
令和2年（2020年）12月現在

住　　　　　　所

1 セブン‐イレブン 八王子みなみ野５丁目 八王子市みなみ野５丁目１５

2 セブン‐イレブン 八王子めじろ台駅南 八王子市めじろ台２-３３-１
3 セブン‐イレブン 八王子由木中央 八王子市越野３-１３
4 セブン‐イレブン 八王子八日町 八王子市八日町１-１６
5 セブン‐イレブン 八王子横川東 八王子市横川町４７５-１
6 セブン‐イレブン 八王子繊維工業団地 八王子市下恩方町１１８５-１
7 セブン‐イレブン 八王子下柚木２丁目 八王子市下柚木２-１２-５
8 セブン‐イレブン 八王子久保山１丁目 八王子市久保山町１-９-１５４
9 セブン‐イレブン 八王子宮下町 八王子市宮下町５７９-２
10 セブン‐イレブン 八王子犬目 八王子市犬目町１６４-４
11 セブン‐イレブン 八王子高倉南 八王子市高倉町５０-４
12 セブン‐イレブン 八王子高倉町 八王子市高倉町６-１
13 セブン‐イレブン 八王子インター北 八王子市左入町２６１-１
14 セブン‐イレブン 八王子散田１丁目 八王子市散田町１-１６-１０
15 セブン‐イレブン 八王子散田３丁目 八王子市散田町３丁目１４番１８号

16 セブン‐イレブン 八王子四谷町 八王子市四谷町５０６-１
17 セブン‐イレブン 八王子みなみ野シティ 八王子市七国１-１-１
18 セブン‐イレブン 八王子小宮 八王子市小宮町８５１-４
19 セブン‐イレブン 八王子小比企東 八王子市小比企町１１３２-２
20 セブン‐イレブン 京王山田駅前 八王子市小比企町５９９-１
21 セブン‐イレブン 八王子松木 八王子市松木６２-５
22 セブン‐イレブン 八王子石川中入口 八王子市石川町１２３-１
23 セブン‐イレブン 八王子石川町 八王子市石川町９１３-４
24 セブン‐イレブン 八王子千人町１丁目 八王子市千人町１-１１-１０
25 セブン‐イレブン 帝京大前 八王子市大塚４８４-１
26 セブン‐イレブン 八王子せきば 八王子市大塚６２２-１
27 セブン‐イレブン 八王子大和田２丁目 八王子市大和田町２丁目２２-２２
28 セブン‐イレブン 八王子大和田７丁目 八王子市大和田町７丁目８-２
29 セブン‐イレブン 八王子丹木町 八王子市丹木町３丁目２１４-１
30 セブン‐イレブン 八王子長沼東 八王子市長沼町２００-２
31 セブン‐イレブン 八王子東浅川 八王子市東浅川町２８３-１
32 セブン‐イレブン 八王子楢原 八王子市楢原町４５６-１
33 セブン‐イレブン 八王子南大沢 八王子市南大沢２-２１１-１６
34 セブン‐イレブン 八王子京王片倉 八王子市片倉町３３９-２
35 セブン‐イレブン 八王子堀之内 八王子市堀之内２丁目１７-８
36 セブン‐イレブン 八王子堀之内３丁目 八王子市堀之内３-２９-１
37 セブン‐イレブン 八王子西片倉３丁目 八王子市西片倉３-１１-１７
38 セブン‐イレブン 八王子散田５丁目 八王子市散田町５-２４-１６
39 セブン‐イレブン 八王子犬目西 八王子市犬目町８９１-１

ＡED設置場所一覧（コンビニエンスストア等）

名　　　　　　　称



住　　　　　　所名　　　　　　　称

40 セブン‐イレブン 八王子インター南 八王子市中野山王２丁目２番地１６号

41 セブン‐イレブン 八王子東中野 八王子市東中野１３-３
42 セブン‐イレブン 八王子桑並木通り 八王子市元横山町２丁目１番９号

43 セブン‐イレブン 八王子陵南 八王子市東浅川町５５６-１
44 ファミリーマート 八王子滝山町 八王子市滝山町１－２５－２

45 ファミリーマート 松木公園 八王子市別所一丁目６９番６号

46 ファミリーマート 純心学園前 八王子市滝山町２丁目５９６－１

47 ファミリーマート 高尾駅南 八王子市初沢町１２９９－２

48 ファミリーマート 秀栄高専通り 八王子市椚田町５５３－１５

49 ファミリーマート 天野谷戸公園前 八王子市東中野２４２－１

50 ファミリーマート 八王子別所 八王子市別所１－１１－２１

51 ファミリーマート 八王子楢原町 八王子市楢原町４４５番１

52 ファミリーマート 日本文化大入口 八王子市片倉町２２１４番１

53 ファミリーマート 高尾駅東 八王子市高尾町１５９９番３３

54 ファミリーマート 八王子バイパス 八王子市宇津木町６６３番２　４８５番１

55 ファミリーマート 八王子インター 八王子市滝山町１丁目５４９番地１

56 ファミリーマート 北野駅南口 八王子市打越町２００３番地１

57 ファミリーマート 八王子七国五丁目 八王子市七国５丁目１－１

58 ファミリーマート 八王子みなみ野 八王子市みなみ野一丁目６番地８号

59 ファミリーマート 八王子北野町 八王子市北野町５２３－１

60 ファミリーマート 八王子子安町 八王子市子安町１丁目３１-6
61 ファミリーマート 長沼団地入口 八王子市長沼町１３０８－５

62 ファミリーマート 秀栄東浅川町 八王子市東浅川町５０７－８

63 ローソン LＴF京王めじろ台駅前 八王子市めじろ台2-1
64 ローソン 八王子打越町 八王子市打越町636-5
65 ローソン 八王子川口町 八王子市川口町1585-1
66 ローソン 八王子南新町 八王子市南新町15
67 ローソン 八王子長沼町 八王子市長沼町202-5
68 ローソン 八王子元横山町一丁目 八王子市元横山町1-7-8
69 ローソン 八王子四谷町交差点前 八王子市大楽寺町403-1
70 ローソン 八王子大楽寺町 八王子市大楽寺町130-1
71 ローソン 八王子長房町 八王子市長房町450-1
72 ローソン ＬＳ　八王子万町 八王子市万町124-1
73 ローソン ＬＳ　元八王子町 八王子市元八王子町1-494
74 ローソン 八王子元本郷三丁目 八王子市元本郷町3-6-10
75 八王子市泉町１２８８泉町消防団詰所


