
 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート北１０条 0010010 北海道 札幌市北区 北１０条西１丁目１０番地ＭＣビル１階 011-756-0015
セイコーマート地下鉄北１２条駅前 0010012 北海道 札幌市北区 北１２条西４丁目１－２９ 011-709-5655
セイコーマート北１３条西 0010013 北海道 札幌市北区 北１３条西３丁目２番１５－１０１ 011-214-9211
セイコーマートどもん 0010018 北海道 札幌市北区 北１８条西４丁目 011-716-2446
セイコーマート北２３条 0010023 北海道 札幌市北区 北２３条西７丁目２番２２号 011-756-0888
セイコーマート北２４条駅前 0010024 北海道 札幌市北区 北２４条西４丁目２番７号 011-299-8099
セイコーマート北２７条西 0010027 北海道 札幌市北区 北２７条西１６丁目４番１５号 011-709-3030
セイコーマートあきもと 0010027 北海道 札幌市北区 北２７条西２丁目１－２５ 011-757-8104
セイコーマートはぎなか 0010030 北海道 札幌市北区 北３０条西８丁目 011-716-4991
セイコーマート北３１条 0010031 北海道 札幌市北区 北３１条西４丁目１番１号 011-736-6161
セイコーマート北３４条ターミナル 0010033 北海道 札幌市北区 北３３条西４丁目－２ 011-726-0034
セイコーマートかさい 0010036 北海道 札幌市北区 北３６条西２丁目 011-717-8844
セイコーマート麻生駅前 0010040 北海道 札幌市北区 北４０条西４丁目２番１号 011-299-3993
セイコーマート新琴似１条１１丁目 0010901 北海道 札幌市北区 新琴似１条１１丁目１３番２２号 011-765-8600
セイコーマート新琴似４条 0010904 北海道 札幌市北区 新琴似４条６丁目４番８号 011-762-2266
セイコーマート新琴似６条 0010906 北海道 札幌市北区 新琴似６条１４丁目 011-761-2337
セイコーマート麻生 0010907 北海道 札幌市北区 新琴似７条１丁目 011-708-7011
セイコーマート新琴似７条 0010907 北海道 札幌市北区 新琴似７条５丁目４番３３号 011-761-0234
セイコーマート新琴似５条 0010908 北海道 札幌市北区 新琴似５条１０丁目５番１１号 011-761-2855
セイコーマート新琴似１０条 0010910 北海道 札幌市北区 新琴似１０条１３丁目６番１号 011-765-4586
セイコーマートおおば 0010911 北海道 札幌市北区 新琴似１１条６丁目２番１０号 011-761-0016
セイコーマート新琴似１２条 0010912 北海道 札幌市北区 新琴似１２条１５丁目５番１１号 011-763-6888
セイコーマート新川３条 0010923 北海道 札幌市北区 新川３条１丁目１番１号 011-716-0392
セイコーマート新川５条 0010925 北海道 札幌市北区 新川５条１６丁目５番８号 011-764-3964
セイコーマート新川西 0010933 北海道 札幌市北区 新川西３条３丁目 011-769-2236
セイコーマート屯田５条 0020855 北海道 札幌市北区 屯田５条１０丁目１番１号 011-772-9501
セイコーマート屯田８条８丁目 0020858 北海道 札幌市北区 屯田８条８丁目１４番２５号 011-775-0822
セイコーマート屯田８条 0020858 北海道 札幌市北区 屯田８条２丁目８番３０号 011-774-2070
セイコーマート屯田９条 0020859 北海道 札幌市北区 屯田９条１２丁目５番１０号 011-774-1801
セイコーマート屯田１１条 0020861 北海道 札幌市北区 屯田１１条３丁目７番１０号 011-774-5550
セイコーマート太平４条 0028004 北海道 札幌市北区 太平４条３丁目２－１１ 011-771-2993
セイコーマートたいへい 0028011 北海道 札幌市北区 太平１１条５丁目７７－５ 011-771-2024
セイコーマート篠路１条 0028021 北海道 札幌市北区 篠路１条８丁目９番３号 011-773-8600
セイコーマート横新道 0028022 北海道 札幌市北区 篠路２条１丁目３ 011-774-7738
セイコーマート篠路７条 0028027 北海道 札幌市北区 篠路７条４丁目２番２２号 011-775-2055
セイコーマート拓北３条 0028063 北海道 札幌市北区 拓北３条２丁目７番３号 011-788-9505
セイコーマート拓北駅前 0028066 北海道 札幌市北区 拓北６条３丁目８番１号 011-771-8432
セイコーマート季実の里 0028067 北海道 札幌市北区 屯田７条４丁目１番２２号 011-774-0711
セイコーマート教育大駅前 0028071 北海道 札幌市北区 あいの里１条５丁目１番１０号 011-778-1155
セイコーマートあいの里３条 0028073 北海道 札幌市北区 あいの里３条５丁目１３番１号 011-299-6081
セイコーマートあいの里 0028074 北海道 札幌市北区 あいの里４条５丁目 011-778-8331
セイコーマート南あいの里 0028091 北海道 札幌市北区 南あいの里５丁目１番２５号 011-769-9956
セイコーマート東札幌２条 0030002 北海道 札幌市白石区 東札幌２条３丁目３番２２号 011-811-5090
セイコーマート丸昌 0030002 北海道 札幌市白石区 東札幌２条５丁目６－３ 011-822-9392
セイコーマートみやぐち 0030011 北海道 札幌市白石区 中央１条５丁目９番３７号 011-841-8001
セイコーマート白石中央 0030012 北海道 札幌市白石区 中央２条６丁目４番 011-864-6060
セイコーマート栄通２丁目 0030021 北海道 札幌市白石区 栄通２丁目９番１号 011-851-4653
セイコーマート地下鉄白石駅前 0030022 北海道 札幌市白石区 南郷通２丁目南９番７号 011-887-0188
セイコーマート南郷 0030022 北海道 札幌市白石区 南郷通１０丁目南４番５号 011-861-3076
セイコーマート南郷通１３丁目 0030022 北海道 札幌市白石区 南郷通１３丁目南３－１ 011-860-6036
セイコーマート南郷１８丁目 0030022 北海道 札幌市白石区 南郷通１８丁目南５番１３号 011-867-6381
セイコーマート南郷通１６丁目 0030023 北海道 札幌市白石区 南郷通１６丁目北７番１１号 011-861-6650
セイコーマート南郷通１９丁目 0030023 北海道 札幌市白石区 南郷通１９丁目北１－５３ 011-860-1660
セイコーマート本通１４丁目 0030026 北海道 札幌市白石区 本通１４丁目南３番６号 011-827-1301
セイコーマート本通５丁目 0030026 北海道 札幌市白石区 本通５丁目南２６番地２ 011-860-6820
セイコーマートなんぶ白石 0030029 北海道 札幌市白石区 平和通５丁目北１１－１７ 011-864-5155
セイコーマート平和通 0030029 北海道 札幌市白石区 平和通１１丁目北 011-865-0588
セイコーマート流通センター 0030030 北海道 札幌市白石区 流通センター７丁目４３２－３２８ 011-890-5051
セイコーマート流通センターショールーム 0030030 北海道 札幌市白石区 流通センター１丁目１１番１号 011-846-7791 日曜休業
セイコーマート菊水３条 0030803 北海道 札幌市白石区 菊水３条２丁目１番１０号 011-832-1501
セイコーマート菊水５条 0030805 北海道 札幌市白石区 菊水５条２丁目２番３号 011-822-5171
セイコーマート菊水８条 0030808 北海道 札幌市白石区 菊水８条３丁目１番３号 011-842-8911
セイコーマート菊水９条 0030809 北海道 札幌市白石区 菊水９条２丁目３番１０号 011-812-1515
セイコーマート菊水上町４条 0030814 北海道 札幌市白石区 菊水上町４条２丁目５２番地３０ 011-842-2811
セイコーマート菊水元町１条 0030821 北海道 札幌市白石区 菊水元町１条１丁目１０番８号 011-872-3900 日曜休業
セイコーマートうちだ 0030825 北海道 札幌市白石区 菊水元町５条１丁目９ 011-873-6655
セイコーマート菊水元町８条 0030828 北海道 札幌市白石区 菊水元町８条２丁目９番１６号 011-873-0232
セイコーマート白石駅北口 0030831 北海道 札幌市白石区 北郷１条５丁目２番１１号 011-874-8233
セイコーマート北郷１３条通り 0030833 北海道 札幌市白石区 北郷３条２丁目１３ 011-875-8735
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セイコーマート北郷北都 0030833 北海道 札幌市白石区 北郷３条１１丁目８番１号 011-873-2862
セイコーマート北郷５条７丁目 0030835 北海道 札幌市白石区 北郷５条７丁目１番２４号 011-871-0606
セイコーマート川下３条 0030863 北海道 札幌市白石区 川下３条３丁目１番１号 011-374-4336
セイコーマート厚別東 0040001 北海道 札幌市厚別区 厚別東１条５丁目１９－２０ 011-809-1135
セイコーマート上野幌 0040007 北海道 札幌市厚別区 上野幌２条５丁目１－１６ 011-891-8858
セイコーマートもみじ台 0040011 北海道 札幌市厚別区 もみじ台東４丁目２番１２号 011-897-0882
セイコーマートもみじ台北 0040014 北海道 札幌市厚別区 もみじ台北５丁目１番６号 011-897-3533
セイコーマート厚別南４丁目 0040022 北海道 札幌市厚別区 厚別南４丁目３４番２１号 011-892-0200
セイコーマート平岡パーク 0040033 北海道 札幌市厚別区 上野幌３条３丁目 011-893-6570
セイコーマート上野幌駅前 0040039 北海道 札幌市厚別区 厚別町上野幌６８６番５０ 011-895-7799
セイコーマート大谷地東５丁目 0040041 北海道 札幌市厚別区 大谷地東５丁目５番４０号 011-895-3560
セイコーマート大谷地西 0040042 北海道 札幌市厚別区 大谷地西３丁目３－１１ 011-894-1090
セイコーマート厚別中央２条北 0040052 北海道 札幌市厚別区 厚別中央２条４丁目３－２３ 011-891-7373
セイコーマート厚別中央２条 0040052 北海道 札幌市厚別区 厚別中央２条４丁目１番２０号 011-893-7911
セイコーマート厚別中央 0040053 北海道 札幌市厚別区 厚別中央３条３丁目３－５ 011-891-2933
セイコーマート厚別西２条 0040062 北海道 札幌市厚別区 厚別西２条５丁目３番２０号 011-895-6322
セイコーマートさとづか 0040801 北海道 札幌市清田区 里塚１条１丁目２－１５ 011-882-5251
セイコーマート真栄 0040834 北海道 札幌市清田区 真栄４条２丁目 011-884-2825
セイコーマート清田 0040846 北海道 札幌市清田区 清田６条１丁目 011-885-1620
セイコーマート清田７条 0040847 北海道 札幌市清田区 清田７条２丁目１７番３号 011-881-2996
セイコーマートまるひら 0040861 北海道 札幌市清田区 北野１条１丁目９－３４ 011-883-2665
セイコーマート北野 0040862 北海道 札幌市清田区 北野２条３丁目３番１５号 011-883-2675
セイコーマート北野５条 0040865 北海道 札幌市清田区 北野５条５丁目２０番４５号 011-884-3161
セイコーマート北野６条２丁目 0040866 北海道 札幌市清田区 北野６条２丁目１２番２０号 011-882-8828
セイコーマート北野６条 0040866 北海道 札幌市清田区 北野６条４丁目２－２２ 011-888-3330
セイコーマート平岡１条 0040871 北海道 札幌市清田区 平岡１条４丁目２番１８号 011-885-3551
セイコーマート平岡３条 0040873 北海道 札幌市清田区 平岡３条３丁目１番１号 011-886-5501
セイコーマート平岡４条 0040874 北海道 札幌市清田区 平岡４条１丁目１－２ 011-888-3471
セイコーマート平岡７条 0040877 北海道 札幌市清田区 平岡７条３丁目１８番５５号 011-888-3277
セイコーマート澄川１条 0050001 北海道 札幌市南区 澄川１条１丁目４番１２号 011-815-7066
セイコーマートおの 0050002 北海道 札幌市南区 澄川２条３丁目 011-811-1878
セイコーマートとみた澄川 0050004 北海道 札幌市南区 澄川４条４丁目 011-823-5502
セイコーマート澄川４条 0050004 北海道 札幌市南区 澄川４条５丁目６番３号 011-820-3117
セイコーマート澄川６条 0050006 北海道 札幌市南区 澄川６条４丁目６番１号 011-867-0212
セイコーマート真駒内駐屯地 0050008 北海道 札幌市南区 真駒内 17　東厚生センター 1 階 011-252-7112 土曜日曜短縮営業
セイコーマート真駒内 0050012 北海道 札幌市南区 真駒内上町２丁目３－２ 011-584-3647
セイコーマートふじや 0050016 北海道 札幌市南区 真駒内南町４丁目４－１ 011-584-0030
セイコーマート真駒内本町７丁目 0050021 北海道 札幌市南区 真駒内本町７丁目１番１号 011-581-3245
セイコーマート柏丘 0050022 北海道 札幌市南区 真駒内柏丘５丁目６－３７ 011-581-7042
セイコーマートほそかい 0050033 北海道 札幌市南区 南３３条西１０丁目５番３１号 011-581-1807
セイコーマートあづま 0050038 北海道 札幌市南区 南３８条西１１丁目 011-581-8620
セイコーマートともえや 0050801 北海道 札幌市南区 川沿１条５丁目４番１号 011-571-5520
セイコーマートたなか川沿２条 0050802 北海道 札幌市南区 川沿２条２丁目５－４３ 011-571-5851
セイコーマートたけだ川沿 0050806 北海道 札幌市南区 川沿６条３丁目７－１５ 011-571-6751
セイコーマートおぐら川沿 0050812 北海道 札幌市南区 川沿１２条３丁目１番２０号 011-572-7667
セイコーマート南の沢 0050821 北海道 札幌市南区 南沢１条３丁目１７番２８号 011-572-6141
セイコーマート南沢５条 0050825 北海道 札幌市南区 南沢５条３－１－１３ 011-578-5271
セイコーマート石山２条 0050842 北海道 札幌市南区 石山２条２丁目７番４５号 011-591-8526
セイコーマート石山南 0050842 北海道 札幌市南区 石山２条８丁目 011-591-7233
セイコーマート西宮の沢４条 0060004 北海道 札幌市手稲区 西宮の沢４条３丁目１番７号 011-683-2355
セイコーマート西宮の沢５条 0060005 北海道 札幌市手稲区 西宮の沢５条１丁目１１番１０号 011-671-8811
セイコーマート手稲本町 0060022 北海道 札幌市手稲区 手稲本町２条５丁目４－１ 011-691-6700
セイコーマートいたがき 0060024 北海道 札幌市手稲区 手稲本町４条３丁目１－２０ 011-681-5119
セイコーマート稲穂３条 0060033 北海道 札幌市手稲区 稲穂３条３丁目１番１号 011-685-8733
セイコーマート金山 0060041 北海道 札幌市手稲区 金山１条３丁目１番４７号 011-681-1133
セイコーマート新発寒３条 0060803 北海道 札幌市手稲区 新発寒３条４丁目３番６号 011-695-8255
セイコーマート前田１条 0060811 北海道 札幌市手稲区 前田１条６丁目２番１号 011-695-8898
セイコーマート稲積公園 0060812 北海道 札幌市手稲区 前田２条４丁目 011-686-1071
セイコーマートかわがき 0060814 北海道 札幌市手稲区 前田４条１１丁目６－１ 011-681-2324
セイコーマート前田５条 0060815 北海道 札幌市手稲区 前田５条１５丁目７番２５号 011-685-5311
セイコーマートおおすぎ 0060817 北海道 札幌市手稲区 前田７条１７丁目４－３ 011-682-3251
セイコーマート前田８条 0060818 北海道 札幌市手稲区 前田８条１１丁目１番２７号 011-691-2388
セイコーマート曙２条 0060832 北海道 札幌市手稲区 曙２条５丁目１８番１１号 011-695-0206
セイコーマート曙３条 0060833 北海道 札幌市手稲区 曙３条２丁目４番５号 011-685-6737
セイコーマート星置１条 0060851 北海道 札幌市手稲区 星置１条４丁目８番１号 011-695-9911
セイコーマート星置３条 0060853 北海道 札幌市手稲区 星置３条５丁目８番１２号 011-684-7165
セイコーマート明日風５丁目 0060861 北海道 札幌市手稲区 明日風５丁目１９番２０号 011-694-5110
セイコーマート東雁来１１条 0070031 北海道 札幌市東区 東雁来１１条２丁目１番１号 011-791-3655



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート東苗穂４条 0070804 北海道 札幌市東区 東苗穂４条３丁目２番６号 011-781-0885
セイコーマートつねまる 0070805 北海道 札幌市東区 東苗穂５条３丁目３－１１ 011-785-7000
セイコーマート東苗穂８条 0070808 北海道 札幌市東区 東苗穂８条２丁目３番５５号 011-783-6225
セイコーマート東苗穂１０条 0070810 北海道 札幌市東区 東苗穂１０条２丁目１９番２５号 011-791-7726
セイコーマート東苗穂１３条 0070813 北海道 札幌市東区 東苗穂１３条３丁目２５番１号 011-791-3588
セイコーマート東雁来８条 0070828 北海道 札幌市東区 東雁来８条１丁目７番１８号 011-791-6505
セイコーマート北３６条東 0070836 北海道 札幌市東区 北３６条東８丁目１番１号 011-711-5611
セイコーマート丘珠空港前 0070837 北海道 札幌市東区 北３７条東２２丁目６番１２号 011-780-1231
セイコーマート北３８条 0070838 北海道 札幌市東区 北３８条東１５丁目 011-743-6205
セイコーマート北４２条東１丁目 0070842 北海道 札幌市東区 北４２条東１丁目３番１号 011-731-8880
セイコーマート北４２条 0070842 北海道 札幌市東区 北４２条東５丁目２番２８号 011-743-5501
セイコーマート北４３条 0070843 北海道 札幌市東区 北４３条東１５丁目３番２５号 011-712-8447
セイコーマート栄町 0070845 北海道 札幌市東区 北４５条東１９丁目３番３号 011-784-6767
セイコーマートさいかわ 0070846 北海道 札幌市東区 北４６条東３丁目１番１号 011-721-9381
セイコーマート百合が原公園 0070851 北海道 札幌市東区 北５１条東１５丁目２番１５号 011-721-5353
セイコーマート伏古 0070861 北海道 札幌市東区 伏古１条５丁目１番地 011-780-1818
セイコーマート伏古５条 0070865 北海道 札幌市東区 伏古５条３丁目４番３０号 011-784-2239
セイコーマート伏古９条 0070869 北海道 札幌市東区 伏古９条４丁目１番１号 011-783-3333
セイコーマート伏古１１条 0070871 北海道 札幌市東区 伏古１１条４丁目２番１３号 011-299-8661
セイコーマート丘珠 0070880 北海道 札幌市東区 丘珠町２８７番地４ 011-787-6030
セイコーマート北丘珠 0070882 北海道 札幌市東区 北丘珠２条４丁目３番３０号 011-791-8400
ハセガワストア五稜郭 0400001 北海道 函館市 五稜郭町４－１４ 0138-52-3511
セイコーマート函館五稜郭 0400001 北海道 函館市 五稜郭町３１番３号 0138-55-8090
セイコーマート函館松陰 0400003 北海道 函館市 松陰町９番２８号 0138-83-8370
ハセガワストア千代台 0400013 北海道 函館市 千代台町１１－５ 0138-51-2400
セイコーマート函館公園線 0400015 北海道 函館市 梁川町６番６号 0138-52-9600
セイコーマート函館的場 0400021 北海道 函館市 的場町２１番５ 0138-51-8910
セイコーマート函館新川 0400032 北海道 函館市 新川町２９番１２号 0138-23-5739
セイコーマート函館松風 0400035 北海道 函館市 松風町１２番１号 0138-23-5005
セイコーマート函館宝来 0400043 北海道 函館市 宝来町２番７号 0138-23-2442
ハセガワストアベイエリア 0400053 北海道 函館市 末広町２３－５ 0138-24-0024
ハセガワストア高砂通 0400062 北海道 函館市 大縄町１３－１９ 0138-42-2400
セイコーマート函館豊川 0400065 北海道 函館市 豊川町１６ 0138-26-2700
セイコーマート函館宮前 0400073 北海道 函館市 宮前町２５番１号 0138-45-3266
セイコーマート函館吉川 0400077 北海道 函館市 吉川町４番１７号 0138-42-1030
セイコーマート函館田家 0400081 北海道 函館市 田家町１２番１１号 0138-42-1522
セイコーマート函館小安 0410251 北海道 函館市 小安町５５９番１ 0138-58-1800
セイコーマート函館赤川 0410804 北海道 函館市 赤川町２４３番地４ 0138-46-8755
セイコーマート函館美原 0410806 北海道 函館市 美原３丁目５５番３２号 0138-47-3295
ハセガワストア桔梗 0410808 北海道 函館市 桔梗１丁目１３－１ 0138-47-2400
セイコーマート函館富岡１丁目 0410811 北海道 函館市 富岡町１丁目２０番１４号 0138-45-6222
セイコーマート函館富岡３丁目 0410811 北海道 函館市 富岡３丁目５番１０号 0138-43-7171
ハセガワストア昭和 0410812 北海道 函館市 昭和４丁目２４－８ 0138-42-0024
セイコーマート函館富岡 0410813 北海道 函館市 富岡町１丁目５１番１５号 0138-42-3969
セイコーマート函館港町 0410821 北海道 函館市 港町３丁目５番２５号 0138-40-3030
セイコーマート函館昭和公園 0410823 北海道 函館市 昭和町２２番１６２ 0138-41-5580
ハセガワストア西桔梗 0410824 北海道 函館市 西桔梗町８５０－３５ 0138-49-0024
セイコーマート函館西桔梗 0410824 北海道 函館市 西桔梗町２４６番１１８ 0138-49-5757
セイコーマート函館神山 0410832 北海道 函館市 神山２丁目１０番１１号 0138-51-6660
セイコーマート函館山の手 0410836 北海道 函館市 山の手３丁目１２番７号 0138-54-1007
セイコーマート函館日吉 0410841 北海道 函館市 日吉町４丁目１７番７号 0138-51-5729
セイコーマート函館本通１丁目 0410851 北海道 函館市 本通１丁目３６番３０号 0138-52-2002
セイコーマート函館本通 0410851 北海道 函館市 本通２丁目５４番１６号 0138-31-1181
ハセガワストア中道 0410853 北海道 函館市 中道２丁目１４－１６ 0138-54-1521
ハセガワストア藤城 0411103 北海道 七飯町 藤城２ 0138-65-0024
セイコーマート七飯桜町 0411105 北海道 七飯町 桜町１丁目１番５号 0138-64-6500
セイコーマート七飯本町 0411111 北海道 七飯町 本町２丁目４－４ 0138-64-1010
セイコーマート七飯大中山 0411121 北海道 七飯町 大中山１丁目６番１８号 0138-64-8181
セイコーマート北斗向野 0411231 北海道 北斗市 向野１丁目４番７号 0138-83-7748
セイコーマート大野 0411242 北海道 北斗市 市渡４６５番地 0138-77-2123
セイコーマート七飯大沼 0411354 北海道 七飯町 字大沼８１６番地３０ 0138-85-8580
セイコーマート尾札部 0411603 北海道 函館市 尾札部町１７８５番地 0138-63-3200
セイコーマート函館西旭岡 0420915 北海道 函館市 西旭岡町１丁目３１番地１３ 0138-50-5550
セイコーマート函館銭亀 0420922 北海道 函館市 銭亀町１２１番地１ 0138-83-7352
ハセガワストア湯川 0420932 北海道 函館市 湯川町１丁目１０－１５ 0138-57-2400
セイコーマート函館柏木 0420942 北海道 函館市 柏木町８番２号 0138-83-7741
セイコーマート函館戸倉 0420953 北海道 函館市 戸倉町３３番８号 0138-84-5526
セイコーマート函館上野 0420954 北海道 函館市 上野町１番１号 0138-59-6161



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート江差尾山 0430024 北海道 江差町 字尾山町４６番の２ 0139-52-3060
セイコーマート江差新地 0430053 北海道 江差町 字新地町６７番地 0139-52-1700
セイコーマート乙部 0430104 北海道 乙部町 字館浦４９０番地１ 0139-62-3377
セイコーマート熊石 0430415 北海道 八雲町 熊石根崎町５５番地１ 01398-2-4031
セイコーマート大成 0430513 北海道 せたな町 大成区宮野１７７ 01398-4-2027
セイコーマートヤマコこばやし 0431114 北海道 厚沢部町 本町８０－６ 0139-64-3204
セイコーマートおの厚沢部 0431238 北海道 厚沢部町 鶉町１６番地 0139-65-6088
セイコーマート奥尻 0431401 北海道 奥尻町 字奥尻７４１番地 01397-2-2078
セイコーマート倶知安北１条 0440001 北海道 倶知安町 北１条東１丁目３番地 0136-21-2176
セイコーマート倶知安北３条 0440003 北海道 倶知安町 北３条東５丁目５番地 0136-23-2770
セイコーマート倶知安南８条 0440022 北海道 倶知安町 南８条東１丁目１－１０ 0136-21-5017
セイコーマート倶知安高砂 0440076 北海道 倶知安町 字高砂８４番地７ 0136-23-1199
セイコーマートニセコひらふ 0440081 北海道 倶知安町 字山田１９０番地 0136-23-3271
セイコーマート京極 0440101 北海道 京極町 字京極５３５番地 0136-41-2332
セイコーマート喜茂別 0440201 北海道 喜茂別町 字喜茂別３５５番地４５ 0136-33-3327
セイコーマート岩内東山 0450002 北海道 岩内町 字東山１２３番地の３ 0135-62-7705
セイコーマート岩内万代 0450003 北海道 岩内町 字万代９番地の１０ 0135-62-8801
セイコーマートりやむない 0450031 北海道 共和町 梨野舞納９番地２８ 0135-63-2600
セイコーマート余市黒川小前 0460003 北海道 余市町 黒川町８８５番地４ 0135-22-0555
セイコーマート余市浜中 0460021 北海道 余市町 浜中町１０６番地３ 0135-22-7666
セイコーマートふるびら 0460121 北海道 古平町 大字浜町７５ 0135-41-2211
セイコーマート美国 0460201 北海道 積丹町 美国町船澗７２番地 0135-43-2480
セイコーマート赤井川 0460501 北海道 赤井川村 字赤井川２８５番地 0135-34-6636
セイコーマート小樽若竹 0470001 北海道 小樽市 若竹町３－２２ 0134-27-6565
セイコーマート小樽築港 0470008 北海道 小樽市 築港７番１２号 0134-31-3645
セイコーマート小樽入船 0470021 北海道 小樽市 入船４丁目７番２号 0134-24-1030
セイコーマート小樽最上 0470023 北海道 小樽市 最上１丁目１６番２３号 0134-27-6301
セイコーマートなかた 0470032 北海道 小樽市 稲穂３丁目４番１７号 0134-22-3947
セイコーマート小樽長橋 0470036 北海道 小樽市 長橋４丁目６番１号 0134-33-5633
セイコーマート石山 0470038 北海道 小樽市 石山町３５－１３ 0134-23-3759
セイコーマート小樽梅ヶ枝 0470044 北海道 小樽市 梅ヶ枝町３５番１５号 0134-34-1727
セイコーマートかめやま高島 0470048 北海道 小樽市 高島３丁目１番６号 0134-25-1100
セイコーマート新光 0470153 北海道 小樽市 新光５丁目１８番２号 0134-54-8801
セイコーマート望洋台 0470155 北海道 小樽市 望洋台２丁目３０番１号 0134-52-0038
セイコーマート桜町 0470156 北海道 小樽市 桜２丁目９－１ 0134-51-2288
セイコーマート小樽銭函 0470261 北海道 小樽市 銭函３丁目１５番地４ 0134-62-0131
セイコーマート黒松内 0480101 北海道 黒松内町 字黒松内４４１番１４ 0136-72-3788
セイコーマート寿都矢追 0480402 北海道 寿都町 字矢追町５７９－１５ 0136-62-3838
セイコーマート寿都 0480411 北海道 寿都町 字６条町１６３番２ 0136-62-3268
セイコーマート歌棄 0480415 北海道 寿都町 歌棄２４５ 0136-64-5245
セイコーマート島牧 0480621 北海道 島牧村 字泊５７－３ 0136-75-6222
セイコーマート蘭越中央 0481301 北海道 蘭越町 蘭越町１１３－１１ 0136-51-2345
セイコーマート蘭越 0481301 北海道 蘭越町 蘭越町４２８－３ 0136-57-6900
セイコーマートルスツ 0481711 北海道 留寿都村 字泉川１４４番地 0136-46-2088
セイコーマートようていルスツ 0481731 北海道 留寿都村 字留寿都 85 番地 0136-55-7612
セイコーマート国富 0482143 北海道 共和町 国富３番地 0135-72-1333
セイコーマート仁木 0482405 北海道 仁木町 北町７丁目３番２ 0135-31-3005
セイコーマート小樽塩谷 0482672 北海道 小樽市 塩谷 2 丁目 17 番 7 号 0134-65-7345
ハセガワストア七重浜 0490111 北海道 北斗市 七重浜６丁目１１－１ 0138-49-0021
セイコーマート北斗七重浜 0490111 北海道 北斗市 七重浜７丁目１３番３号 0138-49-0211
セイコーマート上磯久根別 0490121 北海道 北斗市 久根別４丁目４番１０号 0138-73-3131
セイコーマート北斗中野通 0490156 北海道 北斗市 中野通２丁目８番１４号 0138-74-3325
ハセガワストア上磯 0490161 北海道 北斗市 飯生１丁目１２－８ 0138-73-0024
セイコーマート木古内泉沢 0490405 北海道 木古内町 字泉沢６８番地の１ 01392-2-5599
セイコーマート木古内 0490422 北海道 木古内町 本町３２８番地２ 01392-2-2031
セイコーマート上ノ国 0490611 北海道 上ノ国町 字大留１７０－２ 0139-55-1021
セイコーマート二吉いとう 0491103 北海道 知内町 重内３１－１０５ 01392-5-5021
セイコーマート知内元町 0491106 北海道 知内町 字元町１２６ 01392-5-5115
セイコーマート福島 0491312 北海道 福島町 字福島４６番１７ 0139-47-3050
セイコーマートくどう 0491511 北海道 松前町 字松城１番地 0139-42-2022
セイコーマート松前朝日 0491517 北海道 松前町 字朝日４７７番地の１ 0139-42-5700
セイコーマート松前静浦 0491644 北海道 松前町 字静浦２２１－１ 0139-44-2500
セイコーマート砂原 0492222 北海道 森町 字砂原２丁目７７－１ 01374-8-3911
セイコーマート森尾白内 0492301 北海道 森町 字尾白内町３６６番地１ 01374-2-8686
セイコーマート森川町 0492313 北海道 森町 字森川町２４１番地１ 01374-2-5111
セイコーマート八雲落部 0492562 北海道 八雲町 字落部５４９番 0137-67-3535
セイコーマート八雲東雲 0493105 北海道 八雲町 東雲町３番地１４ 0137-65-2550
セイコーマート八雲出雲 0493115 北海道 八雲町 八雲出雲５７－１ 0137-65-4551



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマートみのや 0494308 北海道 今金町 字今金４５３－５ 0137-82-0438
セイコーマート今金 0494308 北海道 今金町 字今金１７－６４ 0137-82-0638
セイコーマート北桧山 0494501 北海道 せたな町 北桧山区北桧山１８８番地の８ 0137-84-4088
セイコーマート瀬棚 0494815 北海道 せたな町 瀬棚区本町７４７－１ 0137-87-3020
セイコーマート室蘭高砂 0500072 北海道 室蘭市 高砂町１丁目２番地１５ 0143-41-4812
セイコーマート室蘭高砂２丁目 0500072 北海道 室蘭市 高砂町２丁目２８番６号 0143-47-0211
セイコーマート室蘭高砂４丁目 0500072 北海道 室蘭市 高砂町４丁目３２番１５号 0143-45-8188
セイコーマート東室蘭駅前 0500074 北海道 室蘭市 中島町３丁目２５番２号 0143-46-3820
セイコーマート室蘭中島本町 0500075 北海道 室蘭市 中島本町１丁目１２番３７号 0143-45-1636
セイコーマート室蘭知利別 0500076 北海道 室蘭市 知利別町１丁目１番１１号 0143-43-8088
セイコーマート室蘭日の出町 0500081 北海道 室蘭市 日の出町１丁目２番地４ 0143-47-3390
セイコーマート室蘭東町４丁目 0500083 北海道 室蘭市 東町４丁目２５番１２号 0143-46-3939
セイコーマート室蘭御前水 0510002 北海道 室蘭市 御前水町１丁目１３番２９号 0143-83-6191
セイコーマート室蘭母恋 0510003 北海道 室蘭市 母恋南町１丁目７－８ 0143-83-5356
セイコーマート室蘭栄町 0510014 北海道 室蘭市 栄町２丁目４番１４号 0143-22-0811
セイコーマート室蘭港南町 0510032 北海道 室蘭市 港南町１丁目１９番９号 0143-22-1065
セイコーマートこんどう 0510035 北海道 室蘭市 絵鞆町１丁目１２－１５ 0143-27-1713
セイコーマート苫小牧一本松 0530001 北海道 苫小牧市 一本松町１４番地６ 0144-57-3877
セイコーマート元中野３丁目 0530005 北海道 苫小牧市 元中野３丁目６番地２２号 0144-37-2171
セイコーマート苫小牧元中野 0530005 北海道 苫小牧市 元中野町４丁目８番５号 0144-37-0733
セイコーマート苫小牧柏木 0530006 北海道 苫小牧市 柏木町６丁目２１番地１３号 0144-76-5201
セイコーマート船見 0530007 北海道 苫小牧市 船見町２丁目６番３号 0144-32-5145
セイコーマート苫小牧表町 0530022 北海道 苫小牧市 表町５丁目２番２号 0144-32-3355
セイコーマートドーミーイン苫小牧 0530023 北海道 苫小牧市 錦町２丁目１番２２号 0144-36-5811
セイコーマート苫小牧大町 0530024 北海道 苫小牧市 大町２丁目１番１号 0144-33-6331
セイコーマート苫小牧春日 0530031 北海道 苫小牧市 春日町１丁目７番１７号 0144-34-8082
セイコーマート苫小牧美園 0530041 北海道 苫小牧市 美園町２丁目１番９号 0144-34-0222
セイコーマート苫小牧三光 0530042 北海道 苫小牧市 三光町２丁目１６番２０号 0144-56-5568
セイコーマート明野元町 0530051 北海道 苫小牧市 明野元町２丁目２－４ 0144-53-0151
セイコーマート苫小牧新開 0530052 北海道 苫小牧市 新開町３丁目１０番９号 0144-57-6680
セイコーマート苫小牧明野 0530054 北海道 苫小牧市 明野新町６丁目２８番７号 0144-55-3863
セイコーマート苫小牧新明町 0530055 北海道 苫小牧市 新明町１丁目２番５号 0144-57-8011
セイコーマート苫小牧弥生 0530802 北海道 苫小牧市 弥生町１丁目９番４号 0144-73-6102
セイコーマート苫小牧日吉町１丁目 0530816 北海道 苫小牧市 日吉町１丁目６番１７号 0144-76-7211
セイコーマートふじもと 0530821 北海道 苫小牧市 しらかば町６丁目２２－６ 0144-72-8815
セイコーマート苫小牧川沿 0530822 北海道 苫小牧市 川沿町４丁目２番１２号 0144-72-0307
セイコーマート柏木５丁目 0530823 北海道 苫小牧市 柏木町５丁目１６番２１号 0144-75-6310
セイコーマート桜木町３丁目 0530832 北海道 苫小牧市 桜木町３丁目１９番２３号 0144-73-2822
セイコーマートクリーン 0530833 北海道 苫小牧市 日新町４丁目３－２５ 0144-74-0461
セイコーマート苫小牧有珠の沢 0530842 北海道 苫小牧市 有珠の沢町４丁目２０番３７号 0144-84-6625
セイコーマート静内緑町 0560004 北海道 新ひだか町 静内緑町５丁目２番２３号 0146-42-0555
セイコーマート静内御幸 0560017 北海道 新ひだか町 静内御幸町４丁目２番１０号 0146-43-0771
セイコーマート静内高砂 0560022 北海道 新ひだか町 静内高砂１丁目１番１号 0146-45-0515
セイコーマート静内木場 0560025 北海道 新ひだか町 静内木場町２丁目１番２７号 0146-42-3220
セイコーマート浦河西幌別 0570002 北海道 浦河町 字西幌別８－１０ 0146-28-1153
セイコーマート浦河東町 0570007 北海道 浦河町 東町ちのみ２丁目３番１４号 0146-22-7600
セイコーマート浦河大通 0570013 北海道 浦河町 大通４丁目４２番地 0146-22-1201
セイコーマート浦河堺町 0570034 北海道 浦河町 堺町西４丁目４番地７０ 0146-22-5084
セイコーマート船越谷 0570036 北海道 浦河町 字絵笛５０番地１０ 0146-22-2890
セイコーマート様似大通 0580014 北海道 様似町 大通り３丁目 0146-39-6121
セイコーマート様似 0580014 北海道 様似町 大通１丁目２７ 0146-36-5201
セイコーマートえりも 0580203 北海道 えりも町 字新浜６１－２０ 01466-2-3287
セイコーマートえりも大和 0580205 北海道 えりも町 大和２７４番３１ 01466-2-3900
セイコーマート登別中央 0590012 北海道 登別市 中央町７丁目１０番地１ 0143-88-3390
セイコーマート登別新生 0590032 北海道 登別市 新生町２丁目１３番地７ 0143-86-4555
セイコーマート登別若草 0590035 北海道 登別市 若草４丁目１７番地７ 0143-86-3777
セイコーマート登別 0590551 北海道 登別市 登別温泉町６０ 0143-84-2271
セイコーマート白老虎杖浜 0590641 北海道 白老町 字虎杖浜５６番地１６ 0144-87-2335
セイコーマートやはば 0590641 北海道 白老町 字虎杖浜６－１ 0144-87-4910
セイコーマート白老萩野 0590922 北海道 白老町 萩野３３９－１ 0144-83-2501
セイコーマート苫小牧ときわ 0591261 北海道 苫小牧市 ときわ町５丁目１９番１５号 0144-67-4440
セイコーマート苫小牧澄川 0591271 北海道 苫小牧市 澄川町８丁目２－１ 0144-68-1800
セイコーマート苫小牧明徳 0591273 北海道 苫小牧市 明徳町１丁目７番２１号 0144-84-7752
セイコーマート苫小牧東開 0591301 北海道 苫小牧市 東開町４丁目２１番３２号 0144-57-3791
セイコーマート拓勇西町 0591302 北海道 苫小牧市 拓勇西町１丁目１４番１４号 0144-56-5703
セイコーマート拓勇西町７丁目 0591302 北海道 苫小牧市 拓勇西町７丁目１番１４号 0144-57-7122
セイコーマート拓勇東町４丁目 0591364 北海道 苫小牧市 拓勇東町４丁目１８番２６号 0144-57-7601
セイコーマート沼ノ端 0591364 北海道 苫小牧市 沼ノ端中央２丁目１番９号 0144-57-5369



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマートウトナイ 0591364 北海道 苫小牧市 ウトナイ北１０－１７－１０ 0144-55-0346
セイコーマートウトナイ中央 0591364 北海道 苫小牧市 ウトナイ北２－１－３０ 0144-53-0101
セイコーマート苫小牧港南 0591372 北海道 苫小牧市 字勇払１４５番地の１０７ 0144-56-0777
セイコーマートゆうふつ 0591372 北海道 苫小牧市 字勇払３６番地８ 0144-56-3333
セイコーマート安平 0591511 北海道 安平町 安平６７１番地３ 0145-23-2030
セイコーマート門別緑町 0592122 北海道 日高町 字緑町４１－５３ 01456-3-9511
セイコーマート門別厚賀 0592243 北海道 日高町 字厚賀１５２番１２ 01456-5-2212
セイコーマート東静内 0592561 北海道 新ひだか町 東静内４１番地 0146-44-2800
セイコーマートマルサン三石 0593107 北海道 新ひだか町 三石旭町１７番地 0146-33-2774
セイコーマート三石港町 0593112 北海道 新ひだか町 三石字港町１０７番地 0146-33-2773
セイコーマート本桐 0593231 北海道 新ひだか町 三石本桐２３１番地１ 0146-34-2033
セイコーマート浦河荻伏 0593451 北海道 浦河町 荻伏町３６１番 0146-25-2771
セイコーマート時計台前 0600001 北海道 札幌市中央区 北１条西３丁目３番地 011-206-1641
セイコーマート近代美術館西 0600001 北海道 札幌市中央区 北１条西１９丁目２番１ 011-615-2626
セイコーマート北２条 0600002 北海道 札幌市中央区 北２条西１丁目 011-223-8178
セイコーマート北３条 0600003 北海道 札幌市中央区 北３条西１丁目２番地９ 011-271-8500
セイコーマート北海道庁 0600003 北海道 札幌市中央区 北３条西６－１ 011-242-5551 土日休業
セイコーマート植物園西 0600003 北海道 札幌市中央区 北３条西１２丁目２番７ 011-211-0851
セイコーマートテルウェル 0600004 北海道 札幌市中央区 北４条西１６丁目１番地１　テルウェル第２ビル１階 011-622-1150
セイコーマート道庁前北 0600004 北海道 札幌市中央区 北４条西６丁目１番地３ 011-241-7227
セイコーマートニッセイ札幌ビル 0600004 北海道 札幌市中央区 北３条西４丁目１番地１　日本生命札幌ビル１階 011-219-5330
セイコーマート北６条 0600006 北海道 札幌市中央区 北６条西１９丁目１番地１ 011-621-2288
セイコーマート北円山 0600007 北海道 札幌市中央区 北７条西２４丁目１番１９号 011-614-5525
セイコーマート桑園 0600007 北海道 札幌市中央区 北７条西１５丁目 011-621-5664
セイコーマートぎょれんビル 0600013 北海道 札幌市中央区 北１３条西１９丁目３７番地の６ 011-616-3020
セイコーマート大通東２丁目 0600041 北海道 札幌市中央区 大通東２丁目８番地５ 011-596-0779
セイコーマート大通 0600042 北海道 札幌市中央区 大通西１８丁目 011-614-8081
セイコーマート大通ビッセ 0600042 北海道 札幌市中央区 大通西３丁目７番地 011-206-9738
セイコーマート大通西５丁目 0600042 北海道 札幌市中央区 大通西５丁目８番地 011-590-6558
セイコーマート大通バスセンター 0600051 北海道 札幌市中央区 南１条東１丁目６番地 011-223-8018
セイコーマートなかやま南１条 0600051 北海道 札幌市中央区 南１条東５丁目１ 011-231-7836
セイコーマート円山南１条 0600061 北海道 札幌市中央区 南１条西１９丁目１番地 011-614-1451
セイコーマート南１条西４丁目 0600061 北海道 札幌市中央区 南１条西４丁目１５番地１ 011-212-1521
セイコーマート中央 0600061 北海道 札幌市中央区 南１条西９丁目 011-281-1517
セイコーマート狸小路 2 丁目 0600062 北海道 札幌市中央区 南 2 条西 2 丁目 4 番 2 011-205-0809
セイコーマートザノット札幌 0600063 北海道 札幌市中央区 南 3 条西 3 丁目 16 番地 2 011-211-8744
セイコーマートパセオ 0600806 北海道 札幌市北区 北６条西２丁目１番地７ 011-596-6180
セイコーマート北７条 0600807 北海道 札幌市北区 北７条西２丁目９ 011-737-1199
セイコーマート合同庁舎 0600808 北海道 札幌市北区 北８条西２丁目札幌第一合同庁舎 011-758-6011 土日休業
セイコーマートつぼた 0600808 北海道 札幌市北区 北８条西５丁目 011-708-1009
セイコーマート北９条 0600809 北海道 札幌市北区 北９条西３丁目１番地 011-737-0311
セイコーマート北海道大学 0600811 北海道 札幌市北区 北１１条西７丁目 011-768-8246
セイコーマートデ・アウネさっぽろ 0600906 北海道 札幌市東区 北 6 条東 4 丁目 011-511-2821
セイコーマート北８条 0600908 北海道 札幌市東区 北８条東１丁目１番２５号 011-723-5300
セイコーマート北海道医療大学 0610212 北海道 当別町 金沢１７５６番地２４ 0133-22-1030 土日休業
セイコーマート当別東町 0610221 北海道 当別町 東町３７１番地１３ 0133-23-3511
セイコーマート当別弥生 0610223 北海道 当別町 弥生１番地１ 0133-23-2018
セイコーマート和美 0611132 北海道 北広島市 北進町１丁目 011-373-7080
セイコーマート北広島 0611135 北海道 北広島市 輝美町８－２ 011-372-2496
セイコーマート北広島白樺 0611144 北海道 北広島市 白樺町１丁目７番地１ 011-373-8601
セイコーマート北広島高台 0611146 北海道 北広島市 高台町３丁目１０番１ 011-373-3380
セイコーマート柏葉台 0611273 北海道 北広島市 大曲柏葉２丁目１番地１３ 011-376-3288
セイコーマート大曲工業団地 0611274 北海道 北広島市 大曲工業団地５丁目３番３ 011-377-2259
セイコーマート恵庭島松 0611355 北海道 恵庭市 島松寿町１丁目９番地－１３ 0123-36-8292
セイコーマート恵み野北 0611374 北海道 恵庭市 恵み野北１丁目１－１０ 0123-37-5575
セイコーマート恵庭中央 0611403 北海道 恵庭市 中央８９番地 0123-39-2030
セイコーマート戸磯工業団地 0611405 北海道 恵庭市 和光町５丁目１５番１号 0123-34-8899
セイコーマートさちづる東 0611405 北海道 恵庭市 黄金南３丁目７番地１２ 0123-34-8428
セイコーマート恵庭和光 0611406 北海道 恵庭市 和光町１丁目１番１２号 0123-32-3728
セイコーマートさちづる南 0611416 北海道 恵庭市 桜町２丁目６－６ 0123-34-4856
セイコーマートまきば 0611421 北海道 恵庭市 美咲野１－１１－１１ 0123-39-2535
セイコーマート恵庭柏木 0611423 北海道 恵庭市 柏木町３丁目１３番４５号 0123-32-8383
セイコーマート文京 0611425 北海道 恵庭市 文京町２丁目２０番６号 0123-32-8977
セイコーマート恵庭柏陽 0611434 北海道 恵庭市 柏陽町３丁目１９４番地１６３ 0123-32-3552
セイコーマートさちづる中 0611435 北海道 恵庭市 中島町５丁目８－６ 0123-32-3562
セイコーマート恵庭緑町 0611442 北海道 恵庭市 緑町２丁目１番１号 0123-25-9978
セイコーマートなかいずみ 0611447 北海道 恵庭市 福住町２丁目２－２ 0123-32-2045
セイコーマートしろ 0611449 北海道 恵庭市 黄金中央４丁目９番地１ 0123-33-7140



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート藤野１条 0612281 北海道 札幌市南区 藤野１条６丁目１ 011-596-6558
セイコーマート藤野３条 0612283 北海道 札幌市南区 藤野３条５丁目５番３０号 011-594-7156
セイコーマート藤野５条 0612285 北海道 札幌市南区 藤野５条２丁目２番１号 011-522-5064
セイコーマート白糸 0612302 北海道 札幌市南区 定山渓温泉東２丁目９７－１ 011-598-4333
セイコーマート浜益 0613106 北海道 石狩市 浜益区川下５２番地４０ 0133-79-3071
セイコーマート花川南 0613201 北海道 石狩市 花川南１条２丁目２３５－１ 0133-72-3533
セイコーマート花川南５条 0613205 北海道 石狩市 花川南５条１丁目１番地７ 0133-72-3870
セイコーマートうえだ 0613206 北海道 石狩市 花川南６条２丁目２１２ 0133-73-6132
セイコーマート花川南９条 0613209 北海道 石狩市 花川南９条４丁目８番地 0133-74-3522
セイコーマート花川北２条 0613212 北海道 石狩市 花川北２条２丁目２０２－２ 0133-76-1027
セイコーマート花川北４条 0613214 北海道 石狩市 花川北４条３丁目５番地２ 0133-72-8300
セイコーマートばんなぐろ 0613216 北海道 石狩市 花川北６条２丁目２２ 0133-74-2073
セイコーマート緑苑台 0613223 北海道 石狩市 緑苑台東３条３丁目２３６ 0133-74-3062
セイコーマート新港西 0613241 北海道 石狩市 新港西３丁目７３８ 0133-73-0069
セイコーマート新港西１丁目 0613241 北海道 石狩市 新港西１丁目７２１番地１２ 0133-72-7575
セイコーマート新港中央 0613242 北海道 石狩市 新港中央１丁目２０２ 0133-60-4080
セイコーマート新港東 0613243 北海道 石狩市 新港東２丁目１６１番地１ 0133-62-5500
セイコーマート新港南 0613244 北海道 石狩市 新港南２丁目７０１番地 0133-64-1525
セイコーマート石狩八幡 0613361 北海道 石狩市 八幡２丁目３３２番地１１ 0133-66-3611
セイコーマート親船 0613378 北海道 石狩市 船場町１１８ 0133-62-3361
セイコーマートよしの 0613523 北海道 石狩市 厚田区望来５８番地１ 0133-77-2112
セイコーマート厚田 0613601 北海道 石狩市 厚田区厚田７番地３ 0133-78-2420
セイコーマート当別太美 0613776 北海道 当別町 太美南９６５番２５ 0133-26-3912
セイコーマート美園１条 0620001 北海道 札幌市豊平区 美園１条１丁目３番１号 011-816-5144
セイコーマート西岡 0620022 北海道 札幌市豊平区 月寒西２条１０丁目２－４０ 011-836-0338
セイコーマート月寒西 0620023 北海道 札幌市豊平区 月寒西３条７丁目３番 011-855-0331
セイコーマート月寒 0620051 北海道 札幌市豊平区 月寒東１条１丁目１－１４ 011-854-1501
セイコーマートすずき 0620901 北海道 札幌市豊平区 豊平１条２丁目２－７ 011-842-3366
セイコーマート豊平３条 0620903 北海道 札幌市豊平区 豊平３条５丁目１番２５号 011-821-1122
セイコーマートほんま 0620904 北海道 札幌市豊平区 豊平４条１３丁目１－２４ 011-811-6616
セイコーマート豊平６条 0620906 北海道 札幌市豊平区 豊平６条３丁目５－２８ 011-820-3885
セイコーマート豊平６条８丁目 0620906 北海道 札幌市豊平区 豊平６条８丁目２番２０号 011-825-8228
セイコーマート豊平８条 0620908 北海道 札幌市豊平区 豊平８条１１丁目２番１０号 011-827-9493
セイコーマートよしだ 0620911 北海道 札幌市豊平区 旭町２丁目１－２１ 011-811-7810
セイコーマートいしづか 0620912 北海道 札幌市豊平区 水車町８丁目２－１ 011-812-5556
セイコーマート中の島駅前 0620921 北海道 札幌市豊平区 中の島１条２丁目３－１ 011-837-5881
セイコーマート中の島２条 0620922 北海道 札幌市豊平区 中の島２条２丁目６番１号　中の島セントラルコーポ 011-816-3633
セイコーマート中の島南 0620922 北海道 札幌市豊平区 中の島２条８丁目１番３１号 011-814-2282
セイコーマート木の花 0620932 北海道 札幌市豊平区 平岸２条３丁目５番５号 011-595-8051
セイコーマート平岸２条 0620932 北海道 札幌市豊平区 平岸２条７丁目１－２５ 011-811-5621
セイコーマート平岸駅前 0620932 北海道 札幌市豊平区 平岸２条８丁目５番３０号 011-816-5550
セイコーマート天神山 0620932 北海道 札幌市豊平区 平岸２条１４丁目２番５６号 011-841-6500
セイコーマート平岸３条 0620933 北海道 札幌市豊平区 平岸３条１２丁目１番３３号 011-831-1025
セイコーマートかとう 0620933 北海道 札幌市豊平区 平岸３条１８丁目３番１号 011-832-0661
セイコーマート平岸４条 0620934 北海道 札幌市豊平区 平岸４条６丁目１番２０号 011-825-2333
セイコーマート山の手１条 0630001 北海道 札幌市西区 山の手１条７丁目４番２６号 011-633-4331
セイコーマート山の手４条 0630004 北海道 札幌市西区 山の手４条１０丁目２番２４号 011-611-2151
セイコーマート福井 0630012 北海道 札幌市西区 福井４丁目１番１号 011-661-6037
セイコーマートこばやし平和 0630022 北海道 札幌市西区 平和２条５丁目１５－２０ 011-661-8333
セイコーマート西野 0630031 北海道 札幌市西区 西野１条２丁目 011-661-5941
セイコーマート西野３条 0630033 北海道 札幌市西区 西野３条７丁目１４６－４ 011-667-3151
セイコーマートまるぜん 0630035 北海道 札幌市西区 西野５条６丁目３番１６号 011-661-1538
セイコーマート西野７条 0630037 北海道 札幌市西区 西野７条４丁目３番１号 011-661-3724
セイコーマート西野１０条 0630039 北海道 札幌市西区 西野１０条８丁目１７番１０号 011-663-4856
セイコーマートみたむら 0630051 北海道 札幌市西区 宮の沢１条３丁目３－１１ 011-661-4407
セイコーマートとみた宮の沢 0630053 北海道 札幌市西区 宮の沢３条３丁目 011-664-1690
セイコーマートすがわら 0630061 北海道 札幌市西区 西町北１１丁目４－１２ 011-661-6375
セイコーマート西町北２０丁目 0630061 北海道 札幌市西区 西町北２０丁目１番１０号 011-671-1355
セイコーマート西町南 0630062 北海道 札幌市西区 西町南１８丁目１番２号 011-671-8871
セイコーマート二十四軒３条 0630803 北海道 札幌市西区 二十四軒３条５丁目１番３号 011-622-5188
セイコーマート二十四軒４条 0630804 北海道 札幌市西区 二十四軒４条２丁目１番３０号 011-644-2133
セイコーマート琴似駅前 0630812 北海道 札幌市西区 琴似２条２丁目１番２号 011-641-5578
セイコーマート琴似２条 0630812 北海道 札幌市西区 琴似２条７丁目２番５号 011-611-2280
セイコーマート発寒５条 0630825 北海道 札幌市西区 発寒５条４丁目２－４３ 011-668-7701
セイコーマート発寒６条 0630826 北海道 札幌市西区 発寒６条９丁目１７番１号 011-661-2934
セイコーマートうめづ 0630831 北海道 札幌市西区 発寒１１条４丁目８番３５号 011-661-2083
セイコーマートよしみず 0630834 北海道 札幌市西区 発寒１４条２丁目１番１号 011-661-7719
セイコーマート発寒１５条 0630835 北海道 札幌市西区 発寒１５条１４丁目３番２０号 011-666-0567



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート琴似駅北口 0630841 北海道 札幌市西区 八軒１条西２丁目３番１号 011-622-5150
セイコーマート八軒１０条 0630870 北海道 札幌市西区 八軒１０条東４丁目１番１７号 011-747-8808
セイコーマートあさの 0640804 北海道 札幌市中央区 南４条西４丁目１１ 011-231-3373 日曜休業
セイコーマート南４条 0640804 北海道 札幌市中央区 南４条西８丁目１番２ 011-520-7818
セイコーマート南５条 0640805 北海道 札幌市中央区 南５条西６丁目９番地３ 011-532-5188
セイコーマートおかだ 0640805 北海道 札幌市中央区 南５条西１１丁目１２８８ 011-561-2256
セイコーマート南６条 0640806 北海道 札幌市中央区 南６条西９丁目１０２３番地１８ 011-532-5025
セイコーマートすすきの７条通 0640807 北海道 札幌市中央区 南７条西５丁目２８９番地５４ 011-532-8610
セイコーマート旭ヶ丘 0640807 北海道 札幌市中央区 南７条西２４丁目 011-531-3626
セイコーマート南８条西６丁目 0640808 北海道 札幌市中央区 南８条西６丁目２８９番地５０ 011-531-0307
セイコーマート東屯田通 0640808 北海道 札幌市中央区 南８条西８丁目５２２番地 011-531-3020
セイコーマートはた 0640808 北海道 札幌市中央区 南８条西１２丁目 011-561-1478
セイコーマート南９条 0640809 北海道 札幌市中央区 南９条西５丁目４２１番地 011-520-6751
セイコーマート山鼻９条 0640809 北海道 札幌市中央区 南９条西６丁目１番２７号 011-211-5877
セイコーマート伏見 0640810 北海道 札幌市中央区 南１０条西１８丁目１－４０ 011-552-0088
セイコーマートながい 0640811 北海道 札幌市中央区 南１１条西１丁目 011-521-6551
セイコーマート北５条通り 0640824 北海道 札幌市中央区 北４条西２２丁目 011-615-0755
セイコーマート円山北５条 0640825 北海道 札幌市中央区 北５条西２８丁目１番１２号 011-621-4233
セイコーマートとらや 0640912 北海道 札幌市中央区 南１２条西１５丁目２番１ 011-561-0640
セイコーマートはせがわ 0640913 北海道 札幌市中央区 南１３条西９丁目 011-511-1886
セイコーマート西線１６条 0640916 北海道 札幌市中央区 南１６条西１５丁目１－１ 011-520-2100
セイコーマートかめはた 0640917 北海道 札幌市中央区 南１７条西６丁目４－１２ 011-511-5019
セイコーマート南１９条 0640919 北海道 札幌市中央区 南１９条西９丁目１番３号 011-206-8596
セイコーマートたかだ 0640923 北海道 札幌市中央区 南２３条西１２丁目 011-561-6051
セイコーマート札幌駐屯地 0640926 北海道 札幌市中央区 南２６条西１０丁目札幌駐屯地内厚生センター２階 011-596-8277 日曜・祝日休み
セイコーマートとみた 0640929 北海道 札幌市中央区 南２９条西１０丁目 011-511-0331
セイコーマート旭ヶ丘４丁目 0640941 北海道 札幌市中央区 旭ヶ丘４丁目１番７号 011-512-1707
セイコーマートはまざき 0640951 北海道 札幌市中央区 宮の森１条１５丁目 011-621-5977
セイコーマート北１２条東 0650012 北海道 札幌市東区 北１２条東１５丁目２１ 011-721-2223
セイコーマート環状通東 0650015 北海道 札幌市東区 北１５条東１５丁目４番１５号 011-743-5580
セイコーマート北１６条東 0650016 北海道 札幌市東区 北１６条東１６丁目１番１号 011-787-2055
セイコーマート丸田くぼた 0650017 北海道 札幌市東区 北１７条東１３丁目 011-752-5866
セイコーマート元町北１８条 0650018 北海道 札幌市東区 北１８条東２０丁目１番地１ 011-781-8227
セイコーマートマルヨくどう 0650020 北海道 札幌市東区 北２０条東３丁目 011-231-7836
セイコーマート北２０条東１５丁目 0650020 北海道 札幌市東区 北２０条東１５丁目１番１２号 011-711-8585
セイコーマート東区元町東 0650024 北海道 札幌市東区 北２４条東２２丁目１番１５号 011-787-8111
セイコーマート大学村 0650025 北海道 札幌市東区 北２５条東３丁目２２番地 011-742-7370
セイコーマート元町駅前 0650025 北海道 札幌市東区 北２５条東１５丁目３番１０号 011-721-2151
セイコーマート北２５条東 0650025 北海道 札幌市東区 北２５条東２０丁目８番１５号 011-786-0303
セイコーマート北２７条東 0650027 北海道 札幌市東区 北２７条東７丁目３番２２号 011-743-0711
セイコーマートししみ 0650030 北海道 札幌市東区 北３０条東１５丁目 011-751-3263
セイコーマートみぞぶち 0650032 北海道 札幌市東区 北３２条東６丁目 011-721-0687
セイコーマート東区本町１条 0650041 北海道 札幌市東区 本町１条８丁目１番１号 011-776-7769
セイコーマート千歳花園 0660028 北海道 千歳市 花園７丁目１３番地１３号 0123-23-6331
セイコーマート千歳稲穂 0660029 北海道 千歳市 稲穂３丁目１１番８号 0123-26-7788
セイコーマート長都駅前 0660031 北海道 千歳市 長都駅前３丁目１番２９号 0123-42-8100
セイコーマート千歳北陽 0660032 北海道 千歳市 北陽１丁目１３－２０ 0123-23-3654
セイコーマート千歳富丘 0660034 北海道 千歳市 富丘１丁目２８－９ 0123-22-2090
セイコーマート千歳高台 0660035 北海道 千歳市 高台１丁目６番３号 0123-22-3900
セイコーマート千歳新富 0660037 北海道 千歳市 新富１丁目２０番５号 0123-29-6044
セイコーマート北斗 0660073 北海道 千歳市 北斗１丁目１６－１６ 0123-26-2304
セイコーマート千歳長都みどり台 0660077 北海道 千歳市 みどり台北２丁目２番４号 0123-26-5588
セイコーマート豊幌 0670021 北海道 江別市 豊幌美咲町３－１３ 011-382-1232
セイコーマートこざわ 0670023 北海道 江別市 東光町３３番２０ 011-382-2019
セイコーマートやよい 0670024 北海道 江別市 朝日町２０－１５ 011-381-7270
セイコーマート元江別 0670032 北海道 江別市 元江別８７３番地の１９ 011-381-8355
セイコーマート江別工業団地 0670051 北海道 江別市 工栄町２７番地の３ 011-381-0005
セイコーマート上江別西町 0670063 北海道 江別市 上江別西町５６番地４ 011-382-6665
セイコーマート上江別東町 0670063 北海道 江別市 上江別西町２番地１ 011-385-3235
セイコーマートゆめみ野 0670064 北海道 江別市 上江別南町５２－６ 011-380-5057
セイコーマート岩見沢４条 0680004 北海道 岩見沢市 ４条東７丁目２７番 0126-20-1701
セイコーマート岩見沢５条 0680005 北海道 岩見沢市 ５条東１５丁目５番地１ 0126-25-5533
セイコーマート岩見沢東 0680005 北海道 岩見沢市 ５条東１７丁目１８番地１１ 0126-25-6666
セイコーマート岩見沢７条 0680007 北海道 岩見沢市 ７条東４丁目６番地１ 0126-25-6757
セイコーマート岩見沢３条 0680023 北海道 岩見沢市 ３条西１１丁目１番地８ 0126-25-0555
セイコーマート岩見沢６条 0680026 北海道 岩見沢市 ６条西１丁目１番地１ 0126-22-0303
セイコーマート岩見沢７条西２０丁目 0680027 北海道 岩見沢市 ７条西２０丁目２番地１ 0126-35-7723
セイコーマート栗沢最上 0680115 北海道 岩見沢市 栗沢町字最上１２番地４３ 0126-45-3355



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート栗沢 0680127 北海道 岩見沢市 栗沢本町１５０番３ 0126-45-2013
セイコーマート岩見沢日の出台 0680822 北海道 岩見沢市 日の出台７丁目３番２３号 0126-31-7640
セイコーマート岩見沢志文 0680833 北海道 岩見沢市 志文町２０８番地５ 0126-35-1239
セイコーマート上志文 0680833 北海道 岩見沢市 志文町３５１－２ 0126-23-1941
セイコーマート萩の山スキー場 0680836 北海道 岩見沢市 上志文町２０番地１ 0126-44-2323
セイコーマート新篠津 0681100 北海道 新篠津村 第４６線北１３番地 0126-57-2888
セイコーマートきたむら 0681213 北海道 岩見沢市 北村赤川５８６番地の２ 0126-36-2180
セイコーマート三笠 0682141 北海道 三笠市 本町２４８番地６ 01267-2-2388
セイコーマートなんぽろ 0690216 北海道 南幌町 稲穂２丁目４番１４号 011-378-1806
セイコーマート南幌栄町 0690237 北海道 南幌町 栄町２丁目１番１４号 011-378-0378
セイコーマートひらき 0690362 北海道 岩見沢市 上幌向南１条４丁目 0126-26-2255
セイコーマート江別中央 0690801 北海道 江別市 中央町２９－１０ 011-380-6325
セイコーマートみなみ 0690803 北海道 江別市 野幌屯田町３３番地３ 011-382-8400
セイコーマート江別幸町 0690812 北海道 江別市 幸町１２番１７ 011-384-2240
セイコーマート野幌駅前 0690825 北海道 江別市 野幌東町５番地の１７ 011-381-3535
セイコーマート東野幌 0690826 北海道 江別市 あさひが丘７番地－１２ 011-382-3014
セイコーマート白樺通 0690831 北海道 江別市 野幌若葉町２０番地の２０ 011-382-3270
セイコーマート野幌ＰＡ（下り） 0690832 北海道 江別市 西野幌３６番地２ 011-381-7050
セイコーマートあきた 0690833 北海道 江別市 文京台４３－１４ 011-388-1131
セイコーマート江別文京台東 0690834 北海道 江別市 文京台東町１１番１７ 011-388-4061
セイコーマート大麻ひかり町 0690845 北海道 江別市 大麻ひかり町１７番地の１５ 011-386-8686
セイコーマート大麻東町 0690852 北海道 江別市 大麻東町１番地の２ 011-387-5511
セイコーマート泉町 0690864 北海道 江別市 大麻泉町５番地１ 011-387-2122
セイコーマートルートイングランド旭川 0700030 北海道 旭川市 宮下通８丁目１９６２番地１ 0166-24-5524
セイコーマート旭川１条通 0700031 北海道 旭川市 １条通８丁目右１０号 0166-74-5701
セイコーマート旭川４条通１０丁目 0700034 北海道 旭川市 ４条通１０丁目２２３４番地９ 0166-22-3060
セイコーマート旭川トーヨーホテル 0700037 北海道 旭川市 ７条通７丁目３２番地１２－１ 0166-27-8011
セイコーマート旭川８条通 0700038 北海道 旭川市 ８条通９丁目５２番地１０ 0166-24-1137
セイコーマート旭川９条通 0700039 北海道 旭川市 ９条通１６丁目２４番地１２１ 0166-26-7288
セイコーマート旭川７条 0700057 北海道 旭川市 ７条西１丁目１番１７号 0166-21-6524
セイコーマート旭川北門町 0700825 北海道 旭川市 北門町１４丁目２１４４番地１２５ 0166-55-2104
セイコーマート旭川本町 0700831 北海道 旭川市 旭町１条３丁目２５８２番地の１３ 0166-55-2088
セイコーマートよねき 0700831 北海道 旭川市 旭町１条２丁目 0166-54-4411
セイコーマート旭町 0700831 北海道 旭川市 旭町１条１７丁目２９８５番地の２６ 0166-51-3218
セイコーマート春光５条 0700875 北海道 旭川市 春光５条７丁目１１番３１号 0166-74-5128
セイコーマート神楽３条 0708003 北海道 旭川市 神楽３条９丁目１番２７号 0166-63-5151
セイコーマート神居６条 0708016 北海道 旭川市 神居６条１０丁目３番３号 0166-61-1336
セイコーマート旭川神居７条 0708017 北海道 旭川市 神居７条１丁目２番７号 0166-63-8899
セイコーマートまるひで 0708045 北海道 旭川市 忠和５条６丁目１－１２ 0166-63-2020
セイコーマート旭川台場 0708072 北海道 旭川市 台場２条３丁目１番３号 0166-63-8550
セイコーマート上富良野宮町 0710552 北海道 上富良野町 宮町３丁目６番１８号 0167-45-2005
セイコーマート中富良野 0710700 北海道 中富良野町 新町１番２５号 0167-44-3030
セイコーマート鷹栖 0711233 北海道 鷹栖町 北野西３条１丁目 0166-87-5008
セイコーマート東川 0711425 北海道 東川町 西町４丁目１－２２ 0166-68-4477
セイコーマート東神楽１条 0711511 北海道 東神楽町 北１条西２丁目１２番１１号 0166-83-2618
セイコーマートひじり野 0711523 北海道 東神楽町 ひじり野南１条４丁目６２－１２９ 0166-68-5700
セイコーマート東鷹栖１条 0718101 北海道 旭川市 東鷹栖１条３丁目６３５番地の１５ 0166-57-3106
セイコーマート旭川末広東１条１０丁目 0718121 北海道 旭川市 末広東１条１０丁目２番１号 0166-57-8900
セイコーマート旭川末広東３条 0718123 北海道 旭川市 末広東３条４丁目９番２０号 0166-54-1537
セイコーマート旭川末広１条 0718131 北海道 旭川市 末広１条３丁目３番１７号 0166-53-3131
セイコーマート旭川末広３条 0718133 北海道 旭川市 末広３条７丁目１番１号 0166-57-2231
セイコーマート旭川末広４条 0718134 北海道 旭川市 末広４条１０丁目４番１５号 0166-57-1911
セイコーマート春光台３条 0718143 北海道 旭川市 春光台３条３丁目１番１９号 0166-73-8937
セイコーマート春光台 0718143 北海道 旭川市 春光台３条６丁目３番２ 0166-51-0862
セイコーマート美唄東５条 0720006 北海道 美唄市 東５条北５丁目１番１５号 0126-62-2066
セイコーマート美唄東３条 0720014 北海道 美唄市 東３条南６丁目９－２３ 0126-66-2271
セイコーマート美唄共練 0720014 北海道 美唄市 東３条南５丁目３番５号 0126-62-3111
セイコーマート丸田まえだ 0720021 北海道 美唄市 大通西１条北４丁目１－２０ 0126-64-3533
セイコーマート滝川滝の川 0730004 北海道 滝川市 滝の町川東４丁目１４番１２号 0125-24-3400
セイコーマート滝川黄金 0730012 北海道 滝川市 黄金町東３丁目１番１号 0125-24-0199
セイコーマートたけだ 0730021 北海道 滝川市 本町２丁目５番３２号 0125-23-2280
セイコーマート東滝川 0730027 北海道 滝川市 東滝川町３丁目１－１０ 0125-28-2788
セイコーマートよしはら 0730032 北海道 滝川市 明神町４丁目４番３５号ＡＡＡ 0125-23-2228
セイコーマート滝川幸町 0730043 北海道 滝川市 幸町２丁目２－２６ 0125-23-5436
セイコーマート空知太東１条 0730101 北海道 砂川市 空知太東１条５丁目１番１１号 0125-53-5550
セイコーマート砂川吉野 0730121 北海道 砂川市 吉野１条南５丁目１番１号 0125-55-2265
セイコーマート砂川南 0730141 北海道 砂川市 西１条南１１丁目１番６号 0125-55-2515
セイコーマート砂川東１条 0730151 北海道 砂川市 東１条北１０丁目１番３号 0125-52-2322



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート砂川西２条 0730162 北海道 砂川市 西２条北３丁目１番１号 0125-74-4131
セイコーマート上砂川 0730212 北海道 上砂川町 鶉１条３丁目１番１号 0125-63-2080
セイコーマート歌志内東光 0730402 北海道 歌志内市 字東光２番地４ 0125-42-6152
セイコーマート歌志内 0730407 北海道 歌志内市 字文珠２２６－１７ 0125-43-2166
セイコーマート新十津川中央 0731103 北海道 新十津川町 字中央７３番４１ 0125-76-2112
セイコーマート新十津川 0731104 北海道 新十津川町 字弥生１番地８ 0125-72-1070
セイコーマート文光 0740013 北海道 深川市 文光町８番１５号 0164-23-2313
セイコーマート深川 0740022 北海道 深川市 北光町２丁目１４番７号 0164-23-3499
セイコーマート深川多度志 0740141 北海道 深川市 多度志１２０番地 0164-27-2611
セイコーマート芦別北 0750005 北海道 芦別市 北５条西３丁目１番 0124-23-2255
セイコーマート芦別北３条 0750013 北海道 芦別市 北３条東１丁目３番地６ 0124-22-0222
セイコーマート富良野北の峰 0760034 北海道 富良野市 北の峰町３０番１９号 0167-23-1301
セイコーマート瑞穂 0760056 北海道 富良野市 瑞穂町１番２７号 0167-22-4232
セイコーマート留萌元川 0770016 北海道 留萌市 元川町２丁目１５４番地の１ 0164-43-6437
セイコーマート留萌沖見 0770037 北海道 留萌市 沖見町３丁目８５番地６ 0164-42-0084
セイコーマート留萌錦町 0770044 北海道 留萌市 錦町３丁目１番１号 0164-42-2299
セイコーマート留萌本町 0770045 北海道 留萌市 本町２丁目１５番地１ 0164-42-1457
セイコーマートいとう増毛 0770132 北海道 増毛町 舎熊３９７－１ 0164-54-2924
セイコーマート増毛南暑寒町 0770225 北海道 増毛町 南暑寒町６丁目７４番地の１０ 0164-53-1122
セイコーマート納内 0780151 北海道 深川市 納内町３丁目７番４１号 0164-24-2070
セイコーマート比布新町 0780346 北海道 比布町 新町２丁目１番２号 0166-85-2881
セイコーマート当麻３条 0781303 北海道 当麻町 ３条西４丁目１４番１３号 0166-84-4828
セイコーマート愛別 0781652 北海道 愛別町 字中央２４１ 01658-8-1088
セイコーマート層雲峡 0781701 北海道 上川町 字層雲峡 01658-5-3060
セイコーマート上川中央 0781741 北海道 上川町 中央町５６ 01658-2-1916
セイコーマート秩父別 0782100 北海道 秩父別町 １２７２番地５ 0164-33-2030
セイコーマート沼田 0782203 北海道 沼田町 本通６丁目４番５８号 0164-36-2307
セイコーマートへきすい 0782503 北海道 北竜町 碧水６番地１ 0164-34-3224
セイコーマート小平 0783301 北海道 小平町 字小平町１２９番地１３ 0164-56-2436
セイコーマート鬼鹿 0783441 北海道 小平町 字鬼鹿港町１７１番地の２ 0164-57-1711
セイコーマート古丹別 0783621 北海道 苫前町 字古丹別２４９番地 0164-65-3137
セイコーマートむらい苫前 0783701 北海道 苫前町 字苫前１９６番地１ 0164-64-2588
セイコーマートよこやま羽幌 0784108 北海道 羽幌町 南大通５丁目 0164-62-2413
セイコーマート羽幌北大通 0784110 北海道 羽幌町 北大通４丁目８－１ 0164-62-5669
セイコーマート羽幌南町 0784122 北海道 羽幌町 南町３１－２６ 0164-62-6450
セイコーマート初山別 0784421 北海道 初山別村 字初山別９７番１ 0164-67-2550
セイコーマート東旭川上兵村 0788207 北海道 旭川市 東旭川町上兵村２８１番地の２ 0166-36-5009
セイコーマート旭川２条通 0788212 北海道 旭川市 ２条通１８丁目４７０番地 0166-35-1300
セイコーマート豊岡４条 0788234 北海道 旭川市 豊岡４条９丁目１番１０号 0166-31-7350
セイコーマート豊岡４条６丁目 0788234 北海道 旭川市 豊岡４条６丁目２番１号 0166-35-2122
セイコーマート豊岡６条 0788238 北海道 旭川市 豊岡６条４丁目２番１号 0166-32-0380
セイコーマート豊岡８条 0788238 北海道 旭川市 豊岡８条１丁目１番２２号 0166-35-4591
セイコーマート豊岡１１条 0788241 北海道 旭川市 豊岡１１条７丁目１番２号 0166-35-5318
セイコーマート旭川あたご 0788241 北海道 旭川市 豊岡１１条５丁目５番２号 0166-33-7702
セイコーマート豊岡１５条 0788245 北海道 旭川市 豊岡１５条７丁目３番１８号 0166-34-3711
セイコーマート東旭川 0788261 北海道 旭川市 東旭川南１条７丁目１番２３号 0166-36-5877
セイコーマート神楽岡通 0788318 北海道 旭川市 神楽岡８条２丁目１番２０号 0166-66-3211
セイコーマート千代ヶ岡 0788382 北海道 旭川市 西神楽２線２４号 0166-74-2551
セイコーマート旭川緑が丘 0788822 北海道 旭川市 西御料２条１丁目１番１号 0166-68-2656
セイコーマート専修大学前 0790162 北海道 美唄市 光珠内３６７－１２ 0126-64-4626
セイコーマート奈井江 0790300 北海道 奈井江町 字奈井江町２２５番地 0125-66-2195
セイコーマート奈井江本町 0790313 北海道 奈井江町 字奈井江１４４番５ 0125-66-2273
セイコーマート妹背牛 0790500 北海道 妹背牛町 字妹背牛３７８番地８ 0164-32-9200
セイコーマート赤平東大町 0791142 北海道 赤平市 東大町３丁目１２番地 0125-32-1155
セイコーマート上芦別 0791371 北海道 芦別市 上芦別町１０５番地 0124-22-2121
セイコーマート永山２条 0798412 北海道 旭川市 永山２条２２丁目 0166-47-0393
セイコーマート永山４条 0798414 北海道 旭川市 永山４条３丁目１番２３号 0166-48-4011
セイコーマート永山７条 0798417 北海道 旭川市 永山７条８丁目６番３号 0166-47-8282
セイコーマート永山７条４丁目 0798417 北海道 旭川市 永山７条４丁目２番６号 0166-46-3231
セイコーマート旭川永山１１条 0798421 北海道 旭川市 永山１１条１丁目１２１番２ 0166-27-3955
セイコーマート旭川流通団地２条 0798442 北海道 旭川市 流通団地２条４丁目１７番地 0166-46-2805
セイコーマート旭川流通団地 0798442 北海道 旭川市 流通団地２条１丁目８番地８ 0166-47-8870
セイコーマート帯広大通 0800010 北海道 帯広市 大通南２６丁目５番 0155-27-7272
セイコーマート帯広電信通 0800010 北海道 帯広市 大通南６丁目６番地１ 0155-23-3370
セイコーマート帯広駅前 0800011 北海道 帯広市 西１条南１２丁目１番地 0155-24-5311
セイコーマート稲田南 0800015 北海道 帯広市 西５条南４１丁目７番地２ 0155-47-0557
セイコーマート春駒通り 0800022 北海道 帯広市 西１２条南１８丁目２－１ 0155-26-5188
セイコーマート帯広公園東通 0800022 北海道 帯広市 西１２条南２７丁目１４番地 0155-48-8118
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セイコーマート帯広学園通 0800022 北海道 帯広市 西１２条南４１丁目４ 0155-48-7911
セイコーマート帯広新緑通 0800023 北海道 帯広市 西１３条南１４丁目１番地１３ 0155-24-5525
セイコーマート帯広五中前 0800026 北海道 帯広市 西１６条南４丁目１６番１５号 0155-36-3670
セイコーマート帯広西１６条 0800026 北海道 帯広市 西１６条南３３丁目１番１１号 0155-48-8900
セイコーマート鈴蘭新道 0800042 北海道 帯広市 西１２条北３丁目１番２９ 0155-34-0811
セイコーマート帯広西１５条 0800045 北海道 帯広市 西１５条北７丁目１－９ 0155-41-6191
セイコーマート柏林台駅前 0800048 北海道 帯広市 西１８条北１丁目 0155-38-3170
セイコーマート音更 0800101 北海道 音更町 大通１１丁目３番地 0155-42-5522
セイコーマート音更宝来西町 0800134 北海道 音更町 宝来西町南２丁目１５番地の１２ 0155-30-8818
セイコーマート十勝大橋 0800301 北海道 音更町 木野大通西２丁目２番地１６ 0155-30-3456
セイコーマート音更すずらん 0800362 北海道 音更町 すずらん台仲町１丁目１番地６ 0155-30-7781
セイコーマート十勝支庁 0800803 北海道 帯広市 東３条南３－４ 0155-25-7181 土日休業
セイコーマート清柳大橋 0800804 北海道 帯広市 東４条南２４丁目１番地１ 0155-24-5858
セイコーマート帯広東１２条 0800812 北海道 帯広市 東１２条南５丁目１０ 0155-24-1139
セイコーマート帯広大空 0800838 北海道 帯広市 大空町１丁目４番地５ 0155-49-1151
セイコーマート帯広弥生新道 0800856 北海道 帯広市 西１８条南３１丁目４番地１ 0155-47-2022
セイコーマート帯広南の森 0800861 北海道 帯広市 南の森東２丁目１２番地１２ 0155-67-0589
セイコーマート帯広清流東 0800871 北海道 帯広市 清流東２丁目１２番地１ 0155-67-6732
セイコーマート帯広西２３条 0802463 北海道 帯広市 西２３条北１丁目１８ 0155-38-7106
セイコーマート帯広白樺通 0802469 北海道 帯広市 西１９条南３丁目５５番２０号 0155-35-5131
セイコーマート帯広西２０条 0802470 北海道 帯広市 西２０条南４丁目３９番１２号 0155-35-0535
セイコーマート帯広西２１条 0802471 北海道 帯広市 西２１条南２丁目４３－６ 0155-58-3200
セイコーマート帯広栄通 0802471 北海道 帯広市 西２１条南３丁目２番地３ 0155-35-3700
セイコーマート帯広西２２条 0802472 北海道 帯広市 西２２条南３丁目３３番地４ 0155-38-3113
セイコーマート西帯広２丁目 0802473 北海道 帯広市 西２３条南２丁目１番地１０ 0155-37-5556
セイコーマート西帯 0802474 北海道 帯広市 西２４条南３丁目 0155-37-1137
セイコーマート帯広自由が丘 0802476 北海道 帯広市 自由が丘４丁目９番地１０ 0155-36-4555
セイコーマート芽室東１条 0820011 北海道 芽室町 東１条１０丁目１番７ 0155-62-9222
セイコーマート釧路昭和４丁目 0840903 北海道 釧路市 昭和町４丁目８番１３号 0154-51-1669
セイコーマート新富士 0840904 北海道 釧路市 新富士町６丁目２番９号 0154-51-4490
セイコーマート鳥取大通９丁目 0840906 北海道 釧路市 鳥取大通９丁目７番１号 0154-52-0811
セイコーマート釧路昭和南 0840909 北海道 釧路市 昭和南６丁目１５番１２号 0154-53-5050
セイコーマート釧路星が浦 0840911 北海道 釧路市 星が浦北２丁目４番２５号 0154-51-8090
セイコーマート星が浦大通 0840912 北海道 釧路市 星が浦大通５丁目５番８号 0154-53-3757
セイコーマート鶴野東 0840923 北海道 釧路市 鶴野東５丁目１番地１１ 0154-53-6611
セイコーマート鶴野 0840924 北海道 釧路市 鶴野東５丁目２５番２１号 0154-53-5577
セイコーマート末広４丁目 0850014 北海道 釧路市 末広町４丁目９番３ 0154-25-3222
セイコーマート釧路和商市場 0850018 北海道 釧路市 黒金町１３丁目２５番地の５ 0154-64-1914
セイコーマート釧路海運 0850023 北海道 釧路市 海運１丁目１番１３号 0154-25-8811
セイコーマート釧路花園 0850038 北海道 釧路市 花園町１０番３２号 0154-31-3623
セイコーマート釧路若草 0850042 北海道 釧路市 若草町４番６号 0154-21-3655
セイコーマート桜ヶ岡 0850805 北海道 釧路市 桜ヶ岡７丁目１番２号 0154-91-3355
セイコーマート釧路春採 0850813 北海道 釧路市 春採１丁目１３番２号 0154-42-1806
セイコーマート釧路興津 0850813 北海道 釧路市 春採４丁目３０番１９号 0154-41-8111
セイコーマートきたぼし 0850815 北海道 釧路市 材木町１２番１１号 0154-41-0248
セイコーマート釧路材木町 0850815 北海道 釧路市 材木町２１番２３号 0154-43-3581
セイコーマート釧路鶴ヶ岱 0850821 北海道 釧路市 鶴ヶ岱２丁目１番３号 0154-42-0505
セイコーマート城山釧路 0850826 北海道 釧路市 城山１丁目６番２４号 0154-44-3377
セイコーマート釧路南大通 0850841 北海道 釧路市 南大通２丁目１番５号 0154-42-7500
セイコーマート根室厚床 0860064 北海道 根室市 厚床１丁目２１９番１４ 0153-26-3351
セイコーマート富田屋 0860205 北海道 別海町 別海常盤町１番地 0153-75-2026
セイコーマート川上 0860215 北海道 別海町 別海川上町１４１－１ 0153-75-1511
セイコーマート中西別 0860343 北海道 別海町 中西別光町１－１ 0153-75-4010
セイコーマートしまかげ中春別 0860653 北海道 別海町 中春別西町２番地 0153-76-3003
セイコーマート中標津東２条 0861002 北海道 中標津町 東２条南１１丁目５番地４ 0153-72-6655
セイコーマートしもとちたな 0861013 北海道 中標津町 東１３条南２丁目 0153-79-4503
セイコーマート東２６条 0861026 北海道 中標津町 東２６条南１丁目 0153-79-2244
セイコーマート中標津東 0861059 北海道 中標津町 東１９条北４丁目２番２ 0153-73-3777
セイコーマート中標津西１条 0861121 北海道 中標津町 西１条北１丁目１番地１ 0153-72-8018
セイコーマート中標津 0861125 北海道 中標津町 西５条北７丁目８－４ 0153-73-1108
セイコーマート中標津西町 0861157 北海道 中標津町 西町６丁目１３番地 0153-79-4525
セイコーマートこんどう標津 0861633 北海道 標津町 北３条東１丁目１番４号 0153-82-2107
セイコーマート尾岱沼 0861644 北海道 別海町 尾岱沼潮見町１９０－１ 0153-86-2110
セイコーマート標津まるよし 0861657 北海道 標津町 南７条１丁目１－２７ 0153-82-2518
セイコーマート富士見 0861831 北海道 羅臼町 富士見町４番地 0153-87-3858
セイコーマート羅臼礼文 0861834 北海道 羅臼町 礼文町５６番１４ 0153-87-3552
セイコーマート羅臼あしざき 0861841 北海道 羅臼町 八木浜町２４番地 0153-88-2002
セイコーマート根室高校前 0870004 北海道 根室市 光洋町３丁目３８－３ 0153-22-8021



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート光洋 0870004 北海道 根室市 光洋町２－３４ 0153-29-2323
タイエー曙 0870006 北海道 根室市 曙町２丁目２番地 0153-23-3372
タイエー千島本店 0870018 北海道 根室市 千島町２丁目４３番地 0153-23-3443
セイコーマートのと 0870024 北海道 根室市 宝林町２－１２２ 0153-24-6610
タイエー西浜 0870025 北海道 根室市 西浜町３丁目１０番地１ 0153-29-2400
セイコーマート根室西浜 0870025 北海道 根室市 西浜町９丁目１１番地３ 0153-23-4447
セイコーマート花咲 0870032 北海道 根室市 花咲港１８０－１ 0153-25-8829
セイコーマート根室平内 0870048 北海道 根室市 平内町２丁目１６番地 0153-23-3795
セイコーマートたぼ琴平 0870055 北海道 根室市 琴平町２丁目３４番地 0153-24-0782
セイコーマートうちやま歯舞 0870163 北海道 根室市 歯舞３丁目４－１ 0153-28-4455
セイコーマート音別 0880117 北海道 釧路市 音別町朝日２丁目１４番地 01547-6-3608
セイコーマート本通白糠 0880302 北海道 白糠町 東２条南２丁目２ 01547-2-3330
セイコーマート白糠 0880331 北海道 白糠町 東１条北５丁目１番地１ 01547-2-3847
セイコーマート西庶路 0880574 北海道 白糠町 西庶路東３条南２丁目 01547-5-9111
セイコーマート光和 0880623 北海道 釧路町 光和８丁目３５番地１ 0154-38-1577
セイコーマート別保 0880628 北海道 釧路町 東陽大通西２丁目１番１２号 0154-40-6601
セイコーマート厚岸ポント 0881111 北海道 厚岸町 奔渡６丁目９８番地 0153-52-1855
セイコーマート厚岸松葉 0881116 北海道 厚岸町 松葉２丁目９３番地 0153-52-7110
セイコーマート厚岸 0881124 北海道 厚岸町 字宮園町１８５番地５ 0153-52-2991
セイコーマート厚岸港町 0881128 北海道 厚岸町 港町２丁目５８番地 0153-52-2099
セイコーマート浜中 0881360 北海道 浜中町 茶内橋北西８番地３ 0153-65-3011
セイコーマート霧多布 0881511 北海道 浜中町 霧多布東１条１丁目５１番地 0153-62-2698
セイコーマートいしばし 0881526 北海道 浜中町 新川西１丁目１４４番 0153-62-4555
セイコーマートたにぐち釧路 0882143 北海道 釧路町 河畔２丁目５番 0154-40-2280
セイコーマート遠矢 0882151 北海道 釧路町 よし野１丁目９番 0154-40-4676
セイコーマート標茶旭 0882301 北海道 標茶町 旭３丁目７番１５号 015-485-5000
セイコーマート中茶安別 0882322 北海道 標茶町 字中チャンベツ原野基線３７－２３ 015-488-6250
セイコーマート西春別 0882562 北海道 別海町 西春別駅前栄町３９番地１ 0153-77-2065
セイコーマート計根別 0882682 北海道 中標津町 計根別本通西１丁目 0153-78-2005
セイコーマート上春別 0882724 北海道 別海町 上春別栄町２番地１ 0153-76-5701
セイコーマート磯分内 0883147 北海道 標茶町 字熊牛原野１６線西３－３９ 015-486-2262
セイコーマートやまな 0883201 北海道 弟子屈町 摩周２丁目８番６号 015-482-2004
セイコーマート弟子屈美里 0883215 北海道 弟子屈町 美里１丁目２－３ 015-482-8201
セイコーマート川湯 0883465 北海道 弟子屈町 川湯温泉１丁目５７ 015-483-5021
セイコーマート札内北町 0890534 北海道 幕別町 札内北町３４番の１９ 0155-56-7822
セイコーマート札内若草 0890544 北海道 幕別町 札内若草町５３９番地６０ 0155-56-2862
セイコーマート足寄東 0893711 北海道 足寄町 南１条４丁目 0156-25-7510
セイコーマート足寄 0893717 北海道 足寄町 南７条１丁目４０－１ 0156-25-4092
セイコーマート北見大正 0900008 北海道 北見市 大正１４０番１１ 0157-36-1130
セイコーマート北見青葉 0900018 北海道 北見市 青葉町１４番１５号 0157-22-5171
セイコーマート北見幸町 0900036 北海道 北見市 幸町２丁目１番２３号 0157-31-3919
セイコーマート北見駅前 0900040 北海道 北見市 大通西２丁目１２番地 0157-22-0303
セイコーマート北見卸町 0900056 北海道 北見市 卸町１丁目１番１号 0157-36-8122
セイコーマート美芳 0900064 北海道 北見市 美芳町５丁目４－４ 0157-23-2404
セイコーマート北見寿 0900065 北海道 北見市 寿町３丁目４－６ 0157-26-3904
セイコーマート北見田端 0900802 北海道 北見市 田端町７１番地１１ 0157-31-5575
セイコーマート清月 0900805 北海道 北見市 清月町７番地２ 0157-23-4779
セイコーマート北見常盤 0900817 北海道 北見市 常盤町４丁目１３番地１０ 0157-23-5900
セイコーマート北見川沿 0900821 北海道 北見市 川沿町１４５番地１０９ 0157-22-5839
セイコーマートとん田西町 0900834 北海道 北見市 とん田西町３０９番地９ 0157-66-3906
セイコーマート北見中央三輪 0900837 北海道 北見市 中央三輪１丁目３６３番地１ 0157-36-5080
セイコーマート留辺蘂元町 0910001 北海道 北見市 留辺蘂町元町１９番地 0157-67-2115
セイコーマートるべしべ 0910026 北海道 北見市 留辺蘂町旭公園９５番地４ 0157-42-3337
セイコーマート美幌鳥里 0920003 北海道 美幌町 字鳥里４丁目３番地２１ 0152-73-0390
セイコーマート美幌稲美 0920027 北海道 美幌町 字稲美９２番１３ 0152-72-0220
セイコーマート美幌青山 0920066 北海道 美幌町 字青山北４５番地４ 0152-73-2342
セイコーマート網走南２条 0930012 北海道 網走市 南２条西４丁目２番３号 0152-45-1668
セイコーマートおおはし 0930031 北海道 網走市 つくしケ丘６丁目 0152-43-5211
セイコーマート駒場北 0930033 北海道 網走市 駒場北３丁目３番１号 0152-45-3225
セイコーマート網走潮見３丁目 0930042 北海道 網走市 潮見３丁目８番１ 0152-43-4338
セイコーマート網走潮見 0930042 北海道 網走市 潮見２丁目 0152-61-2236
セイコーマート網走学園通 0930042 北海道 網走市 潮見１８７番１ 0152-45-1171
セイコーマート網走北６条 0930076 北海道 網走市 北６条西５丁目４番地１ 0152-44-0338
セイコーマート卯原内 0930132 北海道 網走市 二見ヶ岡１０５番２０ 0152-61-8839
セイコーマートところ 0930210 北海道 北見市 常呂町字常呂５７６番５ 0152-54-3435
セイコーマートサロマ 0930504 北海道 佐呂間町 西富９２番地４ 01587-2-1300
セイコーマート紋別ごとう 0940007 北海道 紋別市 落石町４丁目３４番地７ 0158-24-7070
セイコーマート紋別落石 0940007 北海道 紋別市 落石町３丁目３７番２０号 0158-24-6020



 店舗名 〒 都道府県 市町村区 番地 電話番号 営業日・時間
セイコーマート紋別港町 0940011 北海道 紋別市 港町６丁目１０－３ 0158-23-2507
セイコーマート紋別南が丘 0940013 北海道 紋別市 南が丘町７丁目８番５号 0158-23-6058
セイコーマート紋別緑町５丁目 0940015 北海道 紋別市 緑町５丁目６番１０号 0158-28-7517
セイコーマート紋別大山 0940021 北海道 紋別市 大山町３丁目５－５１ 0158-23-7171
セイコーマート士別北大通り 0950011 北海道 士別市 東１条北７丁目８番 0165-22-3282
セイコーマート士別南大通り 0950012 北海道 士別市 東２条９丁目２番 0165-29-6363
セイコーマート士別西 0950023 北海道 士別市 西３条１丁目 0165-22-3701
セイコーマート上士別 0950371 北海道 士別市 上士別町１４３８番地 0165-29-3131
セイコーマート名寄東６条 0960006 北海道 名寄市 東６条南９丁目１０９番地７５ 01654-2-7277
セイコーマート名寄中央 0960014 北海道 名寄市 西４条南１丁目１０－１ 01654-2-0907
セイコーマート名寄西４条 0960014 北海道 名寄市 西４条南９丁目４番１号 01654-9-5122
セイコーマート名寄大通 0960030 北海道 名寄市 大通北５丁目７ 01654-3-6755
セイコーマート名寄西１０条 0960040 北海道 名寄市 西１０条北４丁目８番地１１０ 01654-2-4000
セイコーマート南稚内 0970001 北海道 稚内市 末広２丁目１番２号 0162-29-0902
セイコーマートさの末広 0970002 北海道 稚内市 潮見２丁目５番１７号 0162-29-4115
セイコーマートきくや 0970002 北海道 稚内市 潮見１丁目６－１８ 0162-33-2501
セイコーマートこまどり 0970003 北海道 稚内市 こまどり５丁目２番１０号 0162-23-5858
セイコーマートふるにし 0970004 北海道 稚内市 緑２丁目３番１９号 0162-23-3388
セイコーマートみどり 0970004 北海道 稚内市 緑４丁目１７番５号 0162-22-4696
セイコーマート大黒 0970005 北海道 稚内市 大黒３丁目４－４４ 0162-24-1717
セイコーマートかたやま 0970011 北海道 稚内市 はまなす２丁目４番１号 0162-33-3198
セイコーマートきごし 0970016 北海道 稚内市 萩見２丁目１５番１０号 0162-32-5595
セイコーマート若葉台 0970016 北海道 稚内市 萩見５丁目３５番８号 0162-32-2571
セイコーマートなかがわ稚内 0970021 北海道 稚内市 港３丁目１番４号 0162-23-2233
セイコーマートみなと 0970021 北海道 稚内市 港５丁目６番５２号 0162-23-4410
セイコーマート稚内駅前 0970022 北海道 稚内市 中央３丁目６番１号 0162-23-8710
セイコーマート稚内中央 0970022 北海道 稚内市 中央４丁目６番３号 0162-23-5881
セイコーマート稚内１条通 0970022 北海道 稚内市 中央５丁目９番１７号 0162-22-6601
セイコーマート宝来 0970024 北海道 稚内市 宝来４丁目７番３７号 0162-23-5266
セイコーマートえびす 0970025 北海道 稚内市 恵比須５丁目１－２１ 0162-29-2272
セイコーマート利尻 0970101 北海道 利尻富士町 鴛泊栄町 0163-82-1962
セイコーマート鬼脇 0970211 北海道 利尻富士町 鬼脇字金崎２５３番１ 0163-83-1771
セイコーマート沓形 0970401 北海道 利尻町 沓形字本町８１番地 0163-89-4501
セイコーマート香深 0971201 北海道 礼文町 大字香深村字ヘウケトンナイ１７６号 0163-89-6025
セイコーマート和寒 0980133 北海道 和寒町 字北町２３番地 0165-32-3301
セイコーマートけんぶち 0980331 北海道 剣淵町 西町２１番５号 0165-34-9569
セイコーマート風連 0980503 北海道 名寄市 風連町大町３４番地 01655-3-2177
セイコーマート下川 0981205 北海道 下川町 西町２４０番 01655-5-2036
セイコーマート西興部 0981501 北海道 西興部村 西興部３８番地 0158-88-5023
セイコーマート興部 0981607 北海道 興部町 字興部１３７ 0158-82-3177
セイコーマート雄武 0981702 北海道 雄武町 字雄武８３３番地 0158-84-2133
セイコーマート雄武日の出 0981702 北海道 雄武町 字雄武２０４番１ 0158-84-2911
セイコーマート沙留 0981941 北海道 興部町 字沙留１９３番地１ 0158-88-4008
セイコーマート美深 0982230 北海道 美深町 大通南７丁目１６番地１５ 01656-2-1108
セイコーマート天塩中川 0982802 北海道 中川町 字中川２２９番地１２ 01656-7-3900
セイコーマートほろのべ 0983217 北海道 幌延町 元町２７番地４ 01632-5-2676
セイコーマート天塩川口 0983312 北海道 天塩町 字川口５６９２番地２ 01632-2-3526
セイコーマートあかつか天塩 0983312 北海道 天塩町 字川口５７８８番６ 01632-9-2023
セイコーマート遠別 0983543 北海道 遠別町 字本町５丁目１７番地 01632-7-2108
セイコーマート遠別本町 0983543 北海道 遠別町 字本町２丁目４０番４１番地 01632-9-6021
セイコーマートエベコロ 0984110 北海道 豊富町 大通１丁目 0162-29-6122
セイコーマート歌登 0985206 北海道 枝幸町 歌登西町１２０番地８７ 0163-68-3655
セイコーマートなかとんべつ 0985551 北海道 中頓別町 字中頓別１６１番地３ 01634-6-2721
セイコーマート枝幸さいわい 0985805 北海道 枝幸町 幸町１３１２の１ 0163-69-2070
セイコーマート枝幸 0985814 北海道 枝幸町 岬町 0163-62-4649
セイコーマート枝幸栄町 0985821 北海道 枝幸町 栄町６４９番地４ 0163-62-3555
セイコーマートふじた枝幸 0985952 北海道 枝幸町 乙忠部１２７番地１ 0163-67-5577
セイコーマートとみいそ 0986756 北海道 稚内市 宗谷村字富磯 0162-77-2146
セイコーマート丸瀬布 0990205 北海道 遠軽町 丸瀬布東町２４７番地９ 0158-47-3177
セイコーマート遠軽 0990401 北海道 遠軽町 大通北９丁目２番地１３ 0158-42-8482
セイコーマート遠軽南町 0990414 北海道 遠軽町 南町３丁目１２－３ 0158-42-0108
セイコーマート遠軽西町 0990428 北海道 遠軽町 西町１丁目４－３３ 0158-49-2135
セイコーマート安国 0990622 北海道 遠軽町 生田原安国９２番地４ 0158-46-2030
セイコーマート生田原 0990701 北海道 遠軽町 生田原４７３番地１ 0158-45-3310
セイコーマート上ところ 0991585 北海道 北見市 上ところ２８５番地 0157-39-3866
セイコーマート女満別 0992322 北海道 大空町 女満別西２条２丁目２番２号 0152-74-4413
セイコーマート北浜 0993112 北海道 網走市 字北浜９０番地１ 0152-61-7400
セイコーマートさとみ 0993213 北海道 大空町 東藻琴３４４番地４ 0152-66-3311
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セイコーマート小清水道の駅 0993452 北海道 小清水町 浜小清水４７４－７ 0152-67-6736
セイコーマート小清水 0993600 北海道 小清水町 元町１丁目１０番１２号 0152-62-3366
セイコーマート斜里 0994112 北海道 斜里町 港町１４番地９ 0152-23-3123
セイコーマート斜里青葉 0994117 北海道 斜里町 青葉町２５－９ 0152-23-6373
セイコーマートウトロ 0994355 北海道 斜里町 ウトロ東１５６ 0152-22-5012
セイコーマート清里水元 0994406 北海道 清里町 水元２６番地１９ 0152-22-4111
セイコーマート上渚滑 0995354 北海道 紋別市 上渚滑町４丁目１３８番地の１ 0158-25-2308
セイコーマート滝上 0995606 北海道 滝上町 字滝上原野２１１５番１１ 0158-29-3377
セイコーマートたかだ中湧別 0996322 北海道 湧別町 北兵村三区５１８番４ 01586-2-4780
セイコーマート湧別 0996414 北海道 湧別町 錦１４５番地２１ 01586-4-3040
セイコーマート上湧別 0996501 北海道 湧別町 上湧別屯田市街地２９４－２ 01586-2-3566
セイコーマート阿見岡崎 3000331 茨城県 阿見町 岡崎２丁目１－１５ 029-887-1151
セイコーマートつくば今鹿島 3002641 茨城県 つくば市 今鹿島字下屋敷西３４７６－８ 029-847-0433
セイコーマート常総新石下 3002706 茨城県 常総市 新石下字横町東３７１８番地２ 0297-42-0131
セイコーマート常総本豊田 3002711 茨城県 常総市 本豊田１８１９番地１ 0297-42-8811
セイコーマート常総鴻野山 3002746 茨城県 常総市 鴻野山字古間木往還端１７３９－４ 0297-43-8605
セイコーマートむらい八千代 3003561 茨城県 八千代町 平塚２１７－２ 0296-48-0018
セイコーマート土浦大畑 3004111 茨城県 土浦市 大畑１４６４番１２ 029-862-3110
セイコーマート真壁羽鳥 3004412 茨城県 桜川市 真壁町羽鳥字石田８２３－１ 0296-54-1134
セイコーマート桜川下谷貝 3004426 茨城県 桜川市 真壁町下谷貝字一本松２２６２－３ 0296-54-1899
セイコーマート明野中上野 3004524 茨城県 筑西市 中上野字仲畑１５５５－７ 0296-52-2345
セイコーマート境大歩 3060415 茨城県 境町 大字大歩字原山３５６番地３９ 0280-86-7630
セイコーマート坂東逆井 3060501 茨城県 坂東市 逆井字沼ノ田６２９７－１ 0280-88-7590
セイコーマート坂東長須 3060645 茨城県 坂東市 長須３４３７番地６ 0297-36-2820
セイコーマート筑西舟生 3080111 茨城県 筑西市 舟生字下宿１０１４－１５ 0296-37-1175
セイコーマート桜川岩瀬 3091211 茨城県 桜川市 岩瀬１１４－３ 0296-75-3805
セイコーマート大和 3091231 茨城県 桜川市 本木１５１６－７ 0296-58-7601
セイコーマート桜川大国玉 3091244 茨城県 桜川市 大国玉字山田新田４５２０番３７ 0296-58-6592
セイコーマート笠間大渕 3091604 茨城県 笠間市 大渕６６８－５ 0296-73-0351
セイコーマート笠間柿橋 3091703 茨城県 笠間市 鯉渕６３３８－８ 0296-78-1511
セイコーマート水戸堀町 3100903 茨城県 水戸市 堀町１２２３－１ 029-251-5678
セイコーマート那珂後台 3110111 茨城県 那珂市 後台３０９４－１４ 029-298-6225
セイコーマート那珂戸 3110122 茨城県 那珂市 戸字上宿２６０７番１９ 029-297-0313
セイコーマート常福地 3110322 茨城県 常陸太田市 常福地町字中軍４９１番地１ 0294-78-2789
セイコーマート水戸大場 3111125 茨城県 水戸市 大場町９７６番２ 029-269-5538
セイコーマート十三奉行 3111205 茨城県 ひたちなか市 十三奉行１９２５－８ 029-263-0661
セイコーマート鉾田造谷 3111415 茨城県 鉾田市 造谷字台宿１４２０－１ 0291-37-3667
セイコーマート鉾田柏熊 3111511 茨城県 鉾田市 柏熊字長原１００８番地３５ 0291-32-6566
セイコーマート行方山田 3111704 茨城県 行方市 山田字沼田１０１３番地４ 0291-35-3300
セイコーマート鉾田飯島 3112112 茨城県 鉾田市 飯島字砂子５２７番１ 0291-39-4000
セイコーマート鹿嶋中 3112213 茨城県 鹿嶋市 大字中３１０４番地 0299-69-1515
セイコーマート鹿嶋棚木 3112214 茨城県 鹿嶋市 大字棚木字大野２７８７番２４ 0299-69-7320
セイコーマート鹿嶋小山 3112222 茨城県 鹿嶋市 大字小山字松堀込１０２９番地２４ 0299-69-3657
セイコーマート茨城空港前 3113414 茨城県 小美玉市 外之内字北山２６９番地１ 0299-54-0004
セイコーマート水戸河和田３丁目 3114152 茨城県 水戸市 河和田３丁目２２８０－１ 029-252-3596
セイコーマート城里石塚 3114303 茨城県 城里町 大字石塚１６８８番４ 029-288-2811
セイコーマート常北上入野 3114313 茨城県 城里町 上入野２７８２－１ 029-288-7380
セイコーマート常陸大宮野口 3114503 茨城県 常陸大宮市 野口字上川原２５３２番地７ 0295-55-2235
セイコーマート鹿嶋三笠 3140005 茨城県 鹿嶋市 高天原１丁目６－１ 0299-83-8141
セイコーマート鹿嶋平井 3140012 茨城県 鹿嶋市 平井１０３３番２ 0299-84-1310
セイコーマート行里川 3150022 茨城県 石岡市 行里川１３４２９－５ 0299-23-6133
セイコーマート石岡東光台 3150033 茨城県 石岡市 東光台５丁目２番４７号 0299-26-9709
セイコーマート南台 3150035 茨城県 石岡市 南台２丁目１５－４．１５－５ 0299-26-8757
セイコーマート石岡ばらき 3150042 茨城県 石岡市 茨城３－６－３ 0299-23-2559
セイコーマート上志筑 3150076 茨城県 かすみがうら市 上志筑字白畑１７４－３ 0299-59-4911
セイコーマート石岡瓦谷 3150111 茨城県 石岡市 瓦谷字下宿４１５ 0299-43-2668
セイコーマート石岡柿岡 3150116 茨城県 石岡市 柿岡字柿岡５０４４番地１ 0299-43-3300
セイコーマート石岡園部 3150125 茨城県 石岡市 山崎１７１７－３ 0299-46-3879
セイコーマートはなみち 3150131 茨城県 石岡市 下林２５１７－２ 0299-43-0805
セイコーマート八郷小幡 3150155 茨城県 石岡市 小幡４０９４－１ 0299-42-2181
セイコーマート石岡宇治会 3150162 茨城県 石岡市 宇治会字芝崎２０５０番地４ 0299-43-3833
セイコーマート日立滑川本町 3170051 茨城県 日立市 滑川本町５－１２－２８ 0294-26-0233
セイコーマート高萩手綱 3180004 茨城県 高萩市 大字上手綱字上田中１７１４番地１ 0293-24-2070
セイコーマート水戸中原 3190305 茨城県 水戸市 中原町７７０番地１ 029-259-2900
セイコーマートねもと 3190321 茨城県 水戸市 高田１９０－１０ 029-259-7509
セイコーマート東海須和間 3191114 茨城県 東海村 大字須和間字石フジ２０００番地７６ 029-282-7911
セイコーマート日立川尻 3191411 茨城県 日立市 川尻町６丁目４９－１２ 0294-42-0086
セイコーマート日立かみあい 3191417 茨城県 日立市 かみあい町１－４２－１ 0294-43-1115
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セイコーマート常陸大宮鷹巣 3192214 茨城県 常陸大宮市 鷹巣字田中２９００番地２ 0295-52-6008
セイコーマート大宮若林 3192222 茨城県 常陸大宮市 若林字南平８４６－１ 0295-52-0036
セイコーマートさいたま今羽 3310801 埼玉県 さいたま市北区 今羽町４番地１ 048-652-1236
セイコーマート草加マルエー 3400043 埼玉県 草加市 草加１－１１－３ 048-941-5483
セイコーマートほしの 3400834 埼玉県 八潮市 大字大曽根４９１ 048-996-0414
セイコーマート久喜下早見 3460022 埼玉県 久喜市 下早見４０４番地１ 0480-23-2333
セイコーマート加須向川岸 3470067 埼玉県 加須市 向川岸１０－１８ 0480-53-6112
セイコーマートまちだ 3620065 埼玉県 上尾市 畔吉１２２７ 048-725-2793
セイコーマート伊奈大針 3620803 埼玉県 伊奈町 大針１６６０－４ 048-722-1601


