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都道府県 店名 住所

北海道 ファミリーマート札幌北６条東２０丁⽬店 北海道札幌市東区北６条東２０丁⽬１番１２号

北海道 ファミリーマート札幌東雁来６条店 北海道札幌市東区東雁来六条⼆丁⽬２番３０号

北海道 ファミリーマート札幌富丘３条店 北海道札幌市⼿稲区富丘３条５丁⽬４－１

北海道 ファミリーマート札幌南１４条⻄１７丁⽬店 北海道札幌市中央区南１４条⻄１７丁⽬１番２５号

北海道 ファミリーマート⼩樽運河店 北海道⼩樽市港町５番３号

北海道 ファミリーマート札幌南２４条⻄１４丁⽬店 北海道札幌市中央区南２４条⻄１４丁⽬３番１７号

北海道 ファミリーマート札幌宮の森３条店 北海道札幌市中央区宮の森　三条６丁⽬２－８

北海道 ファミリーマート南郷店 北海道札幌市⽩⽯区南郷通１５丁⽬北９－２７

北海道 ファミリーマート札幌南郷１５丁⽬店 北海道札幌市⽩⽯区南郷通⼗五丁⽬南３番１３号

北海道 ファミリーマート⽉寒東５条店 北海道札幌市豊平区⽉寒東５条７丁⽬４ー１３

北海道 ファミリーマート苫⼩牧若草町店 北海道苫⼩牧市若草町５丁⽬５番２号

北海道 ファミリーマート室蘭東町店 北海道室蘭市東町⼀丁⽬２９番４号

北海道 ファミリーマート函館花園店 北海道函館市花園町２４番７号

北海道 ファミリーマート登別千歳町店 北海道登別市千歳町３丁⽬１番２３号

北海道 ファミリーマート苫⼩牧住吉町店 北海道苫⼩牧市住吉町２丁⽬７番１１号

⻘森県 ファミリーマート⻘森奥野四丁⽬店 ⻘森県⻘森市奥野四丁⽬１８番１５号

⻘森県 ファミリーマート⻘森⾦沢店 ⻘森県⻘森市⼤字⼤野字⾦沢１５－４

⻘森県 ファミリーマート⻘森富⽥⼀丁⽬店 ⻘森県⻘森市富⽥⼀丁⽬１２番３７号

⻘森県 ファミリーマート五所川原下平井町店 ⻘森県五所川原市字下平井町４２番２

⻘森県 ファミリーマート⻘森ジャスマック店 ⻘森県⻘森市本町⼆丁⽬７－２１

⻘森県 ファミリーマート⻘森新⽥⼀丁⽬店 ⻘森県⻘森市新⽥１丁⽬１－７

⻘森県 ファミリーマート⻘森浜館四丁⽬店 ⻘森県⻘森市浜館四丁⽬１３－１６

⻘森県 ファミリーマート⻘森浪打銀座店 ⻘森県⻘森市佃⼀丁⽬２０－１

⻘森県 ファミリーマート常盤バイパス店 ⻘森県南津軽郡藤崎町⼤字⽔⽊字浅⽥１２８－５

⻘森県 ファミリーマート平川⼤光寺店 ⻘森県平川市⼤字⼤光寺字三早稲⽥５２－１

⻘森県 ファミリーマート深浦関店 ⻘森県⻄津軽郡深浦町⼤字関字豊⽥１０番地１

⻘森県 ファミリーマート⿊⽯柵ノ⽊店 ⻘森県⿊⽯市柵ノ⽊１丁⽬６３

⻘森県 ファミリーマート⼋⼾新井⽥重地店 ⻘森県⼋⼾市⼤字新井⽥字重地４番地１

⻘森県 ファミリーマート三⼾町⽃内店 ⻘森県三⼾郡三⼾町⼤字⽃内字荒巻４１－３

岩⼿県 ファミリーマートしぶたみ店 岩⼿県盛岡市⽟⼭区下⽥字船綱４４－１８

岩⼿県 ファミリーマート盛岡三ツ割店 岩⼿県盛岡市三ツ割四丁⽬１番４３号

岩⼿県 ファミリーマート⽮⼱中央店 岩⼿県紫波郡⽮⼱町⼤字⼜兵エ新⽥第７地割１９８－２

岩⼿県 ファミリーマートメトロポリタン盛岡店 岩⼿県盛岡市盛岡駅前通１番４４号

岩⼿県 ファミリーマート盛岡⽉が丘三丁⽬店 岩⼿県盛岡市⽉が丘三丁⽬３９番４５号

岩⼿県 ファミリーマート宮古崎⼭店 岩⼿県宮古市崎鍬ケ崎第９地割４０番地６

岩⼿県 ファミリーマート⽔沢真城⼟⼿根店 岩⼿県奥州市⽔沢真城字⼟⼿根１４番

宮城県 ファミリーマート⽯巻千⽯町店 宮城県⽯巻市千⽯町８番２号

宮城県 ファミリーマート⽯巻恵み野店 宮城県⽯巻市恵み野五丁⽬１番地１

宮城県 ファミリーマート宮城松島あたご店 宮城県宮城郡松島町⾼城字反町三２６－１

宮城県 ファミリーマート宮城⼩野駅前店 宮城県東松島市⽜網字駅前⼀丁⽬１３番地３

宮城県 ファミリーマート⽯巻⽇⾚病院前店 宮城県⽯巻市わかば⼆丁⽬１０－２

宮城県 ファミリーマート⽯巻市役所前店 宮城県⽯巻市穀町６番１７号

宮城県 ファミリーマート古川中央店 宮城県⼤崎市古川駅前⼤通四丁⽬４番１６号

宮城県 ファミリーマート泉七北⽥店 宮城県仙台市泉区七北⽥字町５２－１９

宮城県 ファミリーマート国分町ライオンビル店 宮城県仙台市⻘葉区国分町２－１４－１ライオンビル１Ｆ

宮城県 ファミリーマート宮城野⽥⼦⼆丁⽬店 宮城県仙台市宮城野区⽥⼦字⼊４１－１

宮城県 ファミリーマート仙台東⼝店 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－１－１５　⼤内ビル１Ｆ

宮城県 ファミリーマートプラスＣＯＯＰ鶴ケ⾕店 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ⾕⼆丁⽬１番１５

宮城県 ファミリーマート仙台駅東⼝店 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－５－３３

宮城県 ファミリーマート六丁⽬左近堀店 宮城県仙台市若林区荒井五丁⽬１９－１

秋⽥県 ファミリーマート秋⽥寺内イサノ店 秋⽥県秋⽥市寺内字イサノ２７番地１

秋⽥県 ファミリーマート潟上天王上江川店 秋⽥県潟上市天王字上江川７８番地６



秋⽥県 ファミリーマート秋⽥能代⼤瀬店 秋⽥県能代市字東⼤瀬５０番地１

秋⽥県 ファミリーマート⼤仙⼤花町店 秋⽥県⼤仙市⼤花町２２番１号

秋⽥県 ファミリーマート平⿅総合病院通店 秋⽥県横⼿市横⼿町字五ノ⼝４１－１

秋⽥県 ファミリーマート秋⽥新屋⽇吉町店 秋⽥県秋⽥市新屋⽇吉町１６番１号

秋⽥県 ファミリーマート⻄仙北ＳＡ店 秋⽥県⼤仙市九升⽥字三⼝ケ沢８－７

秋⽥県 ファミリーマート秋⽥飯島道東店 秋⽥県秋⽥市飯島道東３丁⽬６－４５

秋⽥県 ファミリーマート⼤仙幸町店 秋⽥県⼤仙市幸町４番２３－９

⼭形県 ファミリーマート寒河江柴橋店 ⼭形県⻄村⼭郡⼤江町左沢字⽊ノ沢２１３２－１

⼭形県 ファミリーマート⼭形沼の辺町店 ⼭形県⼭形市沼の辺町１番２７号

⼭形県 ファミリーマート天童バイパス店 ⼭形県天童市北久野本⼆丁⽬９番３９号

⼭形県 ファミリーマート⾼畠町⾺頭店 ⼭形県東置賜郡⾼畠町⼤字⾺頭字上光⽥４１番３

⼭形県 ファミリーマート⽶沢花沢店 ⼭形県⽶沢市花沢上野東３７１－２

⼭形県 ファミリーマート⻑井九野本店 ⼭形県⻑井市九野本１２５４番１

⼭形県 ファミリーマート⼭形⼤野⽬三丁⽬店 ⼭形県⼭形市⼤野⽬三丁⽬４－１

⼭形県 ファミリーマート⼭形漆⼭店 ⼭形県⼭形市⼤字漆⼭７５６番地５

福島県 ファミリーマート福島笹⾕店 福島県福島市笹⾕字出⽔⽥４－８

福島県 ファミリーマート原町南町店 福島県南相⾺市原町区南町４－４５－２

福島県 ファミリーマート原町⾦沢店 福島県南相⾺市原町区　⾦沢字堤下１５４－１

福島県 ファミリーマート郡⼭⻄ノ内⼀丁⽬店 福島県郡⼭市⻄ノ内⼀丁⽬２番１９号

福島県 ファミリーマート郡⼭ゆうしん安積店 福島県郡⼭市安積町⽇出⼭４－１８４

福島県 ファミリーマート泉崎関和久店 福島県⻄⽩河郡泉崎村関和久字中宿１８２－２

茨城県 ファミリーマート筑⻄布川店 茨城県筑⻄市布川１２１２－１他１筆

茨城県 ファミリーマート⽔⼾元吉⽥⻄店 茨城県⽔⼾市元吉⽥町２５８番地の１

茨城県 ファミリーマート⽔⼾⾒和三丁⽬店 茨城県⽔⼾市⾒和３丁⽬１３１７－１

茨城県 ファミリーマート加茂川東海村松店 茨城県那珂郡東海村村松３４９－１

茨城県 ファミリーマートひたちなか⾜崎店 茨城県ひたちなか市⼤字⾜崎１４７６番２８

茨城県 ファミリーマート茨城⼤学⼯学部店 茨城県⽇⽴市中成沢町４丁⽬１２番１号

茨城県 ファミリーマート⾼萩東本町店 茨城県⾼萩市東本町⼀丁⽬８６番１

茨城県 ファミリーマート那珂飯⽥店 茨城県那珂市飯⽥３３７３番１

茨城県 ファミリーマート⽇⽴末広⼆丁⽬店 茨城県⽇⽴市末広町⼆丁⽬７－２２

茨城県 ファミリーマート美野⾥⽻⿃店 茨城県⼩美⽟市⽻⿃２４８７－１

茨城県 ファミリーマート⼟浦⼤岩⽥店 茨城県⼟浦市⼤岩⽥２４４７－４

茨城県 ファミリーマート⼩美⽟⽥⽊⾕店 茨城県⼩美⽟市⽥⽊⾕１１１－１

茨城県 ファミリーマート⼟浦⼤志⼾店 茨城県⼟浦市⼤志⼾字⼆本松１７３９番他５筆

茨城県 ファミリーマート⽯岡旭台店 茨城県⽯岡市旭台３丁⽬１４－２１

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

茨城県 ファミリーマートつくば⾕⽥部インター店 茨城県つくば市境松６６１番９

茨城県 ファミリーマートつくば⻑⾼野店 茨城県つくば市⻑⾼野６５４－１

茨城県 ファミリーマート新守⾕駅南店 茨城県守⾕市松並２００５－３９

栃⽊県 ファミリーマート⿅沼栄町店 栃⽊県⿅沼市栄町１丁⽬３－３

栃⽊県 ファミリーマートベツイ下野祇園店 栃⽊県下野市祇園５－１６－６

栃⽊県 ファミリーマート野⽊⼯業団地店 栃⽊県下都賀郡野⽊町野⽊１０７－１

栃⽊県 ファミリーマート⼩⼭⽥間店 栃⽊県⼩⼭市⼤字⽥間６９１番４　他８筆

栃⽊県 ファミリーマート宇都宮簗瀬中央店 栃⽊県宇都宮市簗瀬町１８５２番地１

栃⽊県 ファミリーマート宇都宮江野町店 栃⽊県宇都宮市江野町６－９

栃⽊県 ファミリーマート宇都宮問屋町店 栃⽊県宇都宮市⽯井町３３７７番１

栃⽊県 ファミリーマート宇都宮今泉新町店 栃⽊県宇都宮市今泉新町８２－２

栃⽊県 ファミリーマート宇都宮桜⼆丁⽬店 栃⽊県宇都宮市桜⼆丁⽬２番２５号

栃⽊県 ファミリーマート⽮板北店 栃⽊県⽮板市⽮板１７３－１

栃⽊県 ファミリーマート那須塩原豊浦店 栃⽊県那須塩原市豊浦字豊浦１６番地９９

群⾺県 ファミリーマート沼⽥三洋ドライブイン店 群⾺県沼⽥市屋形原町字北原１４２６

群⾺県 ファミリーマート太⽥村⽥町店 群⾺県太⽥市新⽥村⽥町７９８－６

埼⽟県 ファミリーマート上尾泉台⼀丁⽬店 埼⽟県上尾市泉台１丁⽬７－１２

埼⽟県 ファミリーマート上尾⽇産通り店 埼⽟県上尾市⼤字壱丁⽬５１－２

埼⽟県 ファミリーマート上尾愛宕⼆丁⽬店 埼⽟県上尾市愛宕２－２１－６

埼⽟県 ファミリーマート北本緑三丁⽬店 埼⽟県北本市緑３丁⽬２０



埼⽟県 ファミリーマート鷲宮東⼤輪店 埼⽟県久喜市東⼤輪南前１２９－１

埼⽟県 ファミリーマート蓮⽥閏⼾店 埼⽟県蓮⽥市⼤字閏⼾１７９２番３

埼⽟県 ファミリーマート春⽇部⼀ノ割店 埼⽟県春⽇部市⼀ノ割２丁⽬６－３０

埼⽟県 ファミリーマートＴＫＳ春⽇部⽜島店 埼⽟県春⽇部市⽜島８８８番地１

埼⽟県 ファミリーマート三郷⾼州店 埼⽟県三郷市⾼州１－９９－１

埼⽟県 ファミリーマート越⾕⻄⽅店 埼⽟県越⾕市⻄⽅２９４２番地１

埼⽟県 ファミリーマート⼋潮宮⽥店 埼⽟県⼋潮市鶴ケ曽根１４４７番１

埼⽟県 ファミリーマート三郷駅南店 埼⽟県三郷市三郷１丁⽬５－１

埼⽟県 ファミリーマート獨協⼤学前駅東⼝店 埼⽟県草加市栄町２－１２－１

埼⽟県 ファミリーマート草加⾕塚店 埼⽟県草加市⾕塚上町４７２－１４

埼⽟県 ファミリーマート⾃治医⼤さいたま医療センター店 埼⽟県さいたま市⼤宮区天沼町１丁⽬８４７

埼⽟県 ファミリーマートさいたま丸ヶ崎店 埼⽟県さいたま市⾒沼区丸ヶ崎１１８３

埼⽟県 ファミリーマート東⼤宮五丁⽬店 埼⽟県さいたま市⾒沼区東⼤宮５丁⽬２７－２

埼⽟県 ファミリーマートさいたま⻄堀五丁⽬店 埼⽟県さいたま市桜区⻄堀５丁⽬４－２５

埼⽟県 ファミリーマート南浦和東⼝駅前店 埼⽟県さいたま市南区南浦和２丁⽬３８番２５号

埼⽟県 ファミリーマート浦和領家⼀丁⽬店 埼⽟県さいたま市浦和区領家⼀丁⽬１８番１４号１階

埼⽟県 ファミリーマートさいたま⻄堀店 埼⽟県さいたま市桜区⻄堀六丁⽬２番３号

埼⽟県 ファミリーマートさいたま町⾕四丁⽬店 埼⽟県さいたま市桜区町⾕４丁⽬２９番１２

埼⽟県 ファミリーマートさいたま佐知川店 埼⽟県さいたま市⻄区⼤字佐知川２９８番地１

埼⽟県 ファミリーマート⻄川⼝東⼝店 埼⽟県川⼝市並⽊３－９－１

埼⽟県 ファミリーマート川⼝芝下⼀丁⽬店 埼⽟県川⼝市芝下１丁⽬３番１７号

埼⽟県 ファミリーマート川⼝南鳩ヶ⾕⼀丁⽬店 埼⽟県川⼝市南鳩ヶ⾕１丁⽬２８－３

埼⽟県 ファミリーマート川⼝幸町⼆丁⽬店 埼⽟県川⼝市幸町２丁⽬９－１

埼⽟県 ファミリーマート蕨南町⼀丁⽬店 埼⽟県蕨市南町１－３２－１４

埼⽟県 ファミリーマート妻屋所沢店 埼⽟県所沢市御幸町２－３

埼⽟県 ファミリーマート所沢旭町店 埼⽟県所沢市旭町１２番９号

埼⽟県 ファミリーマート所沢ネオポリス店 埼⽟県所沢市⼤字下富１３１５－１

埼⽟県 ファミリーマート⼊間上藤沢店 埼⽟県⼊間市上藤沢７０７－１

埼⽟県 ファミリーマートバイパス所沢和ケ原店 埼⽟県所沢市和ケ原⼆丁⽬２１７－４

埼⽟県 ファミリーマート⼩⼿指店 埼⽟県所沢市⼩⼿指町１－１６－１

埼⽟県 ファミリーマート富⼠⾒京塚店 埼⽟県富⼠⾒市⼤字⽔⼦２５７８－１

埼⽟県 ファミリーマート新座⽯神⼀丁⽬店 埼⽟県新座市⽯神１丁⽬４－３８

埼⽟県 ファミリーマート富⼠⾒⼭室店 埼⽟県富⼠⾒市⼭室１丁⽬１２４６番地１

埼⽟県 ファミリーマート富⼠⾒⽔⾕東店 埼⽟県富⼠⾒市⽔⾕東３丁⽬４４番２０号

埼⽟県 ファミリーマート新座駅前通り店 埼⽟県新座市野⽕⽌６－５－５５

埼⽟県 ファミリーマート朝霞本町⼆丁⽬店 埼⽟県朝霞市本町２－２５－３７

埼⽟県 ファミリーマート川越通町店 埼⽟県川越市通町１２－３

埼⽟県 ファミリーマート鶴ヶ島駅⻄店 埼⽟県川越市⼤字天沼新⽥１４０番６

埼⽟県 ファミリーマート川越砂新⽥店 埼⽟県川越市砂新⽥２丁⽬１８－１０

埼⽟県 ファミリーマート川越今成四丁⽬店 埼⽟県川越市今成４－１７－９

埼⽟県 ファミリーマート川越砂新⽥四丁⽬店 埼⽟県川越市砂新⽥４丁⽬１９－１１　他１筆

埼⽟県 ファミリーマート川越⼭⽥東店 埼⽟県川越市⼭⽥１８１４－３

埼⽟県 ファミリーマート江南成沢店 埼⽟県熊⾕市成沢１１３－３

埼⽟県 ファミリーマートヤマキ花園店 埼⽟県深⾕市荒川１００３

埼⽟県 ファミリーマート深⾕深⾕町店 埼⽟県深⾕市深⾕町１１－４５

埼⽟県 ファミリーマート熊⾕村岡店 埼⽟県熊⾕市村岡５２７番地１

埼⽟県 ファミリーマート狭⼭台南店 埼⽟県狭⼭市狭⼭台４－１８－６

埼⽟県 ファミリーマート⽇⾼下⿅⼭店 埼⽟県⽇⾼市⼤字下⿅⼭字⽩幡５－７

埼⽟県 ファミリーマート飯能上畑店 埼⽟県飯能市⼤字上畑２４５番１

埼⽟県 ファミリーマート⼊間川病院前店 埼⽟県狭⼭市富⼠⾒１丁⽬１８番３号

埼⽟県 ファミリーマート新狭⼭⼆丁⽬店 埼⽟県狭⼭市新狭⼭２丁⽬１６番２

埼⽟県 ファミリーマート狭⼭けやき通り店 埼⽟県狭⼭市狭⼭台４丁⽬４２番地

埼⽟県 ファミリーマート狭⼭⽔野店 埼⽟県狭⼭市⼤字⽔野字本堀７１１番２

埼⽟県 ファミリーマート狭⼭東三ツ⽊店 埼⽟県狭⼭市⼤字東三ツ⽊字東原４５６－１

埼⽟県 ファミリーマート新狭⼭駅前店 埼⽟県狭⼭市新狭⼭３－１－１

埼⽟県 ファミリーマート所沢榎町店 埼⽟県所沢市榎町７－１１



埼⽟県 ファミリーマート三郷かまくら店 埼⽟県三郷市鷹野四丁⽬２８５番地１

埼⽟県 ファミリーマート狭⼭市駅東⼝店 埼⽟県狭⼭市祇園４－５５エミオ狭⼭市１Ｆ

埼⽟県 ファミリーマート川越的場北店 埼⽟県川越市的場２３０９番地１

埼⽟県 ファミリーマート⼤宮仲町⼆丁⽬店 埼⽟県さいたま市⼤宮区仲町⼆丁⽬７５番１

埼⽟県 ファミリーマートトモニー本川越駅店 埼⽟県川越市新富町１－２２

埼⽟県 ファミリーマート武⾥駅店 埼⽟県春⽇部市⼤場４５０

埼⽟県 ファミリーマートエキア東武動物公園店 埼⽟県南埼⽟郡宮代町百間２丁⽬３－２４

埼⽟県 ファミリーマート岩槻駅東⼝／Ｓ店 埼⽟県さいたま市岩槻区本町⼀丁⽬１番２号

千葉県 ファミリーマート市川曽⾕⼀丁⽬店 千葉県市川市曽⾕１丁⽬２０番２１号

千葉県 ファミリーマート⼋千代台駅東⼝店 千葉県⼋千代市⼋千代台南１丁⽬１－２　第⼀⼩池ビル

千葉県 ファミリーマート市川⾼⾕⼀丁⽬店 千葉県市川市⾼⾕⼀丁⽬３番１１号

千葉県 ファミリーマート⾼洲⼆丁⽬店 千葉県千葉市美浜区⾼洲２－３－１５

千葉県 ファミリーマート市川⼤野町四丁⽬店 千葉県市川市⼤野町４丁⽬２４７５－１

千葉県 ファミリーマート船橋藤原四丁⽬店 千葉県船橋市藤原四丁⽬４番１号

千葉県 ファミリーマート印⻄内野店 千葉県印⻄市内野⼆丁⽬９番

千葉県 ファミリーマート⼋千代医療センター前店 千葉県⼋千代市⼤和⽥新⽥４８３番６５

千葉県 ファミリーマート⼋千代ゆりのき台店 千葉県⼋千代市ゆりのき台⼋丁⽬１７－４

千葉県 ファミリーマート⼋千代緑ヶ丘駅南店 千葉県⼋千代市⼤和⽥新⽥９８８番１

千葉県 ファミリーマート千葉⼤草町店 千葉県千葉市若葉区⼤草町７番１

千葉県 ファミリーマート松⼾和名ヶ⾕店 千葉県松⼾市和名ケ⾕６８５番１

千葉県 ファミリーマート松⼾栄町店 千葉県松⼾市栄町６丁⽬４３８番１

千葉県 ファミリーマート新松⼾⼀丁⽬店 千葉県松⼾市新松⼾⼀丁⽬４３２番

千葉県 ファミリーマート柏⻄原店 千葉県柏市⻄原６－９－１７

千葉県 ファミリーマート野⽥堤根店 千葉県野⽥市堤根１１２－６

千葉県 ファミリーマート我孫⼦湖北台店 千葉県我孫⼦市湖北台７－１３－５８

千葉県 ファミリーマート北柏三丁⽬店 千葉県柏市北柏３丁⽬１３－１９

千葉県 ファミリーマート柏中央⼀丁⽬店 千葉県柏市中央１－５－９

千葉県 ファミリーマート佐倉⾅井台店 千葉県佐倉市⾅井台１６８２－１　他３筆

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

千葉県 ファミリーマート東庄新宿店 千葉県⾹取郡東庄町新宿１１０９番地

千葉県 ファミリーマート道の駅発酵の⾥こうざき店 千葉県⾹取郡神崎町松崎８５５番地

千葉県 ファミリーマート佐倉⼤崎台店 千葉県佐倉市⼤崎台１丁⽬１６番１

千葉県 ファミリーマート⼋街五⽅杭店 千葉県⼋街市⼋街ほ１０３０－１５

千葉県 ファミリーマート⾅井駅南⼝店 千葉県佐倉市王⼦台３－３０－４ＶＩＭ⾅井駅ビル１Ｆ

千葉県 ファミリーマート東庄笹川店 千葉県⾹取郡東庄町笹川い５５１番１

千葉県 ファミリーマート栄安⾷店 千葉県印旛郡栄町安⾷１７３２－２

千葉県 ファミリーマート成⽥⻄三⾥塚店 千葉県成⽥市⻄三⾥塚２４５番７

千葉県 ファミリーマート茂原明光橋店 千葉県茂原市早野２９７６

千葉県 ファミリーマート旭東店 千葉県旭市ニ１９７０番１

千葉県 ファミリーマート旭川端店 千葉県旭市イ２６１６番地３

千葉県 ファミリーマート東総⼲潟店 千葉県旭市⽶込１８２８－１０

千葉県 ファミリーマート市原五井⽩⾦通り店 千葉県市原市五井中央南⼀丁⽬２５番地１４

千葉県 ファミリーマート幕張アミューズモール店 千葉県千葉市美浜区ひび野１丁⽬８

東京都 ファミリーマート江東北砂店 東京都江東区北砂５丁⽬１７－１

東京都 ファミリーマート⼩伝⾺町⼤⾨通り店 東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町１３－７

東京都 ファミリーマート花やしき遊園地前店 東京都台東区浅草２－１５－３

東京都 ファミリーマート⼩⽵向原店 東京都板橋区⼩茂根１－９－２

東京都 ファミリーマート佃⼆丁⽬店 東京都中央区佃２丁⽬１２－１２

東京都 ファミリーマート銀座御⾨通り店 東京都中央区銀座８丁⽬１１番１１号ＤＫ－ＧＩＮＺＡ８

東京都 ファミリーマート環⼋蒲⽥本町店 東京都⼤⽥区蒲⽥本町１丁⽬１番１０号

東京都 ファミリーマート台東吉原店 東京都台東区千束４丁⽬２４－１１

東京都 ファミリーマート東上野四丁⽬店 東京都台東区東上野４丁⽬３－４

東京都 ファミリーマート⼊⾕⼆丁⽬店 東京都台東区⼊⾕２－１－８

東京都 ファミリーマート台東松が⾕店 東京都台東区松が⾕⼆丁⽬７－７

東京都 ファミリーマート浅草雷⾨通り店 東京都台東区浅草１丁⽬５－３

東京都 ファミリーマート御茶ノ⽔駅前店 東京都千代⽥区神⽥駿河台２－１



東京都 ファミリーマート本駒込⼆丁⽬店 東京都⽂京区本駒込２丁⽬１０－１

東京都 ファミリーマート⻄巣鴨三丁⽬店 東京都豊島区⻄巣鴨三丁⽬１５番

東京都 ファミリーマート⻄巣鴨駅東店 東京都豊島区⻄巣鴨４丁⽬１７－２

東京都 ファミリーマート池袋⻄⼝店 東京都豊島区池袋２丁⽬７－５

東京都 ファミリーマート新宿三丁⽬店 東京都新宿区新宿３－２１－７　東新ビル

東京都 ファミリーマート新宿弁天町店 東京都新宿区弁天町２１

東京都 ファミリーマート歌舞伎町セントラルロード店 東京都新宿区歌舞伎町１丁⽬１６－６　第６ポールスタービル１階

東京都 ファミリーマート飯⽥橋店 東京都新宿区揚場町２－２１　東ビル

東京都 ファミリーマート野⽅駅南店 東京都中野区野⽅５丁⽬２９－１

東京都 ファミリーマート⻄新宿⻘梅街道店 東京都新宿区⻄新宿７丁⽬１１－１８・７１１ビルディング

東京都 ファミリーマート⾼⽥⾺場早稲⽥通り店 東京都新宿区⾼⽥⾺場１丁⽬６－１６

東京都 ファミリーマート中落合三丁⽬⽬⽩通り店 東京都新宿区中落合３丁⽬２９－１３　丸正タケダビル

東京都 ファミリーマート新宿中井駅前店 東京都新宿区中落合１丁⽬１７－３

東京都 ファミリーマート⼤森ベルポート前店 東京都品川区南⼤井６丁⽬２５－３いちご⼤森ビル

東京都 ファミリーマート⽬⿊本町三丁⽬店 東京都⽬⿊区⽬⿊本町３丁⽬２０－１２

東京都 ファミリーマート汐留シオサイト店 東京都港区東新橋１丁⽬５番２５号地先

東京都 ファミリーマート新橋⽇⽐⾕通り店 東京都港区新橋五丁⽬２番１０号

東京都 ファミリーマート汐留タワー店 東京都港区東新橋１丁⽬６－３

東京都 ファミリーマート⻘⼭外苑東通り店 東京都港区南⻘⼭⼀丁⽬２番６号

東京都 ファミリーマート池上⽂化センター前店 東京都⼤⽥区池上四丁⽬２２番１１号

東京都 ファミリーマート旗の台五丁⽬店 東京都品川区旗の台５－８－３

東京都 ファミリーマート五反⽥駅南店 東京都品川区⻄五反⽥１－１１－１アイオス五反⽥駅前

東京都 ファミリーマート中野松が丘店 東京都中野区松が丘２－４－１５

東京都 ファミリーマート⼤⽥区役所前店 東京都⼤⽥区蒲⽥５丁⽬４６－１　秋元ビル

東京都 ファミリーマート渋⾕本町店 東京都渋⾕区本町２丁⽬２－２

東京都 ファミリーマート学芸⼤学駅南店 東京都⽬⿊区碑⽂⾕６丁⽬１－２６

東京都 ファミリーマート船堀⼀丁⽬店 東京都江⼾川区船堀１－８－１５

東京都 ファミリーマートサクマ⻄葛⻄店 東京都江⼾川区⻄葛⻄六丁⽬２３番１２号

東京都 ファミリーマート江⼾川松島⼆丁⽬店 東京都江⼾川区松島２丁⽬２９番３号

東京都 ファミリーマート東⼩岩六丁⽬店 東京都江⼾川区東⼩岩６丁⽬２６－２

東京都 ファミリーマートコクミンドラッグ⼩岩駅前店 東京都江⼾川区⻄⼩岩１丁⽬２３－１３　植草ビル

東京都 ファミリーマート⻄⼩岩⼆丁⽬店 東京都江⼾川区⻄⼩岩２丁⽬１９－１２

東京都 ファミリーマート江⼾川⼤杉五丁⽬店 東京都江⼾川区⼤杉５丁⽬２３番１４号

東京都 ファミリーマート⻄⼀之江店 東京都江⼾川区⻄⼀之江４丁⽬８－１９

東京都 ファミリーマート江⼾川松江三丁⽬店 東京都江⼾川区松江三丁⽬９－３

東京都 ファミリーマート⻲有五丁⽬店 東京都葛飾区⻲有５丁⽬２７番８号起ビル１階

東京都 ファミリーマート江⼾川上篠崎店 東京都江⼾川区上篠崎三丁⽬１４番１７号

東京都 ファミリーマート⼤泉⽬⽩通り店 東京都練⾺区⼤泉町６丁⽬９番１２

東京都 ファミリーマート坂下⼆丁⽬店 東京都板橋区坂下⼆丁⽬２９

東京都 ファミリーマート江東⽯島店 東京都江東区⽯島５番８

東京都 ファミリーマート江東橋三丁⽬店 東京都墨⽥区江東橋３－８－１４

東京都 ファミリーマート墨⽥東あずま駅前店 東京都墨⽥区⽴花３丁⽬１３－４

東京都 ファミリーマート江東橋⼀丁⽬店 東京都墨⽥区江東橋⼀丁⽬１３番５号

東京都 ファミリーマート京島⼀丁⽬店 東京都墨⽥区京島１丁⽬４７－１７　グランロイヤル曳⾈

東京都 ファミリーマート⼩菅三丁⽬店 東京都葛飾区⼩菅３丁⽬１８番９号

東京都 ファミリーマート鐘ヶ淵駅前店 東京都墨⽥区墨⽥５丁⽬４３－１１

東京都 ファミリーマート⻄新⼩岩⼀丁⽬店 東京都葛飾区⻄新⼩岩１丁⽬－９－７

東京都 ファミリーマート葛飾たつみ橋店 東京都葛飾区東新⼩岩１丁⽬４－５

東京都 ファミリーマート⻘砥駅前店 東京都葛飾区⻘⼾三丁⽬３９番１５号

東京都 ファミリーマート⻄伊興四丁⽬店 東京都⾜⽴区⻄伊興４－７－１９

東京都 ファミリーマート⾜⽴⻄⽵の塚⼀丁⽬店 東京都⾜⽴区⻄⽵の塚１丁⽬６－７

東京都 ファミリーマート⼤⽥池上仲通り店 東京都⼤⽥区池上３丁⽬３９－１１　プレミール⾼橋

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

東京都 ファミリーマート東綾瀬⼀丁⽬店 東京都⾜⽴区東綾瀬１－３－２

東京都 ファミリーマート梅島駅前店 東京都⾜⽴区梅島三丁⽬１番７号

東京都 ファミリーマート綾瀬⻄⼝店 東京都⾜⽴区綾瀬４丁⽬６－１３



東京都 ファミリーマート兼升⻄尾久店 東京都荒川区⻄尾久７－５－８

東京都 ファミリーマート浮間⼀丁⽬店 東京都北区浮間１丁⽬－７－１８９

東京都 ファミリーマート⼗条仲原⼀丁⽬店 東京都北区⼗条仲原１丁⽬－２５－１２

東京都 ファミリーマート北区⼗条⻄⼝店 東京都北区上⼗条⼆丁⽬３１番９号

東京都 ファミリーマート板橋⾼島平団地前店 東京都板橋区⾼島平１丁⽬７２番２０

東京都 ファミリーマート向原⼀丁⽬店 東京都板橋区向原１丁⽬４－１

東京都 ファミリーマート春⽇町⼀丁⽬店 東京都練⾺区春⽇町１丁⽬１７番２０

東京都 ファミリーマート朝霞駐屯地店 東京都練⾺区⼤泉学園町陸上⾃衛隊朝霞駐屯地内

東京都 ファミリーマート⽯神井銀座通り店 東京都練⾺区⽯神井町３丁⽬２８－１

東京都 ファミリーマート⽯神井公園駅⻄店 東京都練⾺区⽯神井町７丁⽬１番１６号

東京都 ファミリーマート⽯神井台六丁⽬店 東京都練⾺区⽯神井台六丁⽬７番３号

東京都 ファミリーマート東武練⾺駅南⼝店 東京都練⾺区北町２－３８－７

東京都 ファミリーマート練⾺北町⼆丁⽬店 東京都練⾺区北町２丁⽬２２－１２

東京都 ファミリーマート練⾺東⼤泉四丁⽬店 東京都練⾺区東⼤泉４丁⽬９番１０号

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

東京都 ファミリーマート中野五丁⽬店 東京都中野区中野５丁⽬６７－６　ビジネスハイツ中野

東京都 ファミリーマート新井薬師店 東京都中野区上⾼⽥２－５３－５

東京都 ファミリーマート下井草駅南⼝店 東京都杉並区下井草２－４４－４

東京都 ファミリーマート⻄荻窪駅南店 東京都杉並区⻄荻南３丁⽬９－１０

東京都 ファミリーマート堀ノ内三丁⽬⽔道通り店 東京都杉並区堀ノ内３丁⽬１２番１号

東京都 ファミリーマート⼋幡⼭駅北店 東京都杉並区上⾼井⼾１－８－２１

東京都 ファミリーマート下⾼井⼾店 東京都杉並区下⾼井⼾１丁⽬１番１３

東京都 ファミリーマート久我⼭駅南店 東京都杉並区久我⼭３丁⽬２４－１７

東京都 ファミリーマート⾼円寺あづま通り店 東京都杉並区⾼円寺北２丁⽬３４番５号

東京都 ファミリーマート三軒茶屋駅南⼝店 東京都世⽥⾕区三軒茶屋１－４１－８

東京都 ファミリーマート⻄⼤島店 東京都江東区⼤島２－３５－１２

東京都 ファミリーマートサンズ東久留⽶⾦⼭町店 東京都東久留⽶市⾦⼭町⼀丁⽬２－３

東京都 ファミリーマート下⾺駒沢通り店 東京都世⽥⾕区下⾺６丁⽬１５－１

東京都 ファミリーマートサンズ経堂すずらん通り店 東京都世⽥⾕区宮坂３丁⽬１８－３

東京都 ファミリーマート世⽥⾕粕⾕⼀丁⽬店 東京都世⽥⾕区粕⾕⼀丁⽬１４番１９号

東京都 ファミリーマート千歳台四丁⽬店 東京都世⽥⾕区千歳台４丁⽬２６－１４

東京都 ファミリーマートタケウチ萩中店 東京都⼤⽥区萩中２－１１－１

東京都 ファミリーマート⽻⽥五丁⽬店 東京都⼤⽥区⽻⽥５丁⽬３－１スカイプラザオフィス１階

東京都 ファミリーマート糀⾕駅南店 東京都⼤⽥区⻄糀⾕４－２８－１８

東京都 ファミリーマート蒲⽥南⼝駅前店 東京都⼤⽥区蒲⽥５－１３－３１

東京都 ファミリーマート⽻⽥六丁⽬店 東京都⼤⽥区⽻⽥６丁⽬２番１

東京都 ファミリーマート⼩浦⻄五反⽥四丁⽬店 東京都品川区⻄五反⽥４丁⽬２６－５

東京都 ファミリーマート⼤⽥梅屋敷駅前店 東京都⼤⽥区蒲⽥⼆丁⽬７－１９

東京都 ファミリーマート⼤森東産業道路店 東京都⼤⽥区⼤森東⼆丁⽬９番１２号スカイレジデンス⼤森東１階

東京都 ファミリーマート南蒲⽥店 東京都⼤⽥区南蒲⽥１－１０－７

東京都 ファミリーマート環七南⾺込三丁⽬店 東京都⼤⽥区南⾺込３－３８－６

東京都 ファミリーマート桜丘世⽥⾕通り店 東京都世⽥⾕区桜丘３丁⽬２６番３号

東京都 ファミリーマート⼤⽥千⿃店 東京都⼤⽥区千⿃２丁⽬３７番１０号

東京都 ファミリーマート雪⾕⼤塚店 東京都⼤⽥区南雪⾕２丁⽬２－１３

東京都 ファミリーマート鵜の⽊駅前店 東京都⼤⽥区鵜の⽊２丁⽬５－１　原⽥ビル

東京都 ファミリーマート関町庚申通り店 東京都練⾺区⽯神井台７丁⽬２７番１４

東京都 ファミリーマート武蔵境⼆丁⽬店 東京都武蔵野市境２－４－１

東京都 ファミリーマートひばりヶ丘駅東店 東京都⻄東京市住吉町三丁⽬１２番１５号

東京都 ファミリーマート武蔵野御殿⼭店 東京都武蔵野市御殿⼭⼆丁⽬１３番８

東京都 ファミリーマート東村⼭廻⽥町店 東京都東村⼭市廻⽥町１丁⽬１６番地

東京都 ファミリーマート武蔵⼩⾦井本町店 東京都⼩⾦井市本町六丁⽬１３番１４号

東京都 ファミリーマート⼩平あかしあ通り店 東京都⼩平市仲町４２５番地８

東京都 ファミリーマート幸町三丁⽬店 東京都東久留⽶市幸町３－４－１４

東京都 ファミリーマート三鷹中原店 東京都三鷹市中原２－１２

東京都 ファミリーマート国分寺本町三丁⽬店 東京都国分寺市本町３－８－１２

東京都 ファミリーマート府中あんず通り店 東京都府中市紅葉丘３丁⽬１５番１号



東京都 ファミリーマート調布⼩島町三丁⽬店 東京都調布市⼩島町３－８０－１

東京都 ファミリーマート国領⼆丁⽬店 東京都調布市国領町２－１０－２

東京都 ファミリーマート下連雀店 東京都三鷹市下連雀１－８－１５

東京都 ファミリーマート喜多⾒駅北店 東京都世⽥⾕区喜多⾒９－２－２３

東京都 ファミリーマート三鷹中央通り店 東京都三鷹市下連雀３丁⽬２７－１１

東京都 ファミリーマート多摩センター駅南店 東京都多摩市鶴牧１－２６－２

東京都 ファミリーマート⽴川砂川九番店 東京都⽴川市幸町４丁⽬３８番１

東京都 ファミリーマート⽇野⽇野台店 東京都⽇野市⽇野台⼀丁⽬７番６

東京都 ファミリーマート⽴川サザン店 東京都⽴川市柴崎町三丁⽬２番１号

東京都 ファミリーマート⽴川北⼝店 東京都⽴川市曙町２－２２－２２　ＴＢＫ⽴川ビル

東京都 ファミリーマート⽴川諏訪通り店 東京都⽴川市柴崎町３丁⽬１－７

東京都 ファミリーマート⼋王⼦⻑房町店 東京都⼋王⼦市⻑房町１４１０－１

東京都 ファミリーマート⼋王⼦楢原町店 東京都⼋王⼦市楢原町４４５番１

東京都 ファミリーマート⼋王⼦北野町店 東京都⼋王⼦市北野町５２３－１

東京都 ファミリーマート町⽥⼤蔵町店 東京都町⽥市⼤蔵町９５５番　他８筆

東京都 ファミリーマートあきる野秋留店 東京都あきる野市秋留三丁⽬３番５

東京都 ファミリーマート本町⽥南店 東京都町⽥市本町⽥２０１６番地１

東京都 ファミリーマート東⼤和新⻘梅街道店 東京都東⼤和市⾼⽊三丁⽬４１６番１

東京都 ファミリーマート河辺駅北⼝店 東京都⻘梅市河辺町１０－６－６

東京都 ファミリーマート⽻村⼩作坂上店 東京都⽻村市⼩作台５丁⽬２０－８

東京都 ファミリーマート昭和⼤学病院前店 東京都品川区旗の台１丁⽬２－２０

東京都 ファミリーマート豊島駒込店 東京都豊島区駒込１丁⽬３－３

東京都 ファミリーマート渋⾕神⼭町店 東京都渋⾕区神⼭町７－１３

東京都 ファミリーマート⽂京向丘⼀丁⽬店 東京都⽂京区向丘１－１３－３

東京都 ファミリーマート三鷹駅前店 東京都三鷹市下連雀３－２７－１

東京都 ファミリーマート調布⼩島町店 東京都調布市⼩島町１－３１－９

東京都 ファミリーマート⻄東京東町六丁⽬店 東京都⻄東京市東町６－６－５

東京都 ファミリーマート⻘梅今寺店 東京都⻘梅市今寺３丁⽬４４１－６

東京都 ファミリーマート⼋王⼦丹⽊町店 東京都⼋王⼦市丹⽊町三丁⽬９２番５

東京都 ファミリーマート中野駅南店 東京都中野区中野３丁⽬３４－２９

東京都 ファミリーマート⽴川上砂町店 東京都⽴川市上砂町三丁⽬５８番４

東京都 ファミリーマート京王稲城駅前店 東京都稲城市百村１６１３－３

東京都 ファミリーマートトモニー⽥無駅店 東京都⻄東京市⽥無町４－１－１

東京都 ファミリーマートトモニー⼩平駅店 東京都⼩平市美園町１－３４－１

東京都 ファミリーマートトモニー保⾕駅店 東京都⻄東京市東町３丁⽬１４－３０

東京都 ファミリーマートトモニー鷺ノ宮駅店 東京都中野区鷺宮３丁⽬１５－１

東京都 ファミリーマートトモニーひばりヶ丘駅店 東京都⻄東京市住吉町３丁⽬９－１９

東京都 ファミリーマート池袋駅⻄店 東京都豊島区⻄池袋１－４－１０

東京都 ファミリーマート押上駅店 東京都墨⽥区押上１丁⽬１

東京都 ファミリーマート砧城⼭通り店 東京都世⽥⾕区砧２－２３－２

東京都 ファミリーマート⾚⽻平和通り店 東京都北区志茂２－３９－８

神奈川県 ファミリーマート鶴⾒区役所通り店 神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央⼆丁⽬５番１

神奈川県 ファミリーマートアスロード港北下⽥町店 神奈川県横浜市港北区下⽥町５－１－６

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

神奈川県 ファミリーマートエキニア横浜店 神奈川県横浜市⻄区北幸１－１－８

神奈川県 ファミリーマート⼩浦新杉⽥店 神奈川県横浜市磯⼦区杉⽥４丁⽬１－１

神奈川県 ファミリーマート湘南薬品⼾塚⻄⼝店 神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町１６－１　⼾塚⻄⼝共同ビルＡ３０４

神奈川県 ファミリーマート横浜公⽥町店 神奈川県横浜市栄区公⽥町１６３８番地４８

神奈川県 ファミリーマート横浜千歳橋店 神奈川県横浜市南区⾼砂町⼀丁⽬１４番

神奈川県 ファミリーマート⼾塚吉⽥町店 神奈川県横浜市⼾塚区吉⽥町１４６－１

神奈川県 ファミリーマート下永⾕店 神奈川県横浜市港南区⽇限⼭１丁⽬５７－３７

神奈川県 ファミリーマート百合ヶ丘駅南⼝店 神奈川県川崎市⿇⽣区百合丘１－１－２８

神奈川県 ファミリーマート川崎東百合丘店 神奈川県川崎市⿇⽣区東百合丘３丁⽬１２番１３号

神奈川県 ファミリーマート武蔵新城駅⻄店 神奈川県川崎市⾼津区末⻑４丁⽬２６－４４

神奈川県 ファミリーマート川崎千年店 神奈川県川崎市⾼津区千年７８２番地１

神奈川県 ファミリーマート都筑北⼭⽥店 神奈川県横浜市都筑区北⼭⽥２－１－１



神奈川県 ファミリーマート川崎梶ケ⾕店 神奈川県川崎市⾼津区梶ケ⾕２－１－１

神奈川県 ファミリーマートますや古市場店 神奈川県川崎市幸区古市場２－９０－１１　　

神奈川県 ファミリーマート⼩向⻄町⼀丁⽬店 神奈川県川崎市幸区⼩向⻄町１丁⽬１０番地

神奈川県 ファミリーマート⽮向駅⻄店 神奈川県川崎市幸区塚越３丁⽬４０３番６

神奈川県 ファミリーマート武蔵⼩杉Ｔプレイス店 神奈川県川崎市中原区⼩杉町１丁⽬４０３－１

神奈川県 ファミリーマート川崎⼤師駅前⼆丁⽬店 神奈川県川崎市川崎区⼤師駅前⼆丁⽬１１番１３

神奈川県 ファミリーマート川崎砂⼦店 神奈川県川崎市川崎区砂⼦１－８－６

神奈川県 ファミリーマート菊名駅東⼝店 神奈川県横浜市港北区菊名４－３－２１

神奈川県 ファミリーマート⼤曽根店 神奈川県横浜市港北区⼤曽根１－１９－２５

神奈川県 ファミリーマートリコス菊名駅⻄店 神奈川県横浜市港北区⼤⾖⼾２１２番地１

神奈川県 ファミリーマート⻘葉台駅南店 神奈川県横浜市⻘葉区榎が丘１－９　⻘葉台由樹ビル

神奈川県 ファミリーマート都筑梅⽥橋店 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６９９番地１

神奈川県 ファミリーマート横浜菊名店 神奈川県横浜市港北区菊名６－１２－１２

神奈川県 ファミリーマート緑園都市駅東⼝店 神奈川県横浜市泉区緑園４－１－２緑園都市ショッピングプラザ「相鉄ライフ」

神奈川県 ファミリーマート瀬⾕中央店 神奈川県横浜市瀬⾕区中央７番地３５

神奈川県 ファミリーマート下瀬⾕⼆丁⽬店 神奈川県横浜市瀬⾕区下瀬⾕２－１７

神奈川県 ファミリーマートいずみ踊場駅前店 神奈川県横浜市泉区中⽥南１丁⽬１－３０

神奈川県 ファミリーマート横浜上飯⽥店 神奈川県横浜市泉区上飯⽥町３６４７番地１

神奈川県 ファミリーマートさちが丘店 神奈川県横浜市旭区さちが丘９９－８

神奈川県 ファミリーマート津久井太井店 神奈川県相模原市緑区太井２３０番１

神奈川県 ファミリーマート淵野辺本町⼀丁⽬店 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町１－３５－１４

神奈川県 ファミリーマート橋本五丁⽬店 神奈川県相模原市緑区橋本五丁⽬６－１８

神奈川県 ファミリーマート⽥名堀之内店 神奈川県相模原市中央区⽥名４７９１－１

神奈川県 ファミリーマート橋本三丁⽬店 神奈川県相模原市緑区橋本３－１９－１７

神奈川県 ファミリーマート相模原若柳店 神奈川県相模原市緑区若柳１４１３番７

神奈川県 ファミリーマート相模原横⼭台店 神奈川県相模原市中央区横⼭台⼀丁⽬２９番１０号

神奈川県 ファミリーマート相模⼤野⼋丁⽬店 神奈川県相模原市南区相模⼤野⼋丁⽬９－１０

神奈川県 ファミリーマート綾瀬深⾕南三丁⽬店 神奈川県綾瀬市深⾕南３丁⽬１４番８号

神奈川県 ファミリーマート座間⼩松原店 神奈川県座間市⼩松原⼆丁⽬２３番２５号

神奈川県 ファミリーマートつきみ野⼊⼝店 神奈川県⼤和市下鶴間４４－１

神奈川県 ファミリーマートサンズ本厚⽊中町店 神奈川県厚⽊市中町２丁⽬１－７藍澤ビル

神奈川県 ファミリーマート厚⽊⾦⽥店 神奈川県厚⽊市⾦⽥３６４－１

神奈川県 ファミリーマート寒川倉⾒東店 神奈川県⾼座郡寒川町倉⾒２１１９－２

神奈川県 ファミリーマート厚⽊北マルハン店 神奈川県厚⽊市下荻野１２００番１３

神奈川県 ファミリーマート⼤船駅前店 神奈川県鎌倉市⼤船１－８－２

神奈川県 ファミリーマート辻堂神台店 神奈川県藤沢市辻堂神台２－８－１６

神奈川県 ファミリーマート湘南ライフタウン店 神奈川県藤沢市⼤庭５３４９－９

神奈川県 ファミリーマート鎌倉津店 神奈川県鎌倉市津６７０－３

神奈川県 ファミリーマート伊勢原⾼森三丁⽬店 神奈川県伊勢原市⾼森３丁⽬１－５９

神奈川県 ファミリーマート富⽔駅前店 神奈川県⼩⽥原市堀之内２０７－１－３

神奈川県 ファミリーマート厚⽊インター店 神奈川県厚⽊市岡⽥３２０３

神奈川県 ファミリーマート伊勢原下落合店 神奈川県伊勢原市下落合６１１－５

神奈川県 ファミリーマート蔭⼭⾺堀海岸店 神奈川県横須賀市⾺堀海岸４－２－１

神奈川県 ファミリーマート横須賀⻑井⼀丁⽬店 神奈川県横須賀市⻑井１－１４－１６

神奈川県 ファミリーマートシティ能⾒台店 神奈川県横浜市⾦沢区能⾒台４－３－１４

神奈川県 ファミリーマート鶴⾒中央四丁⽬店 神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央４丁⽬３２番１６

神奈川県 ファミリーマート相模⼥⼦⼤前店 神奈川県相模原市南区相模⼤野５－１７－２６

神奈川県 ファミリーマート蒔⽥駅前店 神奈川県横浜市南区宮元町三丁⽬４６番２

神奈川県 ファミリーマート野川店 神奈川県川崎市宮前区野川本町１丁⽬２番３２号

神奈川県 ファミリーマート⽇野南六丁⽬店 神奈川県横浜市港南区⽇野南六丁⽬４３－９

神奈川県 ファミリーマート⾦沢柳町東店 神奈川県横浜市⾦沢区柳町３４－２１（地番）

神奈川県 ファミリーマート横須賀森崎店 神奈川県横須賀市森崎１－１５－１６

神奈川県 ファミリーマート湘南東海岸店 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１－１－１

神奈川県 ファミリーマート横須賀若松町店 神奈川県横須賀市若松町１－２１－１０

新潟県 ファミリーマート新潟平島店 新潟県新潟市⻄区平島１－６－４

新潟県 ファミリーマート加茂旭町店 新潟県加茂市旭町１６－７



新潟県 ファミリーマート新潟⼩新店 新潟県新潟市⻄区⼩新⻄２丁⽬１０－２３

新潟県 ファミリーマート弥彦温泉前店 新潟県⻄蒲原郡弥彦村⼤字弥彦字⽻⿊⼾２２８０番地

新潟県 ファミリーマート五泉論瀬店 新潟県五泉市論瀬５７５３－１

富⼭県 ファミリーマート⿊部⽴野東店 富⼭県⿊部市⽴野１６５番地１

富⼭県 ファミリーマート⿂津住吉店 富⼭県⿂津市住吉１６０２番地８

富⼭県 ファミリーマート⿊部三⽇市店 富⼭県⿊部市牧野２０２３番地

富⼭県 ファミリーマート上市上経⽥店 富⼭県中新川郡上市町上経⽥⼀丁⽬３番地

富⼭県 ファミリーマート朝⽇道下店 富⼭県下新川郡朝⽇町道下１００８番地

富⼭県 ファミリーマート⼤⼭町⽥畠店 富⼭県富⼭市⽥畠１８９番地２

富⼭県 ファミリーマート富⼭⽯坂店 富⼭県富⼭市⽯坂２４９４番地１

富⼭県 ファミリーマート⾼岡中曽根店 富⼭県⾼岡市中曽根２８９５番地

富⼭県 ファミリーマート⾼岡末広町店 富⼭県⾼岡市末広町３番２０号

富⼭県 ファミリーマート氷⾒⼗⼆町店 富⼭県氷⾒市万尾字出合尻８３４番２

富⼭県 ファミリーマート⾼岡本丸町店 富⼭県⾼岡市本丸町８－６

⽯川県 ファミリーマート⽳⽔川島店 ⽯川県鳳珠郡⽳⽔町字川島キ１０２番地３

⽯川県 ファミリーマート窪四丁⽬店 ⽯川県⾦沢市窪４－４４７

⽯川県 ファミリーマート⾦沢増泉中央店 ⽯川県⾦沢市増泉⼀丁⽬１９番３２号

⽯川県 ファミリーマート⾦沢松村店 ⽯川県⾦沢市松村３－５４３

⽯川県 ファミリーマート薬コメヤ⾦沢武蔵店 ⽯川県⾦沢市下堤町３５番地１

⽯川県 ファミリーマート⼩松城南店 ⽯川県⼩松市城南町２４番地１

⽯川県 ファミリーマート⽩⼭美川インター店 ⽯川県⽩⼭市⿅島町⼆号１５番地

⽯川県 ファミリーマート⾦沢⽚町店 ⽯川県⾦沢市⽚町⼆丁⽬２番１５号　北國ビルディング１Ｆ

⽯川県 ファミリーマート⾦沢⽥上の⾥店 ⽯川県⾦沢市⽥上の⾥１丁⽬１番

福井県 ファミリーマート福井町屋⼆丁⽬店 福井県福井市町屋⼆丁⽬８番６号

福井県 ファミリーマート上太⽥店 福井県越前市上太⽥町１３－３－３

福井県 ファミリーマート福井⼆の宮五丁⽬店 福井県福井市⼆の宮五丁⽬１８番３号

福井県 ファミリーマート鯖江ひまわり通り店 福井県鯖江市上鯖江１丁⽬３－１１

福井県 ファミリーマート⼩浜伏原店 福井県⼩浜市伏原３１－５－２

⼭梨県 ファミリーマートかぶとや都留店 ⼭梨県都留市四⽇市場７－１

⼭梨県 ファミリーマート⽯和窪中島店 ⼭梨県笛吹市⽯和町窪中島９７－１

⼭梨県 ファミリーマート甲府荒川店 ⼭梨県甲府市荒川２－１０１４－１

⼭梨県 ファミリーマート甲府中央⼆丁⽬店 ⼭梨県甲府市中央２丁⽬１４番３号

⻑野県 ファミリーマート⻑野松代店 ⻑野県⻑野市松代町松代５２０番地

⻑野県 ファミリーマート⻑野芹⽥店 ⻑野県⻑野市⼤字稲葉１１番地４

⻑野県 ファミリーマート⻑野⼤通り店 ⻑野県⻑野市⼤字鶴賀字鍋屋⽥１４２０－９

⻑野県 ファミリーマート⻑野下氷鉋店 ⻑野県⻑野市下氷鉋⼀丁⽬１３７７番地１

⻑野県 ファミリーマート篠ノ井杵淵店 ⻑野県⻑野市篠ノ井杵淵１６９６番地

⻑野県 ファミリーマート⻑野宇⽊店 ⻑野県⻑野市三輪九丁⽬４９番２２号

⻑野県 ファミリーマート⻑野しののい店 ⻑野県⻑野市篠ノ井御幣川６３６番地３

⻑野県 ファミリーマート⻑野北⻑池店 ⻑野県⻑野市⼤字北⻑池１４４７－１

⻑野県 ファミリーマート松本並柳店 ⻑野県松本市並柳⼀丁⽬５番１９号

⻑野県 ファミリーマート松本⾼宮店 ⻑野県松本市⾼宮⻄２－２０

⻑野県 ファミリーマート安曇野インター店 ⻑野県安曇野市豊科南穂⾼１１１番地２３

⻑野県 ファミリーマート松本駅前店 ⻑野県松本市中央１丁⽬４－２０⽇本⽣命松本駅前ビル

⻑野県 ファミリーマートＪＡ下條店 ⻑野県下伊那郡下條村睦沢８６３１－１

⻑野県 ファミリーマート飯⽥松尾新井店 ⻑野県飯⽥市松尾新井６７５５－１

⻑野県 ファミリーマートＪＡ上⽚桐店 ⻑野県下伊那郡松川町上⽚桐２２７１－１

⻑野県 ファミリーマート信州昼神店 ⻑野県下伊那郡阿智村智⾥４３０番地１

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

岐⾩県 ファミリーマート中津川落合店 岐⾩県中津川市落合２４８９－１

岐⾩県 ファミリーマート坂祝町⿊岩店 岐⾩県加茂郡坂祝町⿊岩４２４番地１

岐⾩県 ファミリーマート美濃加茂蜂屋町店 岐⾩県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋３７３３番地１

岐⾩県 ファミリーマート今渡鳴⼦店 岐⾩県可児市今渡２２１３番地１

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

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

岐⾩県 ファミリーマート美濃加茂⼭⼿店 岐⾩県美濃加茂市⼭⼿町⼆丁⽬７番地



岐⾩県 ファミリーマート関⿊屋店 岐⾩県関市⿊屋８８７番地３

岐⾩県 ファミリーマート可児⼤森店 岐⾩県可児市⼤森字鳩討１０８７番地２

岐⾩県 ファミリーマート岐⾩本荘公園店 岐⾩県岐⾩市如⽉町⼆丁⽬１番地

岐⾩県 ファミリーマート本巣上真桑店 岐⾩県本巣市上真桑２０８９

岐⾩県 ファミリーマート瑞穂中原店 岐⾩県瑞穂市穂積字中原１７７６番地１

岐⾩県 ファミリーマート神⼾やなぜ店 岐⾩県安⼋郡神⼾町⼤字柳瀬１０４８番地の１

岐⾩県 ファミリーマート岐⾩⻄柳ヶ瀬店 岐⾩県岐⾩市⾦町４丁⽬２８番地

岐⾩県 ファミリーマート岐⾩前⼀⾊店 岐⾩県岐⾩市前⼀⾊１丁⽬８－３

岐⾩県 ファミリーマート郡上中津屋店 岐⾩県郡上市⽩⿃町中津屋７０４番地１

岐⾩県 ファミリーマート郡上⼤和店 岐⾩県郡上市⼤和町徳永７２８番地２

岐⾩県 ファミリーマート⾼⼭松之⽊町店 岐⾩県⾼⼭市松之⽊町６番１

岐⾩県 ファミリーマート⾼⼭⻄之⼀⾊店 岐⾩県⾼⼭市⻄之⼀⾊町２－１２２－１

岐⾩県 ファミリーマート郡上⼩野店 岐⾩県郡上市⼋幡町⼩野六丁⽬１番２

岐⾩県 ファミリーマート⼤野⿊野店 岐⾩県揖斐郡⼤野町⼤字⿊野字東⼩奈良５７番地の２

岐⾩県 ファミリーマート⼤垣笠⽊町店 岐⾩県⼤垣市笠⽊町２６５番地１

岐⾩県 ファミリーマート⼤垣旭町六丁⽬店 岐⾩県⼤垣市旭町六丁⽬３番地１

岐⾩県 ファミリーマート安⼋森部店 岐⾩県安⼋郡安⼋町森部１６６０－１

岐⾩県 ファミリーマート揖斐清⽔店 岐⾩県揖斐郡揖斐川町清⽔９２３番地

岐⾩県 ファミリーマート名鉄岐⾩駅イクト店 岐⾩県岐⾩市神⽥町九丁⽬１番地

静岡県 ファミリーマート三島幸原店 静岡県三島市幸原町２－３－１３

静岡県 ファミリーマート三島中島店 静岡県三島市中島９５－１５

静岡県 ファミリーマート伊東玖須美店 静岡県伊東市玖須美元和⽥７１６－６１

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

静岡県 ファミリーマート伊⾖⻑岡北店 静岡県伊⾖の国市⻑岡８５１－１

静岡県 ファミリーマート富⼠天間⾼屋店 静岡県富⼠市天間字沢向６００番１

静岡県 ファミリーマート富⼠今泉店 静岡県富⼠市今泉⼋丁⽬１７番１７号

静岡県 ファミリーマート清⽔吉川店 静岡県静岡市清⽔区吉川８７４番地の１

静岡県 ファミリーマート清⽔能島店 静岡県静岡市清⽔区能島６４番地の１

静岡県 ファミリーマート押切北店 静岡県静岡市清⽔区押切２０７３番地

静岡県 ファミリーマート富⼠宮⽥中町店 静岡県富⼠宮市⽥中町２７２－１

静岡県 ファミリーマート清⽔下野中店 静岡県静岡市清⽔区下野中２２番１０号

静岡県 ファミリーマート⽩⽷の滝店 静岡県富⼠宮市上井出３０９－９

静岡県 ファミリーマート清⽔由⽐店 静岡県静岡市清⽔区由⽐６９８番地の１

静岡県 ファミリーマート静岡北店 静岡県静岡市葵区北１－１０－１０

静岡県 ファミリーマート瀬名中央店 静岡県静岡市葵区瀬名１－１６－２３

静岡県 ファミリーマート静岡⼆番町店 静岡県静岡市葵区⼆番町８－１８

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

静岡県 ファミリーマート焼津浜当⽬店 静岡県焼津市浜当⽬２－５－１３

静岡県 ファミリーマート焼津下⼩⽥店 静岡県焼津市下⼩⽥６６４－２

静岡県 ファミリーマート焼津⽯津店 静岡県焼津市⽯津１２８７

静岡県 ファミリーマート島⽥岸町店 静岡県島⽥市岸町９５６番地３

静岡県 ファミリーマート焼津⼤覚寺店 静岡県焼津市⼤覚寺２丁⽬１１番地の７

静岡県 ファミリーマートシーガルドーム前店 静岡県焼津市⼩⼟１２７４番地の１

静岡県 ファミリーマート掛川成滝店 静岡県掛川市宮脇１丁⽬１８番地の１５

静岡県 ファミリーマート袋井⼭科上店 静岡県袋井市⼭科２５０７番地の６

静岡県 ファミリーマート掛川柳町店 静岡県掛川市柳町１番地

静岡県 ファミリーマート浜松⻄本郷店 静岡県浜松市南区本郷町４５０番地

静岡県 ファミリーマート磐⽥新⾙店 静岡県磐⽥市新⾙⼟地区画整理地内４０街区２

静岡県 ファミリーマート磐⽥福⽥中央店 静岡県磐⽥市福⽥２２１０番地２

静岡県 ファミリーマート磐⽥駅南⼝店 静岡県磐⽥市中泉字御殿２２７０－１３

静岡県 ファミリーマート静岡中原店 静岡県静岡市駿河区中原８１３－２

静岡県 ファミリーマート浜松⼩池町⻄店 静岡県浜松市東区⼩池町２６７０番地の１

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

愛知県 ファミリーマート豊川上⻑⼭町店 愛知県豊川市上⻑⼭町⼿取８－１２７

愛知県 ファミリーマート豊川上野店 愛知県豊川市上野三丁⽬３４番地

愛知県 ファミリーマート豊川諏訪⼆丁⽬店 愛知県豊川市諏訪２ー５７



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

愛知県 ファミリーマート⽥原⻄屋敷店 愛知県⽥原市⽥原町上⼋軒家４番地２

愛知県 ファミリーマート豊橋東脇店 愛知県豊橋市東脇⼀丁⽬１３番地の８

愛知県 ファミリーマート豊橋佐藤⼀丁⽬店 愛知県豊橋市佐藤１丁⽬１１－１３

愛知県 ファミリーマート豊橋向⼭才ノ神店 愛知県豊橋市向⼭町字⽔⾞１８番２

愛知県 ファミリーマート岡崎⻄⼤友店 愛知県岡崎市⻄⼤友町字杭⽳８３－１

愛知県 ファミリーマート岡崎美合新町店 愛知県岡崎市美合新町６番地１１

愛知県 ファミリーマート⼀⾊町前野店 愛知県⻄尾市⼀⾊町⼀⾊松荒⼦７２番地２

愛知県 ファミリーマート⼀⾊前新⽥店 愛知県⻄尾市⼀⾊町⼀⾊前新⽥１８２－１

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

愛知県 ファミリーマート⻄尾伊藤町店 愛知県⻄尾市伊藤５丁⽬１番１７

愛知県 ファミリーマート⼤塚海岸店 愛知県蒲郡市⼤塚町勝川１２０番１

愛知県 ファミリーマート安城井杭⼭町店 愛知県安城市井杭⼭町⾼⾒１番地３

愛知県 ファミリーマート碧南城⼭町店 愛知県碧南市城⼭町四丁⽬４３番地

愛知県 ファミリーマートオアシス刈⾕店 愛知県刈⾕市東境町吉野５５番地

愛知県 ファミリーマート知⽴新林町店 愛知県知⽴市新林町平草４２番１４

愛知県 ファミリーマート⾼浜芳川店 愛知県⾼浜市芳川町３丁⽬３番地２５

愛知県 ファミリーマート豊⽥井上店 愛知県豊⽥市井上町五丁⽬２０番地１

愛知県 ファミリーマート豊⽥⻘⽊町店 愛知県豊⽥市⻘⽊町３丁⽬１７２番地２

愛知県 ファミリーマート豊⽥⼤林東店 愛知県豊⽥市⼤林町１７丁⽬６－３

愛知県 ファミリーマート⼩原店 愛知県豊⽥市⼩原町平⽥３４９－２

愛知県 ファミリーマート豊⽥梅坪町店 愛知県豊⽥市梅坪町１０丁⽬２番地２

愛知県 ファミリーマート宮町店 愛知県豊⽥市宮町４－２６－３

愛知県 ファミリーマート豊⽥⼭之⼿店 愛知県豊⽥市⼭之⼿８－１７３

愛知県 ファミリーマート知多岡⽥店 愛知県知多市岡⽥美⾥町２１番地

愛知県 ファミリーマート武豊向陽店 愛知県知多郡武豊町字向陽三丁⽬６番地１

愛知県 ファミリーマート常滑栄町店 愛知県常滑市栄町４－９４－１

愛知県 ファミリーマート⻑久⼿武蔵塚店 愛知県⻑久⼿市武蔵塚１４０５番地

愛知県 ファミリーマート豊明間⽶東店 愛知県豊明市間⽶町鶴根１６３７番２

愛知県 ファミリーマート瀬⼾⼤坪町店 愛知県瀬⼾市上之⼭町２丁⽬２－３

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

愛知県 ファミリーマート昭和檀渓通四丁⽬店 愛知県名古屋市昭和区檀渓通四丁⽬４２番地

愛知県 ファミリーマート塩付通店 愛知県名古屋市昭和区塩付通６－８０

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

愛知県 ファミリーマート名東照が丘店 愛知県名古屋市名東区宝が丘１８番

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

愛知県 ファミリーマート都通⼆丁⽬店 愛知県名古屋市千種区豊年町１７番１６号

愛知県 ファミリーマート⻄志賀町三丁⽬店 愛知県名古屋市北区⻄志賀町三丁⽬８１番地

愛知県 ファミリーマート守⼭川村町店 愛知県名古屋市守⼭区川村町３７６番地

愛知県 ファミリーマート天⼦⽥⼀丁⽬店 愛知県名古屋市守⼭区天⼦⽥⼀丁⽬１００２番地

愛知県 ファミリーマート平安⼀丁⽬店 愛知県名古屋市北区平安⼀丁⽬２番２１号

愛知県 ファミリーマート岩塚本通五丁⽬店 愛知県名古屋市中村区岩塚本通五丁⽬１８

愛知県 ファミリーマート⽇⽐津グランド前店 愛知県名古屋市中村区猪之越町３丁⽬６番２１号

愛知県 ファミリーマート新栄⼀丁⽬店 愛知県名古屋市中区新栄⼀丁⽬２６番１２号

愛知県 ファミリーマート名古屋⾦⼭⼆丁⽬店 愛知県名古屋市中区⾦⼭２－８－４エスポア⾦⼭１Ｆ

愛知県 ファミリーマート仁王⾨通り店 愛知県名古屋市中区⼤須２丁⽬１８番４５号　仁王⾨ビル

愛知県 ファミリーマートナディアパーク前店 愛知県名古屋市中区栄三丁⽬１３番２４号

愛知県 ファミリーマート中川富川町店 愛知県名古屋市中川区富川町１丁⽬２

愛知県 ファミリーマート当知住宅東店 愛知県名古屋市港区当知三丁⽬１３０１番地

愛知県 ファミリーマート港明正⼀丁⽬店 愛知県名古屋市港区明正⼀丁⽬２４番地２

愛知県 ファミリーマート港油屋町店 愛知県名古屋市港区油屋町⼆丁⽬５９番地

愛知県 ファミリーマート港⼗⼀屋店 愛知県名古屋市港区⼗⼀屋２丁⽬４４３番１

愛知県 ファミリーマート港北駅前店 愛知県名古屋市港区川⻄通５丁⽬５番１

愛知県 ファミリーマート港⼊場店 愛知県名古屋市港区⼊場２丁⽬２３０４

愛知県 ファミリーマート瑞穂弥富通四丁⽬店 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通四丁⽬６４番地２

愛知県 ファミリーマート熱⽥⽩⿃三丁⽬店 愛知県名古屋市熱⽥区⽩⿃３丁⽬１０番１０号



愛知県 ファミリーマート熱⽥花表町店 愛知県名古屋市熱⽥区花表町２１－５

愛知県 ファミリーマート天⽩⼟原店 愛知県名古屋市天⽩区⼟原三丁⽬１２３８番地

愛知県 ファミリーマート⼤⾼中川店 愛知県名古屋市緑区⼤⾼町字中川３２番地１

愛知県 ファミリーマート天⽩⾼坂店 愛知県名古屋市天⽩区島⽥⿊⽯３０１

愛知県 ファミリーマート南⼤⾼店 愛知県名古屋市緑区南⼤⾼四丁⽬４０１番地

愛知県 ファミリーマート緑境松店 愛知県名古屋市緑区境松⼀丁⽬５１０番地

愛知県 ファミリーマート⼩牧⼤草中店 愛知県⼩牧市⼤草中２３６

愛知県 ファミリーマート⼀宮⼩信中島北店 愛知県⼀宮市⼩信中島字⻄九反３９番地１

愛知県 ファミリーマート⼀宮開明店 愛知県⼀宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］

愛知県 ファミリーマート⼀宮定⽔寺店 愛知県⼀宮市春明字神明⼭３９番３

愛知県 ファミリーマート江南⾚童⼦店 愛知県江南市⾚童⼦町桜道１４

愛知県 ファミリーマート清須⼆ツ池店 愛知県清須市春⽇⼆ツ池１０４番地

愛知県 ファミリーマート新居屋⼤⽇店 愛知県あま市新居屋⼤⽇５５番地

愛知県 ファミリーマート津島宮川店 愛知県津島市江東町３丁⽬１８２番地の１

愛知県 ファミリーマート津島唐⾅店 愛知県津島市唐⾅町柳原５０番地３

愛知県 ファミリーマート津島江⻄店 愛知県津島市江⻄町⼆丁⽬６１番地

愛知県 ファミリーマート岩倉鈴井町店 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－１

愛知県 ファミリーマート弥富⻄中地町店 愛知県弥富市⻄中地町中島２３番地

愛知県 ファミリーマート稲沢平和町店 愛知県稲沢市平和町下起南１８１－４

愛知県 ファミリーマート愛⻄勝幡店 愛知県愛⻄市勝幡町河畔５１

愛知県 ファミリーマート桜本町駅前店 愛知県名古屋市南区桜台１丁⽬１－２３

愛知県 ファミリーマート甚⽬寺萱津店 愛知県あま市中萱津⾜川３９

愛知県 ファミリーマートヨリマチＦＵＳＨＩＭＩ南店 愛知県名古屋市中区錦⼆丁⽬１６番２４号先

愛知県 ファミリーマート神宮前駅店 愛知県名古屋市熱⽥区三本松町１８－１　名鉄神宮前駅

三重県 ファミリーマート鵜の森⼆丁⽬店 三重県四⽇市市鵜の森２－９－９

三重県 ファミリーマート四⽇市⼗志町店 三重県四⽇市市⼗志町１２５番地１

三重県 ファミリーマート桑名明⻯町店 三重県桑名市⼤字東汰上１０８０番地４

三重県 ファミリーマート桑名松の⽊東店 三重県桑名市松ノ⽊⼀丁⽬７番地６

三重県 ファミリーマートいなべ久下店 三重県いなべ市⼤安町丹⽣川久下１８８２番地２

三重県 ファミリーマート⻑島町松ケ島店 三重県桑名市⻑島町松ケ島３５３－３

三重県 ファミリーマート尾鷲栄町店 三重県尾鷲市栄町５番９号

三重県 ファミリーマートおわせ南インター店 三重県尾鷲市⼤字南浦１９８０番地１

三重県 ファミリーマート熊野井⼾店 三重県熊野市井⼾町３５８番地の２

三重県 ファミリーマート松阪湊町店 三重県松阪市湊町２２４－３

三重県 ファミリーマート伊勢神久店 三重県伊勢市神久四丁⽬１番１１号

三重県 ファミリーマート伊勢河崎店 三重県伊勢市河崎２丁⽬１－１

三重県 ファミリーマート名張桔梗が丘店 三重県名張市桔梗が丘五番町⼋街区７９番

三重県 ファミリーマート近鉄鈴⿅市駅店 三重県鈴⿅市神⼾１丁⽬１－１

滋賀県 ファミリーマート甲賀⽔⼝台店 滋賀県甲賀市⽔⼝町⼭３３５０－２

滋賀県 ファミリーマート⼤津今堅⽥店 滋賀県⼤津市今堅⽥⼆丁⽬６番地の４

滋賀県 ファミリーマートそがわ千町店 滋賀県⼤津市千町１－２－３５

滋賀県 ファミリーマートエフ・マーケット⼤津南郷店 滋賀県⼤津市南郷２丁⽬１－１　南郷プラザ１階

滋賀県 ファミリーマート東近江⼩脇町店 滋賀県東近江市⼩脇町１７３８－３

滋賀県 ファミリーマート⽇野北脇店 滋賀県蒲⽣郡⽇野町北脇１０９０

滋賀県 ファミリーマート⼋⽇市沖野店 滋賀県東近江市沖野⼀丁⽬５－２０

京都府 ファミリーマート北野⽩梅町店 京都府京都市北区⼤将軍⻄町２００番地１

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

京都府 ファミリーマート京⽥辺同志社店 京都府京⽥辺市興⼾南鉾⽴９７－１

京都府 ファミリーマート同志社⼤学店 京都府京都市上京区新北⼩路町６０３

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

京都府 ファミリーマート烏丸六⾓店 京都府京都市中京区六⾓通東洞院⻄⼊堂之前町２５４

京都府 ファミリーマート伏⾒醍醐⼤構店 京都府京都市伏⾒区醍醐⼤構町２６番地３

京都府 ファミリーマート伏⾒深草⻄浦店 京都府京都市伏⾒区深草⻄浦町８丁⽬１番地

京都府 ファミリーマート太秦丸太町店 京都府京都市右京区太秦開⽇町１－１

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

京都府 ファミリーマート宮津天橋⽴インター店 京都府宮津市字宮村⼩字下１０５６－１



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

京都府 ファミリーマートＪＲ宇治駅南⼝店 京都府宇治市宇治妙楽１８２番１２トキジンビル１Ｆ

京都府 ファミリーマート福知⼭⼤江町店 京都府福知⼭市⼤江町河守６３６

⼤阪府 ファミリーマート枚⽅岡東町店 ⼤阪府枚⽅市岡東町１７－３６

⼤阪府 ファミリーマート⼋尾跡部北の町店 ⼤阪府⼋尾市跡部北の町２丁⽬３番２５号

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

⼤阪府 ファミリーマート茨⽊中総持寺町店 ⼤阪府茨⽊市中総持寺町４番２号

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

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

⼤阪府 ファミリーマート吹⽥⼤橋店 ⼤阪府吹⽥市⻄御旅町１－８

⼤阪府 ファミリーマート豊津駅前店 ⼤阪府吹⽥市⼭⼿町２－６－３－１０１

⼤阪府 ファミリーマート⼩浦宮島店 ⼤阪府茨⽊市宮島１－３－６

⼤阪府 ファミリーマート箕⾯⻄宿店 ⼤阪府箕⾯市⻄宿１－６－７

⼤阪府 ファミリーマート箕⾯如意⾕店 ⼤阪府箕⾯市如意⾕１－８－５４

⼤阪府 ファミリーマート放出東店 ⼤阪府⼤阪市鶴⾒区放出東１－１７－２

⼤阪府 ファミリーマート⽣江⼀丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市旭区⽣江１－５－１

⼤阪府 ファミリーマート鶴⾒⼆丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市鶴⾒区鶴⾒２－１０－１

⼤阪府 ファミリーマート⾨真上野⼝町店 ⼤阪府⾨真市上野⼝町５８－１２

⼤阪府 ファミリーマート福町⼆丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区福町２－３－１９

⼤阪府 ファミリーマート⼗三東店 ⼤阪府⼤阪市淀川区⼗三東２－８－２

⼤阪府 ファミリーマート中島東店 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区中島１－１－３４

⼤阪府 ファミリーマート宗右衛⾨町店 ⼤阪府⼤阪市中央区宗右衛⾨町７－５

⼤阪府 ファミリーマートアメリカ村店 ⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋２－１３－１０

⼤阪府 ファミリーマート戎橋店 ⼤阪府⼤阪市中央区道頓堀１－９－１

⼤阪府 ファミリーマート⻄⼼斎橋⼀丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋１－１０－６

⼤阪府 ファミリーマート⻑堀橋駅南店 ⼤阪府⼤阪市中央区島之内１－２１－２２

⼤阪府 ファミリーマート天六駅前店 ⼤阪府⼤阪市北区本庄東１－１－１

⼤阪府 ファミリーマートドーチカ店 ⼤阪府⼤阪市北区曽根崎新地１丁⽬堂島地下街４号

⼤阪府 ファミリーマート済⽣会中津病院店 ⼤阪府⼤阪市北区芝⽥２丁⽬１０－３９

⼤阪府 ファミリーマートコクミンドラッグ⼤阪第１ビル店 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥１丁⽬３－１⼤阪駅前第⼀ビルＢ２Ｆ

⼤阪府 ファミリーマートＬＩＮＫＳ　ＵＭＥＤＡ店 ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町１－１

⼤阪府 ファミリーマートスバルＪＲ新⼤阪駅前店 ⼤阪府⼤阪市東淀川区東中島１－２０－１４

⼤阪府 ファミリーマート深江橋駅東店 ⼤阪府⼤阪市城東区諏訪四丁⽬３番１号

⼤阪府 ファミリーマートＩＭＰ店 ⼤阪府⼤阪市中央区城⾒１－３－７

⼤阪府 ファミリーマート京阪京橋店 ⼤阪府⼤阪市都島区東野⽥町１丁⽬６－１

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

⼤阪府 ファミリーマート城東えなみ店 ⼤阪府⼤阪市城東区野江２丁⽬４－９

⼤阪府 ファミリーマート今福⻄四丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市城東区今福⻄４－１－１

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

⼤阪府 ファミリーマート野⽥駅前店 ⼤阪府⼤阪市福島区野⽥３－１２－２１⻄川産業第⼀ビル

⼤阪府 ファミリーマート島屋三丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市此花区島屋３－５－２１

⼤阪府 ファミリーマート島屋⼀丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市此花区島屋１丁⽬１－１９

⼤阪府 ファミリーマート朝潮橋駅前店 ⼤阪府⼤阪市港区池島１丁⽬１－１９

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

⼤阪府 ファミリーマート東住吉⽮⽥店 ⼤阪府⼤阪市東住吉区⽮⽥⼀丁⽬９番１７号

⼤阪府 ファミリーマート新今⾥三丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市⽣野区新今⾥三丁⽬１４番１号

⼤阪府 ファミリーマート地下鉄昭和町駅前店 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町１丁⽬２１－２５　ビルおおさき

⼤阪府 ファミリーマート寺⽥町東店 ⼤阪府⼤阪市⽣野区⽣野⻄２丁⽬７－２５

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

⼤阪府 ファミリーマートあべのアポロ店 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野筋⼀丁⽬５－３１きんえいアポロビル１Ｆ

⼤阪府 ファミリーマート阿倍野筋三丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野筋三丁⽬５番１９号

⼤阪府 ファミリーマート浪速敷津東店 ⼤阪府⼤阪市浪速区敷津東⼀丁⽬８番１９号

⼤阪府 ファミリーマート住之江公園駅⻄店 ⼤阪府⼤阪市住之江区新北島１丁⽬３－３１

⼤阪府 ファミリーマート天下茶屋三丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市⻄成区天下茶屋３丁⽬２８－１６

⼤阪府 ファミリーマート浪速元町三丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市浪速区元町３丁⽬１０番２３号

⼤阪府 ファミリーマート戎本町店 ⼤阪府⼤阪市浪速区戎本町１－６－２３



⼤阪府 ファミリーマート南加賀屋⼆丁⽬店 ⼤阪府⼤阪市住之江区南加賀屋２丁⽬８番１２号

⼤阪府 ファミリーマート星⽥駅東店 ⼤阪府交野市星⽥５丁⽬７番１５号

⼤阪府 ファミリーマート寝屋川池⽥本町店 ⼤阪府寝屋川市池⽥本町１８－３１

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

⼤阪府 ファミリーマート東⼤阪菱屋東店 ⼤阪府東⼤阪市菱屋東２－１０－１５

⼤阪府 ファミリーマート東⼤阪楠根店 ⼤阪府東⼤阪市楠根１丁⽬９番１６号

⼤阪府 ファミリーマート⻄堤本通⻄店 ⼤阪府東⼤阪市⻄堤本通⻄３丁⽬３－１６

⼤阪府 ファミリーマート薬ヒグチ弥⼑駅前店 ⼤阪府東⼤阪市友井３丁⽬７－２

⼤阪府 ファミリーマート国分駅⻄⼝店 ⼤阪府柏原市国分⻄１－１－１７

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

⼤阪府 ファミリーマート天美我堂三丁⽬店 ⼤阪府松原市天美我堂３丁⽬１２４番４

⼤阪府 ファミリーマート堺新⾦岡店 ⼤阪府堺市北区新⾦岡町五丁１番２号

⼤阪府 ファミリーマート河内⻑野⽊⼾店 ⼤阪府河内⻑野市⽊⼾⼀丁⽬３２番８号

⼤阪府 ファミリーマート泉南信達牧野店 ⼤阪府泉南市信達牧野３３９番地の１

⼤阪府 ファミリーマート⿃取南店 ⼤阪府阪南市⿃取４７４－２

⼤阪府 ファミリーマート⾙塚⿇⽣中店 ⼤阪府⾙塚市⿇⽣中１０１５番地の１

⼤阪府 ファミリーマート⾙塚半⽥店 ⼤阪府⾙塚市半⽥１丁⽬２－１１

⼤阪府 ファミリーマート熊取⼤久保中店 ⼤阪府泉南郡熊取町⼤久保中１丁⽬５番１７号

⼤阪府 ファミリーマート⾙塚⼆⾊の浜店 ⼤阪府⾙塚市澤５７５番地の１

⼤阪府 ファミリーマート岸和⽥下松町店 ⼤阪府岸和⽥市下松町３丁⽬６－１６

⼤阪府 ファミリーマート泉⼤津⽳⽥店 ⼤阪府泉⼤津市⽳⽥７３－５

⼤阪府 ファミリーマート泉⼤津北助松店 ⼤阪府泉⼤津市助松町１丁⽬２番１９号

⼤阪府 ファミリーマート吉井町⼆丁⽬店 ⼤阪府岸和⽥市吉井町⼆丁⽬１９番２７号

⼤阪府 ファミリーマート堺⾦岡町店 ⼤阪府堺市北区⾦岡町３０３４－３１

⼤阪府 ファミリーマート枚⽅池之宮店 ⼤阪府枚⽅市池之宮１丁⽬１３－１２

⼤阪府 ファミリーマート泉佐野⽇根野店 ⼤阪府泉佐野市⽇根野２１２１－１

⼤阪府 ファミリーマート天王寺公園茶⾅⼭店 ⼤阪府⼤阪市天王寺区茶⾅⼭町１番３号

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

兵庫県 ファミリーマート三⽥カルチャータウン店 兵庫県三⽥市学園４丁⽬１

兵庫県 ファミリーマート⽇⾼町岩中店 兵庫県豊岡市⽇⾼町岩中６６９－１

兵庫県 ファミリーマート和⽥⼭林垣店 兵庫県朝来市和⽥⼭町林垣２２７番１

兵庫県 ファミリーマート三⽥上井沢店 兵庫県三⽥市上井沢６０８

兵庫県 ファミリーマート⻄脇和布店 兵庫県⻄脇市和布町１８９－４

兵庫県 ファミリーマート⼋景店 兵庫県三⽥市対中町２５－２０

兵庫県 ファミリーマート三⽥テクノパーク店 兵庫県三⽥市テクノパ－ク１８－１３

兵庫県 ファミリーマート伊丹鴻池店 兵庫県伊丹市鴻池３丁⽬５番２２号

兵庫県 ファミリーマート昭和通四丁⽬店 兵庫県尼崎市東難波町五丁⽬１７８番（地番）

兵庫県 ファミリーマート⻄宮鞍掛町店 兵庫県⻄宮市鞍掛町１番１７号

兵庫県 ファミリーマート摂津本⼭南店 兵庫県神⼾市東灘区⽥中町１丁⽬１番１５号

兵庫県 ファミリーマート六甲道駅前店 兵庫県神⼾市灘区永⼿町４丁⽬１番１号プリコ六甲道東館

兵庫県 ファミリーマート神⼾上沢駅前店 兵庫県神⼾市兵庫区上沢通８丁⽬１番３号

兵庫県 ファミリーマート春⽇野道駅前店 兵庫県神⼾市中央区筒井町３丁⽬１８－７

兵庫県 ファミリーマート神⼾相⽣店 兵庫県神⼾市中央区相⽣町５丁⽬１７－１

兵庫県 ファミリーマート神⼾ハーバーランド店 兵庫県神⼾市中央区東川崎町⼀丁⽬７番３号

兵庫県 ファミリーマート神⼾新開地店 兵庫県神⼾市兵庫区福原町３番１７号

兵庫県 ファミリーマート旧居留地東店 兵庫県神⼾市中央区伊藤町１１９

兵庫県 ファミリーマート三宮店 兵庫県神⼾市中央区三宮町１丁⽬７－１９北星ビル

兵庫県 ファミリーマート湊川公園南店 兵庫県神⼾市兵庫区福原町２６番３号

兵庫県 ファミリーマート東川崎町店 兵庫県神⼾市中央区東川崎町７－１－５

兵庫県 ファミリーマート北⻑狭通三丁⽬店 兵庫県神⼾市中央区北⻑狭通三丁⽬１－１７

兵庫県 ファミリーマート垂⽔泉が丘⼆丁⽬店 兵庫県神⼾市垂⽔区泉が丘⼆丁⽬３番９号

兵庫県 ファミリーマート⼤蔵⾕インター店 兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町有瀬８４２番６

兵庫県 ファミリーマート神⼾垂⽔塩屋店 兵庫県神⼾市垂⽔区塩屋町８丁⽬８番５３号

兵庫県 ファミリーマート柳屋⽩⽔東店 兵庫県神⼾市⻄区伊川⾕町別府１９－３

兵庫県 ファミリーマート⻄舞⼦店 兵庫県神⼾市垂⽔区⻄舞⼦⼆丁⽬１－６５

兵庫県 ファミリーマート柳屋名⾕インター店 兵庫県神⼾市垂⽔区名⾕町１０１２-１



兵庫県 ファミリーマート淡路警察署前店 兵庫県淡路市岩屋２９４２－３３

兵庫県 ファミリーマート明⽯⼩久保⼆丁⽬店 兵庫県明⽯市⼩久保⼆丁⽬１１番地４

兵庫県 ファミリーマート⾼砂伊保店 兵庫県⾼砂市伊保四丁⽬３８２

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

兵庫県 ファミリーマート加古川野⼝町店 兵庫県加古川市野⼝町野⼝１１９番３

兵庫県 ファミリーマート⼩野⿊川店 兵庫県⼩野市⿊川町１３７４－１

兵庫県 ファミリーマート加古川尾上町店 兵庫県加古川市尾上町今福４１９番１

兵庫県 ファミリーマート⽶⽥町店 兵庫県⾼砂市⽶⽥町⽶⽥１０１４番

兵庫県 ファミリーマートＪＲ東加古川駅前店 兵庫県加古川市平岡町新在家２丁⽬２８０－６

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

兵庫県 ファミリーマート姫路壱丁町店 兵庫県姫路市坂⽥町１５４

兵庫県 ファミリーマート⾚穂ちくさ川店 兵庫県⾚穂市有年原２８９－１１

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

兵庫県 ファミリーマート姫路飾磨今在家店 兵庫県姫路市飾磨区今在家１０６８番地１４

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

奈良県 ファミリーマート葛城⼋川店 奈良県葛城市⼋川９３番地１

奈良県 ファミリーマート⼤淀桧垣本店 奈良県吉野郡⼤淀町⼤字桧垣本１０２６番地

奈良県 ファミリーマート橿原⽯川町店 奈良県橿原市⽯川町３３８－１

奈良県 ファミリーマート桜井市役所南店 奈良県桜井市⼤字粟殿１５８番２

奈良県 ファミリーマート奈良窪之庄南店 奈良県奈良市窪之庄町８番地１

奈良県 ファミリーマート近鉄⻄⼤寺駅３番ホーム店 奈良県奈良市⻄⼤寺国⾒町１丁⽬１－１

奈良県 ファミリーマート近鉄天理駅前店 奈良県天理市川原城町８１５番地

奈良県 ファミリーマート近商ストア⻄⼤寺店 奈良県奈良市⻄⼤寺国⾒町１丁⽬１－１２７

奈良県 ファミリーマート近鉄⻄⼤寺駅改札外橋上店 奈良県奈良市⻄⼤寺国⾒町１丁⽬１－１

和歌⼭県 ファミリーマート和歌⼭築地店 和歌⼭県和歌⼭市雑賀町５６

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

和歌⼭県 ファミリーマート⽥辺新万店 和歌⼭県⽥辺市新万３－２

和歌⼭県 ファミリーマート⽥辺東陽店 和歌⼭県⽥辺市東陽２番３５号　

和歌⼭県 ファミリーマート御坊島店 和歌⼭県御坊市島６９６－１

⿃取県 ファミリーマート道の駅⻄いなば気楽⾥店 ⿃取県⿃取市⿅野町岡⽊２８０－３

⿃取県 ファミリーマート⿃取⽥園町店 ⿃取県⿃取市⽥園町４丁⽬３３６番４

⿃取県 ファミリーマート⽤瀬インター店 ⿃取県⿃取市⽤瀬町鷹狩７８４番１

島根県 ファミリーマート松江下東川津店 島根県松江市下東川津町１６１番地１

島根県 ファミリーマート松江⿊⽥町店 島根県松江市⿊⽥町４６８番地１

島根県 ファミリーマートＡコープこうぶ店 島根県松江市⿅島町南講武７２１番地２

岡⼭県 ファミリーマート備前⻄⽚上店 岡⼭県備前市⻄⽚上１９００－３

岡⼭県 ファミリーマート津⼭インター店 岡⼭県津⼭市河辺９３８番地１

岡⼭県 ファミリーマート岡⼭中⼭下北店 岡⼭県岡⼭市北区中⼭下１丁⽬１０－１０新⽥ビル

岡⼭県 ファミリーマート倉敷中畝九丁⽬店 岡⼭県倉敷市中畝九丁⽬６番１０号

岡⼭県 ファミリーマート原尾島⼀丁⽬店 岡⼭県岡⼭市中区原尾島⼀丁⽬１番６号

岡⼭県 ファミリーマート倉敷中島南店 岡⼭県倉敷市中島９３８番地１

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

広島県 ファミリーマート⽮野ニュータウン店 広島県広島市安芸区⽮野南１－１７－３

広島県 ファミリーマート⿊瀬兼広店 広島県東広島市⿊瀬町兼広８６０-１

広島県 ファミリーマート三原宮沖店 広島県三原市宮沖町２丁⽬６番２１号

広島県 ファミリーマート出来庭六丁⽬店 広島県安芸郡熊野町出来庭六丁⽬１番８号

広島県 ファミリーマート広島⻄⽩島店 広島県広島市中区⻄⽩島町１５－１

広島県 ファミリーマート⼋本松磯松店 広島県東広島市⼋本松東３丁⽬５－１０

広島県 ファミリーマート東本浦店 広島県広島市南区東本浦町２３番１号

広島県 ファミリーマート⻄条東店 広島県東広島市⻄条町⼤字⻄条東７９５－５

広島県 ファミリーマート⻄原⼋丁⽬店 広島県広島市安佐南区⻄原８丁⽬２４－１５

広島県 ファミリーマート広島商⼯センター店 広島県広島市⻄区商⼯センター５丁⽬４－３３

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

広島県 ファミリーマート広島北新地店 広島県安芸郡坂町北新地２丁⽬３－５３

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

広島県 ファミリーマート広島⼤宮店 広島県広島市⻄区⼤宮⼆丁⽬１１番１号



広島県 ファミリーマート五⽇市城⼭南店 広島県広島市佐伯区城⼭⼀丁⽬１１番７号

広島県 ファミリーマート南観⾳町店 広島県広島市⻄区南観⾳町２０－１

広島県 ファミリーマート呉中通三丁⽬店 広島県呉市中通３丁⽬１－３０

広島県 ファミリーマート⻄条御条町店 広島県東広島市⻄条御条町５－３２

⼭⼝県 ファミリーマート福川南町店 ⼭⼝県周南市福川南町２５７３－４

⼭⼝県 ファミリーマート下松東豊井店 ⼭⼝県下松市⼤字東豊井１３０２番地３

⼭⼝県 ファミリーマート⼭⼝東⼭⼆丁⽬店 ⼭⼝県⼭⼝市東⼭２丁⽬４番２号

⼭⼝県 ファミリーマート周南周陽町店 ⼭⼝県周南市周陽１丁⽬１０－２５

⼭⼝県 ファミリーマート下関彦島迫町店 ⼭⼝県下関市彦島迫町１丁⽬１１番５号

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

徳島県 ファミリーマート徳島南⽥宮店 徳島県徳島市南⽥宮三丁⽬２番４８号

徳島県 ファミリーマート藍住町奥野店 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊２４４-４

徳島県 ファミリーマート⼩松島和⽥島店 徳島県⼩松島市和⽥島町字浜塚１１６番地１

徳島県 ファミリーマート⼟成インター店 徳島県阿波市⼟成町吉⽥字川久保１６９番地１

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

徳島県 ファミリーマート徳島仲之町店 徳島県徳島市仲之町２丁⽬３４－１

⾹川県 ファミリーマート⽩⿃伊座店 ⾹川県東かがわ市伊座５７９番地

⾹川県 ファミリーマート豊中町店 ⾹川県三豊市豊中町笠⽥笠岡３１５１－２

⾹川県 ファミリーマート善通寺原⽥店 ⾹川県善通寺市原⽥町字四条５０４番１

⾹川県 ファミリーマート丸⻲三条町店 ⾹川県丸⻲市三条町９６８－２

愛媛県 ファミリーマート新居浜宮⻄店 愛媛県新居浜市宮⻄町５番４８号

愛媛県 ファミリーマート新居浜郷店 愛媛県新居浜市郷⼀丁⽬甲３００番３　他６筆

愛媛県 ファミリーマート今治朝倉店 愛媛県今治市⼭⼝甲２８２

愛媛県 ファミリーマート松⼭⾐⼭店 愛媛県松⼭市⾐⼭１丁⽬１８８番地

愛媛県 ファミリーマート⼭越四丁⽬店 愛媛県松⼭市⼭越四丁⽬４番３０号

愛媛県 ファミリーマート松⼭中央市場前店 愛媛県松⼭市久万ノ台２８６－１

愛媛県 ファミリーマート松⼭⻄⽯井店 愛媛県松⼭市⻄⽯井５丁⽬２０３－１

愛媛県 ファミリーマート松⼭東⽯井店 愛媛県松⼭市東⽯井３丁⽬８番８号

愛媛県 ファミリーマート松⼭はなみずき通り店 愛媛県松⼭市和泉南１－６－１５

愛媛県 ファミリーマート宇和島新町⼀丁⽬店 愛媛県宇和島市新町⼀丁⽬３番２０号

⾼知県 ファミリーマート⾼知介良店 ⾼知県⾼知市介良⼄２８１７-１

⾼知県 ファミリーマート野市町⻄野店 ⾼知県⾹南市野市町⻄野１９９３－１８

⾼知県 ファミリーマート桟橋通四丁⽬店 ⾼知県⾼知市桟橋通４丁⽬１番３１

福岡県 ファミリーマート⾨司⽩野江店 福岡県北九州市⾨司区⽩野江１丁⽬２１－１７

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

福岡県 ファミリーマート⼋幡御開店 福岡県北九州市⼋幡⻄区御開３丁⽬１１－２７

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

福岡県 ファミリーマート若松⾼須東三丁⽬店 福岡県北九州市若松区⾼須東三丁⽬５番５号

福岡県 ファミリーマート⼩倉鍛冶町⼆丁⽬店 福岡県北九州市⼩倉北区鍛冶町⼆丁⽬１番１号

福岡県 ファミリーマート⼩倉宇佐町店 福岡県北九州市⼩倉北区宇佐町⼀丁⽬８番２８号

福岡県 ファミリーマート博多駅東⼀丁⽬店 福岡県福岡市博多区博多駅東⼀丁⽬１１番５号

福岡県 ファミリーマート福岡今泉店 福岡県福岡市中央区今泉１丁⽬１－５

福岡県 ファミリーマート博多明治通り店 福岡県福岡市博多区下川端町１番１号

福岡県 ファミリーマート福岡今川⼀丁⽬店 福岡県福岡市中央区今川⼀丁⽬１０番３２号

福岡県 ファミリーマート福岡天神駅通り店 福岡県福岡市中央区天神⼆丁⽬１０番２０号　新天閣ビル１Ｆ

福岡県 ファミリーマート福岡渡辺通五丁⽬店 福岡県福岡市中央区渡辺通五丁⽬１６番１号

福岡県 ファミリーマート福岡⿃飼三丁⽬店 福岡県福岡市中央区⿃飼３丁⽬４－２４

福岡県 ファミリーマート新天町店 福岡県福岡市中央区天神２丁⽬７－２４７

福岡県 ファミリーマート博多中洲四丁⽬店 福岡県福岡市博多区中洲４丁⽬６番１２号

福岡県 ファミリーマート福岡渡辺通⼀丁⽬店 福岡県福岡市中央区渡辺通１丁⽬１０ー６

福岡県 ファミリーマート筑紫野桜台店 福岡県筑紫野市桜台⼆丁⽬９－１

福岡県 ファミリーマート⻄新オレンジ通り店 福岡県福岡市早良区⻄新１－１０－１６

福岡県 ファミリーマート筑紫野俗明院店 福岡県筑紫野市⼤字俗明院１６８－２

福岡県 ファミリーマート春⽇原駅前店 福岡県春⽇市春⽇原北町３丁⽬５８－１　春⽇原テルミナ

福岡県 ファミリーマート福岡堤⼆丁⽬店 福岡県福岡市城南区堤２丁⽬９番２７

福岡県 ファミリーマート博多南五丁⽬店 福岡県福岡市博多区博多駅南５丁⽬２２－２



福岡県 ファミリーマート⼤牟⽥姫島店 福岡県⼤牟⽥市姫島町３７－６

福岡県 ファミリーマート久留⽶⼩森野店 福岡県久留⽶市⼩森野３丁⽬１７－１２

福岡県 ファミリーマート⼤牟⽥歴⽊店 福岡県⼤牟⽥市⼤字歴⽊１８０７番１１９５

福岡県 ファミリーマート筑紫野美しが丘北店 福岡県筑紫野市美しが丘北３丁⽬１３－２

福岡県 ファミリーマート⼩倉熊本店 福岡県北九州市⼩倉北区熊本３丁⽬１－１

福岡県 ファミリーマート朝倉⼀⽊店 福岡県朝倉市⼀⽊８６０番３

福岡県 ファミリーマートＪＲ⾚間駅店 福岡県宗像市⾚間駅前１丁⽬１－１

福岡県 ファミリーマート⼋幡⻄陣原１丁⽬店 福岡県北九州市⼋幡⻄区陣原１丁⽬１６－４１

福岡県 ファミリーマート⼋幡⻄⿊崎２丁⽬店 福岡県北九州市⼋幡⻄区⿊崎２丁⽬１－１

福岡県 ファミリーマート⼩倉駅新幹線⼝店 福岡県北九州市⼩倉北区浅野１丁⽬１－１

福岡県 ファミリーマート⼋幡⻄三ケ森店 福岡県北九州市⼋幡⻄区三ヶ森１丁⽬２－１０

福岡県 ファミリーマートＪＲ箱崎駅店 福岡県福岡市東区筥松２－３２－１

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

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

福岡県 ファミリーマートＪＲ博多シティ店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号

福岡県 ファミリーマートＪＲ南福岡駅店 福岡県福岡市博多区寿町２－９－３０

福岡県 ファミリーマート⻄区愛宕１丁⽬店 福岡県福岡市⻄区愛宕１丁⽬１－１

福岡県 ファミリーマート福岡福重３丁⽬店 福岡県福岡市⻄区福重３丁⽬２１－６

福岡県 ファミリーマート久留⽶東合川２丁⽬店 福岡県久留⽶市東合川２丁⽬６－８

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

佐賀県 ファミリーマート基⼭⻑野店 佐賀県三養基郡基⼭町⻑野１０４５－１

佐賀県 ファミリーマート積⽂館書店三⽇⽉店 佐賀県⼩城市三⽇⽉町⻑神⽥２３５６番地

佐賀県 ファミリーマート佐賀兵庫⽡町店 佐賀県佐賀市兵庫町⽡町４１３番７

佐賀県 ファミリーマート伊万⾥⼤坪店 佐賀県伊万⾥市⼤坪町⼄５６２番地３

佐賀県 ファミリーマートＪＲ新⿃栖駅店 佐賀県⿃栖市原古賀町⼀本松２１９－３

⻑崎県 ファミリーマート三芳町店 ⻑崎県⻑崎市三芳町１１番１号

⻑崎県 ファミリーマート佐世保勝海町店 ⻑崎県佐世保市勝海町２０－４

⻑崎県 ファミリーマート諫早⾙津町店 ⻑崎県諫早市⾙津町１４２４－１

⻑崎県 ファミリーマートアミュプラザ⻑崎店 ⻑崎県⻑崎市尾上町１－１

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

熊本県 ファミリーマート光の森店 熊本県菊池郡菊陽町津久礼下沖野３０１５－１７

熊本県 ファミリーマート阿蘇内牧店 熊本県阿蘇市内牧１０７３－５

熊本県 ファミリーマート⼭⿅栗林店 熊本県⼭⿅市中字伏鍋９７６－１

熊本県 ファミリーマート本渡⻲川店 熊本県天草市⻲場町⻲川１６０６－１

熊本県 ファミリーマート熊本九品寺⼀丁⽬店 熊本県熊本市中央区九品寺１丁⽬７－２３

熊本県 ファミリーマート⼋代古閑中町店 熊本県⼋代市古閑中町１２００－２

熊本県 ファミリーマート熊本下南部店 熊本県熊本市東区下南部２丁⽬１－５０

熊本県 ファミリーマート⼋代中北町店 熊本県⼋代市中北町３３１６－１

熊本県 ファミリーマート熊本御領８丁⽬店 熊本県熊本市東区御領８丁⽬８番２０号

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

熊本県 ファミリーマート銘品蔵熊本駅新幹線⼝店 熊本県熊本市⻄区春⽇３－１５－３０

熊本県 ファミリーマートＪＲ⼋代駅店 熊本県⼋代市萩原町１丁⽬１－１

熊本県 ファミリーマート熊本富合⼩岩瀬店 熊本県熊本市南区富合町⼩岩瀬字千束１８３

⼤分県 ファミリーマート中津⽜神店 ⼤分県中津市⼤字⽜神町１－１５－１

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

⼤分県 ファミリーマート猪野店 ⼤分県⼤分市⼤字猪野字實操７１９－１

⼤分県 ファミリーマート⼤分⼤学前店 ⼤分県⼤分市⼤字旦野原７５０番１

⼤分県 ファミリーマートアミュプラザおおいた店 ⼤分県⼤分市要町１番１４号

⼤分県 ファミリーマートＪＲ⻲川駅前店 ⼤分県別府市⻲川浜⽥町７番２４号

⼤分県 ファミリーマートＪＲ佐伯駅店 ⼤分県佐伯市駅前２丁⽬６番２９号

⼤分県 ファミリーマート⼤分上宗⽅店 ⼤分県⼤分市上宗⽅５１６番１

⼤分県 ファミリーマート中津⽝丸店 ⼤分県中津市⽝丸２３８１

⼤分県 ファミリーマート中津永添店 ⼤分県中津市⼤字永添８２０番１７

宮崎県 ファミリーマート⾼岡⾚⾕店 宮崎県宮崎市⾼岡町浦之名２９４７－１

宮崎県 ファミリーマート新富店 宮崎県児湯郡新富町⼤字上富⽥３１８６番地２

宮崎県 ファミリーマート宮崎港前店 宮崎県宮崎市⽇ノ出町１５６－２



宮崎県 ファミリーマート宮崎橘通店 宮崎県宮崎市橘通⻄三丁⽬３番２３号

宮崎県 ファミリーマート元宮町店 宮崎県宮崎市元宮町６番２０号

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

宮崎県 ファミリーマート⼤淀⼆丁⽬店 宮崎県宮崎市⼤淀⼆丁⽬８４番地１

宮崎県 ファミリーマート南郷上中村店 宮崎県⽇南市南郷町中村甲６６６番地

宮崎県 ファミリーマート菓⼦野店 宮崎県都城市菓⼦野町１０２７２番地２

宮崎県 ファミリーマート都城市役所前店 宮崎県都城市姫城町９街区２７号

宮崎県 ファミリーマート早⽔公園前店 宮崎県都城市早⽔町３９０１番地１

宮崎県 ファミリーマート三股⻄店 宮崎県北諸県郡三股町⼤字蓼池５７７－５

宮崎県 ファミリーマート⽇向⽇知屋店 宮崎県⽇向市⼤字⽇知屋字⽊原１６４３３番地

宮崎県 ファミリーマート延岡卸本町店 宮崎県延岡市卸本町９番１５号

宮崎県 ファミリーマート⽇向細島店 宮崎県⽇向市⼤字⽇知屋字⽚ヶ浜３３７９番１０

⿅児島県 ファミリーマート中⼭バイパス店 ⿅児島県⿅児島市東⾕⼭６－３２－１４

⿅児島県 ファミリーマート川辺両添店 ⿅児島県南九州市川辺町両添１６６０－１

⿅児島県 ファミリーマート吉野菖蒲⾕店 ⿅児島県⿅児島市吉野町３３５５－２３

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

⿅児島県 ファミリーマート畑野⽴神店 ⿅児島県枕崎市中央町３６５番

⿅児島県 ファミリーマート交通安全教育センター前店 ⿅児島県⿅児島市南栄五丁⽬１０番地４１号

⿅児島県 ファミリーマート⼭⽥店 ⿅児島県⿅児島市⼭⽥町１８２－１

⿅児島県 ファミリーマート紫原中学校前店 ⿅児島県⿅児島市紫原六丁⽬４１－４

⿅児島県 ファミリーマート⿅児島春⼭町店 ⿅児島県⿅児島市春⼭町１２４４番地１

⿅児島県 ファミリーマート吉⽥宮之浦店 ⿅児島県⿅児島市宮之浦町１５０２－１１

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

⿅児島県 ファミリーマート重富麓店 ⿅児島県姶良市⼤字平松字⼩新開５４７０－１

⿅児島県 ファミリーマート隼⼈京セラ⼯場前店 ⿅児島県霧島市隼⼈町内１００３番地１

⿅児島県 ファミリーマート蒲⽣久徳店 ⿅児島県姶良市蒲⽣町上久徳２５６３番

⿅児島県 ファミリーマート志布志⽥尻店 ⿅児島県志布志市志布志町安楽３６０７番地

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

⿅児島県 ファミリーマート阿久根⾚瀬川店 ⿅児島県阿久根市⾚瀬川３８４３

⿅児島県 ファミリーマート出⽔⽶ノ津港店 ⿅児島県出⽔市⽶ノ津町４３番２３号

沖縄県 ファミリーマート久⽶⻄武⾨店 沖縄県那覇市久⽶２丁⽬３３番９号

沖縄県 ファミリーマート⼩禄中学校前店 沖縄県那覇市宇栄原１００７－１

沖縄県 ファミリーマート豊⾒城名嘉地店 沖縄県豊⾒城市字名嘉地２５９番地２４

沖縄県 ファミリーマート愛知⾼層団地前店 沖縄県宜野湾市愛知⼆丁⽬１番５号

沖縄県 ファミリーマート⻄原中学校前店 沖縄県中頭郡⻄原町⼩波津３番地

沖縄県 ファミリーマート北中美島通り店 沖縄県中頭郡北中城村字島袋２８０番

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

沖縄県 ファミリーマート読⾕⻑浜店 沖縄県中頭郡読⾕村字⻑浜１６２９－１

沖縄県 ファミリーマート⽷満武富店 沖縄県⽷満市字武富５６１番地

沖縄県 ファミリーマート宮古センチュリー２１店 沖縄県宮古島市平良字⻄⾥６７９－２

沖縄県 ファミリーマート宮古下⾥南店 沖縄県宮古島市平良字下⾥１２７２－１

沖縄県 ファミリーマート⽯垣美崎新栄通り店 沖縄県⽯垣市字⽯垣２７０－８

沖縄県 ファミリーマート⽯垣⼋島店 沖縄県⽯垣市字登野城５３０－３

※店舗での予約はお受けしておりません。

※店舗への問い合わせはご遠慮ください。


