茨城県
店名
NEW! お宝あっとマーケット土浦真鍋店

郵便番号

住所

300-1151

茨城県土浦市真鍋２－２－２３

ローソンつくば小茎

300-1255

茨城県つくば市小茎２９４‐１

ローソンつくばみらい筒戸

300-2435

茨城県つくばみらい市筒戸３４６２‐１

ミニストップつくば酒丸店

300-2637

茨城県つくば市中東１６８番地１

ローソン常総新石下

300-2706

茨城県常総市新石下字駒離１６０７‐１

ミニストップ竜ヶ崎大徳町店

301-0816

茨城県龍ケ崎市大徳町５１９－１

ローソン下妻バイパス

304-0068

茨城県下妻市下妻丁３９８‐４

ローソン下妻本宗道

304-0813

茨城県下妻市本宗道１０４８‐３

ローソンつくば二の宮

305-0051

茨城県つくば市二の宮２‐２‐８

ローソンつくばみどりの

305-0861

茨城県つくば市みどりの中央７３‐１

ローソン古河長谷

306-0034

茨城県古河市長谷町４８‐３１

NEW! ミニストップ古河大山店

306-0052

茨城県古河市大字大山１６５０

ローソン三和尾崎

306-0101

茨城県古河市尾崎２９２８‐１３

ローソン古河葛生

306-0211

茨城県古河市葛生５‐１

NEW! ミニストップ古河女沼店

306-0226

茨城県古河市女沼１５２１－１

NEW! ミニストップ古河西牛谷店

306-0233

茨城県古河市西牛谷４６２

ローソン境町伏木

306-0416

茨城県猿島郡境町大字伏木６４３‐２

ローソン岩井猫実

306-0616

茨城県坂東市猫実１５０７‐４

ローソン結城小森

307-0011

茨城県結城市大字小森１３５３‐１１

ローソン下館伊讃美

308-0853

茨城県筑西市伊讃美７２０

ローソン水戸南町二丁目

310-0021

茨城県水戸市南町２‐４‐４１

ミニストップ水戸駅南店

310-0803

茨城県水戸市城南３－１－５

ローソン水戸けやき台三丁目

310-0842

茨城県水戸市けやき台３‐５８

ローソン水戸吉沢町

310-0845

茨城県水戸市吉沢町字東割７４４‐１

310-0852

茨城県水戸市笠原町１１９４－１

ローソン大洗磯浜町

311-1301

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町字原前６５６４‐１

ミニストップ鉾田谷口店

311-1503

茨城県鉾田市徳宿２３３６番６

NEW! ミニストップ鉾田大竹店

311-1513

茨城県鉾田市大竹字塙内９６５番地２

ローソン鉾田札

311-2116

茨城県鉾田市札１２４‐１

ローソン水戸河和田町報徳

311-4153

茨城県水戸市河和田町４３８２‐１３９

ローソンひたちなか高野東

312-0002

茨城県ひたちなか市高野４２８‐１

NEW! ミニストップひたちなか東石川店

312-0052

茨城県ひたちなか市東石川２ー１１－６

ローソン神栖息栖

314-0133

茨城県神栖市息栖３０４０‐２７０

ミニストップ神栖賀店

314-0134

茨城県神栖市賀２１０８ー１９２

ローソン神栖太田

314-0254

茨城県神栖市太田６０３‐１４

ローソン波崎別所

314-0408

茨城県神栖市波崎４６７６‐７

ローソン神栖波崎浜新田

314-0408

茨城県神栖市波崎８２４６‐２

ミニストップ石岡鹿の子店

315-0005

茨城県石岡市鹿の子１丁目１４－２５

ローソン石岡杉並四丁目

315-0027

茨城県石岡市杉並４‐１‐５５

ミニストップかすみがうら６号店

315-0052

茨城県かすみがうら市下稲吉字平前１４８３番１

ローソン千代田稲吉

315-0054

茨城県かすみがうら市稲吉５‐１９‐１４

ローソン日立諏訪町二丁目

316-0001

茨城県日立市諏訪町２‐１‐８

ローソン日立末広町五丁目

316-0006

茨城県日立市末広町５‐１４‐７

ミニストップ日立東滑川４丁目店

317-0052

茨城県日立市東滑川町４丁目１９－１０

ローソン東海白方中央一丁目

319-1109

茨城県那珂郡東海村白方中央１‐６‐３０

ローソン日立大みか町四丁目

319-1221

茨城県日立市大みか町４‐１９‐１２

ローソン日立大みか六丁目

319-1221

茨城県日立市大みか町６‐２‐３８

ローソン日立久慈町二丁目

319-1222

茨城県日立市久慈町２‐３０‐７

ローソン北茨城大津町

319-1704

茨城県北茨城市大津町北町１０２６‐１

NEW! 富士書店本店

神奈川県
店名

郵便番号

住所

ローソン川崎銀柳街

210-0006

神奈川県川崎市川崎区砂子２‐２‐１

ローソン川崎殿町

210-0821

神奈川県川崎市川崎区殿町１‐１６‐１３

ミニストップ南幸町店

212-0016

神奈川県川崎市幸区南幸町１－３１－１

212-0027

神奈川県川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新川崎マルエツ２Ｆ

ローソン高津子母口東

213-0023

神奈川県川崎市高津区子母口８１６‐２

ローソン高津下作延三丁目

213-0033

神奈川県川崎市高津区下作延３‐２８‐２４

ローソン川崎菅四丁目

214-0001

神奈川県川崎市多摩区菅４‐７‐１

ローソン川崎犬蔵一丁目

216-0011

神奈川県川崎市宮前区犬蔵１‐８‐１５

ローソン横浜駅東口

220-0011

神奈川県横浜市西区高島２‐７‐１

ローソン三枚町山王森

221-0862

神奈川県横浜市神奈川区三枚町１３０‐１

ローソン横浜菅田町

221-0864

神奈川県横浜市神奈川区菅田町９２５‐２

ローソン片倉町駅前

221-0865

神奈川県横浜市神奈川区片倉１‐３０

ローソン港北大豆戸町

222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町５５７‐１０

NEW! ミニストップ北山田駅前店

224-0021

神奈川県横浜市都筑区北山田１丁目９－３

ローソン青葉荏田西

225-0024

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町５１７‐４

ローソンＬＴＦ緑区北八朔町

226-0021

神奈川県横浜市緑区北八朔町２０５４‐２

ローソン横浜フィールドアスレチック前

226-0026

神奈川県横浜市緑区長津田町４１９４‐４

227-0046

神奈川県横浜市青葉区たちばな台２丁目１４ー１４

ローソン横浜恩田町

227-0065

神奈川県横浜市青葉区恩田町３３４４‐１

ローソン桜台公園

227-0067

神奈川県横浜市青葉区松風台１７‐８

ローソン鶴見水道道

230-0076

神奈川県横浜市鶴見区馬場３‐４‐５

ローソン横浜大岡二丁目

232-0061

神奈川県横浜市南区大岡２‐２７‐１５

ローソン横浜港南台

234-0054

神奈川県横浜市港南区港南台４‐４‐２４

ローソン寺前一丁目

236-0014

神奈川県横浜市金沢区寺前１‐８‐１３

ローソン横浜金沢町

236-0015

神奈川県横浜市金沢区金沢町１７‐２２

ローソン富岡東二丁目

236-0051

神奈川県横浜市金沢区富岡東２‐５‐３６

ローソン横須賀追浜町一丁目

237-0064

神奈川県横須賀市追浜町１‐３８‐５

ローソン横須賀森崎一丁目

238-0023

神奈川県横須賀市森崎１‐３‐１４

ローソン三浦海岸駅前

238-0101

神奈川県三浦市南下浦町上宮田３２５５‐２

ローソン三浦三崎町

238-0221

神奈川県三浦市三崎町六合１４‐１

ローソン横須賀舟倉

239-0805

神奈川県横須賀市舟倉２‐３‐２６

ローソン横須賀久比里

239-0828

神奈川県横須賀市久比里２‐１６‐１

ローソン横須賀久里浜四丁目

239-0831

神奈川県横須賀市久里浜４‐１２‐１１

ローソン保土ケ谷新井町

240-0053

神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町２６６‐５

ローソンＬＴＦ葉山長柄

240-0113

神奈川県三浦郡葉山町長柄２１‐１

ローソン西ひかりが丘

241-0001

神奈川県横浜市旭区上白根町１３５４‐４０

ローソン旭上白根二丁目

241-0002

神奈川県横浜市旭区上白根２‐６２‐３３

ローソンＬＴＦ大和西鶴間

242-0005

神奈川県大和市西鶴間４‐７‐５

ローソンＬＴＦ大和上和田団地

242-0014

神奈川県大和市上和田３２９４

ローソン大和下和田

242-0015

神奈川県大和市下和田７７１‐１

ローソン神奈川工科大学前

243-0203

神奈川県厚木市下荻野字子合頭８２６‐１

ローソン厚木飯山

243-0213

神奈川県厚木市飯山３１３８‐２

ローソンＬＴＦ海老名杉久保

243-0427

神奈川県海老名市杉久保南１‐５‐１９

ローソン海老名河原口五丁目

243-0433

神奈川県海老名市河原口５‐１７‐１

ローソン泉西が岡二丁目

245-0006

神奈川県横浜市泉区西が岡２‐４‐２

245-0009

神奈川県横浜市泉区新橋町８６３

ローソン和泉中央北一丁目

245-0016

神奈川県横浜市泉区和泉中央北１‐４０‐２５

ローソン戸塚工業団地前

245-0053

神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２４４１‐１

ミニストップ瀬谷駅南口店

246-0031

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目4番10

ローソンＬＴＦ鎌倉台

247-0061

神奈川県鎌倉市台５‐８‐２９

ローソンＬＴＦ鎌倉由比ガ浜

248-0014

神奈川県鎌倉市由比ガ浜２‐２２‐８

ローソン鎌倉由比ガ浜大通り

248-0014

神奈川県鎌倉市由比ガ浜３‐９‐４２

ローソンＬＴＦＪＲ逗子駅前

249-0006

神奈川県逗子市逗子１‐１‐３

ローソン西湘江之浦

250-0025

神奈川県小田原市江之浦１１８‐４

ローソン和田河原駅前

250-0112

神奈川県南足柄市和田河原６０６

NEW! 北野書店本店

NEW! ミニストップ青葉たちばな台店

NEW! ミニストップ泉新橋店

ローソンＬＴＦ塚原

250-0117

神奈川県南足柄市塚原１９６２

ローソン南足柄飯沢

250-0122

神奈川県南足柄市飯沢７‐５

ローソン仙石原

250-0631

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原８８９‐１

ローソンＬＴＦ小田原東栢山

250-0852

神奈川県小田原市栢山２０６０

ローソンＬＴＦ辻堂海岸通り

251-0047

神奈川県藤沢市辻堂１‐１４‐２８

ローソン藤沢一本松

251-0052

神奈川県藤沢市藤沢１０３６‐６

ローソンＬＴＦ藤沢羽鳥中学校前

251-0056

神奈川県藤沢市羽鳥４‐１３‐１７

ローソンＬＴＦ座間相模が丘

252-0001

神奈川県座間市相模が丘５‐４３‐２０

ローソンＬＴＦ座間ひばりが丘

252-0003

神奈川県座間市ひばりが丘２‐３１‐８

ローソンＬＴＦ相武台前南口

252-0011

神奈川県座間市相武台３‐４２‐４５

ローソンＬＴＦ座間栗原

252-0014

神奈川県座間市栗原中央２‐２１‐１５

ローソン立野台

252-0023

神奈川県座間市立野台３‐８‐８

ミニストップ座間座架依橋店

252-0027

神奈川県座間市座間１丁目２９９２番地

ローソン座間入谷

252-0029

神奈川県座間市入谷西５‐１‐１７

ローソン相模原二本松二丁目

252-0137

神奈川県相模原市緑区二本松２‐３３‐１７

ローソン相模原橋本三丁目

252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本３‐１７‐８

ローソン相模原舟久保

252-0154

神奈川県相模原市緑区長竹２８８１‐１

ローソン相模原消防署前

252-0239

神奈川県相模原市中央区中央３‐１‐２

ローソンＬＴＦ上溝番田

252-0243

神奈川県相模原市中央区上溝３６６

ローソン相模原田名

252-0244

神奈川県相模原市中央区田名４８３１‐１

ローソンＬＴＦ相模大野銀座通り

252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野６‐４‐４

ローソン相模原相南四丁目

252-0312

神奈川県相模原市南区相南４‐１‐３５

ローソンＬＴＦ小田急相模原駅前

252-0313

神奈川県相模原市南区松が枝町２１‐９

ローソンＬＴＦ相模原相武台一丁目

252-0324

神奈川県相模原市南区相武台１‐２３‐１

ローソンＬＴＦ相武台駅前

252-0324

神奈川県相模原市南区相武台１‐２４‐１１

ローソンＬＴＦ相模原麻溝台

252-0328

神奈川県相模原市南区麻溝台８‐３３‐１１

ローソン藤沢高倉

252-0802

神奈川県藤沢市高倉１１７７‐４

ローソンＬＴＦ長後駅西口

252-0807

神奈川県藤沢市下土棚５１２‐１

ローソンＬＴＦ西菖蒲沢

252-0823

神奈川県藤沢市菖蒲沢１３８‐１

ローソンＬＴＦ綾瀬上土棚

252-1112

神奈川県綾瀬市上土棚北５‐１１‐４３

ローソンＬＴＦ茅ヶ崎中海岸

253-0055

神奈川県茅ヶ崎市中海岸１‐６‐２５

ローソンＬＴＦ茅ヶ崎萩園

253-0071

神奈川県茅ヶ崎市萩園１２７０‐４１

ミニストップ湘南みずき店

253-0088

神奈川県茅ヶ崎市みずき２丁目２３番２号

ローソン平塚大神

254-0012

神奈川県平塚市大神２９７４‐１

ローソンＬＴＦ平塚田村

254-0013

神奈川県平塚市田村７‐７‐２１

ローソン平塚中原一丁目

254-0075

神奈川県平塚市中原１‐１５‐８

ローソン平塚かまくら橋

254-0906

神奈川県平塚市公所８５１

ローソンＬＴＦ大磯駅前

255-0003

神奈川県中郡大磯町大磯８７１

ローソンＬＴＦ国府津岡

256-0812

神奈川県小田原市国府津１６６５

ローソンＬＴＦ東海大学駅前本

257-0003

神奈川県秦野市南矢名１‐１４‐１

ローソン秦野平沢

257-0015

神奈川県秦野市平沢１３５３‐１

ローソンＬＴＦ秦野曽屋

257-0031

神奈川県秦野市曽屋下加茂３４８１‐１

ローソンＬＴＦ開成町

258-0021

神奈川県足柄上郡開成町吉田島２０３３‐１

ローソンＬＴＦ大磯国府

259-0111

神奈川県中郡大磯町国府本郷９４０‐６

ローソン伊勢原駅南

259-1132

神奈川県伊勢原市桜台１‐７‐２１

ローソン平塚南金目

259-1201

神奈川県平塚市南金目８８４‐６

ローソン平塚北金目

259-1207

神奈川県平塚市北金目１‐１‐２１

群馬県
店名

郵便番号

住所

ローソン高崎東貝沢

370-0041

群馬県高崎市東貝沢町１‐１２‐１

NEW! ミニストップ高崎大八木店

370-0072

群馬県高崎市大八木町５６２番１

ローソン高崎南新波

370-0083

群馬県高崎市南新波町９２

ローソン伊勢崎下渕名

370-0103

群馬県伊勢崎市境下渕名１０５０‐１

ミニストップ伊勢崎境百々店

370-0117

群馬県伊勢崎市境百々２５５

ローソン高崎上中居南

370-0851

群馬県高崎市上中居町字島薬師５０４‐３

ミニストップ高崎中居店

370-0852

群馬県高崎市中居町１丁目５番地３８

ローソン高崎下之城

370-0854

群馬県高崎市下之城町５２２‐１

ローソン高崎剣崎

370-0883

群馬県高崎市剣崎町１１５４‐１４

ローソン玉村飯塚

370-1102

群馬県佐波郡玉村町大字飯塚３２２

ローソン玉村角渕

370-1124

群馬県佐波郡玉村町角渕５０７０‐１

ローソン吉井長根

370-2127

群馬県高崎市吉井町長根１６２５‐１

ローソン甘楽町役場前

370-2202

群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡１３５‐２

ローソン富岡田島

370-2454

群馬県富岡市田島字大塚１‐１

ローソン高崎箕郷町西明屋

370-3105

群馬県高崎市箕郷町西明屋９０‐１

ローソン高崎神戸

370-3336

群馬県高崎市神戸町４３５‐１

ローソン倉渕三ノ倉

370-3402

群馬県高崎市倉渕町三ノ倉１９０２‐１

ローソン榛東井戸尻

370-3504

群馬県北群馬郡榛東村大字広馬場２１５６‐６

ローソン高崎金古町

370-3511

群馬県高崎市金古町２１４０‐１

ローソン高崎金井沢

370-3531

群馬県高崎市足門町１３４６‐６

ローソン高崎井出

370-3534

群馬県高崎市井出町１９２‐３

ローソン吉岡漆原

370-3601

群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原１５１

ローソン吉岡駒寄スマートインター

370-3602

群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保４３８‐１

ローソン吉岡上野田

370-3606

群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田１３２９‐７４６

ローソン前橋西片貝

371-0013

群馬県前橋市西片貝町３‐１１８‐１

ローソン前橋川原

371-0046

群馬県前橋市川原町１‐１１‐１

ローソン前橋北代田

371-0055

群馬県前橋市北代田町３７‐１

ローソン富士見時沢

371-0104

群馬県前橋市富士見町時沢１８５６‐１

ローソン前橋樋越

371-0221

群馬県前橋市樋越町７８１‐１

ローソン前橋堀越

371-0231

群馬県前橋市堀越町１０４７

ローソン前橋鼻毛石

371-0244

群馬県前橋市鼻毛石町６３０‐７

ローソン前橋天川町

371-0802

群馬県前橋市天川町１‐５

ローソン波志江

372-0001

群馬県伊勢崎市波志江町１５４４‐６

ローソン伊勢崎波志江北

372-0001

群馬県伊勢崎市波志江町３４９３‐２

ローソン伊勢崎三和インター

372-0011

群馬県伊勢崎市三和町３１５４‐１

ローソン伊勢崎上諏訪町

372-0021

群馬県伊勢崎市上諏訪町１２５２‐１１

ローソン伊勢崎今泉一丁目

372-0031

群馬県伊勢崎市今泉町１‐１３１９‐２

ローソン伊勢崎緑町

372-0043

群馬県伊勢崎市緑町６‐１９

ローソン伊勢崎宮子東

372-0801

群馬県伊勢崎市宮子町３６１２‐４

ローソン伊勢崎吉原橋

372-0812

群馬県伊勢崎市連取町３２９９‐５

ローソン伊勢崎柴町

372-0824

群馬県伊勢崎市柴町８４０‐２

ローソン太田東金井

373-0022

群馬県太田市東金井町２９８‐２

ローソン太田西本町

373-0033

群馬県太田市西本町１７‐１

ローソン太田由良町

373-0036

群馬県太田市由良町２３１０‐１

ローソン太田由良町東

373-0036

群馬県太田市由良町６９‐３

ローソン太田天良

373-0051

群馬県太田市天良町５‐２

ローソン太田下小林

373-0807

群馬県太田市下小林町９１‐２

ローソン太田東矢島

373-0816

群馬県太田市東矢島町１４０

ローソン太田下浜田

373-0821

群馬県太田市下浜田町３４２

ローソン太田高林東

373-0825

群馬県太田市高林東町１５８２‐１

ローソン館林苗木町

374-0043

群馬県館林市苗木町２５２１‐２

ローソン館林朝日町

374-0063

群馬県館林市朝日町４‐５

ローソン板倉町板倉

374-0132

群馬県邑楽郡板倉町大字板倉字槐戸３１２０‐２

ローソン板倉バイパス

374-0133

群馬県邑楽郡板倉町大字岩田１６１９‐１

ローソン藤岡立石新田

375-0003

群馬県藤岡市立石新田２０２‐２

ローソン藤岡下栗須

375-0014

群馬県藤岡市下栗須８８５‐１

ローソン藤岡西平井

375-0044

群馬県藤岡市西平井１１９７‐１

ローソン桐生広沢三丁目

376-0013

群馬県桐生市広沢町３‐４０５６‐６

ローソン桐生広沢町五丁目

376-0013

群馬県桐生市広沢町５‐１４７６‐１

ローソン大間々グランド前

376-0101

群馬県みどり市大間々町大間々１９５７‐１

ローソン渋川半田

377-0004

群馬県渋川市半田３０４６

ローソン渋川下郷

377-0008

群馬県渋川市渋川１１９０‐１３

ローソン北橘八崎

377-0064

群馬県渋川市北橘町八崎１０３２‐６

ローソン吾妻岩島

377-0815

群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩下９５

ローソン長野原横壁

377-1303

群馬県吾妻郡長野原町大字横壁３７３‐１

ローソン沼田横塚

378-0002

群馬県沼田市横塚町４６５‐３

ローソン下沼田

378-0063

群馬県沼田市下沼田町４８４‐１

ローソン安中板鼻

379-0111

群馬県安中市板鼻３３６‐５

ローソン安中鷺宮

379-0124

群馬県安中市鷺宮９７２‐１

ローソン安中古屋

379-0131

群馬県安中市古屋４７‐１４

ローソン松井田バイパス

379-0302

群馬県安中市松井田町五料２１４２‐１

ローソン昭和川額

379-1205

群馬県利根郡昭和村大字川額字下藤井８７‐１

ローソン前橋下大屋

379-2102

群馬県前橋市下大屋町３１２‐１３

ローソン前橋亀里

379-2141

群馬県前橋市鶴光路町１４‐２

ローソン前橋天川大島

379-2154

群馬県前橋市天川大島町２６０‐１３

ローソン前橋野中

379-2166

群馬県前橋市野中町２２９

ローソンあずま上武国道

379-2235

群馬県伊勢崎市三室町５７８９‐１

ローソン薮塚インター

379-2304

群馬県太田市大原町１５１０‐２

379-2311

群馬県みどり市笠懸町阿左美２５９５番地２

ローソン笠懸久宮

379-2312

群馬県みどり市笠懸町久宮３３６‐１

ローソンみどり岩宿北

379-2313

群馬県みどり市笠懸町鹿２５６６‐４

ローソン笠懸西鹿田南

379-2314

群馬県みどり市笠懸町西鹿田２０１‐５

NEW! ミニストップ笠懸阿左美店

埼玉県
店名

郵便番号

住所

ローソンＬＴＦ川口朝日四丁目

332-0001

埼玉県川口市朝日４‐１３‐１０

ローソン川口駅前

332-0012

埼玉県川口市本町４‐３‐１４

ローソン川口リリア南

332-0015

埼玉県川口市川口２‐５‐１

ローソン川口青木三丁目

332-0031

埼玉県川口市青木３‐４‐２５

ローソン東川口四丁目

333-0801

埼玉県川口市東川口４‐２０‐２０

ローソン川口戸塚四丁目

333-0811

埼玉県川口市戸塚４‐７‐２６

ローソン新井宿駅前

333-0826

埼玉県川口市大字新井宿１０６

ローソン川口前上町

333-0843

埼玉県川口市前上町１‐２３

ローソン川口南鳩ヶ谷六丁目

334-0013

埼玉県川口市南鳩ヶ谷６‐１１‐５

ミニストップ川口江戸店

334-0074

埼玉県川口市江戸２丁目１６－２２

ローソン蕨一本杉通

335-0001

埼玉県蕨市北町１‐２０‐２

ローソン戸田本町一丁目

335-0023

埼玉県戸田市本町１‐３‐８

ローソンさいたま浦和美園

336-0962

埼玉県さいたま市緑区美園４‐５‐４

NEW! ミニストップメガガイア東大宮店

337-0001

埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎２９２５番地１

ローソンＬＴＦさいたま東宮下

337-0012

埼玉県さいたま市見沼区東宮下２‐１

ローソンさいたま堀崎

337-0052

埼玉県さいたま市見沼区堀崎町６２２‐１

ローソンさいたま上大久保

338-0824

埼玉県さいたま市桜区大字上大久保２７７‐３

ローソンさいたま浦和美園尾ケ崎

339-0000

埼玉県さいたま市岩槻区美園東２‐１８‐１０

ローソン八潮鶴ケ曽根北

340-0802

埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根７２１‐４

ローソン八潮西田

340-0834

埼玉県八潮市大曽根１１３５‐１

ローソン吉川高富一丁目

342-0036

埼玉県吉川市高富１‐１３‐４

ローソン越谷千間台西

343-0041

埼玉県越谷市千間台西２‐７‐１１

ローソン春日部牛島

344-0004

埼玉県春日部市牛島８８‐１

ローソン久喜中央三丁目

346-0003

埼玉県久喜市久喜中央３‐９‐５５

ローソン久喜青葉

346-0013

埼玉県久喜市青葉２‐６‐３

ローソン久喜下清久

346-0033

埼玉県久喜市下清久字屋敷前１４９‐１

ローソン栗橋中央

349-1102

埼玉県久喜市栗橋中央１‐８‐３３

ローソン川島吉原

350-0138

埼玉県比企郡川島町大字吉原字中堀向６‐１

ミニストップ川島町中山店

350-0165

埼玉県比企郡川島町中山１１４４－１

ミニストップ埼玉平成高校前店

350-0434

埼玉県入間郡毛呂山町大字市場３２３

ローソン毛呂山長瀬

350-0461

埼玉県入間郡毛呂山町中央２‐３０‐１５

ミニストップ川越上戸店

350-0816

埼玉県川越市上戸２５３－１

ローソン川越石原町一丁目

350-0824

埼玉県川越市石原町１‐４７‐１

ローソン川越清水町

350-1145

埼玉県川越市清水町８‐７

ローソン日高田波目

350-1201

埼玉県日高市大字田波目１４６‐１

ローソン日高旭ヶ丘

350-1203

埼玉県日高市大字旭ヶ丘字菊の台２３‐６

ローソン日高南平沢

350-1206

埼玉県日高市大字南平沢１１９８‐６

ローソン日高上鹿山

350-1234

埼玉県日高市高麗川２‐１０‐１

ローソン日高高麗神社南

350-1245

埼玉県日高市大字栗坪４２０‐１

ローソン狭山南入曽

350-1316

埼玉県狭山市南入曽１０１８‐２

ローソン狭山上奥富

350-1333

埼玉県狭山市大字上奥富上三田７４７

ローソン狭山市狭山

350-1334

埼玉県狭山市狭山２‐２４

ローソン鶴ヶ島脚折東

350-2213

埼玉県鶴ヶ島市大字脚折字三角１５１１‐２

ローソン朝霞岡

351-0007

埼玉県朝霞市大字岡２２９

ミニストップ和光下新倉店

351-0112

埼玉県和光市丸山台３－１５－１２－１０３

ローソン和光本町

351-0114

埼玉県和光市本町２５‐２１

ローソン新座野火止五丁目

352-0011

埼玉県新座市野火止５‐２‐５５１Ｆ

ローソン新座野火止六丁目

352-0011

埼玉県新座市野火止６‐５‐１８

ローソン志木下宗岡

353-0003

埼玉県志木市下宗岡１‐１０‐２４

ローソン志木本町五丁目

353-0004

埼玉県志木市本町５‐１９‐１５

ローソン富士見東大久保芝原

354-0001

埼玉県富士見市大字東大久保字芝原２１８４‐１

ローソン富士見水谷

354-0011

埼玉県富士見市水子４６４９‐４

ローソンふじみ野高校前

354-0044

埼玉県入間郡三芳町大字北永井９９６‐１０

ローソン東松山美土里

355-0027

埼玉県東松山市美土里町１９９５‐１

ローソン吉見町江綱

355-0136

埼玉県比企郡吉見町大字江綱１２０４‐１

ローソンふじみ野松山

356-0027

埼玉県ふじみ野市松山２‐２‐４

ローソン飯能川寺

357-0045

埼玉県飯能市川寺４３１‐１

ミニストップ入間豊岡４丁目店

358-0003

埼玉県入間市豊岡４丁目８３８番１

ミニストップ入間市駅前店

358-0008

埼玉県入間市河原町１

ミニストップ入間小谷田店

358-0026

埼玉県入間市小谷田３丁目８－２９

ローソン所沢中富

359-0002

埼玉県所沢市大字中富１６０５‐５

ローソン所沢下新井

359-0031

埼玉県所沢市下新井９８９‐１

ミニストップ所沢美原町店

359-0045

埼玉県所沢市美原町１丁目２９１２－１

ローソン西所沢二丁目

359-1144

埼玉県所沢市西所沢２‐４‐１２

ミニストップ所沢三ケ島３丁目店

359-1164

埼玉県所沢市三ケ島３丁目８８７－２

NEW! ミニストップ所沢糀谷店

359-1166

埼玉県所沢市糀谷１７６７－１

ローソン埼玉江南

360-0112

埼玉県熊谷市樋春字谷北１９８０‐１

ローソン熊谷上須戸

360-0213

埼玉県熊谷市上須戸字先才場３８４‐１

ローソン行田酒巻

361-0002

埼玉県行田市酒巻１８５１‐１

361-0013

埼玉県行田市大字真名板２００６－１

ローソン行田堤根

361-0035

埼玉県行田市堤根４９０‐２

ローソン上尾井戸木二丁目

362-0071

埼玉県上尾市井戸木２‐１４‐１０

NEW! ミニストップ伊奈本町店

362-0804

埼玉県北足立郡伊奈町本町２丁目５３番１

ローソン桶川朝日二丁目

363-0023

埼玉県桶川市朝日２‐１３‐１

ローソン本庄早稲田駅前

367-0030

埼玉県本庄市早稲田の杜３‐１‐４５

ミニストップ本庄若泉店

367-0055

埼玉県本庄市若泉１－１１－２３

ローソン岡部山河

369-0217

埼玉県深谷市山河字西龍ヶ谷１３５１‐１

ローソン深谷榛沢

369-0223

埼玉県深谷市榛沢字下７３５‐８

ローソン深谷荒川

369-1245

埼玉県深谷市荒川１１４５

NEW! ミニストップ行田真名板店

千葉県
店名

郵便番号

住所

ローソン千葉センシティ西

260-0028

千葉県千葉市中央区新町１７‐４

ローソン千葉鎌取インター

260-0804

千葉県千葉市中央区赤井町７５７‐２

ローソン千葉鵜の森町

260-0816

千葉県千葉市中央区鵜の森町４‐１

ローソンＬＴＦ浜野駅前

260-0825

千葉県千葉市中央区村田町７１５

NEW! ミニストップ千葉幸町店

261-0001

千葉県千葉市美浜区幸町２－１９－３０

ローソン稲毛海浜公園

261-0003

千葉県千葉市美浜区高浜３‐６‐１

ローソン千葉高洲三丁目

261-0004

千葉県千葉市美浜区高洲３‐２３‐２

ローソン千葉磯辺五丁目

261-0012

千葉県千葉市美浜区磯辺５‐１４‐３

ローソンＬＴＦみ春野

262-0007

千葉県千葉市花見川区み春野１‐５‐６

ローソン千葉朝日ケ丘五丁目

262-0019

千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘５‐２８‐６５

ローソンＬＴＦ都賀駅前

264-0025

千葉県千葉市若葉区都賀３‐１４‐５

ローソン千葉あすみが丘四丁目

267-0066

千葉県千葉市緑区あすみが丘４‐２‐４

ローソン千葉あすみが丘八丁目

267-0066

千葉県千葉市緑区あすみが丘８‐１３‐２９

ミニストップ松戸小金原店

270-0021

千葉県松戸市小金原５丁目２９－２

ローソンＬＴＦ松戸八ケ崎

270-0023

千葉県松戸市八ケ崎７‐３２‐３

ローソン新松戸

270-0034

千葉県松戸市新松戸３‐４１３

ローソンＬＴＦ新松戸四丁目

270-0034

千葉県松戸市新松戸４‐６

ローソン流山青田

270-0112

千葉県流山市青田３８‐１

ローソン流山鰭ケ崎駅前

270-0161

千葉県流山市大字鰭ケ崎１２８０‐２

ローソン野田木間ケ瀬南

270-0222

千葉県野田市木間ケ瀬５２６０‐１

ミニストップ野田次木店

270-0228

千葉県野田市なみき３－３－２

ローソン我孫子泉

270-1142

千葉県我孫子市泉１４‐１

ローソン天王台駅前通

270-1176

千葉県我孫子市柴崎台１‐８‐２０

ミニストップ印西小林店

270-1318

千葉県印西市小林３６３９

ミニストップ印西草深店

270-1337

千葉県印西市草深２１５８番３

ローソン印西東京電機大前

270-1354

千葉県印西市武西１１３４‐４

ローソン白井工業団地

270-1403

千葉県白井市河原子３５４‐３

ローソン白井折立

270-1404

千葉県白井市折立３６５‐１

ローソン千葉白井

270-1408

千葉県白井市西白井２‐２６‐２３

ローソン松戸松飛台

270-2214

千葉県松戸市松飛台１１３‐６

ローソン松戸梨香台

270-2222

千葉県松戸市高塚新田４６８‐７

ローソン松戸稔台八丁目

270-2231

千葉県松戸市稔台８‐３３‐６

ミニストップ松戸千駄堀店

270-2252

千葉県松戸市千駄堀１６０５

ローソン松戸河原塚

270-2254

千葉県松戸市河原塚３１３‐１４

ローソン松戸栄町一丁目

271-0062

千葉県松戸市栄町１‐２１‐１

ローソン市川田尻

272-0014

千葉県市川市田尻１０２７‐１

ローソン市川南一丁目

272-0033

千葉県市川市市川南１‐５‐２２

ローソン国府台駅前

272-0034

千葉県市川市市川３‐２６‐１３‐１０１

ローソン市川新田三丁目南

272-0035

千葉県市川市新田３‐２７‐７

ローソン市川行徳橋

272-0101

千葉県市川市河原７‐１７

ローソン行徳支所前

272-0107

千葉県市川市押切１９‐３

ローソン市川妙典

272-0111

千葉県市川市妙典３‐１３‐２２

ローソン妙典南口

272-0111

千葉県市川市妙典４‐９‐３２

ローソン市川塩焼五丁目

272-0114

千葉県市川市塩焼５‐５‐３７

ローソン市川福栄三丁目

272-0137

千葉県市川市福栄３‐５‐１４

ローソン南行徳駅北口

272-0143

千葉県市川市相之川４‐６‐１８

ローソンクレストシティ浦安

272-0145

千葉県市川市島尻１‐４４

ローソン市川柏井町四丁目

272-0802

千葉県市川市柏井町４‐３６５‐１

ローソン市川大野町一丁目

272-0805

千葉県市川市大野町１‐３２‐１

ローソン市川大野

272-0805

千葉県市川市大野町２‐５６５‐１

ローソン市川大野町三丁目

272-0805

千葉県市川市大野町３‐２０５８

ローソン市川北方一丁目

272-0815

千葉県市川市北方１‐１０‐１１

ローソン市川東菅野五丁目

272-0823

千葉県市川市東菅野５‐２２‐１７

ローソン高瀬町

273-0014

千葉県船橋市高瀬町３９‐３

ローソン船橋西船六丁目

273-0031

千葉県船橋市西船６‐１０‐３

ローソンＬＴＦ船橋本中山

273-0035

千葉県船橋市本中山６‐４‐５

ローソン東鎌ケ谷一丁目

273-0104

千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷１‐５‐２６

ローソン鎌ケ谷初富

273-0121

千葉県鎌ケ谷市初富８５５‐５

ローソン鎌ケ谷中央

273-0124

千葉県鎌ケ谷市中央１‐８‐８

NEW! ミニストップ船橋夏見台店

273-0866

千葉県船橋市夏見台４丁目８－２０

ローソン船橋大神保町

274-0082

千葉県船橋市大神保町１３５１‐３

ローソンＬＴＦ船橋二和西

274-0806

千葉県船橋市二和西２‐１１‐１５

NEW! ミニストップ船橋三咲町店

274-0811

千葉県船橋市三咲町１３２－１６

ローソン習志野津田沼一丁目

275-0016

千葉県習志野市津田沼１‐１２‐４

ローソンＬＴＦ津田沼二丁目

275-0016

千葉県習志野市津田沼２‐２‐２７

ローソン習志野袖ケ浦四丁目

275-0021

千葉県習志野市袖ケ浦４‐１７‐１

ローソンあかね浜

275-0024

千葉県習志野市茜浜１‐９‐１

ローソン津田沼駅南口

275-0026

千葉県習志野市谷津７‐９‐１６

ローソン習志野奏の杜二丁目

275-0028

千葉県習志野市奏の杜２‐１９‐３８

ローソンＬＴＦ八千代台駅東口

276-0032

千葉県八千代市八千代台東１‐１４‐１

ローソン柏増尾

277-0033

千葉県柏市増尾１７０６‐１

NEW! ミニストップ柏逆井店

277-0042

千葉県柏市逆井１３００－３

ローソン柏逆井

277-0042

千葉県柏市逆井６３３‐１

ローソン柏酒井根

277-0053

千葉県柏市酒井根６３０‐２

ローソン柏南増尾一丁目

277-0054

千葉県柏市南増尾１‐１５‐２０

ローソンＬＴＦ豊四季神山

277-0863

千葉県柏市豊四季１１４‐４

ローソン柏の葉キャンパスシティ

277-0871

千葉県柏市若柴１４８‐１ららぽーと柏の葉北館１Ｆ

ローソン柏の葉キャンパス駅西

277-0871

千葉県柏市若柴２６４‐１ホテルトリフィート柏の葉１Ｆ

ローソン柏箕輪新田

277-0911

千葉県柏市箕輪新田８９‐６

ローソン柏藤ケ谷十字路

277-0932

千葉県柏市藤ケ谷新田６９‐４

ローソン野田下三ケ尾

278-0014

千葉県野田市下三ケ尾２１８‐１

ローソン野田山崎

278-0022

千葉県野田市山崎８９‐１

ミニストップ野田市駅前店

278-0037

千葉県野田市大字野田字弁天谷津１２８－１

ミニストップ野田堤台店

278-0044

千葉県野田市堤台１３２－１

ローソン野田岩名香取

278-0055

千葉県野田市岩名字香取前１１２６‐６

ローソン浦安北栄一丁目

279-0002

千葉県浦安市北栄１‐６‐１８

ローソン新浦安ＴＫビルディング

279-0012

千葉県浦安市入船１‐６‐１

ローソン新浦安

279-0012

千葉県浦安市入船４‐１‐３

ローソンシーサイド新浦安

279-0013

千葉県浦安市日の出５‐７‐２

ローソン浦安見明川

279-0026

千葉県浦安市弁天３‐２‐９７

ミニストップ堀江４丁目店

279-0041

千葉県浦安市堀江４丁目３６－５０

ローソン浦安富士見

279-0043

千葉県浦安市富士見１‐１４‐３４

ローソン東金家徳

283-0062

千葉県東金市家徳３１‐１

ローソンＬＴＦ東金南上宿

283-0066

千葉県東金市南上宿１‐１‐１

ローソン佐倉岩名運動公園前

285-0004

千葉県佐倉市岩名９８７

ローソン佐倉江原

285-0824

千葉県佐倉市江原１４４

ローソン佐倉王子台五丁目

285-0837

千葉県佐倉市王子台５‐２５‐１

ローソン佐倉上志津原

285-0844

千葉県佐倉市上志津原３４７‐５

ローソン佐倉西志津一丁目

285-0845

千葉県佐倉市西志津１‐７‐１２

ローソンＬＴＦ酒々井駅前

285-0927

千葉県印旛郡酒々井町酒々井字上ケ作１２６４‐３

ローソン成田郷部

286-0014

千葉県成田市郷部４６７‐１

ローソン成田寺台

286-0022

千葉県成田市寺台２６０‐２

ローソン富里実の口

286-0212

千葉県富里市十倉１８５‐１６４

ローソン成田東ノ台

287-0212

千葉県成田市東ノ台９８０‐１

ローソン銚子小船木

288-0864

千葉県銚子市小船木町１‐３２２‐１

ローソン成田大菅

289-0121

千葉県成田市大菅２４５‐２０

ローソン旭入野

289-0515

千葉県旭市入野１０３７

ローソン旭鏑木

289-0517

千葉県旭市萬力４５７‐１‐２

ローソン八街榎台

289-1107

千葉県八街市八街は１６‐１９２

ローソン八街山田台

289-1124

千葉県八街市山田台６９１‐８

ローソンＬＴＦ山武椎崎

289-1205

千葉県山武市椎崎１５２‐４

ローソン成東西

289-1326

千葉県山武市成東字道下２１４７‐７

ローソン山武松尾

289-1531

千葉県山武市松尾町木刀１３４５‐１

ローソン横芝町

289-1732

千葉県山武郡横芝光町横芝１０３５‐１

ローソン匝瑳平木

289-2113

千葉県匝瑳市平木９４６‐１

ローソンＬＴＦ匝瑳市役所前

289-2141

千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３‐２５

ローソン多古間倉

289-2235

千葉県香取郡多古町間倉５４４‐１６６

ローソン多古南

289-2241

千葉県香取郡多古町多古１５８１‐１

ローソン旭琴田

289-2502

千葉県旭市琴田３１９９‐５

ローソンＬＴＦ旭西野

289-2504

千葉県旭市ニ６１１６‐１

ローソン旭神宮寺

289-2524

千葉県旭市神宮寺８３９３‐１

ローソンＬＴＦ野栄町

289-3184

千葉県匝瑳市栢田８１８２

ローソン市原若宮三丁目

290-0006

千葉県市原市若宮３‐３‐２

NEW! ミニストップ市原能満店

290-0011

千葉県市原市能満３４６－１

ローソン市原五井南海岸

290-0045

千葉県市原市五井南海岸３１‐１

ローソン市原辰巳団地入口

290-0062

千葉県市原市八幡２６１‐１

ミニストップ市原犬成店

290-0166

千葉県市原市犬成１０６１番

ローソンＨ木更津金田インター

292-0008

千葉県木更津市中島１９５１‐１

NEW! ミニストップ木更津中里１丁目店

292-0064

千葉県木更津市中里１丁目８番１号

ミニストップ木更津文京店

292-0804

千葉県木更津市文京３丁目１番２５号

ローソン木更津八幡台三丁目

292-0814

千葉県木更津市八幡台３‐１‐３４

ローソン木更津富士見三丁目

292-0831

千葉県木更津市富士見３‐２‐２０

ミニストップ夷隅弥正店

298-0124

千葉県いすみ市弥正１３７－１

ローソン袖ヶ浦蔵波台四丁目

299-0245

千葉県袖ケ浦市蔵波台４‐１１‐１

299-1172

千葉県君津市三直５３０番１

ローソン君津外箕輪三丁目

299-1173

千葉県君津市外箕輪３‐１６‐１

ローソン南房総岩井海岸

299-2216

千葉県南房総市久枝３５‐１

ローソン富浦インター

299-2414

千葉県南房総市富浦町福澤８７３

ローソン和田町仁我浦

299-2703

千葉県南房総市和田町仁我浦字東神花１８６

ローソン一宮東浪見

299-4303

千葉県長生郡一宮町東浪見５６２

ローソン御宿新町

299-5103

千葉県夷隅郡御宿町新町仙人塚４１７‐１９

NEW! ミニストップ君津三直店

東京都
店名

郵便番号

ローソン東日本橋京葉道路

103-0004

東京都中央区東日本橋２‐２４‐１４

ローソン御成門駅前

105-0003

東京都港区西新橋３‐２４‐９

ローソンＨ橋場二丁目

111-0023

東京都台東区橋場２‐１４‐２０

ローソン文京音羽一丁目

112-0013

東京都文京区音羽１‐２０‐２

ローソン北区上十条五丁目

114-0034

東京都北区上十条５‐１３‐２

ローソン志茂メトロピア

115-0042

東京都北区志茂２‐１‐１８

ローソン赤羽稲付

115-0055

東京都北区赤羽西２‐１６‐１

ローソンＬＴＦ荒川西尾久

116-0011

東京都荒川区西尾久７‐２８‐１

ローソン荒川東尾久三丁目

116-0012

東京都荒川区東尾久３‐１２‐１

ローソン東尾久五丁目

116-0012

東京都荒川区東尾久５‐３８‐７

ローソン東日暮里三丁目

116-0014

東京都荒川区東日暮里３‐９‐１４

ミニストップ東和２丁目店

120-0003

東京都足立区東和２－２－１

ローソン西綾瀬三丁目

120-0014

東京都足立区西綾瀬３‐１７‐１０

ローソン足立佐野一丁目

121-0053

東京都足立区佐野１‐１９‐１

ローソン花畑一丁目

121-0061

東京都足立区花畑１‐６‐７

ローソン花畑六丁目

121-0061

東京都足立区花畑６‐１３‐２０

ローソン足立一ツ家一丁目

121-0075

東京都足立区一ツ家１‐３‐１６

ローソン足立六月一丁目

121-0814

東京都足立区六月１‐１６‐１２

123-0864

東京都足立区鹿浜４丁目２８－２

ローソン足立江北七丁目

123-0872

東京都足立区江北７‐６‐７

ローソン細田三丁目

124-0021

東京都葛飾区細田３‐２６‐１０

ローソン葛飾奥戸四丁目

124-0022

東京都葛飾区奥戸４‐１９‐１６

ローソン西水元三丁目

125-0031

東京都葛飾区西水元３‐２７‐３

ローソン水元中央通

125-0035

東京都葛飾区南水元４‐１１‐７

ローソン葛飾橋

125-0041

東京都葛飾区東金町５‐３７‐１

NEW! ミニストップ鹿浜４丁目店

住所

ローソン青砥駅北口

125-0062

東京都葛飾区青戸３‐３８‐１

ローソン白鳥四丁目

125-0063

東京都葛飾区白鳥４‐１４‐３

ローソン墨田横川二丁目

130-0003

東京都墨田区横川２‐１２‐４

ローソン東小松川一丁目

132-0033

東京都江戸川区東小松川１‐１２‐３４

ローソン京成小岩南口

133-0051

東京都江戸川区北小岩２‐６‐１１

ローソン東葛西九丁目

134-0084

東京都江戸川区東葛西９‐６‐８

ローソンＪＰローソン東陽公園

135-0016

東京都江東区東陽３‐２７‐３０

ローソン東大島駅前

136-0072

東京都江東区大島７‐３９‐２７

ローソン南砂日曹橋

136-0076

東京都江東区南砂２‐３８‐３

ローソン大井

140-0014

東京都品川区大井４‐１７‐１６

ローソンＬＴＦ戸越四丁目北

142-0041

東京都品川区戸越４‐３‐２８

ローソンＬＴＦ品川戸越公園駅前

142-0041

東京都品川区戸越６‐７‐２６

ローソン大森西四丁目

143-0015

東京都大田区大森西４‐１７‐１４

ローソン羽田一丁目

144-0043

東京都大田区羽田１‐５‐２０

ローソン蒲田大城通り

144-0051

東京都大田区西蒲田３‐１０‐４

ミニストップ神宮前１丁目店

150-0001

東京都渋谷区神宮前１丁目８－８

ローソン渋谷区井の頭通

150-0042

東京都渋谷区宇田川町３９‐２

ローソン千駄ヶ谷一丁目

151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷１‐２０‐６

ローソン代々木八幡駅北

151-0053

東京都渋谷区代々木５‐７‐２

ローソン新宿靖国通

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町１‐１‐１６

ローソンツルハドラッグ杉並和田

166-0012

東京都杉並区和田１‐１１‐２

ローソン高田馬場駅通

169-0075

東京都新宿区高田馬場１‐３４‐８

ローソン板橋若木三丁目

174-0065

東京都板橋区若木３‐２７‐１

ローソン板橋赤塚六丁目

175-0092

東京都板橋区赤塚６‐３９‐２１

ローソン練馬豊玉中二丁目

176-0013

東京都練馬区豊玉中２‐５‐１

ミニストップ練馬谷原１丁目店

177-0032

東京都練馬区谷原１丁目４－２９

ローソン武蔵野桜堤二丁目

180-0021

東京都武蔵野市桜堤２‐７‐２９

ローソン武蔵野境南町二丁目

180-0023

東京都武蔵野市境南町２‐１０‐２２

ローソン三鷹上連雀四丁目

181-0012

東京都三鷹市上連雀４‐１０‐４

ローソン三鷹野崎四丁目

181-0014

東京都三鷹市野崎４‐８‐２５

ミニストップ国分寺戸倉店

185-0003

東京都国分寺市戸倉３丁目４４－８

ローソンＬＴＦ国分寺西町三丁目

185-0035

東京都国分寺市西町３‐２‐１８

ローソン小平小川町一丁目

187-0032

東京都小平市小川町１‐２７９‐２

ローソン立川柏町

190-0004

東京都立川市柏町２‐１２‐９

ローソン立川曙町二丁目

190-0012

東京都立川市曙町２‐１７‐３明治安田生命立川ビル

ローソン立川西砂町二丁目

190-0034

東京都立川市西砂町２‐４８‐２

ローソン瑞穂阿豆佐味通り

190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷９８０‐３

ローソン八王子大和田町六丁目

192-0045

東京都八王子市大和田町６‐５‐１３

ローソン八王子高尾街道

193-0813

東京都八王子市四谷町８１５

ローソン八王子横川町

193-0823

東京都八王子市横川町２‐１０

ミニストップ元八王子２丁目店

193-0826

東京都八王子市元八王子町２丁目１１５１番４

NEW! ミニストップ八王子小比企町店

193-0934

東京都八王子市小比企町３５００番４

NEW! ミニストップ昭島緑町３丁目店

196-0004

東京都昭島市緑町３－４－１７

ローソンＬＴＦあきる野二宮

197-0814

東京都あきる野市二宮１３７１‐１

ローソンＬＴＦ秋川野辺

197-0823

東京都あきる野市野辺２７３‐４

ローソン青梅藤橋三丁目

198-0022

東京都青梅市藤橋３‐１‐１２

ローソン青梅新町三丁目

198-0024

東京都青梅市新町３‐３‐６

ミニストップ羽村双葉町店

205-0022

東京都羽村市双葉町２丁目９－１５

ローソン上北台駅前

207-0021

東京都東大和市立野２‐４‐６

208-0013

東京都武蔵村山市大南１丁目１４１ー１４

NEW! ミニストップ武蔵村山大南店

栃木県
店名

郵便番号

住所

ローソン宇都宮天神二丁目

320-0816

栃木県宇都宮市天神２‐１１‐５

ローソン那須烏山旭一丁目東

321-0624

栃木県那須烏山市旭１‐１６‐９

ミニストップ宇都宮川俣店

321-0977

栃木県宇都宮市川俣町字十三塚５９－２５

ローソン宇都宮上野町

321-0981

栃木県宇都宮市上野町字上野７００１‐８

ローソン日光所野

321-1421

栃木県日光市所野２‐１

ローソン今市工業高校前

321-2336

栃木県日光市荊沢字上原６０１‐５３

ローソン鬼怒川滝

321-2526

栃木県日光市鬼怒川温泉滝字中居５９０‐１

ローソン西方バイパス

322-0604

栃木県栃木市西方町元字台ノ内９２４‐１

ローソン小山駅東通り二丁目

323-0022

栃木県小山市駅東通り２‐４０‐２３

ローソン栃木藤岡

323-1104

栃木県栃木市藤岡町藤岡字荒立６４６１‐２６

ローソン大田原中央二丁目

324-0056

栃木県大田原市中央２‐９‐２９

ローソン那珂川馬頭

324-0613

栃木県那須郡那珂川町馬頭１８３６‐３

ローソン那須塩原埼玉

325-0033

栃木県那須塩原市埼玉８‐２６

ローソン那須塩原豊浦南

325-0065

栃木県那須塩原市豊浦南町８３‐１１０

ローソン足利東砂原後

326-0064

栃木県足利市東砂原後町１０５２‐１０

ローソン足利大前

326-0845

栃木県足利市大前町字迎田４８６‐２

ローソン佐野赤坂町

327-0004

栃木県佐野市赤坂町５２３‐１

ローソン佐野多田

327-0311

栃木県佐野市多田町字中通８７２

ローソン佐野田沼

327-0317

栃木県佐野市田沼町１８０１‐３

ローソン小山東黒田

329-0204

栃木県小山市大字東黒田字麗３２１‐７

ローソン小山間々田

329-0205

栃木県小山市間々田７９３‐２

ミニストップ自治医大駅西店

329-0402

栃木県下野市笹原３５番２

ローソン上三川多功

329-0530

栃木県河内郡上三川町天神町２２‐７

NEW! ミニストップ鹿沼樅山店

322-0046

栃木県鹿沼市樅山町字郷中５４８

NEW! ミニストップ大田原富士見店

324-0028

栃木県大田原市富士見１丁目１７６７－１５

ローソン上三川冨士山

329-0611

栃木県河内郡上三川町大字上三川３４９４‐６

ローソン上三川上蒲生南

329-0618

栃木県河内郡上三川町しらさぎ１‐２０‐２

