
店舗リスト【ローソン】 モンスターストライク ぷちっとフィギュアコレクション vol.3

※お取り扱いのない店舗もございます。ご了承ください。

店舗名 郵便番号 都道府県
住所１

（市区群）
住所２

ローソン美幌栄通店 092-0051 北海道 網⾛郡 美幌町字東１条北４-２３-３
ローソン網⾛北６条店 093-0076 北海道 網⾛市 北６条⻄２-１６-１
ローソン⼩樽⾊内三丁⽬店 047-0031 北海道 ⼩樽市 ⾊内３-１１-３
ローソン釧路⿃取北⼗丁⽬店 084-0907 北海道 釧路市 ⿃取北１０-２１-４
ローソン釧路柳町店 085-0037 北海道 釧路市 柳町８-５
ローソン釧路⽂苑店 085-0063 北海道 釧路市 ⽂苑２-２-１
ローソン釧路⽂苑⼀丁⽬店 085-0063 北海道 釧路市 ⽂苑１-５８-７
ローソン釧路浦⾒店 085-0835 北海道 釧路市 浦⾒１-２-１２
ローソンＳ札幌地下鉄⽩⽯駅店 003-0003 北海道 札幌市 ⽩⽯区東札幌２条６地下鉄⽩⽯駅構内
ローソン札幌創成橋店 060-0061 北海道 札幌市 中央区南１条⻄１-１３-１
ローソン札幌⽉寒中央通店 062-0020 北海道 札幌市 豊平区⽉寒中央通６-３-２８
ローソン滝川⻩⾦町店 073-0011 北海道 滝川市 ⻩⾦町⻄１-１-１
ローソン苫⼩牧泉町店 053-0047 北海道 苫⼩牧市 泉町２-１-１
ローソン登別若草四丁⽬店 059-0035 北海道 登別市 若草町４-２３-３
ローソン函館⼤川町店 040-0084 北海道 函館市 ⼤川町８-２８
ローソン函館⾼松町店 042-0952 北海道 函館市 ⾼松町３３７-４
ローソン江差柳崎店 043-0021 北海道 檜⼭郡 江差町字柳崎町４３
ローソン江差姥神店 043-0041 北海道 檜⼭郡 江差町字姥神町１５９-６
ローソン⻑万部⼤浜店 049-3511 北海道 ⼭越郡 ⻑万部町字⼤浜７２-６
ローソン⻘森合浦公園前店 030-0902 ⻘森県 ⻘森市 合浦２-１９-３７
ローソン⻘森造道店 030-0911 ⻘森県 ⻘森市 造道３-１-２３
ローソン⻘森浜館⼆丁⽬店 030-0947 ⻘森県 ⻘森市 浜館２-４-１
ローソンおいらせ⼀川⽬店 039-2203 ⻘森県 上北郡 おいらせ町⼀川⽬４-１４４-３６
ローソン東北町上野店 039-2401 ⻘森県 上北郡 東北町⼤字上野字下⽥１７８
ローソン中泊中⾥ベル店 037-0305 ⻘森県 北津軽郡 中泊町中⾥紅葉坂１５５-１
ローソン⼋⼾売市⽔⾨下店 031-0073 ⻘森県 ⼋⼾市 ⼤字売市字右⽔⾨下８-２２
ローソン弘前松ケ枝五丁⽬店 036-8042 ⻘森県 弘前市 ⼤字松ケ枝５-１１-３
ローソンむつ奥内店 035-0011 ⻘森県 むつ市 ⼤字奥内字中道２７-３
ローソンむつ⾚川町店 035-0044 ⻘森県 むつ市 ⾚川町１３-１０
ローソンむつ苫⽣町店 035-0055 ⻘森県 むつ市 苫⽣町１-３-１
ローソン⼀関地主町店 021-0893 岩⼿県 ⼀関市 地主町３-３
ローソン北上⼤堤店 024-0052 岩⼿県 北上市 ⼤堤北１-１-３０
ローソン北上⼤通り⼆丁⽬店 024-0061 岩⼿県 北上市 ⼤通り２-２５７
ローソン宮古和⾒町店 027-0075 岩⼿県 宮古市 和⾒町１-２０
ローソン河北インター店 986-0132 宮城県 ⽯巻市 ⼩船越字⼆⼦北下５５
ローソン⽯巻⾨脇店 986-0858 宮城県 ⽯巻市 三ツ股４-２-３０
ローソン中新⽥岡町店 981-4255 宮城県 加美郡 加美町字岡町４７-１
ローソン蔵王曲⽵店 989-0851 宮城県 刈⽥郡 蔵王町⼤字曲⽵字桜所１６-１
ローソン塩釜⾈⼊店 985-0014 宮城県 塩竈市 ⾈⼊１-５-２２
ローソン富⾕⻄沢店 981-3311 宮城県 富⾕市 富⾕字⻄沢９３-１
ローソン利府中央三丁⽬店 981-0104 宮城県 宮城郡 利府町中央３-１３-７
ローソン秋⽥駅⻄店 010-0874 秋⽥県 秋⽥市 千秋久保⽥町３-１５
ローソン秋⽥⼟崎港⻄三丁⽬店 011-0945 秋⽥県 秋⽥市 ⼟崎港⻄３-１-３４
ローソン⽻後南⻄⾺⾳内店 012-1100 秋⽥県 雄勝郡 ⽻後町字南⻄⾺⾳内２３２-１
ローソン美郷六郷琴平東店 019-1404 秋⽥県 仙北郡 美郷町六郷字琴平東１７８-５
ローソン刈和野バイパス店 019-1702 秋⽥県 ⼤仙市 北楢岡字中嶋８８-５
ローソン湯沢⽥町⼆丁⽬店 012-0844 秋⽥県 湯沢市 ⽥町２-３-３２
ローソン雄勝町店 019-0205 秋⽥県 湯沢市 ⼩野字桐⽊⽥１２７
ローソン横⼿⼗⽂字町仁井⽥店 019-0505 秋⽥県 横⼿市 ⼗⽂字町仁井⽥字⼤道⻄１２１-２
ローソン鶴岡伊勢原町店 997-0802 ⼭形県 鶴岡市 伊勢原町１-４４
ローソン天童川原⼦本郷店 994-0103 ⼭形県 天童市 ⼤字川原⼦２８４０-１
ローソン⼭形諏訪町店 990-0033 ⼭形県 ⼭形市 諏訪町７-３１
ローソン⼭形東⻘⽥店 990-2423 ⼭形県 ⼭形市 東⻘⽥２-２-２７
ローソンいわき⼩名浜⾠⺒店 971-8101 福島県 いわき市 ⼩名浜字⾠⺒町３６-３
ローソンいわき常磐関船店 972-8318 福島県 いわき市 常磐関船⼟地区画整理地内２-２４
ローソンいわき内郷綴町店 973-8403 福島県 いわき市 内郷綴町沼尻９１
ローソンいわき勿来窪⽥店 979-0141 福島県 いわき市 勿来町窪⽥御前崎３４
ローソン郡⼭堤三丁⽬店 963-0205 福島県 郡⼭市 堤３-１１
ローソン新⽩河⼆丁⽬店 961-0856 福島県 ⽩河市 新⽩河２-１４
ローソン須賀川牡丹園前店 962-0816 福島県 須賀川市 朝⽇⽥８２-１
ローソン⽥村常葉店 963-4603 福島県 ⽥村市 常葉町⻄向字中３１-１
ローソン⻄郷上川向店 961-8061 福島県 ⻄⽩河郡 ⻄郷村⼤字⼩⽥倉字上川向５-１
ローソン⼆本松⻄勝⽥店 964-0314 福島県 ⼆本松市 ⻄勝⽥字柏⽊⽥２-１
ローソン東電福島第⼀⼤型休憩所店 979-1301 福島県 双葉郡 ⼤熊町⼤字夫沢字北原２２



ローソン福島岡部店 960-8204 福島県 福島市 岡部字⾼畑６-１５
ローソン本宮荒井店 969-1104 福島県 本宮市 荒井字久保⽥４３-１
ローソン⽜久中根店 300-1206 茨城県 ⽜久市 ひたち野⻄３-２９-１９
ローソン笠間安居店 319-0206 茨城県 笠間市 安居字下平３１３６-１
ローソン⿅嶋荒野店 311-2221 茨城県 ⿅嶋市 ⼤字荒野１４９７-１
ローソン境町上⼩橋店 306-0434 茨城県 猿島郡 境町⼤字上⼩橋字⻑五郎分１７５-１
ローソンつくばみどりの店 305-0861 茨城県 つくば市 みどりの中央７３-１
ローソン坂東⾺⽴店 306-0605 茨城県 坂東市 ⾺⽴字中ノ台１２４４-１３
ローソン城⾥⽯塚店 311-4303 茨城県 東茨城郡 城⾥町⼤字⽯塚１１９６-１
ローソン⽇⽴相賀町店 317-0075 茨城県 ⽇⽴市 相賀町７-５
ローソン⽇⽴久慈町⼆丁⽬店 319-1222 茨城県 ⽇⽴市 久慈町２-３０-７
ローソン鉾⽥塔ケ崎店 311-1522 茨城県 鉾⽥市 塔ケ崎字古川１０１０-１
ローソン⽔⼾南町⼆丁⽬店 310-0021 茨城県 ⽔⼾市 南町２-４-４１
ローソン⽔⼾⽯川店 310-0905 茨城県 ⽔⼾市 ⽯川１-３８３２-１
ローソン⽔⼾⾒和三丁⽬店 310-0911 茨城県 ⽔⼾市 ⾒和３-１５３２-１
ローソン宇都宮今泉東店 321-0954 栃⽊県 宇都宮市 元今泉３-２０-４３
ローソン宇都宮今泉店 321-0968 栃⽊県 宇都宮市 中今泉１-１６-２５
ローソン栃⽊岩⾈バイパス店 329-4307 栃⽊県 栃⽊市 岩⾈町静２１６４-２
ローソン那須塩原⼀区町店 329-2732 栃⽊県 那須塩原市 ⼀区町１６２-９
ローソン伊勢崎東上之宮店 372-0815 群⾺県 伊勢崎市 東上之宮町７２７-４
ローソン太⽥新⽥⼩⾦井町店 370-0303 群⾺県 太⽥市 新⽥⼩⾦井町１４５２-６
ローソン太⽥由良町店 373-0036 群⾺県 太⽥市 由良町２３１０-１
ローソン太⽥⽯原町店 373-0808 群⾺県 太⽥市 ⽯原町５０２-３
ローソン⼤泉上⼩泉店 370-0512 群⾺県 ⾢楽郡 ⼤泉町⼤字上⼩泉１１８-１
ローソン板倉バイパス店 374-0133 群⾺県 ⾢楽郡 板倉町⼤字岩⽥１６１９-１
ローソン下仁⽥⾺⼭店 370-2603 群⾺県 ⽢楽郡 下仁⽥町⼤字⾺⼭字⼭王下３９４１-１
ローソン藤岡下栗須店 375-0014 群⾺県 藤岡市 下栗須８８５-１
ローソン前橋樋越店 371-0221 群⾺県 前橋市 樋越町７８１-１
ローソン前橋堀越店 371-0231 群⾺県 前橋市 堀越町１０４７
ローソン前橋⿐⽑⽯店 371-0244 群⾺県 前橋市 ⿐⽑⽯町６３０-７
ローソンみどり笠懸町店 379-2313 群⾺県 みどり市 笠懸町⿅３９０３-１
ローソン上尾平塚南店 362-0021 埼⽟県 上尾市 原市１２８７-１
ローソン⼊間扇台店 358-0023 埼⽟県 ⼊間市 扇台４-３-２３
ローソン寄居町鉢形店 369-1224 埼⽟県 ⼤⾥郡 寄居町⼤字鉢形１００-１
ローソン加須⼾崎店 347-0108 埼⽟県 加須市 ⼾崎７５-１
ローソン川⼝前上町店 333-0843 埼⽟県 川⼝市 前上町１-２１
ローソン伊奈学園前店 362-0802 埼⽟県 北⾜⽴郡 伊奈町⽻貫字寺下３７５-１
ローソン北本駅⻄⼝店 364-0031 埼⽟県 北本市 中央３-１０８-１
ローソン久喜菖蒲三箇辻店 346-0104 埼⽟県 久喜市 菖蒲町三箇字辻８７７-１４
ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ⼤宮店 330-0855 埼⽟県 さいたま市 ⼤宮区上⼩町６３７-１
ローソン秩⽗滝の上町店 368-0012 埼⽟県 秩⽗市 滝の上町２-３
ローソン秩⽗上町三丁⽬店 368-0035 埼⽟県 秩⽗市 上町３-５-１２
ローソン東松⼭⾼坂店 355-0045 埼⽟県 東松⼭市 ⼤字宮⿐字⼤⻄１０１７-１
ローソン⽇⾼⾼麗店 350-1253 埼⽟県 ⽇⾼市 ⼤字台字⼤沢前２９４-１
ローソン⼩川町⻄古⾥店 355-0301 埼⽟県 ⽐企郡 ⼩川町⻄古⾥前⽥６９８-２
ローソン三郷中央店 341-0038 埼⽟県 三郷市 中央３-４８-１
ローソン市川南⼀丁⽬店 272-0033 千葉県 市川市 市川南１-５-２２
ローソン市原姉ケ崎駅前店 299-0111 千葉県 市原市 姉崎５２７-５
ローソン鎌ケ⾕中央店 273-0124 千葉県 鎌ケ⾕市 中央１-８-８
ローソン柏⼗余⼆⻄店 277-0872 千葉県 柏市 ⼗余⼆１７５-４６
ローソンＬＴＦプラザ⽊更津店 292-0801 千葉県 ⽊更津市 請⻄１-２４-８
ローソン横芝町店 289-1732 千葉県 ⼭武郡 横芝光町横芝１０３５-１
ローソン千葉⽩井店 270-1408 千葉県 ⽩井市 ⻄⽩井２-２６-２３
ローソン袖ヶ浦野⾥店 299-0211 千葉県 袖ケ浦市 野⾥４６３-１
ローソン千葉鎌取インター店 260-0804 千葉県 千葉市 中央区⾚井町７５７-２
ローソン流⼭おおたかの森駅⻄店 270-0121 千葉県 流⼭市 ⻄初⽯６-１８２-３
ローソン松⼾稔台⼋丁⽬店 270-2231 千葉県 松⼾市 稔台８-３３-６
ローソン村上駅前店 276-0029 千葉県 ⼋千代市 村上南１-５-３５
ローソン⾜⽴中央本町五丁⽬店 121-0011 東京都 ⾜⽴区 中央本町５-７-１２
ローソン中葛⻄⼀丁⽬店 134-0083 東京都 江⼾川区 中葛⻄１-１-７
ローソンアパホテル東京潮⾒駅前店 135-0052 東京都 江東区 潮⾒２-８-６
ローソン江東⻲⼾六丁⽬店 136-0071 東京都 江東区 ⻲⼾６-２９-１０
ローソンＬＴＦ品川⼩⼭台店 142-0061 東京都 品川区 ⼩⼭台１-２０-２０
ＬＡＷＳＯＮ＋ｔｏｋｓ⼆⼦⽟川ライズ店 158-0094 東京都 世⽥⾕区 ⽟川１-１４-１
ローソン世⽥⾕上⽤賀六丁⽬店 158-0098 東京都 世⽥⾕区 上⽤賀６-３１-１２
ローソン台東浅草新仲⾒世通店 111-0032 東京都 台東区 浅草１-２３-９
ローソン銀座四丁⽬昭和通店 104-0061 東京都 中央区 銀座４-１１-２
ローソン⼤塚駅南⼝店 170-0005 東京都 豊島区 南⼤塚３-５３-１１
ローソン池袋駅東店 170-0013 東京都 豊島区 東池袋１-２９-５



ローソン練⾺⼤泉町三丁⽬店 178-0062 東京都 練⾺区 ⼤泉町３-３２-１０
ローソン芝第⼀京浜店 108-0014 東京都 港区 芝４-１０-３
ローソンＬＴＦ碑⽂⾕六丁⽬店 152-0003 東京都 ⽬⿊区 碑⽂⾕６-７-１
ローソン⽬⿊平町⼆丁⽬店 152-0032 東京都 ⽬⿊区 平町２-２２-１５
ローソン⽬⿊中町⼀丁⽬店 153-0065 東京都 ⽬⿊区 中町１-２６-１１
ローソン⻘梅新町三丁⽬店 198-0024 東京都 ⻘梅市 新町３-３-６
ローソン⽥無町四丁⽬店 188-0011 東京都 ⻄東京市 ⽥無町４-２７-１１
ローソン新秋津駅東店 189-0001 東京都 東村⼭市 秋津町５-１３-９
ローソン⽇野⾼幡店 191-0031 東京都 ⽇野市 ⾼幡６０４-１
ローソン町⽥南成瀬⼀丁⽬店 194-0045 東京都 町⽥市 南成瀬１-２-２
ローソンＪＲ三鷹駅南⼝店 181-0013 東京都 三鷹市 下連雀３-４５-１６
ローソン綾瀬⼤上店 252-1104 神奈川県 綾瀬市 ⼤上４-２０-３１
ローソン厚⽊岡⽥店 243-0021 神奈川県 厚⽊市 岡⽥４-２７-１８
ローソン⼩⽥原駅前店 250-0011 神奈川県 ⼩⽥原市 栄町２-１-３０
ローソン⼩⽥原北ノ窪店 250-0051 神奈川県 ⼩⽥原市 北ノ窪３８１-１
ローソン⼩⽥原曽⽐店 250-0851 神奈川県 ⼩⽥原市 曽⽐１８４６
ローソン鴨宮店 250-0874 神奈川県 ⼩⽥原市 鴨宮３５７
ローソン鎌倉岩瀬店 247-0051 神奈川県 鎌倉市 岩瀬７５７
ローソン⼩杉町三丁⽬店 211-0063 神奈川県 川崎市 中原区⼩杉町３-２５７-４
ローソン川崎⽝蔵⼀丁⽬店 216-0011 神奈川県 川崎市 宮前区⽝蔵１-８-１５
ローソンＬＴＦ藤野店 252-0185 神奈川県 相模原市 緑区⽇連５６２-１
ローソン相模原鵜野森⼀丁⽬店 252-0301 神奈川県 相模原市 南区鵜野森１-１６-８
ローソン平塚宮松町店 254-0036 神奈川県 平塚市 宮松町２-２４
ローソンＬＴＦ⻑後駅⻄⼝店 252-0807 神奈川県 藤沢市 下⼟棚５１２-１
ローソンＬＴＦ藤沢宮原店 252-0826 神奈川県 藤沢市 宮原１４０１-５
ローソン⼤和中央林間⻄⼆丁⽬店 242-0008 神奈川県 ⼤和市 中央林間⻄２-１７-２２
ローソン横須賀夏島町店 237-0061 神奈川県 横須賀市 夏島町１３-４
ローソンＬＴＦ横須賀中央駅前店 238-0007 神奈川県 横須賀市 若松町３-１４-８
ローソン横須賀⼤⽮部三丁⽬店 238-0024 神奈川県 横須賀市 ⼤⽮部３-１-４
ローソン横浜駅東⼝店 220-0011 神奈川県 横浜市 ⻄区⾼島２-７-１
ローソンＬＴＦ港北篠原町店 222-0026 神奈川県 横浜市 港北区篠原町１１１１
ローソン新⽻駅⻄⼝店 223-0057 神奈川県 横浜市 港北区新⽻町１６２８-１
ローソンＬＴＦ港北⾼⽥駅前店 223-0065 神奈川県 横浜市 港北区⾼⽥東４-２４-４３
ローソンＬＴＦ都筑⼤棚店 224-0027 神奈川県 横浜市 都筑区⼤棚町１３６-１
ローソン横浜みすずが丘店 225-0016 神奈川県 横浜市 ⻘葉区みすずが丘２２-１
ローソン霧が丘六丁⽬店 226-0016 神奈川県 横浜市 緑区霧が丘６-２-１９
ローソン中⼭駅前店 226-0019 神奈川県 横浜市 緑区中⼭１-２６-３
ローソン⻑津⽥駅前店 226-0027 神奈川県 横浜市 緑区⻑津⽥２-１-１
ローソン横浜恩⽥町店 227-0065 神奈川県 横浜市 ⻘葉区恩⽥町３３４４-１
ローソン駒岡⼀丁⽬店 230-0071 神奈川県 横浜市 鶴⾒区駒岡１-１-１７
ローソン港南台四丁⽬店 234-0054 神奈川県 横浜市 港南区港南台４-２３-４
ローソン磯⼦間坂バス停前店 235-0016 神奈川県 横浜市 磯⼦区磯⼦２-２８-４３
ローソン磯⼦森五丁⽬店 235-0023 神奈川県 横浜市 磯⼦区森５-２１-１７
ローソン六浦三丁⽬店 236-0031 神奈川県 横浜市 ⾦沢区六浦３-１-１２
ローソン横浜上菅⽥町店 240-0051 神奈川県 横浜市 保⼟ケ⾕区上菅⽥町４１-１
ローソン瀬⾕三ツ境店 246-0022 神奈川県 横浜市 瀬⾕区三ツ境１１２-１
ローソン関川店 959-3274 新潟県 岩船郡 関川村⼤字南⾚⾕５６３-１
ローソン柏崎藤元町店 945-0026 新潟県 柏崎市 藤元町２-２
ローソン佐渡相川店 952-1568 新潟県 佐渡市 相川新浜町１-１
ローソン上越⽊⽥店 943-0805 新潟県 上越市 ⽊⽥１-４-８
ローソン上越⼟橋店 943-0821 新潟県 上越市 ⼟橋２２８３
ローソン上越寺町店 943-0859 新潟県 上越市 ⼤字寺町８４５-１
ローソン柿崎⾺正⾯店 949-3214 新潟県 上越市 柿崎区⾺正⾯１１５７-２
ローソン⻑岡摂⽥屋⼀丁⽬店 940-1105 新潟県 ⻑岡市 摂⽥屋１-４-５６
ローソン新潟物⾒⼭店 950-0021 新潟県 新潟市 東区物⾒⼭３-１０３-１１
ローソン新潟中野⼭店 950-0837 新潟県 新潟市 東区若葉町１-１９-８１
ローソン新潟⿃屋野店 950-0950 新潟県 新潟市 中央区⿃屋野南３-１２-９
ローソン新潟⼤野町店 950-1111 新潟県 新潟市 ⻄区⼤野町２７０４-１
ローソン新潟⽩根上塩俵店 950-1203 新潟県 新潟市 南区⼤通⻩⾦７-１０-１０
ローソン新潟⻄堀前通六番町店 951-8062 新潟県 新潟市 中央区⻄堀前通六番町９０９
ローソン南⿂沼浦佐店 949-7302 新潟県 南⿂沼市 浦佐７９-１
ローソン⿂沼基幹病院前店 949-7302 新潟県 南⿂沼市 浦佐４０６９-１
ローソン富⼭⽥尻店 930-2224 富⼭県 富⼭市 ⽥尻⻄１１９-２
ローソン富⼭⼋尾店 939-2304 富⼭県 富⼭市 ⼋尾町⿊⽥５３１８
ローソン⾦沢問屋町⼀丁⽬店 920-0061 ⽯川県 ⾦沢市 問屋町１-１１５-１
ローソン⼩浜府中店 917-0023 福井県 ⼩浜市 府中１５-２６
ローソン⼤野⽉美町店 912-0031 福井県 ⼤野市 ⽉美町５-１２
ローソン春江江留店 919-0417 福井県 坂井市 春江町江留下相⽥５８
ローソン福井⼤学病院オアシス店 910-1104 福井県 吉⽥郡 永平寺町松岡下合⽉２３-３



ローソン⼭梨学院⼤学前店 400-0805 ⼭梨県 甲府市 酒折２-４-１４
ローソン⼩瀬スポーツ公園店 400-0836 ⼭梨県 甲府市 ⼩瀬町１００２-１
ローソン⽯和四⽇市場店 406-0032 ⼭梨県 笛吹市 ⽯和町四⽇市場２０３１-３３
ローソン南アルプス六科店 400-0206 ⼭梨県 南アルプス市 百々１８２１-７
ローソン南アルプス百々店 400-0214 ⼭梨県 南アルプス市 百々２５６６-１
ローソン⼭梨上神内川店 405-0018 ⼭梨県 ⼭梨市 上神内川１２８８-２-１
ローソン⼤町⽊崎湖店 398-0001 ⻑野県 ⼤町市 ⼤字平１０３５３-２
ローソン岡⾕川岸店 394-0047 ⻑野県 岡⾕市 川岸中２-２２-８
ローソン飯島店 399-3702 ⻑野県 上伊那郡 飯島町飯島２３１５-１
ローソン伊那インター東店 399-4511 ⻑野県 上伊那郡 南箕輪村字⿃居原８３０１-１
ローソン箕輪中央店 399-4601 ⻑野県 上伊那郡 箕輪町中箕輪９５３５-５
ローソン⼩諸森⼭⻄店 384-0085 ⻑野県 ⼩諸市 ⼤字森⼭６０７-１
ローソン⼩諸御影店 384-0808 ⻑野県 ⼩諸市 ⼤字御影新⽥２４０４-２
ローソン佐久蓬⽥店 384-2107 ⻑野県 佐久市 蓬⽥２０９-２
ローソン佐久岩村⽥本町店 385-0022 ⻑野県 佐久市 ⼤字岩村⽥字中宿８０７-７
ローソン茅野中沖店 391-0000 ⻑野県 茅野市 中沖６-１０
ローソン茅野宮川店 391-0013 ⻑野県 茅野市 宮川字家下４４８５-５
ローソン⻑野⽇詰店 380-0911 ⻑野県 ⻑野市 ⼤字稲葉字⽇詰沖１３８６-３
ローソン⻑野⼤⾖島店 381-0022 ⻑野県 ⻑野市 ⼤字⼤⾖島４２０９
ローソン松本深志⼀丁⽬店 390-0815 ⻑野県 松本市 深志１-４-８
ローソン⼤垣割⽥店 503-0953 岐⾩県 ⼤垣市 割⽥３-１２３-１
ローソン岐⾩⽔海道店 500-8223 岐⾩県 岐⾩市 ⽔海道３-２１-７
ローソン下呂温泉店 509-2207 岐⾩県 下呂市 湯之島８０１-１
ローソン伊東南町⼆丁⽬店 414-0035 静岡県 伊東市 南町２-１１９-１
ローソン天城湯ヶ島店 410-3209 静岡県 伊⾖市 ⾨野原２２６-１
ローソン磐⽥駒場店 438-0231 静岡県 磐⽥市 豊岡７０３８
ローソン御殿場中畑店 412-0006 静岡県 御殿場市 中畑字⼤⼦⼭１６６４-２
ローソン御殿場⼤坂北店 412-0034 静岡県 御殿場市 ⼤坂８３-５
ローソン静岡⻄脇店 422-8044 静岡県 静岡市 駿河区⻄脇６-３
ローソン⼩⼭町須⾛⼝店 410-1431 静岡県 駿東郡 ⼩⼭町須⾛字滝ノ沢３３１-９
ローソン裾野茶畑店 410-1121 静岡県 裾野市 茶畑向⽥１１７３-１
ローソンＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県 沼津市 ⼤⼿町１-１３-９
ローソン沼津我⼊道北店 410-0823 静岡県 沼津市 我⼊道字⼀本松町１９３
ローソン浜松篠原店 431-0201 静岡県 浜松市 ⻄区篠原町２１６３２
ローソン浜松三⽅原店 433-8105 静岡県 浜松市 北区三⽅原町７６７-１
ローソン浜松姫街道店 433-8105 静岡県 浜松市 北区三⽅原町２４２-１
ローソン浜松芳川店 435-0034 静岡県 浜松市 南区安松町３７-１７
ローソン袋井川井店 437-0064 静岡県 袋井市 川井１１０３
ローソン東郷春⽊藤坂店 470-0162 愛知県 愛知郡 東郷町⼤字春⽊字藤坂２３１
ローソン安城尾崎店 446-0004 愛知県 安城市 尾崎町豊阿弥５９
ローソン⼤治町三本⽊店 490-1142 愛知県 海部郡 ⼤治町⼤字三本⽊字前深⽥９２-１
ローソン⼀宮⼤和町妙興寺店 491-0922 愛知県 ⼀宮市 ⼤和町妙興寺字丹波２８-１
ローソン⼀宮⼤和町苅安賀店 491-0934 愛知県 ⼀宮市 ⼤和町苅安賀字⼭王４５-１
ローソン⼀宮⼩信中島南店 494-0007 愛知県 ⼀宮市 ⼩信中島字郷中８８
ローソン⽝⼭本町店 484-0083 愛知県 ⽝⼭市 ⼤字⽝⼭字東古券１１３-５
ローソン⼤府共和町店 474-0061 愛知県 ⼤府市 共和町５-６９
ローソン北名古屋⽯橋店 481-0046 愛知県 北名古屋市 ⽯橋⼤⽇５９
ローソン⼩牧久保店 485-0828 愛知県 ⼩牧市 ⼩松寺⼟地区画整理事業２５街区２画地
ローソン瀬⼾⻄原町店 489-0972 愛知県 瀬⼾市 ⻄原町１-３４-１
ローソン⾼浜神明町店 444-1305 愛知県 ⾼浜市 神明町２-５-１
ローソン⾼浜論地町店 444-1314 愛知県 ⾼浜市 論地町３-３-６４
ローソン東海富⽊島⻑⽥店 476-0011 愛知県 東海市 富⽊島町⻑⽥２１-２
ローソン豊橋佐藤三丁⽬店 440-0853 愛知県 豊橋市 佐藤３-１５-８
ローソン豊橋⼩松店 441-8109 愛知県 豊橋市 ⼩松町１４６-１
ローソン豊川国府店 442-0854 愛知県 豊川市 国府町下坊⼊２-１
ローソン豊⽥美⾥店 471-0805 愛知県 豊⽥市 美⾥１-１１-１１
ローソン豊明丸の内店 470-1125 愛知県 豊明市 三崎町中ノ坪２６-２
ローソン⻄区城⻄町店 452-0841 愛知県 名古屋市 ⻄区城⻄町１５６
ローソン椿町店 453-0015 愛知県 名古屋市 中村区椿町１４-１３
ローソン中区⾦⼭五丁⽬店 460-0022 愛知県 名古屋市 中区⾦⼭５-１２-２０
ローソン昭和区福江⼀丁⽬店 466-0059 愛知県 名古屋市 昭和区福江１-２６-２０
ローソン名古屋市⽴⼤学病院店 467-0001 愛知県 名古屋市 瑞穂区瑞穂町字川澄１-１
ローソン天⽩向が丘⼀丁⽬店 468-0012 愛知県 名古屋市 天⽩区向が丘１-１６０９
ローソン⻄尾寺津店 444-0314 愛知県 ⻄尾市 平坂東部⼟地区画整理４４-６
ローソン⻄尾⽶津店 445-0802 愛知県 ⻄尾市 ⽶津町東⼤狼８３-１
ローソン⼤⼝御供所店 480-0135 愛知県 丹⽻郡 ⼤⼝町御供所３-４０-１
ローソン碧南春⽇店 447-0888 愛知県 碧南市 春⽇町１-８
ローソン伊勢御薗店 516-0803 三重県 伊勢市 御薗町王中島字中野９７６
ローソン鈴⿅稲⽣⻄三丁⽬店 510-0204 三重県 鈴⿅市 稲⽣⻄３-７５８６-１



ローソン鈴⿅⾼岡南店 513-0014 三重県 鈴⿅市 ⾼岡町字社⽥６１３-１
ローソン⿃⽻⼀丁⽬店 517-0011 三重県 ⿃⽻市 ⿃⽻１-２１-１３
ローソン松阪⼩津町店 515-2114 三重県 松阪市 ⼩津町字⼤坪４２８-１
ローソン四⽇市⼗七軒町店 510-0063 三重県 四⽇市市 ⼗七軒町１-２８
ローソン⽔⼝南林⼝店 528-0029 滋賀県 甲賀市 ⽔⼝町南林⼝３７
ローソン宇治下居店 611-0021 京都府 宇治市 宇治下居３９-１
ローソン京⽥辺⼭⼿⻄店 610-0355 京都府 京⽥辺市 ⼭⼿⻄１-１０-８
ローソン名神⾼速京都南インター店 601-8135 京都府 京都市 南区上⿃⽻⽯橋町２８-１
ローソン⼭科外環⼩野店 607-8261 京都府 京都市 ⼭科区⼩野鐘付⽥町１２３
ローソン⽊津川州⾒台店 619-0216 京都府 ⽊津川市 州⾒台４-１-１１
ローソン宮津京街道店 626-0027 京都府 宮津市 字京街道２１４
ローソン宮津由良店 626-0071 京都府 宮津市 由良深⽥２２１-２
ローソン⼤阪狭⼭⼤野台四丁⽬店 589-0023 ⼤阪府 ⼤阪狭⼭市 ⼤野台４-２-６
ローソン⻄中島四丁⽬店 532-0011 ⼤阪府 ⼤阪市 淀川区⻄中島４-３-２３
ローソン塚本駅前店 532-0026 ⼤阪府 ⼤阪市 淀川区塚本２-２８-１
ローソン新⼤阪駅東⼝店 533-0033 ⼤阪府 ⼤阪市 東淀川区東中島１-１９-４
ローソン新喜多⼀丁⽬店 536-0015 ⼤阪府 ⼤阪市 城東区新喜多１-７-２２
ローソン放出東⼆丁⽬店 538-0044 ⼤阪府 ⼤阪市 鶴⾒区放出東２-１-２１
ローソン千⽇前⼆丁⽬店 542-0074 ⼤阪府 ⼤阪市 中央区千⽇前２-８-１７
ローソン巽北三丁⽬店 544-0004 ⼤阪府 ⼤阪市 ⽣野区巽北３-２０-１８
ローソン⽥辺五丁⽬店 546-0031 ⼤阪府 ⼤阪市 東住吉区⽥辺５-１-３７
ローソン吉野⼀丁⽬店 553-0006 ⼤阪府 ⼤阪市 福島区吉野１-１４-１１
ローソン舞洲スポーツアイランド店 554-0042 ⼤阪府 ⼤阪市 此花区北港緑地２-１-１０６
ローソン⽟出中⼆丁⽬店 557-0044 ⼤阪府 ⼤阪市 ⻄成区⽟出中２-６-１２
ローソン我孫⼦店 558-0011 ⼤阪府 ⼤阪市 住吉区苅⽥５-１９-１７
ローソン⾙塚清児南店 597-0041 ⼤阪府 ⾙塚市 清児４９８
ローソン交野私部⻄店 576-0041 ⼤阪府 交野市 私部⻄２-１５-３
ローソン堺美原平尾店 587-0022 ⼤阪府 堺市 美原区平尾２１５０-１
ローソン浜寺⽯津⻄四丁店 592-8333 ⼤阪府 堺市 ⻄区浜寺⽯津町⻄４-１８-５
ローソン堺⽯津川駅前店 592-8334 ⼤阪府 堺市 ⻄区浜寺⽯津町中４-１０-２１
ローソンドラッグミック江坂広芝町店 564-0052 ⼤阪府 吹⽥市 広芝町１１-４１-１
ローソン五⽉ケ丘東店 565-0831 ⼤阪府 吹⽥市 五⽉が丘東１３-２３
ローソン東⼤阪楠根⼆丁⽬店 577-0006 ⼤阪府 東⼤阪市 楠根２-６-１６
ローソン東⼤阪花園東町店 578-0931 ⼤阪府 東⼤阪市 花園東町２-９-１９
ローソン花園本町⼆丁⽬店 578-0937 ⼤阪府 東⼤阪市 花園本町２-１-１２
ローソン新枚⽅岡東町店 573-0032 ⼤阪府 枚⽅市 岡東町１４-２５
ローソン枚⽅公園店 573-0052 ⼤阪府 枚⽅市 枚⽅元町８-１９
ローソン⾹⾥ヶ丘さくら通り店 573-0084 ⼤阪府 枚⽅市 ⾹⾥ケ丘５-６-７-１
ローソン藤井寺岡⼀丁⽬店 583-0027 ⼤阪府 藤井寺市 岡１-１６-３１
ローソン松原丹南⼆丁⽬店 580-0013 ⼤阪府 松原市 丹南２-２８８-３
ローソン淡路浦平松店 656-2305 兵庫県 淡路市 浦平松８９５
ローソン尼崎北⼤物店 660-0804 兵庫県 尼崎市 北⼤物町１６-２０
ローソン尼崎⽴花町⼀丁⽬店 661-0025 兵庫県 尼崎市 ⽴花町１-２４-３１
ローソン加古川⻑砂⻄店 675-0016 兵庫県 加古川市 野⼝町⻑砂１００７-１
ローソン川⻄萩原⼀丁⽬店 666-0004 兵庫県 川⻄市 萩原１-１-２２
ローソン多⽥桜⽊店 666-0124 兵庫県 川⻄市 多⽥桜⽊２-１１-５
ローソン荒⽥町三丁⽬店 652-0032 兵庫県 神⼾市 兵庫区荒⽥町３-５-７
ローソン垂⽔仲⽥三丁⽬店 655-0034 兵庫県 神⼾市 垂⽔区仲⽥３-１-７
ローソン多可町⼋千代店 677-0122 兵庫県 多可郡 多可町⼋千代区下野間２９４
ローソン⼭南町草部店 669-3151 兵庫県 丹波市 ⼭南町草部２４７-１
ローソン宝塚⼝⾕⻄店 665-0813 兵庫県 宝塚市 ⼝⾕⻄３-８４-１９
ローソン宝塚⼭本丸橋⼆丁⽬店 665-0815 兵庫県 宝塚市 ⼭本丸橋２-４-１
ローソン宝塚⼭本丸橋南店 665-0815 兵庫県 宝塚市 ⼭本丸橋２-１７-３
ローソン豊岡⼤⼿町店 668-0031 兵庫県 豊岡市 ⼤⼿町２２４
ローソン姫路⻄今宿店 670-0061 兵庫県 姫路市 ⻄今宿３-８-２０
ローソン広畑東新町店 671-1121 兵庫県 姫路市 広畑区東新町１-９-２
ローソン網⼲浜⽥店 671-1242 兵庫県 姫路市 網⼲区浜⽥８６７-３
ローソン三⽊⼤村店 673-0404 兵庫県 三⽊市 ⼤村３２７-１
ローソン⾹美町⾹住店 669-6544 兵庫県 美⽅郡 ⾹美町⾹住区⾹住１１７７-１
ローソン養⽗万久⾥店 667-1103 兵庫県 養⽗市 万久⾥１４０-１
ローソン御所元町⻄店 639-2301 奈良県 御所市 ⼤字元町７５-１
ローソン明⽇⾹奥⼭店 634-0103 奈良県 ⾼市郡 明⽇⾹村⼤字⾶⿃４５８-１
ローソン奈良新⼤宮店 630-8114 奈良県 奈良市 芝辻町２-１０-２０
ローソン⼤和郡⼭⼩南町店 639-1023 奈良県 ⼤和郡⼭市 ⼩南町４２８-１
ローソンＳ南奈良総合医療センター店 638-0833 奈良県 吉野郡 ⼤淀町福神８-１
ローソン⽩浜町堅⽥南店 649-2201 和歌⼭県 ⻄牟婁郡 ⽩浜町堅⽥字東條６３３-１
ローソン和歌⼭橋丁店 640-8215 和歌⼭県 和歌⼭市 橋丁２４
ローソン和歌⼭太⽥店 640-8323 和歌⼭県 和歌⼭市 太⽥５６４-４
ローソン和歌⼭北消防署前店 640-8412 和歌⼭県 和歌⼭市 狐島６５２-２



ローソン和歌⼭紀三井寺店 641-0012 和歌⼭県 和歌⼭市 紀三井寺字東浜８５５-２５
ローソン倉吉⻄倉吉町店 682-0851 ⿃取県 倉吉市 ⻄倉吉町字稲荷ノ前４００-１
ローソン・ポプラ⼤⼭町富⻑店 689-3221 ⿃取県 ⻄伯郡 ⼤⼭町富⻑７４５-２
ローソン・ポプラ⿃取野寺店 680-0924 ⿃取県 ⿃取市 野寺１３８-７
ローソン・ポプラ⿃取布勢公園店 680-1417 ⿃取県 ⿃取市 桂⾒５０１-１
ローソン湯梨浜⻑和⽥店 689-0732 ⿃取県 東伯郡 湯梨浜町⼤字⻑和⽥字井尻１４８７-１
ローソン・ポプラ北栄町由良店 689-2208 ⿃取県 東伯郡 北栄町六尾字夢地２１３-１
ローソン琴浦浦安店 689-2316 ⿃取県 東伯郡 琴浦町下伊勢５２８-１
ローソン⽶⼦観⾳寺新町店 683-0009 ⿃取県 ⽶⼦市 観⾳寺新町１-１５-７
ローソン⻄伯淀江店 689-3401 ⿃取県 ⽶⼦市 淀江町今津１４３-１
ローソン松江⼤庭店 690-0033 島根県 松江市 ⼤庭町字堂ノ前１１９５-２
ローソン安来伯太店 692-0207 島根県 安来市 伯太町東⺟⾥５６９-１
ローソン岡⼭横井上店 701-1145 岡⼭県 岡⼭市 北区横井上２０２-１
ローソン児島稗⽥町店 711-0937 岡⼭県 倉敷市 児島稗⽥町字薬師ノ久保１９０-１
ローソン倉敷北畝⼆丁⽬店 712-8032 岡⼭県 倉敷市 北畝２-２-７
ローソン総社真壁店 719-1134 岡⼭県 総社市 真壁１２７０-５
ローソン総社宍粟店 719-1153 岡⼭県 総社市 宍粟８４７
ローソン⽟野⽟五丁⽬店 706-0012 岡⼭県 ⽟野市 ⽟５-６２７-２
ローソン⽟野⻑尾店 706-0151 岡⼭県 ⽟野市 ⻑尾３８５-１
ローソン⾼梁駅前店 716-0039 岡⼭県 ⾼梁市 旭町１３２１-１
ローソン院庄インター⻄店 708-0015 岡⼭県 津⼭市 神⼾字清川２３５-１
ローソン新⾒⾼尾店 718-0003 岡⼭県 新⾒市 ⾼尾字川端２１９０-１
ローソン備前⽇⽣町⽇⽣店 701-3204 岡⼭県 備前市 ⽇⽣町⽇⽣１４３６-４
ローソン尾道祇園橋店 722-0014 広島県 尾道市 新浜１-２-１２
ローソン因島重井店 722-2102 広島県 尾道市 因島重井町２２８４
ローソン因島⽥熊店 722-2324 広島県 尾道市 因島⽥熊町字瀬⼾の浜５４３９-４
ローソン呉広⻑浜店 737-0136 広島県 呉市 広⻑浜２-３-１３
ローソンフタバ図書可部センター店 731-0231 広島県 広島市 安佐北区⻲⼭５-５-１８
ローソン広島草津東⼀丁⽬店 733-0861 広島県 広島市 ⻄区草津東１-１-３６
ローソン広島中野三丁⽬店 739-0321 広島県 広島市 安芸区中野３-１４-１７
ローソン東広島サイエンスパーク東店 739-0024 広島県 東広島市 ⻄条町御薗宇下⻑者３２６７-１
ローソン東広島⻄条東店 739-0044 広島県 東広島市 ⻄条町⼤字下⾒字⻄仏４１６７-１
ローソン福⼭引野町店 721-0942 広島県 福⼭市 引野町４-１-４１
ローソンフタバ図書アルティ福⼭本店 721-0961 広島県 福⼭市 明神町１-１４-２０
ローソン宇部江頭店 755-0151 ⼭⼝県 宇部市 ⼤字⻄岐波４１５０
ローソン宇部東平原⼆丁⽬店 755-0807 ⼭⼝県 宇部市 東平原２-１０-３５
ローソン下松望町⼀丁⽬店 744-0072 ⼭⼝県 下松市 望町１-１３１-１
ローソン⼩野⽥中川三丁⽬店 756-0806 ⼭⼝県 ⼭陽⼩野⽥市 中川３-１-２０
ローソン⼭陽⼩野⽥理⼤前店 756-0817 ⼭⼝県 ⼭陽⼩野⽥市 ⼤学通２-１４-２１
ローソン厚狭駅前店 757-0001 ⼭⼝県 ⼭陽⼩野⽥市 ⼤字厚狭２２-４
ローソン下関⻑府才川⼀丁⽬店 752-0928 ⼭⼝県 下関市 ⻑府才川１-４３８-３
ローソン徳⼭駅前店 745-0035 ⼭⼝県 周南市 有楽町１
ローソン周南周陽⼀丁⽬店 745-0823 ⼭⼝県 周南市 周陽１-３-２０
ローソン萩市役所前通店 758-0025 ⼭⼝県 萩市 ⼤字⼟原４９３-１
ローソン防府本橋町店 747-0041 ⼭⼝県 防府市 本橋町８-４
ローソン⼭⼝⼤内⽮⽥南四丁⽬店 753-0222 ⼭⼝県 ⼭⼝市 ⼤内⽮⽥南４-３８６-１
ローソン阿南上中町店 774-0044 徳島県 阿南市 上中町南島６８５-１
ローソン阿南⻑⽣店 774-0046 徳島県 阿南市 ⻑⽣町⼤津⽥１-１
ローソン那賀川町北中島店 779-1246 徳島県 阿南市 那賀川町北中島１６６-２
ローソン⼩松島⽇開野町店 773-0010 徳島県 ⼩松島市 ⽇開野町字勝久２３-１
ローソン徳島国府町桜間店 779-3114 徳島県 徳島市 国府町桜間字銭⻲３７-１
ローソン那賀町和⾷郷店 771-5203 徳島県 那賀郡 那賀町和⾷郷字⼋幡原１８２-１
ローソン三好⼤歩危店 779-5451 徳島県 三好市 ⼭城町⻄宇字島ノ川原１４６８-１
ローソン美⾺脇町野村店 779-3620 徳島県 美⾺市 脇町野村字庚申東北４３９７-１
ローソン観⾳寺本⼤店 768-0022 ⾹川県 観⾳寺市 本⼤町字井出南１５９８
ローソン伊予尾崎天神店 799-3127 愛媛県 伊予市 尾崎字天神下２６-７
ローソン⼤洲平野店 795-0021 愛媛県 ⼤洲市 平野町野⽥４５７-１
ローソン⻄条樋之⼝店 793-0043 愛媛県 ⻄条市 樋之⼝字⿓出３４３-１
ローソン⻄予宇和町下松葉店 797-0018 愛媛県 ⻄予市 宇和町下松葉４５３-１
ローソン新居浜桜⽊町店 792-0865 愛媛県 新居浜市 桜⽊町２-６２
ローソン松⼭新空港通店 790-0062 愛媛県 松⼭市 南江⼾４-３-１８
ローソン松⼭清⽔町三丁⽬店 790-0823 愛媛県 松⼭市 清⽔町３-３９-９
ローソン松⼭東⽯井六丁⽬店 790-0932 愛媛県 松⼭市 東⽯井６-１６-３３
ローソン松⼭垣⽣店 791-8043 愛媛県 松⼭市 東垣⽣町４０１-１
ローソン松⼭会津店 791-8076 愛媛県 松⼭市 会津町３-４
ローソン安芸芸⻄村店 781-5701 ⾼知県 安芸郡 芸⻄村和⾷甲５６３８
ローソン⾼知追⼿筋⼀丁⽬店 780-0842 ⾼知県 ⾼知市 追⼿筋１-６-９
ローソン⾼知本町⼆丁⽬店 780-0870 ⾼知県 ⾼知市 本町２-２-１
ローソン⾼岡⽇⾼村店 781-2151 ⾼知県 ⾼岡郡 ⽇⾼村下分４８-１



ローソン佐川町⻄店 789-1200 ⾼知県 ⾼岡郡 佐川町字岩ノ越丙１３９４-２
ローソン佐川町東店 789-1201 ⾼知県 ⾼岡郡 佐川町甲１６３-８
ローソン⽢⽊駅前店 838-0068 福岡県 朝倉市 ⼤字⽢⽊字⽵原１６６９-１
ローソン空港北ユニバ通り店 811-2205 福岡県 糟屋郡 志免町別府２-６８３-４
ローソン⼋幡下上津役⼀丁⽬店 807-0075 福岡県 北九州市 ⼋幡⻄区下上津役１-４-１１
ローソン⼋幡則松六丁⽬店 807-0831 福岡県 北九州市 ⼋幡⻄区則松６-２-２１
ローソン永⽝丸五丁⽬店 807-0851 福岡県 北九州市 ⼋幡⻄区永⽝丸５-１-２０
ローソン⽥川⼤任町店 824-0511 福岡県 ⽥川郡 ⼤任町⼤字今任原２２０５-１
ローソン⽥川松原店 825-0002 福岡県 ⽥川市 ⼤字伊⽥４９６８-２
ローソン太宰府五条⼆丁⽬店 818-0125 福岡県 太宰府市 五条２-４-１８
ローソン東福間駅前店 811-3225 福岡県 福津市 東福間１-２-３
ローソン豊前千束店 828-0053 福岡県 豊前市 ⼤字千束１０８-３
ローソン福岡宮若⻑井鶴店 823-0012 福岡県 宮若市 ⻑井鶴４６７-６
ローソン苅⽥幸町店 800-0314 福岡県 京都郡 苅⽥町幸町５-４
ローソン苅⽥京町⼀丁⽬店 800-0351 福岡県 京都郡 苅⽥町京町１-２-６
ローソン佐賀鍋島六丁⽬店 849-0937 佐賀県 佐賀市 鍋島６-１７-２３
ローソン佐世保広⽥店 859-3223 ⻑崎県 佐世保市 広⽥３-１８-２０
ローソン佐世保指⽅店 859-3242 ⻑崎県 佐世保市 指⽅町２２２７-３
ローソン島原親和町店 855-0863 ⻑崎県 島原市 親和町８
ローソン⻑崎⻑浦町店 851-3212 ⻑崎県 ⻑崎市 ⻑浦町２７３５
ローソン⻑崎⼤学病院店 852-8102 ⻑崎県 ⻑崎市 坂本１-７-１
ローソン宇城松橋町店 869-0502 熊本県 宇城市 松橋町松橋８６１
ローソン御船スポーツセンター前店 861-3204 熊本県 上益城郡 御船町⼤字⽊倉１１２７-１
ローソン熊本菊陽バイパス店 869-1101 熊本県 菊池郡 菊陽町津久礼⽯坂２２３０-１
ローソン球磨渡店 869-6401 熊本県 球磨郡 球磨村⼤字渡⼄３５７
ローソン植⽊岩野店 861-0136 熊本県 熊本市 北区植⽊町岩野保⽴前２７-４
ローソン熊本錦ケ丘店 862-0912 熊本県 熊本市 東区錦ケ丘２-１６
ローソン熊本神⽔⼀丁⽬店 862-0954 熊本県 熊本市 中央区神⽔１-１７-１８
ローソン⽟名築地店 865-0065 熊本県 ⽟名市 築地字芝浦４１６-１
ローソン⽔俣桜井町三丁⽬店 867-0045 熊本県 ⽔俣市 桜井町３-２-１４
ローソン⼭⿅熊⼊店 861-0511 熊本県 ⼭⿅市 熊⼊町字⻄⽥２００-１
ローソン⼋代袋町店 866-0855 熊本県 ⼋代市 袋町５-４５
ローソン安⼼院店 872-0521 ⼤分県 宇佐市 安⼼院町下⽑字室２０１２-１
ローソン安岐塩屋店 873-0212 ⼤分県 国東市 安岐町塩屋字⽔呉１５８１-２
ローソン⽵⽥⾶⽥川店 878-0026 ⼤分県 ⽵⽥市 ⼤字⾶⽥川字⼭⼿１６１８-８
ローソン中津駅南⼝店 871-0058 ⼤分県 中津市 豊⽥町８-３
ローソン⽇⽥南友⽥店 877-0000 ⼤分県 ⽇⽥市 ⼤字友⽥字⽥中５１９-４
ローソン⽇⽥中央⼀丁⽬店 877-0015 ⼤分県 ⽇⽥市 中央１-４１２-１
ローソン別府⻲川店 874-0014 ⼤分県 別府市 ⻲川浜⽥町２-６
ローソン由布挾間店 879-5506 ⼤分県 由布市 挾間町挾間７３１-１
ローソン新富新⽥店 889-1406 宮崎県 児湯郡 新富町⼤字新⽥字祇園原１５１１３-２
ローソン阿久根寺⼭店 899-1611 ⿅児島県 阿久根市 ⾚瀬川１２４５
ローソン出⽔⽶ノ津店 899-0121 ⿅児島県 出⽔市 ⽶ノ津町４２-３０
ローソン⿅屋王⼦町店 893-0012 ⿅児島県 ⿅屋市 王⼦町３９５５-２
ローソン串良⼗三塚店 893-1605 ⿅児島県 ⿅屋市 串良町上⼩原⼤久保２６１８-１３
ローソン⿅児島⻄⽥三丁⽬店 890-0046 ⿅児島県 ⿅児島市 ⻄⽥３-８-１７
ローソン⿅児島⿂⾒町店 891-0112 ⿅児島県 ⿅児島市 ⿂⾒町１４１-３
ローソン⿅児島⻄千⽯町店 892-0847 ⿅児島県 ⿅児島市 ⻄千⽯町１７-２７
ローソン伊集院⻨⽣⽥店 899-2513 ⿅児島県 ⽇置市 伊集院町⻨⽣⽥６８０-８
ローソン浦添牧港⼆丁⽬店 901-2134 沖縄県 浦添市 牧港２-４５-２
ローソン豊⾒城宜保店 901-0244 沖縄県 豊⾒城市 宜保⼀丁⽬７番１３
ローソン北⾕美浜⼆丁⽬店 904-0115 沖縄県 中頭郡 北⾕町美浜２-７-４
ローソン那覇銘苅三丁⽬店 900-0004 沖縄県 那覇市 銘苅３-２３-２０
ローソン国際通牧志店 900-0013 沖縄県 那覇市 牧志３-２-１０てんぶす那覇１ＦＡ-１
ローソン⾸⾥⽯嶺⼆丁⽬店 903-0804 沖縄県 那覇市 ⾸⾥⽯嶺町２-１２０-１
ローソン南城仲間店 901-1206 沖縄県 南城市 ⼤⾥字仲間４３９-１


