
店舗名 〒 住所
ローソン　札幌円山南１条 064-0801 北海道札幌市中央区南１条西２６‐１‐１
ローソン　札幌美しが丘１条 004-0811 北海道札幌市清田区美しが丘１条４‐１‐２５
ローソン　帯広西２３条南 080-2473 北海道帯広市西２３条南１‐４４
ローソン　札幌北４１条 007-0841 北海道札幌市東区北４１条東１５‐１‐１９
ローソン　長沼千歳橋 069-1482 北海道夕張郡長沼町西１２線南６
ローソン　広島北の里 061-1111 北海道北広島市北の里３０‐４
ローソン　松前建石 049-1501 北海道松前郡松前町字建石４９‐４１
ローソン　札幌南６条西二丁目 064-0806 北海道札幌市中央区南６条西２‐８‐１０
ローソン　函館本通三丁目 041-0851 北海道函館市本通３‐３０‐１
ローソン　恵庭福住町 061-1447 北海道恵庭市福住町２‐１‐１
ローソン　札幌手稲駅前 006-0021 北海道札幌市手稲区手稲本町１条３‐３‐１
ローソン　網走潮見 093-0042 北海道網走市潮見８‐９４‐６４
ローソン　紋別落石町 094-0007 北海道紋別市落石町４‐１２‐１６
ローソン　北見銀座通 090-0043 北海道北見市北３条西３‐２
ローソン　遠軽南町 099-0414 北海道紋別郡遠軽町南町４‐１‐２９
ローソン　小樽色内 047-0031 北海道小樽市色内１‐１５‐１３
ローソン　美幌栄通 092-0051 北海道網走郡美幌町字東１条北４‐２３‐３
ローソン　札幌大谷地 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東４‐１‐２
ローソン　札幌北５条西六丁目 060-0005 北海道札幌市中央区北５条西６‐１‐２３
ローソン　帯広三条高校前 080-2473 北海道帯広市西２３条南３‐５５‐３
ローソン　千歳清水町三丁目 066-0041 北海道千歳市清水町３‐２２
ローソン　名寄徳田 096-0071 北海道名寄市字徳田２４７‐３
ローソン　旭川春光台 071-8143 北海道旭川市春光台３条１‐１‐１
ローソン　札幌清田１条 004-0841 北海道札幌市清田区清田１条４‐５‐４８
ローソン　札幌新琴似１２条 001-0912 北海道札幌市北区新琴似１２条１‐１‐１
ローソン　帯広東９条南 080-0809 北海道帯広市東９条南７‐６‐１
ローソン　札幌手稲稲穂３条 006-0033 北海道札幌市手稲区稲穂３条７‐４‐１
ローソン　江別新栄台 069-0806 北海道江別市新栄台４６‐６
ローソン　札幌平和通七丁目 003-0029 北海道札幌市白石区平和通７北１‐１９
ローソン　札幌北１条西 064-0821 北海道札幌市中央区北１条西２２‐３‐１
ローソン　旭川末広３条 071-8133 北海道旭川市末広３条４‐１‐１
ローソン　旭川神楽２条 070-8002 北海道旭川市神楽２条９‐２‐３８
ローソン　室蘭海岸町 051-0022 北海道室蘭市海岸町１‐２０‐３５
ローソン　旭川２条八丁目 070-0032 北海道旭川市２条通８‐４３２‐２
ローソン　札幌屯田４条 002-0854 北海道札幌市北区屯田４条４‐１２‐５６
ローソン　岩内東山 045-0002 北海道岩内郡岩内町字東山２７‐２
ローソン　釧路大楽毛二丁目 084-0917 北海道釧路市大楽毛２‐１‐１０
ローソン　札幌菊水元町５条 003-0825 北海道札幌市白石区菊水元町５条３‐２‐６
ローソン　旭川末広５条九丁目 071-8135 北海道旭川市末広５条９‐８‐２１
ローソン　アサヒビール園前 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通３丁目南４‐１５
ローソン　北広島大曲幸町 061-1278 北海道北広島市大曲幸町４‐４‐１４
ローソン　北見高砂町 090-0017 北海道北見市高砂町１‐２
ローソン　旭川宮下通十五丁目 070-0030 北海道旭川市宮下通１５‐１２４４‐１
ローソン　札幌南大通西九丁目 060-0042 北海道札幌市中央区大通西９‐１‐１
ローソン　北見常盤町 090-0817 北海道北見市常盤町５‐２‐１２
ローソン　釧路愛国西三丁目 085-0057 北海道釧路市愛国西３‐１０
ローソン　室蘭海岸町二丁目 051-0022 北海道室蘭市海岸町２‐４‐８
ローソン　札幌発寒１５条 063-0835 北海道札幌市西区発寒１５条３‐４‐１
ローソン　札幌西野７条 063-0037 北海道札幌市西区西野７条２‐７‐１６
ローソン　札幌北１９東二十一丁目 065-0019 北海道札幌市東区北１９条東２１‐４‐１６
ローソン　札幌北３０条西十一丁目 001-0030 北海道札幌市北区北３０条西１１‐２‐２０
ローソン　函館八幡通 040-0084 北海道函館市大川町１‐２１
ローソン　函館東川町 040-0042 北海道函館市東川町１７‐８
ローソン　札幌中の島１条六丁目 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島１条６‐７‐１５
ローソン　小樽銭函三丁目 047-0261 北海道小樽市銭函３‐３２０‐６
ローソン　北斗七重浜二丁目 049-0111 北海道北斗市七重浜２‐３１‐２１
ローソン　北見桜町三丁目 090-0804 北海道北見市桜町３‐３
ローソン　札幌新川２条十丁目 001-0922 北海道札幌市北区新川２条１０‐１‐３１
ローソン　小樽堺町 047-0027 北海道小樽市堺町２‐８
ローソン　帯広西８条南九丁目 080-0018 北海道帯広市西８条南９‐２２
ローソン　余市大川四丁目 046-0004 北海道余市郡余市町大川町４‐６６‐２
ローソン　北見北２条東一丁目 090-0022 北海道北見市北２条東１‐１
ローソン　音更木野大通西十八丁目 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１８‐１‐５
ローソン　札幌月寒中央通 062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通６‐３‐２８
ローソン　北見西三輪一丁目 090-0838 北海道北見市西三輪１‐６６４‐３
ローソン　上砂川町 073-0200 北海道空知郡上砂川町字上砂川町中央北１条４‐１‐１
ローソン　中札内 089-1310 北海道河西郡中札内村大通北１‐１８
ローソン　野幌駅南口 069-0824 北海道江別市東野幌本町６‐４０
ローソン　大樹町 089-2134 北海道広尾郡大樹町東本通３４‐１
ローソン　北見春光町 090-0801 北海道北見市春光町３‐２０‐２５
ローソン　Ｓ札幌地下鉄豊水すすきの駅 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西２札幌地下鉄豊水すすきの駅構内
ローソン　小樽長橋 047-0036 北海道小樽市長橋２‐９‐７
ローソン　小樽奥沢 047-0013 北海道小樽市奥沢３‐２２‐９
ローソン　小樽駅前 047-0032 北海道小樽市稲穂３‐７‐４
ローソン　札幌西町南七丁目 063-0062 北海道札幌市西区西町南７‐１‐３５



店舗名 〒 住所
ローソン　江別ゆめみ野 067-0066 北海道江別市ゆめみ野南町１‐２
ローソン　札幌新発寒１条 006-0801 北海道札幌市手稲区新発寒１条１‐１１２２‐２８
ローソン　八戸根城 039-1166 青森県八戸市根城７‐４‐１０
ローソン　八戸大久保 031-0833 青森県八戸市大字大久保字小久保尻１８‐２６
ローソン　上北町 039-2402 青森県上北郡東北町大字大浦字立野２８‐１
ローソン　青森青葉 030-0846 青森県青森市青葉２‐２‐５
ローソン　百石町 039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田１０４‐１
ローソン　尾上町 036-0233 青森県平川市日沼富田２８‐３
ローソン　五所川原一野坪 037-0093 青森県五所川原市大字一野坪字馬繋場２２３‐１
ローソン　弘前樹木四丁目 036-8228 青森県弘前市大字樹木４‐６‐５
ローソン　八戸石手洗 031-0011 青森県八戸市田向５‐２９‐１２
ローソン　八戸工業高校通 031-0072 青森県八戸市城下４‐２５‐１
ローソン　むつ桜木町 035-0094 青森県むつ市桜木町１４‐２
ローソン　青森中央高校前 030-0847 青森県青森市東大野１‐４‐２１
ローソン　木造朝日 038-3124 青森県つがる市木造朝日１１‐７
ローソン　おいらせ上久保 039-2185 青森県上北郡おいらせ町上久保６１‐１６０
ローソン　八戸内舟渡 039-1103 青森県八戸市大字長苗代字内舟渡１０４‐１
ローソン　おいらせ一川目 039-2203 青森県上北郡おいらせ町一川目４‐１４４‐３６
ローソン　八戸新井田横町 031-0813 青森県八戸市大字新井田字横町４０‐１
ローソン　三沢緑町一丁目 033-0032 青森県三沢市緑町１‐１‐１
ローソン　青森千富町一丁目 030-0854 青森県青森市千富町１‐１２‐２
ローソン　十和田切田通 034-0084 青森県十和田市西四番町１‐３
ローソン　十和田穂並町 034-0037 青森県十和田市穂並町１２‐３９
ローソン　青森富田四丁目 038-0004 青森県青森市富田４‐２７‐１２
ローソン　むつ柳町一丁目 035-0031 青森県むつ市柳町１‐４‐１
ローソン　六ヶ所泊 039-4301 青森県上北郡六ヶ所村大字泊字川原１２３０‐１
ローソン　十和田三本木下平 034-0001 青森県十和田市大字三本木字下平１４５‐２
ローソン　自衛隊青森駐屯地 038-0022 青森県青森市大字浪館字近野４５
ローソン　盛岡西仙北 020-0866 岩手県盛岡市本宮１‐２１‐４
ローソン　盛岡下太田 020-0866 岩手県盛岡市本宮５‐２‐３３
ローソン　宮古千徳 027-0054 岩手県宮古市太田１‐２‐１
ローソン　宮古西町 027-0061 岩手県宮古市西町３‐１３‐１
ローソン　遠野病院前 028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩１５‐５０‐１
ローソン　盛岡南仙北 020-0863 岩手県盛岡市南仙北１‐２１‐４３
ローソン　盛岡大通 020-0022 岩手県盛岡市大通２‐６‐１３
ローソン　岩手住田町 029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字小府金２３‐２
ローソン　岩手千厩 029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字舘山６‐１
ローソン　宮古金浜 027-0033 岩手県宮古市金浜６‐４‐３
ローソン　矢巾町藤沢 028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通２‐７‐１１
ローソン　二戸金田一荒田 028-5711 岩手県二戸市金田一字八ツ長３８‐１３
ローソン　盛岡安倍館町 020-0126 岩手県盛岡市安倍館町１２‐４６
ローソン　一関インター 021-0055 岩手県一関市山目字泥田６８‐１
ローソン　北上大通り二丁目 024-0061 岩手県北上市大通り２‐２‐３
ローソン　滝沢巣子南 020-0611 岩手県滝沢市巣子１２１７‐１
ローソン　盛岡上堂三丁目 020-0125 岩手県盛岡市上堂３‐２‐１６
ローソン　北上鬼柳 024-0056 岩手県北上市鬼柳町笊渕３４
ローソン　盛岡北飯岡二丁目 020-0857 岩手県盛岡市北飯岡２‐１６‐８０
ローソン　滝沢国分通り 020-0632 岩手県滝沢市牧野林１２９７‐３８
ローソン　金ヶ崎バイパス 029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野３５‐３
ローソン　宮古鍬ヶ崎上町 027-0006 岩手県宮古市鍬ヶ崎上町４０１‐３０
ローソン　盛岡上ノ橋町 020-0887 岩手県盛岡市上ノ橋町６‐２６
ローソン　仙台立町 980-0822 宮城県仙台市青葉区立町１０‐１
ローソン　松山町金谷 987-1303 宮城県大崎市松山金谷字向田１０‐１
ローソン　角田横倉 981-1512 宮城県角田市横倉字今谷２８８‐１
ローソン　石巻相野谷 986-0101 宮城県石巻市相野谷字杉ケ崎１９‐１
ローソン　矢本作田浦 981-0503 宮城県東松島市矢本字作田浦２０５‐１
ローソン　仙台二日町中央 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町５‐３０
ローソン　気仙沼東新城二丁目 988-0066 宮城県気仙沼市東新城２‐５‐６
ローソン　仙台柳生三丁目 981-1106 宮城県仙台市太白区柳生３‐８‐１
ローソン　仙台八乙女一丁目 981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女１‐６‐１
ローソン　仙台泉崎一丁目 982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎１‐１‐１
ローソン　仙台小松島 981-0905 宮城県仙台市青葉区小松島４‐１５‐２３
ローソン　石巻伊原津 986-0041 宮城県石巻市伊原津１‐４‐３３
ローソン　石巻青葉 986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地６‐１
ローソン　仙台榴ヶ岡四丁目 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡４‐１２‐１２
ローソン　仙台山の寺一丁目 981-3103 宮城県仙台市泉区山の寺１‐３９‐３１
ローソン　利府中央三丁目 981-0104 宮城県宮城郡利府町中央３‐１３‐７
ローソン　塩釜玉川一丁目 985-0042 宮城県塩竈市玉川１‐２‐２７
ローソン　大和吉岡まほろば一丁目 981-3621 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば１‐７‐１６
ローソン　仙台柳生七丁目 981-1106 宮城県仙台市太白区柳生７‐２‐１
ローソン　大崎古川諏訪二丁目 989-6175 宮城県大崎市古川諏訪２‐３‐１４
ローソン　大館川口 017-0878 秋田県大館市川口字大人沢１１７‐１
ローソン　山本森岳 018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字長田４２‐３
ローソン　秋田ベイパラダイス 011-0945 秋田県秋田市土崎港西１‐１０‐４５
ローソン　秋田広面蓮沼 010-0041 秋田県秋田市広面字蓮沼１０１‐１



店舗名 〒 住所
ローソン　本荘マリーナ 015-0012 秋田県由利本荘市石脇字田尻１‐８８
ローソン　秋田土崎港西三丁目 011-0945 秋田県秋田市土崎港西３‐１‐３４
ローソン　西目町 018-0604 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下２‐５２６
ローソン　秋田御所野 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田２‐１‐５
ローソン　北秋田栄 018-3302 秋田県北秋田市栄字前綱６７‐１
ローソン　秋田南通亀の町 010-0011 秋田県秋田市南通亀の町２‐１
ローソン　横手赤坂館ノ下 013-0064 秋田県横手市赤坂字館ノ下１４８
ローソン　秋田仁井田栄町 010-1433 秋田県秋田市仁井田栄町１０‐２４
ローソン　横手平鹿町下鍋倉 013-0103 秋田県横手市平鹿町下鍋倉字下掵１３５‐１
ローソン　秋田御所野堤台一丁目 010-1419 秋田県秋田市御所野堤台１‐１‐３
ローソン　北秋田住吉町 018-3322 秋田県北秋田市住吉町１０‐２１
ローソン　小坂町 017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈５‐２
ローソン　天童駅西三丁目 994-0047 山形県天童市駅西３‐１‐３５
ローソン　寒河江西根 991-0003 山形県寒河江市西根字上川原１６９‐１
ローソン　上山バイパス 999-3101 山形県上山市金瓶字林ノ蔭９‐１
ローソン　寒河江仲谷地 991-0054 山形県寒河江市仲谷地３‐６‐２
ローソン　山形やまのべ 990-0300 山形県東村山郡山辺町三河７０
ローソン　山形滑川 990-0014 山形県山形市大字滑川４２‐６
ローソン　山形警察署前 990-2413 山形県山形市南原町１‐２７‐２７
ローソン　山形嶋 990-0885 山形県山形市嶋北１‐１‐２
ローソン　村山中央一丁目 995-0035 山形県村山市中央１‐２‐１５
ローソン　天童老野森一丁目 994-0013 山形県天童市老野森１‐１４‐２６
ローソン　山形あこや町 990-0025 山形県山形市あこや町２‐１‐２４
ローソン　天童東本町二丁目 994-0026 山形県天童市東本町２‐２‐２
ローソン　鶴岡白山 997-0841 山形県鶴岡市白山２１１‐１
ローソン　山形若宮一丁目 990-2453 山形県山形市若宮１‐４‐３２
ローソン　酒田インター 998-0102 山形県酒田市京田１‐６‐１５
ローソン　安達油井 969-1404 福島県二本松市油井字松葉山４０‐７
ローソン　福島北中央 960-8072 福島県福島市北中央３‐３‐１
ローソン　いわき小名浜辰巳 971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町３６‐３
ローソン　郡山駅前 963-8002 福島県郡山市駅前２‐３‐１０
ローソン　会津門田日吉 965-0841 福島県会津若松市対馬館町５‐５
ローソン　福島鎌田愛宕前 960-0102 福島県福島市鎌田字愛宕前２０‐１
ローソン　郡山久保田 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字大久保６５‐１
ローソン　郡山名倉 963-8845 福島県郡山市名倉７８‐５
ローソン　郡山西ノ内二丁目 963-8022 福島県郡山市西ノ内２‐２０‐２
ローソン　福島大森中央 960-1101 福島県福島市大森字坿２‐１
ローソン　いわき平北白土 970-8024 福島県いわき市平北白土字鍛冶淵４８‐２
ローソン　郡山不動前 963-8042 福島県郡山市不動前１‐１０２
ローソン　郡山堤三丁目 963-0205 福島県郡山市堤３‐１１
ローソン　須賀川北 962-0001 福島県須賀川市森宿字北向８４‐１
ローソン　須賀川並木 962-0033 福島県須賀川市岩作５‐５
ローソン　原町青葉町 975-0039 福島県南相馬市原町区青葉町１‐１２‐５
ローソン　喜多方新道 966-0066 福島県喜多方市字宮西２５４１‐４
ローソン　田村船引北鹿又 963-4433 福島県田村市船引町北鹿又字萱ノ尻４８‐１
ローソン　白河駅前大手町 961-0908 福島県白河市大手町１２‐３
ローソン　磐梯河東インター 969-3451 福島県会津若松市河東町八田字琵琶石６６‐１
ローソン　安積荒井 963-0111 福島県郡山市安積荒井１‐１８１
ローソン　本宮インター 969-1104 福島県本宮市荒井字山神５６‐１
ローソン　和田道 962-0818 福島県須賀川市和田道７４‐４
ローソン　伊達保原町栄町 960-0601 福島県伊達市保原町字栄町９９‐１
ローソン　二本松西勝田 964-0314 福島県二本松市西勝田字柏木田２‐１
ローソン　原町桜井町 975-0032 福島県南相馬市原町区桜井町２‐２３‐１
ローソン　小野飯豊荒屋敷 963-3521 福島県田村郡小野町大字飯豊字荒屋敷５０
ローソン　郡山富久山町久保田 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字愛宕８２‐１
ローソン　郡山西田町 963-0922 福島県郡山市西田町三町目字桜内２７０‐１
ローソン　いわき小名浜林城 971-8122 福島県いわき市小名浜林城字八反田５‐１
ローソン　笹谷駅前 960-0241 福島県福島市笹谷字下成出１‐１
ローソン　いわき泉町 971-8185 福島県いわき市泉町２‐１３‐４
ローソン　会津若松南花畑 965-0874 福島県会津若松市南花畑１‐１
ローソン　福島岡部 960-8204 福島県福島市岡部字町内１０‐１
ローソン　つくば天久保三丁目 305-0005 茨城県つくば市天久保３‐１６‐８
ローソン　ひたちなか佐和駅西 312-0062 茨城県ひたちなか市高場４‐１６‐１
ローソン　北茨城大津町 319-1704 茨城県北茨城市大津町北町１０２６‐１
ローソン　石岡東石岡二丁目 315-0037 茨城県石岡市東石岡２‐１４‐５
ローソン　ひたちなか足崎 312-0003 茨城県ひたちなか市足崎字原１４９９‐１０
ローソン　波崎別所 314-0408 茨城県神栖市波崎４６７６‐７
ローソン　つくば春日三丁目 305-0821 茨城県つくば市春日３‐７‐２８
ローソン　土浦木田余 300-0027 茨城県土浦市木田余東台３‐８‐１６
ローソン　取手駅東口バスターミナル 302-0004 茨城県取手市取手２‐２‐８
ローソン　結城小田林 307-0007 茨城県結城市小田林３８５‐９
ローソン　土浦城北町 300-0042 茨城県土浦市城北町３‐１７
ローソン　鹿嶋荒野 311-2221 茨城県鹿嶋市大字荒野１４９７‐１
ローソン　笠間安居 319-0206 茨城県笠間市安居３１３６‐１
ローソン　日立十王町伊師 319-1301 茨城県日立市十王町伊師５７２‐２０



店舗名 〒 住所
ローソン　水戸南町二丁目 310-0021 茨城県水戸市南町２‐４‐４１
ローソン　鉾田安房 311-1504 茨城県鉾田市安房１６４９‐１
ローソン　結城古宿新田 307-0032 茨城県結城市大字古宿新田１４７‐１
ローソン　つくばみどりの 305-0861 茨城県つくば市みどりの中央７３‐１
ローソン　ひたちなか西大島 312-0052 茨城県ひたちなか市大字東石川３４５０
ローソン　水戸けやき台三丁目 310-0842 茨城県水戸市けやき台３‐５８
ローソン　坂東辺田 306-0632 茨城県坂東市辺田１５１８‐１
ローソン　ひたちなかはしかべ一丁目 312-0054 茨城県ひたちなか市はしかべ１‐１‐５
ローソン　つくば春風台 305-0012 茨城県つくば市さくらの森１‐１
ローソン　北茨城華川町車 319-1534 茨城県北茨城市華川町車字下駒木１０８１‐１
ローソン　取手紫水 300-1506 茨城県取手市上萱場２１６８‐１
ローソン　つくば梅園二丁目 305-0045 茨城県つくば市梅園２‐８‐９
ローソン　茨城町小鶴 311-3107 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴４‐２
ローソン　大平バイパス 329-4404 栃木県栃木市大平町富田字猿渕２３９３‐１
ローソン　那須塩原一区町 329-2732 栃木県那須塩原市一区町１６２‐９
ローソン　足利八幡町 326-0824 栃木県足利市八幡町４９４‐１
ローソン　小山西城南三丁目 323-0820 栃木県小山市西城南３‐２１‐１
ローソン　さくら卯の里一丁目 329-1323 栃木県さくら市卯の里１‐１３‐１
ローソン　大田原中央二丁目 324-0056 栃木県大田原市中央２‐９‐２９
ローソン　佐野大橋町 327-0003 栃木県佐野市大橋町２０６５‐８
ローソン　宇都宮清原台五丁目 321-3223 栃木県宇都宮市清原台５‐１７‐２４
ローソン　真岡荒町 321-4305 栃木県真岡市荒町１１８１‐２
ローソン　栃木岩舟バイパス 329-4307 栃木県栃木市岩舟町静２１６４‐２
ローソン　足利東砂原後 326-0064 栃木県足利市東砂原後町１０５２‐１０
ローソン　市貝町 321-3426 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字内堀道東３８４４
ローソン　足利八幡東 326-0824 栃木県足利市八幡町１‐７‐９
ローソン　道の駅きつれがわ前 329-1412 栃木県さくら市喜連川４１３０‐１
ローソン　太田龍舞町 373-0806 群馬県太田市龍舞町５７２３‐１
ローソン　前橋東大室町 379-2105 群馬県前橋市東大室町７７‐１
ローソン　わたらせ大間々駅前 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々１６０７‐５
ローソン　伊勢崎太田町 372-0006 群馬県伊勢崎市太田町２９８‐４
ローソン　前橋粕川町 371-0218 群馬県前橋市粕川町前皆戸１８８‐３
ローソン　安中鷺宮 379-0124 群馬県安中市鷺宮９７２‐１
ローソン　前橋下大屋 379-2102 群馬県前橋市下大屋町３１２‐１３
ローソン　玉村飯塚 370-1102 群馬県佐波郡玉村町大字飯塚３２２
ローソン　前橋樋越 371-0221 群馬県前橋市樋越町７８１‐１
ローソン　渋川半田 377-0004 群馬県渋川市半田３０４６
ローソン　草津中央 377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津２６６‐１
ローソン　吉岡駒寄スマートインター 370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保４３８‐１
ローソン　新田反町 370-0313 群馬県太田市新田反町町７４６‐１
ローソン　大間々桐原 376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原９３‐４
ローソン　吾妻岩井 377-0804 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井２５５‐１
ローソン　前橋三俣町二丁目 371-0018 群馬県前橋市三俣町２‐１０‐６
ローソン　和光本町 351-0114 埼玉県和光市本町２５‐２１
ローソン　深谷稲荷町 366-0026 埼玉県深谷市稲荷町３‐３‐２６
ローソン　浦和 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町１‐５‐７
ローソン　川越市駅前 350-1113 埼玉県川越市田町１‐２４
ローソン　戸田氷川町二丁目 335-0027 埼玉県戸田市氷川町２‐１‐２７
ローソン　桶川神明一丁目 363-0014 埼玉県桶川市神明１‐４‐６
ローソン　嵐山町むさし台 355-0216 埼玉県比企郡嵐山町むさし台２‐３３‐１
ローソン　神川元阿保 367-0247 埼玉県児玉郡神川町元阿保８２７‐１
ローソン　熊谷玉井 360-0853 埼玉県熊谷市玉井字稲荷木上１６９２‐１
ローソン　蓮田閏戸 349-0133 埼玉県蓮田市閏戸２８２１
ローソン　春日部藤塚 344-0011 埼玉県春日部市藤塚２６２４‐１
ローソン　春日部永沼 344-0123 埼玉県春日部市永沼字道中１１００‐１
ローソン　熊谷カジュアルタウン 360-0833 埼玉県熊谷市広瀬２６６‐１
ローソン　飯能福祉センター前 357-0021 埼玉県飯能市大字双柳字橋場３５３‐６
ローソン　日高田波目 350-1201 埼玉県日高市大字田波目１４６‐１
ローソン　春日部栄町二丁目 344-0058 埼玉県春日部市栄町２‐２４３
ローソン　さいたま指扇 331-0047 埼玉県さいたま市西区指扇２６４５‐１
ローソン　川越鴨田 350-0844 埼玉県川越市大字鴨田１３４３‐１
ローソン　北川辺向古河 349-1205 埼玉県加須市大字向古河字沖谷１２５８‐１
ローソン　さいたま大谷口 336-0042 埼玉県さいたま市南区大谷口８５４‐１
ローソン　日本薬科大学 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１０２２５‐１
ローソン　東岩槻駅北口 339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻１‐１‐６
ローソン　浦和東仲町 330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町２５‐２８ロイヤルビル１Ｆ
ローソン　マーレ武蔵浦和 336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡５‐１９‐１９　マーレＡ館２Ｆ
ローソン　深谷上柴町西三丁目 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西３‐８‐１
ローソン　さいたま西区役所前 331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮３‐１‐７
ローソン　春日部西金野井 344-0112 埼玉県春日部市西金野井５３９‐４
ローソン　川口青木三丁目 332-0031 埼玉県川口市青木３‐４‐２５
ローソン　飯能双柳六道 357-0021 埼玉県飯能市大字双柳７６０‐１
ローソン　新所沢駅西口 359-1111 埼玉県所沢市緑町１‐３‐１
ローソン　草加新栄道上 340-0056 埼玉県草加市新栄３‐１４‐１１
ローソン　春日部駅東口 344-0061 埼玉県春日部市粕壁１‐６‐５



店舗名 〒 住所
ローソン　深谷上野台茶売通り 366-0801 埼玉県深谷市上野台２５８‐１
ローソン　志木本町五丁目 353-0004 埼玉県志木市本町５‐１９‐１５
ローソン　さいたま東高砂町 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町４‐１
ローソン　ふじみ野上福岡一丁目 356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡１‐３‐７
ローソン　上尾井戸木二丁目 362-0071 埼玉県上尾市井戸木２‐１４‐１０
ローソン　東松山高坂 355-0045 埼玉県東松山市大字宮鼻字大西１０１７‐１
ローソン　東川口四丁目 333-0801 埼玉県川口市東川口４‐２０‐２０
ローソン　狭山入曽運動公園前 350-1315 埼玉県狭山市大字北入曽１４４３‐１
ローソン　北戸田東口 335-0021 埼玉県戸田市大字新曽２１７７‐１
ローソン　熊谷新堀新田 360-0842 埼玉県熊谷市新堀新田６１６‐２
ローソン　川口安行出羽一丁目 334-0052 埼玉県川口市安行出羽１‐１５‐６
ローソン　行田持田一丁目 361-0056 埼玉県行田市持田１‐３‐３７
ローソン　大宮アルシェ 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２‐１‐１
ローソン　新狭山駅北口 350-1331 埼玉県狭山市新狭山２‐１５‐３
ローソン　草加松江六丁目 340-0013 埼玉県草加市松江６‐１２‐８
ローソン　フタバ図書ＧＩＧＡ大宮 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町６３７‐１
ローソン　草加長栄二丁目 340-0051 埼玉県草加市長栄２‐３３‐１
ローソン　上尾駅東口 362-0036 埼玉県上尾市宮本町３‐２シティータワー上尾駅前２０３
ローソン　さいたま清河寺 331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮４‐４‐２
ローソン　新井宿駅前 333-0826 埼玉県川口市大字新井宿１０６
ローソン　ふじみ野高校前 354-0044 埼玉県入間郡三芳町大字北永井９９６‐１０
ローソン　ＬＴＦさいたま柏崎 339-0045 埼玉県さいたま市岩槻区柏崎６５４‐１
ローソン　三芳資料館入口 354-0043 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢１４５‐１
ローソン　ＬＴＦさいたま東宮下 337-0012 埼玉県さいたま市見沼区東宮下２‐１
ローソン　日高高麗 350-1253 埼玉県日高市大字台字大沢前２９４‐１
ローソン　川島一本木 350-0115 埼玉県比企郡川島町大字一本木字火ノ爪４２４‐１
ローソン　上里七本木西 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木字愛宕耕地１４４７‐２
ローソン　本庄高柳 367-0224 埼玉県本庄市児玉町高柳字南１７０‐１
ローソン　深谷榛沢 369-0223 埼玉県深谷市榛沢字下７３５‐８
ローソン　秩父皆野北 369-1412 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字夏内２０８４
ローソン　上尾上平 362-0005 埼玉県上尾市大字西門前字寺廻４２０‐３
ローソン　行田上池守 361-0066 埼玉県行田市大字上池守６３５
ローソン　行田谷郷二丁目 361-0062 埼玉県行田市谷郷２‐１９９４‐１
ローソン　北本北中丸二丁目 364-0012 埼玉県北本市北中丸２‐１９２
ローソン　八潮西田 340-0834 埼玉県八潮市大曽根１１３５‐１
ローソン　三芳藤久保富士塚 354-0041 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保４４‐５
ローソン　川口並木一丁目 332-0034 埼玉県川口市並木１‐２７‐１２
ローソン　さいたま植竹町一丁目 331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町１‐５８８‐１
ローソン　新座野火止五丁目 352-0011 埼玉県新座市野火止５‐２‐５５　１Ｆ
ローソン　川口並木二丁目 332-0034 埼玉県川口市並木２‐１５‐１７
ローソン　自衛隊入間基地 350-1324 埼玉県狭山市稲荷山２‐３
ローソン　高根台 274-0065 千葉県船橋市高根台６‐２７‐２
ローソン　西馬橋幸町 271-0047 千葉県松戸市西馬橋幸町７９
ローソン　館山九重 294-0012 千葉県館山市稲３７０‐１
ローソン　船橋西船二丁目 273-0031 千葉県船橋市西船２‐２８‐１３
ローソン　木更津太田四丁目 292-0044 千葉県木更津市太田４‐１４‐２
ローソン　稲毛山王 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町３３６‐２
ローソン　市原畑木 299-0112 千葉県市原市畑木字境町１０５‐１
ローソン　習志野谷津ソフトタウン前 275-0026 千葉県習志野市谷津４‐８‐５０
ローソン　アパホテル京成成田駅前 286-0033 千葉県成田市花崎町９０６
ローソン　千葉春日一丁目 260-0033 千葉県千葉市中央区春日１‐２‐１２
ローソン　五井駅西口 290-0081 千葉県市原市五井中央西２‐２‐１
ローソン　袖ヶ浦野里 299-0211 千葉県袖ケ浦市野里４６３‐１
ローソン　市原千種一丁目 299-0109 千葉県市原市千種１‐２‐１
ローソン　袖ヶ浦滝の口 299-0226 千葉県袖ケ浦市滝の口２６６‐１４
ローソン　野田岩名二丁目 278-0055 千葉県野田市岩名２‐４４‐１
ローソン　浜野駅東口 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１４０４
ローソン　船橋上山町二丁目 273-0046 千葉県船橋市上山町２‐４１１‐３
ローソン　船橋薬円台一丁目 274-0077 千葉県船橋市薬円台１‐６‐５
ローソン　習志野津田沼一丁目 275-0016 千葉県習志野市津田沼１‐１２‐４
ローソン　千葉みつわ台大通 264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町３２７‐１
ローソン　茂原公園前 297-0028 千葉県茂原市道表８‐１４
ローソン　松戸駅東口 271-0092 千葉県松戸市松戸１２３１アステシオ３Ｆ
ローソン　新浦安 279-0012 千葉県浦安市入船４‐１‐３
ローソン　浦安富士見 279-0043 千葉県浦安市富士見１‐１４‐３４
ローソン　千葉幸町 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町１‐２‐９
ローソン　印西東京電機大前 270-1354 千葉県印西市武西１１３４‐４
ローソン　千葉西都賀 264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀１‐１７‐２３
ローソン　船橋塚田駅前 273-0044 千葉県船橋市行田１‐４８‐１４
ローソン　船橋葛飾町二丁目 273-0032 千葉県船橋市葛飾町２‐３４１‐１
ローソン　松戸市役所前 271-0073 千葉県松戸市小根本４９‐５
ローソン　稲毛海浜公園 261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜３‐６‐１
ローソン　八千代緑が丘四丁目 276-0049 千葉県八千代市緑が丘４‐１
ローソン　市川新田三丁目 272-0035 千葉県市川市新田３‐７‐１９
ローソン　佐倉江原 285-0824 千葉県佐倉市江原１４４



店舗名 〒 住所
ローソン　八千代島田 276-0004 千葉県八千代市島田台８１６‐４
ローソン　市川南一丁目 272-0033 千葉県市川市市川南１‐５‐２２
ローソン　大網池田 299-3245 千葉県大網白里市池田８５‐１
ローソン　ハーバーシティ蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町１‐３９
ローソン　八千代高津東四丁目 276-0037 千葉県八千代市高津東４‐１‐８
ローソン　千葉鎌取インター 260-0804 千葉県千葉市中央区赤井町７５７‐２
ローソン　四街道津ノ守 284-0005 千葉県四街道市四街道１５３１‐４
ローソン　松戸常盤平一丁目 270-2261 千葉県松戸市常盤平１‐１１‐１
ローソン　ＬＴＦ北松戸 271-0063 千葉県松戸市北松戸１‐９‐１
ローソン　ＬＴＦ新松戸四丁目 270-0034 千葉県松戸市新松戸４‐６
ローソン　ＬＴＦ柏高田南 277-0861 千葉県柏市高田５６２
ローソン　ＬＴＦ富里七栄北 286-0221 千葉県富里市七栄５３２‐８４
ローソン　我孫子泉 270-1142 千葉県我孫子市泉１４‐１
ローソン　佐倉西志津一丁目 285-0845 千葉県佐倉市西志津１‐７‐１２
ローソン　君津市役所前 299-1152 千葉県君津市久保２‐５‐１７
ローソン　佐倉王子台五丁目 285-0837 千葉県佐倉市王子台５‐２５‐１
ローソン　柏増尾 277-0033 千葉県柏市増尾１７０６‐１
ローソン　ＬＴＦ市川曽谷八丁目 272-0832 千葉県市川市曽谷８‐１１‐２３
ローソン　ＬＴＦ市川宝 272-0122 千葉県市川市宝１‐２‐６
ローソン　成田郷部 286-0014 千葉県成田市郷部４６７‐１
ローソン　流山おおたかの森駅西 270-0128 千葉県流山市おおたかの森西１‐１‐１
ローソン　流山鰭ケ崎駅前 270-0161 千葉県流山市大字鰭ケ崎１２８０‐２
ローソン　市原千種通 299-0109 千葉県市原市千種７‐１‐１２
ローソン　西千葉駅南口 260-0033 千葉県千葉市中央区春日２‐２５‐１６
ローソン　木更津八幡台三丁目 292-0814 千葉県木更津市八幡台３‐１‐３４
ローソン　目黒東山 153-0043 東京都目黒区東山１‐８‐６
ローソン　江戸川球場前 134-0088 東京都江戸川区西葛西７‐３‐５
ローソン　大森南二丁目 143-0013 東京都大田区大森南２‐５‐１８
ローソン　南砂五丁目 136-0076 東京都江東区南砂５‐２３‐８
ローソン　舟渡一丁目 174-0041 東京都板橋区舟渡１‐１２‐１２
ローソン　西瑞江三丁目 132-0015 東京都江戸川区西瑞江３‐５‐２
ローソン　北品川一丁目 140-0001 東京都品川区北品川１‐１３‐７
ローソン　東池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋１‐３１‐１０
ローソン　東大井六丁目 140-0011 東京都品川区東大井６‐４‐６
ローソン　石神井台四丁目 177-0045 東京都練馬区石神井台４‐９‐４
ローソン　堀切 124-0006 東京都葛飾区堀切２‐６５‐１７
ローソン　清瀬秋津駅南口 204-0004 東京都清瀬市野塩５‐２９８‐５
ローソン　八王子四谷町 193-0813 東京都八王子市四谷町６７４‐３
ローソン　町田南成瀬一丁目 194-0045 東京都町田市南成瀬１‐２‐２
ローソン　大江戸線新宿駅前 151-0053 東京都渋谷区代々木２‐６‐３
ローソン　北参道駅前 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４‐３‐１
ローソン　新宿センタービル 160-0023 東京都新宿区西新宿１‐２５‐１
ローソン　荻窪駅南口 167-0051 東京都杉並区荻窪５‐３０‐１６
ローソン　三鷹の森 181-0013 東京都三鷹市下連雀１‐１３‐７
ローソン　Ｈ落合南長崎駅前 161-0031 東京都新宿区西落合３‐１‐１６
ローソン　Ｈ築地三丁目 104-0045 東京都中央区築地３‐１‐１０
ローソン　練馬江古田栄町 176-0006 東京都練馬区栄町８‐７
ローソン　大泉学園駅前 178-0063 東京都練馬区東大泉１‐２８‐７
ローソン　新大久保 169-0072 東京都新宿区大久保１‐６‐１２
ローソン　原町田六丁目 194-0013 東京都町田市原町田６‐７‐５
ローソン　東村山久米川町四丁目 189-0003 東京都東村山市久米川町４‐４２‐１
ローソン　ＬＡＷＳＯＮ＋ｔｏｋｓ多摩川駅 145-0071 東京都大田区田園調布１‐５３‐８
ローソン　新秋津駅東 189-0001 東京都東村山市秋津町５‐１３‐９
ローソン　立川高松町三丁目 190-0011 東京都立川市高松町３‐１５‐１
ローソン　本蓮沼駅前 174-0052 東京都板橋区蓮沼町２２‐８
ローソン　鶯谷駅前 110-0003 東京都台東区根岸１‐７‐５
ローソン　上野一丁目 110-0005 東京都台東区上野１‐２０‐１
ローソン　西葛西駅北口 134-0088 東京都江戸川区西葛西５‐１‐５
ローソン　練馬大泉町三丁目 178-0062 東京都練馬区大泉町３‐３２‐１０
ローソン　八王子片倉町 192-0914 東京都八王子市片倉町４４０‐１３
ローソン　板橋蓮根二丁目 174-0046 東京都板橋区蓮根２‐２７‐１２
ローソン　町田根岸町 194-0034 東京都町田市根岸町１００９‐８
ローソン　小平鈴木町一丁目 187-0011 東京都小平市鈴木町１‐４０８‐１
ローソン　外神田三丁目 101-0021 東京都千代田区外神田３‐１‐１０
ローソン　八王子卸売市場前 192-0906 東京都八王子市北野町５８９‐２
ローソン　大井競馬場前 140-0012 東京都品川区勝島１‐６‐２６
ローソン　東十条三丁目 114-0001 東京都北区東十条３‐１６‐１７
ローソン　練馬富士見台 177-0034 東京都練馬区富士見台２‐２‐１
ローソン　本郷一丁目春日通 113-0033 東京都文京区本郷１‐２９‐１０
ローソン　蒲田大城通り 144-0051 東京都大田区西蒲田３‐１０‐４
ローソン　文京白山五丁目 112-0001 東京都文京区白山５‐７‐１２
ローソン　小松川三丁目 132-0034 東京都江戸川区小松川３‐８９
ローソン　文京本郷七丁目 113-0033 東京都文京区本郷７‐２‐２
ローソン　荏原町駅前 142-0053 東京都品川区中延５‐７‐４
ローソン　東新宿明治通 160-0022 東京都新宿区新宿７‐２７‐１２



店舗名 〒 住所
ローソン　江戸川松江二丁目 132-0025 東京都江戸川区松江２‐３‐４
ローソン　町田金井三丁目 195-0072 東京都町田市金井３‐３１‐２
ローソン　日野旭が丘 191-0065 東京都日野市旭が丘６‐１２‐７
ローソン　大森北一丁目 143-0016 東京都大田区大森北１‐１３‐５
ローソン　西蒲田八丁目 144-0051 東京都大田区西蒲田８‐２３‐１‐１
ローソン　中野二丁目千光前通 164-0001 東京都中野区中野２‐１４‐２２
ローソン　豊島西池袋五丁目 171-0021 東京都豊島区西池袋５‐１８‐１１
ローソン　東大和新堀三丁目 207-0012 東京都東大和市新堀３‐２‐２
ローソン　日野高幡 191-0031 東京都日野市高幡６０４‐１
ローソン　杉並阿佐ヶ谷北一丁目 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北１‐３１‐５
ローソン　江東木場五丁目 135-0042 東京都江東区木場５‐４‐１
ローソン　墨田江東橋一丁目 130-0022 東京都墨田区江東橋１‐７‐１１
ローソン　町田常盤町 194-0213 東京都町田市常盤町３５１８
ローソン　上北台駅前 207-0021 東京都東大和市立野２‐４‐６
ローソン　ＬＴＦ墨田横川三丁目 130-0003 東京都墨田区横川３‐１１‐１７
ローソン　ＬＴＦ足立竹ノ塚六丁目 121-0813 東京都足立区竹の塚６‐１４‐６
ローソン　ＬＴＦ町田木曽東 194-0036 東京都町田市木曽東４‐２８‐２３
ローソン　ＬＴＦ大森東一丁目 143-0012 東京都大田区大森東１‐６‐８
ローソン　ＬＴＦ戸越銀座 142-0041 東京都品川区戸越３‐１‐１８
ローソン　ＬＴＦ小岩 133-0052 東京都江戸川区東小岩３‐６‐１１
ローソン　ＬＴＦ荏原一丁目 142-0063 東京都品川区荏原１‐１６‐１
ローソン　ＬＴＦ国立東三丁目 186-0002 東京都国立市東３‐７‐１７
ローソン　ＬＴＦ北新宿 169-0074 東京都新宿区北新宿２‐２０‐１‐１０２
ローソン　ＬＴＦ瑞江四丁目 132-0011 東京都江戸川区瑞江４‐４４‐２６
ローソン　ＬＴＦ笹塚三丁目 151-0073 東京都渋谷区笹塚３‐１９‐１４
ローソン　船堀 134-0091 東京都江戸川区船堀３‐６‐１
ローソン　アキバ・トリム 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町１‐６‐５
ローソン　ホテル櫂会 135-0052 東京都江東区潮見２‐８‐１１
ローソン　新宿百人町一丁目 169-0073 東京都新宿区百人町１‐１７‐６
ローソン　世田谷桜上水二丁目 156-0045 東京都世田谷区桜上水２‐２２‐２７
ローソン　川崎堀之内町 210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町１０‐１
ローソン　東門前駅前 210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前３‐５‐１　荒金ビル
ローソン　小杉陣屋町 211-0062 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町１‐１０‐８
ローソン　池上新町 210-0832 神奈川県川崎市川崎区池上新町２‐１６‐１３
ローソン　伊志田高校前 259-1117 神奈川県伊勢原市東成瀬４８‐５
ローソン　鶴見市場 230-0023 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町６‐２６
ローソン　横浜駅東口 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２‐７‐１
ローソン　相模原相南四丁目 252-0312 神奈川県相模原市南区相南４‐１‐３５
ローソン　久里浜五丁目 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５‐１１‐１９
ローソン　綾瀬上土棚南 252-1114 神奈川県綾瀬市上土棚南１‐１１‐９
ローソン　追浜 237-0061 神奈川県横須賀市夏島町４
ローソン　藤沢鵠沼東 251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東１‐１
ローソン　相模原小山二丁目 252-0205 神奈川県相模原市中央区小山２‐６‐２２
ローソン　横浜北幸一丁目 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１‐９‐２
ローソン　川崎犬蔵一丁目 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１‐８‐１５
ローソン　栄笠間二丁目 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間２‐１４‐８
ローソン　横浜前里町三丁目 232-0004 神奈川県横浜市南区前里町３‐７０
ローソン　平塚紅谷町 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町１４‐２８
ローソン　磯子森五丁目 235-0023 神奈川県横浜市磯子区森５‐２１‐１７
ローソン　平塚中原一丁目 254-0075 神奈川県平塚市中原１‐１５‐８
ローソン　新羽駅前 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町１６７２‐２
ローソン　保土ヶ谷駅西口 240-0013 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２‐４９
ローソン　横浜名瀬町 245-0051 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町１９８６‐１
ローソン　Ｈ十日市場 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町８０５‐３
ローソン　川崎万福寺六丁目 215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺６‐７‐２
ローソン　新羽駅西口 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町１６２８‐１
ローソン　慶應日吉 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉４‐１‐１
ローソン　相模原鵜野森一丁目 252-0301 神奈川県相模原市南区鵜野森１‐１６‐８
ローソン　伊勢原駅南 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１‐７‐２１
ローソン　大和深見東三丁目 242-0012 神奈川県大和市深見東３‐１‐６
ローソン　西湘江之浦 250-0025 神奈川県小田原市江之浦１１８‐４
ローソン　鶴見市場上町 230-0021 神奈川県横浜市鶴見区市場上町１１‐１７
ローソン　上溝バイパス入口 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝３０６‐１
ローソン　駒岡一丁目 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡１‐１‐１７
ローソン　泉西が岡二丁目 245-0006 神奈川県横浜市泉区西が岡２‐４‐２
ローソン　相模原上溝南中前 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝２３４６‐４
ローソン　横浜釜利谷東五丁目 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東５‐４‐３５
ローソン　藤沢大庭 251-0861 神奈川県藤沢市大庭８２８２‐１
ローソン　中田駅前 245-0013 神奈川県横浜市泉区中田東３‐１‐３
ローソン　ヨコハマパルナード 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２‐１２‐１０
ローソン　都筑南山田二丁目 224-0029 神奈川県横浜市都筑区南山田２‐１８‐１
ローソン　大船駅西口 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本１‐１‐１
ローソン　旭善部町 241-0823 神奈川県横浜市旭区善部町９６‐１
ローソン　厚木温水 243-0033 神奈川県厚木市温水１１５
ローソン　横須賀森崎三丁目 238-0023 神奈川県横須賀市森崎３‐６‐３９



店舗名 〒 住所
ローソン　横浜八幡町 232-0037 神奈川県横浜市南区八幡町５‐１
ローソン　箱根二ノ平 250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平１２０２‐１４
ローソン　伊勢原見附島 259-1118 神奈川県伊勢原市見附島７２‐１
ローソン　海老名中新田二丁目 243-0422 神奈川県海老名市中新田２‐３４‐３
ローソン　横浜片倉四丁目 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉４‐５‐２３
ローソン　瀬谷三ツ境 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１１２‐１
ローソン　相模原橋本五丁目 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本５‐１‐２１
ローソン　港北綱島東三丁目 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東３‐８‐２０
ローソン　厚木愛甲西二丁目 243-0028 神奈川県厚木市愛甲西２‐４‐１６
ローソン　平塚北金目 259-1207 神奈川県平塚市北金目１‐１‐２１
ローソン　北新横浜 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町３４５
ローソン　和田河原駅前 250-0112 神奈川県南足柄市和田河原６０６
ローソン　鴨宮 250-0874 神奈川県小田原市鴨宮３５７
ローソン　横浜鶴見佃野町 230-0061 神奈川県横浜市鶴見区佃野町３４‐１
ローソン　磯子中原三丁目 235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原３‐１‐３
ローソン　井土ヶ谷駅前 232-0006 神奈川県横浜市南区南太田４‐１‐１
ローソン　横浜相生町三丁目 231-0012 神奈川県横浜市中区相生町３‐６３‐１
ローソン　横浜不老町三丁目 231-0032 神奈川県横浜市中区不老町３‐１３‐４
ローソン　Ｈ横浜保土ヶ谷球場前 240-0016 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘１９‐２６
ローソン　港北新羽町 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町８９２
ローソン　大船一丁目 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１‐２３‐１１
ローソン　都筑センター北 224-0015 神奈川県横浜市都筑区牛久保西１‐１０‐１６
ローソン　横須賀森崎一丁目 238-0023 神奈川県横須賀市森崎１‐３‐１４
ローソン　瀬谷南台一丁目 246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台１‐２９‐１２
ローソン　海老名中央一丁目 243-0432 神奈川県海老名市中央１‐１７‐５２
ローソン　元箱根 250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根２８‐６
ローソン　港北綱島台 223-0054 神奈川県横浜市港北区綱島台１１‐３９
ローソン　新百合ヶ丘駅前 215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１‐１‐２
ローソン　辻堂元町 251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町１‐１‐１
ローソン　横浜フィールドアスレチック前 226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町４１９４‐４
ローソン　ＬＴＦ菅田町西前田 221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町１７７１‐６
ローソン　横浜霞ヶ丘 220-0035 神奈川県横浜市西区霞ケ丘１０４
ローソン　戸塚汲沢一丁目 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢１‐１０‐３２
ローソン　湯河原宮上 259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上３６７‐１
ローソン　ＬＴＦ東逗子駅前 249-0004 神奈川県逗子市沼間１‐２‐２７
ローソン　ＬＴＦ上溝番田 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝３６６
ローソン　ＬＴＦ相武台前南口 252-0011 神奈川県座間市相武台３‐４２‐４５
ローソン　ＬＴＦ日本大通 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通１７
ローソン　ＬＴＦ泉中田西 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西２‐３２‐１６
ローソン　ＬＴＦ東海大学駅前本 257-0003 神奈川県秦野市南矢名１‐１４‐１
ローソン　ＬＴＦＪＲ逗子駅前 249-0006 神奈川県逗子市逗子１‐１‐３
ローソン　ＬＴＦ栄飯島 244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町９２‐１
ローソン　ＬＴＦ相模原富士見町 252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見４‐８‐１
ローソン　ＬＴＦ南橋本 252-0254 神奈川県相模原市中央区下九沢５４‐１
ローソン　ＬＴＦ茅ヶ崎中海岸 253-0055 神奈川県茅ヶ崎市中海岸１‐６‐２５
ローソン　ＬＴＦ青葉桂台 227-0034 神奈川県横浜市青葉区桂台２‐２６‐１６
ローソン　ＬＴＦ羽沢 221-0863 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１５６７
ローソン　ＬＴＦ平塚田村 254-0013 神奈川県平塚市田村７‐７‐２１
ローソン　ＬＴＦ十日市場北口 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町８８５‐１
ローソン　ＬＴＦ横須賀中央駅前 238-0007 神奈川県横須賀市若松町３‐１４‐８
ローソン　ＬＴＦ野比駅前 239-0841 神奈川県横須賀市野比１‐１７‐１
ローソン　ＬＴＦ辻堂海岸通り 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂１‐１４‐２８
ローソン　ＬＴＦ下麻生 215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生２‐７‐２
ローソン　ＬＴＦ緑長津田 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田６‐８‐１
ローソン　ＬＴＦ栗平二丁目 215-0031 神奈川県川崎市麻生区栗平２‐３‐１１
ローソン　寒川岡田 253-0105 神奈川県高座郡寒川町岡田３‐４‐１９
ローソン　瀬谷四丁目 246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４‐４５‐８
ローソン　ＳＯＣＯＬＡ日吉 223-0051 神奈川県横浜市港北区箕輪町２‐７‐４２
ローソン　上大岡ミオカ 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１‐１８‐５
ローソン　綾瀬上土棚中七丁目 252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中７‐２‐１５
ローソン　白根新飯田 950-1455 新潟県新潟市南区新飯田２６５８‐４
ローソン　新潟沼垂西 950-0076 新潟県新潟市中央区沼垂西１‐４‐２
ローソン　新潟古町八番町 951-8063 新潟県新潟市中央区古町通８番町１４３０
ローソン　新津インター 956-0812 新潟県新潟市秋葉区中新田２２４‐２
ローソン　三条西中 955-0822 新潟県三条市大字西中字野中９５７‐１
ローソン　柏崎藤元町 945-0026 新潟県柏崎市藤元町２‐２
ローソン　川口中山 949-7503 新潟県長岡市川口中山８７‐２
ローソン　上越石橋一丁目 942-0074 新潟県上越市石橋１‐８‐５３
ローソン　燕吉田 959-0264 新潟県燕市吉田２７６６
ローソン　十日町西本町 948-0072 新潟県十日町市西本町２‐１３‐７
ローソン　新潟亀貝 950-2033 新潟県新潟市西区亀貝７３５‐１
ローソン　新潟鳥屋野 950-0950 新潟県新潟市中央区鳥屋野南３‐１２‐９
ローソン　長岡石内一丁目 940-0026 新潟県長岡市石内１‐７‐２３
ローソン　上越下門前南 942-0063 新潟県上越市下門前１６５９
ローソン　長岡宝地町 940-2031 新潟県長岡市宝地町字金輪２１２



店舗名 〒 住所
ローソン　佐渡佐和田 952-1324 新潟県佐渡市中原３４５‐３
ローソン　燕物流センター 959-0223 新潟県燕市田中新１０００‐１
ローソン　道の駅あらい 944-0075 新潟県妙高市大字猪野山１１５‐１１
ローソン　紫雲寺 957-0204 新潟県新発田市稲荷岡８１０
ローソン　長岡今朝白一丁目 940-0033 新潟県長岡市今朝白１‐１２‐２６
ローソン　上越日根津 942-0225 新潟県上越市頸城区天ケ崎１３７７‐１
ローソン　白根高井団地 950-1236 新潟県新潟市南区高井東１‐２‐３６
ローソン　上越妙高駅前 943-0861 新潟県上越市大和２‐３‐５７
ローソン　富山八尾 939-2304 富山県富山市八尾町黒田５３１８
ローソン　朝日町平柳 939-0744 富山県下新川郡朝日町平柳字大門２６‐１
ローソン　富山空港前 939-8252 富山県富山市秋ケ島５２９
ローソン　城端町野田 939-1842 富山県南砺市野田５１‐１
ローソン　砺波インター西 939-1328 富山県砺波市大辻７０２
ローソン　富山西公文名 939-8003 富山県富山市西公文名町７‐２８
ローソン　高岡国吉 933-0968 富山県高岡市国吉７７２‐１
ローソン　富山上冨居 930-0835 富山県富山市上冨居１‐７‐１７
ローソン　富山新庄銀座 930-0991 富山県富山市新庄銀座３‐５‐５８
ローソン　富山天正寺 930-0955 富山県富山市天正寺１１２５
ローソン　富山芝園町 930-0095 富山県富山市舟橋南町１‐１
ローソン　大沢野塩 939-2242 富山県富山市塩５６６
ローソン　富山上冨居西 930-0835 富山県富山市上冨居１‐３‐１
ローソン　富山桜橋通り 930-0004 富山県富山市桜橋通り４‐３２
ローソン　富山奥田町 930-0818 富山県富山市奥田町字屋敷田３２
ローソン　富山本郷東部 930-0108 富山県富山市本郷東部９２
ローソン　富山南郵便局前 939-8072 富山県富山市堀川町２１０
ローソン　富山中川原 939-8015 富山県富山市中川原字中野島割１２６‐１
ローソン　富山北新町 930-0023 富山県富山市北新町２‐２‐２２
ローソン　婦中千里 939-2622 富山県富山市婦中町千里９９２‐１
ローソン　加賀大聖寺上福田 922-0004 石川県加賀市大聖寺上福田町ヌ２２‐１
ローソン　能美辰口運動公園前 923-1245 石川県能美市辰口町２０１
ローソン　羽咋中央町 925-0052 石川県羽咋市中央町サ１３０‐６
ローソン　福井篠尾 910-2148 福井県福井市篠尾町４５‐３５
ローソン　武生四郎丸 915-0857 福井県越前市四郎丸町２２‐２０
ローソン　清水南 910-3613 福井県福井市甑谷町２４‐８
ローソン　大野三番 912-0026 福井県大野市要町３‐１１
ローソン　福井日之出二丁目 910-0859 福井県福井市日之出２‐９‐２
ローソン　福井板垣三丁目 918-8104 福井県福井市板垣３‐１６２５
ローソン　越前村国 915-0084 福井県越前市村国３‐６７‐１
ローソン　大野新庄 912-0085 福井県大野市新庄１４‐９‐１
ローソン　福井大島町 918-8018 福井県福井市大島町中坪１１０‐１
ローソン　越前王子保 915-0857 福井県越前市四郎丸町４７‐７‐１
ローソン　福井加茂河原 918-8057 福井県福井市加茂河原３‐９‐１３
ローソン　山梨一宮末木 405-0073 山梨県笛吹市一宮町末木６７０‐１
ローソン　甲斐西八幡 400-0117 山梨県甲斐市西八幡３５６２‐１
ローソン　大泉西井出 409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出８５６６‐４８
ローソン　昭和常永 409-3800 山梨県中巨摩郡昭和町上河東１番地常永４６‐１３
ローソン　富士川増穂インター 400-0501 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１１４６‐１
ローソン　笛吹石和河内 406-0043 山梨県笛吹市石和町河内３３‐２
ローソン　南アルプス三郡 400-0412 山梨県南アルプス市東南湖８０７‐１
ローソン　甲斐万才 400-0114 山梨県甲斐市万才２８３‐３
ローソン　甲斐竜王バイパス 400-0118 山梨県甲斐市竜王１０４１‐２
ローソン　甲斐富竹新田 400-0113 山梨県甲斐市富竹新田２１６‐１
ローソン　甲斐篠原 400-0115 山梨県甲斐市篠原１９０４
ローソン　長野穂保 381-0003 長野県長野市大字穂保６４８‐１
ローソン　茅野豊平 391-0213 長野県茅野市豊平１６７６
ローソン　松本本庄 390-0814 長野県松本市本庄２‐４‐１
ローソン　塩尻桔梗ケ原 399-0703 長野県塩尻市大字広丘高出字西桔梗ケ原２２２５‐１
ローソン　松本笹部 390-0847 長野県松本市笹部３‐１８‐１０
ローソン　長野南千歳 380-0826 長野県長野市大字南長野北石堂町１３９９‐１
ローソン　佐久岩村田本町 385-0022 長野県佐久市岩村田８０７‐７
ローソン　茅野米沢 391-0216 長野県茅野市米沢３０９４‐１
ローソン　長野松代町 381-1215 長野県長野市松代町西寺尾１０３９‐１
ローソン　長野稲田一丁目 381-0042 長野県長野市稲田１‐１３‐１２
ローソン　茅野中沖 391-0000 長野県茅野市中沖６‐２
ローソン　伊那インター東 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村８３０１‐１
ローソン　須坂上中町 382-0082 長野県須坂市大字須坂２３６‐１
ローソン　長野ホクト文化ホール前 380-0935 長野県長野市中御所２‐３９１‐１
ローソン　長野東通り 380-0902 長野県長野市大字鶴賀１７１‐５
ローソン　塩尻宗賀 399-6462 長野県塩尻市大字宗賀２４４６‐１
ローソン　上田岩下 386-0153 長野県上田市岩下字岩谷堂１７７‐５
ローソン　千曲稲荷山 387-0021 長野県千曲市大字稲荷山１９１８‐１
ローソン　長野日詰 380-0911 長野県長野市大字稲葉字日詰沖１３８６‐３
ローソン　安曇野穂高大橋南 399-8303 長野県安曇野市穂高８１９０‐２
ローソン　安曇野三郷 399-8101 長野県安曇野市三郷明盛１６６１‐１
ローソン　可児下恵土 509-0203 岐阜県可児市下恵土２９５７‐１



店舗名 〒 住所
ローソン　岐阜長住三丁目 500-8175 岐阜県岐阜市長住町３‐１‐１
ローソン　郡上八幡 501-4224 岐阜県郡上市八幡町城南町字ヤナシマ２２８
ローソン　川島町松原 501-6026 岐阜県各務原市川島松原町字雁場前３０９‐１
ローソン　岐阜西荘 500-8362 岐阜県岐阜市西荘４‐１‐１
ローソン　岐阜長住九丁目 500-8175 岐阜県岐阜市長住町９‐５
ローソン　垂井綾戸口 503-2112 岐阜県不破郡垂井町綾戸字不破ノ初５０６‐１
ローソン　道の駅花街道付知 508-0351 岐阜県中津川市付知町字河原８５９３‐１０
ローソン　関小瀬 501-3265 岐阜県関市小瀬２７５７‐１
ローソン　下呂小川 509-2203 岐阜県下呂市小川８６
ローソン　関小瀬南 501-3265 岐阜県関市小瀬１６３０‐１
ローソン　下呂宮地 509-2314 岐阜県下呂市宮地２５２１
ローソン　恵那岩村町 509-7403 岐阜県恵那市岩村町１６６７‐７
ローソン　各務原那加前洞新町 504-0021 岐阜県各務原市那加前洞新町２‐３４‐１
ローソン　各務原鵜沼西町 509-0132 岐阜県各務原市鵜沼西町１‐４１６‐２
ローソン　大垣本今五丁目 503-0931 岐阜県大垣市本今５‐３５‐１
ローソン　裾野茶畑 410-1121 静岡県裾野市茶畑向田１１７３‐１
ローソン　富士宮島 416-0945 静岡県富士市宮島６１１‐１
ローソン　島田中央町 427-0042 静岡県島田市中央町３１‐２
ローソン　菊川西方 439-0037 静岡県菊川市西方２５４５‐１
ローソン　韮山町南條 410-2114 静岡県伊豆の国市南條７５６‐１
ローソン　下田駅前 415-0035 静岡県下田市東本郷１‐１‐１
ローソン　富士津田 417-0034 静岡県富士市津田２６４‐４
ローソン　沼津岡一色 410-0012 静岡県沼津市岡一色瀬戸ノ原３４４‐１
ローソン　富士今泉北 417-0001 静岡県富士市今泉字高尾奈４８０‐１
ローソン　磐田福田 437-1203 静岡県磐田市福田２０２４
ローソン　沼津大諏訪 410-0873 静岡県沼津市大諏訪字八反田５９８‐１
ローソン　伊豆熊坂 410-2411 静岡県伊豆市熊坂４５６‐１
ローソン　浜松雄踏山崎 431-0101 静岡県浜松市西区雄踏町山崎３４００‐７６
ローソン　清水三光町 424-0933 静岡県静岡市清水区三光町１‐１４
ローソン　浜松中沢 430-0904 静岡県浜松市中区中沢町７８‐３
ローソン　静岡豊田三丁目 422-8027 静岡県静岡市駿河区豊田３‐１０‐５
ローソン　御殿場新橋東 412-0043 静岡県御殿場市新橋字平塚１５８８‐１
ローソン　下田まいまい通り 415-0021 静岡県下田市１‐１８‐２５
ローソン　富士三四軒屋 416-0945 静岡県富士市宮島９４９‐１
ローソン　小山町白岩 410-1311 静岡県駿東郡小山町小山１０８８‐２０
ローソン　浜松雄踏宇布見 431-0102 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見９６９４
ローソン　浜松芳川 435-0034 静岡県浜松市南区安松町３７‐１７
ローソン　湖西大知波 431-0403 静岡県湖西市大知波１２８４
ローソン　磐田駒場 438-0231 静岡県磐田市豊岡７０３８
ローソン　静岡八幡五丁目 422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡５‐２４‐１０
ローソン　裾野バイパス岩波 410-1107 静岡県裾野市御宿字小鍋沢上１１０５‐８
ローソン　浜松有玉西 431-3123 静岡県浜松市東区有玉西町１０６５‐１
ローソン　富士宮島西 416-0945 静岡県富士市宮島２９１‐５
ローソン　富士中里 417-0826 静岡県富士市中里字宮組１０７３‐１
ローソン　安城秋葉公園前 446-0035 愛知県安城市錦町４‐１５
ローソン　千秋 491-0804 愛知県一宮市千秋町佐野字工高前４０
ローソン　総合体育館前 457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町４‐２‐１
ローソン　豊田美里 471-0805 愛知県豊田市美里１‐１１‐１１
ローソン　赤塚パーキングエリア上り 442-0862 愛知県豊川市市田町北山７‐２８
ローソン　常滑錦町 479-0849 愛知県常滑市虹の丘７‐１８
ローソン　鳳来長篠 441-1634 愛知県新城市長篠字施所橋１２‐５
ローソン　本陣駅前 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通３‐３９
ローソン　一宮木曽川インター 491-0132 愛知県一宮市大毛字西新開９６‐３
ローソン　野並駅前 468-0046 愛知県名古屋市天白区古川町１５４‐１
ローソン　一宮猿海道 491-0838 愛知県一宮市猿海道３‐１‐２１
ローソン　木曽川内割田 493-0006 愛知県一宮市木曽川町内割田字寺前２０‐１
ローソン　一宮駅西 491-0912 愛知県一宮市新生１‐６‐１
ローソン　笹島南 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南１‐２３‐２５
ローソン　南区要町五丁目 457-0802 愛知県名古屋市南区要町５‐３‐３
ローソン　豊川森 442-0846 愛知県豊川市森６‐２８‐１
ローソン　名駅太閤通口 453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町１‐１６
ローソン　岡崎若松東 444-0822 愛知県岡崎市若松東１‐２‐１
ローソン　阿久比草木 470-2211 愛知県知多郡阿久比町大字草木字下神田２６
ローソン　中区金山五丁目 460-0022 愛知県名古屋市中区金山５‐１２‐２０
ローソン　近鉄富吉駅前 497-0058 愛知県海部郡蟹江町富吉４‐１３４、１３５
ローソン　幸田町役場前 444-0113 愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田４０
ローソン　一宮千秋町西馬場 491-0811 愛知県一宮市千秋町加納馬場字清水５５
ローソン　中川馬手町一丁目 454-0845 愛知県名古屋市中川区馬手町１‐１
ローソン　知立団地入口 472-0007 愛知県知立市牛田町湯山２２‐１
ローソン　瀬戸西原町 489-0972 愛知県瀬戸市西原町１‐３４‐１
ローソン　中村草薙町 453-0064 愛知県名古屋市中村区草薙町１‐９３
ローソン　大高インター南 474-0057 愛知県大府市共和町子安１００
ローソン　津島又吉町二丁目 496-0819 愛知県津島市又吉町２‐５‐１
ローソン　東海元浜町 477-0035 愛知県東海市元浜町４５‐５
ローソン　一社駅前 465-0093 愛知県名古屋市名東区一社１‐８７



店舗名 〒 住所
ローソン　清須寺野 452-0908 愛知県清須市寺野美鈴４０
ローソン　瑞穂新開町 467-0856 愛知県名古屋市瑞穂区新開町５‐１６
ローソン　岩倉大市場町 482-0002 愛知県岩倉市大市場町郷廻３９４
ローソン　東郷春木太子 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字太子４１
ローソン　港区当知四丁目 455-0804 愛知県名古屋市港区当知４‐１０５‐２
ローソン　一宮小信中島南 494-0007 愛知県一宮市小信中島字郷中８８
ローソン　碧南浅間町 447-0865 愛知県碧南市浅間町２‐３７‐１
ローソン　大府東山小学校前 474-0021 愛知県大府市長根町１‐９４‐１
ローソン　中村則武一丁目 453-0014 愛知県名古屋市中村区則武１‐６‐３
ローソン　西区西ハサバ 451-0026 愛知県名古屋市西区田幡町字西ハサバ５９５‐２１
ローソン　一宮大和町妙興寺 491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺字丹波２８‐１
ローソン　豊川下長山町 442-0824 愛知県豊川市下長山町天王下１３７‐１
ローソン　田原新清谷 441-3421 愛知県田原市田原町新清谷３９
ローソン　豊橋駅前大通一丁目 440-0888 愛知県豊橋市駅前大通１‐１１９
ローソン　一宮木曽川インター南 491-0125 愛知県一宮市高田字中坪５５
ローソン　豊橋佐藤三丁目 440-0853 愛知県豊橋市佐藤３‐１５‐８
ローソン　東郷諸輪 470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字曙９５‐４
ローソン　一宮南印田 491-0881 愛知県一宮市南印田２‐２‐４
ローソン　尾張旭印場駅前 488-0840 愛知県尾張旭市印場元町２‐１０‐５
ローソン　中村二瀬町 453-0837 愛知県名古屋市中村区二瀬町１‐１
ローソン　碧南相生町三丁目 447-0862 愛知県碧南市相生町３‐６４
ローソン　桑名安永 511-0839 三重県桑名市大字安永９３５‐１
ローソン　桑名駅前 511-0078 三重県桑名市桑栄町１‐１
ローソン　松阪小津町 515-2114 三重県松阪市小津町４２８‐１
ローソン　津新町一丁目 514-0042 三重県津市新町１‐５‐２２
ローソン　鈴鹿南玉垣東 513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町字玉垣５７０２‐１
ローソン　四日市中川原 510-0833 三重県四日市市中川原３‐８‐１
ローソン　いなべ大安 511-0264 三重県いなべ市大安町石榑東字北野１８５２‐１４
ローソン　津白塚 514-0104 三重県津市栗真小川町字沢４２６‐１
ローソン　四日市堀木 510-0076 三重県四日市市堀木２‐５３７
ローソン　三重中央医療センター 514-1101 三重県津市久居明神町２１５８‐５
ローソン　桑名新矢田二丁目 511-0069 三重県桑名市新矢田２‐１６
ローソン　鈴鹿本田技研前 513-0827 三重県鈴鹿市大池３‐９‐２５
ローソン　松阪垣鼻町 515-0000 三重県松阪市久保町７８１‐１
ローソン　伊勢二見町茶屋 519-0609 三重県伊勢市二見町茶屋２‐１
ローソン　鈴鹿三日市町 513-0803 三重県鈴鹿市三日市町９８６‐２
ローソン　四日市赤堀一丁目 510-0826 三重県四日市市赤堀１‐４‐２７
ローソン　鈴鹿河田 513-0023 三重県鈴鹿市河田町３６４‐１
ローソン　鈴鹿白子四丁目 510-0243 三重県鈴鹿市白子４‐１６‐８
ローソン　伊勢尾上町 516-0031 三重県伊勢市尾上町６‐２
ローソン　松阪中央総合病院 515-0818 三重県松阪市川井町１０２
ローソン　松阪虹が丘町 515-0041 三重県松阪市上川町字岩穴口２０‐１
ローソン　熊野有馬町 519-4325 三重県熊野市有馬町２７２‐１
ローソン　松阪鎌田町 515-0005 三重県松阪市鎌田町字南沖２５０‐１１
ローソン　大津一里山 520-2153 滋賀県大津市一里山２‐１４‐１８
ローソン　長浜インター 526-0804 滋賀県長浜市加納町３４０‐１
ローソン　大津駅前 520-0044 滋賀県大津市京町２‐６０
ローソン　水口今郷 528-0002 滋賀県甲賀市水口町今郷字尾畑１５２４‐１
ローソン　日野河原 529-1602 滋賀県蒲生郡日野町河原１‐１７
ローソン　東近江池之尻 527-0171 滋賀県東近江市池之尻町柳下８６０
ローソン　長浜山階町 526-0847 滋賀県長浜市山階町字神事町４９４‐１
ローソン　信楽町勅旨 529-1804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨字西出１９６６‐１
ローソン　八日市国立滋賀病院前 527-0045 滋賀県東近江市中小路町字相生４８３‐２
ローソン　甲南市原 520-3316 滋賀県甲賀市甲南町市原１１
ローソン　五個荘簗瀬 529-1413 滋賀県東近江市五個荘簗瀬字上川原１６‐１
ローソン　長浜曽根 526-0103 滋賀県長浜市曽根町字亥ノ子１１８５‐１
ローソン　長浜虎姫 529-0141 滋賀県長浜市五村字瓜生２２９
ローソン　大津際川三丁目 520-0002 滋賀県大津市際川３‐３２‐１
ローソン　草津岡本町 525-0044 滋賀県草津市岡本町７８５
ローソン　水口城南 528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口字樋下６００５‐１
ローソン　彦根大藪 522-0053 滋賀県彦根市大藪町字越地２１‐３７
ローソン　彦根八坂 522-0056 滋賀県彦根市開出今町１７１６‐６
ローソン　大津仰木の里東 520-0248 滋賀県大津市仰木の里東５‐１‐１１
ローソン　大宮五条 600-8804 京都府京都市下京区中堂寺前田町２９‐１
ローソン　伏見稲荷駅前 612-0012 京都府京都市伏見区深草一ノ坪町３８‐１２
ローソン　松井山手駅前 610-0356 京都府京田辺市山手中央１‐１２
ローソン　京丹波和田 622-0311 京都府船井郡京丹波町和田安階２２
ローソン　油小路祥鳥橋 601-8115 京都府京都市南区上鳥羽尻切町１０‐３
ローソン　山科勧修寺 607-8211 京都府京都市山科区勧修寺東栗栖野町８７‐５
ローソン　伏見向島駅前 612-8141 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町１５１‐８６
ローソン　一乗寺宮ノ東町 606-8116 京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町３３
ローソン　山科外環小野 607-8261 京都府京都市山科区小野鐘付田町１２３
ローソン　舞鶴潮路通 625-0036 京都府舞鶴市大字浜小字浜３４‐３
ローソン　久御山東一口 613-0021 京都府久世郡久御山町大字東一口東島８８‐６
ローソン　国立舞鶴病院前 625-0051 京都府舞鶴市行永東町１４‐２



店舗名 〒 住所
ローソン　中舞鶴 625-0083 京都府舞鶴市大字余部上小字余部上２２８
ローソン　吉祥院三ノ宮町 601-8319 京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町４１‐１
ローソン　新京都センタービル 600-8212 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町６１４
ローソン　久美浜多茂ノ木 629-3410 京都府京丹後市久美浜町小字多茂ノ木３４２０‐１
ローソン　宇治伊勢田 611-0043 京都府宇治市伊勢田町浮面４１
ローソン　東舞鶴駅前 625-0037 京都府舞鶴市浜町７‐１３
ローソン　山科勧修寺泉玉町 607-8229 京都府京都市山科区勧修寺泉玉町１
ローソン　京田辺山手西 610-0355 京都府京田辺市山手西１‐１０‐８
ローソン　京丹波升谷 629-1114 京都府船井郡京丹波町升谷下子来７１‐２
ローソン　宮津須津 629-2251 京都府宮津市字須津小字柿ノ木谷１４５‐１
ローソン　長岡京インター 617-0845 京都府長岡京市下海印寺伊賀寺３９‐３
ローソン　大久保町平盛 611-0033 京都府宇治市大久保町平盛６０‐１
ローソン　京都金閣寺前 603-8372 京都府京都市北区衣笠街道町１２
ローソン　長岡京ガラシャ通 617-0832 京都府長岡京市東神足２‐７‐３
ローソン　西京川島 615-8194 京都府京都市西京区川島粟田町３７
ローソン　西賀茂 603-8812 京都府京都市北区西賀茂山ノ森町４
ローソン　宇治六地蔵 611-0001 京都府宇治市六地蔵町並３７
ローソン　京都医療センター前 612-0875 京都府京都市伏見区深草枯木町３２‐１
ローソン　井手扇畑 610-0302 京都府綴喜郡井手町井手扇畑２１‐１
ローソン　綾部宮代 623-0053 京都府綾部市宮代町門ノ前１４
ローソン　Ｓ京大病院北病棟 606-8397 京都府京都市左京区聖護院川原町５４
ローソン　京橋北口 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町４‐７‐１８
ローソン　和泉唐国 594-1151 大阪府和泉市唐国町１‐１０‐９
ローソン　光善寺 573-0064 大阪府枚方市北中振３‐２１‐２
ローソン　西中島五丁目 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５‐１２‐８
ローソン　堺浜寺元町一丁 592-8343 大阪府堺市西区浜寺元町１丁１３‐１
ローソン　三国ヶ丘駅前 590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町４丁５‐３３
ローソン　枚方岡東町 573-0032 大阪府枚方市岡東町１３‐２２
ローソン　日の出町 564-0023 大阪府吹田市日の出町９‐１４
ローソン　氷野 574-0062 大阪府大東市氷野３‐２‐１０
ローソン　養父丘 573-1134 大阪府枚方市養父丘１‐３‐３５
ローソン　緑ケ丘一丁目 569-1026 大阪府高槻市緑が丘１‐３‐２
ローソン　西中島四丁目 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４‐３‐２３
ローソン　桜塚 561-0882 大阪府豊中市南桜塚４‐３‐３６
ローソン　千日前二丁目 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前２‐８‐１７
ローソン　大阪経大北 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光３‐２‐２０
ローソン　東豊中町五丁目 560-0003 大阪府豊中市東豊中町５‐３１‐８
ローソン　高槻北柳川 569-0852 大阪府高槻市北柳川町１‐１
ローソン　岸和田荒木町 596-0004 大阪府岸和田市荒木町２‐２０‐１
ローソン　東淀川 533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路１‐１７‐１７
ローソン　新豊新 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新２‐１１‐７
ローソン　香里ヶ丘さくら通り 573-0084 大阪府枚方市香里ケ丘５‐６‐７‐１
ローソン　南海岸和田駅前 596-0045 大阪府岸和田市別所町１‐１‐２
ローソン　堺堀上町 599-8261 大阪府堺市中区堀上町３４‐１
ローソン　放出東二丁目 538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東２‐１‐２１
ローソン　枚方藤阪南二丁目 573-0156 大阪府枚方市藤阪南町２‐３‐１
ローソン　和泉小田町 594-0074 大阪府和泉市小田町２‐１６‐５９
ローソン　豊中走井 561-0891 大阪府豊中市走井２‐１０‐５
ローソン　国分寺一丁目東 531-0064 大阪府大阪市北区国分寺１‐２‐１６
ローソン　堺八田西町 599-8265 大阪府堺市中区八田西町２丁１７‐４７
ローソン　堺檜尾 590-0142 大阪府堺市南区檜尾３９０２‐１
ローソン　和泉のぞみ野三丁目 594-1105 大阪府和泉市のぞみ野３‐１５‐３４
ローソン　放出東三丁目 538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東３‐３‐２７
ローソン　長吉長原西一丁目 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西１‐５‐２０
ローソン　御堂筋本町ビル 541-0053 大阪府大阪市中央区本町３‐５‐７
ローソン　堺長曽根町 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町１９０３‐１
ローソン　堺原山台 590-0132 大阪府堺市南区原山台５丁１２‐６
ローソン　平林南一丁目 559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南１‐２‐７４
ローソン　泉佐野大西 598-0043 大阪府泉佐野市大西１‐１６２３
ローソン　枚方長尾荒阪一丁目 573-0103 大阪府枚方市長尾荒阪１‐２８０５‐４
ローソン　矢田駅前 546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田２‐２４‐１０
ローソン　堺美原丹上 587-0011 大阪府堺市美原区丹上１０７‐１
ローソン　寝屋川池田三丁目 572-0039 大阪府寝屋川市池田３‐１１‐２６
ローソン　枚方長尾北町一丁目 573-0161 大阪府枚方市長尾北町１‐１７９２‐１
ローソン　西九条二丁目 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条２‐１‐２
ローソン　天満一丁目 530-0043 大阪府大阪市北区天満１‐５‐２‐１０１
ローソン　あべのキューズタウン 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１‐６‐１‐１０４
ローソン　枚方長尾元町二丁目 573-0163 大阪府枚方市長尾元町２‐１１‐２０
ローソン　佃中央通り 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃２‐１１‐１７
ローソン　東大阪東山町 579-8027 大阪府東大阪市東山町４‐５
ローソン　生野巽東三丁目 544-0014 大阪府大阪市生野区巽東３‐１２‐３
ローソン　阪急茨木市駅南 567-0829 大阪府茨木市双葉町１１‐３３
ローソン　茨木上穂積一丁目 567-0036 大阪府茨木市上穂積１‐１‐３６
ローソン　内環今福東 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東２‐１４‐１２
ローソン　東大阪若江本町 578-0942 大阪府東大阪市若江本町１‐１‐７



店舗名 〒 住所
ローソン　寝屋川寝屋一丁目 572-0801 大阪府寝屋川市寝屋１‐３‐２
ローソン　堺丈六 599-8122 大阪府堺市東区丈六８７‐１
ローソン　上野芝駅前 593-8301 大阪府堺市西区上野芝町４丁６‐７
ローソン　堺鉄砲町 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１‐７
ローソン　パナソニック前 570-0005 大阪府守口市八雲中町３‐１‐２
ローソン　堺豊田 590-0106 大阪府堺市南区豊田１１８６‐１
ローソン　高槻城南町三丁目 569-0056 大阪府高槻市城南町３‐２３‐７
ローソン　ドラッグミック庄内 561-0832 大阪府豊中市庄内西町２‐４‐５
ローソン　東淀川小松四丁目 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松４‐７‐２２
ローソン　高槻城北町二丁目 569-0071 大阪府高槻市城北町２‐７‐９
ローソン　高槻野田二丁目 569-0013 大阪府高槻市野田２‐４‐１
ローソン　城東蒲生二丁目 536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生２‐１０‐３１
ローソン　アカカベ西鴻池町二丁目 578-0976 大阪府東大阪市西鴻池町２‐４‐２４
ローソン　門真浜町 571-0054 大阪府門真市浜町９‐２
ローソン　東心斎橋二丁目 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋２‐１‐６
ローソン　阪急相川駅西口 533-0007 大阪府大阪市東淀川区相川１‐５‐１４
ローソン　Ｓ大手前北 540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城３‐２１
ローソン　岸和田加守町三丁目 596-0042 大阪府岸和田市加守町３‐１２‐１３
ローソン　和泉上町 594-0002 大阪府和泉市上町７２１
ローソン　和泉はつが野二丁目 594-1106 大阪府和泉市はつが野２‐８‐４
ローソン　泉南信達岡中 590-0523 大阪府泉南市信達岡中１１６０‐１
ローソン　ＯＳＬ谷町九丁目駅 543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町１‐２４
ローソン　阪急淡路駅前通 533-0023 大阪府大阪市東淀川区東淡路４‐１８‐３
ローソン　東淀川豊里一丁目 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里１‐２‐５
ローソン　富田林中野町 584-0021 大阪府富田林市中野町１‐６５１‐１
ローソン　堺原山台南 590-0132 大阪府堺市南区原山台４丁８‐６
ローソン　富田林若松町 584-0024 大阪府富田林市若松町２‐９‐５
ローソン　南海七道駅前 590-0906 大阪府堺市堺区三宝町１丁４４‐１
ローソン　高槻東上牧一丁目 569-0002 大阪府高槻市東上牧１‐１‐１
ローソン　ＨＡ阪急三番街Ｂ１ 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１‐１‐３
ローソン　ＨＡ阪急岡町 561-0881 大阪府豊中市中桜塚１‐１‐１
ローソン　ＨＡ阪急三番街２階 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１‐１‐３
ローソン　豊中新千里東町一丁目 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１‐４‐２
ローソン　芦屋川西 659-0072 兵庫県芦屋市川西町７‐３
ローソン　龍野福田 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田２３１‐３
ローソン　須磨駅前 654-0055 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通５‐７‐５
ローソン　新宮吉島 679-4305 兵庫県たつの市新宮町吉島字下河原５７４‐１
ローソン　アミング潮江 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１‐４‐５
ローソン　龍野揖西町 679-4002 兵庫県たつの市揖西町中垣内字東垣内２４９‐１
ローソン　山崎加生 671-2570 兵庫県宍粟市山崎町加生１６４‐１
ローソン　氷上北 669-3651 兵庫県丹波市氷上町氷上字六反田１１‐２
ローソン　赤穂西有年 678-1186 兵庫県赤穂市西有年８８‐３
ローソン　荻野 664-0002 兵庫県伊丹市荻野５‐４‐２
ローソン　宮川 659-0061 兵庫県芦屋市上宮川町９‐１２
ローソン　一宮町郡家 656-1511 兵庫県淡路市郡家４１３
ローソン　南あわじ養宜上 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上菱池１０２９‐５
ローソン　新宮栗町 679-5155 兵庫県たつの市新宮町栗町字廣芝２６９
ローソン　宍粟一宮 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積１３４０‐４
ローソン　尼崎水堂町 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町４‐２‐１０
ローソン　王塚台五丁目 651-2135 兵庫県神戸市西区王塚台５‐９３
ローソン　養父万久里 667-1103 兵庫県養父市万久里１４０‐１
ローソン　加古川市役所前 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１５０１
ローソン　三田西相野 669-1341 兵庫県三田市西相野字大南４４‐１
ローソン　黒田庄町田高 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高字高瀬３９１
ローソン　飾磨新中島 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島６１１‐１
ローソン　西脇高松 677-0055 兵庫県西脇市高松町字小口２６９‐１
ローソン　三木緑が丘西 673-0531 兵庫県三木市緑が丘町西５‐４‐３
ローソン　相生コスモス 678-0021 兵庫県相生市赤坂１‐３０８
ローソン　安富南 671-2421 兵庫県姫路市安富町長野８２
ローソン　宝塚栄町一丁目 665-0845 兵庫県宝塚市栄町１‐１０‐２５
ローソン　関西福祉大学前 678-0259 兵庫県赤穂市黒崎町１８６
ローソン　加古川平岡町 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２‐２６９‐９
ローソン　神戸桜が丘 651-2226 兵庫県神戸市西区桜が丘中町６‐４‐１６
ローソン　須磨白川ランプ前 654-0103 兵庫県神戸市須磨区白川台３‐６１‐１
ローソン　姫路飾磨中島 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島４８１‐１
ローソン　福崎西治 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治字北ノ岡１４９２‐１８
ローソン　姫路飾磨城南町 672-8083 兵庫県姫路市飾磨区城南町３‐４１‐１
ローソン　ＪＰローソン神戸中央郵便局 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通６‐２‐１
ローソン　たつの日山 679-4161 兵庫県たつの市龍野町日山字河原町３７７‐７
ローソン　神戸有野中町三丁目 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町３‐５‐１２
ローソン　姫路書写 671-2201 兵庫県姫路市書写２４８７‐２
ローソン　ニシイチドラッグ崇徳院 660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院１‐４
ローソン　たつの土師二丁目 679-4017 兵庫県たつの市揖西町土師２‐２７
ローソン　朝来多々良木 679-3423 兵庫県朝来市多々良木字牧野２１７‐１
ローソン　神戸有野町唐櫃 651-1331 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃１４５‐１



店舗名 〒 住所
ローソン　神戸淡河町淡河 651-1603 兵庫県神戸市北区淡河町淡河６４８‐２
ローソン　南あわじ山添 656-0121 兵庫県南あわじ市山添１６４‐５
ローソン　神戸八多町下小名田 651-1352 兵庫県神戸市北区八多町下小名田５４３‐３
ローソン　尼崎南塚口町六丁目 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町６‐３‐５
ローソン　豊岡新堂 668-0004 兵庫県豊岡市新堂４７０‐１
ローソン　川西加茂六丁目 666-0025 兵庫県川西市加茂６‐６８‐１
ローソン　西宮中須佐町 662-0851 兵庫県西宮市中須佐町８‐３５
ローソン　尼崎元浜町 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２‐１‐１
ローソン　ホテルモントレ姫路 670-0927 兵庫県姫路市駅前町６０
ローソン　加東上久米 673-1414 兵庫県加東市上久米２５１‐１
ローソン　三木大村 673-0404 兵庫県三木市大村３２７‐１
ローソン　神戸田中町二丁目 658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町２‐１３
ローソン　西宮武庫川団地前駅 663-8141 兵庫県西宮市高須町１‐１‐５０
ローソン　神戸舞子坂三丁目 655-0044 兵庫県神戸市垂水区舞子坂３‐１７‐１０
ローソン　ＨＡエキーマ今津 663-8214 兵庫県西宮市今津曙町１‐１
ローソン　ＨＡ阪急宝塚 665-0845 兵庫県宝塚市栄町２‐３‐１
ローソン　五條住川町 637-0014 奈良県五條市住川町１８６‐１
ローソン　生駒谷田町 630-0251 奈良県生駒市谷田町８８８‐６
ローソン　近鉄八木駅前 634-0804 奈良県橿原市内膳町１‐１‐８
ローソン　大和高田松塚 635-0001 奈良県大和高田市大字松塚３６３‐３
ローソン　学研北生駒駅前 630-0122 奈良県生駒市真弓１‐１‐１０
ローソン　大淀町下渕 638-0821 奈良県吉野郡大淀町大字下渕２１‐１
ローソン　奈良芝辻町一丁目 630-8114 奈良県奈良市芝辻町１‐２‐２６
ローソン　奈良角振町 630-8224 奈良県奈良市角振町２４‐１
ローソン　ＪＲ奈良駅西 630-8122 奈良県奈良市三条本町１１‐２０
ローソン　葛城東室 639-2102 奈良県葛城市東室９６‐３
ローソン　斑鳩小吉田二丁目 636-0142 奈良県生駒郡斑鳩町小吉田２‐４‐７
ローソン　和歌山太田 640-8323 和歌山県和歌山市太田５６４‐４
ローソン　和歌山西小二里 641-0031 和歌山県和歌山市西小二里２‐８７９‐１
ローソン　御坊インター 644-0031 和歌山県御坊市野口３５２‐１
ローソン　和歌山北島 640-8403 和歌山県和歌山市北島邨内４２７‐４２
ローソン　御坊駅前 644-0012 和歌山県御坊市湯川町小松原字平畑坪３６７‐２
ローソン　上富田町市ノ瀬 649-2107 和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬２５１８‐１
ローソン　御坊名屋町北 644-0005 和歌山県御坊市名屋町３‐６‐２
ローソン　南部町気佐藤 645-0011 和歌山県日高郡みなべ町気佐藤１７３‐３
ローソン　和歌山紀三井寺 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺字東浜８５５‐２５
ローソン　海南消防署前 642-0002 和歌山県海南市日方字新濱１２７４‐７８
ローソン　和歌山田尻 641-0005 和歌山県和歌山市田尻５９５
ローソン　有田インター東 643-0025 和歌山県有田郡有田川町大字土生字ハダ６８‐１
ローソン　美浜町吉原 644-0043 和歌山県日高郡美浜町大字吉原字西畑８９０‐１
ローソン　和歌山神前西 640-8314 和歌山県和歌山市神前字宮出１６６‐１
ローソン　和歌山舟津町一丁目 640-8255 和歌山県和歌山市舟津町１‐１２‐９
ローソン　和歌山紀三井寺南 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺５４１‐６
ローソン　勝浦町下里 649-5142 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里５５５‐１
ローソン　和歌山黒田東 640-8341 和歌山県和歌山市黒田２５８‐７
ローソン　和歌山狐島東 640-8412 和歌山県和歌山市狐島５８８‐１
ローソン　和歌山宮街道 640-8322 和歌山県和歌山市秋月３０６‐１
ローソン　新宮下本町 647-0011 和歌山県新宮市下本町２‐６‐３
ローソン　熊野高校前 649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字大坪１２４‐１
ローソン　米子西福原 683-0805 鳥取県米子市西福原２７‐３
ローソン　鳥取駅南 680-0846 鳥取県鳥取市扇町７１
ローソン　米子三本松口 683-0853 鳥取県米子市両三柳字大沢１６‐２６８‐２
ローソン　米子自衛隊通 683-0853 鳥取県米子市両三柳字大沢十八５６０
ローソン　岩美国府町 680-8066 鳥取県鳥取市国府町新通り３‐３３８
ローソン　三朝温泉 682-0121 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬字上河原４９８‐１
ローソン　北栄町北尾 689-2114 鳥取県東伯郡北栄町北尾字弐ノ坪９０‐１
ローソン　米子西福原六丁目 683-0805 鳥取県米子市西福原６‐３‐３７
ローソン　境港市渡町 684-0072 鳥取県境港市渡町字中小堀１９０３‐１
ローソン　鳥取湖山街道 680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東５‐３０１
ローソン　鳥取アロハ 682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留字船津１３‐１
ローソン　日南生山 689-5211 鳥取県日野郡日南町生山３９３‐２
ローソン　鳥大病院恵仁会 683-0826 鳥取県米子市西町３６‐１
ローソン　倉吉下田中町 682-0812 鳥取県倉吉市下田中町８３７
ローソン　ローソン・ポプラ倉吉米田 682-0814 鳥取県倉吉市米田町２‐６２‐１
ローソン　ローソン・ポプラ大山町富長 689-3221 鳥取県西伯郡大山町富長７４５‐２
ローソン　ローソン・ポプラ米子天神町 683-0821 鳥取県米子市天神町１‐１‐５
ローソン　三刀屋 690-2403 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１７０２‐２
ローソン　大田長久 694-0041 島根県大田市長久町長久ロ４１１‐１
ローソン　斐川夢咲タウン 699-0624 島根県出雲市斐川町上直江１２４０‐１
ローソン　湖陵 699-0811 島根県出雲市湖陵町差海３８５‐１
ローソン　三刀屋木次インター 690-2404 島根県雲南市三刀屋町三刀屋２５‐５
ローソン　松江鹿島 690-0803 島根県松江市鹿島町名分字原田６２１‐３
ローソン　益田駅前 698-0024 島根県益田市駅前町２３‐１４
ローソン　益田中島 698-0046 島根県益田市かもしま東町１２‐２５
ローソン　出雲姫原二丁目 693-0068 島根県出雲市姫原２‐１２‐５



店舗名 〒 住所
ローソン　雲南三刀屋町 690-2403 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６２６‐３
ローソン　松江坂本町 690-0813 島根県松江市坂本町字角田２０‐１
ローソン　ローソン・ポプラ飯南赤名 690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名３０４‐１
ローソン　美保関森山 690-1312 島根県松江市美保関町森山６５０‐２７
ローソン　マスカットスタジアム前 710-0016 岡山県倉敷市中庄３５２５‐２
ローソン　岡山西崎一丁目 700-0055 岡山県岡山市北区西崎１‐８‐２７
ローソン　岡山箕島 701-0206 岡山県岡山市南区箕島８５１‐５
ローソン　岡山辛川市場 701-1214 岡山県岡山市北区辛川市場３７５‐１
ローソン　岡山富崎 704-8104 岡山県岡山市東区富崎７３２‐１
ローソン　岡山東島田町一丁目 700-0983 岡山県岡山市北区東島田町１‐５‐１３
ローソン　倉敷藤戸町天城 710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城２９‐１
ローソン　岡山藤井 703-8213 岡山県岡山市東区藤井２３９‐１
ローソン　新見正田南 718-0013 岡山県新見市正田３１５‐１
ローソン　岡山築港新町一丁目 702-8056 岡山県岡山市南区築港新町１‐１３‐２４
ローソン　笠岡美の浜 714-0042 岡山県笠岡市美の浜３１‐４
ローソン　瀬戸内長船町 701-4264 岡山県瀬戸内市長船町土師１２９‐４
ローソン　鴨方町六条院西 719-0251 岡山県浅口市鴨方町六条院西２８００‐９
ローソン　玉野宇野四丁目 706-0011 岡山県玉野市宇野４‐１６‐５
ローソン　岡山奉還町一丁目 700-0026 岡山県岡山市北区奉還町１‐１４‐１
ローソン　美作大原インター 707-0417 岡山県美作市下町１６９‐３
ローソン　笠岡三番町 714-0084 岡山県笠岡市三番町６‐１１
ローソン　瀬戸内邑久町本庄 701-4214 岡山県瀬戸内市邑久町本庄２０８２‐３
ローソン　倉敷粒江 710-0034 岡山県倉敷市粒江２２２２‐４
ローソン　広島段原 732-0811 広島県広島市南区段原３‐３‐３６
ローソン　福山西深津 721-0975 広島県福山市西深津町４‐３‐１１
ローソン　広島仁保新町 734-0024 広島県広島市南区仁保新町２‐５‐４１
ローソン　福山南松永 729-0105 広島県福山市南松永町１‐２１‐１８
ローソン　呉広駅前 737-0142 広島県呉市広駅前１‐１‐７
ローソン　広島己斐上 733-0815 広島県広島市西区己斐上４‐１０‐６
ローソン　福山幕山台一丁目 721-0913 広島県福山市幕山台１‐２‐１０
ローソン　尾道三軒家町 722-0031 広島県尾道市三軒家町６‐１０
ローソン　千代田インター 731-1533 広島県山県郡北広島町有田字塚之本１０１５‐１
ローソン　呉中通 737-0046 広島県呉市中通３‐４‐１５
ローソン　福山沖浦 721-0942 広島県福山市引野町字沖浦５７８３
ローソン　広島舟入川口町 730-0845 広島県広島市中区舟入川口町１８‐１
ローソン　広島大町東二丁目 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東２‐８‐２３
ローソン　広島長束五丁目 731-0135 広島県広島市安佐南区長束５‐３５‐２５
ローソン　府中町本町一丁目 735-0006 広島県安芸郡府中町本町１‐１３‐３
ローソン　フタバ図書可部センター 731-0231 広島県広島市安佐北区亀山５‐５‐１８
ローソン　フタバ図書アルティ福山本 721-0961 広島県福山市明神町１‐１４‐２０
ローソン　広島コイン通り 731-5127 広島県広島市佐伯区五日市４‐５‐２２
ローソン　江田島大柿町大原 737-2213 広島県江田島市大柿町大原１０７６‐１
ローソン　広島宇品東一丁目 734-0003 広島県広島市南区宇品東１‐７‐１２
ローソン　広島商工センター三丁目 733-0833 広島県広島市西区商工センター３‐６‐９
ローソン　フタバ図書大竹 739-0612 広島県大竹市油見３‐１１‐７
ローソン　広島伴南四丁目 731-3168 広島県広島市安佐南区伴南４‐３‐１９
ローソン　江田島第１術科学校 737-2123 広島県江田島市江田島町国有無番地
ローソン　矢野駅前 736-0085 広島県広島市安芸区矢野西４‐１‐１１
ローソン　五日市中央北 731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央５‐９‐２３
ローソン　商工センター二丁目 733-0833 広島県広島市西区商工センター２‐１４
ローソン　庚午南一丁目 733-0823 広島県広島市西区庚午南１‐３３‐１
ローソン　フタバ図書三次 728-0017 広島県三次市南畑敷町５０４
ローソン　Ｓフタバ図書呉駅レクレ 737-0029 広島県呉市宝町２‐５０
ローソン　広島祇園一丁目 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園１‐１７‐１８
ローソン　広島橋本町 730-0015 広島県広島市中区橋本町６‐１１
ローソン　Ｓフタバ図書ＧＩＧＡ宇品 734-0014 広島県広島市南区宇品西３‐４‐３２
ローソン　フタバ図書海田 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町３‐３３
ローソン　福山川口町二丁目 720-0822 広島県福山市川口町２‐１２‐１
ローソン　広島高瀬大橋北 731-0101 広島県広島市安佐南区八木５‐２６‐１５
ローソン　福山松永町四丁目 729-0104 広島県福山市松永町４‐８‐８
ローソン　福山南手城町三丁目 721-0963 広島県福山市南手城町３‐７‐３
ローソン　広島上安二丁目 731-0154 広島県広島市安佐南区上安２‐１３‐２８
ローソン　広島宇品神田五丁目 734-0004 広島県広島市南区宇品神田５―１９‐１５
ローソン　徳地堀 747-0231 山口県山口市徳地堀１５０４‐１
ローソン　下松駅南 744-0011 山口県下松市新川１‐３‐１
ローソン　小野田中川三丁目 756-0806 山口県山陽小野田市中川３‐１‐２０
ローソン　山口小郡下郷 754-0002 山口県山口市小郡下郷７８８‐１
ローソン　宇部東小串二丁目 755-0068 山口県宇部市東小串２‐１‐１１
ローソン　下松青柳二丁目 744-0004 山口県下松市青柳２‐１‐１
ローソン　山口吉敷佐畑 753-0816 山口県山口市吉敷佐畑１‐２‐５
ローソン　萩市役所前通 758-0025 山口県萩市大字土原４９３‐１
ローソン　防府新田西 747-0825 山口県防府市大字新田字中道８２７‐１
ローソン　宇部川添 755-0091 山口県宇部市大字上宇部２５１１‐５
ローソン　下関竹崎 750-0025 山口県下関市竹崎町３‐９‐２
ローソン　長門仙崎 759-4106 山口県長門市仙崎１０３４‐１



店舗名 〒 住所
ローソン　山口大学正門前 753-0831 山口県山口市平井７７３‐１
ローソン　山口陶 754-0891 山口県山口市陶４９３２‐７
ローソン　徳島中吉野町 770-0804 徳島県徳島市中吉野町３‐７‐２
ローソン　徳島南矢三 770-0005 徳島県徳島市南矢三町１‐９６‐１
ローソン　阿南見能林 774-0017 徳島県阿南市見能林町九反ケ坪１‐４
ローソン　鳴門立岩 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚３６
ローソン　鳴門高島 772-0051 徳島県鳴門市鳴門町高島字北３５３
ローソン　徳島津田本町 770-8003 徳島県徳島市津田本町４‐４５２‐１
ローソン　徳島加賀須野 771-0130 徳島県徳島市川内町加賀須野１０５１
ローソン　勝浦町沼江 771-4301 徳島県勝浦郡勝浦町大字沼江字車ノ口８‐４
ローソン　徳島北田宮一丁目 770-0003 徳島県徳島市北田宮１‐２３４‐１
ローソン　美馬インター南 771-2106 徳島県美馬市美馬町字喜来市９‐１
ローソン　徳島大原 770-8012 徳島県徳島市大原町千代ケ丸３２‐１
ローソン　北島町中村 771-0203 徳島県板野郡北島町中村字竹ノ下１７‐１
ローソン　徳島名東町二丁目 770-0047 徳島県徳島市名東町２‐６１０‐７
ローソン　徳島大和町 770-0864 徳島県徳島市大和町２‐１‐１３
ローソン　徳島国府町桜間 779-3114 徳島県徳島市国府町桜間字銭亀３７‐１
ローソン　つるぎ町貞光 779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字大須賀６０‐１
ローソン　徳島西須賀町下中須 770-8024 徳島県徳島市西須賀町下中須２７‐１
ローソン　那賀町和食郷 771-5203 徳島県那賀郡那賀町和食郷字八幡原１８２‐１
ローソン　徳島阿波おどり空港口 771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本２１８‐３
ローソン　三好大歩危 779-5451 徳島県三好市山城町西宇字島ノ川原１４６８‐１
ローソン　鳴門競艇場前 772-0011 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜１１‐１
ローソン　丸亀今津町 763-0051 香川県丸亀市今津町７５１‐２１
ローソン　高松西植田町 761-0444 香川県高松市池田町９８６‐１
ローソン　宇多津東分 769-0213 香川県綾歌郡宇多津町大字東分字板橋西３８６‐１
ローソン　まんのう町買田 769-0311 香川県仲多度郡まんのう町買田中手５３３‐１
ローソン　丸亀郡家町辻 763-0093 香川県丸亀市郡家町字辻１１６‐１
ローソン　丸亀垂水町 763-0095 香川県丸亀市垂水町字亀田３１２９‐１
ローソン　高松太田下町 761-8073 香川県高松市太田下町３００１‐１
ローソン　坂出川津町 762-0025 香川県坂出市川津町２７５４‐１
ローソン　多度津町三井 764-0032 香川県仲多度郡多度津町大字三井６０７‐１
ローソン　松山新田学園前 791-8026 愛媛県松山市山西町１４６‐１
ローソン　松山道後駅前 790-0842 愛媛県松山市道後湯之町１２‐１
ローソン　新居浜高津 792-0867 愛媛県新居浜市高津町１‐５９
ローソン　新居浜多喜浜 792-0893 愛媛県新居浜市多喜浜２‐３‐４７
ローソン　今治近見町 794-0007 愛媛県今治市近見町３‐５‐５
ローソン　新居浜西の土居町 792-0035 愛媛県新居浜市西の土居町１‐３‐１５
ローソン　砥部焼観光センター 791-2122 愛媛県伊予郡砥部町千足３３８
ローソン　四国中央金田町 799-0123 愛媛県四国中央市金田町金川井ノ上１２４
ローソン　四国中央寒川町宮ノ前 799-0431 愛媛県四国中央市寒川町７２３‐１
ローソン　新居浜滝の宮町 792-0034 愛媛県新居浜市滝の宮町６‐１
ローソン　大洲長浜町拓海 799-3412 愛媛県大洲市長浜町晴海３‐５８
ローソン　今治小泉二丁目 794-0064 愛媛県今治市小泉２‐１‐３０
ローソン　新居浜東田一丁目 792-0852 愛媛県新居浜市東田１甲１１３６
ローソン　松山来住町 791-1102 愛媛県松山市来住町４８５‐１
ローソン　新居浜八幡 792-0871 愛媛県新居浜市八幡２‐１‐４８
ローソン　宇和島御幸町二丁目 798-0013 愛媛県宇和島市御幸町２‐２‐５
ローソン　西条氷見新御堂 793-0072 愛媛県西条市氷見乙７８７‐１
ローソン　土居インター 799-0435 愛媛県四国中央市豊岡町長田字東原４２５‐１
ローソン　今治大西町 799-2205 愛媛県今治市大西町宮脇甲４９２‐３
ローソン　松前郵便局前 791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井字神子舞４０１‐１
ローソン　四国中央川之江町港通 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町４０６７‐１
ローソン　西条福武太田 793-0035 愛媛県西条市福武甲２４９‐１
ローソン　松山中村四丁目 790-0964 愛媛県松山市中村４‐１３‐３２
ローソン　伊予松前町中川原 791-3164 愛媛県伊予郡松前町中川原１８１‐１
ローソン　久万高原町久万 791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万５６０‐３
ローソン　新居浜新須賀町 792-0802 愛媛県新居浜市新須賀町２‐３‐３８
ローソン　松山赤十字病院南棟 790-0826 愛媛県松山市文京町１
ローソン　新居浜北新町 792-0004 愛媛県新居浜市北新町１２‐１０
ローソン　土佐山田町旭町 782-0033 高知県香美市土佐山田町旭町１‐１‐５
ローソン　高知北久保 781-0088 高知県高知市北久保１３‐１８
ローソン　日高総合運動公園前 781-2154 高知県高岡郡日高村岩目地字平野澤８７５‐２
ローソン　高知大学病院 783-0043 高知県南国市岡豊町小蓮２８‐１
ローソン　高知秦南町一丁目 780-0026 高知県高知市秦南町１‐７７‐１
ローソン　高知市南久保 781-0087 高知県高知市南久保４‐５２
ローソン　高知介良乙 781-5106 高知県高知市介良乙３１４４‐１
ローソン　高岡日高村 781-2151 高知県高岡郡日高村下分４８‐１
ローソン　高知入明町 780-0041 高知県高知市入明町２‐２
ローソン　高知春野町弘岡 781-0301 高知県高知市春野町弘岡上８４‐１
ローソン　野市町北 781-5232 高知県香南市野市町西野２２８‐１
ローソン　土佐清水旭町 787-0303 高知県土佐清水市旭町４５０
ローソン　伊野町波川 781-2128 高知県吾川郡いの町波川６６２
ローソン　宿毛駅前町 788-0010 高知県宿毛市駅前町２‐６０２
ローソン　四万十古津賀三丁目 787-0010 高知県四万十市古津賀３‐７４



店舗名 〒 住所
ローソン　土佐甲原竹ノ後 781-1113 高知県土佐市甲原字竹ノ後６７８‐２
ローソン　嘉穂頴田町 820-1114 福岡県飯塚市口原字前牟田３３８‐１
ローソン　オリエンタルホテル福岡 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街４‐２３
ローソン　春日大和町四丁目 816-0874 福岡県春日市大和町４‐２５‐１
ローソン　門司東馬寄 800-0052 福岡県北九州市門司区東馬寄２‐１８
ローソン　八幡筒井町 806-0032 福岡県北九州市八幡西区筒井町６‐８
ローソン　大名二丁目 810-0041 福岡県福岡市中央区大名２‐１０‐３８
ローソン　藤崎駅前 814-0011 福岡県福岡市早良区高取２‐１８‐６
ローソン　笹原駅前 811-1302 福岡県福岡市南区井尻３‐１８‐１５
ローソン　姪浜四丁目 819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜４‐１６‐２５
ローソン　博多大博町 812-0033 福岡県福岡市博多区大博町６‐１３
ローソン　天神一丁目 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１‐１３‐１７
ローソン　久留米常持 839-0833 福岡県久留米市大橋町常持５０４‐１
ローソン　小倉馬借 802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借１‐５‐２５
ローソン　岡垣野間 811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間３‐６‐２３
ローソン　小倉横代東町 802-0822 福岡県北九州市小倉南区横代東町２‐１７‐８
ローソン　天神二丁目 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２‐１３‐１７
ローソン　八幡日吉台二丁目 807-0866 福岡県北九州市八幡西区日吉台２‐１‐３０
ローソン　田尻 819-0387 福岡県福岡市西区富士見２‐１‐７
ローソン　田川大任町 824-0511 福岡県田川郡大任町大字今任原２２０５‐１
ローソン　小倉星和台一丁目 802-0973 福岡県北九州市小倉南区星和台１‐２‐２６
ローソン　福岡博多駅前二丁目 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２‐１２‐３
ローソン　八幡町上津役東 807-0073 福岡県北九州市八幡西区町上津役東２‐１‐１９
ローソン　八幡下上津役一丁目 807-0075 福岡県北九州市八幡西区下上津役１‐４‐１１
ローソン　博多諸岡五丁目 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５‐１‐５
ローソン　福岡福重五丁目 819-0022 福岡県福岡市西区福重５‐２０‐２
ローソン　小倉下曽根二丁目 800-0217 福岡県北九州市小倉南区下曽根２‐２‐４３
ローソン　博多石城町 812-0032 福岡県福岡市博多区石城町７‐２０
ローソン　田川糒 825-0005 福岡県田川市大字糒１８‐１
ローソン　福岡今宿大塚 819-0164 福岡県福岡市西区今宿町字高田２６８‐１
ローソン　小倉田町東 803-0817 福岡県北九州市小倉北区田町１６‐８
ローソン　若松浜町三丁目 808-0024 福岡県北九州市若松区浜町３‐１６‐２５
ローソン　若松東二島三丁目 808-0102 福岡県北九州市若松区東二島３‐５‐１７
ローソン　若松高須東三丁目 808-0144 福岡県北九州市若松区高須東３‐１３‐１６
ローソン　あるあるＣｉｔｙ 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２‐１４‐５
ローソン　大牟田藤田町 836-0074 福岡県大牟田市藤田町２４８‐１
ローソン　永犬丸五丁目 807-0851 福岡県北九州市八幡西区永犬丸５‐１‐２０
ローソン　八女稲富 834-0047 福岡県八女市稲富字内ノ坪２１５‐１
ローソン　広川新代 834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代字松ノ木６４１‐３
ローソン　博多築港本町 812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町７‐１４
ローソン　太宰府大佐野 818-0134 福岡県太宰府市大佐野３‐１３‐２０
ローソン　福岡宮若長井鶴 823-0012 福岡県宮若市長井鶴４６７‐６
ローソン　小倉田原三丁目 800-0225 福岡県北九州市小倉南区田原３‐６‐２０
ローソン　八幡樋口町 806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町１‐３０
ローソン　福岡姪浜駅前 819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南１‐５‐７
ローソン　福岡天神親不孝通り 810-0001 福岡県福岡市中央区天神３‐６‐１４
ローソン　ミズ西鉄香椎駅前 813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前２‐１３‐１
ローソン　八幡折尾四丁目 807-0825 福岡県北九州市八幡西区折尾４‐８‐１０‐１０１
ローソン　嘉麻山野 820-0202 福岡県嘉麻市山野６３４‐３
ローソン　福岡室見二丁目 814-0015 福岡県福岡市早良区室見２‐１‐１
ローソン　若松赤崎町 808-0003 福岡県北九州市若松区赤崎町９‐５
ローソン　福岡今宿東二丁目 819-0161 福岡県福岡市西区今宿東２‐９‐１３
ローソン　福岡警固一丁目 810-0023 福岡県福岡市中央区警固１‐１‐２２
ローソン　瀬高山門 835-0025 福岡県みやま市瀬高町上庄字秀１７７４
ローソン　筑後下北島 833-0034 福岡県筑後市下北島１１８２‐１
ローソン　博多中呉服町 812-0035 福岡県福岡市博多区中呉服町５‐２１
ローソン　若松桜町 808-0026 福岡県北九州市若松区桜町１７
ローソン　小倉高浜 802-0021 福岡県北九州市小倉北区高浜１‐２‐３
ローソン　皿山 811-1365 福岡県福岡市南区皿山１‐８‐２
ローソン　水巻吉田西三丁目 807-0046 福岡県遠賀郡水巻町吉田西３‐２１‐７
ローソン　Ｓイデックス福岡東ＳＳ 811-0123 福岡県糟屋郡新宮町上府北２‐９‐５２
ローソン　博多南駅前 811-1213 福岡県那珂川市中原２‐１５８
ローソン　福岡西南学院大学前 814-0002 福岡県福岡市早良区西新３‐１２‐１４
ローソン　糸島有田中央一丁目 819-1127 福岡県糸島市有田中央１‐１‐２５
ローソン　宗像赤間駅前 811-4173 福岡県宗像市栄町１１‐４
ローソン　天神ビジネスセンター 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１‐１０‐２０
ローソン　福岡舞鶴交番前 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴１‐６‐１
ローソン　伊万里二里町 848-0035 佐賀県伊万里市二里町大里乙１１９
ローソン　伊万里あさひが丘 848-0021 佐賀県伊万里市大坪町甲白野２６３７‐１
ローソン　唐津和多田天満町 847-0082 佐賀県唐津市和多田天満町１‐４‐１
ローソン　唐津栄町 847-0011 佐賀県唐津市栄町２５６９‐１
ローソン　嬉野吉田 843-0303 佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田丁３６３９‐１
ローソン　出島 850-0862 長崎県長崎市出島町５‐３
ローソン　長崎畝刈町 851-2212 長崎県長崎市畝刈町１６１７
ローソン　波佐見 859-3715 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字茅地ノ原５０９‐２



店舗名 〒 住所
ローソン　長崎香焼 851-0310 長崎県長崎市香焼町堀切３０２１‐５
ローソン　長崎宿町 851-0121 長崎県長崎市宿町１０５‐４
ローソン　対馬桟原 817-0005 長崎県対馬市厳原町桟原４９‐１
ローソン　島原萩が丘二丁目 855-0854 長崎県島原市萩が丘２‐５７３５‐１
ローソン　松橋インター 869-0521 熊本県宇城市松橋町浦川内字丸田２４７‐１
ローソン　熊本野田二丁目 861-4114 熊本県熊本市南区野田２‐２９‐３５
ローソン　熊本東野三丁目 861-2106 熊本県熊本市東区東野３‐１‐５
ローソン　松橋バイパス 869-0416 熊本県宇土市松山町字櫨岡３１０３‐２
ローソン　上天草松島 861-6102 熊本県上天草市松島町合津字上新田３２４８‐１
ローソン　八代鏡町宝出 869-4221 熊本県八代市鏡町宝出字参七番割１０４５‐１０３
ローソン　八代袋町 866-0855 熊本県八代市袋町５‐４５
ローソン　熊本戸島二丁目 861-8041 熊本県熊本市東区戸島２‐６‐６０
ローソン　熊本尾ノ上三丁目 862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上３‐２‐３
ローソン　熊本セイラタウン 862-0960 熊本県熊本市東区下江津１‐２４‐２２
ローソン　熊本宇城豊川 869-0542 熊本県宇城市松橋町豊崎字宮ノ下５３９‐１
ローソン　熊本九品寺二丁目 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺２‐１‐２４
ローソン　大分角子原 870-0242 大分県大分市角子南２‐１００
ローソン　大分松原 870-0913 大分県大分市松原町１‐１‐１
ローソン　玖珠長野 879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇６７８‐４
ローソン　竹田飛田川 878-0026 大分県竹田市大字飛田川字山手１６１８‐８
ローソン　大分光吉 870-1132 大分県大分市大字光吉字西津留９０６‐１
ローソン　安岐塩屋 873-0212 大分県国東市安岐町塩屋字水呉１５８１‐２
ローソン　湯布院川上 879-5102 大分県由布市湯布院町川上字上湯１４４５‐１
ローソン　山国町 871-0716 大分県中津市山国町大字中摩字柿之木田３５６３‐４
ローソン　大分小池原 870-0147 大分県大分市大字小池原１４３９‐１
ローソン　大分千代町四丁目 870-0033 大分県大分市千代町４‐４‐４
ローソン　大野野津 875-0201 大分県臼杵市野津町大字野津市字間戸２２１１
ローソン　佐伯坂ノ浦 876-0012 大分県佐伯市大字鶴望４９５５‐３
ローソン　大分上戸次 879-7764 大分県大分市大字上戸次字宇土ノ口６０９１‐２
ローソン　野津原町 870-1201 大分県大分市大字廻栖野字新界２５６３‐１
ローソン　大分田尻 870-1143 大分県大分市大字田尻２３１‐１
ローソン　大分賀来 870-0849 大分県大分市賀来南１‐８‐２１
ローソン　大分高田 870-0117 大分県大分市大字南字東鶴５‐１
ローソン　大分府内五番街 870-0021 大分県大分市府内町２‐９７‐９
ローソン　大分萩原三丁目 870-0921 大分県大分市萩原３‐１‐１
ローソン　津久見千怒 879-2401 大分県津久見市大字千怒字新地６０７７
ローソン　大分寒田 870-1123 大分県大分市大字寒田字大畑９００‐１
ローソン　大分明野東一丁目 870-0161 大分県大分市明野東１‐２３２８‐１
ローソン　大分中戸次 879-7761 大分県大分市大字中戸次字馬場５９３４‐１
ローソン　大分王子中町 870-0006 大分県大分市王子中町４０
ローソン　大分萩原一丁目 870-0921 大分県大分市萩原１‐２‐３１
ローソン　大分丹川 870-0317 大分県大分市大字丹川１９７‐１
ローソン　大分中島中央二丁目 870-0049 大分県大分市中島中央２‐２‐２７
ローソン　佐伯渡町台 876-0813 大分県佐伯市長島町３‐２０‐１４
ローソン　大分賀来井ノ口 870-0850 大分県大分市賀来西１‐９‐３０
ローソン　津久見高洲町 879-2412 大分県津久見市高洲町２２‐１９
ローソン　佐伯鶴岡町一丁目 876-0835 大分県佐伯市鶴岡町１‐１９０３‐４
ローソン　別府もみじ坂 874-0839 大分県別府市大字南立石一区字中津留道北２１３９‐１
ローソン　佐伯コスモタウン 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町１‐１９６
ローソン　大分下郡南五丁目 870-0955 大分県大分市下郡南５‐２０６
ローソン　大分上判田 870-1111 大分県大分市大字上判田字３６３２‐１
ローソン　大分豊饒 870-0855 大分県大分市大字豊饒２‐３‐１８
ローソン　古国府 870-0844 大分県大分市古国府６‐５‐１
ローソン　大分迫 870-0272 大分県大分市大字迫６３４‐１０
ローソン　大分新町 870-0028 大分県大分市新町１‐２
ローソン　大分大在北四丁目 870-0245 大分県大分市大在北４‐７‐２４
ローソン　大分駅前 870-0026 大分県大分市金池町１‐１‐１５大分駅前ビル１Ｆ
ローソン　大分稙田南中学校前 870-1132 大分県大分市大字光吉字瀬口１３７７‐１
ローソン　佐伯女島 876-0823 大分県佐伯市女島９００２‐３
ローソン　津久見上宮本町 879-2436 大分県津久見市上宮本町８‐６
ローソン　豊後高田新町 879-0617 大分県豊後高田市高田２７０９‐１
ローソン　佐伯内町 876-0845 大分県佐伯市内町８‐２１
ローソン　大分東春日 870-0037 大分県大分市東春日町１３‐１０
ローソン　大分スポーツ公園東 870-0126 大分県大分市大字横尾字小原１９８８‐１
ローソン　大分高松東二丁目 870-0916 大分県大分市高松東２‐６‐８
ローソン　大分免許センター前 870-0125 大分県大分市大字松岡字松ケ丘６７０９‐７
ローソン　宮崎熊野 889-2151 宮崎県宮崎市大字熊野字正連寺４８３‐１
ローソン　シーサイド佐土原 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂９３７‐２５
ローソン　串間駅前 888-0001 宮崎県串間市大字西方５７３１‐４
ローソン　宮崎本郷南方 880-0921 宮崎県宮崎市本郷南方１９１２‐１
ローソン　門川日向病院前 889-0616 宮崎県東臼杵郡門川町南町４‐２７
ローソン　延岡松原町二丁目 889-0511 宮崎県延岡市松原町２‐８８２３‐１
ローソン　宮崎城ヶ崎 880-0917 宮崎県宮崎市城ケ崎２‐６‐７
ローソン　門川加草二丁目 889-0603 宮崎県東臼杵郡門川町加草２‐１１９‐１
ローソン　延岡川島町 882-0017 宮崎県延岡市川島町３０３１



店舗名 〒 住所
ローソン　都城早水町 885-0016 宮崎県都城市早水町４５０３‐１６
ローソン　日向インター 883-0021 宮崎県日向市大字財光寺１７９６‐１
ローソン　延岡瀬之口町 882-0045 宮崎県延岡市瀬之口町１‐５‐３
ローソン　宮崎祇園三丁目 880-0024 宮崎県宮崎市祇園３‐７２‐１
ローソン　宮崎吉村町平塚 880-0841 宮崎県宮崎市吉村町平塚甲１８７３‐１
ローソン　都城金田町 885-0001 宮崎県都城市金田町３１０８‐１
ローソン　宮崎中央通 880-0002 宮崎県宮崎市中央通４‐１２
ローソン　鹿児島加治屋町 892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町１１‐２６
ローソン　金峰阿多 899-3511 鹿児島県南さつま市金峰町宮崎字西大畠４０３９‐１
ローソン　串良十三塚 893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原大久保２６１８‐１３
ローソン　垂水市木 891-2103 鹿児島県垂水市市木４６０‐３
ローソン　鹿児島中央駅前 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町４‐４４
ローソン　川内大小路 895-0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町９‐１４
ローソン　伊集院麦生田 899-2513 鹿児島県日置市伊集院町麦生田６８０‐８
ローソン　姶良東原 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田３３９７
ローソン　松元インター 899-2701 鹿児島県鹿児島市石谷町２４１２‐３
ローソン　霧島国分清水 899-4304 鹿児島県霧島市国分清水１‐１１‐２５
ローソン　出水昭和町 899-0202 鹿児島県出水市昭和町１５‐８
ローソン　伊佐菱刈 895-2705 鹿児島県伊佐市菱刈重留１０７１‐１
ローソン　大隅鹿屋病院 893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町６０８１‐１
ローソン　肝付内之浦 893-1401 鹿児島県肝属郡肝付町北方１９０４‐１
ローソン　鹿児島魚見町 891-0112 鹿児島県鹿児島市魚見町１４１‐３
ローソン　霧島溝辺麓 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓字横大道２５２４‐１
ローソン　霧島国分重久 899-4301 鹿児島県霧島市国分重久６２７‐５
ローソン　姶良豊留 899-5413 鹿児島県姶良市豊留１４７
ローソン　吉野花棚 892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町３５７３‐１７３
ローソン　鹿児島西田三丁目 890-0046 鹿児島県鹿児島市西田３‐８‐１７
ローソン　吾平町下名 893-1102 鹿児島県鹿屋市吾平町下名３１５３
ローソン　薩摩川内空港バイパス 895-0005 鹿児島県薩摩川内市永利町字古川７４９‐１
ローソン　首里石嶺二丁目 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町２‐１２０‐１
ローソン　那覇高良 901-0145 沖縄県那覇市高良３‐１１‐２３
ローソン　西原津花波 903-0123 沖縄県中頭郡西原町津花波１２１
ローソン　沖縄コザ高校前 904-2165 沖縄県沖縄市宮里３‐３‐３３
ローソン　名護東江 905-0021 沖縄県名護市東江４‐２４‐２８
ローソン　名護宮里 905-0011 沖縄県名護市字宮里名座喜原１３７３‐２
ローソン　糸満バイパス 901-0301 沖縄県糸満市字阿波根６９０
ローソン　北中城安谷屋 901-2316 沖縄県中頭郡北中城村安谷屋１９５５‐１
ローソン　旭橋駅前 900-0029 沖縄県那覇市旭町１‐９
ローソン　沖縄古謝 904-2161 沖縄県沖縄市古謝２‐３０‐１２
ローソン　美浜フィッシャリーナ 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜３４‐２
ローソン　浦添勢理客二丁目 901-2122 沖縄県浦添市勢理客２‐１‐２５


