
店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　赤平 079-1143 北海道赤平市字赤平５４０－１
ファミリーマート　滝川大町２丁目 073-0022 北海道滝川市大町二丁目２６３番
ファミリーマート　石狩花川北１条 061-3211 北海道石狩市花川北１条６丁目６－１
ファミリーマート　新十津川 073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央６番５８
ファミリーマート　札幌北２９条西１２丁目 001-0029 北海道札幌市北区北２９条西１２丁目３番５号
ファミリーマート　滝川大町４丁目 073-0022 北海道滝川市大町４丁目１－９
ファミリーマート　滝川黄金町 073-0011 北海道滝川市黄金町西２丁目１－３１
ファミリーマート　札幌北６条東２０丁目 065-0006 北海道札幌市東区北６条東２０丁目１番１２号
ファミリーマート　札幌東苗穂１４条 007-0814 北海道札幌市東区東苗穂１４条２丁目６番５２号
ファミリーマート　札幌北９条西２丁目 060-0809 北海道札幌市北区北九条西二丁目２１番地１
ファミリーマート　江別野幌若葉 069-0831 北海道江別市野幌若葉町３８－１５
ファミリーマート　岩見沢大和 068-0851 北海道岩見沢市大和一条七丁目４番地５
ファミリーマート　岩見沢４条東 068-0004 北海道岩見沢市四条東１８丁目４１番地１
ファミリーマート　三笠幸町 068-2153 北海道三笠市幸町２１番１
ファミリーマート　岩見沢東２丁目 068-0004 北海道岩見沢市４条東２－１－５
ファミリーマート　江別白樺通 069-0813 北海道江別市野幌町８１－１０
ファミリーマート　札幌北２２条東１８丁目 065-0022 北海道札幌市東区北２２条東１８丁目１番１５号
ファミリーマート　札幌北２１条東１３丁目 065-0021 北海道札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号
ファミリーマート　札幌北４９条東 007-0849 北海道札幌市東区北４９条東５丁目１番１号
ファミリーマート　札幌北２３条東８丁目 065-0023 北海道札幌市東区北２３条東８丁目２番６号
ファミリーマート　野幌駅前 069-0813 北海道江別市野幌町３５番地の１６
ファミリーマート　江別大麻新町 069-0863 北海道江別市大麻新町２３番地１号
ファミリーマート　札幌北２０条西５丁目 001-0020 北海道札幌市北区北二十条西５丁目１番３９号
ファミリーマート　札幌新川３条１６丁目 001-0923 北海道札幌市北区新川３条１６丁目２番１９号
ファミリーマート　札幌北２３条西３丁目 001-0023 北海道札幌市北区北２３条西３丁目１－１７
ファミリーマート　札幌北丘珠２条 007-0882 北海道札幌市東区北丘珠２条４丁目３－５０
ファミリーマート　札幌北１１条東６丁目 065-0011 北海道札幌市東区北１１条東６－１４－１７
ファミリーマート　札幌北３７条 007-0837 北海道札幌市東区北３７条東２９丁目７－１０
ファミリーマート　札幌北２４条駅前 001-0024 北海道札幌市北区北二十四条西三丁目１番１２号
ファミリーマート　札幌篠路１条 002-8021 北海道札幌市北区篠路１条１０－１－１０
ファミリーマート　札幌屯田６条 002-0856 北海道札幌市北区屯田６条６丁目２番１８号
ファミリーマート　札幌北３２条西４丁目 001-0032 北海道札幌市北区北３２条西４丁目３－２５
ファミリーマート　札幌新琴似１番通 001-0902 北海道札幌市北区新琴似二条二丁目１０番１０号
ファミリーマート　札幌東雁来６条 007-0826 北海道札幌市東区東雁来六条二丁目２番３０号
ファミリーマート　札幌伏古８条 007-0868 北海道札幌市東区伏古８条３丁目１－３６
ファミリーマート　勤医協中央病院 007-0805 北海道札幌市東区東苗穂５条１丁目９－１
ファミリーマート　札幌新琴似３条 001-0903 北海道札幌市北区新琴似３条６丁目５番２０号
ファミリーマート　札幌北３５条東１丁目 007-0835 北海道札幌市東区北３５条東１丁目５－１２
ファミリーマート　札幌麻生４丁目 001-0045 北海道札幌市北区麻生町４－１２－５
ファミリーマート　札幌北３３条東１０丁目 065-0033 北海道札幌市東区北３３条東１０丁目２番２５号
ファミリーマート　札幌新川１条６丁目 001-0921 北海道札幌市北区新川１条６丁目２－１
ファミリーマート　札幌北２２条西５丁目 001-0022 北海道札幌市北区北二十二条西五丁目１番１－３号
ファミリーマート　札幌麻生町５丁目 001-0045 北海道札幌市北区麻生町５丁目７－２３
ファミリーマート　札幌北３６条東２０丁目 007-0836 北海道札幌市東区北三十六条東二十丁目２番１４号
ファミリーマート　札幌北４１条東１３丁目 007-0841 北海道札幌市東区北４１条東１３丁目３番１３号
ファミリーマート　札幌北８条東１７丁目 065-0008 北海道札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号
ファミリーマート　札幌宮の森中央 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森３条１ー６４
ファミリーマート　札幌中央市場前 063-0801 北海道札幌市西区二十四軒１条１丁目
ファミリーマート　札幌発寒３条 063-0823 北海道札幌市西区発寒３条５丁目８番１７号
ファミリーマート　札幌国際ビル 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西４丁目１番地
ファミリーマート　札幌南１条西５丁目 060-0061 北海道札幌市中央区南１条西５丁目１－１
ファミリーマート　札幌北６条西７丁目 060-0806 北海道札幌市北区北６条西７丁目５－２２
ファミリーマート　札幌南７条西７丁目 064-0807 北海道札幌市中央区南７条西７丁目１０３３番４
ファミリーマート　札幌南６条西９丁目 064-0806 北海道札幌市中央区南六条西９丁目１０１９－１
ファミリーマート　札幌西野６条 063-0036 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号
ファミリーマート　札幌ロープウェイ入口 064-0919 北海道札幌市中央区南１９条西１６丁目３番１０号
ファミリーマート　札幌南５条東 060-0055 北海道札幌市中央区南５条東２丁目１
ファミリーマート　札幌南１２条 064-0912 北海道札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８
ファミリーマート　札幌琴似１条４丁目 063-0811 北海道札幌市西区琴似１条４丁目４番２０号
ファミリーマート　札幌南１４条西１７丁目 064-0914 北海道札幌市中央区南１４条西１７丁目１番２５号
ファミリーマート　札幌南８条西１８丁目 064-0808 北海道札幌市中央区南８条西１８丁目３番１８号
ファミリーマート　小樽運河 047-0007 北海道小樽市港町５番３号
ファミリーマート　ＪＲ琴似駅前 063-0812 北海道札幌市西区琴似２条１丁目１－１　
ファミリーマート　札幌南４条西５丁目 064-0804 北海道札幌市中央区南４条西５ー５
ファミリーマート　札幌南４条西３丁目 064-0804 北海道札幌市中央区南４条西３丁目１１－２
ファミリーマート　メイプル通り 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西３丁目１－４
ファミリーマート　札幌南２条西５丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西５丁目２６番地５
ファミリーマート　札幌狸小路６丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西６丁目１－１　ホテルアベスト札幌　１階
ファミリーマート　札幌すすきの 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西３丁目１１－１
ファミリーマート　札幌宮の森３条 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森　三条６丁目２－８
ファミリーマート　札幌北３条西２丁目 060-0003 北海道札幌市中央区北３条西２丁目８番地
ファミリーマート　札幌北１条西６丁目 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西６丁目１－２
ファミリーマート　千歳春日３丁目 066-0065 北海道千歳市春日町３丁目１－５
ファミリーマート　千歳インター 066-0045 北海道千歳市真々地２丁目１－５
ファミリーマート　千歳勇舞７丁目 066-0078 北海道千歳市勇舞７丁目５－５
ファミリーマート　千歳新富３丁目 066-0037 北海道千歳市新富３丁目１１番７号
ファミリーマート　千歳末広２丁目 066-0027 北海道千歳市末広２丁目１番１５号
ファミリーマート　札幌南郷通１丁目 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通１丁目北１番１９号
ファミリーマート　北野通 004-0862 北海道札幌市清田区北野２条１丁目１４－１
ファミリーマート　札幌美園３条 062-0003 北海道札幌市豊平区美園３条２丁目１－１６
ファミリーマート　札幌旭町７丁目 062-0911 北海道札幌市豊平区旭町７丁目４－１２
ファミリーマート　本郷通 003-0025 北海道札幌市白石区本郷通１０丁目北２番２８号
ファミリーマート　平岸駅前 062-0932 北海道札幌市豊平区平岸２条７丁目４－２０
ファミリーマート　平岸南 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸１条１７丁目８－３３
ファミリーマート　札幌川沿４条 005-0804 北海道札幌市南区川沿４条２丁目４番１８号
ファミリーマート　北海学園前 062-0907 北海道札幌市豊平区豊平７条７丁目３番２６号
ファミリーマート　札幌美しが丘３条 004-0813 北海道札幌市清田区美しが丘３条２丁目３－１２
ファミリーマート　札幌月寒東３条１７丁目 062-0053 北海道札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番１号
ファミリーマート　札幌月寒東５条１６丁目 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東五条十六丁目２番５号
ファミリーマート　札幌南郷通１８丁目 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通１８丁目南３－１１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　北広島大曲工業団地 061-1274 北海道北広島市大曲工業団地２丁目３－５
ファミリーマート　札幌インター前 003-0871 北海道札幌市白石区米里１条２丁目１４番３３号
ファミリーマート　札幌菊水元町２条 003-0822 北海道札幌市白石区菊水元町２条４丁目５－１２
ファミリーマート　白石ガーデンプレイス 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通１丁目南８番１０号
ファミリーマート　札幌西岡３条 062-0033 北海道札幌市豊平区西岡３条１－４－１
ファミリーマート　札幌南郷１５丁目 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通十五丁目南３番１３号
ファミリーマート　札幌菊水６条 003-0806 北海道札幌市白石区菊水６条２丁目９番１７号
ファミリーマート　白石バスターミナル前 003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条６丁目４－１５
ファミリーマート　月寒東５条 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東５条７丁目４ー１３
ファミリーマート　札幌常盤３条 005-0853 北海道札幌市南区常盤三条１丁目４番１号
ファミリーマート　札幌中の島 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５
ファミリーマート　札幌平岸５条 062-0935 北海道札幌市豊平区平岸５条十丁目７－１
ファミリーマート　札幌ドーム前 062-0043 北海道札幌市豊平区福住３条１丁目１番８号
ファミリーマート　札幌平岸４条 062-0934 北海道札幌市豊平区平岸４条７丁目１２番１４号
ファミリーマート　札幌白石本通３丁目 003-0027 北海道札幌市白石区本通３丁目北７番１０号
ファミリーマート　札幌美しが丘 004-0814 北海道札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１
ファミリーマート　恵庭京町 061-1444 北海道恵庭市京町８４－２
ファミリーマート　定山渓 061-2301 北海道札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地
ファミリーマート　みすまい 061-2263 北海道札幌市南区簾舞３条６－１－２８
ファミリーマート　札幌澄川４条 005-0004 北海道札幌市南区澄川４条１－１－５
ファミリーマート　真駒内駐屯地 005-0008 北海道札幌市南区真駒内１７番地　陸上自衛隊真駒内駐屯地西厚生センター内
ファミリーマート　札幌石山１条 005-0841 北海道札幌市南区石山１条８丁目４－１０
ファミリーマート　札幌平岸３条８丁目 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸３条８丁目１番２８号
ファミリーマート　札幌南３１条西８丁目 005-0031 北海道札幌市南区南３１条西８丁目２－１
ファミリーマート　札幌厚別西２条 004-0062 北海道札幌市厚別区厚別西２条４－２－１
ファミリーマート　札幌厚別東５条 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４
ファミリーマート　札幌厚別西４条 004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２－２５
ファミリーマート　札幌厚別南３丁目 004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号
ファミリーマート　地下鉄白石駅前 003-0004 北海道札幌市白石区東札幌　四条六丁目４番１２メモリアル８８ビル１階
ファミリーマート　福住３条６丁目 062-0043 北海道札幌市豊平区福住３条６丁目９－２５
ファミリーマート　登別栄町 059-0033 北海道登別市栄町１－１５－１
ファミリーマート　室蘭東翔高校前 050-0072 北海道室蘭市高砂町４－３４－１２
ファミリーマート　中登別 059-0463 北海道登別市中登別町１７０番地
ファミリーマート　室蘭白鳥台５丁目 050-0054 北海道室蘭市白鳥台５－１－９
ファミリーマート　苫小牧美原 059-1262 北海道苫小牧市美原町２丁目２８番２８号
ファミリーマート　登別桜木町 059-0023 北海道登別市桜木町二丁目８番地１２
ファミリーマート　北斗七重浜 049-0111 北海道北斗市七重浜４丁目３６－３
ファミリーマート　函館美原 041-0806 北海道函館市美原１－１７－１０
ファミリーマート　五稜郭公園電停前 040-0011 北海道函館市本町２６番１７号
ファミリーマート　函館東雲 040-0036 北海道函館市東雲町１９番８号
ファミリーマート　函館西桔梗町 041-0824 北海道函館市西桔梗町５１３‐１
ファミリーマート　函館上湯川町 042-0914 北海道函館市上湯川町３１番２号
ファミリーマート　函館古川町 041-0262 北海道函館市古川町７８番地１
ファミリーマート　苫小牧沼ノ端 059-1364 北海道苫小牧市字沼ノ端２２番４２
ファミリーマート　白老社台 059-0901 北海道白老郡白老町字社台１３９番１
ファミリーマート　苫小牧東病院前 053-0052 北海道苫小牧市新開町４丁目７番８号
ファミリーマート　函館神山２丁目 041-0832 北海道函館市神山２丁目２０番１０号
ファミリーマート　函館神山町 041-0831 北海道函館市神山町２４８番地７
ファミリーマート　函館蔦屋書 041-0801 北海道函館市桔梗町４０８－４
ファミリーマート　函館神山１丁目 041-0832 北海道函館市神山１丁目１番２５号
ファミリーマート　函館高丘町 042-0955 北海道函館市高丘町２７番２３号
ファミリーマート　函館陣川町 041-0837 北海道函館市陣川町８４番４１
ファミリーマート　白老竹浦 059-0642 北海道白老郡白老町字竹浦３３－１１
ファミリーマート　苫小牧若草町 053-0021 北海道苫小牧市若草町５丁目５番２号
ファミリーマート　伊達梅本 052-0022 北海道伊達市梅本町４番地２９
ファミリーマート　苫小牧日新５丁目 053-0833 北海道苫小牧市日新町五丁目３番３号
ファミリーマート　苫小牧山手町１丁目 053-0851 北海道苫小牧市山手町一丁目４－３
ファミリーマート　登別幌別２丁目 059-0013 北海道登別市幌別町２丁目２６番地３
ファミリーマート　函館美原１丁目 041-0806 北海道函館市美原一丁目３８番４号
ファミリーマート　大沼公園インター 049-2142 北海道茅部郡森町字赤井川７９番地１
ファミリーマート　キラリス函館 040-0063 北海道函館市若松町２０番１号
ファミリーマート　室蘭中島 050-0074 北海道室蘭市中島町１－１８－７
ファミリーマート　函館大手町 040-0064 北海道函館市大手町５番３７
ファミリーマート　函館赤川１丁目 041-0805 北海道函館市赤川１丁目３１－１
ファミリーマート　函館昭和 041-0812 北海道函館市昭和２丁目４ー１４
ファミリーマート　函館本町 040-0011 北海道函館市本町３４ー４
ファミリーマート　函館中道２丁目 041-0853 北海道函館市中道２丁目１１番６号
ファミリーマート　函館美原５丁目 041-0806 北海道函館市美原５丁目１９－５
ファミリーマート　函館花園 041-0843 北海道函館市花園町２４番７号
ファミリーマート　函館本通１丁目 041-0851 北海道函館市本通１丁目２７番１号
ファミリーマート　北星学園女子高前 064-0804 北海道札幌市中央区南４条西１６丁目１３０６番地１２
ファミリーマート　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳066-8637 北海道千歳市北栄２丁目２－１
ファミリーマート　岩見沢美園１条 068-0811 北海道岩見沢市美園１条３丁目２１
ファミリーマート　岩見沢４条西 068-0024 北海道岩見沢市４条西９丁目１２番地
ファミリーマート　札幌北４条東１丁目 060-0034 北海道札幌市中央区北四条東１丁目２番３号
ファミリーマート　小樽稲穂２丁目 047-0032 北海道小樽市稲穂２―１８―１
ファミリーマート　中泊八幡 037-0309 青森県北津軽郡中泊町大字八幡字日向３３４番地
ファミリーマート　小泊 037-0522 青森県北津軽郡中泊町大字小泊字築上２３－３
ファミリーマート　五所川原金木 037-0202 青森県五所川原市金木町菅原２２２－７
ファミリーマート　つがる柏 038-3103 青森県つがる市柏上古川房田１０９　　
ファミリーマート　五所川原下平井町 037-0064 青森県五所川原市字下平井町４２番２
ファミリーマート　つがる木造 038-3105 青森県つがる市柏広須照日５７－３
ファミリーマート　五所川原田町 037-0041 青森県五所川原市字田町１７３番３
ファミリーマート　五所川原川山 037-0094 青森県五所川原市大字川山字千本１１３２番地６
ファミリーマート　青森桜川 030-0945 青森県青森市桜川７丁目１２－７
ファミリーマート　青森横内 030-0132 青森県青森市大字横内字神田７０－１０
ファミリーマート　青森青大前 030-0123 青森県青森市大字大矢沢字里見１２５番地１
ファミリーマート　ブルースカイ青森空港到着 030-0155 青森県青森市大字大谷字小谷１番地５空港タ－ミナル１階
ファミリーマート　青森中央市場前 030-0131 青森県青森市問屋町二丁目３番４号
ファミリーマート　青森佃三丁目 030-0962 青森県青森市佃三丁目２番２号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　青森八重田二丁目 030-0912 青森県青森市八重田二丁目１４－８
ファミリーマート　青森フェリー埠頭前 038-0002 青森県青森市沖館二丁目１１番２号
ファミリーマート　青森野内 039-3503 青森県青森市大字野内字菊川８番２
ファミリーマート　青森油川 038-0059 青森県青森市大字油川字大浜８０番地１
ファミリーマート　青森金沢 030-0852 青森県青森市大字大野字金沢１５－４
ファミリーマート　青森浪館 038-0024 青森県青森市浪館前田三丁目２０番９号
ファミリーマート　青森小柳 030-0915 青森県青森市小柳三丁目１７番４号
ファミリーマート　青森野木和 038-0058 青森県青森市大字羽白字沢田７８６番地２
ファミリーマート　青森浪館前田 038-0024 青森県青森市浪館前田一丁目１８－２３
ファミリーマート　青森荒川筒井 030-0111 青森県青森市大字荒川字筒井４３番地６
ファミリーマート　青森奥野四丁目 030-0841 青森県青森市奥野四丁目１８番１５号
ファミリーマート　青森高田 030-0151 青森県青森市大字高田字川瀬１９２番５
ファミリーマート　青森戸山 030-0953 青森県青森市駒込字蛍沢２５８－１２
ファミリーマート　青森駅前 030-0801 青森県青森市新町１丁目１番２０号
ファミリーマート　青森新城山田 038-0042 青森県青森市大字新城字山田５８７－４３
ファミリーマート　青森新城平岡 038-0042 青森県青森市大字新城字平岡２６１－７
ファミリーマート　青森勝田二丁目 030-0821 青森県青森市勝田二丁目２番１５号
ファミリーマート　青森浪岡 038-1303 青森県青森市浪岡大字徳才子字山本９３番地１
ファミリーマート　青森浜館四丁目 030-0947 青森県青森市浜館四丁目１３－１６
ファミリーマート　青森浪岡前田 038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字前田８３番地１１
ファミリーマート　青森アピオ前 030-0822 青森県青森市中央三丁目１８番地６
ファミリーマート　青森石江江渡 038-0003 青森県青森市大字石江字江渡７０番地２
ファミリーマート　青森浪岡平野 038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野５４－１
ファミリーマート　浪岡八幡宮前 038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字岡田３５番地１
ファミリーマート　青森大釈迦西 038-1301 青森県青森市浪岡大字大釈迦字中田９０－１他４筆
ファミリーマート　今別町 030-1502 青森県東津軽郡今別町今別字中沢１７４番地８
ファミリーマート　青森橋本一丁目 030-0823 青森県青森市橋本１－９－２２住友生命青森ビル
ファミリーマート　青森石江 038-0003 青森県青森市大字石江字江渡８３番地１８
ファミリーマート　青森中央三丁目 030-0822 青森県青森市中央三丁目２０番１６号
ファミリーマート　青森松原一丁目 030-0813 青森県青森市松原一丁目１４－１５
ファミリーマート　青森浪打銀座 030-0962 青森県青森市佃一丁目２０－１
ファミリーマート　つがる市役所前 038-3138 青森県つがる市木造若緑５８番地１
ファミリーマート　つがる車力町 038-3303 青森県つがる市車力町老森１１番地２１
ファミリーマート　五所川原唐笠柳 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻７３０番１
ファミリーマート　稲垣 037-0106 青森県つがる市稲垣町沼崎船橋１－７５
ファミリーマート　五所川原漆川 037-0017 青森県五所川原市大字漆川字玉椿１８０番３
ファミリーマート　つがる柏広須 038-3105 青森県つがる市柏広須志野田１８１－２
ファミリーマート　五所川原福山実吉 037-0612 青森県五所川原市大字福山字実吉７３番地８
ファミリーマート　五所川原中央五丁目 037-0036 青森県五所川原市中央五丁目４６番
ファミリーマート　青森沖館 038-0002 青森県青森市沖館４丁目４番３２号
ファミリーマート　青森柳町 030-0822 青森県青森市中央１丁目１－２９
ファミリーマート　蓬田バイパス 030-1212 青森県東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干３０２－４５
ファミリーマート　新青森駅西口 038-0003 青森県青森市石江４丁目９－２
ファミリーマート　青森篠田三丁目 038-0011 青森県青森市篠田三丁目８番１３号
ファミリーマート　岩木高校前 036-1321 青森県弘前市大字熊嶋字豊田２６５番地１１
ファミリーマート　弘前田園三丁目 036-8086 青森県弘前市大字田園三丁目２番地９
ファミリーマート　弘前田町 036-8054 青森県弘前市大字田町五丁目５番地２
ファミリーマート　弘前田園一丁目 036-8086 青森県弘前市大字田園一丁目２番１２
ファミリーマート　平川蒲田 036-0232 青森県平川市蒲田玉田２２番地３
ファミリーマート　弘前桶屋町 036-8197 青森県弘前市大字桶屋町５４
ファミリーマート　弘前アプリーズ 036-8096 青森県弘前市大字表町２－１１
ファミリーマート　弘前松原東 036-8141 青森県弘前市大字松原東四丁目６番地２９
ファミリーマート　弘前千年三丁目 036-8131 青森県弘前市千年３丁目６－１
ファミリーマート　弘前桔梗野 036-8227 青森県弘前市大字桔梗野一丁目１３番地１
ファミリーマート　弘前泉野四丁目 036-8164 青森県弘前市大字泉野四丁目１４－３
ファミリーマート　バイパス鶴田 038-3515 青森県北津軽郡鶴田町大字山道字高留５５－３
ファミリーマート　弘前中崎 036-8313 青森県弘前市大字中崎字平野１０９－３
ファミリーマート　平川大光寺 036-0101 青森県平川市大字大光寺字三早稲田５２－１
ファミリーマート　弘前岩賀 036-8073 青森県弘前市大字岩賀２丁目１－４
ファミリーマート　弘前青女子 038-3615 青森県弘前市大字青女子字桜苅３１１番地１
ファミリーマート　外崎五丁目 036-8094 青森県弘前市外崎５丁目８番地１
ファミリーマート　弘前福村 036-8087 青森県弘前市大字早稲田３丁目２番地１
ファミリーマート　弘前城南三丁目 036-8232 青森県弘前市大字城南三丁目５番地１４
ファミリーマート　弘前茜町三丁目 036-8279 青森県弘前市茜町３丁目１－１
ファミリーマート　鶴田境 038-3524 青森県北津軽郡鶴田町大字境字里見１６６番地９
ファミリーマート　弘前石渡三丁目 036-8316 青森県弘前市大字石渡三丁目５番地２
ファミリーマート　田舎館畑中 038-1121 青森県南津軽郡田舎館村大字畑中字上野７５番地６
ファミリーマート　黒石あけぼの町 036-0321 青森県黒石市あけぼの町１０４番１
ファミリーマート　黒石西ケ丘 036-0388 青森県黒石市西ケ丘２９７番地１
ファミリーマート　黒石柵ノ木 036-0333 青森県黒石市柵ノ木１丁目６３
ファミリーマート　田舎館東光寺 038-1101 青森県南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田２７－１
ファミリーマート　弘前本町 036-8203 青森県弘前市大字本町８０－１
ファミリーマート　東目屋 036-1441 青森県弘前市大字桜庭字清水流１１２－６
ファミリーマート　板柳三千石 038-3684 青森県北津軽郡板柳町大字三千石字合吉５６－４
ファミリーマート　大鰐町 038-0202 青森県南津軽郡大鰐町大字長峰字下川原１９－６
ファミリーマート　七戸中野 039-2814 青森県上北郡七戸町字道ノ下６番地１
ファミリーマート　東北町石坂 039-2682 青森県上北郡東北町字石坂１８番地２
ファミリーマート　六ヶ所平沼 039-3214 青森県上北郡六ヶ所村大字平沼字二階坂９３－１
ファミリーマート　野辺地橋 039-3172 青森県上北郡野辺地町字鳥井平１４－１
ファミリーマート　十和田西二番町 034-0082 青森県十和田市西二番町８番４０号
ファミリーマート　六戸町 033-0072 青森県上北郡六戸町大字折茂字鳥喰谷地４８－１
ファミリーマート　十和田穂並町 034-0037 青森県十和田市穂並町７番２２号
ファミリーマート　十和田並木西 034-0001 青森県十和田市大字三本木字並木西１６１番地２
ファミリーマート　十和田西三番町 034-0083 青森県十和田市西三番町２３番３号
ファミリーマート　十和田バイパス 034-0001 青森県十和田市大字三本木字野崎４０番４０８他１２筆
ファミリーマート　十和田一本木沢 034-0005 青森県十和田市大字三本木字一本木沢９０－３
ファミリーマート　六ヶ所 039-3212 青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平１－１９
ファミリーマート　むつ金谷一丁目 035-0072 青森県むつ市金谷一丁目１５番７６号
ファミリーマート　尾駮 039-3212 青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前４番地３４
ファミリーマート　平内口広 039-3342 青森県東津軽郡平内町大字口広字口広沢６９－６



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　むつ柳町 035-0031 青森県むつ市柳町２丁目８－１
ファミリーマート　横浜町 039-4142 青森県上北郡横浜町字上イタヤノ木１００番地８１
ファミリーマート　十和田相坂 034-0041 青森県十和田市大字相坂字下前川原１７５番地２
ファミリーマート　おいらせ町 039-2254 青森県上北郡おいらせ町苗振谷地８－４９
ファミリーマート　十和田元町東 034-0003 青森県十和田市元町東四丁目１番２号
ファミリーマート　おいらせ上前田 039-2221 青森県上北郡おいらせ町上前田１１１番地１
ファミリーマート　おいらせ下田 039-2135 青森県上北郡おいらせ町立蛇７５番地１
ファミリーマート　十和田千歳森 034-0001 青森県十和田市大字三本木字千歳森３５６番地２
ファミリーマート　大間 039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大川目４６－９
ファミリーマート　むつ城ヶ沢 035-0095 青森県むつ市大字城ヶ沢字堺田２１－８２
ファミリーマート　六ヶ所泊 039-4301 青森県上北郡六ヶ所村大字泊字川原７５－３４１
ファミリーマート　むつ大湊 035-0083 青森県むつ市大平町５０番９号
ファミリーマート　三沢浜三沢 033-0022 青森県三沢市大字三沢字下沢５０番地１
ファミリーマート　アクロス三沢 033-0042 青森県三沢市栄町二丁目３１番地１４４号
ファミリーマート　三沢南山 033-0022 青森県三沢市大字三沢字堀口３０番地１号
ファミリーマート　三沢松原一丁目 033-0035 青森県三沢市松原町一丁目３１番２３５　　
ファミリーマート　三沢アイスアリーナ前 033-0022 青森県三沢市大字三沢字園沢１７０－２
ファミリーマート　八戸市立市民病院 031-8555 青森県八戸市大字田向三丁目１番１号
ファミリーマート　八戸水産加工団地前 039-2241 青森県八戸市大字市川町字下大川端１２０
ファミリーマート　八戸新井田重地 031-0813 青森県八戸市大字新井田字重地４番地１
ファミリーマート　八戸根城二丁目 039-1166 青森県八戸市根城２丁目２６－１０
ファミリーマート　八戸三日町 031-0032 青森県八戸市大字三日町４－１
ファミリーマート　八戸湊町 031-0812 青森県八戸市大字湊町字柳町２６
ファミリーマート　八戸城下一丁目 031-0072 青森県八戸市城下一丁目２２番８号
ファミリーマート　三戸中央病院通 039-0141 青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中３番地９
ファミリーマート　五戸浅水 039-1528 青森県三戸郡五戸町大字浅水字十海塚５番地１
ファミリーマート　五戸上市川 039-1501 青森県三戸郡五戸町大字上市川字林ノ下１番地１
ファミリーマート　三戸町斗内 039-0122 青森県三戸郡三戸町大字斗内字荒巻４１－３
ファミリーマート　三戸目時 039-0113 青森県三戸郡三戸町大字目時字森鉢６３番地１
ファミリーマート　八戸湊鮫ノ口 031-0812 青森県八戸市大字湊町字鮫ノ口１番地６
ファミリーマート　八戸八太郎 039-1161 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地７６－４７９
ファミリーマート　八戸是川笹子 031-0023 青森県八戸市大字是川字三十刈頭３番地１１
ファミリーマート　八戸ニュータウン西 039-1113 青森県八戸市西白山台４丁目９番５号
ファミリーマート　北白山台 039-1114 青森県八戸市北白山台一丁目６－２
ファミリーマート　八戸根城五丁目 039-1166 青森県八戸市根城五丁目１－１２
ファミリーマート　八戸十六日町 031-0043 青森県八戸市大字十六日町２５－１
ファミリーマート　八戸卸センター 039-1121 青森県八戸市卸センター１丁目３３－５
ファミリーマート　八戸湊橋 031-0802 青森県八戸市小中野八丁目８番１５号
ファミリーマート　階上蒼前 039-1211 青森県三戸郡階上町蒼前東１丁目９－１０１０
ファミリーマート　八戸４５北バイパス 039-1161 青森県八戸市大字河原木字千苅田９－１
ファミリーマート　階上赤保内 039-1202 青森県三戸郡階上町大字赤保内字外平２３番地３８
ファミリーマート　八戸第二魚市場 031-0801 青森県八戸市江陽四丁目９番９号
ファミリーマート　豊崎橋 039-1101 青森県八戸市大字尻内町字根岸河原２番地１
ファミリーマート　八戸城下四丁目 031-0072 青森県八戸市城下四丁目９－８
ファミリーマート　八戸青葉二丁目 031-0804 青森県八戸市青葉二丁目２１番６号
ファミリーマート　八戸商業通り 031-0023 青森県八戸市大字是川字坂ノ脇９－４
ファミリーマート　八戸八幡 039-1104 青森県八戸市大字田面木字前田表３１番地８号
ファミリーマート　湊高台四丁目 031-0823 青森県八戸市湊高台４丁目８－４
ファミリーマート　八戸尻内町 039-1101 青森県八戸市大字尻内町字尻内１番地２
ファミリーマート　八戸石堂三丁目 039-1165 青森県八戸市石堂三丁目４番６号
ファミリーマート　八戸類家四丁目 031-0001 青森県八戸市類家四丁目１番１号
ファミリーマート　八戸廿六日町 031-0044 青森県八戸市大字廿六日町６０番４
ファミリーマート　八戸湊高台 031-0823 青森県八戸市湊高台六丁目１２番１７号
ファミリーマート　八戸小中野二丁目 031-0802 青森県八戸市小中野二丁目６－１
ファミリーマート　五所川原駅前 037-0054 青森県五所川原市字大町５０６番地１６
ファミリーマート　久慈湊町 028-0011 岩手県久慈市湊町第１５地割１２番地１
ファミリーマート　久慈大川目 028-0091 岩手県久慈市大川目町第１４地割６６番地４
ファミリーマート　久慈旭町 028-0014 岩手県久慈市旭町第８地割１７
ファミリーマート　洋野種市 028-7913 岩手県九戸郡洋野町種市第２４地割字横手１５６－１
ファミリーマート　久慈北インター前 028-0001 岩手県久慈市夏井町鳥谷第７地割２５番地２
ファミリーマート　久慈長内町 028-0041 岩手県久慈市長内町第２７地割２９－１
ファミリーマート　二戸米沢 028-6104 岩手県二戸市米沢字下村１３６番１
ファミリーマート　一戸砂森 028-5312 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森１０２番５
ファミリーマート　一戸奥中山 028-5133 岩手県二戸郡　一戸町中山字大塚７２番１
ファミリーマート　岩手川口バイパス 028-4211 岩手県岩手郡岩手町川口第５地割２６番地
ファミリーマート　岩手沼宮内バイパス 028-4307 岩手県岩手郡岩手町大字五日市　第１２地割５０番地１２
ファミリーマート　しぶたみ 028-4134 岩手県盛岡市玉山区下田字船綱４４－１８
ファミリーマート　西根大更 028-7111 岩手県八幡平市大更第１６地割４－８９
ファミリーマート　八幡平中央 028-7111 岩手県八幡平市大更第２４地割８－３
ファミリーマート　滝沢津軽街道 020-0601 岩手県滝沢市後２６８－６６
ファミリーマート　岩手大学前 020-0066 岩手県盛岡市上田３丁目１７番４７号
ファミリーマート　盛岡松園南口 020-0106 岩手県盛岡市東松園１丁目１－１
ファミリーマート　滝沢鵜飼 020-0672 岩手県滝沢市下高柳５番４６
ファミリーマート　盛岡館向 020-0115 岩手県盛岡市館向町３番９号
ファミリーマート　滝沢ゆとりが丘 020-0634 岩手県滝沢市室小路５０６番７
ファミリーマート　盛岡高松四丁目 020-0114 岩手県盛岡市高松四丁目１番３０号
ファミリーマート　盛岡月が丘三丁目 020-0127 岩手県盛岡市月が丘三丁目３９番４５号
ファミリーマート　盛岡北厨川 020-0124 岩手県盛岡市厨川１－８－９
ファミリーマート　盛岡津志田町二丁目 020-0837 岩手県盛岡市津志田町二丁目３番４０号
ファミリーマート　盛岡向中野四丁目 020-0851 岩手県盛岡市向中野四丁目１３番１５号
ファミリーマート　盛岡西松園 020-0103 岩手県盛岡市西松園１丁目１番１５
ファミリーマート　盛岡上田四丁目 020-0066 岩手県盛岡市上田四丁目３０－１
ファミリーマート　盛岡東松園 020-0106 岩手県盛岡市東松園３－２８－４
ファミリーマート　盛岡向中野 020-0851 岩手県盛岡市向中野五丁目１番２号
ファミリーマート　盛岡本宮 020-0866 岩手県盛岡市本宮３丁目４２－３３
ファミリーマート　紫波中央 028-3305 岩手県紫波郡紫波町日詰字丸盛２１７番地１
ファミリーマート　盛岡肴町 020-0878 岩手県盛岡市肴町５－９
ファミリーマート　盛岡紺屋町 020-0885 岩手県盛岡市紺屋町２番１３号
ファミリーマート　盛岡駅西通 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目２６番５号
ファミリーマート　盛岡日影門 020-0021 岩手県盛岡市中央通一丁目１２番２４号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　盛岡南インター 020-0834 岩手県盛岡市永井２地割２２
ファミリーマート　盛岡高松一丁目 020-0114 岩手県盛岡市高松一丁目１５番２０
ファミリーマート　岩手県立中央病院 020-0066 岩手県盛岡市上田１丁目４番１号
ファミリーマート　雫石バイパス 020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山晴山９１番地３
ファミリーマート　盛岡本町通一丁目 020-0015 岩手県盛岡市本町通１丁目１７番１７号
ファミリーマート　盛岡アイーナ 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目７番１号
ファミリーマート　矢巾中央 028-3614 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第７地割１９８－２
ファミリーマート　盛岡名須川町 020-0016 岩手県盛岡市名須川町２０－１７
ファミリーマート　盛岡みたけ三丁目 020-0122 岩手県盛岡市みたけ三丁目４－１８
ファミリーマート　盛岡みたけ五丁目 020-0122 岩手県盛岡市みたけ五丁目１７番３３号
ファミリーマート　雫石つなぎ 020-0502 岩手県岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１
ファミリーマート　盛岡中央通三丁目 020-0021 岩手県盛岡市中央通三丁目１１番１号
ファミリーマート　盛岡中央通二丁目 020-0021 岩手県盛岡市中央通二丁目１番２１号
ファミリーマート　矢巾町上矢次 028-3622 岩手県紫波郡矢巾町上矢次第５地割字角部１－３
ファミリーマート　盛岡津志田南 020-0839 岩手県盛岡市津志田南三丁目１番１号
ファミリーマート　岩手盛岡都南 020-0835 岩手県盛岡市津志田第１４地割１０２
ファミリーマート　メトロポリタン盛岡 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４４号
ファミリーマート　盛岡フェザン 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４盛岡フェザンＢＦ
ファミリーマート　盛岡天神町 020-0881 岩手県盛岡市天神町９番３３号
ファミリーマート　盛岡加賀野二丁目 020-0807 岩手県盛岡市加賀野２丁目８－３２
ファミリーマート　盛岡神明町 020-0884 岩手県盛岡市神明町９番８号
ファミリーマート　盛岡クロステラス 020-0022 岩手県盛岡市大通３丁目４番１号
ファミリーマート　盛岡西仙北一丁目 020-0864 岩手県盛岡市西仙北一丁目２０－２２
ファミリーマート　滝沢駅前通 020-0622 岩手県滝沢市野沢６２番１５　
ファミリーマート　盛岡下ノ橋町 020-0877 岩手県盛岡市下ノ橋町６－１
ファミリーマート　盛岡西青山二丁目 020-0132 岩手県盛岡市西青山二丁目１番１３号
ファミリーマート　盛岡下川原 020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原２６番１号
ファミリーマート　盛岡本宮南 020-0851 岩手県盛岡市向中野三丁目１０番１８号
ファミリーマート　盛岡上堂二丁目 020-0125 岩手県盛岡市上堂２丁目３番５号
ファミリーマート　盛岡厨川四丁目 020-0124 岩手県盛岡市厨川４丁目９番１号
ファミリーマート　紫波日詰西 028-3306 岩手県紫波郡紫波町日詰西二丁目１－３
ファミリーマート　盛岡門二丁目 020-0823 岩手県盛岡市門二丁目２６番３号
ファミリーマート　盛岡永井南 020-0834 岩手県盛岡市永井３１地割５１番１
ファミリーマート　盛岡繋 020-0055 岩手県盛岡市繋字猿田１－４６
ファミリーマート　オガール紫波 028-3318 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目３番１２
ファミリーマート　紫波八幡 028-3441 岩手県紫波郡紫波町上平沢八幡２４－６
ファミリーマート　盛岡青山三丁目 020-0133 岩手県盛岡市青山３丁目３７－３６
ファミリーマート　紫波桜町 028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町１丁目３番３号
ファミリーマート　盛岡三ツ割 020-0011 岩手県盛岡市三ツ割四丁目１番４３号
ファミリーマート　矢巾ＰＡ上り 028-3622 岩手県紫波郡矢巾町大字上矢次第３地割字向井１－２
ファミリーマート　盛岡三本柳 020-0831 岩手県盛岡市三本柳２３地割１－１
ファミリーマート　盛岡北夕顔瀬町 020-0031 岩手県盛岡市北夕顔瀬町１０番８８号
ファミリーマート　矢巾広宮沢 028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第４地割３０６番地
ファミリーマート　北上本通り 024-0094 岩手県北上市本通り４丁目１７－１０
ファミリーマート　北上さくら通り 024-0082 岩手県北上市さくら通り２丁目２－３６
ファミリーマート　遠野バイパス 028-0542 岩手県遠野市早瀬町４丁目４－５
ファミリーマート　遠野中央 028-0517 岩手県遠野市上組町８番１３号
ファミリーマート　宮守インター 028-0303 岩手県遠野市宮守町下鱒沢３３地割８１番地７
ファミリーマート　釜石松原二丁目 026-0004 岩手県釜石市松原町二丁目１番２号
ファミリーマート　大槌町安渡 028-1104 岩手県上閉伊郡大槌町新港町２番５号
ファミリーマート　釜石甲子町 026-0055 岩手県釜石市甲子町第９地割４６番地２
ファミリーマート　宮古津軽石 027-0203 岩手県宮古市津軽石第１０地割３１０
ファミリーマート　岩手新里 028-2101 岩手県宮古市茂市４－９－１
ファミリーマート　宮古崎山 027-0096 岩手県宮古市崎鍬ケ崎第９地割４０番地６
ファミリーマート　宮古金浜 027-0033 岩手県宮古市金浜第６地割２１番６５
ファミリーマート　宮古根市 027-0047 岩手県宮古市根市第２地割３５番２９
ファミリーマート　北上柳原 024-0083 岩手県北上市柳原町一丁目１５８番地２
ファミリーマート　北上藤根 024-0334 岩手県北上市和賀町藤根１８地割７１－２
ファミリーマート　北上横川目 024-0331 岩手県北上市和賀町横川目１１地割２０８－２８
ファミリーマート　北上常盤台 024-0012 岩手県北上市常盤台１－１－２４
ファミリーマート　北上立花 024-0043 岩手県北上市立花９地割７４番地１
ファミリーマート　北上黒沢尻一丁目 024-0022 岩手県北上市黒沢尻１丁目１３番３号
ファミリーマート　北上相去 024-0051 岩手県北上市相去町舘下１番地２３
ファミリーマート　北上江釣子 024-0071 岩手県北上市上江釣子７地割９９番地２
ファミリーマート　花巻鍋倉 025-0046 岩手県花巻市鍋倉字館１１９－１
ファミリーマート　富士大学前 025-0024 岩手県花巻市山の神３９７番地１
ファミリーマート　花巻南温泉峡口 025-0244 岩手県花巻市湯口字蟹沢１３－２
ファミリーマート　花巻若葉町 025-0097 岩手県花巻市若葉町１－１０－１７
ファミリーマート　花巻大通り 025-0092 岩手県花巻市大通り一丁目１４番２５号
ファミリーマート　花巻大迫町 028-3204 岩手県花巻市大迫町亀ヶ森第２地割１８－１
ファミリーマート　道の駅はなまき西南 025-0037 岩手県花巻市太田第４３地割１３２番地１
ファミリーマート　サテライト石鳥谷前 028-3153 岩手県花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３
ファミリーマート　花巻高松 025-0014 岩手県花巻市高松第１１地割１５５－５
ファミリーマート　花巻桜町 025-0084 岩手県花巻市桜町一丁目４番１号
ファミリーマート　北上江釣子インター 024-0072 岩手県北上市北鬼柳１９地割２５－１
ファミリーマート　北上四号バイパス 024-0004 岩手県北上市村崎野１６地割１７４番地２７
ファミリーマート　花巻四日町 025-0072 岩手県花巻市四日町３－９－４
ファミリーマート　花巻西宮野目 025-0002 岩手県花巻市西宮野目第１２地割１０６－１
ファミリーマート　北上村崎野 024-0004 岩手県北上市村崎野１５地割２９３番地４
ファミリーマート　花巻やまの神 025-0024 岩手県花巻市山の神６８４番１号
ファミリーマート　北上鬼柳卯の木 024-0056 岩手県北上市鬼柳町卯の木１９２－１
ファミリーマート　北上流通基地南 024-0013 岩手県北上市藤沢１５地割１７６－１
ファミリーマート　北上大通り 024-0061 岩手県北上市大通り二丁目６番３１号
ファミリーマート　北上鬼柳 024-0056 岩手県北上市鬼柳町笊渕２７４－１
ファミリーマート　北上町分西 024-0082 岩手県北上市町分１８地割１１１番地１
ファミリーマート　北上九年橋 024-0063 岩手県北上市九年橋１丁目６－１２
ファミリーマート　一関峯下 029-0131 岩手県一関市狐禅寺字峯下８３－６
ファミリーマート　岩手一関インター 021-0041 岩手県一関市赤荻字月町１９７番地２
ファミリーマート　東山町長坂 029-0302 岩手県一関市東山町長坂字東本町３１８－１
ファミリーマート　水沢真城土手根 023-0841 岩手県奥州市水沢真城字土手根１４番



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　一関東山 029-0302 岩手県一関市東山町長坂字町４１７
ファミリーマート　一関二高前 021-0041 岩手県一関市赤荻字下谷地１３４－１
ファミリーマート　水沢西関田 023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字西関田２２－５
ファミリーマート　平泉南 029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字樋渡５７－２
ファミリーマート　金ケ崎西根 029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根古寺４６番地１
ファミリーマート　胆沢南都田 023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字宇南田２１２番１
ファミリーマート　水沢羽田町 023-0132 岩手県奥州市水沢羽田町字中袋１８３－１
ファミリーマート　フレンドボックス花泉 029-3205 岩手県一関市花泉町涌津字二ツ檀７－１
ファミリーマート　やまだい大東町 029-0523 岩手県一関市大東町摺沢字石倉４０－６
ファミリーマート　岩手川崎 029-0202 岩手県一関市川崎町薄衣字久伝３８－８
ファミリーマート　水沢佐倉河 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字石橋７－７
ファミリーマート　奥州いさわ 023-0401 岩手県奥州市胆沢若柳字壱本松７９番地２
ファミリーマート　江刺愛宕 023-1131 岩手県奥州市江刺愛宕字橋本２３２番１
ファミリーマート　水沢秋葉町 023-0041 岩手県奥州市水沢区秋葉町９７－１
ファミリーマート　大船渡立根町 022-0006 岩手県大船渡市立根町字中野３２番１
ファミリーマート　高田竹駒十日市場 029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場２４３番１
ファミリーマート　一関千厩町 029-0801 岩手県一関市千厩町清田字中井４０番２
ファミリーマート　高田米崎町 029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字西風道２２６－１
ファミリーマート　大船渡宮の前 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字宮の前７番７
ファミリーマート　大船渡権現堂 022-0003 岩手県大船渡市盛町字権現堂１番地１７
ファミリーマート　高田米崎沼田 029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字沼田８７番１
ファミリーマート　大船渡中央通り 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字新田４０番３
ファミリーマート　胆沢病院前 023-0865 岩手県奥州市水沢区桜屋敷５１６－１
ファミリーマート　前沢北 029-4209 岩手県奥州市前沢区あすか通り三丁目１０番地２
ファミリーマート　岩手一関相去 021-0853 岩手県一関市字相去６３番地１
ファミリーマート　奥州平泉 029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字森下１１番地
ファミリーマート　水沢公園大通り 023-0857 岩手県奥州市水沢区中上野町１１番３５号
ファミリーマート　奥州水沢桜屋敷 023-0872 岩手県奥州市水沢区字桜屋敷西１番地１
ファミリーマート　前沢向田 029-4204 岩手県奥州市前沢区向田１－１０－２
ファミリーマート　一関千代田 021-0862 岩手県一関市千代田町２６６－２
ファミリーマート　一関工業団地 021-0901 岩手県一関市真柴字矢ノ目沢６４番地１５６
ファミリーマート　一関赤荻 021-0041 岩手県一関市赤荻字桜町１２９番５
ファミリーマート　水沢東中通り 023-0822 岩手県奥州市水沢区東中通り二丁目４－２１
ファミリーマート　大船渡赤崎 022-0007 岩手県大船渡市赤崎町字亀井田１０３－１
ファミリーマート　岩手千厩 029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字舘山４番地１
ファミリーマート　金ヶ崎三ヶ尻 029-4502 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻字荒巻１３８－１
ファミリーマート　江刺岩谷堂 023-1104 岩手県奥州市江刺区豊田町１丁目６番１号
ファミリーマート　江刺西大通り 023-1103 岩手県奥州市江刺西大通り８－３
ファミリーマート　奥州江刺桜木通り 023-1101 岩手県奥州市江刺岩谷堂字南八日市４００番地１
ファミリーマート　金ヶ崎六原 029-4501 岩手県胆沢郡金ヶ崎町六原穴持３５０－１
ファミリーマート　江刺谷地 023-1131 岩手県奥州市江刺区愛宕字谷地２８番地
ファミリーマート　岩手ふじさわ 029-3405 岩手県一関市藤沢町藤沢字仁郷２番１
ファミリーマート　奥州水沢大手町 023-0053 岩手県奥州市水沢大手町五丁目４番地３
ファミリーマート　水沢釜田 023-0891 岩手県奥州市水沢区字内匠田４７－１
ファミリーマート　松島高城 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一１５－１
ファミリーマート　利府街道 981-0121 宮城県宮城郡利府町神谷沢字新宮ヶ崎６番２
ファミリーマート　塩釜尾島町 985-0021 宮城県塩竈市尾島町１０番２２
ファミリーマート　松島海岸通り 981-0213 宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂３２番４
ファミリーマート　東松島中央 981-0502 宮城県東松島市大曲字堺堀１４９番地１
ファミリーマート　本吉バイパス 988-0305 宮城県気仙沼市本吉町津谷長根１０６－１
ファミリーマート　米山町 987-0321 宮城県登米市米山町西野字片平小路１３０
ファミリーマート　本吉はしもと 988-0347 宮城県気仙沼市本吉町猪の鼻１２６番２
ファミリーマート　気仙沼岩月星谷 988-0203 宮城県気仙沼市岩月星谷６－１
ファミリーマート　佐沼江合 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字江合三丁目１番２
ファミリーマート　登米迫森 987-0512 宮城県登米市迫町森字平柳１４番１
ファミリーマート　気仙沼鹿折 988-0007 宮城県気仙沼市中みなと町１番２０号
ファミリーマート　歌津升沢 988-0423 宮城県本吉郡南三陸町歌津字枡沢６８－１
ファミリーマート　石巻千石町 986-0827 宮城県石巻市千石町８番２号
ファミリーマート　石巻中里七丁目 986-0815 宮城県石巻市中里七丁目２番１４号
ファミリーマート　石巻開北一丁目 986-0806 宮城県石巻市開北１丁目７番３２号
ファミリーマート　石巻広渕 987-1222 宮城県石巻市広渕字町５８番
ファミリーマート　石巻市役所前 986-0825 宮城県石巻市穀町６番１７号
ファミリーマート　祝田 986-2135 宮城県石巻市渡波字祝田７５番６号
ファミリーマート　佳景山 986-1111 宮城県石巻市鹿又字穴口前３８番地
ファミリーマート　佐々木桃生町 986-0313 宮城県石巻市桃生町中津山字下四軒５８－１
ファミリーマート　宮城南郷 989-4203 宮城県遠田郡美里町練牛字二十号４３番地１
ファミリーマート　大崎市民病院 989-6136 宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号
ファミリーマート　涌谷東 987-0121 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字千間江８１－１
ファミリーマート　涌谷バイパス 987-0144 宮城県遠田郡涌谷町下新田５５
ファミリーマート　涌谷渋江 987-0113 宮城県遠田郡涌谷町字渋江３３３番地２
ファミリーマート　小牛田バイパス 987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字天神南３５番地
ファミリーマート　石巻港インター 987-1221 宮城県石巻市須江字大刈場２０－１－２
ファミリーマート　石巻恵み野 986-0868 宮城県石巻市恵み野五丁目１番地１
ファミリーマート　石巻須江 987-1221 宮城県石巻市須江字寺前１５番４
ファミリーマート　石巻流留 986-2103 宮城県石巻市流留字一番囲６１－１
ファミリーマート　渡波栄田 986-2135 宮城県石巻市渡波字栄田９４番
ファミリーマート　石巻新蛇田 986-0860 宮城県石巻市のぞみ野二丁目１番地１
ファミリーマート　牡鹿 986-2415 宮城県石巻市小渕浜大宝１７番地の３
ファミリーマート　大街道東 986-0853 宮城県石巻市大街道東３－１９－３
ファミリーマート　石巻南中里 986-0814 宮城県石巻市南中里１－１－３２
ファミリーマート　石巻不動町 986-0017 宮城県石巻市不動町一丁目６番３４号
ファミリーマート　東和米川 987-0901 宮城県登米市東和町米川字飯土井６番地
ファミリーマート　女川中央 986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川二丁目１５番地の２
ファミリーマート　三滝堂ＰＡ 987-0902 宮城県登米市東和町米谷字福平１９１番１
ファミリーマート　佐沼中江五丁目 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江５－９－７
ファミリーマート　気仙沼田中前 988-0053 宮城県気仙沼市田中前２－２－１
ファミリーマート　石森加賀野 987-0601 宮城県登米市中田町石森字加賀野三丁目２番５
ファミリーマート　南佐沼 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字南元丁５７番２
ファミリーマート　気仙沼松岩 988-0113 宮城県気仙沼市松崎片浜１０６番５１０
ファミリーマート　佐沼北方 987-0513 宮城県登米市迫町北方字谷地前１２６番２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　南方瀬ノ淵 987-0411 宮城県登米市南方町瀬ノ淵５２番
ファミリーマート　宮城小牛田 987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字川戸浦２９－１
ファミリーマート　小牛田素山町 987-0012 宮城県遠田郡美里町素山町１２４
ファミリーマート　石巻日赤病院前 986-0867 宮城県石巻市わかば二丁目１０－２
ファミリーマート　石巻赤十字病院 986-8522 宮城県石巻市蛇田字西道下７１番地石巻赤十字病院内１Ｆ
ファミリーマート　河北 986-0121 宮城県石巻市大森字的場１７番４号
ファミリーマート　鹿又 986-1111 宮城県石巻市鹿又字道的前４０番１号
ファミリーマート　矢本インター前 981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸２８６－１０
ファミリーマート　七ヶ浜境山 985-0824 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山二丁目１４番６号
ファミリーマート　塩釜松陽台 985-0071 宮城県塩竈市松陽台一丁目４－１５
ファミリーマート　矢本赤井 981-0501 宮城県東松島市赤井字新川前１６－１０
ファミリーマート　グリーンタウン矢本 981-0505 宮城県東松島市大塩字緑ヶ丘一丁目１－１
ファミリーマート　利府青山 981-0131 宮城県宮城郡利府町青山二丁目１番地１
ファミリーマート　北浜四丁目 985-0003 宮城県塩竈市北浜四丁目９－１
ファミリーマート　宮城小野駅前 981-0301 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目１３番地３
ファミリーマート　石巻西山町 986-0876 宮城県石巻市西山町１－１
ファミリーマート　石巻中浦 986-0858 宮城県石巻市三ツ股二丁目６－５０
ファミリーマート　東矢本 981-0503 宮城県東松島市矢本字作田浦１８９番地
ファミリーマート　仙台実沢 981-3217 宮城県仙台市泉区実沢字広畑７５－１
ファミリーマート　栗駒南 989-5341 宮城県栗原市栗駒稲屋敷字笊屋敷下１４１
ファミリーマート　栗駒里谷 989-5311 宮城県栗原市栗駒里谷下沖２９－３
ファミリーマート　志田小学校前 989-6203 宮城県大崎市古川飯川字熊野４１－１
ファミリーマート　築館久伝 987-2261 宮城県栗原市築館久伝１２－１
ファミリーマート　岩出山下野目 989-6412 宮城県大崎市岩出山下野目字八幡前２３－１
ファミリーマート　岩出山中央 989-6421 宮城県大崎市岩出山字上中江５０番１
ファミリーマート　泉根白石 981-3221 宮城県仙台市泉区根白石字判在家後３１‐１
ファミリーマート　ウッディ南光台 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台２－６－４５
ファミリーマート　宮城大和杜のまち 981-3628 宮城県黒川郡大和町杜の丘二丁目２番地６
ファミリーマート　宮城野通駅前 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号東武仙台第１ビル１階
ファミリーマート　大崎鹿島台 989-4103 宮城県大崎市鹿島台平渡字東銭神１－２
ファミリーマート　大崎三本木 989-6312 宮城県大崎市三本木蟻ケ袋字混内山１１－５７
ファミリーマート　仙台泉ヶ丘 981-3201 宮城県仙台市泉区泉ケ丘４－７－３２
ファミリーマート　泉加茂五丁目 981-3122 宮城県仙台市泉区加茂五丁目２１番地の８
ファミリーマート　宮城金成 989-5123 宮城県栗原市金成平治屋敷５３
ファミリーマート　宮城大衡 981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西４８－６
ファミリーマート　仙台泉松陵 981-3108 宮城県仙台市泉区松陵一丁目１２番１
ファミリーマート　大崎古川稲葉 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉３丁目６－１６
ファミリーマート　大和鶴巣大平 981-3411 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字窪川４２番地
ファミリーマート　古川駅前大通 989-6162 宮城県大崎市古川駅前大通三丁目４番４０号
ファミリーマート　八乙女中央 981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央三丁目２番３０
ファミリーマート　古川大江向 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字大江向１２５
ファミリーマート　小野田神山西 981-4317 宮城県加美郡加美町字神山西１９－３
ファミリーマート　鳴子温泉 989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字中野６２－２
ファミリーマート　古川穂波 989-6136 宮城県大崎市古川穂波２－９－２０
ファミリーマート　鳴子大口 989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字馬場７４－６
ファミリーマート　岩出山池月 989-6405 宮城県大崎市岩出山池月字下宮道合２－１
ファミリーマート　古川中島町 989-6142 宮城県大崎市古川中島町２番６３号
ファミリーマート　田尻町 989-4415 宮城県大崎市田尻字町５６－１
ファミリーマート　仙台泉バイパス 981-3111 宮城県仙台市泉区松森字上河原６－１
ファミリーマート　仙台松森 981-3111 宮城県仙台市泉区松森字新田７９－４
ファミリーマート　仙台桂一丁目 981-3134 宮城県仙台市泉区桂一丁目１番１
ファミリーマート　古川工業高校前 989-6171 宮城県大崎市古川北町四丁目７番１３号
ファミリーマート　富谷明石台 981-3332 宮城県富谷市明石台三丁目１番地２８
ファミリーマート　七北田公園前 981-3126 宮城県仙台市泉区泉中央南１－１
ファミリーマート　八乙女駅 981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女中央１丁目４番１０号
ファミリーマート　泉野村 981-3124 宮城県仙台市泉区野村字東村境１番３
ファミリーマート　泉七北田 981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字町５２－１９
ファミリーマート　南中山二丁目 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山二丁目２７－４
ファミリーマート　富谷成田四丁目 981-3341 宮城県富谷市成田四丁目１－１
ファミリーマート　仙台将監五丁目 981-3132 宮城県仙台市泉区将監五丁目１番３０号
ファミリーマート　泉館六丁目 981-3214 宮城県仙台市泉区館６－１４－２
ファミリーマート　泉向陽台 981-3102 宮城県仙台市泉区向陽台四丁目３０－１
ファミリーマート　泉丸田沢 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈字古堤４８－９
ファミリーマート　富谷ひより台 981-3304 宮城県富谷市ひより台二丁目２番地１０
ファミリーマート　免許センター前 981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字竹内１０５－８
ファミリーマート　宮城古川休塚 989-6255 宮城県大崎市古川休塚字南田９３番地の１
ファミリーマート　大郷粕川 981-3502 宮城県黒川郡大郷町粕川字日向１０‐１
ファミリーマート　大郷山崎 981-3511 宮城県黒川郡大郷町山崎字堰場５６－２
ファミリーマート　古川中央 989-6162 宮城県大崎市古川駅前大通四丁目４番１６号
ファミリーマート　築館宮野 987-2203 宮城県栗原市築館字下宮野中田１３８
ファミリーマート　築館源光 987-2211 宮城県栗原市築館源光１６－２
ファミリーマート　築館木戸 987-2212 宮城県栗原市築館木戸８６番地２
ファミリーマート　宮城三本木 989-6311 宮城県大崎市三本木坂本字寺嶋４番１号
ファミリーマート　古川中里 989-6143 宮城県大崎市古川中里２丁目９番３０号
ファミリーマート　宮城小野田 981-4200 宮城県加美郡加美町字川原田１番地の１０
ファミリーマート　旭丘堤二丁目 981-8004 宮城県仙台市泉区旭丘堤二丁目７番２４号
ファミリーマート　泉関場 981-3111 宮城県仙台市泉区松森字関場２６－１
ファミリーマート　古川鶴ヶ埣 989-6111 宮城県大崎市古川鶴ヶ埣字鶴田１６４番地１
ファミリーマート　黒川鶴巣 981-3412 宮城県黒川郡大和町鶴巣鳥屋字檀ノ輿５５－５
ファミリーマート　仙台荒巻神明 981-0965 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町１－３
ファミリーマート　山一仙台中央ビル 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目６番１８号
ファミリーマート　仙台中央二丁目 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目１－３０
ファミリーマート　仙台クリスロード 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目５－８　実業興産ビル
ファミリーマート　小田原五丁目 980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原５丁目３－４８
ファミリーマート　北根四丁目 981-0902 宮城県仙台市青葉区北根四丁目１－１５
ファミリーマート　仙台国分町 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２－２－４
ファミリーマート　花京院一丁目 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目４番７号
ファミリーマート　中野栄駅前 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字出花西１９－８、１９－１１
ファミリーマート　本町二丁目 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町２－６－２３
ファミリーマート　多賀城栄 985-0833 宮城県多賀城市栄一丁目７番地４０



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　五橋二丁目 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋２－４－７
ファミリーマート　国分町中央 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２－１０－１８
ファミリーマート　多賀城留ヶ谷 985-0871 宮城県多賀城市留ヶ谷３－５－３
ファミリーマート　一番町南町通 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町２－７－１７
ファミリーマート　青葉通一番町 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町２－５－２２
ファミリーマート　仙台北目町通り 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目１番５８
ファミリーマート　一番町二丁目 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目３番１０号
ファミリーマート　仙台中央三丁目 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央三丁目６－２２
ファミリーマート　仙台中央四丁目 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央四丁目７－２９
ファミリーマート　宮町四丁目 980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町四丁目６－２１
ファミリーマート　東北福祉大学 981-0943 宮城県仙台市青葉区国見１－８－１
ファミリーマート　八幡三丁目 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡３丁目１８－１１
ファミリーマート　国分町二丁目 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２ー１０ー１０
ファミリーマート　仙台八幡二丁目 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡２丁目１７－２１
ファミリーマート　上愛子中遠野原 989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字中遠野原２８番地４
ファミリーマート　栗生四丁目 989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生４－１３－６
ファミリーマート　仙台上愛子 989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字街道２６番地の１
ファミリーマート　堤町一丁目 981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町１丁目２‐６０
ファミリーマート　青葉春日町 980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町４－１５
ファミリーマート　本町一丁目 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町１－１－７
ファミリーマート　仙台本町 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町一丁目５番３１号シエロ仙台ビル１Ｆ
ファミリーマート　大町二丁目 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町２－６－１
ファミリーマート　定禅寺通 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目１－３
ファミリーマート　仙台木町通一丁目 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目３番３号
ファミリーマート　仙台二日町 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号
ファミリーマート　柏木一丁目 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木１－８－３５
ファミリーマート　仙台木町通 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通二丁目６番３６号
ファミリーマート　上杉一丁目 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１－７－３０
ファミリーマート　電力ビル 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目７番１号
ファミリーマート　宮城川崎インター 989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原４番地１０
ファミリーマート　村田小泉 989-1302 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦７番１他
ファミリーマート　宮城川崎町 989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山１７２－１０
ファミリーマート　船岡東四丁目 989-1604 宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目１２番３０号
ファミリーマート　名取美田園二丁目 981-1217 宮城県名取市美田園二丁目１番地の６
ファミリーマート　蔵王遠刈田 989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂５９番地１１
ファミリーマート　名取美田園七丁目 981-1217 宮城県名取市美田園七丁目２番４号
ファミリーマート　蔵王宮 989-0701 宮城県刈田郡蔵王町宮字井戸井前４１－１
ファミリーマート　白石八幡町 989-0247 宮城県白石市八幡町９番４６号
ファミリーマート　西中田六丁目 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田６－５－６
ファミリーマート　仙台たいはっくる 982-0011 宮城県仙台市太白区長町五丁目３－１
ファミリーマート　岩沼恵み野二丁目 989-2429 宮城県岩沼市恵み野二丁目１５番地の１
ファミリーマート　あすと長町 982-0003 宮城県仙台市太白区郡山一丁目１１番１号
ファミリーマート　名取高舘吉田 981-1242 宮城県名取市高舘吉田字野来２９－１
ファミリーマート　長町六丁目 982-0011 宮城県仙台市太白区長町六丁目７番７号
ファミリーマート　富沢南一丁目 982-0036 宮城県仙台市太白区富沢南１丁目２３－１
ファミリーマート　八木山香澄町 982-0831 宮城県仙台市太白区八木山香澄町５－３
ファミリーマート　白石インター 989-0731 宮城県白石市福岡深谷字地蔵堂６２番地
ファミリーマート　太白中田 981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字清水４１－３
ファミリーマート　大河原住吉町 989-1213 宮城県柴田郡大河原町字住吉町４番地２
ファミリーマート　プラスＣＯＯＰ七ヶ宿 989-0522 宮城県刈田郡七ヶ宿町字一枚田２０番地１
ファミリーマート　南仙台駅西口 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田４－１１－６
ファミリーマート　名取本郷 989-2411 宮城県名取市本郷字焼野１４番地
ファミリーマート　宮城蔵王町 989-0701 宮城県刈田郡蔵王町宮字古川４４番１
ファミリーマート　泉崎一丁目 982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎一丁目３４番８号
ファミリーマート　名取熊野堂 981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口下５２－１他１筆
ファミリーマート　名取愛の杜二丁目 981-1230 宮城県名取市愛の杜二丁目１－１０
ファミリーマート　西多賀一丁目 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀１－１５－２５
ファミリーマート　名取大手町五丁目 981-1232 宮城県名取市大手町５－１７－１２
ファミリーマート　大野田四丁目 982-0014 宮城県仙台市太白区大野田四丁目２６－１
ファミリーマート　白石大鷹沢 989-0213 宮城県白石市大鷹沢三沢字坂端１３２－２
ファミリーマート　柴田農林高前 989-1232 宮城県柴田郡大河原町字南海道下４５－１
ファミリーマート　大河原見城前 989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字見城前４９番地１
ファミリーマート　丸森舘矢間 981-2102 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１６０番１
ファミリーマート　丸森大内 981-2501 宮城県伊具郡丸森町大内字七夕西２５番１
ファミリーマート　白石蔵王駅前 989-0223 宮城県白石市旭町一丁目３番９号
ファミリーマート　白石沢端 989-0278 宮城県白石市字沢端１７番１
ファミリーマート　角田幸町 981-1505 宮城県角田市角田字幸町５６番地
ファミリーマート　宮城亘理 989-2351 宮城県亘理郡亘理町字狐塚６６－１
ファミリーマート　宮城山元インター 989-2205 宮城県亘理郡山元町小平字北２０－４
ファミリーマート　角田中島下 981-1505 宮城県角田市角田字中島下６２２他１筆
ファミリーマート　茂庭 982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭一丁目５番地の５
ファミリーマート　亘理鳥の海 989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字鷹野橋５１番地１０
ファミリーマート　亘理公園前 989-2371 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南１０２番地
ファミリーマート　名取増田 981-1224 宮城県名取市増田四丁目３番２１号
ファミリーマート　岩沼たけくま 989-2459 宮城県岩沼市たけくま１丁目３１番１３号
ファミリーマート　岩沼桑原 989-2445 宮城県岩沼市桑原一丁目８番４８号
ファミリーマート　四郎丸吹上 981-1101 宮城県仙台市太白区四郎丸吹上２２－１
ファミリーマート　岩沼相の原三丁目 989-2431 宮城県岩沼市相の原三丁目４番５号
ファミリーマート　仙台八木山 982-0801 宮城県仙台市太白区八木山本町一丁目３０－１４
ファミリーマート　名取田高 981-1221 宮城県名取市田高字原５７５番地
ファミリーマート　名取が丘 981-1235 宮城県名取市名取が丘四丁目１７－２１
ファミリーマート　仙台空港前 989-2421 宮城県岩沼市下野郷字切新田１－１
ファミリーマート　仙台西の平 982-0825 宮城県仙台市太白区西の平一丁目１５番４０号
ファミリーマート　宮城岩沼バイパス 989-2426 宮城県岩沼市末広２丁目１０－２７
ファミリーマート　あすと長町三丁目 982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町三丁目２番２９号
ファミリーマート　中田七丁目 981-1104 宮城県仙台市太白区中田７－８－１６
ファミリーマート　仙台東中田四丁目 981-1107 宮城県仙台市太白区東中田四丁目２０番３０号
ファミリーマート　長町南駅前 982-0012 宮城県仙台市太白区長町南三丁目３番３６号
ファミリーマート　名取植松一丁目 981-1226 宮城県名取市植松１丁目３番１号
ファミリーマート　仙台港入口 983-0007 宮城県仙台市宮城野区仙台港北１丁目６－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　多賀城高橋二丁目 985-0853 宮城県多賀城市高橋二丁目１２－８
ファミリーマート　多賀城鶴ヶ谷 985-0841 宮城県多賀城市鶴ケ谷二丁目１８番７号
ファミリーマート　多賀城大代 985-0832 宮城県多賀城市大代１丁目３番１８号
ファミリーマート　仙台栄一丁目 983-0011 宮城県仙台市宮城野区栄一丁目７－１７
ファミリーマート　多賀城笠神 985-0831 宮城県多賀城市笠神二丁目１０番２１号
ファミリーマート　六丁目左近堀 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井五丁目１９－１
ファミリーマート　仙台沖野 984-0826 宮城県仙台市若林区若林七丁目８番５号
ファミリーマート　福田町三丁目 983-0023 宮城県仙台市宮城野区福田町三丁目８番１８
ファミリーマート　宮城野五輪 983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目６番１２号
ファミリーマート　仙台東口 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－１－１５　大内ビル１Ｆ
ファミリーマート　仙台幸町三丁目 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目３番１２号
ファミリーマート　仙台銀杏町 983-0047 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２番１５号
ファミリーマート　小田原一丁目 983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原１丁目２－１０
ファミリーマート　プラスＣＯＯＰ鶴ケ谷 983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目１番１５
ファミリーマート　宮城野原町 983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町３－４－１９
ファミリーマート　幸町二丁目 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町２－１１－３０
ファミリーマート　仙台三百人町 984-0057 宮城県仙台市若林区三百人町１６５－１
ファミリーマート　仙台岩切 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目８番地２
ファミリーマート　仙台薬師堂前 984-0047 宮城県仙台市若林区木ノ下四丁目４番９号
ファミリーマート　新寺四丁目 984-0051 宮城県仙台市若林区新寺四丁目８番１４号
ファミリーマート　田子西 983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子西一丁目１２番地の１
ファミリーマート　若林河原町 984-0806 宮城県仙台市若林区舟丁３
ファミリーマート　岩切青津目 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目１２２－３
ファミリーマート　東仙台三丁目 983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台三丁目１３－４８
ファミリーマート　田子一丁目 983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子一丁目１－５０
ファミリーマート　みやぎ福田町 983-0023 宮城県仙台市宮城野区福田町３－１－１
ファミリーマート　宮城野田子二丁目 983-0021 宮城県仙台市宮城野区田子字入４１－１
ファミリーマート　仙台二十人町 983-0862 宮城県仙台市宮城野区二十人町３０３番地８
ファミリーマート　卸町三丁目 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町三丁目７－６
ファミリーマート　宮千代三丁目 983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代三丁目９－２２
ファミリーマート　仙台萩野町四丁目 983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町４－１－６２
ファミリーマート　若林上飯田 984-0838 宮城県仙台市若林区上飯田４－１２－１５
ファミリーマート　新田東 983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東１丁目１７番地の２
ファミリーマート　仙台ＭＴビル 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
ファミリーマート　仙台新寺一丁目 984-0051 宮城県仙台市若林区新寺一丁目３番４５号
ファミリーマート　二十人町 983-0862 宮城県仙台市宮城野区二十人町３０８番地の１
ファミリーマート　榴岡五丁目 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡５－２－６
ファミリーマート　仙台駅東口 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－５－３３
ファミリーマート　二の森 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町１－２２－３
ファミリーマート　安養寺二丁目 983-0832 宮城県仙台市宮城野区安養寺２丁目５－１６
ファミリーマート　若林中倉 984-0821 宮城県仙台市若林区中倉二丁目２４番８号
ファミリーマート　多賀城育英高校前 985-0853 宮城県多賀城市高橋５－５－３
ファミリーマート　仙台六郷 984-0834 宮城県仙台市若林区六郷１－１０
ファミリーマート　仙台穀町 984-0807 宮城県仙台市若林区穀町４０番地
ファミリーマート　仙台アパホテル 984-0022 宮城県仙台市若林区五橋三丁目１－１
ファミリーマート　多賀城八幡 985-0874 宮城県多賀城市八幡四丁目７番５８号
ファミリーマート　多賀城山王 985-0852 宮城県多賀城市山王字山王二区５２番地の２
ファミリーマート　多賀城駐屯地 985-0834 宮城県多賀城市丸山二丁目１－１
ファミリーマート　バイパス若林 984-0826 宮城県仙台市若林区若林六丁目１－１７
ファミリーマート　仙台荒井東 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井七丁目４３番地の１
ファミリーマート　遠見塚二丁目 984-0823 宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目１２４－３
ファミリーマート　小鶴二丁目 983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴二丁目６－８
ファミリーマート　仙台荒井西 984-0017 宮城県仙台市若林区なないろの里二丁目１番地の５
ファミリーマート　若林荒井 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井七丁目３４番地の１
ファミリーマート　苦竹二丁目 983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹２－１－１９
ファミリーマート　荒浜 989-2311 宮城県亘理郡亘理町荒浜字八幡４－３
ファミリーマート　岩沼北の町 989-2432 宮城県岩沼市中央四丁目１２番２０号
ファミリーマート　大河原高砂町 989-1202 宮城県柴田郡大河原町字高砂町２－６
ファミリーマート　村田南 989-1321 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字千塚１番地１
ファミリーマート　白石駅前 989-0243 宮城県白石市字沢目５６－１
ファミリーマート　仙台駅 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１０番１０号地先
ファミリーマート　長町南駅 982-0012 宮城県仙台市太白区長町南３丁目１－１５
ファミリーマート　多賀城町前 985-0845 宮城県多賀城市町前１丁目２０９－１（１７街区５画地）
ファミリーマート　あけの平 981-3361 宮城県富谷市あけの平１丁目２－１
ファミリーマート　宮城大郷 981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字山沢２０番地の３
ファミリーマート　仙台中央 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央ニ丁目１１番１号オルタス仙台ビル
ファミリーマート　青葉神社通 981-0915 宮城県仙台市青葉区通町二丁目１２－１
ファミリーマート　一番町駅前 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４－１読売仙台一番町ビル１Ｆ
ファミリーマート　新伝馬町通り 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目３番２０号　セザーヌビル１Ｆ
ファミリーマート　仙台春日町 980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町１－５　ＳＫ定禅寺ビル
ファミリーマート　東八番丁 983-0862 宮城県仙台市宮城野区二十人町３００－２０
ファミリーマート　仙台愛宕上杉通 980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目１０番１１号
ファミリーマート　名取小塚原 981-1212 宮城県名取市小塚原字東中塚２９５－４
ファミリーマート　仙台西中田 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田５丁目１７番６６号
ファミリーマート　鹿角腰廻 018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字欠田２番地３
ファミリーマート　鹿角毛馬内 018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字下寄熊３５番１
ファミリーマート　秋田小坂町 017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈４番地１
ファミリーマート　鹿角大湯 018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字中田１０－３
ファミリーマート　大館中道 017-0045 秋田県大館市中道二丁目３番４２号
ファミリーマート　大館市立総合病院 017-0885 秋田県大館市豊町３－１
ファミリーマート　大館片山町三丁目 017-0872 秋田県大館市片山町三丁目６番２号
ファミリーマート　大館常盤木町 017-0846 秋田県大館市常盤木町１５番１６号
ファミリーマート　秋田大館向町 017-0828 秋田県大館市字向町１６番地２号
ファミリーマート　秋田鹿角花輪北 018-5201 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７番地
ファミリーマート　大館ドーム前 017-0032 秋田県大館市字新綱２０
ファミリーマート　秋田中通四丁目 010-0001 秋田県秋田市中通４丁目７－３５
ファミリーマート　秋田ぽぽろーど 010-0001 秋田県秋田市中通二丁目６番４４号
ファミリーマート　土手長町通り 010-0001 秋田県秋田市中通５丁目１－１
ファミリーマート　秋田南通り 010-0011 秋田県秋田市南通亀の町６番２号
ファミリーマート　昭和豊川 018-1415 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字開沢５３番地



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　秋田土崎港相染町 011-0951 秋田県秋田市土崎港相染町字中谷地１６９番地２
ファミリーマート　秋田赤れんが館通り 010-0921 秋田県秋田市大町五丁目４番２５号
ファミリーマート　秋田山王臨海町 010-0956 秋田県秋田市山王臨海町４番２８号
ファミリーマート　外旭川 010-0802 秋田県秋田市外旭川八幡田１－１－５
ファミリーマート　秋田中央インター通 010-0041 秋田県秋田市広面字樋口１１６－１
ファミリーマート　秋田アルヴェ 010-0002 秋田県秋田市東通仲町４番１号
ファミリーマート　秋田広面板橋添 010-0041 秋田県秋田市広面字板橋添３０７
ファミリーマート　秋田手形 010-0851 秋田県秋田市手形字西谷地１７１－１
ファミリーマート　秋田中央市場前 010-0802 秋田県秋田市外旭川字待合２５－１
ファミリーマート　秋田外旭川大谷地 010-0802 秋田県秋田市外旭川字大谷地３番地３
ファミリーマート　秋田寺内神屋敷 011-0905 秋田県秋田市寺内神屋敷１番１５号
ファミリーマート　北秋田住吉町 018-3322 秋田県北秋田市住吉町８７番
ファミリーマート　秋田能代東インター 016-0121 秋田県能代市鰄渕字古屋布７０番地１
ファミリーマート　能代上町 016-0817 秋田県能代市上町８番１４号
ファミリーマート　秋田能代明治町 016-0833 秋田県能代市明治町１５番１７号
ファミリーマート　秋田能代南 016-0872 秋田県能代市字芝童森２－１
ファミリーマート　三種八竜 018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字帆出３２－２
ファミリーマート　北秋田鷹巣 018-3331 秋田県北秋田市鷹巣字東上綱６番地１
ファミリーマート　北秋田綴子 018-3301 秋田県北秋田市綴子字大堤８１番９号
ファミリーマート　秋田高校前 010-0862 秋田県秋田市手形田中１０－１６
ファミリーマート　阿仁前田 018-4515 秋田県北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１
ファミリーマート　秋田飯島中央 011-0941 秋田県秋田市土崎港北三丁目１７番４１号
ファミリーマート　秋田八橋本町 010-0975 秋田県秋田市八橋本町三丁目２０番２３号
ファミリーマート　Ａコープあいかわ 018-4211 秋田県北秋田市川井字鳥屋沢２５番地
ファミリーマート　秋田五城目 018-1721 秋田県南秋田郡五城目町字七倉１５６－１
ファミリーマート　八郎潟上沖谷地 018-1611 秋田県南秋田郡八郎潟町字上沖谷地１０番地１
ファミリーマート　能代港入口 016-0875 秋田県能代市字南陽崎３１番１
ファミリーマート　能代後谷地 016-0863 秋田県能代市字後谷地１０番地５
ファミリーマート　能代大町 016-0803 秋田県能代市大町７番３５号
ファミリーマート　秋田二ツ井 018-3147 秋田県能代市二ツ井町小槻ノ木９番地
ファミリーマート　秋田能代大瀬 016-0839 秋田県能代市字東大瀬５０番地１
ファミリーマート　秋田土崎中央 011-0946 秋田県秋田市土崎港中央１－１６－４１
ファミリーマート　潟上追分 010-0101 秋田県潟上市天王字長沼１０－７
ファミリーマート　天王出戸 010-0201 秋田県潟上市天王字上出戸１７番１
ファミリーマート　潟上昭和 018-1402 秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田４１
ファミリーマート　秋田上飯島 011-0917 秋田県秋田市飯島道東２丁目１４‐１１
ファミリーマート　天王持谷地 010-0201 秋田県潟上市天王字持谷地１５３番地
ファミリーマート　秋田下新城中野 010-0146 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼２１９－７
ファミリーマート　潟上天王上江川 010-0201 秋田県潟上市天王字上江川７８番地６
ファミリーマート　秋田北インター通り 010-0802 秋田県秋田市外旭川字小谷地４１－１
ファミリーマート　秋田広面北 010-0041 秋田県秋田市広面字近藤堰越８３番地３
ファミリーマート　秋田中通六丁目 010-0001 秋田県秋田市中通六丁目３番２０号
ファミリーマート　秋田東通五丁目 010-0003 秋田県秋田市東通５丁目７－３３
ファミリーマート　秋田広面鍋沼 010-0041 秋田県秋田市広面字鍋沼２７番地６
ファミリーマート　秋田寺内イサノ 011-0901 秋田県秋田市寺内字イサノ２７番地１
ファミリーマート　秋田手形山崎 010-0854 秋田県秋田市手形山崎町８－２７
ファミリーマート　秋田添川 010-0822 秋田県秋田市添川字境内川原１－１
ファミリーマート　湯沢翔北高校前 012-0823 秋田県湯沢市湯の原１－３－７
ファミリーマート　横手二番町 013-0037 秋田県横手市前郷二番町７－２４
ファミリーマート　湯沢桜通り 012-0811 秋田県湯沢市桜通り１－３５
ファミリーマート　雄勝インター 019-0205 秋田県湯沢市小野字大沢田２８１－２
ファミリーマート　十文字西原 019-0503 秋田県横手市十文字町西原一番町１０１番
ファミリーマート　秋田横森 010-0044 秋田県秋田市横森３丁目１１番４９号
ファミリーマート　横手雄物川 013-0212 秋田県横手市雄物川町造山字社ノ前六十番地一
ファミリーマート　秋田仁井田栄町 010-1433 秋田県秋田市仁井田栄町１番１号
ファミリーマート　横手平鹿上吉田 013-0101 秋田県横手市平鹿町上吉田字朴田２６０番
ファミリーマート　秋田牛島東五丁目 010-0062 秋田県秋田市牛島東五丁目３番２５号
ファミリーマート　横手三枚橋 013-0049 秋田県横手市駅西一丁目３番２７号
ファミリーマート　なかせん町 014-0205 秋田県大仙市鑓見内字幕林２４７番地
ファミリーマート　美郷六郷 019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字赤城４８番１
ファミリーマート　美郷リリオス前 019-1234 秋田県仙北郡美郷町飯詰字上鶴田９－１
ファミリーマート　大仙協和 019-2431 秋田県大仙市協和峰吉川字西窪２７
ファミリーマート　協和船岡 019-2401 秋田県大仙市協和船岡字合貝４４番地５
ファミリーマート　大仙払田 014-0802 秋田県大仙市払田字宝龍２１０番地
ファミリーマート　大仙太田町 019-1601 秋田県大仙市太田町横沢字堤田１番３
ファミリーマート　横手赤坂 013-0064 秋田県横手市赤坂大沼下８９
ファミリーマート　横手西 013-0060 秋田県横手市条里一丁目１３番２２号
ファミリーマート　河辺和田 019-2601 秋田県秋田市河辺和田字坂本南２８４‐５
ファミリーマート　平鹿総合病院通 013-0061 秋田県横手市横手町字五ノ口４１－１
ファミリーマート　横手大雄 013-0342 秋田県横手市大雄字精兵村３番地１
ファミリーマート　大曲白金町 014-0015 秋田県大仙市大曲白金町９番２２号
ファミリーマート　秋田御野場二丁目 010-1424 秋田県秋田市御野場２丁目１番８号
ファミリーマート　大曲上栄町 014-0062 秋田県大仙市大曲上栄町１４番２８号
ファミリーマート　大仙北楢岡 019-1702 秋田県大仙市北楢岡字嶋５８－１
ファミリーマート　秋田茨島四丁目 010-0065 秋田県秋田市茨島四丁目１９番５４号
ファミリーマート　秋田割山 010-1605 秋田県秋田市新屋勝平町４－１９
ファミリーマート　由利本荘中梵天 015-0851 秋田県由利本荘市中梵天１０１番地３
ファミリーマート　秋田仁井田新中島 010-1423 秋田県秋田市仁井田字新中島１１３８番地２
ファミリーマート　秋田新屋日吉町 010-1622 秋田県秋田市新屋日吉町１６番１号
ファミリーマート　秋田南大橋 010-1651 秋田県秋田市豊岩石田坂字上野２７０
ファミリーマート　由利本荘岩城 018-1301 秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢８４－９４
ファミリーマート　大曲西根 014-0072 秋田県大仙市大曲西根字瀬下４１番１
ファミリーマート　大曲田町 014-0046 秋田県大仙市大曲田町５－２３
ファミリーマート　中仙うぐいすの 014-0201 秋田県大仙市下鴬野字上中嶋４６番１
ファミリーマート　大曲金谷町 014-0054 秋田県大仙市大曲金谷町１２番１９号
ファミリーマート　大仙大花町 014-0022 秋田県大仙市大花町２２番１号
ファミリーマート　大仙かみおか 019-1701 秋田県大仙市神宮寺字本郷野８８－３
ファミリーマート　大仙若竹町 014-0016 秋田県大仙市若竹町３３番４号
ファミリーマート　横手前郷東 013-0042 秋田県横手市前郷字上在家３２番１
ファミリーマート　湯沢インター 012-0037 秋田県湯沢市字沖鶴１９４－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　秋田南通宮田 010-0014 秋田県秋田市南通宮田１６－４６
ファミリーマート　秋田新屋扇町 010-1637 秋田県秋田市新屋扇町２－２２
ファミリーマート　秋田卸町 010-0061 秋田県秋田市卸町１－１１－１１
ファミリーマート　秋田桜一丁目 010-0042 秋田県秋田市桜１丁目７－２１
ファミリーマート　天王追分西 010-0101 秋田県潟上市天王字追分西２番地１１
ファミリーマート　能代高塙 016-0184 秋田県能代市字高塙１６２－１
ファミリーマート　秋田大館中山 017-0839 秋田県大館市中山字兎沢２０番地６
ファミリーマート　能代西 016-0864 秋田県能代市字鳥小屋１番１
ファミリーマート　秋田下新城琵琶沼 010-0146 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼３８５番地２
ファミリーマート　西仙北ＳＡ 019-2332 秋田県大仙市九升田字三口ケ沢８－７
ファミリーマート　由利本荘東鮎川 015-0362 秋田県由利本荘市東鮎川字石垣３２８番地
ファミリーマート　秋田飯島道東 011-0917 秋田県秋田市飯島道東３丁目６－４５
ファミリーマート　大仙幸町 014-0012 秋田県大仙市幸町４番２３－９
ファミリーマート　八幡町北仁田 999-8243 山形県酒田市北仁田字上曽田５６－１
ファミリーマート　遊佐西浜 999-8531 山形県飽海郡遊佐町菅里字菅野３１０番地の３２
ファミリーマート　鶴岡大山 997-1121 山形県鶴岡市大山字近田３６番地１
ファミリーマート　さくらんぼ東根駅前 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前１－９－６
ファミリーマート　山形空港前 999-3776 山形県東根市大字羽入２１３０
ファミリーマート　山形瀬波 990-0881 山形県山形市瀬波２丁目１－１
ファミリーマート　天童南町 994-0049 山形県天童市南町１丁目１番５６号
ファミリーマート　天童駅前 994-0034 山形県天童市本町二丁目１番２７号
ファミリーマート　山形五十鈴三丁目 990-0061 山形県山形市五十鈴３丁目９－２７
ファミリーマート　山形東青田一丁目 990-2423 山形県山形市東青田一丁目８番１号
ファミリーマート　村山中央二丁目 995-0035 山形県村山市中央二丁目９番１８号
ファミリーマート　山形沼の辺町 990-0007 山形県山形市沼の辺町１番２７号
ファミリーマート　山形村木沢 990-2371 山形県山形市大字村木沢７０７９番２０
ファミリーマート　山形北町四丁目 990-0821 山形県山形市北町四丁目９番７号
ファミリーマート　村山湯野沢 995-0112 山形県村山市大字湯野沢１８９７番地１２
ファミリーマート　山辺町 990-0301 山形県東村山郡山辺町大字山辺６１６９番地５
ファミリーマート　酒田新橋一丁目 998-0864 山形県酒田市新橋１丁目５番７
ファミリーマート　酒田末広町 998-0854 山形県酒田市末広町９－３
ファミリーマート　酒田宮海 998-0005 山形県酒田市宮海字中砂畑２７番の６
ファミリーマート　山形鶴岡美咲町 997-0857 山形県鶴岡市美咲町１番３８
ファミリーマート　鶴岡みどり町 997-0046 山形県鶴岡市みどり町７番１２号
ファミリーマート　鶴岡錦町 997-0031 山形県鶴岡市錦町１５番６号
ファミリーマート　本間美術館前 998-0023 山形県酒田市幸町２－９－４３
ファミリーマート　酒田東町一丁目 998-0875 山形県酒田市東町一丁目７番地の２０
ファミリーマート　庄内余目 999-7707 山形県東田川郡庄内町廿六木字苧漬沼３６－１
ファミリーマート　新庄常葉町 996-0021 山形県新庄市常葉町２－３６
ファミリーマート　新庄十日町 996-0091 山形県新庄市十日町２７６８－７
ファミリーマート　新庄昭和 999-5101 山形県新庄市大字昭和字昭和４７３－１
ファミリーマート　もがみ赤倉 999-6105 山形県最上郡最上町大字富澤字本屋敷１３９０－１
ファミリーマート　尾花沢新町五丁目 999-4224 山形県尾花沢市新町五丁目４６５３－３５
ファミリーマート　新庄千門町 996-0079 山形県新庄市千門町２番１８号
ファミリーマート　やまろく金山 999-5402 山形県最上郡金山町大字金山２７２番地１
ファミリーマート　羽黒荒川 997-0141 山形県鶴岡市羽黒町荒川字前田元２１
ファミリーマート　鶴岡スタジアム前 997-0825 山形県鶴岡市小真木原町５－５４
ファミリーマート　鶴岡湯野浜 997-1201 山形県鶴岡市湯野浜字浜泉４４４番地３８
ファミリーマート　鶴岡白山 997-0841 山形県鶴岡市白山字村北１２６番地１
ファミリーマート　鶴岡宝田 997-0011 山形県鶴岡市宝田二丁目４番５４号
ファミリーマート　鶴岡大宝寺 997-0017 山形県鶴岡市大宝寺字日本国３７５－５
ファミリーマート　鶴岡文下 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野３６番地１
ファミリーマート　鶴岡市立荘内病院 997-8515 山形県鶴岡市泉町４番２０号鶴岡市立荘内病院内１Ｆ
ファミリーマート　東根猪野沢 999-3726 山形県東根市大字猪野沢１－４
ファミリーマート　天童老野森 994-0013 山形県天童市老野森三丁目８番１５号
ファミリーマート　寒河江新山町 991-0012 山形県寒河江市新山町１－１１
ファミリーマート　イオンモール天童 994-0000 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区
ファミリーマート　天童南小畑 994-0081 山形県天童市南小畑三丁目２番１２号
ファミリーマート　天童バイパス 994-0011 山形県天童市北久野本二丁目９番３９号
ファミリーマート　天童長岡 994-0062 山形県天童市長岡北一丁目１－１３
ファミリーマート　天童北久野本 994-0011 山形県天童市北久野本１－３－３
ファミリーマート　鶴岡伊勢原 997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町２６－３
ファミリーマート　鶴岡水沢 999-7542 山形県鶴岡市水沢字水沢尻２１番地１
ファミリーマート　鶴岡三瀬 999-7463 山形県鶴岡市三瀬字宮ノ前１５番２
ファミリーマート　鶴岡大西町 997-0831 山形県鶴岡市大西町２６番４８号
ファミリーマート　鶴岡城南町 997-0814 山形県鶴岡市城南町２－２８
ファミリーマート　庄内あさひインター 997-0404 山形県鶴岡市下名川字落合１７４
ファミリーマート　あつみ温泉インター 999-7123 山形県鶴岡市大岩川字家の平７９番３
ファミリーマート　寒河江柴橋 990-1101 山形県西村山郡大江町左沢字木ノ沢２１３２－１
ファミリーマート　河北体育館前 999-3513 山形県西村山郡河北町谷地所岡３－１－１
ファミリーマート　河北町西里 999-3533 山形県西村山郡河北町西里７３４－１
ファミリーマート　寒河江中央二丁目 991-0021 山形県寒河江市中央二丁目１０番７号
ファミリーマート　寒河江高田 991-0013 山形県寒河江市高田二丁目８番地の１
ファミリーマート　寒河江八鍬 990-0523 山形県寒河江市大字八鍬１４２番６
ファミリーマート　東根神町 999-3762 山形県東根市神町北一丁目２番７号
ファミリーマート　天童中里 994-0064 山形県天童市中里５－１－１
ファミリーマート　尾花沢荻袋 999-4552 山形県尾花沢市大字荻袋字荻原１３２７－９１
ファミリーマート　舟形町中央 999-4601 山形県最上郡舟形町舟形３０９番地１９
ファミリーマート　尾花沢バイパス 999-4222 山形県尾花沢市大字朧気６６８－１
ファミリーマート　最上戸沢 999-6401 山形県最上郡戸沢村大字古口字上真柄９８－１
ファミリーマート　米沢中田 992-0011 山形県米沢市中田町字前川原壱７１１－２６
ファミリーマート　山形青田南 990-2324 山形県山形市青田南２４番３６
ファミリーマート　山形春日町 990-0833 山形県山形市春日町２－１
ファミリーマート　白鷹町十王 992-0821 山形県西置賜郡白鷹町大字十王字天神４２２８－１
ファミリーマート　長井中道 993-0053 山形県長井市中道１－１－２５
ファミリーマート　山形東青田 990-2423 山形県山形市東青田４丁目５－１６
ファミリーマート　プラス全農ふれあい広場もとさわ990-2363 山形県山形市大字長谷堂字御手作４４５０番地
ファミリーマート　白鷹町広野 992-0851 山形県西置賜郡白鷹町大字広野字新町２３６５－４
ファミリーマート　山形篭田一丁目 990-2484 山形県山形市篭田一丁目３番３１号
ファミリーマート　米沢上杉神社前 992-0039 山形県米沢市門東町一丁目５番２９号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　白鷹さくらの 992-0771 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝７００５番地
ファミリーマート　山形銅町二丁目 990-0051 山形県山形市銅町２丁目２２－３５
ファミリーマート　山形七日町二丁目 990-0042 山形県山形市七日町二丁目１番２号水口ビル１Ｆ
ファミリーマート　山形寿町 990-2414 山形県山形市寿町１３－１０
ファミリーマート　山形大学医学部附属病院 990-2331 山形県山形市飯田西二丁目２番２号山大医学部附属病院内
ファミリーマート　東根温泉町 999-3702 山形県東根市温泉町２丁目４番３号
ファミリーマート　山形小白川町三丁目 990-0021 山形県山形市小白川町三丁目７番３１号
ファミリーマート　東根長瀞 999-3771 山形県東根市大字長瀞３９４番地１
ファミリーマート　山形大森 990-2231 山形県山形市大字大森９５９－３
ファミリーマート　南陽熊野大社前 992-0472 山形県南陽市宮内２６２５番地
ファミリーマート　高畠町馬頭 992-0264 山形県東置賜郡高畠町大字馬頭字上光田４１番３
ファミリーマート　米沢万世町桑山 992-1123 山形県米沢市万世町桑山１０００番２
ファミリーマート　ハラトク書店米沢 992-0043 山形県米沢市大字塩野２７５２番地の５
ファミリーマート　米沢御廟二丁目 992-0055 山形県米沢市御廟二丁目６番３６号
ファミリーマート　長井舟場 993-0082 山形県長井市舟場１４番７号
ファミリーマート　川西時田 999-0144 山形県東置賜郡川西町大字時田９１８番地１０
ファミリーマート　南陽川樋 999-2204 山形県南陽市川樋１５４７番地の１
ファミリーマート　川西上小松 999-0121 山形県東置賜郡川西町大字上小松３３４９番８
ファミリーマート　長井警察署通り 993-0014 山形県長井市小出字舘西３８５４－９
ファミリーマート　長井九野本 993-0041 山形県長井市九野本１２５４番１
ファミリーマート　山形嶋 990-0886 山形県山形市嶋南３－６－１３
ファミリーマート　米沢中央二丁目 992-0045 山形県米沢市中央二丁目４番６号
ファミリーマート　米沢花沢 992-0021 山形県米沢市花沢上野東３７１－２
ファミリーマート　山形大学工学部 992-0038 山形県米沢市城南四丁目３番８号
ファミリーマート　米沢成島町 992-0057 山形県米沢市成島町三丁目２－１０４
ファミリーマート　山形大学前 990-0034 山形県山形市東原町１丁目２番１８号
ファミリーマート　米沢桑山団地前 992-1124 山形県米沢市万世町金谷水上２１９番１
ファミリーマート　米沢通町 992-0026 山形県米沢市東二丁目８番４８号
ファミリーマート　高畠竹森 992-0342 山形県東置賜郡高畠町大字竹森７５７－１
ファミリーマート　米沢舘山バイパス 992-0072 山形県米沢市大字舘山２７６番１
ファミリーマート　米沢中央三丁目 992-0045 山形県米沢市中央３丁目３－８
ファミリーマート　高畠駅前 999-2175 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－２
ファミリーマート　小国小坂町 999-1363 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町一丁目７１－２
ファミリーマート　米沢万世町片子 992-1125 山形県米沢市万世町片子３２２番３
ファミリーマート　小国町 999-1332 山形県西置賜郡小国町大字町原字堀添三１６５番地
ファミリーマート　赤湯温泉 999-2211 山形県南陽市赤湯３１０４番地８
ファミリーマート　米沢中央一丁目 992-0045 山形県米沢市中央１－１４－１２
ファミリーマート　山形成沢団地 990-2339 山形県山形市成沢西二丁目８－２１
ファミリーマート　山形朝日町 990-1444 山形県西村山郡朝日町四ノ沢８５５
ファミリーマート　山形大野目三丁目 990-0073 山形県山形市大野目三丁目４－１
ファミリーマート　中山町長崎 990-0401 山形県東村山郡中山町大字長崎３０８５番地
ファミリーマート　寒河江緑町 991-0062 山形県寒河江市緑町１４４番地
ファミリーマート　山形駅前通り 990-0031 山形県山形市十日町１－１－３５
ファミリーマート　山形漆山 990-2161 山形県山形市大字漆山７５６番地５
ファミリーマート　山形南栄町二丁目 990-2445 山形県山形市南栄町２丁目１７－２
ファミリーマート　山形霞城セントラル 990-8580 山形県山形市城南町一丁目１番１号
ファミリーマート　山形青柳 990-2214 山形県山形市大字青柳１５６９－３
ファミリーマート　保原泉町 960-0653 福島県伊達市保原町字泉町９２－１
ファミリーマート　福島太平寺 960-8151 福島県福島市太平寺字古内３０－１
ファミリーマート　南福島駅北 960-8154 福島県福島市伏拝字田中１－１０
ファミリーマート　福島黒岩 960-8153 福島県福島市黒岩字浜井場１０－１７
ファミリーマート　原町金沢 975-0021 福島県南相馬市原町区　金沢字堤下１５４－１
ファミリーマート　原ノ町駅前 975-0004 福島県南相馬市原町区　旭町四丁目６－３
ファミリーマート　原町日の出町 975-0038 福島県南相馬市原町区日の出町１４５－１
ファミリーマート　福島南沢又 960-8254 福島県福島市南沢又字舘ノ内７３番地
ファミリーマート　本宮仁井田 969-1103 福島県本宮市仁井田字富士内７－１３
ファミリーマート　Ａコープ湯野 960-0211 福島県福島市飯坂町湯野字千刈田１０
ファミリーマート　福島駅西口 960-8068 福島県福島市太田町３０番１５号
ファミリーマート　あだたら高原岳温泉 964-0074 福島県二本松市岳温泉１丁目１８番－１
ファミリーマート　福島福大前 960-1244 福島県福島市松川町関谷字大窪４
ファミリーマート　目黒新地町 979-2703 福島県相馬郡新地町小川字海道下１０
ファミリーマート　福島商業高校前 960-0111 福島県福島市丸子字芳堀１３－２
ファミリーマート　相馬大曲 976-0032 福島県相馬市大曲字大毛内２４７番地
ファミリーマート　霊山掛田 960-0801 福島県伊達市霊山町掛田字日向前８８－１
ファミリーマート　福島桑折町 969-1661 福島県伊達郡桑折町大字上郡字仲丸４－１４
ファミリーマート　原町南町 975-0007 福島県南相馬市原町区南町４－４５－２
ファミリーマート　相馬沖ノ内 976-0016 福島県相馬市沖ノ内３－１０－１
ファミリーマート　福島置賜町 960-8034 福島県福島市置賜町８番１８号
ファミリーマート　福島駅西 960-8053 福島県福島市三河南町１番１５号
ファミリーマート　福島北裡通 960-8105 福島県福島市仲間町９番２４号
ファミリーマート　タウン蓬莱 960-8157 福島県福島市蓬莱町２－２－１０４
ファミリーマート　福島大森下町 960-1101 福島県福島市大森字下町１１番地
ファミリーマート　吾妻ＰＡ上り 960-8076 福島県福島市上野寺字和喜３番地
ファミリーマート　Ａコープ松川 960-1241 福島県福島市松川町字市坂９－１
ファミリーマート　道の駅安達 969-1511 福島県二本松市下川崎字上平３３－１
ファミリーマート　道の駅安達下り線 969-1402 福島県二本松市米沢字下川原田１０５－２
ファミリーマート　常葉町 963-4605 福島県田村市常葉町久保字川久保４４－４
ファミリーマート　しらさわ糠沢 969-1204 福島県本宮市糠沢字石神１１０－１
ファミリーマート　福島笹谷 960-0241 福島県福島市笹谷字出水田４－８
ファミリーマート　ますや針道 964-0202 福島県二本松市針道字町１１番地
ファミリーマート　本宮関下 969-1104 福島県本宮市荒井字甲斐４１番地
ファミリーマート　船引城ノ内 963-4312 福島県田村市船引町船引字城ノ内８２番地
ファミリーマート　大玉大山 969-1301 福島県安達郡大玉村大山字宮下１３０
ファミリーマート　本宮兼谷 969-1141 福島県本宮市本宮字兼谷３５－５
ファミリーマート　田村都路 963-4701 福島県田村市都路町古道字戸田平１０５番地１
ファミリーマート　船引東部台 963-4317 福島県田村市船引町東部台３－７
ファミリーマート　福島国見町 969-1751 福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木５番地１
ファミリーマート　福島太田町 960-8068 福島県福島市太田町５－９
ファミリーマート　福島飯坂町平野 960-0231 福島県福島市飯坂町平野字檀ノ脇８番地２
ファミリーマート　国見藤田 969-1761 福島県伊達郡国見町大字藤田字日向三７－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　福島松川美郷 960-1242 福島県福島市松川町美郷３－７－１
ファミリーマート　吾妻ＰＡ下り 960-8076 福島県福島市上野寺字和喜２５－８
ファミリーマート　福島なかまち 960-8043 福島県福島市中町６の２６
ファミリーマート　福島御山 960-8252 福島県福島市御山字上原６－１
ファミリーマート　福島医王寺前 960-0231 福島県福島市飯坂町平野字東原４８番地２
ファミリーマート　福島飯坂温泉駅前 960-0201 福島県福島市飯坂町字十綱下３４
ファミリーマート　福島郷野目 960-8161 福島県福島市郷野目字上６番地の１
ファミリーマート　福島西中央 960-8074 福島県福島市西中央１－２３－１
ファミリーマート　吉川会津 965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下１４２
ファミリーマート　北会津 969-6186 福島県会津若松市北会津町小松字北面３８－１
ファミリーマート　南会津田島 967-0004 福島県南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業１５－２街区５画地
ファミリーマート　会津若松七日町 965-0042 福島県会津若松市大町１丁目１－３１
ファミリーマート　会津材木町 965-0853 福島県会津若松市材木町一丁目９－２２
ファミリーマート　会津千石町 965-0817 福島県会津若松市千石町５－６２
ファミリーマート　会津白虎 965-0024 福島県会津若松市白虎町６６－９
ファミリーマート　下郷 969-5311 福島県南会津郡下郷町大字豊成字大割４０３６
ファミリーマート　長沼町志茂 962-0201 福島県須賀川市志茂字駒込１７０－１
ファミリーマート　郡山虎丸町 963-8014 福島県郡山市虎丸町１８－１
ファミリーマート　郡山菜根屋敷 963-8863 福島県郡山市字菜根屋敷２３番地２２
ファミリーマート　郡山安積町笹川 963-0102 福島県郡山市安積町笹川字境橋５８－１
ファミリーマート　郡山中町 963-8004 福島県郡山市中町７番１６号１Ｆ
ファミリーマート　郡山卸団地 963-0551 福島県郡山市喜久田町卸１丁目７番地の１
ファミリーマート　須賀川茶畑 962-0028 福島県須賀川市茶畑町１２－１
ファミリーマート　郡山安積三丁目 963-0107 福島県郡山市安積３丁目２８番地
ファミリーマート　郡山ゆうしん安積 963-0101 福島県郡山市安積町日出山４－１８４
ファミリーマート　郡山ホテルアルファーワン 963-8811 福島県郡山市方八町２－２－８
ファミリーマート　郡山金屋 963-0725 福島県郡山市田村町金屋新家９－１
ファミリーマート　郡山横塚一丁目 963-8803 福島県郡山市横塚１丁目４－５１
ファミリーマート　郡山大槻笹ノ台 963-0201 福島県郡山市大槻町字笹ノ台６９－１
ファミリーマート　郡山インター 963-8041 福島県郡山市富田町字久根下７－１０
ファミリーマート　郡山大島西公園 963-8026 福島県郡山市並木三丁目３－１
ファミリーマート　郡山本町 963-8871 福島県郡山市本町１－５－１１４
ファミリーマート　郡山針生北 963-0201 福島県郡山市大槻町字針生北５５－３
ファミリーマート　郡山安積町長久保 963-0105 福島県郡山市安積町長久保１丁目１７－６
ファミリーマート　郡山金屋平舘 963-0725 福島県郡山市田村町金屋字平舘５５
ファミリーマート　大竹喜多方豊川 966-0912 福島県喜多方市豊川町一井字間々ノ上５７４
ファミリーマート　会津柳津町 969-7209 福島県河沼郡柳津町大字細八字下平３０
ファミリーマート　喜多方稲荷橋通り 966-0085 福島県喜多方市字江中子４２０４－１
ファミリーマート　会津門田町 965-0849 福島県会津若松市幕内南町１０－３６
ファミリーマート　坂下町川尻 969-6549 福島県河沼郡会津坂下町字古町川尻３７０－１
ファミリーマート　会津南花畑 965-0874 福島県会津若松市南花畑７－６５
ファミリーマート　会津鶴賀 965-0006 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２－６３
ファミリーマート　郡山堤三丁目 963-0205 福島県郡山市堤３丁目１８５
ファミリーマート　郡山台新二丁目 963-8852 福島県郡山市台新二丁目１０－１７
ファミリーマート　郡山富久山久保田 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字宮田１２－１
ファミリーマート　須賀川海道下 962-0007 福島県須賀川市下宿町５６
ファミリーマート　郡山谷地本町 963-0231 福島県郡山市谷地本町８９
ファミリーマート　鏡石境 969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町境４９５番地
ファミリーマート　郡山柴宮 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字柴宮山５２－１
ファミリーマート　郡山小原田中学校前 963-8835 福島県郡山市小原田２－１７－１６
ファミリーマート　郡山西田 963-8041 福島県郡山市富田町字下西田２２－７
ファミリーマート　吉川富久山 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字梅田１－１
ファミリーマート　郡山西ノ内一丁目 963-8022 福島県郡山市西ノ内一丁目２番１９号
ファミリーマート　郡山桑野三丁目 963-8025 福島県郡山市桑野３丁目１２－４５
ファミリーマート　郡山小原田五丁目 963-8835 福島県郡山市小原田５丁目１８－３
ファミリーマート　郡山市役所／Ｓ 963-8601 福島県郡山市朝日一丁目２３番７号
ファミリーマート　大槻三森街道 963-0201 福島県郡山市大槻町字下町１５０－２
ファミリーマート　郡山八山田 963-8052 福島県郡山市八山田２－１９３
ファミリーマート　郡山田村町守山 963-1155 福島県郡山市田村町守山字小性町１４
ファミリーマート　郡山大槻西ノ宮 963-0201 福島県郡山市大槻町字西宮北３５番地の１
ファミリーマート　郡山鶴見坦二丁目 963-8861 福島県郡山市鶴見坦二丁目１５－１６
ファミリーマート　郡山富久山町 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田６７－１
ファミリーマート　舟橋富久山バイパス 963-8061 福島県郡山市富久山町福原竹ノ内１番２７
ファミリーマート　郡山富久山福原 963-8061 福島県郡山市富久山町福原字東苗内３６－５
ファミリーマート　いわき平梅香町 970-8026 福島県いわき市平字梅香町８－６
ファミリーマート　いわき内郷御厩町 973-8402 福島県いわき市内郷御厩町川向７番地１
ファミリーマート　いわき四倉上仁井田 979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）
ファミリーマート　かわうち屋 979-1202 福島県双葉郡川内村大字下川内字宮ノ下２５－１
ファミリーマート　いわき泉町 971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字神力前３４－１
ファミリーマート　Ｊヴィレッジ前 979-0401 福島県双葉郡広野町大字上北迫字石名坂４８番の１
ファミリーマート　楢葉町上繁岡 979-0606 福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡字山神１８－３
ファミリーマート　浪江きらめき 979-1525 福島県双葉郡　浪江町大字高瀬字桜木３８番１
ファミリーマート　いわき小名浜寺廻町 971-8164 福島県いわき市小名浜寺廻町１番地１０
ファミリーマート　いわき錦町江栗 974-8232 福島県いわき市錦町江栗馬場７５番地４
ファミリーマート　いわき泉町六枚内 971-8185 福島県いわき市泉町滝尻字下谷地６９番１他（地番）
ファミリーマート　いわき勿来関田 979-0146 福島県いわき市勿来町関田行屋前２６番１
ファミリーマート　いわき錦町中央 974-8232 福島県いわき市錦町竹ノ花９番地
ファミリーマート　いわき小名浜六反田 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字六反田９８番地の１
ファミリーマート　いわき小名浜林ノ上 971-8101 福島県いわき市小名浜林ノ上１
ファミリーマート　タカシン矢祭 963-5118 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字田川１
ファミリーマート　白河真船 961-0983 福島県白河市真舟４－１
ファミリーマート　小野バイパス 963-3402 福島県田村郡小野町大字谷津作字谷津９０―１
ファミリーマート　いわき鹿島町御代 971-8146 福島県いわき市鹿島町御代字柿境１８－２
ファミリーマート　いわき平大工町 970-8026 福島県いわき市平字大工町１１番地の１
ファミリーマート　いわき駅前 970-8026 福島県いわき市平字田町１番地の２イガリビル１Ｆ
ファミリーマート　いわき永崎海岸 970-0315 福島県いわき市永崎字橋出５－５
ファミリーマート　いわき鹿島久保 971-8144 福島県いわき市鹿島町久保二丁目１０番６
ファミリーマート　いわき平菱川町 970-8026 福島県いわき市平字菱川町１番地の１
ファミリーマート　いわき中央インター 970-1145 福島県いわき市好間町北好間字槐作３０番地の２
ファミリーマート　いわき郷ケ丘 970-8045 福島県いわき市郷ケ丘２－２９－４



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　いわき錦町ウツギサキ 974-8232 福島県いわき市錦町ウツギサキ７－１
ファミリーマート　いわき平正月町 970-8053 福島県いわき市平字正月町２４番地の７
ファミリーマート　いわき小名浜道珍 971-8101 福島県いわき市小名浜字道珍２番地
ファミリーマート　いわき南台 974-8242 福島県いわき市南台一丁目２０番地２
ファミリーマート　いわき泉町本谷 971-8181 福島県いわき市泉町本谷字大田４番地３
ファミリーマート　いわき勿来インター 979-0144 福島県いわき市勿来町大高土取７６－１
ファミリーマート　いわき平谷川瀬 970-8036 福島県いわき市平谷川瀬一丁目１２－１９
ファミリーマート　いわき勿来窪田 979-0141 福島県いわき市勿来町窪田町通２丁目５５－１
ファミリーマート　いわき好間 970-1151 福島県いわき市好間町下好間字沼田１２９－１
ファミリーマート　いわき常磐古内 972-8312 福島県いわき市常磐下船尾町古内１０４番地の１
ファミリーマート　いわき後田町 974-8203 福島県いわき市後田町柳町９９番地の１
ファミリーマート　いわき北白土 970-8024 福島県いわき市平北白土字穂積１０番の１サングレース１Ｆ
ファミリーマート　いわき泉下川 971-8183 福島県いわき市泉町下川字田宿１６４番地の６
ファミリーマート　いわき佐糠町 974-8223 福島県いわき市佐糠町東１丁目１８－６
ファミリーマート　いわき常磐上湯長谷町 972-8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台１０２－２
ファミリーマート　矢吹曙町 969-0272 福島県西白河郡矢吹町曙町２１８
ファミリーマート　白河高山 961-0856 福島県白河市高山５－１２・５－１３・５－１４
ファミリーマート　滝根広瀬 963-3603 福島県田村市滝根町広瀬字中谷地５７番地の１
ファミリーマート　いわき平赤井 979-3131 福島県いわき市平赤井字笹目田２４－１
ファミリーマート　いわき平上荒川 970-8034 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内８番地１
ファミリーマート　かしま病院前 971-8141 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松８番地の１
ファミリーマート　いわき平下神谷 970-0101 福島県いわき市平下神谷字出口５５番地
ファミリーマート　いわき常磐下船尾 972-8312 福島県いわき市常磐下船尾町歌川５８－２９
ファミリーマート　いわき平塩 970-8022 福島県いわき市平塩字出口６－３
ファミリーマート　いわき平神谷 970-0101 福島県いわき市平下神谷字南一里塚６１番地の１
ファミリーマート　会津金川町 965-0056 福島県会津若松市金川町２－３
ファミリーマート　郡山うねめ通り 963-8022 福島県郡山市西ノ内一丁目１９１－１
ファミリーマート　福島大森北 960-1101 福島県福島市大森字島ノ内７９－１
ファミリーマート　郡山曲田 963-8041 福島県郡山市富田東四丁目４１番地
ファミリーマート　郡山緑町 963-8023 福島県郡山市緑町１－１
ファミリーマート　喜多方桜ガ丘 966-0007 福島県喜多方市東桜ガ丘二丁目２５番地
ファミリーマート　ワンダーグー下館 308-0052 茨城県筑西市菅谷１５００
ファミリーマート　結城５０号バイパス 307-0001 茨城県結城市字公達９７７９番地１３
ファミリーマート　結城北 307-0001 茨城県結城市大字結城字公達９８９９－５
ファミリーマート　古河横山町 306-0022 茨城県古河市横山町３丁目１－２
ファミリーマート　結城新福寺 307-0053 茨城県結城市新福寺２－２１－８
ファミリーマート　結城城南 307-0054 茨城県結城市大字結城９７１０番地５３
ファミリーマート　古河小堤 306-0231 茨城県古河市小堤１６７番地１
ファミリーマート　結城ふじみ 307-0001 茨城県結城市下館・結城都市計画事業富士見町土地区画整理事業９街区符号１９１０
ファミリーマート　筑西布川 308-0846 茨城県筑西市布川１２１２－１他１筆
ファミリーマート　境山神 306-0433 茨城県猿島郡境町８０８
ファミリーマート　五霞新幸谷 306-0312 茨城県猿島郡五霞町新幸谷４４２－３
ファミリーマート　道の駅こが 306-0111 茨城県古河市大和田２６２３番地
ファミリーマート　古河柳橋北 306-0203 茨城県古河市柳橋５１２－２
ファミリーマート　永田屋たかさい 304-0031 茨城県下妻市大字高道祖１３７２－２
ファミリーマート　下妻箕輪 304-0061 茨城県下妻市下妻字箕輪丙６５３－１
ファミリーマート　坂東辺田 306-0632 茨城県坂東市辺田１４０２－９０
ファミリーマート　境伏木南 306-0416 茨城県猿島郡境町伏木１９３番１０外７筆
ファミリーマート　下妻下木戸 304-0028 茨城県下妻市下木戸２６５－２　他１筆
ファミリーマート　境下小橋 306-0432 茨城県猿島郡境町下小橋１５５－２
ファミリーマート　下妻南原 304-0075 茨城県下妻市南原１８－１他３筆
ファミリーマート　古河東本町 306-0016 茨城県古河市古河５２０番１
ファミリーマート　古河駅前 306-0011 茨城県古河市東１丁目１－６
ファミリーマート　古河旭町 306-0012 茨城県古河市旭町２丁目１番５５
ファミリーマート　古河東二丁目 306-0011 茨城県古河市東二丁目２０番６５号
ファミリーマート　古河坂間 306-0056 茨城県古河市大字坂間９１－５
ファミリーマート　結城鹿窪 307-0015 茨城県結城市鹿窪１３７５－１０７
ファミリーマート　古河下大野 306-0204 茨城県古河市下大野字高谷２９１５－８
ファミリーマート　八千代佐野 300-3505 茨城県結城郡八千代町大字佐野２９７－１　他６筆
ファミリーマート　境猿山 306-0402 茨城県猿島郡境町大字猿山１２１１番１　他６筆
ファミリーマート　結城工業団地前 307-0046 茨城県結城市作の谷４００
ファミリーマート　下館八丁台 308-0008 茨城県筑西市八丁台３５
ファミリーマート　筑西横塚 309-1116 茨城県筑西市向川澄５７－４０
ファミリーマート　しもつまバイパス 304-0047 茨城県下妻市肘谷３２９
ファミリーマート　しもつま鬼怒 304-0818 茨城県下妻市大字鬼怒２１３－１
ファミリーマート　筑西倉持 300-4515 茨城県筑西市倉持１１７０－５
ファミリーマート　水戸下入野 311-1123 茨城県水戸市下入野９９２－１
ファミリーマート　水戸東前 311-1132 茨城県水戸市東前町１４０３番地
ファミリーマート　大洗港中央 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８１番５５０
ファミリーマート　水戸南インター 310-0841 茨城県水戸市酒門町３２７８番２
ファミリーマート　大洗和銅 311-1304 茨城県東茨城郡大洗町和銅１８－２
ファミリーマート　水戸酒門 310-0841 茨城県水戸市酒門町１００２－１
ファミリーマート　大洗大貫 311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町５９５－１
ファミリーマート　笠間近森 309-1611 茨城県笠間市笠間１８２３－２
ファミリーマート　水戸平須町 310-0853 茨城県水戸市平須町字南山２番地３６
ファミリーマート　笠間押辺 319-0205 茨城県笠間市押辺２７１８－１　他２筆
ファミリーマート　水戸東原二丁目 310-0035 茨城県水戸市東原二丁目４６７２番１
ファミリーマート　水戸大町三丁目 310-0062 茨城県水戸市大町三丁目３番２５
ファミリーマート　水戸双葉台 311-4145 茨城県水戸市双葉台４丁目５８６－２
ファミリーマート　常北那珂西 311-4302 茨城県東茨城郡城里町那珂西字古川端３１９４
ファミリーマート　水戸飯富町 311-4206 茨城県水戸市飯富町５２１６番１　他１筆
ファミリーマート　ＪＡ常陸奥久慈 319-3361 茨城県久慈郡大子町大字頃藤３８５３
ファミリーマート　常陸大宮野口 311-4503 茨城県常陸大宮市野口２７９０－１
ファミリーマート　常陸大宮上大賀 319-2212 茨城県常陸大宮市上大賀字上河原１２１５－６
ファミリーマート　水戸上水戸三丁目 310-0041 茨城県水戸市上水戸三丁目２－２２
ファミリーマート　水戸吉沼町 310-0827 茨城県水戸市吉沼町７６０－１
ファミリーマート　水戸吉沢町 310-0845 茨城県水戸市吉沢町３５２番８３
ファミリーマート　水戸堀町 310-0903 茨城県水戸市堀町１１６１－４
ファミリーマート　水戸駅北口 310-0015 茨城県水戸市宮町一丁目１番ＥＸＣＥＬ新ビル
ファミリーマート　水戸駅南口 310-0015 茨城県水戸市宮町１丁目７－４４



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　水戸笠原北 310-0852 茨城県水戸市笠原町１０４０－１
ファミリーマート　水戸小吹 310-0914 茨城県水戸市小吹町２８５０番地２
ファミリーマート　茨城鳥羽田 311-3142 茨城県東茨城郡茨城町大字鳥羽田３２７番地６
ファミリーマート　水戸見和三丁目 310-0911 茨城県水戸市見和３丁目１３１７－１
ファミリーマート　水戸住吉 310-0844 茨城県水戸市住吉町２９９番１５
ファミリーマート　茨城小幡 311-3157 茨城県東茨城郡茨城町大字小幡１３－１２他３筆
ファミリーマート　ひたちなか高場 312-0062 茨城県ひたちなか市高場２４７６－１３
ファミリーマート　ひたちなか昭和通り 312-0011 茨城県ひたちなか市中根３３２５－１
ファミリーマート　ひたちなか湊本町 311-1221 茨城県ひたちなか市湊本町６番１７号
ファミリーマート　ひたちなか枝川 312-0035 茨城県ひたちなか市枝川１７９４番地１１
ファミリーマート　ひたちなか馬渡 312-0012 茨城県ひたちなか市大字馬渡３３００番地１
ファミリーマート　ひたちなか北神敷台 311-1243 茨城県ひたちなか市北神敷台１８－１５
ファミリーマート　ひたちなか稲田 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田１２１５番地１
ファミリーマート　日立折笠 319-1412 茨城県日立市折笠町２３６番地１
ファミリーマート　日立小木津 319-1413 茨城県日立市小木津町１丁目２６番３号
ファミリーマート　日立金畑 316-0022 茨城県日立市大沼町三丁目１８番２０号
ファミリーマート　那珂堤 311-0104 茨城県那珂市堤６９１番地４
ファミリーマート　那珂竹ノ内 311-0110 茨城県那珂市竹ノ内２丁目１－１
ファミリーマート　那珂瓜連 319-2102 茨城県那珂市瓜連１３９２－１
ファミリーマート　那珂菅谷中央 311-0105 茨城県那珂市菅谷２２９２－１
ファミリーマート　那珂インター 311-0133 茨城県那珂市鴻巣７７６－１
ファミリーマート　那珂飯田 311-0134 茨城県那珂市飯田３３７３番１
ファミリーマート　那珂横堀 311-0103 茨城県那珂市横堀字坊ノ内１５７９番地７
ファミリーマート　那珂飯田五差路 311-0134 茨城県那珂市飯田２５７１－２０
ファミリーマート　日立桜川四丁目 316-0002 茨城県日立市桜川町四丁目１９番１１号
ファミリーマート　日立大沼 316-0014 茨城県日立市東金沢町５－１８－１
ファミリーマート　日立末広二丁目 316-0006 茨城県日立市末広町二丁目７－２２
ファミリーマート　ひたちなか田彦北 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦９９０－７
ファミリーマート　ひたちなか田彦 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦１３９６－１
ファミリーマート　ひたちなか勝倉 312-0024 茨城県ひたちなか市大字勝倉２９８９－１７
ファミリーマート　ひたちなか東石川 312-0052 茨城県ひたちなか市大字東石川２７５１－１５
ファミリーマート　加茂川東海村松 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松３４９－１
ファミリーマート　土浦大手町 300-0044 茨城県土浦市大手町１６番１７号
ファミリーマート　土浦中貫 300-0005 茨城県土浦市中貫２３６５－５
ファミリーマート　土浦並木一丁目 300-0061 茨城県土浦市並木一丁目２番１１号
ファミリーマート　土浦永国 300-0817 茨城県土浦市永国１０５９－２
ファミリーマート　土浦下坂田 300-4113 茨城県土浦市下坂田２０３５－３
ファミリーマート　土浦大町 300-0038 茨城県土浦市大町７－２５
ファミリーマート　神立中央一丁目 300-0011 茨城県土浦市神立中央１－１６－２
ファミリーマート　美野里西 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥１７４－２
ファミリーマート　土浦都和 300-0062 茨城県土浦市都和一丁目４２２８－１８
ファミリーマート　小美玉上吉影 311-3403 茨城県小美玉市上吉影字南原７４０－１５９
ファミリーマート　土浦大志戸 300-4103 茨城県土浦市大志戸字二本松１７３９番他５筆
ファミリーマート　鉾田中央 311-1517 茨城県鉾田市鉾田２４８４－６
ファミリーマート　小美玉玉里 311-3434 茨城県小美玉市栗又四ヶ字中山２４６３番地１６
ファミリーマート　石岡駅東口 315-0001 茨城県石岡市石岡二丁目６番地３２
ファミリーマート　石岡旭台 315-0038 茨城県石岡市旭台３丁目１４－２１
ファミリーマート　行方玉造 311-3512 茨城県行方市玉造甲５６１番地１
ファミリーマート　鉾田舟木 311-1501 茨城県鉾田市舟木１７１
ファミリーマート　鉾田飯名 311-1521 茨城県鉾田市飯名３３２－１
ファミリーマート　小美玉田木谷 311-3435 茨城県小美玉市田木谷１１１－１
ファミリーマート　かすみがうら田伏 300-0202 茨城県かすみがうら市田伏字寺前３１８５番地４
ファミリーマート　鉾田大蔵 311-2117 茨城県鉾田市大蔵１３４１－６
ファミリーマート　鉾田上釜 311-1403 茨城県鉾田市上釜５８８－１８
ファミリーマート　石岡柿岡 315-0116 茨城県石岡市柿岡２３６４－１
ファミリーマート　美野里羽鳥 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥２４８７－１
ファミリーマート　石岡第一病院前 315-0001 茨城県石岡市石岡１３４４６番地２
ファミリーマート　フレスト土浦中村東 300-0850 茨城県土浦市中村東町１－４－７
ファミリーマート　石岡鹿の子一丁目 315-0005 茨城県石岡市鹿の子一丁目９５９４番１
ファミリーマート　千代田ＰＡ上り 315-0066 茨城県かすみがうら市中佐谷字愛宕１７２－１
ファミリーマート　石岡正上内 315-0011 茨城県石岡市正上内１２２６９－１９　他３筆
ファミリーマート　土浦摩利山新田 300-0838 茨城県土浦市摩利山新田２７０－４
ファミリーマート　土浦菅谷 300-0021 茨城県土浦市菅谷町字前原１２７３番１
ファミリーマート　土浦木田余西台 300-0056 茨城県土浦市木田余西台２９０９－１他６筆
ファミリーマート　土浦中村南四丁目 300-0843 茨城県土浦市中村南四丁目１１番４号
ファミリーマート　かすみがうら上土田 315-0057 茨城県かすみがうら市上土田４０７－１
ファミリーマート　霞ヶ浦総合公園前 300-0835 茨城県土浦市大岩田１２８６―１
ファミリーマート　土浦藤沢 300-4115 茨城県土浦市藤沢１０１９－１
ファミリーマート　土浦真鍋二丁目 300-0051 茨城県土浦市真鍋二丁目１番４２号
ファミリーマート　千代田工業団地 315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉１９９３－１５３
ファミリーマート　稲敷伊佐津 300-1411 茨城県稲敷市伊佐津字狸穴４７６他２筆
ファミリーマート　神栖知手 314-0115 茨城県神栖市知手字知手２９７５‐５３
ファミリーマート　神栖宝山 314-0254 茨城県神栖市太田字宝山３１２４番１
ファミリーマート　鹿嶋平井 314-0012 茨城県鹿嶋市平井１１２８－４５　　　　
ファミリーマート　神栖堀割 314-0135 茨城県神栖市堀割二丁目１番３号
ファミリーマート　神栖堀割二丁目 314-0135 茨城県神栖市堀割２丁目４番１８号
ファミリーマート　神栖若松 314-0256 茨城県神栖市若松中央二丁目３０
ファミリーマート　稲敷江戸崎 300-0507 茨城県稲敷市犬塚１６１７－１６９
ファミリーマート　稲敷高田 300-0511 茨城県稲敷市高田字谷中２０５０－５
ファミリーマート　稲敷下太田 300-1424 茨城県稲敷市下太田１２６４番４　他４筆
ファミリーマート　神栖土合南 314-0341 茨城県神栖市矢田部７３２８－３
ファミリーマート　神栖奥野谷 314-0116 茨城県神栖市奥野谷５７８１－７
ファミリーマート　神栖土合本町 314-0343 茨城県神栖市土合本町５丁目９８０９番２４
ファミリーマート　神栖知手中央九丁目 314-0112 茨城県神栖市知手中央九丁目１３－９
ファミリーマート　神栖知手中央 314-0112 茨城県神栖市知手中央７－８－２５
ファミリーマート　神栖深芝南 314-0142 茨城県神栖市深芝南１丁目１５番９
ファミリーマート　神栖波崎小玉台 314-0408 茨城県神栖市波崎６５８７番１
ファミリーマート　阿見湖南 300-0312 茨城県稲敷郡阿見町南平台１－２２０１－１
ファミリーマート　阿見実穀 300-1153 茨城県稲敷郡阿見町大字実穀字横町１３１７－５
ファミリーマート　牛久中央二丁目 300-1234 茨城県牛久市中央２－１６－１２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　フレスト阿見飯倉 300-0324 茨城県稲敷郡阿見町大字飯倉字桜立１４４１－１７７
ファミリーマート　牛久駅前 300-1234 茨城県牛久市中央５丁目２３－１
ファミリーマート　牛久警察署前 300-1203 茨城県牛久市下根町４８９－３
ファミリーマート　ひたち野うしく東 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東３４１－１
ファミリーマート　阿見西郷 300-0300 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原５５３５－２
ファミリーマート　牛久神谷二丁目 300-1216 茨城県牛久市神谷２丁目４３番１
ファミリーマート　美浦トレセン前 300-0414 茨城県稲敷郡美浦村信太２６２７－１
ファミリーマート　潮来川尾 311-2405 茨城県潮来市築地字川尾１３４２番地２
ファミリーマート　茨城阿見 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見５４２２－４
ファミリーマート　阿見中央 300-0333 茨城県稲敷郡阿見町若栗字西神田１９０１－１４
ファミリーマート　阿見中央四丁目 300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央四丁目４６６６－１９７４
ファミリーマート　牛久上柏田 300-1232 茨城県牛久市上柏田四丁目５２－４
ファミリーマート　稲敷西代 300-0726 茨城県稲敷市西代１６１５－１
ファミリーマート　阿見うずら野一丁目 300-0341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野１丁目３２－４
ファミリーマート　美浦郷中 300-0420 茨城県稲敷郡美浦村郷中２７８４－６
ファミリーマート　神栖大野原四丁目 314-0144 茨城県神栖市大野原４丁目３番６３号
ファミリーマート　稲敷浮島 300-0641 茨城県稲敷市浮島４１１９番１他
ファミリーマート　鹿嶋谷原 314-0023 茨城県鹿嶋市大字谷原１５９８番地１
ファミリーマート　鹿島神宮前 314-0032 茨城県鹿嶋市宮下３丁目５－３、４、５
ファミリーマート　茨城神栖平泉 314-0146 茨城県神栖市平泉２番地３８
ファミリーマート　鹿嶋奈良毛 311-2224 茨城県鹿嶋市大字奈良毛６８０－１他４筆
ファミリーマート　内守谷きぬの里 303-0043 茨城県常総市内守谷町きぬの里１－１０－１
ファミリーマート　龍ヶ崎平台 301-0003 茨城県龍ケ崎市平台３－１
ファミリーマート　常総菅生 303-0044 茨城県常総市菅生町２０４３－１他２筆
ファミリーマート　取手白山 302-0023 茨城県取手市白山５丁目１８番１号
ファミリーマート　守谷美園 302-0124 茨城県守谷市美園１丁目９番５
ファミリーマート　守谷立沢 302-0118 茨城県守谷市立沢２５２番地１
ファミリーマート　つくばみらい絹の台 300-2436 茨城県つくばみらい市絹の台二丁目１－１
ファミリーマート　フレストつくばみらい陽光台 300-2358 茨城県つくばみらい市小張４０８９番地４３（陽光台２丁目２０７街区１画地）
ファミリーマート　取手駒場 302-0027 茨城県取手市駒場三丁目９番２４号
ファミリーマート　フレストつくばみらい豊体 300-2347 茨城県つくばみらい市豊体１１０２－９　他７筆
ファミリーマート　取手米ノ井 302-0033 茨城県取手市米ノ井６－５　他６筆
ファミリーマート　つくば梅園 305-0045 茨城県つくば市梅園二丁目２６番２３
ファミリーマート　取手椚木 300-1512 茨城県取手市藤代２２９－２
ファミリーマート　つくば上郷 300-2645 茨城県つくば市上郷６１９－２　　
ファミリーマート　つくば谷田部インター 305-0864 茨城県つくば市境松６６１番９
ファミリーマート　取手藤代南三丁目 300-1516 茨城県取手市藤代南３丁目１０－１
ファミリーマート　つくば松代一丁目 305-0035 茨城県つくば市松代一丁目２１－６
ファミリーマート　つくば萱丸 305-0881 茨城県つくば市みどりのＡ－３７街区１
ファミリーマート　守谷みずき野 302-0121 茨城県守谷市みずき野５－乙７４－１２
ファミリーマート　産業技術総合研究所 305-0046 茨城県つくば市東１－１－１産業技術総合研究所つくばセンター
ファミリーマート　つくば研究学園四丁目 305-0817 茨城県つくば市研究学園４－２－１５
ファミリーマート　筑波メディカルセンター病院305-0005 茨城県つくば市天久保１丁目３－１
ファミリーマート　つくば赤塚 305-0062 茨城県つくば市赤塚６２９－６
ファミリーマート　常総吉野 300-2502 茨城県常総市上蛇町８４３７‐２
ファミリーマート　つくば竹園 305-0032 茨城県つくば市竹園１丁目８番７
ファミリーマート　つくば葛城 305-0817 茨城県つくば市研究学園７－４３－８
ファミリーマート　常総宝町 303-0023 茨城県常総市水海道宝町１５８９－９
ファミリーマート　つくばＱ’ｔ 305-0031 茨城県つくば市吾妻１－６－１
ファミリーマート　筑波記念病院前 300-2622 茨城県つくば市要１０７１－１１
ファミリーマート　常総崎房 300-2747 茨城県常総市崎房９３０－１４
ファミリーマート　筑波記念病院前／Ｓ 300-2622 茨城県つくば市要６５　
ファミリーマート　つくば筑穂一丁目 300-3257 茨城県つくば市筑穂１丁目１１－１他１筆
ファミリーマート　つくば桜金田 305-0018 茨城県つくば市金田１２４－３他１２筆
ファミリーマート　つくば小田 300-4223 茨城県つくば市小田１８８９－１
ファミリーマート　つくば上の室 305-0023 茨城県つくば市上ノ室７７７－１　他３筆
ファミリーマート　取手井野 302-0011 茨城県取手市井野字谷通５０
ファミリーマート　佐貫駅前 301-0033 茨城県龍ヶ崎市佐貫町６４５－１関東鉄道佐貫ビル２
ファミリーマート　龍ケ崎久保台 301-0001 茨城県龍ケ崎市久保台四丁目１番８
ファミリーマート　竜ヶ崎警察署前 301-0822 茨城県龍ケ崎市光順田２８３１番１
ファミリーマート　龍ヶ崎馴馬 301-0004 茨城県龍ケ崎市馴馬町３００２－１他４筆
ファミリーマート　龍ヶ崎北方 301-0021 茨城県龍ケ崎市北方町２１０８　他８筆
ファミリーマート　流通経済大学 301-0844 茨城県龍ケ崎市平畑１２０
ファミリーマート　下妻本城町 304-0064 茨城県下妻市本城町２－２８
ファミリーマート　流通経済大前 301-0839 茨城県龍ケ崎市出し山町８－２
ファミリーマート　つくば寺具 300-4201 茨城県つくば市寺具字二反田４７９－７
ファミリーマート　鹿嶋東山 314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中字東山１９９６番７
ファミリーマート　つくば長高野 300-3265 茨城県つくば市長高野６５４－１
ファミリーマート　新守谷駅南 302-0108 茨城県守谷市松並２００５－３９
ファミリーマート　小美玉下馬場 311-3426 茨城県小美玉市下馬場３８２－５
ファミリーマート　水戸北インター 311-4206 茨城県水戸市飯富町５４２５番１他１筆
ファミリーマート　水戸城東 310-0012 茨城県水戸市城東４丁目４番４８号
ファミリーマート　茨城上石崎 311-3122 茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎４６５０－２
ファミリーマート　千代田ＰＡ下り 315-0066 茨城県かすみがうら市中佐谷字８３
ファミリーマート　友部インター 309-1722 茨城県笠間市平町５０３番１
ファミリーマート　水戸米沢町 310-0847 茨城県水戸市米沢町２８５－６
ファミリーマート　日立中央ＰＡ上り 317-0065 茨城県日立市助川町字銭ヶ平２８３４番地３常磐自動車道日立中央ＰＡ上り
ファミリーマート　日立中央ＰＡ下り 317-0065 茨城県日立市助川町字銭ヶ平２８２９番地３常磐自動車道日立中央ＰＡ下り
ファミリーマート　東海駅西 319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西二丁目１６番２３号
ファミリーマート　ひたちなか向野 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡２９１１番地３
ファミリーマート　日立油縄子 316-0036 茨城県日立市鮎川町二丁目７－１９
ファミリーマート　日立末広町 316-0006 茨城県日立市末広町３－１－２０
ファミリーマート　ＴＸ研究学園駅 305-0817 茨城県つくば市研究学園５－１０－１
ファミリーマート　ＴＸ守谷駅 302-0115 茨城県守谷市中央４－９
ファミリーマート　ＴＸつくば駅 305-0031 茨城県つくば市吾妻２－１２８
ファミリーマート　関本ＰＡ 319-1721 茨城県北茨城市関本町関本上字中山１９７０番地３４常磐自動車道関本ＰＡ下り
ファミリーマート　足利福居町 326-0338 栃木県足利市福居町１７５番地１
ファミリーマート　足利小俣町 326-0141 栃木県足利市小俣町１８０９番地１
ファミリーマート　足利助戸東山町 326-0042 栃木県足利市助戸東山町９１５番２
ファミリーマート　足利伊勢町四丁目 326-0053 栃木県足利市伊勢町四丁目１８番地１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　足利今福町 326-0842 栃木県足利市今福町９０７番地１
ファミリーマート　足利借宿町 326-0826 栃木県足利市借宿町一丁目１８番地８
ファミリーマート　足利常見町三丁目 326-0022 栃木県足利市常見町三丁目６番地８
ファミリーマート　ベツイ栃木大宮 328-0011 栃木県栃木市大宮町字竜神前５３４番
ファミリーマート　ベツイ　栃木今泉 328-0027 栃木県栃木市今泉町一丁目４－２６
ファミリーマート　ベツイ栃木大塚 328-0007 栃木県栃木市大塚町３０３番地６
ファミリーマート　ベツイ栃木倭町 328-0037 栃木県栃木市倭町１０番１号
ファミリーマート　栃木箱森町 328-0075 栃木県栃木市箱森町２６番４０号
ファミリーマート　真岡久下田 321-4521 栃木県真岡市久下田１６３８－３
ファミリーマート　ベツイ栃木東 328-0003 栃木県栃木市大光寺町５２４－１
ファミリーマート　ベツイ下野祇園 329-0434 栃木県下野市祇園５－１６－６
ファミリーマート　上三川インター 329-0607 栃木県河内郡上三川町大字西汗字赤堀１５９２－１４
ファミリーマート　下野仁良川 329-0432 栃木県下野市仁良川１４０９番地７
ファミリーマート　真岡寺内 321-4345 栃木県真岡市寺内１３８８番１
ファミリーマート　真岡清水 321-4402 栃木県真岡市清水６９番地２
ファミリーマート　真岡高勢町 321-4341 栃木県真岡市高勢町２丁目６番２
ファミリーマート　益子七井 321-4106 栃木県芳賀郡益子町大字七井８３６－１
ファミリーマート　真岡荒町三丁目 321-4305 栃木県真岡市荒町３丁目４８番３
ファミリーマート　上三川ゆうきが丘 329-0527 栃木県河内郡上三川町大字上神主５３６番地４
ファミリーマート　下野下古山 329-0502 栃木県下野市下古山３２６０番地３
ファミリーマート　鹿沼千渡 322-0002 栃木県鹿沼市千渡１４１４番地１
ファミリーマート　上三川東汗 329-0602 栃木県河内郡上三川町東汗上町１００３－１
ファミリーマート　ワンダーグー下野 329-0502 栃木県下野市下古山２８８８－４
ファミリーマート　壬生上田 321-0231 栃木県下都賀郡壬生町上田１３２７－１
ファミリーマート　鹿沼仁神堂 322-0003 栃木県鹿沼市仁神堂町５３３番地１３７　他５筆
ファミリーマート　八洋上三川町役場前 329-0617 栃木県河内郡上三川町大字上蒲生５２４番１　
ファミリーマート　佐野北茂呂町 327-0827 栃木県佐野市北茂呂町字北茂呂３－３
ファミリーマート　佐野富岡 327-0844 栃木県佐野市富岡町１６４０番地
ファミリーマート　佐野植野町 327-0837 栃木県佐野市植野町２０５９番地１
ファミリーマート　佐野小見町 327-0316 栃木県佐野市小見町３３２－１
ファミリーマート　佐野石塚町 327-0103 栃木県佐野市石塚町２４２４－１
ファミリーマート　栃木蛭沼 329-0312 栃木県栃木市藤岡町蛭沼１６１７番地
ファミリーマート　栃木文化堂 328-0074 栃木県栃木市薗部町１－１－１
ファミリーマート　栃木尻内町 328-0203 栃木県栃木市尻内町１５５
ファミリーマート　栃木大皆川町 328-0068 栃木県栃木市大皆川町２７５番地１
ファミリーマート　栃木大橋 328-0106 栃木県栃木市都賀町大橋２３２番地１
ファミリーマート　壬生国谷 321-0211 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷２０２６番地２
ファミリーマート　壬生バイパス 321-0201 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚字西南原８８４番地１
ファミリーマート　栃木城内町 328-0033 栃木県栃木市城内町２丁目６番２３号
ファミリーマート　鹿沼栄町 322-0028 栃木県鹿沼市栄町１丁目３－３
ファミリーマート　鹿沼幸町 322-0023 栃木県鹿沼市幸町一丁目６番２６号
ファミリーマート　鹿沼南上野町 322-0531 栃木県鹿沼市南上野町５１４番地３４
ファミリーマート　鹿沼上奈良部町 322-0522 栃木県鹿沼市上奈良部町１番地６
ファミリーマート　鹿沼粟野町 322-0303 栃木県鹿沼市久野８２６番地１
ファミリーマート　鹿沼富岡 322-0006 栃木県鹿沼市富岡１５１番地４
ファミリーマート　鹿沼村井 322-0045 栃木県鹿沼市上殿町３５２番地１８
ファミリーマート　鹿沼インター 322-0015 栃木県鹿沼市上石川１４５３番５　他６筆
ファミリーマート　鹿沼茂呂 322-0026 栃木県鹿沼市茂呂字松原１３７２番地３
ファミリーマート　栃木沼和田 328-0042 栃木県栃木市沼和田町４３－１８
ファミリーマート　栃木横堀 329-4411 栃木県栃木市大平町横堀６７１番地３
ファミリーマート　栃木大平町 329-4404 栃木県栃木市大平町富田３７１番地２
ファミリーマート　栃木藤岡 323-1104 栃木県栃木市大字藤岡字荒立２１９－２
ファミリーマート　岡本国分寺 329-0414 栃木県下野市小金井１－１－１
ファミリーマート　国分寺川中子 329-0415 栃木県下野市川中子３３２９－４９２
ファミリーマート　石橋工業団地 329-0512 栃木県下野市下石橋４３２－３
ファミリーマート　真岡長田 321-4364 栃木県真岡市長田１２８８番地６
ファミリーマート　真岡亀山 321-4337 栃木県真岡市上高間木１－２３－１
ファミリーマート　上三川バイパス 329-0611 栃木県河内郡上三川町大字上三川１９３２番地
ファミリーマート　小山総合公園前 323-0042 栃木県小山市外城１６８番地４
ファミリーマート　小山神鳥谷 323-0034 栃木県小山市神鳥谷二丁目３３番２３号
ファミリーマート　小山中久喜 323-0806 栃木県小山市大字中久喜１１１３番４
ファミリーマート　小山稲葉郷 323-0021 栃木県小山市大字稲葉郷６３番地６
ファミリーマート　小山田間 323-0814 栃木県小山市大字田間６９１番４　他８筆
ファミリーマート　小山あじと 329-0215 栃木県小山市大字網戸１０９８番５
ファミリーマート　小山出井北 323-0808 栃木県小山市大字出井１２５２番地１０
ファミリーマート　小山羽川 323-0015 栃木県小山市大字三拝川岸３１番地２２
ファミリーマート　小山雨ヶ谷 323-0826 栃木県小山市大字雨ヶ谷字西坪１０９番１
ファミリーマート　小山八幡町 323-0031 栃木県小山市八幡町一丁目１７番５号
ファミリーマート　野木工業団地 329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木１０７－１
ファミリーマート　野木佐川野 329-0104 栃木県下都賀郡野木町大字佐川野１３７４番地９
ファミリーマート　小山東野田 323-0817 栃木県小山市大字東野田字西神垣２２２１－１
ファミリーマート　小山南乙女 329-0217 栃木県小山市南乙女二丁目１番地２
ファミリーマート　真岡小林 321-4321 栃木県真岡市小林１４２７番地１
ファミリーマート　市貝下赤羽 321-3426 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字向山２２２７番１
ファミリーマート　宇都宮簗瀬中央 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１８５２番地１
ファミリーマート　宇都宮鐺山町 321-3235 栃木県宇都宮市鐺山町４９４－１
ファミリーマート　宇都宮簗瀬四丁目 321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬４丁目２１番１２号
ファミリーマート　宇都宮中央三丁目 320-0806 栃木県宇都宮市中央３－４－２６
ファミリーマート　市貝 321-3423 栃木県芳賀郡市貝町市塙２４７－４
ファミリーマート　河内上田原 329-1112 栃木県宇都宮市上田原町１４７７－１
ファミリーマート　宇都宮砥上町 320-0856 栃木県宇都宮市砥上町９４３－９　　
ファミリーマート　宇都宮野沢 320-0071 栃木県宇都宮市野沢町１９２－１
ファミリーマート　宇都宮駅東口 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷二丁目２－１ビッグ・ビー　スクエア
ファミリーマート　宇都宮羽牛田 321-0127 栃木県宇都宮市羽牛田町３５－６
ファミリーマート　宇都宮五代二丁目 321-0135 栃木県宇都宮市五代二丁目３１番２７
ファミリーマート　宇都宮西川田駅前 321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町二丁目１２９５番１１他７筆
ファミリーマート　子ども科学館前 321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町三丁目２４番２０号
ファミリーマート　宇都宮みどり野南 321-0136 栃木県宇都宮市みどり野町３６番地２４
ファミリーマート　宇都宮白沢 329-1102 栃木県宇都宮市白沢町１８１０番地３４
ファミリーマート　宇都宮駒生 320-0065 栃木県宇都宮市駒生町２４４２－７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　宇都宮今泉三丁目 321-0966 栃木県宇都宮市今泉３丁目８８７番３
ファミリーマート　宇都宮豊郷台 320-0004 栃木県宇都宮市長岡町４５番地１
ファミリーマート　宇都宮峰一丁目 321-0942 栃木県宇都宮市峰一丁目１番２４号
ファミリーマート　宇都宮辰街道 321-0901 栃木県宇都宮市平出町２３２１番４
ファミリーマート　宮環上戸祭 320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町３０１４－３
ファミリーマート　宇都宮駅前 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷２丁目４番１ホテルマイステイズ１階
ファミリーマート　宇都宮駒生二丁目 320-0066 栃木県宇都宮市駒生二丁目３番２号
ファミリーマート　宇都宮田野町 321-0344 栃木県宇都宮市田野町１６０番地６
ファミリーマート　宇都宮日の出一丁目 320-0832 栃木県宇都宮市日の出一丁目２番　他５筆
ファミリーマート　宇都宮東簗瀬 321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目６－２８
ファミリーマート　宇都宮桜二丁目 320-0043 栃木県宇都宮市桜二丁目２番２５号
ファミリーマート　宇都宮下平出町 321-0903 栃木県宇都宮市下平出町１８７番１他４筆
ファミリーマート　宇都宮今泉町 321-0954 栃木県宇都宮市元今泉三丁目２５番１０
ファミリーマート　宇都宮下小倉 321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町５２８３番地３
ファミリーマート　宇都宮大寛 320-0867 栃木県宇都宮市大寛２丁目２－７
ファミリーマート　今市大沢 321-2341 栃木県日光市大沢町３２０－１
ファミリーマート　日光轟 321-2404 栃木県日光市轟字合羽山２４番１
ファミリーマート　日光高徳 321-2523 栃木県日光市高徳ミソウジ９１５番地３
ファミリーマート　日光松原 321-1406 栃木県日光市松原町２６７－１　他２筆
ファミリーマート　日光清滝 321-1444 栃木県日光市清滝４丁目２０１－６　他１５筆
ファミリーマート　日光中央町 321-1266 栃木県日光市中央町７番地１４
ファミリーマート　日光倉ヶ崎 321-2412 栃木県日光市倉ケ崎字南原３９番１
ファミリーマート　那須那珂川 324-0501 栃木県那須郡那珂川町小川２４２８－１
ファミリーマート　大田原蛭田 324-0412 栃木県大田原市蛭田１９７６－１７
ファミリーマート　大田原中田原 324-0062 栃木県大田原市中田原６４９番　他５筆
ファミリーマート　那須烏山上川井 321-0505 栃木県那須烏山市上川井８９１－１
ファミリーマート　大田原花園 324-0023 栃木県大田原市花園１４５８番１
ファミリーマート　大田原南金丸 324-0012 栃木県大田原市南金丸字東原６１８番１
ファミリーマート　那須烏山野上 321-0634 栃木県那須烏山市野上６４１番地１
ファミリーマート　那須塩原一区町 329-2732 栃木県那須塩原市一区町３１５－２３２
ファミリーマート　大田原富士見 324-0028 栃木県大田原市富士見１－１６１７－３
ファミリーマート　那須塩原実取 329-2732 栃木県那須塩原市一区町１００番２
ファミリーマート　那須塩原新緑町 325-0066 栃木県那須塩原市新緑町９８－２
ファミリーマート　那須漆塚南 329-3221 栃木県那須郡那須町大字漆塚４１１番地５
ファミリーマート　那須塩原鍋掛 325-0013 栃木県那須塩原市鍋掛９３０－１
ファミリーマート　那須塩原前弥六 329-3132 栃木県那須塩原市北弥六１番１
ファミリーマート　那須黒田原 329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙１－１２２
ファミリーマート　高根沢宝積寺 329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺２２４１－２９
ファミリーマート　大田原佐久山 324-0032 栃木県大田原市佐久山３６１９番地１
ファミリーマート　さくら氏家 329-1311 栃木県さくら市氏家３２６－３
ファミリーマート　高根沢石末 329-1225 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末３２４２番地２
ファミリーマート　高根沢宝石台 329-1231 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台４－１３－９
ファミリーマート　こぶし台 321-0528 栃木県那須烏山市小倉１１６８－２
ファミリーマート　さくら櫻野 329-1312 栃木県さくら市櫻野４９６番地
ファミリーマート　那須塩原井口 329-2763 栃木県那須塩原市大字井口１１７６－１２１
ファミリーマート　那須塩原東三島 329-2751 栃木県那須塩原市東三島２丁目７７番地５
ファミリーマート　さくら馬場 329-1321 栃木県さくら市馬場１２２６番地２
ファミリーマート　矢板長峰 329-2162 栃木県矢板市末広町４番地６
ファミリーマート　さくら狭間田 329-1305 栃木県さくら市狭間田字南沢２２３５番１他４筆
ファミリーマート　那須塩原二区町 329-2733 栃木県那須塩原市二区町４９２－３
ファミリーマート　那須西三島五丁目 329-2756 栃木県那須塩原市西三島５丁目１７９－１９
ファミリーマート　那須塩原豊浦北町 325-0038 栃木県那須塩原市豊浦北町６９番１２２
ファミリーマート　那須塩原豊浦バイパス 325-0023 栃木県那須塩原市豊浦１０番地６８２
ファミリーマート　那須塩原大原間 329-3154 栃木県那須塩原市大原間字前表１４５番１
ファミリーマート　大田原小滝 324-0003 栃木県大田原市小滝１０７７番２
ファミリーマート　那須塩原南郷屋 329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋２丁目１４８番地２３８
ファミリーマート　塩原温泉 329-2924 栃木県那須塩原市中塩原字マギノ４番地１０
ファミリーマート　那須塩原上厚崎 325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎３４４－１１
ファミリーマート　那須塩原黒磯バイパス 325-0017 栃木県那須塩原市黒磯２８－１６
ファミリーマート　塩谷中央 329-2441 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑１２０７６
ファミリーマート　矢板木幡 329-2142 栃木県矢板市木幡字芳原１３８７番６
ファミリーマート　さくら長久保 329-1333 栃木県さくら市長久保字西原１４６６番２
ファミリーマート　さくら北草川 329-1322 栃木県さくら市北草川二丁目２０番地８
ファミリーマート　日光塩野室 321-2351 栃木県日光市塩野室町７４５－１　他２筆
ファミリーマート　さくら東原 329-1311 栃木県さくら市氏家４５０６番地７
ファミリーマート　小山美しが丘 329-0207 栃木県小山市美しが丘三丁目３５－１
ファミリーマート　栃木西方 322-0604 栃木県栃木市西方町元２３６２番地１
ファミリーマート　宇都宮市文化会館前 320-0844 栃木県宇都宮市菊水町１４－１４
ファミリーマート　日光瀬川 321-1263 栃木県日光市瀬川１１７０－１
ファミリーマート　宇都宮東簗瀬一丁目 321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬一丁目３６番１他１筆
ファミリーマート　壬生安塚 321-0201 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚７７４番地１３
ファミリーマート　宇都宮細谷一丁目 320-0073 栃木県宇都宮市細谷一丁目６番３５号
ファミリーマート　宇都宮平出町 321-0901 栃木県宇都宮市平出町３８６１番地１
ファミリーマート　前橋インター 370-0001 群馬県高崎市中尾町４４１
ファミリーマート　藤岡バイパス 375-0053 群馬県藤岡市中大塚２７５番地８
ファミリーマート　高崎萩原町 370-0013 群馬県高崎市萩原町４４１番地３
ファミリーマート　藤岡インター 375-0016 群馬県藤岡市上栗須２１３－１８　他８筆
ファミリーマート　高崎飯塚町 370-0069 群馬県高崎市飯塚町字東金井４４８番１他
ファミリーマート　玉村町福島 370-1105 群馬県佐波郡玉村町福島１０９４‐１
ファミリーマート　ＪＡ利根沼田月夜野 379-1315 群馬県利根郡みなかみ町上津９５７－２
ファミリーマート　沼田久屋原町 378-0005 群馬県沼田市久屋原町５－１
ファミリーマート　沼田白沢 378-0126 群馬県沼田市白沢町上古語父１７９－１
ファミリーマート　中之条伊勢町下 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町６７５－１
ファミリーマート　沼田西倉内町 378-0042 群馬県沼田市西倉内町５０６番地１
ファミリーマート　沼田インター 378-0052 群馬県沼田市桜町１６７８－５　
ファミリーマート　富岡下高尾 370-2311 群馬県富岡市下高尾４７８－１２
ファミリーマート　富岡下高瀬 370-2332 群馬県富岡市下高瀬２９９‐１
ファミリーマート　高崎駅西口 370-0849 群馬県高崎市八島町２４－２
ファミリーマート　高崎あら町 370-0831 群馬県高崎市あら町５９番３
ファミリーマート　高崎石原町 370-0864 群馬県高崎市石原町１４６８－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　前橋総社町高井 371-0856 群馬県前橋市総社町高井２３５番１
ファミリーマート　前橋田口町 371-0048 群馬県前橋市田口町２９１‐１
ファミリーマート　前橋元総社町 371-0846 群馬県前橋市元総社町１１９７－１
ファミリーマート　前橋富田町 379-2161 群馬県前橋市富田町１１４１番２
ファミリーマート　前橋六供 371-0804 群馬県前橋市六供町７５６番地１
ファミリーマート　前橋下小出町 371-0031 群馬県前橋市下小出町１丁目２－９
ファミリーマート　高崎江木町 370-0046 群馬県高崎市江木町３２８－４
ファミリーマート　前橋茂木町 371-0232 群馬県前橋市茂木町１１３‐１
ファミリーマート　高崎飯塚町北 370-0069 群馬県高崎市飯塚町２４６
ファミリーマート　高崎浜川町 370-0081 群馬県高崎市浜川町２００３番地１
ファミリーマート　高崎下小鳥町 370-0074 群馬県高崎市下小鳥町１３２５番地４
ファミリーマート　高崎宮元町 370-0828 群馬県高崎市宮元町２２９番地
ファミリーマート　高崎問屋町二丁目 370-0006 群馬県高崎市問屋町二丁目１１番２－１
ファミリーマート　高崎中居町 370-0852 群馬県高崎市中居町３－１８－２
ファミリーマート　藤岡パーキングエリア 375-0005 群馬県藤岡市中字広町１１３１－８
ファミリーマート　藤岡七丁目 375-0024 群馬県藤岡市藤岡８６８番地４
ファミリーマート　沼田三洋ドライブイン 378-0022 群馬県沼田市屋形原町字北原１４２６
ファミリーマート　吉岡下野田 370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田字谷地１１１５番地３、１１１５番２
ファミリーマート　前橋下石倉町 371-0842 群馬県前橋市下石倉町２２－９
ファミリーマート　渋川上白井 377-0201 群馬県渋川市上白井１３２１番地１２７
ファミリーマート　渋川坂東橋 377-0061 群馬県渋川市北橘町下箱田６２５番地
ファミリーマート　渋川石原 377-0007 群馬県渋川市石原１７９４－１
ファミリーマート　渋川諏訪ノ木 377-0007 群馬県渋川市石原字諏訪ノ木１１７８－１
ファミリーマート　伊勢崎今泉町一丁目 372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町一丁目１２１７番地２
ファミリーマート　伊勢崎東町 379-2231 群馬県伊勢崎市東町２２７８番地１
ファミリーマート　伊勢崎坂東大橋 372-0827 群馬県伊勢崎市八斗島町８０７－１
ファミリーマート　太田藪塚町 379-2301 群馬県太田市藪塚町３０９４－３
ファミリーマート　伊勢崎連取元町 372-0818 群馬県伊勢崎市連取町１５４１番地
ファミリーマート　伊勢崎波志江町 372-0001 群馬県伊勢崎市波志江町１６１３－３
ファミリーマート　伊勢崎市場町 379-2211 群馬県伊勢崎市市場町一丁目１７３番３
ファミリーマート　太田上田中 370-0346 群馬県太田市新田上田中町３４９－１８
ファミリーマート　太田市野井 370-0314 群馬県太田市新田市野井町１６０２－１
ファミリーマート　太田新井町 373-0852 群馬県太田市新井町５５８－２
ファミリーマート　太田飯塚町 373-0817 群馬県太田市飯塚町６０－１
ファミリーマート　日野屋天神町 376-0052 群馬県桐生市天神町２－３－２９
ファミリーマート　日野屋伊勢崎茂呂 372-0034 群馬県伊勢崎市茂呂２丁目６２街区２７３２－１
ファミリーマート　日野屋千代田町 370-0503 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩７８３－４
ファミリーマート　日野屋伊勢崎南 372-0833 群馬県伊勢崎市富塚町２５０－１３
ファミリーマート　日野屋矢島 370-0712 群馬県邑楽郡明和町矢島２３１－１
ファミリーマート　日野屋伊勢崎末広町 372-0057 群馬県伊勢崎市末広町１３７番１
ファミリーマート　日野屋大泉朝日三丁目 370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日三丁目１－１５
ファミリーマート　日野屋伊勢崎高校前 372-0033 群馬県伊勢崎市南千木町２４７０－１
ファミリーマート　日野屋東五丁目 376-0034 群馬県桐生市東５丁目５番３２号
ファミリーマート　日野屋黒保根 376-0144 群馬県桐生市黒保根町下田沢７７番地３
ファミリーマート　日野屋玉村下新田 370-1132 群馬県佐波郡　玉村町下新田４６８番地１
ファミリーマート　桐生末広町 376-0021 群馬県桐生市巴町２－１－１
ファミリーマート　太田大原町 379-2304 群馬県太田市大原町１２９２－１
ファミリーマート　みどり笠懸 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿４３５４番５
ファミリーマート　伊勢崎西久保町 379-2204 群馬県伊勢崎市西久保町三丁目７５５‐３
ファミリーマート　伊勢崎国定町一丁目 379-2221 群馬県伊勢崎市国定町一丁目１２２３－１
ファミリーマート　藪塚大原 379-2304 群馬県太田市大原１０４－４
ファミリーマート　みどり大間々 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々３３番６
ファミリーマート　桐生新宿三丁目 376-0006 群馬県桐生市新宿三丁目１３－２７
ファミリーマート　桐生広沢 376-0013 群馬県桐生市広沢町１－２９０３
ファミリーマート　太田藤阿久町 373-0034 群馬県太田市藤阿久町９７７－１
ファミリーマート　大泉いずみ一丁目 370-0531 群馬県邑楽郡大泉町いずみ一丁目１番３号
ファミリーマート　太田只上町 373-0011 群馬県太田市只上町１６９６番地１
ファミリーマート　邑楽中野 370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野１８５８－１
ファミリーマート　邑楽うずら 370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉６７４－２
ファミリーマート　館林大街道 374-0066 群馬県館林市大街道三丁目４番３３号
ファミリーマート　太田内ヶ島町 373-0813 群馬県太田市内ケ島町８６６－１
ファミリーマート　太田下小林町 373-0807 群馬県太田市下小林町３５６番地１
ファミリーマート　館林赤生田 374-0013 群馬県館林市赤生田町字子神２１１９番１他１筆
ファミリーマート　大泉坂田 370-0532 群馬県邑楽郡大泉町坂田５丁目２０－２０
ファミリーマート　館林本町四丁目 374-0024 群馬県館林市本町４丁目１７番２
ファミリーマート　大泉坂田七丁目 370-0532 群馬県邑楽郡大泉町坂田七丁目１０番１号
ファミリーマート　館林富士見町 374-0027 群馬県館林市富士見町８番１３号
ファミリーマート　桐生厚生総合病院 376-0024 群馬県桐生市織姫町６－３桐生厚生総合病院８Ｆ
ファミリーマート　前橋東善 379-2132 群馬県前橋市東善町４３９－３
ファミリーマート　高崎高関 370-0043 群馬県高崎市高関町４１０番５
ファミリーマート　伊勢崎連取町 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町４０４－１
ファミリーマート　玉村川井 370-1117 群馬県佐波郡玉村町大字川井１８４６番地１
ファミリーマート　高崎島野町 370-0015 群馬県高崎市島野町２４８番地１
ファミリーマート　前橋大渡町 371-0854 群馬県前橋市大渡町一丁目７－５
ファミリーマート　玉村町上之手 370-1127 群馬県佐波郡玉村町大字上之手１５１１番地６
ファミリーマート　日進駅南口 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１１１２　柳田ビル１Ｆ
ファミリーマート　日進駅北口 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１９１４－８
ファミリーマート　さいたま大成町四丁目 331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町４丁目７２１番地１
ファミリーマート　さいたま宮原町二丁目 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目３７番地１
ファミリーマート　大宮駐屯地 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町１丁目４０－７
ファミリーマート　さいたま大成橋南 331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町４丁目５１４番地２
ファミリーマート　さいたま宮原町三丁目 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目５７６番地
ファミリーマート　さいたま櫛引町二丁目 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目２６３－１
ファミリーマート　さいたま日進町二丁目 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１３０２番
ファミリーマート　さいたま宮原駅東口 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目３２３
ファミリーマート　さいたま岩槻城町 339-0053 埼玉県さいたま市岩槻区城町１丁目１０５８－１
ファミリーマート　上尾瓦葺 362-0022 埼玉県上尾市大字瓦葺７１５番１
ファミリーマート　さいたま東宮下団地 337-0012 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下字新西２０３７番地
ファミリーマート　大和田駅前 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町一丁目１３５７番１
ファミリーマート　さいたま大和田町二丁目 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２丁目１３５６番



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　さいたま本町西 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西三丁目１６番２４号
ファミリーマート　さいたま本町東二丁目 338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東２丁目１８－７
ファミリーマート　浦和駒場 330-0051 埼玉県さいたま市浦和区駒場２－５－２
ファミリーマート　上尾西門前 362-0008 埼玉県上尾市上平中央一丁目１３－３
ファミリーマート　上尾原市西 362-0021 埼玉県上尾市大字原市３３９－５
ファミリーマート　上尾菅谷四丁目 362-0003 埼玉県上尾市菅谷４丁目３５番２
ファミリーマート　上尾愛宕二丁目 362-0034 埼玉県上尾市愛宕２－２１－６
ファミリーマート　上尾水上公園 362-0025 埼玉県上尾市大字上尾下１０３３―５
ファミリーマート　北上尾駅西口 362-0072 埼玉県上尾市中妻１丁目２番地１４
ファミリーマート　さいたま別所町 331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町８１－３１
ファミリーマート　上尾上平公園南 362-0013 埼玉県上尾市大字上尾村５８２－５
ファミリーマート　片山北本 364-0005 埼玉県北本市本宿７－１
ファミリーマート　桶川加納 363-0001 埼玉県桶川市加納８６４
ファミリーマート　加須南小浜 347-0028 埼玉県加須市大字南小浜字新川道６１９－１
ファミリーマート　北本中丸 364-0013 埼玉県北本市中丸８丁目３１１番地
ファミリーマート　上尾平塚 362-0011 埼玉県上尾市大字平塚八ツ山字８５３－１７
ファミリーマート　上尾仲町 362-0035 埼玉県上尾市仲町一丁目７番２３号
ファミリーマート　北本緑三丁目 364-0032 埼玉県北本市緑３丁目２０
ファミリーマート　加須駅前 347-0055 埼玉県加須市中央１丁目１番１５号
ファミリーマート　豊野台テクノタウン 349-1145 埼玉県加須市間口１１１９番地１０
ファミリーマート　上尾壱丁目 362-0081 埼玉県上尾市壱丁目北１６番地２
ファミリーマート　上尾泉台一丁目 362-0062 埼玉県上尾市泉台１丁目７－１２
ファミリーマート　上尾小敷谷東 362-0064 埼玉県上尾市大字小敷谷９１８番地１
ファミリーマート　上尾平方領々家 362-0055 埼玉県上尾市大字平方領々家４９７－１
ファミリーマート　大宮本郷町 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町６４９
ファミリーマート　上尾日産通り 362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目５１－２
ファミリーマート　上尾戸崎 362-0053 埼玉県上尾市大字戸崎３７６番１
ファミリーマート　上尾領家工業団地 362-0065 埼玉県上尾市畔吉１２７５－１他
ファミリーマート　上尾富士見二丁目 362-0041 埼玉県上尾市富士見二丁目２０番３３号
ファミリーマート　ＴＫＳ桶川若宮 363-0022 埼玉県桶川市若宮１－４埼北ＳＳビル
ファミリーマート　鴻巣富士見 369-0121 埼玉県鴻巣市吹上富士見２丁目１番２７号
ファミリーマート　行田持田 361-0056 埼玉県行田市大字持田字東谷２４４番１
ファミリーマート　鴻巣御成橋 365-0044 埼玉県鴻巣市滝馬室１１１４番地２
ファミリーマート　鴻巣大芦 369-0137 埼玉県鴻巣市大字大芦１４９４－３
ファミリーマート　桶川駅西口 363-0022 埼玉県桶川市若宮１丁目１－３
ファミリーマート　加須礼羽 347-0044 埼玉県加須市礼羽６９９番地
ファミリーマート　羽生東七丁目 348-0052 埼玉県羽生市東七丁目１６番地１
ファミリーマート　下羽生 348-0026 埼玉県羽生市大字下羽生１０３３番地３
ファミリーマート　羽生上岩瀬 348-0044 埼玉県羽生市大字上岩瀬６４７番地１
ファミリーマート　羽生三田ヶ谷 348-0014 埼玉県羽生市大字喜右衛門新田９４２－１
ファミリーマート　加須不動岡 347-0054 埼玉県加須市不動岡１１４９番地
ファミリーマート　加須久下 347-0063 埼玉県加須市久下四丁目８番地２
ファミリーマート　さいたま本郷南 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町１６３
ファミリーマート　土呂駅前 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町２－９－９
ファミリーマート　桶川下日出谷 363-0029 埼玉県桶川市下日出谷東三丁目２２番地４
ファミリーマート　桶川上日出谷 363-0020 埼玉県桶川市上日出谷南二丁目１６番地２
ファミリーマート　上尾中妻五丁目 362-0072 埼玉県上尾市中妻５丁目２３－４
ファミリーマート　さいたま盆栽町 331-0805 埼玉県さいたま市北区盆栽町５２７番２０
ファミリーマート　上尾藤波 362-0061 埼玉県上尾市藤波３丁目２７３番１
ファミリーマート　北本石戸一丁目 364-0024 埼玉県北本市石戸１丁目２３５番１
ファミリーマート　菖蒲三箇 346-0104 埼玉県久喜市菖蒲町三箇１３３８－１
ファミリーマート　鷲宮東大輪 340-0202 埼玉県久喜市東大輪南前１２９－１
ファミリーマート　春日部粕壁 344-0061 埼玉県春日部市粕壁４５８６－２
ファミリーマート　久喜吉羽 346-0014 埼玉県久喜市吉羽１８１番地４
ファミリーマート　久喜青葉二丁目 346-0013 埼玉県久喜市青葉二丁目２番地１
ファミリーマート　春日部小渕南 344-0007 埼玉県春日部市小渕６６０番地
ファミリーマート　鷲宮上新井 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮字上新井７０８－１
ファミリーマート　春日部中央一丁目 344-0067 埼玉県春日部市中央１丁目５２－１
ファミリーマート　杉戸清地 345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目８５
ファミリーマート　宮代本田 345-0827 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号
ファミリーマート　久喜東 346-0016 埼玉県久喜市久喜東四丁目２３番６号
ファミリーマート　岩槻釣上 339-0024 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上１５１７番地３
ファミリーマート　蓮田黒浜小前 349-0101 埼玉県蓮田市大字黒浜３１０７－１
ファミリーマート　栗橋間鎌 349-1123 埼玉県久喜市間鎌１３５
ファミリーマート　岩槻本宿 339-0074 埼玉県さいたま市岩槻区本宿９４－２
ファミリーマート　モラージュ菖蒲 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５
ファミリーマート　春日部増富 344-0041 埼玉県春日部市増富６０６－１
ファミリーマート　やまがた加倉 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉２－８－１０
ファミリーマート　ＴＫＳ下栢間 346-0113 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間字上在来９１５
ファミリーマート　ロータス蓮田駅前 349-0123 埼玉県蓮田市本町１－２８
ファミリーマート　蓮田駅西口 349-0123 埼玉県蓮田市本町２番２０号　いせやビル
ファミリーマート　蓮田駅東口 349-0111 埼玉県蓮田市東５丁目２－１３
ファミリーマート　岩槻西町 339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町５丁目６番３５号
ファミリーマート　蓮田閏戸 349-0133 埼玉県蓮田市大字閏戸１７９２番３
ファミリーマート　伊奈学園前 362-0813 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目１８３－１
ファミリーマート　春日部大場 344-0021 埼玉県春日部市大場８７０
ファミリーマート　白岡上野田 349-0221 埼玉県白岡市上野田１２８７番地２
ファミリーマート　宮代和戸 345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸３丁目５番３号
ファミリーマート　春日部樋籠 344-0002 埼玉県春日部市樋籠７４０番地１
ファミリーマート　杉戸高野台駅西口 345-0045 埼玉県北葛飾郡　杉戸町高野台西１丁目３－１
ファミリーマート　八木崎駅前 344-0061 埼玉県春日部市粕壁６９６０－１
ファミリーマート　南桜井駅前 344-0115 埼玉県春日部市米島中屋舗１１８５－３０
ファミリーマート　春日部南栄町 344-0057 埼玉県春日部市南栄町６－７
ファミリーマート　春日部駅西口 344-0067 埼玉県春日部市中央１－１－１３
ファミリーマート　フレスト栗橋河原代 349-1114 埼玉県久喜市河原代下分６７６番地１
ファミリーマート　春日部谷原二丁目 344-0065 埼玉県春日部市谷原二丁目１番８
ファミリーマート　春日部新方袋 344-0056 埼玉県春日部市新方袋５３９番地
ファミリーマート　久喜上早見 346-0021 埼玉県久喜市上早見４８９番１１
ファミリーマート　幸手駅東口 340-0115 埼玉県幸手市中一丁目１番２１号
ファミリーマート　春日部米島 344-0115 埼玉県春日部市米島９６２番地６



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　春日部一ノ割 344-0031 埼玉県春日部市一ノ割２丁目６－３０
ファミリーマート　ＴＫＳ春日部牛島 344-0004 埼玉県春日部市牛島８８８番地１
ファミリーマート　南桜井駅北口 344-0116 埼玉県春日部市大衾４９６－１２
ファミリーマート　春日部上蛭田 344-0046 埼玉県春日部市上蛭田中通２７６－１
ファミリーマート　春日部藤塚 344-0011 埼玉県春日部市藤塚６１６－１
ファミリーマート　伊奈南 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室志の崎１５３７－１・１５３８－１
ファミリーマート　白岡駅東口 349-0217 埼玉県白岡市小久喜７４０番地１
ファミリーマート　蓮田南新宿 349-0142 埼玉県蓮田市大字南新宿字宿１０００番１
ファミリーマート　杉戸椿 345-0013 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字椿３６０
ファミリーマート　杉戸高野台南 345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野１６５１－１
ファミリーマート　久喜江面 346-0029 埼玉県久喜市江面２４７番１
ファミリーマート　久喜野久喜 346-0002 埼玉県久喜市野久喜６２０番地１
ファミリーマート　アイダ八潮 340-0831 埼玉県八潮市南後谷４０２－５
ファミリーマート　越谷弥十郎 343-0047 埼玉県越谷市弥十郎２４８－１
ファミリーマート　三郷高州 341-0037 埼玉県三郷市高州１－９９－１
ファミリーマート　三郷早稲田一丁目 341-0018 埼玉県三郷市早稲田一丁目１８番地１７
ファミリーマート　アイダ草加中央 340-0016 埼玉県草加市中央２丁目１２番２８号
ファミリーマート　越谷南荻島北 343-0804 埼玉県越谷市大字南荻島３４２番地１
ファミリーマート　吉川保一丁目 342-0041 埼玉県吉川市保１丁目４番１０
ファミリーマート　八潮大原 340-0815 埼玉県八潮市八潮７－３３－５
ファミリーマート　草加柿木町 340-0001 埼玉県草加市柿木町字亀４９７番１
ファミリーマート　森かどやしんでん 340-0052 埼玉県草加市金明町７８１－１
ファミリーマート　草加稲荷 340-0003 埼玉県草加市稲荷４－１３－３２
ファミリーマート　草加駅東口 340-0015 埼玉県草加市高砂２丁目６－５
ファミリーマート　越谷谷中通り 343-0856 埼玉県越谷市谷中町４丁目６２番地２
ファミリーマート　草加瀬崎二丁目 340-0022 埼玉県草加市瀬崎２丁目５０番２５号
ファミリーマート　越谷七左エ門通り 343-0851 埼玉県越谷市七左町７丁目３１６番地１
ファミリーマート　獨協大学前駅東口 340-0011 埼玉県草加市栄町２－１２－１
ファミリーマート　草加二丁目 340-0043 埼玉県草加市草加二丁目１０－１
ファミリーマート　吉川さくら 342-0055 埼玉県吉川市中央一丁目２番地３
ファミリーマート　三郷鷹野 341-0035 埼玉県三郷市鷹野３－１５４
ファミリーマート　草加ひがし 340-0001 埼玉県草加市柿木町字松７５２－１
ファミリーマート　三郷彦川戸 341-0005 埼玉県三郷市彦川戸１丁目２７８－１
ファミリーマート　三郷彦川戸一丁目 341-0005 埼玉県三郷市彦川戸一丁目３１０番地
ファミリーマート　三郷谷中 341-0032 埼玉県三郷市中央３丁目４番地８
ファミリーマート　吉川会野谷 342-0053 埼玉県吉川市関５９０番地１
ファミリーマート　八潮鶴ヶ曽根 340-0802 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根大字１７２２番地７
ファミリーマート　三郷彦成三丁目 341-0003 埼玉県三郷市彦成３丁目２１４番地
ファミリーマート　八潮宮田 340-0802 埼玉県八潮市鶴ケ曽根１４４７番１
ファミリーマート　三郷みなみ 341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎２－７７２－１
ファミリーマート　大宮大門町一丁目 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目６１番地６
ファミリーマート　中浦和駅前 336-0038 埼玉県さいたま市南区関１－１－９
ファミリーマート　さいたま田島九丁目 338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島９丁目１５番２０号
ファミリーマート　大宮すずらん通り 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目１７番地
ファミリーマート　八潮緑町三丁目 340-0808 埼玉県八潮市緑町３丁目２６番地３２
ファミリーマート　三郷花和田 341-0059 埼玉県三郷市インター南１丁目７－２
ファミリーマート　八潮新町 340-0807 埼玉県八潮市大字新町４５番［地番］
ファミリーマート　浦和根岸 336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸２－１４－１
ファミリーマート　上尾小敷谷 362-0064 埼玉県上尾市大字小敷谷６５９番地１
ファミリーマート　南越谷一丁目南 343-0845 埼玉県越谷市南越谷一丁目６番７６号
ファミリーマート　黒須南越谷 343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－２７－７
ファミリーマート　越谷赤山三丁目 343-0807 埼玉県越谷市赤山町三丁目６１－１
ファミリーマート　越谷西方 343-0822 埼玉県越谷市西方２９４２番地１
ファミリーマート　越谷大林 343-0021 埼玉県越谷市大字大林２５－６
ファミリーマート　越谷東大沢 343-0022 埼玉県越谷市東大沢５丁目５－４
ファミリーマート　越谷宮本町 343-0806 埼玉県越谷市宮本町２丁目２６１－１
ファミリーマート　越谷南荻島 343-0804 埼玉県越谷市大字南荻島字戸井１２４８－１
ファミリーマート　越谷七左町二丁目 343-0857 埼玉県越谷市新越谷１丁目４６番地８
ファミリーマート　越谷恩間 343-0033 埼玉県越谷市恩間６１８番地５
ファミリーマート　越谷砂原 343-0803 埼玉県越谷市砂原１０１２番地３
ファミリーマート　千間台西一丁目 343-0041 埼玉県越谷市千間台西１丁目１４番地２
ファミリーマート　越谷相模町 343-0823 埼玉県越谷市相模町３丁目２１２番地１
ファミリーマート　春日部増戸 344-0042 埼玉県春日部市大字増戸３２８－１
ファミリーマート　草加新里町 340-0031 埼玉県草加市新里町４１９番地
ファミリーマート　岩槻東町一丁目 339-0055 埼玉県さいたま市岩槻区東町一丁目７番２８号
ファミリーマート　八潮二丁目 340-0815 埼玉県八潮市八潮２丁目４番地１
ファミリーマート　越谷公園前 343-0011 埼玉県越谷市増林２丁目２８２－１
ファミリーマート　三郷駅南 341-0024 埼玉県三郷市三郷１丁目５－１
ファミリーマート　三郷駅前 341-0018 埼玉県三郷市早稲田１－１－１　加藤ビル１Ｆ
ファミリーマート　八潮駅南 340-0822 埼玉県八潮市茜町一丁目３番７
ファミリーマート　南越谷四丁目 343-0845 埼玉県越谷市南越谷４－１１－１５
ファミリーマート　越谷大沢四丁目 343-0025 埼玉県越谷市大沢四丁目１９番５７号
ファミリーマート　越谷大里 343-0031 埼玉県越谷市大里７１３番地１
ファミリーマート　草加谷塚 340-0024 埼玉県草加市谷塚上町４７２－１４
ファミリーマート　三郷花和田西 341-0041 埼玉県三郷市花和田５－１
ファミリーマート　三郷西インター 341-0053 埼玉県三郷市彦倉二丁目２９番地
ファミリーマート　草加八幡町 340-0006 埼玉県草加市八幡町字曽根４９１－２
ファミリーマート　三郷戸ヶ崎 341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎三丁目４７番１外
ファミリーマート　越谷蒲生東町 343-0841 埼玉県越谷市蒲生東町１５番７号
ファミリーマート　八潮大曽根 340-0834 埼玉県八潮市大字大曽根６８１番地
ファミリーマート　シーノ大宮 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７
ファミリーマート　与野駅西口 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合１０８０番地
ファミリーマート　下落合二丁目 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合二丁目１７番７号
ファミリーマート　大宮三橋中央通り 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町４９６－１
ファミリーマート　大宮吉敷町 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番３
ファミリーマート　大宮ソニックシティ 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７－５
ファミリーマート　さいたま蓮沼 337-0015 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼２２８番地２
ファミリーマート　さいたま大成町一丁目 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町１丁目１３２
ファミリーマート　さいたま丸ヶ崎 337-0001 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎１１８３
ファミリーマート　さいたま丸ケ崎南 337-0001 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ケ崎１０１６－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　さいたま見沼 337-0033 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵３５３番１
ファミリーマート　東大宮五丁目 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目２７－２
ファミリーマート　さいたま宮前町 331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町１３３９
ファミリーマート　西大宮バイパス 331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町７３３－５
ファミリーマート　あすまや与野本町駅前 338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東２丁目４番１０号
ファミリーマート　さいたま宮前ＩＣ 331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町９１０－１
ファミリーマート　さいたま堀崎町 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町４５４番地１
ファミリーマート　西大宮駅南口 331-0047 埼玉県さいたま市西区指扇３６２０番地
ファミリーマート　大宮駅西口 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－４－４五十嵐ビル１Ｆ
ファミリーマート　ＪＡＣＫ大宮ビル 330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２
ファミリーマート　さいたま大和田 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１１４０
ファミリーマート　さいたま原山二丁目 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山２－３１
ファミリーマート　ＴＫＳ東大門 336-0964 埼玉県さいたま市緑区東大門２丁目１－５
ファミリーマート　ＴＫＳさいど 336-0907 埼玉県さいたま市緑区道祖土２丁目１０番１５号
ファミリーマート　さいたま中尾 336-0932 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２５８４番１
ファミリーマート　東浦和三丁目 336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和三丁目４番地４０
ファミリーマート　大宮浅間町 330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町１－１３２
ファミリーマート　さいたま堀の内町 330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１丁目４２６番地
ファミリーマート　東浦和駅前 336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目１－２
ファミリーマート　北与野駅前 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合２－１０－１
ファミリーマート　大宮指扇 331-0047 埼玉県さいたま市西区大字指扇２２６２
ファミリーマート　さいたま鈴谷四丁目 338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４丁目９－１８
ファミリーマート　さいたま円阿弥六丁目 338-0007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥６丁目１番１３号
ファミリーマート　指扇駅北口 331-0074 埼玉県さいたま市西区大字宝来１５７６番１
ファミリーマート　大宮西遊馬 331-0061 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬１１１７－１
ファミリーマート　さいたま島根 331-0054 埼玉県さいたま市西区大字島根２８９番地１
ファミリーマート　大宮南銀通り 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町１丁目１－１　大宮タウンビル１Ｆ
ファミリーマート　さいたま栄和五丁目 338-0823 埼玉県さいたま市桜区栄和五丁目１７番１７号
ファミリーマート　埼玉大学南 338-8570 埼玉県さいたま市桜区大字下大久保４５４番１３
ファミリーマート　戸田公園駅前 335-0023 埼玉県戸田市本町４－１１－１３
ファミリーマート　戸田駅西口 335-0021 埼玉県戸田市新曽柳原３３６
ファミリーマート　戸田氷川町 335-0027 埼玉県戸田市氷川町３丁目６６６２
ファミリーマート　戸田本町 335-0023 埼玉県戸田市本町三丁目６番１０号
ファミリーマート　上戸田二丁目 335-0022 埼玉県戸田市上戸田２－４５－４
ファミリーマート　北浦和駅西口 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目１番５号ＨＹビル１階
ファミリーマート　戸田駅東口 335-0021 埼玉県戸田市大字新曽３５５－１
ファミリーマート　さいたま常盤九丁目 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目３２番２２号１階
ファミリーマート　戸田公園 335-0023 埼玉県戸田市本町五丁目３番１６号
ファミリーマート　戸田笹目二丁目 335-0034 埼玉県戸田市笹目二丁目１３番地の１３
ファミリーマート　さいたま中浦和 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀３丁目１９３０番１
ファミリーマート　さいたま根岸五丁目 336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸五丁目１６番５号
ファミリーマート　戸田笹目五丁目 335-0034 埼玉県戸田市笹目５－２５－６
ファミリーマート　美女木八丁目 335-0031 埼玉県戸田市美女木８丁目２－９
ファミリーマート　アトレ浦和 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目１６番１２号
ファミリーマート　さいたま別所五丁目 336-0021 埼玉県さいたま市南区別所５丁目１３番地１号
ファミリーマート　さいたま辻八丁目 336-0026 埼玉県さいたま市南区辻８－２２－２１
ファミリーマート　戸田笹目北町 335-0033 埼玉県戸田市笹目北町１２番地の１３
ファミリーマート　浦和駅北 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目１番１３号　浦和駅前ビル１階
ファミリーマート　戸田新曽 335-0021 埼玉県戸田市大字新曽１８５２番地５
ファミリーマート　さいたま西堀九丁目 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀９－８
ファミリーマート　さいたま大谷口明花 336-0042 埼玉県さいたま市南区大字大谷口５６６４番地
ファミリーマート　さいたま白幡 336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡２－３－１
ファミリーマート　戸田全農通り 335-0021 埼玉県戸田市新曽１６４８
ファミリーマート　ガーデンシティ北戸田 336-0026 埼玉県さいたま市南区辻８丁目２４－５
ファミリーマート　西浦和駅前 338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島５－２５－１
ファミリーマート　さいたま西堀三丁目 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀３－２２－２０
ファミリーマート　さいたま白幡四丁目 336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡４－２８－１２
ファミリーマート　浦和駅東口 330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町８－２１
ファミリーマート　浦和東口駅前 330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町１番２３号
ファミリーマート　さいたま大戸四丁目 338-0012 埼玉県さいたま市中央区大戸４－１８－１８
ファミリーマート　わらび西口 335-0004 埼玉県蕨市中央３－３－１６
ファミリーマート　浦和大谷口 336-0042 埼玉県さいたま市南区大谷口１７４７－１
ファミリーマート　北浦和駅東口 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和１丁目２番１６号
ファミリーマート　南浦和東口駅前 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和２丁目３８番２５号
ファミリーマート　北浦和東口駅前 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和三丁目２番２号　内藤ビル１階
ファミリーマート　浦和本太 330-0052 埼玉県さいたま市浦和区本太三丁目１９番１号
ファミリーマート　南浦和三丁目 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目５番１６号　１階
ファミリーマート　南浦和駅西口 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目４番１３号１階
ファミリーマート　武蔵浦和マークス 336-0021 埼玉県さいたま市南区別所七丁目２１番１プラウドタワー武蔵浦和マークス１０３号
ファミリーマート　川口朝日三丁目 332-0001 埼玉県川口市朝日３丁目４－１４
ファミリーマート　与野駅前 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－２－１２
ファミリーマート　大宮駅前 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目４－１
ファミリーマート　さいたま佐知川 331-0064 埼玉県さいたま市西区大字佐知川２９８番地１
ファミリーマート　南浦和 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３５－１０
ファミリーマート　北戸田駅前 335-0021 埼玉県戸田市大字新曽２２２０番地の１北戸田ファーストゲートタワー１０３
ファミリーマート　浦和領家一丁目 330-0072 埼玉県さいたま市浦和区領家一丁目１８番１４号１階
ファミリーマート　戸田新曽つつじ通り 335-0021 埼玉県戸田市大字新曽１６８７番１
ファミリーマート　戸田喜沢 335-0013 埼玉県戸田市喜沢２丁目４２番地の３
ファミリーマート　さいたま町谷四丁目 338-0836 埼玉県さいたま市桜区町谷４丁目２９番１２
ファミリーマート　さいたま道場 338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場三丁目２０番３号
ファミリーマート　川口青木町公園前 332-0034 埼玉県川口市並木４丁目１８番９外［地番］
ファミリーマート　西川口東口 332-0034 埼玉県川口市並木３－９－１
ファミリーマート　蕨南町四丁目 335-0003 埼玉県蕨市南町四丁目１２番５号エスポワール南１階
ファミリーマート　西川口三丁目 332-0021 埼玉県川口市西川口三丁目１７番７号
ファミリーマート　川口元郷 332-0011 埼玉県川口市元郷４丁目３－１
ファミリーマート　川口前川 333-0842 埼玉県川口市前川３丁目１８－１４
ファミリーマート　川口神根 333-0834 埼玉県川口市安行領根岸字外谷田３０３５－１
ファミリーマート　川口並木二丁目 332-0034 埼玉県川口市並木２－２５－１０
ファミリーマート　プラスカスミ白岡駅西口 349-0217 埼玉県白岡市小久喜１１１８－１
ファミリーマート　川口並木三丁目 332-0034 埼玉県川口市並木三丁目２－１６



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　川口芝下一丁目 333-0848 埼玉県川口市芝下１丁目３番１７号
ファミリーマート　川口南前川 333-0846 埼玉県川口市南前川２丁目５番１５
ファミリーマート　西川口一丁目 332-0021 埼玉県川口市西川口１丁目１８－１８
ファミリーマート　川口猫橋 333-0866 埼玉県川口市芝５－２０
ファミリーマート　さいたま鈴谷二丁目 338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷２丁目７１９番地
ファミリーマート　浦和常盤 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤一丁目１番１５号
ファミリーマート　川口栄町二丁目 332-0017 埼玉県川口市栄町二丁目１２番２５号
ファミリーマート　武蔵浦和駅東 336-0021 埼玉県さいたま市南区別所七丁目８番９号
ファミリーマート　さいたま三条 331-0056 埼玉県さいたま市西区三条町字上敷４１６－２
ファミリーマート　川口芝新町 333-0851 埼玉県川口市芝新町５－７　須賀第８ビル
ファミリーマート　さいたま松本 336-0035 埼玉県さいたま市南区松本１－１－１７
ファミリーマート　西川口四丁目 332-0021 埼玉県川口市西川口４－１０－１５
ファミリーマート　川口道合 333-0835 埼玉県川口市道合９２０
ファミリーマート　川口芝高木 333-0868 埼玉県川口市芝高木１丁目１７番３１号
ファミリーマート　かわぐち飯塚 332-0023 埼玉県川口市飯塚２－１３－９
ファミリーマート　川口幸町二丁目 332-0016 埼玉県川口市幸町２丁目９－１
ファミリーマート　川口東領家 332-0003 埼玉県川口市東領家３－１５－４
ファミリーマート　川口戸塚東 333-0802 埼玉県川口市戸塚東一丁目１８－２５
ファミリーマート　ＴＫＳ錦二丁目 335-0005 埼玉県蕨市錦町二丁目３番４号
ファミリーマート　川口柳崎 333-0861 埼玉県川口市柳崎１丁目１６－２
ファミリーマート　川口駅東口 332-0017 埼玉県川口市栄町３－５－９
ファミリーマート　川口樹モール 332-0017 埼玉県川口市栄町３丁目８番４号
ファミリーマート　川口伊刈 333-0865 埼玉県川口市大字伊刈３９２番地１
ファミリーマート　川口金山町 332-0014 埼玉県川口市金山町１２番１－１０４号
ファミリーマート　川口赤井三丁目 334-0073 埼玉県川口市赤井３丁目８－５
ファミリーマート　川口南鳩ヶ谷 334-0013 埼玉県川口市南鳩ケ谷３丁目１７番２１号
ファミリーマート　プラス上青木 333-0844 埼玉県川口市上青木２丁目５０－５
ファミリーマート　川口末広 332-0006 埼玉県川口市末広一丁目３－９
ファミリーマート　川口中青木五丁目 332-0032 埼玉県川口市中青木５丁目７－８
ファミリーマート　川口十二月田 332-0006 埼玉県川口市末広二丁目１番１号
ファミリーマート　川口南鳩ヶ谷一丁目 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷１丁目２８－３
ファミリーマート　蕨錦町一丁目 335-0005 埼玉県蕨市錦町一丁目２番５号
ファミリーマート　川口蓮沼 334-0064 埼玉県川口市大字蓮沼２５２
ファミリーマート　川口青木一丁目 332-0031 埼玉県川口市青木１丁目４－１０
ファミリーマート　上野芝 333-0852 埼玉県川口市芝樋ノ爪１－１７－２８
ファミリーマート　川口花山下 334-0059 埼玉県川口市大字安行字大元６３６－３
ファミリーマート　川口長蔵 333-0807 埼玉県川口市長蔵一丁目７－２
ファミリーマート　川口道合西 333-0835 埼玉県川口市道合２７８番地１
ファミリーマート　川口朝日 332-0001 埼玉県川口市朝日５丁目１４－１４
ファミリーマート　蕨塚越三丁目 335-0002 埼玉県蕨市塚越３丁目１０－３７
ファミリーマート　川口市役所前 332-0032 埼玉県川口市中青木１丁目９番２３号
ファミリーマート　西川口陸橋西 332-0021 埼玉県川口市西川口３ー２９ー１８
ファミリーマート　鳩ヶ谷南 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷７丁目４－１３
ファミリーマート　越谷花田二丁目 343-0015 埼玉県越谷市花田２丁目２２－９他
ファミリーマート　川口神戸 333-0832 埼玉県川口市神戸３８番地１
ファミリーマート　川口江戸袋 334-0075 埼玉県川口市江戸袋１丁目１３－２９
ファミリーマート　草加旭町二丁目 340-0053 埼玉県草加市旭町２丁目３－７
ファミリーマート　南越谷駅北通り 343-0845 埼玉県越谷市南越谷２－５－６７
ファミリーマート　そうか公園前 340-0001 埼玉県草加市柿木町字鶴２５６－２
ファミリーマート　草加北谷 340-0046 埼玉県草加市北谷１丁目１８－６
ファミリーマート　川口戸塚 333-0831 埼玉県川口市戸塚１丁目１８－２
ファミリーマート　新所沢駅西口 359-1111 埼玉県所沢市緑町１－２１－２３
ファミリーマート　所沢プロペ通り 359-1123 埼玉県所沢市日吉町２－４　リエート所沢
ファミリーマート　所沢松葉町 359-0044 埼玉県所沢市松葉町３０－２０
ファミリーマート　西武球場駅前 359-1153 埼玉県所沢市上山口１４１８
ファミリーマート　所沢寿町 359-1122 埼玉県所沢市寿町２－１８
ファミリーマート　新座菅沢二丁目 352-0017 埼玉県新座市菅沢２丁目９番３５号
ファミリーマート　所沢駅東口 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台３－１８－１０
ファミリーマート　所沢東町 359-1116 埼玉県所沢市東町１２－１
ファミリーマート　入間木蓮寺 358-0047 埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１
ファミリーマート　入間豊岡 358-0003 埼玉県入間市豊岡１丁目４番１３号
ファミリーマート　入間上藤沢南 358-0013 埼玉県入間市大字上藤沢５５－１
ファミリーマート　入間野田 358-0054 埼玉県入間市野田字山王塚８８７番
ファミリーマート　入間下藤沢 358-0011 埼玉県入間市大字下藤沢字本山９２８番１
ファミリーマート　武蔵藤沢駅前 358-0011 埼玉県入間市下藤沢一丁目９番地６
ファミリーマート　入間武蔵工業団地 358-0026 埼玉県入間市小谷田１２６１番３
ファミリーマート　バイパス所沢和ケ原 359-1162 埼玉県所沢市和ケ原二丁目２１７－４
ファミリーマート　入間扇町屋 358-0022 埼玉県入間市扇町屋５丁目２－８
ファミリーマート　航空公園駅東口 359-0042 埼玉県所沢市並木２－４－１
ファミリーマート　所沢東新井町 359-0034 埼玉県所沢市東新井町７－１
ファミリーマート　入間東藤沢 358-0012 埼玉県入間市東藤沢３丁目９番１号
ファミリーマート　妻屋所沢 359-1115 埼玉県所沢市御幸町２－３
ファミリーマート　所沢旭町 359-0036 埼玉県所沢市旭町１２番９号
ファミリーマート　松戸橋 359-0025 埼玉県所沢市上安松４７－２
ファミリーマート　所沢星の宮 359-1127 埼玉県所沢市星の宮１丁目３－１０
ファミリーマート　所沢東狭山ヶ丘 359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘４丁目２６４６番１
ファミリーマート　小手指 359-1141 埼玉県所沢市小手指町１－１６－１
ファミリーマート　所沢けやき通り 359-1111 埼玉県所沢市緑町３丁目１５番２
ファミリーマート　西所沢 359-1144 埼玉県所沢市西所沢１丁目１２－３
ファミリーマート　東所沢和田 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田３丁目２３番８
ファミリーマート　西武狭山ケ丘駅前 359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘１－５－７
ファミリーマート　所沢牛沼 359-0026 埼玉県所沢市牛沼５８３－１
ファミリーマート　西所沢駅前 359-1144 埼玉県所沢市西所沢１－１３－８
ファミリーマート　所沢けやき台一丁目 359-1118 埼玉県所沢市けやき台１丁目７番地３
ファミリーマート　所沢若狭 359-1151 埼玉県所沢市若狭４－２３８４－１
ファミリーマート　小手指四丁目 359-1141 埼玉県所沢市小手指町４丁目１９番地の８
ファミリーマート　所沢南永井 359-0011 埼玉県所沢市大字南永井６１２番地の１
ファミリーマート　所沢久米 359-1131 埼玉県所沢市久米５３３番１
ファミリーマート　仏子駅前 358-0053 埼玉県入間市仏子８８０
ファミリーマート　所沢インター 359-0012 埼玉県所沢市大字坂之下１１３０－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　入間東町 358-0002 埼玉県入間市東町６丁目２－１
ファミリーマート　東狭山ヶ丘一丁目 359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘１丁目６６番４
ファミリーマート　所沢小手指南 359-1141 埼玉県所沢市小手指南３丁目２７－４０
ファミリーマート　所沢ネオポリス 359-0001 埼玉県所沢市大字下富１３１５－１
ファミリーマート　西武園西 359-1145 埼玉県所沢市山口２５２７－１
ファミリーマート　入間上藤沢 358-0048 埼玉県入間市上藤沢７０７－１
ファミリーマート　１６号入間小谷田 358-0026 埼玉県入間市小谷田１丁目１０１６番１９
ファミリーマート　入間宮寺西 358-0014 埼玉県入間市宮寺２６６４番１
ファミリーマート　所沢久米東 359-1131 埼玉県所沢市大字久米２１８９番１
ファミリーマート　秋津駅北口 359-0025 埼玉県所沢市大字上安松１－１
ファミリーマート　所沢北野天神通り 359-1156 埼玉県所沢市北野南１－１５－１
ファミリーマート　所沢ニュータウン 359-0041 埼玉県所沢市中新井５丁目８－１３
ファミリーマート　北秋津 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台３－１１－８
ファミリーマート　防衛医大病院 359-0042 埼玉県所沢市並木３丁目２
ファミリーマート　所沢日吉町 359-1123 埼玉県所沢市日吉町９－２４
ファミリーマート　入間仏子 358-0053 埼玉県入間市大字仏子８３９－１
ファミリーマート　入間藤沢 358-0011 埼玉県入間市大字下藤沢１２９９番１
ファミリーマート　入間春日町 358-0006 埼玉県入間市春日町１－７１６－１
ファミリーマート　所沢パークタウン 359-0004 埼玉県所沢市北原町１４２３－１
ファミリーマート　東所沢駅前 359-0021 埼玉県所沢市東所沢１－３－２
ファミリーマート　バイパス北所沢 359-0001 埼玉県所沢市下富８２８－１４
ファミリーマート　防衛医大病院／Ｓ 359-0042 埼玉県所沢市並木３丁目２　防衛医大病院　並木会館１階
ファミリーマート　柳瀬川駅前 353-0006 埼玉県志木市館２－６－１１
ファミリーマート　塩味朝霞溝沼 351-0023 埼玉県朝霞市大字溝沼１０６０－１
ファミリーマート　新座東北一丁目 352-0001 埼玉県新座市東北１丁目３－８
ファミリーマート　坂戸中小坂南 350-0206 埼玉県坂戸市中小坂３２８番地１
ファミリーマート　新座馬場二丁目 352-0016 埼玉県新座市馬場二丁目１０－２
ファミリーマート　新座畑中二丁目 352-0012 埼玉県新座市畑中２丁目７－３３
ファミリーマート　志木駅南口 352-0001 埼玉県新座市東北二丁目３７番１１号
ファミリーマート　朝霞宮戸 351-0031 埼玉県朝霞市宮戸二丁目１－１５
ファミリーマート　所沢宮本町二丁目 359-1143 埼玉県所沢市宮本町２丁目２０番１０号
ファミリーマート　川越南大塚 350-1178 埼玉県川越市大塚新町６１－６
ファミリーマート　新座石神一丁目 352-0033 埼玉県新座市石神１丁目４－３８
ファミリーマート　朝霞東弁財 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財２丁目６－１１
ファミリーマート　三芳上富 354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富２０４７－１
ファミリーマート　新座馬場 352-0016 埼玉県新座市馬場３丁目１－３２
ファミリーマート　朝霞東弁財一丁目 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財１丁目８番４６号
ファミリーマート　新座駅前通り 352-0011 埼玉県新座市野火止６－５－５５
ファミリーマート　富士見京塚 354-0011 埼玉県富士見市大字水子２５７８－１
ファミリーマート　和光白子三丁目 351-0101 埼玉県和光市白子３丁目２０－１０
ファミリーマート　富士見水谷東 354-0013 埼玉県富士見市水谷東３丁目４４番２０号
ファミリーマート　三芳永久保 354-0045 埼玉県入間郡　三芳町大字上富１９０２－１
ファミリーマート　埼玉病院 351-0102 埼玉県和光市諏訪２番１号
ファミリーマート　朝霞黒目川通り 351-0023 埼玉県朝霞市溝沼５４７番地１
ファミリーマート　和光西大和団地 351-0105 埼玉県和光市西大和団地２６６６－２
ファミリーマート　志木下宗岡三丁目 353-0003 埼玉県志木市下宗岡３丁目５－２１
ファミリーマート　立教大学新座 352-0003 埼玉県新座市北野１丁目２－２６
ファミリーマート　新座東二丁目 352-0002 埼玉県新座市東２－４
ファミリーマート　新座東一丁目 352-0002 埼玉県新座市東１丁目１６－９
ファミリーマート　志木上宗岡 353-0001 埼玉県志木市上宗岡４－７－３６
ファミリーマート　和光北口 351-0115 埼玉県和光市新倉１－１－３５
ファミリーマート　志木中宗岡 353-0002 埼玉県志木市中宗岡２－１９－２７
ファミリーマート　和光越後山通り 351-0104 埼玉県和光市南１丁目２７番７６号
ファミリーマート　和光白子四丁目 351-0101 埼玉県和光市白子４－３－８
ファミリーマート　新座野火止二丁目 352-0011 埼玉県新座市野火止二丁目１１－３１
ファミリーマート　和光南一丁目 351-0104 埼玉県和光市南１丁目１４番１９号
ファミリーマート　朝霞根岸台四丁目 351-0005 埼玉県朝霞市根岸台４丁目２番２号
ファミリーマート　朝霞膝折一丁目 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町１丁目９番３７号
ファミリーマート　和光中央 351-0113 埼玉県和光市中央一丁目１番３０
ファミリーマート　志木駅東口 352-0001 埼玉県新座市東北２丁目３９番１０号
ファミリーマート　朝霞駅東口 351-0006 埼玉県朝霞市仲町２丁目１－６
ファミリーマート　新座駅南 352-0011 埼玉県新座市野火止５－１－３１
ファミリーマート　和光北インター 351-0003 埼玉県朝霞市大字台５１８－１
ファミリーマート　北朝霞駅東 351-0033 埼玉県朝霞市浜崎１－３－１０
ファミリーマート　朝霞膝折三丁目 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町３丁目７番３号
ファミリーマート　朝霞本町一丁目 351-0011 埼玉県朝霞市本町１丁目１９ー３６
ファミリーマート　東みずほ台 354-0015 埼玉県富士見市東みずほ台１丁目１－１
ファミリーマート　新座市役所通り 352-0011 埼玉県新座市野火止１丁目１４番１９号
ファミリーマート　朝霞本町三丁目 351-0011 埼玉県朝霞市本町３丁目５番１８号
ファミリーマート　朝霞本町二丁目 351-0011 埼玉県朝霞市本町２－２５－３７
ファミリーマート　和光諏訪 351-0101 埼玉県和光市白子二丁目９番１１号
ファミリーマート　野火止六丁目 352-0011 埼玉県新座市野火止６－１６－１５
ファミリーマート　新座片山一丁目 352-0025 埼玉県新座市片山１丁目１６－５
ファミリーマート　みずほ台駅前 354-0015 埼玉県富士見市東みずほ台２－２９－２
ファミリーマート　新座野火止七丁目 352-0011 埼玉県新座市野火止７丁目７番５号
ファミリーマート　富士見羽沢三丁目 354-0033 埼玉県富士見市羽沢３丁目９番５０号
ファミリーマート　ふじみ野駒林 356-0038 埼玉県ふじみ野市駒林元町４－１－２４
ファミリーマート　ふじみ野清見 356-0002 埼玉県ふじみ野市清見３丁目１－２
ファミリーマート　ふじみ野二丁目 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野二丁目２７番３号
ファミリーマート　ドラッグエース広瀬東 350-1320 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７
ファミリーマート　川越鯨井 350-0815 埼玉県川越市鯨井１５６５－２
ファミリーマート　ドラッグエース鶴ケ岡 356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目１－１
ファミリーマート　川越牛子 350-0017 埼玉県川越市大字牛子３８９－１　他８筆
ファミリーマート　ドラッグエース川越的場 350-1107 埼玉県川越市的場新町１６－１
ファミリーマート　小坂旭町 350-1126 埼玉県川越市旭町３－９－４４
ファミリーマート　川越旭町二丁目 350-1126 埼玉県川越市旭町２丁目１－１
ファミリーマート　富士見針ヶ谷二丁目 354-0017 埼玉県富士見市針ヶ谷２丁目３４番２
ファミリーマート　みずほ台駅西口 354-0018 埼玉県富士見市西みずほ台１丁目２番５
ファミリーマート　志木幸町四丁目 353-0005 埼玉県志木市幸町４丁目１番４号
ファミリーマート　小手指二丁目 359-1141 埼玉県所沢市小手指町２－１３－６



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　所沢緑町二丁目 359-1111 埼玉県所沢市緑町２丁目１３－１０
ファミリーマート　入間アウトレットパーク 358-0014 埼玉県入間市宮寺３１６９－１
ファミリーマート　みよし台 354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台６－１５
ファミリーマート　三芳藤久保 354-0041 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保５８１－１２
ファミリーマート　川越伊勢原 350-1108 埼玉県川越市伊勢原町２丁目１番８
ファミリーマート　川越安比奈親水公園前 350-1101 埼玉県川越市大字的場１８７―１
ファミリーマート　川越笠幡駅東 350-1175 埼玉県川越市大字笠幡４５６３－１３
ファミリーマート　川越大袋 350-1168 埼玉県川越市大字大袋６８０－１
ファミリーマート　川越かし野台 350-1179 埼玉県川越市かし野台２丁目１９－１
ファミリーマート　川越中台通り 350-1162 埼玉県川越市南大塚六丁目１３番地１６
ファミリーマート　川越天沼 350-0806 埼玉県川越市大字天沼新田３３７番地２
ファミリーマート　川越霞ヶ関 350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東１－２－２５
ファミリーマート　川越インター 350-1162 埼玉県川越市大字南大塚１８６７番３
ファミリーマート　上福岡北口 356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡１－１４－１
ファミリーマート　川越熊野町 350-1146 埼玉県川越市熊野町１９番地１
ファミリーマート　ふじみ野上野台 356-0017 埼玉県ふじみ野市上野台１丁目２－１
ファミリーマート　かわつる三芳野 350-1176 埼玉県川越市川鶴３－１２－１
ファミリーマート　新河岸駅前 350-1133 埼玉県川越市大字砂９０６番地４
ファミリーマート　大原 356-0003 埼玉県ふじみ野市大原２－１－２６
ファミリーマート　ふじみ野さくら通 356-0058 埼玉県ふじみ野市大井中央三丁目２７番２
ファミリーマート　川越豊田本 350-1118 埼玉県川越市豊田本２９７－１
ファミリーマート　川越砂新田東 350-1137 埼玉県川越市砂新田１２３－１
ファミリーマート　川越通町 350-0044 埼玉県川越市通町１２－３
ファミリーマート　川越府川高畑 350-0831 埼玉県川越市大字府川１２０１－２
ファミリーマート　川越砂新田 350-1137 埼玉県川越市砂新田２丁目１８－１０
ファミリーマート　川島正直 350-0162 埼玉県比企郡川島町大字正直５９‐１
ファミリーマート　川越鴨田 350-0844 埼玉県川越市大字鴨田６６９－６
ファミリーマート　川越神明町 350-0823 埼玉県川越市神明町４４
ファミリーマート　川越吉田 350-0807 埼玉県川越市大字吉田１２１６番２
ファミリーマート　川越上寺山 350-0826 埼玉県川越市上寺山４０９－１
ファミリーマート　川島三保谷 350-0135 埼玉県比企郡川島町下狢５９１番地１
ファミリーマート　川越砂新田四丁目 350-1137 埼玉県川越市砂新田４丁目１９－１１　他１筆
ファミリーマート　川越今福南 350-1151 埼玉県川越市大字今福２６４１番４
ファミリーマート　川越新富町 350-0043 埼玉県川越市新富町２丁目２６－２
ファミリーマート　川越市駅前 350-0041 埼玉県川越市六軒町１－１－２
ファミリーマート　川越三番町 350-1122 埼玉県川越市脇田町１７－４
ファミリーマート　川越田町 350-1113 埼玉県川越市田町２－７
ファミリーマート　川越クレアモール 350-0043 埼玉県川越市新富町２丁目１２番９号
ファミリーマート　南大塚駅北口 350-1165 埼玉県川越市南台３－１４
ファミリーマート　本川越駅前 350-0043 埼玉県川越市新富町１丁目１８－６
ファミリーマート　川越寺尾 350-1141 埼玉県川越市大字寺尾字田成８２４番地５
ファミリーマート　川越南田島 350-0027 埼玉県川越市大字南田島８０２－１
ファミリーマート　川越元町札の辻 350-0062 埼玉県川越市元町２丁目４番１３　他１筆
ファミリーマート　川越今成四丁目 350-1105 埼玉県川越市今成４－１７－９
ファミリーマート　川越グリーンパーク 350-0001 埼玉県川越市大字古谷上５９４５－１
ファミリーマート　川越小中居 350-0022 埼玉県川越市大字小中居１０１４番地１
ファミリーマート　川越的場 350-1101 埼玉県川越市大字的場１３４６－１
ファミリーマート　川越小仙波 350-0031 埼玉県川越市大字小仙波字下町７４９－８
ファミリーマート　川越山田東 350-0822 埼玉県川越市山田１８１４－３
ファミリーマート　川越笠幡 350-1175 埼玉県川越市大字笠幡４３番地４
ファミリーマート　ふじみ野鶴ケ岡 356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡５丁目１７番７号
ファミリーマート　川越岸町一丁目 350-1131 埼玉県川越市岸町１丁目１５－１２
ファミリーマート　川越岸町三丁目 350-1131 埼玉県川越市岸町３丁目２５－４９
ファミリーマート　鶴ヶ島駅西 350-0806 埼玉県川越市大字天沼新田１４０番６
ファミリーマート　川越今福 350-1151 埼玉県川越市大字今福９６１－９　他４筆
ファミリーマート　ふじみ野亀久保 356-0051 埼玉県ふじみ野市亀久保１８８０‐８
ファミリーマート　川越天沼新田 350-0806 埼玉県川越市大字天沼新田８９番地１
ファミリーマート　大野高坂駅西口 355-0063 埼玉県東松山市元宿１－１１－３
ファミリーマート　滑川羽尾 355-0811 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾３２７－１
ファミリーマート　ながおかや寄居 369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居１６１３－１
ファミリーマート　児玉 367-0224 埼玉県本庄市児玉町金屋１１７９－２
ファミリーマート　東松山岩殿 355-0065 埼玉県東松山市大字岩殿２０－１
ファミリーマート　深谷樫合 366-0816 埼玉県深谷市樫合１３１－１
ファミリーマート　ヤマキ花園 369-1245 埼玉県深谷市荒川１００３
ファミリーマート　本庄朝日町 367-0027 埼玉県本庄市五十子三丁目１－１
ファミリーマート　寄居桜沢 369-1202 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢７７３番地１
ファミリーマート　山喜屋滑川 355-0811 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾４９７４番地
ファミリーマート　肥塚南 360-0015 埼玉県熊谷市肥塚２－１６０３－３
ファミリーマート　熊谷新堀小学校前 360-0841 埼玉県熊谷市大字新堀２１７－２
ファミリーマート　深谷人見 366-0811 埼玉県深谷市人見６４４－４
ファミリーマート　熊谷石原 360-0816 埼玉県熊谷市石原２丁目１番１
ファミリーマート　熊谷代 360-0804 埼玉県熊谷市大字代１０５８－２
ファミリーマート　深谷折之口 366-0812 埼玉県深谷市折之口字屋敷合５１９番地１
ファミリーマート　妻沼道の駅前 360-0203 埼玉県熊谷市弥藤吾１６０１－１
ファミリーマート　深谷田中 369-1108 埼玉県深谷市田中１６２５－１
ファミリーマート　熊谷村岡 360-0162 埼玉県熊谷市村岡５２７番地１
ファミリーマート　熊谷平戸 360-0021 埼玉県熊谷市平戸１９７１－１
ファミリーマート　深谷駅前 366-0824 埼玉県深谷市西島町３－１－１
ファミリーマート　小川飯田 355-0333 埼玉県比企郡小川町大字飯田２７４－１
ファミリーマート　東松山東平 355-0002 埼玉県東松山市大字東平２４５３－１
ファミリーマート　滑川 355-0814 埼玉県比企郡滑川町みなみ野３－１５－１８
ファミリーマート　熊谷新堀 360-0841 埼玉県熊谷市新堀１２７９－２
ファミリーマート　深谷南大通り 366-0801 埼玉県深谷市上野台２１９８番２
ファミリーマート　嵐山むさし台 355-0216 埼玉県比企郡嵐山町むさし台二丁目１番地３
ファミリーマート　秩父本町 368-0044 埼玉県秩父市本町１－１
ファミリーマート　深谷針ヶ谷 369-0213 埼玉県深谷市針ヶ谷５４６－１
ファミリーマート　寄居花園橋南 369-1216 埼玉県大里郡寄居町大字富田９８番１
ファミリーマート　秩父中宮地 368-0022 埼玉県秩父市中宮地町８番４号
ファミリーマート　寄居富田 369-1216 埼玉県大里郡寄居町大字富田３５７２－２
ファミリーマート　秩父上野町 368-0031 埼玉県秩父市上野町３９－５



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　秩父野坂町 368-0033 埼玉県秩父市野坂町２－１６－４８
ファミリーマート　秩父小鹿野町 368-0101 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野２００９番１
ファミリーマート　道の駅大滝温泉 369-1901 埼玉県秩父市大滝４２７７－８
ファミリーマート　寄居 369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居六供３９２番
ファミリーマート　Ｄ’ＳＴＡＴＩＯＮ花園 369-1245 埼玉県深谷市荒川４０４番地Ｄ’ステーション花園店内
ファミリーマート　江南成沢 360-0115 埼玉県熊谷市成沢１１３－３
ファミリーマート　熊谷万平町 360-0034 埼玉県熊谷市万平町１丁目２６１８－２
ファミリーマート　熊谷拾六間 360-0847 埼玉県熊谷市籠原南二丁目３０１番地
ファミリーマート　東松山インター 355-0073 埼玉県東松山市大字上野本８７番２
ファミリーマート　熊谷武体 360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻５２０番地２
ファミリーマート　熊谷美土里町 360-0845 埼玉県熊谷市美土里町二丁目１２２
ファミリーマート　東松山松山町 355-0018 埼玉県東松山市松山町２丁目１２６１－１
ファミリーマート　東松山石橋 355-0072 埼玉県東松山市大字石橋１６８５－１５
ファミリーマート　東松山高坂 355-0048 埼玉県東松山市あずま町１丁目２０－５
ファミリーマート　東松山神明町 355-0021 埼玉県東松山市神明町二丁目１２番１７号
ファミリーマート　神川渡瀬 367-0301 埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬３２２
ファミリーマート　本庄日の出二丁目 367-0022 埼玉県本庄市日の出２丁目２－１０
ファミリーマート　本庄駅南一丁目 367-0041 埼玉県本庄市駅南１丁目３番２２号
ファミリーマート　ヤマキ東方 366-0041 埼玉県深谷市東方３２８９－１
ファミリーマート　本庄児玉東 367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉１７０４－１
ファミリーマート　深谷西大沼 366-0829 埼玉県深谷市西大沼字溜井３２７－１
ファミリーマート　深谷国済寺 366-0031 埼玉県深谷市国済寺町２６－２
ファミリーマート　入曽 350-1317 埼玉県狭山市水野字月見野４３４－１９
ファミリーマート　狭山台南 350-1304 埼玉県狭山市狭山台４－１８－６
ファミリーマート　入間川病院前 350-1306 埼玉県狭山市富士見１丁目１８番３号
ファミリーマート　新狭山二丁目 350-1331 埼玉県狭山市新狭山２丁目１６番２
ファミリーマート　狭山祇園 350-1307 埼玉県狭山市祇園９－１４
ファミリーマート　狭山けやき通り 350-1304 埼玉県狭山市狭山台４丁目４２番地
ファミリーマート　狭山堀兼 350-1312 埼玉県狭山市大字堀兼１０２８番の３
ファミリーマート　狭山水野 350-1317 埼玉県狭山市大字水野字本堀７１１番２
ファミリーマート　日高下鹿山 350-1233 埼玉県日高市大字下鹿山字白幡５－７
ファミリーマート　坂戸石井 350-0212 埼玉県坂戸市大字石井２３７７－３
ファミリーマート　鶴ヶ島富士見四丁目 350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見４丁目２－１３
ファミリーマート　野原五明 355-0343 埼玉県比企郡ときがわ町大字五明７６３－３
ファミリーマート　坂戸花影町 350-0236 埼玉県坂戸市花影町２３－４
ファミリーマート　坂戸駅南けやき通り 350-2211 埼玉県鶴ヶ島市脚折町１丁目１５－６
ファミリーマート　若葉駅西口 350-2206 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金８５１番４０
ファミリーマート　坂戸南町 350-0233 埼玉県坂戸市南町１７－１６
ファミリーマート　若葉駅東口 350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見１丁目１－１
ファミリーマート　鶴ヶ島高倉 350-2223 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉１２２８－１５
ファミリーマート　若葉駅西 350-2206 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金８７７番４０
ファミリーマート　城西大学前 350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町大字下川原字上殿９１２－１１２９３－３
ファミリーマート　坂戸塚越 350-0209 埼玉県坂戸市塚越１２３２－１
ファミリーマート　日高上鹿山 350-1234 埼玉県日高市大字上鹿山６５８番地１
ファミリーマート　圏央狭山インター 357-0013 埼玉県飯能市芦苅場３５２－６
ファミリーマート　坂戸薬師町 350-0229 埼玉県坂戸市薬師町２８番８
ファミリーマート　坂戸駅北口 350-0225 埼玉県坂戸市日の出町３番５号
ファミリーマート　東飯能駅西口 357-0034 埼玉県飯能市東町１－５
ファミリーマート　飯能上畑 357-0053 埼玉県飯能市大字上畑２４５番１
ファミリーマート　飯能駅北口 357-0038 埼玉県飯能市仲町１１－２１
ファミリーマート　飯能双柳 357-0021 埼玉県飯能市大字双柳５５９
ファミリーマート　日高高萩 350-1213 埼玉県日高市大字高萩２２７８番２
ファミリーマート　飯能駅前 357-0038 埼玉県飯能市仲町１０－５　さくらビル１Ｆ
ファミリーマート　飯能駅南口 357-0036 埼玉県飯能市南町１－２４
ファミリーマート　飯能東吾野 357-0205 埼玉県飯能市白子３６５番地
ファミリーマート　飯能岩沢 357-0023 埼玉県飯能市大字岩沢３１８－１
ファミリーマート　日高旭ヶ丘 350-1203 埼玉県日高市大字旭ケ丘７２７番２
ファミリーマート　柏原ニュータウン 350-1335 埼玉県狭山市柏原３１６１番１０４
ファミリーマート　狭山赤坂 350-1313 埼玉県狭山市大字上赤坂６１９番地２
ファミリーマート　狭山柏原南 350-1335 埼玉県狭山市柏原字上河内５６番１
ファミリーマート　狭山広瀬 350-1319 埼玉県狭山市広瀬１丁目８－１
ファミリーマート　飯能芦苅場 357-0013 埼玉県飯能市芦苅場１８３
ファミリーマート　狭山東三ツ木 350-1302 埼玉県狭山市大字東三ツ木字東原４５６－１
ファミリーマート　新狭山駅前 350-1331 埼玉県狭山市新狭山３－１－１
ファミリーマート　坂戸青木 350-0207 埼玉県坂戸市大字青木７６４－１
ファミリーマート　鶴ヶ島鉄砲通り 350-2213 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折２１３１
ファミリーマート　鳩山ニュータウン 350-0313 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘１丁目１－３
ファミリーマート　鳩山石坂 350-0311 埼玉県比企郡鳩山町大字石坂９４１番１３
ファミリーマート　鶴ヶ島鶴ヶ丘 350-2204 埼玉県鶴ヶ島市鶴ケ丘４０３－３
ファミリーマート　圏央道鶴ヶ島西 350-2223 埼玉県鶴ヶ島市高倉１１６５－６
ファミリーマート　毛呂山埼玉医大前 350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷６７７－２
ファミリーマート　坂戸千代田一丁目 350-0214 埼玉県坂戸市千代田１丁目１６－６
ファミリーマート　鶴ヶ島藤金 350-2206 埼玉県鶴ヶ島市藤金３４４－１
ファミリーマート　狭山富士見通り 350-1308 埼玉県狭山市中央４丁目１５－６
ファミリーマート　狭山市駅西口 350-1305 埼玉県狭山市入間川１丁目１番
ファミリーマート　飯能日高団地 350-1257 埼玉県日高市横手１丁目１６－１
ファミリーマート　日高南平沢 350-1206 埼玉県日高市大字南平沢１２６１番地６
ファミリーマート　飯能加治小学校前 357-0044 埼玉県飯能市大字川寺４７９番地１
ファミリーマート　狭山笹井 350-1327 埼玉県狭山市大字笹井２７１２番地の１
ファミリーマート　狭山 350-1334 埼玉県狭山市狭山２４ー３１
ファミリーマート　飯能青木 357-0003 埼玉県飯能市大字青木６６－１
ファミリーマート　狭山台二丁目 350-1304 埼玉県狭山市狭山台２丁目２８番７
ファミリーマート　宮原駅西口 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目５０９番地　佐藤ビル１階
ファミリーマート　上尾西口 362-0075 埼玉県上尾市柏座１－１１－１１
ファミリーマート　吉川平沼一丁目 342-0056 埼玉県吉川市平沼一丁目４番地３
ファミリーマート　さいたま日進町南 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１２０３番１
ファミリーマート　草加弁天町 340-0004 埼玉県草加市弁天４丁目１２－３６
ファミリーマート　Ｐａｓａｒ羽生 348-0004 埼玉県羽生市弥勒字三新田８２４東北自動車道羽生ＰＡ（下り線）
ファミリーマート　久喜インター 346-0029 埼玉県久喜市江面１７１５－７
ファミリーマート　鶴ヶ島五味ケ谷 350-2202 埼玉県鶴ヶ島市大字五味ケ谷字番田３０７番地１号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　高坂駅東口 355-0047 埼玉県東松山市大字高坂９６３－２
ファミリーマート　児玉工業団地 369-0307 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７１番１
ファミリーマート　秩父皆野 369-1412 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野３６－７
ファミリーマート　本庄児玉インター 367-0035 埼玉県本庄市西富田４９４番地４
ファミリーマート　嵐山 355-0227 埼玉県比企郡嵐山町千手堂３７－１
ファミリーマート　坂東大橋南 367-0072 埼玉県本庄市大字沼和田３７３－１
ファミリーマート　狭山市駅東口 350-1307 埼玉県狭山市祇園４－５５エミオ狭山市１Ｆ
ファミリーマート　川越上寺山西 350-0826 埼玉県川越市大字上寺山５２０－２
ファミリーマート　川越的場北 350-1101 埼玉県川越市的場２３０９番地１
ファミリーマート　川越八幡通り 350-0044 埼玉県川越市通町２４ー９
ファミリーマート　新狭山 350-1331 埼玉県狭山市新狭山２丁目４－１１
ファミリーマート　所沢榎町 359-1104 埼玉県所沢市榎町７－１１
ファミリーマート　新所沢駅東口 359-0044 埼玉県所沢市松葉町１１番２
ファミリーマート　小手指駅北口 359-1141 埼玉県所沢市小手指町１丁目１－１
ファミリーマート　所沢松が丘 359-1132 埼玉県所沢市松が丘１－８１
ファミリーマート　入間グリーンヒル 358-0013 埼玉県入間市大字上藤沢４０６－１
ファミリーマート　飯能阿須 357-0046 埼玉県飯能市大字阿須８５１－９
ファミリーマート　埼玉県庁 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号埼玉県庁第二庁舎Ｂ１Ｆ及び本庁舎Ｂ１Ｆ
ファミリーマート　さいたま桜木町 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目３６２
ファミリーマート　指扇駅前 331-0074 埼玉県さいたま市西区宝来１７１７－６
ファミリーマート　大宮仲町二丁目 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目７５番１
ファミリーマート　大宮中央 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１５９
ファミリーマート　さいたま南部領辻 336-0973 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻２７９５番地１
ファミリーマート　トモニー小手指駅 359-1141 埼玉県所沢市小手指町１丁目８－１
ファミリーマート　トモニー入間市駅 358-0008 埼玉県入間市河原町２－１
ファミリーマート　トモニー飯能駅 357-0038 埼玉県飯能市仲町１１－２１
ファミリーマート　トモニー狭山市駅 350-1305 埼玉県狭山市入間川１丁目１－１
ファミリーマート　ＴＸ三郷中央駅 341-0038 埼玉県三郷市中央１－１
ファミリーマート　ＴＸ八潮駅 340-0822 埼玉県八潮市大瀬６－５－１
ファミリーマート　鴻巣笠原 365-0023 埼玉県鴻巣市笠原７２９－１
ファミリーマート　東松山駅 355-0028 埼玉県東松山市箭弓町１丁目１２－１１　東武東松山駅構内
ファミリーマート　ふじみ野駅 354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東１丁目２６番地
ファミリーマート　川越駅ホーム 350-1122 埼玉県川越市脇田町２４－９
ファミリーマート　Ｐａｓａｒ三芳 354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富２２０４
ファミリーマート　市川八幡二丁目 272-0021 千葉県市川市八幡二丁目８番１３号
ファミリーマート　市川駅東 272-0035 千葉県市川市新田五丁目１８番１３号
ファミリーマート　市川駅北 272-0034 千葉県市川市市川１－１３－３２
ファミリーマート　市川新田 272-0035 千葉県市川市新田４－８－２５
ファミリーマート　本八幡駅南口 272-0023 千葉県市川市南八幡４－１５－１６
ファミリーマート　市川曽谷一丁目 272-0832 千葉県市川市曽谷１丁目２０番２１号
ファミリーマート　東京歯科大学市川総合病院272-0824 千葉県市川市菅野５－１１－１３
ファミリーマート　薬ヒグチ行徳駅前公園 272-0133 千葉県市川市行徳駅前四丁目２２番１
ファミリーマート　市川下貝塚二丁目 272-0821 千葉県市川市下貝塚２－３５－１５
ファミリーマート　市川曽谷七丁目 272-0832 千葉県市川市曽谷七丁目３２番７号
ファミリーマート　市川南大野 272-0804 千葉県市川市南大野１－４０
ファミリーマート　市川北インター東 272-0833 千葉県市川市東国分二丁目２番１号
ファミリーマート　浦安東野一丁目 279-0042 千葉県浦安市東野１－３－１
ファミリーマート　市川相之川 272-0143 千葉県市川市相之川三丁目８－１
ファミリーマート　アトレ新浦安 279-0012 千葉県浦安市入船１丁目１番の１　１階６０７０
ファミリーマート　サクマ南行徳駅 272-0143 千葉県市川市相之川４丁目１７番２
ファミリーマート　市川宝二丁目 272-0122 千葉県市川市宝二丁目１５番４号
ファミリーマート　市川相之川二丁目 272-0143 千葉県市川市相之川２－６－１９
ファミリーマート　ニーズ浦安 279-0002 千葉県浦安市北栄二丁目４番１１号
ファミリーマート　市川新井一丁目 272-0144 千葉県市川市新井一丁目６番８号
ファミリーマート　本八幡駅西 272-0021 千葉県市川市八幡３－６－６
ファミリーマート　市川行徳街道 272-0143 千葉県市川市相之川１－１－７
ファミリーマート　妙典駅西口 272-0115 千葉県市川市富浜２－６－１マーヴみょうでん
ファミリーマート　市川インター 272-0026 千葉県市川市東大和田１－２４－２３
ファミリーマート　下総中山駅南口 273-0035 千葉県船橋市本中山３－１４－２０
ファミリーマート　市川大野駅前 272-0805 千葉県市川市大野町２－２０５
ファミリーマート　市川入船 272-0134 千葉県市川市入船１４番１
ファミリーマート　菅野一丁目 272-0824 千葉県市川市菅野一丁目７番２５－１０１号
ファミリーマート　浦安海楽 279-0003 千葉県浦安市海楽１－１－７
ファミリーマート　浦安北栄四丁目 279-0002 千葉県浦安市北栄４－１７－４７
ファミリーマート　浦安富士見三丁目 279-0043 千葉県浦安市富士見３－１－２
ファミリーマート　浦安北栄 279-0002 千葉県浦安市北栄４－２８－１１
ファミリーマート　浦安富士見一丁目 279-0043 千葉県浦安市富士見一丁目５番１号
ファミリーマート　市川二俣 272-0001 千葉県市川市二俣一丁目６番１２号
ファミリーマート　市川東菅野 272-0823 千葉県市川市東菅野三丁目２９番３号
ファミリーマート　市川北方二丁目 272-0815 千葉県市川市北方二丁目２４番１３号
ファミリーマート　市川宮久保 272-0822 千葉県市川市宮久保三丁目３６番１２号
ファミリーマート　市川大野町四丁目 272-0805 千葉県市川市大野町４丁目２４７５－１
ファミリーマート　船橋古和釜 274-0061 千葉県船橋市古和釜町６０５－２
ファミリーマート　白井堀込 270-1424 千葉県白井市堀込１丁目１番４５号
ファミリーマート　船橋金杉 273-0853 千葉県船橋市金杉３丁目１番４号
ファミリーマート　前原駅前 274-0824 千葉県船橋市前原東４丁目１８番１号
ファミリーマート　船橋芝山四丁目 274-0816 千葉県船橋市芝山四丁目１８番４号
ファミリーマート　船橋飯山満町二丁目 274-0822 千葉県船橋市飯山満町２丁目６８５－１
ファミリーマート　船橋坪井町 274-0060 千葉県船橋市坪井東２丁目１５番１１号
ファミリーマート　船橋本中山 273-0035 千葉県船橋市本中山５丁目２番４０号
ファミリーマート　船橋駿河台 273-0862 千葉県船橋市駿河台２－９－３０
ファミリーマート　花輪インター 273-0002 千葉県船橋市東船橋５丁目１５番２５号
ファミリーマート　下総中山駅北口 273-0035 千葉県船橋市本中山２丁目１９－１
ファミリーマート　船橋南本町 273-0004 千葉県船橋市南本町１０－１３
ファミリーマート　中山競馬場前 273-0037 千葉県船橋市古作二丁目１番５号
ファミリーマート　船橋海神二丁目 273-0021 千葉県船橋市海神２丁目１７番２９号
ファミリーマート　船橋印内三丁目 273-0039 千葉県船橋市印内３丁目３番２５号
ファミリーマート　船橋駅東 273-0005 千葉県船橋市本町５－１－４
ファミリーマート　船橋フェイスビル 273-0005 千葉県船橋市本町１丁目３
ファミリーマート　東船橋駅南口 273-0002 千葉県船橋市東船橋４丁目３１番１号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　東海神駅前 273-0005 千葉県船橋市本町７丁目２３－１３
ファミリーマート　船橋習志野台四丁目 274-0063 千葉県船橋市習志野台４－１４－１４
ファミリーマート　寺島習志野台 274-0063 千葉県船橋市習志野台４－８１－２０
ファミリーマート　船橋三山八丁目 274-0072 千葉県船橋市三山八丁目２５番１５号
ファミリーマート　船橋習志野台五丁目 274-0063 千葉県船橋市習志野台五丁目２番地６号
ファミリーマート　西船橋駅北口 273-0031 千葉県船橋市西船４丁目２９－８
ファミリーマート　西船四丁目 273-0031 千葉県船橋市西船四丁目１７番８号
ファミリーマート　北習志野駅西口 274-0815 千葉県船橋市西習志野３丁目２７－５
ファミリーマート　ルーキー丸山四丁目 273-0048 千葉県船橋市丸山４－２６
ファミリーマート　原木中山駅北 273-0035 千葉県船橋市本中山７丁目１０－１０
ファミリーマート　原木中山駅前 273-0035 千葉県船橋市本中山７－２２
ファミリーマート　船橋藤原 273-0047 千葉県船橋市藤原５－１－５
ファミリーマート　船橋印内町 273-0025 千葉県船橋市印内町６７４－７
ファミリーマート　船橋夏見 273-0865 千葉県船橋市夏見４丁目４－２５
ファミリーマート　馬込沢駅前 273-0115 千葉県鎌ケ谷市東道野辺７－４２３－１
ファミリーマート　船橋実籾街道 274-0071 千葉県船橋市習志野２－１２－１３
ファミリーマート　船橋習志野四丁目 274-0071 千葉県船橋市習志野４丁目８番１２号
ファミリーマート　船橋三咲二丁目 274-0812 千葉県船橋市三咲二丁目２番１５号
ファミリーマート　船橋咲が丘 274-0807 千葉県船橋市咲が丘１―２５―１５
ファミリーマート　船橋大穴町 274-0066 千葉県船橋市大穴町６３６－１２
ファミリーマート　二和向台駅前 274-0805 千葉県船橋市二和東５－２５－３６
ファミリーマート　鎌ヶ谷東初富 273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富１丁目３－６
ファミリーマート　鎌ヶ谷南初富 273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富二丁目１０番５４号
ファミリーマート　船橋小野田町 274-0081 千葉県船橋市小野田町１５１６－４
ファミリーマート　小室駅前 270-1471 千葉県船橋市小室町３３２１番地
ファミリーマート　船橋小室町 270-1471 千葉県船橋市小室町３１０９番地２
ファミリーマート　くぬぎ山四丁目 273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山４丁目１２－４３
ファミリーマート　鎌ヶ谷くぬぎ山駅前 273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山４丁目２－３５
ファミリーマート　船橋本町一丁目 273-0005 千葉県船橋市本町１－１３－１０
ファミリーマート　船橋本町四丁目 273-0005 千葉県船橋市本町４－３７－１３
ファミリーマート　プラウドタワー船橋 273-0005 千葉県船橋市本町５－４－５　Ｎ－１
ファミリーマート　船橋三山七丁目 274-0072 千葉県船橋市三山７丁目８番６号
ファミリーマート　船橋湊町一丁目 273-0011 千葉県船橋市湊町一丁目１番１号
ファミリーマート　船橋駅北 273-0005 千葉県船橋市本町６丁目１番３号
ファミリーマート　船橋本町七丁目 273-0005 千葉県船橋市本町７－１０－４
ファミリーマート　船橋湊町 273-0011 千葉県船橋市湊町３－４－１７
ファミリーマート　船橋夏見台 273-0866 千葉県船橋市夏見台１丁目１３番１２号
ファミリーマート　八千代村上 276-0028 千葉県八千代市村上１９０２－１７
ファミリーマート　八千代大和田 276-0045 千葉県八千代市大和田１０４１－１
ファミリーマート　幕張本郷七丁目 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－４－２９
ファミリーマート　大久保一丁目 275-0011 千葉県習志野市大久保一丁目２７番３
ファミリーマート　八千代医療センター前 276-0046 千葉県八千代市大和田新田４８３番６５
ファミリーマート　千葉三角町 262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町６５７－２
ファミリーマート　幕張本郷一丁目 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１－３６－１
ファミリーマート　東習志野一丁目 275-0001 千葉県習志野市東習志野１丁目３－１６
ファミリーマート　千葉検見川五丁目 262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町５丁目１－１
ファミリーマート　幕張町 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町１丁目７７８０－３
ファミリーマート　東習志野三丁目 275-0001 千葉県習志野市東習志野三丁目１４－１７
ファミリーマート　新検見川駅前 262-0025 千葉県千葉市花見川区花園一丁目８番２０号
ファミリーマート　おおくぼ津田沼 275-0026 千葉県習志野市谷津１－１４－１
ファミリーマート　八千代大和田新田 276-0046 千葉県八千代市大和田新田１０６１番地１
ファミリーマート　千葉長作町 262-0044 千葉県千葉市花見川区長作町１３１０番地１
ファミリーマート　八千代緑ヶ丘駅南 276-0046 千葉県八千代市大和田新田９８８番１
ファミリーマート　千葉柏井町 262-0041 千葉県千葉市花見川区柏井町１５７５－１
ファミリーマート　日大生産工学部前 275-0011 千葉県習志野市大久保３－１２－１５
ファミリーマート　千葉天戸町 262-0043 千葉県千葉市花見川区天戸町１４６２番３
ファミリーマート　八千代高津 276-0036 千葉県八千代市高津６７５番地１
ファミリーマート　八千代大和田新田東 276-0046 千葉県八千代市大和田新田４３１番地９
ファミリーマート　八千代緑が丘西 276-0040 千葉県八千代市緑が丘西二丁目１３番８
ファミリーマート　緑が丘西五丁目 276-0040 千葉県八千代市緑が丘西五丁目１－３
ファミリーマート　八千代台南 276-0033 千葉県八千代市八千代台南２丁目２番１号
ファミリーマート　印西中央北 270-1350 千葉県印西市中央北一丁目３番１
ファミリーマート　八千代島田台 276-0004 千葉県八千代市島田台９８８番２
ファミリーマート　印西木下 270-1328 千葉県印西市木下南２－１０－２
ファミリーマート　グッドマンビジネスパーク 270-1369 千葉県印西市鹿黒南３丁目４番地１
ファミリーマート　印西小倉台 270-1356 千葉県印西市小倉台四丁目６番２
ファミリーマート　津田沼南口 275-0026 千葉県習志野市谷津７丁目７番９号
ファミリーマート　幕張テクノガーデン 261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデンＤ棟２Ｆ
ファミリーマート　幕張住友ビル 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－７－１
ファミリーマート　習志野鷺沼 275-0014 千葉県習志野市鷺沼１－６－３
ファミリーマート　習志野実籾 275-0002 千葉県習志野市実籾四丁目２０番６号
ファミリーマート　花見川畑町 262-0018 千葉県千葉市花見川区畑町５８７－１
ファミリーマート　八千代台駅東口 276-0033 千葉県八千代市八千代台南１丁目１－２　第一小池ビル
ファミリーマート　高洲二丁目 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲２－３－１５
ファミリーマート　千葉登戸四丁目 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸四丁目５番９号
ファミリーマート　千葉稲丘町 263-0033 千葉県千葉市稲毛区稲丘町３５番２
ファミリーマート　千葉富士見二丁目 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２丁目５－３
ファミリーマート　千葉南町三丁目 260-0842 千葉県千葉市中央区南町３丁目７番１２号
ファミリーマート　千葉みつわ台五丁目 264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台５－１２－１４
ファミリーマート　千葉小深町 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町４８－１
ファミリーマート　稲毛長沼 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３７番６
ファミリーマート　西千葉駅前 263-0022 千葉県千葉市稲毛区弥生町２－２１
ファミリーマート　稲毛東三丁目 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１５－５
ファミリーマート　稲毛穴川一丁目 263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川一丁目７番１号
ファミリーマート　千葉愛生町 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町７１７－４
ファミリーマート　千葉駅東口 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１丁目１－１
ファミリーマート　稲毛山王 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町１５１－３
ファミリーマート　千葉天台 263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台５丁目２３－１７
ファミリーマート　千葉新田町 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町１番１号　ＩＭＩ未来ビル１Ｆ
ファミリーマート　千葉山王町 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町２４７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　千葉本町二丁目 260-0012 千葉県千葉市中央区本町二丁目２番１３
ファミリーマート　千葉旭町 260-0002 千葉県千葉市中央区旭町７－１
ファミリーマート　千葉大学病院 260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻１丁目８－１
ファミリーマート　千葉鶴沢 260-0003 千葉県千葉市中央区鶴沢町２０－２４
ファミリーマート　千葉小倉町 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町７８１番１
ファミリーマート　千葉浜野中央 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町９５１番
ファミリーマート　南生実町 260-0814 千葉県千葉市中央区南生実町７５５番５
ファミリーマート　千葉若松町 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町２０９２－９
ファミリーマート　千葉大草町 264-0011 千葉県千葉市若葉区大草町７番１
ファミリーマート　若葉若松町 264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町９５１－１６
ファミリーマート　登戸小学校前 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉三丁目３－４
ファミリーマート　千葉栄町南通り 260-0016 千葉県千葉市中央区栄町１番３
ファミリーマート　千葉中央一丁目 260-0013 千葉県千葉市中央区中央一丁目１番９
ファミリーマート　千葉轟町一丁目 263-0021 千葉県千葉市稲毛区轟町１丁目５番１号
ファミリーマート　稲毛園生町南 263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町４８７番７０
ファミリーマート　千葉富士見 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２丁目１４－１　千葉ＥＸビル１階
ファミリーマート　千葉黒砂台一丁目 263-0041 千葉県千葉市稲毛区黒砂台１丁目１１－４
ファミリーマート　稲毛小仲台九丁目 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台九丁目８０６番１
ファミリーマート　千葉長沼原 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１６番地１
ファミリーマート　多田屋稲毛 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目６番１
ファミリーマート　稲毛小中台町 263-0044 千葉県千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４
ファミリーマート　千葉末広四丁目 260-0843 千葉県千葉市中央区末広４丁目１３－７
ファミリーマート　本千葉駅東口 260-0854 千葉県千葉市中央区長洲一丁目２５番４号
ファミリーマート　千葉仁戸名 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町５１５番１２
ファミリーマート　千葉金親町 264-0001 千葉県千葉市若葉区金親町２４３－５
ファミリーマート　千葉中田町 265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町１１６１－１
ファミリーマート　千葉松ヶ丘 260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町１１９２－１
ファミリーマート　千葉御成台 265-0077 千葉県千葉市若葉区御成台１丁目１４－９
ファミリーマート　新松戸駅前 270-0034 千葉県松戸市新松戸１－４８２
ファミリーマート　南流山二丁目 270-0163 千葉県流山市南流山二丁目１５番１
ファミリーマート　新松戸三丁目 270-0034 千葉県松戸市新松戸三丁目１３０番地
ファミリーマート　新松戸六丁目 270-0034 千葉県松戸市新松戸六丁目１７
ファミリーマート　新松戸二丁目 270-0034 千葉県松戸市新松戸二丁目１１５番２
ファミリーマート　新松戸一丁目 270-0034 千葉県松戸市新松戸一丁目４３２番
ファミリーマート　松戸幸田 270-0001 千葉県松戸市幸田２４１番１
ファミリーマート　松戸大金平 270-0006 千葉県松戸市大金平５－３７３－１
ファミリーマート　流山前ヶ崎 270-0144 千葉県流山市前ケ崎３６６－１他
ファミリーマート　小金原八丁目 270-0021 千葉県松戸市小金原八丁目７－５
ファミリーマート　八洋ＧＬＰ流山 270-0124 千葉県流山市南字上耕地３１９番１
ファミリーマート　南流山駅前 270-0163 千葉県流山市南流山１－１－２
ファミリーマート　流山こうのす台 270-0102 千葉県流山市こうのす台１５９３－１
ファミリーマート　流山初石 270-0121 千葉県流山市西初石３－１４６０－５
ファミリーマート　専大松戸高校前 271-0064 千葉県松戸市上本郷３６３５
ファミリーマート　流山インター南 270-0175 千葉県流山市三輪野山３－１７－９
ファミリーマート　流山三輪野山 270-0175 千葉県流山市三輪野山２丁目１１２８－１
ファミリーマート　稔台一丁目 270-2231 千葉県松戸市稔台１－７－５　　
ファミリーマート　八柱桜通り 270-2265 千葉県松戸市常盤平陣屋前８－１１
ファミリーマート　柏駅末広町 277-0842 千葉県柏市末広町５－１ベルウッドビル１Ｆ
ファミリーマート　柏駅西口 277-0852 千葉県柏市旭町１－１－７第５彰栄ビル
ファミリーマート　松戸稔台 270-2231 千葉県松戸市稔台４６０－１
ファミリーマート　みのり台駅前通り 270-2231 千葉県松戸市稔台一丁目３０－３
ファミリーマート　新八柱駅前 270-2253 千葉県松戸市日暮１丁目１６－１
ファミリーマート　松戸柿の木 271-0088 千葉県松戸市二十世紀が丘柿の木町１番地
ファミリーマート　二十世紀が丘 271-0084 千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町４１番
ファミリーマート　松戸本町 271-0091 千葉県松戸市本町７－３　松屋ビル
ファミリーマート　松戸和名ヶ谷 270-2232 千葉県松戸市和名ケ谷６８５番１
ファミリーマート　松戸駅西口 271-0091 千葉県松戸市本町１－１２
ファミリーマート　松戸小金 270-0014 千葉県松戸市小金１６番地
ファミリーマート　松戸西 271-0091 千葉県松戸市本町２０－１２
ファミリーマート　松戸東 271-0092 千葉県松戸市松戸１０１８－１
ファミリーマート　松戸松飛台 270-2214 千葉県松戸市松飛台１７２番２
ファミリーマート　松戸牧の原 270-2218 千葉県松戸市五香西３丁目８番１２
ファミリーマート　松戸紙敷 270-2221 千葉県松戸市紙敷９３５番地の１
ファミリーマート　松戸岩瀬 271-0074 千葉県松戸市緑ケ丘１丁目１－１
ファミリーマート　松戸梨香台 270-2222 千葉県松戸市高塚新田２８６－１
ファミリーマート　常盤平六丁目 270-2261 千葉県松戸市常盤平六丁目２番地９号
ファミリーマート　牧の原二丁目 270-2267 千葉県松戸市牧の原２－４８－１
ファミリーマート　松戸五香西 270-2218 千葉県松戸市五香西二丁目１番１２
ファミリーマート　江戸川台駅東口 270-0111 千葉県流山市江戸川台東２丁目４
ファミリーマート　おおたかの森 270-0139 千葉県流山市おおたかの森南一丁目２４－７
ファミリーマート　松戸栄町西四丁目 271-0061 千葉県松戸市栄町西四丁目１１７１番１
ファミリーマート　運河駅西口 270-0101 千葉県流山市東深井４０９
ファミリーマート　むらた小金原 270-0021 千葉県松戸市小金原７－４－１
ファミリーマート　五香駅東口 270-2251 千葉県松戸市金ケ作４０８
ファミリーマート　松戸新田駅前 270-2241 千葉県松戸市松戸新田４５６－２２
ファミリーマート　小金原二丁目 270-0021 千葉県松戸市小金原２丁目９－８
ファミリーマート　松戸幸谷 270-0017 千葉県松戸市幸谷１５０７－２２
ファミリーマート　松戸六高台二丁目 270-2203 千葉県松戸市六高台２丁目５２番地の１
ファミリーマート　常盤平けやき通り 270-2261 千葉県松戸市常盤平７－１９－１５
ファミリーマート　常盤平双葉町 270-2262 千葉県松戸市常盤平双葉町１３番１
ファミリーマート　京金馬橋駅前 271-0051 千葉県松戸市馬橋１２２
ファミリーマート　馬橋西口 271-0047 千葉県松戸市西馬橋幸町３５
ファミリーマート　松戸中根長津町 271-0054 千葉県松戸市中根長津町１１９－２
ファミリーマート　松戸栄町 271-0062 千葉県松戸市栄町６丁目４３８番１
ファミリーマート　松戸七畝割 271-0092 千葉県松戸市松戸２３０１－１０
ファミリーマート　松戸新田西 270-2241 千葉県松戸市松戸新田２９５番２
ファミリーマート　北松戸駅西口 271-0064 千葉県松戸市上本郷９１１番地２
ファミリーマート　野田二川 270-0212 千葉県野田市新田戸５７９
ファミリーマート　野田七光台 278-0051 千葉県野田市七光台３９７番１
ファミリーマート　野田目吹 278-0001 千葉県野田市目吹１０２３番１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　清水公園東 278-0047 千葉県野田市清水公園東一丁目１０番２他
ファミリーマート　野田谷津 278-0000 千葉県野田市谷吉１０９番地の１
ファミリーマート　野田ふなかた 270-0233 千葉県野田市船形８８４番地１
ファミリーマート　野田仲町 278-0037 千葉県野田市野田３４７
ファミリーマート　野田大殿井 278-0017 千葉県野田市大殿井３０３－１
ファミリーマート　野田堤根 278-0021 千葉県野田市堤根１１２－６
ファミリーマート　野田上花輪 278-0033 千葉県野田市上花輪１３４３－５
ファミリーマート　野田梅郷 278-0022 千葉県野田市山崎１９７９－１
ファミリーマート　野田中根 278-0031 千葉県野田市中根新田字鹿島前２１８番８９
ファミリーマート　野田宮崎 278-0005 千葉県野田市宮崎１２３番１０
ファミリーマート　野田警察署前 278-0005 千葉県野田市宮崎８１－１
ファミリーマート　天王台駅柴崎台 270-1176 千葉県我孫子市柴崎台１丁目１０番１号
ファミリーマート　我孫子湖北台 270-1132 千葉県我孫子市湖北台７－１３－５８
ファミリーマート　柏柳戸 270-1454 千葉県柏市柳戸５２２－１
ファミリーマート　柏大津ヶ丘 277-0921 千葉県柏市大津ケ丘１－２９－３
ファミリーマート　柏大津ヶ丘四丁目 277-0921 千葉県柏市大津ケ丘４丁目１番５号
ファミリーマート　柏南増尾七丁目 277-0054 千葉県柏市南増尾７丁目４番２８号
ファミリーマート　柏中央一丁目 277-0023 千葉県柏市中央１－５－９
ファミリーマート　天王台駅前 270-1143 千葉県我孫子市天王台１－１－２
ファミリーマート　北柏三丁目 277-0832 千葉県柏市北柏３丁目１３－１９
ファミリーマート　薬ヒグチ柏 277-0005 千葉県柏市柏二丁目３番１号　オークプラザ２　１階
ファミリーマート　我孫子湖北台三丁目 270-1132 千葉県我孫子市湖北台三丁目４番１号
ファミリーマート　北柏駅北口 277-0831 千葉県柏市根戸１８６４－４
ファミリーマート　我孫子本町 270-1151 千葉県我孫子市本町１丁目４番７
ファミリーマート　柏松ケ崎 277-0835 千葉県柏市松ケ崎字東前６１６－５
ファミリーマート　マツマル柏 277-0842 千葉県柏市末広町１１－１５
ファミリーマート　柏インター西 277-0805 千葉県柏市大青田字中山新田７４４－２１
ファミリーマート　柏五丁目 277-0005 千葉県柏市柏五丁目１番１号
ファミリーマート　柏たなか 277-0803 千葉県柏市小青田１丁目７－６
ファミリーマート　柏駅前 277-0852 千葉県柏市旭町１ー１ー２１
ファミリーマート　柏新富町 277-0863 千葉県柏市豊四季４８９－１
ファミリーマート　中嶋屋豊四季駅前 277-0863 千葉県柏市豊四季１００１レクセルプラザ豊四季
ファミリーマート　柏大井 277-0902 千葉県柏市大井４９９
ファミリーマート　柏藤ヶ谷 277-0931 千葉県柏市藤ケ谷１７９５－１７
ファミリーマート　柏富里 277-0081 千葉県柏市富里２－５－５
ファミリーマート　柏四丁目 277-0005 千葉県柏市柏四丁目１１番１０号
ファミリーマート　我孫子駅北口 270-1166 千葉県我孫子市我孫子１丁目９番１２号
ファミリーマート　柏南高柳 277-0944 千葉県柏市南高柳５６－４
ファミリーマート　柏豊四季 277-0863 千葉県柏市豊四季２２６－３
ファミリーマート　柏松葉町七丁目 277-0827 千葉県柏市松葉町７丁目１４－１
ファミリーマート　柏明原一丁目 277-0843 千葉県柏市明原一丁目８番１９
ファミリーマート　柏市民の森 277-0941 千葉県柏市高柳２番４
ファミリーマート　我孫子都 270-1102 千葉県我孫子市都６番地１
ファミリーマート　北柏駅前 277-0832 千葉県柏市北柏３－１－１　昭信ビル
ファミリーマート　我孫子新木 270-1119 千葉県我孫子市南新木１丁目２番地の１
ファミリーマート　西原三丁目 277-0885 千葉県柏市西原３丁目１番１号
ファミリーマート　柏駅東口 277-0005 千葉県柏市柏四丁目２番１号　リーフスクエア柏ビル
ファミリーマート　柏富勢 277-0831 千葉県柏市根戸４６７－２
ファミリーマート　柏若柴 277-0871 千葉県柏市若柴字入谷津１－５５
ファミリーマート　北柏台 277-0836 千葉県柏市北柏台５番２
ファミリーマート　我孫子駅前 270-1166 千葉県我孫子市我孫子一丁目１４番２８号
ファミリーマート　野田瀬戸 278-0012 千葉県野田市瀬戸４６４－１
ファミリーマート　柏東上町 277-0011 千葉県柏市東上町３－８柏パークホームズ１０１
ファミリーマート　柏花野井 277-0812 千葉県柏市花野井１８１０番地１
ファミリーマート　四街道中央 284-0005 千葉県四街道市鹿渡９３３－２２８
ファミリーマート　四街道物井 284-0016 千葉県四街道市もねの里２丁目１５番１４号
ファミリーマート　四街道鹿放ヶ丘 284-0008 千葉県四街道市鹿放ヶ丘４８７－１
ファミリーマート　芝山大里 289-1603 千葉県山武郡芝山町大里１番地２
ファミリーマート　京成成田駅前 286-0033 千葉県成田市花崎町８１４番地５６かわいビル１Ｆ
ファミリーマート　成田駅西口 286-0035 千葉県成田市囲護台１丁目４番４フィールドホーム第３ビル
ファミリーマート　富里インター 286-0221 千葉県富里市七栄１００１－８
ファミリーマート　八街富山 289-1141 千葉県八街市富山１３１４－４３
ファミリーマート　八街駅南口 289-1115 千葉県八街市八街ほ２２３－４
ファミリーマート　八街五方杭 289-1115 千葉県八街市八街ほ１０３０－１５
ファミリーマート　八街四木 289-1122 千葉県八街市八街へ１９９－２４５
ファミリーマート　成田エアカーゴセンター 286-0113 千葉県成田市南三里塚字宮原８７－２
ファミリーマート　八街長谷 289-1103 千葉県八街市八街に４５８－７６
ファミリーマート　成田本城 286-0114 千葉県成田市本城１５０－２
ファミリーマート　香取山之辺 287-0042 千葉県香取市山之辺１４４０－１
ファミリーマート　香取野田 289-0314 千葉県香取市野田２４７
ファミリーマート　東庄新宿 289-0611 千葉県香取郡東庄町新宿１１０９番地
ファミリーマート　香取小見川 289-0313 千葉県香取市小見川１００２番地
ファミリーマート　香取小川 289-0338 千葉県香取市下小川１２８８番地１
ファミリーマート　香取木内 289-0308 千葉県香取市木内１２１４－１
ファミリーマート　小見川工業団地 289-0341 千葉県香取市虫幡１１０２－１
ファミリーマート　小見川神里 289-0341 千葉県香取市虫幡３９０番地１
ファミリーマート　東庄笹川 289-0601 千葉県香取郡東庄町笹川い５５１番１
ファミリーマート　小見川大橋 289-0313 千葉県香取市小見川字八丁面５５８７
ファミリーマート　佐倉井野 285-0855 千葉県佐倉市井野１５３１－３
ファミリーマート　臼井駅北口 285-0864 千葉県佐倉市稲荷台１丁目１１番１
ファミリーマート　佐倉王子台 285-0837 千葉県佐倉市王子台６丁目２６番６
ファミリーマート　いわさわ大日 284-0001 千葉県四街道市大日１８６５番１
ファミリーマート　臼井駅南口 285-0837 千葉県佐倉市王子台３－３０－４ＶＩＭ臼井駅ビル１Ｆ
ファミリーマート　房総のむら 270-1505 千葉県印旛郡栄町竜角寺字前原１０４８－１
ファミリーマート　道の駅発酵の里こうざき 289-0224 千葉県香取郡神崎町松崎８５５番地
ファミリーマート　佐倉大崎台 285-0817 千葉県佐倉市大崎台１丁目１６番１
ファミリーマート　富里七栄南 286-0221 千葉県富里市七栄２２５－３８
ファミリーマート　成田上福田 286-0842 千葉県成田市上福田３３２
ファミリーマート　成田西三里塚 286-0115 千葉県成田市西三里塚２４５番７
ファミリーマート　成田南羽鳥 286-0805 千葉県成田市南羽鳥１８１２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　成田中通 286-0122 千葉県成田市大清水６７番５
ファミリーマート　成田宝田 286-0844 千葉県成田市宝田４２５
ファミリーマート　栄安食 270-1516 千葉県印旛郡栄町安食１７３２－２
ファミリーマート　酒々井駅前 285-0921 千葉県印旛郡酒々井町中川５０番地３　　岡田第一ビル　１Ｆ
ファミリーマート　横芝町 289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝１５１９－１
ファミリーマート　東金インター 283-0821 千葉県東金市小野６２－１
ファミリーマート　千葉高田町 266-0003 千葉県千葉市緑区高田町４０２－１６
ファミリーマート　横芝光町 289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝５４４－４
ファミリーマート　千葉平川町 266-0004 千葉県千葉市緑区平川町２３３０番地１
ファミリーマート　東金山田インター 283-0823 千葉県東金市山田１２１５番地２
ファミリーマート　松尾横芝インター 289-1757 千葉県山武郡横芝光町遠山２９４
ファミリーマート　土屋八日市場駅前 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ－１１１－５
ファミリーマート　八日市場米倉 289-2146 千葉県匝瑳市八日市場ホ１２４４－１
ファミリーマート　匝瑳高 289-2132 千葉県匝瑳市高４８１－１
ファミリーマート　旭東 289-2504 千葉県旭市ニ１９７０番１
ファミリーマート　旭川端 289-2511 千葉県旭市イ２６１６番地３
ファミリーマート　銚子駅前 288-0044 千葉県銚子市西芝町１４－１９
ファミリーマート　千葉干潟 289-0511 千葉県旭市鏑木３８３２番１７
ファミリーマート　東総干潟 289-0516 千葉県旭市米込１８２８－１０
ファミリーマート　銚子四日市場 288-0841 千葉県銚子市四日市場町２５９
ファミリーマート　銚子川口町 288-0001 千葉県銚子市川口町２－６５２４
ファミリーマート　茂原六ツ野 297-0012 千葉県茂原市六ツ野３１３３－１
ファミリーマート　長生七井土 299-4333 千葉県長生郡長生村七井土１４６２－１
ファミリーマート　茂原明光橋 297-0037 千葉県茂原市早野２９７６
ファミリーマート　茂原高師町 297-0021 千葉県茂原市高師町３－３
ファミリーマート　茂原東部台 297-0015 千葉県茂原市東部台二丁目２６－１
ファミリーマート　茂原千代田町 297-0023 千葉県茂原市千代田町二丁目４番６
ファミリーマート　長生岩沼 299-4336 千葉県長生郡長生村岩沼２５８８－１
ファミリーマート　長生一松海岸 299-4322 千葉県長生郡長生村驚５７７
ファミリーマート　一宮海岸 299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮字東台場１０１３２－１
ファミリーマート　勝浦出水 299-5235 千葉県勝浦市出水１２３３－２
ファミリーマート　いすみ大原 298-0004 千葉県いすみ市大原１２１０番地
ファミリーマート　大多喜石神 298-0256 千葉県夷隅郡大多喜町石神１４３－４
ファミリーマート　いすみ国府台 298-0112 千葉県いすみ市国府台８４５－１
ファミリーマート　国際武道大学前 299-5224 千葉県勝浦市新官田ノ谷１４３４番１
ファミリーマート　九十九里片貝 283-0104 千葉県山武郡九十九里町片貝３５５２－１
ファミリーマート　九十九里不動堂 283-0113 千葉県山武郡九十九里町不動堂４５０－５０
ファミリーマート　大網白里南今泉 299-3202 千葉県大網白里市南今泉１３０－２
ファミリーマート　山武白幡 289-1306 千葉県山武市白幡２０４０番地２
ファミリーマート　東金道庭 283-0003 千葉県東金市道庭８５０番１
ファミリーマート　ワンダーグー東金 283-0005 千葉県東金市田間２２２
ファミリーマート　東金南上宿 283-0066 千葉県東金市南上宿８番３
ファミリーマート　東金家之子 283-0001 千葉県東金市家之子４８１－２
ファミリーマート　千葉越智町 267-0055 千葉県千葉市緑区越智町７４７－３１
ファミリーマート　おゆみ野一丁目 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野一丁目２８番１
ファミリーマート　千葉誉田駅前 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２３番地
ファミリーマート　千葉茂呂町 266-0023 千葉県千葉市緑区茂呂町３９８－１
ファミリーマート　千葉あすみが丘九丁目 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘九丁目１－１
ファミリーマート　長柄国府里 297-0203 千葉県長生郡長柄町国府里５７３－１０
ファミリーマート　千葉おゆみ野五丁目 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野５丁目２９番１０号
ファミリーマート　おゆみ野中央七丁目 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央７丁目３７－１
ファミリーマート　茂原本納 299-4113 千葉県茂原市法目字立野７０８
ファミリーマート　茂原新小轡 297-0006 千葉県茂原市新小轡６－１
ファミリーマート　新茂原 297-0019 千葉県茂原市上林６２－１
ファミリーマート　大網新道 299-3251 千葉県大網白里市大網８３３番３
ファミリーマート　白子五井西 299-4211 千葉県長生郡白子町五井２４９２番地２
ファミリーマート　大網白里駒込 299-3235 千葉県大網白里市東駒込２番地７
ファミリーマート　大松屋五井西 290-0038 千葉県市原市五井西４－１６－９
ファミリーマート　大松屋牛久 290-0225 千葉県市原市牛久９１０－３
ファミリーマート　大松屋京葉 290-0038 千葉県市原市五井西四丁目１番１
ファミリーマート　市原五井更級通り 290-0056 千葉県市原市更級１丁目１－１
ファミリーマート　市原辰巳台西二丁目 290-0004 千葉県市原市辰巳台西２丁目４－２
ファミリーマート　サカモト高柳 292-0014 千葉県木更津市高柳２４６４－１
ファミリーマート　市原潮見通り 299-0102 千葉県市原市青柳８５－１
ファミリーマート　木更津朝日三丁目 292-0055 千葉県木更津市朝日３－１－１
ファミリーマート　木更津長須賀 292-0054 千葉県木更津市長須賀２００５
ファミリーマート　市原青柳三丁目 299-0102 千葉県市原市青柳三丁目２－７
ファミリーマート　木更津アカデミアパーク 292-0812 千葉県木更津市矢那１６５５番地
ファミリーマート　市原五井中央西 290-0081 千葉県市原市五井中央西２丁目１５－１
ファミリーマート　市原五井白金通り 290-0082 千葉県市原市五井中央南一丁目２５番地１４
ファミリーマート　千葉労災病院 290-0003 千葉県市原市辰巳台東２丁目１６
ファミリーマート　君津北 299-1161 千葉県君津市北子安字東山９０３－１７
ファミリーマート　鴨川和泉 296-0045 千葉県鴨川市和泉６３６－３
ファミリーマート　君津貞元 299-1133 千葉県君津市貞元１５２－１
ファミリーマート　市原有秋台 299-0115 千葉県市原市不入斗５０番地３
ファミリーマート　君津小糸 299-1107 千葉県君津市上２０８番地
ファミリーマート　市原姉崎 299-0111 千葉県市原市姉崎１９４６－１
ファミリーマート　館山バイパス 294-0045 千葉県館山市北条１２４１番１
ファミリーマート　富津湊 299-1607 千葉県富津市湊６６１－１
ファミリーマート　鋸南竜島 299-2118 千葉県安房郡鋸南町竜島７２９番１
ファミリーマート　ダイト富津関尻 299-1752 千葉県富津市関尻４４７番地１
ファミリーマート　木更津笹子 292-0032 千葉県木更津市笹子４４２－１
ファミリーマート　木更津駅前 292-0805 千葉県木更津市大和１丁目１番１５号木更津カイセイビル
ファミリーマート　木更津久津間 292-0004 千葉県木更津市久津間９８０番１
ファミリーマート　木更津駅東口 292-0057 千葉県木更津市東中央一丁目２番地４第一木更津駅前ビル１Ｆ
ファミリーマート　袖ヶ浦蔵波 299-0245 千葉県袖ケ浦市蔵波台七丁目１５番地２１
ファミリーマート　木更津金田東 292-0009 千葉県木更津市金田東１丁目３９－２
ファミリーマート　市原旭五所 290-0062 千葉県市原市八幡１１９－１
ファミリーマート　市原平成通り 290-0064 千葉県市原市東五所４番１
ファミリーマート　市原山倉 290-0201 千葉県市原市山倉字北笠松１５４番地



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　市原五井東 290-0055 千葉県市原市五井東３－６－１
ファミリーマート　市原五井中央 290-0056 千葉県市原市五井５５９０番地４
ファミリーマート　富津青木 293-0012 千葉県富津市青木２丁目８番地の９
ファミリーマート　富津大堀 293-0001 千葉県富津市大堀５４７
ファミリーマート　富津大堀中央 293-0001 千葉県富津市大堀１２番地
ファミリーマート　君津西坂田 299-1145 千葉県君津市西坂田３丁目１２番６号
ファミリーマート　君津杢師 299-1163 千葉県君津市杢師三丁目２１番２外
ファミリーマート　木更津南インター 292-0815 千葉県木更津市大久保４４４－１
ファミリーマート　君津下湯江 299-1131 千葉県君津市下湯江１１２８
ファミリーマート　君津人見 299-1147 千葉県君津市人見四丁目９－３２
ファミリーマート　君津西 299-1147 千葉県君津市人見９８３番地１
ファミリーマート　市原ちはら台東三丁目 290-0141 千葉県市原市ちはら台東３丁目５－５
ファミリーマート　市原新生 290-0257 千葉県市原市新生５５７－１番地
ファミリーマート　市原古市場 290-0008 千葉県市原市古市場１３７番３
ファミリーマート　市原五井西六丁目 290-0038 千葉県市原市五井西六丁目３７番地１
ファミリーマート　市原八幡宿東通り 290-0007 千葉県市原市菊間３０９－１
ファミリーマート　市原岩崎 290-0047 千葉県市原市岩崎１－３６－９
ファミリーマート　野田木間ヶ瀬 270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬３９５３番
ファミリーマート　船橋日大前駅 274-0060 千葉県船橋市坪井東３丁目８番３号
ファミリーマート　四街道駅北口 284-0003 千葉県四街道市鹿渡１０１８番９
ファミリーマート　市川南大野二丁目 272-0804 千葉県市川市南大野二丁目２番２９号
ファミリーマート　幕張アミューズモール 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１丁目８
ファミリーマート　天王台駅南口 270-1143 千葉県我孫子市天王台一丁目２４番１
ファミリーマート　真砂一丁目 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂１丁目２番３号
ファミリーマート　大原深堀 298-0003 千葉県いすみ市深堀３６０－３
ファミリーマート　松尾はにわ道 289-1523 千葉県山武市松尾町五反田２２２８
ファミリーマート　千葉あすみが丘 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘１丁目２０番４
ファミリーマート　千葉汐見丘町 260-0034 千葉県千葉市中央区汐見丘町２３番地１１
ファミリーマート　ＴＸ柏の葉キャンパス駅 277-0871 千葉県柏市若柴１７４
ファミリーマート　ＴＸ流山おおたかの森駅 270-0128 千葉県流山市おおたかの森西一丁目１番地の１
ファミリーマート　東武新鎌ケ谷駅 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１０－１
ファミリーマート　印西牧の原駅 270-1335 千葉県印西市原１丁目２１９１
ファミリーマート　千葉ニュータウン中央東 270-1337 千葉県印西市草深１１０１－１
ファミリーマート　新鎌ケ谷駅構内／Ｓ 273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷一丁目１３番１号　
ファミリーマート　千葉ニュータウン中央駅 270-1300 千葉県印西市武西字馬橋台１３９０－２
ファミリーマート　新鎌ケ谷駅 273-0107 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ケ谷１丁目１３－２
ファミリーマート　京成八幡駅前 272-0021 千葉県市川市八幡３丁目３－１
ファミリーマート　京成八幡駅構内 272-0021 千葉県市川市八幡３丁目
ファミリーマート　京成船橋駅下りホーム 273-0005 千葉県船橋市本町１－５－１
ファミリーマート　京成船橋駅上りホーム 273-0005 千葉県船橋市本町１丁目５－１
ファミリーマート　道野辺中央 273-0113 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号
ファミリーマート　京成西船駅前／Ｓ 273-0031 千葉県船橋市西船４丁目１５番７１号
ファミリーマート　ネクスト船橋 273-0005 千葉県船橋市本町一丁目５－１
ファミリーマート　京成千葉駅 260-0028 千葉県千葉市中央区新町２５０－３
ファミリーマート　船橋競馬場駅 273-0003 千葉県船橋市宮本８丁目４２－１
ファミリーマート　海浜幕張駅北口 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデンＦ棟１Ｆ
ファミリーマート　京成船橋駅前 273-0005 千葉県船橋市本町４丁目４５－２３
ファミリーマート　京成谷津駅前 275-0026 千葉県習志野市谷津４丁目６－２２
ファミリーマート　市川妙典駅 272-0115 千葉県市川市富浜１丁目２－１０
ファミリーマート　流山セントラルパーク駅前 270-0152 千葉県流山市前平井１４５番１
ファミリーマート　東松戸駅 270-2225 千葉県松戸市東松戸二丁目１５８番地
ファミリーマート　京成八千代台駅 276-0031 千葉県八千代市八千代台北１丁目
ファミリーマート　勝田台駅上りホーム 276-0023 千葉県八千代市勝田台１－８－１
ファミリーマート　実籾駅 275-0002 千葉県習志野市実籾１丁目１－１
ファミリーマート　京成津田沼駅構内 275-0016 千葉県習志野市津田沼３丁目
ファミリーマート　津田沼パルコ 274-0825 千葉県船橋市前原西２丁目１８番１号
ファミリーマート　勝田台駅 276-0023 千葉県八千代市勝田台一丁目８番１号
ファミリーマート　京成八千代台駅構内 276-0031 千葉県八千代市八千代台北１丁目１－０
ファミリーマート　京成志津駅 285-0846 千葉県佐倉市上志津１６６９
ファミリーマート　ユーカリが丘駅 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘４－８－２
ファミリーマート　うすい駅 285-0837 千葉県佐倉市王子台３－３０－３
ファミリーマート　京成佐倉駅構内 285-0014 千葉県佐倉市栄町１００１－５
ファミリーマート　空港第２ビル駅 282-0004 千葉県成田市古込１－１
ファミリーマート　成田 286-0033 千葉県成田市花崎町８２８－１２８
ファミリーマート　公津の杜駅 286-0048 千葉県成田市公津の杜４丁目１１－２　公津の杜駅ビル
ファミリーマート　成田空港駅 286-0116 千葉県成田市三里塚御料牧場１－１
ファミリーマート　京成幕張本郷駅構内 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目
ファミリーマート　ちはら台駅 290-0143 千葉県市原市ちはら台西１丁目１
ファミリーマート　千葉みなと 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港３番８号
ファミリーマート　千葉中央駅 260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町１５ー１
ファミリーマート　Ｐａｓａｒ幕張上り 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町２－２６２１
ファミリーマート　千葉問屋町 260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町１１１番５
ファミリーマート　京成幕張本郷駅 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目１－３
ファミリーマート　辰巳一丁目 135-0053 東京都江東区辰巳１－４－１１
ファミリーマート　常盤台北口 174-0071 東京都板橋区常盤台１－４－８
ファミリーマート　日本橋日銀通り 103-0022 東京都中央区日本橋室町４－１－６
ファミリーマート　日本橋本町 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目１番１号日本橋ＴＩビル１階
ファミリーマート　上中里三丁目 114-0016 東京都北区上中里３－６－１２
ファミリーマート　銀座御門通り 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１１番１１号ＤＫ－ＧＩＮＺＡ８
ファミリーマート　江東東陽一丁目 135-0016 東京都江東区東陽１－１６－１２
ファミリーマート　江東南砂四丁目 136-0076 東京都江東区南砂四丁目４番２０号
ファミリーマート　神谷町駅前 105-0001 東京都港区虎ノ門５－１３－１
ファミリーマート　有明フロンティア 135-0063 東京都江東区有明３－７－２６－１０６
ファミリーマート　海岸三丁目 108-0022 東京都港区海岸３丁目１８－２１　ブライトイースト芝
ファミリーマート　品川シーサイド 140-0002 東京都品川区東品川４－１２－６
ファミリーマート　港南一丁目 108-0075 東京都港区港南１丁目７－１８　ＤＢＣ品川東急ビル
ファミリーマート　オンワードベイパークビル 108-0022 東京都港区海岸３丁目９－３２
ファミリーマート　勝どき三丁目 104-0054 東京都中央区勝どき３丁目２－３
ファミリーマート　田町東口 108-0023 東京都港区芝浦３ー１３ー３　芝浦ＳＥＣビル
ファミリーマート　勝どき駅前 104-0054 東京都中央区勝どき４丁目１－２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　銀座松屋通り 104-0061 東京都中央区銀座３丁目１０－９
ファミリーマート　入船三丁目 104-0042 東京都中央区入船３丁目１０－９
ファミリーマート　新富町駅前 104-0045 東京都中央区築地２－３－２
ファミリーマート　光が丘東大通り 179-0073 東京都練馬区田柄５丁目１４番８号グリーンシティ恵２
ファミリーマート　吉のや日本堤 111-0021 東京都台東区日本堤１－５－３
ファミリーマート　千束一丁目 111-0031 東京都台東区千束１－１６－１３
ファミリーマート　台東吉原 111-0031 東京都台東区千束４丁目２４－１１
ファミリーマート　台東千束 111-0031 東京都台東区千束四丁目２６番５号
ファミリーマート　三ノ輪 110-0011 東京都台東区三ノ輪１－２８－１５
ファミリーマート　入谷 110-0004 東京都台東区下谷２丁目１－１０
ファミリーマート　入谷二丁目 110-0013 東京都台東区入谷２－１－８
ファミリーマート　加藤根岸 110-0003 東京都台東区根岸３－１０－２
ファミリーマート　神田和泉町 101-0024 東京都千代田区神田和泉町１－４－７
ファミリーマート　台東松が谷 111-0036 東京都台東区松が谷二丁目７－７
ファミリーマート　根岸一丁目 110-0003 東京都台東区根岸１－５－１４
ファミリーマート　小豆沢環八通り 174-0051 東京都板橋区小豆沢４－１８－１４
ファミリーマート　日暮里 116-0013 東京都荒川区西日暮里二丁目１７番５号
ファミリーマート　蔵前 111-0051 東京都台東区蔵前２－１７－１
ファミリーマート　都営浅草橋駅前 111-0052 東京都台東区柳橋１丁目２３番４号
ファミリーマート　台東柳橋一丁目 111-0052 東京都台東区柳橋一丁目３番１０号
ファミリーマート　神田司町 101-0048 東京都千代田区神田司町二丁目２－１３
ファミリーマート　内神田一丁目 101-0047 東京都千代田区内神田１丁目１５－２　神田オーシャンビル
ファミリーマート　神田駅北口 101-0047 東京都千代田区内神田三丁目２０番７号
ファミリーマート　東向島五丁目 131-0032 東京都墨田区東向島５丁目４－６
ファミリーマート　千代田富士見二丁目 102-0071 東京都千代田区富士見２丁目２－６
ファミリーマート　お台場海浜公園 135-0091 東京都港区台場１－５－７－１０１
ファミリーマート　ホテルマイステイズ御茶ノ水101-0063 東京都千代田区神田淡路町２－１０
ファミリーマート　御茶ノ水駅前 101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－１
ファミリーマート　神田神保町二丁目 101-0051 東京都千代田区神田神保町２－２３
ファミリーマート　神田鍛冶町 101-0044 東京都千代田区鍛冶町１丁目７－４
ファミリーマート　ファーマライズ薬局末広町 101-0021 東京都千代田区外神田６－１５－１１
ファミリーマート　秋葉原ラジオ会館 101-0021 東京都千代田区外神田一丁目１５番１６号
ファミリーマート　外神田三丁目東 101-0021 東京都千代田区外神田三丁目１４番地３号
ファミリーマート　秋葉原駅中央口前 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町１丁目１３
ファミリーマート　秋葉原昭和通り 101-0023 東京都千代田区神田松永町１番地
ファミリーマート　外神田四丁目 101-0021 東京都千代田区外神田４丁目６－１
ファミリーマート　本駒込駅前 113-0021 東京都文京区本駒込３丁目１－６
ファミリーマート　西巣鴨駅東 170-0001 東京都豊島区西巣鴨４丁目１７－２
ファミリーマート　大塚駅南口 170-0005 東京都豊島区南大塚２丁目４５－８
ファミリーマート　本郷五丁目 113-0033 東京都文京区本郷５丁目１ー１６
ファミリーマート　大塚一丁目 112-0012 東京都文京区大塚１－５－１８
ファミリーマート　本駒込二丁目 113-0021 東京都文京区本駒込２丁目１０－１
ファミリーマート　白山五丁目 112-0001 東京都文京区白山五丁目３３番１３号
ファミリーマート　巣鴨一丁目 170-0002 東京都豊島区巣鴨１－２０－９巣鴨ファーストビル
ファミリーマート　巣鴨駅前 170-0002 東京都豊島区巣鴨３－２８－９桃花源ビル
ファミリーマート　上池袋三丁目 170-0012 東京都豊島区上池袋三丁目１番１号ヴィア・シテラ・東京
ファミリーマート　南大塚通り 170-0005 東京都豊島区南大塚３－４３－１
ファミリーマート　いずみや高田 171-0033 東京都豊島区高田３－１９－６
ファミリーマート　東池袋一丁目 170-0013 東京都豊島区東池袋１－２６－４
ファミリーマート　サンシャイン通り南 170-0013 東京都豊島区東池袋１－１３－１１
ファミリーマート　サンシャイン西 170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目３番２号
ファミリーマート　南池袋一丁目 171-0022 東京都豊島区南池袋１－２５－１アソルティ南池袋
ファミリーマート　サウス池袋 171-0022 東京都豊島区南池袋１－２３－６ＫＤＧ池袋ビル
ファミリーマート　王子駅南口 114-0004 東京都北区堀船１－１
ファミリーマート　中池袋公園前 170-0013 東京都豊島区東池袋１－１５－１０
ファミリーマート　池袋グリーン大通り 170-0013 東京都豊島区東池袋１－１２－３常陽銀行池袋ビル
ファミリーマート　神宮スタジアム通り 107-0061 東京都港区北青山二丁目７番２６号メゾン青山１Ｆ
ファミリーマート　中野白鷺 165-0035 東京都中野区白鷺一丁目２４番５号
ファミリーマート　南長崎五丁目 171-0052 東京都豊島区南長崎５丁目１―１
ファミリーマート　太子堂 154-0004 東京都世田谷区太子堂２－２９－３
ファミリーマート　丸萬椎名町北口 171-0051 東京都豊島区長崎１－１８－１１
ファミリーマート　丸萬千川駅前 171-0043 東京都豊島区要町３丁目２－１３
ファミリーマート　東池袋二丁目 170-0013 東京都豊島区東池袋２丁目３８－２３　ＳＡＭビル
ファミリーマート　南池袋 171-0022 東京都豊島区南池袋２－３２－１
ファミリーマート　西池袋五丁目 171-0021 東京都豊島区西池袋５丁目１４－８
ファミリーマート　豊島高松一丁目 171-0042 東京都豊島区高松１丁目１－１１　東京ファーストシティ
ファミリーマート　東池袋春日通り 170-0013 東京都豊島区東池袋３－２３－２２パークタワー池袋イーストプレイス
ファミリーマート　豊島池袋三丁目 171-0014 東京都豊島区池袋３丁目３７番－１２
ファミリーマート　豊島要町 171-0043 東京都豊島区要町１丁目１１－１
ファミリーマート　下板橋駅前 170-0011 東京都豊島区池袋本町四丁目４３－１２
ファミリーマート　東池袋四丁目 170-0013 東京都豊島区東池袋４丁目２９番１２号
ファミリーマート　新宿矢来町 162-0805 東京都新宿区矢来町８１－２
ファミリーマート　神楽坂上 162-0825 東京都新宿区神楽坂６丁目３２
ファミリーマート　中野中央二丁目 164-0011 東京都中野区中央２丁目３６－１２
ファミリーマート　新宿三丁目 160-0022 東京都新宿区新宿３－２１－７　東新ビル
ファミリーマート　歌舞伎町セントラルロード 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１６－６　第６ポールスタービル１階
ファミリーマート　新宿東宝ビル前 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－１４－７ハヤシビル
ファミリーマート　東新宿明治通り 160-0022 東京都新宿区新宿６－２９ー５
ファミリーマート　歌舞伎町さくら通り 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－１３－１１
ファミリーマート　牛込柳町駅前 162-0053 東京都新宿区原町１丁目１３
ファミリーマート　四谷一丁目 160-0004 東京都新宿区四谷一丁目１番
ファミリーマート　新宿三丁目東 160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１７－１７
ファミリーマート　高田馬場駅西 169-0075 東京都新宿区高田馬場４丁目９－１２　日新西北ビル
ファミリーマート　Ｋ２新宿駅西 160-0023 東京都新宿区西新宿一丁目１８番２　新宿第１０大京ビル
ファミリーマート　西早稲田 169-0051 東京都新宿区西早稲田３－２７－１
ファミリーマート　新宿中井駅前 161-0032 東京都新宿区中落合１丁目１７－３
ファミリーマート　メトロ高田馬場駅前 169-0075 東京都新宿区高田馬場２丁目１４－６　アライビル
ファミリーマート　大久保駅南口 169-0073 東京都新宿区百人町１－２３－２１
ファミリーマート　高田馬場二丁目 169-0075 東京都新宿区高田馬場２－１６－１１
ファミリーマート　野方駅南 165-0027 東京都中野区野方５丁目２９－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　高田馬場早稲田通り 169-0075 東京都新宿区高田馬場１丁目６－１６
ファミリーマート　下石神井一丁目 177-0042 東京都練馬区下石神井１丁目７－４
ファミリーマート　新宿中落合三丁目 161-0032 東京都新宿区中落合３－２４－９
ファミリーマート　目白二丁目 171-0031 東京都豊島区目白２丁目３９－１
ファミリーマート　中落合三丁目目白通り 161-0032 東京都新宿区中落合３丁目２９－１３　丸正タケダビル
ファミリーマート　西落合 161-0031 東京都新宿区西落合１－３１－１９
ファミリーマート　新宿損保ジャパン 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目２６－１
ファミリーマート　目白三丁目 171-0031 東京都豊島区目白３丁目４－１８
ファミリーマート　タカノ西新宿 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１５－２
ファミリーマート　西新宿一丁目 160-0023 東京都新宿区西新宿一丁目３番１７号
ファミリーマート　大森ベルポート前 140-0013 東京都品川区南大井６丁目２５－３いちご大森ビル
ファミリーマート　南大井三丁目 140-0013 東京都品川区南大井３－３５ー１０
ファミリーマート　有楽町駅前 100-0006 東京都千代田区有楽町２丁目８－４
ファミリーマート　フレッサイン新橋 105-0004 東京都港区新橋一丁目１４番３号
ファミリーマート　三田駅前 108-0014 東京都港区芝５丁目１９－７
ファミリーマート　港区白金プラザ 108-0072 東京都港区白金１－１７－１
ファミリーマート　広尾駅前 106-0047 東京都港区南麻布５丁目１０－２６
ファミリーマート　六本木ヒルズ 106-0032 東京都港区六本木６－２－３１六本木ヒルズノースタワーＢ１階
ファミリーマート　北青山一丁目 107-0061 東京都港区北青山１丁目４－１　ランジェ青山
ファミリーマート　赤坂一丁目 107-0052 東京都港区赤坂１丁目７－１９
ファミリーマート　南青山三丁目 107-0062 東京都港区南青山３丁目１８－７
ファミリーマート　グローバルフロントタワー 105-0023 東京都港区芝浦１丁目６－４１
ファミリーマート　祖師ヶ谷大蔵駅前 157-0073 東京都世田谷区砧６丁目３９－７　桃李花ビル
ファミリーマート　溜池山王駅南 107-0052 東京都港区赤坂２丁目１０－１１
ファミリーマート　池上文化センター前 146-0082 東京都大田区池上四丁目２２番１１号
ファミリーマート　上北沢四丁目 156-0057 東京都世田谷区上北沢４－１４－９
ファミリーマート　虎ノ門一丁目 105-0001 東京都港区虎ノ門１－１２－１
ファミリーマート　南青山七丁目 107-0062 東京都港区南青山７丁目１２－１２　南青山モワビル
ファミリーマート　南青山 107-0062 東京都港区南青山５丁目１１－１５－１０２
ファミリーマート　表参道駅前 107-0061 東京都港区北青山３丁目５－２５　表参道ビル
ファミリーマート　表参道駅南 107-0062 東京都港区南青山５丁目６番４号ハイトリオ南青山１階
ファミリーマート　虎ノ門霞ケ関 105-0001 東京都港区虎ノ門１丁目１－２０
ファミリーマート　赤坂稲荷坂 107-0052 東京都港区赤坂八丁目１２番１４号
ファミリーマート　麻布運動場前 106-0047 東京都港区南麻布三丁目１番１号
ファミリーマート　西麻布霞町 106-0031 東京都港区西麻布二丁目９－１６
ファミリーマート　西麻布三丁目 106-0031 東京都港区西麻布３丁目２４
ファミリーマート　六本木六丁目 106-0032 東京都港区六本木６丁目８－１０
ファミリーマート　新馬場サクセス通り 140-0001 東京都品川区北品川２－１８－３
ファミリーマート　旗の台五丁目 142-0064 東京都品川区旗の台５－８－３
ファミリーマート　不動前 141-0031 東京都品川区西五反田４－３０－９
ファミリーマート　目黒駅東 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目１２番２号ミズホビル１Ｆ
ファミリーマート　六本木一丁目 106-0032 東京都港区六本木１丁目８－７
ファミリーマート　武蔵小山パルム 142-0063 東京都品川区荏原３丁目８－３　ＳＵＮエルクビル
ファミリーマート　戸越六丁目 142-0041 東京都品川区戸越６－２２－９
ファミリーマート　武蔵小山 142-0062 東京都品川区小山４丁目４番地５号
ファミリーマート　中延第二京浜 142-0041 東京都品川区戸越６－２３－２２
ファミリーマート　品川平塚 142-0051 東京都品川区平塚二丁目３－１１
ファミリーマート　大崎ニューシティ 141-0032 東京都品川区大崎１丁目６－５　２階
ファミリーマート　大井町駅西 140-0014 東京都品川区大井一丁目１１－３
ファミリーマート　西大井一丁目 140-0015 東京都品川区西大井１丁目８－２
ファミリーマート　シティタワー大井町 140-0014 東京都品川区大井一丁目３１－１
ファミリーマート　スバル渋谷センター街 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２５－４ダッキ－プラザ
ファミリーマート　上目黒二丁目 153-0051 東京都目黒区上目黒２－１８－２
ファミリーマート　渋谷１０９前 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２６－４
ファミリーマート　原宿神宮前 150-0001 東京都渋谷区神宮前３丁目２０－９
ファミリーマート　表参道南 150-0001 東京都渋谷区神宮前５丁目１２－１４
ファミリーマート　渋谷東急本店前 150-0042 東京都渋谷区宇田川町３４－３　サイトービル３
ファミリーマート　道玄坂二丁目 150-0043 東京都渋谷区道玄坂二丁目６－１５
ファミリーマート　表参道中央 150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目９－１
ファミリーマート　神宮前三丁目 150-0001 東京都渋谷区神宮前３丁目７－７　金井ビル
ファミリーマート　恵比寿南一丁目 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１－１４－１５ラレンヌ恵比寿
ファミリーマート　品川区役所前 142-0043 東京都品川区二葉１丁目７番１３号
ファミリーマート　薬ヒグチ恵比寿アメリカ橋 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１丁目２４－２ＥＢＩＳＵＦＯＲＴ
ファミリーマート　渋谷本町 151-0071 東京都渋谷区本町２丁目２－２
ファミリーマート　渋谷富ヶ谷一丁目 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目１３－９
ファミリーマート　代官山駅前 150-0034 東京都渋谷区恵比寿西１丁目３５－１７Ｇビル代官山０１
ファミリーマート　目黒駅東口 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目１４－９
ファミリーマート　恵比寿南三丁目 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南３丁目５－７
ファミリーマート　渋谷ＮＨＫ前 150-0047 東京都渋谷区神山町６－４　ラビアンヌビル１階
ファミリーマート　千駄ヶ谷五丁目 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目１４番１０号
ファミリーマート　千駄ヶ谷鳩森 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目１６－１０
ファミリーマート　神宮前二丁目 150-0001 東京都渋谷区神宮前二丁目３２－１
ファミリーマート　恵比寿一丁目 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１丁目２４－１６
ファミリーマート　北参道駅前 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目３９番１号北参道サンイーストテラス１階
ファミリーマート　渋谷松濤一丁目 150-0046 東京都渋谷区松濤１丁目２９－１渋谷クロスロードビル１Ｆ
ファミリーマート　荻窪青梅街道 167-0032 東京都杉並区天沼３丁目３－２　マンション荻窪
ファミリーマート　世田谷教育会館前 154-0016 東京都世田谷区弦巻４丁目２８－１４
ファミリーマート　下北沢駅北 155-0031 東京都世田谷区北沢２丁目３０－１３　ファインコート下北
ファミリーマート　千歳船橋駅北 156-0055 東京都世田谷区船橋１丁目７－６　クレストコート
ファミリーマート　恵比寿駅東口 150-0013 東京都渋谷区恵比寿４丁目３番１号
ファミリーマート　恵比寿四丁目 150-0013 東京都渋谷区恵比寿４丁目９－１１
ファミリーマート　渋谷クロスタワー 150-0002 東京都渋谷区渋谷２丁目１５－１
ファミリーマート　駒場四丁目 153-0041 東京都目黒区駒場４丁目６－１０　コスモスビル１階
ファミリーマート　四谷三丁目交差点東 160-0004 東京都新宿区四谷３－５－５
ファミリーマート　恵比寿駅南 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１丁目２０－１１
ファミリーマート　笹塚二丁目 151-0073 東京都渋谷区笹塚２－２２－５
ファミリーマート　代々木四丁目 151-0053 東京都渋谷区代々木４丁目３１－６　西新宿松屋ビル
ファミリーマート　渋谷本町一丁目 151-0071 東京都渋谷区本町１丁目１６－３
ファミリーマート　大鳥神社前 153-0063 東京都目黒区目黒３丁目１０－１３
ファミリーマート　下目黒六丁目 153-0064 東京都目黒区下目黒６－１６－１２津国屋ビル



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　笹塚三丁目北 151-0073 東京都渋谷区笹塚３丁目５８－２２　メゾン内山
ファミリーマート　幡ヶ谷本町 151-0071 東京都渋谷区本町四丁目４５番２号
ファミリーマート　中葛西清砂大橋通り 134-0083 東京都江戸川区中葛西６－３－１３
ファミリーマート　北葛西船堀通り 134-0081 東京都江戸川区北葛西２丁目２３番１３
ファミリーマート　一之江三丁目 132-0024 東京都江戸川区一之江３－１－１７
ファミリーマート　南花畑 121-0062 東京都足立区南花畑２－３６－１７
ファミリーマート　葛飾鎌倉三丁目 125-0053 東京都葛飾区鎌倉３丁目１８－７
ファミリーマート　大泉インター 178-0062 東京都練馬区大泉町５－１－１
ファミリーマート　須賀江戸川二丁目 132-0013 東京都江戸川区江戸川２－３２－１１
ファミリーマート　西葛西小学校前 134-0088 東京都江戸川区西葛西３－６－１１
ファミリーマート　南篠崎町二丁目 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町二丁目４５番２１
ファミリーマート　江戸川西葛西六丁目 134-0088 東京都江戸川区西葛西６丁目１３番１２号
ファミリーマート　西葛西駅前 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－１５－１２
ファミリーマート　江戸川大杉五丁目 132-0022 東京都江戸川区大杉５丁目２３番１４号
ファミリーマート　銀座三越 104-0061 東京都中央区銀座４－６－１６三越銀座店Ｂ４
ファミリーマート　江戸川松江一丁目 132-0025 東京都江戸川区松江１丁目２４－９
ファミリーマート　江戸川西葛西五丁目 134-0088 東京都江戸川区西葛西五丁目２番９号
ファミリーマート　北小岩六丁目 133-0051 東京都江戸川区北小岩６丁目４０－２
ファミリーマート　篠崎町三丁目 133-0061 東京都江戸川区篠崎町三丁目１９番１５号
ファミリーマート　江戸川西小岩五丁目 133-0057 東京都江戸川区西小岩５丁目１７番１２号
ファミリーマート　西一之江 132-0023 東京都江戸川区西一之江４丁目８－１９
ファミリーマート　南葛西三丁目 134-0085 東京都江戸川区南葛西三丁目１５番１５号
ファミリーマート　江戸川松江三丁目 132-0025 東京都江戸川区松江三丁目９－３
ファミリーマート　葛西臨海公園駅前 134-0086 東京都江戸川区臨海町六丁目３番４
ファミリーマート　江戸川松島二丁目 132-0031 東京都江戸川区松島２丁目２９番３号
ファミリーマート　鹿骨前沼橋 133-0073 東京都江戸川区鹿骨２丁目１８－７フェザンレーヴ
ファミリーマート　東小岩六丁目 133-0052 東京都江戸川区東小岩６丁目２６－２
ファミリーマート　西小岩二丁目 133-0057 東京都江戸川区西小岩２丁目１９－１２
ファミリーマート　江戸川中央 132-0021 東京都江戸川区中央四丁目７－１
ファミリーマート　小岩サンロード 133-0056 東京都江戸川区南小岩八丁目１４番２２号
ファミリーマート　小岩南口 133-0056 東京都江戸川区南小岩六丁目３０番８号
ファミリーマート　錦糸町 130-0022 東京都墨田区江東橋４－２９－１３　第２鈴勘ビル
ファミリーマート　江東亀戸九丁目 136-0071 東京都江東区亀戸九丁目３４番１－１３８号
ファミリーマート　亀有五丁目 125-0061 東京都葛飾区亀有５丁目２７番８号起ビル１階
ファミリーマート　江戸川上篠崎 133-0054 東京都江戸川区上篠崎三丁目１４番１７号
ファミリーマート　豊洲五丁目 135-0061 東京都江東区豊洲五丁目２番１０号　沢真ビル
ファミリーマート　東雲橋 135-0062 東京都江東区東雲１－１０－１８
ファミリーマート　葛西駅北 134-0083 東京都江戸川区中葛西３－３６－９第２彦本ビル１Ｆ
ファミリーマート　船堀駅南口 134-0091 東京都江戸川区船堀３丁目９－１１
ファミリーマート　江東境川 136-0076 東京都江東区南砂５－４－８
ファミリーマート　豊洲スカイズ 135-0061 東京都江東区豊洲六丁目２番３１号
ファミリーマート　西葛西メトロ 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－７－１
ファミリーマート　北葛西ぼうしば通り 134-0081 東京都江戸川区北葛西二丁目４番９号
ファミリーマート　瑞江二丁目 132-0011 東京都江戸川区瑞江２－６－９
ファミリーマート　六番町日テレ前 102-0085 東京都千代田区六番町１
ファミリーマート　亀戸六丁目 136-0071 東京都江東区亀戸６－５４－７
ファミリーマート　東陽六丁目 135-0016 東京都江東区東陽６－２－５６
ファミリーマート　サクマ新木場駅 136-0082 東京都江東区新木場１丁目６番１号
ファミリーマート　小岩駅東 133-0057 東京都江戸川区西小岩１丁目２７－２９東京グランファースト１階
ファミリーマート　江東塩浜二丁目 135-0043 東京都江東区塩浜二丁目１４番１号
ファミリーマート　東陽二丁目 135-0016 東京都江東区東陽２丁目４－４６
ファミリーマート　大島五丁目 136-0072 東京都江東区大島５－３２－１２
ファミリーマート　大島中央銀座 136-0072 東京都江東区大島５丁目１１－２
ファミリーマート　森下一丁目 135-0004 東京都江東区森下１丁目５－５
ファミリーマート　亀戸四丁目 136-0071 東京都江東区亀戸４－４５－１１
ファミリーマート　薬ヒグチ亀戸東口 136-0071 東京都江東区亀戸６－６２－８
ファミリーマート　北砂五丁目 136-0073 東京都江東区北砂５－２１－１３
ファミリーマート　北砂六丁目 136-0073 東京都江東区北砂６丁目１２－７
ファミリーマート　東砂七丁目 136-0074 東京都江東区東砂七丁目１９番５号
ファミリーマート　鈴木錦糸町 130-0013 東京都墨田区錦糸１－７－２
ファミリーマート　両国駅西口 130-0026 東京都墨田区両国２－２１－５
ファミリーマート　京島一丁目 131-0046 東京都墨田区京島１丁目４７－１７　グランロイヤル曳舟
ファミリーマート　墨田亀沢四丁目 130-0014 東京都墨田区亀沢４丁目１６－１６　錦糸町Ｙビル
ファミリーマート　亀沢一丁目 130-0014 東京都墨田区亀沢一丁目１番１０号
ファミリーマート　アルカセントラルビル 130-0013 東京都墨田区錦糸１丁目２－１
ファミリーマート　吉川金町 125-0042 東京都葛飾区金町５－２９－２４
ファミリーマート　青戸四丁目 125-0062 東京都葛飾区青戸４丁目７番１７号
ファミリーマート　新小岩一丁目 124-0024 東京都葛飾区新小岩１丁目２９－８
ファミリーマート　平井駅南口 132-0035 東京都江戸川区平井４－１１－６
ファミリーマート　亀有三丁目 125-0061 東京都葛飾区亀有３－９－７
ファミリーマート　東金町一丁目 125-0041 東京都葛飾区東金町１丁目２４－１
ファミリーマート　銀座松竹スクエア 104-0045 東京都中央区築地１丁目１３－１
ファミリーマート　鐘ヶ淵駅前 131-0031 東京都墨田区墨田５丁目４３－１１
ファミリーマート　平井三丁目 132-0035 東京都江戸川区平井３丁目２３－１８
ファミリーマート　本所立川三丁目 130-0023 東京都墨田区立川３－１０－８
ファミリーマート　菊川駅前 130-0024 東京都墨田区菊川３－７－５
ファミリーマート　葛飾亀有四丁目南 125-0061 東京都葛飾区亀有４丁目１番８号
ファミリーマート　西水元五丁目 125-0031 東京都葛飾区西水元５丁目－１－１２
ファミリーマート　東堀切一丁目 124-0004 東京都葛飾区東堀切１丁目１２番２号
ファミリーマート　江東橋三丁目 130-0022 東京都墨田区江東橋３－８－１４
ファミリーマート　坪田しらひげ 131-0031 東京都墨田区墨田２－２－３
ファミリーマート　立川四丁目 130-0023 東京都墨田区立川四丁目３番１７号
ファミリーマート　墨田太平三丁目 130-0012 東京都墨田区太平三丁目１０番１２号
ファミリーマート　墨田菊川駅前 130-0024 東京都墨田区菊川２－５－１０
ファミリーマート　高砂五丁目 125-0054 東京都葛飾区高砂５丁目３７－９
ファミリーマート　小菅四丁目 124-0001 東京都葛飾区小菅４丁目１６番８号
ファミリーマート　堀切六丁目 124-0006 東京都葛飾区堀切６－１１－２０
ファミリーマート　小菅三丁目 124-0001 東京都葛飾区小菅３丁目１８番９号
ファミリーマート　立石三丁目 124-0012 東京都葛飾区立石３－１－２
ファミリーマート　堀切 124-0006 東京都葛飾区堀切四丁目５８番１８号ニュー美藤マンション



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　青砥駅前 125-0062 東京都葛飾区青戸三丁目３９番１５号
ファミリーマート　皿沼二丁目 123-0862 東京都足立区皿沼２丁目１９－２
ファミリーマート　環八八幡山 156-0056 東京都世田谷区八幡山３丁目３８
ファミリーマート　鹿浜二丁目 123-0864 東京都足立区鹿浜２－２５－１
ファミリーマート　大島八丁目 136-0072 東京都江東区大島８－４０－４
ファミリーマート　赤羽西六丁目 115-0055 東京都北区赤羽西６－３－１４
ファミリーマート　蓮根駅前 174-0043 東京都板橋区坂下２丁目１６－９
ファミリーマート　加平インター 121-0055 東京都足立区加平１－８－５
ファミリーマート　中村南 176-0025 東京都練馬区中村南２－５－１
ファミリーマート　足立宮城一丁目 120-0047 東京都足立区宮城１丁目２８－２０
ファミリーマート　大田池上三丁目 146-0082 東京都大田区池上三丁目３７番１６号
ファミリーマート　千住三丁目 120-0034 東京都足立区千住３－１
ファミリーマート　加平三丁目 121-0055 東京都足立区加平３－９－１８
ファミリーマート　大谷田三丁目 120-0001 東京都足立区大谷田３－６－１５
ファミリーマート　足立中央本町四丁目 121-0011 東京都足立区中央本町４丁目１１－３６
ファミリーマート　足立谷中二丁目 120-0006 東京都足立区谷中２－７－７
ファミリーマート　本木東町 123-0854 東京都足立区本木東町５－２
ファミリーマート　西新井二丁目 123-0841 東京都足立区西新井２丁目２０番５号
ファミリーマート　千住警察署前 120-0036 東京都足立区千住仲町４１－１
ファミリーマート　東綾瀬一丁目 120-0004 東京都足立区東綾瀬１－３－２
ファミリーマート　千住あずま 120-0025 東京都足立区千住東二丁目１９－１
ファミリーマート　足立五反野 120-0013 東京都足立区弘道１丁目１４－２
ファミリーマート　足立東綾瀬公園 120-0004 東京都足立区東綾瀬三丁目３－１３
ファミリーマート　東保木間二丁目 121-0063 東京都足立区東保木間２丁目４－４
ファミリーマート　島根二丁目 121-0815 東京都足立区島根２丁目１３－１１
ファミリーマート　島根四丁目 121-0815 東京都足立区島根４－１３ー３
ファミリーマート　梅島駅前 121-0816 東京都足立区梅島三丁目１番７号
ファミリーマート　北千住駅西口 120-0034 東京都足立区千住２丁目６１
ファミリーマート　足立平野 121-0076 東京都足立区平野３－３－６
ファミリーマート　足立青井 120-0012 東京都足立区青井１丁目２番１２号
ファミリーマート　ワタナベ南千住 116-0003 東京都荒川区南千住７－１－１アクレスティ南千住１１１
ファミリーマート　南千住五丁目 116-0003 東京都荒川区南千住五丁目２９－１２
ファミリーマート　三ノ輪橋 116-0003 東京都荒川区南千住１－１５－４
ファミリーマート　南千住八丁目 116-0003 東京都荒川区南千住８－４－５
ファミリーマート　西日暮里二丁目 116-0013 東京都荒川区西日暮里２丁目２９－６
ファミリーマート　丸善日暮里 116-0014 東京都荒川区東日暮里六丁目３８番１１号
ファミリーマート　新三河島駅前 116-0013 東京都荒川区西日暮里６－６－１１
ファミリーマート　王子駅前 114-0002 東京都北区王子１丁目９－６
ファミリーマート　南千住四丁目 116-0003 東京都荒川区南千住４丁目９－１
ファミリーマート　亀屋赤羽西 115-0055 東京都北区赤羽西１－３４－１亀屋ビル
ファミリーマート　町屋一丁目 116-0001 東京都荒川区町屋１－９－１０
ファミリーマート　町屋八丁目 116-0001 東京都荒川区町屋８丁目１３－１０
ファミリーマート　浮間一丁目 115-0051 東京都北区浮間１丁目－７－１８９
ファミリーマート　町屋二丁目 116-0001 東京都荒川区町屋２丁目２－２１第二小田ビル
ファミリーマート　浮間五丁目 115-0051 東京都北区浮間５丁目４－３２
ファミリーマート　浮間中央通り 115-0051 東京都北区浮間４－５－８
ファミリーマート　北区浮間三丁目 115-0051 東京都北区浮間三丁目８
ファミリーマート　西日暮里一丁目 116-0013 東京都荒川区西日暮里１－６０－８
ファミリーマート　薬ヒグチ日暮里 116-0014 東京都荒川区東日暮里５丁目５１－１１　静屋ビル
ファミリーマート　東日暮里六丁目 116-0014 東京都荒川区東日暮里６－１８－７
ファミリーマート　町屋 116-0002 東京都荒川区荒川６－１－５
ファミリーマート　東京成徳学園前 114-0002 東京都北区王子５－２３－８
ファミリーマート　田端新町三丁目 114-0012 東京都北区田端新町三丁目１３－６
ファミリーマート　王子明治通り 114-0002 東京都北区王子１丁目２３－１２
ファミリーマート　西ケ丘一丁目 115-0056 東京都北区西が丘１－２０－１２
ファミリーマート　王子本町一丁目 114-0022 東京都北区王子本町１丁目２２－４王子フコク生命ビル
ファミリーマート　滝野川一丁目 114-0023 東京都北区滝野川１－２９－５
ファミリーマート　西ヶ原四丁目 114-0024 東京都北区西ヶ原４－６５－４
ファミリーマート　北区西が丘一丁目 115-0056 東京都北区西が丘一丁目３６－３
ファミリーマート　西尾久一丁目 116-0011 東京都荒川区西尾久１丁目１１－８
ファミリーマート　環八北赤羽 115-0052 東京都北区赤羽北１丁目１９番５号
ファミリーマート　熊代栄町 173-0015 東京都板橋区栄町１９－５
ファミリーマート　板橋三丁目 173-0004 東京都板橋区板橋３－１４
ファミリーマート　板橋大谷口 173-0031 東京都板橋区大谷口北町９
ファミリーマート　東京家政大学 173-0003 東京都板橋区加賀１－１８－１
ファミリーマート　志村駅前通り 174-0056 東京都板橋区志村３－１６－１１
ファミリーマート　本蓮沼駅前 174-0055 東京都板橋区泉町７－５
ファミリーマート　板橋前野町三丁目 174-0063 東京都板橋区前野町３－３１－４
ファミリーマート　板橋日大病院前 173-0032 東京都板橋区大谷口上町３１－１
ファミリーマート　蓮根二丁目 174-0046 東京都板橋区蓮根２－３
ファミリーマート　常盤台二丁目 174-0071 東京都板橋区常盤台２－５－２３
ファミリーマート　成増駅北 175-0094 東京都板橋区成増３－１３－１
ファミリーマート　西台駅東口 175-0082 東京都板橋区高島平１丁目８０番１号
ファミリーマート　西台駅西口 175-0082 東京都板橋区高島平９丁目１番９号
ファミリーマート　三園二丁目 175-0091 東京都板橋区三園２－１２－９
ファミリーマート　若木二丁目 174-0065 東京都板橋区若木２丁目５－１５
ファミリーマート　板橋高島平団地前 175-0082 東京都板橋区高島平１丁目７２番２０
ファミリーマート　板橋徳丸七丁目 175-0083 東京都板橋区徳丸七丁目７番４号
ファミリーマート　坂下一丁目 174-0043 東京都板橋区坂下１－１０－２０
ファミリーマート　高島平一丁目 175-0082 東京都板橋区高島平１－１１－１
ファミリーマート　成増駅南 175-0094 東京都板橋区成増２丁目１４－５
ファミリーマート　板橋南ときわ台 174-0072 東京都板橋区南常盤台１－３０－８
ファミリーマート　板橋赤塚新町三丁目 175-0093 東京都板橋区赤塚新町三丁目１３番１０号
ファミリーマート　練馬大泉町 178-0062 東京都練馬区大泉町１－８－８
ファミリーマート　大泉学園通り 178-0061 東京都練馬区大泉学園町６－１－４１
ファミリーマート　春日町一丁目 179-0074 東京都練馬区春日町１丁目１７番２０
ファミリーマート　朝霞駐屯地 178-0061 東京都練馬区大泉学園町陸上自衛隊朝霞駐屯地内
ファミリーマート　石神井台二丁目 177-0045 東京都練馬区石神井台２丁目３５－３９
ファミリーマート　大泉学園駅北 178-0063 東京都練馬区東大泉１丁目２０－２４
ファミリーマート　練馬高松一丁目 179-0075 東京都練馬区高松１丁目１２－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　新桜台 176-0003 東京都練馬区羽沢２－１
ファミリーマート　関越練馬インター 177-0032 東京都練馬区谷原５丁目１４－１４
ファミリーマート　練馬南田中一丁目 177-0035 東京都練馬区南田中１丁目６番１６号
ファミリーマート　練馬平和台二丁目 179-0083 東京都練馬区平和台２丁目４７番４号
ファミリーマート　早宮四丁目 179-0085 東京都練馬区早宮４丁目－１－１
ファミリーマート　大泉長久保通り 178-0061 東京都練馬区大泉学園町８丁目９－２８
ファミリーマート　高松六丁目 179-0075 東京都練馬区高松６－１１－１４
ファミリーマート　練馬富士見台 177-0034 東京都練馬区富士見台三丁目５５番１７号
ファミリーマート　田柄一丁目 179-0073 東京都練馬区田柄１丁目８－７
ファミリーマート　練馬谷原六丁目 177-0032 東京都練馬区谷原六丁目２５番１５号
ファミリーマート　石神井公園駅西 177-0041 東京都練馬区石神井町７丁目１番１６号
ファミリーマート　大泉学園橋 178-0063 東京都練馬区東大泉四丁目３０番１９号　
ファミリーマート　大泉町四丁目 178-0062 東京都練馬区大泉町四丁目３８番７号
ファミリーマート　練馬東大泉四丁目 178-0063 東京都練馬区東大泉４丁目９番１０号
ファミリーマート　大泉学園町四丁目 178-0061 東京都練馬区大泉学園町４丁目２３－１０
ファミリーマート　上石神井駅前 177-0044 東京都練馬区上石神井１丁目１３－１３
ファミリーマート　練馬光ヶ丘 179-0075 東京都練馬区高松５丁目５－２２
ファミリーマート　練馬氷川台 179-0084 東京都練馬区氷川台四丁目４９番４号
ファミリーマート　練馬北町二丁目 179-0081 東京都練馬区北町２丁目２２－１２
ファミリーマート　上石神井北小学校前 177-0045 東京都練馬区石神井台２丁目１８番６号
ファミリーマート　石神井公園駅南口 177-0041 東京都練馬区石神井町３丁目２１番４
ファミリーマート　中野本町五丁目 164-0012 東京都中野区本町五丁目４０－２０
ファミリーマート　西新宿三井ビル 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目２４－１
ファミリーマート　新井薬師 164-0002 東京都中野区上高田２－５３－５
ファミリーマート　東中野駅北 164-0003 東京都中野区東中野四丁目１０番２０号
ファミリーマート　板橋西台 175-0045 東京都板橋区西台４丁目９番１２号
ファミリーマート　世田谷中町 158-0091 東京都世田谷区中町４丁目１９番７
ファミリーマート　新大久保 169-0073 東京都新宿区百人町１－３－１４
ファミリーマート　西池袋一番街 171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目２４－４　いわたビル
ファミリーマート　要町駅南 171-0043 東京都豊島区要町一丁目１番１１号　ＫＴビル
ファミリーマート　松陰神社駅前 154-0023 東京都世田谷区若林４－２５－１
ファミリーマート　板橋駅西口 173-0004 東京都板橋区板橋１丁目２０－２
ファミリーマート　東池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目１５－２
ファミリーマート　東中野駅東口 164-0003 東京都中野区東中野１丁目５１－１
ファミリーマート　東中野駅西口 164-0003 東京都中野区東中野４丁目４－５
ファミリーマート　六本木通り 106-0032 東京都港区六本木７丁目１５－１７
ファミリーマート　練馬中村三丁目 176-0024 東京都練馬区中村３丁目１番２号
ファミリーマート　江古田栄町 176-0006 東京都練馬区栄町２７－８
ファミリーマート　新江古田駅前 176-0012 東京都練馬区豊玉北１－６－１４
ファミリーマート　中野新江古田 165-0023 東京都中野区江原町２丁目２９番１３号
ファミリーマート　江古田駅南口 176-0005 東京都練馬区旭丘１丁目７７－９
ファミリーマート　中野江古田の杜 165-0022 東京都中野区江古田三丁目１４番１号プライムメゾン江古田の杜ウエスト１階
ファミリーマート　野方駅北口 165-0027 東京都中野区野方６－３－４
ファミリーマート　中野南口 164-0001 東京都中野区中野２丁目１２番９号
ファミリーマート　中野郵便局西 164-0001 東京都中野区中野二丁目２９－１６
ファミリーマート　中野江原町一丁目 165-0023 東京都中野区江原町一丁目４６番１８号
ファミリーマート　新中野駅前 164-0012 東京都中野区本町４丁目４７－９　　ヴェルティーク新中野１Ｆ
ファミリーマート　早稲田大学中野プラザ 164-0001 東京都中野区中野４－２２－３
ファミリーマート　紀伊国屋中野一丁目 164-0001 東京都中野区中野１－１３－９
ファミリーマート　氷川台 179-0085 東京都練馬区早宮１－１－１６
ファミリーマート　梅里二丁目 166-0011 東京都杉並区梅里２－１４－２
ファミリーマート　朝日生命代田橋ビル 168-0063 東京都杉並区和泉１丁目２２－１９　朝日生命代田橋ビル
ファミリーマート　杉並和泉 168-0063 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル
ファミリーマート　杉並本天沼三丁目 167-0031 東京都杉並区本天沼３丁目４３番１０号
ファミリーマート　阿佐谷北 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北３－１３－１２
ファミリーマート　上井草一丁目 167-0023 東京都杉並区上井草１－３２－７
ファミリーマート　杉並松ノ木一丁目 166-0014 東京都杉並区松ノ木一丁目６番２７号
ファミリーマート　杉並成田東三丁目 166-0015 東京都杉並区成田東三丁目１番２号
ファミリーマート　堀ノ内三丁目水道通り 166-0013 東京都杉並区堀ノ内３丁目１２番１号
ファミリーマート　杉並宮前五丁目 168-0081 東京都杉並区宮前５丁目２１番２０号
ファミリーマート　方南一丁目 168-0062 東京都杉並区方南１－３７－８
ファミリーマート　浜田山駅北 168-0072 東京都杉並区高井戸東３－１４－４１
ファミリーマート　杉並下高井戸二丁目 168-0073 東京都杉並区下高井戸二丁目５－２
ファミリーマート　阿佐谷北四丁目 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号
ファミリーマート　下高井戸 168-0073 東京都杉並区下高井戸１丁目１番１３
ファミリーマート　高円寺中通 166-0002 東京都杉並区高円寺北４－１７－１２
ファミリーマート　杉並下高井戸四丁目 168-0073 東京都杉並区下高井戸４丁目５－２
ファミリーマート　富士見ケ丘 168-0082 東京都杉並区久我山５－２５－９
ファミリーマート　久我山駅北 168-0082 東京都杉並区久我山５－８－１９
ファミリーマート　桜上水駅北 168-0073 東京都杉並区下高井戸一丁目２３番１１号
ファミリーマート　杉並方南町交差点前 166-0013 東京都杉並区堀ノ内１丁目１番１２号
ファミリーマート　高円寺梅里 166-0011 東京都杉並区梅里一丁目８－１２
ファミリーマート　杉並堀の内 166-0013 東京都杉並区堀ノ内二丁目１－４２
ファミリーマート　阿佐谷南三丁目 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３－３１－１１
ファミリーマート　下井草駅南口 167-0022 東京都杉並区下井草２－４４－４
ファミリーマート　杉並阿佐谷南口 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南三丁目３８－３４
ファミリーマート　高円寺あづま通り 166-0002 東京都杉並区高円寺北２丁目３４番５号
ファミリーマート　世田谷下馬一丁目 154-0002 東京都世田谷区下馬１丁目１９－１４
ファミリーマート　世田谷等々力通り 158-0082 東京都世田谷区等々力５丁目２番地１５
ファミリーマート　世田谷新町 154-0014 東京都世田谷区新町３－１－１
ファミリーマート　三軒茶屋駅北口 154-0004 東京都世田谷区太子堂２－１５－１
ファミリーマート　玉川三丁目 158-0094 東京都世田谷区玉川３丁目３８－１
ファミリーマート　エミオ保谷 202-0012 東京都西東京市東町三丁目１４－５
ファミリーマート　練馬高松五丁目 179-0075 東京都練馬区高松五丁目８番３５号
ファミリーマート　練馬土支田二丁目 179-0076 東京都練馬区土支田２丁目１５－１２
ファミリーマート　世田谷上馬一丁目 154-0011 東京都世田谷区上馬一丁目１７番１０号
ファミリーマート　深沢二丁目 158-0081 東京都世田谷区深沢２－７－３
ファミリーマート　用賀駅前 158-0097 東京都世田谷区用賀２－３８－１０
ファミリーマート　池ノ上駅北口 155-0031 東京都世田谷区北沢１－３３－１６
ファミリーマート　江戸川興宮町 133-0042 東京都江戸川区興宮町２番１０号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　晴海二丁目 104-0053 東京都中央区晴海二丁目３番２号ティアロレジデンス２Ｆ
ファミリーマート　東京ベイ潮見プリンスホテル135-0052 東京都江東区潮見２－８－１６
ファミリーマート　西大島 136-0072 東京都江東区大島２－３５－１２
ファミリーマート　晴海二丁目／Ｓ 104-0053 東京都中央区晴海２ー３－３０
ファミリーマート　世田谷瀬田四丁目 158-0095 東京都世田谷区瀬田四丁目１番１号
ファミリーマート　世田谷奥沢一丁目 158-0083 東京都世田谷区奥沢一丁目８番１号
ファミリーマート　世田谷鎌田三丁目 157-0077 東京都世田谷区鎌田３－１２－１６
ファミリーマート　サンズ西新宿 160-0023 東京都新宿区西新宿４－５－６ＩＫビル
ファミリーマート　サンズ経堂駅北 156-0051 東京都世田谷区宮坂３－１０－７
ファミリーマート　サンズ田端新町 114-0012 東京都北区田端新町２－８－８
ファミリーマート　サンズ東小金井駅北口 184-0002 東京都小金井市梶野町５丁目２－３６モーゼビル１Ｆ
ファミリーマート　サンズ経堂すずらん通り 156-0051 東京都世田谷区宮坂３丁目１８－３
ファミリーマート　サンズ東府中駅前 183-0015 東京都府中市清水ヶ丘１－８－４８京王東府中南ビル
ファミリーマート　狛江岩戸南四丁目 201-0005 東京都狛江市岩戸南四丁目２２番８号
ファミリーマート　東野川二丁目 201-0002 東京都狛江市東野川２－２２－１
ファミリーマート　千歳烏山駅東口 157-0062 東京都世田谷区南烏山４－１２－４スギウラビル
ファミリーマート　新代田駅前 155-0033 東京都世田谷区代田４－１０
ファミリーマート　世田谷廻沢 157-0071 東京都世田谷区千歳台３丁目２９－１
ファミリーマート　世田谷松葉通り 157-0061 東京都世田谷区北烏山３丁目－１０
ファミリーマート　代田橋 156-0041 東京都世田谷区大原二丁目１７－６
ファミリーマート　千歳烏山 157-0062 東京都世田谷区南烏山四丁目２２－１１
ファミリーマート　千歳台四丁目 157-0071 東京都世田谷区千歳台４丁目２６－１４
ファミリーマート　世田谷北沢四丁目 155-0031 東京都世田谷区北沢４丁目３３－４　ヴィラージュルナ
ファミリーマート　梅ヶ丘駅前 154-0022 東京都世田谷区梅丘１－３３－１１
ファミリーマート　まるいし八幡山 156-0056 東京都世田谷区八幡山１－２－６
ファミリーマート　まるいし希望丘 156-0055 東京都世田谷区船橋６－１－６
ファミリーマート　下馬駒沢通り 154-0002 東京都世田谷区下馬６丁目１５－１
ファミリーマート　千歳船橋駅前 156-0055 東京都世田谷区船橋１－９－４５
ファミリーマート　船橋希望丘通り 156-0055 東京都世田谷区船橋７丁目１４－４
ファミリーマート　戸越銀座東 142-0041 東京都品川区戸越１－１９－１５
ファミリーマート　上馬交差点前 154-0003 東京都世田谷区野沢２－３４－３
ファミリーマート　日本大学文理学部 156-0045 東京都世田谷区桜上水３丁目２５番４０号
ファミリーマート　桜新町駅前 154-0015 東京都世田谷区桜新町２丁目１０－１
ファミリーマート　芦花公園駅北 157-0062 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５
ファミリーマート　世田谷喜多見 157-0067 東京都世田谷区喜多見７丁目３６－２７
ファミリーマート　南烏山 157-0062 東京都世田谷区南烏山６－３８－１０
ファミリーマート　世田谷松原一丁目 156-0043 東京都世田谷区松原１丁目４１－８
ファミリーマート　成城学園前 157-0066 東京都世田谷区成城６丁目１２－５
ファミリーマート　経堂駅前 156-0052 東京都世田谷区経堂１丁目１９－６　三丸ビル
ファミリーマート　宮の坂 156-0051 東京都世田谷区宮坂１－２５－１
ファミリーマート　経堂北 156-0052 東京都世田谷区経堂２－６－２
ファミリーマート　祖師ヶ谷大蔵駅西 157-0072 東京都世田谷区祖師谷３丁目３２－５
ファミリーマート　世田谷山下 154-0021 東京都世田谷区豪徳寺１丁目４５－１０　富士ビル
ファミリーマート　桜丘三丁目 156-0054 東京都世田谷区桜丘３－１０－１６
ファミリーマート　松原六丁目 156-0043 東京都世田谷区松原６丁目２５－４
ファミリーマート　狛江東和泉 201-0014 東京都狛江市東和泉１－６－７
ファミリーマート　世田谷千歳通り 156-0055 東京都世田谷区船橋１－３０－４　グランハウス千歳船橋
ファミリーマート　世田谷粕谷 157-0063 東京都世田谷区粕谷３丁目１番９
ファミリーマート　世田谷粕谷一丁目 157-0063 東京都世田谷区粕谷一丁目１４番１９号
ファミリーマート　小浦蒲田駅西 144-0051 東京都大田区西蒲田８－４－１２
ファミリーマート　小浦大森駅前 143-0016 東京都大田区大森北１丁目４－１
ファミリーマート　小浦蒲田サンライズ通り 144-0051 東京都大田区西蒲田７丁目４８－１４
ファミリーマート　蒲田駅東 144-0052 東京都大田区蒲田５－３６－４
ファミリーマート　仲六郷第一京浜 144-0055 東京都大田区仲六郷４丁目３１番７号
ファミリーマート　大田南六郷三丁目 144-0045 東京都大田区南六郷３丁目１２番１０号
ファミリーマート　大森東産業道路 143-0012 東京都大田区大森東二丁目９番１２号スカイレジデンス大森東１階
ファミリーマート　羽田空港第２Ｔ国際線エリア144-0041 東京都大田区羽田空港３丁目４－２
ファミリーマート　大森西二丁目 143-0015 東京都大田区大森西２丁目２７－８
ファミリーマート　タケウチ萩中 144-0047 東京都大田区萩中２－１１－１
ファミリーマート　三度屋大森東四丁目 143-0012 東京都大田区大森東４－１７－１
ファミリーマート　大森駅東口 143-0016 東京都大田区大森北一丁目４－７　ＴＫ大森ビル
ファミリーマート　大田南蒲田二丁目 144-0035 東京都大田区南蒲田二丁目１８－１２
ファミリーマート　大森海岸駅東 143-0011 東京都大田区大森本町１－２－６エイト大森ハイツ１階
ファミリーマート　大田大森中一丁目 143-0014 東京都大田区大森中１丁目７－２１　ヴィルズ大森町
ファミリーマート　雑色駅広場前 144-0055 東京都大田区仲六郷２丁目４２－７
ファミリーマート　大田区雑色駅前 144-0055 東京都大田区仲六郷２丁目４３－５
ファミリーマート　板橋四葉 175-0084 東京都板橋区四葉１－２－２２
ファミリーマート　四葉二丁目 175-0084 東京都板橋区四葉２－１０－４
ファミリーマート　早稲田馬場下町 162-0045 東京都新宿区馬場下町６２
ファミリーマート　早稲田大学南門 169-0071 東京都新宿区戸塚町１丁目１０２
ファミリーマート　野口萩中環八通り 144-0047 東京都大田区萩中２丁目３－７
ファミリーマート　大田大森西一丁目 143-0015 東京都大田区大森西一丁目１９－１４
ファミリーマート　大田本羽田二丁目 144-0044 東京都大田区本羽田２丁目１３－７
ファミリーマート　大田大森南 143-0013 東京都大田区大森南２－３－１６
ファミリーマート　大田大森南二丁目 143-0013 東京都大田区大森南二丁目５番５号
ファミリーマート　西糀谷四丁目 144-0034 東京都大田区西糀谷４－１３－１２
ファミリーマート　大森南 143-0013 東京都大田区大森南３－１０－１
ファミリーマート　大田仲池上一丁目 146-0081 東京都大田区仲池上１丁目９－１０
ファミリーマート　かわだ多摩川 146-0095 東京都大田区多摩川１丁目２３－１　ＭＳフォルム多摩川
ファミリーマート　大田矢口渡駅前 146-0095 東京都大田区多摩川１－１９－２
ファミリーマート　大田長原 145-0064 東京都大田区上池台一丁目４３番２号
ファミリーマート　大田中馬込 143-0027 東京都大田区中馬込２－６－３
ファミリーマート　大田久が原五丁目 146-0085 東京都大田区久が原５丁目２番１号
ファミリーマート　大久保駅前 169-0073 東京都新宿区百人町１－１９－１４
ファミリーマート　西大井四丁目 140-0015 東京都品川区西大井４－１７－１２
ファミリーマート　蒲田駅北 144-0052 東京都大田区蒲田５－１２－７
ファミリーマート　鵜の木駅前 146-0091 東京都大田区鵜の木２丁目５－１　原田ビル
ファミリーマート　大田千鳥 146-0083 東京都大田区千鳥２丁目３７番１０号
ファミリーマート　雪谷大塚 145-0066 東京都大田区南雪谷２丁目２－１３
ファミリーマート　かわだ多摩川二丁目 146-0095 東京都大田区多摩川２丁目１５－１６



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　大田東矢口三丁目 146-0094 東京都大田区東矢口３丁目１０－９
ファミリーマート　蒲田西口工学院通り 144-0051 東京都大田区西蒲田七丁目２－１
ファミリーマート　大森山王 143-0023 東京都大田区山王２ー５ー３
ファミリーマート　大森駅西口 143-0023 東京都大田区山王２丁目２－１４
ファミリーマート　東伏見北口 202-0014 東京都西東京市富士町４－１８－７
ファミリーマート　吉祥寺八幡通り 180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町２－２－１５
ファミリーマート　武蔵境二丁目 180-0022 東京都武蔵野市境２－４－１
ファミリーマート　境南通り 180-0023 東京都武蔵野市境南町２丁目８番１９号小田急バス武蔵境ビル１Ｆ
ファミリーマート　武蔵野御殿山 180-0005 東京都武蔵野市御殿山二丁目１３番８
ファミリーマート　西東京南町 188-0012 東京都西東京市南町三丁目１９番２８号
ファミリーマート　ひばりヶ丘駅北口 202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北３丁目３番１４号
ファミリーマート　吉祥寺駅南口 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２
ファミリーマート　武蔵野中央公園前 180-0011 東京都武蔵野市八幡町１－１－２１
ファミリーマート　内田西久保二丁目 180-0013 東京都武蔵野市西久保二丁目７番１号
ファミリーマート　保谷駅北口 202-0004 東京都西東京市下保谷四丁目１３番２０号
ファミリーマート　西東京富士町二丁目 202-0014 東京都西東京市富士町二丁目５番３６
ファミリーマート　西東京向台町 188-0013 東京都西東京市向台町一丁目１３番２９号
ファミリーマート　吉祥寺末広通り 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目６－１
ファミリーマート　練馬中央通り 176-0012 東京都練馬区豊玉北５－２２－７
ファミリーマート　石神井台七丁目 177-0045 東京都練馬区石神井台７－２３－７
ファミリーマート　上鷺宮二丁目 165-0031 東京都中野区上鷺宮２－１１－２
ファミリーマート　高円寺陸橋 166-0003 東京都杉並区高円寺南１－１１－６
ファミリーマート　関町庚申通り 177-0045 東京都練馬区石神井台７丁目２７番１４
ファミリーマート　上荻青梅街道 167-0043 東京都杉並区上荻４丁目１９－１５
ファミリーマート　中野中央一丁目 164-0011 東京都中野区中央一丁目４６番３号
ファミリーマート　吉祥寺駅前 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺　本町１丁目４－１６　サンク吉祥寺
ファミリーマート　練馬駅前 176-0001 東京都練馬区練馬１丁目６－１　ライオンズステーション
ファミリーマート　立川駅南口 190-0023 東京都立川市柴崎町３丁目３－７
ファミリーマート　吉祥寺東町一丁目 180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－１０－２０
ファミリーマート　吉祥寺駅東 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－２４－６吉祥寺ライトビル
ファミリーマート　立川錦町 190-0022 東京都立川市錦町１－４－４
ファミリーマート　吉祥寺平和通り 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－４－１１ナインビル
ファミリーマート　西東京新町五丁目 202-0023 東京都西東京市新町五丁目１７番２０号
ファミリーマート　柳沢南口 202-0022 東京都西東京市柳沢六丁目１－１
ファミリーマート　柳沢北口 202-0015 東京都西東京市保谷町３－１２－１５
ファミリーマート　小金井桜町 184-0005 東京都小金井市桜町１－１５－８
ファミリーマート　武蔵境駅北口 180-0022 東京都武蔵野市境１－２－１
ファミリーマート　保谷町五丁目 202-0015 東京都西東京市保谷町５丁目９－１０
ファミリーマート　武蔵境駅南 180-0023 東京都武蔵野市境南町三丁目１２番１１号
ファミリーマート　エミオ田無 188-0011 東京都西東京市田無町４－１－３
ファミリーマート　西東京泉町 202-0011 東京都西東京市泉町２－１４－１７
ファミリーマート　小金井中大附属前 184-0015 東京都小金井市貫井北町３丁目－３０
ファミリーマート　西東京西原町 188-0004 東京都西東京市西原町４－２３６３－１
ファミリーマート　丸萬清瀬 204-0022 東京都清瀬市松山１－２０－５
ファミリーマート　滝山中央通り 203-0032 東京都東久留米市前沢五丁目２４番１２号
ファミリーマート　東村山美住町一丁目 189-0023 東京都東村山市美住町一丁目１１番５８
ファミリーマート　東久留米本町一丁目 203-0053 東京都東久留米市本町１－４－５
ファミリーマート　東久留米柳窪 203-0044 東京都東久留米市柳窪２‐１３－７
ファミリーマート　東村山駅東口 189-0014 東京都東村山市本町２－３
ファミリーマート　小金井桜町三丁目 184-0005 東京都小金井市桜町三丁目１番６号
ファミリーマート　武蔵小金井駅南口 184-0004 東京都小金井市本町一丁目１８番１０号
ファミリーマート　小平光ヶ丘 187-0011 東京都小平市鈴木町２丁目１７５番地１
ファミリーマート　小金井法政大学前 184-0003 東京都小金井市緑町２丁目１６－３１
ファミリーマート　花小金井四丁目 187-0002 東京都小平市花小金井４丁目１３－９
ファミリーマート　小平上水本町 187-0022 東京都小平市上水本町２丁目１４番３４号
ファミリーマート　柚木国分寺南町 185-0022 東京都国分寺市東元町１－１３－１０
ファミリーマート　海田大学通り 186-0003 東京都国立市富士見台１－１－１１
ファミリーマート　海田岩蔵街道 198-0022 東京都青梅市藤橋１－３９６－２
ファミリーマート　海田日野橋 190-0022 東京都立川市錦町６丁目２１－２２
ファミリーマート　府中あんず通り 183-0004 東京都府中市紅葉丘３丁目１５番１号
ファミリーマート　国分寺西恋ヶ窪 185-0013 東京都国分寺市西恋ケ窪１丁目４６－７
ファミリーマート　富士見台二丁目 186-0003 東京都国立市富士見台２丁目４１－３
ファミリーマート　府中けやき並木通り 183-0022 東京都府中市宮西町１－２－１
ファミリーマート　井の頭公園口 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１５－４
ファミリーマート　吉祥寺通り 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺　南町１丁目１１番１０号
ファミリーマート　武蔵野中町新道 180-0006 東京都武蔵野市中町１丁目３４－３
ファミリーマート　小金井北大通り 184-0003 東京都小金井市緑町２丁目１－２８
ファミリーマート　国分寺高木町 185-0036 東京都国分寺市高木町１丁目２６－１１
ファミリーマート　国分寺南口駅前 185-0021 東京都国分寺市南町３－１７－２
ファミリーマート　中河原駅前 183-0034 東京都府中市住吉町２丁目２－７
ファミリーマート　府中宮町 183-0023 東京都府中市宮町１－２０－１９
ファミリーマート　三鷹東八通り 181-0004 東京都三鷹市新川６－６－７
ファミリーマート　三鷹中原 181-0005 東京都三鷹市中原２－１２
ファミリーマート　府中清水が丘二丁目 183-0015 東京都府中市清水が丘二丁目４９番地４
ファミリーマート　八王子アイロード 192-0083 東京都八王子市旭町１３番１３号
ファミリーマート　日本文化大入口 192-0914 東京都八王子市片倉町２２１４番１
ファミリーマート　国立青果市場前 186-0011 東京都国立市谷保七丁目１９番６
ファミリーマート　府中住吉三丁目 183-0034 東京都府中市住吉町三丁目２９番３
ファミリーマート　海田西国分寺 185-0024 東京都国分寺市泉町３－６－３
ファミリーマート　国分寺南町三丁目 185-0021 東京都国分寺市南町３－１５－６
ファミリーマート　府中Ｊタワー 183-0044 東京都府中市日鋼町１－１－９Ｊタワー高層棟
ファミリーマート　谷保駅東 186-0003 東京都国立市富士見台一丁目２０番６
ファミリーマート　国分寺本町三丁目 185-0012 東京都国分寺市本町３－８－１２
ファミリーマート　恋ヶ窪 185-0003 東京都国分寺市戸倉１－１－４
ファミリーマート　府中是政 183-0014 東京都府中市是政一丁目３４番２２
ファミリーマート　ＴＢＬＳ府中プラザ 183-0043 東京都府中市東芝町１番地
ファミリーマート　国分寺東恋ヶ窪 185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目３６ー４６
ファミリーマート　分倍河原 183-0045 東京都府中市美好町３丁目４番２号
ファミリーマート　国立北 186-0001 東京都国立市北３丁目２９番地８
ファミリーマート　柴崎町六丁目 190-0023 東京都立川市柴崎町６－１８－７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　矢川駅前 186-0003 東京都国立市富士見台四丁目１１番３２
ファミリーマート　府中浅間町四丁目 183-0001 東京都府中市浅間町四丁目７番１号
ファミリーマート　調布若葉町 182-0003 東京都調布市若葉町３－８－４
ファミリーマート　調布染地二丁目 182-0023 東京都調布市染地二丁目３４番地１８
ファミリーマート　国領二丁目 182-0022 東京都調布市国領町２－１０－２
ファミリーマート　喜多見駅北 157-0067 東京都世田谷区喜多見９－２－２３
ファミリーマート　仙川駅前 182-0002 東京都調布市仙川町３－９－７
ファミリーマート　調布天文台通り 182-0033 東京都調布市富士見町４－３２
ファミリーマート　調布緑ヶ丘 182-0001 東京都調布市緑ヶ丘２－５７
ファミリーマート　府中東八通り 183-0052 東京都府中市新町２－４８－１．２
ファミリーマート　三鷹天文台通り 181-0014 東京都三鷹市野崎３丁目２６番２１号
ファミリーマート　下連雀 181-0013 東京都三鷹市下連雀１－８－１５
ファミリーマート　府中多磨 183-0011 東京都府中市白糸台１－３９－３
ファミリーマート　立川南通り 190-0022 東京都立川市錦町３丁目６番３号
ファミリーマート　府中甲州街道 183-0031 東京都府中市西府町４－１－１
ファミリーマート　町田パリオ 194-0022 東京都町田市森野１丁目１５－１３　パリオビル１Ｆ
ファミリーマート　小平小川西町 187-0035 東京都小平市小川西町３－２６－１
ファミリーマート　町田金井町 195-0071 東京都町田市金井町１９３８番地の６
ファミリーマート　狛江慈恵医大前 201-0012 東京都狛江市中和泉５－３１－２０
ファミリーマート　多摩鶴牧三丁目 206-0034 東京都多摩市鶴牧３丁目５番３
ファミリーマート　狛江中和泉一丁目 201-0012 東京都狛江市中和泉一丁目１４番１６号
ファミリーマート　三鷹南 181-0013 東京都三鷹市下連雀３－４１－１１
ファミリーマート　サンリオピューロランド前 206-0033 東京都多摩市落合一丁目３２番３号
ファミリーマート　調布駅北 182-0024 東京都調布市布田１丁目２７－３
ファミリーマート　稲城いちょう並木通 206-0801 東京都稲城市大字大丸四号４２５－１
ファミリーマート　城山公園前 206-0803 東京都稲城市向陽台６丁目８－１
ファミリーマート　深大寺南町 182-0013 東京都調布市深大寺南町一丁目１１番地１
ファミリーマート　調布深大寺元町 182-0017 東京都調布市深大寺元町２－３－１１
ファミリーマート　三鷹中央通り 181-0013 東京都三鷹市下連雀３丁目２７－１１
ファミリーマート　東中神駅前 196-0034 東京都昭島市玉川町１－１－１３
ファミリーマート　立川通り 190-0003 東京都立川市栄町３丁目５３－１
ファミリーマート　昭島諏訪松中通り 196-0024 東京都昭島市宮沢町４８４－３
ファミリーマート　立川四中前 190-0002 東京都立川市幸町５－５０－８
ファミリーマート　昭島玉川町 196-0034 東京都昭島市玉川町５丁目１０―３２
ファミリーマート　平山城址公園駅前 191-0043 東京都日野市平山５丁目１８番１３号
ファミリーマート　立川曙町一丁目 190-0012 東京都立川市曙町一丁目１４番１７号
ファミリーマート　立川諏訪通り 190-0023 東京都立川市柴崎町３丁目１－７
ファミリーマート　秋川駅前 197-0804 東京都あきる野市秋川２－１－１
ファミリーマート　新滝山街道 192-0013 東京都八王子市梅坪町２６７－１
ファミリーマート　あきる野渕上 197-0833 東京都あきる野市渕上１８６－８
ファミリーマート　日野バイパス 191-0065 東京都日野市旭が丘２丁目４４番１他３筆
ファミリーマート　日野四谷橋 191-0034 東京都日野市落川２０１６－１
ファミリーマート　西国立駅前 190-0021 東京都立川市羽衣町２丁目４３－１
ファミリーマート　日野神明 191-0016 東京都日野市神明１丁目１４－８
ファミリーマート　高幡不動 191-0031 東京都日野市高幡２－１２
ファミリーマート　立川砂川九番 190-0002 東京都立川市幸町４丁目３８番１
ファミリーマート　立川上砂町五丁目 190-0032 東京都立川市上砂町５丁目１番地の８
ファミリーマート　昭島小荷田 196-0002 東京都昭島市拝島町３－２－２
ファミリーマート　昭島中神町 196-0022 東京都昭島市中神町１２９４－１
ファミリーマート　西武拝島 196-0001 東京都昭島市美堀町５－２１－２
ファミリーマート　拝島駅南口 196-0003 東京都昭島市松原町４丁目１４－６
ファミリーマート　立川新奥多摩街道 190-0013 東京都立川市富士見町７丁目３１番１４号
ファミリーマート　昭島田中町 196-0014 東京都昭島市田中町一丁目２１－２
ファミリーマート　玉川上水駅前 190-0002 東京都立川市幸町六丁目３７－１
ファミリーマート　玉川上水駅南口 190-0004 東京都立川市柏町４－６２－４
ファミリーマート　立川サザン 190-0023 東京都立川市柴崎町三丁目２番１号
ファミリーマート　多摩センター駅南 206-0034 東京都多摩市鶴牧１－２６－２
ファミリーマート　日野甲州街道 191-0012 東京都日野市大字日野１４７７－１
ファミリーマート　ＪＲ八王子駅北口 192-0082 東京都八王子市東町１１－２
ファミリーマート　日野市立病院前 191-0062 東京都日野市多摩平三丁目２番１
ファミリーマート　国立東一丁目 186-0002 東京都国立市東１丁目１６－１７
ファミリーマート　八王子陣馬街道 193-0823 東京都八王子市横川町５３４－１
ファミリーマート　八王子西インター 192-0154 東京都八王子市下恩方町１７５８
ファミリーマート　八王子並木町 193-0831 東京都八王子市並木町３９－３４
ファミリーマート　八王子楢原町 193-0803 東京都八王子市楢原町４４５番１
ファミリーマート　八王子泉町 193-0814 東京都八王子市泉町１３５２番３
ファミリーマート　八王子大楽寺東 193-0816 東京都八王子市大楽寺町５１５番４
ファミリーマート　京王八王子 192-0046 東京都八王子市明神町２－２６－１０
ファミリーマート　ＪＲ片倉駅前 192-0914 東京都八王子市片倉町７２１番６　カーネル８１０　１Ｆ
ファミリーマート　八王子甲州街道 192-0033 東京都八王子市高倉町１－２
ファミリーマート　八王子上柚木 192-0373 東京都八王子市上柚木二丁目１０番２
ファミリーマート　パオレ南大沢 192-0364 東京都八王子市南大沢二丁目２番
ファミリーマート　八王子北野町 192-0906 東京都八王子市北野町５２３－１
ファミリーマート　八王子大楽寺町 193-0816 東京都八王子市大楽寺町４８４－１
ファミリーマート　西八王子駅北口 193-0835 東京都八王子市千人町２丁目２０－６
ファミリーマート　八王子大和田町五丁目 192-0045 東京都八王子市大和田町五丁目１０番６
ファミリーマート　八王子みさき通り 192-0084 東京都八王子市三崎町３番６号
ファミリーマート　八王子寺町 192-0073 東京都八王子市寺町４７番
ファミリーマート　高尾駅東 193-0844 東京都八王子市高尾町１５９９番３３
ファミリーマート　八王子横川町 193-0823 東京都八王子市横川町１１２０－１
ファミリーマート　石川ＰＡ上り 192-0032 東京都八王子市石川町９５６番２
ファミリーマート　長沼団地入口 192-0907 東京都八王子市長沼町１３０８－５
ファミリーマート　ＪＲ八王子南口 192-0904 東京都八王子市子安町４丁目９－７森永産業ビル
ファミリーマート　高尾駅南 193-0845 東京都八王子市初沢町１２９９－２
ファミリーマート　八王子千人町 193-0835 東京都八王子市千人町４丁目１３－１８
ファミリーマート　八王子石川町 192-0032 東京都八王子市石川町２０９７番７　他３筆
ファミリーマート　八王子高尾町 193-0844 東京都八王子市高尾町１８１９番１
ファミリーマート　北野駅前通り 192-0906 東京都八王子市北野町５５４－１１
ファミリーマート　純心学園前 192-0011 東京都八王子市滝山町２丁目５９６－１
ファミリーマート　八王子明神町 192-0046 東京都八王子市明神町二丁目１６番９号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　ＪＲ八王子駅前 192-0083 東京都八王子市旭町１番４号　八王子交通ビル１階
ファミリーマート　八王子インター 192-0011 東京都八王子市滝山町１丁目５４９番地１
ファミリーマート　八王子中町 192-0085 東京都八王子市中町６番４号
ファミリーマート　八王子みなみ野 192-0916 東京都八王子市みなみ野一丁目６番地８号
ファミリーマート　八王子ユーロード 192-0085 東京都八王子市中町４番３号
ファミリーマート　八王子別所 192-0363 東京都八王子市別所１－１１－２１
ファミリーマート　八王子堀之内 192-0355 東京都八王子市堀之内３丁目６－１
ファミリーマート　北野駅南口 192-0911 東京都八王子市打越町２００３番地１
ファミリーマート　八王子北大通り 192-0062 東京都八王子市大横町１２番１０
ファミリーマート　八王子東中野 192-0351 東京都八王子市東中野５６５番１　シーズ１４ミネギシ
ファミリーマート　八王子元横山町 192-0063 東京都八王子市元横山町二丁目９番１４号
ファミリーマート　秀栄花小金井 187-0003 東京都小平市花小金井南町三丁目３８番６号
ファミリーマート　町田高ヶ坂 194-0014 東京都町田市高ヶ坂５－１２－１７
ファミリーマート　原町田四丁目 194-0013 東京都町田市原町田４－１０－１８
ファミリーマート　八王子子安町 192-0904 東京都八王子市子安町１丁目３１
ファミリーマート　多摩唐木田 206-0035 東京都多摩市唐木田１丁目２１－１
ファミリーマート　アエタ町田 194-0013 東京都町田市原町田六丁目９番７
ファミリーマート　町田三輪町 195-0054 東京都町田市三輪町３０５番５
ファミリーマート　鶴川駅西 195-0053 東京都町田市能ヶ谷一丁目１番３号
ファミリーマート　町田成瀬が丘 194-0011 東京都町田市成瀬が丘一丁目３０番２
ファミリーマート　町田金森 194-0012 東京都町田市金森二丁目６８７番２
ファミリーマート　町田鶴川駅北 195-0053 東京都町田市能ヶ谷一丁目３番２号
ファミリーマート　町田鶴間 194-0005 東京都町田市南町田四丁目１９番５
ファミリーマート　町田木曽東一丁目 194-0036 東京都町田市木曽東１丁目１５番１１号
ファミリーマート　唐木田駅前 206-0035 東京都多摩市唐木田１－１－７プラザ唐木田１階
ファミリーマート　武蔵村山残堀 208-0034 東京都武蔵村山市残堀４丁目５－１
ファミリーマート　東大和桜が丘 207-0022 東京都東大和市桜が丘二丁目２５１－３
ファミリーマート　東大和青梅街道 207-0015 東京都東大和市中央三丁目８５７－３
ファミリーマート　東大和向原 207-0013 東京都東大和市向原六丁目１２０１番１０他２筆
ファミリーマート　東大和桜が丘二丁目 207-0022 東京都東大和市桜が丘２丁目５３－３
ファミリーマート　上北台三丁目 207-0023 東京都東大和市上北台３丁目８６１－５
ファミリーマート　八洋青梅新町五丁目 198-0024 東京都青梅市新町５－２８－７
ファミリーマート　瑞穂駒形 190-1201 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木１３５３番地
ファミリーマート　瑞穂栗原 190-1204 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４
ファミリーマート　武蔵村山神明 208-0002 東京都武蔵村山市神明１－９５
ファミリーマート　青梅新町八丁目 198-0024 東京都青梅市新町８－１０－１
ファミリーマート　東青梅五丁目 198-0042 東京都青梅市東青梅５丁目１２－３
ファミリーマート　武蔵村山中原 208-0035 東京都武蔵村山市中原１－２６－４
ファミリーマート　青梅吉野街道 198-0052 東京都青梅市長淵１丁目３４－１
ファミリーマート　青梅野上 198-0032 東京都青梅市野上町３丁目２２番７
ファミリーマート　東青梅四丁目 198-0042 東京都青梅市東青梅４丁目１０－５
ファミリーマート　河辺駅北口 198-0036 東京都青梅市河辺町１０－６－６
ファミリーマート　羽村神明台 205-0023 東京都羽村市神明台四丁目１番地３
ファミリーマート　羽村動物公園西 205-0013 東京都羽村市富士見平１丁目７－１６
ファミリーマート　瑞穂東松原 190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原１１－８
ファミリーマート　福生多摩橋通り 197-0011 東京都福生市大字福生２１５
ファミリーマート　あきる野草花 197-0802 東京都あきる野市草花３０７４－１
ファミリーマート　日の出平井 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井７２５－１
ファミリーマート　拝島駅北 197-0003 東京都福生市大字熊川１７０３－１１７０４－１
ファミリーマート　あきる野檜原街道 190-0165 東京都あきる野市小中野３７８
ファミリーマート　あきる野滝山街道 197-0804 東京都あきる野市秋川１丁目１５－１
ファミリーマート　福生北田園 197-0005 東京都福生市北田園１丁目２１－３
ファミリーマート　サンズ京急蒲田駅西口 144-0052 東京都大田区蒲田４丁目１５－３　ＡＴＴビル
ファミリーマート　新整備場駅前 144-0041 東京都大田区羽田空港３丁目５－１０
ファミリーマート　アワーズイン阪急ツイン館 140-0014 東京都品川区大井１丁目５０－５
ファミリーマート　アトレ目黒 141-0021 東京都品川区上大崎３丁目１－１
ファミリーマート　サンズ原町田三丁目 194-0013 東京都町田市原町田３ー４ー１６
ファミリーマート　山王大森駅前 140-0013 東京都品川区南大井６－１７－７
ファミリーマート　昭和大学病院前 142-0064 東京都品川区旗の台１丁目２－２０
ファミリーマート　青物横丁駅北 140-0004 東京都品川区南品川２丁目４－７
ファミリーマート　西新橋一丁目 105-0003 東京都港区西新橋１丁目５－１１
ファミリーマート　東品川三丁目 140-0002 東京都品川区東品川３丁目２１－１０
ファミリーマート　晴海フロント 104-0053 東京都中央区晴海二丁目１番４０号晴海フロント１Ｆ
ファミリーマート　晴海センタービル 104-0053 東京都中央区晴海２丁目５－２４晴海センタービル
ファミリーマート　警視庁丸の内庁舎 100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目８－１
ファミリーマート　目白大学新宿キャンパス 161-0032 東京都新宿区中落合４丁目３１－１　新宿キャンパス内
ファミリーマート　渋谷神山町 150-0047 東京都渋谷区神山町７－１３
ファミリーマート　参議院／Ｓ 100-0014 東京都千代田区永田町１丁目７－１
ファミリーマート　東京高等裁判所内 100-0013 東京都千代田区霞が関１丁目１－４地下１階
ファミリーマート　アクサ生命本社ビル 108-8020 東京都港区白金一丁目１７－３ＮＢＦプラチナタワー
ファミリーマート　お茶の水明大通り 101-0062 東京都千代田区神田駿河台１丁目８－１０
ファミリーマート　一番町 102-0082 東京都千代田区一番町１３－３
ファミリーマート　秋葉原富士ソフトビル 101-0022 東京都千代田区神田練塀町３番地富士ソフトビル１Ｆ
ファミリーマート　池袋本町一丁目 170-0011 東京都豊島区池袋本町１丁目２０－５山屋マンション１Ｆ
ファミリーマート　文京向丘一丁目 113-0023 東京都文京区向丘１－１３－３
ファミリーマート　神田万世橋 101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地
ファミリーマート　新宿スポーツセンター 169-0072 東京都新宿区大久保３－５－１新宿スポーツセンター１Ｆ
ファミリーマート　防衛省 162-0845 東京都新宿区市谷本村町５－１防衛省本省　厚生棟　地下１階
ファミリーマート　東新宿 160-0022 東京都新宿区新宿５－１３－９
ファミリーマート　慶應義塾大学病院 160-0016 東京都新宿区信濃町３５　慶應義塾大学病院内
ファミリーマート　東京医科大学前 160-0022 東京都新宿区新宿６－６－１
ファミリーマート　千駄ヶ谷二丁目 151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷２－６－７
ファミリーマート　荒川東尾久 116-0012 東京都荒川区東尾久３丁目８－１４
ファミリーマート　足立入谷八丁目 121-0836 東京都足立区入谷８－１－３５
ファミリーマート　綾瀬駅前 120-0005 東京都足立区綾瀬３－２－１
ファミリーマート　立石五丁目 124-0012 東京都葛飾区立石５－１８
ファミリーマート　業平三丁目 130-0002 東京都墨田区業平三丁目１１番９号
ファミリーマート　武蔵野中町 180-0006 東京都武蔵野市中町２丁目５番１号
ファミリーマート　昭島中神町新畑 196-0022 東京都昭島市中神町字中新畑１１５７番地５
ファミリーマート　国分寺本多五丁目 185-0011 東京都国分寺市本多５丁目１２番地１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　府中紅葉丘 183-0004 東京都府中市紅葉丘３－４２
ファミリーマート　調布小島町 182-0026 東京都調布市小島町１－３１－９
ファミリーマート　国立駅南口 186-0002 東京都国立市東１丁目４番８号
ファミリーマート　国立西二丁目 186-0005 東京都国立市西２－２４－１８
ファミリーマート　京王稲城駅前 206-0804 東京都稲城市百村１６１３－３
ファミリーマート　千歳烏山駅西 157-0062 東京都世田谷区南烏山６丁目６番６号
ファミリーマート　調布上ノ原 182-0014 東京都調布市柴崎二丁目３９番地３
ファミリーマート　江東森下四丁目 135-0004 東京都江東区森下４丁目１０－８
ファミリーマート　高円寺駅東 166-0003 東京都杉並区高円寺南４－５０
ファミリーマート　テレコムセンター 135-0064 東京都江東区青海２丁目５－１０
ファミリーマート　森下二丁目 135-0004 東京都江東区森下２丁目１７－６
ファミリーマート　向島四丁目 131-0033 東京都墨田区向島４－８－５
ファミリーマート　江東福住一丁目 135-0032 東京都江東区福住１丁目８番１０号
ファミリーマート　青梅大門三丁目 198-0014 東京都青梅市大門三丁目１－９
ファミリーマート　世田谷日大通り 156-0044 東京都世田谷区赤堤４－４８－８
ファミリーマート　清瀬中里 204-0003 東京都清瀬市中里六丁目５３８番１
ファミリーマート　三鷹駅前 181-0013 東京都三鷹市下連雀３－２７－１
ファミリーマート　練馬一丁目 176-0001 東京都練馬区練馬一丁目２１番５号
ファミリーマート　西東京東町六丁目 202-0012 東京都西東京市東町６－６－５
ファミリーマート　境南町二丁目 180-0023 東京都武蔵野市境南町２丁目１０－６
ファミリーマート　平和台環八通り 179-0083 東京都練馬区平和台４丁目２０－１０
ファミリーマート　小田急町田北口 194-0022 東京都町田市森野１－１９－１６
ファミリーマート　国領八丁目 182-0022 東京都調布市国領町８－１０
ファミリーマート　武蔵村山大南 208-0013 東京都武蔵村山市大南４－１５－４
ファミリーマート　立川若葉町 190-0001 東京都立川市若葉町４丁目２１－３
ファミリーマート　武蔵小金井駅北 184-0004 東京都小金井市本町５丁目９番６
ファミリーマート　西武国分寺駅前 185-0012 東京都国分寺市本町４－１－１８
ファミリーマート　武蔵村山三ツ木 208-0032 東京都武蔵村山市三ツ木１丁目３６－３
ファミリーマート　瑞穂長岡 190-1231 東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部２９７－３
ファミリーマート　小平たかの街道 187-0032 東京都小平市小川町１丁目１１１５番地３
ファミリーマート　羽村駅前中央通り 205-0011 東京都羽村市五ノ神４－１１－１８
ファミリーマート　ファミマ品川シーズンテラス２号108-0075 東京都港区港南１丁目２－７０品川シーズンテラス１階
ファミリーマート　ファミマ　サンシャイン 170-6004 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０　４Ｆ
ファミリーマート　ファミマ東京ワールドゲート 105-6901 東京都港区虎ノ門４－１－１
ファミリーマート　ファミマ芝パーク 105-0011 東京都港区芝公園２丁目４－１
ファミリーマート　ファミマ！！秋葉原ＵＤＸ 101-0021 東京都千代田区外神田４丁目１４－１秋葉原ＵＤＸ　５Ｆ
ファミリーマート　ファミマ二子玉川 158-0094 東京都世田谷区玉川１丁目５１００番１外
ファミリーマート　トモニー清瀬駅 204-0021 東京都清瀬市元町１－２－４
ファミリーマート　トモニーひばりヶ丘駅 202-0005 東京都西東京市住吉町３丁目９－１９
ファミリーマート　トモニー池袋駅１階改札内 171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目２８－１
ファミリーマート　トモニー池袋駅地下改札外 171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目２８－１
ファミリーマート　トモニー大泉学園駅 178-0063 東京都練馬区東大泉１丁目２９－７
ファミリーマート　トモニー高田馬場駅橋上 169-0075 東京都新宿区高田馬場１丁目３５－２
ファミリーマート　トモニー野方駅 165-0027 東京都中野区野方６－３－３
ファミリーマート　トモニー高田馬場駅早稲田口169-0075 東京都新宿区高田馬場１丁目３５－２
ファミリーマート　トモニー国分寺駅 185-0012 東京都国分寺市本町２－１－２３
ファミリーマート　トモニー小平駅 187-0041 東京都小平市美園町１－３４－１
ファミリーマート　トモニー玉川上水駅 190-0002 東京都立川市幸町６－３６－１
ファミリーマート　トモニー小川駅 187-0031 東京都小平市小川東町１丁目２０－１
ファミリーマート　トモニー東大和市駅 207-0022 東京都東大和市桜ヶ丘１－１４１５－１
ファミリーマート　トモニー拝島駅 196-0001 東京都昭島市美堀町５丁目２１－２
ファミリーマート　トモニー練馬高野台駅 177-0033 東京都練馬区高野台１－７－２７
ファミリーマート　トモニー中村橋駅 176-0023 東京都練馬区中村北４－２－１
ファミリーマート　トモニー富士見台駅 176-0021 東京都練馬区貫井３－７－４
ファミリーマート　トモニー東長崎駅 171-0051 東京都豊島区長崎５－１－１
ファミリーマート　トモニー江古田駅 176-0005 東京都練馬区旭丘１丁目７８－７
ファミリーマート　トモニー石神井公園駅中央口177-0041 東京都練馬区石神井町３－２３－１０
ファミリーマート　トモニー石神井公園駅西口 177-0041 東京都練馬区石神井町３丁目
ファミリーマート　トモニー田無駅 188-0011 東京都西東京市田無町４－１－１
ファミリーマート　トモニー花小金井駅 187-0002 東京都小平市花小金井１丁目１０－５
ファミリーマート　トモニー西武柳沢駅 202-0015 東京都西東京市保谷町３－１１－２４
ファミリーマート　トモニー鷺ノ宮駅 165-0032 東京都中野区鷺宮３丁目１５－１
ファミリーマート　京成高砂駅 125-0054 東京都葛飾区高砂５丁目２８－１
ファミリーマート　青砥駅 116-0000 東京都葛飾区青戸３－３６－１
ファミリーマート　青砥駅下りホーム 125-0062 東京都葛飾区青戸３丁目３６－１
ファミリーマート　京成曳舟駅構内 131-0046 東京都墨田区京島１丁目３９－１　京成曳舟駅
ファミリーマート　八広駅前 131-0041 東京都墨田区八広六丁目２６番３号
ファミリーマート　京成四ツ木駅 124-0014 東京都葛飾区東四つ木４丁目１４－１先
ファミリーマート　町屋駅 116-0002 東京都荒川区荒川７－４０－６
ファミリーマート　お花茶屋駅 124-0005 東京都葛飾区宝町２－３７－１
ファミリーマート　柴又駅前 125-0052 東京都葛飾区柴又四丁目８番１６号
ファミリーマート　京成上野駅 110-0005 東京都台東区上野公園１－６０
ファミリーマート　日暮里駅構内 116-0013 東京都荒川区西日暮里２丁目１９－１
ファミリーマート　京成金町駅 125-0042 東京都葛飾区金町５丁目３７－９
ファミリーマート　本駒込一丁目 113-0021 東京都文京区本駒込１丁目４－４　旭商店白山ビル
ファミリーマート　江ヶ崎町 230-0002 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町１６番１３号
ファミリーマート　三ツ沢上町駅前 221-0856 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町５－２１
ファミリーマート　横浜反町一丁目 221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町１－８－１
ファミリーマート　横浜大口駅前 221-0002 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３３－３
ファミリーマート　岸谷 230-0078 神奈川県横浜市鶴見区岸谷１－２６－９
ファミリーマート　生麦 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦３－２－２１
ファミリーマート　横浜入江二丁目 221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江２－１５－１５
ファミリーマート　鶴屋町郵便局前 221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２丁目１６－６
ファミリーマート　冨士屋子安通 221-0021 神奈川県横浜市神奈川区子安通３－２８８
ファミリーマート　横浜片倉一丁目 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－２８－１
ファミリーマート　冨士屋オルトヨコハマ 221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－２－４オルトヨコハマ・ビジネスセンター２階
ファミリーマート　横浜神大寺四丁目 221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４丁目８－２
ファミリーマート　生麦駅西口 230-0078 神奈川県横浜市鶴見区岸谷１丁目２２－２２　ルミエール大谷
ファミリーマート　鶴見旭台 230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１丁目２１番７号
ファミリーマート　東寺尾中台 230-0017 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台１３－１７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　鶴見東口 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目３２番地１号
ファミリーマート　横浜東高校前 230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１丁目２６番１１
ファミリーマート　下末吉 230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉４－３２－１４
ファミリーマート　横浜羽沢町綿打 221-0863 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１７０５－１
ファミリーマート　東神奈川東口 221-0044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０
ファミリーマート　西寺尾二丁目 221-0001 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾２－３１－１７
ファミリーマート　花月園駅前 230-0063 神奈川県横浜市鶴見区鶴見１－１－３
ファミリーマート　鶴見区役所通り 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目５番１
ファミリーマート　横浜青木町 221-0057 神奈川県横浜市神奈川区青木町１０－２オリマツビル
ファミリーマート　横浜沢渡 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡２番地２
ファミリーマート　横浜コットンハーバー 221-0035 神奈川県横浜市神奈川区星野町１０番
ファミリーマート　横浜子安通三丁目 221-0021 神奈川県横浜市神奈川区子安通三丁目２９８番地１
ファミリーマート　横浜金港町 221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町５－１０
ファミリーマート　横浜西神奈川三丁目 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３丁目６ー５
ファミリーマート　横浜駅東口 221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町５－３２
ファミリーマート　鶴見中央三丁目 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－３－１０
ファミリーマート　鈴木石川町 231-0868 神奈川県横浜市中区石川町２－８２
ファミリーマート　小浦新杉田 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田４丁目１－１
ファミリーマート　横浜三井ビル 220-0011 神奈川県横浜市西区高島１－１－２
ファミリーマート　横浜大桟橋通り 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２２３番地１　ＮＵ関内ビル
ファミリーマート　磯子三丁目 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子３丁目１４－３０
ファミリーマート　根岸駅北 235-0005 神奈川県横浜市磯子区東町１１－１０
ファミリーマート　本牧公園前 231-0825 神奈川県横浜市中区本牧間門１９－４５
ファミリーマート　横浜楠町 220-0003 神奈川県横浜市西区楠町１１－２
ファミリーマート　横浜汐見台 235-0022 神奈川県横浜市磯子区汐見台１丁目６－２
ファミリーマート　横浜常盤町 231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町二丁目１１番１号セドル・ブランシュ常盤町
ファミリーマート　横浜岡野一丁目 220-0073 神奈川県横浜市西区岡野１－１４－１横浜メディカルセンタービル
ファミリーマート　磯子丸山二丁目 235-0011 神奈川県横浜市磯子区丸山２－１－５
ファミリーマート　深谷中学校前 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１１３６
ファミリーマート　横浜山王町 232-0013 神奈川県横浜市南区山王町２丁目２２－１４
ファミリーマート　上永谷二丁目 233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷２－１６
ファミリーマート　上大岡駅前 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目１６番２５号上大岡ファースト
ファミリーマート　戸塚吉田町 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町１４６－１
ファミリーマート　上大岡駅南 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３　ミツワ第２ビル
ファミリーマート　下永谷 233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山１丁目５７－３７
ファミリーマート　サンズ戸塚深谷町 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷１７１７－１
ファミリーマート　サンズ丸山台三丁目 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台三丁目２１－１
ファミリーマート　サンズ栗平駅前 215-0031 神奈川県川崎市麻生区栗平２－１－６
ファミリーマート　サンズ東戸塚駅西口 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町８５－１
ファミリーマート　サンズ上永谷Ｌ−ウィング 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台１－２－１
ファミリーマート　サンズ洋光台駅北 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１１－１
ファミリーマート　港南中央通 233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通８－４１
ファミリーマート　戸塚矢沢 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４８１２
ファミリーマート　日野南三丁目 234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南三丁目２番１８号
ファミリーマート　井土ヶ谷駅前 232-0052 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１６１
ファミリーマート　栄スポーツセンター 247-0014 神奈川県横浜市栄区公田町５０６－５
ファミリーマート　六ッ川二丁目 232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川二丁目４７－４
ファミリーマート　大岡五丁目 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－２
ファミリーマート　横浜南高校前 233-0003 神奈川県横浜市港南区港南２－２８－３０
ファミリーマート　永田東一丁目 232-0072 神奈川県横浜市南区永田東１－６－３７
ファミリーマート　舞岡町 244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町３５６３番地
ファミリーマート　港南台八丁目 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台８－３５－１
ファミリーマート　双葉笹下一丁目 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下１－５－１５
ファミリーマート　港南台ガーデン 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台４－３５－１８
ファミリーマート　鷺沼駅前 216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－１－２０
ファミリーマート　ふるや中野島 214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島３－３１－１０
ファミリーマート　新百合ケ丘駅前 215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－７
ファミリーマート　向ヶ丘遊園北口 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２０１０－２
ファミリーマート　土橋一丁目 216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋１－３－７
ファミリーマート　宮崎二丁目 216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－３－１１
ファミリーマート　宮前犬蔵一丁目 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１－８－２８
ファミリーマート　神木本町二丁目 216-0031 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目３番５号
ファミリーマート　川崎宮前南平台 216-0024 神奈川県川崎市宮前区南平台１８－１３
ファミリーマート　リコス川崎宮前平 216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平３－１１－２３
ファミリーマート　西生田 214-0037 神奈川県川崎市多摩区西生田１－１５－５
ファミリーマート　宿河原二丁目 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４５－１８
ファミリーマート　柿生駅前 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３８－１
ファミリーマート　柿生駅北口 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３９－３０
ファミリーマート　向ケ丘遊園南口 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２６９２－１
ファミリーマート　多摩区役所北 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸１７６４－１（住居表示）
ファミリーマート　川崎東百合丘 215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘３丁目１２番１３号
ファミリーマート　川崎麻生片平 215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平２丁目２５番１０号
ファミリーマート　仙谷 214-0006 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷２－８－１
ファミリーマート　登戸駅前 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸３４６２－６
ファミリーマート　向ヶ丘遊園駅前 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２７３７－１
ファミリーマート　登戸新町 214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町３７５番地
ファミリーマート　登戸駅東 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸３２９１
ファミリーマート　川崎多摩病院前 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原１－１－４０
ファミリーマート　川崎蟹ヶ谷 213-0025 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷３－３
ファミリーマート　木月三丁目 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月３丁目１７－１５　クリフトンコート
ファミリーマート　アスロード港北下田町 223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町５－１－６
ファミリーマート　王禅寺西 215-0017 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西３－２７－８
ファミリーマート　川崎坂戸二丁目 213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸２丁目１３－２５
ファミリーマート　登戸中央 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸４４５
ファミリーマート　久地 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原６－３３－２－１０１
ファミリーマート　金程住宅 215-0006 神奈川県川崎市麻生区金程４丁目４－１
ファミリーマート　山中屋高津駅前 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口４－５－５
ファミリーマート　武蔵中原駅前 211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中２－３－１
ファミリーマート　小杉法政通り 211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪２６
ファミリーマート　川崎元住吉駅前 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月２丁目６―２３



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　都筑北山田 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田２－１－１
ファミリーマート　川崎新作五丁目 213-0014 神奈川県川崎市高津区新作５丁目４番７号
ファミリーマート　サンズ向河原駅東 211-0011 神奈川県川崎市中原区下沼部１７６２－１２
ファミリーマート　津田山駅北 213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延６丁目１５－１
ファミリーマート　川崎高津千年 213-0022 神奈川県川崎市高津区千年４０
ファミリーマート　今宿東町 241-0032 神奈川県横浜市旭区今宿東町１６５９－１
ファミリーマート　なわてや八丁畷 210-0022 神奈川県川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１
ファミリーマート　京急川崎駅前 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１０－５
ファミリーマート　武蔵小杉駅北口 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３番６０
ファミリーマート　武蔵小杉Ｔプレイス 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３－１
ファミリーマート　川崎田町 210-0822 神奈川県川崎市川崎区田町一丁目３－１２
ファミリーマート　横浜南幸 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２丁目６－３　庄司横浜南幸ビル
ファミリーマート　ソリッドスクエア 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ソリッドスクエア東
ファミリーマート　堰三丁目 214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰３丁目１０番４号
ファミリーマート　大島三丁目 210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島３丁目１７－１２
ファミリーマート　小向西町一丁目 212-0004 神奈川県川崎市幸区小向西町１丁目１０番地
ファミリーマート　夜光一丁目 210-0863 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目９番７号
ファミリーマート　川崎川中島二丁目 210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島二丁目６番１２号
ファミリーマート　川崎東扇島 210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島１９－２
ファミリーマート　矢向駅西 212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越３丁目４０３番６
ファミリーマート　チネチッタ入口 210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町２番地１１
ファミリーマート　川崎大師駅前 210-0802 神奈川県川崎市川崎区大師駅前１－５－５
ファミリーマート　鹿島田駅前 212-0027 神奈川県川崎市幸区新塚越２０１
ファミリーマート　川崎貝塚一丁目 210-0014 神奈川県川崎市川崎区貝塚１丁目１番１号
ファミリーマート　観音二丁目 210-0831 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目１番１４号
ファミリーマート　川崎浜町四丁目 210-0851 神奈川県川崎市川崎区浜町４丁目５番１１号
ファミリーマート　川崎旭町一丁目 210-0808 神奈川県川崎市川崎区旭町１丁目９－１
ファミリーマート　アスロード小田栄 210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田４－１２－８
ファミリーマート　港北師岡町 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町３８９－１
ファミリーマート　妙蓮寺駅前 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名１－３－１２
ファミリーマート　南山田三丁目 224-0029 神奈川県横浜市都筑区南山田３－７－１
ファミリーマート　都筑富士見が丘 224-0051 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１４－２６
ファミリーマート　横浜折本町 224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町３２８番地３
ファミリーマート　都筑ふれあいの丘駅前 224-0062 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１２－１５サンパレス葛が谷
ファミリーマート　港北篠原町 222-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町２８６８－６
ファミリーマート　こどもの国 227-0038 神奈川県横浜市青葉区奈良１丁目１９ー１
ファミリーマート　市ヶ尾駅北口 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１７０－６内野ビル
ファミリーマート　大倉山駅前 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山１－３－１３
ファミリーマート　川和町 224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町２３５１－２
ファミリーマート　中川駅前 224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川１－１０
ファミリーマート　スリーウェル茅ヶ崎東 224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東４丁目１－２２
ファミリーマート　白井南瀬谷 246-0034 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷１－２－１
ファミリーマート　市沢町 241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町９１９－３１
ファミリーマート　横浜狩場町 240-0025 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町１００番地３
ファミリーマート　竹山団地 226-0005 神奈川県横浜市緑区竹山１－１９－２
ファミリーマート　横浜権太坂 240-0026 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂３丁目２０－４３
ファミリーマート　十日市場 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町８４７－１１
ファミリーマート　横浜長津田町 226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町２３１６－１
ファミリーマート　横浜鴨居駅前 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１５番７号
ファミリーマート　瀬谷卸本町 246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９
ファミリーマート　横浜町田マルハン 246-0007 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町３３番５
ファミリーマート　横浜南幸二丁目 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２－９－１７ＡＣ横浜ビル
ファミリーマート　センター北駅前 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３７－９ＴＮＫビル１Ｆ
ファミリーマート　川崎新作二丁目 213-0014 神奈川県川崎市高津区新作２－１１－１３
ファミリーマート　戸塚下倉田町 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６
ファミリーマート　下瀬谷二丁目 246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷２－１７
ファミリーマート　日限山四丁目 233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山４丁目１－８
ファミリーマート　今宿一丁目 241-0817 神奈川県横浜市旭区今宿１丁目１番１号
ファミリーマート　横浜浅間町 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町３－１７４－２
ファミリーマート　横浜野庭 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町１２６６
ファミリーマート　中沢二丁目 241-0814 神奈川県横浜市旭区中沢２－１－８
ファミリーマート　鶴ヶ峰 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１
ファミリーマート　弥生台駅前 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台１４－１
ファミリーマート　横浜釜台町 240-0066 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町４６－１２
ファミリーマート　和田町駅南 240-0044 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町１１
ファミリーマート　横浜今井町 240-0035 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町１５９
ファミリーマート　横浜星川駅前 240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川二丁目４－１星川ＳＦビル１Ｆ
ファミリーマート　弥生台駅前サテライト／Ｓ 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台５－２　△
ファミリーマート　新井町 240-0053 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町４０９－１
ファミリーマート　二俣川北口 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目４５番地１７
ファミリーマート　泉上飯田町 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町２１２７
ファミリーマート　二俣川南口 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目２２
ファミリーマート　西橋本二丁目 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本２－２７－１
ファミリーマート　相模原宮下本町一丁目 252-0211 神奈川県相模原市中央区宮下本町１－１１－８
ファミリーマート　相模原四丁目 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原４丁目５番１９号
ファミリーマート　相模原当麻 252-0336 神奈川県相模原市南区当麻８７７－１
ファミリーマート　清新六丁目 252-0216 神奈川県相模原市中央区清新６－１８－１５
ファミリーマート　相模原西橋本 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本一丁目１番３号
ファミリーマート　北里大学Ｌ１号館 252-0329 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１北里大学Ｌ１号館
ファミリーマート　北里大学病院 252-0329 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１
ファミリーマート　田名四ツ谷 252-0244 神奈川県相模原市中央区田名４５５９番１
ファミリーマート　相模原公園入口 252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台７１２－１
ファミリーマート　相模原横山三丁目 252-0242 神奈川県相模原市中央区横山三丁目２４－１７
ファミリーマート　田名豊原 252-0244 神奈川県相模原市中央区田名３９９１－１
ファミリーマート　橋本駅南口 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本２－２－４
ファミリーマート　相模原緑が丘 252-0225 神奈川県相模原市中央区緑が丘２－４４－２５
ファミリーマート　上溝七曲り 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝１２４９－６
ファミリーマート　相模原番田 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝２０３９－１
ファミリーマート　愛川中津西 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津字角田境１４８８－３
ファミリーマート　愛川角田 243-0301 神奈川県愛甲郡愛川町角田１７０番地９



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　愛川六倉 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津２４６５番地１
ファミリーマート　愛川桜台 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０６１番６
ファミリーマート　八洋相模原麻溝台四丁目 252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台四丁目７－３８
ファミリーマート　橋本駅ビル 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本６－１－２４
ファミリーマート　淵野辺駅南口 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺４丁目１６番３０号
ファミリーマート　橋本五丁目 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本五丁目６－１８
ファミリーマート　相模原中央五丁目 252-0239 神奈川県相模原市中央区中央５－８－３
ファミリーマート　橋本七丁目 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本７－５－２１
ファミリーマート　相模原陽光台五丁目 252-0226 神奈川県相模原市中央区陽光台五丁目４番７号
ファミリーマート　橋本三丁目 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本３－１９－１７
ファミリーマート　相模原鹿沼台二丁目 252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２丁目１２番９号淵野辺南口駅前ビル
ファミリーマート　相模原淵野辺本町 252-0202 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町三丁目７番１６号
ファミリーマート　相模原古淵 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２丁目３－２
ファミリーマート　相模原淵野辺四丁目 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺四丁目１７番１４号
ファミリーマート　海老名東柏ヶ谷 243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷一丁目１４番３２
ファミリーマート　大和深見西２４６ 242-0018 神奈川県大和市深見西六丁目１－２
ファミリーマート　大和深見西 242-0018 神奈川県大和市深見西２丁目２－２
ファミリーマート　相模原淵野辺三丁目 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺３丁目１０－１８
ファミリーマート　海老名運動公園前 243-0424 神奈川県海老名市社家三丁目３番１８号
ファミリーマート　海老名上河内 243-0415 神奈川県海老名市上河内字永池３１３番１
ファミリーマート　海老名中央三丁目 243-0432 神奈川県海老名市中央３－３－３３
ファミリーマート　海老名下今泉 243-0435 神奈川県海老名市下今泉一丁目８番３５号
ファミリーマート　座間小松原 252-0002 神奈川県座間市小松原二丁目２３番２５号
ファミリーマート　相武台前駅南口 252-0011 神奈川県座間市相武台３丁目４２番４３号
ファミリーマート　三河屋上鶴間 252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町８－５－５
ファミリーマート　大和南二丁目 242-0016 神奈川県大和市大和南２丁目１３－１２
ファミリーマート　相模大野銀座通り 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野６丁目１９－１７
ファミリーマート　小田急相模原南口 252-0313 神奈川県相模原市南区松ヶ枝町２５－１６
ファミリーマート　相模大野南口 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野八丁目２番６号
ファミリーマート　松山圏央厚木ＩＣ 243-0806 神奈川県厚木市下依知一丁目８番８号
ファミリーマート　厚木長谷南 243-0036 神奈川県厚木市長谷６番３４
ファミリーマート　厚木飯山 243-0218 神奈川県厚木市飯山南三丁目１番１９号
ファミリーマート　厚木三田東 243-0211 神奈川県厚木市三田字仲町１５７９番１　他２筆
ファミリーマート　厚木三田 243-0211 神奈川県厚木市三田３１８８番地１
ファミリーマート　厚木及川 243-0212 神奈川県厚木市及川二丁目２３番１８
ファミリーマート　平塚桜ケ丘 254-0053 神奈川県平塚市桜ケ丘１－１
ファミリーマート　平塚山下 254-0911 神奈川県平塚市山下１４－１
ファミリーマート　平塚御殿 254-0061 神奈川県平塚市御殿１丁目２－３６
ファミリーマート　厚木上依知 243-0801 神奈川県厚木市上依知５１３－１
ファミリーマート　寒川一之宮 253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮一丁目１０－４１
ファミリーマート　厚木インター 243-0021 神奈川県厚木市岡田３２０３
ファミリーマート　伊勢原下落合 259-1121 神奈川県伊勢原市下落合６１１－５
ファミリーマート　厚木旭町四丁目 243-0014 神奈川県厚木市旭町四丁目３－１５
ファミリーマート　厚木旭町一丁目 243-0014 神奈川県厚木市旭町１丁目１－４　本厚木松岡ビル１Ｆ
ファミリーマート　平塚四之宮 254-0014 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号
ファミリーマート　本厚木駅西 243-0018 神奈川県厚木市中町３－１－２２
ファミリーマート　厚木恩名 243-0032 神奈川県厚木市恩名１－６－７
ファミリーマート　厚木金田 243-0807 神奈川県厚木市金田３６４－１
ファミリーマート　厚木上荻野 243-0201 神奈川県厚木市上荻野２４５‐１
ファミリーマート　厚木下荻野北 243-0203 神奈川県厚木市下荻野１１７２－４
ファミリーマート　厚木もとちょう 243-0002 神奈川県厚木市元町３－２５
ファミリーマート　厚木北マルハン 243-0203 神奈川県厚木市下荻野１２００番１３
ファミリーマート　平塚マルハン／Ｓ 254-0013 神奈川県平塚市田村１丁目４番２６号
ファミリーマート　平塚入野 259-1216 神奈川県平塚市入野１５８番１他
ファミリーマート　平塚広川 259-1219 神奈川県平塚市広川２５６－４
ファミリーマート　寒川倉見東 253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見２１１９－２
ファミリーマート　寒川宮山 253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山２０８８－４
ファミリーマート　平塚紅谷町 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町２－１４
ファミリーマート　平塚駅北口 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町４－３
ファミリーマート　湘南めぐみが丘 259-1204 神奈川県平塚市上吉沢２２０－２
ファミリーマート　平塚虹ヶ浜 254-0823 神奈川県平塚市虹ケ浜２０－１６
ファミリーマート　厚木旭町 243-0014 神奈川県厚木市旭町２－１－１４
ファミリーマート　伊勢原桜坂 259-1136 神奈川県伊勢原市串橋３５１－４
ファミリーマート　厚木栄町二丁目 243-0017 神奈川県厚木市栄町２丁目１－１６
ファミリーマート　本厚木駅南口 243-0013 神奈川県厚木市泉町３－１４　東友ビル
ファミリーマート　厚木宮の里 243-0213 神奈川県厚木市飯山４５４８番１
ファミリーマート　本厚木駅南口ロータリー前 243-0013 神奈川県厚木市泉町２－１１
ファミリーマート　愛甲石田駅前 259-1116 神奈川県伊勢原市石田６０２番地１　安田屋ビル１Ｆ
ファミリーマート　東海大学医学部付属病院 259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３
ファミリーマート　東海大学伊勢原キャンパス259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３望星モール内
ファミリーマート　サンズ中井井ノ口 259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１８７０－１
ファミリーマート　伊勢原下糟屋 259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋２７４番１
ファミリーマート　平塚おかざき 259-1212 神奈川県平塚市岡崎５８０２番地の１
ファミリーマート　平塚片岡 259-1213 神奈川県平塚市片岡５６番地
ファミリーマート　サンズ相模台五丁目 252-0321 神奈川県相模原市南区相模台５－１１－７
ファミリーマート　藤野ＰＡ下り 252-0184 神奈川県相模原市緑区小渕２２５６－２
ファミリーマート　サンズ本厚木中町 243-0018 神奈川県厚木市中町２丁目１－７藍澤ビル
ファミリーマート　サンズ瀬谷五貫目町 246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町１０－２０
ファミリーマート　サンズ厚木温水 243-0033 神奈川県厚木市温水６５４－１
ファミリーマート　サンズ厚木栄町 243-0017 神奈川県厚木市栄町１丁目１番１号
ファミリーマート　サンズ中央林間四丁目 242-0007 神奈川県大和市中央林間４丁目２９－２０
ファミリーマート　善行駅東口 251-0871 神奈川県藤沢市善行７－４－１
ファミリーマート　湘南台駅西口 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台二丁目２－６
ファミリーマート　大船駅東口 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１ー１０ー１８
ファミリーマート　大船駅北 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間１丁目５－１
ファミリーマート　鎌倉駅東口 248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－２－１６
ファミリーマート　平沼一丁目 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼１－２８－２
ファミリーマート　横浜高島町 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－６－３８
ファミリーマート　大船一丁目 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１丁目２５番５号
ファミリーマート　かしわや南藤沢 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２０－２０



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　藤沢駅北口 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢４８４－１安田生命藤沢ビル
ファミリーマート　藤沢藤が岡 251-0004 神奈川県藤沢市藤が岡１－１１－４
ファミリーマート　藤沢駅南口 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２３－９
ファミリーマート　鎌倉駅西口 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町１１－５
ファミリーマート　大船仲通 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－１１－１６
ファミリーマート　茅ヶ崎中島北 253-0073 神奈川県茅ヶ崎市中島２５４番地３
ファミリーマート　藤沢円行 252-0805 神奈川県藤沢市円行２－１－２
ファミリーマート　瀬谷駅北口 246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央１－６　第５白鳳ビル１Ｆ
ファミリーマート　茅ヶ崎高田四丁目 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０
ファミリーマート　渋沢南 259-1321 神奈川県秦野市曲松１－４－１３
ファミリーマート　大磯 255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯９９０
ファミリーマート　二宮釜野橋 259-0124 神奈川県中郡二宮町山西１９７６－１
ファミリーマート　小田原駅東口 250-0011 神奈川県小田原市栄町１丁目２－１
ファミリーマート　厚木中町三丁目 243-0018 神奈川県厚木市中町３丁目１１－２０
ファミリーマート　小田原国府津 256-0812 神奈川県小田原市国府津２４９４番地の１
ファミリーマート　新松田 258-0003 神奈川県足柄上郡松田町惣領２０３－３
ファミリーマート　箱根仙石湿原 250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原８１７－４４６
ファミリーマート　富水駅前 250-0853 神奈川県小田原市堀之内２０７－１－３
ファミリーマート　箱根湯本 250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本３８６－３３
ファミリーマート　小田原小八幡 256-0815 神奈川県小田原市小八幡７６７－５
ファミリーマート　小田原東町 250-0003 神奈川県小田原市東町一丁目７番９号
ファミリーマート　大磯国府本郷 259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷１２５５番１
ファミリーマート　秦野本町 257-0035 神奈川県秦野市本町２丁目１－１
ファミリーマート　箱根小涌園ユネッサン 250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平１２９７　
ファミリーマート　小田原中曽根 250-0866 神奈川県小田原市中曽根６６
ファミリーマート　小田原新屋 250-0856 神奈川県小田原市新屋４５－２
ファミリーマート　山北平山 258-0114 神奈川県足柄上郡山北町平山１７８番地１９
ファミリーマート　おかべ荻窪 250-0042 神奈川県小田原市荻窪５８８－１
ファミリーマート　小田原中村原 256-0803 神奈川県小田原市中村原３９８－１
ファミリーマート　秦野本町二丁目 257-0035 神奈川県秦野市本町２丁目５－１１－１
ファミリーマート　秦野南矢名 257-0003 神奈川県秦野市南矢名２２８８番地の１
ファミリーマート　山北町 258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北７４１番地１
ファミリーマート　二宮一色 259-0134 神奈川県中郡二宮町一色３５９－１
ファミリーマート　湘南二宮 259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮１３５２－２
ファミリーマート　小田原荻窪 250-0042 神奈川県小田原市荻窪４７３
ファミリーマート　秦野運動公園東 257-0031 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５
ファミリーマート　秦野中井インター 257-0012 神奈川県秦野市西大竹字久保６９２番１他５筆
ファミリーマート　小田原中町 250-0005 神奈川県小田原市中町３－１１－２５
ファミリーマート　小田原たじま 256-0811 神奈川県小田原市田島１１番地１
ファミリーマート　開成宮台 258-0023 神奈川県足柄上郡開成町宮台２４３－１
ファミリーマート　開成延沢 258-0026 神奈川県足柄上郡開成町延沢６１５－１
ファミリーマート　秦野曽屋 257-0031 神奈川県秦野市曽屋１３３７－１
ファミリーマート　たかはし吉井 239-0804 神奈川県横須賀市吉井３－１３－９
ファミリーマート　松山横須賀あわた 239-0845 神奈川県横須賀市粟田２丁目４－９
ファミリーマート　横須賀芦名 240-0104 神奈川県横須賀市芦名二丁目２０番２８号
ファミリーマート　湘南港が丘 237-0079 神奈川県横須賀市港が丘１－１
ファミリーマート　横須賀池上 238-0035 神奈川県横須賀市池上３－１－６
ファミリーマート　ウェルシティ横須賀 238-0046 神奈川県横須賀市西逸見町１－３８－１１
ファミリーマート　金沢八景駅前 236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸１７番１２号
ファミリーマート　横須賀中央 238-0008 神奈川県横須賀市大滝町２－１２
ファミリーマート　横須賀大津町 239-0808 神奈川県横須賀市大津町２丁目３番７号
ファミリーマート　横須賀追浜 237-0062 神奈川県横須賀市浦郷町４－８－１１
ファミリーマート　逗子インター 249-0004 神奈川県逗子市沼間６－６－３
ファミリーマート　横須賀光風台 239-0824 神奈川県横須賀市西浦賀３丁目２３番８号
ファミリーマート　野比中学前 239-0841 神奈川県横須賀市野比４－３－８
ファミリーマート　横須賀武四丁目 238-0313 神奈川県横須賀市武四丁目３６番７号
ファミリーマート　衣笠インター 238-0025 神奈川県横須賀市衣笠町４３－１２
ファミリーマート　佐原四丁目 239-0835 神奈川県横須賀市佐原四丁目１－５
ファミリーマート　横須賀平作 238-0032 神奈川県横須賀市平作１丁目２番１号
ファミリーマート　久里浜二丁目 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜２－２４－６
ファミリーマート　久里浜駐屯地 239-0828 神奈川県横須賀市久比里２丁目１－１
ファミリーマート　相模女子大前 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野５－１７－２６
ファミリーマート　横浜藤が丘 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１丁目１６－１０
ファミリーマート　湘南台一丁目 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台１－１２－１
ファミリーマート　厚木妻田北 243-0812 神奈川県厚木市妻田北３丁目９番２４号
ファミリーマート　座間入谷西 252-0029 神奈川県座間市入谷西一丁目９－９
ファミリーマート　青葉若草台 227-0045 神奈川県横浜市青葉区若草台１８番地１
ファミリーマート　大和下鶴間 242-0001 神奈川県大和市下鶴間２７７７－５－６－Ｂ
ファミリーマート　金沢柳町東 236-0026 神奈川県横浜市金沢区柳町３４－２１（地番）
ファミリーマート　横須賀森崎 238-0023 神奈川県横須賀市森崎１－１５－１６
ファミリーマート　横須賀若松町 238-0007 神奈川県横須賀市若松町１－２１－１０
ファミリーマート　武山駐屯地南 238-0317 神奈川県横須賀市御幸浜１－１
ファミリーマート　クイーンズスクエア横浜 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－８
ファミリーマート　横浜神之木町 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－４４
ファミリーマート　綾瀬上土棚 252-1114 神奈川県綾瀬市上土棚南４－１－３３
ファミリーマート　箕輪町一丁目 223-0051 神奈川県横浜市港北区箕輪町１－１７－３
ファミリーマート　野川 216-0041 神奈川県川崎市宮前区野川本町１丁目２番３２号
ファミリーマート　武蔵新城南口 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城１－２－２４
ファミリーマート　上新城一丁目 211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城１－２－３１
ファミリーマート　北山田一丁目 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目１２－８
ファミリーマート　鶴見中央四丁目 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目３２番１６
ファミリーマート　大口駅東口 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１－３２
ファミリーマート　蒔田駅前 232-0016 神奈川県横浜市南区宮元町三丁目４６番２
ファミリーマート　川崎小川町 210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町２－７アイヴィタワー１Ｆ
ファミリーマート　横浜吉野町 232-0014 神奈川県横浜市南区吉野町５丁目２７番地（ＴＫ５２７ビル１Ｆ）
ファミリーマート　大磯ＰＡ 259-0103 神奈川県中郡大磯町虫窪４４４－１
ファミリーマート　湘南江ノ島 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸１－１１－９
ファミリーマート　日野南六丁目 234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南六丁目４３－９
ファミリーマート　湘南東海岸 251-0045 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１－１－１
ファミリーマート　藤沢遊行通り 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢２２５－２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　ファミマＭＭグランドセントラル220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目６番２
ファミリーマート　はまりん横浜駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－９
ファミリーマート　はまりんあざみ野駅 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－２－２０
ファミリーマート　はまりん新横浜駅 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００
ファミリーマート　新発田高校前 957-0016 新潟県新発田市豊町一丁目１２番４号
ファミリーマート　豊栄かぶとやま 950-3317 新潟県新潟市北区かぶとやま一丁目４番地２
ファミリーマート　新発田舟入町 957-0065 新潟県新発田市舟入町１丁目１２番１号
ファミリーマート　新発田豊浦 959-2323 新潟県新発田市乙次６１２
ファミリーマート　新発田駅前 957-0055 新潟県新発田市諏訪町１丁目２－１１－１Ｆ
ファミリーマート　新発田八幡新田 957-0032 新潟県新発田市八幡新田６３１番地１
ファミリーマート　聖籠次第浜 957-0105 新潟県北蒲原郡聖籠町大字次第浜２０９６番地１
ファミリーマート　新潟長者町 950-0066 新潟県新潟市東区長者町１５番３７号
ファミリーマート　新潟プラーカ２ 950-0917 新潟県新潟市中央区笹口１丁目２－１
ファミリーマート　新潟近江三丁目 950-0971 新潟県新潟市中央区近江３－１－３２
ファミリーマート　新潟八千代二丁目 950-0909 新潟県新潟市中央区八千代２丁目５番２０号
ファミリーマート　新潟バスセンター／Ｓ 950-0088 新潟県新潟市中央区万代一丁目６番１号
ファミリーマート　新発田しんえい町 957-0063 新潟県新発田市新栄町１丁目９番２号
ファミリーマート　新潟紫竹二丁目 950-0864 新潟県新潟市東区紫竹２丁目１番８６号
ファミリーマート　新潟万代シティ 950-0088 新潟県新潟市中央区万代一丁目３番１号
ファミリーマート　新潟万代四丁目 950-0088 新潟県新潟市中央区万代４－１－１
ファミリーマート　メディアシップ 950-0088 新潟県新潟市中央区万代３丁目１番１号１Ｆ
ファミリーマート　新潟関屋昭和町 951-8164 新潟県新潟市中央区関屋昭和町１丁目１１
ファミリーマート　女池上山四丁目 950-0941 新潟県新潟市中央区女池上山四丁目５－１１
ファミリーマート　女池上山一丁目 950-0945 新潟県新潟市中央区女池上山一丁目６番１７号
ファミリーマート　新潟関新 951-8141 新潟県新潟市中央区関新１丁目２－３
ファミリーマート　上大川前通 951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通４番町４５番地１
ファミリーマート　新潟河渡本町 950-0016 新潟県新潟市東区河渡本町２２番６６号
ファミリーマート　新潟中野山 950-0841 新潟県新潟市東区中野山六丁目１番１号
ファミリーマート　新潟松園 950-0023 新潟県新潟市東区松園一丁目９番４９号
ファミリーマート　新潟中木戸 950-0886 新潟県新潟市東区中木戸３１９番４
ファミリーマート　新潟逢谷内 950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内二丁目１番１８号
ファミリーマート　新潟西白根 950-1262 新潟県新潟市南区西白根２５７番地１
ファミリーマート　白根文京町 950-1214 新潟県新潟市南区上下諏訪木９８５番地１
ファミリーマート　新潟田上町 959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙２９８７番地２
ファミリーマート　加茂旭町 959-1383 新潟県加茂市旭町１６－７
ファミリーマート　新津山谷南 956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津４５１９番地６
ファミリーマート　新潟新通 950-2038 新潟県新潟市西区新通南２丁目１８番２０号
ファミリーマート　新潟小針南 950-2025 新潟県新潟市西区小針南６１－１
ファミリーマート　新津川口 956-0015 新潟県新潟市秋葉区川口４６８番地１
ファミリーマート　新潟善久 950-1102 新潟県新潟市西区善久字新川向４５０－８
ファミリーマート　新潟小新 950-2024 新潟県新潟市西区小新西２丁目１０－２３
ファミリーマート　新潟矢代田 956-0113 新潟県新潟市秋葉区矢代田３３２９番地１
ファミリーマート　新潟とっぱら 950-1115 新潟県新潟市西区鳥原２３２９番地３
ファミリーマート　新潟山谷町 956-0024 新潟県新潟市秋葉区山谷町二丁目４番２４号
ファミリーマート　新津善道町 956-0865 新潟県新潟市秋葉区善道町２丁目７番２２号
ファミリーマート　新潟濁川 950-3131 新潟県新潟市北区濁川４２７番地１
ファミリーマート　新潟鐙西 950-0915 新潟県新潟市中央区鐙西２丁目３５－３３
ファミリーマート　新潟平島 950-2004 新潟県新潟市西区平島１－６－４
ファミリーマート　新津本町四丁目 956-0864 新潟県新潟市秋葉区新津本町四丁目２８番２１号
ファミリーマート　五泉あこみ 959-1821 新潟県五泉市赤海二丁目２番６４号
ファミリーマート　阿賀野保田 959-2221 新潟県阿賀野市保田１１６０番地
ファミリーマート　五泉木越 959-1834 新潟県五泉市木越１８９７番地３
ファミリーマート　五泉本町 959-1865 新潟県五泉市本町四丁目２番１２号
ファミリーマート　津川平堀 959-4403 新潟県東蒲原郡阿賀町平堀１０６０
ファミリーマート　新潟内野山手 950-2113 新潟県新潟市西区内野山手１丁目１１番２７号
ファミリーマート　新潟五十嵐 950-2102 新潟県新潟市西区五十嵐二の町９０８８番地１
ファミリーマート　新潟立仏 950-1103 新潟県新潟市西区立仏４７４番地１
ファミリーマート　新潟上新栄町 950-2076 新潟県新潟市西区上新栄町５８２４－３５７
ファミリーマート　新潟木山 950-2253 新潟県新潟市西区木山４１４番地１
ファミリーマート　新潟寺尾北 950-2076 新潟県新潟市西区上新栄町三丁目１番１５号
ファミリーマート　新潟みずき野 950-2264 新潟県新潟市西区みずき野２丁目８番１８号
ファミリーマート　新潟五十嵐中島 950-2162 新潟県新潟市西区五十嵐中島三丁目２３番７２号
ファミリーマート　新潟天野 950-1134 新潟県新潟市江南区天野１丁目１７番１号
ファミリーマート　新潟嘉瀬 950-0323 新潟県新潟市江南区嘉瀬１５１５番地
ファミリーマート　新津吉岡町 956-0837 新潟県新潟市秋葉区吉岡町２２番１８号
ファミリーマート　横越茜ヶ丘 950-0212 新潟県新潟市江南区茜ヶ丘７－１５
ファミリーマート　横越うぐいす団地 950-0214 新潟県新潟市江南区うぐいす１丁目１番１号
ファミリーマート　亀田大月 950-0162 新潟県新潟市江南区大月三丁目７番５７号
ファミリーマート　新潟亀田向陽 950-0121 新潟県新潟市江南区亀田向陽１丁目２番１２号
ファミリーマート　新潟巻インター 953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山７９０３番地１
ファミリーマート　西川旗屋 959-0423 新潟県新潟市西蒲区旗屋５１１
ファミリーマート　新潟巻大原 953-0013 新潟県新潟市西蒲区巻大原９９６－２
ファミリーマート　新潟曽和インター 950-2142 新潟県新潟市西区内野戸中才１４９６－５
ファミリーマート　巻駅前 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲２５２２－３
ファミリーマート　巻桔梗が丘 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲８７番地
ファミリーマート　見附市野坪 954-0083 新潟県見附市市野坪町８３－２
ファミリーマート　長岡高見町 940-0004 新潟県長岡市高見町３００７番地１
ファミリーマート　三条千把野 959-1124 新潟県三条市千把野新田７４－１
ファミリーマート　長岡喜多町鐙潟 940-2121 新潟県長岡市喜多町７９３番地
ファミリーマート　長岡中央綜合病院 940-8653 新潟県長岡市川崎町２０４１番地
ファミリーマート　見附新幸町 954-0076 新潟県見附市新幸町７番６号
ファミリーマート　見附元町 954-0004 新潟県見附市元町二丁目３番１号
ファミリーマート　長岡赤十字病院 940-2085 新潟県長岡市千秋２丁目２９７番地１
ファミリーマート　ＪＡ津南町上郷 949-8124 新潟県中魚沼郡津南町大字上郷子種新田１４番地１
ファミリーマート　メルシー中条 949-8617 新潟県十日町市中条己２９４９番地
ファミリーマート　メルシー川治 948-0041 新潟県十日町市北新田１－４
ファミリーマート　Ａコープ麓 949-7111 新潟県南魚沼市麓１０８番地４
ファミリーマート　Ａコープ城内 949-7137 新潟県南魚沼市上原１１０番地９
ファミリーマート　道の駅まつだい 942-1526 新潟県十日町市松代３８１６番地１
ファミリーマート　津南町下船渡 949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊３９９番１１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　三条新保 955-0808 新潟県三条市新保字橋元３３４
ファミリーマート　三条中新 955-0035 新潟県三条市中新３２番４８号
ファミリーマート　寺泊上田 940-2502 新潟県長岡市寺泊上田町９７７０番２
ファミリーマート　三条塚野目 955-0055 新潟県三条市塚野目二丁目５番１２号
ファミリーマート　長岡南七日町 940-2116 新潟県長岡市南七日町５０番地１５
ファミリーマート　柏崎松波 945-0011 新潟県柏崎市松波四丁目１番６９号
ファミリーマート　上越南新町 943-0847 新潟県上越市南新町３番４６号
ファミリーマート　上越五貫野 942-0255 新潟県上越市大字下五貫野２４８番５
ファミリーマート　長岡新産四丁目 940-2127 新潟県長岡市新産四丁目１番地２
ファミリーマート　長岡弓町 940-0047 新潟県長岡市弓町１丁目３番２２号
ファミリーマート　長岡新町二丁目 940-0023 新潟県長岡市新町二丁目１番６号
ファミリーマート　湯沢奈良山 949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立１８３番地６
ファミリーマート　六日町駅東 949-6680 新潟県南魚沼市六日町７５番地７
ファミリーマート　長岡川崎 940-0864 新潟県長岡市川崎１丁目２５２０番地１
ファミリーマート　長岡中沢町 940-0857 新潟県長岡市沖田三丁目８２番地
ファミリーマート　エンゼルリゾート湯沢／Ｓ 949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽１７３－１
ファミリーマート　長岡来迎寺 949-5411 新潟県長岡市来迎寺３８３４番
ファミリーマート　長岡上岩井 940-2314 新潟県長岡市上岩井６４４５番地
ファミリーマート　柏崎総合医療センター 945-8535 新潟県柏崎市北半田２丁目１１－３
ファミリーマート　長岡蓮潟 940-2023 新潟県長岡市蓮潟三丁目１２番２０号
ファミリーマート　燕井土巻 959-1232 新潟県燕市井土巻３丁目１１１番地
ファミリーマート　燕大曲 959-1263 新潟県燕市大曲３６３８番１
ファミリーマート　燕物流センター 959-1273 新潟県燕市杉名９２１番地１
ファミリーマート　燕三条 959-1241 新潟県燕市小高７０５１番地
ファミリーマート　燕吉田本所 959-0251 新潟県燕市吉田本所１１７番地４
ファミリーマート　燕中川 959-1225 新潟県燕市中川３５１番１
ファミリーマート　燕小高 959-1241 新潟県燕市小高１６０２
ファミリーマート　長岡曙 940-0832 新潟県長岡市曙２－４－１７
ファミリーマート　長岡大島本町 940-2112 新潟県長岡市大島本町５丁目１１３－１４
ファミリーマート　長岡新産東町 940-2128 新潟県長岡市新産東町２６
ファミリーマート　三条田島 955-0044 新潟県三条市田島２丁目１０番１０号
ファミリーマート　長岡宮栄 940-1154 新潟県長岡市宮栄１丁目５３番地１
ファミリーマート　長岡下々条 940-0012 新潟県長岡市下々条一丁目５０６番地２
ファミリーマート　阿賀野川ＳＡ下り 959-4635 新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜字中峰４６５９
ファミリーマート　五泉論瀬 959-1604 新潟県五泉市論瀬５７５３－１
ファミリーマート　新発田緑町 957-0018 新潟県新発田市緑町二丁目５－３０
ファミリーマート　新潟大淵 950-0105 新潟県新潟市江南区大淵６０３番地４
ファミリーマート　豊栄太田 950-3313 新潟県新潟市北区太田５７６７番地
ファミリーマート　新潟紫竹七丁目 950-0864 新潟県新潟市東区紫竹７丁目３６－１６
ファミリーマート　三条代官島 955-0095 新潟県三条市大字代官島１２４１番地１
ファミリーマート　新潟船江町 950-0031 新潟県新潟市東区船江町一丁目４７－７
ファミリーマート　新潟医学町通 951-8124 新潟県新潟市中央区医学町通１番町３９－１
ファミリーマート　新津車場 956-0011 新潟県新潟市秋葉区あおば通２丁目２番１１号
ファミリーマート　大山上滝 930-1312 富山県富山市上滝５３２番地の５
ファミリーマート　富山秋吉 930-0953 富山県富山市秋吉１１３－１１
ファミリーマート　富山中田 931-8453 富山県富山市中田一丁目１１番１３号
ファミリーマート　富山上赤江 930-0816 富山県富山市上赤江町二丁目１２１９番地１
ファミリーマート　新根塚町二丁目 939-8205 富山県富山市新根塚町２丁目１－１
ファミリーマート　富山駅前 930-0003 富山県富山市桜町一丁目４番２０号
ファミリーマート　富山大町 939-8073 富山県富山市大町字当後割３番１
ファミリーマート　富山稲荷町 930-0012 富山県富山市稲荷町三丁目７番２４号
ファミリーマート　上市女川 930-0472 富山県中新川郡上市町女川１８番１
ファミリーマート　上市駅前 930-0353 富山県中新川郡上市町法音寺字八枚田４４番１
ファミリーマート　富山鍋田 930-0831 富山県富山市鍋田１８番１５号
ファミリーマート　富山針原 931-8431 富山県富山市針原中町８３０番地４
ファミリーマート　富山八尾井田 939-2306 富山県富山市八尾町井田字石坂４２１８番地１
ファミリーマート　富山四方 930-2243 富山県富山市四方２８６番地１
ファミリーマート　富山中川原 939-8015 富山県富山市中川原４４番地４
ファミリーマート　富山茶屋町 930-0115 富山県富山市茶屋町６０２番地２
ファミリーマート　上市中央 930-0355 富山県中新川郡上市町横法音寺８２番地１
ファミリーマート　魚津北鬼江 937-0066 富山県魚津市北鬼江二丁目１５番２４号
ファミリーマート　魚津東町 937-0008 富山県魚津市東町２１番３０号
ファミリーマート　富山綾田町 930-0845 富山県富山市綾田町１丁目４９番１
ファミリーマート　富山中央通り二丁目 930-0045 富山県富山市砂町３番４号
ファミリーマート　富山新屋北 930-0822 富山県富山市新屋２３番地１
ファミリーマート　富山岩瀬浜 931-8378 富山県富山市岩瀬天神町２０番地
ファミリーマート　富山東町 930-0039 富山県富山市東町２丁目４番地１３
ファミリーマート　富山千代田町 930-0811 富山県富山市千代田町８番３６号
ファミリーマート　富山山室 939-8006 富山県富山市山室９番地７
ファミリーマート　富山豊田本町 931-8312 富山県富山市豊田本町一丁目６番３５号
ファミリーマート　黒部生地漁港前 938-0004 富山県黒部市飯沢７３１番１
ファミリーマート　立山二ツ塚 930-0218 富山県中新川郡立山町二ツ塚２８７番地１
ファミリーマート　朝日道下 939-0743 富山県下新川郡朝日町道下１００８番地
ファミリーマート　魚津新角川 937-0864 富山県魚津市新角川二丁目５番３号
ファミリーマート　魚津吉島 937-0041 富山県魚津市吉島４１番地１
ファミリーマート　魚津住吉 937-0851 富山県魚津市住吉１６０２番地８
ファミリーマート　魚津北鬼江西 937-0065 富山県魚津市北中４２４番地４
ファミリーマート　上市上経田 930-0372 富山県中新川郡上市町上経田一丁目３番地
ファミリーマート　富山新庄本町 930-0996 富山県富山市新庄本町一丁目２番３２号
ファミリーマート　立山大清水 930-0263 富山県中新川郡立山町大清水５１７番地２
ファミリーマート　入善くぬぎ山 939-0627 富山県下新川郡入善町椚山１２１３番地
ファミリーマート　入善下上野 939-0642 富山県下新川郡入善町上野８３７番地１
ファミリーマート　黒部宇奈月 938-0862 富山県黒部市宇奈月町浦山５２２番地１
ファミリーマート　黒部植木 938-0014 富山県黒部市植木５１０番地１
ファミリーマート　黒部三日市 938-0035 富山県黒部市牧野２０２３番地
ファミリーマート　富山千歳町 930-0018 富山県富山市千歳町１丁目６番１５号
ファミリーマート　富山向新庄 930-0916 富山県富山市向新庄町６丁目９番３１号
ファミリーマート　富山中央市場 939-8212 富山県富山市掛尾町３８２番地１
ファミリーマート　富山下坂倉 939-2715 富山県富山市婦中町下坂倉１１４番地１
ファミリーマート　富山田尻 930-2224 富山県富山市田尻南９３番地１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　富山上二杉 939-2252 富山県富山市上大久保１０４１番地１
ファミリーマート　富山下熊野 939-8231 富山県富山市下熊野１９１番１１
ファミリーマート　富山五福 930-0887 富山県富山市五福３５１８番３３
ファミリーマート　富山堀川町 939-8072 富山県富山市堀川町６９番地１
ファミリーマート　黒部前沢 938-0806 富山県黒部市前沢１５３０番地１
ファミリーマート　富山総曲輪 930-0083 富山県富山市総曲輪３丁目１－１１
ファミリーマート　水橋的場 939-3553 富山県富山市水橋的場２３０番地３
ファミリーマート　富山太田 939-8048 富山県富山市太田３９７番１
ファミリーマート　射水大島 939-0274 富山県射水市小島５０１番地７
ファミリーマート　市立富山市民病院 939-8282 富山県富山市今泉北部町２番地１
ファミリーマート　小杉一条 939-0332 富山県射水市一条１－２
ファミリーマート　射水橋下条 939-0332 富山県射水市橋下条５０８番地１
ファミリーマート　大島町北野 939-0271 富山県射水市大島北野７９番２
ファミリーマート　高岡野村 933-0014 富山県高岡市野村１２１９番地
ファミリーマート　福光荒木 939-1732 富山県南砺市荒木６７１番１
ファミリーマート　高岡赤丸 939-0101 富山県高岡市福岡町赤丸５１６番１
ファミリーマート　氷見漁港前 935-0012 富山県氷見市比美町１９番２３号
ファミリーマート　氷見上泉 935-0037 富山県氷見市上泉４７８－１
ファミリーマート　富山本町 930-0029 富山県富山市本町７番２
ファミリーマート　富山大久保 939-2251 富山県富山市下大久保字十番割２４２３番地１
ファミリーマート　入善高校前 939-0626 富山県下新川郡入善町入膳字東寺田３８８１番１
ファミリーマート　黒部インター口 938-0801 富山県黒部市荻生４４０６－１
ファミリーマート　富山本郷 939-8045 富山県富山市本郷町１２７番１
ファミリーマート　富山金代 930-0926 富山県富山市金代２４－１
ファミリーマート　富山羽根 930-0864 富山県富山市羽根５１９‐２
ファミリーマート　大山町田畠 930-1331 富山県富山市田畠１８９番地２
ファミリーマート　射水大門 939-0232 富山県射水市大門１６７番地２
ファミリーマート　射水布目沢 939-0418 富山県射水市布目沢２３４番地１
ファミリーマート　射水本田 939-0244 富山県射水市本田４２９番地１
ファミリーマート　射水作道 934-0042 富山県射水市作道３６５番２
ファミリーマート　南砺宗守 939-1715 富山県南砺市宗守２９４番地１
ファミリーマート　富山石坂 930-0892 富山県富山市石坂２４９４番地１
ファミリーマート　富山黒瀬北町 939-8216 富山県富山市黒瀬北町２丁目１０－３
ファミリーマート　富山才覚寺 939-8263 富山県富山市才覚寺７９９
ファミリーマート　富山西インター 930-0158 富山県富山市池多１４２８番地２
ファミリーマート　婦中ファボーレ前 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田３４９番１
ファミリーマート　射水黒河 939-0312 富山県射水市中老田新６２５番地
ファミリーマート　富山根塚町 939-8204 富山県富山市根塚町４丁目４番３
ファミリーマート　大沢野笹津 939-2223 富山県富山市笹津字上平割１２６番地１
ファミリーマート　富山黒崎 939-8214 富山県富山市黒崎字種田割１番地１
ファミリーマート　新湊高木 934-0047 富山県射水市高木２３１番地１
ファミリーマート　射水鷲塚 939-0305 富山県射水市鷲塚１８８番１
ファミリーマート　福野二日町 939-1507 富山県南砺市二日町字中島４３０番地
ファミリーマート　高岡戸出 939-1104 富山県高岡市戸出町五丁目３番６号
ファミリーマート　射水白銀町 939-0341 富山県射水市三ケ８１０番
ファミリーマート　砺波苗加 939-1333 富山県砺波市苗加６０３番地１
ファミリーマート　高岡卸売市場前 933-0852 富山県高岡市下黒田８０３番地１
ファミリーマート　砺波豊町 939-1364 富山県砺波市豊町一丁目２番２号
ファミリーマート　小矢部茄子島 932-0826 富山県小矢部市茄子島１８３番１
ファミリーマート　南砺井波 932-0211 富山県南砺市井波字矢間堂８８５番地１５
ファミリーマート　ファミリーブックス福光 939-1637 富山県南砺市福光３７３番地１
ファミリーマート　南砺福野 939-1516 富山県南砺市焼野４９
ファミリーマート　小矢部川ＳＡ上り 932-0122 富山県小矢部市浅地字浄土寺１７１番３
ファミリーマート　高岡中川栄町 933-0042 富山県高岡市中川栄町１０２０番地１
ファミリーマート　高岡みずほ町 933-0955 富山県高岡市瑞穂町２番４号
ファミリーマート　射水太閤山 939-0311 富山県射水市黒河４７３６番地２
ファミリーマート　高岡中曽根 934-0092 富山県高岡市中曽根２８９５番地
ファミリーマート　射水新開発 939-0284 富山県射水市新開発３８３番地１
ファミリーマート　高岡末広町 933-0023 富山県高岡市末広町３番２０号
ファミリーマート　高岡清水町 933-0866 富山県高岡市清水町３丁目３２番地
ファミリーマート　高岡大坪三丁目 933-0918 富山県高岡市大坪町三丁目６番３号
ファミリーマート　氷見島尾 935-0032 富山県氷見市島尾２９６番地
ファミリーマート　福岡大滝西 939-0132 富山県高岡市福岡町大滝２１３番地の１
ファミリーマート　高岡市役所前 933-0056 富山県高岡市中川一丁目７番２５号
ファミリーマート　おやべ岡 932-0031 富山県小矢部市岡１４６番地
ファミリーマート　緑の丘公園前 933-0806 富山県高岡市赤祖父４６７番地
ファミリーマート　氷見十二町 935-0053 富山県氷見市万尾字出合尻８３４番２
ファミリーマート　高岡三女子 933-0802 富山県高岡市蓮花寺７３８番地１
ファミリーマート　伏木古府 933-0114 富山県高岡市伏木古府二丁目４番２０号
ファミリーマート　砺波中野 939-1322 富山県砺波市中野１３６０番地の１
ファミリーマート　砺波市役所前 939-1371 富山県砺波市栄町６番３５号
ファミリーマート　砺波安川 939-1438 富山県砺波市安川２３５番地
ファミリーマート　高岡よつや 933-0949 富山県高岡市四屋７４４番地
ファミリーマート　高岡駅南一丁目 933-0871 富山県高岡市駅南１丁目１１１８
ファミリーマート　高岡姫野 934-0093 富山県高岡市放生津１０番４
ファミリーマート　高岡はおか 933-0958 富山県高岡市波岡３１８番４
ファミリーマート　砺波東石丸 939-1302 富山県砺波市東石丸７４番地１
ファミリーマート　富山八尾町 939-2365 富山県富山市八尾町妙川寺２１－１
ファミリーマート　小矢部埴生北 932-0836 富山県小矢部市埴生３９２番地
ファミリーマート　富山八尾福島 939-2376 富山県富山市八尾町福島字川原４５９番
ファミリーマート　高岡本丸町 933-0045 富山県高岡市本丸町８－６
ファミリーマート　小矢部蓑輪 932-0124 富山県小矢部市蓑輪３０５番地１
ファミリーマート　高岡問屋町 933-0804 富山県高岡市問屋町１０５番地
ファミリーマート　砺波秋元 939-1304 富山県砺波市秋元１９２－１
ファミリーマート　砺波新富町 939-1344 富山県砺波市新富町５番３９号
ファミリーマート　高岡戸出市野瀬 939-1101 富山県高岡市戸出市野瀬５６４番地
ファミリーマート　小矢部西中 932-0805 富山県小矢部市西中１９６番地１６
ファミリーマート　高岡醍醐 939-1131 富山県高岡市醍醐１３１９番地１
ファミリーマート　高岡大坪 933-0918 富山県高岡市大坪町一丁目２５７番
ファミリーマート　高岡戸出光明寺 939-1122 富山県高岡市戸出古戸出３６番３



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　高岡金屋町 933-0841 富山県高岡市金屋町１０番１号
ファミリーマート　小矢部アウトレットパーク 932-8538 富山県小矢部市西中野９７２－１
ファミリーマート　南砺井波西 932-0231 富山県南砺市山見２２２８番地１
ファミリーマート　魚津シーサイド 937-0057 富山県魚津市港町９番８号
ファミリーマート　射水片口 934-0036 富山県射水市片口高場１１４番地３
ファミリーマート　金沢旭町三丁目 920-0941 石川県金沢市旭町３丁目３番１１号
ファミリーマート　金沢山科一丁目 921-8175 石川県金沢市山科一丁目６番５７号
ファミリーマート　羽咋高校前 925-0032 石川県羽咋市東川原町柳橋１８番地
ファミリーマート　羽咋四柳 925-0073 石川県羽咋市四柳町そ３５番地１
ファミリーマート　七尾中島町 929-2222 石川県七尾市中島町中島丙部２９番地１
ファミリーマート　鹿島能登部 929-1602 石川県鹿島郡中能登町能登部上ヲ部９４番地
ファミリーマート　穴水インター 927-0053 石川県鳳珠郡穴水町字此木八４２番地
ファミリーマート　穴水東町 927-0027 石川県鳳珠郡穴水町字川島ア１６番地
ファミリーマート　鹿島バイパス 929-1726 石川県鹿島郡中能登町最勝講る４９番
ファミリーマート　能登高浜 925-0141 石川県羽咋郡志賀町高浜町ケ１番３０
ファミリーマート　羽咋釜屋町 925-0014 石川県羽咋市釜屋町ヰ１５３番地１
ファミリーマート　七尾津向 926-0853 石川県七尾市津向町ト部１０６番地の１
ファミリーマート　七尾飯川 926-0826 石川県七尾市飯川町け部６４番地
ファミリーマート　七尾千野 926-0033 石川県七尾市千野町二部３６番地
ファミリーマート　七尾城山インター 926-0014 石川県七尾市矢田町五６番地１８
ファミリーマート　七尾細口 926-0822 石川県七尾市細口町ろ５６－１
ファミリーマート　七尾駅前 926-0811 石川県七尾市御祓町ホ６番１３
ファミリーマート　七尾和倉 926-0178 石川県七尾市石崎町香島一丁目６番地
ファミリーマート　七尾田鶴浜 929-2121 石川県七尾市田鶴浜町り７４番地２
ファミリーマート　輪島横地町 928-0012 石川県輪島市横地町１－２－２
ファミリーマート　輪島中段 928-0041 石川県輪島市中段町長口３番地２
ファミリーマート　能登空港インター 929-2372 石川県輪島市三井町洲衛ろ１０３番地１
ファミリーマート　輪島宅田 928-0022 石川県輪島市宅田町１５７番地
ファミリーマート　輪島河井 928-0001 石川県輪島市河井町六部８８番地７
ファミリーマート　輪島中央 928-0001 石川県輪島市河井町弐参部２２番地２８
ファミリーマート　志賀町ますほ 925-0453 石川県羽咋郡志賀町里本江乙１７９番地
ファミリーマート　宝達志水 929-1425 石川県羽咋郡宝達志水町子浦甲３２番
ファミリーマート　志賀高浜 925-0141 石川県羽咋郡志賀町高浜町ヤ１６番地１
ファミリーマート　羽咋柳田 925-0018 石川県羽咋市柳田町七四３番地１
ファミリーマート　志賀町土田 925-0211 石川県羽咋郡志賀町矢田四２９番地２
ファミリーマート　七尾矢田新町 926-0015 石川県七尾市矢田新町ハ３１番地１
ファミリーマート　七尾国分町 926-0821 石川県七尾市国分町シ７番地１
ファミリーマート　羽咋中川 925-0614 石川県羽咋市中川町ヘ７２番１
ファミリーマート　七尾川原町 926-0054 石川県七尾市川原町２０番地１
ファミリーマート　七尾藤橋町 926-0816 石川県七尾市藤橋町申４７－１
ファミリーマート　七尾白馬 926-0828 石川県七尾市白馬町９番地１
ファミリーマート　能都宇出津 927-0433 石川県鳳珠郡能登町宇出津タ字１２番地１
ファミリーマート　珠洲中央 927-1215 石川県珠洲市上戸町北方い部５２番地の１
ファミリーマート　能登柳田 928-0313 石川県鳳珠郡能登町字天坂ろ１９番地
ファミリーマート　能登松波 927-0602 石川県鳳珠郡能登町字松波弐六字４０番地１
ファミリーマート　珠洲宝立町 927-1221 石川県珠洲市宝立町金峰寺未字１４番地１
ファミリーマート　珠洲飯田 927-1213 石川県珠洲市野々江町シの部８５番地の１
ファミリーマート　珠洲野々江 927-1213 石川県珠洲市野々江町ワの部６６番地１
ファミリーマート　新今浜インター 929-1341 石川県羽咋郡宝達志水町宿四７５番地３
ファミリーマート　穴水大町 927-0026 石川県鳳珠郡穴水町字大町ろ１１番地
ファミリーマート　穴水川島 927-0027 石川県鳳珠郡穴水町字川島キ１０２番地３
ファミリーマート　羽咋今浜 929-1344 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト１７６－１
ファミリーマート　羽咋千里浜インター 925-0046 石川県羽咋市兵庫町ヨ１８番地７
ファミリーマート　金沢星稜前 920-0811 石川県金沢市小坂町南５３８
ファミリーマート　金沢田上 920-1151 石川県金沢市田上の里２丁目１０５番地
ファミリーマート　内灘大学通り 920-0266 石川県河北郡内灘町字大根布六丁目１０１番
ファミリーマート　金沢増泉三丁目 921-8025 石川県金沢市増泉３丁目１５番１９号
ファミリーマート　金沢上堤町 920-0869 石川県金沢市上堤町１－１５ＪＲＥ金沢上堤町ビル１Ｆ
ファミリーマート　金沢松村 920-0348 石川県金沢市松村３－５４３
ファミリーマート　内灘向粟崎 920-0274 石川県河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番地
ファミリーマート　金沢涌波 920-0953 石川県金沢市涌波１丁目６番２７号
ファミリーマート　金沢彦三 920-0901 石川県金沢市彦三町二丁目２番１４号
ファミリーマート　金沢諸江通り 920-0022 石川県金沢市北安江１丁目１４番１号
ファミリーマート　石川屋金沢笠舞 920-0947 石川県金沢市笠舞本町２－２－８
ファミリーマート　金沢東大通り 920-0846 石川県金沢市昌永町１７－８
ファミリーマート　金沢幸町 920-0968 石川県金沢市幸町１３番２８号
ファミリーマート　金沢橋場町 920-0911 石川県金沢市橋場町１番３号
ファミリーマート　金沢朝霧台 920-1158 石川県金沢市朝霧台二丁目１４番地
ファミリーマート　金沢みどり 920-0373 石川県金沢市みどり一丁目２５５番地１
ファミリーマート　わくなみや小橋 920-0844 石川県金沢市小橋町４－２０
ファミリーマート　しばはら杜の里 920-1167 石川県金沢市もりの里３－１０２
ファミリーマート　かほくバイパス 929-1105 石川県かほく市横山イ２８番地
ファミリーマート　かほく大崎南 929-1126 石川県かほく市内日角カ１番１
ファミリーマート　内灘鶴ヶ丘 920-0271 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘四丁目１２２番地
ファミリーマート　かほく七塚 929-1174 石川県かほく市浜北イ１２番４
ファミリーマート　河北内灘 920-0271 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘１丁目３０３番地
ファミリーマート　内灘大根布 920-0266 石川県河北郡内灘町字大根布五丁目２８８番地
ファミリーマート　金沢土清水町 920-0955 石川県金沢市土清水二丁目１５番地
ファミリーマート　かほくななくぼ 929-1122 石川県かほく市七窪ハ４４番地１
ファミリーマート　本津幡駅前 929-0326 石川県河北郡津幡町字清水チ３７４番地４
ファミリーマート　金沢涌波三丁目 920-0953 石川県金沢市涌波三丁目１番１６号
ファミリーマート　内灘向陽台 920-0272 石川県河北郡内灘町字向陽台１－２０７
ファミリーマート　白尾インター 929-1177 石川県かほく市白尾ヌ１３番１
ファミリーマート　かほく松浜 929-1172 石川県かほく市松浜イ１１番地３
ファミリーマート　かほく高松中央 929-1215 石川県かほく市高松ウ１番１
ファミリーマート　金沢利屋町 920-0101 石川県金沢市利屋町る７番地
ファミリーマート　堅田 920-0164 石川県金沢市堅田町甲７５ー１
ファミリーマート　金沢乙丸町 920-0806 石川県金沢市神宮寺３丁目１１番１５号
ファミリーマート　金沢小坂町 920-0811 石川県金沢市小坂町北１６５番地２
ファミリーマート　津幡加賀爪 929-0325 石川県河北郡津幡町加賀爪ハ８８－３



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　金沢百坂 920-3131 石川県金沢市百坂町ニ２３番地１
ファミリーマート　東金沢駅前 920-0802 石川県金沢市三池町１８９番１
ファミリーマート　金沢岸川町 920-0102 石川県金沢市岸川町り６３番１
ファミリーマート　金沢増泉 921-8025 石川県金沢市増泉一丁目１８番１４号
ファミリーマート　金沢大学 920-1165 石川県金沢市若松町ミ３番地１（金沢大学角間キャンパス内）
ファミリーマート　金沢天神町 920-0925 石川県金沢市天神町一丁目１４番１１号
ファミリーマート　白山徳丸 924-0804 石川県白山市徳丸町６６番地３
ファミリーマート　金沢増泉中央 921-8025 石川県金沢市増泉一丁目１９番３２号
ファミリーマート　金沢泉本町 921-8042 石川県金沢市泉本町５丁目３番地
ファミリーマート　コメヤ薬局御経塚 921-8801 石川県野々市市御経塚３丁目１２８
ファミリーマート　薬コメヤ金沢武蔵 920-0917 石川県金沢市下堤町３５番地１
ファミリーマート　金沢リファーレ 920-0853 石川県金沢市本町１丁目５番３号
ファミリーマート　金沢寺町 921-8033 石川県金沢市寺町一丁目２番１８号
ファミリーマート　金沢菊川 920-0964 石川県金沢市本多町一丁目１８番３号
ファミリーマート　金沢野田 921-8107 石川県金沢市野田二丁目１４番地
ファミリーマート　金沢本町 920-0853 石川県金沢市本町２丁目２０番２８号
ファミリーマート　金沢本町二丁目 920-0853 石川県金沢市本町２丁目１１番７号金沢フコク生命駅前ビル１階
ファミリーマート　金沢堀川 920-0847 石川県金沢市堀川町９７６番５
ファミリーマート　金沢駅西口 920-0022 石川県金沢市北安江一丁目２番１５号
ファミリーマート　窪四丁目 921-8151 石川県金沢市窪４－４４７
ファミリーマート　金沢大桑 921-8045 石川県金沢市大桑二丁目４２番地
ファミリーマート　金沢二万堂 921-8043 石川県金沢市西泉一丁目１番地２
ファミリーマート　金沢伏見新町 921-8172 石川県金沢市伏見新町３３７番
ファミリーマート　金沢新保本 921-8062 石川県金沢市新保本５丁目１１３番地
ファミリーマート　金沢木越 920-0001 石川県金沢市千木町口９３－１
ファミリーマート　金沢専光寺浜 920-0356 石川県金沢市専光寺町ニ２－１
ファミリーマート　金沢西念二丁目 920-0024 石川県金沢市西念２丁目２７－１７
ファミリーマート　金沢小立野 920-0942 石川県金沢市小立野３丁目２７番２２号
ファミリーマート　金沢問屋町二丁目 920-0061 石川県金沢市問屋町二丁目１５番２
ファミリーマート　金沢金石東 920-0335 石川県金沢市金石東３丁目２番５号
ファミリーマート　工大前 921-8811 石川県野々市市高橋町２０－５
ファミリーマート　金沢みなと 920-0331 石川県金沢市大野町四丁目ヲ３１番地１
ファミリーマート　野々市菅原 921-8814 石川県野々市市菅原町２１番地４８号
ファミリーマート　野々市野代 921-8804 石川県野々市市野代３丁目１２０番地
ファミリーマート　金沢西念三丁目 920-0024 石川県金沢市西念３丁目３２－１６
ファミリーマート　金沢藤江北 920-0345 石川県金沢市藤江北四丁目４８５番地
ファミリーマート　金沢松村三丁目 920-0348 石川県金沢市松村三丁目４４８番地
ファミリーマート　金沢上安原 920-0374 石川県金沢市上安原南７９番地
ファミリーマート　金沢千木町 920-0001 石川県金沢市千木町ル５５
ファミリーマート　金沢広岡三丁目 920-0031 石川県金沢市広岡３丁目３番４７号
ファミリーマート　金沢八田町 920-3104 石川県金沢市八田町東８９６番地１
ファミリーマート　金沢福久 920-3122 石川県金沢市福久町ホ６１番地１
ファミリーマート　辰口丘陵公園前 923-1245 石川県能美市辰口町６４２－１
ファミリーマート　野々市工大前 921-8811 石川県野々市市高橋町６２－１
ファミリーマート　野々市扇が丘 921-8812 石川県野々市市扇が丘３３番１３号
ファミリーマート　石川県庁前 920-8202 石川県金沢市西都一丁目５９番
ファミリーマート　金沢木曳野 920-0341 石川県金沢市木曳野３丁目２３番地
ファミリーマート　金沢高柳 920-0005 石川県金沢市高柳町二字１０番１
ファミリーマート　金沢諸江町 920-0017 石川県金沢市諸江町下丁４６番１
ファミリーマート　金沢新神田 921-8013 石川県金沢市新神田４丁目５番３５号
ファミリーマート　金沢けやき通り 920-0025 石川県金沢市駅西本町１丁目１５番１８号トリアス１Ｆ
ファミリーマート　白山中奥町 924-0818 石川県白山市中奥町１１６番
ファミリーマート　野々市矢作二丁目 921-8822 石川県野々市市矢作２丁目１２８番１
ファミリーマート　野々市堀内三丁目 921-8844 石川県野々市市堀内三丁目２９番地
ファミリーマート　金沢桜田町 920-0057 石川県金沢市桜田町１－２１４
ファミリーマート　金沢入江一丁目 921-8011 石川県金沢市入江１丁目１４８
ファミリーマート　津幡潟端 929-0346 石川県河北郡津幡町字潟端４０８番地
ファミリーマート　津幡中須加 929-0332 石川県河北郡津幡町中須加ろ２６番地１
ファミリーマート　金沢木材団地 920-0211 石川県金沢市湊２丁目１１４番地２５
ファミリーマート　金沢疋田 920-0003 石川県金沢市疋田二丁目１２３番地
ファミリーマート　金沢松島南 921-8062 石川県金沢市新保本四丁目６５番地７
ファミリーマート　津幡北中条 929-0342 石川県河北郡津幡町北中条４丁目８３
ファミリーマート　金沢みどり団地口 920-0376 石川県金沢市福増町北１０５３－２
ファミリーマート　金沢粟崎 920-0226 石川県金沢市粟崎町三丁目２９７番地１
ファミリーマート　野々市本町六丁目 921-8815 石川県野々市市本町六丁目２３番１５号
ファミリーマート　金沢石引 920-0935 石川県金沢市石引一丁目１３番３２号
ファミリーマート　金沢東力 921-8015 石川県金沢市東力２丁目１４８番地１
ファミリーマート　野々市新庄六丁目 921-8824 石川県野々市市新庄６丁目４０３
ファミリーマート　金沢無量寺 920-0333 石川県金沢市無量寺五丁目６９番地１号
ファミリーマート　手取あおう 923-1101 石川県能美市粟生町ネ５０番地１
ファミリーマート　能美大成町 929-0113 石川県能美市大成町２丁目３６番地
ファミリーマート　能美大成南 929-0113 石川県能美市大成町ト３２番地１
ファミリーマート　金沢二口 920-0051 石川県金沢市二口町イ１０１番地
ファミリーマート　能美寺井町 923-1116 石川県能美市小長野町ト４１番地１
ファミリーマート　能美中町 929-0123 石川県能美市中町ソ１８番地１２
ファミリーマート　金沢専光寺町 920-0356 石川県金沢市専光寺町レ４番地１０
ファミリーマート　金沢稚日野 920-0355 石川県金沢市稚日野町北１９番地１
ファミリーマート　金沢高畠一丁目 921-8001 石川県金沢市高畠一丁目３２３番地
ファミリーマート　能美五間堂 929-0103 石川県能美市五間堂町戊４３番地１
ファミリーマート　川北町役場前 923-1267 石川県能美郡川北町字壱ツ屋１７２番地３
ファミリーマート　金沢入江 921-8011 石川県金沢市入江３丁目５４番地
ファミリーマート　能美徳久 923-1235 石川県能美市徳久町子１３７番地
ファミリーマート　白山平松 924-0841 石川県白山市平松町８７－１
ファミリーマート　白山柏野バイパス 924-0037 石川県白山市荒屋柏野町６２０－１
ファミリーマート　白山中町 924-0877 石川県白山市中町４９番地１
ファミリーマート　小松額見町 923-0977 石川県小松市額見町工業団地４番４
ファミリーマート　小松今江 923-0964 石川県小松市今江町９丁目２０１番地１
ファミリーマート　Ａコープ加賀野 924-0044 石川県白山市西柏１丁目２番地１
ファミリーマート　小松村松 923-0968 石川県小松市村松町甲９２番地１
ファミリーマート　小松向本折町 923-0961 石川県小松市向本折町ハ３６番地



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　小松城南 923-0941 石川県小松市城南町２４番地１
ファミリーマート　小松矢田野 923-0342 石川県小松市矢田野町へ２１番地１
ファミリーマート　能美佐野 923-1112 石川県能美市佐野町ハ３番地
ファミリーマート　加賀箱宮町 922-0303 石川県加賀市箱宮町ム１３８番地
ファミリーマート　小松長崎町 923-0004 石川県小松市長崎町３丁目１０６番２
ファミリーマート　鶴来 920-2132 石川県白山市明島町西１０４番地２
ファミリーマート　小松園町東 923-0801 石川県小松市園町二４２番地１
ファミリーマート　小松千木野 923-0834 石川県小松市千木野町と９３番地７
ファミリーマート　野々市新庄四丁目 921-8824 石川県野々市市新庄四丁目４５番地１
ファミリーマート　小松軽海町 923-0824 石川県小松市軽海町甲１０番地１
ファミリーマート　小松向本折町西 923-0961 石川県小松市向本折町巳２６６番地１
ファミリーマート　小松河田町 923-0053 石川県小松市河田町丙３３番地１
ファミリーマート　小松若杉町 923-0832 石川県小松市若杉町一丁目６８番地
ファミリーマート　白山藤木 924-0832 石川県白山市藤木町４７９番地１
ファミリーマート　軽海 923-0824 石川県小松市軽海町ナ５１番地１
ファミリーマート　山中 922-0124 石川県加賀市山中温泉湯の出町レ－１４
ファミリーマート　小松義仲 923-0998 石川県小松市義仲町１４０番地
ファミリーマート　小松今江町三丁目 923-0964 石川県小松市今江町三丁目８０１番地
ファミリーマート　イオンモール白山／Ｓ 924-8777 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内イオンモール白山２階従業員休憩室区画
ファミリーマート　加賀長谷田 922-0103 石川県加賀市山中温泉長谷田町ロ４２７番地
ファミリーマート　加賀大聖寺南町 922-0811 石川県加賀市大聖寺南町ロ２番地１
ファミリーマート　千代野ニュータウン 924-0039 石川県白山市北安田西一丁目１１０
ファミリーマート　白山美川中町 929-0224 石川県白山市美川中町イ４３番地１
ファミリーマート　白山美川インター 929-0201 石川県白山市鹿島町二号１５番地
ファミリーマート　小松沖町 923-0861 石川県小松市沖町４１６番地
ファミリーマート　小松園町 923-0801 石川県小松市園町ホ１３７－５
ファミリーマート　白山三浦町 924-0815 石川県白山市三浦町６１３番地１
ファミリーマート　小松市民病院前 923-0961 石川県小松市向本折町ニ２４番地１
ファミリーマート　金沢御影 921-8021 石川県金沢市御影町７番１５号
ファミリーマート　白山曽谷町 920-2101 石川県白山市曽谷町へ１３０番地４
ファミリーマート　白山安養寺 920-2141 石川県白山市安養寺町ロ３８番地１
ファミリーマート　白山月橋 920-2104 石川県白山市月橋町２９３番地
ファミリーマート　白山村井 924-0032 石川県白山市村井町４４番地１
ファミリーマート　小松能美 923-0042 石川県小松市能美町イ１番１
ファミリーマート　金沢高尾南 921-8154 石川県金沢市高尾南三丁目６１番地
ファミリーマート　加賀伊切町 922-0406 石川県加賀市伊切町乙４２番地１
ファミリーマート　加賀作見 922-0423 石川県加賀市作見町ニ５７番地１
ファミリーマート　加賀片山津 922-0414 石川県加賀市片山津町巳４４番地
ファミリーマート　加賀分校 922-0304 石川県加賀市分校町は７７番１
ファミリーマート　山代中学校前 922-0322 石川県加賀市上野町エ４６番地１
ファミリーマート　加賀加茂町 922-0241 石川県加賀市加茂町１１６番２
ファミリーマート　加賀南郷町 922-0821 石川県加賀市南郷町レ７０番
ファミリーマート　小松北浅井 923-0851 石川県小松市北浅井町４番
ファミリーマート　小松大領 923-0854 石川県小松市大領町ロ２１６
ファミリーマート　白山宮永町 924-0017 石川県白山市宮永町４３２番１
ファミリーマート　白山福留 924-0051 石川県白山市福留町５３０番地１
ファミリーマート　金沢片町 920-0981 石川県金沢市片町二丁目２番１５号　北國ビルディング１Ｆ
ファミリーマート　金沢田上の里 920-1151 石川県金沢市田上の里１丁目１番
ファミリーマート　七尾能登島 926-0211 石川県七尾市能登島向田町五級９６番地１４
ファミリーマート　尼御前ＳＡ下り 922-0551 石川県加賀市美岬町尼ゴジ３－２－１
ファミリーマート　金沢額谷三丁目 921-8145 石川県金沢市額谷３丁目４６番地
ファミリーマート　金沢額新保 921-8148 石川県金沢市額新保２丁目２８４
ファミリーマート　芦原 910-4103 福井県あわら市二面４７字２番地１
ファミリーマート　芦原下番 910-4138 福井県あわら市下番５７－１－１
ファミリーマート　福井高木中央 910-0804 福井県福井市高木中央１丁目２４０６番
ファミリーマート　丸岡北 910-0273 福井県坂井市丸岡町長畝７５字１６番１
ファミリーマート　福井森田 910-0123 福井県福井市八重巻町第９号２３番地１
ファミリーマート　三国新保 913-0031 福井県坂井市三国町新保９７字港２３番３２
ファミリーマート　あわら舟津 910-4105 福井県あわら市舟津７６字９番１
ファミリーマート　御油田 919-0504 福井県坂井市坂井町御油田２４－１－１
ファミリーマート　福井木田一丁目 918-8105 福井県福井市木田一丁目３４０４番１
ファミリーマート　三国駅北口 913-0046 福井県坂井市三国町北本町１丁目１－２０
ファミリーマート　福井高柳 910-0803 福井県福井市高柳町３丁目３２０９番地
ファミリーマート　福井あがり 910-0017 福井県福井市文京５－１４－４１
ファミリーマート　勝山北郷 911-0056 福井県勝山市北郷町坂東島８－８
ファミリーマート　上太田 915-0882 福井県越前市上太田町１３－３－３
ファミリーマート　松岡室 910-1135 福井県吉田郡永平寺町松岡室３３字上坂竹１番２
ファミリーマート　越前庄田 915-0043 福井県越前市庄田町１－３
ファミリーマート　福井下馬 918-8112 福井県福井市下馬３丁目１８０９
ファミリーマート　大野中挾 912-0015 福井県大野市中挾３丁目９１３番地
ファミリーマート　福井文京 910-0017 福井県福井市文京６丁目９番１２号
ファミリーマート　福井新保町 910-0832 福井県福井市新保町第１６号４番地
ファミリーマート　福井新木田 918-8013 福井県福井市花堂東１丁目３番３０号
ファミリーマート　福井宝永三丁目 910-0004 福井県福井市宝永三丁目１０番１号
ファミリーマート　福井県庁前 910-0005 福井県福井市大手２丁目７－６
ファミリーマート　福井日之出一丁目 910-0859 福井県福井市日之出一丁目６番１６号
ファミリーマート　福井文京六丁目 910-0017 福井県福井市文京６－１８－８
ファミリーマート　大野インター 912-0012 福井県大野市横枕１丁目６番１号
ファミリーマート　春江安沢 919-0484 福井県坂井市春江町安沢１０号１４番地１
ファミリーマート　あわら国影 910-4115 福井県あわら市国影第３６号１０６番地
ファミリーマート　金津花乃杜 919-0633 福井県あわら市花乃杜一丁目３０－４８
ファミリーマート　坂井長畑 919-0511 福井県坂井市坂井町長畑２２字６番地１
ファミリーマート　坂井三国東尋坊 913-0056 福井県坂井市三国町宿第４８号１４番地１
ファミリーマート　丸岡磯部島 910-0346 福井県坂井市丸岡町磯部島第９号２０番地１
ファミリーマート　福井円山 918-8206 福井県福井市北四ツ居町５０５番地
ファミリーマート　福井町屋二丁目 910-0002 福井県福井市町屋二丁目８番６号
ファミリーマート　福井高木町 910-0806 福井県福井市高木町第４号８番地
ファミリーマート　福井駅前 910-0006 福井県福井市中央１丁目２番１号
ファミリーマート　福井若杉浜東 918-8056 福井県福井市若杉浜２丁目６０９番地
ファミリーマート　福井大学病院前 910-1142 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島３５字８－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　武生家久 915-0801 福井県越前市家久町第５７号１５番地の１
ファミリーマート　越前芝原 915-0805 福井県越前市芝原５丁目４番２１
ファミリーマート　鯖江河和田 916-1223 福井県鯖江市片山町第１号１０番地１
ファミリーマート　福井西谷 918-8023 福井県福井市西谷２丁目６０１
ファミリーマート　福井高柳一丁目 910-0837 福井県福井市高柳１丁目９１２番地
ファミリーマート　福井若杉浜三丁目 918-8056 福井県福井市若杉浜三丁目７０４番地
ファミリーマート　勝山元町一丁目 911-0804 福井県勝山市元町一丁目９番１２号６
ファミリーマート　福井菅谷二丁目 910-0034 福井県福井市菅谷２丁目１１番１３号
ファミリーマート　福井大和田 910-0802 福井県福井市大和田１丁目３０２番地
ファミリーマート　勝山荒土町 911-0044 福井県勝山市荒土町松ヶ崎３滝ヶ原１１５
ファミリーマート　福井大宮二丁目 910-0016 福井県福井市大宮二丁目２８番１８号
ファミリーマート　勝山郡町 911-0035 福井県勝山市郡町一丁目１番９号
ファミリーマート　二の宮四丁目 910-0015 福井県福井市二の宮四丁目３６０１
ファミリーマート　福井北四ツ居 918-8205 福井県福井市北四ツ居３丁目１５番６２号
ファミリーマート　福井片町 910-0023 福井県福井市順化一丁目１７番５号
ファミリーマート　福井渕町 918-8026 福井県福井市渕４丁目１７０１－１
ファミリーマート　川尻 910-3136 福井県福井市川尻町４１字４８番１
ファミリーマート　福井県立武道館口 910-0038 福井県福井市三ツ屋１丁目５０１番
ファミリーマート　勝山南 911-0812 福井県勝山市猪野７０４番
ファミリーマート　福井大願寺三丁目 910-0001 福井県福井市大願寺３丁目８番２５号
ファミリーマート　鯖江ひまわり通り 916-0055 福井県鯖江市上鯖江１丁目３－１１
ファミリーマート　越前本町 915-0823 福井県越前市本町８番６号
ファミリーマート　越前向陽 915-0875 福井県越前市塚原町第２５号１２番地５
ファミリーマート　越前くりや 916-0422 福井県丹生郡越前町厨７１字北布山３３４番地１
ファミリーマート　武生中央公園前 915-0832 福井県越前市高瀬２丁目２－４
ファミリーマート　越前南一丁目 915-0825 福井県越前市南１丁目１３－１５
ファミリーマート　越前千福 915-0846 福井県越前市千福町３８０番
ファミリーマート　越前西尾町 915-0014 福井県越前市西尾町第５１号６６番地１
ファミリーマート　神中２丁目 916-0016 福井県鯖江市神中町２－４－２５
ファミリーマート　武生広瀬 915-0872 福井県越前市広瀬町１４２－１－１
ファミリーマート　福井花堂 918-8014 福井県福井市花堂中２丁目２００４
ファミリーマート　村国四丁目 915-0084 福井県越前市村国４丁目１９
ファミリーマート　水落二丁目 916-0022 福井県鯖江市水落町２丁目３０番－２８号
ファミリーマート　敦賀櫛林 914-0138 福井県敦賀市櫛林７号２－１
ファミリーマート　神中８号 916-0016 福井県鯖江市神中町二丁目９番３１号
ファミリーマート　敦賀木崎 914-0821 福井県敦賀市櫛川１５－８－１
ファミリーマート　越前江波 916-0255 福井県丹生郡越前町江波第８６号４２番地１
ファミリーマート　鯖江北野町 916-0029 福井県鯖江市北野町１２－５
ファミリーマート　清水志津が丘 910-3636 福井県福井市山内町第１１号１１番地１５
ファミリーマート　福井花月 910-0022 福井県福井市花月４丁目５０４番地
ファミリーマート　福井二の宮五丁目 910-0015 福井県福井市二の宮五丁目１８番３号
ファミリーマート　福井舟橋新一丁目 910-0068 福井県福井市舟橋新１丁目１３０２番地
ファミリーマート　福井飯塚町 918-8067 福井県福井市飯塚町１２字堤ノ本１０７
ファミリーマート　福井江端 918-8016 福井県福井市江端町２２－２７
ファミリーマート　粟田部 915-0242 福井県越前市粟田部町東２－６－７
ファミリーマート　鯖江丸山町 916-0019 福井県鯖江市丸山町１丁目１番１号
ファミリーマート　鯖江宮前二丁目 916-0045 福井県鯖江市宮前二丁目３番８号
ファミリーマート　越前押田 915-0083 福井県越前市押田二丁目１０番７号
ファミリーマート　越前小松 915-0816 福井県越前市小松二丁目６番６号
ファミリーマート　越前大虫 915-0882 福井県越前市上太田町第５０号４番地の１
ファミリーマート　丹生朝日 916-0146 福井県丹生郡越前町朝日５－１１３－１
ファミリーマート　敦賀中央町二丁目 914-0811 福井県敦賀市中央町二丁目３番２号
ファミリーマート　敦賀新松島 914-0803 福井県敦賀市新松島町１３番１０号
ファミリーマート　敦賀木崎通り 914-0814 福井県敦賀市木崎５号２番地１
ファミリーマート　敦賀結城町 914-0064 福井県敦賀市結城町９番１０号
ファミリーマート　敦賀野神 914-0121 福井県敦賀市野神４号８番地の１
ファミリーマート　鯖江大倉町 916-0085 福井県鯖江市大倉町第１７号１番１
ファミリーマート　鯖江新横江 916-0042 福井県鯖江市新横江１丁目１番３５号
ファミリーマート　鯖江ただす 916-0004 福井県鯖江市糺町３２４番
ファミリーマート　丹生越前町 916-0133 福井県丹生郡越前町気比庄３３字杉縄手２０番１
ファミリーマート　鯖江中野町 916-0033 福井県鯖江市中野町２５７字８－１１
ファミリーマート　美浜佐柿 919-1132 福井県三方郡美浜町佐柿５７－３－１
ファミリーマート　上中三宅 919-1536 福井県三方上中郡若狭町三宅８０－３５－１
ファミリーマート　大飯うみんぴあ前 919-2103 福井県大飯郡おおい町尾内３５号３０番地２
ファミリーマート　小浜伏原 917-0054 福井県小浜市伏原３１－５－２
ファミリーマート　敦賀和久野 914-0131 福井県敦賀市公文名５号２１番地の３
ファミリーマート　美浜松原 919-1122 福井県三方郡美浜町松原３３－３９－１
ファミリーマート　小浜山手 917-0092 福井県小浜市山手１－７－２６－１
ファミリーマート　高浜国道 919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎第６４字２番地１
ファミリーマート　若狭和田 919-2201 福井県大飯郡高浜町和田１１７字上浜田１０４
ファミリーマート　小浜運動場前 917-0035 福井県小浜市口田縄１６号１０
ファミリーマート　小浜駅前 917-0077 福井県小浜市駅前町１３番１号
ファミリーマート　小浜千種 917-0072 福井県小浜市千種１丁目１２－１１
ファミリーマート　小浜山王前 917-0019 福井県小浜市山王前二丁目５番３号
ファミリーマート　三方北前川 919-1305 福井県三方上中郡若狭町北前川３９－１３－１
ファミリーマート　敦賀花城 914-0801 福井県敦賀市松島町１３０－１５１－１
ファミリーマート　敦賀あけぼの 914-0075 福井県敦賀市曙町１－２４
ファミリーマート　敦賀岡山二丁目 914-0037 福井県敦賀市道口４８号１番３
ファミリーマート　南条 919-0223 福井県南条郡南越前町東大道３６号１０５番地１
ファミリーマート　小浜遠敷 917-0241 福井県小浜市遠敷５４－１８
ファミリーマート　小浜東市場 917-0232 福井県小浜市東市場３４－１２－４
ファミリーマート　河野北前船主通り 915-1111 福井県南条郡南越前町河野１字北ノ町８９番
ファミリーマート　美浜佐田 919-1205 福井県三方郡美浜町佐田１３８－２
ファミリーマート　石本金山 914-0146 福井県敦賀市金山７６号東沢田
ファミリーマート　敦賀山泉 914-0035 福井県敦賀市山泉９号５０７番地
ファミリーマート　敦賀清水町 914-0052 福井県敦賀市清水町二丁目１９番７号
ファミリーマート　敦賀駅前 914-0054 福井県敦賀市白銀町５番３０号
ファミリーマート　南条ＳＡ上り 919-0203 福井県南条郡南越前町牧谷３９字上駄小屋８
ファミリーマート　南条ＳＡ下り 919-0204 福井県南条郡南越前町上野７８字下八ッ口
ファミリーマート　三方五湖ＰＡ 919-1304 福井県三方上中郡若狭町生倉１８号６番１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　若狭成願寺 919-1322 福井県三方上中郡若狭町成願寺７－２３－１
ファミリーマート　今庄 919-0131 福井県南条郡南越前町今庄５５－４－７
ファミリーマート　福井織田町 916-0215 福井県丹生郡越前町織田４４号６１番地
ファミリーマート　新田塚 910-0067 福井県福井市新田塚２－２６－８３１７
ファミリーマート　敦賀中郷 914-0045 福井県敦賀市古田刈１６－２５
ファミリーマート　丸岡西里 910-0242 福井県坂井市丸岡町西里丸岡４字２０
ファミリーマート　田富東花輪 409-3842 山梨県中央市東花輪１７８３－１
ファミリーマート　甲府貢川 400-0048 山梨県甲府市貢川本町１１－６
ファミリーマート　甲府宮前町 400-0021 山梨県甲府市宮前町１－１
ファミリーマート　長坂駅前 408-0021 山梨県北杜市長坂町　長坂上条２４９３番４
ファミリーマート　笛吹一宮 405-0075 山梨県笛吹市一宮町東原２６５－３
ファミリーマート　田富リバーサイド 409-3845 山梨県中央市山之神３６２３－４
ファミリーマート　石和町松本 406-0021 山梨県笛吹市石和町松本８２９－１
ファミリーマート　甲府北新 400-0005 山梨県甲府市北新２－９－１３
ファミリーマート　かぶとや都留 402-0005 山梨県都留市四日市場７－１
ファミリーマート　かぶとや赤富士通り 403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東一丁目１番３号
ファミリーマート　西桂富士みち 403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼　２７３０－１
ファミリーマート　おひめ坂通り 403-0014 山梨県富士吉田市竜ケ丘２丁目４－６
ファミリーマート　山梨市駅前 405-0018 山梨県山梨市上神内川１７２０番地
ファミリーマート　甲府荒川 400-0061 山梨県甲府市荒川２－１０１４－１
ファミリーマート　甲斐双葉塩崎 400-0105 山梨県甲斐市下今井３４
ファミリーマート　韮崎インター西 407-0004 山梨県韮崎市藤井町　南下條２７３
ファミリーマート　北杜長坂日野春 408-0024 山梨県北杜市長坂町富岡９７番地
ファミリーマート　甲斐双葉龍地 400-0104 山梨県甲斐市龍地４６２７番４
ファミリーマート　境川ＰＡ下り 406-0853 山梨県笛吹市境川町　藤垈４０８８番地
ファミリーマート　韮崎桐ノ木 407-0261 山梨県韮崎市中田町小田川１０３４ー１
ファミリーマート　清里駅前 407-0301 山梨県北杜市高根町清里３５４５番地３８０
ファミリーマート　河口湖フォレストモール前 401-0302 山梨県南都留郡富士河口湖町小立４５２３－１
ファミリーマート　北河口湖 401-0304 山梨県南都留郡　富士河口湖町河口３０８６
ファミリーマート　敷島松島団地 400-0124 山梨県甲斐市中下条８５０－１
ファミリーマート　甲斐竜王 400-0118 山梨県甲斐市竜王１０５８－１
ファミリーマート　南アルプス野牛島 400-0205 山梨県南アルプス市野牛島１８２８－１
ファミリーマート　甲府千塚 400-0074 山梨県甲府市千塚３－４－２１
ファミリーマート　南アルプス荊沢 400-0422 山梨県南アルプス市荊沢２８１－４
ファミリーマート　田富布施 409-3841 山梨県中央市布施２３２７－１
ファミリーマート　南アルプス古市場 400-0404 山梨県南アルプス市古市場８５４－３
ファミリーマート　甲斐富竹新田 400-0113 山梨県甲斐市富竹新田２６４
ファミリーマート　石和窪中島 406-0036 山梨県笛吹市石和町窪中島９７－１
ファミリーマート　甲府富竹 400-0049 山梨県甲府市富竹１丁目９番４号
ファミリーマート　石和町市部 406-0031 山梨県笛吹市石和町市部７８９－１
ファミリーマート　甲府平和通り南 400-0844 山梨県甲府市中町字大カサ４７０番２
ファミリーマート　昭和国母 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条４１９－２
ファミリーマート　南アルプス藤田 400-0334 山梨県南アルプス市藤田２３４９－１
ファミリーマート　甲府丸の内三丁目 400-0031 山梨県甲府市丸の内３丁目５－２０
ファミリーマート　山梨学院大学前 400-0815 山梨県甲府市国玉町１２６７－１
ファミリーマート　南アルプス小笠原 400-0306 山梨県南アルプス市小笠原３４４－１
ファミリーマート　甲州塩山 404-0037 山梨県甲州市塩山　西広門田３５３番１
ファミリーマート　甲府下石田 400-0046 山梨県甲府市下石田２丁目１１番７号
ファミリーマート　甲府中小河原 400-0854 山梨県甲府市中小河原町５９１
ファミリーマート　甲府大里 400-0053 山梨県甲府市大里町５３０７
ファミリーマート　昭和バイパス 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条１６９２番地２
ファミリーマート　長野ＳＢＣ通り 381-0043 長野県長野市吉田二丁目２４番３号
ファミリーマート　長野篠ノ井布施高田 388-8007 長野県長野市篠ノ井布施高田字下居返７７７番１
ファミリーマート　長野芹田 380-0915 長野県長野市大字稲葉１１番地４
ファミリーマート　長野大通り 380-0813 長野県長野市大字鶴賀字鍋屋田１４２０－９
ファミリーマート　信州上山田温泉 389-0821 長野県千曲市上山田温泉一丁目３１番地１
ファミリーマート　篠ノ井杵淵 388-8019 長野県長野市篠ノ井杵淵１６９６番地
ファミリーマート　長野宇木 380-0803 長野県長野市三輪九丁目４９番２２号
ファミリーマート　長野安茂里 380-0961 長野県長野市安茂里小市二丁目３３番１０号
ファミリーマート　長野松岡 381-0026 長野県長野市松岡二丁目９番３２号
ファミリーマート　長野合戦場 388-8008 長野県長野市合戦場三丁目４０番地
ファミリーマート　長野里島 381-2223 長野県長野市里島９８番地１
ファミリーマート　長野五分一 381-0034 長野県長野市大字高田４０７番地１
ファミリーマート　須坂臥竜 382-0028 長野県須坂市臥竜５丁目３番６号　　
ファミリーマート　長野駅東口 380-0922 長野県長野市七瀬４－１０
ファミリーマート　須坂村石町 382-0037 長野県須坂市大字野辺１３８７番地６
ファミリーマート　信州須坂亀倉 382-0033 長野県須坂市大字亀倉９７番地１
ファミリーマート　長野駅前 380-0825 長野県長野市南長野末広町１３６２番地
ファミリーマート　須坂インター南 381-0101 長野県長野市若穂綿内字南條２７５番地１
ファミリーマート　長野吉田 381-0043 長野県長野市吉田１丁目６－１３
ファミリーマート　長野大町 381-0004 長野県長野市大字大町５９４番地７
ファミリーマート　長野中氷鉋 381-2215 長野県長野市稲里町中氷鉋１１０５－３
ファミリーマート　長野中御所四丁目 380-0935 長野県長野市中御所四丁目９－１
ファミリーマート　須坂駅南 382-0097 長野県須坂市大字須坂字八幡裏１６１４－１他
ファミリーマート　長野下氷鉋 381-2216 長野県長野市下氷鉋一丁目１３７７番地１
ファミリーマート　道の駅おがわ 381-3302 長野県上水内郡　小川村大字高府１５３３番地２
ファミリーマート　長野伊勢宮一丁目 380-0958 長野県長野市伊勢宮１丁目１番２号
ファミリーマート　須坂小島 382-0062 長野県須坂市大字小島１１６５番地１
ファミリーマート　長野大豆島 381-0022 長野県長野市大字大豆島５２７６－２
ファミリーマート　長野水沢上庭 388-8002 長野県長野市水沢上庭土地区画整理事業地内８街区１画地の一部５画地の一部６画地
ファミリーマート　長野早苗町 380-0812 長野県長野市早苗町４３
ファミリーマート　佐久取出町 385-0043 長野県佐久市取出町２０７－１９
ファミリーマート　長野栗田 380-0921 長野県長野市大字栗田１７８９番地
ファミリーマート　長野中央通り 380-0826 長野県長野市大字南長野北石堂町１４５４番地１
ファミリーマート　長野高田 381-0034 長野県長野市大字高田９６１番地１
ファミリーマート　長野吉田四丁目 381-0043 長野県長野市吉田四丁目１４番１２号
ファミリーマート　飯綱町塩ノ入 389-1206 長野県上水内郡飯綱町大字普光寺字土手裏２９９番地２
ファミリーマート　中野東吉田 383-0015 長野県中野市大字吉田６８４番地１
ファミリーマート　須坂相之島 382-0065 長野県須坂市大字相之島５２８番地１
ファミリーマート　中野一本木公園南 383-0013 長野県中野市大字中野１８４６番２他１筆



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　信州中野江部 383-0045 長野県中野市大字江部１３３４番地１
ファミリーマート　小布施中松 381-0209 長野県上高井郡小布施町大字中松７３６番地１６
ファミリーマート　須坂駅西口 382-0052 長野県須坂市大字塩川字寺沢３９４番地２
ファミリーマート　長野アップルライン 389-1104 長野県長野市豊野町浅野１４８８番地
ファミリーマート　長野若里一丁目 380-0928 長野県長野市若里一丁目１６番２４号
ファミリーマート　長野中越一丁目 381-0044 長野県長野市中越一丁目１０番４１号
ファミリーマート　長野サンロード 381-0042 長野県長野市稲田二丁目５５番１５号
ファミリーマート　長野居町 380-0901 長野県長野市居町３７番地
ファミリーマート　長野若穂綿内 381-0101 長野県長野市若穂綿内字町８５６４番地１
ファミリーマート　長野屋島 381-0025 長野県長野市北長池２７１－６
ファミリーマート　長野木工団地 381-0025 長野県長野市大字北長池３５７番地７
ファミリーマート　長野上高田 381-0034 長野県長野市大字高田１２１５番地３
ファミリーマート　長野松代 381-1231 長野県長野市松代町松代５２０番地
ファミリーマート　長野篠ノ井塩崎 388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎字並柳２７３番１　他７筆（地番）
ファミリーマート　長野真島 381-2204 長野県長野市真島町真島１６７１－１
ファミリーマート　長野松代町東条 381-1221 長野県長野市松代町東条２９９８番２
ファミリーマート　長野しののい 388-8006 長野県長野市篠ノ井御幣川６３６番地３
ファミリーマート　長野川合新田 380-0913 長野県長野市大字川合新田１０４８番地
ファミリーマート　長野東和田 381-0038 長野県長野市大字東和田９０１－１
ファミリーマート　長野三輪荒屋 380-0803 長野県長野市大字三輪１１６９番４
ファミリーマート　長野伊勢宮 380-0958 長野県長野市伊勢宮２－２４－２５
ファミリーマート　長野平林 381-0036 長野県長野市平林１丁目３４－４７
ファミリーマート　長野風間 381-0023 長野県長野市大字風間字中河原１９０番１
ファミリーマート　長野東通り 380-0921 長野県長野市大字栗田字舎利田７０１番３
ファミリーマート　長野小島 381-0017 長野県長野市大字小島７９０番地６
ファミリーマート　長野北長池 381-0025 長野県長野市大字北長池１４４７－１
ファミリーマート　ヤオトク軽井沢 389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東１９５番
ファミリーマート　佐久一本柳 385-0022 長野県佐久市岩村田１８２４－３
ファミリーマート　ＪＡ佐久浅間医療センター 385-0051 長野県佐久市中込３４００－２８
ファミリーマート　上田中丸子 386-0405 長野県上田市中丸子１３５０番１
ファミリーマート　東部湯の丸インター 389-0502 長野県東御市鞍掛上河原６７番地
ファミリーマート　佐久市役所前 385-0051 長野県佐久市大字中込３０８１番地１
ファミリーマート　上田天神 386-0025 長野県上田市天神一丁目１８４７番地８
ファミリーマート　上田長池 386-1102 長野県上田市上田原１１４４番地１
ファミリーマート　上田住吉 386-0002 長野県上田市住吉１３１－２
ファミリーマート　上田常田一丁目 386-0018 長野県上田市常田１丁目１６９９－１
ファミリーマート　上田踏入二丁目 386-0017 長野県上田市踏入二丁目６６５番２
ファミリーマート　上田三好町 386-0033 長野県上田市御所１９６－１１
ファミリーマート　上田長野大学前 386-1214 長野県上田市大字下之郷乙５３６番地１
ファミリーマート　上田神科 386-0002 長野県上田市大字住吉１１３０番地１
ファミリーマート　上田小泉 386-1106 長野県上田市小泉８１６番地２
ファミリーマート　上田上丸子 386-0404 長野県上田市上丸子１４６２番地８
ファミリーマート　東御和 389-0505 長野県東御市和１５３６－１
ファミリーマート　上田中之条 386-0034 長野県上田市中之条字八反田８５９番１０他１筆
ファミリーマート　佐久塚原 385-0025 長野県佐久市塚原２８８番地１
ファミリーマート　佐久猿久保 385-0011 長野県佐久市猿久保字前原７７８番１
ファミリーマート　佐久望月 384-2202 長野県佐久市望月３３５－１
ファミリーマート　上田長瀬 386-0407 長野県上田市長瀬３０６４－１
ファミリーマート　佐久根岸 385-0062 長野県佐久市根岸１１５番地１
ファミリーマート　上田秋和 386-0041 長野県上田市秋和２２４－６
ファミリーマート　御代田ミネベアミツミ前 389-0206 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４１０６ー６
ファミリーマート　ヤオトク南軽井沢 389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地１３９８番１００
ファミリーマート　佐久小田井 385-0009 長野県佐久市小田井８６４－１
ファミリーマート　佐久中込 385-0051 長野県佐久市中込１丁目７番４
ファミリーマート　ジェイ・クエスト佐久平 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南１８－１
ファミリーマート　軽井沢プリンスＳＰ 389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１１７８－２３２－１
ファミリーマート　佐久平駅前 385-0021 長野県佐久市大字長土呂３２４番地２
ファミリーマート　軽井沢プリンスホテルウエスト389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
ファミリーマート　信州青木村 386-1603 長野県小県郡青木村当郷１３４
ファミリーマート　信州坂城 389-0601 長野県埴科郡坂城町大字坂城６７６０
ファミリーマート　長野若槻大通り 381-0041 長野県長野市徳間１丁目２７－２３
ファミリーマート　上田東高校前 386-0018 長野県上田市常田三丁目４１０－３
ファミリーマート　上田神畑南 386-1108 長野県上田市神畑乙１２１－１
ファミリーマート　千曲八幡 387-0023 長野県千曲市大字八幡２４１３番１
ファミリーマート　千曲中央 387-0015 長野県千曲市鋳物師屋４０３番地１
ファミリーマート　上田神畑 386-1103 長野県上田市神畑２４８－１
ファミリーマート　千曲あんずの里 387-0007 長野県千曲市大字屋代４０ー１
ファミリーマート　千曲上山田 389-0822 長野県千曲市大字上山田８６８ー２
ファミリーマート　テクノ坂城工業団地前 389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条４８５９番３　（地番）
ファミリーマート　上田下之郷 386-1211 長野県上田市下之郷３６３番地１０
ファミリーマート　千曲上徳間 389-0805 長野県千曲市大字上徳間２５８番１
ファミリーマート　上田常磐城 386-0027 長野県上田市常磐城五丁目８１９番５号
ファミリーマート　上田保野 386-1321 長野県上田市保野１９１番地１
ファミリーマート　上田塩田 386-1323 長野県上田市本郷６３５番
ファミリーマート　松本梓川 390-1701 長野県松本市梓川倭２１０６－２
ファミリーマート　安曇野真々部 399-8204 長野県安曇野市豊科高家５５８４
ファミリーマート　ＪＡあづみ烏川 399-8211 長野県安曇野市堀金烏川２７６４番地１
ファミリーマート　松本深志 390-0815 長野県松本市深志１丁目２－１１　昭和ビル
ファミリーマート　松本水汲 390-0311 長野県松本市大字水汲２００番地１
ファミリーマート　安曇野立石 399-8204 長野県安曇野市豊科高家６４９５番３４
ファミリーマート　松本つかま 390-0821 長野県松本市筑摩一丁目２１番１号
ファミリーマート　松本元町 390-0803 長野県松本市元町２丁目１－２５
ファミリーマート　信州山形 390-1301 長野県東筑摩郡山形村４２６０番地７
ファミリーマート　松本埋橋 390-0813 長野県松本市埋橋一丁目９番１１号
ファミリーマート　松本神田 390-0822 長野県松本市神田二丁目１番２号
ファミリーマート　松本大久保団地 399-0033 長野県松本市大字笹賀７８７１番地
ファミリーマート　松本空港前 399-6462 長野県塩尻市大字洗馬字岩垂原８８７４番地２
ファミリーマート　松本波田三溝 390-1401 長野県松本市波田１６２３番地１
ファミリーマート　松本木工団地 399-0005 長野県松本市野溝木工１丁目５－３
ファミリーマート　安曇野明科 399-7102 長野県安曇野市明科中川手３５２１番地１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　松本島高松 390-0851 長野県松本市大字島内１８５８番地６
ファミリーマート　大町大原 398-0002 長野県大町市大町５９２６－１
ファミリーマート　ＪＡ大北あづみ病院 399-8695 長野県北安曇郡池田町大字池田３２０７番地１
ファミリーマート　安曇野下鳥羽 399-8205 長野県安曇野市豊科８７７番２
ファミリーマート　ＪＡ大北大町運動公園 398-0004 長野県大町市大字常盤５６２５番地１８
ファミリーマート　安曇野インター 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高１１１番地２３
ファミリーマート　北安曇池田 399-8601 長野県北安曇郡池田町大字池田２５２１番地１
ファミリーマート　安曇野松川 399-8501 長野県北安曇郡松川村５７８９－２１
ファミリーマート　安曇野吉野 399-8205 長野県安曇野市豊科４２０４番１
ファミリーマート　松本征矢野 390-0842 長野県松本市征矢野２丁目１２－４６
ファミリーマート　コスコ寿 399-0026 長野県松本市寿中１丁目８－２５
ファミリーマート　北松本 390-0863 長野県松本市白板２－１－９
ファミリーマート　松本駅アルプス口 390-0817 長野県松本市巾上１０番１３号
ファミリーマート　松本並柳 390-0825 長野県松本市並柳一丁目５番１９号
ファミリーマート　松本沢村 390-0877 長野県松本市沢村３丁目１－６
ファミリーマート　松本高宮 390-0844 長野県松本市高宮西２－２０
ファミリーマート　松本中央二丁目 390-0811 長野県松本市中央二丁目７番１号
ファミリーマート　信州朝日村 390-1188 長野県東筑摩郡　朝日村大字古見１５５５番地１
ファミリーマート　松本神戸橋 399-0033 長野県松本市大字笹賀７２２６番１
ファミリーマート　岡谷塚間町 394-0026 長野県岡谷市塚間町二丁目１番２号
ファミリーマート　諏訪高島 392-0022 長野県諏訪市高島一丁目１２８６番地１
ファミリーマート　寿小赤 399-0027 長野県松本市寿南１丁目３７番１８号
ファミリーマート　諏訪沖田二丁目 392-0013 長野県諏訪市沖田町二丁目１４７番地１
ファミリーマート　岡谷神明町 394-0004 長野県岡谷市神明町四丁目５１番地１
ファミリーマート　松本村井 399-0036 長野県松本市村井町南３丁目１番８号
ファミリーマート　諏訪インター 392-0013 長野県諏訪市沖田町一丁目１５３番地
ファミリーマート　ちの本田 391-0001 長野県茅野市ちの２６７４番地
ファミリーマート　諏訪城南 392-0023 長野県諏訪市小和田南１５－２１
ファミリーマート　新山形グリンロード 390-1301 長野県東筑摩郡山形村字東原１５７５番地１
ファミリーマート　塩尻吉田 399-0701 長野県塩尻市大字広丘吉田１０８７
ファミリーマート　松本平田西 399-0034 長野県松本市野溝東１丁目１６番８号
ファミリーマート　松本和田東沖 390-1242 長野県松本市大字和田字東沖１８５４番地３
ファミリーマート　松本駅東口 390-0815 長野県松本市深志一丁目２番３１号
ファミリーマート　塩尻高出 399-0703 長野県塩尻市大字広丘高出１６６１番地
ファミリーマート　塩尻原新田 399-0706 長野県塩尻市広丘原新田２３４番３
ファミリーマート　塩尻郷原 399-0704 長野県塩尻市大字広丘郷原１０９６番地７
ファミリーマート　松本波田 390-1401 長野県松本市波田９８８０番４
ファミリーマート　ＪＡ大北会染 399-8602 長野県北安曇郡池田町大字会染５０９８－１
ファミリーマート　ＪＡ大北ええっこの里 398-0004 長野県大町市常盤６３６７番　３０
ファミリーマート　大町合庁前 398-0002 長野県大町市大字大町１０８６番地２
ファミリーマート　穂高矢原 399-8303 長野県安曇野市穂高８３１番地１
ファミリーマート　大町常盤 398-0004 長野県大町市大字常盤３５６０番地５
ファミリーマート　安曇野オリンピックロード 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高６３５１番１
ファミリーマート　穂高有明 399-8301 長野県安曇野市穂高有明３番地１
ファミリーマート　岡谷ＴＰＲ前 394-0002 長野県岡谷市赤羽１丁目１－２
ファミリーマート　岡谷権現町 394-0081 長野県岡谷市長地権現町２丁目２－２
ファミリーマート　諏訪四賀 392-0012 長野県諏訪市大字四賀６６２番地１
ファミリーマート　岡谷湊湖畔 394-0044 長野県岡谷市湊五丁目１番７号
ファミリーマート　塩尻桔梗町 399-0745 長野県塩尻市大門桔梗町６番２２号
ファミリーマート　松本笹賀 399-0033 長野県松本市大字笹賀７０３７番地４
ファミリーマート　塩尻緑ヶ丘南 399-0703 長野県塩尻市大字広丘高出字西村１８３５番９
ファミリーマート　松本城前 390-0873 長野県松本市丸の内１－３
ファミリーマート　松本和田 390-1242 長野県松本市和田６７－４
ファミリーマート　松本二子橋 399-0033 長野県松本市大字笹賀５８４５番地５
ファミリーマート　松本桐 390-0871 長野県松本市桐１丁目２番１号
ファミリーマート　松本合庁前 390-0852 長野県松本市大字島立字北原１０５７番地７
ファミリーマート　松本堀米 390-0852 長野県松本市大字島立字道端１９０番地
ファミリーマート　松本駅前 390-0811 長野県松本市中央１丁目４－２０日本生命松本駅前ビル
ファミリーマート　茅野本町東 391-0003 長野県茅野市本町東７－５５
ファミリーマート　諏訪高島城前 392-0022 長野県諏訪市高島１丁目２８４２番イ
ファミリーマート　上諏訪駅前 392-0004 長野県諏訪市諏訪一丁目２番４号
ファミリーマート　諏訪南インター 399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見２６４－６
ファミリーマート　諏訪文出 392-0016 長野県諏訪市大字豊田２８２番地
ファミリーマート　伊那上の原 396-0008 長野県伊那市上の原８４３８番地１
ファミリーマート　上諏訪駅西 392-0027 長野県諏訪市湖岸通り４丁目１－２３
ファミリーマート　茅野神之原西 391-0011 長野県茅野市玉川２２９６番地６
ファミリーマート　諏訪中洲 392-0015 長野県諏訪市中洲３０８１－１
ファミリーマート　松本岡田 390-0312 長野県松本市岡田松岡１４０－１
ファミリーマート　諏訪中洲工業団地 392-0015 長野県諏訪市大字中洲５７０９番地１５
ファミリーマート　塩尻金塚 399-0702 長野県塩尻市大字広丘野村字金塚１０２６番１
ファミリーマート　塩尻宗賀 399-6461 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３番１４８
ファミリーマート　あづみ野産業団地 399-8204 長野県安曇野市豊科高家２２８７－７
ファミリーマート　岡谷成田町 394-0042 長野県岡谷市成田町１丁目３２１９‐１
ファミリーマート　茅野塚原二丁目 391-0002 長野県茅野市塚原二丁目１１番３３号
ファミリーマート　松本芳川村井 399-0036 長野県松本市村井町南２丁目１番３２号
ファミリーマート　ＪＡ西箕輪 399-4501 長野県伊那市西箕輪６５７９
ファミリーマート　ＪＡ平出 399-0422 長野県上伊那郡辰野町大字平出１５０７－１
ファミリーマート　ＪＡ伊北インター 399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５４２
ファミリーマート　ＪＡ小野たのめ 399-0601 長野県上伊那郡辰野町大字小野１２９０－３０
ファミリーマート　ＪＡ大芝高原 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村字大芝原２３８０番１２５０
ファミリーマート　伊那西春近 399-4431 長野県伊那市西春近５８３８番地３
ファミリーマート　箕輪木下原町 399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１３７８９番地２
ファミリーマート　南箕輪大泉 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村字春日道東２６４０番地１
ファミリーマート　ＪＡ下條 399-2101 長野県下伊那郡下條村睦沢８６３１－１
ファミリーマート　飯田松尾新井 395-0821 長野県飯田市松尾新井６７５５－１
ファミリーマート　ＪＡ上片桐 399-3301 長野県下伊那郡松川町上片桐２２７１－１
ファミリーマート　ＪＡ高森フルーツライン 399-3105 長野県下伊那郡高森町牛牧１３２－１
ファミリーマート　喬木阿島 395-1101 長野県下伊那郡喬木村９４４－１
ファミリーマート　飯田山本 395-0244 長野県飯田市山本３９６番２
ファミリーマート　高森下市田 399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田６７８番１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　飯島文化館前 399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島２５６８番地９
ファミリーマート　飯田鼎名古熊 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊２５１７番１
ファミリーマート　飯田鼎切石 395-0807 長野県飯田市鼎切石４６５７番１
ファミリーマート　東かなえ 395-0817 長野県飯田市鼎東鼎１６８番地
ファミリーマート　信州天竜峡 399-2432 長野県飯田市下瀬３８７番１
ファミリーマート　下條ひさわ 399-2102 長野県下伊那郡下條村陽皐７５３番地１
ファミリーマート　信州阿南 399-1504 長野県下伊那郡阿南町西條７４８番地１
ファミリーマート　飯田中村 395-0156 長野県飯田市中村１５４０－１
ファミリーマート　下市田郵便局前 399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田１４５９番地１
ファミリーマート　飯田アップルロード 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊２５０８番地１
ファミリーマート　上郷中央 395-0004 長野県飯田市上郷黒田２０７８番地１
ファミリーマート　飯田桐林 399-2565 長野県飯田市桐林１０６１番地４
ファミリーマート　飯田東和町 395-0086 長野県飯田市東和町３丁目５２６５－１
ファミリーマート　信州豊丘 399-3202 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９０７９番地１
ファミリーマート　信州喬木 395-1107 長野県下伊那郡喬木村６５９５番３
ファミリーマート　飯田上郷黒田 395-0004 長野県飯田市上郷黒田３１５６番地３
ファミリーマート　ＪＡいな 396-0025 長野県伊那市荒井３６７０－１
ファミリーマート　ＪＡこまがね 399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂１丁目４番２号
ファミリーマート　ＪＡいいじま 399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島１７９３番７
ファミリーマート　ＪＡ中川 399-3802 長野県上伊那郡中川村片桐３９９６番地１
ファミリーマート　箕輪バイパス 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村３９６０－１
ファミリーマート　駒ヶ根アクセス 399-4116 長野県駒ヶ根市上穂北２６番２号
ファミリーマート　伊那西町 396-0026 長野県伊那市西町５０８８番地２
ファミリーマート　伊那富士塚 396-0025 長野県伊那市荒井４５５７番地４
ファミリーマート　岡谷田中町 394-0031 長野県岡谷市田中町２丁目８‐５
ファミリーマート　岡谷山下町 394-0005 長野県岡谷市山下町１丁目８
ファミリーマート　下諏訪春宮大門 393-0076 長野県諏訪郡下諏訪町矢木西１１
ファミリーマート　諏訪湖南 392-0131 長野県諏訪市湖南１３３３‐１
ファミリーマート　諏訪中洲福島 392-0015 長野県諏訪市大字中洲５４０３番地１
ファミリーマート　ＪＡいな竜東 396-0010 長野県伊那市境１５８８－１
ファミリーマート　伊那ごんべい 396-0031 長野県伊那市中の原８２２８番地３１５
ファミリーマート　飯田丸山 395-0077 長野県飯田市丸山町１丁目２番地３
ファミリーマート　飯田松尾 395-0823 長野県飯田市松尾明７７５５番地３
ファミリーマート　飯田上殿岡 395-0153 長野県飯田市上殿岡５８２番地１
ファミリーマート　飯田上郷別府 395-0003 長野県飯田市上郷別府６９４番地
ファミリーマート　伊那上川手 396-0111 長野県伊那市美篶５７８２番地１
ファミリーマート　阿智ＰＡ下り 395-0303 長野県下伊那郡阿智村大字駒場１２１－２中央自動車道阿智ＰＡ（下り）
ファミリーマート　駒ケ岳ＳＡ上り 399-4117 長野県駒ヶ根市大字赤穂字大徳原１５－１６０中央自動車道駒ケ岳ＳＡ（上り）
ファミリーマート　梓川ＳＡ上り 399-8200 長野県安曇野市豊科高家９６１－１外
ファミリーマート　塩尻広丘 399-0706 長野県塩尻市大字広丘原新田９１－５
ファミリーマート　松本伊勢町 390-0811 長野県松本市中央１丁目１０番１２号
ファミリーマート　信濃松川 399-8501 長野県北安曇郡松川村５６８９番地３１９
ファミリーマート　川島ＰＡ 501-6021 岐阜県各務原市川島笠田町字村北祢宜山１４７２番４
ファミリーマート　中津川千旦林 509-9131 岐阜県中津川市千旦林１５７０番地の１０９
ファミリーマート　恵那峡 509-7201 岐阜県恵那市大井町字土々ケ根２６３２番地の１１８
ファミリーマート　中津川手賀野 508-0015 岐阜県中津川市手賀野字円通寺４２０－１
ファミリーマート　付知尾ヶ平 508-0351 岐阜県中津川市付知町４９５６番地の５５
ファミリーマート　恵那加子母 508-0421 岐阜県中津川市加子母４５３２番地の１１
ファミリーマート　恵那大井 509-7201 岐阜県恵那市大井町６９６－３７
ファミリーマート　中津川苗木 508-0101 岐阜県中津川市苗木字室屋７４９１番１
ファミリーマート　中津川桃山 508-0011 岐阜県中津川市駒場字安森１１６０－３４
ファミリーマート　中津川落合 508-0006 岐阜県中津川市落合２４８９－１
ファミリーマート　恵那大崎 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野二丁目８番９
ファミリーマート　瑞浪上野 509-6125 岐阜県瑞浪市上野町二丁目１３９番地
ファミリーマート　恵那岩村 509-7401 岐阜県恵那市岩村町飯羽間２３４５番地の４
ファミリーマート　瑞浪陶町 509-6363 岐阜県瑞浪市陶町大川７８１番地３
ファミリーマート　明智 509-7731 岐阜県恵那市明智町字藤ノ木１１４番地の１
ファミリーマート　恵那やまおか 509-7603 岐阜県恵那市山岡町上手向字石平前１８４番地２
ファミリーマート　土岐口北町 509-5126 岐阜県土岐市土岐口北町一丁目１１番地
ファミリーマート　土岐泉 509-5146 岐阜県土岐市泉明治町５－３７
ファミリーマート　土岐泉西山町 509-5154 岐阜県土岐市泉西山町１丁目２０番
ファミリーマート　土岐下石中央 509-5202 岐阜県土岐市下石町１４３６番地
ファミリーマート　多治見宝町 507-0054 岐阜県多治見市宝町九丁目２４番地
ファミリーマート　多治見笠原町東 507-0901 岐阜県多治見市笠原町１４５６番地の３
ファミリーマート　多治見坂上町 507-0804 岐阜県多治見市坂上町七丁目４８番地
ファミリーマート　土岐平成 509-5302 岐阜県土岐市妻木平成町二丁目１２番地
ファミリーマート　多治見小名田 507-0004 岐阜県多治見市小名田町１－７－１
ファミリーマート　多治見平和町 507-0827 岐阜県多治見市平和町五丁目５７番地１
ファミリーマート　多治見音羽町 507-0037 岐阜県多治見市音羽町五丁目６０番１
ファミリーマート　多治見豊岡町 507-0034 岐阜県多治見市豊岡町二丁目３０番
ファミリーマート　多治見明和町 507-0072 岐阜県多治見市明和町２丁目７７番
ファミリーマート　多治見小泉町 507-0073 岐阜県多治見市小泉町８丁目１００
ファミリーマート　県立多治見病院物販オアシス507-0042 岐阜県多治見市前畑町５丁目１６１番地
ファミリーマート　北恵那福岡 508-0203 岐阜県中津川市福岡１２２３番地の２９
ファミリーマート　恵那高校前 509-7201 岐阜県恵那市大井町字学頭１２０８番地の１
ファミリーマート　可児御嵩町 505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中字四万堂１８９５番地の１
ファミリーマート　恵那正家 509-7203 岐阜県恵那市長島町正家二丁目７－１７
ファミリーマート　恵那久須見 509-7206 岐阜県恵那市長島町久須見５２番１
ファミリーマート　新中津川中村 508-0001 岐阜県中津川市中津川字野中３０２１番地３
ファミリーマート　恵那原東 509-7201 岐阜県恵那市大井町字原２１９４番１４
ファミリーマート　新中津川落合 508-0006 岐阜県中津川市落合７２９番地３
ファミリーマート　中津川坂本中町 509-9132 岐阜県中津川市茄子川字野畔１１８２－５
ファミリーマート　多治見小泉八丁目 507-0073 岐阜県多治見市小泉町八丁目１２９番地１
ファミリーマート　多治見駅北 507-0037 岐阜県多治見市音羽町１丁目２４０番地
ファミリーマート　多治見駅前 507-0033 岐阜県多治見市本町２－７０－８
ファミリーマート　可児土田東山 509-0206 岐阜県可児市土田５５２９番地１
ファミリーマート　可児菅刈 509-0262 岐阜県可児市菅刈字東洞９４７番１
ファミリーマート　中部国際医療センター 505-0010 岐阜県美濃加茂市健康のまち一丁目２番地
ファミリーマート　可児下切 509-0245 岐阜県可児市下切字青木２０７０
ファミリーマート　各務原鵜沼南 509-0125 岐阜県各務原市鵜沼南町二丁目１４４番地１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　各務原宝積寺 509-0123 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町一丁目２１１番地１
ファミリーマート　鵜沼東町 509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町七丁目１８番地
ファミリーマート　各務原市民プール前 509-0144 岐阜県各務原市鵜沼小伊木町４丁目１６８番地２
ファミリーマート　岐阜各務野高校前 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町３丁目５５０番地の１
ファミリーマート　各務原吉野町 504-0846 岐阜県各務原市蘇原吉野町４丁目４１
ファミリーマート　七宗 509-0403 岐阜県加茂郡七宗町中麻生１５６２番地
ファミリーマート　八百津牧野 505-0304 岐阜県加茂郡八百津町上牧野字米之２２２番地の１
ファミリーマート　八百津錦津 505-0303 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志１７８５番地の１０
ファミリーマート　美濃加茂清水 505-0026 岐阜県美濃加茂市清水町一丁目６番１６号
ファミリーマート　加茂上川辺 509-0302 岐阜県加茂郡川辺町上川辺下松田１１３８番地１
ファミリーマート　加茂八百津 505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５９番地
ファミリーマート　美濃加茂伊深 505-0008 岐阜県美濃加茂市伊深町１０６６番地２
ファミリーマート　各務原大橋 504-0926 岐阜県各務原市上中屋町四丁目１９７番地
ファミリーマート　各務原三井東 504-0914 岐阜県各務原市三井東町一丁目１４４番１
ファミリーマート　各務原市役所南 504-0907 岐阜県各務原市那加住吉町１丁目２番１
ファミリーマート　各務原六軒 504-0905 岐阜県各務原市蘇原六軒町４丁目１０番地１１
ファミリーマート　各務原成清 504-0935 岐阜県各務原市成清町１丁目３０－２
ファミリーマート　各務原上戸 504-0927 岐阜県各務原市上戸町二丁目２０番地１
ファミリーマート　各務原三ッ池 509-0146 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町五丁目２０４番地
ファミリーマート　各務原おがせ 509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町五丁目２４４番地２
ファミリーマート　各務原三ツ池二丁目 509-0146 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町二丁目１９０番地
ファミリーマート　各務原蘇原野口 504-0854 岐阜県各務原市蘇原野口町四丁目１１番地１
ファミリーマート　美濃加茂西町 505-0046 岐阜県美濃加茂市西町四丁目３３番地２
ファミリーマート　うぬま朝日町 509-0145 岐阜県各務原市鵜沼朝日町四丁目１番地１
ファミリーマート　美濃加茂前平 505-0037 岐阜県美濃加茂市前平町二丁目１１８番地１
ファミリーマート　美濃加茂蜂屋町 505-0005 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋３７３３番地１
ファミリーマート　可児桜町 509-0214 岐阜県可児市広見字常盤１６４４－１
ファミリーマート　美濃加茂加茂川町 505-0044 岐阜県美濃加茂市加茂川町一丁目字若宮３０３０番１３
ファミリーマート　美濃加茂山手 505-0036 岐阜県美濃加茂市山手町二丁目７番地
ファミリーマート　美濃加茂川合 505-0022 岐阜県美濃加茂市川合町２丁目９番１号
ファミリーマート　可児梅白 509-0201 岐阜県可児市川合１６２３番地の１
ファミリーマート　坂祝町黒岩 505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩４２４番地１
ファミリーマート　可児下切北 509-0245 岐阜県可児市下切３２９４番地１
ファミリーマート　可児今渡 509-0207 岐阜県可児市今渡１２７４番地８
ファミリーマート　美濃加茂田島一丁目 505-0032 岐阜県美濃加茂市田島町一丁目１３番地
ファミリーマート　可児大森 509-0238 岐阜県可児市大森字鳩討１０８７番地２
ファミリーマート　可児柿田 509-0212 岐阜県可児市柿田８０８－１
ファミリーマート　可児羽崎八幡前 509-0222 岐阜県可児市羽崎八幡前１１８８番
ファミリーマート　美濃加茂太田南 505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町１９４３番地２
ファミリーマート　美濃加茂加茂野 505-0053 岐阜県美濃加茂市加茂野町木野４６８番地２１
ファミリーマート　可児坂戸北 509-0241 岐阜県可児市坂戸６１９番地１
ファミリーマート　美濃加茂中富町 505-0033 岐阜県美濃加茂市中富町一丁目８番３２号
ファミリーマート　各務原総合体育館 504-0023 岐阜県各務原市那加太平町二丁目２０６番地１
ファミリーマート　可児矢戸 509-0252 岐阜県可児市矢戸１２８番地３
ファミリーマート　可児大森東 509-0238 岐阜県可児市大森１５３２番地１
ファミリーマート　各務原航空自衛隊前 504-0914 岐阜県各務原市三井東町４丁目１３０－１
ファミリーマート　各務原希望町 504-0829 岐阜県各務原市蘇原希望町４丁目２９－１
ファミリーマート　可児広見田中 509-0214 岐阜県可児市広見６１９番２４
ファミリーマート　各務原にんじん通 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼　各務原町６丁目８９－１
ファミリーマート　新穂積 501-0223 岐阜県瑞穂市穂積字タリ３１１０番１
ファミリーマート　岐阜西改田上の町 501-1168 岐阜県岐阜市西改田上の町３１番地１
ファミリーマート　瑞穂野白新田 501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田４０９－３
ファミリーマート　岐阜長良公園前 502-0082 岐阜県岐阜市長良東１丁目５１
ファミリーマート　瑞穂大西 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里字大西６５２番１
ファミリーマート　瑞穂中原 501-0223 岐阜県瑞穂市穂積字中原１７７６番地１
ファミリーマート　瑞穂稲里 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里３５８番地４
ファミリーマート　岐阜折立 501-1132 岐阜県岐阜市大字折立８７１番地
ファミリーマート　新岐関大橋 501-2556 岐阜県岐阜市溝口中１４１番地１
ファミリーマート　岐阜金華橋通り 502-0851 岐阜県岐阜市大字鷺山２５１１番地
ファミリーマート　岐阜上土居 502-0803 岐阜県岐阜市上土居２丁目１６番１２号
ファミリーマート　岐阜三田洞 502-0004 岐阜県岐阜市大字三田洞字大坪８５４番４
ファミリーマート　本巣上真桑 501-0461 岐阜県本巣市上真桑２０８９
ファミリーマート　山県東深瀬 501-2104 岐阜県山県市大字東深瀬字平柳１１７－２
ファミリーマート　北方加茂 501-0425 岐阜県本巣郡北方町東加茂３丁目４７番地
ファミリーマート　本巣天神前 501-0471 岐阜県本巣市政田字天神前１０４３番地１
ファミリーマート　本巣屋井 501-0417 岐阜県本巣市屋井字八幡１３４９番地６
ファミリーマート　瑞穂牛牧 501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧字札木９３４番２
ファミリーマート　真正町 501-0465 岐阜県本巣市軽海９６９－２
ファミリーマート　瑞穂本田北 501-0236 岐阜県瑞穂市本田１８０－１　　
ファミリーマート　本巣政田 501-0472 岐阜県本巣市下福島字高道１０９－１
ファミリーマート　本巣上保 501-0401 岐阜県本巣市上保１２５６番地６９
ファミリーマート　岐阜則松 501-1183 岐阜県岐阜市則松二丁目６１番地３
ファミリーマート　山県佐賀 501-2114 岐阜県山県市佐賀７９２番地３
ファミリーマート　山県岩佐口 501-2259 岐阜県山県市岩佐１１９４番地２
ファミリーマート　岐阜加野六丁目 501-3107 岐阜県岐阜市加野六丁目４番２
ファミリーマート　岐阜向加野 501-3109 岐阜県岐阜市向加野１丁目２１－１３
ファミリーマート　本巣文殊 501-1203 岐阜県本巣市文殊字村前８３８番１
ファミリーマート　岐阜新北島 502-0911 岐阜県岐阜市北島九丁目８番地４
ファミリーマート　岐阜則武西一丁目 502-0939 岐阜県岐阜市則武西一丁目１番地２
ファミリーマート　岐阜曽我屋 501-0101 岐阜県岐阜市曽我屋二丁目１３７番２
ファミリーマート　島南公園 502-0914 岐阜県岐阜市菅生８－６－２
ファミリーマート　岐阜粟野西 502-0006 岐阜県岐阜市粟野西３丁目８７番１
ファミリーマート　岐阜長良真生町 502-0055 岐阜県岐阜市長良福江町３丁目３６－２
ファミリーマート　岐阜さぎやま 502-0851 岐阜県岐阜市鷺山北町７番１９号
ファミリーマート　岐阜太郎丸 501-2579 岐阜県岐阜市太郎丸知之道２７９番地１
ファミリーマート　岐阜長良橋西 502-0817 岐阜県岐阜市長良福光２５２７番地３
ファミリーマート　山県伊自良 501-2124 岐阜県山県市小倉８０６
ファミリーマート　本巣曽井中島 501-1205 岐阜県本巣市曽井中島字居住２１４７番地１
ファミリーマート　岐阜旦島 502-0926 岐阜県岐阜市旦島六丁目
ファミリーマート　本巣木知原 501-1234 岐阜県本巣市木知原字大川端４２３番１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　岐阜下西郷 501-1175 岐阜県岐阜市下西郷２丁目１５－１
ファミリーマート　岐阜中 501-1173 岐阜県岐阜市中二丁目１２５番地の３
ファミリーマート　瑞穂十九条 501-0235 岐阜県瑞穂市十九条２５４番地１
ファミリーマート　岐阜本巣北方 501-0445 岐阜県本巣郡北方町柱本南３丁目７１
ファミリーマート　岐阜正木南 502-0866 岐阜県岐阜市正木南１丁目１－７
ファミリーマート　岐阜大福町 502-0934 岐阜県岐阜市大福町５丁目３１
ファミリーマート　岐阜又丸 501-1152 岐阜県岐阜市又丸柳町１８－２
ファミリーマート　岐阜西柳ヶ瀬 500-8842 岐阜県岐阜市金町４丁目２８番地
ファミリーマート　岐阜下奈良 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良三丁目２番７号
ファミリーマート　羽島竹鼻町 501-6232 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴４６９番地１
ファミリーマート　岐阜こがね 500-8842 岐阜県岐阜市金町一丁目３番地
ファミリーマート　新岐阜駅北 500-8175 岐阜県岐阜市長住町２－９－１２
ファミリーマート　茜部菱野 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野三丁目１２８番地１
ファミリーマート　岐南町下印食 501-6018 岐阜県羽島郡岐南町下印食二丁目５１番
ファミリーマート　岐阜若宮町九丁目 500-8828 岐阜県岐阜市若宮町９丁目９番２
ファミリーマート　岐阜鶴田町 500-8164 岐阜県岐阜市鶴田町二丁目１番地
ファミリーマート　岐阜芋島 500-8234 岐阜県岐阜市芋島２丁目４番１６号
ファミリーマート　岐阜北鶉 500-8287 岐阜県岐阜市北鶉二丁目５６番地
ファミリーマート　岐阜薮田 500-8387 岐阜県岐阜市薮田中一丁目６番５号
ファミリーマート　柳津丸野 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野四丁目５２番地
ファミリーマート　岐阜本荘公園 500-8327 岐阜県岐阜市如月町二丁目１番地
ファミリーマート　羽島北 501-6207 岐阜県羽島市足近町７丁目５５９－１
ファミリーマート　羽島正木町 501-6218 岐阜県羽島市正木町須賀本村１１番地１
ファミリーマート　岐南町三宅 501-6001 岐阜県羽島郡岐南町上印食六丁目１４番地　
ファミリーマート　羽島平方 501-6257 岐阜県羽島市福寿町平方字土手西１１０５番地１
ファミリーマート　岐阜柳津本郷 501-6104 岐阜県岐阜市柳津町本郷二丁目１番地１
ファミリーマート　羽島大浦 501-6224 岐阜県羽島市正木町大浦６１２番地
ファミリーマート　羽島駅みなみ 501-6304 岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地
ファミリーマート　岐阜茜部寺屋敷 500-8267 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地
ファミリーマート　岐南薬師寺 501-6014 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺四丁目８番地
ファミリーマート　羽島牧野 501-6236 岐阜県羽島市江吉良町字牧野郷中１２８７番１
ファミリーマート　羽島福寿町 501-6251 岐阜県羽島市福寿町間島三丁目５１番地
ファミリーマート　岐阜羽島インター 501-6311 岐阜県羽島市上中町長間字十二割１８９４
ファミリーマート　岐阜南うずら五丁目 500-8285 岐阜県岐阜市南鶉五丁目１２番
ファミリーマート　ぎふ加納新本町 500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町四丁目１６番地
ファミリーマート　岐阜清本町 500-8351 岐阜県岐阜市清本町四丁目３５番地１
ファミリーマート　岐阜日野 500-8212 岐阜県岐阜市日野南４丁目６－８
ファミリーマート　岐南 501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北５丁目１１２
ファミリーマート　岐阜いなば 500-8082 岐阜県岐阜市矢島町二丁目２１番
ファミリーマート　西岐阜駅南 500-8381 岐阜県岐阜市市橋６丁目１番地２
ファミリーマート　岐阜駅前 500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目２７番地大岐阜ビル２階Ａ号室
ファミリーマート　岐阜茜部 500-8282 岐阜県岐阜市茜部大川二丁目６７番地
ファミリーマート　岐阜六条 500-8355 岐阜県岐阜市六条片田一丁目５番６号
ファミリーマート　茜部菱野一丁目 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野一丁目２３番地１
ファミリーマート　岐阜金町七丁目 500-8841 岐阜県岐阜市高野町七丁目６番
ファミリーマート　笠松みなみ 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代字神明４３８番地
ファミリーマート　岐阜茜部中島 500-8269 岐阜県岐阜市茜部中島２丁目１１番地１
ファミリーマート　本荘中ノ町 500-8364 岐阜県岐阜市本荘中ノ町３丁目の１５番地
ファミリーマート　岐阜下川手 500-8441 岐阜県岐阜市城東通六丁目４３番地
ファミリーマート　岐阜芥見五丁目 501-3134 岐阜県岐阜市芥見五丁目３番地１
ファミリーマート　岐南伏屋 501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋二丁目４９番地１
ファミリーマート　岐阜茜部大川 500-8282 岐阜県岐阜市茜部　大川２丁目１２－１
ファミリーマート　岐阜日野南 500-8212 岐阜県岐阜市日野南７丁目４番１
ファミリーマート　岐阜公園前 500-8003 岐阜県岐阜市大宮町１－５
ファミリーマート　岐南町平島 501-6003 岐阜県羽島郡岐南町平島８丁目１３９－２
ファミリーマート　白鳥バイパス 501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良７３３番地１７
ファミリーマート　郡上中津屋 501-5123 岐阜県郡上市白鳥町中津屋７０４番地１
ファミリーマート　郡上大和 501-4607 岐阜県郡上市大和町徳永７２８番地２
ファミリーマート　関倉知南 501-3936 岐阜県関市倉知４３４１番地１
ファミリーマート　関黒屋 501-3207 岐阜県関市黒屋８８７番地３
ファミリーマート　飛騨萩原 509-2518 岐阜県下呂市萩原町上呂３３９５番地１
ファミリーマート　関祭場 501-3936 岐阜県関市倉知４０９番地１
ファミリーマート　郡上稲成 501-4223 岐阜県郡上市八幡町稲成字上ノ田１１５０番１
ファミリーマート　武儀下之保 501-3521 岐阜県関市下之保５１３２番地の１
ファミリーマート　美濃もみじが丘 501-3773 岐阜県美濃市もみじが丘一丁目６番地
ファミリーマート　美濃松栄町 501-3752 岐阜県美濃市松栄町４丁目５５番地
ファミリーマート　関広見インター 501-3263 岐阜県関市広見１６０４－１
ファミリーマート　関円保通 501-3804 岐阜県関市円保通１丁目５７－２
ファミリーマート　関桜町 501-3213 岐阜県関市東貸上５３番地の５
ファミリーマート　国府広瀬 509-4119 岐阜県高山市国府町広瀬町１６３８番地１
ファミリーマート　高山しんぐう 506-0035 岐阜県高山市新宮町１６２０
ファミリーマート　高山桐生町 506-0004 岐阜県高山市桐生町５－２２１
ファミリーマート　高山総和町 506-0007 岐阜県高山市総和町２－６０－１
ファミリーマート　高山上岡本町 506-0055 岐阜県高山市上岡本町３丁目３２６番地
ファミリーマート　飛騨古川 509-4215 岐阜県飛騨市古川町杉崎１０１２－１
ファミリーマート　高山江名子 506-0818 岐阜県高山市江名子町４８７番地１３
ファミリーマート　高山西之一色 506-0031 岐阜県高山市西之一色町２－１２２－１
ファミリーマート　飛騨古川上野 509-4263 岐阜県飛騨市古川町上野字清水５８４番４
ファミリーマート　高山千島 506-0032 岐阜県高山市千島町２６１番１
ファミリーマート　高山総和三丁目 506-0007 岐阜県高山市総和町三丁目３５番
ファミリーマート　高山松原 506-0058 岐阜県高山市山田町１５２３－１４
ファミリーマート　高山松之木町 506-0802 岐阜県高山市松之木町６番１
ファミリーマート　岐阜松鴻町 500-8412 岐阜県岐阜市松鴻町１丁目１番
ファミリーマート　大垣西之川 503-0018 岐阜県大垣市西之川町１－２９４－１
ファミリーマート　大垣静里町 503-0983 岐阜県大垣市静里町１４４０－１
ファミリーマート　岐阜駅北口 500-8844 岐阜県岐阜市吉野町６丁目６
ファミリーマート　輪之内町 503-0204 岐阜県安八郡輪之内町四郷字新開２４３番
ファミリーマート　早田栄町 502-0847 岐阜県岐阜市早田栄町３－３１
ファミリーマート　名鉄岐阜駅北 500-8833 岐阜県岐阜市神田町８丁目５番
ファミリーマート　関山田 501-3944 岐阜県関市山田８１２番地３



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　大垣中野町 503-0022 岐阜県大垣市中野町２丁目１－６
ファミリーマート　大垣桧町 503-0981 岐阜県大垣市桧町字笠毛８１８番１
ファミリーマート　安八大藪 503-0202 岐阜県安八郡輪之内町大藪８７０番地の１
ファミリーマート　神戸川西 503-2311 岐阜県安八郡神戸町大字川西４６－３
ファミリーマート　大垣赤坂 503-2213 岐阜県大垣市赤坂町６０００番地
ファミリーマート　大垣笠木町 503-0023 岐阜県大垣市笠木町２６５番地１
ファミリーマート　垂井綾戸 503-2112 岐阜県不破郡垂井町綾戸字東浦１０１番地
ファミリーマート　池田下八幡 503-2426 岐阜県揖斐郡池田町八幡１００２番地の１
ファミリーマート　大垣長松町 503-0997 岐阜県大垣市長松町字小人町７６１番地
ファミリーマート　神戸町横井 503-2301 岐阜県安八郡神戸町大字横井５４１番地の１
ファミリーマート　大野黒野 501-0521 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野字東小奈良５７番地の２
ファミリーマート　揖斐川三輪 501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪３４８番地９
ファミリーマート　揖斐川町はぎなが 501-0622 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永字溝口南１２４１番１１
ファミリーマート　揖斐黒野 501-0521 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野１２２３番地
ファミリーマート　大垣ソフトピア南 503-0807 岐阜県大垣市今宿五丁目２５番４
ファミリーマート　揖斐川町三輪東 501-0619 岐阜県揖斐郡　揖斐川町三輪字出口１１５５－１
ファミリーマート　揖斐清水 501-0615 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水９２３番地
ファミリーマート　大垣熊野町 503-0032 岐阜県大垣市熊野町四丁目５９番地
ファミリーマート　大垣室本町 503-0911 岐阜県大垣市室本町五丁目１８番地
ファミリーマート　大垣牧野 503-0031 岐阜県大垣市牧野町一丁目３番地
ファミリーマート　アスティ大垣 503-0901 岐阜県大垣市高屋町１丁目１４５番地
ファミリーマート　神戸町井田 503-2305 岐阜県安八郡神戸町大字神戸字井田８０１番１
ファミリーマート　大垣丸の内 503-0888 岐阜県大垣市丸の内二丁目３４番地
ファミリーマート　神戸やなぜ 503-2317 岐阜県安八郡神戸町大字柳瀬１０４８番地の１
ファミリーマート　大垣万石町 503-0812 岐阜県大垣市万石２丁目３２－７
ファミリーマート　大垣築捨町二丁目 503-0854 岐阜県大垣市築捨町二丁目１０２番地３
ファミリーマート　不破府中 503-2114 岐阜県不破郡垂井町府中４５９番地
ファミリーマート　上石津牧田 503-1602 岐阜県大垣市上石津町牧田２１２９番地１
ファミリーマート　垂井宮代 503-2100 岐阜県不破郡垂井町字馬出瀬１５８９－１
ファミリーマート　大垣築捨町 503-0854 岐阜県大垣市築捨町３丁目２４番
ファミリーマート　安八牧 503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字石土手３２８６番地４
ファミリーマート　大垣上石津下多良 503-1621 岐阜県大垣市上石津町下多良１８２－１
ファミリーマート　安八輪之内町 503-0233 岐阜県安八郡輪之内町中郷字下切戸１０２５番３
ファミリーマート　大垣北方町 503-0019 岐阜県大垣市北方町２丁目９５番地１
ファミリーマート　安八南条 503-0123 岐阜県安八郡安八町南条７６４番地の１
ファミリーマート　養老下高田 503-1314 岐阜県養老郡養老町高田６３２番地１
ファミリーマート　大垣藤江町 503-0893 岐阜県大垣市藤江町二丁目１０３番地
ファミリーマート　養老宇田 503-1335 岐阜県養老郡養老町宇田６４０番地２
ファミリーマート　養老大跡 503-1324 岐阜県養老郡養老町大跡８５０番地１
ファミリーマート　ようろう瑞穂 503-1274 岐阜県養老郡養老町瑞穂字旭４２５番
ファミリーマート　海津今尾 503-0321 岐阜県海津市平田町今尾２２４８番地
ファミリーマート　海津 503-0652 岐阜県海津市海津町馬目字道上９９番地の１
ファミリーマート　垂井東 503-2121 岐阜県不破郡　垂井町２００８番地の１
ファミリーマート　養老船附 503-1382 岐阜県養老郡養老町船附１４８７番地１
ファミリーマート　揖斐川市場 501-0627 岐阜県揖斐郡揖斐川町市場８６４番地１
ファミリーマート　海津平田町 503-0312 岐阜県海津市平田町三郷６０４番地
ファミリーマート　不破関ヶ原 503-1501 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原３８４２番地
ファミリーマート　大垣安井町 503-0837 岐阜県大垣市安井町七丁目５番地の２
ファミリーマート　大垣小泉町 503-0816 岐阜県大垣市小泉町２９１番地
ファミリーマート　大垣大井四丁目 503-0836 岐阜県大垣市大井四丁目３０番地１
ファミリーマート　大垣坂下町 503-0009 岐阜県大垣市坂下町１３番地１
ファミリーマート　安八森部 503-0114 岐阜県安八郡安八町森部１６６０－１
ファミリーマート　恵那峡ＳＡ上り 509-7201 岐阜県恵那市大井町１１２０－４１３
ファミリーマート　笠松東金池 501-6038 岐阜県羽島郡笠松町東金池町１４３－１
ファミリーマート　柳津高桑 501-6122 岐阜県岐阜市柳津町高桑東３丁目９１番
ファミリーマート　多治見池田町 507-0048 岐阜県多治見市池田町９丁目３７番地１
ファミリーマート　中鶉 500-8288 岐阜県岐阜市中鶉３－２５
ファミリーマート　ひるがの高原ＳＡ下り 501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見３６９４－３４０
ファミリーマート　ひるがの高原ＳＡ上り 501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見字上野５４１４番３９
ファミリーマート　関東福野町 501-3242 岐阜県関市東福野町５２番
ファミリーマート　名鉄岐阜駅イクト 500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目１番地
ファミリーマート　名鉄岐阜駅ホーム 500-8833 岐阜県岐阜市神田町９丁目１番地
ファミリーマート　岐阜田神駅前 500-8152 岐阜県岐阜市入舟町１丁目２２番地１
ファミリーマート　三島加茂川 411-0034 静岡県三島市加茂川町１２－４８
ファミリーマート　伊東玖須美 414-0045 静岡県伊東市玖須美元和田７１６－６１
ファミリーマート　伊豆長岡北 410-2211 静岡県伊豆の国市長岡８５１－１
ファミリーマート　修善寺駅北口 410-2407 静岡県伊豆市柏久保１２９８
ファミリーマート　三島柳郷地 411-0806 静岡県三島市柳郷地１４番地
ファミリーマート　函南平井 419-0107 静岡県田方郡函南町平井１４４０番地の３９
ファミリーマート　函南丹那 419-0105 静岡県田方郡函南町丹那字堂川１２１１番２
ファミリーマート　中島水産上多賀 413-0101 静岡県熱海市上多賀字小山田１９４－２
ファミリーマート　丸文熱海 413-0013 静岡県熱海市銀座町５－１１
ファミリーマート　バーディ南熱海 413-0102 静岡県熱海市下多賀１４１３
ファミリーマート　熱海駅前 413-0011 静岡県熱海市田原本町８－６
ファミリーマート　熱海本町商店街 413-0013 静岡県熱海市銀座町８－１
ファミリーマート　ナカスイ熱海下多賀 413-0102 静岡県熱海市下多賀５６１－１
ファミリーマート　熱海網代 413-0102 静岡県熱海市下多賀大西ヶ洞９－１３
ファミリーマート　熱海春日町 413-0005 静岡県熱海市春日町１０番１号
ファミリーマート　伊豆熱川 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本下松葉１２５３－５
ファミリーマート　伊東富戸 413-0231 静岡県伊東市富戸１０９１－１５
ファミリーマート　伊東いっぺき湖 414-0051 静岡県伊東市吉田８２３－３
ファミリーマート　河津見高 413-0503 静岡県賀茂郡河津町見高字長野泉水２３１６番５
ファミリーマート　下田白浜 415-0012 静岡県下田市白浜２７３７－１
ファミリーマート　松崎町松崎 410-3611 静岡県賀茂郡松崎町松崎６３番地の２
ファミリーマート　三島壱町田 411-0025 静岡県三島市壱町田７４－３
ファミリーマート　伊豆の国四日町 410-2123 静岡県伊豆の国市四日町字四五六５１８番１
ファミリーマート　富士天間高屋 419-0205 静岡県富士市天間字沢向６００番１
ファミリーマート　富士今泉 417-0001 静岡県富士市今泉八丁目１７番１７号
ファミリーマート　富士富士川 421-3303 静岡県富士市南松野２５１９番地の５
ファミリーマート　富士新橋町 417-0004 静岡県富士市新橋町２番５号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　富士本吉原 417-0001 静岡県富士市今泉１丁目１４番３２号
ファミリーマート　御殿場インター 412-0026 静岡県御殿場市東田中１１１８
ファミリーマート　御殿場二の岡 412-0025 静岡県御殿場市二の岡１丁目９番７号
ファミリーマート　沼津下香貫 410-0822 静岡県沼津市下香貫２９７３－６
ファミリーマート　裾野須山 410-1231 静岡県裾野市須山２９５５－１
ファミリーマート　沼津アントレ 410-0801 静岡県沼津市大手町１丁目１－１
ファミリーマート　御殿場古沢 412-0011 静岡県御殿場市古沢８０６番地１
ファミリーマート　滝ヶ原駐屯地 412-0006 静岡県御殿場市中畑２０９２－２
ファミリーマート　裾野深良 410-1102 静岡県裾野市深良字社口前２６３３－４
ファミリーマート　裾野せぎ原 410-1123 静岡県裾野市伊豆島田５０７番地の１
ファミリーマート　御殿場印野 412-0008 静岡県御殿場市印野１７４５－１
ファミリーマート　御殿場川島田南 412-0045 静岡県御殿場市川島田１０５８
ファミリーマート　御殿場永原 412-0042 静岡県御殿場市萩原１５４０－１
ファミリーマート　御殿場神場 412-0047 静岡県御殿場市神場４７３－１０６
ファミリーマート　裾野深良バイパス 410-1102 静岡県裾野市深良字山梨７９５番１
ファミリーマート　沼津下河原町 410-0841 静岡県沼津市下河原町３１－１
ファミリーマート　沼津三園南 410-0833 静岡県沼津市三園町１０番４５号
ファミリーマート　富士大渕 417-0801 静岡県富士市大渕３５７９－４２
ファミリーマート　富士丘 419-0201 静岡県富士市厚原５９１番地の１
ファミリーマート　富士まつもと 416-0903 静岡県富士市松本７番地１
ファミリーマート　新清水 424-0821 静岡県静岡市清水区相生町２番２９号
ファミリーマート　清水追分 424-0841 静岡県静岡市清水区追分３丁目５－２０
ファミリーマート　清水吉川 424-0055 静岡県静岡市清水区吉川８７４番地の１
ファミリーマート　清水石川 424-0007 静岡県静岡市清水区石川新町７番１号
ファミリーマート　清水能島 424-0063 静岡県静岡市清水区能島６４番地の１
ファミリーマート　押切北 424-0008 静岡県静岡市清水区押切２０７３番地
ファミリーマート　清水楠新田東 424-0882 静岡県静岡市清水区楠新田２２８番地２
ファミリーマート　清水富士見町 424-0941 静岡県静岡市清水区富士見町３番１号
ファミリーマート　清水草薙駅前 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙一丁目２番２１号
ファミリーマート　清水北脇 424-0052 静岡県静岡市清水区北脇２６６
ファミリーマート　蒲原本町 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原３丁目１４番１号
ファミリーマート　清水清開南 424-0925 静岡県静岡市清水区清水村松地先新田１１６番地の１４
ファミリーマート　清水東大曲町 424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町２番１号
ファミリーマート　清水袖師町南 424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町字外浜１４７１番地４
ファミリーマート　清水沼田町 424-0935 静岡県静岡市清水区沼田町４番３０号
ファミリーマート　由比中央 421-3105 静岡県静岡市清水区由比町屋原字井戸尻１７６番１
ファミリーマート　清水三保本町 424-0901 静岡県静岡市清水区三保３２６６番地の９
ファミリーマート　興津中町 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町１３７０－１
ファミリーマート　清水三保 424-0901 静岡県静岡市清水区三保１１５－１８
ファミリーマート　日軽金清水蒲原 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原字長堰堤外６６－１の一部
ファミリーマート　清水楠新田 424-0882 静岡県静岡市清水区楠新田字上屋敷２０９－２２１０－１－４他
ファミリーマート　清水西久保 424-0038 静岡県静岡市清水区西久保字南光５４０－４
ファミリーマート　清水興津駅前 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町２３８番４
ファミリーマート　興津中町北 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町字金山下１３４７番１
ファミリーマート　清水下野中 424-0029 静岡県静岡市清水区下野中２２番１０号
ファミリーマート　富士宮矢立町 418-0072 静岡県富士宮市矢立町９０３－２
ファミリーマート　富士宮東小泉 418-0022 静岡県富士宮市小泉１８番地の１
ファミリーマート　富士宮外神 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田４０７８番地２
ファミリーマート　富士宮大岩 418-0013 静岡県富士宮市大岩３８０番地５
ファミリーマート　富士宮中島町 418-0045 静岡県富士宮市中島町３６４番地の１
ファミリーマート　富士宮小泉 418-0022 静岡県富士宮市小泉２０５
ファミリーマート　富士宮神田川町 418-0031 静岡県富士宮市神田川町１７番１４
ファミリーマート　富士宮あごやま 418-0044 静岡県富士宮市大中里１１０９－１
ファミリーマート　富士宮万野原 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田東原３０４５－１
ファミリーマート　富士宮北山 418-0112 静岡県富士宮市北山２７７７番１　他１４筆
ファミリーマート　富士宮登山道 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田２９１７番地３
ファミリーマート　富士宮朝霧 418-0109 静岡県富士宮市麓４８１番地の２１
ファミリーマート　蒲原バイパス 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原５３４２番地の１
ファミリーマート　白糸の滝 418-0103 静岡県富士宮市上井出３０９－９
ファミリーマート　清水由比 421-3103 静岡県静岡市清水区由比６９８番地の１
ファミリーマート　富士宮田中町 418-0075 静岡県富士宮市田中町２７２－１
ファミリーマート　富士宮淀師 418-0051 静岡県富士宮市淀師１５５－４
ファミリーマート　富士宮野中 418-0039 静岡県富士宮市野中８４３－１　８４４－１　９５２－１
ファミリーマート　富士宮若宮 418-0022 静岡県富士宮市小泉字尾無沢２０７０番７　他７筆
ファミリーマート　富士宮山宮 418-0111 静岡県富士宮市山宮４０１番地の１
ファミリーマート　万野原バイパス 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田４１５２番地の７
ファミリーマート　富士宮芝川 419-0315 静岡県富士宮市長貫１１０５番地４
ファミリーマート　静岡牧ヶ谷 421-1221 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２０９５－３
ファミリーマート　静岡瀬名川 420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川二丁目２８番４５号
ファミリーマート　静岡有明西 422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡５丁目３３番３
ファミリーマート　静岡千代 421-1212 静岡県静岡市葵区千代二丁目１６－５
ファミリーマート　静岡新間 421-1201 静岡県静岡市葵区新間１１９番地の５
ファミリーマート　静岡富士見台 422-8026 静岡県静岡市駿河区富士見台一丁目４番８７号
ファミリーマート　静岡産女 421-1222 静岡県静岡市葵区産女１３１４番地の４０
ファミリーマート　羽鳥北 421-1217 静岡県静岡市葵区羽鳥本町３－６０
ファミリーマート　静岡羽鳥六丁目 421-1215 静岡県静岡市葵区羽鳥六丁目１８番３号
ファミリーマート　瀬名中央 420-0911 静岡県静岡市葵区瀬名１－１６－２３
ファミリーマート　小鹿 422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿８６－４
ファミリーマート　静岡用宗 421-0121 静岡県静岡市駿河区広野三丁目２９番１３号
ファミリーマート　静岡小鹿 422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿２丁目３１‐２９
ファミリーマート　静岡西島 422-8045 静岡県静岡市駿河区西島１１８番地の１
ファミリーマート　静岡インター通り 422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田３８２‐２
ファミリーマート　静岡中吉田 422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田４６－１
ファミリーマート　静岡平和一丁目 420-0876 静岡県静岡市葵区平和１丁目１－１
ファミリーマート　静岡城東町 420-0846 静岡県静岡市葵区城東町６５－１０
ファミリーマート　静岡大坪南 422-8075 静岡県静岡市駿河区大坪町４－３２
ファミリーマート　静岡鷹匠三丁目 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠三丁目１番１６号
ファミリーマート　静岡曲金南 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金五丁目６番２３号
ファミリーマート　静岡寿町 422-8055 静岡県静岡市駿河区寿町２０－１１
ファミリーマート　南瀬名 420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川一丁目２３番１４号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　静岡千代一丁目 421-1212 静岡県静岡市葵区千代一丁目８番１５号
ファミリーマート　静岡大谷 422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷２丁目１４番５５号
ファミリーマート　静岡江川通り 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町１番地の４
ファミリーマート　静岡東町 420-0836 静岡県静岡市葵区東町２０番地の１０
ファミリーマート　静岡南瀬名町 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町２４番１号
ファミリーマート　静岡北 420-0961 静岡県静岡市葵区北１－１０－１０
ファミリーマート　静岡有永 420-0969 静岡県静岡市葵区有永町２番２６号
ファミリーマート　静岡新足久保 421-2124 静岡県静岡市葵区足久保口組１３６番地の１
ファミリーマート　静岡牛妻 421-2106 静岡県静岡市葵区牛妻２１７番地１
ファミリーマート　静岡竜南通り 420-0804 静岡県静岡市葵区竜南１－１６－２５
ファミリーマート　静岡千代田 420-0803 静岡県静岡市葵区千代田１丁目１２－１５
ファミリーマート　静岡曲金七丁目 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金７丁目８番２２号
ファミリーマート　静岡緑が丘 422-8052 静岡県静岡市駿河区緑が丘町４－１６
ファミリーマート　静岡曲金六丁目 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金六丁目３番３３号
ファミリーマート　静岡沓谷五丁目 420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷五丁目５５番地１
ファミリーマート　静岡北安東 420-0881 静岡県静岡市葵区北安東四丁目５番２２号
ファミリーマート　静岡大岩本町 420-0884 静岡県静岡市葵区大岩本町２５番１３号
ファミリーマート　杏林堂静岡鷹匠 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠２丁目１６－７
ファミリーマート　静岡大学前 422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷８６８番１
ファミリーマート　静岡二番町 420-0072 静岡県静岡市葵区二番町８－１８
ファミリーマート　静岡紺屋町 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町４番地３
ファミリーマート　静岡七間町 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町１２番地４
ファミリーマート　静岡登呂六丁目 422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂六丁目１番１１号
ファミリーマート　静岡玄南通り 420-0032 静岡県静岡市葵区両替町２丁目５－４　両替町プラザビル１－Ａ
ファミリーマート　静岡呉服町 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町１丁目６－４
ファミリーマート　静岡昭府町 420-0871 静岡県静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号
ファミリーマート　静岡小鹿公園前 422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿３８８番地の１
ファミリーマート　静岡安倍口新田 421-2114 静岡県静岡市葵区安倍口新田６１番地４
ファミリーマート　静岡池田 422-8005 静岡県静岡市駿河区池田８７６番１号
ファミリーマート　島田稲荷 427-0038 静岡県島田市稲荷四丁目３９７０番２
ファミリーマート　藤枝高柳 426-0041 静岡県藤枝市高柳一丁目１０番４３号
ファミリーマート　島田横井二丁目 427-0024 静岡県島田市横井二丁目１３番２７号
ファミリーマート　島田神座 427-0032 静岡県島田市神座２５８１番地１
ファミリーマート　藤枝瀬古東 426-0082 静岡県藤枝市瀬古二丁目８番１８号
ファミリーマート　藤枝市立総合病院 426-0077 静岡県藤枝市駿河台四丁目１－１１
ファミリーマート　島田野田 427-0007 静岡県島田市野田１１９８番地の１
ファミリーマート　シーガルドーム前 425-0086 静岡県焼津市小土１２７４番地の１
ファミリーマート　島田旗指 427-0048 静岡県島田市旗指４９９番地の１
ファミリーマート　藤枝蓮華寺池 426-0014 静岡県藤枝市若王子１丁目５－７
ファミリーマート　藤枝高柳四丁目 426-0041 静岡県藤枝市高柳四丁目１０６５番１
ファミリーマート　藤枝一丁目 426-0025 静岡県藤枝市藤枝１－４－１３
ファミリーマート　島田岸町 427-0005 静岡県島田市岸町９５６番地３
ファミリーマート　藤枝青南町 426-0063 静岡県藤枝市青南町四丁目１５番地２１
ファミリーマート　焼津大覚寺 425-0088 静岡県焼津市大覚寺２丁目１１番地の７
ファミリーマート　焼津中根新田 425-0062 静岡県焼津市中根新田１５１０番地１
ファミリーマート　焼津浜当目 425-0012 静岡県焼津市浜当目２－５－１３
ファミリーマート　下川原一丁目 421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原１丁目７－３２
ファミリーマート　焼津道原 425-0055 静岡県焼津市道原８９５‐２
ファミリーマート　日本坂ＰＡ上り 425-0002 静岡県焼津市石脇上字西阿原７２４－４
ファミリーマート　藤枝岡部 421-1131 静岡県藤枝市岡部町内谷９２４－２
ファミリーマート　焼津中新田 425-0068 静岡県焼津市中新田１０６番地の１
ファミリーマート　静岡みずほ 421-0115 静岡県静岡市駿河区みずほ２－１９－１５
ファミリーマート　静岡丸子東海道 421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子字赤目ヶ谷６３１６番１
ファミリーマート　焼津中里 425-0014 静岡県焼津市中里５０８
ファミリーマート　静岡鎌田 421-0133 静岡県静岡市駿河区鎌田２９９番地の２
ファミリーマート　焼津田尻 425-0052 静岡県焼津市田尻７５９番地の８
ファミリーマート　静岡長田 421-0111 静岡県静岡市駿河区丸子新田３８２番１
ファミリーマート　静岡手越原 421-0131 静岡県静岡市駿河区手越原６６番地の１
ファミリーマート　静岡丸子六丁目 421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子六丁目１番５１号
ファミリーマート　藤枝岡部町 421-1132 静岡県藤枝市岡部町三輪９０５番地８
ファミリーマート　焼津下小田 425-0057 静岡県焼津市下小田６６４－２
ファミリーマート　藤枝高洲 426-0046 静岡県藤枝市高洲６１番地の６
ファミリーマート　焼津市立総合病院 425-8505 静岡県焼津市道原１０００番地
ファミリーマート　藤枝与左衛門 426-0047 静岡県藤枝市与左衛門４６４番地２
ファミリーマート　大井川利右衛門 421-0212 静岡県焼津市利右衛門１２２８番地
ファミリーマート　焼津水産加工団地口 425-0065 静岡県焼津市惣右衛門９２９番地の１
ファミリーマート　大井川中学校前 421-0218 静岡県焼津市下江留３００番地の１
ファミリーマート　焼津高新田 421-0204 静岡県焼津市高新田６０２－１
ファミリーマート　藤枝藪田西インター 426-0202 静岡県藤枝市上藪田１３１番７
ファミリーマート　焼津柳新屋 425-0074 静岡県焼津市柳新屋６４０－１
ファミリーマート　藤枝小石川三丁目 426-0033 静岡県藤枝市小石川町三丁目１－１
ファミリーマート　藤枝岡部インター 426-0221 静岡県藤枝市高田１３２番地１
ファミリーマート　藤枝上青島 426-0036 静岡県藤枝市上青島２９８番地２
ファミリーマート　焼津小川 425-0033 静岡県焼津市小川３１８７
ファミリーマート　焼津石津 425-0041 静岡県焼津市石津１２８７
ファミリーマート　藤枝田中 426-0016 静岡県藤枝市郡７３７－５
ファミリーマート　焼津八楠 425-0091 静岡県焼津市八楠２丁目３０番１４
ファミリーマート　焼津大村 425-0082 静岡県焼津市大村三丁目３４番６
ファミリーマート　焼津石津中町 425-0043 静岡県焼津市石津中町１１番２９
ファミリーマート　焼津港 425-0022 静岡県焼津市本町一丁目１５番１０号
ファミリーマート　藤枝横内 426-0002 静岡県藤枝市横内１９０番地１
ファミリーマート　金谷東町 428-0013 静岡県島田市金谷東２丁目１０２９番地の１０
ファミリーマート　吉田インター 421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸１４２５番地の２
ファミリーマート　袋井大野 437-1112 静岡県袋井市大野３６７番地１
ファミリーマート　牧之原坂部 421-0412 静岡県牧之原市坂部５８０－１
ファミリーマート　牧之原静波一丁目 421-0422 静岡県牧之原市静波一丁目３２６番の１
ファミリーマート　島田はばたき橋 427-0103 静岡県島田市中河８０３番１
ファミリーマート　牧之原ＳＡ 421-0404 静岡県牧之原市静谷２５５９－３
ファミリーマート　袋井松原 437-1117 静岡県袋井市松原５１５番地
ファミリーマート　富士山静岡空港北 428-0039 静岡県島田市金谷猪土居３４４４番地３７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　吉田下川原 421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸字下川原２８１９番地
ファミリーマート　牧之原波津 421-0523 静岡県牧之原市波津二丁目１２６番地
ファミリーマート　掛川横須賀 437-1301 静岡県掛川市横須賀１４３４番地１
ファミリーマート　牧之原静波 421-0422 静岡県牧之原市静波９８７番地の１
ファミリーマート　吉田住吉西 421-0301 静岡県榛原郡吉田町住吉３３４４番地の２
ファミリーマート　牧之原西萩間 421-0508 静岡県牧之原市西萩間８５番地１４
ファミリーマート　袋井愛野駅南 437-0040 静岡県袋井市愛野南一丁目１番地の７
ファミリーマート　掛川家代の里 436-0227 静岡県掛川市家代の里三丁目２番１
ファミリーマート　袋井月見町 437-0126 静岡県袋井市月見町２番地１２
ファミリーマート　浜松白鳥 435-0002 静岡県浜松市東区白鳥町１０１－２
ファミリーマート　磐田駅前 438-0078 静岡県磐田市中泉６２７－１
ファミリーマート　浜松小池町 435-0056 静岡県浜松市東区小池町６５
ファミリーマート　掛川駅南 436-0028 静岡県掛川市亀の甲２－２－１７
ファミリーマート　浜松鴨江 432-8023 静岡県浜松市中区鴨江１－１０－３
ファミリーマート　袋井月見の里 437-0125 静岡県袋井市上山梨３丁目１８－１
ファミリーマート　浜松城公園前 430-0948 静岡県浜松市中区元目町１１０番２０
ファミリーマート　吉田町総合体育館前 421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡１９３７－１
ファミリーマート　磐田インター 438-0086 静岡県磐田市見付１８０８番地の１８
ファミリーマート　掛川細谷 436-0112 静岡県掛川市細谷２８８番地の２
ファミリーマート　掛川鳥居 436-0043 静岡県掛川市大池字三十五ノ坪９３１番１
ファミリーマート　掛川本郷 436-0111 静岡県掛川市本郷１４０８番地の１
ファミリーマート　森町宮の市 437-0226 静岡県周智郡森町一宮１２６０－１
ファミリーマート　袋井浅名 437-1102 静岡県袋井市浅名９３３－２
ファミリーマート　相良海岸 421-0523 静岡県牧之原市波津１６３０－１０８
ファミリーマート　小笠赤土 437-1507 静岡県菊川市赤土１１７０番地の４
ファミリーマート　牧之原地頭方 421-0532 静岡県牧之原市地頭方５００番地２
ファミリーマート　御前崎池新田大山 437-1612 静岡県御前崎市池新田１５７３番地１５
ファミリーマート　菊川東横地 439-0022 静岡県菊川市東横地１６０３番地１
ファミリーマート　袋井栄町 437-0025 静岡県袋井市栄町１２番地の１３
ファミリーマート　牧之原女神 421-0516 静岡県牧之原市女神字惣作１番６
ファミリーマート　御前崎 437-1621 静岡県御前崎市御前崎２９５４－５
ファミリーマート　御前崎市役所西 437-1612 静岡県御前崎市池新田字西落合５２１０
ファミリーマート　掛川西町 436-0079 静岡県掛川市掛川６０８－１
ファミリーマート　掛川成滝 436-0085 静岡県掛川市宮脇１丁目１８番地の１５
ファミリーマート　掛川成滝東 436-0085 静岡県掛川市成滝４１１番地の１
ファミリーマート　袋井山科上 437-0066 静岡県袋井市山科２５０７番地の６
ファミリーマート　掛川大池 436-0043 静岡県掛川市大池字十ノ坪２８６６番地の１
ファミリーマート　袋井今井延久 437-0053 静岡県袋井市延久２０３番地の１
ファミリーマート　袋井泉町 437-0062 静岡県袋井市泉町１丁目１－１
ファミリーマート　掛川かみ西郷 436-0342 静岡県掛川市上西郷１７６６番地
ファミリーマート　袋井インター南 437-0065 静岡県袋井市堀越５４５－２
ファミリーマート　磐田富士見 438-0083 静岡県磐田市富士見町三丁目１番２３
ファミリーマート　磐田今之浦 438-0071 静岡県磐田市今之浦二丁目９番地の１
ファミリーマート　磐田福田中央 437-1203 静岡県磐田市福田２２１０番地２
ファミリーマート　磐田駅南口 438-0078 静岡県磐田市中泉字御殿２２７０－１３
ファミリーマート　浜北貴布祢 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢３１５－１
ファミリーマート　磐田豊浜 437-1202 静岡県磐田市豊浜５２５
ファミリーマート　スーパーコンコルド市野 435-0052 静岡県浜松市東区天王町１９８１－１８
ファミリーマート　磐田岩井原 438-0016 静岡県磐田市岩井３１８４番地２
ファミリーマート　浜松インター南 435-0041 静岡県浜松市東区北島町１３８３番地の１
ファミリーマート　浜北新原本村 434-0003 静岡県浜松市浜北区新原２５５８番地５
ファミリーマート　浜松新橋南 432-8058 静岡県浜松市南区新橋町１４５５番地の１
ファミリーマート　浜北こばやし 434-0031 静岡県浜松市浜北区小林１５５３番地の１３
ファミリーマート　浜北インター 434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬２０３５番地の１
ファミリーマート　浜松東本郷 430-0812 静岡県浜松市南区本郷町１３４７番地の６
ファミリーマート　浜松中田町 435-0057 静岡県浜松市東区中田町８１８番地
ファミリーマート　浜松医科大学病院 431-3125 静岡県浜松市東区半田山一丁目２０番１号
ファミリーマート　浜松医科大学病院／Ｓ 431-3192 静岡県浜松市東区半田山１丁目
ファミリーマート　竜洋豊岡 438-0231 静岡県磐田市豊岡４９４１番地の３
ファミリーマート　磐田竜洋中島 438-0201 静岡県磐田市竜洋中島９５７番地１
ファミリーマート　磐田新貝 438-0025 静岡県磐田市新貝土地区画整理地内４０街区２
ファミリーマート　磐田富丘 438-0803 静岡県磐田市富丘字下原６７７番５６
ファミリーマート　磐田明ヶ島 438-0024 静岡県磐田市明ヶ島原２２番地７
ファミリーマート　磐田東新町 438-0039 静岡県磐田市東新町１丁目１－１１
ファミリーマート　浜松有玉北 431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１
ファミリーマート　磐田福田 437-1212 静岡県磐田市南田字東１２８－１
ファミリーマート　天竜二俣東 431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣７７番地の１
ファミリーマート　西貝塚南 438-0026 静岡県磐田市西貝塚字六通５５９番地４
ファミリーマート　浜松大蒲町 435-0014 静岡県浜松市東区大蒲町８５－９
ファミリーマート　浜松植松 430-0803 静岡県浜松市東区植松町２６５－１２
ファミリーマート　磐田立野 438-0821 静岡県磐田市立野４９６－３
ファミリーマート　浜松寺脇町 430-0841 静岡県浜松市南区寺脇町６７１番地
ファミリーマート　子安 435-0015 静岡県浜松市東区子安町３０２番１
ファミリーマート　浜松天龍川町 435-0013 静岡県浜松市東区天龍川町９４番地
ファミリーマート　豊田町弥藤太島 438-0833 静岡県磐田市弥藤太島５３３番地１
ファミリーマート　浜松市野 435-0051 静岡県浜松市東区市野町１０３１番地１
ファミリーマート　浜松遠州浜 430-0835 静岡県浜松市南区遠州浜二丁目３２番１号
ファミリーマート　浜松将監 430-0802 静岡県浜松市東区将監町４４－８
ファミリーマート　浜松中田島町 430-0845 静岡県浜松市南区中田島町１６６９番地１
ファミリーマート　浜松きたじま 435-0041 静岡県浜松市東区北島町５７９番地
ファミリーマート　浜松西本郷 430-0812 静岡県浜松市南区本郷町４５０番地
ファミリーマート　浜松半田山四丁目 431-3125 静岡県浜松市東区半田山四丁目２４番１５号
ファミリーマート　浜松丸塚 435-0046 静岡県浜松市東区丸塚町５１８－１２
ファミリーマート　磐田小立野 438-0838 静岡県磐田市小立野２５３番
ファミリーマート　磐田向笠 438-0013 静岡県磐田市向笠竹之内３６５－１
ファミリーマート　浜松参野町 430-0816 静岡県浜松市南区参野町字参野１８４－１
ファミリーマート　浜松永島 434-0013 静岡県浜松市浜北区永島８２６番１
ファミリーマート　浜松インター北 431-3104 静岡県浜松市東区貴平町１７番地
ファミリーマート　浜松下飯田 435-0027 静岡県浜松市南区下飯田町５４８番地
ファミリーマート　磐田大久保 438-0002 静岡県磐田市大久保４０６番地７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　浜北内野 434-0044 静岡県浜松市浜北区内野８７２番地の３
ファミリーマート　磐田福田中島 437-1204 静岡県磐田市福田中島２９７番地１
ファミリーマート　浜松小池南 435-0056 静岡県浜松市東区小池町２４４５－１
ファミリーマート　浜北宮口 434-0004 静岡県浜松市浜北区宮口７８２－７
ファミリーマート　浜松常盤町 430-0944 静岡県浜松市中区田町２２６番地６
ファミリーマート　浜松旭町 430-0927 静岡県浜松市中区旭町９番地の１ダイワロイネットホテル浜松１階
ファミリーマート　浜松駅南口 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町３２６－２
ファミリーマート　浜松向宿町 430-0851 静岡県浜松市中区向宿２－２４－１４
ファミリーマート　浜松上島東 433-8122 静岡県浜松市中区上島三丁目１８番５号
ファミリーマート　浜松城北二丁目 432-8011 静岡県浜松市中区城北二丁目１６番１２号
ファミリーマート　浜松早出南 435-0054 静岡県浜松市中区早出町１５３６番地
ファミリーマート　浜松西高丘 433-8118 静岡県浜松市中区高丘西三丁目１２番５号
ファミリーマート　浜松天神町 430-0808 静岡県浜松市中区天神町２番１２号
ファミリーマート　浜松桜台 431-1102 静岡県浜松市西区大山町１６９番地の１
ファミリーマート　浜松小豆餅二丁目 433-8113 静岡県浜松市中区小豆餅２丁目２４－３
ファミリーマート　浜松和地町西 431-1115 静岡県浜松市西区和地町４７６０－１
ファミリーマート　浜松大平台三丁目 432-8068 静岡県浜松市西区大平台三丁目１４番５号
ファミリーマート　浜松高丘西 433-8118 静岡県浜松市中区高丘西１－２５－２６
ファミリーマート　浜松泉四丁目 433-8124 静岡県浜松市中区泉四丁目１番２６号
ファミリーマート　浜松小豆餅 433-8113 静岡県浜松市中区小豆餅３－１－１
ファミリーマート　湖西古見 431-0442 静岡県湖西市古見７７７－５
ファミリーマート　浜松馬郡町 431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町４０４９番地
ファミリーマート　浜松中央三丁目 430-0929 静岡県浜松市中区中央３－３－１３
ファミリーマート　浜松住吉 430-0906 静岡県浜松市中区住吉５－１５－１０
ファミリーマート　浜松志都呂 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂一丁目５番２７号
ファミリーマート　浜松宇布見 431-0102 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見４０１８番地５
ファミリーマート　浜松庄和町 431-1206 静岡県浜松市西区庄和町１３７番地の３
ファミリーマート　湖西鷲津東 431-0431 静岡県湖西市鷲津１２０１番地１
ファミリーマート　細江西気賀 431-1305 静岡県浜松市北区細江町気賀９５４７番地の２２
ファミリーマート　三ヶ日インター 431-1402 静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑１１２２番地２
ファミリーマート　浜松舘山寺温泉 431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町字阿原１９７８番地３
ファミリーマート　浜松初生町 433-8112 静岡県浜松市北区初生町１２８９番地の３
ファミリーマート　浜名湖弁天島 431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２
ファミリーマート　浜松初生テクノロード 433-8112 静岡県浜松市北区初生町５００番地１
ファミリーマート　浜松細江三和 431-1303 静岡県浜松市北区細江町三和４８番地の１
ファミリーマート　浜松西神田 432-8047 静岡県浜松市中区神田町５５０番地の１
ファミリーマート　浜松篠原 431-0201 静岡県浜松市西区篠原町２１９７２番地
ファミリーマート　浜松城北 432-8011 静岡県浜松市中区城北１丁目７－１０
ファミリーマート　浜松西伊場 432-8038 静岡県浜松市中区西伊場町１８－９
ファミリーマート　浜松志都呂西 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂１丁目３３番２９号
ファミリーマート　浜松医療センター 432-8002 静岡県浜松市中区富塚町３２８
ファミリーマート　浜松入野 432-8061 静岡県浜松市西区入野町７３５－４
ファミリーマート　イオンモール浜松志都呂／Ｓ432-8069 静岡県浜松市西区志都呂二丁目３７番１号イオンモール浜松志都呂店内
ファミリーマート　浜松東三方町 433-8104 静岡県浜松市北区東三方町２１１番地の１５
ファミリーマート　浜松高林四丁目 430-0907 静岡県浜松市中区高林四丁目５番５号
ファミリーマート　浜松上島北 433-8122 静岡県浜松市中区上島七丁目５番１８号
ファミリーマート　浜松蜆塚 432-8018 静岡県浜松市中区蜆塚３丁目１７－１７
ファミリーマート　浜松和合 433-8125 静岡県浜松市中区和合町９３６－３７５
ファミリーマート　浜松高林 430-0907 静岡県浜松市中区高林３－１３－３
ファミリーマート　浜松上島五丁目 433-8122 静岡県浜松市中区上島五丁目１０－１６
ファミリーマート　浜松白昭 433-8102 静岡県浜松市北区大原町４３７番３
ファミリーマート　湖西梅田 431-0425 静岡県湖西市梅田４７６番地３４
ファミリーマート　湖西坊瀬 431-0444 静岡県湖西市坊瀬４７番地５
ファミリーマート　湖西中之郷 431-0301 静岡県湖西市新居町中之郷あけぼの３９５６
ファミリーマート　浜松三ヶ日北 431-1414 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１００番地の４
ファミリーマート　湖西吉美 431-0441 静岡県湖西市吉美９７６番地の７
ファミリーマート　鷲津駅前 431-0431 静岡県湖西市鷲津５３００番地パルプラザ栄１Ｆ
ファミリーマート　新居中之郷 431-0301 静岡県湖西市新居町中之郷８３６番地の１
ファミリーマート　湖西なか 431-0422 静岡県湖西市岡崎字上ノ原１３４３－４１
ファミリーマート　足柄ＳＡ下り 410-1315 静岡県駿東郡小山町桑木５９５－５
ファミリーマート　富士宮東町 418-0077 静岡県富士宮市東町２５番８号
ファミリーマート　富士宮宮町 418-0056 静岡県富士宮市西町４番１号
ファミリーマート　伊東末広町 414-0015 静岡県伊東市末広町７－８
ファミリーマート　沼津北高島町 410-0054 静岡県沼津市北高島町６番２８号
ファミリーマート　三方原ＰＡ 431-3123 静岡県浜松市東区有玉西町字地蔵平７７６－２
ファミリーマート　航空自衛隊浜松基地 432-8001 静岡県浜松市西区西山町無番地
ファミリーマート　浜松白羽町 430-0846 静岡県浜松市南区白羽町１３０５番地の１
ファミリーマート　浜松小池町西 435-0056 静岡県浜松市東区小池町２６７０番地の１
ファミリーマート　静岡中原 422-8058 静岡県静岡市駿河区中原８１３－２
ファミリーマート　静岡池田街道 422-8005 静岡県静岡市駿河区池田１２６番１
ファミリーマート　藤枝駅南通り 426-0067 静岡県藤枝市前島３丁目１番１１号
ファミリーマート　藤枝宮原 426-0133 静岡県藤枝市宮原字向島７７０番２
ファミリーマート　島田向谷 427-0039 静岡県島田市向谷９５２番１
ファミリーマート　藤枝ＰＡ下り 426-0205 静岡県藤枝市花倉字井谷川字井谷川１５８－１
ファミリーマート　遠州豊田ＰＡ上り 438-0801 静岡県磐田市高見丘字垂下７９１－１
ファミリーマート　磐田上岡田 438-0045 静岡県磐田市上岡田８７１番１
ファミリーマート　浜名湖ＳＡ 431-1401 静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米４７－１
ファミリーマート　天竜西鹿島駅前 431-3313 静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島２６０ー１他
ファミリーマート　豊橋仲ノ町 440-0046 愛知県豊橋市仲ノ町１５０番地の１
ファミリーマート　西岩田 440-0831 愛知県豊橋市西岩田５丁目１１番地の７
ファミリーマート　豊橋下条東町 440-0002 愛知県豊橋市下条東町字広間１２５番地１
ファミリーマート　豊橋長瀬町 440-0082 愛知県豊橋市長瀬町字郷西４６番地１
ファミリーマート　豊川平尾 442-0863 愛知県豊川市平尾町神田９３番地
ファミリーマート　豊川御津 441-0312 愛知県豊川市御津町西方樋田２３番地１
ファミリーマート　豊橋原町 441-3111 愛知県豊橋市原町字塘上２－２
ファミリーマート　豊橋岩屋町 440-0842 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下３８番地４
ファミリーマート　豊橋市役所／Ｓ 440-0801 愛知県豊橋市今橋町１
ファミリーマート　大脇 441-3101 愛知県豊橋市大脇町字大脇３８－１
ファミリーマート　豊橋井原 440-0025 愛知県豊橋市井原町１０７番２
ファミリーマート　豊橋大岩 441-3145 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　豊橋小鷹野 440-0012 愛知県豊橋市東小鷹野４丁目１番３
ファミリーマート　豊川インター南 442-0807 愛知県豊川市谷川町洞１５０番地１
ファミリーマート　豊川牛久保駅通 442-0886 愛知県豊川市牛久保駅通５丁目３０番地１
ファミリーマート　豊橋豊清町 441-3115 愛知県豊橋市豊清町字籠田２３番５８
ファミリーマート　豊橋緑ヶ丘 440-0004 愛知県豊橋市忠興２丁目１５番地の１
ファミリーマート　豊橋多米西町 440-0026 愛知県豊橋市多米西町二丁目２７番地１０
ファミリーマート　新城豊栄 441-1352 愛知県新城市豊栄字向イ９７－２７
ファミリーマート　豊橋緑ヶ丘一丁目 440-0005 愛知県豊橋市緑ケ丘１丁目１２番地３
ファミリーマート　豊橋牛川通二丁目 440-0011 愛知県豊橋市牛川通２丁目１０番９
ファミリーマート　豊橋賀茂町 441-1101 愛知県豊橋市賀茂町字森信４２番地７
ファミリーマート　新城富永 441-1302 愛知県新城市富永字下田３－２０
ファミリーマート　豊橋瓜郷前川 440-0092 愛知県豊橋市瓜郷町前川４０－１
ファミリーマート　豊橋多米東町三丁目 440-0028 愛知県豊橋市多米東町三丁目３４番地２
ファミリーマート　豊川桜木通 442-0027 愛知県豊川市桜木通２－１
ファミリーマート　豊川末広通 442-0029 愛知県豊川市末広通３丁目２３－１
ファミリーマート　国府南 442-0844 愛知県豊川市小田渕町６丁目９１
ファミリーマート　豊川御油 441-0211 愛知県豊川市御油町青戸１１－１
ファミリーマート　豊川野口町北 442-0851 愛知県豊川市野口町ツイジ１０５－１
ファミリーマート　豊川平尾郷中 442-0863 愛知県豊川市平尾町郷中１１０番３
ファミリーマート　豊川諏訪二丁目 442-0068 愛知県豊川市諏訪２ー５７
ファミリーマート　豊川御油町南 441-0211 愛知県豊川市御油町八面横３２番地１
ファミリーマート　豊川城下 442-0826 愛知県豊川市牛久保町城下６９番地１
ファミリーマート　豊川馬場 442-0811 愛知県豊川市馬場町宮脇１６９番地
ファミリーマート　豊川小坂井町 441-0101 愛知県豊川市宿町光道寺６９番地
ファミリーマート　御津下佐脇 441-0302 愛知県豊川市御津町下佐脇鎌田２５番地６
ファミリーマート　豊川諏訪西 442-0862 愛知県豊川市市田町財木屋２７番地
ファミリーマート　豊川御津大草 441-0315 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１
ファミリーマート　豊川小坂井伊奈 441-0105 愛知県豊川市伊奈町慶応３５２－２
ファミリーマート　豊川伊奈町 441-0105 愛知県豊川市伊奈町南山新田１８８番地７
ファミリーマート　豊川小坂井才ノ木 441-0103 愛知県豊川市小坂井町才ノ木８６番地１
ファミリーマート　豊川本野ケ原二丁目 442-0005 愛知県豊川市本野ケ原２丁目１１
ファミリーマート　音羽赤坂 441-0202 愛知県豊川市赤坂町松本２６９番地
ファミリーマート　三河一宮 441-1231 愛知県豊川市一宮町一宮幸２１３
ファミリーマート　豊川大木町 441-1205 愛知県豊川市大木町小牧１５１番地１
ファミリーマート　豊川赤坂町 441-0202 愛知県豊川市赤坂町御園７１番地１
ファミリーマート　豊川赤塚山公園前 442-0862 愛知県豊川市市田町下中野４番地１
ファミリーマート　豊川蔵子二丁目 442-0842 愛知県豊川市蔵子２丁目１５番地２５
ファミリーマート　新城名号 441-1603 愛知県新城市名号字袋林１０９番地２
ファミリーマート　設楽町清崎 441-2302 愛知県北設楽郡設楽町大字清崎字中田１７番地の５
ファミリーマート　新城玖老勢 441-1945 愛知県新城市玖老勢塩平貝津４８－１
ファミリーマート　新城一鍬田 441-1338 愛知県新城市一鍬田字北畑１８番２
ファミリーマート　新城有海 441-1317 愛知県新城市有海字作神５７番地１
ファミリーマート　新城大野 441-1615 愛知県新城市大野字上野２７番地２４
ファミリーマート　新城東沖野 441-1363 愛知県新城市字東沖野４２番地１
ファミリーマート　豊川寿通 442-0832 愛知県豊川市寿通一丁目４２番地の１
ファミリーマート　豊橋東岩田三丁目 440-0033 愛知県豊橋市東岩田三丁目１５番地６
ファミリーマート　豊川上長山町 441-1202 愛知県豊川市上長山町手取８－１２７
ファミリーマート　豊橋朝丘 440-0043 愛知県豊橋市朝丘町９１番地
ファミリーマート　豊橋石巻平野町 441-1105 愛知県豊橋市石巻平野町炭焼２番１０
ファミリーマート　豊川東上町 441-1201 愛知県豊川市東上町井谷沢１３５－１
ファミリーマート　豊川中条町 442-0818 愛知県豊川市中条町観音堂７番１
ファミリーマート　豊川市田町 442-0862 愛知県豊川市市田町新屋前２６番１
ファミリーマート　豊橋東脇 441-8083 愛知県豊橋市東脇一丁目１３番地の８
ファミリーマート　豊橋柱八番町 441-8056 愛知県豊橋市柱八番町４７番地
ファミリーマート　豊橋駅東口 440-0888 愛知県豊橋市駅前大通１－４８
ファミリーマート　豊橋曙町 441-8151 愛知県豊橋市曙町字南松原７８－６
ファミリーマート　豊橋松葉町 440-0897 愛知県豊橋市松葉町１丁目５３
ファミリーマート　豊橋大清水 441-8133 愛知県豊橋市大清水町字大清水２３８番地３
ファミリーマート　豊橋天伯町 441-8122 愛知県豊橋市天伯町字六ツ美９６番地５
ファミリーマート　豊橋西幸町 441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並２５８番地１０
ファミリーマート　豊橋細谷町 441-3113 愛知県豊橋市細谷町字中尾１５９番地３
ファミリーマート　豊橋上伝馬町 440-0074 愛知県豊橋市上伝馬町７１
ファミリーマート　豊橋野依インター 441-8124 愛知県豊橋市野依町字井原９９番地の４
ファミリーマート　田原六連町 441-3413 愛知県田原市六連町東浜辺１６２番３
ファミリーマート　豊橋向山才ノ神 440-0864 愛知県豊橋市向山町字水車１８番２
ファミリーマート　豊橋一里山 441-3112 愛知県豊橋市東細谷町字一里山６６番地の１
ファミリーマート　豊橋西口町 440-0841 愛知県豊橋市西口町字西ノ口５番１
ファミリーマート　豊橋南栄空池 441-8107 愛知県豊橋市南栄町字空池７０番地
ファミリーマート　豊橋富士見台 441-8135 愛知県豊橋市富士見台３－２８－１
ファミリーマート　豊橋神野新田町 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字ルノ割３９番
ファミリーマート　豊橋佐藤一丁目 440-0853 愛知県豊橋市佐藤１丁目１１－１３
ファミリーマート　豊橋上野東 441-8157 愛知県豊橋市上野町字上ノ山６５番５
ファミリーマート　豊橋南栄駅前 441-8107 愛知県豊橋市南栄町字空池４６‐１
ファミリーマート　豊橋花中 441-8032 愛知県豊橋市花中町４９番地３
ファミリーマート　吉胡 441-3421 愛知県田原市田原町北荒井３３－１
ファミリーマート　田原浦 441-3403 愛知県田原市浦町井狭沢９４番地１
ファミリーマート　田原西屋敷 441-3421 愛知県田原市田原町上八軒家４番地２
ファミリーマート　田原赤石 441-3422 愛知県田原市赤石四丁目１５番地
ファミリーマート　豊橋船渡 441-8072 愛知県豊橋市船渡町字前田５８番４
ファミリーマート　田原豊島 441-3417 愛知県田原市豊島町天白５１番地１
ファミリーマート　田原片西 441-3409 愛知県田原市片西１丁目５番地６
ファミリーマート　豊橋富士見 441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字富士見６０２番１９
ファミリーマート　豊橋佐藤四丁目 440-0853 愛知県豊橋市佐藤四丁目４０番地１
ファミリーマート　豊橋下地 440-0086 愛知県豊橋市下地町字豊麻１７番
ファミリーマート　ホテルアソシア豊橋 440-0075 愛知県豊橋市花田町西宿２３番３
ファミリーマート　豊橋前田二丁目 440-0814 愛知県豊橋市前田町二丁目８番４
ファミリーマート　豊橋浜道 441-8117 愛知県豊橋市浜道町字新百々池７番地５
ファミリーマート　豊橋東松山 440-0874 愛知県豊橋市東松山町１０５番地
ファミリーマート　豊橋上野町 441-8157 愛知県豊橋市上野町字上野２－１
ファミリーマート　豊橋西橋良 441-8039 愛知県豊橋市西橋良町２４番地



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　豊橋植田 441-8134 愛知県豊橋市植田町字西新切１３番
ファミリーマート　豊橋植田奥ノ谷 441-8134 愛知県豊橋市植田町字奥ノ谷７５番地５
ファミリーマート　豊橋花田荒木 441-8019 愛知県豊橋市花田町字荒木３６番地１
ファミリーマート　田原野田町 441-3432 愛知県田原市野田町大札木１２番地１
ファミリーマート　田原赤羽根 441-3502 愛知県田原市赤羽根町荒古１５番１
ファミリーマート　豊橋中郷 441-8031 愛知県豊橋市中郷町５番地
ファミリーマート　豊橋杉山町 441-3302 愛知県豊橋市杉山町字向山下７９番地
ファミリーマート　渥美伊川津 441-3604 愛知県田原市伊川津町沖田５７番６
ファミリーマート　田原南晩田 441-3421 愛知県田原市田原町南晩田１８－３
ファミリーマート　田原新清谷 441-3421 愛知県田原市田原町新清谷１０２－１
ファミリーマート　田原福江町 441-3617 愛知県田原市福江町中羽根１１１番地
ファミリーマート　田原赤羽根ＬＢ 441-3502 愛知県田原市赤羽根町明神１０番
ファミリーマート　田原保美 441-3614 愛知県田原市保美町丸池１２７番地４
ファミリーマート　田原小中山 441-3618 愛知県田原市小中山町一本松２５０番４０
ファミリーマート　田原小塩津 441-3626 愛知県田原市小塩津町里瀬古１８－３
ファミリーマート　豊橋神野南 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字カノ割５７番地
ファミリーマート　豊橋小向 441-8003 愛知県豊橋市小向町字西小向１８番地の２
ファミリーマート　豊橋問屋町 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字スノ割４１番地４
ファミリーマート　豊橋中浜 441-8065 愛知県豊橋市中浜町４７番地
ファミリーマート　豊橋花田町 441-8019 愛知県豊橋市花田町字越水１４４
ファミリーマート　豊橋石塚 440-0075 愛知県豊橋市花田町字石塚４２－５
ファミリーマート　豊橋牟呂 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字イノ割１１１番地１
ファミリーマート　豊橋東幸 440-0843 愛知県豊橋市東幸町字水神１－７
ファミリーマート　豊橋松井町 441-8143 愛知県豊橋市松井町字中新切１８－４
ファミリーマート　豊橋西部団地前 441-8087 愛知県豊橋市　豊橋柳生川南部土地区画整理事業１４街区７画地
ファミリーマート　豊橋弥生町 441-8106 愛知県豊橋市弥生町字東豊和１５５番地１１
ファミリーマート　岡崎おい町 444-0003 愛知県岡崎市小美町字殿街道１７２番地２
ファミリーマート　岡崎駅前 444-0813 愛知県岡崎市羽根町東荒子４２‐３
ファミリーマート　岡崎牧御堂 444-0205 愛知県岡崎市牧御堂町字郷中５７番地１
ファミリーマート　岡崎石工団地口 444-0936 愛知県岡崎市上佐々木町字鹿乗８‐３
ファミリーマート　岡崎生平町 444-3334 愛知県岡崎市生平町西高根２－１
ファミリーマート　岡崎西大友 444-0904 愛知県岡崎市西大友町字杭穴８３－１
ファミリーマート　岡崎東大友 444-0903 愛知県岡崎市東大友町字西浦４２－２
ファミリーマート　岡崎東蔵前町 444-2146 愛知県岡崎市東蔵前町字木平５番地１
ファミリーマート　岡崎島坂 444-0937 愛知県岡崎市島坂町字河原１番地５
ファミリーマート　岡崎大門一丁目 444-2135 愛知県岡崎市大門一丁目１１番地３
ファミリーマート　岡崎江口二丁目 444-0843 愛知県岡崎市江口二丁目３番地５
ファミリーマート　岡崎大門駅前 444-2135 愛知県岡崎市大門五丁目１番地１６
ファミリーマート　岡崎向山町 444-0848 愛知県岡崎市向山町１－２２
ファミリーマート　岡崎伊賀 444-0075 愛知県岡崎市伊賀町２－２
ファミリーマート　岡崎葵町 444-0913 愛知県岡崎市葵町１５‐１
ファミリーマート　岡崎中園町 444-0942 愛知県岡崎市中園町字忠田２１－１
ファミリーマート　岡崎材木町 444-0057 愛知県岡崎市材木町２－６０
ファミリーマート　岡崎市民病院 444-0002 愛知県岡崎市高隆寺町字五所合３－１
ファミリーマート　岡崎明大寺 444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町１丁目２８－２
ファミリーマート　岩本宇頭 444-0905 愛知県岡崎市宇頭町字山ノ神２７－８
ファミリーマート　岡崎橋目 444-0908 愛知県岡崎市橋目町字竹之内３０－１
ファミリーマート　岡崎羽根北町 444-0831 愛知県岡崎市羽根北町五丁目８番地５
ファミリーマート　岡崎鴨田東 444-2121 愛知県岡崎市鴨田町字向山８１番
ファミリーマート　岡崎鴨田本町 444-2122 愛知県岡崎市鴨田本町１８番１
ファミリーマート　岡崎上里二丁目 444-2136 愛知県岡崎市上里二丁目１５番地７
ファミリーマート　岡崎稲熊一丁目 444-0071 愛知県岡崎市稲熊町字一丁目１６１番地１
ファミリーマート　岡崎竜美南 444-0874 愛知県岡崎市竜美南ニ丁目１番地１
ファミリーマート　岡崎竜美台二丁目 444-0873 愛知県岡崎市竜美台二丁目８番地４
ファミリーマート　岡崎国正 444-0214 愛知県岡崎市国正町字稲荷２４番地１
ファミリーマート　岡崎針崎 444-0827 愛知県岡崎市針崎町春咲４６－１
ファミリーマート　岡崎インター 444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前８－２
ファミリーマート　岡崎緑丘 444-0806 愛知県岡崎市緑丘２丁目９－７
ファミリーマート　岡崎上地三丁目 444-0823 愛知県岡崎市上地３丁目４９番９
ファミリーマート　岡崎久後崎町 444-0851 愛知県岡崎市久後崎町字両神１－１６
ファミリーマート　岡崎筒針 444-0932 愛知県岡崎市筒針町字池田１８６番地２
ファミリーマート　岡崎美合 444-0803 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６
ファミリーマート　岡崎細川町 444-2149 愛知県岡崎市細川町字長原５２番地５９
ファミリーマート　岡崎両町 444-0023 愛知県岡崎市両町２‐１７
ファミリーマート　豊田高岡本町 473-0922 愛知県豊田市高岡本町中部３５０－４
ファミリーマート　豊田生駒町 473-0928 愛知県豊田市生駒町東山７１８－１
ファミリーマート　岡崎日名本町 444-0916 愛知県岡崎市日名本町２－１８
ファミリーマート　豊田おしかも 470-1207 愛知県豊田市鴛鴨町長根２０８番地１
ファミリーマート　岡崎美合新町 444-0801 愛知県岡崎市美合新町６番地１１
ファミリーマート　岡崎岡町保母 444-0005 愛知県岡崎市岡町字北保母境３番地１
ファミリーマート　岡崎桑谷 444-3515 愛知県岡崎市桑谷町字中村１０１番地１
ファミリーマート　岡崎赤渋町 444-0241 愛知県岡崎市赤渋町字野中１８番地１
ファミリーマート　岡崎本宿 444-3505 愛知県岡崎市本宿町字城屋敷２番地
ファミリーマート　岡崎上三本松 444-3505 愛知県岡崎市本宿町字上三本松２４番６
ファミリーマート　岡崎法性寺 444-0206 愛知県岡崎市法性寺町字柳之内３０番地３
ファミリーマート　岡崎北天白 444-0201 愛知県岡崎市上和田町字北天白１４番地１
ファミリーマート　岡崎中町 444-0015 愛知県岡崎市中町６丁目３－４
ファミリーマート　岡崎真伝町 444-3176 愛知県岡崎市真伝吉祥１丁目１番地２
ファミリーマート　岡崎三菱自動車前 444-0908 愛知県岡崎市橋目町字御小屋１９番地１
ファミリーマート　岡崎本町通 444-0051 愛知県岡崎市本町通２丁目５番地１
ファミリーマート　岡崎康生通南 444-0044 愛知県岡崎市康生通南三丁目２－２
ファミリーマート　岡崎元欠町 444-0016 愛知県岡崎市元欠町一丁目４番地１
ファミリーマート　岡崎根石町 444-0013 愛知県岡崎市根石町１番
ファミリーマート　北本郷 444-0944 愛知県岡崎市北本郷町字野添７－１
ファミリーマート　岡崎河原町 444-2118 愛知県岡崎市河原町５番地８
ファミリーマート　岡崎富永 444-0946 愛知県岡崎市富永町字棚池１４番地４
ファミリーマート　矢作小河原 444-0943 愛知県岡崎市矢作町字小河原９９番地１
ファミリーマート　岡崎小針 444-0907 愛知県岡崎市小針町３丁目５－２
ファミリーマート　三谷 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町東五丁目１５１番地
ファミリーマート　蒲郡大塚 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２
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ファミリーマート　蒲郡塩津 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町足洗５番地９
ファミリーマート　蒲郡港町 443-0034 愛知県蒲郡市港町１４番２５号
ファミリーマート　蒲郡オレンジロード 443-0005 愛知県蒲郡市水竹町池下１
ファミリーマート　蒲郡三谷町 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町二舗４１－１
ファミリーマート　蒲郡拾石東浜 443-0038 愛知県蒲郡市拾石町東浜５番１１
ファミリーマート　大塚海岸 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町勝川１２０番１
ファミリーマート　幸田六栗 444-0122 愛知県額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１
ファミリーマート　幸田深溝 444-0124 愛知県額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２
ファミリーマート　幸田野場 444-0128 愛知県額田郡幸田町大字野場字下沢渡１２番地１３
ファミリーマート　幸田町大草東 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草字正田面１４５番地１
ファミリーマート　幸田町大草 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草字下六篠２６
ファミリーマート　幸田菱池 444-0113 愛知県額田郡幸田町大字菱池字蔵前１２－１
ファミリーマート　幸田町芦谷 444-0116 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字宮ノ根１７－１
ファミリーマート　小園前 444-0226 愛知県岡崎市中島町字小園前２の１
ファミリーマート　西尾永楽町 445-0854 愛知県西尾市永楽町三丁目２８番地
ファミリーマート　東岡崎駅南口 444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字寺東１番地１
ファミリーマート　西尾八ツ面 445-0082 愛知県西尾市八ツ面町梅之宮４７番地１
ファミリーマート　西尾駅南口 445-0851 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－６
ファミリーマート　岡崎へごし町 444-0902 愛知県岡崎市舳越町字宮前４６番地１
ファミリーマート　岡崎井内町 444-0203 愛知県岡崎市井内町字川田１６番地１
ファミリーマート　西尾今川町 445-0063 愛知県西尾市今川町石橋１７－３
ファミリーマート　幸田坂崎 444-0104 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３
ファミリーマート　幸田大正 444-0117 愛知県額田郡幸田町大字相見字沖原３－２
ファミリーマート　イオンモール岡崎／Ｓ 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山３８－５
ファミリーマート　西尾上町東 445-0894 愛知県西尾市上町沖道５９番２
ファミリーマート　西尾下矢田町 444-0314 愛知県西尾市下矢田町久多良解３７番地
ファミリーマート　西尾米津八百目 445-0802 愛知県西尾市米津町八百目８９番地１
ファミリーマート　西尾住崎 445-0870 愛知県西尾市永吉四丁目１３番
ファミリーマート　西尾今川町東 445-0063 愛知県西尾市今川町御堂東１０２
ファミリーマート　西尾上矢田町 444-0313 愛知県西尾市上矢田町郷後３０番地３
ファミリーマート　西尾伊藤町 445-0807 愛知県西尾市伊藤５丁目１番１７
ファミリーマート　矢田小南 444-0313 愛知県西尾市上矢田町北野５８－２
ファミリーマート　蒲郡上本町 443-0058 愛知県蒲郡市上本町６番２１号
ファミリーマート　蒲郡諏訪東 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町諏訪東６番地１
ファミリーマート　蒲郡形原 443-0104 愛知県蒲郡市形原町天神裏１９番地１３
ファミリーマート　蒲郡竹谷 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町宮前２番１
ファミリーマート　蒲郡自動車学校 443-0037 愛知県蒲郡市鹿島町柴崎３番地５
ファミリーマート　蒲郡栄町 443-0035 愛知県蒲郡市栄町１７番１９号
ファミリーマート　蒲郡春日浦 443-0106 愛知県蒲郡市形原町春日浦２８番地１０
ファミリーマート　西尾東幡豆 444-0701 愛知県西尾市東幡豆町向山下５３番地
ファミリーマート　一色野田 444-0404 愛知県西尾市一色町野田小島口４６番地
ファミリーマート　一色開正 444-0421 愛知県西尾市一色町開正橋上１番地５
ファミリーマート　西尾徳永東 444-0315 愛知県西尾市徳永町東側１４－１
ファミリーマート　一色町前野 444-0423 愛知県西尾市一色町一色松荒子７２番地２
ファミリーマート　西尾斉藤町 445-0056 愛知県西尾市斉藤町郷中４‐１
ファミリーマート　一色前新田 444-0423 愛知県西尾市一色町一色前新田１８２－１
ファミリーマート　吉良町大島 444-0517 愛知県西尾市吉良町大島中道下４番地３
ファミリーマート　吉良青鳥 444-0515 愛知県西尾市吉良町富好新田西青鳥３９番地２
ファミリーマート　吉良岡山 444-0531 愛知県西尾市吉良町岡山山王下３２番地１
ファミリーマート　西尾駒場 445-0021 愛知県西尾市駒場町五反田１３６番地３
ファミリーマート　西尾羽塚 444-0316 愛知県西尾市羽塚町寅山２１番地１
ファミリーマート　西幡豆上大坪 444-0703 愛知県西尾市西幡豆町上大坪３７番地１
ファミリーマート　吉良町みやば 444-0502 愛知県西尾市吉良町宮迫観音田７０番地
ファミリーマート　西尾西幡豆町 444-0703 愛知県西尾市西幡豆町柳田３番地１
ファミリーマート　新安城 446-0072 愛知県安城市住吉町２－１－２８
ファミリーマート　碧南野田 447-0876 愛知県碧南市野田町１２３番地
ファミリーマート　碧南入船町 447-0831 愛知県碧南市入船町五丁目４１番地
ファミリーマート　碧南三度山 447-0075 愛知県碧南市立山町一丁目２６番地９
ファミリーマート　碧南志貴崎町 447-0816 愛知県碧南市志貴崎町五丁目２０番地
ファミリーマート　安城藤井 444-1164 愛知県安城市藤井町居林１０４番地３
ファミリーマート　安城篠目童子 446-0073 愛知県安城市篠目町童子２０６番地３
ファミリーマート　碧南権田町 447-0838 愛知県碧南市権田町一丁目２番地
ファミリーマート　上郷 470-1218 愛知県豊田市上郷町会下山７－１
ファミリーマート　安城宮前 446-0026 愛知県安城市安城町若宮１７番２
ファミリーマート　安城東栄町 446-0007 愛知県安城市東栄町３－８１６－１
ファミリーマート　安城ささめ町 446-0073 愛知県安城市篠目町竜田８８番８
ファミリーマート　安城桜町 446-0041 愛知県安城市桜町４－１
ファミリーマート　豊田上郷二丁目 470-1218 愛知県豊田市上郷町二丁目１６番地１５
ファミリーマート　安城町若葉 446-0026 愛知県安城市安城町若葉９３－１
ファミリーマート　豊田広田南 473-0912 愛知県豊田市広田町谷口６２番地１
ファミリーマート　豊田市木 471-0006 愛知県豊田市市木町一丁目１番地３
ファミリーマート　豊田西岡町 473-0936 愛知県豊田市西岡町長土井５２－１
ファミリーマート　マーサ西岡 473-0936 愛知県豊田市西岡町切畑１２２番地
ファミリーマート　御立 471-0805 愛知県豊田市美里五丁目１１番地１３
ファミリーマート　豊田吉原 473-0916 愛知県豊田市吉原町八幡１０番地
ファミリーマート　安城大山町一丁目 446-0042 愛知県安城市大山町一丁目２２番地３
ファミリーマート　安城住吉町 446-0072 愛知県安城市住吉町３丁目２－１３
ファミリーマート　安城駅北 446-0063 愛知県安城市昭和町９８１番地
ファミリーマート　豊田大林町 473-0902 愛知県豊田市大林町１３－５－３
ファミリーマート　豊田竹元町 473-0913 愛知県豊田市竹元町新畑２－１
ファミリーマート　豊田畝部西町 470-1219 愛知県豊田市畝部西町城ケ堀８番地１
ファミリーマート　上郷センター西 470-1216 愛知県豊田市和会町上屋敷２３－１２
ファミリーマート　西岡石畑 473-0936 愛知県豊田市西岡町石畑７１－１
ファミリーマート　豊田渡刈町 470-1202 愛知県豊田市渡刈町二丁目２８０番地３
ファミリーマート　豊田美里四丁目 471-0805 愛知県豊田市美里四丁目３番地７２
ファミリーマート　豊田豊栄町六丁目 470-1201 愛知県豊田市豊栄町六丁目２８０番地１
ファミリーマート　豊田志賀町 471-0802 愛知県豊田市志賀町山ノ神５０４番地１
ファミリーマート　豊田高上二丁目 471-0013 愛知県豊田市高上二丁目１－７
ファミリーマート　豊田上野町 471-0015 愛知県豊田市上野町八丁目１６１番地８
ファミリーマート　高木町 446-0015 愛知県安城市高木町半崎２１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　碧南六軒町 447-0861 愛知県碧南市六軒町二丁目６５番地
ファミリーマート　安城井杭山町 446-0074 愛知県安城市井杭山町高見１番地３
ファミリーマート　安城池浦 446-0066 愛知県安城市池浦町丸田１４７番地１
ファミリーマート　碧南塩浜町 447-0841 愛知県碧南市塩浜町三丁目８９番地１
ファミリーマート　碧南伏見屋 447-0026 愛知県碧南市三宅町３－１４
ファミリーマート　安城更生病院前 446-0026 愛知県安城市安城町祥南１－７
ファミリーマート　碧南縄手町 447-0021 愛知県碧南市縄手町５－１２７－２
ファミリーマート　三河安城駅前 446-0059 愛知県安城市三河安城本町２丁目１番地４
ファミリーマート　安城横山南 446-0045 愛知県安城市横山町横山３１６番地７
ファミリーマート　安城石井町 444-1221 愛知県安城市和泉町東山６５番地２
ファミリーマート　安城東端 444-1213 愛知県安城市東端町南用地７番地３
ファミリーマート　安城桜井町 444-1154 愛知県安城市桜井町三度山６０－１
ファミリーマート　豊田若林西町 473-0917 愛知県豊田市若林西町長根５３－５
ファミリーマート　安城更生病院 446-8602 愛知県安城市安城町東広畔２８番地
ファミリーマート　豊田花園 473-0924 愛知県豊田市花園町東大切２１０－３
ファミリーマート　豊田住吉町 473-0905 愛知県豊田市住吉町１丁目１３－１
ファミリーマート　豊田豊栄町 470-1201 愛知県豊田市豊栄町４丁目１６１
ファミリーマート　豊田下山 444-3242 愛知県豊田市大沼町根崎１４番地１
ファミリーマート　碧南城山町 447-0037 愛知県碧南市城山町四丁目４３番地
ファミリーマート　碧南芸文ホール前 447-0064 愛知県碧南市西山町４丁目６４番１
ファミリーマート　安城大岡町 446-0017 愛知県安城市大岡町荒古２０－６
ファミリーマート　安城小川町 444-1162 愛知県安城市小川町志茂１９３－３
ファミリーマート　碧南鶴見町 447-0047 愛知県碧南市鶴見町６丁目３７番地
ファミリーマート　碧南東山町 447-0051 愛知県碧南市東山町２丁目５３番地１
ファミリーマート　安城赤松 446-0046 愛知県安城市赤松町北新屋敷６４－１
ファミリーマート　オアシス刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町吉野５５番地
ファミリーマート　刈谷小垣江 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町古浜田３５－３
ファミリーマート　知立東海道 472-0006 愛知県知立市山町小林２８－３
ファミリーマート　刈谷一ツ木町 448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町３－７－２
ファミリーマート　知立逢妻町 472-0021 愛知県知立市逢妻町道瀬山１６－３
ファミリーマート　刈谷新富町南 448-0045 愛知県刈谷市新富町一丁目５０１番地
ファミリーマート　刈谷南 448-0803 愛知県刈谷市場割町２丁目３番地５
ファミリーマート　刈谷駅北口 448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目５番地
ファミリーマート　刈谷半城土中町 448-0805 愛知県刈谷市半城土中町２丁目２４－２
ファミリーマート　知立駅南 472-0036 愛知県知立市堀切２丁目４２番地
ファミリーマート　刈谷丸田町 448-0034 愛知県刈谷市神明町７丁目２３番
ファミリーマート　刈谷新田町 448-0015 愛知県刈谷市新田町６丁目６－２
ファミリーマート　知立八ツ田 472-0012 愛知県知立市八ツ田町川畔５２－１
ファミリーマート　刈谷原崎町七丁目 448-0039 愛知県刈谷市原崎町七丁目２０１番地１
ファミリーマート　西尾新渡場 445-0077 愛知県西尾市新渡場町大西２１番地
ファミリーマート　西尾中畑 444-0302 愛知県西尾市田貫一丁目３番地
ファミリーマート　西尾蔵屋敷 445-0082 愛知県西尾市八ツ面町蔵屋敷１３２番地
ファミリーマート　岡崎大西二丁目 444-0871 愛知県岡崎市大西二丁目１６番地９
ファミリーマート　岡崎羽根西新町 444-0813 愛知県岡崎市羽根西新町３‐１２
ファミリーマート　西尾緑町 445-0804 愛知県西尾市緑町４丁目－４２
ファミリーマート　岡崎鴨田広元 444-2121 愛知県岡崎市鴨田町字広元１６９番地
ファミリーマート　知立新池 472-0005 愛知県知立市新池二丁目１２１番地
ファミリーマート　大平駒場 444-0007 愛知県岡崎市大平町字駒場２９番地２
ファミリーマート　岡崎高隆寺町 444-0002 愛知県岡崎市高隆寺字二本松３０番地３
ファミリーマート　刈谷泉田町 448-0004 愛知県刈谷市泉田町割田１番１
ファミリーマート　小垣江西 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町本郷下３０－４
ファミリーマート　知立上重原 472-0058 愛知県知立市上重原二丁目１８
ファミリーマート　知立本町 472-0038 愛知県知立市本町本７４－１
ファミリーマート　知立鳥居 472-0055 愛知県知立市鳥居１丁目１１番１
ファミリーマート　刈谷一里山 448-0002 愛知県刈谷市一里山町砂山１５３－２
ファミリーマート　刈谷西境 448-0006 愛知県刈谷市西境町広見１１６番地１
ファミリーマート　刈谷東陽町 448-0842 愛知県刈谷市東陽町３丁目４６－５
ファミリーマート　東刈谷駅北口 446-0076 愛知県安城市美園町時ケ堀１番２
ファミリーマート　刈谷総合運動公園前 448-0011 愛知県刈谷市築地町３丁目２０番地２０
ファミリーマート　刈谷西 448-0807 愛知県刈谷市東刈谷町１丁目９番地２
ファミリーマート　刈谷高倉町 448-0037 愛知県刈谷市高倉町五丁目１０２番地
ファミリーマート　刈谷東 448-0802 愛知県刈谷市末広町２丁目３－２
ファミリーマート　刈谷青山 448-0014 愛知県刈谷市青山町一丁目１５２番地５
ファミリーマート　刈谷井ケ谷町 448-0001 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島３９番地２
ファミリーマート　刈谷港町 448-0835 愛知県刈谷市港町７丁目１０－２
ファミリーマート　刈谷野田一本木 448-0803 愛知県刈谷市野田町一本木２１－４
ファミリーマート　刈谷東境 448-0007 愛知県刈谷市東境町昭山５５－５
ファミリーマート　刈谷神明町 448-0034 愛知県刈谷市神明町７丁目４０３
ファミリーマート　知立弘法 472-0052 愛知県知立市弘法一丁目１０番地１
ファミリーマート　刈谷末広 448-0802 愛知県刈谷市末広町三丁目１６番地１８
ファミリーマート　高浜湯山町二丁目 444-1332 愛知県高浜市湯山町二丁目１番１２
ファミリーマート　高浜芳川 444-1335 愛知県高浜市芳川町３丁目３番地２５
ファミリーマート　高浜沢渡 444-1333 愛知県高浜市沢渡町２－６－３０
ファミリーマート　知立堀切 472-0036 愛知県知立市堀切三丁目２６番地
ファミリーマート　刈谷宝町 448-0847 愛知県刈谷市宝町３丁目５番地１４
ファミリーマート　刈谷一ツ木七丁目 448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町七丁目２番地１５
ファミリーマート　知立牛田町 472-0007 愛知県知立市牛田町裏新切１９番地１
ファミリーマート　刈谷広小路四丁目 448-0844 愛知県刈谷市広小路四丁目６８番地
ファミリーマート　知立山屋敷 472-0022 愛知県知立市山屋敷町山屋敷２５－５２
ファミリーマート　刈谷野田町 448-0803 愛知県刈谷市野田町大脇道３‐１
ファミリーマート　三河高浜駅南 444-1333 愛知県高浜市沢渡町５丁目６－１０
ファミリーマート　刈谷若松 448-0858 愛知県刈谷市若松町五丁目４４番地
ファミリーマート　高浜論地町 444-1314 愛知県高浜市論地町三丁目７番地５７
ファミリーマート　刈谷司町 448-0834 愛知県刈谷市司町七丁目３１番地
ファミリーマート　高浜新田 444-1301 愛知県高浜市新田町３丁目８番地７
ファミリーマート　刈谷駅南口 448-0841 愛知県刈谷市南桜町１－７３
ファミリーマート　刈谷築地町 448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町１丁目１‐１１
ファミリーマート　高浜屋敷町四丁目 444-1331 愛知県高浜市屋敷町四丁目１番地２
ファミリーマート　高浜本郷町 444-1311 愛知県高浜市本郷町二丁目１番地３
ファミリーマート　高浜二池町 444-1322 愛知県高浜市二池町六丁目２番地６８



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　知立谷田町西 472-0014 愛知県知立市谷田町西１丁目１番３
ファミリーマート　知立新林町 472-0017 愛知県知立市新林町平草４２番１４
ファミリーマート　高浜湯山 444-1332 愛知県高浜市湯山町４丁目１０－６
ファミリーマート　トヨタ聖心寮 471-0844 愛知県豊田市聖心町２－１－３
ファミリーマート　三河豊田駅前 471-0833 愛知県豊田市山之手四丁目１５２番地
ファミリーマート　豊田緑ヶ丘 471-0838 愛知県豊田市緑ヶ丘五丁目１５番３
ファミリーマート　豊田丸山南 471-0832 愛知県豊田市丸山町９丁目８１番
ファミリーマート　豊田市役所 471-0025 愛知県豊田市西町三丁目６０番地新東庁舎２Ｆ
ファミリーマート　豊田浄水駅前 470-0343 愛知県豊田市浄水町原山３２７ー１
ファミリーマート　小原 470-0531 愛知県豊田市小原町平田３４９－２
ファミリーマート　藤岡飯野 470-0451 愛知県豊田市藤岡飯野町弥治前５７９－２他８筆
ファミリーマート　豊田梅坪町 471-0064 愛知県豊田市梅坪町１０丁目２番地２
ファミリーマート　豊田御船町 470-0371 愛知県豊田市御船町山屋敷１６４番地１１
ファミリーマート　豊田木瀬 470-0411 愛知県豊田市木瀬町横枕１５０４番地１
ファミリーマート　豊田山之手 471-0833 愛知県豊田市山之手８－１７３
ファミリーマート　豊田深見 470-0441 愛知県豊田市深見町常楽３７９番地７
ファミリーマート　豊田若林 473-0914 愛知県豊田市若林東町石根２２番地
ファミリーマート　明和 471-0825 愛知県豊田市明和町２丁目４７－３
ファミリーマート　豊田上原 470-0341 愛知県豊田市上原町上原４番地１
ファミリーマート　鞍ヶ池ＰＡ 471-0002 愛知県豊田市矢並町法沢７３１番地１
ファミリーマート　豊田前山町 471-0828 愛知県豊田市前山町４－２１－４
ファミリーマート　豊田四郷町 470-0373 愛知県豊田市四郷町下古屋１４５－１
ファミリーマート　豊田丸山町 471-0832 愛知県豊田市丸山町７丁目２－１
ファミリーマート　豊田荒井町 470-0333 愛知県豊田市荒井町下原４２５番地１
ファミリーマート　豊田東保見町 470-0345 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１
ファミリーマート　豊田朝日ケ丘 471-0858 愛知県豊田市朝日ケ丘二丁目４４番地１
ファミリーマート　豊田青木町 470-0335 愛知県豊田市青木町３丁目１７２番地２
ファミリーマート　豊田若宮 471-0026 愛知県豊田市若宮町４丁目１４番地１
ファミリーマート　豊田新生町 471-0837 愛知県豊田市新生町３－３５－１
ファミリーマート　豊田長興寺 471-0879 愛知県豊田市長興寺５－８５
ファミリーマート　豊田小坂町 471-0035 愛知県豊田市小坂町６丁目３５
ファミリーマート　美山 471-0845 愛知県豊田市田中町５丁目３９番地の１
ファミリーマート　豊田北間 473-0917 愛知県豊田市若林西町北間５４－１
ファミリーマート　三好あざぶ 470-0206 愛知県みよし市莇生町原３３番地
ファミリーマート　豊田柿本町 471-0855 愛知県豊田市柿本町六丁目６番地１７
ファミリーマート　安城里町 446-0001 愛知県安城市里町西山ノ田１１８番地１５
ファミリーマート　安城山崎 446-0001 愛知県安城市里町四丁目１４番地６
ファミリーマート　三好藤塚 470-0206 愛知県みよし市莇生町藤塚６番地１０
ファミリーマート　豊田大林十丁目 473-0902 愛知県豊田市大林町十丁目２０番７
ファミリーマート　みよし新屋 470-0224 愛知県みよし市三好町夕田４４－１
ファミリーマート　豊田インター 471-0841 愛知県豊田市深田町２－２２－３
ファミリーマート　豊田貝津町 470-0348 愛知県豊田市貝津町箕輪２０３番地１
ファミリーマート　豊田土橋駅前 471-0835 愛知県豊田市曙町三丁目３０番
ファミリーマート　豊田秋葉 471-0873 愛知県豊田市秋葉町三丁目５８番地１
ファミリーマート　豊田加納町 470-0364 愛知県豊田市加納町西股４５－５
ファミリーマート　豊田元城町二丁目 471-0024 愛知県豊田市元城町２－４５
ファミリーマート　宮町 471-0043 愛知県豊田市宮町４－２６－３
ファミリーマート　豊田朝日 471-0031 愛知県豊田市朝日町６丁目５５番地２１
ファミリーマート　豊田浄水町原山 470-0343 愛知県豊田市浄水特定土地区画整理地１９街区３画地
ファミリーマート　豊田宮町 471-0043 愛知県豊田市宮町７丁目１５７－２
ファミリーマート　豊田京町 471-0063 愛知県豊田市京町三丁目１０１－１４
ファミリーマート　豊田小坂本町 471-0034 愛知県豊田市小坂本町３丁目２２番地
ファミリーマート　豊田高原町 471-0069 愛知県豊田市高原町四丁目８番地４
ファミリーマート　豊田白山町 471-0056 愛知県豊田市白山町五郎土１５番地１
ファミリーマート　豊田大林東 473-0902 愛知県豊田市大林町１７丁目６－３
ファミリーマート　豊田平山町六丁目 471-0827 愛知県豊田市平山町６丁目４７番
ファミリーマート　豊田清水町 471-0843 愛知県豊田市清水町７－６－１５
ファミリーマート　豊田保見ケ丘 470-0345 愛知県豊田市東保見町池下１６番地２
ファミリーマート　豊田宮上町 471-0038 愛知県豊田市宮上町１－１２－２
ファミリーマート　小渡 444-2846 愛知県豊田市小渡町船戸５７番地６
ファミリーマート　広瀬 470-0309 愛知県豊田市西広瀬町西前８２番地１
ファミリーマート　豊田井上 470-0372 愛知県豊田市井上町五丁目２０番地１
ファミリーマート　豊田運動公園前 470-0372 愛知県豊田市井上町二丁目６３番地１
ファミリーマート　豊田足助町 444-2424 愛知県豊田市足助町狭石１番地の１
ファミリーマート　稲武町 441-2524 愛知県豊田市黒田町尾知６２番地２
ファミリーマート　横須賀町 477-0036 愛知県東海市横須賀町浜屋敷９－１
ファミリーマート　半田瑞穂 475-0828 愛知県半田市瑞穂町７－１１－６
ファミリーマート　豊明二村台 470-1131 愛知県豊明市二村台７丁目４－１
ファミリーマート　豊明西川町 470-1122 愛知県豊明市西川町長田５－１
ファミリーマート　武豊里中東 470-2512 愛知県知多郡武豊町字忠白田１１－１９
ファミリーマート　半田東洋 475-0828 愛知県半田市瑞穂町９丁目３－１２
ファミリーマート　東海北見田 476-0003 愛知県東海市荒尾町北見田２３番地１
ファミリーマート　東海荒尾インター東 476-0015 愛知県東海市東海町七丁目４番３
ファミリーマート　大府凪場 474-0055 愛知県大府市一屋町五丁目５番地
ファミリーマート　大府長草 474-0052 愛知県大府市長草町本郷１６番地
ファミリーマート　半田岩滑西町 475-0966 愛知県半田市岩滑西町２丁目１２３－２
ファミリーマート　半田生見町 475-0012 愛知県半田市東生見町１５－１０
ファミリーマート　知多長浦インター 478-0041 愛知県知多市日長赤坂７８－３
ファミリーマート　東海名和町 476-0002 愛知県東海市名和町東岨５０－１
ファミリーマート　東海秋葉 476-0002 愛知県東海市名和町口前後４１番地
ファミリーマート　大府大東町 474-0023 愛知県大府市大東町一丁目９１番地１
ファミリーマート　大府共栄 474-0074 愛知県大府市共栄町七丁目９番地１２
ファミリーマート　東海渡内 476-0003 愛知県東海市荒尾町下平井６７
ファミリーマート　佐布里城山下 478-0015 愛知県知多市佐布里字脇之田前３２番地９
ファミリーマート　大府東新町 474-0073 愛知県大府市東新町四丁目８２番地
ファミリーマート　東海山ノ神 476-0003 愛知県東海市荒尾町見幕６３
ファミリーマート　大府北崎 474-0001 愛知県大府市北崎町内田面２４５
ファミリーマート　大府駅東口 474-0025 愛知県大府市中央町３丁目６２
ファミリーマート　東海加木屋町 477-0032 愛知県東海市加木屋町二丁目１８９番地
ファミリーマート　大府共和西 474-0062 愛知県大府市共西町一丁目６２番



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　東海東山 476-0011 愛知県東海市富木島町新藤棚４３－１
ファミリーマート　大府米田 474-0043 愛知県大府市米田町二丁目２番地１
ファミリーマート　東海富木島 476-0011 愛知県東海市富木島町伏見３丁目１０番８
ファミリーマート　東海中ノ池 477-0033 愛知県東海市中ノ池４丁目３番７
ファミリーマート　東海上野台 476-0011 愛知県東海市富木島町東山２７－５
ファミリーマート　東海関東山 476-0002 愛知県東海市名和町岡廻間１７－１
ファミリーマート　東海八幡新田 477-0032 愛知県東海市加木屋町陀々法師１３－１
ファミリーマート　知多新舞子 478-0037 愛知県知多市新舞子東町一丁目１番７
ファミリーマート　知多朝倉 478-0017 愛知県知多市新知字樋之口４５番１
ファミリーマート　大府アラタ 474-0011 愛知県大府市横根町羽根山２１１番地
ファミリーマート　知多八幡 478-0001 愛知県知多市八幡字半田道３ー３
ファミリーマート　知多新広見 478-0027 愛知県知多市新広見１６９番
ファミリーマート　知多南粕谷 478-0026 愛知県知多市南粕谷新海１丁目３１番地の１
ファミリーマート　大府横根町箕手 474-0011 愛知県大府市横根町箕手２番地２
ファミリーマート　大府横根町 474-0011 愛知県大府市横根町平子２６８―１
ファミリーマート　才道 476-0011 愛知県東海市富木島町西才道１番地５
ファミリーマート　知多岡田 478-0062 愛知県知多市岡田美里町２１番地
ファミリーマート　知多新知東 478-0017 愛知県知多市新知東町３丁目４０番地の２
ファミリーマート　津知屋横須賀 477-0036 愛知県東海市横須賀町一ノ割３－１
ファミリーマート　知多つつじが丘二丁目 478-0054 愛知県知多市つつじが丘２丁目２番地の１３
ファミリーマート　知多寺本 478-0053 愛知県知多市清水が丘一丁目３０２番
ファミリーマート　知多清水が丘 478-0053 愛知県知多市清水が丘２丁目９１４番地
ファミリーマート　大府中央一丁目 474-0025 愛知県大府市中央町一丁目２２０番地
ファミリーマート　東海しあわせ村 476-0003 愛知県東海市荒尾町大脇１００番地
ファミリーマート　守山高島町 463-0013 愛知県名古屋市守山区小幡中三丁目５番４号
ファミリーマート　松原二丁目 460-0017 愛知県名古屋市中区松原２丁目１２－１２
ファミリーマート　豊明沓掛町志水 470-1101 愛知県豊明市沓掛町志水５９－１
ファミリーマート　東海富貴ノ台 476-0014 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１１２
ファミリーマート　大府東海インター 474-0046 愛知県大府市吉川町１丁目１２番１
ファミリーマート　東海高横須賀 477-0037 愛知県東海市高横須賀町４丁目１２６番地
ファミリーマート　東海太田川 477-0031 愛知県東海市大田町後浜新田２１４番地１
ファミリーマート　知多新知小学校南 478-0017 愛知県知多市新知字中殿２５－１
ファミリーマート　東海中央町 476-0013 愛知県東海市中央町六丁目２６１番地
ファミリーマート　名和駅前 476-0002 愛知県東海市名和町１丁目４９－１
ファミリーマート　知多にしの台 478-0055 愛知県知多市にしの台二丁目１３０５
ファミリーマート　知多つつじが丘 478-0052 愛知県知多市八幡新町３丁目１５－１４
ファミリーマート　知多西巽が丘 478-0014 愛知県知多市西巽が丘１丁目２番６
ファミリーマート　知多寺本台一丁目 478-0003 愛知県知多市寺本台１丁目１－４
ファミリーマート　森岡 474-0038 愛知県大府市森岡町六丁目３８５番地
ファミリーマート　大府北山町 474-0072 愛知県大府市北山町１丁目６５
ファミリーマート　大府共和インター 474-0074 愛知県大府市共栄町３丁目４－８
ファミリーマート　高横須賀駅東 477-0037 愛知県東海市高横須賀町社宮司１０１－１
ファミリーマート　大府若草町 474-0022 愛知県大府市若草町２－２
ファミリーマート　東浦役場前 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字平成５５番地
ファミリーマート　東浦石浜南 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字行田１８番地１
ファミリーマート　東浦南ヶ丘 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５
ファミリーマート　阿久比横松 470-2206 愛知県知多郡阿久比町大字横松字清水３７番地２
ファミリーマート　東浦石浜 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字中央１３－１４
ファミリーマート　東浦生路 470-2104 愛知県知多郡東浦町大字生路字浜田２４－７
ファミリーマート　阿久比福住 470-2202 愛知県知多郡阿久比町大字福住字西前田１１１番地２
ファミリーマート　東浦森岡 470-2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字田面９１－１
ファミリーマート　常滑若松町 479-0851 愛知県常滑市若松町三丁目６０番地
ファミリーマート　武豊梨子ノ木 470-2309 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木三丁目５２番地
ファミリーマート　常滑長峰 479-0029 愛知県常滑市字古道東割４２－２２
ファミリーマート　丸の内駅北 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１８－２５丸の内ＫＳビル１Ｆ
ファミリーマート　安城高棚町 446-0053 愛知県安城市高棚町井池１８２番１
ファミリーマート　南知多山海 470-3322 愛知県知多郡南知多町大字山海字松生１１番地１
ファミリーマート　南知多豊浜 470-3412 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中村７１
ファミリーマート　武豊桜ケ丘 470-2385 愛知県知多郡武豊町字北中根五丁目４７－１
ファミリーマート　ヤナギ南知多師崎 470-3502 愛知県知多郡南知多町大字片名字黒地３５－２２
ファミリーマート　常滑西之口 479-0863 愛知県常滑市西之口十丁目７５
ファミリーマート　半田青山 475-0836 愛知県半田市青山６－１－１８
ファミリーマート　師崎的場 470-3503 愛知県知多郡南知多町大字師崎字的場７６－１
ファミリーマート　豊明中ノ坪 470-1126 愛知県豊明市三崎町高鴨４番地５
ファミリーマート　豊明新田町 470-1112 愛知県豊明市新田町西筋１１１番地３
ファミリーマート　阿久比宮津団地 470-2204 愛知県知多郡阿久比町大字宮津字小廻間２４番地９
ファミリーマート　内海 470-3321 愛知県知多郡南知多町内海西浜田１６
ファミリーマート　大府ＰＡ下り 474-0052 愛知県大府市長草町西忍場４６－１
ファミリーマート　知多武豊駅前 470-2347 愛知県知多郡武豊町字道崎４１－１
ファミリーマート　武豊長宗 470-2383 愛知県知多郡武豊町字北長宗１０６番地６
ファミリーマート　亀崎南 475-0023 愛知県半田市亀崎町６丁目１５０
ファミリーマート　半田板山町 475-0936 愛知県半田市板山町１５丁目９４番１
ファミリーマート　東横イン中部国際空港 479-0881 愛知県常滑市セントレア４丁目２ー５
ファミリーマート　阿久比インター 470-2202 愛知県知多郡阿久比町大字福住字中峯４０－８
ファミリーマート　常滑保示町 479-0827 愛知県常滑市保示町四丁目１０７番地
ファミリーマート　半田緑ヶ丘 475-0002 愛知県半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１
ファミリーマート　常滑小倉町 479-0862 愛知県常滑市小倉町二丁目１６７番地１
ファミリーマート　常滑栄町 479-0836 愛知県常滑市栄町４－９４－１
ファミリーマート　新浦戸 470-3200 愛知県知多郡美浜町新浦戸２丁目１０－１８
ファミリーマート　南知多大井 470-3501 愛知県知多郡南知多町大井字浜辺３３－１
ファミリーマート　美浜河和台二丁目 470-2405 愛知県知多郡美浜町河和台二丁目２７５番地
ファミリーマート　美浜奥田 470-3233 愛知県知多郡美浜町大字奥田字北大西８５－２
ファミリーマート　堀割 470-2501 愛知県知多郡武豊町字堀割５３
ファミリーマート　武豊向陽 470-2357 愛知県知多郡武豊町字向陽三丁目６番地１
ファミリーマート　武豊冨貴駅東 470-2531 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字市場２２番地３
ファミリーマート　武豊町大足 470-2515 愛知県知多郡武豊町字下田３７番地１
ファミリーマート　武豊石川橋 470-2311 愛知県知多郡武豊町字石川７９番地１
ファミリーマート　半田大池町 475-0087 愛知県半田市大池町四丁目８６－１
ファミリーマート　武豊山ノ神 470-2336 愛知県知多郡武豊町字山ノ神５８番地１
ファミリーマート　半田稲穂町東 475-0011 愛知県半田市稲穂町十一丁目１７番地２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　東浦緒川植山 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字植山４３番地の２
ファミリーマート　東浦森岡南 470-2101 愛知県知多郡東浦町森岡新池下３６－１
ファミリーマート　半田桐ヶ丘 475-0928 愛知県半田市桐ヶ丘３－１５－１
ファミリーマート　半田南大矢知 475-0006 愛知県半田市南大矢知町３丁目１０１－１３
ファミリーマート　半田住吉 475-0862 愛知県半田市住吉町３丁目２５
ファミリーマート　青山四丁目 475-0836 愛知県半田市青山４丁目４－１０
ファミリーマート　半田やなべ高山 475-0962 愛知県半田市岩滑高山町２丁目９１番４
ファミリーマート　半田南本町 475-0882 愛知県半田市南本町一丁目２７番地
ファミリーマート　常滑桧原 479-0803 愛知県常滑市桧原字勇田７４番地１
ファミリーマート　阿久比草木 470-2211 愛知県知多郡阿久比町大字草木字伯父ケ脇２５番地２
ファミリーマート　半田亀崎 475-0026 愛知県半田市亀崎新田町四丁目２０番地１
ファミリーマート　半田阿原町 475-0031 愛知県半田市阿原町１２番１
ファミリーマート　常滑西阿野 479-0802 愛知県常滑市西阿野字春瀬３２２－１
ファミリーマート　半田新居町 475-0039 愛知県半田市新居町六丁目１６７番地２
ファミリーマート　日進浅田町 470-0124 愛知県日進市浅田町東前田３７番地３
ファミリーマート　東郷高嶺 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１
ファミリーマート　三好姥子 470-0224 愛知県みよし市三好町姥子９番地７
ファミリーマート　三好丘旭三丁目 470-0203 愛知県みよし市三好丘旭三丁目１番地４
ファミリーマート　東郷町和合 470-0153 愛知県愛知郡東郷町大字和合字牛廻間４１番地３
ファミリーマート　日進栄二丁目 470-0113 愛知県日進市栄二丁目９０４番地
ファミリーマート　東郷諸輪 470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字狐坂１１－２３５
ファミリーマート　東郷白鳥 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥２丁目１７－４
ファミリーマート　東郷町新池 470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水二丁目４番地４
ファミリーマート　三好明知 470-0214 愛知県みよし市明知町美里６９番地１
ファミリーマート　東郷三ツ池三丁目 470-0164 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３－２－１
ファミリーマート　東郷清水ヶ根 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字清水ケ根４０８８－６６
ファミリーマート　みよし市東山台 470-0212 愛知県みよし市東山台３２－２
ファミリーマート　みよし三本松 470-0213 愛知県みよし市打越町畦違１４２－１
ファミリーマート　東郷春木 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字上正葉廻間８番地２
ファミリーマート　東名三好インター 470-0207 愛知県みよし市根浦町一丁目１２－２
ファミリーマート　三好上前 470-0213 愛知県みよし市打越町上前５７
ファミリーマート　日進蟹甲 470-0122 愛知県日進市蟹甲町浅間下１１番地２
ファミリーマート　日進東山 470-0116 愛知県日進市東山三丁目１０３番１
ファミリーマート　豊明ほら貝 470-1151 愛知県豊明市前後町螺貝１３８８‐１１
ファミリーマート　豊明榎山 470-1151 愛知県豊明市前後町大狭間１４４７－１１
ファミリーマート　三好陣取山 470-0222 愛知県みよし市東陣取山２１６番地
ファミリーマート　三好保田ケ池 470-0224 愛知県みよし市三好町蜂ヶ池１５番１１
ファミリーマート　東長久手 480-1173 愛知県長久手市富士浦５０２番地
ファミリーマート　長久手蟹原 480-1142 愛知県長久手市蟹原６０６番地
ファミリーマート　長久手南 480-1146 愛知県長久手市片平２丁目１０２番地
ファミリーマート　長久手段之上 480-1162 愛知県長久手市段の上２１０７番地
ファミリーマート　日進三本木町 470-0101 愛知県日進市三本木町一番割２番地１
ファミリーマート　東郷白土 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土１－２２０４
ファミリーマート　長久手グリーンロード 480-1117 愛知県長久手市喜婦嶽１１２
ファミリーマート　東郷山崎 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字山崎８７０－１２
ファミリーマート　日進藤島 470-0102 愛知県日進市藤島町長塚１５番地５
ファミリーマート　豊明鎗ヶ名 470-1151 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名１８７８番地１
ファミリーマート　豊明二村台南 470-1131 愛知県豊明市二村台二丁目１７番１
ファミリーマート　豊明新栄町 470-1154 愛知県豊明市新栄町四丁目１４１番地
ファミリーマート　豊明大久伝東 470-1111 愛知県豊明市大久伝町東２３番２
ファミリーマート　豊明間米東 470-1132 愛知県豊明市間米町鶴根１６３７番２
ファミリーマート　豊明阿野町 470-1142 愛知県豊明市阿野町東阿野２０１番地の１
ファミリーマート　豊明インター 470-1161 愛知県豊明市栄町梶田２１番地
ファミリーマート　フジタモール 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８
ファミリーマート　フジタモール／Ｓ 470-1101 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８
ファミリーマート　長久手武蔵塚 480-1121 愛知県長久手市武蔵塚１４０５番地
ファミリーマート　日進岩根 470-0131 愛知県日進市岩崎町岩根１４０番地
ファミリーマート　長久手公園西 480-1103 愛知県長久手市岩作三ケ峯２番１２８２
ファミリーマート　日進白山 470-0121 愛知県日進市本郷町鴻土１３番地１
ファミリーマート　愛知学院大学前 470-0136 愛知県日進市竹の山一丁目９０８番地１
ファミリーマート　日進岩崎 470-0131 愛知県日進市岩崎町岩根９８－１
ファミリーマート　日進竹の山 470-0136 愛知県日進市竹の山１丁目２７０１　ソアラプラザ１階
ファミリーマート　春日井西本町 486-0958 愛知県春日井市西本町一丁目１番地の１５
ファミリーマート　春日井関田町 486-0826 愛知県春日井市貴船町１６７番
ファミリーマート　春日井大留 487-0024 愛知県春日井市大留町二丁目２番８
ファミリーマート　春日井下条一丁目 486-0923 愛知県春日井市下条町１丁目１番地２
ファミリーマート　神屋団地口 480-0304 愛知県春日井市神屋町字段の上１７４６－１
ファミリーマート　春日井高蔵寺 487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町二丁目３８番地
ファミリーマート　春日井八田町 486-0849 愛知県春日井市八田町七丁目４番地１４
ファミリーマート　如意申町一丁目 486-0918 愛知県春日井市如意申町一丁目１０番地１２
ファミリーマート　高蔵寺駅南口 487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町４－８－６－１
ファミリーマート　春日井鳥居松三丁目 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町三丁目８５番地２
ファミリーマート　春日井松本町 487-0027 愛知県春日井市松本町字下丁田８４４番地
ファミリーマート　春日井高山町 486-0912 愛知県春日井市高山町２丁目１２－８
ファミリーマート　瀬戸紺屋田 489-0035 愛知県瀬戸市紺屋田町２２番地の２
ファミリーマート　瀬戸平町二丁目 489-0916 愛知県瀬戸市平町二丁目１３番地
ファミリーマート　瀬戸みずの坂 489-0909 愛知県瀬戸市みずの坂四丁目１番地
ファミリーマート　瀬戸中水野 489-0005 愛知県瀬戸市中水野町１丁目５０２番地２
ファミリーマート　瀬戸汗干町 489-0801 愛知県瀬戸市汗干町６８番地１
ファミリーマート　瀬戸大坪北 489-0962 愛知県瀬戸市大坪町２３番地の１
ファミリーマート　瀬戸北山 489-0984 愛知県瀬戸市北山町４６番地の１
ファミリーマート　瀬戸石田 489-0951 愛知県瀬戸市石田町１３６番地
ファミリーマート　瀬戸西山町 489-0987 愛知県瀬戸市西山町一丁目４６番地１５
ファミリーマート　瀬戸幡野町 489-0874 愛知県瀬戸市幡野町３３８番地２
ファミリーマート　瀬戸菱野台 489-0887 愛知県瀬戸市菱野台４丁目６
ファミリーマート　瀬戸福元 489-0935 愛知県瀬戸市福元町１５
ファミリーマート　瀬戸南山町 489-0986 愛知県瀬戸市　南山町　２－６４
ファミリーマート　瀬戸小坂町 489-0978 愛知県瀬戸市小坂町８０番地１
ファミリーマート　春日井丁田橋 486-0841 愛知県春日井市南下原町４丁目１６番地２
ファミリーマート　春日井大手橋西 486-0807 愛知県春日井市大手町字甲斐作１２１４番地２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　高森台 487-0032 愛知県春日井市高森台３－１５－５
ファミリーマート　春日井押沢台 487-0005 愛知県春日井市押沢台１丁目７－１２
ファミリーマート　春日井追進町 486-0952 愛知県春日井市追進町１丁目５番地
ファミリーマート　春日井サンマルシェ 487-0011 愛知県春日井市中央台二丁目４番地８
ファミリーマート　春日井如意申町 486-0918 愛知県春日井市如意申町七丁目１３番地２
ファミリーマート　春日井白山 487-0034 愛知県春日井市白山町５丁目１１番地７
ファミリーマート　藤山台 487-0033 愛知県春日井市岩成台九丁目１－１
ファミリーマート　春日井田楽 486-0801 愛知県春日井市上田楽町２１６３番地の４
ファミリーマート　春日井鳥居松八丁目 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町八丁目３４番地１
ファミリーマート　春日井篠木 486-0851 愛知県春日井市篠木町８丁目１番地１３
ファミリーマート　春日井インター東 486-0812 愛知県春日井市大泉寺町４７７
ファミリーマート　春日井大手田酉 486-0806 愛知県春日井市大手田酉町２丁目３番地の１
ファミリーマート　春日井弥生町 486-0838 愛知県春日井市弥生町二丁目４５番地
ファミリーマート　春日井松河戸町 486-0932 愛知県春日井市松河戸町二丁目１番地２
ファミリーマート　春日井小野町三丁目 486-0926 愛知県春日井市小野町三丁目８９番地１
ファミリーマート　朝宮公園前 486-0806 愛知県春日井市大手田酉町一丁目１番地６
ファミリーマート　春日井王子町 486-0834 愛知県春日井市王子町１番
ファミリーマート　味美町 486-0968 愛知県春日井市味美町２丁目４８
ファミリーマート　春日井上条六丁目 486-0833 愛知県春日井市上条町六丁目２５４５番地２
ファミリーマート　瀬戸大坪町 489-0964 愛知県瀬戸市上之山町２丁目２－３
ファミリーマート　パルティせと 489-0044 愛知県瀬戸市栄町４５番地
ファミリーマート　瀬戸東十三塚町 489-0056 愛知県瀬戸市東十三塚町２９
ファミリーマート　星ヶ丘ターミナル 464-0026 愛知県名古屋市千種区井上町８０番地
ファミリーマート　葵 461-0004 愛知県名古屋市東区葵一丁目１９番１９号
ファミリーマート　大幸一丁目 461-0043 愛知県名古屋市東区大幸一丁目５番６号
ファミリーマート　代官町東 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町２７番１０号
ファミリーマート　今池駅前 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山三丁目９番１７号
ファミリーマート　千種ターミナル 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山３丁目２５－６
ファミリーマート　葵北 461-0004 愛知県名古屋市東区葵一丁目４番２７号
ファミリーマート　東外堀町 461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町３３番
ファミリーマート　砂田橋五丁目 461-0045 愛知県名古屋市東区砂田橋五丁目９番１５号
ファミリーマート　藤が丘南 465-0048 愛知県名古屋市名東区藤見が丘１２９番地２
ファミリーマート　千種天満通 464-0095 愛知県名古屋市千種区天満通一丁目６０番地
ファミリーマート　名東平和が丘 465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘三丁目１７番地
ファミリーマート　東山公園駅前 464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通４－９－１
ファミリーマート　茶屋が坂駅前 464-0092 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂一丁目２１１６－１
ファミリーマート　藤が丘駅前 465-0048 愛知県名古屋市名東区藤が丘１４３
ファミリーマート　名東藤が丘 465-0047 愛知県名古屋市名東区小池町１２
ファミリーマート　さくらが丘 464-0025 愛知県名古屋市千種区桜が丘１４番地
ファミリーマート　久屋通 461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目１番３５号ハイエスト久屋ビル１階
ファミリーマート　オアシス２１前 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目１０番３３号
ファミリーマート　千種猫洞通 464-0032 愛知県名古屋市千種区猫洞通一丁目１０番地１
ファミリーマート　名古屋大幸四丁目 461-0043 愛知県名古屋市東区大幸四丁目１３番６号
ファミリーマート　名古屋大学 464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町（宮東町１番）
ファミリーマート　名古屋大学ＩＢ館 464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町１－４
ファミリーマート　泉一丁目 461-0001 愛知県名古屋市東区泉１丁目１４－１　泉久屋サンコービル
ファミリーマート　千種向陽 464-0061 愛知県名古屋市千種区向陽一丁目３番１号
ファミリーマート　名東延珠町 465-0003 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地
ファミリーマート　千種今池五丁目 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池五丁目３番９号
ファミリーマート　名東極楽 465-0053 愛知県名古屋市名東区極楽３－８６－１
ファミリーマート　葵一丁目 461-0004 愛知県名古屋市東区葵１丁目２５番２２号
ファミリーマート　名東照が丘 465-0043 愛知県名古屋市名東区宝が丘１８番
ファミリーマート　千種田代本通四丁目 464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通四丁目１６－１
ファミリーマート　ナゴヤドーム前 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目６番８号
ファミリーマート　名東猪高台 465-0028 愛知県名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番
ファミリーマート　名古屋東大曽根 461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町４９番１０号
ファミリーマート　一社駅北 465-0095 愛知県名古屋市名東区高社二丁目１００－１ホワイトヒルズ一社１Ｆ
ファミリーマート　名東山の手 465-0011 愛知県名古屋市名東区山の手１－１０１
ファミリーマート　千種香流橋 464-0002 愛知県名古屋市千種区香流橋２－３１９
ファミリーマート　昭和檀渓通四丁目 466-0842 愛知県名古屋市昭和区檀渓通四丁目４２番地
ファミリーマート　岩塚駅前 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目３７番地の２
ファミリーマート　塩付通 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通６－８０
ファミリーマート　砂原町 452-0811 愛知県名古屋市西区砂原町４４５番
ファミリーマート　名駅南四丁目 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南４－１０－２７
ファミリーマート　黄金通四丁目 453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通４丁目１４番地
ファミリーマート　名東高針 465-0055 愛知県名古屋市名東区勢子坊一丁目１１１番
ファミリーマート　名東引山 465-0002 愛知県名古屋市名東区引山３丁目２６９
ファミリーマート　名東貴船二丁目 465-0058 愛知県名古屋市名東区貴船２丁目１１０１番
ファミリーマート　名東本通三丁目 465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通３丁目２４－４
ファミリーマート　名東牧の原 465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原２丁目１０９番他
ファミリーマート　梅森坂三丁目 465-0065 愛知県名古屋市名東区梅森坂三丁目２００３番地
ファミリーマート　香流三丁目 465-0005 愛知県名古屋市名東区香流三丁目７１３番地
ファミリーマート　千種汁谷 464-0013 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２
ファミリーマート　千種今池一丁目 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池一丁目１９番１号
ファミリーマート　星が丘元町 464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町１５番１７号
ファミリーマート　今池三丁目 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池三丁目３５０８番地
ファミリーマート　今池南 464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南１６－２７
ファミリーマート　池下駅前 464-0067 愛知県名古屋市千種区池下１－４－１０
ファミリーマート　東山線今池駅 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池４丁目１０番８号先
ファミリーマート　芳野屋東片端 461-0015 愛知県名古屋市東区東片端町４８
ファミリーマート　自由ケ丘 464-0016 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２丁目６－２４
ファミリーマート　千種本山 464-0035 愛知県名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地
ファミリーマート　徳川町 461-0023 愛知県名古屋市東区徳川町１４０３番地
ファミリーマート　明和高校前 461-0011 愛知県名古屋市東区白壁二丁目１番２５号
ファミリーマート　千種春岡二丁目 464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡２丁目２７－１２
ファミリーマート　吹上駅北 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種３丁目２２－１０
ファミリーマート　千種若水 464-0071 愛知県名古屋市千種区若水三丁目６番５号
ファミリーマート　西矢田 461-0040 愛知県名古屋市東区矢田二丁目１２番２６号
ファミリーマート　鏡池通 464-0816 愛知県名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１
ファミリーマート　千種仲田二丁目 464-0074 愛知県名古屋市千種区仲田二丁目３番２３号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　田代本通 464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通２－８
ファミリーマート　都通二丁目 464-0076 愛知県名古屋市千種区豊年町１７番１６号
ファミリーマート　谷口大曽根北 461-0040 愛知県名古屋市東区矢田一丁目１３－３３
ファミリーマート　西志賀町三丁目 462-0058 愛知県名古屋市北区西志賀町三丁目８１番地
ファミリーマート　楠あじま三丁目 462-0014 愛知県名古屋市北区楠味鋺三丁目８０３番地
ファミリーマート　楠一丁目 462-0012 愛知県名古屋市北区楠一丁目１５１８番地の１
ファミリーマート　東あじま三丁目 462-0013 愛知県名古屋市北区東味鋺三丁目６０２番５
ファミリーマート　中あじま三丁目 462-0015 愛知県名古屋市北区中味鋺三丁目４１９番地
ファミリーマート　西あじま二丁目 462-0016 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目１３０番地
ファミリーマート　平安一丁目 462-0819 愛知県名古屋市北区平安一丁目２番２１号
ファミリーマート　金城一丁目 462-0847 愛知県名古屋市北区金城一丁目９番１２号
ファミリーマート　名北平手町一丁目 462-0057 愛知県名古屋市北区平手町一丁目３２
ファミリーマート　名北新沼町 462-0062 愛知県名古屋市北区新沼町１４４番地
ファミリーマート　喜惣治二丁目 462-0065 愛知県名古屋市北区喜惣治二丁目２３
ファミリーマート　守山川村町 463-0097 愛知県名古屋市守山区川村町３７６番地
ファミリーマート　守山一丁目 463-0067 愛知県名古屋市守山区守山一丁目２番２号
ファミリーマート　新守西 463-0069 愛知県名古屋市守山区新守西１６０３番地
ファミリーマート　新守山駅前 463-0071 愛知県名古屋市守山区新守町５０
ファミリーマート　守山川宮町 463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町８１番
ファミリーマート　守山森宮町 463-0096 愛知県名古屋市守山区森宮町５番
ファミリーマート　名古屋松坂町 463-0007 愛知県名古屋市守山区松坂町２１２
ファミリーマート　小幡中一丁目 463-0013 愛知県名古屋市守山区小幡中一丁目３０番１７号
ファミリーマート　ＺＥＮＴ名古屋北 462-0051 愛知県名古屋市北区中切町五丁目５番地
ファミリーマート　吉根住宅前 463-0004 愛知県名古屋市守山区青山台６０３番地
ファミリーマート　会所町北 462-0061 愛知県名古屋市北区会所町１２１番地
ファミリーマート　尾張旭吉岡町 488-0827 愛知県尾張旭市吉岡町一丁目５番１
ファミリーマート　守山本地ヶ原 463-0032 愛知県名古屋市守山区白山３－９０３
ファミリーマート　大森駅南 463-0021 愛知県名古屋市守山区大森四丁目７０６番地
ファミリーマート　守山苗代 463-0045 愛知県名古屋市守山区菱池町１０番５号
ファミリーマート　守山二城 463-0088 愛知県名古屋市守山区鳥神町２６８番地
ファミリーマート　名北辻町二丁目 462-0032 愛知県名古屋市北区辻町二丁目４８番地
ファミリーマート　黒川 462-0842 愛知県名古屋市北区志賀南通１丁目１８番地
ファミリーマート　名城公園北 462-0846 愛知県名古屋市北区名城二丁目２番３０号
ファミリーマート　守山瀬古 463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古１丁目８１９
ファミリーマート　柳原二丁目 462-0845 愛知県名古屋市北区柳原二丁目１５番６号
ファミリーマート　杉村一丁目 462-0835 愛知県名古屋市北区杉村１丁目２４－１１
ファミリーマート　天子田一丁目 463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田一丁目１００２番地
ファミリーマート　守山向台二丁目 463-0036 愛知県名古屋市守山区向台二丁目２２０１番地
ファミリーマート　守山金屋一丁目 463-0072 愛知県名古屋市守山区金屋一丁目９番２８号
ファミリーマート　尾張旭西の野東 488-0804 愛知県尾張旭市西の野町五丁目８５番地
ファミリーマート　天子田四丁目 463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田４丁目１３０１番
ファミリーマート　菱池 463-0042 愛知県名古屋市守山区野萩町１番６５号
ファミリーマート　守山千代田 463-0051 愛知県名古屋市守山区小幡太田１６－７
ファミリーマート　守山下志段味 463-0003 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字上野山１０４０番１５
ファミリーマート　南栄町 488-0046 愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘４１－１
ファミリーマート　守山かねなわて 463-0002 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字曲畷２４６７番地４
ファミリーマート　守山小幡南 463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南１丁目２－１
ファミリーマート　瀬戸街道城前 488-0863 愛知県尾張旭市城前町上大道４１００
ファミリーマート　尾張旭南原山町 488-0066 愛知県尾張旭市南原山町赤土２０１－３
ファミリーマート　尾張旭新居町 488-0074 愛知県尾張旭市新居町明才切４６
ファミリーマート　守山城南町 463-0014 愛知県名古屋市守山区城南町２０－２０
ファミリーマート　大杉三丁目 462-0837 愛知県名古屋市北区大杉三丁目３番１１号
ファミリーマート　志賀本通駅前 462-0854 愛知県名古屋市北区若葉通一丁目１６番１
ファミリーマート　大名古屋ビルヂング 450-6490 愛知県名古屋市中村区名駅３－２８－１２大名古屋ビルヂング地下１階
ファミリーマート　本陣通 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通三丁目４３番地
ファミリーマート　中村名駅東 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１４０５番
ファミリーマート　城西病院前 453-0851 愛知県名古屋市中村区牛田通１丁目３２番地
ファミリーマート　スパイラルタワーズ 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２７－１
ファミリーマート　中村則武二丁目 453-0014 愛知県名古屋市中村区則武二丁目３番２号
ファミリーマート　名駅二丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５－２４
ファミリーマート　千成通 453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通１丁目３３番
ファミリーマート　則武本通 453-0017 愛知県名古屋市中村区則武本通三丁目４２番地１
ファミリーマート　中村大宮町 453-0821 愛知県名古屋市中村区大宮町一丁目４４番
ファミリーマート　中村名駅四丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目３番１０号東海ビル１Ｆ
ファミリーマート　那古野二丁目 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目３番１号
ファミリーマート　岩塚本通一丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目１２番
ファミリーマート　那古野南 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目２５番１４号
ファミリーマート　岩塚本通三丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通３丁目８番
ファミリーマート　横井一丁目 453-0866 愛知県名古屋市中村区横井１丁目１３８番地
ファミリーマート　日比津グランド前 453-0038 愛知県名古屋市中村区猪之越町３丁目６番２１号
ファミリーマート　中村上ノ宮町 453-0043 愛知県名古屋市中村区上ノ宮町一丁目１８番地
ファミリーマート　名古屋西高校前 451-0064 愛知県名古屋市西区名西２丁目９番２３号
ファミリーマート　中小田井公園前 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目２０８番地の１
ファミリーマート　名西康生通 451-0066 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号
ファミリーマート　中村公園北口 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通五丁目１２３番地
ファミリーマート　栄生二丁目 451-0052 愛知県名古屋市西区栄生二丁目２３番２２号
ファミリーマート　名西枇杷島 451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島五丁目２０番２６号
ファミリーマート　名駅南 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２８番２７号
ファミリーマート　マーケットスクエアささしま 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町４丁目６０番１４号
ファミリーマート　名駅五丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅５－４－１４
ファミリーマート　名古屋国際センター／Ｓ 450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野一丁目４７番１号
ファミリーマート　上名古屋四丁目 451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号
ファミリーマート　牛島町 451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町５番２号名駅ＴＫビル１階
ファミリーマート　江向町三丁目 451-0013 愛知県名古屋市西区江向町三丁目４９番
ファミリーマート　菊井一丁目 451-0044 愛知県名古屋市西区菊井１丁目４番６号
ファミリーマート　西原町 452-0848 愛知県名古屋市西区西原町１４７－１
ファミリーマート　貴生町 452-0816 愛知県名古屋市西区貴生町５３番地１
ファミリーマート　庄内通 451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通三丁目１７番地
ファミリーマート　平田小学校前 452-0841 愛知県名古屋市西区城西町５番地
ファミリーマート　鳥見町二丁目 451-0071 愛知県名古屋市西区鳥見町二丁目１３番地１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　名古屋中小田井 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井三丁目１３番地
ファミリーマート　上小田井 452-0816 愛知県名古屋市西区貴生町９０番地
ファミリーマート　名古屋平中町 452-0843 愛知県名古屋市西区平中町１７番地
ファミリーマート　丸野町 452-0835 愛知県名古屋市西区丸野二丁目１３７番地
ファミリーマート　城西二丁目 451-0031 愛知県名古屋市西区城西二丁目４番７号
ファミリーマート　名駅三丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３－４－６
ファミリーマート　太閤通八丁目 453-0811 愛知県名古屋市中村区太閤通八丁目３６番地
ファミリーマート　中村岩上町 453-0847 愛知県名古屋市中村区岩上町８６番地
ファミリーマート　児玉西 451-0066 愛知県名古屋市西区児玉二丁目１８番１号
ファミリーマート　豊国通 453-0834 愛知県名古屋市中村区豊国通１－２
ファミリーマート　岩塚本通五丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通五丁目１８
ファミリーマート　中村森田町 453-0036 愛知県名古屋市中村区森田町１丁目８番３号
ファミリーマート　千成西 453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通五丁目２５番
ファミリーマート　鳥居通 453-0054 愛知県名古屋市中村区鳥居西通一丁目３番地１号
ファミリーマート　中村竹橋町 453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町４番５号
ファミリーマート　名古屋浅間町 451-0035 愛知県名古屋市西区浅間２丁目３－１
ファミリーマート　浅間町駅前 451-0035 愛知県名古屋市西区浅間一丁目２番４号
ファミリーマート　名駅東 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目１１番２１号
ファミリーマート　則武 453-0014 愛知県名古屋市中村区則武２－１５－８
ファミリーマート　円頓寺 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野１－１２－９
ファミリーマート　古渡町 460-0025 愛知県名古屋市中区古渡町１７－１０
ファミリーマート　丸の内大津通 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内３－７－１９
ファミリーマート　伏見駅前 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１丁目５－８
ファミリーマート　名古屋金山二丁目 460-0022 愛知県名古屋市中区金山２－８－４エスポア金山１Ｆ
ファミリーマート　伏見通錦二丁目 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２丁目１６－２５
ファミリーマート　伏見通大須 460-0011 愛知県名古屋市中区大須一丁目８番１９号
ファミリーマート　名古屋千代田 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田４丁目４番２号
ファミリーマート　仁王門通り 460-0011 愛知県名古屋市中区大須２丁目１８番４５号　仁王門ビル
ファミリーマート　矢場町 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目３２－２０
ファミリーマート　豊山和合橋 480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東川４７番地
ファミリーマート　中央市場前 456-0073 愛知県名古屋市熱田区千代田町１番１号
ファミリーマート　豊山中之町 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中之町８８番３
ファミリーマート　津島警察署前 496-0047 愛知県津島市西柳原町二丁目１７番地１
ファミリーマート　一宮大和町 491-0925 愛知県一宮市大和町南高井７番地３
ファミリーマート　弥富子宝 490-1413 愛知県弥富市子宝二丁目９６番地３
ファミリーマート　如意三丁目 462-0007 愛知県名古屋市北区如意３－９８
ファミリーマート　松坂屋名古屋 460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目１６番１号松坂屋名古屋店２階
ファミリーマート　桜通本町 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目２００６番地
ファミリーマート　キング観光若宮大通 460-0008 愛知県名古屋市中区栄五丁目２６番１２号
ファミリーマート　丸の内七間町通 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１５番３４号
ファミリーマート　大須本通 460-0011 愛知県名古屋市中区大須３－２４－３７
ファミリーマート　栄三丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目３－２８
ファミリーマート　伏見通栄 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目９番３０号　栄山吉ビル　１Ｆ
ファミリーマート　名城線矢場町駅 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目３１番１３号先
ファミリーマート　栄一丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１丁目１２番２９号
ファミリーマート　南武平町 460-0008 愛知県名古屋市中区栄五丁目１３番１８号
ファミリーマート　名古屋東新町 460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目６番１５号
ファミリーマート　金山正木橋 460-0024 愛知県名古屋市中区正木三丁目５番１０号
ファミリーマート　名古屋栄一丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目１８番１５号
ファミリーマート　上前津 460-0011 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号
ファミリーマート　名古屋新栄二丁目 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄二丁目５０３番
ファミリーマート　上前津二丁目 460-0013 愛知県名古屋市中区上前津二丁目３０６番３０７番－１
ファミリーマート　栄五丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄五丁目２６－４２
ファミリーマート　広小路錦三丁目 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目２２－２４　ＡＴＳ広小路ビル１階
ファミリーマート　名古屋大須観音 460-0011 愛知県名古屋市中区大須二丁目２２番２８号
ファミリーマート　錦長島町 460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目１０番１８号
ファミリーマート　白川通本町 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目１１番３１号
ファミリーマート　錦二丁目 460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目５－１２
ファミリーマート　錦大津通 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号　太陽生命名古屋第２ビル
ファミリーマート　金山一丁目 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１丁目７－１０　金山名藤ビル
ファミリーマート　九丁堀 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１番２号
ファミリーマート　金山駅北 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１６番８号
ファミリーマート　名古屋広小路伏見 460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目３番３号
ファミリーマート　栄武平通 460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目１６番２１号
ファミリーマート　東別院駅前 460-0021 愛知県名古屋市中区平和一丁目５番４号
ファミリーマート　ミツコシマエ　ヒロバス 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目５番１０号の先
ファミリーマート　大須一丁目 460-0011 愛知県名古屋市中区大須一丁目３４番２４号
ファミリーマート　金山五丁目 460-0022 愛知県名古屋市中区金山５丁目２番３８号
ファミリーマート　名古屋新栄 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄２丁目４８番２５号
ファミリーマート　栄長者町通 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目３－２０
ファミリーマート　名駅桜通 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３－２３－１３
ファミリーマート　金山駅東口 460-0022 愛知県名古屋市中区金山４丁目６－２５
ファミリーマート　丸の内二丁目 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１７番２号
ファミリーマート　白川 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－２５－３３　ヤマジビル
ファミリーマート　名古屋丸の内一丁目 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号
ファミリーマート　新栄一丁目 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄一丁目２６番１２号
ファミリーマート　千種今池南 464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南３２番１６号
ファミリーマート　錦通本町 460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目２０番８号
ファミリーマート　地下鉄高岳駅前 461-0001 愛知県名古屋市東区泉二丁目２７番１４号
ファミリーマート　たちばな 460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町５０６番地１
ファミリーマート　錦三丁目 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－８－１９
ファミリーマート　鶴舞 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田５－２２－２２
ファミリーマート　ナディアパーク前 460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目１３番２４号
ファミリーマート　成田かの里 454-0957 愛知県名古屋市中川区かの里１－６０２
ファミリーマート　中川ときわ 454-0872 愛知県名古屋市中川区万町１０２番地
ファミリーマート　中川好本町 454-0825 愛知県名古屋市中川区好本町１丁目３７番地
ファミリーマート　西中島二丁目 454-0934 愛知県名古屋市中川区西中島二丁目６０９番地
ファミリーマート　打出二丁目 454-0926 愛知県名古屋市中川区打出２－１２
ファミリーマート　名古屋港知多 455-0883 愛知県名古屋市港区知多二丁目２０９番地１
ファミリーマート　新長喜町 462-0036 愛知県名古屋市北区長喜町三丁目１６番地



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　瑠璃光町 462-0866 愛知県名古屋市北区瑠璃光町四丁目１番地の３
ファミリーマート　黒川本通五丁目 462-0026 愛知県名古屋市北区萩野通一丁目４６番地の３
ファミリーマート　守山瀬古一丁目 463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目６０８番地２
ファミリーマート　中村並木 453-0856 愛知県名古屋市中村区並木２丁目２７９
ファミリーマート　中川八田 454-0877 愛知県名古屋市中川区八田町２２０６
ファミリーマート　中川舟戸 454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町１番２１号
ファミリーマート　近鉄烏森駅前 453-0853 愛知県名古屋市中村区牛田通四丁目５番１
ファミリーマート　大治西條 490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字大門先３４番地
ファミリーマート　中川西伏屋 454-0982 愛知県名古屋市中川区西伏屋２丁目１００４
ファミリーマート　大治東條 490-1134 愛知県海部郡大治町大字東條字砂島１３番地
ファミリーマート　中川千音寺 454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字仏供田２９５０番２
ファミリーマート　大治花常 490-1136 愛知県海部郡大治町大字花常字フケ７０番地３
ファミリーマート　大治北間島 490-1132 愛知県海部郡大治町大字北間島字宮東２番地
ファミリーマート　新大治三本木 490-1142 愛知県海部郡大治町大字三本木字堅田１番地の１
ファミリーマート　大治役場南 490-1141 愛知県海部郡大治町大字馬島字西深田９番地
ファミリーマート　中川住宅西 454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地
ファミリーマート　中割一丁目 457-0826 愛知県名古屋市南区中割町一丁目３３番地１
ファミリーマート　金山駅前 456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町１－５－１
ファミリーマート　中村東宿町 453-0063 愛知県名古屋市中村区東宿町１丁目３６
ファミリーマート　中川野田 454-0912 愛知県名古屋市中川区野田１－６６３
ファミリーマート　高辻 466-0054 愛知県名古屋市昭和区円上町２４－１３
ファミリーマート　笠寺駅前 457-0072 愛知県名古屋市南区寺部通１丁目１１－１
ファミリーマート　津島越津柳之内 496-0022 愛知県津島市越津町字柳之内５１番
ファミリーマート　吉津二丁目 454-0981 愛知県名古屋市中川区吉津二丁目２５２３番地
ファミリーマート　外新町四丁目 454-0053 愛知県名古屋市中川区外新町四丁目４３番地
ファミリーマート　神郷町一丁目 454-0046 愛知県名古屋市中川区神郷町一丁目１６番地
ファミリーマート　一宮花池一丁目 491-0914 愛知県一宮市花池一丁目１７－７
ファミリーマート　一宮花池三丁目 491-0914 愛知県一宮市花池三丁目１１番１０号
ファミリーマート　岩倉旭町一丁目 482-0024 愛知県岩倉市旭町一丁目４５番地
ファミリーマート　一宮駅南 491-0912 愛知県一宮市新生１丁目１－５
ファミリーマート　尾張一宮ＰＡ下り 491-0815 愛知県一宮市千秋町塩尻字猫島３０
ファミリーマート　万場大橋 454-0997 愛知県名古屋市中川区万場１－１５０８
ファミリーマート　一色新町 454-0946 愛知県名古屋市中川区一色新町三丁目１３０１番地
ファミリーマート　春田駅南 454-0985 愛知県名古屋市中川区春田三丁目１２７番地
ファミリーマート　刈谷半城土西 448-0816 愛知県刈谷市半城土西町一丁目２０番地１５
ファミリーマート　刈谷野田 448-0803 愛知県刈谷市野田町石仏１９番地１
ファミリーマート　助光二丁目 454-0947 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地
ファミリーマート　中川十一番町 454-0056 愛知県名古屋市中川区十一番町１丁目９番地
ファミリーマート　中川富川町 454-0037 愛知県名古屋市中川区富川町１丁目２
ファミリーマート　尾頭橋通 454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋二丁目１３番１７号
ファミリーマート　豊成団地 454-0803 愛知県名古屋市中川区豊成町１番豊成団地１号棟１０１号室
ファミリーマート　昭和滝川町 466-0826 愛知県名古屋市昭和区滝川町４７番地の７５
ファミリーマート　中川中野本町 454-0047 愛知県名古屋市中川区中野本町二丁目２９番地１
ファミリーマート　東起町一丁目 454-0935 愛知県名古屋市中川区東起町一丁目６７番地
ファミリーマート　東春田一丁目 454-0983 愛知県名古屋市中川区東春田一丁目４５番地
ファミリーマート　長久手西原山 480-1138 愛知県長久手市西原山３８－３
ファミリーマート　辻畑町 454-0827 愛知県名古屋市中川区辻畑町５１番地
ファミリーマート　鶴見通二丁目 457-0807 愛知県名古屋市南区鶴見通二丁目２番地６
ファミリーマート　篠原橋 454-0037 愛知県名古屋市中川区富川町５丁目２－１
ファミリーマート　港築地口 455-0037 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号
ファミリーマート　西福田二丁目 455-0874 愛知県名古屋市港区西福田二丁目１５０８番地の２
ファミリーマート　港築盛 455-0057 愛知県名古屋市港区築盛町４０番地
ファミリーマート　港春田野 455-0873 愛知県名古屋市港区春田野三丁目１２０８
ファミリーマート　港知多 455-0883 愛知県名古屋市港区知多三丁目３０２番地３１７番地（地番）
ファミリーマート　港十一屋 455-0831 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目４４３番１
ファミリーマート　港名四十一屋 455-0834 愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目５０４番地
ファミリーマート　港宝神 455-0832 愛知県名古屋市港区宝神５丁目３００３
ファミリーマート　築地口駅 455-0015 愛知県名古屋市港区港栄四丁目１１１番の２
ファミリーマート　稲永駅前 455-0842 愛知県名古屋市港区稲永１丁目７－１
ファミリーマート　名古屋港 455-0032 愛知県名古屋市港区入船２－３－３
ファミリーマート　港油屋町 455-0815 愛知県名古屋市港区油屋町二丁目５９番地
ファミリーマート　稲永 455-0843 愛知県名古屋市港区錦町３番１４号
ファミリーマート　港宝神二丁目 455-0832 愛知県名古屋市港区宝神２丁目２８０５番地
ファミリーマート　港本宮町 455-0064 愛知県名古屋市港区本宮町８丁目２６番
ファミリーマート　県立武道館前 455-0077 愛知県名古屋市港区小割通二丁目３番地
ファミリーマート　木場 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町９－５２
ファミリーマート　名古屋大磯通 457-0042 愛知県名古屋市南区曽池町三丁目１番地
ファミリーマート　名南白水 457-0818 愛知県名古屋市南区白水町１２番地１
ファミリーマート　粕畠三丁目 457-0052 愛知県名古屋市南区粕畠町３－１９
ファミリーマート　泉楽通 457-0852 愛知県名古屋市南区泉楽通二丁目１０番地
ファミリーマート　笠寺西門 457-0058 愛知県名古屋市南区前浜通７丁目３４
ファミリーマート　中江二丁目 457-0004 愛知県名古屋市南区中江二丁目１０２４番地
ファミリーマート　氷室町 457-0865 愛知県名古屋市南区氷室町２００３番地
ファミリーマート　大江駅前 457-0835 愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町三丁目４１番
ファミリーマート　ちかま通 457-0071 愛知県名古屋市南区千竈通七丁目４番１
ファミリーマート　三条一丁目 457-0866 愛知県名古屋市南区三条一丁目９番１９号
ファミリーマート　名古屋木場町 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町８番地の４７
ファミリーマート　辰巳町 455-0003 愛知県名古屋市港区辰巳町４番８号
ファミリーマート　当知住宅東 455-0804 愛知県名古屋市港区当知三丁目１３０１番地
ファミリーマート　港明正一丁目 455-0806 愛知県名古屋市港区明正一丁目２４番地２
ファミリーマート　港福田 455-0887 愛知県名古屋市港区福田１－２０２
ファミリーマート　港明正 455-0806 愛知県名古屋市港区明正１－２６８
ファミリーマート　港船見 455-0027 愛知県名古屋市港区船見町４７－３
ファミリーマート　ＵＡＣＪ名古屋製造所／Ｓ 455-8670 愛知県名古屋市港区千年三丁目１番１２号（株）ＵＡＣＪ名古屋製造所
ファミリーマート　大同町 457-0811 愛知県名古屋市南区大同町２丁目２９番地１５
ファミリーマート　駈上 457-0007 愛知県名古屋市南区駈上１丁目１１番３１号
ファミリーマート　宮崎通五丁目 457-0003 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号
ファミリーマート　豊生橋南 457-0833 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町１丁目２０番地１
ファミリーマート　名南港東通 457-0834 愛知県名古屋市南区港東通一丁目２８番地
ファミリーマート　港甚兵衛通 455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通５－２０－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　港砂美町 455-0056 愛知県名古屋市港区砂美町１３７－１
ファミリーマート　妙音通 467-0842 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通二丁目４３
ファミリーマート　柵下町 457-0044 愛知県名古屋市南区柵下町２丁目８番地２
ファミリーマート　浜田三丁目 457-0822 愛知県名古屋市南区浜田町三丁目９７番地
ファミリーマート　南陽通六丁目 457-0856 愛知県名古屋市南区南陽通六丁目１番地２９
ファミリーマート　呼続二丁目 457-0014 愛知県名古屋市南区呼続２－２０－２９
ファミリーマート　道徳通二丁目 457-0846 愛知県名古屋市南区道徳通２－２５
ファミリーマート　内田橋 457-0862 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目３９番３４号
ファミリーマート　新赤坪 457-0054 愛知県名古屋市南区砂口町１８番地の１
ファミリーマート　藤前 455-0855 愛知県名古屋市港区藤前１－５０６
ファミリーマート　藤前四丁目 455-0855 愛知県名古屋市港区藤前四丁目９１５番地
ファミリーマート　港金船町 455-0063 愛知県名古屋市港区金船町二丁目１番地の３９
ファミリーマート　港陽一丁目 455-0013 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１１０６番
ファミリーマート　港北駅前 455-0073 愛知県名古屋市港区川西通５丁目５番１
ファミリーマート　港野跡二丁目 455-0845 愛知県名古屋市港区野跡二丁目１９番２
ファミリーマート　港正徳町 455-0075 愛知県名古屋市港区正徳町二丁目６番
ファミリーマート　港入場 455-0803 愛知県名古屋市港区入場２丁目２３０４
ファミリーマート　御器所通三丁目 466-0015 愛知県名古屋市昭和区御器所通三丁目２０番地ＳＴプラザＥＡＳＴ１階
ファミリーマート　熱田伝馬町 456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号
ファミリーマート　昭和狭間町 466-0062 愛知県名古屋市昭和区狭間町３２番地
ファミリーマート　熱田八番二丁目 456-0059 愛知県名古屋市熱田区八番二丁目２０番１３号
ファミリーマート　名古屋塩付通 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通７丁目５３
ファミリーマート　金山駅南口 456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町１丁目４－１
ファミリーマート　コレクトマーク金山駅前 456-0003 愛知県名古屋市熱田区波寄町２４－１４
ファミリーマート　熱田波寄町 456-0003 愛知県名古屋市熱田区波寄町１５０１番地
ファミリーマート　瑞穂弥富通四丁目 467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通四丁目６４番地２
ファミリーマート　瑞穂田光町 467-0828 愛知県名古屋市瑞穂区田光町１丁目１４番地
ファミリーマート　川名駅前 466-0854 愛知県名古屋市昭和区広路通７－２－１
ファミリーマート　熱田六番町 456-0058 愛知県名古屋市熱田区六番３－２－３
ファミリーマート　瑞穂二野町 467-0861 愛知県名古屋市瑞穂区二野町９－１９
ファミリーマート　熱田古新町 456-0064 愛知県名古屋市熱田区古新町１－３５
ファミリーマート　瑞穂弥富通 467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通５－４４
ファミリーマート　瑞穂通二丁目 467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通２丁目１１
ファミリーマート　堀田駅前 467-0841 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町２５１７
ファミリーマート　熱田一番町 456-0053 愛知県名古屋市熱田区一番二丁目４２番５号
ファミリーマート　杁中駅前 466-0833 愛知県名古屋市昭和区隼人町６番地８
ファミリーマート　山下通 467-0062 愛知県名古屋市瑞穂区山下通５－２１
ファミリーマート　熱田花表町 456-0033 愛知県名古屋市熱田区花表町２１－５
ファミリーマート　熱田桜田町 456-0004 愛知県名古屋市熱田区桜田町２０番２７号
ファミリーマート　瑞穂本願寺二丁目 467-0814 愛知県名古屋市瑞穂区本願寺町２丁目２４
ファミリーマート　瑞穂明前町 467-0852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町１６－３
ファミリーマート　熱田切戸町 456-0076 愛知県名古屋市熱田区切戸町２丁目５番地
ファミリーマート　瑞穂牛巻町 467-0863 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町１４番５号
ファミリーマート　荒畑駅前 466-0015 愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目１－１
ファミリーマート　大高 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田２６９番地１
ファミリーマート　大高駅前 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字鶴田５５－２
ファミリーマート　緑浦里四丁目 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里四丁目２３７番
ファミリーマート　天白海老山町 468-0042 愛知県名古屋市天白区海老山町６０７番地
ファミリーマート　原ターミナル 468-0015 愛知県名古屋市天白区原１丁目３０１原ターミナルビル１階
ファミリーマート　名古屋池場 468-0055 愛知県名古屋市天白区池場３丁目１８１３
ファミリーマート　天白島田 468-0056 愛知県名古屋市天白区島田５－６０２－４
ファミリーマート　南大高 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高四丁目４０１番地
ファミリーマート　緑尾崎山 458-0024 愛知県名古屋市緑区尾崎山１丁目５０２
ファミリーマート　天白笹原町 468-0044 愛知県名古屋市天白区笹原町１００７－１
ファミリーマート　緑寅新田 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地１２－１
ファミリーマート　緑篭山西 458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目１丁目５１８
ファミリーマート　緑砂田 458-0807 愛知県名古屋市緑区砂田２丁目１１３
ファミリーマート　緑潮見が丘 458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘１‐７９・８０・８１
ファミリーマート　大高折戸 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字神戸１３－１
ファミリーマート　徳重 458-0815 愛知県名古屋市緑区徳重５－６１２
ファミリーマート　緑境松 458-0820 愛知県名古屋市緑区境松一丁目５１０番地
ファミリーマート　下瀬木 459-8002 愛知県名古屋市緑区森の里一丁目２２９番地
ファミリーマート　緑西大高 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字二番割２４番地
ファミリーマート　大高中川 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字中川３２番地１
ファミリーマート　緑滝ノ水 458-0021 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目８０４
ファミリーマート　鳴子北駅前 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並３丁目５８８
ファミリーマート　緑太鼓田 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字太鼓田２６－１
ファミリーマート　清水山 458-0919 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明３７１１
ファミリーマート　緑鳴海 458-0831 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２
ファミリーマート　緑浦里三丁目 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里三丁目２３５番地
ファミリーマート　大高緑地公園 458-0825 愛知県名古屋市緑区左京山３０３８番地
ファミリーマート　天白元八事 468-0066 愛知県名古屋市天白区元八事一丁目１８５番地
ファミリーマート　天白野並二丁目 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並二丁目３７４番地
ファミリーマート　緑鳴海町山下 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字山下３２－１
ファミリーマート　天白原一丁目 468-0015 愛知県名古屋市天白区原１丁目５１０－１
ファミリーマート　緑浦里 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目８６番地
ファミリーマート　元八事 468-0066 愛知県名古屋市天白区元八事４－１０３
ファミリーマート　八事弥生が岡 468-0062 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１０１番地
ファミリーマート　緑黒沢台一丁目 458-0003 愛知県名古屋市緑区黒沢台一丁目１８０３番地
ファミリーマート　平針住宅 468-0020 愛知県名古屋市天白区平針南１丁目２１１
ファミリーマート　平針駅前 468-0011 愛知県名古屋市天白区平針２－１９０４
ファミリーマート　緑水広 458-0848 愛知県名古屋市緑区水広一丁目３０３番地
ファミリーマート　平針試験場南 468-0020 愛知県名古屋市天白区平針南４丁目１０１番
ファミリーマート　緑諸ノ木 458-0818 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水１７３番地１
ファミリーマート　天白土原 468-0026 愛知県名古屋市天白区土原三丁目１２３８番地
ファミリーマート　緑区緑高校前 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字早稲屋３８番地７
ファミリーマート　緑伝治山 458-0845 愛知県名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１１番地
ファミリーマート　武路町 458-0917 愛知県名古屋市緑区武路町１８０１
ファミリーマート　太子二丁目 458-0823 愛知県名古屋市緑区太子二丁目２５番地
ファミリーマート　大高倉坂 459-8006 愛知県名古屋市緑区倉坂１１１９番地



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　緑花台 459-8005 愛知県名古屋市緑区緑花台７０８
ファミリーマート　有松郷前 458-0926 愛知県名古屋市緑区桶狭間上の山１１０１番地
ファミリーマート　天白こうのす 468-0003 愛知県名古屋市天白区鴻の巣一丁目２４１２番地
ファミリーマート　植田駅前 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田３－８１０ステーションビルＡＳＡＴＯ
ファミリーマート　天白池場一丁目 468-0055 愛知県名古屋市天白区池場一丁目９１１番地１
ファミリーマート　緑徳重 458-0801 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目１１０番地
ファミリーマート　緑敷田 458-0829 愛知県名古屋市緑区鎌倉台二丁目１７１３番地
ファミリーマート　大坪 468-0073 愛知県名古屋市天白区塩釜口２丁目５０７番地
ファミリーマート　植田南一丁目 468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地
ファミリーマート　天白植田一丁目 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田一丁目１５０１番地
ファミリーマート　天白植田山 468-0001 愛知県名古屋市天白区植田山１丁目１６０１
ファミリーマート　天白焼山 468-0002 愛知県名古屋市天白区焼山１丁目５０３番地
ファミリーマート　天白道明町 468-0064 愛知県名古屋市天白区道明町１０２番地
ファミリーマート　西神の倉 458-0809 愛知県名古屋市緑区西神の倉二丁目１０１番地
ファミリーマート　天白高坂 468-0028 愛知県名古屋市天白区島田黒石３０１
ファミリーマート　天白向が丘 468-0012 愛知県名古屋市天白区向が丘三丁目１１０８
ファミリーマート　天白植田東 468-0006 愛知県名古屋市天白区植田東３丁目２０７番地
ファミリーマート　小牧篠岡 485-0804 愛知県小牧市大字池之内字鳶ヶ巣３１９３番地１
ファミリーマート　小牧高根 485-0803 愛知県小牧市高根一丁目３０４番６
ファミリーマート　小牧岩崎一丁目 485-0011 愛知県小牧市岩崎一丁目２２７番地１
ファミリーマート　小牧岩崎 485-0003 愛知県小牧市大字久保一色字金六前３４４７
ファミリーマート　小牧文津 485-0828 愛知県小牧市小松寺三丁目２０９番地
ファミリーマート　小牧原新田 485-0829 愛知県小牧市小牧原三丁目１５８番地
ファミリーマート　新小牧小木 485-0056 愛知県小牧市小木南二丁目４１番地１
ファミリーマート　小牧新町二丁目 485-0013 愛知県小牧市新町二丁目２９８番地
ファミリーマート　小牧桃花台城山 485-0812 愛知県小牧市城山１丁目５－１５
ファミリーマート　小牧上末 485-0822 愛知県小牧市大字上末字森坂下７６７番１
ファミリーマート　小牧入鹿出新田 485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村西６００番地１
ファミリーマート　小牧西之島 485-0077 愛知県小牧市大字西之島字粟戸２０９５－１
ファミリーマート　小牧市民病院 485-0044 愛知県小牧市常普請１丁目２０
ファミリーマート　小牧中宮 485-0037 愛知県小牧市小針二丁目１３２番地の１
ファミリーマート　小牧中央四丁目 485-0029 愛知県小牧市中央四丁目７８番地
ファミリーマート　大口大屋敷一丁目 480-0137 愛知県丹羽郡大口町大屋敷一丁目２１０番地
ファミリーマート　扶桑高雄中郷 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町高雄中郷４５６番５
ファミリーマート　小牧パワーズ 485-0016 愛知県小牧市間々原新田字下新池９７７
ファミリーマート　小牧間々観音前 485-0048 愛知県小牧市間々本町１４１
ファミリーマート　犬山楽田本町 484-0913 愛知県犬山市字鳥屋越１８番３
ファミリーマート　小牧東新町 485-0028 愛知県小牧市東新町１３８番地
ファミリーマート　大口桜橋 480-0132 愛知県丹羽郡大口町秋田１丁目３７０番地２
ファミリーマート　大口中小口 480-0142 愛知県丹羽郡大口町中小口三丁目５８番地の１
ファミリーマート　犬山羽黒栄 484-0893 愛知県犬山市羽黒栄二丁目３２番地２
ファミリーマート　大口余野 480-0146 愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５３８番地
ファミリーマート　犬山善師野 484-0003 愛知県犬山市善師野字馬瀬口２０－９
ファミリーマート　犬山塔野地北 484-0097 愛知県犬山市塔野地北四丁目５番
ファミリーマート　犬山塔野地 484-0094 愛知県犬山市大字塔野地字南ノ切１２１番地２６
ファミリーマート　扶桑高雄 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰３４４番２
ファミリーマート　大口Ｒ４１号 480-0125 愛知県丹羽郡大口町外坪一丁目３６番１
ファミリーマート　犬山清水 484-0077 愛知県犬山市上野清水５０３番地
ファミリーマート　犬山羽黒新田 484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字九右エ門屋敷４番地８
ファミリーマート　犬山前原東 484-0061 愛知県犬山市大字前原字前畑２５番地１２
ファミリーマート　犬山桜海道一丁目 484-0804 愛知県犬山市羽黒桜海道一丁目１０番地８
ファミリーマート　犬山松本町 484-0086 愛知県犬山市松本町四丁目１２０番地
ファミリーマート　扶桑中海道 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道２４０番
ファミリーマート　犬山日の出団地 484-0065 愛知県犬山市五郎丸東四丁目６番地１
ファミリーマート　犬山上野 484-0077 愛知県犬山市上坂町４丁目１１５
ファミリーマート　扶桑町南山名 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字仲畑１５０番地２
ファミリーマート　扶桑柏森 480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏３５５番地１
ファミリーマート　犬山南 484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字皿屋敷９５番地
ファミリーマート　犬山駅東 484-0087 愛知県犬山市中山町二丁目５３番
ファミリーマート　犬山橋爪 484-0076 愛知県犬山市大字橋爪字止々馬木４３番地
ファミリーマート　犬山楽田大橋 484-0924 愛知県犬山市楽田大橋１丁目１５番１
ファミリーマート　小牧スポーツ公園 485-0016 愛知県小牧市大字間々原新田字古天王７３２番地３
ファミリーマート　小牧大草東上 485-0802 愛知県小牧市大字大草字東上２７１８番地６
ファミリーマート　小牧常普請 485-0044 愛知県小牧市常普請二丁目９１番地
ファミリーマート　小牧西島町 485-0078 愛知県小牧市西島町９７番地
ファミリーマート　小牧大草中 485-0802 愛知県小牧市大草中２３６
ファミリーマート　小牧上末東 485-0822 愛知県小牧市大字上末字東山３５９０－１
ファミリーマート　犬山若宮 484-0861 愛知県犬山市字若宮８５番１
ファミリーマート　小牧基地 485-0025 愛知県小牧市春日寺一丁目１番地
ファミリーマート　小牧小木西 485-0057 愛知県小牧市小木西一丁目１０７番地２
ファミリーマート　小牧小針 485-0037 愛知県小牧市小針３－５
ファミリーマート　小牧下小針中島 485-0051 愛知県小牧市下小針中島１丁目１２８番１
ファミリーマート　小牧中央三丁目 485-0029 愛知県小牧市中央３丁目２５０
ファミリーマート　小牧北外山 485-0023 愛知県小牧市大字北外山区画整理内６４街区６
ファミリーマート　小牧三ツ渕 485-0075 愛知県小牧市大字三ッ渕字新田前２２１６番地３
ファミリーマート　小牧新町 485-0013 愛知県小牧市新町３丁目９６
ファミリーマート　一宮ゆぎおろし 491-0011 愛知県一宮市柚木颪字上ケ田２番地２
ファミリーマート　一宮いわと 491-0051 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字西切戸２番地２
ファミリーマート　一宮東五城 494-0008 愛知県一宮市東五城字南田尾４９－３
ファミリーマート　一宮城崎通 491-0866 愛知県一宮市城崎通７丁目２０
ファミリーマート　一宮白旗通 491-0879 愛知県一宮市白旗通４－８
ファミリーマート　一宮木曽川七ノ通り 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田七ノ通り２９６
ファミリーマート　一宮浅野新田 491-0871 愛知県一宮市浅野字新田２０番地１
ファミリーマート　一宮森本 491-0831 愛知県一宮市森本四丁目２－１９
ファミリーマート　一宮若年北 491-0015 愛知県一宮市大赤見字西川垂６９番地１
ファミリーマート　江南東野町 483-8413 愛知県江南市東野町鐘鋳山１８３
ファミリーマート　江南寄木 483-8186 愛知県江南市大海道町中里１４２番２
ファミリーマート　一宮浅井大野 491-0143 愛知県一宮市浅井町大野字杁先２９－１
ファミリーマート　江南赤童子 483-8228 愛知県江南市赤童子町桜道１４
ファミリーマート　一宮千秋 491-0812 愛知県一宮市千秋町芝原１０番地１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　江南飛高町 483-8068 愛知県江南市飛高町本町２００番地
ファミリーマート　江南前野町 483-8054 愛知県江南市前野町南１３７－１
ファミリーマート　一宮千秋佐野 491-0804 愛知県一宮市千秋町佐野字白山１０番地１
ファミリーマート　一宮三ツ井 491-0827 愛知県一宮市三ツ井五丁目１８番２３号
ファミリーマート　江南高屋 483-8066 愛知県江南市高屋町西町１２５番地
ファミリーマート　一宮玉ノ井 493-0004 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１３６番地
ファミリーマート　一宮東浅井 491-0112 愛知県一宮市浅井町東浅井字南ノ下１３８０番地１
ファミリーマート　一宮黒田 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿二の切３５番地１
ファミリーマート　一宮西浅井 491-0113 愛知県一宮市浅井町西浅井字壱本杉１２４番地２
ファミリーマート　一宮今伊勢駅前 491-0057 愛知県一宮市今伊勢町宮後字壱丁野３９－１
ファミリーマート　一宮市民病院前 491-0041 愛知県一宮市文京２丁目４－２２
ファミリーマート　一宮平和二丁目 491-0905 愛知県一宮市平和二丁目１９番１５号
ファミリーマート　木曽川役場前 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田一ノ通り５３番地２
ファミリーマート　一宮北方町 493-8003 愛知県一宮市北方町中島字大道東３７番１
ファミリーマート　一宮玉野 494-0013 愛知県一宮市玉野字中瀬古７番地３
ファミリーマート　一宮伝法寺 491-0828 愛知県一宮市伝法寺四丁目１２番地６
ファミリーマート　一宮明地 494-0012 愛知県一宮市明地字社宮地３７－１
ファミリーマート　一宮定水寺 491-0003 愛知県一宮市春明字神明山３９番３
ファミリーマート　一宮下浅野 491-0871 愛知県一宮市浅野字寺西１６番１［地番］
ファミリーマート　一宮時之島 491-0002 愛知県一宮市時之島字古野９番地１
ファミリーマート　一宮小信中島北 494-0007 愛知県一宮市小信中島字西九反３９番地１
ファミリーマート　一宮三味北 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字三味北４番地１
ファミリーマート　江南後飛保西 483-8386 愛知県江南市後飛保町西町１０８番地１
ファミリーマート　一宮大毛 491-0132 愛知県一宮市大毛字丸田７０番１７０番２７０番３７１番１他１９筆（地番）
ファミリーマート　一宮大和町焼野 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９２－１
ファミリーマート　一宮浅井 491-0105 愛知県一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地
ファミリーマート　一宮馬寄 491-0051 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字福塚前４４番１
ファミリーマート　一宮大宮 491-0044 愛知県一宮市大宮５丁目２
ファミリーマート　森上 495-0011 愛知県稲沢市祖父江町森上本郷九７６－１
ファミリーマート　御器所駅前 466-0027 愛知県名古屋市昭和区阿由知通３丁目２２－３
ファミリーマート　扶桑町 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字定光寺１１６－１
ファミリーマート　真清田神社前 491-0859 愛知県一宮市本町１丁目３－１
ファミリーマート　愛西町方 496-8014 愛知県愛西市町方町新西馬１０番２
ファミリーマート　一宮今伊勢 491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字中町１０番地
ファミリーマート　一宮栄 491-0858 愛知県一宮市栄１丁目８番３
ファミリーマート　一宮北浦町 491-0901 愛知県一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）
ファミリーマート　一宮東口 491-0858 愛知県一宮市栄３丁目２－１４
ファミリーマート　一宮奥町野方 491-0201 愛知県一宮市奥町字野方６６番地１
ファミリーマート　一宮開明 494-0001 愛知県一宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］
ファミリーマート　一宮馬引 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字乾出１６番地
ファミリーマート　甚目寺桜田 490-1111 愛知県あま市甚目寺桜田５４番地
ファミリーマート　甚目寺八尻 490-1111 愛知県あま市甚目寺八尻１０５番地
ファミリーマート　津島宮川 496-0855 愛知県津島市江東町３丁目１８２番地の１
ファミリーマート　枇杷島警察署前 452-0037 愛知県清須市枇杷島駅前東一丁目３番地９
ファミリーマート　津島江西 496-0874 愛知県津島市江西町二丁目６１番地
ファミリーマート　甚目寺平島 490-1114 愛知県あま市下萱津平島１４番地
ファミリーマート　清須学校橋東 452-0962 愛知県清須市春日焼田２９番地１
ファミリーマート　清須二ツ池 452-0961 愛知県清須市春日二ツ池１０４番地
ファミリーマート　清洲丸の内 452-0942 愛知県清須市清洲丸の内１９３０
ファミリーマート　北名古屋片場 481-0002 愛知県北名古屋市片場八瀬の木２４
ファミリーマート　北名古屋二子 481-0013 愛知県北名古屋市二子双葉５２番地１
ファミリーマート　清須西田中松本 452-0933 愛知県清須市西田中松本２５番地１
ファミリーマート　春日西牧 452-0961 愛知県清須市春日西牧前７２番地１
ファミリーマート　岩倉川井町 482-0015 愛知県岩倉市川井町北穴田８７番地
ファミリーマート　岩倉大地新町 482-0025 愛知県岩倉市大地新町三丁目１３番地
ファミリーマート　清洲上条 452-0944 愛知県清須市上条二丁目６番地の１
ファミリーマート　岩倉新柳町 482-0021 愛知県岩倉市新柳町一丁目６番地
ファミリーマート　北名古屋能田 481-0003 愛知県北名古屋市能田引免地５５番地１
ファミリーマート　岩倉駅前 482-0043 愛知県岩倉市本町１－２７－１ルウナジェ岩倉１Ｆ　１号
ファミリーマート　岩倉八剱町 482-0031 愛知県岩倉市八剱町大門出先１８番地５
ファミリーマート　岩倉鈴井町 482-0035 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－１
ファミリーマート　徳重・名古屋芸大駅西 481-0038 愛知県北名古屋市徳重広畑４番地
ファミリーマート　清須桃栄 452-0918 愛知県清須市桃栄三丁目１１９番地
ファミリーマート　津島神守 496-0011 愛知県津島市莪原町字宮東１４４番地２
ファミリーマート　清須春日 452-0962 愛知県清須市春日中沼２７番地
ファミリーマート　清須阿原 452-0901 愛知県清須市阿原星の宮１４８番地１
ファミリーマート　あま丹波 490-1224 愛知県あま市丹波西切６番地１
ファミリーマート　七宝町遠島 497-0002 愛知県あま市七宝町遠島新開１５２番地１
ファミリーマート　津島市民病院前 496-0038 愛知県津島市橘町３丁目３９－１　２
ファミリーマート　七宝伊福橋 497-0006 愛知県あま市七宝町下之森二之坪１番地１
ファミリーマート　津島駅 496-0802 愛知県津島市錦町１－２
ファミリーマート　津島牛田町 496-0018 愛知県津島市牛田町字角田３３番地１
ファミリーマート　清洲御園 452-0931 愛知県清須市一場御園７３９番地１
ファミリーマート　津島越津町 496-0022 愛知県津島市越津町字梅之木３９番地の１
ファミリーマート　あま市役所東 490-1222 愛知県あま市木田沼東切６４番地１
ファミリーマート　北名古屋石橋 481-0046 愛知県北名古屋市石橋白目１１番地
ファミリーマート　北名古屋清水 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田清水８９番地１
ファミリーマート　北名古屋熊之庄 481-0006 愛知県北名古屋市熊之庄西出１番１
ファミリーマート　北名古屋中之郷 481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺天神５番地
ファミリーマート　北名古屋九之坪 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪長堀１２７番地
ファミリーマート　岩倉東町藤塚 482-0041 愛知県岩倉市東町藤塚１４７番地
ファミリーマート　西春 481-0033 愛知県北名古屋市西之保深坪１３－１
ファミリーマート　津島唐臼 496-0026 愛知県津島市唐臼町柳原５０番地３
ファミリーマート　西春西之保 481-0033 愛知県北名古屋市西之保棒地３５番地
ファミリーマート　美和高校前 490-1211 愛知県あま市篠田藤東７番２
ファミリーマート　北名古屋神ノ戸 481-0033 愛知県北名古屋市西之保神ノ戸１３４番地
ファミリーマート　北名古屋六ツ師 481-0001 愛知県北名古屋市六ツ師大島３８番１
ファミリーマート　岩倉曽野町 482-0033 愛知県岩倉市曽野町隅田８１番地
ファミリーマート　清須宮前 452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前二丁目１７
ファミリーマート　北名古屋道下 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田道下６番地



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　清須落合 452-0961 愛知県清須市春日落合３８番地
ファミリーマート　北名古屋鹿田国門地 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田国門地３９番地２
ファミリーマート　北名古屋徳重杁ノ口 481-0038 愛知県北名古屋市徳重杁ノ口１番地１
ファミリーマート　清須西市場 452-0941 愛知県清須市西市場四丁目１１－１１
ファミリーマート　蟹江源氏四丁目 497-0055 愛知県海部郡蟹江町源氏四丁目５９番
ファミリーマート　稲沢一色下方 492-8365 愛知県稲沢市一色下方町２９８番地
ファミリーマート　稲沢祖父江大牧 495-0014 愛知県稲沢市祖父江町大牧郷中１４番地１
ファミリーマート　蟹江学戸 497-0050 愛知県海部郡蟹江町学戸二丁目８番地
ファミリーマート　稲沢祖父江中屋敷 495-0001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中屋敷５０番地３
ファミリーマート　蟹江インター北 497-0051 愛知県海部郡蟹江町北新田三丁目６１番地２
ファミリーマート　愛西北一色 496-0905 愛知県愛西市北一色町昭和３０１－３
ファミリーマート　蟹江須成北 497-0031 愛知県海部郡蟹江町大字須成字上惣作２２３０番地３
ファミリーマート　飛島竹之郷 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷一丁目８３番地１
ファミリーマート　飛島ＴＳ 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷７丁目８５番
ファミリーマート　名四弥富 498-0046 愛知県弥富市三好五丁目１番地１２
ファミリーマート　名四飛島 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷６丁目１３９
ファミリーマート　飛島木場二丁目 490-1444 愛知県海部郡　飛島村木場二丁目９２
ファミリーマート　弥富操出 498-0061 愛知県弥富市操出３丁目２６番地１
ファミリーマート　佐屋駅西 496-0902 愛知県愛西市須依町須賀割２１０８番地８
ファミリーマート　愛西内佐屋町 496-0903 愛知県愛西市内佐屋町五反田９３番地１
ファミリーマート　弥富駅前 498-0026 愛知県弥富市鯏浦町西前新田５５番地の１
ファミリーマート　弥富平島中 498-0032 愛知県弥富市平島中四丁目１４４番
ファミリーマート　尾張大橋東 498-0014 愛知県弥富市五明町築留２０４３－３３
ファミリーマート　蟹江本町 497-0034 愛知県海部郡蟹江町本町８丁目９４番地
ファミリーマート　祖父江五ツ屋 495-0022 愛知県稲沢市祖父江町甲新田五ツ屋８５番地１
ファミリーマート　蟹江新田 497-0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字大海用３１番地１
ファミリーマート　稲沢天池北 492-8277 愛知県稲沢市天池牧作町６８番地２
ファミリーマート　稲沢大里 492-8185 愛知県稲沢市日下部西町二丁目７１番地７
ファミリーマート　稲沢高重 492-8424 愛知県稲沢市高重東町４６番１
ファミリーマート　稲沢子生和神明町 492-8102 愛知県稲沢市子生和神明町９０番２
ファミリーマート　稲沢稲島東 492-8230 愛知県稲沢市稲島東三丁目９番２
ファミリーマート　稲沢長野 492-8142 愛知県稲沢市長野４丁目１０２
ファミリーマート　佐織諏訪 496-8011 愛知県愛西市諏訪町中杁２８６番地１
ファミリーマート　愛西大野町 496-0922 愛知県愛西市大野町郷西２００番２
ファミリーマート　蟹江城 497-0040 愛知県海部郡蟹江町城四丁目３２３番地
ファミリーマート　弥富２３号 498-0051 愛知県弥富市狐地１丁目４１－３
ファミリーマート　稲沢西尾張中央道 492-8448 愛知県稲沢市北麻績町三反地３６番１
ファミリーマート　富吉駅前 497-0058 愛知県海部郡蟹江町富吉四丁目８９番
ファミリーマート　愛西勝幡 496-8001 愛知県愛西市勝幡町河畔５１
ファミリーマート　稲沢横地 492-8266 愛知県稲沢市横地四丁目６４番地
ファミリーマート　稲沢北島五丁目 492-8410 愛知県稲沢市北島五丁目９５番地１
ファミリーマート　稲沢平和平池 490-1315 愛知県稲沢市平和町平池大畑１０番地２
ファミリーマート　稲沢祖父江馬飼 495-0036 愛知県稲沢市祖父江町馬飼東馬飼１４８番地２
ファミリーマート　愛西古瀬 496-8004 愛知県愛西市古瀬町村前７２番２
ファミリーマート　佐織勝幡 496-8001 愛知県愛西市勝幡町駅東２２番地２
ファミリーマート　稲沢大矢町 492-8412 愛知県稲沢市大矢町地蔵堂７５番地
ファミリーマート　稲沢長束 492-8167 愛知県稲沢市長束町青木田６６番地
ファミリーマート　六輪 490-1323 愛知県稲沢市平和町嫁振２７８－４
ファミリーマート　稲沢平和町 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南１８１－４
ファミリーマート　稲沢松下 492-8208 愛知県稲沢市松下二丁目１番３０
ファミリーマート　稲沢下津西三丁目 492-8082 愛知県稲沢市下津下町西３丁目４８
ファミリーマート　愛西佐織庁舎前 496-8011 愛知県愛西市諏訪町郷西４８４番地１
ファミリーマート　稲沢前田 492-8217 愛知県稲沢市稲沢町前田１３４番３
ファミリーマート　稲沢祖父江曲 495-0001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江曲１３３番地１
ファミリーマート　愛西日置 496-0906 愛知県愛西市日置町下河田１２０－５
ファミリーマート　近鉄弥富駅南 498-0026 愛知県弥富市鯏浦町西前新田１６番地１
ファミリーマート　勝川駅北 486-0931 愛知県春日井市松新町１丁目４　ルネック１Ｆ
ファミリーマート　豊田ヴィッツ 471-0025 愛知県豊田市西町５－５
ファミリーマート　藤田医科大学病院Ａ棟 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８藤田医科大学病院Ａ棟　地下１階
ファミリーマート　常滑古社 479-0043 愛知県常滑市字古社１番地
ファミリーマート　阿久比植大 470-2216 愛知県知多郡阿久比町大字植大字植深田３８番２
ファミリーマート　大府追分 474-0027 愛知県大府市追分町六丁目４００番地
ファミリーマート　安城桜井小学校北 444-1162 愛知県安城市小川町三日三升街区１６５　１他３筆
ファミリーマート　知立上重原本郷 472-0026 愛知県知立市上重原町本郷２０６－２
ファミリーマート　豊橋東岩田二丁目 440-0033 愛知県豊橋市東岩田二丁目２３番地３
ファミリーマート　豊川四ツ谷町 442-0839 愛知県豊川市四ツ谷町三丁目６９番１
ファミリーマート　豊川八幡町 442-0857 愛知県豊川市八幡町豊川西部土地区画整理１１５街区４
ファミリーマート　音羽蒲郡インター 441-0203 愛知県豊川市長沢町矢倉下９８番１
ファミリーマート　豊橋飯村北三丁目 440-0834 愛知県豊橋市飯村北３丁目１９－１４
ファミリーマート　上郷ＳＡ上り 470-1205 愛知県豊田市永覚町上長根４－１
ファミリーマート　上郷ＳＡ下り 470-1205 愛知県豊田市永覚町百間圦１－４
ファミリーマート　豊田福受町 470-1214 愛知県豊田市福受町下ノ切１１２番地８
ファミリーマート　岡崎柱六丁目 444-0837 愛知県岡崎市柱六丁目６番地３
ファミリーマート　尾張一宮ＰＡ上り 491-0826 愛知県一宮市丹陽町三ツ井字東金浦２７０９
ファミリーマート　一宮北園通 491-0854 愛知県一宮市北園通四丁目１１番地
ファミリーマート　地下鉄金山 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１７番１８号　ループ金山地下２
ファミリーマート　ループ金山 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１７番１８号　ループ金山１階
ファミリーマート　中川押元町 454-0841 愛知県名古屋市中川区押元町一丁目２９番地４
ファミリーマート　津島橘町 496-0038 愛知県津島市橘町四丁目７０番地
ファミリーマート　甚目寺萱津 490-1113 愛知県あま市中萱津足川３９
ファミリーマート　あま桂 497-0004 愛知県あま市七宝町桂下り戸２４番地１
ファミリーマート　瑞穂浮島町 467-0854 愛知県名古屋市瑞穂区浮島町１６番３２号
ファミリーマート　小牧下小針 485-0051 愛知県小牧市下小針中島三丁目２１０番地の５
ファミリーマート　桜本町駅前 457-0005 愛知県名古屋市南区桜台１丁目１－２３
ファミリーマート　名南本地通三丁目 457-0074 愛知県名古屋市南区本地通三丁目１８番地の１
ファミリーマート　江南江森町東 483-8042 愛知県江南市江森町東２２５番１
ファミリーマート　大口竹田二丁目 480-0147 愛知県丹羽郡大口町竹田二丁目８７番地
ファミリーマート　小牧池之内陣配 485-0804 愛知県小牧市大字池之内字陣配１８３０番地５
ファミリーマート　昭和塩付通一丁目 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通１－２０－２
ファミリーマート　瑞穂汐路町 467-0003 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町２－７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　地下鉄平安通 462-0807 愛知県名古屋市北区御成通一丁目１番地３
ファミリーマート　天白一つ山 468-0033 愛知県名古屋市天白区一つ山３丁目１－１
ファミリーマート　名東牧の里二丁目 465-0068 愛知県名古屋市名東区牧の里２－７０１
ファミリーマート　東山線藤が丘駅 465-0032 愛知県名古屋市名東区藤が丘１６３番地
ファミリーマート　東山線星ヶ丘駅 464-0026 愛知県名古屋市千種区井上町８５番１号先
ファミリーマート　豊田市駅 471-0026 愛知県豊田市若宮町１丁目－３５
ファミリーマート　西春駅 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪南町１番地
ファミリーマート　ヨリマチＦＵＳＨＩＭＩ改札内 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２丁目１６番２４号先
ファミリーマート　ヨリマチＦＵＳＨＩＭＩ南 460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目１６番２４号先
ファミリーマート　知立駅北 472-0037 愛知県知立市栄２丁目６０
ファミリーマート　栄町駅 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１２番地先
ファミリーマート　名鉄病院 451-0052 愛知県名古屋市西区栄生２丁目２６－１１
ファミリーマート　名鉄名古屋駅下りホーム 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目２番１号　名古屋駅構内
ファミリーマート　小幡駅 463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南１丁目２１番２１号
ファミリーマート　名古屋市役所西 460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番１号名古屋市役所西庁舎内
ファミリーマート　名鉄大曽根駅 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南５丁目２番６号
ファミリーマート　名鉄一宮駅 491-0912 愛知県一宮市新生１丁目１－１
ファミリーマート　知多半田駅 475-0857 愛知県半田市広小路町１５０－６
ファミリーマート　柏森駅 480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森天神１番地
ファミリーマート　名鉄金山駅上りホーム 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目１－１８
ファミリーマート　名鉄金山駅下りホーム 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目１－１８
ファミリーマート　犬山駅 484-0081 愛知県犬山市大字犬山富士見町１４
ファミリーマート　江南駅 483-8213 愛知県江南市古知野町　朝日２８０
ファミリーマート　名古屋市役所東 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番１号名古屋市役所東庁舎内地下１階
ファミリーマート　地下鉄伏見駅北 460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目１６番２４号先
ファミリーマート　名鉄名古屋駅上りホーム 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２－１名鉄名古屋駅構内
ファミリーマート　セントレアホテルプラザ 479-0881 愛知県常滑市セントレア１丁目－１中部国際空港駅
ファミリーマート　名鉄バスセンター 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２－４　名鉄バスターミナルビル
ファミリーマート　太田川駅 477-0031 愛知県東海市大田町後田５２
ファミリーマート　中部国際空港駅 479-0881 愛知県常滑市セントレア１丁目１番地中部国際空港駅構内
ファミリーマート　東岡崎駅 444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町４丁目７０
ファミリーマート　神宮前駅 456-0032 愛知県名古屋市熱田区三本松町１８－１　名鉄神宮前駅
ファミリーマート　名鉄鳴海駅 458-0831 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田１番地の３
ファミリーマート　名鉄大同町駅 457-0811 愛知県名古屋市南区大同町３丁目１番地１
ファミリーマート　近鉄名古屋駅地下改札内中央450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地下改札内
ファミリーマート　近鉄名古屋駅１番ホーム前450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地下改札内
ファミリーマート　近鉄名古屋駅地上改札外 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地上改札外
ファミリーマート　近鉄蟹江駅 497-0033 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町１１丁目３００番
ファミリーマート　サンロード 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番２５号先　サンロード地下街
ファミリーマート　近鉄伏屋駅 454-0996 愛知県名古屋市中川区伏屋２丁目２８－１１
ファミリーマート　刈谷市かりがね 448-0011 愛知県刈谷市築地町１丁目９番地１１
ファミリーマート　四日市高浜町 510-0026 三重県四日市市高浜町２－１７
ファミリーマート　ＴＢＬＳ四日市 512-0906 三重県四日市市山之一色町８００番地
ファミリーマート　四日市上海老 512-1201 三重県四日市市上海老町１６３３番地８０
ファミリーマート　ＪＲ四日市駅前 510-0061 三重県四日市市朝日町６番６号
ファミリーマート　近鉄四日市駅西 510-0075 三重県四日市市安島１－２－１８三誠ビルディング
ファミリーマート　近鉄四日市駅北 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町１０－５
ファミリーマート　四日市楠町東 510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚１４４６番地１
ファミリーマート　四日市青葉町 510-0839 三重県四日市市青葉町８００番地２９６
ファミリーマート　四日市笹川通り 510-0944 三重県四日市市笹川二丁目１０７番地
ファミリーマート　四日市桜町 512-1211 三重県四日市市桜町８３６９－２
ファミリーマート　高見台 512-1302 三重県四日市市市場町１４－５１
ファミリーマート　名四午起 510-0027 三重県四日市市高浜新町２番２１号
ファミリーマート　四日市小古曽二丁目 510-0958 三重県四日市市小古曽二丁目３１番１１号
ファミリーマート　四日市楠本郷 510-0106 三重県四日市市楠町本郷２８８番地８
ファミリーマート　四日市泊山崎 510-0892 三重県四日市市泊山崎町１番３３号
ファミリーマート　ＪＳＲ四日市 510-0871 三重県四日市市川尻町１００番地ＪＳＲ四日市工場内　魚国総本社
ファミリーマート　四日市東日野 510-0941 三重県四日市市東日野二丁目４番１２号
ファミリーマート　四日市松原町 510-8017 三重県四日市市平町１番１５号
ファミリーマート　四日市鵜の森 510-0072 三重県四日市市九の城町４番２５号
ファミリーマート　四日市日永 510-0886 三重県四日市市日永東三丁目１番２６号
ファミリーマート　四日市西新地 510-0087 三重県四日市市西新地９－１０
ファミリーマート　四日市堀木一丁目 510-0076 三重県四日市市堀木一丁目１番２６号
ファミリーマート　鵜の森二丁目 510-0074 三重県四日市市鵜の森２－９－９
ファミリーマート　四日市川島 512-0934 三重県四日市市川島町字目代４１２４－２
ファミリーマート　四日市東阿倉川 510-0805 三重県四日市市東阿倉川７６２－１
ファミリーマート　四日市城西町 510-0829 三重県四日市市城西町１５番４６号
ファミリーマート　四日市あかつき台北 512-8048 三重県四日市市山城町字高見８８２番地の５０
ファミリーマート　四日市三ツ谷東町 510-0801 三重県四日市市三ツ谷東町７番１７号
ファミリーマート　四日市尾上町 510-0059 三重県四日市市尾上町２０番地１６
ファミリーマート　四日市追分一丁目 510-0882 三重県四日市市追分一丁目１番２５号
ファミリーマート　四日市おごそ東 510-0951 三重県四日市市小古曽東二丁目１番１０号
ファミリーマート　四日市滝川町 510-0034 三重県四日市市滝川町１１番１４号
ファミリーマート　四日市東坂部 512-0904 三重県四日市市東坂部町１５７１番地７
ファミリーマート　四日市三重団地 512-0913 三重県四日市市西坂部町４５５１番地４
ファミリーマート　四日市富士町 510-0013 三重県四日市市富士町２番３号
ファミリーマート　四日市東富田 510-8016 三重県四日市市富州原町２番９２号
ファミリーマート　四日市西阿倉川 510-0812 三重県四日市市大字西阿倉川字上野３１１－１
ファミリーマート　四日市采女が丘 510-0953 三重県四日市市釆女が丘一丁目１６番地
ファミリーマート　四日市小杉町 512-0902 三重県四日市市小杉町字東浦１２９３番地１
ファミリーマート　名四川越 510-8124 三重県三重郡川越町大字南福崎字畑新田３４６番地１
ファミリーマート　名四亀須 510-8111 三重県三重郡川越町大字当新田５２５番地１
ファミリーマート　桑名市民会館前 511-0064 三重県桑名市新築町９番地１
ファミリーマート　長島インター 511-1142 三重県桑名市長島町　出口２８６－１
ファミリーマート　桑名江場 511-0836 三重県桑名市江場５６４番地３
ファミリーマート　あさひ向陽台 510-8105 三重県三重郡朝日町向陽台２丁目１６番地１
ファミリーマート　桑名市あこお 511-0934 三重県桑名市大字赤尾字屋敷１２５番地２
ファミリーマート　朝日町おぶけ 510-8102 三重県三重郡朝日町大字小向９３９番地１
ファミリーマート　名四桑名長島町 511-1137 三重県桑名市長島町福吉５１５番地２
ファミリーマート　桑名増田 511-0853 三重県桑名市大字増田字馬渕５９７－７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　桑名播磨 511-0862 三重県桑名市大字播磨２４５０
ファミリーマート　桑名西別所 511-0851 三重県桑名市西別所３５２－３
ファミリーマート　桑名駅前 511-0068 三重県桑名市中央町１－６９－１
ファミリーマート　桑名東インター 511-0807 三重県桑名市大字西汰上字弥平田４６１－１
ファミリーマート　国一川越町 510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色２６９－１
ファミリーマート　桑名東野 511-0834 三重県桑名市大字大福６７２番地１
ファミリーマート　東員町六把野 511-0242 三重県員弁郡東員町大字六把野新田２１－１
ファミリーマート　東員城山 511-0233 三重県員弁郡東員町城山一丁目３９
ファミリーマート　東員町中上 511-0254 三重県員弁郡東員町大字中上５１５番地１
ファミリーマート　桑名芳ヶ崎 511-0944 三重県桑名市大字芳ケ崎１２８１番地
ファミリーマート　菰野町福村 510-1234 三重県三重郡菰野町大字福村字南起３６番地４
ファミリーマート　員弁町宇野 511-0206 三重県いなべ市員弁町大字宇野字下外面３３－４
ファミリーマート　いなべ大安町 511-0281 三重県いなべ市大安町門前２４３４番地１１
ファミリーマート　東員町笹尾 511-0251 三重県員弁郡東員町大字山田３０８１－１
ファミリーマート　いなべ藤原 511-0512 三重県いなべ市藤原町志礼石新田６番地２
ファミリーマート　いなべ大安いしぐれ 511-0264 三重県いなべ市大安町石槫東２８２２番地２
ファミリーマート　大安町門前 511-0281 三重県いなべ市大安町門前１３６２番地
ファミリーマート　菰野小学校南 510-1233 三重県三重郡菰野町菰野２６２８－１
ファミリーマート　桑名中央通 511-0068 三重県桑名市中央町４－３８
ファミリーマート　菰野桜野 510-1233 三重県三重郡菰野町大字菰野字桜野２３４９番１
ファミリーマート　東員町鳥取 511-0241 三重県員弁郡東員町大字鳥取１６７２番地の１
ファミリーマート　菰野八風橋 510-1311 三重県三重郡菰野町大字永井字西川原３０８６番地３
ファミリーマート　東員ながふけ 511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字東山２１７０番地１
ファミリーマート　菰野福村 510-1234 三重県三重郡菰野町大字福村字高木８９７
ファミリーマート　菰野永井 510-1311 三重県三重郡菰野町大字永井３２９９
ファミリーマート　いなべＲ３６５ 511-0223 三重県いなべ市員弁町北金井２０２７－１
ファミリーマート　菰野町千草 510-1251 三重県三重郡菰野町大字千草８１５５－２
ファミリーマート　菰野町田光 510-1324 三重県三重郡菰野町大字田光３８６－１
ファミリーマート　桑名陽だまりの丘 511-0862 三重県桑名市陽だまりの丘二丁目２４０９番地
ファミリーマート　桑名安永東 511-0839 三重県桑名市大字安永１３３８番地２
ファミリーマート　桑名ニュータウン 511-0862 三重県桑名市陽だまりの丘８丁目１０１
ファミリーマート　木曽岬町 498-0813 三重県桑名郡木曽岬町大字富田子３１９番地
ファミリーマート　長島長徳 511-1133 三重県桑名市長島町横満蔵字長徳５４８番３
ファミリーマート　長島町松ケ島 511-1122 三重県桑名市長島町松ケ島３５３－３
ファミリーマート　桑名赤尾 511-0934 三重県桑名市大字赤尾４５１－４
ファミリーマート　桑名安永 511-0839 三重県桑名市大字安永１３４３－１
ファミリーマート　陽だまりの丘中央 511-0867 三重県桑名市陽だまりの丘八丁目１１０３番地
ファミリーマート　桑名市桑部 511-0923 三重県桑名市大字桑部３３０６番地
ファミリーマート　桑名参宮通 511-0007 三重県桑名市参宮通５７番地１０
ファミリーマート　桑名明竜町 511-0806 三重県桑名市大字東汰上１０８０番地４
ファミリーマート　桑名松の木東 511-0902 三重県桑名市松ノ木一丁目７番地６
ファミリーマート　桑名大山田 511-0904 三重県桑名市野田一丁目７番地１
ファミリーマート　西汰上 511-0807 三重県桑名市大字西汰上４５０番地１
ファミリーマート　桑名多度小山 511-0105 三重県桑名市多度町小山字天王平２４６３番地１
ファミリーマート　北勢麻生田 511-0427 三重県いなべ市北勢町麻生田３５０４－４
ファミリーマート　鈴鹿南玉垣 513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町２２５８番地１
ファミリーマート　鈴鹿桜島二丁目 513-0817 三重県鈴鹿市桜島町二丁目１番地１
ファミリーマート　鈴鹿末広南 513-0853 三重県鈴鹿市末広南三丁目６番１５号
ファミリーマート　鈴鹿インター西 519-0314 三重県鈴鹿市長沢町１２６４－１２
ファミリーマート　鈴鹿一ノ宮 513-0031 三重県鈴鹿市一ノ宮町字別明１３４８
ファミリーマート　鈴鹿山本町 519-0315 三重県鈴鹿市山本町１３－５
ファミリーマート　鈴鹿須賀三丁目 513-0034 三重県鈴鹿市須賀三丁目１３番３２号
ファミリーマート　鈴鹿千代崎 510-0226 三重県鈴鹿市岸岡町３０８７番地の１
ファミリーマート　伊賀上野インター 518-0824 三重県伊賀市守田町４６８番地１
ファミリーマート　伊賀市部 518-0102 三重県伊賀市市部２８１３番地
ファミリーマート　伊賀一之宮インター 518-0002 三重県伊賀市千歳２６０－１
ファミリーマート　ゆめが丘西口 518-0823 三重県伊賀市四十九町１６５８－６
ファミリーマート　友生インター 518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町２３０１番１４
ファミリーマート　伊賀佐那具 518-0001 三重県伊賀市佐那具町１５１番地１
ファミリーマート　伊賀服部 518-0007 三重県伊賀市服部町３３２番地１
ファミリーマート　伊賀青山町 518-0226 三重県伊賀市阿保１７９番地１
ファミリーマート　末広町 513-0851 三重県鈴鹿市末広東１－３２
ファミリーマート　鈴鹿太陽の街 510-0263 三重県鈴鹿市郡山町字西高山２００１番地２０
ファミリーマート　鈴鹿中江島町 510-0236 三重県鈴鹿市中江島町１４番８号
ファミリーマート　鈴鹿平田二丁目 513-0844 三重県鈴鹿市平田２丁目６番５号
ファミリーマート　鈴鹿住吉 513-0826 三重県鈴鹿市住吉町下野田５８２６－７
ファミリーマート　鈴鹿寺家 510-0254 三重県鈴鹿市寺家７丁目１２－１１
ファミリーマート　鈴鹿住吉四丁目 513-0826 三重県鈴鹿市住吉四丁目３番１２号
ファミリーマート　鈴鹿サーキット前 513-0824 三重県鈴鹿市道伯町筧田２０６２番地１
ファミリーマート　名阪上柘植インター 519-1402 三重県伊賀市柘植町９８６２番地の１
ファミリーマート　伊賀下柘植 519-1412 三重県伊賀市下柘植４番地
ファミリーマート　鈴鹿庄野町 513-0831 三重県鈴鹿市庄野町３番３３号
ファミリーマート　伊賀阿山 518-1311 三重県伊賀市馬田１４９０番地
ファミリーマート　鈴鹿御薗町 510-0261 三重県鈴鹿市御薗町４４４６
ファミリーマート　亀山羽若 519-0164 三重県亀山市羽若町５３７－３
ファミリーマート　亀山みずきが丘 519-0181 三重県亀山市みずきが丘９－３
ファミリーマート　中瀬インター 518-0809 三重県伊賀市西明寺字天王９４０番１
ファミリーマート　鈴鹿小田 513-0007 三重県鈴鹿市小田町４５６番地の３
ファミリーマート　国１関宿 519-1107 三重県亀山市関町木崎１７９５番地３
ファミリーマート　鈴鹿おかだ 513-0027 三重県鈴鹿市岡田三丁目１５番７号
ファミリーマート　鈴鹿ひばりケ丘 510-0226 三重県鈴鹿市岸岡町字大通３３５７
ファミリーマート　亀山能褒野 519-0212 三重県亀山市能褒野町字能褒野８９番９
ファミリーマート　鈴鹿算所 513-0806 三重県鈴鹿市算所３丁目７－２３
ファミリーマート　鈴鹿ホンダ前 513-0826 三重県鈴鹿市住吉１－３４－１３
ファミリーマート　伊賀ゆめが丘 518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘二丁目３番地２
ファミリーマート　亀山野村 519-0165 三重県亀山市野村四丁目３番１３号
ファミリーマート　鈴鹿三宅町 510-0265 三重県鈴鹿市三宅町１０番地
ファミリーマート　亀山インター南 519-0167 三重県亀山市小野町字北谷６７３－１
ファミリーマート　伊賀上野東インター 518-0823 三重県伊賀市四十九町１１２４番地の１
ファミリーマート　亀山栄町 519-0111 三重県亀山市栄町１５０６－４６



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　亀山インター 519-0168 三重県亀山市太岡寺町１１６４－４
ファミリーマート　伊賀予野中央 518-1152 三重県伊賀市予野字森田前９６７２番地
ファミリーマート　伊賀三田 518-0022 三重県伊賀市三田４８１番地１
ファミリーマート　伊賀西明寺南 518-0809 三重県伊賀市西明寺２８７１番地２
ファミリーマート　伊賀上野桑町 518-0842 三重県伊賀市上野桑町１９３３番地
ファミリーマート　青山 518-0221 三重県伊賀市別府５３２－１
ファミリーマート　伊賀三軒家 518-0001 三重県伊賀市長田６０６２－１
ファミリーマート　伊賀下柘植インター 519-1412 三重県伊賀市下柘植字馬場４９９５番地
ファミリーマート　伊賀上野あかもん 518-0873 三重県伊賀市上野丸之内７４番１プラザあかもん１階
ファミリーマート　伊賀壬生野インター 519-1426 三重県伊賀市西之澤字天道２４７６番地
ファミリーマート　キング観光鈴鹿 513-0801 三重県鈴鹿市神戸八丁目２８－３１
ファミリーマート　鈴鹿白子町 510-0244 三重県鈴鹿市白子町８１３４番地
ファミリーマート　鈴鹿フラワーロード 519-0321 三重県鈴鹿市深溝町字中林１４３０－１２
ファミリーマート　鈴鹿神戸七丁目 513-0801 三重県鈴鹿市神戸７－１６－２２
ファミリーマート　鈴鹿林崎町 513-0059 三重県鈴鹿市林崎町１０３３－２
ファミリーマート　鈴鹿伊船町 519-0323 三重県鈴鹿市伊船町２８３８－１７
ファミリーマート　鈴鹿南玉垣町 513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町字北箱塚２９７５番３
ファミリーマート　鈴鹿自由ヶ丘 513-1124 三重県鈴鹿市自由ヶ丘１丁目８番２号
ファミリーマート　鈴鹿柳町 513-0811 三重県鈴鹿市柳町１６６２番地４
ファミリーマート　鈴鹿北堀江町 513-0044 三重県鈴鹿市北堀江町２３５番地１
ファミリーマート　鈴鹿寺家五丁目 510-0254 三重県鈴鹿市寺家５丁目８－２２
ファミリーマート　鈴鹿稲生 510-0205 三重県鈴鹿市稲生３－１６－３３
ファミリーマート　鈴鹿秋永 510-0258 三重県鈴鹿市秋永町字蔵久７７６－３
ファミリーマート　鈴鹿三日市 513-0807 三重県鈴鹿市三日市２丁目１１番３号
ファミリーマート　鈴鹿神戸三丁目 513-0801 三重県鈴鹿市神戸３丁目－１８－１０
ファミリーマート　磯山駅前 510-0256 三重県鈴鹿市磯山２－１１－３０
ファミリーマート　名張百合が丘 518-0472 三重県名張市百合が丘東二番町１３２番地の１
ファミリーマート　名張希央台 518-0775 三重県名張市希央台五番町１２２番
ファミリーマート　名張西原町 518-0603 三重県名張市西原町２４３６番地１
ファミリーマート　名張鴻之台 518-0701 三重県名張市鴻之台１番町１８８番
ファミリーマート　桔梗が丘西 518-0753 三重県名張市蔵持町里２４１２－１
ファミリーマート　名張あかめ 518-0735 三重県名張市結馬２３４番地４
ファミリーマート　名張学園山手 518-0441 三重県名張市夏見字上山１６４６番１
ファミリーマート　名張街道南 518-0609 三重県名張市西田原字大野田４５０番地
ファミリーマート　名張松原 518-0732 三重県名張市松原町９４３番地
ファミリーマート　津市美杉町 515-3421 三重県津市美杉町八知５５３５番地１
ファミリーマート　津大門 514-0027 三重県津市大門２７番１号
ファミリーマート　津藤枝東 514-0815 三重県津市藤方１９１２番地３
ファミリーマート　近鉄久居駅前 514-1118 三重県津市久居新町１０２５－１
ファミリーマート　津一志庄村 515-2501 三重県津市一志町庄村４９３番地１
ファミリーマート　大里睦合町 514-0126 三重県津市大里睦合町３１３番地１
ファミリーマート　津小森町 514-0817 三重県津市高茶屋小森町２２１番地
ファミリーマート　榊原温泉口 514-1251 三重県津市榊原町６３番地
ファミリーマート　津栗真中山 514-0103 三重県津市栗真中山町１５５－４
ファミリーマート　芸濃町林 514-2202 三重県津市芸濃町林字曽武２０２３－１
ファミリーマート　津河芸町中瀬 510-0308 三重県津市河芸町中瀬字西山２５１番
ファミリーマート　津駅西 514-0006 三重県津市広明町３６６
ファミリーマート　安濃庁舎東 514-2308 三重県津市安濃町川西字世古１２３９番１他１３筆
ファミリーマート　津市南新町 514-0043 三重県津市南新町７番３１号
ファミリーマート　白山家城 515-3133 三重県津市白山町南家城１４４７番地４
ファミリーマート　津市美里町 514-2105 三重県津市美里町五百野５４０番地２
ファミリーマート　津久居野村 514-1113 三重県津市久居野村町８６０番地１
ファミリーマート　津久居井戸山 514-1114 三重県津市久居井戸山町１２番地
ファミリーマート　津乙部 514-0018 三重県津市大字中河原字城之内２００７
ファミリーマート　津結城神社前 514-0815 三重県津市藤方２２６３番地４
ファミリーマート　津一志町 515-2521 三重県津市一志町井関１２９－２
ファミリーマート　津市忠盛塚前 514-0075 三重県津市片田志袋町２３１６番地
ファミリーマート　津片田 514-0075 三重県津市片田志袋町１２０３－５
ファミリーマート　津城山 514-0818 三重県津市城山一丁目１６－１６
ファミリーマート　津河芸町中別保 510-0305 三重県津市河芸町中別保字貝裏２４６
ファミリーマート　津みなみ 514-0817 三重県津市高茶屋小森町２８９２番地５４
ファミリーマート　久居庄田 514-1255 三重県津市庄田町２３５２番地の１
ファミリーマート　キング観光津 514-0304 三重県津市雲出本郷町２３５番地２
ファミリーマート　津久居北口 514-1105 三重県津市久居北口町５０４番地７
ファミリーマート　久居北口 514-1105 三重県津市久居北口町字野中２－６
ファミリーマート　高茶屋小森 514-0304 三重県津市雲出本郷町１７９９－３
ファミリーマート　津市戸木町 514-1138 三重県津市戸木町７８０４番地
ファミリーマート　津久居アルスプラザ前 514-1136 三重県津市久居東鷹跡町２６１ー２
ファミリーマート　津久居中町 514-1107 三重県津市久居中町１３９－１
ファミリーマート　津駅前 514-0004 三重県津市栄町３－１４２－１
ファミリーマート　津高茶屋 514-0819 三重県津市高茶屋四丁目３６番３３号
ファミリーマート　芸濃グリーンロード 514-2211 三重県津市芸濃町椋本字北豊久野３７０５番地１
ファミリーマート　長岡町 514-0064 三重県津市長岡町字君ヶ口７４２－１
ファミリーマート　津藤方 514-0815 三重県津市藤方字米垣内１２３２
ファミリーマート　津白山町 515-2602 三重県津市白山町二本木７８１－１
ファミリーマート　松阪山室町 515-0052 三重県松阪市山室町２６００番地７
ファミリーマート　松阪中部台 515-0054 三重県松阪市立野町４５１番地４
ファミリーマート　松阪小片野 515-1204 三重県松阪市小片野町１７７番地１
ファミリーマート　大台かわぞえ 519-2428 三重県多気郡大台町粟生５５－２
ファミリーマート　松阪射和町 519-2145 三重県松阪市射和町５７２番地４
ファミリーマート　飯南町粥見 515-1411 三重県松阪市飯南町粥見５１８８番地１
ファミリーマート　大台三瀬谷 519-2404 三重県多気郡大台町佐原５１７番地１
ファミリーマート　紀宝バイパス 519-5713 三重県南牟婁郡紀宝町成川１３７番地４
ファミリーマート　熊野花のいわや 519-4325 三重県熊野市有馬町１８７番地１
ファミリーマート　紀州御浜 519-5204 三重県南牟婁郡御浜町阿田和３３６７番地１
ファミリーマート　おわせ南インター 519-3600 三重県尾鷲市大字南浦１９８０番地１
ファミリーマート　御浜町三軒屋 519-5203 三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７番地１５
ファミリーマート　熊野井戸 519-4324 三重県熊野市井戸町３５８番地の２
ファミリーマート　紀宝鵜殿 519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿７８０番地６０
ファミリーマート　熊野有馬 519-4325 三重県熊野市有馬町５０１４番地



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　明和２３号バイパス 515-0354 三重県多気郡明和町大字行部４３番地
ファミリーマート　松阪五反田 515-0064 三重県松阪市五反田町三丁目１１３７番地２
ファミリーマート　松阪宝塚町 515-0062 三重県松阪市小黒田町１５２３番１
ファミリーマート　松阪本居 515-0045 三重県松阪市駅部田町字小部１３５５－４
ファミリーマート　松阪鎌田町 515-0005 三重県松阪市鎌田町字天神６８２番地１
ファミリーマート　明和大淀 515-0302 三重県多気郡明和町大字大淀字社田１３２番地１
ファミリーマート　松阪黒田町 515-0061 三重県松阪市黒田町１６５０番地４
ファミリーマート　松阪岡本 515-0831 三重県松阪市岡本町２１５－３
ファミリーマート　明和ルート２３号 515-0354 三重県多気郡明和町大字行部字東浦３２０－２
ファミリーマート　尾鷲栄町 519-3618 三重県尾鷲市栄町５番９号
ファミリーマート　みやま相賀 519-3406 三重県北牟婁郡紀北町相賀８３４番地１１
ファミリーマート　紀北西長島 519-3205 三重県北牟婁郡紀北町長島１７１１－１
ファミリーマート　おわせ総合病院前 519-3659 三重県尾鷲市古戸野町２番１１号
ファミリーマート　尾鷲末広町 519-3651 三重県尾鷲市末広町４番２６号
ファミリーマート　尾鷲北インター 519-3658 三重県尾鷲市倉ノ谷町１０８７番２
ファミリーマート　尾鷲中央町 519-3615 三重県尾鷲市中央町５９９番９４
ファミリーマート　紀伊長島インター 519-3204 三重県北牟婁郡紀北町東長島７１１番地４
ファミリーマート　みくも中道 515-2115 三重県松阪市中道町５３７番地３
ファミリーマート　松阪春日町 515-0078 三重県松阪市春日町１丁目１番地
ファミリーマート　みくも 515-2121 三重県松阪市市場庄町字塔田１１６４番１
ファミリーマート　松阪虹が丘 515-0041 三重県松阪市上川町４３２７番地３
ファミリーマート　松阪伊勢寺町 515-0845 三重県松阪市伊勢寺町１００９－５
ファミリーマート　松阪駅部田 515-0045 三重県松阪市駅部田町１０３１番地２
ファミリーマート　松阪湊町 515-0085 三重県松阪市湊町２２４－３
ファミリーマート　三雲柳原 515-2105 三重県松阪市肥留町２１０番地６
ファミリーマート　嬉野下之庄町 515-2354 三重県松阪市嬉野下之庄町１０番地４
ファミリーマート　嬉野中川 515-2321 三重県松阪市嬉野中川町８２６番地
ファミリーマート　嬉野中川新町 515-2325 三重県松阪市嬉野中川新町二丁目１８２番
ファミリーマート　伊勢中川駅前 515-2325 三重県松阪市嬉野中川新町一丁目５２
ファミリーマート　伊勢上地 519-0505 三重県伊勢市小俣町本町９２０番地
ファミリーマート　伊勢一之木北 516-0071 三重県伊勢市一之木五丁目１４番３０号
ファミリーマート　伊勢小俣西 519-0506 三重県伊勢市小俣町湯田７９３番地１
ファミリーマート　おばた明野 519-0501 三重県伊勢市小俣町明野５３４番地２
ファミリーマート　伊勢楠部 516-0014 三重県伊勢市楠部町１６８番地１
ファミリーマート　伊勢小木町 516-0007 三重県伊勢市小木町７１５番地１
ファミリーマート　サニーロード玉城 519-0433 三重県度会郡玉城町勝田３５９１－１６１
ファミリーマート　伊勢赤十字病院 516-0008 三重県伊勢市船江１丁目４７１－２
ファミリーマート　鳥羽赤崎 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽５丁目６－５
ファミリーマート　鳥羽松尾町 517-0042 三重県鳥羽市松尾町２番地
ファミリーマート　大明東町 517-0022 三重県鳥羽市大明東町１９－５
ファミリーマート　志摩磯部 517-0214 三重県志摩市磯部町迫間字向井山１２７０－３７
ファミリーマート　伊勢内宮前 516-0026 三重県伊勢市宇治浦田一丁目９－１１
ファミリーマート　伊勢豊浜 515-0505 三重県伊勢市西豊浜町１７４－９
ファミリーマート　わたらい大野木 516-2101 三重県度会郡度会町葛原字新田６４８番地の５
ファミリーマート　伊勢おばた 519-0503 三重県伊勢市小俣町元町２０２番地１
ファミリーマート　志摩浜島町 517-0404 三重県志摩市浜島町浜島伯母谷１０４６－２
ファミリーマート　志摩和具 517-0703 三重県志摩市志摩町和具８１２番地１
ファミリーマート　南勢五ヶ所 516-0109 三重県度会郡南伊勢町船越２８２６
ファミリーマート　大山田ＰＡ上り 511-0862 三重県桑名市大字播磨字大代１４５５－１７
ファミリーマート　四日市羽津 510-0012 三重県四日市市羽津４３１１－２
ファミリーマート　四日市上海老町 512-1201 三重県四日市市上海老町１９０１－４
ファミリーマート　名四小貝須 511-0841 三重県桑名市大字小貝須１４８番地１
ファミリーマート　日永西四丁目 510-0891 三重県四日市市日永西四丁目１８－２
ファミリーマート　国一うねめ 510-0954 三重県四日市市釆女町３２４０番地
ファミリーマート　鳥羽中央 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽一丁目１番１０号
ファミリーマート　伊勢河崎 516-0009 三重県伊勢市河崎２丁目１－１
ファミリーマート　松阪西黒部 515-0103 三重県松阪市西黒部３６６番地２
ファミリーマート　伊勢新開 516-0802 三重県伊勢市御薗町新開字社前９４１番４
ファミリーマート　近鉄宮町駅前 516-0077 三重県伊勢市宮町二丁目３３８番２
ファミリーマート　近鉄賢島駅改札外 517-0502 三重県志摩市阿児町神明字賢島７４７－１７
ファミリーマート　近鉄鳥羽駅改札外橋上 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽１丁目８－１３
ファミリーマート　近鉄松阪駅改札内橋上 515-0018 三重県松阪市京町１区４３－１
ファミリーマート　近鉄白子駅改札外橋上 510-0241 三重県鈴鹿市白子駅前２２－１
ファミリーマート　近鉄中川駅４番ホーム 515-2325 三重県松阪市嬉野中川新町１丁目９３番地
ファミリーマート　近鉄鈴鹿市駅 513-0801 三重県鈴鹿市神戸１丁目１－１
ファミリーマート　近鉄四日市駅１番ホーム 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６
ファミリーマート　近鉄四日市駅３番ホーム 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６
ファミリーマート　近鉄四日市駅改札内 510-0075 三重県四日市市安島１丁目
ファミリーマート　近鉄四日市駅前ふれあいモール510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６
ファミリーマート　近鉄四日市駅前 510-0075 三重県四日市市安島１丁目３１－１
ファミリーマート　近鉄四日市駅南口 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－６０
ファミリーマート　近鉄桑名駅改札外橋上 511-0811 三重県桑名市大字東方９７
ファミリーマート　ＥＸＰＡＳＡ御在所上り 512-0906 三重県四日市市山之一色町字池の谷口１５６９－２
ファミリーマート　ＥＸＰＡＳＡ御在所下り 512-0906 三重県四日市市山之一色町字乱取口１４９１－２
ファミリーマート　近鉄名張駅 518-0713 三重県名張市平尾２９６１
ファミリーマート　甲西三雲 520-3221 滋賀県湖南市三雲１０７２
ファミリーマート　愛知川東円堂 529-1325 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂２５７７
ファミリーマート　水口牛飼 528-0045 滋賀県甲賀市水口町牛飼２４８４番１
ファミリーマート　大津京駅前 520-0025 滋賀県大津市皇子が丘２－１０－２７
ファミリーマート　皇子が丘公園前 520-0038 滋賀県大津市山上町６－３６
ファミリーマート　大津御殿浜 520-0834 滋賀県大津市御殿浜２２－５
ファミリーマート　南草津二丁目 525-0050 滋賀県草津市南草津二丁目７番地２
ファミリーマート　草津団地前 525-0036 滋賀県草津市草津町１９０３番１
ファミリーマート　守山梅田町 524-0037 滋賀県守山市梅田町１０－３
ファミリーマート　草津野路 525-0058 滋賀県草津市野路東４丁目１７番９号
ファミリーマート　草津橋岡町 525-0065 滋賀県草津市橋岡町４２番１３
ファミリーマート　栗東霊仙寺 520-3035 滋賀県栗東市霊仙寺五丁目５番２０号
ファミリーマート　草津南笠東 525-0071 滋賀県草津市南笠東四丁目３番５号
ファミリーマート　草津追分 525-0047 滋賀県草津市追分四丁目８番１５号
ファミリーマート　野洲川橋 520-2342 滋賀県野洲市野洲２１４番



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　湖南菩提寺 520-3242 滋賀県湖南市菩提寺１４９１－１０２
ファミリーマート　甲西日枝 520-3201 滋賀県湖南市下田２８５７番地の２
ファミリーマート　湖南下田 520-3201 滋賀県湖南市下田５８番１
ファミリーマート　湖南石部南 520-3108 滋賀県湖南市石部南８丁目５番２６号
ファミリーマート　守山播磨田町 524-0012 滋賀県守山市播磨田町字下半上寺１８５番地５
ファミリーマート　野洲冨波 520-2353 滋賀県野洲市久野部８４番地１
ファミリーマート　野洲入町 520-2312 滋賀県野洲市入町１１０－５
ファミリーマート　湖南下田口 520-3201 滋賀県湖南市下田３９５４－２
ファミリーマート　栗東御園 520-3005 滋賀県栗東市御園１８１６
ファミリーマート　彦根賀田山 529-1155 滋賀県彦根市賀田山町１４０５－４
ファミリーマート　彦根金田町 521-1115 滋賀県彦根市金田町１３７番２
ファミリーマート　大津真野 520-0232 滋賀県大津市真野六丁目５番３１号
ファミリーマート　大津今堅田 520-0241 滋賀県大津市今堅田二丁目６番地の４
ファミリーマート　和邇南浜 520-0523 滋賀県大津市和邇南浜１６－２
ファミリーマート　大津西の庄 520-0818 滋賀県大津市西の庄１２－８
ファミリーマート　大津大将軍 520-2145 滋賀県大津市大将軍１丁目８－１０
ファミリーマート　おごと温泉 520-0101 滋賀県大津市雄琴一丁目１６－２７
ファミリーマート　大津におの浜 520-0801 滋賀県大津市におの浜二丁目１番１７号
ファミリーマート　大津唐崎一丁目 520-0106 滋賀県大津市唐崎一丁目６４４番地
ファミリーマート　大津におの浜三丁目 520-0801 滋賀県大津市におの浜３丁目４番６１号
ファミリーマート　大津唐崎 520-0003 滋賀県大津市あかね町２７２－２
ファミリーマート　大将軍一丁目 520-2145 滋賀県大津市大将軍一丁目３番６号
ファミリーマート　大津神領二丁目 520-2132 滋賀県大津市神領２－６８４
ファミリーマート　草津岡本町 525-0044 滋賀県草津市岡本町２２６－１
ファミリーマート　栗東出庭 520-3041 滋賀県栗東市出庭１０５６－２
ファミリーマート　栗東小柿 520-3024 滋賀県栗東市小柿３丁目４－１８
ファミリーマート　妙法寺 527-0024 滋賀県東近江市札の辻２－１４
ファミリーマート　八日市東浜 527-0021 滋賀県東近江市八日市東浜町９０－１
ファミリーマート　日野町松尾 529-1601 滋賀県蒲生郡日野町松尾５丁目８番３
ファミリーマート　米原杉澤 521-0322 滋賀県米原市杉澤６１８番地１
ファミリーマート　多賀大社駅前 522-0341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀字神田１３１９番地
ファミリーマート　彦根川瀬馬場町 522-0223 滋賀県彦根市川瀬馬場町１０９４－１
ファミリーマート　彦根原町 522-0023 滋賀県彦根市原町１８０－３
ファミリーマート　彦根高宮町 522-0201 滋賀県彦根市高宮町２１５１－３
ファミリーマート　長浜大戌亥町 526-0043 滋賀県長浜市大戌亥町１１４４番地
ファミリーマート　米原山東 521-0218 滋賀県米原市志賀谷９１５－１
ファミリーマート　近江八幡鷹飼町 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５３０番地
ファミリーマート　彦根小泉 522-0043 滋賀県彦根市小泉町３８０番地の１
ファミリーマート　彦根開出今 522-0056 滋賀県彦根市開出今町字上流１３７１－４８
ファミリーマート　彦根松原 522-0002 滋賀県彦根市松原町３６４２番地
ファミリーマート　ＥＸＰＡＳＡ多賀下り 522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺６６－３６
ファミリーマート　安曇川西万木 520-1212 滋賀県高島市安曇川町西万木
ファミリーマート　大津雄琴駅前 520-0107 滋賀県大津市雄琴北１丁目２番１６号
ファミリーマート　彦根西今 522-0054 滋賀県彦根市西今町３６８番地の１
ファミリーマート　サカタニ京阪七条 605-0993 京都府京都市東山区七条通本町西入日吉町２２２
ファミリーマート　東郷東山安井 605-0823 京都府京都市東山区東大路松原上ル３下弁天町５２
ファミリーマート　京都タワー前 600-8216 京都府京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町７３０
ファミリーマート　新京極蛸薬師 604-8046 京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師下ル東側町５０８
ファミリーマート　京都一乗寺 606-8151 京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町１番地
ファミリーマート　北山通小山元町 603-8112 京都府京都市北区小山元町２３
ファミリーマート　四条高倉 600-8007 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町６２
ファミリーマート　白川北大路 606-8167 京都府京都市左京区一乗寺樋ノ口町
ファミリーマート　田中御蔭通 606-8223 京都府京都市左京区田中東樋ノ口町５６
ファミリーマート　白川通別当町 606-8275 京都府京都市左京区北白川上別当町７番地２
ファミリーマート　北山栗栖町 603-8435 京都府京都市北区紫竹栗栖町４９番３
ファミリーマート　大宮交通公園前 603-8415 京都府京都市北区紫竹西大門町２８－１
ファミリーマート　宝ヶ池 606-0006 京都府京都市左京区岩倉西五田町２６
ファミリーマート　銀閣寺白川通 606-8412 京都府京都市左京区浄土寺馬場町７－１
ファミリーマート　上桂山田口 615-8271 京都府京都市西京区山田弦馳町１番地１２
ファミリーマート　烏丸仏光寺 600-8413 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６７５番地
ファミリーマート　烏丸綾小路 600-8411 京都府京都市下京区水銀屋町６３７　第五長谷ビル
ファミリーマート　北白川 606-0096 京都府京都市左京区上高野山ノ橋町９－１
ファミリーマート　京都岩倉中町 606-0025 京都府京都市左京区岩倉中町３２４番地
ファミリーマート　大名屋京都北山 603-8083 京都府京都市北区上賀茂向縄手町１９－２
ファミリーマート　下鴨北園町 606-0831 京都府京都市左京区下鴨北園町７１－１１
ファミリーマート　京田辺同志社 610-0332 京都府京田辺市興戸南鉾立９７－１
ファミリーマート　同志社大学 602-8580 京都府京都市上京区新北小路町６０３
ファミリーマート　東大路山端 606-8002 京都府京都市左京区山端大城田町２３－１
ファミリーマート　京田辺同志社（サ） 610-0395 京都府京田辺市興戸南鉾立９７－１
ファミリーマート　紫明通 603-8156 京都府京都市北区小山中溝町３１
ファミリーマート　薬ヒグチ西陣北 602-0093 京都府京都市上京区仲之町４８３－１
ファミリーマート　薬ヒグチ中書島駅前 612-8228 京都府京都市伏見区南新地５７－１２
ファミリーマート　四条室町 600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町８３
ファミリーマート　東山清水坂 605-0862 京都府京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水４丁目１８２番地１８
ファミリーマート　京阪四条駅前 605-0075 京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町２１３
ファミリーマート　西七条名倉町 600-8887 京都府京都市下京区西七条名倉町２７
ファミリーマート　京都西七条 600-8878 京都府京都市下京区西七条　北西野町３９番１
ファミリーマート　御池山ノ内 615-0092 京都府京都市右京区山ノ内宮脇町１８－１
ファミリーマート　嵯峨野宮ノ元町 616-8315 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町２番１
ファミリーマート　ＪＲ太秦駅前 616-8173 京都府京都市右京区太秦上ノ段町１０
ファミリーマート　ヤスイカドノ五条 615-0807 京都府京都市右京区西京極東大丸町３２－２
ファミリーマート　かどの七条 615-0827 京都府京都市右京区西京極南方町７０－１
ファミリーマート　葛野西通 615-0885 京都府京都市右京区西京極午塚町５７番
ファミリーマート　西京極駅前 615-0851 京都府京都市右京区西京極　西池田町９－５　西京極駅前ビル
ファミリーマート　堀川今出川 602-8216 京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町４００番地
ファミリーマート　河原町竹屋町 604-0903 京都府京都市中京区河原町通竹屋町下る指物町３１１番地
ファミリーマート　河原町丸太町 602-0877 京都府京都市上京区河原町通丸太町上る桝屋町３６３番地
ファミリーマート　四条河原町 604-8025 京都府京都市中京区下大阪町３４９－６
ファミリーマート　河原町蛸薬師 604-8033 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９５
ファミリーマート　千本三条 604-8412 京都府京都市中京区西ノ京南聖町１８－２０



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　三条大宮 604-8374 京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町５０番３
ファミリーマート　御池西洞院 604-8277 京都府京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５７８
ファミリーマート　京都堺町御池 604-8106 京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町６７０－１
ファミリーマート　ゼスト御池 604-8091 京都府京都市中京区御池通寺町東入下本能寺前町４９２－１
ファミリーマート　河原町三条 604-8005 京都府京都市中京区恵比須町４３７河原町三条ビル
ファミリーマート　平安女学院前 602-8029 京都府京都市上京区室町通椹木町上る武衛陣町２３８番１
ファミリーマート　三条寺町 604-8082 京都府京都市中京区三条通麩屋町東入弁慶石町６３
ファミリーマート　三条新町 604-8206 京都府京都市中京区新町通姉小路下る町頭町１１５番
ファミリーマート　京都御池通天神 604-8424 京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町１
ファミリーマート　四条木屋町北 604-8015 京都府京都市中京区鍋屋町２２２ツダビルディング
ファミリーマート　桃山御香宮前 612-8037 京都府京都市伏見区桃山町鍋島６
ファミリーマート　烏丸押小路 604-0847 京都府京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル
ファミリーマート　久御山森 613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東３１３番地の１
ファミリーマート　竹田七瀬川 612-8422 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町１５４番地４
ファミリーマート　伏見向島本丸 612-8112 京都府京都市伏見区向島本丸町２番地
ファミリーマート　伏見小栗栖南 601-1462 京都府京都市伏見区小栗栖森本町６番地６
ファミリーマート　伏見深草西浦 612-0029 京都府京都市伏見区深草西浦町８丁目１番地
ファミリーマート　伏見片原町 612-8361 京都府京都市伏見区片原町２９３番２
ファミリーマート　石田森東 601-1439 京都府京都市伏見区石田森東町２７－２
ファミリーマート　京都東インター 607-8067 京都府京都市山科区音羽前田町５０番１５０番５
ファミリーマート　京都駅八条口西 601-8416 京都府京都市南区西九条池ノ内町６０番１
ファミリーマート　阪急西院駅前 615-0012 京都府京都市右京区西院高山寺町１２番３
ファミリーマート　渋谷街道音羽 607-8077 京都府京都市山科区音羽沢町３８－５
ファミリーマート　河原町十条 601-8024 京都府京都市南区東九条東札辻町４番地１
ファミリーマート　伏見墨染 612-0081 京都府京都市伏見区深草大島屋敷町３２番地
ファミリーマート　京阪藤森駅前 612-0025 京都府京都市伏見区深草キトロ町７
ファミリーマート　伏見桃山駅前 612-8083 京都府京都市伏見区京町４丁目１５５－１京阪桃山ビル
ファミリーマート　深草龍大前 612-0022 京都府京都市伏見区深草綿森町３０－１
ファミリーマート　伏見桃山東 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地２５
ファミリーマート　烏丸八条口 601-8002 京都府京都市南区東九条上殿田町４１番地１
ファミリーマート　師団街道深草 612-0004 京都府京都市伏見区深草相深町１９番地１３
ファミリーマート　伏見出羽屋敷 612-0088 京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町２３番地１１
ファミリーマート　西大路駅前 601-8468 京都府京都市南区唐橋西平垣町１番６　１Ｆ
ファミリーマート　西大路九条 601-8329 京都府京都市南区吉祥院清水町３８番
ファミリーマート　唐橋羅城門町 601-8453 京都府京都市南区唐橋羅城門町１３－４
ファミリーマート　吉祥院東砂ノ町 601-8334 京都府京都市南区吉祥院東砂ノ町２６番２７番
ファミリーマート　吉祥院東前田 601-8342 京都府京都市南区吉祥院東前田町３４番地
ファミリーマート　舞鶴七条 625-0050 京都府舞鶴市北浜町１０－６
ファミリーマート　舞鶴北田辺 624-0855 京都府舞鶴市北田辺新蔵１２０－６
ファミリーマート　舞鶴行永 625-0052 京都府舞鶴市行永字永田寺２４４０－１１
ファミリーマート　園部小山西町 622-0043 京都府南丹市園部町小山西町打越２番１
ファミリーマート　西京御陵溝浦 615-8231 京都府京都市西京区御陵溝浦町１９－４
ファミリーマート　亀岡追分町 621-0804 京都府亀岡市追分町藪ノ下１１番５
ファミリーマート　南丹園部内林町 622-0012 京都府南丹市園部町内林町東畑３０－４
ファミリーマート　精華光台 619-0237 京都府相楽郡精華町光台４丁目５６番地の５
ファミリーマート　京田辺興戸 610-0332 京都府京田辺市興戸塚ノ本１４－１
ファミリーマート　精華学研都市 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３
ファミリーマート　宇治槇島一ノ坪 611-0041 京都府宇治市槇島町一ノ坪１７番地１
ファミリーマート　木津駅前 619-0214 京都府木津川市木津池田２０番地８
ファミリーマート　久御山もみいけ 613-0034 京都府久世郡久御山町佐山籾池３６－２
ファミリーマート　富野荘駅前 610-0117 京都府城陽市枇杷庄鹿背田６３－３
ファミリーマート　城陽枇杷庄 610-0117 京都府城陽市枇杷庄大三戸１９－１
ファミリーマート　城陽樋尻 610-0121 京都府城陽市寺田６
ファミリーマート　城陽奈島 610-0116 京都府城陽市奈島川田１３－１
ファミリーマート　市辺南垣内 610-0114 京都府城陽市市辺南垣内５７番地１
ファミリーマート　京田辺三山木 610-0313 京都府京田辺市三山木中央八丁目１０番地１４号
ファミリーマート　城陽平川 610-0101 京都府城陽市平川大将軍９
ファミリーマート　西大路三条 615-0001 京都府京都市右京区西院上今田町２５番地１
ファミリーマート　近鉄大久保駅 611-0031 京都府宇治市広野町西裏８１－２
ファミリーマート　山科三条通 607-8081 京都府京都市山科区竹鼻　外田町２５－３７
ファミリーマート　近鉄京都駅 600-8215 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１　　近鉄京都駅構内
ファミリーマート　近鉄丹波橋駅１番ホーム 612-0072 京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町４５
ファミリーマート　近鉄新田辺駅改札外橋上 610-0361 京都府京田辺市河原食田２－３
ファミリーマート　近鉄京都駅３番ホーム前 600-8215 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１
ファミリーマート　近鉄向島駅改札内橋上 612-8155 京都府京都市伏見区向島東定請１１
ファミリーマート　近鉄新田辺駅前 610-0361 京都府京田辺市河原　食田２－３
ファミリーマート　ナラ本高田 573-0073 大阪府枚方市高田２－２５－１８
ファミリーマート　トヨタくずは牧野 573-1127 大阪府枚方市上島町８－１６
ファミリーマート　枚方藤阪元町 573-0157 大阪府枚方市藤阪元町１丁目１番１６号
ファミリーマート　枚方津田北町 573-0121 大阪府枚方市津田北町２丁目３３－２６
ファミリーマート　ＪＲ藤阪駅前 573-0156 大阪府枚方市藤阪南町三丁目３番１号
ファミリーマート　茨木鮎川五丁目 567-0831 大阪府茨木市鮎川五丁目３番４２号
ファミリーマート　枚方長尾家具町 573-0102 大阪府枚方市長尾家具町３丁目９番地の５
ファミリーマート　枚方招提北町 573-1138 大阪府枚方市招提北町１－２２０５－１
ファミリーマート　高槻大塚町三丁目 569-0034 大阪府高槻市大塚町３－２３－７
ファミリーマート　枚方御殿山 573-1175 大阪府枚方市上野１丁目１番２号
ファミリーマート　枚方西禁野 573-1192 大阪府枚方市西禁野一丁目２－１
ファミリーマート　枚方岡東町 573-0032 大阪府枚方市岡東町１７－３６
ファミリーマート　枚方長尾谷町 573-0164 大阪府枚方市長尾谷町３－１７－１６
ファミリーマート　枚方御殿山駅前 573-1178 大阪府枚方市渚西一丁目４０番１８号
ファミリーマート　南中振三丁目 573-0094 大阪府枚方市南中振３丁目５－１
ファミリーマート　高槻宮田町二丁目 569-1142 大阪府高槻市宮田町２丁目１３番２５号
ファミリーマート　枚方公園駅前 573-0058 大阪府枚方市伊加賀東町２－３７
ファミリーマート　高槻大塚町 569-0034 大阪府高槻市大塚町５－３２－３
ファミリーマート　富田駅南 569-0814 大阪府高槻市富田町三丁目２－２２
ファミリーマート　アクアくずは 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１２－５
ファミリーマート　楠葉中町 573-1107 大阪府枚方市楠葉中町２番１号
ファミリーマート　枚方田口山 573-0001 大阪府枚方市田口山二丁目３２番８号
ファミリーマート　阪急高槻市駅前 569-0071 大阪府高槻市城北町２丁目４番８号　高槻南阪急ビル
ファミリーマート　島本高浜二丁目 618-0012 大阪府三島郡島本町高浜２－２６－２０



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　島本江川 618-0013 大阪府三島郡島本町江川１－２－１５
ファミリーマート　茨木南春日丘 567-0046 大阪府茨木市南春日丘１－６－３４
ファミリーマート　茨木太田二丁目 567-0018 大阪府茨木市太田２－５－１８
ファミリーマート　茨木舟木町 567-0828 大阪府茨木市舟木町２１－７
ファミリーマート　摂津鶴野 566-0035 大阪府摂津市鶴野３丁目５番２３号
ファミリーマート　茨木並木町 567-0892 大阪府茨木市並木町１番１号
ファミリーマート　茨木南目垣 567-0837 大阪府茨木市南目垣一丁目２番３号
ファミリーマート　茨木水尾 567-0891 大阪府茨木市水尾２－１１－５
ファミリーマート　摂津鳥飼上四丁目 566-0062 大阪府摂津市鳥飼上４丁目７－４１
ファミリーマート　茨木鮎川 567-0831 大阪府茨木市鮎川５－２１－５
ファミリーマート　鶴野四丁目 566-0035 大阪府摂津市鶴野４－１２－２１
ファミリーマート　摂津学園町 566-0033 大阪府摂津市学園町１丁目７番５５号
ファミリーマート　大阪府中央卸売市場 567-0853 大阪府茨木市宮島１－１－１
ファミリーマート　茨木竹橋町 567-0815 大阪府茨木市竹橋町１番１号
ファミリーマート　茨木沢良宜浜 567-0864 大阪府茨木市沢良宜浜二丁目４番３号
ファミリーマート　茨木三島中学校南 567-0023 大阪府茨木市西河原一丁目１７番４８号
ファミリーマート　摂津三島 566-0022 大阪府摂津市三島３－５－１３
ファミリーマート　摂津別府 566-0046 大阪府摂津市別府３丁目１９－３
ファミリーマート　ＪＲ千里丘駅西口 566-0001 大阪府摂津市千里丘１丁目４番１１号
ファミリーマート　千里丘北口 566-0011 大阪府摂津市千里丘東１－１１－１３
ファミリーマート　茨木中総持寺町 567-0803 大阪府茨木市中総持寺町４番２号
ファミリーマート　茨木中穂積 567-0034 大阪府茨木市中穂積１丁目２－１２
ファミリーマート　豊中春日町 560-0052 大阪府豊中市春日町４－４－１３
ファミリーマート　石橋駅東 563-0032 大阪府池田市石橋２ー２－１４
ファミリーマート　池田豊島南 563-0035 大阪府池田市豊島南２丁目９－１２
ファミリーマート　能勢町下田 563-0355 大阪府豊能郡能勢町下田１２３－１
ファミリーマート　池田神田 563-0043 大阪府池田市神田１－２３－９
ファミリーマート　池田荘園東 563-0038 大阪府池田市荘園１丁目１２番２８号
ファミリーマート　能勢町栗栖 563-0351 大阪府豊能郡能勢町栗栖５６－５
ファミリーマート　池田住吉一丁目 563-0033 大阪府池田市住吉１－３－８
ファミリーマート　名神豊中インター 561-0843 大阪府豊中市上津島１丁目５番１７号
ファミリーマート　庄内宝町三丁目 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町３－１０－７
ファミリーマート　吹田千里丘北 565-0815 大阪府吹田市千里丘北１－１６
ファミリーマート　吹田長野西 565-0817 大阪府吹田市長野西１１－８
ファミリーマート　吹田千里山高塚 565-0848 大阪府吹田市千里山高塚９－２
ファミリーマート　山田西四丁目 565-0824 大阪府吹田市山田西４－２－６
ファミリーマート　岸部中 564-0002 大阪府吹田市岸部中１－１３－１１
ファミリーマート　吹田山田南 565-0823 大阪府吹田市山田南３０－４
ファミリーマート　万博記念公園 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園１－２０
ファミリーマート　吹田江坂五丁目 564-0063 大阪府吹田市江坂町五丁目１３番２号
ファミリーマート　南吹田一丁目 564-0043 大阪府吹田市南吹田１丁目９番１０号
ファミリーマート　豊津駅前 564-0073 大阪府吹田市山手町２－６－３－１０１
ファミリーマート　吹田五月が丘北 565-0834 大阪府吹田市五月が丘北２２－１４
ファミリーマート　吹田栄通り商店会 564-0028 大阪府吹田市昭和町１０－１８
ファミリーマート　吹田山手町四丁目 564-0073 大阪府吹田市山手町４丁目１３－６
ファミリーマート　江坂町二丁目 564-0063 大阪府吹田市江坂町２丁目１２－４８
ファミリーマート　吹田豊津町 564-0051 大阪府吹田市豊津町５３－１
ファミリーマート　グローバルビレッジ津雲台 565-0862 大阪府吹田市津雲台五丁目１１－３
ファミリーマート　名神吹田インター前 565-0801 大阪府吹田市青葉丘北７－３２
ファミリーマート　吹田山手三丁目 564-0073 大阪府吹田市山手町３－２２－２２
ファミリーマート　吹田青葉丘 565-0802 大阪府吹田市青葉丘南１－３３
ファミリーマート　箕面半町 562-0044 大阪府箕面市半町４丁目１－３１
ファミリーマート　箕面萱野 562-0036 大阪府箕面市船場西一丁目４番４号
ファミリーマート　箕面船場 562-0036 大阪府箕面市船場西３－１－４１
ファミリーマート　吹田垂水町一丁目 564-0062 大阪府吹田市垂水町１－７－６
ファミリーマート　箕面西宿 562-0034 大阪府箕面市西宿１－６－７
ファミリーマート　箕面森町 563-0257 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３
ファミリーマート　箕面粟生外院 562-0025 大阪府箕面市粟生外院二丁目１７－８
ファミリーマート　豊能町余野 563-0219 大阪府豊能郡豊能町余野２１６
ファミリーマート　箕面市役所前 562-0004 大阪府箕面市牧落１－７－２５
ファミリーマート　箕面如意谷 562-0011 大阪府箕面市如意谷１－８－５４
ファミリーマート　小浦中環東大阪 577-0003 大阪府東大阪市稲田三島町３－７１
ファミリーマート　小浦なんばパークス 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２－１０－７０
ファミリーマート　小浦桜川一丁目 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目４番３
ファミリーマート　菅原北公園前 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号
ファミリーマート　鶴見諸口一丁目 538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口１丁目１番８号
ファミリーマート　東淀川瑞光 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光２－９－２７
ファミリーマート　京橋 534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通り２－１４－１７杉本ビル１Ｆ
ファミリーマート　緑橋 537-0022 大阪府大阪市東成区中本１－１１－１３
ファミリーマート　上新庄駅南 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光１丁目１２－３
ファミリーマート　布施駅北 577-0056 大阪府東大阪市長堂１丁目２番１６号
ファミリーマート　勝山北 544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北２丁目１７－１４
ファミリーマート　吹田大橋 564-0034 大阪府吹田市西御旅町１－８
ファミリーマート　佐井寺南が丘 565-0837 大阪府吹田市佐井寺南が丘９－６
ファミリーマート　加美北三丁目 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北３－１－３
ファミリーマート　吹田山田西 565-0824 大阪府吹田市山田西２－７－１６
ファミリーマート　ひょうたん山北 579-8045 大阪府東大阪市本町６－１７
ファミリーマート　守口佐太中町二丁目 570-0002 大阪府守口市佐太中町２－２－２９
ファミリーマート　門真大橋 571-0035 大阪府門真市桑才町１８－２４
ファミリーマート　古川橋駅前 571-0065 大阪府門真市垣内町１－１１　古川橋北ペアビル東館
ファミリーマート　門真宮前町 571-0074 大阪府門真市宮前町１８番２号
ファミリーマート　守口金田町二丁目 570-0011 大阪府守口市金田町２丁目１－２２
ファミリーマート　守口金田町一丁目 570-0011 大阪府守口市金田町１丁目３－１２
ファミリーマート　大日東 570-0015 大阪府守口市梶町１－１９－１
ファミリーマート　四宮小学校前 571-0017 大阪府門真市四宮３－１０－２０
ファミリーマート　佐太中町七丁目 570-0002 大阪府守口市佐太中町七丁目２０－１０
ファミリーマート　関目高殿駅西 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿４－２１－２０
ファミリーマート　中宮 535-0003 大阪府大阪市旭区中宮１－９－１９
ファミリーマート　新森二丁目 535-0022 大阪府大阪市旭区新森２－２４－２２
ファミリーマート　新森三丁目 535-0022 大阪府大阪市旭区新森三丁目１－２０



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　放出東 538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東１－１７－２
ファミリーマート　鶴見二丁目 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見２－１０－１
ファミリーマート　鶴見今津北 538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北三丁目６番１８号
ファミリーマート　土居駅前 570-0066 大阪府守口市梅園町２番３０号
ファミリーマート　大和田駅前 571-0063 大阪府門真市常称寺町１９－１８
ファミリーマート　守口市駅東 570-0038 大阪府守口市河原町２－４
ファミリーマート　清水二丁目 535-0021 大阪府大阪市旭区清水２－４－１８
ファミリーマート　門真柳田町 571-0038 大阪府門真市柳田町１－４
ファミリーマート　門真栄町 571-0047 大阪府門真市栄町２０－１０
ファミリーマート　野中北 532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北２－５－３３
ファミリーマート　豊里 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里２－２５－８
ファミリーマート　西宮原二丁目 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２－７－２９
ファミリーマート　淀川東三国 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国６丁目２５番１０号
ファミリーマート　福町二丁目 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町２－３－１９
ファミリーマート　大阪回生病院前 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原１－７－７
ファミリーマート　新大阪駅北口 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－３６新大阪トラストタワー
ファミリーマート　木川西 532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西４－２－７
ファミリーマート　中島東 555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島１－１－３４
ファミリーマート　姫島四丁目 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島４丁目１５－１２
ファミリーマート　十三本町二丁目 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町２－６－２
ファミリーマート　阪急三国駅西 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高三丁目５番１２号
ファミリーマート　西淀川柏里 555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里２－８－１
ファミリーマート　大和田四丁目 555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田４－２－１４
ファミリーマート　中島一丁目 555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島１－１２－２８
ファミリーマート　武岡小松四丁目 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松４－１１－１０
ファミリーマート　東淀川大桐一丁目 533-0011 大阪府大阪市東淀川区大桐１－１－２４
ファミリーマート　東中島一丁目 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１－６－１４
ファミリーマート　井高野一丁目 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野１－１－３８
ファミリーマート　豊新三丁目 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新３－２６－１６
ファミリーマート　東淀川南江口 533-0003 大阪府大阪市東淀川区南江口２－７－２
ファミリーマート　東三国三丁目 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国３－１０－１７
ファミリーマート　西中島七丁目 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目５－２０
ファミリーマート　西中島南方 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島２丁目１４－８
ファミリーマート　小松変電所前 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松２－１６－４０
ファミリーマート　菅原七丁目 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原７－５－４１
ファミリーマート　淡路四丁目 533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路４ー１３－７
ファミリーマート　豊里七丁目 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里７－３１－２４
ファミリーマート　豊新四丁目 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新４－１７－３６
ファミリーマート　菅原二丁目 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原２－６－１３
ファミリーマート　阪急淡路駅前 533-0023 大阪府大阪市東淀川区東淡路四丁目３３－６
ファミリーマート　東淀川駅北 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目２－１４
ファミリーマート　御幣島二丁目北 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島２丁目３－１３
ファミリーマート　難波千日前通 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３丁目５－１７　北極星ビル
ファミリーマート　日本橋二丁目 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋二丁目１８番１２号
ファミリーマート　アメ村西心斎橋 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１７－３
ファミリーマート　住友ビル 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３住友ビル地下１階
ファミリーマート　ナンバプラザホテル 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１－２０
ファミリーマート　高麗橋四丁目 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目４－６
ファミリーマート　アメ村三角公園前 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１８－６
ファミリーマート　淡路町三丁目 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目５－１３
ファミリーマート　瓦屋町二丁目 542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町２－１６－２
ファミリーマート　島之内二丁目 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２－４－１９
ファミリーマート　島之内中央 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内１丁目１３－１０
ファミリーマート　黒門市場東 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２－１－２４
ファミリーマート　黒門市場前 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目３－８
ファミリーマート　博労町一丁目 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町１－９－４
ファミリーマート　北久宝寺町一丁目 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目４－２
ファミリーマート　南久宝寺町四丁目 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目６－１０　南久宝寺ＦＵＫＵＥ　ＢＬ
ファミリーマート　島之内周防町 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２丁目１－１１
ファミリーマート　西心斎橋二丁目 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目３－１８
ファミリーマート　内久宝寺町四丁目 540-0013 大阪府大阪市中央区内久宝寺町四丁目３－４
ファミリーマート　上本町西一丁目 542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西１－５－１７
ファミリーマート　上町一丁目 540-0005 大阪府大阪市中央区上町１－４－２
ファミリーマート　ホテルロイヤルクラシック大阪542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目３番３
ファミリーマート　エル本町 541-0053 大阪府大阪市中央区本町４丁目７－４
ファミリーマート　スバル森小路 535-0013 大阪府大阪市旭区森小路２－１－１１
ファミリーマート　天六駅前 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東１－１－１
ファミリーマート　天六本庄東 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東１－１０－１６
ファミリーマート　ザロイヤルパークキャンバス大阪541-0041 大阪府大阪市中央区北浜一丁目９－８
ファミリーマート　博労町三丁目 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町３－３－１
ファミリーマート　曽根崎一丁目 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎１－６－１５
ファミリーマート　大阪駅前第四ビル 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号
ファミリーマート　アベノセンタービル 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６アベノセンタービル地下２階
ファミリーマート　グランフロント大阪 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０グランフロント大阪南館９階
ファミリーマート　西九条駅北 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条３－１５－１１
ファミリーマート　ＬＩＮＫＳ　ＵＭＥＤＡ 530-0011 大阪府大阪市北区大深町１－１
ファミリーマート　浪花町 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町１３－１０
ファミリーマート　曽根崎二丁目 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２－３－２
ファミリーマート　中崎南 530-0026 大阪府大阪市北区神山町９－２４
ファミリーマート　ディアモール大阪 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街５号５２８０
ファミリーマート　茶屋町北 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１５－３０
ファミリーマート　中津駅東 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３丁目１７－９　旭ビル
ファミリーマート　中之島五丁目 530-0005 大阪府大阪市北区中之島５丁目３－９２　ルイシャトレ中之島
ファミリーマート　城東中央二丁目 536-0005 大阪府大阪市城東区中央二丁目８番１５号
ファミリーマート　関目一丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目１丁目２－７
ファミリーマート　東中浜四丁目 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜４丁目９番２３号
ファミリーマート　諏訪一丁目 536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪１－１－１１
ファミリーマート　鴫野橋 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西１丁目９－３０
ファミリーマート　東中浜六丁目 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９
ファミリーマート　関目三丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目３－１４－９



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　中本三丁目 537-0022 大阪府大阪市東成区中本三丁目１４－１
ファミリーマート　深江橋駅東 536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪四丁目３番１号
ファミリーマート　緑橋中央大通 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里２－２－２８
ファミリーマート　釣鐘町 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町２－２－１６
ファミリーマート　与力町 530-0036 大阪府大阪市北区与力町７－９
ファミリーマート　内本町西 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２－２８
ファミリーマート　東天満 530-0044 大阪府大阪市北区東天満２丁目９－１　若杉センタービル本館
ファミリーマート　大阪天満宮 530-0044 大阪府大阪市北区東天満１－１１－１３広垣ビル
ファミリーマート　本町橋 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋１－５本町橋タワー１Ｆ
ファミリーマート　常盤町二丁目 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町２丁目３番５号
ファミリーマート　城東鴫野西 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１８－３
ファミリーマート　今福東一丁目 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東１－５－３８
ファミリーマート　城東今福東 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東１丁目１０－２０
ファミリーマート　ツイン２１ 540-0001 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１号　ツイン２１　２階
ファミリーマート　ＯＢＰＫＤＤＩ大阪ビル 540-0001 大阪府大阪市中央区城見２丁目２－７２
ファミリーマート　京橋片町口 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田２－２－１０
ファミリーマート　高倉町二丁目 534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町２－５－１
ファミリーマート　東野田四丁目 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１３－９
ファミリーマート　都島本通三丁目 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通３－１４－１５
ファミリーマート　毛馬町一丁目 534-0001 大阪府大阪市都島区毛馬町１丁目１１－１５
ファミリーマート　善源寺町二丁目 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目３番１９号
ファミリーマート　大東町二丁目 534-0002 大阪府大阪市都島区大東町２－６－１７
ファミリーマート　都島駅前 534-0021 大阪府大阪市都島区本通２－１６－８
ファミリーマート　木村都島 534-0027 大阪府大阪市都島区中野町４－１０－１７
ファミリーマート　都島善源寺町 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目２　セントプレイス大阪
ファミリーマート　都島内代町 534-0013 大阪府大阪市都島区内代町１丁目１－３４
ファミリーマート　都島北通一丁目 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通１丁目１３－３２
ファミリーマート　城東えなみ 536-0006 大阪府大阪市城東区野江２丁目４－９
ファミリーマート　都島北通 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通１－４－２１－１０１
ファミリーマート　都島中通二丁目 534-0022 大阪府大阪市都島区都島中通二丁目２４番４号
ファミリーマート　鶴橋駅北 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋３－１－１９
ファミリーマート　谷町一丁目 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町１－３－１２
ファミリーマート　ＩＭＰ 540-6303 大阪府大阪市中央区城見１－３－７
ファミリーマート　谷町三丁目 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町３－６－７
ファミリーマート　薬ヒグチ京橋 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町５丁目１－１６　大永ビル
ファミリーマート　薬ヒグチ天神橋二丁目 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北－１－２３
ファミリーマート　薬ヒグチ谷町二丁目 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２丁目３－１２　マルイト谷町ビル
ファミリーマート　薬ヒグチＪＲ京橋駅東 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町３丁目４－２０
ファミリーマート　内本町 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町１－３－５
ファミリーマート　京橋駅北口 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目９－２３　晃進ビル
ファミリーマート　阪急中津駅前 531-0071 大阪府大阪市北区中津３丁目５番１号
ファミリーマート　大開四丁目 553-0007 大阪府大阪市福島区大開４－１－１５２
ファミリーマート　波除中央大通 552-0001 大阪府大阪市港区波除２‐４‐８
ファミリーマート　堀田此花 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋３－１３－２０
ファミリーマート　此花島屋 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３
ファミリーマート　安治川口駅西 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋４－２－３
ファミリーマート　島屋三丁目 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋３－５－２１
ファミリーマート　梅香三丁目 554-0013 大阪府大阪市此花区梅香３－３１－１４
ファミリーマート　信濃橋 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町１－１１－７信濃橋三井ビルディング
ファミリーマート　四ツ橋北 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目３番１２号四ツ橋セントラルビル１Ｆ
ファミリーマート　新町二丁目 550-0013 大阪府大阪市西区新町２丁目２０－８
ファミリーマート　朝潮橋駅前 552-0015 大阪府大阪市港区池島１丁目１－１９
ファミリーマート　靱公園前 550-8510 大阪府大阪市西区靱本町１丁目６番１４号
ファミリーマート　新町 550-0013 大阪府大阪市西区新町１－２４－３
ファミリーマート　市岡みなと通 552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町３－１３－１０
ファミリーマート　港晴四丁目 552-0023 大阪府大阪市港区港晴４丁目１５－３
ファミリーマート　築港 552-0021 大阪府大阪市港区築港１丁目１４－２４
ファミリーマート　南堀江四丁目 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２番１号
ファミリーマート　阿波座駅前 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀５丁目１番１１号
ファミリーマート　野田駅前 553-0005 大阪府大阪市福島区野田３－１２－２１西川産業第一ビル
ファミリーマート　京町堀三丁目 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀３丁目８－１３　フドウ京町堀ハイツ
ファミリーマート　江戸堀二丁目 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀２丁目３－３
ファミリーマート　本町駅西 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座１丁目７－１２
ファミリーマート　キューズタウン 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目６番１号ヴィアあべのウォーク１１２
ファミリーマート　田辺 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺３－３－２
ファミリーマート　桑津五丁目 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２
ファミリーマート　桑津一丁目 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号
ファミリーマート　ＪＲ天王寺駅北口 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８－２２　ニッセイ天王寺ビル
ファミリーマート　天王寺駅北口 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０
ファミリーマート　ＭＹＳ我孫子前駅西 558-0032 大阪府大阪市住吉区遠里小野四丁目１０－１２
ファミリーマート　我孫子道駅前 558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘２－３３－１５
ファミリーマート　針中野二丁目 546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野二丁目２番５号
ファミリーマート　駒川中野東 546-0042 大阪府大阪市東住吉区西今川４丁目１０－５
ファミリーマート　今川三丁目 546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川３丁目７－１７
ファミリーマート　長居西二丁目 558-0002 大阪府大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居
ファミリーマート　長居駅西 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目９－１４
ファミリーマート　巽中四丁目 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中４丁目３－１８
ファミリーマート　田島五丁目 544-0011 大阪府大阪市生野区田島５丁目４－２９
ファミリーマート　生野巽西 544-0012 大阪府大阪市生野区巽西２丁目１２－１９
ファミリーマート　巽中三丁目 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中三丁目１５－３
ファミリーマート　天王寺堀越町 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町８－１８
ファミリーマート　阪南町五丁目 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７
ファミリーマート　浪速敷津東 556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目８番１９号
ファミリーマート　泉尾一丁目 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾１－４－４
ファミリーマート　九条駅南 550-0025 大阪府大阪市西区九条南３－１－１８
ファミリーマート　北梅田 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２－３－２３
ファミリーマート　九条 550-0027 大阪府大阪市西区九条１－１３－１２
ファミリーマート　阪急南方駅前 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３－１５－１１
ファミリーマート　南加賀屋二丁目 559-0015 大阪府大阪市住之江区南加賀屋２丁目８番１２号
ファミリーマート　マルハン新世界 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東三丁目４番３６号マルハン新世界ビル１階



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　難波中二丁目 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目５－８
ファミリーマート　日本橋四丁目 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１０－８
ファミリーマート　大正千島 551-0003 大阪府大阪市大正区千島２丁目３－３
ファミリーマート　岸里東二丁目 557-0042 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１
ファミリーマート　山王動物園前 557-0001 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６
ファミリーマート　大正小林西 551-0013 大阪府大阪市大正区小林西１丁目１４番３１号
ファミリーマート　大正駅前 551-0001 大阪府大阪市大正区三軒家西１－２－７
ファミリーマート　大正駅北 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東１丁目２－１０
ファミリーマート　浪速塩草 556-0024 大阪府大阪市浪速区塩草３－７－１０
ファミリーマート　西成松 557-0034 大阪府大阪市西成区松３－１－１
ファミリーマート　寝屋川石津南町 572-0024 大阪府寝屋川市石津南町７－１
ファミリーマート　寝屋川マルハン 572-0026 大阪府寝屋川市石津中町２５番３２号
ファミリーマート　寝屋川三井南 572-0019 大阪府寝屋川市三井南町２３－１７
ファミリーマート　寝屋川香里南之町 572-0084 大阪府寝屋川市香里南之町３６番１２号
ファミリーマート　ＪＲ四条畷駅西口 574-0008 大阪府大東市北新町１８－１
ファミリーマート　川田一丁目 578-0905 大阪府東大阪市川田１丁目１番１４号
ファミリーマート　四條畷雁屋西町 575-0045 大阪府四條畷市雁屋西町４－６
ファミリーマート　きしざわ新石切北 579-8013 大阪府東大阪市西石切町１丁目８－１８
ファミリーマート　石切駅前 579-8011 大阪府東大阪市東石切町４丁目１４－３８
ファミリーマート　東大阪加納 578-0901 大阪府東大阪市加納６丁目６番８号
ファミリーマート　東石切公園前 579-8011 大阪府東大阪市東石切町３丁目９－１７
ファミリーマート　寝屋川寿町 572-0029 大阪府寝屋川市寿町２１番１７号
ファミリーマート　四條畷中野 575-0053 大阪府四條畷市大字中野１１２－１
ファミリーマート　四条畷駅前 574-0001 大阪府大東市学園町３番４号
ファミリーマート　近鉄若江岩田駅前 578-0941 大阪府東大阪市岩田町４丁目３－１７
ファミリーマート　近鉄八戸ノ里駅前 577-0801 大阪府東大阪市小阪３丁目１－１１
ファミリーマート　八戸ノ里駅東 577-0801 大阪府東大阪市小阪３丁目６－１３
ファミリーマート　東大阪布市 579-8004 大阪府東大阪市布市町三丁目５番６４号
ファミリーマート　東大阪鷹殿町 579-8036 大阪府東大阪市鷹殿町２３－４１
ファミリーマート　東大阪菱屋東 578-0948 大阪府東大阪市菱屋東２－１０－１５
ファミリーマート　大東諸福 574-0044 大阪府大東市諸福３丁目１番１５号
ファミリーマート　大東赤井 574-0046 大阪府大東市赤井１丁目３－２２
ファミリーマート　萱島駅前 572-0829 大阪府寝屋川市萱島信和町２１番１６号
ファミリーマート　東大阪西堤 577-0048 大阪府東大阪市西堤西２－３６
ファミリーマート　大東寺川 574-0014 大阪府大東市寺川４－１－９
ファミリーマート　寝屋川点野 572-0077 大阪府寝屋川市点野５丁目７番８号
ファミリーマート　寝屋川池田本町 572-0030 大阪府寝屋川市池田本町１８－３１
ファミリーマート　寝屋川初町 572-0833 大阪府寝屋川市初町２０－７
ファミリーマート　寝屋川黒原橘町 572-0058 大阪府寝屋川市黒原橘町２３番１０
ファミリーマート　四條畷しとみや 575-0042 大阪府四條畷市蔀屋本町１３－１１
ファミリーマート　交野星田 576-0016 大阪府交野市星田６丁目１－３０
ファミリーマート　幾野四丁目 576-0054 大阪府交野市幾野４－１８－５
ファミリーマート　忍ヶ丘駅前 575-0002 大阪府四條畷市岡山３－１－５
ファミリーマート　星田駅東 576-0016 大阪府交野市星田５丁目７番１５号
ファミリーマート　東鴻池 578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町１丁目２－４５
ファミリーマート　菱江一丁目 578-0984 大阪府東大阪市菱江１丁目２９番１８号
ファミリーマート　東大阪箱殿町 579-8038 大阪府東大阪市箱殿町１－７
ファミリーマート　東大阪若江南町 578-0943 大阪府東大阪市若江南町１丁目１－４８
ファミリーマート　東大阪南荘町 579-8024 大阪府東大阪市南荘町３－２０
ファミリーマート　東大阪玉串町西 578-0934 大阪府東大阪市玉串町西３丁目３番３０号
ファミリーマート　東大阪旭町 579-8048 大阪府東大阪市旭町２２－１７
ファミリーマート　近鉄河内花園駅 578-0924 大阪府東大阪市吉田１丁目１３番１２号
ファミリーマート　東花園駅前 578-0924 大阪府東大阪市吉田６丁目１番４８号－１０４号室
ファミリーマート　近鉄布施駅前 577-0056 大阪府東大阪市長堂一丁目１番１７号
ファミリーマート　近鉄河内小阪駅南口 577-0802 大阪府東大阪市小阪本町１丁目４－１
ファミリーマート　俊徳道 577-0808 大阪府東大阪市横沼町３－３－１
ファミリーマート　東大阪衣摺 577-0827 大阪府東大阪市衣摺２丁目１４番６号
ファミリーマート　喜連七丁目 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連７丁目９－２５
ファミリーマート　東大阪楠根 577-0006 大阪府東大阪市楠根１丁目９番１６号
ファミリーマート　大阪商大西 577-0036 大阪府東大阪市御厨栄町１－４－４
ファミリーマート　長田中五丁目 577-0013 大阪府東大阪市長田中５丁目２番１８号
ファミリーマート　東大阪横枕西 578-0956 大阪府東大阪市横枕西１１番３８号
ファミリーマート　東大阪吉田下島 578-0983 大阪府東大阪市吉田下島４番２３号
ファミリーマート　本庄西一丁目 578-0965 大阪府東大阪市本庄西１丁目１番１号
ファミリーマート　東大阪長田中 577-0013 大阪府東大阪市長田中１丁目１－９
ファミリーマート　がちゃぽん菱江 578-0984 大阪府東大阪市菱江四丁目７番２９号
ファミリーマート　東大阪トラックターミナル 578-0953 大阪府東大阪市本庄２－７－１５
ファミリーマート　高井田本通 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通７丁目１－３８
ファミリーマート　八尾春日町 581-0061 大阪府八尾市春日町１丁目８番２８号
ファミリーマート　八尾桜ヶ丘一丁目 581-0869 大阪府八尾市桜ヶ丘１丁目６０２番
ファミリーマート　ＪＲ久宝寺駅前 581-0069 大阪府八尾市龍華町２丁目１番１　坂本ビル３階
ファミリーマート　ＪＲ久宝寺駅北 581-0076 大阪府八尾市南久宝寺３丁目３８番地
ファミリーマート　八尾安中町六丁目 581-0085 大阪府八尾市安中町六丁目１１番３６号
ファミリーマート　萱振町七丁目 581-0834 大阪府八尾市萱振町７丁目５７－３
ファミリーマート　八尾中田一丁目 581-0014 大阪府八尾市中田一丁目６２番地
ファミリーマート　八尾木北二丁目 581-0016 大阪府八尾市八尾木北二丁目１６６番２
ファミリーマート　羽曳野市役所前 583-0857 大阪府羽曳野市誉田３－１６－２０
ファミリーマート　八尾天王寺屋 581-0025 大阪府八尾市天王寺屋７丁目１７番
ファミリーマート　南太子二丁目 581-0056 大阪府八尾市南太子堂２丁目３番１号
ファミリーマート　八尾恩智北町 581-0882 大阪府八尾市恩智北町一丁目５２番
ファミリーマート　柏原本郷三丁目 582-0001 大阪府柏原市本郷３丁目７番５１号
ファミリーマート　八尾木北六丁目 581-0016 大阪府八尾市八尾木北六丁目１６５番地
ファミリーマート　イル・サローネ藤井寺 583-0007 大阪府藤井寺市林二丁目１番１０号
ファミリーマート　イル・サローネ平野／Ｓ 547-0004 大阪府大阪市平野区加美鞍作３丁目２番２７号
ファミリーマート　羽曳野伊賀 583-0876 大阪府羽曳野市伊賀１－１－１１
ファミリーマート　藤井寺北岡 583-0035 大阪府藤井寺市北岡１－５－５
ファミリーマート　羽曳野しまだ病院前 583-0883 大阪府羽曳野市向野３丁目９３－１
ファミリーマート　八尾南小阪合町 581-0019 大阪府八尾市南小阪合町二丁目１番８号
ファミリーマート　八尾高安町 581-0875 大阪府八尾市高安町南七丁目３番
ファミリーマート　八尾郡川 581-0872 大阪府八尾市郡川二丁目６０



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　八尾南本町 581-0081 大阪府八尾市南本町７－４－５
ファミリーマート　八尾緑ケ丘一丁目 581-0837 大阪府八尾市緑ケ丘１丁目１１７番地の１６
ファミリーマート　国分駅西口 582-0025 大阪府柏原市国分西１－１－１７
ファミリーマート　柏原田辺一丁目 582-0024 大阪府柏原市田辺１丁目３番２号
ファミリーマート　羽曳野誉田 583-0857 大阪府羽曳野市誉田７－８９０－２
ファミリーマート　藤井寺野中五丁目 583-0014 大阪府藤井寺市野中五丁目６－５３
ファミリーマート　八尾光町 581-0803 大阪府八尾市光町１丁目５８番地
ファミリーマート　近鉄八尾駅前 581-0802 大阪府八尾市北本町二丁目１番地ペントプラザ八尾２１３号
ファミリーマート　八尾太田新町 581-0039 大阪府八尾市太田新町１－３４３
ファミリーマート　八尾水越 581-0854 大阪府八尾市大竹一丁目１３６番
ファミリーマート　松原三宅中一丁目 580-0046 大阪府松原市三宅中１丁目２－２７
ファミリーマート　堺日置荘原寺 599-8112 大阪府堺市東区日置荘原寺町２９番地の６
ファミリーマート　堺南花田 591-8011 大阪府堺市北区南花田町３０
ファミリーマート　堺百舌鳥陵南町 591-8034 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３丁１６１番地
ファミリーマート　白鷺駅前 599-8107 大阪府堺市東区白鷺町１－２－１２
ファミリーマート　堺南花田町東 591-8011 大阪府堺市北区南花田町３８番地
ファミリーマート　堺中長尾町 591-8044 大阪府堺市北区中長尾町三丁３番１号
ファミリーマート　堺材木町西 590-0941 大阪府堺市堺区材木町西３丁１番２４号
ファミリーマート　堺市役所前 590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町１丁４－１８
ファミリーマート　堺北野田駅前 599-8123 大阪府堺市東区北野田１０７７番地アミナス北野田１１０号
ファミリーマート　堺西野 599-8125 大阪府堺市東区西野４７９番１
ファミリーマート　堺高松 599-8121 大阪府堺市東区高松７０－４
ファミリーマート　堺菩提町 599-8103 大阪府堺市東区菩提町二丁９５番地４
ファミリーマート　堺深井沢町 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町２７７番地２
ファミリーマート　松原新堂四丁目 580-0015 大阪府松原市新堂４丁目１５９番１
ファミリーマート　堺八下町 599-8101 大阪府堺市東区八下町二丁３２番２
ファミリーマート　京屋宿院 590-0955 大阪府堺市堺区宿院町東３－１－１
ファミリーマート　京屋西湊 590-0835 大阪府堺市堺区西湊町６－３－１１
ファミリーマート　京屋東山 599-8247 大阪府堺市中区東山５６５－１
ファミリーマート　京屋長曽根 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町３００１－３
ファミリーマート　京屋三国ヶ丘駅前 590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町２丁５－１４
ファミリーマート　堺津久野町 593-8322 大阪府堺市西区津久野町１丁１１番１０
ファミリーマート　南海堺駅前 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町二丁７０番１
ファミリーマート　京屋御陵通 590-0048 大阪府堺市堺区一条通２－６
ファミリーマート　堺駅南口 590-0971 大阪府堺市堺区栄橋町一丁目８－３
ファミリーマート　堺草部 593-8312 大阪府堺市西区草部２５７－１
ファミリーマート　堺出島海岸通 590-0833 大阪府堺市堺区出島海岸通１丁１２番１３号
ファミリーマート　南海湊駅前 590-0834 大阪府堺市堺区出島町二丁４番９号
ファミリーマート　堺常磐町 591-8001 大阪府堺市北区常磐町１丁１５番１号
ファミリーマート　堺櫛屋町東二丁 590-0944 大阪府堺市堺区櫛屋町東２－２－１６
ファミリーマート　堺榎元町 590-0027 大阪府堺市堺区榎元町５丁６－１１
ファミリーマート　堺市立総合医療センター 593-8304 大阪府堺市西区家原寺町一丁１番１号
ファミリーマート　ときはま北花田 591-8002 大阪府堺市北区北花田町３－４４－１６
ファミリーマート　ときはま長曽根町 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町３０４８－２
ファミリーマート　堺海山町 590-0982 大阪府堺市堺区海山町三丁１５４－２
ファミリーマート　大阪ろうさい病院 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町１１７９－３
ファミリーマート　堺市之町東 590-0952 大阪府堺市堺区市之町東六丁１番２１号
ファミリーマート　堺鳳西町二丁 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町２丁７６番地３
ファミリーマート　堺鳳西町 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町１丁６８－１４
ファミリーマート　京屋匠町 590-0908 大阪府堺市堺区匠町１番
ファミリーマート　京屋玉串元町 578-0933 大阪府東大阪市玉串元町１丁目１番３０号
ファミリーマート　堺鳳北町 593-8328 大阪府堺市西区鳳北町１０丁１０６
ファミリーマート　堺浜寺船尾町 592-8342 大阪府堺市西区浜寺船尾町西三丁４４番地
ファミリーマート　堺百舌鳥梅北町 591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町３－１０５－１
ファミリーマート　松屋大和川通 590-0902 大阪府堺市堺区松屋大和川通二丁３４番地４
ファミリーマート　堺中之町東 590-0956 大阪府堺市堺区中之町東１丁１番２１号
ファミリーマート　堺初芝駅前 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町１丁２１番１９号
ファミリーマート　堺南清水町 590-0005 大阪府堺市堺区南清水町２丁３－１
ファミリーマート　堺新金岡 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町五丁１番２号
ファミリーマート　堺百舌鳥梅町三丁 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町三丁５４－６
ファミリーマート　堺一条通 590-0048 大阪府堺市堺区一条通５－２６
ファミリーマート　ＪＲ堺市駅前 591-8043 大阪府堺市北区北長尾町１－７－６
ファミリーマート　堺緑町 590-0907 大阪府堺市堺区緑町１－１－１
ファミリーマート　堺金岡 591-8022 大阪府堺市北区金岡町２２６７番地１
ファミリーマート　堺七道東町 590-0913 大阪府堺市堺区七道東町１９２－２
ファミリーマート　堺緑ケ丘中町 590-0805 大阪府堺市堺区緑ケ丘中町１－１－２９
ファミリーマート　河内長野松ヶ丘 586-0007 大阪府河内長野市松ヶ丘東町１３１５－１
ファミリーマート　泉ヶ丘駅前 590-0115 大阪府堺市南区茶山台１－２－３
ファミリーマート　富田林中野町 584-0021 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７－１
ファミリーマート　富田林津々山台 584-0086 大阪府富田林市津々山台５－５－８
ファミリーマート　富田林若松町 584-0024 大阪府富田林市若松町１－１１－１３
ファミリーマート　堺泉北竹城台 590-0105 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８
ファミリーマート　泉北晴美台三丁 590-0113 大阪府堺市南区晴美台３－１３－３
ファミリーマート　貝塚名越 597-0042 大阪府貝塚市名越　２１３－２
ファミリーマート　貝塚東山 597-0046 大阪府貝塚市東山６丁目９－２５
ファミリーマート　泉佐野長滝 598-0034 大阪府泉佐野市長滝１２２５番１
ファミリーマート　和泉橋本 597-0043 大阪府貝塚市橋本３７１
ファミリーマート　泉南男里 590-0526 大阪府泉南市男里六丁目１６番８号
ファミリーマート　泉南砂川 590-0504 大阪府泉南市信達市場２３３５番地１
ファミリーマート　泉佐野鶴原 598-0071 大阪府泉佐野市鶴原１５１１－１
ファミリーマート　泉南信達市場 590-0504 大阪府泉南市信達市場１５２７－１
ファミリーマート　泉南信達大苗代 590-0505 大阪府泉南市信達大苗代３６７番１
ファミリーマート　泉南樽井北 590-0521 大阪府泉南市樽井７－１－３４
ファミリーマート　泉南男里北 590-0526 大阪府泉南市男里５丁目２番７号
ファミリーマート　泉南幡代北 590-0524 大阪府泉南市幡代１丁目３番１７号
ファミリーマート　泉南嘉祥寺 598-0091 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺７７９番地２１
ファミリーマート　泉南信達牧野 590-0522 大阪府泉南市信達牧野３３９番地の１
ファミリーマート　泉佐野高松東 598-0012 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３
ファミリーマート　泉佐野南中安松 598-0033 大阪府泉佐野市南中安松１４７２番
ファミリーマート　泉南幡代 590-0524 大阪府泉南市幡代１丁目９番３号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　鳥取南 599-0204 大阪府阪南市鳥取４７４－２
ファミリーマート　泉佐野羽倉崎 598-0037 大阪府泉佐野市羽倉崎上町１－４－２５
ファミリーマート　堺鳳東町 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町２丁１６２－１
ファミリーマート　泉佐野りんくう 598-0093 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北５番９号
ファミリーマート　阪南尾崎町五丁目 599-0201 大阪府阪南市尾崎町５丁目１４－８
ファミリーマート　ＪＲ鳳駅前 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町１丁７番地３０
ファミリーマート　岸和田下池田 596-0811 大阪府岸和田市下池田町１丁目３番１２号
ファミリーマート　貝塚二色の浜 597-0062 大阪府貝塚市澤５７５番地の１
ファミリーマート　ゆめみヶ丘岸和田 596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町２丁目１番３０号
ファミリーマート　阪南鳥取中 599-0211 大阪府阪南市鳥取中２５０番地の１
ファミリーマート　貝塚二色 597-0091 大阪府貝塚市二色１丁目１番６５号
ファミリーマート　貝塚港北 597-0095 大阪府貝塚市港２７－１３
ファミリーマート　熊取五門 590-0415 大阪府泉南郡熊取町五門西１丁目１－１４
ファミリーマート　熊取大久保中 590-0403 大阪府泉南郡熊取町大久保中１丁目５番１７号
ファミリーマート　熊取駅前 590-0403 大阪府泉南郡熊取町大久保中１－１６－１８
ファミリーマート　和泉箕形町二丁目 594-0042 大阪府和泉市箕形町二丁目１番１５号
ファミリーマート　和泉内田町 594-1156 大阪府和泉市内田町四丁目１３番１号
ファミリーマート　和泉光明台 594-1112 大阪府和泉市三林町８１９－６
ファミリーマート　泉大津虫取町 595-0037 大阪府泉大津市虫取町１丁目４－３３
ファミリーマート　高石高師浜 592-0004 大阪府高石市高師浜三丁目１７番２５
ファミリーマート　岸和田流木東 596-0835 大阪府岸和田市流木町３２５番地１
ファミリーマート　泉大津穴田 595-0032 大阪府泉大津市穴田７３－５
ファミリーマート　富木駅前 592-0013 大阪府高石市取石二丁目２番１号
ファミリーマート　泉大津尾井千原 595-0003 大阪府泉大津市尾井千原町１２４番地の４
ファミリーマート　泉大津豊中 595-0012 大阪府泉大津市北豊中町２－１－２１
ファミリーマート　和泉室堂北 594-1101 大阪府和泉市室堂町１番１
ファミリーマート　和泉王子町一丁目 594-0004 大阪府和泉市王子町一丁目２－２４
ファミリーマート　和泉室堂町 594-1101 大阪府和泉市室堂町４８４－１
ファミリーマート　一津屋三丁目 580-0003 大阪府松原市一津屋３丁目６番１７号
ファミリーマート　東大阪三島 578-0966 大阪府東大阪市三島１－１２－１６
ファミリーマート　堺大野芝町 599-8233 大阪府堺市中区大野芝町１８３－１
ファミリーマート　南海春木駅前 596-0005 大阪府岸和田市春木旭町８－３１
ファミリーマート　岸和田並松 596-0052 大阪府岸和田市並松町２９番３０号
ファミリーマート　岸和田今木町 596-0804 大阪府岸和田市今木町６
ファミリーマート　岸和田下松町 596-0823 大阪府岸和田市下松町３丁目６－１６
ファミリーマート　岸和田上松町 596-0827 大阪府岸和田市上松町３－１０－３３
ファミリーマート　高石加茂三丁目 592-0011 大阪府高石市加茂３丁目３番１１号
ファミリーマート　泉大津なぎさ町 595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町２－１０
ファミリーマート　忠岡東一丁目 595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目２２番２５号
ファミリーマート　小浦貝塚石才 597-0082 大阪府貝塚市石才１６０‐１
ファミリーマート　貝塚福田 597-0023 大阪府貝塚市福田９３番
ファミリーマート　小浦岸和田北インター 596-0011 大阪府岸和田市木材町９－１１
ファミリーマート　小浦岸和田木材町 596-0011 大阪府岸和田市木材町８番地の８
ファミリーマート　小浦忠岡南 595-0813 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南１－２－１０
ファミリーマート　小浦貝塚加神 597-0071 大阪府貝塚市加神一丁目９番５号
ファミリーマート　小浦忠岡北 595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北２丁目８－１８
ファミリーマート　小浦太子町山田 583-0992 大阪府南河内郡太子町山田２８８－１
ファミリーマート　泉大津寿町 595-0014 大阪府泉大津市寿町４－３６
ファミリーマート　葛の葉町北 592-0012 大阪府高石市西取石７丁目１４－２７
ファミリーマート　岸和田岡山町 596-0814 大阪府岸和田市岡山町１０１番地
ファミリーマート　泉大津宮町 595-0013 大阪府泉大津市宮町１－７
ファミリーマート　府中病院 594-0076 大阪府和泉市肥子町１丁目１０－１７
ファミリーマート　羽衣駅東 592-0003 大阪府高石市東羽衣３丁目１－１
ファミリーマート　岸和田荒木町二丁目 596-0004 大阪府岸和田市荒木町２丁目６－１
ファミリーマート　阿部野橋駅南 545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－３－６０
ファミリーマート　天王寺公園前 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町１４－１１
ファミリーマート　阿倍野筋二丁目 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目１－２９　ＡＩＴビル
ファミリーマート　済生会吹田病院 564-0013 大阪府吹田市川園町１－２
ファミリーマート　岸和田土生東 596-0825 大阪府岸和田市土生町１３丁目１番５１号
ファミリーマート　泉佐野日根野 598-0021 大阪府泉佐野市日根野２１２１－１
ファミリーマート　岸和田畑町 596-0831 大阪府岸和田市畑町４丁目３番３号
ファミリーマート　大阪ビジネスパーク 540-0001 大阪府大阪市中央区城見２丁目
ファミリーマート　大阪市役所 530-0005 大阪府大阪市北区中之島１－３－２０大阪市役所本庁舎地下２階
ファミリーマート　北野高校前 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野１－１４－１１
ファミリーマート　ディアモールマーケットＳＴ 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街３号　Ｇ３０５
ファミリーマート　天満橋 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町２－２１
ファミリーマート　立売堀一丁目 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀１丁目６－１３　南本町天祥ビル
ファミリーマート　東天満一丁目 530-0044 大阪府大阪市北区東天満１丁目７－１７　東天満ビル
ファミリーマート　北堀江一丁目 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目２３－１４
ファミリーマート　関目駅前 536-0007 大阪府大阪市城東区成育５－２３－１２
ファミリーマート　堺金岡町 591-8022 大阪府堺市北区金岡町３０３４－３１
ファミリーマート　駒川中野 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川４－１－８
ファミリーマート　東今里一丁目 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里１－５－２５
ファミリーマート　近鉄山本駅改札外橋上 581-0867 大阪府八尾市山本町１丁目１－１７
ファミリーマート　近鉄阿部野橋駅地下東改札外545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
ファミリーマート　近鉄鶴橋駅東３階 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋２－１－２０
ファミリーマート　近鉄阿部野橋駅地下中改札内545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
ファミリーマート　ファミマあべのハルカス 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
ファミリーマート　近商ストアハーベス山本 581-0013 大阪府八尾市山本町南１丁目９番２４号
ファミリーマート　ｅｋｉｍｏ天王寺 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４８号天王寺駅地下１階コンコース
ファミリーマート　天王寺公園エントランス 543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町５－５５
ファミリーマート　あべのＨｏｏｐ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目２－３０
ファミリーマート　天保山マーケットプレース 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通１丁目１－１０
ファミリーマート　近鉄難波駅東改札外 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４－１－１７
ファミリーマート　近鉄難波駅東改札内 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目１－１７
ファミリーマート　近鉄上本町駅地上８番ホーム前543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５
ファミリーマート　近鉄難波駅西改札外 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目１－１７
ファミリーマート　近鉄上本町駅地下１番ホーム543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５
ファミリーマート　近鉄上本町駅地下中央改札内543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５
ファミリーマート　近鉄大阪上本町駅 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　近鉄古市駅改札内橋上 583-0852 大阪府羽曳野市古市１－１－２２
ファミリーマート　近鉄阿部野橋駅西改札内 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
ファミリーマート　近鉄河内天美駅前 580-0033 大阪府松原市天美　南３丁目１５－４５
ファミリーマート　近鉄藤井寺駅改札外橋上 583-0027 大阪府藤井寺市岡２－７－１８
ファミリーマート　近鉄針中野駅 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川５丁目２４－８
ファミリーマート　近鉄河内松原駅 580-0016 大阪府松原市上田３丁目５－１
ファミリーマート　近鉄布施駅２階北改札外 577-0056 大阪府東大阪市長堂１－１－１８
ファミリーマート　近鉄布施駅３階大阪線ホーム577-0056 大阪府東大阪市長堂１丁目１－１８
ファミリーマート　近鉄布施駅４階奈良線ホーム577-0056 大阪府東大阪市長堂１丁目１－１８
ファミリーマート　近鉄鶴橋駅１番ホーム西 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋２丁目１－２０
ファミリーマート　近鉄鶴橋駅３番ホーム西 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋２丁目１－２０
ファミリーマート　近鉄八尾駅中央改札外 581-0802 大阪府八尾市北本町２丁目１５３－２
ファミリーマート　近鉄瓢箪山駅改札外橋上 579-8046 大阪府東大阪市昭和町４－１
ファミリーマート　近鉄吉田駅改札外 578-0903 大阪府東大阪市今米１丁目１－６
ファミリーマート　近鉄日本橋駅改札内中央 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目１８－１４
ファミリーマート　近鉄新石切駅改札外 579-8013 大阪府東大阪市西石切町３丁目３　新石切駅
ファミリーマート　近鉄若江岩田駅 578-0941 大阪府東大阪市岩田町４丁目４５０番５
ファミリーマート　三田カルチャータウン 669-1337 兵庫県三田市学園４丁目１
ファミリーマート　氷上町稲継 669-3466 兵庫県丹波市氷上町稲継２２９番４
ファミリーマート　丹波青垣 669-3842 兵庫県丹波市青垣町沢野１１１－１　　
ファミリーマート　豊岡駅西口 668-0064 兵庫県豊岡市高屋９８９番地の８
ファミリーマート　加東社 673-1431 兵庫県加東市社１５０４番地１
ファミリーマート　春日インター 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市６１１－１
ファミリーマート　西村書店加西 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾２８５－１
ファミリーマート　中町森本 679-1124 兵庫県多可郡多可町中区森本２１５番地１
ファミリーマート　西脇和布 677-0053 兵庫県西脇市和布町１８９－４
ファミリーマート　豊岡若松町 668-0027 兵庫県豊岡市若松町６番３５号
ファミリーマート　出石川原 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分３９２番１
ファミリーマート　豊岡城南町 668-0045 兵庫県豊岡市城南町４－３２
ファミリーマート　豊岡昭和町 668-0055 兵庫県豊岡市昭和町６番２１号
ファミリーマート　福崎南インター 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原２１８４番１
ファミリーマート　東条インターパーク 673-1341 兵庫県加東市南山１丁目５－３
ファミリーマート　三田フラワータウン 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘１丁目２－４
ファミリーマート　八景 669-1525 兵庫県三田市対中町２５－２０
ファミリーマート　三田三輪 669-1513 兵庫県三田市三輪一丁目８番８号
ファミリーマート　元浜町一丁目 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町一丁目６４番１
ファミリーマート　尼崎武庫之荘駅前 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘１丁目２番４号
ファミリーマート　立花東 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町一丁目１３番１
ファミリーマート　伊丹鴻池四丁目 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池４丁目２番２０号
ファミリーマート　ＪＲ尼崎駅西 660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通１丁目１１－１６
ファミリーマート　尼崎元浜町 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地
ファミリーマート　猪名寺駅前 661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺２－２－５
ファミリーマート　尼崎東難波町 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町五丁目２番１号
ファミリーマート　尼崎戸ノ内 661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内町三丁目２８番２６号
ファミリーマート　潮江五丁目 661-0976 兵庫県尼崎市潮江５丁目３番３３号
ファミリーマート　尼崎常松 661-0046 兵庫県尼崎市常松一丁目６－１３
ファミリーマート　伊丹瑞原 664-0005 兵庫県伊丹市瑞原３丁目５７番
ファミリーマート　尼崎次屋三丁目 661-0965 兵庫県尼崎市次屋３丁目３番１８号
ファミリーマート　阪急伊丹駅前 664-0851 兵庫県伊丹市中央１－５－２１
ファミリーマート　尼崎下坂部 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部四丁目７番２１
ファミリーマート　尼崎南清水 661-0984 兵庫県尼崎市御園１丁目１９－１９
ファミリーマート　伊丹稲野 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町８丁目４０－１
ファミリーマート　伊丹中野東 664-0022 兵庫県伊丹市中野東一丁目３８１
ファミリーマート　今津駅前 663-8232 兵庫県西宮市津門宝津町１１－９
ファミリーマート　川西鼓が滝 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝二丁目１番３２号
ファミリーマート　宝塚安倉中 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中５丁目２番２２号
ファミリーマート　川西久代 666-0024 兵庫県川西市久代３－２２－１４
ファミリーマート　宝塚山手台 665-0886 兵庫県宝塚市山手台西三丁目２－２４
ファミリーマート　川西加茂六丁目 666-0025 兵庫県川西市加茂六丁目２番２０号
ファミリーマート　猪名川パークタウン 666-0233 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５３番４
ファミリーマート　甲子園口 663-8112 兵庫県西宮市甲子園口北町１９番１号
ファミリーマート　西宮上甲子園五丁目 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園５－７－２９
ファミリーマート　甲東園駅東口 662-0812 兵庫県西宮市甲東園１丁目５－１
ファミリーマート　阪急門戸厄神駅前 663-8004 兵庫県西宮市下大市東町９番３号
ファミリーマート　西宮大屋町 663-8106 兵庫県西宮市大屋町２３番１号
ファミリーマート　甲風園一丁目 662-0832 兵庫県西宮市甲風園１丁目５－７
ファミリーマート　丹仙与古道 662-0917 兵庫県西宮市与古道町１－２４
ファミリーマート　川西中央 666-0013 兵庫県川西市美園町２－１４
ファミリーマート　上大市四丁目 663-8003 兵庫県西宮市上大市四丁目７番１７号
ファミリーマート　西宮段上町北 663-8006 兵庫県西宮市段上町五丁目２番４８号
ファミリーマート　小林四丁目 665-0034 兵庫県宝塚市小林四丁目１２番２号
ファミリーマート　宝塚御所の前 665-0041 兵庫県宝塚市御所の前町１４番地２５号
ファミリーマート　西宮能登町 662-0838 兵庫県西宮市能登町４番１６号
ファミリーマート　西宮名次町 662-0024 兵庫県西宮市名次町２９－３
ファミリーマート　西宮久保町 662-0927 兵庫県西宮市久保町７－２１
ファミリーマート　西宮獅子ヶ口 662-0026 兵庫県西宮市獅子ヶ口町１番３９号
ファミリーマート　西宮枦塚町 662-0854 兵庫県西宮市枦塚町２－１５
ファミリーマート　甲子園口三丁目 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口３丁目１６－７
ファミリーマート　ＪＲ西宮駅北口 662-0844 兵庫県西宮市西福町６－１
ファミリーマート　西宮戸田町 662-0916 兵庫県西宮市戸田町５－２４
ファミリーマート　ＪＲ西宮駅南 662-0911 兵庫県西宮市池田町９－７
ファミリーマート　西宮宮西 662-0976 兵庫県西宮市宮西町９番１４号
ファミリーマート　西宮鞍掛町 662-0926 兵庫県西宮市鞍掛町１番１７号
ファミリーマート　神戸南五葉 651-1132 兵庫県神戸市北区南五葉２丁目１番１号
ファミリーマート　深江本町一丁目 658-0021 兵庫県神戸市東灘区深江本町１丁目３番１０号
ファミリーマート　学園都市駅 650-0000 兵庫県神戸市西区学園西町１－１３
ファミリーマート　西宮北インター 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口三丁目１３－４
ファミリーマート　鈴蘭台駅前 651-1112 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町一丁目１２番１２号
ファミリーマート　神戸ファッションマート 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中６－９ファッションマート
ファミリーマート　神戸深江 658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町４－１２－２０



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　御影中町 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町３丁目１－１０
ファミリーマート　東灘岡本橋 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本２丁目８番２３号
ファミリーマート　神戸城内通 657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通３丁目３－４
ファミリーマート　摂津本山南 658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町１丁目１番１５号
ファミリーマート　神戸新開地 652-0036 兵庫県神戸市兵庫区福原町３番１７号
ファミリーマート　柳筋北 652-0033 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通二丁目８番１２号
ファミリーマート　神戸湊町 652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町２丁目４番１０－２号
ファミリーマート　メトロ新開地 652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地２－３　Ｂ－１
ファミリーマート　ピア兵庫 652-0845 兵庫県神戸市兵庫区築地町３－８
ファミリーマート　下沢通 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通７丁目２番１３号
ファミリーマート　東川崎町 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町７－１－５
ファミリーマート　新長田駅北 653-0841 兵庫県神戸市長田区松野通一丁目５番１４号
ファミリーマート　都志 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志２４７番地
ファミリーマート　西舞子 655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子二丁目１－６５
ファミリーマート　妙法寺インター 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字小崎３９３－４
ファミリーマート　長田久保町 653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町１０丁目１番２１号
ファミリーマート　長田東尻池 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町３丁目６番１９号
ファミリーマート　千鳥が丘 655-0011 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘三丁目１９番１３号
ファミリーマート　大蔵谷インター 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬８４２番６
ファミリーマート　室津ＰＡ上り 656-1606 兵庫県淡路市室津字叩石２２２３　室津ＰＡ上り線
ファミリーマート　淡路かもり 656-0427 兵庫県南あわじ市榎列松田７０６番地の６
ファミリーマート　神戸東垂水三丁目 655-0886 兵庫県神戸市垂水区東垂水三丁目１番１２
ファミリーマート　垂水泉が丘二丁目 655-0885 兵庫県神戸市垂水区泉が丘二丁目３番９号
ファミリーマート　垂水区役所前 655-0893 兵庫県神戸市垂水区日向２丁目１番１号　勝見ビル１Ｆ
ファミリーマート　神戸学園都市 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町１丁目１－１
ファミリーマート　神戸垂水塩屋 655-0872 兵庫県神戸市垂水区塩屋町８丁目８番５３号
ファミリーマート　神戸北別府 651-2117 兵庫県神戸市西区北別府一丁目１２６９番地
ファミリーマート　神戸池上 651-2111 兵庫県神戸市西区池上４丁目２３－３
ファミリーマート　山陽別府駅前 675-0123 兵庫県加古川市別府町朝日町１１番地の５
ファミリーマート　三木末広 673-0403 兵庫県三木市末広三丁目１０－３１
ファミリーマート　三木緑が丘 673-0534 兵庫県三木市緑が丘町本町１丁目２３６－１　平井ビル
ファミリーマート　吉川町大沢 673-1115 兵庫県三木市吉川町大沢３５１番１
ファミリーマート　小野黒川 675-1371 兵庫県小野市黒川町１３７４－１
ファミリーマート　三木広野 673-0541 兵庫県三木市志染町広野５丁目７３番１
ファミリーマート　三木志染 673-0541 兵庫県三木市志染町広野１－３０－１
ファミリーマート　小野樫山町 675-1325 兵庫県小野市樫山町５３０－１
ファミリーマート　平岡町西谷 675-0102 兵庫県加古川市平岡町西谷１８５番１
ファミリーマート　加古川あいおい橋 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田二丁目７８番地
ファミリーマート　高砂魚橋 676-0822 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋１０４３－４
ファミリーマート　神野町石守 675-0005 兵庫県加古川市神野町石守４５８番地の１
ファミリーマート　小野本町 675-1372 兵庫県小野市本町３５番２
ファミリーマート　小野古川町 675-1363 兵庫県小野市古川町６６２番
ファミリーマート　高砂伊保 676-0078 兵庫県高砂市伊保四丁目３８２
ファミリーマート　加古川稲屋 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋１３５番１
ファミリーマート　二見町西二見 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１８５９番
ファミリーマート　別府北 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府９４６
ファミリーマート　加古川尾上町 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福４１９番１
ファミリーマート　米田町 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田１０１４番
ファミリーマート　明石魚住 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉２丁目１４－７
ファミリーマート　ＪＲ大久保駅北 674-0058 兵庫県明石市大久保町　駅前１丁目１３－２８　小川ビル
ファミリーマート　土山西 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山１２０６－１
ファミリーマート　加古川一色 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西２丁目１９９番地
ファミリーマート　高砂朝日町 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町２－３－１６
ファミリーマート　荒井町千鳥 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥三丁目３番１１号
ファミリーマート　姫路広畑 671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通４丁目７
ファミリーマート　姫路玉地 672-8052 兵庫県姫路市飾磨区玉地１－１２２
ファミリーマート　姫路駅南 670-0962 兵庫県姫路市南駅前町９５
ファミリーマート　山陽網干駅北 671-1253 兵庫県姫路市網干区垣内中町３３番地の１
ファミリーマート　姫路飾磨今在家 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家１０６８番地１４
ファミリーマート　姫路手柄 670-0972 兵庫県姫路市手柄１丁目１５５
ファミリーマート　佐用町 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用１４０９
ファミリーマート　うかいや阿成 672-8030 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木６４９番地
ファミリーマート　今宿北 671-2573 兵庫県宍粟市山崎町今宿９８－９
ファミリーマート　姫路高浜 671-1153 兵庫県姫路市広畑区高浜町２丁目２５
ファミリーマート　姫路朝日谷 671-1204 兵庫県姫路市勝原区朝日谷２８５番２
ファミリーマート　たつの松原口 679-4138 兵庫県たつの市誉田町下沖字三條河原２８‐３
ファミリーマート　姫路構四丁目 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構４－１４６
ファミリーマート　林田町 679-4221 兵庫県姫路市林田町　林谷５７３
ファミリーマート　姫路土山二丁目 670-0996 兵庫県姫路市土山２丁目１２番４１号
ファミリーマート　姫路亀山 670-0973 兵庫県姫路市亀山１８３－１
ファミリーマート　赤穂ちくさ川 678-1182 兵庫県赤穂市有年原２８９－１１
ファミリーマート　姫路東郷町 670-0811 兵庫県姫路市野里１５番地１１
ファミリーマート　豊富ランプ 670-0802 兵庫県姫路市砥堀字丁田１８２‐１
ファミリーマート　姫路壱丁町 670-0931 兵庫県姫路市坂田町１５４
ファミリーマート　梅ヶ枝町 670-0817 兵庫県姫路市野里９０７－１
ファミリーマート　姫路北平野 670-0893 兵庫県姫路市北平野３丁目３番１６号
ファミリーマート　たつの富永 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永５２０
ファミリーマート　明石大久保西 674-0066 兵庫県明石市大久保町福田２０８番地１
ファミリーマート　東灘本庄町 658-0012 兵庫県神戸市東灘区本庄町１－３－１２
ファミリーマート　神戸中山手通 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通２－１－１８
ファミリーマート　姫路北原 672-8002 兵庫県姫路市北原３７３番地１
ファミリーマート　英賀春日町 672-8092 兵庫県姫路市飾磨区　英賀春日町２丁目４９番地
ファミリーマート　Ｕライン妙法寺駅売 654-0131 兵庫県神戸市須磨区横尾１丁目３１
ファミリーマート　Ｕライン西神南駅売 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町１丁目
ファミリーマート　Ｕライン伊川谷駅売 651-2109 兵庫県神戸市西区前開南町１丁目
ファミリーマート　Ｕライン学園都市駅売 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町１丁目１３　学園都市駅ビル
ファミリーマート　Ｕライン総合運動公園駅売 654-0163 兵庫県神戸市須磨区緑台３２５１番６８
ファミリーマート　Ｕライン板宿駅売 654-0022 兵庫県神戸市須磨区大黒町二丁目１１番４
ファミリーマート　Ｕライン県庁前駅売 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目
ファミリーマート　Ｕライン大倉山駅売 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町３丁目１２番



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　Ｕライン湊川公園駅売 650-0047 兵庫県神戸市兵庫区上沢通１丁目
ファミリーマート　Ｕライン長田駅売 653-0004 兵庫県神戸市長田区五番町７丁目
ファミリーマート　Ｕライン西神中央駅売 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５丁目
ファミリーマート　Ｕライン三宮花時計前駅売 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通８丁目３１７番
ファミリーマート　三郷立野南 636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南２丁目１１番３号
ファミリーマート　王寺本町一丁目 636-0012 奈良県北葛城郡王寺町本町１丁目１７番５３号
ファミリーマート　生駒辻町 630-0212 奈良県生駒市辻町２４１番２
ファミリーマート　生駒壱分インター北 630-0222 奈良県生駒市壱分町１２５９番地１
ファミリーマート　奈良古市町 630-8424 奈良県奈良市古市町１７７８番地
ファミリーマート　都祁白石 632-0221 奈良県奈良市都祁白石町２８８１番地の１
ファミリーマート　奈良白毫寺 630-8302 奈良県奈良市白毫寺町５０４－２
ファミリーマート　奈良恋の窪 630-8136 奈良県奈良市恋の窪３丁目７－６
ファミリーマート　済生会奈良病院／Ｓ 630-8145 奈良県奈良市八条４丁目６４３
ファミリーマート　奈良大森町 630-8131 奈良県奈良市大森町１２９番地１
ファミリーマート　奈良三条檜町 630-8124 奈良県奈良市三条桧町６３５番地５
ファミリーマート　橿原一町 634-0824 奈良県橿原市一町３５４－１
ファミリーマート　上牧桜ヶ丘 639-0202 奈良県北葛城郡上牧町桜ヶ丘２－６－１１
ファミリーマート　広陵みささぎ台 635-0835 奈良県北葛城郡広陵町みささぎ台３９番１号
ファミリーマート　榛原駅前 633-0253 奈良県宇陀市榛原萩原２４２９番地３９
ファミリーマート　生駒上町 630-0131 奈良県生駒市上町９２番地
ファミリーマート　奈良秋篠早月町 631-0812 奈良県奈良市秋篠早月町８番２１号
ファミリーマート　ならやま大通り 631-0011 奈良県奈良市押熊町１１０６番地の１
ファミリーマート　奈良県コンベンションセンター630-8013 奈良県奈良市三条大路１丁目６９１－１
ファミリーマート　奈良六条西 630-8044 奈良県奈良市六条西５丁目１－３６
ファミリーマート　奈良藤ノ木台 631-0052 奈良県奈良市中町２２９番地の１
ファミリーマート　奈良宝来 631-0845 奈良県奈良市宝来３丁目１番２号
ファミリーマート　近鉄東生駒駅前 630-0213 奈良県生駒市東生駒１－５－１
ファミリーマート　近鉄郡山駅前 639-1007 奈良県大和郡山市南郡山町５２０－４０
ファミリーマート　エムズドラッグ学園大和 631-0041 奈良県奈良市学園大和町６丁目１５４２－４４
ファミリーマート　近畿大学奈良キャンパス 631-0052 奈良県奈良市中町３３２７－２０４
ファミリーマート　奈良中町 631-0052 奈良県奈良市中町２５７１番地の３
ファミリーマート　生駒西白庭台 630-0137 奈良県生駒市西白庭台２－１４－１
ファミリーマート　生駒東松ヶ丘 630-0244 奈良県生駒市東松ヶ丘４番１１－１０１号
ファミリーマート　北郡山 639-1160 奈良県大和郡山市北郡山町１４５番地の１１
ファミリーマート　東安堵 639-1061 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵８６３－１
ファミリーマート　ＪＲ大和小泉駅前 639-1044 奈良県大和郡山市小泉町東三丁目１番地１
ファミリーマート　郡山池之内 639-1027 奈良県大和郡山市池之内町４９７番地１
ファミリーマート　郡山杉町 639-1121 奈良県大和郡山市杉町字柿ノ内２０８－４
ファミリーマート　大和郡山外川町 639-1052 奈良県大和郡山市外川町５３番１
ファミリーマート　郡山下三橋 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町４３３番地１
ファミリーマート　近鉄筒井駅前 639-1123 奈良県大和郡山市筒井町６３５番地１
ファミリーマート　葛城竹内 639-2155 奈良県葛城市竹内２０１番地
ファミリーマート　桜井安倍木 633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地二丁目２番地の５
ファミリーマート　桜井市役所南 633-0062 奈良県桜井市大字粟殿１５８番２
ファミリーマート　天理柳本 632-0052 奈良県天理市柳本町７００番地４
ファミリーマート　天理井戸堂 632-0075 奈良県天理市西井戸堂町４５５番地１
ファミリーマート　近鉄大和高田駅前 635-0097 奈良県大和高田市北本町１４－４
ファミリーマート　橿原神宮前駅西口 634-0063 奈良県橿原市久米町５６８番地
ファミリーマート　エムズドラッグ大和高田 635-0074 奈良県大和高田市市場７９６－２
ファミリーマート　河合町池部 636-0053 奈良県北葛城郡河合町池部二丁目４番５号
ファミリーマート　田原本十六面 636-0304 奈良県磯城郡田原本町大字十六面４８番地１
ファミリーマート　天理九条町 632-0069 奈良県天理市九条町６１７－１
ファミリーマート　五條病院前 637-0036 奈良県五條市野原西６丁目３番１１号
ファミリーマート　御所櫛羅 639-2312 奈良県御所市大字櫛羅７１１番地の１
ファミリーマート　葛城忍海 639-2123 奈良県葛城市忍海４８６番地３
ファミリーマート　広陵町平尾 635-0822 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾８７１番地１
ファミリーマート　香芝真美ヶ丘二丁目 639-0223 奈良県香芝市真美ヶ丘二丁目１番２号
ファミリーマート　香芝下田西 639-0231 奈良県香芝市下田西二丁目５番３０号
ファミリーマート　香芝二上駅前 639-0252 奈良県香芝市穴虫９－１８
ファミリーマート　広陵寺戸 635-0817 奈良県北葛城郡広陵町大字寺戸５９７番地１
ファミリーマート　橿原五条野 634-0043 奈良県橿原市五条野町４２１番地の１
ファミリーマート　みみなし駅前 634-0014 奈良県橿原市石原田町２７７番地の１１
ファミリーマート　橿原くずもと町 634-0007 奈良県橿原市葛本町３４４番地の２
ファミリーマート　高取町 635-0136 奈良県高市郡高取町大字兵庫３０番地１
ファミリーマート　近鉄生駒駅改札外橋上 630-0257 奈良県生駒市元町１丁目１－１
ファミリーマート　近鉄生駒駅改札内橋上 630-0257 奈良県生駒市元町１丁目１－１
ファミリーマート　近鉄天理駅前 632-0016 奈良県天理市川原城町８１５番地
ファミリーマート　花吉野ガーデンヒルズ 638-0833 奈良県吉野郡大淀町福神１－１２５
ファミリーマート　近鉄奈良 631-8511 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１
ファミリーマート　天理よろづ相談所病院 632-8552 奈良県天理市別所町７０－１
ファミリーマート　近鉄橿原／Ｓ 634-8511 奈良県橿原市北八木町３丁目
ファミリーマート　天理よろづ相談所病院外来棟／Ｓ632-0018 奈良県天理市別所町３０
ファミリーマート　近鉄橿原神宮前駅 634-0063 奈良県橿原市久米町６１８
ファミリーマート　近鉄奈良駅改札内 630-8215 奈良県奈良市東向中町２９
ファミリーマート　近鉄学園前駅２番ホーム中央631-0034 奈良県奈良市学園南３丁目１－１
ファミリーマート　中登美ヶ丘六丁目 631-0003 奈良県奈良市中登美ヶ丘６丁目
ファミリーマート　近鉄西大寺駅改札内橋上 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１
ファミリーマート　近鉄西大寺駅改札外橋上 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１
ファミリーマート　近鉄学園前駅 631-0036 奈良県奈良市学園北１丁目１－１－１０３
ファミリーマート　近鉄西大寺駅３番ホーム 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１
ファミリーマート　近鉄高の原駅改札内橋上 631-0806 奈良県奈良市朱雀３丁目１２－３
ファミリーマート　近商ストア西大寺 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１２７
ファミリーマート　近鉄八木駅６番ホーム 634-0804 奈良県橿原市内膳町５丁目１－２
ファミリーマート　近鉄五位堂駅改札外橋上 639-0225 奈良県香芝市瓦口２６８
ファミリーマート　近鉄八木駅１番ホーム 634-0804 奈良県橿原市内膳町５丁目１－２
ファミリーマート　近鉄八木駅３番ホーム 634-0804 奈良県橿原市内膳町５丁目１－２
ファミリーマート　近鉄桜井駅前 633-0091 奈良県桜井市桜井１９０－２
ファミリーマート　桃山町調月 649-6112 和歌山県紀の川市桃山町調月字山ノ上６１７－２
ファミリーマート　橋本清水 648-0041 和歌山県橋本市清水２１２
ファミリーマート　高野口町小田 649-7204 和歌山県橋本市高野口町小田５０７番１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　打田上野 649-6414 和歌山県紀の川市打田１３５５－１
ファミリーマート　岩出西国分 649-6213 和歌山県岩出市西国分５３４－３
ファミリーマート　橋本インター 648-0071 和歌山県橋本市小原田　５６７－１
ファミリーマート　和歌山塩屋五丁目 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋５丁目３番６０号
ファミリーマート　和歌山小雑賀 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀５７２番地１
ファミリーマート　和歌山三葛 641-0011 和歌山県和歌山市三葛４２９番地１
ファミリーマート　岩出紀泉台 649-6257 和歌山県岩出市相谷２－１
ファミリーマート　和歌山中之島水道路 640-8392 和歌山県和歌山市中之島字釜ヶ淵２７２番地１４
ファミリーマート　和歌山島橋南ノ丁 640-8415 和歌山県和歌山市島橋南ノ丁１番２１号
ファミリーマート　和歌山貴志 640-8431 和歌山県和歌山市向２０－１
ファミリーマート　和歌山中之島 640-8392 和歌山県和歌山市中之島１５４４
ファミリーマート　和歌山市役所 640-8156 和歌山県和歌山市七番丁２３番地
ファミリーマート　和歌山福島 640-8401 和歌山県和歌山市福島２００番地９
ファミリーマート　和歌山南出島 640-8318 和歌山県和歌山市南出島７５番地１
ファミリーマート　和歌山手平 640-8319 和歌山県和歌山市手平４－１－７
ファミリーマート　和歌山雄松町 640-8124 和歌山県和歌山市雄松町３丁目６２－１
ファミリーマート　和歌山西浜 641-0036 和歌山県和歌山市西浜１６６０－１８９
ファミリーマート　和歌山榎原 640-8434 和歌山県和歌山市榎原２１８－４
ファミリーマート　和歌山県立医科大学附属病院641-8510 和歌山県和歌山市紀三井寺８１１番地１
ファミリーマート　和歌山善明寺 640-8471 和歌山県和歌山市善明寺４０８－１
ファミリーマート　和歌山秋葉町 641-0056 和歌山県和歌山市秋葉町２４－１４
ファミリーマート　和歌山小松原 640-8265 和歌山県和歌山市小松原５丁目１番３９号
ファミリーマート　和歌山築地 640-8108 和歌山県和歌山市雑賀町５６
ファミリーマート　和歌山鳴神 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神字畠ヶ逢１０５４－１
ファミリーマート　和歌山土佐町 640-8256 和歌山県和歌山市土佐町３丁目３４番
ファミリーマート　岩出川尻 649-6231 和歌山県岩出市川尻１７３番１
ファミリーマート　橋本東インター前 648-0018 和歌山県橋本市隅田町垂井６３０番
ファミリーマート　和歌山禰宜 649-6324 和歌山県和歌山市禰宜１１４０番地
ファミリーマート　和歌山岩橋 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋９９０番地１
ファミリーマート　和歌山関戸 641-0035 和歌山県和歌山市関戸四丁目３番９３号
ファミリーマート　和歌山湊 640-8404 和歌山県和歌山市湊１８２８－５
ファミリーマート　岩出曽屋 649-6236 和歌山県岩出市曽屋９８－１
ファミリーマート　和歌山湊一丁目 640-8404 和歌山県和歌山市湊一丁目４番３５号
ファミリーマート　和歌山里 649-6311 和歌山県和歌山市里５３番１
ファミリーマート　和歌山六十谷駅前 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷２４５番地の１
ファミリーマート　和歌山六十谷 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷８３番地５
ファミリーマート　和歌山インター 640-8306 和歌山県和歌山市出島４１番地３
ファミリーマート　和歌山松江北 640-8425 和歌山県和歌山市松江北７－６－１２
ファミリーマート　和歌山古屋 640-8435 和歌山県和歌山市古屋２１３－５
ファミリーマート　和歌山園部 640-8483 和歌山県和歌山市園部８５８番地の６
ファミリーマート　串本町桟橋 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本１９０８番地１
ファミリーマート　田辺新万 646-0014 和歌山県田辺市新万３－２
ファミリーマート　田辺下三栖 646-0216 和歌山県田辺市下三栖１４８７－５
ファミリーマート　田辺つぶり坂 646-0031 和歌山県田辺市湊４９－１７
ファミリーマート　切目口 649-1528 和歌山県日高郡印南町西ノ地１２－３
ファミリーマート　有田宮原 649-0433 和歌山県有田市宮原町須谷５４５－１
ファミリーマート　有田辻堂 649-0311 和歌山県有田市辻堂６３番地
ファミリーマート　田辺下万呂 646-0004 和歌山県田辺市下万呂４６５－１０
ファミリーマート　有田箕島 649-0304 和歌山県有田市箕島７３０－４
ファミリーマート　有田川水尻 643-0024 和歌山県有田郡有田川町大字水尻７－３
ファミリーマート　日高美浜町 644-0041 和歌山県日高郡美浜町大字田井４２６－２
ファミリーマート　御坊湯川町財部 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部４６－４
ファミリーマート　御坊塩屋 644-0025 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋７１１－１
ファミリーマート　御坊島 644-0003 和歌山県御坊市島６９６－１
ファミリーマート　有田宮崎 649-0316 和歌山県有田市宮崎町２４０－１
ファミリーマート　紀美野町 640-1131 和歌山県海草郡紀美野町動木１０１－４
ファミリーマート　田辺東陽 646-0029 和歌山県田辺市東陽２番３５号　
ファミリーマート　和歌山湊御殿 640-8286 和歌山県和歌山市湊御殿３丁目４番１号
ファミリーマート　鳥取数津 680-0875 鳥取県鳥取市数津７１－３
ファミリーマート　皆生温泉入口 683-0001 鳥取県米子市皆生温泉二丁目４番１１号
ファミリーマート　鳥取南吉方 680-0843 鳥取県鳥取市南吉方三丁目５０５番１
ファミリーマート　倉吉清谷 682-0017 鳥取県倉吉市清谷町２丁目４７番地
ファミリーマート　道の駅西いなば気楽里 689-0422 鳥取県鳥取市鹿野町岡木２８０－３
ファミリーマート　ＪＡいずも塩冶東 693-0022 島根県出雲市上塩冶町２６４６－１
ファミリーマート　ＪＡいずも大社東 699-0701 島根県出雲市大社町杵築東字ヨセ代４０番
ファミリーマート　斐川富村 699-0621 島根県出雲市斐川町大字富村６８１－１
ファミリーマート　浜山通り 693-0004 島根県出雲市渡橋町７７２番１
ファミリーマート　松江乃白 690-0045 島根県松江市乃白町２５６番地１
ファミリーマート　奈義町 708-1326 岡山県勝田郡奈義町上町川１６４２番地３
ファミリーマート　津山城西通り 708-0006 岡山県津山市小田中２２０６番地の１
ファミリーマート　久米支所前 709-4616 岡山県津山市南方中１６８６番地
ファミリーマート　岡山清心女子大前 700-0013 岡山県岡山市北区伊福町２－１－１
ファミリーマート　学南町 700-0011 岡山県岡山市北区学南町１丁目２－２
ファミリーマート　岡山東花尻 701-0135 岡山県岡山市北区東花尻２０番地１
ファミリーマート　山陽インター 709-0815 岡山県赤磐市立川１０９２番地１
ファミリーマート　津山インター 708-0842 岡山県津山市河辺９３８番地１
ファミリーマート　津山野介代 708-0821 岡山県津山市野介代４７－３
ファミリーマート　津山天神橋 708-0841 岡山県津山市川崎７４６番地１
ファミリーマート　勝央町植月 709-4331 岡山県勝田郡勝央町植月北字南平３０９７－１
ファミリーマート　津山駅前 708-0881 岡山県津山市南町１丁目２８番地
ファミリーマート　美作中央 707-0004 岡山県美作市入田２４５番地１
ファミリーマート　津山中央病院 708-0841 岡山県津山市川崎１７５６番地
ファミリーマート　津山沼 708-0824 岡山県津山市沼２１－２
ファミリーマート　建部川口 709-3112 岡山県岡山市北区建部町川口１５０１－１
ファミリーマート　岡山つしま西坂 700-0086 岡山県岡山市北区津島西坂２－４－２０
ファミリーマート　久米町桑下 709-4623 岡山県津山市桑下１４０８番地３３
ファミリーマート　岡山赤坂 701-2225 岡山県赤磐市山口１８４番地の１
ファミリーマート　長船土師 701-4264 岡山県瀬戸内市長船町土師４番地の１
ファミリーマート　長船船山 701-4271 岡山県瀬戸内市長船町長船１０８２番地の１
ファミリーマート　赤磐沢原 709-0704 岡山県赤磐市沢原１３０－１



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　花尻あかね町 701-0133 岡山県岡山市北区花尻あかね町１２番地１０５
ファミリーマート　岡山吉宗 701-1143 岡山県岡山市北区吉宗７２０番地３
ファミリーマート　花尻ききょう町 701-0132 岡山県岡山市北区花尻ききょう町１番地１００
ファミリーマート　ＴＳＵＴＡＹＡ井原 715-0024 岡山県井原市高屋町三丁目２４番２号
ファミリーマート　笠岡美の浜 714-0043 岡山県笠岡市横島５２９番地１
ファミリーマート　岡山今七丁目 700-0975 岡山県岡山市北区今７－６－７
ファミリーマート　岡山錦町 700-0902 岡山県岡山市北区錦町１－１３
ファミリーマート　岡山東島田 700-0983 岡山県岡山市北区東島田町１－７－１７
ファミリーマート　岡山奥田 700-0932 岡山県岡山市北区奥田本町４番１０号
ファミリーマート　鴨方町本庄 719-0232 岡山県浅口市鴨方町本庄６４０－１２
ファミリーマート　岡山下中野本町 700-0973 岡山県岡山市北区下中野３３８－１１９
ファミリーマート　岡山南庭瀬 701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬１０５５番地１
ファミリーマート　総社美袋 719-1311 岡山県総社市美袋１２５１－３
ファミリーマート　岡山西大寺上二丁目 704-8112 岡山県岡山市東区西大寺上二丁目９番１０号
ファミリーマート　岡山瀬戸万富 709-0841 岡山県岡山市東区瀬戸町万富１８８番地の１
ファミリーマート　岡山平井五丁目 703-8282 岡山県岡山市中区平井五丁目５番１５号
ファミリーマート　瀬戸観音寺 709-0863 岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺２４４－１
ファミリーマート　岡山芳田 700-0953 岡山県岡山市南区西市１２０－８
ファミリーマート　岡山万倍 700-0955 岡山県岡山市南区万倍１１９番地１
ファミリーマート　岡山中島 703-8252 岡山県岡山市中区中島１３６番地の１
ファミリーマート　早島南 701-0304 岡山県都窪郡早島町早島字頓行１９７３番地２
ファミリーマート　玉野東児 706-0311 岡山県玉野市梶岡６４１番地の１
ファミリーマート　岡山片岡 709-1215 岡山県岡山市南区片岡１２０番地１
ファミリーマート　玉野迫間 706-0142 岡山県玉野市迫間１８３番地
ファミリーマート　岡山倉富 703-8264 岡山県岡山市中区倉富３６７－１０
ファミリーマート　岡山箕島 701-0206 岡山県岡山市南区箕島３１６番地１
ファミリーマート　岡山豊成 700-0942 岡山県岡山市南区豊成一丁目７番１０号
ファミリーマート　岡山藤原西町 703-8244 岡山県岡山市中区藤原西町二丁目１番３号
ファミリーマート　玉野玉原 706-0014 岡山県玉野市玉原２丁目６－１
ファミリーマート　倉敷西阿知町新田 710-0804 岡山県倉敷市西阿知町新田５７２番地５
ファミリーマート　倉敷中島松之内 710-0803 岡山県倉敷市中島８１３番地４
ファミリーマート　倉敷西坂 710-0004 岡山県倉敷市西坂７５２番地６
ファミリーマート　倉敷沖 710-0836 岡山県倉敷市沖２７２番地１
ファミリーマート　倉敷鶴の浦 712-8007 岡山県倉敷市鶴の浦３丁目４番１１号
ファミリーマート　児島団地口 711-0936 岡山県倉敷市児島柳田町６２８番地１
ファミリーマート　倉敷林 710-0142 岡山県倉敷市林３５２－１
ファミリーマート　倉敷連島 712-8011 岡山県倉敷市連島町連島１１０－４７
ファミリーマート　倉敷笹沖 710-0834 岡山県倉敷市笹沖８－６
ファミリーマート　倉敷宮前 710-0065 岡山県倉敷市宮前４４３番地１
ファミリーマート　倉敷平田 710-0003 岡山県倉敷市平田９４５番１
ファミリーマート　倉敷大内 710-0817 岡山県倉敷市大内１２００番地９
ファミリーマート　倉敷老松五丁目 710-0826 岡山県倉敷市老松町５丁目３番８６号
ファミリーマート　倉敷東町 710-0053 岡山県倉敷市東町１０－５２
ファミリーマート　児島文化センター前 711-0913 岡山県倉敷市児島味野３丁目３６５５
ファミリーマート　くらしき駅北 710-0812 岡山県倉敷市北浜町７－３１
ファミリーマート　児島元浜町 711-0922 岡山県倉敷市児島元浜町７９０番地１０
ファミリーマート　福山坪生 721-0903 広島県福山市坪生町５－２７－８
ファミリーマート　福山新浜町 721-0951 広島県福山市新浜町一丁目３番２０号
ファミリーマート　府中目崎 726-0033 広島県府中市目崎町３１２番地２
ファミリーマート　福山千田一丁目 720-0017 広島県福山市千田町一丁目３１番３１号
ファミリーマート　福山赤坂 720-0843 広島県福山市赤坂町大字赤坂１２７６番１０
ファミリーマート　駅家町中島 720-1134 広島県福山市駅家町大字中島６８６番地１
ファミリーマート　福山木之庄 720-0082 広島県福山市木之庄町２丁目１－５
ファミリーマート　福山春日町 721-0907 広島県福山市春日町７－１－１
ファミリーマート　鞆の浦 720-0202 広島県福山市鞆町後地６５１番地５
ファミリーマート　ＴＳＵＴＡＹＡ松永 729-0104 広島県福山市松永町６丁目８－１８
ファミリーマート　ＴＳＵＴＡＹＡ三吉 720-0031 広島県福山市三吉町五丁目１番５号
ファミリーマート　焼山中央 737-0935 広島県呉市焼山中央６－５－５０
ファミリーマート　温品四丁目 732-0033 広島県広島市東区温品四丁目１番２６号
ファミリーマート　光町一丁目 732-0052 広島県広島市東区光町一丁目１０－１９
ファミリーマート　海田市駐屯地 736-0053 広島県安芸郡海田町寿町２－１
ファミリーマート　三原中之町 723-0003 広島県三原市中之町３－１１－２
ファミリーマート　安芸瀬野駅前 739-0311 広島県広島市安芸区瀬野二丁目８２４番１
ファミリーマート　広中新開 737-0124 広島県呉市広中新開１丁目１１番１２号
ファミリーマート　出来庭六丁目 731-4221 広島県安芸郡熊野町出来庭六丁目１番８号
ファミリーマート　広本町三丁目 737-0125 広島県呉市広本町３丁目２１－２６
ファミリーマート　郷原野路の里 737-0163 広島県呉市郷原野路の里一丁目１７番５号
ファミリーマート　呉川尻 737-2603 広島県呉市川尻町西二丁目２番１０号
ファミリーマート　中野東一丁目 739-0323 広島県広島市安芸区中野東１丁目２２番２５号
ファミリーマート　広島曙二丁目 732-0045 広島県広島市東区曙２丁目８－２１
ファミリーマート　音戸の瀬戸 737-1204 広島県呉市音戸町北隠渡一丁目２番８号
ファミリーマート　西条町田口 739-0036 広島県東広島市西条町田口１７９３－１
ファミリーマート　広島霞 734-0037 広島県広島市南区霞２－７－１４
ファミリーマート　広島観音新町 733-0036 広島県広島市西区観音新町３丁目７－３３
ファミリーマート　広島中の棚 730-0032 広島県広島市中区立町５番１４号
ファミリーマート　広島ロイネット 730-0042 広島県広島市中区国泰寺町一丁目３番２０号
ファミリーマート　広島新天地 730-0034 広島県広島市中区新天地６－１
ファミリーマート　広島西白島 730-0005 広島県広島市中区西白島町１５－１
ファミリーマート　流川通り 730-0028 広島県広島市中区流川町８番２０号
ファミリーマート　西平塚町 730-0024 広島県広島市中区西平塚町８－１
ファミリーマート　袋町 730-0036 広島県広島市中区袋町５－２８
ファミリーマート　広島土橋 730-0853 広島県広島市中区堺町１丁目５－１７
ファミリーマート　緑井三丁目 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井３丁目１１－２７
ファミリーマート　広島段原東 732-0811 広島県広島市南区段原三丁目２３番２号
ファミリーマート　紙屋町東 730-0011 広島県広島市中区基町１２－３　ＣＯＩ広島紙屋町ビル
ファミリーマート　広島中央市場 733-0832 広島県広島市西区草津港一丁目８番１号
ファミリーマート　広島駅北口 732-0053 広島県広島市東区若草町１２－１
ファミリーマート　可部虹山 731-0232 広島県広島市安佐北区亀山南４丁目２－２２
ファミリーマート　Ａシティー 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西６－１３－１
ファミリーマート　大芝二丁目 733-0001 広島県広島市西区大芝二丁目１４－７



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　東雲本町 734-0023 広島県広島市南区東雲本町１丁目５－６
ファミリーマート　広島河原町 730-0856 広島県広島市中区河原町３番２４号
ファミリーマート　南観音三丁目 733-0035 広島県広島市西区南観音三丁目１番３３号
ファミリーマート　八本松磯松 739-0142 広島県東広島市八本松東３丁目５－１０
ファミリーマート　西条寺家 739-0041 広島県東広島市西条町寺家５６３５番６
ファミリーマート　西条東 739-0042 広島県東広島市西条町大字西条東７９５－５
ファミリーマート　八本松原 739-0151 広島県東広島市八本松町原６８５４－３
ファミリーマート　西高屋 739-2125 広島県東広島市高屋町中島４３５－１
ファミリーマート　広島横川駅北口 733-0004 広島県広島市西区打越町１１番１号
ファミリーマート　広島観音 733-0031 広島県広島市西区観音町１６番８号
ファミリーマート　広島東雲 734-0022 広島県広島市南区東雲二丁目１１番２３号
ファミリーマート　広島丹那町 734-0034 広島県広島市南区丹那町４番８号
ファミリーマート　ベイシティ宇品 734-0014 広島県広島市南区宇品西３－１－４３
ファミリーマート　マツダ北橋 732-0802 広島県広島市南区大州五丁目１１番９号
ファミリーマート　堺町二丁目 730-0853 広島県広島市中区堺町２丁目３番７号
ファミリーマート　上東雲町 734-0021 広島県広島市南区上東雲町２７番１３号
ファミリーマート　宇品西 734-0014 広島県広島市南区宇品西５丁目１１番１号ー１０２
ファミリーマート　東観音町 733-0032 広島県広島市西区東観音町２１番２８号
ファミリーマート　皆実町六丁目 734-0007 広島県広島市南区皆実町６－１５－７
ファミリーマート　広島金屋町 732-0825 広島県広島市南区金屋町２番１５号
ファミリーマート　南観音二丁目 733-0035 広島県広島市西区南観音二丁目３－１２
ファミリーマート　東本浦 734-0025 広島県広島市南区東本浦町２３番１号
ファミリーマート　広島千田町 730-0052 広島県広島市中区千田町二丁目１番９号
ファミリーマート　西原八丁目 731-0113 広島県広島市安佐南区西原８丁目２４－１５
ファミリーマート　広島北新地 731-4311 広島県安芸郡坂町北新地２丁目３－５３
ファミリーマート　浜田一丁目 735-0013 広島県安芸郡府中町浜田１丁目６番１０号
ファミリーマート　広島大宮 733-0007 広島県広島市西区大宮二丁目１１番１号
ファミリーマート　橋本町 730-0015 広島県広島市中区橋本町７－９
ファミリーマート　幟町 730-0016 広島県広島市中区幟町１４－５第３広共ビル
ファミリーマート　西旭町 734-0002 広島県広島市南区西旭町１４－２５
ファミリーマート　出汐町南 734-0002 広島県広島市南区西旭町７番２８号
ファミリーマート　小町 730-0041 広島県広島市中区小町１－２０
ファミリーマート　新白島駅前 730-0005 広島県広島市中区西白島町４番１７号
ファミリーマート　宇品神田 734-0004 広島県広島市南区宇品神田五丁目２６－３
ファミリーマート　上幟町 730-0014 広島県広島市中区上幟町７－３
ファミリーマート　八木二丁目 731-0101 広島県広島市安佐南区八木二丁目１９番５２号
ファミリーマート　広島緑井 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井二丁目７番２４号
ファミリーマート　己斐本町一丁目 733-0812 広島県広島市西区己斐本町１丁目２５番１７号
ファミリーマート　大竹南栄 739-0602 広島県大竹市南栄２－１－２１
ファミリーマート　大竹西栄 739-0603 広島県大竹市西栄一１丁目１２番９号
ファミリーマート　広島千同 731-5141 広島県広島市佐伯区千同二丁目１番３４号
ファミリーマート　大竹小方 739-0623 広島県大竹市小方１丁目６番３２号
ファミリーマート　啓文社　廿日市 738-0003 広島県廿日市市佐方本町７－１
ファミリーマート　高須駅前 733-0821 広島県広島市西区庚午北３－９－１９
ファミリーマート　海老園 731-5135 広島県広島市佐伯区海老園２丁目７番３８号
ファミリーマート　広島井口台 733-0844 広島県広島市西区井口台二丁目１０番２８号
ファミリーマート　己斐上二丁目 733-0815 広島県広島市西区己斐上２－１１－１３
ファミリーマート　廿日市津田 738-0222 広島県廿日市市津田３９１－２
ファミリーマート　大竹駅前 739-0612 広島県大竹市油見三丁目７番１６号
ファミリーマート　廿日市佐伯支所前 738-0222 広島県廿日市市津田１９８１番地２
ファミリーマート　廿日市阿品台 738-0056 広島県廿日市市阿品台山の手１－６
ファミリーマート　廿日市宮内 738-0034 広島県廿日市市宮内高通４３４４－１
ファミリーマート　西条御条町 739-0014 広島県東広島市西条御条町５－３２
ファミリーマート　高屋町稲木 739-2106 広島県東広島市高屋町稲木２６２番１号
ファミリーマート　広島三滝本町 733-0802 広島県広島市西区三滝本町一丁目１番１２号
ファミリーマート　呉中通三丁目 737-0046 広島県呉市中通３丁目１－３０
ファミリーマート　段原日出町 732-0818 広島県広島市南区段原日出１－２－１４
ファミリーマート　熊野川角 731-4223 広島県安芸郡熊野町川角５丁目１３－２
ファミリーマート　岩国平田 741-0072 山口県岩国市平田４－１６－４３
ファミリーマート　岩国尾津町 740-0032 山口県岩国市尾津町１－１２－１６
ファミリーマート　光浅江五丁目 743-0021 山口県光市浅江５丁目２８－１
ファミリーマート　下松末武 744-0022 山口県下松市せせらぎ町三丁目１３番１号
ファミリーマート　田布施麻郷 742-1513 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷３４３２－５
ファミリーマート　山口東山二丁目 753-0041 山口県山口市東山２丁目４番２号
ファミリーマート　周南梅園町一丁目 745-0076 山口県周南市梅園町１丁目３８番２
ファミリーマート　小郡下郷 754-0002 山口県山口市小郡下郷８７４番６
ファミリーマート　宇部西岐波 755-0151 山口県宇部市大字西岐波１５５４番地１
ファミリーマート　下松南花岡 744-0027 山口県下松市南花岡３丁目１２番１７号
ファミリーマート　防府自力町 747-0817 山口県防府市自力町１１番５号
ファミリーマート　下関富任町 759-6613 山口県下関市富任町五丁目１５番４２号
ファミリーマート　大内御堀 753-0214 山口県山口市大内御堀３５２３番４
ファミリーマート　山陽小野田高栄 756-0815 山口県山陽小野田市高栄一丁目１０番２２号
ファミリーマート　宇部南小羽山町 755-0083 山口県宇部市南小羽山町一丁目９番４２号
ファミリーマート　宇部妻崎開作 759-0204 山口県宇部市大字妻崎開作５２４番地１
ファミリーマート　宇部寿町 755-0032 山口県宇部市寿町三丁目６番７号
ファミリーマート　岩国医療センター 740-0037 山口県岩国市愛宕町１丁目１番１号
ファミリーマート　防府車塚町 747-0811 山口県防府市車塚町９番３５号
ファミリーマート　柳井新庄 742-0021 山口県柳井市柳井４８３９－１
ファミリーマート　阿南富岡小山 774-0030 徳島県阿南市富岡町小山８番１
ファミリーマート　徳島南沖洲五丁目 770-0874 徳島県徳島市南沖洲五丁目１８８番地１４
ファミリーマート　西須賀 770-8024 徳島県徳島市西須賀町中開３４番１
ファミリーマート　徳島北矢三町 770-0006 徳島県徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号
ファミリーマート　市場町 771-1624 徳島県阿波市市場町山野上字白坂２４９－１１
ファミリーマート　庄町三丁目 770-0044 徳島県徳島市庄町３－３０－１
ファミリーマート　小松島和田島 773-0025 徳島県小松島市和田島町字浜塚１１６番地１
ファミリーマート　小松島大林町 773-0022 徳島県小松島市大林町字森ノ本２２番１
ファミリーマート　徳島津田西町 770-8004 徳島県徳島市津田西町１丁目６０－１
ファミリーマート　徳島神山町 771-3311 徳島県名西郡神山町神領字北２０２
ファミリーマート　徳島勝浦町 771-4303 徳島県勝浦郡勝浦町大字生名字神ノ木３０－１
ファミリーマート　住吉三丁目 770-0861 徳島県徳島市住吉三丁目１番５号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　鳴門インター 772-0042 徳島県鳴門市大津町備前島３０８番地９
ファミリーマート　応神町西吉成 771-1153 徳島県徳島市応神町吉成字西吉成１１３番地１
ファミリーマート　鳴門黒崎 772-0001 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島２２３番地
ファミリーマート　藍住町笠木 771-1262 徳島県板野郡藍住町笠木字中野１６８－１
ファミリーマート　北田宮四丁目 770-0003 徳島県徳島市北田宮四丁目４番１
ファミリーマート　北島町東中道 771-0206 徳島県板野郡北島町高房字東中道２１
ファミリーマート　徳島仲之町 770-0932 徳島県徳島市仲之町２丁目３４－１
ファミリーマート　松茂町役場北 771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字灘６番地１５
ファミリーマート　高松仏生山北 761-8078 香川県高松市仏生山町字新田甲３７－１
ファミリーマート　香南町岡 761-1401 香川県高松市香南町岡３５１－１
ファミリーマート　高松林町 761-0301 香川県高松市林町３８５－３５
ファミリーマート　中央インター南 761-0301 香川県高松市林町２０２９－１
ファミリーマート　高松磨屋町 760-0026 香川県高松市磨屋町９－２
ファミリーマート　高松上之町一丁目 761-8064 香川県高松市上之町一丁目８番６号
ファミリーマート　高松桜町 760-0074 香川県高松市桜町１丁目９－１５
ファミリーマート　香南町由佐 761-1402 香川県高松市香南町由佐１８５番地１
ファミリーマート　高松元山町 761-0311 香川県高松市元山町５８４番地１
ファミリーマート　高松御厩町 761-8042 香川県高松市御厩町１４６７－２
ファミリーマート　高松前田東町 761-0322 香川県高松市前田東町７３２－６
ファミリーマート　国分寺福家 769-0103 香川県高松市国分寺町福家甲２９３７－１
ファミリーマート　高松円座町 761-8053 香川県高松市円座町１２５８－１
ファミリーマート　津田の松原ＳＡ下り 769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽９３９－１
ファミリーマート　さぬき志度 769-2101 香川県さぬき市志度正面２２１４番地７１
ファミリーマート　さぬき長尾 769-2302 香川県さぬき市長尾西１４０４－３
ファミリーマート　まんのう町吉野 766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野１３０３番地１
ファミリーマート　豊中町 769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡３１５１－２
ファミリーマート　三豊詫間町 769-1101 香川県三豊市詫間町　詫間６８２３番地８
ファミリーマート　宇多津駅東 769-0208 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁１２０番１
ファミリーマート　丸亀郡家 763-0093 香川県丸亀市郡家町５９３－１
ファミリーマート　丸亀城辰小学校北 763-0091 香川県丸亀市川西町北１８２番地
ファミリーマート　新居浜泉池 792-0013 愛媛県新居浜市泉池町２番１０号
ファミリーマート　西条天神 793-0006 愛媛県西条市下島山甲１４３９番地１
ファミリーマート　西条加茂川 793-0054 愛媛県西条市中野甲４６５－１
ファミリーマート　四国中央大柏 799-0411 愛媛県四国中央市下柏町８１－１
ファミリーマート　西条公園前 793-0030 愛媛県西条市大町４３８番地１
ファミリーマート　西条古川 793-0044 愛媛県西条市古川甲３８４番１
ファミリーマート　三津屋南 799-1353 愛媛県西条市三津屋南５－４７
ファミリーマート　大島吉海 794-2110 愛媛県今治市吉海町八幡１６４番地
ファミリーマート　愛媛県立中央病院 790-0024 愛媛県松山市春日町８３番地　愛媛県立中央病院内
ファミリーマート　玉川町 794-0102 愛媛県今治市玉川町大野字中ノ切甲１２６番１
ファミリーマート　今治国分 799-1533 愛媛県今治市国分二丁目甲２３７番２
ファミリーマート　今治別宮町四丁目 794-0026 愛媛県今治市別宮町四丁目５番２０
ファミリーマート　今治郷本町 794-0823 愛媛県今治市郷本町二丁目５８６番５　他１３筆
ファミリーマート　今治城前 794-0031 愛媛県今治市恵美須町３丁目１番地３２
ファミリーマート　松山山越 791-8013 愛媛県松山市山越６丁目２番９
ファミリーマート　山越四丁目 791-8013 愛媛県松山市山越四丁目４番３０号
ファミリーマート　久万ノ台 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台９０６－１１
ファミリーマート　衣山駅前 791-8025 愛媛県松山市衣山二丁目１－９
ファミリーマート　湊町四丁目 790-0012 愛媛県松山市湊町４－２－２
ファミリーマート　北条バイパス 799-2435 愛媛県松山市府中６６４－１
ファミリーマート　松前役場前 791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井字上又９６５番１
ファミリーマート　松山竹原 790-0053 愛媛県松山市竹原二丁目２番１０号
ファミリーマート　松山衣山 791-8025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地
ファミリーマート　松山余戸南六丁目 790-0047 愛媛県松山市余戸南六丁目１１番４７号
ファミリーマート　松山市民病院前 790-0003 愛媛県松山市三番町８丁目１２－１
ファミリーマート　松山勝山町 790-0878 愛媛県松山市勝山町１－１４－１タウンビル１Ｆ
ファミリーマート　松山松末 790-0915 愛媛県松山市松末２丁目１９番２８号
ファミリーマート　松山高岡 791-8032 愛媛県松山市南斎院町１４３８番地２
ファミリーマート　全農ふれっしゅ広場 791-0215 愛媛県東温市北野田３４５
ファミリーマート　Ａコープいよ 799-3122 愛媛県伊予市市場１２７－１
ファミリーマート　愛大病院前 791-0204 愛媛県東温市志津川１４６－３
ファミリーマート　松山余戸 790-0046 愛媛県松山市余戸西６丁目９番４８号
ファミリーマート　松山中村三丁目 790-0964 愛媛県松山市中村三丁目１番４５号
ファミリーマート　松山味生 791-8031 愛媛県松山市北斎院町６４２番地１
ファミリーマート　南吉田 791-8042 愛媛県松山市南吉田町５０７－１
ファミリーマート　松山南斎院町西 791-8032 愛媛県松山市南斎院町１３９０番地１
ファミリーマート　松山生石 791-8042 愛媛県松山市南吉田町１８２８番地３
ファミリーマート　津島岩松インター 798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲２３１９番地１
ファミリーマート　宇和島桝形 798-0067 愛媛県宇和島市桝形町３丁目６－２８
ファミリーマート　宇和島新町一丁目 798-0035 愛媛県宇和島市新町一丁目３番２０号
ファミリーマート　宇和島保田 798-0077 愛媛県宇和島市保田甲１３８５番地２
ファミリーマート　宇和島保手 798-0088 愛媛県宇和島市保手一丁目３番２号　
ファミリーマート　鬼北奈良 798-1351 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良４１２９番地１
ファミリーマート　宇和島三間 798-1113 愛媛県宇和島市三間町迫目１１２２番地１
ファミリーマート　松野虹の森 798-2102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４１５番地１
ファミリーマート　大洲徳森 795-0061 愛媛県大洲市徳森２２４５番８
ファミリーマート　西予三瓶 796-0907 愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地６０番地１
ファミリーマート　宇和島吉田魚棚 799-3704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０番地２
ファミリーマート　鬼北永野 798-1333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市３６９－１　
ファミリーマート　大洲若宮 795-0052 愛媛県大洲市若宮６３１番地
ファミリーマート　大洲市役所前 795-0012 愛媛県大洲市大洲６４４番地８
ファミリーマート　保内町 796-0202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地２８５番１
ファミリーマート　大洲新谷 795-0071 愛媛県大洲市新谷乙１５９８番地１
ファミリーマート　西大洲 795-0013 愛媛県大洲市西大洲甲１０１０番地１
ファミリーマート　大手町 790-0067 愛媛県松山市大手町１丁目１１－１
ファミリーマート　鷹子駅北 790-0925 愛媛県松山市鷹子町５５２番２
ファミリーマート　河原町 790-0013 愛媛県松山市河原町２－４
ファミリーマート　愛南町南レク前 798-4110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城６６３
ファミリーマート　松山ひがしの 790-0903 愛媛県松山市東野一丁目５番２号
ファミリーマート　宿毛駅前 788-0000 高知県宿毛市宿毛５３５８－１８



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　高知一宮東町 781-8132 高知県高知市一宮東町５丁目６番１号
ファミリーマート　高知大津 781-5102 高知県高知市大津字一円甲２６０番１他４筆
ファミリーマート　南国下末松 783-0025 高知県南国市下末松１番地１
ファミリーマート　高知日の出町 781-0804 高知県高知市日の出町２－２
ファミリーマート　高須新町 781-8122 高知県高知市高須新町１－１－４３
ファミリーマート　のいち駅前 781-5232 高知県香南市野市町２０４０－１
ファミリーマート　芸西 781-5704 高知県安芸郡芸西村西分乙３６７
ファミリーマート　安芸矢ノ丸 784-0001 高知県安芸市矢ノ丸２丁目１番２号
ファミリーマート　南国おおそね 783-0004 高知県南国市大そね甲１５９２－１８
ファミリーマート　野市町西野 781-5232 高知県香南市野市町西野１９９３－１８
ファミリーマート　高知北竹島 780-8019 高知県高知市北竹島町１５番
ファミリーマート　高知はりまや町一丁目 780-0822 高知県高知市はりまや町一丁目３－１５
ファミリーマート　廿代橋 780-0843 高知県高知市廿代町５番２１号
ファミリーマート　高知蒔絵台 781-0245 高知県高知市長浜蒔絵台１丁目２０番地４
ファミリーマート　高知万々 780-0973 高知県高知市万々３４９番１
ファミリーマート　高知桟橋通 781-8010 高知県高知市桟橋通４‐１５‐１
ファミリーマート　高知上町五丁目 780-0901 高知県高知市上町５‐６‐３０
ファミリーマート　桂浜通 781-0270 高知県高知市長浜５７２２番地３
ファミリーマート　高知市役所 780-8571 高知県高知市本町五丁目１番４５号
ファミリーマート　高知一ツ橋 780-0981 高知県高知市一ツ橋町１丁目６５
ファミリーマート　高知瀬戸 781-0250 高知県高知市瀬戸１丁目４番２４号
ファミリーマート　高知旭町 780-0935 高知県高知市旭町１丁目１２２
ファミリーマート　土佐市宇佐 781-1161 高知県土佐市宇佐町宇佐２７５９－１
ファミリーマート　いの町吾北 781-2331 高知県吾川郡いの町下八川甲３７６番地
ファミリーマート　後免駅前 783-0002 高知県南国市駅前町２丁目１５９３－１
ファミリーマート　須崎中央 785-0021 高知県須崎市池ノ内１０６４番地１
ファミリーマート　小倉モノレール守恒 802-0971 福岡県北九州市小倉南区守恒本町一丁目３－１２
ファミリーマート　志徳団地 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力三丁目２０番１号
ファミリーマート　小倉中貫二丁目 800-0237 福岡県北九州市小倉南区中貫２－９－２７
ファミリーマート　行橋行事 824-0001 福岡県行橋市行事四丁目１９番２０号
ファミリーマート　小倉南方二丁目 802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方２－５－３０
ファミリーマート　平尾台入口 803-0184 福岡県北九州市小倉南区大字木下１２２４－１
ファミリーマート　小倉蜷田若園一丁目 802-0814 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園一丁目１番１号
ファミリーマート　小倉志井六丁目 802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井六丁目５番５号
ファミリーマート　戸畑沖台二丁目 804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台二丁目８番１８号
ファミリーマート　小倉中吉田六丁目 800-0204 福岡県北九州市小倉南区中吉田六丁目２７番２号
ファミリーマート　苅田臨空団地 800-0365 福岡県京都郡苅田町大字苅田３７８７－６４
ファミリーマート　八幡香月西 807-1103 福岡県北九州市八幡西区香月西三丁目９番２５号
ファミリーマート　小倉企救丘駅前 802-0981 福岡県北九州市小倉南区企救丘二丁目１４－１１　　
ファミリーマート　小倉モノレール片野駅前 802-0072 福岡県北九州市小倉北区東篠崎１丁目５番６号
ファミリーマート　八幡今池 807-0846 福岡県北九州市八幡西区里中２－１４－１
ファミリーマート　遠賀水巻吉田 807-0046 福岡県遠賀郡水巻町吉田西４丁目３－１
ファミリーマート　小倉朝日ヶ丘 803-0833 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘１６－１４
ファミリーマート　八幡本城東 807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東３丁目２９９－１・２９９－２・３００
ファミリーマート　八幡黒崎 806-0028 福岡県北九州市八幡西区熊手３丁目１－４
ファミリーマート　嘉麻平 820-0203 福岡県嘉麻市平１６３２番地１
ファミリーマート　飯塚弁分 820-0088 福岡県飯塚市弁分１５７－３
ファミリーマート　鞍手小牧 807-1311 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧字居尻５３７番１
ファミリーマート　福岡蒲田 813-0023 福岡県福岡市東区蒲田２－２５－２４
ファミリーマート　福岡箱崎公園前 812-0063 福岡県福岡市東区原田四丁目２４－６２
ファミリーマート　香椎パークポート 813-0018 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭３丁目１番地１４
ファミリーマート　福岡香住ヶ丘 813-0003 福岡県福岡市東区香住ヶ丘七丁目５－６０
ファミリーマート　福岡平和 815-0071 福岡県福岡市南区平和２丁目５－１
ファミリーマート　桂川土居 820-0606 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居８２８番７
ファミリーマート　飯塚柏の森 820-0011 福岡県飯塚市柏の森１５９－２０
ファミリーマート　飯塚秋松 820-0083 福岡県飯塚市秋松字下甫３０５番１
ファミリーマート　桂川土師 820-0607 福岡県嘉穂郡　桂川町大字土師４０６１番地
ファミリーマート　松田三丁目 812-0064 福岡県福岡市東区松田３丁目３－１１
ファミリーマート　原田二丁目 812-0063 福岡県福岡市東区原田２－２－３２
ファミリーマート　福岡和白三丁目 811-0202 福岡県福岡市東区和白三丁目２７番６６号
ファミリーマート　福岡原田一丁目 812-0063 福岡県福岡市東区原田１丁目２４－３２
ファミリーマート　志免南里一丁目 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里１丁目３－３１
ファミリーマート　博多吉塚三丁目 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚３丁目１－１２
ファミリーマート　博多榎田一丁目 812-0004 福岡県福岡市博多区榎田一丁目２番５号
ファミリーマート　篠栗尾仲 811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲４３７－２
ファミリーマート　宇美井上 811-2101 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字井上３８６３番１　外４筆
ファミリーマート　博多豊二丁目 812-0042 福岡県福岡市博多区豊二丁目３番１
ファミリーマート　福岡土井四丁目 813-0032 福岡県福岡市東区土井４丁目６番４号
ファミリーマート　博多住吉四丁目 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉四丁目１５番８号
ファミリーマート　福岡薬院二丁目 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院２－５－３０
ファミリーマート　博多東住吉 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目８番１号
ファミリーマート　博多祇園 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町８－１２
ファミリーマート　志免寿町 811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免４丁目７番１０号
ファミリーマート　博多諸岡一丁目 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡一丁目２３番３３号
ファミリーマート　メトロ博多筑紫口 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街地下鉄博多駅（筑紫口）構内
ファミリーマート　福岡志免 811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免３丁目１４－１
ファミリーマート　西新オレンジ通り 814-0002 福岡県福岡市早良区西新１－１０－１６
ファミリーマート　若久一丁目 815-0042 福岡県福岡市南区若久１丁目３０－２
ファミリーマート　つつじヶ丘 818-0134 福岡県太宰府市大佐野５－１７－３
ファミリーマート　筑紫駅前 818-0025 福岡県筑紫野市大字筑紫９－１
ファミリーマート　太宰府水城三丁目 818-0131 福岡県太宰府市水城３丁目７－１０
ファミリーマート　下大利一丁目 816-0952 福岡県大野城市下大利１丁目２０－３１
ファミリーマート　福岡大橋二丁目 815-0033 福岡県福岡市南区大橋二丁目１１番２８号
ファミリーマート　大野城駅前 816-0943 福岡県大野城市白木原１丁目１５番１５号
ファミリーマート　筑紫野俗明院 818-0067 福岡県筑紫野市大字俗明院１６８－２
ファミリーマート　那珂川片縄 811-1201 福岡県那珂川市片縄４丁目２３
ファミリーマート　福岡拾六町 819-0041 福岡県福岡市西区拾六町五丁目１５－１５
ファミリーマート　福岡千里 819-0374 福岡県福岡市西区大字千里２９８－１
ファミリーマート　神松寺二丁目 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺２－１２－４
ファミリーマート　福岡片江 814-0143 福岡県福岡市城南区南片江２丁目１５－１２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　福岡二丈松国 819-1627 福岡県糸島市二丈松国字実田３６８－１
ファミリーマート　糸島神在 819-1148 福岡県糸島市神在西二丁目１番１号
ファミリーマート　福岡元岡 819-0386 福岡県福岡市西区元浜１丁目２７番５
ファミリーマート　糸島加布里 819-1124 福岡県糸島市加布里一丁目４番１２号
ファミリーマート　久留米大学病院 830-0011 福岡県久留米市旭町６７番地
ファミリーマート　筑前原地蔵 838-0824 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵字村上２４５９番１外４筆
ファミリーマート　大牟田手鎌 836-0004 福岡県大牟田市大字手鎌９４６－１
ファミリーマート　大川やまざくら通り 831-0031 福岡県大川市大字上巻字前田１３３番１
ファミリーマート　大川北古賀 831-0026 福岡県大川市三丸字西佛園４７３－１
ファミリーマート　大川高木病院前 831-0016 福岡県大川市大字酒見中原５－１
ファミリーマート　筑紫野美しが丘北 818-0035 福岡県筑紫野市美しが丘北３丁目１３－２
ファミリーマート　福岡小田部一丁目 814-0032 福岡県福岡市早良区小田部１丁目１－２２
ファミリーマート　朝倉一木 838-0065 福岡県朝倉市一木８６０番３
ファミリーマート　上宮永 832-0058 福岡県柳川市大字上宮永町字高町３６
ファミリーマート　折尾堀川町 807-0861 福岡県北九州市八幡西区堀川町２－１３
ファミリーマート　八幡西陣原１丁目 807-0821 福岡県北九州市八幡西区陣原１丁目１６－４１
ファミリーマート　ＪＲ戸畑駅 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町１－１
ファミリーマート　ＪＲ小倉駅 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１－１
ファミリーマート　ＪＲ小倉駅改札口 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１
ファミリーマート　ＪＲ若松駅 808-0035 福岡県北九州市若松区白山１丁目１８－１－２
ファミリーマート　銘品蔵黒崎駅 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎３丁目１５－１
ファミリーマート　ＪＲ折尾駅 807-0825 福岡県北九州市八幡西区折尾１丁目１２－１
ファミリーマート　ＪＲ門司駅 800-0039 福岡県北九州市門司区中町２－１
ファミリーマート　戸畑中原東２丁目 804-0012 福岡県北九州市戸畑区中原東２丁目１０－４５
ファミリーマート　銘品蔵門司港駅 801-0841 福岡県北九州市門司区西海岸１丁目５－３１
ファミリーマート　ＪＲ赤間駅 811-4183 福岡県宗像市赤間駅前１丁目１－１
ファミリーマート　ＪＲ東郷駅 811-3431 福岡県宗像市田熊４－９－１
ファミリーマート　ＪＲ海老津駅 811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町町海老津駅前１－１
ファミリーマート　ＪＲ遠賀川駅 811-4307 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川１丁目１ー１
ファミリーマート　宗像田久４丁目 811-4175 福岡県宗像市田久４丁目７番１号
ファミリーマート　千早５丁目 813-0044 福岡県福岡市東区千早５丁目４－２５
ファミリーマート　博多堅粕３丁目 812-0043 福岡県福岡市博多区堅粕３丁目１－１９
ファミリーマート　和白病院前 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘２丁目１１－１５
ファミリーマート　博多金の隈３丁目 812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈３丁目９－２
ファミリーマート　粕屋門松 811-2302 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈１２５－１
ファミリーマート　ドラッグイレブン志免 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里４－１３－１
ファミリーマート　志免向ヶ丘 811-2247 福岡県糟屋郡志免町向ヶ丘２丁目２４－１０
ファミリーマート　飯塚幸袋 820-0066 福岡県飯塚市幸袋２５８－１
ファミリーマート　ドラッグイレブン神屋町 812-0022 福岡県福岡市博多区神屋町２番１号
ファミリーマート　博多美野島３丁目 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島３丁目１番８０号
ファミリーマート　博多駅前 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５－２０
ファミリーマート　御島崎２丁目 813-0005 福岡県福岡市東区御島崎２丁目７－３０
ファミリーマート　博多駅前３丁目 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２５－２１
ファミリーマート　ＪＲ千早駅 813-0044 福岡県福岡市東区千早４丁目９３－１
ファミリーマート　ＪＲ香椎駅 813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前１－１１－１
ファミリーマート　ＪＲ福工大前駅 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘１丁目２２－２７
ファミリーマート　福岡県庁前 812-0044 福岡県福岡市博多区千代４丁目２９－３５
ファミリーマート　博多住吉公園前 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目６－２０
ファミリーマート　ＪＲ箱崎駅 812-0061 福岡県福岡市東区筥松２－３２－１
ファミリーマート　福岡香椎浜４丁目 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜４丁目５－１－１０８
ファミリーマート　博多駅博多口 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１
ファミリーマート　城南別府１丁目 814-0104 福岡県福岡市城南区別府１丁目４－４５
ファミリーマート　福岡荒戸３丁目 810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸３丁目１０番１号
ファミリーマート　マリノアシティ前 819-0001 福岡県福岡市西区小戸１丁目３６－２５
ファミリーマート　ＪＲ筑前前原駅前 819-1116 福岡県糸島市前原中央１丁目１－１７
ファミリーマート　糸島波多江駅北１丁目 819-1107 福岡県糸島市波多江駅北１丁目６－１０
ファミリーマート　福岡周船寺１丁目 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺１丁目５番２３号
ファミリーマート　博多駅筑紫口 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１２
ファミリーマート　デイトスアネックス 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１
ファミリーマート　ＪＲ博多駅 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号
ファミリーマート　ＪＲ行橋駅 824-0031 福岡県行橋市西宮市２丁目１－１
ファミリーマート　唐津佐志 847-0111 佐賀県唐津市佐志３８４－２
ファミリーマート　唐津鏡 847-0022 佐賀県唐津市鏡３４８３－６
ファミリーマート　東唐津 847-0017 佐賀県唐津市東唐津４－９－２０
ファミリーマート　唐津千々賀 847-0831 佐賀県唐津市千々賀６５１
ファミリーマート　佐賀駅北 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央２丁目１番５号
ファミリーマート　武雄北方インター 843-0001 佐賀県武雄市朝日町　甘久３５２０－１
ファミリーマート　佐賀上峰 849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所１５５０番１
ファミリーマート　佐賀兵庫瓦町 849-0912 佐賀県佐賀市兵庫町瓦町４１３番７
ファミリーマート　鹿島高津原 849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原四本松５０４１番
ファミリーマート　鹿島能古見 849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分１０７０－２
ファミリーマート　嬉野塩田 849-1401 佐賀県嬉野市塩田町　大字久間甲９２９－１２
ファミリーマート　佐賀多久南 846-0031 佐賀県多久市多久町１７０９－２７
ファミリーマート　嬉野温泉 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町　大字下宿乙５５２
ファミリーマート　藤津太良 849-1602 佐賀県藤津郡太良町大字多良１８４８－１
ファミリーマート　太良 849-1603 佐賀県藤津郡太良町大字糸岐１６６３－２
ファミリーマート　佐賀多布施 840-0842 佐賀県佐賀市多布施二丁目４番１６号
ファミリーマート　佐賀嘉瀬扇町 840-0862 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町２５０１番４
ファミリーマート　佐賀高木瀬長瀬 849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１７５７番１
ファミリーマート　神埼日の隈 842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎４１６９－１８
ファミリーマート　伊万里立花 848-0027 佐賀県伊万里市立花町字小敷山２４０４番１２０
ファミリーマート　有田三代橋 844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原字天神森甲４６０－１他３筆
ファミリーマート　鳥栖酒井西町 841-0042 佐賀県鳥栖市酒井西町６８３番１
ファミリーマート　佐賀駅バスセンター 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央１丁目４２番地
ファミリーマート　壱岐芦辺 811-5316 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触３６８番地１
ファミリーマート　壱岐郷ノ浦東 811-5132 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１
ファミリーマート　長崎住吉 852-8154 長崎県長崎市住吉町１４番２０号
ファミリーマート　長崎樺島町 850-0034 長崎県長崎市樺島町１番７
ファミリーマート　三川町 852-8121 長崎県長崎市三川町１３１５－３
ファミリーマート　時津左底 851-2106 長崎県西彼杵郡時津町左底郷風林防１０７７－２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　長崎恵美須町 850-0056 長崎県長崎市恵美須町２－５
ファミリーマート　長崎大橋 852-8134 長崎県長崎市大橋町１４－８　グレースコート大橋
ファミリーマート　長崎小ヶ倉一丁目 850-0961 長崎県長崎市小ヶ倉町１丁目１０２４
ファミリーマート　長崎西山本町 850-0005 長崎県長崎市西山本町９８番地１２
ファミリーマート　長崎三重 851-2212 長崎県長崎市畝刈町１１５２－１　柏木ビル
ファミリーマート　長崎竿浦町 850-0994 長崎県長崎市竿浦町３０３
ファミリーマート　長崎日見 851-0121 長崎県長崎市宿町３２番地
ファミリーマート　佐世保島瀬町 857-0806 長崎県佐世保市島瀬町９－１７
ファミリーマート　佐世保勝海町 859-3216 長崎県佐世保市勝海町２０－４
ファミリーマート　佐世保吉岡町 857-0143 長崎県佐世保市吉岡町１７７６－１３
ファミリーマート　佐世保江迎 859-6103 長崎県佐世保市江迎町埋立１番２
ファミリーマート　佐世保小島町 857-0066 長崎県佐世保市小島町４７７番１
ファミリーマート　南風崎町 859-3236 長崎県佐世保市南風崎町１４９－２
ファミリーマート　大島 857-2401 長崎県西海市大島町１８１３
ファミリーマート　川棚新谷 859-3619 長崎県東彼杵郡川棚町新谷郷１５３－１
ファミリーマート　波佐見インター 859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字フケノ原１０７７－１
ファミリーマート　大村小路口町 856-0025 長崎県大村市小路口町２４４－５
ファミリーマート　大村杭出津一丁目 856-0828 長崎県大村市杭出津１丁目５１８－１
ファミリーマート　南島原加津佐 859-2601 長崎県南島原市加津佐町己２８１９
ファミリーマート　島原有明 859-1413 長崎県島原市有明町大三東丙２３５－２
ファミリーマート　深江 859-1501 長崎県南島原市深江町甲６８
ファミリーマート　島原アリーナ 855-0875 長崎県島原市中安徳町４３２０他
ファミリーマート　島原大下 855-0878 長崎県島原市大下町１１９１－３
ファミリーマート　南島原布津 859-2112 長崎県南島原市布津町乙字湯田１５６０－１
ファミリーマート　諫早金谷町 854-0004 長崎県諫早市金谷町５５５－１
ファミリーマート　島原街道森山町 854-0203 長崎県諫早市森山町本村６５５－１
ファミリーマート　雲仙吾妻町 859-1107 長崎県雲仙市吾妻町　牛口名６８２－１
ファミリーマート　諫早森山町 854-0205 長崎県諫早市森山町　杉谷２３０－１
ファミリーマート　飯盛 854-1122 長崎県諫早市飯盛町佐田８６３－１
ファミリーマート　西諫早ニュータウン 854-0063 長崎県諫早市貝津町１５３１－１
ファミリーマート　諫早高来 859-0106 長崎県諫早市高来町冨地戸４４４－１
ファミリーマート　諫早貝津町 854-0063 長崎県諫早市貝津町１４２４－１
ファミリーマート　諫早真津山 854-0069 長崎県諫早市貝津ヶ丘５９４－２３
ファミリーマート　諫早久山 854-0066 長崎県諫早市久山町２１６２－４
ファミリーマート　諫早真崎町 854-0084 長崎県諫早市真崎町１０８６－１５
ファミリーマート　諫早栗面バイパス 854-0055 長崎県諫早市栗面町８４３－１
ファミリーマート　大和町 857-1165 長崎県佐世保市大和町９５－２
ファミリーマート　有明湯江 859-1401 長崎県島原市有明町湯江甲２０４－１
ファミリーマート　長崎グラバー通り 850-0931 長崎県長崎市南山手町２－３３　南山手オルゴール館
ファミリーマート　小国宮原 869-2501 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１
ファミリーマート　阿蘇乙姫 869-2226 熊本県阿蘇市乙姫１９５２番１
ファミリーマート　阿蘇内牧 869-2301 熊本県阿蘇市内牧１０７３－５
ファミリーマート　阿蘇一の宮 869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地２３９７－２
ファミリーマート　南小国きよら 869-2401 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田１７８６－１
ファミリーマート　熊本鶴羽田一丁目 861-5517 熊本県熊本市北区鶴羽田１丁目１－１
ファミリーマート　八景水谷 861-8064 熊本県熊本市北区八景水谷３－３－１９８
ファミリーマート　北熊本駐屯地 861-8064 熊本県熊本市北区八景水谷二丁目１７－１
ファミリーマート　ＴＳＵＴＡＹＡ植木 861-0134 熊本県熊本市北区植木町舞尾５４５－２
ファミリーマート　朝日野総合病院 861-8072 熊本県熊本市北区室園町１２番１０号
ファミリーマート　阿蘇白水 869-1504 熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関１２０６－９
ファミリーマート　熊本空港通り 869-1107 熊本県菊池郡菊陽町辛川６００－５
ファミリーマート　永江団地 861-1112 熊本県合志市幾久富字下沖野１８６６番７０４
ファミリーマート　菊陽津久礼 869-1101 熊本県菊池郡　菊陽町大字津久礼２４８２－２
ファミリーマート　南関上坂下 861-0822 熊本県玉名郡南関町大字上坂下字井手３４７２－１外６筆
ファミリーマート　長洲清源寺 869-0105 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字遠見下３１９３番外８筆
ファミリーマート　飛田バイパス 861-5514 熊本県熊本市北区飛田３丁目１－１
ファミリーマート　熊本改寄町 861-5501 熊本県熊本市北区改寄町２３９３番１　外１筆
ファミリーマート　熊本菊池花房台 861-1315 熊本県菊池市木柑子１７６９－４
ファミリーマート　菊池隈府 861-1331 熊本県菊池市隈府８４３番１
ファミリーマート　菊池高野瀬 861-1331 熊本県菊池市隈府字宮跡１４９０－１
ファミリーマート　山鹿明治 861-0501 熊本県山鹿市山鹿字皆本８７４－１
ファミリーマート　植木宮原 861-0111 熊本県熊本市北区植木町宮原字大坪２２７番８（地番）
ファミリーマート　植木豊田 861-0106 熊本県熊本市北区植木町豊田字宗像８０２番２
ファミリーマート　山鹿栗林 861-0531 熊本県山鹿市中字伏鍋９７６－１
ファミリーマート　玉名六田 865-0058 熊本県玉名市六田３０－１６
ファミリーマート　玉名伊倉南方 865-0045 熊本県玉名市伊倉南方字土器９９３番３
ファミリーマート　ＹＯＵランド玉名 865-0064 熊本県玉名市中１６８６番３
ファミリーマート　合志豊岡 861-1115 熊本県合志市豊岡２０００－２１５９
ファミリーマート　菊陽バイパス原水 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水１１６５－１８
ファミリーマート　熊本大津 869-1221 熊本県菊池郡大津町大字陣内１１５３－１
ファミリーマート　合志合生 861-1101 熊本県合志市合生５１－７
ファミリーマート　大津陣内 869-1221 熊本県菊池郡大津町陣内字順田２７５
ファミリーマート　大津吹田 869-1218 熊本県菊池郡大津町大字吹田字八迫１１９６番１
ファミリーマート　熊本龍田九丁目 861-8006 熊本県熊本市北区龍田９丁目４－４５
ファミリーマート　熊本薄場三丁目 861-4131 熊本県熊本市南区薄場３丁目３－３
ファミリーマート　宇土浦田町 869-0445 熊本県宇土市浦田町２８－２
ファミリーマート　あきた 861-5255 熊本県熊本市南区砂原町４８１－１
ファミリーマート　松橋曲野 869-0511 熊本県宇城市松橋町曲野字片林８２－４
ファミリーマート　駕町通り 860-0807 熊本県熊本市中央区下通１丁目６－１５
ファミリーマート　熊本銀座通り 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町１３－２
ファミリーマート　熊本池田二丁目 860-0082 熊本県熊本市西区池田２丁目６－３８－５
ファミリーマート　ワシントン通り 860-0807 熊本県熊本市中央区下通２－２－１８
ファミリーマート　熊本帯山六丁目 862-0924 熊本県熊本市中央区帯山６丁目８番４８号
ファミリーマート　熊本渡鹿六丁目 862-0970 熊本県熊本市中央区渡鹿六丁目７番５０号
ファミリーマート　熊本平成けやき通り 860-0834 熊本県熊本市南区江越２丁目１４－３８
ファミリーマート　熊本坪井二丁目 860-0863 熊本県熊本市中央区坪井２丁目１－４２
ファミリーマート　サクラマチ 860-0805 熊本県熊本市中央区桜町３－１０
ファミリーマート　サンロード熊本浜線 862-0965 熊本県熊本市南区田迎町大字田井島７２５番３
ファミリーマート　熊本段山本町 860-0006 熊本県熊本市中央区段山本町５－２１
ファミリーマート　まるみつ浜線 862-0962 熊本県熊本市南区田迎六丁目４番５１号



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　八代袋町 866-0855 熊本県八代市袋町１番３７号
ファミリーマート　嘉島上島 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字野辺下１０１－１２
ファミリーマート　熊本御船豊秋 861-3131 熊本県上益城郡御船町豊秋瀬口６８０－１
ファミリーマート　熊本国体道路 861-8045 熊本県熊本市東区小山６丁目１４３８－１
ファミリーマート　長嶺南四丁目 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南４丁目６番１８号
ファミリーマート　熊本小山町 861-8030 熊本県熊本市東区小山町１３５９－５
ファミリーマート　益城宮園 861-2241 熊本県上益城郡益城町大字宮園７２１‐７
ファミリーマート　美里砥用 861-4726 熊本県下益城郡美里町大窪９１７－１
ファミリーマート　熊本高遊原 861-2205 熊本県上益城郡益城町大字杉堂字高遊９３８－８４
ファミリーマート　サンロード下原田 868-0086 熊本県人吉市下原田町字荒毛字無田ノ原１３４７‐２他６筆
ファミリーマート　サンロード木上 868-0301 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１
ファミリーマート　サンロード多良木 868-0501 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２７９３－７
ファミリーマート　人吉インター 868-0021 熊本県人吉市鬼木町善生院６１１番１
ファミリーマート　人吉錦町西 868-0303 熊本県球磨郡錦町大字西字百太郎３６０４番１３０
ファミリーマート　サンロード相良 868-0095 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬字沖原３４１３－１
ファミリーマート　熊本戸島西 861-8043 熊本県熊本市東区戸島西４丁目２番４８号
ファミリーマート　八代竹原 866-0826 熊本県八代市竹原町２０７０
ファミリーマート　山都町役場前 861-3515 熊本県上益城郡山都町城平７１８
ファミリーマート　熊本下南部 861-8019 熊本県熊本市東区下南部２丁目１－５０
ファミリーマート　熊本美里三和 861-4732 熊本県下益城郡美里町三和１５０－１
ファミリーマート　熊本動物園通り 862-0908 熊本県熊本市東区新生一丁目４３番９号
ファミリーマート　山都町 861-3517 熊本県上益城郡山都町畑字無田口４５８番１
ファミリーマート　熊本長嶺南 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南８丁目１－３
ファミリーマート　熊本長嶺南三丁目 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南３丁目１番１号
ファミリーマート　美里町中央 861-4406 熊本県下益城郡美里町馬場８００番地
ファミリーマート　八代平山新町 866-0074 熊本県八代市平山新町２５０９－１
ファミリーマート　八代港町 866-0033 熊本県八代市港町３８－２
ファミリーマート　熊本大江一丁目 862-0971 熊本県熊本市中央区大江１丁目２７－１２
ファミリーマート　秋津レークタウン 861-3102 熊本県上益城郡嘉島町大字下六嘉１８７８－５
ファミリーマート　熊本新地六丁目 861-8075 熊本県熊本市北区清水新地６丁目８番１号
ファミリーマート　熊本新町 860-0004 熊本県熊本市中央区新町２丁目３－３
ファミリーマート　山鹿市役所前 861-0501 熊本県山鹿市山鹿１５２０
ファミリーマート　山鹿日輪寺前 861-0552 熊本県山鹿市杉１６４５－１
ファミリーマート　熊本八反田 861-8034 熊本県熊本市東区八反田２丁目１２－４４
ファミリーマート　熊本富合 861-4157 熊本県熊本市南区富合町古関１０８３－３
ファミリーマート　熊本出仲間３丁目 862-0963 熊本県熊本市南区出仲間３丁目４番１３７号
ファミリーマート　宇城豊福 869-0524 熊本県宇城市松橋町豊福５１７番１
ファミリーマート　熊本宇土松原 869-0442 熊本県宇土市城之浦町字南袋２６６－２
ファミリーマート　ＪＲ八代駅 866-0831 熊本県八代市萩原町１丁目１－１
ファミリーマート　熊本富合小岩瀬 861-4161 熊本県熊本市南区富合町小岩瀬字千束１８３
ファミリーマート　八代沖町 866-0013 熊本県八代市沖町３６５１番地
ファミリーマート　熊本水前寺公園 862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園１６－５０
ファミリーマート　熊本御領８丁目 861-8035 熊本県熊本市東区御領８丁目８番２０号
ファミリーマート　熊本本荘４丁目 860-0811 熊本県熊本市中央区本荘４丁目９番２０号
ファミリーマート　ＪＲ新水前寺駅前 862-0949 熊本県熊本市中央区国府１－１－１
ファミリーマート　熊本黒髪６丁目 860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪６丁目１４番３９号
ファミリーマート　熊本秋津新町 861-2107 熊本県熊本市東区秋津新町２－１４
ファミリーマート　熊本尾ノ上４丁目 862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上４丁目１１－２４６　
ファミリーマート　熊本益城広崎 861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎８４４
ファミリーマート　熊本済々黌高前 860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪２丁目１８番７号
ファミリーマート　熊本市民病院 862-0901 熊本県熊本市東区東町４丁目１番６０号
ファミリーマート　熊本市役所前 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町９－６
ファミリーマート　熊本広木町 862-0906 熊本県熊本市東区広木町３０番５５号
ファミリーマート　上熊本２丁目 860-0079 熊本県熊本市西区上熊本２丁目１８－５６
ファミリーマート　銘品蔵熊本駅改札内 860-0047 熊本県熊本市西区春日３－１５－３０
ファミリーマート　銘品蔵熊本駅新幹線口 860-0047 熊本県熊本市西区春日３－１５－３０
ファミリーマート　熊本駅白川口 860-0047 熊本県熊本市西区春日３丁目１５－３０
ファミリーマート　ＪＲ熊本駅前 860-0047 熊本県熊本市西区春日三丁目１５－５５
ファミリーマート　熊本菊池旭志 869-1206 熊本県菊池市旭志伊坂５５５－１
ファミリーマート　阿蘇長陽 869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３９８１－１
ファミリーマート　ドラッグイレブン玉名 865-0061 熊本県玉名市立願寺字池田上２１１－１
ファミリーマート　阿蘇高森 869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森１９８８番１
ファミリーマート　大津室 869-1233 熊本県菊池郡大津町大津２４－１
ファミリーマート　合志御代志 861-1104 熊本県合志市御代志１８５６－１
ファミリーマート　熊本新市街 860-0803 熊本県熊本市中央区新市街６－１３
ファミリーマート　熊本本山４丁目 860-0821 熊本県熊本市中央区本山４丁目１３－１
ファミリーマート　熊本上乃裏通り 860-0843 熊本県熊本市中央区草葉町４番１号
ファミリーマート　熊本下通１丁目 860-0807 熊本県熊本市中央区下通１丁目１１－１５
ファミリーマート　熊本花園５丁目 860-0072 熊本県熊本市西区花園５丁目７番１７号
ファミリーマート　熊本中央街 860-0802 熊本県熊本市中央区中央街４－１６
ファミリーマート　熊本労働会館 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺１丁目１７－９
ファミリーマート　中津大貞 871-0153 大分県中津市大字大貞字３７１－７７
ファミリーマート　中津牛神 871-0016 大分県中津市大字牛神町１－１５－１
ファミリーマート　中津中央町二丁目 871-0024 大分県中津市中央町二丁目８－６７
ファミリーマート　大分光吉インター前 870-1132 大分県大分市大字光吉１１４０－１
ファミリーマート　大分梅ヶ丘 879-7882 大分県大分市大字杉原８２４番地３
ファミリーマート　佐伯鶴岡 876-0835 大分県佐伯市鶴岡町１丁目１番１６号
ファミリーマート　佐伯新女島 876-0824 大分県佐伯市新女島６７７１番地１
ファミリーマート　弥生井崎 876-0111 大分県佐伯市弥生大字井崎９９４－２
ファミリーマート　佐伯常盤南 876-0852 大分県佐伯市常盤南町３番２号
ファミリーマート　臼杵野津町 875-0233 大分県臼杵市野津町大字宮原３６９６番地
ファミリーマート　臼杵熊崎 875-0083 大分県臼杵市大字諏訪８９５－１
ファミリーマート　日田淡窓 877-0012 大分県日田市淡窓一丁目４番１９号
ファミリーマート　野津原 870-1203 大分県大分市大字野津原字中牟田９５１－１
ファミリーマート　別府汐見 874-0918 大分県別府市汐見町７番３６号
ファミリーマート　別府浜町 874-0945 大分県別府市浜町５２４６－１１
ファミリーマート　大分横瀬 870-1173 大分県大分市大字横瀬２１９５番地の５
ファミリーマート　玖珠大隈 879-4414 大分県玖珠郡玖珠町大字大隈９８３－１
ファミリーマート　玖珠戸畑 879-4331 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６３２－１
ファミリーマート　中津北 871-0001 大分県中津市大字大新田字拾番通り４３５－２



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　別府南立石 874-0832 大分県別府市南立石一区５組２Ａ
ファミリーマート　宇佐中央 879-0453 大分県宇佐市大字上田字岩金９２７－１
ファミリーマート　賀来 870-0848 大分県大分市賀来北二丁目９番１１号
ファミリーマート　別府流川 874-0943 大分県別府市楠町１０番３号
ファミリーマート　別府荘園 874-0838 大分県別府市荘園２－１
ファミリーマート　由布挾間 879-5506 大分県由布市挾間町挾間５１４－１
ファミリーマート　猪野 870-0134 大分県大分市大字猪野字實操７１９－１
ファミリーマート　別府鶴見 874-0840 大分県別府市大字鶴見３９２１番４
ファミリーマート　別府天満町 874-0906 大分県別府市天満町６番３３号
ファミリーマート　大分明治北 870-0147 大分県大分市小池原１－１
ファミリーマート　小野鶴 870-1153 大分県大分市小野鶴７１５－８
ファミリーマート　寺崎町一丁目 870-0137 大分県大分市寺崎町１－２－９
ファミリーマート　大分下戸次 879-7763 大分県大分市大字下戸次１５３８－２
ファミリーマート　大分新栄町 870-0919 大分県大分市新栄町１１番３０号
ファミリーマート　大分寒田 870-1123 大分県大分市大字宮崎１４９６－１
ファミリーマート　ＪＲ別府駅 874-0935 大分県別府市駅前町１２－１３
ファミリーマート　大分東浜１丁目 870-0932 大分県大分市東浜１丁目５－１４
ファミリーマート　大分西鶴崎１丁目 870-0105 大分県大分市西鶴崎１丁目１２２－１２
ファミリーマート　由布挾間古野 879-5511 大分県由布市挾間町古野１９８番地１
ファミリーマート　大分原新町 870-0912 大分県大分市原新町５番１７号
ファミリーマート　別府石垣西 874-0910 大分県別府市石垣西７丁目４－１５
ファミリーマート　大分常行 870-0116 大分県大分市大字常行１３５番
ファミリーマート　大分三川新町 870-0141 大分県大分市三川新町２－３－２
ファミリーマート　大分上宗方 870-1152 大分県大分市上宗方５１６番１
ファミリーマート　ＪＲ佐伯駅 876-0803 大分県佐伯市駅前２丁目６番２９号
ファミリーマート　ＪＲ中津駅 871-0033 大分県中津市大字島田２１９－２
ファミリーマート　中津上宮永 871-0027 大分県中津市大字上宮永６番１１
ファミリーマート　中津犬丸 879-0105 大分県中津市犬丸２３８１
ファミリーマート　中津永添 871-0162 大分県中津市大字永添８２０番１７
ファミリーマート　大分オアシス 870-0029 大分県大分市高砂町１２番
ファミリーマート　ＪＲ大分駅 870-0831 大分県大分市要町１番４０号
ファミリーマート　アミュプラザおおいた 870-0831 大分県大分市要町１番１４号
ファミリーマート　大分東春日町 870-0037 大分県大分市東春日町７番７号
ファミリーマート　大分皆春 870-0131 大分県大分市大字皆春３００番地の１
ファミリーマート　ＪＲ宮崎駅 880-0811 宮崎県宮崎市錦町１番８号
ファミリーマート　恒久四丁目 880-0913 宮崎県宮崎市恒久四丁目２１番地１７
ファミリーマート　大淀二丁目 880-0902 宮崎県宮崎市大淀二丁目８４番地１
ファミリーマート　橘通東一丁目 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東一丁目１２番１４号
ファミリーマート　高城穂満坊 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊５２９
ファミリーマート　都北町 885-0004 宮崎県都城市都北町６４１５番地
ファミリーマート　小林仲町 886-0004 宮崎県小林市大字細野６４番１０
ファミリーマート　日南油津 887-0013 宮崎県日南市木山一丁目３番２５号
ファミリーマート　都城小松原 885-0022 宮崎県都城市小松原町５号７番
ファミリーマート　都城市役所前 885-0073 宮崎県都城市姫城町９街区２７号
ファミリーマート　早水公園前 885-0016 宮崎県都城市早水町３９０１番地１
ファミリーマート　祝吉 885-0019 宮崎県都城市祝吉一丁目３０番４
ファミリーマート　都城広原 885-0036 宮崎県都城市広原町１２号４番地２
ファミリーマート　延岡高校前 882-0837 宮崎県延岡市古城町４－５８
ファミリーマート　日向細島 883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字片ヶ浜３３７９番１０
ファミリーマート　日向塩見 883-0033 宮崎県日向市大字塩見１１６４５番１
ファミリーマート　延岡昭和町 882-0034 宮崎県延岡市昭和町二丁目４５番１
ファミリーマート　延岡出北 882-0856 宮崎県延岡市出北三丁目３１番１号
ファミリーマート　延岡桜ヶ丘 882-0005 宮崎県延岡市夏田町３６４番１
ファミリーマート　延岡トトロ 889-0511 宮崎県延岡市松原町３丁目８８９１番１０
ファミリーマート　ＪＲ延岡駅 882-0053 宮崎県延岡市幸町三丁目４４２０番地
ファミリーマート　延岡卸本町 882-0855 宮崎県延岡市卸本町９番１５号
ファミリーマート　日向原町 883-0014 宮崎県日向市原町二丁目１番１０号
ファミリーマート　城山公園前 882-0813 宮崎県延岡市東本小路５番４
ファミリーマート　延岡川島 882-0017 宮崎県延岡市川島町２３２７－９
ファミリーマート　交通安全教育センター前 891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄五丁目１０番地４１号
ファミリーマート　七ツ島 891-0144 鹿児島県鹿児島市下福元町６７２８－１７
ファミリーマート　サンライフパーク 891-0132 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目６６番１号
ファミリーマート　加世田竹田神社前 897-0002 鹿児島県南さつま市加世田武田１５３７２番９
ファミリーマート　まきばランド光山 891-0151 鹿児島県鹿児島市光山二丁目２－２１
ファミリーマート　坂之上駅前 891-0150 鹿児島県鹿児島市坂之上五丁目３番２号
ファミリーマート　喜入旧市 891-0203 鹿児島県鹿児島市喜入町６０７４番５
ファミリーマート　山田 891-0104 鹿児島県鹿児島市山田町１８２－１
ファミリーマート　オロシティー 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町５番３２号
ファミリーマート　下荒田四丁目 890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目２１番２０号
ファミリーマート　荒田二丁目 890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田二丁目７５番１号
ファミリーマート　ドラッグイレブン呉服町 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町１番１０号
ファミリーマート　高見馬場 892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町１３番８号
ファミリーマート　原良四丁目 890-0026 鹿児島県鹿児島市原良四丁目７番８号
ファミリーマート　脇田電停前 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目２８番１号
ファミリーマート　桜ヶ丘五丁目 891-0175 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘五丁目３４番５
ファミリーマート　宇宿七丁目 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿七丁目７番３０号
ファミリーマート　森山団地入口 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿八丁目１３番１号
ファミリーマート　川上小入口 892-0875 鹿児島県鹿児島市川上町３４６４番地１
ファミリーマート　玉里町 890-0012 鹿児島県鹿児島市玉里町２番７号
ファミリーマート　星ヶ峯二丁目 891-0102 鹿児島県鹿児島市星ヶ峯２－５１－１０
ファミリーマート　吉田宮之浦 891-1305 鹿児島県鹿児島市宮之浦町１５０２－１１
ファミリーマート　鹿児島中央駅東口 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１番１号アミュ・サテライト
ファミリーマート　鹿児島中央駅 890-0045 鹿児島県鹿児島市武一丁目１番２号
ファミリーマート　鹿児島中央駅改札口 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１番１号
ファミリーマート　鹿児島中央郵便局前 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町２番１
ファミリーマート　ＰＬＡＣＥ城西 890-0041 鹿児島県鹿児島市城西三丁目８－１
ファミリーマート　湧水町栗野橋 899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場６１番地２
ファミリーマート　国分広瀬 899-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬一丁目２１番２５号
ファミリーマート　くすりの大信鹿児島空港 899-6494 鹿児島県霧島市溝辺町麓８２２番地
ファミリーマート　鹿屋札元一丁目 893-0013 鹿児島県鹿屋市札元一丁目３８３９－９



店舗名 郵便番号 住所
ファミリーマート　鹿屋川西町 893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町３７０７－１
ファミリーマート　高山 893-1206 鹿児島県肝属郡肝付町前田４９７５－１
ファミリーマート　轟公園入口 895-2507 鹿児島県伊佐市大口大田５９－１
ファミリーマート　姶良青木水流 899-5652 鹿児島県姶良市大字平松字後原７２７５－１
ファミリーマート　重富麓 899-5652 鹿児島県姶良市大字平松字小新開５４７０－１
ファミリーマート　隼人京セラ工場前 899-5116 鹿児島県霧島市隼人町内１００３番地１
ファミリーマート　姶良三船 899-5403 鹿児島県姶良市増田４４９番地１
ファミリーマート　迫川内駅前通り 895-0024 鹿児島県薩摩川内市鳥追町６－１６
ファミリーマート　伊集院徳重 899-2502 鹿児島県日置市伊集院町徳重二丁目１番地１
ファミリーマート　串木野須納瀬 896-0027 鹿児島県いちき串木野市恵比須町６３６４番１
ファミリーマート　東市来 899-2201 鹿児島県日置市東市来町湯田３１７９
ファミリーマート　高尾野上水流 899-0406 鹿児島県出水市高尾野町上水流８１３番地１
ファミリーマート　いずみ鶴の町 899-0502 鹿児島県出水市野田町下名１００５番地１
ファミリーマート　阿久根運動公園前 899-1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川２６１８－１
ファミリーマート　阿久根港町 899-1623 鹿児島県阿久根市港町９８番地
ファミリーマート　阿久根赤瀬川 899-1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川３８４３
ファミリーマート　出水向江町 899-0206 鹿児島県出水市向江町２０－６
ファミリーマート　出水米ノ津港 899-0121 鹿児島県出水市米ノ津町４３番２３号
ファミリーマート　高尾野中央 899-0401 鹿児島県出水市高尾野町大久保７６８６番地２
ファミリーマート　入来日ノ丸 895-1402 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名７１０１
ファミリーマート　さつま町船木 895-1804 鹿児島県薩摩郡さつま町船木６４８番地４
ファミリーマート　さつま轟町 895-1813 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町２５番地１０
ファミリーマート　末吉上町 899-8609 鹿児島県曽於市末吉町上町四丁目１番１
ファミリーマート　西之表西町 891-3111 鹿児島県西之表市西町７１１１番地１
ファミリーマート　名瀬平田 894-0014 鹿児島県奄美市名瀬平田町１０４８－１
ファミリーマート　コンフォート泊 900-0012 沖縄県那覇市泊１丁目１６番４号
ファミリーマート　曙小学校前 900-0002 沖縄県那覇市曙２丁目２３番１２号
ファミリーマート　那覇沖映通り 900-0013 沖縄県那覇市牧志一丁目４－３３
ファミリーマート　那覇小禄一丁目 901-0152 沖縄県那覇市小禄１－２７－３
ファミリーマート　小禄南小学校前 901-0152 沖縄県那覇市小禄４丁目１６番１号
ファミリーマート　首里寒川一丁目 903-0826 沖縄県那覇市首里寒川一丁目１０２－２
ファミリーマート　那覇赤嶺一丁目 901-0154 沖縄県那覇市赤嶺一丁目５番７
ファミリーマート　那覇東バイパス 902-0072 沖縄県那覇市字国場３３３番地１
ファミリーマート　西崎六丁目 901-0305 沖縄県糸満市西崎６丁目６番３号
ファミリーマート　八重瀬外間 901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１０１－１
ファミリーマート　糸満みなみ 901-0361 沖縄県糸満市字糸満１６６１‐４
ファミリーマート　糸満浜川団地前 901-0302 沖縄県糸満市字潮平５９９番地の１
ファミリーマート　南城馬天入口 901-1414 沖縄県南城市佐敷字津波古３０３番
ファミリーマート　大名団地前 901-2111 沖縄県浦添市字経塚３６０番地
ファミリーマート　牧港五丁目 901-2131 沖縄県浦添市牧港５丁目８番３号
ファミリーマート　石嶺小学校前 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目９０番１
ファミリーマート　屋富祖四丁目 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖四丁目１番６号
ファミリーマート　中部商業高校前 901-2213 沖縄県宜野湾市志真志４丁目３６番５号
ファミリーマート　比屋根サミット 904-2173 沖縄県沖縄市比屋根七丁目２０－３
ファミリーマート　比屋根 904-2173 沖縄県沖縄市比屋根１－２－１５
ファミリーマート　北中屋宜原 901-2304 沖縄県中頭郡北中城村屋宜原４９２番地
ファミリーマート　海邦一丁目 904-2162 沖縄県沖縄市海邦１－２２－３５
ファミリーマート　沖縄与儀 904-2174 沖縄県沖縄市与儀三丁目１７番１号
ファミリーマート　美里公園前 904-2153 沖縄県沖縄市美原一丁目６番２０号
ファミリーマート　大原団地前 904-2245 沖縄県うるま市字赤道１５４番地２
ファミリーマート　北谷国体道路 904-0101 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭５５０－１１
ファミリーマート　北谷北前 904-0117 沖縄県中頭郡北谷町北前一丁目１７番１１
ファミリーマート　具志川宮里 904-2243 沖縄県うるま市字宮里７６－１番地
ファミリーマート　名護大北五丁目 905-0019 沖縄県名護市大北５丁目２１番９号
ファミリーマート　ふく薬品名護 905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐１７０３－１０１
ファミリーマート　恩納たんちゃ 904-0412 沖縄県国頭郡恩納村谷茶１９１７
ファミリーマート　浦添高校前 901-2121 沖縄県浦添市内間３丁目３０番２０号
ファミリーマート　宮古パイナガマビーチ前 906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里２４６
ファミリーマート　宮古文教通り 906-0012 沖縄県宮古島市平良西里７１３‐３
ファミリーマート　石垣平得 907-0003 沖縄県石垣市字平得２３１番地
ファミリーマート　石垣サザンゲートブリッジ 907-0011 沖縄県石垣市八島町一丁目９番
ファミリーマート　久米島イーフビーチ前 901-3107 沖縄県島尻郡久米島町謝名堂５８３－１


