
店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート中津川苗木南 508-0101 岐阜県中津川市苗木４８９９番地６

ファミリーマート恵那峡 509-7201 岐阜県恵那市大井町字土々ケ根２６３２番地の１１８

ファミリーマート中津川手賀野 508-0015 岐阜県中津川市手賀野字円通寺４２０－１

ファミリーマート中津川手賀野北 508-0015 岐阜県中津川市手賀野字円通寺４１７－８

ファミリーマート恵那インター 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野１２１２番地の４

ファミリーマート付知尾ヶ平 508-0351 岐阜県中津川市付知町４９５６番地の５５

ファミリーマート恵那大井 509-7201 岐阜県恵那市大井町６９６－３７

ファミリーマート中津川苗木 508-0101 岐阜県中津川市苗木字室屋７４９１番１

ファミリーマート中津川桃山 508-0011 岐阜県中津川市駒場字安森１１６０－３４

ファミリーマート中津川茄子川 509-9132 岐阜県中津川市茄子川字津戸井１７３６－１

ファミリーマート中津川落合 508-0006 岐阜県中津川市落合２４８９－１

ファミリーマート恵那大崎 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野二丁目８番９

ファミリーマート恵那加子母 508-0421 岐阜県中津川市加子母４５３２番地の１１

ファミリーマート瑞浪上野 509-6125 岐阜県瑞浪市上野町二丁目１３９番地

ファミリーマート瑞浪陶町 509-6363 岐阜県瑞浪市陶町大川７８１番地３

ファミリーマート明智 509-7731 岐阜県恵那市明智町字藤ノ木１１４番地の１

ファミリーマート瑞浪小田 509-6116 岐阜県瑞浪市南小田町一丁目２番地

ファミリーマート肥田 509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田字西島２３１６－１

ファミリーマート土岐泉 509-5146 岐阜県土岐市泉明治町５－３７

ファミリーマート土岐泉西山町 509-5154 岐阜県土岐市泉西山町１丁目２０番

ファミリーマート多治見池田町 507-0048 岐阜県多治見市池田町９丁目３７番地１

ファミリーマート土岐口北町 509-5126 岐阜県土岐市土岐口北町一丁目１１番地

ファミリーマート土岐下石中央 509-5202 岐阜県土岐市下石町１４３６番地

ファミリーマート多治見笠原町東 507-0901 岐阜県多治見市笠原町１４５６番地の３

ファミリーマート多治見坂上町 507-0804 岐阜県多治見市坂上町七丁目４８番地

ファミリーマート土岐平成 509-5302 岐阜県土岐市妻木平成町二丁目１２番地

ファミリーマート多治見小名田 507-0004 岐阜県多治見市小名田町１－７－１

ファミリーマート多治見笠原町 507-0901 岐阜県多治見市笠原町字梅平３９８６－２４

ファミリーマート多治見宝町 507-0054 岐阜県多治見市宝町九丁目２４番地

ファミリーマート北恵那福岡 508-0203 岐阜県中津川市福岡１２２３番地の２９

ファミリーマート恵那高校前 509-7201 岐阜県恵那市大井町字学頭１２０８番地の１

ファミリーマート可児御嵩町 505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中字四万堂１８９５番地の１

ファミリーマート恵那正家 509-7203 岐阜県恵那市長島町正家二丁目７－１７

ファミリーマート恵那久須見 509-7206 岐阜県恵那市長島町久須見５２番１

ファミリーマート新中津川中村 508-0001 岐阜県中津川市中津川字野中３０２１番地３

ファミリーマート恵那原東 509-7201 岐阜県恵那市大井町字原２１９４番１４

ファミリーマート新中津川落合 508-0006 岐阜県中津川市落合７２９番地３

ファミリーマート中津川坂本中町 509-9132 岐阜県中津川市茄子川字野畔１１８２－５

ファミリーマート多治見太平町五丁目 507-0041 岐阜県多治見市太平町五丁目２１番地の１

ファミリーマート多治見小泉八丁目 507-0073 岐阜県多治見市小泉町八丁目１２９番地１

ファミリーマート御嵩中坪 505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中８３番地の３

ファミリーマート多治見駅北 507-0037 岐阜県多治見市音羽町１丁目２４０番地

ファミリーマート多治見駅前 507-0033 岐阜県多治見市本町２－７０－８

ファミリーマート御嵩上恵土 505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵土１２６３番地６

ファミリーマート多治見松坂町 507-0063 岐阜県多治見市松坂町二丁目１１番４４

ファミリーマート各務原宝積寺 509-0123 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町一丁目２１１番地１

ファミリーマート各務原市民プール前 509-0144 岐阜県各務原市鵜沼小伊木町４丁目１６８番地２

ファミリーマート各務原吉野町 504-0846 岐阜県各務原市蘇原吉野町４丁目４１

ファミリーマート可児柿田 509-0212 岐阜県可児市柿田８０８－１

ファミリーマート可児羽崎八幡前 509-0222 岐阜県可児市羽崎八幡前１１８８番

ファミリーマート八百津牧野 505-0304 岐阜県加茂郡八百津町上牧野字米之２２２番地の１

ファミリーマート加茂上川辺 509-0302 岐阜県加茂郡川辺町上川辺下松田１１３８番地１

ファミリーマート可児桜町 509-0214 岐阜県可児市広見字常盤１６４４－１

ファミリーマート加茂八百津 505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５９番地

ファミリーマート美濃加茂川合 505-0022 岐阜県美濃加茂市川合町２丁目９番１号

ファミリーマート各務原大橋 504-0926 岐阜県各務原市上中屋町四丁目１９７番地

ファミリーマート鵜沼東町 509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町七丁目１８番地

ファミリーマート各務原市役所南 504-0907 岐阜県各務原市那加住吉町１丁目２番１

ファミリーマート岐阜基地 504-8701 岐阜県各務原市那加官有地無番地

ファミリーマート各務原成清 504-0935 岐阜県各務原市成清町１丁目３０－２

ファミリーマート武儀下之保 501-3521 岐阜県関市下之保５１３２番地の１

ファミリーマート坂祝町黒岩 505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩４２４番地１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート美濃加茂加茂川町 505-0044 岐阜県美濃加茂市加茂川町一丁目字若宮３０３０番１３

ファミリーマート美濃加茂山手 505-0036 岐阜県美濃加茂市山手町二丁目７番地

ファミリーマート美濃加茂田島一丁目 505-0032 岐阜県美濃加茂市田島町一丁目１３番地

ファミリーマート美濃加茂太田南 505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町１９４３番地２

ファミリーマート美濃加茂中富町 505-0033 岐阜県美濃加茂市中富町一丁目８番３２号

ファミリーマート鵜沼三ツ池町 509-0146 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町３丁目８８番地

ファミリーマート各務原総合体育館 504-0023 岐阜県各務原市那加太平町二丁目２０６番地１

ファミリーマート可児大森東 509-0238 岐阜県可児市大森１５３２番地１

ファミリーマート各務原希望町 504-0829 岐阜県各務原市蘇原希望町４丁目２９－１

ファミリーマート各務原にんじん通 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼　各務原町６丁目８９－１

ファミリーマート新穂積 501-0223 岐阜県瑞穂市穂積字タリ３１１０番１

ファミリーマート岐阜西改田上の町 501-1168 岐阜県岐阜市西改田上の町３１番地１

ファミリーマート瑞穂野白新田 501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田４０９－３

ファミリーマート岐阜長良公園前 502-0082 岐阜県岐阜市長良東１丁目５１

ファミリーマート瑞穂大西 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里字大西６５２番１

ファミリーマート瑞穂中原 501-0223 岐阜県瑞穂市穂積字中原１７７６番地１

ファミリーマート瑞穂稲里 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里３５８番地４

ファミリーマート新岐関大橋 501-2556 岐阜県岐阜市溝口中１４１番地１

ファミリーマート山県東深瀬 501-2104 岐阜県山県市大字東深瀬字平柳１１７－２

ファミリーマート北方加茂 501-0425 岐阜県本巣郡北方町東加茂３丁目４７番地

ファミリーマート本巣天神前 501-0471 岐阜県本巣市政田字天神前１０４３番地１

ファミリーマート本巣屋井 501-0417 岐阜県本巣市屋井字八幡１３４９番地６

ファミリーマート瑞穂牛牧 501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧字札木９３４番２

ファミリーマート真正町 501-0465 岐阜県本巣市軽海９６９－２

ファミリーマート本巣政田 501-0472 岐阜県本巣市下福島字高道１０９－１

ファミリーマート岐阜則松 501-1183 岐阜県岐阜市則松二丁目６１番地３

ファミリーマート山県佐賀 501-2114 岐阜県山県市佐賀７９２番地３

ファミリーマート山県岩佐口 501-2259 岐阜県山県市岩佐１１９４番地２

ファミリーマート岐阜加野六丁目 501-3107 岐阜県岐阜市加野六丁目４番２

ファミリーマート岐阜向加野 501-3109 岐阜県岐阜市向加野１丁目２１－１３

ファミリーマート本巣文殊 501-1203 岐阜県本巣市文殊字村前８３８番１

ファミリーマート美濃大矢田 501-3771 岐阜県美濃市大矢田１３７－１

ファミリーマート岐阜新北島 502-0911 岐阜県岐阜市北島九丁目８番地４

ファミリーマート島南公園 502-0914 岐阜県岐阜市菅生８－６－２

ファミリーマート岐阜本荘公園 500-8327 岐阜県岐阜市如月町二丁目１番地

ファミリーマート岐阜鶴田町 500-8164 岐阜県岐阜市鶴田町二丁目１番地

ファミリーマート神戸やなぜ 503-2317 岐阜県安八郡神戸町大字柳瀬１０４８番地の１

ファミリーマート岐阜さぎやま 502-0851 岐阜県岐阜市鷺山北町７番１９号

ファミリーマート本巣上保 501-0401 岐阜県本巣市上保１２５６番地６９

ファミリーマート山県伊自良 501-2124 岐阜県山県市小倉８０６

ファミリーマート岐阜旦島 502-0926 岐阜県岐阜市旦島六丁目

ファミリーマート本巣木知原 501-1234 岐阜県本巣市木知原字大川端４２３番１

ファミリーマート岐阜下西郷 501-1175 岐阜県岐阜市下西郷２丁目１５－１

ファミリーマート岐阜本巣北方 501-0445 岐阜県本巣郡北方町柱本南３丁目７１

ファミリーマート岐阜茜部大川 500-8282 岐阜県岐阜市茜部　大川２丁目１２－１

ファミリーマート岐阜大福町 502-0934 岐阜県岐阜市大福町５丁目３１

ファミリーマートうぬま朝日町 509-0145 岐阜県各務原市鵜沼朝日町四丁目１番地１

ファミリーマート岐阜又丸 501-1152 岐阜県岐阜市又丸柳町１８－２

ファミリーマート岐阜西柳ヶ瀬 500-8842 岐阜県岐阜市金町４丁目２８番地

ファミリーマート新岐阜駅北 500-8175 岐阜県岐阜市長住町２－９－１２

ファミリーマート岐阜若宮町九丁目 500-8828 岐阜県岐阜市若宮町９丁目９番２

ファミリーマート岐阜長良橋西 502-0817 岐阜県岐阜市長良福光２５２７番地３

ファミリーマート岐阜薮田 500-8387 岐阜県岐阜市薮田中一丁目６番５号

ファミリーマート羽島北 501-6207 岐阜県羽島市足近町７丁目５５９－１

ファミリーマート羽島正木町 501-6218 岐阜県羽島市正木町須賀本村１１番地１

ファミリーマート羽島平方 501-6257 岐阜県羽島市福寿町平方字土手西１１０５番地１

ファミリーマート岐阜柳津本郷 501-6104 岐阜県岐阜市柳津町本郷二丁目１番地１

ファミリーマート岐南薬師寺 501-6014 岐阜県羽島郡岐南町薬師寺四丁目８番地

ファミリーマート岐阜曽我屋 501-0101 岐阜県岐阜市曽我屋二丁目１３７番２

ファミリーマート羽島牧野 501-6236 岐阜県羽島市江吉良町字牧野郷中１２８７番１

ファミリーマート岐阜長良真生町 502-0055 岐阜県岐阜市長良福江町３丁目３６－２

ファミリーマート羽島福寿町 501-6251 岐阜県羽島市福寿町間島三丁目５１番地



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート岐阜羽島インター 501-6311 岐阜県羽島市上中町長間字十二割１８９４

ファミリーマートぎふ加納新本町 500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町四丁目１６番地

ファミリーマート岐阜清本町 500-8351 岐阜県岐阜市清本町四丁目３５番地１

ファミリーマート岐阜日野 500-8212 岐阜県岐阜市日野南４丁目６－８

ファミリーマート岐南 501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北５丁目１１２

ファミリーマート西岐阜駅南 500-8381 岐阜県岐阜市市橋６丁目１番地２

ファミリーマート岐阜駅前 500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目２７番地大岐阜ビル２階Ａ号室

ファミリーマート岐阜茜部 500-8282 岐阜県岐阜市茜部大川二丁目６７番地

ファミリーマート岐阜六条 500-8355 岐阜県岐阜市六条片田一丁目５番６号

ファミリーマート茜部菱野一丁目 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野一丁目２３番地１

ファミリーマート岐南伏屋 501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋二丁目４９番地１

ファミリーマート岐阜茜部中島 500-8269 岐阜県岐阜市茜部中島２丁目１１番地１

ファミリーマート羽島大浦 501-6224 岐阜県羽島市正木町大浦６１２番地

ファミリーマート岐阜芥見五丁目 501-3134 岐阜県岐阜市芥見五丁目３番地１

ファミリーマート笠松みなみ 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代字神明４３８番地

ファミリーマート白鳥バイパス 501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良７３３番地１７

ファミリーマート郡上中津屋 501-5123 岐阜県郡上市白鳥町中津屋７０４番地１

ファミリーマート岐阜茜部寺屋敷 500-8267 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地

ファミリーマート関市西本郷通 501-3803 岐阜県関市西本郷通５丁目４番２号

ファミリーマート関祭場 501-3936 岐阜県関市倉知４０９番地１

ファミリーマート郡上稲成 501-4223 岐阜県郡上市八幡町稲成字上ノ田１１５０番１

ファミリーマート美濃松栄町 501-3752 岐阜県美濃市松栄町４丁目５５番地

ファミリーマート関広見インター 501-3263 岐阜県関市広見１６０４－１

ファミリーマート関円保通 501-3804 岐阜県関市円保通１丁目５７－２

ファミリーマート関市西田原 501-3928 岐阜県関市西田原字野田２２５８番地

ファミリーマート関平成通 501-3919 岐阜県関市平成通一丁目６６番地

ファミリーマート国府広瀬 509-4119 岐阜県高山市国府町広瀬町１６３８番地１

ファミリーマート高山しんぐう 506-0035 岐阜県高山市新宮町１６２０

ファミリーマート高山桐生町 506-0004 岐阜県高山市桐生町５－２２１

ファミリーマート高山総和町 506-0007 岐阜県高山市総和町２－６０－１

ファミリーマート高山上岡本町 506-0055 岐阜県高山市上岡本町３丁目３２６番地

ファミリーマート飛騨古川 509-4215 岐阜県飛騨市古川町杉崎１０１２－１

ファミリーマート高山江名子 506-0818 岐阜県高山市江名子町４８７番地１３

ファミリーマート高山西之一色 506-0031 岐阜県高山市西之一色町２－１２２－１

ファミリーマート高山上二之町 506-0845 岐阜県高山市上二之町８０

ファミリーマート高山総和三丁目 506-0007 岐阜県高山市総和町三丁目３５番

ファミリーマート高山松原 506-0058 岐阜県高山市山田町１５２３－１４

ファミリーマート岐阜松鴻町 500-8412 岐阜県岐阜市松鴻町１丁目１番

ファミリーマート大垣西之川 503-0018 岐阜県大垣市西之川町１－２９４－１

ファミリーマート大垣静里町 503-0983 岐阜県大垣市静里町１４４０－１

ファミリーマート岐阜駅北口 500-8844 岐阜県岐阜市吉野町６丁目６

ファミリーマート早田栄町 502-0847 岐阜県岐阜市早田栄町３－３１

ファミリーマート名鉄岐阜駅北 500-8833 岐阜県岐阜市神田町８丁目５番

ファミリーマート美濃加茂伊深 505-0008 岐阜県美濃加茂市伊深町１０６６番地２

ファミリーマート関山田 501-3944 岐阜県関市山田８１２番地３

ファミリーマート大垣中野町 503-0022 岐阜県大垣市中野町２丁目１－６

ファミリーマート大垣桧町 503-0981 岐阜県大垣市桧町字笠毛８１８番１

ファミリーマート神戸川西 503-2311 岐阜県安八郡神戸町大字川西４６－３

ファミリーマート大垣赤坂 503-2213 岐阜県大垣市赤坂町６０００番地

ファミリーマート大垣笠木町 503-0023 岐阜県大垣市笠木町２６５番地１

ファミリーマート垂井綾戸 503-2112 岐阜県不破郡垂井町綾戸字東浦１０１番地

ファミリーマート池田下八幡 503-2426 岐阜県揖斐郡池田町八幡１００２番地の１

ファミリーマート大垣長松町 503-0997 岐阜県大垣市長松町字小人町７６１番地

ファミリーマート大野黒野 501-0521 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野字東小奈良５７番地の２

ファミリーマート大垣室本町 503-0911 岐阜県大垣市室本町五丁目１８番地

ファミリーマートアスティ大垣 503-0901 岐阜県大垣市高屋町１丁目１４５番地

ファミリーマート神戸町井田 503-2305 岐阜県安八郡神戸町大字神戸字井田８０１番１

ファミリーマート大垣丸の内 503-0888 岐阜県大垣市丸の内二丁目３４番地

ファミリーマート大垣築捨町二丁目 503-0854 岐阜県大垣市築捨町二丁目１０２番地３

ファミリーマート垂井宮代 503-2100 岐阜県不破郡垂井町字馬出瀬１５８９－１

ファミリーマート輪之内町 503-0204 岐阜県安八郡輪之内町四郷字新開２４３番

ファミリーマート大垣築捨町 503-0854 岐阜県大垣市築捨町３丁目２４番



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート安八牧 503-0125 岐阜県安八郡安八町牧字石土手３２８６番地４

ファミリーマート大垣上石津下多良 503-1621 岐阜県大垣市上石津町下多良１８２－１

ファミリーマート安八輪之内町 503-0233 岐阜県安八郡輪之内町中郷字下切戸１０２５番３

ファミリーマート大垣北方町 503-0019 岐阜県大垣市北方町２丁目９５番地１

ファミリーマート大垣藤江町 503-0893 岐阜県大垣市藤江町二丁目１０３番地

ファミリーマート養老宇田 503-1335 岐阜県養老郡養老町宇田６４０番地２

ファミリーマート養老大跡 503-1324 岐阜県養老郡養老町大跡８５０番地１

ファミリーマートようろう瑞穂 503-1274 岐阜県養老郡養老町瑞穂字旭４２５番

ファミリーマート海津今尾 503-0321 岐阜県海津市平田町今尾２２４８番地

ファミリーマート海津 503-0652 岐阜県海津市海津町馬目字道上９９番地の１

ファミリーマート垂井東 503-2121 岐阜県不破郡　垂井町２００８番地の１

ファミリーマート安八森部 503-0114 岐阜県安八郡安八町森部１６６０－１

ファミリーマート揖斐清水 501-0615 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水９２３番地

ファミリーマート名鉄岐阜駅イクト 500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目１番地

ファミリーマート名鉄岐阜駅ホーム 500-8833 岐阜県岐阜市神田町９丁目１番地

ファミリーマート三島加茂川 411-0034 静岡県三島市加茂川町１２－４８

ファミリーマート三島梅名 411-0816 静岡県三島市梅名２８５－１

ファミリーマート修善寺温泉 410-2416 静岡県伊豆市修善寺６５６番地１０

ファミリーマート丸文熱海 413-0013 静岡県熱海市銀座町５－１１

ファミリーマート下田白浜 415-0012 静岡県下田市白浜２７３７－１

ファミリーマート松崎町松崎 410-3611 静岡県賀茂郡松崎町松崎６３番地の２

ファミリーマート河津笹原 413-0512 静岡県賀茂郡河津町笹原字久保７２番地

ファミリーマート南伊豆下賀茂 415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１６４番地の７

ファミリーマート三島壱町田 411-0025 静岡県三島市壱町田７４－３

ファミリーマート伊豆の国四日町 410-2123 静岡県伊豆の国市四日町字四五六５１８番１

ファミリーマート富士天間高屋 419-0205 静岡県富士市天間字沢向６００番１

ファミリーマート富士本吉原 417-0001 静岡県富士市今泉１丁目１４番３２号

ファミリーマート御殿場インター 412-0026 静岡県御殿場市東田中１１１８

ファミリーマート沼津大岡北 410-0022 静岡県沼津市大岡２２６７－１

ファミリーマート御殿場二の岡 412-0025 静岡県御殿場市二の岡１丁目９番７号

ファミリーマート沼津下河原町 410-0841 静岡県沼津市下河原町３１－１

ファミリーマート沼津港前 410-0844 静岡県沼津市春日町７－１

ファミリーマート裾野須山 410-1231 静岡県裾野市須山２９５５－１

ファミリーマート沼津アントレ 410-0801 静岡県沼津市大手町１丁目１－１

ファミリーマート御殿場新橋 412-0043 静岡県御殿場市新橋１８７８－１

ファミリーマート富士駐屯地 410-1431 静岡県駿東郡小山町須走４８１－２７

ファミリーマート裾野深良 410-1102 静岡県裾野市深良字社口前２６３３－４

ファミリーマート裾野せぎ原 410-1123 静岡県裾野市伊豆島田５０７番地の１

ファミリーマート御殿場川島田南 412-0045 静岡県御殿場市川島田１０５８

ファミリーマート沼津下香貫 410-0822 静岡県沼津市下香貫２９７３－６

ファミリーマート沼津あしたか 410-0302 静岡県沼津市東椎路８３２番地の３

ファミリーマート沼津三園南 410-0833 静岡県沼津市三園町１０番４５号

ファミリーマート富士丘 419-0201 静岡県富士市厚原５９１番地の１

ファミリーマート清水三保 424-0901 静岡県静岡市清水区三保１１５－１８

ファミリーマート興津中町北 424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町字金山下１３４７番１

ファミリーマート富士宮大岩 418-0013 静岡県富士宮市大岩３８０番地５

ファミリーマート清水石川 424-0007 静岡県静岡市清水区石川新町７番１号

ファミリーマート清水能島 424-0063 静岡県静岡市清水区能島６４番地の１

ファミリーマート清水富士見町 424-0941 静岡県静岡市清水区富士見町３番１号

ファミリーマート清水沼田町 424-0935 静岡県静岡市清水区沼田町４番３０号

ファミリーマート清水追分 424-0841 静岡県静岡市清水区追分３丁目５－２０

ファミリーマート新清水 424-0821 静岡県静岡市清水区相生町２番２９号

ファミリーマート清水吉川 424-0055 静岡県静岡市清水区吉川８７４番地の１

ファミリーマート清水楠新田東 424-0882 静岡県静岡市清水区楠新田２２８番地２

ファミリーマート清水草薙駅前 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙一丁目２番２１号

ファミリーマート清水袖師町 424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町５５０－２

ファミリーマート富士宮田中町 418-0075 静岡県富士宮市田中町２７２－１

ファミリーマート富士宮野中 418-0039 静岡県富士宮市野中８４３－１　８４４－１　９５２－１

ファミリーマート富士宮山宮 418-0111 静岡県富士宮市山宮４０１番地の１

ファミリーマート万野原バイパス 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田４１５２番地の７

ファミリーマート富士宮芝川 419-0315 静岡県富士宮市長貫１１０５番地４

ファミリーマート静岡有明西 422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡５丁目３３番３



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート静岡千代 421-1212 静岡県静岡市葵区千代二丁目１６－５

ファミリーマート静岡富士見台 422-8026 静岡県静岡市駿河区富士見台一丁目４番８７号

ファミリーマート瀬名中央 420-0911 静岡県静岡市葵区瀬名１－１６－２３

ファミリーマート静岡小鹿 422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿２丁目３１‐２９

ファミリーマート静岡インター通り 422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田３８２‐２

ファミリーマート静岡中吉田 422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田４６－１

ファミリーマート静岡大谷 422-8017 静岡県静岡市駿河区大谷２丁目１４番５５号

ファミリーマート静岡竜南通り 420-0804 静岡県静岡市葵区竜南１－１６－２５

ファミリーマート静岡千代田 420-0803 静岡県静岡市葵区千代田１丁目１２－１５

ファミリーマート静岡沓谷五丁目 420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷五丁目５５番地１

ファミリーマート杏林堂静岡鷹匠 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠２丁目１６－７

ファミリーマート静岡二番町 420-0072 静岡県静岡市葵区二番町８－１８

ファミリーマート静岡城東町 420-0846 静岡県静岡市葵区城東町６５－１０

ファミリーマート静岡大坪南 422-8075 静岡県静岡市駿河区大坪町４－３２

ファミリーマート静岡鷹匠三丁目 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠三丁目１番１６号

ファミリーマート静岡昭府町 420-0871 静岡県静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号

ファミリーマート静岡七間町 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町１２番地４

ファミリーマート島田稲荷 427-0038 静岡県島田市稲荷四丁目３９７０番２

ファミリーマート島田横井二丁目 427-0024 静岡県島田市横井二丁目１３番２７号

ファミリーマート島田神座 427-0032 静岡県島田市神座２５８１番地１

ファミリーマート藤枝瀬古東 426-0082 静岡県藤枝市瀬古二丁目８番１８号

ファミリーマート藤枝蓮華寺池 426-0014 静岡県藤枝市若王子１丁目５－７

ファミリーマート藤枝一丁目 426-0025 静岡県藤枝市藤枝１－４－１３

ファミリーマート島田ひがし町 427-0011 静岡県島田市東町４１番地１

ファミリーマート藤枝青南町 426-0063 静岡県藤枝市青南町四丁目１５番地２１

ファミリーマート焼津中根新田 425-0062 静岡県焼津市中根新田１５１０番地１

ファミリーマート焼津浜当目 425-0012 静岡県焼津市浜当目２－５－１３

ファミリーマート下川原一丁目 421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原１丁目７－３２

ファミリーマート藤枝岡部 421-1131 静岡県藤枝市岡部町内谷９２４－２

ファミリーマート焼津中新田 425-0068 静岡県焼津市中新田１０６番地の１

ファミリーマート静岡みずほ 421-0115 静岡県静岡市駿河区みずほ２－１９－１５

ファミリーマート静岡長田 421-0111 静岡県静岡市駿河区丸子新田３８２番１

ファミリーマート静岡丸子六丁目 421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子六丁目１番５１号

ファミリーマート焼津下小田 425-0057 静岡県焼津市下小田６６４－２

ファミリーマート藤枝高洲 426-0046 静岡県藤枝市高洲６１番地の６

ファミリーマート焼津市立総合病院 425-8505 静岡県焼津市道原１０００番地

ファミリーマート藤枝与左衛門 426-0047 静岡県藤枝市与左衛門４６４番地２

ファミリーマート大井川利右衛門 421-0212 静岡県焼津市利右衛門１２２８番地

ファミリーマート焼津水産加工団地口 425-0065 静岡県焼津市惣右衛門９２９番地の１

ファミリーマート大井川中学校前 421-0218 静岡県焼津市下江留３００番地の１

ファミリーマート焼津高新田 421-0204 静岡県焼津市高新田６０２－１

ファミリーマート藤枝藪田西インター 426-0202 静岡県藤枝市上藪田１３１番７

ファミリーマート焼津柳新屋 425-0074 静岡県焼津市柳新屋６４０－１

ファミリーマート藤枝小石川三丁目 426-0033 静岡県藤枝市小石川町三丁目１－１

ファミリーマート藤枝岡部インター 426-0221 静岡県藤枝市高田１３２番地１

ファミリーマート焼津中里 425-0014 静岡県焼津市中里５０８

ファミリーマート藤枝上青島 426-0036 静岡県藤枝市上青島２９８番地２

ファミリーマート金谷東町 428-0013 静岡県島田市金谷東２丁目１０２９番地の１０

ファミリーマート吉田インター 421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸１４２５番地の２

ファミリーマート榛原川根本町 428-0314 静岡県榛原郡川根本町下長尾４５３番地の３

ファミリーマート牧之原静波一丁目 421-0422 静岡県牧之原市静波一丁目３２６番の１

ファミリーマート島田はばたき橋 427-0103 静岡県島田市中河８０３番１

ファミリーマート富士山静岡空港北 428-0039 静岡県島田市金谷猪土居３４４４番地３７

ファミリーマート袋井大野 437-1112 静岡県袋井市大野３６７番地１

ファミリーマート袋井愛野駅南 437-0040 静岡県袋井市愛野南一丁目１番地の７

ファミリーマート袋井愛野駅北 437-0031 静岡県袋井市愛野東１丁目１５番地の５

ファミリーマート袋井松原 437-1117 静岡県袋井市松原５１５番地

ファミリーマート磐田インター 438-0086 静岡県磐田市見付１８０８番地の１８

ファミリーマート森町宮の市 437-0226 静岡県周智郡森町一宮１２６０－１

ファミリーマート袋井浅名 437-1102 静岡県袋井市浅名９３３－２

ファミリーマート袋井新池 437-0043 静岡県袋井市新池３８２－１

ファミリーマート掛川鳥居 436-0043 静岡県掛川市大池字三十五ノ坪９３１番１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート掛川本郷 436-0111 静岡県掛川市本郷１４０８番地の１

ファミリーマート牧之原地頭方 421-0532 静岡県牧之原市地頭方５００番地２

ファミリーマート御前崎池新田大山 437-1612 静岡県御前崎市池新田１５７３番地１５

ファミリーマート牧之原女神 421-0516 静岡県牧之原市女神字惣作１番６

ファミリーマート袋井インター南 437-0065 静岡県袋井市堀越５４５－２

ファミリーマート掛川大池 436-0043 静岡県掛川市大池字十ノ坪２８６６番地の１

ファミリーマート磐田富士見 438-0083 静岡県磐田市富士見町三丁目１番２３

ファミリーマート磐田今之浦 438-0071 静岡県磐田市今之浦二丁目９番地の１

ファミリーマート磐田福田中央 437-1203 静岡県磐田市福田２２１０番地２

ファミリーマート磐田駅南口 438-0078 静岡県磐田市中泉字御殿２２７０－１３

ファミリーマート浜北貴布祢 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢３１５－１

ファミリーマート磐田豊浜 437-1202 静岡県磐田市豊浜５２５

ファミリーマート磐田岩井原 438-0016 静岡県磐田市岩井３１８４番地２

ファミリーマート浜北新原本村 434-0003 静岡県浜松市浜北区新原２５５８番地５

ファミリーマート浜北インター 434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬２０３５番地の１

ファミリーマート浜松東本郷 430-0812 静岡県浜松市南区本郷町１３４７番地の６

ファミリーマート天竜西鹿島駅前 431-3313 静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島２６０ー１　

ファミリーマート浜松有玉北 431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町１７５４－１

ファミリーマート西貝塚南 438-0026 静岡県磐田市西貝塚字六通５５９番地４

ファミリーマート浜松植松 430-0803 静岡県浜松市東区植松町２６５－１２

ファミリーマート子安 435-0015 静岡県浜松市東区子安町３０２番１

ファミリーマート浜松天龍川町 435-0013 静岡県浜松市東区天龍川町９４番地

ファミリーマート浜松市野 435-0051 静岡県浜松市東区市野町１０３１番地１

ファミリーマート浜松遠州浜 430-0835 静岡県浜松市南区遠州浜二丁目３２番１号

ファミリーマート浜松大蒲町 435-0014 静岡県浜松市東区大蒲町８５－９

ファミリーマート浜松将監 430-0802 静岡県浜松市東区将監町４４－８

ファミリーマート浜松きたじま 435-0041 静岡県浜松市東区北島町５７９番地

ファミリーマート浜松西本郷 430-0812 静岡県浜松市南区本郷町４５０番地

ファミリーマート浜松半田山四丁目 431-3125 静岡県浜松市東区半田山四丁目２４番１５号

ファミリーマート浜松丸塚 435-0046 静岡県浜松市東区丸塚町５１８－１２

ファミリーマート磐田小立野 438-0838 静岡県磐田市小立野２５３番

ファミリーマート磐田向笠 438-0013 静岡県磐田市向笠竹之内３６５－１

ファミリーマート浜松参野町 430-0816 静岡県浜松市南区参野町字参野１８４－１

ファミリーマート浜松永島 434-0013 静岡県浜松市浜北区永島８２６番１

ファミリーマート浜松インター北 431-3104 静岡県浜松市東区貴平町１７番地

ファミリーマート浜松下飯田 435-0027 静岡県浜松市南区下飯田町５４８番地

ファミリーマート磐田大久保 438-0002 静岡県磐田市大久保４０６番地７

ファミリーマート浜北内野 434-0044 静岡県浜松市浜北区内野８７２番地の３

ファミリーマート磐田福田中島 437-1204 静岡県磐田市福田中島２９７番地１

ファミリーマート浜松小池南 435-0056 静岡県浜松市東区小池町２４４５－１

ファミリーマート浜北宮口 434-0004 静岡県浜松市浜北区宮口７８２－７

ファミリーマート浜松野口 430-0929 静岡県浜松市中区中央一丁目６番６号

ファミリーマート浜松常盤町 430-0944 静岡県浜松市中区田町２２６番地６

ファミリーマート浜松旭町 430-0927 静岡県浜松市中区旭町９番地の１ダイワロイネットホテル浜松１階

ファミリーマート浜松駅南口 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町３２６－２

ファミリーマート浜松上島東 433-8122 静岡県浜松市中区上島三丁目１８番５号

ファミリーマート浜松城北二丁目 432-8011 静岡県浜松市中区城北二丁目１６番１２号

ファミリーマート湖西坊瀬 431-0444 静岡県湖西市坊瀬４７番地５

ファミリーマート浜松和地町西 431-1115 静岡県浜松市西区和地町４７６０－１

ファミリーマート浜松高丘西 433-8118 静岡県浜松市中区高丘西１－２５－２６

ファミリーマート浜松泉四丁目 433-8124 静岡県浜松市中区泉四丁目１番２６号

ファミリーマート浜松小豆餅 433-8113 静岡県浜松市中区小豆餅３－１－１

ファミリーマート湖西古見 431-0442 静岡県湖西市古見７７７－５

ファミリーマート浜松馬郡町 431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町４０４９番地

ファミリーマート浜松中央三丁目 430-0929 静岡県浜松市中区中央３－３－１３

ファミリーマート浜松住吉 430-0906 静岡県浜松市中区住吉５－１５－１０

ファミリーマート浜松志都呂 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂一丁目５番２７号

ファミリーマート浜松大浜街道 430-0856 静岡県浜松市中区中島４丁目２１番１号

ファミリーマート湖西鷲津東 431-0431 静岡県湖西市鷲津１２０１番地１

ファミリーマート細江西気賀 431-1305 静岡県浜松市北区細江町気賀９５４７番地の２２

ファミリーマート浜松天神町 430-0808 静岡県浜松市中区天神町２番１２号

ファミリーマート浜松初生テクノロード 433-8112 静岡県浜松市北区初生町５００番地１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート浜松細江三和 431-1303 静岡県浜松市北区細江町三和４８番地の１

ファミリーマート浜松大平台三丁目 432-8068 静岡県浜松市西区大平台三丁目１４番５号

ファミリーマート浜松西伊場 432-8038 静岡県浜松市中区西伊場町１８－９

ファミリーマート浜松志都呂西 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂１丁目３３番２９号

ファミリーマート浜松東三方町 433-8104 静岡県浜松市北区東三方町２１１番地の１５

ファミリーマート浜松高林四丁目 430-0907 静岡県浜松市中区高林四丁目５番５号

ファミリーマート浜松白昭 433-8102 静岡県浜松市北区大原町４３７番３

ファミリーマート浜松庄和町 431-1206 静岡県浜松市西区庄和町１３７番地の３

ファミリーマート湖西中之郷 431-0301 静岡県湖西市新居町中之郷あけぼの３９５６

ファミリーマート浜松舘山寺温泉 431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町字阿原１９７８番地３

ファミリーマート浜名湖弁天島 431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２

ファミリーマート新居中之郷 431-0301 静岡県湖西市新居町中之郷８３６番地の１

ファミリーマート湖西なか 431-0422 静岡県湖西市岡崎字上ノ原１３４３－４１

ファミリーマート富士宮東町 418-0077 静岡県富士宮市東町２５番８号

ファミリーマート沼津北高島町 410-0054 静岡県沼津市北高島町６番２８号

ファミリーマート浜名湖ＳＡ 431-1401 静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米４７－１

ファミリーマート西岩田 440-0831 愛知県豊橋市西岩田５丁目１１番地の７

ファミリーマート豊橋下条東町 440-0002 愛知県豊橋市下条東町字広間１２５番地１

ファミリーマート豊橋長瀬町 440-0082 愛知県豊橋市長瀬町字郷西４６番地１

ファミリーマート豊川平尾 442-0863 愛知県豊川市平尾町神田９３番地

ファミリーマート豊川御津 441-0312 愛知県豊川市御津町西方樋田２３番地１

ファミリーマート豊橋原町 441-3111 愛知県豊橋市原町字塘上２－２

ファミリーマート豊橋岩屋町 440-0842 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下３８番地４

ファミリーマート豊橋市役所／Ｓ 440-0801 愛知県豊橋市今橋町１

ファミリーマート大脇 441-3101 愛知県豊橋市大脇町字大脇３８－１

ファミリーマート豊橋旭 440-0057 愛知県豊橋市旭町１００

ファミリーマート豊橋井原 440-0025 愛知県豊橋市井原町１０７番２

ファミリーマート豊橋大岩 441-3145 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９

ファミリーマート豊橋小鷹野 440-0012 愛知県豊橋市東小鷹野４丁目１番３

ファミリーマート豊川インター南 442-0807 愛知県豊川市谷川町洞１５０番地１

ファミリーマート豊川牛久保駅通 442-0886 愛知県豊川市牛久保駅通５丁目３０番地１

ファミリーマート豊橋豊清町 441-3115 愛知県豊橋市豊清町字籠田２３番５８

ファミリーマート豊橋緑ヶ丘 440-0004 愛知県豊橋市忠興２丁目１５番地の１

ファミリーマート豊橋多米西町 440-0026 愛知県豊橋市多米西町二丁目２７番地１０

ファミリーマート新城豊栄 441-1352 愛知県新城市豊栄字向イ９７－２７

ファミリーマート豊橋緑ヶ丘一丁目 440-0005 愛知県豊橋市緑ケ丘１丁目１２番地３

ファミリーマート豊橋牛川通二丁目 440-0011 愛知県豊橋市牛川通２丁目１０番９

ファミリーマート豊橋賀茂町 441-1101 愛知県豊橋市賀茂町字森信４２番地７

ファミリーマート新城富永 441-1302 愛知県新城市富永字下田３－２０

ファミリーマート豊橋瓜郷前川 440-0092 愛知県豊橋市瓜郷町前川４０－１

ファミリーマート豊橋多米東町三丁目 440-0028 愛知県豊橋市多米東町三丁目３４番地２

ファミリーマート豊川桜木通 442-0027 愛知県豊川市桜木通２－１

ファミリーマート豊川城下 442-0826 愛知県豊川市牛久保町城下６９番地１

ファミリーマート豊川小坂井町 441-0101 愛知県豊川市宿町光道寺６９番地

ファミリーマート御津下佐脇 441-0302 愛知県豊川市御津町下佐脇鎌田２５番地６

ファミリーマート豊川御津大草 441-0315 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１

ファミリーマート豊川伊奈町 441-0105 愛知県豊川市伊奈町南山新田１８８番地７

ファミリーマート豊川小坂井才ノ木 441-0103 愛知県豊川市小坂井町才ノ木８６番地１

ファミリーマート豊川本野ケ原二丁目 442-0005 愛知県豊川市本野ケ原２丁目１１

ファミリーマート音羽赤坂 441-0202 愛知県豊川市赤坂町松本２６９番地

ファミリーマート三河一宮 441-1231 愛知県豊川市一宮町一宮幸２１３

ファミリーマート豊川大木町 441-1205 愛知県豊川市大木町小牧１５１番地１

ファミリーマート豊川赤坂町 441-0202 愛知県豊川市赤坂町御園７１番地１

ファミリーマート豊川赤塚山公園前 442-0862 愛知県豊川市市田町下中野４番地１

ファミリーマート豊川蔵子二丁目 442-0842 愛知県豊川市蔵子２丁目１５番地２５

ファミリーマート新城名号 441-1603 愛知県新城市名号字袋林１０９番地２

ファミリーマート設楽町清崎 441-2302 愛知県北設楽郡設楽町大字清崎字中田１７番地の５

ファミリーマート新城玖老勢 441-1945 愛知県新城市玖老勢塩平貝津４８－１

ファミリーマート新城一鍬田 441-1338 愛知県新城市一鍬田字北畑１８番２

ファミリーマート新城有海 441-1317 愛知県新城市有海字作神５７番地１

ファミリーマート新城大野 441-1615 愛知県新城市大野字上野２７番地２４

ファミリーマート新城東沖野 441-1363 愛知県新城市字東沖野４２番地１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート豊橋東岩田三丁目 440-0033 愛知県豊橋市東岩田三丁目１５番地６

ファミリーマート豊川上長山町 441-1202 愛知県豊川市上長山町手取８－１２７

ファミリーマート豊橋朝丘 440-0043 愛知県豊橋市朝丘町９１番地

ファミリーマート豊橋石巻平野町 441-1105 愛知県豊橋市石巻平野町炭焼２番１０

ファミリーマート豊川東上町 441-1201 愛知県豊川市東上町井谷沢１３５－１

ファミリーマート豊川中条町 442-0818 愛知県豊川市中条町観音堂７番１

ファミリーマート豊川市田町 442-0862 愛知県豊川市市田町新屋前２６番１

ファミリーマート豊橋駅東口 440-0888 愛知県豊橋市駅前大通１－４８

ファミリーマート豊橋西幸町 441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並２５８番地１０

ファミリーマート豊橋富士見台 441-8135 愛知県豊橋市富士見台３－２８－１

ファミリーマート豊橋神野新田町 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字ルノ割３９番

ファミリーマート豊橋佐藤一丁目 440-0853 愛知県豊橋市佐藤１丁目１１－１３

ファミリーマート豊橋南栄駅前 441-8107 愛知県豊橋市南栄町字空池４６‐１

ファミリーマート豊橋花中 441-8032 愛知県豊橋市花中町４９番地３

ファミリーマート吉胡 441-3421 愛知県田原市田原町北荒井３３－１

ファミリーマート田原浦 441-3403 愛知県田原市浦町井狭沢９４番地１

ファミリーマート田原西屋敷 441-3421 愛知県田原市田原町上八軒家４番地２

ファミリーマート田原赤石 441-3422 愛知県田原市赤石四丁目１５番地

ファミリーマート豊橋船渡 441-8072 愛知県豊橋市船渡町字前田５８番４

ファミリーマート豊橋東三ノ輪 440-0838 愛知県豊橋市三ノ輪町４丁目１５番地の１

ファミリーマート豊橋佐藤四丁目 440-0853 愛知県豊橋市佐藤四丁目４０番地１

ファミリーマート豊橋下地 440-0086 愛知県豊橋市下地町字豊麻１７番

ファミリーマート豊橋前田町一丁目 440-0814 愛知県豊橋市前田町１－７－３

ファミリーマートホテルアソシア豊橋 440-0075 愛知県豊橋市花田町西宿２３番３

ファミリーマート豊橋前田二丁目 440-0814 愛知県豊橋市前田町二丁目８番４

ファミリーマート豊橋東松山 440-0874 愛知県豊橋市東松山町１０５番地

ファミリーマート豊橋杉山町 441-3302 愛知県豊橋市杉山町字向山下７９番地

ファミリーマート田原新清谷 441-3421 愛知県田原市田原町新清谷１０２－１

ファミリーマート田原小塩津 441-3626 愛知県田原市小塩津町里瀬古１８－３

ファミリーマート豊橋吉川 441-8002 愛知県豊橋市吉川町１５６－２

ファミリーマート豊橋西口町 440-0841 愛知県豊橋市西口町字西ノ口５番１

ファミリーマート豊橋牟呂 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字イノ割１１１番地１

ファミリーマート豊橋西部団地前 441-8087 愛知県豊橋市　豊橋柳生川南部土地区画整理事業１４街区７画地

ファミリーマート豊橋弥生町 441-8106 愛知県豊橋市弥生町字東豊和１５５番地１１

ファミリーマート岡崎おい町 444-0003 愛知県岡崎市小美町字殿街道１７２番地２

ファミリーマート岡崎駅前 444-0813 愛知県岡崎市羽根町東荒子４２‐３

ファミリーマート岡崎牧御堂 444-0205 愛知県岡崎市牧御堂町字郷中５７番地１

ファミリーマート岡崎石工団地口 444-0936 愛知県岡崎市上佐々木町字鹿乗８‐３

ファミリーマート岡崎生平町 444-3334 愛知県岡崎市生平町西高根２－１

ファミリーマート岡崎西大友 444-0904 愛知県岡崎市西大友町字杭穴８３－１

ファミリーマート岡崎東大友 444-0903 愛知県岡崎市東大友町字西浦４２－２

ファミリーマート岡崎東蔵前町 444-2146 愛知県岡崎市東蔵前町字木平５番地１

ファミリーマート岡崎島坂 444-0937 愛知県岡崎市島坂町字河原１番地５

ファミリーマート岡崎大門一丁目 444-2135 愛知県岡崎市大門一丁目１１番地３

ファミリーマート岡崎江口二丁目 444-0843 愛知県岡崎市江口二丁目３番地５

ファミリーマート岡崎大門駅前 444-2135 愛知県岡崎市大門五丁目１番地１６

ファミリーマート岡崎向山町 444-0848 愛知県岡崎市向山町１－２２

ファミリーマート岡崎伊賀 444-0075 愛知県岡崎市伊賀町２－２

ファミリーマート岡崎葵町 444-0913 愛知県岡崎市葵町１５‐１

ファミリーマート岡崎中園町 444-0942 愛知県岡崎市中園町字忠田２１－１

ファミリーマート岡崎材木町 444-0057 愛知県岡崎市材木町２－６０

ファミリーマート岡崎市民病院 444-0002 愛知県岡崎市高隆寺町字五所合３－１

ファミリーマート岡崎明大寺 444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町１丁目２８－２

ファミリーマート岩本宇頭 444-0905 愛知県岡崎市宇頭町字山ノ神２７－８

ファミリーマート岡崎羽根北町 444-0831 愛知県岡崎市羽根北町五丁目８番地５

ファミリーマート岡崎鴨田東 444-2121 愛知県岡崎市鴨田町字向山８１番

ファミリーマート岡崎上里二丁目 444-2136 愛知県岡崎市上里二丁目１５番地７

ファミリーマート岡崎稲熊一丁目 444-0071 愛知県岡崎市稲熊町字一丁目１６１番地１

ファミリーマート岡崎竜美南 444-0874 愛知県岡崎市竜美南ニ丁目１番地１

ファミリーマート岡崎竜美台二丁目 444-0873 愛知県岡崎市竜美台二丁目８番地４

ファミリーマート岡崎国正 444-0214 愛知県岡崎市国正町字稲荷２４番地１

ファミリーマート岡崎針崎 444-0827 愛知県岡崎市針崎町春咲４６－１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート岡崎インター 444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前８－２

ファミリーマート岡崎緑丘 444-0806 愛知県岡崎市緑丘２丁目９－７

ファミリーマート岡崎上地三丁目 444-0823 愛知県岡崎市上地３丁目４９番９

ファミリーマート岡崎久後崎町 444-0851 愛知県岡崎市久後崎町字両神１－１６

ファミリーマート岡崎筒針 444-0932 愛知県岡崎市筒針町字池田１８６番地２

ファミリーマート岡崎美合 444-0803 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６

ファミリーマート岡崎細川町 444-2149 愛知県岡崎市細川町字長原５２番地５９

ファミリーマート岡崎両町 444-0023 愛知県岡崎市両町２‐１７

ファミリーマート豊田高岡本町 473-0922 愛知県豊田市高岡本町中部３５０－４

ファミリーマート豊田生駒町 473-0928 愛知県豊田市生駒町東山７１８－１

ファミリーマート岡崎日名本町 444-0916 愛知県岡崎市日名本町２－１８

ファミリーマート豊田おしかも 470-1207 愛知県豊田市鴛鴨町長根２０８番地１

ファミリーマート岡崎美合新町 444-0801 愛知県岡崎市美合新町６番地１１

ファミリーマート岡崎岡町保母 444-0005 愛知県岡崎市岡町字北保母境３番地１

ファミリーマート岡崎桑谷 444-3515 愛知県岡崎市桑谷町字中村１０１番地１

ファミリーマート岡崎赤渋町 444-0241 愛知県岡崎市赤渋町字野中１８番地１

ファミリーマート岡崎本宿 444-3505 愛知県岡崎市本宿町字城屋敷２番地

ファミリーマート岡崎上三本松 444-3505 愛知県岡崎市本宿町字上三本松２４番６

ファミリーマート岡崎法性寺 444-0206 愛知県岡崎市法性寺町字柳之内３０番地３

ファミリーマート岡崎北天白 444-0201 愛知県岡崎市上和田町字北天白１４番地１

ファミリーマート岡崎小呂町 444-0009 愛知県岡崎市小呂町字五丁目５６番地３

ファミリーマート岡崎中町 444-0015 愛知県岡崎市中町６丁目３－４

ファミリーマート岡崎真伝町 444-3176 愛知県岡崎市真伝吉祥１丁目１番地２

ファミリーマート岡崎三菱自動車前 444-0908 愛知県岡崎市橋目町字御小屋１９番地１

ファミリーマート岡崎本町通 444-0051 愛知県岡崎市本町通２丁目５番地１

ファミリーマート岡崎康生通南 444-0044 愛知県岡崎市康生通南三丁目２－２

ファミリーマート岡崎元欠町 444-0016 愛知県岡崎市元欠町一丁目４番地１

ファミリーマート岡崎根石町 444-0013 愛知県岡崎市根石町１番

ファミリーマート北本郷 444-0944 愛知県岡崎市北本郷町字野添７－１

ファミリーマート岡崎河原町 444-2118 愛知県岡崎市河原町５番地８

ファミリーマート岡崎富永 444-0946 愛知県岡崎市富永町字棚池１４番地４

ファミリーマート矢作小河原 444-0943 愛知県岡崎市矢作町字小河原９９番地１

ファミリーマート岡崎小針 444-0907 愛知県岡崎市小針町３丁目５－２

ファミリーマート三谷 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町東五丁目１５１番地

ファミリーマート蒲郡大塚 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２

ファミリーマート蒲郡塩津 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町足洗５番地９

ファミリーマート蒲郡港町 443-0034 愛知県蒲郡市港町１４番２５号

ファミリーマート蒲郡オレンジロード 443-0005 愛知県蒲郡市水竹町池下１

ファミリーマート蒲郡三谷町 443-0021 愛知県蒲郡市三谷町二舗４１－１

ファミリーマート蒲郡拾石東浜 443-0038 愛知県蒲郡市拾石町東浜５番１１

ファミリーマート大塚海岸 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町勝川１２０番１

ファミリーマート幸田深溝 444-0124 愛知県額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２

ファミリーマート幸田野場 444-0128 愛知県額田郡幸田町大字野場字下沢渡１２番地１３

ファミリーマート幸田町大草東 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草字正田面１４５番地１

ファミリーマート幸田菱池 444-0113 愛知県額田郡幸田町大字菱池字蔵前１２－１

ファミリーマート幸田町芦谷 444-0116 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字宮ノ根１７－１

ファミリーマート幸田六栗 444-0122 愛知県額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１

ファミリーマート小園前 444-0226 愛知県岡崎市中島町字小園前２の１

ファミリーマート西尾永楽町 445-0854 愛知県西尾市永楽町三丁目２８番地

ファミリーマート東岡崎駅南口 444-0864 愛知県岡崎市明大寺町字寺東１番地１

ファミリーマート西尾八ツ面 445-0082 愛知県西尾市八ツ面町梅之宮４７番地１

ファミリーマート西尾駅南口 445-0851 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－６

ファミリーマート岡崎へごし町 444-0902 愛知県岡崎市舳越町字宮前４６番地１

ファミリーマート岡崎井内町 444-0203 愛知県岡崎市井内町字川田１６番地１

ファミリーマート西尾今川町 445-0063 愛知県西尾市今川町石橋１７－３

ファミリーマート幸田坂崎 444-0104 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３

ファミリーマート幸田大正 444-0117 愛知県額田郡幸田町大字相見字沖原３－２

ファミリーマート西尾下矢田町 444-0314 愛知県西尾市下矢田町久多良解３７番地

ファミリーマート西尾徳永東 444-0315 愛知県西尾市徳永町東側１４－１

ファミリーマート西尾米津八百目 445-0802 愛知県西尾市米津町八百目８９番地１

ファミリーマート蒲郡上本町 443-0058 愛知県蒲郡市上本町６番２１号

ファミリーマート蒲郡形原 443-0104 愛知県蒲郡市形原町天神裏１９番地１３



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート吉良岡山 444-0531 愛知県西尾市吉良町岡山山王下３２番地１

ファミリーマート西幡豆上大坪 444-0703 愛知県西尾市西幡豆町上大坪３７番地１

ファミリーマート西尾西幡豆町 444-0703 愛知県西尾市西幡豆町柳田３番地１

ファミリーマート一色野田 444-0404 愛知県西尾市一色町野田小島口４６番地

ファミリーマート一色開正 444-0421 愛知県西尾市一色町開正橋上１番地５

ファミリーマート一色町前野 444-0423 愛知県西尾市一色町一色松荒子７２番地２

ファミリーマート西尾斉藤町 445-0056 愛知県西尾市斉藤町郷中４‐１

ファミリーマート一色前新田 444-0423 愛知県西尾市一色町一色前新田１８２－１

ファミリーマート吉良町大島 444-0517 愛知県西尾市吉良町大島中道下４番地３

ファミリーマート吉良青鳥 444-0515 愛知県西尾市吉良町富好新田西青鳥３９番地２

ファミリーマート西尾住崎 445-0870 愛知県西尾市永吉四丁目１３番

ファミリーマート西尾羽塚 444-0316 愛知県西尾市羽塚町寅山２１番地１

ファミリーマート碧南野田 447-0876 愛知県碧南市野田町１２３番地

ファミリーマート碧南入船町 447-0831 愛知県碧南市入船町五丁目４１番地

ファミリーマート碧南三度山 447-0075 愛知県碧南市立山町一丁目２６番地９

ファミリーマート碧南伏見屋 447-0026 愛知県碧南市三宅町３－１４

ファミリーマート安城藤井 444-1164 愛知県安城市藤井町居林１０４番地３

ファミリーマート碧南権田町 447-0838 愛知県碧南市権田町一丁目２番地

ファミリーマート上郷 470-1218 愛知県豊田市上郷町会下山７－１

ファミリーマート安城宮前 446-0026 愛知県安城市安城町若宮１７番２

ファミリーマート安城東栄町 446-0007 愛知県安城市東栄町３－８１６－１

ファミリーマート安城桜町 446-0041 愛知県安城市桜町４－１

ファミリーマート豊田上郷二丁目 470-1218 愛知県豊田市上郷町二丁目１６番地１５

ファミリーマート安城町若葉 446-0026 愛知県安城市安城町若葉９３－１

ファミリーマート豊田市木 471-0006 愛知県豊田市市木町一丁目１番地３

ファミリーマート豊田西岡町 473-0936 愛知県豊田市西岡町長土井５２－１

ファミリーマートマーサ西岡 473-0936 愛知県豊田市西岡町切畑１２２番地

ファミリーマート御立 471-0805 愛知県豊田市美里五丁目１１番地１３

ファミリーマート豊田吉原 473-0916 愛知県豊田市吉原町八幡１０番地

ファミリーマート豊田花園 473-0924 愛知県豊田市花園町東大切２１０－３

ファミリーマート安城大山町一丁目 446-0042 愛知県安城市大山町一丁目２２番地３

ファミリーマート安城住吉町 446-0072 愛知県安城市住吉町３丁目２－１３

ファミリーマート安城駅北 446-0063 愛知県安城市昭和町９８１番地

ファミリーマート豊田竹元町 473-0913 愛知県豊田市竹元町新畑２－１

ファミリーマート豊田畝部西町 470-1219 愛知県豊田市畝部西町城ケ堀８番地１

ファミリーマート上郷センター西 470-1216 愛知県豊田市和会町上屋敷２３－１２

ファミリーマート西岡石畑 473-0936 愛知県豊田市西岡町石畑７１－１

ファミリーマート豊田渡刈町 470-1202 愛知県豊田市渡刈町二丁目２８０番地３

ファミリーマート豊田美里四丁目 471-0805 愛知県豊田市美里四丁目３番地７２

ファミリーマート豊田志賀町 471-0802 愛知県豊田市志賀町山ノ神５０４番地１

ファミリーマート豊田高上二丁目 471-0013 愛知県豊田市高上二丁目１－７

ファミリーマート高木町 446-0015 愛知県安城市高木町半崎２１

ファミリーマート碧南六軒町 447-0861 愛知県碧南市六軒町二丁目６５番地

ファミリーマート安城井杭山町 446-0074 愛知県安城市井杭山町高見１番地３

ファミリーマート安城池浦 446-0066 愛知県安城市池浦町丸田１４７番地１

ファミリーマート碧南塩浜町 447-0841 愛知県碧南市塩浜町三丁目８９番地１

ファミリーマート碧南志貴崎町 447-0816 愛知県碧南市志貴崎町五丁目２０番地

ファミリーマート安城更生病院前 446-0026 愛知県安城市安城町祥南１－７

ファミリーマート安城篠目童子 446-0073 愛知県安城市篠目町童子２０６番地３

ファミリーマート三河安城駅前 446-0059 愛知県安城市三河安城本町２丁目１番地４

ファミリーマート安城石井町 444-1221 愛知県安城市和泉町東山６５番地２

ファミリーマート安城東端 444-1213 愛知県安城市東端町南用地７番地３

ファミリーマート安城桜井町 444-1154 愛知県安城市桜井町三度山６０－１

ファミリーマート豊田若林西町 473-0917 愛知県豊田市若林西町長根５３－５

ファミリーマートデンソー安城中央 446-0001 愛知県安城市里町北歌口８９－１

ファミリーマート豊田住吉町 473-0905 愛知県豊田市住吉町１丁目１３－１

ファミリーマート豊田豊栄町 470-1201 愛知県豊田市豊栄町４丁目１６１

ファミリーマート豊田大林町 473-0902 愛知県豊田市大林町１３－５－３

ファミリーマート豊田下山 444-3242 愛知県豊田市大沼町根崎１４番地１

ファミリーマート豊田豊栄町六丁目 470-1201 愛知県豊田市豊栄町六丁目２８０番地１

ファミリーマート碧南芸文ホール前 447-0064 愛知県碧南市西山町４丁目６４番１

ファミリーマートオアシス刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町吉野５５番地



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート刈谷小垣江 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町古浜田３５－３

ファミリーマート知立東海道 472-0006 愛知県知立市山町小林２８－３

ファミリーマート刈谷一ツ木町 448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町３－７－２

ファミリーマート知立逢妻町 472-0021 愛知県知立市逢妻町道瀬山１６－３

ファミリーマート刈谷新富町南 448-0045 愛知県刈谷市新富町一丁目５０１番地

ファミリーマート知立谷田町 472-0015 愛知県知立市谷田町本林１丁目１－２２

ファミリーマート刈谷南 448-0803 愛知県刈谷市場割町２丁目３番地５

ファミリーマート刈谷駅北口 448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目５番地

ファミリーマート知立駅南 472-0036 愛知県知立市堀切２丁目４２番地

ファミリーマート刈谷丸田町 448-0034 愛知県刈谷市神明町７丁目２３番

ファミリーマート刈谷新田町 448-0015 愛知県刈谷市新田町６丁目６－２

ファミリーマート知立八ツ田 472-0012 愛知県知立市八ツ田町川畔５２－１

ファミリーマート刈谷原崎町七丁目 448-0039 愛知県刈谷市原崎町七丁目２０１番地１

ファミリーマート西尾新渡場 445-0077 愛知県西尾市新渡場町大西２１番地

ファミリーマート西尾中畑 444-0302 愛知県西尾市田貫一丁目３番地

ファミリーマート西尾蔵屋敷 445-0082 愛知県西尾市八ツ面町蔵屋敷１３２番地

ファミリーマート岡崎大西二丁目 444-0871 愛知県岡崎市大西二丁目１６番地９

ファミリーマート岡崎羽根西新町 444-0813 愛知県岡崎市羽根西新町３‐１２

ファミリーマート西尾緑町 445-0804 愛知県西尾市緑町４丁目－４２

ファミリーマート岡崎鴨田広元 444-2121 愛知県岡崎市鴨田町字広元１６９番地

ファミリーマート知立新池 472-0005 愛知県知立市新池二丁目１２１番地

ファミリーマート大平駒場 444-0007 愛知県岡崎市大平町字駒場２９番地２

ファミリーマート岡崎高隆寺町 444-0002 愛知県岡崎市高隆寺字二本松３０番地３

ファミリーマート岡崎鴨田本町 444-2122 愛知県岡崎市鴨田本町１８番１

ファミリーマート刈谷泉田町 448-0004 愛知県刈谷市泉田町割田１番１

ファミリーマート小垣江西 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町本郷下３０－４

ファミリーマート知立上重原 472-0058 愛知県知立市上重原二丁目１８

ファミリーマート東刈谷駅北口 446-0076 愛知県安城市美園町時ケ堀１番２

ファミリーマート刈谷総合運動公園前 448-0011 愛知県刈谷市築地町３丁目２０番地２０

ファミリーマート刈谷西 448-0807 愛知県刈谷市東刈谷町１丁目９番地２

ファミリーマート刈谷高倉町 448-0037 愛知県刈谷市高倉町五丁目１０２番地

ファミリーマート刈谷東 448-0802 愛知県刈谷市末広町２丁目３－２

ファミリーマート刈谷青山 448-0014 愛知県刈谷市青山町一丁目１５２番地５

ファミリーマート刈谷井ケ谷町 448-0001 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島３９番地２

ファミリーマート刈谷港町 448-0835 愛知県刈谷市港町７丁目１０－２

ファミリーマート刈谷野田一本木 448-0803 愛知県刈谷市野田町一本木２１－４

ファミリーマート刈谷東境 448-0007 愛知県刈谷市東境町昭山５５－５

ファミリーマート刈谷神明町 448-0034 愛知県刈谷市神明町７丁目４０３

ファミリーマート刈谷末広 448-0802 愛知県刈谷市末広町三丁目１６番地１８

ファミリーマート高浜湯山町二丁目 444-1332 愛知県高浜市湯山町二丁目１番１２

ファミリーマート知立堀切 472-0036 愛知県知立市堀切三丁目２６番地

ファミリーマート刈谷宝町 448-0847 愛知県刈谷市宝町３丁目５番地１４

ファミリーマート刈谷一ツ木七丁目 448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町七丁目２番地１５

ファミリーマート知立牛田町 472-0007 愛知県知立市牛田町裏新切１９番地１

ファミリーマート刈谷広小路四丁目 448-0844 愛知県刈谷市広小路四丁目６８番地

ファミリーマート知立山屋敷 472-0022 愛知県知立市山屋敷町山屋敷２５－５２

ファミリーマート刈谷野田町 448-0803 愛知県刈谷市野田町大脇道３‐１

ファミリーマート三河高浜駅南 444-1333 愛知県高浜市沢渡町５丁目６－１０

ファミリーマート刈谷若松 448-0858 愛知県刈谷市若松町五丁目４４番地

ファミリーマート高浜論地町 444-1314 愛知県高浜市論地町三丁目７番地５７

ファミリーマート刈谷司町 448-0834 愛知県刈谷市司町七丁目３１番地

ファミリーマート刈谷駅南口 448-0841 愛知県刈谷市南桜町１－７３

ファミリーマート刈谷築地町 448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町１丁目１‐１１

ファミリーマート高浜屋敷町四丁目 444-1331 愛知県高浜市屋敷町四丁目１番地２

ファミリーマート刈谷上広南 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町上広１６番地２

ファミリーマート高浜本郷町 444-1311 愛知県高浜市本郷町二丁目１番地３

ファミリーマート高浜湯山 444-1332 愛知県高浜市湯山町４丁目１０－６

ファミリーマート豊田浄水町原山 470-0343 愛知県豊田市浄水特定土地区画整理地１９街区３画地

ファミリーマート豊田緑ヶ丘 471-0838 愛知県豊田市緑ヶ丘五丁目１５番３

ファミリーマート豊田浄水駅前 470-0343 愛知県豊田市浄水町原山３２７ー１

ファミリーマート小原 470-0531 愛知県豊田市小原町平田３４９－２

ファミリーマート藤岡飯野 470-0451 愛知県豊田市藤岡飯野町弥治前５７９－２他８筆



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート豊田梅坪町 471-0064 愛知県豊田市梅坪町１０丁目２番地２

ファミリーマート豊田木瀬 470-0411 愛知県豊田市木瀬町横枕１５０４番地１

ファミリーマート豊田山之手 471-0833 愛知県豊田市山之手８－１７３

ファミリーマート豊田深見 470-0441 愛知県豊田市深見町常楽３７９番地７

ファミリーマート豊田荒井町 470-0333 愛知県豊田市荒井町下原４２５番地１

ファミリーマート豊田東保見町 470-0345 愛知県豊田市東保見町抱六１５番地１

ファミリーマート豊田朝日ケ丘 471-0858 愛知県豊田市朝日ケ丘二丁目４４番地１

ファミリーマート豊田青木町 470-0335 愛知県豊田市青木町３丁目１７２番地２

ファミリーマート豊田若宮 471-0026 愛知県豊田市若宮町４丁目１４番地１

ファミリーマート豊田新生町 471-0837 愛知県豊田市新生町３－３５－１

ファミリーマート豊田小坂町 471-0035 愛知県豊田市小坂町６丁目３５

ファミリーマート美山 471-0845 愛知県豊田市田中町５丁目３９番地の１

ファミリーマート豊田北間 473-0917 愛知県豊田市若林西町北間５４－１

ファミリーマート三好あざぶ 470-0206 愛知県みよし市莇生町原３３番地

ファミリーマート豊田柿本町 471-0855 愛知県豊田市柿本町六丁目６番地１７

ファミリーマート安城里町 446-0001 愛知県安城市里町西山ノ田１１８番地１５

ファミリーマート豊田大林十丁目 473-0902 愛知県豊田市大林町十丁目２０番７

ファミリーマート豊田インター 471-0841 愛知県豊田市深田町２－２２－３

ファミリーマート豊田貝津町 470-0348 愛知県豊田市貝津町箕輪２０３番地１

ファミリーマート豊田土橋駅前 471-0835 愛知県豊田市曙町三丁目３０番

ファミリーマート豊田秋葉 471-0873 愛知県豊田市秋葉町三丁目５８番地１

ファミリーマート豊田力石町 470-0318 愛知県豊田市力石町南郷戸４０７番地１

ファミリーマート豊田加納町 470-0364 愛知県豊田市加納町西股４５－５

ファミリーマート豊田元城町二丁目 471-0024 愛知県豊田市元城町２－４５

ファミリーマート宮町 471-0043 愛知県豊田市宮町４－２６－３

ファミリーマート豊田朝日 471-0031 愛知県豊田市朝日町６丁目５５番地２１

ファミリーマート豊田京町 471-0063 愛知県豊田市京町三丁目１０１－１４

ファミリーマート豊田高原町 471-0069 愛知県豊田市高原町四丁目８番地４

ファミリーマート豊田白山町 471-0056 愛知県豊田市白山町五郎土１５番地１

ファミリーマート梅坪駅 471-0064 愛知県豊田市梅坪町七丁目５－１

ファミリーマート豊田大林東 473-0902 愛知県豊田市大林町１７丁目６－３

ファミリーマート豊田平山町六丁目 471-0827 愛知県豊田市平山町６丁目４７番

ファミリーマート豊田清水町 471-0843 愛知県豊田市清水町７－６－１５

ファミリーマート豊田保見ケ丘 470-0345 愛知県豊田市東保見町池下１６番地２

ファミリーマート豊田宮上町 471-0038 愛知県豊田市宮上町１－１２－２

ファミリーマート小渡 444-2846 愛知県豊田市小渡町船戸５７番地６

ファミリーマート広瀬 470-0309 愛知県豊田市西広瀬町西前８２番地１

ファミリーマート豊田井上 470-0372 愛知県豊田市井上町五丁目２０番地１

ファミリーマート豊田運動公園前 470-0372 愛知県豊田市井上町二丁目６３番地１

ファミリーマート豊田足助町 444-2424 愛知県豊田市足助町狭石１番地の１

ファミリーマート豊田御船町 470-0371 愛知県豊田市御船町山屋敷１６４番地１１

ファミリーマート稲武町 441-2524 愛知県豊田市黒田町尾知６２番地２

ファミリーマート横須賀町 477-0036 愛知県東海市横須賀町浜屋敷９－１

ファミリーマート半田瑞穂 475-0828 愛知県半田市瑞穂町７－１１－６

ファミリーマート豊明二村台 470-1131 愛知県豊明市二村台７丁目４－１

ファミリーマート豊明西川町 470-1122 愛知県豊明市西川町長田５－１

ファミリーマート半田東洋 475-0828 愛知県半田市瑞穂町９丁目３－１２

ファミリーマート東海北見田 476-0003 愛知県東海市荒尾町北見田２３番地１

ファミリーマート東海荒尾インター東 476-0015 愛知県東海市東海町七丁目４番３

ファミリーマート大府凪場 474-0055 愛知県大府市一屋町五丁目５番地

ファミリーマート大府長草 474-0052 愛知県大府市長草町本郷１６番地

ファミリーマート半田岩滑西町 475-0966 愛知県半田市岩滑西町２丁目１２３－２

ファミリーマート半田生見町 475-0012 愛知県半田市東生見町１５－１０

ファミリーマート知多長浦インター 478-0041 愛知県知多市日長赤坂７８－３

ファミリーマート東海名和町 476-0002 愛知県東海市名和町東岨５０－１

ファミリーマート東海秋葉 476-0002 愛知県東海市名和町口前後４１番地

ファミリーマート大府大東町 474-0023 愛知県大府市大東町一丁目９１番地１

ファミリーマート大府共栄 474-0074 愛知県大府市共栄町七丁目９番地１２

ファミリーマート東海渡内 476-0003 愛知県東海市荒尾町下平井６７

ファミリーマート佐布里城山下 478-0015 愛知県知多市佐布里字脇之田前３２番地９

ファミリーマート大府東新町 474-0073 愛知県大府市東新町四丁目８２番地

ファミリーマート東海山ノ神 476-0003 愛知県東海市荒尾町見幕６３



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート大府北崎 474-0001 愛知県大府市北崎町内田面２４５

ファミリーマート大府駅東口 474-0025 愛知県大府市中央町３丁目６２

ファミリーマート大府共和西 474-0062 愛知県大府市共西町一丁目６２番

ファミリーマート東海東山 476-0011 愛知県東海市富木島町新藤棚４３－１

ファミリーマート大府米田 474-0043 愛知県大府市米田町二丁目２番地１

ファミリーマート東海富木島 476-0011 愛知県東海市富木島町伏見３丁目１０番８

ファミリーマート東海中ノ池 477-0033 愛知県東海市中ノ池４丁目３番７

ファミリーマート東海上野台 476-0011 愛知県東海市富木島町東山２７－５

ファミリーマート東海関東山 476-0002 愛知県東海市名和町岡廻間１７－１

ファミリーマート東海八幡新田 477-0032 愛知県東海市加木屋町陀々法師１３－１

ファミリーマート大府アラタ 474-0011 愛知県大府市横根町羽根山２１１番地

ファミリーマート知多八幡 478-0001 愛知県知多市八幡字半田道３ー３

ファミリーマート知多新広見 478-0027 愛知県知多市新広見１６９番

ファミリーマート大府横根町 474-0011 愛知県大府市横根町平子２６８―１

ファミリーマート才道 476-0011 愛知県東海市富木島町西才道１番地５

ファミリーマート知多岡田 478-0062 愛知県知多市岡田美里町２１番地

ファミリーマート知多新知東 478-0017 愛知県知多市新知東町３丁目４０番地の２

ファミリーマート津知屋横須賀 477-0036 愛知県東海市横須賀町一ノ割３－１

ファミリーマート知多つつじが丘二丁目 478-0054 愛知県知多市つつじが丘２丁目２番地の１３

ファミリーマート知多清水が丘 478-0053 愛知県知多市清水が丘２丁目９１４番地

ファミリーマート大府中央一丁目 474-0025 愛知県大府市中央町一丁目２２０番地

ファミリーマート守山高島町 463-0013 愛知県名古屋市守山区小幡中三丁目５番４号

ファミリーマート松原二丁目 460-0017 愛知県名古屋市中区松原２丁目１２－１２

ファミリーマート東海富貴ノ台 476-0014 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１１２

ファミリーマート東海太田川 477-0031 愛知県東海市大田町後浜新田２１４番地１

ファミリーマート知多新知小学校南 478-0017 愛知県知多市新知字中殿２５－１

ファミリーマート東海中央町 476-0013 愛知県東海市中央町六丁目２６１番地

ファミリーマート名和駅前 476-0002 愛知県東海市名和町１丁目４９－１

ファミリーマート知多にしの台 478-0055 愛知県知多市にしの台二丁目１３０５

ファミリーマート知多つつじが丘 478-0052 愛知県知多市八幡新町３丁目１５－１４

ファミリーマート知多寺本台一丁目 478-0003 愛知県知多市寺本台１丁目１－４

ファミリーマート森岡 474-0038 愛知県大府市森岡町六丁目３８５番地

ファミリーマート大府北山町 474-0072 愛知県大府市北山町１丁目６５

ファミリーマート大府共和インター 474-0074 愛知県大府市共栄町３丁目４－８

ファミリーマート豊明沓掛町志水 470-1101 愛知県豊明市沓掛町志水５９－１

ファミリーマート知多西巽が丘 478-0014 愛知県知多市西巽が丘１丁目２番６

ファミリーマート高横須賀駅東 477-0037 愛知県東海市高横須賀町社宮司１０１－１

ファミリーマート大府若草町 474-0022 愛知県大府市若草町２－２

ファミリーマート阿久比横松 470-2206 愛知県知多郡阿久比町大字横松字清水３７番地２

ファミリーマート東浦石浜 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字中央１３－１４

ファミリーマート常滑栄町 479-0836 愛知県常滑市栄町４－９４－１

ファミリーマート阿久比福住 470-2202 愛知県知多郡阿久比町大字福住字西前田１１１番地２

ファミリーマート東浦森岡 470-2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字田面９１－１

ファミリーマート常滑若松町 479-0851 愛知県常滑市若松町三丁目６０番地

ファミリーマート武豊梨子ノ木 470-2309 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木三丁目５２番地

ファミリーマート常滑長峰 479-0029 愛知県常滑市字古道東割４２－２２

ファミリーマート安城高棚町 446-0053 愛知県安城市高棚町井池１８２番１

ファミリーマート南知多山海 470-3322 愛知県知多郡南知多町大字山海字松生１１番地１

ファミリーマート南知多豊浜 470-3412 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中村７１

ファミリーマート武豊桜ケ丘 470-2385 愛知県知多郡武豊町字北中根五丁目４７－１

ファミリーマートヤナギ南知多師崎 470-3502 愛知県知多郡南知多町大字片名字黒地３５－２２

ファミリーマート常滑西之口 479-0863 愛知県常滑市西之口十丁目７５

ファミリーマート半田青山 475-0836 愛知県半田市青山６－１－１８

ファミリーマート師崎的場 470-3503 愛知県知多郡南知多町大字師崎字的場７６－１

ファミリーマート豊明中ノ坪 470-1126 愛知県豊明市三崎町高鴨４番地５

ファミリーマート豊明新田町 470-1112 愛知県豊明市新田町西筋１１１番地３

ファミリーマート阿久比宮津団地 470-2204 愛知県知多郡阿久比町大字宮津字小廻間２４番地９

ファミリーマート内海 470-3321 愛知県知多郡南知多町内海西浜田１６

ファミリーマート大府ＰＡ下り 474-0052 愛知県大府市長草町西忍場４６－１

ファミリーマート知多武豊駅前 470-2347 愛知県知多郡武豊町字道崎４１－１

ファミリーマート武豊冨貴駅東 470-2531 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字市場２２番地３

ファミリーマート武豊石川橋 470-2311 愛知県知多郡武豊町字石川７９番地１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート常滑保示町 479-0827 愛知県常滑市保示町四丁目１０７番地

ファミリーマート半田緑ヶ丘 475-0002 愛知県半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１

ファミリーマート常滑小倉町 479-0862 愛知県常滑市小倉町二丁目１６７番地１

ファミリーマート新浦戸 470-3200 愛知県知多郡美浜町新浦戸２丁目１０－１８

ファミリーマート青山四丁目 475-0836 愛知県半田市青山４丁目４－１０

ファミリーマート南知多大井 470-3501 愛知県知多郡南知多町大井字浜辺３３－１

ファミリーマート美浜河和台二丁目 470-2405 愛知県知多郡美浜町河和台二丁目２７５番地

ファミリーマート美浜奥田 470-3233 愛知県知多郡美浜町大字奥田字北大西８５－２

ファミリーマート武豊町大足 470-2515 愛知県知多郡武豊町字下田３７番地１

ファミリーマート武豊山ノ神 470-2336 愛知県知多郡武豊町字山ノ神５８番地１

ファミリーマート半田稲穂町東 475-0011 愛知県半田市稲穂町十一丁目１７番地２

ファミリーマート東浦南ヶ丘 470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５

ファミリーマート半田桐ヶ丘 475-0928 愛知県半田市桐ヶ丘３－１５－１

ファミリーマート半田南本町 475-0882 愛知県半田市南本町一丁目２７番地

ファミリーマート常滑桧原 479-0803 愛知県常滑市桧原字勇田７４番地１

ファミリーマート半田亀崎 475-0026 愛知県半田市亀崎新田町四丁目２０番地１

ファミリーマート常滑西阿野 479-0802 愛知県常滑市西阿野字春瀬３２２－１

ファミリーマート半田新居町 475-0039 愛知県半田市新居町六丁目１６７番地２

ファミリーマート日進浅田町 470-0124 愛知県日進市浅田町東前田３７番地３

ファミリーマート東郷高嶺 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１

ファミリーマート三好姥子 470-0224 愛知県みよし市三好町姥子９番地７

ファミリーマート三好丘旭三丁目 470-0203 愛知県みよし市三好丘旭三丁目１番地４

ファミリーマート東郷町和合 470-0153 愛知県愛知郡東郷町大字和合字牛廻間４１番地３

ファミリーマート日進栄二丁目 470-0113 愛知県日進市栄二丁目９０４番地

ファミリーマート東郷諸輪 470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字狐坂１１－２３５

ファミリーマート東郷白鳥 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥２丁目１７－４

ファミリーマート豊明二村台南 470-1131 愛知県豊明市二村台二丁目１７番１

ファミリーマート東郷三ツ池三丁目 470-0164 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３－２－１

ファミリーマート東郷清水ヶ根 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字清水ケ根４０８８－６６

ファミリーマート東名三好インター 470-0207 愛知県みよし市根浦町一丁目１２－２

ファミリーマート三好上前 470-0213 愛知県みよし市打越町上前５７

ファミリーマート三好丘桜 470-0204 愛知県みよし市三好丘桜一丁目１３番地の１

ファミリーマート日進東山 470-0116 愛知県日進市東山三丁目１０３番１

ファミリーマート赤池駅前 470-0125 愛知県日進市赤池１－２８１３

ファミリーマート三好陣取山 470-0222 愛知県みよし市東陣取山２１６番地

ファミリーマート三好保田ケ池 470-0224 愛知県みよし市三好町蜂ヶ池１５番１１

ファミリーマート東郷町新池 470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水二丁目４番地４

ファミリーマート豊明榎山 470-1151 愛知県豊明市前後町大狭間１４４７－１１

ファミリーマート東郷春木 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字上正葉廻間８番地２

ファミリーマート豊明ほら貝 470-1151 愛知県豊明市前後町螺貝１３８８‐１１

ファミリーマート日進三本木町 470-0101 愛知県日進市三本木町一番割２番地１

ファミリーマート東郷白土 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土１－２２０４

ファミリーマート日進藤島 470-0102 愛知県日進市藤島町長塚１５番地５

ファミリーマート豊明大久伝東 470-1111 愛知県豊明市大久伝町東２３番２

ファミリーマート豊明阿野町 470-1142 愛知県豊明市阿野町東阿野２０１番地の１

ファミリーマートフジタモール 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８

ファミリーマート長久手武蔵塚 480-1121 愛知県長久手市武蔵塚１４０５番地

ファミリーマート春日井西本町 486-0958 愛知県春日井市西本町一丁目１番地の１５

ファミリーマート春日井関田町 486-0826 愛知県春日井市貴船町１６７番

ファミリーマート春日井大留 487-0024 愛知県春日井市大留町二丁目２番８

ファミリーマート春日井下条一丁目 486-0923 愛知県春日井市下条町１丁目１番地２

ファミリーマート神屋団地口 480-0304 愛知県春日井市神屋町字段の上１７４６－１

ファミリーマート春日井高蔵寺 487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町二丁目３８番地

ファミリーマート春日井八田町 486-0849 愛知県春日井市八田町七丁目４番地１４

ファミリーマート如意申町一丁目 486-0918 愛知県春日井市如意申町一丁目１０番地１２

ファミリーマート高蔵寺駅南口 487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町４－８－６－１

ファミリーマート春日井鳥居松三丁目 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町三丁目８５番地２

ファミリーマート春日井松本町 487-0027 愛知県春日井市松本町字下丁田８４４番地

ファミリーマート春日井高山町 486-0912 愛知県春日井市高山町２丁目１２－８

ファミリーマート瀬戸紺屋田 489-0035 愛知県瀬戸市紺屋田町２２番地の２

ファミリーマート瀬戸中品野町 480-1218 愛知県瀬戸市中品野町５

ファミリーマート瀬戸大坪北 489-0962 愛知県瀬戸市大坪町２３番地の１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート瀬戸北山 489-0984 愛知県瀬戸市北山町４６番地の１

ファミリーマート瀬戸石田 489-0951 愛知県瀬戸市石田町１３６番地

ファミリーマート瀬戸幡野町 489-0874 愛知県瀬戸市幡野町３３８番地２

ファミリーマート瀬戸菱野台 489-0887 愛知県瀬戸市菱野台４丁目６

ファミリーマート瀬戸福元 489-0935 愛知県瀬戸市福元町１５

ファミリーマート瀬戸小坂町 489-0978 愛知県瀬戸市小坂町８０番地１

ファミリーマート春日井丁田橋 486-0841 愛知県春日井市南下原町４丁目１６番地２

ファミリーマート春日井大手橋西 486-0807 愛知県春日井市大手町字甲斐作１２１４番地２

ファミリーマート高森台 487-0032 愛知県春日井市高森台３－１５－５

ファミリーマート春日井押沢台 487-0005 愛知県春日井市押沢台１丁目７－１２

ファミリーマート春日井追進町 486-0952 愛知県春日井市追進町１丁目５番地

ファミリーマート春日井サンマルシェ 487-0011 愛知県春日井市中央台二丁目４番地８

ファミリーマート春日井如意申町 486-0918 愛知県春日井市如意申町七丁目１３番地２

ファミリーマート春日井白山 487-0034 愛知県春日井市白山町５丁目１１番地７

ファミリーマート藤山台 487-0033 愛知県春日井市岩成台九丁目１－１

ファミリーマート春日井鳥居松八丁目 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町八丁目３４番地１

ファミリーマート春日井篠木 486-0851 愛知県春日井市篠木町８丁目１番地１３

ファミリーマート春日井インター東 486-0812 愛知県春日井市大泉寺町４７７

ファミリーマート春日井松河戸町 486-0932 愛知県春日井市松河戸町二丁目１番地２

ファミリーマート春日井小野町三丁目 486-0926 愛知県春日井市小野町三丁目８９番地１

ファミリーマート朝宮公園前 486-0806 愛知県春日井市大手田酉町一丁目１番地６

ファミリーマート春日井王子町 486-0834 愛知県春日井市王子町１番

ファミリーマート味美町 486-0968 愛知県春日井市味美町２丁目４８

ファミリーマート春日井上条六丁目 486-0833 愛知県春日井市上条町六丁目２５４５番地２

ファミリーマート瀬戸大坪町 489-0964 愛知県瀬戸市上之山町２丁目２－３

ファミリーマートパルティせと 489-0044 愛知県瀬戸市栄町４５番地

ファミリーマート瀬戸東十三塚町 489-0056 愛知県瀬戸市東十三塚町２９

ファミリーマート星ヶ丘ターミナル 464-0026 愛知県名古屋市千種区井上町８０番地

ファミリーマート葵 461-0004 愛知県名古屋市東区葵一丁目１９番１９号

ファミリーマート大幸一丁目 461-0043 愛知県名古屋市東区大幸一丁目５番６号

ファミリーマート代官町東 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町２７番１０号

ファミリーマート今池駅前 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山三丁目９番１７号

ファミリーマート千種ターミナル 464-0075 愛知県名古屋市千種区内山３丁目２５－６

ファミリーマート葵北 461-0004 愛知県名古屋市東区葵一丁目４番２７号

ファミリーマート東山線星ヶ丘駅 464-0026 愛知県名古屋市千種区井上町８５番１号先

ファミリーマート砂田橋五丁目 461-0045 愛知県名古屋市東区砂田橋五丁目９番１５号

ファミリーマート千種天満通 464-0095 愛知県名古屋市千種区天満通一丁目６０番地

ファミリーマート名東平和が丘 465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘三丁目１７番地

ファミリーマート東山公園駅前 464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通４－９－１

ファミリーマート藤が丘駅前 465-0048 愛知県名古屋市名東区藤が丘１４３

ファミリーマート名東藤が丘 465-0047 愛知県名古屋市名東区小池町１２

ファミリーマート名古屋市立東部医療センター 464-8547 愛知県名古屋市千種区若水一丁目２番２３号

ファミリーマートさくらが丘 464-0025 愛知県名古屋市千種区桜が丘１４番地

ファミリーマート久屋通 461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目１番３５号ハイエスト久屋ビル１階

ファミリーマートオアシス２１前 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目１０番３３号

ファミリーマート名古屋大幸四丁目 461-0043 愛知県名古屋市東区大幸四丁目１３番６号

ファミリーマート芳野三丁目 461-0027 愛知県名古屋市東区芳野三丁目３番６号

ファミリーマート泉一丁目 461-0001 愛知県名古屋市東区泉１丁目１４－１　泉久屋サンコービル

ファミリーマート名東延珠町 465-0003 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地

ファミリーマート千種今池五丁目 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池五丁目３番９号

ファミリーマート名東極楽 465-0053 愛知県名古屋市名東区極楽３－８６－１

ファミリーマート葵一丁目 461-0004 愛知県名古屋市東区葵１丁目２５番２２号

ファミリーマート名東照が丘 465-0043 愛知県名古屋市名東区宝が丘１８番

ファミリーマート千種田代本通四丁目 464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通四丁目１６－１

ファミリーマートナゴヤドーム前 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目６番８号

ファミリーマート名東猪高台 465-0028 愛知県名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番

ファミリーマート名古屋東大曽根 461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町４９番１０号

ファミリーマート一社駅北 465-0095 愛知県名古屋市名東区高社二丁目１００－１ホワイトヒルズ一社１Ｆ

ファミリーマート名東山の手 465-0011 愛知県名古屋市名東区山の手１－１０１

ファミリーマート千種香流橋 464-0002 愛知県名古屋市千種区香流橋２－３１９

ファミリーマート岩塚駅前 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目３７番地の２

ファミリーマート塩付通 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通６－８０



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート黄金通四丁目 453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通４丁目１４番地

ファミリーマート名東高針 465-0055 愛知県名古屋市名東区勢子坊一丁目１１１番

ファミリーマート名東引山 465-0002 愛知県名古屋市名東区引山３丁目２６９

ファミリーマート名東貴船二丁目 465-0058 愛知県名古屋市名東区貴船２丁目１１０１番

ファミリーマート名東本通三丁目 465-0087 愛知県名古屋市名東区名東本通３丁目２４－４

ファミリーマート名東牧の原 465-0072 愛知県名古屋市名東区牧の原２丁目１０９番他

ファミリーマート梅森坂三丁目 465-0065 愛知県名古屋市名東区梅森坂三丁目２００３番地

ファミリーマート香流三丁目 465-0005 愛知県名古屋市名東区香流三丁目７１３番地

ファミリーマート千種汁谷 464-0013 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２

ファミリーマート千種今池一丁目 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池一丁目１９番１号

ファミリーマート星が丘元町 464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町１５番１７号

ファミリーマート今池三丁目 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池三丁目３５０８番地

ファミリーマート今池南 464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南１６－２７

ファミリーマート池下駅前 464-0067 愛知県名古屋市千種区池下１－４－１０

ファミリーマート東山線今池駅 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池４丁目１０番８号先

ファミリーマート芳野屋東片端 461-0015 愛知県名古屋市東区東片端町４８

ファミリーマート自由ケ丘 464-0016 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２丁目６－２４

ファミリーマート千種本山 464-0035 愛知県名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地

ファミリーマート徳川町 461-0023 愛知県名古屋市東区徳川町１４０３番地

ファミリーマート明和高校前 461-0011 愛知県名古屋市東区白壁二丁目１番２５号

ファミリーマート千種春岡二丁目 464-0848 愛知県名古屋市千種区春岡２丁目２７－１２

ファミリーマート吹上駅北 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種３丁目２２－１０

ファミリーマート千種若水 464-0071 愛知県名古屋市千種区若水三丁目６番５号

ファミリーマート西矢田 461-0040 愛知県名古屋市東区矢田二丁目１２番２６号

ファミリーマート鏡池通 464-0816 愛知県名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１

ファミリーマート千種仲田二丁目 464-0074 愛知県名古屋市千種区仲田二丁目３番２３号

ファミリーマート田代本通 464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通２－８

ファミリーマート都通二丁目 464-0076 愛知県名古屋市千種区豊年町１７番１６号

ファミリーマート谷口大曽根北 461-0040 愛知県名古屋市東区矢田一丁目１３－３３

ファミリーマートみのてつ彩紅橋 462-0818 愛知県名古屋市北区彩紅橋通１－１－５

ファミリーマート西志賀町三丁目 462-0058 愛知県名古屋市北区西志賀町三丁目８１番地

ファミリーマート楠一丁目 462-0012 愛知県名古屋市北区楠一丁目１５１８番地の１

ファミリーマート平安一丁目 462-0819 愛知県名古屋市北区平安一丁目２番２１号

ファミリーマート喜惣治二丁目 462-0065 愛知県名古屋市北区喜惣治二丁目２３

ファミリーマート小幡中一丁目 463-0013 愛知県名古屋市守山区小幡中一丁目３０番１７号

ファミリーマート守山川村町 463-0097 愛知県名古屋市守山区川村町３７６番地

ファミリーマート守山一丁目 463-0067 愛知県名古屋市守山区守山一丁目２番２号

ファミリーマート新守西 463-0069 愛知県名古屋市守山区新守西１６０３番地

ファミリーマート菱池 463-0042 愛知県名古屋市守山区野萩町１番６５号

ファミリーマート守山城南町 463-0014 愛知県名古屋市守山区城南町２０－２０

ファミリーマート守山小幡南 463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南１丁目２－１

ファミリーマート大杉三丁目 462-0837 愛知県名古屋市北区大杉三丁目３番１１号

ファミリーマート名北平手町一丁目 462-0057 愛知県名古屋市北区平手町一丁目３２

ファミリーマート黒川 462-0842 愛知県名古屋市北区志賀南通１丁目１８番地

ファミリーマート名城公園北 462-0846 愛知県名古屋市北区名城二丁目２番３０号

ファミリーマート中丸町二丁目 462-0056 愛知県名古屋市北区中丸町二丁目５７番地

ファミリーマート守山小六町 463-0054 愛知県名古屋市守山区小六町２１番１８号

ファミリーマート新守山駅前 463-0071 愛知県名古屋市守山区新守町５０

ファミリーマート守山川宮町 463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町８１番

ファミリーマート守山苗代 463-0045 愛知県名古屋市守山区菱池町１０番５号

ファミリーマート守山森宮町 463-0096 愛知県名古屋市守山区森宮町５番

ファミリーマート守山瀬古 463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古１丁目８１９

ファミリーマート杉村一丁目 462-0835 愛知県名古屋市北区杉村１丁目２４－１１

ファミリーマート守山金屋一丁目 463-0072 愛知県名古屋市守山区金屋一丁目９番２８号

ファミリーマート大森駅南 463-0021 愛知県名古屋市守山区大森四丁目７０６番地

ファミリーマート尾張旭西の野東 488-0804 愛知県尾張旭市西の野町五丁目８５番地

ファミリーマート守山かねなわて 463-0002 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字曲畷２４６７番地４

ファミリーマート吉根住宅前 463-0004 愛知県名古屋市守山区青山台６０３番地

ファミリーマート天子田一丁目 463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田一丁目１００２番地

ファミリーマート守山向台二丁目 463-0036 愛知県名古屋市守山区向台二丁目２２０１番地

ファミリーマート天子田四丁目 463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田４丁目１３０１番

ファミリーマート名古屋松坂町 463-0007 愛知県名古屋市守山区松坂町２１２



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート尾張旭井田町 488-0024 愛知県尾張旭市井田町二丁目３６０番地１

ファミリーマート瀬戸街道城前 488-0863 愛知県尾張旭市城前町上大道４１００

ファミリーマート守山本地ヶ原 463-0032 愛知県名古屋市守山区白山３－９０３

ファミリーマート守山二城 463-0088 愛知県名古屋市守山区鳥神町２６８番地

ファミリーマートＺＥＮＴ名古屋北 462-0051 愛知県名古屋市北区中切町五丁目５番地

ファミリーマート名古屋上飯田 462-0804 愛知県名古屋市北区上飯田南町三丁目７８番地

ファミリーマート楠あじま三丁目 462-0014 愛知県名古屋市北区楠味鋺三丁目８０３番地

ファミリーマート中あじま三丁目 462-0015 愛知県名古屋市北区中味鋺三丁目４１９番地

ファミリーマート本陣通 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通三丁目４３番地

ファミリーマート岩塚本通一丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目１２番

ファミリーマート名駅南 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２８番２７号

ファミリーマートマーケットスクエアささしま 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町４丁目６０番１４号

ファミリーマート中村上ノ宮町 453-0043 愛知県名古屋市中村区上ノ宮町一丁目１８番地

ファミリーマート名古屋西高校前 451-0064 愛知県名古屋市西区名西２丁目９番２３号

ファミリーマート庄内通 451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通三丁目１７番地

ファミリーマート中小田井公園前 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目２０８番地の１

ファミリーマート名古屋中小田井 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井三丁目１３番地

ファミリーマート中村公園北口 453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通五丁目１２３番地

ファミリーマート名西枇杷島 451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島五丁目２０番２６号

ファミリーマート大野木 452-0807 愛知県名古屋市西区歌里町２０８－１

ファミリーマート日比津グランド前 453-0038 愛知県名古屋市中村区猪之越町３丁目６番２１号

ファミリーマート丸野町 452-0835 愛知県名古屋市西区丸野二丁目１３７番地

ファミリーマート則武本通 453-0017 愛知県名古屋市中村区則武本通三丁目４２番地１

ファミリーマート中村名駅東 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１４０５番

ファミリーマート名西康生通 451-0066 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号

ファミリーマート那古野二丁目 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目３番１号

ファミリーマート上名古屋四丁目 451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号

ファミリーマート城町 452-0842 愛知県名古屋市西区城町３２

ファミリーマート菊井一丁目 451-0044 愛知県名古屋市西区菊井１丁目４番６号

ファミリーマート西原町 452-0848 愛知県名古屋市西区西原町１４７－１

ファミリーマート貴生町 452-0816 愛知県名古屋市西区貴生町５３番地１

ファミリーマート中村名駅四丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目３番１０号東海ビル１Ｆ

ファミリーマート上小田井 452-0816 愛知県名古屋市西区貴生町９０番地

ファミリーマート中小田井三丁目 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井三丁目２５６番

ファミリーマート中小田井二丁目 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目３１８番地

ファミリーマート名駅三丁目 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３－４－６

ファミリーマート岩塚本通五丁目 453-0861 愛知県名古屋市中村区岩塚本通五丁目１８

ファミリーマート千成西 453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通五丁目２５番

ファミリーマート大名古屋ビルヂング 450-6490 愛知県名古屋市中村区名駅３－２８－１２大名古屋ビルヂング地下１階

ファミリーマート城西二丁目 451-0031 愛知県名古屋市西区城西二丁目４番７号

ファミリーマート中村竹橋町 453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町４番５号

ファミリーマート地下鉄浄心 451-0062 愛知県名古屋市西区花の木三丁目１５番１２号パルティール城西１階

ファミリーマート栄生二丁目 451-0052 愛知県名古屋市西区栄生二丁目２３番２２号

ファミリーマート浅間町駅前 451-0035 愛知県名古屋市西区浅間一丁目２番４号

ファミリーマート則武 453-0014 愛知県名古屋市中村区則武２－１５－８

ファミリーマート円頓寺 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野１－１２－９

ファミリーマート古渡町 460-0025 愛知県名古屋市中区古渡町１７－１０

ファミリーマート伏見通大須 460-0011 愛知県名古屋市中区大須一丁目８番１９号

ファミリーマート名古屋千代田 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田４丁目４番２号

ファミリーマート仁王門通り 460-0011 愛知県名古屋市中区大須２丁目１８番４５号　仁王門ビル

ファミリーマート矢場町 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目３２－２０

ファミリーマート豊山中之町 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中之町８８番３

ファミリーマート弥富子宝 490-1413 愛知県弥富市子宝二丁目９６番地３

ファミリーマート如意三丁目 462-0007 愛知県名古屋市北区如意３－９８

ファミリーマートキング観光若宮大通 460-0008 愛知県名古屋市中区栄五丁目２６番１２号

ファミリーマート栄一丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１丁目１２番２９号

ファミリーマート魚の棚通 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号

ファミリーマート金山正木橋 460-0024 愛知県名古屋市中区正木三丁目５番１０号

ファミリーマート上前津 460-0011 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号

ファミリーマート広小路錦三丁目 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目２２－２４　ＡＴＳ広小路ビル１階

ファミリーマート名古屋新栄 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄２丁目４８番２５号

ファミリーマート丸の内二丁目 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１７番２号



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート白川 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－２５－３３　ヤマジビル

ファミリーマート名古屋丸の内一丁目 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号

ファミリーマート名古屋大須観音 460-0011 愛知県名古屋市中区大須二丁目２２番２８号

ファミリーマート白川通本町 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目１１番３１号

ファミリーマート錦三七間町通 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－２０－１７メイプル錦ビル１Ｆ

ファミリーマート金山駅東口 460-0022 愛知県名古屋市中区金山４丁目６－２５

ファミリーマート錦大津通 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目７番９号　太陽生命名古屋第２ビル

ファミリーマート金山一丁目 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１丁目７－１０　金山名藤ビル

ファミリーマート九丁堀 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１番２号

ファミリーマート名古屋広小路伏見 460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目３番３号

ファミリーマート栄武平通 460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目１６番２１号

ファミリーマート東別院駅前 460-0021 愛知県名古屋市中区平和一丁目５番４号

ファミリーマートミツコシマエ　ヒロバス 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目５番１０号の先

ファミリーマート大須一丁目 460-0011 愛知県名古屋市中区大須一丁目３４番２４号

ファミリーマートたちばな 460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町５０６番地１

ファミリーマート南武平町 460-0008 愛知県名古屋市中区栄五丁目１３番１８号

ファミリーマート成田かの里 454-0957 愛知県名古屋市中川区かの里１－６０２

ファミリーマート中川ときわ 454-0872 愛知県名古屋市中川区万町１０２番地

ファミリーマート二女子 454-0036 愛知県名古屋市中川区二女子町一丁目２番地

ファミリーマート昭和橋通二丁目 454-0852 愛知県名古屋市中川区昭和橋通二丁目３３番地

ファミリーマート中川好本町 454-0825 愛知県名古屋市中川区好本町１丁目３７番地

ファミリーマート西中島二丁目 454-0934 愛知県名古屋市中川区西中島二丁目６０９番地

ファミリーマート打出二丁目 454-0926 愛知県名古屋市中川区打出２－１２

ファミリーマート福島 490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字坂牧島４－１

ファミリーマート名古屋港知多 455-0883 愛知県名古屋市港区知多二丁目２０９番地１

ファミリーマート新長喜町 462-0036 愛知県名古屋市北区長喜町三丁目１６番地

ファミリーマート黒川本通五丁目 462-0026 愛知県名古屋市北区萩野通一丁目４６番地の３

ファミリーマート守山瀬古一丁目 463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目６０８番地２

ファミリーマート中川八田 454-0877 愛知県名古屋市中川区八田町２２０６

ファミリーマート中川舟戸 454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町１番２１号

ファミリーマート中川西伏屋 454-0982 愛知県名古屋市中川区西伏屋２丁目１００４

ファミリーマート大治東條 490-1134 愛知県海部郡大治町大字東條字砂島１３番地

ファミリーマート中川千音寺 454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字仏供田２９５０番２

ファミリーマート大治北間島 490-1132 愛知県海部郡大治町大字北間島字宮東２番地

ファミリーマート新大治三本木 490-1142 愛知県海部郡大治町大字三本木字堅田１番地の１

ファミリーマート大治役場南 490-1141 愛知県海部郡大治町大字馬島字西深田９番地

ファミリーマート中村東宿町 453-0063 愛知県名古屋市中村区東宿町１丁目３６

ファミリーマート近鉄烏森駅前 453-0853 愛知県名古屋市中村区牛田通四丁目５番１

ファミリーマート中川住宅西 454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地

ファミリーマート大治西條 490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字大門先３４番地

ファミリーマート大治花常 490-1136 愛知県海部郡大治町大字花常字フケ７０番地３

ファミリーマート中割一丁目 457-0826 愛知県名古屋市南区中割町一丁目３３番地１

ファミリーマート中川野田 454-0912 愛知県名古屋市中川区野田１－６６３

ファミリーマート東桜二丁目 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目２３－２６

ファミリーマート高辻 466-0054 愛知県名古屋市昭和区円上町２４－１３

ファミリーマート笠寺駅前 457-0072 愛知県名古屋市南区寺部通１丁目１１－１

ファミリーマート津島越津柳之内 496-0022 愛知県津島市越津町字柳之内５１番

ファミリーマート吉津二丁目 454-0981 愛知県名古屋市中川区吉津二丁目２５２３番地

ファミリーマート神郷町一丁目 454-0046 愛知県名古屋市中川区神郷町一丁目１６番地

ファミリーマート一宮花池一丁目 491-0914 愛知県一宮市花池一丁目１７－７

ファミリーマート一宮花池三丁目 491-0914 愛知県一宮市花池三丁目１１番１０号

ファミリーマート岩倉旭町一丁目 482-0024 愛知県岩倉市旭町一丁目４５番地

ファミリーマート一宮駅南 491-0912 愛知県一宮市新生１丁目１－５

ファミリーマート尾張一宮ＰＡ下り 491-0815 愛知県一宮市千秋町塩尻字猫島３０

ファミリーマート中川玉川町 454-0058 愛知県名古屋市中川区玉川町一丁目１番地の３

ファミリーマート万場大橋 454-0997 愛知県名古屋市中川区万場１－１５０８

ファミリーマート一色新町 454-0946 愛知県名古屋市中川区一色新町三丁目１３０１番地

ファミリーマート春田駅南 454-0985 愛知県名古屋市中川区春田三丁目１２７番地

ファミリーマート刈谷半城土西 448-0816 愛知県刈谷市半城土西町一丁目２０番地１５

ファミリーマート助光二丁目 454-0947 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地

ファミリーマート中川十一番町 454-0056 愛知県名古屋市中川区十一番町１丁目９番地

ファミリーマート中川富川町 454-0037 愛知県名古屋市中川区富川町１丁目２



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート尾頭橋通 454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋二丁目１３番１７号

ファミリーマート豊成団地 454-0803 愛知県名古屋市中川区豊成町１番豊成団地１号棟１０１号室

ファミリーマート中川中野本町 454-0047 愛知県名古屋市中川区中野本町二丁目２９番地１

ファミリーマート中島新町四丁目 454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町四丁目２８０６番地

ファミリーマート東起町一丁目 454-0935 愛知県名古屋市中川区東起町一丁目６７番地

ファミリーマート東春田一丁目 454-0983 愛知県名古屋市中川区東春田一丁目４５番地

ファミリーマート長久手西原山 480-1138 愛知県長久手市西原山３８－３

ファミリーマート辻畑町 454-0827 愛知県名古屋市中川区辻畑町５１番地

ファミリーマート中川富田公園東 454-0985 愛知県名古屋市中川区春田１丁目９８－２

ファミリーマート鶴見通二丁目 457-0807 愛知県名古屋市南区鶴見通二丁目２番地６

ファミリーマート篠原橋 454-0037 愛知県名古屋市中川区富川町５丁目２－１

ファミリーマート港宝神 455-0832 愛知県名古屋市港区宝神５丁目３００３

ファミリーマート西福田二丁目 455-0874 愛知県名古屋市港区西福田二丁目１５０８番地の２

ファミリーマート港土古 455-0073 愛知県名古屋市港区川西通五丁目２６番地

ファミリーマート港知多 455-0883 愛知県名古屋市港区知多三丁目３０２番地３１７番地（地番）

ファミリーマート港十一屋 455-0831 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目４４３番１

ファミリーマート港築地口 455-0037 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号

ファミリーマート築地口駅 455-0015 愛知県名古屋市港区港栄四丁目１１１番の２

ファミリーマート港油屋町 455-0815 愛知県名古屋市港区油屋町二丁目５９番地

ファミリーマート稲永 455-0843 愛知県名古屋市港区錦町３番１４号

ファミリーマート木場 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町９－５２

ファミリーマート南野二丁目 457-0068 愛知県名古屋市南区南野二丁目３３番地

ファミリーマート名南白水 457-0818 愛知県名古屋市南区白水町１２番地１

ファミリーマート鶴見通 457-0807 愛知県名古屋市南区鶴見通６－２－１

ファミリーマート豊田一丁目 457-0841 愛知県名古屋市南区豊田一丁目２９番５号

ファミリーマート粕畠三丁目 457-0052 愛知県名古屋市南区粕畠町３－１９

ファミリーマート名南星崎 457-0075 愛知県名古屋市南区石元町３丁目４６

ファミリーマート南三条 457-0866 愛知県名古屋市南区三条２丁目６番２号

ファミリーマート中江二丁目 457-0004 愛知県名古屋市南区中江二丁目１０２４番地

ファミリーマート宮崎通五丁目 457-0003 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号

ファミリーマート名古屋大磯通 457-0042 愛知県名古屋市南区曽池町三丁目１番地

ファミリーマート港築盛 455-0057 愛知県名古屋市港区築盛町４０番地

ファミリーマート港明正一丁目 455-0806 愛知県名古屋市港区明正一丁目２４番地２

ファミリーマート新赤坪 457-0054 愛知県名古屋市南区砂口町１８番地の１

ファミリーマートちかま通 457-0071 愛知県名古屋市南区千竈通七丁目４番１

ファミリーマート三条一丁目 457-0866 愛知県名古屋市南区三条一丁目９番１９号

ファミリーマート名古屋木場町 455-0021 愛知県名古屋市港区木場町８番地の４７

ファミリーマート辰巳町 455-0003 愛知県名古屋市港区辰巳町４番８号

ファミリーマート当知住宅東 455-0804 愛知県名古屋市港区当知三丁目１３０１番地

ファミリーマート名古屋港南陽 455-0882 愛知県名古屋市港区小賀須四丁目１１２２番地の１

ファミリーマート港福田 455-0887 愛知県名古屋市港区福田１－２０２

ファミリーマート港明正 455-0806 愛知県名古屋市港区明正１－２６８

ファミリーマート中部労災病院 455-8530 愛知県名古屋市港区港明１丁目１０番６号

ファミリーマートＵＡＣＪ名古屋製造所／Ｓ 455-8670 愛知県名古屋市港区千年三丁目１番１２号（株）ＵＡＣＪ名古屋製造所

ファミリーマート大同町 457-0811 愛知県名古屋市南区大同町２丁目２９番地１５

ファミリーマート豊生橋南 457-0833 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町１丁目２０番地１

ファミリーマート名南港東通 457-0834 愛知県名古屋市南区港東通一丁目２８番地

ファミリーマート港甚兵衛通 455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通５－２０－１

ファミリーマート港砂美町 455-0056 愛知県名古屋市港区砂美町１３７－１

ファミリーマート妙音通 467-0842 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通二丁目４３

ファミリーマート柵下町 457-0044 愛知県名古屋市南区柵下町２丁目８番地２

ファミリーマート浜田三丁目 457-0822 愛知県名古屋市南区浜田町三丁目９７番地

ファミリーマート南陽通六丁目 457-0856 愛知県名古屋市南区南陽通六丁目１番地２９

ファミリーマート呼続二丁目 457-0014 愛知県名古屋市南区呼続２－２０－２９

ファミリーマート内田橋 457-0862 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目３９番３４号

ファミリーマート藤前四丁目 455-0855 愛知県名古屋市港区藤前四丁目９１５番地

ファミリーマート港北駅前 455-0073 愛知県名古屋市港区川西通５丁目５番１

ファミリーマート港野跡二丁目 455-0845 愛知県名古屋市港区野跡二丁目１９番２

ファミリーマート港正徳町 455-0075 愛知県名古屋市港区正徳町二丁目６番

ファミリーマート港入場 455-0803 愛知県名古屋市港区入場２丁目２３０４

ファミリーマート御器所通三丁目 466-0015 愛知県名古屋市昭和区御器所通三丁目２０番地ＳＴプラザＥＡＳＴ１階

ファミリーマート熱田伝馬町 456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート昭和狭間町 466-0062 愛知県名古屋市昭和区狭間町３２番地

ファミリーマート熱田八番二丁目 456-0059 愛知県名古屋市熱田区八番二丁目２０番１３号

ファミリーマート名古屋塩付通 466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通７丁目５３

ファミリーマート金山駅南口 456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町１丁目４－１

ファミリーマート昭和石仏町 466-0023 愛知県名古屋市昭和区石仏町一丁目１７番地

ファミリーマート昭和安田通三丁目 466-0857 愛知県名古屋市昭和区安田通３丁目４－２

ファミリーマート昭和広見町二丁目 466-0046 愛知県名古屋市昭和区広見町二丁目２４番

ファミリーマート熱田大宝 456-0062 愛知県名古屋市熱田区大宝４丁目１－３

ファミリーマート瑞穂亀城町 467-0876 愛知県名古屋市瑞穂区亀城町２丁目６

ファミリーマート瑞穂弥富通四丁目 467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通四丁目６４番地２

ファミリーマート川名駅前 466-0854 愛知県名古屋市昭和区広路通７－２－１

ファミリーマート熱田六番町 456-0058 愛知県名古屋市熱田区六番３－２－３

ファミリーマート瑞穂二野町 467-0861 愛知県名古屋市瑞穂区二野町９－１９

ファミリーマート熱田古新町 456-0064 愛知県名古屋市熱田区古新町１－３５

ファミリーマート瑞穂弥富通 467-0064 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通５－４４

ファミリーマート瑞穂通二丁目 467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通２丁目１１

ファミリーマート熱田金山南 456-0018 愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目６番６号

ファミリーマート昭和鶴舞二丁目 466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞２丁目８０４番

ファミリーマート石川橋 467-0021 愛知県名古屋市瑞穂区檀渓通５丁目２３

ファミリーマート名古屋大学病院　病棟 466-8560 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５番

ファミリーマート金山町 456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目１６番１５号

ファミリーマート瑞穂内方町 467-0068 愛知県名古屋市瑞穂区内方町２丁目１２－１

ファミリーマート杁中駅前 466-0833 愛知県名古屋市昭和区隼人町６番地８

ファミリーマート熱田花表町 456-0033 愛知県名古屋市熱田区花表町２１－５

ファミリーマート熱田桜田町 456-0004 愛知県名古屋市熱田区桜田町２０番２７号

ファミリーマート熱田野立町 456-0066 愛知県名古屋市熱田区野立町一丁目４３番地

ファミリーマート瑞穂本願寺二丁目 467-0814 愛知県名古屋市瑞穂区本願寺町２丁目２４

ファミリーマート瑞穂明前町 467-0852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町１６－３

ファミリーマート熱田切戸町 456-0076 愛知県名古屋市熱田区切戸町２丁目５番地

ファミリーマート瑞穂牛巻町 467-0863 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町１４番５号

ファミリーマート大高 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田２６９番地１

ファミリーマート大高駅前 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字鶴田５５－２

ファミリーマート緑浦里四丁目 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里四丁目２３７番

ファミリーマート天白海老山町 468-0042 愛知県名古屋市天白区海老山町６０７番地

ファミリーマート原ターミナル 468-0015 愛知県名古屋市天白区原１丁目３０１原ターミナルビル１階

ファミリーマート天白島田 468-0056 愛知県名古屋市天白区島田５－６０２－４

ファミリーマート南大高 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高四丁目４０１番地

ファミリーマート緑尾崎山 458-0024 愛知県名古屋市緑区尾崎山１丁目５０２

ファミリーマート天白笹原町 468-0044 愛知県名古屋市天白区笹原町１００７－１

ファミリーマート緑寅新田 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地１２－１

ファミリーマート緑篭山西 458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目１丁目５１８

ファミリーマート緑砂田 458-0807 愛知県名古屋市緑区砂田２丁目１１３

ファミリーマート緑潮見が丘 458-0037 愛知県名古屋市緑区潮見が丘１‐７９・８０・８１

ファミリーマート大高折戸 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字神戸１３－１

ファミリーマート徳重 458-0815 愛知県名古屋市緑区徳重５－６１２

ファミリーマート緑境松 458-0820 愛知県名古屋市緑区境松一丁目５１０番地

ファミリーマート大高中川 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字中川３２番地１

ファミリーマート緑滝ノ水 458-0021 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目８０４

ファミリーマート鳴子北駅前 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並３丁目５８８

ファミリーマート緑太鼓田 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字太鼓田２６－１

ファミリーマート清水山 458-0919 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明３７１１

ファミリーマート緑鳴海 458-0831 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２

ファミリーマート天白元八事 468-0066 愛知県名古屋市天白区元八事一丁目１８５番地

ファミリーマート天白野並二丁目 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並二丁目３７４番地

ファミリーマート天白原 468-0015 愛知県名古屋市天白区原三丁目２３０６

ファミリーマート天白原一丁目 468-0015 愛知県名古屋市天白区原１丁目５１０－１

ファミリーマート元八事 468-0066 愛知県名古屋市天白区元八事４－１０３

ファミリーマート八事弥生が岡 468-0062 愛知県名古屋市天白区弥生が岡１０１番地

ファミリーマート緑黒沢台一丁目 458-0003 愛知県名古屋市緑区黒沢台一丁目１８０３番地

ファミリーマート平針住宅 468-0020 愛知県名古屋市天白区平針南１丁目２１１

ファミリーマート平針駅前 468-0011 愛知県名古屋市天白区平針２－１９０４

ファミリーマート緑水広 458-0848 愛知県名古屋市緑区水広一丁目３０３番地



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート平針試験場南 468-0020 愛知県名古屋市天白区平針南４丁目１０１番

ファミリーマート緑諸ノ木 458-0818 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水１７３番地１

ファミリーマート天白土原 468-0026 愛知県名古屋市天白区土原三丁目１２３８番地

ファミリーマート緑区緑高校前 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字早稲屋３８番地７

ファミリーマート緑伝治山 458-0845 愛知県名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１１番地

ファミリーマート武路町 458-0917 愛知県名古屋市緑区武路町１８０１

ファミリーマート太子二丁目 458-0823 愛知県名古屋市緑区太子二丁目２５番地

ファミリーマート大高倉坂 459-8006 愛知県名古屋市緑区倉坂１１１９番地

ファミリーマート緑花台 459-8005 愛知県名古屋市緑区緑花台７０８

ファミリーマート有松郷前 458-0926 愛知県名古屋市緑区桶狭間上の山１１０１番地

ファミリーマート天白こうのす 468-0003 愛知県名古屋市天白区鴻の巣一丁目２４１２番地

ファミリーマート植田駅前 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田３－８１０ステーションビルＡＳＡＴＯ

ファミリーマート天白池場一丁目 468-0055 愛知県名古屋市天白区池場一丁目９１１番地１

ファミリーマート緑徳重 458-0801 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目１１０番地

ファミリーマート緑敷田 458-0829 愛知県名古屋市緑区鎌倉台二丁目１７１３番地

ファミリーマート大坪 468-0073 愛知県名古屋市天白区塩釜口２丁目５０７番地

ファミリーマート植田南一丁目 468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地

ファミリーマート天白植田一丁目 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田一丁目１５０１番地

ファミリーマート天白植田山 468-0001 愛知県名古屋市天白区植田山１丁目１６０１

ファミリーマート天白焼山 468-0002 愛知県名古屋市天白区焼山１丁目５０３番地

ファミリーマート天白道明町 468-0064 愛知県名古屋市天白区道明町１０２番地

ファミリーマート西神の倉 458-0809 愛知県名古屋市緑区西神の倉二丁目１０１番地

ファミリーマート天白高坂 468-0028 愛知県名古屋市天白区島田黒石３０１

ファミリーマート天白向が丘 468-0012 愛知県名古屋市天白区向が丘三丁目１１０８

ファミリーマート天白植田東 468-0006 愛知県名古屋市天白区植田東３丁目２０７番地

ファミリーマート小牧篠岡 485-0804 愛知県小牧市大字池之内字鳶ヶ巣３１９３番地１

ファミリーマート小牧高根 485-0803 愛知県小牧市高根一丁目３０４番６

ファミリーマート小牧岩崎一丁目 485-0011 愛知県小牧市岩崎一丁目２２７番地１

ファミリーマート小牧小木西 485-0057 愛知県小牧市小木西一丁目１０７番地２

ファミリーマート小牧文津 485-0828 愛知県小牧市小松寺三丁目２０９番地

ファミリーマート小牧インター南 485-0015 愛知県小牧市大字間々２７－２

ファミリーマート小牧原新田 485-0829 愛知県小牧市小牧原三丁目１５８番地

ファミリーマート新小牧小木 485-0056 愛知県小牧市小木南二丁目４１番地１

ファミリーマート小牧新町二丁目 485-0013 愛知県小牧市新町二丁目２９８番地

ファミリーマート小牧上末 485-0822 愛知県小牧市大字上末字森坂下７６７番１

ファミリーマート小牧西之島 485-0077 愛知県小牧市大字西之島字粟戸２０９５－１

ファミリーマート小牧基地 485-0025 愛知県小牧市春日寺一丁目１番地

ファミリーマート小牧市民病院 485-0044 愛知県小牧市常普請１丁目２０

ファミリーマート小牧中宮 485-0037 愛知県小牧市小針二丁目１３２番地の１

ファミリーマート小牧新町 485-0013 愛知県小牧市新町３丁目９６

ファミリーマート小牧中央四丁目 485-0029 愛知県小牧市中央四丁目７８番地

ファミリーマート大口大屋敷一丁目 480-0137 愛知県丹羽郡大口町大屋敷一丁目２１０番地

ファミリーマート扶桑高雄中郷 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町高雄中郷４５６番５

ファミリーマート小牧パワーズ 485-0016 愛知県小牧市間々原新田字下新池９７７

ファミリーマート小牧間々観音前 485-0048 愛知県小牧市間々本町１４１

ファミリーマート犬山楽田本町 484-0913 愛知県犬山市字鳥屋越１８番３

ファミリーマート小牧東新町 485-0028 愛知県小牧市東新町１３８番地

ファミリーマート大口桜橋 480-0132 愛知県丹羽郡大口町秋田１丁目３７０番地２

ファミリーマート大口中小口 480-0142 愛知県丹羽郡大口町中小口三丁目５８番地の１

ファミリーマート犬山羽黒栄 484-0893 愛知県犬山市羽黒栄二丁目３２番地２

ファミリーマート大口余野 480-0146 愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５３８番地

ファミリーマート犬山善師野 484-0003 愛知県犬山市善師野字馬瀬口２０－９

ファミリーマート犬山塔野地北 484-0097 愛知県犬山市塔野地北四丁目５番

ファミリーマート犬山塔野地 484-0094 愛知県犬山市大字塔野地字南ノ切１２１番地２６

ファミリーマート扶桑高雄 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰３４４番２

ファミリーマート大口Ｒ４１号 480-0125 愛知県丹羽郡大口町外坪一丁目３６番１

ファミリーマート犬山清水 484-0077 愛知県犬山市上野清水５０３番地

ファミリーマート犬山羽黒新田 484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字九右エ門屋敷４番地８

ファミリーマート犬山前原東 484-0061 愛知県犬山市大字前原字前畑２５番地１２

ファミリーマート犬山桜海道一丁目 484-0804 愛知県犬山市羽黒桜海道一丁目１０番地８

ファミリーマート犬山松本町 484-0086 愛知県犬山市松本町四丁目１２０番地

ファミリーマート扶桑中海道 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道２４０番



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート犬山日の出団地 484-0065 愛知県犬山市五郎丸東四丁目６番地１

ファミリーマート小牧岩崎 485-0003 愛知県小牧市大字久保一色字金六前３４４７

ファミリーマート扶桑町南山名 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字仲畑１５０番地２

ファミリーマート扶桑柏森 480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏３５５番地１

ファミリーマート犬山南 484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字皿屋敷９５番地

ファミリーマート犬山駅東 484-0087 愛知県犬山市中山町二丁目５３番

ファミリーマート犬山橋爪 484-0076 愛知県犬山市大字橋爪字止々馬木４３番地

ファミリーマート犬山楽田大橋 484-0924 愛知県犬山市楽田大橋１丁目１５番１

ファミリーマート小牧スポーツ公園 485-0016 愛知県小牧市大字間々原新田字古天王７３２番地３

ファミリーマート小牧常普請 485-0044 愛知県小牧市常普請二丁目９１番地

ファミリーマート小牧西島町 485-0078 愛知県小牧市西島町９７番地

ファミリーマート小牧上末東 485-0822 愛知県小牧市大字上末字東山３５９０－１

ファミリーマート犬山若宮 484-0861 愛知県犬山市字若宮８５番１

ファミリーマート犬山上野 484-0077 愛知県犬山市上坂町４丁目１１５

ファミリーマート小牧味岡口 485-0011 愛知県小牧市大字岩崎３５４－１

ファミリーマート小牧小針 485-0037 愛知県小牧市小針３－５

ファミリーマート小牧下小針中島 485-0051 愛知県小牧市下小針中島１丁目１２８番１

ファミリーマート小牧中央三丁目 485-0029 愛知県小牧市中央３丁目２５０

ファミリーマート小牧北外山 485-0023 愛知県小牧市大字北外山区画整理内６４街区６

ファミリーマート小牧入鹿出新田 485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村西６００番地１

ファミリーマート小牧三ツ渕 485-0075 愛知県小牧市大字三ッ渕字新田前２２１６番地３

ファミリーマート一宮ゆぎおろし 491-0011 愛知県一宮市柚木颪字上ケ田２番地２

ファミリーマート一宮いわと 491-0051 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字西切戸２番地２

ファミリーマート一宮東五城 494-0008 愛知県一宮市東五城字南田尾４９－３

ファミリーマート一宮城崎通 491-0866 愛知県一宮市城崎通７丁目２０

ファミリーマート一宮白旗通 491-0879 愛知県一宮市白旗通４－８

ファミリーマート一宮木曽川七ノ通り 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田七ノ通り２９６

ファミリーマート一宮浅野新田 491-0871 愛知県一宮市浅野字新田２０番地１

ファミリーマート一宮若年北 491-0015 愛知県一宮市大赤見字西川垂６９番地１

ファミリーマート江南東野町 483-8413 愛知県江南市東野町鐘鋳山１８３

ファミリーマート江南寄木 483-8186 愛知県江南市大海道町中里１４２番２

ファミリーマート一宮浅井大野 491-0143 愛知県一宮市浅井町大野字杁先２９－１

ファミリーマート一宮定水寺 491-0003 愛知県一宮市春明字神明山３９番３

ファミリーマート江南赤童子 483-8228 愛知県江南市赤童子町桜道１４

ファミリーマート江南飛高町 483-8068 愛知県江南市飛高町本町２００番地

ファミリーマート江南前野町 483-8054 愛知県江南市前野町南１３７－１

ファミリーマート一宮千秋佐野 491-0804 愛知県一宮市千秋町佐野字白山１０番地１

ファミリーマート一宮三ツ井 491-0827 愛知県一宮市三ツ井五丁目１８番２３号

ファミリーマート江南高屋 483-8066 愛知県江南市高屋町西町１２５番地

ファミリーマート一宮玉ノ井 493-0004 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１３６番地

ファミリーマート一宮黒田 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿二の切３５番地１

ファミリーマート一宮西浅井 491-0113 愛知県一宮市浅井町西浅井字壱本杉１２４番地２

ファミリーマート一宮伝法寺 491-0828 愛知県一宮市伝法寺四丁目１２番地６

ファミリーマート一宮下浅野 491-0871 愛知県一宮市浅野字寺西１６番１［地番］

ファミリーマート一宮時之島 491-0002 愛知県一宮市時之島字古野９番地１

ファミリーマート一宮三味北 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字三味北４番地１

ファミリーマート江南後飛保西 483-8386 愛知県江南市後飛保町西町１０８番地１

ファミリーマート一宮大毛 491-0132 愛知県一宮市大毛字丸田７０番１７０番２７０番３７１番１他１９筆（地番）

ファミリーマート一宮大和町焼野 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９２－１

ファミリーマート一宮浅井 491-0105 愛知県一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地

ファミリーマート一宮大宮 491-0044 愛知県一宮市大宮５丁目２

ファミリーマート森上 495-0011 愛知県稲沢市祖父江町森上本郷九７６－１

ファミリーマート栄大津通 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－１６－３０

ファミリーマート昭和八雲町 466-0823 愛知県名古屋市昭和区八雲町８７エスポアール八雲１Ｆ

ファミリーマート御器所駅前 466-0027 愛知県名古屋市昭和区阿由知通３丁目２２－３

ファミリーマート扶桑町 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字定光寺１１６－１

ファミリーマート真清田神社前 491-0859 愛知県一宮市本町１丁目３－１

ファミリーマート愛西町方 496-8014 愛知県愛西市町方町新西馬１０番２

ファミリーマート一宮千秋 491-0812 愛知県一宮市千秋町芝原１０番地１

ファミリーマート木曽川役場前 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田一ノ通り５３番地２

ファミリーマート一宮北方町 493-8003 愛知県一宮市北方町中島字大道東３７番１

ファミリーマート一宮東浅井 491-0112 愛知県一宮市浅井町東浅井字南ノ下１３８０番地１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート一宮今伊勢駅前 491-0057 愛知県一宮市今伊勢町宮後字壱丁野３９－１

ファミリーマート一宮明地 494-0012 愛知県一宮市明地字社宮地３７－１

ファミリーマート一宮市民病院前 491-0041 愛知県一宮市文京２丁目４－２２

ファミリーマート一宮今伊勢 491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字中町１０番地

ファミリーマート一宮北浦町 491-0901 愛知県一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）

ファミリーマート一宮奥町野方 491-0201 愛知県一宮市奥町字野方６６番地１

ファミリーマート一宮開明 494-0001 愛知県一宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］

ファミリーマート一宮馬引 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引字乾出１６番地

ファミリーマート新居屋大日 490-1105 愛知県あま市新居屋大日５５番地

ファミリーマート甚目寺八尻 490-1111 愛知県あま市甚目寺八尻１０５番地

ファミリーマート津島宮川 496-0855 愛知県津島市江東町３丁目１８２番地の１

ファミリーマート津島江西 496-0874 愛知県津島市江西町二丁目６１番地

ファミリーマート甚目寺平島 490-1114 愛知県あま市下萱津平島１４番地

ファミリーマート清須学校橋東 452-0962 愛知県清須市春日焼田２９番地１

ファミリーマート清須二ツ池 452-0961 愛知県清須市春日二ツ池１０４番地

ファミリーマート北名古屋二子 481-0013 愛知県北名古屋市二子双葉５２番地１

ファミリーマート春日西牧 452-0961 愛知県清須市春日西牧前７２番地１

ファミリーマート岩倉川井町 482-0015 愛知県岩倉市川井町北穴田８７番地

ファミリーマート岩倉大地新町 482-0025 愛知県岩倉市大地新町三丁目１３番地

ファミリーマート西春西之保 481-0033 愛知県北名古屋市西之保棒地３５番地

ファミリーマート岩倉新柳町 482-0021 愛知県岩倉市新柳町一丁目６番地

ファミリーマート岩倉八剱町 482-0031 愛知県岩倉市八剱町大門出先１８番地５

ファミリーマート岩倉鈴井町 482-0035 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－１

ファミリーマート徳重・名古屋芸大駅西 481-0038 愛知県北名古屋市徳重広畑４番地

ファミリーマート清須桃栄 452-0918 愛知県清須市桃栄三丁目１１９番地

ファミリーマート津島神守 496-0011 愛知県津島市莪原町字宮東１４４番地２

ファミリーマート清須春日 452-0962 愛知県清須市春日中沼２７番地

ファミリーマート清須阿原 452-0901 愛知県清須市阿原星の宮１４８番地１

ファミリーマートあま丹波 490-1224 愛知県あま市丹波西切６番地１

ファミリーマート七宝町遠島 497-0002 愛知県あま市七宝町遠島新開１５２番地１

ファミリーマート津島市民病院前 496-0038 愛知県津島市橘町３丁目３９－１　２

ファミリーマート七宝伊福橋 497-0006 愛知県あま市七宝町下之森二之坪１番地１

ファミリーマート津島駅 496-0802 愛知県津島市錦町１－２

ファミリーマート津島牛田町 496-0018 愛知県津島市牛田町字角田３３番地１

ファミリーマート津島越津町 496-0022 愛知県津島市越津町字梅之木３９番地の１

ファミリーマートあま市役所東 490-1222 愛知県あま市木田沼東切６４番地１

ファミリーマート北名古屋石橋 481-0046 愛知県北名古屋市石橋白目１１番地

ファミリーマート北名古屋清水 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田清水８９番地１

ファミリーマート北名古屋熊之庄 481-0006 愛知県北名古屋市熊之庄西出１番１

ファミリーマート北名古屋中之郷 481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺天神５番地

ファミリーマート北名古屋九之坪 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪長堀１２７番地

ファミリーマート北名古屋片場 481-0002 愛知県北名古屋市片場八瀬の木２４

ファミリーマート岩倉東町藤塚 482-0041 愛知県岩倉市東町藤塚１４７番地

ファミリーマート西春 481-0033 愛知県北名古屋市西之保深坪１３－１

ファミリーマート清洲上条 452-0944 愛知県清須市上条二丁目６番地の１

ファミリーマート津島唐臼 496-0026 愛知県津島市唐臼町柳原５０番地３

ファミリーマート美和高校前 490-1211 愛知県あま市篠田藤東７番２

ファミリーマート北名古屋能田 481-0003 愛知県北名古屋市能田引免地５５番地１

ファミリーマート北名古屋六ツ師 481-0001 愛知県北名古屋市六ツ師大島３８番１

ファミリーマート清須宮前 452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前二丁目１７

ファミリーマート北名古屋道下 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田道下６番地

ファミリーマート清須落合 452-0961 愛知県清須市春日落合３８番地

ファミリーマート北名古屋徳重杁ノ口 481-0038 愛知県北名古屋市徳重杁ノ口１番地１

ファミリーマート清須西市場 452-0941 愛知県清須市西市場四丁目１１－１１

ファミリーマート稲沢横地 492-8266 愛知県稲沢市横地四丁目６４番地

ファミリーマート稲沢平和平池 490-1315 愛知県稲沢市平和町平池大畑１０番地２

ファミリーマート愛西古瀬 496-8004 愛知県愛西市古瀬町村前７２番２

ファミリーマート飛島竹之郷 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷一丁目８３番地１

ファミリーマート名四弥富 498-0046 愛知県弥富市三好五丁目１番地１２

ファミリーマート名四飛島 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷６丁目１３９

ファミリーマート飛島木場二丁目 490-1444 愛知県海部郡　飛島村木場二丁目９２

ファミリーマート弥富操出 498-0061 愛知県弥富市操出３丁目２６番地１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート佐屋駅西 496-0902 愛知県愛西市須依町須賀割２１０８番地８

ファミリーマート愛西内佐屋町 496-0903 愛知県愛西市内佐屋町五反田９３番地１

ファミリーマート佐織諏訪 496-8011 愛知県愛西市諏訪町中杁２８６番地１

ファミリーマート稲沢一色下方 492-8365 愛知県稲沢市一色下方町２９８番地

ファミリーマート稲沢祖父江大牧 495-0014 愛知県稲沢市祖父江町大牧郷中１４番地１

ファミリーマート蟹江学戸 497-0050 愛知県海部郡蟹江町学戸二丁目８番地

ファミリーマート稲沢祖父江中屋敷 495-0001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中屋敷５０番地３

ファミリーマート蟹江インター北 497-0051 愛知県海部郡蟹江町北新田三丁目６１番地２

ファミリーマート祖父江五ツ屋 495-0022 愛知県稲沢市祖父江町甲新田五ツ屋８５番地１

ファミリーマート弥富平島中 498-0032 愛知県弥富市平島中四丁目１４４番

ファミリーマート尾張大橋東 498-0014 愛知県弥富市五明町築留２０４３－３３

ファミリーマート蟹江本町 497-0034 愛知県海部郡蟹江町本町８丁目９４番地

ファミリーマート蟹江新田 497-0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字大海用３１番地１

ファミリーマート佐織勝幡 496-8001 愛知県愛西市勝幡町駅東２２番地２

ファミリーマート稲沢西尾張中央道 492-8448 愛知県稲沢市北麻績町三反地３６番１

ファミリーマート愛西北一色 496-0905 愛知県愛西市北一色町昭和３０１－３

ファミリーマート蟹江須成北 497-0031 愛知県海部郡蟹江町大字須成字上惣作２２３０番地３

ファミリーマート蟹江城 497-0040 愛知県海部郡蟹江町城四丁目３２３番地

ファミリーマート愛西勝幡 496-8001 愛知県愛西市勝幡町河畔５１

ファミリーマート稲沢長束 492-8167 愛知県稲沢市長束町青木田６６番地

ファミリーマート六輪 490-1323 愛知県稲沢市平和町嫁振２７８－４

ファミリーマート稲沢平和町 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南１８１－４

ファミリーマート稲沢松下 492-8208 愛知県稲沢市松下二丁目１番３０

ファミリーマート稲沢下津西三丁目 492-8082 愛知県稲沢市下津下町西３丁目４８

ファミリーマート愛西佐織庁舎前 496-8011 愛知県愛西市諏訪町郷西４８４番地１

ファミリーマート稲沢前田 492-8217 愛知県稲沢市稲沢町前田１３４番３

ファミリーマート稲沢祖父江曲 495-0001 愛知県稲沢市祖父江町祖父江曲１３３番地１

ファミリーマート愛西日置 496-0906 愛知県愛西市日置町下河田１２０－５

ファミリーマート豊田ヴィッツ 471-0025 愛知県豊田市西町５－５

ファミリーマート常滑古社 479-0043 愛知県常滑市字古社１番地

ファミリーマート阿久比植大 470-2216 愛知県知多郡阿久比町大字植大字植深田３８番２

ファミリーマート大府追分 474-0027 愛知県大府市追分町六丁目４００番地

ファミリーマート安城桜井小学校北 444-1162 愛知県安城市小川町三日三升街区１６５　１他３筆

ファミリーマート知立上重原本郷 472-0026 愛知県知立市上重原町本郷２０６－２

ファミリーマート上郷ＳＡ下り 470-1205 愛知県豊田市永覚町百間圦１－４

ファミリーマートループ金山 460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目１７番１８号　ループ金山１階

ファミリーマート甚目寺萱津 490-1113 愛知県あま市中萱津足川３９

ファミリーマートあま桂 497-0004 愛知県あま市七宝町桂下り戸２４番地１

ファミリーマート一宮北園通 491-0854 愛知県一宮市北園通四丁目１１番地

ファミリーマート名南本地通三丁目 457-0074 愛知県名古屋市南区本地通三丁目１８番地の１

ファミリーマート大口竹田二丁目 480-0147 愛知県丹羽郡大口町竹田二丁目８７番地

ファミリーマート栄二丁目 460-0008 愛知県名古屋市中区栄２丁目１６－５

ファミリーマート瑞穂汐路町 467-0003 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町２－７

ファミリーマート天白一つ山 468-0033 愛知県名古屋市天白区一つ山３丁目１－１

ファミリーマート東山線藤が丘駅 465-0032 愛知県名古屋市名東区藤が丘１６３番地

ファミリーマート豊田市駅 471-0026 愛知県豊田市若宮町１丁目－３５

ファミリーマート西春駅 481-0041 愛知県北名古屋市九之坪南町１番地

ファミリーマート栄町駅 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１２番地先

ファミリーマート名鉄名古屋駅下りホーム 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目２番１号　名古屋駅構内

ファミリーマート小幡駅 463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南１丁目２１番２１号

ファミリーマート名鉄大曽根駅 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南５丁目２番６号

ファミリーマート名鉄一宮駅 491-0912 愛知県一宮市新生１丁目１－１

ファミリーマート柏森駅 480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森天神１番地

ファミリーマート江南駅 483-8213 愛知県江南市古知野町　朝日２８０

ファミリーマート名鉄バスセンター 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２－４　名鉄バスターミナルビル

ファミリーマート太田川駅 477-0031 愛知県東海市大田町後田５２

ファミリーマート近鉄名古屋駅地下改札内中央 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地下改札内

ファミリーマート近鉄名古屋駅１番ホーム前 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地下改札内

ファミリーマート近鉄名古屋駅地上改札外 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地上改札外

ファミリーマート近鉄蟹江駅 497-0033 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町１１丁目３００番

ファミリーマートサンロード 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番２５号先　サンロード地下街

ファミリーマート近鉄伏屋駅 454-0996 愛知県名古屋市中川区伏屋２丁目２８－１１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート刈谷市かりがね 448-0011 愛知県刈谷市築地町１丁目９番地１１

ファミリーマートＴＢＬＳ四日市／Ｓ 512-0906 三重県四日市市山之一色町８００番

ファミリーマートＪＲ四日市駅前 510-0061 三重県四日市市朝日町６番６号

ファミリーマート近鉄四日市駅西 510-0075 三重県四日市市安島１－２－１８三誠ビルディング

ファミリーマート近鉄四日市駅北 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町１０－５

ファミリーマート四日市塩浜街道 510-0843 三重県四日市市宮東町三丁目３１番地

ファミリーマート四日市青葉町 510-0839 三重県四日市市青葉町８００番地２９６

ファミリーマート四日市笹川通り 510-0944 三重県四日市市笹川二丁目１０７番地

ファミリーマート四日市桜町 512-1211 三重県四日市市桜町８３６９－２

ファミリーマート高見台 512-1302 三重県四日市市市場町１４－５１

ファミリーマート名四午起 510-0027 三重県四日市市高浜新町２番２１号

ファミリーマート四日市小古曽二丁目 510-0958 三重県四日市市小古曽二丁目３１番１１号

ファミリーマート四日市楠本郷 510-0106 三重県四日市市楠町本郷２８８番地８

ファミリーマート四日市泊山崎 510-0892 三重県四日市市泊山崎町１番３３号

ファミリーマート四日市東日野 510-0941 三重県四日市市東日野二丁目４番１２号

ファミリーマート四日市松原町 510-8017 三重県四日市市平町１番１５号

ファミリーマート四日市鵜の森 510-0072 三重県四日市市九の城町４番２５号

ファミリーマート四日市西新地 510-0087 三重県四日市市西新地９－１０

ファミリーマート四日市堀木一丁目 510-0076 三重県四日市市堀木一丁目１番２６号

ファミリーマート四日市高浜町 510-0026 三重県四日市市高浜町２－１７

ファミリーマート四日市東阿倉川 510-0805 三重県四日市市東阿倉川７６２－１

ファミリーマート四日市追分一丁目 510-0882 三重県四日市市追分一丁目１番２５号

ファミリーマート四日市城西町 510-0829 三重県四日市市城西町１５番４６号

ファミリーマート四日市上海老 512-1201 三重県四日市市上海老町１６３３番地８０

ファミリーマート四日市三ツ谷東町 510-0801 三重県四日市市三ツ谷東町７番１７号

ファミリーマート四日市尾上町 510-0059 三重県四日市市尾上町２０番地１６

ファミリーマート四日市日永 510-0886 三重県四日市市日永東三丁目１番２６号

ファミリーマート鵜の森二丁目 510-0074 三重県四日市市鵜の森２－９－９

ファミリーマート四日市おごそ東 510-0951 三重県四日市市小古曽東二丁目１番１０号

ファミリーマート四日市東坂部 512-0904 三重県四日市市東坂部町１５７１番地７

ファミリーマート四日市西阿倉川 510-0812 三重県四日市市大字西阿倉川字上野３１１－１

ファミリーマート四日市山分 512-8041 三重県四日市市山分町字川之下４７８－４

ファミリーマート名四川越 510-8124 三重県三重郡川越町大字南福崎字畑新田３４６番地１

ファミリーマート桑名市民会館前 511-0064 三重県桑名市新築町９番地１

ファミリーマート長島インター 511-1142 三重県桑名市長島町　出口２８６－１

ファミリーマート桑名江場 511-0836 三重県桑名市江場５６４番地３

ファミリーマートあさひ向陽台 510-8105 三重県三重郡朝日町向陽台２丁目１６番地１

ファミリーマート桑名市あこお 511-0934 三重県桑名市大字赤尾字屋敷１２５番地２

ファミリーマート朝日町おぶけ 510-8102 三重県三重郡朝日町大字小向９３９番地１

ファミリーマート鈴鹿須賀三丁目 513-0034 三重県鈴鹿市須賀三丁目１３番３２号

ファミリーマート名四桑名長島町 511-1137 三重県桑名市長島町福吉５１５番地２

ファミリーマート桑名増田 511-0853 三重県桑名市大字増田字馬渕５９７－７

ファミリーマート桑名播磨 511-0862 三重県桑名市大字播磨２４５０

ファミリーマート桑名西別所 511-0851 三重県桑名市西別所３５２－３

ファミリーマート桑名駅前 511-0068 三重県桑名市中央町１－６９－１

ファミリーマート桑名東インター 511-0807 三重県桑名市大字西汰上字弥平田４６１－１

ファミリーマート国一川越町 510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色２６９－１

ファミリーマート桑名東野 511-0834 三重県桑名市大字大福６７２番地１

ファミリーマート東員町六把野 511-0242 三重県員弁郡東員町大字六把野新田２１－１

ファミリーマート東員城山 511-0233 三重県員弁郡東員町城山一丁目３９

ファミリーマート東員町中上 511-0254 三重県員弁郡東員町大字中上５１５番地１

ファミリーマート桑名芳ヶ崎 511-0944 三重県桑名市大字芳ケ崎１２８１番地

ファミリーマート菰野町福村 510-1234 三重県三重郡菰野町大字福村字南起３６番地４

ファミリーマート員弁町宇野 511-0206 三重県いなべ市員弁町大字宇野字下外面３３－４

ファミリーマートいなべ大安町 511-0281 三重県いなべ市大安町門前２４３４番地１１

ファミリーマート東員町笹尾 511-0251 三重県員弁郡東員町大字山田３０８１－１

ファミリーマートいなべ藤原 511-0512 三重県いなべ市藤原町志礼石新田６番地２

ファミリーマートいなべ大安いしぐれ 511-0264 三重県いなべ市大安町石槫東２８２２番地２

ファミリーマート菰野小学校南 510-1233 三重県三重郡菰野町菰野２６２８－１

ファミリーマート桑名中央通 511-0068 三重県桑名市中央町４－３８

ファミリーマート東員町鳥取 511-0241 三重県員弁郡東員町大字鳥取１６７２番地の１

ファミリーマート菰野八風橋 510-1311 三重県三重郡菰野町大字永井字西川原３０８６番地３



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート東員ながふけ 511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字東山２１７０番地１

ファミリーマート菰野福村 510-1234 三重県三重郡菰野町大字福村字高木８９７

ファミリーマート菰野永井 510-1311 三重県三重郡菰野町大字永井３２９９

ファミリーマートいなべＲ３６５ 511-0223 三重県いなべ市員弁町北金井２０２７－１

ファミリーマート菰野町田光 510-1324 三重県三重郡菰野町大字田光３８６－１

ファミリーマート菰野桜野 510-1233 三重県三重郡菰野町大字菰野字桜野２３４９番１

ファミリーマート桑名安永東 511-0839 三重県桑名市大字安永１３３８番地２

ファミリーマート桑名ニュータウン 511-0862 三重県桑名市陽だまりの丘８丁目１０１

ファミリーマート木曽岬町 498-0813 三重県桑名郡木曽岬町大字富田子３１９番地

ファミリーマート長島町松ケ島 511-1122 三重県桑名市長島町松ケ島３５３－３

ファミリーマート桑名赤尾 511-0934 三重県桑名市大字赤尾４５１－４

ファミリーマート桑名安永 511-0839 三重県桑名市大字安永１３４３－１

ファミリーマート陽だまりの丘中央 511-0867 三重県桑名市陽だまりの丘八丁目１１０３番地

ファミリーマート桑名参宮通 511-0007 三重県桑名市参宮通５７番地１０

ファミリーマート桑名明竜町 511-0806 三重県桑名市大字東汰上１０８０番地４

ファミリーマート桑名松の木東 511-0902 三重県桑名市松ノ木一丁目７番地６

ファミリーマート四日市あかつき台北 512-8048 三重県四日市市山城町字高見８８２番地の５０

ファミリーマート桑名大山田 511-0904 三重県桑名市野田一丁目７番地１

ファミリーマート鈴鹿南玉垣 513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町２２５８番地１

ファミリーマート鈴鹿末広南 513-0853 三重県鈴鹿市末広南三丁目６番１５号

ファミリーマート鈴鹿インター西 519-0314 三重県鈴鹿市長沢町１２６４－１２

ファミリーマート鈴鹿山本町 519-0315 三重県鈴鹿市山本町１３－５

ファミリーマート鈴鹿千代崎 510-0226 三重県鈴鹿市岸岡町３０８７番地の１

ファミリーマート伊賀上野インター 518-0824 三重県伊賀市守田町４６８番地１

ファミリーマートゆめが丘西口 518-0823 三重県伊賀市四十九町１６５８－６

ファミリーマート友生インター 518-0835 三重県伊賀市緑ヶ丘南町２３０１番１４

ファミリーマート末広町 513-0851 三重県鈴鹿市末広東１－３２

ファミリーマート鈴鹿太陽の街 510-0263 三重県鈴鹿市郡山町字西高山２００１番地２０

ファミリーマート鈴鹿平田二丁目 513-0844 三重県鈴鹿市平田２丁目６番５号

ファミリーマート鈴鹿住吉 513-0826 三重県鈴鹿市住吉町下野田５８２６－７

ファミリーマート鈴鹿寺家 510-0254 三重県鈴鹿市寺家７丁目１２－１１

ファミリーマート鈴鹿住吉四丁目 513-0826 三重県鈴鹿市住吉四丁目３番１２号

ファミリーマート鈴鹿サーキット前 513-0824 三重県鈴鹿市道伯町筧田２０６２番地１

ファミリーマート名阪上柘植インター 519-1402 三重県伊賀市柘植町９８６２番地の１

ファミリーマート伊賀下柘植 519-1412 三重県伊賀市下柘植４番地

ファミリーマート鈴鹿庄野町 513-0831 三重県鈴鹿市庄野町３番３３号

ファミリーマート伊賀阿山 518-1311 三重県伊賀市馬田１４９０番地

ファミリーマート鈴鹿御薗町 510-0261 三重県鈴鹿市御薗町４４４６

ファミリーマート亀山羽若 519-0164 三重県亀山市羽若町５３７－３

ファミリーマート国１関宿 519-1107 三重県亀山市関町木崎１７９５番地３

ファミリーマート鈴鹿ホンダ前 513-0826 三重県鈴鹿市住吉１－３４－１３

ファミリーマート伊賀ゆめが丘 518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘二丁目３番地２

ファミリーマート亀山野村 519-0165 三重県亀山市野村四丁目３番１３号

ファミリーマート鈴鹿三宅町 510-0265 三重県鈴鹿市三宅町１０番地

ファミリーマート亀山インター南 519-0167 三重県亀山市小野町字北谷６７３－１

ファミリーマート伊賀上野東インター 518-0823 三重県伊賀市四十九町１１２４番地の１

ファミリーマート亀山栄町 519-0111 三重県亀山市栄町１５０６－４６

ファミリーマート伊賀予野中央 518-1152 三重県伊賀市予野字森田前９６７２番地

ファミリーマート伊賀三田 518-0022 三重県伊賀市三田４８１番地１

ファミリーマート伊賀上野桑町 518-0842 三重県伊賀市上野桑町１９３３番地

ファミリーマート伊賀三軒家 518-0001 三重県伊賀市長田６０６２－１

ファミリーマート伊賀下柘植インター 519-1412 三重県伊賀市下柘植字馬場４９９５番地

ファミリーマート伊賀上野あかもん 518-0873 三重県伊賀市上野丸之内７４番１プラザあかもん１階

ファミリーマート伊賀青山町 518-0226 三重県伊賀市阿保１７９番地１

ファミリーマート伊賀壬生野インター 519-1426 三重県伊賀市西之澤字天道２４７６番地

ファミリーマート鈴鹿白子町 510-0244 三重県鈴鹿市白子町８１３４番地

ファミリーマート鈴鹿フラワーロード 519-0321 三重県鈴鹿市深溝町字中林１４３０－１２

ファミリーマート鈴鹿神戸七丁目 513-0801 三重県鈴鹿市神戸７－１６－２２

ファミリーマート鈴鹿林崎町 513-0059 三重県鈴鹿市林崎町１０３３－２

ファミリーマート鈴鹿伊船町 519-0323 三重県鈴鹿市伊船町２８３８－１７

ファミリーマート鈴鹿南玉垣町 513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町字北箱塚２９７５番３

ファミリーマート鈴鹿自由ヶ丘 513-1124 三重県鈴鹿市自由ヶ丘１丁目８番２号



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート鈴鹿柳町 513-0811 三重県鈴鹿市柳町１６６２番地４

ファミリーマート鈴鹿北堀江町 513-0044 三重県鈴鹿市北堀江町２３５番地１

ファミリーマート鈴鹿寺家五丁目 510-0254 三重県鈴鹿市寺家５丁目８－２２

ファミリーマート鈴鹿三日市 513-0807 三重県鈴鹿市三日市２丁目１１番３号

ファミリーマート鈴鹿神戸三丁目 513-0801 三重県鈴鹿市神戸３丁目－１８－１０

ファミリーマート名張百合が丘 518-0472 三重県名張市百合が丘東二番町１３２番地の１

ファミリーマート名張希央台 518-0775 三重県名張市希央台五番町１２２番

ファミリーマート名張鴻之台 518-0701 三重県名張市鴻之台１番町１８８番

ファミリーマート名張街道南 518-0609 三重県名張市西田原字大野田４５０番地

ファミリーマート名張松原 518-0732 三重県名張市松原町９４３番地

ファミリーマート津市忠盛塚前 514-0075 三重県津市片田志袋町２３１６番地

ファミリーマート津片田 514-0075 三重県津市片田志袋町１２０３－５

ファミリーマート津河芸町中別保 510-0305 三重県津市河芸町中別保字貝裏２４６

ファミリーマート芸濃町林 514-2202 三重県津市芸濃町林字曽武２０２３－１

ファミリーマート津市南新町 514-0043 三重県津市南新町７番３１号

ファミリーマート津市大古曽 514-0113 三重県津市一身田大古曽８４５番地

ファミリーマート津新町 514-0041 三重県津市八町１丁目３－９

ファミリーマート近鉄久居駅前 514-1118 三重県津市久居新町１０２５－１

ファミリーマート津岩田 514-0823 三重県津市半田３４４８－１

ファミリーマート津みなみ 514-0817 三重県津市高茶屋小森町２８９２番地５４

ファミリーマートキング観光津 514-0304 三重県津市雲出本郷町２３５番地２

ファミリーマート津久居北口 514-1105 三重県津市久居北口町５０４番地７

ファミリーマート津藤方 514-0815 三重県津市藤方字米垣内１２３２

ファミリーマート津久居アルスプラザ前 514-1136 三重県津市久居東鷹跡町２６１ー２

ファミリーマート津小森町 514-0817 三重県津市高茶屋小森町２２１番地

ファミリーマート榊原温泉口 514-1251 三重県津市榊原町６３番地

ファミリーマート津結城神社前 514-0815 三重県津市藤方２２６３番地４

ファミリーマート津市戸木町 514-1138 三重県津市戸木町７８０４番地

ファミリーマート津駅前 514-0004 三重県津市栄町３－１４２－１

ファミリーマート大里睦合町 514-0126 三重県津市大里睦合町３１３番地１

ファミリーマート津高茶屋 514-0819 三重県津市高茶屋四丁目３６番３３号

ファミリーマート芸濃グリーンロード 514-2211 三重県津市芸濃町椋本字北豊久野３７０５番地１

ファミリーマート長岡町 514-0064 三重県津市長岡町字君ヶ口７４２－１

ファミリーマート津白山町 515-2602 三重県津市白山町二本木７８１－１

ファミリーマート松阪山室町 515-0052 三重県松阪市山室町２６００番地７

ファミリーマート松阪小片野 515-1204 三重県松阪市小片野町１７７番地１

ファミリーマート大台かわぞえ 519-2428 三重県多気郡大台町粟生５５－２

ファミリーマート松阪射和町 519-2145 三重県松阪市射和町５７２番地４

ファミリーマート紀宝バイパス 519-5713 三重県南牟婁郡紀宝町成川１３７番地４

ファミリーマート紀州御浜 519-5204 三重県南牟婁郡御浜町阿田和３３６７番地１

ファミリーマートおわせ南インター 519-3600 三重県尾鷲市大字南浦１９８０番地１

ファミリーマート御浜町三軒屋 519-5203 三重県南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７番地１５

ファミリーマート熊野有馬 519-4325 三重県熊野市有馬町５０１４番地

ファミリーマート松阪宝塚町 515-0062 三重県松阪市小黒田町１５２３番１

ファミリーマート明和大淀 515-0302 三重県多気郡明和町大字大淀字社田１３２番地１

ファミリーマート松阪黒田町 515-0061 三重県松阪市黒田町１６５０番地４

ファミリーマート松阪駅部田 515-0045 三重県松阪市駅部田町１０３１番地２

ファミリーマート尾鷲栄町 519-3618 三重県尾鷲市栄町５番９号

ファミリーマートみやま相賀 519-3406 三重県北牟婁郡紀北町相賀８３４番地１１

ファミリーマート紀北西長島 519-3205 三重県北牟婁郡紀北町長島１７１１－１

ファミリーマートおわせ総合病院前 519-3659 三重県尾鷲市古戸野町２番１１号

ファミリーマート尾鷲末広町 519-3651 三重県尾鷲市末広町４番２６号

ファミリーマート尾鷲北インター 519-3658 三重県尾鷲市倉ノ谷町１０８７番２

ファミリーマート尾鷲中央町 519-3615 三重県尾鷲市中央町５９９番９４

ファミリーマート紀伊長島インター 519-3204 三重県北牟婁郡紀北町東長島７１１番地４

ファミリーマート松阪学園前 515-0043 三重県松阪市下村町８３１－５

ファミリーマートみくも中道 515-2115 三重県松阪市中道町５３７番地３

ファミリーマートみくも 515-2121 三重県松阪市市場庄町字塔田１１６４番１

ファミリーマート松阪伊勢寺町 515-0845 三重県松阪市伊勢寺町１００９－５

ファミリーマート三雲柳原 515-2105 三重県松阪市肥留町２１０番地６

ファミリーマート松阪出間町 515-0113 三重県松阪市出間町３６０番地１

ファミリーマート磯部恵利原 517-0209 三重県志摩市磯部町恵利原１７０番地１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマートいせ中島 516-0064 三重県伊勢市二俣一丁目２０番１７号

ファミリーマート磯部バスセンター前 517-0214 三重県志摩市磯部町迫間１５２番地３

ファミリーマート伊勢本町 516-0074 三重県伊勢市本町５－１９

ファミリーマート大王あぜな 517-0603 三重県志摩市大王町波切４５３７番地１

ファミリーマート伊勢上地 519-0505 三重県伊勢市小俣町本町９２０番地

ファミリーマートたまき野篠 519-0432 三重県度会郡玉城町野篠１２４６番地１

ファミリーマート伊勢津村町 516-1103 三重県伊勢市津村町２０８８番地５

ファミリーマート伊勢小俣西 519-0506 三重県伊勢市小俣町湯田７９３番地１

ファミリーマートおばた明野 519-0501 三重県伊勢市小俣町明野５３４番地２

ファミリーマート伊勢楠部 516-0014 三重県伊勢市楠部町１６８番地１

ファミリーマートサニーロード玉城 519-0433 三重県度会郡玉城町勝田３５９１－１６１

ファミリーマート伊勢赤十字病院 516-0008 三重県伊勢市船江１丁目４７１－２

ファミリーマート皇學館大学 516-0016 三重県伊勢市神田久志本町１７０４番地

ファミリーマート鳥羽松尾町 517-0042 三重県鳥羽市松尾町２番地

ファミリーマート大明東町 517-0022 三重県鳥羽市大明東町１９－５

ファミリーマート志摩磯部 517-0214 三重県志摩市磯部町迫間字向井山１２７０－３７

ファミリーマート伊勢内宮前 516-0026 三重県伊勢市宇治浦田一丁目９－１１

ファミリーマート伊勢豊浜 515-0505 三重県伊勢市西豊浜町１７４－９

ファミリーマートわたらい大野木 516-2101 三重県度会郡度会町葛原字新田６４８番地の５

ファミリーマート伊勢おばた 519-0503 三重県伊勢市小俣町元町２０２番地１

ファミリーマート伊勢豊浜町 515-0504 三重県伊勢市磯町１８５２－２

ファミリーマート志摩浜島町 517-0404 三重県志摩市浜島町浜島伯母谷１０４６－２

ファミリーマートしま片田 517-0701 三重県志摩市志摩町片田１８１番地

ファミリーマート志摩鵜方駅西 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方４０３５番地

ファミリーマート志摩パールロード 517-0212 三重県志摩市磯部町坂崎７６６番地３３

ファミリーマート志摩阿児 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方３０６１番地１２２

ファミリーマート志摩和具 517-0703 三重県志摩市志摩町和具８１２番地１

ファミリーマート南勢五ヶ所 516-0109 三重県度会郡南伊勢町船越２８２６

ファミリーマート伊勢萩原 516-0007 三重県伊勢市小木町１５２番地１

ファミリーマート伊勢外宮西 516-0076 三重県伊勢市八日市場町１８番２０号

ファミリーマートめおと岩 519-0609 三重県伊勢市二見町茶屋４９２番地２

ファミリーマート明和ルート２３号 515-0354 三重県多気郡明和町大字行部字東浦３２０－２

ファミリーマート近鉄伊勢市駅４番ホーム 516-0073 三重県伊勢市吹上１－１－５７

ファミリーマート近鉄宇治山田駅改札外 516-0037 三重県伊勢市岩渕２－１－１３

ファミリーマート近鉄賢島駅改札外 517-0502 三重県志摩市阿児町神明字賢島７４７－１７

ファミリーマート近鉄鳥羽駅改札外橋上 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽１丁目８－１３

ファミリーマート近鉄鵜方駅改札外橋上 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方１６７０－２

ファミリーマート近鉄松阪駅改札内橋上 515-0018 三重県松阪市京町１区４３－１

ファミリーマート近鉄津駅ホーム 514-0009 三重県津市羽所町２４２

ファミリーマート近鉄白子駅改札外橋上 510-0241 三重県鈴鹿市白子駅前２２－１

ファミリーマート近鉄中川駅４番ホーム 515-2325 三重県松阪市嬉野中川新町１丁目９３番地

ファミリーマート近鉄鈴鹿市駅 513-0801 三重県鈴鹿市神戸１丁目１－１

ファミリーマート近鉄津新町駅前 514-0042 三重県津市新町１丁目１３番９号

ファミリーマート近鉄津駅改札内橋上 514-0009 三重県津市羽所町２４２　近鉄津駅

ファミリーマート近鉄四日市駅１番ホーム 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６

ファミリーマート近鉄四日市駅３番ホーム 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６

ファミリーマート近鉄四日市駅改札内 510-0075 三重県四日市市安島１丁目

ファミリーマート近鉄四日市 510-0075 三重県四日市市諏訪栄町７－３４（近鉄百貨店四日市店内従業員食堂）

ファミリーマート近鉄四日市駅前ふれあいモール 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－５６

ファミリーマート近鉄四日市駅前 510-0075 三重県四日市市安島１丁目３１－１

ファミリーマート近鉄四日市駅南口 510-0075 三重県四日市市安島１丁目１－６０

ファミリーマート近鉄桑名駅改札外橋上 511-0811 三重県桑名市大字東方９７

ファミリーマートＥＸＰＡＳＡ御在所上り 512-0906 三重県四日市市山之一色町字池の谷口１５６９－２

ファミリーマートＥＸＰＡＳＡ御在所下り 512-0906 三重県四日市市山之一色町字乱取口１４９１－２


