
都道府県 店舗名称 書店住所

ローソン旭川永山６条四丁目店 北海道　旭川市永山６条４丁目１０番１２号

ローソン旭川台場１条店 北海道　旭川市台場一条４－１－３５

ローソン雨竜追分店 北海道　雨竜郡雨竜町字満寿３７－５２

ローソン音更鈴蘭新通店 北海道　河東郡音更町すずらん台北町１丁目９番地

ローソン音更木野大通西十八丁目店 北海道　河東郡音更町木野大通西１８丁目１番地５

ローソン森町富士見店 北海道　茅部郡森町字富士見町１６３－９８

ローソン岩見沢４条西七丁目店 北海道　岩見沢市４条西７丁目１２番１

ローソン恵庭黄金南店 北海道　恵庭市黄金南３丁目１番地１

ローソン恵庭大町店 北海道　恵庭市大町２－３－６

ローソン江別野幌寿町店 北海道　江別市野幌寿町１４番１０

ローソン日高富川インター前店 北海道　沙流郡日高町字平賀１０９－４

ローソン新さっぽろアークシティ店 北海道　札幌市厚別区厚別中央２条５－６－２

ローソン札幌手稲駅前店 北海道　札幌市手稲区手稲本町一条３－３－１

ローソン札幌真栄３条二丁目店 北海道　札幌市清田区真栄３条２丁目９７番３

ローソン札幌美しが丘１条店 北海道　札幌市清田区美しが丘１条４－１－２５

ローソン札幌里塚緑ヶ丘店 北海道　札幌市清田区里塚緑ヶ丘２丁目１５番１２

ローソン札幌八軒６条店 北海道　札幌市西区八軒６条東４－１－１

ローソン札幌発寒６条四丁目店 北海道　札幌市西区発寒６条４－６－５

ローソン札幌オーロラタウン店 北海道　札幌市中央区大通西３丁目地下街オーロラタウン内

ローソン札幌南１条西六丁目店 北海道　札幌市中央区南１条西６丁目１１番地

ローソン札幌南２条西十一丁目店 北海道　札幌市中央区南２条西１１－３２８－１２

ローソン札幌南５条西五丁目店 北海道　札幌市中央区南５条西５－１３－１

ローソン札幌南６条西二丁目店 北海道　札幌市中央区南６条西２丁目８番地１０

ローソン札幌中島パーク店 北海道　札幌市中央区南九条西３－２－１５

ローソン札幌アピア店 北海道　札幌市中央区北５条西４－４

ローソン札幌北３条西店 北海道　札幌市中央区北三条西三丁目１

ローソン札幌東雁来１０条店 北海道　札幌市東区東雁来１０条４

ローソン札幌伏古８条店 北海道　札幌市東区伏古８条４丁目２番８号

ローソン札幌北３６東一丁目店 北海道　札幌市東区北３６条東１丁目２番１号

ローソン札幌北４１東二丁目店 北海道　札幌市東区北４１条東２丁目８０４番９３号

ローソン札幌石山１条四丁目店 北海道　札幌市南区石山１条４丁目２３８番２

ローソン札幌中の島１条六丁目店 北海道　札幌市豊平区中の島１条六丁目７－１５

ローソン札幌平岸３条店 北海道　札幌市豊平区平岸３条１０－３８－１

ローソン札幌新琴似７条十二丁目店 北海道　札幌市北区新琴７条１２－３－３３

ローソン札幌屯田７条一丁目店 北海道　札幌市北区屯田７条１丁目３番１０号

ローソン北海道大学病院店 北海道　札幌市北区北１４条西５

ローソン札幌麻生五丁目店 北海道　札幌市北区麻生町５－１－６

ローソン室蘭中島町一丁目店 北海道　室蘭市中島町１－２－１

ローソン小樽堺町店 北海道　小樽市堺町２－８

ローソン小樽色内店 北海道　小樽市色内１－１５－１３

ローソン小樽新光一丁目店 北海道　小樽市新光一丁目２９番１

ローソン石狩花川南９条店 北海道　石狩市花川南９条１丁目１番

ローソン石狩花川北店 北海道　石狩市花川北２条５丁目６１

ローソン千歳清水町三丁目店 北海道　千歳市清水町３－２２

ローソン千歳清流二丁目店 北海道　千歳市清流二丁目５番８

ローソン新千歳空港到着口２号店 北海道　千歳市美々新千歳空港国内線ターミナルビル１Ｆ南

ローソン新千歳空港到着口店 北海道　千歳市美々新千歳空港国内線ターミナルビル１Ｆ北

ローソン新千歳空港出発ロビー店 北海道　千歳市美々新千歳空港国内線ターミナルビル２Ｆ北

ローソン新千歳空港ゲートラウンジ店 北海道　千歳市美々新千歳空港国内線ビル２階出発ゲート内

ローソン足寄町店 北海道　足寄郡足寄町郊南一丁目２９番－１２

北海道・東北

北海道



ローソン帯広北斗福祉村店 北海道　帯広市稲田町基線２番地１

ローソン帯広西１２条南二丁目店 北海道　帯広市西１２条南２－１５

ローソン帯広厚生病院店 北海道　帯広市西１４条南１０（帯広厚生病院内）

ローソン滝川東町五丁目店 北海道　滝川市東町５丁目１４５番地１

ローソン本別南四丁目店 北海道　中川郡本別町南四丁目１番地１

ローソン苫小牧ウトナイ店 北海道　苫小牧市字植苗２２７－５２

ローソン王子総合病院店 北海道　苫小牧市若草町３丁目４番８

ローソン苫小牧柏木町店 北海道　苫小牧市柏木町５丁目２番６

ローソン苫小牧明野新町五丁目店 北海道　苫小牧市明野新町５－１７－１３

ローソン静内駒場店 北海道　日高郡新ひだか町静内駒場５－１０

ローソン函館亀田本町店 北海道　函館市亀田本町５１－１４

ローソン函館新道店 北海道　函館市桔梗町４１８－１１９

ローソン函館高松町店 北海道　函館市高松町３３７－４

ローソン函館湯川町店 北海道　函館市湯川町２丁目２番１

ローソン函館本町電車通店 北海道　函館市本町２９－２０

ローソン美唄東４条店 北海道　美唄市東４条北４丁目１０９３番９

ローソン北見桜町三丁目店 北海道　北見市桜町３－３

ローソン北見中央三輪店 北海道　北見市中央三輪１丁目３４８－１

ローソン紋別落石町店 北海道　紋別市落石町４－１２－１６

ローソン安平町遠浅店 北海道　勇払郡安平町字遠浅７１３－３８

ローソン留萌鬼鹿店 北海道　留萌郡小平町字鬼鹿港町４－２４

ローソン留萌千鳥町店 北海道　留萌市千鳥町１－４－１

ローソン秋田御所野店 秋田県　秋田市御所野地蔵田二丁目１－５

ローソン秋田御所野堤台一丁目店 秋田県　秋田市御所野堤台一丁目１番の３

ローソン秋田広面蓮沼店 秋田県　秋田市広面字蓮沼１０１－１

ローソン秋田大学病院店 秋田県　秋田市広面蓮沼４４番２秋田大学医学部付属病院内

ローソン秋田山王中島町店 秋田県　秋田市山王中島町１１４

ローソン秋田東通一丁目店 秋田県　秋田市東通１－４－２

ローソン田沢湖生保内店 秋田県　仙北市田沢湖生保内字野中１５４－１

ローソン大館御成町二丁目店 秋田県　大館市御成町二丁目１７９

ローソン大館釈迦内南店 秋田県　大館市釈迦内字稲荷山下２８０－１

ローソン大館川口店 秋田県　大館市川口字大人沢１１７－１

ローソン湯沢清水町店 秋田県　湯沢市清水町２－３－３７

ローソン向能代店 秋田県　能代市向能代字上野越１１０－１

ローソン北秋田米内沢店 秋田県　北秋田市米内沢大沢岱２０２－４５

ローソン本荘マリーナ店 秋田県　由利本荘市石脇字田尻１－８８

ローソンむつ関根店 青森県　むつ市大字関根字川代１２７－１

ローソンむつバイパス店 青森県　むつ市大字田名部字前田３８－３

ローソン弘前公園前店 青森県　弘前市大字下白銀町１６－３

ローソン弘前石川バイパス店 青森県　弘前市大字石川字春仕内１００－１

ローソン弘前川先一丁目店 青森県　弘前市大字川先一丁目２番２

ローソン南部町沖田面店 青森県　三戸郡南部町大字沖田面字千刈４番

ローソン十和田元町西二丁目店 青森県　十和田市元町西２－１２－１０

ローソンおいらせ住吉四丁目店 青森県　上北郡おいらせ町住吉４－５０－２５２

ローソン下田青葉店 青森県　上北郡おいらせ町青葉５－５０－１４７

ローソン上北町店 青森県　上北郡東北町大字大浦字立野２８－１

ローソン野辺地田名部道店 青森県　上北郡野辺地町字田名部道５６－７

ローソン六戸町店 青森県　上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９０－６４８

ローソン青森はまなす店 青森県　青森市はまなす２－５－２０

ローソン青森安方二丁目店 青森県　青森市安方二丁目８番１

ローソン青森合浦公園前店 青森県　青森市合浦２－１９－３７

ローソン青森平和公園前店 青森県　青森市勝田２－１７－１４

ローソン青森南高校前店 青森県　青森市西大野３－３－１１

ローソン青森青葉店 青森県　青森市青葉２－２－５

ローソン青森千富一丁目店 青森県　青森市千富町１－２３３－８

ローソン青森平新田店 青森県　青森市大字平新田字森越１１－２

ローソン青森中央高校前店 青森県　青森市東大野一丁目４番地２１

ローソン青森虹ヶ丘店 青森県　青森市虹ヶ丘１－１２－５

ローソン青森里見店 青森県　青森市里見二丁目７２－６

ローソン常盤榊店 青森県　南津軽郡藤崎町榊字和田６５－１

ローソン八戸根城店 青森県　八戸市根城７－４－１０

ローソン八戸石手洗店 青森県　八戸市田向５－２９－１２

秋田

北海道・東北

青森

北海道



ローソン八戸南郷店 青森県　八戸市南郷区市野沢字新田７番４

ローソン八戸南類家二丁目店 青森県　八戸市南類家２－９－１２

ローソン八戸売市四丁目店 青森県　八戸市売市四丁目７番１３

ローソン八戸湊高台店 青森県　八戸市湊高台２－２３－８

ローソン平川高木原富店 青森県　平川市高木原富２１１－１

ローソン平賀町店 青森県　平川市町居南田５９５

ローソン鶴田木筒店 青森県　北津軽郡鶴田町大字木筒字柳川７７－１

ローソン岩手千厩店 岩手県　一関市千厩町千厩字舘山６－１

ローソン遠野バイパス店 岩手県　遠野市松崎町白岩字第１１地割２－６

ローソン奥州川原田店 岩手県　奥州市水沢佐倉河字川原田１０９－２

ローソン奥州水沢南大鐘店 岩手県　奥州市水沢南大鐘１－８９－３

ローソン奥州水沢北田店 岩手県　奥州市水沢北田１５４－１

ローソン石鳥谷南店 岩手県　花巻市石鳥谷町中寺林第６地割９１－８１－１

ローソン花巻中根子店 岩手県　花巻市中根子字堂前７－３

ローソン花巻東バイパス店 岩手県　花巻市南城３５２－１

ローソン花巻インター二枚橋店 岩手県　花巻市二枚橋１３０－１

ローソン久慈長内店 岩手県　久慈市長内町３４地割２２番地２

ローソン久慈二十八日町店 岩手県　久慈市二十八日町２－１８

ローソン久慈湊町店 岩手県　久慈市湊町第２０地割１番１

ローソン宮古金浜店 岩手県　宮古市金浜第６地割４番３

ローソン宮古根市店 岩手県　宮古市大字根市第２地割字中割目６－４

ローソン盛岡安倍館町店 岩手県　盛岡市安倍館町１２－４６

ローソン盛岡向中野七丁目店 岩手県　盛岡市向中野七丁目１５番

ローソン岩手高校前店 岩手県　盛岡市材木町１２－２２

ローソン盛岡中ノ橋通二丁目店 岩手県　盛岡市中ノ橋通２－２－１８

ローソン盛岡猪去店 岩手県　盛岡市猪去米倉３８－３

ローソン盛岡本町通二丁目店 岩手県　盛岡市本町通２－１０－９

ローソン大船渡茶屋前店 岩手県　大船渡市大船渡町字茶屋前６０－８

ローソン二戸金田一荒田店 岩手県　二戸市金田一字八ツ長３８番１３

ローソン二戸市立図書館前店 岩手県　二戸市石切所字荷渡２番１

ローソン二戸福岡店 岩手県　二戸市福岡字田町７番

ローソン八幡平安代インター店 岩手県　八幡平市清水７０番１

ローソン北上九年橋三丁目店 岩手県　北上市九年橋３－１７－１０

ローソン北上流通店 岩手県　北上市村崎野１５－３－２

ローソン北上大通り二丁目店 岩手県　北上市大通り二丁目２－２５７

ローソン角田バイパス店 宮城県　角田市梶賀字東１９４－１

ローソン蔵王曲竹店 宮城県　刈田郡蔵王町大字曲竹字桜所１６番１

ローソン岩沼朝日店 宮城県　岩沼市あさひ野１－１３－７

ローソン岩沼下野郷店 宮城県　岩沼市下野郷字前篠２番１

ローソン岩沼松ヶ丘店 宮城県　岩沼市松ヶ丘３－４－１４

ローソン岩沼中央三丁目店 宮城県　岩沼市中央３－４－３８

ローソン松島高城店 宮城県　宮城郡松島町高城字愛宕６番１

ローソン利府森郷店 宮城県　宮城郡利府町森郷字新太子堂１９６

ローソン利府飯土井店 宮城県　宮城郡利府町飯土井字長者前３７番１

ローソン大和もみじヶ丘三丁目店 宮城県　黒川郡大和町もみじヶ丘三丁目３４番３

ローソン柴田槻木店 宮城県　柴田郡柴田町大字槻木字焼檀８－１

ローソン大河原新南店 宮城県　柴田郡大河原町字新南２３－９

ローソン大河原バイパス店 宮城県　柴田郡大河原町字新南６０－１４

ローソン石巻さくら町店 宮城県　石巻市さくら町５丁目７番地５

ローソン仙台苦竹一丁目店 宮城県　仙台市宮城野区苦竹一丁目３０番１３

ローソン仙台中野店 宮城県　仙台市宮城野区仙台港北二丁目２－１２

ローソン仙台中野葦畔店 宮城県　仙台市宮城野区中野２丁目３－１

ローソン東北薬科大学病院店 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

ローソン仙台福室北店 宮城県　仙台市宮城野区福室七丁目８番７

ローソン仙台榴ヶ岡三丁目店 宮城県　仙台市宮城野区榴岡３－１－１

ローソン仙台荒井西店 宮城県　仙台市若林区なないろの里２－１１－９

ローソン仙台愛子中央一丁目店 宮城県　仙台市青葉区愛子中央一丁目１－１６

ローソン仙台南町通一番町店 宮城県　仙台市青葉区一番町２－３－１３

ローソン仙台一番町三丁目店 宮城県　仙台市青葉区一番町３－７－２３

ローソン仙台愛子店 宮城県　仙台市青葉区上愛子字雷神６－２

ローソン仙台川平一丁目店 宮城県　仙台市青葉区川平１－１１－２３

ローソン仙台中山四丁目店 宮城県　仙台市青葉区中山４－２０－８
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ローソン仙台落合二丁目店 宮城県　仙台市青葉区落合２－２－１５

ローソン仙台高森店 宮城県　仙台市泉区高森１－１－１８９

ローソン仙台住吉台西四丁目店 宮城県　仙台市泉区住吉台西四丁目６番

ローソン仙台松森陣ケ前店 宮城県　仙台市泉区松森字陣ヶ前１３６－１

ローソン仙台泉中央一丁目店 宮城県　仙台市泉区泉中央１－１６－７

ローソン仙台長命ヶ丘一丁目店 宮城県　仙台市泉区長命ヶ丘一丁目１番１

ローソン仙台南光台東一丁目店 宮城県　仙台市泉区南光台東１－３－１

ローソン仙台八乙女一丁目店 宮城県　仙台市泉区八乙女一丁目６番１

ローソン仙台野村店 宮城県　仙台市泉区野村字松林下２－７

ローソン仙台あすと長町店 宮城県　仙台市太白区郡山１－１６－１５

ローソン仙台山田店 宮城県　仙台市太白区山田字新田堀下南５２－２

ローソン仙台四郎丸店 宮城県　仙台市太白区四郎丸字落合４４－２

ローソン仙台泉崎一丁目店 宮城県　仙台市太白区泉崎一丁目１番１

ローソン仙台富沢二丁目北店 宮城県　仙台市太白区富沢二丁目１０番２５号

ローソン多賀城中央三丁目店 宮城県　多賀城市中央３－１４－２

ローソン多賀城東田中店 宮城県　多賀城市東田中２－３８－２０

ローソン多賀城南宮店 宮城県　多賀城市南宮字伊勢２０７－１

ローソン登米佐沼光ケ丘店 宮城県　登米市迫町佐沼字光ヶ丘１５４－１

ローソン白石鷹巣東店 宮城県　白石市鷹巣東１－４－５０

ローソン富谷成田九丁目店 宮城県　富谷市成田９－１－１

ローソン富谷西沢店 宮城県　富谷市富谷字西沢９３－１

ローソン名取杜せきのした店 宮城県　名取市杜せきのした一丁目８番１

ローソン名取箱塚一丁目店 宮城県　名取市箱塚１－１２－４５

ローソン山元町山寺店 宮城県　亘理郡山元町山寺字石田２１番１

ローソン亘理高屋店 宮城県　亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂１７４－３

ローソン寒河江元町二丁目店 山形県　寒河江市元町２－１－２

ローソン山形下条二丁目店 山形県　山形市下条町２－３０－１

ローソン山形小白川町五丁目店 山形県　山形市小白川町５－７－３０

ローソン山形松山三丁目店 山形県　山形市松山３－１１－２７

ローソン蔵王インター店 山形県　山形市松波３－８－８

ローソン蔵王成沢店 山形県　山形市蔵王成沢向久保田２１８７－３

ローソン山形漆山店 山形県　山形市大字漆山３１７３番地１

ローソン山形大野目二丁目店 山形県　山形市大野目二丁目２－１－２

ローソン山形嶋店 山形県　山形市嶋北１－１－２

ローソン山形東青田五丁目店 山形県　山形市東青田５－１１－１５

ローソン酒田西野店 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 山形県　酒田市東大町１－９－７

ローソン酒田北新橋一丁目店 山形県　酒田市北新橋１－１２－９

ローソン上山金生店 山形県　上山市金生東１－９－２

ローソン新庄泉田店 山形県　新庄市大字泉田字往還東２０１－１

ローソン新庄桧町店 山形県　新庄市桧町１０番８－１

ローソン村山駅西口店 山形県　村山市駅西２２－４１

ローソン長井館町南店 山形県　長井市館町南７－１７

ローソン鶴岡伊勢原町店 山形県　鶴岡市伊勢原町１－１

ローソン鶴岡若葉町店 山形県　鶴岡市若葉町２３－１８

ローソン鶴岡青柳町店 山形県　鶴岡市青柳町３６－３０

ローソン鶴岡白山店 山形県　鶴岡市白山２１１－１

ローソン鶴岡平京田店 山形県　鶴岡市平京田字家敷廻２７－２

ローソン鶴岡宝町店 山形県　鶴岡市宝町１５－１９

ローソン天童川原子本郷店 山形県　天童市大字川原子２８４０－１

ローソン天童東本町二丁目店 山形県　天童市東本町２－２－２

ローソン天童老野森一丁目店 山形県　天童市老野森一丁目１４番３

ローソン東根中央四丁目店 山形県　東根市中央４－９－２１

ローソン川西吉田店 山形県　東置賜郡川西町大字吉田字岩見前壱５８９６－５

ローソン米沢東一丁目店 山形県　米沢市東一丁目７－４６

ローソンいわき錦町蒲田店 福島県　いわき市錦町蒲田３９

ローソンいわき下好間店 福島県　いわき市好間町下好間一町坪１２３－１

ローソンいわき四倉西 福島県　いわき市四倉町字西四丁目９－１

ローソンいわき鹿島下矢田店 福島県　いわき市鹿島町下矢田字沢目４番５

ローソンいわき鹿島久保店 福島県　いわき市鹿島町久保１－５－１０

ローソンいわき小名浜岡小名店 福島県　いわき市小名浜岡小名字岸４５

ローソンいわき小名浜辰巳店 福島県　いわき市小名浜字辰巳町３６－３
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ローソンいわき小名浜大原西店 福島県　いわき市小名浜大原字甲新地１０４－１

ローソンいわき常磐湯本町店 福島県　いわき市常磐湯本町字三函２０５番

ローソンいわき泉玉露店 福島県　いわき市泉玉露３－１２－５

ローソンいわき泉下谷地店 福島県　いわき市泉町滝尻字下谷地４１－１

ローソンいわき内郷高坂店 福島県　いわき市内郷高坂町大町７１－３

ローソンいわき内郷綴町店 福島県　いわき市内郷綴町沼尻９１

ローソンいわき平堂根町店 福島県　いわき市平字堂根町４－１

ローソンいわき平谷川瀬店 福島県　いわき市平谷川瀬２－１８－１

ローソンいわき勿来窪田店 福島県　いわき市勿来町窪田御前崎３４番

ローソン大玉村大山店 福島県　安達郡大玉村大山字荒屋敷５７－１

ローソン伊達保原町栄町店 福島県　伊達市保原町字栄町９９番１

ローソン伊達保原上保原店 福島県　伊達市保原町上保原字大割３１－１

ローソン会津坂下逆水店 福島県　河沼郡会津坂下町字逆水２９番

ローソン会津一箕町店 福島県　会津若松市一箕町大字亀賀字川西１－５－３

ローソン磐梯河東インター店 福島県　会津若松市河東町八田字琵琶石６６－１

ローソン会津門田日吉店 福島県　会津若松市対馬館町５番５号

ローソン喜多方新道店 福島県　喜多方市字宮西２５４１番４

ローソン郡山愛宕店 福島県　郡山市愛宕町４－１

ローソン安積荒井店 福島県　郡山市安積荒井一丁目１８１番地

ローソン郡山安積三丁目店 福島県　郡山市安積町３－１０５－１

ローソン郡山桑野二丁目店 福島県　郡山市桑野２－３６－６

ローソン郡山西ノ内二丁目店 福島県　郡山市西ノ内二丁目２０－２

ローソン郡山コスモス通店 福島県　郡山市谷地本町４１

ローソン郡山日和田店 福島県　郡山市日和田町字千峯坦６６－３

ローソン郡山久保田店 福島県　郡山市富久山字久保田６５－１

ローソン郡山富久山町福原店 福島県　郡山市富久山町福原字道ノ窪５３－１

ローソン郡山富田十文字店 福島県　郡山市富田町十文字２７番１

ローソン郡山並木一丁目店 福島県　郡山市並木一丁目１２番１

ローソン郡山名倉店 福島県　郡山市名倉７８番５

ローソン須賀川影沼町店 福島県　須賀川市影沼町１２－１

ローソン須賀川北店 福島県　須賀川市森宿字北向８４－１

ローソン須賀川陣場町店 福島県　須賀川市陣場町４１

ローソン須賀川牡丹園前店 福島県　須賀川市朝日田８２－１他

ローソン泉崎夏針店 福島県　西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針５９－１

ローソン石川長久保店 福島県　石川郡石川町長久保１００

ローソン広野下北迫店 福島県　双葉郡広野町大字下北迫新町６－２

ローソン相馬新地店 福島県　相馬郡新地町駒ケ嶺字新町９９

ローソン相馬粟津店 福島県　相馬市粟津字粟津２４－１

ローソン田村船引北鹿又店 福島県　田村市船引町北鹿又字萱ノ尻４８番１

ローソン棚倉下山本店 福島県　東白川郡棚倉町下山本字愛宕平１９番地

ローソン南相馬インター店 福島県　南相馬市原町区信田沢字新田原７９－３

ローソン原町南町店 福島県　南相馬市原町区南町四丁目１４番

ローソン二本松槻木店 福島県　二本松市槻木１１７

ローソン白河駅前大手町店 福島県　白河市大手町１２番３

ローソン福島鎌田愛宕前店 福島県　福島市鎌田字船前２０－１

ローソン福島吉倉店 福島県　福島市吉倉字松木内４番１

ローソン福島宮代前田店 福島県　福島市宮代字前田２３番１

ローソン福島県立医科大学付属病院店 福島県　福島市光が丘１番

ローソン福島大森中央店 福島県　福島市大森字坿２－１

ローソン福島しのぶケ丘店 福島県　福島市南矢野目字境田１１－２

ローソン福島北中央店 福島県　福島市北中央３－１

ローソン福島北矢野目店 福島県　福島市北矢野目字原田５９－８

ローソン本宮荒井瀬戸田店 福島県　本宮市荒井字瀬戸田１０番４

ローソン猪苗代三郷店 福島県　耶麻郡猪苗代町大字三郷字西河原２１３

ローソン千代田稲吉店 茨城県　かすみがうら市稲吉５－１９－１４

ローソンかすみがうら西成井店 茨城県　かすみがうら市西成井２８１２－５

ローソン谷和原小絹店 茨城県　つくばみらい市小絹１５４－１２

ローソンつくばみらい谷井田店 茨城県　つくばみらい市谷井田字北耕地２０４７番４

ローソンつくば春風台店 茨城県　つくば市さくらの森Ｂ１街区１－１

ローソンつくばみどりの店 茨城県　つくば市みどりの中央７３－１

ローソン桜土浦インター店 茨城県　つくば市下広岡向山１０５５－６４１

ローソンつくばサイエンスシティ店 茨城県　つくば市学園の森２－４０－９
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ローソンつくば苅間店 茨城県　つくば市苅間１９１８－２

ローソンつくば一ノ矢店 茨城県　つくば市玉取字矢崎２５９４－３

ローソンつくば豊里店 茨城県　つくば市高野４７４－１

ローソンつくば小茎店 茨城県　つくば市小茎２９４－１

ローソンつくば上横場店 茨城県　つくば市上横場１９１５－１２

ローソンつくば神郡店 茨城県　つくば市神郡字弁才天３７４－１１

ローソンつくば筑穂二丁目店 茨城県　つくば市筑穂二丁目２番５

ローソンつくば東新井店 茨城県　つくば市東新井２４－１４

ローソンつくば二の宮店 茨城県　つくば市二の宮２丁目２－８

ローソンつくば梅園二丁目店 茨城県　つくば市梅園二丁目８番９

ローソンつくば牧園店 茨城県　つくば市牧園１－１９

ローソンひたちなかはしかべ一丁目店 茨城県　ひたちなか市はしかべ１－１－５

ローソン勝田高場店 茨城県　ひたちなか市高場１６７３－３２

ローソンひたちなか佐和駅西店 茨城県　ひたちなか市高場４－１６－１

ローソンひたちなか東石川西古内店 茨城県　ひたちなか市西光地２丁目１－１８

ローソン笠松運動公園前店 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 茨城県　ひたちなか市大字中根３５６１－３

ローソンひたちなか北中根店 茨城県　ひたちなか市大字中根８７９－１９

ローソンひたちなか南中根店 茨城県　ひたちなか市大字中根柴田５２４７－１

ローソンひたちなか田彦店 茨城県　ひたちなか市田彦１５６４－３

ローソンひたちなか東石川二丁目店 茨城県　ひたちなか市東石川二丁目２番４

ローソンひたちなか馬渡店 茨城県　ひたちなか市馬渡５５０－２

ローソン阿見霞台店 茨城県　稲敷郡阿見町阿見１８６０－１

ローソン稲敷犬塚店 茨城県　稲敷市犬塚１５８８－１

ローソン稲敷佐倉店 茨城県　稲敷市佐倉字姥神１２５６番１

ローソン境町店 茨城県　猿島郡境町６１－１

ローソン境町上小橋店 茨城県　猿島郡境町大字上小橋字長五郎分１７５番１

ローソン境町長井戸店 茨城県　猿島郡境町大字長井戸１６２－７

ローソン境町伏木店 茨城県　猿島郡境町大字伏木６４３番地２

ローソン下妻バイパス店 茨城県　下妻市下妻丁３９８－４

ローソン下妻本宗道店 茨城県　下妻市本宗道１０４８－３

ローソン笠間安居店 茨城県　笠間市安居字下平３１３６－１

ローソン県立中央病院店 茨城県　笠間市鯉淵字十一ノ割６５２８－１

ローソン笠間飯合東店 茨城県　笠間市飯合字サヤト５２３－２

ローソン牛久さくら台店 茨城県　牛久市さくら台４－４６－１

ローソン牛久中根店 茨城県　牛久市ひたち野西３－２９－１９

ローソン牛久栄町一丁目店 茨城県　牛久市栄町１丁目１番１

ローソン牛久岡見町店 茨城県　牛久市岡見町２２４１－１

ローソン牛久女化町店 茨城県　牛久市女化町１１１４番４

ローソン結城市結城店 茨城県　結城市下り松６－６－７

ローソン結城アクロス通り店 茨城県　結城市結城８４６６

ローソン結城小塙店 茨城県　結城市大字結城字上小塙３５３４－５

ローソン結城古宿新田店 茨城県　結城市大字古宿新田１４７番１

ローソン結城上山川店 茨城県　結城市大字上山川５０４８番地１

ローソン結城中央町一丁目店 茨城県　結城市中央町一丁目４番５

ローソン古河稲宮店 茨城県　古河市稲宮８２５－１

ローソン古河下辺見店 茨城県　古河市下辺見字長町２４３１番１

ローソン総和駒羽根店 茨城県　古河市駒羽根１１１５－１

ローソン三和諸川店 茨城県　古河市諸川６４５－１

ローソン古河仁連店 茨城県　古河市仁連１５７１－８

ローソン総和大堤店 茨城県　古河市大堤松並西１９７０－２

ローソン行方玉造店 茨城県　行方市玉造甲５２２－１

ローソン行方山田店 茨城県　行方市山田１０２１－７

ローソン高萩安良川店 茨城県　高萩市大字安良川４０６

ローソン高萩本町店 茨城県　高萩市本町２－８

ローソン坂東沓掛店 茨城県　坂東市沓掛４３３－５

ローソン坂東辺田店 茨城県　坂東市辺田１５１８－１

ローソン岩井法師戸店 茨城県　坂東市法師戸５１－４

ローソン岩井矢作店 茨城県　坂東市矢作字原３０９－４

ローソン岩瀬青柳店 茨城県　桜川市青柳字中畑３９８－１

ローソン鹿嶋市役所前店 茨城県　鹿嶋市大字宮中２０１３番地２

ローソン鹿嶋荒野店 茨城県　鹿嶋市大字荒野１４９７－１

茨城



ローソン取手ゆめみ野店 茨城県　取手市ゆめみ野二丁目９番６

ローソン取手駅東口バスターミナル店 茨城県　取手市取手２－２－８

ローソン取手小堀店 茨城県　取手市大字小堀字上野４０１８－１

ローソン取手野々井店 茨城県　取手市野々井８０１番地１

ローソン守谷松並庚塚店 茨城県　守谷市松並１６２５－１

ローソンパサール守谷店 茨城県　守谷市大柏１６６

ローソン守谷大柏店 茨城県　守谷市大柏２５１－１

ローソンＰａｓａｒ守谷下り店 茨城県　守谷市野木崎９７－３

ローソン守谷立沢店 茨城県　守谷市立沢２１３－３

ローソン小美玉羽鳥店 茨城県　小美玉市羽鳥字花館２９０８番１２

ローソン小美玉堅倉店 茨城県　小美玉市堅倉１５９５－１４

ローソン常総鴻野山店 茨城県　常総市鴻野山字芝原１６６５－８

ローソン常総新石下店 茨城県　常総市新石下字駒離１６０７－１

ローソン常総水海道店 茨城県　常総市水海道諏訪町３２２２－１

ローソン常陸太田内堀町店 茨城県　常陸太田市内堀町２９６５－１

ローソン常陸大宮山方店 茨城県　常陸大宮市山方９６７－１

ローソン神栖若松中央店 茨城県　神栖市若松中央二丁目１０８番地

ローソン神栖二丁目店 茨城県　神栖市神栖２－７－２４

ローソン神栖息栖店 茨城県　神栖市息栖字二子塚３０４０－２３

ローソン神栖太田店 茨城県　神栖市太田６０３－１４

ローソン神栖大野原一丁目店 茨城県　神栖市大野原１－２－２３

ローソン神栖知手東店 茨城県　神栖市知手２９７４－２０

ローソン波崎別所店 茨城県　神栖市波崎町４６７６－７

ローソン水戸けやき台三丁目店 茨城県　水戸市けやき台３丁目５８番

ローソン水戸加倉井町店 茨城県　水戸市加倉井町１０２９－３

ローソン水戸河和田町報徳店 茨城県　水戸市河和田町４３８２－１３９

ローソン水戸笠原町店 茨城県　水戸市笠原町６００－２５

ローソン水戸吉沢町店 茨城県　水戸市吉沢町字東割７４４－１

ローソン水戸駅北口店 茨城県　水戸市宮町１丁目３番

ローソン水戸見川三丁目店 茨城県　水戸市見川３－１１３－１

ローソン水戸見川町丹下店 茨城県　水戸市見川町字丹下一ノ牧２１３１－１０

ローソン水戸見和三丁目店 茨城県　水戸市見和３－１５３２－１

ローソン水戸桜川一丁目店 茨城県　水戸市桜川１－６－１８

ローソン水戸上水戸二丁目店 茨城県　水戸市上水戸２－５－５０

ローソン水戸城南二丁目店 茨城県　水戸市城南２－１２－２５

ローソン水戸石川店 茨城県　水戸市石川１－３８３２－１

ローソン水戸済生会総合病院店 茨城県　水戸市双葉台３－３－１０

ローソン水戸文化センター入口店 茨城県　水戸市中央２－４－１２

ローソン水戸中河内町店 茨城県　水戸市中河内町２６２２－１

ローソン水戸内原店 茨城県　水戸市内原町字道下６３４－２

ローソン水戸南町二丁目店 茨城県　水戸市南町２－４－４１

ローソン水戸米沢町店 茨城県　水戸市米沢町５９９－３

ローソン水戸堀町新田店 茨城県　水戸市堀町１１１７－４

ローソン水戸堀町南店 茨城県　水戸市堀町２２９２番２

ローソン水戸堀町店 茨城県　水戸市堀町字新田９５７－３

ローソン石岡杉並四丁目店 茨城県　石岡市杉並４丁目１－５５

ローソン石岡東石岡二丁目店 茨城県　石岡市東石岡２丁目１４－５

ローソン筑西関本上店 茨城県　筑西市関本上字三道２３２－４

ローソン筑西大町店 茨城県　筑西市甲２１

ローソン道の駅グランテラス筑西店 茨城県　筑西市川澄１８５０

ローソン筑西大塚店 茨城県　筑西市大塚字屋敷６４７－６

ローソン筑西直井店 茨城県　筑西市直井１１４９

ローソン筑西二木成店 茨城県　筑西市二木成１４０３

ローソン下館布川店 茨城県　筑西市布川房山１８６－１

ローソン筑西野殿店 茨城県　筑西市野殿字野殿１８３０－２

ローソン潮来須賀南店 茨城県　潮来市須加南１５８－１

ローソン土浦下高津四丁目店 茨城県　土浦市下高津４－１１－３

ローソン土浦桜ケ丘町店 茨城県　土浦市桜ケ丘町７４２番５

ローソン土浦神立中央五丁目店 茨城県　土浦市神立中央５－３７－５

ローソン土浦西根南店 茨城県　土浦市西根南１－１－１０

ローソン土浦富士崎店 茨城県　土浦市富士崎１－１８－５

ローソン土浦バイパス店 茨城県　土浦市木田余３２１９番

茨城



ローソン土浦木田余店 茨城県　土浦市木田余東台３－８－１６

ローソンＪＲＦ土浦駅東口店 茨城県　土浦市有明町２－３２

ローソン茨城町小鶴店 茨城県　東茨城郡茨城町大字小鶴字関田４－２

ローソン茨城町上石崎店 茨城県　東茨城郡茨城町大字上石崎１４４番地１

ローソン城里石塚店 茨城県　東茨城郡城里町大字石塚１１９６－１

ローソン大洗磯浜町店 茨城県　東茨城郡大洗町磯浜町字原前６５６４－１

ローソン東海村舟石川店 茨城県　那珂郡東海村舟石川駅西三丁目１３－１９

ローソン日立久慈町二丁目店 茨城県　日立市久慈町二丁目３０－７

ローソン日立高鈴町一丁目店 茨城県　日立市高鈴町１－５－１１

ローソン日立十王町伊師店 茨城県　日立市十王町伊師５７２－２０

ローソン日立諏訪町二丁目店 茨城県　日立市諏訪町二丁目１－８

ローソン日立大みか町四丁目店 茨城県　日立市大みか町４丁目４２１番２

ローソン日立田尻町店 茨城県　日立市田尻町２－１６８－１

ローソン鉾田安房店 茨城県　鉾田市安房１６４９－１

ローソン鉾田塔ケ崎店 茨城県　鉾田市塔ケ崎字古川１０１０－１

ローソン北茨城磯原町店 茨城県　北茨城市磯原町磯原２－３２０

ローソン北茨城華川町車店 茨城県　北茨城市華川町車字下駒木１０８１－１

ローソン北茨城大津町店 茨城県　北茨城市大津町北町１０２６－１

ローソン龍ヶ崎城ノ内店 茨城県　龍ヶ崎市城ノ内２－１－１

ローソン龍ヶ崎総合病院店 茨城県　龍ヶ崎市中里１－１

ローソンみどり阿左美沼東店 群馬県　みどり市笠懸町阿佐美３０５５番１

ローソンみどり笠懸町店 群馬県　みどり市笠懸町鹿３９０３番１

ローソン安中新島学園西店 群馬県　安中市安中３７９４－１

ローソン松井田バイパス店 群馬県　安中市松井田町五料２１４２番地１

ローソン伊勢崎三和インター店 群馬県　伊勢崎市三和町３１５４番地１

ローソン伊勢崎上諏訪町店 群馬県　伊勢崎市上諏訪町１２５２番１１

ローソン伊勢崎新栄町店 群馬県　伊勢崎市新栄町３８４７－１

ローソン伊勢崎大正寺町店 群馬県　伊勢崎市大正寺町１６５－１

ローソン波志江パーキングエリア店 群馬県　伊勢崎市波志江町２５６４番地１

ローソン伊勢崎太田町店 群馬県　伊勢崎市連取町１３５６－２

ローソン館林青柳町店 群馬県　館林市青柳町字宮田９９３番３

ローソン館林朝日町店 群馬県　館林市朝日町４－５

ローソン館林本町一丁目店 群馬県　館林市本町１丁目１８３４番１

ローソン桐生境野町六丁目店 群馬県　桐生市境野町六丁目４６４番１

ローソン桐生広沢町五丁目店 群馬県　桐生市広沢町５丁目１４７６－１

ローソン桐生相生町三丁目店 群馬県　桐生市相生町３－１１１－１

ローソン桐生相生町一丁目店 群馬県　桐生市相生町一丁目２８６番３

ローソン桐生相生町岡登店 群馬県　桐生市相生町五丁目３９７－４３

ローソン草津バスターミナル前店 群馬県　吾妻郡草津町大字草津字新田町３９番１１

ローソン北軽井沢店 群馬県　吾妻郡長野原町北軽井沢１９８８－１０９６

ローソン吾妻岩島店 群馬県　吾妻郡東吾妻町大字岩下９５番地

ローソン吾妻原町店 群馬県　吾妻郡東吾妻町大字原町字長町７６２－１

ローソン高崎栄町店 群馬県　高崎市栄町２６－１５

ローソン高崎下佐野町店 群馬県　高崎市下佐野町字一本木７１６－１

ローソン高崎下小塙店 群馬県　高崎市下小塙町字新井前１６０９

ローソン高崎下大島町店 群馬県　高崎市下大島町４０５－４

ローソン高崎下大類町店 群馬県　高崎市下大類町９４５－１

ローソン高崎下豊岡町店 群馬県　高崎市下豊岡１２２６－８

ローソン吉井町岩崎店 群馬県　高崎市吉井町岩崎字下越澤２３１０－１

ローソン吉井長根店 群馬県　高崎市吉井町長根１６２５番地１

ローソン吉井インター店 群馬県　高崎市吉井町矢田８－３

ローソン高崎金古町店 群馬県　高崎市金古町２１４０－１

ローソン高崎剣崎店 群馬県　高崎市剣崎町１１５４番地１４

ローソン高崎江木店 群馬県　高崎市江木町６０１－１

ローソン高崎江木町東店 群馬県　高崎市江木町９０－１

ローソン高崎寺尾町店 群馬県　高崎市寺尾町２６５３－１

ローソン高崎宿大類町店 群馬県　高崎市宿大類町９００－１

ローソン高崎小八木町店 群馬県　高崎市小八木町１７１６－１

ローソン高崎上大類町店 群馬県　高崎市上大類町１０１９－１

ローソン高崎上中居店 群馬県　高崎市上中居町１８１０

ローソン高崎上中居南店 群馬県　高崎市上中居町字島薬師５０４－３

ローソン高崎上豊岡町店 群馬県　高崎市上豊岡町５７２

群馬

茨城



ローソン高崎新町店 群馬県　高崎市新町１７３８－８

ローソン高崎大橋町店 群馬県　高崎市大橋町５１

ローソン高崎インター店 群馬県　高崎市島野町字大岩９９０－１

ローソン群馬町棟高店 群馬県　高崎市棟高町８７－１

ローソン高崎南新波店 群馬県　高崎市南新波町９２番地

ローソン高崎駅西口店 群馬県　高崎市八島２２２

ローソンイーサイト高崎店 群馬県　高崎市八島町２２２番地

ローソン高崎片岡町一丁目店 群馬県　高崎市片岡町１－１３－１４

ローソン高崎箕郷町西明屋店 群馬県　高崎市箕郷町西明屋９０－１

ローソン高崎問屋町店 群馬県　高崎市問屋町３－９－３

ローソン玉村角渕店 群馬県　佐波郡玉村町角渕５０７０－１

ローソン渋川金井店 群馬県　渋川市金井７６７－５

ローソン渋川下郷店 群馬県　渋川市渋川１１９０番１３

ローソン渋川石原店 群馬県　渋川市石原３０５－１２

ローソン前橋駒形町東店 群馬県　前橋市駒形町字桃ノ井１１１１番５

ローソン前橋元総社町蒼海店 群馬県　前橋市元総社町蒼海１８１３

ローソン前橋広瀬町二丁目店 群馬県　前橋市広瀬町２丁目６番１７

ローソン群大病院店 群馬県　前橋市昭和町３－３９－１５群馬大学医学部附属病院内

ローソン前橋上小出店 群馬県　前橋市上小出町１－３０－１２

ローソン前橋敷島公園店 群馬県　前橋市上小出町２－４６－１

ローソン前橋上新田町店 群馬県　前橋市上新田町６１７－１

ローソン前橋青梨子町店 群馬県　前橋市青梨子町１４１１－１

ローソン前橋総社町二丁目店 群馬県　前橋市総社町２丁目１４番８

ローソン前橋大友町店 群馬県　前橋市大友町一丁目２０番８

ローソン前橋天川町店 群馬県　前橋市天川町１番５

ローソン前橋東大室町店 群馬県　前橋市東大室町７７－１

ローソン前橋六供町店 群馬県　前橋市六供町１０２９－２

ローソン太田下小林店 群馬県　太田市下小林町９１－２

ローソン太田細谷町店 群馬県　太田市細谷町１６６番３

ローソン太田石原町店 群馬県　太田市石原町５０２－３

ローソン太田東金井店 群馬県　太田市東金井町２９８番地２

ローソン太田駅南口店 群馬県　太田市飯田町１５４７番

ローソン太田由良町店 群馬県　太田市由良町２３１０番１

ローソン太田龍舞町店 群馬県　太田市龍舞町５７２３－１

ローソン太田藪塚町店 群馬県　太田市藪塚町１１０４－４

ローソン藤岡緑町店 群馬県　藤岡市藤岡１２３０番１

ローソン藤岡芦田南店 群馬県　藤岡市藤岡字白塩道南２３４０番１

ローソン吉岡駒寄インター通店 群馬県　北群馬郡吉岡町大字大久保字道城１７０－１

ローソン大泉坂田店 群馬県　邑楽郡大泉町大字坂田字柳町甲１０３４番１

ローソンＴＦ旭西野店 千葉県　旭市ニ６１１６－１

ローソン旭東店 千葉県　旭市ロ７５０－１

ローソン旭琴田店 千葉県　旭市琴田３１９９－５

ローソン海上後草店 千葉県　旭市後草２３４７－４

ローソン旭関下店 千葉県　旭市二字関下２７７

ローソン印西東京電機大前店 千葉県　印西市武西１１３４－４

ローソンＴＦ印旛平賀学園入口店 千葉県　印西市平賀１１９９－１

ローソン浦安・市川医療センター店 千葉県　浦安市当代島３－４－３２

ローソンシーサイド新浦安店 千葉県　浦安市日の出五丁目７番２

ローソン新浦安ＴＫビルディング店 千葉県　浦安市入船１－６－１

ローソン新浦安オリエンタルホテル店 千葉県　浦安市美浜１－８－２

ローソン浦安富士見店 千葉県　浦安市富士見１－１４－３４

ローソン舞浜店 千葉県　浦安市富士見３－２３－５

ローソン舞浜ＢｆＳ店 千葉県　浦安市舞浜１－１

ローソン浦安駅南口店 千葉県　浦安市北栄１－１５－２８

ローソン浦安明海店 千葉県　浦安市明海４－２－３

ローソン我孫子新岡発戸店 千葉県　我孫子市岡発戸６１１－１

ローソン天王台駅前通店 千葉県　我孫子市柴崎台１－８－２０

ローソン鎌ヶ谷二丁目店 千葉県　鎌ヶ谷市鎌ヶ谷２－１９－３５

ローソン東鎌ヶ谷一丁目店 千葉県　鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷１－５－２６

ローソン東道野辺三丁目店 千葉県　鎌ヶ谷市東道野辺３－１－２８

ローソンＴＦ鎌ヶ谷道野辺店 千葉県　鎌ヶ谷市道野辺中央２－１０－１８

ローソン鎌ヶ谷北中沢店 千葉県　鎌ヶ谷市北中沢１－５－３

群馬

千葉



ローソン亀田総合病院店 千葉県　鴨川市東町９２９

ローソン天津小湊店 千葉県　鴨川市内浦１９０９

ローソン館山山本店 千葉県　館山市山本１９７－１

ローソン君津外箕輪三丁目店 千葉県　君津市外箕輪三丁目１６番１

ローソン君津市役所前店 千葉県　君津市久保二丁目５番１７

ローソン君津郡店 千葉県　君津市郡２－１２－８

ローソン君津人見店 千葉県　君津市人見１２２２

ローソン君津中野店 千葉県　君津市中野４－３－２０

ローソン君津東坂田二丁目店 千葉県　君津市東坂田２－３－２３

ローソン君津八重原店 千葉県　君津市南子安９－１４－１

ローソン君津南子安六丁目店 千葉県　君津市南子安六丁目７番５

ローソン君津末吉店 千葉県　君津市末吉字下浪帰２２２－１

ローソン東庄笹川店 千葉県　香取郡東庄町笹川い４６８６－７

ローソンＴＦ佐原病院入口店 千葉県　香取市佐原イ２９０３－２

ローソン佐原扇島店 千葉県　香取市扇島字向洲２２５１－３

ローソン香取竹之内店 千葉県　香取市竹之内５２１

ローソン佐原北三丁目店 千葉県　香取市北３－１４－１２

ローソン佐倉岩名店 千葉県　佐倉市岩名９８７

ローソン佐倉宮ノ台一丁目店 千葉県　佐倉市宮ノ台１－２－２

ローソン佐倉江原店 千葉県　佐倉市江原１４４

ローソン佐倉上志津原店 千葉県　佐倉市上志津原３４７－５

ローソン佐倉西ユーカリが丘一丁目店 千葉県　佐倉市西ユーカリが丘一丁目２番２３

ローソン佐倉西志津一丁目店 千葉県　佐倉市西志津１－７－１２

ローソン佐倉鏑木一丁目店 千葉県　佐倉市鏑木町１－３－１２

ローソン佐倉白銀店 千葉県　佐倉市白銀１－３－１０

ローソン横芝町店 千葉県　山武郡横芝光町横芝１０３５－１

ローソン横芝光坂田店 千葉県　山武郡横芝光町坂田２８７－１

ローソン山武松尾店 千葉県　山武市松尾町木刀１３４５－１

ローソン成東西店 千葉県　山武市成東字道下２１４７－７

ローソン四街道吉岡店 千葉県　四街道市吉岡１８０７－２

ローソン四街道山梨店 千葉県　四街道市山梨１４８３－１

ローソン四街道鹿渡店 千葉県　四街道市鹿渡１１３３－３４

ローソン四街道鹿放ヶ丘店 千葉県　四街道市鹿放ヶ丘４９５－３

ローソン四街道大日富士見ケ丘店 千葉県　四街道市大日２０８１－１

ローソン市原玉前店 千葉県　市原市玉前３５６－１

ローソン市原潮見通店 千葉県　市原市五井西６－３８－９

ローソン市原更級通店 千葉県　市原市更級２－７－５

ローソン市原潤井戸店 千葉県　市原市潤井戸字中長者原２２９７－１０

ローソン市原新生店 千葉県　市原市新生２２５－１

ローソン市原草刈尾梨店 千葉県　市原市草刈字尾梨１９４－１

ローソン市原鶴舞インター店 千葉県　市原市田尾字砂田８５番１

ローソン市原畑木店 千葉県　市原市畑木字境町１０５－１

ローソン市原八幡店 千葉県　市原市八幡１－４

ローソン市川塩焼五丁目店 千葉県　市川市塩焼五丁目５番３７

ローソン市川塩浜駅前店 千葉県　市川市塩浜２－３－１０

ローソン行徳支所前店 千葉県　市川市押切１９－３

ローソン市川原木信篤小学校前店 千葉県　市川市原木２－１５－４５

ローソンＬＴＦ行徳駅前店 千葉県　市川市行徳駅前１－１７－８

ローソン行徳駅前二丁目店 千葉県　市川市行徳駅前２－２２－１０

ローソン市川新井二丁目店 千葉県　市川市新井二丁目４番２

ローソン南行徳駅北口店 千葉県　市川市相之川４－６－１８

ローソン市川大野町一丁目店 千葉県　市川市大野町１－３２－１

ローソン市川大野町三丁目店 千葉県　市川市大野町３－２０５８

ローソン市川東菅野五丁目店 千葉県　市川市東菅野５－２２－１７

ローソン市川東大和田ＴＤＫ前店 千葉県　市川市東大和田２－１５－１０

ローソン市川二俣一丁目店 千葉県　市川市二俣１－１－１

ローソン市川福栄三丁目店 千葉県　市川市福栄３－５－１４

ローソンＬＴＦ市川宝店 千葉県　市川市宝１丁目２ー６

ローソン市川妙典店 千葉県　市川市妙典３－１３－２２

ローソン習志野奏の杜二丁目 千葉県　習志野市奏の杜２－１９－３８

ローソンモリシア津田沼店 千葉県　習志野市谷津１－１６－１－１０１

ローソン習志野谷津ソフトタウン前店 千葉県　習志野市谷津４－８－５０

千葉



ローソン津田沼駅南口店 千葉県　習志野市谷津７－９－１６

ローソン習志野津田沼一丁目店 千葉県　習志野市津田沼１－１２－４

ローソン津田沼六丁目西店 千葉県　習志野市津田沼６－３－１３

ローソン京成大久保駅前店 千葉県　習志野市本大久保３－９－２

ローソン松戸久保平賀店 千葉県　松戸市久保平賀２８７－１

ローソン松戸五香店 千葉県　松戸市五香１丁目１１番１１

ローソン松戸高塚十字路店 千葉県　松戸市高塚新田３３７－１０

ローソン松戸常盤平一丁目店 千葉県　松戸市常盤平一丁目１１番１

ローソン新松戸店 千葉県　松戸市新松戸３－４１３

ローソンＴＦ新松戸四丁目店 千葉県　松戸市新松戸４丁目６番

ローソン松戸市立総合医療センター店 千葉県　松戸市千駄堀９９３－１

ローソン松戸中矢切店 千葉県　松戸市中矢切６１３

ローソン松戸稔台八丁目店 千葉県　松戸市稔台八丁目３３番６

ローソン松戸六高台八丁目店 千葉県　松戸市六高台８－４９

ローソン松戸六実六丁目店 千葉県　松戸市六実六丁目５番１

ローソン成田駅東口店 千葉県　成田市花崎町８２８－１１

ローソンアパホテル京成成田駅前店 千葉県　成田市花崎町９０６番

ローソン成田公津の杜店 千葉県　成田市公津の杜１－２６－１

ローソン成田空港店 千葉県　成田市三里塚御料牧場１－１

ローソン成田十余三西店 千葉県　成田市十余三字稲荷峯１２７番１

ローソンＴＦ成田ニュータウン北店 千葉県　成田市松崎字湯川１６４７－８

ローソン成田天神峰店 千葉県　成田市天神峰１４８－９

ローソン成田美郷台一丁目店 千葉県　成田市美郷台一丁目１９番７

ローソン成田並木町店 千葉県　成田市並木町２１５－１０

ローソン成田５１号通店 千葉県　成田市並木町６９－１

ローソンＴＦ成田北須賀店 千葉県　成田市北須賀１６９４－５

ローソン千葉稲毛町店 千葉県　千葉市稲毛区稲毛町５－１９４－１

ローソン千葉作草部店 千葉県　千葉市稲毛区作草部町６０５－５

ローソン稲毛小仲台店 千葉県　千葉市稲毛区小仲台６－４－２７

ローソンＴＦ稲毛長沼店 千葉県　千葉市稲毛区長沼町３５５－１

ローソン千葉検見川町三丁目店 千葉県　千葉市花見川区検見川町３－３１３－４２

ローソン千葉朝日ヶ丘五丁目店 千葉県　千葉市花見川区朝日ヶ丘５－２８－６５

ローソン千葉花島公園前店 千葉県　千葉市花見川区天戸町１３３１－１

ローソン千葉天戸町店 千葉県　千葉市花見川区天戸町１５４０番３

ローソン千葉幕張本郷駅前店 千葉県　千葉市花見川区幕張本郷１－３－５

ローソン千葉犢橋町店 千葉県　千葉市花見川区犢橋町６９－７

ローソン千葉桜木一丁目店 千葉県　千葉市若葉区桜木１－２４－３

ローソン千葉千城台北店 千葉県　千葉市若葉区千城台北１－２８－１

ローソン千葉みつわ台大通店 千葉県　千葉市若葉区殿台町３２７－１

ローソンＴＦ都賀駅前店 千葉県　千葉市若葉区都賀３－１４－５

ローソン千葉東寺山町店 千葉県　千葉市若葉区東寺山町４０３－１

ローソン千葉大学病院ホスピタルストリート千葉県　千葉市中央区亥鼻１丁目８番１号

ローソン千葉大医学部正門前店 千葉県　千葉市中央区亥鼻３－１－１３

ローソン千葉寒川町店 千葉県　千葉市中央区寒川町三丁目１１７番

ローソン千葉宮崎町店 千葉県　千葉市中央区宮崎町７００番１

ローソン千葉今井二丁目店 千葉県　千葉市中央区今井２－１８－２７

ローソンウェストリオ千葉店 千葉県　千葉市中央区新千葉一丁目４番３

ローソン千葉センシティ前店 千葉県　千葉市中央区新町１８－１０

ローソン千葉神明町店 千葉県　千葉市中央区神明町３４番４

ローソン千葉仁戸名町店 千葉県　千葉市中央区仁戸名町３５８番２

ローソン千葉鎌取インター店 千葉県　千葉市中央区赤井町７５７番２

ローソンハーバーシティ蘇我店 千葉県　千葉市中央区川崎町１－３５

ローソン千葉南生実町店 千葉県　千葉市中央区南生実町３７８番１

ローソンＴＦ蘇我駅東口店 千葉県　千葉市中央区南町２－１０

ローソン千葉浜野町店 千葉県　千葉市中央区浜野町７４５番２

ローソン千葉末広五丁目店 千葉県　千葉市中央区末広５－５－４

ローソン千葉幸町店 千葉県　千葉市美浜区幸町１－２－９

ローソン千葉高洲三丁目店 千葉県　千葉市美浜区高洲３丁目２３番２

ローソン稲毛海浜公園店 千葉県　千葉市美浜区高浜３－６－１

ローソン千葉あすみが丘四丁目店 千葉県　千葉市緑区あすみが丘４丁目２番地４

ローソンＴＦ千葉おゆみ野五丁目店 千葉県　千葉市緑区おゆみ野５丁目１２番地１

ローソン千葉おゆみ野中央四丁目店 千葉県　千葉市緑区おゆみ野中央四丁目２４番７

関東

千葉



ローソン千葉おゆみ野南二丁目店 千葉県　千葉市緑区おゆみ野南２－２２－１

ローソン千葉中西町店 千葉県　千葉市緑区中西町２３３－１

ローソン千葉土気町店 千葉県　千葉市緑区土気町１７１２番２２

ローソン千葉誉田店 千葉県　千葉市緑区誉田１－１３９－３

ローソンＴＦ船橋夏見一丁目店 千葉県　船橋市夏見１丁目１７－１７

ローソン船橋インター店 千葉県　船橋市海神町南１－１５５９

ローソン船橋葛飾町二丁目店 千葉県　船橋市葛飾町二丁目３４１番地１

ローソン船橋丸山一丁目店 千葉県　船橋市丸山一丁目９－１５

ローソン船橋宮本店 千葉県　船橋市宮本３－１０－１５

ローソン船橋金杉八丁目店 千葉県　船橋市金杉８－７－２６

ローソン船橋塚田駅前店 千葉県　船橋市行田一丁目４８－１４

ローソン千葉徳洲会病院店 千葉県　船橋市高根台２－１１－１

ローソン船橋三咲四丁目店 千葉県　船橋市三咲４－１２－３３

ローソン船橋芝山店 千葉県　船橋市芝山２－１－５

ローソン船橋習志野台一丁目店 千葉県　船橋市習志野台１－２２－８

ローソン北習志野駅前店 千葉県　船橋市習志野台３－１８－１

ローソンＴＦ船橋習志野台店 千葉県　船橋市習志野台４－２－１４

ローソン船橋西習志野一丁目店 千葉県　船橋市西習志野一丁目１－１

ローソン船橋西船二丁目店 千葉県　船橋市西船２－２８－１３

ローソン船橋大穴北店 千葉県　船橋市大穴北３－５６－１０

ローソン店 千葉県　船橋市東船橋２－３－３

ローソン船橋藤原七丁目店 千葉県　船橋市藤原７－３４－４０

ローソンＴＦ船橋二和西店 千葉県　船橋市二和西２丁目１１番１５号

ローソン船橋浜町二丁目店 千葉県　船橋市浜町２－３－３１－１０１

ローソン船橋米ケ崎町店 千葉県　船橋市米ケ崎町３２－１

ローソンＴＦ船橋北本町店 千葉県　船橋市北本町２－６３－１４

ローソン船橋本郷町店 千葉県　船橋市本郷町６３９番１

ローソン船橋本町二丁目店 千葉県　船橋市本町２－１４－８

ローソン船橋店 千葉県　船橋市本町５－７－１０

ローソン船橋市役所前店 千葉県　船橋市湊町２－１０－１７

ローソン船橋薬円台一丁目店 千葉県　船橋市薬円台１－６－５

ローソン船橋薬円台六丁目店 千葉県　船橋市薬円台６－６－３０

ローソンＴＦ匝瑳市役所前店 千葉県　匝瑳市八日市場ハ７９３－２５

ローソン八日市場飯倉店 千葉県　匝瑳市飯倉４８７－５

ローソン野栄店 千葉県　匝瑳市野手２０１７－２

ローソン袖ヶ浦蔵波台四丁目店 千葉県　袖ケ浦市蔵波台四丁目１１番１

ローソンＴＦ袖ヶ浦さつき台店 千葉県　袖ヶ浦市長浦駅前３－１２－３

ローソン大網池田店 千葉県　大網白里市池田８５－１

ローソン銚子小船木店 千葉県　銚子市小船木町一丁目３２２－１

ローソン銚子新生店 千葉県　銚子市新生町１－４１－５３

ローソン銚子清川町店 千葉県　銚子市清川町２－６－８

ローソン銚子長塚店 千葉県　銚子市長塚町六丁目４４７７－１

ローソン一宮海岸店 千葉県　長生郡一宮町新地字砂畑三甲２４６８－１

ローソン一宮東浪見店 千葉県　長生郡一宮町東浪見５６２

ローソン長生宮成店 千葉県　長生郡長生村宮成２６５１－１

ローソン長生八積店 千葉県　長生郡長生村七井土１７１６－４

ローソン白子剃金店 千葉県　長生郡白子町剃金５８１－１

ローソン睦沢町上之郷店 千葉県　長生郡睦沢町上之郷２０４８－１

ローソン東金バイパス店 千葉県　東金市東金５４９－２

ローソン南房総岩井海岸店 千葉県　南房総市久枝３５－１

ローソン南房総千倉店 千葉県　南房総市千倉町北朝夷２７９－１

ローソン富浦インター店 千葉県　南房総市富浦町福沢８７３

ローソン沼南しいの木台店 千葉県　柏市しいの木台４－１－７

ローソン柏逆井店 千葉県　柏市逆井６３３－１

ローソン柏向原町店 千葉県　柏市向原町１－１

ローソン柏高田店 千葉県　柏市高田１０７２－１

ローソンＴＦ柏高田南店 千葉県　柏市高田５６２

ローソンＴＦ柏高柳南店 千葉県　柏市高柳４５２－１

ローソン柏の葉キャンパスシティ店 千葉県　柏市若柴１４８－１ららぽーと柏の葉北館１Ｆ

ローソン柏酒井根店 千葉県　柏市酒井根６３０－２

ローソン柏十余二西店 千葉県　柏市十余二字南前山１７５番５９

ローソン柏宿連寺店 千葉県　柏市宿連寺４０４－１

関東

千葉



ローソン柏の葉１６号店 千葉県　柏市正連寺３９２番地４中央１３４街区７

ローソン沼南工業団地入口店 千葉県　柏市藤ヶ谷１９１６－１

ローソン慈恵医大前店 千葉県　柏市柏下１５０－１

ローソン慈恵医大柏病院店 千葉県　柏市柏下字西１６３番地１

ローソン柏布施店 千葉県　柏市布施１３２３－１

ローソン柏豊四季店 千葉県　柏市豊四季３３７－３

ローソン柏駅西口店 千葉県　柏市末広町４－４

ローソン柏名戸ヶ谷一丁目店 千葉県　柏市名戸ケ谷一丁目７－３５

ローソン千葉白井店 千葉県　白井市西白井二丁目２６－２３

ローソンＴＦ白井冨士店 千葉県　白井市冨士２４

ローソン八街榎台店 千葉県　八街市八街は１６－１９２

ローソンＴＦ八街駅前店 千葉県　八街市八街ほ２３７－７

ローソン八街稲荷丘店 千葉県　八街市八街ほ９４８－６３

ローソン八千代中央駅前店 千葉県　八千代市ゆりのき台３－１－１

ローソン八千代萱田町店 千葉県　八千代市萱田町６６０－３

ローソン八千代高津東四丁目店 千葉県　八千代市高津東四丁目１番８

ローソン八千代勝田台駅前店 千葉県　八千代市勝田台１－９－１

ローソン八千代勝田台四丁目店 千葉県　八千代市勝田台四丁目１８番８

ローソン八千代上高野店 千葉県　八千代市上高野４０６－８

ローソン村上駅前店 千葉県　八千代市村上南１－５－３５

ローソン八千代島田店 千葉県　八千代市島田台字鼠坂８１６番４

ローソン八千代米本店 千葉県　八千代市米本字下宿東２５５３－６

ローソン八千代緑が丘四丁目店 千葉県　八千代市緑が丘四丁目１番

ローソン富里実の口店 千葉県　富里市十倉１８５－１６４

ローソン富里日吉台一丁目店 千葉県　富里市日吉台１－１０－１０

ローソン茂原高師店 千葉県　茂原市高師９６５－１

ローソン上茂原店 千葉県　茂原市上茂原７２－１

ローソン茂原東部台店 千葉県　茂原市東部台２丁目１０－１１

ローソン茂原公園前店 千葉県　茂原市道表８－１４

ローソン茂原八千代店 千葉県　茂原市八千代二丁目１２番１

ローソン木更津中尾店 千葉県　木更津市ほたる野２－２２－１

ローソン木更津祇園二丁目店 千葉県　木更津市祇園２－２７－６

ローソン木更津清見台東店 千葉県　木更津市清見台東３－１－１

ローソン木更津請西東四丁目店 千葉県　木更津市請西東４－１１－４

ローソン木更津太田四丁目店 千葉県　木更津市太田４－１４－２

ローソン木更津１６号バイパス店 千葉県　木更津市大字長須賀１９２８

ローソン木更津金田インター店 千葉県　木更津市中島１９５１－１

ローソン木更津東畑沢店 千葉県　木更津市畑沢４－３－５

ローソン野田下三ケ尾店 千葉県　野田市下三ケ尾２１８－１

ローソン野田岩名二丁目店 千葉県　野田市岩名２－４４－１

ローソン野田岩名香取店 千葉県　野田市岩名字香取前１１２６－６

ローソンＴＦ野田梅郷駅入口店 千葉県　野田市山崎１９４４－１

ローソン野田山崎店 千葉県　野田市山崎８９－１

ローソン野田木野崎店 千葉県　野田市木野崎字三角原１６４７－１

ローソン野田柳沢店 千葉県　野田市柳沢新田１２２－１

ローソン流山向小金二丁目店 千葉県　流山市向小金２－２０８－３

ローソン流山青田店 千葉県　流山市青田３８番１

ローソン流山おおたかの森駅前店 千葉県　流山市東初石６－１８２－１５１Ｆ

ローソンＬＴＦ愛川春日台通り店 神奈川県　愛甲郡愛川町中津１６２６－１

ローソンＬＴＦ愛川中津中央店 神奈川県　愛甲郡愛川町中津７７５番地２

ローソン愛川田代店 神奈川県　愛甲郡愛川町田代１５８３

ローソン綾瀬吉岡東三丁目店 神奈川県　綾瀬市吉岡東３－１０－２０

ローソン綾瀬深谷中央店 神奈川県　綾瀬市深谷１７６９番１

ローソン綾瀬深谷中六丁目店 神奈川県　綾瀬市深谷中６－１８－４０

ローソン綾瀬大上店 神奈川県　綾瀬市大上４－２０－３１

ローソン伊勢原岡崎店 神奈川県　伊勢原市岡崎６４９４－１

ローソン伊勢原見附島店 神奈川県　伊勢原市見附島７２－１

ローソン伊勢原千津店 神奈川県　伊勢原市桜台１－３８－２８

ローソン伊勢原駅南店 神奈川県　伊勢原市桜台１－７－２１

ローソンＬＴＦ伊勢原小稲葉店 神奈川県　伊勢原市小稲葉２８８６－２

ローソン伊勢原沼目二丁目店 神奈川県　伊勢原市沼目二丁目１６－３

ローソン伊志田高校前店 神奈川県　伊勢原市東成瀬４８－１

関東

神奈川

千葉



ローソン伊勢原東大竹店 神奈川県　伊勢原市東大竹１－１３－５

ローソン伊勢原白根店 神奈川県　伊勢原市白根５３６－４

ローソン横須賀粟田二丁目店 神奈川県　横須賀市粟田２－３２－１

ローソン衣笠栄町三丁目店 神奈川県　横須賀市衣笠栄町３－３８

ローソン横須賀夏島町店 神奈川県　横須賀市夏島町１３－４

ローソンＬＴＦ横須賀鴨居店 神奈川県　横須賀市鴨居１－３－７

ローソン横須賀岩戸三丁目店 神奈川県　横須賀市岩戸３－３５

ローソン横須賀久比里店 神奈川県　横須賀市久比里２－１６－１

ローソン横須賀久里浜四丁目店 神奈川県　横須賀市久里浜４－１２－１１

ローソン久里浜五丁目店 神奈川県　横須賀市久里浜５－１１－１９

ローソン横須賀根岸町二丁目店 神奈川県　横須賀市根岸町２－３２－１８

ローソン横須賀佐原店 神奈川県　横須賀市佐原２－２－２

ローソンＬＴＦ汐入駅前店 神奈川県　横須賀市汐入町２－４０

ローソン横須賀若松店 神奈川県　横須賀市若松町１－１４－８

ローソンＬＴＦ横須賀中央駅前店 神奈川県　横須賀市若松町３－１４－８

ローソンＬＴＦ横須賀若松町三丁目店 神奈川県　横須賀市若松町三丁目１０番地１７

ローソン横須賀舟倉店 神奈川県　横須賀市舟倉２－３－２６

ローソン横須賀森崎三丁目店 神奈川県　横須賀市森崎３－６－３９

ローソン横須賀森崎五丁目店 神奈川県　横須賀市森崎５－１－１

ローソン横須賀大矢部三丁目店 神奈川県　横須賀市大矢部３－１－４

ローソン横須賀長沢店 神奈川県　横須賀市長沢２－５－２１

ローソン津久井浜駅前店 神奈川県　横須賀市津久井二丁目１７－２３

ローソン横須賀日の出町三丁目店 神奈川県　横須賀市日の出町３－１４－１４

ローソン横須賀平作一丁目店 神奈川県　横須賀市平作１－７－１３

ローソン横須賀本町三丁目店 神奈川県　横須賀市本町３－３３－３

ローソンＬＴＦ野比駅前店 神奈川県　横須賀市野比１丁目１７番１号

ローソン横浜下川井町店 神奈川県　横浜市旭区下川井町３０－１

ローソン旭上白根二丁目店 神奈川県　横浜市旭区上白根２－６２－３３

ローソン横浜川井本町店 神奈川県　横浜市旭区川井本町８３－３（地番）

ローソン新中希望ヶ丘店 神奈川県　横浜市旭区中希望が丘２５８番２６

ローソン旭本村町店 神奈川県　横浜市旭区本村町３７－２９

ローソン横浜岡村七丁目店 神奈川県　横浜市磯子区岡村七丁目１２９４番２

ローソン磯子丸山一丁目店 神奈川県　横浜市磯子区丸山１－１２－１８

ローソン栗木一丁目店 神奈川県　横浜市磯子区栗木１－２９－８

ローソン磯子森一丁目店 神奈川県　横浜市磯子区森１－１０－９

ローソン磯子森三丁目店 神奈川県　横浜市磯子区森３－８－４

ローソン磯子森五丁目店 神奈川県　横浜市磯子区森５－２１－１７

ローソン根岸店 神奈川県　横浜市磯子区西町１０－６

ローソン栄本郷バス停前店 神奈川県　横浜市栄区上郷町宇六反町４９番１

ローソン栄鍛冶ケ谷一丁目店 神奈川県　横浜市栄区鍛冶ケ谷一丁目１６－６

ローソン横浜栄長沼町店 神奈川県　横浜市栄区長沼町３２０－１

ローソン横浜栄飯島町店 神奈川県　横浜市栄区飯島町１４３３

ローソン金沢八景駅前店 神奈川県　横浜市金沢区瀬戸１６－５

ローソンＬＴＦ金沢文庫店 神奈川県　横浜市金沢区谷津町３５８

ローソン金沢鳥浜町店 神奈川県　横浜市金沢区鳥浜町３番２

ローソン谷津坂店 神奈川県　横浜市金沢区能見台通７－１

ローソン富岡東五丁目店 神奈川県　横浜市金沢区富岡東５丁目２－４

ローソン金沢福浦二丁目店 神奈川県　横浜市金沢区福浦二丁目１番２１

ローソン六浦三丁目店 神奈川県　横浜市金沢区六浦３丁目－１－１２

ローソン横浜矢部町店 神奈川県　横浜市戸塚区吉田町３０００－８

ローソン横浜戸塚汲沢町店 神奈川県　横浜市戸塚区汲沢町４６２

ローソン横浜医療センター店 神奈川県　横浜市戸塚区原宿３－６０－２

ローソン戸塚原宿四丁目店 神奈川県　横浜市戸塚区原宿４－３８－５

ローソン戸塚駅西口店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町１６－１２

ローソン戸塚上矢部町店 神奈川県　横浜市戸塚区上矢部町２６３

ローソンドリームバスターミナル店 神奈川県　横浜市戸塚区深谷町１２８７－２

ローソン横浜環４深谷町店 神奈川県　横浜市戸塚区深谷町１５４１－２

ローソン戸塚品濃町店 神奈川県　横浜市戸塚区品濃町５０４番９

ナチュラルローソン東戸塚駅東口店 神奈川県　横浜市戸塚区品濃町５１６－２駅東口プラザ１Ｆ

ローソン東戸塚駅前店 神奈川県　横浜市戸塚区品濃町５４９－１

ローソン横浜俣野町店 神奈川県　横浜市戸塚区俣野町７７９－１

ローソンＬＴＦ戸塚名瀬店 神奈川県　横浜市戸塚区名瀬町５２－１

関東

神奈川



ローソン港南台四丁目店 神奈川県　横浜市港南区港南台４－２３－４

ローソン横浜港南台店 神奈川県　横浜市港南区港南台４－４－２４

ローソン横浜港南台五丁目店 神奈川県　横浜市港南区港南台５－１９－１９

ローソン横浜港南台三丁目店 神奈川県　横浜市港南区港南台三丁目１５番地２

ローソン上大岡西二丁目店 神奈川県　横浜市港南区上大岡西２－３－７

ローソンＬＴＦ上大岡店 神奈川県　横浜市港南区大久保１－２０－５７

ローソン洋光台店 神奈川県　横浜市港南区日野７－１－１７

ローソン日野七丁目店 神奈川県　横浜市港南区日野七丁目４－２１

ローソン日野南四丁目店 神奈川県　横浜市港南区日野南４丁目　１－１

ローソンＬＴＦ港北妙蓮寺店 神奈川県　横浜市港北区菊名１－７－２３

ローソンＬＴＦ港北綱島駅前店 神奈川県　横浜市港北区綱島西１－５－２

ローソン綱島駅前店 神奈川県　横浜市港北区綱島西１－６－１６

ローソン港北網島東三丁目店 神奈川県　横浜市港北区綱島東３－８－２０

ローソンＬＴＦ港北高田駅前店 神奈川県　横浜市港北区高田東４－２４－４３

ローソン新港北宮原店 神奈川県　横浜市港北区小机町字宮原６４－１

ローソン新羽駅西口店 神奈川県　横浜市港北区新羽町１６２８番１

ローソン新横浜スタジアム通店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２－２－１３

ローソン港北新横浜二丁目店 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 神奈川県　横浜市港北区新横浜３－１８－１４

ローソン港北鳥山町店 神奈川県　横浜市港北区鳥山町１０１９

ローソン慶應日吉店 神奈川県　横浜市港北区日吉４－５７０－１

ナチュラルローソン横浜ベイクォーター店 神奈川県　横浜市神奈川区金港町１－１０

ローソン金港町店 神奈川県　横浜市神奈川区金港町６－１４

ローソン三ッ沢下町店 神奈川県　横浜市神奈川区三ツ沢下町１０－１

ローソン横浜新子安一丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区新子安１－２８－７

ローソン横浜菅田町店 神奈川県　横浜市神奈川区菅田町９２５－２

ローソンＬＴＦ菅田町西前田店 神奈川県　横浜市神奈川区菅田町字西前田１７７６番１

ローソン横浜東白楽店 神奈川県　横浜市神奈川区西神奈川一丁目１８－１

ローソン瀬谷阿久和南四丁目店 神奈川県　横浜市瀬谷区阿久和南４－８－３２２

ローソン瀬谷橋戸二丁目店 神奈川県　横浜市瀬谷区橋戸２丁目１１－３

ローソン瀬谷相沢七丁目店 神奈川県　横浜市瀬谷区相沢七丁目５３番１

ローソン瀬谷南台一丁目店 神奈川県　横浜市瀬谷区南台１－２９－１２

ローソン瀬谷二ツ橋南店 神奈川県　横浜市瀬谷区二ツ橋町１１３－１

ローソン瀬谷二ツ橋町店 神奈川県　横浜市瀬谷区二ツ橋町５４８番３

ローソン横浜瀬谷目黒町店 神奈川県　横浜市瀬谷区目黒町２０番１３

ローソンＬＴＦランドマークプラザ店 神奈川県　横浜市西区みなとみらい２－２－１

Ｎローソンマークイズみなとみらい店 神奈川県　横浜市西区みなとみらい３－５

Ｎローソンみなとみらい四丁目店 神奈川県　横浜市西区みなとみらい４－７

ローソン横浜スカイビル店 神奈川県　横浜市西区高島２－１９－１２

ローソン横浜駅東口店 神奈川県　横浜市西区高島２－７－１

ローソン横浜中央二丁目店 神奈川県　横浜市西区中央２－２６－１６

ローソン南浅間町店 神奈川県　横浜市西区南浅間町１９－１６

ローソン西横浜駅前店 神奈川県　横浜市西区浜松町１４－１８

ローソン北幸二丁目店 神奈川県　横浜市西区北幸二丁目６番２６

ローソン横浜みすずが丘店 神奈川県　横浜市青葉区みすずが丘２２－１

ローソンＬＴＦ青葉みたけ台店 神奈川県　横浜市青葉区みたけ台１６－１

ローソン横浜恩田町店 神奈川県　横浜市青葉区恩田町３３４４－１

ローソンＬＴＦ青葉桂台店 神奈川県　横浜市青葉区桂台２－２６－１６

ローソン青葉桜台店 神奈川県　横浜市青葉区桜台２７番１

ローソン青葉市ヶ尾店 神奈川県　横浜市青葉区市ヶ尾町１１５５番１０

ローソンたまプラーザ駅南口店 神奈川県　横浜市青葉区新石川３－１５－２

ローソン青葉台二丁目店 神奈川県　横浜市青葉区青葉台２－３－１

Ｎローソン昭和大学藤が丘病院店 神奈川県　横浜市青葉区藤が丘１－３０

ローソン美しが丘二丁目店 神奈川県　横浜市青葉区美しが丘２－２０－１５

ローソンたまプラーザ駅入口店 神奈川県　横浜市青葉区美しが丘一丁目５番地５

ローソンゆめが丘駅前店 神奈川県　横浜市泉区下飯田町字谷戸上１６５２－１

ローソン横浜新橋町店 神奈川県　横浜市泉区新橋町１２４－３

ローソン泉新橋町店 神奈川県　横浜市泉区新橋町字猪ノ鼻１８７４－１

ローソン泉西が岡二丁目店 神奈川県　横浜市泉区西が岡二丁目４－２

ローソン泉中田西一丁目店 神奈川県　横浜市泉区中田西１－６－７

ローソン中田駅前店 神奈川県　横浜市泉区中田東３－１－１

ローソン泉中田南五丁目店 神奈川県　横浜市泉区中田南５－１０－６１

関東

神奈川



ローソン泉領家三丁目店 神奈川県　横浜市泉区領家三丁目１番３

ローソン横浜下和泉店 神奈川県　横浜市泉区和泉町１３６２

ローソン環４横浜和泉町店 神奈川県　横浜市泉区和泉町６６３１－５

ローソン泉中和田南小入口店 神奈川県　横浜市泉区和泉町９６３－３

ローソンＬＴＦ伊勢佐木町店 神奈川県　横浜市中区伊勢佐木町７－１４８

ローソン横浜日の出町店 神奈川県　横浜市中区宮川町２－６１

ローソン山下町本町通店 神奈川県　横浜市中区山下町７３番

ローソン横浜住吉町二丁目店 神奈川県　横浜市中区住吉町二丁目２２番地

ローソン横浜新山下三丁目店 神奈川県　横浜市中区新山下３－１－１３

ローソン横浜長者町九丁目店 神奈川県　横浜市中区長者町９－１７５－１

ローソンＬＴＦ日ノ出町駅前店 神奈川県　横浜市中区日ノ出町１－３６

ローソンＬＴＦ日本大通店 神奈川県　横浜市中区日本大通１７番地

ローソン横浜尾上町三丁目店 神奈川県　横浜市中区尾上町３－４６－１

ローソンベイタウン本牧５番街店 神奈川県　横浜市中区本牧原１２番１

ローソンＬＴＦ済生会横浜市東部病院店 神奈川県　横浜市鶴見区下末吉３－６－１

ローソン鶴見上末吉五丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区上末吉五丁目７－３

ローソン大黒ＰＡ店 神奈川県　横浜市鶴見区大黒ふ頭１５

ローソン鶴見仲通一丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区仲通一丁目５５番１

ローソンＬＴＦ鶴見東口店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央１ー３ー１７

ローソン鶴見中央四丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央４－９－４

ローソン横浜馬場三丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区馬場３－１０－３８

ローソン鶴見平安町一丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区平安町１－３６－２

ローソン都筑ふれあいの丘駅前店 神奈川県　横浜市都筑区葛が谷１０－１２

ローソン都筑茅ヶ崎中央店 神奈川県　横浜市都筑区茅ヶ崎中央２６番１

ローソン都筑警察署前店 神奈川県　横浜市都筑区茅ヶ崎中央３０－１１

Ｎローソン昭和大学横浜市北部病院店 神奈川県　横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５－１

ローソン都筑茅ヶ崎南二丁目店 神奈川県　横浜市都筑区茅ヶ崎南２－１－１８

ローソン都筑センター北店 神奈川県　横浜市都筑区牛久保西１－１０－１６

ローソンＬＴＦ都筑勝田橋店 神奈川県　横浜市都筑区勝田町１０４９番地

ローソン都筑川向町店 神奈川県　横浜市都筑区川向町８１３－１

ローソンＬＴＦ都筑大棚店 神奈川県　横浜市都筑区大棚町１３６－１

ローソン都筑池辺町滝ヶ谷戸店 神奈川県　横浜市都筑区池辺町１１５７番７

ローソン横浜池辺町店 神奈川県　横浜市都筑区池辺町１８１５－１

ローソン池辺緑産業道路店 神奈川県　横浜市都筑区池辺町４４５８番

ローソン仲町台一丁目店 神奈川県　横浜市都筑区仲町台１－８－９

ローソン東山田駅前店 神奈川県　横浜市都筑区東山田町８８１－１

ローソン横浜都筑東方町店 神奈川県　横浜市都筑区東方町１２７８－１

ローソン横浜前里町三丁目店 神奈川県　横浜市南区前里町３－７０

ローソンＬＴＦ弘明寺店 神奈川県　横浜市南区大岡２－４－３

ローソン横浜大岡五丁目店 神奈川県　横浜市南区大岡５－１４－１

ローソン横浜中村町二丁目店 神奈川県　横浜市南区中村町二丁目１１０

ローソン井土ヶ谷駅前店 神奈川県　横浜市南区南太田四丁目１番１号

ローソン横浜睦町一丁目店 神奈川県　横浜市南区睦町１－７－２

ローソン横浜六ツ川四丁目店 神奈川県　横浜市南区六ツ川４丁目１２２９番１

ローソン保土ヶ谷新桜ヶ丘店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘１－２９－３０

ローソンビューコート仏向町店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区仏向町１０１５－１３

ローソン緑鴨居町店 神奈川県　横浜市緑区鴨居町２４００

ローソン横浜鴨居町店 神奈川県　横浜市緑区鴨居町８０６－１

ローソン緑三保町店 神奈川県　横浜市緑区三保町２０７３－１

ローソン緑上山一丁目店 神奈川県　横浜市緑区上山１－１４－２

ローソン中山駅前店 神奈川県　横浜市緑区中山１－２６－３

ローソン長津田駅前店 神奈川県　横浜市緑区長津田２－１－１

ローソンＬＴＦ緑長津田店 神奈川県　横浜市緑区長津田６－８－１

ローソン長津田みなみ台店 神奈川県　横浜市緑区長津田みなみ台５－２５－７

ローソン環４長津田町店 神奈川県　横浜市緑区長津田町５２８８番１

ローソン横浜霧が丘三丁目店 神奈川県　横浜市緑区霧が丘三丁目１番４

ローソン海老名河原口五丁目店 神奈川県　海老名市河原口５－１７－１

ローソン海老名上郷店 神奈川県　海老名市上郷１－１７－４３

ローソン海老名駅西口店 神奈川県　海老名市扇町３－３

ローソンＬＴＦ海老名駅東店 神奈川県　海老名市泉１－１－６

ローソン海老名中央二丁目店 神奈川県　海老名市中央２－１２－１２

ローソン海老名中央一丁目店 神奈川県　海老名市中央一丁目１７番５２

関東

神奈川



ローソン海老名中新田一丁目店 神奈川県　海老名市中新田１－４－５１

ローソン海老名中新田二丁目店 神奈川県　海老名市中新田２－３４－３

ローソン海老名東柏ヶ谷二丁目 神奈川県　海老名市東柏ヶ谷２丁目１７４５番１

ローソン海老名東柏ヶ谷店 神奈川県　海老名市東柏ヶ谷３－１７－１３

ローソンＬＴＦ海老名東柏ヶ谷六丁目店 神奈川県　海老名市東柏ヶ谷６－２１－２１

ローソンＬＴＦ海老名本郷五反田店 神奈川県　海老名市本郷１７２６－１

ローソン海老名本郷店 神奈川県　海老名市本郷字五反田１７０３番１

ローソン鎌倉小町一丁目店 神奈川県　鎌倉市小町１－１４－１５

ローソン鎌倉梶原店 神奈川県　鎌倉市常盤３６４－５

ローソン西鎌倉二丁目店 神奈川県　鎌倉市西鎌倉２－１－７

ローソン鎌倉台四丁目店 神奈川県　鎌倉市台４－２－６

ローソン鎌倉大船二丁目店 神奈川県　鎌倉市大船２－１－３１

ローソン大船四丁目店 神奈川県　鎌倉市大船４丁目１２７７番１

ローソンＬＴＦ鎌倉由比ガ浜店 神奈川県　鎌倉市由比ガ浜２－２２－８

ローソンＬＴＦ茅ヶ崎みずき店 神奈川県　茅ヶ崎市みずき４－２５－２１

ローソン茅ヶ崎鶴嶺参道店 神奈川県　茅ヶ崎市下町屋２－５－３５

ローソン茅ヶ崎殿山公園入口店 神奈川県　茅ヶ崎市甘沼字長谷１６５－１

ローソン茅ヶ崎駅幸町店 神奈川県　茅ヶ崎市幸町７－１６

ローソン茅ヶ崎高田店 神奈川県　茅ケ崎市高田４－３－７５

ローソン茅ヶ崎産業道路店 神奈川県　茅ヶ崎市今宿１１２４－６

ローソン茅ケ崎今宿店 神奈川県　茅ケ崎市今宿４８３－１

ローソンＬＴＦ茅ヶ崎松林店 神奈川県　茅ヶ崎市松林２－１－１

ローソンＬＴＦ茅ヶ崎中海岸店 神奈川県　茅ヶ崎市中海岸１－６－２５

ローソン茅ヶ崎雄三通店 神奈川県　茅ヶ崎市東海岸北２－２－６６

ローソン茅ヶ崎東海岸北店 神奈川県　茅ヶ崎市東海岸北４－７－２０

ローソンＬＴＦ茅ヶ崎萩園店 神奈川県　茅ヶ崎市萩園１２７０－４１

ローソン矢畑店 神奈川県　茅ケ崎市矢畑７２８

ローソン愛甲石田駅前店 神奈川県　厚木市愛甲一丁目１－２

ローソン愛名店 神奈川県　厚木市愛名３５－１

ローソン厚木岡田店 神奈川県　厚木市岡田４－２７－１８

ローソン新厚木高校前店 神奈川県　厚木市恩名４－１３３９－１

ローソン神奈川工科大学前店 神奈川県　厚木市下荻野字子合頭８２６－１

ローソンＬＴＦ厚木及川店 神奈川県　厚木市及川１－１２－１７

ローソン厚木戸田店 神奈川県　厚木市戸田２４４６－１６

ローソン厚木妻田西一丁目店 神奈川県　厚木市妻田西一丁目１５－１

ローソンＬＴＦ厚木中荻野店 神奈川県　厚木市中荻野５８０－１

ローソン本厚木駅北口店 神奈川県　厚木市中町２－１－２１

ローソン厚木緑ケ丘二丁目店 神奈川県　厚木市緑ケ丘二丁目１番１

ローソン厚木林一丁目店 神奈川県　厚木市林１－１５－９

ローソン厚木林三丁目店 神奈川県　厚木市林３－１５－１

ローソン寒川宮山店 神奈川県　高座郡寒川町宮山３９４番１

ローソン寒川大曲店 神奈川県　高座郡寒川町大曲２－５－１２

ローソン寒川南インター店 神奈川県　高座郡寒川町田端１４０１－１

ローソンＬＴＦ座間ひばりが丘店 神奈川県　座間市ひばりが丘２－３１－８

ローソン座間小松原一丁目店 神奈川県　座間市小松原１－７－２５

ローソン座間相武台店 神奈川県　座間市相武台１－３０－１０

ローソンＬＴＦ座間相模が丘店 神奈川県　座間市相模が丘５－４３－２０

ローソン座間入谷店 神奈川県　座間市入谷１－４１６－１

ローソン立野台店 神奈川県　座間市立野台３－８－８

ローソン座間市役所前店 神奈川県　座間市緑ケ丘一丁目３番１

ローソン三浦栄町店 神奈川県　三浦市栄町２－２６

ローソン三浦海岸駅前店 神奈川県　三浦市南下浦上宮田３２５５－２

ローソン小田原竹の花店 神奈川県　小田原市栄町２－１２－１９

ローソン鴨宮店 神奈川県　小田原市鴨宮３５７

ローソン小田原国府津二丁目 神奈川県　小田原市国府津２－２－２８

ローソン小田原酒匂店 神奈川県　小田原市酒匂２－４１－３４

ローソン小田原成田南店 神奈川県　小田原市成田４７５－１５

ローソン小田原扇町三丁目店 神奈川県　小田原市扇町３－１３－８

ローソン小田原曽比店 神奈川県　小田原市曽比１８４６

ローソン小田原南町店 神奈川県　小田原市南町４－１０－２０

ローソン小田原浜町店 神奈川県　小田原市浜町３－１２－４３

ローソン小田原北ノ窪店 神奈川県　小田原市北ノ窪３８１－１

関東

神奈川



ローソン秦野戸川店 神奈川県　秦野市戸川９０番１

ローソン秦野西大竹店 神奈川県　秦野市西大竹４－１

ローソン秦野曽屋一丁目店 神奈川県　秦野市曽屋１－５－１０

ローソンＬＴＦ秦野堀川東店 神奈川県　秦野市堀西１３２－１

ローソンＬＴＦ逗子葉桜店 神奈川県　逗子市桜山６丁目１７－２

ローソンＬＴＦ東逗子駅前店 神奈川県　逗子市沼間１－２－２７

ローソン逗子七丁目店 神奈川県　逗子市逗子７－１３－１４

ローソン逗子池子二丁目店 神奈川県　逗子市池子２－１５－４

ローソン川崎犬蔵一丁目店 神奈川県　川崎市宮前区犬蔵１丁目８－１５

ローソン川崎鷺沼一丁目店 神奈川県　川崎市宮前区鷺沼一丁目１１番１９

ローソン小台店 神奈川県　川崎市宮前区小台２－６－１

ローソン宮前神木本町三丁目店 神奈川県　川崎市宮前区神木本町３－９－１

ローソン川崎神木本町四丁目店 神奈川県　川崎市宮前区神木本町４－２４－３

ローソン古川町店 神奈川県　川崎市幸区古川町１６９－３

ローソン川崎小倉下町店 神奈川県　川崎市幸区小倉３－２３－１４

ローソン川崎大宮町店 神奈川県　川崎市幸区大宮町１４番地３

ローソンＬＴＦ川崎駅西口店 神奈川県　川崎市幸区大宮町２６－３

ローソン南加瀬四丁目店 神奈川県　川崎市幸区南加瀬４－１２－１３

ローソン南加瀬五丁目店 神奈川県　川崎市幸区南加瀬５－３６－１

ローソンＬＴＦ川崎尻手駅前店 神奈川県　川崎市幸区南幸町３－１０１－１

ローソンラゾーナ川崎店 神奈川県　川崎市幸区堀川町７２－１１Ｆ

ローソン川崎梶ヶ谷五丁目店 神奈川県　川崎市高津区梶ヶ谷５－７－７

ローソン溝口ノクティ店 神奈川県　川崎市高津区溝口１－４－１

ローソンＬＴＦ高津駅前店 神奈川県　川崎市高津区溝口４－１－１７

ローソン川崎新作一丁目店 神奈川県　川崎市高津区新作１－８－２

ローソン川崎北見方一丁目店 神奈川県　川崎市高津区北見方１－３０－１２

ローソン高津末長一丁目店 神奈川県　川崎市高津区末長１－５３－２７

ローソン川崎駅前本町店 神奈川県　川崎市川崎区駅前本町１１－１

Ｎローソン川崎フロンティアビル店 神奈川県　川崎市川崎区駅前本町１１－２

ローソン川崎アゼリア店 神奈川県　川崎市川崎区駅前本町２６番２

ローソン京町二丁目店 神奈川県　川崎市川崎区京町２－９－１

ローソン川崎四谷上町店 神奈川県　川崎市川崎区四谷上町２５－１７

ローソン小田五丁目店 神奈川県　川崎市川崎区小田５－１－１１

ローソン川崎浅田三丁目店 神奈川県　川崎市川崎区浅田３－１９－１

ローソン大島上町店 神奈川県　川崎市川崎区大島上町１７－１５

ローソン東門前駅前店 神奈川県　川崎市川崎区東門前３－５－１　荒金ビル

ローソン川崎富士見一丁目 神奈川県　川崎市川崎区富士見１－６－１０

ローソン川崎堰三丁目店 神奈川県　川崎市多摩区堰３－１６－１３

ローソン川崎菅三丁目店 神奈川県　川崎市多摩区菅３－７－３０

ローソン川崎菅四丁目店 神奈川県　川崎市多摩区菅４－７－１

ローソン川崎菅馬場一丁目店 神奈川県　川崎市多摩区菅馬場１－９－７

ローソン川崎生田二丁目店 神奈川県　川崎市多摩区生田２－１４－２５

ローソン向ヶ丘遊園駅南口店 神奈川県　川崎市多摩区登戸２０５４－１

ローソン武蔵小杉店 神奈川県　川崎市中原区小杉御殿町２－３６－６

ローソン＋ｔｏｋｓ武蔵小杉駅店 神奈川県　川崎市中原区小杉町３－４７２

ローソン上丸子山王町店 神奈川県　川崎市中原区上丸子山王町１－１３９０

ローソン武蔵中原駅前店 神奈川県　川崎市中原区上小田中５－３－１

ローソン武蔵中原駅北口店 神奈川県　川崎市中原区上小田中６－２１－９

ローソン上小田中店 神奈川県　川崎市中原区上小田中６－２２－８

ローソン川崎上小田中六丁目店 神奈川県　川崎市中原区上小田中６－５－１

ローソンＬＴＦ新城店 神奈川県　川崎市中原区新城３－３－２

ローソン新城駅前店 神奈川県　川崎市中原区新城５－１

ローソン新城中町店 神奈川県　川崎市中原区新城中町３７０

ローソン三菱ふそうトラックバス店 神奈川県　川崎市中原区大倉町１０番

ローソン府中街道中丸子店 神奈川県　川崎市中原区中丸子１６８－９

ローソン川崎北谷町店 神奈川県　川崎市中原区北谷町６９３－１４

ローソンはるひ野駅前店 神奈川県　川崎市麻生区はるひ野４－１－１

ローソン若葉台駅前店 神奈川県　川崎市麻生区黒川５６４－１

ローソン川崎上麻生七丁目店 神奈川県　川崎市麻生区上麻生７－２２－２５

ローソン川崎東百合丘三丁目店 神奈川県　川崎市麻生区東百合丘３－３－２

ローソンＬＴＦ麻生片平店 神奈川県　川崎市麻生区片平８－９－１

ローソン新百合ヶ丘駅前店 神奈川県　川崎市麻生区万福寺１－１－１

関東

神奈川



ローソン川崎万福寺六丁目店 神奈川県　川崎市麻生区万福寺６丁目７番２

ローソン相模原横山台一丁目店 神奈川県　相模原市中央区横山台１－１４－１５

ローソン相模原鹿沼台一丁目店 神奈川県　相模原市中央区鹿沼台１－９－１９

ローソン相模原小町通店 神奈川県　相模原市中央区小町通り１－２－３

ローソン相模原上溝南中前店 神奈川県　相模原市中央区上溝２３４６－３

ローソン相模原上溝六丁目店 神奈川県　相模原市中央区上溝６－２１－１

ローソン相模原星が丘四丁目店 神奈川県　相模原市中央区星が丘４－２－５７

ローソン相模原清新四丁目店 神奈川県　相模原市中央区清新４－２－１０

ローソン相模原相生四丁目店 神奈川県　相模原市中央区相生４－４－１５

ローソンさがみ夢大通り店 神奈川県　相模原市中央区相模原２－７－９

ローソン相模原消防署前店 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店 神奈川県　相模原市中央区田名４８３１－１

ローソン相模原田名陽原店 神奈川県　相模原市中央区田名５５７７－３

ローソンＬＴＦ相模原田名塩田店 神奈川県　相模原市中央区田名塩田４－１６－１０

ローソン相模原東淵野辺一丁目店 神奈川県　相模原市中央区東淵野辺一丁目１０番７

ローソン相模原裁判所前店 神奈川県　相模原市中央区富士見６－６－１

ローソン淵野辺駅前店 神奈川県　相模原市中央区淵野辺３－５－１０

ローソン相模原弥栄二丁目店 神奈川県　相模原市中央区弥栄２－１－１７

ローソン相模原相陽中前店 神奈川県　相模原市南区磯部１４６０番３

ローソン相模原古淵店 神奈川県　相模原市南区古淵４－３－９

ローソンＬＴＦ小田急相模原駅前店 神奈川県　相模原市南区松が枝町２１－９

ローソン上鶴間店 神奈川県　相模原市南区上鶴間２－９

ローソン相模原上鶴間本町店 神奈川県　相模原市南区上鶴間本町９－４５－５

ローソン相模原相南四丁目店 神奈川県　相模原市南区相南４－１－３５

ローソンＬＴＦ相模大野銀座通り店 神奈川県　相模原市南区相模大野６－４－４

ローソン相模大野北口店 神奈川県　相模原市南区相模大野三丁目３番１

ローソン相模原大野台一丁目店 神奈川県　相模原市南区大野台１－１－１４

ローソン相模原東大沼店 神奈川県　相模原市南区東大沼１－２０－２９

ローソンＬＴＦ原当麻駅入口店 神奈川県　相模原市南区当麻１２５５

ローソンＬＴＦ相模原麻溝台店 神奈川県　相模原市南区麻溝台８丁目３３番１１号

ローソングラントーレ橋本店 神奈川県　相模原市緑区橋本六丁目３６－１グラントーレ橋本１

ローソン相模原緑西橋本四丁目店 神奈川県　相模原市緑区西橋本４－８－６２

ローソン城山川尻店 神奈川県　相模原市緑区川尻１５００－１

ローソン相模原相原店 神奈川県　相模原市緑区相原６－１４－２３

ローソン大島中ノ原店 神奈川県　相模原市緑区大島２６８９－１

ローソン相模原舟久保店 神奈川県　相模原市緑区長竹２８８１－１

ローソン津久井長尾店 神奈川県　相模原市緑区長竹字長尾４０５

ローソンＬＴＦ二本松一丁目店 神奈川県　相模原市緑区二本松１－２０－８

ローソン湯河原中央一丁目 神奈川県　足柄下郡湯河原町中央１－２５－４

ローソン湯河原町土肥店 神奈川県　足柄下郡湯河原町土肥５－２－１

ローソン仙石原店 神奈川県　足柄下郡箱根町仙石原８８９－１

ローソンＬＴＦ開成町店 神奈川県　足柄上郡開成町吉田島２０３３－１

ローソン大井町金子店 神奈川県　足柄上郡大井町金子１７６６－３

ローソン中井町井ノ口店 神奈川県　足柄上郡中井町井ノ口１８４４番１

ローソンつきみ野駅前店 神奈川県　大和市つきみ野３－２４－３

ローソン大和下鶴間二丁目店 神奈川県　大和市下鶴間２７７６－１３

ローソン大和下和田店 神奈川県　大和市下和田７７１－１

ローソン大和高座渋谷東店 神奈川県　大和市下和田字中ノ原９０６－１

ローソン大和上草柳五丁目店 神奈川県　大和市上草柳５－４－６

ローソン上草柳八丁目店 神奈川県　大和市上草柳８－１６－１８

ローソン大和深見店 神奈川県　大和市深見３８６９－１３

ローソン大和深見東三丁目店 神奈川県　大和市深見東３－１－６

ローソン大和西鶴間二丁目店 神奈川県　大和市西鶴間２－３－１７

ローソン大和駅前店 神奈川県　大和市大和東１丁目１０８０－２

ローソン＋ｔｏｋｓ中央林間店 神奈川県　大和市中央林間４－６－３

ローソン大和中央林間西二丁目店 神奈川県　大和市中央林間西２－１７－２２

ローソン大和鶴間駅前店 神奈川県　大和市鶴間２－１－２４

ローソン大和南林間五条通り店 神奈川県　大和市南林間４－７－１８

ローソン大和柳橋一丁目店 神奈川県　大和市柳橋一丁目２２番１

ローソン大磯国府本郷店 神奈川県　中郡大磯町国府本郷字南仮宿１５－１

ローソンＬＴＦ西小磯店 神奈川県　中郡大磯町西小磯２６２

ローソン西湘大磯店 神奈川県　中郡大磯町大磯２１１１－１

関東

神奈川



ローソンＬＴＦ二宮中里店 神奈川県　中郡二宮町中里２－１７－２３

ローソン西湘二宮店 神奈川県　中郡二宮町二宮１５７番１

ローソンＬＴＦ藤沢羽鳥中学校前店 神奈川県　藤沢市羽鳥４－１３－１７

ローソン藤沢遠藤永山店 神奈川県　藤沢市遠藤２０１８－１４

ローソン藤沢遠藤矢向店 神奈川県　藤沢市遠藤８７１

ローソンＬＴＦ長後駅西口店 神奈川県　藤沢市下土棚５１２番１

ローソン六会店 神奈川県　藤沢市亀井野３－２９－１

ローソン藤沢高倉店 神奈川県　藤沢市高倉１１７７－４

ローソン藤沢鵠沼神明一丁目店 神奈川県　藤沢市鵠沼神明一丁目５－８

ローソン藤沢亀井野店 神奈川県　藤沢市湘南台１－３２－１１

ローソン湘南台駅前店 神奈川県　藤沢市湘南台二丁目４番７

ローソンＬＴＦ西菖蒲沢店 神奈川県　藤沢市菖蒲沢１３８－１

ローソン藤沢遊行寺坂店 神奈川県　藤沢市西富５２８

ローソン藤沢善行坂店 神奈川県　藤沢市善行坂１－２－６

ローソン藤沢大庭店 神奈川県　藤沢市大庭８２８２－１

ローソン藤沢辻堂六丁目店 神奈川県　藤沢市辻堂６－１７－２

ローソン辻堂駅北口店 神奈川県　藤沢市辻堂新町１－１－１３

ローソン湘南藤沢徳洲会病院店 神奈川県　藤沢市辻堂神台一丁目５番１

ローソン辻堂東海岸店 神奈川県　藤沢市辻堂東海岸１－３－２

ローソン藤沢一本松店 神奈川県　藤沢市藤沢１０３６－６

ローソン藤沢駅北口店 神奈川県　藤沢市藤沢６０６－４

ローソン南藤沢店 神奈川県　藤沢市南藤沢２２－１７

ローソン藤沢白旗四丁目店 神奈川県　藤沢市白旗４－８－５

ローソン藤沢本鵠沼店 神奈川県　藤沢市本鵠沼２－１４－１０

ローソンＬＴＦ藤沢用田店 神奈川県　藤沢市用田６５０－２

ローソン南足柄岩原店 神奈川県　南足柄市岩原字坂下３３４番１

ローソン南足柄飯沢店 神奈川県　南足柄市飯沢７－５

ローソン和田河原駅前店 神奈川県　南足柄市和田河原６０６

ローソン平塚横内北店 神奈川県　平塚市横内１９８１－１

ローソン平塚河内店 神奈川県　平塚市河内３５３－１

ローソン平塚かまくら橋店 神奈川県　平塚市公所８５１

ローソン平塚紅谷町店 神奈川県　平塚市紅谷町１４－２８

ローソン平塚駅前店 神奈川県　平塚市紅谷町２－２４

ローソン平塚四之宮一丁目店 神奈川県　平塚市四之宮１－４－３０

ローソン平塚西八幡店 神奈川県　平塚市四之宮２－１０－３２

ローソンＬＴＦ平塚西八幡四丁目店 神奈川県　平塚市西八幡４－７－２２

ローソン平塚大神店 神奈川県　平塚市大神２９７４－１

ローソン平塚中原一丁目店 神奈川県　平塚市中原１－１５－８

ローソン平塚田村二丁目店 神奈川県　平塚市田村２－１－９

ローソン平塚東真土一丁目店 神奈川県　平塚市東真土１－１１－３２

ローソン平塚東八幡一丁目店 神奈川県　平塚市東八幡１－８－３３

ローソン平塚南金目店 神奈川県　平塚市南金目８８４－６

ローソンＬＴＦ平塚五丁目店 神奈川県　平塚市平塚５－１９－４１

ローソン平塚北金目店 神奈川県　平塚市北金目１－１－２１

ローソンさいたま岸町四丁目店 埼玉県　さいたま市浦和区岸町４－２６－１コスタタワー１１１

Ｎローソン浦和高砂一丁目店 埼玉県　さいたま市浦和区高砂１丁目１６０番１

ローソン与野駅西口店 埼玉県　さいたま市浦和区上木崎１－８－４

ローソン浦和東岸町店 埼玉県　さいたま市浦和区東岸町９－２０

ローソンさいたま東高砂町店 埼玉県　さいたま市浦和区東高砂町４－１

ローソン北浦和一丁目店 埼玉県　さいたま市浦和区北浦和１－１１－１

ローソンさいたま岩槻上野四丁目店 埼玉県　さいたま市岩槻区上野４－６－５

ローソン岩槻駅西口店 埼玉県　さいたま市岩槻区西町１－３－５

ローソンさいたま岩槻大口店 埼玉県　さいたま市岩槻区大字大口３５２－１

ローソン東岩槻駅北口店 埼玉県　さいたま市岩槻区東岩槻１－１－６

ローソン岩槻南平野店 埼玉県　さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番８

ローソンさいたま浦和美園尾ケ崎店 埼玉県　さいたま市岩槻区美園東２－１８－１０

ローソンさいたま深作店 埼玉県　さいたま市見沼区春岡３－３５－２

ローソンさいたま膝子店 埼玉県　さいたま市見沼区大字膝子７５４－１

ローソンさいたま大和田一丁目店 埼玉県　さいたま市見沼区大和田町１－５００－１

ローソン東大宮駅西口店 埼玉県　さいたま市見沼区東大宮４－１７－２

ローソンさいたま東門前店 埼玉県　さいたま市見沼区東門前２１９－１

ローソンさいたま南中丸店 埼玉県　さいたま市見沼区南中丸６６１－２

埼玉

関東

神奈川



ローソンさいたま南中野店 埼玉県　さいたま市見沼区南中野１９７－１

ローソンさいたま堀崎店 埼玉県　さいたま市見沼区堀崎町６２２－１

ローソンさいたま桜道場一丁目店 埼玉県　さいたま市桜区１－５－１０

ローソン浦和大久保店 埼玉県　さいたま市桜区大字五関１０４

ローソンさいたま町谷一丁目店 埼玉県　さいたま市桜区町谷１－２１－３

ローソンさいたま三橋五丁目店 埼玉県　さいたま市西区三橋５－３３－１

ローソンさいたま西区役所前店 埼玉県　さいたま市西区大字清河寺３３

ローソンさいたま新都心駅前店 埼玉県　さいたま市大宮区吉敷町四丁目２４７番１

ローソン大宮宮町ニ丁目店 埼玉県　さいたま市大宮区宮町２－１１

ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店 埼玉県　さいたま市大宮区上小町６３７番地１

ローソンさいたま大成町二丁目店 埼玉県　さいたま市大宮区大成町二丁目２７８番

ローソン与野下落合店 埼玉県　さいたま市中央区下落合３－１８－９

ローソンさいたま上落合八丁目店 埼玉県　さいたま市中央区上落合８－１４－２４

ローソンさいたま新都心けやき広場店 埼玉県　さいたま市中央区新都心１０

ローソンさいたま八王子三丁目店 埼玉県　さいたま市中央区八王子３－２８－１３

ローソンさいたま本町西店 埼玉県　さいたま市中央区本町西５－７－３

ローソンさいたま大谷口店 埼玉県　さいたま市南区大谷口８５４－１

ローソンさいたま辻五丁目店 埼玉県　さいたま市南区辻５－８－１８

ローソンさいたま白幡三丁目店 埼玉県　さいたま市南区白幡３－２－２

ローソンＴＦさいたま白幡五丁目店 埼玉県　さいたま市南区白幡５－１３－１０

ローソンマーレ武蔵浦和店 埼玉県　さいたま市南区白幡５－１９－１９マーレＡ館２Ｆ

ローソンさいたま宮原町一丁目店 埼玉県　さいたま市北区宮原町１－４６１

ローソンさいたま植竹町一丁目店 埼玉県　さいたま市北区植竹町１－５８８－１

ローソンさいたま原山四丁目店 埼玉県　さいたま市緑区原山四丁目６８番１

ローソンさいたま三室店 埼玉県　さいたま市緑区大字三室２３５８番１１

ローソン大門小入口店 埼玉県　さいたま市緑区大字大門１３６８番１

ローソンさいたま東浦和二丁目店 埼玉県　さいたま市緑区東浦和二丁目２３番１０

ローソンさいたま浦和美園店 埼玉県　さいたま市緑区美園４－５－４

ローソンふじみ野上福岡一丁目店 埼玉県　ふじみ野市上福岡１－３－７

ローソン上福岡五丁目店 埼玉県　ふじみ野市上福岡五丁目３－２３

ローソン羽生岩瀬店 埼玉県　羽生市中岩瀬１０３３－１

ローソン羽生北袋店 埼玉県　羽生市北袋３４９－１

ローソン越谷大成町三丁目店 埼玉県　越谷市レイクタウン１－１８－１３

ローソン越谷下間久里仲田店 埼玉県　越谷市下間久里仲田５３１－１

ローソン越谷蒲生寿町店 埼玉県　越谷市蒲生寿町１１－４５

ローソン越谷宮本店 埼玉県　越谷市宮本町四丁目６１番３

ローソン越谷七左町店 埼玉県　越谷市新越ヶ谷１－１－３

ローソン越谷千間台西店 埼玉県　越谷市千間台西２－７－１１

ローソン越谷増林店 埼玉県　越谷市増林５８２３－１

ローソン越谷大間野町二丁目店 埼玉県　越谷市大間野町２－１８６－１

ローソン東越谷四丁目店 埼玉県　越谷市東越谷四丁目７番１

ローソン越谷レイクタウン六丁目店 埼玉県　越谷市東町六丁目３２３番

ローソン獨協医科大学越谷病院店 埼玉県　越谷市南越谷２－１－５０

ローソン南越谷一丁目店 埼玉県　越谷市南越谷一丁目１７番１０

ローソン越谷平方南町店 埼玉県　越谷市平方南町６番９

ローソン桶川下日出谷南店 埼玉県　桶川市下日出谷１５５

ローソン桶川上日出谷殿山店 埼玉県　桶川市上日出谷６６４－３

ローソン桶川下日出谷店 埼玉県　桶川市大字下日出谷西２－１８－２

ローソン桶川川田谷南店 埼玉県　桶川市大字川田谷３３２１－１

ローソン加須志多見店 埼玉県　加須市志多見１３９１－１

ローソン加須諏訪一丁目店 埼玉県　加須市諏訪１－２２－２

ローソン大利根北大桑店 埼玉県　加須市大字北大桑字新井２５２－１

ローソン吉川栄町店 埼玉県　吉川市栄町７２９

ローソン吉川きよみ野店 埼玉県　吉川市関３６３－１

ローソン吉川上笹塚３丁目店 埼玉県　吉川市上笹塚３－７９－１

ローソン吉川美南店 埼玉県　吉川市美南二丁目８番８

ローソン久喜下早見店 埼玉県　久喜市下早見２４４番１

ローソン久喜上大崎店 埼玉県　久喜市菖蒲町上大崎７３０－７

ローソン久喜菖蒲町新堀店 埼玉県　久喜市菖蒲町新堀３１７－１

ローソン久喜上清久店 埼玉県　久喜市上清久８９－１

ローソン久喜八甫店 埼玉県　久喜市八甫字内野８８５番１

ローソン久喜北青柳店 埼玉県　久喜市北青柳１３２９－１

埼玉

関東



ローソン久喜鷲宮平野店 埼玉県　久喜市鷲宮字平野７４７番１

ローソンＴＦ狭山鵜ノ木店 埼玉県　狭山市鵜ノ木２－１３

ローソン狭山下奥富店 埼玉県　狭山市下奥富１４３５

ローソン狭山祇園店 埼玉県　狭山市祇園２２－２４

ローソン狭山市狭山店 埼玉県　狭山市狭山２－２４

ローソン狭山台けやき通り店 埼玉県　狭山市狭山台三丁目１２番１

ローソン狭山広瀬三丁目店 埼玉県　狭山市広瀬３－７－３５

ローソン新狭山駅北口店 埼玉県　狭山市新狭山二丁目１５番３－２

ローソン狭山青柳店 埼玉県　狭山市青柳９２４－４

ローソン狭山加佐志店 埼玉県　狭山市大字加佐志字高峰１３７－１

ローソン狭山南入曽店 埼玉県　狭山市大字南入曽１０１８－５

ローソン狭山堀兼バイパス店 埼玉県　狭山市大字堀兼２１１２－３

ローソン狭山市駅西口店 埼玉県　狭山市入間川１－１８－１

ローソン狭山富士見二丁目店 埼玉県　狭山市富士見２－７－２４

ローソン熊谷円光二丁目店 埼玉県　熊谷市円光二丁目１４８７番３

ローソン熊谷久下二丁目店 埼玉県　熊谷市久下２－６２－１

ローソン熊谷運動公園前店 埼玉県　熊谷市久保島字東１８１０－５

ローソン熊谷玉井店 埼玉県　熊谷市玉井字稲荷木上１６９２－１

ローソン熊谷今井 埼玉県　熊谷市今井１３５－１

ローソン熊谷流通センター前店 埼玉県　熊谷市佐谷田１４３８－３

ローソン熊谷佐谷田店 埼玉県　熊谷市佐谷田１７００－１

ローソン熊谷妻沼店 埼玉県　熊谷市妻沼１４２２－１

ローソン熊谷三ケ尻宮島店 埼玉県　熊谷市三ヶ尻２８３

ローソン熊谷新堀新田店 埼玉県　熊谷市新堀新田６１６－２

ローソン熊谷駅北口店 埼玉県　熊谷市筑波２丁目１０２番１

ローソン熊谷箱田店 埼玉県　熊谷市箱田７－１－１０

ローソン埼玉県立循環器呼吸器病センター店埼玉県　熊谷市板井１６９６

ローソン熊谷板井桜丘店 埼玉県　熊谷市板井字桜丘１６９０－９

ローソン埼玉江南店 埼玉県　熊谷市樋春字谷北１９８０－１

ローソン戸田笹目三丁目店 埼玉県　戸田市笹目３－２０－７

ローソン戸田上戸田店 埼玉県　戸田市大字上戸田１０１番２

ローソン北戸田東口店 埼玉県　戸田市大字新曽２１７７－１

ローソン戸田新曽小玉店 埼玉県　戸田市大字新曽字小玉７－１

ローソン幸手インター店 埼玉県　幸手市大字平須賀字赤木前２１５０番１

ローソン幸手中四丁目店 埼玉県　幸手市中４－１７－２９

ローソン行田佐間一丁目店 埼玉県　行田市佐間１－２４５４－１

ローソン行田１２５号バイパス店 埼玉県　行田市大字白川戸字高畑７０４－１

ローソン行田谷郷二丁目店 埼玉県　行田市谷郷二丁目１９９４－１

ローソン行田堤根店 埼玉県　行田市堤根４９０－２

ローソン行田渡柳店 埼玉県　行田市渡柳２３６－１

ローソン鴻巣広田南店 埼玉県　鴻巣市広田３５９７

ローソン鴻巣上谷店 埼玉県　鴻巣市上谷字八十ケ谷戸３８４番１

ローソン鴻巣中井店 埼玉県　鴻巣市中井字堀３５１－８

ローソン鴻巣天神四丁目店 埼玉県　鴻巣市天神４－５－１３

ローソン坂戸萱方店 埼玉県　坂戸市大字萱方３２２－１

ローソン三郷戸ケ崎店 埼玉県　三郷市戸ケ崎２４０３－１

ローソンみさと団地店 埼玉県　三郷市采女一丁目９０番２

ローソン三郷鷹野二丁目店 埼玉県　三郷市鷹野２－３０３－１

ローソン三郷中央店 埼玉県　三郷市中央３－４８－１

ローソン三郷彦沢店 埼玉県　三郷市彦沢一丁目２１４－１

ローソン志木下宗岡店 埼玉県　志木市下宗岡一丁目１０－２４

ローソン志木柏町店 埼玉県　志木市柏町５－１２－１８

ローソン志木本町五丁目店 埼玉県　志木市本町５－１９－１５

ローソン上里古新田店 埼玉県　児玉郡上里町大字七本木２６４４－１

ローソン上里七本木西店 埼玉県　児玉郡上里町大字七本木字愛宕耕地１４４７－２

ローソン春日部一ノ割店 埼玉県　春日部市一ノ割１３６２－１

ローソン春日部栄町二丁目店 埼玉県　春日部市栄町２－２４３

ローソン春日部永沼店 埼玉県　春日部市永沼字道中１００－１

ローソン春日部金崎店 埼玉県　春日部市金崎５４８－１

ローソン春日部西金野井店 埼玉県　春日部市西金野井５３９－４

ローソン春日部大沼五丁目店 埼玉県　春日部市大沼五丁目４８

ローソン春日部中央三丁目店 埼玉県　春日部市中央３丁目１９－１２

埼玉

関東



ローソン春日部不動院野店 埼玉県　春日部市不動院野４９６－１

ローソン春日部緑町四丁目店 埼玉県　春日部市緑町４－１２－１６

ローソン所沢けやき台一丁目店 埼玉県　所沢市けやき台１丁目２４番－１

ローソン所沢下新井店 埼玉県　所沢市下新井９８９－１

ローソン所沢下富北店 埼玉県　所沢市下富駿河台５０８－１

ローソン所沢元町店 埼玉県　所沢市元町２１－２６

ローソン所沢三ヶ島三丁目店 埼玉県　所沢市三ヶ島３－１４２５－４

ローソン所沢若狭三丁目店 埼玉県　所沢市若狭３－２５６５－１３

ローソン所沢小手指元町店 埼玉県　所沢市小手指元町三丁目２６番２２

ローソン所沢小手指台店 埼玉県　所沢市小手指台６－１

ローソンＴＦ所沢上新井店 埼玉県　所沢市上新井４丁目１９－４

ローソン西所沢二丁目店 埼玉県　所沢市西所沢２－４－１２

ローソン所沢中富店 埼玉県　所沢市大字中富１６０５－５

ローソン東所沢和田一丁目店 埼玉県　所沢市東所沢和田１－４２－７

ローソン所沢日吉町店 埼玉県　所沢市日吉町９－８

ローソン所沢北中店 埼玉県　所沢市北中二丁目２９２－８

ローソン所沢北野三丁目店 埼玉県　所沢市北野三丁目３３番１６

ローソン新所沢駅西口店 埼玉県　所沢市緑町一丁目３番１

ローソン上尾井戸木二丁目店 埼玉県　上尾市井戸木二丁目１４番１０

ローソン上尾栄町南店 埼玉県　上尾市栄町４－３０

ローソン北上尾店 埼玉県　上尾市原新町１７－１０

ローソン上尾春日二丁目店 埼玉県　上尾市春日２－９－３

ローソン上尾小敷谷店 埼玉県　上尾市小敷谷７１３－３

ローソン上尾須ヶ谷三丁目店 埼玉県　上尾市須ヶ谷３丁目７１番

ローソン上尾大谷本郷店 埼玉県　上尾市大字大谷本郷９８４番地１

ローソン上尾柏座一丁目店 埼玉県　上尾市柏座１丁目１０－４

ローソン上尾緑丘店 埼玉県　上尾市緑丘４－１－４

ローソンＴＦ新座あたご店 埼玉県　新座市あたご２－３－４５

ローソン志木ニュータウン店 埼玉県　新座市新座２－１８－３１

ローソンＴＦ新座馬場四丁目店 埼玉県　新座市馬場４丁目１２－７４

ローソン新座野火止六丁目店 埼玉県　新座市野火止６－５－１８

ローソン深谷稲荷町店 埼玉県　深谷市稲荷町３－３－２６

ローソン深谷荒川店 埼玉県　深谷市荒川１１４５

ローソン深谷宿根店 埼玉県　深谷市宿根１４４８－１

ローソン深谷上柴町西三丁目店 埼玉県　深谷市上柴町西３丁目８番１

ローソン深谷上野台茶売通り店 埼玉県　深谷市上野台２５８－１

ローソン深谷萱場店 埼玉県　深谷市大字萱場字柳井戸３１０－１

ローソン深谷東方町二丁目店 埼玉県　深谷市東方町二丁目１番１

ローソン川越笠幡上野前店 埼玉県　川越市笠幡３７１７－１

ローソン埼玉医科大総合医療センター店 埼玉県　川越市鴨田１９８１番

ローソンＳ埼玉医大川越茶寮店 埼玉県　川越市鴨田１９８１本館２階

ローソン川越鯨井店 埼玉県　川越市鯨井１６０４番地１０

ローソン川越小ケ谷店 埼玉県　川越市小ケ谷８６８－１

ローソン川越清水町店 埼玉県　川越市清水町８番７

ローソン川越仙波町店 埼玉県　川越市仙波町３－１７－７

ローソン川越下松原店 埼玉県　川越市大字下松原４８１－２

ローソン川越鴨田店 埼玉県　川越市大字鴨田１３４１

ローソン川越小室店 埼玉県　川越市大字小室字明の前２４９番１

ローソン川越松郷店 埼玉県　川越市大字松郷６８８－１０

ローソン川越石田店 埼玉県　川越市大字石田６９－１

ローソン川越福田店 埼玉県　川越市大字福田字川間１１２番１

ローソンＴＦ川越木野目北店 埼玉県　川越市大字木野目３６８－１

ローソン川越木野目六角店 埼玉県　川越市大字木野目六角１３６９

ローソン本川越駅西口店 埼玉県　川越市中原町二丁目２５番４

ローソン川越西ロータリー前店 埼玉県　川越市脇田本町１５－１０

ローソン川口安行出羽一丁目店 埼玉県　川口市安行出羽１－１５－６

ローソン川口安行小山店 埼玉県　川口市安行小山４５９－１

ローソン川口栄町店 埼玉県　川口市栄町２－６－４

ローソン川口元郷一丁目店 埼玉県　川口市元郷１－３２－２１

ローソン川口元郷二丁目 埼玉県　川口市元郷２－１－３１

ローソン川口戸塚二丁目店 埼玉県　川口市戸塚２－２２－２７

ローソン川口戸塚四丁目店 埼玉県　川口市戸塚４－７－２６
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ローソン川口戸塚六丁目店 埼玉県　川口市戸塚６－１０－１７

ローソン川口青木五丁目店 埼玉県　川口市青木５－１４－２７

ローソン川口赤井四丁目店 埼玉県　川口市赤井４－３１－１４

ローソン川口安行吉蔵店 埼玉県　川口市大字安行吉蔵６８－２

ローソン川口安行領根岸店 埼玉県　川口市大字安行領根岸１２７６番１

ローソン新井宿駅前店 埼玉県　川口市大字新井宿１０６

ローソン川口新郷店 埼玉県　川口市大字東本郷１４６９－４

ローソン川口長蔵一丁目店 埼玉県　川口市長蔵一丁目２９番１

ローソン東川口四丁目店 埼玉県　川口市東川口４－２０－２０

ローソン鳩ヶ谷南一丁目店 埼玉県　川口市南鳩ヶ谷１－３－２

ローソン川口南鳩ヶ谷六丁目店 埼玉県　川口市南鳩ヶ谷六丁目１１番５

ローソン西川口駅東口店 埼玉県　川口市並木３－１２－２０

ローソン川口末広三丁目店 埼玉県　川口市末広３－１１－１７

ローソン川口弥平二丁目店 埼玉県　川口市弥平２－８－２０

ローソン草加稲荷一丁目店 埼玉県　草加市稲荷１－６－１

ローソン草加高砂二丁目店 埼玉県　草加市高砂２－２１－１８

ローソン草加松江六丁目店 埼玉県　草加市松江６－１２－８

ローソン草加新栄道上店 埼玉県　草加市新栄町３－１４－１１

ローソン草加新善町店 埼玉県　草加市新善町３００－５

ローソン草加瀬崎四丁目店 埼玉県　草加市瀬崎町４－１９－１０

ローソン草加青柳七丁目店 埼玉県　草加市青柳７－２６－５

ローソン草加谷塚町店 埼玉県　草加市谷塚町８２８－６

ローソン草加長栄二丁目店 埼玉県　草加市長栄二丁目３３番１

ローソン草加氷川町南店 埼玉県　草加市氷川町８５５番１

ローソン草加柳島町店 埼玉県　草加市柳島町字道通６８６

ローソン寄居仙元前 埼玉県　大里郡寄居町用土８１０－２

ローソン秩父横瀬町店 埼玉県　秩父郡横瀬町大字横瀬字拾六番５１２２－１

ローソン小鹿野飯田店 埼玉県　秩父郡小鹿野町飯田字反り田３６２－２

ローソン秩父上町三丁目店 埼玉県　秩父市上町３－５－１２

ローソン秩父滝の上町店 埼玉県　秩父市滝の上町２－３

ローソンＴＭＧあさか医療センター店 埼玉県　朝霞市溝沼１３４０－１

ローソン朝霞根岸台一丁目店 埼玉県　朝霞市根岸台１－７－１８

ローソン朝霞西原二丁目店 埼玉県　朝霞市西原２－１１－１４

ローソン朝霞西弁財一丁目店 埼玉県　朝霞市西弁財１－９－２２

ローソン朝霞岡店 埼玉県　朝霞市大字岡字玉川２２８番

ローソン朝霞膝折町一丁目 埼玉県　朝霞市膝折町１－１４－１６

ローソン北朝霞駅前店 埼玉県　朝霞市浜崎１－３－３

ローソン朝霞本町店 埼玉県　朝霞市本町１－９－２２

ローソンＴＦ朝霞本町一丁目店 埼玉県　朝霞市本町１丁目３８－３３

ローソン鶴ヶ島脚折店 埼玉県　鶴ヶ島市大字脚折１－１

ローソン鶴ヶ島脚折東店 埼玉県　鶴ヶ島市大字脚折字三角１５１１－２

ローソン鶴ヶ島五味ケ谷店 埼玉県　鶴ヶ島市大字五味ケ谷字杉下２１８番３

ローソン鶴ヶ島藤中学校前店 埼玉県　鶴ヶ島市大字上広谷字北権現６３４－１

ローソン鶴ヶ島若葉店 埼玉県　鶴ヶ島市富士見２－３－２１

ローソン東松山加美町店 埼玉県　東松山市加美町３－５

ローソン東松山小松原町店 埼玉県　東松山市小松原町７－１４

ローソン東松山松本町二丁目店 埼玉県　東松山市松本町２丁目４５１番３

ローソン東松山上唐子中央店 埼玉県　東松山市上唐子字下原屋舗９６９－８

ローソン東松山高坂店 埼玉県　東松山市大字宮鼻字大西１０１７番１

ローソンＴＦプリテール東松山向台店 埼玉県　東松山市大字松山字向台１６８３－１

ローソン東松山大谷中堀店 埼玉県　東松山市大字大谷５５７１－１

ローソン東松山沢口町店 埼玉県　東松山市沢口町３２－１

ローソン宮代中島南店 埼玉県　南埼玉郡宮代町字中島９３４－１

ローソン日高原宿東店 埼玉県　日高市原宿４４０－３

ローソン日高上鹿山店 埼玉県　日高市高麗川２－１０－１

ローソン埼玉医科大国際医療センター店 埼玉県　日高市大字山根字荷山１３９７－１

ローソン日高新堀店 埼玉県　日高市大字新堀字稲荷道１５５－１

ローソン日高高麗店 埼玉県　日高市大字台字大沢前２９４－１

ローソン日高田波目店 埼玉県　日高市大字田波目１４６－１

ローソン越生如意店 埼玉県　入間郡越生町大字如意４９２－１

ローソン三芳資料館入口店 埼玉県　入間郡三芳町大字竹間沢１４５番１

ローソン富士見上沢公園前店 埼玉県　入間郡三芳町大字藤久保４０１２番６
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ローソン三芳藤久保店 埼玉県　入間郡三芳町大字藤久保字西９６２－１

ローソン三芳藤久保北店 埼玉県　入間郡三芳町藤久保８１８－３

ローソン三芳藤久保東店 埼玉県　入間郡三芳町藤久保字東５２３０

ローソン毛呂山葛貫店 埼玉県　入間郡毛呂山町葛貫２３３－１

ローソン毛呂山箕和田店 埼玉県　入間郡毛呂山町箕和田９９

ローソン入間久保稲荷店 埼玉県　入間市久保稲荷二丁目１２番４４

ローソン入間高倉四丁目店 埼玉県　入間市高倉四丁目２２番１

ローソンＴＦ入間上小谷田店 埼玉県　入間市上小谷田３丁目１－１

ローソン入間小谷田店 埼玉県　入間市大字小谷田字青梅道南７０２－５

ローソン入間上藤沢店 埼玉県　入間市大字上藤沢３７８－６

ローソンＴＦ入間上藤沢南店 埼玉県　入間市大字上藤沢９４２番地１

ローソン入間仏子店 埼玉県　入間市仏子１２０８－３

ローソン白岡野牛店 埼玉県　白岡市新白岡９－２－４

ローソン白岡西七丁目店 埼玉県　白岡市西七丁目１番１７

ローソン白岡市白岡店 埼玉県　白岡市白岡１１０２－１

ローソン八潮駅南店 埼玉県　八潮市大字古新田４４１－１

ローソン八潮西袋店 埼玉県　八潮市大字西袋字川東８５６番１

ローソン八潮中央三丁目店 埼玉県　八潮市中央３－３０－１

ローソン八潮中央二丁目店 埼玉県　八潮市中央二丁目４番８

ローソン八潮鶴ケ曽根東店 埼玉県　八潮市鶴ケ曽根３９４－１

ローソン八潮一丁目店 埼玉県　八潮市八潮１－２７－９

ローソン飯能双柳六道店 埼玉県　飯能市大字双柳７６０－１

ローソン飯能落合店 埼玉県　飯能市大字落合字道間２９７－１

ローソン飯能美杉台六丁目店 埼玉県　飯能市美杉台六丁目３番５

ローソン滑川森林公園駅前店 埼玉県　比企郡滑川町みなみ野２－１－２

ローソン滑川羽尾店 埼玉県　比企郡滑川町大字羽尾字十三塚３５６７－１

ローソン吉見町江綱店 埼玉県　比企郡吉見町大字江綱１２０３－１

ローソン吉見松崎店 埼玉県　比企郡吉見町大字松崎１７１

ローソン小川町西古里店 埼玉県　比企郡小川町大字西古里字前田６９８－２

ローソン小川町大塚店 埼玉県　比企郡小川町大塚４０－１

ローソン小川町東小川四丁目店 埼玉県　比企郡小川町東小川四丁目６番８

ローソン川島町戸守店 埼玉県　比企郡川島町戸守３８３－１

ローソン川島一本木店 埼玉県　比企郡川島町大字一本木字火ノ爪４２４－１

ローソン川島吉原店 埼玉県　比企郡川島町大字吉原字中堀向６－１

ローソン川島上伊草店 埼玉県　比企郡川島町大字上伊草字砂原６０１番１

ローソン鳩山泉井店 埼玉県　比企郡鳩山町大字泉井字山下９８１－１

ローソン富士見羽沢二丁目店 埼玉県　富士見市羽沢二丁目３－５３

ローソン富士見下南畑竹ノ内店 埼玉県　富士見市下南畑３６６２－１

ローソン富士見関沢一丁目店 埼玉県　富士見市関沢１－１－６

ローソン富士見水谷店 埼玉県　富士見市水子４６４９－４

ローソンみずほ台駅西口店 埼玉県　富士見市西みずほ台二丁目６番１

ローソン富士見下南畑店 埼玉県　富士見市大字下南畑１９８１－１

ローソン富士見勝瀬店 埼玉県　富士見市大字勝瀬９１３－２

ローソン鶴瀬駅西口店 埼玉県　富士見市大字鶴馬字名シ久保２５９１番１

ローソン富士見東大久保芝原店 埼玉県　富士見市大字東大久保字芝原２１８４－１

ローソン杉戸清地店 埼玉県　北葛飾郡杉戸町清地２－８－４

ローソン杉戸堤根店 埼玉県　北葛飾郡杉戸町堤根４１４４

ローソン伊奈小針新宿店 埼玉県　北足立郡伊奈町西小針６－１１６－１

ローソン北本深井三丁目店 埼玉県　北本市深井三丁目７７番

ローソン北本東間四丁目店 埼玉県　北本市東間４－２

ローソン北本北中丸二丁目店 埼玉県　北本市北中丸２丁目１９２

ローソン本庄けや木三丁目店 埼玉県　本庄市けや木３－１８－１０

ローソン本庄栄一丁目店 埼玉県　本庄市栄１－４－４１

ローソン本庄駅南二丁目店 埼玉県　本庄市駅南２－２３－２０

ローソン本庄沼和田店 埼玉県　本庄市字村東３０３－１

ローソン本庄寿二丁目店 埼玉県　本庄市寿２－１４－１８

ローソン蓮田閏戸店 埼玉県　蓮田市閏戸２８２１

ローソンＰａｓａｒ蓮田店 埼玉県　蓮田市大字川島字押出４１７番１

ローソン和光下新倉店 埼玉県　和光市下新倉５－１－５６

ローソン和光新倉五丁目店 埼玉県　和光市新倉５－３－１

ローソンＴＦ和光市駅前店 埼玉県　和光市本町１－１

ローソン蕨駅東口店 埼玉県　蕨市塚越一丁目４番２

埼玉
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ローソン蕨一本杉通店 埼玉県　蕨市北町１－２０－２

ローソンあきる野雨間店 東京都　あきる野市秋留２－１－１

ローソンＬＴＦ秋川野辺店 東京都　あきる野市野辺２７３－４

ローソンＬＴＦ稲城駅北口店 東京都　稲城市東長沼３１０７－１

ローソン稲城平尾一丁目店 東京都　稲城市平尾１－４１－７

ローソン羽村小作台店 東京都　羽村市小作台５－２９－６

ローソン羽村緑ヶ丘二丁目店 東京都　羽村市緑ヶ丘２－１９－５

ローソン葛飾奥戸四丁目店 東京都　葛飾区奥戸４－１９－１６

ローソン葛飾亀有四丁目店 東京都　葛飾区亀有四丁目５９８番３

ローソン葛飾金町一丁目店 東京都　葛飾区金町１－１４－４

ローソン小菅四丁目店 東京都　葛飾区小菅４－５－５

ローソン新小岩二丁目店 東京都　葛飾区新小岩２－１－１

ローソン水元４丁目店 東京都　葛飾区水元４－２２８６

ローソン西新小岩一丁目店 東京都　葛飾区西新小岩１－３－１５

ローソン青砥駅北口店 東京都　葛飾区青戸３－３８－１

ローソン青戸六丁目店 東京都　葛飾区青戸６－７－１７

ローソン東金町１丁目店 東京都　葛飾区東金町１－６－５

ローソン葛飾橋店 東京都　葛飾区東金町５－３７－１

ローソン水元中央通店 東京都　葛飾区南水元４－１１－１７

ローソン白鳥４丁目店 東京都　葛飾区白鳥４－１４－３

ローソン立石１丁目店 東京都　葛飾区立石１－２０－１１

ローソン一之江七丁目店 東京都　江戸川区一之江七丁目３８－１８

ローソン江戸川六丁目店 東京都　江戸川区江戸川六丁目８番２号

ローソン鹿骨五丁目店 東京都　江戸川区鹿骨五丁目３３番１３

ローソン篠崎町七丁目店 東京都　江戸川区篠崎町７－２８－４

ローソン小松川三丁目店 東京都　江戸川区小松川三丁目８９番

ローソン江戸川松江二丁目店 東京都　江戸川区松江２－３－４

ローソン新堀一丁目店 東京都　江戸川区新堀１－３８－１５

ローソン江戸川瑞江一丁目店 東京都　江戸川区瑞江１－８－１

ローソン瑞江駅前店 東京都　江戸川区瑞江２－３－５

ローソンＬＴＦ瑞江四丁目店 東京都　江戸川区瑞江４丁目４４－２６

ローソン西一之江店 東京都　江戸川区西一之江４－１３－１５

ローソン西葛西五丁目店 東京都　江戸川区西葛西５－７－９

ローソン西葛西駅南口店 東京都　江戸川区西葛西６－８－１１カサイサンギョウビル

ローソン江戸川球場前店 東京都　江戸川区西葛西７－３

ローソン谷河内町二丁目店 東京都　江戸川区谷河内２－１５－１０

ローソン中葛西一丁目 東京都　江戸川区中葛西１－１－７

ローソン葛西さくら公園店 東京都　江戸川区東葛西４－１２－１９

ローソン東小岩一丁目店 東京都　江戸川区東小岩１－４－１

ローソン東小松川四丁目店 東京都　江戸川区東小松川４－４３－１２

ローソン本一色親水公園店 東京都　江戸川区本一色１－２－１７

ローソン本一色１丁目店 東京都　江戸川区本一色１－２２－７

ローソン永代橋店 東京都　江東区永代１－１４－２６

ローソン東陽橋店 東京都　江東区塩浜２－２４－１０－１１４

ローソン亀戸駅北口店 東京都　江東区亀戸５－３－２

ローソン亀戸南店 東京都　江東区亀戸６－１－１５

ローソン江東清澄店 東京都　江東区三好１－８－３

ローソン江東住吉大門通店 東京都　江東区住吉１－７－８

ローソン新大橋一丁目店 東京都　江東区新大橋１－９－６

ローソン江東森下一丁目店 東京都　江東区森下１－１６－１０

ローソンＬＴＦ江東森下二丁目店 東京都　江東区森下２－２３－２

ローソン清澄三丁目店 東京都　江東区清澄３－４－８

ローソンお台場店 東京都　江東区青海１－２－９

ローソン大島五丁目店 東京都　江東区大島５－４５－７

ローソンポートストア辰巳店 東京都　江東区辰巳２－１

ローソン東雲一丁目店 東京都　江東区東雲１－９－９

ローソンしののめ店 東京都　江東区東雲２－１－１９

ローソン東陽三丁目店 東京都　江東区東陽３－７－１０

ローソン江東運転免許試験場前店 東京都　江東区南砂２－１－１５－１０１

ローソン南砂五丁目店 東京都　江東区南砂町５－２３－８

ローソン豊洲フロント店 東京都　江東区豊洲３－２－２０

Ｎローソン豊洲三丁目店 東京都　江東区豊洲３－５－２１ロイヤルパークス豊洲１Ｆ
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Ｎローソン昭和大学江東豊洲病院店 東京都　江東区豊洲５－１－３８

ローソン江東豊洲五丁目店 東京都　江東区豊洲五丁目４番９

ローソン江東北砂二丁目店 東京都　江東区北砂２－１－２８

ローソン木場二丁目店 東京都　江東区木場２－８－３

ローソンポートストア海岸店 東京都　港区海岸三丁目１４－２４

Ｎローソン虎ノ門一丁目店 東京都　港区虎ノ門１－１０－５

ロ－ソン虎ノ門琴平店 東京都　港区虎ノ門１－２－２９

Ｎローソン城山トラストタワー店 東京都　港区虎ノ門４－３－１城山トラストタワー１階

ロ－ソン品川駅中央口店 東京都　港区港南２－１４－１０

Ｎローソン品川インターシティー店 東京都　港区港南２－１５－２品川インターシティーＡ棟１Ｆ

ロ－ソン品川グランパサ－ジュ店 東京都　港区港南２－１６－３品川グランドセントラルタワー１

ローソン港南中央通り店 東京都　港区港南２－４－１８

ローソン港三田三丁目店 東京都　港区三田３－４－１５

ローソン芝公園駅前店 東京都　港区芝２－７－２

ローソン芝公園南店 東京都　港区芝３－３－１２

ロ－ソン芝３丁目店 東京都　港区芝３－３４－１

ローソン芝浦シーバンス前店 東京都　港区芝浦１－３－２

ロ－ソン田町駅東口店 東京都　港区芝浦３－１３－１

ローソン田町芝浦口店 東京都　港区芝浦３－１－３２

Ｎローソン港芝浦三丁目店 東京都　港区芝浦３－１４－１

ローソン芝浦工大前店 東京都　港区芝浦３－７－１３

Ｎロ－ソン芝浦海岸通店 東京都　港区芝浦４－１３－２３

ローソン芝公園四丁目店 東京都　港区芝公園４－１－４

ローソン芝大門二丁目店 東京都　港区芝大門２－９－１６

ロ－ソン新橋１丁目店 東京都　港区新橋１－１５－７

ローソン新橋烏森通店 東京都　港区新橋２－１４－６

ローソン新橋日比谷通店 東京都　港区新橋２－２－９

ロ－ソン新橋４丁目店 東京都　港区新橋４－１０－２

ローソン新橋五丁目店 東京都　港区新橋５－２７－１

ロ－ソン御成門駅前店 東京都　港区西新橋３－２４－９

ローソンＳ慈恵大学病院店 東京都　港区西新橋３－２５－８

ローソン西新橋愛宕下通店 東京都　港区西新橋一丁目２４－１６

ローソンＥＸタワープラス店 東京都　港区西麻布１－２－１

ローソン溜池山王店 東京都　港区赤坂２－２－１７

Ｎローソンアークヒルズフロントタワー店 東京都　港区赤坂２－２３－１

ローソン溜池山王メトロピア店 東京都　港区赤坂２－３－７先溜池山王駅構内

ローソンオリックス赤坂２丁目ビル店 東京都　港区赤坂２丁目９－１１

Ｎローソン赤坂見附店 東京都　港区赤坂３－８－１５

ローソン赤坂四丁目店 東京都　港区赤坂４－１－２９

ローソン赤坂氷川公園前店 東京都　港区赤坂６－２－４

Ｎローソン乃木坂店 東京都　港区赤坂９－６－２９

ローソン赤坂インターシティＡＩＲ店 東京都　港区赤坂一丁目－８

ローソンフジテレビ店 東京都　港区台場２－４－８

ローソン東新橋一丁目店 東京都　港区東新橋１－３－１

Ｎローソンコモディオ汐留店 東京都　港区東新橋２－１４－１

Ｎローソン東麻布３丁目店 東京都　港区東麻布３－７－１３

ローソン南青山二丁目店 東京都　港区南青山２－１４－１７

ローソン港白金店 東京都　港区白金１－１－１２

Ｎローソン白金一丁目店 東京都　港区白金１－１２－１４

ロ－ソン白金高輪駅前店 東京都　港区白金１－２７－６

Ｎローソン高輪台駅前店 東京都　港区白金台２－２６－１０

ローソン文化放送メディアプラス店 東京都　港区浜松町１－３１－１

Ｎローソン北青山二丁目店 東京都　港区北青山２－１２－５

ローソン北青山三丁目店 東京都　港区北青山３－６－１９

Ｎローソン六本木ヒルズ店 東京都　港区六本木６－１０－１森タワー４Ｆ

ローソン港六本木通店 東京都　港区六本木７丁目１８

ローソン荒川西日暮里一丁目店 東京都　荒川区西日暮里１－１９－１５

ローソン荒川町屋一丁目店 東京都　荒川区町屋１－３８－１４

ロ－ソン東尾久五丁目店 東京都　荒川区東尾久５－３８－７

ローソン国分寺光町三丁目店 東京都　国分寺市光町３－２４－１

ローソン国立インター店 東京都　国立市谷保６－１８－４

ローソン国立さくら通り店 東京都　国立市富士見台３－２２－１３
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ローソン谷保駅北口店 東京都　国立市富士見台二丁目１５番３

ローソン喜多見駅南店 東京都　狛江市岩戸北４－９－４

ローソン狛江中和泉三丁目店 東京都　狛江市中和泉３－１－１１

ローソン狛江駅前店 東京都　狛江市東和泉１－１４－１５

ローソン狛江和泉本町三丁目店 東京都　狛江市和泉本町３－３１－１５

ローソン慈恵医大第三病院店 東京都　狛江市和泉本町四丁目１１－１

ロ－ソン三鷹下連雀３丁目店 東京都　三鷹市下連雀３－３７－４

ローソンＪＲ三鷹駅南口店 東京都　三鷹市下連雀３－４５－１６

ローソン三鷹大沢四丁目店 東京都　三鷹市大沢４－１２－１４

ローソン三鷹牟礼四丁目店 東京都　三鷹市牟礼４－１９－７

ローソン三鷹野崎四丁目店 東京都　三鷹市野崎４－８－２５

ローソン渋谷区井の頭通店 東京都　渋谷区宇田川町３９－２

ローソン円山町店 東京都　渋谷区円山町１１－１０

ローソン渋谷道玄坂上店 東京都　渋谷区円山町１９－１

ロ－ソン神泉駅前店 東京都　渋谷区円山町２３－４

Ｎローソン渋谷代官山店 東京都　渋谷区猿楽町８－９

ローソン渋谷鴬谷町店 東京都　渋谷区鴬谷町１５－９

ローソン恵比寿西二丁目店 東京都　渋谷区恵比寿西二丁目３番１６

ローソン恵比寿南一丁目店 東京都　渋谷区恵比寿南１－７－８

Ｎローソン恵比寿南３丁目店 東京都　渋谷区恵比寿南３－１－２６

ローソン元代々木町店 東京都　渋谷区元代々木町３３番８

ローソン恵比寿プライムスクエア店 東京都　渋谷区広尾１－１－３９

ローソン広尾南店 東京都　渋谷区広尾１－８－１０

Ｎローソン広尾五丁目店 東京都　渋谷区広尾５－１－２５

ローソン渋谷桜丘町南店 東京都　渋谷区桜丘１３－１２

ローソン京王クラウン街笹塚店 東京都　渋谷区笹塚１－５５－１６

Ｎローソン渋谷１丁目店 東京都　渋谷区渋谷１－１１－１

ローソン渋谷郵便局店 東京都　渋谷区渋谷１－１２－１３

ローソン渋谷三丁目明治通り店 東京都　渋谷区渋谷３－１５－３

ローソン渋谷三丁目店 東京都　渋谷区渋谷３－２８－８

ローソン渋谷警察署南店 東京都　渋谷区渋谷３－８－１２

ローソン神宮前一丁目店 東京都　渋谷区神宮前１－４－１６

Ｎローソン神宮外苑西店 東京都　渋谷区神宮前３－３５－８

ローソン神宮前四丁目店 東京都　渋谷区神宮前４－２９－３

ローソン神宮前六丁目店 東京都　渋谷区神宮前６－２８－３

ローソン神山店 東京都　渋谷区神山町１２－３

Ｎローソン渋谷神泉町店 東京都　渋谷区神泉町１０－９

ローソンポスタル代々木局店 東京都　渋谷区西原１－４２－２

ローソン国立能楽堂前店 東京都　渋谷区千駄ヶ谷４－２３－５

ローソン北参道駅前店 東京都　渋谷区千駄ヶ谷４－３－１

ロ－ソン千駄ヶ谷４丁目店 東京都　渋谷区千駄ヶ谷４－３１－３

ローソン千駄ヶ谷五丁目店 東京都　渋谷区千駄ヶ谷５－２７－３

Ｎローソン代々木駅西店 東京都　渋谷区代々木１－３９－１１

ロ－ソン大江戸線新宿駅前店 東京都　渋谷区代々木２－６－３

ローソン渋谷東一丁目店 東京都　渋谷区東１－３－１０

ローソン渋谷東三丁目店 東京都　渋谷区東３－２５－１１

Ｎローソン渋谷道玄坂１丁目店 東京都　渋谷区道玄坂１－１８－１

ローソン道玄坂２丁目店 東京都　渋谷区道玄坂２－２０－２６

ローソン渋谷幡ヶ谷一丁目店 東京都　渋谷区幡ヶ谷一丁目３１番１

Ｎローソン代々木八幡店 東京都　渋谷区富ヶ谷１－５３－５

ローソン富ヶ谷一丁目店 東京都　渋谷区富ヶ谷１－６－９

ローソン小平学園東町店 東京都　小平市学園東町３－６－２８

ローソン小平小川町一丁目店 東京都　小平市小川町１－２７９－１

ローソン小平天神町二丁目店 東京都　小平市天神町２－２－１６

ローソン小平鈴木町一丁目店 東京都　小平市鈴木町１－４０８－１

ローソン昭島昭和町二丁目店 東京都　昭島市昭和町２－２－５

ローソン昭島東町三丁目店 東京都　昭島市東町３－５－１０

ローソン新宿下宮比町店 東京都　新宿区下宮比町２－３

ローソン新宿靖国通店 東京都　新宿区歌舞伎町１－１－１６

ロ－ソン西武新宿駅北口店 東京都　新宿区歌舞伎町１－３０－１

ローソン都営東新宿駅前店 東京都　新宿区歌舞伎町２－３－１６

Ｎローソン東京女子医大西病棟店 東京都　新宿区河田町８－１西病棟Ａ１階

関東

東京



Ｎローソン東京女子医大店 東京都　新宿区河田町８－１第一病練１階

ローソン高田馬場駅通店 東京都　新宿区高田馬場１－３４－８

ローソン四谷左門町店 東京都　新宿区左門町６－８

ローソン四谷一丁目店 東京都　新宿区四谷１－２３－６

ローソン若松町店 東京都　新宿区若松町１１－１

ローソン新宿上落合店 東京都　新宿区上落合１－１６－３

ＮローソンＮＬ慶應義塾大学病院１号館店 東京都　新宿区信濃町３５－１

ローソン新宿御苑駅前店 東京都　新宿区新宿１－９－４

ローソン新宿三丁目駅前店 東京都　新宿区新宿２－１３－１０

ローソン新宿三丁目北店 東京都　新宿区新宿３－１３－５

ローソン新宿三丁目中央通店 東京都　新宿区新宿３－３４－１１

ローソン新宿イーストサイドスクエア店 東京都　新宿区新宿６－２７－３０Ｂ１Ｆ

ローソン新宿御苑中央店 東京都　新宿区新宿一丁目８番５

ＮローソンＪＲ新宿ミライナタワー店 東京都　新宿区新宿四丁目１番６号

ローソン東新宿明治通店 東京都　新宿区新宿七丁目２７番１２

ローソン飯田橋メトロピア店 東京都　新宿区神楽坂１－１３

Ｎローソン新宿駅西店 東京都　新宿区西新宿１－１３－１２西新宿昭和ビル１Ｆ

ローソン西新宿一丁目店 東京都　新宿区西新宿１－１９－１３

ロ－ソン新宿センタ－ビル店 東京都　新宿区西新宿１－２５－１

ローソン新宿センタービル西店 東京都　新宿区西新宿１－２５－１－Ｂ１

ローソン京王プレッソイン新宿店 東京都　新宿区西新宿３－４－５

ローソン西新宿三丁目店 東京都　新宿区西新宿３－８－５新栄ビル

ローソン西新宿四丁目店 東京都　新宿区西新宿４－５－８

ローソン西新宿小滝橋通店 東京都　新宿区西新宿７－１０－１９

Ｎローソン西新宿７丁目店 東京都　新宿区西新宿７－２０－３

ローソン新宿西落合三丁目店 東京都　新宿区西落合３－２８－７

ローソン新大久保店 東京都　新宿区大久保１－６－１２

ローソン新宿大久保二丁目店 東京都　新宿区大久保２－４－１２新宿ラムダックスビル

ローソン百人町二丁目店 東京都　新宿区百人町２－２２－１２

Ｎローソン新宿フロントタワー店 東京都　新宿区北新宿２－２１－１

ローソン小滝橋店 東京都　新宿区北新宿四丁目８番１８

Ｎロ－ソン荻窪五丁目店 東京都　杉並区荻窪５－２１－１６

ロ－ソン荻窪駅西南店 東京都　杉並区荻窪５－２６－９

ローソン久我山駅南店 東京都　杉並区久我山三丁目２３－１６

Ｎローソン新高円寺駅前店 東京都　杉並区高円寺南２－１９－４

ローソンＬＴＦ高円寺店 東京都　杉並区高円寺南４－２３－７

ローソン高円寺南４丁目店 東京都　杉並区高円寺南４－６－１０

ローソン高円寺駅前店 東京都　杉並区高円寺北２－４－４

ローソン上荻一丁目店 東京都　杉並区上荻１－２３－１

ローソン西荻窪駅北店 東京都　杉並区西荻北２－３－７

ローソン杉並本天沼一丁目店 東京都　杉並区本天沼１－３－１

ローソンツルハドラッグ杉並和田店 東京都　杉並区和田一丁目１１番２

ローソン世田谷奥沢５丁目店 東京都　世田谷区奥沢５－４１－１１

ローソンＬＴＦ自由が丘店 東京都　世田谷区奥沢６－２０－２０

ローソン世田谷砧五丁目店 東京都　世田谷区砧５－１２－４

ローソン＋ｔｏｋｓ二子玉川ライズ店 東京都　世田谷区玉川１－１４－１

ローソン経堂一丁目店 東京都　世田谷区経堂１－１１－１０

ローソン世田谷三軒茶屋一丁目店 東京都　世田谷区三軒茶屋一丁目１９－１

ローソン世田谷三宿一丁目店 東京都　世田谷区三宿１－１４－１

ローソン下高井戸駅前店 東京都　世田谷区松原３－２９－１７下高井戸駅構内

ローソンＬＴＦ東松原駅前店 東京都　世田谷区松原５－３－２１

ローソン世田谷瀬田五丁目店 東京都　世田谷区瀬田５－２０－３０

ローソン成城学園前駅西口店 東京都　世田谷区成城２－３３－１２

ローソンＬＴＦ世田谷船橋店 東京都　世田谷区船橋１－１５－１６

ローソン代沢五丁目店 東京都　世田谷区代沢５－８－５

ロ－ソン代田橋駅北口店 東京都　世田谷区大原２－２６－１０

ローソン大蔵運動公園前店 東京都　世田谷区大蔵２－１２－３

ローソン世田谷上野毛通り店 東京都　世田谷区中町２－４１－７

ローソンＬＴＦ等々力二丁目店 東京都　世田谷区等々力２－３２－９

ローソン芦花公園店 東京都　世田谷区南烏山１－２－１８

ローソン世田谷北烏山三丁目店 東京都　世田谷区北烏山３－２０－７

ローソン清瀬中里三丁目店 東京都　清瀬市中里三丁目８９３番１３

関東

東京



ローソン瑞穂町武蔵店 東京都　西多摩郡瑞穂町大字武蔵３４－１

ローソン瑞穂殿ヶ谷店 東京都　西多摩郡瑞穂町殿ケ谷８１２－１

ローソン瑞穂東松原店 東京都　西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原５－１４

ローソンひばりが丘三丁目店 東京都　西東京市ひばりが丘３－３－８

ローソン西東京下保谷二丁目店 東京都　西東京市下保谷２－３－５

ローソン西東京北原店 東京都　西東京市北原町２－１－３

ローソン青梅新町三丁目店 東京都　青梅市新町３－３

ローソン青梅新町五丁目店 東京都　青梅市新町５－３－７

ローソン青梅東青梅四丁目店 東京都　青梅市東青梅四丁目４番５

ローソン青梅藤橋三丁目店 東京都　青梅市藤橋３－１－１２

ローソン永田町１丁目店 東京都　千代田区永田町１－１１－２８

ローソン合同庁舎第７号館店 東京都　千代田区霞が関３－２－２中央合同庁舎第７号館

ローソンＴＥＫＫＯ　ａｖｅｎｕｅ店 東京都　千代田区丸の内１－８－２

Ｎローソン丸の内ＭＹＰＬＡＺＡ店 東京都　千代田区丸の内２－１－１明治安田生命ビル３Ｆ

ローソン丸の内仲通りビル店 東京都　千代田区丸の内２－２－３

Ｎローソン丸の内ビルディング店 東京都　千代田区丸の内２－４－１

ローソン丸の内パークビル店 東京都　千代田区丸の内２－６－１Ｂ１

ローソン丸の内国際ビル店 東京都　千代田区丸の内３－１－１

Ｎローソン新東京ビル店 東京都　千代田区丸の内３－３－１

ＪＰローソン東京中央局店 東京都　千代田区丸の内二丁目７番２号ＪＰタワー地下１階

ローソン九段北目白通店 東京都　千代田区九段北１－１１－５

ローソン千代田三番町店 東京都　千代田区三番町６－４

Ｎローソン千代田四番町店 東京都　千代田区四番町６

ローソン三崎町二丁目店 東京都　千代田区神田三崎町２－１７－２

Ｎローソン日本大学病院店 東京都　千代田区神田駿河台１－６

ローソンＬＴＦ万世本店 東京都　千代田区神田須田町２－２１

ローソン秋葉原スクエア店 東京都　千代田区神田練塀町８５

ローソン大手町センタービル店 東京都　千代田区大手町１－１－３

Ｎローソン大手町ビル店 東京都　千代田区大手町１－６－１

ローソン大手町グランキューブ店 東京都　千代田区大手町一丁目９番２

ローソン大手町二丁目店 東京都　千代田区大手町二丁目３－５

ローソン神田駅東口店 東京都　千代田区鍛冶町２－２－９共伸会館

ローソン内幸町一丁目店 東京都　千代田区内幸町１－３－３

Ｎローソン日比谷国際ビル店 東京都　千代田区内幸町二丁目２番３号

Ｎローソン飯田橋三丁目店 東京都　千代田区飯田橋３－６－５

ローソン飯田橋サクラテラス店 東京都　千代田区富士見２－１０－２

Ｎローソン平河町森タワー店 東京都　千代田区平河町２－１６－１

ロ－ソン有楽町１丁目店 東京都　千代田区有楽町１－７－１

ローソン足立伊興四丁目店 東京都　足立区伊興４－６－２

ローソン花畑三丁目店 東京都　足立区花畑３－９－４

ローソン花畑一丁目店 東京都　足立区花畑一丁目６－７

ローソン舎人公園東店 東京都　足立区古千谷本町１－４－１

ローソン足立佐野１丁目店 東京都　足立区佐野１－１９－１

ローソン足立神明南店 東京都　足立区神明南１－１３－１０

ローソン西綾瀬三丁目店 東京都　足立区西綾瀬３－１７－１０

ローソン足立加平インター店 東京都　足立区西加平１－２－５０

ローソン西新井大師前店 東京都　足立区西新井１－２－４

ローソン北千住駅西口店 東京都　足立区千住２－６１

ローソン千住桜木一丁目店 東京都　足立区千住桜木一丁目１５－９

ローソン千住寿町店 東京都　足立区千住寿町２６－８

ローソン千住中居町店 東京都　足立区千住中居町１２－２２

ローソン足立千住二丁目店 東京都　足立区千住二丁目６２番１２

ロ－ソン足立扇３丁目店 東京都　足立区扇３－３－８

ローソン大谷田五丁目店 東京都　足立区大谷田５－３－２

ローソン足立谷在家店 東京都　足立区谷在家３－１９－１２

ローソンＬＴＦ足立竹ノ塚六丁目店 東京都　足立区竹ノ塚６ー１４ー６

ローソン島根一丁目店 東京都　足立区島根１－１－２９

ローソン保木間三丁目店 東京都　足立区保木間３－２１－１２

ローソン足立六月一丁目店 東京都　足立区六月１－１６－１２

ローソン足立六町四丁目店 東京都　足立区六町四丁目２－２８

ローソン多摩山王下一丁目店 東京都　多摩市山王下一丁目５番１３

ローソン丘の上パティオ店 東京都　多摩市落合１－４５－１

関東

東京



ローソン多摩和田店 東京都　多摩市和田２００５－７

ロ－ソン寿３丁目店 東京都　台東区寿３－３－１０

ローソン上野中央通店 東京都　台東区上野１－１－１０

ローソン上野一丁目店 東京都　台東区上野１－２０－１

ローソン上野四丁目店 東京都　台東区上野４－９－６

ローソン上野５丁目店 東京都　台東区上野５－１０－２４

ローソン上野５丁目昭和通店 東京都　台東区上野５－１－１

ローソン御徒町駅北口店 東京都　台東区上野５－２６－１２

ローソン台東西浅草二丁目店 東京都　台東区西浅草２－１３－１０

ローソン浅草観音店 東京都　台東区浅草２－２８－２５

ローソン浅草四丁目店 東京都　台東区浅草４－６－１

ローソン浅草七丁目店 東京都　台東区浅草７－９－１

ローソンＬＴＦ浅草橋店 東京都　台東区浅草橋１－２２－１６

ローソン台東三丁目店 東京都　台東区台東３－５－１０

ローソン東上野３丁目店 東京都　台東区東上野３－１７－８

ローソン羽田１丁目店 東京都　大田区羽田１－５－２０

ローソン穴守稲荷店 東京都　大田区羽田４－４－２２

ローソン羽田空港国際線ターミナル店 東京都　大田区羽田空港２－６－５国際線ターミナル１階

ローソン羽田空港第一ターミナルノース店 東京都　大田区羽田空港３－３－２第一旅客ターミナルＢ１

ローソン羽田空港ターミナルサウス店 東京都　大田区羽田空港３－３－２第一旅客ターミナルＢ１

ローソン羽田空港第二ターミナル店 東京都　大田区羽田空港３－４－２

ローソン鵜の木一丁目店 東京都　大田区鵜の木１－１８－１

ローソンＬＴＦ大田区役所店 東京都　大田区蒲田５－３９－４

ローソン蒲田駅東店 東京都　大田区蒲田５－８－１３

ローソン久が原１丁目店 東京都　大田区久が原１－１２－１１

ローソン大森駅西口店 東京都　大田区山王２－２－８

ローソン大田山王四丁目店 東京都　大田区山王４－１４－２

ローソンＬＴＦ大田蓮沼駅前店 東京都　大田区西蒲田７－１８－６

ローソン西鉄イン蒲田店 東京都　大田区西蒲田７－４９－５

ローソン西蒲田八丁目店 東京都　大田区西蒲田８丁目２３－１－１

ローソン西六郷四丁目店 東京都　大田区西六郷４－２１

ローソンＬＴＦ大森東一丁目店 東京都　大田区大森東１－６－８

ローソン大森南二丁目店 東京都　大田区大森南２－５－１８

ローソン池上駅前店 東京都　大田区池上６－２－１６

ローソン大森赤十字病院店 東京都　大田区中央４－３０－１

ローソン仲池上一丁目店 東京都　大田区仲池上１－２０－２０

ローソン田園調布一丁目店 東京都　大田区田園調布１－３９－５

ローソン東蒲田２丁目店 東京都　大田区東蒲田２－２－１１

ローソン東六郷２丁目店 東京都　大田区東六郷２－５－１０

ローソン萩中二丁目店 東京都　大田区萩中二丁目８－１０

ローソン東京流通センター店 東京都　大田区平和島６－１－１

Ｎローソン＋ｔｏｋｓ大岡山店 東京都　大田区北千束３－２７－１

ローソン北馬込松原橋店 東京都　大田区北馬込２－２９－１

ローソン武蔵新田駅前店 東京都　大田区矢口１－１７－３

ローソン京橋駅前店 東京都　中央区京橋２－４－１２

Ｎローソン東京スクエアガーデン３階店 東京都　中央区京橋３－１－１－３

ローソン東京スクエアガーデン店 東京都　中央区京橋三丁目１番１－１

Ｎローソン中央銀座一丁目店 東京都　中央区銀座１－１３－１５

Ｎローソン銀座２丁目店 東京都　中央区銀座２－１６－１２

ローソン銀座四丁目昭和通店 東京都　中央区銀座４－１１－２

ローソン東銀座駅前店 東京都　中央区銀座４－１４－１１

ロ－ソン銀座５丁目店 東京都　中央区銀座５－１４－１０

ローソンＧＩＮＺＡ　ＳＩＸ店 東京都　中央区銀座６－１０－１

Ｎローソン銀座６丁目店 東京都　中央区銀座６－２－１Ｄａｉｗａ銀座ビル１Ｆ

Ｎローソン銀座並木通店 東京都　中央区銀座７－５－１０

ローソン銀座八丁目店 東京都　中央区銀座８－４－９

ローソン東京銀座ベイホテル店 東京都　中央区銀座七丁目１３番１５

Ｎローソン銀座三井ビル店 東京都　中央区銀座八丁目１３番１号銀座三井ビルディング１

ローソン月島勝どき店 東京都　中央区月島４－１６－１

ローソン勝どき二丁目店 東京都　中央区勝どき２－１５－１

Ｎローソン新川１丁目店 東京都　中央区新川１－２４－１

ローソン新富一丁目店 東京都　中央区新富１－７－１７

関東

東京



ロ－ソン晴海トリトンスクエア店 東京都　中央区晴海１－８－１６晴海トリトンスクエア２Ｆ

ローソン新富町メトロピア店 東京都　中央区築地１－１－１

ローソン築地二丁目店 東京都　中央区築地２－１５－１３

Ｎローソン築地東劇ビル店 東京都　中央区築地４－１－１東劇ビル１階

Ｎローソン佃二丁目店 東京都　中央区佃２－１－３

ローソン佃二丁目店 東京都　中央区佃２－２－７

ローソン東日本橋二丁目店 東京都　中央区東日本橋２－４－３

ローソン東京日本橋店 東京都　中央区日本橋１－２－１９

Ｎローソン東京日本橋一丁目店 東京都　中央区日本橋１－７－９

ローソン日本橋三丁目店 東京都　中央区日本橋３－５－１１

ローソン日本橋横山町店 東京都　中央区日本橋横山町３－４

ロ－ソン茅場町駅前店 東京都　中央区日本橋茅場町１－１０－５

ローソン人形町駅前店 東京都　中央区日本橋人形町１－４－１０

Ｎローソン日本橋二丁目店 東京都　中央区日本橋二丁目１－２１

ローソン日本橋箱崎店 東京都　中央区日本橋箱崎町２７－２

ローソン日本橋本町二丁目店 東京都　中央区日本橋本町二丁目３番４号

ローソン八重洲一丁目店 東京都　中央区八重洲１－３－７

ロ－ソン八重洲中央口店 東京都　中央区八重洲２－１八重洲地下街中３

ローソン八重洲二丁目外堀通店 東京都　中央区八重洲２－６－２１

ローソン都立家政駅北店 東京都　中野区鷺宮３－１－１４

ローソン新中野駅前店 東京都　中野区中央四丁目１－３

ローソン中野セントラルパークイースト店 東京都　中野区中野４－１０－１

ローソン中野セントラルパークサウス店 東京都　中野区中野４－１０－２

Ｎローソン東京警察病院店 東京都　中野区中野４－２２－１

ローソンＬＴＦ中野五丁目店 東京都　中野区中野５－５１－１５

ローソン中野本町新橋通り店 東京都　中野区本町３－２０－１３

ローソン町田金井町店 東京都　町田市金井２－１９－１４

ローソン町田金井三丁目店 東京都　町田市金井３－３１－２

ローソン原町田六丁目店 東京都　町田市原町田６－７－５

ローソンＬＴＦ町田広袴店 東京都　町田市広袴３－２－１

ローソン町田忠生店 東京都　町田市根岸１－１３－２４

ローソン町田小山町店 東京都　町田市小山町１１６５－１

ローソン町田森野五丁目店 東京都　町田市森野５－９－１８

ローソン町田図師町店 東京都　町田市図師町６１２

ローソン町田成瀬街道店 東京都　町田市成瀬六丁目６番１４号

ローソン町田法政大学前店 東京都　町田市相原町４３０３－３

ローソン町田中町店 東京都　町田市中町１－２－２

ロ－ソン町田南成瀬１丁目店 東京都　町田市南成瀬１－２－２

ローソン町田成瀬中央通店 東京都　町田市南成瀬１－７－６

ローソン本町田店 東京都　町田市本町田８２３－１

ローソンＬＴＦ町田木曽東店 東京都　町田市木曽東４丁目２８－２３

ローソン町田野津田町店 東京都　町田市野津田町１０４９

ローソン調布小島二丁目店 東京都　調布市小島町２－４８－２６

ローソン調布駅南口店 東京都　調布市小島町二丁目４６番８

ローソン調布深大寺北町一丁目店 東京都　調布市深大寺北町一丁目２番４

ローソン西つつじヶ丘三丁目店 東京都　調布市西つつじヶ丘三丁目２５番４１新井ビル１Ｆ

ローソン仙川駅前店 東京都　調布市仙川町２－２１－１３

ローソン調布布田四丁目店 東京都　調布市布田４－２－９

ローソン調布駅北口店 東京都　調布市布田一丁目３５番２

ローソン東久留米幸町三丁目店 東京都　東久留米市幸町三丁目２番３号

ローソン東久留米大門町二丁目店 東京都　東久留米市大門町２－１－２１

ローソン東久留米滝山七丁目店 東京都　東久留米市滝山７－２２－１３

ローソン東村山久米川四丁目店 東京都　東村山市久米川４－４２－１

ローソン東大和清水６丁目店 東京都　東大和市清水６－１１８２－１

ローソン東大和清水五丁目店 東京都　東大和市清水五丁目９９２－７

ローソン東大和中央店 東京都　東大和市中央３－９０５－４

ローソンＬＴＦ東大和市駅前店 東京都　東大和市南街５－８９－１３

ローソン上北台駅前店 東京都　東大和市立野２－４－６

ローソン日野神明二丁目店 東京都　日野市神明２－２－５

ローソン日野石田一丁目店 東京都　日野市石田１－１８－９

ローソンＬＴＦ豊田駅前店 東京都　日野市多摩平１－２－２

ローソンＬＴＦ日野多摩平店 東京都　日野市多摩平１丁目１０－４

関東

東京



ローソン日野多摩平五丁目店 東京都　日野市多摩平５－２２－３

ローソン百草園駅前店 東京都　日野市落川９８５番１

ローソン八王子元横山町一丁目店 東京都　八王子市元横山町１－７－８

ローソン八王子インター店 東京都　八王子市左入町１７０－１

ローソン八王子四谷町店 東京都　八王子市四谷町６７４－３

ローソン八王子松木店 東京都　八王子市松木３２ー１

ローソン八王子千人町二丁目店 東京都　八王子市千人町２－１７－１８

ローソン八王子川口町店 東京都　八王子市川口町１５８５番１

ローソン八王子大楽寺町店 東京都　八王子市大楽寺町１３０－１

ローソン八王子四谷町交差点前店 東京都　八王子市大楽寺町４０３番１

ローソン八王子長沼町店 東京都　八王子市長沼町２０２番５

ローソン八王子長房町店 東京都　八王子市長房町４５０－１

ロ－ソン八王子東町店 東京都　八王子市東町９－１０

ローソン八王子南新町店 東京都　八王子市南新町１５

ローソン八王子片倉町店 東京都　八王子市片倉町４４０－１３

ローソン八王子卸売市場前店 東京都　八王子市北野町５８９番２

ローソンめじろ台グリーヒル通店 東京都　八王子市椚田町５４２－２

ローソン帝京大学附属病院店 東京都　板橋区加賀２－１１－１帝京大学医学部付属病院１階

ローソン帝京大学病院本院店 東京都　板橋区加賀２－１１－１帝京大学医学部付属病院６階

ローソン板橋高島平一丁目店 東京都　板橋区高島平１－１９－１４

ローソン高島平駅前店 東京都　板橋区高島平８－４－４

ローソン板橋坂下一丁目店 東京都　板橋区坂下１丁目３３番１０号

ローソン板橋若木三丁目店 東京都　板橋区若木３－２７－１

ローソン志村坂上駅南店 東京都　板橋区小豆沢２－１６－１２

ローソン常盤台四丁目店 東京都　板橋区常盤台４－１８－１０

ローソン板橋成増五丁目店 東京都　板橋区成増５－１２－２７

ローソン板橋清水町店 東京都　板橋区清水町７２－３

ローソン板橋赤塚三丁目店 東京都　板橋区赤塚３－８－１５

ローソン板橋赤塚六丁目店 東京都　板橋区赤塚６－３９－２１

ローソン板橋赤塚新町一丁目店 東京都　板橋区赤塚新町１－１９－３

ローソン前野町店 東京都　板橋区前野町２－４－１

ローソン前野町六丁目店 東京都　板橋区前野町６－３９－１

ローソン東武練馬駅北口店 東京都　板橋区徳丸２－３－１徳丸スクエア２Ｆ

ローソン板橋蓮根二丁目店 東京都　板橋区蓮根２－２７－１２

ローソン品川荏原三丁目店 東京都　品川区荏原３－８－１４

ローソンＬＴＦ品川戸越公園駅前店 東京都　品川区戸越６－７－２６

ローソン大井競馬場前店 東京都　品川区勝島一丁目６－２６

Ｎローソンシティコート目黒店 東京都　品川区上大崎２－１０－３３

ローソン西五反田二丁目店 東京都　品川区西五反田２－１３－５

ローソン西五反田店 東京都　品川区西五反田２－３１－６

Ｎローソン五反田ＴＯＣ店 東京都　品川区西五反田７－２２－１７

Ｎローソン品川区役所前店 東京都　品川区大井１－１６－２

ローソンゲートシティ大崎アトリウム店 東京都　品川区大崎１－１１－１

ローソンゲートシティ大崎店 東京都　品川区大崎１－１１－２ゲートシティ大崎イースト１Ｆ

ローソンアートヴィレッジ大崎店 東京都　品川区大崎１－２－２セントラルタワー２Ｆ

Ｎローソン大崎センタービル店 東京都　品川区大崎１－５－１

ローソンＴＯＣ大崎店 東京都　品川区大崎１丁目６番１号

ローソン荏原中延駅前店 東京都　品川区中延二丁目１５－８

ローソン大井町銀座通り店 東京都　品川区東大井５－３－７

ローソン品川シーサイドフォレスト店 東京都　品川区東品川４－１２－８

ローソンＬＴＦ府中小柳町店 東京都　府中市小柳町５－６－９

ローソン府中白糸台三丁目店 東京都　府中市白糸台三丁目５番２

ローソン武蔵村山榎三丁目店 東京都　武蔵村山市榎三丁目１１９番１

ローソン武蔵村山残堀五丁目店 東京都　武蔵村山市残堀五丁目８７番１

ローソン武蔵村山神明四丁目店 東京都　武蔵村山市神明４－１５－３

ローソン武蔵村山中央三丁目店 東京都　武蔵村山市中央３－５０－１

ローソン吉祥寺本町一丁目店 東京都　武蔵野市吉祥寺本町１－１８－３

ローソン武蔵野赤十字病院店 東京都　武蔵野市境南町１－２６－１

ローソン武蔵野境南町二丁目店 東京都　武蔵野市境南町二丁目１０－２２

ローソン武蔵野桜堤二丁目店 東京都　武蔵野市桜堤２－７－９

ローソン武蔵野西久保三丁目店 東京都　武蔵野市西久保３－２３－１１

ローソン武蔵野タワーズ店 東京都　武蔵野市中町１－１１－１６

関東

東京



ローソン福生南田園三丁目店 東京都　福生市南田園３－４－７

ローソン東京ドームシティ店 東京都　文京区後楽１－３－６１

ローソン御茶ノ水店 東京都　文京区湯島１－５－２８

ローソン湯島駅前店 東京都　文京区湯島３－２４－１３

ローソン御茶ノ水ＭＫビル店 東京都　文京区湯島一丁目８番２号

ローソン都営水道橋駅前店 東京都　文京区本郷１－２０－３

ローソンＮＬ順天堂病院Ｃ棟店 東京都　文京区本郷３－１－３Ｃ棟

Ｎローソン東大赤門前店 東京都　文京区本郷５－２６－２

Ｎローソン都立駒込病院店 東京都　文京区本駒込三丁目１８番２２号

ローソン駒込１丁目店 東京都　豊島区駒込１－２４－９

ローソン西池袋二丁目店 東京都　豊島区西池袋２－４１－８

ローソン豊島西池袋五丁目店 東京都　豊島区西池袋五丁目１８番１１号

ローソンＬＴＦ北池袋駅前店 東京都　豊島区池袋本町１－３７－９

ローソン東池袋店 東京都　豊島区東池袋１－３１－１０

ローソン南大塚三丁目店 東京都　豊島区南大塚３－３２－６

ロ－ソン大塚駅南口店 東京都　豊島区南大塚３－５３－１１

ローソン北区王子一丁目店 東京都　北区王子１－１６－５

ロ－ソン王子二丁目店 東京都　北区王子２－１８－１２

ローソン滝野川七丁目明治通り店 東京都　北区滝野川七丁目４９番１

ローソン北区東十条四丁目店 東京都　北区東十条四丁目５番地２２

ローソンスーパーホテル錦糸町店 東京都　墨田区錦糸１－４－１２

ローソン錦糸町北口店 東京都　墨田区錦糸３－７－１５

ローソン墨田吾妻橋二丁目店 東京都　墨田区吾妻橋２－１－２

ローソン吾妻橋三丁目店 東京都　墨田区吾妻橋３－７－１３

ローソン墨田江東橋四丁目店 東京都　墨田区江東橋４－２６－１１

ローソン都立墨東病院店 東京都　墨田区江東橋４丁目２３－１５

ローソン墨田石原二丁目店 東京都　墨田区石原２－３－１０

ローソン石原四丁目店 東京都　墨田区石原４－２５－１

ローソン八広一丁目店 東京都　墨田区八広一丁目１番３

ロ－ソン下目黒１丁目店 東京都　目黒区下目黒１－５－１９

ローソン自由ケ丘店 東京都　目黒区自由ケ丘１－１４－１４

ローソン自由ヶ丘二丁目店 東京都　目黒区自由ヶ丘２－９－１２

ローソン上目黒山手通り店 東京都　目黒区上目黒三丁目１４－８

ロ－ソン目黒洗足駅前店 東京都　目黒区洗足２－２４－１５

ローソン目黒大橋二丁目店 東京都　目黒区大橋２－４－８

ローソン学芸大学店 東京都　目黒区鷹番２－４－７

ローソン目黒東山店 東京都　目黒区東山１－８－６

ローソン目黒大鳥神社前店 東京都　目黒区目黒３－９－１

ローソン一番町四丁目店 東京都　立川市一番町四丁目５２番１１

ローソン立川羽衣町三丁目店 東京都　立川市羽衣町３－１２

ロ－ソン立川ウインズ通り店 東京都　立川市錦町１－１－２７

ローソン立川幸町四丁目店 東京都　立川市幸町四丁目１８番４２

ローソン立川砂川町店 東京都　立川市砂川町二丁目６０番地の１

ローソン立川南口大通店 東京都　立川市柴崎町３－１４－２

ローソン立川曙橋店 東京都　立川市曙町２－１０－１

ローソン立川柏町店 東京都　立川市柏町二丁目１２番９

ローソン立川富士見町六丁目店 東京都　立川市富士見町６－４８－２７

ローソン練馬旭町一丁目店 東京都　練馬区旭町１－３１－１１

ローソン練馬関町北五丁目店 東京都　練馬区関町北５－９－１

ローソン練馬錦二丁目店 東京都　練馬区錦２－１３－１４

ローソン練馬高野台一丁目店 東京都　練馬区高野台１－１０－３

Ｎローソン順天堂練馬病院店 東京都　練馬区高野台３－１－１０

ローソン練馬春日町二丁目店 東京都　練馬区春日町２－１４－１

ローソン小竹向原店 東京都　練馬区小竹町２－３－１

ローソン小竹向原駅前店 東京都　練馬区小竹町２－３３－２３

ローソン練馬大泉町三丁目店 東京都　練馬区大泉町３－３２－１０

ローソン練馬大泉町五丁目店 東京都　練馬区大泉町五丁目４－５

ローソンＬＴＦ練馬谷原店 東京都　練馬区谷原１丁目２２番１１号

ローソン練馬中村三丁目店 東京都　練馬区中村３－９－１３

ローソン練馬土支田二丁目店 東京都　練馬区土支田２－１９－１

ローソン練馬土支田通店 東京都　練馬区土支田４－９－６

ローソン大泉学園駅前店 東京都　練馬区東大泉１－２８－７

関東

東京



ローソン練馬東大泉五丁目店 東京都　練馬区東大泉５－１９－４

ローソン練馬東大泉一丁目店 東京都　練馬区東大泉一丁目３７－８

ローソン練馬北町二丁目店 東京都　練馬区北町２－２３－１５

ローソン氏家卯の里店 栃木県　さくら市卯の里３－３３－１

ローソンさくら卯の里一丁目店 栃木県　さくら市卯の里一丁目１３番１

ローソンさくら市櫻野店 栃木県　さくら市櫻野８８６－２

ローソンさくら市櫻野八幡店 栃木県　さくら市櫻野字二ツ塚４３４－１

ローソン宇都宮テクノポリスセンター店 栃木県　宇都宮市ゆいの杜７－８－４

ローソン宇都宮越戸二丁目店 栃木県　宇都宮市越戸２－１８－４

ローソン宇都宮下岡本町店 栃木県　宇都宮市下岡本町２４１７－４

ローソン宇都宮下栗一丁目店 栃木県　宇都宮市下栗一丁目２１番７

ローソン宇都宮下栗町店 栃木県　宇都宮市下栗町字南原１３５６番１

ローソン宇都宮関堀町店 栃木県　宇都宮市関堀町７４４－３

ローソン宇都宮岩曽町島之内店 栃木県　宇都宮市岩曽町３４－７

ローソン宇都宮吉野一丁目店 栃木県　宇都宮市吉野１－５－１

ローソン宇都宮４号御幸店 栃木県　宇都宮市御幸本町４８６４番地１８

ローソン宇都宮若草五丁目店 栃木県　宇都宮市若草５－１０－８

ローソン宇都宮宿郷一丁目店 栃木県　宇都宮市宿郷一丁目１８番１

ローソン宇都宮春日町店 栃木県　宇都宮市春日町１０－１

ローソン宇都宮上横田町店 栃木県　宇都宮市上横田町７７０－２７

ローソン宇都宮上籠谷町店 栃木県　宇都宮市上籠谷町字下西原３１５５

ローソン宇都宮新里町店 栃木県　宇都宮市新里町丁１２５６－１３

ローソン宇都宮針ヶ谷町店 栃木県　宇都宮市針ヶ谷町字新田５００番１

ローソン宇都宮清原台五丁目店 栃木県　宇都宮市清原台５－１７－２４

ローソン宇都宮西一の沢町店 栃木県　宇都宮市西一の沢町２１８６－３

ローソン宇都宮駅西口店 栃木県　宇都宮市川向町１－２３

ローソン宇都宮泉が丘一丁目店 栃木県　宇都宮市泉が丘１－１５－２６

ローソン宇都宮中戸祭店 栃木県　宇都宮市中戸祭１－９－２８

ローソン宇都宮鶴田二丁目店 栃木県　宇都宮市鶴田２－４－４

ローソン宇都宮鶴田三丁目店 栃木県　宇都宮市鶴田三丁目２番１

ローソン宇都宮東宿郷四丁目店 栃木県　宇都宮市東宿郷４－２－１７

ローソン宇都宮白沢町店 栃木県　宇都宮市白沢町字上ノ台１８５４－１

ローソン宇都宮平出町店 栃木県　宇都宮市平出町字滝４０８０－１６

ローソン宇都宮平松本町店 栃木県　宇都宮市平松本町１２１７－６

ローソン宇都宮平松本町下並塚店 栃木県　宇都宮市平松本町下並塚８０５－８６

ローソン宇都宮宝木二丁目店 栃木県　宇都宮市宝木町２－８０４－１

ローソン壬生駅東店 栃木県　下都賀郡壬生町駅東町８－９４－１

ローソン壬生至宝二丁目店 栃木県　下都賀郡壬生町至宝２－４３－１

ローソン壬生町壬生乙店 栃木県　下都賀郡壬生町壬生乙７８８－１

ローソン獨協医科大学病院店 栃木県　下都賀郡壬生町北小林８８０

ローソン野木丸林店 栃木県　下都賀郡野木町丸林６４７－１

ローソン野木友沼南店 栃木県　下都賀郡野木町大字友沼５８６１－１

ローソン下野下古山店 栃木県　下野市下古山字周防塚２３２８番４

ローソン下野石橋店 栃木県　下野市石橋４１４－３

ローソン南河内薬師寺店 栃木県　下野市薬師寺六具２８７２－１

ローソン上三川西汗店 栃木県　河内郡上三川町西汗１６６２－２３

ローソン上三川冨士山店 栃木県　河内郡上三川町大字上三川３４９４－６

ローソン佐野新都市店 栃木県　佐野市越名町２０３９番４

ローソン佐野犬伏新町店 栃木県　佐野市犬伏新町８０７－８

ローソン佐野上羽田町店 栃木県　佐野市上羽田町７４２－３

ローソン佐野植上町店 栃木県　佐野市植上町１８２２－１

ローソン佐野赤坂町店 栃木県　佐野市赤坂町５２３－１

ローソン佐野浅沼町店 栃木県　佐野市浅沼町８０７

ローソン佐野大橋町店 栃木県　佐野市大橋町字腰巻２０６２番１

ローソン佐野田沼店 栃木県　佐野市田沼町１８０１－３

ローソン佐野堀米町店 栃木県　佐野市堀米町１６０７－１

ローソン鹿沼栄町二丁目店 栃木県　鹿沼市栄町二丁目７番９

ローソン鹿沼上田町店 栃木県　鹿沼市上田町２３２９－１

ローソン鹿沼西茂呂三丁目店 栃木県　鹿沼市西茂呂三丁目５６番２

ローソン鹿沼麻苧町店 栃木県　鹿沼市麻苧町字麻苧町１５６０

ローソン小山駅東通り二丁目店 栃木県　小山市駅東通り２－４０－２３

ローソン小山駅南町四丁目店 栃木県　小山市駅南町四丁目３１番２

関東

東京

栃木



ローソン小山乙女二丁目店 栃木県　小山市乙女２－２６－２１

ローソン小山喜沢東店 栃木県　小山市荒井字古光５８－１

ローソン小山城東六丁目店 栃木県　小山市城東６－１３－９

ローソン小山西城南三丁目店 栃木県　小山市西城南三丁目２１番１

ローソン小山横倉店 栃木県　小山市大字横倉字県道５８７－３

ローソン新小山市民病院店 栃木県　小山市大字神鳥谷２２５１－１新小山市民病院１Ｆ

ローソン小山東黒田店 栃木県　小山市大字東黒田字麓３２１－７

ローソン小山中久喜五丁目店 栃木県　小山市中久喜５－２１－１６

ローソン小山土塔店 栃木県　小山市土塔２３６

ローソン真岡亀山二丁目店 栃木県　真岡市亀山２７５－１

ローソン真岡熊倉店 栃木県　真岡市熊倉２－９－６

ローソン真岡荒町店 栃木県　真岡市荒町１１８１－２

ローソン真岡上高間木三丁目店 栃木県　真岡市上高間木３－６－１

ローソン真岡上大田和店 栃木県　真岡市上大田和字玄蕃山１３３０－１

ローソン真岡田町店 栃木県　真岡市田町１９７６－１

ローソン足利羽刈町店 栃木県　足利市羽刈町１０７１

ローソン足利大月町店 栃木県　足利市大月町８１７－１

ローソン足利通五丁目店 栃木県　足利市通五丁目３１９５番１

ローソン足利東砂原後店 栃木県　足利市東砂原後町１０５２－１０

ローソン足利八幡町店 栃木県　足利市八幡町４９４番１

ローソン足利葉鹿町店 栃木県　足利市葉鹿町１－１５－３

ローソン黒羽向町店 栃木県　大田原市黒羽向町１４５４－１

ローソン栃木岩舟バイパス店 栃木県　栃木市岩舟町静２１７１番３

ローソン栃木大宮町ＬＧ店 栃木県　栃木市大宮町字向原２１７７番７

ローソン栃木川連店 栃木県　栃木市大平町川連６２６－１

ローソン大平バイパス店 栃木県　栃木市大平町富田字猿渕２３９３－１

ローソン栃木箱森町東店 栃木県　栃木市箱森町字東町１０９８番１

ローソン栃木平柳町二丁目店 栃木県　栃木市平柳町二丁目１９－６

ローソン栃木片柳二丁目店 栃木県　栃木市片柳町二丁目１４番地２０号

ローソン那須烏山旭一丁目東店 栃木県　那須烏山市旭１－１６－９

ローソン那須塩原一区町店 栃木県　那須塩原市一区町１６２－９

ローソン那須塩原清住町店 栃木県　那須塩原市清住町９４番２３２

ローソン那須塩原西遅沢店 栃木県　那須塩原市西遅沢１３７－１０

ローソン西那須野駅東口店 栃木県　那須塩原市西朝日町１６－１５

ローソン那須塩原東三島五丁目店 栃木県　那須塩原市東三島５－１０３－１０

ローソン那須塩原豊浦南町店 栃木県　那須塩原市豊浦南町１００－６８０

ローソン那珂川馬頭店 栃木県　那須郡那珂川町馬頭１８３６－３

ローソン日光栗原店 栃木県　日光市栗原３５６－１

ローソン今市工業高校前店 栃木県　日光市荊沢字上原６０１番地５３

ローソン日光所野店 栃木県　日光市所野２－１

ローソン日光東照宮前店 栃木県　日光市本町２－３２

ローソン今市大沢インター店 栃木県　日光市木和田島２０７４－３

ローソン益子七井店 栃木県　芳賀郡益子町大字大沢御座内１８８－６

ローソン市貝市塙店 栃木県　芳賀郡市貝町大字市塙３６０８－１

ローソン市貝町店 栃木県　芳賀郡市貝町大字赤羽字内堀道東３８４４

ローソン矢板中店 栃木県　矢板市中４５６－１

ローソン高岡南店 富山県　高岡市赤祖父７０５

ローソン高岡伏木古府店 富山県　高岡市伏木古府１丁目２－３

ローソン立山日俣店 富山県　中新川郡立山町２４－１

ローソン氷見警察署前店 富山県　氷見市窪６２０番１

ローソンマリエとやま店 富山県　富山市桜町１－１－６１

ローソン富山城川原店 富山県　富山市上野新町４７６－２

ローソン富山天正寺店 富山県　富山市天正寺１１２５

ローソン婦中西ケ丘店 富山県　富山市婦中町西ケ丘４７４－１２

ローソン富山豊田町二丁目店 富山県　富山市豊田町二丁目１０番４０号

ローソン富山掛尾北店 富山県　富山市堀川町３３０番１

ローソン越前村国店 福井県　越前市村国３－６７－１

ローソン鯖江宮前店 福井県　鯖江市宮前２－４００

ローソン小浜和久里店 福井県　小浜市和久里３４号踏通７番

ローソン敦賀新和町店 福井県　敦賀市新和町１－２２－２

ローソン福井高木中央一丁目店 福井県　福井市高木中央１丁目３０２番地

ローソン福井二の宮店 福井県　福井市二の宮４０１番

関東

北陸・中部

栃木

富山

福井



ローソン福井板垣三丁目店 福井県　福井市板垣３－１６２５

ローソン阿賀野京ヶ瀬店 新潟県　阿賀野市姥ヶ橋１－７－１

ローソン安田小松店 新潟県　阿賀野市小松１４３２－１

ローソン阿賀野中央町店 新潟県　阿賀野市中央町１－１０－３

ローソン燕吉田店 新潟県　燕市吉田２７６６番地

ローソン燕杣木店 新潟県　燕市大字杣木字善九郎２６３３－１

ローソン見附学校町店 新潟県　見附市学校町１－５－３０

ローソン五泉太田店 新潟県　五泉市太田２－７－７

ローソン佐渡羽茂店 新潟県　佐渡市羽茂本郷１８６－１

ローソン佐渡中興店 新潟県　佐渡市中興甲１１０６－８

ローソン三条旭町二丁目店 新潟県　三条市旭町二丁目４－４０

ローソン三条下須頃店 新潟県　三条市下須頃２０６－１

ローソン三条西中店 新潟県　三条市大字西中字野中９５７－１

ローソン三条東三条店 新潟県　三条市東三条２－１９－５

ローソン三条本町店 新潟県　三条市本町５－１－５０

ローソン糸魚川中宿店 新潟県　糸魚川市大字中宿５１９番地１

ローソン十日町西本町店 新潟県　十日町市西本町６５９－１

ローソン小千谷駅前店 新潟県　小千谷市東栄一丁目４番１９号

ローソン上越下門前店 新潟県　上越市下門前２３６０

ローソン上越春日山町二丁目店 新潟県　上越市春日山町２丁目６番２号

ローソン上越川原町店 新潟県　上越市川原町８９０－１

ローソン大潟土底浜店 新潟県　上越市大潟区土底浜１４６０－１

ローソン上越大日店 新潟県　上越市大字大日３１

ローソン上越福田店 新潟県　上越市大字福田２８９番地

ローソン上越南城町店 新潟県　上越市南城町１－１０－１６

ローソン上越富岡店 新潟県　上越市富岡３４６８－３

ローソン亀田四ツ興野店 新潟県　新潟市江南区亀田四ツ興野２－１－４８

ローソン新関店 新潟県　新潟市秋葉区小口１２８７－１

ローソン新潟岩室店 新潟県　新潟市西蒲区栄１９２３－１

ローソン新潟亀貝店 新潟県　新潟市西区亀貝７３５番地１

ローソン新潟坂井東二丁目店 新潟県　新潟市西区坂井東２－１２－１７

ローソン新潟小針五丁目店 新潟県　新潟市西区小針５－１７－６

ローソン新潟青山一丁目店 新潟県　新潟市西区青山１－１２－２０

ローソン新潟木場店 新潟県　新潟市西区木場２３０９－１

ローソン新潟愛宕店 新潟県　新潟市中央区愛宕１丁目７－１９

ローソン新潟大学病院店 新潟県　新潟市中央区旭町通一番町７５４番地３

ローソン新潟駅オレンジガーデン店 新潟県　新潟市中央区花園１－１－１

ローソン新潟紫竹山六丁目店 新潟県　新潟市中央区紫竹山６－３－８

ローソン新潟鳥屋野店 新潟県　新潟市中央区鳥屋野南３－１２－９

ローソン新潟明石通店 新潟県　新潟市中央区東大通１－７－１６

ローソン新潟駅南店 新潟県　新潟市中央区南笹口１－２－２５

ローソン新潟南出来島店 新潟県　新潟市中央区南出来島１－９－２７

ＪＰローソン万代シティ郵便局店 新潟県　新潟市中央区八千代１－７－２８

ローソン新潟岡山店 新潟県　新潟市東区岡山３４０番１

ローソン新潟牡丹山五丁目店 新潟県　新潟市東区牡丹山５－３－３２

ローソン新潟下山店 新潟県　新潟市東区下山２丁目５９４

ローソン新潟中野山店 新潟県　新潟市東区若葉町１－１９－８１

ローソン白根高井団地店 新潟県　新潟市南区高井東１丁目２－３６

ローソン新潟白根七軒店 新潟県　新潟市南区七軒字前２２０番４

ローソン新潟新崎二丁目店 新潟県　新潟市北区新崎２－４－６８

ローソン尾山店 新潟県　新潟市北区北陽１丁目２４８０－６

ローソン新発田佐々木店 新潟県　新発田市佐々木３４６５

ローソン新発田舟入町一丁目店 新潟県　新発田市舟入町１－１５－１

ローソン新発田舟入町三丁目店 新潟県　新発田市舟入町三丁目４－１５

ローソン新発田中曽根二丁目店 新潟県　新発田市中曽根町二丁目１７－１４

ローソン荒川十文字店 新潟県　村上市坂町３５０２－１

ローソン胎内西本町店 新潟県　胎内市西本町２４－４

ローソン立川綜合病院前店 新潟県　長岡市旭岡２－９２

ローソン長岡関原店 新潟県　長岡市関原南３丁目４９０３－１

ローソン長岡喜多町店 新潟県　長岡市喜多町１１２２－７

ローソン長岡新保店 新潟県　長岡市新保１－２２－１２

ローソン長岡摂田屋一丁目店 新潟県　長岡市摂田屋一丁目９２５番１

北陸・中部

福井

新潟



ローソン長岡渡場町店 新潟県　長岡市渡場町２番２０

ローソン長岡インター店 新潟県　長岡市南七日町８９－２６

ローソン長岡表町店 新潟県　長岡市表町１－１０－７

ローソン長岡蓮潟店 新潟県　長岡市蓮潟１－１－３４

ローソン湯沢神立店 新潟県　南魚沼郡湯沢町大字神立１６０２－１

ローソン柏崎インター店 新潟県　柏崎市三和町８番５９号

ローソン柏崎田中店 新潟県　柏崎市田中２４－１９

ローソン聖籠山倉店 新潟県　北蒲原郡聖籠町大字諏訪山字聖籠山９０６－１２

ローソン安曇野警察署前店 長野県　安曇野市豊科５７０９－１

ローソン伊那北店 長野県　伊那市山寺１７６５－１

ローソン塩尻桔梗ヶ原店 長野県　塩尻市大字広岡高出字西桔梗ヶ原２２２５番１

ローソン岡谷小萩三丁目店 長野県　岡谷市長地小萩３－２７２４－４

ローソン阿智駒場店 長野県　下伊那郡阿智村大字駒場４９６－１

ローソン高森町店 長野県　下伊那郡高森町山吹４４６１－１

ローソン茅野宮川店 長野県　茅野市宮川字家下４４８５－５

ローソン茅野中沖店 長野県　茅野市中沖６－１０

ローソン茅野米沢店 長野県　茅野市米沢字下辻上３０９４－１

ローソン駒ヶ根赤穂店 長野県　駒ヶ根市赤穂７１８３番１

ローソン臼田店 長野県　佐久市下小田切１０３－７

ローソン佐久岩村田本町店 長野県　佐久市大字岩村田字中宿８０７－７

ローソン小諸乙女店 長野県　小諸市乙女９－１２

ローソン小諸御影店 長野県　小諸市大字御影新田２４０４－２

ローソン松本庄内店 長野県　松本市庄内３－５－７

ローソン松本新村店 長野県　松本市新村５２１

ローソン松本石芝店 長野県　松本市石芝４－１－１２

ローソン松本流通団地南店 長野県　松本市村井町西２－２－２９

ローソン松本菅野店 長野県　松本市大字笹賀３４７９番１

ローソン松本寿白瀬渕店 長野県　松本市大字寿白瀬渕字大畑２１２５－１０

ローソン上田古里店 長野県　上田市古里字西ノ手８０－３

ローソン上田真田町店 長野県　上田市真田町大字本原７４７－１

ローソン上田バイパス店 長野県　上田市大字上田１８２３

ローソン上田中央一丁目店 長野県　上田市中央１－７－１９

ローソン上田長瀬店 長野県　上田市長瀬字宮下２９２１番１

ローソン坂城村上店 長野県　埴科郡坂城町大字上五明字旅屋場６４０－１

ローソン下諏訪社店 長野県　諏訪郡下諏訪町社字社４－２

ローソン須坂上中町店 長野県　須坂市中町２３６－１

ローソン千曲稲荷山店 長野県　千曲市大字稲荷山１９１８－１

ローソン戸倉今井店 長野県　千曲市大字戸倉字清水尻２６４６－１

ローソン千曲桜堂店 長野県　千曲市大字桜堂字西沖３６８番１

ローソン中野岩船店 長野県　中野市大字岩船字道添３０２－１

ローソン中野西条店 長野県　中野市大字中野２７３－７

ローソン長野稲田一丁目店 長野県　長野市稲田１－１３－１２

ローソン長野稲田三丁目店 長野県　長野市稲田３－３７－５

ローソン長野稲里町田牧店 長野県　長野市稲里町田牧１５８２－１

ローソン長野三輪六丁目店 長野県　長野市三輪６－１７－１５

ローソン長野篠ノ井村山店 長野県　長野市篠ノ井山布施８５６８－１

ローソン長野西尾張部店 長野県　長野市若宮二丁目１２番１

ローソン長野松代町店 長野県　長野市松代町西寺尾１０３９－１

ローソン長野上松三丁目店 長野県　長野市上松３－２５－３２

ローソン青木島大塚店 長野県　長野市青木島大塚字大北１５５４番１

ローソン長野川中島原店 長野県　長野市川中島町原４５８

ローソン長野川中島御厨店 長野県　長野市川中島町御厨字堂野９３９番地１

ローソン長野川中島今里店 長野県　長野市川中島町今里字塚田８０４番１

ローソン長野安茂里店 長野県　長野市大字安茂里字上河原３５９５番１

ローソン長野日詰店 長野県　長野市大字稲葉字日詰沖１３８６－３

ローソン長野市民病院店 長野県　長野市大字富竹１３３３－１

ローソン長野北長池店 長野県　長野市大字北長池字布野境１１７６－５

ローソン長野ホクト文化ホール前店 長野県　長野市中御所二丁目３９１番１

ローソン東御井高店 長野県　東御市和７３８８－１

ローソン野辺山店 長野県　南佐久郡南牧村大字板橋字小板橋８８０－５

ローソン飯山静間バイパス店 長野県　飯山市大字静間字田中２０８９－２

ローソン飯田丸山町店 長野県　飯田市丸山町２－１－１

長野

北陸・中部

新潟



ローソン飯田座光寺店 長野県　飯田市座光寺４７３７－１

ローソン飯田駄科店 長野県　飯田市駄科１２８０

ローソン飯田バイパス店 長野県　飯田市鼎一色３９２－１

ローソン飯田鼎一色店 長野県　飯田市鼎一色８８

ローソン飯田西鼎店 長野県　飯田市鼎下山９１３番１

ローソン飯田八幡町店 長野県　飯田市八幡町２１５２－８

ローソン軽井沢鳥井原店 長野県　北佐久郡軽井沢町大字長倉字鳥井原脇１６８８番１

ローソンビーナスライン白樺湖店店 長野県　北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野字白樺湖１５７０－１

ローソン立科山部店 長野県　北佐久郡立科町大字山部字峠反１５０番地他８筆

ローソン塩山下塩後店 山梨県　甲州市塩山下塩後５３５番２

ローソン甲州勝沼店 山梨県　甲州市勝沼町勝沼７５６－１

ローソン甲斐大下条南店 山梨県　甲斐市大下条６５１－１

ローソン甲斐大下条店 山梨県　甲斐市大下條字松ノ尾１０８９番１

ローソン甲斐大垈店 山梨県　甲斐市大垈５９－１

ローソン甲斐中下条店 山梨県　甲斐市中下条９６０－１

ローソン甲斐富竹新田店 山梨県　甲斐市富竹新田２１６番１

ローソン甲斐万才店 山梨県　甲斐市万才２８３－３

ローソン甲斐竜王バイパス店 山梨県　甲斐市竜王１０４１－２

ローソン甲斐竜王新町店 山梨県　甲斐市竜王新町２２５０－１

ローソン甲府高畑二丁目店 山梨県　甲府市高畑二丁目１８－８

ローソン甲府住吉一丁目店 山梨県　甲府市住吉１－１３－８

ローソン甲府上今井南店 山梨県　甲府市上今井町１０６５

ローソン甲府城東店 山梨県　甲府市城東１－１６－９

ローソン甲府城東三丁目店 山梨県　甲府市城東３－９－１４

ローソン甲府万才橋店 山梨県　甲府市大里町２１５４－４４

ローソン甲府貢川団地前店 山梨県　甲府市中村町１４－２１

ローソン甲府堀之内店 山梨県　甲府市堀之内町７０９番

ローソン甲府里吉三丁目店 山梨県　甲府市里吉３－１０－８

ローソン山梨上神内川店 山梨県　山梨市上神内川１２８８番２の１

ローソン市川三郷高田店 山梨県　西八代郡市川三郷町高田５３５－１

ローソン市川三郷大塚店 山梨県　西八代郡市川三郷町大塚１０６４－３５

ローソン山梨大学医学部附属病院店 山梨県　中央市下河東１１１０番地

ローソン浅原橋東店 山梨県　中央市西花輪２７２５－６

ローソン昭和常永店 山梨県　中巨摩郡昭和町上河東１番地常永４６－１３

ローソン昭和西条小前店 山梨県　中巨摩郡昭和町西条２３７４－１

ローソン昭和西条梅ノ木店 山梨県　中巨摩郡昭和町西条字梅ノ木６６０番１

ローソン釜無工業団地北店 山梨県　中巨摩郡昭和町築地新居７３０－２

ローソン笛吹一宮東原店 山梨県　笛吹市一宮町東原１８５－１

ローソン山梨一宮末木店 山梨県　笛吹市一宮町末木６７０－１

ローソン笛吹御坂成田店 山梨県　笛吹市御坂町成田９７１－２

ローソン春日居鎮目店 山梨県　笛吹市春日居町鎮目５

ローソン笛吹石和河内店 山梨県　笛吹市石和町河内３３－２

ローソン石和砂原店 山梨県　笛吹市石和町砂原１９－１

ローソン石和四日市場店 山梨県　笛吹市石和町四日市場２０３１－３３

ローソン笛吹石和町店 山梨県　笛吹市石和町八田３３０－５４

ローソン都留小野店 山梨県　都留市小野４１６－１２

ローソン南アルプス鏡中條店 山梨県　南アルプス市鏡中條３１１－１

ローソン南アルプス三郡店 山梨県　南アルプス市東南湖８０７－１

ローソン南アルプス桃園北店 山梨県　南アルプス市桃園３５９－６

ローソン富士川鰍沢店 山梨県　南巨摩郡富士川町鰍沢１３９５－１

ローソン富士川増穂インター店 山梨県　南巨摩郡富士川町青柳町１１４６－１

ローソン河口湖バイパス店 山梨県　南都留郡河口湖町船津６８４１－１

ローソン山中湖西店 山梨県　南都留郡山中湖村山中８６５－２６６

ローソン富士急ハイランド前店 山梨県　南都留郡冨士河口湖町船津６６６３－１１

ローソン鳴沢店 山梨県　南都留郡鳴沢村３６１６番地１

ローソン韮崎中央公園前店 山梨県　韮崎市藤井町北下條２０８３－１

ローソン韮崎インター店 山梨県　韮崎市穂坂町宮久保７９８－１

ローソン富士吉田旭二丁目店 山梨県　富士吉田市旭２丁目５－１１

ローソン富士吉田横町バイパス店 山梨県　富士吉田市上吉田４２４７－７

ローソン富士吉田大明見三丁目店 山梨県　富士吉田市大明見三丁目１番１

ローソン富士吉田下吉田店 山梨県　富士吉田市富士見５－６－６

ローソン小淵沢インタ－店 山梨県　北杜市小淵沢町字井詰原２９７８－１

長野

山梨

北陸・中部



ローソン須玉インター店 山梨県　北杜市須玉町大豆生田１８３２

ローソン山梨白州町店 山梨県　北杜市白州町白須３０１－５

ローソン伊東宇佐美店 静岡県　伊東市宇佐美字郷戸１６５５－４

ローソン伊東吉田柳畑店 静岡県　伊東市吉田柳畑７０９－９

ローソン伊東渚町店 静岡県　伊東市渚町５－２１

ローソン伊東南町二丁目店 静岡県　伊東市南町２－１１９－１

ローソン伊豆高原東店 静岡県　伊東市八幡野１１３９－２１

ローソン順天堂大学静岡病院２Ｆ店 静岡県　伊豆の国市長岡１１２９

ローソン伊豆長岡店 静岡県　伊豆の国市長岡８５４－１

ローソン韮山町南條店 静岡県　伊豆の国市南條７５６－１

ローソン伊豆の国江間店 静岡県　伊豆の国市北江間４－１

ローソン伊豆熊坂店 静岡県　伊豆市熊坂４５６－１

ローソン伊豆牧之郷店 静岡県　伊豆市牧之郷字寺中１０７－１

ローソン下田五丁目店 静岡県　下田市５－１－３６

ローソン下田まいまい通り店 静岡県　下田市一丁目１８－２５

ローソン下田東中店 静岡県　下田市東中６－７

ローソン下田駅前店 静岡県　下田市東本郷１－１－１

ローソン東伊豆町大川店 静岡県　賀茂郡東伊豆町大川１６０－１０

ローソン掛川塩町店 静岡県　掛川市駅前１４番１

ローソン掛川領家店 静岡県　掛川市領家１１８５－１

ローソン菊川下平川店 静岡県　菊川市下平川４６２５

ローソン菊川インター店 静岡県　菊川市加茂１９８９－１

ローソン菊川加茂店 静岡県　菊川市加茂３０３６－１

ローソン菊川西方店 静岡県　菊川市西方２５４５－１

ローソン湖西新居町店 静岡県　湖西市新居町新居３３８０－６

ローソン湖西大知波店 静岡県　湖西市大知波１２８４

ローソン御前崎浜岡店 静岡県　御前崎市池新田７７３８－１

ローソン御前崎苗代橋店 静岡県　御前崎市池新田字苗代割４９５番３

ローソン御殿場ぐみ沢店 静岡県　御殿場市ぐみ沢１９６

ローソン御殿場新橋東店 静岡県　御殿場市新橋字平塚１５８８番１

ローソン足柄サーヒ゛スエリア上り店 静岡県　御殿場市深沢字前野原１８０１－８

ローソン駒門パーキングエリア下り店 静岡県　御殿場市神山字大野原１９２５番１３３

ローソン御殿場川島田店 静岡県　御殿場市川島田９２７

ローソン御殿場大阪北店 静岡県　御殿場市大坂８３－５

ローソン御殿場中畑店 静岡県　御殿場市中畑字大子山１６６４番２

ローソン御殿場東田中店 静岡県　御殿場市東田中２－１５－２２

ローソン御殿場ぐみ沢西店 静岡県　御殿場市茱萸沢字坂口２３番１

ローソン三島駅南口店 静岡県　三島市一番町１５－１９

ローソン三島壱町田店 静岡県　三島市壱町田７７－３

ローソン三島大場店 静岡県　三島市大場字関口３９１番３

ローソンニュー箱根店 静岡県　三島市谷田１５９３－１

ローソン三島谷田店 静岡県　三島市谷田１６６－１

ローソン遠州森町店 静岡県　周智郡森町森１５２０

ローソン小山町白岩店 静岡県　駿東郡小山町小山１０８８－２０

ローソン清水町久米田店 静岡県　駿東郡清水町久米田字小塚田５５番３

ローソン清水町新宿西店 静岡県　駿東郡清水町新宿１７９－１

ローソン清水町中徳倉店 静岡県　駿東郡清水町中徳倉３５番１

ローソン清水町堂庭店 静岡県　駿東郡清水町堂庭字橋本１４９番３

ローソン長泉中土狩北店 静岡県　駿東郡長泉町中土狩５５０

ローソン長泉南一色店 静岡県　駿東郡長泉町南一色３０８－１

ローソン長泉本宿店 静岡県　駿東郡長泉町本宿５３４－１

ローソン沼津岡一色店 静岡県　沼津市岡一色瀬戸ノ原３４４－１

ローソン沼津岡宮南店 静岡県　沼津市岡宮字寺下５１１番１

ローソン沼津下香貫南店 静岡県　沼津市下香貫字汐入２２０１番

ローソン沼津下香貫店 静岡県　沼津市下香貫七面１１８１－２

ローソン沼津我入道北店 静岡県　沼津市我入道字一本松町１９３

ローソン沼津吉田町店 静岡県　沼津市吉田町２４－１６

ローソン沼津原店 静岡県　沼津市原字鳥澤７７８－１

ローソン沼津大岡店 静岡県　沼津市大岡字二ツ谷町１５１４番２

ローソン沼津駅南口店 静岡県　沼津市大手町１－１－２

ローソンＢｉＶｉ沼津店 静岡県　沼津市大手町１－１３－９

ローソン沼津大諏訪店 静岡県　沼津市大諏訪字八反田５９８番１

静岡

山梨

北陸・中部



ローソン沼津鳥谷店 静岡県　沼津市鳥谷字大橋７８番２

ローソン沼津東間門店 静岡県　沼津市東間門一丁目１番１

ローソン沼津本田町店 静岡県　沼津市本田町１－２８

ローソン大井川下江留店 静岡県　焼津市下江留１７１７－１

ローソン焼津小川新町店 静岡県　焼津市小川新町３－１－３３

ローソン焼津登呂田店 静岡県　焼津市西小川３－１－５

ローソン焼津中里店 静岡県　焼津市中里３０２－３

ローソン東名焼津インター店 静岡県　焼津市八楠四丁目１３番１４番

ローソン吉田町住吉南店 静岡県　榛原郡吉田町住吉３７９８－１

ローソン裾野伊豆島田店 静岡県　裾野市伊豆島田３７６－９

ローソン裾野御宿店 静岡県　裾野市御宿１３７－５

ローソン裾野茶畑店 静岡県　裾野市茶畑向田１１７３－１

ローソン裾野平松南店 静岡県　裾野市平松５３４－２

ローソン清水大坪二丁目店 静岡県　清水市清水区大坪２－１－１０

ローソンひばり静岡安東店 静岡県　静岡市葵区安東１－６－１６

ローソン静岡古庄店 静岡県　静岡市葵区古圧４－２－６

ローソンＪＲ静岡駅西口店 静岡県　静岡市葵区黒金町３９－１

ローソンホテルアソシア静岡店 静岡県　静岡市葵区黒金町５６

ローソン静岡上伝馬店 静岡県　静岡市葵区上伝馬１９－３８

ローソン静岡新伝馬二丁目店 静岡県　静岡市葵区新伝馬２－１１－６

ローソン静岡川合一丁目店 静岡県　静岡市葵区川合１丁目１０－１５

ローソン静岡大岩四丁目店 静岡県　静岡市葵区大岩４－２１－１２

ローソン静岡長沼店 静岡県　静岡市葵区長沼南７－６

ローソン静岡東瀬名町店 静岡県　静岡市葵区東瀬名町１１－１２

ローソン静岡東千代田一丁目店 静岡県　静岡市葵区東千代田１－２０－７８

ローソン静岡県立総合病院店 静岡県　静岡市葵区北安東４丁目２７番１号

ローソン静岡丸子二丁目店 静岡県　静岡市駿河区丸子２－４－２０

ローソン静岡小黒一丁目店 静岡県　静岡市駿河区小黒１－６８－７

ローソン静岡西脇店 静岡県　静岡市駿河区西脇６－３

ローソン静岡西脇南店 静岡県　静岡市駿河区西脇６８４－１

ローソン静岡中原店 静岡県　静岡市駿河区中原５５５－１

ローソン静岡南安倍店 静岡県　静岡市駿河区南安倍３丁目９番地１号

ローソン静岡敷地店 静岡県　静岡市駿河区敷地１－１－３０

ローソン清水永楽町店 静岡県　静岡市清水区永楽町９１－１

ローソン蒲原東店 静岡県　静岡市清水区蒲原東３３－２

ローソン清水駒越北町店 静岡県　静岡市清水区駒越北町５番１

ローソン清水宍原店 静岡県　静岡市清水区宍原１３８７－２

ローソン清水清開三丁目店 静岡県　静岡市清水区清開３－２－２０

ローソン清水西久保店 静岡県　静岡市清水区西久保２３８－１

ローソン清水大沢町店 静岡県　静岡市清水区大沢町１－３

ローソン清水天神二丁目店 静岡県　静岡市清水区天神２－４－１７

ローソン袋井駅前通店 静岡県　袋井市高尾町１２－２３

ローソン袋井国本店 静岡県　袋井市国本１０６９

ローソン袋井国本南店 静岡県　袋井市国本１１９４番２

ローソン袋井上山梨店 静岡県　袋井市上山梨６－１－１

ローソン袋井川井店 静岡県　袋井市川井１１０３

ローソン袋井堀越店 静岡県　袋井市堀越１４２２番５

ローソン函南蛇ケ橋店 静岡県　田方郡函南町肥田３４６－１

ローソン函南町平井店 静岡県　田方郡函南町平井６２１－１

ローソン金谷宮崎町店 静岡県　島田市金谷宮崎町３６７５番１

ローソン金谷竹下店 静岡県　島田市竹下４１番１

ローソン島田中央町店 静岡県　島田市中央町３１－３

ローソン島田中溝店 静岡県　島田市中溝町２４０９番１

ローソンひばり島田道悦店 静岡県　島田市道悦３－５－１

ローソン藤枝高柳一丁目店 静岡県　藤枝市高柳一丁目２１－３３

ローソン藤枝前島三丁目店 静岡県　藤枝市前島３－１２－２８

ローソン藤枝茶町一丁目店 静岡県　藤枝市茶町１丁目１０番２１号

ローソン藤枝田沼三丁目店 静岡県　藤枝市田沼３－８－３

ローソン磐田上岡田店 静岡県　磐田市上岡田９９２－１

ローソン磐田東原店 静岡県　磐田市東原１２３－５

ローソン磐田匂坂中店 静岡県　磐田市匂坂中１０３７－１

ローソン磐田福田店 静岡県　磐田市福田２０２４

静岡

北陸・中部



ローソン磐田駒場店 静岡県　磐田市豊岡７０３８

ローソン磐田豊島店 静岡県　磐田市豊島１３４９－３

ローソン浜松曳馬六丁目店 静岡県　浜松市曳馬六丁目１２番８号

ローソン浜松湖東町店 静岡県　浜松市西区湖東町５９４４－１

ローソン浜松志都呂二丁目店 静岡県　浜松市西区志都呂２丁目１９－２０

ローソン浜松篠原店 静岡県　浜松市西区篠原町２１６３２

ローソン浜松雄踏宇布見店 静岡県　浜松市西区雄踏町宇布見９６９４

ローソン浜松雄踏山崎店 静岡県　浜松市西区雄踏町山崎３４００－７６

ローソン浜松元目町店 静岡県　浜松市中区元目町１２２－５

ローソン浜松住吉二丁目店 静岡県　浜松市中区住吉２－８－２３

ローソン浜松西伊場町店 静岡県　浜松市中区西伊場町２５６０－８

ローソン浜松船越町店 静岡県　浜松市中区船越町４０番２９号

ローソン浜松鍛冶町店 静岡県　浜松市中区鍛冶町３２１－８

ローソン浜松中沢店 静岡県　浜松市中区中沢町７８－５

ローソン浜松南浅田店 静岡県　浜松市中区南浅田１－５－９

ローソン浜松萩丘一丁目店 静岡県　浜松市中区萩丘一丁目１９番１１号

ローソン浜松富塚店 静岡県　浜松市中区富塚町２２０８

ローソン浜松富塚北店 静岡県　浜松市中区富塚町６４０番地

ローソン浜松安新町店 静岡県　浜松市東区安新町５８３番

ローソン浜松笠井交番前店 静岡県　浜松市東区恒武町３５４

ローソン浜松市野店 静岡県　浜松市東区市野町字侭下１２８６番

ローソン浜松篠ヶ瀬町店 静岡県　浜松市東区篠ケ瀬町字下堀前８２番

ローソン浜松中野町店 静岡県　浜松市東区中野町２４４５－３

ローソン浜松天王店 静岡県　浜松市東区天王町６６８

ローソン浜松医大前店 静岡県　浜松市東区半田山４－３－２

ローソン浜松有玉南店 静岡県　浜松市東区有玉南町１４８６－１

ローソン浜松流通元町店 静岡県　浜松市東区流通元町３番４号

ローソン浜松芳川店 静岡県　浜松市南区安松町３７－１７

ローソン浜松高塚駅北店 静岡県　浜松市南区高塚町１４４８

ローソン浜松三島町店 静岡県　浜松市南区三島町１８１４

ローソン浜松小沢渡町店 静岡県　浜松市南区小沢渡町１３４４

ローソン浜松新橋町店 静岡県　浜松市南区新橋町１１１６

ローソン浜松西伝寺店 静岡県　浜松市南区西伝寺町１８

ローソン浜松法枝町店 静岡県　浜松市南区法枝町２５６－３

ローソン浜北高畑店 静岡県　浜松市浜北区高畑５２５

ローソン浜北根堅店 静岡県　浜松市浜北区根堅２００３－２

ローソン浜北新原店 静岡県　浜松市浜北区新原３９２７－２

ローソン浜北豊保店 静岡県　浜松市浜北区新原５０１１番

ローソン浜北染地台店 静岡県　浜松市浜北区染地台５－７－１０

ローソン浜北中条店 静岡県　浜松市浜北区中条４３１番１

ローソン浜北インター北店 静岡県　浜松市浜北区中瀬７４５７

ローソン浜松引佐金指店 静岡県　浜松市北区引佐町金指１５７２番４

ローソン浜松細江中川店 静岡県　浜松市北区細江町中川７１７２－１０５５

ローソン浜松姫街道店 静岡県　浜松市北区三方原町２４２番１

ローソン浜松三方原店 静岡県　浜松市北区三方原町７６７－１

ローソン浜松都田店 静岡県　浜松市北区都田町８５７６－９

ローソン富士宮粟倉店 静岡県　富士宮市粟倉字霧ヶ久保１１１２－１

ローソン富士宮中原店 静岡県　富士宮市中原町２９１番

ローソン富士依田橋店 静岡県　富士市依田橋２１８－１

ローソン富士宮島店 静岡県　富士市宮島６１１－１

ローソン富士三四軒屋店 静岡県　富士市宮島９４９－１

ローソン富士今泉北店 静岡県　富士市今泉字高尾奈４８０番１

ローソン富士津田店 静岡県　富士市津田２６４－４

ローソン富士天間店 静岡県　富士市天間１４１１－４

ローソン富士伝法店 静岡県　富士市伝法２３１２－１

ローソン山代九谷広場店 石川県　加賀市山代温泉神明町４番２

ローソン金沢もりの里店 石川県　金沢市もりの里二丁目８２番

ローソン金沢駅金沢港口店 石川県　金沢市広岡１丁目９０２番２

ローソン金沢上安原町店 石川県　金沢市上安原２丁目２５４番地

ローソン金沢木越町店 石川県　金沢市木越町ト９８－１

ローソン七尾光陽台店 石川県　七尾市光陽台２４

ローソン小松白嶺町店 石川県　小松市白嶺町１丁目３番１号

静岡

石川

北陸・中部



ローソン白山相木町店 石川県　白山市相木町１丁目４番地６

ローソンあま七宝町桂店 愛知県　あま市七宝町桂宮前２１番１

ローソンあま篠田三丁目店 愛知県　あま市篠田三丁目６７番

ローソンあま新居屋店 愛知県　あま市新居屋西大池８番

ローソンあま森二丁目店 愛知県　あま市森２－６－１１

ローソン甚目寺坂牧東店 愛知県　あま市大字坂牧字大塚６５－１

ローソン甚目寺五位田店 愛知県　あま市大字甚目寺字五位田７５

ローソン三好上ケ池店 愛知県　みよし市三好町上ヶ池３－１２

ローソン三好福谷店 愛知県　みよし市福谷町花立５

ローソン東名三好インター店 愛知県　みよし市福谷町字根浦２７－２９５

ローソン東郷春木太子店 愛知県　愛知郡東郷町大字春木字太子４１番

ローソン東郷春木藤坂店 愛知県　愛知郡東郷町大字春木字藤坂２３１番

ローソン安城桜井町店 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

ローソン安城秋葉公園前店 愛知県　安城市錦町４－１５

ローソン安城今池町店 愛知県　安城市今池町３丁目５１４番７

ローソン安城根崎店 愛知県　安城市根崎町南荒子６０－２

ローソン安城城南店 愛知県　安城市城南町一丁目１７番１

ローソン安城二本木町店 愛知県　安城市二本木町西切替７０－６

ローソン安城尾崎店 愛知県　安城市尾崎町豊阿弥５９番

ローソン安城美園店 愛知県　安城市美園町一丁目２１番８

ローソン安城浜富店 愛知県　安城市浜富町１１－９

ローソン安城里町店 愛知県　安城市里町荒畑１５４－２

ローソン一宮猿海道店 愛知県　一宮市猿海道３－１－２１

ローソン一宮奥町店 愛知県　一宮市奥町字田畑３３番１

ローソン一宮光明寺店 愛知県　一宮市光明寺字天王裏１６８番１

ローソン一宮今伊勢町店 愛知県　一宮市今伊勢町新神戸字九反野３３番

ローソン一宮小信中島南店 愛知県　一宮市小信中島字郷中８８番

ローソン一宮森本三丁目店 愛知県　一宮市森本三丁目１６番６

ローソン一宮千秋町浅野羽根店 愛知県　一宮市千秋町浅野羽根字西南出３３－１

ローソン一宮小日比野店 愛知県　一宮市浅井町小日比野字中牧６１

ローソン一宮木曽川インター店 愛知県　一宮市大毛字西新開９６－３

ローソン一宮大和町福森店 愛知県　一宮市大和町福森字宮前１９番１

ローソン一宮丹陽町九日市場店 愛知県　一宮市丹陽町九日市場字円之内６５６番

ローソン一宮東島店 愛知県　一宮市東島町１－２４－１

ローソン一宮萩原町西御堂店 愛知県　一宮市萩原町西御堂字苅宿１５番１

ローソン一宮萩原町富田方店 愛知県　一宮市萩原町富田方字観音堂５４番１

ローソン一宮富士店 愛知県　一宮市富士１－１６－１２

ローソン一宮明地店 愛知県　一宮市明地字金屋敷６８－１

ローソン一宮木曽川玉ノ井店 愛知県　一宮市木曽川町玉ノ井字柳原３０１番

ローソン一宮緑三丁目店 愛知県　一宮市緑三丁目１番１

ローソン稲沢儀長店 愛知県　稲沢市儀長四丁目５１番

ローソン稲沢治郎丸店 愛知県　稲沢市治郎丸石塚町１２－１

ローソン岡崎伊賀町店 愛知県　岡崎市伊賀町４５９番４

ローソン岡崎井ノ口新町店 愛知県　岡崎市井ノ口新町７番５

ローソン岡崎稲熊町店 愛知県　岡崎市稲熊町字４－１０８－１

ローソン岡崎栄町店 愛知県　岡崎市栄町４－２－３

ローソン岡崎桑原町店 愛知県　岡崎市桑原町字存西田２１番１１

ローソン岡崎坂左右店 愛知県　岡崎市坂左右町字北浦３４－４

ローソン美合ハ゜ーキンク゛エリア下り店 愛知県　岡崎市市場町字御成箇３－２４６

ローソン岡崎市場町店 愛知県　岡崎市市場町字余田６６－１

ローソン岡崎若松東店 愛知県　岡崎市若松東１－２－１

ローソン岡崎昭和町店 愛知県　岡崎市昭和町字神郷３３番１

ローソン岡崎上地五丁目店 愛知県　岡崎市上地５丁目２１番２１号

ローソン岡崎滝団地店 愛知県　岡崎市滝町字本部３３番１

ローソン岡崎土井店 愛知県　岡崎市土井町字荒井甲３番１

ローソン岡崎竜美丘店 愛知県　岡崎市東明大寺町６番７

ローソン岡崎堂前店 愛知県　岡崎市堂前町二丁目２番地１

ローソン岡崎法性寺店 愛知県　岡崎市法性寺町字猿待６３－１

ローソン岡崎北野店 愛知県　岡崎市北野町字善佐３－３

ローソン岡崎竜美南店 愛知県　岡崎市竜美南四丁目８番４

ローソン岡崎舳越町店 愛知県　岡崎市舳越町字神道５６番１

ローソン近鉄富吉駅前店 愛知県　海部郡蟹江町富吉４－１３４、１３５

愛知

石川

北陸・中部



ローソン大治町三本木店 愛知県　海部郡大治町大字三本木字前深田９２－１

ローソン幸田荻店 愛知県　額田郡幸田町大字荻字仲田５０番１

ローソン幸田船附店 愛知県　額田郡幸田町大字坂崎字竹下８３－２

ローソン幸田上天白店 愛知県　額田郡幸田町大字深溝字上天白２１

ローソン幸田町役場前店 愛知県　額田郡幸田町大字菱池字錦田４０

ローソン蒲郡中戸甫井店 愛知県　蒲郡市形原町南戸甫井２５－５

ローソン蒲郡中小山店 愛知県　蒲郡市形原町南中小山３－３

ローソン蒲郡工業団地店 愛知県　蒲郡市拾石町前浜２５－１０

ローソン蒲郡松原店 愛知県　蒲郡市松原町３１８番１

ローソン蒲郡清田店 愛知県　蒲郡市清田町葉蒲４７－１

ローソン蒲郡豊岡町店 愛知県　蒲郡市豊岡町畑ヶ田２６－３

ローソン蒲郡本町店 愛知県　蒲郡市本町２７１－１

ローソン刈谷井ヶ谷店 愛知県　刈谷市井ヶ谷町沢渡１８番地１１

ローソンプラス刈谷恩田店 愛知県　刈谷市恩田町４－１５３－７

ローソン刈谷高倉店 愛知県　刈谷市高倉町四丁目６０７

ローソン刈谷今川町店 愛知県　刈谷市今川町３－１０１

ローソン刈谷築地店 愛知県　刈谷市築地町４－４－８

ローソン刈谷中山店 愛知県　刈谷市中山町五丁目８番

ローソン刈谷田町店 愛知県　刈谷市田町三丁目１８

ローソン刈谷ハイウェイオアシス前店 愛知県　刈谷市東境町松ヶ枝５６番１

ローソン刈谷半城土中町店 愛知県　刈谷市半城土中町三丁目１番６

ローソン岩倉大市場町店 愛知県　岩倉市大市場町郷廻３９４

ローソン犬山本町店 愛知県　犬山市大字犬山字東古券１１３－５

ローソン江南安良店 愛知県　江南市安良町地蔵６番

ローソン江南古知野店 愛知県　江南市古知野町千丸８２

ローソン江南江森町中店 愛知県　江南市江森町中８８

ローソン江南高屋町店 愛知県　江南市高屋町大松原１３６番地５

ローソン江南団地南店 愛知県　江南市前飛保町藤町４７－１

ローソン江南木賀町店 愛知県　江南市木賀町定和４７番１

ローソン高浜呉竹町店 愛知県　高浜市呉竹町６－２－３６

ローソン高浜神明町店 愛知県　高浜市神明町二丁目５番１

ローソン高浜論地町店 愛知県　高浜市論地町３－３－６４

ローソン春日井熊野町店 愛知県　春日井市熊野町字中間１４２７番２

ローソン春日井坂下南店 愛知県　春日井市坂下町６－８７９－３

ローソン春日井若草通店 愛知県　春日井市若草通３－４７－１

ローソン春日井勝川店 愛知県　春日井市勝川町６－１３６

ローソン春日井小野店 愛知県　春日井市小野町６－４－５

ローソン春日井庄名町店 愛知県　春日井市庄名町２－７－２６

ローソン春日井庄名町南店 愛知県　春日井市庄名町３４３－１

ローソン春日井駅北口店 愛知県　春日井市上条町一丁目２０７番１

ローソン春日井西山町二丁目店 愛知県　春日井市西山町二丁目７番１

ローソン春日井東野町九丁目店 愛知県　春日井市東野町９丁目１番１

ローソン春日井東野店 愛知県　春日井市東野町一丁目１２番７

ローソン春日井桃山町二丁目店 愛知県　春日井市桃山町２－３１９－４

ローソン春日井柏原店 愛知県　春日井市柏原４－１２

ローソン春日井味美町店 愛知県　春日井市味美町三丁目１０９番

ローソン春日井妙慶町店 愛知県　春日井市妙慶町二丁目１０２番

ローソン小牧外堀一丁目店 愛知県　小牧市外堀１丁目２２７番１

ローソン小牧久保店 愛知県　小牧市久保１６５番地

ローソン小牧山北町店 愛知県　小牧市山北町４０番

ローソン小牧トラックターミナル店 愛知県　小牧市舟津１１６７

ローソン小牧二丁目店 愛知県　小牧市小牧二丁目６２番

ローソン小牧大草南店 愛知県　小牧市大草南６９

ローソン中部国際空港店 愛知県　常滑市セントレア１－１

ローソン常滑奥栄店 愛知県　常滑市奥栄町三丁目２３番

ローソン常滑錦町店 愛知県　常滑市錦町１丁目３０番地

ローソン新城本宮道店 愛知県　新城市川田字本宮道１９２－１

ローソン瀬戸西原町店 愛知県　瀬戸市西原町一丁目３４番１

ローソン瀬戸警察署前店 愛知県　瀬戸市東吉田町４０番６

ローソン瀬戸内田町店 愛知県　瀬戸市内田町二丁目９４番１

ローソン清須寺野店 愛知県　清須市寺野美鈴４０番

ローソン清須押花店 愛知県　清須市西枇杷島町押花４０番

愛知

北陸・中部



ローソン豊山町青山店 愛知県　西春日井郡豊山町大字青山字高添１４２－１

ローソン一色港入口店 愛知県　西尾市一色町味浜上長割１１

ローソン西尾永吉三丁目店 愛知県　西尾市永吉三丁目３７番

ローソン吉良町役場前 愛知県　西尾市吉良町荻原字桐杭８－３

ローソン西尾今川南店 愛知県　西尾市今川町下落４０番１

ローソン西尾今川町店 愛知県　西尾市今川町東新田５５－１

ローソン西尾西浅井店 愛知県　西尾市西浅井町郷西田１３２番１

ローソン西尾丁田町店 愛知県　西尾市丁田町流７６－１

ローソン西尾寺津店 愛知県　西尾市平坂東部土地区画整理４４街区６番

ローソン大府梶田町一丁目店 愛知県　大府市梶田町一丁目５８

ローソン大府吉田町店 愛知県　大府市吉田町５－２９－１

ローソン大府共和町店 愛知県　大府市共和町５－６９

ローソン大高インター南店 愛知県　大府市共和町西流レ６３番３

ローソン大府末広店 愛知県　大府市共和町末広３番地１２６

ローソン扶桑南新田店 愛知県　丹羽郡扶桑町大字高雄字海道田３５８番

ローソン阿久比萩店 愛知県　知多郡阿久比町大字萩字砂瀬２３番１

ローソン東浦於大公園前店 愛知県　知多郡東浦町大字緒川字大門二区４３番

ローソン美浜古布店 愛知県　知多郡美浜町大字古布字屋敷１８２

ローソン美浜北方店 愛知県　知多郡美浜町北方二丁目５番

ローソン武豊インター西店 愛知県　知多郡武豊町字原屋敷９１番

ローソン武豊前田店 愛知県　知多郡武豊町字前田４２番７

ローソン知多八幡店 愛知県　知多市八幡字中島１３９番１

ローソン知立団地入口店 愛知県　知立市牛田町湯山２２－１

ローソン知立弘法店 愛知県　知立市弘法２－３－２

ローソン知立東上重原店 愛知県　知立市東上重原６－４１

ローソン知立宝三丁目店 愛知県　知立市宝三丁目７番地６

ローソン長久手岩作西島店 愛知県　長久手市岩作西島１１５

ローソン長久手熊田店 愛知県　長久手市熊田２０１番

ローソン長久手古戦場駅前店 愛知県　長久手市長久手中央土地区画整理事業２０－１

ローソン津島白浜町店 愛知県　津島市白浜町字林造２

ローソン津島又吉町二丁目店 愛知県　津島市又吉町二丁目５番１

ローソン田原神戸町店 愛知県　田原市神戸町大坪２５１番１

ローソン田原大草店 愛知県　田原市大草町東前１１７

ローソン渥美病院前店 愛知県　田原市東赤石４－６６

ローソン加木屋辻ヶ花店 愛知県　東海市加木屋町辻ヶ花１６３－２

ローソン東海元浜町店 愛知県　東海市元浜町４５番５

ローソン大田小学校前店 愛知県　東海市大田町３６－４

ローソン東海大田店 愛知県　東海市大田町後浜新田２３５－５

ローソン東海富木島店 愛知県　東海市富木島町伏見２－５－７

ローソン日進岩崎台一丁目店 愛知県　日進市岩崎台１－１０３

ローソン日進赤池一丁目店 愛知県　日進市赤池１－１００２

ローソン日進赤池屋下店 愛知県　日進市赤池町屋下３５２番地１

ローソン日進米野木町店 愛知県　日進市米野木町東田面１３３番３

ローソン半田岩滑中町店 愛知県　半田市岩滑中町４－１５４

ローソン半田更生町店 愛知県　半田市更生町二丁目２８番

ローソン半田昭和町四丁目店 愛知県　半田市昭和町四丁目１６－１

ローソン半田大高店 愛知県　半田市大高町２－５４

ローソン日本福祉大前店 愛知県　半田市中生見町８－１

ローソン半田宝来町店 愛知県　半田市宝来町四丁目５７番１

ローソン半田北二ツ坂町店 愛知県　半田市北二ツ坂町１－１２－１１

ローソン半田有楽町店 愛知県　半田市有楽町６－２２３

ローソン尾張旭庄中町店 愛知県　尾張旭市庄中町１丁目９番地２

ローソン尾張旭南原山町店 愛知県　尾張旭市南原山町赤土２２９番９

ローソン碧南向陽町店 愛知県　碧南市向陽町一丁目４９番

ローソン碧南坂口町店 愛知県　碧南市坂口町四丁目１番

ローソン碧南春日店 愛知県　碧南市春日町１－８

ローソン碧南東浦町店 愛知県　碧南市東浦町２丁目２７番

ローソン碧南入船町店 愛知県　碧南市入船町三丁目３番

ローソンＳ碧南市民病院店 愛知県　碧南市平和町３－６

ローソン豊橋中央青果市場前店 愛知県　豊橋市下地町字門５１－１

ローソン豊橋牛川通店 愛知県　豊橋市牛川通５－８－２

ローソン豊橋江島店 愛知県　豊橋市江島町９６－１

愛知

北陸・中部



ローソン豊橋小松店 愛知県　豊橋市小松町１４６番１

ローソン豊橋神ノ輪店 愛知県　豊橋市神ノ輪７８

ローソン豊橋三郷北店 愛知県　豊橋市神野新田町字タノ割８４番１

ローソン豊橋前芝店 愛知県　豊橋市西浜町１０－３

ローソン豊橋二川店 愛知県　豊橋市大岩町字小山塚６２－８

ローソン豊橋天伯店 愛知県　豊橋市天伯町字高田山５７－１

ローソン豊橋東幸店 愛知県　豊橋市東幸町東明１３２

ローソン豊橋大清水店 愛知県　豊橋市南大清水町字元町２２２－１

ローソン豊橋日色野店 愛知県　豊橋市日色野町字新切１２－１

ローソン豊橋浜道店 愛知県　豊橋市浜道町字南側７６番２

ローソン豊川古宿店 愛知県　豊川市古宿町中通１１３－４

ローソン豊川国府店 愛知県　豊川市国府町下坊入２－１

ローソン豊川市田町河尻店 愛知県　豊川市市田町河尻８３番１

ローソン赤塚ハ゜ーキンク゛エリア上り店 愛知県　豊川市市田町北山７－２８

ローソン豊川篠田店 愛知県　豊川市篠田町新切７番１

ローソン豊川新桜町店 愛知県　豊川市新桜町通一丁目８－１

ローソン豊川森店 愛知県　豊川市森六丁目２８番１

ローソン音羽蒲郡インター店 愛知県　豊川市長沢町流田２５８

ローソン豊川天神店 愛知県　豊川市天神町５番

ローソン豊川東名店 愛知県　豊川市東名町２－１０１

ローソン豊川八幡北店 愛知県　豊川市八幡町忍地１６８番地７６

ローソン豊田永覚新町店 愛知県　豊田市永覚新町四丁目１００番２

ローソン豊田市運動公園西店 愛知県　豊田市亀首町上町屋４０番５

ローソン豊田今町店 愛知県　豊田市今町一丁目６番４

ローソン三河豊田駅前店 愛知県　豊田市山之手四丁目１２２番

ローソン豊田志賀町店 愛知県　豊田市志賀町浜居場６７２－５

ローソン豊田上野店 愛知県　豊田市上野町２－２２

ローソン豊田大林十二丁目店 愛知県　豊田市大林町十二丁目１３番９

ローソン豊田竹町店 愛知県　豊田市竹町北田９８番地１

ローソン豊田田籾町店 愛知県　豊田市田籾町広久手６１７－１

ローソン豊田土橋六丁目店 愛知県　豊田市土橋町６－３５－１

ローソン豊田東梅坪店 愛知県　豊田市東梅坪町８－８－２４

ローソン豊田日之出町店 愛知県　豊田市日之出町１－１－６

ローソン豊田美里店 愛知県　豊田市美里１－１１－１１

ローソン豊田平井店 愛知県　豊田市平井町五丁目１９０－２

ローソン豊田浄水店 愛知県　豊田市豊田浄水特定土地区画整理事業地内１６７－７

ローソン豊明沓掛恵畑店 愛知県　豊明市沓掛町恵畑８１－１

ローソン豊明丸の内店 愛知県　豊明市三崎町中ノ坪２６－２

ローソン豊明三崎町店 愛知県　豊明市三崎町中ノ坪４－１２

ローソン高田寺店 愛知県　北名古屋市高田寺東の川８０

ローソン北名古屋井瀬木店 愛知県　北名古屋市鹿田南蒲屋敷６４６－２

ローソン北名古屋石橋店 愛知県　北名古屋市石橋大日５９番

ローソン北名古屋法成寺店 愛知県　北名古屋市法成寺道久３０

ローソン港区役所駅前店 愛知県　名古屋市港区港栄一丁目２０３番１

ローソン港区七反野一丁目店 愛知県　名古屋市港区七反野１－７０１

ローソン港区甚兵衛通店 愛知県　名古屋市港区甚兵衛通三丁目４番４

ローソン港区川西通店 愛知県　名古屋市港区川西通６－５

ローソン港区茶屋新田店 愛知県　名古屋市港区東茶屋一丁目６４５番地

ローソン港区当知四丁目店 愛知県　名古屋市港区当知四丁目１０５番２

ローソン守山警察署北店 愛知県　名古屋市守山区脇田町２０７番

ローソンＳ名大病院病棟店 愛知県　名古屋市昭和区舞鶴６５

ローソン昭和高校西店 愛知県　名古屋市瑞穂区玉水町２－３３

ローソン瑞穂新開町店 愛知県　名古屋市瑞穂区新開町５－１６

ローソン妙音通二丁目店 愛知県　名古屋市瑞穂区妙音通二丁目１７番４

ローソン西区花原町店 愛知県　名古屋市西区花原町１４５番

ローソン西区上名古屋三丁目店 愛知県　名古屋市西区上名古屋三丁目２４１９番

ローソン西区城西町店 愛知県　名古屋市西区城西町１５６番

ローソン西区清里町店 愛知県　名古屋市西区清里町３１４番

ローソン西区鳥見町店 愛知県　名古屋市西区鳥見町四丁目６３番１

ローソン西区西ハサバ店 愛知県　名古屋市西区田幡町字西ハサバ５９５番２１

ローソン久屋大通店 愛知県　名古屋市中区栄４－１５－２３

ローソン中区丸の内一丁目店 愛知県　名古屋市中区丸の内一丁目３番４号

愛知

北陸・中部



ローソン金山駅前店 愛知県　名古屋市中区金山４丁目６番２３号寺西ビル１階

ローソン中川横堀町店 愛知県　名古屋市中川区横堀町一丁目３６番

ローソン中川戸田三丁目店 愛知県　名古屋市中川区戸田三丁目１５０４番１

ローソン中川助光三丁目店 愛知県　名古屋市中川区助光３－４１０

ローソン中川昭明町五丁目店 愛知県　名古屋市中川区昭明町五丁目１番４

ローソン中川東中島店 愛知県　名古屋市中川区昭和橋通６－４４

ローソン中川松重町店 愛知県　名古屋市中川区松重町３－５３

ローソン中川中野橋東店 愛知県　名古屋市中川区清川町六丁目１番２

ローソン中川野田二丁目店 愛知県　名古屋市中川区野田二丁目４５５

ローソン中村岩塚店 愛知県　名古屋市中村区岩塚町字一里山１－１０

ローソン中村則武一丁目店 愛知県　名古屋市中村区則武一丁目６番３

ローソン椿町店 愛知県　名古屋市中村区椿町１４－１３

ローソンささしまライブ駅前店 愛知県　名古屋市中村区平池町４－６０－５

ローソン中村本陣通五丁目店 愛知県　名古屋市中村区本陣通五丁目７３番

ローソン本陣駅前店 愛知県　名古屋市中村区本陣通三丁目３９番

ローソンＭＩＤＬＡＮＤ　ＳＴＡＴＩＯＮ 愛知県　名古屋市中村区名駅４－７－１

ローソンＪＲゲートタワー店 愛知県　名古屋市中村区名駅一丁目１０１５番１５

ローソン名駅納屋橋店 愛知県　名古屋市中村区名駅南１－３－１８ＮＯＲＥ名駅１階

ローソン天白向が丘一丁目店 愛知県　名古屋市天白区向が丘一丁目１６０９番

ローソン天白大根町店 愛知県　名古屋市天白区大根町７０番

ローソン天白平針二丁目店 愛知県　名古屋市天白区平針二丁目１７１３番

ローソン東区高岳店 愛知県　名古屋市東区泉１－２０－８

ローソン錦通東桜店 愛知県　名古屋市東区東桜二丁目１６番３４号

ローソン東区筒井一丁目店 愛知県　名古屋市東区筒井１－１３－２

ローソン東区芳野三丁目店 愛知県　名古屋市東区芳野３－１－２２

ローソン大同工大前店 愛知県　名古屋市南区滝春町１番

ローソン南区鶴里町店 愛知県　名古屋市南区鶴里町一丁目１３番１

ローソン薬師通店 愛知県　名古屋市南区薬師通２－３０

ローソン熱田一番町二丁目店 愛知県　名古屋市熱田区一番２－１３－１９

ローソン北区上飯田南町店 愛知県　名古屋市北区上飯田南町五丁目１３７番

ローソン新沼町店 愛知県　名古屋市北区新沼町１－１

ローソン一社駅前店 愛知県　名古屋市名東区一社一丁目８７番地

ローソン名東社台店 愛知県　名古屋市名東区社台３－１１

ローソン名東虹が丘公園店 愛知県　名古屋市名東区西山本通一丁目３０

ローソン名東藤里町店 愛知県　名古屋市名東区藤里町６０２

ローソン名東区本郷二丁目店 愛知県　名古屋市名東区本郷二丁目２２９番２

ローソン緑区桶狭間店 愛知県　名古屋市緑区桶狭間森前１１１１番

ローソン緑区曽根店 愛知県　名古屋市緑区曽根二丁目１５７

ローソン相生山駅前店 愛知県　名古屋市緑区相川三丁目７１番

ローソン緑区滝ノ水店 愛知県　名古屋市緑区滝ノ水１－１０１３－１

ローソン緑区滝ノ水一丁目店 愛知県　名古屋市緑区滝ノ水一丁目６０２番

ローソン緑区池上台三丁目店 愛知県　名古屋市緑区池上台三丁目３３番

ローソン緑区神ノ倉店 愛知県　名古屋市緑区東神の倉１－２７０６

ローソン緑区鳴海町店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字小松山７９－３

ローソン緑区有松町店 愛知県　名古屋市緑区有松２６１８

ローソン安八大明神店 岐阜県　安八郡安八町大明神字椙の木３５０番１

ローソン神戸町丈六道店 岐阜県　安八郡神戸町丈六道４３８－２

ローソン笠松北及店 岐阜県　羽島郡笠松町北及１２１５

ローソン岐南町上印食店 岐阜県　羽島郡岐南町上印食５－１５４

ローソン岐南町八剣店 岐阜県　羽島郡岐南町八剣８丁目３番

ローソン岐南町伏屋店 岐阜県　羽島郡岐南町伏屋４－１３６

ローソン岐南町平成店 岐阜県　羽島郡岐南町平成６－１０６

ローソン羽島小熊町店 岐阜県　羽島市小熊町島２－５

ローソン羽島正木町店 岐阜県　羽島市正木町曲利字東区２５０番２

ローソン羽島竹鼻町店 岐阜県　羽島市竹鼻町飯柄字西野間２６３番１

ローソン羽島福寿町店 岐阜県　羽島市福寿町本郷３６５番地４

ローソン下呂温泉店 岐阜県　下呂市湯之島８０１－１

ローソン御嵩バイパス店 岐阜県　可児郡御嵩町御嵩１９０９－１

ローソン可児下恵土店 岐阜県　可児市下恵土２９５７－１

ローソン可児柿田店 岐阜県　可児市柿田８５２番１

ローソン可児鳴子店 岐阜県　可児市土田字富士ノ井５２６９－１

ローソン海津大和田店 岐阜県　海津市海津町大和田字北浦２４１８

岐阜

愛知

北陸・中部



ローソン南濃安江店 岐阜県　海津市南濃町安江１４５１－１

ローソン各務原鵜沼西町店 岐阜県　各務原市鵜沼西町１－４１６－２

ローソン各務原鵜沼朝日町店 岐阜県　各務原市鵜沼朝日町２丁目３番１

ローソン各務原各務おがせ町店 岐阜県　各務原市各務おがせ町９－１２９－５

ローソン各務原三井店 岐阜県　各務原市三井町１－７８－１

ローソン各務原蘇原大島町店 岐阜県　各務原市蘇原大島町１－５１－３

ローソン各務原蘇原中央町店 岐阜県　各務原市蘇原中央町一丁目４番１

ローソン各務原西那加店 岐阜県　各務原市那加西那加町３５番３

ローソン各務原那加前洞新町店 岐阜県　各務原市那加前洞新町二丁目３４番地１

ローソン岐阜各務原インター店 岐阜県　各務原市那加緑町５－９

ローソン各務原入会町店 岐阜県　各務原市入会町１－２３

ローソン長良川鉄道関口駅店 岐阜県　関市関口町１－５２

ローソン関小瀬店 岐阜県　関市小瀬字北目貫橋２７５７番１

ローソン関西本郷通店 岐阜県　関市西本郷通６－６２－３

ローソン岐阜茜部大野店 岐阜県　岐阜市茜部大野二丁目２６１番

ローソン岐阜岩崎店 岐阜県　岐阜市岩崎１００７－１

ローソン岐阜琴塚店 岐阜県　岐阜市琴塚２－８－４

ローソン岐阜今川神明店 岐阜県　岐阜市今川８２番地１

ローソン岐阜細畑店 岐阜県　岐阜市細畑３－１４－８

ローソン岐阜鹿島町店 岐阜県　岐阜市鹿島町３－１４

ローソン岐阜若福店 岐阜県　岐阜市若福町１７番１

ローソン岐阜上芥見店 岐阜県　岐阜市上芥見７３番

ローソン岐阜正木北町店 岐阜県　岐阜市正木北町１１－８

ローソン岐阜西荘店 岐阜県　岐阜市西荘４－１－１

ローソン岐阜千石町店 岐阜県　岐阜市千石町２丁目２５番

ローソン岐阜早田栄町五丁目店 岐阜県　岐阜市早田栄町５－３７

ローソン岐阜則武新田店 岐阜県　岐阜市則武東二丁目２０番５号

ローソン岐阜石谷店 岐阜県　岐阜市大字石谷字池田１３５８

ローソン岐阜茶屋新田店 岐阜県　岐阜市茶屋新田４－４－１

ローソン岐阜長住九丁目店 岐阜県　岐阜市長住町９丁目５番

ローソン岐阜長住三丁目店 岐阜県　岐阜市長住町三丁目１番１－１

ローソン長良高見町店 岐阜県　岐阜市長良福光１５８－１

ローソン岐阜東鶉店 岐阜県　岐阜市東鶉４丁目４４番

ローソン岐阜福冨店 岐阜県　岐阜市福富迎田３－１

ローソン岐阜長森西店 岐阜県　岐阜市北一色４丁目２－１

ローソン岐阜北一色店 岐阜県　岐阜市北一色九丁目２０番１

ローソン柳津町蓮池店 岐阜県　岐阜市柳津町蓮池四丁目１番

ローソン岐阜薮田南店 岐阜県　岐阜市薮田南５－１３－１１

ローソン郡上大和町店 岐阜県　郡上市大和町徳永１５３－１

ローソン郡上白鳥店 岐阜県　郡上市白鳥町向小駄良９９１

ローソン恵那岩村町店 岐阜県　恵那市岩村町１６６７－７

ローソン恵那市役所前店 岐阜県　恵那市長島町中野二丁目２番１４

ローソン高山下岡本店 岐阜県　高山市下岡本町１８７９

ローソン高山三福寺店 岐阜県　高山市三福寺町２１５番１

ローソン高山西之一色店 岐阜県　高山市西之一色町１－６５－１

ローソン山県高木店 岐阜県　山県市大字高木字戸羽１２９５番１

ローソン瑞穂牛牧北店 岐阜県　瑞穂市牛牧字五反田５５２

ローソン瑞穂馬場上光店 岐阜県　瑞穂市馬場上光町２－２－２

ローソン瑞穂本田店 岐阜県　瑞穂市本田７５２番１

ローソン瑞浪益見町店 岐阜県　瑞浪市益見町一丁目９４番

ローソン瑞浪穂波店 岐阜県　瑞浪市穂並２－１１６

ローソン多治見笠原町店 岐阜県　多治見市笠原町２５４６－２

ローソン多治見大畑町店 岐阜県　多治見市大畑町大洞２番の１

ローソン多治見池田町店 岐阜県　多治見市池田町五丁目１９番

ローソン大垣割田店 岐阜県　大垣市割田３－１２３－１

ローソン大垣三塚町店 岐阜県　大垣市三塚町１１０２－１

ローソン大垣島里町店 岐阜県　大垣市島里１－７９－１

ローソン大垣東前店 岐阜県　大垣市東前二丁目４５番－２

ローソン大垣西インター店 岐阜県　大垣市桧町４０７－１

ローソン大垣墨俣町店 岐阜県　大垣市墨俣町墨俣字長池５７６

ローソン大垣領家町店 岐阜県　大垣市領家町二丁目１４番

ローソン大垣林町七丁目店 岐阜県　大垣市林町７字恵比寿堂６４９－１

岐阜

北陸・中部



ローソン中津川かやの木店 岐阜県　中津川市かやの木町１－５１

ローソン中津川上金店 岐阜県　中津川市宮前町４－７１

ローソン道の駅花街道付知店 岐阜県　中津川市付知町字河原８５９３番地１０

ローソンおろし裏山店 岐阜県　土岐市下石町５７６－１

ローソン土岐肥田町店 岐阜県　土岐市肥田町肥田２２０６番１

ローソン美濃加茂加茂野町店 岐阜県　美濃加茂市加茂野町加茂野１２８

ローソン美濃加茂山手店 岐阜県　美濃加茂市山手町３－４３－１

ローソン美濃加茂森山店 岐阜県　美濃加茂市森山町４－４－１２

ローソン関ヶ原町店 岐阜県　不破郡関ヶ原町大字関ヶ原７６２－１

ローソン垂井綾戸口店 岐阜県　不破郡垂井町綾戸字不破ノ初５０６番１

ローソン垂井町追分店 岐阜県　不破郡垂井町字追分２２７６番２

ローソン北方栄町店 岐阜県　本巣郡北方町栄町３－６３

ローソン北方町庁舎前店 岐阜県　本巣郡北方町長谷川１丁目４７番２

ローソン本巣政田店 岐阜県　本巣市政田１３２９番１

ローソン揖斐大野店 岐阜県　揖斐郡大野町大字相羽字４－１３６８

ローソン揖斐池田店 岐阜県　揖斐郡池田町八幡９７２番地１

ローソン池田本郷店 岐阜県　揖斐郡池田町本郷字柳樋６４３－１

ローソン揖斐川上南方店 岐阜県　揖斐郡揖斐川町上南方６０２－１

ローソン宇治半白店 京都府　宇治市宇治半白１２番２

ローソン宇治大久保店 京都府　宇治市広野町西裏４９－１

ローソン大久保茶屋裏店 京都府　宇治市広野町茶屋裏１３－５

ローソン宇治小倉店 京都府　宇治市小倉町西浦７６番１

ローソン宇治小倉堀池店 京都府　宇治市小倉町堀池１番１

ローソン宇治神明宮北店 京都府　宇治市神明宮北２８番１

ローソン宇治六地蔵店 京都府　宇治市六地蔵町並３７番地

ローソン宇治槇島店 京都府　宇治市槇島町一町田１４－２

ローソン亀岡駅前店 京都府　亀岡市古世町西内坪１０－７

ローソン亀岡つつじケ丘店 京都府　亀岡市篠町浄法寺墓ノ谷２８番１

ローソン亀岡馬堀店 京都府　亀岡市篠町馬堀南垣内４３－３

ローソン亀岡千代川店 京都府　亀岡市千代川町千原２－１２－１

ローソンガレリアかめおか前店 京都府　亀岡市余部町樋又８２番１

ローソン久御山佐古店 京都府　久世郡久御山町佐古清水１１

ローソン久御山工業団地前店 京都府　久世郡久御山町佐山新開地１７５番１

ローソン京都岡本記念病院店 京都府　久世郡久御山町佐山西ノ口５８

ローソン久御山東一口店 京都府　久世郡久御山町大字東一口東島８８－６

ローソン宮津京街道店 京都府　宮津市京街道２１４

ローソン大宮町周枳店 京都府　京丹後市大宮町周枳小字藤内２２４１－１

ローソン峰山町新町店 京都府　京丹後市峰山町新町小字検見不入１５６６

ローソン三山木田中店 京都府　京田辺市三山木中央９－８－４

ローソン松井山手駅前店 京都府　京田辺市山手中央１－１２

ローソン京田辺薪店 京都府　京田辺市薪西沢４－１

ローソン新田辺駅前店 京都府　京田辺市田辺中央一丁目４－３

ローソン嵯峨釈迦堂門前店 京都府　京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町１９－１

ローソン天神川四条店 京都府　京都市右京区西院西貝川町３４

ローソン西院春日通店 京都府　京都市右京区西院北矢掛町１５

ローソン葛野大路御池店 京都府　京都市右京区太秦安井西沢町７番７

ローソン太秦開日町店 京都府　京都市右京区太秦開日町１０番１

ローソン京都高雄店 京都府　京都市右京区梅ヶ畑畑ノ下町１８番１

ローソン梅津後藤町店 京都府　京都市右京区梅津後藤町１－３

ローソン梅津高辻店 京都府　京都市右京区梅津堤下町６３－２

ローソン新京都センタービル店 京都府　京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路６１４

ローソン京都駅前店 京都府　京都市下京区三哲通西洞院東入東塩小路町８４３－２

ローソン岩倉西河原店 京都府　京都市左京区岩倉下在地町７９

ローソン松ヶ崎駅前店 京都府　京都市左京区松ヶ崎壱町田町４－２

ローソン京大病院店 京都府　京都市左京区聖護院川原町５４京都大学医学部付属病院

ローソンＭＫ山科ボウル前店 京都府　京都市山科区西野楳本町１１２－４

ローソン国道西野店 京都府　京都市山科区西野櫃川町４２－１

ローソン山科大塚店 京都府　京都市山科区大塚森町１１－４

ローソン京都府立医大店 京都府　京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５

ローソン千本一条店 京都府　京都市上京区千本通一条上ル北伊勢殿構町６８２－１

ローソン桂徳大寺店 京都府　京都市西京区桂徳大寺南町１３

ローソン西京川島店 京都府　京都市西京区川島粟田町３７

岐阜

京都

北陸・中部

関西



ローソン洛西ニュータウン店 京都府　京都市西京区大枝中山町３－１０２

ローソン三条大橋店 京都府　京都市中京区三条通河原町東入中島町１１０

ローソン室町錦小路店 京都府　京都市中京区室町通錦小路上る山伏山町５６５番

ローソン西大路三条店 京都府　京都市中京区壬生上大竹町２－１

ローソンＢｉＶｉ京都二条店 京都府　京都市中京区西ノ京栂尾町１－６

ローソンドラッグひかり蛸薬師高倉店 京都府　京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺

ローソン東山三条店 京都府　京都市東山区三条通白川橋東入五軒町１１３

ローソン京都第一赤十字病院店 京都府　京都市東山区本町１５丁目７４９

ローソン吉祥院蒔絵店 京都府　京都市南区吉祥院蒔絵南町８番

ローソン久世中久町店 京都府　京都市南区久世中久町６８８－１

ローソン京都南インタ－店 京都府　京都市南区上鳥羽石橋町３４－２

ローソン京都南区役所前店 京都府　京都市南区西九条菅田町１９－７

ローソン九条河原町店 京都府　京都市南区東九条南山王町５７番１

ローソン外環横大路店 京都府　京都市伏見区横大路鍬ノ本２１－１

ローソン下鳥羽柳長店 京都府　京都市伏見区下鳥羽西柳長町２０７番

ローソン久我石原店 京都府　京都市伏見区久我石原町８－１０

ローソン伏見久我の杜店 京都府　京都市伏見区久我東町８－６１

ローソン伏見向島店 京都府　京都市伏見区向島四ツ谷池２－１

ローソン伏見稲荷駅前店 京都府　京都市伏見区深草一ノ坪町３８－１２

ナチュラルローソン京都医療センター店 京都府　京都市伏見区深草向畑町１－１

ローソン深草西浦店 京都府　京都市伏見区深草西浦町５－４８－１

ローソン醍醐多近田店 京都府　京都市伏見区醍醐多近田町１７－１

ローソン城南宮店 京都府　京都市伏見区中島鳥羽離宮町１７

ローソン伏見中書島店 京都府　京都市伏見区東浜南町６６４－２

ローソン淀際目町店 京都府　京都市伏見区淀際目町２４１番４

ローソン西賀茂店 京都府　京都市北区西賀茂山ノ森町４番、５番

ローソン洛西口駅北店 京都府　向日市寺戸町石田１番１

ローソン向日市上植野店 京都府　向日市上植野町伴田１６－１

ローソン城陽インター店 京都府　城陽市久世荒内１２１－５

ローソン城陽白坂テクノパーク店 京都府　城陽市市辺白坂４

ローソン京都城陽郵便局前店 京都府　城陽市寺田袋尻５６－１

ローソン長岡京インター店 京都府　長岡京市下海印寺伊賀寺３９－３

ローソン長岡京神足柳田店 京都府　長岡京市神足柳田１５

ローソン長岡京友岡店 京都府　長岡京市友岡四丁目２２７番１

ローソン井手扇畑店 京都府　綴喜郡井手町井手扇畑２１－１

ローソン八幡男山石城店 京都府　八幡市男山石城４番１９

ローソン男山長沢店 京都府　八幡市男山長沢１４－１

ローソン八幡吉野店 京都府　八幡市八幡吉野垣内２１

ローソン八幡久保田店 京都府　八幡市八幡久保田２－１

ローソン八幡水珀店 京都府　八幡市八幡水珀２７－１

ローソン八幡福禄谷店 京都府　八幡市八幡福禄谷１４５番３

ローソン舞鶴浜店 京都府　舞鶴市北浜町２－２３

ローソン福知山三和町店 京都府　福知山市三和町千束小字野奈田６００

ローソン福知山郵便局前店 京都府　福知山市字天田小字中長戸５７番１

ローソン福知山蛇ヶ端店 京都府　福知山市字堀小字三白２４７９－１

ローソン木津川山城店 京都府　木津川市山城町上狛洞ヶ谷２５－１

ローソン木津川州見台店 京都府　木津川市州見台４丁目１番地１１

ローソン与謝野町加悦店 京都府　与謝郡与謝野町字幾地小字中坪３２４番１

ローソン与謝野町男山店 京都府　与謝野郡与謝野町字男山小字小原田５１７－３

ローソン茨木鮎川四丁目店 大阪府　茨木市鮎川４－１－２６

ローソン茨木五日市二丁目店 大阪府　茨木市五日市２－１７－１５

ローソン阪急茨木市駅南店 大阪府　茨木市双葉町１１－３３

ローソン茨木沢良宜西四丁目店 大阪府　茨木市沢良宜西４－１－５

ローソン茨木南安威一丁目店 大阪府　茨木市南安威１－５－１８

ローソン茨木平田一丁目店 大阪府　茨木市平田１－１－２

ローソン茨木豊川３丁目店 大阪府　茨木市豊川３丁目８番地１８号

ローソン大阪はびきの医療センター店 大阪府　羽曳野市はびきの三丁目７－１

ローソンはびきの店 大阪府　羽曳野市はびきの二丁目７－３４

ローソン羽曳野西浦北店 大阪府　羽曳野市西浦９６２－１

ローソン羽曳野大黒店 大阪府　羽曳野市大黒３１７－１

ローソン羽曳野島泉九丁目店 大阪府　羽曳野市島泉９－１８３－１

ローソン河内長野高向店 大阪府　河内長野市高向４７０－１

京都

大阪

関西



ローソン河内長野三日市駅前店 大阪府　河内長野市三日市町１８６－８

ローソン大阪南医療センター店 大阪府　河内長野市木戸東町２－１

ローソン貝塚久保店 大阪府　貝塚市永吉字大畝町１－２

ローソン貝塚王子西店 大阪府　貝塚市王子９２４－１

ローソン貝塚海塚店 大阪府　貝塚市海塚１－２－１６

ローソン貝塚三ツ松南店 大阪府　貝塚市三ツ松１８４３－２１

ローソン貝塚三ツ松店 大阪府　貝塚市三ツ松８４０－１

ローソン貝塚脇浜店 大阪府　貝塚市脇浜１－１８６－１

ローソン岸和田加守町三丁目店 大阪府　岸和田市加守町三丁目１２－１３

ローソン岸和田額原町 大阪府　岸和田市額原町７１５－１

ローソン岸和田和泉インター店 大阪府　岸和田市山直中町５２０

ローソン岸和田小松里町南店 大阪府　岸和田市小松里町２１６５

ローソン岸和田小松里店 大阪府　岸和田市小松里町２５７２

ローソン岸和田沼店 大阪府　岸和田市沼町３１－７

ローソン岸和田上野町東店 大阪府　岸和田市上野町東１０－１７

ローソン岸和田池尻町店 大阪府　岸和田市池尻町４１３－１

ローソン岸和田中井町店 大阪府　岸和田市中井町１－５－１

ローソン岸和田田治米店 大阪府　岸和田市田治米町１３１－５

ローソン岸和田土生町二丁目店 大阪府　岸和田市土生町２丁目２９－７

ローソンＪＲ東岸和田駅前店 大阪府　岸和田市土生町４－４－２８

ローソン岸和田東大路町店 大阪府　岸和田市東大路町２６９番

ローソン岸和田内畑町店 大阪府　岸和田市内畑町３１９

ローソン岸和田八阪町店 大阪府　岸和田市八阪町１－１０－３５

ローソン南海岸和田駅前店 大阪府　岸和田市別所町１－３７－２４

ローソン交野星田北三丁目店 大阪府　交野市星田北３－３７－１５

ローソン交野星田北五丁目店 大阪府　交野市星田北５－５１－１７

ローソン交野倉治一丁目店 大阪府　交野市倉治１－５５－１２

ローソン高石千代田二丁目店 大阪府　高石市千代田２－１２２４－１

ローソン高槻下田部町二丁目店 大阪府　高槻市下田部町２－２－３

ローソン高槻京口町店 大阪府　高槻市京口町９－３０

ローソン高槻城南町三丁目店 大阪府　高槻市城南町３－２３－７

ローソン新高槻城北店 大阪府　高槻市城北町２－３－５

ローソン高槻城北町二丁目店 大阪府　高槻市城北町２－７－９

ローソン高槻赤大路町店 大阪府　高槻市赤大路町１７－２２

ローソン高槻川添一丁目店 大阪府　高槻市川添１－１８－１

ローソン高槻大冠一丁目店 大阪府　高槻市大冠町１丁目６－３

ローソン高槻柱本一丁目店 大阪府　高槻市柱本１－１－１３

ローソン高槻如是町店 大阪府　高槻市如是町４０－１７

ローソン高槻緑町店 大阪府　高槻市緑町２－１８

ローソン自然田店 大阪府　阪南市自然田７８０－１

ローソン阪南石田店 大阪府　阪南市石田７１１番６

ローソン阪南黒田店 大阪府　阪南市鳥取中１０２番１

ローソン阪南箱作店 大阪府　阪南市箱作１５２８番１

ローソン堺旭ヶ丘南町店 大阪府　堺市堺区旭ヶ丘南町一丁１３

ローソン堺一条通北店 大阪府　堺市堺区一条通２０－５

ローソン堺向陵店 大阪府　堺市堺区向陵東町二丁１７５番１

ローソン堺少林寺町西店 大阪府　堺市堺区少林寺町西３－１－１

ローソン堺石津町三丁店 大阪府　堺市堺区石津町３－７－２６

ローソン堺大仙西町店 大阪府　堺市堺区大仙西町６丁１８４－１

ローソン堺大浜店 大阪府　堺市堺区大浜北町三丁３－１６

ローソン堺鉄砲町店 大阪府　堺市堺区鉄砲町１番７

ローソンＪＲ堺市駅前店 大阪府　堺市堺区東雲西町一丁５９－１

ローソン方違神社前店 大阪府　堺市堺区南田出井町４－１－３１

ローソン上野芝駅前店 大阪府　堺市西区上野芝町４丁６－７

ローソン堺神野町店 大阪府　堺市西区神野町３－６－６

ローソン堺鶴田町店 大阪府　堺市西区鶴田町３０－２７

ローソン堺菱木２丁店 大阪府　堺市西区菱木２丁２２２８－４

ローソン菱木３丁店 大阪府　堺市西区菱木３丁２４４１－３

ローソン堺浜寺石津中店 大阪府　堺市西区浜寺石津町中１－９－１４

ローソン堺石津川駅前店 大阪府　堺市西区浜寺石津町中４－１０－２１

ローソン堺鳳中町７丁店 大阪府　堺市西区鳳中町７丁２２５－１

ローソン堺鳳北町店 大阪府　堺市西区鳳北町十丁１０６

大阪

関西



ローソン堺鳳北町八丁目 大阪府　堺市西区鳳北町八丁４３１番１

ローソン堺小阪店 大阪府　堺市中区小阪西町１番２２号

ローソン堺深井清水町店 大阪府　堺市中区深井清水町３７９２

ローソン堺深井店 大阪府　堺市中区深井北町３１５９番

ローソン堺深井北町店 大阪府　堺市中区深井北町６２９－１

ローソン堺宮山台店 大阪府　堺市中区深阪２－１０－３９

ローソン堺大野芝店 大阪府　堺市中区大野芝町２３６番地１

ローソン堺土塔町店 大阪府　堺市中区土塔町１９９１

ローソン堺土塔南店 大阪府　堺市中区土塔町３３４３

ローソン堺東山店 大阪府　堺市中区東山５０５番地５

ローソン堺八田西町店 大阪府　堺市中区八田西町２－１７－４７

ローソン堺堀上町店 大阪府　堺市中区堀上町３４－１

ローソン堺丈六店 大阪府　堺市東区丈六８７番地１

ローソン堺草尾南店 大阪府　堺市東区草尾６１２－１

ローソン堺日置荘店 大阪府　堺市東区日置荘西町１－１５－５

ローソン岩室店 大阪府　堺市南区岩室１９０

ローソン堺原山台店 大阪府　堺市南区原山台５丁１２番６号

ローソン堺高尾一丁店 大阪府　堺市南区高尾一丁４１２－１

ローソン堺若松台店 大阪府　堺市南区若松台３丁２－１

ローソン堺泉北深阪南店 大阪府　堺市南区深阪南３１３－１

ローソン堺豊田店 大阪府　堺市南区豊田１１８６番１

ローソン堺檜尾店 大阪府　堺市南区檜尾３９０２－１

ローソン美原阿弥店 大阪府　堺市美原区阿弥１０１

ローソン美原町真福寺店 大阪府　堺市美原区真福寺１１５－１

ローソン堺美原丹上店 大阪府　堺市美原区丹上１０７－１

ローソン美原北余部店 大阪府　堺市美原区北余部１４６－１

ローソンプラス堺新金岡店 大阪府　堺市北区蔵前町１１９７－２

ローソンなかもず駅前店 大阪府　堺市北区中百舌鳥町五丁２２番－１０２

ローソン堺長曽根町店 大阪府　堺市北区長曽根町１９０３－１

ローソン堺百舌鳥店 大阪府　堺市北区百舌鳥赤畑町１丁４３－２

ローソン堺百舌鳥赤畑町店 大阪府　堺市北区百舌鳥赤畑町４－２４７－３

ローソンＪＲ島本駅前店 大阪府　三島郡島本町桜井１－５－４５

ローソン四条畷岡山東二丁目店 大阪府　四條畷市岡山東２－１－１６

ローソン四條畷南野１丁目店 大阪府　四條畷市南野１－１－３２

ローソン守口佐太東町店 大阪府　守口市佐太東町１－３８－２

ローソン守口大宮通三丁目店 大阪府　守口市大宮通３－９－２８

ローソン守口大日東町店 大阪府　守口市大日東町２４－１２

ローソン守口南寺方中通店 大阪府　守口市南寺方中通３－１５－８

ローソン守口南寺方北通一丁目店 大阪府　守口市南寺方北通１－１０－２１

ローソンパナソニック前店 大阪府　守口市八雲中町３－１－２

ローソン松原阿保四丁目店 大阪府　松原市阿保４－２－３

ローソン松原岡七丁目店 大阪府　松原市岡７－９９－２

ローソン松原三宅西四丁目店 大阪府　松原市三宅西四丁目２３５番１

ローソン松原柴垣二丁目店 大阪府　松原市柴垣２－５００－１０

ローソン松原丹南一丁目店 大阪府　松原市丹南一丁目３１３

ローソン松原天美我堂一丁目店 大阪府　松原市天美我堂１－２３－１

ローソン松原田井城一丁目店 大阪府　松原市田井城１－２－１５

ローソン松原田井城店 大阪府　松原市田井城６－２７１－１

ローソン松原東新町店 大阪府　松原市東新町４－４－１１

ローソン寝屋川葛原二丁目店 大阪府　寝屋川市葛原２－８－８

ローソン香里園駅前店 大阪府　寝屋川市香里新町３１番地１７号

ローソン寝屋川川勝町店 大阪府　寝屋川市川勝町１３－５

ローソン寝屋川太間東町店 大阪府　寝屋川市太間東町２４－５

ローソン寝屋川池田新町店 大阪府　寝屋川市池田新町１６－４８

ローソン寝屋川中神田町店 大阪府　寝屋川市中神田町２７－１４

ローソン長栄寺店 大阪府　寝屋川市長栄寺町６－７

ローソン寝屋川楠根北町店 大阪府　寝屋川市楠根北町１－１

ローソン寝屋川八坂町店 大阪府　寝屋川市八坂町１５－３８

ローソン吹田円山町店 大阪府　吹田市円山町６－３

ローソン吹田岸辺北三丁目店 大阪府　吹田市岸部北３－２－２４

ローソン五月ケ丘東店 大阪府　吹田市五月ケ丘東１３－２３

ローソン広芝店 大阪府　吹田市広芝町９－１

大阪

関西



ローソン江坂公園前店 大阪府　吹田市江坂町１－１７－８

ローソン吹田山田西１丁目店 大阪府　吹田市山田西１－３７－１

ローソン吹田新芦屋下店 大阪府　吹田市千里丘上５－２５

ローソン南吹田五丁目店 大阪府　吹田市南吹田五丁目１４番３４

ローソン江坂駅前店 大阪府　吹田市豊津町１－２２

ローソン江坂駅南口店 大阪府　吹田市豊津町９－２２

ローソン摂津南千里丘店 大阪府　摂津市南千里丘１－３８

ローソンりんくうパピリオ店 大阪府　泉佐野市りんくう往来北１

ローソン泉佐野りんくう店 大阪府　泉佐野市りんくう往来北１－１９

ローソン泉佐野りんくう往来北店 大阪府　泉佐野市りんくう往来北６－７

ローソン泉佐野上瓦屋東店 大阪府　泉佐野市下瓦屋１４７－１

ローソン関西国際空港店 大阪府　泉佐野市泉州空港北１番地

ローソン泉佐野大西店 大阪府　泉佐野市大西１－１６２３－１

ローソン泉佐野長滝店 大阪府　泉佐野市長滝１０４２－２

ローソン泉佐野鶴原二丁目店 大阪府　泉佐野市鶴原２－１１－３４

ローソン泉佐野日根野店 大阪府　泉佐野市日根野７１６０

ローソン泉佐野湊一丁目店 大阪府　泉佐野市湊１－１６１４－３

ローソン泉大津旭町店 大阪府　泉大津市旭町１９－２４

ローソン泉大津我孫子店 大阪府　泉大津市我孫子２－１９０－３

ローソン泉大津戎町南店 大阪府　泉大津市戎町１８－２

ローソン泉大津森町二丁目店 大阪府　泉大津市森町２－８－３５

ローソン泉大津千原町店 大阪府　泉大津市千原町１－１４－３４

ローソン泉大津曽根町店 大阪府　泉大津市曽根町１－９－１３

ローソン泉大津北豊中町店 大阪府　泉大津市北豊中町３－９７９－２

ローソン熊取朝代店 大阪府　泉南郡熊取町朝代東１－７－７

ローソン熊取野田店 大阪府　泉南郡熊取町野田１－１－２４

ローソン関空エアロプラザ店 大阪府　泉南郡田尻町泉州空港中１－３

ローソン田尻町吉見店 大阪府　泉南郡田尻町大字吉見２８５－１

ローソン岬深日店 大阪府　泉南郡岬町深日１５５６

ローソン泉南信達岡中店 大阪府　泉南市信達岡中１１６０－１

ローソン泉南新家店 大阪府　泉南市新家３２５４－１

ローソン泉南樽井二丁目店 大阪府　泉南市樽井２－１８－１３

ローソン泉南樽井三丁目店 大阪府　泉南市樽井３－４４－１

ローソン忠岡中店 大阪府　泉北郡忠岡町忠岡中三丁目１０－１９

ローソン忠岡東店 大阪府　泉北郡忠岡町忠岡東２－７－９

ローソン大阪狭山池之原三丁目店 大阪府　大阪狭山市池之原３－１０１４－１

ローソンあべのキューズタウン店 大阪府　大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１－１０４

ローソン阪南町５丁目店 大阪府　大阪市阿倍野区阪南町５－２０－１４

ローソン昭和町店 大阪府　大阪市阿倍野区昭和町１－８－２８

ローソン天王寺町北二丁目店 大阪府　大阪市阿倍野区天王寺町北２－１４－６

ローソンＬＰ生江二丁目店 大阪府　大阪市旭区生江２－１５－２１

ローソン港区三先一丁目店 大阪府　大阪市港区三先１－１－２３

ローソン港区南市岡一丁目店 大阪府　大阪市港区南市岡１－２－３６

ローソン港区弁天五丁目店 大阪府　大阪市港区弁天５－１４－２５

ローソン此花桜島三丁目店 大阪府　大阪市此花区桜島３－１－３５

ローソン此花西九条四丁目店 大阪府　大阪市此花区西九条４－３－３４

ローソン遠里小野店 大阪府　大阪市住吉区遠里小野５－２３－１７

ローソン住吉我孫子二丁目店 大阪府　大阪市住吉区我孫子２－６－２２

ローソン住吉あびこ病院前店 大阪府　大阪市住吉区我孫子三丁目２－１８

ローソン我孫子店 大阪府　大阪市住吉区苅田５－１９－１７

ローソン山之内一丁目店 大阪府　大阪市住吉区山之内１－８－１０

ローソン住吉沢之町一丁目店 大阪府　大阪市住吉区沢之町１－１－２２

ローソン長居２丁目店 大阪府　大阪市住吉区長居２－１

ローソンＬＰＮ府立総合医療センター店 大阪府　大阪市住吉区万代東３－２５－１

ローソン新北島七丁目店 大阪府　大阪市住之江区新北島７－４－８

ローソン西加賀屋四丁目店 大阪府　大阪市住之江区西加賀屋４－８－８

ローソン西住之江一丁目店 大阪府　大阪市住之江区西住之江１－９－１４

ローソン南加賀屋店 大阪府　大阪市住之江区南加賀屋２－１－２３

ローソン南港ＡＴＣＩＴＭ店 大阪府　大阪市住之江区南港北２－１－１０　ＩＴＭ棟２－Ｄ

ローソン粉浜西三丁目店 大阪府　大阪市住之江区粉浜西３－２－１

ローソン北加賀屋店 大阪府　大阪市住之江区北加賀屋１－５－３

ローソン北加賀屋三丁目店 大阪府　大阪市住之江区北加賀屋３－５－７

大阪

関西



ローソン城東永田四丁目店 大阪府　大阪市城東区永田４－１－２

ローソン城東蒲生二丁目店 大阪府　大阪市城東区蒲生二丁目１０番３１

ローソン関目六丁目店 大阪府　大阪市城東区関目６－１４－５０

ローソン内環今福東店 大阪府　大阪市城東区今福東２－１４－１２

ローソン城東中央三丁目店 大阪府　大阪市城東区中央三丁目３番１９号

ローソン舎利寺一丁目店 大阪府　大阪市生野区舎利寺１－１５－３

ローソン巽中一丁目店 大阪府　大阪市生野区巽中１－２５－１２

ローソン巽中四丁目店 大阪府　大阪市生野区巽中４－５－２７

ローソン鶴橋三丁目店 大阪府　大阪市生野区鶴橋３－８－３５

ローソン生野田島一丁目店 大阪府　大阪市生野区田島１－１０－３

ローソン田島六丁目店 大阪府　大阪市生野区田島六丁目１１番３

ローソン九条二丁目店 大阪府　大阪市西区九条２丁目３－１

ローソン江戸堀一丁目店 大阪府　大阪市西区江戸堀１－７－１３

ローソン江戸堀センタービル店 大阪府　大阪市西区江戸堀２－１－１

ローソン大阪厚生年金会館前店 大阪府　大阪市西区新町１－３４－５

ローソン西区南堀江一丁目店 大阪府　大阪市西区南堀江１－１６－９

ローソン南堀江四丁目店 大阪府　大阪市西区南堀江４－４－８

ローソン立売堀三丁目店 大阪府　大阪市西区立売堀３丁目３－５

ローソン岸里東一丁目店 大阪府　大阪市西成区岸里東１－１７－１

ローソン岸里駅前店 大阪府　大阪市西成区潮路１－１０－８

ローソン長橋三丁目店 大阪府　大阪市西成区長橋３－６－５０

ローソン天下茶屋２丁目店 大阪府　大阪市西成区天下茶屋２－２２－１３

ローソン天下茶屋一丁目店 大阪府　大阪市西成区天下茶屋一丁目１－１２

ローソン南津守七丁目店 大阪府　大阪市西成区南津守７丁目１４－２４

ローソン北開二丁目店 大阪府　大阪市西成区北開２－１－２

ローソン御幣島駅前店 大阪府　大阪市西淀川区御幣島１－３－９

ローソンプラス姫島五丁目店 大阪府　大阪市西淀川区姫島５－２－６

ローソンＳ千船病院店 大阪府　大阪市西淀川区福町３－２－３９

ローソン野里一丁目店 大阪府　大阪市西淀川区野里１－３－９

ローソン大正小林西一丁目店 大阪府　大阪市大正区小林西１－１－３

ローソンマリンテニスパーク北村店 大阪府　大阪市大正区北村３－３－６４

ローソン安堂寺町二丁目店 大阪府　大阪市中央区安堂寺町２－４－６

ローソン瓦町一丁目店 大阪府　大阪市中央区瓦町１－７－７

ローソン千日前通高津店 大阪府　大阪市中央区高津１－９－８

ローソン谷町三丁目西店 大阪府　大阪市中央区谷町３－５－５

ローソン長堀橋店 大阪府　大阪市中央区島之内１－１６－２２

ローソン北浜ＭＩＤビル店 大阪府　大阪市中央区道修町１－６－７

ローソン道頓堀店 大阪府　大阪市中央区道頓堀２－３－２９

ローソン道頓堀一丁目店 大阪府　大阪市中央区道頓堀一丁目東６－２０

ローソン中央南船場一丁目店 大阪府　大阪市中央区南船場１―１７－２８

ローソン南本町二丁目店 大阪府　大阪市中央区南本町２－２－２

ローソン日本橋１丁目店 大阪府　大阪市中央区日本橋１－２０－５

ローソン博労町３丁目店 大阪府　大阪市中央区博労町三丁目１番３

ローソン平野町二丁目店 大阪府　大阪市中央区平野町二丁目１番２

ローソン横堤四丁目店 大阪府　大阪市鶴見区横堤４丁目２－４１

ローソン今福鶴見駅東店 大阪府　大阪市鶴見区鶴見４－１０－３０

ローソンＪＲ放出駅前店 大阪府　大阪市鶴見区放出東３－２１－５０

ローソン鶴見緑地駅前店 大阪府　大阪市鶴見区緑地公園１－５３

ローソン勝山三丁目店 大阪府　大阪市天王寺区勝山３丁目６－２

ローソン上本町五丁目店 大阪府　大阪市天王寺区上本町５－７－２２

ローソン上本町駅前店 大阪府　大阪市天王寺区上本町６－２－１７

ローソンうえほんまちハイハイタウン店 大阪府　大阪市天王寺区上本町６－３０３－１

ローソン上本町七丁目東店 大阪府　大阪市天王寺区上本町７－１－２７

ローソン真田山町店 大阪府　大阪市天王寺区真田山町１－１

ローソン大阪警察病院店 大阪府　大阪市天王寺区北山町１０－３１

ローソン都島中野町一丁目店 大阪府　大阪市都島区中野町１－５－３

ローソン京橋北口店 大阪府　大阪市都島区東野田４－７－１８

ローソン片町一丁目店 大阪府　大阪市都島区片町１－４－８

ローソン長居公園南店 大阪府　大阪市東住吉区公園南矢田１－１８－２

ローソン杭全八丁目店 大阪府　大阪市東住吉区杭全８－４－１

ローソン今川五丁目店 大阪府　大阪市東住吉区今川５－７－２２

ローソン住道矢田五丁目店 大阪府　大阪市東住吉区住道矢田５－１３－１１

大阪
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ローソン鷹合四丁目店 大阪府　大阪市東住吉区鷹合４－１７－６

ローソン田辺二丁目店 大阪府　大阪市東住吉区田辺２－６－２２

ローソンドラッグミック湯里東店 大阪府　大阪市東住吉区湯里二丁目１８－１１

ローソン美章園駅前店 大阪府　大阪市東住吉区北田辺１－２－１

ローソン北田辺四丁目店 大阪府　大阪市東住吉区北田辺４－２３－１３

ローソン矢田一丁目店 大阪府　大阪市東住吉区矢田１－４－１８

ローソン大今里西三丁目店 大阪府　大阪市東成区大今里西３－１７－２０

ローソン玉造駅前店 大阪府　大阪市東成区中道３－１７－１８

ローソン鶴橋駅前店 大阪府　大阪市東成区東小橋３－１４－１６

ローソン東中本一丁目店 大阪府　大阪市東成区東中本１－１４－７

ローソン井高野２丁目店 大阪府　大阪市東淀川区井高野２－８－４１

ローソン東淀川小松四丁目店 大阪府　大阪市東淀川区小松４－７－２２

ローソン大阪経大北店 大阪府　大阪市東淀川区瑞光３－２－２０

ローソン阪急相川駅西口店 大阪府　大阪市東淀川区相川一丁目５番１４

ローソン阪急淡路駅前通店 大阪府　大阪市東淀川区東淡路四丁目１８－３

ローソン新大阪駅東口店 大阪府　大阪市東淀川区東中島一丁目１９番４

ローソン阪急崇禅寺駅前店 大阪府　大阪市東淀川区東中島三丁目１４－３６

ローソン福島吉野四丁目店 大阪府　大阪市福島区吉野四丁目１０番１５

ローソン玉川三丁目店 大阪府　大阪市福島区玉川３－１１－１０

ローソン大開三丁目店 大阪府　大阪市福島区大開３－２－３３

ローソン福島七丁目店 大阪府　大阪市福島区福島７－２２－１７

ローソン平野瓜破一丁目店 大阪府　大阪市平野区瓜破１－９－４８

ローソン喜連瓜破店 大阪府　大阪市平野区瓜破２－１－１０

ローソン平野瓜破東一丁目店 大阪府　大阪市平野区瓜破東一丁目１１番２９

ローソン加美北一丁目店 大阪府　大阪市平野区加美北１－９４

ローソン加美北八丁目店 大阪府　大阪市平野区加美北８－２３－３６

ローソン喜連東二丁目店 大阪府　大阪市平野区喜連東２丁目１１－７

ローソン出戸八丁目店 大阪府　大阪市平野区長吉出戸８－４－１９

ローソン長吉川辺一丁目店 大阪府　大阪市平野区長吉川辺１－１－４５

ローソン長吉長原二丁目店 大阪府　大阪市平野区長吉長原２－１３－３１

ローソン長吉長原店 大阪府　大阪市平野区長吉長原４－１－１

ローソン長吉長原西１丁目店 大阪府　大阪市平野区長吉長原西１－５－２０

ローソン長吉六反四丁目店 大阪府　大阪市平野区長吉六反四丁目８－７１

ローソン背戸口４丁目店 大阪府　大阪市平野区背戸口４－１１－３

ローソン平野南四丁目店 大阪府　大阪市平野区平野南４－１－１１

ローソン平野本町店 大阪府　大阪市平野区平野本町３－１２－１１

ローソン平野本町五丁目店 大阪府　大阪市平野区平野本町５－９－２９

ローソン松ケ枝町店 大阪府　大阪市北区松ヶ枝町８－１３

ローソンホテルモントレ　ル・フレール大阪大阪府　大阪市北区曽根崎新地１－１２－８

ローソン中崎二丁目店 大阪府　大阪市北区中崎２－４－１５

ローソン梅田センタービル店 大阪府　大阪市北区中崎西２－４－１２梅田センタービルＢ１

ローソン長柄東二丁目店 大阪府　大阪市北区長柄東２－８－３６

ローソン天神橋二丁目店 大阪府　大阪市北区天神橋２－１－１４

ローソンドラッグミック天神橋六丁目店 大阪府　大阪市北区天神橋６－６－６

ローソン天神橋七丁目店 大阪府　大阪市北区天神橋七丁目６－１１

ローソンＯＡＰタワー店 大阪府　大阪市北区天満橋１－８－３０

ローソン同心一丁目店 大阪府　大阪市北区同心一丁目８－２５

ローソン堂島浜１丁目店 大阪府　大阪市北区堂島浜１－１－８

ローソン毎日インテシオ店 大阪府　大阪市北区梅田３－４－５

ローソン豊崎三丁目店 大阪府　大阪市北区豊崎３－１０－２

ローソン淀川三津屋南二丁目店 大阪府　大阪市淀川区三津屋南２－１１－２２

ローソン十三本町一丁目店 大阪府　大阪市淀川区十三本町１－１３－１１

ローソン淀川新北野店 大阪府　大阪市淀川区新北野１－５－１７

ローソン西宮原店 大阪府　大阪市淀川区西宮原１－６－３６

ローソン西中島南方店 大阪府　大阪市淀川区西中島２－１５－１４

ローソン西中島四丁目店 大阪府　大阪市淀川区西中島４－３－２３

ローソン西中島五丁目店 大阪府　大阪市淀川区西中島５－１２－８

ローソン幸町一丁目店 大阪府　大阪市浪速区幸町１－３－８

ローソン桜川二丁目店 大阪府　大阪市浪速区桜川２－９－１４

ローソン浪速大国２丁目店 大阪府　大阪市浪速区大国２－５－９

ローソン難波中二丁目店 大阪府　大阪市浪速区難波中２－６－１７

ローソンなんばＧＭタワー店 大阪府　大阪市浪速区敷津東２－１－２４

大阪
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ローソン大東三箇四丁目店 大阪府　大東市三箇４－３３８－１

ローソン大東諸福五丁目店 大阪府　大東市諸福５－１３－３３

ローソン大東太子田一丁目店 大阪府　大東市太子田一丁目１１－１

ローソン長吉六反二丁目店 大阪府　大東市平野区長吉六反２－３－１５

ローソン神田一丁目店 大阪府　池田市神田１－３－２３

ローソン池田市役所前店 大阪府　池田市菅原町１１－１

ローソン阪急石橋駅前店 大阪府　池田市石橋１－１３－１

ローソン池田八王寺二丁目店 大阪府　池田市八王寺二丁目１３７２－１

ローソン池田鉢塚二丁目店 大阪府　池田市鉢塚２－９－９

ローソン池田伏尾町店 大阪府　池田市伏尾町５０３－３

ローソン東大阪稲田新町二丁目店 大阪府　東大阪市稲田新町２－１１－７

ローソン東大阪花園桜通り店 大阪府　東大阪市稲葉２丁目１番２４号

ローソン東大阪花園東町店 大阪府　東大阪市花園東町２－９－１９

ローソン東大阪吉田本町二丁目店 大阪府　東大阪市吉田本町２－３－２

ローソン東大阪玉串町東店 大阪府　東大阪市玉串町東１－１０－２９

ローソン東大阪高井田中五丁目店 大阪府　東大阪市高井田中５－４－３

ローソン東大阪四条町店 大阪府　東大阪市四条町２－１３

ローソン東大阪寺前町一丁目店 大阪府　東大阪市寺前町１－４－８

ローソン東大阪若江西新町店 大阪府　東大阪市若江西新町３－６－２４

ローソン東大阪若江北町三丁目店 大阪府　東大阪市若江北町３－７－１０

ローソン東大阪若江本町店 大阪府　東大阪市若江本町一丁目－１－７

ローソン東大阪俊徳町五丁目店 大阪府　東大阪市俊徳町５－８－１２

ローソン東大阪松原二丁目店 大阪府　東大阪市松原２－１－３２

ローソン＋アカカベ西鴻池町二丁目店 大阪府　東大阪市西鴻池町二丁目４－２４

ローソン東大阪西堤一丁目店 大阪府　東大阪市西堤１－１３－７

ローソン東大阪足代一丁目店 大阪府　東大阪市足代一丁目１５－６

ローソン東大阪中石切町四丁目店 大阪府　東大阪市中石切町４－５－１４

ローソン長田駅西店 大阪府　東大阪市長田中一丁目４－３５

ローソン東大阪フレスポ長田駅前店 大阪府　東大阪市長田中二丁目５－２３

ローソン東大阪長田東四丁目店 大阪府　東大阪市長田東４－１－４６

ローソン東大阪楠根二丁目店 大阪府　東大阪市楠根二丁目６－１６

ローソン東大阪菱江五丁目店 大阪府　東大阪市菱江５－１－２３

ローソン東大阪宝町店 大阪府　東大阪市宝町１－４３

ローソン藤井寺岡一丁目店 大阪府　藤井寺市岡１－１６－３１

ローソン藤井寺大井店 大阪府　藤井寺市大井１－４－５

ローソン藤井寺市役所前店 大阪府　藤井寺市北岡１－１－１

ローソン河南町白木店 大阪府　南河内郡河南町大字白木１９―１

ローソン上宮太子校前店 大阪府　南河内郡太子町大字太子９８５番１

ローソン柏原清州二丁目店 大阪府　柏原市清州二丁目１－３８

ローソン八尾萱振一丁目店 大阪府　八尾市萱振町１－３９－４

ローソン八尾光南町二丁目店 大阪府　八尾市光南町二丁目２０－１

ローソン八尾高安駅前店 大阪府　八尾市高安町北２－９４－１

ローソン佐堂町三丁目店 大阪府　八尾市佐堂町３－１－３９

ローソン八尾山本高安町二丁目店 大阪府　八尾市山本高安町２－１１－３０

ローソン八尾青山店 大阪府　八尾市青山町４丁目１番２２号

ローソン八尾南木の本店 大阪府　八尾市南木の本２－４５－２

ローソン八尾楠根町店 大阪府　八尾市楠根町２－７６－１

ローソン八尾美園町四丁目店 大阪府　八尾市美園町４－５０－１

ローソン八尾福万寺一丁目店 大阪府　八尾市福万寺町一丁目９３番１３

ローソンドラッグシグマ八尾本町店 大阪府　八尾市本町７－２－２３

ローソン八尾木の本一丁目店 大阪府　八尾市木の本一丁目１６番

ローソン富田林喜志店 大阪府　富田林市喜志町五丁目３－８

ローソン富田林錦織東店 大阪府　富田林市錦織東２－１１－１

ローソン富田林向陽台店 大阪府　富田林市向陽台２－１－１２

ローソン富田林税務署前店 大阪府　富田林市若松町西二丁目１７００番１

ローソン富田林西板持店 大阪府　富田林市西板持町二丁目５－１０

ローソン富田林錦織店 大阪府　富田林市大字錦織２４０７－１

ローソン富田林佐備店 大阪府　富田林市大字佐備３１９－１

ローソン豊中熊野町四丁目店 大阪府　豊中市熊野町４－１－２４

ローソン大阪国際空港店 大阪府　豊中市蛍池西町三丁目６４番２

ローソン豊中蛍池中町三丁目店 大阪府　豊中市蛍池中町３－４－１２

ローソン豊中春日町五丁目店 大阪府　豊中市春日町５－９－１１

大阪

関西



ローソンドラッグミック庄内店 大阪府　豊中市庄内西町二丁目４－５

ローソン豊中上野東一丁目店 大阪府　豊中市上野東一丁目３－７０

ローソン千里中央店 大阪府　豊中市新千里東町１－３

ローソン豊中走井店 大阪府　豊中市走井２－１０－５

ローソン東豊中町二丁目店 大阪府　豊中市東豊中町２－７－４

ローソン東豊中町六丁目店 大阪府　豊中市東豊中町６－１－３９

ローソン桜塚店 大阪府　豊中市南桜塚４－３－３６

ローソン豊中服部西町三丁目店 大阪府　豊中市服部西町３－５－５

ローソン豊中豊南町西五丁目店 大阪府　豊中市豊南町西五丁目１番８

ローソン阪急豊中駅南店 大阪府　豊中市本町１丁目２－３５

ローソン豊中立花町三丁目店 大阪府　豊中市立花町３－８－１７

ローソン枚方岡東町店 大阪府　枚方市岡東町１３－２２

ローソン枚方茄子作東町店 大阪府　枚方市茄子作東町１２－１０

ローソン香里ヶ丘さくら通店 大阪府　枚方市香里ヶ丘５－６－７－１

ローソン枚方三栗一丁目店 大阪府　枚方市三栗１丁目２５－１

ローソン枚方春日西町一丁目店 大阪府　枚方市春日西町１－５２－１

ローソン枚方船橋本町二丁目店 大阪府　枚方市船橋本町二丁目３１番

ローソン枚方大峰元町二丁目店 大阪府　枚方市大峰元町２－８－１１

ローソン枚方長尾台一丁目店 大阪府　枚方市長尾台１－１－１１

ローソン枚方東田宮店 大阪府　枚方市東田宮１－１１－２８

ローソン枚方南船橋店 大阪府　枚方市南船橋２丁目３－１

ローソン枚方南中振二丁目店 大阪府　枚方市南中振２－４６－１５

ローソン枚方楠葉花園町店 大阪府　枚方市楠葉花園４－１５

ローソン牧野下島町店 大阪府　枚方市牧野下島町６－１９

ローソン枚方公園店 大阪府　枚方市枚方元町８－１９

ローソン箕面小野原東三丁目店 大阪府　箕面市小野原東三丁目１３－２７

ローソン箕面坊島店 大阪府　箕面市坊島４丁目１０－２

ローソン門真宮前町店 大阪府　門真市宮前町１０－１５

ローソン門真幸福町店 大阪府　門真市幸福町１７－３

ローソン門真大橋町店 大阪府　門真市大橋町９－９

ローソン門真南野口町店 大阪府　門真市南野口町１－４

ローソン門真浜町店 大阪府　門真市浜町９－２

ローソン門真北岸和田二丁目店 大阪府　門真市北岸和田２－１－７

ローソン和泉のぞみ野３丁目店 大阪府　和泉市のぞみ野３－８２９－３

ローソン和泉はつが野二丁目店 大阪府　和泉市はつが野二丁目８番４

ローソン和泉王子町店 大阪府　和泉市王子町２－１３－１８

ローソン和泉春木町店 大阪府　和泉市春木町１０２５－１

ローソン和泉小田町店 大阪府　和泉市小田町２－１６－５９

ローソン和泉上町店 大阪府　和泉市上町７２１

ローソン鶴山台店 大阪府　和泉市太町５５９－１

ローソン和泉池田下町店 大阪府　和泉市池田下町２１６－１

ローソン和泉唐国店 大阪府　和泉市唐国町１－１０－９

ローソン和泉納花町店 大阪府　和泉市納花町３３７－１

ローソン和泉伯太町四丁目店 大阪府　和泉市伯太町四丁目７番２８

ローソン和泉府中町店 大阪府　和泉市府中町７－５－３０

ローソン和泉伏屋町店 大阪府　和泉市伏屋町２－１３－１２

ローソン和泉万町店 大阪府　和泉市万町１００５番１

ローソン和泉箕形町店 大阪府　和泉市箕形町４丁目６－５８

ローソン田原本町阪手店 奈良県　磯城郡田原本町阪手２３－９

ローソン田原本八尾店 奈良県　磯城郡田原本町大字八尾５６８－１

ローソン橿原雲梯町店 奈良県　橿原市雲梯町１１７番１

ローソン橿原新口店 奈良県　橿原市葛本町２８６－２

ローソン橿原十市店 奈良県　橿原市十市町４１０－１

ローソン橿原川西町店 奈良県　橿原市川西町１１６９－１

ローソン橿原土橋町南店 奈良県　橿原市土橋町３４０番１

ローソン橿原木原店 奈良県　橿原市木原町２１７－１

ローソン葛城新在家店 奈良県　葛城市新在家４５５番地

ローソン葛城太田店 奈良県　葛城市太田１１８７番１

ローソン葛城東室店 奈良県　葛城市東室９６－３

ローソン葛城北花内店 奈良県　葛城市北花内５２５番１

ローソン大淀町下渕店 奈良県　吉野郡大淀町大字下渕２１番１

ローソン御所元町西店 奈良県　御所市大字元町７５－１

奈良

大阪

関西



ローソン香芝逢坂店 奈良県　香芝市逢坂７丁目１３３番地１

ローソン香芝瓦口店 奈良県　香芝市瓦口３２－１

ローソン香芝上中店 奈良県　香芝市上中１１１番１

ローソンならコープｗｉｔｈローソン真美 奈良県　香芝市真美ケ丘一丁目１４－５

ローソン桜井川合店 奈良県　桜井市川合１２８－８

ローソン桜井大泉西店 奈良県　桜井市大字大泉１８５－７

ローソン桜井脇本店 奈良県　桜井市脇本３８４－１

ローソン安堵町東安堵店 奈良県　生駒郡安堵町大字東安堵１１４０番１

ローソンＪＲ三郷駅前店 奈良県　生駒郡三郷町立野南２－５４７３

ローソン斑鳩龍田西八丁目店 奈良県　生駒郡斑鳩町龍田西８－１０－１８

ローソン生駒南田原町店 奈良県　生駒市田原町３５６－３

ローソン大和郡山小泉町店 奈良県　大和郡山市小泉町２８６８－１

ローソン郡山大江町店 奈良県　大和郡山市大江町正ノ辻１７１－１

ローソン大和郡山外川町店 奈良県　大和郡山市田中町７４２－２

ローソン大和高田神楽店 奈良県　大和高田市大字神楽２６４番３

ローソン高田内本町店 奈良県　大和高田市内本町５－２４

ローソン奈良学園北１丁目店 奈良県　奈良市学園北１－１４－１３

ローソン奈良佐紀町店 奈良県　奈良市佐紀町２４４３番１

ローソン奈良西九条町二丁目店 奈良県　奈良市西九条町２－５－９

ローソン奈良西大寺南町店 奈良県　奈良市西大寺南町５－９３

ローソン奈良鳥見町店 奈良県　奈良市鳥見町１－１－８

ローソン近鉄奈良駅前店 奈良県　奈良市東向中町３－３

ローソン奈良阪町店 奈良県　奈良市奈良阪町２８５番１

ローソン奈良柏木東店 奈良県　奈良市八条町３９６－１

ローソン奈良宝来町店 奈良県　奈良市宝来４－２－５５

ローソン奈良法華寺西店 奈良県　奈良市法華寺町２０３番１

ローソン王寺畠田四丁目店 奈良県　北葛城郡王寺町畠田４－１８０９－４

ローソン広陵大野店 奈良県　北葛城郡広陵町大字大野５２８

ローソン新宮栗町店 兵庫県　たつの市新宮町栗町字廣芝２６９

ローソン芦屋高校前店 兵庫県　芦屋市宮川町９－１８

ナチュラルローソン芦屋川駅前店 兵庫県　芦屋市月若町８－４

ローソン宮川店 兵庫県　芦屋市上宮川町９－１２

ローソン芦屋新浜町店 兵庫県　芦屋市新浜町２－７

ローソン伊丹桑津二丁目店 兵庫県　伊丹市桑津２－１－５

ローソン伊丹荒牧南二丁目店 兵庫県　伊丹市荒牧南２－２－３６

ローソン伊丹昆陽池一丁目店 兵庫県　伊丹市昆陽池一丁目１０番

ローソン伊丹南町四丁目店 兵庫県　伊丹市南町４－６－３２

ローソン伊丹南野六丁目店 兵庫県　伊丹市南野６－３－８

ローソン伊丹北本町二丁目店 兵庫県　伊丹市北本町２－１４９

ローソン伊丹野間北二丁目店 兵庫県　伊丹市野間北２丁目２－６

ローソンニシイチドラッグ伊丹鈴原店 兵庫県　伊丹市鈴原町八丁目６８番

ローソン稲美六分一西店 兵庫県　加古郡稲美町六分一蒲ノ上１１７８－１

ローソン播磨南大中店 兵庫県　加古郡播磨町南大中３－１－３４

ローソン加古川粟津店 兵庫県　加古川市加古川町粟津８１２－１

ローソン加古川町河原店 兵庫県　加古川市加古川町河原字長尾３５７番３

ローソンＪＲ加古川駅北口店 兵庫県　加古川市加古川町溝之口字九之坪２５４

ローソン加古川中央市民病院店 兵庫県　加古川市加古川町本町４３９

ローソン加古川町木村店 兵庫県　加古川市加古川町木村４９７－２

ローソン西神吉町岸店 兵庫県　加古川市西神吉町岸字川原田１５２－５

ローソン加古川平岡町高畑店 兵庫県　加古川市平岡町高畑３１６－１

ローソン加古川鶴池店 兵庫県　加古川市平岡町新在家字鶴池ノ内１２２４－１

ローソン加古川野口町坂元店 兵庫県　加古川市野口町坂元字住塚５０－１

ローソン加古川長砂西店 兵庫県　加古川市野口町長砂１００７－１

ローソン加古川野口町長砂店 兵庫県　加古川市野口町長砂字大南前１１６７－１

ローソン加古川野口町野口店 兵庫県　加古川市野口町野口１７９番１

ローソン加古川市役所前店 兵庫県　加古川市野口町良野１５０１

ローソン加西玉野町店 兵庫県　加西市玉野町字彦三２３６－１

ローソン加西北条西高室店 兵庫県　加西市北条町西高室５４０－１

ローソン高砂阿弥陀店 兵庫県　高砂市阿弥陀町阿弥陀２０１３－１

ローソン高砂伊保三丁目店 兵庫県　高砂市伊保３－５０８

ローソン高砂松波店 兵庫県　高砂市高砂町松波町４４０番２

ローソン三田市中央町店 兵庫県　三田市中央町３６－７

奈良

兵庫

関西



ローソン三田フラワータウン駅前店 兵庫県　三田市武庫が丘７－２－１

ローソン三田福島店 兵庫県　三田市福島字宮野前５０１番１３

ローソン三木細川町金屋店 兵庫県　三木市細川町金屋４３１－３

ローソン三木御坂店 兵庫県　三木市志染町御坂芦原６２６－１

ローソン三木宿原店 兵庫県　三木市宿原７－１

ローソン三木大村店 兵庫県　三木市大村３２７－１

ローソン三木平田店 兵庫県　三木市平田１丁目１６番１

ローソン山崎城下店 兵庫県　宍粟市山崎町鶴木４３－４

ローソン洲本安乎店 兵庫県　洲本市安乎町平安浦１８９６－１

ローソン洲本下加茂店 兵庫県　洲本市下加茂１－１－１２

ローソン洲本下内膳店 兵庫県　洲本市下内膳１５８－１

ローソン洲本インター店 兵庫県　洲本市納１１６－１

ローソン洲本物部三丁目店 兵庫県　洲本市物部三丁目６２５番１

ローソン小野池尻町店 兵庫県　小野市池尻町字下ヶ芝３－１

ローソン神戸若木町三丁目店 兵庫県　神戸市須磨区若木町３－４－５

ローソン　ゴダイ神戸大田町二丁目　店 兵庫県　神戸市須磨区大田町２－２－５

ローソン須磨白川ランプ前店 兵庫県　神戸市須磨区白川台３－６１－１

ローソン須磨白川台４丁目店 兵庫県　神戸市須磨区白川台４－２８－４

ローソン神戸妙法寺荒打店 兵庫県　神戸市須磨区妙法寺字荒打３００－１

ローソン神戸妙法寺風早店 兵庫県　神戸市須磨区妙法寺字風早１２３２番３

ローソン神戸総合運動公園店 兵庫県　神戸市須磨区緑台３２５１－８

ローソン垂水つつじが丘五丁目店 兵庫県　神戸市垂水区つつじが丘５－２４－６

ローソン垂水朝谷町店様 兵庫県　神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３０３－３８

ローソン垂水駅前店 兵庫県　神戸市垂水区神田町４－１０

ローソン＋フレンズ山陽垂水西店 兵庫県　神戸市垂水区神田町一丁目２０

ローソン神戸清水が丘三丁目店 兵庫県　神戸市垂水区清水が丘３－６－６

ローソン＋フレンズ学園南店 兵庫県　神戸市垂水区多聞町字小束山８６８番３３

ローソン神戸大町二丁目店 兵庫県　神戸市垂水区大町２－２－１１

ローソン神戸名谷町奥畑店 兵庫県　神戸市垂水区名谷町２２６９－１

ローソン神戸名谷町梨原店 兵庫県　神戸市垂水区名谷町２３５３－１

ローソン大蔵谷インター店 兵庫県　神戸市西区伊川谷町有瀬６３４番７

ローソン伊川谷大池ノ北店 兵庫県　神戸市西区伊川谷町有瀬字大池ノ北１１４２番１

ローソン西神高和店 兵庫県　神戸市西区押部谷町高和７３２

ローソン王塚台五丁目店 兵庫県　神戸市西区王塚台５－９３

ローソン玉津町田中店 兵庫県　神戸市西区玉津町田中字南大山５１６－１

ローソン神戸桜が丘店 兵庫県　神戸市西区桜ヶ丘中町６－４－１６

ローソン大沢一丁目店 兵庫県　神戸市西区大沢１－７－１

ローソン大津和二丁目店 兵庫県　神戸市西区大津和２－１０－３

ローソン神戸櫨谷町菅野店 兵庫県　神戸市西区櫨谷町菅野字谷谷１０７３番

ローソン磯上通２丁目店 兵庫県　神戸市中央区磯上通２－３０１

ローソン神戸国際会館前店 兵庫県　神戸市中央区磯上通八丁目１－１９

ローソン雲井通二丁目店 兵庫県　神戸市中央区雲井通２－１－９

ローソン三宮駅南店 兵庫県　神戸市中央区雲井通６－１－５

ローソン東門街南口店 兵庫県　神戸市中央区下山手通１－１－１

ローソン加納町一丁目店 兵庫県　神戸市中央区加納町１丁目１－３

ローソン加納町店 兵庫県　神戸市中央区加納町３－１－２６

ローソン中突堤本通店 兵庫県　神戸市中央区元町通３－８－３

ローソン神戸元町通五丁目店 兵庫県　神戸市中央区元町通５－１－１２

ローソン神戸吾妻通三丁目店 兵庫県　神戸市中央区吾妻通三丁目１－２４

ローソン神戸港島一丁目店 兵庫県　神戸市中央区港島１－８

ローソンＭＫ神戸空港前ＳＳ店 兵庫県　神戸市中央区港島８－１１－２

ローソンＳ大丸神戸店店 兵庫県　神戸市中央区西町３３番地

ローソン神戸東門街店 兵庫県　神戸市中央区中山手通１－５－１０

ローソン北長狭店 兵庫県　神戸市中央区北長狭通６－１－２

ローソン神戸異人館通店 兵庫県　神戸市中央区北野町３－１－３６

ローソン神鋼記念病院店 兵庫県　神戸市中央区脇浜町１－４－４７

ローソン長田神楽町店 兵庫県　神戸市長田区神楽町５－１

ローソン長田北町二丁目店 兵庫県　神戸市長田区北町２－１

ローソン浪松町店 兵庫県　神戸市長田区浪松町５－１－３

ローソン神戸岡本坂店 兵庫県　神戸市東灘区岡本１－８－２２

ローソン神戸御影郡家一丁目店 兵庫県　神戸市東灘区御影郡家１－２４－１２

ローソン阪急御影駅前店 兵庫県　神戸市東灘区御影郡家２－１５－６

兵庫

関西



ローソン神戸御影本町一丁目店 兵庫県　神戸市東灘区御影本町一丁目２番２２号

ローソン神戸深江浜店 兵庫県　神戸市東灘区深江浜町８４－１

ローソン神戸深江北町二丁目店 兵庫県　神戸市東灘区深江北町２－９－９

ローソン東灘本山南町３丁目店 兵庫県　神戸市東灘区本山南町３－１－１

ローソン灘烏帽子町一丁目店 兵庫県　神戸市灘区烏帽子町１－３－２２

ローソン六甲道北店 兵庫県　神戸市灘区永手町５－８－１６－１０１

ローソン岩屋中町２丁目店 兵庫県　神戸市灘区岩屋中町２－１－７

ローソン篠原本町店 兵庫県　神戸市灘区篠原本町５－１９－２

ローソン神戸御崎町一丁目店 兵庫県　神戸市兵庫区御崎町一丁目２番１

ローソン神戸三川口町三丁目店 兵庫県　神戸市兵庫区三川口町３－４－６

ローソン兵庫大開通二丁目店 兵庫県　神戸市兵庫区大開通２－２－２７

ローソン塚本通店 兵庫県　神戸市兵庫区塚本通７－１－２３

ローソン神戸兵庫町二丁目店 兵庫県　神戸市兵庫区兵庫町２－１－３

ローソン神戸山田町小部店 兵庫県　神戸市北区山田町小部字広苅４番２

ローソン泉台南店 兵庫県　神戸市北区山田町小部字峠谷４２－２

ローソン神戸山田町坂本店 兵庫県　神戸市北区山田町東下下津井５－３

ローソン神戸谷上東町店 兵庫県　神戸市北区谷上東町２１－７

ローソン藤原台北町六丁目店 兵庫県　神戸市北区藤原台北町６－２０－１

ローソン神戸八多町下小名田店 兵庫県　神戸市北区八多町下小名田５４３－３

ローソン神戸鹿の子台店 兵庫県　神戸市北区八多町中８３０

ローソン神戸有野中町三丁目店 兵庫県　神戸市北区有野中町３－５－１２

ローソン神戸有野町唐櫃店 兵庫県　神戸市北区有野町唐櫃１４５－１

ローソン鈴蘭台西町５丁目店 兵庫県　神戸市北区鈴蘭台西町５－２－１６

ローソン市川町西川辺店 兵庫県　神崎郡市川町西川辺２０８－１

ローソン神崎南インター店 兵庫県　神崎郡神河町福本字中茶屋６６３－１

ローソン福崎南田原店 兵庫県　神崎郡福崎町南田原２２１７－１

ローソン西宮愛宕山店 兵庫県　西宮市愛宕山１０－４０

ローソン甲子園五番町店 兵庫県　西宮市甲子園五番町１４－３３

ローソンプラス高須町一丁目店 兵庫県　西宮市高須町１－６－１１２

ローソン西宮今津社前町店 兵庫県　西宮市今津社全町３－１８

ローソン西宮下山口五丁目店 兵庫県　西宮市山口町下山口五丁目１６－１６

ナチュラルローソンさくら夙川駅前店 兵庫県　西宮市神楽町８番

ローソン西宮青木町店 兵庫県　西宮市青木町３－１

ローソン苦楽園口駅前店 兵庫県　西宮市石刎町３－３

ローソン西宮中須佐町店 兵庫県　西宮市中須佐町８－３５

ローソン南甲子園店 兵庫県　西宮市南甲子園３－１－１

ローソン西宮樋之池町店 兵庫県　西宮市樋之池町４－１６

ローソン西宮市立中央病院前店 兵庫県　西宮市門前町１－５

ローソン上郡山野里店 兵庫県　赤穂郡上郡町山野里字下神田２３４０－１

ローソン関西福祉大学前店 兵庫県　赤穂市黒崎町１８６

ローソン赤穂惣門町店 兵庫県　赤穂市惣門町５４－３

ローソン川西能勢口駅前店 兵庫県　川西市栄町１６－６

ローソン川西加茂六丁目店 兵庫県　川西市加茂６－６８－１

ローソン川西警察署前店 兵庫県　川西市火打１－２１５－１

ローソン川西清和台西店 兵庫県　川西市清和台西５－１－１７

ローソン川西多田院西一丁目店 兵庫県　川西市多田院西一丁目３１６

ローソン川西平野２丁目店 兵庫県　川西市平野２丁目－８－２８

ローソン猪名川町川床店 兵庫県　川辺郡猪名川町万善字佐保姫４５－４

ローソン相生コスモス店 兵庫県　相生市赤坂１－３０８

ローソン篠山八上下店 兵庫県　丹波篠山市八上下字口ノ坪１１３

ローソン東浦町浦店 兵庫県　淡路市浦１０８－７

ローソン淡路志筑天神店 兵庫県　淡路市志筑天神１１８８番１

ローソン淡路生穂店 兵庫県　淡路市生穂字近江ヶ原１９９２－１

ローソン和田山下田店 兵庫県　朝来市和田山町土田字下田３番１

ローソン南あわじ山添店 兵庫県　南あわじ市山添１６４－５

ローソン南あわじ市青木店 兵庫県　南あわじ市市青木１４２－１

ローソン南あわじ国衙店 兵庫県　南あわじ市神代国衙１０７３－１

ローソン三原町八木店 兵庫県　南あわじ市八木新庄４－４

ローソン南あわじ養宜上店 兵庫県　南あわじ市八木養宜上菱池１０２９－５

ローソン南淡町福良店 兵庫県　南あわじ市福良甲１５２８－４

ローソン南あわじ福良口店 兵庫県　南あわじ市福良甲８５５－１

ローソン尼崎稲葉元町店 兵庫県　尼崎市稲葉元町３－１９－８

兵庫

関西



ローソン尼崎下坂部店 兵庫県　尼崎市下坂部３－９－１０

ローソン尼崎元浜町店 兵庫県　尼崎市元浜町二丁目１番１

ローソン尼崎次屋一丁目店 兵庫県　尼崎市次屋１－２５－１２

ローソン尼崎次屋三丁目店 兵庫県　尼崎市次屋三丁目１５１

ローソン尼崎立花駅南店 兵庫県　尼崎市七松町１－３－１フェスタ立花南館１Ｆ

ローソン尼崎昭和通二丁目店 兵庫県　尼崎市昭和通２－６－６４

ローソン尼崎常松店 兵庫県　尼崎市常松一丁目４－１６

ローソン阪神尼崎駅北店 兵庫県　尼崎市神田北通二丁目１２番１

ローソン尼崎センターフ゜ール前駅店 兵庫県　尼崎市水明町３７３－６

ローソン尼崎西立花町三丁目店 兵庫県　尼崎市西立花町３－３－１

ローソン尼崎大庄西町三丁目店 兵庫県　尼崎市大庄西町３－１－１７

ローソン尼崎大西町三丁目店 兵庫県　尼崎市大西町３－１－１

ローソン尼崎猪名寺二丁目店 兵庫県　尼崎市猪名寺２－１７－１５

ローソンＪＲ尼崎駅前店 兵庫県　尼崎市長洲本通１－６－１８－１０２

ローソン阪急塚口駅前店 兵庫県　尼崎市塚口町１－１５－９

ローソン尼崎田能二丁目店 兵庫県　尼崎市田能２－４－５

ローソン尼崎東難波三丁目店 兵庫県　尼崎市東難波町３－１４－１

ローソン県立尼崎総合医療センター店 兵庫県　尼崎市東難波町二丁目１７番７７号

ローソン尼崎南七松町１丁目店 兵庫県　尼崎市南七松町１－３－１０

ローソン尼崎南塚口町六丁目店 兵庫県　尼崎市南塚口町６－３－５

ローソン尼崎南武庫之荘一丁目店 兵庫県　尼崎市南武庫之荘１－１２－２０

ローソン尼崎上ノ島店 兵庫県　尼崎市南武庫之荘二丁目１５－１

ローソン尼崎富松町三丁目店 兵庫県　尼崎市富松町３－２３－１２

ローソン武庫町一丁目店 兵庫県　尼崎市武庫町１－３２－１６

ローソン尼崎武庫之荘六丁目店 兵庫県　尼崎市武庫之荘６－８－１８

ローソン尼崎武庫之荘本町三丁目店 兵庫県　尼崎市武庫之荘本町３－１－１

ローソン尼崎北大物店 兵庫県　尼崎市北大物町１６－２０

ローソン立花駅前店 兵庫県　尼崎市立花町１－２－１

ローソン尼崎立花町１丁目店 兵庫県　尼崎市立花町１－２４－３１

ローソン香美町香住店 兵庫県　美方郡香美町香住区香住１１７７－１

ローソン新温泉七釜店 兵庫県　美方郡新温泉町七釜４８

ローソンホテルモントレ姫路店 兵庫県　姫路市駅前町６０

ローソン姫路市川橋通店 兵庫県　姫路市京町１丁目１０番

ローソン姫路御国野町店 兵庫県　姫路市御国野町深志野１９６－１

ローソン姫路御立中店 兵庫県　姫路市御立中４－１３８４－１

ローソン広畑蒲田店 兵庫県　姫路市広畑区蒲田１－１７

ローソン広畑城山町店 兵庫県　姫路市広畑区城山町５－１

ローソン広畑東新町店 兵庫県　姫路市広畑区東新町１－９－２

ローソン香寺岩部店 兵庫県　姫路市香寺町岩部字柳木８－６

ローソン姫路飾西店 兵庫県　姫路市飾西字池ノ下１－８

ローソン姫路飾磨中島店 兵庫県　姫路市飾磨区中島４８１－１

ローソン姫路西新在家店 兵庫県　姫路市西新在家一丁目６－２５

ローソン姫路青山西店 兵庫県　姫路市青山西２－１７－１７

ローソン姫路砥堀南店 兵庫県　姫路市砥堀字三権上９６－１

ローソン姫路東延末２丁目店 兵庫県　姫路市東延末２－４

ローソン姫路東夢前台店 兵庫県　姫路市東夢前台二丁目５０番の一部、５７番２、５７番

ローソン姫路南条北店 兵庫県　姫路市南条５２１

ローソン姫路南畝町店 兵庫県　姫路市南畝町１８

ローソン姫路白浜町寺家店 兵庫県　姫路市白浜町寺家二丁目１番１

ローソン姫路別所店 兵庫県　姫路市別所町佐土１－１１４

ローソン姫路豊沢町店 兵庫県　姫路市豊沢町６４

ローソン姫路下余部店 兵庫県　姫路市余部区下余部字下川原３３９番１

ローソン宝塚安倉西四丁目店 兵庫県　宝塚市安倉西４－３－２０

ローソン宝塚インター店 兵庫県　宝塚市安倉中１－１３－７

ローソン宝塚口谷西店 兵庫県　宝塚市口谷西３－８４－１９

ローソン宝塚高司１丁目店 兵庫県　宝塚市高司１丁目３４２

ローソン宝塚高司四丁目店 兵庫県　宝塚市高司４－３－３

ローソン宝塚中筋四丁目店 兵庫県　宝塚市中筋４－１－１９

ローソン宝塚中筋八丁目店 兵庫県　宝塚市中筋８－２１－３１

ローソン宝塚米谷二丁目店 兵庫県　宝塚市米谷２－４－２４

ローソン豊岡九日市店 兵庫県　豊岡市九日市下町１６７

ローソン豊岡日高祢布店 兵庫県　豊岡市日高町祢布７９２－１

兵庫

関西



ローソン明石住吉二丁目店 兵庫県　明石市魚住町住吉２－９－２９

ローソン明石魚住町西岡店 兵庫県　明石市魚住町西岡字高岡３７０番５

ローソン大久保駅北口店 兵庫県　明石市大久保町駅前１－５－１０

ローソンパピオスあかし店 兵庫県　明石市大明石町１－６－１パピオスあかし２０５０

ローソン明石鳥羽店 兵庫県　明石市鳥羽字溝の北１５９３

ローソン　＋フレンズ明石駅前店 兵庫県　明石市東仲ノ町５－２８

ローソン明石南貴崎店 兵庫県　明石市南貴崎町５－５

ローソン西二見店 兵庫県　明石市二見町西二見駅前２－１４０

ローソン明石北王子町店 兵庫県　明石市北王子町２番５７号

ローソン明石魚の棚店 兵庫県　明石市本町一丁目６番１

ローソン太子太田店 兵庫県　揖保郡太子町太田１６８５－４

ローソン太子町役場前店 兵庫県　揖保郡太子町鵤３８８

ローソン養父八鹿店 兵庫県　養父市八鹿町八鹿１５８７－１

ローソンいなべ北勢町阿下喜店 三重県　いなべ市北勢町阿下喜２２３－１

ローソン伊賀佐那具店 三重県　伊賀市佐那具町字法華堂９３４－１

ローソン伊賀四十九店 三重県　伊賀市四十九町字矢倉谷１２５４－４

ローソン伊勢一之木店 三重県　伊勢市一之木１－２０４６

ローソン伊勢二見町茶屋店 三重県　伊勢市二見町茶屋字九反田２番１

ローソン亀山川合店 三重県　亀山市川合町字長妻１２１７番１

ローソン亀山東御幸店 三重県　亀山市東御幸町字実泥２９－１

ローソン桑名新西方店 三重県　桑名市新西方２－４

ローソン桑名新矢田二丁目店 三重県　桑名市新矢田２－１６

ローソン桑名星見ヶ丘店 三重県　桑名市星見ヶ丘６丁目９０４番地

ローソン桑名安永店 三重県　桑名市大字安永９３５－１

ローソン桑名長島町店 三重県　桑名市長島町押付字小六５３２－６

ローソン大山田ハ゜ーキンク゛エリア下り 三重県　桑名市蠣塚新田字大谷６３－９

ローソン菰野大強原店 三重県　三重郡菰野町大字大強原字赤坂２４９６

ローソン川越町豊田店 三重県　三重郡川越町大字豊田２００番地

ローソン朝日町小向店 三重県　三重郡朝日町小向３０１

ローソン四日市ときわ一丁目店 三重県　四日市市ときわ１－７－７

ローソン四日市ときわ店 三重県　四日市市ときわ４－８－４

ローソン四日市まきの木台店 三重県　四日市市まきの木台一丁目１番

ローソン四日市山城町店 三重県　四日市市山城町字炭焼３５８番４

ローソン四日市赤堀一丁目店 三重県　四日市市赤堀一丁目２３３７番１

ローソン四日市みやまど店 三重県　四日市市大字六呂見字甚九郎田９３６－１

ローソン四日市大矢知店 三重県　四日市市大矢知町字大城３１２０－１

ローソン四日市東新町店 三重県　四日市市東新町１－２０

ローソン四日市楠町北五味塚店 三重県　四日市市楠町北五味塚不納１９４６－１

ローソン四日市日永西二丁目店 三重県　四日市市日永西二丁目２１番２４号

ローソン四日市堀木店 三重県　四日市市堀木二丁目５３７番

ローソン志摩総合庁舎前店 三重県　志摩市阿児町鵜方２０１１－１

ローソン志摩鵜方パールロード店 三重県　志摩市阿児町鵜方３０１６－２６

ローソン志摩磯部店 三重県　志摩市磯部町迫間字穂落前１８９７番２

ローソン松阪駅部田町店 三重県　松阪市駅部田町字隆毛１７６－４

ローソン松阪垣鼻町店 三重県　松阪市久保町字西横田７８１－１

ローソン松阪松ヶ島東店 三重県　松阪市松ケ島町字本町４４７番１

ローソン松阪大津町店 三重県　松阪市大津町字秀張６９４番１

ローソン松阪立田町浜塚店 三重県　松阪市立田町字浜塚２２２番１

ローソン多気相可店 三重県　多気郡多気町大字相可字明氣１３６５－１

ローソン鳥羽一丁目店 三重県　鳥羽市鳥羽１－２１－１３

ローソン津一身田店 三重県　津市一身田町字三ノ坪２０５番３

ローソン津栄町四丁目店 三重県　津市栄町４－２４－１

ローソン津河芸東千里店 三重県　津市河芸町東千里字縄境２８番１

ローソン津久居藤ヶ丘店 三重県　津市久居藤ヶ丘町字西硯石２５６６番５

ローソン久居戸木店 三重県　津市戸木町西羽野５５７１－１

ローソン津港町店 三重県　津市港町１７番１３号

ローソン津高茶屋七丁目店 三重県　津市高茶屋７－３７５７－１

ローソン津高野尾店 三重県　津市高野尾町字下り町１１６３番１

ローソン津上弁財町店 三重県　津市上弁財町１０－１９

ローソン津城山店 三重県　津市藤方字黒木３－１

ローソン紀宝町飯盛店 三重県　南牟婁郡紀宝町成川１５１－１

ローソン名張鴻之台店 三重県　名張市鴻之台１番町１８２

三重

兵庫

関西



ローソン名張鴻之台三番町店 三重県　名張市鴻之台三番町１１番

ローソン名張松崎町店 三重県　名張市松崎町１３４１－１

ローソン名張すずらん台店 三重県　名張市滝之原字七水口２６－１９

ローソン名張八幡店 三重県　名張市八幡字奥入野１２３２番２

ローソン鈴鹿稲生西三丁目店 三重県　鈴鹿市稲生西３－１２－１

ローソン鈴鹿河田店 三重県　鈴鹿市河田町字津以切３６４－１

ローソン鈴鹿江島店 三重県　鈴鹿市江島町字大山１７７３番１

ローソン鈴鹿高岡南店 三重県　鈴鹿市高岡町字社田６１３番１

ローソン鈴鹿三日市町店 三重県　鈴鹿市三日市町９８６－２

ローソン鈴鹿算所町店 三重県　鈴鹿市算所町字新開１２５８番４

ローソン鈴鹿神戸一丁目店 三重県　鈴鹿市神戸１－１１－１１

ローソン鈴鹿本田技研前店 三重県　鈴鹿市大池３－９－２５

ローソン鈴鹿インター口店 三重県　鈴鹿市長澤町字新沢１８２１番７

ローソン愛知川市店 滋賀県　愛知郡愛荘町大字市大久保１６３４

ローソン東近江池之尻店 滋賀県　愛知郡愛東町大字池之尻字柳下８６０

ローソン東近江川合店 滋賀県　蒲生郡蒲生町大字川合字林口３４５９

ローソン日野河原店 滋賀県　蒲生郡日野町河原一丁目１７番地

ローソン竜王町山之上店 滋賀県　蒲生郡竜王町大字山之上５２３０

ローソン竜王インター北店 滋賀県　蒲生郡竜王町大字須恵１７７７番

ローソン竜王西横関店 滋賀県　蒲生郡竜王町大字西横関小田中３９

ローソン安土下豊浦店 滋賀県　近江八幡市安土町下豊浦字十七４７４０－１

ローソン近江八幡八木口店 滋賀県　近江八幡市大房町１００２－２

ローソン近江八幡駅南店 滋賀県　近江八幡市鷹飼町南四丁目２番２

ローソン栗東荒張店 滋賀県　栗東市荒張字中美濃川２１９５

ローソン栗東十里店 滋賀県　栗東市十里６６－４

ローソン栗東小柿六丁目店 滋賀県　栗東市小柿６丁目１－４８

ローソン栗東辻東店 滋賀県　栗東市辻６４３

ローソン豊郷安食西店 滋賀県　犬上郡豊郷町大字安食西字坂詰１４６７

ローソン甲西中央３丁目店 滋賀県　湖南市中央３－３３

ローソン甲西菩提寺店 滋賀県　湖南市菩提寺字広野３３０－１７

ローソン甲南野尻店 滋賀県　甲賀市甲南町野尻字太田１０６－１

ローソン水口松尾店 滋賀県　甲賀市水口町松尾８３１－２

ローソン水口城南店 滋賀県　甲賀市水口町水口字樋下６００５番１

ローソン水口南林口店 滋賀県　甲賀市水口町南林口３７

ローソン朽木市場店 滋賀県　高島市朽木市場８８６

ローソン守山荒見町店 滋賀県　守山市荒見町２６９－３

ローソン守山勝部五丁目店 滋賀県　守山市勝部５丁目２－２４

ローソン琵琶湖大橋東詰店 滋賀県　守山市水保町字北川１３６７－３

ローソン守山山賀店 滋賀県　守山市欲賀町字北下司３９１－１

ローソンボストンプラザ草津店 滋賀県　草津市西大路町１－２７

ローソン草津矢橋町店 滋賀県　草津市矢橋町１３９－１

ローソン草津総合病院店 滋賀県　草津市矢橋町字狭間１６６０番

ローソン大津栄町店 滋賀県　大津市栄町２－１

ローソン大津市萱野浦店 滋賀県　大津市萱野浦字萱野浦３３０４－１９

ローソン志賀荒川店 滋賀県　大津市荒川１０２３

ローソン真野インター店 滋賀県　大津市真野大野１丁目字北谷５８番２

ローソン大津打出浜店 滋賀県　大津市打出浜１３－４５

ローソン大津大江二丁目店 滋賀県　大津市大江二丁目１７－２５

ローソン大津大平一丁目店 滋賀県　大津市大平一丁目３番４号

ローソン大津南郷一丁目店 滋賀県　大津市南郷一丁目１０－４１

ローソン国道膳所店 滋賀県　大津市馬場３丁目１６－５０

ローソンおごと温泉店 滋賀県　大津市苗鹿２丁目３５－５

ローソン大津富士見台店 滋賀県　大津市富士見台１４７５－４

ローソン大津堅田駅西店 滋賀県　大津市本堅田六丁目字桜２１４１番

ローソン長浜インター店 滋賀県　長浜市加納町３４０－１

ローソン長浜山階町店 滋賀県　長浜市山階町字神事町４９４－１

ローソン長浜西上坂店 滋賀県　長浜市西上坂町字牛櫃３９５

ローソン長浜曽根店 滋賀県　長浜市曽根町字亥の子１１８５－１

ローソン蒲生桜川店 滋賀県　東近江市桜川東町字堂戸１８９－５

ローソン東近江東沖野三丁目店 滋賀県　東近江市東沖野３丁目６番３号

ローソン彦根インター店 滋賀県　彦根市外町字浄土１２４－１

ローソン彦根後三条町店 滋賀県　彦根市後三条町字西安方２５２

三重

滋賀

関西



ローソン彦根郵便局前店 滋賀県　彦根市立花町５－１３

ローソン中主西河原店 滋賀県　野洲市西河原３－２４０３

ローソン野洲市三宅店 滋賀県　野洲市大字市三宅字足堂２３４５

ローソンかつらぎ町笠田店 和歌山県　伊都郡かつらぎ町笠田東４７０番１

ローソン紀美野町小畑店 和歌山県　海草郡紀美野町小畑９８－１

ローソン紀美野町役場前店 和歌山県　海草郡紀美野町動木３１４－２

ローソン下津町下津店 和歌山県　海南市下津町下津５３１－１

ローソン海南阪井店 和歌山県　海南市阪井字中ノ坪１７５７－１

ローソン海南船尾店 和歌山県　海南市船尾３６５－１２

ローソンプラス海南消防署前店 和歌山県　海南市日方新濱１２７４－７８

ローソン海南東インター前店 和歌山県　海南市幡川字藤原１９５－３

ローソン海南名高西店 和歌山県　海南市名高字中須賀２０２番１

ローソン岩出根来店 和歌山県　岩出市根来１８９－１

ローソン岩出水栖店 和歌山県　岩出市水栖３１－１

ローソン岩出西安上店 和歌山県　岩出市西安上８４－２

ローソン岩出川尻店 和歌山県　岩出市川尻３５－１

ローソン岩出さぎのせ公園前店 和歌山県　岩出市中島１２８４番４

ローソン紀の川貴志川店 和歌山県　紀の川市貴志川町神戸字西ノ川３３

ローソン紀の川古和田店 和歌山県　紀の川市古和田字下田楽４９３

ローソン橋本隅田町店 和歌山県　橋本市隅田町下兵庫字中山８２－４

ローソン橋本光陽台店 和歌山県　橋本市光陽台一丁目１１番１１

ローソン高野口町大野店 和歌山県　橋本市高野口町大野字島田２１９番

ローソン御坊島店 和歌山県　御坊市島４８３－１

ローソン御坊駅前店 和歌山県　御坊市湯川町松原字平畑坪３６７

ローソン新宮駅前店 和歌山県　新宮市徐福一丁目６９６２番３

ローソン串本町串本店 和歌山県　西牟婁郡串本町串本１８２４

ローソン上富田町生馬店 和歌山県　西牟婁郡上富田町生馬両新田７１２－１

ローソン白浜町十九渕店 和歌山県　西牟婁郡白浜町十九渕２２３

ローソン日置川町店 和歌山県　西牟婁郡白浜町日置字中津川９８１－２１

ローソン田辺たきない町店 和歌山県　田辺市たきない町１９－１２

ローソン田辺大塔店 和歌山県　田辺市鮎川８４３

ローソン田辺会津小学校前店 和歌山県　田辺市秋津町１６１－２

ローソン田辺元町中之谷店 和歌山県　田辺市上の山１－１１－１

ローソン田辺上の山店 和歌山県　田辺市上の山１－２－２２

ローソン田辺内之浦北店 和歌山県　田辺市新庄町字北内之浦３０２１－４

ローソン串本町高富店 和歌山県　東牟婁郡串本町高富５７９－１

ローソン那智勝浦浜ノ宮店 和歌山県　東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮８１

ローソン紀伊内原駅前店 和歌山県　日高郡日高町大字萩原字西前田８６８－１

ローソン湯浅町湯浅店 和歌山県　有田郡湯浅町大字湯浅字野田１４５７番８

ローソン有田川町庄店 和歌山県　有田郡有田川町庄３２７番１

ローソン有田川町小島店 和歌山県　有田郡有田川町大字小島字夙谷４３

ローソン有田インター東店 和歌山県　有田郡有田川町大字土生字ハダ６８－１

ローソン有田初島町店 和歌山県　有田市初島町里１２６４－１０

ローソン有田バイパス店 和歌山県　有田市野５０３－１

ローソン伊太祈曽店 和歌山県　和歌山市伊太祈曽字宮ノ前９２－１

ローソン和歌山磯ノ浦店 和歌山県　和歌山市磯の浦市ノ坪１３０－１

ローソン和歌山餌差町店 和歌山県　和歌山市餌差町１－４１

ローソン和歌山岩橋西山田店 和歌山県　和歌山市岩橋１５９４－１

ローソン和歌山紀三井寺南店 和歌山県　和歌山市紀三井寺５４１－６

ローソン和歌山紀三井寺店 和歌山県　和歌山市紀三井寺字東浜８５５－２５

ローソン和歌山北消防署前店 和歌山県　和歌山市狐島６５２－２

ローソン和歌山次郎丸店 和歌山県　和歌山市向字権現３－４

ローソン和歌山黒田東店 和歌山県　和歌山市黒田字桑ノ木２５８－７

ローソン三葛店 和歌山県　和歌山市三葛２６０－１

ローソン和歌山宮街道店 和歌山県　和歌山市秋月３０６番１

ローソン和歌山舟津町一丁目店 和歌山県　和歌山市舟津町一丁目１２番１

ローソン和歌山十一番丁店 和歌山県　和歌山市十一番丁１番４

ローソン和歌山小豆島店 和歌山県　和歌山市小豆島字椰の坪１２３－３

ローソン和歌山松江店 和歌山県　和歌山市松江字浜代６８８－１

ローソン和歌山松島店 和歌山県　和歌山市松島３４９－１

ローソン和歌山新中島店 和歌山県　和歌山市新中島字下ノ覚１２８－８

ローソン和歌山鈴丸店 和歌山県　和歌山市新八百屋丁１

滋賀

和歌山
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ローソン和歌山新堀東二丁目店 和歌山県　和歌山市新堀東２－１－６

ローソン和歌山南インター店 和歌山県　和歌山市森小手穂字南沖田４６番１

ローソン和歌山神前東店 和歌山県　和歌山市神前２０－１

ローソン和歌山神前西店 和歌山県　和歌山市神前字宮出１６６－１

ローソン和歌山吹屋町店 和歌山県　和歌山市吹屋町五丁目４０番１

ローソン和歌山西高松一丁目店 和歌山県　和歌山市西高松１－９－８

ローソン和歌山大垣内店 和歌山県　和歌山市大垣内字田出原６７１－１

ローソン和歌山大谷東店 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店 和歌山県　和歌山市谷３２－１

ローソン和歌山中之島店 和歌山県　和歌山市中之島２９８－２

ローソン和歌山田尻店 和歌山県　和歌山市田尻字着島５９５

ローソン和歌山冬野店 和歌山県　和歌山市冬野１３７３－１

ローソン和歌山梅原店 和歌山県　和歌山市梅原字神免９３－３

ローソン和歌山北中島店 和歌山県　和歌山市北中島１－３５１－１

ローソン和歌山鳴神店 和歌山県　和歌山市鳴神字南垣内１３－１０

ローソン和歌山労災病院前店 和歌山県　和歌山市木ノ本１０４

ローソン和歌山友田町店 和歌山県　和歌山市友田町２丁目１３０番

ローソン井原警察署前店 岡山県　井原市西江原町９５０－１

ローソン岡山海吉店 岡山県　岡山市中区海吉１７８５－２

ローソン岡山桜橋三丁目店 岡山県　岡山市中区桜橋３－７４８－１

ローソン岡山トラックターミナル西店 岡山県　岡山市中区倉富３２５－５

ローソン岡山倉富店 岡山県　岡山市中区倉富字五割２２７－１２

ローソン岡山長岡団地店 岡山県　岡山市中区長岡３５６番３

ローソン岡山益野店 岡山県　岡山市東区益野町２３０－２

ローソン岡山神崎町店 岡山県　岡山市東区神崎町８９－１

ローソン岡山瀬戸町沖店 岡山県　岡山市東区瀬戸町沖字鴨尻３２７

ローソン岡山瀬戸町店 岡山県　岡山市東区瀬戸町江尻字鍛冶屋ヶ地１０９１－１

ローソン岡山富崎店 岡山県　岡山市東区富崎７３２番１

ローソン岡山あけぼの町店 岡山県　岡山市南区あけぼの町４－１６

ローソン岡山古新田店 岡山県　岡山市南区古新田３６－３

ローソン岡山新保店 岡山県　岡山市南区新保１１６６

ローソン岡山泉田店 岡山県　岡山市南区泉田３３６－１

ローソン岡山大福店 岡山県　岡山市南区大福１５２－１

ローソン岡山築港新町一丁目店 岡山県　岡山市南区築港新町１－１３－２４

ローソン岡山福田店 岡山県　岡山市南区福田２２９－３

ローソン福浜西店 岡山県　岡山市南区福浜西町６－２０

ローソン岡山妹尾店 岡山県　岡山市南区妹尾４１４１－４

ローソン岡山箕島店 岡山県　岡山市南区箕島８５１－５

ローソン岡山伊島店 岡山県　岡山市北区伊島町２－２２－２６

ローソン岡山横井上店 岡山県　岡山市北区横井上２０２－１

ローソン下中野本町店 岡山県　岡山市北区下中野３５７－１０１

ローソン岡山原店 岡山県　岡山市北区原４３０－１

ローソン御津警察署前店 岡山県　岡山市北区御津草生２１２８－１

ローソン御津町野々口店 岡山県　岡山市北区御津野々口字縄手２４３－１

ローソン岡山ドーム前店 岡山県　岡山市北区今１－９－３０

ローソン岡山十日市店 岡山県　岡山市北区十日市中町６－２８

ローソン岡山辛川市場店 岡山県　岡山市北区辛川市場３７５－１

ローソン岡山大元駅前店 岡山県　岡山市北区西古松２－２－１

ローソン岡山西崎一丁目店 岡山県　岡山市北区西崎１－８－２７

ローソン岡山下中野店 岡山県　岡山市北区西市８５１－１

ローソン岡山大供本町店 岡山県　岡山市北区大区本町４８７

ローソン岡山庭瀬店 岡山県　岡山市北区平野９３３－３

ローソン岡山駅前店 岡山県　岡山市北区本町２－１

ローソン岡山本町店 岡山県　岡山市北区本町３－１２８－４

ローソン岡山万成西町店 岡山県　岡山市北区万成西町１５－１７

ローソン岡山野殿西町店 岡山県　岡山市北区野殿西町４１５－７

ローソン岡山野田西店 岡山県　岡山市北区野田３－８－１７

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山県　岡山市北区柳町一丁目１２番１

ローソン笠岡今立店 岡山県　笠岡市今立８－１

ローソン久米美咲町大戸店 岡山県　久米郡美咲町大戸下１６４－３

ローソン玉野田井三丁目店 岡山県　玉野市田井三丁目１－２３

ローソン玉野八浜町店 岡山県　玉野市八浜町見石７１９

岡山
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ローソン岡山北房インター店 岡山県　真庭市上水田５１３５－３

ローソン岡山邑久町店 岡山県　瀬戸内市邑久町尾張字北向２８２－１

ローソン浅口鴨方店 岡山県　浅口市鴨方町鴨方８４５－１

ローソン金光町店 岡山県　浅口市金光町占見新田１１－２

ローソン倉敷沖店 岡山県　倉敷市沖６５－１

ローソン倉敷下庄店 岡山県　倉敷市下庄６４９－１

ローソン倉敷亀山店 岡山県　倉敷市亀山７２９－１０

ローソン倉敷広江５丁目店 岡山県　倉敷市広江５－３－３５

ローソン児島インター店 岡山県　倉敷市児島阿津１－３－５

ローソ児島駅南店 岡山県　倉敷市児島駅前三丁目１８番地

ローソン倉敷児島下の町十丁目店 岡山県　倉敷市児島下の町８－４１

ローソン倉敷真備町川辺店 岡山県　倉敷市真備町川辺字大西１７４６－１

ローソン倉敷神田店 岡山県　倉敷市神田３－１４－９

ローソン倉敷水江店 岡山県　倉敷市水江１５９９－５３

ローソン倉敷西阿知町店 岡山県　倉敷市西阿知町字田金３５４番１

ローソンマスカットスタジアム前店 岡山県　倉敷市中庄３５２５－２

ローソン倉敷中畝一丁目店 岡山県　倉敷市中畝１－３－２１

ローソン倉敷中島店 岡山県　倉敷市中島１３８７－２

ローソン倉敷中島小溝店 岡山県　倉敷市中島小溝２６３２－１

ローソン倉敷藤戸町天城店 岡山県　倉敷市藤戸町天城２９－１

ローソン倉敷南町店 岡山県　倉敷市南町７－１８

ローソン倉敷八軒屋店 岡山県　倉敷市八軒屋２４３－１

ローソン倉敷福田店 岡山県　倉敷市福田町古新田９１８－１２

ローソン倉敷北畝六丁目店 岡山県　倉敷市北畝６－６２７－１

ローソン倉敷北畝五丁目店 岡山県　倉敷市北畝五丁目１４番５５号

ローソン倉敷林店 岡山県　倉敷市林２１４６番地４

ローソン倉敷郷内店 岡山県　倉敷市林５５５番地１

ローソン総社東店 岡山県　総社市井手９６７－１

ローソン総社黒尾店 岡山県　総社市黒尾２４０－１

ローソン総社三須店 岡山県　総社市三須１０７８－１

ローソン総社宍粟店 岡山県　総社市宍粟８４７

ローソン清音店 岡山県　総社市清音上中島１６３－３

ローソン総社中央四丁目店 岡山県　総社市中央４－１－１０１

ローソン津山高野店 岡山県　津山市高野本郷１２６９－１

ローソン院庄インター西店 岡山県　津山市神戸字清川２３５－１

ローソン早島町店 岡山県　都窪郡早島町早島１４４３－１

ローソン備前伊部久保田店 岡山県　備前市伊部字久保田２１６０－１

ローソン備前吉永町店 岡山県　備前市吉永町吉永中３５８－１

ローソン備前日生町日生店 岡山県　備前市日生町日生１４３６－４

ローソン備前木谷店 岡山県　備前市木谷字向田２６６－１

ローソン美作福本店 岡山県　美作市福本６１１－１

ローソン和気町店 岡山県　和気郡和気町福富４２４－１

ローソンポプラ岩美岩井店 鳥取県　岩美郡岩美町岩井２１０－２

ローソン道の駅きなんせ岩美店 鳥取県　岩美郡岩美町新井３３７－４

ローソン境港浜ノ町店 鳥取県　境港市浜ノ町１０３

ローソン倉吉秋喜店 鳥取県　倉吉市秋喜字四反長３１２－１

ローソン鳥取興南町店 鳥取県　鳥取市興南町１１

ローソン鳥取インター店 鳥取県　鳥取市菖蒲字西海士５１８－２

ローソン鳥取駅南店 鳥取県　鳥取市扇町７１

ローソン鳥取田園町店 鳥取県　鳥取市田園町３－１５７－２

ローソン鳥取アロハ店 鳥取県　東伯郡湯梨浜町大字久留字船津１３番１

ローソン湯梨浜長和田店 鳥取県　東伯郡湯梨浜町大字長和田字井尻１４８７－１

ローソン鳥取大栄店 鳥取県　東伯郡北栄町東園字沖稲場８１９－２

ローソン北栄町北尾店 鳥取県　東伯郡北栄町北尾字弐ノ坪９０－１

ローソンローソンポプラ由良駅前店 鳥取県　東伯郡北栄町由良宿５６１

ローソン日南生山店 鳥取県　日野郡日南町生山３９３－２

ローソン智頭町店 鳥取県　八頭郡智頭町大字市瀬字竹ノ出口１４７８－１

ローソン米子加茂町店 鳥取県　米子市加茂町２－１４１

ローソン・ポプラ米子西河崎店 鳥取県　米子市河崎３２９８－８

ローソン米子皆生温泉店 鳥取県　米子市皆生温泉４－３－１

ローソン皆生労災前店 鳥取県　米子市皆生新田２ー２ー１

ローソン米子観音寺新町店 鳥取県　米子市観音寺新町１丁目１５－７

鳥取

岡山

中国地方



ローソン米子医療センター前店 鳥取県　米子市車尾七丁目２番１８号

ローソン米子警察署通り店 鳥取県　米子市上福原９２１－３

ローソン米子新開店 鳥取県　米子市新開３－１０－５

ローソン鳥大病院恵仁会店 鳥取県　米子市西町３６番地１

ローソン米子西福原六丁目店 鳥取県　米子市西福原６丁目３－３７

ローソン米子永江団地入口店 鳥取県　米子市福市字鶴田１７１８－２

ローソン西伯淀江店 鳥取県　米子市淀江町今津１４３－１

ローソン淀江町佐陀店 鳥取県　米子市淀江町佐陀字山根谷１２４８番

ローソン米子三本松口店 鳥取県　米子市両三柳字大沢１６－２６８－２

ローソン宇部幸町店 山口県　宇部市幸町７番２１

ローソン宇部中央町一丁目店 山口県　宇部市中央町１－１０－３０

ローソン下関綾羅木本町店 山口県　下関市綾羅木本町５－１２－１

ローソン下関一の宮町店 山口県　下関市一の宮町３－１－７

ローソン下関秋根西店 山口県　下関市秋根西町１－７

ローソン豊北阿川店 山口県　下関市豊北町大字阿川３９１０

ローソン下関椋野町三丁目店 山口県　下関市椋野町３－１９－１

ローソン下松望町一丁目店 山口県　下松市望町１丁目１３１番１

ローソン岩国海土路店 山口県　岩国市海土路町２－４０－８

ローソン岩国インター店 山口県　岩国市多田１０１－１

ローソン山口吉敷佐畑店 山口県　山口市吉敷佐畑一丁目２－５

ローソン山口小郡下郷店 山口県　山口市小郡下郷７８８－１

ローソン厚狭駅前店 山口県　山陽小野田市大字厚狭２２－４

ローソン小野田中川三丁目店 山口県　山陽小野田市中川三丁目１－２０

ローソン周南周陽一丁目店 山口県　周南市周陽１－３－２０

ローソン徳山駅前店 山口県　周南市有楽町１番

ローソン新南陽土井一丁目店 山口県　新南陽市土井１－１１－１１

ローソン美祢大嶺町曽根店 山口県　美祢市大嶺町東分１１９８－２

ローソン防府自力町店 山口県　防府市自力町９番１号

ローソン防府戎町二丁目店 山口県　防府市戎町２－３－１５

ローソン防府牟礼今宿一丁目店 山口県　防府市牟礼今宿１－１６－３８

ローソン安来吉佐店 島根県　安来市吉佐町字宮ノ下１０１７－１

ローソン益田あけぼの東町店 島根県　益田市あけぼの東町７番地７

ローソン益田中島店 島根県　益田市かもしま東町１２－２５

ローソン都野津駅前店 島根県　江津市都野津町２２７７－４

ローソン湖陵店 島根県　出雲市湖陵町差海３８５－１

ローソン出雲荒茅店 島根県　出雲市荒茅町３３３３－１

ローソン出雲大社町店 島根県　出雲市大社町修理免西原８１８－１

ローソン松江西浜佐陀店 島根県　松江市西浜佐陀町１０６２－２

ローソン松江駅前店 島根県　松江市朝日町４７８番１８

ローソン大田宮崎 島根県　大田市大田町大田字宮崎ロ９７７番２

ローソン熊野中溝三丁目店 広島県　安芸郡熊野町中溝３－４－８

ローソン府中町本町一丁目店 広島県　安芸郡府中町本町１－１３－３

ローソン呉海岸三丁目店 広島県　呉市海岸３－１１－３

ローソン呉広駅前店 広島県　呉市広駅前１－１－７

ローソン呉広多賀谷店 広島県　呉市広多賀谷１－４－１

ローソン呉焼山北店 広島県　呉市焼山北１丁目９番６号

ローソン呉中央五丁目店 広島県　呉市中央５－１１－１

ローソン呉中通店 広島県　呉市中通３－４－１５

ローソン呉天応大浜四丁目店 広島県　呉市天応大浜４－１－３

ローソン呉本通り店 広島県　呉市本通３－５－１

ローソン呉本通七丁目店 広島県　呉市本通７－７－２４

ローソン安芸区役所前店 広島県　広島市安芸区船越南３－２－１９

ローソン広島中野三丁目店 広島県　広島市安芸区中野３－１４－１７

ローソン広島安東二丁目店 広島県　広島市安佐南区安東２－３－２２

ローソン広島祇園三丁目店 広島県　広島市安佐南区祇園３－２３－１８

ローソン広島山本七丁目店 広島県　広島市安佐南区山本７－４－２１

ローソン広島大町西三丁目店 広島県　広島市安佐南区大町西三丁目１７－１０

ローソン広島中筋二丁目店 広島県　広島市安佐南区中筋二丁目５番２０

ローソン広島長束二丁目店 広島県　広島市安佐南区長束２－１１－５

ローソン広島八木五丁目店 広島県　広島市安佐南区八木５－４－８

ローソン沼田スマートインター店 広島県　広島市安佐南区伴東五丁目２６－１

ローソン広島西風新都こころ店 広島県　広島市安佐南区伴南五丁目１－１６

広島

鳥取

島根

山口

中国地方



ローソン広島落合一丁目店 広島県　広島市安佐北区落合１－４１－３

ローソン広島コイン通り店 広島県　広島市佐伯区五日市４－５－２２

ローソン広島石内東店 広島県　広島市佐伯区石内東１－１－８

ローソン広島八幡一丁目店 広島県　広島市佐伯区八幡１－２９－１２－３

ローソン広島八幡東店 広島県　広島市佐伯区八幡東４－２－４８

ローソン広島井口五丁目店 広島県　広島市西区井口５－２０－１４

ローソン広島己斐本町店 広島県　広島市西区己斐本町三丁目１２－２８

ローソン広島南観音店 広島県　広島市西区南観音６－１５－１１

ローソン広島バスセンター店 広島県　広島市中区基町６－２７

ローソン広島三川町店 広島県　広島市中区三川町７－７

ローソン広島紙屋町２丁目店 広島県　広島市中区紙屋町２－３－２０

ローソン広島寺町店 広島県　広島市中区寺町６－２２

ローソン舟入町店 広島県　広島市中区舟入町１２－３

ローソン広島並木通り店 広島県　広島市中区袋町９－４

ローソン広島大手町店 広島県　広島市中区大手町３－７－２

ローソン広島鉄砲町店 広島県　広島市中区鉄砲町１０－１６

ローソン広島東白島店 広島県　広島市中区東白島町１１－１６

ローソン広島光町東店 広島県　広島市東区光町１－１－２１

ローソン広島大洲四丁目店 広島県　広島市南区大州４－９－１９

ローソン江田島大柿町大原店 広島県　江田島市大柿町大原１０７６－１

ローソン三原宮浦六丁目店 広島県　三原市宮浦６－２５－２８

ローソン三原古浜店 広島県　三原市古浜１－６－１０

ローソン三次十日市東店 広島県　三次市十日市東５－１４－１

ローソン三次東酒屋町店 広島県　三次市東酒屋町３８５

ローソンフタバ図書大竹店 広島県　大竹市油見３－１１－７

ローソン東広島寺家駅前店 広島県　東広島市寺家駅前１７－２９

ローソン西条御条店 広島県　東広島市西条御条町５－１３

ローソン東広島市役所南店 広島県　東広島市西条昭和町１２２０－１

ローソン東広島西条御薗宇店 広島県　東広島市西条町御薗宇字上神田６２００－２

ローソン東広島西条東店 広島県　東広島市西条町大字下見字西仏４１６７－１

ローソン東広島西条駅前店 広島県　東広島市西条本町１４－１

ローソン廿日市梅原店 広島県　廿日市市梅原１－５－３４

ローソン因島中庄店 広島県　尾道市因島中庄町３６９０番１

ローソン因島土生町店 広島県　尾道市因島土生町１８０９番地３５

ローソン尾道山波店 広島県　尾道市山波町３６番地

ローソン尾道インター店 広島県　尾道市実ノ郷町本郷２２９５－１

ローソン瀬戸田中野店 広島県　尾道市瀬戸田町中野４０８－５５

ローソン尾道東御所町店 広島県　尾道市東御所町２番５９８

ローソン尾道平原台店 広島県　尾道市平原３－１－２２

ローソン府中高木店 広島県　府中市高木町８３－１

ローソン福山引野町一丁目店 広島県　福山市引野町１－１４－２０

ローソン福山引野町店 広島県　福山市引野町４－１－４１

ローソン福山上加茂店 広島県　福山市加茂町上加茂２３９－１

ローソン福山下加茂店 広島県　福山市加茂町大字下加茂２２２－１

ローソンププレひまわり福山大黒座店 広島県　福山市笠岡町３－１１

ローソン福山御門二丁目店 広島県　福山市御門町二丁目５７－１

ローソン福山港町店 広島県　福山市港町２－１１－１４

ローソン福山三吉町一丁目店 広島県　福山市三吉町１－４－１２

ローソン福山春日町七丁目店 広島県　福山市春日町７－３－３１

ローソン神辺十三軒屋店 広島県　福山市神辺町十三軒屋２０－１

ローソン神辺湯野店 広島県　福山市神辺町湯野２９１－１

ローソン福山西深津店 広島県　福山市西深津町４－３－１１

ローソン福山日吉台店 広島県　福山市蔵王町５丁目１４番９号

ローソン福山東インター店 広島県　福山市南蔵王町２－２７－３４

ローソン福山第一病院前店 広島県　福山市南蔵王町５－１０－２

ローソン松前郵便局前店 愛媛県　伊予郡松前町大字筒井字神子舞４０１－１

ローソン松前南黒田店 愛媛県　伊予郡松前町大字南黒田４１２－１

ローソン宇和島中沢町店 愛媛県　宇和島市中沢町一丁目５番１号

ローソン宇和島弁天町店 愛媛県　宇和島市弁天町１－１０２－１

ローソン宇和島明倫町三丁目店 愛媛県　宇和島市明倫町三丁目乙１９８３番６６

ローソン大島吉海店 愛媛県　今治市吉海町八幡２３５－１

ローソン今治唐子浜店 愛媛県　今治市古国分１丁目８－６２

広島

愛媛

中国地方

四国



ローソン今治松木店 愛媛県　今治市松木３４番地１

ローソン今治南鳥生店 愛媛県　今治市南鳥生町２丁目３－５２

ローソン今治駅前店 愛媛県　今治市北宝来町２－１－１

ローソン四国中央金田町店 愛媛県　四国中央市金田町金川字井ノ上１２４

ローソン四国中央妻鳥町店 愛媛県　四国中央市妻鳥町６０９－１

ローソン四国中央中曽根町溝又店 愛媛県　四国中央市中曽根町字溝又１５６３

ローソン松山井門店 愛媛県　松山市井門町８０－１

ローソン大街道バスターミナル店 愛媛県　松山市一番町二丁目６番１２

ローソン松山宮西三丁目店 愛媛県　松山市宮西三丁目７２番４

ローソン松山空港通一丁目店 愛媛県　松山市空港通１－１３－１３

ローソン松山森松町店 愛媛県　松山市森松町１３５－５

ローソン松山中村四丁目店 愛媛県　松山市中村４丁目１３番地３２号

ローソン松山東石井六丁目店 愛媛県　松山市東石井６－１６－３３

ローソン松山東長戸一丁目店 愛媛県　松山市東長戸１－１１－２５

ローソン道後ハイカラ通店 愛媛県　松山市道後湯之町２０－２４

ローソン松山空港東店 愛媛県　松山市南吉田町３７９－１

ローソン松山南土居店 愛媛県　松山市南土居町５４２番１

ローソン松山馬木店 愛媛県　松山市馬木町２１４７

ローソン松山福音寺町店 愛媛県　松山市福音寺町２４－１

ローソン松山別府町店 愛媛県　松山市別府町４８８番１

ローソン松山北条辻店 愛媛県　松山市北条辻８６０－１

ローソン松山味酒町一丁目店 愛媛県　松山市味酒町１－３

ローソン新居浜桜木町店 愛媛県　新居浜市桜木町２番６２号

ローソン新居浜市新田町店 愛媛県　新居浜市新田町１丁目乙１１３６番２

ローソン新居浜多喜浜店 愛媛県　新居浜市多喜浜２丁目３番４７号

ローソン新居浜滝の宮町店 愛媛県　新居浜市滝の宮町乙５０－２

ローソン西条下喜多川店 愛媛県　西条市喜多川字梅ヶ須賀７７７番３

ローソン東予総合支所前店 愛媛県　西条市周布６１０番地１

ローソン西条石田店 愛媛県　西条市石田２７７番１５

ローソン西条新町店 愛媛県　西条市大町字新町１７６１番２

ローソン西条インター店 愛媛県　西条市飯岡１３０１－１

ローソン西条福武太田店 愛媛県　西条市福武字太田甲２４９番１

ローソン西予卯之町店 愛媛県　西予市宇和町卯之町４－５２２－１

ローソン宇和インター店 愛媛県　西予市字和町卯之町５－２４４－１

ローソン大洲長浜町拓海店 愛媛県　大洲市長浜町晴海３－５８

ローソン大洲インター店 愛媛県　大洲市東大洲１５７４－３

ローソン大洲東大洲店 愛媛県　大洲市東大洲８２－２

ローソン愛南町平城東店 愛媛県　南宇和郡愛南町御荘平城３７０９

ローソン羽ノ浦中庄店 徳島県　阿南市羽ノ浦町中庄高田原５２－５

ローソン羽ノ浦町中庄黒松店 徳島県　阿南市羽ノ浦町中庄黒松７９－１

ローソン阿南見能林店 徳島県　阿南市見能林町九反ヶ坪１－４

ローソン那賀川町北中島店 徳島県　阿南市那賀川町北中島１６６－２

ローソン阿南日開野町店 徳島県　阿南市日開野町竹ノハナ９７５－２

ローソン阿南税務署前店 徳島県　阿南市富岡町滝の下１２－１

ローソン阿波病院前店 徳島県　阿波市阿波町平川原南１－１

ローソン阿波吉野町店 徳島県　阿波市吉野町五条字市ノ本７０３

ローソン吉野川牛島店 徳島県　吉野川市鴨島町牛島字明治開２３８０－１

ローソン吉野川西麻植店 徳島県　吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂２０－１

ローソン吉野川山川町店 徳島県　吉野川市山川町前川２１３番５１

ローソン小松島領田店 徳島県　小松島市小松島町字領田６－３

ローソン徳島応神町東貞方店 徳島県　徳島市応神町東貞方字西川淵６８－１

ローソン徳島沖浜二丁目店 徳島県　徳島市沖浜２－１０－１

ローソン徳島国府町井戸店 徳島県　徳島市国府町井戸字高輪地４－１

ローソン徳島西新浜町一丁目店 徳島県　徳島市西新浜町１－１５３－１

ローソン徳島加賀須野店 徳島県　徳島市川内町加賀須野１０５１

ローソン徳島川内町大松店 徳島県　徳島市川内町大松２２４

ローソン徳島インター南店 徳島県　徳島市川内町鈴江北９－１

ローソン徳島大原店 徳島県　徳島市大原町千代ヶ丸３２－１

ローソン徳島大松町店 徳島県　徳島市大松町榎原外５０番地１

ローソン徳島大和町店 徳島県　徳島市大和町二丁目１－１３

ローソン徳島田宮街道店 徳島県　徳島市中吉野町四丁目９－３

ローソン徳島中洲町三丁目店 徳島県　徳島市中洲町３丁目９－１

愛媛

徳島

四国



ローソン徳島中島田町店 徳島県　徳島市中島田町２丁目１３番１

ローソン徳島津田本町店 徳島県　徳島市津田本町４－４５２－１

ローソン徳島北佐古一番町店 徳島県　徳島市北佐古一番町７－２３

ローソン徳島北田宮一丁目店 徳島県　徳島市北田宮１－２３４－１

ローソン徳島万代町三丁目店 徳島県　徳島市万代町３－１－２

ローソン徳島名東町二丁目店 徳島県　徳島市名東町２－６１０－７

ローソン徳島両国本町店 徳島県　徳島市両国本町１－７

ローソン松茂中喜来店 徳島県　板野郡松茂町中喜来字前原東三番越２－１

ローソン上板椎本店 徳島県　板野郡上板町椎本字亀ノ本２０８番地１

ローソン北島町中村店 徳島県　板野郡北島町中村字竹ノ下１７－１

ローソン藍住勝瑞店 徳島県　板野郡藍住町勝瑞字東勝地１９０－１０

ローソン藍住町東中富店 徳島県　板野郡藍住町東中富字朏傍示４番３

ローソン美馬インター南店 徳島県　美馬市美馬町字喜来市９－１

ローソン石井町城ノ内店 徳島県　名西郡石井町石井字城ノ内１９８番１

ローソン鳴門木津野店 徳島県　鳴門市大津町木津野字仲ノ越３－１

ローソン鳴門撫養町斎田店 徳島県　鳴門市撫養町斎田１２５－１

ローソン鳴門大桑島店 徳島県　鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜５８

ローソン鳴門市役所前店 徳島県　鳴門市撫養町南浜字浜田７９番１

ローソンさぬき志度駅前店 香川県　さぬき市志度４９３番地２

ローソンさぬき長尾税務署前店 香川県　さぬき市長尾西８６４－１

ローソン綾川町陶北店 香川県　綾歌郡綾川町陶４１７４番地２

ローソン宇多津東分店 香川県　綾歌郡宇多津町大字東分字板橋西３８６－１

ローソン観音寺植田町店 香川県　観音寺市出作町１０７４－１

ローソン観音寺昭和町二丁目店 香川県　観音寺市昭和町２－３－３３

ローソン観音寺大野原インター店 香川県　観音寺市大野原町大野原４１１７－１

ローソン観音寺市民会館前店 香川県　観音寺市天神町１－７－３６

ローソン豊浜町店 香川県　観音寺市豊浜町和田浜１５１２－２

ローソン観音寺本大店 香川県　観音寺市本大町字井出南１５９８

ローソン観音寺流岡町店 香川県　観音寺市流岡町字横田９３６－１

ローソン綾歌町栗熊西店 香川県　丸亀市綾歌町栗熊西１１８１－１

ローソン丸亀郡家町店 香川県　丸亀市郡家町字地頭７２６－３

ローソン丸亀郡家町辻店 香川県　丸亀市郡家町字辻１１６番１

ローソン丸亀垂水町店 香川県　丸亀市垂水町字亀田３１２９－１

ローソン丸亀津森町店 香川県　丸亀市津森町１５７番１

ローソン丸亀津森町宮浦店 香川県　丸亀市津森町字宮浦８０１－１

ローソン丸亀土器町西五丁目店 香川県　丸亀市土器町西５－９３－１

ローソン丸亀土器町東一丁目店 香川県　丸亀市土器町東１－６７

ローソン丸亀土器町東九丁目店 香川県　丸亀市土器町東９丁目２１３番地

ローソン高松田村神社前店 香川県　高松市一宮町字宮東２６１－１

ローソン高松塩上町店 香川県　高松市塩上町２－１０－１２

ローソン高松屋島西町店 香川県　高松市屋島西町１９９２－３

ローソン高松御厩店 香川県　高松市御厩町字正勝１４４８－１

ローソン高松香西中央通店 香川県　高松市香西本町３９５－１

ローソン高松香川町大野店 香川県　高松市香川町大野１０７４－１

ローソン高松町店 香川県　高松市高松町字斉田２５７９－１

ローソン高松国分寺町店 香川県　高松市国分寺町国分字野間１３４－１

ローソン高松国分寺町バイパス店 香川県　高松市国分寺町新居字本村５２８－１

ローソン高松今里町二丁目店 香川県　高松市今里町２丁目９番地４

ローソン高松今里町店 香川県　高松市今里町４－１０

ローソン高松三谷店 香川県　高松市三谷町中原２９９

ローソン高松十川東町店 香川県　高松市十川東町９８－１

ローソン高松春日町川南店 香川県　高松市春日町字川南４５５番１

ローソン高松松縄町店 香川県　高松市松縄町１１０５－１１

ローソン高松成合町店 香川県　高松市成合町字下所７３０番１

ローソン高松川島東店 香川県　高松市川島東町字北横内３８６－１

ローソン高松太田下町店 香川県　高松市太田下町３００１－１

ローソン高松西植田町店 香川県　高松市池田町９８６－１

ローソン高松東山崎町店 香川県　高松市東山崎町９３４

ローソン高松兵庫町店 香川県　高松市兵庫町９番地１

ローソン高松牟礼町店 香川県　高松市牟礼町牟礼字下窪９９０－１

ローソン高松木太町７区店 香川県　高松市木太町３５２９－６

ローソン高松中央インター店 香川県　高松市木太町９区５６６－３

香川

徳島

四国



ローソン坂出江尻町店 香川県　坂出市江尻町字北新開１２６８－５

ローソン坂出西庄町店 香川県　坂出市西庄町１１１６－１

ローソン坂出白金町店 香川県　坂出市白金町３－８－２４

ローソン高瀬町上高瀬店 香川県　三豊市高瀬町上高瀬字川下１３３－１

ローソン三豊山本町店 香川県　三豊市山本町財田西字鹿ノ谷１４６１－７

ローソン仁尾町店 香川県　三豊市仁尾町二尾辛２５－１４

ローソン善通寺インター北店 香川県　善通寺市原田町字土居１５７８番１

ローソン善通寺上吉田店 香川県　善通寺市上吉田町５１１番地１

ローソン四国こどもとおとなの医療センタ店香川県　善通寺市仙遊町２－１－１

ローソン善通寺中村店 香川県　善通寺市中村町字道下１７７６－１

ローソン仲南町買田店 香川県　仲多度郡まんのう町買田中手５３３－１

ローソン琴平町榎井店 香川県　仲多度郡琴平町榎井字中之町７０９番２

ローソン多度津町堀江店 香川県　仲多度郡多度津町堀江３丁目６－１１

ローソン東かがわ土居店 香川県　東かがわ市土居３６

ローソン三木下高岡店 香川県　木田郡三木町大字下高岡字八戸１３７８－１

ローソン安芸芸西村店 高知県　安芸郡芸西村和食甲５６３８

ローソン奈半利町店 高知県　安芸郡奈半利町乙１３０９

ローソン安芸伊尾木西店 高知県　安芸市伊尾木４８７番１

ローソン安芸庄之芝町店 高知県　安芸市庄之芝町３６３番５

ローソン安芸矢ノ丸店 高知県　安芸市矢ノ丸４丁目６番１５号

ローソン野市町北店 高知県　香南市野市町西野２２８－１

ローソン野市町西野店 高知県　香南市野市町西野２５２９－１

ローソン佐川町東店 高知県　高岡郡佐川町甲１６３－８

ローソン四万十町金上野店 高知県　高岡郡四万十町金上野１２７０－１

ローソン四万十町大井野店 高知県　高岡郡四万十町大井野７８１番地２

ローソン四万十町中央インター店 高知県　高岡郡四万十町平串３４７番９

ローソン津野町東店 高知県　高岡郡津野町新土居３１８番地

ローソン高知一宮店 高知県　高知市一宮東町１丁目６番４号

ローソン高知介良乙店 高知県　高知市介良乙３１４４番地１

ローソン高知鴨部店 高知県　高知市鴨部字古新堂９０９－２

ローソン高知高須店 高知県　高知市高須２丁目１９番２０号

ローソンＬＧＯＳＳＯたかそね店 高知県　高知市高埇１３番６号

ローソン高知春野町弘岡店 高知県　高知市春野町弘岡上８４番地１

ローソン春野芳原店 高知県　高知市春野町芳原８１６－１

ローソン高知知寄町店 高知県　高知市小倉町１－４１

ローソン高知新本町店 高知県　高知市新本町２－１－１２

ローソン高知神田店 高知県　高知市神田字江ノ本１３８９－１

ローソン高知仁井田一窪店 高知県　高知市仁井田字一窪１９７番２

ローソン高知医療センター店 高知県　高知市池２１２５番地１

ローソン高知船岡店 高知県　高知市朝倉甲７４－１

ローソン高知潮新町二丁目店 高知県　高知市潮新町２－１７－２６

ローソン高知競馬場前店 高知県　高知市長浜２３１９－１

ローソン高知市南久保店 高知県　高知市南久保４－５２

ローソン高知百石町二丁目店 高知県　高知市百石町２－２８－１１

ローソン高知福井町店 高知県　高知市福井町１１６７番地

ローソン高知福井東店 高知県　高知市福井東町３２番７

ローソン高知北久保店 高知県　高知市北久保１３－１８

ローソン高知六泉寺町店 高知県　高知市六泉寺町１４番地１７

ローソン高知薊野店 高知県　高知市薊野北町１丁目９番３０号

ローソン四万十インター店 高知県　四万十市右山２０３３番２０

ローソン四万十古津賀店 高知県　四万十市古津賀１丁目６９

ローソン四万十竹島店 高知県　四万十市竹島４０－１

ローソン四万十中村大橋通二丁目店 高知県　四万十市中村大橋通２－１８

ローソン室戸浮津店 高知県　室戸市浮津５８－１

ローソン須崎西崎店 高知県　須崎市西崎町５－２６

ローソン土佐インター店 高知県　土佐市高岡町乙３０７番１

ローソン土佐清水旭町店 高知県　土佐清水市旭町４５０番地

ローソン高知大学病院店 高知県　南国市岡豊町小蓮２８－１

ローソン南国インター店 高知県　南国市左右山９０－１

ローソン南国篠原東泉店 高知県　南国市篠原１５２７－１

ローソン南国十市店 高知県　南国市十市２０００番地１

ローソン南国おおそね店 高知県　南国市大そね甲字門田７６０－１

香川

高知

四国



ローソン南国ごめん町駅店 高知県　南国市大ソネ字祇園田甲１２１６－１

ローソン南国田村乙店 高知県　南国市田村乙２１３２－１

ローソン南国市明見店 高知県　南国市明見五台山分８０５－１

ローソン南国バイパス店 高知県　南国市明見字大政所９５３－１

ローソン黒潮町佐賀店 高知県　幡多郡黒潮町佐賀１４４３－１

ローソン大月町弘見店 高知県　幡多郡大月町弘見４１３１番地１

ローソン延岡古川町店 宮崎県　延岡市岡富古川土地区画整理区域内４１街区３画地

ローソン延岡瀬之口町店 宮崎県　延岡市瀬之口町１－５－３

ローソン延岡野田三丁目店 宮崎県　延岡市野田３丁目１番１

ローソン延岡柚ノ木田町店 宮崎県　延岡市柚の木田町１３４９－１

ローソン延岡緑ケ丘店 宮崎県　延岡市緑ケ丘２－８－２２

ローソン宮崎阿波岐原町店 宮崎県　宮崎市阿波岐原町２０３８－２

ローソン宮崎永楽町店 宮崎県　宮崎市永楽町１２番１

ローソン宮崎下北方町店 宮崎県　宮崎市下北方町島口８６２番２

ローソン宮崎吉村町平塚店 宮崎県　宮崎市吉村町平塚甲１８７３番１

ローソン宮崎駅前店 宮崎県　宮崎市錦町１５６番３

ローソン清武加納二丁目店 宮崎県　宮崎市清武町加納２－１２

ローソン宮崎大橋店 宮崎県　宮崎市大橋２丁目２１３

ローソン宮崎赤江中学校前店 宮崎県　宮崎市大字恒久字草葉９２４－１

ローソン宮崎内海店 宮崎県　宮崎市大字内海３５０１

ローソン宮崎芳士店 宮崎県　宮崎市大字芳士字中原６１９番１

ローソン宮崎大淀四丁目店 宮崎県　宮崎市大淀４丁目３８３番１

ローソン宮崎稗原町店 宮崎県　宮崎市稗原町９５

ローソン宮崎祗園三丁目店 宮崎県　宮崎市祗園３－７２－１

ローソン高鍋小丸店 宮崎県　児湯郡高鍋町大字持田字小丸出口１７０２－５

ローソン新富上富田店 宮崎県　児湯郡新富町富田２丁目２７番地

ローソン都農境ヶ谷店 宮崎県　児湯郡都農町大字川北字境ヶ谷１４７６８番１

ローソン小林中央通り店 宮崎県　小林市細野字五日町１８８０

ローソン都城五十市店 宮崎県　都城市五十町２２２７番１

ローソン都城太郎坊店 宮崎県　都城市太郎坊町２００１－２

ローソン都城鷹尾二丁目店 宮崎県　都城市鷹尾２－４１３９－１

ローソン都城都北店 宮崎県　都城市都北町５６６６－２

ローソン都城年見町店 宮崎県　都城市年見町４－１２

ローソン都城牟田町店 宮崎県　都城市牟田町５街区１

ローソン門川加草二丁目店 宮崎県　東臼杵郡門川町加草２丁目１１９番

ローソン国富田尻店 宮崎県　東諸県郡国富町大字田尻字岩摺１０８－４

ローソン日南春日町店 宮崎県　日南市春日町１－１２

ローソン日南西弁分店 宮崎県　日南市西弁分４－１０－１３

ローソン日南大堂津店 宮崎県　日南市大堂津５－１７－１

ローソン松橋インター店 熊本県　宇城市松橋町浦川内字丸田２４７－１

ローソン宇城松橋町店 熊本県　宇城市松橋町松橋８６１

ローソン宇土高柳町店 熊本県　宇土市高柳町島ノ内２１－３

ローソン松橋バイパス店 熊本県　宇土市松山町字櫨岡３１０３－２

ローソン宇土赤瀬町店 熊本県　宇土市赤瀬町字白瀬７３０番１

ローソン熊本北郵便局前店 熊本県　菊池郡菊陽町光の森２丁目２３番地２

ローソン菊陽中迎原店 熊本県　菊池郡菊陽町光の森５丁目１６－２

ローソン熊本菊陽町津久礼店 熊本県　菊池郡菊陽町大字津久礼２７６９－２

ローソン大津運動公園入口店 熊本県　菊池郡大津町大字引水８０７－６

ローソン肥後大津駅南店 熊本県　菊池郡大津町大字室字門出２１５－２６

ローソン菊池大琳寺店 熊本県　菊池市大琳寺字下原３３番１

ローソン玉名玉東町店 熊本県　玉名郡玉東町大字木葉字高月６６３－１

ローソン玉名長洲店 熊本県　玉名郡長洲町大字長洲１９５８

ローソン玉名築地店 熊本県　玉名市築地字芝浦４１６番１

ローソン熊本横手四丁目店 熊本県　熊本市西区横手４－９－１５

ローソン熊本河内町店 熊本県　熊本市西区河内町船津小川内８８８－１

ローソン熊本小島五丁目店 熊本県　熊本市西区小島５－１８－８

ローソン熊本田崎市場通店 熊本県　熊本市西区田崎町下寄３８０－４７

ローソン熊本京町二丁目店 熊本県　熊本市中央区京町２－１４－６

ローソン熊本新市街パーキング店 熊本県　熊本市中央区新市街２－８

ローソン熊本萩原町店 熊本県　熊本市中央区萩原町１７－３２

ローソン熊本花立二丁目店 熊本県　熊本市東区花立２丁目４－１

ローソン熊本画図重富店 熊本県　熊本市東区画図町大字重富字外無田１００２－１
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ローソン熊本戸島二丁目店 熊本県　熊本市東区戸島２－６－６０

ローソン熊本インター北店 熊本県　熊本市東区御領７－１－２７

ローソン熊本秋津新町店 熊本県　熊本市東区秋津新町５－８

ローソン熊本長嶺西店 熊本県　熊本市東区長嶺西１丁目７－１

ローソン熊本長嶺南六丁目店 熊本県　熊本市東区長嶺南６－１－１

ローソン熊本十禅寺二丁目店 熊本県　熊本市南区十禅寺２－２－１６

ローソン熊本さんさん城南店 熊本県　熊本市南区城南町今吉野１２７８－１

ローソン熊本薄場力合店 熊本県　熊本市南区薄場町２５番

ローソン熊本野田二丁目店 熊本県　熊本市南区野田２－２９－３５

ローソン熊本下硯川店 熊本県　熊本市北区下硯川町２１０１－１

ローソン熊本清水万石一丁目店 熊本県　熊本市北区清水万石１－８－２０

ローソン熊本徳王二丁目店 熊本県　熊本市北区徳王２－１－１

ローソン熊本龍田二丁目店 熊本県　熊本市北区龍田２－２－２０

ローソン熊本合志菊南店 熊本県　合志市須屋字松ノ本１９９５－５

ローソン山鹿熊入店 熊本県　山鹿市熊入町字西田２００－１

ローソン嘉島町上島店 熊本県　上益城郡嘉島町大字上島字同尻２１３４番

ローソン甲佐豊内店 熊本県　上益城郡甲佐町大字豊内７０２－２

ローソン上天草松島店 熊本県　上天草市松島町合津字上新田３２４８番１

ローソン上天草大矢野町店 熊本県　上天草市大矢野町中字新田４５５５－３

ローソン水俣桜井三丁目店 熊本県　水俣市桜井町３－２－１４

ローソン天草城下町店 熊本県　天草市城下町６－２４

ローソン天草南新町店 熊本県　天草市南新町１番２号

ローソン八代千丁町店 熊本県　八代市千丁町新牟田字拾弐２５００－１

ローソン八代大村町店 熊本県　八代市大村町字羽須和８４２番１

ローソン佐賀伊万里駅前店 佐賀県　伊万里市新天町字浜ノ浦６１９－１

ローソン伊万里つつじヶ丘店 佐賀県　伊万里市大坪町字浦川内甲２３６４－６

ローソン伊万里あさひが丘店 佐賀県　伊万里市大坪町字白野甲２６３７－１

ローソン伊万里二里町店 佐賀県　伊万里市二里町大里字中町乙１１９番

ローソン嬉野温泉店 佐賀県　嬉野市嬉野町下宿字大畑乙２１２９

ローソン嬉野吉田店 佐賀県　嬉野市嬉野町大字吉田字祇園丁３６３９－１

ローソン佐賀江北店 佐賀県　杵島郡江北町大字山口１６６８

ローソン大町町立病院前店 佐賀県　杵島郡大町町大字大町８８５１－１

ローソン白石福富店 佐賀県　杵島郡白石町大字福富下分２９９４－１０

ローソン佐賀森林公園前店 佐賀県　佐賀市嘉瀬町大字荻野字四本柳籠３４１番１

ローソン佐賀巨勢店 佐賀県　佐賀市巨勢町大字牛島８－１

ローソン佐賀金立千布店 佐賀県　佐賀市金立町大字千布２２８７

ローソン佐賀工場団地前店 佐賀県　佐賀市高木瀬町字坪ノ上一本杉１０２５－１

ローソン佐賀若宮二丁目店 佐賀県　佐賀市若宮２－５－６８

ローソン佐賀諸富店 佐賀県　佐賀市諸富町山領３３２－１

ローソン佐賀新栄東店 佐賀県　佐賀市新栄東２－５－２７

ローソン佐賀神野西三丁目店 佐賀県　佐賀市神野西三丁目１番１５号

ローソン川副南里店 佐賀県　佐賀市川副町大字南里１２０６－７

ローソン佐賀大和店 佐賀県　佐賀市大和町東山田字四本松２０７０－１

ローソン佐賀鍋島六丁目店 佐賀県　佐賀市鍋島６－１７－２３

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

ローソン佐賀本庄店 佐賀県　佐賀市本庄町袋字二本杉４０７－１

ローソン佐賀大学通り店 佐賀県　佐賀市本庄町大字本庄字一本谷１２２４番２

ローソン佐賀高伝寺前店 佐賀県　佐賀市本庄町大字本庄字二本松９６１－４

ローソンミズ木原店 佐賀県　佐賀市木原１丁目２４－４０

ローソンみやき消防署前店 佐賀県　三養基郡みやき町中津隅５８１９－２

ローソンみやき中原橋店 佐賀県　三養基郡みやき町蓑原９３４－１

ローソン基山駅前店 佐賀県　三養基郡基山町大字宮浦字宿２４６番３５

ローソンハイウェイピット基山上り店 佐賀県　三養基郡基山町大字小倉字小浦２０９７番１

ローソン基山小倉店 佐賀県　三養基郡基山町大字小倉字北長浦１７３３－１

ローソン鹿島常広店 佐賀県　鹿島市大字常広７１－１

ローソン牛津上砥川店 佐賀県　小城市牛津町大字上砥川字四本松４４８－１

ローソン小城三日月店 佐賀県　小城市三日月町大字長神田１０４０－１

ローソン神埼三田川店 佐賀県　神埼郡吉野ヶ里町吉田２９２－１

ローソン佐賀吉野ヶ里店 佐賀県　神埼郡吉野ヶ里町石動２７７４

ローソン神埼本堀店 佐賀県　神埼市神埼町本堀字町裏３２４２－１

ローソン多久駅前店 佐賀県　多久市北多久町大字小侍多久駅周辺土地区画整理事業地

ローソン鳥栖商工団地店 佐賀県　鳥栖市酒井西町６３２－１

佐賀
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ローソン鳥栖養父町店 佐賀県　鳥栖市養父町５３－４

ローソン唐津栄町店 佐賀県　唐津市栄町２５６９番１

ローソン唐津神田店 佐賀県　唐津市神田五ノ坪２２６７－４

ローソン唐津町田二丁目店 佐賀県　唐津市町田２－５－３２

ローソン唐津浜玉町店 佐賀県　唐津市浜玉町浜崎字長田２９８番地３

ローソンＳ唐津赤十字病院内店 佐賀県　唐津市和多田２４３０

ローソン唐津和多田天満町店 佐賀県　唐津市和多田天満町１－４－１

ローソン武雄山内町店 佐賀県　武雄市山内町大字三間坂字八田甲１５５７２－３

ローソン武雄小楠店 佐賀県　武雄市武雄町大字昭和３９－１

ローソン吉井若宮店 福岡県　うきは市吉井町若宮池尻４０－１

ローソン西鉄バス浮羽発着所店 福岡県　うきは市浮羽町朝田字蒲田６３７番１

ローソンみやま高田町店 福岡県　みやま市高田町濃施２１２－１

ローソン遠賀山田峠店 福岡県　遠賀郡遠賀町大字尾崎１７１６－４

ローソン水巻頃末二丁目店 福岡県　遠賀郡水巻町頃末北二丁目－１２－２

ローソン水巻梅ノ木店 福岡県　遠賀郡水巻町梅ノ木団地４１－３

ローソン嘉穂稲築店 福岡県　嘉麻市鴨生字居鳥４０９－１

ローソン嘉麻山野店 福岡県　嘉麻市山野６３４－３

ローソン久留米花畑店 福岡県　久留米市花畑３丁目１－５

ローソン久留米新茶屋店 福岡県　久留米市三潴町玉満２９１３－４

ローソン久留米天神町南店 福岡県　久留米市諏訪野町２４０８－１

ローソン久留米田主丸店 福岡県　久留米市田主丸町殖木字延命２４１番４

ローソン久留米南三丁目店 福岡県　久留米市南３－２１－２１

ローソン久留米文化センター通店 福岡県　久留米市野中町９１７－１２

ローソンミズ久留米シティプラザ店 福岡県　久留米市六ツ門町８番地１

ローソン宮若龍徳店 福岡県　宮若市龍徳１０７０－９

ローソ苅田京町一丁目店 福岡県　京都郡苅田町京町１－２－６

ローソン古賀美明一丁目店 福岡県　古賀市美明１－１３－１４

ローソン行橋中央一丁目店 福岡県　行橋市中央１－１２－４３

ローソン糸島警察署前店 福岡県　糸島市前原中央一丁目９６番１

ローソン糸島農協前店 福岡県　糸島市前原東２－７－５８

ローソン前原池田店 福岡県　糸島市波多江駅北４－５－１５

ローソン宗像曲店 福岡県　宗像市曲５９番１

ローソン宗像田熊一丁目店 福岡県　宗像市田熊１－５－１０

ローソン宗像徳重店 福岡県　宗像市徳重７１１－３

ローソン春日公園一丁目店 福岡県　春日市春日公園一丁目１８番

ローソン春日須玖南店 福岡県　春日市須玖南３－１７３

ローソン春日大土居二丁目店 福岡県　春日市大土居２－１０５

ローソン小郡市役所前店 福岡県　小郡市小板井３４０－１

ローソン小郡駅前店 福岡県　小郡市祗園一丁目１０番１

ローソン志免田富三丁目店 福岡県　糟屋郡志免町田富３－５－１３

ローソン空港北ユニバ通り店 福岡県　糟屋郡志免町別府二丁目６８３番の４

ローソン新宮美咲三丁目店 福岡県　糟屋郡新宮町美咲３－１１－５

ローソン粕屋柚須店 福岡県　糟屋郡粕屋町大字仲原字ミヨリ２８３６－７

ローソン粕屋口ノ坪店 福岡県　糟屋郡粕屋町大字仲原字口ノ坪２５３８番１

ローソン太宰府吉松三丁目店 福岡県　太宰府市吉松３－２１－１

ローソン太宰府天満宮前店 福岡県　太宰府市宰府１－１４－２２

ローソン太宰府大佐野店 福岡県　太宰府市大佐野３－１３－２０

ローソン大川榎津店 福岡県　大川市大字榎津１５０－６

ローソン大牟田汐屋町店 福岡県　大牟田市汐屋町６－９

ローソ大牟田新勝立店 福岡県　大牟田市新勝立町６－１－２７

ローソン大牟田藤田町店 福岡県　大牟田市藤田町２４８－１

ローソン大牟田日の出町店 福岡県　大牟田市日出町３－４－５

ローソン大野城乙金三丁目店 福岡県　大野城市乙金３－１４－９６３５街区７号

ローソン大野城大城一丁目店 福岡県　大野城市大城１－１－２５

ローソン筑後熊野店 福岡県　筑後市大字熊野字大坪２５５番１

ローソン筑後前津店 福岡県　筑後市大字前津字堀口３６５－４

ローソン筑紫野原田三丁目店 福岡県　筑紫野市原田３－２－１７

ローソン筑紫野石崎一丁目店 福岡県　筑紫野市石崎１－９－２２

ローソン筑紫野二日市北店 福岡県　筑紫野市二日市北６－１９－２７

ローソン中間大辻町店 福岡県　中間市大辻町４－７

ローソン中間三丁目店 福岡県　中間市中間３－１６－２０

ローソン中間通谷二丁目店 福岡県　中間市通谷２－１－１
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ローソン西鉄バス直方店 福岡県　直方市古町２４２番２

ローソン直方新入店 福岡県　直方市大字下新入下中曽根６１７－１

ローソン直方頓野店 福岡県　直方市大字頓野１９０９番１

ローソン直方知古一丁目店 福岡県　直方市知古１－２－３

ローソン川崎池尻店 福岡県　田川郡川崎町大字池尻４５２－１

ローソン田川大任町店 福岡県　田川郡大任町大字今任原２２０５番１

ローソン福智上野店 福岡県　田川郡福智町上野３９２９番１

ローソン田川松原店 福岡県　田川市大字伊田４９６８番２

ローソン田川夏吉店 福岡県　田川市大字夏吉１７１８番１

ローソン田川川宮店 福岡県　田川市大字川宮７１０－２９

ローソン那珂川現人橋店 福岡県　那珂川市後野２－５－１

ローソン今光二丁目店 福岡県　那珂川市今光２－２０

ローソン福岡篠栗駅前店 福岡県　粕屋郡篠栗町大字尾仲字丸林３８－２１

ローソン長者原店 福岡県　粕屋郡粕屋町大字長者原東２－１－１５

ローソン広川新代店 福岡県　八女郡広川町大字新代字松ノ木６４１－３

ローソン八女稲富店 福岡県　八女市稲富字内ノ坪２１５－１

ローソン八女室岡店 福岡県　八女市室岡字田代８５６番１

ローソン飯塚横田店 福岡県　飯塚市横田８１３－１

ローソン飯塚楽市店 福岡県　飯塚市楽市字大木３１０番３

ローソン飯塚東川津店 福岡県　飯塚市川津１２５－１

ローソン飯塚病院店 福岡県　飯塚市芳雄町３－８３

ローソン飯塚有井店 福岡県　飯塚市有井３５４－５

ローソン荒江一丁目店 福岡県　福岡市城南区荒江１－１７－１

ローソン福岡神松寺二丁目店 福岡県　福岡市城南区神松寺２－２０－１２

ローソン九大学研都市駅前店 福岡県　福岡市西区西都１－２－３６

ローソン内浜一丁目店 福岡県　福岡市西区内浜１－１３－１７

ローソン内浜二丁目店 福岡県　福岡市西区内浜２－１２－２０

ローソン田尻店 福岡県　福岡市西区富士見２－１－７

ローソン姪浜四丁目店 福岡県　福岡市西区姪の浜４－１６－２５

ローソン福岡姪浜駅前店 福岡県　福岡市西区姪浜駅南１－５－７

ローソン野方六丁目店 福岡県　福岡市西区野方６－３３－２６

ローソン福岡原六丁目店 福岡県　福岡市早良区原６－１０－３

ローソン福岡次郎丸五丁目店 福岡県　福岡市早良区次郎丸５－１－３

ローソン福岡歯科大前店 福岡県　福岡市早良区次郎丸６－１３－１７

ローソン小田部二丁目店 福岡県　福岡市早良区小田部２－１４－１

ローソン昭代一丁目店 福岡県　福岡市早良区昭代１－１７－１

ローソン田村二丁目店 福岡県　福岡市早良区田村２丁目１４番２２号

ローソン南庄二丁目店 福岡県　福岡市早良区南庄２－１２－２

ローソン福岡南庄五丁目店 福岡県　福岡市早良区南庄５－１０－３２

ローソン福岡百道浜一丁目店 福岡県　福岡市早良区百道浜１－７－４

ローソン福岡清川二丁目店 福岡県　福岡市中央区清川２－４－６

ローソン西鉄福岡天神駅店 福岡県　福岡市中央区天神２丁目１１番２号ソラリアステージビ

ローソン福岡市役所店 福岡県　福岡市中央区天神一丁目３２１－１

ローソン平尾駅前店 福岡県　福岡市中央区平尾２－５－８

ローソン薬院一丁目店 福岡県　福岡市中央区薬院１－８－１

ローソン六本松店 福岡県　福岡市中央区六本松２－１０－１

ローソン福岡香椎浜三丁目店 福岡県　福岡市東区香椎浜３－３－８

ローソン福岡松崎三丁目店 福岡県　福岡市東区松崎３－１－５

ローソン福岡多々良二丁目店 福岡県　福岡市東区多々良二丁目１－４５

ローソン奈多一丁目店 福岡県　福岡市東区奈多１丁目１１－４

ローソン箱崎宮前店 福岡県　福岡市東区箱崎１丁目２４－５

ローソン箱崎ふ頭一丁目店 福岡県　福岡市東区箱崎ふ頭１－２－１

ローソン舞松原店 福岡県　福岡市東区舞松原１－１０－３

ローソン福岡名子三丁目店 福岡県　福岡市東区名子３－７

ローソン福岡名島三丁目店 福岡県　福岡市東区名島３－３－１０

ローソン和白東二丁目店 福岡県　福岡市東区和白東２－２６－４１

ローソン笹原駅前店 福岡県　福岡市南区井尻３－１８－１５

ローソン福岡清水二丁目店 福岡県　福岡市南区清水２－８－１７

ローソン大橋四丁目店 福岡県　福岡市南区大橋４丁目６３１番１

ＪＰローソン福岡野間郵便局店 福岡県　福岡市南区野間３－１３－１８

ローソン福岡金隈店 福岡県　福岡市博多区金の隈１－２４－１８

ローソン博多古門戸町店 福岡県　福岡市博多区古門戸町３－１８
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ローソン山王店 福岡県　福岡市博多区山王１－１１－１

ローソン福岡キャナルシティ博多前店 福岡県　福岡市博多区住吉１丁目１番１号

ローソン博多住吉四丁目店 福岡県　福岡市博多区住吉４－５－３

ローソン博多春町三丁目店 福岡県　福岡市博多区春町３－５－１４

ローソン博多千代四丁目店 福岡県　福岡市博多区千代４－１２８－１

ローソン博多中呉服町店 福岡県　福岡市博多区中呉服町５－２１

ローソン店屋町店 福岡県　福岡市博多区店屋町１番２５号

ローソン博多東比恵三丁目店 福岡県　福岡市博多区東比恵３－１－１

ローソン西鉄イン博多店 福岡県　福岡市博多区博多駅前１－１７－６

ローソン博多店 福岡県　福岡市博多区博多駅前２－６－１２

ローソンオリエンタル博多店 福岡県　福岡市博多区博多駅中央街４－２３

ローソン博多駅筑紫口店 福岡県　福岡市博多区博多駅東２丁目２番２号

ローソン博多駅南一丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅南１－９－１１

ローソン博多半道橋店 福岡県　福岡市博多区半道橋２－６－６８

ローソン比恵町店 福岡県　福岡市博多区比恵町４番３２号

ローソン福津花見が丘一丁目店 福岡県　福津市花見が丘１－６－３１

ローソン宗像若木台店 福岡県　福津市若木台４－１９－１３

ローソン福津中央一丁目店 福岡県　福津市中央１丁目７番１４号

ローソン古賀舞の里店 福岡県　福津市有弥の里２－１０－３

ローソン豊前久松店 福岡県　豊前市久松１１９番１

ローソン豊前千束店 福岡県　豊前市大字千束１０８－３

ローソン戸畑中原東三丁目店 福岡県　北九州市戸畑区中原東３－１０－３

ローソン戸畑天神二丁目店 福岡県　北九州市戸畑区天神２－７－７

ローソン若松警察署前店 福岡県　北九州市若松区くきのうみ中央１番３１号

ローソン若松ひびきの店 福岡県　北九州市若松区ひびきの北１－１０

ローソン若松高須東三丁目店 福岡県　北九州市若松区高須東３－１３－１６

ローソン若松大鳥居店 福岡県　北九州市若松区大字大鳥居１２５番１

ローソン小倉下曽根二丁目店 福岡県　北九州市小倉南区下曽根二丁目２番４３号

ローソン小倉南葛原五丁目店 福岡県　北九州市小倉南区葛原五丁目２７９４番１

ローソン小倉沼本町一丁目店 福岡県　北九州市小倉南区沼本町１－１４－２

ローソン小倉田原三丁目店 福岡県　北九州市小倉南区田原３－６－２０

ローソン小倉徳吉西店 福岡県　北九州市小倉南区徳吉西２－３－２０

ローソン小倉徳力店 福岡県　北九州市小倉南区徳力２－４－１

ローソン小倉馬借店 福岡県　北九州市小倉北区一丁目５番２５号

ローソン小倉魚町二丁目店 福岡県　北九州市小倉北区魚町２－４－１８

ローソン小倉熊本二丁目店 福岡県　北九州市小倉北区熊本二丁目６番１９

ローソン小倉江南町西店 福岡県　北九州市小倉北区江南町４－１６

ローソン小倉駅北口店 福岡県　北九州市小倉北区浅野２－１２－２１

ローソンあるあるＣｉｔｙ店 福岡県　北九州市小倉北区浅野二丁目１４－５

ローソン小倉田町東店 福岡県　北九州市小倉北区田町１６－８

ローソン小倉田町店 福岡県　北九州市小倉北区田町１９－１７

ローソン小倉南丘二丁目店 福岡県　北九州市小倉北区南丘２－９－８

ローソン小倉片野一丁目店 福岡県　北九州市小倉北区片野１－１６－２６

ローソン片野新町店 福岡県　北九州市小倉北区片野新町１－２－１

ローソン小倉末広二丁目店 福岡県　北九州市小倉北区末広２－３－２

ローソン八幡医生ヶ丘店 福岡県　北九州市八幡西区医生ヶ丘１０－３９

ローソン八幡下上津役一丁目店 福岡県　北九州市八幡西区下上津役１－４－１１

ローソンＪＣＨＯ九州病院店 福岡県　北九州市八幡西区岸の浦１丁目８－１

ローソン八幡熊手二丁目店 福岡県　北九州市八幡西区熊手２－２－８

ローソン八幡光貞台一丁目店 福岡県　北九州市八幡西区光貞台一丁目１番３０

ローソン八幡幸神三丁目店 福岡県　北九州市八幡西区幸神３－１１－６８

ローソン小嶺インター店 福岡県　北九州市八幡西区小嶺台１－１－３７

ローソン八幡船越一丁目店 福岡県　北九州市八幡西区船越１－３－２

ローソン八幡則松六丁目店 福岡県　北九州市八幡西区則松６－２－２１

ローソン八幡鷹の巣店 福岡県　北九州市八幡西区鷹の巣１－１９－２３

ローソン八幡竹末二丁目店 福岡県　北九州市八幡西区竹末二丁目３番１

ローソン八幡樋口町店 福岡県　北九州市八幡西区樋口町１－３０

ローソン八幡山王一丁目店 福岡県　北九州市八幡東区山王１－１３－５

ローソン八幡枝光二丁目店 福岡県　北九州市八幡東区枝光２－３－２

ローソン門司畑店 福岡県　北九州市門司区大字畑中原１６０１番１

ローソン門司東新町店 福岡県　北九州市門司区東新町２－１０－３

ローソン柳川駅東店 福岡県　柳川市三橋町下百町２０８－２

福岡

九州



ローソン柳川本町店 福岡県　柳川市本町２１番１

ローソン安岐塩屋店 大分県　国東市安岐町塩屋字水呉１５８１－２

ローソン佐伯稲垣店 大分県　佐伯市大字稲垣字大田２４２－１

ローソン佐伯鶴岡町一丁目店 大分県　佐伯市鶴岡町一丁目１９０３番４

ローソン大分下郡南三丁目店 大分県　大分市下郡南３－３－１３

ローソン大分下郡南五丁目店 大分県　大分市下郡南五丁目２０６番

ローソン大分皆春店 大分県　大分市皆春字町１５２６番１

ローソン大分駅前店 大分県　大分市金池町１－１－１５大分駅前ビル１Ｆ

ローソン大分顕徳町店 大分県　大分市顕徳町１－１－２３

ローソン大分上戸次店 大分県　大分市字上戸次字宇土ノ口６０９１－２

ローソン大分横尾店 大分県　大分市大字横尾字大久保３９３３－３６

ローソン野津原町店 大分県　大分市大字廻栖野字新界２５６３－１

ローソン大分稙田南中学校前店 大分県　大分市大字光吉字瀬口１３７７番１

ローソン大分坂ノ市中央店 大分県　大分市大字坂ノ市字東浜田３１７番２

ローソン大分小池原店 大分県　大分市大字小池原字大迫１４３９－１

ローソン大分丹川店 大分県　大分市大字丹川１９７－１

ローソン大分猪野店 大分県　大分市大字猪野１３９８－３

ローソン大分片島中央店 大分県　大分市大字片島字上川田５３４－１

ローソン大分田原店 大分県　大分市田原字五反田８８８－１

ローソン大分萩原一丁目店 大分県　大分市萩原１丁目２番３１号

ローソン大分浜の市二丁目店 大分県　大分市浜の市二丁目１－４

ローソン大分県立病院店 大分県　大分市豊饒４７６番地

ローソン大分明野東五丁目店 大分県　大分市明野東５－４３２４－２

ローソン中津永添店 大分県　中津市大字永添字東佃４０３番１

ローソン中津犬丸店 大分県　中津市大字犬丸１９７３－１

ローソン中津豊田三丁目店 大分県　中津市豊田町３－６

ローソン中津駅南口店 大分県　中津市豊田町８番３

ローソン日田中央一丁目店 大分県　日田市中央一丁目４１２番１

ローソン別府鶴見ヶ丘店 大分県　別府市大字鶴見字尾ノ根２７８４番１

ローソン別府北的ヶ浜町店 大分県　別府市北的ヶ浜町１２２５番

ローソン湯布院乙丸店 大分県　由布市湯布院町川上字松ノ木３７０５番１

ローソングリーンロード国見店 長崎県　雲仙市国見町多比良戊字鬼塚３４２番１

ローソン佐世保競輪場前店 長崎県　佐世保市稲荷町１－１９

ローソン佐世保卸団地店 長崎県　佐世保市卸本町３０－３１

ローソン佐世保吉岡町店 長崎県　佐世保市吉岡町１３０９－１

ローソン佐世保吉岡団地店 長崎県　佐世保市吉岡町１９２８番８

ローソン佐世保花高団地店 長崎県　佐世保市権常寺町１０８５－１７

ローソン佐世保大塔店 長崎県　佐世保市大塔町４番１

ローソン佐世保日野町店 長崎県　佐世保市日野町８３２－１

ローソン佐世保広田店 長崎県　佐世保市廣田３－１８－２０

ローソン大村植松三丁目店 長崎県　大村市植松３－８５６－２

ローソン大村東三城町店 長崎県　大村市東三城町５５

ローソン大村富の原二丁目店 長崎県　大村市富の原２－６４０－１

ローソン長崎漁港店 長崎県　長崎市京泊三丁目１－１８

ローソン長崎大波止店 長崎県　長崎市元船町１３－１０

ローソン長崎宿町店 長崎県　長崎市宿町１０５番４

ローソン長崎畝刈町店 長崎県　長崎市畝刈町１６１７

ローソン長崎浜町店 長崎県　長崎市浜町１０－１０

ローソン島原親和町店 長崎県　島原市親和町８番

ローソン島原大手原町店 長崎県　島原市大手原町甲２２１８－２

ローソン佐々中央通店 長崎県　北松浦郡佐々町羽須和免字大宮原７７８０－５

ローソン諌早栗面町店 長崎県　諫早市栗面町１６７－４

ローソン諫早多良見店 長崎県　諫早市多良見町囲２５８－１

ローソン姶良白金原店 鹿児島県　姶良市脇元字西溝原６１１番３

ローソン南大隅根占店 鹿児島県　肝属郡南大隅町根占川北字潟４３番２

ローソン川内大小路店 鹿児島県　薩摩川内市大小路町９－１４

ローソン川内中郷店 鹿児島県　薩摩川内市中郷４－２２４

ローソン指宿十二町店 鹿児島県　指宿市十二町字尻垂ノ前４１２７番３

ローソン鹿児島北ふ頭店 鹿児島県　鹿児島市易居町１１－３

ローソン鹿児島原良店 鹿児島県　鹿児島市原良１丁目２番１号

ローソン桜島フェリーターミナル店 鹿児島県　鹿児島市桜島横山町１７２２番２８

ローソン山田インター前店 鹿児島県　鹿児島市山田町３３９３－１

鹿児島

大分

長崎

福岡

九州



ローソン鹿児島大門口店 鹿児島県　鹿児島市松原町１４－２０

ローソン伊集院チェスト館前店 鹿児島県　鹿児島市石谷町６４６－１

ローソン鹿児島ベイサイド店 鹿児島県　鹿児島市泉町１７－１１

ローソン鹿児島慈眼寺町店 鹿児島県　鹿児島市谷山中央７丁目４１－１７

ローソン鹿児島谷山中央二丁目店 鹿児島県　鹿児島市谷山中央二丁目７０２番１８

ローソン鹿児島中央バスターミナル店 鹿児島県　鹿児島市中央町１１番地

ローソン鹿児島唐湊新川店 鹿児島県　鹿児島市唐湊４丁目１７番３号

ローソン鹿児島東千石店 鹿児島県　鹿児島市東千石町１－１１

ローソン鹿児島与次郎二丁目店 鹿児島県　鹿児島市与次郎２－４－３７

ローソン出水下知識店 鹿児島県　出水市下知識町１４６９－１

ローソン出水高尾野店 鹿児島県　出水市高尾野町大久保６１６－１

ローソン出水米ノ津店 鹿児島県　出水市米ノ津町４２－３０

ローソン垂水海潟店 鹿児島県　垂水市海潟１４０３－１

ローソン曽於末吉店 鹿児島県　曽於市末吉町南之郷１３９－１

ローソン南九州川辺田部田店 鹿児島県　南九州市川辺町田部田６５３０

ローソン知覧瀬世店 鹿児島県　南九州市知覧町瀬世４７３２番１０

ローソン日置伊集院インター店 鹿児島県　日置市伊集院町猪鹿倉３２－１

ローソン国分広瀬店 鹿児島県　霧島市国分広瀬２丁目５番３８号

ローソン霧島国分重久店 鹿児島県　霧島市国分重久６２７－５

ローソン霧島国分野口東店 鹿児島県　霧島市国分野口東１１５３番

ローソン隼人見次店 鹿児島県　霧島市隼人町見次字見次２５５－１

ローソン隼人真孝店 鹿児島県　霧島市隼人町真孝字櫻馬場３１－１

ローソン隼人内山田店 鹿児島県　霧島市隼人町内山田４－１６－７

ローソン具志川高校前店 沖縄県　うるま市喜仲３－２６－２３

ローソンうるま栄野比店 沖縄県　うるま市字栄野比１０３５－１

ローソンうるま塩屋店 沖縄県　うるま市字塩屋４６２番４

ローソンうるま江洲店 沖縄県　うるま市字江洲仲原３３２番

ローソン中部病院前店 沖縄県　うるま市字赤道２５５番７

ローソンうるま市役所入口店 沖縄県　うるま市字赤野１００８－１

ローソンうるま川田店 沖縄県　うるま市字川田１４３－２

ローソンうるま安慶名店 沖縄県　うるま市字田場２０２８

ローソンうるま田場小学校前店 沖縄県　うるま市字田場２４４－１

ローソン石川インター店 沖縄県　うるま市石川２３１３番２

ローソンうるま石川店 沖縄県　うるま市石川２丁目２４番９号

ローソンうるま伊波店 沖縄県　うるま市石川伊波１５１２番１５

ローソン石川バイパス店 沖縄県　うるま市石川山城８４２－３

ローソン石川曙三丁目店 沖縄県　うるま市石川曙３－１２－７６

ローソンうるま赤道店 沖縄県　うるま市赤道３２６番地

ローソンうるま川崎店 沖縄県　うるま市川崎４２０－１

ローソン具志川田場店 沖縄県　うるま市田場１１４１－１

ローソンうるま与勝店 沖縄県　うるま市与那城４２３－１

ローソンうるま与那城照間店 沖縄県　うるま市与那城照間１００１－６

ローソン与那城海中道路前店 沖縄県　うるま市与那城平安座４２２番２

ローソン浦添安波茶店 沖縄県　浦添市安波茶１丁目５３番１０

ローソンパイプライン通伊祖店 沖縄県　浦添市伊祖３－１－１３

ＪＰローソン屋富祖郵便局店 沖縄県　浦添市屋富祖２－３－１０

ローソン浦添宮城一丁目店 沖縄県　浦添市宮城１－２６－８

ローソン神森中学校前店 沖縄県　浦添市宮城６－２５－１１

ローソン浦添宮城六丁目店 沖縄県　浦添市宮城６丁目８２５番８

ローソン大名団地前店 沖縄県　浦添市経塚５６８－１

ローソン浦添経塚店 沖縄県　浦添市字経塚６３４－５

ローソン前田小学校前店 沖縄県　浦添市字前田１３５１－１

ローソン昭和薬科大附属高校前店 沖縄県　浦添市字沢岻兼元原１４２２番１

ローソン浦添城間店 沖縄県　浦添市城間４－２１－６

ローソン浦添勢理客店 沖縄県　浦添市勢理客１－１－１

ローソン陽明高校前店 沖縄県　浦添市大平２－１１－９

ローソン浦添内間四丁目店 沖縄県　浦添市内間４－１－５

ローソン浦添牧港一丁目店 沖縄県　浦添市牧港１－６２－２４

ローソン浦添牧港店 沖縄県　浦添市牧港５－４－１４

ローソン浦添牧港二丁目店 沖縄県　浦添市牧港二丁目４５－２

ローソン沖縄安慶田三丁目店 沖縄県　沖縄市安慶田３－１－１１

ローソン沖縄越来一丁目店 沖縄県　沖縄市越来１－１９－７

沖縄
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ローソン沖縄園田三丁目店 沖縄県　沖縄市園田三丁目９－１５

ローソン泡瀬団地前店 沖縄県　沖縄市古謝２－１８－３

ローソン沖縄古謝店 沖縄県　沖縄市古謝９４４番地

ローソン沖縄こと゛もの国前店 沖縄県　沖縄市胡屋４－２４－１６

ローソン沖縄高原店 沖縄県　沖縄市高原７丁目１－１

ローソン沖縄山内三丁目店 沖縄県　沖縄市山内３－１５－６

ローソン沖縄上地店 沖縄県　沖縄市字上地１－１０－２

ローソン沖縄登川店 沖縄県　沖縄市字登川２７１２－１

ローソン沖縄美里店 沖縄県　沖縄市字美里１２８３－１

ローソン沖縄松本店 沖縄県　沖縄市松本１－２２－８

ローソン沖縄松本二丁目店 沖縄県　沖縄市松本８４７

ローソン沖縄南インター店 沖縄県　沖縄市上地４－２０－９

ローソン沖縄市役所前店 沖縄県　沖縄市仲宗根町３０番４

ローソン中頭病院前店 沖縄県　沖縄市登川２－２４－１６

ローソン八重島二丁目店 沖縄県　沖縄市八重島二丁目９－１

ローソン沖縄美原三丁目店 沖縄県　沖縄市美原３－９－９

ローソン沖縄泡瀬店 沖縄県　沖縄市泡瀬４－２１－１３

ローソン美里工業高校前店 沖縄県　沖縄市泡瀬５－２４－１２

ローソン宜野湾伊佐三丁目店 沖縄県　宜野湾市伊佐３－３－３

ローソン宜野湾二丁目店 沖縄県　宜野湾市宜野湾２－７－１

ローソン中部商業高校前店 沖縄県　宜野湾市志真志４－２４－９

ローソン宜野湾記念病院前店 沖縄県　宜野湾市志真志４－２－８

ローソン宜野湾宇地泊店 沖縄県　宜野湾市字宇地泊９００－１

ローソン宜野湾宇地泊バス停前店 沖縄県　宜野湾市字宇地泊東原１７０

ローソン宜野湾我如古店 沖縄県　宜野湾市字我如古３７４

ローソン宜野湾新城二丁目店 沖縄県　宜野湾市新城２－４５－２

ローソン宜野湾真栄原一丁目店 沖縄県　宜野湾市真栄原１－３－１２

ローソン森川公園前店 沖縄県　宜野湾市大山２－３１－２５

ローソン宜野湾大山七丁目店 沖縄県　宜野湾市大山７－６－１

ローソンパイプライン通大謝名店 沖縄県　宜野湾市大謝名１－１６－１

ローソン宜野湾普天間二丁目店 沖縄県　宜野湾市普天間２－３３－１２

ローソン宜野湾市役所前店 沖縄県　宜野湾市野嵩２－１－６

ローソン恩納安富祖店 沖縄県　国頭郡恩納村字安富祖９１８番１

ローソン恩納万座毛入口店 沖縄県　国頭郡恩納村字恩納２５８１－１

ローソン恩納万座ビーチ前店 沖縄県　国頭郡恩納村字瀬良垣２４９１－１

ローソン恩納インブビーチ前店 沖縄県　国頭郡恩名村字名嘉真２２４０－２

ローソン宜野座惣慶店 沖縄県　国頭郡宜野座村字惣慶１８３０－８

ローソン屋嘉インター店 沖縄県　国頭郡金武町字屋嘉２９１５

ローソン金武ベースボールスタジアム入口店沖縄県　国頭郡金武町字金武１０４０４－２

ローソン今帰仁村役場前店 沖縄県　国頭郡今帰仁村字謝名謝名俣原４４６－１

ローソン今帰仁店 沖縄県　国頭郡今帰仁村天底２６２－１

ローソン本部浦崎店 沖縄県　国頭郡本部町字浦崎３６４

ローソン本部具志堅店 沖縄県　国頭郡本部町字具志堅１５５１－１

ローソン本部港前店 沖縄県　国頭郡本部町字崎本部４６８４－１

ローソン本部大浜店 沖縄県　国頭郡本部町字大浜大崎原８６１－１

ローソン本部八重岳入口店 沖縄県　国頭郡本部町字並里６１７－３

ローソン糸満バイパス店 沖縄県　糸満市字阿波根６９０

ローソン糸満賀数店 沖縄県　糸満市字賀数保喜良原３６４－１

ローソン沖縄水産高校前店 沖縄県　糸満市字兼城河尻原４７２番２

ローソン糸満南近隣公園前店 沖縄県　糸満市字糸満１５４８

ローソン糸満照屋店 沖縄県　糸満市字照屋７６５

ローソン糸満真栄里団地前店 沖縄県　糸満市字真栄里１８４５－１

ローソン糸満武富店 沖縄県　糸満市字武富３６９－１

ローソン糸満与座店 沖縄県　糸満市字与座太田原１０３０番１

ローソンネーブルカデナ店 沖縄県　中頭郡嘉手納町兼久４２４

ローソン嘉手納屋良店 沖縄県　中頭郡嘉手納町字屋良１０７５－２

ローソン西原幸地店 沖縄県　中頭郡西原町字幸地南良８８７番

ローソン琉球大学病院店 沖縄県　中頭郡西原町字上原２０７番地

ローソン琉大病院前店 沖縄県　中頭郡西原町字上原２－１５－９

ローソン西原棚原店 沖縄県　中頭郡西原町字棚原１－２３－１１

ローソン西原工業団地前店 沖縄県　中頭郡西原町字内間照佐当３９５－２

ローソン西原津花波店 沖縄県　中頭郡西原町津花波１２１
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ローソン中城久場店 沖縄県　中頭郡中城村字久場１９５３－１

ローソン中城南上原店 沖縄県　中頭郡中城村字南上原５１３

ローソン中城南小学校前店 沖縄県　中頭郡中城村字南上原７７０番地１

ローソン中城登又店 沖縄県　中頭郡中城村登又３１４

ローソン読谷長浜店 沖縄県　中頭郡読谷村字長浜吹出原１０９１－１

ローソン読谷波平店 沖縄県　中頭郡読谷村字波平大当原２１５８－１

ローソン北谷町役場前店 沖縄県　中頭郡北谷町字伊平３１４－７

ローソン北谷上勢頭店 沖縄県　中頭郡北谷町字上勢頭８１４－４

ローソン北谷美浜店 沖縄県　中頭郡北谷町美浜２丁目１－１５

ローソン北谷美浜二丁目店 沖縄県　中頭郡北谷町美浜２丁目７番４

ローソンアラハビーチ前店 沖縄県　中頭郡北谷町北前１－１９－１３

ローソン北谷町北前店 沖縄県　中頭郡北谷町北前２４０

ローソン県総合運動公園前店 沖縄県　中頭郡北中城村字美崎１７

ローソン南風原兼城店 沖縄県　島尻郡南風原町兼城世理伊原２６２

ローソン南部医療センター前店 沖縄県　島尻郡南風原町字新川６４番地

ローソン開邦高校前店 沖縄県　島尻郡南風原町字新川６７０番８

ローソン津嘉山公園前店 沖縄県　島尻郡南風原町字津嘉山１２６５－１

ローソン南部農林高校前店 沖縄県　島尻郡南風原町字津嘉山１５１３番２－２

ローソン南風原津嘉山店 沖縄県　島尻郡南風原町津嘉山１４８３－１

ローソン東風平宜次店 沖縄県　島尻郡八重瀬町宜次久保増原７２１－８

ローソン八重瀬屋宜原店 沖縄県　島尻郡八重瀬町字屋宜原１９－６

ローソン白川小学校前店 沖縄県　島尻郡八重瀬町字小城５７９－２

ローソン八重瀬町役場前店 沖縄県　島尻郡八重瀬町字東風平１２１５番１

ローソン八重瀬玻名城店 沖縄県　島尻郡八重瀬町字玻名城１６４－１

ローソン南風原北インター前店 沖縄県　島尻郡与那原町字上与那原４７２－１－２

ローソン与那原東浜店 沖縄県　島尻郡与那原町字東浜２３－３

ローソン与那原板良敷店 沖縄県　島尻郡与那原町字板良敷１３８５－１

ローソンシーサイド与那原店 沖縄県　島尻郡与那原町字与那原与原９３２

ローソン新都心センタービル店 沖縄県　那覇市おもろまち１丁目１番１２

ローソン那覇上之屋店 沖縄県　那覇市おもろまち２－５－１

ローソン那覇国際高校前店 沖縄県　那覇市おもろまち３－６－１３

ローソン那覇旭町店 沖縄県　那覇市旭町１１６番３７

ローソン旭橋駅前店 沖縄県　那覇市旭町１－９

ローソン那覇崇元寺通店 沖縄県　那覇市安里１－８－４

ローソン那覇宇栄原三丁目店 沖縄県　那覇市宇栄原三丁目２１番１号

ローソン那覇久茂地２丁目店 沖縄県　那覇市久茂地２－２１－１４

ローソンタイムスビル店 沖縄県　那覇市久茂地２－２－２

ローソン那覇久茂地３丁目店 沖縄県　那覇市久茂地３－１１－１５

ローソン那覇西高校前店 沖縄県　那覇市金城２－１８－３

ローソン那覇古波蔵三丁目店 沖縄県　那覇市古波蔵３－８－１

ローソン那覇港町店 沖縄県　那覇市港町２－１－２

ローソン那覇高良店 沖縄県　那覇市高良３－１１－２３

ローソン那覇国場店 沖縄県　那覇市国場１１６２－４

ローソンおもろまち駅前店 沖縄県　那覇市字安里後原３０２

ローソン宇栄原団地前店 沖縄県　那覇市字宇栄原４－６－３

ローソン古蔵小学校前店 沖縄県　那覇市字国場１１７７

ローソン那覇市民体育館前店 沖縄県　那覇市字上間２０５－１

ローソン那覇大道店 沖縄県　那覇市字大道５５－７

ローソン那覇与儀店 沖縄県　那覇市字与儀３６４－３

ローソン那覇識名一丁目店 沖縄県　那覇市識名１－９－２

ローソン那覇若狭二丁目店 沖縄県　那覇市若狭２－３－１３

ローソン那覇若狭三丁目店 沖縄県　那覇市若狭三丁目４３番１５

ローソン首里久場川団地前店 沖縄県　那覇市首里久場川町２丁目９０－１

ローソン首里石嶺二丁目店 沖縄県　那覇市首里石嶺町２－１２０－１

ローソン県立芸術大学前店 沖縄県　那覇市首里当蔵町２－１３

ローソン首里末吉一丁目店 沖縄県　那覇市首里末吉町１－１８７－１

ローソン那覇曙一丁目店 沖縄県　那覇市曙１－１３－１４

ローソン那覇開南バス停前店 沖縄県　那覇市松尾２－１７－２０

ローソン那覇真嘉比入口 沖縄県　那覇市真嘉比１丁目２番１号

ローソン那覇真嘉比二丁目店 沖縄県　那覇市真嘉比２－１－７

ローソン那覇西一丁目店 沖縄県　那覇市西１－５－８

ローソンかりゆしＬＨＣ．泉崎店 沖縄県　那覇市泉崎１－１１－８
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ローソン那覇ハーバービュー通店 沖縄県　那覇市泉崎１－３－１

ローソン那覇前島一丁目店 沖縄県　那覇市前島１－１３－１

ローソン那覇長田二丁目 沖縄県　那覇市長田二丁目８－１

ローソン那覇天久店 沖縄県　那覇市天久２－３１－１０

ローソン那覇東町店 沖縄県　那覇市東町２０－７

ローソン那覇繁多川一丁目店 沖縄県　那覇市繁多川１－６－２０

ローソン那覇牧志公園前店 沖縄県　那覇市牧志３－１３－２３

ローソン　国際通牧志店 沖縄県　那覇市牧志３丁目２－１０てんぶす那覇１ＦＡ－１

ローソン那覇銘苅三丁目店 沖縄県　那覇市銘苅３－２３－２０

ローソン那覇壺川店 沖縄県　那覇市壺川町１－１３－１３

ローソン南城市役所前店 沖縄県　南城市玉城字親慶原４７５－１

ローソンおきなわワールド前店 沖縄県　南城市玉城字前川２４４－１

ローソン南城富里店 沖縄県　南城市玉城字富里６９０－１

ローソン玉城親慶原店 沖縄県　南城市玉城親慶原１４７

ローソン南城佐敷店 沖縄県　南城市佐敷字兼久５８－１

ローソン佐敷津波古店 沖縄県　南城市佐敷津波古５８４

ローソン大里グリーンタウン前店 沖縄県　南城市大里稲嶺伊久田原２０４７－３

ローソン南城高平店 沖縄県　南城市大里字高平１４７番地１

ローソン南城仲間店 沖縄県　南城市大里字仲間４３９－１

ローソン南城大城店 沖縄県　南条市大里字大城道堂原６８６番地

ローソン豊見城宜保店 沖縄県　豊見城市宜保一丁目７番１３

ローソン豊見城南高校前店 沖縄県　豊見城市字翁長佐葉緑原４６３番１

ローソン豊見城我那覇店 沖縄県　豊見城市字我那覇５３２

ローソン豊見城真玉橋店 沖縄県　豊見城市字真玉橋２８２番地

ローソン豊見城団地前店 沖縄県　豊見城市字平良１２６－１

ローソン豊見城豊崎店 沖縄県　豊見城市字豊崎１－４２０

ローソン豊崎レンタカーステーション前店 沖縄県　豊見城市字豊崎３－７０

ローソン名護宇茂佐の森店 沖縄県　名護市宇茂佐の森一丁目１７番１２

ローソン名護宇茂佐店 沖縄県　名護市宇茂佐の森四丁目１番地２

ローソン名護名桜大学前店 沖縄県　名護市字為又１２２０－２５

ローソン名護バイパス店 沖縄県　名護市字屋部１７１１－１

ローソン名護宮里店 沖縄県　名護市字宮里名座喜原１３７３－２

ローソン名護呉我店 沖縄県　名護市字呉我５６４－１

ローソン名護田井等店 沖縄県　名護市字田井等７９２番１

ローソン名護大西三丁目店 沖縄県　名護市大西３－１９－２９

ローソン名護高校前店 沖縄県　名護市大西５－１６－１３

ローソン名護大中店 沖縄県　名護市大中３－２－３

ローソン名護大東１丁目店 沖縄県　名護市大東１－２１－１２

ローソン名護大北店 沖縄県　名護市大北三丁目３０番２３号

ローソン名護東江店 沖縄県　名護市東江４－２４－２８

ローソン名護東江五丁目店 沖縄県　名護市東江５－２２－２０

ローソン名護辺野古店 沖縄県　名護市辺野古１０１０－６８

沖縄沖縄


