
■セイコーマートのQUOカード利用可能店舗一覧(2022年9月時点）

エリア 市町村 店舗名 住所

1 空知地方 芦別市 芦別北3条店 芦別市北3条東1丁目3番地6

2 空知地方 芦別市 芦別北店 芦別市北5条西3丁目1番

3 空知地方 芦別市 上芦別店 芦別市上芦別町105番地

4 空知地方 岩見沢市 きたむら店 岩見沢市北村赤川586番地の2

5 空知地方 岩見沢市 ひらき店 岩見沢市上幌向南1条4丁目

6 空知地方 岩見沢市 岩見沢3条店 岩見沢市3条西11丁目1番地8

7 空知地方 岩見沢市 岩見沢4条店 岩見沢市4条東7丁目27番

8 空知地方 岩見沢市 岩見沢5条店 岩見沢市5条東15丁目5番地1

9 空知地方 岩見沢市 岩見沢6条店 岩見沢市6条西1丁目1番地1

10 空知地方 岩見沢市 岩見沢7条西20丁目店 岩見沢市7条西20丁目2番地1

11 空知地方 岩見沢市 岩見沢7条店 岩見沢市7条東4丁目6番地1

12 空知地方 岩見沢市 岩見沢東店 岩見沢市5条東17丁目18番地11

13 空知地方 岩見沢市 岩見沢日の出台店 岩見沢市日の出台7丁目3番23号

14 空知地方 岩見沢市 栗沢最上店 岩見沢市栗沢町字最上12番地43

15 空知地方 岩見沢市 栗沢店 岩見沢市栗沢本町150番3

16 空知地方 岩見沢市 上志文店 岩見沢市志文町351-2

17 空知地方 岩見沢市 幌向店 岩見沢市幌向南1条4丁目355-3

18 空知地方 砂川市 砂川吉野店 砂川市吉野1条南5丁目1番1号

19 空知地方 砂川市 砂川西2条店 砂川市西2条北3丁目1番1号

20 空知地方 砂川市 砂川南店 砂川市西1条南11丁目1番6号

21 空知地方 三笠市 三笠店 三笠市本町248番地６

22 空知地方 上砂川町 上砂川店 空知郡上砂川町鶉1条3丁目1番1号

23 空知地方 新十津川町 新十津川中央店 樺戸郡新十津川町字中央73番41

24 空知地方 新十津川町 新十津川店 樺戸郡新十津川町字弥生1番地8

25 空知地方 赤平市 赤平東大町店 赤平市東大町3丁目12番地

26 空知地方 長沼町 かわみなみ店 夕張郡長沼町東9線南7番地

27 空知地方 長沼町 長沼店 夕張郡長沼町錦町北1丁目13番6号

28 空知地方 奈井江町 奈井江店 空知郡奈井江町字奈井江町225番地

29 空知地方 奈井江町 奈井江本町店 空知郡奈井江町字奈井江144番5

30 空知地方 美唄市 丸田まえだ店 美唄市大通西1条北4丁目1-20

31 空知地方 美唄市 専修大学前店 美唄市光珠内367-12

32 空知地方 美唄市 美唄共練店 美唄市東3条南5丁目3番5号

33 空知地方 美唄市 美唄東3条店 美唄市東3条南6丁目9-23

34 空知地方 美唄市 美唄東5条店 美唄市東5条北5丁目1番15号

35 空知地方 由仁町 ともひろ店 夕張郡由仁町東三川518

36 空知地方 由仁町 三川店 夕張郡由仁町三川緑町56番

37 空知地方 由仁町 由仁店 夕張郡由仁町東栄16番地4

38 空知地方 夕張市 もみじやま店 夕張市紅葉山471番地8

39 空知地方 夕張市 夕張清水沢店 夕張市清水沢3丁目131番地2

40 空知地方 夕張市 夕張南清水沢店 夕張市南清水沢3丁目38番3

41 空知地方 夕張市 夕張本町店 夕張市本町6丁目1番3

42 後志地方 喜茂別町 喜茂別店 虻田郡喜茂別町字喜茂別355番地45



43 後志地方 京極町 京極店 虻田郡京極町字京極535番地

44 後志地方 倶知安町 倶知安高砂店 虻田郡倶知安町字高砂84番地7

45 後志地方 倶知安町 倶知安南8条店 虻田郡倶知安町南8条東1丁目1-10

46 後志地方 倶知安町 倶知安北1条店 虻田郡倶知安町北1条東1丁目3番地

47 後志地方 倶知安町 倶知安北3条店 虻田郡倶知安町北3条東5丁目5番地

48 後志地方 小樽市 小樽塩谷店 小樽市塩谷２丁目１７番７号

49 後志地方 小樽市 小樽若竹店 小樽市若竹町3-22

50 後志地方 小樽市 新光店 小樽市新光5丁目18番2号

51 後志地方 小樽市 入船1丁目店 小樽市入船1丁目4番16号

52 後志地方 真狩村 真狩店 虻田郡真狩村字真狩１２１番地７

53 後志地方 留寿都村 ルスツ店 虻田郡留寿都村字泉川144番地

54 石狩地方 恵庭市 さちづる中店 恵庭市中島町5丁目8-6

55 石狩地方 恵庭市 さちづる東店 恵庭市黄金南3丁目7番地12

56 石狩地方 恵庭市 さちづる南店 恵庭市桜町2丁目6-6

57 石狩地方 恵庭市 しろ店 恵庭市黄金中央4丁目9番地1

58 石狩地方 恵庭市 なかいずみ店 恵庭市福住町2丁目2-2

59 石狩地方 恵庭市 まきば店 恵庭市美咲野1-11-11

60 石狩地方 恵庭市 恵み野北店 恵庭市恵み野北1丁目1-10

61 石狩地方 恵庭市 恵庭中央店 恵庭市中央89番地

62 石狩地方 恵庭市 恵庭島松店 恵庭市島松寿町1丁目9番地-13

63 石狩地方 恵庭市 恵庭柏木店 恵庭市柏木町3丁目13番45号

64 石狩地方 恵庭市 恵庭柏陽店 恵庭市柏陽町3丁目194番地163

65 石狩地方 恵庭市 恵庭緑町店 恵庭市緑町2丁目1番1号

66 石狩地方 恵庭市 恵庭和光店 恵庭市和光町1丁目1番12号

67 石狩地方 恵庭市 戸磯工業団地店 恵庭市和光町5丁目15番1号

68 石狩地方 恵庭市 文京店 恵庭市文京町2丁目20番6号

69 石狩地方 江別市 あきた店 江別市文京台43-14

70 石狩地方 江別市 こざわ店 江別市東光町33番20

71 石狩地方 江別市 みなみ店 江別市野幌屯田町33番地3

72 石狩地方 江別市 やよい店 江別市朝日町20-15

73 石狩地方 江別市 ゆめみ野店 江別市上江別南町52-6

74 石狩地方 江別市 元江別店 江別市元江別873番地の19

75 石狩地方 江別市 江別工業団地店 江別市工栄町27番地の3

76 石狩地方 江別市 江別幸町店 江別市幸町12番17

77 石狩地方 江別市 江別中央店 江別市中央町29-10

78 石狩地方 江別市 江別文京台東店 江別市文京台東町11番17

79 石狩地方 江別市 上江別西町店 江別市上江別西町56番地4

80 石狩地方 江別市 上江別東町店 江別市上江別西町2番地1

81 石狩地方 江別市 泉町店 江別市大麻泉町5番地1

82 石狩地方 江別市 大麻ひかり町店 江別市大麻ひかり町17番地の15

83 石狩地方 江別市 大麻東町店 江別市大麻東町1番地の2

84 石狩地方 江別市 東野幌店 江別市あさひが丘7番地-12

85 石狩地方 江別市 白樺通店 江別市野幌若葉町20番地の20

86 石狩地方 江別市 豊幌店 江別市豊幌美咲町３-１３

87 石狩地方 江別市 野幌PA（下り）店 江別市西野幌36番地2



88 石狩地方 江別市 野幌PA（上り）店 江別市西野幌69番地7

89 石狩地方 江別市 野幌駅前店 江別市野幌東町5番地の17

90 石狩地方 江別市 野幌若葉店 江別市野幌若葉町46-16

91 石狩地方 千歳市 ふくみや店 千歳市花園町6丁目1番1号

92 石狩地方 千歳市 向陽台店 千歳市柏陽1丁目3番地5

93 石狩地方 千歳市 千歳稲穂店 千歳市稲穂3丁目11番8号

94 石狩地方 千歳市 千歳花園店 千歳市花園7丁目13番地13号

95 石狩地方 千歳市 千歳高台店 千歳市高台1丁目6番3号

96 石狩地方 千歳市 千歳若草店 千歳市若草1丁目2番地の4

97 石狩地方 千歳市 千歳住吉店 千歳市住吉3丁目14-9

98 石狩地方 千歳市 千歳新富店 千歳市新富1丁目20番5号

99 石狩地方 千歳市 千歳長都みどり台店 千歳市みどり台北2丁目2番4号

100 石狩地方 千歳市 千歳日の出店 千歳市日の出1丁目1-50

101 石狩地方 千歳市 千歳梅ヶ丘店 千歳市梅ヶ丘2丁目1番1号

102 石狩地方 千歳市 千歳富丘店 千歳市富丘1丁目28-9

103 石狩地方 千歳市 千歳北陽店 千歳市北陽1丁目13-20

104 石狩地方 千歳市 長都駅前店 千歳市長都駅前3丁目1番29号

105 石狩地方 千歳市 北斗店 千歳市北斗1丁目16-16

106 石狩地方 北広島市 はら店 北広島市輪厚元町1丁目1番1

107 石狩地方 北広島市 大曲工業団地店 北広島市大曲工業団地5丁目3番3

108 石狩地方 北広島市 大曲緑ヶ丘店 北広島市大曲緑ヶ丘7丁目8-1

109 石狩地方 北広島市 柏葉台店 北広島市大曲柏葉2丁目1番地13

110 石狩地方 北広島市 北広島高台店 北広島市高台町3丁目10番1

111 石狩地方 北広島市 北広島西の里店 北広島市西の里北1丁目1番地1

112 石狩地方 北広島市 北広島中央店 北広島市中央1丁目5番地23

113 石狩地方 北広島市 北広島白樺店 北広島市白樺町1丁目7番地1

114 石狩地方 北広島市 北広島北の里店 北広島市北の里36番地3

115 石狩地方 北広島市 和美店 北広島市北進町1丁目

116 胆振地方 苫小牧市 いちかわ店 苫小牧市北光町4丁目13番20号

117 胆振地方 苫小牧市 ウトナイ中央店 苫小牧市ウトナイ北2丁目1番30号

118 胆振地方 苫小牧市 ウトナイ店 苫小牧市ウトナイ北10丁目17番10号

119 胆振地方 苫小牧市 おおもり店 苫小牧市大成町1丁目12番8号

120 胆振地方 苫小牧市 ドーミーイン苫小牧店 苫小牧市錦町2丁目1番22号

121 胆振地方 苫小牧市 ゆうふつ店 苫小牧市字勇払36番地8

122 胆振地方 苫小牧市 元中野3丁目店 苫小牧市元中野3丁目6番地22号

123 胆振地方 苫小牧市 沼ノ端店 苫小牧市沼ノ端中央2丁目1番9号

124 胆振地方 苫小牧市 拓勇西町7丁目店 苫小牧市拓勇西町7丁目1番14号

125 胆振地方 苫小牧市 拓勇西町店 苫小牧市拓勇西町1丁目14番14号

126 胆振地方 苫小牧市 拓勇東町4丁目店 苫小牧市拓勇東町4丁目18番26号

127 胆振地方 苫小牧市 拓勇東町6丁目店 苫小牧市拓勇東町6丁目4番16号

128 胆振地方 苫小牧市 苫小牧一本松店 苫小牧市一本松町14番地6

129 胆振地方 苫小牧市 苫小牧元中野店 苫小牧市元中野町4丁目8番5号

130 胆振地方 苫小牧市 苫小牧港南店 苫小牧市字勇払145番地の107

131 胆振地方 苫小牧市 苫小牧三光店 苫小牧市三光町2丁目16番20号

132 胆振地方 苫小牧市 苫小牧春日店 苫小牧市春日町1丁目7番17号



133 胆振地方 苫小牧市 苫小牧沼ノ端TS店 苫小牧市船見町2丁目6番3号

134 胆振地方 苫小牧市 苫小牧大町店 苫小牧市大町2丁目1番1号

135 胆振地方 苫小牧市 苫小牧東開店 苫小牧市東開町4丁目21番32号

136 胆振地方 苫小牧市 苫小牧日吉町1丁目店 苫小牧市日吉町1丁目6番17号

137 胆振地方 苫小牧市 苫小牧美園店 苫小牧市美園町2丁目1番9号

138 胆振地方 苫小牧市 苫小牧表町店 苫小牧市表町5丁目2番2号

139 胆振地方 苫小牧市 苫小牧明野店 苫小牧市明野新町6丁目28番7号

140 胆振地方 苫小牧市 苫小牧弥生店 苫小牧市弥生町1丁目9番4号

141 胆振地方 苫小牧市 苫小牧有珠の沢店 苫小牧市有珠の沢町４丁目２０番３７号

142 胆振地方 苫小牧市 苫東店 苫小牧市字柏原6番地の247

143 胆振地方 苫小牧市 明野元町店 苫小牧市明野元町2丁目2-4

144 日高地方 えりも町 えりも大和店 幌泉郡えりも町大和274番31

145 日高地方 えりも町 えりも店 幌泉郡えりも町字新浜61-20

146 日高地方 浦河町 浦河荻伏店 浦河郡浦河町荻伏町361番

147 日高地方 浦河町 浦河堺町店 浦河郡浦河町堺町西4丁目4番地70

148 日高地方 浦河町 浦河西幌別店 浦河郡浦河町字西幌別8-10

149 日高地方 浦河町 浦河大通店 浦河郡浦河町大通4丁目42番地

150 日高地方 浦河町 浦河東町店 浦河郡浦河町東町ちのみ2丁目3番14号

151 日高地方 浦河町 船越谷店 浦河郡浦河町字絵笛50番地10

152 日高地方 新冠町 新冠店 新冠郡新冠町字中央町1-20

153 日高地方 日高町 まつした店 沙流郡日高町富川北2丁目6番31号

154 日高地方 日高町 みはら店 沙流郡日高町富川西4丁目2-6

155 日高地方 日高町 やだ店 沙流郡日高町富川東2丁目5番8号

156 日高地方 日高町 日高店 沙流郡日高町新町2丁目

157 日高地方 日高町 日高道の駅店 沙流郡日高町本町東1丁目297番地35

158 日高地方 日高町 門別厚賀店 沙流郡日高町字厚賀152番12

159 日高地方 日高町 門別緑町店 沙流郡日高町字緑町41-53

160 日高地方 平取町 たんの店 沙流郡平取町本町3番地1

161 日高地方 平取町 振内店 沙流郡平取町振内町23番地1

162 日高地方 様似町 様似大通店 様似郡様似町大通り3丁目

163 日高地方 様似町 様似店 様似郡様似町大通1丁目27


