
　※新型コロナウイルス感染症の状況により、一部休業中の店舗がございます。

駅名 店舗名 駅名 店舗名

長浜駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR長浜駅改札口 忍ヶ丘駅 セブン‐イレブン　ハートインJR忍ヶ丘駅改札口

米原駅 セブン‐イレブン　キヨスク米原駅改札口 長尾駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR長尾駅改札口

彦根駅 セブン‐イレブン　ハートインJR彦根駅北口 星田駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR星田駅改札口

能登川駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR能登川駅改札口 セブン‐イレブン　ハートイン阿倍野松崎町１丁目

セブン‐イレブン　ハートインJR近江八幡駅北口 セブン‐イレブン　ハートインJR大阪鉄道病院

セブン‐イレブン　キヨスクJR近江八幡駅改札口 セブン‐イレブン　ハートインJR天王寺駅中央口

セブン‐イレブン　ハートインJR野洲駅南口 セブン‐イレブン　ハートインJR天王寺駅東改札内

セブン‐イレブン　キヨスクJR野洲駅改札口 アントレマルシェ天王寺

セブン‐イレブン　ハートインJR守山駅西口 東岸和田駅 セブン‐イレブン　ハートインJR東岸和田駅改札口

セブン‐イレブン　キヨスクJR守山駅改札口 八尾駅 セブン‐イレブン　ハートインJR八尾駅改札口

草津駅 セブン‐イレブン　ハートインJR草津駅改札内 セブン‐イレブン　キヨスクJR王寺駅改札内

セブン‐イレブン　ハートインJR南草津駅東口 セブン‐イレブン　ハートインJR王寺駅北口

セブン‐イレブン　キヨスクJR南草津駅改札口 杉本町駅 セブン‐イレブン　ハートインJR杉本町駅西口

瀬田駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR瀬田駅改札口 久宝寺駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR久宝寺駅改札口

石山駅 セブン‐イレブン　ハートインJR石山駅南口 法隆寺駅 セブン‐イレブン　ハートインJR法隆寺駅南口

膳所駅 セブン‐イレブン　ハートインJR膳所駅改札口 堺市駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR堺市駅改札口

大津駅 セブン‐イレブン　ハートインビエラ大津 上野芝駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR上野芝駅改札口

堅田駅 セブン‐イレブン　ハートインJR堅田駅前 東部市場前駅 セブン‐イレブン　ハートインJR東部市場前駅前

おごと温泉駅 セブン‐イレブン　ハートインJRおごと温泉駅前 桜井駅 セブン‐イレブン　ハートインJR桜井駅南口

比叡山坂本駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR比叡山坂本駅改札口 平野駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR平野駅改札口

大津京駅 セブン‐イレブン　ハートインJR大津京駅前 セブン‐イレブン　キヨスクJR鳳駅改札口

山科駅 セブン‐イレブン　ハートインJR山科駅前 セブン‐イレブン　ハートインJR鳳駅東口

園部駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR園部駅改札口 長居駅 セブン‐イレブン　ハートインJR長居駅改札口

亀岡駅 セブン‐イレブン　ハートインJR亀岡駅改札口 和泉府中駅 セブン‐イレブン　ハートインJR和泉府中駅改札口

嵯峨嵐山駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR嵯峨嵐山駅改札口 関西空港駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR関西空港3番のりば

二条駅 セブン‐イレブン　ハートインJR二条駅東口 天理駅 セブン‐イレブン　ハートインJR天理駅前

梅小路京都西駅 セブン‐イレブン　ハートインJR梅小路京都西駅前 大和小泉駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR大和小泉駅改札口

アントレマルシェ京都西口改札内 セブン‐イレブン　ハートインJR奈良駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインヴィアイン京都八条口 セブン‐イレブン　ハートインJR奈良駅前

セブン‐イレブン　ハートインJR京都駅東口改札内 立花駅 セブン‐イレブン　ハートインJR立花駅北口

セブン‐イレブン　ハートインJR京都駅東塩小路 セブン‐イレブン　ハートインJR尼崎駅東口改札口

セブン‐イレブン　キヨスクJR京都駅0番のりば西 セブン‐イレブン　ハートインJR尼崎駅西口改札内

セブン‐イレブン　ハートイン京都地下鉄京都駅南口 セブン‐イレブン　ハートインJR尼崎駅北NKビル

セブン‐イレブン　ハートインJR京都駅地下東口 西宮駅 セブン‐イレブン　ハートインJR西宮駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインJR京都駅西口 甲子園口駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR甲子園口駅南口

セブン‐イレブン　ハートインJR京都駅中央改札口 川西池田駅 セブン‐イレブン　ハートインJR川西池田駅北口

向日町駅 セブン‐イレブン　ハートインJR向日町駅改札口 伊丹駅 セブン‐イレブン　ハートインJR伊丹駅前

長岡京駅 セブン‐イレブン　ハートインJR長岡京駅改札口 新三田駅 セブン‐イレブン　ハートインJR新三田駅前

六地蔵駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR六地蔵駅改札口 セブン‐イレブン　ハートインJR三田駅南口

セブン‐イレブン　ハートインJR高槻駅改札内 セブン‐イレブン　キヨスクJR三田駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインJR高槻駅中央口 伊丹駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR伊丹駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインビエラ高槻 塚口駅 セブン‐イレブン　ハートインビエラ塚口

摂津富田駅 セブン‐イレブン　ハートインJR摂津富田駅改札口 猪名寺駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR猪名寺駅改札口

茨木駅 セブン‐イレブン　ハートインJR茨木駅改札口 西宮名塩駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR西宮名塩駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインJR千里丘駅西口 中山寺駅 セブン‐イレブン　ハートインJR中山寺駅北口

セブン‐イレブン　キヨスクJR千里丘駅改札口 甲子園口駅 セブン‐イレブン　ハートイン西宮松山町

セブン‐イレブン　ハートインJR岸辺駅改札口 宝塚駅 セブン‐イレブン　ハートインJR宝塚駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインビエラ岸辺健都 摂津本山駅 セブン‐イレブン　ハートインJR摂津本山駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインJR吹田駅中央口 甲南山手駅 セブン‐イレブン　ハートインJR甲南山手駅前

セブン‐イレブン　ハートインJR吹田駅東改札口 住吉駅 セブン‐イレブン　ハートインJR住吉駅改札内

セブン‐イレブン　ハートインヴィアイン新大阪W 灘駅 セブン‐イレブン　ハートインJR灘駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインJR新大阪駅1階 須磨駅 セブン‐イレブン　ハートインJR須磨駅改札口

アントレマルシェエキマルシェ新大阪 セブン‐イレブン　ハートインJR垂水駅西口

セブン‐イレブン　ハートインJR新大阪駅東改札内 セブン‐イレブン　ハートイン垂水星陵台

セブン‐イレブン　ハートインJR新大阪駅南口 セブン‐イレブン　ハートインJR垂水駅東口

アントレマルシェ新大阪中央口 六甲道駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR六甲道駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインJR新大阪駅２階西 須磨海浜公園駅 セブン‐イレブン　ハートインJR須磨海浜公園駅内

セブン‐イレブン　ハートインヴィアイン新大阪正面 鷹取駅 セブン‐イレブン　ハートインJR鷹取駅改札南口

セブン‐イレブン　ハートインJR新大阪駅東改札口 セブン‐イレブン　ハートインJR元町駅東口

アントレマルシェ大阪 セブン‐イレブン　ハートインJR元町駅西口

セブン‐イレブン　ハートインJR大阪11番のりば セブン‐イレブン　ハートインJR三ノ宮駅東口

セブン‐イレブン　ハートインJR大阪駅御堂筋南口 セブン‐イレブン　キヨスクJR三ノ宮駅中央口

セブン‐イレブン　ハートインJR大阪駅北 セブン‐イレブン　キヨスクJR三ノ宮駅西口内

セブン‐イレブン　ハートインJR大阪駅連絡橋口内 アントレマルシェ三ノ宮

セブン‐イレブン　キヨスクJR大阪駅御堂筋口内北 舞子駅 セブン‐イレブン　ハートインJR舞子駅改札口

セブン‐イレブン　キヨスクJR大阪駅御堂筋口内南 新長田駅 セブン‐イレブン　ハートインJR新長田駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインエキマルシェ大阪 セブン‐イレブン　ハートインJR神戸駅中央口

セブン‐イレブン　ハートインJR大阪駅桜橋口内 セブン‐イレブン　ハートインJR神戸駅改札内

セブン‐イレブン　ハートインヴィアイン梅田 兵庫駅 セブン‐イレブン　ハートインJR兵庫駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインクロスト大阪店 セブン‐イレブン　ハートインJR摩耶駅改札口

大阪天満宮駅 セブン‐イレブン　ハートインJR大阪天満宮改札口 セブン‐イレブン　ハートイン灘北通り6丁目

北新地駅 セブン‐イレブン　ハートインJR北新地駅東改札口 アントレマルシェ新神戸

福島駅 セブン‐イレブン　ハートインJR福島駅前 セブン‐イレブン　キヨスクJR新神戸1番のりば西

野田駅 セブン‐イレブン　ハートインビエラ野田 セブン‐イレブン　キヨスクJR新神戸2番のりば東

西九条駅 セブン‐イレブン　ハートインJR西九条駅改札口 セブン‐イレブン　ハートインJR西明石駅西改札口

安治川口駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR安治川口駅改札内 セブン‐イレブン　キヨスクJR西明石駅東改札口

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ駅 セブン‐イレブン　ハートインJRUC駅改札口 セブン‐イレブン　ハートインプリコ西明石

弁天町駅 セブン‐イレブン　ハートインJR弁天町駅南口 朝霧駅 セブン‐イレブン　ハートインJR朝霧駅改札口

塚本駅 セブン‐イレブン　ハートインJR塚本駅西口 セブン‐イレブン　ハートインJR明石駅北口

天満駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR天満駅改札口 セブン‐イレブン　ハートインJR明石駅改札口

セブン‐イレブン　ハートインJR京橋駅1番のりば セブン‐イレブン　ハートインJR加古川駅南口

セブン‐イレブン　ハートインJR京橋駅北口 セブン‐イレブン　ハートインJR加古川駅改札内

セブン‐イレブン　ハートインヴィアイン大阪京橋 宝殿駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR宝殿駅改札口

大阪城公園駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR大阪城公園駅改札口 セブン‐イレブン　ハートインJR姫路駅南口

森ノ宮駅 セブン‐イレブン　ハートインJR森ノ宮駅北口 セブン‐イレブン　ハートインJR姫路駅改札内

セブン‐イレブン　ハートインJR玉造駅改札口 セブン‐イレブン　ハートインJR姫路駅北口

セブン‐イレブン　ハートインビエラ玉造 セブン‐イレブン　ハートインピオレ姫路

セブン‐イレブン　ハートインJR鶴橋駅1番のりば アントレマルシェ姫路

セブン‐イレブン　キヨスクJR鶴橋駅中央改札口 土山駅 セブン‐イレブン　ハートインJR土山駅改札内

桃谷駅 セブン‐イレブン　ハートインJR桃谷駅南口 相生駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR相生駅改札口

寺田町駅 セブン‐イレブン　ハートインJR寺田町駅北口 魚住駅 セブン‐イレブン　ハートインJR魚住駅改札口

新今宮駅 セブン‐イレブン　ハートインJR新今宮駅西口内 網干駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR網干駅改札口

大正駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR大正駅改札口 東加古川駅 セブン‐イレブン　ハートインJR東加古川駅改札口

鴫野駅 セブン‐イレブン　ハートインJR鴫野駅改札口 大久保駅 セブン‐イレブン　ハートインJR大久保駅北口

徳庵駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR徳庵駅改札口 福知山駅 セブン‐イレブン　ハートインJR福知山駅改札口

鴻池新田駅 セブン‐イレブン　ハートインJR鴻池新田駅北口 東舞鶴駅 セブン‐イレブン　キヨスクJR東舞鶴駅改札口

住道駅 セブン‐イレブン　ハートインJR住道駅改札口 海南駅 セブン‐イレブン　ハートインJR海南駅改札口

野崎駅 セブン‐イレブン　ハートインJR野崎駅改札口 和歌山駅 セブン‐イレブン　ハートインJR和歌山駅中央口

セブン‐イレブン　ハートインJR四条畷駅東口 紀伊田辺駅 セブン‐イレブン　ハートインJR紀伊田辺駅前

セブン‐イレブン　キヨスクJR四条畷駅改札口

【駅ナカパスポート】駅ナカコンビニ対象店舗一覧(12/21時点)

近江八幡駅

野洲駅

守山駅

南草津駅

天王寺駅

新大阪駅

三ノ宮駅

王寺駅

鳳駅

垂水駅

三田駅

尼崎駅

奈良駅

元町駅

京都駅

高槻駅

千里丘駅

岸辺駅

吹田駅

神戸駅

鶴橋駅

四条畷駅

姫路駅

明石駅

加古川駅

新神戸駅

西明石駅

摩耶駅

京橋駅

玉造駅

大阪駅


