
店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート皆生温泉入口 683-0001 鳥取県米子市皆生温泉二丁目４番１１号

ファミリーマート倉吉清谷 682-0017 鳥取県倉吉市清谷町２丁目４７番地

ファミリーマート倉吉宮川 682-0882 鳥取県倉吉市宮川町ニ丁目４５番地

ファミリーマート鳥取南吉方 680-0843 鳥取県鳥取市南吉方三丁目５０５番１

ファミリーマート道の駅西いなば気楽里 689-0422 鳥取県鳥取市鹿野町岡木２８０－３

ファミリーマートＪＡいずも塩冶東 693-0022 島根県出雲市上塩冶町２６４６－１

ファミリーマート斐川富村 699-0621 島根県出雲市斐川町大字富村６８１－１

ファミリーマート浜山通り 693-0004 島根県出雲市渡橋町７７２番１

ファミリーマート津山城西通り 708-0006 岡山県津山市小田中２２０６番地の１

ファミリーマート津山ノースタウン 708-0814 岡山県津山市東一宮６６番地１

ファミリーマート伊福四丁目 700-0013 岡山県岡山市北区伊福町４丁目１０５８番１

ファミリーマート岡山東花尻 701-0135 岡山県岡山市北区東花尻２０番地１

ファミリーマート山陽インター 709-0815 岡山県赤磐市立川１０９２番地１

ファミリーマート津山インター 708-0842 岡山県津山市河辺９３８番地１

ファミリーマート津山野介代 708-0821 岡山県津山市野介代４７－３

ファミリーマート津山駅前 708-0881 岡山県津山市南町１丁目２８番地

ファミリーマート美作中央 707-0004 岡山県美作市入田２４５番地１

ファミリーマート建部川口 709-3112 岡山県岡山市北区建部町川口１５０１－１

ファミリーマート久米町桑下 709-4623 岡山県津山市桑下１４０８番地３３

ファミリーマート岡山赤坂 701-2225 岡山県赤磐市山口１８４番地の１

ファミリーマート長船土師 701-4264 岡山県瀬戸内市長船町土師４番地の１

ファミリーマート長船船山 701-4271 岡山県瀬戸内市長船町長船１０８２番地の１

ファミリーマート赤磐沢原 709-0704 岡山県赤磐市沢原１３０－１

ファミリーマート花尻あかね町 701-0133 岡山県岡山市北区花尻あかね町１２番地１０５

ファミリーマート花尻ききょう町 701-0132 岡山県岡山市北区花尻ききょう町１番地１００

ファミリーマートＴＳＵＴＡＹＡ井原 715-0024 岡山県井原市高屋町三丁目２４番２号

ファミリーマート笠岡美の浜 714-0043 岡山県笠岡市横島５２９番地１

ファミリーマート岡山今七丁目 700-0975 岡山県岡山市北区今７－６－７

ファミリーマート岡山東島田 700-0983 岡山県岡山市北区東島田町１－７－１７

ファミリーマート岡山奥田 700-0932 岡山県岡山市北区奥田本町４番１０号

ファミリーマート岡山田中 700-0951 岡山県岡山市北区田中１２１番地１０６

ファミリーマート岡山下中野本町 700-0973 岡山県岡山市北区下中野３３８－１１９

ファミリーマート総社美袋 719-1311 岡山県総社市美袋１２５１－３

ファミリーマート岡山政津 704-8165 岡山県岡山市東区政津８９７番地の２

ファミリーマート岡山西大寺上二丁目 704-8112 岡山県岡山市東区西大寺上二丁目９番１０号

ファミリーマート岡山瀬戸万富 709-0841 岡山県岡山市東区瀬戸町万富１８８番地の１

ファミリーマート岡山平井五丁目 703-8282 岡山県岡山市中区平井五丁目５番１５号

ファミリーマート岡山倉益 703-8263 岡山県岡山市中区倉益１７３番地１

ファミリーマート岡山中島 703-8252 岡山県岡山市中区中島１３６番地の１

ファミリーマート早島南 701-0304 岡山県都窪郡早島町早島字頓行１９７３番地２

ファミリーマート岡山芳田 700-0953 岡山県岡山市南区西市１２０－８

ファミリーマート岡山国富 703-8236 岡山県岡山市中区国富字中相６２５番１

ファミリーマート岡山万倍 700-0955 岡山県岡山市南区万倍１１９番地１

ファミリーマート玉野東児 706-0311 岡山県玉野市梶岡６４１番地の１

ファミリーマート児島下の町 711-0906 岡山県倉敷市児島下の町２丁目１２番２３号

ファミリーマート玉野迫間 706-0142 岡山県玉野市迫間１８３番地

ファミリーマート玉野田井 706-0001 岡山県玉野市田井４丁目１６番９号



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート岡山倉富 703-8264 岡山県岡山市中区倉富３６７－１０

ファミリーマート岡山箕島 701-0206 岡山県岡山市南区箕島３１６番地１

ファミリーマート岡山長岡 703-8221 岡山県岡山市中区長岡３３－４

ファミリーマート岡山藤原西町 703-8244 岡山県岡山市中区藤原西町二丁目１番３号

ファミリーマート玉野玉原 706-0014 岡山県玉野市玉原２丁目６－１

ファミリーマート灘崎西紅陽台 709-1203 岡山県岡山市南区西紅陽台１－５８－６５４

ファミリーマート倉敷西阿知町新田 710-0804 岡山県倉敷市西阿知町新田５７２番地５

ファミリーマート倉敷沖 710-0836 岡山県倉敷市沖２７２番地１

ファミリーマート倉敷二子 701-0115 岡山県倉敷市二子１３５５番地９

ファミリーマート倉敷連島 712-8011 岡山県倉敷市連島町連島１１０－４７

ファミリーマート真備町 710-1304 岡山県倉敷市真備町尾崎９６６－１

ファミリーマート倉敷鶴の浦 712-8007 岡山県倉敷市鶴の浦３丁目４番１１号

ファミリーマート倉敷林 710-0142 岡山県倉敷市林３５２－１

ファミリーマート倉敷宮前 710-0065 岡山県倉敷市宮前４４３番地１

ファミリーマート倉敷老松五丁目 710-0826 岡山県倉敷市老松町５丁目３番８６号

ファミリーマート児島文化センター前 711-0913 岡山県倉敷市児島味野３丁目３６５５

ファミリーマート倉敷浜ノ茶屋 710-0061 岡山県倉敷市浜ノ茶屋１丁目７番１６号

ファミリーマート倉敷船穂 710-0261 岡山県倉敷市船穂町船穂２３６６番地１

ファミリーマート総社小寺 719-1155 岡山県総社市小寺７７９－１

ファミリーマート福山新浜町 721-0951 広島県福山市新浜町一丁目３番２０号

ファミリーマート福山千田一丁目 720-0017 広島県福山市千田町一丁目３１番３１号

ファミリーマート福山赤坂 720-0843 広島県福山市赤坂町大字赤坂１２７６番１０

ファミリーマート福山春日町 721-0907 広島県福山市春日町７－１－１

ファミリーマートＴＳＵＴＡＹＡ神辺 720-2125 広島県福山市神辺町大字新徳田３７０番地１

ファミリーマート神辺町新湯野 720-2122 広島県福山市神辺町大字新湯野４２番地５

ファミリーマートＴＳＵＴＡＹＡ松永 729-0104 広島県福山市松永町６丁目８－１８

ファミリーマートＴＳＵＴＡＹＡ三吉 720-0031 広島県福山市三吉町五丁目１番５号

ファミリーマート安芸瀬野駅前 739-0311 広島県広島市安芸区瀬野二丁目８２４番１

ファミリーマート温品四丁目 732-0033 広島県広島市東区温品四丁目１番２６号

ファミリーマート広中新開 737-0124 広島県呉市広中新開１丁目１１番１２号

ファミリーマート広古新開 737-0112 広島県呉市広古新開一丁目９番１５号

ファミリーマート西条西中郷 739-0036 広島県東広島市西条町田口１２４３番地１

ファミリーマート西平塚町 730-0024 広島県広島市中区西平塚町８－１

ファミリーマート袋町 730-0036 広島県広島市中区袋町５－２８

ファミリーマート緑井三丁目 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井３丁目１１－２７

ファミリーマート広島段原東 732-0811 広島県広島市南区段原三丁目２３番２号

ファミリーマート紙屋町東 730-0011 広島県広島市中区基町１２－３　ＣＯＩ広島紙屋町ビル

ファミリーマート広島中央市場 733-0832 広島県広島市西区草津港一丁目８番１号

ファミリーマート広島駅北口 732-0053 広島県広島市東区若草町１２－１

ファミリーマート可部虹山 731-0232 広島県広島市安佐北区亀山南４丁目２－２２

ファミリーマート広島商工センター 733-0833 広島県広島市西区商工センター５丁目４－３３

ファミリーマートＡシティー 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西６－１３－１

ファミリーマート南観音三丁目 733-0035 広島県広島市西区南観音三丁目１番３３号

ファミリーマート八本松磯松 739-0142 広島県東広島市八本松東３丁目５－１０

ファミリーマート西条東 739-0042 広島県東広島市西条町大字西条東７９５－５

ファミリーマート八本松原 739-0151 広島県東広島市八本松町原６８５４－３

ファミリーマート西高屋 739-2125 広島県東広島市高屋町中島４３５－１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート広島横川駅北口 733-0004 広島県広島市西区打越町１１番１号

ファミリーマート広島観音 733-0031 広島県広島市西区観音町１６番８号

ファミリーマート広島丹那町 734-0034 広島県広島市南区丹那町４番８号

ファミリーマートベイシティ宇品 734-0014 広島県広島市南区宇品西３－１－４３

ファミリーマート堺町二丁目 730-0853 広島県広島市中区堺町２丁目３番７号

ファミリーマート宇品西 734-0014 広島県広島市南区宇品西５丁目１１番１号ー１０２

ファミリーマート東観音町 733-0032 広島県広島市西区東観音町２１番２８号

ファミリーマート皆実町六丁目 734-0007 広島県広島市南区皆実町６－１５－７

ファミリーマート浜田一丁目 735-0013 広島県安芸郡府中町浜田１丁目６番１０号

ファミリーマート地御前 738-0042 広島県廿日市市地御前２４６番地４

ファミリーマート廿日市宮内 738-0034 広島県廿日市市宮内高通４３４４－１

ファミリーマート段原日出町 732-0818 広島県広島市南区段原日出１－２－１４

ファミリーマート熊野川角 731-4223 広島県安芸郡熊野町川角５丁目１３－２

ファミリーマート高屋町稲木 739-2106 広島県東広島市高屋町稲木２６２番１号

ファミリーマート光虹ヶ浜 743-0022 山口県光市虹ケ浜３丁目２４番１２号

ファミリーマート柳井古開作 742-0032 山口県柳井市古開作６５５－１

ファミリーマート岩国尾津町 740-0032 山口県岩国市尾津町１－１２－１６

ファミリーマート下松南花岡 744-0027 山口県下松市南花岡３丁目１２番１７号

ファミリーマート防府美和町 747-0025 山口県防府市美和町１番５１号

ファミリーマート防府自力町 747-0817 山口県防府市自力町１１番５号

ファミリーマート下関一の宮 751-0808 山口県下関市一の宮本町二丁目５番１５号

ファミリーマート下関富任町 759-6613 山口県下関市富任町五丁目１５番４２号

ファミリーマート大内御堀 753-0214 山口県山口市大内御堀３５２３番４

ファミリーマート山口葵二丁目 753-0821 山口県山口市葵２丁目６番８号

ファミリーマート山口泉都町 753-0076 山口県山口市泉都町９番２号

ファミリーマート山陽小野田高栄 756-0815 山口県山陽小野田市高栄一丁目１０番２２号

ファミリーマート宇部南小羽山町 755-0083 山口県宇部市南小羽山町一丁目９番４２号

ファミリーマート宇部妻崎開作 759-0204 山口県宇部市大字妻崎開作５２４番地１

ファミリーマート宇部寿町 755-0032 山口県宇部市寿町三丁目６番７号

ファミリーマート岩国医療センター 740-0037 山口県岩国市愛宕町１丁目１番１号

ファミリーマート防府車塚町 747-0811 山口県防府市車塚町９番３５号

ファミリーマート柳井新庄 742-0021 山口県柳井市柳井４８３９－１

ファミリーマート西須賀 770-8024 徳島県徳島市西須賀町中開３４番１

ファミリーマート市場町 771-1624 徳島県阿波市市場町山野上字白坂２４９－１１

ファミリーマート庄町三丁目 770-0044 徳島県徳島市庄町３－３０－１

ファミリーマート徳島川内町 771-0131 徳島県徳島市川内町大松４７番２

ファミリーマート住吉三丁目 770-0861 徳島県徳島市住吉三丁目１番５号

ファミリーマート鳴門インター 772-0042 徳島県鳴門市大津町備前島３０８番地９

ファミリーマート藍住町笠木 771-1262 徳島県板野郡藍住町笠木字中野１６８－１

ファミリーマート徳島仲之町 770-0932 徳島県徳島市仲之町２丁目３４－１

ファミリーマート香南町岡 761-1401 香川県高松市香南町岡３５１－１

ファミリーマート高松中央通り 761-8055 香川県高松市紙町８１－４

ファミリーマート高松磨屋町 760-0026 香川県高松市磨屋町９－２

ファミリーマート高松上之町一丁目 761-8064 香川県高松市上之町一丁目８番６号

ファミリーマート高松桜町 760-0074 香川県高松市桜町１丁目９－１５

ファミリーマート香南町由佐 761-1402 香川県高松市香南町由佐１８５番地１

ファミリーマート高松一宮町 761-8084 香川県高松市一宮町１５６０番地２



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート高松御厩町 761-8042 香川県高松市御厩町１４６７－２

ファミリーマート高松円座町 761-8053 香川県高松市円座町１２５８－１

ファミリーマート高松元山町 761-0311 香川県高松市元山町５８４番地１

ファミリーマートさぬき志度 769-2101 香川県さぬき市志度正面２２１４番地７１

ファミリーマートさぬき長尾 769-2302 香川県さぬき市長尾西１４０４－３

ファミリーマート新居浜泉池 792-0013 愛媛県新居浜市泉池町２番１０号

ファミリーマート西条天神 793-0006 愛媛県西条市下島山甲１４３９番地１

ファミリーマート川之江大門 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町字枯木２２９４

ファミリーマート西条公園前 793-0030 愛媛県西条市大町４３８番地１

ファミリーマート西条古川 793-0044 愛媛県西条市古川甲３８４番１

ファミリーマート西条小松新屋敷 799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲４９９番地

ファミリーマート三津屋南 799-1353 愛媛県西条市三津屋南５－４７

ファミリーマート玉川町 794-0102 愛媛県今治市玉川町大野字中ノ切甲１２６番１

ファミリーマート今治国分 799-1533 愛媛県今治市国分二丁目甲２３７番２

ファミリーマート今治郷本町 794-0823 愛媛県今治市郷本町二丁目５８６番５　他１３筆

ファミリーマート松山山越 791-8013 愛媛県松山市山越６丁目２番９

ファミリーマート山越四丁目 791-8013 愛媛県松山市山越四丁目４番３０号

ファミリーマート松山中央市場前 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台２８６－１

ファミリーマート久万ノ台 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台９０６－１１

ファミリーマート衣山駅前 791-8025 愛媛県松山市衣山二丁目１－９

ファミリーマート湊町四丁目 790-0012 愛媛県松山市湊町４－２－２

ファミリーマート北条バイパス 799-2435 愛媛県松山市府中６６４－１

ファミリーマート松前役場前 791-3120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井字上又９６５番１

ファミリーマート松山衣山 791-8025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地

ファミリーマート松山余戸南六丁目 790-0047 愛媛県松山市余戸南六丁目１１番４７号

ファミリーマート松山市民病院前 790-0003 愛媛県松山市三番町８丁目１２－１

ファミリーマート松山勝山町 790-0878 愛媛県松山市勝山町１－１４－１タウンビル１Ｆ

ファミリーマート堀江町 799-2651 愛媛県松山市堀江町甲１７９９

ファミリーマート松山松末 790-0915 愛媛県松山市松末２丁目１９番２８号

ファミリーマート松山余戸 790-0046 愛媛県松山市余戸西６丁目９番４８号

ファミリーマート松山味生 791-8031 愛媛県松山市北斎院町６４２番地１

ファミリーマート南吉田 791-8042 愛媛県松山市南吉田町５０７－１

ファミリーマート松山生石 791-8042 愛媛県松山市南吉田町１８２８番地３

ファミリーマート宇和島桝形 798-0067 愛媛県宇和島市桝形町３丁目６－２８

ファミリーマート宇和島保田 798-0077 愛媛県宇和島市保田甲１３８５番地２

ファミリーマート津島岩松インター 798-3301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲２３１９番地１

ファミリーマート高須新町 781-8122 高知県高知市高須新町１－１－４３

ファミリーマート安芸矢ノ丸 784-0001 高知県安芸市矢ノ丸２丁目１番２号

ファミリーマート南国おおそね 783-0004 高知県南国市大そね甲１５９２－１８

ファミリーマート高知日の出町 781-0804 高知県高知市日の出町２－２

ファミリーマート高知種崎 781-0113 高知県高知市種崎８２０番地１

ファミリーマート高知桟橋通 781-8010 高知県高知市桟橋通４‐１５‐１

ファミリーマート高知上町五丁目 780-0901 高知県高知市上町５‐６‐３０

ファミリーマート桂浜通 781-0270 高知県高知市長浜５７２２番地３

ファミリーマート高知瀬戸 781-0250 高知県高知市瀬戸１丁目４番２４号

ファミリーマート高知旭町 780-0935 高知県高知市旭町１丁目１２２

ファミリーマート土佐市宇佐 781-1161 高知県土佐市宇佐町宇佐２７５９－１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート土佐市戸波 781-1134 高知県土佐市家俊字垣添１０９４番地１

ファミリーマート窪川古市町 786-0007 高知県高岡郡四万十町古市町８番１３号

ファミリーマートいの町吾北 781-2331 高知県吾川郡いの町下八川甲３７６番地


