◆コミ玩「リラックマ15th」展開店舗リスト
店舗名称

郵便番号

ローソン札幌新琴似７条十二丁目店

001-0907 北海道札幌市北区新琴似７条１２‐３‐３３

ローソン秋田茨島六丁目店

010-0065 秋田県秋田市茨島６‐１１‐２

ローソン秋田土崎港中央五丁目店

011-0946

ローソン横手赤坂舘ノ下店

013-0064 秋田県横手市赤坂字館ノ下１４８

ローソン横手八幡石町店

013-0071 秋田県横手市八幡字石町１６５‐１

ローソン横手平鹿町下鍋倉店

013-0103 秋田県横手市平鹿町下鍋倉字下掵１３５‐１

ローソン横手平鹿町浅舞店

013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字館廻３６１‐１

ローソン大仙角間川町店

014-1413 秋田県大仙市角間川町字二本杉２５‐１０

ローソン大館御成町二丁目店

017-0044 秋田県大館市御成町２‐１７９

ローソン大館川口店

017-0878 秋田県大館市川口字大人沢１１７‐１

ローソン盛岡大通り二丁目店

020-0022 岩手県盛岡市大通２‐７‐２８

ローソン盛岡駅前店

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４‐９

ローソン滝沢巣子南店

020-0611

ローソン滝沢篠木店

020-0735 岩手県滝沢市篠木黒畑１４２‐１１

ローソン盛岡中ノ橋通二丁目店

020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通２‐２‐１８

ローソン北上和賀藤根店

024-0334 岩手県北上市和賀町藤根１８‐２５８‐２

ローソン花巻インター二枚橋店

025-0312 岩手県花巻市二枚橋３地割１３０‐１

ローソン宮古田老店

027-0321 岩手県宮古市田老字乙部１３３‐１１

ローソン紫波町高水寺店

028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字古屋敷７９‐１

ローソン二戸金田一荒田店

028-5711

ローソン二戸市立図書館前店

028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡２‐１

ローソン大東摺沢店

029-0523 岩手県一関市大東町摺沢字八幡前８‐２

ローソン青森はまなす店

030-0919 青森県青森市はまなす２‐５‐２０

ローソン青森自由ヶ丘二丁目店

030-0941 青森県青森市自由ケ丘２‐３‐１

ローソン青森高校前店

030-0945 青森県青森市桜川６‐６‐１０

ローソン青森浜館二丁目店

030-0947 青森県青森市浜館２‐４‐１

ローソン八戸田向店

031-0011

ローソン八戸工業高校通店

031-0072 青森県八戸市城下４‐２５‐１

ローソン八戸新井田横町店

031-0813 青森県八戸市大字新井田字横町４０‐１

ローソン弘前撫牛子店

036-8075 青森県弘前市大字撫牛子２‐１０‐２

ローソン五所川原旭町店

037-0062 青森県五所川原市字旭町７２‐１

ローソン鶴田町店

038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉２９２‐１

ローソン板柳辻福岡店

038-3645 青森県北津軽郡板柳町大字辻字福岡６７‐１

ローソン七戸バイパス店

039-2512 青森県上北郡七戸町字笊田８０‐１

ローソン函館広野町店

042-0934 北海道函館市広野町５‐１

ローソンニセコひらふ店

044-0081 北海道虻田郡倶知安町字山田１７１‐１

ローソン余市大川四丁目店

046-0004 北海道余市郡余市町大川町４‐６６‐２

ローソン小樽堺町店

047-0027 北海道小樽市堺町２‐８

ローソン上磯追分店

049-0101 北海道北斗市追分５‐９‐３

ローソン室蘭中島店

050-0074 北海道室蘭市中島町１‐１２‐３

ローソン室蘭東町二丁目店

050-0083 北海道室蘭市東町２‐５‐２

ローソン苫小牧双葉町一丁目店

053-0045 北海道苫小牧市双葉町１‐９‐１

ローソン苫小牧明野新町五丁目店

053-0054 北海道苫小牧市明野新町５‐１７‐１３

ローソン静内駒場店

056-0027 北海道日高郡新ひだか町静内駒場５‐１０

ローソン登別中央一丁目店

059-0012 北海道登別市中央町１‐１８‐２０

ローソン札幌北３条西店

060-0003 北海道札幌市中央区北３条西３‐１

ローソン札幌アピア店

060-0005 北海道札幌市中央区北５条西４‐４

ローソン札幌オーロラタウン店

060-0042 北海道札幌市中央区大通西３

ローソン北広島大曲中央店

061-1271 北海道北広島市大曲中央１‐４‐３

ローソン恵庭福住町店

061-1447 北海道恵庭市福住町２‐１‐１

ローソン羊ヶ丘展望台前店

062-0043 北海道札幌市豊平区福住３条１０‐３‐１

ローソン札幌発寒６条四丁目店

063-0826 北海道札幌市西区発寒６条４‐６‐５

ローソン札幌円山南１条店

064-0801 北海道札幌市中央区南１条西２６‐１‐１

ローソンすすきの南８条店

064-0808 北海道札幌市中央区南８条西３‐１０

ローソン札幌北２４東十二丁目店

065-0024 北海道札幌市東区北２４条東１２‐１‐１

ローソン千歳サーモンパーク店

066-0028 北海道千歳市花園２‐４‐２

ローソン岩見沢５条東店

068-0005 北海道岩見沢市５条東１５‐２‐４

ローソン江別新栄台店

069-0806 北海道江別市新栄台４６‐６

ローソン旭川東４条店

070-0024 北海道旭川市東４条７‐２‐１

ローソン旭川２条八丁目店

070-0032 北海道旭川市２条通８‐４３２‐２

ローソン旭川５条通十五丁目店

070-0035 北海道旭川市５条通１５‐１１７４‐１

ローソン留萌鬼鹿店

078-3441 北海道留萌郡小平町字鬼鹿港町４‐２４

ローソン旭川医科大学病院店

078-8802 北海道旭川市緑が丘東２条１‐１‐１

ローソン帯広西５条南三十一店

080-0015 北海道帯広市西５条南３１‐１‐１５

ローソン帯広西１８条南四丁目店

080-0028 北海道帯広市西１８条南４‐３‐９

ローソン帯広柏林台店

080-0057 北海道帯広市柏林台中町１‐３‐１

ローソン帯広東８南十五丁目

080-0808 北海道帯広市東８条南１５‐１‐８

ローソン帯広東９条南店

080-0809 北海道帯広市東９条南７‐６‐１

ローソン釧路北大通店

085-0015 北海道釧路市北大通９‐２‐２

ローソン釧路桜ヶ岡一丁目店

085-0805 北海道釧路市桜ケ岡１‐９‐１

ローソン中標津東３０条南店

086-1030 北海道標津郡中標津町東３０条南１‐１‐１

ローソン中標津東７条北店

086-1047 北海道標津郡中標津町中標津東７条北１‐１‐２

ローソン弟子屈摩周店

088-3202 北海道川上郡弟子屈町鈴蘭２‐６９３‐１２

ローソン足寄町店

089-3727 北海道足寄郡足寄町郊南１‐２９‐１２

ローソン北見北２条東一丁目店

090-0022 北海道北見市北２条東１‐１

ローソン北見北４条西五丁目店

090-0044 北海道北見市北４条西５‐１４‐３

ローソン北見寿町店

090-0065 北海道北見市寿町３‐２‐６

ローソン北見常盤町店

090-0817 北海道北見市常盤町５‐２‐１２

ローソン北見中央三輪店

090-0837 北海道北見市中央三輪１‐３４８‐１

ローソン美幌稲美店

092-0027 北海道網走郡美幌町字稲美８９‐５

ローソン斜里青葉町店

099-4117

ＪＰローソン東京中央局店

100-7090 東京都千代田区丸の内２‐７‐２ＪＰタワー地下１

ローソン神田駅東口店

101-0044 東京都千代田区鍛冶町２‐２‐９

ローソン築地二丁目店

104-0045 東京都中央区築地２‐１５‐１３

ロ−ソン新橋１丁目店

105-0004 東京都港区新橋１‐１５‐７

ローソン文化放送メディアプラス店

105-0013 東京都港区浜松町１‐３１‐１

ローソン東麻布二丁目店

106-0044 東京都港区東麻布２‐２３‐１４

ロ−ソン田町駅東口店

108-0023 東京都港区芝浦３‐１３‐１

ローソン港三田三丁目店

108-0073 東京都港区三田３‐４‐１５

ローソン東京ドームシティ店

112-0004

東京都文京区後楽１‐３‐６１

ロ−ソン滝野川７丁目店

114-0023

東京都北区滝野川７‐９‐２

ローソン十条駅西口店

114-0034

東京都北区上十条２‐３０‐１

ローソン大谷田店

120-0001 東京都足立区大谷田３‐１‐２２

ローソン西綾瀬三丁目店

120-0014 東京都足立区西綾瀬３‐１７‐１０

ローソン西新井大師前店

123-0841 東京都足立区西新井１‐２‐４

ローソン東新小岩一丁目店

124-0023 東京都葛飾区東新小岩１‐３‐１

ローソン水元中央通店

125-0035 東京都葛飾区南水元４‐１１‐７

ローソン青砥駅北口店

125-0062 東京都葛飾区青戸３‐３８‐１

ローソン青戸六丁目店

125-0062 東京都葛飾区青戸６‐７‐１７

ローソン瑞江駅前店

132-0011

ローソン西一之江店

132-0023 東京都江戸川区西一之江４‐１３‐１５

ローソン東小岩一丁目店

133-0052 東京都江戸川区東小岩１‐４‐１

ローソン南小岩八丁目店

133-0056 東京都江戸川区南小岩８‐１５‐１２

ローソン篠崎町七丁目店

133-0061 東京都江戸川区篠崎町７‐２８‐４

ローソン西葛西駅南口店

134-0088 東京都江戸川区西葛西６‐８‐１１

ローソン西葛西二丁目店

134-0088 東京都江戸川区西葛西２‐２１‐８

ローソン二之江町店

134-0093 東京都江戸川区二之江町１３８６

ローソンホテルサンルート有明店

135-0063 東京都江東区有明３‐６‐６

ローソン有明セントラルタワー店

135-0063 東京都江東区有明３‐７‐１８

ローソン大島五丁目店

136-0072 東京都江東区大島５‐４５‐７

ローソン西大島駅前店

136-0072 東京都江東区大島２‐４１‐１８

ローソン荏原町駅前店

142-0053 東京都品川区中延５‐７‐４

ローソン大森駅西口店

143-0023 東京都大田区山王２‐２‐８

ローソン羽田１丁目店

144-0043 東京都大田区羽田１‐５‐２０

ローソン蒲田駅東店

144-0052 東京都大田区蒲田５‐８‐１３

ローソン西六郷四丁目店

144-0056 東京都大田区西六郷４‐２１

ローソン武蔵新田駅前店

146-0093 東京都大田区矢口１‐１７‐３

ロ−ソン大江戸線新宿駅前店

151-0053 東京都渋谷区代々木２‐６‐３

ローソン上目黒山手通り店

153-0051 東京都目黒区上目黒３‐１４‐８

ローソン下馬三丁目店

154-0002 東京都世田谷区下馬３‐１１‐６

ロ−ソン西武新宿駅北口店

160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１‐３０‐１

ローソン新宿靖国通店

160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１‐１‐１６

ローソン新宿イーストサイドスクエア店

160-0022 東京都新宿区新宿６‐２７‐３０

ローソン新宿御苑中央店

160-0022 東京都新宿区新宿１‐８‐５

ロ−ソン新宿センタ−ビル店

160-0023 東京都新宿区西新宿１‐２５‐１

ローソン阿佐ヶ谷駅南口店

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南２‐１４‐１０

ローソン井草三丁目店

167-0021 東京都杉並区井草３‐２２‐１０

ローソン西荻窪駅北店

167-0042 東京都杉並区西荻北２‐３‐７

ロ−ソン巣鴨１丁目店

170-0002 東京都豊島区巣鴨１‐１８‐１１

ローソン駒込駅前店

170-0003 東京都豊島区駒込１‐４３‐１１

ロ−ソン大塚駅南口店

170-0005 東京都豊島区南大塚３‐５３‐１１

ローソン池袋駅東店

170-0013 東京都豊島区東池袋１‐２９‐５

ローソン池袋二丁目文化通店

171-0014 東京都豊島区池袋２‐４７‐５

ロ−ソン南池袋２丁目店

171-0022 東京都豊島区南池袋２‐１３‐８

ローソン板橋幸町店

173-0034 東京都板橋区幸町４０‐１

ローソン板橋清水町店

174-0053 東京都板橋区清水町７２‐３

ローソン板橋高島平九丁目店

175-0082 東京都板橋区高島平９‐５‐１３

ローソン江古田駅北口店

176-0006 東京都練馬区栄町３２‐１４

ローソン大泉学園駅前店

178-0063 東京都練馬区東大泉１‐２８‐７

ローソン練馬錦二丁目店

179-0082 東京都練馬区錦２‐１３‐１４

ローソン早宮二丁目店

179-0085 東京都練馬区早宮２‐１７‐４７

ローソン吉祥寺本町一丁目店

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１‐１８‐３

ローソン調布小島二丁目店

182-0026 東京都調布市小島町２‐４８‐２６

ローソン府中駅東口店

183-0055 東京都府中市府中町２‐３‐１

ローソン府中町二丁目

183-0055 東京都府中市府中町２‐９‐４

ローソン田無町４丁目店

188-0011

ローソン立川曙橋店

190-0012 東京都立川市曙町２‐１０‐１

ロ−ソン立川ウインズ通り店

190-0022 東京都立川市錦町１‐１‐２７

ローソン立川南口大通店

190-0023 東京都立川市柴崎町３‐１４‐２

ローソン瑞穂殿ヶ谷店

190-1212 東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷８１２‐１

ローソン高幡不動駅北口店

191-0031 東京都日野市高幡３２８

ローソン京王八王子駅前店

192-0046 東京都八王子市明神町４‐６‐１３

ロ−ソン八王子東町店

192-0082 東京都八王子市東町９‐１０

ローソン八王子大楽寺町店

193-0816 東京都八王子市大楽寺町１３０‐１

ロ−ソン町田南成瀬１丁目店

194-0045 東京都町田市南成瀬１‐２‐２

ローソンあきる野瀬戸岡店

197-0803 東京都あきる野市瀬戸岡１４８‐４

ローソン東久留米滝山七丁目店

203-0033 東京都東久留米市滝山７‐２２‐１３

ローソン清瀬秋津駅南口店

204-0004 東京都清瀬市野塩５‐２９８‐５

ローソン羽村小作駅東口店

205-0001 東京都羽村市小作台５‐３５‐１

ローソン多摩乞田店

206-0014 東京都多摩市乞田１４２６

ローソン川崎銀柳街店

210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２‐２‐１

ローソン川崎駅前本町店

210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１‐１

ローソン川崎南町店

210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町９‐１３

ローソン川崎大島三丁目店

210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島３‐２‐１６

ローソン武蔵中原駅北口店

211-0053

ローソンラゾーナ川崎店

212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町７２‐１

ローソン川崎東小倉店

212-0033 神奈川県川崎市幸区東小倉２１‐２４

ローソン南加瀬四丁目店

212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬４‐１２‐１３

ローソン鹿島田駅東口店

212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田１‐１８‐７

ローソン新百合ヶ丘マプレ店

215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１‐６‐３

ローソン横浜北幸町一丁目店

220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１‐９‐２

ローソン横浜スカイビル店

220-0011

ローソン横浜中央二丁目店

220-0051 神奈川県横浜市西区中央２‐２６‐１６

ローソン港北新横浜二丁目店

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２‐５‐１１

ローソン新横浜三丁目店

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３‐１８‐１４

ローソン港北網島東三丁目店

223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東３‐８‐２０

ローソン横浜鴨居町店

226-0004 神奈川県横浜市緑区鴨居町８０６‐１

ローソン中山駅前店

226-0011

ローソン十日市場店

226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町８０５‐３

ローソン長津田駅前店

226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田２‐１‐１

ローソン横浜恩田町店

227-0065 神奈川県横浜市青葉区恩田町３３４４‐１

ハッピーローソン山下公園店

231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２７９

ローソン横浜不老町三丁目店

231-0032 神奈川県横浜市中区不老町３‐１３‐４

ローソンこども医療センター店

232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川２‐１３８‐４

ローソン横浜港南中央通店

233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通１２‐３５

ローソン磯子間坂バス停前店

235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子２‐２８‐４３

ローソン横須賀追浜町一丁目店

237-0064 神奈川県横須賀市追浜町１‐３８‐５

ローソン横須賀鷹取店

237-0067 神奈川県横須賀市鷹取２‐１９‐３

ローソン横須賀大津店

239-0808 神奈川県横須賀市大津町１‐８‐１５

ローソン横浜上菅田町店

240-0051 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町４１‐１

ローソン旭上白根二丁目店

241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根２‐６２‐３３

ローソン大和市下鶴間店

242-0001 神奈川県大和市下鶴間１７８７‐２

ローソン大和駅前店

242-0017 神奈川県大和市大和東１‐４‐２０

ローソン本厚木駅北口店

243-0018 神奈川県厚木市中町２‐１‐２１

ローソン海老名駅西口店

243-0400 神奈川県海老名市扇町３‐３

ローソン海老名中央一丁目店

243-0432 神奈川県海老名市中央１‐１７‐５２

ローソン戸塚町矢沢店

244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４８８９‐４

ローソン戸塚上矢部町店

245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２６３

ローソン瀬谷橋戸二丁目店

246-0037 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸２‐１１‐３

ローソン栄小菅ヶ谷三丁目店

247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷３‐６‐３

ローソン大船一丁目店

247-0056 神奈川県鎌倉市大船１‐２３‐１１

ローソン西鎌倉二丁目店

248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉２‐１‐７

ローソン小田原根府川店

250-0024 神奈川県小田原市根府川１６１

ローソン南足柄飯沢店

250-0122 神奈川県南足柄市飯沢７‐５

ローソン小田原成田南店

250-0862 神奈川県小田原市成田４７５‐１５

ローソン藤沢本鵠沼店

251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼２‐１４‐１０

ローソン藤沢辻堂六丁目店

251-0047 神奈川県藤沢市辻堂６‐１７‐２

ローソン藤沢白旗四丁目店

251-0051 神奈川県藤沢市白旗４‐８‐５

ローソン藤沢駅北口店

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢６０６‐４

ローソン座間相武台一丁目店

252-0011

ローソンさがみ夢大通り店

252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原２‐７‐９

ローソン相模原裁判所前店

252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見６‐６‐１

ローソン相模原消防署前店

252-0239 神奈川県相模原市中央区中央３‐１‐２

ローソン相模原田名陽原店

252-0244 神奈川県相模原市中央区田名５５７７‐３

ローソン相模大野北口店

252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野３‐３‐１

ローソン藤沢遠藤永山店

252-0816 神奈川県藤沢市遠藤２０１８‐１４

ローソン綾瀬深谷中央店

252-1103

ローソン茅ヶ崎高田店

253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田４‐３‐７５

ローソン平塚駅前店

254-0043 神奈川県平塚市紅谷町２‐２４

ローソン小田原酒匂店

256-0816 神奈川県小田原市酒匂２‐４１‐３４

ローソン秦野平沢店

257-0015 神奈川県秦野市平沢１３５３‐１

ローソン大井町金子店

258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子１７６６‐３

ローソン平塚南金目店

259-1201 神奈川県平塚市南金目８８４‐６

ローソン平塚北金目店

259-1207 神奈川県平塚市北金目１‐１‐２１

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

ローソン稲毛海浜公園店

261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜３‐６‐１

ローソン幕張ビジネスガーデン店

261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬２‐６

ローソン千葉幕張本郷駅前店

262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１‐３‐５

ローソン千葉天戸町店

262-0043 千葉県千葉市花見川区天戸町１５４０‐３

ローソン稲毛山王店

263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町３３６‐２

ローソン若葉北通店

264-0029 千葉県千葉市若葉区桜木北３‐４‐６０

ローソンＴＦ新松戸四丁目店

270-0034 千葉県松戸市新松戸４‐６

ローソン流山おおたかの森駅前店

270-0114

ローソン印西東京電機大前店

270-1354 千葉県印西市武西１１３４‐４

ローソン松戸駅東口店

271-0092 千葉県松戸市松戸１２３１アステシオ３階

ローソン市川東大和田ＴＤＫ前店

272-0026 千葉県市川市東大和田２‐１５‐１０

ローソン市川平田三丁目店

272-0031 千葉県市川市平田３‐１１‐２０

ローソン市川南一丁目店

272-0033 千葉県市川市市川南１‐５‐２２

ローソン市川東菅野五丁目店

272-0823 千葉県市川市東菅野５‐２２‐１７

ローソン船橋葛飾町二丁目店

273-0032 千葉県船橋市葛飾町２‐３４１‐１

ローソン習志野屋敷店

275-0004 千葉県習志野市屋敷４‐３‐１５

ローソン習志野津田沼一丁目店

275-0016 千葉県習志野市津田沼１‐１２‐４

ローソンモリシア津田沼店

275-0026 千葉県習志野市谷津１‐１６‐１‐１０１

ローソン村上駅前店

276-0029 千葉県八千代市村上南１‐５‐３５

ローソン八千代高津東四丁目店

276-0037 千葉県八千代市高津東４‐１‐８

ローソン八千代緑が丘四丁目店

276-0049 千葉県八千代市緑が丘４‐１

ローソン柏駅東口店

277-0005 千葉県柏市柏４‐８‐１４

ローソン柏布施店

277-0825 千葉県柏市布施１３２３‐１

ローソン柏駅南口店

277-0852 千葉県柏市旭町１‐５‐１２

ローソン野田岩名香取店

278-0055 千葉県野田市岩名字香取前１１２６‐６

ローソン成田美郷台一丁目店

286-0013 千葉県成田市美郷台１‐１９‐７

ローソン成田駅東口店

286-0033 千葉県成田市花崎町８２８‐１１

ローソンＴＦ匝瑳市役所前店

289-2141 千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３‐２５

ローソン多古十余三店

289-2306 千葉県香取郡多古町十余三字澤寄３７１‐１

ローソン旭関下店

289-2504 千葉県旭市ニ字関下２７７

ローソン旭中央病院本館前店

289-2511

ローソン木更津太田四丁目店

292-0044 千葉県木更津市太田４‐１４‐２

ローソン市原姉ケ崎駅前店

299-0111

千葉県市原市姉崎５２７‐５

ローソン土浦神立中央五丁目店

300-0011

茨城県土浦市神立中央５‐３７‐５

ローソン牛久栄町一丁目店

300-1233 茨城県牛久市栄町１‐１‐１

ローソン守谷大柏店

302-0116

ローソン桜土浦インター店

305-0042 茨城県つくば市下広岡向山１０５５‐６４１

ローソン古河仁連店

306-0125 茨城県古河市仁連１５７１‐８

ローソン水戸南町二丁目店

310-0021 茨城県水戸市南町２‐４‐４１

ローソン水戸上水戸二丁目店

310-0041 茨城県水戸市上水戸２‐５‐５０

ローソン水戸けやき台三丁目店

310-0842 茨城県水戸市けやき台３‐５８

ローソン水戸見川町丹下店

310-0913 茨城県水戸市見川町字丹下一ノ牧２１３１‐１０

ローソン城里石塚店

311-4303

ローソンひたちなか高野東店

312-0002 茨城県ひたちなか市高野４２８‐１

ローソン勝田駅東口店

312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央１‐２

ローソン勝田高場店

312-0062 茨城県ひたちなか市高場１６７３‐３２

ローソン高萩安良川店

318-0021 茨城県高萩市大字安良川４０６

ローソン小美玉羽鳥店

319-0123 茨城県小美玉市羽鳥字花館２９０８‐１２

ローソン北茨城大津町店

319-1704 茨城県北茨城市大津町北町字藤野腰１０２０‐１

ローソン宇都宮松が峰二丁目店

320-0807 栃木県宇都宮市松が峰２‐６‐２１

ローソン那須烏山大桶店

321-0602 栃木県那須烏山市大桶２００７‐３

ローソン宇都宮テクノポリスセンター店

321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜７‐８‐４

ローソン小山駅南町四丁目店

323-0822 栃木県小山市駅南町４‐３１‐２４

ローソン足利通五丁目店

326-0814 栃木県足利市通５‐３１９５‐１

ローソン野木丸林店

329-0111

ローソン南河内薬師寺店

329-0431 栃木県下野市薬師寺六具２８７２‐１

ローソン浦和店

330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町１‐５‐７

ローソンさいたま新都心けやき広場店

330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心１０

ローソン大宮宮町ニ丁目店

330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町２‐１１

ローソン川口青木五丁目店

332-0031 埼玉県川口市青木５‐１４‐２７

ローソン東川口四丁目店

333-0801 埼玉県川口市東川口４‐２０‐２０

ローソン川口前上町店

333-0843 埼玉県川口市前上町１‐２１

ローソン鳩ヶ谷南一丁目店

334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷１‐３‐２

ローソンさいたま別所七丁目店

336-0021 埼玉県さいたま市南区別所７‐１６‐１４

ローソンマーレ武蔵浦和店

336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡５‐１９‐１９

ローソンさいたま辻五丁目店

336-0026 埼玉県さいたま市南区辻５‐８‐１８

ローソンさいたま東浦和二丁目店

336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和２‐２３‐１０

ローソンさいたま浦和美園尾ケ崎店

339-0000 埼玉県さいたま市岩槻区美園東２‐１８‐１０

ローソン東岩槻駅北口店

339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻１‐１‐６

ローソン草加谷塚仲町店

340-0025 埼玉県草加市谷塚仲町４５９‐１

ローソン草加長栄二丁目店

340-0051 埼玉県草加市長栄２‐３３‐１

ローソン草加新善町店

340-0054 埼玉県草加市新善町３００‐５

ローソン幸手中四丁目店

340-0115

ローソン越谷千間台西店

343-0041 埼玉県越谷市千間台西２‐７‐１１

ローソン越谷大成町三丁目店

343-0825 埼玉県越谷市レイクタウン１‐１８‐１３

ローソン越谷レイクタウン六丁目店

343-0826 埼玉県越谷市レイクタウン６‐２２‐１

ローソン南越谷一丁目店

343-0845 埼玉県越谷市南越谷１‐１７‐１０

ローソン春日部緑町四丁目店

344-0063 埼玉県春日部市緑町４‐１２‐１６

ローソン白岡菖蒲インター店

346-0103 埼玉県久喜市菖蒲町台７１４‐１

ローソン越生如意店

350-0413 埼玉県入間郡越生町大字如意４９２‐１

ローソン川越福田店

350-0821 埼玉県川越市大字福田１１２‐１

ローソン川越石原町一丁目店

350-0824 埼玉県川越市石原町１‐４７‐１

ローソン川越松郷店

350-0857 埼玉県川越市大字松郷６８８‐１０

ローソン川越的場一丁目店

350-1101

埼玉県川越市的場１‐１５‐１４

ローソン川越駅前西店

350-1123

埼玉県川越市脇田本町１‐７

ローソン狭山南入曽店

350-1316 埼玉県狭山市南入曽１０１８‐２

ローソン狭山広瀬三丁目店

350-1319 埼玉県狭山市広瀬３‐７‐３５

ローソン鶴ヶ島若葉店

350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見２‐３‐２１

ローソン朝霞岡店

351-0007 埼玉県朝霞市大字岡２２９

ローソンＴＦ新座あたご店

352-0021 埼玉県新座市あたご２‐３‐４５

ローソン志木本町五丁目店

353-0004 埼玉県志木市本町５‐１９‐１５

ローソン鶴瀬駅西口店

354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬字名シ久保２５９１‐１

ローソン富士見関沢一丁目店

354-0025 埼玉県富士見市関沢１‐１‐６

ローソンふじみ野上福岡一丁目店

356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡１‐３‐７

ローソン入間久保稲荷店

358-0024 埼玉県入間市久保稲荷２‐１２‐４４

ローソン所沢北中店

359-1101

埼玉県所沢市北中２‐２９２‐８

ローソン新所沢駅西口店

359-1111

埼玉県所沢市緑町１‐３‐１

ローソン所沢日吉町店

359-1123

埼玉県所沢市日吉町９‐８

ローソン行田長野三丁目店

361-0023 埼玉県行田市長野３‐１１‐３

ローソン上尾須ヶ谷三丁目店

362-0004 埼玉県上尾市須ケ谷３‐７１

ローソン上尾駅東口店

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

ローソン北本駅西口店

364-0031 埼玉県北本市中央３‐１０８‐１

ローソン鴻巣吹上本町二丁目店

369-0115

ローソン大泉南小前店

370-0523 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字西原１６８４‐１

ローソンイーサイト高崎店

370-0849 群馬県高崎市八島町２２２

ローソン玉村角渕店

370-1124

ローソン吉井インター店

370-2133 群馬県高崎市吉井町矢田８‐３

ローソン高崎金古町店

370-3511

ローソン前橋城東町二丁目店

371-0016 群馬県前橋市城東町２‐１５‐１

ローソン前橋三俣駅前店

371-0018 群馬県前橋市三俣町１‐３４‐１９

ローソン前橋大友町店

371-0847 群馬県前橋市大友町１‐２０‐１１

ローソン太田由良町店

373-0036 群馬県太田市由良町２３１０‐１

ローソン館林青柳町店

374-0035 群馬県館林市青柳町字宮田９９３‐３

ローソン桐生相生町一丁目店

376-0011

ローソン桐生広沢町五丁目店

376-0013 群馬県桐生市広沢町５‐１４７６‐１

ローソン安中新島学園西店

379-0116

ローソン伊勢崎三室町店

379-2235 群馬県伊勢崎市三室町４５０５‐４

ローソンみどり阿左美沼東店

379-2311

群馬県みどり市笠懸町阿左美３０５５‐１

ローソン長野日詰店

380-0911

長野県長野市大字稲葉字日詰沖１３８６‐３

ローソン長野稲田三丁目店

381-0042 長野県長野市稲田３‐３７‐５

ローソン小諸御影店

384-0808 長野県小諸市大字御影新田２４０４‐２

ローソン上田中央一丁目店

386-0012 長野県上田市中央１‐７‐１９

ローソン松本笹部店

390-0847 長野県松本市笹部３‐１８‐１０

ローソン茅野中沖店

391-0000 長野県茅野市中沖６‐１０

ローソン飯田西鼎店

395-0803 長野県飯田市鼎下山９１３‐１

ローソン辰野樋口店

399-0424 長野県上伊那郡辰野町大字赤羽５０９‐１

ローソン伊那インター東店

399-4511

ローソン安曇野警察署前店

399-8205 長野県安曇野市豊科５７０９‐１

ローソン北安曇池田店

399-8602 長野県北安曇郡池田町大字会染６３２４

ローソン甲府高畑二丁目店

400-0042 山梨県甲府市高畑２‐１８‐８

ローソン甲斐西八幡店

400-0117

ローソン南アルプスインター店

400-0336 山梨県南アルプス市十日市場１５２２‐３

ローソン塩山下塩後店

404-0044 山梨県甲州市塩山下塩後５３５‐２

ローソン笛吹石和唐柏店

406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏１９５

ローソン須玉インター店

408-0115

ローソン大泉西井出店

409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出８５６６‐４８

ローソン昭和常永店

409-3800 山梨県中巨摩郡昭和町上河東１番地常永４６‐１３

ローソン沼津西沢田店

410-0007 静岡県沼津市西沢田西荒３００‐１

ローソン沼津駅南口店

410-0801 静岡県沼津市大手町１‐１‐２

ローソン裾野伊豆島田店

410-1123

ローソン伊豆牧之郷店

410-2401 静岡県伊豆市牧之郷字寺中１０７‐１

ローソン中伊豆八幡店

410-2505 静岡県伊豆市八幡字原畑４７４‐１

ローソン三島駅南口店

411-0036

静岡県三島市一番町１５‐１９

ローソン清水町堂庭店

411-0903

静岡県駿東郡清水町堂庭字橋本１４９‐３

ローソン御殿場大阪北店

412-0034 静岡県御殿場市大坂８３‐５

ローソン伊東渚町店

414-0023 静岡県伊東市渚町５‐２１

ローソン富士大渕東店

417-0000 静岡県富士市大淵２８７１

ローソン静岡丸子二丁目店

421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子２‐４‐２０

ローソン焼津登呂田店

425-0036 静岡県焼津市西小川３‐１‐５

ローソン藤枝高柳一丁目店

426-0041 静岡県藤枝市高柳１‐２１‐３３

ローソンひばり島田道悦店

427-0019 静岡県島田市道悦３‐５‐１

ローソン島田中溝店

427-0047 静岡県島田市中溝町２４０９‐１

ローソン浜松船越町店

430-0913 静岡県浜松市中区船越町４０‐２９

ローソン浜松鍛冶町店

430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町３２１‐８

ローソン浜松篠原店

431-0201 静岡県浜松市西区篠原町２１６３２

ローソン天竜船明店

431-3306 静岡県浜松市天竜区船明２１８７‐１

ローソン浜松富塚店

432-8002 静岡県浜松市中区富塚町２２０８

ローソン磐田上岡田店

438-0045 静岡県磐田市上岡田９９２‐１

ローソン豊橋小松店

441-8109 愛知県豊橋市小松町１４６‐１

ローソン豊橋大清水店

441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町２２２‐１

ローソン豊川天神店

442-0039 愛知県豊川市天神町５

ローソン幸田町役場前店

444-0113

ローソン高浜神明町店

444-1305 愛知県高浜市神明町２‐５‐１

ローソン安城桜井町店

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

ローソン安城城南店

446-0043 愛知県安城市城南町１‐１７‐１

ローソン碧南坂口町店

447-0087 愛知県碧南市坂口町４‐１

ローソン碧南入船町店

447-0831 愛知県碧南市入船町３‐３

ローソン碧南春日店

447-0888 愛知県碧南市春日町１‐８

ローソン笹島南店

450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南１‐２３‐２５

ローソンＭＩＤＬＡＮＤ

ＳＴＡＴＩＯＮ

住所

秋田県秋田市土崎港中央５‐３‐２

岩手県滝沢市巣子１２１７‐１

岩手県二戸市金田一字八ツ長３８‐１３

青森県八戸市田向１‐１‐５

地下街オーロラタウン内

北海道斜里郡斜里町青葉町８‐８

東京都江戸川区瑞江２‐３‐５

Ｂ１Ｆ

東京都西東京市田無町４‐２７‐１１

神奈川県川崎市中原区上小田中６‐２１‐９
１Ｆ

神奈川県横浜市西区高島２‐１９‐１２

神奈川県横浜市緑区中山町３２６‐３

山下公園内レストハウス

神奈川県座間市相武台１‐３９‐１８

神奈川県綾瀬市深谷１７６９‐１

千葉県流山市東初石６‐１８２‐１５

１Ｆ

千葉県旭市イ１６４３‐１

茨城県守谷市大柏２５１‐１

茨城県東茨城郡城里町大字石塚１１９６‐１

栃木県下都賀郡野木町丸林６４７‐１

マーレＡ館２Ｆ

埼玉県幸手市中４‐１７‐２９

埼玉県鴻巣市吹上本町２‐１‐１２

群馬県佐波郡玉村町角渕５０７０‐１
群馬県高崎市金古町２１４０‐１

群馬県桐生市相生町１‐２８６‐３
群馬県安中市安中３７９４‐１

長野県上伊那郡南箕輪村字鳥居原８３０１‐１

山梨県甲斐市西八幡３５６２‐１

山梨県北杜市須玉町大豆生田１８３２

静岡県裾野市伊豆島田３７６‐９

愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田４０

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ＪＲゲートタワー店

450-6690 愛知県名古屋市中村区名駅１‐１０１５‐１５

ローソン清須押花店

452-0014 愛知県清須市西枇杷島町押花４０

ローソン清須二ツ杁駅前店

452-0065 愛知県清須市西枇杷島町芳野２‐３１‐１

ローソン清須寺野店

452-0908 愛知県清須市寺野美鈴４０

ローソン椿町店

453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町１４‐１３

ローソン名駅太閤通口店

453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町１‐１６

ローソン中村草薙町店

453-0064 愛知県名古屋市中村区草薙町１‐９３

ローソン中川福船町店

454-0836 愛知県名古屋市中川区福船町１‐１‐１

ローソン中川戸田三丁目店

454-0962 愛知県名古屋市中川区戸田３‐１５０４‐１

ローソン港区当知四丁目店

455-0804 愛知県名古屋市港区当知４‐１０５‐２

ローソン港区甚兵衛通店

455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通３‐４‐４

ローソン内田橋一丁目店

457-0862 愛知県名古屋市南区内田橋１‐７‐２

ローソン緑区大高町店

459-8001 愛知県名古屋市緑区高根山１‐１５０３

ローソン丸の内伏見通店

460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内１‐８２５‐１

ローソン昭和高校前店

468-0065 愛知県名古屋市天白区中砂町１

ローソン豊田浄水店

470-0343 愛知県豊田市浄水町土地区画整理事業地内１６７‐７

ローソン東浦於大公園前店

470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字大門二区４３

ローソン豊田小坂町店

471-0035 愛知県豊田市小坂町２‐４４‐１

ローソン豊田大林十二丁目店

473-0902 愛知県豊田市大林町１２‐１３‐９

ローソン日本福祉大前店

475-0018 愛知県半田市中生見町８‐１

ローソン半田有楽町店

475-0837 愛知県半田市有楽町６‐２２３

ローソン東海大田店

477-0031 愛知県東海市大田町後浜新田２３５‐５

ローソン知多八幡店

478-0001 愛知県知多市八幡字中島１３９‐１

ローソン豊山町青山店

480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字高添１４２‐１

ローソン豊山町豊場店

480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字沢口３１‐１

ローソン長久手古戦場駅前店

480-1100

ローソン北名古屋井瀬木店

481-0004 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷６４６‐２

ローソン江南前野町東店

483-8052 愛知県江南市前野町東１８７‐１

ローソン江南安良店

483-8111

ローソン小牧外堀一丁目店

485-0039 愛知県小牧市外堀１‐２２７‐１

ローソン尾張旭北原山店

488-0061 愛知県尾張旭市尾張旭北原山土地区画整理内１６街区１画地

ローソン瀬戸上之山町店

489-0964 愛知県瀬戸市上之山町３‐６９‐１

ローソン瀬戸西原町店

489-0972 愛知県瀬戸市西原町１‐３４‐１

ローソン一宮木曽川玉ノ井店

493-0004 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字柳原３０１

ローソン岐阜城東通店

500-8441 岐阜県岐阜市城東通２‐６‐１

ローソン垂井町追分店

503-2100 岐阜県不破郡垂井町字追分２２７６‐２

ローソン神戸町丈六道店

503-2304 岐阜県安八郡神戸町丈六道４３８‐２

ローソン美濃加茂加茂野町店

505-0054 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野１２８

ローソン中津川上金店

508-0031 岐阜県中津川市宮前町４‐７１

ローソン可児下恵土店

509-0203 岐阜県可児市下恵土２９５７‐１

ローソン瑞浪益見町店

509-6108 岐阜県瑞浪市益見町１‐９４

ローソン鈴鹿白子四丁目店

510-0243 三重県鈴鹿市白子４‐３０７０‐１

ローソン川越町高松店

510-8121 三重県三重郡川越町大字高松字天神２６‐１

ローソン津久居藤ヶ丘店

514-1102

三重県津市久居藤ケ丘町字西硯石２５６６‐５

ローソン松阪小津店

515-2114

三重県松阪市小津町字大坪４２８‐１

ローソン南伊勢五カ所浦店

516-0101 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦３９０９

ローソン南伊勢南島店

516-1309 三重県度会郡南伊勢町東宮字豆方６２‐１３

ローソン名張すずらん台店

518-0411

ローソン伊勢小俣町店

519-0506 三重県伊勢市小俣町湯田１５６４

ローソン近江八幡駅南店

523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南４‐２‐２

ローソン南草津三丁目店

525-0050 滋賀県草津市南草津３‐２‐３４

ローソン日野河原店

529-1602 滋賀県蒲生郡日野町河原１‐１７

ローソン大阪駅前第４ビル店

530-0001 大阪府大阪市北区梅田１‐１１‐４‐Ｂ１００

ローソン大阪駅前第一ビル店

530-0001 大阪府大阪市北区梅田１‐３‐１‐Ｂ２００

ローソン堂島浜１丁目店

530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１‐１‐８

ローソン梅田茶屋町店

530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町２‐２５

ローソン十三本町一丁目店

532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町１‐１３‐１１

ローソン豊里二丁目店

533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里２‐１４‐２４

ローソン横堤四丁目店

538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤４‐２‐４１

ローソン南本町二丁目店

541-0054 大阪府大阪市中央区南本町２‐２‐２

ローソン日本橋なんさん通り店

542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２‐７‐１３

ローソン西心斉橋一丁目店

542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１‐１０‐２８

ローソン生野巽東三丁目店

544-0014 大阪府大阪市生野区巽東３‐１２‐３

ローソンあべのキューズタウン店

545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１‐６‐１‐１０４

ローソン阿倍野橋南店

545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２‐３‐５５

ローソン公園南矢田三丁目店

546-0024 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田３‐２０‐７

ローソンプラス姫島五丁目店

555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島５‐２‐６

ローソン難波中二丁目店

556-0011

ローソン天下茶屋２丁目店

557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋２‐２２‐１３

ローソン千里中央店

560-0082 大阪府豊中市新千里東町１‐３

ローソン箕面萱野一丁目店

562-0014 大阪府箕面市萱野１‐７‐２１

ローソン阪急石橋駅前店

563-0032 大阪府池田市石橋１‐１３‐１

ローソン吹田山田西１丁目店

565-0824 大阪府吹田市山田西１‐３７‐１

吹田千里山東四丁目店

565-0842 大阪府吹田市千里山東４‐６‐３

ローソン阪大病院店

565-0871 大阪府吹田市山田丘２‐１５

ローソン茨木下穂積二丁目店

567-0041 大阪府茨木市下穂積２‐１０‐６

ローソン阪急茨木市駅南店

567-0829 大阪府茨木市双葉町１１‐３３

ローソン高槻城北町二丁目店

569-0071 大阪府高槻市城北町２‐７‐９

ローソン高槻緑町店

569-0094 大阪府高槻市緑町２‐１８

ローソン守口南寺方中通店

570-0045 大阪府守口市南寺方中通３‐１５‐８

ローソン枚方公園店

573-0052 大阪府枚方市枚方元町８‐１９

ローソン枚方船橋本町二丁目店

573-1116

ローソン住道駅前店

574-0036 大阪府大東市末広町２‐１０２

ローソン東大阪若江北町三丁目店

578-0945 大阪府東大阪市若江北町３‐７‐１０

ローソン東大阪四条町店

579-8053 大阪府東大阪市四条町２‐１３

ローソン藤井寺岡一丁目店

583-0027 大阪府藤井寺市岡１‐１６‐３１

ローソン泉大津北豊中町店

595-0012 大阪府泉大津市北豊中町３‐９７９‐５

ローソン堺草尾南店

599-8127 大阪府堺市東区草尾６１２‐１

ローソン新京都センタービル店

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

ローソン京都駅前店

600-8216 京都府京都市下京区三哲通西洞院東入東塩小路町８４３‐２

ローソン京都駅東塩小路店

600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町５５８‐８

ローソン京都駅八条口店

601-8411

ローソン京都金閣寺前店

603-8372 京都府京都市北区衣笠街道町１２

ローソン西賀茂店

603-8812 京都府京都市北区西賀茂山ノ森町４

ローソン三条大橋店

604-8031 京都府京都市中京区三条通河原町東入中島町１１０

ローソン烏丸三条店

604-8172 京都府京都市中京区場之町５９９

ローソン東大路馬町店

605-0875 京都府京都市東山区鐘鋳町４‐４１５

ローソン一乗寺宮ノ東町店

606-8116

ローソン三山木田中店

610-0313 京都府京田辺市三山木中央９‐８‐５

ローソン京田辺山手西店

610-0355 京都府京田辺市山手西１‐１０‐８

ローソン京都医療センター前店

612-0875 京都府京都市伏見区深草枯木町３２‐１

ローソン伏見久我の杜店

612-8494 京都府京都市伏見区久我東町８‐６１

ローソン四条西院店

615-0012 京都府京都市右京区西院高山寺町９

ローソン京都嵐山渡月橋店

616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３‐２５

ローソン舞鶴上安久店

624-0912 京都府舞鶴市字上安小字糖ヶ坪４５‐３

ローソン近鉄奈良駅前店

630-8215 奈良県奈良市東向中町３

ローソン岡山リットシティビル店

700-0024 岡山県岡山市北区駅元町１５‐１

ローソン松前南黒田店

791-3101 愛媛県伊予郡松前町大字南黒田４１２‐１

ローソンハイウェイピット基山上り店

841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字小浦２０９７‐１

ローソン福井サン二の宮通店

910-0013 福井県福井市幾代２‐１５１３

ローソン福井四ツ井店

910-0846 福井県福井市四ツ井１‐４０１

ローソンあわら温泉口店

910-4105 福井県あわら市舟津１０字蔵後２‐１

ローソン越前平林町店

915-0044 福井県越前市平林町５‐２３

ローソン越前村国店

915-0084 福井県越前市村国３‐６７‐１

ローソン鯖江有定町店

916-0057 福井県鯖江市有定町２‐１‐１５

ローソン小浜岡津店

917-0046 福井県小浜市岡津４８‐１０

ローソン金沢駅金沢港口店

920-0031 石川県金沢市広岡１‐９０２‐２

ローソン金沢長坂店

921-8112

ローソン野々市本町店

921-8815 石川県野々市市本町５‐１７‐１１

ローソン小松白嶺町店

923-0866 石川県小松市白嶺町１‐１‐１

ローソン富山新富町店

930-0002 富山県富山市新富町１‐１‐１２明治生命富山駅前ビル１Ｆ

ローソン氷見警察署前店

935-0024 富山県氷見市窪６１９‐１

ローソン富山花園町店

939-8201 富山県富山市花園町２‐６‐５

ローソン富山新根塚町一丁目店

939-8205 富山県富山市新根塚町１‐８０７‐１

ローソン長岡摂田屋一丁目店

940-1105

ローソン上越大日店

943-0175 新潟県上越市大字大日３１

ローソン小千谷城内店

947-0028 新潟県小千谷市城内３‐２‐２７

ローソン十日町高田町店

948-0056 新潟県十日町市子７８７‐１

ローソン六日町店

949-6600 新潟県南魚沼市六日町７５９‐１

ローソン新潟中野山店

950-0837 新潟県新潟市東区若葉町１‐１９‐８１

ローソン新潟駅西口店

950-0901 新潟県新潟市中央区弁天１‐１‐２６

ローソン新潟鳥屋野店

950-0950 新潟県新潟市中央区鳥屋野南３‐１２‐９

ローソン新発田舟入町三丁目店

957-0065 新潟県新発田市舟入町３‐４‐１５

ローソン新発田佐々木店

957-0082 新潟県新発田市佐々木３４６５

ローソン新潟西川善光寺店

959-0411

ローソン荒川十文字店

959-3132 新潟県村上市坂町３５０２‐１

ローソン福島北矢野目店

960-0113

福島県福島市北矢野目字原田５９‐８

ローソン福島宮代前田店

960-0116

福島県福島市宮代字前田２３‐１

ローソン白河関辺店

961-0021 福島県白河市関辺上ノ原３‐３

ローソン須賀川北店

962-0001 福島県須賀川市森宿字北向８４‐１

ローソン須賀川池ノ下町店

962-0058 福島県須賀川市池ノ下町７３‐１５

ローソン須賀川牡丹園前店

962-0816 福島県須賀川市朝日田８２‐１

ローソン郡山希望ヶ丘店

963-0201 福島県郡山市大槻町字広町７８‐１

ローソン郡山熱海店

963-1309 福島県郡山市熱海町熱海２‐１０６

ローソン郡山桑野二丁目店

963-8025 福島県郡山市桑野２‐３６‐６

ローソン郡山鶴見坦三丁目店

963-8861 福島県郡山市鶴見坦３‐２５４

ローソン二本松西勝田店

964-0314 福島県二本松市西勝田字柏木田２‐１

ローソン泉崎夏針店

969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針５９‐１

ローソン安達油井店

969-1404 福島県二本松市油井字松葉山４０‐７

ローソンいわき平堂根町店

970-8026 福島県いわき市平字堂根町４‐１

ローソンいわき小名浜辰巳店

971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町３６‐３

ローソンいわき小名浜大原西店

971-8111

ローソン原町桜井町店

975-0032 福島県南相馬市原町区桜井町２‐２３‐１

ローソン相馬粟津店

976-0152 福島県相馬市粟津字粟津２４‐１

ローソンいわき四倉西

979-0201 福島県いわき市四倉町字西４‐９‐１

ローソン新地運動公園前店

979-2611

福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字富谷地田４９‐１

ローソン仙台上杉一丁目店

980-0011

宮城県仙台市青葉区上杉１‐１７‐７

ローソン仙台柳町通店

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町１‐８‐３

ローソン仙台一番町三丁目店

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町３‐７‐２３

ローソン矢本川前店

981-0501 宮城県東松島市赤井字川前４

ローソン仙台四郎丸渡道店

981-1101

宮城県仙台市太白区四郎丸字渡道１１‐１

ローソン仙台柳生三丁目店

981-1106

宮城県仙台市太白区柳生３‐８‐１

ローソン名取箱塚一丁目店

981-1234 宮城県名取市箱塚１‐１２‐４５

ローソン角田横倉店

981-1512 宮城県角田市横倉字今谷２８８‐１

ローソン仙台野村店

981-3124 宮城県仙台市泉区野村字松林下２‐７

ローソン仙台長命ヶ丘一丁目店

981-3212 宮城県仙台市泉区長命ケ丘１‐１‐１

ローソン大和もみじヶ丘三丁目店

981-3622 宮城県黒川郡大和町もみじケ丘３‐３４‐３

ローソン仙台大野田店

982-0014 宮城県仙台市太白区大野田５‐３０‐３

ローソン仙台小田原一丁目店

983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原１‐３‐２２

ローソン仙台榴ヶ岡三丁目店

983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡３‐１‐１

ローソン石巻蛇田店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字北経塚１１‐２

ローソン涌谷蔵人沖名店

987-0132 宮城県遠田郡涌谷町字蔵人沖名１２２‐１２

ローソン気仙沼階上店

988-0254 宮城県気仙沼市波路上野田１３０‐１２

ローソン白石鷹巣東店

989-0218 宮城県白石市鷹巣東１‐４‐５０

ローソン蔵王曲竹店

989-0851 宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字桜所１６‐１

ローソン栗原瀬峰店

989-4529 宮城県栗原市瀬峰新下田１９５‐１

ローソン栗原金成店

989-5141 宮城県栗原市金成翁留３４‐１

ローソン長井成田店

993-0075 山形県長井市成田字在家下１１７５‐５

ローソン新庄桧町店

996-0088 山形県新庄市桧町１０‐８‐１

ローソン鶴岡桜新町店

997-0861 山形県鶴岡市桜新町１３‐８

ローソン酒田西野店

998-0006 山形県酒田市ゆたか２‐８‐１

ローソン酒田東大町一丁目店

998-0851 山形県酒田市東大町１‐９‐７

ローソン南陽市役所前店

999-2262 山形県南陽市若狭郷屋字中屋敷５０８‐１８

ローソン富田林向陽台店

584-0082 大阪府富田林市向陽台２‐１‐１２

ローソン池田井口堂一丁目店

563-0023 大阪府池田市井口堂１‐１１‐７

ローソン阪南石田店

599-0221 大阪府阪南市石田７１１‐６

ローソン大阪本庄東三丁目店

531-0074 大阪府大阪市北区本庄東３‐１０‐６

ローソン東大阪中石切町四丁目店

579-8014 大阪府東大阪市中石切町４‐５‐１４

ローソン堺日置荘店

599-8114

ローソン長田北町二丁目店

653-0016 兵庫県神戸市長田区北町２‐１

ローソンアミング潮江店

661-0976 兵庫県尼崎市潮江１‐４‐５

ローソン尼崎大庄西町三丁目店

660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町３‐１‐１７

ローソン香美町香住店

669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１１７７‐１

ローソン川西萩原一丁目店

666-0004 兵庫県川西市萩原１‐１‐２２

ローソン王塚台五丁目店

651-2135 兵庫県神戸市西区王塚台５‐９３

ローソン神戸岡本坂店

658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１‐８‐２２

ローソン尼崎上ノ島店

661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘２‐１５‐１

ローソン加古川粟津店

675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津８１２‐１

ローソンＪＲ新長田駅南店

653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町３‐２‐１５‐１０３

ローソン西宮古川町店

663-8185 兵庫県西宮市古川町３‐２１

ローソン加古川平岡町新在家店

675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０‐１

ローソン神戸魚崎南町五丁目店

658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町５‐７‐１７

ローソン西神吉町岸店

675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸字川原田１５２‐５

ローソン神戸霞ヶ丘四丁目店

655-0039 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘４‐５‐４

ローソン神戸鳴子二丁目店

651-1133

ローソン篠山東岡屋店

669-2345 兵庫県篠山市東岡屋６７８

ローソン神戸長田町五丁目店

653-0812 兵庫県神戸市長田区長田町５‐３‐１１

ローソン伊丹西野三丁目店

664-0028 兵庫県伊丹市西野３‐８‐１

ローソン三木御坂店

673-0516 兵庫県三木市志染町御坂芦原６２６‐１

ローソン西神高和店

651-2204 兵庫県神戸市西区押部谷町高和７３２

ローソン神戸有野町唐櫃店

651-1331 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃１４５‐１

ローソン神戸福住通四丁目店

657-0824 兵庫県神戸市灘区福住通４‐１‐１

ローソン＋フレンズ山陽板宿ちか店

654-0021 兵庫県神戸市須磨区平田町３‐１１‐７

ローソン高砂伊保三丁目店

676-0078 兵庫県高砂市伊保３‐５０８

ローソン尼崎南塚口町六丁目店

661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町６‐３‐５

ローソン神戸須磨車店

654-0111

ローソン＋フレンズ学園南店

655-0001 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山８６８‐３３

ローソン橿原土橋店

634-0844 奈良県橿原市土橋町１８５‐１

ローソン香芝下田西四丁目店

639-0231 奈良県香芝市下田西４‐２０４‐１

ローソン御所元町西店

639-2301 奈良県御所市大字元町７５‐１

ローソン五條新町１丁目店

637-0043 奈良県五條市新町１‐１０１９‐１

ローソン大和郡山下三橋町店

639-1101

ローソン広陵大野店

635-0803 奈良県北葛城郡広陵町大字大野５２９‐１

ローソン河合町中山台店

636-0072 奈良県北葛城郡河合町中山台２‐６‐１２

ローソン桜井脇本店

633-0018 奈良県桜井市大字脇本３８４‐１

ローソン学研北生駒駅前店

630-0122 奈良県生駒市真弓１‐１‐１０

ローソン橿原雲梯町店

634-0834 奈良県橿原市雲梯町１１７‐１

ローソン広陵笠東店

635-0821 奈良県北葛城郡広陵町大字笠３３６‐４

ローソン葛城東室店

639-2102 奈良県葛城市東室９６‐３

ローソン吉野リバーサイド店

639-3102 奈良県吉野郡吉野町河原屋８３‐１

ローソン大宇陀かぎろひ店

633-2112

ローソンプラス海南消防署前店

642-0002 和歌山県海南市日方字新濱１２７４‐７８

ローソン有田インター東店

643-0025 和歌山県有田郡有田川町大字土生字ハダ６８‐１

ローソン和歌山梅原店

640-8452 和歌山県和歌山市梅原字神免９３‐３

ローソン海南名高西店

642-0032 和歌山県海南市名高字中須賀２０２‐１

ローソン和歌山神前西店

640-8314 和歌山県和歌山市神前字宮出１６６‐１

ローソン岩出根来インター店

649-6202 和歌山県岩出市根来１６９０‐１

ローソン高野口町名古曽店

649-7203 和歌山県橋本市高野口町名古曽２９３‐１

ローソン安来田頼店

692-0067 島根県安来市田頼町字本郷２８４‐１

ローソン矢掛本陣店

714-1202 岡山県小田郡矢掛町小林１８４‐２

ローソン岡山箕島店

701-0206 岡山県岡山市南区箕島８５１‐５

ローソン岡山邑久町店

701-4221 岡山県瀬戸内市邑久町尾張字北向２８２‐１

ローソン岡山辛川市場店

701-1214 岡山県岡山市北区辛川市場３７５‐１

ローソン岡山伊島店

700-0016 岡山県岡山市北区伊島町２‐２２‐２６

ローソン岡山駅前店

700-0901 岡山県岡山市北区本町２‐１

ローソン倉敷北畝二丁目店

712-8032 岡山県倉敷市北畝２‐２‐７

ローソン倉敷真備町川辺店

710-1313 岡山県倉敷市真備町川辺字大西１７４６‐１

ローソン総社宍粟店

719-1153

ローソン玉野八浜町店

706-0222 岡山県玉野市八浜町見石７１９

ローソン御津工業団地入口店

709-2123 岡山県岡山市北区御津河内１１５‐１

ローソン倉敷神田店

712-8061 岡山県倉敷市神田３‐１４‐９

ローソン倉敷藤戸町天城店

710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城２９‐１

ローソン広島横川駅前店

733-0011

ローソン福山西深津店

721-0975 広島県福山市西深津町４‐３‐１１

ローソン福山南松永店

729-0105 広島県福山市南松永町１‐２１‐１８

ローソン因島重井店

722-2102 広島県尾道市因島重井町２２８４

ローソン広島紙屋町２丁目店

730-0031 広島県広島市中区紙屋町２‐３‐２０

ローソン福山三吉町一丁目店

720-0031 広島県福山市三吉町１‐４‐１２

ローソン因島中庄店

722-2211

ローソン熊野中溝三丁目店

731-4214 広島県安芸郡熊野町中溝３‐４‐８

ローソン三原皆実三丁目店

723-0052 広島県三原市皆実３‐３

ローソン尾道向島中央店

722-0073 広島県尾道市向島町字長江谷８１２‐１

ローソンフタバ図書可部センター店

731-0231 広島県広島市安佐北区亀山５‐５‐１８

ローソン広島東雲二丁目店

734-0022 広島県広島市南区東雲２‐１５‐２

ローソン福山柳津町四丁目店

729-0114

ローソン広島宇品東一丁目店

734-0003 広島県広島市南区宇品東１‐７‐１２

ローソン広島安東二丁目店

731-0153 広島県広島市安佐南区安東２‐３‐２２

ローソンフタバ図書大竹店

739-0612 広島県大竹市油見３‐１１‐７

ローソン防府牟礼今宿一丁目店

747-0012 山口県防府市牟礼今宿１‐１６‐３８

ローソン山口吉敷店

753-0814 山口県山口市吉敷下東１‐１７‐１７

ローソン山口下小鯖橋本店

753-0212 山口県山口市大字下小鯖３７７５

ローソン下松駅南店

744-0011

ローソン防府自力町店

747-0817 山口県防府市自力町９‐１

ローソン光宮ノ下町店

743-0045 山口県光市宮ノ下町１２‐２５

ローソン田布施波野店

742-1502 山口県熊毛郡田布施町大字波野字原河内３３７‐４

ローソン萩椿東平方店

758-0011

ローソン山陽小野田西高泊店

756-0057 山口県山陽小野田市大字西高泊３４０８‐１

ローソン防府新田西店

747-0825 山口県防府市大字新田字中道８２７‐１

ローソン徳島赤十字病院店

773-0001 徳島県小松島市小松島町字井利ノ口１６４

ローソン徳島中前川町店

770-0807 徳島県徳島市中前川町２‐１‐１

ローソン徳島西須賀町下中須店

770-8024 徳島県徳島市西須賀町下中須２７‐１

ローソン鳴門撫養町木津店

772-0004 徳島県鳴門市撫養町木津字東小沖７９４‐１

ローソン羽ノ浦町中庄黒松店

779-1101

ローソン名西石井町高川原店

779-3223 徳島県名西郡石井町高川原字高川原１３１０‐１

ローソン小松島立江町店

773-0017 徳島県小松島市立江町字馬渕２９‐３

ローソン丸亀郡家町店

763-0093 香川県丸亀市郡家町字地頭７２６‐３

ローソン高松今里町二丁目店

760-0078 香川県高松市今里町２‐９‐４

ローソン高松国分寺町新居店

769-0101 香川県高松市国分寺町新居４４１

ローソン観音寺植田町店

768-0011

ローソン高松太田下町店

761-8073 香川県高松市太田下町３００１‐１

ローソン善通寺生野町店

765-0053 香川県善通寺市生野町２１２０‐１

ローソン西条産業道路店

793-0027 愛媛県西条市朔日市字船元７７４‐１

ローソン新居浜坂井町店

792-0812 愛媛県新居浜市坂井町１‐１‐５５

ローソン松山西衣山駅前店

791-8025 愛媛県松山市衣山４‐７５４‐１

ローソン宇和島オリエンタルホテル店

798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町６０７‐２

ローソン宇和島三間町店

798-1114

ローソン松山河原町店

790-0013 愛媛県松山市河原町６‐６

ローソン四国中央妻鳥町店

799-0113

ローソン西予宇和町下松葉店

797-0018 愛媛県西予市宇和町下松葉４５３‐１

ローソン高知朝倉駅前店

780-8063 高知県高知市朝倉字串田丙１２４‐３

ローソン高知神田店

780-8040 高知県高知市神田１３８９‐１

ローソン高知本町二丁目店

780-0870 高知県高知市本町２‐２‐１

ローソン高知市南久保店

780-0087 高知県高知市南久保４‐５２

ローソン南国バイパス店

783-0007 高知県南国市明見字大政所９５３‐１

ローソン高知潮新町二丁目店

780-8008 高知県高知市潮新町２‐１７‐２６

ローソン安芸庄之芝町店

784-0022 高知県安芸市庄之芝町３６３‐５

ローソン行橋中央一丁目店

824-0005 福岡県行橋市中央１‐１２‐４３

ローソン八幡医生ヶ丘店

807-0804 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘１０‐３９

ローソン小倉徳吉西店

803-0278 福岡県北九州市小倉南区徳吉西２‐３‐２０

ローソン小倉駅北口店

802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２‐１２‐２１

ローソン西鉄福岡天神駅店

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２‐１１‐２

ローソン苅田幸町店

800-0314 福岡県京都郡苅田町幸町５‐４

ローソン東門司一丁目店

801-0873 福岡県北九州市門司区東門司１‐１‐８

ローソン直方知古一丁目店

822-0022 福岡県直方市知古１‐２‐３

ローソン福岡西警察署前店

819-0169 福岡県福岡市西区今宿西１‐１６‐３

ローソン小倉沼本町一丁目店

800-0208 福岡県北九州市小倉南区沼本町１‐１４‐２

ローソン福岡宮若長井鶴店

823-0012 福岡県宮若市長井鶴４６７‐６

ローソン小郡市役所前店

838-0143 福岡県小郡市小板井３４０‐１

ローソン大牟田唐船店

836-0003 福岡県大牟田市大字唐船１９８‐１

ローソン小倉高尾二丁目店

803-0853 福岡県北九州市小倉北区高尾２‐８‐１５

ローソン博多店

812-0011

ローソン佐賀鍋島流通センター前店

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店

848-0035 佐賀県伊万里市二里町大里字中町乙１１９

ローソン伊万里あさひが丘店

848-0021 佐賀県伊万里市大坪町字白野甲２６３７‐１

ローソン唐津和多田天満町店

847-0082 佐賀県唐津市和多田天満町１‐４３０５‐１

ローソン大村古賀島町店

856-0817 長崎県大村市古賀島町１１５‐１

ローソン長崎愛宕店

850-0822 長崎県長崎市愛宕３‐４３３

ローソン長崎石神店

852-8126 長崎県長崎市石神町１‐８

ローソン佐世保指方店

859-3242 長崎県佐世保市指方町２２２７‐３

ローソン国見多比良港店

859-1311

ローソン長崎大学病院店

852-8102 長崎県長崎市坂本１‐７‐１

ローソン長崎弥生東店

850-0823 長崎県長崎市弥生町２‐１０

ローソン長崎賑町店

850-0876 長崎県長崎市賑町７‐１１

ローソン島原親和町店

855-0863 長崎県島原市親和町８

ローソン雲仙愛野町店

854-0302 長崎県雲仙市愛野町乙５９６‐１

ローソン佐世保黒髪店

857-1152

ローソン長崎医療センター店

856-0835 長崎県大村市久原２‐１００１‐１

ローソン玉名玉東町店

869-0303 熊本県玉名郡玉東町大字木葉字高月６６３‐１

ローソン八代松江町店

866-0883 熊本県八代市松江町大字江前３４９‐４

ローソン南阿蘇白水店

869-1505 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字中松字上車鶴３８９８‐１

ローソン菊陽光の森店

869-1108

ローソン阿蘇高森店

869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森字里木２１８８‐１

ローソン天草佐伊津町店

863-2171 熊本県天草市佐伊津町南平１９３８‐３４

ローソン熊本神水一丁目店

862-0954 熊本県熊本市中央区神水１‐１７‐１８

ローソン熊本萩原町店

860-0832 熊本県熊本市中央区萩原町１７‐３２

ローソン八代袋町店

866-0855 熊本県八代市袋町５‐４５

ローソン天草中央総合病院前店

863-0043 熊本県天草市亀場町亀川１８８６‐２５

ローソン熊本清水万石一丁目店

861-8068 熊本県熊本市北区清水万石１‐８‐２０

ローソン熊本戸島二丁目店

861-8041 熊本県熊本市東区戸島２‐６‐６０

ローソン玉名南関関東店

861-0802 熊本県玉名郡南関町大字関東８９９‐１

ローソン天草城下町店

863-0016 熊本県天草市城下町６‐２４

ローソン熊本北郵便局前店

869-1108

ローソン熊本不知火町店

869-0554 熊本県宇城市不知火町柏原字野田５０７

ローソン熊本菊陽尚絅大前店

869-1112

ローソン大分上戸次店

879-7764 大分県大分市大字上戸次字宇土ノ口６０９１‐２

ローソン大分萩原一丁目店

870-0921 大分県大分市萩原１‐２‐３１

ローソン別府餅ヶ浜店

874-0924 大分県別府市餅ケ浜町７７

ローソン別府北的ヶ浜町店

874-0928 大分県別府市北的ケ浜町１２２５

ローソン大分新町店

870-0028 大分県大分市新町１‐２

ローソン国東武蔵古市店

873-0412 大分県国東市武蔵町古市字川原田１８‐１

ローソン大分大在北四丁目店

870-0245 大分県大分市大在北４‐７‐２４

ローソン大分森町バイパス店

870-0128 大分県大分市大字森字荒木６４２‐１

ローソン川南町塩付店

889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南２２８６８‐２

ローソン新富新田店

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店

889-0511

ローソン都城五十町店

885-0084 宮崎県都城市五十町１５２７‐１

ローソン門川加草二丁目店

889-0603 宮崎県東臼杵郡門川町加草２‐１１９‐１

ローソン都農川北店

889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北字湯ノ本５３４９‐３

ローソン宮崎下北方町店

880-0035 宮崎県宮崎市下北方町島口８６２‐２

ローソン鹿児島玉里団地店

892-0811

ローソン鹿屋大手町店

893-0009 鹿児島県鹿屋市大手町７３１８‐１

ローソン曽於大崎口店

899-7302 鹿児島県曽於郡大崎町神領１７３１‐１

ローソン伊佐菱刈店

895-2705 鹿児島県伊佐市菱刈重留字大橋口１０７１‐１

ローソン鹿児島大門口店

892-0833 鹿児島県鹿児島市松原町１４‐２０

ローソン指宿秋元店

891-0402 鹿児島県指宿市十町字牛鶴２２９２

ローソン鹿児島中山中央店

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店

890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町３‐３６

ローソン鹿児島紫原一本桜店

890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原２‐３‐１

ローソン国分駅前店

899-4332 鹿児島県霧島市国分中央１‐３‐４２

ローソン千歳向陽台店

066-0052 北海道千歳市文京１‐１‐５

ローソン函館本通三丁目店

041-0851 北海道函館市本通３‐３０‐１

ローソン札幌北１条西三丁目店

060-0001 北海道札幌市中央区北一条西３‐３‐２７

ローソン阿寒湖温泉四丁目店

085-0467 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉４‐３‐２８

ローソン札幌星置１条店

006-0851 北海道札幌市手稲区星置１条８‐１８‐３０

ローソン札幌南１条西六丁目店

060-0061 北海道札幌市中央区南１条西６‐１１

ローソン麻生駅南口店

001-0039 北海道札幌市北区北３９条西５‐１‐１

ローソン紋別落石一丁目店

094-0007 北海道紋別市落石町１‐１１‐１１

ローソン釧路昭和店

084-0910 北海道釧路市昭和中央５‐１‐２

ローソン北広島西の里店

061-1105

ローソン当麻店

078-1332 北海道上川郡当麻町宇園別２区

ローソン札幌南郷十八丁目店

003-0022 北海道札幌市白石区南郷通１９南２‐８

ローソン名寄徳田店

096-0071 北海道名寄市字徳田２４７‐３

ローソン深川駅前店

074-0002 北海道深川市二条８‐１６

ローソン札幌百合が原六丁目店

002-8081 北海道札幌市北区百合が原６‐４‐８

ローソン伊達末永町店

052-0021 北海道伊達市末永町３４‐１０

ローソン安平町遠浅店

059-1433 北海道勇払郡安平町遠浅７１３‐３８

ローソン札幌大通西十丁目店

060-0042 北海道札幌市中央区大通西１０‐４

ローソン札幌白石中央１条店

003-0011

ローソン音更木野大通西八丁目店

080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西８‐１‐３

ローソン帯広西１７条北店

080-0047 北海道帯広市西１７条北１‐３２‐１０

ローソン北見西三輪店

090-0838 北海道北見市西三輪２‐６２０‐３２

ローソン札幌北５条西十九丁目店

060-0005 北海道札幌市中央区北５条西１９‐２６‐１１

ローソン札幌北３４条西八丁目店

001-0034 北海道札幌市北区北３４条西８‐１‐２５

ローソン北海道医療センター店

063-0005 北海道札幌市西区山の手５条７‐１‐１

ローソン自衛隊東千歳駐屯地店

066-0006 北海道千歳市祝梅１０１６

ローソン旭川豊岡４条店

078-8234 北海道旭川市豊岡４条１０‐７‐２１

ローソン札幌厚別中央店

004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央１条４丁目１‐１７

ローソン富良野若松町店

076-0032 北海道富良野市若松町１４‐５

ローソン留萌千鳥町店

077-0024 北海道留萌市千鳥町１‐４‐１

ローソン帯広西５条南五丁目店

080-0015 北海道帯広市西五条南５‐６‐１

ローソン札幌北２７条西七丁目店

001-0027 北海道札幌市北区北２７条西７‐１‐１０

ローソン札幌南１１条西十一丁目店

064-0811

ローソン千歳信濃店

066-0038 北海道千歳市信濃１‐９‐２

ローソン旭川末広１条店

071-8131 北海道旭川市末広１条８‐１２６２‐１４

ローソン函館鍛冶二丁目店

041-0852 北海道函館市鍛治２‐１‐８

ローソン幕別札内中央店

089-0543 北海道中川郡幕別町札内中央町３３０‐３９

ローソン美唄東４条店

072-0005 北海道美唄市東４条北４‐１０９３‐９

ローソン札幌清田１条一丁目店

004-0841 北海道札幌市清田区清田１条１‐１１４‐２

ローソン釧路堀川町店

085-0007 北海道釧路市堀川町５‐５４

ローソン釧路錦町店

085-0016 北海道釧路市錦町２‐２‐７

ローソン小樽銭函三丁目店

047-0261 北海道小樽市銭函３‐３２０‐６

ローソン札幌平岸８条十三丁目店

062-0938 北海道札幌市豊平区平岸８条１３‐１‐３３

ローソン札幌西岡３条六丁目店

062-0033 北海道札幌市豊平区西岡３条６‐２１２‐２

ローソン小樽新光一丁目店

047-0152 北海道小樽市新光１‐２９‐１

ローソン北見桜町三丁目店

090-0804 北海道北見市桜町３‐３

ローソン長沼町店

069-1332 北海道夕張郡長沼町中央南１‐２‐２４

ローソン本別南四丁目店

089-3314 北海道中川郡本別町南４‐１‐１

ローソン士別大通西三丁目店

095-0029 北海道士別市大通西３‐７１５‐１

ローソン釧路芦野店

085-0061 北海道釧路市芦野１‐２‐８

ローソン恵庭黄金南店

061-1409 北海道恵庭市黄金南３‐１‐１

ローソン中標津バイパス店

086-1105

ローソン小樽富岡一丁目店

047-0033 北海道小樽市富岡１‐５‐２５

ローソン札幌西野４条六丁目店

063-0034 北海道札幌市西区西野４条６‐２５２‐１

ローソン岩見沢春日町店

068-0827 北海道岩見沢市春日町１‐１‐１２

ローソン上砂川町店

073-0200 北海道空知郡上砂川町字上砂川３０‐１

ローソン中札内店

089-1310 北海道河西郡中札内村大通北１‐１８

ローソン滝川一の坂店

073-0016 北海道滝川市一の坂東３‐９８‐４

ローソン青森青葉店

030-0846 青森県青森市青葉２‐２‐５

ローソン弘前樹木四丁目店

036-8228 青森県弘前市大字樹木４‐６‐５

ローソンむつバイパス店

035-0021 青森県むつ市大字田名部字前田３８‐３

ローソン東北町上野店

039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字下田１７８

ローソンむつ仲町店

035-0062 青森県むつ市仲町１１８‐３

ローソン野辺地町店

039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地３‐１

ローソン三沢大津一丁目店

033-0134 青森県三沢市大津１‐２１９‐４００

ローソン青森勝田店

030-0821 青森県青森市勝田２‐４‐１２

ローソン八戸売市四丁目店

031-0073 青森県八戸市売市４‐７‐１３

ローソンむつ苫生小学校前店

035-0051 青森県むつ市新町２９‐１５

ローソン八戸湊高台二丁目店

031-0823 青森県八戸市湊高台２‐１３‐４８

ローソン十和田元町西二丁目店

034-0002 青森県十和田市元町西２‐１２‐１０

ローソン弘前駅前三丁目店

036-8002 青森県弘前市大字駅前３‐３‐１１

ローソン弘前一町田店

036-1325 青森県弘前市大字一町田字村元５３０‐１

ローソン八戸沼館一丁目店

031-0071 青森県八戸市沼館１‐１‐１

ローソン八戸南類家二丁目店

031-0004 青森県八戸市南類家２‐９‐１２

ローソン八戸根城六丁目店

039-1166

ローソンむつ緑ヶ丘バイパス店

035-0066 青森県むつ市緑ヶ丘３１‐８

ローソン階上道仏店

039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏字大蛇長根１‐１

ローソン北上流通店

024-0004 岩手県北上市村崎野１５‐３‐２

ローソン花矢巾ニュータウン店

028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅１４‐３４‐７０

ローソン北上駅東口店

024-0032 岩手県北上市川岸１‐２‐８

ローソン岩手室根店

029-1202 岩手県一関市室根町矢越字高沢９２‐２

ローソン滝沢運転試験場前店

020-0601 岩手県滝沢市後２６８‐１９２６

ローソン盛岡山岸一丁目店

020-0004 岩手県盛岡市山岸１‐２‐５１

ローソン大船渡インター店

022-0006 岩手県大船渡市立根町字堰口２５‐５

ローソン遠野病院前

028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩１５地割字太子堂５０‐１

ローソン岩手川崎店

029-0202 岩手県一関市川崎町薄衣字須崎１３１‐１

ローソン宮古根市店

027-0047 岩手県宮古市大字根市第２地割字中割目６‐４

ローソン岩手県営体育館前店

020-0133 岩手県盛岡市青山３‐８‐１

ローソン山田町織笠店

028-1361 岩手県下閉伊郡山田町織笠第１２‐２‐８６

ローソン一関中里店

021-0002 岩手県一関市中里字南谷起９９‐２

ローソン盛岡向中野七丁目店

020-0851 岩手県盛岡市向中野７‐１５

ローソン盛岡津志田西一丁目店

020-0836 岩手県盛岡市津志田西１‐２３‐１６

ローソン一関インター店

021-0055 岩手県一関市山目字泥田６８‐１

ローソン久慈二十八日町店

028-0062 岩手県久慈市二十八日町２‐１８

ローソン宮古磯鶏石崎店

027-0022 岩手県宮古市磯鶏石崎４‐８

ローソン大崎西古川店

989-6214 宮城県大崎市古川新堀字高田２‐１

ローソン石巻相野谷店

986-0101 宮城県石巻市相野谷字杉ヶ崎１９‐１

ローソン大河原バイパス店

989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南６０‐１５

ローソン仙台宮千代一丁目店

983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代１‐１０‐１０

ローソン岩沼朝日店

989-2400 宮城県岩沼市あさひ野１‐１３‐７

ローソン仙台蒲生店

983-0002 宮城県仙台市宮城野区蒲生字上屋倉４２‐１

ローソン利府飯土井店

981-0113

ローソン登米中田町上沼店

987-0602 宮城県登米市中田町上沼字籠壇１１１‐５

ローソン石巻蛇田新丸井戸店

986-0861 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸４２‐５

ローソン仙台苦竹一丁目店

983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹１‐３０‐１３

ローソン気仙沼田谷店

988-0045 宮城県気仙沼市田谷１２‐７

ローソン塩釜桜ケ丘店

985-0033 宮城県塩竈市桜ケ丘１‐８

ローソン気仙沼鹿折店

988-0007 宮城県気仙沼市新浜町２‐３‐４

ローソン仙台荒井西店

984-0017 宮城県仙台市若林区なないろの里二丁目１１番地の９

ローソン東松島大曲店

981-0502 宮城県東松島市大曲字寺沼１

ローソン秋田南通亀の町店

010-0011

ローソン横手赤川店

013-0073 秋田県横手市赤川字村北荒堰間１４７‐１

ローソン秋田東通一丁目店

010-0003 秋田県秋田市東通１‐４‐２

ローソン秋田日赤病院前店

010-1403 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切２７‐１

ローソン秋田駅西店

010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町３‐１５

ローソン秋田新屋大川町店

010-1632 秋田県秋田市新屋大川町１０‐２３

ローソン能代鰄渕店

016-0121 秋田県能代市鰄渕字家の下９６‐１

ローソン羽後南西馬音内店

012-1100

ローソン山形大野目二丁目店

990-0073 山形県山形市大野目２‐１‐２

ローソン鶴岡伊勢原町店

997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町１‐４４

ローソン新庄上金沢町店

996-0041 山形県新庄市大字鳥越１００２‐１４

ローソン山形嶋店

990-0885 山形県山形市嶋北１‐１‐２

ローソン山形城西町五丁目店

990-0832 山形県山形市城西町５‐３０‐３１

ローソン酒田北新橋一丁目店

998-0865 山形県酒田市北新橋１‐１２‐９

ローソン酒田両羽町店

998-0832 山形県酒田市両羽町１‐２

ローソン米沢相生町店

992-0032 山形県米沢市相生町１７８０‐１

ローソン天童南駅前店

994-0083 山形県天童市芳賀タウン南２‐１‐３１

ローソン上山駅前店

999-3134 山形県上山市矢来１‐２‐６

ローソン南四番町店

990-2444 山形県山形市南四番町１‐４

ローソン上山金生店

999-3125 山形県上山市金生東１‐４‐２６

ローソン福島渡利店

960-8141 福島県福島市渡利字馬場町３２

ローソン川俣新中町店

960-1422 福島県伊達郡川俣町字新中町３０

ローソンいわき鹿島久保店

971-8144 福島県いわき市鹿島町久保１‐５‐１０

ローソンいわき平小太郎町店

970-8026 福島県いわき市平字小太郎町３‐１

ローソン会津門田日吉店

965-0841 福島県会津若松市対馬館町５‐５

ローソン福島森合店

960-8003 福島県福島市森合字高野１‐５

ローソン相馬日下石店

979-2522 福島県相馬市日下石字一北田２９６‐１

ローソン郡山日和田店

963-0534 福島県郡山市日和田町字千峯坦６６‐３

ローソン会津飯盛三丁目店

965-0007 福島県会津若松市飯盛３‐１‐２０

ローソン福島吉倉店

960-8165 福島県福島市吉倉字松木内４‐１

ローソン石川長久保店

963-7846 福島県石川郡石川町字長久保１００

ローソンいわき勿来窪田店

979-0141 福島県いわき市勿来町窪田御前崎３４

ローソンいわき錦町蒲田店

974-8232 福島県いわき市錦町蒲田３９

ローソン喜多方新道店

966-0066 福島県喜多方市字宮西２５４１‐４

ローソン広野下北迫店

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店

960-0601 福島県伊達市保原町字栄町９９‐１

ローソン白河大信町屋店

969-0309 福島県白河市大信町屋字中田１‐１

ローソン田村常葉店

963-4603 福島県田村市常葉町西向字中３１‐１

ローソン水戸笠原町店

310-0852 茨城県水戸市笠原町６００‐２５

ローソン岩瀬青柳店

309-1456 茨城県桜川市青柳字中畑３９８‐１

ローソン水戸見和三丁目店

310-0911

ローソンつくば苅間店

305-0822 茨城県つくば市苅間１９１８‐２

ローソン牛久南店

300-1222 茨城県牛久市南４‐４５‐１

ローソンつくば春日三丁目店

305-0821 茨城県つくば市春日３‐７‐２８

ローソン水戸駅北口店

310-0015 茨城県水戸市宮町１‐３

ローソン取手駅東口バスターミナル店

302-0004 茨城県取手市取手２‐２‐８

ローソン守谷立沢店

302-0118

ローソン鹿嶋鉢形台店

314-0033 茨城県鹿嶋市鉢形台２‐３‐１２

ローソン阿見霞台店

300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見１８６０‐１

ローソン土浦バイパス店

300-0026 茨城県土浦市木田余３２１９

ローソン石岡杉並四丁目店

315-0027 茨城県石岡市杉並４‐１‐５５

ローソン常総新石下店

300-2706 茨城県常総市新石下字駒離１６０７‐１

ローソン鹿嶋荒野店

311-2221

ローソンひたちなか勝倉店

312-0024 茨城県ひたちなか市大字勝倉３４３３‐５５９

ローソンつくばサイエンスシティ店

305-0816 茨城県つくば市学園の森２‐４０‐９

ローソン筑西大町店

308-0021 茨城県筑西市甲２１

ローソンひたちなか田彦店

312-0063 茨城県ひたちなか市田彦１５６４‐３

ローソンつくば豊里店

300-2642 茨城県つくば市高野４７４‐１

ローソン笠松運動公園前店

312-0001 茨城県ひたちなか市大字佐和２０５２‐５９

ローソンひたちなか東中根店

312-0011

ローソン下妻本宗道店

304-0813 茨城県下妻市本宗道１０４８‐３

ローソンつくば二の宮店

305-0051 茨城県つくば市二の宮２‐２‐８

ローソン取手藤代店

300-1512 茨城県取手市藤代９０３‐１

ローソンつくば上横場店

305-0854 茨城県つくば市上横場１９１５‐１２

ローソンつくば牧園店

300-1241 茨城県つくば市牧園１‐１９

ローソン小山乙女二丁目店

329-0214 栃木県小山市乙女２‐２６‐２１

ローソン那須塩原豊浦南町店

325-0065 栃木県那須塩原市豊浦南町１００‐６８０

ローソン宇都宮宝木二丁目店

320-0061 栃木県宇都宮市宝木町２‐８０４‐１

ローソン宇都宮新里町店

321-2118

ローソン佐野堀米町店

327-0843 栃木県佐野市堀米町１６０７‐１

ローソン宇都宮西一の沢町店

320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町２１８６‐３

ローソン宇都宮鶴田町店

320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町１３４６‐１

ローソン鹿沼麻苧町店

322-0058 栃木県鹿沼市麻苧町字麻苧町１５６０

ローソン佐野浅沼町店

327-0831 栃木県佐野市浅沼町８０７

ローソン那須塩原東三島五丁目店

329-2751 栃木県那須塩原市東三島５‐１０３‐１０

ローソン宇都宮鐺山町店

321-3235 栃木県宇都宮市鐺山町１８０５‐３

ローソン足利八幡町店

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店

323-0820 栃木県小山市西城南３‐２１‐１

ローソン栃木川連店

329-4407 栃木県栃木市大平町川連６２６‐１

ローソンさくら卯の里一丁目店

329-1323 栃木県さくら市卯の里１‐１３‐１

ローソン宇都宮４号御幸店

321-0983 栃木県宇都宮市御幸本町４８６４‐１８

ローソン宇都宮明保野町店

320-0845 栃木県宇都宮市明保野町５‐１４

ローソンさくら市櫻野店

329-1312 栃木県さくら市櫻野８８６‐２

ローソン宇都宮鶴田二丁目店

320-0857 栃木県宇都宮市鶴田２‐４‐４

ローソン鹿沼栄町二丁目店

322-0028 栃木県鹿沼市栄町２‐７‐９

ローソン宇都宮石井町内野店

321-0912 栃木県宇都宮市石井町２７９３‐４

ローソンさくら市櫻野八幡店

329-1312 栃木県さくら市櫻野１２６７‐１

ローソン小山間々田店

329-0205 栃木県小山市間々田７９３‐２

ローソン沼田インター店

378-0052 群馬県沼田市桜町１６７８‐８

ローソン前橋小坂子町店

371-0122 群馬県前橋市小坂子町１０９８‐２

ローソン太田細谷町店

373-0842 群馬県太田市細谷町１６６‐３

ローソン群馬町棟高店

370-3521 群馬県高崎市棟高町８７‐１

ローソン高崎問屋町店

370-0006 群馬県高崎市問屋町３‐９‐３

ローソン館林本町一丁目店

374-0024 群馬県館林市本町１‐１８３４‐１

ローソンみどり笠懸町店

379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿３９０３‐１

ローソン高崎インター店

370-0015 群馬県高崎市島野町字大岩９９０‐１

ローソン群大病院店

371-0034 群馬県前橋市昭和町３‐３９‐１５

ローソン伊勢崎境木島店

370-0104 群馬県伊勢崎市境木島９４８

ローソン太田石原町店

373-0808 群馬県太田市石原町５０２‐３

ローソン前橋青葉町店

371-0826 群馬県前橋市青葉町２０‐８

ローソン伊勢崎吉原橋店

372-0812 群馬県伊勢崎市連取町３２９９‐５

ローソン前橋東大室町店

379-2105 群馬県前橋市東大室町７７‐１

ローソン伊勢崎大正寺町店

372-0841 群馬県伊勢崎市大正寺町１６５‐１

ローソンわたらせ大間々駅前店

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店

372-0006 群馬県伊勢崎市太田町２９８‐４

ローソン館林広内町店

374-0062 群馬県館林市広内町３０８８‐１

ローソン太田矢田堀町店

373-0016 群馬県太田市矢田堀町２８５‐１０

ローソン川口西青木店

332-0035 埼玉県川口市西青木２‐１２‐６

ローソン川口栄町店

332-0017 埼玉県川口市栄町２‐６‐４

ローソン桶川下日出谷店

363-0028 埼玉県桶川市大字下日出谷西２‐１８‐２

ローソン鶴ケ島鶴ケ丘店

350-2204 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘１２‐１

ローソン東松山バイパス店

355-0077 埼玉県東松山市大字上唐子１４１１‐２４

ローソン鴻巣本町七丁目店

365-0038 埼玉県鴻巣市本町７‐１‐３

ローソンさいたま町谷一丁目店

338-0836 埼玉県さいたま市桜区町谷１‐２１‐３

ローソン川越駅西口店

350-1123

ローソン朝霞西原二丁目店

351-0034 埼玉県朝霞市西原２‐１１‐１４

ローソン草加高砂二丁目店

340-0015 埼玉県草加市高砂２‐２１‐１８

ローソン新座野火止六丁目店

352-0011

ローソンさいたま日進町三丁目店

331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町３‐１５０

ローソン西川口駅東口店

332-0034 埼玉県川口市並木３‐１２‐２０

ローソン富士見下南畑店

354-0004 埼玉県富士見市大字下南畑１９８１‐１

ローソン杉戸本郷店

345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東上４１７‐２

ローソン所沢けやき台一丁目店

359-1118

ローソン上尾上町二丁目店

362-0037 埼玉県上尾市上町２‐１‐２２

ローソン行田門井町一丁目店

361-0044 埼玉県行田市門井町１‐１２‐１３

ローソンさいたま西区役所前店

331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮３‐１‐７

ローソン川口六丁目店

332-0015 埼玉県川口市川口６‐５‐２２

ローソン所沢小手指台店

359-1148

ローソン戸田笹目北町店

335-0033 埼玉県戸田市笹目北町１４‐８

ローソン川口青木三丁目店

332-0031 埼玉県川口市青木３‐４‐２５

ローソン岩槻南平野店

339-0051 埼玉県さいたま市岩槻区南平野３‐１５‐８

ローソン坂戸駅北口店

350-0225 埼玉県坂戸市日の出町１‐１

ローソン飯能双柳六道店

357-0021 埼玉県飯能市大字双柳７６０‐１

ローソン草加新栄道上店

340-0056 埼玉県草加市新栄３‐１４‐１１

ローソン秩父滝の上町店

368-0012 埼玉県秩父市滝の上町２‐３

ローソン越谷宮本店

343-0806 埼玉県越谷市宮本町４‐６１‐３

ローソン深谷上野台茶売通り店

366-0801 埼玉県深谷市上野台２５８‐１

ローソン上里三町店

369-0314 埼玉県児玉郡上里町大字三町５２７‐２

ローソンさいたま東高砂町店

330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町４‐１

ローソンさいたま東門前店

337-0016 埼玉県さいたま市見沼区東門前２１９‐１

ローソン加須常泉店

347-0034 埼玉県加須市常泉５３３‐１

ローソン深谷東方町二丁目店

366-0042 埼玉県深谷市東方町２‐１‐１

ローソン上尾井戸木二丁目店

362-0071 埼玉県上尾市井戸木２‐１４‐１０

ローソン久喜葛梅二丁目店

340-0214 埼玉県久喜市葛梅２‐１‐１

ローソン熊谷新堀新田店

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店

334-0052 埼玉県川口市安行出羽１‐１５‐６

ローソン熊谷今井

360-0005 埼玉県熊谷市今井１３５‐１

ローソン加須花崎一丁目店

347-0032 埼玉県加須市花崎１‐２６‐６

ローソン蓮田馬込一丁目店

349-0114

ローソン戸田上戸田店

335-0022 埼玉県戸田市大字上戸田１０１‐２

ローソンさいたま膝子店

337-0021 埼玉県さいたま市見沼区大字膝子７５４‐１

ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店

330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町６３７‐１

ローソン鴻巣上谷店

365-0027 埼玉県鴻巣市上谷３８４‐１

ローソン草加氷川店

340-0034 埼玉県草加市氷川町２１２８‐７

ローソン本庄けや木三丁目店

367-0042 埼玉県本庄市けや木３‐１８‐１０

ローソン川口南鳩ヶ谷六丁目店

334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷６‐１１‐５

ローソン東越谷四丁目店

343-0023 埼玉県越谷市東越谷４‐７‐１

ローソン川島上伊草店

350-0152 埼玉県比企郡川島町大字上伊草６０１‐１

ローソン所沢若狭店

359-1151

ローソン大宮仲町二丁目店

330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２‐１５

ローソン上尾平塚南店

362-0021 埼玉県上尾市原市１２８７‐１

ローソンＴＦ蕨駅前店

335-0004 埼玉県蕨市中央１‐６‐１

ローソン朝霞根岸台二丁目店

351-0005 埼玉県朝霞市根岸台２‐４‐１５

ローソン所沢小手指元町店

359-1147

ローソン八千代勝田台店

276-0023 千葉県八千代市勝田台１‐１３‐６

ローソン新松戸店

270-0034 千葉県松戸市新松戸３‐４１３

ローソン津田沼東店

274-0825 千葉県船橋市前原西２‐２２‐１５

ローソン市原海士有木店

290-0207 千葉県市原市海士有木字塔之下８０７‐１

ローソン船橋浜町二丁目店

273-0012 千葉県船橋市浜町２‐３‐３１‐１０１

ローソン野田平井店

270-0225 千葉県野田市平井２３１‐２

ローソン松戸栄町一丁目店

271-0062 千葉県松戸市栄町１‐２１‐１

ローソンアパホテル京成成田駅前店

286-0033 千葉県成田市花崎町９０６

ローソン南柏駅東口店

277-0075 千葉県柏市南柏中央１‐１

ローソン市川大野町三丁目店

272-0805 千葉県市川市大野町３‐２０５８

ローソン千葉末広五丁目店

260-0843 千葉県千葉市中央区末広５‐５‐７

ローソン本千葉店

260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町８‐１５

ローソン千葉おゆみ野南二丁目店

266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南２‐２２‐１

ローソン館山山本店

294-0014 千葉県館山市山本１９７‐１

ローソン大網永田店

299-3233 千葉県大網白里市永田北中原３４６０‐６

ローソン市原出津店

290-0042 千葉県市原市出津４５‐１

ローソン富里ファミリータウン前店

286-0221 千葉県富里市七栄６５０‐２０２４

ローソン千葉あすみが丘四丁目店

267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘４‐２‐４

ローソン市原八幡海岸通店

290-0067 千葉県市原市八幡海岸通２３８５‐７

ローソン船橋薬円台一丁目店

274-0077 千葉県船橋市薬円台１‐６‐５

ローソン千葉高洲三丁目店

261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲３‐２３‐２

ローソン松戸日暮店

270-2253 千葉県松戸市日暮５‐１

ローソン千葉長沼原町店

263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町６７３‐１

ローソン佐倉志津駅北口店

285-0846 千葉県佐倉市上志津１６６９

ローソン船橋米ケ崎町店

273-0861 千葉県船橋市米ケ崎町３２‐１

ローソン舞浜店

279-0043 千葉県浦安市富士見３‐２３‐５

ローソン幕張免許センター店

261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田２‐１８

ローソン浦安見明川店

279-0026 千葉県浦安市弁天３‐２‐９７

ローソン勝田台北店

276-0028 千葉県八千代市勝田台北３‐１０‐１４

ローソン松戸河原塚店

270-2254 千葉県松戸市河原塚３１３‐１４

ローソン鎌ケ谷中央店

273-0124 千葉県鎌ケ谷市中央１‐８‐８

ローソン佐倉江原店

285-0824 千葉県佐倉市江原１４４

ローソン東金台方店

283-0811

ローソン千葉花島公園前店

262-0043 千葉県千葉市花見川区天戸町１３３１‐１

ローソン千葉小倉台二丁目店

264-0006 千葉県千葉市若葉区小倉台２‐１０２１‐６

ローソン船橋習志野台一丁目店

274-0063 千葉県船橋市習志野台１‐２２‐８

ローソン東鎌ヶ谷一丁目店

273-0104 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷１‐５‐２６

ローソン千葉祐光四丁目店

260-0007 千葉県千葉市中央区祐光４‐１７‐９

ローソン成田国際空港第１旅客ターミナル店

282-0011

ローソン四街道津ノ守店

284-0005 千葉県四街道市四街道１５３１‐４

ローソン八千代勝田台四丁目店

276-0023 千葉県八千代市勝田台４‐１８‐８

ローソンＴＦ蘇我駅東口店

260-0842 千葉県千葉市中央区南町２‐１０

ローソンＴＦ袖ヶ浦さつき台店

299-0246 千葉県袖ケ浦市長浦駅前３‐１２‐３

ローソンＴＦ野栄町店

289-3184 千葉県匝瑳市栢田８１８２

ローソン南大井六丁目店

140-0013 東京都品川区南大井６‐１１‐１３

ローソン田端新町二丁目店

114-0012

ローソン広尾五丁目店

150-0012 東京都渋谷区広尾５‐８‐１６

ローソン大森南二丁目店

143-0013 東京都大田区大森南２‐５‐１８

ローソン穴守稲荷店

144-0043 東京都大田区羽田４‐４‐２２

ローソン清澄三丁目店

135-0024 東京都江東区清澄３‐４‐８

ローソン京成小岩南口店

133-0051 東京都江戸川区北小岩２‐６‐１１

ローソン千住旭町店

120-0026 東京都足立区千住旭町４０‐６

ローソン分倍河原駅前店

183-0021 東京都府中市片町３‐３３‐２

ローソン東池袋店

170-0013 東京都豊島区東池袋１‐３１‐１０

ローソン西葛西五丁目店

134-0088 東京都江戸川区西葛西５‐７‐９

ローソン若松町店

162-0056 東京都新宿区若松町１１‐１

ローソン田柄二丁目店

179-0073 東京都練馬区田柄２‐５１‐１６

ローソン南大塚三丁目店

170-0005 東京都豊島区南大塚３‐３２‐６

ロ−ソン南烏山６丁目店

157-0062 東京都世田谷区南烏山６‐２６‐５

ローソン墨田立花１丁目店

131-0043 東京都墨田区立花１‐１‐１

ローソン浜田山駅前店

168-0065 東京都杉並区浜田山３‐３０‐３

ローソン東大和清水６丁目店

207-0004 東京都東大和市清水６‐１１８２‐１

ローソン駒込１丁目店

170-0003 東京都豊島区駒込１‐２４‐９

ローソンめじろ台グリーヒル通店

193-0942 東京都八王子市椚田町５４２‐２

ローソン大井三丁目店

140-0014 東京都品川区大井３‐１‐１

ローソン新小岩二丁目店

124-0024 東京都葛飾区新小岩２‐１‐１

ローソン町田森野一丁目店

194-0022 東京都町田市森野１‐１３‐１

ローソン南馬込五丁目店

143-0025 東京都大田区南馬込５‐４２‐３

ローソン丸の内国際ビル店

100-0005 東京都千代田区丸の内３‐１‐１

ローソン祖師谷大蔵駅南口店

157-0073 東京都世田谷区砧８‐８‐２１

ローソン江東住吉２丁目店

135-0002 東京都江東区住吉２‐１６‐８

ローソン中野新井１丁目店

165-0026 東京都中野区新井１‐６‐４

ローソン上野５丁目昭和通店

110-0005

ローソン秋葉原北口店

101-0022 東京都千代田区神田練塀町５５

ローソン西鉄イン蒲田店

144-0051 東京都大田区西蒲田７‐４９‐５

ローソン丸の内パークビル店

100-0005 東京都千代田区丸の内２‐６‐１

ロ−ソン東久留米駅東口店

203-0013 東京都東久留米市新川町１‐３‐６

ローソン日野多摩平五丁目店

191-0062 東京都日野市多摩平５‐２２‐３

ロ−ソン西葛西三丁目店

134-0088 東京都江戸川区西葛西３‐１３‐１２

ローソン港南中央通り店

108-0075 東京都港区港南２‐４‐１８

ローソン立石１丁目店

124-0012 東京都葛飾区立石１‐２０‐１１

ローソン久が原１丁目店

146-0085 東京都大田区久が原１‐１２‐１１

ローソン蒲田アロマスクエア店

144-0052 東京都大田区蒲田５‐３７‐１

ローソン目黒一丁目店

153-0063 東京都目黒区目黒１‐５‐１９

ローソン三崎町二丁目店

101-0061 東京都千代田区神田三崎町２‐１７‐２

ローソン新大久保店

169-0072 東京都新宿区大久保１‐６‐１２

ローソン国立さくら通り店

186-0003 東京都国立市富士見台３‐２２‐１３

ローソン江戸川中央一丁目店

132-0021 東京都江戸川区中央１‐６‐２１

ローソン丘の上パティオ店

206-0033 東京都多摩市落合１‐４５‐１

ローソン羽田空港第二ターミナル店

144-0041 東京都大田区羽田空港３‐４‐２

ローソン三鷹上連雀九丁目店

181-0012 東京都三鷹市上連雀９‐１５‐２８

ローソン杉並高井戸東二丁目店

168-0072 東京都杉並区高井戸東２‐１５‐９

ローソン新堀一丁目店

132-0001 東京都江戸川区新堀１‐３８‐１５

ローソン渋谷三丁目明治通り店

150-0002 東京都渋谷区渋谷３‐１５‐３

ローソン新宿大久保二丁目店

169-0072 東京都新宿区大久保２‐４‐１２新宿ラムダックスビル

ローソン練馬旭町一丁目店

179-0071 東京都練馬区旭町１‐３１‐１１

ローソン北千住駅西口店

120-0034 東京都足立区千住２‐６１

ローソン練馬土支田通店

179-0076 東京都練馬区土支田４‐９‐６

ローソン府中西府五丁目店

183-0031 東京都府中市西府町５‐１５‐５

ローソン小竹向原駅前店

176-0004 東京都練馬区小竹町２‐３３‐２３

ローソン世田谷南烏山五丁目店

157-0062 東京都世田谷区南烏山５‐１６‐２

ローソン中野セントラルパークイースト店

164-0001 東京都中野区中野４‐１０‐１

ローソンＴＥＫＫＯ

100-0005 東京都千代田区丸の内１‐８‐２

ａｖｅｎｕｅ店

愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業２０‐１

愛知県江南市安良町地蔵６

三重県名張市滝之原字七水口２６‐１９

大阪駅前第１ビル

大阪府大阪市浪速区難波中２‐６‐１７

大阪大学医学部附属病院内

大阪府枚方市船橋本町２‐３１

京都府京都市南区西九条北ノ内町４２‐１４

京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町３３

石川県金沢市長坂３‐５１７‐１

新潟県長岡市摂田屋１‐４‐５６

新潟県新潟市西蒲区善光寺８９７

福島県いわき市小名浜大原字甲新地１０４‐１

大阪府堺市東区日置荘西町１‐１５‐５

兵庫県神戸市北区鳴子２‐１‐５

兵庫県神戸市須磨区車梨川７４０‐１

奈良県大和郡山市下三橋町５８６

奈良県宇陀市大宇陀小附９８２‐１

岡山県総社市宍粟８４７

広島県広島市西区横川町３‐３‐３

広島県尾道市因島中庄町３６９０‐１

広島県福山市柳津町４‐１‐９

山口県下松市新川１‐３‐１

山口県萩市大字椿東字平方２９２６‐１

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄黒松７９‐１

香川県観音寺市出作町１０７４‐１

愛媛県宇和島市三間町務田７２５‐１
愛媛県四国中央市妻鳥町６０９‐１

福岡県福岡市博多区博多駅前２‐６‐１２

長崎県雲仙市国見町土黒甲４３‐２

長崎県佐世保市黒髪町４１‐４

熊本県菊池郡菊陽町光の森７‐４７‐１０

熊本県菊池郡菊陽町光の森２‐２３‐２
熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北３‐４１０３

宮崎県延岡市松原町２‐８８２３‐１

鹿児島県鹿児島市玉里団地３‐１８‐１３

北海道北広島市西の里東４‐１１‐１０

北海道札幌市白石区中央１条５‐１‐１

北海道札幌市中央区南１１条西１１‐２‐２８

北海道標津郡中標津町西５条南１１‐５‐１

青森県八戸市根城６‐３‐５

宮城県宮城郡利府町飯土井字長者前３７‐１

秋田県秋田市南通亀の町２‐１

秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内２３２‐１

茨城県水戸市見和３‐１５３２‐１

茨城県守谷市立沢２１３‐３

茨城県鹿嶋市大字荒野１４９７‐１

茨城県ひたちなか市大字中根３５６１‐３

栃木県宇都宮市新里町丁１２５６‐１３

埼玉県川越市脇田本町１５‐２１

埼玉県新座市野火止６‐５‐１８

埼玉県所沢市けやき台１‐２４‐１

埼玉県所沢市小手指台６‐１

埼玉県蓮田市馬込１‐３１１

埼玉県所沢市若狭１‐２９７５‐１

埼玉県所沢市小手指元町３‐２６‐２２

千葉県東金市台方２９５‐５

千葉県成田市三里塚御料牧場１‐１

東京都北区田端新町２‐１８‐８

東京都台東区上野５‐１‐１

ローソン歌舞伎町一丁目店

160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１‐１２‐６

ローソン飛田給駅南口店

182-0036 東京都調布市飛田給２‐１８‐１６

ローソン板橋三園一丁目店

175-0091 東京都板橋区三園１‐３８‐９

ローソン東葛西九丁目店

134-0084 東京都江戸川区東葛西９‐６‐８

ローソン足立一ツ家店

121-0075 東京都足立区一ツ家２‐２３‐７

ローソン神田明神店

101-0021 東京都千代田区外神田２‐５‐１５

ローソン江北六丁目店

123-0872 東京都足立区江北６‐３０‐２０

ローソン練馬桜台一丁目店

176-0002 東京都練馬区桜台１‐６‐１１

ローソン伊興本町二丁目店

121-0807 東京都足立区伊興本町２‐７‐１４

ローソン細田三丁目店

124-0021 東京都葛飾区細田３‐２６‐１０

ローソン花畑一丁目店

121-0061 東京都足立区花畑１‐６‐７

ローソン中野セントラルパークサウス店

164-0001 東京都中野区中野４‐１０‐２

ローソン練馬春日町二丁目店

179-0074 東京都練馬区春日町２‐１４‐１

ローソン外神田三丁目店

101-0021 東京都千代田区外神田３‐１‐１０

ローソンひばりが丘三丁目店

202-0001 東京都西東京市ひばりが丘３‐３‐８

ローソン西尾久八丁目店

116-0011

ローソンＴＯＣ大崎店

141-0032 東京都品川区大崎１‐６‐１

ローソン東中野ギンザ通り店

164-0003 東京都中野区東中野３‐１７‐１３

ローソン小金井緑町店

184-0003 東京都小金井市緑町２‐８‐９

ローソン杉並永福二丁目店

168-0064 東京都杉並区永福２‐５３‐８

ローソン八王子散田町四丁目店

193-0832 東京都八王子市散田町４‐１４‐６

ローソン江東橋三丁目店

130-0022 東京都墨田区江東橋３‐１１‐５

ローソン葛飾金町一丁目店

125-0042 東京都葛飾区金町１‐１４‐４

ローソン板橋若木三丁目店

174-0065 東京都板橋区若木３‐２７‐１

ローソン大森西四丁目店

143-0015 東京都大田区大森西４‐１７‐１４

ローソン足立栗原一丁目店

123-0842 東京都足立区栗原１‐５‐４

ローソン武蔵野桜堤二丁目店

180-0021 東京都武蔵野市桜堤２‐７‐２９

ローソン＋ｔｏｋｓ二子玉川ライズ店

158-0094 東京都世田谷区玉川１‐１４‐１

ローソン台東浅草新仲見世通店

111-0032

ローソン練馬関町北五丁目店

177-0051 東京都練馬区関町北５‐９‐１

ローソン秋葉原中央通店

101-0021 東京都千代田区外神田５‐１‐３

ローソン目黒本町店

152-0002 東京都目黒区目黒本町２‐６‐１６

ローソン阿佐谷青梅街道店

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３‐１３‐４

ローソン昭島東町三丁目店

196-0033 東京都昭島市東町３‐５‐１０

ローソン人形町駅前店

103-0013 東京都中央区日本橋人形町１‐４‐１０

ローソン町田矢部町店

194-0214 東京都町田市矢部町２８３３‐１

ローソン三鷹大沢四丁目店

181-0015 東京都三鷹市大沢４‐１２‐１４

ローソン新宿新小川町店

162-0814 東京都新宿区新小川町８‐９

ローソン狛江和泉本町三丁目店

201-0003 東京都狛江市和泉本町３‐３１‐１５

ローソン西つつじヶ丘三丁目店

182-0006 東京都調布市西つつじケ丘３‐２５‐４１新井ビル１Ｆ

ローソン練馬豊玉南一丁目店

176-0014 東京都練馬区豊玉南１‐１７‐１０

ローソン大井町銀座通り店

140-0011

ローソン板橋赤塚三丁目店

175-0092 東京都板橋区赤塚３‐８‐１５

ローソン高田馬場駅通店

169-0075 東京都新宿区高田馬場１‐３４‐８

ローソン板橋成増五丁目店

175-0094 東京都板橋区成増５‐１２‐２７

ローソン北区王子一丁目店

114-0002

ローソン国分寺光町三丁目店

185-0034 東京都国分寺市光町３‐２４‐１

ローソン椎名町駅北口店

171-0051 東京都豊島区長崎１‐２‐８

ローソン目黒八雲一丁目店

152-0023 東京都目黒区八雲１‐３‐６

ローソン秋葉原スクエア店

101-0022 東京都千代田区神田練塀町８５

ローソン都立家政駅北店

165-0032 東京都中野区鷺宮３‐１‐１４

ローソン世田谷桜新町二丁目店

154-0015 東京都世田谷区桜新町２‐１３‐２０

ローソン足立加平インター店

121-0074 東京都足立区西加平１‐２‐５０

ローソン小平天神町二丁目店

187-0004 東京都小平市天神町２‐２‐１６

ローソンＬＴＦ府中小柳町店

183-0013 東京都府中市小柳町５‐６‐９

ローソンＬＴＦ戸越四丁目北店

142-0041 東京都品川区戸越４‐３‐２８

ローソン戸部駅前店

220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町５２‐１

ローソン新城駅前店

211-0044

ローソン久里浜五丁目店

239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５‐１１‐１９

ローソン仲町台一丁目店

224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台１‐８‐９

ローソン宮前馬絹店

216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹４‐１８‐４７

ローソン杉田一丁目店

235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１‐９‐１３

ローソン座間入谷店

252-0024 神奈川県座間市入谷１‐４１６‐１

ローソン石川町店

231-0024 神奈川県横浜市中区吉浜町２‐１４

ローソン横須賀日の出町三丁目店

238-0006 神奈川県横須賀市日の出町３‐１４‐１４

ローソン新厚木高校前店

243-0032 神奈川県厚木市恩名４‐５‐９２

ローソン川崎犬蔵一丁目店

216-0011

ローソン大和鶴間駅前店

242-0004 神奈川県大和市鶴間２‐１‐２４

ローソンあざみの駅前店

225-0011

ローソン六浦三丁目店

236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦３‐１‐１２

ローソン栄笠間二丁目店

247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間２‐１４‐８

ローソン栄上郷町店

247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町８１‐１０

ローソン中原木月四丁目店

211-0025

ローソン青葉市ヶ尾店

225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５５‐１０

ローソン横浜磯子東町店

235-0005 神奈川県横浜市磯子区東町１３‐１３

ローソン小田原南町店

250-0013 神奈川県小田原市南町４‐１０‐２０

ローソン川崎生田二丁目店

214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田２‐１４‐２５

ローソン青葉２４６店

225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町３５３‐３

ローソン厚木西インター店

243-0022 神奈川県厚木市酒井字上反町３０１６

ローソン横須賀夏島町店

237-0061 神奈川県横須賀市夏島町１３‐４

ローソン川崎北見方一丁目店

213-0005 神奈川県川崎市高津区北見方１‐３０‐１２

ローソン横浜新山下三丁目店

231-0801 神奈川県横浜市中区新山下３‐１‐１３

ローソン東戸塚駅前店

244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５４９‐１

ローソン相模原上溝南中前店

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店

236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東５‐４‐３５

ローソン宿河原駅前店

214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原３‐５‐１

ローソン平塚四之宮一丁目店

254-0014 神奈川県平塚市四之宮１‐４‐３０

ローソン鶴見水道道店

230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場３‐４‐５

ローソン新中希望ヶ丘店

241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘２５８‐２６

ローソン五月台駅前店

215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田２‐３‐１

ローソン泉新橋町店

245-0009 神奈川県横浜市泉区新橋町字猪ノ鼻１８７４‐１

ローソン横浜西大口店

221-0004 神奈川県横浜市神奈川区西大口４５６‐２１

ローソン西湘大磯店

255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯２１１１‐１

ローソン若葉台駅前店

215-0035 神奈川県川崎市麻生区黒川５６４‐１

ローソン厚木妻田西一丁目店

243-0815 神奈川県厚木市妻田西１‐１５‐１

ローソン横須賀平作一丁目店

238-0032 神奈川県横須賀市平作１‐７‐１３

ローソン厚木温水店

243-0033 神奈川県厚木市温水１１５

ローソン海老名中央二丁目店

243-0432 神奈川県海老名市中央２‐１２‐１２

ローソン緑三保町店

226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町２０７３‐１

ローソン都筑大丸店

224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸２‐４

ローソン大和高座渋谷東店

242-0015 神奈川県大和市下和田字中ノ原９０６‐１

ローソン鎌倉大船二丁目店

247-0056 神奈川県鎌倉市大船２‐１‐３１

ローソン藤沢善行坂店

251-0876 神奈川県藤沢市善行坂１‐２‐６

ローソン横須賀浦賀三丁目店

239-0822 神奈川県横須賀市浦賀３‐１７‐１

ローソン湯河原中央一丁目

259-0301 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１‐２５‐４

ローソン大和柳橋一丁目店

242-0022 神奈川県大和市柳橋１‐２２‐１

ローソン衣笠栄町三丁目店

238-0031 神奈川県横須賀市衣笠栄町３‐３８

ローソン向ヶ丘遊園東店

214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２９７５‐１

ローソン西ひかりが丘店

241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町１３５４‐４０

ローソン川崎菅四丁目店

214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅４‐７‐１

ローソン井土ヶ谷駅前店

232-0006 神奈川県横浜市南区南太田４‐１‐１

ローソン海老名東柏ケ谷四丁目店

243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷４‐１２‐６

ローソン都筑茅ヶ崎南二丁目店

224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南２‐１‐１８

ローソン横浜港南台店

234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台４‐４‐２４

ローソン横浜上矢部町店

245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町１４‐４

ローソン愛川田代店

243-0306 神奈川県愛甲郡愛川町田代１５８３

ローソン泉中田西一丁目店

245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西１‐６‐７

ローソン中井町井ノ口店

259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１８４４‐１

ローソン平塚駅南口店

254-0807 神奈川県平塚市代官町２‐１

ローソン戸塚町大坂下店

244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２９９７

ローソン相模原橋本八丁目店

252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本８‐３０‐５

ローソン座間相武台店

252-0011

ローソン茅ヶ崎駅南口店

253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵１‐８‐６

ローソン東寺尾一丁目店

230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１‐３７‐１５

ローソン鎌倉台四丁目店

247-0061 神奈川県鎌倉市台４‐２‐６

ローソン大和中央林間西六丁目店

242-0008 神奈川県大和市中央林間西６‐２‐１１

ローソンビナガーデンズ店

243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町５‐１

ローソン京急大津駅前店

239-0808 神奈川県横須賀市大津町１‐１２‐２１

ローソンＨ白楽駅西口店店

222-0024 神奈川県横浜市港北区篠原台町１‐１

ローソン根岸店

235-0007 神奈川県横浜市磯子区西町１０‐６

ローソン箱根湯本店

250-0311

ローソン湘南台駅前店

252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２‐４‐７

ローソンＬＴＦ東逗子駅前店

249-0004 神奈川県逗子市沼間１‐２‐２７

ローソンＬＴＦ川崎東有馬店

216-0002 神奈川県川崎市宮前区東有馬３‐６‐３

ローソンＬＴＦ都筑勝田橋店

224-0034 神奈川県横浜市都筑区勝田町１０４９

ローソンＬＴＦ二俣川駅北口店

241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１‐５‐３８

ローソン豊栄葛塚店

950-3321 新潟県新潟市北区葛塚３３１８‐２

ローソン大潟土底浜店

949-3112

ローソン新潟木工団地店

950-0807 新潟県新潟市東区木工新町１０６０‐１

ローソン新津インター店

956-0812 新潟県新潟市秋葉区中新田２２４‐２

ローソン新潟南出来島店

950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島１‐９‐２７

ローソン阿賀野京ヶ瀬店

959-2123 新潟県阿賀野市姥ヶ橋３８

ローソン柏崎藤元町店

945-0026 新潟県柏崎市藤元町２‐２

ローソン十日町伊達店

949-8522 新潟県十日町市大字伊達甲９８３‐１

ローソン新潟駅南店

950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口１‐２‐２５

ローソン燕大曲店

959-1263 新潟県燕市大字大曲字居付２６５５‐１

ローソン新潟花園一丁目店

950-0086 新潟県新潟市中央区花園１‐２‐２

ローソン阿賀野中央町店

959-2021 新潟県阿賀野市中央町１‐１０‐３

ローソン村上山居町店

958-0853 新潟県村上市山居町２‐４‐９

ローソン新潟駅オレンジガーデン店

950-0086 新潟県新潟市中央区花園１‐１‐１

ローソン長岡左近店

940-1161

ローソン新潟堀之内南一丁目店

950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南１‐３２‐１０

ローソン上越川原町店

942-0065 新潟県上越市川原町１０‐３８

ローソン新潟白根七軒店

950-1212 新潟県新潟市南区七軒字前２２０‐４

ローソン三条下須頃店

955-0093 新潟県三条市下須頃２０６‐１

ローソン燕吉田店

959-0264 新潟県燕市吉田２７６６

ローソン新潟寺尾台店

950-2063 新潟県新潟市西区寺尾台１‐２‐１８

ローソン上越大豆二丁目店

943-0802 新潟県上越市大豆２‐８‐１０

ローソン三条東三条店

955-0047 新潟県三条市東三条２‐１９‐５

ローソン砺波インター西店

939-1328 富山県砺波市大辻７０２

ローソン富山県立大学前店

939-0363 富山県射水市中太閤山１‐１‐２

ローソン入善上野店

939-0642 富山県下新川郡入善町上野７２５３‐２

ローソン黒部三日市店

938-0037 富山県黒部市新牧野３５３

ローソン魚津上村木店

937-0046 富山県魚津市上村木１‐７０１

ローソン高岡黒田新町店

933-0853 富山県高岡市上黒田２２３‐１

ローソン上市横越店

930-0365 富山県中新川郡上市町神田字上川原３２９‐１

ローソン魚津青島店

937-0063 富山県魚津市青島８４０‐１

ローソン富山窪本町店

930-0843 富山県富山市窪本町字鶴田割１‐１

ローソン高岡守護町一丁目店

933-0983 富山県高岡市守護町１‐３５０

ローソン射水海竜町店

933-0222 富山県射水市海竜町２４‐９

ローソン黒部古御堂店

938-0021 富山県黒部市古御堂１１１

ローソン高岡佐野店

933-0826 富山県高岡市佐野５１０‐１

ローソン金沢南町中央店

920-0919 石川県金沢市南町３‐１

ローソン加賀大聖寺上福田店

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店

923-1245 石川県能美市辰口町２０１

ローソン金沢野町一丁目店

921-8031 石川県金沢市野町１‐２‐３１

ローソン山代九谷広場店

922-0244 石川県加賀市山代温泉神明町４‐２

ローソン敦賀新和町店

914-0122 福井県敦賀市新和町１‐２２‐２

ローソン敦賀木崎店

914-0814 福井県敦賀市木崎１２号三反田１１‐１

ローソン越前妙法寺町店

915-0844 福井県越前市妙法寺町４０１番地

ローソン福井江守中店

918-8025 福井県福井市江守中１‐１１８

ローソンあわら舟津店

910-4105 福井県あわら市舟津２‐６

ローソン大野新庄店

912-0085 福井県大野市新庄１４‐９‐１

ローソン越前上太田店

915-0882 福井県越前市上太田町２４字柳ヶ辻６‐１

ローソン若狭脇袋店

919-1524 福井県三方上中郡若狭町脇袋１６

ローソン甲府駅前通店

400-0031 山梨県甲府市丸の内１‐７‐１

ローソン春日居鎮目店

406-0015 山梨県笛吹市春日居町鎮目５

ローソン昭和西条梅ノ木店

409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条６６０‐１

ローソン中央下河東店

409-3821 山梨県中央市下河東１０２２‐３

ローソン甲府大里町店

400-0053 山梨県甲府市大里町５３１２

ローソン甲斐万才店

400-0114

ローソン甲府住吉一丁目店

400-0851 山梨県甲府市住吉１‐１３‐８

ローソン甲府池田通り店

400-0064 山梨県甲府市下飯田１‐４‐４５

ローソン身延梅平店

409-2531 山梨県南巨摩郡身延町梅平３９８７‐３５

ローソン河口湖駅前店

401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３４９５‐２

ローソン甲斐竜王新町店

400-0111

ローソン上田駅前店

386-0025 長野県上田市天神１‐２‐１

ローソン佐久中込原店

385-0051 長野県佐久市中込３６７９‐１４０

ローソン長野南千歳店

380-0826 長野県長野市北石堂町１３９９‐１

ローソン長野川中島原店

381-2224 長野県長野市川中島町原４５８

ローソン須坂東横町店

382-0087 長野県須坂市東横町１２６８‐５

ローソン松本征矢野一丁目店

390-0842 長野県松本市征矢野１‐６‐１

ローソン長野石渡店

381-0015 長野県長野市大字石渡字ドブ１２９‐１

ローソン小諸森山西店

384-0085 長野県小諸市大字森山６０７‐１

ローソン佐久蓬田店

384-2107 長野県佐久市蓬田２０９‐２

ローソン箕輪中央店

399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字餅田９５３５‐５

ローソン岐南町三宅店

501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅３‐２２

ローソン各務原入会町店

504-0833 岐阜県各務原市入会町１‐２３

ローソン岐阜長住三丁目店

500-8175 岐阜県岐阜市長住町３‐１‐１

ローソン郡上八幡店

501-4224 岐阜県郡上市八幡町城南町字ヤナシマ２２８

ローソン郡上八幡中坪店

501-4211

ローソン関平和通店

501-3874 岐阜県関市平和通２‐８‐１

ローソン岐阜則武新田店

502-0929 岐阜県岐阜市則武東２‐２０‐５

ローソン岐阜細畑店

500-8238 岐阜県岐阜市細畑３‐１４‐８

ローソン岐阜長住九丁目店

500-8175 岐阜県岐阜市長住町９‐５

ローソン岐阜長森西店

500-8227 岐阜県岐阜市北一色４‐２‐１

ローソン羽島小熊町店

501-6264 岐阜県羽島市小熊町島２‐５

ローソン笠松門間店

501-6065 岐阜県羽島郡笠松町門間字沼１０７

ローソン岐阜今川神明店

501-1114

ローソン上石津牧田店

503-1602 岐阜県大垣市上石津町牧田２２５０

ローソン下呂小坂町店

509-3105 岐阜県下呂市小坂町坂下３２４

ローソン海津大和田店

503-0612 岐阜県海津市海津町大和田字北浦２４１８

ローソン岐阜千石町店

500-8819 岐阜県岐阜市千石町２‐２５

ローソン高山名田町店

506-0021 岐阜県高山市名田町１‐７１‐１

ローソン各務原川島小網町店

501-6023 岐阜県各務原市川島小網町字乙宮西２０５１‐１

ローソン関山王通店

501-3252 岐阜県関市山王通１‐４‐７

ローソン池田本郷店

503-2417 岐阜県揖斐郡池田町本郷字柳樋６４３‐１

ローソン岐阜岩崎店

502-0005 岐阜県岐阜市岩崎１００７‐１

ローソン高山丹生川町店

506-2121 岐阜県高山市丹生川町坊方字黄金２１２６‐３

ローソン恵那岩村町店

509-7403 岐阜県恵那市岩村町１６６７‐７

ローソン柳津町蓮池店

501-6103 岐阜県岐阜市柳津町蓮池４‐１

ローソン瑞浪穂波店

509-6107 岐阜県瑞浪市穂並２‐１１６

ローソン磐田海老島店

438-0212 静岡県磐田市海老島７０５‐３

ローソン浜松医大前店

431-3125 静岡県浜松市東区半田山４‐３‐２

ローソン下田駅前店

415-0035 静岡県下田市東本郷１‐１‐１

ローソン清水駅前店

424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町２‐３５

ローソンＢｉＶｉ沼津店

410-0801 静岡県沼津市大手町１‐１３‐９

ローソン焼津小川新町店

425-0031 静岡県焼津市小川新町３‐１‐３３

ローソン富士津田店

417-0034 静岡県富士市津田２６４‐４

ローソン静岡南安倍店

422-8054 静岡県静岡市駿河区南安倍３‐９‐１

ローソン三島大場店

411-0803

ローソン富士元町店

416-0917 静岡県富士市元町１６‐２３

ローソン磐田東原店

438-0802 静岡県磐田市東原１２３‐５

ローソン御殿場ぐみ沢西店

412-0041 静岡県御殿場市茱萸沢２３‐１

ローソン富士宮中原店

418-0002 静岡県富士宮市中原町２９１

ローソン藤枝茶町一丁目店

426-0023 静岡県藤枝市茶町１‐１０‐２１

ローソン沼津大諏訪店

410-0873 静岡県沼津市大諏訪字八反田５９８‐１

ローソン清水町久米田店

411-0911

ローソン東名焼津インター店

425-0091 静岡県焼津市八楠４‐１３‐１５

ローソン清水万世町店

424-0826 静岡県静岡市清水区万世町２‐３‐１

ローソン長泉南一色店

411-0932

静岡県駿東郡長泉町南一色３０８‐１

ローソン裾野平松南店

410-1127

静岡県裾野市平松５３４‐２

ローソン浜松姫街道店

433-8105 静岡県浜松市北区三方原町２４２‐１

ローソン清水宮加三店

424-0911

ローソン新静岡インター店

421-2108 静岡県静岡市葵区下１２４６‐５

ローソン静岡中原店

422-8058 静岡県静岡市駿河区中原５５５‐１

ローソン浜北インター北店

434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬７４５７

ローソン藤枝田沼三丁目店

426-0061 静岡県藤枝市田沼３‐８‐３

ローソン熱海サンビーチ店

413-0012 静岡県熱海市東海岸町１５‐４５

ローソン浜松西インター店

431-1103

ローソン静岡新伝馬一丁目店

420-0944 静岡県静岡市葵区新伝馬１‐３‐３０

ローソン浜松葵西四丁目店

433-8111

ローソン御前崎浜岡店

437-1612 静岡県御前崎市池新田７７３８‐１

ローソン清水大沢町店

424-0858 静岡県静岡市清水区大沢町１‐３

ローソン湖西大知波店

431-0403 静岡県湖西市大知波１２８４

ローソン浜松小沢渡町店

432-8063 静岡県浜松市南区小沢渡町１３４４

ローソン長泉本宿店

411-0945

ローソン磐田駒場店

438-0231 静岡県磐田市豊岡７０３８

ローソン藤枝緑町一丁目店

426-0027 静岡県藤枝市緑町１‐３‐３

ローソン袋井川井店

437-0064 静岡県袋井市川井１１０３

ローソン袋井浅羽店

437-1101

ローソン磐田高見丘店

438-0801 静岡県磐田市高見丘４５６‐４

ローソン御前崎苗代橋店

437-1612 静岡県御前崎市池新田４９５‐３

ローソン富士宮粟倉店

418-0011

ローソン袋井上山梨店

437-0125 静岡県袋井市上山梨６‐１‐１

ローソン静岡呉服町店

420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町２‐８‐１

ローソン清水清開三丁目店

424-0924 静岡県静岡市清水区清開３‐２‐２０

ローソン袋井堀越店

437-0065 静岡県袋井市堀越１４２２‐５

ローソン浜北染地台店

434-0046 静岡県浜松市浜北区染地台５‐７‐１０

ローソン金谷宮崎町店

428-0016 静岡県島田市金谷宮崎町３６７５‐１

ローソン伊豆高原東店

413-0232 静岡県伊東市八幡野１１３９‐２１

ローソン清水梅が岡店

424-0938 静岡県静岡市清水区梅が岡９‐２４

ローソン袋井国本南店

437-0012 静岡県袋井市国本１１９４‐２

ローソン順天堂大学静岡病院２Ｆ店

410-2211

ローソン静岡馬渕四丁目店

422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕４‐１３‐３５

ローソン清水町新宿西店

411-0901

ローソン平安通店

462-0819 愛知県名古屋市北区平安２‐１３‐５

ローソン久屋大通店

460-0008 愛知県名古屋市中区栄４‐１５‐２３

ローソン中村岩塚店

453-0862 愛知県名古屋市中村区岩塚町字一里山１‐１０

ローソン美合ハ゜ーキンク゛エリア下り店

444-3521 愛知県岡崎市市場町字御成箇３‐２４６

ローソン天白原二丁目店

468-0015 愛知県名古屋市天白区原２‐９０３

ローソン北名古屋沖村店

481-0043 愛知県北名古屋市沖村沖浦１２５

ローソン北名古屋二子店

481-0013 愛知県北名古屋市二子字四反地９７７‐５

ローソン本陣駅前店

453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通３‐３９

ローソン豊橋江島店

441-8111

ローソン稲沢井之口店

492-8151 愛知県稲沢市井之口北畑町２０３

ローソン一宮緑三丁目店

491-0862 愛知県一宮市緑３‐１‐１

ローソン錦通東桜店

461-0005 愛知県名古屋市東区東桜２‐１６‐３４

ローソン春日井東野店

486-0817 愛知県春日井市東野町１‐１２‐７

ローソン藤成通二丁目店

466-0845 愛知県名古屋市昭和区藤成通２‐１

ローソン常滑金山店

479-0867 愛知県常滑市北汐見坂２‐５

ローソン江南団地南店

483-8338 愛知県江南市前飛保町藤町４７‐１

ローソン豊田東梅坪店

471-0071 愛知県豊田市東梅坪町８‐８‐２４

ローソン緑区滝ノ水店

458-0021 愛知県名古屋市緑区滝ノ水１‐１０１３‐１

ローソン東区矢田五丁目店

461-0040 愛知県名古屋市東区矢田５‐４‐１

ローソン豊川森店

442-0846 愛知県豊川市森６‐２８‐１

ローソン岡崎北野店

444-0951 愛知県岡崎市北野町字善佐３‐３

ローソン北名古屋法成寺店

481-0039 愛知県北名古屋市法成寺道久３０

ローソン武豊前田店

470-2338 愛知県知多郡武豊町字前田４２‐７

ローソン名東区本郷二丁目店

465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷２‐２２９‐２

ローソン金山駅前店

460-0022 愛知県名古屋市中区金山４‐６‐２３

ローソン一宮開明店

494-0001 愛知県一宮市開明字前脇１８‐１

ローソン豊橋三郷北店

441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字タノ割８４‐１

ローソン一宮大和町福森店

491-0935 愛知県一宮市大和町福森字宮前１９‐１

ローソン名古屋競馬場前店

455-0073 愛知県名古屋市港区川西通４‐５

ローソン西区上名古屋三丁目店

451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋３‐２４１９

ローソン川名駅前店

466-0842 愛知県名古屋市昭和区檀溪通１‐３０

ローソン豊川新桜町店

442-0835 愛知県豊川市新桜町通１‐８‐１

ローソン豊橋東幸店

440-0843 愛知県豊橋市東幸町東明１３２

ローソン安城美園店

446-0076 愛知県安城市美園町１‐２１‐８

ローソン中区金山五丁目店

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店

497-0058 愛知県海部郡蟹江町富吉４‐１３４、１３５

ローソン蟹江須成店

497-0031 愛知県海部郡蟹江町大字須成字下真菰ケ坪２４０７‐１

ローソン桜山駅前店

467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通１‐３７‐１

ローソン港区役所駅前店

455-0015 愛知県名古屋市港区港栄１‐２０３‐１

ローソン刈谷ハイウェイオアシス前店

448-0007 愛知県刈谷市東境町松ケ枝５５‐１

ローソン北区上飯田南町店

462-0804 愛知県名古屋市北区上飯田南町５‐１３７

ローソン豊川古宿店

442-0817 愛知県豊川市古宿町中通１１３‐４

ローソン一宮森本三丁目店

491-0831 愛知県一宮市森本３‐１６‐６

ローソン守山小幡四丁目店

463-0011

ローソン安城里町店

446-0001 愛知県安城市里町荒畑１５４‐２

ローソン一宮大和町苅安賀店

491-0934 愛知県一宮市大和町苅安賀字山王４５‐１

ローソン岡崎赤渋町店

444-0241 愛知県岡崎市赤渋町字田中１７‐１

ローソン一宮萩原町西御堂店

491-0365 愛知県一宮市萩原町西御堂字苅宿１５‐１

ローソン一宮今伊勢町店

491-0052 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字九反野３３

ローソン春日井庄名町店

487-0022 愛知県春日井市庄名町２‐７‐２６

ローソン刈谷高倉店

448-0037 愛知県刈谷市高倉町４‐６０７

ローソン岡崎葵町店

444-0913 愛知県岡崎市葵町７‐２

ローソン犬山本町店

484-0083 愛知県犬山市大字犬山字東古券１１３‐５

ローソン中川中島新町店

454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町２‐１０１

ローソン守山警察署北店

463-0024 愛知県名古屋市守山区脇田町２０７

ローソン本郷駅西店

465-0025 愛知県名古屋市名東区上社２‐２００

ローソン西区清里町店

452-0801 愛知県名古屋市西区清里町３１４

ローソン江南上奈良南店

483-8258 愛知県江南市上奈良町久保１３１

ローソン碧南浅間町店

447-0865 愛知県碧南市浅間町２‐３７‐６０

ローソン稲沢正明寺店

492-8145 愛知県稲沢市正明寺１‐１３‐１７

ローソン岡崎伊賀町店

444-0075 愛知県岡崎市伊賀町４５９‐４

ローソン蒲郡松原店

443-0033 愛知県蒲郡市松原町３１８‐１

ローソン岡崎真伝二丁目店

444-3175 愛知県岡崎市真伝２‐８‐４

ローソン鈴鹿算所町店

513-0805 三重県鈴鹿市算所町字新開１２５８‐４

ローソン四日市中川原店

510-0833 三重県四日市市中川原３‐８‐１

ローソン伊賀平野店

518-0830 三重県伊賀市平野城北町９３

ローソン津高茶屋七丁目店

514-0819 三重県津市高茶屋７‐３７５７‐１

ローソン桑名西別所店

511-0851

ローソン四日市中部店

510-0082 三重県四日市市中部１１‐１

ローソン鈴鹿本田技研前店

513-0827 三重県鈴鹿市大池３‐９‐２５

ローソン四日市楠町北五味塚店

510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚不納１９４６‐１

ローソンいなべ北勢町阿下喜店

511-0428

ローソン松阪松ヶ島東店

515-2133 三重県松阪市松ケ島町字本町４４７‐１

ローソン伊勢河崎店

516-0009 三重県伊勢市河崎２‐１８‐３

ローソン志摩磯部店

517-0214 三重県志摩市磯部町迫間字穂落前１８９７‐２

ローソン津城山店

514-0815 三重県津市藤方字黒木３‐１

ローソン亀山川合店

519-0103 三重県亀山市川合町字長妻１２１７‐１

ローソン桑名長島町店

511-1113

ローソン川越町豊田店

510-8122 三重県三重郡川越町大字豊田２００

ローソン伊賀佐那具店

518-0001 三重県伊賀市佐那具町字法華堂９３４‐１

ローソン四日市十七軒町店

510-0063 三重県四日市市十七軒町１‐２８

ローソン瀬田駅前店

520-2144 滋賀県大津市大萱１‐１８‐３４

ローソン大津比叡辻２丁目店

520-0104 滋賀県大津市比叡辻２‐３８２

ローソン土山垂水頓宮店

528-0231 滋賀県甲賀市土山町頓宮上出１５１‐２

ローソン大津市民病院店

520-0804 滋賀県大津市本宮２‐９‐９

ローソン長浜下坂中町店

526-0044 滋賀県長浜市下坂中町字樋ノ内２９０‐３

ローソン大津際川三丁目店

520-0002 滋賀県大津市際川３‐３２‐１

ローソン長浜八幡東店

526-0031 滋賀県長浜市八幡東町１００‐１

ローソン彦根甘呂町店

522-0046 滋賀県彦根市甘呂町字十ノ坪２７０‐４

ローソン中舞鶴店

625-0083 京都府舞鶴市大字余部上小字余部上２２８

ローソン亀岡西町店

621-0862 京都府亀岡市西町４１‐１

ローソン伏見竹田店

612-8445 京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町２７０

ローソンＢｉＶｉ京都二条店

604-8415 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町１‐６

ローソン綾部西町店

623-0016 京都府綾部市西町３丁目北大坪１９

ローソン木津温泉店

629-3241 京都府京丹後市網野町木津５

ローソン下鳥羽長田町店

612-8471 京都府京都市伏見区下鳥羽長田町１７０

ローソン太秦蜂岡町店

616-8162 京都府京都市右京区太秦蜂岡町３５‐２

ローソン宇治小倉堀池店

611-0042

ローソン京都平野神社前店

603-8353 京都府京都市北区平野上八丁柳町６７‐１

ローソン桂徳大寺店

615-8302 京都府京都市西京区桂徳大寺南町１３

ローソン外環横大路店

612-8295 京都府京都市伏見区横大路鍬ノ本２１‐１

ローソン葛野大路御池店

616-8083 京都府京都市右京区太秦安井西沢町７‐７

ローソン新高槻城北店

569-0071 大阪府高槻市城北町２‐３‐５

ローソン谷町三丁目西店

540-0012 大阪府大阪市中央区谷町３‐５‐５

ローソン豊中蛍池中町三丁目店

560-0033 大阪府豊中市蛍池中町３‐４‐１２

ローソン枚方岡東町店

573-0032 大阪府枚方市岡東町１３‐２２

ローソン江坂駅前店

564-0051 大阪府吹田市豊津町１‐２２

ローソン友渕町二丁目店

534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町２‐１‐１５

ローソン岸里東一丁目店

557-0042 大阪府大阪市西成区岸里東１‐１７‐１

ローソン高槻大冠一丁目店

569-0031 大阪府高槻市大冠町１‐６‐３

ローソン玉出中二丁目店

557-0044 大阪府大阪市西成区玉出中２‐６‐１２

ローソン堺若松台店

590-0116

ローソン香里ヶ丘さくら通店

573-0084 大阪府枚方市香里ケ丘５‐６‐７‐１

ローソン長吉長原店

547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原４‐１‐１

ローソン寝屋川楠根北町店

572-0845 大阪府寝屋川市楠根北町１‐１

ローソン南海岸和田駅前店

596-0045 大阪府岸和田市別所町１‐１‐２

ローソン池田城南三丁目店

563-0025 大阪府池田市城南３‐１‐１５‐１０１

ローソン東大阪高井田元町店

577-0054 大阪府東大阪市高井田元町２‐２‐１７

ローソン西中島三丁目東店

532-0011

ローソン中央南船場一丁目店

542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１‐１７‐２８

ローソン泉大津戎町南店

595-0041 大阪府泉大津市戎町２‐１９

ローソン沢良宜西１丁目店

567-0868 大阪府茨木市沢良宜西１‐２２‐１３

ローソンＪＲ堺市駅前店

590-0013 大阪府堺市堺区東雲西町一丁５９‐１

ローソン梅田センタービル店

530-0015 大阪府大阪市北区中崎西２‐４‐１２

ローソン江坂駅南口店

564-0051 大阪府吹田市豊津町９‐２２

ローソン八尾青山店

581-0018 大阪府八尾市青山町４‐１‐２２

ローソン東大阪長田東四丁目店

577-0012 大阪府東大阪市長田東４‐１‐４６

ローソンプラスＮなんば千日前通店

542-0074 大阪府大阪市中央区千日前２‐８‐１７

ローソンプラス堺新金岡店

591-8004 大阪府堺市北区蔵前町１１９７‐２

ローソン浪速警察署前店

556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋５‐５‐２０

ローソン西九条二丁目店

554-0012 大阪府大阪市此花区西九条２‐１‐２

ローソン遠里小野店

558-0032 大阪府大阪市住吉区遠里小野５‐２３‐１７

ローソン岸和田小松里町南店

596-0821 大阪府岸和田市小松里町２１６５

ローソン瓦町一丁目店

541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１‐７‐７

ローソン平野南四丁目店

547-0031 大阪府大阪市平野区平野南４‐１‐１１

ローソン枚方町楠葉一丁目店

573-1106

ローソン粉浜西一丁目店

559-0007 大阪府大阪市住之江区粉浜西１‐１１‐５

ローソン内環今福東店

536-0002 大阪府大阪市城東区今福東２‐１４‐１２

ローソン豊中上野東一丁目店

560-0013 大阪府豊中市上野東１‐３‐７０

ローソン西成松一丁目店

557-0034 大阪府大阪市西成区松１‐１‐２

ローソン勝山三丁目店

543-0043 大阪府大阪市天王寺区勝山３‐６‐２

ローソン高槻芝谷町店

569-1025 大阪府高槻市芝谷町５５‐１

ローソン貝塚海塚店

597-0083 大阪府貝塚市海塚１‐２‐１６

ローソンドラッグシグマ八尾本町店

581-0003 大阪府八尾市本町７‐２‐２３

ローソン島之内二丁目店

542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２‐１７‐１０

ローソン岸和田加守町三丁目店

596-0042 大阪府岸和田市加守町３‐１２‐１３

ローソン浪花町店

530-0022 大阪府大阪市北区浪花町１‐１０

ローソン阪急豊中駅南店

560-0021 大阪府豊中市本町１‐２‐３５

ローソン茨木東太田一丁目店

567-0012 大阪府茨木市東太田１‐３‐５４

ローソン寝屋川池田新町店

572-0038 大阪府寝屋川市池田新町１６‐４８

ローソン大正平尾四丁目店

551-0012 大阪府大阪市大正区平尾４‐２０‐１０

ローソン朝霧駅前店

673-0870 兵庫県明石市朝霧南町１‐１６５‐５

ローソン西神中央店

651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５‐３‐５

ローソン三田すずかけ台店

669-1322 兵庫県三田市すずかけ台２‐２‐４

ローソン西宮高松町店

663-8204 兵庫県西宮市高松町４‐８

ローソン御津苅屋店

671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋４７３‐１

ローソン春日インター店

669-4132 兵庫県丹波市春日町野村２１０９‐１

ローソン兵庫中道通一丁目店

652-0801 兵庫県神戸市兵庫区中道通１‐３‐１

ローソン北区鈴高前店

651-1101

ローソンＪＲ宝塚駅前店

665-0842 兵庫県宝塚市川面５‐１０‐３８

ローソン西宮市立中央病院前店

663-8013 兵庫県西宮市門前町１‐５

ローソン明石大久保東店

674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪字下神田６０５‐１

ローソン川西矢問二丁目店

666-0131 兵庫県川西市矢問２‐１７‐５２

ローソン神戸谷上東町店

651-1245 兵庫県神戸市北区谷上東町２１‐７

ローソン阪神御影駅南店

658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町４‐１０‐１

ローソンＪＲ三田駅北店

669-1512 兵庫県三田市高次１‐２‐２９

ローソン伊丹野間北二丁目店

664-0875 兵庫県伊丹市野間北２‐２‐６

ローソンたつの富永店

679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永４５２‐１

ローソンニシイチドラッグ崇徳院店

660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院１‐４

ローソン＋フレンズ山陽板宿駅店

654-0021 兵庫県神戸市須磨区平田町３‐４

ローソン三田福島店

669-1313 兵庫県三田市福島字宮野前５０１‐１３

ローソン朝来多々良木店

679-3423 兵庫県朝来市多々良木字牧野２１７‐１

ローソンＪＲ住吉駅前店

658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町２‐１３‐１６

ローソン宝塚中筋八丁目店

665-0874 兵庫県宝塚市中筋８‐２１‐３１

ローソン加古川中央市民病院店

675-0037 兵庫県加古川市加古川町本町４３９

ローソンニシイチドラッグ伊丹鈴原店

664-0882 兵庫県伊丹市鈴原町８‐６８

ローソン尼崎富松町一丁目店

661-0003 兵庫県尼崎市富松町１‐２１‐９

ローソン西宮中須佐町店

662-0851 兵庫県西宮市中須佐町８‐３５

ローソン神戸ジェームス山店

655-0871 兵庫県神戸市垂水区松風台２‐４‐１

ローソン高砂曽根北店

676-0082 兵庫県高砂市曽根町３０３９

ローソン川西能勢口駅前店

666-0033 兵庫県川西市栄町１６‐６

ローソン加古川長砂西店

675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１００７‐１

ローソン大和高田松塚店

635-0001 奈良県大和高田市大字松塚３６３‐３

ローソン奈良西大寺南町店

631-0824 奈良県奈良市西大寺南町５‐９３

ローソン奈良新大宮店

630-8114

ローソン桜井大泉西店

633-0076 奈良県桜井市大字大泉１８５‐７

ローソン橿原御坊町店

634-0062 奈良県橿原市御坊町１４０‐１

ローソン奈良柏木東店

630-8146 奈良県奈良市八条町３９６‐１

ローソン天理櫟本店

632-0004 奈良県天理市櫟本町４２６‐１

ローソン橿原木原店

634-0004 奈良県橿原市木原町２１７‐１

ローソン新宮磐盾店

647-0051 和歌山県新宮市磐盾１９００‐４

ローソンＪＲ和歌山駅前店

640-8331 和歌山県和歌山市美園町５‐１２‐１

ローソン和歌山次郎丸店

640-8431 和歌山県和歌山市向字権現３‐４

ローソン上富田朝来店

649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来２４６９‐１

ローソン和歌山中之島店

640-8392 和歌山県和歌山市中之島２９８‐２

ローソン紀美野町役場前店

640-1131

ローソン鳥取駅南店

680-0846 鳥取県鳥取市扇町７１

ローソン境港三軒屋店

684-0064 鳥取県境港市三軒屋町字島屋西２４８９‐１

ローソン米子警察署通り店

683-0004 鳥取県米子市上福原９２１‐３

ローソン鳥取江津店

680-0901 鳥取県鳥取市江津１２０８

ローソン安来広瀬店

692-0401 島根県安来市広瀬町石原９‐１

ローソン湖陵店

699-0811

ローソン安来黒井田町店

692-0023 島根県安来市黒井田町字油坪２３２‐１

ローソン松江玉湯町布志名店

699-0203 島根県松江市玉湯町布志名３７１‐２

ローソンポプラ安来中海店

692-0006 島根県安来市西荒島町１８２‐１

ローソン岡山福富店

702-8031 岡山県岡山市南区福富西１‐１‐１００

ローソン岡山厚生町一丁目店

700-0985 岡山県岡山市北区厚生町１‐８‐１０

ローソン中庄駅前店

710-0012 岡山県倉敷市鳥羽１４‐４

ローソン岡山倉富店

703-8264 岡山県岡山市中区倉富字五割２２７‐１２

ローソン岡山高屋店

703-8233 岡山県岡山市中区高屋１２０‐３

ローソン総社三須店

719-1124

ローソン岡山瀬戸町店

709-0854 岡山県岡山市東区瀬戸町江尻字鍛冶屋ケ地１０９１‐１

ローソン倉敷鶴新田店

712-8006 岡山県倉敷市連島町鶴新田２９２０‐４

ローソン倉敷南町店

710-0823 岡山県倉敷市南町７‐１８

ローソン岡山十日市店

700-0855 岡山県岡山市北区十日市中町６‐２８

ローソン岡山妹尾店

701-0205 岡山県岡山市南区妹尾４１４１‐４

ローソン岡山楢津店

701-1202 岡山県岡山市北区楢津７８０‐１

ローソン岡山新保店

700-0945 岡山県岡山市南区新保１１６６

ローソン倉敷北畝六丁目店

712-8032 岡山県倉敷市北畝６‐６２７‐１

ローソン津山加茂町店

709-3923 岡山県津山市加茂町桑原６６‐１

ローソン倉敷水江店

710-0802 岡山県倉敷市水江１５９９‐５３

ローソン倉敷下庄店

701-0112

岡山県倉敷市下庄６４９‐１

ローソン総社中央四丁目店

719-1131

岡山県総社市中央４‐１‐１０１

ローソン倉敷西阿知町店

710-0807 岡山県倉敷市西阿知町３５４‐１

ローソン蒜山下長田店

717-0506 岡山県真庭市蒜山下長田６６４‐１

ローソン岡山原店

701-2154 岡山県岡山市北区原４３０‐１

ローソン岡山長岡団地店

703-8221 岡山県岡山市中区長岡３５６‐３

ローソン倉敷児島下の町十丁目店

711-0906

ローソン岡山津島西坂一丁目店

700-0086 岡山県岡山市北区津島西坂１‐２２３‐３

ローソン岡山東島田町一丁目店

700-0983 岡山県岡山市北区東島田町１‐５‐１３

ローソン岡山高島新屋敷店

703-8241 岡山県岡山市中区高島新屋敷７０１

ローソン津山小田中西店

708-0006 岡山県津山市小田中１３１４‐５

ローソン東広島西条東店

739-0044 広島県東広島市西条町大字下見字西仏４１６７‐１

ローソン広島仁保新町店

734-0024 広島県広島市南区仁保新町２‐５‐４１

ローソン広島井口明神一丁目店

733-0841 広島県広島市西区井口明神１‐１４‐６

ローソン広島大宮店

733-0007 広島県広島市西区大宮１‐５‐１６

ローソン広島光町店

732-0052 広島県広島市東区光町１‐１１‐１３

ＪＰローソン広島東局店

732-0822 広島県広島市南区松原町２‐６２

ローソン広島八幡五丁目店

731-5116

ローソン呉中央五丁目店

737-0051 広島県呉市中央５‐１１‐１４

ローソン福山第一病院前店

721-0973 広島県福山市南蔵王町５‐１０‐２

ローソン尾道栗原町店

722-0022 広島県尾道市栗原町６０３９‐７

ローソン広島中山東三丁目店

732-0023 広島県広島市東区中山東３‐２‐８

ローソン広島山本七丁目店

731-0137 広島県広島市安佐南区山本７‐４‐２１

ローソン東広島西条御薗宇店

739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇字上神田６２００‐２

ローソン福山港町店

721-0964 広島県福山市港町２‐１１‐１４

ローソン福山奈良津町三丁目店

720-0022 広島県福山市奈良津町３‐３‐３

ローソン三次十日市南店

728-0014 広島県三次市十日市南２‐１６‐１４

ローソン尾道平原台店

722-0018 広島県尾道市平原３‐１‐２２

ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店

732-0822 広島県広島市南区松原町２‐２２

ローソン廿日市駅北口店

738-0007 広島県廿日市市平良山手１１‐５１

ローソン三原宮浦四丁目店

723-0051 広島県三原市宮浦４‐９‐２０

ローソン広島光町東店

732-0052 広島県広島市東区光町１‐１‐２１

ローソン呉阿賀北七丁目店

737-0001 広島県呉市阿賀北７‐１‐６

ローソン広島大町西三丁目店

731-0125 広島県広島市安佐南区大町西３‐１７‐１０

ローソン呉郷原町店

737-0161 広島県呉市郷原町４００３

ローソン福山春日町七丁目店

721-0907 広島県福山市春日町７‐３‐３１

ローソン下関稗田中町店

751-0856 山口県下関市稗田中町１１‐５

ローソン岩国海土路店

740-0035 山口県岩国市海土路町２‐４０‐８

ローソン徳山駅前店

745-0035 山口県周南市有楽町１

ローソン美祢大嶺町曽根店

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店

754-0001 山口県山口市小郡みらい町１‐１‐１５

ローソン宇部東岐波中前店

755-0241 山口県宇部市大字東岐波５６９６

ローソン山口小郡下郷店

754-0002 山口県山口市小郡下郷７８８‐１

ローソン山口吉敷佐畑店

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店

758-0025 山口県萩市大字土原４９３‐１

ローソン防府本橋町店

747-0041 山口県防府市本橋町８‐４

ローソン松茂中喜来店

771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来字前原東三番越２‐１

ローソン板野町羅漢店

779-0114

ローソン徳島沖浜二丁目店

770-8052 徳島県徳島市沖浜２‐１０‐１

ローソン北島町中村店

771-0203 徳島県板野郡北島町中村字竹ノ下１７‐１

ローソンつるぎ町貞光店

779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字大須賀６０‐１

ローソン美馬脇町別所店

779-3620 徳島県美馬市脇町別所３４６１

ローソン徳島城南町四丁目店

770-8064 徳島県徳島市城南町４‐２‐４１

ローソン板野犬伏店

779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字大坪７１‐３

ローソン阿南北の脇海水浴場口店

774-0017 徳島県阿南市見能林町塩屋８２

ローソン徳島北佐古一番町店

770-0011

徳島県徳島市北佐古一番町７‐２３

ローソン坂出江尻町店

762-0011

香川県坂出市江尻町字北新開１２６８‐５

ローソン高松兵庫町店

760-0024 香川県高松市兵庫町９‐１

ローソン高松川島東店

761-0443 香川県高松市川島東町字北横内３８６‐１

ローソン観音寺昭和町二丁目店

768-0066 香川県観音寺市昭和町２‐３‐４０

ローソン三豊高瀬町店

767-0011

ローソン高松国分寺町店

769-0102 香川県高松市国分寺町国分字野間１３４‐１

ローソン坂出入船町一丁目店

762-0002 香川県坂出市入船町１‐２‐２８

ローソン丸亀津森町宮浦店

763-0052 香川県丸亀市津森町字宮浦８０１‐１

ローソンさぬき長尾税務署前店

769-2302 香川県さぬき市長尾西８６４‐１

ローソン高松町店

761-0104 香川県高松市高松町字斉田２５７９‐１

ローソン善通寺中村店

765-0073 香川県善通寺市中村町字道下１７７６‐１

ローソン今治中寺店

794-0840 愛媛県今治市中寺２３６‐１

ローソン四国中央金生町下分店

799-0111

ローソン松山サクラメント通店

790-0062 愛媛県松山市南江戸２‐８‐２０

ローソン新居浜宮西町店

792-0024 愛媛県新居浜市宮西町５‐１３

ローソン西条樋之口店

793-0043 愛媛県西条市樋之口字龍出３４３‐１

ローソン西予卯之町店

797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町４‐５２２‐１

ローソン新居浜篠場町店

792-0836 愛媛県新居浜市篠場町１３‐５

ローソン八幡浜保内町宮内店

796-0202 愛媛県八幡浜市保内町宮内２‐８４‐１

ローソン新居浜滝の宮町店

792-0034 愛媛県新居浜市滝の宮町乙５０‐２

ローソン新居浜桜木町店

792-0865 愛媛県新居浜市桜木町２‐６２

ローソン松山居相一丁目店

790-0934 愛媛県松山市居相１‐９８‐２

ローソン今治小泉二丁目店

794-0064 愛媛県今治市小泉２‐１‐３０

ローソン新居浜八幡店

792-0871 愛媛県新居浜市八幡２‐１５９０‐１

ローソン四国中央中曽根町溝又店

799-0413 愛媛県四国中央市中曽根町字溝又１５６３

ローソン西条氷見新御堂店

793-0072 愛媛県西条市氷見字新御堂乙７８７‐１

ローソン西条大町店

793-0030 愛媛県西条市大町字小川９４‐２

ローソン高知はりまや町三丁目店

780-0822 高知県高知市はりまや町３‐４‐５

ローソン宿毛バイパス店

788-0000 高知県宿毛市駅東町２‐１１４

ローソン南国市明見店

783-0007 高知県南国市明見五台山分８０５‐１

ローソン安芸矢ノ丸店

784-0001 高知県安芸市矢ノ丸４‐６‐１５

ローソン安芸芸西村店

781-5701 高知県安芸郡芸西村和食甲５６３８

ローソン高知瀬戸一丁目店

781-0250 高知県高知市瀬戸１‐２‐７２

ローソン黒潮町佐賀店

789-1720 高知県幡多郡黒潮町佐賀１４４３‐１

ローソン福岡大橋駅前店

815-0033 福岡県福岡市南区大橋１‐２‐８

ローソン小倉南丘二丁目店

803-0863 福岡県北九州市小倉北区南丘２‐９‐８

ローソン若宮インター店

822-0153 福岡県宮若市山口７５‐８

ローソン直方新入店

822-0032 福岡県直方市大字下新入字下中曽根６１７‐１

ローソン桧原七丁目店

811-1355

ローソン中間三丁目店

809-0034 福岡県中間市中間３‐１６‐２０

ローソン小倉横代東町店

802-0822 福岡県北九州市小倉南区横代東町２‐１７‐８

ローソン久留米上津バイパス店

830-0056 福岡県久留米市本山２‐８‐３

ローソン天神二丁目店

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２‐１３‐１７

ローソン八幡則松七丁目店

807-0831 福岡県北九州市八幡西区則松７‐５‐１３

ローソン大牟田不知火町店

836-0843 福岡県大牟田市不知火町１‐７‐１

ローソン八幡光貞台一丁目店

807-0805 福岡県北九州市八幡西区光貞台１‐１‐３０

ローソン小倉片野一丁目店

802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野１‐１６‐２６

ローソン若松高須東三丁目店

808-0144 福岡県北九州市若松区高須東３‐１３‐１６

ローソン飯塚東川津店

820-0067 福岡県飯塚市川津１２５‐１

ローソン飯塚横田店

820-0044 福岡県飯塚市横田８１３‐１

ローソン豊前久松店

828-0024 福岡県豊前市久松１１９‐１

ローソン若松警察署前店

808-0066 福岡県北九州市若松区くきのうみ中央１‐３１

ローソン春日須玖北店

816-0864 福岡県春日市須玖北４‐６

ローソン田川夏吉店

825-0004 福岡県田川市大字夏吉１７１８‐１

ローソンきふね店

802-0074 福岡県北九州市小倉北区白銀１‐３‐１０

ローソン小倉石田町店

802-0838 福岡県北九州市小倉南区石田町１‐１０

ローソン久留米田主丸店

839-1204 福岡県久留米市田主丸町殖木字延命２４１‐４

ローソン福岡長尾五丁目店

814-0123 福岡県福岡市城南区長尾５‐３１‐３

ローソン小倉熊本二丁目店

802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本２‐６‐１９

ローソン瀬高吉井店

835-0023 福岡県みやま市瀬高町小川８９３‐２

ローソン久留米南三丁目店

830-0051 福岡県久留米市南３‐２１‐２１

ローソン水巻頃末二丁目店

807-0022 福岡県遠賀郡水巻町頃末北２‐１２‐２

ローソンＳミズ芦屋中央病院前店

807-0141 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿２８３‐８

ローソン唐津東城内店

847-0016 佐賀県唐津市東城内３６４‐１

ローソン武雄山内町店

849-2303 佐賀県武雄市山内町大字三間坂字八田甲１５５７２‐３

ローソン嬉野温泉店

843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿字大畑乙２１２９

ローソン神埼本堀店

842-0003 佐賀県神埼市神埼町本堀字町裏３２４２‐１

ローソンミズ木原店

840-0015 佐賀県佐賀市木原１‐２４‐４０

ローソン佐賀南部バイパス店

840-0027 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄１９５‐１４

ローソン唐津栄町店

847-0011

ローソン大村東三城町店

856-0826 長崎県大村市東三城町５５

ローソン佐世保卸団地店

857-1162

ローソン佐々中央通店

857-0341 長崎県北松浦郡佐々町羽須和免字大宮原７７８‐５

ローソン長崎浜町店

850-0853 長崎県長崎市浜町１０‐１０

ローソン佐世保早苗町店

859-3211

ローソン長崎戸町店

850-0952 長崎県長崎市戸町４‐２７‐３２

ローソン長与嬉里郷店

851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷７２５

ローソン菊池大津町杉水店

869-1236 熊本県菊池郡大津町大字杉水字水迫３３７５‐３

ローソン熊本インター北店

861-8035 熊本県熊本市東区御領７‐１‐２７

ローソン玉名築地店

865-0065 熊本県玉名市築地字芝浦４１６‐１

ローソン熊本保田窪店

862-0926 熊本県熊本市中央区保田窪１‐２‐１

ローソン熊本横手四丁目店

860-0046 熊本県熊本市西区横手４‐９‐１５

ローソン熊本楠三丁目店

861-8003 熊本県熊本市北区楠３‐９‐１０

ローソン八代迎町二丁目店

866-0055 熊本県八代市迎町２‐９‐１９

ローソン八代黄金町店

866-0844 熊本県八代市旭中央通３‐６

ローソン熊本九品寺五丁目店

862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺５‐９‐１

ローソン熊本南高江五丁目店

861-4106 熊本県熊本市南区南高江５‐６‐１

ローソン玉名天水部田見店

861-5403 熊本県玉名市天水町部田見２６６３‐１

ローソン玉名長洲店

869-0123 熊本県玉名郡長洲町大字長洲１９５８

ローソン八代大村東店

866-0895 熊本県八代市大村町字大間６３２‐１

ローソン熊本九品寺一丁目店

862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺１‐１２‐１６

ローソン熊本秋津新町店

861-2107 熊本県熊本市東区秋津新町５‐８

ローソン球磨多良木店

868-0501 熊本県球磨郡多良木町大字多良木字馬場田１４５４

ローソン日田中央店

877-0015 大分県日田市中央２‐２‐１０

ローソン中津上如水店

871-0004 大分県中津市大字上如水１３２６‐１

ローソン別府北石垣店

874-0000 大分県別府市大字北石垣字古寺１４５４

ローソン佐伯渡町台店

876-0813 大分県佐伯市長島町３‐２０‐１４

ローソン大分竹町通り店

870-0035 大分県大分市中央町２‐７‐１８

ローソン三重総合高校前店

879-7131 大分県豊後大野市三重町市場字広石８５７‐１

ローソン中津中央町一丁目店

871-0024 大分県中津市中央町１‐７‐３２

ローソン宇佐和気店

879-1135

ローソン別府南立石一区店

874-0000 大分県別府市大字南立石字中津留２１７８‐１

ローソン大分猪野店

870-0134 大分県大分市猪野１３９８‐３

ローソン別府内竈店

874-0011

ローソン宮崎大塚中央店

880-0951 宮崎県宮崎市大塚町弥堂ノ窪５３８０

ローソン都城早水町店

885-0016 宮崎県都城市早水町４５０３‐１６

ローソン宮崎駅前店

880-0811

ローソン都城広原店

885-0036 宮崎県都城市広原町３２‐１

ローソン宮崎吉村町平塚店

880-0841 宮崎県宮崎市吉村町平塚甲１８７３‐１

ローソン国富田尻店

880-1104

ローソン宮崎芳士店

880-0123 宮崎県宮崎市大字芳士字中原６１９‐１

ローソンえびの松原店

889-4222 宮崎県えびの市大字小田字権太夫６２３‐３

ローソン都城五十市店

885-0084 宮崎県都城市五十町２２２７‐１

ローソン清武加納二丁目店

889-1607 宮崎県宮崎市清武町加納２‐１２

ローソン霧島国分野口東店

899-4341 鹿児島県霧島市国分野口東１１５３

ローソン鹿屋郷之原町店

893-0065 鹿児島県鹿屋市郷之原町１２０１２‐２

ローソン川内平佐町店

895-0012 鹿児島県薩摩川内市平佐町字石崎３６７９‐３

ローソン出水昭和町店

899-0202 鹿児島県出水市昭和町１５‐８

ローソン南大隅根占店

893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北字潟４３‐２

ローソン加治木みろく店

899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田字弥勒２３３０‐１

ローソン鹿児島宇宿町店

890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿６‐２２‐１８

ローソン鹿児島南港店

890-0072 鹿児島県鹿児島市新栄町１３‐１６

ローソン鹿児島西谷山店

891-0116

ローソン仙台高速バスセンター店

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１‐６‐３５

ローソン大山東町店

173-0014 東京都板橋区大山東町３８‐８

ローソン新中野駅前店

164-0011

ローソン香里園駅前店

572-0085 大阪府寝屋川市香里新町３１‐１７

ローソン仙台泉中央一丁目店

981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央１‐１６‐７

ローソン大崎三本木店

989-6321 宮城県大崎市三本木字善並田１６０‐１

ローソン石巻さくら町店

986-2135 宮城県石巻市渡波字新沼２８５番２９街区５画地

ローソン那珂町後台店

311-0111

ローソン前橋六供町店

371-0804 群馬県前橋市六供町１０２９‐２

ローソン北本深井三丁目店

364-0001 埼玉県北本市深井３‐７７

ローソン松戸元山駅前店

270-2212 千葉県松戸市五香南２‐１７‐８

ローソン小石川五丁目店

112-0002

ローソン中葛西店

134-0083 東京都江戸川区中葛西６‐２１‐１０

ローソン上野一丁目店

110-0005

ローソン国際展示場駅前店

135-0063 東京都江東区有明３‐７‐２

ローソン大和中央林間西二丁目店

242-0008 神奈川県大和市中央林間西２‐１７‐２２

ローソン松本芳川小屋店

399-0036 長野県松本市村井町南１‐６‐１６

ローソン松本庄内店

390-0828 長野県松本市庄内３‐５‐７

ローソン岐阜神田町店

500-8833 岐阜県岐阜市神田町３‐２

ローソン豊田司町店

471-0831 愛知県豊田市司町３‐３７‐１

ローソン東海元浜町店

477-0035 愛知県東海市元浜町４５‐５

ローソン高槻如是町店

569-0827 大阪府高槻市如是町４０‐１７

ローソン南堀江四丁目店

550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４‐４‐８

ローソン尼崎武庫之荘駅前店

661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘２‐２‐１２

ローソン姫路下余部店

671-1261 兵庫県姫路市余部区下余部字下川原３３９‐１

ローソン生駒南田原町店

630-0135 奈良県生駒市南田原町３５６‐３

ローソン八幡丸尾町店

807-0826 福岡県北九州市八幡西区丸尾町６‐９

ローソン白石福富店

849-0402 佐賀県杵島郡白石町大字福富下分２９９４‐１０

ローソン小牛田水越浦店

987-0015 宮城県遠田郡美里町青生字水越浦１３３‐１

ローソン郡山大町店

963-8001 福島県郡山市大町１‐１‐１

ローソン伊達保原十二丁目店

960-0609 福島県伊達市保原町字１２‐３‐４

ローソンひたちなか北中根店

312-0011

ローソン足利堀込町店

326-0831 栃木県足利市堀込町２０２７‐１

ローソン日光東照宮前店

321-1434 栃木県日光市本町２‐３２

ローソン高崎下豊岡町店

370-0873 群馬県高崎市下豊岡字ネガラミ１２２６‐８

ローソン高崎大橋町店

370-0803 群馬県高崎市大橋町５１

ローソン栗橋中央店

349-1102

埼玉県久喜市栗橋中央１‐８‐３３

ローソン春日部藤塚店

344-0011

埼玉県春日部市藤塚２６２４‐１

ローソン狭山加佐志店

350-1314 埼玉県狭山市大字加佐志字高峰１３７‐１

ローソン行田持田一丁目店

361-0056 埼玉県行田市持田１‐３‐３７

ローソン本庄若泉店

367-0000 埼玉県本庄市２００‐２

ローソン睦沢町上之郷店

299-4413 千葉県長生郡睦沢町上之郷２０４８‐１

ローソン千葉朝日ヶ丘五丁目店

262-0019 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘５‐２８‐６５

ローソン佐倉大崎台三丁目店

285-0817 千葉県佐倉市大崎台３‐１１‐１７

ローソン青梅千ヶ瀬町店

198-0043 東京都青梅市千ヶ瀬町２‐２４３

ローソン本駒込五丁目店

113-0021

ローソン渋谷三丁目店

150-0002 東京都渋谷区渋谷３‐２８‐８

ローソン杉並区役所前店

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南１‐１６‐７

ロ−ソン亀戸２丁目店

136-0071 東京都江東区亀戸２‐１８‐１０

ローソン瑞穂東松原店

190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原５‐１４

ローソン新宿三丁目駅前店

160-0022 東京都新宿区新宿２‐１３‐１０

ローソン新宿若松町店

162-0056 東京都新宿区若松町２８‐２５

ローソン世田谷北烏山三丁目店

157-0061 東京都世田谷区北烏山３‐２０‐７

ローソン慶應日吉店

223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉４‐１‐１

ローソン厚木飯山南店

243-0213 神奈川県厚木市飯山３０００‐３

ローソン相模原星が丘四丁目店

252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘４‐２‐５７

ローソン金沢八景店

236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸２‐１１

ローソン敦賀呉竹町店

914-0802 福井県敦賀市呉竹町２‐８‐２９

ローソン富士急ハイランド前店

401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６６６３‐１１

ローソン長野三輪六丁目店

380-0803 長野県長野市三輪６‐１７‐１５

ローソン各務原西那加店

504-0952 岐阜県各務原市那加西那加町３５‐３

ローソン静岡西草深町店

420-0866 静岡県静岡市葵区西草深町３５‐１

ローソン掛川駅前店

436-0077 静岡県掛川市駅前８‐７

ローソン東新町北店

461-0005 愛知県名古屋市東区東桜２‐１１‐１９

ローソン豊橋牛川通店

440-0011

ローソン大高インター南店

474-0057 愛知県大府市共和町子安１００

ローソン喜連瓜破店

547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破２‐１‐１０

ローソン八尾西山本町一丁目店

581-0868 大阪府八尾市西山本町１‐４‐３０

ローソン尼崎センターフ゜ール前駅店

660-0082 兵庫県尼崎市水明町３７３‐６

ローソン三宮駅南店

651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通６‐１‐５

ローソン姫路山野井店

670-0021 兵庫県姫路市山野井町１４４‐１

ローソン妙法寺駅店

654-0131 兵庫県神戸市須磨区横尾１‐３１

ローソン姫路大津新町店

671-1135

ローソンＪＲ奈良駅前店

630-8122 奈良県奈良市三条本町１‐７みつおとビル１Ｆ

ローソン近鉄八木駅前店

634-0804 奈良県橿原市内膳町１‐１‐８

ローソン備前吉永町店

709-0224 岡山県備前市吉永町吉永中３５８‐１

ローソン新見高尾店

718-0003 岡山県新見市高尾字川端２１９０‐１

ローソン広島コイン通り店

731-5127 広島県広島市佐伯区五日市４‐５‐２２

ローソン徳島応神町東貞方店

771-1154

ローソン徳島南昭和町一丁目店

770-0944 徳島県徳島市南昭和町１‐１８‐２

東京都荒川区西尾久８‐３３‐３５

東京都台東区浅草１‐２３‐９

東京都品川区東大井５‐３‐７

東京都北区王子１‐１６‐５

神奈川県川崎市中原区新城５‐１

神奈川県川崎市宮前区犬蔵１‐８‐１５
神奈川県横浜市青葉区あざみ野１‐１１

神奈川県川崎市中原区木月４‐３９‐１

神奈川県座間市相武台１‐３０‐１０

神奈川県足柄下郡箱根町湯本６９０‐１

新潟県上越市大潟区土底浜１４６０‐１

新潟県長岡市左近１‐５８‐１

山梨県甲斐市万才２８３‐３

山梨県甲斐市竜王新町２２５０‐１

岐阜県郡上市八幡町中坪３‐３‐９

岐阜県岐阜市今川８２‐１

静岡県三島市大場字関口３９１‐３

静岡県駿東郡清水町久米田字小塚田５５‐３

静岡県静岡市清水区宮加三７１７‐３

静岡県浜松市西区湖東町５７１０‐１
静岡県浜松市中区葵西４‐２８‐２９

静岡県駿東郡長泉町本宿５３４‐１

静岡県袋井市浅羽１６２５

静岡県富士宮市粟倉字霧ヶ久保１１１２‐１

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

静岡県駿東郡清水町新宿１７９‐１

愛知県豊橋市江島町９６‐１

寺西ビル１Ｆ

愛知県名古屋市守山区小幡４‐９‐７

三重県桑名市大字西別所８９１‐３

三重県いなべ市北勢町阿下喜２２３‐１

三重県桑名市長島町押付字小六５３２‐６

京都府宇治市小倉町堀池１‐１

大阪府堺市南区若松台３丁２‐１

大阪府大阪市淀川区西中島３‐８‐１０

梅田センタービルＢ１

大阪府枚方市町楠葉１‐６‐１

兵庫県神戸市北区山田町小部字南山２‐４７４

奈良県奈良市芝辻町２‐１０‐２０

和歌山県海草郡紀美野町動木３１４‐２

島根県出雲市湖陵町差海３８５‐１

岡山県総社市三須１０７８‐１

岡山県倉敷市児島下の町８‐４１

広島県広島市佐伯区八幡５‐１５‐１

徳島県板野郡板野町羅漢字吉田３０‐３

香川県三豊市高瀬町下勝間１６３５‐１

愛媛県四国中央市金生町下分字田中１０６６‐１

福岡県福岡市南区桧原７‐３７‐９

佐賀県唐津市栄町２５６９‐１
長崎県佐世保市卸本町３０‐３１

長崎県佐世保市早苗町５１７‐２

大分県宇佐市大字和気１２５２‐１

大分県別府市亀川浜田町３６組‐４

宮崎県宮崎市錦町１５６‐３

宮崎県東諸県郡国富町大字田尻字岩摺１０８‐４

鹿児島県鹿児島市西谷山１‐８‐３８

東京都中野区中央４‐１‐３

茨城県那珂市後台３２７３‐３

東京都文京区小石川５‐６‐１０
東京都台東区上野１‐２０‐１

茨城県ひたちなか市大字中根８７９‐１９

東京都文京区本駒込５‐４‐７

愛知県豊橋市牛川通５‐８‐２

兵庫県姫路市大津区新町１‐６０

徳島県徳島市応神町東貞方字西川淵６８‐１

