
店舗名 郵便番号 住所

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中野山五丁目 950-0841 新潟県新潟市東区中野山五丁目２１－１０

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商業高校前 951-8127 新潟県新潟市中央区関屋下川原町１ー７

ファミリーマート新潟プラーカ３ 950-0917 新潟県新潟市中央区天神１－１プラーカ３

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山 950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山六丁目３番１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

ファミリーマート田上川船河 959-1513 新潟県南蒲原郡田上町大字川船河甲１３５０番地５

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中野橋 959-1755 新潟県五泉市青橋甲５７７－１

ファミリーマート阿賀野南安野 959-2004 新潟県阿賀野市南安野町９番３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槇尾 950-2121 新潟県新潟市西区槇尾字前三俵３２７番地

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

ファミリーマート弥彦温泉前 959-0323 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦字羽黒戸２２８０番地

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

ファミリーマート燕下粟生津 959-0222 新潟県燕市下粟生津字横町３０３６番地３

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

ファミリーマート柏崎城塚 945-1343 新潟県柏崎市城塚１番２７号

ファミリーマート柏崎比角 945-0047 新潟県柏崎市比角二丁目１０番３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

ファミリーマート三条大崎 955-0033 新潟県三条市西大崎一丁目９番２０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

ファミリーマート新津荻川 956-0805 新潟県新潟市秋葉区中野二丁目２２番２２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

ファミリーマート富山綾田町 930-0845 富山県富山市綾田町１丁目４９番１



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート黒部立野東 938-0051 富山県黒部市立野１６５番地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

ファミリーマート黒部生地 938-0061 富山県黒部市生地神区３９２－１

ファミリーマート滑川中川原 936-0021 富山県滑川市中川原２９５番１

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

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八尾新田 939-2363 富山県富山市八尾町新田１１９番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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート小矢部芹川 932-0033 富山県小矢部市芹川１５８番１

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

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

ファミリーマート七尾国分町 926-0821 石川県七尾市国分町シ７番地１



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート金沢元菊 920-0036 石川県金沢市元菊町５番１号

ファミリーマート金沢中央市場 920-0024 石川県金沢市西念四丁目２２番１２号

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート白山インター 920-0379 石川県金沢市中屋南８４番地

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

ファミリーマート松任成町 924-0020 石川県白山市新成四丁目２３５番

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

ファミリーマート新小松インター 923-0004 石川県小松市長崎町四丁目１３５番地

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

ファミリーマート白山新田町 924-0015 石川県白山市新田町２６９番１

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート女形谷ＰＡ下り／Ｓ 910-0207 福井県坂井市丸岡町山久保３０字３５番２

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

ファミリーマート女形谷ＰＡ上り 910-0211 福井県坂井市丸岡町女形谷２３字６３番の５

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

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

ファミリーマート鯖江住吉町一丁目 916-0056 福井県鯖江市住吉町１丁目１番２２－１

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渕町 918-8026 福井県福井市渕４丁目１７０１－１

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千福 915-0846 福井県越前市千福町３８０番

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



店舗名 郵便番号 住所

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あけぼの 914-0075 福井県敦賀市曙町１－２４

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

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



店舗名 郵便番号 住所

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一本柳 385-0022 長野県佐久市岩村田１８２４－３

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三好町 386-0033 長野県上田市御所１９６－１１

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

ファミリーマート上田秋和 386-0041 長野県上田市秋和２２４－６

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神畑 386-1103 長野県上田市神畑２４８－１

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



店舗名 郵便番号 住所

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート高森下市田 399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田６７８番１

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

ファミリーマート上田上丸子 386-0404 長野県上田市上丸子１４６２番地８


