
店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート甲西三雲 520-3221 滋賀県湖南市三雲１０７２

ファミリーマート水口牛飼 528-0045 滋賀県甲賀市水口町牛飼２４８４番１

ファミリーマート大津京駅前 520-0025 滋賀県大津市皇子が丘２－１０－２７

ファミリーマート大津御殿浜 520-0834 滋賀県大津市御殿浜２２－５

ファミリーマート南草津二丁目 525-0050 滋賀県草津市南草津二丁目７番地２

ファミリーマート草津橋岡町 525-0065 滋賀県草津市橋岡町４２番１３

ファミリーマート草津南笠東 525-0071 滋賀県草津市南笠東四丁目３番５号

ファミリーマート野洲川橋 520-2342 滋賀県野洲市野洲２１４番

ファミリーマート野洲冨波 520-2353 滋賀県野洲市久野部８４番地１

ファミリーマート湖南下田口 520-3201 滋賀県湖南市下田３９５４－２

ファミリーマート大津神領二丁目 520-2132 滋賀県大津市神領２－６８４

ファミリーマート大津大将軍 520-2145 滋賀県大津市大将軍１丁目８－１０

ファミリーマート彦根賀田山 529-1155 滋賀県彦根市賀田山町１４０５－４

ファミリーマート栗東御園 520-3005 滋賀県栗東市御園１８１６

ファミリーマート彦根金田町 521-1115 滋賀県彦根市金田町１３７番２

ファミリーマート大将軍一丁目 520-2145 滋賀県大津市大将軍一丁目３番６号

ファミリーマート栗東安養寺一丁目 520-3015 滋賀県栗東市安養寺１丁目６－１９

ファミリーマート妙法寺 527-0024 滋賀県東近江市札の辻２－１４

ファミリーマート彦根高宮町 522-0201 滋賀県彦根市高宮町２１５１－３

ファミリーマート彦根小泉 522-0043 滋賀県彦根市小泉町３８０番地の１

ファミリーマート東近江五個荘 529-1441 滋賀県東近江市五個荘川並町６４８番地

ファミリーマートサンミュージック彦根 522-0042 滋賀県彦根市戸賀町１３７番１

ファミリーマート安曇川西万木 520-1212 滋賀県高島市安曇川町西万木

ファミリーマート彦根西今 522-0054 滋賀県彦根市西今町３６８番地の１

ファミリーマート河原町仏光寺 600-8351 京都府京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８

ファミリーマート京都タワー前 600-8216 京都府京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町７３０

ファミリーマート北山栗栖町 603-8435 京都府京都市北区紫竹栗栖町４９番３

ファミリーマート京阪五条 605-0847 京都府京都市東山区五条通大橋東入東橋詰町１１番地２

ファミリーマート北白川 606-0096 京都府京都市左京区上高野山ノ橋町９－１

ファミリーマート京田辺同志社 610-0332 京都府京田辺市興戸南鉾立９７－１

ファミリーマート京田辺同志社（サ） 610-0395 京都府京田辺市興戸南鉾立９７－１

ファミリーマート紫明通 603-8156 京都府京都市北区小山中溝町３１

ファミリーマート四条堺町 600-8006 京都府京都市下京区立売中之町８９　ライズビル四条高倉

ファミリーマート京都西七条 600-8878 京都府京都市下京区西七条　北西野町３９番１

ファミリーマートヤスイカドノ五条 615-0807 京都府京都市右京区西京極東大丸町３２－２

ファミリーマートかどの七条 615-0827 京都府京都市右京区西京極南方町７０－１

ファミリーマート葛野西通 615-0885 京都府京都市右京区西京極午塚町５７番

ファミリーマート西京極駅前 615-0851 京都府京都市右京区西京極　西池田町９－５　西京極駅前ビル

ファミリーマート堀川御池 604-8312 京都府京都市中京区岩上通御池下る上巴町４１５番地

ファミリーマート河原町竹屋町 604-0903 京都府京都市中京区河原町通竹屋町下る指物町３１１番地

ファミリーマート四条河原町 604-8025 京都府京都市中京区下大阪町３４９－６

ファミリーマート御池西洞院 604-8277 京都府京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５７８

ファミリーマートゼスト御池 604-8091 京都府京都市中京区御池通寺町東入下本能寺前町４９２－１

ファミリーマート河原町三条 604-8005 京都府京都市中京区恵比須町４３７河原町三条ビル

ファミリーマート平安女学院前 602-8029 京都府京都市上京区室町通椹木町上る武衛陣町２３８番１

ファミリーマート三条寺町 604-8082 京都府京都市中京区三条通麩屋町東入弁慶石町６３

ファミリーマート桃山御香宮前 612-8037 京都府京都市伏見区桃山町鍋島６

ファミリーマート京都御池通天神 604-8424 京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町１

ファミリーマート烏丸今出川 602-0033 京都府京都市上京区今出川通室町東入今出川町３３１

ファミリーマート烏丸押小路 604-0847 京都府京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル

ファミリーマート久御山森 613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東３１３番地の１

ファミリーマート伏見向島本丸 612-8112 京都府京都市伏見区向島本丸町２番地

ファミリーマート伏見小栗栖南 601-1462 京都府京都市伏見区小栗栖森本町６番地６

ファミリーマート伏見片原町 612-8361 京都府京都市伏見区片原町２９３番２

ファミリーマート石田森東 601-1439 京都府京都市伏見区石田森東町２７－２

ファミリーマート伏見新堀川 612-8236 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内１４

ファミリーマート太秦森ケ東町 616-8102 京都府京都市右京区太秦森ケ東町２６－４

ファミリーマート太秦丸太町 616-8185 京都府京都市右京区太秦開日町１－１

ファミリーマート天神川高辻 615-0056 京都府京都市右京区西院西貝川町６１

ファミリーマート京都東インター 607-8067 京都府京都市山科区音羽前田町５０番１５０番５

ファミリーマート京都駅八条口西 601-8416 京都府京都市南区西九条池ノ内町６０番１

ファミリーマート阪急西院駅前 615-0012 京都府京都市右京区西院高山寺町１２番３



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート渋谷街道音羽 607-8077 京都府京都市山科区音羽沢町３８－５

ファミリーマート河原町十条 601-8024 京都府京都市南区東九条東札辻町４番地１

ファミリーマート伏見墨染 612-0081 京都府京都市伏見区深草大島屋敷町３２番地

ファミリーマート久世東土川町 601-8204 京都府京都市南区久世東土川町２８０

ファミリーマート京阪藤森駅前 612-0025 京都府京都市伏見区深草キトロ町７

ファミリーマート伏見桃山駅前 612-8083 京都府京都市伏見区京町４丁目１５５－１京阪桃山ビル

ファミリーマート竹田駅前 612-8423 京都府京都市伏見区竹田内畑町１６０

ファミリーマート久我石原町 612-8491 京都府京都市伏見区久我石原町２－５５

ファミリーマート深草龍大前 612-0022 京都府京都市伏見区深草綿森町３０－１

ファミリーマート伏見桃山東 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地２５

ファミリーマート西大路駅前 601-8468 京都府京都市南区唐橋西平垣町１番６　１Ｆ

ファミリーマート唐橋羅城門町 601-8453 京都府京都市南区唐橋羅城門町１３－４

ファミリーマート吉祥院東前田 601-8342 京都府京都市南区吉祥院東前田町３４番地

ファミリーマート福知山広峯町 620-0945 京都府福知山市広峯町６番地

ファミリーマート福知山土師宮町 620-0856 京都府福知山市土師宮町２丁目１

ファミリーマート園部小山西町 622-0043 京都府南丹市園部町小山西町打越２番１

ファミリーマート西京御陵溝浦 615-8231 京都府京都市西京区御陵溝浦町１９－４

ファミリーマート福知山牧 620-0913 京都府福知山市字牧小字市場浦８２６－１

ファミリーマート南丹園部内林町 622-0012 京都府南丹市園部町内林町東畑３０－４

ファミリーマート向日南淀井 617-0006 京都府向日市上植野町南淀井１０１４１５１６上植野町菱田１５

ファミリーマート木津駅前 619-0214 京都府木津川市木津池田２０番地８

ファミリーマート精華光台 619-0237 京都府相楽郡精華町光台４丁目５６番地の５

ファミリーマート城陽平川 610-0101 京都府城陽市平川大将軍９

ファミリーマート精華学研都市 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３

ファミリーマート城陽深谷 610-0121 京都府城陽市寺田深谷６４－２８０

ファミリーマート城陽駅南 610-0121 京都府城陽市寺田水度坂１５－３０４

ファミリーマート西大路三条 615-0001 京都府京都市右京区西院上今田町２５番地１

ファミリーマート枚方津田北町 573-0121 大阪府枚方市津田北町２丁目３３－２６

ファミリーマートＪＲ藤阪駅前 573-0156 大阪府枚方市藤阪南町三丁目３番１号

ファミリーマート茨木鮎川五丁目 567-0831 大阪府茨木市鮎川五丁目３番４２号

ファミリーマート枚方長尾家具町 573-0102 大阪府枚方市長尾家具町３丁目９番地の５

ファミリーマート枚方招提北町 573-1138 大阪府枚方市招提北町１－２２０５－１

ファミリーマート高槻大塚町三丁目 569-0034 大阪府高槻市大塚町３－２３－７

ファミリーマート枚方御殿山 573-1175 大阪府枚方市上野１丁目１番２号

ファミリーマート枚方西禁野 573-1192 大阪府枚方市西禁野一丁目２－１

ファミリーマート富田駅前 569-0814 大阪府高槻市富田町１－１３－１

ファミリーマート高槻天川新町 569-0027 大阪府高槻市天川新町１２－２１

ファミリーマート阪急高槻市駅前 569-0071 大阪府高槻市城北町２丁目４番８号　高槻南阪急ビル

ファミリーマート島本江川 618-0013 大阪府三島郡島本町江川１－２－１５

ファミリーマート富田駅南 569-0814 大阪府高槻市富田町三丁目２－２２

ファミリーマート南中振三丁目 573-0094 大阪府枚方市南中振３丁目５－１

ファミリーマート高槻宮田町二丁目 569-1142 大阪府高槻市宮田町２丁目１３番２５号

ファミリーマート枚方公園駅前 573-0058 大阪府枚方市伊加賀東町２－３７

ファミリーマート枚方東香里 573-0075 大阪府枚方市東香里２丁目２９－７

ファミリーマートＪＲ千里丘駅西口 566-0001 大阪府摂津市千里丘１丁目４番１１号

ファミリーマート茨木南目垣 567-0837 大阪府茨木市南目垣一丁目２番３号

ファミリーマート大阪府中央卸売市場 567-0853 大阪府茨木市宮島１－１－１

ファミリーマート茨木舟木町 567-0828 大阪府茨木市舟木町２１－７

ファミリーマート摂津鶴野 566-0035 大阪府摂津市鶴野３丁目５番２３号

ファミリーマート茨木水尾 567-0891 大阪府茨木市水尾２－１１－５

ファミリーマート摂津鳥飼上四丁目 566-0062 大阪府摂津市鳥飼上４丁目７－４１

ファミリーマート茨木鮎川 567-0831 大阪府茨木市鮎川５－２１－５

ファミリーマート鶴野四丁目 566-0035 大阪府摂津市鶴野４－１２－２１

ファミリーマート摂津学園町 566-0033 大阪府摂津市学園町１丁目７番５５号

ファミリーマート茨木中穂積 567-0034 大阪府茨木市中穂積１丁目２－１２

ファミリーマート庄内宝町三丁目 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町３－１０－７

ファミリーマート豊中小曽根 561-0813 大阪府豊中市小曽根４－３－１

ファミリーマート能勢町下田 563-0355 大阪府豊能郡能勢町下田１２３－１

ファミリーマート池田神田 563-0043 大阪府池田市神田１－２３－９

ファミリーマート池田荘園東 563-0038 大阪府池田市荘園１丁目１２番２８号

ファミリーマート能勢町栗栖 563-0351 大阪府豊能郡能勢町栗栖５６－５

ファミリーマート池田住吉一丁目 563-0033 大阪府池田市住吉１－３－８



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート能勢町平通 563-0356 大阪府豊能郡能勢町平通１４－１

ファミリーマート曽根東町 561-0802 大阪府豊中市曽根東町１丁目２番７号

ファミリーマート曽根南町 561-0804 大阪府豊中市曽根南町１－１５－５

ファミリーマート山田西四丁目 565-0824 大阪府吹田市山田西４－２－６

ファミリーマート岸部中 564-0002 大阪府吹田市岸部中１－１３－１１

ファミリーマート吹田山田南 565-0823 大阪府吹田市山田南３０－４

ファミリーマート吹田青葉丘 565-0802 大阪府吹田市青葉丘南１－３３

ファミリーマート吹田江坂五丁目 564-0063 大阪府吹田市江坂町五丁目１３番２号

ファミリーマート南吹田一丁目 564-0043 大阪府吹田市南吹田１丁目９番１０号

ファミリーマート佐井寺南が丘 565-0837 大阪府吹田市佐井寺南が丘９－６

ファミリーマート吹田五月が丘北 565-0834 大阪府吹田市五月が丘北２２－１４

ファミリーマート吹田栄通り商店会 564-0028 大阪府吹田市昭和町１０－１８

ファミリーマート箕面西宿 562-0034 大阪府箕面市西宿１－６－７

ファミリーマート吹田豊津町 564-0051 大阪府吹田市豊津町５３－１

ファミリーマートグローバルビレッジ津雲台 565-0862 大阪府吹田市津雲台五丁目１１－３

ファミリーマート箕面如意谷 562-0011 大阪府箕面市如意谷１－８－５４

ファミリーマート箕面半町 562-0044 大阪府箕面市半町４丁目１－３１

ファミリーマート箕面森町 563-0257 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３

ファミリーマート彩都粟生南 562-0028 大阪府箕面市彩都粟生南２－１２－１

ファミリーマート箕面市役所前 562-0004 大阪府箕面市牧落１－７－２５

ファミリーマート小浦中環東大阪 577-0003 大阪府東大阪市稲田三島町３－７１

ファミリーマート小浦桃谷駅東 544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北１丁目２－３

ファミリーマート菅原北公園前 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号

ファミリーマート鶴見諸口一丁目 538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口１丁目１番８号

ファミリーマート東淀川瑞光 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光２－９－２７

ファミリーマート京橋 534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通り２－１４－１７杉本ビル１Ｆ

ファミリーマート緑橋 537-0022 大阪府大阪市東成区中本１－１１－１３

ファミリーマート上新庄駅南 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光１丁目１２－３

ファミリーマート勝山北 544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北２丁目１７－１４

ファミリーマート吹田大橋 564-0034 大阪府吹田市西御旅町１－８

ファミリーマート加美北三丁目 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北３－１－３

ファミリーマート吹田山田西 565-0824 大阪府吹田市山田西２－７－１６

ファミリーマートひょうたん山北 579-8045 大阪府東大阪市本町６－１７

ファミリーマート近鉄河内小阪駅南口 577-0802 大阪府東大阪市小阪本町１丁目４－１

ファミリーマート吹田長野西 565-0817 大阪府吹田市長野西１１－８

ファミリーマート吹田千里山高塚 565-0848 大阪府吹田市千里山高塚９－２

ファミリーマート吹田垂水町一丁目 564-0062 大阪府吹田市垂水町１－７－６

ファミリーマート吹田山手三丁目 564-0073 大阪府吹田市山手町３－２２－２２

ファミリーマート吹田内本町 564-0032 大阪府吹田市内本町一丁目２２番９号

ファミリーマート豊津駅前 564-0073 大阪府吹田市山手町２－６－３－１０１

ファミリーマート吹田山手町四丁目 564-0073 大阪府吹田市山手町４丁目１３－６

ファミリーマート吹田広芝町 564-0052 大阪府吹田市広芝町１０－１４

ファミリーマート門真大橋 571-0035 大阪府門真市桑才町１８－２４

ファミリーマート古川橋駅前 571-0065 大阪府門真市垣内町１－１１　古川橋北ペアビル東館

ファミリーマート門真宮前町 571-0074 大阪府門真市宮前町１８番２号

ファミリーマート守口金田町二丁目 570-0011 大阪府守口市金田町２丁目１－２２

ファミリーマート門真上島町 571-0071 大阪府門真市上島町１７－２１

ファミリーマート守口金田町一丁目 570-0011 大阪府守口市金田町１丁目３－１２

ファミリーマート大日東 570-0015 大阪府守口市梶町１－１９－１

ファミリーマート中宮 535-0003 大阪府大阪市旭区中宮１－９－１９

ファミリーマート新森三丁目 535-0022 大阪府大阪市旭区新森三丁目１－２０

ファミリーマート守口市駅前 570-0027 大阪府守口市桜町９―７

ファミリーマート門真栄町 571-0047 大阪府門真市栄町２０－１０

ファミリーマート菊水通二丁目 570-0032 大阪府守口市菊水通２－８－１４

ファミリーマート新森七丁目 535-0022 大阪府大阪市旭区新森７丁目５－３５

ファミリーマート守口南寺方東通 570-0043 大阪府守口市南寺方東通３丁目１５番２１号

ファミリーマート鶴見今津北 538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北三丁目６番１８号

ファミリーマート土居駅前 570-0066 大阪府守口市梅園町２番３０号

ファミリーマート大和田駅前 571-0063 大阪府門真市常称寺町１９－１８

ファミリーマート福町二丁目 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町２－３－１９

ファミリーマート中島東 555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島１－１－３４

ファミリーマート豊新三丁目 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新３－２６－１６



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマートプライムタワー西中島 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６－１－１

ファミリーマート新高一丁目 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高１－８－４０

ファミリーマート野里一丁目 555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里１－３１－１４

ファミリーマート西中島七丁目 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目５－２０

ファミリーマート西中島四丁目 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－５－１

ファミリーマート十三本町二丁目 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町２－６－２

ファミリーマート地下鉄南方駅前 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－２－２１ミツフ新御堂筋ビル

ファミリーマート小松変電所前 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松２－１６－４０

ファミリーマート菅原七丁目 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原７－５－４１

ファミリーマート淡路四丁目 533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路４ー１３－７

ファミリーマート豊新四丁目 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新４－１７－３６

ファミリーマート菅原二丁目 533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原２－６－１３

ファミリーマート西淀川柏里 555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里２－８－１

ファミリーマート瑞光一丁目 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光１－３－１５

ファミリーマート東淀川駅北 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目２－１４

ファミリーマート御幣島二丁目北 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島２丁目３－１３

ファミリーマートアメ村西心斎橋 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１７－３

ファミリーマートナンバプラザホテル 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１－２０

ファミリーマートアメ村三角公園前 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１８－６

ファミリーマート淡路町三丁目 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目５－１３

ファミリーマート瓦屋町二丁目 542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町２－１６－２

ファミリーマート島之内二丁目 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２－４－１９

ファミリーマート島之内中央 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内１丁目１３－１０

ファミリーマート島之内八幡町 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２丁目１４－２３

ファミリーマート黒門市場東 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２－１－２４

ファミリーマート黒門市場前 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目３－８

ファミリーマート上本町西一丁目 542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西１－５－１７

ファミリーマート南久宝寺町四丁目 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目６－１０　南久宝寺ＦＵＫＵＥ　ＢＬ

ファミリーマート難波千日前通 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３丁目５－１７　北極星ビル

ファミリーマートホテルロイヤルクラシック大阪 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目３番３

ファミリーマートエル本町 541-0053 大阪府大阪市中央区本町４丁目７－４

ファミリーマートスバル森小路 535-0013 大阪府大阪市旭区森小路２－１－１１

ファミリーマートザロイヤルパークキャンバス大阪 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜一丁目９－８

ファミリーマート天六駅前 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東１－１－１

ファミリーマート中津駅東 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３丁目１７－９　旭ビル

ファミリーマート茶屋町北 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１５－３０

ファミリーマート城東中央二丁目 536-0005 大阪府大阪市城東区中央二丁目８番１５号

ファミリーマート関目一丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目１丁目２－７

ファミリーマート東中浜四丁目 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜４丁目９番２３号

ファミリーマート東中浜六丁目 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９

ファミリーマート関目三丁目 536-0008 大阪府大阪市城東区関目３－１４－９

ファミリーマート中本三丁目 537-0022 大阪府大阪市東成区中本三丁目１４－１

ファミリーマート深江橋駅東 536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪四丁目３番１号

ファミリーマート緑橋中央大通 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里２－２－２８

ファミリーマート深江橋駅前 536-0022 大阪府大阪市城東区永田４－１７－１４

ファミリーマート深江北一丁目 537-0001 大阪府大阪市東成区深江北１丁目８－７

ファミリーマート内本町西 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２－２８

ファミリーマート常盤町二丁目 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町２丁目３番５号

ファミリーマート城東鴫野西 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１８－３

ファミリーマート今福東一丁目 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東１－５－３８

ファミリーマート城東今福東 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東１丁目１０－２０

ファミリーマート大東町二丁目 534-0002 大阪府大阪市都島区大東町２－６－１７

ファミリーマート木村都島 534-0027 大阪府大阪市都島区中野町４－１０－１７

ファミリーマート都島善源寺町 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目２　セントプレイス大阪

ファミリーマート都島内代町 534-0013 大阪府大阪市都島区内代町１丁目１－３４

ファミリーマート内代町二丁目 534-0013 大阪府大阪市都島区内代町２ー２－４

ファミリーマート都島北通一丁目 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通１丁目１３－３２

ファミリーマート都島北通 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通１－４－２１－１０１

ファミリーマート都島中通二丁目 534-0022 大阪府大阪市都島区都島中通二丁目２４番４号

ファミリーマートＩＭＰ 540-6303 大阪府大阪市中央区城見１－３－７

ファミリーマート京橋駅北口 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目９－２３　晃進ビル

ファミリーマート谷町一丁目 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町１－３－１２



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート谷町三丁目 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町３－６－７

ファミリーマート薬ヒグチ京橋 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町５丁目１－１６　大永ビル

ファミリーマート薬ヒグチ天神橋二丁目 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北－１－２３

ファミリーマート薬ヒグチ谷町二丁目 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２丁目３－１２　マルイト谷町ビル

ファミリーマート薬ヒグチＪＲ京橋駅東 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町３丁目４－２０

ファミリーマート内本町 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町１－３－５

ファミリーマート港晴四丁目 552-0023 大阪府大阪市港区港晴４丁目１５－３

ファミリーマート波除中央大通 552-0001 大阪府大阪市港区波除２‐４‐８

ファミリーマート此花島屋 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３

ファミリーマート安治川口駅西 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋４－２－３

ファミリーマート信濃橋 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町１－１１－７信濃橋三井ビルディング

ファミリーマート四ツ橋北 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目３番１２号四ツ橋セントラルビル１Ｆ

ファミリーマート新町二丁目 550-0013 大阪府大阪市西区新町２丁目２０－８

ファミリーマート朝潮橋駅前 552-0015 大阪府大阪市港区池島１丁目１－１９

ファミリーマート靱公園前 550-8510 大阪府大阪市西区靱本町１丁目６番１４号

ファミリーマート新町 550-0013 大阪府大阪市西区新町１－２４－３

ファミリーマート南堀江一丁目 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１－１８－２７

ファミリーマート南堀江 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１－１７－７

ファミリーマート南堀江四丁目 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２番１号

ファミリーマート市岡みなと通 552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町３－１３－１０

ファミリーマート南田辺駅前 545-0013 大阪府大阪市阿倍野区長池町９－４

ファミリーマート田辺 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺３－３－２

ファミリーマートハロードラッグ矢田駅前 546-0021 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田３丁目４－３３

ファミリーマート桑津五丁目 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２

ファミリーマートＪＲ天王寺駅北口 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８－２２　ニッセイ天王寺ビル

ファミリーマート桑津一丁目 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号

ファミリーマート長居西二丁目 558-0002 大阪府大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居

ファミリーマート阪南町五丁目 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

ファミリーマート天王寺駅北口 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０

ファミリーマート針中野二丁目 546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野二丁目２番５号

ファミリーマート今川三丁目 546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川３丁目７－１７

ファミリーマート東田辺三丁目 546-0032 大阪府大阪市東住吉区東田辺３丁目２７－２３

ファミリーマート長居駅西 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目９－１４

ファミリーマート東住吉南田辺 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺１丁目８番２３号

ファミリーマート天王寺堀越町 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町８－１８

ファミリーマート文の里二丁目 545-0004 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１１－２１　ジョイフル文の里

ファミリーマート九条駅南 550-0025 大阪府大阪市西区九条南３－１－１８

ファミリーマート北梅田 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２－３－２３

ファミリーマート阪急南方駅前 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３－１５－１１

ファミリーマート日本橋四丁目 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１０－８

ファミリーマート岸里東二丁目 557-0042 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１

ファミリーマート山王動物園前 557-0001 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６

ファミリーマート交野星田 576-0016 大阪府交野市星田６丁目１－３０

ファミリーマート寝屋川初町 572-0833 大阪府寝屋川市初町２０－７

ファミリーマート川田一丁目 578-0905 大阪府東大阪市川田１丁目１番１４号

ファミリーマート四條畷雁屋西町 575-0045 大阪府四條畷市雁屋西町４－６

ファミリーマートＪＲ四条畷駅西口 574-0008 大阪府大東市北新町１８－１

ファミリーマートきしざわ新石切北 579-8013 大阪府東大阪市西石切町１丁目８－１８

ファミリーマート石切駅前 579-8011 大阪府東大阪市東石切町４丁目１４－３８

ファミリーマート東大阪加納 578-0901 大阪府東大阪市加納６丁目６番８号

ファミリーマート寝屋川寿町 572-0029 大阪府寝屋川市寿町２１番１７号

ファミリーマート四條畷中野 575-0053 大阪府四條畷市大字中野１１２－１

ファミリーマート四条畷駅前 574-0001 大阪府大東市学園町３番４号

ファミリーマート近鉄若江岩田駅前 578-0941 大阪府東大阪市岩田町４丁目３－１７

ファミリーマート近鉄八戸ノ里駅前 577-0801 大阪府東大阪市小阪３丁目１－１１

ファミリーマート八戸ノ里駅東 577-0801 大阪府東大阪市小阪３丁目６－１３

ファミリーマート東大阪布市 579-8004 大阪府東大阪市布市町三丁目５番６４号

ファミリーマート東大阪鷹殿町 579-8036 大阪府東大阪市鷹殿町２３－４１

ファミリーマート東大阪菱屋東 578-0948 大阪府東大阪市菱屋東２－１０－１５

ファミリーマート大東寺川 574-0014 大阪府大東市寺川４－１－９

ファミリーマート大東赤井 574-0046 大阪府大東市赤井１丁目３－２２

ファミリーマート萱島駅前 572-0829 大阪府寝屋川市萱島信和町２１番１６号



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート東大阪日下町 579-8003 大阪府東大阪市日下町五丁目１番４３号

ファミリーマート寝屋川黒原橘町 572-0058 大阪府寝屋川市黒原橘町２３番１０

ファミリーマート星田駅東 576-0016 大阪府交野市星田５丁目７番１５号

ファミリーマート四條畷岡山 575-0002 大阪府四條畷市岡山１－１３－１

ファミリーマート東鴻池 578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町１丁目２－４５

ファミリーマート東大阪旭町 579-8048 大阪府東大阪市旭町２２－１７

ファミリーマート近鉄河内花園駅 578-0924 大阪府東大阪市吉田１丁目１３番１２号

ファミリーマート高井田元町 577-0054 大阪府東大阪市高井田元町１丁目１８－１５

ファミリーマート近鉄布施駅前 577-0056 大阪府東大阪市長堂一丁目１番１７号

ファミリーマート喜連七丁目 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連７丁目９－２５

ファミリーマート加美駅南 547-0004 大阪府大阪市平野区加美鞍作１－４－１

ファミリーマート長田中五丁目 577-0013 大阪府東大阪市長田中５丁目２番１８号

ファミリーマート東大阪横枕西 578-0956 大阪府東大阪市横枕西１１番３８号

ファミリーマート東大阪吉田下島 578-0983 大阪府東大阪市吉田下島４番２３号

ファミリーマート東大阪長田中 577-0013 大阪府東大阪市長田中１丁目１－９

ファミリーマート東大阪トラックターミナル 578-0953 大阪府東大阪市本庄２－７－１５

ファミリーマート八尾春日町 581-0061 大阪府八尾市春日町１丁目８番２８号

ファミリーマートＪＲ久宝寺駅前 581-0069 大阪府八尾市龍華町２丁目１番１　坂本ビル３階

ファミリーマートＪＲ久宝寺駅北 581-0076 大阪府八尾市南久宝寺３丁目３８番地

ファミリーマート八尾中田一丁目 581-0014 大阪府八尾市中田一丁目６２番地

ファミリーマート羽曳野市役所前 583-0857 大阪府羽曳野市誉田３－１６－２０

ファミリーマート八尾天王寺屋 581-0025 大阪府八尾市天王寺屋７丁目１７番

ファミリーマート八尾恩智北町 581-0882 大阪府八尾市恩智北町一丁目５２番

ファミリーマート柏原本郷三丁目 582-0001 大阪府柏原市本郷３丁目７番５１号

ファミリーマート八尾木北六丁目 581-0016 大阪府八尾市八尾木北六丁目１６５番地

ファミリーマート羽曳野しまだ病院前 583-0883 大阪府羽曳野市向野３丁目９３－１

ファミリーマート八尾南小阪合町 581-0019 大阪府八尾市南小阪合町二丁目１番８号

ファミリーマート八尾緑ケ丘一丁目 581-0837 大阪府八尾市緑ケ丘１丁目１１７番地の１６

ファミリーマート国分駅西口 582-0025 大阪府柏原市国分西１－１－１７

ファミリーマート柏原円明町 582-0027 大阪府柏原市円明町１７番９号

ファミリーマート藤井寺野中五丁目 583-0014 大阪府藤井寺市野中五丁目６－５３

ファミリーマート近鉄八尾駅前 581-0802 大阪府八尾市北本町二丁目１番地ペントプラザ八尾２１３号

ファミリーマート八尾太田新町 581-0039 大阪府八尾市太田新町１－３４３

ファミリーマート堺菩提町 599-8103 大阪府堺市東区菩提町二丁９５番地４

ファミリーマート堺中長尾町 591-8044 大阪府堺市北区中長尾町三丁３番１号

ファミリーマート堺深井沢町 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町２７７番地２

ファミリーマート松原新堂四丁目 580-0015 大阪府松原市新堂４丁目１５９番１

ファミリーマート堺材木町西 590-0941 大阪府堺市堺区材木町西３丁１番２４号

ファミリーマート京屋西湊 590-0835 大阪府堺市堺区西湊町６－３－１１

ファミリーマート堺北野田駅前 599-8123 大阪府堺市東区北野田１０７７番地アミナス北野田１１０号

ファミリーマート京屋御陵通 590-0048 大阪府堺市堺区一条通２－６

ファミリーマート堺西野 599-8125 大阪府堺市東区西野４７９番１

ファミリーマート堺高松 599-8121 大阪府堺市東区高松７０－４

ファミリーマート堺八下町 599-8101 大阪府堺市東区八下町二丁３２番２

ファミリーマート京屋宿院 590-0955 大阪府堺市堺区宿院町東３－１－１

ファミリーマート京屋三国ヶ丘駅前 590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町２丁５－１４

ファミリーマート南海堺駅前 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町二丁７０番１

ファミリーマート堺中之町東 590-0956 大阪府堺市堺区中之町東１丁１番２１号

ファミリーマート白鷺駅前 599-8107 大阪府堺市東区白鷺町１－２－１２

ファミリーマート堺駅南口 590-0971 大阪府堺市堺区栄橋町一丁目８－３

ファミリーマート堺草部 593-8312 大阪府堺市西区草部２５７－１

ファミリーマート南海湊駅前 590-0834 大阪府堺市堺区出島町二丁４番９号

ファミリーマート堺常磐町 591-8001 大阪府堺市北区常磐町１丁１５番１号

ファミリーマート堺榎元町 590-0027 大阪府堺市堺区榎元町５丁６－１１

ファミリーマート堺市立総合医療センター 593-8304 大阪府堺市西区家原寺町一丁１番１号

ファミリーマートときはま北花田 591-8002 大阪府堺市北区北花田町３－４４－１６

ファミリーマートときはま長曽根町 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町３０４８－２

ファミリーマート堺鳳西町二丁 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町２丁７６番地３

ファミリーマート堺鳳北町 593-8328 大阪府堺市西区鳳北町１０丁１０６

ファミリーマート堺浜寺船尾町 592-8342 大阪府堺市西区浜寺船尾町西三丁４４番地

ファミリーマート堺百舌鳥陵南町 591-8034 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３丁１６１番地

ファミリーマート堺初芝駅前 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町１丁２１番１９号



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート堺南清水町 590-0005 大阪府堺市堺区南清水町２丁３－１

ファミリーマートＪＲ堺市駅前 591-8043 大阪府堺市北区北長尾町１－７－６

ファミリーマート堺大庭寺 590-0153 大阪府堺市南区大庭寺７９３－１

ファミリーマート富田林中野町 584-0021 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７－１

ファミリーマート富田林若松町 584-0024 大阪府富田林市若松町１－１１－１３

ファミリーマート堺泉北竹城台 590-0105 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８

ファミリーマート堺深井中町 599-8272 大阪府堺市中区深井中町１９７３－１

ファミリーマート美原今井 587-0061 大阪府堺市美原区今井７７番１

ファミリーマート泉北晴美台三丁 590-0113 大阪府堺市南区晴美台３－１３－３

ファミリーマート泉佐野羽倉崎 598-0037 大阪府泉佐野市羽倉崎上町１－４－２５

ファミリーマート阪南鳥取中 599-0211 大阪府阪南市鳥取中２５０番地の１

ファミリーマート貝塚名越 597-0042 大阪府貝塚市名越　２１３－２

ファミリーマート泉佐野長滝 598-0034 大阪府泉佐野市長滝１２２５番１

ファミリーマート岸和田下池田 596-0811 大阪府岸和田市下池田町１丁目３番１２号

ファミリーマート和泉橋本 597-0043 大阪府貝塚市橋本３７１

ファミリーマートゆめみヶ丘岸和田 596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町２丁目１番３０号

ファミリーマート泉南男里 590-0526 大阪府泉南市男里六丁目１６番８号

ファミリーマート泉南信達市場 590-0504 大阪府泉南市信達市場１５２７－１

ファミリーマート泉南樽井北 590-0521 大阪府泉南市樽井７－１－３４

ファミリーマート泉南幡代北 590-0524 大阪府泉南市幡代１丁目３番１７号

ファミリーマート泉南嘉祥寺 598-0091 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺７７９番地２１

ファミリーマート泉南信達牧野 590-0522 大阪府泉南市信達牧野３３９番地の１

ファミリーマート泉佐野高松東 598-0012 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３

ファミリーマート泉南幡代 590-0524 大阪府泉南市幡代１丁目９番３号

ファミリーマート熊取駅前 590-0403 大阪府泉南郡熊取町大久保中１－１６－１８

ファミリーマート泉大津虫取町 595-0037 大阪府泉大津市虫取町１丁目４－３３

ファミリーマート岸和田流木東 596-0835 大阪府岸和田市流木町３２５番地１

ファミリーマート富木駅前 592-0013 大阪府高石市取石二丁目２番１号

ファミリーマート岸和田野田町二丁目 596-0076 大阪府岸和田市野田町２丁目１４番１４号

ファミリーマート泉大津北豊中町 595-0012 大阪府泉大津市北豊中町１－６－３４

ファミリーマート久米田駅前 596-0812 大阪府岸和田市大町３７１－５

ファミリーマート和泉室堂町 594-1101 大阪府和泉市室堂町４８４－１

ファミリーマート東大阪三島 578-0966 大阪府東大阪市三島１－１２－１６

ファミリーマート光明池南 594-1101 大阪府和泉市室堂町６０８番地の２６

ファミリーマート堺大野芝町 599-8233 大阪府堺市中区大野芝町１８３－１

ファミリーマート南海春木駅前 596-0005 大阪府岸和田市春木旭町８－３１

ファミリーマート岸和田並松 596-0052 大阪府岸和田市並松町２９番３０号

ファミリーマート岸和田三田町北 596-0808 大阪府岸和田市三田町４００番地の２１

ファミリーマート岸和田今木町 596-0804 大阪府岸和田市今木町６

ファミリーマート岸和田下松町 596-0823 大阪府岸和田市下松町３丁目６－１６

ファミリーマート岸和田新港町 596-0012 大阪府岸和田市新港町２－２

ファミリーマート岸和田上松町 596-0827 大阪府岸和田市上松町３－１０－３３

ファミリーマート一津屋三丁目 580-0003 大阪府松原市一津屋３丁目６番１７号

ファミリーマート高石加茂三丁目 592-0011 大阪府高石市加茂３丁目３番１１号

ファミリーマート泉大津なぎさ町 595-0055 大阪府泉大津市なぎさ町２－１０

ファミリーマート小浦忠岡東 595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目２２番２５号

ファミリーマート小浦貝塚石才 597-0082 大阪府貝塚市石才１６０‐１

ファミリーマート貝塚福田 597-0023 大阪府貝塚市福田９３番

ファミリーマート小浦岸和田北インター 596-0011 大阪府岸和田市木材町９－１１

ファミリーマート小浦岸和田木材町 596-0011 大阪府岸和田市木材町８番地の８

ファミリーマート小浦忠岡南 595-0813 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南１－２－１０

ファミリーマート小浦貝塚加神 597-0071 大阪府貝塚市加神一丁目９番５号

ファミリーマート小浦忠岡北 595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北２丁目８－１８

ファミリーマート小浦太子町山田 583-0992 大阪府南河内郡太子町山田２８８－１

ファミリーマート泉大津寿町 595-0014 大阪府泉大津市寿町４－３６

ファミリーマート葛の葉町北 592-0012 大阪府高石市西取石７丁目１４－２７

ファミリーマート泉大津宮町 595-0013 大阪府泉大津市宮町１－７

ファミリーマート府中病院 594-0076 大阪府和泉市肥子町１丁目１０－１７

ファミリーマート羽衣駅東 592-0003 大阪府高石市東羽衣３丁目１－１

ファミリーマート阿倍野筋二丁目 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目１－２９　ＡＩＴビル

ファミリーマート北堀江一丁目 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目２３－１４

ファミリーマートなかもず駅北口 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町２－１０１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート近鉄山本駅改札外橋上 581-0867 大阪府八尾市山本町１丁目１－１７

ファミリーマート近鉄阿部野橋駅地下東改札外 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

ファミリーマート近鉄鶴橋駅東３階 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋２－１－２０

ファミリーマート近鉄阿部野橋駅地下中改札内 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

ファミリーマート近商ストアハーベス山本 581-0013 大阪府八尾市山本町南１丁目９番２４号

ファミリーマートあべのＨｏｏｐ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目２－３０

ファミリーマート近鉄難波駅東改札外 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４－１－１７

ファミリーマート近鉄難波駅東改札内 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目１－１７

ファミリーマート近鉄上本町駅地上８番ホーム前 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

ファミリーマート近鉄難波駅西改札外 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４丁目１－１７

ファミリーマート近鉄上本町駅地下１番ホーム 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

ファミリーマート近鉄上本町駅地下中央改札内 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

ファミリーマート近鉄古市駅改札内橋上 583-0852 大阪府羽曳野市古市１－１－２２

ファミリーマート近鉄阿部野橋駅西改札内 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

ファミリーマート近鉄河内天美駅前 580-0033 大阪府松原市天美　南３丁目１５－４５

ファミリーマート近鉄藤井寺駅改札外橋上 583-0027 大阪府藤井寺市岡２－７－１８

ファミリーマート近鉄針中野駅 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川５丁目２４－８

ファミリーマート近鉄河内松原駅 580-0016 大阪府松原市上田３丁目５－１

ファミリーマート近鉄布施駅３階大阪線ホーム 577-0056 大阪府東大阪市長堂１丁目１－１８

ファミリーマート近鉄吉田駅改札外 578-0903 大阪府東大阪市今米１丁目１－６

ファミリーマート近鉄若江岩田駅 578-0941 大阪府東大阪市岩田町４丁目４５０番５

ファミリーマート三田カルチャータウン 669-1337 兵庫県三田市学園４丁目１

ファミリーマート春日インター 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市６１１－１

ファミリーマート豊岡若松町 668-0027 兵庫県豊岡市若松町６番３５号

ファミリーマート出石川原 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分３９２番１

ファミリーマートマツモト湯村 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土８４０番地１

ファミリーマート西脇和布 677-0053 兵庫県西脇市和布町１８９－４

ファミリーマート三田三輪 669-1513 兵庫県三田市三輪一丁目８番８号

ファミリーマート潮江五丁目 661-0976 兵庫県尼崎市潮江５丁目３番３３号

ファミリーマート伊丹瑞原 664-0005 兵庫県伊丹市瑞原３丁目５７番

ファミリーマート元浜町一丁目 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町一丁目６４番１

ファミリーマート尼崎元浜町 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地

ファミリーマートＪＲ尼崎駅北 660-0808 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１号

ファミリーマート尼崎東難波町 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町五丁目２番１号

ファミリーマート尾浜町三丁目 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町三丁目２３番１１号

ファミリーマート尼崎南清水 661-0984 兵庫県尼崎市御園１丁目１９－１９

ファミリーマート錦橋 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町七丁目１８番１４号

ファミリーマート阪急伊丹駅前 664-0851 兵庫県伊丹市中央１－５－２１

ファミリーマート尼崎下坂部 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部四丁目７番２１

ファミリーマート伊丹稲野 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町８丁目４０－１

ファミリーマート伊丹中野東 664-0022 兵庫県伊丹市中野東一丁目３８１

ファミリーマート宝塚安倉中 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中５丁目２番２２号

ファミリーマート丹仙与古道 662-0917 兵庫県西宮市与古道町１－２４

ファミリーマート川西中央 666-0013 兵庫県川西市美園町２－１４

ファミリーマート西宮上大市 663-8003 兵庫県西宮市上大市１丁目５番１７号

ファミリーマート甲子園口三丁目 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口３丁目１６－７

ファミリーマート甲風園一丁目 662-0832 兵庫県西宮市甲風園１丁目５－７

ファミリーマート小林四丁目 665-0034 兵庫県宝塚市小林四丁目１２番２号

ファミリーマート西宮能登町 662-0838 兵庫県西宮市能登町４番１６号

ファミリーマート西宮名次町 662-0024 兵庫県西宮市名次町２９－３

ファミリーマート西宮獅子ヶ口 662-0026 兵庫県西宮市獅子ヶ口町１番３９号

ファミリーマート西宮枦塚町 662-0854 兵庫県西宮市枦塚町２－１５

ファミリーマート西宮戸田町 662-0916 兵庫県西宮市戸田町５－２４

ファミリーマートＪＲ西宮駅南 662-0911 兵庫県西宮市池田町９－７

ファミリーマート西宮宮西 662-0976 兵庫県西宮市宮西町９番１４号

ファミリーマート西宮鞍掛町 662-0926 兵庫県西宮市鞍掛町１番１７号

ファミリーマート神戸南五葉 651-1132 兵庫県神戸市北区南五葉２丁目１番１号

ファミリーマート神戸ファッションマート 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中６－９ファッションマート

ファミリーマート阪急御影駅前 658-0047 兵庫県神戸市東灘区御影二丁目１番２

ファミリーマート御影中町 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町３丁目１－１０

ファミリーマート東灘岡本橋 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本２丁目８番２３号

ファミリーマート神戸新開地 652-0036 兵庫県神戸市兵庫区福原町３番１７号



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート三宮センイ街 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目３０－２１

ファミリーマートＪＲ神戸駅北 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町二丁目３番４号　

ファミリーマート湊川公園南 652-0036 兵庫県神戸市兵庫区福原町２６番３号

ファミリーマート柳屋下山手通 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１－１０

ファミリーマート神戸ポートピアホテル 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目１０番地１

ファミリーマート千鳥が丘 655-0011 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘三丁目１９番１３号

ファミリーマート大蔵谷インター 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬８４２番６

ファミリーマート白水 651-2129 兵庫県神戸市西区白水２－１１－８

ファミリーマート室津ＰＡ上り 656-1606 兵庫県淡路市室津字叩石２２２３　室津ＰＡ上り線

ファミリーマート垂水泉が丘二丁目 655-0885 兵庫県神戸市垂水区泉が丘二丁目３番９号

ファミリーマート三木志染 673-0541 兵庫県三木市志染町広野１－３０－１

ファミリーマート平岡町西谷 675-0102 兵庫県加古川市平岡町西谷１８５番１

ファミリーマート高砂魚橋 676-0822 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋１０４３－４

ファミリーマート神野町石守 675-0005 兵庫県加古川市神野町石守４５８番地の１

ファミリーマート明石魚住 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉２丁目１４－７

ファミリーマートＪＲ大久保駅北 674-0058 兵庫県明石市大久保町　駅前１丁目１３－２８　小川ビル

ファミリーマート土山西 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山１２０６－１

ファミリーマート高砂伊保 676-0078 兵庫県高砂市伊保四丁目３８２

ファミリーマート加古川一色 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西２丁目１９９番地

ファミリーマート高砂朝日町 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町２－３－１６

ファミリーマート荒井町千鳥 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥三丁目３番１１号

ファミリーマート姫路朝日谷 671-1204 兵庫県姫路市勝原区朝日谷２８５番２

ファミリーマート姫路土山二丁目 670-0996 兵庫県姫路市土山２丁目１２番４１号

ファミリーマート姫路東郷町 670-0811 兵庫県姫路市野里１５番地１１

ファミリーマート西夢前台五丁目 671-1103 兵庫県姫路市広畑区西夢前台五丁目３６番１２

ファミリーマートたつの富永 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永５２０

ファミリーマート明石大久保西 674-0066 兵庫県明石市大久保町福田２０８番地１

ファミリーマート南あわじ国衙 656-0455 兵庫県南あわじ市神代国衙１２９４－１

ファミリーマート姫路北原 672-8002 兵庫県姫路市北原３７３番地１

ファミリーマート英賀春日町 672-8092 兵庫県姫路市飾磨区　英賀春日町２丁目４９番地

ファミリーマートＵライン西神南駅売 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町１丁目

ファミリーマートＵライン伊川谷駅売 651-2109 兵庫県神戸市西区前開南町１丁目

ファミリーマートＵライン板宿駅売 654-0022 兵庫県神戸市須磨区大黒町二丁目１１番４

ファミリーマートＵライン湊川公園駅売 650-0047 兵庫県神戸市兵庫区上沢通１丁目

ファミリーマートＵライン長田駅売 653-0004 兵庫県神戸市長田区五番町７丁目

ファミリーマートＵライン西神中央駅売 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５丁目

ファミリーマートＵライン名谷駅売 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合２丁目

ファミリーマート都祁白石 632-0221 奈良県奈良市都祁白石町２８８１番地の１

ファミリーマート奈良白毫寺 630-8302 奈良県奈良市白毫寺町５０４－２

ファミリーマート奈良恋の窪 630-8136 奈良県奈良市恋の窪３丁目７－６

ファミリーマート済生会奈良病院／Ｓ 630-8145 奈良県奈良市八条４丁目６４３

ファミリーマート奈良三条檜町 630-8124 奈良県奈良市三条桧町６３５番地５

ファミリーマート橿原一町 634-0824 奈良県橿原市一町３５４－１

ファミリーマート近鉄あやめ池駅前 631-0032 奈良県奈良市あやめ池北１丁目３７番１号あやめ池駅前北側施設

ファミリーマート広陵みささぎ台 635-0835 奈良県北葛城郡広陵町みささぎ台３９番１号

ファミリーマート奈良西大寺本町 631-0816 奈良県奈良市西大寺本町５－１３

ファミリーマート葛城南藤井 639-2137 奈良県葛城市南藤井１７４番地１

ファミリーマート大淀下渕 638-0821 奈良県吉野郡　大淀町大字下渕１６３４番地１１

ファミリーマート榛原駅前 633-0253 奈良県宇陀市榛原萩原２４２９番地３９

ファミリーマート橿原小綱町 634-0811 奈良県橿原市小綱町１７－４５

ファミリーマート郡山小泉 639-1042 奈良県大和郡山市小泉町２０７１番３

ファミリーマート奈良秋篠早月町 631-0812 奈良県奈良市秋篠早月町８番２１号

ファミリーマートならやま大通り 631-0011 奈良県奈良市押熊町１１０６番地の１

ファミリーマート奈良鶴舞西 631-0022 奈良県奈良市鶴舞西町２番１号

ファミリーマート奈良県コンベンションセンター 630-8013 奈良県奈良市三条大路１丁目６９１－１

ファミリーマート奈良学園大和町 631-0041 奈良県奈良市学園大和町六丁目７０６番地４

ファミリーマート奈良藤ノ木台 631-0052 奈良県奈良市中町２２９番地の１

ファミリーマート近鉄東生駒駅前 630-0213 奈良県生駒市東生駒１－５－１

ファミリーマート近鉄郡山駅前 639-1007 奈良県大和郡山市南郡山町５２０－４０

ファミリーマートエムズドラッグ学園大和 631-0041 奈良県奈良市学園大和町６丁目１５４２－４４

ファミリーマート近畿大学奈良キャンパス 631-0052 奈良県奈良市中町３３２７－２０４

ファミリーマート生駒西白庭台 630-0137 奈良県生駒市西白庭台２－１４－１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート北郡山 639-1160 奈良県大和郡山市北郡山町１４５番地の１１

ファミリーマート東安堵 639-1061 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵８６３－１

ファミリーマート郡山池之内 639-1027 奈良県大和郡山市池之内町４９７番地１

ファミリーマート郡山杉町 639-1121 奈良県大和郡山市杉町字柿ノ内２０８－４

ファミリーマート大和郡山外川町 639-1052 奈良県大和郡山市外川町５３番１

ファミリーマート郡山下三橋 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町４３３番地１

ファミリーマート近鉄筒井駅前 639-1123 奈良県大和郡山市筒井町６３５番地１

ファミリーマート葛城竹内 639-2155 奈良県葛城市竹内２０１番地

ファミリーマート桜井安倍木 633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地二丁目２番地の５

ファミリーマート桜井市役所南 633-0062 奈良県桜井市大字粟殿１５８番２

ファミリーマート天理柳本 632-0052 奈良県天理市柳本町７００番地４

ファミリーマートエムズドラッグ大和高田 635-0074 奈良県大和高田市市場７９６－２

ファミリーマート橿原五条野 634-0043 奈良県橿原市五条野町４２１番地の１

ファミリーマートみみなし駅前 634-0014 奈良県橿原市石原田町２７７番地の１１

ファミリーマート高取町 635-0136 奈良県高市郡高取町大字兵庫３０番地１

ファミリーマート近鉄西大寺駅改札内橋上 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１

ファミリーマート近鉄学園前駅 631-0036 奈良県奈良市学園北１丁目１－１－１０３

ファミリーマート近商ストア西大寺 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１２７

ファミリーマート近鉄八木駅３番ホーム 634-0804 奈良県橿原市内膳町５丁目１－２

ファミリーマート近鉄桜井駅前 633-0091 奈良県桜井市桜井１９０－２

ファミリーマート橋本小峰台 648-0005 和歌山県橋本市小峰台一丁目３２番１３

ファミリーマート橋本清水 648-0041 和歌山県橋本市清水２１２

ファミリーマート高野口町小田 649-7204 和歌山県橋本市高野口町小田５０７番１

ファミリーマート打田上野 649-6414 和歌山県紀の川市打田１３５５－１

ファミリーマート岩出西国分 649-6213 和歌山県岩出市西国分５３４－３

ファミリーマート橋本インター 648-0071 和歌山県橋本市小原田　５６７－１

ファミリーマート和歌山塩屋五丁目 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋５丁目３番６０号

ファミリーマート和歌山小雑賀 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀５７２番地１

ファミリーマート和歌山三葛 641-0011 和歌山県和歌山市三葛４２９番地１

ファミリーマート岩出紀泉台 649-6257 和歌山県岩出市相谷２－１

ファミリーマート和歌山岡崎 640-8312 和歌山県和歌山市森小手穂６２２－１

ファミリーマート和歌山中之島水道路 640-8392 和歌山県和歌山市中之島字釜ヶ淵２７２番地１４

ファミリーマート和歌山中之島 640-8392 和歌山県和歌山市中之島１５４４

ファミリーマート和歌山手平 640-8319 和歌山県和歌山市手平４－１－７

ファミリーマート和歌山雄松町 640-8124 和歌山県和歌山市雄松町３丁目６２－１

ファミリーマート和歌山西浜 641-0036 和歌山県和歌山市西浜１６６０－１８９

ファミリーマート和歌山榎原 640-8434 和歌山県和歌山市榎原２１８－４

ファミリーマート和歌山県立医科大学附属病院 641-8510 和歌山県和歌山市紀三井寺８１１番地１

ファミリーマート和歌山善明寺 640-8471 和歌山県和歌山市善明寺４０８－１

ファミリーマート和歌山秋葉町 641-0056 和歌山県和歌山市秋葉町２４－１４

ファミリーマート浜の宮ビーチ前 641-0015 和歌山県和歌山市布引８４２－１

ファミリーマート和歌山小松原 640-8265 和歌山県和歌山市小松原５丁目１番３９号

ファミリーマート和歌山鳴神 640-8303 和歌山県和歌山市鳴神字畠ヶ逢１０５４－１

ファミリーマート和歌山土佐町 640-8256 和歌山県和歌山市土佐町３丁目３４番

ファミリーマート和歌山内原 641-0013 和歌山県和歌山市内原８６６－１

ファミリーマート岩出川尻 649-6231 和歌山県岩出市川尻１７３番１

ファミリーマート和歌山六十谷 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷８３番地５

ファミリーマート和歌山インター 640-8306 和歌山県和歌山市出島４１番地３

ファミリーマート和歌山古屋 640-8435 和歌山県和歌山市古屋２１３－５

ファミリーマート和歌山向 640-8431 和歌山県和歌山市向２０５－４

ファミリーマート和歌山園部 640-8483 和歌山県和歌山市園部８５８番地の６

ファミリーマート和歌山禰宜 649-6324 和歌山県和歌山市禰宜１１４０番地

ファミリーマート和歌山岩橋 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋９９０番地１

ファミリーマート和歌山関戸 641-0035 和歌山県和歌山市関戸四丁目３番９３号

ファミリーマート和歌山湊 640-8404 和歌山県和歌山市湊１８２８－５

ファミリーマート岩出曽屋 649-6236 和歌山県岩出市曽屋９８－１

ファミリーマート和歌山湊一丁目 640-8404 和歌山県和歌山市湊一丁目４番３５号

ファミリーマート和歌山里 649-6311 和歌山県和歌山市里５３番１

ファミリーマート串本町桟橋 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本１９０８番地１

ファミリーマート串本駅前 649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本２０７７番地

ファミリーマート切目口 649-1528 和歌山県日高郡印南町西ノ地１２－３

ファミリーマート有田宮原 649-0433 和歌山県有田市宮原町須谷５４５－１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート田辺下万呂 646-0004 和歌山県田辺市下万呂４６５－１０

ファミリーマート有田箕島 649-0304 和歌山県有田市箕島７３０－４

ファミリーマート有田川水尻 643-0024 和歌山県有田郡有田川町大字水尻７－３

ファミリーマート日高美浜町 644-0041 和歌山県日高郡美浜町大字田井４２６－２

ファミリーマート御坊湯川町財部 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部４６－４

ファミリーマート御坊島 644-0003 和歌山県御坊市島６９６－１

ファミリーマート田辺内ノ浦 646-0011 和歌山県田辺市新庄町字西内ノ浦３７７６－１１

ファミリーマート吉備湯浅ＰＡ 643-0023 和歌山県有田郡有田川町熊井６３１－２

ファミリーマート有田川熊井 643-0023 和歌山県有田郡有田川町大字熊井字音部４４８－１

ファミリーマート田辺つぶり坂 646-0031 和歌山県田辺市湊４９－１７

ファミリーマート田辺東陽 646-0029 和歌山県田辺市東陽２番３５号　

ファミリーマート田辺栄町 646-0048 和歌山県田辺市栄町２４－１

ファミリーマート和歌山湊御殿 640-8286 和歌山県和歌山市湊御殿３丁目４番１号


