前店 北海道 085-0063 釧路市 ⽂苑４丁⽬６６番２
セブン-イレブン釧路春採７丁⽬店 北海道 085-0813 釧路市 春採７丁⽬１－３０
セブン-イレブン札幌本郷店 北海道 003-0024 札幌市 ⽩⽯区本郷通１２丁⽬南２－１３
セブン-イレブン札幌清⽥２条店 北海道 004-0842 札幌市 清⽥区清⽥２条２丁⽬１－１
セブン-イレブン札幌真駒内南町店 北海道 005-0016 札幌市 南区真駒内南町４－２－１
セブン-イレブン札幌富丘１条店 北海道 006-0011 札幌市 ⼿稲区富丘１条５丁⽬１－２２
セブン-イレブン札幌美園５条店 北海道 062-0005 札幌市 豊平区美園５条４丁⽬１－２３
セブン-イレブン札幌⽉寒東１条店 北海道 062-0051 札幌市 豊平区⽉寒東１条１７丁⽬２ー１０
セブン-イレブン札幌平岸４条店 北海道 062-0934 札幌市 豊平区平岸４条９丁⽬１５－５
セブン-イレブン札幌⻄町南１３丁⽬店 北海道 063-0062 札幌市 ⻄区⻄町南１３丁⽬１－１
セブン-イレブン札幌北３条⻄２８丁⽬店 北海道 064-0823 札幌市 中央区北３条⻄２８丁⽬２－１５
セブン-イレブン斜⾥本町店 北海道 099-4113 斜⾥郡 斜⾥町本町１７番地３
セブン-イレブン伊達インター店 北海道 052-0012 伊達市 松ヶ枝町６１－１４
セブン-イレブン苫⼩牧川沿町６丁⽬店 北海道 053-0822 苫⼩牧市 川沿町６丁⽬１－２０
セブン-イレブン苫⼩牧宮前町店 北海道 059-1264 苫⼩牧市 宮前町４丁⽬２０番２９号
セブン-イレブン苫⼩牧澄川店 北海道 059-1271 苫⼩牧市 澄川町４ー２ー１０
セブン-イレブン苫⼩牧明徳店 北海道 059-1273 苫⼩牧市 明徳町２ー１ー１２
セブン-イレブン幕別札内⽂京町店 北海道 089-0553 中川郡 幕別町札内⽂京町４０－６８
セブン-イレブン根室宝林町５丁⽬店 北海道 087-0024 根室市 宝林町５丁⽬３８番地１
セブン-イレブン別海緑町店 北海道 086-0214 野付郡 別海町別海緑町９番地
セブン-イレブン函館⻄桔梗町店 北海道 041-0824 函館市 ⻄桔梗町８４９－１６
セブン-イレブン静内古川店 北海道 056-0014 ⽇⾼郡 新ひだか町静内古川町２丁⽬４－９
セブン-イレブン広尾本通店 北海道 089-2615 広尾郡 広尾町本通１３丁⽬９番地２
セブン-イレブン美唄旭通り店 北海道 072-0006 美唄市 東５条北１丁⽬１－１
セブン-イレブン美唄⻄３条店 北海道 072-0026 美唄市 ⻄３条南３丁⽬５－１
セブン-イレブン深川北光町店 北海道 074-0022 深川市 北光町２－１１
セブン-イレブン北⽃追分店 北海道 049-0101 北⽃市 追分２丁⽬１５－４０
セブン-イレブン北⽃中央インター店 北海道 049-0156 北⽃市 中野通１９９番５
セブン-イレブン遠軽豊⾥店 北海道 099-0412 紋別郡 遠軽町豊⾥５０７番地１１
セブン-イレブン鵡川宮⼾店 北海道 054-0016 勇払郡 むかわ町宮⼾７３
セブン-イレブン栗⼭継⽴店 北海道 068-0353 ⼣張郡 栗⼭町字継⽴３６３ー８
セブン-イレブン空知由仁店 北海道 069-1203 ⼣張郡 由仁町東栄９７－１
セブン-イレブン⻘森浪館通店 ⻘森県 030-0854 ⻘森市 千富町２丁⽬８番１号
セブン-イレブン⻘森⻄⼤野３丁⽬店 ⻘森県 030-0856 ⻘森市 ⻄⼤野３丁⽬１３－２
セブン-イレブン⻘森沖館１丁⽬店 ⻘森県 038-0002 ⻘森市 沖館１丁⽬１－１
セブン-イレブン⻘森浪岡中央店 ⻘森県 038-1311 ⻘森市 浪岡⼤字浪岡字若松１３５－６
セブン-イレブン五所川原鎌⾕町店 ⻘森県 037-0033 五所川原市 鎌⾕町５１７－３
セブン-イレブン五所川原中央４丁⽬店 ⻘森県 037-0036 五所川原市 中央４丁⽬１３６番
セブン-イレブン⼋⼾江陽１丁⽬店 ⻘森県 031-0801 ⼋⼾市 江陽１－１３－１
セブン-イレブン⼋⼾⻑苗代２丁⽬店 ⻘森県 039-1103 ⼋⼾市 ⻑苗代２丁⽬１９番１０号
セブン-イレブン⼋⼾下⻑３丁⽬店 ⻘森県 039-1164 ⼋⼾市 下⻑３丁⽬１３－２２
セブン-イレブン弘前取上２丁⽬店 ⻘森県 036-8171 弘前市 取上２丁⽬１－５
セブン-イレブン三沢中央町４丁⽬店 ⻘森県 033-0001 三沢市 中央町４丁⽬１番３
セブン-イレブン三沢下久保１丁⽬店 ⻘森県 033-0023 三沢市 下久保１丁⽬１－２
セブン-イレブン藤崎町村井店 ⻘森県 038-3802 南津軽郡 藤崎町⼤字藤崎字村井２２番４
セブン-イレブン⼀関摺沢店 岩⼿県 029-0523 ⼀関市 ⼤東町摺沢字⼋幡前２４番２
セブン-イレブン奥州江刺南⼤通り店 岩⼿県 023-1112 奥州市 江刺区南⼤通り１－４
セブン-イレブン北上常盤台４丁⽬店 岩⼿県 024-0012 北上市 常盤台４丁⽬９番２６号
セブン-イレブン⼭⽥町中央店 岩⼿県 028-1332 下閉伊郡 ⼭⽥町中央町６－１３
セブン-イレブン紫波⽝吠森店 岩⼿県 028-3312 紫波郡 紫波町⽝吠森字境７３－１
セブン-イレブン⽮⼱町⾼⽥店 岩⼿県 028-3601 紫波郡 ⽮⼱町⾼⽥１１地割３５－４
セブン-イレブン⽮⼱町南⽮幅店 岩⼿県 028-3615 紫波郡 ⽮⼱町⼤字南⽮幅第１５地割１０７
セブン-イレブン滝沢せいほくタウン店 岩⼿県 020-0633 滝沢市 ⽳⼝１３５番２
セブン-イレブン滝沢鵜飼店 岩⼿県 020-0663 滝沢市 鵜飼諸葛川２番１



セブン-イレブン盛岡緑が丘４丁⽬店 岩⼿県 020-0117 盛岡市 緑が丘４－９－３５
セブン-イレブン盛岡松尾町店 岩⼿県 020-0873 盛岡市 松尾町１９番１２号
セブン-イレブン盛岡南⼤通１丁⽬店 岩⼿県 020-0874 盛岡市 南⼤通１丁⽬１４－６
セブン-イレブン陸前⾼⽥⽵駒町店 岩⼿県 029-2203 陸前⾼⽥市 ⽵駒町字⼤畑２０－１
セブン-イレブン⽯巻⿅妻店 宮城県 986-0043 ⽯巻市 ⿅妻北１丁⽬２－３０
セブン-イレブン⽯巻南中⾥３丁⽬店 宮城県 986-0814 ⽯巻市 南中⾥３丁⽬９－１
セブン-イレブン河南伊勢前店 宮城県 986-1111 ⽯巻市 ⿅⼜字伊勢前５７－３
セブン-イレブン岩沼武隈店 宮城県 989-2459 岩沼市 たけくま２丁⽬４－１９
セブン-イレブン⼤崎⿅島台店 宮城県 989-4102 ⼤崎市 ⿅島台⽊間塚字姥ヶ沢７８－１
セブン-イレブン古川清⽔沢店 宮城県 989-6241 ⼤崎市 古川清⽔沢１－５
セブン-イレブン加美下野⽬店 宮城県 981-4302 加美郡 加美町字下野⽬雷北１０－１
セブン-イレブン⼀迫柳⽬店 宮城県 987-2309 栗原市 ⼀迫柳⽬字上⽥２７
セブン-イレブン気仙沼松崎店 宮城県 988-0121 気仙沼市 松崎萱３３－１３
セブン-イレブン気仙沼バイパス店 宮城県 988-0201 気仙沼市 岩⽉千岩⽥８７－１
セブン-イレブン気仙沼⻑磯店 宮城県 988-0222 気仙沼市 ⻑磯船原４８－１
セブン-イレブン本吉津⾕バイパス店 宮城県 988-0331 気仙沼市 本吉町中島２５１－３
セブン-イレブン気仙沼東⼋幡前店 宮城県 988-0811 気仙沼市 東⼋幡前１１９－１
セブン-イレブン⽩⽯⾺場前店 宮城県 989-0111 ⽩⽯市 越河五賀字⾺場前２番１
セブン-イレブン⽩⽯福岡店 宮城県 989-0232 ⽩⽯市 福岡⻑袋字⾼畑８－１
セブン-イレブン⼤河原⾼砂町店 宮城県 989-1202 柴⽥郡 ⼤河原町字⾼砂町３－４
セブン-イレブン仙台上杉３丁⽬店 宮城県 980-0011 仙台市 ⻘葉区上杉３丁⽬９－２５
セブン-イレブン北仙台駅前店 宮城県 981-0913 仙台市 ⻘葉区昭和町３－２７
セブン-イレブン仙台泉向陽台３丁⽬店 宮城県 981-3102 仙台市 泉区向陽台３丁⽬３７－１８
セブン-イレブン仙台泉本⽥町店 宮城県 981-3107 仙台市 泉区本⽥町３－３１
セブン-イレブン仙台⻑命ケ丘５丁⽬店 宮城県 981-3212 仙台市 泉区⻑命ケ丘５丁⽬１－１
セブン-イレブン仙台⼭⽥上ノ台町店 宮城県 982-0815 仙台市 太⽩区⼭⽥上ノ台町１３－２８
セブン-イレブン仙台岩切稲荷東店 宮城県 983-0821 仙台市 宮城野区岩切字今市６９
セブン-イレブン仙台卸町１丁⽬店 宮城県 984-0015 仙台市 若林区卸町１－１－５
セブン-イレブン⼩⽜⽥⻘⽣店 宮城県 987-0015 遠⽥郡 美⾥町⻘⽣字柳原１２－３
セブン-イレブン迫佐沼北⽅店 宮城県 987-0511 登⽶市 迫町佐沼字新⼤瀬１４４
セブン-イレブン登⽶中⽥町上沼店 宮城県 987-0602 登⽶市 中⽥町上沼字南桜場２９５－１
セブン-イレブン登⽶中⽥町宝江店 宮城県 987-0622 登⽶市 中⽥町宝江新井⽥字神畑２０７－１
セブン-イレブン名取⼤⼿町４丁⽬店 宮城県 981-1232 名取市 ⼤⼿町４丁⽬１－１
セブン-イレブン志津川⼗⽇町店 宮城県 986-0700 本吉郡 南三陸町志津川復興⼟地区画整理事業Ｔ３５街区２
セブン-イレブン亘理インター店 宮城県 989-2301 亘理郡 亘理町逢隈中泉字⼋幡４６－１
セブン-イレブン秋⽥東通仲町店 秋⽥県 010-0002 秋⽥市 東通仲町３番２４号
セブン-イレブン秋⽥東通８丁⽬店 秋⽥県 010-0003 秋⽥市 東通８丁⽬３番１号
セブン-イレブン秋⽥御所野堤台店 秋⽥県 010-1419 秋⽥市 御所野堤台１丁⽬５－１－２
セブン-イレブン秋⽥新屋豊町店 秋⽥県 010-1612 秋⽥市 新屋豊町６番３５号
セブン-イレブン⽻後⻄⾺⾳内店 秋⽥県 012-1131 雄勝郡 ⽻後町⻄⾺⾳内字中野３２番６
セブン-イレブン⿅⾓⼋幡平店 秋⽥県 018-5201 ⿅⾓市 花輪字⾼井⽥４４番１５
セブン-イレブン⿅⾓花輪北店 秋⽥県 018-5201 ⿅⾓市 花輪字⼩坂１４番１
セブン-イレブン六郷バイパス店 秋⽥県 019-1404 仙北郡 美郷町六郷字⽩⼭１９－３
セブン-イレブン⼤仙福⽥町店 秋⽥県 014-0021 ⼤仙市 福⽥町２１－２１－２
セブン-イレブン⼤仙飯⽥店 秋⽥県 014-0067 ⼤仙市 飯⽥字⼤道端１３
セブン-イレブン⼤曲⻄根店 秋⽥県 014-0072 ⼤仙市 ⼤曲⻄根字杉⽮崎２８３－２
セブン-イレブン湯沢杉沢店 秋⽥県 012-0804 湯沢市 杉沢字⼾⽯崎３７－３
セブン-イレブン湯沢古館町店 秋⽥県 012-0815 湯沢市 古館町１－３
セブン-イレブン由利本荘鶴沼店 秋⽥県 015-0873 由利本荘市 鶴沼３０番１
セブン-イレブン雄勝こまちインター店 秋⽥県 019-0205 湯沢市 ⼩野字新⽥８３番１
セブン-イレブン横⼿平和町店 秋⽥県 013-0035 横⼿市 平和町９番３号
セブン-イレブン横⼿三ノ⼝店 秋⽥県 013-0061 横⼿市 横⼿町字三ノ⼝１－１
セブン-イレブン横⼿⼋幡店 秋⽥県 013-0071 横⼿市 ⼋幡字上⻑⽥２２
セブン-イレブン横⼿浅舞店 秋⽥県 013-0105 横⼿市 平⿅町浅舞字福⽥３１８番１
セブン-イレブン横⼿雄物川店 秋⽥県 013-0205 横⼿市 雄物川町今宿字鳴⽥１２６番１
セブン-イレブン道の駅⼗⽂字店 秋⽥県 019-0529 横⼿市 ⼗⽂字町字海道下２１番地４
セブン-イレブン寒河江中央⼯業団地⼊⼝店 ⼭形県 991-0041 寒河江市 ⼤字寒河江字塩⽔７番５
セブン-イレブン酒⽥錦町４丁⽬店 ⼭形県 998-0103 酒⽥市 錦町４丁⽬１－２
セブン-イレブン平⽥町⾶⿃店 ⼭形県 999-6711 酒⽥市 ⾶⿃字⼤林１７０－２
セブン-イレブン酒⽥法連寺店 ⼭形県 999-8233 酒⽥市 法連寺字茅針⾕地７１－１
セブン-イレブン鶴岡⼤宝寺町店 ⼭形県 997-0014 鶴岡市 ⼤宝寺町３番８号
セブン-イレブン鶴岡家中新町店 ⼭形県 997-0036 鶴岡市 家中新町１２－２４
セブン-イレブン鶴岡布⽬店 ⼭形県 997-0851 鶴岡市 布⽬字宮⽥１６１－１
セブン-イレブン天童⽯⿃居１丁⽬店 ⼭形県 994-0057 天童市 ⽯⿃居１丁⽬４番２５号
セブン-イレブン天童芳賀店 ⼭形県 994-0067 天童市 芳賀⼟地区画整理事業地内９街１符号
セブン-イレブン南陽島貫店 ⼭形県 999-2244 南陽市 島貫６１６－４
セブン-イレブン河北⾕地中央３丁⽬店 ⼭形県 999-3512 ⻄村⼭郡 河北町⾕地中央３丁⽬１番１
セブン-イレブン村⼭⽩⿃店 ⼭形県 995-0202 村⼭市 ⼤字⽩⿃３７１７ー３
セブン-イレブン会津飯盛⼭店 福島県 965-0007 会津若松市 飯盛１ー２ー１



セブン-イレブン会津⽯堂町店 福島県 965-0055 会津若松市 ⽯堂町４－４５
セブン-イレブン会津東⼭店 福島県 965-0813 会津若松市 東⼭町⽯⼭字天寧３４７ー１
セブン-イレブン会津天神町店 福島県 965-0832 会津若松市 天神町３０－４３
セブン-イレブン⼤⽟⼤⼭店 福島県 969-1301 安達郡 ⼤⽟村⼤⼭字岩ヶ作１２４－１
セブン-イレブン福島⽟川店 福島県 963-6312 ⽯川郡 ⽟川村⼤字⼩⾼字稲荷畷２７ー１
セブン-イレブン⽯川⻑久保店 福島県 963-7833 ⽯川郡 ⽯川町字⽯⽥４５ー２
セブン-イレブン福島古殿店 福島県 963-8306 ⽯川郡 古殿町⽥⼝字⿊⻑１９
セブン-イレブンいわき沼の内店 福島県 970-0222 いわき市 平沼ノ内字諏訪原２－１４－２
セブン-イレブンいわき明星⼤学前店 福島県 970-8044 いわき市 中央台飯野４－１８－１
セブン-イレブンいわき内郷宮町店 福島県 973-8407 いわき市 内郷宮町代７７－１
セブン-イレブン坂下宮古店 福島県 969-6522 河沼郡 会津坂下町⼤字宮古村⻄３４ー１
セブン-イレブン会津坂下⼩川原店 福島県 969-6534 河沼郡 会津坂下町字⼩川原９２９－１
セブン-イレブン会津坂下舘ノ下店 福島県 969-6551 河沼郡 会津坂下町舘ノ下１４９
セブン-イレブン喜多⽅バイパス店 福島県 966-0015 喜多⽅市 関柴町上⾼額割⽥１６６８ー６
セブン-イレブン郡⼭美術館東店 福島県 963-0703 郡⼭市 蒲倉町字広表１１８－７
セブン-イレブン郡⼭鶴⾒坦１丁⽬店 福島県 963-8861 郡⼭市 鶴⾒坦１丁⽬６－２３
セブン-イレブン⽩河バイパス店 福島県 961-0064 ⽩河市 ⼥⽯５番地１
セブン-イレブン⽩河天神町店 福島県 961-0954 ⽩河市 天神町８９－１
セブン-イレブン須賀川吉美根店 福島県 962-0059 須賀川市 吉美根字⼟橋５５９
セブン-イレブン須賀川警察署前店 福島県 962-0831 須賀川市 ⼋幡町１０６番
セブン-イレブン須賀川芦⽥塚店 福島県 962-0868 須賀川市 芦⽥塚６２－３
セブン-イレブン相⾺⿊⽊店 福島県 976-0052 相⾺市 ⿊⽊字勝善１００－１
セブン-イレブン相⾺⼭上店 福島県 976-0151 相⾺市 ⼭上字南⽥１１０
セブン-イレブン滝根神俣店 福島県 963-3602 ⽥村市 滝根町神俣字⼀ノ坪１０８番地
セブン-イレブン保原北店 福島県 960-0635 伊達市 保原町字半道１１７番地１
セブン-イレブン福島霊⼭店 福島県 960-0808 伊達市 霊⼭町下⼩国字畑尻５番地
セブン-イレブン⼆本松郭内店 福島県 964-0904 ⼆本松市 郭内３丁⽬３８８－２
セブン-イレブン福島瀬上店 福島県 960-0101 福島市 瀬上町字荒町６０番地
セブン-イレブン福島松川本町店 福島県 960-1241 福島市 松川町字本町３２ー２
セブン-イレブン福島荒井店 福島県 960-2156 福島市 荒井字地蔵原庚１５－８
セブン-イレブン福島天神町店 福島県 960-8001 福島市 天神町３番１７号
セブン-イレブン福島仁井⽥店 福島県 960-8166 福島市 仁井⽥字古荒川３１－１
セブン-イレブン会津⽥島新町店 福島県 967-0004 南会津郡 南会津町⽥島字鎌倉崎⼄４１－２
セブン-イレブン下郷湯野上店 福島県 969-5206 南会津郡 下郷町湯野上橋詰⼄４４９
セブン-イレブン原町錦町店 福島県 975-0031 南相⾺市 原町区錦町２－８４
セブン-イレブン本宮⾼⽊店 福島県 969-1101 本宮市 ⾼⽊字中丸１６－１
セブン-イレブン福島⽩沢店 福島県 969-1203 本宮市 ⽩岩字⽩⽥３２－１
セブン-イレブン裏磐梯店 福島県 969-2701 耶⿇郡 北塩原村桧原剣ケ峯１０９３ー４０１
セブン-イレブン猪苗代駅通り店 福島県 969-3141 耶⿇郡 猪苗代町⼤字磐⾥字村東２ー１
セブン-イレブン阿⾒⻄郷店 茨城県 300-0331 稲敷郡 阿⾒町阿⾒４３７６
セブン-イレブン⽯岡府中３丁⽬店 茨城県 315-0013 ⽯岡市 府中３－１０－７
セブン-イレブン⽜久岡⾒店 茨城県 300-1204 ⽜久市 岡⾒町１０７６－６
セブン-イレブン⽜久栄町２丁⽬店 茨城県 300-1233 ⽜久市 栄町２－３
セブン-イレブン⽜久駅⻄店 茨城県 300-1237 ⽜久市 ⽥宮３丁⽬１０－１３
セブン-イレブン⿅嶋荒野店 茨城県 311-2221 ⿅嶋市 荒野字林道１５３７－１５
セブン-イレブン神栖横瀬店 茨城県 314-0114 神栖市 ⽇川１９６３－１３７
セブン-イレブン波崎植松店 茨城県 314-0341 神栖市 ⽮⽥部９４４５番１４
セブン-イレブン古河⽇⾚前店 茨城県 306-0236 古河市 ⼤堤３１４
セブン-イレブン下妻鎌庭店 茨城県 304-0819 下妻市 鎌庭２１０
セブン-イレブン常総⼭⽥南店 茨城県 303-0031 常総市 ⽔海道⼭⽥町４６４６
セブン-イレブン筑⻄下館運動公園前店 茨城県 308-0067 筑⻄市 上平塚６３５－６
セブン-イレブン⼟浦港町１丁⽬店 茨城県 300-0034 ⼟浦市 港町１丁⽬８－３１
セブン-イレブン⼟浦中荒川沖店 茨城県 300-0875 ⼟浦市 中荒川沖町８７９－２１
セブン-イレブンつくばみらい古川店 茨城県 300-2422 つくばみらい市 古川３２１番１
セブン-イレブンつくば⼩和⽥店 茨城県 300-4224 つくば市 ⼤字⼩和⽥字鶴町１６４－４
セブン-イレブンつくば⻄平塚店 茨城県 305-0814 つくば市 ⻄平塚５５７－７
セブン-イレブン那珂堀ノ内店 茨城県 311-0105 那珂市 ⼤字菅⾕字堀ノ内３７９１－１
セブン-イレブン⾏⽅⼩⾼店 茨城県 311-3803 ⾏⽅市 井⾙字中台３３１番７
セブン-イレブン東海豊岡店 茨城県 319-1105 那珂郡 東海村豊岡１４４３－１
セブン-イレブン茨城常北⾼校前店 茨城県 311-4303 東茨城郡 城⾥町⽯塚字⻄⽚根８７７－４
セブン-イレブンひたちなか市⽑店 茨城県 312-0033 ひたちなか市 ⼤字市⽑字原坪９４０番３
セブン-イレブンひたちなか東⽯川３丁⽬店 茨城県 312-0052 ひたちなか市 東⽯川３丁⽬１８－９
セブン-イレブン勝⽥東⽯川店 茨城県 312-0053 ひたちなか市 外野１－３４－２８
セブン-イレブン茨城鉾⽥柏熊店 茨城県 311-1511 鉾⽥市 柏熊２９６－１４
セブン-イレブン鉾⽥塔ケ崎店 茨城県 311-1522 鉾⽥市 塔ケ崎⾚沼７１８－６
セブン-イレブン⽔⼾メディカルセンター前店 茨城県 310-0852 ⽔⼾市 笠原町２４５ー１
セブン-イレブン守⾕本町店 茨城県 302-0109 守⾕市 本町３２８７－６
セブン-イレブン茨城⼋千代東蕗⽥店 茨城県 300-3545 結城郡 ⼋千代町⼤字東蕗⽥７５５－１０
セブン-イレブン茨城⼋千代菅⾕店 茨城県 300-3572 結城郡 ⼋千代町菅⾕５８９－１９



セブン-イレブン結城中央店 茨城県 307-0001 結城市 結城１１０
セブン-イレブン⻯ケ崎若柴店 茨城県 301-0032 ⿓ケ崎市 佐貫２－２０－１
セブン-イレブン⾜利⼤町店 栃⽊県 326-0056 ⾜利市 ⼤町５３２－１
セブン-イレブン⾜利朝倉町店 栃⽊県 326-0823 ⾜利市 朝倉町２６２－３
セブン-イレブン⾜利五⼗部店 栃⽊県 326-0843 ⾜利市 五⼗部町４１０
セブン-イレブン宇都宮上⼾祭南店 栃⽊県 320-0051 宇都宮市 上⼾祭町４２２
セブン-イレブン宇都宮細⾕店 栃⽊県 320-0074 宇都宮市 細⾕町６７８－４６
セブン-イレブン宇都宮インターパーク⻄店 栃⽊県 321-0114 宇都宮市 中島町芋内６３６－１７
セブン-イレブン宇都宮東⾕町店 栃⽊県 321-0123 宇都宮市 東⾕町４９５－１
セブン-イレブン宇都宮若松原２丁⽬店 栃⽊県 321-0139 宇都宮市 若松原２丁⽬１８－１５
セブン-イレブン宇都宮問屋町店 栃⽊県 321-0912 宇都宮市 ⽯井町３１４９－９
セブン-イレブン宇都宮ミツトヨ前店 栃⽊県 321-0923 宇都宮市 下栗町２３１３－２
セブン-イレブン宇都宮簗瀬市場前店 栃⽊県 321-0934 宇都宮市 簗瀬３－２１－１４
セブン-イレブン⼩⼭城東店 栃⽊県 323-0807 ⼩⼭市 城東２ー５ー２０
セブン-イレブン⼩⼭神⿃⾕店 栃⽊県 323-0820 ⼩⼭市 ⻄城南１－３６－１９
セブン-イレブン⼤⽥原野崎店 栃⽊県 324-0036 ⼤⽥原市 下⽯上２１０８－７
セブン-イレブン⼤⽥原浅⾹３丁⽬店 栃⽊県 324-0043 ⼤⽥原市 浅⾹３丁⽬３７１１－３７
セブン-イレブン⼤⽥原実取店 栃⽊県 324-0045 ⼤⽥原市 実取８０５－１
セブン-イレブン⿅沼⽊⼯団地前店 栃⽊県 322-0025 ⿅沼市 緑町３丁⽬１０－１７
セブン-イレブン⿅沼上⽥町店 栃⽊県 322-0066 ⿅沼市 上⽥町１９０６
セブン-イレブン佐野⾚坂町店 栃⽊県 327-0004 佐野市 ⾚坂町９８４－１７
セブン-イレブン葛⽣中央⻄店 栃⽊県 327-0507 佐野市 葛⽣⻄１－３－３１
セブン-イレブン佐野⼯業団地店 栃⽊県 327-0831 佐野市 浅沼町６３０ー３
セブン-イレブン佐野富岡町店 栃⽊県 327-0844 佐野市 富岡町１４９０
セブン-イレブン下野⽒家勝⼭店 栃⽊県 329-1311 さくら市 ⽒家１２０５－２
セブン-イレブンさくら卯の⾥４丁⽬店 栃⽊県 329-1323 さくら市 卯の⾥４丁⽬５５－１
セブン-イレブン喜連川寿町店 栃⽊県 329-1412 さくら市 喜連川３８６９－１
セブン-イレブン壬⽣国⾕店 栃⽊県 321-0216 下都賀郡 壬⽣町壬⽣丁六美１３３ー２
セブン-イレブン栃⽊国分寺花⾒ヶ岡店 栃⽊県 329-0417 下野市 国分寺１２０５－２
セブン-イレブン塩⾕⽥所店 栃⽊県 329-2331 塩⾕郡 塩⾕町⼤字⽥所字⼟屋２１３９番３
セブン-イレブン栃⽊⼤平蔵井店 栃⽊県 329-4403 栃⽊市 ⼤平町蔵井１４１３－１
セブン-イレブン栃⽊⼤平下⾼島店 栃⽊県 329-4414 栃⽊市 ⼤平町下⾼島８１４－１
セブン-イレブン那珂川町⾺頭店 栃⽊県 324-0613 那須郡 那珂川町⾺頭１９１８－１
セブン-イレブン⿊磯豊浦店 栃⽊県 325-0038 那須塩原市 豊浦北町６９－８２
セブン-イレブン⻄那須野南店 栃⽊県 329-2732 那須塩原市 ⼀区町３１１
セブン-イレブン那須塩原唐杉店 栃⽊県 329-3131 那須塩原市 唐杉字⾖柿下７２－２
セブン-イレブン那須⿊⽥原店 栃⽊県 329-3215 那須郡 那須町⼤字寺⼦⼄４０３６－４
セブン-イレブン今市中央店 栃⽊県 321-1261 ⽇光市 今市７１７番地１
セブン-イレブン⽇光瀬尾店 栃⽊県 321-1264 ⽇光市 瀬尾４４－２
セブン-イレブン今市⽊和⽥島店 栃⽊県 321-2345 ⽇光市 ⽊和⽥島２９７６－１３
セブン-イレブン真岡飯⾙店 栃⽊県 321-4405 真岡市 飯⾙５５２－１
セブン-イレブン⼆宮バイパス店 栃⽊県 321-4521 真岡市 久下⽥⻄６－３０
セブン-イレブン⽮板インター店 栃⽊県 329-1571 ⽮板市 ⽚岡字沢橋２１６６－４６
セブン-イレブン⽮板⿅島町店 栃⽊県 329-2163 ⽮板市 ⿅島町５番８号
セブン-イレブン中之条横尾店 群⾺県 377-0415 吾妻郡 中之条町⼤字横尾２８６－１
セブン-イレブン伊勢崎境平塚店 群⾺県 370-0132 伊勢崎市 境平塚３１５－１
セブン-イレブン伊勢崎⽥中島店 群⾺県 372-0802 伊勢崎市 ⽥中島町１４６５－１
セブン-イレブン伊勢崎連取吉原店 群⾺県 372-0812 伊勢崎市 連取町６９８－１
セブン-イレブン伊勢崎堀⼝町店 群⾺県 372-0834 伊勢崎市 堀⼝町字城⻄７３８番１
セブン-イレブン⾚堀間野⾕店 群⾺県 379-2202 伊勢崎市 ⾚堀⿅島町１６３０
セブン-イレブン群⾺⾚堀南店 群⾺県 379-2211 伊勢崎市 市場町２丁⽬４７３－７
セブン-イレブン佐波東国定店 群⾺県 379-2221 伊勢崎市 国定町⼆丁⽬１８５２－８
セブン-イレブン伊勢崎⽥部井町店 群⾺県 379-2222 伊勢崎市 ⽥部井町２－７３６－１
セブン-イレブン太⽥市新⽥反町北店 群⾺県 370-0314 太⽥市 新⽥市野井町５－１
セブン-イレブン⼤泉朝⽇店 群⾺県 370-0514 ⾢楽郡 ⼤泉町朝⽇２－１６－１
セブン-イレブン⾢楽篠塚店 群⾺県 370-0615 ⾢楽郡 ⾢楽町⼤字篠塚１６２０－１
セブン-イレブン太⽥市上強⼾町店 群⾺県 373-0074 太⽥市 上強⼾町１４８５－３
セブン-イレブン板倉⽔郷公園前店 群⾺県 374-0133 ⾢楽郡 板倉町⼤字岩⽥６９３－１
セブン-イレブン吉岡⼤久保店 群⾺県 370-3602 北群⾺郡 吉岡町⼤久保３５３２－１
セブン-イレブン吉岡上野⽥店 群⾺県 370-3606 北群⾺郡 吉岡町⼤字上野⽥１１７４－１
セブン-イレブン桐⽣境野店 群⾺県 376-0002 桐⽣市 境野町７丁⽬１８００－５
セブン-イレブン⽟村上茂⽊店 群⾺県 370-1122 佐波郡 ⽟村町⼤字上茂⽊４１６－１
セブン-イレブン⽟村⾓渕店 群⾺県 370-1124 佐波郡 ⽟村町⾓渕４３４９－３
セブン-イレブン渋川吹屋店 群⾺県 377-0203 渋川市 吹屋６６１－２
セブン-イレブン⾼崎上⼩⿃町店 群⾺県 370-0078 ⾼崎市 上⼩⿃町字村東４２４－１
セブン-イレブン⾼崎⼤橋町店 群⾺県 370-0802 ⾼崎市 並榎町１１７－１
セブン-イレブン⾼崎上中居町店 群⾺県 370-0851 ⾼崎市 上中居町１７３－１
セブン-イレブン⾼崎棟⾼町店 群⾺県 370-3521 ⾼崎市 棟⾼町１８６８－１１８
セブン-イレブン館林⼤街道１丁⽬店 群⾺県 374-0066 館林市 ⼤街道１－９－３



セブン-イレブン富岡市富岡店 群⾺県 370-2316 富岡市 富岡１２２５－５
セブン-イレブン前橋⽇吉町店 群⾺県 371-0017 前橋市 ⽇吉町２丁⽬３２ー１８
セブン-イレブン前橋岩神町３丁⽬店 群⾺県 371-0035 前橋市 岩神町３丁⽬４－１６
セブン-イレブン粕川店 群⾺県 371-0216 前橋市 粕川町込皆⼾５３４番地４
セブン-イレブン前橋⼩相⽊町店 群⾺県 371-0831 前橋市 ⼩相⽊町４８１－１
セブン-イレブン前橋⼆之宮町南店 群⾺県 379-2117 前橋市 ⼆之宮町２３８７－１
セブン-イレブン前橋天川⼤島店 群⾺県 379-2154 前橋市 天川⼤島町１４１９－２
セブン-イレブン群⾺桐原店 群⾺県 376-0102 みどり市 ⼤間々町桐原３５０４－３
セブン-イレブン朝霞幸町１丁⽬店 埼⽟県 351-0015 朝霞市 幸町１－４－１
セブン-イレブン朝霞三原５丁⽬店 埼⽟県 351-0025 朝霞市 三原５丁⽬２番８号
セブン-イレブン朝霞三原３丁⽬店 埼⽟県 351-0025 朝霞市 三原３丁⽬１－９
セブン-イレブン朝霞朝志ヶ丘１丁⽬店 埼⽟県 351-0035 朝霞市 朝志ケ丘１－６－３５
セブン-イレブン上尾緑丘２丁⽬店 埼⽟県 362-0015 上尾市 緑丘２丁⽬３－１
セブン-イレブン⼊間豊岡東店 埼⽟県 358-0003 ⼊間市 豊岡５－４－２１
セブン-イレブン⼊間新光店 埼⽟県 358-0055 ⼊間市 ⼤字新光２２８－１
セブン-イレブン寄居⾚浜店 埼⽟県 369-1211 ⼤⾥郡 寄居町⾚浜６７３ー１
セブン-イレブン寄居今市店 埼⽟県 369-1214 ⼤⾥郡 寄居町今市６３８－１
セブン-イレブン東川⼝駅南⼝店 埼⽟県 333-0811 川⼝市 ⼾塚１ー５ー７
セブン-イレブン川⼝芝新町店 埼⽟県 333-0851 川⼝市 芝新町６－１６
セブン-イレブン川⼝安⾏慈林店 埼⽟県 334-0071 川⼝市 安⾏慈林９８５－１
セブン-イレブン加須旗井⻄店 埼⽟県 349-1132 加須市 旗井１６８９番地１
セブン-イレブン加須北平野店 埼⽟県 349-1135 加須市 北平野８５６
セブン-イレブン北川辺向古河店 埼⽟県 349-1205 加須市 向古河１２１１－１
セブン-イレブン川越六軒町店 埼⽟県 350-0041 川越市 六軒町１－１５－４
セブン-イレブン川越寺尾店 埼⽟県 350-1141 川越市 寺尾９９１－１
セブン-イレブン伊奈内宿店 埼⽟県 362-0812 北⾜⽴郡 伊奈町内宿台３丁⽬１７番地
セブン-イレブン久喜栗原２丁⽬店 埼⽟県 346-0012 久喜市 栗原２丁⽬２－２
セブン-イレブン熊⾕駅東通り店 埼⽟県 360-0037 熊⾕市 筑波３－１７４
セブン-イレブン熊⾕下恩⽥店 埼⽟県 360-0123 熊⾕市 下恩⽥６－２
セブン-イレブン越⾕⻄⼝店 埼⽟県 343-0808 越⾕市 ⾚⼭本町１５番地１
セブン-イレブン美⾥南⼗条店 埼⽟県 367-0106 児⽟郡 美⾥町南⼗条４１７－１
セブン-イレブン美⾥古郡店 埼⽟県 367-0111 児⽟郡 美⾥町古郡９２０番１
セブン-イレブン美⾥中⾥店 埼⽟県 367-0114 児⽟郡 美⾥町中⾥６２４－１
セブン-イレブン⼤宮櫛引１丁⽬店 埼⽟県 330-0851 さいたま市 ⼤宮区櫛引町１－７０２
セブン-イレブン東浦和駅北通り店 埼⽟県 336-0926 さいたま市 緑区東浦和３－１－１
セブン-イレブンさいたま下⼤久保店 埼⽟県 338-0825 さいたま市 桜区下⼤久保１００２番地
セブン-イレブンさいたま⻄堀８丁⽬店 埼⽟県 338-0832 さいたま市 桜区⻄堀８－２１－３５
セブン-イレブンさいたま⽥島３丁⽬店 埼⽟県 338-0837 さいたま市 桜区⽥島３－２７－１２
セブン-イレブンさいたま浮⾕店 埼⽟県 339-0037 さいたま市 岩槻区浮⾕２５１０
セブン-イレブン岩槻市宿店 埼⽟県 339-0057 さいたま市 岩槻区本町１－１５－９
セブン-イレブン草加吉町２丁⽬店 埼⽟県 340-0017 草加市 吉町２－１－６０
セブン-イレブン秩⽗⿊⾕店 埼⽟県 368-0001 秩⽗市 ⿊⾕３３１－１
セブン-イレブン秩⽗⼭⽥店 埼⽟県 368-0004 秩⽗市 ⼭⽥２６６９－７
セブン-イレブン秩⽗⼤野原店 埼⽟県 368-0005 秩⽗市 ⼤野原１２７５－１
セブン-イレブン⼩⿅野バイパス店 埼⽟県 368-0105 秩⽗郡 ⼩⿅野町⼩⿅野２０１３－３
セブン-イレブン鶴ヶ島脚折町６丁⽬店 埼⽟県 350-2211 鶴ヶ島市 脚折町６丁⽬２８番４号
セブン-イレブン東所沢駅前店 埼⽟県 359-0022 所沢市 本郷１０９１ー３
セブン-イレブン所沢⼩⼿指ケ原店 埼⽟県 359-1152 所沢市 北野１－１－１
セブン-イレブン⽻⽣南７丁⽬店 埼⽟県 348-0053 ⽻⽣市 南７丁⽬１４－１４
セブン-イレブン東松⼭幸町店 埼⽟県 355-0025 東松⼭市 幸町１ー１５
セブン-イレブン⼩川町⾼⾕店 埼⽟県 355-0311 ⽐企郡 ⼩川町⾼⾕１３９４－１
セブン-イレブン東⼩川店 埼⽟県 355-0322 ⽐企郡 ⼩川町東⼩川４－６－１０
セブン-イレブン富⼠⾒市鶴⾺１丁⽬店 埼⽟県 354-0021 富⼠⾒市 鶴⾺１ー１１ー４０
セブン-イレブン深⾕国済寺⻄店 埼⽟県 366-0033 深⾕市 国済寺４２２－１
セブン-イレブン深⾕原郷店 埼⽟県 366-0035 深⾕市 原郷４２４－１
セブン-イレブン深⾕東⽅店 埼⽟県 366-0041 深⾕市 東⽅１７４５－７
セブン-イレブン深⾕上柴東５丁⽬店 埼⽟県 366-0051 深⾕市 上柴町東５丁⽬１５－２８
セブン-イレブン深⾕⼤⾕店 埼⽟県 366-0814 深⾕市 ⼤⾕２８７９－１
セブン-イレブン本庄早稲⽥⻄店 埼⽟県 367-0033 本庄市 東富⽥３３－１
セブン-イレブン三郷市役所東店 埼⽟県 341-0038 三郷市 中央５丁⽬３１番地９
セブン-イレブン⼋潮垳店 埼⽟県 340-0824 ⼋潮市 垳３２２
セブン-イレブン吉川さくら通り店 埼⽟県 342-0056 吉川市 吉川中央⼟地区画整理事業７１街区８
セブン-イレブン我孫⼦南新⽊店 千葉県 270-1119 我孫⼦市 南新⽊２－２２－６
セブン-イレブン旭中央病院前店 千葉県 289-2511 旭市 イー１６１８ー１
セブン-イレブン酒々井下岩橋店 千葉県 285-0907 印旛郡 酒々井町下岩橋１３１－１
セブン-イレブン⼤多喜船⼦店 千葉県 298-0204 夷隅郡 ⼤多喜町船⼦９２－１
セブン-イレブン多古⼗余三店 千葉県 289-2306 ⾹取郡 多古町⼗余三字⾚池３５５番２０
セブン-イレブン君津⼩⽷店 千葉県 299-1112 君津市 泉字１丁⽬２８２－１
セブン-イレブン佐倉栄町店 千葉県 285-0014 佐倉市 栄町２０－１



セブン-イレブン横芝光インター店 千葉県 289-1727 ⼭武郡 横芝光町宮川６０６９－１
セブン-イレブン⽩井根店 千葉県 270-1431 ⽩井市 根４３８
セブン-イレブン袖ヶ浦宮⽥⼤橋店 千葉県 299-0223 袖ケ浦市 下宮⽥字中⾕３０番２
セブン-イレブン袖ヶ浦のぞみ野通り北店 千葉県 299-0243 袖ケ浦市 蔵波字正源⼾９９４－７
セブン-イレブン袖ケ浦飯富店 千葉県 299-0256 袖ケ浦市 飯富８８０
セブン-イレブン館⼭稲店 千葉県 294-0012 館⼭市 稲５２８－１
セブン-イレブン千葉北⾼校前店 千葉県 263-0005 千葉市 稲⽑区⻑沼町５００－１
セブン-イレブン千葉⼤宮台３丁⽬店 千葉県 264-0016 千葉市 若葉区⼤宮町２１４０－２
セブン-イレブン千葉殿台町店 千葉県 264-0036 千葉市 若葉区殿台町１０６
セブン-イレブン千葉⾕当町店 千葉県 265-0072 千葉市 若葉区⾕当町１０８４－１
セブン-イレブン千葉誉⽥駅前店 千葉県 266-0005 千葉市 緑区誉⽥町２丁⽬７－８
セブン-イレブン銚⼦ドーバーライン店 千葉県 288-0815 銚⼦市 三崎町２－２５９９－１
セブン-イレブン⻑⽣七井⼟店 千葉県 299-4333 ⻑⽣郡 ⻑⽣村七井⼟１４８９－１
セブン-イレブン東⾦バイパス店 千葉県 283-0811 東⾦市 台⽅８０２－１
セブン-イレブン流⼭おおたかの森駅東⼝店 千葉県 270-0114 流⼭市 東初⽯６－１８４－８
セブン-イレブン新京成ＳＴ新津⽥沼店 千葉県 275-0016 習志野市 津⽥沼１丁⽬１０番３５号
セブン-イレブン新習志野店 千葉県 275-0025 習志野市 秋津３－６－１
セブン-イレブン成⽥所店 千葉県 287-0211 成⽥市 所字南割１２３３－２
セブン-イレブン野⽥尾崎店 千葉県 270-0235 野⽥市 尾崎２１５７－１
セブン-イレブン野⽥上花輪店 千葉県 278-0033 野⽥市 上花輪６２６－３
セブン-イレブン野⽥中野台店 千葉県 278-0035 野⽥市 中野台８５－１
セブン-イレブン船橋薬円台公園前店 千葉県 274-0063 船橋市 習志野台４丁⽬７２番２０号
セブン-イレブン習志野台店 千葉県 274-0063 船橋市 習志野台２丁⽬７３－１６
セブン-イレブン船橋習志野台７丁⽬店 千葉県 274-0063 船橋市 習志野台７丁⽬１５５６番２２号
セブン-イレブン⾺橋駅⻄⼝店 千葉県 271-0046 松⼾市 ⻄⾺橋蔵元町２４番
セブン-イレブン安房和⽥町海発店 千葉県 299-2713 南房総市 和⽥町松⽥１－３
セブン-イレブン茂原⻑尾店 千葉県 297-0073 茂原市 ⻑尾１９８０－１
セブン-イレブン⼋千代台１０丁⽬店 千葉県 276-0031 ⼋千代市 ⼋千代台北１０ー６ー３
セブン-イレブン⼋千代台南店 千葉県 276-0033 ⼋千代市 ⼋千代台南１－２５－１１
セブン-イレブン四街道⼩名⽊店 千葉県 284-0042 四街道市 ⼩名⽊光来寺１２１－６
セブン-イレブン荒川５丁⽬店 東京都 116-0002 荒川区 荒川５ー１１ー１３
セブン-イレブン南千住７丁⽬店 東京都 116-0003 荒川区 南千住７ー１２ー２
セブン-イレブン⾜⽴⻘井３丁⽬店 東京都 120-0012 ⾜⽴区 ⻘井３－１２－３
セブン-イレブン⾜⽴伊興⼩⻄店 東京都 121-0823 ⾜⽴区 伊興４－２０－６
セブン-イレブン⾜⽴⻄新井本町店 東京都 123-0845 ⾜⽴区 ⻄新井本町１－１４－１４
セブン-イレブン⾜⽴関原３丁⽬店 東京都 123-0852 ⾜⽴区 関原３－５０－９
セブン-イレブン本⽊店 東京都 123-0853 ⾜⽴区 本⽊２－４－２１
セブン-イレブン板橋⼩茂根４丁⽬店 東京都 173-0037 板橋区 ⼩茂根４－２５－２
セブン-イレブン江⼾川中央１丁⽬店 東京都 132-0021 江⼾川区 中央１－１－２０
セブン-イレブン江⼾川平井４丁⽬店 東京都 132-0035 江⼾川区 平井４－１４－５
セブン-イレブン江⼾川本⼀⾊２丁⽬店 東京都 133-0044 江⼾川区 本⼀⾊２－２０－３
セブン-イレブン江⼾川⿅⾻１丁⽬店 東京都 133-0073 江⼾川区 ⿅⾻１－５３－１３
セブン-イレブン江⼾川⿅⾻２丁⽬店 東京都 133-0073 江⼾川区 ⿅⾻２－３５－１２
セブン-イレブン江⼾川⻄葛⻄６丁⽬店 東京都 134-0088 江⼾川区 ⻄葛⻄６－１２－１
セブン-イレブン⼤⽥区⼤森南１丁⽬店 東京都 143-0013 ⼤⽥区 ⼤森南１－１７－１
セブン-イレブン⼤⽥区⼤森北２丁⽬店 東京都 143-0016 ⼤⽥区 ⼤森北２－９－１２
セブン-イレブン⼤⽥区糀⾕中前店 東京都 144-0034 ⼤⽥区 ⻄糀⾕３－８－２１
セブン-イレブン七辻店 東京都 144-0035 ⼤⽥区 南蒲⽥２－３０－１０
セブン-イレブン⼤⽥区萩中３丁⽬店 東京都 144-0047 ⼤⽥区 萩中３丁⽬２１番５
セブン-イレブン⼤⽥区上池台３丁⽬店 東京都 145-0064 ⼤⽥区 上池台３－４３－１
セブン-イレブン平和橋通り東新⼩岩店 東京都 124-0023 葛飾区 東新⼩岩７－７－８
セブン-イレブン葛飾東⽔元２丁⽬店 東京都 125-0033 葛飾区 東⽔元２丁⽬３４番２号
セブン-イレブン葛飾東⽔元５丁⽬店 東京都 125-0033 葛飾区 東⽔元５－１－３
セブン-イレブン葛飾新宿４丁⽬店 東京都 125-0051 葛飾区 新宿４丁⽬９番６号
セブン-イレブン豊洲晴海通り店 東京都 135-0061 江東区 豊洲３－２－２４
セブン-イレブン豊洲店 東京都 135-0061 江東区 豊洲４－６－１
セブン-イレブン品川勝島１丁⽬店 東京都 140-0012 品川区 勝島１－５－２１
セブン-イレブン⻄⼤井店 東京都 140-0015 品川区 ⻄⼤井６－５－１
セブン-イレブン新宿⼤久保駅南⼝店 東京都 169-0073 新宿区 百⼈町１－２３－２４
セブン-イレブン墨⽥本所４丁⽬店 東京都 130-0004 墨⽥区 本所４丁⽬１０番４号
セブン-イレブン墨⽥東向島４丁⽬店 東京都 131-0032 墨⽥区 東向島４－２６－８
セブン-イレブン杉並⾼円寺北２丁⽬店 東京都 166-0002 杉並区 ⾼円寺北２－１２－３
セブン-イレブン新⾼円寺駅前店 東京都 166-0011 杉並区 梅⾥１－７－７－１０３
セブン-イレブン⾼井⼾東五⽇市街道店 東京都 168-0072 杉並区 ⾼井⼾東４－１３－５
セブン-イレブン杉並芦花公園店 東京都 168-0074 杉並区 上⾼井⼾１－２０－９
セブン-イレブン世⽥⾕駒沢⼤学駅⻄店 東京都 154-0012 世⽥⾕区 駒沢２－６－１
セブン-イレブン世⽥⾕弦巻１丁⽬店 東京都 154-0016 世⽥⾕区 弦巻１－２１－１
セブン-イレブン世⽥⾕千歳台５丁⽬店 東京都 157-0071 世⽥⾕区 千歳台５－２２－１６
セブン-イレブン台東根岸３丁⽬店 東京都 110-0003 台東区 根岸３丁⽬３－２０



セブン-イレブン浅草⽥原町店 東京都 111-0034 台東区 雷⾨１－７－５
セブン-イレブン⽉島駅前店 東京都 104-0052 中央区 ⽉島１－５－２
セブン-イレブン豊島⾼⽥３丁⽬店 東京都 171-0033 豊島区 ⾼⽥３－１５－８
セブン-イレブン中野５丁⽬店 東京都 164-0001 中野区 中野５丁⽬１６番９
セブン-イレブン中野新橋店 東京都 164-0012 中野区 本町３ー１１ー５
セブン-イレブン中野鷺宮６丁⽬店 東京都 165-0032 中野区 鷺宮６－３０－１８
セブン-イレブン練⾺駅北⼝店 東京都 176-0001 練⾺区 練⾺１－１９－２
セブン-イレブン江古⽥駅南店 東京都 176-0011 練⾺区 豊⽟上１－６－６
セブン-イレブン練⾺中村北４丁⽬店 東京都 176-0023 練⾺区 中村北４－２－１２
セブン-イレブン練⾺⽥柄３丁⽬店 東京都 179-0073 練⾺区 ⽥柄３丁⽬１０番１３号
セブン-イレブン⽂京⾳⽻１丁⽬店 東京都 112-0013 ⽂京区 ⾳⽻１－１７－１１
セブン-イレブン浜松町１丁⽬中央店 東京都 105-0013 港区 浜松町１丁⽬２０－８
セブン-イレブン芝浦４丁⽬店 東京都 108-0023 港区 芝浦４丁⽬１５－３３
セブン-イレブン港区⽩⾦１丁⽬南店 東京都 108-0072 港区 ⽩⾦１丁⽬２５－２０
セブン-イレブン⽬⿊中央１丁⽬店 東京都 152-0001 ⽬⿊区 中央町１丁⽬１１－１
セブン-イレブン学芸⼤学駅東店 東京都 152-0004 ⽬⿊区 鷹番２－８－１９
セブン-イレブン⾃由が丘学園通り店 東京都 152-0035 ⽬⿊区 ⾃由が丘２－３－１２
セブン-イレブンあきる野伊奈店 東京都 190-0142 あきる野市 伊奈４９０
セブン-イレブン武蔵五⽇市駅前店 東京都 190-0163 あきる野市 舘⾕２２５－１
セブン-イレブン昭島拝島町４丁⽬店 東京都 196-0002 昭島市 拝島町４－１７－２８
セブン-イレブン⻘梅野上２丁⽬店 東京都 198-0032 ⻘梅市 野上町２丁⽬１８－２
セブン-イレブン清瀬中⾥５丁⽬店 東京都 204-0003 清瀬市 中⾥５－２－１６
セブン-イレブン⼩⾦井東町２丁⽬店 東京都 184-0011 ⼩⾦井市 東町２丁⽬１２番５号
セブン-イレブン狛江駒井町３丁⽬店 東京都 201-0016 狛江市 駒井町３－１８－８
セブン-イレブン⽴川松中団地北店 東京都 190-0033 ⽴川市 ⼀番町６丁⽬１１番１
セブン-イレブン多摩諏訪越通り店 東京都 206-0024 多摩市 諏訪１－１２－２
セブン-イレブン調布駅北⼝店 東京都 182-0024 調布市 布⽥１－４４－１
セブン-イレブン⽻村栄町１丁⽬北店 東京都 205-0002 ⽻村市 栄町１丁⽬６番３７
セブン-イレブン⽻村神明台３丁⽬店 東京都 205-0023 ⽻村市 神明台３ー６ー４
セブン-イレブン東村⼭秋津２丁⽬店 東京都 189-0001 東村⼭市 秋津町２－３－１
セブン-イレブン豊⽥駅北⼝店 東京都 191-0062 ⽇野市 多摩平２－３－１
セブン-イレブン府中分梅通り店 東京都 183-0033 府中市 分梅町３－５－７
セブン-イレブン原町⽥⼤通り店 東京都 194-0013 町⽥市 原町⽥６－２３－３
セブン-イレブン南浦店 東京都 181-0013 三鷹市 下連雀６－１５－２７
セブン-イレブン厚⽊⽑利台２丁⽬店 神奈川県 243-0037 厚⽊市 ⽑利台２－１８－１
セブン-イレブン厚⽊緑ケ丘店 神奈川県 243-0041 厚⽊市 緑ヶ丘１－１１－１１
セブン-イレブン厚⽊上荻野店 神奈川県 243-0201 厚⽊市 上荻野８６８－４
セブン-イレブン厚⽊⽯神店 神奈川県 243-0203 厚⽊市 下荻野１６４４番１
セブン-イレブン松⽥惣領店 神奈川県 258-0003 ⾜柄上郡 松⽥町松⽥惣領８５３
セブン-イレブン⼤井町⾦⼦南店 神奈川県 258-0019 ⾜柄上郡 ⼤井町⾦⼦１６２８－１
セブン-イレブン開成町宮台店 神奈川県 258-0023 ⾜柄上郡 開成町宮台１１５６番地
セブン-イレブン開成町円通寺店 神奈川県 258-0025 ⾜柄上郡 開成町円通寺１８０－１
セブン-イレブン⼩⽥原曽我店 神奈川県 250-0204 ⼩⽥原市 曽我⾕津７０９－１
セブン-イレブン⼩⽥原別堀店 神奈川県 250-0217 ⼩⽥原市 別堀９６－８
セブン-イレブン⼩⽥原桑原店 神奈川県 250-0861 ⼩⽥原市 桑原５２０－１
セブン-イレブン⼩⽥原飯泉店 神奈川県 250-0863 ⼩⽥原市 飯泉１２１７ー３
セブン-イレブン川崎⼤師東⾨前店 神奈川県 210-0812 川崎市 川崎区東⾨前２－４－６
セブン-イレブン川崎鋼管通４丁⽬店 神奈川県 210-0852 川崎市 川崎区鋼管通４－１２－１５
セブン-イレブン川崎向河原駅前店 神奈川県 211-0011 川崎市 中原区下沼部１７５８番
セブン-イレブン川崎⽊⽉⼤町店 神奈川県 211-0031 川崎市 中原区⽊⽉⼤町２０１－２
セブン-イレブン川崎⽊⽉祗園町店 神奈川県 211-0033 川崎市 中原区⽊⽉祗園町１－４
セブン-イレブン川崎⾼津諏訪店 神奈川県 213-0004 川崎市 ⾼津区諏訪２丁⽬１１－１６
セブン-イレブン川崎⼦⺟⼝東店 神奈川県 213-0023 川崎市 ⾼津区⼦⺟⼝４９６
セブン-イレブン川崎菅６丁⽬店 神奈川県 214-0001 川崎市 多摩区菅６丁⽬５－７
セブン-イレブン川崎野川店 神奈川県 216-0001 川崎市 宮前区野川３５１６
セブン-イレブン川崎野川台⻄店 神奈川県 216-0001 川崎市 宮前区野川３０３０－３０
セブン-イレブン川崎有⾺７丁⽬店 神奈川県 216-0003 川崎市 宮前区有⾺７－１２－１
セブン-イレブン寒川北倉⾒店 神奈川県 253-0101 ⾼座郡 寒川町倉⾒４６７－１－３
セブン-イレブン相模原中ノ原店 神奈川県 252-0134 相模原市 緑区下九沢１６４３－１
セブン-イレブン相模原橋本８丁⽬店 神奈川県 252-0143 相模原市 緑区橋本８－１１－３
セブン-イレブン相模原相模⼤野６丁⽬店 神奈川県 252-0303 相模原市 南区相模⼤野６－７－８
セブン-イレブンボーノ相模⼤野店 神奈川県 252-0303 相模原市 南区相模⼤野３丁⽬３番２
セブン-イレブン相模原相武台３丁⽬店 神奈川県 252-0324 相模原市 南区相武台３－２１－２０
セブン-イレブン座間南栗原３丁⽬店 神奈川県 252-0015 座間市 南栗原３－５－１
セブン-イレブン茅ヶ崎⾚⽻根南店 神奈川県 253-0001 茅ヶ崎市 ⾚⽻根４５４－１
セブン-イレブン⼤磯国府新宿店 神奈川県 259-0112 中郡 ⼤磯町国府新宿５０１－１
セブン-イレブン平塚宮の前店 神奈川県 254-0035 平塚市 宮の前４－２３
セブン-イレブン平塚中原北店 神奈川県 254-0075 平塚市 中原２丁⽬８－２１
セブン-イレブン平塚徳延店 神奈川県 254-0902 平塚市 徳延４６６



セブン-イレブン平塚中原２丁⽬店 神奈川県 254-0905 平塚市 中原２丁⽬１－２８
セブン-イレブン藤沢辻堂神台２丁⽬店 神奈川県 251-0041 藤沢市 辻堂神台２丁⽬２番２６号
セブン-イレブン藤沢辻堂東海岸４丁⽬店 神奈川県 251-0045 藤沢市 辻堂東海岸４－１－２４
セブン-イレブン藤沢朝⽇町店 神奈川県 251-0054 藤沢市 朝⽇町１３－７
セブン-イレブン藤沢⽯川店 神奈川県 252-0815 藤沢市 ⽯川１７６４
セブン-イレブン⼤和渋⾕３丁⽬店 神奈川県 242-0023 ⼤和市 渋⾕３ー９ー１
セブン-イレブン横浜⾼島橋店 神奈川県 220-0023 横浜市 ⻄区平沼１－１－３
セブン-イレブン横浜⻄⼾部店 神奈川県 220-0046 横浜市 ⻄区⻄⼾部町１－１０３
セブン-イレブン横浜⻄神奈川１丁⽬店 神奈川県 221-0822 横浜市 神奈川区⻄神奈川１－１０－１４
セブン-イレブン横浜⻘葉総合庁舎前店 神奈川県 225-0024 横浜市 ⻘葉区市ケ尾町１３７５－１
セブン-イレブン横浜鴨居１丁⽬店 神奈川県 226-0003 横浜市 緑区鴨居１－１２－９
セブン-イレブン横浜⻘葉台１丁⽬店 神奈川県 227-0062 横浜市 ⻘葉区⻘葉台１－６－１６
セブン-イレブン横浜恩⽥町店 神奈川県 227-0065 横浜市 ⻘葉区恩⽥町１６３３－１
セブン-イレブン横浜不⽼町１丁⽬店 神奈川県 231-0032 横浜市 中区不⽼町１丁⽬６番３
セブン-イレブン横浜野庭団地前店 神奈川県 234-0056 横浜市 港南区野庭町６７５－９
セブン-イレブン横浜能⾒台駅前店 神奈川県 236-0053 横浜市 ⾦沢区能⾒台通２－３ 
セブン-イレブン横須賀三春町５丁⽬店 神奈川県 238-0014 横須賀市 三春町５丁⽬４１－２
セブン-イレブン横須賀三春公園前店 神奈川県 238-0014 横須賀市 三春町１丁⽬１３－１７
セブン-イレブン横須賀浦賀駅前店 神奈川県 239-0822 横須賀市 浦賀１ー１ー３
セブン-イレブン横浜ビジネスパーク前店 神奈川県 240-0005 横浜市 保⼟ケ⾕区神⼾町６３
セブン-イレブン横浜上星川３丁⽬店 神奈川県 240-0042 横浜市 保⼟ケ⾕区上星川３－１４－８
セブン-イレブン横浜保⼟ケ⾕公園前店 神奈川県 240-0044 横浜市 保⼟ケ⾕区仏向町字向原１００６－５
セブン-イレブン横須賀芦名店 神奈川県 240-0104 横須賀市 芦名２－８－１９
セブン-イレブンＩｉｎｇ若葉台団地ふれあい広神奈川県 241-0801 横浜市 旭区若葉台３－６－１
セブン-イレブン横浜⼾塚町⽇之出橋店 神奈川県 244-0003 横浜市 ⼾塚区⼾塚町１３１３－４
セブン-イレブン横浜⼾塚旭町通り店 神奈川県 244-0003 横浜市 ⼾塚区⼾塚町１１６－４０
セブン-イレブン南⼾塚店 神奈川県 244-0003 横浜市 ⼾塚区⼾塚町２７５１
セブン-イレブン横浜⼾塚名瀬町店 神奈川県 245-0051 横浜市 ⼾塚区名瀬町７６６
セブン-イレブン横浜下瀬⾕２丁⽬店 神奈川県 246-0035 横浜市 瀬⾕区下瀬⾕２－１１－５
セブン-イレブン横浜栄紅葉橋店 神奈川県 247-0013 横浜市 栄区上郷町字中島１１０３－１
セブン-イレブン⽷⿂川能⽣⻤伏店 新潟県 949-1343 ⽷⿂川市 ⼤字⻤伏字崩崎５５８３
セブン-イレブン広神押切店 新潟県 946-0058 ⿂沼市 中島新⽥１５２－１
セブン-イレブン⼩千⾕上ノ⼭店 新潟県 947-0026 ⼩千⾕市 字⽥島１３７６－１
セブン-イレブン柏崎⻄港町店 新潟県 945-0067 柏崎市 ⻄港町５－２６
セブン-イレブン加茂⼤郷町店 新潟県 959-1385 加茂市 ⼤郷町２－４７３
セブン-イレブン五泉東本町店 新潟県 959-1863 五泉市 東本町２丁⽬５－１２
セブン-イレブン五泉泉町店 新潟県 959-1876 五泉市 泉町２丁⽬１７５－１
セブン-イレブン三条上保内店 新潟県 955-0022 三条市 上保内字砂押甲７５９－１
セブン-イレブン三条北⼊蔵１丁⽬店 新潟県 955-0053 三条市 北⼊蔵１丁⽬２０７番
セブン-イレブン三条滝⾕店 新潟県 955-0164 三条市 ⼤字滝⾕字⼤坪１０７
セブン-イレブン紫雲寺藤塚浜店 新潟県 957-0231 新発⽥市 藤塚浜１１９８－２
セブン-イレブン新発⽥本⽥店 新潟県 959-2335 新発⽥市 本⽥字⼤沼３７８９－１
セブン-イレブン上越港町店 新潟県 942-0011 上越市 港町１丁⽬２３－４
セブン-イレブン燕井⼟巻店 新潟県 959-1232 燕市 井⼟巻２丁⽬６３番
セブン-イレブン燕中央通店 新潟県 959-1244 燕市 中央通２丁⽬３１１４－２
セブン-イレブン燕⼋王寺店 新潟県 959-1264 燕市 ⼋王寺２５１３－１
セブン-イレブン燕杣⽊店 新潟県 959-1284 燕市 杣⽊６０１－１
セブン-イレブン⻑岡表町店 新潟県 940-0071 ⻑岡市 表町２丁⽬１－１６
セブン-イレブン⻑岡中島７丁⽬店 新潟県 940-0094 ⻑岡市 中島７－１－３５
セブン-イレブン⻑岡堤町店 新潟県 940-2014 ⻑岡市 堤町６－２６
セブン-イレブン津南町正⾯店 新潟県 949-8201 中⿂沼郡 津南町⼤字下船渡１１１８－１
セブン-イレブン新潟浜⾕町店 新潟県 950-0034 新潟市 東区浜⾕町２丁⽬５－３２
セブン-イレブン新潟城所インター店 新潟県 950-0136 新潟市 江南区城所１丁⽬１０番２号
セブン-イレブン新潟弁天橋通店 新潟県 950-0932 新潟市 中央区⻑潟８５４－１
セブン-イレブン新潟⼥池店 新潟県 950-0941 新潟市 中央区⼥池５丁⽬７番５号
セブン-イレブン新潟愛宕店 新潟県 950-0944 新潟市 中央区愛宕３－１０－１
セブン-イレブン新潟上所店 新潟県 950-0992 新潟市 中央区上所上２丁⽬１番３号
セブン-イレブン⽩根⼤通⻩⾦店 新潟県 950-1203 新潟市 南区⼤通⻩⾦４丁⽬１番地１０号
セブン-イレブン新潟味⽅中央店 新潟県 950-1261 新潟市 南区味⽅１５９１番地
セブン-イレブン新潟みずき野店 新潟県 950-2264 新潟市 ⻄区みずき野２丁⽬１７－１８
セブン-イレブン豊栄太⽥店 新潟県 950-3313 新潟市 北区太⽥甲５６４９－３
セブン-イレブン下越津川店 新潟県 959-4402 東蒲原郡 阿賀町津川奥⽥前６２６－１
セブン-イレブン中越塩沢中央店 新潟県 949-6436 南⿂沼市 中字天⼩３９０－１
セブン-イレブン南⿂沼⻘⽊新⽥店 新潟県 949-7141 南⿂沼市 ⻘⽊新⽥字幅上８７２番１
セブン-イレブン中越⼤和北⾥通り店 新潟県 949-7241 南⿂沼市 ⿊⼟新⽥４３５－１
セブン-イレブン⾒附新町３丁⽬店 新潟県 954-0057 ⾒附市 新町３丁⽬１０８番１９号
セブン-イレブン⾒附市役所通り店 新潟県 954-0083 ⾒附市 市野坪町１２２８ー１
セブン-イレブン越後⽥上店 新潟県 959-1502 南蒲原郡 ⽥上町⽥上丙６５０－１
セブン-イレブン村上⼭居町店 新潟県 958-0853 村上市 ⼭居町２－６－２７



セブン-イレブン⿂津インター店 富⼭県 937-0805 ⿂津市 本江字窪畑５４２
セブン-イレブン⿊部沓掛店 富⼭県 938-0013 ⿊部市 沓掛道上割３３３４番
セブン-イレブン⿊部牧野⻄店 富⼭県 938-0035 ⿊部市 牧野９０３－１
セブン-イレブン⿊部三⽇市店 富⼭県 938-0037 ⿊部市 新牧野２０１
セブン-イレブン⿊部⽥家店 富⼭県 938-0045 ⿊部市 ⽥家新７５２－１
セブン-イレブン富⼭呉⽻本町店 富⼭県 930-0138 富⼭市 呉⽻町２４２３番地
セブン-イレブン富⼭つばめ野店 富⼭県 930-2239 富⼭市 つばめ野１丁⽬３９
セブン-イレブン富⼭下冨居店 富⼭県 931-8313 富⼭市 豊⽥町１丁⽬４番４５号
セブン-イレブン氷⾒加納南店 富⼭県 935-0063 氷⾒市 加納４２４番１
セブン-イレブン⾦沢平和町店 ⽯川県 921-8105 ⾦沢市 平和町２丁⽬９６番地
セブン-イレブン七尾城⼭インター店 ⽯川県 926-0014 七尾市 ⽮⽥町２５号雉⼦曽１－１
セブン-イレブン七尾国分町店 ⽯川県 926-0821 七尾市 国分町ナ４９番
セブン-イレブン七尾⼩島町店 ⽯川県 926-0852 七尾市 ⼩島町ヘ１３０－４
セブン-イレブン能美⾠⼝店 ⽯川県 923-1245 能美市 ⾠⼝町９７９－２
セブン-イレブン⽩⼭中成２丁⽬店 ⽯川県 924-0029 ⽩⼭市 中成２丁⽬９９番地
セブン-イレブン⽩⼭⼋ツ⽮町店 ⽯川県 924-0882 ⽩⼭市 ⼋ツ⽮町６１７－１
セブン-イレブン敦賀布⽥町店 福井県 914-0014 敦賀市 津内町６７－１６－１
セブン-イレブン福井栗森町店 福井県 910-0137 福井市 都市計画事業森⽥北東部⼟地区画整理１０７街区
セブン-イレブン福井上森⽥１丁⽬店 福井県 910-0142 福井市 上森⽥１丁⽬７０４
セブン-イレブン福井志⽐⼝店 福井県 910-0845 福井市 志⽐⼝２丁⽬３０４－１
セブン-イレブン甲斐⻯王駅前店 ⼭梨県 400-0113 甲斐市 富⽵新⽥３４０－１
セブン-イレブン甲府⼤⾥店 ⼭梨県 400-0053 甲府市 ⼤⾥町１６６９－１
セブン-イレブン甲州塩⼭下於曽店 ⼭梨県 404-0043 甲州市 塩⼭下於曽１５６４
セブン-イレブン昭和⻄条南店 ⼭梨県 409-3866 中巨摩郡 昭和町⻄条１９９－１
セブン-イレブン河⼝湖インター東店 ⼭梨県 403-0017 富⼠吉⽥市 新⻄原４－１１－１９
セブン-イレブン甲斐⼀宮インター店 ⼭梨県 406-0025 笛吹市 ⽯和町上平井８７３－２
セブン-イレブン増穂⻑沢新町店 ⼭梨県 400-0505 南巨摩郡 富⼠川町⻑澤２３６６－３
セブン-イレブン河⼝湖駅東店 ⼭梨県 401-0301 南都留郡 富⼠河⼝湖町船津４７３５－１
セブン-イレブン河⼝湖駅前店 ⼭梨県 401-0301 南都留郡 富⼠河⼝湖町船津３６３５－１
セブン-イレブン都留⻄桂町店 ⼭梨県 403-0022 南都留郡 ⻄桂町⼩沼２０８－４
セブン-イレブン⼭梨歌⽥店 ⼭梨県 405-0024 ⼭梨市 歌⽥２６
セブン-イレブン豊科成相店 ⻑野県 399-8205 安曇野市 豊科４４６６番１
セブン-イレブン飯⼭⽇⾚前店 ⻑野県 389-2253 飯⼭市 ⼤字飯⼭字新町裏２２１－１
セブン-イレブン上⽥古⾥店 ⻑野県 386-0005 上⽥市 古⾥１４８番地２
セブン-イレブン上⽥⼩牧店 ⻑野県 386-0031 上⽥市 ⼤字⼩牧字本⻨⽥１０９ー１
セブン-イレブン上⽥千曲⾼校前店 ⻑野県 386-0034 上⽥市 中之条字宮⽅５８３－１
セブン-イレブン箕輪三⽇町店 ⻑野県 399-4603 上伊那郡 箕輪町⼤字三⽇町字城９６２－３
セブン-イレブン⽴科町店 ⻑野県 384-2305 北佐久郡 ⽴科町⼤字芦⽥字東⼤定１１７０－１
セブン-イレブン軽井沢⿃井原店 ⻑野県 389-0111 北佐久郡 軽井沢町⻑倉３６８６－１
セブン-イレブン信濃松川店 ⻑野県 399-8501 北安曇郡 松川村７０１８－５４
セブン-イレブン佐久平賀店 ⻑野県 385-0034 佐久市 平賀字⼭崎２９２０－２
セブン-イレブン須坂⾺場町店 ⻑野県 382-0000 須坂市 ⼤字須坂１２２９－１１
セブン-イレブン下諏訪湖岸通り店 ⻑野県 393-0033 諏訪郡 下諏訪町⾼⽊１０６１６－１３７
セブン-イレブン茅野市ちの店 ⻑野県 391-0001 茅野市 ちの字やすらぎ２７６
セブン-イレブン茅野宮川店 ⻑野県 391-0013 茅野市 宮川５７８８番１
セブン-イレブン東部加沢店 ⻑野県 389-0514 東御市 加沢１１６７－１
セブン-イレブン⻑野徳間店 ⻑野県 381-0041 ⻑野市 ⼤字徳間３１４５
セブン-イレブン⻑野川中島駅前店 ⻑野県 381-2233 ⻑野市 川中島町上氷鉋１３６８－７
セブン-イレブン松本⼥⿃⽻１丁⽬店 ⻑野県 390-0806 松本市 ⼥⿃⽻１丁⽬４４０番１
セブン-イレブン松本宮渕店 ⻑野県 390-0862 松本市 宮渕１丁⽬１７９－１
セブン-イレブン松本南和⽥店 ⻑野県 390-1242 松本市 和⽥中⻄原４４６８－２
セブン-イレブン松本梓川倭店 ⻑野県 390-1701 松本市 梓川倭９２８－１
セブン-イレブン恵那峡店 岐⾩県 509-7201 恵那市 ⼤井町２６９５－８３８
セブン-イレブン恵那永⽥店 岐⾩県 509-7204 恵那市 ⻑島町永⽥４６９－１０
セブン-イレブン⼤垣昼飯町⻄店 岐⾩県 503-2216 ⼤垣市 昼飯町６３８番地１
セブン-イレブン岐⾩北⼀⾊店 岐⾩県 500-8227 岐⾩市 北⼀⾊２丁⽬１番１５
セブン-イレブン岐⾩芥⾒南⼭店 岐⾩県 501-3133 岐⾩市 芥⾒南⼭２丁⽬７－３
セブン-イレブン岐⾩福光⻄３丁⽬店 岐⾩県 502-0814 岐⾩市 福光⻄３丁⽬３番１１
セブン-イレブン関市市平賀店 岐⾩県 501-3822 関市 市平賀字岩下３９３－１
セブン-イレブン⾼⼭松之⽊町店 岐⾩県 506-0802 ⾼⼭市 松之⽊町１２３７番１
セブン-イレブン⾼⼭⼭王店 岐⾩県 506-0824 ⾼⼭市 ⽚野町５丁⽬２２８番地
セブン-イレブン⾼⼭⽯浦町店 岐⾩県 506-0825 ⾼⼭市 ⽯浦町５丁⽬６７番地
セブン-イレブン⾼⼭国府バイパス店 岐⾩県 509-4122 ⾼⼭市 国府町名張字上桶１２１４番１
セブン-イレブン中津川駅前店 岐⾩県 508-0032 中津川市 栄町４３５－１７
セブン-イレブン⾶騨古川町是重店 岐⾩県 509-4244 ⾶騨市 古川町是重２丁⽬２番１２
セブン-イレブン美濃加茂加茂野町⻄店 岐⾩県 505-0052 美濃加茂市 加茂野町今泉１５５０－１１
セブン-イレブン北⽅町春来３丁⽬店 岐⾩県 501-0435 本巣郡 北⽅町春来町３丁⽬７１－２
セブン-イレブン熱海銀座町店 静岡県 413-0013 熱海市 銀座町１２－１
セブン-イレブン熱海⼩嵐店 静岡県 413-0029 熱海市 ⼩嵐町１－９



セブン-イレブン磐⽥中野店 静岡県 438-0053 磐⽥市 中野２０８番地５
セブン-イレブン磐⽥堀之内店 静岡県 438-0205 磐⽥市 堀之内１７５７－１
セブン-イレブン河津下佐ケ野店 静岡県 413-0506 賀茂郡 河津町下佐ケ野６６－５
セブン-イレブン掛川葛川店 静岡県 436-0074 掛川市 葛川３４２－１
セブン-イレブン掛川上⻄郷店 静岡県 436-0342 掛川市 上⻄郷字加島２４２番１
セブン-イレブン新居町中之郷東店 静岡県 431-0301 湖⻄市 新居町中之郷３６２１－１５
セブン-イレブン新居町浜名店 静岡県 431-0303 湖⻄市 新居町浜名１８０－２
セブン-イレブン湖⻄太⽥店 静岡県 431-0404 湖⻄市 太⽥１１０－７
セブン-イレブン湖⻄鷲津店 静岡県 431-0431 湖⻄市 鷲津１０５８
セブン-イレブン湖⻄⽩須賀店 静岡県 431-0451 湖⻄市 ⽩須賀３９８５ー２８３７
セブン-イレブン御殿場野中店 静岡県 412-0043 御殿場市 新橋字⼤沢１３２３－１
セブン-イレブン御殿場板妻店 静岡県 412-0046 御殿場市 保⼟沢１１５７－５７
セブン-イレブン静岡⻯南１丁⽬店 静岡県 420-0804 静岡市 葵区⻯南１丁⽬１９－１
セブン-イレブン静岡横内店 静岡県 420-0832 静岡市 葵区横内町７２
セブン-イレブン静岡江川町店 静岡県 420-0853 静岡市 葵区追⼿町２番１５号
セブン-イレブン静岡上伝⾺店 静岡県 420-0943 静岡市 葵区上伝⾺１２－４１
セブン-イレブン静岡丸⼦北店 静岡県 421-0103 静岡市 駿河区丸⼦６丁⽬８－２０
セブン-イレブン静岡池⽥店 静岡県 422-8005 静岡市 駿河区池⽥６５０番２
セブン-イレブン静岡敷地店 静岡県 422-8036 静岡市 駿河区敷地１－２８－１８
セブン-イレブン静岡下島店 静岡県 422-8037 静岡市 駿河区下島４２８番地２
セブン-イレブン静岡⻄島店 静岡県 422-8045 静岡市 駿河区⻄島３５５－２
セブン-イレブン清⽔⻄久保店 静岡県 424-0038 静岡市 清⽔区⻄久保１丁⽬１番２５号
セブン-イレブン清⽔⼩島店 静岡県 424-0305 静岡市 清⽔区⼩島町７８－１
セブン-イレブン清⽔宮代町店 静岡県 424-0807 静岡市 清⽔区宮代町１４７－１
セブン-イレブン清⽔折⼾２丁⽬店 静岡県 424-0902 静岡市 清⽔区折⼾２丁⽬５－１
セブン-イレブン裾野バイパス北店 静岡県 410-1107 裾野市 御宿１０８９－１
セブン-イレブン裾野公⽂名店 静岡県 410-1112 裾野市 公⽂名字三⾓２９７－１
セブン-イレブン駿東⼩⼭町⽤沢店 静岡県 410-1326 駿東郡 ⼩⼭町⽤沢字諏訪前５８８番１
セブン-イレブン三島伏⾒店 静岡県 411-0907 駿東郡 清⽔町伏⾒７９５
セブン-イレブン⻑泉中⼟狩店 静岡県 411-0942 駿東郡 ⻑泉町中⼟狩２５８番地１
セブン-イレブン沼津松⻑店 静岡県 410-0874 沼津市 松⻑５３０－１
セブン-イレブン浜松松島町店 静岡県 430-0834 浜松市 南区松島町８１８番地１
セブン-イレブン浜松江之島店 静岡県 430-0844 浜松市 南区江之島町５２５番１
セブン-イレブン浜松中島３丁⽬店 静岡県 430-0856 浜松市 中区中島３丁⽬１８－１５
セブン-イレブン浜松イーストタウン店 静岡県 430-0928 浜松市 中区板屋町５７１番地
セブン-イレブン細江気賀北店 静岡県 431-1305 浜松市 北区細江町気賀１９１－１
セブン-イレブン三ヶ⽇⻄天王町店 静岡県 431-1414 浜松市 北区三ヶ⽇町三ヶ⽇９０１－２
セブン-イレブン引佐井伊⾕店 静岡県 431-2212 浜松市 北区引佐町井伊⾕２４１３－２
セブン-イレブン引佐井伊⾕北店 静岡県 431-2216 浜松市 北区神宮寺町２３－３０
セブン-イレブン浜松豊⻄店 静岡県 431-3108 浜松市 東区恒武町８５９
セブン-イレブン浜松⼤瀬町店 静岡県 431-3113 浜松市 東区⼤瀬町字鷺宮４６２
セブン-イレブン浜松有⽟南店 静岡県 431-3122 浜松市 東区有⽟南町１７６０番
セブン-イレブン浜松有⽟⻄店 静岡県 431-3123 浜松市 東区有⽟⻄町１３３０－２
セブン-イレブン天⻯船明店 静岡県 431-3306 浜松市 天⻯区船明６２街区２
セブン-イレブン天⻯⼆俣町阿蔵店 静岡県 431-3311 浜松市 天⻯区⼆俣町阿蔵１００
セブン-イレブン浜松神原町店 静岡県 432-8007 浜松市 ⻄区神原町８１６－２
セブン-イレブン浜松鴨江３丁⽬店 静岡県 432-8023 浜松市 中区鴨江３丁⽬６８－５
セブン-イレブン浜松⼤平台２丁⽬店 静岡県 432-8068 浜松市 ⻄区⼤平台２丁⽬１６－１５
セブン-イレブン浜松三幸北店 静岡県 433-8101 浜松市 北区三幸町４４１－１
セブン-イレブン浜松東三⽅町店 静岡県 433-8104 浜松市 北区東三⽅町１９８－５
セブン-イレブン浜松初⽣町店 静岡県 433-8112 浜松市 北区初⽣町６６－３
セブン-イレブン浜松幸町店 静岡県 433-8123 浜松市 中区幸町１－１４－１２
セブン-イレブン浜北中瀬店 静岡県 434-0012 浜松市 浜北区中瀬２５７１－１
セブン-イレブン浜北美薗団地店 静岡県 434-0026 浜松市 浜北区東美薗１５３０
セブン-イレブン浜松⻑鶴町店 静岡県 435-0031 浜松市 東区⻑鶴町２４５－４
セブン-イレブン富⼠市広⾒新町店 静岡県 417-0001 富⼠市 今泉３７８１－６
セブン-イレブン富⼠市⽯坂店 静岡県 417-0862 富⼠市 ⽯坂字⾼林４２０－３
セブン-イレブン富⼠宮⼭宮南店 静岡県 418-0006 富⼠宮市 外神２１９１－９
セブン-イレブン富⼠宮杉⽥店 静岡県 418-0021 富⼠宮市 杉⽥５１８－２
セブン-イレブン富⼠川バイパス店 静岡県 421-3301 富⼠市 北松野１７４２番１
セブン-イレブン袋井久能店 静岡県 437-0061 袋井市 久能１３６５－１
セブン-イレブン袋井梅⼭店 静岡県 437-1105 袋井市 梅⼭２６８９－４
セブン-イレブン袋井浅岡店 静岡県 437-1122 袋井市 浅岡３３３－１
セブン-イレブン牧之原波津東店 静岡県 421-0523 牧之原市 波津１６３１－８
セブン-イレブン三島北上店 静岡県 411-0044 三島市 徳倉４－２４－１６
セブン-イレブン焼津郵便局前店 静岡県 425-0026 焼津市 焼津１丁⽬５－３
セブン-イレブン焼津三ケ名店 静岡県 425-0071 焼津市 三ケ名７８１
セブン-イレブン安城東栄町店 愛知県 446-0007 安城市 東栄町６丁⽬６番地１１
セブン-イレブン岩倉⼤地町南店 愛知県 482-0026 岩倉市 ⼤地町⻑⽥４１番１



セブン-イレブン⼀宮佐千原店 愛知県 491-0124 ⼀宮市 佐千原字⼆ツ塚２９－１
セブン-イレブン⼀宮昭和１丁⽬店 愛知県 491-0917 ⼀宮市 昭和１丁⽬３番２
セブン-イレブン岡崎於御所店 愛知県 444-2144 岡崎市 岩津町字於御所１４４－４
セブン-イレブン岡崎本宿町店 愛知県 444-3506 岡崎市 本宿⻄２丁⽬２－２２
セブン-イレブン⼤府吉⽥町６丁⽬店 愛知県 474-0048 ⼤府市 吉⽥町６丁⽬３７０番地２
セブン-イレブン刈⾕⼀ツ⽊町１丁⽬店 愛知県 448-0003 刈⾕市 ⼀ツ⽊町１丁⽬５番１６
セブン-イレブン春⽇井勝川町１０丁⽬店 愛知県 486-0945 春⽇井市 勝川町１０－２－１
セブン-イレブン蒲郡三⾕北通１丁⽬店 愛知県 443-0022 蒲郡市 三⾕北通１丁⽬２番
セブン-イレブン蒲郡⼋百富町店 愛知県 443-0055 蒲郡市 ⼋百富町９－２０
セブン-イレブン瀬⼾⽳⽥町店 愛知県 489-0003 瀬⼾市 ⽳⽥町８４５番２
セブン-イレブン⽥原古⽥町店 愛知県 441-3613 ⽥原市 古⽥町梔原２４２番地
セブン-イレブン⾼浜⼆池町３丁⽬店 愛知県 444-1322 ⾼浜市 ⼆池町３丁⽬２０３番２
セブン-イレブン東浦藤江店 愛知県 470-2105 知多郡 東浦町藤江荒⼦８－１７９
セブン-イレブン知多旭３丁⽬店 愛知県 478-0031 知多市 旭３丁⽬９４－３
セブン-イレブン三河⼀宮店 愛知県 441-1231 豊川市 ⼀宮町宮前１３４－８
セブン-イレブン豊橋天伯町店 愛知県 441-8122 豊橋市 天伯町字天伯２８番地１
セブン-イレブン豊橋草間町店 愛知県 441-8141 豊橋市 草間町字平南７－１
セブン-イレブン豊川⽜久保町店 愛知県 442-0826 豊川市 ⽜久保町城下１３番
セブン-イレブン豊川千歳通３丁⽬店 愛知県 442-0888 豊川市 千歳通３丁⽬７－１
セブン-イレブン豊⽥市昭和町店 愛知県 471-0078 豊⽥市 昭和町３丁⽬８０
セブン-イレブン東海市名和町⼆反表店 愛知県 476-0002 東海市 名和町⼆反表４４－８
セブン-イレブン名古屋東起町４丁⽬店 愛知県 454-0935 名古屋市 中川区東起町４丁⽬１１３番地
セブン-イレブン名古屋柴⽥駅前店 愛知県 457-0815 名古屋市 南区柴⽥町５丁⽬２２番地
セブン-イレブン名古屋若⽥２丁⽬店 愛知県 458-0034 名古屋市 緑区若⽥２丁⽬１２０１番地
セブン-イレブン名古屋如意店 愛知県 462-0007 名古屋市 北区如意３－２－１
セブン-イレブン名古屋上飯⽥通１丁⽬店 愛知県 462-0808 名古屋市 北区上飯⽥通１丁⽬２番地
セブン-イレブン名古屋⿓ノ⼝町１丁⽬店 愛知県 462-0869 名古屋市 北区⿓ノ⼝町１－２７
セブン-イレブン名古屋新宿１丁⽬店 愛知県 465-0063 名古屋市 名東区新宿１丁⽬７９番
セブン-イレブン名古屋相⽣⼭駅前店 愛知県 468-0034 名古屋市 天⽩区久⽅３丁⽬３３番地
セブン-イレブン扶桑寺裏店 愛知県 480-0103 丹⽻郡 扶桑町⼤字柏森字寺裏１５番
セブン-イレブン幸⽥⾼⼒店 愛知県 444-0117 額⽥郡 幸⽥町⼤字相⾒字東⼭１４番
セブン-イレブン碧南福清⽔町店 愛知県 447-0048 碧南市 福清⽔町１－３－１
セブン-イレブン弥富北前新⽥店 愛知県 498-0021 弥富市 鯏浦町北前新⽥２１－２
セブン-イレブン桑名広⾒ヶ丘店 三重県 511-0943 桑名市 森忠１７４７－７
セブン-イレブン鈴⿅下⼤久保町店 三重県 513-1123 鈴⿅市 下⼤久保町字⼩⾕２６７４
セブン-イレブン四⽇市鵜の森１丁⽬店 三重県 510-0074 四⽇市市 鵜の森１丁⽬７番８号
セブン-イレブン安⼟常楽寺店 滋賀県 521-1351 近江⼋幡市 安⼟町常楽寺１９９３－１
セブン-イレブン草津⼤路２丁⽬店 滋賀県 525-0032 草津市 ⼤路２丁⽬１２－１１
セブン-イレブン⻑浜球場前店 滋賀県 526-0831 ⻑浜市 宮司町１４７番地
セブン-イレブン能登川中学校前店 滋賀県 521-1221 東近江市 垣⾒町１６０３
セブン-イレブン宇治広野町店 京都府 611-0031 宇治市 広野町東裏６１－５
セブン-イレブン京都⻄⼤路⼋条北店 京都府 600-8862 京都市 下京区七条御所ノ内中町５２番１
セブン-イレブン京都中久世４丁⽬店 京都府 601-8213 京都市 南区久世中久世町４丁⽬１４－１
セブン-イレブン京都千本中⽴売店 京都府 602-8286 京都市 上京区千本通中⽴売上ル⽟屋町３７
セブン-イレブン京都三条柳⾺場店 京都府 604-8083 京都市 中京区三条通柳⾺場東⼊中之町４番
セブン-イレブン京都岩倉忠在地町店 京都府 606-0021 京都市 左京区岩倉忠在地町５３０
セブン-イレブン⻄院駅南店 京都府 615-0027 京都市 右京区⻄院三蔵町１７番
セブン-イレブン京都上桂前⽥町店 京都府 615-8223 京都市 ⻄京区上桂前⽥町１０番４
セブン-イレブン京都双ヶ丘店 京都府 616-8215 京都市 右京区常盤森町１１－１
セブン-イレブン宇治⽥原郷之⼝店 京都府 610-0255 綴喜郡 宇治⽥原町郷之⼝中林１－１
セブン-イレブン向⽇梅ノ⽊店 京都府 617-0002 向⽇市 寺⼾町梅ノ⽊９
セブン-イレブン男⼭店 京都府 614-8364 ⼋幡市 男⼭松⾥１５－３
セブン-イレブン池⽥五⽉丘２丁⽬店 ⼤阪府 563-0029 池⽥市 五⽉丘２－２－８
セブン-イレブン茨⽊桑原店 ⼤阪府 568-0094 茨⽊市 ⼤字桑原２０１番２
セブン-イレブン泉⼤津下之町店 ⼤阪府 595-0045 泉⼤津市 下之町１－２９
セブン-イレブン⼤阪浮⽥店 ⼤阪府 530-0021 ⼤阪市 北区浮⽥１丁⽬１－１２
セブン-イレブン⼤阪上新庄３丁⽬店 ⼤阪府 533-0006 ⼤阪市 東淀川区上新庄３丁⽬１９番地８３
セブン-イレブン⼤阪新森７丁⽬店 ⼤阪府 535-0022 ⼤阪市 旭区新森７丁⽬４８－１
セブン-イレブン地下鉄蒲⽣４丁⽬駅前店 ⼤阪府 536-0004 ⼤阪市 城東区今福⻄１丁⽬７番４号
セブン-イレブン⼤阪関⽬６丁⽬店 ⼤阪府 536-0008 ⼤阪市 城東区関⽬６丁⽬３１－１
セブン-イレブンＪＲ徳庵駅⻄店 ⼤阪府 538-0041 ⼤阪市 鶴⾒区今津北５－１７－８
セブン-イレブン⼤阪横堤５丁⽬店 ⼤阪府 538-0052 ⼤阪市 鶴⾒区横堤５－２－２０
セブン-イレブン⼤阪鶴⾒６丁⽬店 ⼤阪府 538-0053 ⼤阪市 鶴⾒区鶴⾒６丁⽬９－２８
セブン-イレブン⼤阪三明町店 ⼤阪府 545-0002 ⼤阪市 阿倍野区天王寺町南１丁⽬３番２９号
セブン-イレブン⼤阪今川８丁⽬店 ⼤阪府 546-0003 ⼤阪市 東住吉区今川８丁⽬１番
セブン-イレブン⼤阪港晴３丁⽬店 ⼤阪府 552-0023 ⼤阪市 港区港晴３－１－１４
セブン-イレブン⻄淀川税務署前店 ⼤阪府 555-0024 ⼤阪市 ⻄淀川区野⾥２丁⽬１１－１３
セブン-イレブン⼤阪岸⾥東１丁⽬店 ⼤阪府 557-0042 ⼤阪市 ⻄成区岸⾥東１－１９－１８
セブン-イレブン⼤阪⼭之内３丁⽬店 ⼤阪府 558-0023 ⼤阪市 住吉区⼭之内３丁⽬７－２



セブン-イレブン岸和⽥南町店 ⼤阪府 596-0067 岸和⽥市 南町３０番８号
セブン-イレブン岸和⽥真上町店 ⼤阪府 596-0842 岸和⽥市 真上町３０７－１
セブン-イレブン堺北⽡町１丁店 ⼤阪府 590-0076 堺市 堺区北⽡町１丁５－２８
セブン-イレブン⼤東御領３丁⽬店 ⼤阪府 574-0064 ⼤東市 御領３－８－３５
セブン-イレブン豊中緑丘２丁⽬店 ⼤阪府 560-0002 豊中市 緑丘２－２１－１０
セブン-イレブン富⽥林久野喜台店 ⼤阪府 584-0074 富⽥林市 久野喜台１丁⽬２番１
セブン-イレブン⼋尾⼩畑町店 ⼤阪府 581-0835 ⼋尾市 ⼩畑町２－３３－１０
セブン-イレブン明⽯⼤明⽯町店 兵庫県 673-0891 明⽯市 ⼤明⽯町１丁⽬３－１５
セブン-イレブン明⽯⼤久保町松陰店 兵庫県 674-0053 明⽯市 ⼤久保町松陰４６－１
セブン-イレブン川⻄⼀庫店 兵庫県 666-0153 川⻄市 ⼀庫中ノ坪８番地
セブン-イレブン加東上滝野店 兵庫県 679-0211 加東市 上滝野２５８－１
セブン-イレブン神⼾⻑⽥神社前店 兵庫県 653-0003 神⼾市 ⻑⽥区五番町８－１－１１
セブン-イレブン神⼾御影中町１丁⽬店 兵庫県 658-0054 神⼾市 東灘区御影中町１－１６－２１
セブン-イレブン宝塚⼩林５丁⽬店 兵庫県 665-0034 宝塚市 ⼩林５丁⽬４－１０
セブン-イレブン宝塚⼩浜２丁⽬店 兵庫県 665-0827 宝塚市 ⼩浜２丁⽬５－１０
セブン-イレブンハートインピオレ姫路店 兵庫県 670-0914 姫路市 ⾖腐町２２２
セブン-イレブン南あわじ市福永店 兵庫県 656-0478 南あわじ市 市福永字福永５５０番４
セブン-イレブン三⽊バイパス⼤村店 兵庫県 673-0404 三⽊市 ⼤村字城ノ前５８４番地
セブン-イレブン南部町阿賀店 ⿃取県 683-0322 ⻄伯郡 南部町阿賀３２５－１
セブン-イレブン琴浦逢束店 ⿃取県 689-2304 東伯郡 琴浦町⼤字逢束字鈴野１０６８－１
セブン-イレブン⽶⼦東福原４丁⽬店 ⿃取県 683-0802 ⽶⼦市 東福原４丁⽬２２－１０
セブン-イレブン出雲天神町店 島根県 693-0005 出雲市 天神町８５０
セブン-イレブン出雲⽩枝町店 島根県 693-0006 出雲市 ⽩枝町８６０番１
セブン-イレブン江津浅利店 島根県 695-0002 江津市 浅利町８４－３
セブン-イレブン浜⽥国分店 島根県 697-0003 浜⽥市 国分町１７４９－８
セブン-イレブン松江上乃⽊９丁⽬店 島根県 690-0015 松江市 上乃⽊９丁⽬１６４０－１
セブン-イレブン松江千⿃町店 島根県 690-0852 松江市 千⿃町７８番地１
セブン-イレブン益⽥かもしま⻄町店 島根県 698-0047 益⽥市 かもしま⻄町１－２
セブン-イレブン安来飯島町店 島根県 692-0014 安来市 飯島町４０１
セブン-イレブン岡⼭三⾨東町店 岡⼭県 700-0042 岡⼭市 北区三⾨東町２－３
セブン-イレブン岡⼭今７丁⽬店 岡⼭県 700-0975 岡⼭市 北区今７丁⽬２４－１２０
セブン-イレブン岡⼭妹尾店 岡⼭県 701-0205 岡⼭市 南区妹尾２３２４－２
セブン-イレブン岡⼭⾜守⼤井店 岡⼭県 701-1462 岡⼭市 北区⼤井２４０６－７
セブン-イレブン岡⼭浦安南町店 岡⼭県 702-8024 岡⼭市 南区浦安南町４３３－１
セブン-イレブン岡⼭⽮津店 岡⼭県 703-8211 岡⼭市 東区⽮津１５１４－２
セブン-イレブン岡⼭可知５丁⽬店 岡⼭県 704-8173 岡⼭市 東区可知５丁⽬１２９－２４
セブン-イレブン岡⼭上道店 岡⼭県 709-0626 岡⼭市 東区中尾１８６番４
セブン-イレブン岡⼭御津草⽣店 岡⼭県 709-2132 岡⼭市 北区御津草⽣８２２－１
セブン-イレブン倉敷堀南店 岡⼭県 710-0841 倉敷市 堀南８５２－１
セブン-イレブン真備町箭⽥店 岡⼭県 710-1301 倉敷市 真備町箭⽥７７１－１
セブン-イレブン真備町尾崎店 岡⼭県 710-1304 倉敷市 真備町尾崎１３４５－１
セブン-イレブン総社中央５丁⽬店 岡⼭県 719-1131 総社市 中央５丁⽬２番１０３
セブン-イレブン尾道向東店 広島県 722-0062 尾道市 向東町３５４０－１
セブン-イレブン尾道向島店 広島県 722-0073 尾道市 向島町５５８４－８
セブン-イレブン呉市郷町店 広島県 737-0051 呉市 中央７ー３ー８
セブン-イレブン呉市吉浦店 広島県 737-0843 呉市 吉浦潭⿎町１ー１
セブン-イレブン広島安浦店 広島県 737-2516 呉市 安浦町中央６丁⽬１番１７号
セブン-イレブン庄原インター北店 広島県 727-0004 庄原市 新庄町４３２－１
セブン-イレブン⽵原港町店 広島県 725-0024 ⽵原市 港町４丁⽬１２５６－２
セブン-イレブン⽵原忠海店 広島県 729-2317 ⽵原市 忠海東町２－４－３０
セブン-イレブン廿⽇市城内店 広島県 738-0007 廿⽇市市 城内３丁⽬１２番１２号
セブン-イレブン広島元安橋東店 広島県 730-0051 広島市 中区⼤⼿町１丁⽬５番２０
セブン-イレブン広島吉島新町店 広島県 730-0824 広島市 中区吉島新町１丁⽬２７－２７
セブン-イレブン広島⼋⽊店 広島県 731-0101 広島市 安佐南区⼋⽊８ー１１ー１７
セブン-イレブン広島⼋⽊１丁⽬店 広島県 731-0101 広島市 安佐南区⼋⽊１丁⽬２６－３１
セブン-イレブン広島緑井店 広島県 731-0103 広島市 安佐南区緑井１－５－２
セブン-イレブン広島⼭本１丁⽬店 広島県 731-0137 広島市 安佐南区⼭本１丁⽬９－１
セブン-イレブン広島安中央橋⻄店 広島県 731-0154 広島市 安佐南区上安２丁⽬２－３３
セブン-イレブン広島皆賀３丁⽬店 広島県 731-5124 広島市 佐伯区皆賀３丁⽬９－１
セブン-イレブン広島五⽇市新宮苑店 広島県 731-5126 広島市 佐伯区新宮苑１２－１
セブン-イレブン広島五⽇市中央１丁⽬店 広島県 731-5128 広島市 佐伯区五⽇市中央１丁⽬１４９番１
セブン-イレブン広島五⽇市海⽼園店 広島県 731-5135 広島市 佐伯区海⽼園１丁⽬３－３５
セブン-イレブン広島⼾坂南店 広島県 732-0013 広島市 東区⼾坂南２丁⽬１１－８
セブン-イレブン広島若草町店 広島県 732-0053 広島市 東区若草町１８－４６
セブン-イレブン広島横川駅北⼝店 広島県 733-0003 広島市 ⻄区三篠町１ー１２ー１３
セブン-イレブン広島⾼須駅前店 広島県 733-0821 広島市 ⻄区庚午北２丁⽬３５３番
セブン-イレブン広島草津梅が台店 広島県 733-0864 広島市 ⻄区草津梅が台７－１７
セブン-イレブン広島船越４丁⽬店 広島県 736-0081 広島市 安芸区船越４丁⽬１０６０－１
セブン-イレブン広島⽮野東２丁⽬店 広島県 736-0083 広島市 安芸区⽮野東２丁⽬２３－４



セブン-イレブン広島⽮野⻄店 広島県 736-0085 広島市 安芸区⽮野⻄１－２－１０
セブン-イレブン広島畑賀２丁⽬店 広島県 736-0088 広島市 安芸区畑賀２丁⽬３２０番４
セブン-イレブン広島落合１丁⽬店 広島県 739-1731 広島市 安佐北区落合１丁⽬４４－４
セブン-イレブン東広島⽩市店 広島県 739-2121 東広島市 ⾼屋町⼤字⼩⾕３２１７－１
セブン-イレブン⿊瀬春⽇野店 広島県 739-2615 東広島市 ⿊瀬春⽇野２丁⽬１７－１
セブン-イレブン⿊瀬楢原店 広島県 739-2628 東広島市 ⿊瀬楢原東２丁⽬２１－２５
セブン-イレブン福⼭御幸町中津原店 広島県 720-0004 福⼭市 御幸町⼤字中津原１９５５番地１
セブン-イレブン福⼭駅前店 広島県 720-0066 福⼭市 三之丸町８番１１号
セブン-イレブン福⼭⽊之庄店 広島県 720-0082 福⼭市 ⽊之庄町２ー１３ー４１
セブン-イレブン福⼭瀬⼾店 広島県 720-0837 福⼭市 瀬⼾町地頭分１３６５ー１
セブン-イレブン福⼭⼿城町３丁⽬店 広島県 721-0966 福⼭市 ⼿城町３丁⽬１４－８
セブン-イレブン福⼭東深津１丁⽬店 広島県 721-0974 福⼭市 東深津町１丁⽬１０－２１
セブン-イレブン備後府中国府店 広島県 726-0013 府中市 ⾼⽊町６４６－１
セブン-イレブン府中上下店 広島県 729-3431 府中市 上下町上下５１５－１
セブン-イレブン三次市三次店 広島県 728-0021 三次市 三次町１２０－５
セブン-イレブン本郷駅東店 広島県 729-0417 三原市 本郷南３丁⽬２９番２４号
セブン-イレブン広島⼤朝町店 広島県 731-2103 ⼭県郡 北広島町新庄２３００－１
セブン-イレブン岩国旭町店 ⼭⼝県 740-0024 岩国市 旭町１丁⽬１０－６
セブン-イレブン岩国平⽥店 ⼭⼝県 741-0072 岩国市 平⽥５丁⽬２８－１１
セブン-イレブン宇部⾼校前店 ⼭⼝県 755-0091 宇部市 ⼭⾨三丁⽬５番２４号
セブン-イレブン徳⼭新宿通り店 ⼭⼝県 745-0056 周南市 新宿通３－１６
セブン-イレブン徳⼭櫛ヶ浜店 ⼭⼝県 745-0805 周南市 櫛ヶ浜字⻄浜⽥５１４－２１
セブン-イレブン周南江の宮店 ⼭⼝県 745-0825 周南市 秋⽉１丁⽬８番１０号
セブン-イレブン下関住吉店 ⼭⼝県 751-0805 下関市 ⼀の宮住吉３丁⽬６番３５号
セブン-イレブン下関東駅店 ⼭⼝県 751-0826 下関市 後⽥町４ー２ー１０
セブン-イレブン下関⼭の⽥店 ⼭⼝県 751-0833 下関市 武久町１丁⽬１９－３０
セブン-イレブン⻑⾨東深川下郷店 ⼭⼝県 759-4101 ⻑⾨市 東深川字渋⾕２２３４－１
セブン-イレブン⼭⼝宮野上店 ⼭⼝県 753-0001 ⼭⼝市 宮野上１８００－１
セブン-イレブン松茂笹⽊野店 徳島県 771-0219 板野郡 松茂町笹⽊野字⼋北開拓２１１番
セブン-イレブン海部牟岐町店 徳島県 775-0006 海部郡 牟岐町⼤字中村字清⽔１番地１
セブン-イレブン鳴⾨⼤桑島店 徳島県 772-0011 鳴⾨市 撫養町⼤桑島字濘岩浜５１番１５
セブン-イレブン吉野川鴨島町絵⾺堂店 徳島県 776-0020 吉野川市 鴨島町⻄⿇植字絵⾺堂６９番
セブン-イレブン坂出加茂町店 ⾹川県 762-0023 坂出市 加茂町甲字松縁４４７－５
セブン-イレブン坂出川津町店 ⾹川県 762-0025 坂出市 川津町５５番１
セブン-イレブンさぬき寒川町東街道店 ⾹川県 769-2321 さぬき市 寒川町⽯⽥東７８７番１
セブン-イレブン善通寺⾦蔵寺町店 ⾹川県 765-0031 善通寺市 ⾦蔵寺町１８３４－１
セブン-イレブン善通寺吉原町店 ⾹川県 765-0061 善通寺市 吉原町字上官坊６－１
セブン-イレブン⾼松朝⽇町３丁⽬店 ⾹川県 760-0065 ⾼松市 朝⽇町３丁⽬４４８－１３
セブン-イレブン⾼松⼗川⻄町店 ⾹川県 761-0433 ⾼松市 ⼗川⻄町４１４
セブン-イレブン⾼松⾹南町横井店 ⾹川県 761-1404 ⾼松市 ⾹南町横井９３７－１
セブン-イレブン⾼松⼀宮町店 ⾹川県 761-8084 ⾼松市 ⼀宮町字池尻１１３－１
セブン-イレブン丸⻲柞原町店 ⾹川県 763-0073 丸⻲市 柞原町字下久保９６７－１
セブン-イレブン松前町岡⽥店 愛媛県 791-3133 伊予郡 松前町⼤字昌農内５５７番地３
セブン-イレブン今治⽚⼭３丁⽬店 愛媛県 794-0063 今治市 ⽚⼭３－１－５０
セブン-イレブン今治東村４丁⽬店 愛媛県 799-1506 今治市 東村４丁⽬１番１０号
セブン-イレブン今治波⽌浜店 愛媛県 799-2118 今治市 波⽌浜１５８－３
セブン-イレブン⼤洲中央病院前店 愛媛県 795-0064 ⼤洲市 東⼤洲１３番地１
セブン-イレブンＪＡ五⼗崎⽀所前店 愛媛県 795-0303 喜多郡 内⼦町平岡甲７６番地１
セブン-イレブン⼩松町新屋敷店 愛媛県 799-1101 ⻄条市 ⼩松町新屋敷甲１３３６－１
セブン-イレブン四国中央三島中央店 愛媛県 799-0405 四国中央市 三島中央４丁⽬１８５６番３
セブン-イレブン⻄予宇和町卯之町店 愛媛県 797-0015 ⻄予市 宇和町卯之町４丁⽬５５０番地
セブン-イレブン⻄予れんげ店 愛媛県 797-0046 ⻄予市 宇和町上松葉１９５－１
セブン-イレブン東温市役所前店 愛媛県 791-0212 東温市 ⽥窪３０８－７
セブン-イレブン東温南⽅店 愛媛県 791-0301 東温市 南⽅２７３３
セブン-イレブン松⼭城ロープウェイ街店 愛媛県 790-0004 松⼭市 ⼤街道３丁⽬２番３０号
セブン-イレブン松⼭銀天街店 愛媛県 790-0012 松⼭市 湊町４丁⽬１０－１
セブン-イレブン松⼭湯渡町店 愛媛県 790-0862 松⼭市 湯渡町１１－３３
セブン-イレブン松⼭福⾳寺町店 愛媛県 790-0921 松⼭市 福⾳寺町４０－１
セブン-イレブン松⼭椿参道店 愛媛県 790-0934 松⼭市 居相４丁⽬１６－１７
セブン-イレブン松⼭みどろ店 愛媛県 791-0244 松⼭市 ⽔泥町８４１－１
セブン-イレブン⼋幡浜産業通店 愛媛県 796-8004 ⼋幡浜市 産業通１２－２４
セブン-イレブン⼟佐⼭⽥町⻄本町店 ⾼知県 782-0032 ⾹美市 ⼟佐⼭⽥町⻄本町５丁⽬２番２０号
セブン-イレブン⾼知駅前町店 ⾼知県 780-0053 ⾼知市 駅前町１－３
セブン-イレブン⾼知杉井流店 ⾼知県 780-0072 ⾼知市 杉井流１５番２７号
セブン-イレブン⾼知知寄町２丁⽬店 ⾼知県 780-0806 ⾼知市 知寄町２丁⽬４番１３号
セブン-イレブン⾼知稲荷町店 ⾼知県 780-0814 ⾼知市 稲荷町１１番４７号
セブン-イレブン⾼知菜園場町店 ⾼知県 780-0823 ⾼知市 菜園場町６０番１
セブン-イレブン須崎桐間南店 ⾼知県 785-0058 須崎市 桐間南１１５番地
セブン-イレブン⽢⽊来春⼤通り店 福岡県 838-0069 朝倉市 来春１３－３



セブン-イレブン前原神在店 福岡県 819-1123 ⽷島市 神在１３５０番地２
セブン-イレブン飯塚伊岐須店 福岡県 820-0053 飯塚市 伊岐須７２２－１
セブン-イレブン飯塚楽市店 福岡県 820-0072 飯塚市 南尾４０１－８
セブン-イレブン⼩郡美鈴が丘店 福岡県 838-0101 ⼩郡市 美鈴が丘５丁⽬１２－１
セブン-イレブン須恵レインボーロード店 福岡県 811-2112 糟屋郡 須惠町⼤字植⽊４７７－３２
セブン-イレブン須恵古宮店 福岡県 811-2113 糟屋郡 須恵町⼤字須恵７０１－３
セブン-イレブン粕屋原町駅前店 福岡県 811-2314 糟屋郡 粕屋町若宮２－７－３２
セブン-イレブン春⽇桜ヶ丘４丁⽬店 福岡県 816-0872 春⽇市 桜ヶ丘４丁⽬２４番地
セブン-イレブン嘉⿇⽜隈店 福岡県 820-0301 嘉⿇市 ⽜隈１４１５－３
セブン-イレブン桂川吉隈店 福岡県 820-0609 嘉穂郡 桂川町⼤字⼟師８０００番５
セブン-イレブンハートインＪＲ⼩倉駅新幹線⼝福岡県 802-0001 北九州市 ⼩倉北区浅野１－１－１
セブン-イレブン⼩倉志井店 福岡県 802-0985 北九州市 ⼩倉南区⼤字志井１５５１－１
セブン-イレブン⼩倉⽊町店 福岡県 803-0851 北九州市 ⼩倉北区⽊町１－７－１
セブン-イレブン⼋幡桃園公園前店 福岡県 805-0068 北九州市 ⼋幡東区桃園１丁⽬１５－３
セブン-イレブン⼋幡則松６丁⽬店 福岡県 807-0831 北九州市 ⼋幡⻄区則松６ー３－１３
セブン-イレブン⼩⽵局⼊⼝店 福岡県 820-1103 鞍⼿郡 ⼩⽵町勝野３４７２－３
セブン-イレブン久留⽶上津町店 福岡県 830-0052 久留⽶市 上津町２３９９－１１
セブン-イレブン久留⽶⾼良内店 福岡県 839-0852 久留⽶市 ⾼良内町字⽯橋３７４１番１
セブン-イレブン⾚池町店 福岡県 822-1101 ⽥川郡 福智町⾚池９４８－３
セブン-イレブン⽥川バイパス清瀬店 福岡県 825-0004 ⽥川市 ⼤字夏吉字本⽑２９１３
セブン-イレブン⽥川夏吉店 福岡県 825-0004 ⽥川市 ⼤字夏吉３３２番地１
セブン-イレブン⽥川バイパスみそぎ店 福岡県 825-0004 ⽥川市 ⼤字夏吉１４０７－１
セブン-イレブン⽥川⽇の出町店 福岡県 825-0012 ⽥川市 ⽇の出町１番３号
セブン-イレブン⽥川川崎店 福岡県 826-0002 ⽥川郡 川崎町⼤字池尻６３６－１
セブン-イレブン筑紫野郵便局前店 福岡県 818-0057 筑紫野市 ⼆⽇市南２－１０９７－１
セブン-イレブン椎⽥湊店 福岡県 829-0311 築上郡 築上町⼤字湊６１２－１
セブン-イレブン筑後⼀条店 福岡県 833-0001 筑後市 ⼤字⼀条字千本松１３２２－１
セブン-イレブン直⽅中央橋店 福岡県 822-0002 直⽅市 頓野１５４９
セブン-イレブン直⽅頓野店 福岡県 822-0002 直⽅市 ⼤字頓野３１９８－１
セブン-イレブン直⽅殿町店 福岡県 822-0017 直⽅市 殿町３番１３号
セブン-イレブン福岡清川２丁⽬店 福岡県 810-0005 福岡市 中央区清川２丁⽬５－２４
セブン-イレブン福岡⼩笹５丁⽬店 福岡県 810-0033 福岡市 中央区⼩笹５－６－８
セブン-イレブン福岡重留２丁⽬店 福岡県 811-1101 福岡市 早良区重留２－１５－３１
セブン-イレブン福岡鶴⽥４丁⽬店 福岡県 811-1352 福岡市 南区鶴⽥４丁⽬８番３３号
セブン-イレブン博多上牟⽥２丁⽬店 福岡県 812-0006 福岡市 博多区上牟⽥２丁⽬１－２０
セブン-イレブン福岡原⽥３丁⽬店 福岡県 812-0063 福岡市 東区原⽥３丁⽬９番１号
セブン-イレブン博多板付５丁⽬店 福岡県 812-0888 福岡市 博多区板付５丁⽬１６－５
セブン-イレブン福岡藤崎駅前店 福岡県 814-0013 福岡市 早良区藤崎１-１-１
セブン-イレブン福岡東油⼭店 福岡県 814-0100 福岡市 城南区東油⼭１－１１－１
セブン-イレブン福岡⼤橋駅南⼝店 福岡県 815-0033 福岡市 南区⼤橋１丁⽬９－１
セブン-イレブン福岡⼥原店 福岡県 819-0377 福岡市 ⻄区⼥原北１１－２０
セブン-イレブン豊前郵便局前店 福岡県 828-0027 豊前市 ⾚熊１４２１ー２０
セブン-イレブン宮⽥本城店 福岡県 823-0003 宮若市 本城１１０１番地２
セブン-イレブン宮若⻑井鶴店 福岡県 823-0012 宮若市 ⻑井鶴２０４番地２
セブン-イレブン福岡豊津店 福岡県 824-0125 京都郡 みやこ町国作２１３－１
セブン-イレブン⼤⼑洗本郷店 福岡県 830-1211 三井郡 ⼤⼑洗町本郷３３７２
セブン-イレブン⾼⽥今福店 福岡県 839-0214 みやま市 ⾼⽥町今福６６５
セブン-イレブン柳川辻町店 福岡県 832-0024 柳川市 辻町７番地１
セブン-イレブン⼋⼥公園通り店 福岡県 834-0031 ⼋⼥市 本町４９８－１
セブン-イレブン⼋⼥本村店 福岡県 834-0063 ⼋⼥市 本村字杉町６５９－１
セブン-イレブン⼋⼥広川店 福岡県 834-0121 ⼋⼥郡 広川町広川１２６２－１
セブン-イレブン⾏橋⼤橋２丁⽬店 福岡県 824-0003 ⾏橋市 ⼤橋２丁⽬５－７
セブン-イレブン⾏橋神⽥町店 福岡県 824-0007 ⾏橋市 神⽥町２－１２
セブン-イレブン⾏橋延永店 福岡県 824-0066 ⾏橋市 吉国２７０
セブン-イレブン伊万⾥⿊川店 佐賀県 848-0146 伊万⾥市 ⿊川町⿊塩字⾶⽯２１０９番２
セブン-イレブン三⽇⽉織島店 佐賀県 845-0023 ⼩城市 三⽇⽉町織島２８６０－１
セブン-イレブン三⽇⽉三ヶ島店 佐賀県 845-0025 ⼩城市 三⽇⽉町三ヶ島５５７番１
セブン-イレブン唐津和多⽥本村店 佐賀県 847-0085 唐津市 和多⽥本村４４０５
セブン-イレブン唐津千々賀店 佐賀県 847-0831 唐津市 千々賀３８５番地１
セブン-イレブン佐賀江北店 佐賀県 849-0502 杵島郡 江北町⼤字佐留志２０６２番１
セブン-イレブン佐賀⽩⽯廿治店 佐賀県 849-1106 杵島郡 ⽩⽯町⼤字廿治１２３７番地１
セブン-イレブン佐賀⼤和尼寺店 佐賀県 840-0201 佐賀市 ⼤和町尼寺７０１－１
セブン-イレブン佐賀鍋島⼩学校前店 佐賀県 849-0936 佐賀市 鍋島町⼤字森⽥１２９番地１２
セブン-イレブン武雄朝⽇町店 佐賀県 843-0001 武雄市 朝⽇町⼤字⽢久２２３５－１
セブン-イレブン武雄北⽅インター店 佐賀県 843-0001 武雄市 朝⽇町⼤字⽢久３６３５－１
セブン-イレブン⿃栖弥⽣が丘店 佐賀県 841-0005 ⿃栖市 弥⽣ヶ丘６丁⽬１１３
セブン-イレブン⿃栖本⿃栖町店 佐賀県 841-0026 ⿃栖市 本⿃栖町３７９－４
セブン-イレブン有⽥駅前店 佐賀県 844-0018 ⻄松浦郡 有⽥町本町⼄３０７３－１３
セブン-イレブン有⽥原明店 佐賀県 849-4176 ⻄松浦郡 有⽥町原明甲２２４６－５



セブン-イレブンみやき町江⼝店 佐賀県 849-0112 三養基郡 みやき町⼤字江⼝２９５４－１１
セブン-イレブン諫早唐⽐東店 ⻑崎県 854-0207 諫早市 森⼭町唐⽐東字⼋反⾓６６１－１
セブン-イレブン⼩⻑井牧店 ⻑崎県 859-0164 諫早市 ⼩⻑井町牧２９６－２１
セブン-イレブン諫早多良⾒町店 ⻑崎県 859-0401 諫早市 多良⾒町化屋字浜⽥８７９－５
セブン-イレブン⼤村池⽥２丁⽬店 ⻑崎県 856-0026 ⼤村市 池⽥２丁⽬２７６－１
セブン-イレブン⼤村協和町店 ⻑崎県 856-0828 ⼤村市 杭出津３丁⽬３８４
セブン-イレブン⼩佐々⿊⽯店 ⻑崎県 857-0401 佐世保市 ⼩佐々町⿊⽯３１３－１７
セブン-イレブン佐世保⼭祇町店 ⻑崎県 857-0822 佐世保市 ⼭祇町１６４－１
セブン-イレブン佐世保卸本町店 ⻑崎県 857-1162 佐世保市 卸本町２５－２１
セブン-イレブン佐世保江上町店 ⻑崎県 859-3244 佐世保市 江上町９３６－１
セブン-イレブン⻑崎新⼾町３丁⽬店 ⻑崎県 850-0954 ⻑崎市 新⼾町３丁⽬２６番３号
セブン-イレブン⻑崎⼩ヶ倉町店 ⻑崎県 850-0962 ⻑崎市 新⼩が倉２丁⽬５－１
セブン-イレブン⻑崎末⽯町店 ⻑崎県 850-0991 ⻑崎市 末⽯町３７０－１２
セブン-イレブン時津⻄時津郷店 ⻑崎県 851-2101 ⻄彼杵郡 時津町⻄時津郷８４７－４
セブン-イレブン東彼杵川棚店 ⻑崎県 859-3615 東彼杵郡 川棚町下組郷３６－１
セブン-イレブン東彼杵蔵本郷店 ⻑崎県 859-3808 東彼杵郡 東彼杵町蔵本郷１５５３
セブン-イレブン東彼杵⼋反⽥郷店 ⻑崎県 859-3922 東彼杵郡 東彼杵町⼋反⽥郷１０１０－１
セブン-イレブン平⼾⽥平東店 ⻑崎県 859-4825 平⼾市 ⽥平町⼭内免４１－１９
セブン-イレブン平⼾⼤橋店 ⻑崎県 859-5121 平⼾市 岩の上町８４２
セブン-イレブン松浦志佐中央店 ⻑崎県 859-4502 松浦市 志佐町⾥免３７８－３
セブン-イレブン天草本渡広瀬店 熊本県 863-0001 天草市 本渡町広瀬１７６－１４
セブン-イレブン天草栄町店 熊本県 863-0022 天草市 栄町１４番２２号
セブン-イレブン荒尾蔵満店 熊本県 864-0027 荒尾市 蔵満字久保３８５－４
セブン-イレブン芦北⽥浦店 熊本県 869-5303 葦北郡 芦北町⼤字⼩⽥浦７８７－１０
セブン-イレブン芦北インター店 熊本県 869-5441 葦北郡 芦北町⼤字佐敷４２４
セブン-イレブン宇城豊野町⼭崎店 熊本県 861-4305 宇城市 豊野町⼭崎字豊原２５９番１
セブン-イレブン宇⼟南段原町店 熊本県 869-0421 宇⼟市 南段原町１０４－１
セブン-イレブン宇⼟本町４丁⽬店 熊本県 869-0431 宇⼟市 本町４丁⽬４２番
セブン-イレブン宇城きらら１丁⽬店 熊本県 869-0503 宇城市 松橋町きらら１丁⽬１０－１２
セブン-イレブン宇城松橋南⽥店 熊本県 869-0511 宇城市 松橋町曲野２１６４番地
セブン-イレブン宇城不知⽕店 熊本県 869-0552 宇城市 不知⽕町⾼良２０１６－１
セブン-イレブン嘉島北⽢⽊店 熊本県 861-3104 上益城郡 嘉島町北⽢⽊２３３０－１
セブン-イレブン菊池中央店 熊本県 861-1305 菊池市 北宮３４１番１
セブン-イレブン菊池⻄寺店 熊本県 861-1323 菊池市 ⻄寺字⻄前⽥１３６２番１
セブン-イレブン菊池隈府店 熊本県 861-1331 菊池市 隈府８８６－１
セブン-イレブン菊陽津久礼店 熊本県 869-1101 菊池郡 菊陽町⼤字津久礼２７２９番
セブン-イレブン熊本横⼿１丁⽬店 熊本県 860-0046 熊本市 中央区横⼿１丁⽬５番３０号
セブン-イレブン熊本野中１丁⽬店 熊本県 860-0059 熊本市 ⻄区野中１丁⽬８－８
セブン-イレブン熊本島崎２丁⽬店 熊本県 860-0073 熊本市 ⻄区島崎２丁⽬１５－２７
セブン-イレブン熊本京町店 熊本県 860-0081 熊本市 中央区京町本丁１－６９
セブン-イレブン熊本崇城⼤学前店 熊本県 860-0082 熊本市 ⻄区池⽥４丁⽬５－６
セブン-イレブン熊本上通りアーケード店 熊本県 860-0845 熊本市 中央区上通町９番１号
セブン-イレブン植⽊岩野店 熊本県 861-0136 熊本市 北区植⽊町岩野１８２－３
セブン-イレブン熊本桜⽊３丁⽬店 熊本県 861-2101 熊本市 東区桜⽊３丁⽬２２－１
セブン-イレブン熊本川尻１丁⽬店 熊本県 861-4115 熊本市 南区川尻１丁⽬４番１号
セブン-イレブン熊本富合南⽥尻店 熊本県 861-4155 熊本市 南区富合町南⽥尻８５６－１
セブン-イレブン熊本⼾島１丁⽬店 熊本県 861-8041 熊本市 東区⼾島１丁⽬１番地１号
セブン-イレブン熊本清⽔本町店 熊本県 861-8074 熊本市 北区清⽔本町２－１
セブン-イレブン熊本尾ノ上１丁⽬店 熊本県 862-0913 熊本市 東区尾ノ上１丁⽬５－１
セブン-イレブン熊本⽉出２丁⽬店 熊本県 862-0920 熊本市 東区⽉出２丁⽬６－３２
セブン-イレブン熊本帯⼭５丁⽬店 熊本県 862-0924 熊本市 中央区帯⼭５丁⽬８－１９
セブン-イレブン熊本帯⼭店 熊本県 862-0924 熊本市 中央区帯⼭６丁⽬１－３０
セブン-イレブン熊本出⽔２丁⽬店 熊本県 862-0941 熊本市 中央区出⽔２丁⽬１－２
セブン-イレブン熊本画図所島店 熊本県 862-0946 熊本市 東区画図町所島１２３－１
セブン-イレブン熊本平成⼤通り店 熊本県 862-0968 熊本市 南区⾺渡１丁⽬１－２８
セブン-イレブン熊本産業道路店 熊本県 862-0970 熊本市 中央区渡⿅４丁⽬１３番１号
セブン-イレブン合志⽵迫店 熊本県 861-1114 合志市 ⽵迫９０２－１
セブン-イレブン岱明町⾼道店 熊本県 869-0202 ⽟名市 岱明町⾼道２１９９－１
セブン-イレブン新⽔俣駅前店 熊本県 867-0002 ⽔俣市 初野字⻄原３０７－１５
セブン-イレブン⼭⿅⽇置店 熊本県 861-0382 ⼭⿅市 ⽅保⽥３５９番
セブン-イレブン⼭⿅⿅校通店 熊本県 861-0532 ⼭⿅市 ⿅校通１丁⽬２－４９
セブン-イレブン⼋代松⾼⼩学校前店 熊本県 866-0885 ⼋代市 永碇町８４９ー１
セブン-イレブン⼋代古閑浜店 熊本県 866-0891 ⼋代市 古閑浜町⻄割２７４７－２
セブン-イレブン⼋代海⼠江町店 熊本県 866-0893 ⼋代市 海⼠江町２３２８－７
セブン-イレブン⼋代鏡町両出店 熊本県 869-4222 ⼋代市 鏡町両出１３４０番１
セブン-イレブン氷川宮原店 熊本県 869-4602 ⼋代郡 氷川町宮原字浜殿５５６－１
セブン-イレブン安⼼院店 ⼤分県 872-0507 宇佐市 安⼼院町⽊裳２７５番地１
セブン-イレブン宇佐橋津店 ⼤分県 879-1134 宇佐市 ⼤字橋津７－２
セブン-イレブン玖珠森店 ⼤分県 879-4404 玖珠郡 玖珠町⼤字森３４－１



セブン-イレブン玖珠⼤隈店 ⼤分県 879-4414 玖珠郡 玖珠町⼤字⼤隈１７３－１
セブン-イレブン津久⾒松崎店 ⼤分県 879-2443 津久⾒市 セメント町９番８号
セブン-イレブン中津万⽥店 ⼤分県 871-0025 中津市 万⽥２６５－１
セブン-イレブン⽇出佐尾店 ⼤分県 879-1506 速⾒郡 ⽇出町字平早⽔３９０２－１３
セブン-イレブン⽇出暘⾕駅前店 ⼤分県 879-1506 速⾒郡 ⽇出町３１８５番１
セブン-イレブン⽇出豊岡店 ⼤分県 879-1508 速⾒郡 ⽇出町⼤字平道字⼊江１８７６番１２
セブン-イレブン⽇⽥⾼瀬店 ⼤分県 877-0000 ⽇⽥市 ⾼瀬１２２３－２
セブン-イレブン別府⻲川中央町店 ⼤分県 874-0021 別府市 ⻲川中央町１２０番地１
セブン-イレブン串間上町店 宮崎県 888-0004 串間市 ⼤字串間字町頭２３４５番２
セブン-イレブン延岡⻄階町１丁⽬店 宮崎県 882-0803 延岡市 ⻄階町１丁⽬３７４８番地５
セブン-イレブン宮崎住吉店 宮崎県 880-0121 宮崎市 島之内７１６８
セブン-イレブン都城梅北町店 宮崎県 885-0063 都城市 梅北町７３６８－１０
セブン-イレブン都城⾼城町店 宮崎県 885-1202 都城市 ⾼城町３０７７－１
セブン-イレブン清武⽊原店 宮崎県 889-1601 宮崎市 清武町⽊原５２６９番地４
セブン-イレブン清武看護⼤学前店 宮崎県 889-1605 宮崎市 清武町加納丙５６１－１
セブン-イレブン加治⽊本町店 ⿅児島県 899-5215 姶良市 加治⽊町本町８４－２
セブン-イレブン指宿⻄⽅店 ⿅児島県 891-0311 指宿市 ⻄⽅１７１５－１
セブン-イレブン伊佐⼤⼝⼤⽥店 ⿅児島県 895-2507 伊佐市 ⼤⼝⼤⽥字⾼柳牟⽥１１７３－１
セブン-イレブン串⽊野インター店 ⿅児島県 896-0052 いちき串⽊野市 上名１７４－１
セブン-イレブン串⽊野浜ケ城店 ⿅児島県 896-0069 いちき串⽊野市 浜ヶ城１２１６７番３号
セブン-イレブンいちき⼤⾥店 ⿅児島県 899-2103 いちき串⽊野市 ⼤⾥字紙屋６１７３番３
セブン-イレブン⿅児島伊敷台２丁⽬店 ⿅児島県 890-0007 ⿅児島市 伊敷台２丁⽬１６－１３
セブン-イレブン⿅児島伊敷台７丁⽬店 ⿅児島県 890-0007 ⿅児島市 伊敷台７丁⽬１８５３－１
セブン-イレブン⿅児島⻄郷団地⼊⼝店 ⿅児島県 890-0034 ⿅児島市 ⽥上８丁⽬３１番８号
セブン-イレブン⿅児島⽥上３丁⽬店 ⿅児島県 890-0034 ⿅児島市 ⽥上３丁⽬１０－２
セブン-イレブン⿅児島上荒⽥町店 ⿅児島県 890-0055 ⿅児島市 上荒⽥町４１番４
セブン-イレブン⿅児島東郡元町店 ⿅児島県 890-0068 ⿅児島市 東郡元町１０－２７
セブン-イレブン⿅児島星ケ峯店 ⿅児島県 891-0102 ⿅児島市 星ケ峯２丁⽬６７番１号
セブン-イレブン⿅児島中⼭上⻄店 ⿅児島県 891-0105 ⿅児島市 中⼭町７３６番１
セブン-イレブン⿅児島東⾕⼭６丁⽬店 ⿅児島県 891-0113 ⿅児島市 東⾕⼭６丁⽬３３番２５号
セブン-イレブン⿅児島上福元町店 ⿅児島県 891-0116 ⿅児島市 上福元町３７５１－１
セブン-イレブン⿅児島慈眼寺店 ⿅児島県 891-0141 ⿅児島市 ⾕⼭中央６丁⽬４１番６号
セブン-イレブン⿅児島東俣店 ⿅児島県 891-1102 ⿅児島市 東俣町１６８－１
セブン-イレブン⿅児島池之上町店 ⿅児島県 892-0806 ⿅児島市 池之上町７－９
セブン-イレブン⿅児島城南町店 ⿅児島県 892-0835 ⿅児島市 城南町３番２
セブン-イレブン⿅児島⼭下町店 ⿅児島県 892-0842 ⿅児島市 ⼭下町９番１号
セブン-イレブン⿅児島吉野柿之迫店 ⿅児島県 892-0871 ⿅児島市 吉野町１５３８番地
セブン-イレブン⿅屋寿８丁⽬店 ⿅児島県 893-0014 ⿅屋市 寿８丁⽬２０番１号
セブン-イレブン⿅屋新川町店 ⿅児島県 893-0015 ⿅屋市 新川町９９番１
セブン-イレブン肝付町⾼⼭店 ⿅児島県 893-1206 肝属郡 肝付町前⽥８５８－１
セブン-イレブン東串良岩弘店 ⿅児島県 893-1611 肝属郡 東串良町岩弘２６６０－２
セブン-イレブン国分新町店 ⿅児島県 899-4351 霧島市 国分新町２丁⽬１５番２号
セブン-イレブン国分重久店 ⿅児島県 899-4351 霧島市 国分新町１１０３番４
セブン-イレブン隼⼈住吉店 ⿅児島県 899-5101 霧島市 隼⼈町住吉６３５－１
セブン-イレブン薩摩川内平佐町店 ⿅児島県 895-0012 薩摩川内市 平佐町３９６７－１
セブン-イレブン川内尾⽩江町店 ⿅児島県 895-0035 薩摩川内市 尾⽩江町３８９１
セブン-イレブン薩摩川内宮内町店 ⿅児島県 895-0065 薩摩川内市 宮内町２０３１－１
セブン-イレブン薩摩川内中郷４丁⽬店 ⿅児島県 895-0072 薩摩川内市 中郷４丁⽬２２番地
セブン-イレブン薩摩川内⼤⼩路町店 ⿅児島県 895-0076 薩摩川内市 ⼤⼩路町３４－１３
セブン-イレブン薩摩川内東郷店 ⿅児島県 895-1106 薩摩川内市 東郷町斧渕１４３３－１
セブン-イレブンさつま町宮之城屋地店 ⿅児島県 895-1803 薩摩郡 さつま町宮之城屋地１０５７番１
セブン-イレブン志布志３丁⽬店 ⿅児島県 899-7103 志布志市 志布志町志布志３丁⽬２３１１－２５
セブン-イレブン垂⽔宮脇店 ⿅児島県 891-2114 垂⽔市 新城９６５
セブン-イレブン⽇置東市来駅前店 ⿅児島県 899-2202 ⽇置市 東市来町⻑⾥２２６５－５



店舗名 都道府県 郵便番号 住所１
（市区群） 住所２

ローソン護国神社前店 北海道 070-0902 旭川市 春光町１
ローソン当別樺⼾町店 北海道 061-0218 ⽯狩郡 当別町樺⼾町３７２-１
ローソン⼩樽花園三丁⽬店 北海道 047-0024 ⼩樽市 花園３-１８-１２
ローソン⽉形店 北海道 061-0500 樺⼾郡 ⽉形町５２-５５
ローソン東芽室店 北海道 082-0803 河⻄郡 芽室町東めむろ３条北１-１-１６
ローソン広島北の⾥店 北海道 061-1111 北広島市 北の⾥３０-４
ローソン北広島輪厚中央店 北海道 061-1268 北広島市 輪厚中央４-１４-１
ローソン北⾒⼤通⻄店 北海道 090-0040 北⾒市 ⼤通⻄５-６
ローソン札幌新琴似１１条店 北海道 001-0911 札幌市 北区新琴似１１条１１-２-１１
ローソン桑園駅東⼝店 北海道 060-0010 札幌市 中央区北１０条⻄１４-１-２
ローソン札幌南５条⻄三丁⽬店 北海道 064-0805 札幌市 中央区南５条⻄３-３-３
ローソン札幌北１７条東７店 北海道 065-0017 札幌市 東区北１７条東７-２-１８
ローソン中標津東７条北店 北海道 086-1047 標津郡 中標津町中標津東７条北１-１-２
ローソン砂川吉野店 北海道 073-0122 砂川市 吉野２条南５-３-２
ローソン千歳向陽台店 北海道 066-0052 千歳市 ⽂京１-１-５
ローソン⼋雲町内浦店 北海道 049-3104 ⼆海郡 ⼋雲町内浦町２０９-７
ローソン富良野緑町店 北海道 076-0021 富良野市 緑町１-４２
ローソン上磯七重浜⼀丁⽬店 北海道 049-0111 北⽃市 七重浜１-４-４６
ローソン留萌千⿃町店 北海道 077-0024 留萌市 千⿃町１-４-１
ローソン⻘森浜⽥店 ⻘森県 030-0843 ⻘森市 ⼤字浜⽥字豊⽥５００
ローソン⻘森⻘葉店 ⻘森県 030-0846 ⻘森市 ⻘葉２-２-５
ローソン⻘森はまなす店 ⻘森県 030-0919 ⻘森市 はまなす２-５-２０
ローソン⻘森虹ヶ丘店 ⻘森県 030-0948 ⻘森市 虹ヶ丘１-１２-５
ローソン天間林店 ⻘森県 039-2828 上北郡 七⼾町字森ケ沢１２４-１
ローソン野辺地⾼校前店 ⻘森県 039-3158 上北郡 野辺地町字観⾳林後１-１
ローソン横浜町道の駅前店 ⻘森県 039-4134 上北郡 横浜町林ノ脇７９-５２
ローソン五所川原旭町店 ⻘森県 037-0062 五所川原市 字旭町７２-１
ローソン⾦⽊町店 ⻘森県 037-0202 五所川原市 ⾦⽊町⼤字⾦⽊字沢部４５８
ローソン五⼾みらいパーク前店 ⻘森県 039-1533 三⼾郡 五⼾町字上⼤町１-１
ローソン五⼾町店 ⻘森県 039-1542 三⼾郡 五⼾町字中道８-１７
ローソン⼗和⽥三本⽊並⽊⻄店 ⻘森県 034-0001 ⼗和⽥市 ⼤字三本⽊字並⽊⻄１９１-１
ローソン⼗和⽥元町⻄⼆丁⽬店 ⻘森県 034-0002 ⼗和⽥市 元町⻄２-１２-１０
ローソン⼗和⽥東⼆番町店 ⻘森県 034-0017 ⼗和⽥市 東⼆番町１-２０
ローソン⼗和⽥湖町店 ⻘森県 034-0301 ⼗和⽥市 ⼤字奥瀬字堰道１６-５
ローソン⼋⼾光星学院通店 ⻘森県 031-0822 ⼋⼾市 ⼤字⽩銀町字右新井⽥道１-１
ローソン⼋⼾湊⾼台六丁⽬店 ⻘森県 031-0823 ⼋⼾市 湊⾼台６-１５-５
ローソン弘前湯⼝店 ⻘森県 036-1501 弘前市 ⼤字湯⼝字⼀ノ細川５１-３
ローソン弘前津賀野店 ⻘森県 038-3874 弘前市 ⼤字津賀野字浅⽥６７１-８
ローソンむつ奥内店 ⻘森県 035-0011 むつ市 ⼤字奥内字中道２７-３
ローソンむつ中央店 ⻘森県 035-0073 むつ市 中央２-５２-８１
ローソンむつ桜⽊町店 ⻘森県 035-0094 むつ市 桜⽊町１４-２
ローソン⼀関⼤町店 岩⼿県 021-0881 ⼀関市 ⼤町１-６
ローソン岩⼿江刈内店 岩⼿県 028-4303 岩⼿郡 岩⼿町⼤字江刈内第６地割２１-３４
ローソン⼤船渡永沢⻄店 岩⼿県 022-0002 ⼤船渡市 ⼤船渡町字永沢６２-８
ローソン⼤船渡インター店 岩⼿県 022-0006 ⼤船渡市 ⽴根町字堰⼝２５-５
ローソン⼤船渡⾚崎店 岩⼿県 022-0007 ⼤船渡市 ⾚崎町字⽯橋前３-１
ローソン釜⽯平⽥店 岩⼿県 026-0001 釜⽯市 ⼤字平⽥第３地割２７-６
ローソン⼤槌⾼校前店 岩⼿県 028-1131 上閉伊郡 ⼤槌町⼤槌第１５地割字迫⽥４８-４
ローソン北上⼤堤店 岩⼿県 024-0052 北上市 ⼤堤北１-１-３０
ローソン久慈湊町店 岩⼿県 028-0011 久慈市 湊町第２０地割１-１
ローソン久慈野⽥店 岩⼿県 028-8201 九⼾郡 野⽥村⼤字野⽥第２７地割字⽩井林１６０-１
ローソン花⽮⼱ニュータウン店 岩⼿県 028-3615 紫波郡 ⽮⼱町南⽮幅１４-３４-７０
ローソン滝沢牧野林店 岩⼿県 020-0632 滝沢市 牧野林１２９７-３８
ローソン滝沢⽳⼝店 岩⼿県 020-0633 滝沢市 ⽳⼝３１４-３
ローソン遠野綾織町店 岩⼿県 028-0531 遠野市 綾織町新⾥１９-６-１
ローソン遠野病院前店 岩⼿県 028-0541 遠野市 松崎町⽩岩１５地割字太⼦堂５０-１
ローソン⼆⼾⾦⽥⼀荒⽥店 岩⼿県 028-5711 ⼆⼾市 ⾦⽥⼀字⼋ツ⻑３８-１３
ローソン⼆⼾福岡店 岩⼿県 028-6101 ⼆⼾市 福岡字⽥町７
ローソン⼆⼾堀野店 岩⼿県 028-6105 ⼆⼾市 堀野字⻑地７３-１
ローソン花巻桜町⼀丁⽬店 岩⼿県 025-0084 花巻市 桜町１-５６６-２
ローソン⽯⿃⾕南店 岩⼿県 028-3171 花巻市 ⽯⿃⾕町中寺林第６地割９１-８１-１
ローソン⻄根⽥頭店 岩⼿県 028-7100 ⼋幡平市 ⻄根⽥頭第３６地割４-２
ローソン⼋幡平⻄根バイパス店 岩⼿県 028-7111 ⼋幡平市 ⼤更第２６地割１８０-１
ローソン宮古⽥⽼店 岩⼿県 027-0321 宮古市 ⽥⽼字⼄部１３３-１１
ローソン盛岡⼤学附属⾼校前店 岩⼿県 020-0124 盛岡市 厨川５-１-１
ローソン盛岡安倍館町店 岩⼿県 020-0126 盛岡市 安倍館町１２-４６
ローソン盛岡⻑橋台店 岩⼿県 020-0146 盛岡市 ⻑橋町２１８-１



ローソン盛岡津志⽥⻄店 岩⼿県 020-0838 盛岡市 津志⽥中央３-２６-６６
ローソン盛岡南仙北店 岩⼿県 020-0863 盛岡市 南仙北１-２１-４３
ローソン⾼⽥⽵駒店 岩⼿県 029-2203 陸前⾼⽥市 ⽵駒町字滝の⾥２-５
ローソン⽯巻伊原津店 宮城県 986-0041 ⽯巻市 伊原津１-４-３３
ローソン⽯巻あけぼの店 宮城県 986-0862 ⽯巻市 あけぼの１-９-１
ローソン岩沼朝⽇店 宮城県 989-2400 岩沼市 あさひ野１-１３-７
ローソン岩沼下野郷店 宮城県 989-2421 岩沼市 下野郷字前條２-１
ローソン岩沼三軒茶屋店 宮城県 989-2423 岩沼市 恵み野１-１-６
ローソン蔵王曲⽵店 宮城県 989-0851 刈⽥郡 蔵王町⼤字曲⽵字桜所１６-１
ローソン栗原築館店 宮城県 987-2203 栗原市 築館字下宮野砂⽥２６１-４
ローソン栗原⾦成店 宮城県 989-5141 栗原市 ⾦成翁留３４-１
ローソン気仙沼⽥⾕店 宮城県 988-0045 気仙沼市 ⽥⾕１２-７
ローソン気仙沼東新城⼆丁⽬店 宮城県 988-0066 気仙沼市 東新城２-５-６
ローソン⼤河原バイパス店 宮城県 989-1245 柴⽥郡 ⼤河原町字新南６０-１５
ローソン仙台柏⽊三丁⽬店 宮城県 981-0933 仙台市 ⻘葉区柏⽊３-２-２２
ローソン仙台⼋⼄⼥⼀丁⽬店 宮城県 981-3112 仙台市 泉区⼋⼄⼥１-６-１
ローソン仙台⼋本松⼀丁⽬店 宮城県 982-0001 仙台市 太⽩区⼋本松１３-３
ローソン仙台苦⽵店 宮城県 983-0037 仙台市 宮城野区平成１-３-３８
ローソン多賀城⼤代六丁⽬店 宮城県 985-0832 多賀城市 ⼤代６-２-５
ローソン多賀城⼋幡⼆丁⽬店 宮城県 985-0874 多賀城市 ⼋幡２-１５-３６
ローソン涌⾕蔵⼈沖名店 宮城県 987-0132 遠⽥郡 涌⾕町字蔵⼈沖名１２２-１２
ローソン登⽶中⽥町浅⽔店 宮城県 987-0611 登⽶市 中⽥町浅⽔字⽥向１４-１
ローソン坂元駅前店 宮城県 989-2111 亘理郡 ⼭元町坂元字町東３１-１
ローソン秋⽥駅⻄店 秋⽥県 010-0874 秋⽥市 千秋久保⽥町３-１５
ローソン秋⽥飯島薬師⽥店 秋⽥県 011-0911 秋⽥市 飯島字薬師⽥１４４-１
ローソン秋⽥⼟崎港北三丁⽬店 秋⽥県 011-0941 秋⽥市 ⼟崎港北３-３-５６
ローソン⽻後南⻄⾺⾳内店 秋⽥県 012-1100 雄勝郡 ⽻後町字南⻄⾺⾳内２３２-１
ローソン⼤館釈迦内店 秋⽥県 017-0012 ⼤館市 釈迦内字釈迦内１９２-１
ローソン⼤館御成町⼆丁⽬店 秋⽥県 017-0044 ⼤館市 御成町２-１７９
ローソン⼤館⼭館店 秋⽥県 017-0838 ⼤館市 ⼭館字⼤川添８
ローソン⿅⾓花輪店 秋⽥県 018-5201 ⿅⾓市 花輪字⾼井⽥４８-２
ローソン北秋⽥栄店 秋⽥県 018-3302 北秋⽥市 栄字前綱６７-１
ローソン北秋⽥住吉町店 秋⽥県 018-3322 北秋⽥市 住吉町５５-２
ローソン六郷バイパス店 秋⽥県 019-1231 仙北郡 美郷町南町字南⾼野１６-１
ローソン⼤仙堀⾒内店 秋⽥県 014-0113 ⼤仙市 堀⾒内字元⽥茂⽊５４-７
ローソン仁賀保平沢店 秋⽥県 018-0402 にかほ市 平沢字宮⽥３７-１
ローソン能代南インター店 秋⽥県 016-0179 能代市 浅内字浅内堤下１２２-１
ローソン⼆ツ井町店 秋⽥県 018-3151 能代市 ⼆ツ井町字三千苅８５-１
ローソン湯沢岩崎店 秋⽥県 012-0801 湯沢市 岩崎字上宿５７-１
ローソン本荘荒町店 秋⽥県 015-0065 由利本荘市 荒町字真城１０４-１
ローソン由利本荘上横町店 秋⽥県 015-0809 由利本荘市 本荘６３
ローソン横⼿⾚坂館ノ下店 秋⽥県 013-0064 横⼿市 ⾚坂字館ノ下１４８
ローソン横⼿⼋幡⽯町店 秋⽥県 013-0071 横⼿市 ⼋幡字⽯町１６５-１
ローソン寒河江⻄根店 ⼭形県 991-0003 寒河江市 ⻄根字上川原１６９-１
ローソン寒河江本町⼆丁⽬店 ⼭形県 991-0031 寒河江市 本町２-５-６
ローソン酒⽥東泉三丁⽬店 ⼭形県 998-0013 酒⽥市 東泉町３-１８-１９
ローソン新庄桧町店 ⼭形県 996-0088 新庄市 桧町１０-８-１
ローソン天童駅⻄三丁⽬店 ⼭形県 994-0047 天童市 駅⻄３-１-３５
ローソン⼭形滑川店 ⼭形県 990-0014 ⼭形市 ⼤字滑川４２-６
ローソン⼭形南館⼀丁⽬店 ⼭形県 990-2461 ⼭形市 南館１-９-１６
ローソン⽶沢東⼀丁⽬店 ⼭形県 992-0026 ⽶沢市 東１-７-４６
ローソンいわき上好間店 福島県 970-1153 いわき市 好間町上好間字怱滑２０-１
ローソンいわき錦町蒲⽥店 福島県 974-8232 いわき市 錦町蒲⽥３９
ローソン喜多⽅新道店 福島県 966-0066 喜多⽅市 字宮⻄２５４１-４
ローソン郡⼭堤三丁⽬店 福島県 963-0205 郡⼭市 堤３-１１
ローソン郡⼭⼤町店 福島県 963-8001 郡⼭市 ⼤町１-１-１
ローソン郡⼭富⽥⼗⽂字店 福島県 963-8041 郡⼭市 富⽥町字⼗⽂字２７-１
ローソン須賀川卸町店 福島県 962-0053 須賀川市 卸町３３
ローソン相⾺松川浦店 福島県 976-0022 相⾺市 尾浜字細⽥２３２
ローソン新地運動公園前店 福島県 979-2611 相⾺郡 新地町駒ヶ嶺字富⾕地⽥４９-１
ローソン⼆本松槻⽊店 福島県 964-0875 ⼆本松市 槻⽊１１７
ローソン福島瀬上町店 福島県 960-0101 福島市 瀬上町字南中川原２９-６９
ローソン福島鎌⽥愛宕前店 福島県 960-0102 福島市 鎌⽥字愛宕前２０-１
ローソン福島⼯業⾼校前店 福島県 960-8003 福島市 森合字⼾ノ内１４-１
ローソン原町南町店 福島県 975-0007 南相⾺市 原町区南町４-１４
ローソン猪苗代三郷店 福島県 969-2661 耶⿇郡 猪苗代町⼤字三郷字⻄河原２１３
ローソン稲敷⽝塚店 茨城県 300-0507 稲敷市 ⽝塚１５８８-１
ローソン⽜久南店 茨城県 300-1222 ⽜久市 南４-４５-１
ローソン笠間飯合東店 茨城県 309-1632 笠間市 飯合字サヤト５２３-２



ローソン⿅嶋荒野店 茨城県 311-2221 ⿅嶋市 ⼤字荒野１４９７-１
ローソン神栖息栖店 茨城県 314-0133 神栖市 息栖３０４０-２７０
ローソン北茨城⼤津町店 茨城県 319-1704 北茨城市 ⼤津町北町字藤野腰１０２０-１
ローソン⼟浦下⾼津四丁⽬店 茨城県 300-0812 ⼟浦市 下⾼津４-１１-３
ローソンつくば春⽇三丁⽬店 茨城県 305-0821 つくば市 春⽇３-７-２８
ローソンつくば苅間店 茨城県 305-0822 つくば市 苅間１９１８-２
ローソン⽔⼾堀町店 茨城県 310-0903 ⽔⼾市 堀町字新⽥９５７-３
ローソン⽔⼾⾒川三丁⽬店 茨城県 310-0912 ⽔⼾市 ⾒川３-１１３-１
ローソン⾜利⼋幡町店 栃⽊県 326-0824 ⾜利市 ⼋幡町４９４-１
ローソン宇都宮星ケ丘店 栃⽊県 320-0038 宇都宮市 星ケ丘１-８-１４
ローソン宇都宮今泉店 栃⽊県 321-0968 宇都宮市 中今泉１-１６-２５
ローソン宇都宮今泉新町店 栃⽊県 321-0968 宇都宮市 中今泉５-２２-３
ローソン宇都宮４号御幸店 栃⽊県 321-0983 宇都宮市 御幸本町４８６４-１８
ローソン那須⾚⼗字病院店 栃⽊県 324-0062 ⼤⽥原市 中⽥原１０８１-４
ローソン佐野⼤橋町店 栃⽊県 327-0003 佐野市 ⼤橋町２０６５-８
ローソン佐野植上町店 栃⽊県 327-0832 佐野市 植上町１８２２-１
ローソン野⽊丸林店 栃⽊県 329-0111 下都賀郡 野⽊町丸林６４７-１
ローソン栃⽊箱森町東店 栃⽊県 328-0075 栃⽊市 箱森町３２-１６
ローソン⼤平⻄野⽥店 栃⽊県 329-4421 栃⽊市 ⼤平町⻄野⽥字星宮⻄６５５-２
ローソン那須烏⼭⼤桶店 栃⽊県 321-0602 那須烏⼭市 ⼤桶２００７-３
ローソン伊勢崎吉原橋店 群⾺県 372-0812 伊勢崎市 連取町３２９９-５
ローソン伊勢崎三室町店 群⾺県 379-2235 伊勢崎市 三室町４５０５-４
ローソン⼤泉吉⽥店 群⾺県 370-0523 ⾢楽郡 ⼤泉町吉⽥３２５９
ローソン⼤泉南⼩前店 群⾺県 370-0523 ⾢楽郡 ⼤泉町⼤字吉⽥字⻄原１６８４-１
ローソン太⽥関東学園⼤学前店 群⾺県 373-0034 太⽥市 藤阿久町１８９-２
ローソン太⽥⿓舞町店 群⾺県 373-0806 太⽥市 ⿓舞町５７２３-１
ローソン⾼崎江⽊町東店 群⾺県 370-0046 ⾼崎市 江⽊町９０-１
ローソン群⾺町棟⾼店 群⾺県 370-3521 ⾼崎市 棟⾼町８７-１
ローソン前橋敷島公園店 群⾺県 371-0037 前橋市 上⼩出町２-４６-１
ローソン前橋上⼩出店 群⾺県 371-0037 前橋市 上⼩出町１-３０-１２
ローソンみどり阿左美沼東店 群⾺県 379-2311 みどり市 笠懸町阿佐美３０５５-１
ローソン朝霞⻄弁財⼀丁⽬店 埼⽟県 351-0021 朝霞市 ⻄弁財１-９-２２
ローソン⼊間⾼倉四丁⽬店 埼⽟県 358-0021 ⼊間市 ⾼倉４-２２-１
ローソン鳩ケ⾕南⼀丁⽬店 埼⽟県 334-0013 川⼝市 南鳩ケ⾕１-３-２
ローソン春⽇部藤塚店 埼⽟県 344-0011 春⽇部市 藤塚２６２４-１
ローソン春⽇部栄町⼆丁⽬店 埼⽟県 344-0058 春⽇部市 栄町２-２４３
ローソン春⽇部⻄⾦野井店 埼⽟県 344-0112 春⽇部市 ⻄⾦野井５３９-４
ローソン北本駅⻄⼝店 埼⽟県 364-0031 北本市 中央３-１０８-１
ローソン⾏⽥持⽥⼀丁⽬店 埼⽟県 361-0056 ⾏⽥市 持⽥１-３-３７
ローソン熊⾕箱⽥店 埼⽟県 360-0014 熊⾕市 箱⽥７-１-１０
ローソンさいたまシティハイツ三橋店 埼⽟県 331-0052 さいたま市 ⻄区三橋６-１２５８-１
ローソン与野下落合店 埼⽟県 338-0002 さいたま市 中央区下落合３-１８-１０
ローソンさいたま町⾕⼀丁⽬店 埼⽟県 338-0836 さいたま市 桜区町⾕１-２１-３
ローソン狭⼭富⼠⾒⼆丁⽬店 埼⽟県 350-1306 狭⼭市 富⼠⾒２-７-２４
ローソン⽩岡野⽜店 埼⽟県 349-0211 ⽩岡市 新⽩岡９-２-４
ローソン草加⻘柳七丁⽬店 埼⽟県 340-0002 草加市 ⻘柳７-２６-５
ローソン草加新栄道上店 埼⽟県 340-0056 草加市 新栄３-１４-１１
ローソン鶴ヶ島脚折店 埼⽟県 350-2213 鶴ケ島市 ⼤字脚折１-１
ローソン⼾⽥南町店 埼⽟県 335-0025 ⼾⽥市 南町２-２４
ローソン所沢下新井店 埼⽟県 359-0031 所沢市 下新井９８９-１
ローソン所沢元町店 埼⽟県 359-1121 所沢市 元町２１-２６
ローソン飯能双柳六道店 埼⽟県 357-0021 飯能市 ⼤字双柳７６０-１
ローソン⽇⾼上⿅⼭店 埼⽟県 350-1234 ⽇⾼市 ⾼麗川２-１０-１
ローソン富⼠⾒勝瀬店 埼⽟県 354-0031 富⼠⾒市 ⼤字勝瀬９１３-２
ローソン富⼠⾒⽻沢⼀丁⽬店 埼⽟県 354-0033 富⼠⾒市 ⽻沢１-１-４
ローソン本庄⼩島南⼀丁⽬店 埼⽟県 367-0062 本庄市 ⼩島南１-１１
ローソン児⽟⾼関店 埼⽟県 367-0201 本庄市 児⽟町⾼関字押佛１６９
ローソン三郷鷹野⼆丁⽬店 埼⽟県 341-0035 三郷市 鷹野２-３０３-１
ローソン旭中央病院本館前店 千葉県 289-2511 旭市 イ１６４３-１
ローソンオリエンタルホテル東京ベイ店 千葉県 279-0011 浦安市 美浜１-８-２
ローソン浦安明海店 千葉県 279-0014 浦安市 明海４-２-３
ローソン鎌ケ⾕北中沢店 千葉県 273-0111 鎌ケ⾕市 北中沢１-５-３
ローソン柏七丁⽬店 千葉県 277-0005 柏市 柏７-１０-１
ローソン柏酒井根店 千葉県 277-0053 柏市 酒井根６３０-２
ローソン柏向原町店 千葉県 277-0851 柏市 向原町１-１
ローソン⽩井根店 千葉県 270-1431 ⽩井市 根字丸⼭３２３-４
ローソン千葉祐光四丁⽬店 千葉県 260-0007 千葉市 中央区祐光４-１７-９
ローソンハーバーシティ蘇我店 千葉県 260-0835 千葉市 中央区川崎町１-３９
ローソン千葉千城台北店 千葉県 264-0005 千葉市 若葉区千城台北１-２８-１



ローソン銚⼦本城町店 千葉県 288-0831 銚⼦市 本城町３-４７-８
ローソン流⼭東深井店 千葉県 270-0101 流⼭市 東深井３７０-１
ローソン習志野泉町⼆丁⽬店 千葉県 275-0006 習志野市 泉町２-２-１５
ローソン習志野鷺沼台⼆丁⽬店 千葉県 275-0015 習志野市 鷺沼台２-１８-１
ローソン習志野袖ヶ浦五丁⽬店 千葉県 275-0021 習志野市 袖ケ浦５-７-８
ローソン習志野⾕津店 千葉県 275-0026 習志野市 ⾕津４-６-３１
ローソン野⽥柳沢店 千葉県 278-0006 野⽥市 柳沢新⽥１２２-１
ローソン野⽥下三ケ尾店 千葉県 278-0014 野⽥市 下三ケ尾２１８-１
ローソン船橋三咲四丁⽬店 千葉県 274-0812 船橋市 三咲４-１２-３３
ローソン船橋飯⼭満町三丁⽬店 千葉県 274-0822 船橋市 飯⼭満町３-１５１３-５
ローソン松⼾古ヶ崎四丁⽬店 千葉県 271-0068 松⼾市 古ヶ崎４-３５２１
ローソン⼋千代中央駅前店 千葉県 276-0042 ⼋千代市 ゆりのき台３-１-１
ローソン四街道津ノ守店 千葉県 284-0005 四街道市 四街道１５３１-４
ローソン島根⼀丁⽬店 東京都 121-0815 ⾜⽴区 島根１-１-２９
ローソン板橋幸町店 東京都 173-0034 板橋区 幸町４０-１
ローソン板橋蓮根三丁⽬店 東京都 174-0046 板橋区 蓮根３-９-１７
ローソン本蓮沼駅前店 東京都 174-0052 板橋区 蓮沼町２２-８
ローソン新堀⼀丁⽬店 東京都 132-0001 江⼾川区 新堀１-３８-１５
ローソン⻄⼀之江店 東京都 132-0023 江⼾川区 ⻄⼀之江４-１３-１５
ローソン⻄瑞江四丁⽬店 東京都 134-0015 江⼾川区 ⻄瑞江４-２７-５
ローソン⻄六郷四丁⽬店 東京都 144-0056 ⼤⽥区 ⻄六郷４-２１
ローソン仲池上⼀丁⽬店 東京都 146-0081 ⼤⽥区 仲池上１-２０-２０
ローソン東品川三丁⽬店 東京都 140-0002 品川区 東品川３-２４-１６
ローソン⻄五反⽥店 東京都 141-0031 品川区 ⻄五反⽥２-３１-６
ローソン上荻⼀丁⽬店 東京都 167-0043 杉並区 上荻１-２３-１
ローソン下⾺三丁⽬店 東京都 154-0002 世⽥⾕区 下⾺３-１１-６
ローソン世⽥⾕⽟堤⼀丁⽬店 東京都 158-0087 世⽥⾕区 ⽟堤１-１６-３０
ＬＡＷＳＯＮ＋ｔｏｋｓ⼆⼦⽟川ライズ店 東京都 158-0094 世⽥⾕区 ⽟川１-１４-１
ローソン世⽥⾕瀬⽥五丁⽬店 東京都 158-0095 世⽥⾕区 瀬⽥５-２０-３０
ローソン晴海トリトンスクエア店 東京都 104-0053 中央区 晴海１-８-１６晴海トリトンスクエア２Ｆ
ローソン中野南台五丁⽬店 東京都 164-0014 中野区 南台５-２５-６
ローソン練⾺⾼野台⼀丁⽬店 東京都 177-0033 練⾺区 ⾼野台１-１０-３
ローソン本郷⽩⼭通店 東京都 113-0033 ⽂京区 本郷１-３３-１３
ローソン⾚坂氷川公園前店 東京都 107-0052 港区 ⾚坂６-２-４
ローソン⽩⾦台⼆丁⽬店 東京都 108-0071 港区 ⽩⾦台２-６-１０
ローソン⼋雲⼆丁⽬店 東京都 152-0023 ⽬⿊区 ⼋雲２-２４-１２
ローソン⽬⿊⼋雲⼀丁⽬店 東京都 152-0023 ⽬⿊区 ⼋雲１-３-６
ローソン⾃由ケ丘店 東京都 152-0035 ⽬⿊区 ⾃由ケ丘１-１４-１４
ローソン上⽬⿊⼭⼿通り店 東京都 153-0051 ⽬⿊区 上⽬⿊３-１４-８
ローソン⽴川⽻⾐町三丁⽬店 東京都 190-0021 ⽴川市 ⽻⾐町３-１２
ローソン⼋王⼦四⾕町交差点前店 東京都 193-0816 ⼋王⼦市 ⼤楽寺町４０３-１
ローソン新秋津駅東店 東京都 189-0001 東村⼭市 秋津町５-１３-９
ローソン原町⽥六丁⽬店 東京都 194-0013 町⽥市 原町⽥６-７-５
ローソン町⽥成瀬街道店 東京都 194-0044 町⽥市 成瀬６-６-１４
ローソン三鷹牟礼三丁⽬店 東京都 181-0002 三鷹市 牟礼３-１１-１１
ローソン三鷹野崎四丁⽬店 東京都 181-0014 三鷹市 野崎４-８-２５
ローソン武蔵野桜堤⼆丁⽬店 東京都 180-0021 武蔵野市 桜堤２-７-２９
ローソン武蔵村⼭残堀店 東京都 208-0034 武蔵村⼭市 残堀５-９８-１
ローソン東京⼯芸⼤前店 神奈川県 243-0213 厚⽊市 飯⼭２１２０ー６
ローソン愛川⽥代店 神奈川県 243-0306 愛甲郡 愛川町⽥代１５８３
ローソン綾瀬⼤上店 神奈川県 252-1104 綾瀬市 ⼤上４-２０-３１
ローソン伊勢原沼⽬⼆丁⽬店 神奈川県 259-1126 伊勢原市 沼⽬２-１６-３
ローソン伊勢原⽩根店 神奈川県 259-1147 伊勢原市 ⽩根５３６-４
ローソン海⽼名東柏ケ⾕四丁⽬店 神奈川県 243-0401 海⽼名市 東柏ヶ⾕４-１２-６
ローソン⾙塚⼀丁⽬店 神奈川県 210-0014 川崎市 川崎区⾙塚１-４-７
ローソン池上新町店 神奈川県 210-0832 川崎市 川崎区池上新町２-１６-１３
ローソン中原中丸⼦店 神奈川県 211-0012 川崎市 中原区中丸⼦字新宿耕地１３-８
ローソン武蔵中原駅北⼝店 神奈川県 211-0053 川崎市 中原区上⼩⽥中６-２１-９
ローソン川崎塚越⼆丁⽬店 神奈川県 212-0024 川崎市 幸区塚越２-２６０-３６
ローソン南加瀬四丁⽬店 神奈川県 212-0055 川崎市 幸区南加瀬４-１２-１３
ローソン南加瀬五丁⽬店 神奈川県 212-0055 川崎市 幸区南加瀬５-３６-１
ローソン⾼津野川店 神奈川県 213-0027 川崎市 ⾼津区野川３８９８-１
ローソン川崎菅⾺場三丁⽬店 神奈川県 214-0004 川崎市 多摩区菅⾺場３-１-１
ローソン寒川⼤曲店 神奈川県 253-0113 ⾼座郡 寒川町⼤曲２-５-１２
ローソン寒川南インター店 神奈川県 253-0114 ⾼座郡 寒川町⽥端１４０１-１
ローソンさがみ夢⼤通り店 神奈川県 252-0231 相模原市 中央区相模原２-７-９
ローソン⽴野台店 神奈川県 252-0023 座間市 ⽴野台３-８-８
ローソン座間⼊⾕五丁⽬店 神奈川県 252-0024 座間市 ⼊⾕５-１９９０-１
ローソン茅ヶ崎⾼⽥店 神奈川県 253-0002 茅ケ崎市 ⾼⽥４-３-７５



ローソン茅ヶ崎⽢沼⻄店 神奈川県 253-0004 茅ヶ崎市 ⽢沼８４７-４
ローソン⻄湘⼤磯店 神奈川県 255-0003 中郡 ⼤磯町⼤磯２１１１-１
ローソン平塚根坂間店 神奈川県 254-0904 平塚市 根坂間１６５-３
ローソン横浜駅東⼝店 神奈川県 220-0011 横浜市 ⻄区⾼島２-７-１
ローソン緑三保町店 神奈川県 226-0015 横浜市 緑区三保町２０７３-１
ローソン鶴⾒市場店 神奈川県 230-0023 横浜市 鶴⾒区市場⻄中町６-２６
ローソン鶴⾒平安町⼀丁⽬店 神奈川県 230-0031 横浜市 鶴⾒区平安町１-３６-２
ローソン横浜⾺場三丁⽬店 神奈川県 230-0076 横浜市 鶴⾒区⾺場３-１０-３８
ローソン不⽼町店 神奈川県 231-0032 横浜市 中区不⽼町２-１０-４
ローソン井⼟ヶ⾕駅前店 神奈川県 232-0006 横浜市 南区南太⽥４-１-１
ローソンこども医療センター店 神奈川県 232-0066 横浜市 南区六ツ川２-１３８-４
ローソン上⼤岡店 神奈川県 233-0008 横浜市 港南区最⼾１-４-５
ローソン⾦沢⼋景店 神奈川県 236-0027 横浜市 ⾦沢区瀬⼾２-１１
ローソン横浜市⺠病院前店 神奈川県 240-0062 横浜市 保⼟ヶ⾕区岡沢町１４９-１
ローソン泉⻄が岡⼆丁⽬店 神奈川県 245-0006 横浜市 泉区⻄が岡２-４-２
ローソン⼾塚上⽮部町店 神奈川県 245-0053 横浜市 ⼾塚区上⽮部町２６３
ローソン⼾塚原宿四丁⽬店 神奈川県 245-0063 横浜市 ⼾塚区原宿４-１１２１-２
ローソン瀬⾕相沢七丁⽬店 神奈川県 246-0013 横浜市 瀬⾕区相沢７-５３-１
ローソン本郷台駅前店 神奈川県 247-0007 横浜市 栄区⼩菅ヶ⾕１-１-１
ローソン栄⼩菅ケ⾕三丁⽬店 神奈川県 247-0007 横浜市 栄区⼩菅ケ⾕３-６-３
ローソンヴィラ・オレッタ⽷⿂川店 新潟県 941-0066 ⽷⿂川市 寺島３-２-４０
ローソン柏崎インター店 新潟県 945-0034 柏崎市 三和町８-５９
ローソン新発⽥中曽根店 新潟県 957-0067 新発⽥市 中曽根６２３-１
ローソン新発⽥佐々⽊店 新潟県 957-0082 新発⽥市 佐々⽊３４６５
ローソン上越野尻店 新潟県 943-0116 上越市 ⼤字野尻字⼤三反６６０-１
ローソン上越⼤⽇店 新潟県 943-0175 上越市 ⼤字⼤⽇３１
ローソン上越⾼⽥駅前店 新潟県 943-0832 上越市 本町５-４-５
ローソン柿崎⾺正⾯店 新潟県 949-3214 上越市 柿崎区⾺正⾯１１５７-２
ローソン⼗⽇町⾼⽥町店 新潟県 948-0056 ⼗⽇町市 ⼦７８７-１
ローソン⼗⽇町伊達店 新潟県 949-8522 ⼗⽇町市 ⼤字伊達甲９８３-１
ローソン⻑岡幸町店 新潟県 940-0084 ⻑岡市 幸町１-１２-１０
ローソン⻑岡インター店 新潟県 940-2116 ⻑岡市 南七⽇町８９-２６
ローソン新潟物⾒⼭店 新潟県 950-0021 新潟市 東区物⾒⼭３-１０３-１１
ローソン新潟沼垂⻄店 新潟県 950-0076 新潟市 中央区沼垂⻄１-４-２
ローソン新潟万代テレコムビル店 新潟県 950-0088 新潟市 中央区万代４-４-２７
ローソン新潟中野⼭店 新潟県 950-0837 新潟市 東区若葉町１-１９-８１
ローソン新潟駅⻄⼝店 新潟県 950-0901 新潟市 中央区弁天１-１-２６
ローソン新潟駅南店 新潟県 950-0912 新潟市 中央区南笹⼝１-２-２５
ローソン新潟⼤野町店 新潟県 950-1111 新潟市 ⻄区⼤野町２７０４-１
ローソン新潟⻲⾙店 新潟県 950-2033 新潟市 ⻄区⻲⾙７３５-１
ローソン豊栄新井郷店 新潟県 950-3361 新潟市 北区新井郷字居裏１０８８
ローソンＮＳＧスクエア店 新潟県 951-8063 新潟市 中央区古町通７番町９３５
ローソン新潟巻北店 新潟県 953-0041 新潟市 ⻄蒲区巻甲３２６８-１
ローソン新津インター店 新潟県 956-0812 新潟市 秋葉区中新⽥２２４-２
ローソン南⿂沼浦佐店 新潟県 949-7302 南⿂沼市 浦佐７９-１
ローソン⾒附学校町店 新潟県 954-0052 ⾒附市 学校町１-５-３０
ローソン射⽔海⻯町店 富⼭県 933-0222 射⽔市 海⻯町２４-９
ローソン新湊津幡江店 富⼭県 934-0038 射⽔市 津幡江１４４
ローソン新湊沖塚原店 富⼭県 934-0055 射⽔市 沖塚原７６８-２
ローソン射⽔⼩島店 富⼭県 939-0274 射⽔市 ⼩島１６０-２
ローソン⿂津上村⽊店 富⼭県 937-0046 ⿂津市 上村⽊１-７０１
ローソン新川⽂化ホール前店 富⼭県 937-0852 ⿂津市 慶野２４５-１
ローソン⿊部三⽇市店 富⼭県 938-0037 ⿊部市 新牧野３５３
ローソン富⼭上冨居⻄店 富⼭県 930-0835 富⼭市 上冨居１-３-１
ローソン富⼭豊⽥店 富⼭県 931-8312 富⼭市 豊⽥本町４-８-１
ローソン富⼭城川原店 富⼭県 931-8326 富⼭市 上野新町４７６-２
ローソン⽔橋中村町店 富⼭県 939-0521 富⼭市 ⽔橋中村町字背⼾１２１-８
ローソン砺波チューリップ公園前店 富⼭県 939-1383 砺波市 ⾼道４-５
ローソン婦中⽥島店 富⼭県 939-2702 富⼭市 婦中町⽥島６１５
ローソン富⼭⼤泉店 富⼭県 939-8087 富⼭市 ⼤泉町２-１-３
ローソン富⼭花園町店 富⼭県 939-8201 富⼭市 花園町２-６-５
ローソン滑川北野店 富⼭県 936-0806 滑川市 北野４４-１
ローソン城端町野⽥店 富⼭県 939-1842 南砺市 野⽥５１-１
ローソン加賀⼤聖寺上福⽥店 ⽯川県 922-0004 加賀市 ⼤聖寺上福⽥町ヌ２２-１
ローソン武⽣⽇野美店 福井県 915-0831 越前市 ⽇野美１-１２
ローソン武⽣四郎丸店 福井県 915-0857 越前市 四郎丸町２２-２０
ローソン⼤野⽉美町店 福井県 912-0031 ⼤野市 ⽉美町５-１２
ローソン⼤野新庄店 福井県 912-0085 ⼤野市 新庄１４-９-１
ローソン春江針原店 福井県 919-0476 坂井市 春江町針原２１字古屋敷４９-１



ローソン福井下森⽥店 福井県 910-0143 福井市 森⽥北東部⼟地区画整理事業１９０街区７
ローソン福井開発⼆丁⽬店 福井県 910-0842 福井市 開発２-２１１
ローソン永平寺花⾕店 福井県 910-1215 吉⽥郡 永平寺町花⾕４-８-１
ローソン甲斐万才店 ⼭梨県 400-0114 甲斐市 万才２８３-３
ローソン甲斐⻄⼋幡店 ⼭梨県 400-0117 甲斐市 ⻄⼋幡字⼾⽥道下３５６２-１
ローソン甲斐中下条店 ⼭梨県 400-0124 甲斐市 中下条９６０-１
ローソン甲府池⽥通り店 ⼭梨県 400-0064 甲府市 下飯⽥１-４-４５
ローソン甲府上今井町南店 ⼭梨県 400-0845 甲府市 上今井町１０６５
ローソン甲府城東店 ⼭梨県 400-0861 甲府市 城東１-１６-９
ローソン甲府城東三丁⽬店 ⼭梨県 400-0861 甲府市 城東３-９-１４
ローソン塩⼭バイパス店 ⼭梨県 404-0036 甲州市 塩⼭熊野６９-１
ローソン塩⼭下塩後店 ⼭梨県 404-0044 甲州市 塩⼭下塩後５３５-２
ローソン中央下河東店 ⼭梨県 409-3821 中央市 下河東１０２２-３
ローソン浅原橋東店 ⼭梨県 409-3843 中央市 ⻄花輪字阿原前２７６７-２
ローソン富⼠吉⽥下吉⽥店 ⼭梨県 403-0009 富⼠吉⽥市 富⼠⾒５-６-６
ローソン笛吹⽯和唐柏店 ⼭梨県 406-0034 笛吹市 ⽯和町唐柏１９５
ローソン笛吹御坂成⽥店 ⼭梨県 406-0801 笛吹市 御坂町成⽥９７１-２
ローソン南アルプス⼗⽇市場店 ⼭梨県 400-0336 南アルプス市 ⼗⽇市場５
ローソン伊那バイパス店 ⻑野県 396-0001 伊那市 福島１５５-１
ローソン⾠野樋⼝店 ⻑野県 399-0424 上伊那郡 ⾠野町⼤字⾚⽻５０９-１
ローソン飯島店 ⻑野県 399-3702 上伊那郡 飯島町飯島２３１５-１
ローソン⽴科⼭部店 ⻑野県 384-2307 北佐久郡 ⽴科町⼤字⼭部字峠反１５０
ローソン中軽井沢駅前店 ⻑野県 389-0112 北佐久郡 軽井沢町中軽井沢７-１
ローソン佐久蓬⽥店 ⻑野県 384-2107 佐久市 蓬⽥２０９-２
ローソン千曲稲荷⼭店 ⻑野県 387-0021 千曲市 ⼤字稲荷⼭１９１８-１
ローソン⼾倉今井店 ⻑野県 389-0804 千曲市 ⼤字⼾倉字清⽔尻２６４６-１
ローソン⻑野北⻑池店 ⻑野県 381-0025 ⻑野市 北⻑池１１７６-５
ローソン坂城インター店 ⻑野県 389-0602 埴科郡 坂城町中之条１１３０-１
ローソン神⼾町丈六道店 岐⾩県 503-2304 安⼋郡 神⼾町丈六道４３８-２
ローソン恵那岩村町店 岐⾩県 509-7403 恵那市 岩村町１６６７-７
ローソン上⽯津牧⽥店 岐⾩県 503-1602 ⼤垣市 上⽯津町牧⽥２２５０
ローソン各務原⻄那加店 岐⾩県 504-0952 各務原市 那加⻄那加町３５-３
ローソン岐⾩北⼀⾊店 岐⾩県 500-8227 岐⾩市 北⼀⾊９-２０-４
ローソン岐⾩岩崎店 岐⾩県 502-0005 岐⾩市 岩崎１００７-１
ローソン岐⾩福光東店 岐⾩県 502-0813 岐⾩市 福光東１-９-１２
ローソン郡上⼋幡店 岐⾩県 501-4224 郡上市 ⼋幡町城南町字ヤナシマ２２８
ローソン下呂温泉店 岐⾩県 509-2207 下呂市 湯之島８０１-１
ローソン下呂上呂店 岐⾩県 509-2518 下呂市 萩原町上呂１４８０
ローソン⾼⼭上岡本店 岐⾩県 506-0055 ⾼⼭市 上岡本町８-３５
ローソン⾼⼭⼭⽥店 岐⾩県 506-0058 ⾼⼭市 ⼭⽥町１５４３-８
ローソン中津川上⾦店 岐⾩県 508-0031 中津川市 宮前町４-７１
ローソン美濃加茂加茂野町店 岐⾩県 505-0054 美濃加茂市 加茂野町加茂野１２８
ローソン⼭県⾼⽊店 岐⾩県 501-2113 ⼭県市 ⼤字⾼⽊字⼾⽻１２９５-１
ローソン伊⾖牧之郷店 静岡県 410-2401 伊⾖市 牧之郷字寺中１０７-１
ローソン中伊⾖⼋幡店 静岡県 410-2505 伊⾖市 ⼋幡字原畑４７４-１
ローソン天城湯ヶ島店 静岡県 410-3209 伊⾖市 ⾨野原２２６-１
ローソン伊⾖⾼原東店 静岡県 413-0232 伊東市 ⼋幡野１１３９-２１
ローソン伊東南町⼆丁⽬店 静岡県 414-0035 伊東市 南町２-１１９-１
ローソン磐⽥福⽥店 静岡県 437-1203 磐⽥市 福⽥２０２４
ローソン磐⽥豊岡店 静岡県 438-0231 磐⽥市 豊岡６２８６-１
ローソン御前崎浜岡店 静岡県 437-1612 御前崎市 池新⽥７７３８-１
ローソン掛川領家店 静岡県 436-0038 掛川市 領家１１６５-１
ローソン御殿場中畑店 静岡県 412-0006 御殿場市 中畑字⼤⼦⼭１６６４-２
ローソン⾜柄サービスエリア上り店 静岡県 412-0023 御殿場市 深沢字前野原１８０１-８
ローソン御殿場⼤坂店 静岡県 412-0034 御殿場市 ⼤坂８４-８
ローソン御殿場ぐみ沢店 静岡県 412-0041 御殿場市 茱萸沢１９６
ローソン御殿場新橋東店 静岡県 412-0043 御殿場市 新橋字平塚１５８８-１
ローソン下⽥吉佐美店 静岡県 415-0028 下⽥市 吉佐美１６１０-１２
ローソン下⽥駅前店 静岡県 415-0035 下⽥市 東本郷１-１-１
ローソン静岡丸⼦⼆丁⽬店 静岡県 421-0103 静岡市 駿河区丸⼦２-４-２０
ローソン静岡中原店 静岡県 422-8058 静岡市 駿河区中原５５５-１
ローソン清⽔宍原店 静岡県 424-0301 静岡市 清⽔区宍原１３８７-２
ローソン島⽥中央町店 静岡県 427-0042 島⽥市 中央町３１-２
ローソン島⽥阪本店 静岡県 427-0111 島⽥市 阪本１３８４-３０
ローソン裾野茶畑店 静岡県 410-1121 裾野市 茶畑向⽥１１７３-１
ローソン裾野伊⾖島⽥店 静岡県 410-1123 裾野市 伊⾖島⽥３７６-９
ローソン⼩⼭町須⾛東店 静岡県 410-1431 駿東郡 ⼩⼭町須⾛１４-１
ローソン清⽔町久⽶⽥店 静岡県 411-0911 駿東郡 清⽔町久⽶⽥字⼩塚⽥５５-３
ローソン⻑泉南⼀⾊店 静岡県 411-0932 駿東郡 ⻑泉町南⼀⾊３０８-１



ローソン東名沼津インター⻄店 静岡県 410-0011 沼津市 岡宮１２９２-２
ローソン沼津岡宮南店 静岡県 410-0011 沼津市 岡宮字寺下５１１-１
ローソン沼津我⼊道北店 静岡県 410-0823 沼津市 我⼊道字⼀本松町１９３
ローソン浜松富塚店 静岡県 432-8002 浜松市 中区富塚町２２０８
ローソン浜北⾼畑店 静岡県 434-0034 浜松市 浜北区⾼畑５２５
ローソン富⼠今泉北店 静岡県 417-0001 富⼠市 今泉字⾼尾奈４８０-１
ローソン三島⾕⽥店 静岡県 411-0801 三島市 ⾕⽥１６６-１
ローソン焼津登呂⽥店 静岡県 425-0036 焼津市 ⻄⼩川３-１-５
ローソン安城⾥町店 愛知県 446-0001 安城市 ⾥町荒畑１５４-２
ローソン安城尾崎店 愛知県 446-0004 安城市 尾崎町豊阿弥５９
ローソン東郷春⽊藤坂店 愛知県 470-0162 愛知郡 東郷町⼤字春⽊字藤坂２３１
ローソンあま七宝町桂店 愛知県 497-0004 あま市 七宝町桂宮前２１-１
ローソン⼀宮萩原町⻄御堂店 愛知県 491-0365 ⼀宮市 萩原町⻄御堂字苅宿１５-１
ローソン⼀宮⼤和町苅安賀店 愛知県 491-0934 ⼀宮市 ⼤和町苅安賀字⼭王４５-１
ローソン岡崎⾚渋町店 愛知県 444-0241 岡崎市 ⾚渋町字⽥中１７-１
ローソン岡崎⼭⼿店 愛知県 444-0864 岡崎市 明⼤寺町字東⻑峰３８
ローソン岡崎⻯美南店 愛知県 444-0874 岡崎市 ⻯美南４-８-４
ローソン岡崎舞⽊町店 愛知県 444-3511 岡崎市 舞⽊町字市場１３-１
ローソン尾張旭柏井町店 愛知県 488-0007 尾張旭市 柏井町公園通１６２
ローソン尾張旭庄中町店 愛知県 488-0838 尾張旭市 庄中町１-９-２
ローソン刈⾕築地店 愛知県 448-0011 刈⾕市 築地町４-４-８
ローソン春⽇井味美町店 愛知県 486-0968 春⽇井市 味美町３-１０９
ローソン江南安良店 愛知県 483-8111 江南市 安良町地蔵６
ローソン瀬⼾警察署前店 愛知県 489-0806 瀬⼾市 東吉⽥町４０-６
ローソン東浦於⼤公園前店 愛知県 470-2102 知多郡 東浦町⼤字緒川字⼤⾨⼆区４３
ローソン豊川篠⽥店 愛知県 441-1206 豊川市 篠⽥町新切７-１
ローソン豊⽥東梅坪店 愛知県 471-0071 豊⽥市 東梅坪町８-８-２４
ローソン豊⽥美⾥店 愛知県 471-0805 豊⽥市 美⾥１-１１-１１
ローソン豊⽥五ヶ丘店 愛知県 471-0814 豊⽥市 五ヶ丘１-２-１
ローソン名和店 愛知県 476-0002 東海市 名和町三番割中３１-１
ローソン東海加⽊屋町店 愛知県 477-0032 東海市 加⽊屋町東⼤堀２８-１７
ローソン常滑錦町店 愛知県 479-0843 常滑市 錦町１-３０
ローソン常滑⾦⼭店 愛知県 479-0867 常滑市 北汐⾒坂２-５
ローソン⻄区上名古屋三丁⽬店 愛知県 451-0025 名古屋市 ⻄区上名古屋３-２４１９
ローソン⻄区花原町店 愛知県 452-0809 名古屋市 ⻄区花原町１４５
ローソン豊国通店 愛知県 453-0834 名古屋市 中村区豊国通４-４９-１
ローソン港区七反野⼀丁⽬店 愛知県 455-0884 名古屋市 港区七反野１-７０１
ローソン緑区池上台三丁⽬店 愛知県 458-0044 名古屋市 緑区池上台３-３３
ローソン⻄尾⼾ケ崎店 愛知県 445-0075 ⻄尾市 ⼾ケ崎５-２-７
ローソン半⽥更⽣町店 愛知県 475-0856 半⽥市 更⽣町２-２８
ローソン伊勢岩渕店 三重県 516-0037 伊勢市 岩渕２-７１４
ローソン桑名⻄別所店 三重県 511-0851 桑名市 ⼤字⻄別所８９１-３
ローソン⼤⼭⽥パーキングエリア下り店 三重県 511-0861 桑名市 ⼤字蠣塚新⽥字⼤⾕７４-２
ローソン津城⼭店 三重県 514-0815 津市 藤⽅字⿊⽊３-１
ローソン御浜町下市⽊店 三重県 519-5203 南牟婁郡 御浜町下市⽊４６４５-１０５
ローソン⽟城町佐⽥店 三重県 519-0414 度会郡 ⽟城町佐⽥字佐⽥⼭１７６８
ローソン膳所本町店 滋賀県 520-0813 ⼤津市 丸の内町３-３０
ローソン近江⼋幡多賀店 滋賀県 523-0821 近江⼋幡市 多賀町４０２-１
ローソン草津野路東店 滋賀県 525-0059 草津市 野路６-６-１
ローソン⻑浜下坂中町店 滋賀県 526-0044 ⻑浜市 下坂中町字樋ノ内２９０-３
ローソン⻑浜東上坂店 滋賀県 526-0802 ⻑浜市 東上坂町１２６
ローソン彦根⼤藪店 滋賀県 522-0053 彦根市 ⼤藪町字越地２１-３７
ローソン蒲⽣桜川店 滋賀県 529-1511 東近江市 桜川東町字堂⼾１８９-５
ローソン綾部⾼東分校前店 京都府 623-0012 綾部市 川⽷町南古屋敷２０-４
ローソン綾部⻄町店 京都府 623-0016 綾部市 ⻄町３丁⽬北⼤坪１９
ローソン⼤久保町平盛店 京都府 611-0033 宇治市 ⼤久保町平盛６０-１
ローソン吉祥院蒔絵店 京都府 601-8345 京都市 南区吉祥院蒔絵南町８
ローソン上賀茂店 京都府 603-8035 京都市 北区上賀茂朝露ヶ原町４-１
ローソン上賀茂桜井町店 京都府 603-8054 京都市 北区上賀茂桜井町１０３-３
ローソン下鴨⻄林店 京都府 606-0817 京都市 左京区下鴨⻄林町５-５
ローソン三⼭⽊⽥中店 京都府 610-0313 京⽥辺市 三⼭⽊⽥中２６
ローソン京⽥辺⼭⼿⻄店 京都府 610-0355 京⽥辺市 ⼭⼿⻄１-１０-８
ローソン下⿃⽻柳⻑店 京都府 612-8489 京都市 伏⾒区下⿃⽻⻄柳⻑町２０７
ローソン⻄京極佃⽥店 京都府 615-0813 京都市 右京区⻄京極佃⽥町１１-９
ローソン太秦蜂岡町店 京都府 616-8162 京都市 右京区太秦蜂岡町３５-２
ローソン嵯峨明星町店 京都府 616-8337 京都市 右京区嵯峨明星町１-１
ローソン嵯峨釈迦堂⾨前店 京都府 616-8421 京都市 右京区嵯峨釈迦堂⾨前瀬⼾川町１９-１
ローソン京都城陽市役所前店 京都府 610-0121 城陽市 寺⽥⾼⽥３３
ローソン⻑岡京インター店 京都府 617-0845 ⻑岡京市 下海印寺伊賀寺３９-３



ローソン⼋⽊室河原店 京都府 629-0166 南丹市 ⼋⽊町室河原初トノ１-１
ローソン京丹波和⽥店 京都府 622-0311 船井郡 京丹波町和⽥安階２２
ローソン中舞鶴店 京都府 625-0083 舞鶴市 ⼤字余部上⼩字余部上２２８
ローソン与謝野町加悦店 京都府 629-2311 与謝郡 与謝野町字幾地⼩字中坪３２４-１
ローソン茨⽊東安威⼆丁⽬店 ⼤阪府 567-0002 茨⽊市 東安威２-１０-３
ローソンりんくうパピリオ店 ⼤阪府 598-0048 泉佐野市 りんくう往来北１
ローソン天神橋七丁⽬店 ⼤阪府 531-0041 ⼤阪市 北区天神橋７-６-１１
ローソン淀川宮原三丁⽬店 ⼤阪府 532-0003 ⼤阪市 淀川区宮原３-３-１６
ローソン東淀川⼩松四丁⽬店 ⼤阪府 533-0004 ⼤阪市 東淀川区⼩松４-７-２２
ローソン関⽬四丁⽬店 ⼤阪府 536-0008 ⼤阪市 城東区関⽬４-１１-４０
ローソン森之宮⼆丁⽬店 ⼤阪府 536-0025 ⼤阪市 城東区森之宮２-４-１１
ローソン⻑居⼆丁⽬店 ⼤阪府 558-0003 ⼤阪市 住吉区⻑居２-１-１９
ローソン⾨真堂⼭店 ⼤阪府 571-0059 ⾨真市 堂⼭町２０-３０
ローソン⾙塚久保店 ⼤阪府 597-0032 ⾙塚市 永吉字⼤畝町１-２
ローソン岸和⽥加守町三丁⽬店 ⼤阪府 596-0042 岸和⽥市 加守町３-１２-１３
ローソンＪＲ堺市駅前店 ⼤阪府 590-0013 堺市 堺区東雲⻄町⼀丁５９-１
ローソン⽅違神社前店 ⼤阪府 590-0015 堺市 堺区南⽥出井町４-１-３１
ローソン堺若松台店 ⼤阪府 590-0116 堺市 南区若松台３丁２-１
ローソン堺⼤浜店 ⼤阪府 590-0974 堺市 堺区⼤浜北町三丁３-１６
ローソン菱⽊三丁店 ⼤阪府 593-8315 堺市 ⻄区菱⽊３-２４４１-３
ローソン吹⽥千⾥⼭東四丁⽬店 ⼤阪府 565-0842 吹⽥市 千⾥⼭東４-６-３
ローソン吹⽥南千⾥店 ⼤阪府 565-0851 吹⽥市 千⾥⼭⻄６-６３-２７
ローソン阪⼤病院店 ⼤阪府 565-0871 吹⽥市 ⼭⽥丘２-１５ ⼤阪⼤学医学部附属病院内
ローソン⾼槻京⼝町店 ⼤阪府 569-0072 ⾼槻市 京⼝町９-３０
ローソン東豊中町五丁⽬店 ⼤阪府 560-0003 豊中市 東豊中町５-３１-８
ローソン富⽥林⻄板持店 ⼤阪府 584-0048 富⽥林市 ⻄板持町２-５-１０
ローソン寝屋川楠根北町店 ⼤阪府 572-0845 寝屋川市 楠根北町１-１
ローソン東⼤阪⻄岩⽥四丁⽬店 ⼤阪府 578-0947 東⼤阪市 ⻄岩⽥４-６-１４
ローソン⼩野原東店 ⼤阪府 562-0031 箕⾯市 ⼩野原東３-９-２９
ローソン⽔無瀬駅前店 ⼤阪府 618-0014 三島郡 島本町⽔無瀬１-１８-９
ローソンＪＲ島本駅前店 ⼤阪府 618-0022 三島郡 島本町桜井１-５-４５
ローソン⼋尾美園町四丁⽬店 ⼤阪府 581-0818 ⼋尾市 美園町４-５０-１
ローソン尼崎⽴花駅南店 兵庫県 660-0052 尼崎市 七松町１-３-１ フェスタ⽴花南館１Ｆ
ローソン尼崎北⼤物店 兵庫県 660-0804 尼崎市 北⼤物町１６-２０
ローソン尼崎⼤⻄町三丁⽬店 兵庫県 661-0023 尼崎市 ⼤⻄町３-１-１
ローソン和⽥⼭下⽥店 兵庫県 669-5241 朝来市 和⽥⼭町⼟⽥字下⽥３-１
ローソン⻄明⽯駅店 兵庫県 673-0005 明⽯市 ⼩久保２-７-２０
ローソン伊丹荒牧南⼆丁⽬店 兵庫県 664-0008 伊丹市 荒牧南２-２-３６
ローソンニシイチドラッグ伊丹鈴原店 兵庫県 664-0882 伊丹市 鈴原町８-６８
ローソン太⼦町鵤店 兵庫県 671-1561 揖保郡 太⼦町鵤４４-９
ローソン加古川町河原店 兵庫県 675-0067 加古川市 加古川町河原字⻑尾３５７-３
ローソン神⼾枝吉店 兵庫県 651-2133 神⼾市 ⻄区枝吉１-８
ローソン神⼾桜が丘店 兵庫県 651-2226 神⼾市 ⻄区桜が丘中町６-４-１６
ローソン⻑⽥上池⽥店 兵庫県 653-0827 神⼾市 ⻑⽥区上池⽥３-１７-１６
ローソン須磨駅前店 兵庫県 654-0055 神⼾市 須磨区須磨浦通５-７-５
ローソン神⼾岡本坂店 兵庫県 658-0072 神⼾市 東灘区岡本１-８-２２
ローソン宝塚南⼝⼀丁⽬店 兵庫県 665-0011 宝塚市 南⼝１-１７-１１
ローソン氷上北店 兵庫県 669-3651 丹波市 氷上町氷上字六反⽥１１-２
ローソン春⽇インター店 兵庫県 669-4132 丹波市 春⽇町野村２１０９-１
ローソン⿓野堂本中央店 兵庫県 679-4129 たつの市 ⿓野町堂本字天神４２９-５
ローソンたつの富永店 兵庫県 679-4167 たつの市 ⿓野町富永４５２-１
ローソン豊岡九⽇市店 兵庫県 668-0052 豊岡市 九⽇市下町字下荒原１６６-８
ローソン城崎湯島店 兵庫県 669-6101 豊岡市 城崎町湯島９０１-１
ローソン⻄宮⾼須町⼀丁⽬店 兵庫県 663-8141 ⻄宮市 ⾼須町１-６-１１２
ローソン姫路⻄今宿店 兵庫県 670-0061 姫路市 ⻄今宿３-８-２０
ローソン姫路野⾥店 兵庫県 670-0811 姫路市 野⾥１７４-１
ローソン姫路飾東豊国店 兵庫県 671-0219 姫路市 飾東町豊国字村前２９３-１
ローソン姫路兼⽥店 兵庫県 672-8001 姫路市 兼⽥字リコボ３６-１
ローソン三⽊末広⼆丁⽬店 兵庫県 673-0403 三⽊市 末広町２-２６６-１
ローソン学研北⽣駒駅前店 奈良県 630-0122 ⽣駒市 真⼸１-１-１０
ローソン榛原⻄峠店 奈良県 633-0253 宇陀市 榛原萩原元⽟⼩⻄２４６５
ローソン橿原川⻄町店 奈良県 634-0826 橿原市 川⻄町１１６９-１
ローソン広陵⼤野店 奈良県 635-0803 北葛城郡 広陵町⼤字⼤野５２９-１
ローソン上牧町下牧店 奈良県 639-0205 北葛城郡 上牧町下牧３-８-１１
ローソン奈良南京終店 奈良県 630-8141 奈良市 南京終町６６８-１
ローソン岩出根来インター店 和歌⼭県 649-6202 岩出市 根来１６９０-１
ローソン紀美野町役場前店 和歌⼭県 640-1131 海草郡 紀美野町動⽊３１４-２
ローソン海南東インター前店 和歌⼭県 642-0028 海南市 幡川字藤原１９８-３
ローソン新宮磐盾店 和歌⼭県 647-0051 新宮市 磐盾１９００-４



ローソン⽥辺秋津町店 和歌⼭県 646-0005 ⽥辺市 秋津町６９５
ローソン⽥辺上の⼭店 和歌⼭県 646-0061 ⽥辺市 上の⼭１-２-２２
ローソン⽩浜町千畳店 和歌⼭県 649-2211 ⻄牟婁郡 ⽩浜町２９２７-１６８９
ローソン川辺町⼩熊店 和歌⼭県 649-1323 ⽇⾼郡 ⽇⾼川町⼩熊字⾥神２４３３
ローソン和歌⼭⾈津町⼀丁⽬店 和歌⼭県 640-8255 和歌⼭市 ⾈津町１-１２-９
ローソンＪＲ和歌⼭駅前店 和歌⼭県 640-8331 和歌⼭市 美園町５-１２-１
ローソン和歌⼭中之島店 和歌⼭県 640-8392 和歌⼭市 中之島２９８-２
ローソン和歌⼭北島店 和歌⼭県 640-8403 和歌⼭市 北島邨内４２７-４２
ローソン和歌⼭向団地前店 和歌⼭県 640-8431 和歌⼭市 向２０２-１
ローソン和歌⼭梅原店 和歌⼭県 640-8452 和歌⼭市 梅原字神免９３-３
ローソン和歌⼭⻄浜店 和歌⼭県 641-0036 和歌⼭市 ⻄浜１６６０-２２１
ローソン倉吉下古川店 ⿃取県 682-0005 倉吉市 下古川字⼋反縄⼿２０５-１
ローソン倉吉宮川店 ⿃取県 682-0881 倉吉市 宮川町２-４９
ローソン南部阿賀店 ⿃取県 683-0322 ⻄伯郡 南部町阿賀字徳連場東４１３-３
ローソン境港⽵内店 ⿃取県 684-0043 境港市 ⽵内町字煤⽵場３５６５-３１
ローソン⿃取駅南店 ⿃取県 680-0846 ⿃取市 扇町７１
ローソン⿃取的場店 ⿃取県 680-0873 ⿃取市 的場２-８５
ローソン国府宮ノ下店 ⿃取県 680-8063 ⿃取市 国府町奥⾕３-３１０
ローソン⿃取ハワイ店 ⿃取県 682-0721 東伯郡 湯梨浜町⼤字⽥後３４０-１
ローソン⽩兎海岸店 ⿃取県 689-0206 ⿃取市 ⽩兎６９３-５５
ローソン湯梨浜⻑和⽥店 ⿃取県 689-0732 東伯郡 湯梨浜町⼤字⻑和⽥字井尻１４８７-１
ローソン北栄町北尾店 ⿃取県 689-2114 東伯郡 北栄町北尾字弐ノ坪９０-１
ローソンローソン・ポプラ北栄町由良店 ⿃取県 689-2208 東伯郡 北栄町六尾字夢地２１３-１
ローソン⼋頭⼋東店 ⿃取県 680-0607 ⼋頭郡 ⼋頭町徳丸字上ハ福１２０-１
ローソン智頭町店 ⿃取県 689-1401 ⼋頭郡 智頭町⼤字市瀬字⽵ノ出⼝１４７８-１
ローソン⽶⼦警察署通り店 ⿃取県 683-0004 ⽶⼦市 上福原９２１-３
ローソン⽶⼦福市店 ⿃取県 683-0011 ⽶⼦市 福市字⻑畑８６１-６４
ローソン⽶⼦⽶原東店 ⿃取県 683-0804 ⽶⼦市 ⽶原７-６７４
ローソン⽶⼦⻄福原七丁⽬店 ⿃取県 683-0805 ⽶⼦市 ⻄福原７-１１０１-１
ローソン⽶⼦上後藤店 ⿃取県 683-0841 ⽶⼦市 上後藤７-３０９-２
ローソン出雲平⽥町店 島根県 691-0001 出雲市 平⽥町字中ノ島５４８２-３
ローソン出雲駅北店 島根県 693-0007 出雲市 駅北町２-１
ローソン島根⼤学病院店 島根県 693-0021 出雲市 塩冶町８９-１
ローソン出雲塩冶町店 島根県 693-0021 出雲市 塩冶町１１５５
ローソン出雲塩冶神前店 島根県 693-0024 出雲市 塩冶神前６-３-１
ローソン出雲塩冶原店 島根県 693-0026 出雲市 塩冶原町１-５-１３
ローソン浜⼭店 島根県 699-0722 出雲市 ⼤社町北荒⽊１０５７-５
ローソン雲南三⼑屋町店 島根県 690-2403 雲南市 三⼑屋町下熊⾕１６２６-３
ローソン浜⽥国分店 島根県 697-0003 浜⽥市 国分町２３１２
ローソン松江上乃⽊七丁⽬店 島根県 690-0015 松江市 上乃⽊７-１３-１
ローソン益⽥あけぼの東町店 島根県 698-0027 益⽥市 あけぼの東町７-７
ローソン松江⽟湯町布志名店 島根県 699-0203 松江市 ⽟湯町布志名３７１-２
ローソン安来折坂町店 島根県 692-0046 安来市 折坂町字新開３４-１３
ローソン⾚磐桜が丘東店 岡⼭県 709-0721 ⾚磐市 桜が丘東５-５-２９７
ローソン岡⼭野殿⻄町店 岡⼭県 700-0066 岡⼭市 北区野殿⻄町４１５-７
ローソン岡⼭平野店 岡⼭県 701-0151 岡⼭市 北区平野１０１２-１
ローソン岡⼭奈義町店 岡⼭県 708-1325 勝⽥郡 奈義町滝本１６１０
ローソン児島駅南店 岡⼭県 711-0921 倉敷市 児島駅前３-１８
ローソン児島インター店 岡⼭県 711-0923 倉敷市 児島阿津１-３-５
ローソン瀬⼾内⽜窓町店 岡⼭県 701-4301 瀬⼾内市 ⽜窓町⻑浜６８７０-３３
ローソン総社吉備路店 岡⼭県 719-1161 総社市 宿字原９５-１
ローソン⾼梁津川町店 岡⼭県 716-0002 ⾼梁市 津川町今津１７３８-１
ローソン津⼭上河原店 岡⼭県 708-0001 津⼭市 ⼩原１８６-１９
ローソン津⼭院庄店 岡⼭県 708-0015 津⼭市 神⼾３４６-１
ローソン津⼭⾼尾店 岡⼭県 708-0876 津⼭市 ⾼尾字粟⽥４６２-１
ローソン新⾒駅前店 岡⼭県 718-0003 新⾒市 ⾼尾２４６５-１２
ローソン新⾒⻑屋店 岡⼭県 718-0014 新⾒市 ⻑屋３３２-１
ローソン蒜⼭下⻑⽥店 岡⼭県 717-0506 真庭市 蒜⼭下⻑⽥６６４-１
ローソン美作福本店 岡⼭県 701-2604 美作市 福本６１１-１
ローソン江⽥島⼤柿町⼤原店 広島県 737-2213 江⽥島市 ⼤柿町⼤原１０７６-１
ローソン尾道三軒家町店 広島県 722-0031 尾道市 三軒家町６-１０
ローソン向島川尻店 広島県 722-0073 尾道市 向島町字中宇根６０４５-２
ローソン尾道向島中央店 広島県 722-0073 尾道市 向島町字⻑江⾕８１２-１
ローソン因島市役所前店 広島県 722-2323 尾道市 因島⼟⽣町字島前９-１
ローソン⽵原新庄店 広島県 725-0003 ⽵原市 新庄町１３６３-５
ローソン廿⽇市梅原店 広島県 739-0442 廿⽇市市 梅原１-６０８１-２
ローソン広島⼤町東⼆丁⽬店 広島県 731-0124 広島市 安佐南区⼤町東２-８-２３
ローソン広島伴東三丁⽬店 広島県 731-3164 広島市 安佐南区伴東３-１１-４
ローソン広島⼋幡五丁⽬店 広島県 731-5116 広島市 佐伯区⼋幡５-１５-１



ローソン広島⼋幡⼀丁⽬店 広島県 731-5116 広島市 佐伯区⼋幡１-２９-１２-３
ローソン広島コイン通り店 広島県 731-5127 広島市 佐伯区五⽇市４-５-２２
ローソン広島東雲⼆丁⽬店 広島県 734-0022 広島市 南区東雲２-１５-２
ローソン東広島志和インター店 広島県 739-0265 東広島市 志和町⼤字冠字深迫１６１-１
ローソン広島上瀬野店 広島県 739-0301 広島市 安芸区上瀬野２-１０-１０
ローソン東広島⾼屋町稲⽊店 広島県 739-2106 東広島市 ⾼屋町稲⽊３０４-１
ローソン⿊瀬国近店 広島県 739-2502 東広島市 ⿊瀬町国近１８６-１
ローソン福⼭千⽥町三丁⽬店 広島県 720-0017 福⼭市 千⽥町３-１-７
ローソン福⼭⼤⾨店 広島県 721-0926 福⼭市 ⼤⾨町４-１５-４７
ローソン福⼭引野町三丁⽬店 広島県 721-0942 福⼭市 引野町３-４-９
ローソン宇部東須恵店 ⼭⼝県 759-0206 宇部市 ⼤字東須恵７１５-１
ローソン⽥布施波野店 ⼭⼝県 742-1502 熊⽑郡 ⽥布施町⼤字波野字原河内３３７-４
ローソン下松⻘柳⼆丁⽬店 ⼭⼝県 744-0004 下松市 ⻘柳２-１-１
ローソン下松楠⽊町⼀丁⽬店 ⼭⼝県 744-0029 下松市 楠⽊町１-２-２１
ローソン⼩野⽥有帆店 ⼭⼝県 756-0038 ⼭陽⼩野⽥市 ⼤字有帆９２６-６
ローソン周南周陽⼀丁⽬店 ⼭⼝県 745-0823 周南市 周陽１-３-２０
ローソン下関蒲⽣野店 ⼭⼝県 759-6602 下関市 ⼤字蒲⽣野７９４
ローソン⼤津⽇置店 ⼭⼝県 759-4401 ⻑⾨市 ⽇置上三百歩５８８５-２
ローソン萩市役所前通店 ⼭⼝県 758-0025 萩市 ⼤字⼟原４９３-１
ローソン光宮ノ下町店 ⼭⼝県 743-0045 光市 宮ノ下町１２-２５
ローソン防府植松店 ⼭⼝県 747-0836 防府市 ⼤字植松２３４-１１
ローソン美東⼤⽥店 ⼭⼝県 754-0211 美祢市 美東町⼤⽥字近光５４８１-４
ローソン美祢⼤嶺町曽根店 ⼭⼝県 759-2212 美祢市 ⼤嶺町東分１１９８-２
ローソン⼭⼝吉敷佐畑店 ⼭⼝県 753-0816 ⼭⼝市 吉敷佐畑１-２-５
ローソン⼭⼝平井中上店 ⼭⼝県 753-0831 ⼭⼝市 平井中上２３０
ローソン⼩郡昭和通り店 ⼭⼝県 754-0002 ⼭⼝市 ⼩郡下郷１６２６-１
ローソン⼭⼝⼩郡下郷店 ⼭⼝県 754-0002 ⼭⼝市 ⼩郡下郷７８８-１
ローソン⼭⼝佐⼭店 ⼭⼝県 754-0894 ⼭⼝市 ⼤字佐⼭字市郎兵衛河内１２５４-１６７
ローソン阿南津乃峰町店 徳島県 774-0021 阿南市 津乃峰町⻑浜４７３-１
ローソン阿南橘町店 徳島県 774-0023 阿南市 橘町幸野６３-２０
ローソン勝浦町沼江店 徳島県 771-4301 勝浦郡 勝浦町⼤字沼江字⾞ノ⼝６-１
ローソン⼩松島⽇開野町店 徳島県 773-0010 ⼩松島市 ⽇開野町字勝久２３-１
ローソン⼩松島⾚⽯店 徳島県 773-0021 ⼩松島市 ⾚⽯町４-８３
ローソン徳島⻄須賀町下中須店 徳島県 770-8024 徳島市 ⻄須賀町下中須２７-１
ローソン徳島上⼋万町店 徳島県 770-8040 徳島市 上⼋万町下中筋８６-６
ローソン徳島⼋万町下福万店 徳島県 770-8074 徳島市 ⼋万町下福万８２-４
ローソン鳴⾨撫養町⽊津店 徳島県 772-0004 鳴⾨市 撫養町⽊津字東⼩沖７９４-１
ローソン鳴⾨⾼島店 徳島県 772-0051 鳴⾨市 鳴⾨町⾼島字北３５３
ローソン美⾺インター南店 徳島県 771-2106 美⾺市 美⾺町字喜来市９-１
ローソン阿波池⽥店 徳島県 778-0005 三好市 池⽥町シマ６８２-１
ローソン美⾺脇町別所店 徳島県 779-3620 美⾺市 脇町別所３４６１
ローソン三好三加茂店 徳島県 779-4701 三好郡 東みよし町加茂１７８４
ローソン豊浜町店 ⾹川県 769-1602 観⾳寺市 豊浜町和⽥浜字⾼須賀１５１２-２
ローソン観⾳寺⼤野原インター店 ⾹川県 769-1611 観⾳寺市 ⼤野原町⼤野原４１１７-１
ローソン⾼松⽊太町７区店 ⾹川県 760-0080 ⾼松市 ⽊太町３５２９-６
ローソン⾼松春⽇町川南店 ⾹川県 761-0101 ⾼松市 春⽇町４５５-１
ローソン綾歌町岡⽥店 ⾹川県 761-2404 丸⻲市 綾歌町岡⽥東１７１２-１
ローソン三豊⼭本町店 ⾹川県 768-0103 三豊市 ⼭本町財⽥⻄字⿅ノ⾕１４６１-７
ローソン仁尾町店 ⾹川県 769-1406 三豊市 仁尾町仁尾⾟２５-１４
ローソン三豊豊中町店 ⾹川県 769-1507 三豊市 豊中町岡本２７８
ローソン伊予中⼭町店 愛媛県 791-3206 伊予市 中⼭町中⼭丑５２３-１
ローソン今治南⿃⽣店 愛媛県 794-0802 今治市 南⿃⽣町２-３-５２
ローソン伯⽅島インター店 愛媛県 794-2302 今治市 伯⽅町叶浦甲１３６１-１
ローソン今治松⽊店 愛媛県 799-1513 今治市 松⽊３４-１
ローソン波⽅樋⼝店 愛媛県 799-2102 今治市 波⽅町樋⼝甲１６６３-４
ローソン宇和島錦町店 愛媛県 798-0034 宇和島市 錦町３-１９
ローソン宇和島中沢町店 愛媛県 798-0081 宇和島市 中沢町１-５-１
ローソン⼤洲新⾕室⼾店 愛媛県 795-0071 ⼤洲市 新⾕⼄１５３４-１
ローソン⻄条氷⾒⼩松店 愛媛県 793-0072 ⻄条市 氷⾒⼄１９８３-１
ローソン四国中央妻⿃町店 愛媛県 799-0113 四国中央市 妻⿃町６０９-１
ローソン四国中央⼟居町店 愛媛県 799-0701 四国中央市 ⼟居町中村１２５７
ローソン松⼭フライブルク通り店 愛媛県 790-0062 松⼭市 南江⼾３-１０-２６
ローソン松⼭萱町店 愛媛県 790-0813 松⼭市 萱町６-６８-１
ローソン保内喜⽊店 愛媛県 796-0111 ⼋幡浜市 保内町喜⽊１-６５
ローソン⼋幡浜五反⽥店 愛媛県 796-8010 ⼋幡浜市 五反⽥１-１-２
ローソン伊野町波川店 ⾼知県 781-2128 吾川郡 いの町波川６６２
ローソン⾼知旭町店 ⾼知県 780-0935 ⾼知市 旭町２-６-８
ローソン⾼知鴨部南店 ⾼知県 780-8050 ⾼知市 鴨部１０２１-１
ローソン春野芳原店 ⾼知県 781-0311 ⾼知市 春野町芳原８１６-１



ローソン夜須町坪井店 ⾼知県 781-5601 ⾹南市 夜須町坪井７９８-１
ローソン四万⼗具同店 ⾼知県 787-0019 四万⼗市 具同５２３７-２
ローソン宿⽑インター店 ⾼知県 788-0052 宿⽑市 和⽥５２３-１
ローソン⾼知越知町店 ⾼知県 781-1301 ⾼岡郡 越知町越知甲１７３５-７
ローソン⽇⾼総合運動公園前店 ⾼知県 781-2154 ⾼岡郡 ⽇⾼村岩⽬地字平野澤８７５-２
ローソン佐川町⻄店 ⾼知県 789-1200 ⾼岡郡 佐川町字岩ノ越丙１３９４-２
ローソン佐川町東店 ⾼知県 789-1201 ⾼岡郡 佐川町甲１６３-８
ローソン⼟佐宇佐町北店 ⾼知県 781-1161 ⼟佐市 宇佐町宇佐２０７９-１
ローソン⿊潮町⼊野店 ⾼知県 789-1931 幡多郡 ⿊潮町⼊野５５８-１
ローソン室⼾市役所前店 ⾼知県 781-7103 室⼾市 浮津２４-１
ローソン⽢⽊屋永店 福岡県 838-0031 朝倉市 屋永字⻄原４３２８-１２
ローソン朝倉三輪店 福岡県 838-0814 朝倉郡 筑前町⾼⽥２５３８-１
ローソン飯塚楽市店 福岡県 820-0074 飯塚市 楽市字⼤⽊３１０-３
ローソン飯塚⼝原店 福岡県 820-1114 飯塚市 ⼝原字浦⾕３４-１
ローソン⽔巻駅前店 福岡県 807-0025 遠賀郡 ⽔巻町頃末南３-２３-１
ローソン⼩倉徳吉⻄店 福岡県 803-0278 北九州市 ⼩倉南区徳吉⻄２-３-２０
ローソン⼋幡医⽣ヶ丘店 福岡県 807-0804 北九州市 ⼋幡⻄区医⽣ケ丘１０-３９
ローソン⼋幡丸尾町店 福岡県 807-0826 北九州市 ⼋幡⻄区丸尾町６-９
ローソン⼋幡楠橋南店 福岡県 807-1143 北九州市 ⼋幡⻄区楠橋南３-２１-３
ローソン若松ひびきの店 福岡県 808-0138 北九州市 若松区⼤字塩屋５４１-１
ローソン久留⽶新茶屋店 福岡県 830-0112 久留⽶市 三潴町⽟満２９１３-４
ローソン久留⽶北野町店 福岡県 830-1122 久留⽶市 北野町今⼭５３７-１
ローソン⽥川夏吉店 福岡県 825-0004 ⽥川市 ⼤字夏吉１７１８-１
ローソン太宰府⻘葉台店 福岡県 818-0137 太宰府市 ⻘葉台３-２７-４
ローソン中間通⾕⼆丁⽬店 福岡県 809-0018 中間市 通⾕２-１-１
ローソン福岡平尾五丁⽬店 福岡県 810-0014 福岡市 中央区平尾５-４-２７
ローソン東福間駅前店 福岡県 811-3225 福津市 東福間１-２-３
ローソン舞松原店 福岡県 813-0042 福岡市 東区舞松原１-１０-３
ローソン⽥尻店 福岡県 819-0387 福岡市 ⻄区富⼠⾒２-１-７
ローソン苅⽥下新津店 福岡県 800-0341 京都郡 苅⽥町⼤字下新津５４３
ローソン宗像曲店 福岡県 811-3413 宗像市 曲５９-１
ローソン⼋⼥吉⽥店 福岡県 834-0006 ⼋⼥市 ⼤字吉⽥字甚三⾕１５７０-１
ローソン伊万⾥⼆⾥町店 佐賀県 848-0035 伊万⾥市 ⼆⾥町⼤⾥字中町⼄１１９
ローソン⼩城三⽇⽉店 佐賀県 845-0021 ⼩城市 三⽇⽉町⼤字⻑神⽥１０４０-１
ローソン唐津神⽥店 佐賀県 847-0824 唐津市 神⽥五ノ坪２２６７-４
ローソン佐賀新栄東店 佐賀県 840-0850 佐賀市 新栄東⼆丁⽬５-２７
ローソン川副南⾥店 佐賀県 840-2205 佐賀市 川副町⼤字南⾥１２０６-７
ローソン国⾒多⽐良港店 ⻑崎県 859-1311 雲仙市 国⾒町⼟⿊甲４３-２
ローソン⼤村古賀島町店 ⻑崎県 856-0817 ⼤村市 古賀島町１１５-１
ローソン佐世保指⽅店 ⻑崎県 859-3242 佐世保市 指⽅町２２２７-３
ローソン⻑崎愛宕店 ⻑崎県 850-0822 ⻑崎市 愛宕３-４３３
ローソン⻑崎浜町店 ⻑崎県 850-0853 ⻑崎市 浜町１０-１０
ローソン⻑崎賑町店 ⻑崎県 850-0876 ⻑崎市 賑町７-１１
ローソン⻄彼時津町店 ⻑崎県 851-2103 ⻄彼杵郡 時津町元村郷８１５
ローソン南阿蘇⽩⽔店 熊本県 869-1505 阿蘇郡 南阿蘇村⼤字中松字上⾞鶴３８９８-１
ローソン阿蘇⼀の宮店 熊本県 869-2612 阿蘇市 ⼀の宮町宮地４７３５-１
ローソン宇城松橋町店 熊本県 869-0502 宇城市 松橋町松橋８６１
ローソン嘉島町上島店 熊本県 861-3106 上益城郡 嘉島町⼤字上島字同尻２１３４
ローソン菊陽光の森店 熊本県 869-1108 菊池郡 菊陽町光の森７-４７-１０
ローソン熊本秋津新町店 熊本県 861-2107 熊本市 東区秋津新町５-８
ローソン熊本薄場⼒合店 熊本県 861-4131 熊本市 南区薄場町２５
ローソン熊本河内町店 熊本県 861-5347 熊本市 ⻄区河内町船津⼩川内８８８-１
ローソン熊本⽔前寺⼆丁⽬店 熊本県 862-0950 熊本市 中央区⽔前寺２-１-１
ローソン熊本⿊⽯店 熊本県 861-1102 合志市 須屋字上出⼝２６２６-１
ローソン⽟名南関関東店 熊本県 861-0802 ⽟名郡 南関町⼤字関東８９９-１
ローソン⾅杵市浜店 ⼤分県 875-0052 ⾅杵市 ⼤字市浜字⼟⼿添７５２-１
ローソン宇佐畑⽥店 ⼤分県 879-0451 宇佐市 ⼤字畑⽥字上川⽥９２６-６
ローソン宇佐和気店 ⼤分県 879-1135 宇佐市 ⼤字和気１２５２-１
ローソン⼤分顕徳町店 ⼤分県 870-0025 ⼤分市 顕徳町１-１-２３
ローソン⼤分駅前店 ⼤分県 870-0026 ⼤分市 ⾦池町１-１-１５⼤分駅前ビル１Ｆ
ローソン⼤分皆春店 ⼤分県 870-0131 ⼤分市 ⼤字皆春字町１５２６-１
ローソン⼤分⽥室町店 ⼤分県 870-0816 ⼤分市 ⽥室町８-１７
ローソン佐伯⻑⾕店 ⼤分県 876-0037 佐伯市 ⼤字⻑⾕字⼾間７７２１-１
ローソン佐伯稲垣店 ⼤分県 876-0042 佐伯市 ⼤字稲垣字⼤⽥２４２-１
ローソン津久⾒⾼洲町店 ⼤分県 879-2412 津久⾒市 ⾼洲町２２-１９
ローソン⽇⽥⾼瀬店 ⼤分県 877-0000 ⽇⽥市 ⼤字⾼瀬字今市８５-１
ローソン別府北⽯垣店 ⼤分県 874-0000 別府市 ⼤字北⽯垣字古寺１４５４
ローソン湯布院川上店 ⼤分県 879-5102 由布市 湯布院町川上字上湯１４４５-１
ローソン三股町稗⽥東店 宮崎県 889-1901 北諸県郡 三股町⼤字樺⼭４６７２-５８



ローソン⼩林細野店 宮崎県 886-0004 ⼩林市 細野字⼩堀１４９３-１
ローソン新富新⽥店 宮崎県 889-1406 児湯郡 新富町⼤字新⽥字祇園原１５１１３-２
ローソン延岡野⽥三丁⽬店 宮崎県 882-0805 延岡市 野⽥３-１-１
ローソン国富⽥尻店 宮崎県 880-1104 東諸県郡 国富町⼤字⽥尻字岩摺１０８-４
ローソン宮崎本郷南⽅店 宮崎県 880-0921 宮崎市 本郷南⽅１９１２-１
ローソン都城年⾒町店 宮崎県 885-0017 都城市 年⾒町４-１２
ローソン都城牟⽥町店 宮崎県 885-0079 都城市 牟⽥町５街区１
ローソン蒲⽣上久徳店 ⿅児島県 899-5302 姶良市 蒲⽣町上久徳２８０６
ローソン⼤⼝⾥店 ⿅児島県 895-2511 伊佐市 ⼤⼝⾥字美国塚７１８-１
ローソン串⽊野⼤原店 ⿅児島県 896-0011 いちき串⽊野市 ⼤原町３-１
ローソン出⽔下知識店 ⿅児島県 899-0132 出⽔市 下知識町１４６９-１
ローソン出⽔野⽥店 ⿅児島県 899-0502 出⽔市 野⽥町下名３４１４-１
ローソン⿅児島宇宿町店 ⿅児島県 890-0073 ⿅児島市 宇宿６-２２-１８
ローソン⿅児島皇徳寺店 ⿅児島県 891-0103 ⿅児島市 皇徳寺台３-５８-１８
ローソン⿅児島皇徳寺店 ⿅児島県 891-0103 ⿅児島市 皇徳寺台３-５８-１８
ローソン⿅屋⼤⼿町店 ⿅児島県 893-0009 ⿅屋市 ⼤⼿町７３１８-１
ローソン肝付内之浦店 ⿅児島県 893-1401 肝属郡 肝付町北⽅字新道１９０４-１
ローソン錦江神川店 ⿅児島県 893-2301 肝属郡 錦江町神川字平之下３４１５
ローソン国分敷根店 ⿅児島県 899-4462 霧島市 国分敷根字剣崎３８０-１
ローソン隼⼈⾒次店 ⿅児島県 899-5117 霧島市 隼⼈町⾒次字⾒次２５５-１
ローソン垂⽔海潟店 ⿅児島県 891-2101 垂⽔市 海潟１４０３-１
ローソン垂⽔市⽊店 ⿅児島県 891-2103 垂⽔市 市⽊４６０-３
ローソン加世⽥本町店 ⿅児島県 897-0006 南さつま市 加世⽥本町３７-１
ローソン⽷満バイパス店 沖縄県 901-0301 ⽷満市 字阿波根６９０
ローソン前⽥⼩学校前店 沖縄県 901-2102 浦添市 字前⽥１３５１-１
ローソンうるま市役所⼊⼝店 沖縄県 904-2212 うるま市 字⾚野１００８-１
ローソンうるま与勝店 沖縄県 904-2303 うるま市 与那城４２３-１
ローソン沖縄古謝店 沖縄県 904-2161 沖縄市 古謝９４４
ローソン宜野湾伊佐三丁⽬店 沖縄県 901-2221 宜野湾市 伊佐３-３-３
ローソン海洋博公園前店 沖縄県 905-0207 国頭郡 本部町字備瀬１２１-１
ローソン本部⼤浜店 沖縄県 905-0212 国頭郡 本部町字⼤浜⼤崎原８６１-１
ローソン今帰仁店 沖縄県 905-0411 国頭郡 今帰仁村天底２６２-１
ローソン今帰仁村役場前店 沖縄県 905-0414 国頭郡 今帰仁村字謝名謝名俣原４４６-１
ローソン豊⾒城団地前店 沖縄県 901-0212 豊⾒城市 字平良１２６-１
ローソン那覇国際⾼校前店 沖縄県 900-0006 那覇市 おもろまち３-６-１３
ローソン宇栄原団地前店 沖縄県 901-0153 那覇市 字宇栄原４-６-３
ローソン南城富⾥店 沖縄県 901-0611 南城市 ⽟城字富⾥６９０-１
ローソン中城南⼩学校前店 沖縄県 901-2424 中頭郡 中城村字南上原７７０-１
ローソン那覇崇元寺通店 沖縄県 902-0067 那覇市 安⾥１-８-４
ローソン那覇国場店 沖縄県 902-0075 那覇市 国場１１６２-４
ローソン琉⼤病院前店 沖縄県 903-0125 中頭郡 ⻄原町字上原２-１５-９
ローソン⻄原棚原店 沖縄県 903-0126 中頭郡 ⻄原町棚原１-２３-１１
ローソン⾸⾥久場川団地前店 沖縄県 903-0807 那覇市 ⾸⾥久場川町２-９０-１
ローソン県⽴芸術⼤学前店 沖縄県 903-0812 那覇市 ⾸⾥当蔵２-１３
ローソン北⾕美浜店 沖縄県 904-0115 中頭郡 北⾕町美浜２-１-１５
ローソン嘉⼿納屋良店 沖縄県 904-0202 中頭郡 嘉⼿納町字屋良１０７５-２
ローソン読⾕波平店 沖縄県 904-0322 中頭郡 読⾕村字波平⼤当原２１５８-１
ローソン名護宇茂佐の森店 沖縄県 905-0006 名護市 宇茂佐の森１-１７-１２
ローソン名護⾼校前店 沖縄県 905-0018 名護市 ⼤⻄５-１６-１３
ローソン名護辺野古店 沖縄県 905-2171 名護市 辺野古１０１０-６８



店舗名 都道府県 郵便番号 住所１
（市区群） 住所２

ファミリーマート函館⼤⼿町店 北海道 040-0064 函館市 ⼤⼿町５番３７
ファミリーマート函館⾦堀町店 北海道 042-0944 函館市 ⾦堀町８番７号
ファミリーマート北⽃久根別店 北海道 049-0122 北⽃市 東浜２丁⽬１４－８
ファミリーマート岩⼿川崎店 岩⼿県 029-0202 ⼀関市 川崎町薄⾐字久伝３８－８
ファミリーマート岩⼿ふじさわ店 岩⼿県 029-3405 ⼀関市 藤沢町藤沢字仁郷２－１２
ファミリーマート⼤船渡⽴根町店 岩⼿県 022-0006 ⼤船渡市 ⽴根町字中野３２番１
ファミリーマートオガール紫波店 岩⼿県 028-3318 紫波郡 紫波町紫波中央駅前⼆丁⽬３番１２
ファミリーマート滝沢鵜飼店 岩⼿県 020-0672 滝沢市 下⾼柳５番４６
ファミリーマート盛岡⽉が丘三丁⽬店 岩⼿県 020-0121 盛岡市 ⽉が丘三丁⽬３９番４５号
ファミリーマート盛岡みたけ三丁⽬店 岩⼿県 020-0122 盛岡市 みたけ三丁⽬４－１８
ファミリーマート上杉四丁⽬店 宮城県 980-0011 仙台市 ⻘葉区上杉四丁⽬４番１２号
ファミリーマート⽥⼦⻄店 宮城県 983-0021 仙台市 宮城野区⽥⼦⻄⼀丁⽬１２番地の１
ファミリーマート若林荒井店 宮城県 984-0032 仙台市 若林区荒井字遠藤３２
ファミリーマート多賀城⼋幡店 宮城県 985-0874 多賀城市 ⼋幡４－７－９３
ファミリーマート秋⽥⼭王臨海町店 秋⽥県 010-0956 秋⽥市 ⼭王臨海町４番２８号
ファミリーマート秋⽥新屋⽇吉町店 秋⽥県 010-1622 秋⽥市 新屋⽇吉町１６番１号
ファミリーマート⿅⾓錦⽊店 秋⽥県 018-5336 ⿅⾓市 ⼗和⽥錦⽊字浜⽥３９番地２
ファミリーマート⿅⾓⼤湯店 秋⽥県 018-5421 ⿅⾓市 ⼗和⽥⼤湯字中⽥１０－３
ファミリーマート湯沢インター店 秋⽥県 012-0037 湯沢市 字沖鶴１９４－１
ファミリーマート⾼畠駅前店 ⼭形県 999-2175 東置賜郡 ⾼畠町福沢南１１－２
ファミリーマート⽶沢万世町⽚⼦店 ⼭形県 992-1125 ⽶沢市 万世町⽚⼦３２２番３
ファミリーマート会津南花畑店 福島県 965-0874 会津若松市 南花畑７－６５
ファミリーマート郡⼭⽇出⼭店 福島県 963-0101 郡⼭市 安積町⽇出⼭２－１４
ファミリーマート郡⼭柴宮店 福島県 963-0111 郡⼭市 安積町荒井字柴宮⼭５３－５
ファミリーマート⼤槻三森街道店 福島県 963-0201 郡⼭市 ⼤槻町字下町１５０－２
ファミリーマート郡⼭⾦屋平舘店 福島県 963-0725 郡⼭市 ⽥村町⾦屋字平舘５５
ファミリーマート郡⼭鶴⾒坦⼆丁⽬店 福島県 963-8861 郡⼭市 鶴⾒坦⼆丁⽬１５－１６
ファミリーマート⽩河東店 福島県 961-0309 ⽩河市 東深仁井⽥字原⽥向５６－４
ファミリーマート福島⼤森下町店 福島県 960-1101 福島市 ⼤森字下町１１番地
ファミリーマート⼩美⽟上吉影店 茨城県 311-3403 ⼩美⽟市 上吉影字南原７４０－１５９
ファミリーマート五霞新幸⾕店 茨城県 306-0312 猿島郡 五霞町新幸⾕４４２－３
ファミリーマート境伏⽊南店 茨城県 306-0416 猿島郡 境町伏⽊１９３番１０外７筆
ファミリーマートしもつまバイパス店 茨城県 304-0047 下妻市 肘⾕３２９
ファミリーマートフレストつくばみらい陽光台店茨城県 300-2358 つくばみらい市 ⼩張４０８９番地４３（陽光台２丁⽬２０７街区１画地）
ファミリーマート⼤⽥原⿊⽻店 栃⽊県 324-0241 ⼤⽥原市 ⿊⽻向町５２番
ファミリーマートワンダーグー下野店 栃⽊県 329-0502 下野市 下古⼭２８８８－４
ファミリーマート今市荊沢店 栃⽊県 321-2336 ⽇光市 荊沢５９９－１２６
ファミリーマート⽮板⻑峰店 栃⽊県 329-2162 ⽮板市 末広町４番地６
ファミリーマート伊勢崎国定町⼀丁⽬店 群⾺県 379-2221 伊勢崎市 国定町⼀丁⽬１２２３－１
ファミリーマート前橋下⽯倉町店 群⾺県 371-0842 前橋市 下⽯倉町２２－９
ファミリーマート上尾富⼠⾒⼆丁⽬店 埼⽟県 362-0041 上尾市 富⼠⾒⼆丁⽬２０番３３号
ファミリーマート⼊間東藤沢店 埼⽟県 358-0012 ⼊間市 東藤沢３丁⽬９番１号
ファミリーマート川越⽜⼦店 埼⽟県 350-0017 川越市 ⼤字⽜⼦３８９－１ 他８筆
ファミリーマート伊奈学園前店 埼⽟県 362-0813 北⾜⽴郡 伊奈町学園⼆丁⽬１８３－１
ファミリーマートさいたま佐知川店 埼⽟県 331-0064 さいたま市 ⻄区⼤字佐知川２９８番地１
ファミリーマートさいたま宮原駅東⼝店 埼⽟県 331-0812 さいたま市 北区宮原町３丁⽬３２３
ファミリーマート南浦和駅⻄⼝店 埼⽟県 336-0018 さいたま市 南区南本町⼀丁⽬４番１３号１階
ファミリーマート狭⼭柏原南店 埼⽟県 350-1335 狭⼭市 柏原字上河内５６番１
ファミリーマート所沢東町店 埼⽟県 359-1116 所沢市 東町１２－１
ファミリーマート⼩川飯⽥店 埼⽟県 355-0333 ⽐企郡 ⼩川町⼤字飯⽥２７４－１
ファミリーマートドラッグエース鶴ケ岡店 埼⽟県 356-0045 ふじみ野市 鶴ケ岡１丁⽬１－１
ファミリーマート深⾕南⼤通り店 埼⽟県 366-0801 深⾕市 上野台２１９８番２
ファミリーマート深⾕深⾕町店 埼⽟県 366-0825 深⾕市 深⾕町１１－４５
ファミリーマート本⼋幡駅南⼝店 千葉県 272-0023 市川市 南⼋幡４－１５－１６
ファミリーマート市川駅南⼝店 千葉県 272-0033 市川市 市川南１－１０－１－２１３
ファミリーマート佐倉井野店 千葉県 285-0855 佐倉市 井野１５３１－３
ファミリーマート千葉鶴沢店 千葉県 260-0003 千葉市 中央区鶴沢町２０－２４
ファミリーマート成⽥飯⽥町店 千葉県 286-0041 成⽥市 飯⽥町１４３番地５０
ファミリーマート成⽥久住駅前店 千葉県 286-0819 成⽥市 久住中央１丁⽬１１番１２３
ファミリーマート⻄⽇暮⾥⼀丁⽬店 東京都 116-0013 荒川区 ⻄⽇暮⾥１－６０－８
ファミリーマート⼀之江六丁⽬店 東京都 132-0024 江⼾川区 ⼀之江６丁⽬１７－２７
ファミリーマート東葛⻄七丁⽬店 東京都 134-0084 江⼾川区 東葛⻄７－９－１０
ファミリーマート⼤⽥上池台三丁⽬店 東京都 145-0064 ⼤⽥区 上池台３丁⽬４６－３
ファミリーマート笹塚⼆丁⽬店 東京都 151-0073 渋⾕区 笹塚２－２２－５
ファミリーマート池ノ上駅北⼝店 東京都 155-0031 世⽥⾕区 北沢１－３３－１６
ファミリーマート千歳船橋駅北店 東京都 156-0055 世⽥⾕区 船橋１丁⽬７－６ クレストコート



ファミリーマート芦花公園駅北店 東京都 157-0062 世⽥⾕区 南烏⼭３－２５－１５
ファミリーマート野⽅駅南店 東京都 165-0027 中野区 野⽅５丁⽬２９－１
ファミリーマート千駄⽊五丁⽬店 東京都 113-0022 ⽂京区 千駄⽊５丁⽬４２－２
ファミリーマート⾼輪⼀丁⽬店 東京都 108-0074 港区 ⾼輪１丁⽬２７－４７
ファミリーマート清瀬上清⼾店 東京都 204-0013 清瀬市 上清⼾⼀丁⽬１１番６号
ファミリーマート⾕保駅東店 東京都 186-0003 国⽴市 富⼠⾒台⼀丁⽬２０番６
ファミリーマート⼩⾦井中⼤附属前店 東京都 184-0015 ⼩⾦井市 貫井北町３丁⽬－３０
ファミリーマート東久留⽶中央町店 東京都 203-0054 東久留⽶市 中央町五丁⽬９番３７号
ファミリーマート福⽣⼭王橋通り店 東京都 197-0003 福⽣市 ⼤字熊川字武蔵野１３８９番１２
ファミリーマート開成延沢店 神奈川県 258-0026 ⾜柄上郡 開成町延沢６１５－１
ファミリーマート⼩⽥原下堀店 神奈川県 250-0871 ⼩⽥原市 下堀５３－１
ファミリーマート⿇溝台四丁⽬店 神奈川県 252-0328 相模原市 南区⿇溝台四丁⽬７－３８
ファミリーマート鈴⽊秦野⻄⽥原店 神奈川県 257-0027 秦野市 ⻄⽥原２１７
ファミリーマート⻘葉台駅南店 神奈川県 227-0063 横浜市 ⻘葉区榎が丘１－９ ⻘葉台由樹ビル
ファミリーマート関内蓬莱町店 神奈川県 231-0048 横浜市 中区蓬莱町３－１０４－１トウセン関内ビル
ファミリーマート⼤岡五丁⽬店 神奈川県 232-0061 横浜市 南区⼤岡５丁⽬３－２
ファミリーマート双葉南⾼校前店 神奈川県 233-0003 横浜市 港南区港南２－２８－３０
ファミリーマート京急久⾥浜駅前店 神奈川県 239-0831 横須賀市 久⾥浜１－５－８ＳＴビル
ファミリーマート⻑岡⾼⾒町店 新潟県 940-0004 ⻑岡市 ⾼⾒町３００７番地１
ファミリーマート⻑岡上岩井店 新潟県 940-2314 ⻑岡市 上岩井６４４５番地
ファミリーマート⼥池上⼭四丁⽬店 新潟県 950-0941 新潟市 中央区⼥池上⼭四丁⽬５－１１
ファミリーマート新津荻川店 新潟県 956-0805 新潟市 秋葉区中野⼆丁⽬２２番２２号
ファミリーマート新潟⽥上町店 新潟県 959-1502 南蒲原郡 ⽥上町⼤字⽥上丙２９８７番地２
ファミリーマート⼩⽮部芹川店 富⼭県 932-0033 ⼩⽮部市 芹川１５８番１
ファミリーマート⾼岡姫野店 富⼭県 934-0093 ⾼岡市 放⽣津１０番４
ファミリーマート内灘向粟崎店 ⽯川県 920-0274 河北郡 内灘町字向粟崎１丁⽬４３０番地
ファミリーマート志賀富来店 ⽯川県 925-0447 ⽻咋郡 志賀町富来領家町甲６０番地１
ファミリーマート福井⼤願寺三丁⽬店 福井県 910-0001 福井市 ⼤願寺３丁⽬８番２５号
ファミリーマート美浜佐⽥店 福井県 919-1205 三⽅郡 美浜町佐⽥１３８－２
ファミリーマート南アルプス古市場店 ⼭梨県 400-0404 南アルプス市 古市場８５４－３
ファミリーマート飯⽥⿍切⽯店 ⻑野県 395-0807 飯⽥市 ⿍切⽯４６５７番１
ファミリーマート岡⾕神明町店 ⻑野県 394-0004 岡⾕市 神明町四丁⽬５１番地１
ファミリーマートＪＡ中川店 ⻑野県 399-3802 上伊那郡 中川村⽚桐３９９６番地１
ファミリーマート諏訪中洲店 ⻑野県 392-0015 諏訪市 中洲３０８１－１
ファミリーマート岐⾩下⻄郷店 岐⾩県 501-1175 岐⾩市 下⻄郷２丁⽬１５－１
ファミリーマート岐⾩粟野⻄店 岐⾩県 502-0006 岐⾩市 粟野⻄３丁⽬８７番１
ファミリーマート静岡城東町店 静岡県 420-0846 静岡市 葵区城東町６５－１０
ファミリーマート静岡鎌⽥店 静岡県 421-0133 静岡市 駿河区鎌⽥２９９番１１外６筆
ファミリーマート静岡⼤⾕店 静岡県 422-8017 静岡市 駿河区⼤⾕２丁⽬１４番５５号
ファミリーマート沼津あしたか店 静岡県 410-0302 沼津市 東椎路字中尾１４８２番２
ファミリーマート浜松向宿町店 静岡県 430-0851 浜松市 中区向宿２－２４－１４
ファミリーマート浜松⼤島店 静岡県 431-3112 浜松市 東区⼤島町３４７－１
ファミリーマート浜松有⽟北店 静岡県 431-3121 浜松市 東区有⽟北町１７５４－１
ファミリーマート天⻯⼆俣店 静岡県 431-3314 浜松市 天⻯区⼆俣町⼆俣２００２
ファミリーマート浜松富塚店 静岡県 432-8002 浜松市 中区富塚町３７７９番地３３
ファミリーマート浜松泉四丁⽬店 静岡県 433-8124 浜松市 中区泉四丁⽬１番２６号
ファミリーマート浜北貴布祢店 静岡県 434-0038 浜松市 浜北区貴布祢３１５－１
ファミリーマート⼤渕久保町店 静岡県 417-0801 富⼠市 ⼤渕字⼋ヶ久保１４８番４  他１９筆
ファミリーマート富⼠厚原店 静岡県 419-0201 富⼠市 厚原１３５９－１
ファミリーマート富⼠天間⾼屋店 静岡県 419-0205 富⼠市 天間字沢向６００番１他１３筆
ファミリーマート藤枝⾼洲店 静岡県 426-0046 藤枝市 ⾼洲６１番地の６
ファミリーマート⼩原店 愛知県 470-0531 豊⽥市 ⼩原町平⽥３４９－２
ファミリーマート緑砂⽥店 愛知県 458-0807 名古屋市 緑区砂⽥２丁⽬１１３
ファミリーマート千種汁⾕店 愛知県 464-0013 名古屋市 千種区汁⾕町１０２
ファミリーマート名東貴船⼆丁⽬店 愛知県 465-0058 名古屋市 名東区貴船２丁⽬１１０１番
ファミリーマート⻄尾伊藤町店 愛知県 445-0807 ⻄尾市 伊藤５丁⽬１番１７
ファミリーマート尾鷲中央町店 三重県 519-3615 尾鷲市 中央町５９９番９４
ファミリーマート⻑島インター店 三重県 511-1142 桑名市 ⻑島町 出⼝２８６－１
ファミリーマート⼤津朝⽇が丘店 滋賀県 520-0052 ⼤津市 朝⽇が丘⼀丁⽬１番２号
ファミリーマート⻲岡千代川店 京都府 621-0043 ⻲岡市 千代川町⼩林北ン⽥４９－２
ファミリーマート⻄京桂坂店 京都府 610-1102 京都市 ⻄京区御陵⼤枝⼭町４丁⽬３５番２
ファミリーマート嵯峨新宮町店 京都府 616-8355 京都市 右京区嵯峨新宮町１０番１
ファミリーマート南丹園部内林町店 京都府 622-0012 南丹市 園部町内林町東畑３０－４
ファミリーマート忍ヶ丘駅前店 ⼤阪府 575-0002 四條畷市 岡⼭３－１－５
ファミリーマート泉南信達⼤苗代店 ⼤阪府 590-0505 泉南市 信達⼤苗代３６７番１
ファミリーマート守⼝⾦⽥町⼆丁⽬店 ⼤阪府 570-0011 守⼝市 ⾦⽥町２丁⽬１－２２
ファミリーマート尼崎東難波町店 兵庫県 660-0892 尼崎市 東難波町五丁⽬２番１号
ファミリーマート⽴花東店 兵庫県 661-0024 尼崎市 三反⽥町⼀丁⽬１３番１



ファミリーマート加古川新神野店 兵庫県 675-0008 加古川市 新神野５丁⽬６番２３
ファミリーマート宝塚⼭本駅前店 兵庫県 665-0816 宝塚市 平井⼀丁⽬１１－２
ファミリーマート甲⼦園⼝店 兵庫県 663-8111 ⻄宮市 ⼆⾒町９－２０
ファミリーマート⻄宮⽡⽊店 兵庫県 663-8114 ⻄宮市 上甲⼦園３－５－３０
ファミリーマート姫路⼤⼿前店 兵庫県 670-0902 姫路市 ⽩銀町６７番地
ファミリーマートＪＡいずも⼩⼭店 島根県 693-0051 出雲市 ⼩⼭町２３５番３
ファミリーマート雲南三⼑屋店 島根県 690-2403 雲南市 三⼑屋町下熊⾕１３０８－１
ファミリーマートＡコープしんじ店 島根県 699-0408 松江市 宍道町昭和１５番
ファミリーマート安来⿊井⽥店 島根県 692-0023 安来市 ⿊井⽥町砂⽥３７７番地
ファミリーマート⼭陽インター店 岡⼭県 709-0815 ⾚磐市 ⽴川１０９２番地１
ファミリーマートＴＳＵＴＡＹＡ井原店 岡⼭県 715-0024 井原市 ⾼屋町三丁⽬２４番２号
ファミリーマート岡⼭国府市場店 岡⼭県 703-8203 岡⼭市 中区国府市場４１番地１
ファミリーマート笠岡富岡店 岡⼭県 714-0092 笠岡市 富岡字拾丁⽬２７６番１他２筆
ファミリーマート江⽥島⼤原店 広島県 737-2213 江⽥島市 ⼤柿町⼤原１１５９番３
ファミリーマート安浦町中央店 広島県 737-2516 呉市 安浦町中央六丁⽬１番４４号
ファミリーマートＪＲ忠海駅前店 広島県 729-2316 ⽵原市 忠海中町⼀丁⽬１番７７号
ファミリーマート⼾坂⼤上店 広島県 732-0014 広島市 東区⼾坂⼤上三丁⽬４-２０
ファミリーマート⿊瀬⼤多⽥店 広島県 739-2611 東広島市 ⿊瀬町⼤多⽥字沖之原２０９１番地
ファミリーマート駅家町江良店 広島県 720-1141 福⼭市 駅家町江良８８番地４
ファミリーマート神辺町新湯野店 広島県 720-2122 福⼭市 神辺町⼤字新湯野４２番地５
ファミリーマートＴＳＵＴＡＹＡ神辺店 広島県 720-2125 福⼭市 神辺町⼤字新徳⽥３７０番地１
ファミリーマート福⼭坪⽣店 広島県 721-0903 福⼭市 坪⽣町５－２７－８
ファミリーマート府中元町店 広島県 726-0003 府中市 元町４７０番地２
ファミリーマート府中⽬崎店 広島県 726-0033 府中市 ⽬崎町３１２番地２
ファミリーマートＴＳＵＴＡＹＡ松永店 広島県 729-0104 福⼭市 松永町６丁⽬８－１８
ファミリーマート三原中之町店 広島県 723-0003 三原市 中之町３－１１－２
ファミリーマート周南久⽶北店 ⼭⼝県 745-0801 周南市 ⼤字久⽶２８９３番３
ファミリーマート下関菊川店 ⼭⼝県 750-0313 下関市 菊川町⽥部１１４９－１
ファミリーマート下関卸本町店 ⼭⼝県 751-0817 下関市 ⼀の宮卸本町７－１２
ファミリーマート防府美和町店 ⼭⼝県 747-0025 防府市 美和町１番５１号
ファミリーマート防府⾃⼒町店 ⼭⼝県 747-0817 防府市 ⾃⼒町１１番５号
ファミリーマート柳井新庄店 ⼭⼝県 742-0021 柳井市 柳井４８３９－１
ファミリーマート徳島しらさぎ台店 徳島県 779-3131 徳島市 下町本丁２４－３
ファミリーマート善通寺上吉⽥町店 ⾹川県 765-0012 善通寺市 上吉⽥町３８０－６
ファミリーマート綾川町千⽦店 ⾹川県 761-1406 ⾼松市 ⾹南町⻄庄８６９番地６
ファミリーマート⾼松川部町店 ⾹川県 761-8046 ⾼松市 川部町５０３－１
ファミリーマート⼟佐市⾼岡町店 ⾼知県 781-1102 ⼟佐市 ⾼岡町⼄３２３９番地１
ファミリーマート南国おおそね店 ⾼知県 783-0004 南国市 ⼤そね甲１５９２－１８
ファミリーマート⼋幡本城東店 福岡県 807-0815 北九州市 ⼋幡⻄区本城東３丁⽬２９９－１・２９９－２・３００
ファミリーマート福岡和⽩五丁⽬店 福岡県 811-0202 福岡市 東区和⽩五丁⽬５番２０号
ファミリーマート柏原四丁⽬店 福岡県 811-1353 福岡市 南区柏原４丁⽬２－２８
ファミリーマート福岡姪浜駅南店 福岡県 819-0006 福岡市 ⻄区姪浜駅南３－１－１７
ファミリーマート豊前市役所前店 福岡県 828-0051 豊前市 ⼤字吉⽊１００７番１１
ファミリーマート豊前警察署前店 福岡県 828-0061 豊前市 ⼤字荒堀４４１番地１
ファミリーマート柳川市役所前店 福岡県 832-0076 柳川市 坂本町２番地１
ファミリーマート伊万⾥⿊川店 佐賀県 848-0041 伊万⾥市 ⼩⿊川１３９－４０
ファミリーマート唐津市役所前店 佐賀県 847-0014 唐津市 ⻄城内１－３
ファミリーマート唐津相知町店 佐賀県 849-3201 唐津市 相知町相知字畑⽥３１７９－６
ファミリーマート佐賀⻄与賀店 佐賀県 840-0034 佐賀市 ⻄与賀町⼤字厘外１４６４番１
ファミリーマート佐賀⾼⽊瀬⻑瀬店 佐賀県 849-0917 佐賀市 ⾼⽊瀬町⼤字⻑瀬１７５７番１
ファミリーマート⿃栖弥⽣が丘店 佐賀県 841-0005 ⿃栖市 弥⽣が丘２丁⽬１７番地
ファミリーマート⿃栖藤⽊町店 佐賀県 841-0048 ⿃栖市 藤⽊町２４４９番地
ファミリーマート諫早真津⼭店 ⻑崎県 854-0069 諫早市 ⾙津ヶ丘５９４－２３
ファミリーマート諫早⾼来店 ⻑崎県 859-0106 諫早市 ⾼来町冨地⼾４４４－１
ファミリーマート吾妻店 ⻑崎県 859-1103 雲仙市 吾妻町平江名１１９
ファミリーマートハウステンボスホテル店 ⻑崎県 859-3243 佐世保市 ハウステンボス町１０番
ファミリーマート⻑崎樺島町店 ⻑崎県 850-0034 ⻑崎市 樺島町１番７
ファミリーマート⻑与駅前店 ⻑崎県 851-2126 ⻄彼杵郡 ⻑与町吉無⽥郷２０１９－６
ファミリーマート川棚新⾕店 ⻑崎県 859-3619 東彼杵郡 川棚町新⾕郷１５３－１
ファミリーマート天草⽜深店 熊本県 863-1901 天草市 ⽜深町１５５１－１７
ファミリーマート荒尾本井⼿店 熊本県 864-0012 荒尾市 本井⼿⻑⾕１５１８－１０１
ファミリーマート荒尾野原店 熊本県 864-0163 荒尾市 野原字早⾺１２６７－１
ファミリーマート熊本益城広崎店 熊本県 861-2236 上益城郡 益城町広崎８４４
ファミリーマート⼭都町役場前店 熊本県 861-3515 上益城郡 ⼭都町城平７１８
ファミリーマート⼭都町店 熊本県 861-3517 上益城郡 ⼭都町畑字無⽥⼝４５８番１
ファミリーマート光の森店 熊本県 869-1101 菊池郡 菊陽町津久礼下沖野３０１５－１７
ファミリーマート⼤津吹⽥店 熊本県 869-1218 菊池郡 ⼤津町⼤字吹⽥字⼋迫１１９６番１
ファミリーマート熊本⼆本⽊店 熊本県 860-0051 熊本市 ⻄区⼆本⽊３丁⽬７－２３



ファミリーマート熊本池⽥⼆丁⽬店 熊本県 860-0082 熊本市 ⻄区池⽥２丁⽬６－３８－５
ファミリーマート熊本⼩島九丁⽬店 熊本県 861-5287 熊本市 ⻄区⼩島９丁⽬１８番１号
ファミリーマート⻑嶺南四丁⽬店 熊本県 861-8039 熊本市 東区⻑嶺南４丁⽬６番１８号
ファミリーマート熊本健軍⼀丁⽬店 熊本県 862-0911 熊本市 東区健軍１丁⽬３８番１０号
ファミリーマート熊本⽥迎三丁⽬店 熊本県 862-0962 熊本市 南区⽥迎３丁⽬１２番７
ファミリーマートサンロード⽊上店 熊本県 868-0301 球磨郡 錦町⼤字⽊上北２６５９－１
ファミリーマート球磨錦町店 熊本県 868-0303 球磨郡 錦町⼤字⻄３５４２－５３
ファミリーマート⽟名六⽥店 熊本県 865-0058 ⽟名市 六⽥３０－１６
ファミリーマート⽔俣百間店 熊本県 867-0049 ⽔俣市 百間町⼆丁⽬３番３１
ファミリーマート坂ノ市中央四丁⽬店 ⼤分県 870-0307 ⼤分市 坂ノ市中央４丁⽬１－３
ファミリーマート⼤分県⽴病院⻄⼝店 ⼤分県 870-0856 ⼤分市 ⼤字畑中字村ノ内９８４－１
ファミリーマート中津中殿町三丁⽬店 ⼤分県 871-0031 中津市 中殿町３丁⽬２１番１
ファミリーマート⼩林三松中前店 宮崎県 886-0003 ⼩林市 堤３１３７番地１１
ファミリーマート⼩林仲町店 宮崎県 886-0004 ⼩林市 ⼤字細野６４番１０
ファミリーマート⻄都三宅店 宮崎県 881-0005 ⻄都市 ⼤字三宅２９５５番６
ファミリーマート阿久根⿊之浜店 ⿅児島県 899-1131 阿久根市 脇本６８番地１
ファミリーマート阿久根北インター前店 ⿅児島県 899-1601 阿久根市 折⼝３５４６番地
ファミリーマート阿久根波留店 ⿅児島県 899-1629 阿久根市 塩浜町⼀丁⽬４４番地
ファミリーマート出⽔向江町店 ⿅児島県 899-0206 出⽔市 向江町２０－６
ファミリーマートいずみ⼤野原店 ⿅児島県 899-0216 出⽔市 ⼤野原町１－３１
ファミリーマート⾼尾野中央店 ⿅児島県 899-0401 出⽔市 ⾼尾野町⼤久保７６８６番地２
ファミリーマートながしま鷹巣店 ⿅児島県 899-1401 出⽔郡 ⻑島町鷹巣１４４９番１
ファミリーマート⻲津南店 ⿅児島県 891-7101 ⼤島郡 徳之島町⻲津７１１５－２
ファミリーマート⻲津北店 ⿅児島県 891-7101 ⼤島郡 徳之島町⻲津１２６－１
ファミリーマート⿓郷店 ⿅児島県 894-0104 ⼤島郡 ⿓郷町浦１０９８番１
ファミリーマート⼭⼝⻄伊敷店 ⿅児島県 890-0002 ⿅児島市 ⻄伊敷３－１７－８
ファミリーマート下伊敷店 ⿅児島県 890-0005 ⿅児島市 下伊敷三丁⽬２２番１１号
ファミリーマート上之園町店 ⿅児島県 890-0052 ⿅児島市 上之園町１４番１号
ファミリーマートベイサイド与次郎店 ⿅児島県 890-0062 ⿅児島市 与次郎⼀丁⽬９番２８号
ファミリーマート真砂本町店 ⿅児島県 890-0067 ⿅児島市 真砂本町３－５７
ファミリーマート宇宿七丁⽬店 ⿅児島県 890-0073 ⿅児島市 宇宿七丁⽬７番３０号
ファミリーマート紫原中学校前店 ⿅児島県 890-0082 ⿅児島市 紫原六丁⽬４１－４
ファミリーマート⼭⽥店 ⿅児島県 891-0104 ⿅児島市 ⼭⽥町１８２－１
ファミリーマート南洲神社⼊⼝店 ⿅児島県 892-0852 ⿅児島市 下⻯尾町１０番１８号
ファミリーマート今給黎総合病院前店 ⿅児島県 892-0854 ⿅児島市 ⻑⽥町６－２０
ファミリーマート坂元店 ⿅児島県 892-0862 ⿅児島市 坂元町２３－５
ファミリーマート串良有⾥店 ⿅児島県 893-1602 ⿅屋市 串良町有⾥４１２９番１
ファミリーマート国分中央四丁⽬店 ⿅児島県 899-4332 霧島市 国分中央四丁⽬１３番２７号
ファミリーマートはとや新町店 ⿅児島県 899-4352 霧島市 国分向花１４４－１
ファミリーマートさつま轟町店 ⿅児島県 895-1813 薩摩郡 さつま町轟町２５番地１０
ファミリーマート東市来店 ⿅児島県 899-2201 ⽇置市 東市来町湯⽥３１７９
ファミリーマート東市来駅前店 ⿅児島県 899-2202 ⽇置市 東市来町⻑⾥２２４９番地１４
ファミリーマート枕崎⾼⾒店 ⿅児島県 898-0016 枕崎市 ⾼⾒町２８６番地
ファミリーマート頴娃宮脇店 ⿅児島県 891-0702 南九州市 頴娃町牧之内１８３５
ファミリーマート⽯垣平得店 沖縄県 907-0003 ⽯垣市 字平得２３１番地
ファミリーマート⽯垣ゆいロード店 沖縄県 907-0023 ⽯垣市 字⽯垣３５番
ファミリーマート⽯垣新川シード店 沖縄県 907-0024 ⽯垣市 字新川４３９番１
ファミリーマート⽯垣真喜良店 沖縄県 907-0024 ⽯垣市 字新川２３６３－２
ファミリーマート⼤名団地前店 沖縄県 901-2111 浦添市 字経塚３６０番地
ファミリーマートうるま喜仲店 沖縄県 904-2236 うるま市 喜仲⼀丁⽬６番４５号
ファミリーマート沖縄与儀店 沖縄県 904-2174 沖縄市 与儀三丁⽬１７番１号
ファミリーマートムーンビーチ前店 沖縄県 904-0414 国頭郡 恩納村字前兼久８６０－１
ファミリーマートＪＡ東⾵平店 沖縄県 901-0401 島尻郡 ⼋重瀬町東⾵平３８８
ファミリーマート⼀⽇橋店 沖縄県 901-1111 島尻郡 南⾵原町兼城５１１－２
ファミリーマート南⾵原喜屋武店 沖縄県 901-1113 島尻郡 南⾵原町字喜屋武１８４－２
ファミリーマート泊北岸店 沖縄県 900-0012 那覇市 泊３－１５－２
ファミリーマートソルヴィータ松⼭店 沖縄県 900-0032 那覇市 松⼭２丁⽬１７番１７号
ファミリーマート辻⼀丁⽬店 沖縄県 900-0037 那覇市 辻１－２－２２
ファミリーマート⼩禄中学校前店 沖縄県 901-0153 那覇市 宇栄原１００７－１
ファミリーマート南城⾺天⼊⼝店 沖縄県 901-1414 南城市 佐敷字津波古３０３番
ファミリーマート中城南上原店 沖縄県 901-2424 中頭郡 中城村字南上原７５６番１
ファミリーマートひめゆり通り店 沖縄県 902-0065 那覇市 壷屋２－７－５
ファミリーマート那覇与儀⼆丁⽬店 沖縄県 902-0076 那覇市 与儀２丁⽬１５番８号
ファミリーマート⽯嶺⼩学校前店 沖縄県 903-0804 那覇市 ⾸⾥⽯嶺町４丁⽬９０番１
ファミリーマート名護⽥井等店 沖縄県 905-1147 名護市 ⽥井等７７５番１
ファミリーマート宮古⼯業⾼校前店 沖縄県 906-0007 宮古島市 平良字東仲宗根８９０－１０



店舗名 都道府県 郵便番号 住所１
（市区群） 住所２

ミニストップ仙台郷六店 宮城県 989-3121 仙台市 ⻘葉区郷六字舘３９－１１
ミニストップ会津南町店 福島県 965-0808 会津若松市 南町２番５３号
ミニストップいわき勿来駅前店 福島県 979-0146 いわき市 勿来町関⽥和久９９番４
ミニストップ福島⿊岩店 福島県 960-8153 福島市 ⿊岩字⽥部屋２１番１
ミニストップ福島北沢⼜店 福島県 960-8254 福島市 南沢⼜字上番匠⽥７番地の１
ミニストップ⽔⼾⾦町店 茨城県 310-0066 ⽔⼾市 ⾦町２丁⽬６番２１号
ミニストップ⿅沼万町店 栃⽊県 322-0043 ⿅沼市 万町５００２番地２
ミニストップ那須塩原唐杉店 栃⽊県 329-3131 那須塩原市 唐杉字古屋敷２３９－４
ミニストップ埼⽟平成⾼校前店 埼⽟県 350-0434 ⼊間郡 ⽑呂⼭町⼤字市場３２３
ミニストップ鉄道博物館前店 埼⽟県 330-0852 さいたま市 ⼤宮区⼤成町３丁⽬２８３番１
ミニストップ東⼤宮７丁⽬店         埼⽟県 337-0051 さいたま市 ⾒沼区東⼤宮７－１７－１
ミニストップ吉⾒下細⾕店 埼⽟県 355-0118 ⽐企郡 吉⾒町⼤字下細⾕１２５４番
ミニストップ⼋潮⽊曽根店 埼⽟県 340-0813 ⼋潮市 ⼤字⽊曽根１３０８番地１
ミニストップ稲⽑東３丁⽬店         千葉県 263-0031 千葉市 稲⽑区稲⽑東３－１７－１０
ミニストップ⼾越駅前店 東京都 142-0051 品川区 平塚１丁⽬７－６グランド・ルー⼾越１Ｆ
ミニストップ四⾕３丁⽬店          東京都 160-0004 新宿区 四⾕三丁⽬２－２
ミニストップ下⽬⿊６丁⽬店 東京都 153-0064 ⽬⿊区 下⽬⿊６丁⽬１－２７
ミニストップ⼤垣⻘野町店 岐⾩県 503-2227 ⼤垣市 ⻘野町９５０番１
ミニストップ笠原向島店 岐⾩県 507-0901 多治⾒市 笠原町２４５５番地の１００
ミニストップ⼟岐下⽯町店 岐⾩県 509-5202 ⼟岐市 下⽯町２１０１番２
ミニストップ岐南町徳⽥店 岐⾩県 501-6016 ⽻島郡 岐南町徳⽥３丁⽬３０３番地
ミニストップ掛川⼤渕店 静岡県 437-1302 掛川市 ⼤渕３６５４番地の１
ミニストップ静岡インター通り店       静岡県 422-8051 静岡市 駿河区中野新⽥８３－１
ミニストップ⾦⾕町店 静岡県 428-0007 島⽥市 島８６６－１
ミニストップ沼津真砂町店 静岡県 410-0861 沼津市 真砂町３番１号
ミニストップ浜松⻄⼭町店 静岡県 432-8001 浜松市 ⻄区⻄⼭町５８０－２
ミニストップネオパーサ浜松上り店 静岡県 434-0005 浜松市 浜北区⼤平３６新東名⾼速道路ＮＥＯＰＡＳＡ浜松上り線
ミニストップ富⼠⽥⼦の浦店 静岡県 416-0933 富⼠市 中丸１６１番地の１
ミニストップ富⼠総合運動公園店 静岡県 417-0809 富⼠市 中野字⻄三ツ倉４１３番５
ミニストップ富⼠⽯坂店 静岡県 417-0862 富⼠市 ⽯坂７９－２
ミニストップ富⼠宮⻘⽊店 静岡県 418-0006 富⼠宮市 外神１１７６－１
ミニストップ富⼠厚原店           静岡県 419-0201 富⼠市 厚原字横道下１２４４－１
ミニストップ富⼠岩渕店 静岡県 421-3305 富⼠市 岩渕７７７番２
ミニストップ藤枝⾕稲葉インター前店 静岡県 426-0088 藤枝市 堀之内１丁⽬２番２
ミニストップ蒲郡⼋百富町店 愛知県 443-0055 蒲郡市 ⼋百富町１２番１９号
ミニストップ知多⽇⻑店 愛知県 478-0041 知多市 ⽇⻑東⽥２丁⽬３０番１
ミニストップ豊⽥岩滝町店 愛知県 471-0003 豊⽥市 岩滝町⾼⼊５１番地８
ミニストップ四⽇市堂ケ⼭店 三重県 512-1115 四⽇市市 堂ケ⼭町１９２５番地１０
ミニストップ⽟城⽟川店 三重県 519-0407 度会郡 ⽟城町⽟川６５４－１
ミニストップ吹⽥佐井寺１丁⽬店 ⼤阪府 565-0836 吹⽥市 佐井寺１丁⽬２９番２９号
ミニストップ阿波市場町店 徳島県 771-1610 阿波市 市場町⾹美字秋葉本８６ー６
ミニストップ徳島南⼆軒屋町店        徳島県 770-8063 徳島市 南⼆軒屋町⼆丁⽬１番８号
ミニストップ⾨司港レトロ店 福岡県 801-0856 北九州市 ⾨司区浜町３－３０
ミニストップ北野町今⼭店 福岡県 830-1122 久留⽶市 北野町今⼭８１６番１
ミニストップ⽥川川宮店 福岡県 826-0042 ⽥川市 川宮８２０－４
ミニストップ⼋⼥⼭内店 福岡県 834-0012 ⼋⼥市 ⼭内７３３－１
ミニストップ⼋⼥本店 福岡県 834-0015 ⼋⼥市 ⼤字本１２３２－１



店舗名 都道府県 郵便番号 住所１
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サンクス岩⾒沢１０条東店 北海道 068-0010 岩⾒沢市 １０条東１丁⽬１－１
サークルＫ今別店 ⻘森県 030-1502 東津軽郡 今別町今別字中沢１７４－８
サークルＫ平川平賀駅前店 ⻘森県 036-0103 平川市 本町北柳⽥１２番地１
サンクス弘前宮川⼆丁⽬店 ⻘森県 036-8051 弘前市 ⼤字宮川⼆丁⽬２番地１０
サークルＫ弘前桔梗野店 ⻘森県 036-8227 弘前市 ⼤字桔梗野３丁⽬５－１１
サークルＫ⽥舎館東光寺店 ⻘森県 038-1101 南津軽郡 ⽥舎館村⼤字東光寺字前⽥２７－１
サークルＫ⽥舎館⼋反⽥店 ⻘森県 038-1122 南津軽郡 ⽥舎館村⼤字⼋反⽥字古舘２２３番１
サンクス岩⼿千厩店 岩⼿県 029-0803 ⼀関市 千厩町千厩字前⽥９９－１
サンクス仙台⻄中⽥店 宮城県 981-1105 仙台市 太⽩区⻄中⽥五丁⽬１７番６６号
サンクス仙台若林六丁⽬店 宮城県 984-0826 仙台市 若林区若林六丁⽬９番１０号
サンクス多賀城鶴ヶ⾕店 宮城県 985-0841 多賀城市 鶴ヶ⾕⼆丁⽬１８－７
サンクス秋⽥ぽぽろーど店 秋⽥県 010-0001 秋⽥市 中通⼆丁⽬６番４４号
サンクス秋⽥⼤館餌釣店 秋⽥県 017-0837 ⼤館市 餌釣字前⽥３７９番地
サンクス天王上江川店 秋⽥県 010-0201 潟上市 天王字上江川８１－１
サンクス秋⽥⼩坂町店 秋⽥県 017-0201 ⿅⾓郡 ⼩坂町⼩坂字五⼗刈４番地１
サンクス秋⽥⿅⾓花輪北店 秋⽥県 018-5201 ⿅⾓市 花輪字寺ノ後７番地
サンクス美郷リリオス前店 秋⽥県 019-1234 仙北郡 美郷町飯詰字上鶴⽥９－１
サンクス秋⽥⼆ツ井店 秋⽥県 018-3147 能代市 ⼆ツ井町字⼩槻ノ⽊９
サンクス横⼿⼗⽂字店 秋⽥県 019-0521 横⼿市 ⼗⽂字町字⻄下３２番地３
サンクス鶴岡⼤⼭店 ⼭形県 997-1121 鶴岡市 ⼤字⼤⼭字近⽥３７ー１
サンクス⽶沢中央⼆丁⽬店 ⼭形県 992-0045 ⽶沢市 中央⼆丁⽬４番６号
サンクス川越天沼店 埼⽟県 350-0806 川越市 ⼤字天沼新⽥字東原３３７－２
サンクス⼩川⽇⾚前店 埼⽟県 355-0321 ⽐企郡 ⼩川町⼤字⼩川６０３番
サークルＫシーサイド新浦安店 千葉県 279-0013 浦安市 ⽇の出五丁⽬７番１
サンクス⾅井駅ビル店 千葉県 285-0837 佐倉市 王⼦台３ー３０ー４ ＶＩＭ⾅井駅ビル１Ｆ
サンクス新検⾒川駅前店 千葉県 262-0025 千葉市 花⾒川区花園１－７－５
サンクス銚⼦三崎店 千葉県 288-0837 銚⼦市 ⻑塚６丁⽬４５３０
サンクス⽮⼝渡駅前店 東京都 146-0095 ⼤⽥区 多摩川１－１９－２
サンクス⻄⻲有⼀丁⽬店 東京都 124-0002 葛飾区 ⻄⻲有⼀丁⽬２６番１８号
サンクス⻄ヶ原駅前店 東京都 114-0024 北区 ⻄ヶ原２丁⽬４４番１０号 アクト⻄ヶ原１Ｆ
サークルＫ練⾺富⼠街道店 東京都 177-0045 練⾺区 ⽯神井台⼋丁⽬２１番１５号
サンクス町⽥⾦井町店 東京都 195-0071 町⽥市 ⾦井町１９３８番６
サンクス横浜井⼟ヶ⾕駅前店 神奈川県 232-0052 横浜市 南区井⼟ケ⾕中町１６１
サークルＫ新潟⼥池南店 新潟県 950-0948 新潟市 中央区⼥池南⼀丁⽬８番２号
サークルＫ⼤町常盤店 ⻑野県 398-0004 ⼤町市 ⼤字常盤３５６０番地５
サークルＫ須坂駅⻄⼝店 ⻑野県 382-0052 須坂市 ⼤字塩川字寺沢３９４番地２
サークルＫ信州中野江部店 ⻑野県 383-0045 中野市 ⼤字江部１３３４番地１
サークルＫ神⼾町井⽥店 岐⾩県 503-2305 安⼋郡 神⼾町⼤字神⼾７９９番地
サークルＫ揖斐池⽥町店 岐⾩県 503-2425 揖斐郡 池⽥町六之井字深池１４９５番地１
サークルＫ坂祝町⿊岩店 岐⾩県 505-0071 加茂郡 坂祝町⿊岩４２４番地１
サークルＫ岐⾩茜部寺屋敷店 岐⾩県 500-8267 岐⾩市 茜部寺屋敷⼆丁⽬６７番地
サークルＫ⼟岐下⽯中央店 岐⾩県 509-5202 ⼟岐市 下⽯町１４３６番地
サークルＫ⽻島牧野店 岐⾩県 501-6236 ⽻島市 江吉良町字牧野郷中１２８７番１
サークルＫ⾶騨古川店 岐⾩県 509-4231 ⾶騨市 古川町新栄町３番６号
サークルＫ磐⽥福⽥中島店 静岡県 437-1204 磐⽥市 福⽥中島２９７番１
サークルＫ賀茂宇久須店 静岡県 410-3501 賀茂郡 ⻄伊⾖町宇久須６４２番地の１
サークルＫ松崎町松崎店 静岡県 410-3611 賀茂郡 松崎町松崎６３番地の２
サークルＫ河津⾒⾼店 静岡県 413-0503 賀茂郡 河津町⾒⾼字⻑野泉⽔２３１６番５
サークルＫ掛川新本郷店 静岡県 436-0111 掛川市 本郷１４０８番地の１
サークルＫ湖⻄中之郷店 静岡県 431-0301 湖⻄市 新居町中之郷字あけぼの３９５６番
サークルＫ御殿場古沢店 静岡県 412-0011 御殿場市 古沢８０６番地１
サークルＫ静岡沓⾕五丁⽬店 静岡県 420-0816 静岡市 葵区沓⾕五丁⽬５５番地１
サークルＫ静岡⽻⿃三丁⽬店 静岡県 421-1215 静岡市 葵区⽻⿃三丁⽬１６番１６号
サークルＫ静岡池⽥店 静岡県 422-8005 静岡市 駿河区池⽥８７６－１
サークルＫ静岡おしか店 静岡県 422-8021 静岡市 駿河区⼩⿅３８８番地の１
サークルＫ清⽔辻店 静岡県 424-0806 静岡市 清⽔区辻四丁⽬１０番３０号
サークルＫ浜松細江三和店 静岡県 431-1303 浜松市 北区細江町三和４８番地の１
サークルＫ浜松上島三丁⽬店 静岡県 433-8122 浜松市 中区上島三丁⽬１８番５号
サークルＫ富⼠宮神⽥川町店 静岡県 418-0031 富⼠宮市 神⽥川町１７番１４
サークルＫ富⼠宮宮町店 静岡県 418-0056 富⼠宮市 ⻄町９０７番１
サークルＫ藤枝⻘⽊三丁⽬店 静岡県 426-0037 藤枝市 ⻘⽊三丁⽬１１番１７号
サークルＫ藤枝瀬古店 静岡県 426-0082 藤枝市 瀬古⼆丁⽬２３２番地
サークルＫ藤枝岡部インター店 静岡県 426-0221 藤枝市 ⾼⽥１３２番地１
サークルＫ三島壱町⽥店 静岡県 411-0025 三島市 壱町⽥７４－３
サークルＫ安城宮前店 愛知県 446-0026 安城市 安城町若宮１７番２
サークルＫ蟹江インター北店 愛知県 497-0051 海部郡 蟹江町北新⽥三丁⽬６１番地２
サークルＫ⼀宮⿊⽥店 愛知県 493-0001 ⼀宮市 ⽊曽川町⿊⽥字北宿⼆の切３５番地１



サークルＫ阿久⽐宮津団地店 愛知県 470-2204 知多郡 阿久⽐町⼤字宮津字⼩廻間２４番地９
サークルＫ知多新舞⼦店 愛知県 478-0037 知多市 新舞⼦東町⼀丁⽬１番７
サンクスもぐら沢店 愛知県 440-0013 豊橋市 ⻄⼩鷹野１－１－１
サークルＫ豊橋多⽶⻄町店 愛知県 440-0026 豊橋市 多⽶⻄町⼆丁⽬２７番地１０
サークルＫ豊橋多⽶東町三丁⽬店 愛知県 440-0028 豊橋市 多⽶東町三丁⽬３４番地２
サークルＫ⼩坂井町店 愛知県 441-0101 豊川市 宿町光道寺６９番地
サークルＫ豊川伊奈町店 愛知県 441-0105 豊川市 伊奈町南⼭新⽥１８８番地７
サークルＫ豊川城下店 愛知県 442-0826 豊川市 ⽜久保町城下６９番地１
サークルＫ豊川寿通店 愛知県 442-0832 豊川市 寿通⼀丁⽬４２番地の１
サークルＫ尾頭橋通店 愛知県 454-0012 名古屋市 中川区尾頭橋⼆丁⽬１３番１７号
サークルＫ緑諸ノ⽊店 愛知県 458-0818 名古屋市 緑区鳴海町字⼤清⽔１７３番地１
サンクス東⼭公園駅前店 愛知県 464-0807 名古屋市 千種区東⼭通４－９－１
サークルＫ千種春岡⼆丁⽬店 愛知県 464-0848 名古屋市 千種区春岡⼆丁⽬２７番１２号
サークルＫ柳ケ枝⼆丁⽬店 愛知県 467-0825 名古屋市 瑞穂区柳ケ枝町⼆丁⽬６５番地の１
サークルＫ⼋事弥⽣が岡店 愛知県 468-0062 名古屋市 天⽩区弥⽣が岡１０１番地
サークルＫ⻑島⻑徳店 三重県 511-1133 桑名市 ⻑島町横満蔵字⻑徳５４８番３
サークルＫ津久居野村店 三重県 514-1113 津市 久居野村町８６０番地１
サークルＫ⼤津国分店 滋賀県 520-0844 ⼤津市 国分⼀丁⽬３３番５号
サークルＫ彦根ミシガン通り店 滋賀県 522-0002 彦根市 松原町５５６番地１
サンクス⼤阪河内⻑野市町店 ⼤阪府 586-0002 河内⻑野市 市町１１３５－１、１１３６－１
サークルＫ尼崎武庫之荘店 兵庫県 661-0035 尼崎市 武庫之荘四丁⽬３２番１号
サークルＫ笠岡美の浜店 岡⼭県 714-0043 笠岡市 横島５２８番地の３
サークルＫ久⽶町桑下店 岡⼭県 709-4623 津⼭市 桑下１４０８番地３３
サークルＫ⽟川町店 愛媛県 794-0102 今治市 ⽟川町⼤野字中ノ切甲１２６番１
サークルＫ⼤島吉海店 愛媛県 794-2110 今治市 吉海町⼋幡１６４番地
サークルＫ久万⼊野店 愛媛県 791-1202 上浮⽳郡 久万⾼原町⼊野１３３８
サークルＫ⻄条公園前店 愛媛県 793-0030 ⻄条市 ⼤町４３８番地１
サークルＫ松⼭ひがしの店 愛媛県 790-0903 松⼭市 東野⼀丁⽬５番２号
サークルＫ松⼭東⻑⼾店 愛媛県 791-8005 松⼭市 東⻑⼾１丁⽬１１－５
サークルＫ⾼知旭天神町店 ⾼知県 780-0955 ⾼知市 旭天神町５８番地１
サークルＫサンリバー四万⼗店 ⾼知県 787-0015 四万⼗市 右⼭３８３番地７
サンクス福岡拾六町店 福岡県 819-0041 福岡市 ⻄区拾六町五丁⽬１５番１５号


