
店舗名 郵便番号 住所

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　上湧別 099-6501 北海道紋別郡湧別町上湧別字屯田市街地１９８‐１

ローソン　釧路昭和 084-0910 北海道釧路市昭和中央５‐１‐２

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　釧路鳥取大通 084-0906 北海道釧路市鳥取大通３‐２０‐１５

ローソン　釧路春日町 085-0041 北海道釧路市春日町４‐１

ローソン　釧路愛国東 085-0058 北海道釧路市愛国東２‐８‐１５

ローソン　帯広南七線 080-0856 北海道帯広市西１６条南３０‐３‐１１

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　釧路桜ケ岡一丁目 085-0805 北海道釧路市桜ケ岡１‐９‐１

ローソン　足寄町 089-3727 北海道足寄郡足寄町郊南１‐２９‐１２

ローソン　帯広西１２条南二丁目 080-0022 北海道帯広市西１２条南２‐１５

ローソン　釧路堀川町 085-0007 北海道釧路市堀川町５‐５４

ローソン　釧路新橋大通 085-0046 北海道釧路市新橋大通８‐１‐１

ローソン　北見寿町 090-0065 北海道北見市寿町３‐２‐６

ローソン　釧路鳥取北十丁目 084-0907 北海道釧路市鳥取北１０‐２１‐１８

ローソン　中標津バイパス 086-1105 北海道標津郡中標津町西５条南１１‐５‐１

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　北見中央三輪 090-0837 北海道北見市中央三輪１‐３４８‐１

ローソン　中標津東３０条南 086-1030 北海道標津郡中標津町東３０条南１‐１‐１

ローソン　釧路双葉町 085-0006 北海道釧路市双葉町１１‐１５

ローソン　帯広北斗福祉村 080-0833 北海道帯広市稲田町基線２‐１

ローソン　北見常盤町三丁目 090-0817 北海道北見市常盤町３‐３‐１４

ローソン　釧路星が浦大通 084-0912 北海道釧路市星が浦大通１‐５‐１

ローソン　札幌元町駅前 065-0024 北海道札幌市東区北２４条東１５‐４‐２３

ローソン　札幌北２３条西 001-0023 北海道札幌市北区北２３条西４‐１９

ローソン　札幌星置１条 006-0851 北海道札幌市手稲区星置１条８‐１８‐３０

ローソン　札幌新琴似１１条 001-0911 北海道札幌市北区新琴似１１条１１‐２‐１１

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　札幌北３４条西八丁目 001-0034 北海道札幌市北区北３４条西８‐１‐２５

ローソン　札幌南１７条西 064-0917 北海道札幌市中央区南１７条西１１‐４‐１

ローソン　札幌北２３条西四丁目 001-0023 北海道札幌市北区北２３条西４‐２‐３７

ローソン　札幌屯田７条一丁目 002-0857 北海道札幌市北区屯田７条１‐３‐１０

ローソン　札幌新琴似７条十二丁目 001-0907 北海道札幌市北区新琴似７条１２‐３‐３３

ローソン　小樽新光二丁目 047-0152 北海道小樽市新光２‐３‐５

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　札幌本町２条八丁目 065-0042 北海道札幌市東区本町２条８‐３‐１

ローソン　札幌星置３条 006-0853 北海道札幌市手稲区星置３条１‐１‐１８

ローソン　札幌北４７条東 007-0847 北海道札幌市東区北４７条東７‐１‐５７

ローソン　石狩花川南３条 061-3203 北海道石狩市花川南３条５‐１

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　新川駅前 001-0924 北海道札幌市北区新川４条１‐２‐１０

ローソン　上富良野大町 071-0561 北海道空知郡上富良野町大町５‐９４２‐１７

ローソン　赤平幌岡 079-1102 北海道赤平市幌岡町５４

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４条 070-0874 北海道旭川市春光４条４‐２‐２２

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　砂川西１条 073-0141 北海道砂川市西一条南１２‐１‐２

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　旭川豊岡７条三丁目 078-8237 北海道旭川市豊岡７条３‐４‐８

ローソン　留萌千鳥町 077-0024 北海道留萌市千鳥町１‐４‐１

ローソン　旭川神居２条 070-8012 北海道旭川市神居２条１４‐２８７‐２

ローソン　旭川末広１条 071-8131 北海道旭川市末広１条８‐１２６２‐１４

ローソン　旭川亀吉 070-0082 北海道旭川市亀吉２条１‐１‐１８

ローソン　留萌栄町 077-0007 北海道留萌市栄町２‐８‐１８

ローソン　旭川永山６条四丁目 079-8416 北海道旭川市永山６条４‐１０‐１２

ローソン　滝川東町五丁目 073-0024 北海道滝川市東町５‐１４５‐１

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　浦臼町 061-0600 北海道樺戸郡浦臼町字浦臼内１８２‐２０

ローソン　森町富士見 049-2322 北海道茅部郡森町字富士見町１６３‐９８

ローソン　函館花園町 041-0843 北海道函館市花園町４‐２５

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　函館昭和 041-0812 北海道函館市昭和３‐２４‐１３

ローソン　北檜山 049-4501 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山２７５‐１

ローソン　函館新道 041-0801 北海道函館市桔梗町４１８‐１１９

ローソン　登別栄町 059-0033 北海道登別市栄町２‐１３‐１

ローソン　室蘭中島町一丁目 050-0074 北海道室蘭市中島町１‐２‐１

ローソン　七飯町大川 041-1122 北海道亀田郡七飯町大川５‐８‐１４

ローソン　登別若山町 059-0026 北海道登別市若山町４‐４２‐１

ローソン　函館追分町 040-0071 北海道函館市追分町６‐３８

ローソン　函館柏木電車通 042-0942 北海道函館市柏木町１０‐７

ローソン　静内駒場 056-0027 北海道日高郡新ひだか町静内駒場５‐１０

ローソン　静内青柳町 056-0019 北海道日高郡新ひだか町静内青柳町１‐１０‐２０

ローソン　函館駅前 040-0063 北海道函館市若松町１２‐８

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　恵庭黄金中央 061-1449 北海道恵庭市黄金中央３‐１２‐８

ローソン　札幌豊平３条一丁目 062-0903 北海道札幌市豊平区豊平３条１‐１‐３９

ローソン　千歳東郊 066-0021 北海道千歳市東郊１‐３‐１８



ローソン　長沼町 069-1332 北海道夕張郡長沼町中央南１‐２‐２４

ローソン　恵庭黄金南 061-1409 北海道恵庭市黄金南３‐１‐１

ローソン　恵庭恵み野駅前 061-1373 北海道恵庭市恵み野西１‐４‐１

ローソン　札幌本郷通四丁目 003-0025 北海道札幌市白石区本郷通４北８‐１

ローソン　由仁町 069-1204 北海道夕張郡由仁町新光３８

ローソン　千歳朝日町四丁目 066-0043 北海道千歳市朝日町４‐１‐１

ローソン　札幌南３東三丁目 060-0053 北海道札幌市中央区南３条東３‐７

ローソン　札幌北１条西一丁目 060-0001 北海道札幌市中央区北１条西１‐１‐７

ローソン　札幌八軒７条 063-0847 北海道札幌市西区八軒７条西１‐３‐５１

ローソン　札幌南４条東一丁目 060-0054 北海道札幌市中央区南４条東１‐４‐１

ローソン　札幌石山１条四丁目 005-0841 北海道札幌市南区石山１条４‐２３８‐２

ローソン　札幌北３条西 060-0003 北海道札幌市中央区北３条西３‐１

ローソン　Ｓ札幌地下鉄白石駅 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌２条６地下鉄白石駅構内

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　弘前大清水 036-8161 青森県弘前市大清水４‐１０‐２

ローソン　鶴田町 038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉２９２‐１

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　木造町 038-3123 青森県つがる市木造藤田８‐５

ローソン　新青森本町三丁目 030-0802 青森県青森市本町３‐８‐１４

ローソン　弘前大学病院 036-8203 青森県弘前市本町５３

ローソン　青森安方二丁目 030-0803 青森県青森市安方２‐８‐１

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　中泊中里ベル 037-0305 青森県北津軽郡中泊町中里紅葉坂１５５‐１

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　八戸湊高台 031-0823 青森県八戸市湊高台２‐２３‐８

ローソン　六戸町 033-0071 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９０‐６４８

ローソン　八戸北高校前 031-0833 青森県八戸市大字大久保字町道１１‐６１

ローソン　むつバイパス 035-0021 青森県むつ市大字田名部字前田３８‐３

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　横浜町 039-4115 青森県上北郡横浜町字稲荷平１８

ローソン　十和田三本木並木西 034-0001 青森県十和田市大字三本木字並木西１９１‐１

ローソン　五戸みらいパーク前 039-1533 青森県三戸郡五戸町字上大町１‐１

ローソン　八戸南郷 031-0111 青森県八戸市南郷大字市野沢字新田７‐４

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　十和田元町西二丁目 034-0002 青森県十和田市元町西２‐１２‐１０

ローソン　八戸江陽五丁目 031-0801 青森県八戸市江陽５‐４‐１４

ローソン　八戸沼館一丁目 031-0071 青森県八戸市沼館１‐１‐１

ローソン　八戸柏崎六丁目 031-0081 青森県八戸市柏崎６‐５‐１２

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　八戸築港街一丁目 031-0831 青森県八戸市築港街１‐３‐６１

ローソン　八戸旭ヶ丘一丁目 031-0824 青森県八戸市旭ケ丘１‐８‐４４

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　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　盛岡西仙北 020-0866 岩手県盛岡市本宮１‐２１‐４

ローソン　沼宮内バイパス 028-4301 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内１４字中民部田２‐３

ローソン　雫石でんく 020-0572 岩手県岩手郡雫石町西安庭３１‐１０‐１

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　盛岡長橋台 020-0146 岩手県盛岡市長橋町１６‐３０

ローソン　宮古根市 027-0047 岩手県宮古市根市第２字中割目６‐４

ローソン　久慈長内橋南 028-0041 岩手県久慈市長内町２４‐１１‐３

ローソン　岩泉町小本 027-0421 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字鈩２１８‐１

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　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　盛岡中ノ橋通二丁目 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通２‐２‐１８

ローソン　釜石平田 026-0001 岩手県釜石市平田町１‐２０３

ローソン　水沢花園町 023-0829 岩手県奥州市水沢花園町２‐５‐５５

ローソン　奥州水沢西町 023-0816 岩手県奥州市水沢西町２‐３７

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　仙台秋保 982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０３‐１

ローソン　蔵王曲竹 989-0851 宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字桜所１６‐１

ローソン　岩沼朝日 989-2400 宮城県岩沼市あさひ野１‐１３‐７

ローソン　山元町山寺 989-2201 宮城県亘理郡山元町山寺字石田２１‐１

ローソン　白石鷹巣東 989-0218 宮城県白石市鷹巣東１‐４‐５０

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　亘理高屋 989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂１７４‐３

ローソン　仙台歩坂町 981-3106 宮城県仙台市泉区歩坂町６４‐１３

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　大崎西古川 989-6214 宮城県大崎市古川新堀字高田２‐１

ローソン　塩釜清水沢 985-0061 宮城県塩竈市清水沢３‐１‐３７

ローソン　塩釜新浜町一丁目 985-0001 宮城県塩竈市新浜町１‐５‐１８

ローソン　東北医科薬科大学病院 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室１‐１２‐１　東北医科薬科大学病院内

ローソン　登米佐沼光ケ丘 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字光ケ丘１５４‐１

ローソン　石巻蛇田新丸井戸 986-0861 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸４２‐５

ローソン　仙台扇町五丁目 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町５‐６‐２

ローソン　中新田岡町 981-4255 宮城県加美郡加美町字岡町４７‐１

ローソン　東松島大曲 981-0502 宮城県東松島市大曲字寺沼１

ローソン　仙台南光台東一丁目 981-8001 宮城県仙台市泉区南光台東１‐３‐１

ローソン　仙台福室北 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室７‐８‐７

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　塩釜玉川一丁目 985-0042 宮城県塩竈市玉川１‐２‐２７

ローソン　石巻蛇田バイパス 986-0861 宮城県石巻市蛇田字下谷地５９‐１

ローソン　十文字インター 019-0509 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下６６‐１

ローソン　大森町 013-0503 秋田県横手市大森町十日町字西女郎出１

ローソン　湯沢岩崎 012-0801 秋田県湯沢市岩崎字上宿５７‐１

ローソン　平鹿総合病院 013-0042 秋田県横手市前郷字八ツ口３‐１

ローソン　六郷バイパス 019-1231 秋田県仙北郡美郷町南町字南高野１６‐１

ローソン　大仙角間川町 014-1413 秋田県大仙市角間川町字二本杉２５‐１０

ローソン　西木西明寺 014-0512 秋田県仙北市西木町上荒井字新屋３‐１

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　秋田御所野 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田２‐１‐５

ローソン　由利本荘矢島 015-0404 秋田県由利本荘市矢島町七日町曲り渕１８１‐１

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　横手赤川 013-0073 秋田県横手市赤川字村北荒堰間１４７‐１

ローソン　横手上境 013-0821 秋田県横手市上境字番匠田１６３‐８

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　秋田大学病院 010-0041 秋田県秋田市広面字蓮沼４４‐２

ローソン　秋田さくら 010-0042 秋田県秋田市桜２‐１７‐１１

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　向能代 016-0013 秋田県能代市向能代字上野越１１０‐１

ローソン　男鹿船越内子 010-0341 秋田県男鹿市船越字内子２９４‐２０４２

ローソン　能代昭南町 016-0897 秋田県能代市昭南町１‐１７

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　北秋田住吉町 018-3322 秋田県北秋田市住吉町１０‐２１

ローソン　川西中小松 999-0122 山形県東置賜郡川西町大字中小松字田仲２５０５‐１

ローソン　河北荒町東 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地荒町東１‐５‐１１

ローソン　山形七日町一丁目 990-0042 山形県山形市七日町１‐４‐３１

ローソン　河北谷地中央 999-3512 山形県西村山郡河北町谷地中央５‐９‐１３

ローソン　鶴岡青柳町 997-0832 山形県鶴岡市青柳町３６‐３０

ローソン　鶴岡友江町 997-1123 山形県鶴岡市友江町４‐１２

ローソン　天童川原子本郷 994-0103 山形県天童市大字川原子２８４０‐１

ローソン　山形城西町五丁目 990-0832 山形県山形市城西町５‐３０‐３１

ローソン　南陽宮内 992-0472 山形県南陽市宮内７８５‐１

ローソン　山形桜田東三丁目 990-2323 山形県山形市桜田東３‐１‐１

ローソン　米沢東一丁目 992-0026 山形県米沢市東１‐７‐４６

ローソン　酒田東泉三丁目 998-0013 山形県酒田市東泉町３‐１８‐１９

ローソン　南陽市役所前 999-2262 山形県南陽市若狭郷屋字中屋敷５０８‐１８

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　東根市役所前 999-3711 山形県東根市中央２‐１‐１６

ローソン　山形中央インター 990-0868 山形県山形市大字志戸田字西浦１６８‐１

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　宮内郵便局前 992-0472 山形県南陽市宮内２４５１‐１

ローソン　米沢丸の内二丁目 992-0052 山形県米沢市丸の内２‐４‐３０

ローソン　長井今泉南 993-0033 山形県長井市今泉５４８‐１

ローソン　上山駅前 999-3134 山形県上山市矢来１‐２‐６

ローソン　上山金生 999-3125 山形県上山市金生東１‐９‐２

ローソン　いわき平小太郎町 970-8026 福島県いわき市平字小太郎町３‐１

ローソン　いわき小名浜大原西 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字甲新地１０４‐１

ローソン　須賀川牡丹園前 962-0816 福島県須賀川市朝日田８２‐１

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　郡山希望ヶ丘 963-0201 福島県郡山市大槻町字広町７８‐１

ローソン　郡山鶴見坦三丁目 963-8861 福島県郡山市鶴見坦３‐２５４

ローソン　郡山並木一丁目 963-8026 福島県郡山市並木１‐１２‐１

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　郡山安積三丁目 963-0107 福島県郡山市安積３‐１０５‐１

ローソン　郡山桑野二丁目 963-8025 福島県郡山市桑野２‐３６‐６

ローソン　いわき平谷川瀬 970-8036 福島県いわき市平谷川瀬２‐１８‐１

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　矢吹舘沢 969-0284 福島県西白河郡矢吹町舘沢１８８‐１

ローソン　郡山笹川二丁目 963-0108 福島県郡山市笹川２‐３２‐４

ローソン　いわき東田町二丁目 974-8212 福島県いわき市東田町２‐１０‐１１

ローソン　鏡石本町 969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町本町２４５

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　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　本宮荒井 969-1104 福島県本宮市荒井字久保田４３‐１

ローソン　梁川陽光台 960-0760 福島県伊達市梁川町陽光台４‐８

ローソン　鹿島町横手 979-2442 福島県南相馬市鹿島区横手字柳町４０

ローソン　川俣鶴沢 960-1406 福島県伊達郡川俣町鶴沢字鶴東１６‐１

ローソン　福島森合 960-8003 福島県福島市森合字高野１‐５

ローソン　福島北矢野目 960-0113 福島県福島市北矢野目字原田５９‐８

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　福島瀬上町 960-0101 福島県福島市瀬上町字南中川原２９‐６９

ローソン　福島宮代前田 960-0116 福島県福島市宮代字前田２３‐１

ローソン　伊達保原町上保原 960-0684 福島県伊達市保原町上保原字大割３１‐１

ローソン　広野下北迫 979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字新町６‐２

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　二本松油井福岡 969-1404 福島県二本松市油井字福岡４４０

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　会津若松神指町 965-0062 福島県会津若松市神指町大字北四合字榎木檀２９５‐１

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　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　西郷上川向 961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向５‐１

ローソン　水戸見和三丁目 310-0911 茨城県水戸市見和３‐１５３２‐１

ローソン　大洗磯浜町 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原前６５６４‐１

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　波崎別所 314-0408 茨城県神栖市波崎４６７６‐７

ローソン　水戸文化センター入口 310-0805 茨城県水戸市中央２‐４‐１２

ローソン　水戸駅北口 310-0015 茨城県水戸市宮町１‐３

ローソン　城里石塚 311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚１１９６‐１

ローソン　水戸城南二丁目 310-0803 茨城県水戸市城南２‐１２‐２５

ローソン　水戸河和田町報徳 311-4153 茨城県水戸市河和田町４３８２‐１３９

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

ローソン　鉾田安房 311-1504 茨城県鉾田市安房１６４９‐１

ローソン　ひたちなか高野東 312-0002 茨城県ひたちなか市高野４２８‐１

ローソン　Ｓ水戸赤十字病院 310-0011 茨城県水戸市三の丸３‐１２‐４８

ローソン　水戸医療センター 311-3117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷２８０

ローソン　日立末広町五丁目 316-0006 茨城県日立市末広町５‐１４‐７

ローソン　常陸太田木崎二町 313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町１８１１‐１

ローソン　阿見霞台 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見１８６０‐１

ローソン　石岡杉並四丁目 315-0027 茨城県石岡市杉並４‐１‐５５

ローソン　筑西大町 308-0021 茨城県筑西市甲２１

ローソン　守谷松並庚塚 302-0108 茨城県守谷市松並１６２５‐１

ローソン　稲敷犬塚 300-0507 茨城県稲敷市犬塚１５８８‐１

ローソン　下妻本宗道 304-0813 茨城県下妻市本宗道１０４８‐３

ローソン　牛久女化町 300-1214 茨城県牛久市女化町１１１４‐４

ローソン　古河葛生 306-0211 茨城県古河市葛生５‐１

ローソン　坂東借宿 306-0657 茨城県坂東市借宿１１８４‐１

ローソン　下妻市下妻 304-0068 茨城県下妻市下妻丁１５５

ローソン　つくばみらい富士見ヶ丘 300-2417 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘２‐１‐４

ローソン　岩井猫実 306-0616 茨城県坂東市猫実１５０７‐４

ローソン　つくば二の宮 305-0051 茨城県つくば市二の宮２‐２‐８

ローソン　今市土沢 321-1274 栃木県日光市土沢１５５９‐１

ローソン　宇都宮テクノポリスセンター 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜７‐８‐４

ローソン　高根沢宝石台一丁目 329-1231 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台１‐７‐５

ローソン　宇都宮宝木二丁目 320-0061 栃木県宇都宮市宝木町２‐８０４‐１

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　さくら市櫻野 329-1312 栃木県さくら市櫻野８８６‐２

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　さくら市櫻野八幡 329-1312 栃木県さくら市櫻野１２６７‐１

ローソン　那須塩原西遅沢 329-2764 栃木県那須塩原市西遅沢１３７‐１０

ローソン　鹿沼麻苧町 322-0058 栃木県鹿沼市麻苧町字麻苧町１５６０

ローソン　小山中久喜五丁目 323-0806 栃木県小山市中久喜５‐２１‐１６

ローソン　足利葉鹿町 326-0143 栃木県足利市葉鹿町１‐１５‐３

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　足利５０号バイパス 326-0335 栃木県足利市上渋垂町１２４３‐１

ローソン　小山駅南町四丁目 323-0822 栃木県小山市駅南町４‐３１‐２４

ローソン　真岡荒町 321-4305 栃木県真岡市荒町１１８１‐２

ローソン　真岡八條 321-4303 栃木県真岡市八條８４９‐１

ローソン　足利大前 326-0845 栃木県足利市大前町字迎田４８６‐２

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　館林松原 374-0016 群馬県館林市松原２‐５２１

ローソン　太田下小林 373-0807 群馬県太田市下小林町９１‐２

ローソン　高崎インター 370-0015 群馬県高崎市島野町字大岩９９０‐１

ローソン　高崎金古町 370-3511 群馬県高崎市金古町２１４０‐１

ローソン　大泉吉田 370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田３２５９

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　館林青柳町 374-0035 群馬県館林市青柳町字宮田９９３‐３

ローソン　草津バスターミナル前 377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津字新田町３９‐１１

ローソン　富岡諏訪東 370-2316 群馬県富岡市富岡１４３２‐１４

ローソン　安中板鼻 379-0111 群馬県安中市板鼻３３６‐５

ローソン　太田下田島町 373-0000 群馬県太田市下田島町１０９３‐３

ローソン　富岡田島 370-2454 群馬県富岡市田島字大塚１‐１

ローソン　藤岡下栗須 375-0014 群馬県藤岡市下栗須８８５‐１

ローソン　高崎金井沢 370-3531 群馬県高崎市足門町１３４６‐６

ローソン　甘楽町役場前 370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡１３５‐２

ローソン　箕郷上芝 370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝５５５‐２

ローソン　藤岡西平井 375-0044 群馬県藤岡市西平井１１９７‐１

ローソン　前橋幸塚 371-0053 群馬県前橋市幸塚町６５

ローソン　前橋堀越 371-0231 群馬県前橋市堀越町１０４７

ローソン　渋川半田 377-0004 群馬県渋川市半田３０４６

ローソン　吾妻岩島 377-0815 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩下９５

ローソン　吉岡上野田 370-3606 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田１３２９‐７４６

ローソン　薮塚インター 379-2304 群馬県太田市大原町１５１０‐２

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　前橋嶺町 371-0125 群馬県前橋市嶺町１８７７‐１１

ローソン　前橋川原 371-0046 群馬県前橋市川原町１‐１１‐１

ローソン　栗橋中央 349-1102 埼玉県久喜市栗橋中央１‐８‐３３

ローソン　新越谷 343-0845 埼玉県越谷市南越谷４‐６‐５

ローソン　越谷増林 343-0011 埼玉県越谷市大字増林５８２３‐１



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　吉川美南 342-0038 埼玉県吉川市美南２‐８‐８

ローソン　三郷中央 341-0038 埼玉県三郷市中央３‐４８‐１

ローソン　杉戸堤根 345-0024 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根４１４４

ローソン　三郷西インター 341-0051 埼玉県三郷市天神１‐５０３‐１１

ローソン　東越谷四丁目 343-0023 埼玉県越谷市東越谷４‐７‐１

ローソン　八潮鶴ケ曽根北 340-0802 埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根７２１‐４

ローソン　春日部牛島 344-0004 埼玉県春日部市牛島８８‐１

ローソン　川越松郷 350-0857 埼玉県川越市大字松郷６８８‐１

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　狭山下奥富 350-1332 埼玉県狭山市下奥富１４３５

ローソン　所沢下新井 359-0031 埼玉県所沢市下新井９８９‐１

ローソン　狭山茶つみ通り 350-1312 埼玉県狭山市大字堀兼１３５５

ローソン　三芳北永井宮本 354-0044 埼玉県入間郡三芳町大字北永井字宮本９０７‐１

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　川越福田 350-0821 埼玉県川越市大字福田１１２‐１

ローソン　越生如意 350-0413 埼玉県入間郡越生町大字如意４９２‐１

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　富士見水谷 354-0011 埼玉県富士見市水子４６４９‐４

ローソン　富士見関沢一丁目 354-0025 埼玉県富士見市関沢１‐１‐６

ローソン　狭山下広瀬 350-1322 埼玉県狭山市下広瀬７５７

ローソン　飯能川寺 357-0045 埼玉県飯能市川寺４３１‐１

ローソン　富士見鶴馬 354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬２００５‐２

ローソン　所沢小手指元町 359-1147 埼玉県所沢市小手指元町３‐２６‐２２

ローソン　川越下赤坂 350-1155 埼玉県川越市大字下赤坂６８１‐４

ローソン　本庄寿二丁目 367-0023 埼玉県本庄市寿２‐１４‐１８

ローソン　秩父下寺尾 368-0056 埼玉県秩父市大字寺尾字胸反り８９７‐４

ローソン　熊谷箱田 360-0014 埼玉県熊谷市箱田７‐１‐１０

ローソン　熊谷久保島 360-0831 埼玉県熊谷市久保島字天神下５９２‐１

ローソン　秩父滝の上町 368-0012 埼玉県秩父市滝の上町２‐３

ローソン　熊谷妻沼 360-0201 埼玉県熊谷市妻沼１４２２‐１

ローソン　吉見松崎 355-0162 埼玉県比企郡吉見町大字松崎１７１

ローソン　小川町大塚 355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚４０‐１

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　熊谷運動公園前 360-0831 埼玉県熊谷市久保島１８１０‐５

ローソン　川島上伊草 350-0152 埼玉県比企郡川島町大字上伊草６０１‐１

ローソン　上尾上野 362-0058 埼玉県上尾市大字上野５８‐１

ローソン　北浦和一丁目 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和１‐１１‐１

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　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　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　久喜菖蒲三箇辻 346-0104 埼玉県久喜市菖蒲町三箇字辻８７７‐１４

ローソン　さいたま膝子 337-0021 埼玉県さいたま市見沼区大字膝子７５４‐１

ローソン　上尾瓦葺安中 362-0022 埼玉県上尾市瓦葺２４４９‐１

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　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　桶川上日出谷殿山 363-0026 埼玉県桶川市上日出谷６６４‐３

ローソン　桶川下日出谷南 363-0025 埼玉県桶川市大字下日出谷１５５

ローソン　さいたま新都心駅前 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４‐２４７‐１

ローソン　さいたま高木 331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮２‐９‐１０

ローソン　さいたま東岩槻二丁目 339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻２‐５‐２

ローソン　和光本町 351-0114 埼玉県和光市本町２５‐２１

ローソン　川口元郷一丁目 332-0011 埼玉県川口市元郷１‐３２‐２１

ローソン　朝霞岡 351-0007 埼玉県朝霞市大字岡２２９

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　川口戸塚六丁目 333-0811 埼玉県川口市戸塚６‐１０‐１７

ローソン　北朝霞駅前 351-0033 埼玉県朝霞市浜崎１‐２‐８　アゴラ２０　１Ｆ

ローソン　戸田本町一丁目 335-0023 埼玉県戸田市本町１‐３‐８

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　越生西和田 350-0412 埼玉県入間郡越生町大字西和田字福石３９０‐９

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　熊谷上須戸 360-0213 埼玉県熊谷市上須戸字先才場３８４‐１

ローソン　毛呂山葛貫 350-0445 埼玉県入間郡毛呂山町葛貫２３３‐１

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　東松山美土里 355-0027 埼玉県東松山市美土里町１９９５‐１

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　秩父横瀬町 368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬字拾六番５１２２‐１

ローソン　本庄早稲田駅前 367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜３‐１‐４５

ローソン　ＬＴＦ所沢中新井一丁目 359-0041 埼玉県所沢市中新井１‐３８‐１

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　ＬＴＦ所沢中富南 359-0003 埼玉県所沢市中富南２‐１５‐５

ローソン　ＬＴＦ所沢上新井 359-1142 埼玉県所沢市上新井４‐１９‐４

ローソン　三郷谷中 341-0032 埼玉県三郷市中央１‐１０‐１

ローソン　津田沼東 274-0825 千葉県船橋市前原西２‐２２‐１５

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　野田山崎 278-0022 千葉県野田市山崎８９‐１

ローソン　市川大野町三丁目 272-0805 千葉県市川市大野町３‐２０５８

ローソン　柏駅西口 277-0842 千葉県柏市末広町４‐４

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　船橋金杉八丁目 273-0853 千葉県船橋市金杉８‐７‐２６

ローソン　市川大野 272-0805 千葉県市川市大野町２‐５６５‐１

ローソン　松戸中矢切 271-0095 千葉県松戸市中矢切６１３

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　松戸松飛台 270-2214 千葉県松戸市松飛台１１３‐６

ローソン　鎌ケ谷初富 273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富８５５‐５

ローソン　船橋習志野台一丁目 274-0063 千葉県船橋市習志野台１‐２２‐８

ローソン　野田下三ケ尾 278-0014 千葉県野田市下三ケ尾２１８‐１

ローソン　東鎌ケ谷一丁目 273-0104 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷１‐５‐２６

ローソン　行徳駅前二丁目 272-0133 千葉県市川市行徳駅前２‐２２‐１０

ローソン　流山おおたかの森駅前 270-0119 千葉県流山市おおたかの森北１‐６‐１　１Ｆ

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　船橋二和東五丁目 274-0805 千葉県船橋市二和東５‐３‐１２

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　船橋古和釜町 274-0061 千葉県船橋市古和釜町８４３

ローソン　市原白金五丁目 290-0059 千葉県市原市白金町５‐１

ローソン　亀田総合病院 296-0041 千葉県鴨川市東町９２９

ローソン　天津小湊 299-5502 千葉県鴨川市内浦１９０９

ローソン　御宿新町 299-5103 千葉県夷隅郡御宿町新町仙人塚４１７‐１９

ローソン　館山山本 294-0014 千葉県館山市山本１９７‐１

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　袖ヶ浦蔵波台四丁目 299-0245 千葉県袖ケ浦市蔵波台４‐１１‐１

ローソン　南房総千倉 295-0011 千葉県南房総市千倉町北朝夷２７９‐１

ローソン　千葉仁戸名町 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町３５８‐２

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　市原姉ケ崎駅前 299-0111 千葉県市原市姉崎東１‐１‐２７

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　市原若宮三丁目 290-0006 千葉県市原市若宮３‐３‐２

ローソン　市原辰巳団地入口 290-0062 千葉県市原市八幡２６１‐１

ローソン　佐倉本町 285-0037 千葉県佐倉市本町４５

ローソン　八千代中央駅前 276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台３‐１‐１

ローソン　成田国際空港第１旅客ターミナルビル５階 282-0011 千葉県成田市三里塚御料牧場１‐１

ローソン　銚子本城町 288-0831 千葉県銚子市本城町３‐４７‐８

ローソン　千葉稲毛町 263-0035 千葉県千葉市稲毛区稲毛町５‐１９４‐１

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　海上後草 289-2613 千葉県旭市後草２３４７‐４

ローソン　銚子小畑町 288-0022 千葉県銚子市小畑町７３４２

ローソン　八街東吉田 289-1114 千葉県八街市東吉田字芝山４９８‐６３

ローソン　千葉作草部 263-0014 千葉県千葉市稲毛区作草部町６０５‐５

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　村上駅前 276-0029 千葉県八千代市村上南１‐５‐３５

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　佐倉江原 285-0824 千葉県佐倉市江原１４４

ローソン　旭中央病院本館前 289-2511 千葉県旭市イ１６４３‐１

ローソン　東習志野 275-0001 千葉県習志野市東習志野５‐１２‐１９

ローソン　栄町安食 270-1516 千葉県印旛郡栄町安食２４２８‐７５

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　旭琴田 289-2502 千葉県旭市琴田３１９９‐５

ローソン　八日市場飯倉 289-2147 千葉県匝瑳市飯倉４８７‐５

ローソン　旭神宮寺 289-2524 千葉県旭市神宮寺８３９３‐１

ローソン　山武松尾 289-1531 千葉県山武市松尾町木刀１３４５‐１

ローソン　ＬＴＦ松戸八ケ崎 270-0023 千葉県松戸市八ケ崎７‐３２‐３

ローソン　ＬＴＦ山武椎崎 289-1205 千葉県山武市椎崎１５２‐４

ローソン　ＬＴＦ旭西野 289-2504 千葉県旭市ニ６１１６‐１

ローソン　ＬＴＦ八街駅前 289-1115 千葉県八街市八街ほ２３７‐７

ローソン　ＬＴＦ白井冨士 270-1432 千葉県白井市冨士２４

ローソン　ＬＴＦ匝瑳市役所前 289-2141 千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３‐２５

ローソン　ＬＴＦ八街追分台 289-1103 千葉県八街市八街に８２‐２

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鎌ヶ谷道野辺 273-0113 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央２‐１０‐１８

ローソン　ＬＴＦ野栄町 289-3184 千葉県匝瑳市栢田８１８２

ローソン　ＬＴＦ豊四季神山 277-0863 千葉県柏市豊四季１１４‐４

ローソン　幕張コロンブス 261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田１‐３‐１７０

ローソン　千葉磯辺五丁目 261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺５‐１４‐３

ローソン　千葉大学病院ホスピタルストリート 260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻１‐８‐１

ローソン　松戸市立総合医療センター 270-2252 千葉県松戸市千駄堀９９３‐１

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　大泉学園駅前 178-0063 東京都練馬区東大泉１‐２８‐７

ローソン　練馬土支田通 179-0076 東京都練馬区土支田４‐９‐６

ローソン　練馬春日町二丁目 179-0074 東京都練馬区春日町２‐１４‐１

ローソン　板橋東坂下一丁目 174-0042 東京都板橋区東坂下１‐１９‐９

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　練馬中村南一丁目 176-0025 東京都練馬区中村南１‐２４‐１８

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　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　一之江駅前 132-0024 東京都江戸川区一之江８‐１７‐１２

ローソン　瑞江駅前 132-0011 東京都江戸川区瑞江２‐３‐５

ローソン　平井駅前 132-0035 東京都江戸川区平井５‐２３‐３

ローソン　東小松川一丁目 132-0033 東京都江戸川区東小松川１‐１２‐３４

ローソン　三軒茶屋 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋２‐１９‐１８



ローソン　羽田四丁目 144-0043 東京都大田区羽田４‐１７‐９

ローソン　目黒大鳥神社前 153-0063 東京都目黒区目黒３‐９‐１

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　祐天寺駅前 153-0053 東京都目黒区五本木１‐３１‐９

ローソン　中延駅前 142-0042 東京都品川区豊町６‐２４‐１５

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　秋葉原中央通 101-0021 東京都千代田区外神田５‐１‐３

ローソン　国立インター 186-0011 東京都国立市谷保６‐１８‐４

ローソン　あきる野雨間 197-0828 東京都あきる野市秋留２‐１‐１

ローソン　町田森野一丁目 194-0022 東京都町田市森野１‐１３‐１

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　原町田六丁目 194-0013 東京都町田市原町田６‐７‐５

ローソン　瑞穂殿ケ谷 190-1212 東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷８１２‐１

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　立川曙橋 190-0012 東京都立川市曙町２‐１０‐１

ローソン　瑞穂箱根ケ崎駅前 190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎２５２‐３

ローソン　青梅藤橋三丁目 198-0022 東京都青梅市藤橋３‐１‐１２

ローソン　日野石田一丁目 191-0021 東京都日野市石田１‐１８‐９

ローソン　八王子八日町 192-0071 東京都八王子市八日町１０‐１

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　武蔵村山学園四丁目 208-0011 東京都武蔵村山市学園４‐４８‐２２

ローソン　八王子高尾街道 193-0813 東京都八王子市四谷町８１５

ローソン　日体大前 158-0081 東京都世田谷区深沢５‐１７‐６

ローソン　調布多摩川 182-0025 東京都調布市多摩川７‐７‐２

ローソン　給田四丁目 157-0064 東京都世田谷区給田４‐３０‐１

ローソン　下馬三丁目 154-0002 東京都世田谷区下馬３‐１１‐６

ローソン　京王多摩川駅 182-0025 東京都調布市多摩川５‐６‐１２

ローソン　府中白糸台三丁目 183-0011 東京都府中市白糸台３‐５‐２

ローソン　世田谷瀬田五丁目 158-0095 東京都世田谷区瀬田５‐２０‐３０

ローソン　世田谷北烏山五丁目 157-0061 東京都世田谷区北烏山５‐２２‐１０

ローソン　阿佐ヶ谷南二丁目 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南２‐４０

ローソン　阿佐ヶ谷南三丁目 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３‐５６‐１

ローソン　御成門駅前 105-0003 東京都港区西新橋３‐２４‐９

ローソン　内幸町一丁目 100-0011 東京都千代田区内幸町１‐３‐３

ローソン　練馬豊玉北六丁目 176-0012 東京都練馬区豊玉北６‐１９‐９

ローソン　高円寺駅前 166-0002 東京都杉並区高円寺北２‐４‐４

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　江古田駅北口 176-0006 東京都練馬区栄町３２‐１４

ローソン　ＤＮＰ市谷加賀町ビル 162-0062 東京都新宿区市谷加賀町１‐１‐１

ローソン　渋谷一丁目 150-0002 東京都渋谷区渋谷１‐１０‐１　八千代ビル１Ｆ

ローソン　舎人一丁目 121-0831 東京都足立区舎人１‐１５‐８

ローソン　足立佐野一丁目 121-0053 東京都足立区佐野１‐１９‐１

ローソン　東尾久五丁目 116-0012 東京都荒川区東尾久５‐３８‐７

ローソン　舎人公園東 121-0832 東京都足立区古千谷本町１‐４‐１

ローソン　西綾瀬三丁目 120-0014 東京都足立区西綾瀬３‐１７‐１０

ローソン　北千住駅西口 120-0034 東京都足立区千住２‐６１

ローソン　足立伊興四丁目 121-0823 東京都足立区伊興４‐６‐２

ローソン　葛飾奥戸八丁目 124-0022 東京都葛飾区奥戸８‐２６‐１２

ローソン　ＬＴＦ高円寺 166-0003 東京都杉並区高円寺南４‐２３‐７

ローソン　ＬＴＦ世田谷船橋 156-0055 東京都世田谷区船橋１‐１５‐１６

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品川戸越公園駅前 142-0041 東京都品川区戸越６‐７‐２６

ローソン　ＬＴＦ旗の台 142-0064 東京都品川区旗の台５‐４‐６

ローソン　ＬＴＦ府中本宿 183-0032 東京都府中市本宿町２‐６‐７

ローソン　ＬＴＦ碑文谷六丁目 152-0003 東京都目黒区碑文谷６‐７‐１

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　江北六丁目 123-0872 東京都足立区江北６‐３０‐２０

ローソン　杏林大学病院 181-0004 東京都三鷹市新川６‐２０‐２　杏林大学病院内１Ｆ

ローソン　ＴＯＣ大崎 141-0032 東京都品川区大崎１‐６‐１

ローソン　三菱ＵＦＪ銀行本館丸の内よろず 100-0005 東京都千代田区丸の内２‐７‐１

ローソン　Ｓ大森赤十字病院 143-0024 東京都大田区中央４‐３０‐１

ローソン　Ｈ三田四丁目 108-0073 東京都港区三田４‐１９‐２７

ローソン　Ｈ鎌田三丁目 157-0077 東京都世田谷区鎌田３‐１２‐１６

ローソン　船堀 134-0091 東京都江戸川区船堀３‐６‐１

ローソン　四谷本塩町 160-0003 東京都新宿区四谷本塩町１５‐１２　カーサ四谷１Ｆ

ローソン　池尻大橋 153-0043 東京都目黒区東山３‐３‐２パラッツオ東山１Ｆ

ローソン　ツルハドラッグ杉並和田 166-0012 東京都杉並区和田１‐１１‐２

ローソン　桜台公園 227-0067 神奈川県横浜市青葉区松風台１７‐８

ローソン　保土ヶ谷新桜ヶ丘 240-0036 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘１‐２９‐３０

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　旭上白根二丁目 241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根２‐６２‐３３

ローソン　横浜恩田町 227-0065 神奈川県横浜市青葉区恩田町３３４４‐１

ローソン　若葉台駅前 215-0035 神奈川県川崎市麻生区黒川５６４‐１

ローソン　緑三保町 226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町２０７３‐１

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　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　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　横浜四季の森 241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町字大池上９０２‐９

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　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　横浜港南台 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台４‐４‐２４



ローソン　磯子森一丁目 235-0023 神奈川県横浜市磯子区森１‐１０‐９

ローソン　横浜生麦五丁目 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦５‐１３‐３０

ローソン　洋光台通り 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台６‐２‐１１

ローソン　小田原栄町二丁目 250-0011 神奈川県小田原市栄町２‐５‐２３

ローソン　六会 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野３‐２９‐１

ローソン　平塚かまくら橋 254-0906 神奈川県平塚市公所８５１

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　小田原浜町 250-0004 神奈川県小田原市浜町３‐１２‐４３

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　小田原酒匂 256-0816 神奈川県小田原市酒匂２‐４１‐３４

ローソン　南藤沢 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２２‐１７

ローソン　平塚南金目 259-1201 神奈川県平塚市南金目８８４‐６

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　茅ヶ崎高田 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田４‐３‐７５

ローソン　南足柄岩原 250-0113 神奈川県南足柄市岩原３３４‐１

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　南足柄中丸 250-0117 神奈川県南足柄市塚原６９７‐１

ローソン　藤沢鵠沼 251-0026 神奈川県藤沢市鵠沼東９‐１

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　片瀬海岸二丁目 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸２‐１６‐２１

ローソン　湘南台駅前 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２‐４‐７

ローソン　片瀬海岸一丁目 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸１‐２‐６

ローソン　藤沢柳通り 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢５６８‐１

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　相模原橋本六丁目 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本６‐２‐２　ビーズタワーイースト１Ｆ

ローソン　座間小松原一丁目 252-0002 神奈川県座間市小松原１‐７‐２５

ローソン　相模原消防署前 252-0239 神奈川県相模原市中央区中央３‐１‐２

ローソン　相模原裁判所前 252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見６‐６‐１

ローソン　グラントーレ橋本 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本６‐３６‐１グラントーレ橋本１Ｆ

ローソン　上草柳八丁目 242-0029 神奈川県大和市上草柳８‐１６‐１８

ローソン　愛甲石田駅前 243-0035 神奈川県厚木市愛甲１‐１‐２

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　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　川崎宿河原 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原７‐１４‐９

ローソン　川崎台町 210-0814 神奈川県川崎市川崎区台町１３‐１

ローソン　川崎土橋二丁目 216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋２‐１７‐２

ローソン　川崎野川 216-0044 神奈川県川崎市宮前区西野川２‐１８‐４

ローソン　川崎神木本町四丁目 216-0031 神奈川県川崎市宮前区神木本町４‐２４‐３

ローソン　宿河原駅前 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原３‐５‐１

ローソン　はるひ野駅前 215-0036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野４‐１‐１

ローソン　川崎大島三丁目 210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島３‐２‐１６

ローソン　川崎犬蔵二丁目 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２‐１７‐１９

ローソン　川崎堰三丁目 214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰３‐１６‐１３

ローソン　小杉町三丁目 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町３‐２５７‐４

ローソン　高津溝口一丁目 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１‐６‐１２

ローソン　菅馬場一丁目 214-0004 神奈川県川崎市多摩区菅馬場１‐１‐１

ローソン　三浦海岸駅前 238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３２５５‐２

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　横須賀大津 239-0808 神奈川県横須賀市大津町１‐８‐１５

ローソン　逗葉新道長柄 240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄８６５

ローソン　横須賀夏島町 237-0061 神奈川県横須賀市夏島町１３‐４

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　泉新橋町 245-0009 神奈川県横浜市泉区新橋町字猪ノ鼻１８７４‐１

ローソン　横須賀平作一丁目 238-0032 神奈川県横須賀市平作１‐７‐１３

ローソン　横須賀粟田二丁目 239-0845 神奈川県横須賀市粟田２‐３２‐１

ローソン　横須賀鷹取 237-0067 神奈川県横須賀市鷹取２‐１９‐３

ローソン　横浜上永谷三丁目 233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷３‐１１‐１５

ローソン　金沢八景駅前 236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸１６‐５

ローソン　和泉中央北一丁目 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉中央北１‐４０‐２５

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　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　横浜港南台五丁目 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台５‐１９‐１９

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ランドマークプラザ 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい２‐２‐１

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川崎ルフロン 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町１‐１１

ローソン　ＬＴＦ川崎北部市場 216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生４‐１５‐１６

ローソン　ＬＴＦ緑区北八朔町 226-0021 神奈川県横浜市緑区北八朔町２０５４‐２

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弘明寺 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡２‐４‐３

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東戸塚 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町４１１‐２

ローソン　ＬＴＦ麻生片平 215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平８‐９‐１

ローソン　ＬＴＦ相模原相武台一丁目 252-0324 神奈川県相模原市南区相武台１‐２３‐１

ローソン　ＬＴＦ小田急相模原駅前 252-0313 神奈川県相模原市南区松が枝町２１‐９

ローソン　ＬＴＦ平塚五丁目 254-0052 神奈川県平塚市平塚５‐１９‐４１

ローソン　ＬＴＦ大和上和田団地 242-0014 神奈川県大和市上和田３２９４

ローソン　ＬＴＦ相模大塚駅前 242-0028 神奈川県大和市桜森２‐８‐１５

ローソン　ＬＴＦ伊勢原小稲葉 259-1122 神奈川県伊勢原市小稲葉２８８６‐２

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平塚広川 259-1219 神奈川県平塚市広川３１５‐１



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藤沢羽鳥中学校前 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥４‐１３‐１７

ローソン　ＬＴＦ小田原東栢山 250-0852 神奈川県小田原市栢山２０６０

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愛川中津中央 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津７７５‐２

ローソン　ＬＴＦ厚木林 243-0816 神奈川県厚木市林４‐２５‐４６

ローソン　ＬＴＦ長後駅西口 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚５１２‐１

ローソン　ＬＴＦ開成町 258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島２０３３‐１

ローソン　ＬＴＦ海老名東柏ヶ谷六丁目 243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷６‐２１‐２１

ローソン　藤沢白旗四丁目 251-0051 神奈川県藤沢市白旗４‐８‐５

ローソン　こども医療センター 232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川２‐１３８‐４

ローソン　ＬＡＷＳＯＮ＋ｔｏｋｓあざみ野 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２‐１‐１

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　巻蓮田 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲４１６２‐４

ローソン　大潟土底浜 949-3112 新潟県上越市大潟区土底浜１４６０‐１

ローソン　燕杣木 959-1284 新潟県燕市大字杣木字善九郎２６３３‐１

ローソン　五泉太田 959-1825 新潟県五泉市太田２‐７‐７

ローソン　糸魚川田海 949-0303 新潟県糸魚川市大字田海字田海５３１６

ローソン　新潟万代テレコムビル 950-0088 新潟県新潟市中央区万代４‐４‐２７

ローソン　長岡インター 940-2116 新潟県長岡市南七日町８９‐２６

ローソン　荒川十文字 959-3132 新潟県村上市坂町３５０１‐３

ローソン　柏崎インター 945-0034 新潟県柏崎市三和町８‐５９

ローソン　新潟白根七軒 950-1212 新潟県新潟市南区七軒字前２２０‐４

ローソン　新潟大野町 950-1111 新潟県新潟市西区大野町２７０４‐１

ローソン　三条旭町二丁目 955-0065 新潟県三条市旭町２‐４‐４０

ローソン　三条下須頃 955-0093 新潟県三条市下須頃２０６‐１

ローソン　燕吉田 959-0264 新潟県燕市吉田２７６６

ローソン　長岡笹崎一丁目 940-0833 新潟県長岡市笹崎１‐７‐５

ローソン　柏崎錦町 945-0052 新潟県柏崎市錦町２‐２１

ローソン　上越富岡南 943-0173 新潟県上越市富岡１９３５‐１

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　五泉南本町 959-1836 新潟県五泉市南本町３‐５‐３１

ローソン　新潟旭三丁目 950-0166 新潟県新潟市江南区旭３‐１‐３

ローソン　道の駅たがみ 959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田３０７２‐１

ローソン　佐渡両津 952-0028 新潟県佐渡市加茂歌代４４４‐１

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　佐渡畑野 952-0202 新潟県佐渡市栗野江１４５２‐１

ローソン　佐渡相川 952-1568 新潟県佐渡市相川新浜町１‐１

ローソン　佐渡羽茂 952-0504 新潟県佐渡市羽茂本郷１８７‐１

ローソン　佐渡中興 952-1211 新潟県佐渡市中興甲１１０６‐８

ローソン　新潟嘉山 950-3322 新潟県新潟市北区嘉山４‐９‐６

ローソン　長岡沢下条 949-5413 新潟県長岡市沢下条丙９５９‐１

ローソン　潟東 959-0514 新潟県新潟市西蒲区称名９５８

ローソン　五泉丸田 959-1854 新潟県五泉市丸田４４３

ローソン　紫雲寺 957-0204 新潟県新発田市稲荷岡８１０

ローソン　岩船上ノ山 958-0000 新潟県村上市岩船２１２１‐４０

ローソン　長岡関原 940-2039 新潟県長岡市関原南３‐４９０２

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　村上福田 959-3437 新潟県村上市福田４８３‐１

ローソン　富山布瀬町 939-8211 富山県富山市二口町１‐１‐１

ローソン　富山豊田 931-8312 富山県富山市豊田本町４‐８‐１

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　大沢野下大久保 939-2251 富山県富山市下大久保１０７３‐２

ローソン　富山インター西 939-8213 富山県富山市黒瀬３０８

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　上市正印 930-0358 富山県中新川郡上市町正印新１３‐３

ローソン　立山日俣 930-0252 富山県中新川郡立山町日俣２４‐１

ローソン　富山長江 930-0974 富山県富山市長江８８７‐２

ローソン　富山上市久金 930-0388 富山県中新川郡上市町久金新１７７

ローソン　富山環状上飯野 930-0827 富山県富山市上飯野５‐１

ローソン　上市横越 930-0365 富山県中新川郡上市町神田字上川原３２９‐１

ローソン　富山草島中央 930-2201 富山県富山市草島字砂田２３５‐１１１

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　新湊新片町 934-0033 富山県射水市新片町２‐９‐４

ローソン　庄川町示野 932-0315 富山県砺波市庄川町示野３９０‐１

ローソン　東老田中央 930-0161 富山県富山市東老田１２４４‐７

ローソン　富山寺町 930-0874 富山県富山市寺町向田割１０‐４

ローソン　高岡野村北 933-0014 富山県高岡市野村１８５３

ローソン　富山大学附属病院 930-0152 富山県富山市杉谷２６３０

ローソン　高岡北インター 933-0973 富山県高岡市五十里１９４１

ローソン　婦中中名 939-2741 富山県富山市婦中町中名字筒田１６６３‐６

ローソン　金沢藤江北 920-0345 石川県金沢市藤江北１‐３１０

ローソン　金沢有松 921-8161 石川県金沢市有松３‐４‐１

ローソン　金沢駅西本町 920-0025 石川県金沢市駅西本町３‐６‐５

ローソン　小松白嶺町 923-0866 石川県小松市白嶺町１‐３‐１

ローソン　野々市粟田 921-8823 石川県野々市市粟田５‐３８４

ローソン　金沢問屋町一丁目 920-0061 石川県金沢市問屋町１‐１１５‐１

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　金沢駅金沢港口 920-0031 石川県金沢市広岡１‐９‐２５

ローソン　加賀西島 922-0334 石川県加賀市西島町チ１６‐１

ローソン　山中温泉口 922-0111 石川県加賀市山中温泉塚谷町イ２４３



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　金沢若宮町 920-0053 石川県金沢市若宮町ホ３０‐１

ローソン　金沢福久東 920-3123 石川県金沢市福久東１‐４６‐１

ローソン　津幡みずほ病院前 929-0346 石川県河北郡津幡町字潟端４５１‐１

ローソン　敦賀木崎 914-0814 福井県敦賀市木崎１２‐１１‐１

ローソン　越前妙法寺町 915-0844 福井県越前市妙法寺町４０１

ローソン　丸岡笹和田 910-0382 福井県坂井市丸岡町笹和田１‐６‐１

ローソン　丸岡南横地 910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地４‐５３

ローソン　坂井町下兵庫 919-0527 福井県坂井市坂井町下兵庫２２６‐５‐１

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　福井裁判所前 910-0004 福井県福井市宝永４‐３‐１４

ローソン　福井県済生会病院 918-8235 福井県福井市和田中町舟橋７‐１

ローソン　福井大安寺 910-3114 福井県福井市剣大谷町１‐２２

ローソン　鯖江有定町 916-0057 福井県鯖江市有定町２‐１‐１５

ローソン　松岡室 910-1135 福井県吉田郡永平寺町松岡室２４‐１‐１

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　福井高木中央一丁目 910-0804 福井県福井市高木中央１‐３０２

ローソン　福井大学病院オアシス 910-1104 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３‐３

ローソン　敦賀若葉町 914-0125 福井県敦賀市若葉町３‐１０６

ローソン　美浜河原市 919-1138 福井県三方郡美浜町河原市５２‐１‐１

ローソン　小浜府中 917-0023 福井県小浜市府中１５‐２６

ローソン　河口湖バイパス 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６８４１‐１

ローソン　甲斐大下条 400-0126 山梨県甲斐市大下条１０８９‐１

ローソン　富士吉田新倉 403-0011 山梨県富士吉田市新町２‐７‐５

ローソン　富士吉田下吉田 403-0009 山梨県富士吉田市富士見５‐６‐６

ローソン　山梨上神内川 405-0018 山梨県山梨市上神内川１２８８‐２‐１

ローソン　富士河口湖町役場前 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津１３９５‐１

ローソン　笛吹御坂成田 406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田９７１‐２

ローソン　南アルプス桃園北 400-0301 山梨県南アルプス市桃園３５９‐６

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　甲斐竜王バイパス 400-0118 山梨県甲斐市竜王１０４１‐２

ローソン　鳴沢 401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村３６１６‐１

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　都留赤坂 402-0005 山梨県都留市四日市場１５８‐１

ローソン　富士河口湖小立 401-0302 山梨県南都留郡富士河口湖町小立８００４‐５

ローソン　南アルプス荊沢 400-0422 山梨県南アルプス市荊沢４２０‐１

ローソン　小淵沢上笹尾 408-0041 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾２５３８‐７５

ローソン　河口湖船津登山道 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津７５８３‐１

ローソン　更埴埴生 387-0017 長野県千曲市大字中字中村２５２‐１

ローソン　小諸乙女 384-0004 長野県小諸市乙女９‐１２

ローソン　長野ＳＢＣ通 380-0802 長野県長野市上松１‐１４‐１２

ローソン　長野三輪六丁目 380-0803 長野県長野市三輪６‐１７‐１５

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　上田岩下 386-0153 長野県上田市岩下字岩谷堂１７７‐５

ローソン　小諸森山西 384-0085 長野県小諸市大字森山６０７‐１

ローソン　小諸御影 384-0808 長野県小諸市大字御影新田２４０４‐２

ローソン　佐久蓬田 384-2107 長野県佐久市蓬田２０９‐２

ローソン　軽井沢バイパス 389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字飛鳥２６７０‐８

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　北長野駅前 381-0044 長野県長野市中越２‐３４‐３８

ローソン　上田常磐城三丁目 386-0027 長野県上田市常磐城３‐１７１７‐３

ローソン　上田小島 386-1322 長野県上田市小島５７３‐２

ローソン　松本新村 390-1241 長野県松本市新村５２１

ローソン　諏訪豊田 392-0016 長野県諏訪市豊田１０７７

ローソン　伊那北 396-0023 長野県伊那市山寺１７６５‐１

ローソン　茅野米沢 391-0216 長野県茅野市米沢３０９４‐１

ローソン　茅野中沖 391-0000 長野県茅野市中沖６‐２

ローソン　茅野宮川 391-0013 長野県茅野市宮川字家下４４８５‐５

ローソン　飯田八幡町 395-0814 長野県飯田市八幡町２１５２‐８

ローソン　伊那赤木 399-4431 長野県伊那市西春近８５４３‐１

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　辰野樋口 399-0424 長野県上伊那郡辰野町大字赤羽５０９‐１

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　松本総合体育館前 390-0303 長野県松本市浅間温泉１‐１６‐４０

ローソン　岐南町三宅 501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅３‐２２

ローソン　多治見大畑町 507-0817 岐阜県多治見市大畑町大洞２‐１

ローソン　岐南町伏屋 501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋４‐１３６

ローソン　郡上白鳥 501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良９９１

ローソン　高山上岡本 506-0055 岐阜県高山市上岡本町８‐３５

ローソン　高山下岡本 506-0052 岐阜県高山市下岡本町１８７９

ローソン　各務原須衛 509-0108 岐阜県各務原市須衛町２‐６０‐１

ローソン　羽島小熊町 501-6264 岐阜県羽島市小熊町島２‐５

ローソン　高山三福寺 506-0807 岐阜県高山市三福寺町２１５‐１

ローソン　下呂小川 509-2203 岐阜県下呂市小川８６

ローソン　下呂宮地 509-2314 岐阜県下呂市宮地２５２１

ローソン　郡上大和町 501-4607 岐阜県郡上市大和町徳永１５３‐１

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　可児今渡大東 509-0207 岐阜県可児市今渡字大東１６１８‐７

ローソン　大垣東前 503-0835 岐阜県大垣市東前２‐４５‐２

ローソン　揖斐大野 501-0522 岐阜県揖斐郡大野町大字相羽１３６８



ローソン　揖斐川上南方 501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方６０２‐１

ローソン　大垣西インター 503-0981 岐阜県大垣市桧町４０７‐１

ローソン　岐阜早田栄町五丁目 502-0847 岐阜県岐阜市早田栄町５‐３７

ローソン　岐阜福富 501-2563 岐阜県岐阜市福富迎田３‐１

ローソン　池田本郷 503-2417 岐阜県揖斐郡池田町本郷字柳樋６４３‐１

ローソン　大垣本今町 503-0932 岐阜県大垣市本今町字神田４８２‐１

ローソン　Ｓモレラ岐阜 501-0413 岐阜県本巣市見延字糸貫川通１４１４‐２

ローソン　大垣墨俣下宿 503-0104 岐阜県大垣市墨俣町下宿７５４‐１

ローソン　菊川西方 439-0037 静岡県菊川市西方２５４５‐１

ローソン　浜松曳馬六丁目 430-0901 静岡県浜松市中区曳馬６‐１２‐９

ローソン　袋井国本 437-0012 静岡県袋井市国本１０６９

ローソン　菊川インター 439-0031 静岡県菊川市加茂１９８９‐１

ローソン　新浜松駅前 430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町２‐１

ローソン　浜松富塚 432-8002 静岡県浜松市中区富塚町２２０８

ローソン　浜松姫街道 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町２４２‐１

ローソン　浜松富塚北 432-8002 静岡県浜松市中区富塚町６４０

ローソン　菊川下平川 437-1514 静岡県菊川市下平川４６２５

ローソン　浜松志都呂二丁目 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂２‐１９‐２０

ローソン　浜松田町 430-0944 静岡県浜松市中区田町３２７‐２４

ローソン　浜松船越町 430-0913 静岡県浜松市中区船越町４０‐２９

ローソン　浜松西伊場町 432-8038 静岡県浜松市中区西伊場町２５６０‐８

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　伊東中央 414-0011 静岡県伊東市松川町６‐１６

ローソン　ＢｉＶｉ沼津 410-0801 静岡県沼津市大手町１‐１３‐９

ローソン　足柄サービスエリア上り 412-0023 静岡県御殿場市深沢字前野原１８０１‐１

ローソン　沼津西沢田 410-0007 静岡県沼津市西沢田西荒３００‐１

ローソン　清水町久米田 411-0911 静岡県駿東郡清水町久米田字小塚田５５‐３

ローソン　長泉南一色 411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色３０８‐１

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　沼津岡宮南 410-0011 静岡県沼津市岡宮字寺下５１１‐１

ローソン　清水町中徳倉 411-0916 静岡県駿東郡清水町中徳倉３５‐１

ローソン　沼津下香貫南 410-0822 静岡県沼津市下香貫字汐入２２０１

ローソン　小山町わさび平 410-1326 静岡県駿東郡小山町用沢１３８９‐１

ローソン　富士富士岡西 417-0841 静岡県富士市富士岡字上中道４６６‐１

ローソン　藤枝瀬戸新屋 426-0075 静岡県藤枝市瀬戸新屋１２１‐１

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　牧之原勝俣 421-0414 静岡県牧之原市勝俣１６７０‐３

ローソン　清水駅前 424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町２‐３５

ローソン　静岡曲金四丁目 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金４‐２‐６

ローソン　島田阪本 427-0111 静岡県島田市阪本１３８４‐３０

ローソン　焼津登呂田 425-0036 静岡県焼津市西小川３‐１‐５

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　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　藤枝田沼三丁目 426-0061 静岡県藤枝市田沼３‐８‐３

ローソン　吉田町神戸 421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸２２０１‐６

ローソン　静岡新伝馬二丁目 420-0944 静岡県静岡市葵区新伝馬２‐１１‐６

ローソン　清水梅が岡 424-0938 静岡県静岡市清水区梅が岡９‐２４

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　清水駒越北町 424-0906 静岡県静岡市清水区駒越北町５‐１

ローソン　静岡登呂一丁目 422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂１‐１８‐３０

ローソン　島田大津通 427-0056 静岡県島田市大津通６‐３

ローソン　ひばり草薙駅南口 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙１‐３‐１５グラソード草薙１Ｆ１０２

ローソン　名東社台 465-0092 愛知県名古屋市名東区社台３‐１１

ローソン　薬師通 457-0041 愛知県名古屋市南区薬師通２‐３０

ローソン　高岳駅南 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜２‐２‐１

ローソン　緑区鳴海町 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字小松山７９‐３

ローソン　名古屋競馬場前 455-0073 愛知県名古屋市港区川西通４‐５

ローソン　守山警察署北 463-0024 愛知県名古屋市守山区脇田町２０７

ローソン　本郷駅西 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社２‐２００

ローソン　南区平子一丁目 457-0001 愛知県名古屋市南区平子１‐３‐１１

ローソン　蟹江宝二丁目 497-0030 愛知県海部郡蟹江町宝２‐６０３‐２

ローソン　ＭＩＤＬＡＮＤ　ＳＴＡＴＩＯＮ 450-6290 愛知県名古屋市中村区名駅４‐７‐１　ミッドランドスクエアＢ１

ローソン　一宮千秋町加納馬場 491-0811 愛知県一宮市千秋町加納馬場字長福寺３６

ローソン　中川的場町 454-0862 愛知県名古屋市中川区的場町３‐５４

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　一宮インター北 491-0827 愛知県一宮市三ツ井３‐８‐６

ローソン　弥富五明 498-0014 愛知県弥富市五明町１５１９

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　一宮緑三丁目 491-0862 愛知県一宮市緑３‐１‐１

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　大治町三本木 490-1142 愛知県海部郡大治町大字三本木字前深田９２‐１

ローソン　中川戸田三丁目 454-0962 愛知県名古屋市中川区戸田３‐１５０４‐１

ローソン　清須押花 452-0014 愛知県清須市西枇杷島町押花４０

ローソン　木曽川高校西 494-0001 愛知県一宮市開明字乾土４７‐１

ローソン　西区城西町 452-0841 愛知県名古屋市西区城西町１５６

ローソン　愛西西保町 496-0911 愛知県愛西市西保町北川原２３‐１６

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　一宮大和町苅安賀 491-0934 愛知県一宮市大和町苅安賀字山王４５‐１

ローソン　一宮今伊勢町 491-0052 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字九反野３４



ローソン　愛西佐屋南 496-0901 愛知県愛西市佐屋町新田８０‐１

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　清須二ツ杁駅前 452-0065 愛知県清須市西枇杷島町芳野２‐３１‐１

ローソン　港区甚兵衛通 455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通３‐４‐４

ローソン　西区清里町 452-0801 愛知県名古屋市西区清里町３１４

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　飛島大宝 490-1438 愛知県海部郡飛島村大宝４‐１４９‐３

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　あま七宝遠島 497-0002 愛知県あま市七宝町遠島大切戸１４１８

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　豊橋大清水 441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町２２２

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　豊田竹町 473-0906 愛知県豊田市竹町北田９８‐１

ローソン　幸田船附 444-0104 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字竹下８３‐２

ローソン　豊田東梅坪 471-0071 愛知県豊田市東梅坪町８‐８‐２４

ローソン　岡崎滝団地 444-3173 愛知県岡崎市滝町字本部３３‐１

ローソン　岡崎美合 444-0802 愛知県岡崎市美合町字呑地７‐９

ローソン　豊川新桜町 442-0835 愛知県豊川市新桜町通１‐８‐１

ローソン　豊川古宿 442-0817 愛知県豊川市古宿町中通１１３‐４

ローソン　田原赤羽根中学校前 441-3502 愛知県田原市赤羽根町出口１２２‐１

ローソン　豊田上野 471-0015 愛知県豊田市上野町２‐２２

ローソン　豊田永覚新町 470-1206 愛知県豊田市永覚新町４‐１００‐２

ローソン　岡崎桑原町 444-2141 愛知県岡崎市桑原町字存西田２１‐１１

ローソン　豊田長興寺 471-0879 愛知県豊田市長興寺１０‐１３‐５

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　豊橋佐藤三丁目 440-0853 愛知県豊橋市佐藤３‐１５‐８

ローソン　東岡崎駅前 444-0861 愛知県岡崎市上明大寺町２‐１４‐８

ローソン　豊川伊奈町 441-0105 愛知県豊川市伊奈町北山新田１２

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　新安城駅前 446-0071 愛知県安城市今池町１‐２‐１

ローソン　知立弘法 472-0052 愛知県知立市弘法２‐３‐２

ローソン　安城今池町 446-0071 愛知県安城市今池町３‐５１４‐７

ローソン　刈谷寿 448-0856 愛知県刈谷市寿町３‐２２３

ローソン　豊田司町 471-0831 愛知県豊田市司町３‐３７‐１

ローソン　武豊インター西 470-2375 愛知県知多郡武豊町字原屋敷９１

ローソン　安城古井 446-0025 愛知県安城市古井町鍋屋町１‐２

ローソン　常滑金山 479-0867 愛知県常滑市北汐見坂２‐５

ローソン　加木屋辻ヶ花 477-0032 愛知県東海市加木屋町辻ケ花１６３‐２

ローソン　高浜呉竹町 444-1336 愛知県高浜市呉竹町６‐２‐３６

ローソン　武豊前田 470-2338 愛知県知多郡武豊町字前田４２‐７

ローソン　平地公園前 476-0002 愛知県東海市名和町前郷４‐１

ローソン　西尾永吉三丁目 445-0870 愛知県西尾市永吉３‐３７

ローソン　碧南春日 447-0888 愛知県碧南市春日町１‐８

ローソン　安城二本木町 446-0054 愛知県安城市二本木町西切替７０‐６

ローソン　西尾戸ケ崎 445-0075 愛知県西尾市戸ケ崎５‐２‐７

ローソン　安城根崎 444-1211 愛知県安城市根崎町南荒子６０‐２

ローソン　美浜北方 470-2403 愛知県知多郡美浜町北方２‐５

ローソン　一色港入口 444-0422 愛知県西尾市一色町味浜上長割１１

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　高浜神明町 444-1305 愛知県高浜市神明町２‐５‐１

ローソン　碧南入船町 447-0831 愛知県碧南市入船町３‐３

ローソン　安城桜井町 446-0000 愛知県安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業第４０街区５

ローソン　知立東上重原 472-0054 愛知県知立市東上重原６‐４１

ローソン　碧南浅間町 447-0865 愛知県碧南市浅間町２‐３７‐６０

ローソン　高浜論地町 444-1314 愛知県高浜市論地町３‐３‐６４

ローソン　安城ささめ町 446-0073 愛知県安城市篠目町溝川２５‐１

ローソン　安城和泉インター 444-1221 愛知県安城市和泉町大北４６‐１

ローソン　北名古屋沖村 481-0043 愛知県北名古屋市沖村沖浦１２５

ローソン　大口高橋 480-0131 愛知県丹羽郡大口町高橋２‐７２

ローソン　東野町一丁目 486-0817 愛知県春日井市東野町１‐１２‐７

ローソン　三好上ヶ池 470-0224 愛知県みよし市三好町上ヶ池３‐１２

ローソン　江南木賀町 483-8255 愛知県江南市木賀町定和４７‐１

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　小牧北外山地神 485-0000 愛知県小牧市大字北外山字地神３９９２‐１

ローソン　江南安良 483-8111 愛知県江南市安良町地蔵６

ローソン　鈴鹿算所町 513-0805 三重県鈴鹿市算所町字新開１２５８‐４

ローソン　亀山東御幸 519-0124 三重県亀山市東御幸町字実泥２９‐１

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　津伊倉津 514-0302 三重県津市雲出伊倉津町字下津６８４‐７

ローソン　四日市大矢知 510-8034 三重県四日市市大矢知町字大城３１２０‐１

ローソン　津中央北 514-0032 三重県津市中央１５‐６

ローソン　玉城町佐田 519-0414 三重県度会郡玉城町佐田字佐田山１７６８

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字西横田７８１‐１

ローソン　伊賀山出 518-0127 三重県伊賀市山出字上山田２０８８

ローソン　いなべ北勢町阿下喜 511-0428 三重県いなべ市北勢町阿下喜２２３‐１

ローソン　津港町 514-0014 三重県津市港町１７‐１３

ローソン　松阪立田町浜塚 515-0026 三重県松阪市立田町字浜塚２２２‐１

ローソン　志摩総合庁舎前 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方２０１１‐１

ローソン　鈴鹿高岡南 513-0014 三重県鈴鹿市高岡町字社田６１３‐１

ローソン　津城山 514-0815 三重県津市藤方字黒木３‐１



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　亀山川合 519-0103 三重県亀山市川合町字長妻１２１７‐１

ローソン　南伊勢五ケ所浦 516-0101 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦３９０９

ローソン　四日市日永西一丁目 510-0891 三重県四日市市日永西１‐１４‐１０

ローソン　名張梅が丘 518-0741 三重県名張市梅が丘南一番町２１３‐２

ローソン　四日市六名 512-1116 三重県四日市市六名町字中山５７７‐７

ローソン　彦根インター 522-0009 滋賀県彦根市外町字浄土１２４‐１

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　彦根松原東 522-0002 滋賀県彦根市松原町字石持１８６６‐１

ローソン　長浜神照 526-0015 滋賀県長浜市神照町４６９‐１

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　甲南野尻 520-3307 滋賀県甲賀市甲南町野尻字太田１０６‐１

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　栗東市綣五丁目 520-3031 滋賀県栗東市綣５‐５７８‐１

ローソン　草津矢橋町 525-0066 滋賀県草津市矢橋町１３９‐１

ローソン　守山荒見町 524-0016 滋賀県守山市荒見町２６９‐３

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　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　真野インター 520-0235 滋賀県大津市真野大野１‐５８‐２

ローソン　大鷺 606-0002 京都府京都市左京区岩倉中大鷺町８

ローソン　千本一条 602-8296 京都府京都市上京区千本通一条上ル北伊勢殿構町６８２‐１

ローソン　福知山東堀 620-0882 京都府福知山市字堀小字下路２０６４‐１

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

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　亀岡西町 621-0862 京都府亀岡市西町４１‐１

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　京丹後網野 629-3113 京都府京丹後市網野町小浜小字勝山１３８‐３

ローソン　宮津京街道 626-0027 京都府宮津市字京街道２１４

ローソン　福知山前田 620-0867 京都府福知山市字前田１８７８‐１７７

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　京都大将軍 603-8332 京都府京都市北区大将軍川端町５

ローソン　与謝野町加悦 629-2311 京都府与謝郡与謝野町字幾地小字中坪３２４‐１

ローソン　太秦青木ケ原町 616-8171 京都府京都市右京区太秦青木ケ原町１５

ローソン　コトチカ御池 604-8171 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６４

ローソン　千本丸太町 602-0067 京都府京都市上京区主税町１１３９

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　京都高雄 616-8263 京都府京都市右京区梅ケ畑畑ノ下町１８‐１

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　亀岡千代川 621-0052 京都府亀岡市千代川町千原２‐１２‐１

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　京都北郵便局前 603-8115 京都府京都市北区紫竹下本町３４

ローソン　洛西ニュータウン 610-1104 京都府京都市西京区大枝中山町３‐１０２

ローソン　梅津高辻 615-0903 京都府京都市右京区梅津堤下町６３‐２

ローソン　伏見久我の杜 612-8494 京都府京都市伏見区久我東町８‐６１

ローソン　梅津後藤町 615-0933 京都府京都市右京区梅津後藤町１‐３

ローソン　下鳥羽柳長 612-8489 京都府京都市伏見区下鳥羽西柳長町２０７

ローソン　京都境谷大橋 610-1143 京都府京都市西京区大原野東境谷町２‐４‐１

ローソン　新田辺駅前 610-0334 京都府京田辺市田辺中央１‐４‐３

ローソン　御陵原西 607-8424 京都府京都市山科区御陵原西町７‐１

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　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　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　山科大塚 607-8132 京都府京都市山科区大塚森町１１‐４

ローソン　八幡水珀 614-8053 京都府八幡市八幡水珀２７‐１

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　木津川州見台 619-0216 京都府木津川市州見台４‐１‐１１

ローソン　木津川山城 619-0204 京都府木津川市山城町上狛洞ケ谷２５‐１

ローソン　京田辺草内 610-0311 京都府京田辺市草内操毛１３‐６

ローソン　伏見向島鷹場町 612-8133 京都府京都市伏見区向島鷹場町１０４‐１

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　宇治徳洲会病院 611-0041 京都府宇治市槇島町石橋１４５

ローソン　山科西野 607-8346 京都府京都市山科区西野山階町２０

ローソン　堺北安井町 590-0062 大阪府堺市堺区北安井町２‐１２

ローソン　堺草尾南 599-8127 大阪府堺市東区草尾６１２‐１

ローソン　羽曳野島泉九丁目 583-0881 大阪府羽曳野市島泉９‐１８３‐１

ローソン　堺泉北深阪南 590-0103 大阪府堺市南区深阪南３１３‐１

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　堺八下北 591-8014 大阪府堺市北区八下北３‐４５

ローソン　堺三宝四丁 590-0906 大阪府堺市堺区三宝町４丁２７０‐５

ローソン　堺丈六 599-8122 大阪府堺市東区丈六８７‐１

ローソン　上宮太子校前 583-0995 大阪府南河内郡太子町大字太子９８５‐１

ローソン　富田林向陽台 584-0082 大阪府富田林市向陽台２‐１‐１２

ローソン　富田林錦織 584-0063 大阪府富田林市大字錦織２４０７‐１

ローソン　大阪狭山東茱萸木一丁目 589-0012 大阪府大阪狭山市東茱萸木１‐７７１‐１

ローソン　大阪はびきの医療センター 583-0872 大阪府羽曳野市はびきの３‐７‐１

ローソン　堺大仙西町 590-0821 大阪府堺市堺区大仙西町６丁１８４‐１

ローソン　長原駅西 547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原３‐１６‐１４

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　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　天王寺町北二丁目 545-0001 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２‐１４‐６



ローソン　照ケ丘矢田 546-0021 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田３‐１１‐２７

ローソン　内環瓜破 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破１‐１９‐３

ローソン　松原東新町 580-0024 大阪府松原市東新町４‐４‐１１

ローソン　八尾服部川 581-0865 大阪府八尾市服部川２‐９３

ローソン　松原南新町 580-0023 大阪府松原市南新町１‐３‐５

ローソン　羽曳野大黒 583-0847 大阪府羽曳野市大黒３１７‐１

ローソン　大東諸福五丁目 574-0044 大阪府大東市諸福５‐１３‐３３

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　八尾光南町二丁目 581-0007 大阪府八尾市光南町２‐２‐２９

ローソン　松原三宅西四丁目 580-0045 大阪府松原市三宅西４‐２３５‐１

ローソン　東大阪末広町 579-8055 大阪府東大阪市末広町２５‐１６

ローソン　内環緑一丁目 538-0054 大阪府大阪市鶴見区緑１‐１９‐１

ローソン　井高野二丁目 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野２‐８‐４１

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　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　御幸町二丁目 534-0012 大阪府大阪市都島区御幸町２‐２‐３２

ローソン　新喜多一丁目 536-0015 大阪府大阪市城東区新喜多１‐７‐２２

ローソン　都島東野田 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町１‐２０‐５

ローソン　鴫野東二丁目 536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東２‐１‐２０

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　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　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　鶴見二丁目 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見２‐４‐２３

ローソン　谷町三丁目西 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町３‐５‐５

ローソン　寺田町駅前 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道４‐８‐２５‐１０５

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　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　上本町七丁目東 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町７‐１‐２７

ローソン　大阪医療センター 540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂２‐１‐１４

ローソン　立売堀三丁目 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀３‐３‐５

ローソン　勝山三丁目 543-0043 大阪府大阪市天王寺区勝山３‐６‐２

ローソン　上町 540-0005 大阪府大阪市中央区上町Ｃ‐３

ローソン　博労町三丁目 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町３‐１‐３

ローソン　平野町二丁目 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２‐１‐２

ローソン　上町北 540-0005 大阪府大阪市中央区上町Ａ‐３

ローソン　ＯＳＬ　ｅｋｉｍｏなんば 542-0076 大阪府大阪市中央区難波１‐９‐７

ローソン　新北島一丁目南 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島１‐６‐１０

ローソン　ユニバーサル・シティウォーク大阪 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６‐２‐６１

ローソン　ホテル京阪ユニバーサルタワー 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６‐２‐４５

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　Ｓ　ＵＳＪ　ＤｅｃｋＯｆｆｉｃｅ 554-0031 大阪府大阪市此花区桜島２‐１‐３３

ローソン　泉大津北豊中町 595-0012 大阪府泉大津市北豊中町３‐９７９‐５

ローソン　関西国際空港 549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北１

ローソン　岸和田沼 596-0053 大阪府岸和田市沼町３１‐７

ローソン　貝塚王子西 597-0051 大阪府貝塚市王子９２４‐１

ローソン　大阪南医療センター 586-0008 大阪府河内長野市木戸東町２‐１

ローソン　貝塚脇浜 597-0073 大阪府貝塚市脇浜１‐１２‐１１

ローソン　貝塚海塚 597-0083 大阪府貝塚市海塚１‐２‐１６

ローソン　岸和田尾生町五丁目 596-0816 大阪府岸和田市尾生町５‐２‐３９

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　岸和田極楽寺町一丁目 596-0832 大阪府岸和田市極楽寺町１‐４‐１８

ローソン　江坂町四丁目 564-0063 大阪府吹田市江坂町４‐１７‐１

ローソン　豊中蛍池中町三丁目 560-0033 大阪府豊中市蛍池中町３‐４‐１２

ローソン　江坂公園前 564-0063 大阪府吹田市江坂町１‐１７‐８

ローソン　池田新町 563-0050 大阪府池田市新町３‐１７

ローソン　箕面外院三丁目 562-0026 大阪府箕面市外院３‐４‐３１

ローソン　吹田千里山東四丁目 565-0842 大阪府吹田市千里山東４‐６‐３

ローソン　茨木豊川一丁目 567-0057 大阪府茨木市豊川１‐１２‐６

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　箕面船場西二丁目 562-0036 大阪府箕面市船場西２‐３‐１５

ローソン　緑地駅ビル 561-0872 大阪府豊中市寺内２‐４‐１

ローソン　箕面小野原東三丁目 562-0031 大阪府箕面市小野原東３‐１３‐２７

ローソン　茨木春日一丁目 567-0031 大阪府茨木市春日１‐１６‐２０

ローソン　国立循環器病研究センター 564-0018 大阪府吹田市岸部新町６‐１　　国立循環器病研究センター２Ｆ

ローソン　ＨＤ　阪急本店１３階 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８‐７

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　阪急石橋 563-0032 大阪府池田市石橋２‐１８‐１

ローソン　ＨＡ　阪急十三 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東２‐１２‐１

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　新高槻城北 569-0071 大阪府高槻市城北町２‐３‐５

ローソン　天王 569-0088 大阪府高槻市天王町３３‐１１

ローソン　氷野 574-0062 大阪府大東市氷野３‐２‐１０

ローソン　高槻奈佐原二丁目 569-1041 大阪府高槻市奈佐原２‐１１‐２１

ローソン　寝屋川楠根北町 572-0845 大阪府寝屋川市楠根北町１‐１

ローソン　高槻別所中の町 569-1113 大阪府高槻市別所中の町１‐３

ローソン　摂津鳥飼中三丁目 566-0064 大阪府摂津市鳥飼中３‐６‐５３

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　高槻芝谷町 569-1025 大阪府高槻市芝谷町５５‐１

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　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　門真宮前町 571-0074 大阪府門真市宮前町１０‐１５



ローソン　交野私部西 576-0041 大阪府交野市私部西２‐１５‐３

ローソン　摂津一津屋一丁目 566-0043 大阪府摂津市一津屋１‐１４‐３

ローソン　門真幸福町 571-0066 大阪府門真市幸福町１７‐３

ローソン　ＯＭＭビル 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前１‐７‐３１Ｂ２Ｆ

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　ドラッグミック西天満四丁目 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４‐１０‐１４

ローソン　ドラッグミック江坂広芝町 564-0052 大阪府吹田市広芝町１１‐４１‐１

ローソン　ドラッグミック天神橋六丁目 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋６‐６‐６

ローソン　川西火打二丁目 666-0017 兵庫県川西市火打２‐２‐１５

ローソン　宝塚小林三丁目 665-0034 兵庫県宝塚市小林３‐６‐８

ローソン　ＪＲ尼崎駅前 660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通１‐６‐１８

ローソン　甲東園駅前 662-0822 兵庫県西宮市松籟荘１１‐１８

ローソン　川西加茂二丁目 666-0025 兵庫県川西市加茂２‐７‐１７

ローソン　阪急塚口駅前 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１‐１５‐９

ローソン　伊丹池尻 664-0027 兵庫県伊丹市池尻２‐３２‐１

ローソン　尼崎東園田五丁目 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町５‐５９‐１

ローソン　尼崎立花町一丁目 661-0025 兵庫県尼崎市立花町１‐２４‐３１

ローソン　尼崎南七松町一丁目 660-0053 兵庫県尼崎市南七松町１‐３‐１０

ローソン　伊丹昆陽北一丁目 664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北１‐６７

ローソン　川西矢問二丁目 666-0131 兵庫県川西市矢問２‐１７‐５２

ローソン　伊丹瑞ヶ丘四丁目 664-0017 兵庫県伊丹市瑞ケ丘４‐３５

ローソン　伊丹野間北二丁目 664-0875 兵庫県伊丹市野間北２‐２‐６

ローソン　川西小花一丁目 666-0015 兵庫県川西市小花１‐１１‐１５

ローソン　川西多田院西一丁目 666-0128 兵庫県川西市多田院西１‐３１６

ローソン　尼崎武庫之荘駅前 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘２‐２‐１２

ローソン　尼崎水堂町三丁目 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町３‐７‐１

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　伊丹緑ケ丘一丁目 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘１‐１０７‐２

ローソン　宝塚米谷二丁目 665-0831 兵庫県宝塚市米谷２‐４‐２４

ローソン　川西能勢口駅前 666-0033 兵庫県川西市栄町１６‐６

ローソン　尼崎西本町 660-0874 兵庫県尼崎市西本町７‐２７１‐３

ローソン　尼崎常松 661-0046 兵庫県尼崎市常松１‐４‐１６

ローソン　西宮鳴尾町二丁目 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町２‐２６‐２２

ローソン　Ｓ尼崎市役所 660-0051 兵庫県尼崎市東七松町１‐２３‐１

ローソン　加納町一丁目 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町１‐１‐３

ローソン　三田すずかけ台 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台２‐２‐４

ローソン　山の街 651-1243 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字門口７‐３

ローソン　ＭＫ神戸空港前ＳＳ 650-0045 兵庫県神戸市中央区港島８‐１１‐２

ローソン　西宮今津社前町 663-8229 兵庫県西宮市今津社前町３‐１８

ローソン　西宮高須町一丁目 663-8141 兵庫県西宮市高須町１‐６‐１１２

ローソン　北区鈴高前 651-1101 兵庫県神戸市北区山田町小部字南山２‐４７４

ローソン　西宮市立中央病院前 663-8013 兵庫県西宮市門前町１‐５

ローソン　神戸岡本坂 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１‐８‐２２

ローソン　神戸御影本町一丁目 658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町１‐２‐２２

ローソン　神戸魚崎南町五丁目 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町５‐７‐１７

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　西宮下山口五丁目 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口５‐１６‐１６

ローソン　三田大原 669-1515 兵庫県三田市大原６４３‐１

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

ローソン　神戸森南町一丁目 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町１‐１２‐８

ローソン　神戸魚崎北町三丁目 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町３‐３‐９

ローソン　神戸記田町四丁目 657-0034 兵庫県神戸市灘区記田町４‐１‐２４

ローソン　阪神御影駅北 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町１‐５‐９

ローソン　龍野東觜崎 679-4109 兵庫県たつの市神岡町東觜崎字丸町５５１‐１

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　姫路兼田 672-8001 兵庫県姫路市兼田字リコボ３６‐１

ローソン　相生市役所前 678-0052 兵庫県相生市大島町９３９‐３９

ローソン　姫路飾東豊国 671-0219 兵庫県姫路市飾東町豊国字村前２９３‐１

ローソン　太子矢田部 671-1522 兵庫県揖保郡太子町矢田部字書写田３８２‐３

ローソン　生野インター 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷字中筋２２５４

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　関西福祉大学前 678-0259 兵庫県赤穂市黒崎町１８６

ローソン　姫路豊沢町 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町６４

ローソン　姫路大津真砂 671-1134 兵庫県姫路市大津区真砂町５‐１

ローソン　姫路砥堀南 670-0802 兵庫県姫路市砥堀字三権上９６‐１

ローソン　神崎南インター 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋６６３‐１

ローソン　姫路車崎三丁目 670-0058 兵庫県姫路市車崎３‐２‐１０

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　姫路書写 671-2201 兵庫県姫路市書写２４８７‐２

ローソン　姫路白鳥台 671-2246 兵庫県姫路市打越５２３‐２

ローソン　姫路四郷町 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野８３５

ローソン　香美町和田 667-1367 兵庫県美方郡香美町村岡区和田２６９

ローソン　姫路大津新町 671-1135 兵庫県姫路市大津区新町１‐６０

ローソン　湯村温泉 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１０２９

ローソン　姫路下余部 671-1261 兵庫県姫路市余部区下余部字下川原３３９‐１

ローソン　太子町役場前 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤３８８

ローソン　姫路田寺 670-0086 兵庫県姫路市田寺３‐４６２‐１

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　姫路横関 671-2201 兵庫県姫路市書写１０１９‐３３

ローソン　姫路広畑小松町 671-1152 兵庫県姫路市広畑区小松町３‐４７‐１

ローソン　姫路飾西南口 671-2216 兵庫県姫路市飾西字前江４５０‐１



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　長田北町二丁目 653-0016 兵庫県神戸市長田区北町２‐１

ローソン　塚本通 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通７‐１‐２３

ローソン　衣掛町 654-0048 兵庫県神戸市須磨区衣掛町５‐２

ローソン　北淡町育波 656-1602 兵庫県淡路市育波４０６‐２

ローソン　兵庫中道通一丁目 652-0801 兵庫県神戸市兵庫区中道通１‐３‐１

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　神戸総合運動公園 654-0163 兵庫県神戸市須磨区緑台３２５１‐８

ローソン　ＪＲ新長田駅南 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町３‐２‐１５‐１０３

ローソン　垂水駅前 655-0027 兵庫県神戸市垂水区神田町４‐１０

ローソン　神戸御崎町一丁目 652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町１‐２‐１

ローソン　ローソン＋フレンズ学園南 655-0001 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山８６８‐３３

ローソン　垂水駅前東 655-0027 兵庫県神戸市垂水区神田町３‐２３

ローソン　西脇野村 677-0054 兵庫県西脇市野村町１４０１‐３２

ローソン　高砂緑丘一丁目 676-0019 兵庫県高砂市緑丘１‐８‐４２

ローソン　高砂中島三丁目 676-0001 兵庫県高砂市中島３‐４０６‐１８３

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　稲美六分一西 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一字蒲ノ上１１７８‐２４

ローソン　明石大久保ゆりのき通 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通２‐２‐３

ローソン　篠山インター 669-2204 兵庫県丹波篠山市杉１６６

ローソン　加古川平岡町新在家 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０‐１

ローソン　高砂松波 676-0023 兵庫県高砂市高砂町松波町４４０‐２

ローソン　西神吉町岸 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸字川原田１５２‐５

ローソン　篠山東岡屋 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋６７８

ローソン　姫路的形町 671-0111 兵庫県姫路市的形町的形字新道１３６９‐３

ローソン　三木青山 673-0521 兵庫県三木市志染町青山３‐１４‐１

ローソン　加東厚利 673-1338 兵庫県加東市厚利１０４‐１０

ローソン　明石二見 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１６３１‐１

ローソン　加古川長砂西 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１００７‐１

ローソン　高砂小松原 676-0011 兵庫県高砂市荒井町小松原４‐１０００

ローソン　播磨南大中 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中３‐１‐３４

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　阪急伊丹 664-0858 兵庫県伊丹市西台１‐１‐１

ローソン　ＨＡ　阪急塚口 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町１‐１

ローソン　ＨＡ　阪神甲子園東口 663-8177 兵庫県西宮市甲子園七番町１‐２７

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　ニシイチドラッグ伊丹鈴原 664-0882 兵庫県伊丹市鈴原町８‐６８

ローソン　ゴダイ神戸大田町二丁目 654-0024 兵庫県神戸市須磨区大田町２‐２‐５

ローソン　橿原土橋 634-0844 奈良県橿原市土橋町１８５‐１

ローソン　大安寺 630-8141 奈良県奈良市南京終町２‐１２０１‐２０

ローソン　坊城駅前 634-0835 奈良県橿原市東坊城町５１６‐２

ローソン　大和郡山丹後庄町 639-1122 奈良県大和郡山市丹後庄町１６６‐４

ローソン　奈良押熊町 631-0011 奈良県奈良市押熊町１０６１‐４

ローソン　奈良四条大路一丁目 630-8014 奈良県奈良市四条大路１‐１‐２６

ローソン　橿原雲梯町 634-0834 奈良県橿原市雲梯町１１７‐１

ローソン　桜井大泉西 633-0076 奈良県桜井市大字大泉１８５‐７

ローソン　奈良大安寺三丁目 630-8133 奈良県奈良市大安寺３‐４‐１

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　奈良赤膚町 630-8035 奈良県奈良市赤膚町１１４３‐１７

ローソン　橿原御坊町 634-0062 奈良県橿原市御坊町１４０‐１

ローソン　葛城北花内 639-2113 奈良県葛城市北花内５２５‐１

ローソン　大和郡山小南町 639-1023 奈良県大和郡山市小南町４２８‐１

ローソン　富雄駅北 631-0076 奈良県奈良市富雄北１‐３‐３

ローソン　天理中町南 632-0097 奈良県天理市中町１０６‐１

ローソン　奈良三条大路 630-8013 奈良県奈良市三条大路２‐３‐２６

ローソン　橿原木原 634-0004 奈良県橿原市木原町２１７‐１

ローソン　王寺本町二丁目 636-0012 奈良県北葛城郡王寺町本町２‐３６‐３

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　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　岩出根来 649-6202 和歌山県岩出市根来１８９‐１

ローソン　和歌山磯ノ浦 640-0114 和歌山県和歌山市磯の浦市ノ坪１３０‐１

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　御幸辻 648-0096 和歌山県橋本市御幸辻１６１‐１

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　和歌山大谷東 640-8472 和歌山県和歌山市大谷字藤原田１０５‐１

ローソン　和歌山山口谷 649-6305 和歌山県和歌山市谷３２‐１

ローソン　紀の川古和田 649-6432 和歌山県紀の川市古和田字下田楽４９３

ローソン　和歌山吹屋町 640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町５‐４０‐１

ローソン　和歌山鈴丸 640-8371 和歌山県和歌山市新八百屋丁５

ローソン　和歌山太田一丁目 640-8323 和歌山県和歌山市太田１‐４‐１８

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　かつらぎ町笠田中 649-7162 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田中４８６‐１

ローソン　勝浦町朝日 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字朝日２‐１５８

ローソン　田辺たきない町 646-0015 和歌山県田辺市たきない町１９‐１２

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　田辺会津小学校前 646-0005 和歌山県田辺市秋津町１６１‐２

ローソン　新宮駅前 647-0020 和歌山県新宮市徐福１‐６９６２‐３

ローソン　有田川町庄 643-0811 和歌山県有田郡有田川町庄３２７‐１

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　新宮港前 647-0071 和歌山県新宮市佐野３‐２０９０‐４７

ローソン　鳥取駅南 680-0846 鳥取県鳥取市扇町７１

ローソン　米子糀町 683-0054 鳥取県米子市糀町２‐１５７

ローソン　米子皆生温泉 683-0001 鳥取県米子市皆生温泉４‐３‐１

ローソン　西伯法勝寺 683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺字才ノ木２３０‐２

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　湯梨浜長和田 689-0732 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字長和田字井尻１４８７‐１

ローソン　倉吉広瀬 682-0866 鳥取県倉吉市広瀬町１７３３‐１

ローソン　米子米原入口 683-0804 鳥取県米子市米原４‐５‐６４

ローソン　境港市役所前 684-0033 鳥取県境港市上道町３２８６

ローソン　鳥取津ノ井 689-1105 鳥取県鳥取市東大路字長峰２４０‐１

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　米子観音寺新町 683-0009 鳥取県米子市観音寺新町１‐１５‐７

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　米子大谷町 683-0045 鳥取県米子市大谷町７６‐５

ローソン　米子旗ヶ崎八丁目 683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎８‐３８８‐５

ローソン　淀江町佐陀 689-3425 鳥取県米子市淀江町佐陀字山根谷１２４８

ローソン　米子永江団地入口 683-0011 鳥取県米子市福市字鶴田１７１８‐２

ローソン　ローソン・ポプラ八頭西御門 680-0441 鳥取県八頭郡八頭町西御門２６３‐１

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　三刀屋 690-2403 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１７０２‐２

ローソン　斐川荒神谷入口 699-0631 島根県出雲市斐川町直江５０９２‐３

ローソン　松江上乃木二丁目 690-0015 島根県松江市上乃木２‐２７‐１７

ローソン　安来南城谷町 692-0011 島根県安来市安来町字八幡５９８‐１

ローソン　ローソン・ポプラ松江玉湯 699-0202 島根県松江市玉湯町湯町７８３‐１

ローソン　松江学園南 690-0826 島根県松江市学園南１‐２２‐９

ローソン　出雲大津新崎 693-0012 島根県出雲市大津新崎町７‐９‐１

ローソン　出雲下古志 693-0032 島根県出雲市下古志町６８６‐１

ローソン　島根大田町 694-0064 島根県大田市大田町大田字南代イ７６‐３

ローソン　出雲荒茅 693-0044 島根県出雲市荒茅町３３３４‐２

ローソン　益田中吉田 698-0042 島根県益田市中吉田町３４４‐１

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　出雲江田 693-0056 島根県出雲市江田町８７‐１

ローソン　江津桜江町 699-4111 島根県江津市桜江町谷住郷２６１１‐１８

ローソン　ローソン・ポプラ出雲医大南町 693-0027 島根県出雲市医大南町１‐２８‐１

ローソン　ローソン・ポプラ川本因原 696-0003 島根県邑智郡川本町因原５０８‐２

ローソン　ローソン・ポプラ益田乙吉 698-0003 島根県益田市乙吉町イ７７‐１１

ローソン　岡山福田 702-8021 岡山県岡山市南区福田２２９‐３

ローソン　備前吉永町 709-0224 岡山県備前市吉永町吉永中３５８‐１

ローソン　和気町 709-0442 岡山県和気郡和気町福富４２４‐１

ローソン　備前木谷 705-0035 岡山県備前市木谷２６７‐１

ローソン　美作作東 709-4236 岡山県美作市川北字寺ノ下７９１

ローソン　岡山倉富 703-8264 岡山県岡山市中区倉富字五割２２７‐１２

ローソン　岡山神崎町 704-8138 岡山県岡山市東区神崎町８９‐１

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　岡大病院 700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町２‐５‐１

ローソン　岡山藤原西町 703-8244 岡山県岡山市中区藤原西町２‐７‐４５

ローソン　美作福本 701-2604 岡山県美作市福本６１１‐１

ローソン　岡山新保 700-0945 岡山県岡山市南区新保１１６６

ローソン　岡山野田西 700-0971 岡山県岡山市北区野田３‐８‐１７

ローソン　赤磐桜が丘東 709-0721 岡山県赤磐市桜が丘東５‐５‐２９７

ローソン　岡山高柳西町 700-0035 岡山県岡山市北区高柳西町１７‐４２

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　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　奈義町高円 708-1307 岡山県勝田郡奈義町高円１８７８‐１

ローソン　岡山長利 703-8223 岡山県岡山市中区長利２４５‐２

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　岡山厚生町一丁目 700-0985 岡山県岡山市北区厚生町１‐８‐１０

ローソン　倉敷沖 710-0836 岡山県倉敷市沖６５‐１

ローソン　矢掛本陣 714-1202 岡山県小田郡矢掛町小林１８４‐２

ローソン　新見正田 718-0013 岡山県新見市正田９４‐１

ローソン　倉敷広江五丁目 712-8043 岡山県倉敷市広江５‐７‐３５

ローソン　井原駅前通 715-0019 岡山県井原市井原町９５‐３

ローソン　倉敷北畝二丁目 712-8032 岡山県倉敷市北畝２‐２‐７

ローソン　真庭市役所前 719-3201 岡山県真庭市久世字花蔵２９３９‐２

ローソン　玉野八浜町 706-0222 岡山県玉野市八浜町見石７１９

ローソン　里庄町里見 719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見３５１９‐１

ローソン　玉島大橋西 713-8123 岡山県倉敷市玉島柏島５０２５‐１

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　倉敷東富井 710-0847 岡山県倉敷市東富井１０２８‐１

ローソン　広島井口五丁目 733-0842 広島県広島市西区井口５‐２０‐１４

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　広島光町 732-0052 広島県広島市東区光町１‐１１‐１３

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　呉中央五丁目 737-0051 広島県呉市中央５‐１１‐１４

ローソン　広島庚午北一丁目 733-0821 広島県広島市西区庚午北１‐２５‐２５

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　廿日市梅原 739-0442 広島県廿日市市梅原１‐５‐３４

ローソン　広島沼田町伴 731-3161 広島県広島市安佐南区伴東５‐２０‐４２

ローソン　広島草津東一丁目 733-0861 広島県広島市西区草津東１‐１‐３６



ローソン　広島中島町 730-0811 広島県広島市中区中島町８‐２９

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　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　呉阿賀北七丁目 737-0001 広島県呉市阿賀北７‐１‐６

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　沼田スマートインター 731-3164 広島県広島市安佐南区伴東５‐２６‐１

ローソン　呉天応大浜四丁目 737-0875 広島県呉市天応大浜４‐１‐３

ローソン　フレスタ藤の木 731-5103 広島県広島市佐伯区藤の木４‐６‐２０

ローソン　広島中野七丁目 739-0321 広島県広島市安芸区中野７‐２３‐９

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　広島舟入本町 730-0843 広島県広島市中区舟入本町１４‐１９

ローソン　廿日市物見東 739-0426 広島県廿日市市物見東１‐１‐３０

ローソン　広島草津南駅前 733-0863 広島県広島市西区草津南４‐６‐１６

ローソン　呉焼山中央 737-0935 広島県呉市焼山中央２‐７‐８

ローソン　向島川尻 722-0073 広島県尾道市向島町字中宇根６０４５‐２

ローソン　神辺十三軒屋 720-2104 広島県福山市神辺町十三軒屋２０‐１

ローソン　神辺上御領 720-2111 広島県福山市神辺町上御領１４２８‐１

ローソン　尾道古浜 722-0002 広島県尾道市古浜町９‐１４

ローソン　因島重井 722-2102 広島県尾道市因島重井町２２８４

ローソン　尾道新高山 722-0055 広島県尾道市新高山３‐１１７０‐１０９

ローソン　福山箕沖町 721-0956 広島県福山市箕沖町３０‐１

ローソン　福山平成台 721-0943 広島県福山市平成台１‐１０

ローソン　因島中庄 722-2211 広島県尾道市因島中庄町３６９０‐１

ローソン　福山港町 721-0964 広島県福山市港町２‐１１‐１４

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　福山引野町一丁目 721-0942 広島県福山市引野町１‐１４‐２０

ローソン　三次東酒屋町 728-0023 広島県三次市東酒屋町３８５

ローソン　東広島市役所南 739-0014 広島県東広島市西条昭和町１２‐１

ローソン　福山春日町七丁目 721-0907 広島県福山市春日町７‐３‐３１

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　三次三良坂町 729-4304 広島県三次市三良坂町三良坂２２９２

ローソン　世羅バイパス 722-1111 広島県世羅郡世羅町寺町１５２５‐１

ローソン　福山新涯町三丁目 721-0955 広島県福山市新涯町３‐１‐３１

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　玖珂インター 742-0344 山口県岩国市玖珂町４７１１‐２

ローソン　防府牟礼今宿一丁目 747-0012 山口県防府市牟礼今宿１‐１６‐３８

ローソン　美祢大嶺町曽根 759-2212 山口県美祢市大嶺町東分１１９８‐２

ローソン　小郡インター 754-0001 山口県山口市小郡みらい町１‐１‐１５

ローソン　下松望町一丁目 744-0072 山口県下松市望町１‐１３１‐１

ローソン　防府新大橋 747-1232 山口県防府市大字台道字森ノ下４８３７‐１

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　山口平井中上 753-0831 山口県山口市平井中上２３０

ローソン　岩国周東下久原 742-0417 山口県岩国市周東町下久原１６５３‐５

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　新南陽中央町 746-0016 山口県周南市中央町１‐２３

ローソン　田布施波野 742-1502 山口県熊毛郡田布施町大字波野字原河内３３７‐４

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　防府桑山二丁目 747-0808 山口県防府市桑山２‐１４‐２３

ローソン　厚狭駅前 757-0001 山口県山陽小野田市大字厚狭２２‐４

ローソン　宇部幸町 755-0012 山口県宇部市幸町７‐２１

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　山口大市町 753-0033 山口県山口市大市町１‐１

ローソン　山口大学工学部前 755-0039 山口県宇部市東梶返１‐１０‐１

ローソン　山口大内矢田南四丁目 753-0222 山口県山口市大内矢田南４‐８‐１１

ローソン　山口大内小野 753-0214 山口県山口市大内御堀２９７７‐４

ローソン　山口大学病院 755-0046 山口県宇部市南小串１‐１‐１

ローソン　山口大内氷上二丁目 753-0231 山口県山口市大内氷上２‐１‐３０

ローソン　山陽小野田東高泊 756-0088 山口県山陽小野田市大字東高泊１３９２‐５

ローソン　山口駅通り二丁目 753-0048 山口県山口市駅通り２‐４‐１７

ローソン　山口陶 754-0891 山口県山口市陶４９３２‐７

ローソン　下関秋根本町 751-0875 山口県下関市秋根本町１‐１‐１

ローソン　下関形山 751-0883 山口県下関市大字田倉８３２

ローソン　下関宝町 751-0822 山口県下関市宝町１‐３９

ローソン　下関武久町一丁目 751-0833 山口県下関市武久町１‐３‐７

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　松茂中喜来 771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来字前原東三番越２‐１

ローソン　三好三加茂 779-4701 徳島県三好郡東みよし町加茂１７８３

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　東みよし町昼間 771-2501 徳島県三好郡東みよし町昼間字大畑９１８‐１

ローソン　日和佐寺前 779-2305 徳島県海部郡美波町奥河内字寺前１６‐１

ローソン　小松島赤石 773-0021 徳島県小松島市赤石町４‐８３

ローソン　阿波病院前 771-1701 徳島県阿波市阿波町平川原南１‐１

ローソン　徳島八万町下福万 770-8074 徳島県徳島市八万町下福万８２‐４

ローソン　徳島沖浜二丁目 770-8052 徳島県徳島市沖浜２‐１０‐１

ローソン　阿南宝田 774-0045 徳島県阿南市宝田町今市イシン坊１０‐４

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　阿南下大野町 774-0047 徳島県阿南市下大野町渡り上り５２２‐２

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　徳島中昭和町三丁目 770-0943 徳島県徳島市中昭和町３‐１５‐４

ローソン　美馬脇町別所 779-3620 徳島県美馬市脇町別所３４６１

ローソン　美摩病院前 776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島字大北４４０‐１

ローソン　徳島南昭和町一丁目 770-0944 徳島県徳島市南昭和町１‐１８‐２

ローソン　阿南税務署前 774-0030 徳島県阿南市富岡町滝の下１２‐１

ローソン　徳島北佐古一番町 770-0011 徳島県徳島市北佐古一番町７‐２３

ローソン　徳島平石流通団地 771-0135 徳島県徳島市川内町平石若松１３

ローソン　小松島南バイパス 773-0013 徳島県小松島市前原町字東３４

ローソン　丸亀郡家町 763-0093 香川県丸亀市郡家町字地頭７２６‐３

ローソン　丸亀原田町 763-0074 香川県丸亀市原田町字東三分一２２６２‐６

ローソン　豊浜町 769-1602 香川県観音寺市豊浜町和田浜字高須賀１５１２‐２

ローソン　高瀬町上高瀬 767-0001 香川県三豊市高瀬町上高瀬字川下１３３‐１

ローソン　綾川町陶 761-2103 香川県綾歌郡綾川町陶２７５５‐１

ローソン　三豊山本町 768-0103 香川県三豊市山本町財田西字鹿ノ谷１４６１‐７

ローソン　宇多津新開 769-0223 香川県綾歌郡宇多津町２４１０‐１

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　観音寺植田町 768-0011 香川県観音寺市出作町１０７４‐１

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　高松城東町二丁目 760-0036 香川県高松市城東町２‐３‐１

ローソン　善通寺生野町 765-0053 香川県善通寺市生野町２１２０‐１

ローソン　東かがわ土居 769-2516 香川県東かがわ市土居３６

ローソン　丸亀飯山町東小川 762-0085 香川県丸亀市飯山町東小川１２４３‐１

ローソン　松山東石井六丁目 790-0932 愛媛県松山市東石井６‐１６‐３３

ローソン　松山石手一丁目 791-0101 愛媛県松山市溝辺町甲２７８‐３

ローソン　宇和島弁天町 798-0006 愛媛県宇和島市弁天町１‐１０２‐１

ローソン　松山白水台 791-0113 愛媛県松山市白水台４‐１３‐４

ローソン　長浜晴海 799-3412 愛媛県大洲市長浜町晴海１‐３４

ローソン　松山椿神社前 790-0934 愛媛県松山市居相４‐１８‐１８

ローソン　松山天山一丁目 790-0951 愛媛県松山市天山１‐１１‐１５

ローソン　長浜仁久 799-3403 愛媛県大洲市長浜町仁久甲１９‐６

ローソン　松山平井町 791-0243 愛媛県松山市平井町２２６６‐１

ローソン　大洲東大洲 795-0064 愛媛県大洲市東大洲８２‐２

ローソン　八幡浜保内町宮内 796-0202 愛媛県八幡浜市保内町宮内２‐８４‐１

ローソン　伊予尾崎天神 799-3127 愛媛県伊予市尾崎字天神下２６‐７

ローソン　西予宇和町下松葉 797-0018 愛媛県西予市宇和町下松葉４５３‐１

ローソン　大洲松ケ花 795-0071 愛媛県大洲市新谷乙４６５

ローソン　松山居相一丁目 790-0934 愛媛県松山市居相１‐９８‐２

ローソン　宇和島錦町 798-0034 愛媛県宇和島市錦町３‐１９

ローソン　松前南黒田 791-3101 愛媛県伊予郡松前町大字南黒田４１２‐１

ローソン　砥部大南 791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南３８

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　松山垣生 791-8043 愛媛県松山市東垣生町４０１‐１

ローソン　今治松木 799-1513 愛媛県今治市松木３４‐１

ローソン　松山南江戸 790-0062 愛媛県松山市南江戸３‐１‐２０

ローソン　四国中央下柏町 799-0411 愛媛県四国中央市下柏町字高田７０４

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　四国中央金生町下分 799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分字田中１０６６‐１

ローソン　西条氷見小松 793-0072 愛媛県西条市氷見乙１９８３‐１

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　四国中央三島病院前 799-0422 愛媛県四国中央市中之庄町浜之前１６８４‐４

ローソン　松山南吉田町 791-8042 愛媛県松山市南吉田町１７６０‐１

ローソン　西条新町 793-0030 愛媛県西条市大町字新町１７６１‐２

ローソン　今治共栄町五丁目 794-0024 愛媛県今治市共栄町５‐２‐１

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　四国中央中曽根町溝又 799-0413 愛媛県四国中央市中曽根町字溝又１５６３

ローソン　今治北日吉町 794-0054 愛媛県今治市北日吉町２‐５‐４５

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　新居浜西バスターミナル 792-0003 愛媛県新居浜市新田町２‐２‐２０

ローソン　伊野駅前 781-2105 高知県吾川郡いの町新町２７‐１

ローソン　高知南川添 781-0082 高知県高知市南川添８‐１５

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　宿毛バイパス 788-0000 高知県宿毛市駅東町２‐１１４

ローソン　春野芳原 781-0311 高知県高知市春野町芳原８１６‐１

ローソン　高知高須 781-8104 高知県高知市高須２‐１９‐２０

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　南国市明見 783-0007 高知県南国市明見五台山分８０５‐１

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　高知北本町四丁目 780-0056 高知県高知市北本町４‐４‐３５

ローソン　高知競馬場前 781-0270 高知県高知市長浜２３１９‐１

ローソン　高知福井東 780-0967 高知県高知市福井東町３２‐７

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　土佐清水三崎浦 787-0451 高知県土佐清水市三崎浦３‐２‐３０

ローソン　安芸伊尾木東 784-0045 高知県安芸市伊尾木２１１

ローソン　高知潮新町二丁目 781-8008 高知県高知市潮新町２‐１７‐２６

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　高知六泉寺町 780-8023 高知県高知市六泉寺町１４‐１７

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　安芸庄之芝町 784-0022 高知県安芸市庄之芝町３６３‐５

ローソン　黒潮町佐賀 789-1720 高知県幡多郡黒潮町佐賀１４４３‐１



ローソン　宿毛平田町 788-0783 高知県宿毛市平田町戸内１７２８‐１

ローソン　中土佐町久礼 789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼２０３４‐１

ローソン　香北町美良布 781-4212 高知県香美市香北町美良布１２０９‐１

ローソン　いの天王公園前 781-2121 高知県吾川郡いの町池ノ内３９３‐１

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　土佐清水清水ヶ丘 787-0330 高知県土佐清水市清水ヶ丘７‐５

ローソン　小倉富士見二丁目 802-0801 福岡県北九州市小倉南区富士見２‐１４‐１１

ローソン　田川後藤寺 826-0023 福岡県田川市上本町９‐３３

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　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　行橋辻垣 824-0028 福岡県行橋市大字辻垣字下河原１５３

ローソン　小倉宇佐町 802-0016 福岡県北九州市小倉北区宇佐町２‐９‐２３

ローソン　田川川宮 826-0042 福岡県田川市大字川宮７１０‐２９

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　門司小森江 800-0006 福岡県北九州市門司区矢筈町２‐１

ローソン　田川糒 825-0005 福岡県田川市大字糒１８‐１

ローソン　小倉末広二丁目 802-0012 福岡県北九州市小倉北区末広２‐３‐２

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　豊前久松 828-0024 福岡県豊前市久松１１９‐１

ローソン　川崎池尻 827-0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻４５２‐１

ローソン　小倉沼本町一丁目 800-0208 福岡県北九州市小倉南区沼本町１‐１４‐２

ローソン　小倉江南町西 802-0083 福岡県北九州市小倉北区江南町４‐１６

ローソン　小倉徳力 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力２‐４‐１

ローソン　小倉石田町 802-0838 福岡県北九州市小倉南区石田町１‐１０

ローソン　門司東新町 800-0055 福岡県北九州市門司区東新町２‐１０‐３

ローソン　小倉熊本二丁目 802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本２‐６‐１９

ローソン　小倉霧ケ丘三丁目 802-0052 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３‐１３‐１９

ローソン　小倉鋳物師町 803-0821 福岡県北九州市小倉北区鋳物師町８‐１

ローソン　西鉄福岡天神駅南口 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２‐２‐６７

ローソン　志免南里 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里３‐５‐４６

ローソン　古賀舞の里 811-3211 福岡県福津市有弥の里２‐１０‐３

ローソン　下原一丁目 813-0002 福岡県福岡市東区下原１‐１７‐１９

ローソン　甘木神田町 838-0068 福岡県朝倉市甘木２２５６‐２

ローソン　新宮美咲三丁目 811-0121 福岡県糟屋郡新宮町美咲３‐１１‐５

ローソン　粕屋口ノ坪 811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字口ノ坪２５３８‐１

ローソン　福岡香椎駅前 813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前１‐１５‐９

ローソン　空港北ユニバ通り 811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府２‐２１‐１

ローソン　嘉麻山田 821-0012 福岡県嘉麻市上山田１２０４

ローソン　久山久原堀田 811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原１８９８‐１

ローソン　大野城乙金三丁目 816-0902 福岡県大野城市乙金３‐１４‐９６　３５街区７号

ローソン　福岡南庄五丁目 814-0031 福岡県福岡市早良区南庄５‐１０‐３２

ローソン　志免田富三丁目 811-2204 福岡県糟屋郡志免町田富３‐５‐１３

ローソン　博多 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２‐６‐１２

ローソン　福岡松崎三丁目 813-0035 福岡県福岡市東区松崎３‐１‐５

ローソン　新大牟田駅前 837-0910 福岡県大牟田市岩本新町１‐５‐９

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　八女稲富 834-0047 福岡県八女市稲富字内ノ坪２１５‐１

ローソン　筑後山ノ井 833-0031 福岡県筑後市山ノ井６９７‐１

ローソン　大牟田唐船 836-0003 福岡県大牟田市大字唐船１９８‐１

ローソン　西鉄バス浮羽発着所 839-1401 福岡県うきは市浮羽町朝田字浦田６３７‐１

ローソン　大木侍島 830-0412 福岡県三潴郡大木町大字侍島１０３２‐１

ローソン　福岡薬院伊福町 810-0025 福岡県福岡市中央区薬院伊福町１０

ローソン　福岡大橋駅前 815-0033 福岡県福岡市南区大橋１‐２‐８

ローソン　福岡百道浜 814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜１‐３‐７０

ローソン　愛宕二丁目 819-0015 福岡県福岡市西区愛宕２‐１６‐１６

ローソン　地行三丁目 810-0064 福岡県福岡市中央区地行３‐２９‐１６

ローソン　六本松 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松２‐１０‐１

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　南庄二丁目 814-0031 福岡県福岡市早良区南庄２‐１２‐２

ローソン　前原池田 819-1107 福岡県糸島市波多江駅北４‐５‐１５

ローソン　片縄二丁目 811-1201 福岡県那珂川市片縄２‐３

ローソン　内浜一丁目 819-0005 福岡県福岡市西区内浜１‐１３‐１７

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　福岡天神四丁目 810-0001 福岡県福岡市中央区天神４‐４‐１８

ローソン　福岡神松寺二丁目 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺２‐２０‐１２

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　糸島警察署前 819-1116 福岡県糸島市前原中央１‐６‐１０

ローソン　春日須玖 816-0864 福岡県春日市須玖北１‐６０‐１

ローソン　福岡清川二丁目 810-0005 福岡県福岡市中央区清川２‐４‐６

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　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　春日桜ヶ丘六丁目 816-0872 福岡県春日市桜ヶ丘６‐７７‐１

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　福岡原団地 814-0022 福岡県福岡市早良区原４‐８‐４５

ローソン　水巻梅ノ木 807-0006 福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地４１‐３

ローソン　八幡山王一丁目 805-0017 福岡県北九州市八幡東区山王１‐１３‐５

ローソン　宗像日の里五丁目 811-3425 福岡県宗像市日の里５‐９‐１２

ローソン　八幡船越一丁目 807-1111 福岡県北九州市八幡西区船越１‐３‐２

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　飯塚楽市 820-0074 福岡県飯塚市楽市字大木３１０‐３



ローソン　飯塚有井 820-0112 福岡県飯塚市有井３５４‐５

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　飯塚病院 820-0018 福岡県飯塚市芳雄町３‐８３

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　北九州テクノパーク 804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町４‐１

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　八幡竹末二丁目 806-0045 福岡県北九州市八幡西区竹末２‐３‐１

ローソン　若松警察署前 808-0066 福岡県北九州市若松区くきのうみ中央１‐３１

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　八幡枝光二丁目 805-0002 福岡県北九州市八幡東区枝光２‐３‐２

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　嘉麻山野 820-0202 福岡県嘉麻市山野６３４‐３

ローソン　やはたのぶ 807-1262 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東２‐６‐１５

ローソン　八幡里中三丁目 807-0846 福岡県北九州市八幡西区里中３‐１‐７

ローソン　戸畑一枝四丁目 804-0021 福岡県北九州市戸畑区一枝４‐７‐２９

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　若松桜町 808-0026 福岡県北九州市若松区桜町１７

ローソン　賀茂 814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂３‐１５‐１５

ローソン　春日須玖北 816-0864 福岡県春日市須玖北４‐６

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　鳥栖ＧＬＰ 841-0023 佐賀県鳥栖市姫方町字蓮原１６１７‐２

ローソン　鳥栖村田町 841-0072 佐賀県鳥栖市村田町字三本松１３６‐１

ローソン　佐賀江北 849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口１６６８

ローソン　みやき消防署前 849-0114 佐賀県三養基郡みやき町中津隈５８１９‐２

ローソン　佐賀北部バイパス 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木字上小路１３０２‐１

ローソン　佐賀若宮二丁目 849-0926 佐賀県佐賀市若宮２‐５‐６８

ローソン　佐賀森林公園前 840-0864 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野字四本柳籠３４１‐１

ローソン　小城上砥川 849-0305 佐賀県小城市牛津町上砥川字一本柳１１６０‐１

ローソン　佐賀鍋島流通センター前 840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３１４４‐１

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　佐賀若楠三丁目 849-0928 佐賀県佐賀市若楠３‐１‐２１

ローソン　鹿島常広 849-1301 佐賀県鹿島市大字常広字田代７１‐１０

ローソン　佐賀金立千布 849-0905 佐賀県佐賀市金立町大字千布２２８７

ローソン　佐賀中の小路 840-0833 佐賀県佐賀市中の小路１‐１４

ローソン　伊万里東山代 849-4271 佐賀県伊万里市東山代町長浜字祐蔵坊１４４５‐１

ローソン　嬉野温泉駅前 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲４７３０‐１

ローソン　ミズ木原 840-0015 佐賀県佐賀市木原１‐２４‐４０

ローソン　諫早幸町 854-0022 長崎県諫早市幸町７９‐１

ローソン　島原大手原町 855-0012 長崎県島原市大手原町甲２２１８‐２

ローソン　大村古賀島町 856-0817 長崎県大村市古賀島町１１５‐１

ローソン　長崎大学前 852-8131 長崎県長崎市文教町１‐１８

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

ローソン　佐世保指方 859-3242 長崎県佐世保市指方町２２２７‐３

ローソン　西時津 851-2101 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字大道附２０‐１

ローソン　多良見町 859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋１８４３

ローソン　グリーンロード国見 859-1325 長崎県雲仙市国見町多比良戊字鬼塚３４０‐１

ローソン　佐世保吉岡町 857-0143 長崎県佐世保市吉岡町１３０９‐１

ローソン　諫早小野町 854-0034 長崎県諫早市小野町３８８‐１

ローソン　長崎弥生東 850-0823 長崎県長崎市弥生町２‐１０

ローソン　島原親和町 855-0863 長崎県島原市親和町８

ローソン　雲仙愛野町 854-0302 長崎県雲仙市愛野町乙５９６‐１

ローソン　諫早栗面町 854-0055 長崎県諫早市栗面町１６７‐４

ローソン　長崎浜町 850-0853 長崎県長崎市浜町１０‐１０

ローソン　佐世保早苗町 859-3211 長崎県佐世保市早苗町５１７‐２

ローソン　長崎戸町 850-0952 長崎県長崎市戸町４‐２７‐３２

ローソン　佐世保大塔 857-1161 長崎県佐世保市大塔町４‐１

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　佐世保天神二丁目 857-1174 長崎県佐世保市天神２‐１９‐１

ローソン　熊本学園大学 862-0971 熊本県熊本市中央区大江２‐５‐１

ローソン　南阿蘇白水 869-1505 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字中松字上車鶴３８９８‐１

ローソン　熊本健軍町 862-0920 熊本県熊本市東区月出２‐４‐７２

ローソン　菊陽中迎原 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森５‐１６‐２

ローソン　熊本水前寺二丁目 862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺２‐１‐１

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　熊本十禅寺二丁目 860-0824 熊本県熊本市南区十禅寺２‐２‐１６

ローソン　菊池大琳寺 861-1306 熊本県菊池市大字大琳寺字下原３３‐１

ローソン　阿蘇高森 869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森字里木２１８８‐１

ローソン　熊本小山三丁目 861-8045 熊本県熊本市東区小山３‐２‐１

ローソン　阿蘇一の宮 869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４７３５‐１

ローソン　御船スポーツセンター前 861-3204 熊本県上益城郡御船町大字木倉１１２７‐１

ローソン　小池高山インター 861-3203 熊本県上益城郡御船町大字高木４８９２

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　熊本尾ノ上四丁目 862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上４‐１７‐４１

ローソン　熊本九品寺一丁目 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺１‐１２‐１６

ローソン　菊陽原水下原 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水８９５

ローソン　熊本錦ヶ丘東 862-0912 熊本県熊本市東区錦ケ丘２７‐１５

ローソン　熊本小山五丁目 861-8045 熊本県熊本市東区小山５‐１‐１０５

ローソン　熊本水前寺公園前 862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園２‐４６

ローソン　熊本新町三丁目 860-0004 熊本県熊本市中央区新町３‐４‐２

ローソン　八代松江町 866-0883 熊本県八代市松江町大字江前３４９‐４



ローソン　水俣桜井町三丁目 867-0045 熊本県水俣市桜井町３‐２‐１４

ローソン　八代千丁町 869-4703 熊本県八代市千丁町新牟田字拾弐２５００‐１

ローソン　熊本さんさん城南 861-4211 熊本県熊本市南区城南町さんさん１‐６‐１

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　天草佐伊津町 863-2171 熊本県天草市佐伊津町南平１９３８‐３４

ローソン　八代袋町 866-0855 熊本県八代市袋町５‐４５

ローソン　天草城下町 863-0016 熊本県天草市城下町６‐２４

ローソン　宇土新松原町 869-0419 熊本県宇土市新松原町４１‐１

ローソン　熊本不知火町 869-0554 熊本県宇城市不知火町柏原５０７‐１

ローソン　植木温泉 861-0115 熊本県熊本市北区植木町米塚字藤ノ瀬５５‐１

ローソン　熊本砂原町 861-5255 熊本県熊本市南区砂原町４３

ローソン　宇土高柳町 869-0452 熊本県宇土市高柳町字惣御免３３‐１

ローソン　大分小池原 870-0147 大分県大分市大字小池原字大迫１４３９‐１

ローソン　佐伯池船 876-0833 大分県佐伯市池船町２２‐３

ローソン　臼杵野田 875-0062 大分県臼杵市大字野田竹ノ下３３２

ローソン　佐伯池田 876-0025 大分県佐伯市大字池田字清六１０９１

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　湯布院中央 879-5102 大分県由布市湯布院町川上字下川原２９１２‐２４

ローソン　佐伯長谷 876-0037 大分県佐伯市大字長谷字戸間７７２１‐１

ローソン　大分東鶴崎三丁目 870-0103 大分県大分市東鶴崎３‐４‐２２

ローソン　臼杵市浜 875-0052 大分県臼杵市大字市浜字土手添７５２‐１

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　臼杵市役所前 875-0041 大分県臼杵市大字臼杵字洲崎７２‐８

ローソン　宇佐バイパス 879-0474 大分県宇佐市大字山下１２２１‐１

ローソン　杵築相原 873-0011 大分県杵築市大字相原字新田道２‐２１

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　中津一ツ松 871-0014 大分県中津市大字一ツ松１５８‐１

ローソン　別府亀川 874-0014 大分県別府市亀川浜田町２‐６

ローソン　日田高瀬 877-0000 大分県日田市大字高瀬字今市８５‐１

ローソン　日田インター 877-0000 大分県日田市大字渡里字下瀬井手９４‐２

ローソン　別府餅ケ浜 874-0924 大分県別府市餅ケ浜町７７

ローソン　宇佐和気 879-1135 大分県宇佐市大字和気１２５２‐１

ローソン　国東武蔵古市 873-0412 大分県国東市武蔵町古市１８‐１

ローソン　日田中央一丁目 877-0015 大分県日田市中央１‐４１２‐１

ローソン　中津永添 871-0162 大分県中津市大字永添字東佃４０３‐１

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　中津駅南口 871-0058 大分県中津市豊田町８‐３

ローソン　日田南友田 877-0000 大分県日田市大字友田字田中５１９‐４

ローソン　日田東町 877-0042 大分県日田市東町２‐１１

ローソン　日田若宮 877-0037 大分県日田市大字竹田４０５‐１

ローソン　宮崎大塚大迫 880-0951 宮崎県宮崎市大塚町大迫南平４４７５‐１

ローソン　串間駅前 888-0001 宮崎県串間市大字西方字栗下５７３１‐４

ローソン　宮崎永楽町 880-0872 宮崎県宮崎市永楽町１２‐１

ローソン　川南町塩付 889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２８６８‐２

ローソン　新富新田 889-1406 宮崎県児湯郡新富町大字新田字祇園原１５１１３‐２

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　新富上富田 889-1411 宮崎県児湯郡新富町富田２‐２７

ローソン　日向美々津 889-1111 宮崎県日向市美々津町１２８１‐３

ローソン　小林北西方 886-0006 宮崎県小林市大字北西方字上鷹塚１７６１‐２

ローソン　宮崎大橋 880-0022 宮崎県宮崎市大橋２‐２１３

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　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　国富田尻 880-1104 宮崎県東諸県郡国富町大字田尻字岩摺１０８‐４

ローソン　小林真方 886-0007 宮崎県小林市大字真方字下ノ馬場８１２

ローソン　清武加納二丁目 889-1607 宮崎県宮崎市清武町加納２‐１２

ローソン　日向春原町 883-0035 宮崎県日向市春原町１‐５４

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　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　出水米ノ津 899-0121 鹿児島県出水市米ノ津町４２‐３０

ローソン　鹿屋白崎町 893-0016 鹿児島県鹿屋市白崎町６４９９‐１

ローソン　国分広瀬 899-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬２‐５‐３８

ローソン　霧島国分野口東 899-4341 鹿児島県霧島市国分野口東１１５３

ローソン　川内平佐町 895-0012 鹿児島県薩摩川内市平佐町字石崎３６７９‐３

ローソン　霧島牧之原 899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山字惣陳平４５４４‐１‐４６９

ローソン　南九州川辺田部田 897-0221 鹿児島県南九州市川辺町田部田６５３０

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　南大隅根占 893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字潟４３‐２

ローソン　国分山下町 899-4312 鹿児島県霧島市国分山下町１７０７‐１

ローソン　出水八幡宮前 899-0207 鹿児島県出水市中央町５４７

ローソン　隼人姫城 899-5111 鹿児島県霧島市隼人町姫城１‐１

ローソン　鹿屋向江町 893-0006 鹿児島県鹿屋市向江町２４‐２０

ローソン　霧島隼人神宮一丁目 899-5121 鹿児島県霧島市隼人町神宮１‐１１‐２０

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　鹿児島谷山本町 891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央４‐４８５７‐１０

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　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　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　鹿児島東開大橋前 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町１３‐１２

ローソン　鹿児島笹貫電停 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿３‐５１‐１



ローソン　指宿秋元 891-0402 鹿児島県指宿市十町２２９２

ローソン　鹿児島慈眼寺町 891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央７‐４１‐１７

ローソン　鹿児島上福元町 891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町６０３０‐１

ローソン　枕崎東本町 898-0014 鹿児島県枕崎市東本町１６０

ローソン　鹿児島石谷町 899-2701 鹿児島県鹿児島市石谷町２０３８‐２

ローソン　南国センタービル 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１８‐１

ローソン　鹿児島中央バスターミナル 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１１

ローソン　鹿児島川上 892-0875 鹿児島県鹿児島市川上町２０３８‐１

ローソン　鹿児島南港 890-0072 鹿児島県鹿児島市新栄町１３‐１６

ローソン　鹿児島中山中央 891-0105 鹿児島県鹿児島市中山町２２５４‐４

ローソン　鹿児島アミュプラザ前 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町３‐３６

ローソン　鹿児島西谷山 891-0116 鹿児島県鹿児島市西谷山１‐８‐３８

ローソン　鹿児島田上広木 890-0035 鹿児島県鹿児島市田上町４４７９‐１

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　鹿児島田上天神 890-0034 鹿児島県鹿児島市田上２‐３３‐１７

ローソン　鹿児島皇徳寺東口 891-0104 鹿児島県鹿児島市山田町１８９‐１

ローソン　鹿児島南林寺町 892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町１８‐２３

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　名護大中 905-0017 沖縄県名護市大中３‐２‐３

ローソン　本部港前 905-0225 沖縄県国頭郡本部町字崎本部４６８４‐１

ローソン　うるま安慶名 904-2214 沖縄県うるま市字田場２０２８

ローソン　屋嘉インター 904-1203 沖縄県国頭郡金武町字屋嘉２９１５

ローソン　名護宇茂佐の森 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐の森１‐１７‐１２

ローソン　中頭病院前 904-2142 沖縄県沖縄市登川２‐２４‐１６

ローソン　美里工業高校前 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬５‐２４‐１２

ローソン　名護大西三丁目 905-0018 沖縄県名護市大西３‐１９‐２９

ローソン　読谷大湾 904-0311 沖縄県中頭郡読谷村字比謝５０５‐１

ローソン　那覇識名一丁目 902-0078 沖縄県那覇市識名１‐９‐２

ローソン　浦添内間四丁目 901-2121 沖縄県浦添市内間４‐１‐５

ローソン　浦添宮城六丁目 901-2126 沖縄県浦添市宮城６‐１１‐２

ローソン　昭和薬科大附属高校前 901-2112 沖縄県浦添市字沢岻１４２２‐１

ローソン　Ｓ浦添西海岸 901-2123 沖縄県浦添市西洲３‐１‐１

ローソン　豊見城宜保 901-0244 沖縄県豊見城市宜保１‐７‐１３

ローソン　佐敷津波古 901-1414 沖縄県南城市佐敷津波古５８４

ローソン　豊見城豊崎 901-0225 沖縄県豊見城市字豊崎１‐４２０

ローソン　糸満真栄里団地前 901-0362 沖縄県糸満市字真栄里１８４５‐１

ローソン　南部医療センター前 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川６４

ローソン　豊見城真玉橋 901-0201 沖縄県豊見城市字真玉橋２８２

ローソン　糸満照屋 901-0315 沖縄県糸満市字照屋７６５

ローソン　船越小学校前 901-0618 沖縄県南城市玉城字船越志堅謝原１３２５‐２


