北海道
ローソン札幌石山１条四丁目店

北海道 札幌市南区石山１条４丁目２３８番２

ローソン帯広西１２条南二丁目店

北海道 帯広市西１２条南２－１５

ローソン札幌西野７条店

北海道 札幌市西区西野７条２－７－１６

ローソン当麻店

北海道 上川郡当麻町字園別２区

ローソン札幌発寒６条四丁目店

北海道 札幌市西区発寒６条４－６－５

ローソン室蘭東町二丁目店

北海道 室蘭市東町２丁目５番２号

ローソン札幌北３７条東店

北海道 札幌市東区北３７条東二十七丁目２番３号

ローソン北見寿町店

北海道 北見市寿町３丁目２番６号

ローソン札幌北３５条東店

北海道 札幌市東区北３５条東２７丁目４番１

ローソン中標津東７条北店

北海道 標津郡中標津町東７条北１丁目１番２

ローソン士別大通西三丁目店

北海道 士別市大通西３丁目７１５番地１

ローソン恵庭恵み野駅前店

北海道 恵庭市恵み野西１丁目４番地１

ローソン札幌北４７条東店

北海道 札幌市東区北４７条東７－１－５７

ローソン音更鈴蘭新通店

北海道 河東郡音更町すずらん台北町１丁目９番地

ローソン千歳清水町三丁目店

北海道 千歳市清水町３－２２

ローソン札幌森林公園店

北海道 札幌市厚別区北４条４丁目１６－１８

ローソン旭川東光９条四丁目店

北海道 旭川市東光９条４丁目３５７－３５

ローソン札幌手稲区役所前店

北海道 札幌市手稲区前田１条１２－２－４０

ローソン大樹町店

北海道 広尾郡大樹町東本通３４ー１

ローソン札幌手稲稲穂３条店

北海道 札幌市手稲区稲穂３条７丁目２３７－５

ローソン恵山海浜公園店

北海道 函館市高岱３３－３

ローソン網走駒馬南店

北海道 網走市駒場南５丁目２番１号

ローソン旭川末広３条店

北海道 旭川市末広町３条４丁目１番１号

ローソン安平町遠浅店

北海道 勇払郡安平町字遠浅７１３－３８

ローソン札幌大通西十丁目店

北海道 札幌市中央区大通西１０丁目４番南大通ビル１Ｆ

ローソン岩見沢日の出町店

北海道 岩見沢市日の出町１３９－４

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丁目１番１

ローソン旭川末広５条九丁目店

北海道 旭川市末広５条９－８－２１

ローソン富良野若松町店

北海道 富良野市若松町１４番５号

ローソン二十四軒１条店

北海道 札幌市西区２４軒１条４－２－２３

ローソン札幌美園２条六丁目店

北海道 札幌市豊平区美園２条６－１

ローソン札幌屯田７条一丁目店

北海道 札幌市北区屯田７条１丁目３番１０号

ローソン幕別札内中央店

北海道 中川郡幕別町札内中央町３３０番３９

ローソン名寄大通南店

北海道 名寄市大通南５－１２

ローソン中標津バイパス店

北海道 標津郡中標津町西五条南１１－５－１

ローソン函館中島店

北海道 函館市中島町２６－１２

ローソン留萌鬼鹿店

北海道 留萌郡小平町字鬼鹿港町４－２４

ローソン函館本通三丁目店

北海道 函館市本通３－３０－１

ローソン苫小牧北光町店

北海道 苫小牧市北光町４－１１－２１

ローソン紋別興部町店

北海道 紋別郡興部町字興部７０１

ローソン帯広西５条南三十一店

北海道 帯広市西５条南３１丁目１番９

ローソン滝川一の坂店

北海道 滝川市一の坂町東三丁目９８番４

ローソン帯広北斗福祉村店

北海道 帯広市稲田町基線２番地１

ローソン苫小牧白鳥店

北海道 苫小牧市北栄町３丁目１－１
青森県

ローソン七戸バイパス店

青森県 上北郡七戸町笊田８０－１

ローソン六戸バイパス店

青森県 上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地２番１

ローソン青森新町通り店

青森県 青森市新町一丁目８番２

ローソン八戸江陽五丁目店

青森県 八戸市江陽５－４－１４
岩手県

ローソン八幡平西根バイパス店

岩手県 八幡平市大更第２６地割１８０番１

ローソン紫波北日詰店

岩手県 紫波郡紫波町北日詰字白旗３５－１

ローソン花巻上町店

岩手県 花巻市上町５番７号

ローソン北上九年橋三丁目店

岩手県 北上市九年橋３－１７－１０

ローソン紫波町高水寺店

岩手県 紫波郡紫波町高水寺字古屋敷７９番１

ローソン石鳥谷南店

岩手県 花巻市石鳥谷町中寺林第６地割９１－８１－１

ローソン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

ローソン水沢花園町店

岩手県 奥州市水沢花園町２－５－５５

ローソン一関インター店

岩手県 一関市山目字泥田６８番１

ローソン盛岡南青山町店

岩手県 盛岡市南青山町４－６

ローソン盛岡上堂三丁目店

岩手県 盛岡市上堂３－２－１６

ローソン一関大町店

岩手県 一関市大町１－６
宮城県

ローソン利府中央三丁目店

宮城県 宮城郡利府町中央３－１３－７

ローソン登米佐沼小金丁店

宮城県 登米市迫町佐沼字小金丁２８番

ローソン塩釜玉川一丁目店

宮城県 塩竈市玉川１－２－２７

ローソン多賀城南宮店

宮城県 多賀城市南宮字伊勢２０７－１

ローソン仙台川平一丁目店

宮城県 仙台市青葉区川平１－１１－２３

ローソン岩沼朝日店

宮城県 岩沼市あさひ野１－１３－７

ローソン仙台柳生三丁目店

宮城県 仙台市太白区柳生三丁目８番１

ローソン白石鷹巣東店

宮城県 白石市鷹巣東１－４－５０

ローソン仙台中野葦畔店

宮城県 仙台市宮城野区中野２丁目３－１

ローソン仙台あすと長町店

宮城県 仙台市太白区郡山１－１６－１５

ローソン仙台八乙女一丁目店

宮城県 仙台市泉区八乙女一丁目６番１

ローソン蔵王曲竹店

宮城県 刈田郡蔵王町大字曲竹字桜所１６番１

ローソン仙台苦竹一丁目店

宮城県 仙台市宮城野区苦竹一丁目３０番１３

ローソン石巻蛇田店

宮城県 石巻市蛇田字北経塚１１－２

ローソン豊里町上町店

宮城県 登米市豊里町上町裏１１５－２

ローソン仙台沖野店

宮城県 仙台市若林区沖野２－６－３７

ローソン黒川大和吉岡店

宮城県 黒川郡大和町吉岡字古舘２３番３

ローソン古川バイパス店

宮城県 大崎市古川福浦１－１２－２０

ローソン大崎古川十日町店

宮城県 大崎市古川十日町２－７

ローソン仙台福室北店

宮城県 仙台市宮城野区福室七丁目８番７

ローソン仙台松森陣ケ前店

宮城県 仙台市泉区松森字陣ヶ前１３６－１

ローソン仙台長命ヶ丘一丁目店

宮城県 仙台市泉区長命ヶ丘一丁目１番１

ローソン石巻蛇田新丸井戸店

宮城県 石巻市蛇田字新丸井戸４２－５

ローソン仙台落合二丁目店

宮城県 仙台市青葉区落合２－２－１５
秋田県

ローソン大館一心院店

秋田県 大館市一心院南４３番２

ローソン秋田仁井田緑町店

秋田県 秋田市仁井田緑町１番７号

ローソン大館御成町二丁目店

秋田県 大館市御成町二丁目１７９
山形県

ローソン酒田東大町一丁目店

山形県 酒田市東大町１－９－７

ローソン酒田両羽町店

山形県 酒田市両羽町１－２

ローソン蔵王成沢店

山形県 山形市蔵王成沢向久保田２１８７－３

ローソン長井館町南店

山形県 長井市館町南７－１７

ローソン山形大野目二丁目店

山形県 山形市大野目二丁目２－１－２

ローソン天童芳賀タウン南五丁目店

山形県 天童市芳賀タウン南５－１

ローソン新庄福宮店

山形県 新庄市大字本合海字福宮１１４２－１

ローソン米沢相生町店

山形県 米沢市相生町１７８０番１

ローソン南陽市役所前店

山形県 南陽市若狭郷屋字中屋敷５０８－１８

ローソン鶴岡桜新町店

山形県 鶴岡市桜新町１３－８

ローソン天童南駅前店

山形県 天童市芳賀タウン南２－１－３１

ローソン米沢東一丁目店

山形県 米沢市東一丁目７－４６

ローソン山形若宮一丁目店

山形県 山形市若宮一丁目４番３２
福島県

ローソン郡山鶴見坦三丁目店

福島県 郡山市鶴見担三丁目２５４番

ローソンいわき泉下谷地店

福島県 いわき市泉町滝尻字下谷地４１－１

ローソン鏡石本町店

福島県 岩瀬郡鏡石町本町２４５

ローソン相馬大曲店

福島県 相馬市大曲字大毛内２６－２

ローソンいわき小浜町店

福島県 いわき市小浜町東ノ作２２７

ローソン郡山日和田店

福島県 郡山市日和田町字千峯坦６６－３

ローソン郡山安積三丁目店

福島県 郡山市安積町３－１０５－１

ローソン石川長久保店

福島県 石川郡石川町長久保１００

ローソンいわき内郷高坂店

福島県 いわき市内郷高坂町大町７１－３

ローソン相馬松川浦店

福島県 相馬市尾浜字細田２３２

ローソン会津門田日吉店

福島県 会津若松市対馬館町５番５号

ローソン福島森合店

福島県 福島市森合字高野１－５

ローソンいわき四倉西

福島県 いわき市四倉町字西四丁目９－１

ローソン須賀川卸町店

福島県 須賀川市卸町３３番

ローソン郡山久保田店

福島県 郡山市富久山字久保田６５－１

ローソン郡山名倉店

福島県 郡山市名倉７８番５

ローソン郡山西ノ内二丁目店

福島県 郡山市西ノ内二丁目２０－２

ローソン郡山堤三丁目店

福島県 郡山市堤３－１１

ローソンいわき錦町蒲田店

福島県 いわき市錦町蒲田３９

ローソン郡山大槻町針生西店

福島県 郡山市大槻町字針生西１３－１６

ローソン福島北中央店

福島県 福島市北中央３－１

ローソンいわき鹿島久保店

福島県 いわき市鹿島町久保１－５－１０
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

ローソン神栖二丁目店

茨城県 神栖市神栖２－７－２４

ローソン水戸四中入口店

茨城県 水戸市元吉田町１９７４番２

ローソン結城中央町一丁目店

茨城県 結城市中央町一丁目４番５

ローソン神栖息栖店

茨城県 神栖市息栖字二子塚３０４０－２３

ローソンひたちなか佐和駅西店

茨城県 ひたちなか市高場４－１６－１

ローソン日立金沢二丁目店

茨城県 日立市金沢町２－６－１

ローソン常陸太田木崎二町店

茨城県 常陸太田市木崎二町字金井下南１８０６番３

ローソン水戸米沢町店

茨城県 水戸市米沢町５９９－３

ローソン水戸内原店

茨城県 水戸市内原町字道下６３４－２

ローソン潮来須賀南店

茨城県 潮来市須加南１５８－１

ローソン笠松運動公園前店

茨城県 ひたちなか市大字佐和２０５２－５９

ローソン日立田尻町店

茨城県 日立市田尻町２－１６８－１

ローソン神栖知手東店

茨城県 神栖市知手２９７４－２０

ローソン日立末広町五丁目店

茨城県 日立市末広町５－１４－７

ローソン取手東六丁目店

茨城県 取手市東六丁目１２５番３

ローソン水戸見川三丁目店

茨城県 水戸市見川３－１１３－１

ローソンひたちなか東石川西古内店

茨城県 ひたちなか市西光地２丁目１－１８

ローソン牛久南店

茨城県 牛久市南４－４５－１

ローソン土浦西根南店

茨城県 土浦市西根南１－１－１０

ローソン波崎別所店

茨城県 神栖市波崎町４６７６－７

ローソン高萩安良川店

茨城県 高萩市大字安良川４０６

ローソン筑西直井店

茨城県 筑西市直井１１４９

ローソン牛久栄町一丁目店

茨城県 牛久市栄町１丁目１番１

ローソン筑西二木成店

茨城県 筑西市二木成１４０３

ローソン小美玉堅倉店

茨城県 小美玉市堅倉１５９５－１４

ローソン土浦富士崎店

茨城県 土浦市富士崎１－１８－５

ローソン守谷立沢店

茨城県 守谷市立沢２１３－３

ローソン常陸太田内堀町店

茨城県 常陸太田市内堀町２９６５－１

ローソン土浦下高津四丁目店

茨城県 土浦市下高津４－１１－３

ローソン土浦城北町店

茨城県 土浦市城北町３番１７号

ローソン常陸大宮山方店

茨城県 常陸大宮市山方９６７－１

ローソン土浦バイパス店

茨城県 土浦市木田余３２１９番

ローソン石岡杉並四丁目店

茨城県 石岡市杉並４丁目１－５５

ローソン笠間安居店

茨城県 笠間市安居字下平３１３６－１

ローソン日立駅前店

茨城県 日立市幸町１－１－３

ローソン日立十王町伊師店

茨城県 日立市十王町伊師５７２－２０

ローソン稲敷佐倉店

茨城県 稲敷市佐倉字姥神１２５６番１

ローソン日立諏訪町二丁目店

茨城県 日立市諏訪町二丁目１－８

ローソン鹿嶋市役所前店

茨城県 鹿嶋市大字宮中２０１３番地２

ローソン水戸けやき台三丁目店

茨城県 水戸市けやき台３丁目５８番

ローソンひたちなかはしかべ一丁目店

茨城県 ひたちなか市はしかべ１－１－５

ローソン神栖太田店

茨城県 神栖市太田６０３－１４

ローソン牛久女化町店

茨城県 牛久市女化町１１１４番４

ローソン岩井矢作店

茨城県 坂東市矢作字原３０９－４

ローソン水戸見和三丁目店

茨城県 水戸市見和３－１５３２－１
栃木県

ローソン佐野石塚町店

栃木県 佐野市石塚町５６６番２

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

ローソン小山間々田店

栃木県 小山市間々田７９３－２

ローソン那須塩原松浦町店

栃木県 那須塩原市松浦町９６番１９

ローソン大田原美原二丁目店

栃木県 大田原市美原二丁目３２３１番１

ローソン宇都宮テクノポリスセンター店

栃木県 宇都宮市ゆいの杜７－８－４

ローソン宇都宮松が峰二丁目店

栃木県 宇都宮市松が峰２－６－２１

ローソン宇都宮岩曽町島之内店

栃木県 宇都宮市岩曽町３４－７

ローソン鹿沼西茂呂三丁目店

栃木県 鹿沼市西茂呂三丁目５６番２

ローソン宇都宮春日町店

栃木県 宇都宮市春日町１０－１

ローソン小山土塔店

栃木県 小山市土塔２３６

ローソン栃木岩舟バイパス店

栃木県 栃木市岩舟町静２１７１番３

ローソン宇都宮下岡本町店

栃木県 宇都宮市下岡本町２４１７－４

ローソン真岡上高間木三丁目店

栃木県 真岡市上高間木３－６－１

ローソン小山中久喜五丁目店

栃木県 小山市中久喜５－２１－１６

ローソン足利八幡町店

栃木県 足利市八幡町４９４番１

ローソン氏家卯の里店

栃木県 さくら市卯の里３－３３－１

ローソン野木友沼南店

栃木県 下都賀郡野木町大字友沼５８６１－１

ローソン小山西城南三丁目店

栃木県 小山市西城南三丁目２１番１

ローソン足利大月町店

栃木県 足利市大月町８１７－１

ローソンさくら市櫻野店

栃木県 さくら市櫻野８８６－２

ローソン宇都宮鶴田二丁目店

栃木県 宇都宮市鶴田２－４－４

ローソン鹿沼栄町二丁目店

栃木県 鹿沼市栄町二丁目７番９

ローソン今市土沢店

栃木県 日光市土沢１５５９－１

ローソン日光所野店

栃木県 日光市所野２－１

ローソン野木丸林店

栃木県 下都賀郡野木町丸林６４７－１

ローソン佐野大橋町店

栃木県 佐野市大橋町字腰巻２０６２番１

ローソン栃木大宮町ＬＧ店

栃木県 栃木市大宮町字向原２１７７番７

ローソン宇都宮清原台五丁目店

栃木県 宇都宮市清原台５－１７－２４

ローソン宇都宮若草五丁目店

栃木県 宇都宮市若草５－１０－８

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

ローソン真岡荒町店

栃木県 真岡市荒町１１８１－２

ローソン真岡亀山二丁目店

栃木県 真岡市亀山２７５－１

ローソン足利八椚町店

栃木県 足利市八椚町１０５－４

ローソン宇都宮中戸祭店

栃木県 宇都宮市中戸祭１－９－２８

ローソン栃木藤岡店

栃木県 栃木市藤岡町藤岡６４６１－２６

ローソン二宮久下田店

栃木県 真岡市久下田字上城１５０８－１

ローソン市貝町店

栃木県 芳賀郡市貝町大字赤羽字内堀道東３８４４

ローソン上三川冨士山店

栃木県 河内郡上三川町大字上三川３４９４－６

ローソン栃木片柳二丁目店

栃木県 栃木市片柳町二丁目１４番地２０号

ローソン西方バイパス店

栃木県 栃木市西方町元字台ノ内９２４－１

ローソン足利八幡店

栃木県 足利市八幡町１丁目７－９
群馬県

ローソン渋川石原店

群馬県 渋川市石原３０５－１２

ローソン前橋青葉町店

群馬県 前橋市青葉町２０－８

ローソン桐生天沼通り店

群馬県 桐生市相生町五丁目６３１－１

ローソン太田下浜田店

群馬県 太田市下浜田町３４２番地

ローソン伊勢崎波志江北店

群馬県 伊勢崎市波志江町３４９３番地２

ローソン西中之条店

群馬県 吾妻郡中之条町大字西中之条１１３－３

ローソン太田原宿町店

群馬県 太田市原宿町４３０７

ローソン桐生相生町三丁目店

群馬県 桐生市相生町３－１１１－１

ローソンみどり大間々町店

群馬県 みどり市大間々町大間々８３７－１

ローソン高崎下小塙店

群馬県 高崎市下小塙町字新井前１６０９

ローソン前橋六供町店

群馬県 前橋市六供町１０２９－２

ローソン高崎宿大類町店

群馬県 高崎市宿大類町９００－１

ローソン群馬町棟高店

群馬県 高崎市棟高町８７－１

ローソン前橋上小出店

群馬県 前橋市上小出町１－３０－１２

ローソン藤岡緑町店

群馬県 藤岡市藤岡１２３０番１

ローソン太田龍舞町店

群馬県 太田市龍舞町５７２３－１

ローソン太田鳥山下町店

群馬県 太田市鳥山下町４８０番１

ローソン高崎江木町東店

群馬県 高崎市江木町９０－１

ローソン館林広内町店

群馬県 館林市広内町３０８８番１

ローソン北軽井沢店

群馬県 吾妻郡長野原町北軽井沢１９８８－１０９６

ローソン太田薮塚北店

群馬県 太田市藪塚町１９４８番地１０
埼玉県

ローソン狭山広瀬三丁目店

埼玉県 狭山市広瀬３－７－３５

ローソン日高上鹿山店

埼玉県 日高市高麗川２－１０－１

ローソン白岡野牛店

埼玉県 白岡市新白岡９－２－４

ローソン深谷宿根店

埼玉県 深谷市宿根１４４８－１

ローソンＴＦプリテール東松山向台店

埼玉県 東松山市大字松山字向台１６８３－１

ローソン川口長蔵一丁目店

埼玉県 川口市長蔵一丁目２９番１

ローソン朝霞根岸台二丁目店

埼玉県 朝霞市根岸台２－４－１５

ローソンふじみ野松山店

埼玉県 ふじみ野市松山二丁目２番４

ローソン戸田氷川町二丁目店

埼玉県 戸田市氷川町２－１－２７

ローソン朝霞田島二丁目店

埼玉県 朝霞市田島２－１７－１

ローソン三郷中央店

埼玉県 三郷市中央３－４８－１

ローソン熊谷久下二丁目店

埼玉県 熊谷市久下２－６２－１

ローソン加須花崎一丁目店

埼玉県 加須市花崎一丁目２６番６

ローソン武里団地店

埼玉県 春日部市大枝２３２－１８

ローソン行田佐間一丁目店

埼玉県 行田市佐間１－２４５４－１

ローソン本庄寿二丁目店

埼玉県 本庄市寿２－１４－１８

ローソン飯能福祉センター前店

埼玉県 飯能市大字双柳字橋場３５３－６

ローソン志木柏町店

埼玉県 志木市柏町５－１２－１８

ローソン鳩山泉井店

埼玉県 比企郡鳩山町大字泉井字山下９８１－１

ローソン吉川栄町店

埼玉県 吉川市栄町７２９

ローソン狭山加佐志店

埼玉県 狭山市大字加佐志字高峰１３７－１

ローソン所沢三ヶ島三丁目店

埼玉県 所沢市三ヶ島３－１４２５－４

ローソンさいたま植竹町一丁目店

埼玉県 さいたま市北区植竹町１－５８８－１

ローソン幸手中四丁目店

埼玉県 幸手市中４－１７－２９

ローソン滑川森林公園駅前店

埼玉県 比企郡滑川町みなみ野２－１－２

ローソン川口戸塚二丁目店

埼玉県 川口市戸塚２－２２－２７

ローソン吉川きよみ野店

埼玉県 吉川市関３６３－１

ローソン草加柳島町店

埼玉県 草加市柳島町字道通６８６

ローソン川口安行小山店

埼玉県 川口市安行小山４５９－１

ローソンさいたま清河寺店

埼玉県 さいたま市西区西大宮４－４－２

ローソン朝霞岡店

埼玉県 朝霞市大字岡字玉川２２８番

ローソン東松山松本町二丁目店

埼玉県 東松山市松本町２丁目４５１番３

ローソンＴＦ所沢上新井店

埼玉県 所沢市上新井４丁目１９－４

ローソン富士見上沢公園前店

埼玉県 入間郡三芳町大字藤久保４０１２番６

ローソンＴＦ所沢中富南店

埼玉県 所沢市中富南２丁目１５－５

ローソンＴＦ所沢中新井一丁目店

埼玉県 所沢市中新井１－３８－１

ローソンさいたま新都心駅前店

埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町四丁目２４７番１

ローソンみずほ台駅西口店

埼玉県 富士見市西みずほ台二丁目６番１

ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ与野本町店

埼玉県 さいたま市中央区本町東１－３－１８

ローソン草加氷川町南店

埼玉県 草加市氷川町８５５番１

ローソン岡部山河店

埼玉県 深谷市山河字西龍ヶ谷１３５１－１

ローソン桶川朝日二丁目店

埼玉県 桶川市朝日二丁目１３－１

ローソン川本店

埼玉県 深谷市菅沼字権現３６５－２

ローソン秩父横瀬町店

埼玉県 秩父郡横瀬町大字横瀬字拾六番５１２２－１

ローソン本庄早稲田駅前店

埼玉県 本庄市早稲田の杜３丁目１－４

ローソン川越西ロータリー前店

埼玉県 川越市脇田本町１５－１０

ローソン秩父上町三丁目店

埼玉県 秩父市上町３－５－１２

ローソン川口芝宮根店

埼玉県 川口市芝宮根町７－６

ローソン草加新善町店

埼玉県 草加市新善町３００－５

ローソン所沢小手指台店

埼玉県 所沢市小手指台６－１

ローソン春日部大沼五丁目店

埼玉県 春日部市大沼五丁目４８

ローソン狭山入曽運動公園前店

埼玉県 狭山市大字北入曽字南入間野１４４３番１

ローソン岩槻南平野店

埼玉県 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番８

ローソン富士見鶴馬下郷店

埼玉県 富士見市大字鶴馬字下郷３４５３番２

ローソン坂戸溝端町店

埼玉県 坂戸市溝端町１２番地１

ローソン秩父滝の上町店

埼玉県 秩父市滝の上町２－３

ローソン春日部駅東口店

埼玉県 春日部市粕壁一丁目６番５

ローソン深谷上野台茶売通り店

埼玉県 深谷市上野台２５８－１

ローソン上里三町店

埼玉県 児玉郡上里町大字三町５２７番地２

ローソン久喜上清久店

埼玉県 久喜市上清久８９－１

ローソン上尾井戸木二丁目店

埼玉県 上尾市井戸木二丁目１４番１０

ローソン武蔵藤沢駅前店

埼玉県 入間市大字下藤沢４９２－２５

ローソン鶴瀬駅西口店

埼玉県 富士見市大字鶴馬字名シ久保２５９１番１

ローソン入間上藤沢店

埼玉県 入間市大字上藤沢３７８－６

ローソン久喜鷲宮平野店

埼玉県 久喜市鷲宮字平野７４７番１

ローソン狭山祇園店

埼玉県 狭山市祇園２２－２４

ローソン熊谷籠原店

埼玉県 熊谷市籠原南２－１

ローソン東所沢和田一丁目店

埼玉県 所沢市東所沢和田１－４２－７

ローソン鶴ケ島鶴ケ丘店

埼玉県 鶴ヶ島市鶴ケ丘１２－１

ローソン本川越駅西口店

埼玉県 川越市中原町二丁目２５番４

ローソン八潮鶴ケ曽根東店

埼玉県 八潮市鶴ケ曽根３９４－１

ローソン東松山バイパス店

埼玉県 東松山市大字上唐子１４１１－２４

ローソン三郷西インター店

埼玉県 三郷市天神一丁目５０３－１１

ローソン鴻巣本町七丁目店

埼玉県 鴻巣市本町７－１－３

ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店

埼玉県 さいたま市大宮区上小町６３７番地１

ローソン行田長野三丁目店

埼玉県 行田市長野３－１１－３

ローソン桶川上日出谷殿山店

埼玉県 桶川市上日出谷６６４－３

ローソン羽生中央五丁目店

埼玉県 羽生市中央五丁目４０４０番１

ローソン所沢北中店

埼玉県 所沢市北中二丁目２９２－８

ローソン西所沢二丁目店

埼玉県 所沢市西所沢２－４－１２

ローソンＴＦ朝霞本町一丁目店

埼玉県 朝霞市本町１丁目３８－３３

ローソンＴＦ川越木野目北店

埼玉県 川越市大字木野目３６８－１

ローソンＴＦ川口北原台二丁目店

埼玉県 川口市北原台２－１－３

ローソンＴＦ入間上藤沢南店

埼玉県 入間市大字上藤沢９４２番地１

ローソン川越脇田本町店

埼玉県 川越市脇田本町１０－１０
千葉県

ローソン稲毛小仲台店

千葉県 千葉市稲毛区小仲台６－４－２７

ローソン船橋葛飾町二丁目店

千葉県 船橋市葛飾町二丁目３４１番地１

ローソン松戸稔台八丁目店

千葉県 松戸市稔台八丁目３３番６

ローソン柏向原町店

千葉県 柏市向原町１－１

ローソン柏十余二西店

千葉県 柏市十余二字南前山１７５番５９

ローソン流山おおたかの森駅前店

千葉県 流山市東初石６－１８２－１５１Ｆ

ローソン東習志野店

千葉県 習志野市東習志野５－１２－１９

ローソンＬＴＦ行徳駅前店

千葉県 市川市行徳駅前１－１７－８

ローソン栄町安食店

千葉県 印旛郡栄町安食２４２８－７５

ローソン千葉磯辺五丁目店

千葉県 千葉市美浜区磯辺五丁目１４番３

ローソン君津郡店

千葉県 君津市郡２－１２－８

ローソン稲毛海浜公園店

千葉県 千葉市美浜区高浜３－６－１

ローソン野田岩名香取店

千葉県 野田市岩名字香取前１１２６－６

ローソン稲毛山王店

千葉県 千葉市稲毛区山王町３３６－２

ローソン稲毛駅東口通店

千葉県 千葉市稲毛区小仲台２－７－８

ローソン佐倉鏑木一丁目店

千葉県 佐倉市鏑木町１－３－１２

ローソン市川大野町三丁目店

千葉県 市川市大野町３－２０５８

ローソン千葉末広五丁目店

千葉県 千葉市中央区末広５－５－４

ローソン成田公津の杜店

千葉県 成田市公津の杜１－２６－１

ローソン新浦安ＴＫビルディング店

千葉県 浦安市入船１－６－１

ローソン鎌ヶ谷二丁目店

千葉県 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷２－１９－３５

ローソン柏駅東口店

千葉県 柏市柏４－８－１４

ローソン八街稲荷丘店

千葉県 八街市八街ほ９４８－６３

ローソン千葉出洲港店

千葉県 千葉市中央区出洲港１４－２

ローソン木更津請西東四丁目店

千葉県 木更津市請西東４－１１－４

ローソン君津末吉店

千葉県 君津市末吉字下浪帰２２２－１

ローソン千葉鎌取インター店

千葉県 千葉市中央区赤井町７５７番２

ローソンＴＦ蘇我駅東口店

千葉県 千葉市中央区南町２－１０

ローソン東金バイパス店

千葉県 東金市東金５４９－２

ローソン浦安北栄一丁目店

千葉県 浦安市北栄一丁目６番１８

ローソン千葉あすみが丘四丁目店

千葉県 千葉市緑区あすみが丘４丁目２番地４

ローソン市川二俣一丁目店

千葉県 市川市二俣１－１－１

ローソンモリシア津田沼店

千葉県 習志野市谷津１－１６－１－１０１

ローソン柏宿連寺店

千葉県 柏市宿連寺４０４－１

ローソン君津東坂田二丁目店

千葉県 君津市東坂田２－３－２３

ローソン流山東深井店

千葉県 流山市東深井３７０－１

ローソン市原更級通店

千葉県 市原市更級２－７－５

ローソン横芝町店

千葉県 山武郡横芝光町横芝１０３５－１

ローソン浦安富士見店

千葉県 浦安市富士見１－１４－３４

ローソン浦安入船店

千葉県 浦安市入船２－３－２

ローソン北習志野駅前店

千葉県 船橋市習志野台３－１８－１

ローソン流山青田店

千葉県 流山市青田３８番１

ローソン八千代緑が丘四丁目店

千葉県 八千代市緑が丘四丁目１番

ローソン佐倉江原店

千葉県 佐倉市江原１４４

ローソン松戸松飛台店

千葉県 松戸市松飛台１１３－６

ローソン鎌ケ谷初富店

千葉県 鎌ヶ谷市初富８５５－５

ローソン市川南一丁目店

千葉県 市川市市川南１－５－２２

ローソン船橋習志野台一丁目店

千葉県 船橋市習志野台１－２２－８

ローソン佐倉ユーカリが丘六丁目店

千葉県 佐倉市ユーカリが丘６－３－１３

ローソン成田十余三西店

千葉県 成田市十余三字稲荷峯１２７番１

ローソン茂原八千代店

千葉県 茂原市八千代二丁目１２番１

ローソン松戸久保平賀店

千葉県 松戸市久保平賀２８７－１

ローソン新浦安オリエンタルホテル店

千葉県 浦安市美浜１－８－２

ローソン習志野実籾店

千葉県 習志野市実籾４－３－７

ローソン八千代中央駅前店

千葉県 八千代市ゆりのき台３－１－１

ローソンＴＦ佐原病院入口店

千葉県 香取市佐原イ２９０３－２

ローソンＴＦ匝瑳市役所前店

千葉県 匝瑳市八日市場ハ７９３－２５

ローソンＴＦ新松戸四丁目店

千葉県 松戸市新松戸４丁目６番

ローソン我孫子泉店

千葉県 我孫子市泉１４－１

ローソン四街道鹿渡店

千葉県 四街道市鹿渡１１３３－３４

ローソン銚子南小川町店

千葉県 銚子市南小川町７６０

ローソン浦安猫実四丁目店

千葉県 浦安市猫実４－６－３９

東京都
ローソン南千住駅西口店

東京都 荒川区南千住４－５

ローソン新堀一丁目店

東京都 江戸川区新堀１－３８－１５

ローソン練馬旭町一丁目店

東京都 練馬区旭町１－３１－１１

ローソン南葛西四丁目店

東京都 江戸川区南葛西４－１３－１３

ローソン中葛西店

東京都 江戸川区中葛西６－２１－１０

ローソン綾瀬中央通り店

東京都 足立区綾瀬５－１６－９

ローソン二之江町店

東京都 江戸川区二之江町１３８６番

ローソンＴＯＣ大崎店

東京都 品川区大崎１丁目６番１号

ローソンお茶の水サンクレール

東京都千代田区神田駿河台四丁目３番１

ローソン品川荏原三丁目店

東京都 品川区荏原３－８－１４

ローソン東池袋店

東京都 豊島区東池袋１－３１－１０

ローソン板橋幸町店

東京都 板橋区幸町４０－１

ローソン京王八王子駅前店

東京都 八王子市明神町４－６－１３

ローソン青戸六丁目店

東京都 葛飾区青戸６－７－１７

ローソン新中野駅前店

東京都 中野区中央四丁目１－３

ローソン大森西六丁目店

東京都 大田区大森西６－４－６

ローソン東陽公園店

東京都 江東区東陽３－２７－３０

ローソン月島駅前店

東京都 中央区月島２－１－２

ローソン葛西さくら公園店

東京都 江戸川区東葛西４－１２－１９

ローソン葛飾橋店

東京都 葛飾区東金町５－３７－１

ローソン大島五丁目店

東京都 江東区大島５－４５－７

ローソン八広一丁目店

東京都 墨田区八広一丁目１番３

ローソン志茂三丁目店

東京都 北区志茂３－２２－５

ローソン八王子元横山町一丁目店

東京都 八王子市元横山町１－７－８

ローソン本一色親水公園店

東京都 江戸川区本一色１－２－１７

ローソン西東京下保谷二丁目店

東京都 西東京市下保谷２－３－５

ローソン練馬中村三丁目店

東京都 練馬区中村３－９－１３

ローソン八王子散田町四丁目店

東京都 八王子市散田町４－１４－６

ローソン府中町二丁目

東京都 府中市府中町二丁目９番４

ローソン西東京北原店

東京都 西東京市北原町２－１－３

ローソン小平小川町一丁目店

東京都 小平市小川町１－２７９－１

ローソン立川富士見町六丁目店

東京都 立川市富士見町６－４８－２７

ローソン江東亀戸六丁目店

東京都 江東区亀戸６－２９－１０

ローソン江戸川球場前店

東京都 江戸川区西葛西７－３

ローソン足立六月一丁目店

東京都 足立区六月１－１６－１２

ローソン新宿西落合三丁目店

東京都 新宿区西落合３－２８－７

ローソン羽村小作台店

東京都 羽村市小作台５－２９－６

ローソン北小岩四丁目店

東京都 江戸川区北小岩四丁目３１－３

ローソン足立東和四丁目店

東京都 足立区東和４－５－１６

ローソン多摩総合医療センター店

東京都 府中市武蔵台２－８－２９

ロ－ソン目黒洗足駅前店

東京都 目黒区洗足２－２４－１５

ローソン西武武蔵大和駅前店

東京都 東村山市廻田町３－９－１４

ロ－ソン東久留米駅東口店

東京都 東久留米市新川町１－３－６

ロ－ソン国分寺本町２丁目店

東京都 国分寺市本町２－１２－６

ローソン武蔵新田駅前店

東京都 大田区矢口１－１７－３

ローソン用賀２丁目店

東京都 世田谷区用賀２－３５－６

ローソン多摩和田店

東京都 多摩市和田２００５－７

ローソン西荻窪駅北店

東京都 杉並区西荻北２－３－７

ローソン西瑞江三丁目店

東京都 江戸川区西瑞江３－５－２

ローソン西瑞江四丁目店

東京都 江戸川区西瑞江４－２７－５

ローソン立石１丁目店

東京都 葛飾区立石１－２０－１１

ローソン青梅東青梅四丁目店

東京都 青梅市東青梅四丁目４番５

ローソン京成曳舟駅前店

東京都 墨田区京島一丁目２７－６

ローソン青梅藤橋三丁目店

東京都 青梅市藤橋３－１－１２

ロ－ソン八王子打越店

東京都 八王子市打越町６３６－５

ローソンあきる野瀬戸岡店

東京都 あきる野市瀬戸岡１４８－４

ローソン大泉学園駅前店

東京都 練馬区東大泉１－２８－７

ローソン中野丸山一丁目店

東京都 中野区丸山１－７－４

ローソン小平津田町三丁目店

東京都 小平市津田町３－３４－１０

ローソン渋谷郵便局店

東京都 渋谷区渋谷１－１２－１３

ローソン舎人公園東店

東京都 足立区古千谷本町１－４－１

ローソン瑞穂殿ヶ谷店

東京都 西多摩郡瑞穂町殿ケ谷８１２－１

ローソン小石川五丁目店

東京都 文京区小石川５－６－１０

ローソン小平学園東町店

東京都 小平市学園東町３－６－２８

ローソンＬＴＦ北池袋駅前店

東京都 豊島区池袋本町１－３７－９

ローソンＬＴＦ町田木曽東店

東京都 町田市木曽東４丁目２８－２３

ローソンＬＴＦ江東森下二丁目店

東京都 江東区森下２－２３－２

ローソンＬＴＦ世田谷船橋店

東京都 世田谷区船橋１－１５－１６

ローソンＬＴＦ練馬谷原店

東京都 練馬区谷原１丁目２２番１１号

ローソン新橋日比谷通店

東京都 港区新橋２－２－９

ローソン東小岩一丁目店

東京都 江戸川区東小岩１－４－１

ローソン足立一ツ家一丁目店

東京都 足立区一ツ家１－３－１６
神奈川県

ローソン横浜鶴見佃野町店

神奈川県 横浜市鶴見区佃野町３４－１

ローソン川崎池上新町二丁目店

神奈川県 川崎市川崎区池上新町２－２５－８

ローソン金沢八景駅前店

神奈川県 横浜市金沢区瀬戸１６－５

ローソン横須賀三春町二丁目店

神奈川県 横須賀市三春町２－１２－５

ローソン横浜港南台五丁目店

神奈川県 横浜市港南区港南台５－１９－１９

ローソンＬＴＦ座間栗原店

神奈川県 座間市栗原中央２丁目２１－１５

ローソンＬＴＦ秦野堀川東店

神奈川県 秦野市堀西１３２－１

ローソンＬＴＦ二俣川駅北口店

神奈川県 横浜市旭区二俣川１－５－３８

ローソンＬＴＦ上星川店

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区上星川２－５－１５

ローソン磯子丸山一丁目店

神奈川県 横浜市磯子区丸山１－１２－１８

ローソンＬＴＦ栗平二丁目店

神奈川県 川崎市麻生区栗平二丁目三番十一号

ローソン海老名中央一丁目店

神奈川県 海老名市中央一丁目１７番５２

ローソン海老名国分北四丁目店

神奈川県 海老名市国分北４－８－２７

ローソンＬＴＦ緑長津田店

神奈川県 横浜市緑区長津田６－８－１

ローソンＬＴＦ相模原麻溝台店

神奈川県 相模原市南区麻溝台８丁目３３番１１号

ローソン梶ケ谷駅前店

神奈川県 川崎市高津区末長１－５０－３８

ローソンＬＴＦ保土ヶ谷東口店

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区岩井町５４

ローソンＬＴＦ大和東店

神奈川県 大和市大和東２－９－１７

ローソンＬＴＦ高津区役所前店

神奈川県 川崎市高津区下作延２－２－２４

ローソンＬＴＦ菅北浦店

神奈川県 川崎市多摩区菅北浦２－１７－２４

ローソンＬＴＦ茅ヶ崎萩園店

神奈川県 茅ヶ崎市萩園１２７０－４１

ローソンＬＴＦ川崎尻手駅前店

神奈川県 川崎市幸区南幸町３－１０１－１

ローソン湘南台駅前店

神奈川県 藤沢市湘南台二丁目４番７

ローソンＬＴＦ高津駅前店

神奈川県 川崎市高津区溝口４－１－１７

ローソンＬＴＦ新城店

神奈川県 川崎市中原区新城３－３－２

ローソン瀬谷四丁目店

神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷四丁目４５番８

ローソン洋光台通り店

神奈川県 横浜市磯子区洋光台６－２－１１

ローソン磯子森一丁目店

神奈川県 横浜市磯子区森１－１０－９

ローソン川崎登戸店

神奈川県 川崎市多摩区登戸１６４０－３

ローソン中原上小田中一丁目店

神奈川県 川崎市中原区上小田中１－２－５

ローソン大井町金子店

神奈川県 足柄上郡大井町金子１７６６－３

ローソン川崎菅生五丁目店

神奈川県 川崎市宮前区菅生５－２－１

ローソン川崎塚越二丁目店

神奈川県 川崎市幸区塚越２－２６０－３６

ローソン横浜前里町三丁目店

神奈川県 横浜市南区前里町３－７０

ポスタルローソン青葉郵便局店

神奈川県 横浜市青葉区荏田西１－７－５

ローソン横浜霧が丘三丁目店

神奈川県 横浜市緑区霧が丘三丁目１番４

ローソン藤沢辻堂店

神奈川県 藤沢市辻堂２－９－１６

ローソン小台店

神奈川県 川崎市宮前区小台２－６－１

ローソン綱島駅前店

神奈川県 横浜市港北区綱島西１－６－１６

ローソンつきみ野駅前店

神奈川県 大和市つきみ野３－２４－３

ローソン海老名中新田一丁目店

神奈川県 海老名市中新田１－４－５１

ローソン小田原竹の花店

神奈川県 小田原市栄町２－１２－１９

ローソン青葉桜台店

神奈川県 横浜市青葉区桜台２７番１

ローソン都筑センター北店

神奈川県 横浜市都筑区牛久保西１－１０－１６

ローソン東山田駅前店

神奈川県 横浜市都筑区東山田町８８１－１

ローソン横須賀根岸町二丁目店

神奈川県 横須賀市根岸町２－３２－１８

ローソン愛甲石田駅前店

神奈川県 厚木市愛甲一丁目１－２

ローソン旭本村町店

神奈川県 横浜市旭区本村町３７－２９

ローソンＬＴＦ横須賀中央駅前店

神奈川県 横須賀市若松町３－１４－８

ローソン神奈川工科大学前店

神奈川県 厚木市下荻野字子合頭８２６－１

ローソン横浜港南中央通店

神奈川県 横浜市港南区港南中央通１２－３５

ローソン横浜恩田町店

神奈川県 横浜市青葉区恩田町３３４４－１

ローソン南足柄飯沢店

神奈川県 南足柄市飯沢７－５

ローソン東戸塚駅前店

神奈川県 横浜市戸塚区品濃町５４９－１

ローソン都筑警察署前店

神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央３０－１１

ローソン宿河原駅前店

神奈川県 川崎市多摩区宿河原３－５－１

ローソン相模原小町通店

神奈川県 相模原市中央区小町通り１－２－３

ローソン横浜大岡五丁目店

神奈川県 横浜市南区大岡５－１４－１

ローソン栄笠間二丁目店

神奈川県 横浜市栄区笠間２－１４－８

ローソン戸塚原宿四丁目店

神奈川県 横浜市戸塚区原宿４－３８－５

ローソン伊勢原東大竹店

神奈川県 伊勢原市東大竹１－１３－５

ローソン秦野平沢店

神奈川県 秦野市平沢１３５３－１

ローソン海老名中央二丁目店

神奈川県 海老名市中央２－１２－１２

ローソン座間小松原一丁目店

神奈川県 座間市小松原１－７－２５

ローソン緑三保町店

神奈川県 横浜市緑区三保町２０７３－１

ローソン横浜都筑東方町店

神奈川県 横浜市都筑区東方町１２７８－１

ローソン横浜瀬谷目黒町店

神奈川県 横浜市瀬谷区目黒町２０番１３

ローソン三浦海岸駅前店

神奈川県 三浦市南下浦上宮田３２５５－２

ローソン小田原北ノ窪店

神奈川県 小田原市北ノ窪３８１－１

ローソン川崎菅四丁目店

神奈川県 川崎市多摩区菅４－７－１

ローソン鴨宮店

神奈川県 小田原市鴨宮３５７

ローソン横須賀粟田二丁目店

神奈川県 横須賀市粟田２－３２－１

ローソン井土ヶ谷駅前店

神奈川県 横浜市南区南太田四丁目１番１号

ローソン横浜菅田町店

神奈川県 横浜市神奈川区菅田町９２５－２

ローソン大和市下鶴間店

神奈川県 大和市下鶴間１７８７－２

ローソングラントーレ橋本店

神奈川県 相模原市緑区橋本六丁目３６－１グラントーレ橋本１

ローソン仲町台一丁目店

神奈川県 横浜市都筑区仲町台１－８－９

ローソン川崎東小倉店

神奈川県 川崎市幸区東小倉２１－２４

ローソン青葉台二丁目店

神奈川県 横浜市青葉区青葉台２－３－１

ローソン相模原上溝六丁目店

神奈川県 相模原市中央区上溝６－２１－１

ローソン六会店

神奈川県 藤沢市亀井野３－２９－１

ローソン茅ヶ崎高田店

神奈川県 茅ケ崎市高田４－３－７５

ローソン川崎堰三丁目店

神奈川県 川崎市多摩区堰３－１６－１３

ローソン横浜戸塚汲沢町店

神奈川県 横浜市戸塚区汲沢町４６２

ローソン平塚東真土一丁目店

神奈川県 平塚市東真土１－１１－３２

ローソンＬＴＦ小田急相模原駅前店

神奈川県 相模原市南区松が枝町２１－９

ローソンＬＴＦ鶴見東口店

神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央１ー３ー１７

ローソンＬＴＦ港北綱島駅前店

神奈川県 横浜市港北区綱島西１－５－２

ローソンＬＴＦ野比駅前店

神奈川県 横須賀市野比１丁目１７番１号
新潟県

ローソン新潟岡山店

新潟県 新潟市東区岡山３４０番１

ローソン新潟東笠巻店

新潟県 新潟市南区東笠巻１１９８

ローソンわしま店

新潟県 長岡市両高２１５０

ローソン新潟岩室店

新潟県 新潟市西蒲区栄１９２３－１

ローソン新津山谷町店

新潟県 新潟市秋葉区山谷町２－２３－２４

ローソン五泉太田店

新潟県 五泉市太田２－７－７

ローソン糸魚川上刈３丁目店

新潟県 糸魚川市上刈３－１５－１６

ローソン新潟白根上塩俵店

新潟県 新潟市南区大通黄金７－１０－１０

ローソン荒川十文字店

新潟県 村上市坂町３５０２－１

ローソン新発田舟入町三丁目店

新潟県 新発田市舟入町三丁目４－１５

ローソン新潟寺尾台店

新潟県 新潟市西区寺尾台１－２－１８

ローソン亀田四ツ興野店

新潟県 新潟市江南区亀田四ツ興野２－１－４８

ローソン柏崎田中店

新潟県 柏崎市田中２４－１９

ローソン新潟花園一丁目店

新潟県 新潟市中央区花園１－２－２

ローソン新潟牡丹山五丁目店

新潟県 新潟市東区牡丹山５－３－３２

ローソン柏崎インター店

新潟県 柏崎市三和町８番５９号

ローソン新潟小針五丁目店

新潟県 新潟市西区小針５－１７－６

ローソン新潟笹口店

新潟県 新潟市中央区南笹口１丁目８番１３号

ローソン新潟亀貝店

新潟県 新潟市西区亀貝７３５番地１

ローソン長岡笹崎一丁目店

新潟県 長岡市笹崎一丁目７番５

ローソン見附今町四丁目店

新潟県 見附市今町４－６１－４

ローソン長岡関原店

新潟県 長岡市関原南３丁目４９０３－１

ローソン新潟堀ノ内店

新潟県 新潟市中央区近江２－２０－３８堀ノ内ビル１Ｆ

ローソン新潟大学南店

新潟県 新潟市西区大学南一丁目６６８０番３

ローソン新潟木工団地店

新潟県 新潟市東区木工新町１０６０－２

ローソン村上松山店

新潟県 村上市大字松山４８４－１

ローソン佐渡中興店

新潟県 佐渡市中興甲１１０６－８

ローソン佐渡真野店

新潟県 佐渡市吉岡９６２－３

ローソン佐渡相川店

新潟県 佐渡市相川新浜町１－１
富山県

ローソン滑川上小泉店

富山県 滑川市上小泉字大道２１８６－１

ローソン富山天正寺店

富山県 富山市天正寺１１２５
石川県

ローソン金沢泉野出町店

石川県 金沢市泉野出町２－７－１

ローソン小松白嶺町店

石川県 小松市白嶺町１丁目３番１号

ローソン小松大島町店

石川県 小松市大島町１７０－２

ローソン金沢大額店

石川県 金沢市大額２－２９－１

ローソン野々市粟田店

石川県 野々市市粟田５丁目３８４

ローソン金沢若宮町店

石川県 金沢市若宮町ホ３０－１

ローソン金沢畝田店

石川県 金沢市畝田東４丁目１１４１

ローソン金沢田上店

石川県 金沢市田上本町１０－１

ローソン金沢駅金沢港口店

石川県 金沢市広岡１丁目９０２番２

ローソン金沢医科大学前店

石川県 河北郡内灘町字大学２－１８９

ローソン七尾小島町店

石川県 七尾市小島町９－９－１
福井県

ローソン小浜府中店

福井県 小浜市府中１５－２６

ローソン敦賀若葉町店

福井県 敦賀市若葉町３－１０６
山梨県

ローソン昭和常永店

山梨県 中巨摩郡昭和町上河東１番地常永４６－１３

ローソン浅原橋東店

山梨県 中央市西花輪２７２５－６

ローソン富士川鰍沢店

山梨県 南巨摩郡富士川町鰍沢１３９５－１

ローソン甲斐大下条南店

山梨県 甲斐市大下条６５１－１

ローソン大月富浜店

山梨県 大月市富浜町宮谷６８－３
長野県

ローソン松本菅野店

長野県 松本市大字笹賀３４７９番１

ローソン塩尻桟敷店

長野県 塩尻市大字桟敷字原２９４番１

ローソン安曇野穂高大橋南店

長野県 安曇野市穂高８１９０ー２

ローソン上田常磐城三丁目店

長野県 上田市常磐城三丁目１７１７番３

ローソン上田中央一丁目店

長野県 上田市中央１－７－１９

ローソン安曇野警察署前店

長野県 安曇野市豊科５７０９－１

ローソン松本総合体育館前店

長野県 松本市浅間温泉一丁目１６番４０号

ローソン篠ノ井北小森店

長野県 長野市篠ノ井小森字合戦場２０５番５

ローソン長野川中島原店

長野県 長野市川中島町原４５８

ローソン佐久岩村田本町店

長野県 佐久市大字岩村田字中宿８０７－７

ローソン佐久蓬田店

長野県 佐久市蓬田２０９－２

ローソン長野日詰店

長野県 長野市大字稲葉字日詰沖１３８６－３

ローソン長野松代町店

長野県 長野市松代町西寺尾１０３９－１

ローソン須坂墨坂南店

長野県 須坂市墨坂南３－１０－１４

ローソン須坂東横町店

長野県 須坂市東横町１２６８－５

ローソン茅野中沖店

長野県 茅野市中沖６－２

ローソン岡谷小萩三丁目店

長野県 岡谷市長地小萩３－２７２４－４

ローソン松本芳川小屋店

長野県 松本市村井町南１－６－１６

ローソン松本石芝店

長野県 松本市石芝４－１－１２

ローソン長野川中島御厨店

長野県 長野市川中島町御厨字堂野９３９番地１

ローソン箕輪町松島店

長野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪８２９６

ローソン飯田駄科店

長野県 飯田市駄科１２８０

ローソン須坂上中町店

長野県 須坂市中町２３６－１

ローソン上田バイパス店

長野県 上田市大字上田１８２３

ローソン伊那赤木店

長野県 伊那市西春近８５４３番１

ローソン長野東通り店

長野県 長野市大字鶴賀１７１－５

ローソン岡谷中央一丁目店

長野県 岡谷市中央町１－４－２２

ローソン辰野樋口店

長野県 上伊那郡辰野町大字赤羽５０９番１

ローソン中野西条店

長野県 中野市大字中野２７３－７

ローソン千曲稲荷山店

長野県 千曲市大字稲荷山１９１８－１

ローソン松本新村店

長野県 松本市新村５２１

ローソン松本笹部店

長野県 松本市笹部３－１８－１０

ローソン佐久中込原店

長野県 佐久市中込３６７９－１４０
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

ローソン瑞浪北小田町店

岐阜県 瑞浪市北小田町一丁目７４番

ローソン可児鳴子店

岐阜県 可児市土田字富士ノ井５２６９－１

ローソン海津平田幡長店

岐阜県 海津市平田町幡長字切戸８０

ローソン可児今渡大東店

岐阜県 可児市今渡字大東１６１８番７

ローソン多治見小名田店

岐阜県 多治見市小名田町１－８２－１

ローソン高山下岡本店

岐阜県 高山市下岡本町１８７９

ローソン関ヶ原町店

岐阜県 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原７６２－１

ローソン垂井町追分店

岐阜県 不破郡垂井町字追分２２７６番２

ローソン可児柿田店

岐阜県 可児市柿田８５２番１

ローソン美濃加茂森山店

岐阜県 美濃加茂市森山町４－４－１２

ローソン大垣番組町店

岐阜県 大垣市番組町１－１８

ローソン岐阜城東通店

岐阜県 岐阜市城東通２丁目６番１

ローソン揖斐川上南方店

岐阜県 揖斐郡揖斐川町上南方６０２－１

ローソン瑞穂本田店

岐阜県 瑞穂市本田７５２番１

ローソン神戸町丈六道店

岐阜県 安八郡神戸町丈六道４３８－２

ローソン美濃加茂加茂野町店

岐阜県 美濃加茂市加茂野町加茂野１２８

ローソン多治見大畑町店

岐阜県 多治見市大畑町大洞２番の１

ローソン可児下恵土店

岐阜県 可児市下恵土２９５７－１
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

ローソン富士中里店

静岡県 富士市中里字宮組１０７３－１

ローソン富士浅間上町店

静岡県 富士市浅間上町１４－１８

ローソン島田大津通店

静岡県 島田市大津通６番３

ローソン浜北東御薗店

静岡県 浜松市浜北区東美薗１２４５－１

ローソン静岡北安東二丁目店

静岡県 静岡市葵区北安東二丁目２９番１４号

ローソン焼津四丁目店

静岡県 焼津市焼津四丁目１０番１

ローソンＢｉＶｉ沼津店

静岡県 沼津市大手町１－１３－９

ローソン静岡曲金四丁目店

静岡県 静岡市駿河区曲金４－２－６

ローソン焼津小川新町店

静岡県 焼津市小川新町３－１－３３

ローソン大井川下江留店

静岡県 焼津市下江留１７１７－１

ローソン袋井浅羽店

静岡県 袋井市浅羽字柴１６２３番１

ローソン袋井国本店

静岡県 袋井市国本１０６９

ローソン富士元町店

静岡県 富士市元町１６－２３

ローソン三島谷田店

静岡県 三島市谷田１６６－１

ローソン浜松志都呂二丁目店

静岡県 浜松市西区志都呂２丁目１９－２０

ローソン浜松上島店

静岡県 浜松市中区上島６－２３－７

ローソン静岡羽鳥五丁目店

静岡県 静岡市葵区羽鳥５－１－５

ローソン蒲原東店

静岡県 静岡市清水区蒲原東３３－２

ローソン浜北新原店

静岡県 浜松市浜北区新原３９２７－２

ローソン浜松船越町店

静岡県 浜松市中区船越町４０番２９号

ローソン静岡川合一丁目店

静岡県 静岡市葵区川合１丁目１０－１５

ローソン清水永楽町店

静岡県 静岡市清水区永楽町９１－１

ローソン吉田町住吉店

静岡県 榛原郡吉田町住吉７５４－１

ローソン富士天間店

静岡県 富士市天間１４１１－４

ローソン静岡馬渕三丁目店

静岡県 静岡市駿河区馬渕三丁目１７６番

ローソン富士宮中原店

静岡県 富士宮市中原町２９１番

ローソン菊川インター店

静岡県 菊川市加茂１９８９－１

ローソン磐田上岡田店

静岡県 磐田市上岡田９９２－１

ローソン伊豆熊坂店

静岡県 伊豆市熊坂４５６－１

ローソン富士三四軒屋店

静岡県 富士市宮島９４９－１

ローソン焼津登呂田店

静岡県 焼津市西小川３－１－５

ローソン御殿場新橋東店

静岡県 御殿場市新橋字平塚１５８８番１

ローソン清水大坪二丁目店

静岡県 清水市清水区大坪２－１－１０

ローソン函南蛇ケ橋店

静岡県 田方郡函南町肥田３４６－１

ローソン裾野茶畑店

静岡県 裾野市茶畑向田１１７３－１

ローソン静岡安西二丁目店

静岡県 静岡市葵区安西２－３５

ローソン藤枝前島三丁目店

静岡県 藤枝市前島３－１２－２８

ローソン御前崎浜岡店

静岡県 御前崎市池新田７７３８－１

ローソン長泉本宿店

静岡県 駿東郡長泉町本宿５３４－１

ローソン浜松笠井交番前店

静岡県 浜松市東区恒武町３５４

ローソン島田中央町店

静岡県 島田市中央町３１－３

ローソン掛川駅前店

静岡県 掛川市駅前８－７

ローソン浜松新橋町店

静岡県 浜松市南区新橋町１１１６

ローソン富士宮北山店

静岡県 富士宮市北山字東下組４９９６番

ローソン藤枝緑町一丁目店

静岡県 藤枝市緑町１－３－３

ローソン掛川塩町店

静岡県 掛川市駅前１４番１

ローソン富士宮粟倉店

静岡県 富士宮市粟倉字霧ヶ久保１１１２－１

ローソン函南町平井店

静岡県 田方郡函南町平井６２１－１

ローソン沼津我入道北店

静岡県 沼津市我入道字一本松町１９３

ローソン袋井堀越店

静岡県 袋井市堀越１４２２番５

ローソン浜松医大前店

静岡県 浜松市東区半田山４－３－２

ローソン富士伝法店

静岡県 富士市伝法２３１２－１

ローソン藤枝高柳一丁目店

静岡県 藤枝市高柳一丁目２１－３３

ローソン浜松有玉南店

静岡県 浜松市東区有玉南町１４８６－１
愛知県

ローソン豊川国府店

愛知県 豊川市国府町下坊入２－１

ローソン豊川下長山町店

愛知県 豊川市下長山町天王下１３７番１

ローソンあま篠田向島店

愛知県 あま市篠田向島６４－１

ローソン豊川伊奈町店

愛知県 豊川市伊奈町北山新田１０番１

ローソン小牧郷中一丁目店

愛知県 小牧市郷中一丁目１９番

ローソン小牧中央一丁目店

愛知県 小牧市中央１－２６５

ローソン豊田美里店

愛知県 豊田市美里１－１１－１１

ローソン豊橋神ノ輪店

愛知県 豊橋市神ノ輪７８

ローソン犬山楽田安師店

愛知県 犬山市楽田安師１２番

ローソン岡崎坂左右店

愛知県 岡崎市坂左右町字北浦３４－４

ローソン豊橋浜道店

愛知県 豊橋市浜道町字南側７６番２

ローソン中村岩塚店

愛知県 名古屋市中村区岩塚町字一里山１－１０

ローソン港区川西通店

愛知県 名古屋市港区川西通６－５

ローソン長久手熊田店

愛知県 長久手市熊田２０１番

ローソン豊川美和通店

愛知県 豊川市美和通一丁目２４番地

ローソン安城浜富店

愛知県 安城市浜富町１１－９

ローソン高田寺店

愛知県 北名古屋市高田寺東の川８０

ローソン豊橋小松店

愛知県 豊橋市小松町１４６番１

ローソン大高インター南店

愛知県 大府市共和町西流レ６３番３

ローソン吉良町役場前

愛知県 西尾市吉良町荻原字桐杭８－３

ローソン東郷春木太子店

愛知県 愛知郡東郷町大字春木字太子４１番

ローソン津島又吉町二丁目店

愛知県 津島市又吉町二丁目５番１

ローソン瀬戸警察署前店

愛知県 瀬戸市東吉田町４０番６

ローソン薬師通店

愛知県 名古屋市南区薬師通２－３０

ローソン椿町店

愛知県 名古屋市中村区椿町１４－１３

ローソン昭和区福江一丁目店

愛知県 名古屋市昭和区福江１－２６－２０

ローソン内田橋一丁目店

愛知県 名古屋市南区内田橋１－７－２

ローソン津島永楽町店

愛知県 津島市永楽町４－２５－１

ローソン中川福船町店

愛知県 名古屋市中川区福船町１－１－１

ローソン碧南霞浦店

愛知県 碧南市霞浦町１－１－１

ローソン名鉄水野駅前店

愛知県 瀬戸市北山町１７９番１

ローソン豊田前林店

愛知県 豊田市前林町上納１番

ローソン田原神戸町店

愛知県 田原市神戸町大坪２５１番１

ローソン中川中野橋東店

愛知県 名古屋市中川区清川町六丁目１番２

ローソン蒲郡工業団地店

愛知県 蒲郡市拾石町前浜２５－１０

ローソン豊田小坂本町店

愛知県 豊田市小坂本町５－１３－１、２、３、４、１４

ローソン加木屋辻ヶ花店

愛知県 東海市加木屋町辻ヶ花１６３－２

ローソン岡崎北野店

愛知県 岡崎市北野町字善佐３－３

ローソン北名古屋法成寺店

愛知県 北名古屋市法成寺道久３０

ローソン相生山駅前店

愛知県 名古屋市緑区相川三丁目７１番

ローソン岡崎若松東店

愛知県 岡崎市若松東１－２－１

ローソン豊橋日色野店

愛知県 豊橋市日色野町字新切１２－１

ローソン豊川篠田店

愛知県 豊川市篠田町新切７番１

ローソン西区花原町店

愛知県 名古屋市西区花原町１４５番

ローソン半田北二ツ坂町店

愛知県 半田市北二ツ坂町１－１２－１１

ローソン港区役所駅前店

愛知県 名古屋市港区港栄一丁目２０３番１

ローソン西区城西町店

愛知県 名古屋市西区城西町１５６番

ローソン春日井熊野町店

愛知県 春日井市熊野町字中間１４２７番２

ローソン知立団地入口店

愛知県 知立市牛田町湯山２２－１

ローソン中川野田二丁目店

愛知県 名古屋市中川区野田二丁目４５５

ローソン長久手古戦場駅前店

愛知県 長久手市長久手中央土地区画整理事業２０－１

ローソン安城ささめ町店

愛知県 安城市篠目町溝川２５－１

ローソン豊橋牛川通店

愛知県 豊橋市牛川通５－８－２

ローソン南区鶴里町店

愛知県 名古屋市南区鶴里町一丁目１３番１

ローソン豊橋大清水店

愛知県 豊橋市南大清水町字元町２２２
三重県

ローソン松阪鎌田町店

三重県 松阪市鎌田町字南沖２５０－１１

ローソン松阪虹が丘町店

三重県 松阪市上川町字岩穴口２０－１

ローソン四日市六名町店

三重県 四日市市六名町字中山５７７番７

ローソン松阪立田町浜塚店

三重県 松阪市立田町字浜塚２２２番１

ローソン名張鴻之台三番町店

三重県 名張市鴻之台三番町１１番

ローソン志摩磯部店

三重県 志摩市磯部町迫間字穂落前１８９７番２

ローソン津一身田店

三重県 津市一身田町字三ノ坪２０５番３

ローソン四日市羽津山店

三重県 四日市市羽津山町２番１１号

ローソンいなべ大安店

三重県 いなべ市大安町石榑東字北野１８５２－１４

ローソン四日市堀木店

三重県 四日市市堀木二丁目５３７番

ローソン桑名長島町店

三重県 桑名市長島町押付字小六５３２－６

ローソン伊賀四十九店

三重県 伊賀市四十九町字矢倉谷１２５４－４

ローソン松阪石津町店

三重県 松阪市石津町字地蔵裏３３０－１

ローソン桑名新西方店

三重県 桑名市新西方２－４

ローソン鈴鹿江島店

三重県 鈴鹿市江島町字大山１７７３番１

ローソン津中央北店

三重県 津市中央１５－６

ローソン伊勢小俣町店

三重県 伊勢市小俣町湯田１５６４

ローソン松阪垣鼻町店

三重県 松阪市久保町字西横田７８１－１

ローソン鈴鹿三日市町店

三重県 鈴鹿市三日市町９８６－２

ローソン志摩総合庁舎前店

三重県 志摩市阿児町鵜方２０１１－１

ローソン松阪本町店

三重県 松阪市本町２１０４番４

ローソン津城山店

三重県 津市藤方字黒木３－１

ローソン鈴鹿神戸一丁目店

三重県 鈴鹿市神戸１－１１－１１

ローソン鈴鹿算所町店

三重県 鈴鹿市算所町字新開１２５８番４

ローソン安濃町草生店

三重県 津市安濃町草生字野端２３４－１

ローソン多気相可店

三重県 多気郡多気町大字相可字明氣１３６５－１
滋賀県

ローソンボストンプラザ草津店

滋賀県 草津市西大路町１－２７

ローソン守山水保店

滋賀県 守山市水保町字北川１２１８番１

ローソン貴生川駅前店

滋賀県 甲賀市水口町虫生野中央２０

ローソン大津坂本七丁目店

滋賀県 大津市坂本７－２０－１

ローソン栗東御園店

滋賀県 栗東市御園字伝坊１８９３番

ローソン野洲市三宅店

滋賀県 野洲市大字市三宅字足堂２３４５

ローソン草津野路東店

滋賀県 草津市野路６－６－１

ローソン彦根郵便局前店

滋賀県 彦根市立花町５－１３

ローソン竜王町山之上店

滋賀県 蒲生郡竜王町大字山之上５２３０

ローソン守山勝部五丁目店

滋賀県 守山市勝部５丁目２－２４

ローソン大津一里山店

滋賀県 大津市一里山２－１４－１８
京都府

ローソン深草西浦店

京都府 京都市伏見区深草西浦町５－４８－１

ローソン福知山篠尾新町店

京都府 福知山市篠尾新町１－７８

ローソン一乗寺宮ノ東町店

京都府 京都市左京区一乗寺宮ノ東町３３

ローソン京田辺薪店

京都府 京田辺市薪西沢４－１

ローソン舞鶴真倉店

京都府 舞鶴市字真倉小字大山２４０

ローソン京都駅前店

京都府 京都市下京区三哲通西洞院東入東塩小路町８４３－２

ローソン国立舞鶴病院前店

京都府 舞鶴市行永東町１４－２

ローソン向日市上植野店

京都府 向日市上植野町伴田１６－１

ローソン舞鶴福来店

京都府 舞鶴市字福来小字坪ノ内９３７

ローソン宇治伊勢田店

京都府 宇治市伊勢田町浮面４１

ローソン長岡京インター店

京都府 長岡京市下海印寺伊賀寺３９－３

ローソン大久保茶屋裏店

京都府 宇治市広野町茶屋裏１３－５

ローソン淀際目町店

京都府 京都市伏見区淀際目町２４１番４

ローソン桂徳大寺店

京都府 京都市西京区桂徳大寺南町１３

ローソン宇治小倉店

京都府 宇治市小倉町西浦７６番１
大阪府

ローソン高槻城北町二丁目店

大阪府 高槻市城北町２－７－９

ローソン東淀川豊里一丁目店

大阪府 大阪市東淀川区豊里１－２－５

ローソン八尾美園町一丁目店

大阪府 八尾市美園町１－９－２

ローソン岸里東一丁目店

大阪府 大阪市西成区岸里東１－１７－１

ローソン東豊中５丁目店

大阪府 豊中市東豊中町５－３１－８

ローソン堺深井清水町店

大阪府 堺市中区深井清水町３７９２

ローソン鶴橋駅前店

大阪府 大阪市東成区東小橋３－１４－１６

ローソン新森一丁目店

大阪府 大阪市旭区新森１－４－３３

ローソン高槻芝谷町店

大阪府 高槻市芝谷町５５－１

ローソン住道駅前店

大阪府 大東市末広町８８７－４

ローソン四条畷岡山東二丁目店

大阪府 四條畷市岡山東２－１－１６

ローソン高槻緑町店

大阪府 高槻市緑町２－１８

ローソン東大阪高井田元町店

大阪府 東大阪市高井田元町２－２－１７

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

ローソン堺向陵店

大阪府 堺市堺区向陵東町二丁１７５番１

ローソン八尾楠根町店

大阪府 八尾市楠根町２－７６－１

ローソン城東蒲生二丁目店

大阪府 大阪市城東区蒲生二丁目１０番３１

ローソン南吹田五丁目店

大阪府 吹田市南吹田五丁目１４番３４

ローソン千里中央店

大阪府 豊中市新千里東町１－３

ローソン堺長曽根町店

大阪府 堺市北区長曽根町１９０３－１

ローソン吹田山田西１丁目店

大阪府 吹田市山田西１－３７－１

ローソン松屋町北店

大阪府 大阪市中央区松屋町１－１５

ローソン大阪国際がんセンター店

大阪府 大阪市中央区大手前三丁目３番１－６９

ローソン藤井寺大井店

大阪府 藤井寺市大井１－４－５

ローソン茨木南安威一丁目店

大阪府 茨木市南安威１－５－１８

ローソン八尾青山店

大阪府 八尾市青山町４丁目１番２２号

ローソン和泉はつが野二丁目店

大阪府 和泉市はつが野二丁目８番４

ローソン堺日置荘店

大阪府 堺市東区日置荘西町１－１５－５

ローソン茨木郡山二丁目店

大阪府 茨木市郡山二丁目２７番３４

ローソン枚方大峰元町二丁目店

大阪府 枚方市大峰元町２－８－１１

ローソン貝塚脇浜店

大阪府 貝塚市脇浜１－１８６－１

ローソンプラス堺新金岡店

大阪府 堺市北区蔵前町１１９７－２

ローソン上本町七丁目東店

大阪府 大阪市天王寺区上本町７－１－２７

ローソン佃一丁目店

大阪府 大阪市西淀川区佃１－２２－７

ローソン生野巽東三丁目店

大阪府 大阪市生野区巽東三丁目５８７

ローソン内環今福東店

大阪府 大阪市城東区今福東２－１４－１２

ローソン東大阪川田三丁目店

大阪府 東大阪市川田３丁目４番１

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

ローソンパナソニック前店

大阪府 守口市八雲中町３－１－２

ローソン長原駅前店

大阪府 大阪市平野区長吉長原東２－２－３１

ローソン茨木春日一丁目店

大阪府 茨木市春日１－１６－２０
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

ローソン神戸岡本一丁目店

兵庫県 神戸市東灘区岡本１－８－６

ローソン尼崎武庫之荘駅前店

兵庫県 尼崎市武庫之荘２丁目２－１２

ローソン玉津町田中店

兵庫県 神戸市西区玉津町田中字南大山５１６－１

ローソン高砂緑丘一丁目店

兵庫県 高砂市緑丘１丁目８－４２

ローソン姫路大津店

兵庫県 姫路市大津区恵美酒町１－９２

ローソン明石野々上一丁目店

兵庫県 明石市野々上１－２０－２

ローソン尼崎塚口町三丁目店

兵庫県 尼崎市塚口町３－２４－３

ローソン三木緑が丘西店

兵庫県 三木市緑が丘町５－４－３

ローソン関西福祉大学前店

兵庫県 赤穂市黒崎町１８６

ローソン加古川平岡町店

兵庫県 加古川市平岡町新在家２－２６９－９

ローソン播磨南大中店

兵庫県 加古郡播磨町南大中３－１－３４

ローソン鈴蘭台西町５丁目店

兵庫県 神戸市北区鈴蘭台西町５－２－１６

ローソン広畑東新町店

兵庫県 姫路市広畑区東新町１－９－２

ローソン洲本物部三丁目店

兵庫県 洲本市物部三丁目６２５番１

ローソン伊川谷駅前店

兵庫県 神戸市西区前開南町１－２－１４

ローソン西宮市立中央病院前店

兵庫県 西宮市門前町１－５

ローソン ＋フレンズ明石駅前店

兵庫県 明石市東仲ノ町５－２８

ローソンウッディタウン中央店

兵庫県 三田市けやき台１－１０－１

ローソン有野町二郎店

兵庫県 神戸市北区有野町二郎３５２－１

ローソン西宮甲子園九番町店

兵庫県 西宮市甲子園九番町１－６

ローソン姫路大津新町店

兵庫県 姫路市大津区新町１－６０

ローソン板宿戎三丁目店

兵庫県 神戸市須磨区戎町３－５－１

ローソン西脇野村店

兵庫県 西脇市野村町１４０１－３２

ローソン尼崎南塚口町六丁目店

兵庫県 尼崎市南塚口町６－３－５
奈良県

ローソン橿原木原店

奈良県 橿原市木原町２１７－１

ローソン学研北生駒駅前店

奈良県 生駒市真弓１丁目１－１０

ローソン生駒谷田町店

奈良県 生駒市谷田町８８８－６

ローソン王寺本町二丁目店

奈良県 北葛城郡王寺町本町２－３６－３

ローソン奈良宝来町店

奈良県 奈良市宝来４－２－５５

ローソンいかるが南店

奈良県 生駒郡斑鳩町興留十丁目１３９２番１

ローソン葛城東室店

奈良県 葛城市東室９６－３

ローソン桜井川合店

奈良県 桜井市川合１２８－８

ローソン香芝逢坂店

奈良県 香芝市逢坂７丁目１３３番地１
和歌山県

ローソン那賀町王子店

和歌山県 紀の川市王子字細工垣内６－１

ローソン和歌山橋丁店

和歌山県 和歌山市橋丁２４

ローソン三葛店

和歌山県 和歌山市三葛２６０－１
鳥取県

ローソン鳥取行徳店

鳥取県 鳥取市行徳１－２０５

ローソン倉吉広瀬店

鳥取県 倉吉市広瀬町１７３３－１

ローソン堺港市役所前店

鳥取県 境港市上道町３２８６番

ローソン倉吉下田中町店

鳥取県 倉吉市下田中町８３７番

ローソン松江西浜佐陀店

島根県 松江市西浜佐陀町１０６２－２

ローソン六日市インター店

島根県 鹿足郡吉賀町立河内４０－１
岡山県

ローソン倉敷八軒屋店

岡山県 倉敷市八軒屋２４３－１

ローソン新見駅前店

岡山県 新見市高尾２４６５－１２

ローソン岡山箕島店

岡山県 岡山市南区箕島８５１－５

ローソン倉敷北畝五丁目店

岡山県 倉敷市北畝五丁目１４番５５号

ローソン倉敷鶴新田店

岡山県 倉敷市連島町鶴新田２９２０番地４

ローソン岡山江崎店

岡山県 岡山市中区江崎字四割４６９

ローソン倉敷下庄店

岡山県 倉敷市下庄６４９－１

ローソン倉敷西阿知町店

岡山県 倉敷市西阿知町字田金３５４番１

ローソン津山田町店

岡山県 津山市田町８６－４

ローソン倉敷神田店

岡山県 倉敷市神田３－１４－９

ローソン金光町店

岡山県 浅口市金光町占見新田１１－２
広島県

ローソン広島宇品東一丁目店

広島県 広島市南区宇品東１－７－１２

ローソン廿日市市役所前店

広島県 廿日市市下平良１－６－２２

ローソン広島城山一丁目店

広島県 広島市佐伯区城山一丁目２２０２番２

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番１

ローソン呉広多賀谷店

広島県 呉市広多賀谷１－４－１

ローソン江田島大柿町大原店

広島県 江田島市大柿町大原１０７６－１

ローソン福山引野町一丁目店

広島県 福山市引野町１－１４－２０

ローソン福山松永町五丁目店

広島県 福山市松永町５－６－８

ローソン広島光町店

広島県 広島市東区光町１－１１－１３

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

ローソン広島中筋二丁目店

広島県 広島市安佐南区中筋二丁目５番２０

ローソン広島祇園六丁目店

広島県 広島市安佐南区祇園６－５１２－２

ローソン福山東インター店

広島県 福山市南蔵王町２－２７－３４
山口県

ローソン光島田一丁目店

山口県 光市島田１－１１－１５

ローソン山口大内小野店

山口県 山口市大内御堀２９７７－４

ローソン徳山駅前店

山口県 周南市有楽町１番

ローソン美祢大嶺町曽根店

山口県 美祢市大嶺町東分１１９８－２

ローソン下松駅南店

山口県 下松市新川一丁目３番１号

ローソン宇部東岐波中前店

山口県 宇部市大字東岐波５６９６番地

ローソン山口黒川店

山口県 山口市黒川１０２９番地７

ローソン宇部幸町店

山口県 宇部市幸町７番２１

ローソン宇部黒石店

山口県 宇部市大字妻崎開作６０５番地１

ローソン下松青柳二丁目店

山口県 下松市青柳二丁目１－１

ローソン山口吉敷佐畑店

山口県 山口市吉敷佐畑一丁目２－５

ローソン山口大市町店

山口県 山口市大市町１－１

ローソン防府新田西店

山口県 防府市大字新田字中道８２７－１

ローソン玖珂インター店

山口県 岩国市玖珂町字４７１１－２
徳島県

ローソン美摩病院前店

徳島県 吉野川市鴨島町上下島字大北４４０－１

ローソン徳島両国本町店

徳島県 徳島市両国本町１－７

ローソン石井町天神店

徳島県 名西郡石井町高川原字天神７０６番１
香川県

ローソン高松松福町二丁目店

香川県 高松市松福町二丁目４－１
愛媛県

ローソン松山問屋町店

愛媛県 松山市問屋町１－８

ローソン西条新町店

愛媛県 西条市大町字新町１７６１番２

ローソン新居浜八幡店

愛媛県 新居浜市八幡２－１５９０－１

ローソン新居浜多喜浜店

愛媛県 新居浜市多喜浜２丁目３番４７号

ローソン保内喜木店

愛媛県 八幡浜市保内町喜木１－６５

ローソン松山天山一丁目店

愛媛県 松山市天山一丁目２２５番３

ローソン松山南吉田町店

愛媛県 松山市南吉田町１７６０－１

ローソン大洲インター店

愛媛県 大洲市東大洲１５７４－３

ローソン松前南黒田店

愛媛県 伊予郡松前町大字南黒田４１２－１
福岡県

ローソン戸畑夜宮二丁目店

福岡県 北九州市戸畑区夜宮二丁目５－２４

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５－２－９

ローソン久留米六反畑店

福岡県 久留米市梅満町１１００番３

ローソン新宮夜臼五丁目店

福岡県 糟屋郡新宮町夜臼五丁目５番２４

ローソン福岡南庄一丁目店

福岡県 福岡市早良区南庄１－１４－１３

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番５

ローソン行橋泉中央四丁目店

福岡県 行橋市泉中央４－１０－１８

ローソン久留米けやき通店

福岡県 久留米市旭町２５３１－１

ローソン直方新入店

福岡県 直方市大字下新入下中曽根６１７－１

ＪＰローソン福岡野間郵便局店

福岡県 福岡市南区野間３－１３－１８

ローソン堤一丁目店

福岡県 福岡市城南区堤１－１１－２３

ローソン舞松原店

福岡県 福岡市東区舞松原１－１０－３

ローソン穂波町店

福岡県 飯塚市若菜２６３－１

ローソン都府楼南５丁目店

福岡県 太宰府市都府楼南５－１６－３

ローソン行橋辻垣店

福岡県 行橋市大字辻垣字下河原１５３

ローソン中間長津三丁目店

福岡県 中間市長津３－９－３

ローソン八幡昭和一丁目店

福岡県 北九州市八幡東区昭和一丁目１６４６番２

ローソン飯塚楽市店

福岡県 飯塚市楽市字大木３１０番３

ローソン田川川宮店

福岡県 田川市大字川宮７１０－２９

ローソン九州労災病院前店

福岡県 北九州市小倉南区曽根北町４－８

ローソン大牟田藤田町店

福岡県 大牟田市藤田町２４８－１

ローソン小倉下曽根二丁目店

福岡県 北九州市小倉南区下曽根二丁目２番４３号

ローソン八幡光貞台一丁目店

福岡県 北九州市八幡西区光貞台一丁目１番３０

ローソン福岡次郎丸五丁目店

福岡県 福岡市早良区次郎丸５－１－３

ローソン小嶺インター店

福岡県 北九州市八幡西区小嶺台１－１－３７

ローソン豊前久松店

福岡県 豊前市久松１１９番１

ローソン小倉沼本町一丁目店

福岡県 北九州市小倉南区沼本町１－１４－２

ローソン大野城乙金三丁目店

福岡県 大野城市乙金３－１４－９６３５街区７号

ローソン八幡則松六丁目店

福岡県 北九州市八幡西区則松６－２－２１
佐賀県

ローソン唐津神田店

佐賀県 唐津市神田五ノ坪２２６７－４

ローソン佐賀卸本町店

佐賀県 佐賀市卸本町２３４４番１
長崎県

ローソン長崎本原町店

長崎県 長崎市本原町１４－１６

ローソン波佐見店

長崎県 東彼杵郡波佐見町宿郷字茅地ノ原５０９－２

ローソン諫早貝津工業団地店

長崎県 諫早市貝津町１６７８－５

ローソン長崎フレスポ福田店

長崎県 長崎市小浦町７１４番８

ローソン長崎賑町店

長崎県 長崎市賑町７－１１

ローソン諫早長田町店

長崎県 諫早市長田町２１４９－１

ローソン佐世保黒髪店

長崎県 佐世保市黒髪町４１－４

ローソン佐世保江迎店

長崎県 佐世保市江迎町長坂１６９番１
熊本県

ローソン熊本野口三丁目店

熊本県 熊本市南区野口３－３－１

ローソン水俣桜井三丁目店

熊本県 水俣市桜井町３－２－１４

ローソン菊陽光の森店

熊本県 菊池郡菊陽町光の森７丁目４７－１０

ローソン天草城下町店

熊本県 天草市城下町６－２４

ローソン肥後大津駅南店

熊本県 菊池郡大津町大字室字門出２１５－２６

ローソン熊本日赤通り店

熊本県 熊本市東区月出８－１－１０

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

ローソン合志辻久保店

熊本県 合志市合生４０８２－２
大分県

ローソン日田玉川町店

大分県 日田市大字十二町字六手７２６－１

ローソン宇佐辛島店

大分県 宇佐市大字辛島字馬場２３４－１

ローソン大分萩原一丁目店

大分県 大分市萩原１丁目２番３１号

ローソン大分角子原店

大分県 大分市角子南２－１００

ローソン大分光吉店

大分県 大分市大字光吉字西津留９０６－１
宮崎県

ローソン日南西弁分店

宮崎県 日南市西弁分４－１０－１３
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番２

ローソン志布志町大原店

鹿児島県 志布志市志布志町志布志９３０－１

ローソン鹿児島中山店

鹿児島県 鹿児島市中山町字黒土田４９４６番１

ローソン川内上川内町店

鹿児島県 川内市上川内町字公佛４２２４－１

ローソン鹿児島東千石店

鹿児島県 鹿児島市東千石町１－１１

ローソン鹿児島田上インター

鹿児島県 鹿児島市田上七丁目２番１２号

ローソン鹿児島玉里団地店

鹿児島県 鹿児島市玉里団地３－１８－１３

ローソン肝付前田店

鹿児島県 肝属郡肝付町前田３５３８－１

