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都道府県 店舗名 住所

北海道 ローソン網走潮見店 北海道網走市潮見８‐９４‐６４
北海道 ローソン遠軽南町店 北海道紋別郡遠軽町南町４‐１‐２９
北海道 ローソン釧路鳥取大通店 北海道釧路市鳥取大通３‐２０‐１５
北海道 ローソン釧路文苑店 北海道釧路市文苑２‐２‐１
北海道 ローソン美幌栄通店 北海道網走郡美幌町字東１条北４‐２３‐３
北海道 ローソン帯広西１７条北店 北海道帯広市西１７条北１‐３２‐１０
北海道 ローソン足寄町店 北海道足寄郡足寄町郊南１‐２９‐１２
北海道 ローソン帯広東８南十五丁目店 北海道帯広市東８条南１５‐１‐８
北海道 ローソン中標津東７条北店 北海道標津郡中標津町中標津東７条北１‐１‐２
北海道 ローソン北見中央三輪店 北海道北見市中央三輪１‐３４８‐１
北海道 ローソン中標津東３０条南店 北海道標津郡中標津町東３０条南１‐１‐１
北海道 ローソン標茶桜店 北海道川上郡標茶町桜２‐２２‐３
北海道 ローソン札幌北１４条店 北海道札幌市東区北１４条東６‐１‐１０
北海道 ローソンルスツ店 北海道虻田郡留寿都村字留寿都４７‐１
北海道 ローソン当別樺戸町店 北海道石狩郡当別町樺戸町３７２‐１
北海道 ローソン小樽花園二丁目店 北海道小樽市花園２‐６‐１
北海道 ローソン小樽新光二丁目店 北海道小樽市新光２‐３‐５
北海道 ローソン岩内大浜店 北海道岩内郡岩内町字大浜１０‐１
北海道 ローソン雨竜追分店 北海道雨竜郡雨竜町字満寿３７‐５２
北海道 ローソン士別南町店 北海道士別市大通東１４‐３１４４‐２１０
北海道 ローソン滝川江部乙店 北海道滝川市江部乙町東１２‐１‐１
北海道 ローソン上富良野大町店 北海道空知郡上富良野町大町５‐９４２‐１７
北海道 ローソン当麻店 北海道上川郡当麻町宇園別２区
北海道 ローソン富良野緑町店 北海道富良野市緑町１‐４２
北海道 ローソン旭川台場１条店 北海道旭川市台場一条４‐１‐３５
北海道 ローソン富良野協会病院店 北海道富良野市住吉町１‐３０
北海道 ローソン芦別北４条東店 北海道芦別市北四条東１‐２‐１
北海道 ローソン滝川西町店 北海道滝川市西町２‐１‐４
北海道 ローソン苫小牧白鳥店 北海道苫小牧市北栄町３‐１‐１
北海道 ローソン室蘭海岸町店 北海道室蘭市海岸町１‐２０‐３５
北海道 ローソン登別栄町店 北海道登別市栄町２‐１３‐１
北海道 ローソン苫小牧日吉町四丁目店 北海道苫小牧市日吉町４‐１‐２６
北海道 ローソン市立函館病院店 北海道函館市港町１‐１０‐１
北海道 ローソン七飯町大川店 北海道亀田郡七飯町大川５‐８‐１４
北海道 ローソン函館八幡通店 北海道函館市大川町１‐２１
北海道 ローソン室蘭東町二丁目店 北海道室蘭市東町２‐５‐２
北海道 ローソン苫小牧双葉町一丁目店 北海道苫小牧市双葉町１‐９‐１
北海道 ローソン静内末広町店 北海道日高郡新ひだか町静内末広町１‐２７
北海道 ローソン函館湯川町三丁目店 北海道函館市湯川町３‐１６‐６
北海道 ローソン南平岸駅前店 北海道札幌市豊平区平岸４条１３‐１４
北海道 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
北海道 ローソン北広島西の里店 北海道北広島市西の里東４‐１１‐１０
北海道 ローソン札幌大谷地店 北海道札幌市厚別区大谷地東４‐１‐２
北海道 ローソン江別新栄台店 北海道江別市新栄台４６‐６
北海道 ローソン南幌町中央店 北海道空知郡南幌町中央４‐８‐１０
北海道 ローソン札幌菊水元町５条店 北海道札幌市白石区菊水元町５条３‐２‐６
北海道 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２‐９７‐３
北海道 ローソン千歳東郊店 北海道千歳市東郊１‐３‐１８
北海道 ローソン札幌厚別北１条店 北海道札幌市厚別区厚別北１条１‐１２５７‐６
北海道 ローソン南８条西六丁目店 北海道札幌市中央区南８条西６‐２８９
北海道 ローソン札幌八軒１０条店 北海道札幌市西区八軒１０条西２‐５
北海道 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似７条１２‐３‐３３
北海道 ローソン札幌南７条西一丁目店 北海道札幌市中央区南７条西１‐１２‐７
北海道 ローソン札幌八軒２条東店 北海道札幌市西区八軒２条東１‐４８９‐３
宮城県 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
宮城県 ローソン角田バイパス店 宮城県角田市梶賀字東１９４‐１
宮城県 ローソン仙台東中田店 宮城県仙台市太白区東中田２‐９‐３８
宮城県 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１６‐１
宮城県 ローソン岩沼三軒茶屋店 宮城県岩沼市恵み野１‐１‐６
宮城県 ローソン仙台柏木三丁目店 宮城県仙台市青葉区柏木３‐２‐２２
宮城県 ローソン仙台四郎丸渡道店 宮城県仙台市太白区四郎丸字渡道１１‐１
宮城県 ローソン仙台大野田店 宮城県仙台市太白区大野田５‐３０‐３
宮城県 ローソン白石鷹巣東店 宮城県白石市鷹巣東１‐４‐５０
宮城県 ローソン仙台高森店 宮城県仙台市泉区高森１‐１‐１８９
宮城県 ローソン松山町金谷店 宮城県大崎市松山金谷字向田１０‐１
宮城県 ローソン佐沼梅ノ木店 宮城県登米市迫町佐沼字八幡３‐３‐１
宮城県 ローソン多賀城南宮店 宮城県多賀城市南宮字伊勢２０７‐１
宮城県 ローソン仙台桂四丁目店 宮城県仙台市泉区桂４‐１‐８
宮城県 ローソン塩釜清水沢店 宮城県塩竈市清水沢３‐１‐３７
宮城県 ローソン石巻相野谷店 宮城県石巻市相野谷字杉ヶ崎１９‐１
宮城県 ローソン河北インター店 宮城県石巻市小船越字二子北下５５
宮城県 ローソン気仙沼東新城二丁目店 宮城県気仙沼市東新城２‐５‐６
宮城県 ローソン仙台中野店 宮城県仙台市宮城野区仙台港北２‐２‐１２
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宮城県 ローソン登米石越町店 宮城県登米市石越町北郷字長根１１８
宮城県 ローソン多賀城東田中店 宮城県多賀城市東田中２‐３８‐２０
宮城県 ローソン栗原金成店 宮城県栗原市金成翁留３４‐１
宮城県 ローソン大和もみじケ丘三丁目店 宮城県黒川郡大和町もみじケ丘３‐３４‐３
宮城県 ローソン登米中田町上沼店 宮城県登米市中田町上沼字籠壇１１１‐５
宮城県 ローソン栗原瀬峰店 宮城県栗原市瀬峰新下田１９５‐１
宮城県 ローソン富谷西沢店 宮城県富谷市富谷字西沢９３‐１
宮城県 ローソン涌谷蔵人沖名店 宮城県遠田郡涌谷町字蔵人沖名１２２‐１２
宮城県 ローソン大崎鳴子温泉店 宮城県大崎市鳴子温泉車湯９２‐４５
宮城県 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４‐６
宮城県 ローソン仙台福室北店 宮城県仙台市宮城野区福室７‐８‐７
宮城県 ローソン石巻流留店 宮城県石巻市流留字内田８１‐３
宮城県 ローソン山の駅くりこま店 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎上小路１４９‐６
福島県 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
福島県 ローソン梁川陽光台店 福島県伊達市梁川町陽光台４‐８
福島県 ローソンいわき常磐関船店 福島県いわき市常磐関船町一丁目２‐２４
福島県 ローソン喜多方清水台店 福島県喜多方市字清水台３‐３０
福島県 ローソン川俣鶴沢店 福島県伊達郡川俣町鶴沢字鶴東１６‐１
福島県 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
福島県 ローソン須賀川牡丹園前店 福島県須賀川市朝日田８２‐１
福島県 ローソン相馬松川浦店 福島県相馬市尾浜字細田２３２
福島県 ローソンいわき三和インター店 福島県いわき市三和町合戸字中舘下５５‐１５４‐１
福島県 ローソン須賀川影沼町店 福島県須賀川市影沼町１２‐１
福島県 ローソン須賀川卸町店 福島県須賀川市卸町３３
福島県 ローソン郡山西ノ内二丁目店 福島県郡山市西ノ内２‐２０‐２
福島県 ローソンいわき平北白土店 福島県いわき市平北白土字鍛冶淵４８‐２
福島県 ローソン郡山コスモス通り店 福島県郡山市谷地本町４１
福島県 ローソン須賀川陣場町店 福島県須賀川市陣場町４１
福島県 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
福島県 ローソン会津飯盛三丁目店 福島県会津若松市飯盛３‐１‐２０
福島県 ローソン須賀川並木店 福島県須賀川市岩作５‐５
福島県 ローソン伊達保原十二丁目店 福島県伊達市保原町字１２‐３‐４
福島県 ローソン福島吉倉店 福島県福島市吉倉字松木内４‐１
福島県 ローソン浪江町役場前店 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字芋頭４‐１
福島県 ローソン石川長久保店 福島県石川郡石川町字長久保１００
福島県 ローソン福島宮代前田店 福島県福島市宮代字前田２３‐１
福島県 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
福島県 ローソン東電福島第一大型休憩所店 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原２２
福島県 ローソン須賀川池ノ下町店 福島県須賀川市池ノ下町７３‐１５
福島県 ローソン田村常葉店 福島県田村市常葉町西向字中３１‐１
福島県 ローソンいわき常磐上湯長谷町店 福島県いわき市常磐上湯長谷町梅ヶ平６２‐２
福島県 ローソン相馬大曲店 福島県相馬市大曲字大毛内２６‐２
福島県 ローソン西郷上川向店 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向５‐１
福島県 ローソン白河関辺店 福島県白河市関辺上ノ原３‐３
青森県 ローソン青森造道店 青森県青森市造道３‐１‐２３
青森県 ローソン常盤榊店 青森県南津軽郡藤崎町榊字和田６５‐１
青森県 ローソン木造朝日店 青森県つがる市木造朝日１１‐７
青森県 ローソン板柳辻福岡店 青森県北津軽郡板柳町大字辻字福岡６７‐１
青森県 ローソン弘前撫牛子店 青森県弘前市大字撫牛子２‐１０‐２
青森県 ローソン青森勝田店 青森県青森市勝田２‐４‐１２
青森県 ローソン藤崎豊岡店 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字豊岡５２‐１
青森県 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
青森県 ローソン青森浜館二丁目店 青森県青森市浜館２‐４‐１
青森県 ローソン五所川原旭町店 青森県五所川原市字旭町７２‐１
青森県 ローソン平川碇ヶ関店 青森県平川市碇ケ関雷林４‐１
青森県 ローソン弘前桔梗野二丁目店 青森県弘前市桔梗野２‐１５‐１
青森県 ローソン平川高木原富店 青森県平川市高木原富２１５
青森県 ローソン青森自由ヶ丘二丁目店 青森県青森市自由ケ丘２‐３‐１
青森県 ローソン黒石角田店 青森県黒石市角田２２‐１
青森県 ローソン青森浅虫店 青森県青森市大字浅虫字山下３０５‐５
青森県 ローソン藤崎榊和田店 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字和田８‐１
青森県 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
青森県 ローソン八戸北高校前店 青森県八戸市大字大久保字町道１１‐６１
青森県 ローソン横浜町店 青森県上北郡横浜町字稲荷平１８
青森県 ローソン天間林店 青森県上北郡七戸町字森ケ沢１２４‐１
青森県 ローソンむつ奥内店 青森県むつ市大字奥内字中道２７‐３
青森県 ローソン野辺地高校前店 青森県上北郡野辺地町字観音林後１‐１
青森県 ローソン五戸ひばり野店 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１‐６２４
青森県 ローソンむつ苫生小学校前店 青森県むつ市新町２９‐１５
青森県 ローソン八戸湊高台二丁目店 青森県八戸市湊高台２‐１３‐４８
青森県 ローソン八戸根城六丁目店 青森県八戸市根城６‐３‐５
青森県 ローソンおいらせ一川目店 青森県上北郡おいらせ町一川目４‐１４４‐３６
青森県 ローソン八戸多賀台一丁目店 青森県八戸市多賀台１‐１４‐１
青森県 ローソン三沢緑町一丁目店 青森県三沢市緑町１‐１‐１
青森県 ローソンむつ緑ヶ丘バイパス店 青森県むつ市緑ヶ丘３１‐８
青森県 ローソン八戸青葉一丁目店 青森県八戸市青葉１‐１０‐１８
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青森県 ローソンむつ下北駅前店 青森県むつ市下北町１９‐１
青森県 ローソンむつ赤川町店 青森県むつ市赤川町１３‐１０
青森県 ローソンむつ金谷二丁目店 青森県むつ市金谷２‐７‐２９
青森県 ローソン野辺地馬門道店 青森県上北郡野辺地町字馬門道５４‐１
青森県 ローソンむつ大湊新町店 青森県むつ市大湊新町１７‐２
秋田県 ローソン十文字インター店 秋田県横手市十文字町梨木羽場字羽場下６６‐１
秋田県 ローソン湯沢岩崎店 秋田県湯沢市岩崎字上宿５７‐１
秋田県 ローソン大仙角間川町店 秋田県大仙市角間川町字二本杉２５‐１０
秋田県 ローソン横手柳田店 秋田県横手市柳田石田６１
秋田県 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
秋田県 ローソン西木西明寺店 秋田県仙北市西木町上荒井字新屋３‐１
秋田県 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
秋田県 ローソン秋田仁井田緑町店 秋田県秋田市仁井田緑町１‐７
秋田県 ローソン由利本荘上横町店 秋田県由利本荘市本荘６３
秋田県 ローソンにかほ象潟町大砂川店 秋田県にかほ市象潟町大砂川字釜道８‐１５
秋田県 ローソン横手赤川店 秋田県横手市赤川字村北荒堰間１４７‐１
秋田県 ローソン大仙協和上淀川店 秋田県大仙市協和上淀川字上淀川３９
秋田県 ローソン横手平鹿町下鍋倉店 秋田県横手市平鹿町下鍋倉字下掵１３５‐１
秋田県 ローソン秋田山王中園店 秋田県秋田市山王中園町１１‐２０
秋田県 ローソン秋田駅西店 秋田県秋田市千秋久保田町３‐１５
秋田県 ローソン横手駅前町店 秋田県横手市駅前町９‐５
秋田県 ローソン秋田川尻総社町店 秋田県秋田市川尻総社町１‐１
秋田県 ローソンにかほ金浦インター店 秋田県にかほ市金浦字唐蚊ノ森２９‐１
秋田県 ローソン天王長沼店 秋田県潟上市天王字長沼５６‐５
秋田県 ローソン向能代店 秋田県能代市向能代字上野越１１０‐１
秋田県 ローソン秋田金足片田店 秋田県秋田市金足片田字横関１８６‐１
秋田県 ローソン秋田土崎港北七丁目店 秋田県秋田市土崎港北７‐２‐４０
秋田県 ローソン大館美園町店 秋田県大館市美園町４‐１
秋田県 ローソン能代大瀬店 秋田県能代市字大瀬儘下６‐１
山形県 ローソン上山バイパス店 山形県上山市金瓶字林蔭９‐１
山形県 ローソン山形北村山店 山形県尾花沢市大字尾花沢字下新田１３６４‐２
山形県 ローソン河北荒町東店 山形県西村山郡河北町谷地荒町東１‐５‐１１
山形県 ローソン南陽三間通店 山形県南陽市三間通字諏訪西３８８‐１
山形県 ローソン寒河江仲谷地店 山形県寒河江市仲谷地３‐６‐２
山形県 ローソン鶴岡桜新町店 山形県鶴岡市桜新町１３‐８
山形県 ローソン山形滑川店 山形県山形市大字滑川４２‐６
山形県 ローソン山形警察署前店 山形県山形市南原町１‐２７‐２７
山形県 ローソン山形城西町五丁目店 山形県山形市城西町５‐３０‐３１
山形県 ローソン米沢東一丁目店 山形県米沢市東１‐７‐４６
山形県 ローソン酒田北新橋店 山形県酒田市北新橋１‐１２‐９
山形県 ローソン新庄桧町店 山形県新庄市桧町１０‐８‐１
山形県 ローソン長井市役所前店 山形県長井市ままの上１２‐３
山形県 ローソン山形若宮一丁目店 山形県山形市若宮１‐４‐３２
山形県 ローソン鶴岡平京田店 山形県鶴岡市平京田字屋敷廻２７‐２
山形県 ローソン宮内郵便局前店 山形県南陽市宮内２４５１‐１
山形県 ローソン米沢泉町二丁目店 山形県米沢市泉町２-３-８８
山形県 ローソン中山町バイパス店 山形県東村山郡中山町大字長崎４１１‐３
山形県 ローソン山形東青田店 山形県山形市東青田２‐２‐１
岩手県 ローソン宮古長町一丁目店 岩手県宮古市長町１‐６‐２１
岩手県 ローソン宮古千徳店 岩手県宮古市太田１‐２‐１
岩手県 ローソン久慈川貫店 岩手県久慈市川貫第６地割４６‐１４
岩手県 ローソン久慈長内橋南店 岩手県久慈市長内町第２４地割１１‐３
岩手県 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
岩手県 ローソン盛岡中太田店 岩手県盛岡市中太田新田２５‐３３５
岩手県 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
岩手県 ローソン大船渡中井沢店 岩手県大船渡市猪川町字中井沢８‐１２
岩手県 ローソン北上大堤店 岩手県北上市大堤北１‐１‐３０
岩手県 ローソン北上和賀岩崎店 岩手県北上市和賀町岩崎２７地割３０６‐１
岩手県 ローソン水沢マイアネタウン店 岩手県奥州市水沢姉体町字車堂２１‐１
岩手県 ローソン陸前高田大隅店 岩手県陸前高田市高田町字大隅９２‐１
岩手県 ローソン花巻大迫町店 岩手県花巻市大迫町大迫１４‐２８‐１
岩手県 ローソン遠野綾織町店 岩手県遠野市綾織町新里１９‐６‐１
岩手県 ローソン一関中里店 岩手県一関市中里字南谷起９９‐２
岩手県 ローソン奥州水沢前田店 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田２７‐１
岩手県 ローソン北上大通り二丁目店 岩手県北上市大通り２‐２５７
岩手県 ローソン北上鬼柳店 岩手県北上市鬼柳町笊渕３４
栃木県 ローソン黒磯下厚崎店 栃木県那須塩原市下厚崎２００‐６８
栃木県 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
栃木県 ローソン宇都宮陽南三丁目店 栃木県宇都宮市陽南３‐１２‐３４
栃木県 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
栃木県 ローソン塩谷町玉生店 栃木県塩谷郡塩谷町大字田所２２０３‐１３
栃木県 ローソン那須塩原清住町店 栃木県那須塩原市清住町９４‐２３２
栃木県 ローソン大田原中央二丁目店 栃木県大田原市中央２‐９‐２９
栃木県 ローソンさくら市櫻野八幡店 栃木県さくら市櫻野１２６７‐１
栃木県 ローソン那須塩原埼玉店 栃木県那須塩原市埼玉８‐２６
栃木県 ローソン那須塩原烏ヶ森公園前店 栃木県那須塩原市太夫塚６‐２３３‐１５０
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栃木県 ローソン宇都宮平松本町東店 栃木県宇都宮市平松本町７７２‐２
栃木県 ローソン宇都宮中央女子高前店 栃木県宇都宮市東宝木町６‐１
栃木県 ローソン那須塩原松浦町店 栃木県那須塩原市松浦町９６‐１９
栃木県 ローソン宇都宮針ケ谷一丁目店 栃木県宇都宮市針ケ谷１‐２‐７
栃木県 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
栃木県 ローソン足利久保田町店 栃木県足利市久保田町１７１‐１
栃木県 ローソン栃木川連店 栃木県栃木市大平町川連６２６‐１
栃木県 ローソン鹿沼西茂呂三丁目店 栃木県鹿沼市西茂呂３‐５６‐２
栃木県 ローソン小山駅南町四丁目店 栃木県小山市駅南町４‐３１‐２４
栃木県 ローソン真岡八條店 栃木県真岡市八條８４９‐１
栃木県 ローソン真岡下大沼一丁目店 栃木県真岡市下大沼１‐５‐２
栃木県 ローソン足利東砂原後店 栃木県足利市東砂原後町１０５２‐１０
栃木県 ローソン益子七井店 栃木県芳賀郡益子町大字大沢字御座内１８８‐６
栃木県 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
栃木県 ローソン栃木藤岡店 栃木県栃木市藤岡町藤岡字荒立６４６１‐２６
栃木県 ローソン足利大前店 栃木県足利市大前町字迎田４８６‐２
栃木県 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
栃木県 ローソン栃木片柳二丁目店 栃木県栃木市片柳町２‐１４‐２０
栃木県 ローソン烏山谷浅見店 栃木県那須烏山市谷浅見字西裏１０７０‐１
群馬県 ローソン高崎上中居店 群馬県高崎市上中居町１８１０
群馬県 ローソン桐生東一丁目店 群馬県桐生市東１‐４‐１４
群馬県 ローソン前橋上小出店 群馬県前橋市上小出町１‐３０‐１２
群馬県 ローソン高崎上豊岡町店 群馬県高崎市上豊岡町５７２‐４
群馬県 ローソン館林本町一丁目店 群馬県館林市本町１‐１８３４‐１
群馬県 ローソン群大病院店 群馬県前橋市昭和町３‐３９‐１５
群馬県 ローソン館林栄町店 群馬県館林市栄町４５０‐１
群馬県 ローソン太田石原町店 群馬県太田市石原町５０２‐３
群馬県 ローソン前橋青葉町店 群馬県前橋市青葉町２０‐８
群馬県 ローソン大泉吉田店 群馬県邑楽郡大泉町吉田３２５９
群馬県 ローソン桐生広沢町五丁目店 群馬県桐生市広沢町５‐１４７６‐１
群馬県 ローソン大泉南小前店 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字西原１６８４‐１
群馬県 ローソン館林広内町店 群馬県館林市広内町３０８８‐１
群馬県 ローソン館林青柳町店 群馬県館林市青柳町字宮田９９３‐３
群馬県 ローソン前橋上新田町店 群馬県前橋市上新田町６１７‐１
群馬県 ローソン安中板鼻店 群馬県安中市板鼻３３６‐５
群馬県 ローソン富岡内匠店 群馬県富岡市内匠２３２‐１
群馬県 ローソン前橋天川大島店 群馬県前橋市天川大島町２６０‐１３
群馬県 ローソン渋川半田店 群馬県渋川市半田３０４６
群馬県 ローソン玉村飯塚店 群馬県佐波郡玉村町大字飯塚３２２
群馬県 ローソン邑楽篠塚店 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚１７８７‐１
群馬県 ローソン太田新野店 群馬県太田市新野町１１７７‐２
群馬県 ローソン太田下浜田店 群馬県太田市下浜田町３４２
茨城県 ローソン岩瀬青柳店 茨城県桜川市青柳字中畑３９８‐１
茨城県 ローソン水戸見和三丁目店 茨城県水戸市見和３‐１５３２‐１
茨城県 ローソン神栖息栖店 茨城県神栖市息栖３０４０‐２７０
茨城県 ローソン日立田尻町店 茨城県日立市田尻町２‐１６８‐１
茨城県 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
茨城県 ローソン水戸堀町店 茨城県水戸市堀町字新田９５７‐３
茨城県 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
茨城県 ローソン鹿嶋鉢形台店 茨城県鹿嶋市鉢形台２‐３‐１２
茨城県 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
茨城県 ローソン行方山田店 茨城県行方市山田１０２１‐７
茨城県 ローソン水戸南町二丁目店 茨城県水戸市南町２‐４‐４１
茨城県 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
茨城県 ローソン日立久慈町二丁目店 茨城県日立市久慈町２‐３０‐７
茨城県 ローソン岩井矢作店 茨城県坂東市矢作字原３０９‐４
茨城県 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
茨城県 ローソン土浦富士崎店 茨城県土浦市富士崎１‐１８‐５
茨城県 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
茨城県 ローソン常総水海道店 茨城県常総市水海道諏訪町３２２２‐１
茨城県 ローソン坂東沓掛店 茨城県坂東市沓掛４３３‐５
茨城県 ローソン坂東逆井店 茨城県坂東市逆井５３９１‐２
茨城県 ローソン稲敷犬塚店 茨城県稲敷市犬塚１５８８‐１
茨城県 ローソン取手ゆめみ野店 茨城県取手市ゆめみ野２‐９‐６
茨城県 ローソン坂東辺田店 茨城県坂東市辺田１５１８‐１
茨城県 ローソン守谷大柏店 茨城県守谷市大柏２５１‐１
茨城県 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
茨城県 ローソンつくば二の宮店 茨城県つくば市二の宮２‐２‐８
茨城県 ローソン下妻バイパス店 茨城県下妻市下妻丁３９８‐４
東京都 ローソン前野町店 東京都板橋区前野町２‐４‐１
東京都 ローソン石神井台四丁目店 東京都練馬区石神井台４‐９‐４
東京都 ローソン南大塚三丁目店 東京都豊島区南大塚３‐３２‐６
東京都 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
東京都 ローソン練馬田柄二丁目南店 東京都練馬区田柄２‐１３‐５
東京都 ローソン板橋蓮根三丁目店 東京都板橋区蓮根３‐９‐１７
東京都 ローソン練馬豊玉南一丁目店 東京都練馬区豊玉南１‐１７‐１０
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東京都 ローソン辰巳団地店 東京都江東区辰巳１‐２‐９‐１１３
東京都 ローソン松江三丁目店 東京都江戸川区松江３‐５‐１
東京都 ローソン江東亀戸六丁目店 東京都江東区亀戸６‐２９‐１０
東京都 ローソンアパホテル東京潮見駅前店 東京都江東区潮見２‐８‐６
東京都 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
東京都 ローソン北小岩四丁目店 東京都江戸川区北小岩４‐３１‐３
東京都 ローソン西瑞江四丁目店 東京都江戸川区西瑞江４‐２７‐５
東京都 ローソン江戸川六丁目店 東京都江戸川区江戸川６‐８‐２
東京都 ローソン東品川三丁目店 東京都品川区東品川３‐２４‐１６
東京都 ローソン穴守稲荷店 東京都大田区羽田４‐４‐２２
東京都 ローソン大森西六丁目店 東京都大田区大森西６‐４‐６
東京都 ローソン平和島駅前店 東京都大田区大森北６‐１４‐８
東京都 ローソン品川南大井四丁目店 東京都品川区南大井４‐９‐９
東京都 ローソン大田大森東四丁目店 東京都大田区大森東４‐３８‐１５
東京都 ローソン三井ガーデンホテル五反田店 東京都品川区東五反田２‐２‐６
東京都 ローソン目黒碑文谷二丁目店 東京都目黒区碑文谷２‐１０‐１６
東京都 ローソン品川駅港南口店 東京都港区港南２‐２‐６
東京都 ローソン港南三丁目店 東京都港区港南３‐７‐２０
東京都 ローソン白金高輪駅前店 東京都港区白金１‐２７‐６
東京都 ローソン築地四丁目店 東京都中央区築地４‐８‐１
東京都 ローソン東麻布二丁目店 東京都港区東麻布２‐２３‐１４
東京都 ローソン赤坂氷川公園前店 東京都港区赤坂６‐２‐４
東京都 ローソン日本橋茅場町一丁目店 東京都中央区日本橋茅場町１‐１３‐１３
東京都 ローソン町田成瀬中央通店 東京都町田市南成瀬１‐７‐６
東京都 ローソン立川曙町二丁目店 東京都立川市曙町２‐１７‐３　明治安田生命立川ビル
東京都 ローソン八王子四谷町店 東京都八王子市四谷町６７４‐３
東京都 ローソン八王子川口町店 東京都八王子市川口町１５８５‐１
東京都 ローソン上北台駅前店 東京都東大和市立野２‐４‐６
東京都 ローソン八王子横山町店 東京都八王子市横山町２５‐６
東京都 ローソン稲城鶴川街道店 東京都稲城市矢野口４３２‐１
東京都 ローソン府中西府駅南口店 東京都府中市本宿町１‐３８‐１
東京都 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
東京都 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１‐２‐４
東京都 ローソン狛江駅前店 東京都狛江市東和泉１‐１４‐１５
東京都 ローソン武蔵野境南町二丁目店 東京都武蔵野市境南町２‐１０‐２２
東京都 ローソン調布布田店 東京都調布市布田１‐１７‐２
東京都 ローソン杉並高井戸東二丁目店 東京都杉並区高井戸東２‐１５‐９
東京都 ローソン歌舞伎町一丁目店 東京都新宿区歌舞伎町１‐１２‐６
東京都 ローソン中野本町新橋通り店 東京都中野区本町３‐２０‐１３
東京都 ローソン阿佐谷青梅街道店 東京都杉並区阿佐谷南３‐１３‐４
東京都 ローソン広尾高校前店 東京都渋谷区東３‐１‐６
東京都 ローソン赤羽稲付店 東京都北区赤羽西２‐１６‐１
東京都 ローソン花畑六丁目店 東京都足立区花畑６‐１３‐２０
東京都 ローソン東上野三丁目店 東京都台東区東上野３‐１７‐８
東京都 ローソン白鳥四丁目店 東京都葛飾区白鳥４‐１４‐３
東京都 ローソン足立扇三丁目店 東京都足立区扇３‐３‐８
東京都 ローソン足立佐野一丁目店 東京都足立区佐野１‐１９‐１
東京都 ローソン花畑一丁目店 東京都足立区花畑１‐６‐７
東京都 ローソン葛飾亀有四丁目店 東京都葛飾区亀有４‐４‐１１
東京都 ローソンＬＴＦ大田蓮沼駅前店 東京都大田区西蒲田７‐１８‐６
東京都 ローソンＬＴＦ町田広袴店 東京都町田市広袴３‐２‐１
東京都 ローソンＬＴＦ大蔵六丁目店 東京都世田谷区大蔵６‐１９
東京都 ローソンＬＴＦ碑文谷六丁目店 東京都目黒区碑文谷６‐７‐１
東京都 ローソン江東清澄店 東京都江東区三好１‐８‐３
東京都 ローソン市谷仲之町店 東京都新宿区市谷仲之町４‐４６
東京都 ローソン港三田三丁目店 東京都港区三田３‐４‐１５
東京都 ローソンＳ調布東京スタジアム前店 東京都調布市飛田給１‐３４‐１７
東京都 ローソンＨ目黒大橋二丁目店 東京都目黒区大橋２‐４‐８
東京都 ローソンＨお台場海浜公園前店 東京都港区台場１‐３
東京都 ローソンＨ鮫洲店 東京都品川区東大井１‐４‐１７
神奈川県 ローソン横浜緑園七丁目店 神奈川県横浜市泉区緑園７‐６‐５
神奈川県 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
神奈川県 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６‐７‐２
神奈川県 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
神奈川県 ローソン旭善部町店 神奈川県横浜市旭区善部町９６‐１
神奈川県 ローソン緑三保町店 神奈川県横浜市緑区三保町２０７３‐１
神奈川県 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
神奈川県 ローソン港北綱島東三丁目店 神奈川県横浜市港北区綱島東３‐８‐２０
神奈川県 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２０‐１３
神奈川県 ローソン西ひかりが丘店 神奈川県横浜市旭区上白根町１３５４‐４０
神奈川県 ローソン緑鴨居町店 神奈川県横浜市緑区鴨居町２４００
神奈川県 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
神奈川県 ローソン横浜駅東口店 神奈川県横浜市西区高島２‐７‐１
神奈川県 ローソン横浜神大寺一丁目店 神奈川県横浜市神奈川区神大寺１‐１３‐２２
神奈川県 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
神奈川県 ローソン横浜山元町二丁目店 神奈川県横浜市中区山元町２‐７７‐１０
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神奈川県 ローソン横浜八幡町店 神奈川県横浜市南区八幡町５‐１
神奈川県 ローソン横浜岡村七丁目店 神奈川県横浜市磯子区岡村７‐３４‐１５
神奈川県 ローソン洋光台六丁目店 神奈川県横浜市磯子区洋光台６‐１９‐３６
神奈川県 ローソン横浜永田北一丁目店 神奈川県横浜市南区永田北１‐２７‐１
神奈川県 ローソン伊勢原千津店 神奈川県伊勢原市桜台１‐３８‐２８
神奈川県 ローソン西湘江之浦店 神奈川県小田原市江之浦１１８‐４
神奈川県 ローソン藤沢亀井野店 神奈川県藤沢市湘南台１‐３２‐１１
神奈川県 ローソン南足柄中沼店 神奈川県南足柄市中沼５６１‐２
神奈川県 ローソン平塚南金目店 神奈川県平塚市南金目８８４‐６
神奈川県 ローソン茅ヶ崎甘沼西店 神奈川県茅ヶ崎市甘沼８４７‐４
神奈川県 ローソン鴨宮店 神奈川県小田原市鴨宮３５７
神奈川県 ローソン東海大学湘南リフレ店 神奈川県平塚市北金目４‐１‐１
神奈川県 ローソン鵠沼海岸七丁目店 神奈川県藤沢市鵠沼海岸７‐６‐２７
神奈川県 ローソン秦野曽屋一丁目店 神奈川県秦野市曽屋１‐５‐１０
神奈川県 ローソン小田原竹の花店 神奈川県小田原市栄町２‐１２‐１９
神奈川県 ローソン平塚河内店 神奈川県平塚市河内３５３‐１
神奈川県 ローソン南足柄岩原店 神奈川県南足柄市岩原３３４‐１
神奈川県 ローソン伊勢原岡崎店 神奈川県伊勢原市岡崎６４９４‐１
神奈川県 ローソン秦野鈴張町店 神奈川県秦野市鈴張町５‐３０
神奈川県 ローソン寒川岡田店 神奈川県高座郡寒川町岡田３‐４‐１９
神奈川県 ローソン綾瀬大上店 神奈川県綾瀬市大上４‐２０‐３１
神奈川県 ローソン相模原七丁目店 神奈川県相模原市中央区相模原７‐８‐１１
神奈川県 ローソン相模原鵜野森一丁目店 神奈川県相模原市南区鵜野森１‐１６‐８
神奈川県 ローソン厚木妻田西一丁目店 神奈川県厚木市妻田西１‐１５‐１
神奈川県 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
神奈川県 ローソン大和柳橋一丁目店 神奈川県大和市柳橋１‐２２‐１
神奈川県 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
神奈川県 ローソン綾瀬深谷中央店 神奈川県綾瀬市深谷１７６９‐１
神奈川県 ローソンビナガーデンズ店 神奈川県海老名市めぐみ町５‐１
神奈川県 ローソン海老名上今泉店 神奈川県海老名市上今泉２‐２‐３３
神奈川県 ローソン海老名社家店 神奈川県海老名市社家４９
神奈川県 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
神奈川県 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
神奈川県 ローソン川崎犬蔵一丁目店 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１‐８‐１５
神奈川県 ローソン川崎大宮町店 神奈川県川崎市幸区大宮町１４‐３
神奈川県 ローソン川崎梶ケ谷五丁目店 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷５‐７‐７
神奈川県 ローソン川崎追分町店 神奈川県川崎市川崎区追分町１０‐１０
神奈川県 ローソン川崎大島三丁目店 神奈川県川崎市川崎区大島３‐２‐１６
神奈川県 ローソン鶴見下末吉二丁目店 神奈川県横浜市鶴見区下末吉２‐４‐２２
神奈川県 ローソン川崎上野川店 神奈川県川崎市宮前区野川１６８‐１
神奈川県 ローソン六浦三丁目店 神奈川県横浜市金沢区六浦３‐１‐１２
神奈川県 ローソン横須賀舟倉店 神奈川県横須賀市舟倉２‐３‐２６
神奈川県 ローソン横須賀夏島町店 神奈川県横須賀市夏島町１３‐４
神奈川県 ローソン泉西が岡二丁目店 神奈川県横浜市泉区西が岡２‐４‐２
神奈川県 ローソン三浦三崎町店 神奈川県三浦市三崎町六合１４‐１
神奈川県 ローソン中田駅前店 神奈川県横浜市泉区中田東３‐１‐３
神奈川県 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
神奈川県 ローソン鎌倉由比ガ浜大通り店 神奈川県鎌倉市由比ガ浜３‐９‐４２
神奈川県 ローソン横浜上永谷三丁目店 神奈川県横浜市港南区上永谷３‐１１‐１５
神奈川県 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
神奈川県 ローソンＬＴＦ相武台前南口店 神奈川県座間市相武台３‐４２‐４５
神奈川県 ローソンＬＴＦ泉中田西店 神奈川県横浜市泉区中田西２‐３２‐１６
神奈川県 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
神奈川県 ローソンＬＴＦ東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区川上町４１１‐２
神奈川県 ローソンＬＴＦ海老名杉久保店 神奈川県海老名市杉久保南１‐５‐１９
神奈川県 ローソンＬＴＦ相模大塚駅前店 神奈川県大和市桜森２‐８‐１５
神奈川県 ローソンＬＴＦ愛川角田店 神奈川県愛甲郡愛川町角田３２９‐１
神奈川県 ローソンＬＴＦ平塚広川店 神奈川県平塚市広川３１５‐１
神奈川県 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
神奈川県 ローソンＬＴＦ茅ヶ崎共恵店 神奈川県茅ヶ崎市共恵２‐５‐４８
神奈川県 ローソンＬＴＦ平塚田村店 神奈川県平塚市田村７‐７‐２１
神奈川県 ローソンＬＴＦ秦野曽屋店 神奈川県秦野市曽屋下加茂３４８１‐１
神奈川県 ローソンＬＴＦ寒川宮山駅前店 神奈川県高座郡寒川町宮山３６０５
神奈川県 ローソンＬＴＦ寒川駅前店 神奈川県高座郡寒川町一之宮１‐６‐３５
埼玉県 ローソン杉戸下高野店 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野字熊之面８３６‐１
埼玉県 ローソン川本店 埼玉県深谷市菅沼字権現３６５‐２
埼玉県 ローソン吉川高富一丁目店 埼玉県吉川市高富１‐１３‐４
埼玉県 ローソン春日部栄町二丁目店 埼玉県春日部市栄町２‐２４３
埼玉県 ローソン吉川きよみ野店 埼玉県吉川市関３６３‐１
埼玉県 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
埼玉県 ローソン三郷彦沢店 埼玉県三郷市彦沢１‐２１４‐１
埼玉県 ローソン春日部水角店 埼玉県春日部市水角字安西１３７５‐１
埼玉県 ローソン三郷西インター店 埼玉県三郷市天神１‐５０３‐１１
埼玉県 ローソン東越谷四丁目店 埼玉県越谷市東越谷４‐７‐１
埼玉県 ローソン久喜上内店 埼玉県久喜市上内３２１‐１
埼玉県 ローソン蓮田三丁目店 埼玉県蓮田市蓮田３‐７９
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埼玉県 ローソン越谷レイクタウン駅南口店 埼玉県越谷市レイクタウン８‐１１‐３
埼玉県 ローソン春日部牛島店 埼玉県春日部市牛島８８‐１
埼玉県 ローソン川越福田店 埼玉県川越市大字福田１１２‐１
埼玉県 ローソン所沢北野三丁目店 埼玉県所沢市北野３‐３３‐１６
埼玉県 ローソン狭山下広瀬店 埼玉県狭山市下広瀬７５７
埼玉県 ローソン西所沢二丁目店 埼玉県所沢市西所沢２‐４‐１２
埼玉県 ローソン川越下赤坂店 埼玉県川越市大字下赤坂６８１‐４
埼玉県 ローソン行田北河原店 埼玉県行田市大字北河原字里前４７０‐５
埼玉県 ローソン羽生須影店 埼玉県羽生市須影２４
埼玉県 ローソン児玉高関店 埼玉県本庄市児玉町高関字押佛１６９
埼玉県 ローソン鶴ヶ島脚折店 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折１‐１
埼玉県 ローソン寄居町鉢形店 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形１００‐１
埼玉県 ローソン上里七本木店 埼玉県児玉郡上里町大字七本木字三田３６８２‐１
埼玉県 ローソン東松山松本町二丁目店 埼玉県東松山市松本町２‐４５１‐３
埼玉県 ローソン秩父上町三丁目店 埼玉県秩父市上町３‐５‐１２
埼玉県 ローソン鶴ヶ島若葉店 埼玉県鶴ヶ島市富士見２‐３‐２１
埼玉県 ローソン秩父滝の上町店 埼玉県秩父市滝の上町２‐３
埼玉県 ローソン熊谷妻沼店 埼玉県熊谷市妻沼１４２２‐１
埼玉県 ローソン東松山高坂店 埼玉県東松山市大字宮鼻字大西１０１７‐１
埼玉県 ローソン行田持田一丁目店 埼玉県行田市持田１‐３‐３７
埼玉県 ローソン行田長野三丁目店 埼玉県行田市長野３‐１１‐３
埼玉県 ローソン川島上伊草店 埼玉県比企郡川島町大字上伊草６０１‐１
埼玉県 ローソン戸田笹目三丁目店 埼玉県戸田市笹目３‐２０‐７
埼玉県 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
埼玉県 ローソンさいたま１６号深作店 埼玉県さいたま市見沼区深作１‐１０‐９
埼玉県 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
埼玉県 ローソン上尾瓦葺店 埼玉県上尾市大字瓦葺字大島５４５‐１
埼玉県 ローソン上尾栄町南店 埼玉県上尾市栄町４‐３０
埼玉県 ローソン岩槻南平野店 埼玉県さいたま市岩槻区南平野３‐１５‐８
埼玉県 ローソンさいたま岩槻浮谷店 埼玉県さいたま市岩槻区大字浮谷２９３４
埼玉県 ローソンさいたま東大成町一丁目店 埼玉県さいたま市北区東大成町１‐５８１‐１
埼玉県 ローソン和光本町店 埼玉県和光市本町２５‐２１
埼玉県 ローソン西川口店 埼玉県川口市西川口１‐２３‐３
埼玉県 ローソン川口戸塚二丁目店 埼玉県川口市戸塚２‐２２‐２７
埼玉県 ローソン川口戸塚鋏町店 埼玉県川口市戸塚鋏町７‐１
埼玉県 ローソン草加新善町店 埼玉県草加市新善町３００‐５
埼玉県 ローソン戸田美女木六丁目店 埼玉県戸田市美女木６‐１２‐７
埼玉県 ローソン十文字学園女子大学前店 埼玉県新座市野火止４‐１４‐１６
埼玉県 ローソンふじみ野中福岡店 埼玉県ふじみ野市中福岡２７２
埼玉県 ローソンＬＴＦ川口北原台店 埼玉県川口市北原台３‐１９‐１７
埼玉県 ローソンＬＴＦ所沢中富南店 埼玉県所沢市中富南２‐１５‐５
千葉県 ローソン旭海上店 千葉県旭市後草５８‐２
千葉県 ローソン香取上ノ台店 千葉県香取市高萩１６５５‐１５９
千葉県 ローソン九十九里真亀店 千葉県山武郡九十九里町真亀７１１‐１
千葉県 ローソン長生宮成店 千葉県長生郡長生村宮成２６５１‐１
千葉県 ローソン野田柳沢店 千葉県野田市柳沢新田１２２‐１
千葉県 ローソン柏駅西口店 千葉県柏市末広町４‐４
千葉県 ローソン野田木間ケ瀬南店 千葉県野田市木間ケ瀬５２６０‐１
千葉県 ローソン柏名戸ケ谷一丁目店 千葉県柏市名戸ケ谷１‐７‐３５
千葉県 ローソン柏高田店 千葉県柏市高田１０７２‐１
千葉県 ローソン船橋本郷町店 千葉県船橋市本郷町６３９‐１
千葉県 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
千葉県 ローソンシーサイド新浦安店 千葉県浦安市日の出５‐７‐２
千葉県 ローソン柏新富町一丁目店 千葉県柏市新富町１‐２‐３４
千葉県 ローソン君津八重原店 千葉県君津市南子安９‐１４‐１
千葉県 ローソン市原海士有木店 千葉県市原市海士有木字塔之下８０７‐１
千葉県 ローソン茂原東部台店 千葉県茂原市東部台２‐１０‐１１
千葉県 ローソン千葉出洲港店 千葉県千葉市中央区出洲港１４‐２
千葉県 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
千葉県 ローソン市原姉ヶ崎店 千葉県市原市姉崎７４７‐１
千葉県 ローソン浜野駅東口店 千葉県千葉市中央区浜野町１４０４
千葉県 ローソン君津中野店 千葉県君津市中野４‐３‐２０
千葉県 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
千葉県 ローソン君津南子安六丁目店 千葉県君津市南子安６‐７‐２３
千葉県 ローソン茂原八千代店 千葉県茂原市八千代２‐１２‐１
千葉県 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７５７‐２
千葉県 ローソン千葉土気町店 千葉県千葉市緑区土気町１７１２‐２２
千葉県 ローソン横芝町店 千葉県山武郡横芝光町横芝１０３５‐１
千葉県 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
千葉県 ローソン佐原北三丁目店 千葉県香取市北３‐１４‐１２
千葉県 ローソン銚子南小川町店 千葉県銚子市南小川町７６０
千葉県 ローソン銚子本城町店 千葉県銚子市本城町３‐４７‐８
千葉県 ローソン銚子川口町店 千葉県銚子市川口町２‐６２８８
千葉県 ローソン船橋芝山店 千葉県船橋市芝山２‐１‐５
千葉県 ローソン船橋飯山満町三丁目店 千葉県船橋市飯山満町３‐１５１３‐５
千葉県 ローソン市川八幡二丁目店 千葉県市川市八幡２‐６‐９
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千葉県 ローソン旭中央病院本館前店 千葉県旭市イ１６４３‐１
千葉県 ローソン栄町安食店 千葉県印旛郡栄町安食２４２８‐７５
千葉県 ローソン四街道鹿渡店 千葉県四街道市鹿渡１１３３‐３４
千葉県 ローソン幕張駅南店 千葉県千葉市花見川区幕張町５‐４８４‐１
千葉県 ローソンＬＴＦ千葉若松町西店 千葉県千葉市若葉区若松町５３１‐５８３
千葉県 ローソンＬＴＦ八街駅前店 千葉県八街市八街ほ２３７‐７
千葉県 ローソンＬＴＦ市川曽谷八丁目店 千葉県市川市曽谷８‐１１‐２３
千葉県 ローソンオリエンタルホテル東京ベイ店 千葉県浦安市美浜１‐８‐２
千葉県 ローソンアパリゾート東京ベイ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野２‐３
千葉県 ローソン船橋前原西店 千葉県船橋市前原西１‐１５‐１９
千葉県 ローソンアパリゾートウエストウィング店 千葉県千葉市美浜区ひび野２‐３　ウエストウィング
千葉県 ローソン船橋三咲四丁目店 千葉県船橋市三咲４‐１２‐３３
山梨県 ローソン甲府和戸店 山梨県甲府市和戸町１３１９
山梨県 ローソン富士吉田新倉店 山梨県富士吉田市新町２‐７‐５
山梨県 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
山梨県 ローソン国母工業団地南店 山梨県中央市中楯字田通３２５４
山梨県 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
山梨県 ローソン山梨上神内川店 山梨県山梨市上神内川１２８８‐２‐１
山梨県 ローソン小瀬スポーツ公園店 山梨県甲府市小瀬町１００２‐１
山梨県 ローソン南アルプス百々店 山梨県南アルプス市百々２５６６‐１
山梨県 ローソン笛吹石和河内店 山梨県笛吹市石和町河内３３‐２
山梨県 ローソン甲府住吉一丁目店 山梨県甲府市住吉１‐１３‐８
山梨県 ローソン南アルプスインター店 山梨県南アルプス市十日市場１５２２‐３
山梨県 ローソン甲州勝沼店 山梨県甲州市勝沼町勝沼７５６‐１
山梨県 ローソン中央中楯店 山梨県中央市中楯１２８４‐１
新潟県 ローソン白根新飯田店 新潟県新潟市南区新飯田２６５８‐４
新潟県 ローソン長岡川崎町店 新潟県長岡市川崎町１３７４‐５
新潟県 ローソン新潟沼垂西店 新潟県新潟市中央区沼垂西１‐４‐２
新潟県 ローソン燕杣木店 新潟県燕市大字杣木字善九郎２６３３‐１
新潟県 ローソン柏崎藤元町店 新潟県柏崎市藤元町２‐２
新潟県 ローソン小千谷城内店 新潟県小千谷市城内３‐２‐２７
新潟県 ローソン荒川十文字店 新潟県村上市坂町３５０２‐１
新潟県 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
新潟県 ローソン南魚沼浦佐店 新潟県南魚沼市浦佐７９‐１
新潟県 ローソン新潟中野山店 新潟県新潟市東区若葉町１‐１９‐８１
新潟県 ローソン上越大豆二丁目店 新潟県上越市大豆２‐８‐１０
新潟県 ローソン新潟卸新町二丁目店 新潟県新潟市東区卸新町２‐９０８‐１
新潟県 ローソン長岡宝地町店 新潟県長岡市宝地町字金輪２１２
新潟県 ローソン佐渡佐和田店 新潟県佐渡市中原３４５‐１
新潟県 ローソン佐渡相川店 新潟県佐渡市相川新浜町１‐１
新潟県 ローソン佐渡羽茂店 新潟県佐渡市羽茂本郷１８６‐１
新潟県 ローソン佐渡原黒店 新潟県佐渡市原黒３２８
新潟県 ローソン佐渡中興店 新潟県佐渡市中興甲１１０６‐８
新潟県 ローソン西山和田店 新潟県柏崎市西山町和田７５４‐１
新潟県 ローソン長岡浦店 新潟県長岡市浦９６４８
新潟県 ローソン柏崎北条店 新潟県柏崎市大字南条３５７５‐４
新潟県 ローソン五泉丸田店 新潟県五泉市丸田４４３
新潟県 ローソン関川店 新潟県岩船郡関川村大字南赤谷５６３‐１
新潟県 ローソン燕松橋店 新潟県燕市松橋１３６‐１
長野県 ローソン須坂上八町店 長野県須坂市上八町１７６５‐１
長野県 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
長野県 ローソン須坂東横町店 長野県須坂市東横町１２６８‐５
長野県 ローソン長野稲田一丁目店 長野県長野市稲田１‐１３‐１２
長野県 ローソン長野稲田三丁目店 長野県長野市稲田３‐３７‐５
長野県 ローソン上田古里店 長野県上田市古里字西ノ手８０‐３
長野県 ローソン中野砂山店 長野県中野市大字江部字立畷７６０‐１
長野県 ローソン西軽井沢中央店 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口字大道添１６７０‐２
長野県 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
長野県 ローソン上田中央一丁目店 長野県上田市中央１‐７‐１９
長野県 ローソン長野差出南三丁目店 長野県長野市差出南３‐８‐２
長野県 ローソン飯田駄科店 長野県飯田市駄科１２８０
長野県 ローソン岡谷中央一丁目店 長野県岡谷市中央町１‐４‐２２
長野県 ローソン浅間温泉店 長野県松本市浅間温泉２‐４‐１８
長野県 ローソン茅野中沖店 長野県茅野市中沖６‐１０
長野県 ローソン諏訪豊田小川店 長野県諏訪市大字豊田字龍海２４１０‐１
長野県 ローソン松本芳川小屋店 長野県松本市村井町南１‐６‐１６
長野県 ローソン飯島店 長野県上伊那郡飯島町飯島２３１５‐１
長野県 ローソン松本寿北八丁目店 長野県松本市寿北８‐２２‐１５
長野県 ローソン松本寿小赤店 長野県松本市大字寿小赤２５７４‐１
長野県 ローソン箕輪中央店 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９５３５‐５
長野県 ローソン安曇野穂高大橋南店 長野県安曇野市穂高８１９０‐２
石川県 ローソンゆのまち山代桔梗丘店 石川県加賀市山代温泉桔梗丘３‐１‐３
石川県 ローソン加賀動橋店 石川県加賀市動橋町ホ２９
石川県 ローソン山中温泉口店 石川県加賀市山中温泉塚谷町イ２４３
石川県 ローソン小松大島町店 石川県小松市大島町１７０‐２
石川県 ローソン金沢西泉店 石川県金沢市西泉４‐１２９‐１
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石川県 ローソン羽咋中央町店 石川県羽咋市中央町サ１３０‐６
石川県 ローソン白山倉光一丁目店 石川県白山市倉光１‐１５７
富山県 ローソン富山八尾店 富山県富山市八尾町黒田５３１８
富山県 ローソン富山金泉寺店 富山県富山市金泉寺２５１
富山県 ローソン上市横越店 富山県中新川郡上市町神田字上川原３２９‐１
富山県 ローソン魚津青島店 富山県魚津市青島８４０‐１
富山県 ローソン黒部古御堂店 富山県黒部市古御堂１１１
富山県 ローソン氷見比美町店 富山県氷見市比美町３‐５
富山県 ローソン砺波チューリップ公園前店 富山県砺波市高道４‐５
富山県 ローソン高岡長慶寺店 富山県高岡市長慶寺５１７‐１
福井県 ローソン福井篠尾店 福井県福井市篠尾町４５‐３５
福井県 ローソン丸岡笹和田店 福井県坂井市丸岡町笹和田１‐６‐１
福井県 ローソン三国覚善店 福井県坂井市三国町覚善第１１号８４
福井県 ローソン福井河増店 福井県福井市河増町２９号‐３０‐１
福井県 ローソン勝山旭町店 福井県勝山市旭町１‐３‐３７
福井県 ローソン大野月美町店 福井県大野市月美町５‐１２
福井県 ローソン福井裁判所前店 福井県福井市宝永４‐３‐１４
福井県 ローソン松岡室店 福井県吉田郡永平寺町松岡室２４‐１‐１
福井県 ローソン福井和田中店 福井県福井市和田中２‐９０４
福井県 ローソン鯖江宮前店 福井県鯖江市宮前２‐４００
福井県 ローソン福井若杉四丁目店 福井県福井市若杉４‐７１５
福井県 ローソンＳ福井大学病院店 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３‐３
福井県 ローソン福井御幸三丁目店 福井県福井市御幸３‐３‐４５
静岡県 ローソン浜松三方原店 静岡県浜松市北区三方原町７６７‐１
静岡県 ローソン遠州森町店 静岡県周智郡森町森１５２０
静岡県 ローソン浜松鴨江一丁目店 静岡県浜松市中区鴨江１‐６‐５
静岡県 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
静岡県 ローソン浜松南浅田店 静岡県浜松市中区南浅田１‐５‐９
静岡県 ローソン袋井川井店 静岡県袋井市川井１１０３
静岡県 ローソン浜松田町店 静岡県浜松市中区田町３２７‐２４
静岡県 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
静岡県 ローソン浜北豊保店 静岡県浜松市浜北区新原５０１１
静岡県 ローソン浜松西山町店 静岡県浜松市西区西山町１４３‐１１
静岡県 ローソン中東遠総合医療センター店 静岡県掛川市菖蒲ヶ池１‐１
愛知県 ローソン北区黒川店 愛知県名古屋市北区田幡２‐１‐３
愛知県 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
愛知県 ローソン名古屋市立大学病院店 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１‐１
愛知県 ローソン昭和高校前店 愛知県名古屋市天白区中砂町１
愛知県 ローソン南区芝町店 愛知県名古屋市南区芝町３０
愛知県 ローソン国府宮駅前店 愛知県稲沢市松下１‐２‐１
愛知県 ローソン津島白浜町店 愛知県津島市白浜町字林造２
愛知県 ローソン一宮開明店 愛知県一宮市開明字前脇１８‐１
愛知県 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１９‐１
愛知県 ローソン中川戸田三丁目店 愛知県名古屋市中川区戸田３‐１５０４‐１
愛知県 ローソン西区花原町店 愛知県名古屋市西区花原町１４５
愛知県 ローソン西区城西町店 愛知県名古屋市西区城西町１５６
愛知県 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
愛知県 ローソン中川横堀町店 愛知県名古屋市中川区横堀町１‐３６
愛知県 ローソン一宮大和町妙興寺店 愛知県一宮市大和町妙興寺字丹波２８‐１
愛知県 ローソン港区入場一丁目店 愛知県名古屋市港区入場１‐２８０３
愛知県 ローソン一宮南印田店 愛知県一宮市南印田２‐２‐４
愛知県 ローソン中岡崎店 愛知県岡崎市中岡崎町２‐１１
愛知県 ローソン豊橋牛川通店 愛知県豊橋市牛川通５‐８‐２
愛知県 ローソン豊田美里店 愛知県豊田市美里１‐１１‐１１
愛知県 ローソン岡崎舞木町店 愛知県岡崎市舞木町字市場１３‐１
愛知県 ローソン豊田志賀町店 愛知県豊田市志賀町浜居場６７２‐５
愛知県 ローソン岡崎栄町店 愛知県岡崎市栄町４‐２‐３
愛知県 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
愛知県 ローソン岡崎若松東店 愛知県岡崎市若松東１‐２‐１
愛知県 ローソン豊橋天伯店 愛知県豊橋市天伯町字高田山５７‐１
愛知県 ローソン豊川市田町河尻店 愛知県豊川市市田町河尻８３‐１
愛知県 ローソン豊田三軒町店 愛知県豊田市三軒町３‐５５‐１
愛知県 ローソン豊橋旭本町店 愛知県豊橋市旭本町９１‐２
愛知県 ローソン岡崎竜美丘店 愛知県岡崎市東明大寺町６‐７
愛知県 ローソン豊田長興寺店 愛知県豊田市長興寺１０‐１３‐５
愛知県 ローソン新城的場店 愛知県新城市字的場２５‐１１
静岡県 ローソン富士今井店 静岡県富士市今井４３０‐３
静岡県 ローソン下田五丁目店 静岡県下田市５‐１‐３６
静岡県 ローソン御殿場ぐみ沢店 静岡県御殿場市茱萸沢１９６
静岡県 ローソン富士津田店 静岡県富士市津田２６４‐４
静岡県 ローソン三島大場店 静岡県三島市大場字関口３９１‐３
静岡県 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
静岡県 ローソン足柄サービスエリア上り店 静岡県御殿場市深沢字前野原１８０１‐８
静岡県 ローソン富士天間店 静岡県富士市天間１４１１‐４
静岡県 ローソン御殿場新橋東店 静岡県御殿場市新橋字平塚１５８８‐１
静岡県 ローソン伊豆牧之郷店 静岡県伊豆市牧之郷字寺中１０７‐１
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静岡県 ローソン熱海サンビーチ店 静岡県熱海市東海岸町１５‐４５
静岡県 ローソン御殿場中畑店 静岡県御殿場市中畑字大子山１６６４‐２
静岡県 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
静岡県 ローソン三島谷田店 静岡県三島市谷田１６６‐１
静岡県 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
静岡県 ローソン御殿場大坂北店 静岡県御殿場市大坂８３‐５
静岡県 ローソン富士宮島西店 静岡県富士市宮島２９１‐５
静岡県 ローソン富士中里店 静岡県富士市中里字宮組１０７３‐１
静岡県 ローソンひばり島田道悦店 静岡県島田市道悦３‐５‐１
愛知県 ローソン安城秋葉公園前店 愛知県安城市錦町４‐１５
愛知県 ローソン知立弘法店 愛知県知立市弘法２‐３‐２
愛知県 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
愛知県 ローソン刈谷寿店 愛知県刈谷市寿町３‐２２３
愛知県 ローソン東海名和町店 愛知県東海市名和町石塚１９‐１
愛知県 ローソン碧南霞浦店 愛知県碧南市霞浦町１‐１‐１
愛知県 ローソン碧南坂口町店 愛知県碧南市坂口町４‐１
愛知県 ローソン西尾戸ケ崎店 愛知県西尾市戸ケ崎５‐２‐７
愛知県 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
愛知県 ローソン安城里町店 愛知県安城市里町荒畑１５４‐２
愛知県 ローソン大府明成店 愛知県大府市明成町４‐３４‐１
愛知県 ローソン刈谷半城土中町店 愛知県刈谷市半城土中町３‐１‐６
愛知県 ローソン大府東山小学校前店 愛知県大府市長根町１‐９４‐１
静岡県 ローソン清水興津中町店 静岡県静岡市清水区興津中町６６７‐８
静岡県 ローソン焼津登呂田店 静岡県焼津市西小川３‐１‐５
静岡県 ローソン御前崎浜岡店 静岡県御前崎市池新田７７３８‐１
静岡県 ローソン藤枝緑町一丁目店 静岡県藤枝市緑町１‐３‐３
静岡県 ローソン静岡みずほ三丁目店 静岡県静岡市駿河区みずほ３‐２‐１７
静岡県 ローソン藤枝志太一丁目店 静岡県藤枝市志太１‐５‐４５
静岡県 ローソン牧之原サービスエリア下り店 静岡県牧之原市静谷２５４５‐９５
愛知県 ローソン東野町五丁目店 愛知県春日井市東野町５‐１１‐４
愛知県 ローソン江南古知野店 愛知県江南市古知野町千丸８２
愛知県 ローソン三好福谷店 愛知県みよし市福谷町花立５
愛知県 ローソン犬山入鹿池店 愛知県犬山市字内屋敷１６９
愛知県 ローソン瀬戸西原町店 愛知県瀬戸市西原町１‐３４‐１
愛知県 ローソン長久手岩作西島店 愛知県長久手市岩作西島１１５
三重県 ローソン員弁町楚原店 三重県いなべ市員弁町楚原８７６‐９インルピナス１Ｆ
三重県 ローソン近鉄江戸橋駅前店 三重県津市上浜町３‐１５‐２
三重県 ローソン伊勢通町店 三重県伊勢市通町瓶垣外７０‐１
三重県 ローソン津神戸店 三重県津市大字神戸字切田４１９０
三重県 ローソン伊賀平野店 三重県伊賀市平野城北町９３
三重県 ローソン津伊倉津店 三重県津市雲出伊倉津町字下津６８４‐７
三重県 ローソン名張鴻之台店 三重県名張市鴻之台１番町１８２
三重県 ローソン伊勢一之木店 三重県伊勢市一之木１‐２０４６
三重県 ローソン鳥羽一丁目店 三重県鳥羽市鳥羽１‐２１‐１３
三重県 ローソン四日市柳町店 三重県四日市市柳町７２
三重県 ローソン鈴鹿高岡南店 三重県鈴鹿市高岡町字社田６１３‐１
三重県 ローソン松阪本町店 三重県松阪市本町２１０４‐４
三重県 ローソン津城山店 三重県津市藤方字黒木３‐１
三重県 ローソン四日市赤堀一丁目店 三重県四日市市赤堀１‐２３３７‐１
三重県 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
三重県 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
三重県 ローソン四日市日永西一丁目店 三重県四日市市日永西１‐１４‐１０
三重県 ローソン伊勢御薗店 三重県伊勢市御薗町王中島字中野９７６
三重県 ローソン伊賀野村店 三重県伊賀市野村字安田３９‐４
三重県 ローソン桑名多度御衣野店 三重県桑名市多度町御衣野字亥ノ谷２００９
岐阜県 ローソン岐南町三宅店 岐阜県羽島郡岐南町三宅３‐２２
岐阜県 ローソン多治見大畑町店 岐阜県多治見市大畑町大洞２‐１
岐阜県 ローソン可児下恵土店 岐阜県可児市下恵土２９５７‐１
岐阜県 ローソン郡上白鳥店 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良９９１
岐阜県 ローソン中津川上金店 岐阜県中津川市宮前町４‐７１
岐阜県 ローソン高山下岡本店 岐阜県高山市下岡本町１８７９
岐阜県 ローソン羽島小熊町店 岐阜県羽島市小熊町島２‐５
岐阜県 ローソン下呂小川店 岐阜県下呂市小川８６
岐阜県 ローソン下呂上呂店 岐阜県下呂市萩原町上呂１４８０
岐阜県 ローソン下呂宮地店 岐阜県下呂市宮地２５２１
岐阜県 ローソン岐南町八剣店 岐阜県羽島郡岐南町八剣８‐３
岐阜県 ローソン郡上大和町店 岐阜県郡上市大和町徳永１５３‐１
岐阜県 ローソン可児柿田店 岐阜県可児市柿田８５２‐１
岐阜県 ローソン美濃加茂新池町店 岐阜県美濃加茂市新池町１‐６‐１７
岐阜県 ローソン大垣木戸店 岐阜県大垣市木戸町４２０‐１
岐阜県 ローソン岐阜琴塚店 岐阜県岐阜市琴塚２‐８‐４
岐阜県 ローソン岐阜若福店 岐阜県岐阜市若福町１７‐１
岐阜県 ローソン岐阜茶屋新田店 岐阜県岐阜市茶屋新田４‐４‐１
岐阜県 ローソン岐阜今川神明店 岐阜県岐阜市今川８２‐１
岐阜県 ローソン長良川鉄道関口駅店 岐阜県関市関口町１‐５２
岐阜県 ローソン岐阜六条大溝店 岐阜県岐阜市六条大溝４‐４‐５
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岐阜県 ローソン垂井ゆりの宮店 岐阜県不破郡垂井町表佐１２８‐３
岐阜県 ローソン岐阜東鶉店 岐阜県岐阜市東鶉４‐４４
大阪府 ローソン高鷲駅前通店 大阪府羽曳野市高鷲９‐２‐８
大阪府 ローソン堺草尾南店 大阪府堺市東区草尾６１２‐１
大阪府 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
大阪府 ローソン堺石津町三丁店 大阪府堺市堺区石津町３‐７‐２６
大阪府 ローソン堺今池町店 大阪府堺市堺区今池町６丁５‐２８
大阪府 ローソン上野芝駅前店 大阪府堺市西区上野芝町四丁６‐７
大阪府 ローソン堺鳳北町八丁店 大阪府堺市西区鳳北町８‐４３１‐１
大阪府 ローソン堺大浜店 大阪府堺市堺区大浜北町三丁３‐１６
大阪府 ローソン堺南庄町店 大阪府堺市堺区南庄町２‐２‐５
大阪府 ローソン大阪狭山東茱萸木一丁目店 大阪府大阪狭山市東茱萸木１‐７７１‐１
大阪府 ローソン堺北丸保園店 大阪府堺市堺区北丸保園６‐１
大阪府 ローソン堺鉄砲町西店 大阪府堺市堺区鉄砲町３２‐２
大阪府 ローソン浜寺公園店 大阪府堺市西区浜寺公園町２丁地内
大阪府 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
大阪府 ローソン玉出中二丁目店 大阪府大阪市西成区玉出中２‐６‐１２
大阪府 ローソン鶴見橋一丁目店 大阪府大阪市西成区鶴見橋１‐２‐３
大阪府 ローソン関目四丁目店 大阪府大阪市城東区関目４‐１１‐４０
大阪府 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
大阪府 ローソン照ケ丘矢田店 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田３‐１１‐２７
大阪府 ローソン岡店 大阪府松原市岡４‐２‐２４
大阪府 ローソン東大阪箕輪二丁目店 大阪府東大阪市箕輪２‐５‐３４
大阪府 ローソン羽曳野大黒店 大阪府羽曳野市大黒３１７‐１
大阪府 ローソン八尾徳洲会総合病院店 大阪府八尾市若草町１‐１０
大阪府 ローソン大東氷野二丁目店 大阪府大東市氷野２‐４‐４
大阪府 ローソン松原阿保四丁目店 大阪府松原市阿保４‐２‐３
大阪府 ローソン東大阪衣摺五丁目店 大阪府東大阪市衣摺５‐２２‐１５
大阪府 ローソン久宝寺緑地店 大阪府八尾市西久宝寺１３６
大阪府 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
大阪府 ローソン放出東二丁目店 大阪府大阪市鶴見区放出東２‐１‐２１
大阪府 ローソン佃四丁目店 大阪府大阪市西淀川区佃４‐９‐１１
大阪府 ローソン豊新五丁目店 大阪府大阪市東淀川区豊新５‐２‐２９
大阪府 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
大阪府 ローソン国分寺一丁目東店 大阪府大阪市北区国分寺１‐２‐１６
大阪府 ローソン御堂筋本町ビル店 大阪府大阪市中央区本町３‐５‐７
大阪府 ローソンなんば千日前通店 大阪府大阪市中央区千日前２‐８‐１７
大阪府 ローソン浪速警察署前店 大阪府大阪市浪速区日本橋５‐５‐２０
大阪府 ローソン西九条二丁目店 大阪府大阪市此花区西九条２‐１‐２
大阪府 ローソン新北島六丁目店 大阪府大阪市住之江区新北島６‐１‐４６
大阪府 ローソン舞洲スポーツアイランド店 大阪府大阪市此花区北港緑地２‐１‐１０６
大阪府 ローソン南港南三丁目店 大阪府大阪市住之江区南港南３‐６‐３５
大阪府 ローソン大正平尾四丁目店 大阪府大阪市大正区平尾４‐２０‐１０
大阪府 ローソン港区市岡元町一丁目店 大阪府大阪市港区市岡元町１‐６‐１６
大阪府 ローソン和泉王子町店 大阪府和泉市王子町２‐１３‐１８
大阪府 ローソン南海岸和田駅前店 大阪府岸和田市別所町１‐１‐２
大阪府 ローソン貝塚海塚店 大阪府貝塚市海塚１‐２‐１６
大阪府 ローソン泉佐野羽倉崎一丁目店 大阪府泉佐野市羽倉崎１‐５‐２５
大阪府 ローソン池田城南三丁目店 大阪府池田市城南３‐１‐１５‐１０１
大阪府 ローソン池田鉢塚二丁目店 大阪府池田市鉢塚２‐９‐９
大阪府 ローソン豊中豊南町西五丁目店 大阪府豊中市豊南町西５‐１‐８
大阪府 ローソン枚方藤阪南二丁目店 大阪府枚方市藤阪南町２‐３‐１
大阪府 ローソン高槻別所中の町店 大阪府高槻市別所中の町１‐３
大阪府 ローソンＪＲ島本駅前店 大阪府三島郡島本町桜井１‐５‐４５
大阪府 ローソン寝屋川寝屋一丁目店 大阪府寝屋川市寝屋１‐３‐２
大阪府 ローソン交野私部西店 大阪府交野市私部西２‐１５‐３
大阪府 ローソン ドラッグミック中津一丁目店 大阪府大阪市北区中津１‐１１‐１１
滋賀県 ローソン近江宇賀野店 滋賀県米原市宇賀野字上菊楽２０７‐３
滋賀県 ローソン大津駅前店 滋賀県大津市京町２‐６０
滋賀県 ローソン今津北浜店 滋賀県高島市今津町今津１６７７‐１８
滋賀県 ローソン日野河原店 滋賀県蒲生郡日野町河原１‐１７
滋賀県 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
滋賀県 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
滋賀県 ローソン野洲御上神社前店 滋賀県野洲市三上字寺田４７４‐１
滋賀県 ローソン東近江東沖野三丁目店 滋賀県東近江市東沖野３‐６‐３
滋賀県 ローソン水口松尾店 滋賀県甲賀市水口町松尾８３１‐２
滋賀県 ローソン長浜八幡東店 滋賀県長浜市八幡東町１００‐１
滋賀県 ローソン守山水保店 滋賀県守山市水保町字北川１２１８‐１
滋賀県 ローソン野洲六条店 滋賀県野洲市六条２１１７
京都府 ローソン丹波須知店 京都府船井郡京丹波町字須知小字鍋倉４０‐１
京都府 ローソン舞鶴真倉店 京都府舞鶴市字真倉小字大山２４０
京都府 ローソン亀岡西町店 京都府亀岡市西町４１‐１
京都府 ローソン綾部西町店 京都府綾部市西町３丁目北大坪１９
京都府 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５７‐１
京都府 ローソン高浜町和田浜店 福井県大飯郡高浜町和田１０１字東細田１１‐１
京都府 ローソン宮津由良店 京都府宮津市由良深田２２１‐２
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京都府 ローソン宇治大久保店 京都府宇治市広野町西裏４９‐１
京都府 ローソン宇治六地蔵店 京都府宇治市六地蔵町並３７
京都府 ローソン東大路馬町店 京都府京都市東山区鐘鋳町４‐４１５
京都府 ローソン伏見久我橋店 京都府京都市伏見区久我御旅町１‐２４
京都府 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
京都府 ローソン宇治小倉店 京都府宇治市小倉町西浦７６‐１
京都府 ローソン山科御陵店 京都府京都市山科区御陵鴨戸町５６‐１７
京都府 ローソン山科四ノ宮店 京都府京都市山科区四ノ宮神田町２６‐１
京都府 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町６１４
京都府 ローソン宇治伊勢田店 京都府宇治市伊勢田町浮面４１
京都府 ローソン伏見新堀川店 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町３９
京都府 ローソン吉祥院這登西町店 京都府京都市南区吉祥院這登西町１‐１
京都府 ローソン京田辺山手西店 京都府京田辺市山手西１‐１０‐８
京都府 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１７５‐１
京都府 ローソン伏見向島鷹場町店 京都府京都市伏見区向島鷹場町１０４‐１
京都府 ローソン八幡福禄谷店 京都府八幡市八幡福禄谷１４５‐３
京都府 ローソン大久保町平盛店 京都府宇治市大久保町平盛６０‐１
京都府 ローソン明治国際医療大学前店 京都府南丹市日吉町保野田長通１６‐３
奈良県 ローソン奈良ドリームランド前店 奈良県奈良市法蓮佐保山３‐１‐６
奈良県 ローソンＪＲ奈良駅前店 奈良県奈良市三条本町１‐７みつおとビル１Ｆ
奈良県 ローソン奈良四条大路三丁目店 奈良県奈良市四条大路３‐４‐６１
奈良県 ローソン御所名柄店 奈良県御所市大字名柄１４７‐４
奈良県 ローソン葛城太田店 奈良県葛城市太田１１８７‐１
奈良県 ローソン奈良秋篠新町店 奈良県奈良市秋篠新町３５４‐１
奈良県 ローソン奈良三条添川店 奈良県奈良市三条添川町２‐３５
奈良県 ローソン葛城東室店 奈良県葛城市東室９６‐３
奈良県 ローソン郡山池沢町店 奈良県大和郡山市池沢町２３
兵庫県 ローソン西宮高須町一丁目店 兵庫県西宮市高須町１‐６‐１１２
兵庫県 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
兵庫県 ローソン伊丹北本町二丁目店 兵庫県伊丹市北本町２‐１４９
兵庫県 ローソン川西山下町店 兵庫県川西市山下町１９‐３
兵庫県 ローソン西宮愛宕山店 兵庫県西宮市愛宕山１０‐４０
兵庫県 ローソン阪神甲子園球場前店 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町４‐１２
兵庫県 ローソン深江本町三丁目店 兵庫県神戸市東灘区深江本町３‐９‐１
兵庫県 ローソン山本通四丁目店 兵庫県神戸市中央区山本通４‐１３‐１８
兵庫県 ローソン北区鈴高前店 兵庫県神戸市北区山田町小部字南山２‐４７４
兵庫県 ローソン神戸岡本坂店 兵庫県神戸市東灘区岡本１‐８‐２２
兵庫県 ローソン神戸魚崎南町五丁目店 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町５‐７‐１７
兵庫県 ローソンＪＲ三田駅北店 兵庫県三田市高次１‐２‐２９
兵庫県 ローソン神戸脇浜町三丁目店 兵庫県神戸市中央区脇浜町３‐４１７
兵庫県 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
兵庫県 ローソン神戸魚崎北町三丁目店 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町３‐３‐９
兵庫県 ローソン赤穂西有年店 兵庫県赤穂市西有年８８‐３
兵庫県 ローソン飾磨阿成店 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木８３５
兵庫県 ローソン和田山土田店 兵庫県朝来市和田山町土田４２５‐１
兵庫県 ローソン姫路飾東豊国店 兵庫県姫路市飾東町豊国字村前２９３‐１
兵庫県 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
兵庫県 ローソン新温泉七釜店 兵庫県美方郡新温泉町七釜４８
兵庫県 ローソン姫路南条北店 兵庫県姫路市南条５２１
兵庫県 ローソン姫路豊沢町店 兵庫県姫路市豊沢町６４
兵庫県 ローソン姫路宮上町店 兵庫県姫路市宮上町１‐９５
兵庫県 ローソンたつの富永店 兵庫県たつの市龍野町富永４５２‐１
兵庫県 ローソン豊岡竹野町店 兵庫県豊岡市竹野町竹野２５１６‐３
兵庫県 ローソン相生那波南本町店 兵庫県相生市那波南本町３‐２１
兵庫県 ローソン衣掛町店 兵庫県神戸市須磨区衣掛町５‐２
兵庫県 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
兵庫県 ローソン兵庫中道通一丁目店 兵庫県神戸市兵庫区中道通１‐３‐１
兵庫県 ローソン南淡町福良店 兵庫県南あわじ市福良甲１５２８‐４
兵庫県 ローソン淡路生穂店 兵庫県淡路市生穂字近江ヶ原１９９２‐１
兵庫県 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６３４‐７
兵庫県 ローソン神戸夢野店 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町１‐３４
兵庫県 ローソンローソン＋フレンズ山陽板宿ちか店 兵庫県神戸市須磨区平田町３‐１１‐７
兵庫県 ローソン長田七番町店 兵庫県神戸市長田区七番町７‐７
兵庫県 ローソン氷上町市辺店 兵庫県丹波市氷上町市辺字上保田１１８‐６
兵庫県 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
兵庫県 ローソン加古川平荘小畑店 兵庫県加古川市平荘町小畑字石原１２０８‐１０
兵庫県 ローソン高砂松陽店 兵庫県高砂市曽根町７０５‐１
兵庫県 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
兵庫県 ローソン高砂伊保三丁目店 兵庫県高砂市伊保３‐５０８
兵庫県 ローソン明石魚住金ケ崎店 兵庫県明石市魚住町金ケ崎１７０５‐２
兵庫県 ローソン三木福井店 兵庫県三木市福井３‐１５‐２６
兵庫県 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
兵庫県 ローソン三木大村店 兵庫県三木市大村３２７‐１
兵庫県 ローソン ニシイチドラッグ崇徳院店 兵庫県尼崎市崇徳院１‐４
和歌山県 ローソン和歌山太田店 和歌山県和歌山市太田５６４‐４
和歌山県 ローソン海南船尾店 和歌山県海南市船尾３６５‐１２
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和歌山県 ローソン和歌山北島店 和歌山県和歌山市北島邨内４２７‐４２
和歌山県 ローソン岩出根来店 和歌山県岩出市根来１８９‐１
和歌山県 ローソン海南消防署前店 和歌山県海南市日方字新濱１２７４‐７８
和歌山県 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
和歌山県 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１‐１２‐９
和歌山県 ローソン和歌山山口谷店 和歌山県和歌山市谷３２‐１
和歌山県 ローソン岩出さぎのせ公園前店 和歌山県岩出市中島１２８４‐４
和歌山県 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４７０‐１
和歌山県 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
和歌山県 ローソン串本町串本店 和歌山県東牟婁郡串本町串本１８２４
和歌山県 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
和歌山県 ローソン川辺町小熊店 和歌山県日高郡日高川町小熊字里神２４３３
和歌山県 ローソン勝浦町下里店 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里５５５‐１
和歌山県 ローソン田辺大塔店 和歌山県田辺市鮎川８４３
和歌山県 ローソン田辺上の山店 和歌山県田辺市上の山１‐２‐２２
和歌山県 ローソン田辺宝来店 和歌山県田辺市宝来町８５２‐１０
岡山県 ローソン岡山法界院店 岡山県岡山市北区津島東１‐２‐５
岡山県 ローソン備前吉永町店 岡山県備前市吉永町吉永中３５８‐１
岡山県 ローソン岡山洲崎店 岡山県岡山市南区洲崎３‐１５‐２５
岡山県 ローソン岡山リットシティビル店 岡山県岡山市北区駅元町１５‐１
岡山県 ローソン岡山倉富店 岡山県岡山市中区倉富字五割２２７‐１２
岡山県 ローソン岡山泉田店 岡山県岡山市南区泉田３３６‐１
岡山県 ローソン岡山妹尾店 岡山県岡山市南区妹尾４１４１‐４
岡山県 ローソン瀬戸内牛窓町店 岡山県瀬戸内市牛窓町長浜６８７０‐３３
岡山県 ローソン岡山野田西店 岡山県岡山市北区野田３‐８‐１７
岡山県 ローソン岡山庭瀬店 岡山県岡山市北区平野９３３‐３
岡山県 ローソン勝央インター店 岡山県勝田郡勝央町黒土７８０‐１
岡山県 ローソン児島インター店 岡山県倉敷市児島阿津１‐３‐５
岡山県 ローソン倉敷西田店 岡山県倉敷市西田１２３‐１
岡山県 ローソン倉敷東塚一丁目店 岡山県倉敷市東塚１‐３１７‐２
岡山県 ローソン岡山北房インター店 岡山県真庭市上水田５１３５‐３
岡山県 ローソン新見日ノ出町店 岡山県新見市新見７１６‐１
岡山県 ローソン倉敷広江五丁目店 岡山県倉敷市広江５‐７‐３５
岡山県 ローソン井原駅前通店 岡山県井原市井原町９５‐３
岡山県 ローソン倉敷北畝五丁目店 岡山県倉敷市北畝５‐１４‐５５
岡山県 ローソン高梁駅前店 岡山県高梁市旭町１３２１‐１
岡山県 ローソン倉敷亀山店 岡山県倉敷市亀山７２９‐１０
岡山県 ローソン倉敷中島小溝店 岡山県倉敷市中島２６３１‐１
岡山県 ローソン倉敷福田店 岡山県倉敷市福田町古新田９１８‐１２
岡山県 ローソン総社真壁店 岡山県総社市真壁１２７０‐５
岡山県 ローソン笠岡生江浜店 岡山県笠岡市生江浜６９９
岡山県 ローソン総社宍粟店 岡山県総社市宍粟８４７
岡山県 ローソン高梁津川町店 岡山県高梁市津川町今津１７３８‐１
岡山県 ローソン新見高尾店 岡山県新見市高尾字川端２１９０‐１
岡山県 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
岡山県 ローソン新見駅前店 岡山県新見市高尾２４６５‐１２
岡山県 ローソン久世インター店 岡山県真庭市目木１９６５‐２
岡山県 ローソン玉野渋川二丁目店 岡山県玉野市渋川２‐１１‐１７
岡山県 ローソン鏡野町女原店 岡山県苫田郡鏡野町女原１０８‐１
広島県 ローソン広島西原八丁目店 広島県広島市安佐南区西原８‐３８‐１０
広島県 ローソン広島己斐上店 広島県広島市西区己斐上４‐１０‐６
広島県 ローソン広島南蟹屋二丁目店 広島県広島市南区南蟹屋２‐４‐１１
広島県 ローソン廿日市宮内店 広島県廿日市市宮内７８３‐１
広島県 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
広島県 ローソン広島長束五丁目店 広島県広島市安佐南区長束５‐３５‐２５
広島県 ローソン呉焼山北一丁目店 広島県呉市焼山北１‐１２‐１０
広島県 ローソンフタバ図書大竹店 広島県大竹市油見３‐１１‐７
広島県 ローソンＳフタバ図書呉駅レクレ店 広島県呉市宝町２‐５０
広島県 ローソンＳフタバ図書ＧＩＧＡ宇品店 広島県広島市南区宇品西３‐４‐３２
広島県 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
広島県 ローソン東広島西条中央店 広島県東広島市西条中央５‐１‐３
広島県 ローソン三原明神店 広島県三原市明神４‐３‐３
広島県 ローソン福山千田小池店 広島県福山市千田町大字千田字平ノ前２１８８‐１
広島県 ローソン御調町店 広島県尾道市御調町市川西１３０‐１
広島県 ローソン吉田町貴船店 広島県安芸高田市吉田町吉田字貴船１８６４‐１
広島県 ローソン福山箕沖町店 広島県福山市箕沖町３０‐１
広島県 ローソン福山大黒座店 広島県福山市笠岡町３‐１１
広島県 ローソンフタバ図書アルティ福山本店 広島県福山市明神町１‐１４‐２０
広島県 ローソン東広島西条町寺家店 広島県東広島市西条町寺家１８１７‐１
広島県 ローソン尾道北インター店 広島県尾道市御調町本２０‐２
島根県 ローソン安来広瀬店 島根県安来市広瀬町石原９‐１
島根県 ローソン松江大庭店 島根県松江市大庭町字堂ノ前１１９５‐２
島根県 ローソン出雲塩冶神前店 島根県出雲市塩冶神前６‐３‐１
島根県 ローソン出雲下古志店 島根県出雲市下古志町６８６‐１
島根県 ローソン安来伯太店 島根県安来市伯太町東母里５６９‐１
島根県 ローソン平田中ノ島店 島根県出雲市平田町字中ノ島７５５０
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島根県 ローソン斐川上直江店 島根県出雲市斐川町上直江２５２９
島根県 ローソン松江比津店 島根県松江市比津町字入料免１５６
島根県 ローソン大田宮崎店 島根県大田市大田町大田字宮崎ロ９７７‐２
島根県 ローソン益田高津店 島根県益田市高津６‐１５‐３３
島根県 ローソン大田長久町南店 島根県大田市長久町長久字中川原ロ２６８‐１２
島根県 ローソン雲南三刀屋町店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６２６‐３
島根県 ローソン・ポプラ松江佐太神社前店 島根県松江市鹿島町名分１０１７‐２
島根県 ローソン出雲小山町店 島根県出雲市小山町５０４‐１
島根県 ローソン東出雲あだかえ店 島根県松江市東出雲町出雲郷字馬場下４７３
鳥取県 ローソン鳥取賀露店 鳥取県鳥取市賀露町西１‐３０２０‐１
鳥取県 ローソン鳥取吉成店 鳥取県鳥取市宮長字井原２７８‐２
鳥取県 ローソン米子糀町店 鳥取県米子市糀町２‐１５７
鳥取県 ローソン西伯法勝寺店 鳥取県西伯郡南部町法勝寺字才ノ木２３０‐２
鳥取県 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
鳥取県 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
鳥取県 ローソン鳥取浜坂団地入口店 鳥取県鳥取市浜坂１‐８８１‐１
鳥取県 ローソン米子二本木店 鳥取県米子市二本木字浜田１１２６‐１
鳥取県 ローソン境港市役所前店 鳥取県境港市上道町３２８６
鳥取県 ローソン伯耆溝口店 鳥取県西伯郡伯耆町字沢尻　６３‐１
鳥取県 ローソン米子祇園町店 鳥取県米子市祇園町２‐２３４
鳥取県 ローソン米子観音寺新町店 鳥取県米子市観音寺新町１‐１５‐７
鳥取県 ローソン境港三軒屋店 鳥取県境港市三軒屋町字島屋西２４８９‐１
鳥取県 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
鳥取県 ローソン鳥取雲山店 鳥取県鳥取市新字上沢１１１‐２
鳥取県 ローソン鳥取天神町店 鳥取県鳥取市天神町３４‐１
鳥取県 ローソン関金温泉店 鳥取県倉吉市関金町関金宿字日笠２３６‐８
鳥取県 ローソン北栄町国坂店 鳥取県東伯郡北栄町国坂字中曾祢１１９‐７
鳥取県 ローソン日南生山店 鳥取県日野郡日南町生山３９３‐２
鳥取県 ローソン南部阿賀店 鳥取県西伯郡南部町阿賀字徳連場東４１３‐３
鳥取県 ローソン大山インター店 鳥取県西伯郡大山町所子字砂口１１０３
鳥取県 ローソン・ポプラ八頭西御門 鳥取県八頭郡八頭町西御門字山崎２６３‐１
鳥取県 ローソン・ポプラ米子東福原五丁目 鳥取県米子市東福原５‐１‐４０
鳥取県 ローソン・ポプラ北栄町江北 鳥取県東伯郡北栄町江北７８６‐１
山口県 ローソン美東大田店 山口県美祢市美東町大田字近光５４８１‐４
山口県 ローソン岩国海土路店 山口県岩国市海土路町２‐４０‐８
山口県 ローソン徳山駅前店 山口県周南市有楽町１
山口県 ローソン小野田中川三丁目店 山口県山陽小野田市中川３‐１‐２０
山口県 ローソン山口小郡下郷店 山口県山口市小郡下郷７８８‐１
山口県 ローソン山口吉敷佐畑店 山口県山口市吉敷佐畑１‐２‐５
山口県 ローソン萩椿東平方店 山口県萩市大字椿東字平方２９２６‐１
山口県 ローソン山口大内矢田南四丁目店 山口県山口市大内矢田南４‐８‐１１
山口県 ローソン山口大内小野店 山口県山口市大内御堀２９７７‐４
山口県 ローソン山口大学病院店 山口県宇部市南小串１‐１‐１
香川県 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
香川県 ローソンまんのう町買田店 香川県仲多度郡まんのう町買田中手５３３‐１
香川県 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
香川県 ローソンさぬき志度堂林店 香川県さぬき市志度１２２５‐２
香川県 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
香川県 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
香川県 ローソン観音寺植田町店 香川県観音寺市出作町１０７４‐１
香川県 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
香川県 ローソン高松東山崎町店 香川県高松市東山崎町９３４
香川県 ローソン高松国分寺バイパス店 香川県高松市国分寺町新居字本村５２８‐１
徳島県 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
徳島県 ローソン阿南見能林店 徳島県阿南市見能林町九反ケ坪１‐４
徳島県 ローソン日和佐寺前店 徳島県海部郡美波町奥河内字寺前１６‐１
徳島県 ローソン徳島津田本町店 徳島県徳島市津田本町４‐４５２‐１
徳島県 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
徳島県 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４‐３
徳島県 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７９‐１
徳島県 ローソン徳島安宅三丁目店 徳島県徳島市安宅３‐６‐３３
徳島県 ローソン徳島沖浜二丁目店 徳島県徳島市沖浜２‐１０‐１
徳島県 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
徳島県 ローソン松茂町笹木野店 徳島県板野郡松茂町笹木野字八下２３‐１９
徳島県 ローソン阿南橘町店 徳島県阿南市橘町幸野６３‐２０
徳島県 ローソン名西石井町高川原店 徳島県名西郡石井町高川原字高川原１３１０‐１
徳島県 ローソン三好池田町ウエノ店 徳島県三好市池田町ウヱノ３１０３‐２
徳島県 ローソン徳島西大工町二丁目店 徳島県徳島市西大工町２‐５‐１
高知県 ローソン土佐山田町旭町店 高知県香美市土佐山田町旭町１‐１‐５
高知県 ローソン宿毛バイパス店 高知県宿毛市駅東町２‐１１４
高知県 ローソン佐川町西店 高知県高岡郡佐川町字岩ノ越丙１３９４‐２
高知県 ローソン高知朝倉本町二丁目店 高知県高知市朝倉本町２‐１６‐３５
高知県 ローソン高知知寄町店 高知県高知市小倉町１‐４１
高知県 ローソン高知競馬場前店 高知県高知市長浜２３１９‐１
高知県 ローソン高岡日高村店 高知県高岡郡日高村下分４８‐１
高知県 ローソン南国インター店 高知県南国市左右山９０‐１



【店舗リスト】ローソン モンストグミジューシーコンボVol.3

高知県 ローソン高知船岡店 高知県高知市朝倉甲７４‐１
高知県 ローソン高知比島町二丁目店 高知県高知市比島町２‐３‐３９
愛媛県 ローソン松山椿神社前店 愛媛県松山市居相４‐１８‐１８
愛媛県 ローソン西予宇和町岩木店 愛媛県西予市宇和町岩木３３９‐１
愛媛県 ローソン宇和島三間町店 愛媛県宇和島市三間町務田７２５‐１
愛媛県 ローソン東温志津川店 愛媛県東温市志津川南２‐３‐１
愛媛県 ローソン伊予尾崎天神店 愛媛県伊予市尾崎字天神下２６‐７
愛媛県 ローソン砥部大南店 愛媛県伊予郡砥部町大南３８
愛媛県 ローソン松山湊町三丁目店 愛媛県松山市湊町３‐３‐５
愛媛県 ローソン今治美須賀町店 愛媛県今治市美須賀町３‐２‐７
愛媛県 ローソン松山会津店 愛媛県松山市会津町３‐４
愛媛県 ローソン新居浜宮西町店 愛媛県新居浜市宮西町５‐１３
愛媛県 ローソン松山西衣山駅前店 愛媛県松山市衣山４‐７５４‐１
愛媛県 ローソン西条樋之口店 愛媛県西条市樋之口字龍出３４３‐１
愛媛県 ローソン今治南鳥生店 愛媛県今治市南鳥生町２‐３‐５２
愛媛県 ローソン新居浜桜木町店 愛媛県新居浜市桜木町２‐６２
愛媛県 ローソン西条福武太田店 愛媛県西条市福武字太田甲２４９‐１
長崎県 ローソン東彼杵インター店 長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷字江頭７５０‐１
長崎県 ローソン大村古賀島町店 長崎県大村市古賀島町１１５‐１
長崎県 ローソン長崎総合科学大学前店 長崎県長崎市界２‐４
長崎県 ローソン佐世保指方店 長崎県佐世保市指方町２２２７‐３
長崎県 ローソン長崎中園町店 長崎県長崎市中園町１１‐１
長崎県 ローソン長崎大学病院店 長崎県長崎市坂本１‐７‐１
長崎県 ローソン長崎上戸町四丁目店 長崎県長崎市上戸町４‐１３‐２７
長崎県 ローソン長崎宝栄町店 長崎県長崎市宝栄町１７７‐１
長崎県 ローソン長崎昭和三丁目店 長崎県長崎市昭和３‐３８２‐６
長崎県 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
長崎県 ローソン佐世保川下町店 長崎県佐世保市川下町４１‐１
長崎県 ローソン長崎戸町店 長崎県長崎市戸町４‐２７‐３２
福岡県 ローソン築上築城店 福岡県築上郡築上町東築城１６３７
福岡県 ローソン小倉清水二丁目店 福岡県北九州市小倉北区清水２‐１２‐２２
福岡県 ローソン築上有安店 福岡県築上郡築上町大字有安４５９‐３
福岡県 ローソン門司小森江店 福岡県北九州市門司区矢筈町２‐１
福岡県 ローソンあるあるＣｉｔｙ店 福岡県北九州市小倉北区浅野２‐１４‐５
福岡県 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５‐２７９４‐１
福岡県 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
福岡県 ローソン小倉田原新町二丁目店 福岡県北九州市小倉南区田原新町２‐５‐２０
福岡県 ローソン門司上二十町店 福岡県北九州市門司区上二十町１‐５
福岡県 ローソン福岡篠栗駅前店 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字丸林３８‐２１
福岡県 ローソンオリエンタルホテル福岡店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街４‐２３
福岡県 ローソン筑紫通東光寺店 福岡県福岡市博多区東光寺町２‐２
福岡県 ローソン千早三丁目店 福岡県福岡市東区千早３‐１‐１４８
福岡県 ローソン箱崎宮前店 福岡県福岡市東区箱崎１‐２４‐５
福岡県 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
福岡県 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
福岡県 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
福岡県 ローソン福岡原六丁目店 福岡県福岡市早良区原６‐１０‐３
福岡県 ローソン宗像石丸三丁目店 福岡県宗像市石丸３‐７‐８
福岡県 ローソン福岡下川端町店 福岡県福岡市博多区下川端町９‐１５
福岡県 ローソン西鉄久留米駅店 福岡県久留米市東町３１６‐２
福岡県 ローソン博多店 福岡県福岡市博多区博多駅前２‐６‐１２
福岡県 ローソン愛宕二丁目店 福岡県福岡市西区愛宕２‐１６‐１６
福岡県 ローソン笹原駅前店 福岡県福岡市南区井尻３‐１８‐１５
福岡県 ローソン桧原七丁目店 福岡県福岡市南区桧原７‐３７‐９
福岡県 ローソン南庄二丁目店 福岡県福岡市早良区南庄２‐１２‐２
福岡県 ローソン福岡赤坂一丁目店 福岡県福岡市中央区赤坂１‐１５‐２４
福岡県 ローソン平尾一丁目店 福岡県福岡市中央区平尾１‐８‐３７
福岡県 ローソン福岡長浜屋台通り店 福岡県福岡市中央区港１‐４０
福岡県 ローソン福岡周船寺二丁目店 福岡県福岡市西区周船寺２‐１１‐３３
福岡県 ローソン春日大土居二丁目店 福岡県春日市大土居２‐１０５‐１
福岡県 ローソン福岡今宿三丁目店 福岡県福岡市西区今宿３‐２９‐６
福岡県 ローソン春日桜ヶ丘六丁目店 福岡県春日市桜ケ丘６‐７７‐１
福岡県 ローソン遠賀岡垣町店 福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台４‐２０‐７
福岡県 ローソン八幡則松七丁目店 福岡県北九州市八幡西区則松７‐５‐１３
福岡県 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
福岡県 ローソン飯塚病院店 福岡県飯塚市芳雄町３‐８３
福岡県 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
福岡県 ローソン永犬丸五丁目店 福岡県北九州市八幡西区永犬丸５‐１‐２０
福岡県 ローソン福岡宮若長井鶴店 福岡県宮若市長井鶴４６７‐６
福岡県 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
福岡県 ローソン水巻駅前店 福岡県遠賀郡水巻町頃末南３‐２３‐１
福岡県 ローソン甘木駅前店 福岡県朝倉市大字甘木字竹原１６６９‐１
福岡県 ローソン柳川筑紫店 福岡県柳川市筑紫町字前田２１２‐３
福岡県 ローソン朝倉三輪店 福岡県朝倉郡筑前町高田２５３８‐１
福岡県 ローソン筑後山ノ井店 福岡県筑後市山ノ井６９７‐１
福岡県 ローソン柳川蒲船津店 福岡県柳川市三橋町蒲船津字宮ノ前１３‐２
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福岡県 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
福岡県 ローソン筑後下北島店 福岡県筑後市下北島１１８２‐１
熊本県 ローソン熊本阿蘇長陽店 熊本県阿蘇郡南阿蘇村下野字山田１４７‐２５
熊本県 ローソン阿蘇内牧店 熊本県阿蘇市内牧字下町３２９‐１
熊本県 ローソン八代松江町店 熊本県八代市松江町大字江前３４９‐４
熊本県 ローソン熊本健軍町店 熊本県熊本市東区月出２‐４‐７２
熊本県 ローソン菊陽中迎原店 熊本県菊池郡菊陽町光の森５‐１６‐２
熊本県 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
熊本県 ローソン熊本黒石店 熊本県合志市須屋字上出口２６２６‐１
熊本県 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
熊本県 ローソン阿蘇高森店 熊本県阿蘇郡高森町大字高森字里木２１８８‐１
熊本県 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
熊本県 ローソン天草佐伊津町店 熊本県天草市佐伊津町南平１９３８‐３４
熊本県 ローソン八代袋町店 熊本県八代市袋町５‐４５
熊本県 ローソン熊本薄場力合店 熊本県熊本市南区薄場町２５
熊本県 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
熊本県 ローソン玉名天水部田見店 熊本県玉名市天水町部田見２６６３‐１
熊本県 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
熊本県 ローソン熊本花立二丁目店 熊本県熊本市東区花立２‐４‐１
熊本県 ローソン熊本国府三丁目店 熊本県熊本市中央区国府３‐２１‐８１
宮崎県 ローソン川南町ルピナスパーク前店 宮崎県児湯郡川南町大字川南字西原２３６２０‐２
宮崎県 ローソン新富新田店 宮崎県児湯郡新富町大字新田字祇園原１５１１３‐２
宮崎県 ローソン都城五十町店 宮崎県都城市五十町１５２７‐１
宮崎県 ローソン門川加草二丁目店 宮崎県東臼杵郡門川町加草２‐１１９‐１
宮崎県 ローソン都城広原店 宮崎県都城市広原町３２‐１
宮崎県 ローソン日向インター店 宮崎県日向市大字財光寺１７９６‐１
宮崎県 ローソン小林中央通り店 宮崎県小林市細野字五日町１８８０
宮崎県 ローソン延岡旭ケ丘店 宮崎県延岡市旭ケ丘２‐１‐２
宮崎県 ローソン都城陸上自衛隊前店 宮崎県都城市鷹尾４‐４２７７‐１７
宮崎県 ローソン延岡野田三丁目店 宮崎県延岡市野田３‐１‐１
宮崎県 ローソン延岡大貫町一丁目店 宮崎県延岡市大貫町１‐２８６４‐１
宮崎県 ローソン延岡緑ケ丘店 宮崎県延岡市緑ケ丘２‐８‐２２
宮崎県 ローソン延岡桜小路店 宮崎県延岡市桜小路３６０‐１
大分県 ローソン大分上戸次店 大分県大分市大字上戸次字宇土ノ口６０９１‐２
大分県 ローソン臼杵野田店 大分県臼杵市大字野田竹ノ下３３２
大分県 ローソン大分萩原三丁目店 大分県大分市萩原３‐１‐１
大分県 ローソン津久見千怒店 大分県津久見市大字千怒字新地６０５９
大分県 ローソン大分田室町店 大分県大分市田室町８‐１７
大分県 ローソン佐伯渡町台店 大分県佐伯市長島町３‐２０‐１４
大分県 ローソン津久見高洲町店 大分県津久見市高洲町２２‐１９
大分県 ローソン大分新町店 大分県大分市新町１‐２
大分県 ローソン蒲江インター店 大分県佐伯市蒲江大字野々河内浦字江川５９２‐２
大分県 ローソン大分森町バイパス店 大分県大分市大字森字荒木６４２‐１
佐賀県 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
佐賀県 ローソン佐賀江北店 佐賀県杵島郡江北町大字山口１６６８
佐賀県 ローソン鳥栖蔵上店 佐賀県鳥栖市蔵上４‐２７５
佐賀県 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
佐賀県 ローソン鳥栖高校前店 佐賀県鳥栖市鎗田町字大木４３２‐１３
佐賀県 ローソン唐津町田二丁目店 佐賀県唐津市町田２‐５‐３２
佐賀県 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３４１‐１
佐賀県 ローソン佐賀鍋島六丁目店 佐賀県佐賀市鍋島６‐１７‐２３
佐賀県 ローソン鹿島常広店 佐賀県鹿島市大字常広字田代７１‐１０
佐賀県 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
佐賀県 ローソン佐賀南部バイパス店 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄１９５‐１４
大分県 ローソン宇佐下拝田店 大分県宇佐市大字下拝田字上山ノ下７０９‐１
大分県 ローソン山国町店 大分県中津市山国町大字中摩字柿之木田３５６３‐４
大分県 ローソン杵築北浜店 大分県杵築市大字杵築字北浜６６５‐２９
大分県 ローソン九重野上店 大分県玖珠郡九重町大字野上字寺田１２９５‐１
大分県 ローソン別府上田の湯店 大分県別府市上田の湯町２０２２‐１
大分県 ローソン中津中央町一丁目店 大分県中津市中央町１‐７‐３２
大分県 ローソン別府西野口町店 大分県別府市西野口町１２‐５
大分県 ローソン別府北的ヶ浜町店 大分県別府市北的ケ浜町１２２５
大分県 ローソン別府石垣東九丁目店 大分県別府市石垣東９‐５‐１８
大分県 ローソン宇佐院内櫛野店 大分県宇佐市院内町櫛野１４６
大分県 ローソン豊後大野犬飼店 大分県豊後大野市犬飼町田原１０６７
鹿児島県 ローソン出水大野原店 鹿児島県出水市大野原町７３‐１０
鹿児島県 ローソン鹿屋白崎町店 鹿児島県鹿屋市白崎町６４９９‐１
鹿児島県 ローソン錦江神川店 鹿児島県肝属郡錦江町神川字平之下３４１５
鹿児島県 ローソン大口里店 鹿児島県伊佐市大口里字美国塚７１８‐１
鹿児島県 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
鹿児島県 ローソン鹿屋田崎町店 鹿児島県鹿屋市田崎町１３６６
鹿児島県 ローソン川内平佐町店 鹿児島県薩摩川内市平佐町字石崎３６７９‐３
鹿児島県 ローソン伊佐菱刈店 鹿児島県伊佐市菱刈重留字大橋口１０７１‐１
鹿児島県 ローソン阿久根寺山店 鹿児島県阿久根市赤瀬川１２４５
鹿児島県 ローソン財部南俣店 鹿児島県曽於市財部町南俣字流合２２‐４
鹿児島県 ローソン薩摩川内宮崎町店 鹿児島県薩摩川内市宮崎町字清水田１７１９‐２
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鹿児島県 ローソン霧島国分重久店 鹿児島県霧島市国分重久６２７‐５
鹿児島県 ローソン霧島国分上井店 鹿児島県霧島市国分上井７４１‐１
鹿児島県 ローソン隼人姫城店 鹿児島県霧島市隼人町姫城１‐１
鹿児島県 ローソン金峰阿多店 鹿児島県南さつま市金峰町宮崎字西大畠４０３９‐１
鹿児島県 ローソン鹿児島鴨池一丁目店 鹿児島県鹿児島市鴨池１‐６４‐２５
鹿児島県 ローソン鹿児島中山町店 鹿児島県鹿児島市中山町字黒土田４９４６‐１
鹿児島県 ローソン天文館アーケード店 鹿児島県鹿児島市千日町１５‐１５
鹿児島県 ローソン指宿秋元店 鹿児島県指宿市十町字牛鶴２２９２
鹿児島県 ローソン鹿児島谷山中央一丁目店 鹿児島県鹿児島市谷山中央１‐４３９１
鹿児島県 ローソン枕崎東本町店 鹿児島県枕崎市東本町１６０
鹿児島県 ローソン鹿児島石谷町店 鹿児島県鹿児島市石谷町２０３８‐２
鹿児島県 ローソン城南魚市場前店 鹿児島県鹿児島市城南町１１‐１
鹿児島県 ローソン鹿児島武岡五丁目店 鹿児島県鹿児島市武岡５‐８‐１
沖縄県 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
沖縄県 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
沖縄県 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
沖縄県 ローソン大宜味塩屋店 沖縄県国頭郡大宜味村字塩屋念蒲１３０６‐３
沖縄県 ローソン石川インター店 沖縄県うるま市石川２３１３‐２
沖縄県 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
沖縄県 ローソン国際通牧志店 沖縄県那覇市牧志３‐２‐１０てんぶす那覇１ＦＡ‐１
沖縄県 ローソン豊見城真玉橋店 沖縄県豊見城市字真玉橋２８２
沖縄県 ローソン南城富里店 沖縄県南城市玉城字富里６９０‐１
沖縄県 ローソン浦添安波茶店 沖縄県浦添市安波茶１‐５３‐１０


