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※販売状況により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 都道府県 郵便番号
住所１

（市区群）
住所２

ローソン旭川川端４条店 北海道 070-0814 旭川市 川端町四条１０‐４‐１４

ローソン釧路町新開二丁目店 北海道 088-0624 釧路郡 釧路町新開２‐２

ローソン釧路北大通店 北海道 085-0015 釧路市 北大通９‐２‐２

ローソン釧路文苑店 北海道 085-0063 釧路市 文苑２‐２‐１

ローソン釧路貝塚三丁目店 北海道 085-0816 釧路市 貝塚３‐４‐２４

ローソン札幌あいの里店 北海道 002-8073 札幌市 北区あいの里３条８‐１４‐２６

ローソン札幌厚別中央１条店 北海道 004-0051 札幌市 厚別区厚別中央１条２‐１３‐１４

ローソン札幌厚別中央２条店 北海道 004-0052 札幌市 厚別区厚別中央２条５‐３‐３

ローソン東海大札幌校舎前店 北海道 005-0824 札幌市 南区南沢４条１‐７‐２３

ローソン札幌手稲本町店 北海道 006-0029 札幌市 手稲区手稲本町２条５‐３‐１

ローソン札幌南２条西三丁目店 北海道 060-0062 札幌市 中央区南二条西３‐１１‐３

ローソン札幌西岡３条六丁目店 北海道 062-0033 札幌市 豊平区西岡３条６‐２１２‐２

ローソンすすきの南８条店 北海道 064-0808 札幌市 中央区南８条西３‐１０

ローソン斜里朝日町店 北海道 099-4114 斜里郡 斜里町朝日町３０‐１

ローソン中標津東７条北店 北海道 086-1047 標津郡 中標津町中標津東７条北１‐１‐２

ローソン登別栄町店 北海道 059-0033 登別市 栄町２‐１３‐１

ローソン八雲町立岩店 北海道 049-3123 二海郡 八雲町立岩６１‐２

ローソン長沼町店 北海道 069-1332 夕張郡 長沼町中央南１‐２‐２４

ローソン青森ロイネットホテル店 青森県 030-0801 青森市 新町１‐１１‐１６

ローソン青森勝田店 青森県 030-0821 青森市 勝田２‐４‐１２

ローソン青森造道店 青森県 030-0911 青森市 造道３‐１‐２３

ローソン青森浜館二丁目店 青森県 030-0947 青森市 浜館２‐４‐１

ローソンおいらせ一川目店 青森県 039-2203 上北郡 おいらせ町一川目４‐１４４‐３６

ローソン五戸みらいパーク前店 青森県 039-1533 三戸郡 五戸町字上大町１‐１

ローソン八戸浜市川店 青森県 039-2241 八戸市 大字市川町字市川３９‐８

ローソン弘前駅前三丁目店 青森県 036-8002 弘前市 大字駅前３‐３‐１１

ローソン弘前松ケ枝五丁目店 青森県 036-8042 弘前市 大字松ケ枝５‐１１‐３

ローソン弘前撫牛子店 青森県 036-8075 弘前市 大字撫牛子２‐１０‐２

ローソンむつ奥内店 青森県 035-0011 むつ市 大字奥内字中道２７‐３

ローソンむつ赤川町店 青森県 035-0044 むつ市 赤川町１３‐１０

ローソンむつ緑ヶ丘バイパス店 青森県 035-0066 むつ市 緑ヶ丘３１‐８

ローソンむつ大湊新町店 青森県 035-0084 むつ市 大湊新町１７‐２

ローソン北上大堤店 岩手県 024-0052 北上市 大堤北１‐１‐３０

ローソン北上鬼柳店 岩手県 024-0056 北上市 鬼柳町笊渕３４

ローソン北上大通り二丁目店 岩手県 024-0061 北上市 大通り２‐２５７

ローソン北上九年橋三丁目店 岩手県 024-0063 北上市 九年橋３‐１７‐１０

ローソン山田町織笠店 岩手県 028-1361 下閉伊郡 山田町織笠第１２‐２‐８６

ローソン岩手医大病院店 岩手県 028-3609 紫波郡 矢巾町医大通２‐１‐１トクタヴェール内

ローソン滝沢篠木店 岩手県 020-0735 滝沢市 篠木黒畑１４２‐１１

ローソン岩手高校前店 岩手県 020-0063 盛岡市 材木町１２‐２２

ローソン盛岡長橋台店 岩手県 020-0146 盛岡市 長橋町１６番３０号

ローソン石巻東中里二丁目店 宮城県 986-0812 石巻市 東中里２‐９‐９

ローソン石巻門脇店 宮城県 986-0858 石巻市 三ツ股４‐２‐３０

ローソン大崎鳴子温泉店 宮城県 989-6821 大崎市 鳴子温泉車湯９２‐４５

ローソン蔵王曲竹店 宮城県 989-0851 刈田郡 蔵王町大字曲竹字桜所１６‐１

ローソン気仙沼東八幡前店 宮城県 988-0811 気仙沼市 東八幡前６９‐２

ローソン塩釜舟入店 宮城県 985-0014 塩竈市 舟入１‐５‐２２

ローソン仙台東北労災病院前店 宮城県 981-0911 仙台市 青葉区台原１‐１０‐５

ローソン多賀城中央三丁目店 宮城県 985-0873 多賀城市 中央３‐１４‐２

ローソン富谷西沢店 宮城県 981-3311 富谷市 富谷字西沢９３‐１

ローソン利府森郷店 宮城県 981-0103 宮城郡 利府町森郷字新太子堂１９６

ローソン南三陸小森店 宮城県 986-0774 本吉郡 南三陸町志津川字小森３２‐１

ローソン田沢湖造道店 秋田県 014-1201 仙北市 田沢湖生保内町田１５４‐４

ローソン大仙角間川町店 秋田県 014-1413 大仙市 角間川町字二本杉２５‐１０

ローソン刈和野バイパス店 秋田県 019-1702 大仙市 北楢岡字中嶋８８‐５

ローソン山本森岳店 秋田県 018-2303 山本郡 三種町森岳字長田４２‐３

ローソン由利本荘北黒沢店 秋田県 015-0361 由利本荘市 黒沢字北黒沢１８５‐２

ローソン大森町店 秋田県 013-0503 横手市 大森町十日町字西女郎出１

ローソン上山金生店 山形県 999-3125 上山市 金生東１‐９‐２

ローソン新庄桧町店 山形県 996-0088 新庄市 桧町１０‐８‐１

ローソン鶴岡伊勢原町店 山形県 997-0802 鶴岡市 伊勢原町１‐４４

ローソン鶴岡青柳町店 山形県 997-0832 鶴岡市 青柳町３６‐３０

ローソン天童川原子本郷店 山形県 994-0103 天童市 大字川原子２８４０‐１

ローソン宮内郵便局前店 山形県 992-0472 南陽市 宮内２４５１‐１

ローソン山形東青田店 山形県 990-2423 山形市 東青田２‐２‐１

ローソンいわき小名浜辰巳店 福島県 971-8101 いわき市 小名浜字辰巳町３６‐３

ローソンいわき泉玉露店 福島県 971-8172 いわき市 泉玉露３‐１２‐５



ローソンいわき常磐関船店 福島県 972-8318 いわき市 常磐関船町一丁目２‐２４

ローソン石川長久保店 福島県 963-7846 石川郡 石川町字長久保１００

ローソン郡山堤三丁目店 福島県 963-0205 郡山市 堤３‐１１

ローソン新白河二丁目店 福島県 961-0856 白河市 新白河２‐１４

ローソン新白河五丁目店 福島県 961-0856 白河市 新白河５‐２１

ローソン相馬大曲店 福島県 976-0032 相馬市 大曲字大毛内２６‐２

ローソン田村常葉店 福島県 963-4603 田村市 常葉町西向字中３１‐１

ローソン東電福島第一大型休憩所店 福島県 979-1301 双葉郡 大熊町大字夫沢字北原２２

ローソン福島瀬上町店 福島県 960-0101 福島市 瀬上町字南中川原２９‐６９

ローソン福島大森中央店 福島県 960-1101 福島市 大森字坿２‐１

ローソン福島県立医科大学附属病院店 福島県 960-1247 福島市 光が丘１

ローソン本宮荒井店 福島県 969-1104 本宮市 荒井字久保田４３‐１

ローソン新利根角崎店 茨城県 300-1416 稲敷市 角崎４０７

ローソン笠間安居店 茨城県 319-0206 笠間市 安居字下平３１３６‐１

ローソン鹿嶋荒野店 茨城県 311-2221 鹿嶋市 大字荒野１４９７‐１

ローソン鹿嶋平井店 茨城県 314-0021 鹿嶋市 大字粟生字東山２３６０‐２

ローソン筑西関本上店 茨城県 308-0122 筑西市 関本上字三道２３２‐４

ローソン道の駅グランテラス筑西店 茨城県 308-0801 筑西市 川澄１８５０

ローソン筑西直井店 茨城県 308-0803 筑西市 直井１１４９

ローソンつくば今鹿島店 茨城県 300-2641 つくば市 今鹿島字今鹿島５８２８‐１

ローソンつくば二の宮店 茨城県 305-0051 つくば市 二の宮２‐２‐８

ローソンつくば葛城小学校前店 茨城県 305-0822 つくば市 苅間４２５‐３

ローソン城里石塚店 茨城県 311-4303 東茨城郡 城里町大字石塚１１９６‐１

ローソン日立相賀町店 茨城県 317-0075 日立市 相賀町７‐５

ローソン日立久慈町二丁目店 茨城県 319-1222 日立市 久慈町２‐３０‐７

ローソン鉾田塔ケ崎店 茨城県 311-1522 鉾田市 塔ケ崎字古川１０１０‐１

ローソン水戸文化センター入口店 茨城県 310-0805 水戸市 中央２‐４‐１２

ローソン水戸米沢町店 茨城県 310-0847 水戸市 米沢町５９９‐３

ローソン水戸石川店 茨城県 310-0905 水戸市 石川１‐３８３２‐１

ローソン水戸見和三丁目店 茨城県 310-0911 水戸市 見和３‐１５３２‐１

ローソン足利八椚町店 栃木県 326-0015 足利市 八椚町１０５‐４

ローソン宇都宮清原台五丁目店 栃木県 321-3223 宇都宮市 清原台５‐１７‐２４

ローソン宇都宮下岡本町店 栃木県 329-1104 宇都宮市 下岡本町２４１７‐４

ローソン佐野犬伏新町店 栃木県 327-0803 佐野市 犬伏新町８０７‐８

ローソン栃木箱森町東店 栃木県 328-0075 栃木市 箱森町３２‐１６

ローソン那須塩原松浦町店 栃木県 325-0074 那須塩原市 松浦町９６‐１９

ローソン那須塩原一区町店 栃木県 329-2732 那須塩原市 一区町１６２‐９

ローソン日光東照宮前店 栃木県 321-1434 日光市 本町２‐３２

ローソン市貝市塙店 栃木県 321-3423 芳賀郡 市貝町大字市塙３６０８‐１

ローソン伊勢崎三和インター店 群馬県 372-0011 伊勢崎市 三和町３１５４‐１

ローソン伊勢崎東上之宮店 群馬県 372-0815 伊勢崎市 東上之宮町７２７‐４

ローソン太田石原町店 群馬県 373-0808 太田市 石原町５０２‐３

ローソン太田泉町店 群馬県 373-0845 太田市 泉町１５２６‐１

ローソン太田駅南口店 群馬県 373-0851 太田市 飯田町１５４７

ローソン板倉バイパス店 群馬県 374-0133 邑楽郡 板倉町大字岩田１６１９‐１

ローソン桐生錦町店 群馬県 376-0023 桐生市 錦町３‐３‐８

ローソン渋川半田店 群馬県 377-0004 渋川市 半田３０４６

ローソン高崎浜尻町店 群馬県 370-0005 高崎市 浜尻町４６８‐１

ローソン高崎八島町店 群馬県 370-0849 高崎市 八島町２７４

ローソン吉井インター店 群馬県 370-2133 高崎市 吉井町矢田８‐３

ローソン箕郷上芝店 群馬県 370-3104 高崎市 箕郷町上芝５５５‐２

ローソン富岡内匠店 群馬県 370-2331 富岡市 内匠２３２‐１

ローソン前橋上泉町店 群馬県 371-0007 前橋市 上泉町６６９‐５

ローソン上尾瓦葺店 埼玉県 362-0022 上尾市 大字瓦葺字大島５４５‐１

ローソン越生西和田店 埼玉県 350-0412 入間郡 越生町大字西和田字福石３９０‐９

ローソン三芳北永井芝原店 埼玉県 354-0044 入間郡 三芳町大字北永井字芝原５０３‐１

ローソン入間扇台店 埼玉県 358-0023 入間市 扇台４‐３‐２３

ローソン寄居町鉢形店 埼玉県 369-1224 大里郡 寄居町大字鉢形１００‐１

ローソン春日部牛島店 埼玉県 344-0004 春日部市 牛島８８‐１

ローソン春日部八木崎店 埼玉県 344-0061 春日部市 粕壁字八木崎６６１５‐８

ローソン川口金山町店 埼玉県 332-0014 川口市 金山町１‐２７

ローソン川口戸塚六丁目店 埼玉県 333-0811 川口市 戸塚６‐１０‐１７

ローソン川口前上町店 埼玉県 333-0843 川口市 前上町１‐２１

ローソン川口安行出羽一丁目店 埼玉県 334-0052 川口市 安行出羽１‐１５‐６

ローソン杉戸清地店 埼玉県 345-0036 北葛飾郡 杉戸町清地２‐８‐４

ローソン伊奈学園前店 埼玉県 362-0802 北足立郡 伊奈町羽貫字寺下３７５‐１

ローソン久喜上清久店 埼玉県 346-0038 久喜市 上清久８９‐１

ローソン熊谷運動公園前店 埼玉県 360-0831 熊谷市 久保島１８１０‐５

ローソン越谷七左町店 埼玉県 343-0851 越谷市 新越谷１‐１‐３

ローソン浦和店 埼玉県 330-0062 さいたま市 浦和区仲町１‐５‐７

ローソンＬＴＦ大宮桜木町店 埼玉県 330-0854 さいたま市 大宮区桜木町４‐２０２

ローソンさいたま大谷店 埼玉県 337-0014 さいたま市 見沼区大谷４９１‐１



ローソン与野下落合店 埼玉県 338-0002 さいたま市 中央区下落合３‐１８‐１０

ローソン志木下宗岡店 埼玉県 353-0003 志木市 下宗岡１‐１０‐２４

ローソン秩父滝の上町店 埼玉県 368-0012 秩父市 滝の上町２‐３

ローソン所沢小手指台店 埼玉県 359-1148 所沢市 小手指台６‐１

ローソン所沢若狭三丁目店 埼玉県 359-1151 所沢市 若狭３‐２５６５‐１３

ローソン蓮田貝塚店 埼玉県 349-0132 蓮田市 大字貝塚１０３７‐２

ローソン東松山高坂店 埼玉県 355-0045 東松山市 大字宮鼻字大西１０１７‐１

ローソンふじみ野苗間店 埼玉県 356-0052 ふじみ野市 苗間４８５‐１

ローソン吉川上笹塚三丁目店 埼玉県 342-0017 吉川市 上笹塚３‐７９‐１

ローソン和光本町通店 埼玉県 351-0114 和光市 本町９‐１

ローソンＬＴＦ和光市駅前店 埼玉県 351-0114 和光市 本町１‐１

ローソン千葉北総病院店 千葉県 270-1613 印西市 鎌苅１７１５

ローソン行徳支所前店 千葉県 272-0107 市川市 押切１９‐３

ローソン東道野辺三丁目店 千葉県 273-0115 鎌ケ谷市 東道野辺３‐１‐２８

ローソン柏逆井店 千葉県 277-0042 柏市 逆井６３３‐１

ローソン柏向原町店 千葉県 277-0851 柏市 向原町１‐１

ローソンＬＴＦ豊四季神山店 千葉県 277-0863 柏市 豊四季１１４‐４

ローソン君津末吉店 千葉県 292-0451 君津市 末吉字下浪帰２２２‐１

ローソン木更津新田三丁目店 千葉県 292-0832 木更津市 新田３‐１‐５

ローソン千葉長沼原町店 千葉県 263-0001 千葉市 稲毛区長沼原町６７３‐１

ローソン稲毛山王店 千葉県 263-0002 千葉市 稲毛区山王町３３６‐２

ローソンＬＴＦ千葉若松町西店 千葉県 264-0021 千葉市 若葉区若松町５３１‐５８３

ローソン東金台方店 千葉県 283-0811 東金市 台方２９５‐５

ローソン習志野津田沼一丁目店 千葉県 275-0016 習志野市 津田沼１‐１２‐４

ローソン野田柳沢店 千葉県 278-0006 野田市 柳沢新田１２２‐１

ローソン足立神明南店 東京都 121-0057 足立区 神明南１‐１３‐１０

ローソン板橋高島平九丁目店 東京都 175-0082 板橋区 高島平９‐５‐１３

ローソン一之江七丁目店 東京都 132-0024 江戸川区 一之江７‐３８‐１８

ローソン江戸川松江二丁目店 東京都 132-0025 江戸川区 松江２‐３‐４

ローソン二之江町店 東京都 134-0093 江戸川区 二之江町１３８６

ローソン平和島団地倉庫店 東京都 143-0006 大田区 平和島３‐４‐１

ローソン水元中央通店 東京都 125-0035 葛飾区 南水元４‐１１‐７

ローソン白鳥四丁目店 東京都 125-0063 葛飾区 白鳥４‐１４‐３

ローソンＬＴＦ江東森下二丁目店 東京都 135-0004 江東区 森下２‐２３‐２

ローソン木場二丁目店 東京都 135-0042 江東区 木場２‐８‐３

ローソン江東亀戸六丁目店 東京都 136-0071 江東区 亀戸６‐２９‐１０

ローソン広尾高校前店 東京都 150-0011 渋谷区 東３‐１‐６

ローソン道玄坂二丁目店 東京都 150-0043 渋谷区 道玄坂２‐２０‐２６

ローソン四谷一丁目店 東京都 160-0004 新宿区 四谷１‐２３‐６

ローソン西武新宿駅北口店 東京都 160-0021 新宿区 歌舞伎町１‐３０‐１

ローソン歌舞伎町一丁目店 東京都 160-0021 新宿区 歌舞伎町１‐１２‐６

ローソンクオール西新宿小滝橋通店 東京都 160-0023 新宿区 西新宿７‐７‐３０

ローソン大井店 東京都 140-0014 品川区 大井４‐１７‐１６

ローソンＬＴＦ高円寺店 東京都 166-0003 杉並区 高円寺南４‐２３‐７

ローソン墨田石原二丁目店 東京都 130-0011 墨田区 石原２‐３‐１０

ローソン墨田向島三丁目店 東京都 131-0033 墨田区 向島３‐４６‐１４

ローソン世田谷赤堤三丁目店 東京都 156-0044 世田谷区 赤堤３‐２３‐２

ローソンＨ東浅草一丁目店 東京都 111-0025 台東区 東浅草１‐４‐６

ローソン新大塚駅前店 東京都 170-0005 豊島区 南大塚３‐１‐１

ローソン練馬関町北二丁目店 東京都 177-0051 練馬区 関町北２‐２７‐１

ローソン練馬東大泉五丁目店 東京都 178-0063 練馬区 東大泉５‐１９‐４

ローソンアクアシティお台場店 東京都 135-0091 港区 台場１‐７‐１

ローソンＬＴＦ碑文谷六丁目店 東京都 152-0003 目黒区 碑文谷６‐７‐１

ローソン昭島緑町一丁目店 東京都 196-0004 昭島市 緑町１‐１１‐１５

ローソンＬＴＦ国立東三丁目店 東京都 186-0002 国立市 東３‐７‐１７

ローソン小金井東町三丁目店 東京都 184-0011 小金井市 東町３‐１７‐９

ローソン立川幸町四丁目店 東京都 190-0002 立川市 幸町４‐１８‐４２

ローソン百草園駅前店 東京都 191-0034 日野市 落川９８５‐１

ローソンＬＴＦ府中小柳町店 東京都 183-0013 府中市 小柳町５‐６‐９

ローソン町田成瀬街道店 東京都 194-0044 町田市 成瀬６‐６‐１４

ローソンＬＴＦ町田広袴店 東京都 195-0056 町田市 広袴３‐２‐１

ローソン三鷹野崎四丁目店 東京都 181-0014 三鷹市 野崎４‐８‐２５

ローソン海老名中新田一丁目店 神奈川県 243-0422 海老名市 中新田１‐４‐５１

ローソン海老名河原口店 神奈川県 243-0433 海老名市 河原口４‐４‐８

ローソン小田原竹の花店 神奈川県 250-0011 小田原市 栄町２‐１２‐１９

ローソン鴨宮店 神奈川県 250-0874 小田原市 鴨宮３５７

ローソン川崎堀之内町店 神奈川県 210-0003 川崎市 川崎区堀之内町１０‐１

ローソン川崎西小川町店 神奈川県 210-0023 川崎市 川崎区小川町８‐７

ローソン新百合ヶ丘駅前店 神奈川県 215-0004 川崎市 麻生区万福寺１‐１‐２

ローソン寒川大曲店 神奈川県 253-0113 高座郡 寒川町大曲２‐５‐１２

ローソン相模原弥栄二丁目店 神奈川県 252-0229 相模原市 中央区弥栄２‐１‐１７

ローソン相模原七丁目店 神奈川県 252-0231 相模原市 中央区相模原７‐８‐１１



ローソン相模原上溝南中前店 神奈川県 252-0243 相模原市 中央区上溝２３４６‐４

ローソンＬＴＦ上溝番田店 神奈川県 252-0243 相模原市 中央区上溝３６６

ローソン相模原鵜野森一丁目店 神奈川県 252-0301 相模原市 南区鵜野森１‐１６‐８

ローソンＬＴＦ相武台前南口店 神奈川県 252-0011 座間市 相武台３‐４２‐４５

ローソン茅ヶ崎殿山公園入口店 神奈川県 253-0004 茅ヶ崎市 甘沼字長谷１６５‐１

ローソンＬＴＦ茅ヶ崎萩園店 神奈川県 253-0071 茅ヶ崎市 萩園１２７０‐４１

ローソン秦野鈴張町店 神奈川県 257-0055 秦野市 鈴張町５‐３０

ローソン平塚大神店 神奈川県 254-0012 平塚市 大神２９７４‐１

ローソン平塚総合公園店 神奈川県 254-0014 平塚市 四之宮１‐１‐１

ローソン藤沢一本松店 神奈川県 251-0052 藤沢市 藤沢１０３６‐６

ローソン藤沢湘南台店 神奈川県 252-0804 藤沢市 湘南台４‐１０‐１１

ローソン追浜店 神奈川県 237-0061 横須賀市 夏島町４

ローソン横須賀夏島町店 神奈川県 237-0061 横須賀市 夏島町１３‐４

ローソン横須賀根岸町二丁目店 神奈川県 239-0807 横須賀市 根岸町２‐３２‐１８

ローソン横須賀岩戸三丁目店 神奈川県 239-0844 横須賀市 岩戸３‐３５

ローソン横浜浅間下店 神奈川県 220-0072 横浜市 西区浅間町１‐２０‐５

ローソン横浜東白楽店 神奈川県 221-0822 横浜市 神奈川区西神奈川１‐１８‐１

ローソンＬＴＦ羽沢店 神奈川県 221-0863 横浜市 神奈川区羽沢町１５６７

ローソンつつじが丘店 神奈川県 227-0055 横浜市 青葉区つつじが丘１‐１４

ローソンＬＴＦ鶴見駅前店 神奈川県 230-0051 横浜市 鶴見区鶴見中央１‐２７‐５

ローソンＬＴＦ鶴見東口店 神奈川県 230-0051 横浜市 鶴見区鶴見中央１‐３‐１７

ローソン駒岡一丁目店 神奈川県 230-0071 横浜市 鶴見区駒岡１‐１‐１７

ローソンＬＴＦ横浜駒岡店 神奈川県 230-0071 横浜市 鶴見区駒岡２‐４‐３３

ローソンＬＴＦ泉中田西店 神奈川県 245-0015 横浜市 泉区中田西２‐３２‐１６

ローソン和泉中央北一丁目店 神奈川県 245-0016 横浜市 泉区和泉中央北１‐４０‐２５

ローソン関川店 新潟県 959-3274 岩船郡 関川村大字南赤谷５６３‐１

ローソン三条西中店 新潟県 955-0822 三条市 大字西中字野中９５７‐１

ローソン新発田大栄町店 新潟県 957-0056 新発田市 大栄町６‐６‐２４

ローソン上越日根津店 新潟県 942-0225 上越市 頸城区天ケ崎１３７７‐１

ローソン上越大日店 新潟県 943-0175 上越市 大字大日３１

ローソン大潟土底浜店 新潟県 949-3112 上越市 大潟区土底浜１４６０‐１

ローソン長岡左近店 新潟県 940-1161 長岡市 左近１‐５８‐１

ローソン空港西二丁目店 新潟県 950-0036 新潟市 東区空港西２‐１９‐１８

ローソン新潟中野山店 新潟県 950-0837 新潟市 東区若葉町１‐１９‐８１

ローソン新潟南紫竹一丁目店 新潟県 950-0854 新潟市 東区南紫竹１‐１０‐３

ローソン新潟鳥屋野店 新潟県 950-0950 新潟市 中央区鳥屋野南３‐１２‐９

ローソン湯沢神立店 新潟県 949-6102 南魚沼郡 湯沢町大字神立１６０２‐１

ローソン魚津青島店 富山県 937-0063 魚津市 青島８４０‐１

ローソン小矢部石動町店 富山県 932-0053 小矢部市 石動町５‐４

ローソン砺波久泉店 富山県 939-1314 砺波市 久泉１３４‐１

ローソン富山寺町店 富山県 930-0874 富山市 寺町向田割１０‐４

ローソン富山田尻店 富山県 930-2224 富山市 田尻西１１９‐２

ローソン富山八尾店 富山県 939-2304 富山市 八尾町黒田５３１８

ローソン富山大島店 富山県 939-8025 富山市 大島１‐１１

ローソン滑川インター店 富山県 936-0863 滑川市 栃山１５７２

ローソン上市横越店 富山県 930-0365 中新川郡 上市町神田字上川原３２９‐１

ローソン津幡みずほ病院前店 石川県 929-0346 河北郡 津幡町字潟端４５１‐１

ローソン金沢大豆田本町店 石川県 920-0047 金沢市 大豆田本町甲２８２‐１

ローソン金沢問屋町一丁目店 石川県 920-0061 金沢市 問屋町１‐１１５‐１

ローソン金沢泉野出町店 石川県 921-8116 金沢市 泉野出町２‐７‐１

ローソン越前王子保店 福井県 915-0857 越前市 四郎丸町４７‐７‐１

ローソン小浜府中店 福井県 917-0023 小浜市 府中１５‐２６

ローソン三国山王店 福井県 913-0044 坂井市 三国町山王５‐１‐２８

ローソン鯖江下新庄店 福井県 916-0034 鯖江市 下新庄町１２６‐７

ローソン福井田原町店 福井県 910-0018 福井市 田原２‐１９‐１２

ローソン福井若杉四丁目店 福井県 918-8055 福井市 若杉４‐７１５

ローソン甲斐下今井店 山梨県 400-0105 甲斐市 下今井９６１‐１

ローソン笛吹御坂成田店 山梨県 406-0801 笛吹市 御坂町成田９７１‐２

ローソン飯田高羽町店 長野県 395-0051 飯田市 高羽町３‐４‐３

ローソン軽井沢借宿店 長野県 389-0111 北佐久郡 軽井沢町大字長倉４６２５‐１

ローソン軽井沢バイパス店 長野県 389-0111 北佐久郡 軽井沢町大字長倉字飛鳥２６７０‐８

ローソン小諸森山西店 長野県 384-0085 小諸市 大字森山６０７‐１

ローソン佐久岩村田本町店 長野県 385-0022 佐久市 大字岩村田字中宿８０７‐７

ローソン塩尻広丘野村店 長野県 399-0702 塩尻市 広丘野村１７８７‐１４

ローソン茅野中沖店 長野県 391-0000 茅野市 中沖６‐２

ローソン茅野宮川店 長野県 391-0013 茅野市 宮川字家下４４８５‐５

ローソン中野砂山店 長野県 383-0045 中野市 大字江部字立畷７６０‐１

ローソン長野差出南三丁目店 長野県 380-0948 長野市 差出南３‐８‐２

ローソン長野稲田一丁目店 長野県 381-0042 長野市 稲田１‐１３‐１２

ローソン青木島大塚店 長野県 381-2205 長野市 青木島町大塚字大北１５５４‐１

ローソン松本深志一丁目店 長野県 390-0815 松本市 深志１‐４‐８

ローソン大垣三塚町店 岐阜県 503-0808 大垣市 三塚町１１０２‐１



ローソン岐阜北一色店 岐阜県 500-8227 岐阜市 北一色９‐２０‐４

ローソン美濃加茂本郷六丁目店 岐阜県 505-0027 美濃加茂市 本郷町６‐３２‐１

ローソン美濃加茂新池町店 岐阜県 505-0031 美濃加茂市 新池町１‐６‐１７

ローソン伊豆長岡店 静岡県 410-2211 伊豆の国市 長岡８５４‐１

ローソン磐田駒場店 静岡県 438-0231 磐田市 豊岡７０３８

ローソン御殿場ぐみ沢店 静岡県 412-0041 御殿場市 茱萸沢１９６

ローソン静岡曲金四丁目店 静岡県 422-8006 静岡市 駿河区曲金４‐２‐６

ローソン草薙総合運動場前店 静岡県 422-8008 静岡市 駿河区栗原９‐２３

ローソン静岡豊田三丁目店 静岡県 422-8027 静岡市 駿河区豊田３‐２７４‐２

ローソン静岡八幡五丁目店 静岡県 422-8076 静岡市 駿河区八幡５‐２４‐１０

ローソン清水永楽町店 静岡県 424-0043 静岡市 清水区永楽町１６‐１

ローソン沼津我入道北店 静岡県 410-0823 沼津市 我入道字一本松町１９３

ローソン浜松篠原店 静岡県 431-0201 浜松市 西区篠原町２１６３２

ローソン浜松湖東町西店 静岡県 431-1103 浜松市 西区湖東町字和地山３０２９‐１

ローソン浜北東美薗店 静岡県 434-0026 浜松市 浜北区東美薗１２４５‐１

ローソン浜北染地台店 静岡県 434-0046 浜松市 浜北区染地台５‐７‐１０

ローソン袋井川井店 静岡県 437-0064 袋井市 川井１１０３

ローソン富士中里店 静岡県 417-0826 富士市 中里字宮組１０７３‐１

ローソン富士天間店 静岡県 419-0205 富士市 天間１４１１‐４

ローソン大井川下江留店 静岡県 421-0218 焼津市 下江留１７１７‐１

ローソン甚目寺坂牧東店 愛知県 490-1115 あま市 大字坂牧字大塚６５‐１

ローソン一宮木曽川インター店 愛知県 491-0132 一宮市 大毛字西新開９６‐３

ローソン一宮駅西店 愛知県 491-0912 一宮市 新生１‐６‐１

ローソン一宮大和町妙興寺店 愛知県 491-0922 一宮市 大和町妙興寺字丹波２８‐１

ローソン稲沢小沢四丁目店 愛知県 492-8212 稲沢市 小沢４‐５７‐５

ローソン大府共和町店 愛知県 474-0061 大府市 共和町５‐６９

ローソン春日井鳥居松町一丁目店 愛知県 486-0844 春日井市 鳥居松町１‐９１

ローソン春日井庄名南店 愛知県 487-0022 春日井市 庄名町３４３‐１

ローソン江南安良店 愛知県 483-8111 江南市 安良町地蔵６

ローソン江南木賀町店 愛知県 483-8255 江南市 木賀町定和４７‐１

ローソン瀬戸西原町店 愛知県 489-0972 瀬戸市 西原町１‐３４‐１

ローソン東海名和町店 愛知県 476-0002 東海市 名和町石塚１９‐１

ローソン東海加木屋町店 愛知県 477-0032 東海市 加木屋町東大堀２８‐１７

ローソン豊橋佐藤三丁目店 愛知県 440-0853 豊橋市 佐藤３‐１５‐８

ローソン豊橋江島店 愛知県 441-8111 豊橋市 江島町９６‐１

ローソン豊田美里店 愛知県 471-0805 豊田市 美里１‐１１‐１１

ローソン豊田今町店 愛知県 471-0823 豊田市 今町１‐６‐４

ローソンＪＲゲートタワー店 愛知県 450-6690 名古屋市 中村区名駅１‐１０１５‐１５

ローソン西区花原町店 愛知県 452-0809 名古屋市 西区花原町１４５

ローソン中村本陣通五丁目店 愛知県 453-0041 名古屋市 中村区本陣通５‐７３

ローソン中川東中島店 愛知県 454-0852 名古屋市 中川区昭和橋通６‐４４

ローソン南区鶴里町店 愛知県 457-0021 名古屋市 南区鶴里町１‐１３‐１

ローソン南区芝町店 愛知県 457-0023 名古屋市 南区芝町３０

ローソン南区要町五丁目店 愛知県 457-0802 名古屋市 南区要町５‐３‐３

ローソン名古屋大学病院店 愛知県 466-0065 名古屋市 昭和区鶴舞町６５

ローソン天白平針二丁目店 愛知県 468-0011 名古屋市 天白区平針２‐１７１３

ローソン吉良町役場前店 愛知県 444-0524 西尾市 吉良町荻原字桐杭８‐３

ローソン大口高橋店 愛知県 480-0131 丹羽郡 大口町高橋２‐７２

ローソン森精機伊賀事業所前店 三重県 519-1413 伊賀市 愛田字平谷５２０‐４

ローソン鈴鹿高塚町店 三重県 513-0011 鈴鹿市 高塚町字神垣１０８１‐１

ローソン松阪小津町店 三重県 515-2114 松阪市 小津町字大坪４２８‐１

ローソン藤尾小金塚店 滋賀県 520-0067 大津市 藤尾奥町１７‐１

ローソン和邇妹子の郷店 滋賀県 520-0526 大津市 和邇中５２８‐２

ローソン瀬田駅前店 滋賀県 520-2144 大津市 大萱１‐１８‐３４

ローソン甲南野尻店 滋賀県 520-3307 甲賀市 甲南町野尻字太田１０６‐１

ローソン水口南林口店 滋賀県 528-0029 甲賀市 水口町南林口３７

ローソン今津北浜店 滋賀県 520-1621 高島市 今津町今津１６７７‐１８

ローソン大久保町平盛店 京都府 611-0033 宇治市 大久保町平盛６０‐１

ローソン亀岡馬堀店 京都府 621-0823 亀岡市 篠町馬堀南垣内４３‐３

ローソン亀岡頼政塚店 京都府 621-0835 亀岡市 篠町浄法寺中村２６‐１

ローソン亀岡西町店 京都府 621-0862 亀岡市 西町４１‐１

ローソン峰山町新町店 京都府 627-0005 京丹後市 峰山町新町小字検見不入１５６６

ローソン京丹後網野店 京都府 629-3113 京丹後市 網野町小浜小字勝山１３８‐３

ローソン京田辺薪店 京都府 610-0341 京田辺市 薪西沢４‐１

ローソン京田辺山手西店 京都府 610-0355 京田辺市 山手西１‐１０‐８

ローソン烏丸久世橋店 京都府 601-8033 京都市 南区東九条南石田町１１２‐１

ローソン吉祥院西ノ茶屋店 京都府 601-8381 京都市 南区吉祥院西ノ茶屋町８１

ローソン四条大宮店 京都府 604-8804 京都市 中京区壬生坊城町１６‐１７‐７

ローソン四条中新道店 京都府 604-8862 京都市 中京区壬生森町２‐２

ローソン京都医療センター前店 京都府 612-0875 京都市 伏見区深草枯木町３２‐１

ローソン久我石原店 京都府 612-8491 京都市 伏見区久我石原町８‐１０

ローソン西京川島店 京都府 615-8194 京都市 西京区川島粟田町３７



ローソン木津川山城店 京都府 619-0204 木津川市 山城町上狛洞ヶ谷２５‐１

ローソン福知山末広町店 京都府 620-0054 福知山市 末広町１‐１９‐１

ローソン福知山前田店 京都府 620-0867 福知山市 字前田小字カヤノ１８７８‐１７７

ローソン茨木東安威二丁目店 大阪府 567-0002 茨木市 東安威２‐１０‐３

ローソン関西国際空港店 大阪府 549-0001 泉佐野市 泉州空港北１

ローソン泉大津北豊中町店 大阪府 595-0012 泉大津市 北豊中町３‐９７９‐５

ローソン鶴山台店 大阪府 594-0003 和泉市 太町５５９‐１

ローソン中之島フェスティバルプラザ店 大阪府 530-0005 大阪市 北区中之島２‐３‐１８　Ｂ１Ｆ

ローソン西天満六丁目店 大阪府 530-0047 大阪市 北区西天満６‐８‐７

ローソン天神橋七丁目店 大阪府 531-0041 大阪市 北区天神橋７‐６‐１１

ローソン阪急崇禅寺駅前店 大阪府 533-0033 大阪市 東淀川区東中島３‐１４‐３６

ローソン御幸町二丁目店 大阪府 534-0012 大阪市 都島区御幸町２‐２‐３２

ローソン都島中野町四丁目店 大阪府 534-0027 大阪市 都島区中野町４‐１７‐９

ローソン城東古市二丁目店 大阪府 536-0001 大阪市 城東区古市２‐６‐７３

ローソン千日前二丁目店 大阪府 542-0074 大阪市 中央区千日前２‐８‐１７

ローソン宗右衛門町店 大阪府 542-0084 大阪市 中央区宗右衛門町５‐１８

ローソン生野田島一丁目店 大阪府 544-0011 大阪市 生野区田島１‐１０‐３

ローソン浪速警察署前店 大阪府 556-0005 大阪市 浪速区日本橋５‐５‐２０

ローソン交野私部西店 大阪府 576-0041 交野市 私部西２‐１５‐３

ローソン門真宮前町店 大阪府 571-0074 門真市 宮前町１０‐１５

ローソン岩室店 大阪府 590-0112 堺市 南区岩室１９０

ローソン堺出島店 大阪府 590-0833 堺市 堺区出島海岸通三丁５‐２０

ローソン堺長曽根町店 大阪府 591-8025 堺市 北区長曽根町１９０３‐１

ローソン堺神野町店 大阪府 593-8308 堺市 西区神野町３‐６‐６

ローソン堺土塔南店 大阪府 599-8234 堺市 中区土塔町３３４３

ローソン吹田泉町五丁目店 大阪府 564-0041 吹田市 泉町５‐１０‐１３

ローソン住道駅前店 大阪府 574-0036 大東市 末広町２‐１０２

ローソン豊中西緑丘三丁目店 大阪府 560-0005 豊中市 西緑丘３‐２６‐３４

ローソン豊中清風荘店 大阪府 560-0041 豊中市 清風荘１‐８‐３

ローソン長田駅西店 大阪府 577-0013 東大阪市 長田中１‐４‐３５

ローソン花園本町二丁目店 大阪府 578-0937 東大阪市 花園本町２‐１‐１２

ローソン藤井寺岡一丁目店 大阪府 583-0027 藤井寺市 岡１‐１６‐３１

ローソン箕面船場西二丁目店 大阪府 562-0036 箕面市 船場西２‐３‐１５

ローソン大日駅前店 大阪府 570-0016 守口市 大日東町２‐１３

ローソン八尾木の本一丁目店 大阪府 581-0044 八尾市 木の本１‐１６

ローソン芦屋川西店 兵庫県 659-0072 芦屋市 川西町７‐３

ローソン関西福祉大学前店 兵庫県 678-0259 赤穂市 黒崎町１８６

ローソン阪神尼崎駅北店 兵庫県 660-0883 尼崎市 神田北通２‐１２‐１

ローソン尼崎立花町一丁目店 兵庫県 661-0025 尼崎市 立花町１‐２４‐３１

ローソン小野浄谷町店 兵庫県 675-1317 小野市 浄谷町３１７７‐４

ローソン播磨南大中店 兵庫県 675-0147 加古郡 播磨町南大中３‐１‐３４

ローソン加古川町河原店 兵庫県 675-0067 加古川市 加古川町河原字長尾３５７‐３

ローソン加古川平岡町一色店 兵庫県 675-0115 加古川市 平岡町一色字西ノ口３７１‐３

ローソン加西三口店 兵庫県 675-2223 加西市 三口町村前３８２

ローソン神戸谷上東町店 兵庫県 651-1245 神戸市 北区谷上東町２１‐７

ローソン長田神楽町店 兵庫県 653-0836 神戸市 長田区神楽町５‐１

ローソン須磨妙法寺界地店 兵庫県 654-0121 神戸市 須磨区妙法寺字界地８０‐１

ローソン垂水本多聞二丁目店 兵庫県 655-0006 神戸市 垂水区本多聞２‐３４‐９

ローソン洲本下加茂店 兵庫県 656-0013 洲本市 下加茂１‐１‐１２

ローソン氷上北店 兵庫県 669-3651 丹波市 氷上町氷上字六反田１１‐２

ローソン西宮下山口一丁目店 兵庫県 651-1412 西宮市 山口町下山口１‐８‐１

ローソン姫路西今宿店 兵庫県 670-0061 姫路市 西今宿３‐８‐２０

ローソン姫路南畝町店 兵庫県 670-0961 姫路市 南畝町１８

ローソン姫路御国野町店 兵庫県 671-0231 姫路市 御国野町深志野１９６‐１

ローソン姫路飾磨加茂店 兵庫県 672-8074 姫路市 飾磨区加茂３１４

ローソン五條住川町店 奈良県 637-0014 五條市 住川町１８６‐１

ローソン明日香奥山店 奈良県 634-0103 高市郡 明日香村大字飛鳥４５８‐１

ローソン大和郡山新町店 奈良県 639-1054 大和郡山市 新町７７５‐３

ローソン大和郡山下三橋町店 奈良県 639-1101 大和郡山市 下三橋町５８６

ローソン大淀町下渕店 奈良県 638-0821 吉野郡 大淀町大字下渕２１‐１

ローソン海南船尾店 和歌山県 642-0001 海南市 船尾３６５‐１２

ローソン海南名高西店 和歌山県 642-0032 海南市 名高字中須賀２０２‐１

ローソン田辺下三栖店 和歌山県 646-0216 田辺市 下三栖１２９２‐１

ローソン上富田朝来店 和歌山県 649-2105 西牟婁郡 上富田町朝来２４６９‐１

ローソン勝浦町下里店 和歌山県 649-5142 東牟婁郡 那智勝浦町下里５５５‐１

ローソン南部町北道店 和歌山県 645-0006 日高郡 みなべ町大字北道字浜端４５６‐４

ローソン印南町切目崎店 和歌山県 649-1527 日高郡 印南町大字島田字由留木２２３８‐１

ローソン和歌山太田店 和歌山県 640-8323 和歌山市 太田５６４‐４

ローソン和歌山福島店 和歌山県 640-8401 和歌山市 福島字西向坪６８８‐２

ローソン和歌山北消防署前店 和歌山県 640-8412 和歌山市 狐島６５２‐２

ローソン和歌山北中島店 和歌山県 641-0008 和歌山市 北中島１‐１３５‐１

ローソン境港市渡町店 鳥取県 684-0072 境港市 渡町字中小堀１９０３‐１



ローソン南部阿賀店 鳥取県 683-0322 西伯郡 南部町阿賀字徳連場東４１３‐３

ローソンローソン・ポプラ大山町富長店 鳥取県 689-3221 西伯郡 大山町富長７４５‐２

ローソン鳥取大学前店 鳥取県 680-0941 鳥取市 湖山町北２‐１２１

ローソン八頭八東店 鳥取県 680-0607 八頭郡 八頭町徳丸字上ハ福１２０‐１

ローソンローソン・ポプラ米子東福原五丁目店 鳥取県 683-0802 米子市 東福原５‐１‐４０

ローソン西伯淀江店 鳥取県 689-3401 米子市 淀江町今津１４３‐１

ローソン淀江町佐陀店 鳥取県 689-3425 米子市 淀江町佐陀字山根谷１２４８

ローソン出雲下古志店 島根県 693-0032 出雲市 下古志町６８６‐１

ローソン江津嘉久志町店 島根県 695-0016 江津市 嘉久志町２３０９‐５

ローソン浜田長沢店 島根県 697-0023 浜田市 長沢町８８‐６

ローソン浜田田町店 島根県 697-0026 浜田市 田町１６４４

ローソン浜乃木店 島根県 690-0044 松江市 浜乃木６‐１８‐１

ローソンローソン・ポプラ安来中海店 島根県 692-0006 安来市 西荒島町１８２‐１

ローソン岡山駅前店 岡山県 700-0901 岡山市 北区本町２‐１

ローソン岡山新保店 岡山県 700-0945 岡山市 南区新保１１６６

ローソン岡山興除店 岡山県 701-0213 岡山市 南区中畦３１０‐１

ローソン岡山横井上店 岡山県 701-1145 岡山市 北区横井上２０２‐１

ローソン岡山辛川西店 岡山県 701-1213 岡山市 北区西辛川６３３‐１

ローソン岡山洲崎店 岡山県 702-8042 岡山市 南区洲崎３‐１５‐２５

ローソン笠岡美の浜店 岡山県 714-0042 笠岡市 美の浜３１‐４

ローソン倉敷中畝一丁目店 岡山県 712-8051 倉敷市 中畝１‐３‐２１

ローソン総社真壁店 岡山県 719-1134 総社市 真壁１２７０‐５

ローソン総社宍粟店 岡山県 719-1153 総社市 宍粟８４７

ローソン玉野渋川二丁目店 岡山県 706-0028 玉野市 渋川２‐１１‐１７

ローソン高梁駅前店 岡山県 716-0039 高梁市 旭町１３２１‐１

ローソン鏡野町女原店 岡山県 708-0423 苫田郡 鏡野町女原１０８‐１

ローソン新見長屋店 岡山県 718-0014 新見市 長屋３３２‐１

ローソン美作作東店 岡山県 709-4236 美作市 川北字寺ノ下７９１

ローソン尾道向島中央店 広島県 722-0073 尾道市 向島町字長江谷８１２‐１

ローソン因島田熊店 広島県 722-2324 尾道市 因島田熊町字瀬戸の浜５４３９‐４

ローソンＳフタバ図書呉駅レクレ店 広島県 737-0029 呉市 宝町２‐５０

ローソン広島バスセンター店 広島県 730-0011 広島市 中区基町６‐２７

ローソン広島寺町店 広島県 730-0801 広島市 中区寺町６‐２２

ローソン広島大町東二丁目店 広島県 731-0124 広島市 安佐南区大町東２‐８‐２３

ローソン広島中山東三丁目店 広島県 732-0023 広島市 東区中山東３‐２‐８

ローソン広島中野三丁目店 広島県 739-0321 広島市 安芸区中野３‐１４‐１７

ローソン福山春日町七丁目店 広島県 721-0907 福山市 春日町７‐３‐３１

ローソン福山南蔵王町四丁目店 広島県 721-0973 福山市 南蔵王町４‐１７‐３３

ローソン三原皆実三丁目店 広島県 723-0052 三原市 皆実３‐３

ローソン三次西酒屋町店 広島県 728-0022 三次市 西酒屋町１４３５

ローソン宇部東平原二丁目店 山口県 755-0807 宇部市 東平原２‐１０‐３５

ローソン下松望町一丁目店 山口県 744-0072 下松市 望町１‐１３１‐１

ローソン下関長府才川一丁目店 山口県 752-0928 下関市 長府才川１‐４３８‐３

ローソン下関豊洋台新町店 山口県 759-6313 下関市 豊浦町豊洋台新町１６０８‐９

ローソン徳山駅前店 山口県 745-0035 周南市 有楽町１

ローソン周南周陽一丁目店 山口県 745-0823 周南市 周陽１‐３‐２０

ローソン大津三隅店 山口県 759-3802 長門市 三隅中字大縄１６２４‐１

ローソン萩市役所前通店 山口県 758-0025 萩市 大字土原４９３‐１

ローソン山口大内小野店 山口県 753-0214 山口市 大内御堀２９７７‐４

ローソン山口吉敷佐畑店 山口県 753-0816 山口市 吉敷佐畑１‐２‐５

ローソン阿南上中町店 徳島県 774-0044 阿南市 上中町南島６８５‐１

ローソン那賀川町北中島店 徳島県 779-1246 阿南市 那賀川町北中島１６６‐２

ローソン藍住勝瑞店 徳島県 771-1273 板野郡 藍住町勝瑞字東勝地１９０‐１０

ローソン上板椎本店 徳島県 771-1343 板野郡 上板町椎本字亀ノ本２０８‐１

ローソン勝浦町沼江店 徳島県 771-4301 勝浦郡 勝浦町大字沼江字車ノ口８‐４

ローソン徳島城南町四丁目店 徳島県 770-8064 徳島市 城南町４‐２‐４１

ローソン徳島国府町桜間店 徳島県 779-3114 徳島市 国府町桜間字銭亀３７‐１

ローソン那賀町和食郷店 徳島県 771-5203 那賀郡 那賀町和食郷字八幡原１８２‐１

ローソンつるぎ町貞光店 徳島県 779-4101 美馬郡 つるぎ町貞光字大須賀６０‐１

ローソン美馬脇町野村店 徳島県 779-3620 美馬市 脇町野村字庚申東北４３９７‐１

ローソン吉野川西麻植店 徳島県 776-0020 吉野川市 鴨島町西麻植字絵馬堂２０‐１

ローソン観音寺植田町店 香川県 768-0011 観音寺市 出作町１０７４‐１

ローソン高松花ノ宮町店 香川県 761-8063 高松市 花ノ宮町１‐９‐２９

ローソン丸亀津森町店 香川県 763-0052 丸亀市 津森町１５７‐１

ローソン伊予尾崎天神店 愛媛県 799-3127 伊予市 尾崎字天神下２６‐７

ローソン今治波止浜店 愛媛県 799-2116 今治市 内堀１‐１８５‐１

ローソン大洲平野店 愛媛県 795-0021 大洲市 平野町野田４５７‐１

ローソン西条樋之口店 愛媛県 793-0043 西条市 樋之口字龍出３４３‐１

ローソン土居インター店 愛媛県 799-0435 四国中央市 豊岡町長田字東原４２５‐１

ローソン松山井門店 愛媛県 791-1114 松山市 井門町８０‐１

ローソン松山垣生店 愛媛県 791-8043 松山市 東垣生町４０１‐１

ローソン八幡浜保内町宮内店 愛媛県 796-0202 八幡浜市 保内町宮内２‐８４‐１



ローソン伊野町波川店 高知県 781-2128 吾川郡 いの町波川６６２

ローソン四万十具同バイパス店 高知県 787-0019 四万十市 具同３２８７

ローソン四万十竹島店 高知県 787-0151 四万十市 竹島４０‐１

ローソン佐川町西店 高知県 789-1200 高岡郡 佐川町字岩ノ越丙１３９４‐２

ローソン佐川町東店 高知県 789-1201 高岡郡 佐川町甲１６３‐８

ローソン甘木屋永店 福岡県 838-0031 朝倉市 屋永字西原４３２８‐１２

ローソン水巻頃末北二丁目店 福岡県 807-0022 遠賀郡 水巻町頃末北２‐１２‐２

ローソン小郡市役所前店 福岡県 838-0143 小郡市 小板井３４０‐１

ローソン大野城東大利二丁目店 福岡県 816-0941 大野城市 東大利２‐７‐１１

ローソン新宮夜臼五丁目店 福岡県 811-0110 糟屋郡 新宮町夜臼５‐５‐２４

ローソンあるあるＣｉｔｙ店 福岡県 802-0001 北九州市 小倉北区浅野２‐１４‐５

ローソン小倉記念病院店 福岡県 802-0001 北九州市 小倉北区浅野３‐２‐１

ローソン小倉宇佐町店 福岡県 802-0016 北九州市 小倉北区宇佐町２‐９‐２３

ローソン八幡山王一丁目店 福岡県 805-0017 北九州市 八幡東区山王１‐１３‐５

ローソン八幡下上津役一丁目店 福岡県 807-0075 北九州市 八幡西区下上津役１‐４‐１１

ローソン永犬丸五丁目店 福岡県 807-0851 北九州市 八幡西区永犬丸５‐１‐２０

ローソン福岡野多目三丁目店 福岡県 811-1347 福岡市 南区野多目３‐４‐１０

ローソン内浜二丁目店 福岡県 819-0005 福岡市 西区内浜２‐１２‐２０

ローソン豊前千束店 福岡県 828-0053 豊前市 大字千束１０８‐３

ローソンみやま高田町店 福岡県 839-0215 みやま市 高田町濃施２１２‐１

ローソン苅田京町一丁目店 福岡県 800-0351 京都郡 苅田町京町１‐２‐６

ローソン三井大刀洗店 福岡県 830-1225 三井郡 大刀洗町大字下高橋字丸石３５３０‐１

ローソン諫早貝津工業団地店 長崎県 854-0063 諫早市 貝津町１６７８‐５

ローソン諫早多良見店 長崎県 859-0402 諫早市 多良見町囲２５８‐１

ローソン小浜温泉店 長崎県 854-0514 雲仙市 小浜町北本町９０５‐５８

ローソン佐世保指方店 長崎県 859-3242 佐世保市 指方町２２２７‐３

ローソン出島店 長崎県 850-0862 長崎市 出島町５‐３

ローソン長崎戸町店 長崎県 850-0952 長崎市 戸町４‐２７‐３２

ローソン御船スポーツセンター前店 熊本県 861-3204 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 熊本県 869-1101 菊池郡 菊陽町津久礼石坂２２３０‐１

ローソン熊本京町二丁目店 熊本県 860-0078 熊本市 中央区京町２‐１４‐６

ローソン熊本長嶺西三丁目店 熊本県 861-8037 熊本市 東区長嶺西３‐４‐１

ローソン熊本県庁通り店 熊本県 862-0950 熊本市 中央区水前寺６‐２８‐２５

ローソン熊本九品寺一丁目店 熊本県 862-0976 熊本市 中央区九品寺１‐１２‐１６

ローソン八代袋町店 熊本県 866-0855 八代市 袋町５‐４５

ローソン大分王子中町店 大分県 870-0006 大分市 王子中町４０

ローソン大分新町店 大分県 870-0028 大分市 新町１‐２

ローソン大分東春日店 大分県 870-0037 大分市 東春日町１３‐１０

ローソン中津下池永店 大分県 871-0011 中津市 大字下池永下古附１６７‐１

ローソン別府観光港店 大分県 874-0918 別府市 汐見町８‐２７

ローソン別府石垣東九丁目店 大分県 874-0919 別府市 石垣東９‐５‐１８

ローソン別府北的ヶ浜町店 大分県 874-0928 別府市 北的ケ浜町１２２５

ローソン別府西野口町店 大分県 874-0931 別府市 西野口町１２‐５

ローソン別府浜町店 大分県 874-0945 別府市 浜町１‐７

ローソン宮崎村角町店 宮崎県 880-0837 宮崎市 村角町坪平１２０９‐１

ローソン宮崎大学病院店 宮崎県 889-1601 宮崎市 清武町木原５２００

ローソン蒲生上久徳店 鹿児島県 899-5302 姶良市 蒲生町上久徳２８０６

ローソン出水大野原店 鹿児島県 899-0216 出水市 大野原町７３‐１０

ローソン鹿屋笠之原町店 鹿児島県 893-0023 鹿屋市 笠之原町１４３４‐２

ローソン鹿児島西田三丁目店 鹿児島県 890-0046 鹿児島市 西田３‐８‐１７

ローソン鹿児島紫原一本桜店 鹿児島県 890-0082 鹿児島市 紫原２‐３‐１

ローソン鹿児島魚見町店 鹿児島県 891-0112 鹿児島市 魚見町１４１‐３

ローソン鹿児島谷山中央一丁目店 鹿児島県 891-0141 鹿児島市 谷山中央１‐４３９１

ローソン国分広瀬店 鹿児島県 899-4321 霧島市 国分広瀬２‐５‐３８

ローソン国分インター店 鹿児島県 899-4463 霧島市 国分下井１７７７‐１

ローソン垂水市木店 鹿児島県 891-2103 垂水市 市木４６０‐３

ローソン垂水中央店 鹿児島県 891-2122 垂水市 上町８１

ローソン伊集院麦生田店 鹿児島県 899-2513 日置市 伊集院町麦生田６８０‐８


