吹田市内 証明書交付対応コンビニ等一覧

（平成31年4月1日時点）

セブン-イレブン
NO.
名称
1 吹田泉町２丁目
2 吹田南金田１丁目
3 吹田元町
4 吹田川岸町
5 吹田片山１丁目
6 吹田垂水町１丁目
7 南吹田３丁目
8 吹田垂水町
9 吹田垂水町３丁目
10 吹田広芝町北
11 江坂公園前
12 吹田朝日が丘
13 吹田広芝町
14 吹田江坂町１丁目
15 江坂駅南
16 吹田関大前
17 吹田江坂町２丁目
18 江坂エスコタウン
19 吹田豊津町
20 吹田豊二
21 吹田江の木町
22 吹田千里山西５丁目
23 ＪＲ岸辺駅北
24 吹田佐井寺４丁目
25 吹田岸部南１丁目
26 吹田千里山西６丁目
27 吹田岸部中４丁目
28 吹田岸部北５丁目
29 南千里駅前
30 吹田山田南
31 吹田竹見台
32 吹田山田東１丁目
33 阪急山田駅前
34 吹田山田北
35 吹田新芦屋上
36 モノウェル万博記念公園
37 千里万博公園西口

所在地
吹田市泉町2丁目47‐7
吹田市南金田1丁目1‐1
吹田市元町33番7号
吹田市川岸町5‐25
吹田市片山町1丁目4‐13
吹田市垂水町1丁目20‐18
吹田市南吹田3‐8‐21
吹田市垂水町3‐23‐33
吹田市垂水町3丁目3‐6
吹田市広芝町3‐29
吹田市垂水町3丁目34‐15
吹田市朝日が丘町31-35
吹田市広芝町12番1
吹田市江坂町１丁目12番16
吹田市広芝町10‐28
吹田市千里山東1‐7‐28
吹田市江坂町2丁目1‐66
吹田市豊津町10‐2
吹田市豊津町13‐45
吹田市豊津町4番50号
吹田市江の木町6‐14
吹田市千里山西5丁目3‐4
吹田市岸部中3‐14‐1
吹田市佐井寺4丁目27‐5
吹田市岸部南1‐20‐12
吹田市千里山西6丁目35番15
吹田市岸部中4丁目25番3
吹田市岸部北5丁目30‐6
吹田市津雲台1丁目20‐4
吹田市山田南29‐10
吹田市竹見台3丁目6‐1
吹田市山田東1丁目38番1号
吹田市山田西4丁目2‐43
吹田市山田北10‐1
吹田市新芦屋上20‐5
吹田市千里万博公園内
吹田市千里万博公園14‐10

ハートイン(セブンイレブン系列）
NO.
名称
1 JR吹田駅東改札口
2 ビエラ岸辺健都
3 JR岸辺駅改札口

吹田市朝日町1‐1
吹田市岸部新町17
吹田市岸部南1‐16‐1

ミニストップ
NO.
名称
1 吹田佐井寺１丁目店
2 吹田南金田店
3 吹田清水店

所在地
吹田市佐井寺1丁目29番29号
吹田市南金田1-13-9
吹田市清水9番9号

イオンリテール
NO.
名称
1 イオン吹田店
2 イオン北千里店
3 イオン南千里店

所在地
大阪府吹田市朝日町2-101
大阪府吹田市古江台4丁目2-50
大阪府吹田市千里山西6-56-1

平和堂
NO.
名称
1 フレンドマート岸辺店

所在地
大阪府吹田市岸部南1丁目13番1号

所在地

ローソン
NO.
名称
1 S吹田市役所
2 ドラッグミック江坂広芝町
3 岸部南
4 五月ケ丘東
5 広芝
6 江坂
7 江坂駅前
8 江坂駅南口
9 江坂公園前
10 江坂町四丁目
11 江坂東
12 国立循環器病研究センター
13 阪大病院
14 吹田円山町
15 吹田岸部北三丁目
16 吹田警察署前
17 吹田江の木町
18 吹田江坂一丁目
19 吹田山田西一丁目
20 吹田市寿町
21 吹田新芦屋下
22 吹田垂水町三丁目
23 吹田千里山東四丁目
24 吹田泉町五丁目
25 吹田徳洲会病院
26 吹田南千里
27 吹田片山二丁目
28 吹田豊津中学校前
29 内環吹田芳野町
30 南金田二丁目
31 南吹田五丁目
32 日の出町
ファミリーマート
NO.
名称
1 名神吹田インター前店
2 吹田上山手町店
3 吹田垂水町一丁目店
4 関西大学店
5 吹田千里丘北店
6 吹田内本町店
7 阪急千里山駅前店
8 桃山台駅店
9 吹田朝日が丘町店
10 吹田五月が丘北店
11 吹田山手町四丁目店
12 江坂町二丁目店
13 吹田山手三丁目店
14 岸部中店
15 山田南店
16 大阪万博公園店
17 吹田江坂五丁目店
18 南吹田五丁目店
19 吹田千里山高塚店
20 豊津駅前店
21 佐井寺南が丘店
22 済生会吹田病院店
23 吹田千里山西店
24 江坂駅北店
25 吹田栄通り商店会店
26 山田西四丁目店
27 吹田津雲台七丁目店
28 吹田広芝町店
29 南吹田一丁目店
30 吹田長野西店
31 吹田大橋店
32 吹田山田西店
33 吹田豊津町店

※ローソン１００は除く

所在地
吹田市泉町1‐3‐40
吹田市広芝町11-41-1
吹田市岸部南1-17-1
吹田市五月が丘東13-23
吹田市広芝町9-1
吹田市江坂町2-1
吹田市豊津町1-22
吹田市豊津町9‐22
吹田市江坂町1-17-8
吹田市江坂町4-17-1
吹田市江坂町1‐11‐9
吹田市藤白台5‐7‐1
吹田市山田丘2‐15 大阪大学医学部附属病院内
吹田市円山町6‐3
吹田市岸部北3‐2‐24
吹田市穂波町20‐6
吹田市江の木町25‐7
吹田市江坂町1-22-22
吹田市山田西1‐37‐1
吹田市寿町2-32-10
吹田市千里丘上5‐25
吹田市垂水町3-10-28
吹田市千里山東4‐6‐3
吹田市泉町5-10-13
吹田市千里丘西21‐1
吹田市千里山西6‐63‐27
吹田市片山町2‐1‐4
吹田市垂水町3‐28‐3
吹田市芳野町1‐21
吹田市南金田2‐1‐1
吹田市南吹田5‐14‐34
吹田市日の出町9-14
所在地
吹田市青葉丘北7‐32
吹田市上山手町27‐8
吹田市垂水町1‐7‐6
吹田市山手町3‐3‐35
吹田市千里丘北1-16
吹田市内本町1丁目22番 9号
吹田市千里山西5-1-1
吹田市桃山台5‐1‐C20‐B101
吹田市朝日が丘町16‐5
吹田市五月が丘北22‐14
吹田市山手町4丁目13-6
吹田市江坂町2丁目12‐48
吹田市山手町3-22-22
吹田市岸部中1‐13‐13
吹田市山田南30‐4
吹田市千里万博公園13番9号
吹田市江坂町5丁目13番2号
吹田市南吹田5丁目24番1号
吹田市千里山高塚9-2
吹田市山手町2‐6‐3‐101
吹田市佐井寺南が丘9‐6
吹田市川園町1‐2
吹田市千里山西4‐38‐10
吹田市江坂町1‐13‐41
吹田市昭和町10‐18
吹田市山田西4-2-6
吹田市津雲台7丁目7番20号
吹田市広芝町10-14
吹田市南吹田1丁目9番10号
吹田市長野西11-8
吹田市西御旅町1-8
吹田市山田西2-7-16
吹田市豊津町53-1
合計

112 ヶ所

