
コンビニエンスストアＡＥＤ設置店舗一覧表（令和４年３月14日現在）

№ 小学校区 コンビニ名 店舗名 住所

1 北 ローソン 香里園駅前店 香里新町31番17号

2 桜 ローソン 長栄寺店 長栄寺町6番7号

3 池田 ローソン 寝屋川池田三丁目店 池田3丁目11番26号

4 国松緑丘 ローソン 寝屋川川勝町店 川勝町13番5号

5 楠根 ローソン 寝屋川楠根北町店 楠根北町1番1号

6 楠根 ローソン 寝屋川楠根南町店 楠根南町10番8号

7 点野 ローソン 寝屋川葛原二丁目店 葛原2丁目8番8号

8 西 ローソン 寝屋川葛原新町店 葛原新町9番17号

9 中央 ローソン 寝屋川八坂店 八坂町15番38号

10 点野 ローソン 寝屋川点野五丁目店 点野5丁目12番13号

11 堀溝 ローソン 寝屋川河北西町店 河北西町13番27号

12 木屋 ローソン 寝屋川太間東町店 太間東町24番5号

13 木屋 ローソン 寝屋川豊里町店 豊里町39番16号

14 宇谷 ローソン 寝屋川寝屋一丁目店 寝屋1丁目3番2号

15 東 ローソン 寝屋川秦町店 秦町13番5号

16 中央 ローソン 寝屋川本町店 本町1番6号

17 第五 ローソン 寝屋川美井元町店 美井元町 10番20号

18 中央 ローソン 寝屋川早子町店 早子町20番22号

19 神田 ローソン 寝屋川中神田店 中神田町27番4号

20 西 ローソン 寝屋川高柳一丁目店 高柳1丁目7番20号

21 南 セブンイレブン 寝屋川萱島南店 萱島南町7番15号

22 東 セブンイレブン 寝屋川高宮店 高宮1丁目10番28号

23 神田 セブンイレブン 寝屋川中神田町店 中神田町4番25号

24 点野 セブンイレブン 寝屋川点野３丁目店 点野3丁目1番8号

25 桜 セブンイレブン 寝屋川池田旭町店 池田旭町23番17号

26 木屋 セブンイレブン 寝屋川木屋元町店 木屋元町7番1号

27 和光 セブンイレブン 寝屋川黒原新町店 黒原新町1番11号

28 点野 セブンイレブン 寝屋川仁和寺本町店 仁和寺本町2丁目11番24号

29 宇谷 セブンイレブン 寝屋川寝屋店 寝屋1丁目35番1号

30 北 セブンイレブン 寝屋川香里南之町店 香里南之町30番26号

31 明和 セブンイレブン 寝屋川打上中町店 打上中町1番2号

32 中央 セブンイレブン 寝屋川八坂西店 八阪町９番16号

33 南 セブンイレブン 寝屋川萱島東３丁目店 萱島東3丁目28番8号

34 田井 セブンイレブン 寝屋川音羽町店 音羽町2番22号

35 中央 セブンイレブン 寝屋川日之出町店 日之出町3番1号

36 啓明 セブンイレブン 寝屋川仁和寺町店 仁和寺町27番22号



№ 小学校区 コンビニ名 店舗名 住所

37 北 セブンイレブン 寝屋川松屋町店 松屋町327番１

38 啓明 セブンイレブン 寝屋川対馬江東町店 対馬江東町415番1

39 木田 セブンイレブン 寝屋川昭栄町店 昭栄町10番21号

40 宇谷 セブンイレブン 寝屋川宇谷町店 宇谷町１番19号

41 桜 セブンイレブン 摂南大学前店 池田中町28番６号

42 第五 セブンイレブン 寝屋川成田町店 成田町１番３号

43 桜 セブンイレブン 寝屋川池田南町店 池田南町16番５号

44 北 セブンイレブン 寝屋川香里新町店 香里新町７番10号

45 桜 ファミリーマート 寝屋川池田本町店 池田本町18番31号

46 明和 ファミリーマート 寝屋川打上元町店 打上元町12番27号

47 北 ファミリーマート 寝屋川香里新町店 香里新町28番32号

48 北 ファミリーマート 寝屋川香里南之町店 香里南之町36番12号

49 北 ファミリーマート 寝屋川寿町店 寿町21番17号

50 南 ファミリーマート 寝屋川下木田店 下木田町14番22号

51 啓明 ファミリーマート 寝屋川高柳二丁目店 高柳2丁目15番26号

52 神田 ファミリーマート 萱島駅前店 萱島信和町21番15号

53 和光 ファミリーマート 寝屋川黒原橘町店 黒原橘町23番10

54 点野 ファミリーマート 寝屋川点野店 点野5丁目7番8号

55 石津 ファミリーマート 寝屋川マルハン店 石津中町25番32号

56 第五 ファミリーマート 寝屋川三井南店 三井南町23番17号

57 成美 ファミリーマート 京阪寝屋川市駅前店 東大利町14番２号

58 第五 ファミリーマート 香里園駅前店 香里本通町８番４号201－１

59 池田 ファミリーマート 寝屋川石津南町店 石津南町７番１号

60 池田 ファミリーマート 寝屋川大利町店 大利町21番10号

61 中央 ファミリーマート 寝屋川初町店 初町20番７号

62 中央 デイリーヤマザキ 寝屋川平池町店 八坂町26番5号

63 第五 ミニストップ 寝屋川菅相塚町店 菅相塚町3番12号

64 木田 ミニストップ 寝屋川中木田町店 中木田町2番1号

65 第五 ミニストップ 寝屋川三井南町店 三井南町17番5号

66 神田 ミニストップ 寝屋川上神田店 上神田１丁目30番11号

67 中央 アンスリー 寝屋川北口店 早子町16番11号


