
店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート境山神 306-0433 茨城県猿島郡境町８０８

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

ファミリーマート下館五所宮 308-0865 茨城県筑西市山崎１７５５－９

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

ファミリーマート水戸末広町二丁目 310-0053 茨城県水戸市末広町２丁目２番３号

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上小瀬 319-2401 茨城県常陸大宮市上小瀬１４１５－１

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

ファミリーマート茨城免許センター前 311-3122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎５９５０－４

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南口 310-0015 茨城県水戸市宮町１丁目７－４４

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

ファミリーマート茨城上飯沼 311-3153 茨城県東茨城郡茨城町大字上飯沼１０２０－８

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

ファミリーマート日和サービスひたちなか総合病院 312-0057 茨城県ひたちなか市石川町２０－１

ファミリーマートひたちなか西大島 312-0041 茨城県ひたちなか市西大島三丁目１番７号

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足崎 312-0003 茨城県ひたちなか市大字足崎１４７６番２８

ファミリーマートひたちなか津田北 312-0032 茨城県ひたちなか市津田１９５４－１０

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



店舗名 郵便番号 住所

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滑川二丁目 317-0053 茨城県日立市滑川町二丁目３－３０

ファミリーマート日立川尻四丁目 319-1411 茨城県日立市川尻町４丁目９－１４

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

ファミリーマート高萩東本町 318-0014 茨城県高萩市東本町一丁目８６番１

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飯田 311-0134 茨城県那珂市飯田３３７３番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

ファミリーマート東海駅東 319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東１丁目１８－２１

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

ファミリーマート常陸太田大森町 313-0021 茨城県常陸太田市大森町１１５２－３

ファミリーマート那珂南郷 311-0107 茨城県那珂市額田南郷１１０５－１

ファミリーマート石岡国府 315-0014 茨城県石岡市国府６丁目３－８

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

ファミリーマート石岡東光台二丁目 315-0033 茨城県石岡市東光台２丁目１番４０号

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

ファミリーマート桜川白井 300-4404 茨城県桜川市真壁町白井６４１番地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

ファミリーマート鉾田大蔵 311-2117 茨城県鉾田市大蔵１３４１－６

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

ファミリーマート神栖居切 314-0141 茨城県神栖市居切１５４７－１

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

ファミリーマート神栖平泉 314-0145 茨城県神栖市平泉東ニ丁目１１番４

ファミリーマート神栖息栖 314-0133 茨城県神栖市息栖２８８５－５８他３筆

ファミリーマート神栖深芝 314-0148 茨城県神栖市深芝字若松２６０４－１他５筆

ファミリーマート神栖中央公園前 314-0144 茨城県神栖市大野原２丁目１－１７

ファミリーマート神栖居切北 314-0141 茨城県神栖市居切１２３０－４５

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

ファミリーマート稲敷西代 300-0726 茨城県稲敷市西代１６１５－１

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

ファミリーマート鹿嶋宮中 314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中３１４－１　他３筆

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手代木 305-0834 茨城県つくば市手代木１８９５－１

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若栗 300-1248 茨城県つくば市若栗字若栗境１２８２番１　他２筆

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

ファミリーマートつくばみらい高岡 300-2301 茨城県つくばみらい市高岡８３４－１７他４筆

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

ファミリーマート常総新石下 300-2706 茨城県常総市新石下３９８５番２

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９３０－１７

ファミリーマートつくば春日四丁目 305-0821 茨城県つくば市春日４丁目１５－１０

ファミリーマートつくば花畑 300-3261 茨城県つくば市花畑３丁目１４番１

ファミリーマートつくば天久保一丁目 305-0005 茨城県つくば市天久保１丁目１８番地６

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

ファミリーマート取手東四丁目 302-0005 茨城県取手市東四丁目１－３０

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みどりの 305-0882 茨城県つくば市花島新田字北原１０－６（みどりの中央Ｂ２４ー１）

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート佐野新都市 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３４１－５

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

ファミリーマート宇都宮簗瀬町 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町２５６２番

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下金井町 321-2114 栃木県宇都宮市下金井町５１６番地７

ファミリーマート宇都宮本町大通り 320-0033 栃木県宇都宮市本町４番１１号下野新聞ビル１階

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



店舗名 郵便番号 住所

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駐屯地 321-0145 栃木県宇都宮市茂原１丁目５－４５

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

ファミリーマート雀の宮七丁目 321-0132 栃木県宇都宮市雀の宮７－１９－１４

ファミリーマート宇都宮インター 321-2116 栃木県宇都宮市徳次郎町字高谷原７番１０他４筆

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江野町 320-0802 栃木県宇都宮市江野町６－９

ファミリーマート宇都宮越戸三丁目 321-0951 栃木県宇都宮市越戸３丁目１４番３号

ファミリーマート宇都宮今泉新町 321-0961 栃木県宇都宮市今泉新町８２－２

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一番町 320-0812 栃木県宇都宮市一番町１番１号

ファミリーマート御幸ヶ原 321-0982 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町１１８－１

ファミリーマート今市荊沢 321-2336 栃木県日光市荊沢５９９－１２６

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街道 325-0301 栃木県那須郡那須町大字湯本字ツムジゲ平５０６番１２　他１筆

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

ファミリーマートさくら箱森新田 329-1301 栃木県さくら市箱森新田字菖蒲沢６７５－２

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



店舗名 郵便番号 住所

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　

ファミリーマート東吾妻原町 377-0801 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町字清光７２６番地１

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

ファミリーマート安中上間仁田 379-0123 群馬県安中市上間仁田５２０番地１

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

ファミリーマート藤岡神田 375-0032 群馬県藤岡市神田１３４０番地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

ファミリーマート高崎問屋西一丁目 370-0006 群馬県高崎市問屋町西一丁目３番地１３

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村田町 370-0312 群馬県太田市新田村田町７９８－６

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記念病院 373-0055 群馬県太田市大島町４５５－１

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新井町 373-0852 群馬県太田市新井町５５８－２

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



店舗名 郵便番号 住所

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別所町 331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町８４－３１

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加美 365-0078 埼玉県鴻巣市加美１丁目３－４７

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

ファミリーマート加須下樋遣川 347-0005 埼玉県加須市下樋遣川５５６７番地１

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

ファミリーマート春日部不動院野 344-0001 埼玉県春日部市大字不動院野２８８９番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

ファミリーマート岩槻太田 339-0052 埼玉県さいたま市岩槻区太田２丁目３番１５号

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永沼 344-0123 埼玉県春日部市永沼６３４番地２

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

ファミリーマート浦和芝原 336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木３丁目１番地２

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

ファミリーマート見沼片柳 337-0024 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳字荒神９０６－２

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

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

ファミリーマートさいたま二ツ宮 331-0065 埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮８１０－１

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

ファミリーマート戸田笹目七丁目 335-0034 埼玉県戸田市笹目七丁目２番地の４

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート川口並木三丁目 332-0034 埼玉県川口市並木三丁目２－１６

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神戸 333-0832 埼玉県川口市神戸３８番地１

ファミリーマート鳩ヶ谷八幡木 334-0012 埼玉県川口市八幡木１丁目２３－１

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猫橋 333-0866 埼玉県川口市芝５－２０

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

ファミリーマートプラスカスミ八潮大原 340-0825 埼玉県八潮市大字大原５３６

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前川四丁目 333-0842 埼玉県川口市前川４丁目４９番１６

ファミリーマート所沢くすのき台 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台２丁目１３－３

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート所沢牛沼 359-0026 埼玉県所沢市牛沼５８３－１

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久米 359-1131 埼玉県所沢市久米５３３番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

ファミリーマート川越小仙波町二丁目 350-0036 埼玉県川越市小仙波町２丁目１７－１

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

ファミリーマート新座野寺二丁目 352-0034 埼玉県新座市野寺２丁目１９番２５号

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二丁目 351-0011 埼玉県朝霞市本町２－２５－３７

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

ファミリーマート小手指二丁目 359-1141 埼玉県所沢市小手指町２－１３－６

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマートヤマキ花園 369-1245 埼玉県深谷市荒川１００３

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代 360-0804 埼玉県熊谷市大字代１０５８－２

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



店舗名 郵便番号 住所

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岩沢 357-0023 埼玉県飯能市大字岩沢３１８－１

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真間 272-0826 千葉県市川市真間１－１２－４

ファミリーマート市川大洲 272-0032 千葉県市川市大洲２－８－３２

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

ファミリーマート浦安若潮通り 279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り２丁目１番８号

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国府台 272-0827 千葉県市川市国府台５－２６－６



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート幕張ベイタウン 261-0013 千葉県千葉市美浜区打瀬２－３パティオス２番街

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

ファミリーマート市川福栄 272-0137 千葉県市川市福栄３－１０－１０

ファミリーマート行徳駅前四丁目 272-0133 千葉県市川市行徳駅前四丁目１４番１２号

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若宮 272-0812 千葉県市川市若宮３－５０－１９

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

ファミリーマート市川南八幡 272-0023 千葉県市川市南八幡４丁目３番５号

ファミリーマート市川欠真間 272-0142 千葉県市川市欠真間１－４－１０

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藤原四丁目 273-0047 千葉県船橋市藤原四丁目４番１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習志野台二丁目 274-0063 千葉県船橋市習志野台二丁目７１番１５号

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

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高瀬町 273-0014 千葉県船橋市高瀬町３２番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

ファミリーマート京成船橋 273-0005 千葉県船橋市本町一丁目２４番１号

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマートソードビル 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂５丁目２０－７

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

ファミリーマート谷津一番館 275-0026 千葉県習志野市谷津３－１２－３６

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

ファミリーマート幕張本郷三丁目 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷３－１０－１８

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本郷 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－２０－３

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

ファミリーマート田丸屋習志野 275-0017 千葉県習志野市藤崎３丁目２番２号

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ゆりのき台 276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台八丁目１７－４

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

ファミリーマート西千葉春日町 260-0033 千葉県千葉市中央区春日二丁目２３番６号

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生実町 260-0813 千葉県千葉市中央区生実町１７３２－１

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

ファミリーマート流山駒木 270-0132 千葉県流山市駒木５２１－１７

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

ファミリーマート流山インター南 270-0175 千葉県流山市三輪野山３－１７－９



店舗名 郵便番号 住所

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大殿井 278-0017 千葉県野田市大殿井３０３－１

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梅郷南 278-0022 千葉県野田市山崎字西新田２２３５番１

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堤根 278-0021 千葉県野田市堤根１１２－６

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目吹 278-0001 千葉県野田市目吹１０２３番１

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

ファミリーマート柏西原 277-0885 千葉県柏市西原６－９－１７

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

ファミリーマートクロスブックス我孫子 270-1151 千葉県我孫子市本町２丁目３番３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

ファミリーマート南初富六丁目 273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富六丁目５番５１号

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



店舗名 郵便番号 住所

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大井 277-0902 千葉県柏市大井４９９

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高田 277-0861 千葉県柏市高田１４６番３

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

ファミリーマート成田南羽鳥 286-0805 千葉県成田市南羽鳥１８１２

ファミリーマート成田久住駅前 286-0819 千葉県成田市久住中央１丁目１１番１２３

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臼井台 285-0866 千葉県佐倉市臼井台１６８２－１　他３筆

ファミリーマート千葉弁天二丁目 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天２－１－１０

ファミリーマート千葉みなと駅南口 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港一丁目２３番２２号

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四木 289-1122 千葉県八街市八街へ１９９－２４５

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

ファミリーマート茂原明光橋 297-0037 千葉県茂原市早野２９７６

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート鴨川横渚 296-0001 千葉県鴨川市横渚２８７番地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

ファミリーマート袖ヶ浦奈良輪 299-0263 千葉県袖ケ浦市奈良輪２４３－３

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

ファミリーマート袖ヶ浦長浦 299-0243 千葉県袖ケ浦市蔵波１９３４番１

ファミリーマート市原姉ヶ崎駅入口 299-0111 千葉県市原市姉崎東三丁目３番地１８

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

ファミリーマート海ほたるＰＡ 292-0008 千葉県木更津市中島地先

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八幡北町 290-0069 千葉県市原市八幡北町３－８－１１

ファミリーマート市原白金町 290-0059 千葉県市原市白金町一丁目８３番

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

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

ファミリーマート市原瀬又 290-0168 千葉県市原市永吉字川向１４１１番地１

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

ファミリーマート梅郷駅前 278-0022 千葉県野田市山崎１８９２－１４

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート南山堂竹芝駅前 105-0022 東京都港区海岸１丁目１３－３

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

ファミリーマート江東新木場二丁目 136-0082 東京都江東区新木場二丁目１０番５号

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

ファミリーマート月島三丁目 104-0052 東京都中央区月島３－３１

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

ファミリーマート墨田江東橋四丁目 130-0022 東京都墨田区江東橋四丁目１９番１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

ファミリーマート市ヶ谷 102-0073 東京都千代田区九段北４－２－１１

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

ファミリーマート文京音羽一丁目 112-0013 東京都文京区音羽１丁目１－１

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

ファミリーマート中野弥生町一丁目 164-0013 東京都中野区弥生町一丁目３８番５

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千早一丁目 171-0044 東京都豊島区千早１丁目１２ー１２

ファミリーマート池袋ロイヤルホテル 171-0014 東京都豊島区池袋２丁目４２－４

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

ファミリーマート新宿新小川町 162-0814 東京都新宿区新小川町７－１７飯田橋三幸ビル

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



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート目白駅前 161-0033 東京都新宿区下落合３－１８－１

ファミリーマート新宿上落合 161-0034 東京都新宿区上落合２丁目８－１６

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

ファミリーマート椎名町駅南口 171-0052 東京都豊島区南長崎１丁目２４番１号

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

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

ファミリーマート三田一丁目 108-0073 東京都港区三田１丁目２－１８

ファミリーマート新橋二丁目 105-0004 東京都港区新橋２－１９－２新橋藤ビル

ファミリーマート目黒本町三丁目 152-0002 東京都目黒区目黒本町３丁目２０－１２

ファミリーマート大田洗足池 145-0064 東京都大田区上池台二丁目３１番１１号

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

ファミリーマート六本木七丁目 106-0032 東京都港区六本木７丁目１３－２

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

ファミリーマート道玄坂上 150-0044 東京都渋谷区円山町２８－１トウセン道玄坂第２ビル

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

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

ファミリーマート初台交差点前 151-0053 東京都渋谷区代々木４－３３－１０トーシンビル１Ｆ

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

ファミリーマート参宮橋駅前 151-0053 東京都渋谷区代々木４丁目２－３

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

ファミリーマート新堀一丁目 132-0001 東京都江戸川区新堀一丁目４２－１４

ファミリーマート江東深川二丁目 135-0033 東京都江東区深川２－５－１

ファミリーマート江東亀戸五丁目 136-0071 東京都江東区亀戸５丁目１４－８



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート牡丹一丁目 135-0046 東京都江東区牡丹１－２－２

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

ファミリーマート木場二丁目 135-0042 東京都江東区木場２－１９

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

ファミリーマート奥戸五丁目 124-0022 東京都葛飾区奥戸５－１－１

ファミリーマート新小岩駅南口 124-0024 東京都葛飾区新小岩１－４８－８

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

ファミリーマート足立西竹の塚一丁目 121-0822 東京都足立区西竹の塚１丁目６－７

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

ファミリーマート赤羽岩淵町 115-0041 東京都北区岩淵町１４－２

ファミリーマート加平一丁目 121-0055 東京都足立区加平１－２０－１８

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

ファミリーマート北千住駅東口 120-0026 東京都足立区千住旭町４０－２１

ファミリーマート足立綾瀬三丁目 120-0005 東京都足立区綾瀬３丁目２６番９

ファミリーマート千住河原町墨堤通り 120-0037 東京都足立区千住河原町６－１６

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

ファミリーマート足立東綾瀬一丁目 120-0004 東京都足立区東綾瀬１丁目１４－９

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

ファミリーマート浮間舟渡駅前 115-0051 東京都北区浮間４－３２－２０

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四丁目 116-0013 東京都荒川区西日暮里４－２１－３

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

ファミリーマート板橋加賀二丁目 173-0003 東京都板橋区加賀二丁目１番１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

ファミリーマート新板橋 173-0004 東京都板橋区板橋１丁目４４－１０

ファミリーマート下赤塚 175-0092 東京都板橋区板橋区赤塚１－８－６

ファミリーマート向原一丁目 173-0036 東京都板橋区向原１丁目４－１

ファミリーマート上板橋駅北口 174-0071 東京都板橋区常盤台４丁目３３－３



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート板橋ハッピーロード大山 173-0023 東京都板橋区大山町３６－１１

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

ファミリーマート練馬高松五丁目北 179-0075 東京都練馬区高松五丁目２１番５号

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

ファミリーマート練馬高野台 177-0033 東京都練馬区高野台４丁目１０－８

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

ファミリーマート新宿職安通り 169-0072 東京都新宿区大久保１丁目１２－１　第２韓国広場ビル

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

ファミリーマート豊玉中三丁目 176-0013 東京都練馬区豊玉中３丁目２番３

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

ファミリーマート杉並桃井西 167-0034 東京都杉並区桃井４丁目１５番９号

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

ファミリーマート杉並人見街道 168-0071 東京都杉並区高井戸西２丁目１７‐１７

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

ファミリーマート塚本西荻南 167-0053 東京都杉並区西荻南２－７－１０

ファミリーマート西荻窪駅南 167-0053 東京都杉並区西荻南３丁目９－１０

ファミリーマート阿佐ヶ谷駅北口 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北２－１３－２１

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玉堤 158-0087 東京都世田谷区玉堤一丁目１４番１９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

ファミリーマート天神森橋 157-0068 東京都世田谷区宇奈根１丁目２２－１７

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

ファミリーマート等々力四丁目 158-0082 東京都世田谷区等々力４丁目２２－１３

ファミリーマート鎌田水神橋 157-0077 東京都世田谷区鎌田３－３４－９

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三鷹北野 181-0003 東京都三鷹市北野４－８－１



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート蒲田南口駅前 144-0052 東京都大田区蒲田５－１３－３１

ファミリーマート大森北 143-0016 東京都大田区大森北５丁目１０－２１

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大鳥居 144-0034 東京都大田区西糀谷３－２１－５

ファミリーマート平和島旧東海道 143-0011 東京都大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル

ファミリーマートタケウチ矢口 146-0093 東京都大田区矢口２－１６ー２

ファミリーマート大田上池台 145-0064 東京都大田区上池台１丁目１４－１６

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

ファミリーマート石川台 145-0065 東京都大田区東雪谷２－１４－３

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田千鳥三丁目 146-0083 東京都大田区千鳥３－１２－１６

ファミリーマート大田新蒲田二丁目 144-0054 東京都大田区新蒲田二丁目５番１４号

ファミリーマート西六郷三丁目 144-0056 東京都大田区西六郷三丁目３番１号

ファミリーマート新宿山吹町 162-0801 東京都新宿区山吹町３５２番２２グローサユウ新宿

ファミリーマート新宿大久保二丁目 169-0072 東京都新宿区大久保２丁目２９－２３

ファミリーマート市谷柳町 162-0061 東京都新宿区市谷柳町１９

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

ファミリーマート新宿神楽坂駅前 162-0805 東京都新宿区矢来町１２４－６

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上池台三丁目 145-0064 東京都大田区上池台３丁目４６－３

ファミリーマート大田中央四丁目 143-0024 東京都大田区中央四丁目２１－７

ファミリーマート上池台夫婦坂 145-0064 東京都大田区上池台４－２－６

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

ファミリーマート東村山駅東口 189-0014 東京都東村山市本町２－３



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート田無町三丁目 188-0011 東京都西東京市田無町三丁目１１番１４号

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

ファミリーマート清瀬小金井街道 204-0021 東京都清瀬市元町二丁目２６－１９

ファミリーマート清瀬けやき通り 204-0011 東京都清瀬市下清戸二丁目５５９－２

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久留米本町 203-0053 東京都東久留米市本町３－２－５

ファミリーマート中川小金井北 184-0004 東京都小金井市本町５－１５－９

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寿町 183-0056 東京都府中市寿町１丁目９－６

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

ファミリーマート府中西府町三丁目 183-0031 東京都府中市西府町三丁目１９番１　他１筆

ファミリーマート国立中一丁目 186-0004 東京都国立市中１－９－７７

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

ファミリーマート国分寺弁天通り 185-0035 東京都国分寺市西町三丁目２３番１５

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

ファミリーマート若葉台駅前 206-0824 東京都稲城市若葉台２－４－４

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

ファミリーマート日野駅前 191-0061 東京都日野市大坂上１－３３－１

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栄町 191-0001 東京都日野市栄町１丁目４５－１

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

ファミリーマート立川錦町二丁目 190-0022 東京都立川市錦町２丁目１－１９

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

ファミリーマート国立駅北 185-0034 東京都国分寺市光町１丁目４３－１

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート八王子長房町 193-0824 東京都八王子市長房町１４１０－１

ファミリーマート八王子秋川街道 192-0041 東京都八王子市中野上町５丁目３８－１１

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めじろ台二丁目 193-0833 東京都八王子市めじろ台２丁目６５番１２

ファミリーマート京王堀之内駅前 192-0355 東京都八王子市堀之内３丁目２７

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

ファミリーマート八王子下柚木二丁目 192-0372 東京都八王子市下柚木二丁目３番８

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

ファミリーマート東名町田 194-0003 東京都町田市小川七丁目８番３号

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

ファミリーマート東大和新青梅街道 207-0005 東京都東大和市高木三丁目４１６番１

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

ファミリーマート福生志茂 197-0023 東京都福生市志茂５８番地２

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

ファミリーマートサンズ大岡山北口 145-0062 東京都大田区北千束１－５５－２

ファミリーマートサンズ大岡山駅前 145-0062 東京都大田区北千束１－４５－１１風月堂ビル１階

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

ファミリーマート立川上砂町 190-0032 東京都立川市上砂町三丁目５８番４

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

ファミリーマート清瀬駅南口 204-0022 東京都清瀬市松山一丁目４－２

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保谷駅 202-0012 東京都西東京市東町３丁目１４－３０

ファミリーマートトモニー東久留米駅 203-0014 東京都東久留米市東本町１丁目８番



店舗名 郵便番号 住所

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高田馬場駅ホーム 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－３５－２

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練馬駅 176-0001 東京都練馬区練馬１丁目３－５

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

ファミリーマート東京ソラマチ１Ｆ 131-0045 東京都墨田区押上１丁目１－１３

ファミリーマート東武鉄道本社 131-0045 東京都墨田区押上２－１８－１２

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

ファミリーマート押上駅 131-0045 東京都墨田区押上１丁目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

ファミリーマート葛飾立石六丁目 124-0012 東京都葛飾区立石６丁目３４－１５

ファミリーマート町屋駅 116-0002 東京都荒川区荒川７－４０－６

ファミリーマート日暮里駅ホーム 116-0013 東京都荒川区西日暮里２丁目

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

ファミリーマート三ツ池公園口 230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾２－８－９

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

ファミリーマート鶴見上末吉 230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉１丁目１７番５号

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駒岡二丁目 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡二丁目８番３０号

ファミリーマートアスロード川崎ロイネット 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２丁目６－１５

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

ファミリーマート鶴屋町二丁目 221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－６

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

ファミリーマート大岡三丁目 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡３丁目２－２５

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

ファミリーマートサンズ新吉田 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東８丁目４６－１３

ファミリーマートサンズ美しが丘 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１－５５

ファミリーマートサンズ長者町 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町７－１１３

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戸塚駅前 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２０－２

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート日吉六丁目 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉６－１１－３３

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下作延 213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延３丁目１４番３３号

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

ファミリーマート薬ヒグチ川崎戸手本町 212-0023 神奈川県川崎市幸区戸手本町２丁目４２９

ファミリーマート荏田西四丁目 225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西４丁目７番１

ファミリーマート横浜ワールドポーターズ 231-0001 神奈川県横浜市中区新港２－２－１横浜ワールドポーターズ

ファミリーマート川崎塩浜 210-0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目８番６

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梅田橋 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６９９番地１

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

ファミリーマート青葉嶮山 225-0023 神奈川県横浜市青葉区大場町７０４番地５０

ファミリーマート青葉しらとり台 227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台１－１

ファミリーマートリコス菊名駅西 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸２１２番地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

ファミリーマート樽町二丁目 222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－５

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

ファミリーマート横浜立場駅 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西１－１－３０

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

ファミリーマート瀬谷阿久和西四丁目 246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西四丁目７－１

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

ファミリーマート座間相模が丘二丁目 252-0001 神奈川県座間市相模が丘２－３０－１３

ファミリーマート大和下鶴間北 242-0007 神奈川県大和市中央林間９丁目７番２９号

ファミリーマート相武台三丁目 252-0324 神奈川県相模原市南区相武台３丁目２１－３９

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

ファミリーマート相模大野駅前 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野７－１－１０

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

ファミリーマート厚木長谷 243-0036 神奈川県厚木市長谷２９２－１

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

ファミリーマート茅ヶ崎赤羽根 253-0001 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根２２５２－１

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

ファミリーマート藤沢長後 252-0801 神奈川県藤沢市長後９５４－３

ファミリーマート藤沢善行 251-0871 神奈川県藤沢市善行２丁目１－１

ファミリーマート藤沢下土棚 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚１００４番地

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

ファミリーマート鎌倉雪ノ下 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下３－４－２５

ファミリーマート藤沢石川 252-0815 神奈川県藤沢市石川６３６－９　他６筆

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

ファミリーマート藤沢柄沢 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢二丁目７番地２７

ファミリーマート湘南工科大学／Ｓ 251-8511 神奈川県藤沢市辻堂西海岸１丁目１ー２５

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新屋 250-0856 神奈川県小田原市新屋４５－２



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート京急久里浜駅前 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル

ファミリーマート横須賀三春町 238-0014 神奈川県横須賀市三春町１－２１

ファミリーマート横須賀須軽谷 238-0314 神奈川県横須賀市須軽谷３０７－１１

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Ｍ・Ｙ湘南国際村 240-0107 神奈川県横須賀市湘南国際村１－３－１

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

ファミリーマート逗子・葉山駅前 249-0006 神奈川県逗子市逗子５－１－２３

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

ファミリーマート藤沢羽鳥 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥１‐３‐５０

ファミリーマート戸塚駅北 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町６００５番地３

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

ファミリーマート金沢鳥浜町 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町５番２１　他１筆

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

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

ファミリーマート甲府昭和インター北 409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居１５０５

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

ファミリーマート船津登山道 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津７４４０－２

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

ファミリーマート甲府緑ヶ丘 400-0008 山梨県甲府市緑が丘１丁目１８７

ファミリーマート甲府昭和 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条５０３７番

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



店舗名 郵便番号 住所

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

ファミリーマート昭和バイパス 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条１６９２番地２


