
市町村別

盛岡

店舗名 住所

1 セブンイレブン岩手県立中央病院前店 岩手県盛岡市上田１丁目６－１２

2 セブンイレブン岩手大学前店 岩手県盛岡市上田３丁目３番１４号

3 セブンイレブン盛岡青山１丁目店 岩手県盛岡市青山１丁目２３番２５号

4 セブンイレブン盛岡飯岡新田店 岩手県盛岡市北飯岡１丁目５番９０号

5 セブンイレブン盛岡上田２丁目店 岩手県盛岡市上田２丁目１９番５４号

6 セブンイレブン盛岡映画館通店 岩手県盛岡市大通１丁目１１番１２

7 セブンイレブン盛岡大通３丁目店 岩手県盛岡市大通３－２－８

8 セブンイレブン盛岡加賀野４丁目店 岩手県盛岡市加賀野４－６－１９

9 セブンイレブン盛岡門店 岩手県盛岡市門１丁目４－２８

10 セブンイレブン盛岡厨川３丁目店 岩手県盛岡市厨川３丁目１３－１３

11 セブンイレブン盛岡黒川店 岩手県盛岡市黒川２１地割３５番７

12 セブンイレブン盛岡菜園１丁目店 岩手県盛岡市菜園１－７－１７

13 セブンイレブン盛岡三本柳店 岩手県盛岡市三本柳７地割３０

14 セブンイレブン盛岡月が丘１丁目店 岩手県盛岡市月が丘１－５－１６

15 セブンイレブン盛岡津志田西２丁目店 岩手県盛岡市津志田西２－１２－８

16 セブンイレブン盛岡中野店 岩手県盛岡市中野１丁目２９番３８号

17 セブンイレブン盛岡中野２丁目店 岩手県盛岡市中野２丁目１６－１６

18 セブンイレブン盛岡中ノ橋通１丁目店 岩手県盛岡市中ノ橋通１－７－１

19 セブンイレブン盛岡永井店 岩手県盛岡市永井２３地割１０－６

20 セブンイレブン盛岡東黒石野２丁目店 岩手県盛岡市東黒石野２丁目１番１０号

21 セブンイレブン盛岡東宮古街道店 岩手県盛岡市中野１丁目２１番８号

22 セブンイレブン盛岡東見前店 岩手県盛岡市東見前８地割１５－１

23 セブンイレブン盛岡松尾町店 岩手県盛岡市松尾町１９番１２号

24 セブンイレブン盛岡みたけ３丁目店 岩手県盛岡市みたけ３－２２－２０

25 セブンイレブン盛岡三ツ割店 岩手県盛岡市三ツ割字鉢ノ皮３６番４７

26 セブンイレブン盛岡緑が丘３丁目店 岩手県盛岡市緑が丘３丁目１－１

27 セブンイレブン盛岡緑が丘４丁目店 岩手県盛岡市緑が丘４－９－３５

28 セブンイレブン盛岡南大通１丁目店 岩手県盛岡市南大通１－１４－６

29 セブンイレブン盛岡南大通３丁目店 岩手県盛岡市南大通３－１－２

30 セブンイレブン盛岡南仙北１丁目店 岩手県盛岡市南仙北１丁目１５－１３

31 セブンイレブン盛岡向中野１丁目店 岩手県盛岡市向中野１－１０－１

32 セブンイレブン盛岡本宮３丁目店 岩手県盛岡市本宮３丁目５１番５５号

33 セブンイレブン盛岡本宮店 岩手県盛岡市本宮６－２３－２１

34 セブンイレブン盛岡本宮６丁目店 岩手県盛岡市本宮６丁目８－４０

35 セブンイレブン盛岡夕顔瀬町店 岩手県盛岡市夕顔瀬町６－１０

36 セブンイレブン盛岡流通センター北店 岩手県盛岡市流通センター北１丁目１番２１号

滝沢市

店舗名 住所

1 セブンイレブン滝沢鵜飼店 岩手県滝沢市鵜飼諸葛川２番１

2 セブンイレブン滝沢大釜店 岩手県滝沢市篠木字黒畑９０－１

3 セブンイレブン滝沢巣子店 岩手県滝沢市巣子１５６番１４

4 セブンイレブン滝沢せいほくタウン店 岩手県滝沢市滝沢字穴口１３５－２

5 セブンイレブン滝沢祢宜屋敷店 岩手県滝沢市滝沢字祢宜屋敷１

矢巾町
店舗名 住所

1 セブンイレブン岩手医科大学西店 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田８地割１７０

2 セブンイレブン矢巾町高田店 岩手県紫波郡矢巾町高田１１地割３５－４

3 セブンイレブン矢巾町広宮沢店 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３４０番地

4 セブンイレブン矢巾町南矢幅店 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第１５地割１０７－１

紫波町

店舗名 住所

1 セブンイレブン紫波北日詰店 岩手県紫波郡紫波町北日詰字下藪１００番１

2 セブンイレブン紫波栃内店 岩手県紫波郡紫波町栃内字小畑８５番

3 セブンイレブン紫波日詰西店 岩手県紫波郡紫波町日詰西３－６－１４

4 セブンイレブン紫波平沢店 岩手県紫波郡紫波町平沢字六本松８８

雫石町

店舗名 住所

1 セブンイレブン雫石バイパス店 岩手県岩手郡雫石町長山赤坂１１０－２



八幡平

店舗名 住所

1 セブンイレブン八幡平野駄店 岩手県八幡平市野駄２１－２２０－１

2 セブンイレブン八幡平バイパス店 岩手県八幡平市大更第３６地割４６９番地１

北上市

店舗名 住所

1 セブンイレブン岩手県立中部病院前店 岩手県北上市村崎野１８地割２１６－１

2 セブンイレブン北上インター東店 岩手県北上市北鬼柳１８地割１４６番３

3 セブンイレブン北上上野町１丁目店 岩手県北上市上野町１丁目２６－２１

4 セブンイレブン北上駅東口店 岩手県北上市川岸１－７－５

5 セブンイレブン北上江釣子インター店 岩手県北上市北鬼柳１９地割１１６番地１０

6 セブンイレブン北上江釣子五条丸店 岩手県北上市上江釣子１９地割２８－１０

7 セブンイレブン北上大通り４丁目店 岩手県北上市大通り４－２－５

8 セブンイレブン北上金属団地店 岩手県北上市村崎野２２地割１６１－２

9 セブンイレブン北上国見橋店 岩手県北上市稲瀬町前田１７２－５

10 セブンイレブン北上さくら通り５丁目店 岩手県北上市さくら通り５－１－１１

11 セブンイレブン北上里分店 岩手県北上市里分７地割８２－１

12 セブンイレブン北上諏訪町２丁目店 岩手県北上市諏訪町２－３－３６

13 セブンイレブン北上堤ケ丘１丁目店 岩手県北上市堤ヶ丘１－８－６

14 セブンイレブン北上常盤台４丁目店 岩手県北上市常盤台４丁目９番２６号

15 セブンイレブン北上バイパス店 岩手県北上市相去町旧舘沢４３－４２

16 セブンイレブン北上村崎野店 岩手県北上市村崎野１７地割３２６－２

17 セブンイレブン北上和賀藤根店 岩手県北上市和賀町藤根１７地割２０－１１

花巻市

店舗名 住所

1 セブンイレブンいわて花巻空港前店 岩手県花巻市二橋町南１丁目１０５－２

2 セブンイレブン花巻石鳥谷八幡店 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第４地割１－２

3 セブンイレブン花巻石鳥谷バイパス店 岩手県花巻市石鳥谷町好地３－９０－２

4 セブンイレブン花巻インター店 岩手県花巻市二枚橋第３地割２５８－３

5 セブンイレブン花巻北湯口店 岩手県花巻市北湯口第１１地割６４８－３

6 セブンイレブン花巻桜台２丁目店 岩手県花巻市桜台２－１２－１０

7 セブンイレブン花巻城内店 岩手県花巻市城内１２番２３号

8 セブンイレブン花巻諏訪町２丁目店 岩手県花巻市諏訪町２－２－３

9 セブンイレブン花巻高木店 岩手県花巻市高木第１９地割３８－３

10 セブンイレブン花巻東和町店 岩手県花巻市東和町安俵１１区６－１

11 セブンイレブン花巻西大通り１丁目店 岩手県花巻市西大通り１丁目２０－２４

12 セブンイレブン花巻西宮野目西店 岩手県花巻市西宮野目第９地割３５－１５

13 セブンイレブン花巻松園町１丁目店 岩手県花巻市松園町１－４－５７

14 セブンイレブン花巻南インター店 岩手県花巻市上根子字欠端１４７－１

15 セブンイレブン花巻本館３丁目店 岩手県花巻市本館３－２－５

16 セブンイレブン花巻矢沢店 岩手県花巻市矢沢第４地割１２６－１

17 セブンイレブン花巻若葉町店 岩手県花巻市若葉町３－１３－１２

遠野市

店舗名 住所

1 セブンイレブン遠野青笹町店 岩手県遠野市青笹町糠前１５地割３０－１

2 セブンイレブン遠野早瀬町店 岩手県遠野市早瀬町４丁目２２－１

3 セブンイレブン遠野松崎町店 岩手県遠野市松崎町白岩１５地割４番３９

一関市

店舗名 住所

1 セブンイレブン一関赤荻店 岩手県一関市赤荻字亀田１１９－２

2 セブンイレブン一関インター店 岩手県一関市赤荻字堺９６－１

3 セブンイレブン一関川崎店 岩手県一関市川崎町薄衣字法道地２８－１

4 セブンイレブン一関厳美渓店 岩手県一関市厳美町字雨田７７－１

5 セブンイレブン一関工業団地店 岩手県一関市滝沢字矢ノ目沢６５番地９０

6 セブンイレブン一関城内店 岩手県一関市城内１番４３号

7 セブンイレブン一関摺沢店 岩手県一関市大東町摺沢字八幡前２４－２

8 セブンイレブン一関千厩構井田店 岩手県一関市千厩町千厩字構井田６７－１

9 セブンイレブン一関中里店 岩手県一関市中里字在家３９

10 セブンイレブン一関バイパス北店 岩手県一関市山目字大槻８７－１

11 セブンイレブン一関バイパス店 岩手県一関市山目字十二神４５

12 セブンイレブン一関東口店 岩手県一関市三関字神田１００番



13 セブンイレブン一関樋渡店 岩手県一関市字樋渡２６－１

14 セブンイレブン一関真柴店 岩手県一関市真柴字中田７０－１

15 セブンイレブン一関山目店 岩手県一関市山目字三反田２８－１

16 セブンイレブン花泉堺田店 岩手県一関市花泉町金沢字砂子田２８－２

平泉町

店舗名 住所

1 セブンイレブン平泉バイパス店 岩手県西磐井郡平泉町平泉字三日町１０２－１

金ケ崎町

店舗名 住所

1 セブンイレブン金ケ崎バイパス店 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻長根前９６番地

二戸市

店舗名 住所

1 セブンイレブン二戸石切所店 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢４番１

2 セブンイレブン二戸福岡田町店 岩手県二戸市福岡字下町２２番

大船渡市

店舗名 住所

1 セブンイレブン大船渡赤崎店 岩手県大船渡市赤崎町６番２１

2 セブンイレブン大船渡お魚センター店 岩手県大船渡市大船渡町字砂子前１番６

3 セブンイレブン大船渡合同庁舎前店 岩手県大船渡市猪川町字前田３番１

4 セブンイレブン大船渡盛町店 岩手県大船渡市盛町字下舘下３番１１

5 セブンイレブン大船渡立根町店 岩手県大船渡市立根町字関谷６７－１

奥州市

店舗名 住所

1 セブンイレブン奥州江刺愛宕店 岩手県奥州市江刺愛宕字大畑１６３－９

2 セブンイレブン奥州江刺桜木通り店 岩手県奥州市江刺愛宕字谷地１８番１

3 セブンイレブン奥州江刺南大通り店 岩手県奥州市江刺南大通り１－４

4 セブンイレブン奥州前沢店 岩手県奥州市前沢字南塔ヶ崎５－１

5 セブンイレブン奥州水沢大町店 岩手県奥州市水沢字大町５６

6 セブンイレブン奥州水沢川端店 岩手県奥州市水沢字川端１４３－２

7 セブンイレブン奥州水沢寺領店 岩手県奥州市水沢字寺領１１７

8 セブンイレブン奥州水沢中学校前店 岩手県奥州市水沢南丑沢１６－３

9 セブンイレブン奥州水沢名残店 岩手県奥州市水沢名残２９

10 セブンイレブン奥州水沢東中通り店 岩手県奥州市水沢東中通リ１丁目６９番２

11 セブンイレブン奥州水沢日高店 岩手県奥州市水沢字虚空蔵小路１９番３

12 セブンイレブン奥州水沢町屋敷店 岩手県奥州市水沢真城字町屋敷６－１

13 セブンイレブン前沢バイパス店 岩手県奥州市前沢字株樹５３－２

14 セブンイレブン水沢バイパス店 岩手県奥州市水沢佐倉河十文字４３－２

陸前高田市

店舗名 住所

1 セブンイレブン陸前高田アップルロード店岩手県陸前高田市小友町字小崎下２９番１０

2 セブンイレブン陸前高田市役所前店 岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢２０６－１

3 セブンイレブン陸前高田竹駒町店 岩手県陸前高田市竹駒町字大畑２０－１

4 セブンイレブン陸前高田馬場前店 岩手県陸前高田市高田地区被災市街地復興土地区画整理

釜石市

店舗名 住所

1 セブンイレブンかまいし片岸店 岩手県釜石市片岸町第９地割２２８番地

2 セブンイレブン釜石甲子町店 岩手県釜石市甲子町第９地割１４０－１

3 セブンイレブン釜石中妻町１丁目店 岩手県釜石市中妻町１丁目１２５番１

4 セブンイレブン釜石中妻町３丁目店 岩手県釜石市中妻町３丁目９番３２

5 セブンイレブン釜石松原店 岩手県釜石市松原町３丁目６番２３号

住田町

店舗名 住所

1 セブンイレブン住田世田米店 岩手県気仙郡住田町世田米字川向１２番１３

大槌町

店舗名 住所

1 セブンイレブンおおつち御社地店 岩手県上閉伊郡大槌町末広町１－３０

2 セブンイレブンおおつち吉里吉里店 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里２丁目８番１９号

山田町

店舗名 住所

1 セブンイレブン山田町大沢店 岩手県下閉伊郡山田町大沢第１地割４３番５

2 セブンイレブン山田町中央店 岩手県下閉伊郡山田町中央町６番２２号


