
店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート月形皆楽公園 061-0500 北海道樺戸郡月形町字階楽町１５１６番１

ファミリーマート岩見沢岡山町 079-0181 北海道岩見沢市岡山町６番地４

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駅北口 060-0807 北海道札幌市北区北七条西四丁目１番地

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狸小路１丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西１丁目５－１

ファミリーマート札幌南２条西４丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西４丁目１１

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

ファミリーマート岩内公園通 045-0022 北海道岩内郡岩内町字清住２２０

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あずさ５丁目 066-0076 北海道千歳市あずさ５丁目１番１号

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート札幌平和通４丁目 003-0029 北海道札幌市白石区平和通４丁目北１－１５

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栄通 003-0021 北海道札幌市白石区栄通１丁目１－３６

ファミリーマート札幌大谷地西１丁目 004-0042 北海道札幌市厚別区大谷地西１丁目３－１４

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

ファミリーマート東札幌６条 003-0006 北海道札幌市白石区東札幌６条３丁目１－３３

ファミリーマート東札幌 003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２

ファミリーマート札幌菊水１条 003-0801 北海道札幌市白石区菊水１条２丁目３－８

ファミリーマート札幌本郷通２丁目 003-0024 北海道札幌市白石区本郷通２丁目南５番１６号

ファミリーマート札幌平岸３条 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸３条４－８－１

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

ファミリーマート南郷 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通１５丁目北９－２７

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月寒東５条１１丁目 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東５条１１丁目８番１３号

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中央４条 004-0054 北海道札幌市厚別区厚別中央４条５丁目１‐１５

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

ファミリーマート苫小牧住吉町 053-0046 北海道苫小牧市住吉町２丁目７番１１号

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート苫小牧澄川町 059-1271 北海道苫小牧市澄川町５丁目１１番５号

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港町 041-0821 北海道函館市港町３丁目２番５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石川町 041-0802 北海道函館市石川町１８０番地５９

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斗久根別 049-0122 北海道北斗市東浜２丁目１４－８

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

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ジャスマック 030-0802 青森県青森市本町二丁目７－２１

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

ファミリーマート外ヶ浜三厩 030-1733 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町８３番地２１

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート平川岩館 036-0145 青森県平川市岩館山の井１７５番地６

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

ファミリーマート深浦駅前 038-2324 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢８２番地１５

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

ファミリーマート弘前城東中央三丁目 036-8093 青森県弘前市城東中央３丁目５－１

ファミリーマート津軽ＳＡ 036-0141 青森県平川市大字沖館字比山館３２－１

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

ファミリーマートみちのく天間林 039-2731 青森県上北郡七戸町字後平７３８－２

ファミリーマート七戸ざるた 039-2512 青森県上北郡七戸町字笊田２２－９

ファミリーマート東北町上野 039-2401 青森県上北郡東北町大字上野字下田２８３番３

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

ファミリーマート六戸小松ケ丘 033-0071 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢６０番５９１

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

ファミリーマート東北町乙供 039-2654 青森県上北郡東北町字塔ノ沢山１番地５６８

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

ファミリーマート東北町上北小前 039-2402 青森県上北郡東北町大字大浦字一本松１６２番地３

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート滝沢はのき沢山 020-0625 岩手県滝沢市葉の木沢山５１０番地１

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乙部 020-0402 岩手県盛岡市黒川２２地割８－１

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そけい 027-0025 岩手県宮古市実田２丁目２－８

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

ファミリーマート宮古田老三丁目 027-0307 岩手県宮古市田老三丁目３番１０号

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

ファミリーマート北上鬼柳卯の木 024-0056 岩手県北上市鬼柳町卯の木１９２－１



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート花巻小舟渡 025-0062 岩手県花巻市上小舟渡２８

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

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

ファミリーマート胆沢小山 023-0402 岩手県奥州市胆沢小山字川北４５－２

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

ファミリーマート花泉金沢 029-3102 岩手県一関市花泉町金沢字内ノ目３７番地

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

ファミリーマート盛岡南仙北二丁目 020-0863 岩手県盛岡市南仙北二丁目４番５０号



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート宮城松島あたご 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字反町三２６－１

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

ファミリーマート矢本航空自衛隊前 981-0503 宮城県東松島市矢本字南浦２０２

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

ファミリーマート石巻井内 986-0003 宮城県石巻市大瓜字井内３７番２

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

ファミリーマート佐沼北方 987-0513 宮城県登米市迫町北方字谷地前１２６番２

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

ファミリーマート豊里町 987-0366 宮城県登米市豊里町下屋浦５番地３

ファミリーマート石巻新橋 986-0878 宮城県石巻市新橋１番７３号

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート北仙台駅前 981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町６番８号

ファミリーマート小松島二丁目 981-0905 宮城県仙台市青葉区小松島二丁目２番１３号

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駅前 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツパーキングビル１Ｆ

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

ファミリーマート仙台花京院 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院１－５－１０

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

ファミリーマート立町 980-0822 宮城県仙台市青葉区立町１－１８



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート仙台中央一丁目 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目８番３８号　ＡＫビル１階

ファミリーマート仙台堤通 981-0915 宮城県仙台市青葉区通町二丁目６－１０

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

ファミリーマート岩沼中央四丁目 989-2432 宮城県岩沼市中央４丁目２－２０

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

ファミリーマート西多賀四丁目 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀四丁目２８－８

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

ファミリーマート船岡中央 989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目１２－１

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

ファミリーマート亘理インター 989-2301 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字八幡８５－１

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



店舗名 郵便番号 住所

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

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

ファミリーマート鹿角市役所前 018-5201 秋田県鹿角市花輪字小深田２９８番地

ファミリーマート秋田大館餌釣 017-0837 秋田県大館市餌釣字前田３７９番地



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート秋田大館比内 018-5701 秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱４１番地３

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

ファミリーマート鹿角錦木 018-5336 秋田県鹿角市十和田錦木字浜田３９番地２

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

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

ファミリーマート十文字西原一番町 019-0503 秋田県横手市十文字町西原一番町４７－１

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



店舗名 郵便番号 住所

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

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

ファミリーマート由利本荘薬師堂 015-0041 秋田県由利本荘市薬師堂字中道２４１

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

ファミリーマート本荘インター 015-0061 秋田県由利本荘市二十六木字根木田２８０－２

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

ファミリーマート藤島 999-7601 山形県鶴岡市藤島字鶴巻８８－２

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三川 997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地１２番地３

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート新庄若葉町 996-0025 山形県新庄市若葉町６番１１号

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春日町 990-0833 山形県山形市春日町２－１

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

ファミリーマート米沢北 992-0011 山形県米沢市中田町５６４番地の１

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

ファミリーマート米沢塩井町 992-0042 山形県米沢市塩井町塩野１４９０番地１８

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駅東口 990-0039 山形県山形市香澄町１丁目３－１４サンビル１Ｆ

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駅西口 960-8068 福島県福島市太田町３０番１５号



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート松本船引 963-4434 福島県田村市船引町門鹿字荒屋敷２９８－１

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

ファミリーマート福島下野寺 960-8075 福島県福島市下野寺字遠原１－４

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飯坂町東湯野 960-0221 福島県福島市飯坂町東湯野字姥懐３－１８

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本町 963-8871 福島県郡山市本町１－５－１１４

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート南湖 961-0883 福島県白河市東小丸山８７－２

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緑町 963-8023 福島県郡山市緑町１－１


