ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
＜北海道＞
新冠北星町
静内神森
静内旭
苫小牧大町１丁目
苫小牧しらかば町
北広島三井アウトレットパーク
札幌真駒内南町
新札幌バスターミナル前
札幌厚別東２条
札幌里塚緑ヶ丘
札幌本町１条
岩見沢志文
岩見沢４条通
札幌清田２条
江別元江別本町
江別大麻
江別文京台
江別大麻高校東
江別上江別西町
江別一番町
札幌西岡３条
羽幌役場前
富良野緑町
東旭川
旭川３条７丁目
旭川買物公園
滝川東町
女満別
網走大曲
端野町
北見三輪
遠軽豊里
紋別渚滑
北見桜町
帯広自由が丘
帯広西２１南５丁目
帯広西１０条南１丁目
釧路鳥取北５丁目
釧路昭和４丁目
釧路鶴見橋
釧路公立大学前
中標津バイパス
函館中央病院前
函館松見通
函館見晴公園通
函館桔梗３丁目
函館中道２丁目
倶知安基町
岩内東山
室蘭知利別町
登別鷲別町５丁目
札幌駅バスターミナル前
北海道ＳＴ札幌パセオ西
小樽船見坂下
北海道ＳＴ千歳

住所
北海道新冠郡新冠町字北星町２ー８６
北海道日高郡新ひだか町静内神森４－５
北海道日高郡新ひだか町静内旭町１丁目３番３３号
北海道苫小牧市大町１丁目２－５
北海道苫小牧市しらかば町６丁目１６－２１
北海道北広島市大曲幸町３丁目７－６
北海道札幌市南区真駒内南町４－２－１
北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３－３５
北海道札幌市厚別区厚別東２条４丁目６－６
北海道札幌市清田区里塚緑ヶ丘５丁目１－１
北海道札幌市東区本町１条２丁目４－３６
北海道岩見沢市ふじ町２条４丁目２
北海道岩見沢市４条西１８丁目１０
北海道札幌市清田区清田２条２丁目１－１
北海道江別市元江別本町４１－６
北海道江別市文京台東町２８番１６
北海道江別市文京台３１－１
北海道江別市大麻桜木町２８番地１１
北海道江別市上江別西町４２－２３
北海道江別市一番町３０番１
北海道札幌市豊平区西岡３条８丁目１１番３７号
北海道苫前郡羽幌町南町１－３
北海道富良野市緑町１２番１号
北海道旭川市東旭川北１条３丁目１－２５
北海道旭川市３条通７丁目４２５番地１
北海道旭川市宮下通７丁目２３９９番地１
北海道滝川市東町３丁目９２－４
北海道網走郡大空町女満別本通５丁目２番３１号
北海道網走市大曲１丁目９－３
北海道北見市端野町二区４４７－５２
北海道北見市中央三輪２丁目４０１－１
北海道紋別郡遠軽町豊里５０７番地１１
北海道紋別市渚滑町５ー２４ー１
北海道北見市桜町５丁目６９番地
北海道帯広市西１９条南５丁目２８－２
北海道帯広市西２１条南５丁目１８番１６号
北海道帯広市西１０条南１丁目５－２
北海道釧路市鳥取北５丁目５－１６
北海道釧路市昭和町４丁目８ー２
北海道釧路市愛国西４丁目１番１号
北海道釧路市文苑４丁目６６番２
北海道標津郡中標津町桜ヶ丘３丁目９番１
北海道函館市本町３２番３号
北海道函館市本通１丁目２１－１
北海道函館市湯川町３丁目２７番１号
北海道函館市桔梗３丁目２２－１１
北海道函館市中道２丁目３８－５
北海道虻田郡倶知安町北３条西２丁目６番地
北海道岩内郡岩内町字東山１３３ー１
北海道室蘭市知利別町２丁目７番６号
北海道登別市鷲別町５丁目７番地６
北海道札幌市中央区北４条西２丁目１－２５
北海道札幌市北区北６条西２丁目
北海道小樽市稲穂３丁目２０番１２号
北海道千歳市千代田町７丁目 ＪＲ千歳駅構内

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
千歳信濃２丁目
札幌南６条
小樽桂岡
札幌発寒７条
＜青森県＞
青森石江三好
青森沖館１丁目
青森長島４丁目
青森浜田２丁目
青森問屋町１丁目
青森造道３丁目
板柳辻
弘前門外２丁目
弘前小比内５丁目
弘前和泉
弘前ショッピングプラザシティ
弘前外崎
黒石市ノ町
弘前青山５丁目
弘前新町
三沢中央町４丁目
階上蒼前西７丁目
八戸小中野２丁目
八戸城下４丁目
＜秋田県＞
美郷土崎
秋田大潟
秋田山王６丁目
由利本荘鶴沼
大館池内
大館御成町
＜岩手県＞
花泉堺田
遠野松崎町
八幡平バイパス
八幡平野駄
金ケ崎バイパス
北上バイパス
奥州水沢東中通り
＜宮城県＞
小牛田青生
仙台泉区役所前
仙台鉄砲町
仙台扇町１丁目
利府中央３丁目
仙台岩切稲荷東
仙台岩切
仙台柳町通
名取下増田
名取手倉田
仙台一高前
古川新鶴巻
仙台中山吉成
小牛田青生
＜山形県＞
山形江南２丁目

住所
北海道千歳市信濃２ー１２ー１
北海道札幌市中央区南６条西１０丁目１０１７－７
北海道小樽市桂岡町３番１号
北海道札幌市西区発寒７条１０丁目１番３０号
青森県青森市大字石江字三好１３６－３
青森県青森市沖館１丁目１－１
青森県青森市長島４丁目２３－２７
青森県青森市浜田２丁目１６－４
青森県青森市問屋町１丁目９番２２号
青森県青森市造道３丁目２－２
青森県北津軽郡板柳町大字辻字松元４１－１
青森県弘前市大字門外２丁目１２－８
青森県弘前市大字小比内５丁目１８－９
青森県弘前市大字和泉２丁目１８番地１
青森県弘前市大字大町１丁目１番２
青森県弘前市大字外崎１丁目３番地４
青森県黒石市大字市ノ町１８番地６号
青森県弘前市大字青山５丁目２８番地１
青森県弘前市大字新町１６５－２
青森県三沢市中央町４丁目１番３
青森県三戸郡階上町蒼前西７丁目９番地２３１８
青森県八戸市小中野２丁目１番２５号
青森県八戸市城下４丁目７番６号
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙１１１－１０
秋田県南秋田郡大潟村字西５丁目１６番地３
秋田県秋田市山王６丁目２番１４号
秋田県由利本荘市鶴沼３０番１
秋田県大館市池内字田中２７８番
秋田県大館市御成町３丁目６番７７号
岩手県一関市花泉町金沢字砂子田２８－２
岩手県遠野市松崎町白岩１５地割４番３９
岩手県八幡平市大更第３６地割４６９番地１
岩手県八幡平市野駄２１－２２０－１
岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻長根前９６番地
岩手県北上市相去町旧舘沢４３－４２
岩手県奥州市水沢区東中通リ１丁目６９番２
宮城県遠田郡美里町青生字柳原１２－３
宮城県仙台市泉区泉中央３丁目３番１
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西１番地１０
宮城県仙台市宮城野区扇町１－６－６
宮城県宮城郡利府町中央３丁目１番１
宮城県仙台市宮城野区岩切字今市６９
宮城県仙台市宮城野区岩切分台３丁目１３－１０
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１４－３５
宮城県名取市美田園２－９－５
宮城県名取市手倉田字堰根１６１
宮城県仙台市若林区連坊２丁目１１番１号
宮城県大崎市古川小野字新鶴巻２９－１
仙台市青葉区中山吉成１ー６ー１
宮城県遠田郡美里町青生字柳原１２－３
山形県山形市江南２丁目５番５７号

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
山形陣場１丁目
寒河江西根
朝日町宮宿
新庄鳥越
酒田東大町３丁目
酒田日本海病院前
長井東町
＜福島県＞
楢葉下小塙
いわき平月見町
福島霊山
二本松油井中條
郡山鳴神
三春インター
福島笹木野立田
郡山鶴見坦１丁目
いわき遠野
いわき勿来酒井原
福島山口
保原１丁目
保原市役所南
いわき明星大学前
福島桑折バイパス
会津高田
原町日の出町
＜新潟県＞
下越津川
新潟滝谷町
新潟田家１丁目
燕井土巻
新潟ＮＥＸＴ２１
見附市役所通り
燕桜町
新潟小新４丁目
三条林町
長岡中島７丁目
新潟小針１丁目
新潟白山駅前
新潟新通
白根大通黄金
村上山居町
下越京ヶ瀬
新潟濁川インター
聖籠真野
新発田下飯塚
新潟亀田四ツ興野
柏崎田塚
柏崎松波
＜栃木県＞
今市豊田
日光瀬尾
黒磯豊浦
大田原本町１丁目
矢板鹿島町
矢板下太田
矢板片岡

住所
山形県山形市陣場１－２５２－１
山形県寒河江市大字西根字石川西２９２－１
山形県西村山郡朝日町大字宮宿２３９６
山形県新庄市大字鳥越２０８３－８
山形県酒田市東大町３丁目７－１４
山形県酒田市大宮町２丁目８－９
山形県長井市東町１８５３－１
福島県双葉郡楢葉町下小塙字四斗蒔１５－２
福島県いわき市平字月見町２１－１
福島県伊達市霊山町下小国字畑尻５番地
福島県二本松市油井字中條６９－１
福島県郡山市鳴神１－６
福島県田村郡三春町大字熊耳字神山２５９－１
福島県福島市笹木野字立田１５－７
福島県郡山市鶴見坦１丁目６－２３
福島県いわき市遠野町上遠野字太田１０１ー１
福島県いわき市勿来町窪田酒井原１２－６
福島県福島市山口字雷４ー１
福島県伊達市保原町字１丁目１２
福島県伊達市保原町字岡代８６－１
福島県いわき市中央台飯野４－１８－１
福島県伊達郡桑折町大字谷地南１４－１
福島県大沼郡会津美里町永井野岩ノ神２１１７
福島県南相馬市原町区日の出町２１
新潟県東蒲原郡阿賀町津川奥田前６２６－１
新潟県新潟市秋葉区滝谷町６－１３
新潟県新潟市秋葉区田家１丁目１－３１
新潟県燕市井土巻２丁目６３番
新潟県新潟市中央区西堀通６番町８６６番地
新潟県見附市市野坪町１２２８ー１
新潟県燕市杣木３１９４番
新潟県新潟市西区小新４丁目９番３９号
新潟県三条市林町２丁目３１３－１
新潟県長岡市中島７丁目１－３５
新潟県新潟市西区小針１丁目３０番５号
新潟県新潟市中央区白山浦２－１９２－２１
新潟県新潟市西区新通２１９５番地１
新潟県新潟市南区大通黄金４丁目１番地１０号
新潟県村上市山居町２－６－２７
新潟県阿賀野市姥ケ橋字町道下４５６
新潟県新潟市北区濁川１０２０－１
新潟県北蒲原郡聖籠町大字真野字聖籠山１３９５－１
新潟県新発田市下飯塚６８番地
新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野１－１－３７
新潟県柏崎市田塚１ー９ー２３
新潟県柏崎市松波４丁目２０４６－５
栃木県日光市豊田４４８－１
栃木県日光市瀬尾４４－２
栃木県那須塩原市豊浦北町６９－８２
栃木県大田原市本町１丁目２６９０－８
栃木県矢板市鹿島町５番８号
栃木県矢板市下太田字枇杷原３８７－１
栃木県矢板市乙畑字鶴ケ池１６４３－１０

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
矢板中
宇都宮下田原
宇都宮問屋町
宇都宮滝の原
藤岡町藤岡
鹿沼栄町
小山羽川北
小山喜沢
壬生総合運動公園北
下野花見ヶ岡
小山出井
小山城北
栃木駅南
上三川上蒲生
宇都宮駅前
＜茨城県＞
阿見中央７丁目
阿見あけぼの
古河原町
阿見実穀
竜ヶ崎南中島
茨城境染谷
取手新町３丁目
つくば桜柴崎
三和諸川宮久保
下館折本
つくば北大通り
水戸赤塚１丁目
大洗駅前通り
ひたちなか笹野
ひたちなか高野
水戸塩崎町
日立鮎川町６丁目
土浦中高津
笠間手越
石岡運動公園前
神栖済生会病院前
＜群馬県＞
前橋南町２丁目
榛東広馬場
群馬赤堀南
前橋表町２丁目
前橋元総社町北
桐生競艇場前
前橋西片貝１丁目
大泉中央１丁目
大泉吉田
渋川東町
渋川辰巳町
安中バイパス
館林本町２丁目
高崎藤塚町
太田市菅塩町
伊勢崎国定町２丁目
伊勢崎田部井町
伊勢崎境下武士

住所
栃木県矢板市中字赤田４３９－１１
栃木県宇都宮市下田原字塚原１８６－３
栃木県宇都宮市石井町３１４９－９
栃木県宇都宮市鶴田町３３９３－５
栃木県栃木市藤岡町大字藤岡字新町１９３７－１
栃木県鹿沼市栄町３丁目４２番６
栃木県小山市羽川５１７－１３
栃木県小山市喜沢１１４１－２
栃木県下都賀郡壬生町大字国谷字明城２３２３－６
栃木県下野市国分寺１２０４－２
栃木県小山市大字出井字本郷東１３３８－１
栃木県小山市城北２－２１－１１
栃木県栃木市沼和田町１１－１２
栃木県河内郡上三川町大字上蒲生２１７４－１
宇都宮市駅前通１ー５ー１
茨城県稲敷郡阿見町中央７丁目５７６番地９
茨城県稲敷郡阿見町岡崎１丁目３０番地１６
茨城県古河市原町１８４
茨城県稲敷郡阿見町実穀２－１１
茨城県龍ケ崎市南中島町６２－２
茨城県猿島郡境町染谷字中道３１０－５
茨城県取手市新町３－３７２－３
茨城県つくば市桜３ー８ー１
茨城県古河市諸川１３６８－１
茨城県筑西市折本７３２－４
茨城県つくば市春日２ー２５ー４
茨城県水戸市赤塚１丁目１９７７－１
茨城県東茨城郡大洗町桜道２１０
茨城県ひたちなか市笹野町３丁目３－１
茨城県ひたちなか市高野７４ー１
茨城県水戸市塩崎町字下沼７５３番１
茨城県日立市鮎川町６丁目１３５番
茨城県土浦市中高津２－１９３
茨城県笠間市手越１８－１
茨城県石岡市東田中１３２２－８
茨城県神栖市知手中央７丁目３４０５－２５６
群馬県前橋市南町２丁目４０－１
群馬県北群馬郡榛東村広馬場１６４０ー２
群馬県伊勢崎市市場町２丁目４７３－７
群馬県前橋市表町２－２２－１３
群馬県前橋市元総社町１－２９－１１
群馬県みどり市笠懸町阿左美２７０３－５
群馬県前橋市西片貝町１丁目２６０－１
群馬県邑楽郡大泉町中央１丁目１番２７号
群馬県邑楽郡大泉町吉田１０３８番１
群馬県渋川市渋川９０８－２５
群馬県渋川市渋川１８２０－２３
群馬県安中市安中４－１２－５
群馬県館林市本町２丁目１１－９
群馬県高崎市藤塚町４２３－１
群馬県太田市菅塩町２０７２番１号
群馬県伊勢崎市国定町２丁目１９８９－１
群馬県伊勢崎市田部井町２－７３６－１
群馬県伊勢崎市境下武士３３７番地１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
伊勢崎田中島
伊勢崎韮塚町
太田市鳥山上町
伊勢崎安堀町
＜埼玉県＞
新座石神１丁目
新座大和田
飯能永田
さいたま西堀８丁目
さいたま飯田新田
飯能駅北口
飯能双柳東
深谷原郷
入間扇台３丁目
大宮大和田前原
入間市野田
朝霞三原３丁目
所沢北秋津
所沢若松町
所沢西狭山ヶ丘２丁目
けやき広場前
大宮駅桜木１丁目
狭山台団地
狭山柏原
狭山中央２丁目
秩父上宮地
長瀞中野上
加須外野
加須駅南口
行田さきたま古墳前
森林公園駅南口
東松山元宿
川越石田
桶川若宮２丁目
羽生須影
桶川川田谷
熊谷原島
熊谷久保島
桶川倉田
桶川末広３丁目南
久喜本町１丁目
上尾上
上尾上町１丁目
川越砂
羽生砂山
川越石原町１丁目
川越サンロード
川口東領家２丁目
八潮２丁目
川口石神
川口戸塚５丁目
草加氷川北
草加松原団地
草加中根２丁目
草加青柳５丁目
蕨東口１番街

住所
群馬県伊勢崎市田中島町１４６５－１
群馬県伊勢崎市韮塚町１２１１－５
群馬県太田市鳥山上町２３５０－１
群馬県伊勢崎市安堀町１９０３－３
埼玉県新座市石神１－１０－２８
埼玉県新座市大和田１－２５－２６
埼玉県飯能市永田１０１
埼玉県さいたま市桜区西堀８－２１－３５
埼玉県さいたま市西区大字飯田新田２６０番地４
埼玉県飯能市柳町２４－３
埼玉県飯能市双柳１１７１－５
埼玉県深谷市原郷４２４－１
埼玉県入間市扇台３－６－３
埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－１４８８－７
埼玉県入間市野田１４４６－１
埼玉県朝霞市三原３丁目１－９
埼玉県所沢市北秋津１３８番地
埼玉県所沢市若松町８５３－３
埼玉県所沢市西狭山ヶ丘２丁目２１３０－１
埼玉県さいたま市中央区新都心９番地
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１５１
埼玉県狭山市狭山台３－２５－２
埼玉県狭山市柏原１４９６－５
埼玉県狭山市中央２－２５－２５
埼玉県秩父市上宮地町２５－１３
埼玉県秩父郡長瀞町中野上竹の内３４１－１
埼玉県加須市外野７４８
埼玉県加須市富士見町２７０－１
埼玉県行田市大字佐間１５２９－１
埼玉県比企郡滑川町都９ー１
埼玉県東松山市元宿１丁目３０番１４
埼玉県川越市大字石田６１５番１
埼玉県桶川市若宮２－１６
埼玉県羽生市大字須影２６５－１
埼玉県桶川市川田谷３２１２－１
埼玉県熊谷市原島字天神１番２
埼玉県熊谷市久保島９２５ー２
埼玉県桶川市大字倉田２８９－１３
埼玉県桶川市末広３－２－１
埼玉県久喜市本町１丁目７－３２
埼玉県上尾市上２３３－１
埼玉県上尾市上町１－２－２２
埼玉県川越市砂１０４３－５
埼玉県羽生市大字砂山字新田１０４３－１
埼玉県川越市石原町１－５－１
埼玉県川越市脇田町４－３
埼玉県川口市東領家２－３－１
埼玉県八潮市大字２丁目字上２０６－１
埼玉県川口市石神６７０－１
埼玉県川口市戸塚５－１９－３５
埼玉県草加市氷川町２１７１－２１
埼玉県草加市松原２丁目１番２号
埼玉県草加市中根２－９－１
埼玉県草加市青柳５－１３－１０
埼玉県蕨市塚越１－５－１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
草加瀬崎１丁目
南浦和駅東口
戸田上戸田３丁目
東浦和駅前
越谷蒲生愛宕町
宮代中央
岩槻諏訪
杉戸内田４丁目
東浦和駅南
浦和原山３丁目
越谷大杉
さいたま浮谷
越谷増森
さいたま仲町２丁目
春日部谷原２丁目
春日部増田新田
越谷千間台東
三郷駅北口
浦和駅西口
越谷せんげん台駅西口
越谷西大袋
浦和元町２丁目
越谷神明町２丁目
越ヶ谷３丁目
ららぽーと新三郷
春日部西口
＜東京都＞
多摩和田３丁目
八王子サザンスカイタワー
八王子せきば
八王子狭間町
八王子長沼町
八王子高倉南
南大沢駅前
多摩明神橋通り
多摩関戸５丁目
八王子みなみ野駅前
町田木曽東４丁目
南町田
町田相原駅南
法政大学多摩キャンパス
町田山崎町西
町田金井入口
原町田６丁目
大田区矢口
下丸子多摩堤通り
大田区蒲田１丁目北
大田区仲糀谷
品川東五反田１丁目
五反田
荏原中延駅前
大田区南雪谷１丁目
田園調布２丁目
南葛西４丁目
中野新橋
セガサミーホールディングス

住所
埼玉県草加市瀬崎１－７－９
埼玉県さいたま市南区南浦和２－３６－１２
埼玉県戸田市上戸田３丁目７－２０
埼玉県さいたま市緑区東浦和１－１－４
埼玉県越谷市蒲生愛宕町６－４２
埼玉県南埼玉郡宮代町中央３丁目３－８
埼玉県さいたま市岩槻区諏訪３－１－２
埼玉県北葛飾郡杉戸町内田４－１－２５
埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目１２－４
埼玉県さいたま市緑区原山３－６－２３
埼玉県越谷市大杉４３２－５
埼玉県さいたま市岩槻区浮谷２５１０
埼玉県越谷市大字増森２５１３－１
埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目４－２２
埼玉県春日部市谷原２丁目１２番５
埼玉県春日部市増田新田３９０－１
埼玉県越谷市千間台東２－６－７
埼玉県三郷市早稲田２丁目１－１
埼玉県さいたま市浦和区高砂２－６－９
埼玉県越谷市千間台西１丁目４番４
埼玉県越谷市大字大道６５４－３
埼玉県さいたま市浦和区元町２－３９－８
埼玉県越谷市神明町２丁目１－５４
埼玉県越谷市越ケ谷３丁目１－１９
埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－１－１
春日部市中央１－４３－１２
東京都多摩市和田３－２－６
東京都八王子市子安町４－７－１
東京都八王子市大塚６２２－１
東京都八王子市狭間町１４５０－５
東京都八王子市長沼町１３０５－１１
東京都八王子市高倉町５０－４
東京都八王子市南大沢２－２９
東京都多摩市東寺方１－９－１
東京都多摩市関戸５－２０－２３
東京都八王子市みなみ野１－３－２
東京都町田市木曽東４－２０－１８
東京都町田市鶴間５－１０－１
東京都町田市相原町１２２６－５
東京都町田市相原町４３４２－１３
東京都町田市山崎町１３０－１
東京都町田市大蔵町２１６４－１
東京都町田市原町田６丁目１０－１０
東京都大田区矢口２－１７－２８
東京都大田区下丸子２－２８－３
東京都大田区蒲田１－３－２７
東京都大田区東糀谷１－１２－２６
東京都品川区東五反田１－１２－２
東京都品川区東五反田１－２１－１０
東京都品川区中延３－２－７
東京都大田区南雪谷１－５－２
東京都大田区田園調布２－５０－５
江戸川区南葛西４－１１
中野区本町３ー１１ー５
東京都品川区西品川１丁目１－１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
大田区萩中１丁目
大田区大森中３丁目
大森駅西口
品川旗の台２丁目
大田区下丸子３丁目
北品川３丁目
大田区大森西３丁目
大田区大森西６丁目
芝フロントビル
品川駅港南口
外苑前駅前
芝大門２丁目
三田駅北
足立西新井栄町３丁目
足立西新井本町
足立増田橋
足立東綾瀬
足立入谷９丁目
足立西新井本町４丁目
足立綾瀬１丁目
足立古千谷本町３丁目
足立舎人５丁目尾久橋通り
千住仲町
上野公園前
北区赤羽１番街
葛飾奥戸５丁目
葛飾東新小岩７丁目
荒川西尾久７丁目
荒川西尾久３丁目
葛飾亀有１丁目
王子１丁目
上十条
駒込さつき通り
葛飾東金町２丁目
西池袋立教通り前
東池袋エアライズタワー
板橋赤塚中央通り
板橋舟渡１丁目
板橋加賀２丁目
板橋本蓮沼駅西
板橋志村１丁目
豊島南長崎６丁目
東池袋３丁目
東池袋明治通り
東池袋１丁目
板橋赤塚５丁目
東池袋４丁目春日通り
板橋大山
板橋清水町東
高島平駅前
板橋徳丸４丁目
板橋高島平１丁目西
新宿東宝ビル
高田馬場３丁目
７ＦＳ防衛省
ハイアットリージェンシー東京

住所
東京都大田区萩中１丁目１０番１号
東京都大田区大森中３－２６－１
東京都大田区山王２－３－１５
東京都品川区旗の台２丁目４－２２
東京都大田区下丸子３－２－１７
東京都品川区北品川３－７－２２
東京都大田区大森西３－８－１
東京都大田区大森西６－１４－１６
東京都港区芝４－１１－３
東京都港区港南２－５－３
東京都港区北青山２－７－１９
東京都港区芝大門２－１２－７
東京都港区芝４－３－５
東京都足立区西新井栄町３－１８－１１
東京都足立区西新井本町１－１４－１４
東京都足立区竹の塚３丁目３－１６
東京都足立区東綾瀬２－４－１
東京都足立区入谷９丁目１７－３２
東京都足立区西新井本町４丁目３０－７
東京都足立区綾瀬１－１７－９
東京都足立区古千谷本町３－３－１
東京都足立区舎人５－２１－３０
東京都足立区千住仲町１１番１３号
東京都台東区上野２－１４－３１
東京都北区赤羽１－１９－１２
東京都葛飾区奥戸５－３－２
東京都葛飾区東新小岩７－３２－１
東京都荒川区西尾久７－４－９
東京都荒川区西尾久３－２２－１４
東京都葛飾区亀有１丁目２５番２０号
東京都北区王子１－６－８
東京都北区上十条３－５－１０
東京都北区中里２－３－３
東京都葛飾区東金町２－４－１４
東京都豊島区西池袋３－２９－２
東京都豊島区東池袋４丁目５－１
東京都板橋区赤塚６－６－３２
東京都板橋区舟渡１－１４－１７
東京都板橋区加賀２丁目１４－１０
東京都板橋区大原町６－１２
東京都板橋区志村１ー３４ー１４
東京都豊島区南長崎６－１３－９
東京都豊島区東池袋３－２２－１
東京都豊島区東池袋１－８－９
東京都豊島区東池袋１－２３－９
東京都板橋区赤塚５－２９－１
東京都豊島区東池袋４丁目４１－２４
東京都板橋区大山金井町５４－１４
東京都板橋区清水町４９－１１
東京都板橋区高島平８－５－６
東京都板橋区徳丸４－２０－２９
東京都板橋区高島平１－４１－２
東京都新宿区歌舞伎町１－１９－１
東京都新宿区高田馬場３－５－３
東京都新宿区市谷本村町５－１
東京都新宿区西新宿２－７－２

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
東京都議会議事堂
西新宿７丁目
新宿アルタ
新宿中落合３丁目
西新宿新和ビル
文京神田明神下
新宿大久保駅前
文京春日１丁目
新宿新小川町
目黒中央１丁目
目黒自由が丘１丁目東
世田谷４丁目
狛江和泉本町１丁目
狛江駅前
世田谷代田
世田谷代田駅前
青梅四小前
小平喜平町１丁目
国分寺西元町
小金井前原町５丁目
羽村神明台３丁目
小作駅東口
羽村小作台２丁目
立川幸町
福生牛浜郵便局前
青梅新町
横田第２ゲート
羽村富士見平１丁目
小平鷹の台
立川高松町西
小平東京街道
立川曙橋
福生北田園２丁目
日野本町７丁目
昭島松原町１丁目
国立富士見台２丁目
立川柴崎町１丁目
府中白糸台
東久留米下里５丁目南
東久留米下里７丁目
府中緑町３丁目
武蔵野中央
瑞穂松原中央公園前
飛田給品川通り
三鷹牟礼６丁目
調布ヶ丘１丁目
調布柴崎２丁目
三鷹野崎
三鷹下連雀９丁目
三鷹下連雀６丁目
東久留米駅北口
府中本町駅北
衆議院第二議員会館
江戸川区役所北
千代田二番町
江戸川清新プラザ

住所
東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都新宿区西新宿７－２１－３
東京都新宿区新宿３－２４－３
東京都新宿区中落合３－１－３
東京都新宿区西新宿３－２－４
東京都文京区湯島１ー３ー４
東京都新宿区百人町２ー２１ー３
東京都文京区春日１－７－３
東京都新宿区新小川町４－１
東京都目黒区中央町１丁目１１－１
東京都目黒区自由が丘１－４－６
東京都世田谷区世田谷４－７－１
東京都狛江市和泉本町１丁目３０－８
東京都狛江市元和泉１－８－８
東京都世田谷区代田１－３８－３
東京都世田谷区代田２丁目１９－１３
東京都青梅市東青梅６－２８－２
東京都小平市喜平町１－１１－２
東京都国分寺市西元町３－８－７
東京都小金井市前原町５丁目１１－１
東京都羽村市神明台３ー６ー４
東京都羽村市小作台１ー１３ー１
東京都羽村市小作台２－１８－１
東京都立川市幸町２－２８－１
東京都福生市牛浜４１－１
東京都青梅市新町７－６－８
東京都福生市福生２２６２－１
東京都羽村市富士見平１丁目１－１
東京都小平市鷹の台３１－１５
東京都立川市高松町３－２１－３
東京都小平市花小金井３－７－５
東京都立川市曙町２丁目８番３０
東京都福生市北田園２丁目１５番７
東京都日野市日野本町７丁目６－３６
東京都昭島市松原町１－６－１３
東京都国立市富士見台２－１７－７
東京都立川市柴崎町１－１０－６
東京都府中市白糸台１－１７－１
東京都東久留米市下里５－７－１
東京都東久留米市下里７丁目６番５号
東京都府中市緑町３－３３－８
東京都武蔵野市西久保３－２－１７
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原５６－１６
東京都調布市飛田給２－７－３
東京都三鷹市牟礼６丁目１－１７
東京都調布市調布ケ丘１－６－１
東京都調布市柴崎２丁目１－８
東京都三鷹市野崎３－２８－２０
東京都三鷹市下連雀９－１１－１４
東京都三鷹市下連雀６－１－１１
東京都東久留米市東本町１－５
東京都府中市本町１－１３－１
東京都千代田区永田町二丁目１番２号
東京都江戸川区中央１－９－１５
東京都千代田区二番町８－８
東京都江戸川区清新町１－３－１０

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
住所
千代田大神宮通り
東京都千代田区富士見２－４－６
篠崎駅西口
東京都江戸川区篠崎町７－２１－５
外神田４丁目
東京都千代田区外神田４－７－７
秋葉原センタープレイス
東京都千代田区神田相生町１番
中葛西５丁目
東京都江戸川区中葛西５－８－１５
江戸川南小岩８丁目
東京都江戸川区南小岩８丁目２４番１１号
外神田２丁目妻恋坂
東京都千代田区外神田２－１４－７
神田駅北口
東京都千代田区鍛冶町２－１３－１１
江東門前仲町１丁目
東京都江東区門前仲町１－１６－１
江東扇橋２丁目
東京都江東区扇橋２－４－５
墨田八広はなみずき通り
東京都墨田区八広２丁目５５－２
墨田両国４丁目
東京都墨田区両国４－３８－１２
江東北砂３丁目
東京都江東区北砂３－２－２
江東海辺
東京都江東区海辺２－７
亀戸昭和橋通り
東京都江東区亀戸６－３７－９
八重洲地下街南
東京都中央区八重洲２丁目１番八重洲地下街南１号
ＤＲ東京有明ダイワロイネットホテル
東京都江東区有明３－７－３
７ＦＳビッグサイト
東京都江東区有明３－１１－１
ダイバーシティ東京プラザ
東京都江東区青海１－１－１０
日本橋蛎殻町
東京都中央区日本橋蛎殻町１－１６－８
日本橋久松町
東京都中央区日本橋久松町１０－６
豊洲駅前
東京都江東区豊洲４－１－２４
墨田京島２丁目
東京都墨田区京島２－２７－１３
阿佐谷北５丁目
東京都杉並区阿佐谷北５ー４２ー１１
杉並桃井４丁目
東京都杉並区桃井４－１３－１１
中野沼袋駅前
東京都中野区沼袋３ー４ー１９
東高円寺
東京都杉並区高円寺南１－３３－１
阿佐谷駅南口
東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８
南台
東京都中野区南台３－２４－５
杉並方南町駅前
東京都杉並区方南２－１３－１０
高円寺純情商店街
東京都杉並区高円寺北３－２２－１４
杉並馬橋通り
東京都杉並区阿佐谷南２－３１－１２
中野サンモール
東京都中野区中野５丁目６５－９
渋谷代々木１丁目南
東京都渋谷区代々木１－３０－１
練馬旭丘１丁目
東京都練馬区旭丘１丁目３８－１
練馬南田中４丁目
東京都練馬区南田中４－１３－１６
練馬大泉町４丁目
東京都練馬区大泉町４－２２－３２
練馬光が丘２丁目
東京都練馬区光が丘２－２－１
練馬小竹町１丁目
東京都練馬区小竹町１－５６－３
渋谷本町
東京都渋谷区本町５－４４－７
渋谷東３丁目
東京都渋谷区東３ー１５ー４
恵比寿駅北
東京都渋谷区東３－２２－１４
練馬西大泉５丁目
東京都練馬区西大泉５丁目１００２－１
渋谷道玄坂２丁目
東京都渋谷区道玄坂２－１１－４
笹塚２丁目１０号通り
東京都渋谷区笹塚２丁目１０番５
調布仙川
調布市仙川町３ー２ー１
武蔵村山学園
武蔵村山市学園３ー９５ー２
南千住７丁目
荒川区南千住７ー１２ー２
ＡＩＭ大森ベルポート
品川区南大井６丁目２６－３大森ベルポートＤ館１階
＜千葉県＞
千倉瀬戸浜海岸
千葉県南房総市千倉町瀬戸２８９４－２
千葉南生実町
千葉県千葉市中央区南生実町７３５－１
千葉塩田町
千葉県千葉市中央区塩田町３９０－９
木更津駅東口
千葉県木更津市大和２丁目２－１
大網白里みずほ台
千葉県大網白里市駒込１６８９
袖ケ浦平成通りたちばな
千葉県袖ケ浦市飯富３５６８－１７

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
大網白里市大網
君津南子安４丁目
木更津潮見６丁目
千葉今井
千葉稲毛海岸駅前
千葉高品町
千葉蘇我駅前
千葉駅前大通り
千葉小深町
千葉海浜幕張駅前
富津千種新田
新茂原
五井高場
千葉末広
大網白里みやこ野
大網白里市役所前
上総大多喜駅前
八千代台１０丁目
銚子愛宕
白子中里西
白子町役場入口
茂原南吉田
市原村田川
上総一宮
姉ケ崎駅入口
市原バイパス
市原根田
市原白金小学校前
市原五井中央西
市原辰巳台東１丁目
佐倉栄町
成田土屋
旭川口
佐倉下志津
茂原上永吉
富里
市原馬立
茂原中の島
茂原八千代
柏の葉キャンパス
我孫子高野山
柏豊住３丁目
柏青葉台１丁目
柏中原２丁目
柏逆井
我孫子布佐西
湖北台
我孫子都部
白井笹塚
白井根
市川二俣１丁目
千葉朝日ヶ丘
千葉花島町
千葉さつきが丘団地北
千種
千葉大日町

住所
千葉県大網白里市大網１４８３番６
千葉県君津市南子安４丁目１－１
千葉県木更津市潮見６－３－２
千葉県千葉市中央区今井２－１２－４
千葉県千葉市美浜区高洲１丁目２３番２号
千葉県千葉市若葉区高品町１５８６－１
千葉県千葉市中央区南町２－１６－１
千葉県千葉市中央区富士見２－３－１
千葉県千葉市稲毛区小深町１４
千葉県千葉市美浜区ひび野１－９
富津市千種新田３２５
茂原市小林２８８８ー２
市原市五井高場５４８８ー１
千葉県千葉市中央区末広２－１２－８
千葉県大網白里市みやこ野２丁目１番１
千葉県大網白里市大網１３１－１２
千葉県夷隅郡大多喜町久保１２３
八千代市八千代台北１０ー６ー３
千葉県銚子市愛宕町３４８０
千葉県長生郡白子町中里４６１７－１
千葉県長生郡白子町関５０３４－３
千葉県茂原市南吉田２９８０
千葉県市原市八幡北町２丁目７番５
千葉県長生郡一宮町一宮３１１４
千葉県市原市姉崎５６７－２
千葉県市原市五井９０８－２
千葉県市原市東国分寺台１丁目１０番地１０
千葉県市原市西五所３４－６
千葉県市原市五井中央西２－１３－２
千葉県市原市辰巳台東１－４－２
千葉県佐倉市栄町２０－１
千葉県成田市土屋１２９５－１
千葉県旭市川口３４３８－１０
千葉県佐倉市下志津字源遠田９０１－１
千葉県茂原市上永吉５１３－５
千葉県富里市七栄２９６－１
千葉県市原市馬立３４３
千葉県茂原市下永吉６６６番
千葉県茂原市茂原６５０－１
千葉県柏市十余二翁台３６３－１５
千葉県我孫子市高野山２９６－１
千葉県柏市豊住３－３－２
千葉県柏市青葉台１－１１－２７
千葉県柏市中原２丁目２１－１１
千葉県柏市逆井１丁目６番１２号
千葉県我孫子市布佐１０４８
千葉県我孫子市湖北台３－３－１
千葉県我孫子市都部３５－１
千葉県白井市笹塚３－２４－１
千葉県白井市根４３８
千葉県市川市二俣１丁目１３番１
千葉県千葉市花見川区畑町６７６－１
千葉県千葉市花見川区花島町４８０－３
千葉県千葉市花見川区犢橋町１１２２－１
千葉県千葉市花見川区千種町２５３－６
千葉県千葉市花見川区大日町１３８１－１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
市川南行徳駅前
柏東上町
ＤａｙＯｎｅタワー柏
習志野谷津２丁目
船橋夏見１丁目
船橋夏見西
船橋坪井町
八千代宮坂
八千代もえぎ野
習志野奏の杜南
浦安北栄２丁目
船橋京成海神
浦安富士見
みのり台駅前
松戸稔台５丁目
松戸上本郷駅前
松戸大橋
松戸駅東口
松戸馬橋ステーションモール
野田蕃昌新田
野田尾崎
野田木野崎
＜神奈川県＞
愛川菅原小学校前
相模原高根１丁目
愛川半原
座間栗原中央
７ＦＳアリオ橋本
相模原上溝３丁目
相模原二本松４丁目
座間相模が丘南
綾瀬大上３丁目
相模原横山台１丁目
相模原千代田３丁目
相模原淵野辺駅南口
相模原５丁目
相模原相南１丁目
川崎鷺沼駅前
横浜榎が丘
横浜奈良３丁目
横浜上白根町
大和柳橋１丁目
川崎有馬７丁目
大和中央林間１丁目
横浜鶴ケ峰駅北
川崎東有馬
横浜本村南
横浜鶴ヶ峰本町南
横浜瀬谷竹村町
横浜瀬谷４丁目
川崎長沢４丁目
横浜二俣川２丁目
川崎新百合ヶ丘東
川崎野川台西
横浜東希望が丘
川崎登戸駅前

住所
千葉県市川市南行徳１－２０－１３
千葉県柏市東上町２－２８
千葉県柏市柏１丁目７番１
千葉県習志野市谷津２丁目２０－３７
千葉県船橋市夏見１丁目１３－２５
千葉県船橋市夏見１丁目４－４０
千葉県船橋市坪井東３丁目１３番１８号
千葉県八千代市萱田町字宮坂１０８５－８
千葉県八千代市米本２５０９
千葉県習志野市奏の杜２丁目４番１号
千葉県浦安市北栄２－１６－１２
千葉県船橋市海神６－５－１２
千葉県浦安市富士見１－１７－６
千葉県松戸市松戸新田５７５－２２
千葉県松戸市稔台５丁目６－１
千葉県松戸市仲井町３丁目１０－１
千葉県松戸市大橋２３７－１
千葉県松戸市小根本２０－２１
千葉県松戸市馬橋字西ノ下１７９番１
千葉県野田市蕃昌字米喊２５７－１０
千葉県野田市尾崎２１５７－１
千葉県野田市木野崎１６４６－３１
神奈川県愛甲郡愛川町中津１１４７－１
神奈川県相模原市中央区高根１丁目１－１４
神奈川県愛甲郡愛川町半原２３９５－１
神奈川県座間市栗原中央１丁目２５－３１
神奈川県相模原市緑区大山町１－２２
神奈川県相模原市中央区上溝３－６－４１
神奈川県相模原市緑区二本松４－２３－１２
神奈川県座間市相模が丘４－７４－１０
神奈川県綾瀬市大上３－２８－２３
神奈川県相模原市中央区横山台１－１０－１０
神奈川県相模原市中央区千代田３丁目６番１７号
神奈川県相模原市中央区鹿沼台１丁目１３番５号
神奈川県相模原市中央区相模原５－７－１
神奈川県相模原市南区相南１丁目２－８１
神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－２－１
神奈川県横浜市青葉区榎が丘２７番３
神奈川県横浜市青葉区奈良３－２－６
神奈川県横浜市旭区上白根町９０４－１
神奈川県大和市柳橋１丁目５番１
神奈川県川崎市宮前区有馬７－１２－１
神奈川県大和市中央林間１丁目９番１３号
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－１４－７
川崎市宮前区東有馬５ー２３ー２０
神奈川県横浜市旭区本村町２７－１１
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町１－３５－２５
神奈川県横浜市瀬谷区竹村町１－１８
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４２－６
神奈川県川崎市多摩区長沢４－２７－４
神奈川県横浜市旭区二俣川２－３６－３
神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２－１
神奈川県川崎市宮前区野川３０３０－３０
神奈川県横浜市旭区東希望が丘１０５－３
神奈川県川崎市多摩区登戸３３７５－１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
箱根湯本
開成吉田島
秦野曽屋東
小田原城山１丁目
小田原寿町町田
厚木緑ケ丘
厚木愛名
秦野堀西
厚木戸室１丁目
湯河原サンサン通り
秦野鶴巻
伊勢原１丁目
平塚上平塚
平塚八重咲町
茅ヶ崎西久保
寒川北倉見
海老名駅前
平塚宮の前
平塚老松町
茅ヶ崎南湖３丁目
茅ヶ崎サザンビーチ
伊勢原桜台１丁目
厚木妻田
厚木栄町１丁目
海老名あゆみ橋
平塚天沼
厚木中町３丁目
厚木中町４丁目
厚木旭町西
川崎南加瀬５丁目
パークタワー新川崎
京急ＳＴ鶴見
川崎大師駅前２丁目
浜川崎
京急ＳＴ川崎中央改札前
川崎駅前
横浜生麦４丁目
横浜鶴見中央３丁目
川崎藤崎
横浜鶴見駅西
川崎駅前南
川崎浅田４丁目
川崎国際病院前
川崎田島町
横浜矢向
横浜上末吉３丁目
川崎日進町
横浜鳥山町東
川崎野川東
川崎向河原駅前
川崎中原市ノ坪
新横浜中央通り
川崎新丸子東２丁目
川崎井田三舞町
川崎武蔵中原駅北口
川崎中原

住所
神奈川県足柄下郡箱根町湯本３２１
神奈川県足柄上郡開成町吉田島３９３９－１
神奈川県秦野市曽屋７９２
神奈川県小田原市城山１－３－１４
神奈川県小田原市寿町３－２－６
神奈川県厚木市緑ヶ丘１－１１－１１
神奈川県厚木市愛名８７１－１
神奈川県秦野市堀西９０９
神奈川県厚木市戸室１丁目３３番２１号
神奈川県足柄下郡湯河原町土肥４丁目３ー５
神奈川県秦野市鶴巻２１４３－１
神奈川県伊勢原市伊勢原１丁目１８番１７号
神奈川県平塚市上平塚４－３８
神奈川県平塚市八重咲町１２－８
神奈川県茅ヶ崎市西久保６１０－３
神奈川県高座郡寒川町倉見４６７－１－３
神奈川県海老名市中央１ー１５ー１
神奈川県平塚市宮の前４－２３
神奈川県平塚市老松町４－１４
神奈川県茅ヶ崎市南湖３丁目１５番７号
神奈川県茅ヶ崎市中海岸４丁目１５－３１
神奈川県伊勢原市桜台１丁目２０番２５号
神奈川県厚木市妻田東３－８－６
神奈川県厚木市栄町１丁目１４番１２号
神奈川県海老名市河原口２－１１－１９
神奈川県平塚市天沼１－３０
神奈川県厚木市中町３丁目１４－１２
神奈川県厚木市中町４－５－１１
神奈川県厚木市旭町１－１５－１３
神奈川県川崎市幸区南加瀬５－５－２
神奈川県川崎市幸区鹿島田１－１－５
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－３０－２２
神奈川県川崎市川崎区大師駅前２丁目３番６号
神奈川県川崎市川崎区鋼管通４－５－６
神奈川県川崎市川崎区砂子１丁目３－１
神奈川県川崎市川崎区砂子２－８－１
神奈川県横浜市鶴見区生麦４丁目６－３９
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３丁目１０－３７
神奈川県川崎市川崎区藤崎１－１２－９
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１９－２２
神奈川県川崎市川崎区日進町２８番地３
神奈川県川崎市川崎区浅田４丁目１６－１３
神奈川県川崎市川崎区日ノ出２－１６－１
神奈川県川崎市川崎区田島町６－７
神奈川県横浜市鶴見区矢向５－８－３５
神奈川県横浜市鶴見区上末吉３－１２－７
神奈川県川崎市川崎区日進町１ー２
神奈川県横浜市港北区鳥山町４５７
神奈川県川崎市高津区野川３７０５－１
神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８番
神奈川県川崎市中原区市ノ坪３８１－１
神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１４－３０
神奈川県川崎市中原区新丸子東２丁目８８４－１
神奈川県川崎市中原区井田三舞町６－４２
神奈川県川崎市中原区上小田中６－２３－１
神奈川県川崎市中原区下小田中１－３２－５

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
住所
川崎溝の口駅前
神奈川県川崎市高津区溝口１－１１－８
川崎元住吉オズ通り
神奈川県川崎市中原区木月２－２－３２
横浜仲町台
神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２８－６
横浜池辺町
神奈川県横浜市都筑区池辺町４４４９
横浜長津田みなみ台
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台５－１１－１
横浜鴨居５丁目
神奈川県横浜市緑区鴨居５－２８－１０
横浜鴨居東
神奈川県横浜市緑区鴨居１－３－１５
横浜東本郷５丁目
神奈川県横浜市緑区東本郷５－１－２４
横浜中山北
神奈川県横浜市緑区中山１丁目７番１６号
横須賀内川１丁目
神奈川県横須賀市内川１－８－４７
横浜富岡東４丁目
神奈川県横浜市金沢区富岡東４－３－４８
藤沢石川
神奈川県藤沢市石川１７６４
本藤沢２丁目
神奈川県藤沢市本藤沢２－１２－５
藤沢善行２丁目
神奈川県藤沢市善行２－１８－３
藤沢辻堂神台２丁目
神奈川県藤沢市辻堂神台２丁目２番２６号
鎌倉城廻東
神奈川県鎌倉市城廻４５－１
藤沢亀井野北
神奈川県藤沢市亀井野３８６－１
藤沢羽根沢
神奈川県藤沢市大庭５３４９－３
藤沢城南４丁目
神奈川県藤沢市城南４丁目１番３８号
三浦赤羽根
神奈川県三浦市初声町和田２７４７－７
横浜福浦２丁目
神奈川県横浜市金沢区福浦２－１７－１８
葉山一色
神奈川県三浦郡葉山町一色１８１８
横須賀三春町５丁目
神奈川県横須賀市三春町５丁目４１－２
横須賀浦賀駅前
神奈川県横須賀市浦賀１ー１ー３
横須賀北久里浜
神奈川県横須賀市根岸町１－９－２０
逗子５丁目
神奈川県逗子市逗子５－１０－３５
藤沢弥勒寺２丁目
神奈川県藤沢市弥勒寺２丁目１番２号
藤沢駅前
神奈川県藤沢市藤沢１０８
京急ＳＴみなとみらい横浜南改札神奈川県横浜市西区南幸１－１－１
横浜日野中央３丁目
神奈川県横浜市港南区日野中央３－２２－１１
横浜港南台９丁目
神奈川県横浜市港南区港南台９－２４－２
横浜戸塚矢部町北
神奈川県横浜市戸塚区矢部町４５０－１
横浜笹山団地前
神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町１０９－２０
横浜戸塚吉田町
神奈川県横浜市戸塚区吉田町６２２－２
横浜戸塚上矢部町
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２７０－１
横浜戸塚名瀬町
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７６６
横浜井土ヶ谷下町西
神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町４５－６
横浜神奈川２丁目
神奈川県横浜市神奈川区神奈川２－７－１
横浜弘明寺町
神奈川県横浜市南区弘明寺町１５８
横浜山元町
神奈川県横浜市中区山元町２－９７
横浜中華街東門
神奈川県横浜市中区山下町８０－３
横浜上大岡西１丁目
神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目１９－１０
横浜上大岡西２丁目
神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３
横浜戸塚平戸東海道
神奈川県横浜市戸塚区平戸１丁目１番１号
横浜みなとみらい３丁目
神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７－２
横浜上中里南
神奈川県横浜市磯子区上中里町８５１
横浜東俣野町
神奈川県横浜市戸塚区東俣野町１０１４－１
＜山梨県＞
富士吉田警察署東
山梨県富士吉田市松山５丁目３番１１号
甲府砂田町
山梨県甲府市砂田町２１０－１
笛吹八代南
山梨県笛吹市八代町南１５８９－１
境川石橋
山梨県笛吹市境川町石橋７１６－１
韮崎円野
山梨県韮崎市円野町上円井３０７５
甲斐敷島東町
山梨県甲斐市島上条字河原１８４－１
昭和西条南
山梨県中巨摩郡昭和町西条１９９－１
昭和バイパス
山梨県中巨摩郡昭和町押越８０４－１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
甲府新田町
甲府国母
＜長野県＞
笹部
佐久新子田
松本島内
松本北深志
浅科バイパス
松本南和田
上田塩田
上田古里
塩尻広丘吉田
塩尻洗馬
松本並柳
松本蟻ヶ崎５丁目
松本女鳥羽１丁目
坂城四ツ屋
更埴市民体育館前
箕輪バイパス
諏訪インター
茅野市ちの
今井
信州中野
飯山日赤前
長野柳原
須坂新町
長野綱島
茅野宮川
長野川中島御厨
篠ノ井布施高田
長野吉田２丁目
長野古里
＜富山県＞
南砺やかた
砺波インター
富山窪新町
富山公文名
富山赤田
＜石川県＞
金沢大桑２丁目
金沢泉野出町１丁目
金沢石川県庁前
金沢中央郵便局前
金沢芳斉２丁目
羽咋千里浜インター
中能登羽坂
七尾国分町
七尾和倉温泉
＜福井県＞
敦賀昭和町１丁目
敦賀市野々町
＜静岡県＞
静岡敷地
静岡下島
静岡南町
静岡南沼上

住所
山梨県甲府市新田町１－１
山梨県甲府市国母１ー５ー４
長野県松本市笹部２－２－２２
長野県佐久市新子田東内池１６８０－６
長野県松本市島内４５９８－５
長野県松本市北深志１丁目１２６番２
長野県佐久市甲１８２１－１
長野県松本市和田中西原４４６８－２
長野県上田市大字本郷７６５－７
長野県上田市古里１４８番地２
長野県塩尻市大字広丘吉田１５７５番地１
長野県塩尻市大字洗馬太田２８０－３
長野県松本市並柳１－１１－１
長野県松本市蟻ヶ崎５丁目１４２２－１
長野県松本市女鳥羽１丁目４４０番１
長野県埴科郡坂城町大字坂城９４６５－１
長野県千曲市杭瀬下４丁目５番
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３８５－１
長野県諏訪市沖田町４丁目４０－３
長野県茅野市ちの字やすらぎ２７６
長野県岡谷市今井１１４９－４
長野県中野市大字中野１７５３
長野県飯山市大字飯山字新町裏２２１－１
長野県長野市柳原字宮東２１１６
長野県須坂市大字須坂字八木沢８５６－７
長野県長野市青木島町綱島５９２
長野県茅野市宮川５７８８番１
長野県長野市川中島町御厨１０３６－１
長野県長野市篠ノ井布施高田８７５－１
長野県長野市吉田２丁目４３６－３
長野県長野市富竹８５５－１
富山県南砺市やかた３９３
富山県砺波市太郎丸字堂島６７２３番地
富山県富山市窪新町６番４８号
富山県富山市公文名３６－５
富山県富山市赤田９４１－１
石川県金沢市大桑２丁目１２９番
石川県金沢市泉野出町１丁目１６－１７
石川県金沢市鞍月東２丁目１４
石川県金沢市三社町３番２１号
石川県金沢市芳斉２丁目３５４
石川県羽咋市兵庫町午４番６
石川県鹿島郡中能登町羽坂の部１５番地１
石川県七尾市国分町ナ４９番
石川県七尾市石崎町香島１－２３－１
福井県敦賀市昭和町１丁目１－４５
福井県敦賀市市野々町９号東中堀１番１１
静岡県静岡市駿河区敷地１－２８－１８
静岡県静岡市駿河区下島４２８番地２
静岡県静岡市駿河区南町９－１
静岡県静岡市葵区南沼上３－１１－８

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
静岡千代田７丁目
静岡横内
静岡登呂ＳＳ
静岡葵タワー
清水草薙
清水真砂町
東名清水インター
富士市水戸島１丁目
富士市島田町
富士市吉原本町
富士緑町
富士市中里
富士市須津
富士市吉原
富士市青葉町東
富士市中柏原
富士宮淀川町
富士宮羽鮒
富士宮杉田
富士市青葉町
富士市厚原
富士市石坂
伊東市荻
大仁田原野
御殿場駒門
御殿場かまど
御殿場小学校前
御殿場神場
御殿場萩原南
御殿場二枚橋
函南柏谷
道の駅伊豆ゲートウェイ函南
三島谷田北
三島三好町
裾野金沢
裾野深良
裾野インター
御殿場大坂
三島玉川
長泉町竹原
長泉中央通り
長泉
長泉桜堤２丁目
清水町柿田
沼津御幸町
沼津下香貫南
沼津港
沼津島郷
伊豆三津シーパラダイス前
大仁
沼津本郷
沼津西島町
沼津白銀
沼津岡宮北
沼津学園通り
沼津寿町

住所
静岡県静岡市葵区千代田７丁目１０－２１
静岡県静岡市葵区横内町７２
静岡県静岡市駿河区有東２－４－３０
静岡県静岡市葵区紺屋町１７番１
静岡県静岡市清水区草薙３５
静岡県静岡市清水区真砂町４－２８
静岡県静岡市清水区八坂北１丁目１－６
静岡県富士市水戸島１丁目５－２３
静岡県富士市島田町１丁目１５４番２
静岡県富士市吉原１丁目２番１３号
静岡県富士市緑町６－３５
静岡県富士市中里９２４－１
静岡県富士市増川４６１－３
静岡県富士市吉原５丁目２－１
静岡県富士市青葉町７８
静岡県富士市中柏原新田字向畑１９２－１
静岡県富士宮市淀川町３３－１４
静岡県富士宮市羽鮒１９６１－１
静岡県富士宮市杉田５１８－２
静岡県富士市青葉町５７８
静岡県富士市厚原８７４－１
静岡県富士市石坂字高林４２０－３
静岡県伊東市荻１２８－１
静岡県伊豆の国市田原野８６－２
静岡県御殿場市駒門２６３－１
静岡県御殿場市竈８４０－１
静岡県御殿場市萩原３５４－３
静岡県御殿場市神場１０６番地１
静岡県御殿場市萩原５５０番地３
静岡県御殿場市東田中５５６番地１
静岡県田方郡函南町平井字鍛治屋窪７１７番１６
静岡県田方郡函南町塚本８８７－１
静岡県三島市谷田５３－１
静岡県三島市三好町２６４－８２
静岡県裾野市金沢１３１ー１９
静岡県裾野市深良４２１－１４
静岡県裾野市御宿１５３６－６６
静岡県御殿場市大坂４８１番地
静岡県三島市玉川２５４－１
静岡県駿東郡長泉町竹原丸田３８１－６
静岡県駿東郡長泉町下土狩大割４５１番５
静岡県駿東郡長泉町納米里１６９の８
静岡県駿東郡長泉町桜堤２丁目１３－６
静岡県駿東郡清水町柿田１１３－３
静岡県沼津市御幸町９－２０
静岡県沼津市下香貫４０７－１
静岡県沼津市千本東町３１－１
静岡県沼津市下香貫１７２４－１
静岡県沼津市内浦三津４６番
静岡県伊豆の国市御門６５－５
静岡県沼津市御幸町２３－３０
静岡県沼津市西島町１８－１
静岡県沼津市白銀町７－１１
静岡県沼津市岡宮１３９２－２
静岡県沼津市三枚橋荒田６８６－８
静岡県沼津市寿町３－５

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
沼津駅北口
沼津新宿町
沼津西椎路
沼津一本松
藤枝大東町
焼津八楠
磐田前野
磐田高木
磐田堀之内
磐田豊島
袋井愛野東
袋井土橋
焼津三ケ名
掛川横須賀
浜松高塚町
浜松三方原南
浜松参野町
天竜船明
浜松大平台２丁目
浜松雄踏西
浜松駅東
浜松金折町
浜松安松町
＜愛知県＞
豊田市御船町
豊田市市木町
豊田市大林町１０丁目
豊田市篠原町上り花
豊田市元宮町１丁目
尾張旭新居町
尾張旭三郷町北
瀬戸高根町
小牧常普請１丁目
新城杉山
豊橋前芝町
三河一宮
名古屋茶屋が坂通２丁目
幸田高力
岡崎中島町
岡崎牧御堂町
岡崎六名東町
岡崎橋目町
岡崎西本郷町
岡崎矢作町
岡崎井田町
みよし黒笹
名古屋八剣２丁目
春日井藤山台
清須廻間１丁目
春日井宮町
名古屋上志段味
名古屋花咲台１丁目
春日井八田町
名古屋金田町
名古屋西味鋺２丁目
名古屋六が池町

住所
静岡県沼津市米山町１－３０
静岡県沼津市新宿町１０－３
静岡県沼津市西椎路２２７番１
静岡県沼津市一本松４６８－１
静岡県藤枝市大東町２６７－２
静岡県焼津市八楠４丁目３８－２１
静岡県磐田市前野３０９１－１
静岡県磐田市高木１９－１
静岡県磐田市堀之内１７５７－１
静岡県磐田市豊島１３５４－１
静岡県袋井市愛野東１丁目１６－１１
静岡県袋井市土橋３－１
静岡県焼津市三ケ名字宮嶋７７３
静岡県掛川市横須賀１４６５－１
静岡県浜松市南区高塚町４７０１－２
静岡県浜松市北区三方原町１０９－２２
静岡県浜松市南区参野町５２－１
静岡県浜松市天竜区船明６２街区２
静岡県浜松市西区大平台２丁目１６－１５
静岡県浜松市西区雄踏町宇布見９９０９－１
静岡県浜松市中区砂山町７番１
静岡県浜松市南区金折町６９９－１
静岡県浜松市南区安松町８７番５
愛知県豊田市御船町鳥坂根４１－１
愛知県豊田市市木町６丁目３９番地
愛知県豊田市大林町１０丁目１１－２
愛知県豊田市篠原町上り花４－１
愛知県豊田市元宮町１丁目４２番１
愛知県尾張旭市新居町上の田１７
愛知県尾張旭市三郷町角田１１２３－３２８
愛知県瀬戸市高根町２丁目５
愛知県小牧市常普請１丁目２４３番
愛知県新城市杉山字野中１４－６
愛知県豊橋市前芝町字山内２５－２
愛知県豊川市一宮町宮前１３４－８
愛知県名古屋市千種区茶屋坂通２丁目４９番６
愛知県額田郡幸田町大字相見字東山１４番
愛知県岡崎市中島町字佐渡２３－１
愛知県岡崎市牧御堂町字油田３８－１
愛知県岡崎市六名東町８番９
愛知県岡崎市橋目町字阿知賀４２－１
愛知県岡崎市西本郷町字社口１０４－１
愛知県岡崎市矢作町字橋塚３０－１
愛知県岡崎市井田町字南３３－１
愛知県みよし市黒笹町樋越２－３
愛知県名古屋市守山区八剣２丁目１０２
愛知県春日井市藤山台６丁目８－３
愛知県清須市廻間１丁目１６番地８
愛知県春日井市宮町３丁目１０番１
愛知県名古屋市守山区大字上志段味字羽根５３２
愛知県名古屋市守山区花咲台１丁目１００７番
愛知県春日井市八田町７丁目１２番２８
愛知県名古屋市北区金田町５丁目１５番
愛知県名古屋市北区西味鋺２丁目８０９－１
愛知県名古屋市北区六が池町５０３

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
北名古屋熊之庄西出
北名古屋高田寺
名古屋太閤通６丁目
名古屋太閤１丁目
名古屋椿町
名古屋椿町南
名古屋東別院駅南
名古屋枇杷島１丁目
北名古屋熊之庄
碧南塩浜町
半田岩滑西町
半田向山町
半田成岩本町
蟹江町源氏
東浦藤江
東海市加木屋町中平地
刈谷下重原町４丁目
安城福釜町
安城緑町１丁目
安城新田町小山
名古屋港区七番町
名古屋大高南
安城住吉町
名古屋徳重
名古屋瑞穂通５丁目
熱田神宮前
名古屋瑞穂通８丁目
名古屋塩釜口２丁目
名古屋大清水１丁目
名古屋六田１丁目
名古屋正保町６丁目
名古屋久方１丁目
名古屋相生山駅前
名古屋鳴海町母呂後
岩倉鈴井町
岩倉駅西
稲沢中之庄
稲沢長野１丁目
一宮平和１丁目
一宮明地
一宮小信新田前
江南古知野町花霞
一宮せんい４丁目
豊田市千石町
＜岐阜県＞
高山国府バイパス
恵那岩村町
可児下恵土高田
可児土田
多治見白山町
土岐土岐口
岐阜柳津町南塚
関市下有知
岐阜柳ヶ瀬
岐阜長良福光西
岐阜長良福光

住所
愛知県北名古屋市熊之庄西出８５－１
愛知県北名古屋市高田寺一本橋４３－１
愛知県名古屋市中村区太閤通６丁目８７番地
愛知県名古屋市中村区太閤１丁目２３０５番１
愛知県名古屋市中村区椿町１４番２３号
愛知県名古屋市中村区椿町１８０５
愛知県名古屋市中区平和１丁目１番２０号
愛知県名古屋市西区枇杷島１丁目７－２５
愛知県北名古屋市熊之庄八幡２２６－１
愛知県碧南市塩浜町６丁目６６番地１
愛知県半田市岩滑西町９－１－１
愛知県半田市向山町２－５４－４
愛知県半田市成岩本町３丁目７５－１
愛知県海部郡蟹江町学戸６丁目１番地
愛知県知多郡東浦町藤江荒子８－１７９
愛知県東海市加木屋町大清水２５０
愛知県刈谷市下重原町４丁目１７番２
愛知県安城市福釜町蓬野１５１－６
愛知県安城市緑町１丁目２６番地２
愛知県安城市新田町小山１３１－３
愛知県名古屋市港区七番町２丁目１－２
愛知県名古屋市緑区南大高３丁目７０１番地
愛知県安城市住吉町７丁目３７番５
愛知県名古屋市緑区徳重１－１０５
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通５－１５－１
愛知県名古屋市熱田区神宮３丁目７－１
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通８－２３
愛知県名古屋市天白区塩釜口２－１００９
愛知県名古屋市緑区大清水１丁目１１０１
愛知県名古屋市緑区六田１丁目１４８番
愛知県名古屋市港区正保町６丁目１－１
愛知県名古屋市天白区久方１丁目１４６－１
愛知県名古屋市天白区久方３丁目３３番地
愛知県名古屋市緑区鳴海町字母呂後２０番
愛知県岩倉市鈴井町観音寺７８
愛知県岩倉市新柳町１丁目４９番地
愛知県稲沢市中之庄海道町６番３
愛知県稲沢市長野１丁目２番３号
愛知県一宮市平和１丁目２－２６
愛知県一宮市明地字寺前７６番３
愛知県一宮市小信中島字新田前８０番地１
愛知県江南市古知野町花霞１９８番地
愛知県一宮市せんい４丁目５番３
豊田都市計画事業豊田寺部土地区画整理事業１街区７
岐阜県高山市国府町名張字上桶１２１４番１
岐阜県恵那市岩村町飯羽間２７１１番１
岐阜県可児市下恵土５４７８番地
岐阜県可児市土田６番地
岐阜県多治見市白山町３－９２
岐阜県土岐市土岐口北町２丁目２番地
岐阜県岐阜市柳津町南塚２丁目１８９番１
岐阜県関市下有知４１１番地１０
岐阜県岐阜市神田町３丁目１１番地
岐阜県岐阜市長良福光２４５８－１
岐阜県岐阜市長良福光１５９２

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
美濃加茂山手町
安八町南今ヶ渕
羽島竹鼻町狐穴
＜三重県＞
四日市上海老町
松阪大黒田町北
松阪荒木町
津市上浜町３丁目
伊賀東条
鈴鹿下大久保町
鈴鹿地子町
四日市波木町
四日市十七軒町
四日市下之宮町
四日市富田３丁目
桑名大福
＜和歌山県＞
和歌山田尻南
和歌山屋形町
海南沖野々
ハートインＪＲ和歌山駅中央口
有田川町役場前
＜奈良県＞
奈良学園大和町２丁目
奈良左京６丁目
奈良中登美ヶ丘３丁目
奈良三条町
近鉄奈良駅前
天理インター南
橿原南八木町１丁目
田原本千代
大和郡山九条町
橿原鳥屋町
＜大阪府＞
大阪駅前第２ビル
大阪駅前第２ビルＢ１
高槻下田部町２丁目
東大阪川俣１丁目
高槻庄所町
東大阪横小路４丁目
梅田神山西
天神橋筋６丁目駅南
高槻上田辺町
高槻城北町１丁目
大阪大宮３丁目
大阪清水駅前
エル京橋
大阪都島本通１丁目
箕面西小路
豊中桜の町６丁目
箕面坊島５丁目
豊中服部南町４丁目
池田駅南
守口大日町２丁目
大阪桜島駅前
大阪梅田２丁目西

住所
岐阜県美濃加茂市山手町１－８６
岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕字河原４２６－１
岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字昭和町３０３６－１
三重県四日市市上海老町８３４－１
三重県松阪市大黒田町字綿田２２７番５
三重県松阪市荒木町字大下１８２－１
三重県津市上浜町３丁目６７－３
三重県伊賀市東条字岸ノ上１１０番１
三重県鈴鹿市下大久保町字小谷２６７４
三重県鈴鹿市地子町８１６－１
三重県四日市市笹川９丁目１４－１
三重県四日市市十七軒町３６６－２
三重県四日市市下之宮町３１４－１
三重県四日市市富田３丁目５－１４
三重県桑名市大福３７１－１
和歌山県和歌山市田尻西新内６５６番１
和歌山県和歌山市屋形町３丁目２８
和歌山県海南市沖野々４４－１
和歌山県和歌山市美園町５－６１
有田郡有田川町大字下津野字鳥居前１６２４番１
奈良県奈良市学園大和町２丁目８２番
奈良県奈良市左京６丁目４－１
奈良県奈良市中登美ヶ丘３丁目１１番２
奈良県奈良市三条町４７５番１
奈良県奈良市高天町３８－３
奈良県天理市櫟本町３５３９－２
奈良県橿原市南八木町１－４－８
奈良県磯城郡田原本町千代１１２０番地１
奈良県大和郡山市九条町１７５－１
奈良県橿原市鳥屋町２８８－１
大阪府大阪市北区梅田１丁目２－２
大阪府大阪市北区梅田１丁目２－２
大阪府高槻市下田部町２丁目２０－６
大阪府東大阪市川俣１丁目３番２２号
大阪府高槻市庄所町１０－１０
大阪府東大阪市横小路町４丁目１２－４５
大阪府大阪市北区太融寺町３番２４号
大阪府大阪市北区天神橋５丁目８番２２号
大阪府高槻市上田辺町１０番１号
大阪府高槻市城北町１－１４－１７
大阪府大阪市旭区大宮３丁目２３－１５
大阪府大阪市旭区清水４丁目１－７
大阪府大阪市都島区東野田町３丁目５－６
大阪府大阪市都島区都島本通１丁目３－２３
大阪府箕面市西小路３丁目１２８－２
大阪府豊中市桜の町６丁目１８－３３
大阪府箕面市坊島５－１－３２
大阪府豊中市服部南町４丁目５－１３
大阪府池田市満寿美町７－５
大阪府守口市大日町２丁目１－３４
大阪府大阪市此花区桜島５１１－２
大阪府大阪市福島区福島５－３－１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
住所
大阪大手橋前
大阪府大阪市中央区淡路町１丁目１－２
大阪道頓堀２丁目
大阪府大阪市中央区道頓堀２丁目２番９号
大阪宮原２丁目
大阪府大阪市淀川区宮原２－１３－４
大阪加島３丁目
大阪府大阪市淀川区加島３丁目６－２３
大阪福町３丁目
大阪府大阪市西淀川区福町３丁目１－８
十三本町１丁目南
大阪府大阪市淀川区十三本町１丁目１５－２
泉大津東雲町
大阪府泉大津市東雲町１５－４１
岸和田荒木町
大阪府岸和田市荒木町１丁目７－５
ハートインＪＲ東岸和田駅改札口 大阪府岸和田市土生町４丁目１番１号
堺鳳南町３丁
大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９－７３
堺草部
大阪府堺市西区草部７６７－１
堺東浅香山２丁
大阪府堺市北区東浅香山町２丁２３３番
泉佐野中庄
大阪府泉佐野市中庄８１９－１
八尾青山町１丁目
大阪府八尾市青山町１丁目４５
八尾本町７丁目
大阪府八尾市本町７丁目１３－１７
八尾弓削町
大阪府八尾市弓削町１－１６
八尾光町
大阪府八尾市光町２丁目２４番地
大阪林寺２丁目
大阪府大阪市生野区林寺２－１９－１４
大阪出戸駅前
大阪府大阪市平野区長吉長原１－１－５３
大阪平野駅前
大阪府大阪市平野区背戸口５－７－１３
大阪桑津１丁目
大阪府大阪市東住吉区桑津１丁目２５－１４
大阪中川５丁目
大阪府大阪市生野区中川５丁目１３－１４
大阪玉出駅前
大阪府大阪市西成区玉出西２丁目６番７号
柏原高井田
大阪府柏原市高井田７４３－１
藤井寺インター西
大阪府藤井寺市御舟町１２－９
大阪三先１丁目
大阪府大阪市港区三先１丁目１－１６
大阪天保山
大阪府大阪市港区築港４－３－２６
大阪天王寺駅北
大阪府大阪市天王寺区悲田院町７－３
藤井寺岡２丁目
大阪府藤井寺市岡２丁目１１－１２
大阪日本橋西１丁目
大阪府大阪市浪速区日本橋西１丁目４番１９号
大阪難波中２丁目
大阪府大阪市浪速区難波中２丁目２－２１
ＪＲ東淀川駅西口
大阪府大阪市淀川区東三国１丁目１－４
＜京都府＞
京田辺河原
京都府京田辺市河原北口２１－１
京都洛西ニュータウン
京都府京都市西京区大枝東長町１－２４３
桃山町和泉
京都府京都市伏見区桃山町和泉１－１
京都竹田西内畑町
京都府京都市伏見区竹田西内畑町２３
深草直違橋
京都府京都市伏見区深草直違橋２丁目４２２
西院駅南
京都府京都市右京区西院三蔵町１７番
伏見銀座町
京都府京都市伏見区銀座町２丁目３２６－１
園部城南町
京都府南丹市園部町城南町岸ヶ前６３－４
亀岡駅前
京都府亀岡市追分町大堀５４番１
亀岡篠町王子
京都府亀岡市篠町王子西ノ山５－１
京都東山団栗橋前
京都府京都市東山区宮川筋１－２３６
京都三条木屋町
京都府京都市中京区三条通河原町東入中島町９９
京都駅八条口
京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１
京都寺町六角
京都府京都市中京区新京極通三条下る桜之町４０６－４
京都五条駅前
京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町３９７－２
舞鶴北田辺
京都府舞鶴市字北田辺小字七軒１６４番６
舞鶴丸山口
京都府舞鶴市森本町３１－６
＜滋賀県＞
能登川垣見
滋賀県東近江市垣見町１３６９
甲西ダイハツ工場前
滋賀県湖南市下田６５６番地１
愛知川豊満
滋賀県愛知郡愛荘町豊満５５７－２
野洲市役所前
滋賀県野洲市小篠原字木ノ下２０５７－６
野洲栄
滋賀県野洲市小篠原１８２５－３

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
米原野一色
北近江高月
大津坂本３丁目
栗東国道大路
＜兵庫県＞
伊丹南町２丁目
神戸備後町３丁目
猪名川パークタウン
三田けやき台
三田三輪３丁目
三田本町駅前
西宮上ヶ原十番町
神戸魚崎北町４丁目
西宮能登町
西宮ＪＲ甲子園口駅南
尼崎南塚口２丁目
阪急塚口駅北
神戸ＪＲ住吉駅前
神戸六甲アイランド東
播磨東本荘
加古川東神吉ウェルネス
加古川東神吉
加古川別府新野辺
丹波柏原
神戸三宮旭通
神戸三宮駅南
神戸板宿駅前
姫路六角
ＪＲ竜野駅前
神戸垂水塩屋北
ハートインプリコ西明石
ハートインＪＲ明石駅北口
淡路インター前
明石江井ヶ島駅前
明石大久保西
姫路津田公園南
ハートインビエラ塚口
＜鳥取県＞
鳥取天神町
米子河崎
米子西福原６丁目
米子角盤町２丁目
米子米原５丁目
＜広島県＞
広島世羅インター
広島長楽寺
広島観音町
広島横川２丁目
呉市広塩焼
呉焼山昭和支所前
尾道西則末町
本郷駅東
東広島志和堀
広島大学北口
広島新天地
尾道美ノ郷

住所
滋賀県米原市野一色４７１－２
滋賀県長浜市高月町井口１３９２－１６
滋賀県大津市坂本３丁目１４５１－１
滋賀県栗東市小柿８丁目５－１５
兵庫県伊丹市南町２丁目２番１３号
兵庫県神戸市灘区備後町３－２－１１
兵庫県川辺郡猪名川町若葉１－４－５
兵庫県三田市けやき台３丁目７５－４
兵庫県三田市三輪３丁目８３７－１１
兵庫県三田市相生町１１－１２
兵庫県西宮市上ヶ原十番町６－１７
兵庫県神戸市東灘区魚崎北町４丁目７７１番２４
兵庫県西宮市能登町１４－５７
兵庫県西宮市甲子園口２丁目３－１１
兵庫県尼崎市南塚口町２丁目３９ー１５
兵庫県尼崎市塚口町１丁目１２－１２
兵庫県神戸市東灘区住吉宮町４－４－２
兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目８番４
兵庫県加古郡播磨町東本荘２丁目５番１７号
兵庫県加古川市東神吉町神吉１７－６
兵庫県加古川市東神吉町神吉７９５－１
兵庫県加古川市別府町新野辺３０１１
兵庫県丹波市柏原町柏原２９０１－１
兵庫県神戸市中央区旭通１丁目１ー１
兵庫県神戸市中央区旭通５丁目２番５号
兵庫県神戸市須磨区平田町２丁目３－５
兵庫県姫路市六角６８－１
兵庫県たつの市揖保川町神戸北山１０５－１
兵庫県神戸市垂水区下畑町３０３番２９
兵庫県明石市小久保２－７－２０
兵庫県明石市大明石町１－１－２３
兵庫県淡路市岩屋２９４２－４
兵庫県明石市大久保町江井島８３６－１
兵庫県明石市大久保町大窪１７９－１
兵庫県姫路市飾磨区蓼野町１２９－２
兵庫県尼崎市上坂部１丁目１番１号
鳥取県鳥取市天神町７０－１
鳥取県米子市河崎３３０９－６
鳥取県米子市西福原６丁目８８３番２
鳥取県米子市角盤町２丁目１１１
鳥取県米子市米原５－４９１
広島県世羅郡世羅町西上原１６２７－７
広島県広島市安佐南区長楽寺９４７－１
広島県広島市西区観音町１－１５
広島県広島市西区横川町２－５－１２
広島県呉市広塩焼１丁目１４－１４
広島県呉市焼山中央２丁目４－４６
広島県尾道市西則末町８－２３
広島県三原市本郷南３丁目２９番２４号
広島県東広島市志和町志和堀字青木３５３７－１
広島県東広島市西条下見６丁目４－３４
広島県広島市中区新天地５番３
広島県尾道市美ノ郷町本郷１０９４－１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
広島広大病院前
広島海田幸町
広島中央郵便局前
広島出汐１丁目
広島舟入中町
広島八丁堀
福山水呑南新田
神辺上御領
＜岡山県＞
倉敷インタ―
倉敷水島相生町
倉敷連島中央１丁目
真備町箭田
真備町尾崎
東総社駅前
倉敷中庄
倉敷山地
倉敷玉島柏島
倉敷玉島１丁目
鴨方小坂東
Ｉｉｎｇアリオ倉敷
岡山足守大井
岡山奥田
岡山東古松南
玉野田井３丁目
岡山津島京町
岡山田町
岡山錦町
＜島根県＞
江津二宮
出雲天神町
出雲今市町
出雲平田町薮崎
松江宍道町昭和
松江千鳥町
松江八幡町
＜山口県＞
南岩国１丁目
周南星プラザ
徳山櫛ヶ浜
周南孝田町
山口宮島町
下関球場前
宇部吉見
宇部川上
下関競艇場前
＜香川県＞
高松一宮町
高松多肥下町
高松太田下町
高松観光通２丁目
多度津町葛原
坂出久米町２丁目
丸亀郡家町
＜徳島県＞
松茂笹木野

住所
広島県広島市南区出汐１丁目６－１０
広島県安芸郡海田町幸町１－１０
広島県広島市中区大手町３－７－１０
広島県広島市南区出汐１丁目１７番１４号
広島県広島市中区舟入中町１２－３
広島県広島市中区八丁堀７番２号
広島県福山市水呑町４４９１番地
広島県福山市神辺町上御領２０６－１
岡山県倉敷市西坂２１番１
岡山県倉敷市水島相生町１０－２１
岡山県倉敷市連島中央１－１－３６
岡山県倉敷市真備町箭田７７１－１
岡山県倉敷市真備町尾崎１３４５－１
岡山県総社市総社１丁目１７－１３
岡山県倉敷市中庄２３０６－６
岡山県倉敷市山地５３－１
岡山県倉敷市玉島柏島４８－１
岡山県倉敷市玉島１丁目５－１
岡山県浅口市鴨方町小坂東２１４６－１
岡山県倉敷市寿町１２－２
岡山県岡山市北区大井２４０６－７
岡山県岡山市北区奥田２丁目９－３０
岡山県岡山市北区東古松南町１－１４
岡山県玉野市田井３丁目２９－１６
岡山県岡山市北区津島京町１丁目１番１号
岡山県岡山市北区田町１－１３－１１
岡山県岡山市北区錦町１番２７
島根県江津市二宮町神主ハ３１５－１
島根県出雲市天神町８５０
島根県出雲市今市町２３７－４
島根県出雲市平田町薮崎１５８３
島根県松江市宍道町昭和２４番
島根県松江市千鳥町７８番地１
島根県松江市八幡町７９６－２９
山口県岩国市南岩国町１丁目２０－４５
山口県下松市中央町２１－３
山口県周南市櫛ヶ浜字西浜田５１４－２１
山口県周南市孝田町２番２０号
山口県山口市宮島町１０－７
山口県下関市蒲生野９５９－１
山口県宇部市大字吉見字畠田１６５５番地１
山口県宇部市大字川上３３３番１
山口県下関市長府松小田東町６番１５号
香川県高松市一宮町字池尻１１３－１
香川県高松市多肥下町３８４番１
香川県高松市太田下町１８５６－９
香川県高松市観光通２－８－１１
香川県仲多度郡多度津町大字葛原６５１－１
香川県坂出市久米町２丁目２－２０
香川県丸亀市郡家町字八幡下２４０３－２
徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓２１１番

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
住所
阿南那賀川
徳島県阿南市那賀川町工地大久保２９６－１
藍住新居須
徳島県板野郡藍住町徳命字新居須５７番１
＜愛媛県＞
八幡浜松柏
愛媛県八幡浜市松柏９６２－３
今治学園通り
愛媛県今治市北日吉町１丁目２１番８号
新居浜徳常町
愛媛県新居浜市徳常町１０番３３号
今治小泉４丁目
愛媛県今治市小泉４丁目１－２６
松山みどろ
愛媛県松山市水泥町８４１－１
＜高知県＞
高知本町１丁目
高知県高知市本町１丁目４番２５号
＜福岡県＞
水巻立屋敷
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１－１６－３３
八幡御開３丁目
福岡県北九州市八幡西区御開３－３８－２
小倉守恒
福岡県北九州市小倉南区守恒本町２－４－１１
小倉井堀４丁目
福岡県北九州市小倉北区井堀４丁目５番１９号
八幡町上津役西３丁目
福岡県北九州市八幡西区町上津役西３－１－１４
八幡三ケ森
福岡県北九州市八幡西区三ケ森４－７－８
八幡引野
福岡県北九州市八幡西区引野３丁目１８－２６
八幡西曲里町
福岡県北九州市八幡西区西曲里町５－３
八幡穴生１丁目
福岡県北九州市八幡西区穴生１丁目１９番２０号
小倉三萩野２丁目
福岡県北九州市小倉北区三萩野２丁目２番１０号
ハートインＪＲ小倉駅新幹線口東 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１
八幡西本町４丁目
福岡県北九州市八幡東区西本町４丁目２－１６
福岡苅田尾倉
福岡県京都郡苅田町尾倉１－２－１
門司永黒２丁目
福岡県北九州市門司区永黒２丁目６番６号
行橋延永
福岡県行橋市吉国２７０
行橋大橋２丁目
福岡県行橋市大橋２丁目５－７
２０２西の丘
福岡県福岡市西区西の丘２－２－２８
福岡今宿駅前
福岡県福岡市西区今宿駅前１－２－７
福岡西長住
福岡県福岡市南区西長住３丁目４－１８
福岡堤１丁目
福岡県福岡市城南区堤１－１２－２２
福大片江
福岡県福岡市城南区西片江１丁目３－３６
福岡鳥飼２丁目
福岡県福岡市中央区鳥飼２－７－８
福岡三宅３丁目
福岡県福岡市南区三宅３－１３－３５
糸島篠原東３丁目
福岡県糸島市篠原東３丁目１－１８
太宰府大佐野
福岡県太宰府市大佐野２丁目９－１５
博多豊１丁目
福岡県福岡市博多区豊１－９－４９
福岡千早４丁目
福岡県福岡市東区千早４丁目２２－３７
飯塚鯰田上町
福岡県飯塚市鯰田１９５６番３
飯塚近畿大前
福岡県飯塚市柏の森１－２
博多住吉神社前
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１１－１３
博多駅中央街
福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－１９
大野城御笠川１丁目
福岡県大野城市御笠川１丁目１２－９
大野城御笠川５丁目
福岡県大野城市御笠川５丁目１１－７
西鉄二日市駅前
福岡県筑紫野市二日市中央６－６３３－１５
飯塚西川津
福岡県飯塚市大字川津４５２－１
大牟田倉永
福岡県大牟田市倉永１５２２
大牟田三池南
福岡県大牟田市大字歴木字平町４７０番１
久留米日吉中央
福岡県久留米市日吉町１９－２
久留米田主丸
福岡県久留米市田主丸町田主丸４５９－２
八女本村
福岡県八女市本村字杉町６５９－１
戸畑天籟寺
北九州市戸畑区正津町３－７
＜佐賀県＞
伊万里東山代里
佐賀県伊万里市東山代町里字新田１７７番７８
有田原明
佐賀県西松浦郡有田町原明甲２２４６－５
唐津鏡
佐賀県唐津市鏡字立神４６４０番１

ラブライブサンシャイン羽子板ストラップ セブン-イレブン・ジャパン展開店舗
店舗名
唐津山本
唐津佐志浜
唐津西高校前
佐賀大和川上
佐賀高木瀬東２丁目
＜長崎県＞
佐世保俵町
時津西時津郷
諫早久山台
大村松並１丁目
諫早上町
大村東三城町
大村池田１丁目
長崎深堀町
＜大分県＞
大分下郡中央
大分新春日町
大分木上
佐伯池田
安岐塩屋
国東安岐下原
大分空港
中津下池永
中津牛神町１丁目
中津万田
別府石垣西
玖珠山田
＜熊本県＞
芦北田浦
新水俣駅前
水俣ひばりケ丘
宇城松橋曲野
熊本合志
熊本上水前寺２丁目
益城福富
菊陽新山１丁目
九州道玉名ＰＡ上り
菊水インター
熊本坪井２丁目
熊本大江５丁目
熊本池田１丁目
荒尾庄山
荒尾東屋形
荒尾本村
＜宮崎県＞
宮崎大塚宮田
都城大王町
都城早鈴町
小林上堤
＜鹿児島県＞
鹿屋青果市場前
志布志町安楽
鹿児島山之口町
鹿児島紫原３丁目
鹿児島上荒田町
鹿児島長田町

住所
佐賀県唐津市山本６４５番１
佐賀県唐津市佐志浜町４１７９－１
佐賀県唐津市町田１７７７番地１
佐賀県佐賀市大和町大字川上４２４－１
佐賀県佐賀市高木瀬東２丁目３９５番７
長崎県佐世保市俵町２３番１８号
長崎県西彼杵郡時津町西時津郷８４７－４
長崎県諌早市久山台４４番３号
長崎県大村市松並１丁目１５７－２５
長崎県諫早市上町１２２
長崎県大村市東三城町６８
長崎県大村市池田２０－１
長崎県長崎市深堀町１丁目１４５－１０
大分県大分市下郡中央２丁目９－１１
大分県大分市新春日町１丁目１１０８－１
大分県大分市木上３９６－１
大分県佐伯市大字池田字尾ノ下１２９８番１
大分県国東市安岐町塩屋字古屋敷２９９番１
大分県国東市安岐町下原字カツラヲ７５２番地１
大分県国東市安岐町下原１３番地
大分県中津市下池永８６４－２
大分県中津市牛神町１丁目１６番１８号
大分県中津市万田２６５－１
大分県別府市石垣西１０丁目４－５４
大分県玖珠郡玖珠町山田２９１番地１
熊本県葦北郡芦北町大字小田浦７８７－１０
熊本県水俣市初野字西原３０７－１５
熊本県水俣市ひばりケ丘３８
熊本県宇城市松橋町曲野８２３－１
熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北１丁目６番１号
熊本県熊本市中央区上水前寺２丁目１番４８号
熊本県上益城郡益城町大字福富７４０番地１８
熊本県菊池郡菊陽町新山１丁目１１番１１号
熊本県玉名郡南関町大字下坂下字四反田１５６２－３
熊本県玉名郡和水町前原２３５
熊本県熊本市中央区坪井２丁目１０番１号
熊本県熊本市中央区大江５丁目８番１１号
熊本県熊本市西区池田１丁目１５番７７号
熊本県荒尾市上平山１００７
熊本県荒尾市東屋形２丁目２－２
熊本県荒尾市荒尾２０３６－１
宮崎県宮崎市大塚町宮田２９８９
宮崎県都城市大王町４５－３－１
宮崎県都城市早鈴町３２２３番地
宮崎県小林市大字堤字金鳥居３０２５番１
鹿児島県鹿屋市新川町６１１番地
鹿児島県志布志市志布志町安楽５０６－１
鹿児島県鹿児島市山之口町７番４６号
鹿児島県鹿児島市紫原３丁目１１番４号
鹿児島県鹿児島市上荒田町４１番４
鹿児島県鹿児島市長田町１７－１１

