
店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート平尾台入口 803-0184 福岡県北九州市小倉南区大字木下１２２４－１

ファミリーマート志徳団地 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力三丁目２０番１号

ファミリーマート小倉蜷田若園一丁目 802-0814 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園一丁目１番１号

ファミリーマート小倉志井六丁目 802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井六丁目５番５号

ファミリーマート戸畑駅北 804-0076 福岡県北九州市戸畑区銀座２丁目１０－１０

ファミリーマート八幡本城東 807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東３丁目２９９－１・２９９－２・３００

ファミリーマート小倉熊本一丁目 802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本一丁目４番１８号

ファミリーマート小倉駅北口 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１３－２３

ファミリーマート小倉朝日ヶ丘 803-0833 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘１６－１４

ファミリーマート小倉中井五丁目 803-0836 福岡県北九州市小倉北区中井五丁目７番３５号

ファミリーマート八幡駅東 805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町一丁目１７番２０号

ファミリーマート直方バイパス 822-0002 福岡県直方市大字頓野３４４９－１

ファミリーマート直方菜の花大橋東 822-0001 福岡県直方市大字感田２６３１番１

ファミリーマート鞍手小牧 807-1311 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧字居尻５３７番１

ファミリーマート福岡香椎照葉四丁目 813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉４丁目２番７号

ファミリーマート福岡蒲田 813-0023 福岡県福岡市東区蒲田２－２５－２４

ファミリーマート福岡平和 815-0071 福岡県福岡市南区平和２丁目５－１

ファミリーマート飯塚柏の森 820-0011 福岡県飯塚市柏の森１５９－２０

ファミリーマート飯塚秋松 820-0083 福岡県飯塚市秋松字下甫３０５番１

ファミリーマート桂川土師 820-0607 福岡県嘉穂郡　桂川町大字土師４０６１番地

ファミリーマート九産大駅前 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘２－１５－２５

ファミリーマート福岡和白三丁目 811-0202 福岡県福岡市東区和白三丁目２７番６６号

ファミリーマート博多吉塚三丁目 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚３丁目１－１２

ファミリーマート宇美井上 811-2101 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字井上３８６３番１　外４筆

ファミリーマート博多豊二丁目 812-0042 福岡県福岡市博多区豊二丁目３番１

ファミリーマート博多東住吉 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目８番１号

ファミリーマートメトロ博多筑紫口 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街地下鉄博多駅（筑紫口）構内

ファミリーマート新天町 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目７－２４７

ファミリーマート福岡志免 811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免３丁目１４－１

ファミリーマート博多吉塚五丁目 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚五丁目１４番３号

ファミリーマート博多駅南三丁目 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目８番１号

ファミリーマート筑紫野塔原東 818-0059 福岡県筑紫野市塔原東三丁目２番１０号

ファミリーマートつつじヶ丘 818-0134 福岡県太宰府市大佐野５－１７－３

ファミリーマート西新オレンジ通り 814-0002 福岡県福岡市早良区西新１－１０－１６

ファミリーマート筑紫駅前 818-0025 福岡県筑紫野市大字筑紫９－１

ファミリーマート福岡高宮通り 815-0041 福岡県福岡市南区野間一丁目２８番７号

ファミリーマート太宰府水城三丁目 818-0131 福岡県太宰府市水城３丁目７－１０

ファミリーマート下大利一丁目 816-0952 福岡県大野城市下大利１丁目２０－３１

ファミリーマート春日フォレストシティ 816-0849 福岡県春日市星見ヶ丘６丁目１０２番地

ファミリーマート大野城駅前 816-0943 福岡県大野城市白木原１丁目１５番１５号

ファミリーマート筑紫野吉木 818-0004 福岡県筑紫野市大字吉木２４２８－１

ファミリーマート太宰府梅ヶ丘 818-0123 福岡県太宰府市梅ヶ丘二丁目１４－５

ファミリーマート筑紫野俗明院 818-0067 福岡県筑紫野市大字俗明院１６８－２

ファミリーマート筑紫野原田七丁目 818-0024 福岡県筑紫野市原田七丁目４－３

ファミリーマート春日桜ヶ丘八丁目 816-0872 福岡県春日市桜ヶ丘八丁目１－１

ファミリーマート福岡今宿三丁目 819-0167 福岡県福岡市西区今宿３丁目７－３

ファミリーマート福岡下山門通り 819-0052 福岡県福岡市西区下山門一丁目１３番１８号

ファミリーマート福岡七隈駅東口 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈八丁目１２番１８号

ファミリーマート福岡七隈六丁目 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈六丁目３番２６号

ファミリーマート福岡南片江三丁目 814-0143 福岡県福岡市城南区南片江三丁目１－１

ファミリーマート神松寺二丁目 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺２－１２－４

ファミリーマート福岡柳河内二丁目 815-0063 福岡県福岡市南区柳河内二丁目１１番４１号

ファミリーマート福岡片江 814-0143 福岡県福岡市城南区南片江２丁目１５－１２

ファミリーマート荒戸二丁目 810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸２丁目４－１７

ファミリーマート福岡石丸三丁目 819-0025 福岡県福岡市西区石丸３丁目４－３



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマートギャレリアシーホーク 810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜二丁目２番３号ヒルトン福岡シーホーク４階

ファミリーマート福岡小戸四丁目 819-0001 福岡県福岡市西区小戸４丁目２－３５

ファミリーマート福岡二丈松国 819-1627 福岡県糸島市二丈松国字実田３６８－１

ファミリーマート糸島神在 819-1148 福岡県糸島市神在西二丁目１番１号

ファミリーマート福岡元岡 819-0386 福岡県福岡市西区元浜１丁目２７番５

ファミリーマート志摩可也小学校前 819-1312 福岡県糸島市志摩初７７－６

ファミリーマート前原中央 819-1116 福岡県糸島市前原中央三丁目１５番２５号

ファミリーマート糸島加布里 819-1124 福岡県糸島市加布里一丁目４番１２号

ファミリーマート久留米梅満 830-0048 福岡県久留米市梅満町４４０－１

ファミリーマート筑前原地蔵 838-0824 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵字村上２４５９番１外４筆

ファミリーマートうきは吉井バイパス 839-1342 福岡県うきは市吉井町生葉２１８０－２

ファミリーマート久留米大善寺 830-0079 福岡県久留米市大善寺大橋１丁目２番８号

ファミリーマート柳川市役所前 832-0076 福岡県柳川市坂本町２番地１

ファミリーマート上宮永 832-0058 福岡県柳川市大字上宮永町字高町３６

ファミリーマートＪＲ戸畑駅 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町１－１

ファミリーマートＪＲ海老津駅 811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町町海老津駅前１－１

ファミリーマート銘品蔵黒崎駅 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎３丁目１５－１

ファミリーマート戸畑中原東２丁目 804-0012 福岡県北九州市戸畑区中原東２丁目１０－４５

ファミリーマートＪＲ赤間駅 811-4183 福岡県宗像市赤間駅前１丁目１－１

ファミリーマートＪＲ古賀駅 811-3101 福岡県古賀市天神１丁目１－１

ファミリーマートＪＲ小倉駅 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１－１

ファミリーマート博多堅粕３丁目 812-0043 福岡県福岡市博多区堅粕３丁目１－１９

ファミリーマート博多吉塚７丁目 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚７丁目１２－３８

ファミリーマート和白病院前 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘２丁目１１－１５

ファミリーマートＪＲ和白駅前 811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目１０－４

ファミリーマート博多金の隈３丁目 812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈３丁目９－２

ファミリーマート粕屋門松 811-2302 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈１２５－１

ファミリーマートドラッグイレブン志免 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里４－１３－１

ファミリーマート御島崎２丁目 813-0005 福岡県福岡市東区御島崎２丁目７－３０

ファミリーマート博多キャナル前 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目４－８

ファミリーマートドラッグイレブン神屋町 812-0022 福岡県福岡市博多区神屋町２番１号

ファミリーマート博多駅前 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５－２０

ファミリーマート博多駅南１丁目 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目３－１

ファミリーマート福岡流通センター 813-0034 福岡県福岡市東区多の津４丁目５番５号

ファミリーマート福岡原田３丁目 812-0063 福岡県福岡市東区原田３丁目５番２５号

ファミリーマート博多駅前３丁目 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２５－２１

ファミリーマート博多駅東２丁目 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目３－１２

ファミリーマートＪＲ千早駅 813-0044 福岡県福岡市東区千早４丁目９３－１

ファミリーマートＪＲ福工大前駅 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘１丁目２２－２７

ファミリーマート博多美野島３丁目 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島３丁目１番８０号

ファミリーマート博多駅筑紫口 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１２

ファミリーマート七隈四ツ角 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈８丁目１３－１６

ファミリーマートマリノアシティ前 819-0001 福岡県福岡市西区小戸１丁目３６－２５

ファミリーマートＪＲ筑前前原駅前 819-1116 福岡県糸島市前原中央１丁目１－１７

ファミリーマート福岡周船寺１丁目 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺１丁目５番２３号

ファミリーマート城南別府１丁目 814-0104 福岡県福岡市城南区別府１丁目４－４５

ファミリーマートドラッグイレブン別府 814-0104 福岡県福岡市城南区別府５丁目７番

ファミリーマート西区愛宕１丁目 819-0015 福岡県福岡市西区愛宕１丁目１－１

ファミリーマートＪＲ行橋駅 824-0031 福岡県行橋市西宮市２丁目１－１

ファミリーマート唐津浜玉町 849-5111 佐賀県唐津市浜玉町南山字樋口２２１１－１

ファミリーマート唐津千々賀 847-0831 佐賀県唐津市千々賀６５１

ファミリーマート鹿島能古見 849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分１０７０－２

ファミリーマート嬉野塩田 849-1401 佐賀県嬉野市塩田町　大字久間甲９２９－１２

ファミリーマート佐賀多久南 846-0031 佐賀県多久市多久町１７０９－２７

ファミリーマート太良 849-1603 佐賀県藤津郡太良町大字糸岐１６６３－２



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート基山長野 841-0202 佐賀県三養基郡基山町長野１０４５－１

ファミリーマート佐賀嘉瀬扇町 840-0862 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町２５０１番４

ファミリーマート神埼日の隈 842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎４１６９－１８

ファミリーマート佐賀多布施 840-0842 佐賀県佐賀市多布施二丁目４番１６号

ファミリーマート佐賀兵庫瓦町 849-0912 佐賀県佐賀市兵庫町瓦町４１３番７

ファミリーマート有田三代橋 844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原字天神森甲４６０－１他３筆

ファミリーマート鳥栖酒井西町 841-0042 佐賀県鳥栖市酒井西町６８３番１

ファミリーマート佐賀駅バスセンター 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央１丁目４２番地

ファミリーマート壱岐芦辺 811-5316 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触３６８番地１

ファミリーマート壱岐郷ノ浦東 811-5132 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１

ファミリーマート長崎住吉 852-8154 長崎県長崎市住吉町１４番２０号

ファミリーマート三川町 852-8121 長崎県長崎市三川町１３１５－３

ファミリーマート長与嬉里郷 851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷４５５番地１

ファミリーマート長与道の尾 851-2127 長崎県西彼杵郡長与町高田郷２５９－３

ファミリーマート長崎恵美須町 850-0056 長崎県長崎市恵美須町２－５

ファミリーマート長崎大橋 852-8134 長崎県長崎市大橋町１４－８　グレースコート大橋

ファミリーマート長崎小ヶ倉一丁目 850-0961 長崎県長崎市小ヶ倉町１丁目１０２４

ファミリーマート東長崎矢上 851-0133 長崎県長崎市矢上町３－２０

ファミリーマート波佐見インター 859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字フケノ原１０７７－１

ファミリーマート佐世保勝海町 859-3216 長崎県佐世保市勝海町２０－４

ファミリーマート佐世保吉岡町 857-0143 長崎県佐世保市吉岡町１７７６－１３

ファミリーマート佐世保小島町 857-0066 長崎県佐世保市小島町４７７番１

ファミリーマート川棚新谷 859-3619 長崎県東彼杵郡川棚町新谷郷１５３－１

ファミリーマート諫早永昌 854-0072 長崎県諫早市永昌町１４－１０

ファミリーマート国立長崎医療センター前 856-0835 長崎県大村市久原２丁目１０８０－１

ファミリーマート大村杭出津一丁目 856-0828 長崎県大村市杭出津１丁目５１８－１

ファミリーマート諫早金谷町 854-0004 長崎県諫早市金谷町５５５－１

ファミリーマート島原街道森山町 854-0203 長崎県諫早市森山町本村６５５－１

ファミリーマート雲仙吾妻町 859-1107 長崎県雲仙市吾妻町　牛口名６８２－１

ファミリーマート諫早幸町 854-0022 長崎県諫早市幸町４４４－１

ファミリーマート島原本町 855-0062 長崎県島原市本町３９４－１

ファミリーマート有家 859-2205 長崎県南島原市有家町小川字上東８６６－１

ファミリーマート深江 859-1501 長崎県南島原市深江町甲６８

ファミリーマート島原大下 855-0878 長崎県島原市大下町１１９１－３

ファミリーマート南島原布津 859-2112 長崎県南島原市布津町乙字湯田１５６０－１

ファミリーマート飯盛 854-1122 長崎県諫早市飯盛町佐田８６３－１

ファミリーマート諫早真崎町 854-0084 長崎県諫早市真崎町１０８６－１５

ファミリーマート諫早貝津町 854-0063 長崎県諫早市貝津町１４２４－１

ファミリーマート諫早真津山 854-0069 長崎県諫早市貝津ヶ丘５９４－２３

ファミリーマート諫早川床 854-0052 長崎県諫早市川床町２６１－１

ファミリーマート諫早久山 854-0066 長崎県諫早市久山町２１６２－４

ファミリーマート諫早高来 859-0106 長崎県諫早市高来町冨地戸４４４－１

ファミリーマート諫早多良見 859-0402 長崎県諫早市多良見町　囲４４５

ファミリーマートＪＲ佐世保駅 857-0863 長崎県佐世保市三浦町２１－１

ファミリーマート阿蘇市役所前 869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町　宮地１８０６－１

ファミリーマート小国宮原 869-2501 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１

ファミリーマート阿蘇乙姫 869-2226 熊本県阿蘇市乙姫１９５２番１

ファミリーマート阿蘇一の宮 869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地２３９７－２

ファミリーマート植木滴水 861-0133 熊本県熊本市北区植木町滴水字野中１７６－１

ファミリーマート八景水谷 861-8064 熊本県熊本市北区八景水谷３－３－１９８

ファミリーマート植木宮原 861-0111 熊本県熊本市北区植木町宮原字大坪２２７番８（地番）

ファミリーマート植木豊田 861-0106 熊本県熊本市北区植木町豊田字宗像８０２番２

ファミリーマート阿蘇白水 869-1504 熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関１２０６－９

ファミリーマート熊本空港通り 869-1107 熊本県菊池郡菊陽町辛川６００－５

ファミリーマート菊陽久保田 869-1103 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田４０８－５



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート永江団地 861-1112 熊本県合志市幾久富字下沖野１８６６番７０４

ファミリーマート菊陽津久礼 869-1101 熊本県菊池郡　菊陽町大字津久礼２４８２－２

ファミリーマート玉名伊倉南方 865-0045 熊本県玉名市伊倉南方字土器９９３番３

ファミリーマート南関上坂下 861-0822 熊本県玉名郡南関町大字上坂下字井手３４７２－１外６筆

ファミリーマート長洲清源寺 869-0105 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字遠見下３１９３番外８筆

ファミリーマート飛田バイパス 861-5514 熊本県熊本市北区飛田３丁目１－１

ファミリーマート山鹿方保田 861-0382 熊本県山鹿市大字方保田字大道の下３４９６番地２　外２筆

ファミリーマート熊本改寄町 861-5501 熊本県熊本市北区改寄町２３９３番１　外１筆

ファミリーマート熊本菊池花房台 861-1315 熊本県菊池市木柑子１７６９－４

ファミリーマート菊池赤星 861-1311 熊本県菊池市赤星２１１８番１

ファミリーマート菊池隈府 861-1331 熊本県菊池市隈府８４３番１

ファミリーマート菊池高野瀬 861-1331 熊本県菊池市隈府字宮跡１４９０－１

ファミリーマート山鹿明治 861-0501 熊本県山鹿市山鹿字皆本８７４－１

ファミリーマートＹＯＵランド玉名 865-0064 熊本県玉名市中１６８６番３

ファミリーマート山鹿栗林 861-0531 熊本県山鹿市中字伏鍋９７６－１

ファミリーマート熊本鶴羽田一丁目 861-5517 熊本県熊本市北区鶴羽田１丁目１－１

ファミリーマート菊陽バイパス原水 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水１１６５－１８

ファミリーマート熊本大津 869-1221 熊本県菊池郡大津町大字陣内１１５３－１

ファミリーマート合志合生 861-1101 熊本県合志市合生５１－７

ファミリーマート大津陣内 869-1221 熊本県菊池郡大津町陣内字順田２７５

ファミリーマート大津吹田 869-1218 熊本県菊池郡大津町大字吹田字八迫１１９６番１

ファミリーマート熊本龍田九丁目 861-8006 熊本県熊本市北区龍田９丁目４－４５

ファミリーマート熊本薄場三丁目 861-4131 熊本県熊本市南区薄場３丁目３－３

ファミリーマート宇土浦田町 869-0445 熊本県宇土市浦田町２８－２

ファミリーマートあきた 861-5255 熊本県熊本市南区砂原町４８１－１

ファミリーマート熊本坪井二丁目 860-0863 熊本県熊本市中央区坪井２丁目１－４２

ファミリーマート不知火役場前 869-0552 熊本県宇城市不知火町高良２４７８－１

ファミリーマートサンロード熊本浜線 862-0965 熊本県熊本市南区田迎町大字田井島７２５番３

ファミリーマートまるみつ浜線 862-0962 熊本県熊本市南区田迎六丁目４番５１号

ファミリーマートサンロード中青井 868-0008 熊本県人吉市中青井町２９６番地

ファミリーマート球磨あさぎり上北 868-0422 熊本県球磨郡あさぎり町上北１９－１

ファミリーマート人吉鶴田 868-0024 熊本県人吉市鶴田町８６５－１

ファミリーマートサンロード土手町 868-0057 熊本県人吉市土手町２６－１

ファミリーマート八代袋町 866-0855 熊本県八代市袋町１番３７号

ファミリーマートサンロード免田 868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１２５６－１７

ファミリーマート嘉島上島 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字野辺下１０１－１２

ファミリーマート熊本国体道路 861-8045 熊本県熊本市東区小山６丁目１４３８－１

ファミリーマート長嶺南四丁目 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南４丁目６番１８号

ファミリーマート熊本小山町 861-8030 熊本県熊本市東区小山町１３５９－５

ファミリーマート益城宮園 861-2241 熊本県上益城郡益城町大字宮園７２１‐７

ファミリーマート熊本高遊原 861-2205 熊本県上益城郡益城町大字杉堂字高遊９３８－８４

ファミリーマート熊本花立五丁目 862-0918 熊本県熊本市東区花立５丁目４－９２

ファミリーマート御領三丁目 861-8035 熊本県熊本市東区御領３丁目１８－２０

ファミリーマートサンロード木上 868-0301 熊本県球磨郡錦町大字木上北２６５９－１

ファミリーマートサンロード多良木 868-0501 熊本県球磨郡多良木町大字多良木２７９３－７

ファミリーマートサンロード相良 868-0095 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬字沖原３４１３－１

ファミリーマートサンロードシティ 868-0303 熊本県球磨郡錦町大字西字打越７１５番２３

ファミリーマート熊本下南部 861-8019 熊本県熊本市東区下南部２丁目１－５０

ファミリーマート八代竹原 866-0826 熊本県八代市竹原町２０７０

ファミリーマート熊本美里三和 861-4732 熊本県下益城郡美里町三和１５０－１

ファミリーマート山都町 861-3517 熊本県上益城郡山都町畑字無田口４５８番１

ファミリーマート熊本長嶺南 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南８丁目１－３

ファミリーマート八代平山新町 866-0074 熊本県八代市平山新町２５０９－１

ファミリーマート水俣百間 867-0049 熊本県水俣市百間町二丁目３番３１

ファミリーマート八代港町 866-0033 熊本県八代市港町３８－２



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート秋津レークタウン 861-3102 熊本県上益城郡嘉島町大字下六嘉１８７８－５

ファミリーマート熊本新地六丁目 861-8075 熊本県熊本市北区清水新地６丁目８番１号

ファミリーマート熊本富合 861-4157 熊本県熊本市南区富合町古関１０８３－３

ファミリーマート宇城豊福 869-0524 熊本県宇城市松橋町豊福５１７番１

ファミリーマート熊本宇土松原 869-0442 熊本県宇土市城之浦町字南袋２６６－２

ファミリーマートＪＲ八代駅 866-0831 熊本県八代市萩原町１丁目１－１

ファミリーマート八代沖町 866-0013 熊本県八代市沖町３６５１番地

ファミリーマート宇城きらら２丁目 869-0503 熊本県宇城市松橋町きらら２丁目５－１

ファミリーマート熊本水前寺公園 862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園１６－５０

ファミリーマート熊本出仲間３丁目 862-0963 熊本県熊本市南区出仲間３丁目４番１３７号

ファミリーマートＪＲ武蔵塚駅前 861-8001 熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目８番２８号

ファミリーマート熊本尾ノ上４丁目 862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上４丁目１１－２４６　

ファミリーマート熊本益城広崎 861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎８４４

ファミリーマート熊本市役所前 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町９－６

ファミリーマート熊本広木町 862-0906 熊本県熊本市東区広木町３０番５５号

ファミリーマート上熊本２丁目 860-0079 熊本県熊本市西区上熊本２丁目１８－５６

ファミリーマート熊本済々黌高前 860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪２丁目１８番７号

ファミリーマート銘品蔵熊本駅改札内 860-0047 熊本県熊本市西区春日３－１５－３０

ファミリーマートドラッグイレブン玉名 865-0061 熊本県玉名市立願寺字池田上２１１－１

ファミリーマート合志御代志 861-1104 熊本県合志市御代志１８５６－１

ファミリーマート熊本花園５丁目 860-0072 熊本県熊本市西区花園５丁目７番１７号

ファミリーマート熊本労働会館 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺１丁目１７－９

ファミリーマート中津中央町二丁目 871-0024 大分県中津市中央町二丁目８－６７

ファミリーマート大分乙津港町 870-0146 大分県大分市乙津港町二丁目５番３８号

ファミリーマート寺崎町一丁目 870-0137 大分県大分市寺崎町１－２－９

ファミリーマート国東田深 873-0502 大分県国東市国東町田深９３７番地

ファミリーマート国東市民病院前 873-0231 大分県国東市安岐町下原字原口１４７５－１

ファミリーマート佐伯鶴岡 876-0835 大分県佐伯市鶴岡町１丁目１番１６号

ファミリーマート佐伯新女島 876-0824 大分県佐伯市新女島６７７１番地１

ファミリーマート弥生井崎 876-0111 大分県佐伯市弥生大字井崎９９４－２

ファミリーマート佐伯常盤南 876-0852 大分県佐伯市常盤南町３番２号

ファミリーマート臼杵野津町 875-0233 大分県臼杵市野津町大字宮原３６９６番地

ファミリーマート佐伯中村北 876-0856 大分県佐伯市中村北町１０番３号

ファミリーマート臼杵熊崎 875-0083 大分県臼杵市大字諏訪８９５－１

ファミリーマート大分寒田 870-1123 大分県大分市大字宮崎１４９６－１

ファミリーマート日田淡窓 877-0012 大分県日田市淡窓一丁目４番１９号

ファミリーマート野津原 870-1203 大分県大分市大字野津原字中牟田９５１－１

ファミリーマート別府汐見 874-0918 大分県別府市汐見町７番３６号

ファミリーマート別府浜町 874-0945 大分県別府市浜町５２４６－１１

ファミリーマート大分横瀬 870-1173 大分県大分市大字横瀬２１９５番地の５

ファミリーマート玖珠大隈 879-4414 大分県玖珠郡玖珠町大字大隈９８３－１

ファミリーマート玖珠戸畑 879-4331 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６３２－１

ファミリーマート賀来 870-0848 大分県大分市賀来北二丁目９番１１号

ファミリーマート別府鶴見 874-0840 大分県別府市大字鶴見３９２１番４

ファミリーマート別府天満町 874-0906 大分県別府市天満町６番３３号

ファミリーマート中戸次 879-7761 大分県大分市大字中戸次４８１３番地

ファミリーマート米良バイパス 870-0942 大分県大分市大字羽田９７－１コミュニティ羽田３

ファミリーマート大分新栄町 870-0919 大分県大分市新栄町１１番３０号

ファミリーマート別府南立石 874-0832 大分県別府市南立石一区５組２Ａ

ファミリーマート別府若草町 874-0925 大分県別府市若草町５番１０号

ファミリーマート大分花高松 870-0915 大分県大分市花高松３丁目１０番２０号

ファミリーマートＪＲ別府駅 874-0935 大分県別府市駅前町１２－１３

ファミリーマート由布挾間古野 879-5511 大分県由布市挾間町古野１９８番地１

ファミリーマート大分常行 870-0116 大分県大分市大字常行１３５番

ファミリーマート大分上宗方 870-1152 大分県大分市上宗方５１６番１



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマートＪＲ中津駅 871-0033 大分県中津市大字島田２１９－２

ファミリーマート中津上宮永 871-0027 大分県中津市大字上宮永６番１１

ファミリーマート中津犬丸 879-0105 大分県中津市犬丸２３８１

ファミリーマート中津永添 871-0162 大分県中津市大字永添８２０番１７

ファミリーマートＪＲ大分駅 870-0831 大分県大分市要町１番４０号

ファミリーマート大分皆春 870-0131 大分県大分市大字皆春３００番地の１

ファミリーマートＪＲ宮崎駅 880-0811 宮崎県宮崎市錦町１番８号

ファミリーマート大坪西 880-0932 宮崎県宮崎市大坪西一丁目１番６８号

ファミリーマート国富町役場前 880-1101 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８３６番

ファミリーマート橘通東一丁目 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東一丁目１２番１４号

ファミリーマート都北町 885-0004 宮崎県都城市都北町６４１５番地

ファミリーマート日南戸高一丁目 887-0031 宮崎県日南市戸高一丁目３番２号

ファミリーマート日南油津 887-0013 宮崎県日南市木山一丁目３番２５号

ファミリーマート三股西 889-1914 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池５７７－５

ファミリーマート三股宮村 889-1912 宮崎県北諸県郡三股町大字宮村２９１３番地１

ファミリーマート梅北 885-0063 宮崎県都城市梅北町２３５７

ファミリーマート早水公園前 885-0016 宮崎県都城市早水町３９０１番地１

ファミリーマート神之山 885-0004 宮崎県都城市都北町５９１１番１

ファミリーマートＪＲ延岡駅 882-0053 宮崎県延岡市幸町三丁目４４２０番地

ファミリーマート都農駅前通り 889-1201 宮崎県児湯郡都農町川北４５９８－２

ファミリーマート鹿児島徳洲会病院 891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄五丁目１０番地５１

ファミリーマート七ツ島 891-0144 鹿児島県鹿児島市下福元町６７２８－１７

ファミリーマート内山田 897-0004 鹿児島県南さつま市加世田内山田字神前３２５

ファミリーマート加世田本町 897-0006 鹿児島県南さつま市加世田本町１５－６

ファミリーマートサンライフパーク 891-0132 鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目６６番１号

ファミリーマート加世田竹田神社前 897-0002 鹿児島県南さつま市加世田武田１５３７２番９

ファミリーマートまきばランド光山 891-0151 鹿児島県鹿児島市光山二丁目２－２１

ファミリーマート坂之上駅前 891-0150 鹿児島県鹿児島市坂之上五丁目３番２号

ファミリーマート喜入旧市 891-0203 鹿児島県鹿児島市喜入町６０７４番５

ファミリーマートドラッグイレブン呉服町 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町１番１０号

ファミリーマートセンテラス天文館 892-0843 鹿児島県鹿児島市千日町１番１号

ファミリーマート高見馬場 892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町１３番８号

ファミリーマートよかど鹿児島／Ｓ 892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号

ファミリーマート慈眼寺駅前 891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央六丁目１７番１号

ファミリーマート鹿児島中央駅東口 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１番１号アミュ・サテライト

ファミリーマート鹿児島中央駅 890-0045 鹿児島県鹿児島市武一丁目１番２号

ファミリーマート鹿児島中央駅改札口 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１番１号

ファミリーマートＰＬＡＣＥ城西 890-0041 鹿児島県鹿児島市城西三丁目８－１

ファミリーマート隼人内山田 899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田二丁目１７番９号

ファミリーマート鹿屋札元一丁目 893-0013 鹿児島県鹿屋市札元一丁目３８３９－９

ファミリーマート国分敷根 899-4462 鹿児島県霧島市国分敷根１６０番地１

ファミリーマートはとや新町 899-4352 鹿児島県霧島市国分向花１４４－１

ファミリーマート串良細山田 893-1601 鹿児島県鹿屋市串良町細山田５１８３番２

ファミリーマート姶良青木水流 899-5652 鹿児島県姶良市大字平松字後原７２７５－１

ファミリーマート迫川内駅前通り 895-0024 鹿児島県薩摩川内市鳥追町６－１６

ファミリーマート串木野須納瀬 896-0027 鹿児島県いちき串木野市恵比須町６３６４番１

ファミリーマート東市来 899-2201 鹿児島県日置市東市来町湯田３１７９

ファミリーマート文化町 899-0208 鹿児島県出水市文化町２７－３

ファミリーマート出水向江町 899-0206 鹿児島県出水市向江町２０－６

ファミリーマート高尾野中央 899-0401 鹿児島県出水市高尾野町大久保７６８６番地２

ファミリーマート入来日ノ丸 895-1402 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名７１０１

ファミリーマート中種子野間 891-3604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間１６８５７番地７

ファミリーマート西之表西町 891-3111 鹿児島県西之表市西町７１１１番地１

ファミリーマート南種子 891-3701 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上２２１１番地１

ファミリーマート上之屋一丁目 900-0011 沖縄県那覇市上之屋１丁目１８番３７号



店舗名 郵便番号 住所

ファミリーマート那覇天久二丁目 900-0005 沖縄県那覇市天久二丁目６―５　

ファミリーマートコンフォート泊 900-0012 沖縄県那覇市泊１丁目１６番４号

ファミリーマート曙小学校前 900-0002 沖縄県那覇市曙２丁目２３番１２号

ファミリーマート那覇東バイパス 902-0072 沖縄県那覇市字国場３３３番地１

ファミリーマート西崎六丁目 901-0305 沖縄県糸満市西崎６丁目６番３号

ファミリーマート八重瀬外間 901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１０１－１

ファミリーマート糸満浜川団地前 901-0302 沖縄県糸満市字潮平５９９番地の１

ファミリーマート大名団地前 901-2111 沖縄県浦添市字経塚３６０番地

ファミリーマート牧港五丁目 901-2131 沖縄県浦添市牧港５丁目８番３号

ファミリーマート城間二丁目 901-2133 沖縄県浦添市城間二丁目１８番５号

ファミリーマート屋富祖一丁目 901-2127 沖縄県浦添市屋富祖１－２－１４

ファミリーマート比屋根サミット 904-2173 沖縄県沖縄市比屋根七丁目２０－３

ファミリーマート北中屋宜原 901-2304 沖縄県中頭郡北中城村屋宜原４９２番地

ファミリーマート海邦一丁目 904-2162 沖縄県沖縄市海邦１－２２－３５

ファミリーマート沖縄与儀 904-2174 沖縄県沖縄市与儀三丁目１７番１号

ファミリーマート具志川仲嶺 904-2226 沖縄県うるま市字仲嶺２７２－１

ファミリーマート北谷上勢頭 904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭８１２番地の２

ファミリーマート北谷国体道路 904-0101 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭５５０－１１

ファミリーマート北谷フィッシャリーナ 904-0102 沖縄県中頭郡北谷町字伊平３５番地１

ファミリーマート北谷北前 904-0117 沖縄県中頭郡北谷町北前一丁目１７番１１

ファミリーマート具志川宮里 904-2243 沖縄県うるま市字宮里７６－１番地

ファミリーマートふく薬品名護 905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐１７０３－１０１

ファミリーマート浦添高校前 901-2121 沖縄県浦添市内間３丁目３０番２０号

ファミリーマート国際通り中央 900-0013 沖縄県那覇市牧志１丁目２番２４号

ファミリーマート那覇バスターミナル 900-0021 沖縄県那覇市泉崎１丁目２０番１号


