
店舗リスト【ローソン】 モンストグミ ジューシーコンボ vol.2

店舗名 郵便番号 都道府県
住所１
（市区群）

住所２

ローソン旭川緑町⼆⼗丁⽬店 070-0823 北海道 旭川市 緑町２０-２７４８-１
ローソン旭川⻄神楽北１条店 071-0173 北海道 旭川市 ⻄神楽北１条２-２３０-２
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
ローソン当別駅前店 061-0233 北海道 ⽯狩郡 当別町⽩樺町１６３-４５
ローソン江別豊幌美咲店 067-0021 北海道 江別市 豊幌美咲６-１０
ローソン帯広⻄８条南⼗三丁⽬店 080-0018 北海道 帯広市 ⻄８条南１３-４-５
ローソン帯広畜産⼤学前店 080-0028 北海道 帯広市 ⻄１８条南４１-１-７
ローソン帯広柏林台店 080-0057 北海道 帯広市 柏林台中町１-３-１
ローソン北広島⼤曲幸町店 061-1278 北海道 北広島市 ⼤曲幸町４-４-１４
ローソン釧路⽂苑店 085-0063 北海道 釧路市 ⽂苑２-２-１
ローソン釧路緑ヶ岡店 085-0814 北海道 釧路市 緑ケ岡５-２３-２１
ローソン札幌菊⽔元町５条店 003-0825 北海道 札幌市 ⽩⽯区菊⽔元町５条３-２-６
ローソン札幌⼤⾕地⻄五丁⽬店 004-0042 北海道 札幌市 厚別区⼤⾕地⻄５-４-１
ローソン札幌厚別中央店 004-0051 北海道 札幌市 厚別区厚別中央１条４丁⽬１-１７
ローソン札幌厚別中央２条店 004-0052 北海道 札幌市 厚別区厚別中央２条５-３-３
ローソン札幌桑園店 060-0011 北海道 札幌市 中央区北１１条⻄１５-２９-２
ローソン札幌南３条⻄⼆丁⽬店 060-0063 北海道 札幌市 中央区南３条⻄２-１６-５
ローソン札幌美園２条六丁⽬店 062-0002 北海道 札幌市 豊平区美園２条６-１
ローソン札幌⼋軒１０条⻄店 063-0850 北海道 札幌市 ⻄区⼋軒１０条⻄９-４４１-３
ローソン札幌⼋軒２条東店 063-0862 北海道 札幌市 ⻄区⼋軒２条東１-４８９-３
ローソン札幌北１４条店 065-0014 北海道 札幌市 東区北１４条東６-１-１０
ローソン⼠別南町店 095-0019 北海道 ⼠別市 ⼤通東１４-３１４４-２１０
ローソン上富良野⼤町店 071-0561 北海道 空知郡 上富良野町⼤町５-９４２-１７
ローソン千歳駅前店 066-0062 北海道 千歳市 千代⽥町６-１２
ローソン名寄⼤通南店 096-0010 北海道 名寄市 ⼤通南５-１２
ローソン名寄徳⽥店 096-0071 北海道 名寄市 字徳⽥２４７-３
ローソン登別中央⼀丁⽬店 059-0012 北海道 登別市 中央町１-１８-２０
ローソン登別若⼭町店 059-0026 北海道 登別市 若⼭町４-４２-１
ローソン函館本通三丁⽬店 041-0851 北海道 函館市 本通３-３０-１
ローソン静内末広町店 056-0026 北海道 ⽇⾼郡 新ひだか町静内末広町１-２７
ローソン遠軽⼤通店 099-0404 北海道 紋別郡 遠軽町⼤通北４-１-３６
ローソン留萌千⿃町店 077-0024 北海道 留萌市 千⿃町１-４-１
ローソン⻘森平和公園前店 030-0821 ⻘森県 ⻘森市 勝⽥２-１７-１４
ローソン⻘森勝⽥店 030-0821 ⻘森県 ⻘森市 勝⽥２-４-１２
ローソン⻘森港町店 030-0901 ⻘森県 ⻘森市 港町２-１１-２０
ローソン⻘森浅⾍店 039-3501 ⻘森県 ⻘森市 ⼤字浅⾍字⼭下３０５-５
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
ローソン百⽯町店 039-2222 ⻘森県 上北郡 おいらせ町下前⽥１０４-１
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
ローソン天間林店 039-2828 ⻘森県 上北郡 七⼾町字森ケ沢１２４-１
ローソン横浜町道の駅前店 039-4134 ⻘森県 上北郡 横浜町林ノ脇７９-５２
ローソン⿊⽯富⽥店 036-0514 ⻘森県 ⿊⽯市 富⽥１３２
ローソン五所川原旭町店 037-0062 ⻘森県 五所川原市 字旭町７２-１
ローソン⾦⽊町店 037-0202 ⻘森県 五所川原市 ⾦⽊町⼤字⾦⽊字沢部４５８
ローソン⼋⼾夢の⼤橋店 031-0812 ⻘森県 ⼋⼾市 ⼤字湊町字⼤沢３４-４
ローソン⼋⼾妙店 031-0813 ⻘森県 ⼋⼾市 ⼤字新井⽥字市⼦林５-１６
ローソン⼋⼾湊⾼台六丁⽬店 031-0823 ⻘森県 ⼋⼾市 湊⾼台６-１５-５
ローソン⼋⼾北⾼校前店 031-0833 ⻘森県 ⼋⼾市 ⼤字⼤久保字町道１１-６１
ローソン弘前撫⽜⼦店 036-8075 ⻘森県 弘前市 ⼤字撫⽜⼦２-１０-２
ローソン平川⾼⽊原富店 036-0211 ⻘森県 平川市 ⾼⽊原富２１５
ローソン常盤榊店 038-1216 ⻘森県 南津軽郡 藤崎町榊字和⽥６５-１
ローソン藤崎榊和⽥店 038-1216 ⻘森県 南津軽郡 藤崎町⼤字榊字和⽥８-１
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
ローソンむつ苫⽣⼩学校前店 035-0051 ⻘森県 むつ市 新町２９-１５
ローソンむつ苫⽣町店 035-0055 ⻘森県 むつ市 苫⽣町１-３-１
ローソンむつ緑ヶ丘バイパス店 035-0066 ⻘森県 むつ市 緑ヶ丘３１-８
ローソン⼀関中⾥店 021-0002 岩⼿県 ⼀関市 中⾥字南⾕起９９-２
ローソン⼤東摺沢店 029-0523 岩⼿県 ⼀関市 ⼤東町摺沢字⼋幡前８-２
ローソン⼤船渡中井沢店 022-0004 岩⼿県 ⼤船渡市 猪川町字中井沢８-１２
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
ローソン北上和賀藤根店 024-0334 岩⼿県 北上市 和賀町藤根１８-２５８-２



ローソン久慈⼆⼗⼋⽇町店 028-0062 岩⼿県 久慈市 ⼆⼗⼋⽇町２-１８
ローソン久慈宇部町店 028-8111 岩⼿県 久慈市 宇部町第７地割９９-１
ローソン岩⼿野⽥店 028-8201 岩⼿県 九⼾郡 野⽥村⼤字野⽥第２７地割字⽩井林２-１
ローソン紫波町⾼⽔寺店 028-3303 岩⼿県 紫波郡 紫波町⾼⽔寺字古屋敷７９-１
ローソン紫波北⽇詰店 028-3309 岩⼿県 紫波郡 紫波町北⽇詰字⽩旗３５ー１
ローソン滝沢いずみ巣⼦店 020-0611 岩⼿県 滝沢市 巣⼦１２１８-２
ローソン滝沢巣⼦南店 020-0611 岩⼿県 滝沢市 巣⼦１２１７-１
ローソン花巻インター⼆枚橋店 025-0312 岩⼿県 花巻市 ⼆枚橋３地割１３０-１
ローソン県⽴宮古病院前店 027-0096 岩⼿県 宮古市 ⼤字崎鍬ケ崎第４地割２-１
ローソン盛岡⻄⾒前和野店 020-0833 岩⼿県 盛岡市 ⻄⾒前１５-１１５-１
ローソン盛岡北飯岡⼆丁⽬店 020-0857 岩⼿県 盛岡市 北飯岡２-１６-８０
ローソン盛岡渋⺠店 028-4132 岩⼿県 盛岡市 渋⺠字渋⺠３０-１
ローソン⽯巻⾨脇店 986-0858 宮城県 ⽯巻市 三ツ股４-２-３０
ローソン古川桜ノ⽬店 989-6233 宮城県 ⼤崎市 古川桜ノ⽬字新下釜２０-２
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
ローソン⾓⽥バイパス店 981-1523 宮城県 ⾓⽥市 梶賀字東１９４-１
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
ローソン気仙沼⽥⾕店 988-0045 宮城県 気仙沼市 ⽥⾕１２-７
ローソン塩釜清⽔沢店 985-0061 宮城県 塩竈市 清⽔沢３-１-３７
ローソン柴⽥⻄船迫店 989-1606 宮城県 柴⽥郡 柴⽥町⼤字船岡字若葉町１-１
ローソン柴⽥槻⽊店 989-1756 宮城県 柴⽥郡 柴⽥町⼤字槻⽊字焼檀８-１
ローソン⽩⽯鷹巣東店 989-0218 宮城県 ⽩⽯市 鷹巣東１-４-５０
ローソン仙台春⽇町店 980-0821 宮城県 仙台市 ⻘葉区春⽇町６-１
ローソン仙台⼭の寺⼀丁⽬店 981-3103 宮城県 仙台市 泉区⼭の寺１-３９-３１
ローソン仙台⼋⼄⼥⼀丁⽬店 981-3112 宮城県 仙台市 泉区⼋⼄⼥１-６-１
ローソン仙台福室北店 983-0005 宮城県 仙台市 宮城野区福室７-８-７
ローソン多賀城東⽥中店 985-0863 宮城県 多賀城市 東⽥中２-３８-２０
ローソン登⽶中⽥宝江店 987-0622 宮城県 登⽶市 中⽥町宝江新井⽥字並柳前２６２-２
ローソン富⾕⻄沢店 981-3311 宮城県 富⾕市 富⾕字⻄沢９３-１
ローソン秋⽥茨島六丁⽬店 010-0065 秋⽥県 秋⽥市 茨島６-１１-２
ローソン秋⽥駅⻄店 010-0874 秋⽥県 秋⽥市 千秋久保⽥町３-１５
ローソン秋⽥⼋橋⼤畑店 010-0962 秋⽥県 秋⽥市 ⼋橋⼤畑１-４-２５
ローソン男⿅払⼾店 010-0431 秋⽥県 男⿅市 払⼾字中樋１４９-５
ローソンにかほ象潟町⼤砂川店 018-0136 秋⽥県 にかほ市 象潟町⼤砂川字釜道８-１５
ローソン⼋郎潟⼤道店 018-1616 秋⽥県 南秋⽥郡 ⼋郎潟町字⼤道１１-１
ローソン湯沢川連町店 012-0105 秋⽥県 湯沢市 川連町字中久保２０１-２
ローソン横⼿旭川⼀丁⽬店 013-0033 秋⽥県 横⼿市 旭川１-４-４
ローソン横⼿⾚坂館ノ下店 013-0064 秋⽥県 横⼿市 ⾚坂字館ノ下１４８
ローソン横⼿⾚川店 013-0073 秋⽥県 横⼿市 ⾚川字村北荒堰間１４７-１
ローソン上⼭⾦⽣店 999-3125 ⼭形県 上⼭市 ⾦⽣東１-４-２６
ローソン酒⽥東泉三丁⽬店 998-0013 ⼭形県 酒⽥市 東泉町３-１８-１９
ローソン新庄桧町店 996-0088 ⼭形県 新庄市 桧町１０-８-１
ローソン鶴岡伊勢原町店 997-0802 ⼭形県 鶴岡市 伊勢原町１-４４
ローソン天童糠塚店 994-0014 ⼭形県 天童市 糠塚３-３-２８
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
ローソンいわき三和インター店 970-1264 福島県 いわき市 三和町合⼾字中舘下５５-１５４-１
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
ローソンいわき錦町江栗三丁⽬店 974-8232 福島県 いわき市 錦町江栗３-５０-１
ローソンいわき四倉⻄店 979-0201 福島県 いわき市 四倉町字⻄４-９-１
ローソン会津美⾥布才地店 969-6266 福島県 ⼤沼郡 会津美⾥町字布才地５９３-２
ローソン郡⼭⼤町店 963-8001 福島県 郡⼭市 ⼤町１-１-１
ローソン郡⼭駅前店 963-8002 福島県 郡⼭市 駅前２-３-１０
ローソン郡⼭久保⽥店 963-8071 福島県 郡⼭市 富久⼭町久保⽥字⼤久保６５-１
ローソン⽩河⼤信町屋店 969-0309 福島県 ⽩河市 ⼤信町屋字中⽥１-１
ローソン須賀川池ノ下町店 962-0058 福島県 須賀川市 池ノ下町７３-１５
ローソン須賀川牡丹園前店 962-0816 福島県 須賀川市 朝⽇⽥８２-１
ローソンＳ須賀川市⺠交流センター店 962-0845 福島県 須賀川市 中町４-１
ローソン相⾺松川浦店 976-0022 福島県 相⾺市 尾浜字細⽥２３２
ローソン⼩野飯豊荒屋敷店 963-3521 福島県 ⽥村郡 ⼩野町⼤字飯豊字荒屋敷５０
ローソン川俣新中町店 960-1422 福島県 伊達郡 川俣町字新中町３０
ローソン伊達保原⼗⼆丁⽬店 960-0609 福島県 伊達市 保原町字１２-３-４
ローソン⼆本松⻄勝⽥店 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
ローソン福島北⽮野⽬店 960-0113 福島県 福島市 北⽮野⽬字原⽥５９-８
ローソン原町南町店 975-0007 福島県 南相⾺市 原町区南町４-１４



ローソン⿅島町横⼿店 979-2442 福島県 南相⾺市 ⿅島区横⼿字柳町４０
ローソン阿⾒霞台店 300-0331 茨城県 稲敷郡 阿⾒町阿⾒１８６０-１
ローソン笠間安居店 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
ローソン波崎別所店 314-0408 茨城県 神栖市 波崎４６７６-７
ローソン北茨城磯原町店 319-1541 茨城県 北茨城市 磯原町磯原２-３２０
ローソン古河下辺⾒店 306-0235 茨城県 古河市 下辺⾒２４３３
ローソン岩瀬⻘柳店 309-1456 茨城県 桜川市 ⻘柳字中畑３９８-１
ローソンつくば⼆の宮店 305-0051 茨城県 つくば市 ⼆の宮２-２-８
ローソンつくば春⽇四丁⽬店 305-0821 茨城県 つくば市 春⽇４-２-４
ローソン⼟浦神⽴中央五丁⽬店 300-0011 茨城県 ⼟浦市 神⽴中央５-３７-５
ローソン⼟浦富⼠崎店 300-0813 茨城県 ⼟浦市 富⼠崎１-１８-５
ローソン岩井⽮作店 306-0624 茨城県 坂東市 ⽮作字原３０９-４
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
ローソン⽇⽴⼗王町伊師店 319-1301 茨城県 ⽇⽴市 ⼗王町伊師５７２-２０
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Ｓ⽔⼾市役所店 310-0805 茨城県 ⽔⼾市 中央１-４-１
ローソン⽔⼾⽶沢町店 310-0847 茨城県 ⽔⼾市 ⽶沢町５９９-３
ローソン⽔⼾堀町店 310-0903 茨城県 ⽔⼾市 堀町字新⽥９５７-３
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
ローソン⽔⼾内原町店 319-0315 茨城県 ⽔⼾市 内原町字道下６３４-２
ローソン守⾕⼤柏店 302-0116 茨城県 守⾕市 ⼤柏２５１-１
ローソン宇都宮４号御幸店 321-0983 栃⽊県 宇都宮市 御幸本町４８６４-１８
ローソン宇都宮⽩沢町店 329-1102 栃⽊県 宇都宮市 ⽩沢町字上ノ台１８５４-１
ローソン⼩⼭横倉店 323-0813 栃⽊県 ⼩⼭市 ⼤字横倉字県道５８７-３
ローソン佐野⽯塚町店 327-0103 栃⽊県 佐野市 ⽯塚町５６６-２
ローソン佐野多⽥店 327-0311 栃⽊県 佐野市 多⽥町字中通８７２
ローソン栃⽊川連店 329-4407 栃⽊県 栃⽊市 ⼤平町川連６２６-１
ローソン那須烏⼭⼤桶店 321-0602 栃⽊県 那須烏⼭市 ⼤桶２００７-３
ローソン那須塩原豊浦南町店 325-0065 栃⽊県 那須塩原市 豊浦南町１００-６８０
ローソン那須塩原⼀区町店 329-2732 栃⽊県 那須塩原市 ⼀区町１６２-９
ローソン⻤怒川⼩佐越店 321-2525 栃⽊県 ⽇光市 ⼩佐越字原５９-１
ローソン益⼦七井店 321-4104 栃⽊県 芳賀郡 益⼦町⼤字⼤沢字御座内１８８-６
ローソン真岡下⼤沼⼀丁⽬店 321-4357 栃⽊県 真岡市 下⼤沼１-５-２
ローソン⻄中之条店 377-0425 群⾺県 吾妻郡 中之条町⼤字⻄中之条１１３-３
ローソン吾妻岩井店 377-0804 群⾺県 吾妻郡 東吾妻町⼤字岩井２５５-１
ローソン伊勢崎⼤正寺町店 372-0841 群⾺県 伊勢崎市 ⼤正寺町１６５-１
ローソン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
ローソン新⽥反町店 370-0313 群⾺県 太⽥市 新⽥反町町７４６-１
ローソン太⽥下⽥島町店 373-0000 群⾺県 太⽥市 下⽥島町１０９３-３
ローソン太⽥由良町店 373-0036 群⾺県 太⽥市 由良町２３１０-１
ローソン太⽥原宿町店 373-0071 群⾺県 太⽥市 原宿町４３０７
ローソン⼤泉吉⽥店 370-0523 群⾺県 ⾢楽郡 ⼤泉町吉⽥３２５９
ローソン明和上江⿊東店 370-0702 群⾺県 ⾢楽郡 明和町上江⿊５５２
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
ローソン桐⽣広沢町五丁⽬店 376-0013 群⾺県 桐⽣市 広沢町５-１４７６-１
ローソン館林本町⼀丁⽬店 374-0024 群⾺県 館林市 本町１-１８３４-１
ローソン館林広内町店 374-0062 群⾺県 館林市 広内町３０８８-１
ローソン⾼崎下⼤類町店 370-0034 群⾺県 ⾼崎市 下⼤類町９４５-１
ローソン⾼崎下豊岡町店 370-0873 群⾺県 ⾼崎市 下豊岡字ネガラミ１２２６-８
ローソン前橋上新⽥町店 371-0821 群⾺県 前橋市 上新⽥町６１７-１
ローソン前橋⼤友町店 371-0847 群⾺県 前橋市 ⼤友町１-２０-１１
ローソン上尾平塚南店 362-0021 埼⽟県 上尾市 原市１２８７-１
ローソン⼊間上藤沢店 358-0013 埼⽟県 ⼊間市 ⼤字上藤沢３７８-６
ローソン寄居仙元前店 369-1201 埼⽟県 ⼤⾥郡 寄居町⽤⼟８１０-２
ローソン春⽇部栄町⼆丁⽬店 344-0058 埼⽟県 春⽇部市 栄町２-２４３
ローソン川⼝栄町⼀丁⽬店 332-0017 埼⽟県 川⼝市 栄町１-４-２１
ローソン⻄川⼝駅⻄⼝店 332-0021 埼⽟県 川⼝市 ⻄川⼝１-７-１
ローソン東川⼝四丁⽬店 333-0801 埼⽟県 川⼝市 東川⼝４-２０-２０
ローソンＬＴＦ東川⼝⼆丁⽬店 333-0801 埼⽟県 川⼝市 東川⼝２-６-１
ローソン川⼝⼾塚⼆丁⽬店 333-0811 埼⽟県 川⼝市 ⼾塚２-２２-２７
ローソン松伏上⾚岩店 343-0115 埼⽟県 北葛飾郡 松伏町上⾚岩１３４０-１
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
ローソン伊奈寿三丁⽬店 362-0807 埼⽟県 北⾜⽴郡 伊奈町寿３-１７３-１
ローソン越⾕レイクタウン駅南⼝店 343-0828 埼⽟県 越⾕市 レイクタウン８-１１-３
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



ローソンさいたま三橋五丁⽬店 331-0052 埼⽟県 さいたま市 ⻄区三橋５-３３-１
ローソン⼤⾨⼩⼊⼝店 336-0963 埼⽟県 さいたま市 緑区⼤字⼤⾨１３６８-１
ローソンさいたま春岡⼀丁⽬店 337-0008 埼⽟県 さいたま市 ⾒沼区春岡１-３３-４
ローソン東岩槻駅北⼝店 339-0005 埼⽟県 さいたま市 岩槻区東岩槻１-１-６
ローソン狭⼭下広瀬店 350-1322 埼⽟県 狭⼭市 下広瀬７５７
ローソン幸⼿中四丁⽬店 340-0115 埼⽟県 幸⼿市 中４-１７-２９
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
ローソン⼾⽥南町店 335-0025 埼⽟県 ⼾⽥市 南町２-２４
ローソン⼾⽥笹⽬三丁⽬店 335-0034 埼⽟県 ⼾⽥市 笹⽬３-２０-７
ローソン所沢下安松店 359-0024 埼⽟県 所沢市 ⼤字下安松１５７４-１０
ローソン所沢北中店 359-1101 埼⽟県 所沢市 北中２-２９２-８
ローソン新座野⽕⽌六丁⽬店 352-0011 埼⽟県 新座市 野⽕⽌６-５-１８
ローソン飯能福祉センター前店 357-0021 埼⽟県 飯能市 ⼤字双柳字橋場３５３-６
ローソン蓮⽥三丁⽬店 349-0115 埼⽟県 蓮⽥市 蓮⽥３-７９
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
ローソン本庄若泉店 367-0000 埼⽟県 本庄市 ２００-２
ローソン本庄早稲⽥駅前店 367-0030 埼⽟県 本庄市 早稲⽥の杜３-１-４
ローソン吉川⾼富⼀丁⽬店 342-0036 埼⽟県 吉川市 ⾼富１-１３-４
ローソン蕨駅東⼝店 335-0002 埼⽟県 蕨市 塚越１-４-２
ローソン天王台駅前通店 270-1176 千葉県 我孫⼦市 柴崎台１-８-２０
ローソン市川塩浜店 272-0127 千葉県 市川市 塩浜４-２-３-１０２
ローソンオリエンタルホテル東京ベイ店 279-0011 千葉県 浦安市 美浜１-８-２
ローソンシーサイド新浦安店 279-0013 千葉県 浦安市 ⽇の出５-７-２
ローソン東道野辺三丁⽬店 273-0115 千葉県 鎌ケ⾕市 東道野辺３-１-２８
ローソン鎌ケ⾕中央店 273-0124 千葉県 鎌ケ⾕市 中央１-８-８
ローソン鴨川広場店 296-0044 千葉県 鴨川市 広場９１９-１
ローソン柏中央町店 277-0021 千葉県 柏市 中央町１-１
ローソン君津東坂⽥四丁⽬店 299-1144 千葉県 君津市 東坂⽥４-１０-２１
ローソン君津外箕輪三丁⽬店 299-1173 千葉県 君津市 外箕輪３-１６-１
ローソン佐倉上志津原店 285-0844 千葉県 佐倉市 上志津原３４７-５
ローソン九⼗九⾥真⻲店 283-0114 千葉県 ⼭武郡 九⼗九⾥町真⻲７１１-１
ローソンＬＴＦ野栄町店 289-3184 千葉県 匝瑳市 栢⽥８１８２
ローソン幕張駅南店 262-0032 千葉県 千葉市 花⾒川区幕張町５-４８４-１
ローソン銚⼦南⼩川町店 288-0033 千葉県 銚⼦市 南⼩川町７６０
ローソンモリシア津⽥沼店 275-0026 千葉県 習志野市 ⾕津１-１６-１-１０１
ローソン成⽥郷部店 286-0014 千葉県 成⽥市 郷部４６７-１
ローソン成⽥⼤菅店 289-0121 千葉県 成⽥市 ⼤菅２４５-２０
ローソン野⽥柳沢店 278-0006 千葉県 野⽥市 柳沢新⽥１２２-１
ローソンＬＴＦ船橋夏⾒⼀丁⽬店 273-0865 千葉県 船橋市 夏⾒１-１７-１７
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
ローソン松⼾中⽮切店 271-0095 千葉県 松⼾市 中⽮切６１３
ローソン茂原東部台店 297-0015 千葉県 茂原市 東部台２-１０-１１
ローソン茂原⼋千代店 297-0024 千葉県 茂原市 ⼋千代２-１２-１
ローソンＬＴＦ⼋街追分台店 289-1103 千葉県 ⼋街市 ⼋街に８２-２
ローソン村上駅前店 276-0029 千葉県 ⼋千代市 村上南１-５-３５
ローソン⼋千代萱⽥町店 276-0044 千葉県 ⼋千代市 萱⽥町６６０-３
ローソン四街道⿅渡店 284-0003 千葉県 四街道市 ⿅渡１１３３-３４
ローソンＬＴＦ荒川五丁⽬店 116-0002 東京都 荒川区 荒川５-５１-７
ローソン荒川⻄⽇暮⾥⼀丁⽬店 116-0013 東京都 荒川区 ⻄⽇暮⾥１-１９-１５
ローソン花畑三丁⽬店 121-0061 東京都 ⾜⽴区 花畑３-９-４
ローソン板橋⾼島平⼀丁⽬店 175-0082 東京都 板橋区 ⾼島平１-１９-１４
ローソン新堀⼀丁⽬店 132-0001 東京都 江⼾川区 新堀１-３８-１５
ローソン⼀之江七丁⽬店 132-0024 東京都 江⼾川区 ⼀之江７-３８-１８
ローソン平井駅前店 132-0035 東京都 江⼾川区 平井５-２３-３
ローソン本⼀⾊親⽔公園店 133-0044 東京都 江⼾川区 本⼀⾊１-２-１７
ローソン東⼩岩⼀丁⽬店 133-0052 東京都 江⼾川区 東⼩岩１-４-１
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
ローソン⻄葛⻄店 134-0088 東京都 江⼾川区 ⻄葛⻄３-３-３
ローソン⻄葛⻄三丁⽬店 134-0088 東京都 江⼾川区 ⻄葛⻄３-１３-１２
ローソン⻄葛⻄⼆丁⽬店 134-0088 東京都 江⼾川区 ⻄葛⻄２-２１-８
ローソンＬＴＦ⼤⽥蓮沼駅前店 144-0051 東京都 ⼤⽥区 ⻄蒲⽥７-１８-６
ローソン⼤⽥雪⾕⼤塚町店 145-0067 東京都 ⼤⽥区 雪⾕⼤塚町１０-５
ローソン慈恵医⼤葛飾医療センター店 125-0062 東京都 葛飾区 ⻘⼾６-４１-２
ローソン⽥端与楽寺前店 114-0014 東京都 北区 ⽥端１-１４-１２
ローソン志茂三丁⽬店 115-0042 東京都 北区 志茂３-２２-５
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⼤島七丁⽬店 136-0072 東京都 江東区 ⼤島７-４１-１０
ローソン⻄新宿四丁⽬店 160-0023 東京都 新宿区 ⻄新宿４-５-８
ローソン東品川海岸通店 140-0002 東京都 品川区 東品川３-７-１０
ローソンＴＯＣ⼤崎店 141-0032 東京都 品川区 ⼤崎１-６-１
ローソンゲートシティ⼤崎アトリウム店 141-0032 東京都 品川区 ⼤崎１-１１-１
ローソン墨⽥吾妻橋⼆丁⽬店 130-0001 東京都 墨⽥区 吾妻橋２-１-２
ローソンＬＴＦ世⽥⾕船橋店 156-0055 東京都 世⽥⾕区 船橋１-１５-１６
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
ローソン豊島⻄池袋五丁⽬店 171-0021 東京都 豊島区 ⻄池袋５-１８-１１
ローソン中野本町新橋通り店 164-0012 東京都 中野区 本町３-２０-１３
ローソン練⾺⾼野台⼀丁⽬店 177-0033 東京都 練⾺区 ⾼野台１-１０-３
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
ローソン練⾺⽥柄⼆丁⽬南店 179-0073 東京都 練⾺区 ⽥柄２-１３-５
ローソン千駄⽊不忍通店 113-0022 東京都 ⽂京区 千駄⽊３-４３-１７
ローソン芝第⼀京浜店 108-0014 東京都 港区 芝４-１０-３
ローソン品川駅港南⼝店 108-0075 東京都 港区 港南２-２-６
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
ローソン⽬⿊⼤⿃神社前店 153-0063 東京都 ⽬⿊区 ⽬⿊３-９-１
ローソンＬＴＦよみうりランド駅前店 206-0812 東京都 稲城市 ⽮野⼝２１９８-１
ローソン国⽴駅南⼝店 186-0002 東京都 国⽴市 東１-４-９
ローソン⼩平学園⻄町⼀丁⽬店 187-0045 東京都 ⼩平市 学園⻄町１-２６-４４
ローソン⻄つつじヶ丘三丁⽬店 182-0006 東京都 調布市 ⻄つつじケ丘３-２５-４１新井ビル１Ｆ
ローソン調布深⼤寺北町⼀丁⽬店 182-0011 東京都 調布市 深⼤寺北町１-２-４
ローソン瑞穂箱根ケ崎駅前店 190-1221 東京都 ⻄多摩郡 瑞穂町箱根ケ崎２５２-３
ローソン⽻村⼩作台店 205-0001 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 205-0003 東京都 ⽻村市 緑ヶ丘２-１９-５
ローソン⼋王⼦四⾕町店 193-0813 東京都 ⼋王⼦市 四⾕町６７４-３
ローソン東久留⽶⼤⾨町⼆丁⽬店 203-0011 東京都 東久留⽶市 ⼤⾨町２-１-２１
ローソン⽇野⾼幡店 191-0031 東京都 ⽇野市 ⾼幡６０４-１
ローソン百草園駅前店 191-0034 東京都 ⽇野市 落川９８５-１
ローソン武蔵村⼭残堀五丁⽬店 208-0034 東京都 武蔵村⼭市 残堀５-８７-１
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
ローソン厚⽊妻⽥⻄⼀丁⽬店 243-0815 神奈川県 厚⽊市 妻⽥⻄１-１５-１
ローソン伊勢原千津店 259-1132 神奈川県 伊勢原市 桜台１-３８-２８
ローソン伊勢原駅南店 259-1132 神奈川県 伊勢原市 桜台１-７-２１
ローソン伊勢原岡崎店 259-1135 神奈川県 伊勢原市 岡崎６４９４-１
ローソンＬＴＦ海⽼名杉久保店 243-0427 神奈川県 海⽼名市 杉久保南１-５-１９
ローソン海⽼名河原⼝五丁⽬店 243-0433 神奈川県 海⽼名市 河原⼝５-１７-１
ローソン鴨宮店 250-0874 神奈川県 ⼩⽥原市 鴨宮３５７
ローソン⻄鎌倉⼆丁⽬店 248-0035 神奈川県 鎌倉市 ⻄鎌倉２-１-７
ローソン川崎追分町店 210-0835 神奈川県 川崎市 川崎区追分町１０-１０
ローソン川崎渡⽥三丁⽬店 210-0837 神奈川県 川崎市 川崎区渡⽥３-１４-１２
ローソン川崎久地⼀丁⽬店 213-0032 神奈川県 川崎市 ⾼津区久地１-１５-２０
ローソンＬＴＦ稲⽥堤駅前店 214-0003 神奈川県 川崎市 多摩区菅稲⽥堤１-３-２５
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
ローソン座間相武台店 252-0011 神奈川県 座間市 相武台１-３０-１０
ローソン秦野曽屋⼀丁⽬店 257-0031 神奈川県 秦野市 曽屋１-５-１０
ローソンＬＴＦ平塚⽥村店 254-0013 神奈川県 平塚市 ⽥村７-７-２１
ローソン平塚河内店 254-0903 神奈川県 平塚市 河内３５３-１
ローソン辻堂新町店 251-0042 神奈川県 藤沢市 辻堂新町１-４-１０
ローソン南⾜柄岩原店 250-0113 神奈川県 南⾜柄市 岩原３３４-１
ローソンＬＴＦ相模⼤塚駅前店 242-0028 神奈川県 ⼤和市 桜森２-８-１５
ローソン上草柳⼋丁⽬店 242-0029 神奈川県 ⼤和市 上草柳８-１６-１８
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
ローソン横須賀追浜町⼀丁⽬店 237-0064 神奈川県 横須賀市 追浜町１-３８-５
ローソン横須賀三春町⼆丁⽬店 238-0014 神奈川県 横須賀市 三春町２-１２-５
ローソン横須賀⾈倉店 239-0805 神奈川県 横須賀市 ⾈倉２-３-２６
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ＬＴＦ港北綱島駅前店 223-0053 神奈川県 横浜市 港北区綱島⻄１-５-２
ローソン都筑南⼭⽥⼆丁⽬店 224-0029 神奈川県 横浜市 都筑区南⼭⽥２-１８-１
ローソンあざみ野駅前店 225-0011 神奈川県 横浜市 ⻘葉区あざみ野１-１１
ローソン緑鴨居町店 226-0004 神奈川県 横浜市 緑区鴨居町２４００



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ＬＴＦ緑区北⼋朔町店 226-0021 神奈川県 横浜市 緑区北⼋朔町２０５４-２
ローソンＬＴＦ⼗⽇市場北⼝店 226-0025 神奈川県 横浜市 緑区⼗⽇市場町８８５-１
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
ローソン横浜⼋幡町店 232-0037 神奈川県 横浜市 南区⼋幡町５-１
ローソン横浜東蒔⽥町店 232-0045 神奈川県 横浜市 南区東蒔⽥町１８-４
ローソン根岸店 235-0007 神奈川県 横浜市 磯⼦区⻄町１０-６
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
ローソン磯⼦森⼀丁⽬店 235-0023 神奈川県 横浜市 磯⼦区森１-１０-９
ローソンＬＴＦ保⼟ヶ⾕駅ビル店 240-0023 神奈川県 横浜市 保⼟ケ⾕区岩井町１-７
ローソンＬＴＦ保⼟ヶ⾕仏向町店 240-0044 神奈川県 横浜市 保⼟ケ⾕区仏向町８８４-３
ローソン⼾塚舞岡町店 244-0813 神奈川県 横浜市 ⼾塚区舞岡町３１１５-１
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
ローソン佐渡原⿊店 952-0016 新潟県 佐渡市 原⿊３２８
ローソン佐渡⽻茂店 952-0504 新潟県 佐渡市 ⽻茂本郷１８６-１
ローソン佐渡佐和⽥店 952-1324 新潟県 佐渡市 中原３４５-１
ローソン佐渡相川店 952-1568 新潟県 佐渡市 相川新浜町１-１
ローソン上越春⽇⼭町⼆丁⽬店 943-0807 新潟県 上越市 春⽇⼭町２-６-２
ローソン胎内⼩荒川店 959-2629 新潟県 胎内市 中条字⼩荒川３０５５-５
ローソン胎内⻄本町店 959-2656 新潟県 胎内市 ⻄本町２４-４
ローソン燕松橋店 959-1202 新潟県 燕市 松橋１３６-１
ローソン⼗⽇町⻄本町店 948-0072 新潟県 ⼗⽇町市 ⻄本町２-１３-７
ローソン新潟中島店 950-0824 新潟県 新潟市 東区中島１-８-１４
ローソン新潟島⾒町店 950-3102 新潟県 新潟市 北区島⾒町５１７４-４８
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
ローソン⿊部古御堂店 938-0021 富⼭県 ⿊部市 古御堂１１１
ローソン⿊部インター東店 938-0802 富⼭県 ⿊部市 若栗字川端割３５８２
ローソン砺波久泉店 939-1314 富⼭県 砺波市 久泉１３４-１
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
ローソン鶴来⽩⼭町店 920-2115 ⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭町２０５-１
ローソン⽩⼭倉光⼀丁⽬店 924-0865 ⽯川県 ⽩⼭市 倉光１-１５７
ローソン武⽣北町店 915-0004 福井県 越前市 北町５４号-９-１
ローソン越前上太⽥店 915-0882 福井県 越前市 上太⽥町２４字柳ヶ辻６-１
ローソン⼩浜府中店 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
ローソン丸岡笹和⽥店 910-0382 福井県 坂井市 丸岡町笹和⽥１-６-１
ローソン鯖江インター店 916-0041 福井県 鯖江市 東鯖江４-４-３３
ローソン敦賀昭和町店 914-0812 福井県 敦賀市 昭和町２-２２-３７
ローソン織⽥⼤王丸店 916-0221 福井県 丹⽣郡 越前町三崎２７-１
ローソン甲斐下今井店 400-0105 ⼭梨県 甲斐市 下今井９６１-１
ローソン甲斐⻯王バイパス店 400-0118 ⼭梨県 甲斐市 ⻯王１０４１-２
ローソン甲州勝沼店 409-1316 ⼭梨県 甲州市 勝沼町勝沼７５６-１
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
ローソン南アルプス桃園北店 400-0301 ⼭梨県 南アルプス市 桃園３５９-６
ローソン南アルプス鏡中條店 400-0332 ⼭梨県 南アルプス市 鏡中條３１１-１
ローソン⾝延梅平店 409-2531 ⼭梨県 南巨摩郡 ⾝延町梅平３９８７-３５
ローソン⼭梨⼋幡南店 405-0042 ⼭梨県 ⼭梨市 南１２４７-１
ローソン岡⾕中央⼀丁⽬店 394-0027 ⻑野県 岡⾕市 中央町１-４-２２
ローソン岡⾕⼩萩三丁⽬店 394-0085 ⻑野県 岡⾕市 ⻑地⼩萩３-２７２６
ローソン⾠野樋⼝店 399-0424 ⻑野県 上伊那郡 ⾠野町⼤字⾚⽻５０９-１
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
ローソン駒ヶ根⾚穂店 399-4117 ⻑野県 駒ヶ根市 ⾚穂７１８３-１
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
ローソン須坂東横町店 382-0087 ⻑野県 須坂市 東横町１２６８-５
ローソン茅野中沖店 391-0000 ⻑野県 茅野市 中沖６-１０
ローソン中野新保店 383-0036 ⻑野県 中野市 ⼤字新保字割⽬９２１-１
ローソン⻑野東通り店 380-0902 ⻑野県 ⻑野市 ⼤字鶴賀１７１-５
ローソン⻑野稲⽥三丁⽬店 381-0042 ⻑野県 ⻑野市 稲⽥３-３７-５
ローソン⻘⽊島⼤塚店 381-2205 ⻑野県 ⻑野市 ⻘⽊島町⼤塚字⼤北１５５４-１



ローソン坂城村上店 389-0606 ⻑野県 埴科郡 坂城町⼤字上五明字旅屋場６４０-１
ローソン松本本庄店 390-0814 ⻑野県 松本市 本庄２-４-１
ローソン可児下恵⼟店 509-0203 岐⾩県 可児市 下恵⼟２９５７-１
ローソン各務原蘇原新栄町店 504-0855 岐⾩県 各務原市 蘇原新栄町１-２５-１
ローソン岐⾩今川神明店 501-1114 岐⾩県 岐⾩市 今川８２-１
ローソン下呂宮地店 509-2314 岐⾩県 下呂市 宮地２５２１
ローソン⻑良川鉄道関⼝駅店 501-3826 岐⾩県 関市 関⼝町１-５２
ローソン⼟岐津町店 509-5122 岐⾩県 ⼟岐市 ⼟岐津町⼟岐⼝字茶屋２１５７-９
ローソン道の駅花街道付知店 508-0351 岐⾩県 中津川市 付知町字河原８５９３-１０
ローソン岐南町三宅店 501-6002 岐⾩県 ⽻島郡 岐南町三宅３-２２
ローソン岐南町⼋剣店 501-6012 岐⾩県 ⽻島郡 岐南町⼋剣８-３
ローソン美濃加茂加茂野町店 505-0054 岐⾩県 美濃加茂市 加茂野町加茂野１２８
ローソン北⽅栄町店 501-0427 岐⾩県 本巣郡 北⽅町栄町３-６３
ローソン本巣⾒延店 501-0413 岐⾩県 本巣市 ⾒延９２７-６
ローソン伊東宇佐美店 414-0001 静岡県 伊東市 宇佐美字郷⼾１６５５-４
ローソン順天堂⼤学静岡病院２Ｆ店 410-2211 静岡県 伊⾖の国市 ⻑岡１１２９
ローソン伊⾖の国江間店 410-2223 静岡県 伊⾖の国市 北江間４-１
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
ローソン磐⽥豊岡店 438-0231 静岡県 磐⽥市 豊岡６２８６-１
ローソン湖⻄南台店 431-0429 静岡県 湖⻄市 南台２-１５-１
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
ローソン下⽥五丁⽬店 415-0001 静岡県 下⽥市 ５-１-３６
ローソン静岡⻑沼店 420-0813 静岡県 静岡市 葵区⻑沼南７-６
ローソン静岡川合⼀丁⽬店 420-0923 静岡県 静岡市 葵区川合１-１０-１５
ローソン静岡⼋幡五丁⽬店 422-8076 静岡県 静岡市 駿河区⼋幡５-２４-１０
ローソン清⽔天神⼆丁⽬店 424-0809 静岡県 静岡市 清⽔区天神２-４-１７
ローソン清⽔町新宿⻄店 411-0901 静岡県 駿東郡 清⽔町新宿１７９-１
ローソン沼津⻄沢⽥店 410-0007 静岡県 沼津市 ⻄沢⽥⻄荒３００-１
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
ローソン浜松⼗軒町店 435-0055 静岡県 浜松市 中区⼗軒町６３-１
ローソン袋井川井店 437-0064 静岡県 袋井市 川井１１０３
ローソン三島⾕⽥店 411-0801 静岡県 三島市 ⾕⽥１６６-１
ローソンひばり焼津⼩川新町店 425-0031 静岡県 焼津市 ⼩川新町３-１-３３
ローソン甚⽬寺五位⽥店 490-1111 愛知県 あま市 ⼤字甚⽬寺字五位⽥７９-１
ローソンあま七宝町桂店 497-0004 愛知県 あま市 七宝町桂宮前２１-１
ローソンあま七宝町伊福店 497-0005 愛知県 あま市 七宝町伊福苗代１２６
ローソン東郷春⽊太⼦店 470-0162 愛知県 愛知郡 東郷町⼤字春⽊字太⼦４１
ローソン東郷⻄⽩⼟店 470-0162 愛知県 愛知郡 東郷町⼤字春⽊字⽩⼟１-１１７８
ローソン⼀宮⼩⽇⽐野店 491-0104 愛知県 ⼀宮市 浅井町⼩⽇⽐野字中牧６１
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福森店 491-0935 愛知県 ⼀宮市 ⼤和町福森字宮前１９-１
ローソン岡崎⾚渋町店 444-0241 愛知県 岡崎市 ⾚渋町字⽥中１７-１
ローソン岡崎舞⽊町店 444-3511 愛知県 岡崎市 舞⽊町字市場１３-１
ローソン⼤府東⼭⼩学校前店 474-0021 愛知県 ⼤府市 ⻑根町１-９４-１
ローソン⼤府共和町店 474-0061 愛知県 ⼤府市 共和町５-６９
ローソン春⽇井東野町九丁⽬店 486-0817 愛知県 春⽇井市 東野町９-１-１
ローソン春⽇井庄名町店 487-0022 愛知県 春⽇井市 庄名町２-７-２６
ローソン清須⼆ツ杁駅前店 452-0065 愛知県 清須市 ⻄枇杷島町芳野２-３１-１
ローソン北名古屋井瀬⽊店 481-0004 愛知県 北名古屋市 ⿅⽥南蒲屋敷６４６-２
ローソン江南安良店 483-8111 愛知県 江南市 安良町地蔵６
ローソン瀬⼾⻄原町店 489-0972 愛知県 瀬⼾市 ⻄原町１-３４-１
ローソン⾼浜論地町店 444-1314 愛知県 ⾼浜市 論地町３-３-６４
ローソン知⽴東上重原店 472-0054 愛知県 知⽴市 東上重原６-４１
ローソン津島⽩浜町店 496-0016 愛知県 津島市 ⽩浜町字林造２
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
ローソン豊川篠⽥店 441-1206 愛知県 豊川市 篠⽥町新切７-１
ローソン豊⽥平井店 471-0011 愛知県 豊⽥市 平井町５-１９０-２
ローソン豊⽥美⾥店 471-0805 愛知県 豊⽥市 美⾥１-１１-１１
ローソン豊⽥今町店 471-0823 愛知県 豊⽥市 今町１-６-４
ローソン名駅南⼆丁⽬店 450-0003 愛知県 名古屋市 中村区名駅南２-１０-２２
ローソン⻄区清⾥町店 452-0801 愛知県 名古屋市 ⻄区清⾥町３１４
ローソン⻄区花原町店 452-0809 愛知県 名古屋市 ⻄区花原町１４５
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
ローソン港区七反野⼀丁⽬店 455-0884 愛知県 名古屋市 港区七反野１-７０１
ローソン緑区有松町店 458-0924 愛知県 名古屋市 緑区有松２６１８



ローソン中区⼤須⼆丁⽬店 460-0011 愛知県 名古屋市 中区⼤須２-６１６
ローソン千代⽥⼀丁⽬店 460-0012 愛知県 名古屋市 中区千代⽥１-１６-１５
ローソン本郷駅⻄店 465-0025 愛知県 名古屋市 名東区上社２-２００
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
ローソン昭和⾼校前店 468-0065 愛知県 名古屋市 天⽩区中砂町１
ローソン⽇進梅森台⼆丁⽬店 470-0133 愛知県 ⽇進市 梅森台２-２０１
ローソン半⽥有楽町店 475-0837 愛知県 半⽥市 有楽町６-２２３
ローソン半⽥岩滑南浜町店 475-0901 愛知県 半⽥市 岩滑南浜町２３
ローソン半⽥昭和町四丁⽬店 475-0922 愛知県 半⽥市 昭和町４-１６-１
ローソン半⽥北⼆ツ坂町店 475-0927 愛知県 半⽥市 北⼆ツ坂町１-１２-１１
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
ローソン桑名⻑島町店 511-1113 三重県 桑名市 ⻑島町押付字⼩六５３２-６
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
ローソン津城⼭店 514-0815 三重県 津市 藤⽅字⿊⽊３-１
ローソン四⽇市⼭城町店 512-8048 三重県 四⽇市市 ⼭城町字炭焼３５８-４
ローソン南伊勢南島店 516-1309 三重県 度会郡 南伊勢町東宮字⾖⽅６２-１３
ローソン多賀敏満寺店 522-0342 滋賀県 ⽝上郡 多賀町敏満寺８０３-３
ローソン安⼟上豊浦店 521-1341 滋賀県 近江⼋幡市 安⼟町上豊浦字⻄才⾏９０４-１
ローソン真野インター店 520-0235 滋賀県 ⼤津市 真野⼤野１字北⾕５８-２
ローソン東近江池之尻店 527-0171 滋賀県 東近江市 池之尻町柳下８６０
ローソン野洲御上神社前店 520-2323 滋賀県 野洲市 三上字寺⽥４７４-１
ローソン⼤久保茶屋裏店 611-0031 京都府 宇治市 広野町茶屋裏１３-５
ローソン⼤久保町平盛店 611-0033 京都府 宇治市 ⼤久保町平盛６０-１
ローソン宇治⼩倉店 611-0042 京都府 宇治市 ⼩倉町⻄浦７６-１
ローソン⻲岡⾺堀店 621-0823 京都府 ⻲岡市 篠町⾺堀南垣内４３-３
ローソン松井⼭⼿駅前店 610-0356 京都府 京⽥辺市 ⼭⼿中央１-１２
ローソン千本⼀条店 602-8296 京都府 京都市 上京区千本通⼀条上ル北伊勢殿構町６８２-１
ローソンドラッグひかり蛸薬師⾼倉店 604-8141 京都府 京都市 中京区蛸薬師通⾼倉⻄⼊泉正寺町３３６
ローソン東⼤路⾺町店 605-0875 京都府 京都市 東⼭区鐘鋳町４-４１５
ローソン⼀乗寺宮ノ東町店 606-8116 京都府 京都市 左京区⼀乗寺宮ノ東町３３
ローソン⼭科外環⼩野店 607-8261 京都府 京都市 ⼭科区⼩野鐘付⽥町１２３
ローソン下⿃⽻柳⻑店 612-8489 京都府 京都市 伏⾒区下⿃⽻⻄柳⻑町２０７
ローソン伏⾒久我橋店 612-8493 京都府 京都市 伏⾒区久我御旅町１-２４
ローソン⻑岡京ガラシャ通店 617-0832 京都府 ⻑岡京市 東神⾜２-７-３
ローソン福知⼭郵便局前店 620-0000 京都府 福知⼭市 字天⽥⼩字中⻑⼾５７-１
ローソン舞鶴真倉店 624-0824 京都府 舞鶴市 字真倉⼩字⼤⼭２４０
ローソン東舞鶴駅前店 625-0037 京都府 舞鶴市 浜町７-１３
ローソン宮津京街道店 626-0027 京都府 宮津市 字京街道２１４
ローソン洛⻄⼝駅北店 617-0002 京都府 向⽇市 寺⼾町⽯⽥１-１
ローソン⼋幡久保⽥店 614-8045 京都府 ⼋幡市 ⼋幡久保⽥２-１
ローソン茨⽊南⽿原店 567-0004 ⼤阪府 茨⽊市 南⽿原２-５-２
ローソン茨⽊五⽇市⼆丁⽬店 567-0005 ⼤阪府 茨⽊市 五⽇市２-１７-１５
ローソン茨⽊太⽥⼆丁⽬店 567-0018 ⼤阪府 茨⽊市 太⽥２-９-２７
ローソン茨⽊郡⼭⼆丁⽬店 567-0071 ⼤阪府 茨⽊市 郡⼭２-２７-３４
ローソン茨⽊島四丁⽬店 567-0854 ⼤阪府 茨⽊市 島４-１４-１５
ローソン泉佐野上町⼆丁⽬店 598-0007 ⼤阪府 泉佐野市 上町２-４-２４
ローソンりんくうパピリオ店 598-0048 ⼤阪府 泉佐野市 りんくう往来北１
ローソン池⽥城南三丁⽬店 563-0025 ⼤阪府 池⽥市 城南３-１-１５-１０１
ローソン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
ローソン城東蒲⽣⼀丁⽬店 536-0016 ⼤阪府 ⼤阪市 城東区蒲⽣１-１-１２
ローソン森之宮⼆丁⽬店 536-0025 ⼤阪府 ⼤阪市 城東区森之宮２-４-１１
ローソン松屋町北店 542-0067 ⼤阪府 ⼤阪市 中央区松屋町１-１５
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
ローソン舎利寺⼀丁⽬店 544-0022 ⼤阪府 ⼤阪市 ⽣野区舎利寺１-１５-３
ローソン新町四丁⽬店 550-0013 ⼤阪府 ⼤阪市 ⻄区新町４-３-６
ローソン此花⻄九条四丁⽬店 554-0012 ⼤阪府 ⼤阪市 此花区⻄九条４-３-３４
ローソンユニバーサル・シティウォーク⼤阪店 554-0024 ⼤阪府 ⼤阪市 此花区島屋６-２-６１
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
ローソン鶴⾒橋⼀丁⽬店 557-0031 ⼤阪府 ⼤阪市 ⻄成区鶴⾒橋１-２-３
ローソン⾙塚海塚店 597-0083 ⼤阪府 ⾙塚市 海塚１-２-１６
ローソン交野私部⻄店 576-0041 ⼤阪府 交野市 私部⻄２-１５-３
ローソン岸和⽥東⼤路町店 596-0803 ⼤阪府 岸和⽥市 東⼤路町２６９
ローソン岸和⽥尾⽣町店 596-0816 ⼤阪府 岸和⽥市 尾⽣町７-１０-１２
ローソン堺南庄町店 590-0008 ⼤阪府 堺市 堺区南庄町２-２-５
ローソンＪＲ堺市駅前店 590-0013 ⼤阪府 堺市 堺区東雲⻄町⼀丁５９-１
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



ローソン上野芝駅前店 593-8301 ⼤阪府 堺市 ⻄区上野芝町四丁６-７
ローソン⾼槻北柳川店 569-0852 ⼤阪府 ⾼槻市 北柳川町１-１
ローソン⼤東氷野⼆丁⽬店 574-0062 ⼤阪府 ⼤東市 氷野２-４-４
ローソン寝屋川寝屋⼀丁⽬店 572-0801 ⼤阪府 寝屋川市 寝屋１-３-２
ローソン⽻曳野島泉九丁⽬店 583-0881 ⼤阪府 ⽻曳野市 島泉９-１８３-１
ローソン近鉄布施駅北店 577-0056 ⼤阪府 東⼤阪市 ⻑堂１-６-２４
ローソン東⼤阪松原⼆丁⽬店 578-0922 ⼤阪府 東⼤阪市 松原２-１-３２
ローソン東⼤阪若江⻄新町店 578-0944 ⼤阪府 東⼤阪市 若江⻄新町３-６-２４
ローソン枚⽅東⽥宮店 573-0023 ⼤阪府 枚⽅市 東⽥宮１-１１-２８
ローソン枚⽅岡東町店 573-0032 ⼤阪府 枚⽅市 岡東町１３-２２
ローソン新枚⽅岡東町店 573-0032 ⼤阪府 枚⽅市 岡東町１４-２５
ローソン枚⽅船橋本町⼆丁⽬店 573-1116 ⼤阪府 枚⽅市 船橋本町２-３１
ローソン守⼝佐太中町店 570-0002 ⼤阪府 守⼝市 佐太中町４-２０-１０
ローソン⼀宮町郡家店 656-1511 兵庫県 淡路市 郡家４１３
ローソン和⽥⼭⼟⽥店 669-5241 兵庫県 朝来市 和⽥⼭町⼟⽥４２５-１
ローソン明⽯⼤久保町⼤窪店 674-0051 兵庫県 明⽯市 ⼤久保町⼤窪１８８１-１
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
ローソン加古川粟津店 675-0039 兵庫県 加古川市 加古川町粟津８１２-１
ローソン北⻑狭店 650-0012 兵庫県 神⼾市 中央区北⻑狭通６-１-２
ローソン神⼾国際会館前店 651-0086 兵庫県 神⼾市 中央区磯上通８-１-１９
ローソン北区鈴⾼前店 651-1101 兵庫県 神⼾市 北区⼭⽥町⼩部字南⼭２-４７４
ローソン王塚台五丁⽬店 651-2135 兵庫県 神⼾市 ⻄区王塚台５-９３
ローソン神⼾神出町⽥井南店 651-2313 兵庫県 神⼾市 ⻄区神出町⽥井１１２５-１
ローソン兵庫中道通⼀丁⽬店 652-0801 兵庫県 神⼾市 兵庫区中道通１-３-１
ローソン神⼾三川⼝町三丁⽬店 652-0815 兵庫県 神⼾市 兵庫区三川⼝町３-４-６
ローソンＪＲ新⻑⽥駅南店 653-0038 兵庫県 神⼾市 ⻑⽥区若松町３-２-１５-１０３
ローソン神⼾⻑⽥町五丁⽬店 653-0812 兵庫県 神⼾市 ⻑⽥区⻑⽥町５-３-１１
ローソン⻑⽥神楽町店 653-0836 兵庫県 神⼾市 ⻑⽥区神楽町５-１
ローソン⾐掛町店 654-0048 兵庫県 神⼾市 須磨区⾐掛町５-２
ローソン神⼾⼤町⼆丁⽬店 655-0014 兵庫県 神⼾市 垂⽔区⼤町２-２-１１
ローソン神⼾清⽔が丘三丁⽬店 655-0031 兵庫県 神⼾市 垂⽔区清⽔が丘３-６-６
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
ローソン垂⽔あじさい公園前店 655-0852 兵庫県 神⼾市 垂⽔区名⾕町字中坊３３-１
ローソン神⼾名⾕町梨原店 655-0852 兵庫県 神⼾市 垂⽔区名⾕町２３５３-１
ローソン神⼾ジェームス⼭店 655-0871 兵庫県 神⼾市 垂⽔区松⾵台２-４-１
ローソン⼭崎城下店 671-2553 兵庫県 宍粟市 ⼭崎町鶴⽊４３-４
ローソン波賀安賀店 671-4241 兵庫県 宍粟市 波賀町安賀字⼭根５０-１
ローソンたつの富永店 679-4167 兵庫県 たつの市 ⿓野町富永４５２-１
ローソン⾼砂松陽店 676-0082 兵庫県 ⾼砂市 曽根町７０５-１
ローソン氷上北店 669-3651 兵庫県 丹波市 氷上町氷上字六反⽥１１-２
ローソン宝塚⼝⾕⻄店 665-0813 兵庫県 宝塚市 ⼝⾕⻄３-８４-１９
ローソン豊岡⽇⾼祢布店 669-5305 兵庫県 豊岡市 ⽇⾼町祢布７９２-１
ローソン⻄宮千歳町店 662-0046 兵庫県 ⻄宮市 千歳町１-３１
ローソン姫路⻄今宿店 670-0061 兵庫県 姫路市 ⻄今宿３-８-２０
ローソン姫路南条北店 670-0952 兵庫県 姫路市 南条５２１
ローソン姫路⼟⼭六丁⽬店 670-0996 兵庫県 姫路市 ⼟⼭６-６７６-１
ローソン姫路⼤津真砂店 671-1134 兵庫県 姫路市 ⼤津区真砂町５-１
ローソン姫路書写店 671-2201 兵庫県 姫路市 書写２４８７-２
ローソン飾磨阿成店 672-8030 兵庫県 姫路市 飾磨区阿成植⽊８３５
ローソン三⽊⼤村店 673-0404 兵庫県 三⽊市 ⼤村３２７-１
ローソン三⽊福井店 673-0433 兵庫県 三⽊市 福井３-１５-２６
ローソン三⽊御坂店 673-0516 兵庫県 三⽊市 志染町御坂芦原６２６-１
ローソン⾹美町⾹住店 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
ローソン近鉄⼋⽊駅前店 634-0804 奈良県 橿原市 内膳町１-１-８
ローソン五條住川町店 637-0014 奈良県 五條市 住川町１８６-１
ローソン御所茅原店 639-2241 奈良県 御所市 ⼤字茅原３７-１
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ＪＲ奈良駅⻄店 630-8122 奈良県 奈良市 三条本町１１番２０号
ローソン奈良東九条町店 630-8451 奈良県 奈良市 東九条町１８３-３
ローソン⼤淀町下渕店 638-0821 奈良県 吉野郡 ⼤淀町⼤字下渕２１-１
ローソンかつらぎ町笠⽥店 649-7161 和歌⼭県 伊都郡 かつらぎ町笠⽥東４７０-１
ローソン紀美野町⼩畑店 640-1141 和歌⼭県 海草郡 紀美野町⼩畑 ９８-１
ローソン⽥辺内之浦北店 646-0011 和歌⼭県 ⽥辺市 新庄町字北内之浦３０２１-４
ローソン橋本神野々店 648-0086 和歌⼭県 橋本市 神野々字⾵呂之上６３４-１
ローソン勝浦町下⾥店 649-5142 和歌⼭県 東牟婁郡 那智勝浦町下⾥５５５-１
ローソン南部町北道店 645-0006 和歌⼭県 ⽇⾼郡 みなべ町⼤字北道字浜端４５６-４



ローソン和歌⼭神前⻄店 640-8314 和歌⼭県 和歌⼭市 神前字宮出１６６-１
ローソン和歌⼭太⽥店 640-8323 和歌⼭県 和歌⼭市 太⽥５６４-４
ローソン和歌⼭⿊⽥東店 640-8341 和歌⼭県 和歌⼭市 ⿊⽥２５８-７
ローソン和歌⼭鈴丸店 640-8371 和歌⼭県 和歌⼭市 新⼋百屋丁５
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
ローソン和歌⼭⼭⼝⾕店 649-6305 和歌⼭県 和歌⼭市 ⾕３２-１
ローソン倉吉河北中前店 682-0021 ⿃取県 倉吉市 上井字新⼟⼿３６９-１
ローソン関⾦温泉店 682-0411 ⿃取県 倉吉市 関⾦町関⾦宿字⽇笠２３６-８
ローソン境港市役所前店 684-0033 ⿃取県 境港市 上道町３２８６
ローソン⻄伯名和店 689-3221 ⿃取県 ⻄伯郡 ⼤⼭町富⻑７２１-３
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
ローソン伯耆溝⼝店 689-4100 ⿃取県 ⻄伯郡 伯耆町字沢尻 ６３-１
ローソン⿃取⽥園町店 680-0803 ⿃取県 ⿃取市 ⽥園町３-１５７-２
ローソン⿃取江津店 680-0901 ⿃取県 ⿃取市 江津１２０８
ローソン⿃取千代⼯場団地前店 680-0921 ⿃取県 ⿃取市 古海５３９-６
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・ポプラ気⾼浜村店 689-0357 ⿃取県 ⿃取市 気⾼町⼋束⽔２７０８-５３
ローソン三朝温泉店 682-0121 ⿃取県 東伯郡 三朝町⼤字⼤瀬字上河原４９８-１
ローソン・ポプラ北栄町江北店 689-2101 ⿃取県 東伯郡 北栄町江北７８６-１
ローソン北栄町北尾店 689-2114 ⿃取県 東伯郡 北栄町北尾字弐ノ坪９０-１
ローソン・ポプラ由良駅前店 689-2221 ⿃取県 東伯郡 北栄町由良宿５６１
ローソン⼋頭⼋東店 680-0607 ⿃取県 ⼋頭郡 ⼋頭町徳丸字上ハ福１２０-１
ローソン⽶⼦警察署通り店 683-0004 ⿃取県 ⽶⼦市 上福原９２１-３
ローソン⽶⼦医療センター前店 683-0006 ⿃取県 ⽶⼦市 ⾞尾７-２-１８
ローソン⿃⼤病院恵仁会店 683-0826 ⿃取県 ⽶⼦市 ⻄町３６-１
ローソン⽶⼦三本松⼝店 683-0853 ⿃取県 ⽶⼦市 両三柳字⼤沢１６-２６８-２
ローソン⽶⼦⼆本⽊店 689-3541 ⿃取県 ⽶⼦市 ⼆本⽊字浜⽥１１２６-１
ローソン⽶⼦熊党店 689-3546 ⿃取県 ⽶⼦市 熊党字⾼砂３３８-２
ローソン平⽥中ノ島店 691-0001 島根県 出雲市 平⽥町字中ノ島７５５０
ローソン出雲国富店 691-0011 島根県 出雲市 国富町字⼤向８０６
ローソン出雲駅南店 693-0008 島根県 出雲市 駅南町２-５-１
ローソン出雲塩冶有原店 693-0023 島根県 出雲市 塩冶有原町５-３９
ローソン出雲⼤塚店 693-0063 島根県 出雲市 ⼤塚町７４２
ローソン⼤⽥宮崎店 694-0064 島根県 ⼤⽥市 ⼤⽥町⼤⽥字宮崎ロ９７７-２
ローソン・ポプラ瑞穂店 696-0222 島根県 ⾢智郡 ⾢南町下⽥所２５９-２
ローソン益⽥⾼津店 698-0041 島根県 益⽥市 ⾼津６-１５-３３
ローソン⼋雲東岩坂店 690-2102 島根県 松江市 ⼋雲町東岩坂１４-１
ローソン東出雲ホープフルタウン店 699-0112 島根県 松江市 東出雲町意宇東１-６-５
ローソン岡⼭駅前店 700-0901 岡⼭県 岡⼭市 北区本町２-１
ローソン岡⼭撫川店 701-0164 岡⼭県 岡⼭市 北区撫川字⻄野８７３-１
ローソン岡⼭妹尾店 701-0205 岡⼭県 岡⼭市 南区妹尾４１４１-４
ローソン岡⼭横井上店 701-1145 岡⼭県 岡⼭市 北区横井上２０２-１
ローソン倉敷⼋軒屋店 710-0037 岡⼭県 倉敷市 ⼋軒屋２４３-１
ローソン倉敷北畝五丁⽬店 712-8032 岡⼭県 倉敷市 北畝５-１４-５５
ローソン倉敷北畝⼆丁⽬店 712-8032 岡⼭県 倉敷市 北畝２-２-７
ローソン倉敷神⽥店 712-8061 岡⼭県 倉敷市 神⽥３-１４-９
ローソン倉敷⽟島三丁⽬店 713-8102 岡⼭県 倉敷市 ⽟島３-８２２２-１
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
ローソン津⼭⼩⽥中⻄店 708-0006 岡⼭県 津⼭市 ⼩⽥中１３１４-５
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
ローソン津⼭⽥町店 708-0052 岡⼭県 津⼭市 ⽥町８６-４
ローソン早島町店 701-0304 岡⼭県 都窪郡 早島町早島１４４３-１
ローソン新⾒⾼尾店 718-0003 岡⼭県 新⾒市 ⾼尾字川端２１９０-１
ローソン新⾒駅前店 718-0003 岡⼭県 新⾒市 ⾼尾２４６５-１２
ローソン備前伊部久保⽥店 705-0001 岡⼭県 備前市 伊部字久保⽥２１６０-１
ローソン備前⻄⽚上店 705-0021 岡⼭県 備前市 ⻄⽚上１３７８-１
ローソン真庭市役所前店 719-3201 岡⼭県 真庭市 久世字花蔵２９３９-２
ローソン美作福本店 701-2604 岡⼭県 美作市 福本６１１-１
ローソン尾道三軒家町店 722-0031 広島県 尾道市 三軒家町６-１０
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
ローソン呉中央五丁⽬店 737-0051 広島県 呉市 中央５-１１-１４
ローソン広島⼤町東⼆丁⽬店 731-0124 広島県 広島市 安佐南区⼤町東２-８-２３



ローソン広島⼋幡五丁⽬店 731-5116 広島県 広島市 佐伯区⼋幡５-１５-１
ローソン広島温品六丁⽬店 732-0033 広島県 広島市 東区温品６-４-７
ローソン福⼭南蔵王町四丁⽬店 721-0973 広島県 福⼭市 南蔵王町４-１７-３３
ローソン福⼭⻄深津店 721-0975 広島県 福⼭市 ⻄深津町４-３-１１
ローソン福⼭南松永店 729-0105 広島県 福⼭市 南松永町１-２１-１８
ローソンフタバ図書三次店 728-0017 広島県 三次市 南畑敷町５０４
ローソン宇部中尾⼆丁⽬店 755-0073 ⼭⼝県 宇部市 中尾２-１-８
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
ローソン防府新⽥⻄店 747-0825 ⼭⼝県 防府市 ⼤字新⽥字中道８２７-１
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
ローソン阿南⾒能林店 774-0017 徳島県 阿南市 ⾒能林町九反ケ坪１-４
ローソン⽻ノ浦中庄店 779-1101 徳島県 阿南市 ⽻ノ浦町中庄⾼⽥原５２-５
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
ローソン北島町中村店 771-0203 徳島県 板野郡 北島町中村字⽵ノ下１７-１
ローソン上板町⻄分店 771-1330 徳島県 板野郡 上板町⻄分字東光３５-１
ローソン⽇和佐寺前店 779-2305 徳島県 海部郡 美波町奥河内字寺前１６-１
ローソン⼩松島⾚⽯店 773-0021 徳島県 ⼩松島市 ⾚⽯町４-８３
ローソン徳島⼤原店 770-8012 徳島県 徳島市 ⼤原町千代ケ丸３２-１
ローソン徳島インター南店 771-0123 徳島県 徳島市 川内町鈴江北９-１
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
ローソン鳴⾨撫養町⽊津店 772-0004 徳島県 鳴⾨市 撫養町⽊津字東⼩沖７９４-１
ローソン鳴⾨⼤⿇板東店 779-0238 徳島県 鳴⾨市 ⼤⿇町板東字東⼭⽥９８-１
ローソン脇町郵便局前店 779-3602 徳島県 美⾺市 脇町⼤字猪尻字若宮南１０２７-１
ローソン坂出川津町店 762-0025 ⾹川県 坂出市 川津町２７５４-１
ローソン善通寺⽣野町店 765-0053 ⾹川県 善通寺市 ⽣野町２１２０-１
ローソン⾼松三⾕店 761-0450 ⾹川県 ⾼松市 三⾕町中原２９９
ローソン⾼松⾹⻄中央通店 761-8012 ⾹川県 ⾼松市 ⾹⻄本町３９５-１
ローソン⾼松御厩店 761-8042 ⾹川県 ⾼松市 御厩町字正勝１４４８-１
ローソン⾼松多肥下町店 761-8075 ⾹川県 ⾼松市 多肥下町１５３０-１
ローソン⾼松太⽥店 761-8075 ⾹川県 ⾼松市 多肥下町１５９２
ローソン⾼松多肥上町店 761-8076 ⾹川県 ⾼松市 多肥上町字⻑塚２０２９-１
ローソン三豊⾼瀬町店 767-0011 ⾹川県 三豊市 ⾼瀬町下勝間１６３５-１
ローソン三豊豊中町店 769-1507 ⾹川県 三豊市 豊中町岡本２７８
ローソン伊予松前町中川原店 791-3164 愛媛県 伊予郡 松前町中川原１８１-１
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
ローソン今治南⿃⽣店 794-0802 愛媛県 今治市 南⿃⽣町２-３-５２
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
ローソン松⼭平⽥店 791-8001 愛媛県 松⼭市 平⽥町８８-２
ローソン松⼭南吉⽥町店 791-8042 愛媛県 松⼭市 南吉⽥町１７６０-１
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
ローソン野市町北店 781-5232 ⾼知県 ⾹南市 野市町⻄野２２８-１
ローソン⾼知⽐島町⼆丁⽬店 780-0066 ⾼知県 ⾼知市 ⽐島町２-３-３９
ローソンＬＧＯＳＳＯたかそね店 780-0071 ⾼知県 ⾼知市 ⾼そね１３-６
ローソン⾼知福井町店 780-0965 ⾼知県 ⾼知市 福井町１１６７
ローソン⾼知神⽥店 780-8040 ⾼知県 ⾼知市 神⽥１３８９-１
ローソン⾼知仁井⽥⼀窪店 781-0112 ⾼知県 ⾼知市 仁井⽥字⼀窪１９７-２
ローソン⾼知瀬⼾⼀丁⽬店 781-0250 ⾼知県 ⾼知市 瀬⼾１-２-７２
ローソン⽇⾼総合運動公園前店 781-2154 ⾼知県 ⾼岡郡 ⽇⾼村岩⽬地字平野澤８７５-２
ローソン⼟佐清⽔下ノ加江店 787-0242 ⾼知県 ⼟佐清⽔市 下ノ加江２７７-２
ローソン南国バイパス店 783-0007 ⾼知県 南国市 明⾒字⼤政所９５３-１
ローソン南国岡豊⼩蓮店 783-0043 ⾼知県 南国市 岡豊町⼩蓮５０９-１
ローソン朝倉三輪店 838-0814 福岡県 朝倉郡 筑前町⾼⽥２５３８-１
ローソン⽢⽊屋永店 838-0031 福岡県 朝倉市 屋永字⻄原４３２８-１２
ローソン前原池⽥店 819-1107 福岡県 ⽷島市 波多江駅北４-５-１５
ローソン飯塚東川津店 820-0067 福岡県 飯塚市 川津１２５-１
ローソン遠賀岡垣町店 811-4214 福岡県 遠賀郡 岡垣町松ケ台４-２０-７
ローソン春⽇須玖南店 816-0863 福岡県 春⽇市 須玖南３-１７３
ローソン⾨司⼩森江店 800-0006 福岡県 北九州市 ⾨司区⽮筈町２-１
ローソン⾨司東⾺寄店 800-0052 福岡県 北九州市 ⾨司区東⾺寄２-１８
ローソン⼩倉⽥原三丁⽬店 800-0225 福岡県 北九州市 ⼩倉南区⽥原３-６-２０
ローソン⼩倉蜷⽥若園店 802-0814 福岡県 北九州市 ⼩倉南区蜷⽥若園９-３４
ローソン⼩倉横代東町店 802-0822 福岡県 北九州市 ⼩倉南区横代東町２-１７-８



ローソン⼩倉⽥町店 803-0817 福岡県 北九州市 ⼩倉北区⽥町１９-１７
ローソン⼋幡熊⼿⼆丁⽬店 806-0028 福岡県 北九州市 ⼋幡⻄区熊⼿２-２-８
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
ローソン⼋幡丸尾町店 807-0826 福岡県 北九州市 ⼋幡⻄区丸尾町６-９
ローソン⼋幡⾥中三丁⽬店 807-0846 福岡県 北九州市 ⼋幡⻄区⾥中３-１-７
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
ローソン若松浜町三丁⽬店 808-0024 福岡県 北九州市 若松区浜町３-１６-２５
ローソン久留⽶⽂化センター通店 839-0862 福岡県 久留⽶市 野中町９１７-１２
ローソン⽥川川宮店 826-0042 福岡県 ⽥川市 ⼤字川宮７１０-２９
ローソン築上築城店 829-0101 福岡県 築上郡 築上町東築城１６３７
ローソン中間⼤辻町店 809-0026 福岡県 中間市 ⼤辻町４-７
ローソン中間⻑津三丁⽬店 809-0036 福岡県 中間市 ⻑津３-９-３
ローソン天神⼀丁⽬店 810-0001 福岡県 福岡市 中央区天神１-１３-１７
ローソン天神南店 810-0001 福岡県 福岡市 中央区天神１-２-１２
ローソン博多吉塚⼀丁⽬店 812-0041 福岡県 福岡市 博多区吉塚１-４５-１１
ローソン博多吉塚六丁⽬店 812-0041 福岡県 福岡市 博多区吉塚６-１４-２３
ローソン福岡今宿三丁⽬店 819-0167 福岡県 福岡市 ⻄区今宿３-２９-６
ローソン⽥尻店 819-0387 福岡県 福岡市 ⻄区富⼠⾒２-１-７
ローソン宗像⽥熊⼀丁⽬店 811-3431 福岡県 宗像市 ⽥熊１-５-１０
ローソン伊万⾥つつじヶ丘店 848-0021 佐賀県 伊万⾥市 ⼤坪町字浦川内甲２３６４-６
ローソン佐賀吉野ヶ⾥店 842-0102 佐賀県 神埼郡 吉野ヶ⾥町⽯動２７７４
ローソン⼤町町⽴病院前店 849-2101 佐賀県 杵島郡 ⼤町町⼤字⼤町８８５１-１
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
ローソン⻑崎弥⽣東店 850-0823 ⻑崎県 ⻑崎市 弥⽣町２-１０
ローソン⻑崎⼾町店 850-0952 ⻑崎県 ⻑崎市 ⼾町４-２７-３２
ローソン⻑崎上⼾町四丁⽬店 850-0953 ⻑崎県 ⻑崎市 上⼾町４-１３-２７
ローソン⻑崎琴海⻄海町店 851-3101 ⻑崎県 ⻑崎市 ⻄海町１６９４-４
ローソン⻑崎⾼尾町店 852-8111 ⻑崎県 ⻑崎市 ⾼尾町１-８
ローソン⻑与町役場前店 851-2128 ⻑崎県 ⻄彼杵郡 ⻑与町嬉⾥郷３７６-１
ローソン東彼杵インター店 859-3807 ⻑崎県 東彼杵郡 東彼杵町彼杵宿郷字江頭７５０-１
ローソン天草佐伊津町店 863-2171 熊本県 天草市 佐伊津町南平１９３８-３４
ローソン宇⼟⾚瀬町店 869-3175 熊本県 宇⼟市 ⾚瀬町字⽩瀬７３０-１
ローソン熊本嘉島六嘉店 861-3102 熊本県 上益城郡 嘉島町下六嘉字囲３８１８-４
ローソン菊陽原⽔下原店 869-1102 熊本県 菊池郡 菊陽町⼤字原⽔８９５
ローソン菊池⼤津町室店 869-1235 熊本県 菊池郡 ⼤津町⼤字室字北出⼝１３９５-１
ローソン熊本河内町店 861-5347 熊本県 熊本市 ⻄区河内町船津⼩川内８８８-１
ローソン熊本⼾島⼆丁⽬店 861-8041 熊本県 熊本市 東区⼾島２-６-６０
ローソン熊本尾ノ上三丁⽬店 862-0913 熊本県 熊本市 東区尾ノ上３-２-３
ローソン熊本花⽴六丁⽬店 862-0918 熊本県 熊本市 東区花⽴６-５-１
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
ローソン⼋代⻩⾦町店 866-0844 熊本県 ⼋代市 旭中央通３-６
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
ローソン宇佐下拝⽥店 879-0465 ⼤分県 宇佐市 ⼤字下拝⽥字上⼭ノ下７０９-１
ローソン⼤分王⼦中町店 870-0006 ⼤分県 ⼤分市 王⼦中町４０
ローソン⼤分王⼦町店 870-0009 ⼤分県 ⼤分市 王⼦町５-２０
ローソン⼤分新町店 870-0028 ⼤分県 ⼤分市 新町１-２
ローソン⼤分海原店 870-0107 ⼤分県 ⼤分市 ⼤字海原字天神元８３９-１
ローソン⼤分皆春店 870-0131 ⼤分県 ⼤分市 ⼤字皆春字町１５２６-１
ローソン⼤分中⼾次店 879-7761 ⼤分県 ⼤分市 ⼤字中⼾次字⾺場５９３４-１
ローソン⼤分上⼾次店 879-7764 ⼤分県 ⼤分市 ⼤字上⼾次字宇⼟ノ⼝６０９１-２
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
ローソン⽵⽥会々店 878-0011 ⼤分県 ⽵⽥市 ⼤字会々１２５０-２
ローソン津久⾒千怒店 879-2401 ⼤分県 津久⾒市 ⼤字千怒字新地６０５９
ローソン津久⾒⾼洲町店 879-2412 ⼤分県 津久⾒市 ⾼洲町２２-１９
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
ローソン三重町⾚嶺店 879-7111 ⼤分県 豊後⼤野市 三重町⾚嶺字⼤原１１４９-５
ローソン別府⽯垣⻄六丁⽬店 874-0910 ⼤分県 別府市 ⽯垣⻄６-１-５２
ローソン別府北的ヶ浜町店 874-0928 ⼤分県 別府市 北的ケ浜町１２２５
ローソン新富新⽥店 889-1406 宮崎県 児湯郡 新富町⼤字新⽥字祇園原１５１１３-２
ローソン延岡野⽥三丁⽬店 882-0805 宮崎県 延岡市 野⽥３-１-１
ローソン延岡桜⼩路店 882-0816 宮崎県 延岡市 桜⼩路３６０-１
ローソン延岡松原町⼆丁⽬店 889-0511 宮崎県 延岡市 松原町２-８８２３-１
ローソン⾨川加草⼆丁⽬店 889-0603 宮崎県 東⾅杵郡 ⾨川町加草２-１１９-１
ローソン⽇向春原町店 883-0035 宮崎県 ⽇向市 春原町１-５４
ローソン都城早⽔町店 885-0016 宮崎県 都城市 早⽔町４５０３-１６



ローソン都城⼀万城店 885-0041 宮崎県 都城市 ⼀万城町１０３-７
ローソン都城安久店 885-0044 宮崎県 都城市 安久町３８６-２
ローソン姶良⻘葉台⼊⼝店 899-5431 ⿅児島県 姶良市 ⻄餅⽥２４３-１
ローソン出⽔下知識店 899-0132 ⿅児島県 出⽔市 下知識町１４６９-１
ローソン出⽔⼤野原店 899-0216 ⿅児島県 出⽔市 ⼤野原町７３-１０
ローソン⿅屋⽩崎町店 893-0016 ⿅児島県 ⿅屋市 ⽩崎町６４９９-１
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
ローソン⿅児島武岡五丁⽬店 890-0031 ⿅児島県 ⿅児島市 武岡５-８-１
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
ローソン⿅児島笹貫電停店 890-0073 ⿅児島県 ⿅児島市 宇宿３-５１-１
ローソン⿅児島宇宿町店 890-0073 ⿅児島県 ⿅児島市 宇宿６-２２-１８
ローソン⿅児島⿂⾒町店 891-0112 ⿅児島県 ⿅児島市 ⿂⾒町１４１-３
ローソン照国神社前店 892-0841 ⿅児島県 ⿅児島市 照国町１２-２０
ローソン肝付内之浦店 893-1401 ⿅児島県 肝属郡 肝付町北⽅字新道１９０４-１
ローソン錦江神川店 893-2301 ⿅児島県 肝属郡 錦江町神川字平之下３４１５
ローソン霧島国分重久店 899-4301 ⿅児島県 霧島市 国分重久６２７-５
ローソン国分駅前店 899-4332 ⿅児島県 霧島市 国分中央１-３-４２
ローソン霧島溝辺麓店 899-6404 ⿅児島県 霧島市 溝辺町麓字横⼤道２５２４-１
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
ローソン⾦峰阿多店 899-3511 ⿅児島県 南さつま市 ⾦峰町宮崎字⻄⼤畠４０３９-１
ローソンうるま⽯川店 904-1106 沖縄県 うるま市 ⽯川２-２４-９
ローソンうるま与那城店 904-2303 沖縄県 うるま市 与那城１２０
ローソン与那城海中道路前店 904-2426 沖縄県 うるま市 与那城平安座４２２-２
ローソン前⽥⼩学校前店 901-2102 沖縄県 浦添市 字前⽥１３５１-１
ローソン浦添宮城⼀丁⽬店 901-2126 沖縄県 浦添市 宮城１-２６-８
ローソン沖縄美⾥店 904-2155 沖縄県 沖縄市 美原１-１１-１１
ローソン宜野湾⼆丁⽬店 901-2211 沖縄県 宜野湾市 宜野湾２-７-１
ローソン本部⼋重岳⼊⼝店 905-0222 沖縄県 国頭郡 本部町字並⾥６１７-３
ローソン本部港前店 905-0225 沖縄県 国頭郡 本部町字崎本部４６８４-１
ローソン中城南上原店 901-2424 沖縄県 中頭郡 中城村字南上原５１３
ローソン北⾕町北前店 904-0117 沖縄県 中頭郡 北⾕町北前２４０
ローソンネーブルカデナ店 904-0205 沖縄県 中頭郡 嘉⼿納町兼久４２４
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
ローソン那覇崇元寺通店 902-0067 沖縄県 那覇市 安⾥１-８-４
ローソン名護東江店 905-0021 沖縄県 名護市 東江４-２４-２８




