
■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）

市町村 店舗名 住所

1 かすみがうら市 のぐちや店 かすみがうら市稲吉東4丁目14-7

2 かすみがうら市 上志筑店 かすみがうら市上志筑字白畑174-3

3 つくば市 つくば今鹿島店 つくば市今鹿島字下屋敷西3476-8

4 ひたちなか市 十三奉行店 ひたちなか市十三奉行１９２５番８号

5 阿見町 阿見岡崎店 稲敷郡阿見町岡崎2丁目1-15

6 茨城町 きど桜の郷店 東茨城郡茨城町大戸3421-7

7 茨城町 きど桜ノ牧店 東茨城郡茨城町大戸3444-4

8 茨城町 ながす店 東茨城郡茨城町下石崎1688-1

9 笠間市 おぬまや店 笠間市仁古田1163-59

10 笠間市 笠間柿橋店 笠間市鯉渕6338-8

11 笠間市 笠間大渕店 笠間市大渕668-5

12 境町 境大歩店 猿島郡境町大字大歩字原山356番地39

13 境町 境長井戸店 境町長井戸731番地11

14 行方市 いしばし店 行方市芹沢1743

15 行方市 行方山田店 行方市山田字沼田1013番地4

16 坂東市 坂東逆井店 坂東市逆井字沼ﾉ田6297-1

17 坂東市 坂東長須店 坂東市長須3437番地6

18 桜川市 桜川下谷貝店 桜川市真壁町下谷貝字一本松2262-3

19 桜川市 桜川岩瀬店 桜川市岩瀬114-3

20 桜川市 桜川大国玉店 桜川市大国玉字山田新田4520番37

21 桜川市 真壁羽鳥店 桜川市真壁町羽鳥字石田823-1

22 桜川市 大和店 桜川市本木1516-7

23 鹿嶋市 鹿嶋三笠店 鹿嶋市高天原１丁目６番１号

24 鹿嶋市 鹿嶋小山店 鹿嶋市大字小山字松堀込1029番地24

25 鹿嶋市 鹿嶋棚木店 鹿嶋市大字棚木字大野2787番24

26 鹿嶋市 鹿嶋中店 鹿嶋市大字中3104番地

27 鹿嶋市 鹿嶋平井店 鹿嶋市平井１０３３番２号

28 小美玉市 エアポート茨城店 小美玉市与沢1601番55

29 小美玉市 茨城空港前店 小美玉市外之内字北山269番地1

30 城里町 城里石塚店 東茨城郡城里町大字石塚１６８８番４号

31 城里町 常北上入野店 東茨城郡城里町上入野2782-1

32 常総市 常総鴻野山店 常総市鴻野山字古間木往還端1739-4

33 常総市 常総新石下店 常総市新石下字横町東3718番地2

34 常総市 常総本豊田店 常総市本豊田1819番地1

35 常陸太田市 はたそめ店 常陸太田市幡町字1877-7

36 常陸太田市 まいづる店 常陸太田市馬場町90-6

37 常陸太田市 常福地店 常陸太田市常福地町字中軍491番地1

38 常陸太田市 常陸太田久米店 常陸太田市久米町１８４２番１

39 常陸太田市 常陸太田藤田店 常陸太田市藤田町字一区1121番4

40 常陸太田市 常陸太田和田店 常陸太田市和田町字下川原1578番地1

41 常陸太田市 水府中染店 常陸太田市中染2504-3

42 常陸大宮市 えびね店 常陸大宮市東野3102-1



43 常陸大宮市 常陸大宮鷹巣店 常陸大宮市鷹巣字田中2900番地2

44 常陸大宮市 常陸大宮野口店 常陸大宮市野口字上川原2532番地7

45 常陸大宮市 大宮若林店 常陸大宮市若林字南平846-1

46 水戸市 ねもと店 水戸市高田190-10

47 水戸市 吉沢店 水戸市吉沢町359-50

48 水戸市 水戸河和田3丁目店 水戸市河和田3丁目2280-1

49 水戸市 水戸住吉店 水戸市住吉町91番地7

50 水戸市 水戸千波西店 水戸市千波町2115番2

51 水戸市 水戸大場店 水戸市大場町976番2

52 水戸市 水戸中原店 水戸市中原町770番地1

53 水戸市 水戸堀町店 水戸市堀町1223-1

54 石岡市 はなみち店 石岡市下林2517-2

55 石岡市 行里川店 石岡市行里川13429-5

56 石岡市 石岡宇治会店 石岡市宇治会字芝崎2050番地4

57 石岡市 石岡園部店 石岡市南台2丁目15-4.15-5

58 石岡市 石岡柿岡店 石岡市柿岡字柿岡5044番地１

59 石岡市 石岡瓦谷店 石岡市瓦谷字下宿415

60 石岡市 石岡東光台店 石岡市東光台5丁目2番47号

61 石岡市 南台店 石岡市南台２丁目１５番４号

62 石岡市 八郷小幡店 石岡市小幡4094-1

63 筑西市 グランテラス筑西店 筑西市川澄１８５０番地

64 筑西市 すずきや店 筑西市門井1976-43

65 筑西市 筑西舟生店 筑西市舟生字下宿1014-15

66 筑西市 明野中上野店 筑西市中上野字仲畑1555-7

67 土浦市 土浦大畑店 土浦市大畑1464番12

68 東海村 石岡ばらき店 那珂郡東海村大字須和間字石ﾌｼﾞ2000番地76

69 那珂市 東海須和間店 那珂市後台3094-14

70 那珂市 那珂戸店 那珂市戸字上宿2607番19

71 那珂市 那珂後台店 那珂市後台3094-14

72 日立市 くろさわ店 日立市久慈町6丁目9-13

73 日立市 常陸太田小沢店 日立市大和田町902-5

74 日立市 日立南店 日立市大和田町902-5

75 八千代町 むらい八千代店 結城郡八千代町平塚217-2

76 鉾田市 鉾田造谷店 鉾田市造谷字台宿1420－1

77 鉾田市 鉾田当間店 鉾田市当間547-1

78 鉾田市 鉾田柏熊店 鉾田市柏熊字長原1008番地35

79 鉾田市 鉾田飯島店 鉾田市飯島字砂子527番1


