
店名 住所
ファミリーマート苫小牧澄川町店 北海道　苫小牧市澄川町５丁目１１番５号
ファミリーマート札幌澄川４条店 北海道　札幌市南区澄川４条１－１－５
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
ファミリーマート白老社台店 北海道　白老郡白老町字社台１３９番１
ファミリーマート北海学園前店 北海道　札幌市豊平区豊平７条７－３－２６
ファミリーマート札幌平岸５条店 北海道　札幌市豊平区平岸５条１０丁目７－１
ファミリーマート岩内八幡通店 北海道　岩内郡岩内町字栄１７５
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
ファミリーマート岩内公園通店 北海道　岩内郡岩内町字清住２２０
ファミリーマート札幌南７条西７丁目店 北海道　札幌市中央区南７条西７丁目１０３３番４
ファミリーマート札幌東苗穂１４条店 北海道　札幌市東区東苗穂１４条２丁目６番５２号
ファミリーマート札幌南６条西９丁目店 北海道　札幌市中央区南六条西９丁目１０１９－１
ファミリーマート三笠幸町店 北海道　三笠市幸町２１番３
ファミリーマート札幌白石本通３丁目店 北海道　札幌市白石区本通３丁目北７番１０号
ファミリーマート札幌北４条東１丁目店 北海道　札幌市中央区北４条東１丁目２－３
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番１号
ファミリーマート滝川大町２丁目店 北海道　滝川市大町二丁目２６３番
ファミリーマート札幌北３条西２丁目店 北海道　札幌市中央区北３条西２丁目８
ファミリーマート札幌北１条西２０丁目店 北海道　札幌市中央区北１条西２０ー１ー２７
ファミリーマート札幌川沿４条店 北海道　札幌市南区川沿４条２丁目４番１８号
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
ファミリーマート伊達梅本店 北海道　伊達市梅本町４番地２９
ファミリーマート恵庭京町店 北海道　恵庭市京町８４ー２
ファミリーマート函館神山２丁目店 北海道　函館市神山２丁目２０番１０号
ファミリーマート小樽長橋５丁目店 北海道　小樽市長橋５丁目２２－２７
ファミリーマート札幌北２１条東１３丁目店 北海道　札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号
ファミリーマート岩見沢岡山町店 北海道　岩見沢市岡山町６番地４
ファミリーマート札幌屯田６条店 北海道　札幌市北区屯田６条６丁目２番１８号
ファミリーマート函館美原１丁目店 北海道　函館市美原１丁目３８番４号
ファミリーマート札幌北４０条東８丁目店 北海道　札幌市東区北４０条東８丁目１番１号
ファミリーマート札幌北１１条東６丁目店 北海道　札幌市東区北１１条東６丁目１４－１７
ファミリーマート札幌国際ビル店 北海道　札幌市中央区北４条西４丁目１番地
ファミリーマート苫小牧美原店 北海道　苫小牧市美原町二丁目２８番２８号
ファミリーマート函館神山町店 北海道　函館市神山町２４８番地７
ファミリーマート中登別店 北海道　登別市中登別町１７０
ファミリーマート千歳春日３丁目店 北海道　千歳市春日町３丁目１－５
ファミリーマート東札幌店 北海道　札幌市白石区東札幌２条２丁目
ファミリーマート札幌厚別西４条店 北海道　札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２－２５
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
ファミリーマート札幌稲穂１条店 北海道　札幌市手稲区稲穂１条３丁目３－２２
ファミリーマート登別桜木町店 北海道　登別市桜木町二丁目８番地１２
ファミリーマート函館昭和店 北海道　函館市昭和２ー４ー１４
ファミリーマート札幌厚別西２条店 北海道　札幌市厚別区厚別西２条４－２－１
ファミリーマート本郷通店 北海道　札幌市白石区本郷通１０丁目北２ー２８
ファミリーマート札幌北丘珠２条店 北海道　札幌市東区北丘珠２条４丁目３－５０
ファミリーマート岩見沢東２丁目店 北海道　岩見沢市４条東２丁目１－５
ファミリーマート新十津川店 北海道　樺戸郡新十津川町字中央６番５８
ファミリーマート函館神山１丁目店 北海道　函館市神山１丁目１番２５号
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
ファミリーマート札幌中の島店 北海道　札幌市豊平区中の島１条２丁目
ファミリーマート赤平店 北海道　赤平市字赤平５４０－１
ファミリーマート函館美原店 北海道　函館市美原１－１７－１０
ファミリーマート室蘭東町店 北海道　室蘭市東町１－２９－４
ファミリーマート札幌平岸４条店 北海道　札幌市豊平区平岸４条７丁目１２番１４号
ファミリーマート江別白樺通店 北海道　江別市野幌町８１－１０
ファミリーマートみすまい店 北海道　札幌市南区簾舞３条６ー１ー２８
ファミリーマート岩見沢４条東店 北海道　岩見沢市四条東１８丁目４１番地１
ファミリーマート江別野幌若葉店 北海道　江別市野幌若葉町３８－１５
ファミリーマート札幌南３１条西８丁目店 北海道　札幌市南区南３１条西８丁目２－１
ファミリーマート札幌石山１条店 北海道　札幌市南区石山１条８丁目４－１０
ファミリーマート登別栄町店 北海道　登別市栄町１－１５－１
ファミリーマート室蘭東翔高校前店 北海道　室蘭市高砂町４－３４－１２
ファミリーマート岩見沢１０条東店 北海道　岩見沢市１０条東１丁目１－１
ファミリーマート札幌月寒東３条１７丁目店 北海道　札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番１号
ファミリーマート北斗七重浜店 北海道　北斗市七重浜４丁目３６－３



ファミリーマート札幌南郷通１丁目店 北海道　札幌市白石区南郷通１丁目北１－１９
ファミリーマート札幌ドーム前店 北海道　札幌市豊平区福住３条１丁目１－８
ファミリーマート発寒ベガス店 北海道　札幌市西区発寒十四条三丁目３番１０号
ファミリーマート室蘭白鳥台５丁目店 北海道　室蘭市白鳥台５－１－９
ファミリーマート札幌本郷通２丁目店 北海道　札幌市白石区本郷通２丁目南５番１６号
ファミリーマート札幌美しが丘３条店 北海道　札幌市清田区美しが丘３条２－１２０－２９
ファミリーマート室蘭中島店 北海道　室蘭市中島町１－１８－７
ファミリーマート函館本町店 北海道　函館市本町３４ー４
ファミリーマート函館花園店 北海道　函館市花園町２４－７
ファミリーマート札幌北３７条店 北海道　札幌市東区北３７条東２９丁目７番１０号
ファミリーマート函館古川店 北海道　函館市古川町５７－１
ファミリーマート苫小牧ベガス店 北海道　苫小牧市木場町一丁目９番１号
ファミリーマート札幌新琴似２条店 北海道　札幌市北区新琴似２条１１丁目１番１０号
ファミリーマート岩見沢４条西店 北海道　岩見沢市４条西９丁目
ファミリーマート月形皆楽公園店 北海道　樺戸郡月形町字階楽町１５１６番１
ファミリーマート函館昭和ベガス店 北海道　函館市昭和三丁目１８番８号
ファミリーマート札幌月寒東５条１１丁目店 北海道　札幌市豊平区月寒東５条１１丁目８－１３
ファミリーマート札幌流通団地店 北海道　札幌市白石区流通センター５丁目３－２８
ファミリーマート札幌平和通４丁目店 北海道　札幌市白石区平和通４丁目北１－１５
ファミリーマート札幌北３５条東１丁目店 北海道　札幌市東区北３５条東１丁目７９６番地
ファミリーマート函館大手町電停前店 北海道　函館市大手町２番１２号
ファミリーマート札幌新琴似１番通店 北海道　札幌市北区新琴似二条二丁目１０番１０号
ファミリーマート札幌北９条西２丁目店 北海道　札幌市北区北九条西二丁目２１番地１
ファミリーマート札幌南５条西４丁目店 北海道　札幌市中央区南５条西４－１－７
ファミリーマート江別大麻新町店 北海道　江別市大麻新町２３番地１号
ファミリーマート札幌常盤３条店 北海道　札幌市南区常盤三条１丁目４番１
ファミリーマート札幌南２４条西１４丁目店 北海道　札幌市中央区南２４条西１４丁目３番１７号
ファミリーマート札幌西岡３条店 北海道　札幌市豊平区西岡３条１－４－１
ファミリーマート札幌北３０条東１９丁目店 北海道　札幌市東区北三十条東１９丁目２番１号
ファミリーマートメイプル通り店 北海道　札幌市中央区南５条西３丁目１－４
ファミリーマート札幌西野６条店 北海道　札幌市西区西野６条９丁目８番２７号
ファミリーマート札幌稲穂２条店 北海道　札幌市手稲区稲穂２条７丁目７番８号
ファミリーマート函館高丘町店 北海道　函館市高丘町２７番２３号
ファミリーマート大沼公園インター店 北海道　茅部郡森町字赤井川７９番１
ファミリーマート江別緑町東店 北海道　江別市緑町東１丁目６９番１
ファミリーマート函館港町店 北海道　函館市港町３ー２ー５
ファミリーマート札幌大通西７丁目店 北海道　札幌市中央区大通西７丁目３－１
ファミリーマート苫小牧沼ノ端店 北海道　苫小牧市字沼の端２２ー４２
ファミリーマート札幌北３３条東１０丁目店 北海道　札幌市東区北３３条東１０丁目２番２５号
ファミリーマート江別向ヶ丘店 北海道　江別市向ヶ丘２０番地の１４
ファミリーマート札幌北４９条東店 北海道　札幌市東区北４９条東５丁目１番１号
ファミリーマート札幌北２９条西１２丁目店 北海道　札幌市北区北２９条西１２丁目３番５号
ファミリーマート札幌菊水１条店 北海道　札幌市白石区菊水１条２－３－８
ファミリーマート札幌狸小路１丁目店 北海道　札幌市中央区南２条西１丁目５－１
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
ファミリーマート札幌円山裏参道店 北海道　札幌市中央区南二条西二十四丁目１番３０号
ファミリーマート千歳末広２丁目店 北海道　千歳市末広２丁目１番１５号
ファミリーマート函館陣川町店 北海道　函館市陣川町８４－４１
ファミリーマート登別幌別２丁目店 北海道　登別市幌別町２丁目２６番地３
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１－２３
ファミリーマート札幌菊水６条店 北海道　札幌市白石区菊水六条２丁目９番１７号
ファミリーマート知事公館前店 北海道　札幌市中央区北２条１４丁目３－１０
ファミリーマート函館金堀町店 北海道　函館市金堀町８番７号
ファミリーマート札幌南８条西１８丁目店 北海道　札幌市中央区南８条西１８丁目３番１８号
ファミリーマート札幌旭町７丁目店 北海道　札幌市豊平区旭町７－４－１２
ファミリーマート札幌南２条西４丁目店 北海道　札幌市中央区南２条西４丁目１１
ファミリーマート札幌円山西町店 北海道　札幌市中央区円山西町７丁目２番１号
ファミリーマート札幌菊水元町２条店 北海道　札幌市白石区菊水元町２条四丁目５－１２
ファミリーマート札幌大谷地西１丁目店 北海道　札幌市厚別区大谷地西１丁目３－１４
ファミリーマート函館赤川１丁目店 北海道　函館市赤川一丁目３１－１
ファミリーマート札幌南郷通１８丁目店 北海道　札幌市白石区南郷通１８丁目南３－１１
ファミリーマート福住３条６丁目店 北海道　札幌市豊平区福住３条６丁目９番２５号
ファミリーマート千歳勇舞７丁目店 北海道　千歳市勇舞７丁目５－５
ファミリーマート札幌北６条西７丁目店 北海道　札幌市北区北六条西７丁目５－２２
ファミリーマート千歳あずさ５丁目店 北海道　千歳市あずさ５丁目１番１号
ファミリーマート苫小牧東病院前店 北海道　苫小牧市新開町４丁目７番８号



ファミリーマート札幌南２条東４丁目店 北海道　札幌市中央区南２条東４丁目１－２２
ファミリーマート函館西桔梗町店 北海道　函館市西桔梗町５１３－１
ファミリーマート函館大手町店 北海道　函館市大手町５番３７
ファミリーマート北斗久根別店 北海道　北斗市東浜２丁目１４－８
ファミリーマート札幌北２３条西３丁目店 北海道　札幌市北区北２３条西３丁目１－１７
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３条６丁目
ファミリーマート札幌インター前店 北海道　札幌市白石区米里１条２丁目１４番３３号
ファミリーマート白石ガーデンプレイス店 北海道　札幌市白石区南郷通１丁目南８番１０号
ファミリーマート小樽色内１丁目店 北海道　小樽市色内１丁目３番１３号
ファミリーマート北広島大曲工業団地店 北海道　北広島市大曲工業団地２丁目３－５
ファミリーマート札幌南１４条西１７丁目店 北海道　札幌市中央区南１４条西１７丁目１番２５号
ファミリーマート札幌北１条東１１丁目店 北海道　札幌市中央区北一条東十一丁目１５番地５７
ファミリーマート苫小牧山手町１丁目店 北海道　苫小牧市山手町１丁目４－３
ファミリーマート札幌北２条西３丁目店 北海道　札幌市中央区北二条西３丁目１－１６５７山京ビル
ファミリーマート白老竹浦店 北海道　白老郡白老町字竹浦３３－１－１
ファミリーマート地下鉄白石駅前店 北海道　札幌市白石区東札幌四条六丁目４番１２メモリアル８８
ファミリーマート札幌厚別東５条店 北海道　札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４
ファミリーマート札幌南２条西七丁目店 北海道　札幌市中央区南２条西７丁目２番地
ファミリーマート札幌北２０条西五丁目店 北海道　札幌市北区北二十条西五丁目１番３９号
ファミリーマート札幌北６条東二十丁目店 北海道　札幌市東区北６条東２０丁目１番１２号
ファミリーマート石狩花川北１条店 北海道　石狩市花川北１条６丁目６－１
ファミリーマート札幌北１条西六丁目店 北海道　札幌市中央区北一条西６丁目１－２
ファミリーマート苫小牧日新五丁目店 北海道　苫小牧市日新町五丁目３番３号
ファミリーマート野幌駅前店 北海道　江別市野幌町３５番地の１６
ファミリーマートキラリス函館店 北海道　函館市若松町２０番１号
ファミリーマート札幌南４条東２丁目店 北海道　札幌市中央区南４条東２丁目１８番地１
ファミリーマート札幌南４条西５丁目店 北海道　札幌市中央区南４条西５ー５
ファミリーマート定山渓店 北海道　札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地
ファミリーマート札幌南４条西３丁目店 北海道　札幌市中央区南４条西３丁目１１－２
ファミリーマート札幌新琴似３条店 北海道　札幌市北区新琴似３条６丁目５番２０号
ファミリーマート函館上湯川町店 北海道　函館市上湯川町３１番２号
ファミリーマート札幌麻生町５丁目店 北海道　札幌市北区麻生町５丁目７－２３
ファミリーマート札幌北１条西７丁目店 北海道　札幌市中央区北１条西７－１
ファミリーマート北海道大学前店 北海道　札幌市北区北１１条西４丁目２番１５号
ファミリーマート札幌中央市場前店 北海道　札幌市西区二十四軒１条１丁目
ファミリーマート札幌豊平６条店 北海道　札幌市豊平区豊平六条三丁目６番３０号
ファミリーマート札幌宮の森中央店 北海道　札幌市中央区宮の森３条１－６４
ファミリーマート平岸駅前店 北海道　札幌市豊平区平岸２条７丁目４－２０
ファミリーマート札幌北２２条西５丁目店 北海道　札幌市北区北二十二条西五丁目１番１－３号
ファミリーマート五稜郭公園電停前店 北海道　函館市本町２６番１７号
ファミリーマート札幌月寒東５条１６丁目店 北海道　札幌市豊平区月寒東五条十六丁目２番５号
ファミリーマート札幌新川１条６丁目店 北海道　札幌市北区新川１条６丁目２番１号
ファミリーマート札幌厚別南３丁目店 北海道　札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号
ファミリーマート札幌発寒７条店 北海道　札幌市西区発寒７条１３－１－１
ファミリーマート札幌篠路１条店 北海道　札幌市北区篠路１条１０－１－１０
ファミリーマート函館東雲店 北海道　函館市東雲町１９番８号
ファミリーマート札幌北３２条西４丁目店 北海道　札幌市北区北３２条西４丁目３－２５
ファミリーマート千歳インター店 北海道　千歳市真々地２丁目１－５
ファミリーマート札幌北３６条東２０丁目店 北海道　札幌市東区北三十六条東二十丁目２番１４号
ファミリーマート函館中道２丁目店 北海道　函館市中道２－１１－６
ファミリーマート札幌平岸３条店 北海道　札幌市豊平区平岸３条４－８－１
ファミリーマート札幌麻生４丁目店 北海道　札幌市北区麻生町４－１２－５
ファミリーマート札幌南７条西３丁目店 北海道　札幌市中央区南７条西３丁目
ファミリーマート函館美原５丁目店 北海道　函館市美原５丁目１９－５
ファミリーマート札幌北８条東１７丁目店 北海道　札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号
ファミリーマート札幌厚別中央４条店 北海道　札幌市厚別区厚別中央４条５丁目
ファミリーマート千歳本町２丁目店 北海道　千歳市本町２丁目１９番地１
ファミリーマート札幌駅北口店 北海道　札幌市北区北７条西４丁目１番地
ファミリーマート札幌北２４条駅前店 北海道　札幌市北区北二十四条西三丁目１番１２号
ファミリーマート北星学園女子高前店 北海道　札幌市中央区南４条西１６丁目１３０６番地１２
ファミリーマート札幌新川３条１６丁目店 北海道　札幌市北区新川３条１６丁目２番１９号
ファミリーマート千歳新富３丁目店 北海道　千歳市新富３丁目１１番７号
ファミリーマート札幌美しが丘店 北海道　札幌市清田区美しが丘４条５－３－１
ファミリーマート札幌発寒３条店 北海道　札幌市西区発寒３条５丁目
ファミリーマート札幌北５条店 北海道　札幌市中央区北５条２７丁目１番１号
ファミリーマート平岸南店 北海道　札幌市豊平区平岸１条１７－８－３３



ファミリーマート東札幌６条店 北海道　札幌市白石区東札幌６条３－１－３３
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７－４－１３
ファミリーマート北野通店 北海道　札幌市清田区北野２条１－１４－１
ファミリーマート月寒中央店 北海道　札幌市豊平区月寒中央通８－４－１
ファミリーマート札幌美園３条店 北海道　札幌市豊平区美園３条２－１－１６
ファミリーマート札幌医大病院店 北海道　札幌市中央区南１条西１７－２９１
ファミリーマート札幌南１２条店 北海道　札幌市中央区南１２条西１０－３－１８
ファミリーマート札幌Ｃロイヤルホテル店 北海道　札幌市中央区北５条西５丁目２－１２
ファミリーマート札幌北一条店 北海道　札幌市中央区北一条東一丁目４－１
ファミリーマート札幌栄通店 北海道　札幌市白石区栄通一丁目１番３６
ファミリーマート札幌南五条東店 北海道　札幌市中央区南五条東２丁目１番地
ファミリーマート札幌狸小路６丁目店 北海道　札幌市中央区南２条西６丁目１－１Ｓニュー札幌１Ｆ
ファミリーマート真駒内駐屯地店 北海道　札幌市南区真駒内１７番地真駒内駐屯地西厚生センター
ファミリーマート札幌伏古８条店 北海道　札幌市東区伏古８条３丁目１番３６号
ファミリーマート市立札幌病院店 北海道　札幌市中央区北１１条西１３丁目１－１
ファミリーマート勤医協中央病院店 北海道　札幌市東区東苗穂５条１丁目９－１
ファミリーマート八戸根城二丁目店 青森県　八戸市根城２丁目２６－１０
ファミリーマート八戸卸センター 青森県　八戸市卸センター１丁目３３－５
ファミリーマート青森駅前 青森県　青森市新町１丁目１番２０号
ファミリーマート黒石追子野木一丁目店 青森県　黒石市追子野木一丁目１８２－１
ファミリーマート青森新城山田店 青森県　青森市大字新城字山田５８７－４３
ファミリーマート八戸根城五丁目店 青森県　八戸市根城五丁目１－１２
ファミリーマート弘前高崎一丁目店 青森県　弘前市大字高崎１丁目１３－１
ファミリーマート五所川原広田店 青森県　五所川原市広田榊森３－１０
ファミリーマート八戸青葉二丁目店 青森県　八戸市青葉二丁目２１－６
ファミリーマート八戸小田一丁目店 青森県　八戸市小田一丁目４－３５
ファミリーマート八戸湊高台店 青森県　八戸市湊高台六丁目１２番１７号
ファミリーマート八戸赤十字病院店 青森県　八戸市大字田面木字中明戸２番地八戸赤十字病院内
ファミリーマート青森妙見店 青森県　青森市第二問屋町二丁目１０３番５
ファミリーマート八戸小中野二丁目店 青森県　八戸市小中野２－６－１
ファミリーマート弘前城東バイパス店 青森県　弘前市大字城東北四丁目１－９
ファミリーマート大間店 青森県　下北郡大間町大字大間字大川目４６－９
ファミリーマート東北町上北小前店 青森県　上北郡東北町大字大浦字一本松１６２番地３
ファミリーマートむつ柳町店 青森県　むつ市柳町２丁目８－１
ファミリーマート青森八重田二丁目店 青森県　青森市八重田二丁目１４番８号
ファミリーマート五所川原福山実吉店 青森県　五所川原市大字福山字実吉７３番地８
ファミリーマートおいらせ木ノ下西店 青森県　上北郡おいらせ町木ノ下西２番地３６７
ファミリーマート弘前石渡二丁目店 青森県　弘前市大字石渡二丁目５番地２
ファミリーマート小泊店 青森県　北津軽郡中泊町大字小泊字築上２３－３
ファミリーマート十和田元町東店 青森県　十和田市元町東四丁目１番２号
ファミリーマート弘前城南三丁目店 青森県　弘前市大字城南３丁目５－１４
ファミリーマート六戸小松ケ丘店 青森県　上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢６０番５９１
ファミリーマート岩木高校前店 青森県　弘前市大字熊嶋字豊田２６５－１１
ファミリーマート弘前清水三丁目店 青森県　弘前市大字清水３丁目５－２
ファミリーマート東通店 青森県　下北郡東通村大字白糠字垣間２０－４
ファミリーマート青森野内店 青森県　青森市大字野内字菊川８番２
ファミリーマート外崎五丁目店 青森県　弘前市外崎５丁目８－１
ファミリーマート三沢基地前店 青森県　三沢市平畑１丁目１－２７
ファミリーマートむつ城ヶ沢店 青森県　むつ市大字城ヶ沢字堺田２１－８２
ファミリーマート十和田一本木沢店 青森県　十和田市大字三本木字一本木沢９０－３
ファミリーマート八戸湊橋店 青森県　八戸市小中野八丁目８番１５号
ファミリーマート弘前福村店 青森県　弘前市大字早稲田３丁目２－１
ファミリーマート青森野木和店 青森県　青森市大字羽白字沢田７８６番地２
ファミリーマート東北町乙供店 青森県　上北郡東北町字塔ノ沢山１番地５６８
ファミリーマート五所川原唐笠柳店 青森県　五所川原市大字唐笠柳字藤巻７３０番１
ファミリーマートむつ金谷一丁目店 青森県　むつ市金谷一丁目１５番７６号
ファミリーマート弘前桔梗野三丁目店 青森県　弘前市大字桔梗野３丁目５－１１
ファミリーマート三沢緑町店 青森県　三沢市緑町一丁目７番地１号
ファミリーマート北白山台店 青森県　八戸市北白山台１丁目６－２
ファミリーマート弘前一町田店 青森県　弘前市大字一町田字浅井４４４－３
ファミリーマート三沢南山店 青森県　三沢市大字三沢字堀口３０番地１号
ファミリーマート十和田バイパス店 青森県　十和田市大字三本木字野崎４０番４０８他１２筆
ファミリーマート青森アピオ前店 青森県　青森市中央三丁目１８番地６
ファミリーマート青森石江江渡店 青森県　青森市大字石江字江渡７０番地２
ファミリーマート八戸ニュータウン西店 青森県　八戸市西白山台４丁目９－５
ファミリーマート青森第二問屋町店 青森県　青森市第二問屋町１丁目２－１



ファミリーマート弘前青女子店 青森県　弘前市大字青女子字桜苅３１１番地１
ファミリーマート弘前岩賀店 青森県　弘前市大字岩賀２丁目１－４
ファミリーマート六ヶ所泊店 青森県　上北郡六ケ所村大字泊字川原７５番地３４１
ファミリーマート三沢松原一丁目店 青森県　三沢市松原町一丁目３１番２３５
ファミリーマート青森金沢店 青森県　青森市大字大野字金沢１５番４
ファミリーマート深浦関店 青森県　西津軽郡深浦町大字関字豊田１０番地１
ファミリーマート十和田西三番町店 青森県　十和田市西三番町２３番３号
ファミリーマート弘前中崎店 青森県　弘前市大字中崎字平野１０９－３
ファミリーマート七戸ざるた店 青森県　上北郡七戸町字笊田２２－９
ファミリーマート七戸中野店 青森県　上北郡七戸町字道ノ下６番地１
ファミリーマート横浜町店 青森県　上北郡横浜町字上イタヤノ木１００番地８１
ファミリーマートみちのく天間林店 青森県　上北郡七戸町字後平７３８－２
ファミリーマート十和田千歳森店 青森県　十和田市大字三本木字千歳森３５６－２
ファミリーマート五所川原駅前店 青森県　五所川原市字上平井町５０６番９号
ファミリーマート八戸類家四丁目店 青森県　八戸市類家四丁目１－１
ファミリーマート五所川原下平井町店 青森県　五所川原市字下平井町４２－２
ファミリーマート八戸湊町店 青森県　八戸市大字湊町字柳町２６
ファミリーマート青森浪岡店 青森県　青森市浪岡大字徳才子字山本９３－１
ファミリーマート黒石鍛治町店 青森県　黒石市大字山形町１１９－１
ファミリーマート八戸城下一丁目店 青森県　八戸市城下一丁目２２番８号
ファミリーマート青森新城平岡店 青森県　青森市大字新城字平岡２６１－１
ファミリーマート八戸城下四丁目店 青森県　八戸市城下四丁目９－８
ファミリーマート八戸廿六日町店 青森県　八戸市大字廿六日町６０－３
ファミリーマート青森浜館四丁目店 青森県　青森市浜館四丁目１３－１６
ファミリーマート弘前田町店 青森県　弘前市大字田町五丁目５－２
ファミリーマート青森中央三丁目店 青森県　青森市中央三丁目２０番３他５筆［地番］
ファミリーマート青森石江店 青森県　青森市大字石江字江渡８３－１８の一部［地番］
ファミリーマート青森佃三丁目店 青森県　青森市佃三丁目２番２号
ファミリーマート青森駐屯地店 青森県　青森市大字浪館字近野４５
ファミリーマート八戸石堂三丁目店 青森県　八戸市石堂三丁目４－１３
ファミリーマート三沢アイスアリーナ前店 青森県　三沢市大字三沢字園沢１７０－２
ファミリーマート弘前アプリーズ店 青森県　弘前市大字表町２－１１
ファミリーマート青森浪岡平野店 青森県　青森市浪岡大字浪岡字平野５４－１
ファミリーマート青森新田一丁目店 青森県　青森市新田１丁目１－７
ファミリーマート青森篠田三丁目店 青森県　青森市篠田三丁目８番１３号
ファミリーマート浪打銀座店 青森県　青森市佃一丁目２０－１
ファミリーマート青森富田一丁目店 青森県　青森市富田一丁目１２番３７号
ファミリーマート青森小柳店 青森県　青森市小柳三丁目１７番４号
ファミリーマート東岡三沢店 青森県　三沢市大字三沢字堀口１７番４１２
ファミリーマート三戸中央病院通店 青森県　三戸郡三戸町大字川守田字沖中３番地９
ファミリーマート五所川原川山店 青森県　五所川原市大字川山字千本１１３２番地６
ファミリーマート黒石あけぼの町店 青森県　黒石市あけぼの町１０４番１
ファミリーマート弘前東城北店 青森県　弘前市大字東城北２丁目１－１６
ファミリーマート弘前田園三丁目店 青森県　弘前市大字田園三丁目２番地９
ファミリーマート黒石西ケ丘店 青森県　黒石市西ケ丘２９７番地１
ファミリーマート弘前田園一丁目店 青森県　弘前市大字田園一丁目２番１２他２筆
ファミリーマート弘前青山四丁目店 青森県　弘前市青山四丁目２０－１
ファミリーマート青森大釈迦西店 青森県　青森市浪岡大字大釈迦字中田９０－１他４筆
ファミリーマート森田店 青森県　北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字崎尻４４番地２
ファミリーマート青森浪館店 青森県　青森市浪館前田三丁目２０番９号
ファミリーマート十和田並木西店 青森県　十和田市大字三本木字並木西１６１－２
ファミリーマートつがる車力町店 青森県　つがる市車力町老森１１番地２１
ファミリーマート鯵ヶ沢バイパス店 青森県　西津軽郡鯵ケ沢町大字舞戸町字下富田５５－２
ファミリーマートつがる柏広須店 青森県　つがる市柏広須志野田１８１－２
ファミリーマート蓬田バイパス店 青森県　東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干３０２－４５
ファミリーマート弘前本町店 青森県　弘前市大字本町８０－１
ファミリーマート青森戸山店 青森県　青森市駒込字蛍沢２５８－１２
ファミリーマートおいらせ下田店 青森県　上北郡おいらせ町立蛇７５－１
ファミリーマートバイパス鶴田店 青森県　北津軽郡鶴田町大字山道字高留５５－３
ファミリーマート大畑店 青森県　むつ市大畑町正津川戦敷４８８－１
ファミリーマート三戸目時店 青森県　三戸郡三戸町大字目時字森鉢６３番１
ファミリーマート尾駮店 青森県　上北郡六ケ所村大字尾駮字家ノ前４－３４
ファミリーマート豊崎橋店 青森県　八戸市大字尻内町字根岸河原２－１
ファミリーマート稲垣店 青森県　つがる市稲垣町沼崎船橋１－７５
ファミリーマート三千石店 青森県　北津軽郡板柳町大字三千石字木賊１０７－１
ファミリーマート八戸市立市民病院店 青森県　八戸市大字田向字毘沙門平１番地



ファミリーマート青森浪館前田店 青森県　青森市浪館前田１丁目１８－２３
ファミリーマート青森油川店 青森県　青森市大字油川字大浜８０番地１
ファミリーマート東目屋店 青森県　弘前市大字桜庭字清水流１１２－６
ファミリーマート三沢浜三沢店 青森県　三沢市大字三沢字下沢５０番地１
ファミリーマート八戸商業通り店 青森県　八戸市大字是川字坂ノ脇９－４
ファミリーマート湊高台四丁目店 青森県　八戸市湊高台４丁目８－４
ファミリーマート青森中央市場前店 青森県　青森市問屋町二丁目３番４号
ファミリーマート野辺地橋店 青森県　上北郡野辺地町字鳥井平１４－１
ファミリーマート弘前大久保店 青森県　弘前市大字堅田字神田４９３－１
ファミリーマート青森高田店 青森県　青森市大字高田字川瀬１９２番５
ファミリーマートおいらせ上前田店 青森県　上北郡おいらせ町上前田１１１番地１
ファミリーマート六ヶ所平沼店 青森県　上北郡六ヶ所村大字平沼字二階坂９３－１
ファミリーマート十和田相坂店 青森県　十和田市大字相坂字下前川原１７５番地２
ファミリーマート青森桜川店 青森県　青森市桜川７丁目１２－７
ファミリーマート八戸新井田重地店 青森県　八戸市大字新井田字重地４番地１
ファミリーマート八戸八幡店 青森県　八戸市大字田面木字前田表３１番地８号
ファミリーマート外ヶ浜三厩店 青森県　東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町８３－２１
ファミリーマート八戸是川笹子店 青森県　八戸市大字是川字三十刈頭３－１１
ファミリーマート六戸町店 青森県　上北郡六戸町大字折茂字鳥喰谷地４８－１
ファミリーマート青森奥野四丁目店 青森県　青森市奥野四丁目１８番１５号
ファミリーマート東北町石坂店 青森県　上北郡東北町字石坂１８番地２
ファミリーマート新青森駅西口店 青森県　青森市新城字平岡３９５番地３
ファミリーマート八戸尻内町店 青森県　八戸市大字尻内町字尻内１番地２
ファミリーマート青森浪岡前田店 青森県　青森市浪岡大字浪岡字前田８３番地１１
ファミリーマート青森小柳三丁目店 青森県　青森市小柳３－４－２８
ファミリーマート五戸上市川店 青森県　三戸郡五戸町大字上市川字林ノ下１－１
ファミリーマート三戸町斗内店 青森県　三戸郡三戸町大字斗内字荒巻４１－３
ファミリーマート弘前松原東店 青森県　弘前市大字松原東四丁目６番地２９
ファミリーマートアクロス三沢店 青森県　三沢市栄町二丁目３１番地１４４号
ファミリーマート今別町店 青森県　東津軽郡今別町今別字中沢１７４－８
ファミリーマート鶴田境店 青森県　北津軽郡鶴田町大字境字里見１６６番地９
ファミリーマート五戸浅水店 青森県　三戸郡五戸町大字浅水字十海塚５番地１
ファミリーマート弘前泉野四丁目店 青森県　弘前市大字泉野四丁目１４－２、１４－３
ファミリーマートむつ大湊店 青森県　むつ市大平町５０番９号
ファミリーマート青森荒川筒井店 青森県　青森市大字荒川字筒井４３番地６
ファミリーマートつがる市役所前店 青森県　つがる市木造若緑５８番地１
ファミリーマート八戸湊鮫ノ口店 青森県　八戸市大字湊町字鮫ノ口１番地６
ファミリーマート常盤バイパス店 青森県　南津軽郡藤崎町大字水木字浅田１２８－５
ファミリーマートおいらせ町店 青森県　上北郡おいらせ町苗振谷地８－４９
ファミリーマート平内小湊店 青森県　東津軽郡平内町大字小湊字家ノ下２３番地１０
ファミリーマート階上赤保内店 青森県　三戸郡階上町大字赤保内字外平２３番３８
ファミリーマート八戸４５北バイパス店 青森県　八戸市大字河原木字千苅田９－１
ファミリーマート田舎館高樋店 青森県　南津軽郡田舎館村大字高樋字深山林８０－１
ファミリーマート平川大光寺店 青森県　平川市大字大光寺字三早稲田５２－１
ファミリーマート青森横内店 青森県　青森市大字横内字神田７０－１０
ファミリーマート田舎館東光寺店 青森県　南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田２７－１
ファミリーマート五所川原金木店 青森県　五所川原市金木町菅原２２２－７
ファミリーマート田舎館畑中店 青森県　南津軽郡田舎館村大字畑中字上野７５番地６
ファミリーマート青森青大前店 青森県　青森市大字大矢沢字里見１２５番地１
ファミリーマート平川平賀駅前店 青森県　平川市本町北柳田１２番地１
ファミリーマート上北上野店 青森県　上北郡東北町大字上野字下田２８３－１
ファミリーマート八戸八太郎店 青森県　八戸市大字河原木字浜名谷地７６－４７９
ファミリーマート六ヶ所店 青森県　上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平１－１９
ファミリーマート十和田西二番町店 青森県　十和田市西二番町８番４０号
ファミリーマート平内口広店 青森県　東津軽郡平内町大字口広字口広沢６９－６
ファミリーマート弘前石川店 青森県　弘前市大字石川字家岸４９－４
ファミリーマート青森松原一丁目店 青森県　青森市松原一丁目３４－１０
ファミリーマート八戸田向店 青森県　八戸市大字田向字間ノ田５０番２
ファミリーマート板柳三千石店 青森県　北津軽郡板柳町大字三千石字合吉５６－４
ファミリーマート東山町長坂店 岩手県　東磐井郡東山町長坂字東本町３１８－１
ファミリーマート北上大堤公園店 岩手県　北上市相去町葛西檀５－１６
ファミリーマート北上常盤台店 岩手県　北上市常盤台１－１－２４
ファミリーマート北上江鈞子インター店 岩手県　北上市北鬼柳１９地割２５－１
ファミリーマート金ヶ崎六原店 岩手県　胆沢郡金ヶ崎町六原穴持３５０－１、他２筆
ファミリーマート花巻南温泉狭口店 岩手県　花巻市湯口字蟹沢１３－２
ファミリーマート盛岡厨川四丁目店 岩手県　盛岡市厨川４丁目９番１号



ファミリーマートしぶたみ店 岩手県　岩手郡玉山村下田字船綱４４－１８
ファミリーマート水沢真城土手根店 岩手県　奥州市水沢区真城字土手根１４番
ファミリーマート宮古そけい店 岩手県　宮古市実田２丁目２－８
ファミリーマート宮古津軽石店 岩手県　宮古市津軽石第１０地割３１０
ファミリーマート岩手新里店 岩手県　宮古市茂市４－９－１
ファミリーマート盛岡松園南口店 岩手県　盛岡市東松園１丁目－１
ファミリーマート盛岡本宮宮沢店 岩手県　盛岡市本宮字宮沢５４番１
ファミリーマート西根大更店 岩手県　八幡平市大更第１６地割４－８９
ファミリーマート滝沢鵜飼店 岩手県　岩手郡滝沢村鵜飼字下高柳５番４６
ファミリーマート平泉南店 岩手県　西磐井郡平泉町平泉字樋渡５７－２
ファミリーマート盛岡館向 岩手県　盛岡市館向町３番９号
ファミリーマート盛岡アイーナ店 岩手県　盛岡市駅西通１丁目７番１号
ファミリーマート矢巾広宮沢店 岩手県　紫波郡矢巾町広宮沢整理事業１１街区１画地
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
ファミリーマート宮古崎山店 岩手県　宮古市大字崎鍬ケ崎第９地割字大石４０番地６
ファミリーマート滝沢ゆとりが丘店 岩手県　岩手郡滝沢村滝沢字室小路５０６番７
ファミリーマート盛岡駅西通店 岩手県　盛岡駅西口土地区画地区内街区２符合１０
ファミリーマート胆沢小山店 岩手県　奥州市胆沢区小山字川北４５－２
ファミリーマート岩手ふじさわ店 岩手県　東磐井郡藤沢町藤沢字仁郷２－１２
ファミリーマート水沢大畑店 岩手県　奥州市水沢区字大畑小路３２－２
ファミリーマート盛岡西青山二丁目店 岩手県　盛岡市西青山二丁目１番１３号
ファミリーマート一関二高前店 岩手県　一関市赤荻字下谷地１３４－１、１４０－１
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
ファミリーマート盛岡三本柳店 岩手県　盛岡市三本柳２３地割１－１
ファミリーマート八幡平中央店 岩手県　八幡平市大更第２４地割８－３
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
ファミリーマート宮古金浜店 岩手県　宮古市大字金浜第６地割字古川２１番６５
ファミリーマート盛岡東松園店 岩手県　盛岡市東松園３－２８－４
ファミリーマート盛岡高松店 岩手県　盛岡市高松四丁目１
ファミリーマート盛岡北厨川店 岩手県　盛岡市厨川１－８－９
ファミリーマート奥州平泉店 岩手県　西磐井郡平泉町平泉字森下１１番地
ファミリーマート矢巾ＰＡ上り店 岩手県　紫波郡矢巾町大字上矢次第３地割字向井１－２
ファミリーマート一戸砂森店 岩手県　二戸郡一戸町一戸字砂森１０１番２
ファミリーマート久慈旭町店 岩手県　久慈市旭町第８地割１７
ファミリーマート水沢秋葉町店 岩手県　奥州市水沢区秋葉町９７－１
ファミリーマート盛岡上田四丁目店 岩手県　盛岡市上田四丁目３０－１
ファミリーマート江刺岩谷堂店 岩手県　奥州市江刺区豊田町１丁目６番１号
ファミリーマート久慈大川目店 岩手県　久慈市大川目町第１４地割６６－４
ファミリーマート盛岡加賀野二丁目店 岩手県　盛岡市加賀野２丁目８－３２
ファミリーマート盛岡神明町店 岩手県　盛岡市神明町９番８号
ファミリーマート盛岡津志田町二丁目店 岩手県　盛岡市津志田町２丁目３－４０
ファミリーマート盛岡天神町店 岩手県　盛岡市天神町９－３３
ファミリーマート盛岡クロステラス店 岩手県　盛岡市大通３丁目４番１号
ファミリーマート盛岡向中野四丁目店 岩手県　盛岡市向中野四丁目１３番１５号
ファミリーマート盛岡下川原店 岩手県　盛岡市下太田下川原２６番１号
ファミリーマート奥州江刺桜木通り店 岩手県　奥州市江刺区岩谷堂字南八日市４００番地１
ファミリーマート滝沢津軽街道店 岩手県　岩手郡滝沢村滝沢字後２６８－６６
ファミリーマート盛岡上堂二丁目店 岩手県　盛岡市上堂二丁目３番５号
ファミリーマート遠野中央店 岩手県　遠野市上組町８番１３号
ファミリーマート胆沢病院前店 岩手県　奥州市水沢区桜屋敷５１６－１
ファミリーマート花巻大迫町店 岩手県　花巻市大迫町亀ヶ森２地割１８－１
ファミリーマート江刺愛宕店 岩手県　奥州市江刺区愛宕字橋本２３２番１
ファミリーマート北上鬼柳卯の木店 岩手県　北上市鬼柳町卯の木１９２番地１
ファミリーマート宮守インター店 岩手県　遠野市宮守町下鱒沢３３地割８１番地７
ファミリーマート盛岡日影門店 岩手県　盛岡市中央通一丁目１２番２４号
ファミリーマート花巻小舟渡店 岩手県　花巻市上小舟渡２８
ファミリーマート盛岡中央通三丁目店 岩手県　盛岡市中央通三丁目１１番１号
ファミリーマート滝沢駅前通店 岩手県　滝沢市野沢６２－１５
ファミリーマート岩手一関インター店 岩手県　一関市赤荻字月町１９７番地２
ファミリーマート岩手一関相去店 岩手県　一関市字相去６３番地１
ファミリーマート盛岡フェザン店 岩手県　盛岡市盛岡駅前通１－４４盛岡フェザンＢＦ
ファミリーマート奥州いさわ店 岩手県　奥州市胆沢区若柳字壱本松７９番地２
ファミリーマート盛岡西仙北一丁目店 岩手県　盛岡市西仙北一丁目２０番２２号
ファミリーマート盛岡本町通一丁目店 岩手県　盛岡市本町通１丁目１７番１７号
ファミリーマート奥州水沢桜屋敷店 岩手県　奥州市水沢区字桜屋敷西１番地１
ファミリーマート盛岡大館店 岩手県　盛岡市大館町２０番５３号



ファミリーマート北上江釣子店 岩手県　北上市上江釣子７地割９９番地２
ファミリーマート紫波桜町店 岩手県　紫波郡紫波町桜町１丁目３番３号
ファミリーマート八幡平西根インター店 岩手県　八幡平市大更第１地割２３０番地１
ファミリーマート雫石バイパス店 岩手県　岩手郡雫石町長山晴山９１番地３
ファミリーマート水沢公園大通り店 岩手県　奥州市水沢区中上野町１１番３５号
ファミリーマート盛岡永井南店 岩手県　盛岡市永井３１地割５１番１
ファミリーマート遠野バイパス店 岩手県　遠野市早瀬町４丁目４－５
ファミリーマート前沢北店 岩手県　奥州市前沢区あすか通り三丁目１０番地２
ファミリーマート水沢佐倉河店 岩手県　奥州市水沢区佐倉河字石橋７－７
ファミリーマート滝沢市役所前店 岩手県　滝沢市鵜飼迫３番地５
ファミリーマート北上流通基地南店 岩手県　北上市藤沢１５地割１７６－１
ファミリーマート高田竹駒十日市場店 岩手県　陸前高田市竹駒町字十日市場２４３－１
ファミリーマート北上大通り店 岩手県　北上市大通り二丁目６番３１号
ファミリーマート一関千厩町店 岩手県　一関市千厩町清田字中井４０番２
ファミリーマート盛岡みたけ三丁目店 岩手県　盛岡市みたけ三丁目２８番１
ファミリーマート一関工業団地店 岩手県　一関市真柴字矢ノ目沢６４番１５５
ファミリーマート盛岡飯岡店 岩手県　盛岡市北飯岡二丁目１４番１６号
ファミリーマート宮古根市店 岩手県　宮古市大字根市第２地割字中割目３５番２９
ファミリーマート北上鬼柳店 岩手県　北上市鬼柳町笊渕２７４－１
ファミリーマートオガール紫波店 岩手県　紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目３番１２
ファミリーマート高田米崎町店 岩手県　陸前高田市米崎町字西風道２２６番１、２２７番１、２
ファミリーマート金ケ崎西根店 岩手県　胆沢郡金ケ崎町西根古寺４６－１、他４筆
ファミリーマート矢巾町上矢次店 岩手県　紫波郡矢巾町上矢次第５地割字角部１－３他２筆
ファミリーマート盛岡津志田南店 岩手県　盛岡市津志田南三丁目２０１番１、２０１番２、２０１
ファミリーマート北上町分西店 岩手県　北上市町分１８地割１１１番地１
ファミリーマート花泉金沢店 岩手県　一関市花泉町金沢字内ノ目３５番、３６番、３７番（地
ファミリーマート盛岡赤十字病院店 岩手県　盛岡市三本柳６地割１番地１盛岡赤十字病院内
ファミリーマート釜石松原二丁目店 岩手県　釜石市松原町二丁目１番１
ファミリーマート盛岡みたけ五丁目店 岩手県　盛岡市みたけ五丁目１７番３３号
ファミリーマート花巻若葉町店 岩手県　花巻市若葉町１－１０－１７
ファミリーマート盛岡向中野店 岩手県　盛岡市向中野五丁目１番２号
ファミリーマート大船渡宮の前店 岩手県　大船渡市大船渡町字宮の前７番７
ファミリーマート二戸米沢店 岩手県　二戸市米沢字下村１３６番１
ファミリーマート岩手盛岡都南店 岩手県　盛岡市津志田第１４地割１０２
ファミリーマート久慈長内町店 岩手県　久慈市長内町第２７地割２９－１
ファミリーマート一戸奥中山店 岩手県　二戸郡一戸町中山大塚７２番地１
ファミリーマート雫石つなぎ店 岩手県　岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１
ファミリーマート大船渡赤崎店 岩手県　大船渡市赤崎町字亀井田１０３－１
ファミリーマート紫波中央店 岩手県　紫波郡紫波町日詰字丸盛２１７番地１
ファミリーマート盛岡乙部店 岩手県　盛岡市黒川２２地割８－１
ファミリーマート北上本通り店 岩手県　北上市本通り４丁目１７－１０
ファミリーマート紫波八幡店 岩手県　紫波郡紫波町上平沢八幡２４－６
ファミリーマート久慈北インター前店 岩手県　久慈市夏井町鳥谷第７地割２５番地２
ファミリーマート久慈湊町店 岩手県　久慈市湊町第１５地割１２番地１
ファミリーマート北上相去店 岩手県　北上市相去町舘下１番地２３
ファミリーマート花巻大通り店 岩手県　花巻市大通り一丁目１４番２５号
ファミリーマート岩手川口バイパス店 岩手県　岩手郡岩手町川口第５地割２６番地
ファミリーマート北上藤根店 岩手県　北上市和賀町藤根１８地割７１－２
ファミリーマート盛岡下ノ橋町店 岩手県　盛岡市下ノ橋町６－１
ファミリーマート岩手沼宮内バイパス店 岩手県　岩手郡岩手町大字五日市第１２地割５０番地１２
ファミリーマート北上さくら通り店 岩手県　北上市さくら通り２丁目２－３６
ファミリーマート洋野種市店 岩手県　九戸郡洋野町種市第２４地割字横手１５６－１
ファミリーマート盛岡本宮店 岩手県　盛岡市本宮３丁目４２－３３
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
ファミリーマート胆沢南都田店 岩手県　奥州市胆沢区南都田字宇南田２１２番１
ファミリーマート水沢羽田町店 岩手県　奥州市水沢区羽田町字中袋１８３－１
ファミリーマート大槌町安渡店 岩手県　上閉伊郡大槌町新港町２番５号
ファミリーマート一関赤荻店 岩手県　一関市赤荻字桜町１２９番５
ファミリーマート水沢東中通り店 岩手県　水沢市東中通り二丁目４－２１
ファミリーマート北上黒沢尻一丁目店 岩手県　北上市黒沢尻一丁目１３番３号
ファミリーマート盛岡門二丁目店 岩手県　盛岡市門二丁目１２７－１
ファミリーマート水沢釜田店 岩手県　奥州市水沢区字内匠田４７－１
ファミリーマート北上九年橋店 岩手県　北上市九年橋１丁目６－１２
ファミリーマート盛岡青山三丁目店 岩手県　盛岡市青山３丁目３７－３６
ファミリーマート滝沢はのき沢山店 岩手県　滝沢市葉の木沢山５１０番地１
ファミリーマート盛岡名須川町店 岩手県　盛岡市名須川町２０－１７



ファミリーマート岩手大学前店 岩手県　盛岡市上田３丁目１７番４７号
ファミリーマート盛岡川久保店 岩手県　盛岡市津志田２６地割７－１１
ファミリーマート盛岡本宮南店 岩手県　盛岡市向中野三丁目１０番１８号
ファミリーマート花巻鍋倉店 岩手県　花巻市鍋倉字館１１９－１
ファミリーマート花巻桜町店 岩手県　花巻市桜町１－４－１
ファミリーマート盛岡高松一丁目店 岩手県　盛岡市高松一丁目６０番４、６５番１〔地番〕
ファミリーマート北上柳原店 岩手県　北上市柳原一丁目１５８－２他３筆
ファミリーマート富士大学前店 岩手県　花巻市山の神３９７番地１
ファミリーマート盛岡南インター店 岩手県　盛岡市永井２地割３４他９筆
ファミリーマート北上四号バイパス店 岩手県　北上市村崎野１６地割１７４番地２７
ファミリーマート江刺谷地店 岩手県　江刺市愛宕字谷地２８番地
ファミリーマート花巻やまの神店 岩手県　花巻市山の神６８４番地１号
ファミリーマート北上村崎野店 岩手県　北上市村崎野１５番地２９３番４
ファミリーマート高田米崎沼田店 岩手県　陸前高田市米崎町字沼田８７番１
ファミリーマート盛岡繋店 岩手県　盛岡市繋字猿田１－４６
ファミリーマート盛岡西松園店 岩手県　盛岡市西松園１丁目１番１５
ファミリーマート一関東山店 岩手県　一関市東山町長坂字町４１７
ファミリーマート釜石甲子町店 岩手県　釜石市甲子町第９地割４６番地２
ファミリーマート大船渡立根町店 岩手県　大船渡市立根町字中野３２－１
ファミリーマート大船渡地ノ森店 岩手県　大船渡市大船渡町字地ノ森３３－１６
ファミリーマートフレンドボックス花泉店 岩手県　西磐井郡花泉町涌津字二ツ檀７－１
ファミリーマート前沢町向田店 岩手県　胆沢郡前沢町向田１－１０－２
ファミリーマート一関峯下店 岩手県　一関市狐禅寺字峯下８３－６
ファミリーマート水沢西関田店 岩手県　水沢市佐倉河字西関田２２－５
ファミリーマート水沢寺小路店 岩手県　水沢市寺小路２８－３
ファミリーマート金ヶ崎三ヶ尻店 岩手県　胆沢郡金ヶ崎町三ヶ尻字荒巻１３８－１他１０筆
ファミリーマート花巻高松店 岩手県　花巻市高松第１１地割１５５－５
ファミリーマート花巻高木北店 岩手県　花巻市高木第１９地割２７８
ファミリーマート花巻西宮野目店 岩手県　花巻市西宮野目第１２地割１０６－１
ファミリーマートやまだい大東町店 岩手県　東磐井郡大東町摺沢字石倉４０－６
ファミリーマートサテライト石鳥谷前店 岩手県　稗貫郡石鳥谷町小森林第１地割４７－３
ファミリーマート岩手川崎店 岩手県　東磐井郡川崎村薄衣字久伝３８－８
ファミリーマート花巻四日町店 岩手県　花巻市四日町３－１－２
ファミリーマート大和鶴巣大平店 宮城県　黒川郡大和町鶴巣大平字窪川４２番地
ファミリーマート築館宮野店 宮城県　栗原市築館下宮野中田１３８－１
ファミリーマート名取大手町五丁目店 宮城県　名取市大手町５－１７－１２
ファミリーマート亘理インター店 宮城県　亘理郡亘理野逢隈中泉字八幡８５－１
ファミリーマート長町南駅前店 宮城県　仙台市太白区長町南３－３－３６
ファミリーマート石巻西山町店 宮城県　石巻市西山町１－１
ファミリーマート古川稲葉店 宮城県　大崎市古川穂波二丁目９番２０号
ファミリーマート幸町二丁目店 宮城県　仙台市宮城野区幸町２－１１－３０
ファミリーマート泉根白石店 宮城県　仙台市泉区根白石字判在家後３１－１
ファミリーマート名取植松一丁目店 宮城県　名取市植松１丁目３番１号
ファミリーマート鳴子大口店 宮城県　大崎市鳴子温泉字馬場７４－６
ファミリーマート大郷粕川店 宮城県　黒川郡大郷町粕川字日向１０－１
ファミリーマート小午田素山町店 宮城県　遠田郡小山田町素山町１２４
ファミリーマート大河原見城前店 宮城県　柴田郡大河原町大谷字見城前４９番１
ファミリーマート米山町店 宮城県　登米郡米山町西野字片平小路１３０
ファミリーマート南中山一丁目店 宮城県　仙台市泉区南中山１丁目３６－１
ファミリーマート栗生四丁目店 宮城県　仙台市青葉区栗生４－１３－６
ファミリーマート仙台中央店 宮城県　仙台市青葉区中央二丁目１１番１号オルタス仙台ビル
ファミリーマート泉館六丁目店 宮城県　仙台市泉区館６－１４－２
ファミリーマート堤町一丁目店 宮城県　仙台市青葉区堤町１丁目２－６０
ファミリーマート小松島店 宮城県　仙台市青葉区小松島２丁目７－６
ファミリーマート栗駒南店 宮城県　栗原市栗駒稲屋敷字笊屋敷下１４１
ファミリーマート栗駒里谷店 宮城県　栗原市栗駒里谷下沖２９－３
ファミリーマート三本木坂本店 宮城県　大崎市三本木坂本字新山崎３４番地
ファミリーマート築館久伝店 宮城県　栗原市築館久伝１２－１
ファミリーマート岩出山池月店 宮城県　大崎市岩出山池月字下宮道合２－１
ファミリーマート村田小泉店 宮城県　柴田郡村田町大字小泉字西浦７番１他
ファミリーマート岩沼中央四丁目店 宮城県　岩沼市中央４丁目２－２０
ファミリーマート立町店 宮城県　仙台市青葉区立町１－１８
ファミリーマート名取高舘吉田店 宮城県　名取市高舘吉田字野来２９－１
ファミリーマート泉中央駅前店 宮城県　仙台市泉区泉中央１丁目１２－４
ファミリーマート宮城野原町店 宮城県　仙台市宮城野区原町３－４－１９
ファミリーマート北根四丁目店 宮城県　仙台市青葉区北根四丁目４０１



ファミリーマート榴岡四丁目店 宮城県　仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１
ファミリーマート卸町三丁目店 宮城県　仙台市若林区卸町三丁目７－６
ファミリーマート石巻日赤病院前 宮城県　石巻市わかば二丁目１０－２
ファミリーマート仙台大和町店 宮城県　仙台市若林区大和町３－３－１
ファミリーマート中野栄駅前店 宮城県　仙台市宮城野区出花西１９－８
ファミリーマート広瀬通立町店 宮城県　仙台市青葉区立町２－１
ファミリーマート塩釜松陽台店 宮城県　塩竈市松陽台一丁目５７番８他
ファミリーマート仙台中央三丁目店 宮城県　仙台市青葉区中央三丁目６－２２
ファミリーマート泉インター店 宮城県　仙台市泉区七北田字新田２－１
ファミリーマート宮千代三丁目店 宮城県　仙台市宮城野区宮千代三丁目９－２２
ファミリーマート青葉神社通店 宮城県　仙台市青葉区通町二丁目１２－１
ファミリーマート西多賀四丁目店 宮城県　仙台市太白区西多賀四丁目２８－８
ファミリーマート仙台銀杏町店 宮城県　仙台市宮城野区銀杏町２番１５号
ファミリーマート川平一丁目店 宮城県　仙台市青葉区川平一丁目２－８
ファミリーマート遠見塚二丁目店 宮城県　仙台市若林区遠見塚二丁目１２４－３
ファミリーマート大崎鹿島台店 宮城県　大崎市鹿島台平渡字東銭神１－２
ファミリーマート六丁目左近堀店 宮城県　仙台市若林区六丁目字左近堀１６－６－１Ｂ・１Ｌ
ファミリーマート木ノ下四丁目店 宮城県　仙台市若林区木ノ下四丁目２－３
ファミリーマート青葉春日町店 宮城県　仙台市青葉区春日町４－７
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
ファミリーマート仙台蒲町店 宮城県　仙台市若林区蒲町３１－１３
ファミリーマート仙台駅前店 宮城県　仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツビル１Ｆ
ファミリーマート古川中島町店 宮城県　大崎市古川中島町２－６３
ファミリーマート名取が丘店 宮城県　名取市名取が丘四丁目１７－２１
ファミリーマート多賀城栄店 宮城県　多賀城市栄一丁目７番地４０
ファミリーマート五橋二丁目店 宮城県　仙台市青葉区五橋２－４－７
ファミリーマート仙台花京院店 宮城県　仙台市青葉区花京院１－５－１０
ファミリーマート気仙沼田中前店 宮城県　気仙沼市田中前２－２－１
ファミリーマート多賀城八幡店 宮城県　多賀城市八幡４－７－９３
ファミリーマート仙台港インター　店 宮城県　仙台市宮城野区蒲生字竹ノ内２０１
ファミリーマート石巻大街道西店 宮城県　石巻市大街道西一丁目１－１０
ファミリーマート多賀城町前店 宮城県　多賀城市町前１丁目２０９－１他
ファミリーマート石巻南中里店 宮城県　石巻市南中里１－１－３２
ファミリーマート矢本赤井店 宮城県　東松島市赤井字新川前１６－１０
ファミリーマート矢本航空自衛隊前店 宮城県　桃生郡矢本町矢本字南浦２０２
ファミリーマート小鶴二丁目店 宮城県　仙台市宮城野区小鶴二丁目６－８
ファミリーマート築館源光店 宮城県　栗原市築館源光１８－１
ファミリーマート仙台空港前店 宮城県　岩沼市下野郷字切新田１－１
ファミリーマート福田町三丁目店 宮城県　仙台市宮城野区福田町三丁目８－１
ファミリーマート歌津升沢店 宮城県　本吉郡南三陸町歌津字枡沢６８－１
ファミリーマート二十人町店 宮城県　仙台市宮城野区二十人町１４－３ブロック２
ファミリーマート東松島中央店 宮城県　東松島市大曲字堺堀１４８
ファミリーマート岩沼北の町店 宮城県　岩沼市中央四丁目２２２番
ファミリーマート若林中倉店 宮城県　仙台市若林区中倉二丁目２４番８号
ファミリーマート大街道東店 宮城県　石巻市大街道東３－１９－３
ファミリーマート北浜四丁目店 宮城県　塩竈市北浜四丁目９－３
ファミリーマート東八番丁店 宮城県　仙台市宮城野区東八番丁９３－３
ファミリーマート石巻流留店 宮城県　石巻市流留字１番囲６１－１
ファミリーマート三滝堂ＰＡ店 宮城県　登米市東和町米谷字福平１９１番１
ファミリーマート仙台穀町店 宮城県　仙台市若林区穀町４０番地
ファミリーマート仙台二十人町店 宮城県　仙台市宮城野区二十人町３０３番地の８
ファミリーマート角田幸町店 宮城県　角田市角田字幸町５６
ファミリーマート涌谷東店 宮城県　遠田郡涌谷町涌谷字千間江８１－１
ファミリーマート仙台港入口店 宮城県　仙台市宮城野区仙台港北一丁目６－１
ファミリーマート古川大江向店 宮城県　大崎市古川稲葉字大江向１２７
ファミリーマート多賀城大代店 宮城県　多賀城市大代一丁目３－１８
ファミリーマートプラスＣＯＯＰ七ヶ宿店 宮城県　刈田郡七ヶ宿町字一枚田２０番地１
ファミリーマート南中山二丁目店 宮城県　仙台市泉区南中山２丁目２７－４
ファミリーマート仙台広瀬通り店 宮城県　仙台市青葉区一番町三丁目１０－１７慶和ビル１Ｆ
ファミリーマート仙台新寺一丁目店 宮城県　仙台市若林区新寺一丁目３番４５号
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
ファミリーマート仙台ＭＴビル店 宮城県　仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
ファミリーマート宮城古川休塚店 宮城県　大崎市古川休塚字南田９３番地の１
ファミリーマート仙台西中田店 宮城県　仙台市太白区西中田五丁目１７番６６号
ファミリーマート石巻開北一丁目店 宮城県　石巻市開北一丁目７番３２号
ファミリーマート名取田高店 宮城県　名取市田高字原５７５番地



ファミリーマート仙台若林六丁目店 宮城県　仙台市若林区若林六丁目９番１０号
ファミリーマート白石八幡町店 宮城県　白石市八幡町９－１
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
ファミリーマート矢本インター前店 宮城県　東松島市矢本字上河戸２８６－１０
ファミリーマート白石駅前店 宮城県　白石市字沢目５６番１（地番）
ファミリーマート宮城川崎インター店 宮城県　柴田郡川崎町大字前川字北原４－１０
ファミリーマート涌谷バイパス店 宮城県　遠田郡涌谷町下新田４－１他
ファミリーマート免許センター前店 宮城県　仙台市泉区市名坂字竹内１０５－８
ファミリーマート宮城岩沼バイパス店 宮城県　岩沼市末広二丁目１０－２７
ファミリーマート宮城大和杜のまち店 宮城県　黒川郡大和町杜の丘二丁目２番地６
ファミリーマート岩沼南長谷店 宮城県　岩沼市南長谷字諏訪８６－１
ファミリーマート宮城大郷店 宮城県　黒川郡大郷町中村字山沢２０番地の３
ファミリーマート牡鹿店 宮城県　石巻市小渕浜大宝１７番地３
ファミリーマート丸森大内店 宮城県　伊具郡丸森町大内字七夕西２５番１他
ファミリーマート仙台泉バイパス店 宮城県　仙台市泉区松森字上河原６－１
ファミリーマート宮城利府赤沼店 宮城県　宮城郡利府町赤沼字大日向１０４番１
ファミリーマート石巻千石町店 宮城県　石巻市千石町８－２
ファミリーマート一番町駅前店 宮城県　仙台市青葉区一番町二丁目４－１仙台興和ビル１Ｆ
ファミリーマート岩沼たけくま店 宮城県　岩沼市たけくま一丁目３１番１３号
ファミリーマート北仙台駅前店 宮城県　仙台市青葉区昭和町６ー８
ファミリーマート名取愛の杜二丁目店 宮城県　名取市愛の杜２丁目１－１０
ファミリーマート仙台六郷店 宮城県　仙台市若林区六郷１－１０
ファミリーマート宮城小牛田店 宮城県　遠田郡美里町北浦字川戸浦２９－１
ファミリーマート上愛子中遠野原店 宮城県　仙台市青葉区上愛子字中遠野原２８番地４
ファミリーマート柴田農林高前店 宮城県　柴田郡大河原町字南海道下４５－１
ファミリーマート石巻新橋店 宮城県　石巻市新橋１番７３号
ファミリーマート仙台実沢店 宮城県　仙台市泉区実沢字広畑７５－１
ファミリーマート亘理公園前店 宮城県　亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南３７－７
ファミリーマート南仙台駅西口店 宮城県　仙台市太白区西中田４－１１－６
ファミリーマート仙台錦町店 宮城県　仙台市青葉区錦町１丁目１ー９
ファミリーマート花京院一丁目店 宮城県　仙台市青葉区花京院一丁目４番７号
ファミリーマート鳴子温泉店 宮城県　大崎市鳴子温泉字中野６２－２
ファミリーマート仙台幸町三丁目店 宮城県　仙台市宮城野区幸町三丁目３番１２号
ファミリーマート山一仙台中央ビル店 宮城県　仙台市青葉区中央１－６－１８
ファミリーマート仙台高野原店 宮城県　仙台市青葉区高野原４丁目１３－１８
ファミリーマート宮城南郷店 宮城県　遠田郡美里町練牛字２０号４３番地１
ファミリーマート宮城小野田店 宮城県　加美郡加美町字川原田１番地の１０
ファミリーマート宮城三本木店 宮城県　大崎市三本木町坂本字寺嶋４－１
ファミリーマート多賀城山王店 宮城県　多賀城市山王字山王２区５１－２
ファミリーマート北根黒松店 宮城県　仙台市青葉区北根黒松１－１
ファミリーマート多賀城笠神店 宮城県　多賀城市笠神二丁目１０番２１号
ファミリーマート仙台木町通一丁目店 宮城県　仙台市青葉区木町通一丁目３番３号
ファミリーマート仙台二日町店 宮城県　仙台市青葉区二日町１番２３号
ファミリーマート宮城野通駅前店 宮城県　仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号
ファミリーマート仙台八幡二丁目店 宮城県　仙台市青葉区八幡２丁目１７－２１
ファミリーマート一番町二丁目店 宮城県　仙台市青葉区一番町二丁目３番１０号
ファミリーマート東仙台三丁目店 宮城県　仙台市宮城野区東仙台三丁目４１５番１
ファミリーマート仙台荒井東店 宮城県　仙台市若林区荒井七丁目４３番地の１
ファミリーマートプラスＣＯＯＰ鶴ヶ谷店 宮城県　仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目１番１５
ファミリーマート大河原高砂町店 宮城県　柴田郡大河原町字高砂町２－６
ファミリーマート本吉はしもと店 宮城県　気仙沼市本吉町猪の鼻１２６－２
ファミリーマート利府街道店 宮城県　宮城郡利府町神谷沢字新宮ヶ崎６番２
ファミリーマート泉向陽台店 宮城県　仙台市泉区向陽台四丁目３０－１
ファミリーマート新寺四丁目店 宮城県　仙台市若林区新寺四丁目８－１
ファミリーマート荒浜店 宮城県　亘理郡亘理町荒浜字八幡４－３
ファミリーマート古川工業高校前店 宮城県　大崎市古川北町四丁目３５番
ファミリーマート四郎丸吹上店 宮城県　仙台市太白区四郎丸吹上２２－１
ファミリーマート松島海岸通り店 宮城県　宮城郡松島町松島字普賢堂３２番４
ファミリーマート泉崎一丁目店 宮城県　仙台市太白区泉崎一丁目３４番８号
ファミリーマート塩釜尾島町店 宮城県　塩竃市尾島町１０番２２
ファミリーマート仙台萩野町四丁目店 宮城県　仙台市宮城野区萩野町４－１－６２
ファミリーマート中田七丁目店 宮城県　仙台市太白区中田７－８－１６
ファミリーマート宮城川崎町店 宮城県　柴田郡川崎町大字川内字七曲山１７２－１０
ファミリーマート富沢南一丁目店 宮城県　仙台市太白区富沢南１丁目２３－１
ファミリーマート岩沼吹上一丁目店 宮城県　岩沼市吹上１－１５－５０
ファミリーマート若林上飯田店 宮城県　仙台市若林区上飯田４丁目１２－１５



ファミリーマート仙台中央四丁目店 宮城県　仙台市青葉区中央四丁目７－２９
ファミリーマート泉野村店 宮城県　仙台市泉区野村字東村境１番地１
ファミリーマート柏木一丁目店 宮城県　仙台市青葉区柏木１－８－３５
ファミリーマート白石インター店 宮城県　白石市福岡深谷字地蔵堂６２番地
ファミリーマート石巻不動町店 宮城県　石巻市不動町一丁目１３８番３０
ファミリーマート石森加賀野店 宮城県　登米市中田町石森字加賀野三丁目２－１
ファミリーマート石巻中浦店 宮城県　石巻市三ツ股二丁目６－５０
ファミリーマート石巻折立店 宮城県　石巻市沢田字折立３－１
ファミリーマートグリーンタウン矢本店 宮城県　東松島市大塩字緑ヶ丘一丁目１番１
ファミリーマート気仙沼岩月星谷店 宮城県　気仙沼市岩月星谷６－１
ファミリーマート太白中田店 宮城県　仙台市太白区中田二軒橋土地区画整理事業地内１－１
ファミリーマート仙台木町通店 宮城県　仙台市青葉区木町通二丁目２４１番
ファミリーマート東矢本店 宮城県　東松島市矢本字作田浦１８９番地
ファミリーマート古川栄町店 宮城県　大崎市古川栄町１４番１７号
ファミリーマート岩沼相の原三丁目店 宮城県　岩沼市相の原三丁目９４
ファミリーマート南佐沼店 宮城県　登米市迫町佐沼字南元丁１２８
ファミリーマート角田中島下店 宮城県　角田市角田字中島下６２２
ファミリーマート村田南店 宮城県　柴田郡村田町大字沼辺字千塚１番１他１筆
ファミリーマート仙台ワシントンホテル店 宮城県　仙台市青葉区中央四丁目１０－８
ファミリーマート丸森舘矢間店 宮城県　伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１５８－１
ファミリーマートあけの平店 宮城県　黒川郡富谷町あけの平一丁目２－１
ファミリーマート石巻井内店 宮城県　石巻市大瓜字井内３７番
ファミリーマート仙台八木山店 宮城県　仙台市太白区八木山本町一丁目３０－１４
ファミリーマート気仙沼松岩店 宮城県　気仙沼市松崎片浜１０６番３０
ファミリーマート大河原住吉町店 宮城県　柴田郡大河原町字住吉町４番２
ファミリーマート東和米川店 宮城県　登米市東和町米川字飯土井１４４－１
ファミリーマート小牛田バイパス店 宮城県　遠田郡美里町北浦字天神南３５番地
ファミリーマート渡波栄田店 宮城県　石巻市渡波字栄田９５－２他４筆
ファミリーマート八乙女中央店 宮城県　仙台市泉区八乙女中央三丁目２番３０
ファミリーマート古川駅前大通店 宮城県　大崎市古川駅前大通三丁目２６
ファミリーマート七北田公園前店 宮城県　仙台市泉区上谷刈字沼１８番２
ファミリーマート東松島野蒜駅店 宮城県　東松島市野蒜字北余景５６－３６
ファミリーマート大崎市民病院店 宮城県　大崎市古川穂波三丁目８番１号
ファミリーマート古川鶴ケ埣店 宮城県　大崎市古川鶴ヶ埣字鶴田１６４番地１
ファミリーマート小田原一丁目店 宮城県　仙台市宮城野区小田原一丁目４２５番１
ファミリーマート石巻泉町店 宮城県　石巻市泉町一丁目１５番６４
ファミリーマート田子西店 宮城県　仙台市宮城野区田子西土地区画整理事業地内１２街区２
ファミリーマート八木山香澄町店 宮城県　仙台市太白区八木山香澄町５－３
ファミリーマート榴岡五丁目店 宮城県　仙台市宮城野区榴岡５－２－６
ファミリーマート新田東店 宮城県　仙台市宮城野区小鶴字羽黒４０
ファミリーマート名取バイパス店 宮城県　名取市植松字新橋２０１－１他７筆［地番］
ファミリーマート東勝山二丁目店 宮城県　仙台市青葉区東勝山二丁目１－６２７他１筆［地番
ファミリーマート佐沼北方店 宮城県　登米市迫町北方字谷地前１２６番１、１２６番２
ファミリーマート泉丸田沢店 宮城県　仙台市泉区上谷刈字古堤４８－９、５８、４８－７の一
ファミリーマート船岡東四丁目店 宮城県　柴田郡柴田町船岡東四丁目１２－３０
ファミリーマート若林河原町店 宮城県　仙台市若林区舟丁３の一部、３－１５の一部［地番］
ファミリーマート上杉四丁目店 宮城県　仙台市青葉区上杉四丁目４－１２
ファミリーマート塩釜牛生町店 宮城県　塩釜市牛生町１１－５
ファミリーマート佐沼江合店 宮城県　登米市迫町佐沼字江合三丁目１番２
ファミリーマート田子一丁目店 宮城県　仙台市宮城野区田子一丁目１－５０
ファミリーマート旭丘堤二丁目店 宮城県　仙台市泉区旭丘堤二丁目１４－３９、１４－５１
ファミリーマート多賀城駐屯地店 宮城県　多賀城市丸山二丁目１－１
ファミリーマート枡江店 宮城県　仙台市宮城野区枡江２番２３号
ファミリーマート登米迫森店 宮城県　登米市迫町森字平柳１４番１
ファミリーマート仙台荒井西店 宮城県　仙台市若林区蒲町字南３３、３４－１
ファミリーマート石巻市役所前店 宮城県　石巻市穀町１１２番１
ファミリーマート蔵王遠刈田店 宮城県　刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂５９番地１１
ファミリーマート若林荒井店 宮城県　仙台市若林区荒井字遠藤３２他１９筆
ファミリーマート石巻新蛇田店 宮城県　石巻市新蛇田地区被災市街地復興土地区画整理事業３街
ファミリーマート上杉一丁目店 宮城県　仙台市青葉区上杉１－７－３０
ファミリーマート大郷山崎店 宮城県　黒川郡大郷町山崎字堰場５６－２
ファミリーマート東一番丁通り店 宮城県　仙台市青葉区一番町二丁目５番５号
ファミリーマート古川南新町店 宮城県　大崎市古川南新町２５番１
ファミリーマート岩切青津目店 宮城県　仙台市宮城野区岩切字青津目１２２－３
ファミリーマート宮町四丁目店 宮城県　仙台市青葉区宮町四丁目６－２１
ファミリーマート女川中央店 宮城県　牡鹿郡女川町被災市街地復興土地区画整理事業地区内Ｓ



ファミリーマート気仙沼鹿折店 宮城県　気仙沼市鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業１９
ファミリーマート南方瀬ノ淵店 宮城県　登米市南方町瀬ノ淵５２番
ファミリーマート岩出山下野目店 宮城県　大崎市岩出山下野目字八幡前２３－１
ファミリーマート大崎三本木店 宮城県　大崎市三本木蟻ケ袋字混内山１１－５７
ファミリーマート宮城蔵王町店 宮城県　刈田郡蔵王町宮字古川４４番１
ファミリーマート仙台薬師堂前店 宮城県　仙台市若林区木ノ下四丁目４番９号
ファミリーマート七ヶ浜境山店 宮城県　宮城郡七ケ浜町境山二丁目１４番６号
ファミリーマート亘理鳥の海店 宮城県　亘理郡亘理町逢隈高屋字鷹野橋５１番地１０
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
ファミリーマート小田原五丁目店 宮城県　仙台市青葉区小田原５丁目３
ファミリーマート仙台広瀬通駅店 宮城県　仙台市青葉区中央二丁目１０番２０号
ファミリーマートあすと長町店 宮城県　仙台市太白区郡山一丁目１１番１号
ファミリーマート石巻須江店 宮城県　石巻市須江字寺前１５番４
ファミリーマート宮城山元インター店 宮城県　亘理郡山元町小平字北２０－４
ファミリーマート石巻中里七丁目店 宮城県　石巻市中里七丁目２番１４号
ファミリーマート仙台栄一丁目店 宮城県　仙台市宮城野区栄一丁目７－１７
ファミリーマート岩沼桑原店 宮城県　岩沼市桑原一丁目８番４８号
ファミリーマート大崎古川稲葉店 宮城県　大崎市古川稲葉３丁目６－１６
ファミリーマート八幡三丁目店 宮城県　仙台市青葉区八幡３丁目１８－１１
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
ファミリーマート仙台堤通店 宮城県　仙台市青葉区通町二丁目６－１０
ファミリーマート仙台泉松陵店 宮城県　仙台市泉区松陵一丁目１２番１
ファミリーマート仙台西の平店 宮城県　仙台市太白区西の平一丁目１５番４０号
ファミリーマート仙台愛宕上杉通店 宮城県　仙台市青葉区錦町一丁目１０番１１号
ファミリーマート白石沢端店 宮城県　白石市字沢端１７番１
ファミリーマート富谷成田四丁目店 宮城県　富谷市成田四丁目１－１
ファミリーマート名取熊野堂店 宮城県　名取市高舘熊野堂字岩口下５２－１他１筆
ファミリーマート河北店 宮城県　石巻市大森字的場１７番４号
ファミリーマート祝田店 宮城県　石巻市渡波字祝田７５番６号
ファミリーマート築館木戸店 宮城県　栗原市築館木戸８６番地２
ファミリーマート鹿又店 宮城県　石巻市鹿又字道的前４０番１号
ファミリーマート佳景山店 宮城県　石巻市鹿又字穴口前３８番地
ファミリーマート八乙女駅店 宮城県　仙台市泉区八乙女中央１丁目
ファミリーマート宮城野五輪店 宮城県　仙台市宮城野区五輪１丁目６番１２号
ファミリーマート仙台将監五丁目店 宮城県　仙台市泉区将監五丁目１番３０号
ファミリーマート宮城亘理店 宮城県　亘理郡亘理町字狐塚６６－１
ファミリーマート仙台岩切店 宮城県　仙台市宮城野区岩切字青津目８番地２
ファミリーマート名取増田店 宮城県　名取市増田４丁目３－２１
ファミリーマート田尻町店 宮城県　遠田郡田尻町字町５６－１
ファミリーマート涌谷渋江店 宮城県　遠田郡涌谷町字渋江３３２－１
ファミリーマート仙台荒巻神明店 宮城県　仙台市青葉区荒巻神明町１－３
ファミリーマート松島高城店 宮城県　宮城郡松島町高城字帰命院下一１５－１
ファミリーマート仙台松森店 宮城県　仙台市泉区松森字新田７９－４
ファミリーマート本町一丁目店 宮城県　仙台市青葉区本町１－１－７
ファミリーマート岩沼恵み野二丁目店 宮城県　岩沼市恵み野二丁目１５番地の１
ファミリーマートバイパス若林店 宮城県　仙台市若林区若林六丁目１－１７
ファミリーマートあすと長町三丁目店 宮城県　仙台市太白区あすと長町三丁目２番２９号
ファミリーマート仙台泉ヶ丘店 宮城県　仙台市泉区泉が丘４－７－３２
ファミリーマート泉関場店 宮城県　仙台市泉区松森字関場２６－１
ファミリーマート仙台国見ケ丘店 宮城県　仙台市青葉区国見ケ丘五丁目１－１０
ファミリーマート宮城大衡店 宮城県　黒川郡大衡村大衡字尾西５０
ファミリーマート仙台桂一丁目店 宮城県　仙台市泉区桂一丁目１番１（地番）
ファミリーマート多賀城高橋二丁目店 宮城県　多賀城市高橋二丁目１２－８
ファミリーマート名取本郷店 宮城県　名取市本郷字焼野１４
ファミリーマート多賀城鶴ヶ谷店 宮城県　多賀城市鶴ヶ谷二丁目１８－７
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２－５－９
ファミリーマート西多賀一丁目店 宮城県　仙台市太白区西多賀１－１５－２５
ファミリーマート黒川鶴巣店 宮城県　黒川郡大和町鶴巣鳥屋字檀ノ輿５５－５
ファミリーマート泉中央駅店 宮城県　仙台市泉区泉中央１丁目
ファミリーマート茂庭店 宮城県　仙台市太白区茂庭字新熊野４７番１
ファミリーマート安養寺二丁目店 宮城県　仙台市宮城野区安養寺２丁目５
ファミリーマート二の森店 宮城県　仙台市宮城野区幸町１－２２－３
ファミリーマート長町六丁目店 宮城県　仙台市太白区長町六丁目６８－１
ファミリーマート多賀城留ケ谷店 宮城県　多賀城市留ケ谷３－７１－１
ファミリーマート中山台店 宮城県　仙台市青葉区中山台１－１１－１
ファミリーマートウッディ南光台店 宮城県　仙台市泉区南光台２－６－４５



ファミリーマート西中田六丁目店 宮城県　仙台市太白区西中田６－５－６
ファミリーマート佐々木桃生町店 宮城県　桃生郡桃生町中津山字四軒下５８－１
ファミリーマートみやぎ福田町店 宮城県　仙台市宮城野区福田町３－１－１
ファミリーマート多賀城育英高校前店 宮城県　多賀城市高橋５－５－３
ファミリーマート泉松森店 宮城県　仙台市泉区松森字明神１－１
ファミリーマート苦竹二丁目店 宮城県　仙台市宮城野区苦竹２－１－１９
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
ファミリーマート一番町南町通店 宮城県　仙台市青葉区一番町２－７－１７
ファミリーマート大町二丁目店 宮城県　仙台市青葉区大町２－６－１
ファミリーマート気仙沼四反田店 宮城県　気仙沼市四反田２３－１１
ファミリーマート本吉バイパス店 宮城県　本吉郡本吉町津谷長根１０６－１
ファミリーマート佐沼中江五丁目店 宮城県　登米郡迫町佐沼字中江５－９－７
ファミリーマート蔵王宮店 宮城県　刈田郡蔵王町宮字井戸井前４１－１
ファミリーマート小野田神山西店 宮城県　加美郡小野田町字神山西１９－３
ファミリーマート石巻港インター店 宮城県　桃生郡河南町須江字大刈場２０－１－２
ファミリーマート清水小路一丁目店 宮城県　仙台市若林区清水小路１－６
ファミリーマート白石蔵王駅前店 宮城県　白石市鷹ノ巣字向田８－１
ファミリーマート白石大鷹沢店 宮城県　白石市大鷹沢三沢字坂端１３２－２
ファミリーマート仙台上愛子店 宮城県　仙台市青葉区上愛子字街道７７－６
ファミリーマート仙台三百人町店 宮城県　仙台市若林区三百人町１６５－１
ファミリーマート秋田御所野湯本店 秋田県　秋田市御所野湯本２丁目１－２１
ファミリーマート秋田東通五丁目 秋田県　秋田市東通５丁目７－１
ファミリーマート河辺和田店 秋田県　秋田市河辺和田字坂本南２８４－５
ファミリーマート横手金沢中野 秋田県　横手市金沢中野字三貫堰１１５他
ファミリーマート秋田上飯島 秋田県　秋田市飯島道東２丁目１４－１４
ファミリーマート雄勝インター店 秋田県　湯沢市小野字大沢田２８０－３２８１－２
ファミリーマート秋田新屋扇町店 秋田県　秋田市新屋扇町２－２１
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４２－１他
ファミリーマート角館岩瀬店 秋田県　仙北市角館町上菅沢５７－１他
ファミリーマート西仙北ＳＡ店 秋田県　大仙市西仙北九升田字三口ヶ沢８－７
ファミリーマート横手十文字店 秋田県　横手市十文字町植田字羽場３７－４
ファミリーマート鹿角大湯店 秋田県　鹿角市十和田大湯字中田１０－３
ファミリーマート鹿角錦木店 秋田県　鹿角市十和田錦木字浜田３９番地２
ファミリーマート湯沢インター店 秋田県　湯沢市字沖鶴１９４－１
ファミリーマート秋田横山店 秋田県　秋田市仁井田字川久保２７－１
ファミリーマート横手三枚橋店 秋田県　横手市前郷字下三枚橋１９８
ファミリーマート秋田空港店 秋田県　秋田市雄和椿川字山籠４９
ファミリーマート大館住吉町店 秋田県　大館市住吉町３番２１号
ファミリーマート大館清水四丁目店 秋田県　大館市清水四丁目４番３３号
ファミリーマート秋田金足店 秋田県　秋田市金足大清水字堤下１８－１
ファミリーマート大仙北楢岡店 秋田県　大仙市北楢岡字嶋５８－１
ファミリーマート大館中道店 秋田県　大館市中道二丁目８６
ファミリーマート秋田南通り店 秋田県　秋田市南通亀の町６番２号
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
ファミリーマート秋田高校前店 秋田県　秋田市手形田中１０－１６
ファミリーマート能代上町店 秋田県　能代市上町８番１４号
ファミリーマート秋田仁井田栄町店 秋田県　秋田市仁井田栄町１番１号
ファミリーマート秋田小坂町店 秋田県　鹿角郡小坂町小坂字五十刈４番地１
ファミリーマート能代西店 秋田県　能代市字鳥小屋１番１
ファミリーマート秋田アルヴェ店 秋田県　秋田市東通仲町４番１号
ファミリーマート大仙かみおか店 秋田県　大仙市神宮寺字本郷野８８番地３
ファミリーマート秋田下新城琵琶沼店 秋田県　秋田市下新城中野字琵琶沼３８５番地２
ファミリーマート大館川口店 秋田県　大館市立花字屋敷前７３番地
ファミリーマート美郷リリオス前店 秋田県　仙北郡美郷町飯詰字上鶴田９－１
ファミリーマート秋田割山店 秋田県　秋田市新屋勝平町４－１９
ファミリーマート秋田能代南店 秋田県　能代市字芝童森２番地１
ファミリーマート秋田北インター通り店 秋田県　秋田市外旭川字小谷地４１－１
ファミリーマート鹿角毛馬内店 秋田県　鹿角市十和田毛馬内字下寄熊３５番１
ファミリーマート大仙太田町店 秋田県　大仙市太田町横沢字相野３４８番１
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
ファミリーマート秋田中央市場前店 秋田県　秋田市外旭川字待合２５－１
ファミリーマート能代高塙店 秋田県　能代市字高塙１６２－１
ファミリーマート大館大田面店 秋田県　大館市字大田面３８８－１
ファミリーマート本荘インター店 秋田県　由利本荘市二十六木字根木田２８０－２
ファミリーマート潟上追分店 秋田県　潟上市天王字長沼１０番７
ファミリーマート秋田能代明治町店 秋田県　能代市明治町１５番１７号



ファミリーマート阿仁前田店 秋田県　北秋田市阿仁前田字上舘下３９５－１
ファミリーマート秋田能代東インター店 秋田県　能代市鰄渕字古屋布７０番地１
ファミリーマート湯沢翔北高校前店 秋田県　湯沢市湯の原１－３－７
ファミリーマート八郎潟上沖谷地店 秋田県　南秋田郡八郎潟町字上沖谷地１０番地１
ファミリーマート湯沢桜通り店 秋田県　湯沢市桜通り１－３５
ファミリーマート土手長町通り店 秋田県　秋田市中通５丁目１－１
ファミリーマート北秋田住吉町店 秋田県　北秋田市住吉町８７番
ファミリーマート横手二番町店 秋田県　横手市前郷二番町７－２４
ファミリーマート秋田泉中央三丁目店 秋田県　秋田市泉中央３丁目１０－２１
ファミリーマート角館下新町店 秋田県　仙北市角館町下新町２４－８
ファミリーマート大館市立総合病院店 秋田県　大館市豊町３－１
ファミリーマート大仙幸町店 秋田県　大仙市幸町５８－１
ファミリーマート昭和豊川店 秋田県　潟上市昭和豊川竜毛字開沢５３番地
ファミリーマート協和船岡店 秋田県　大仙市協和船岡字合貝４４－５
ファミリーマート大曲インター店 秋田県　大仙市内小友字下伊岡９２－１
ファミリーマート由利本荘東鮎川店 秋田県　由利本荘市東鮎川字石垣３２８番
ファミリーマート角館川原町店 秋田県　仙北市角館町川原町２８番１
ファミリーマート由利本荘中梵天店 秋田県　由利本荘市中梵天１０１番地３
ファミリーマート秋田広面鍋沼店 秋田県　秋田市広面字鍋沼２７－６
ファミリーマート秋田仁井田新中島店 秋田県　秋田市仁井田字新中島１１３８番地２
ファミリーマート秋田八橋本町店 秋田県　秋田市八橋本町三丁目２０番２３号
ファミリーマート大仙払田店 秋田県　大仙市払田字宝龍５９番１
ファミリーマート秋田山王臨海町店 秋田県　秋田市山王臨海町１３５番１
ファミリーマート由利本荘薬師堂店 秋田県　由利本荘市薬師堂字中道２３９－３
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１２３７番１、１２３７番２他３筆
ファミリーマート鹿角市役所前店 秋田県　鹿角市花輪字小深田３２８番地１
ファミリーマート横手大雄店 秋田県　横手市大雄字精兵村３番１
ファミリーマート大館片山町三丁目店 秋田県　大館市片山町三丁目１番３０１〔地番〕
ファミリーマート秋田土崎港相染町店 秋田県　秋田市土崎港相染町字中谷地１６９番地２
ファミリーマート市立秋田総合病院店 秋田県　秋田市川元松丘町４番３０号
ファミリーマート秋田南大橋店 秋田県　秋田市豊岩石田坂字上野２７０他
ファミリーマートおばこ大曲店 秋田県　大仙市花館字常保寺１０６番地１
ファミリーマート秋田茨島四丁目店 秋田県　秋田市茨島四丁目１９番５４号
ファミリーマート大館ドーム前店 秋田県　大館市字新綱２０
ファミリーマート秋田添川店 秋田県　秋田市添川字境内川原１－１
ファミリーマート秋田広面板橋添店 秋田県　秋田市広面字板橋添３０７
ファミリーマート中仙うぐいすの店 秋田県　大仙市下鴬野字上中嶋５３－３
ファミリーマート天王追分西店 秋田県　潟上市天王字追分西２番地１１
ファミリーマート秋田大館中山店 秋田県　大館市中山字兎沢２０番地６
ファミリーマートなかせん町店 秋田県　大仙市鑓見内字幕林２４７番地
ファミリーマート秋田中央インター通店 秋田県　秋田市広面字樋口１１６－１
ファミリーマート秋田御野場二丁目店 秋田県　秋田市御野場２丁目１番８号
ファミリーマート秋田大館餌釣店 秋田県　大館市餌釣字前田３７９番地
ファミリーマート仙北西木西明寺店 秋田県　仙北市西木町上荒井字中屋敷５７番地１
ファミリーマート秋田飯島中央店 秋田県　秋田市土崎港北３丁目１７－４１
ファミリーマート秋田土崎中央店 秋田県　秋田市土崎港中央１－１６－４１
ファミリーマート秋田大館比内店 秋田県　大館市比内町扇田字伊勢堂岱４１番地３
ファミリーマート秋田赤れんが館通り店 秋田県　秋田市大町五丁目４番２５号
ファミリーマート秋田桜一丁目店 秋田県　秋田市桜１丁目７－２１
ファミリーマート能代後谷地店 秋田県　能代市字後谷地１０番地５
ファミリーマート二ツ井きみまち阪店 秋田県　能代市二ツ井町小繋字恋ノ沢９２番５
ファミリーマート秋田下新城中野店 秋田県　秋田市下新城中野字琵琶沼２１９－７
ファミリーマート十文字西原店 秋田県　横手市十文字町西原一番町６３番
ファミリーマート秋田牛島東五丁目店 秋田県　秋田市牛島東五丁目３番２５号
ファミリーマート秋田東通り店 秋田県　秋田市東通６－９－３３
ファミリーマート秋田ならやま店 秋田県　秋田市楢山登町３番４６号
ファミリーマート秋田広面北店 秋田県　秋田市広面字近藤堰越８３－１
ファミリーマート横手西店 秋田県　横手市条里一丁目１３番２２号
ファミリーマート大曲金谷町店 秋田県　大仙市大曲金谷町１２番１９号
ファミリーマート秋田ぽぽろーど店 秋田県　秋田市中通二丁目６番４４号
ファミリーマート十文字西原一番町店 秋田県　横手市十文字町西原一番町４７－１
ファミリーマート潟上昭和店 秋田県　潟上市昭和乱橋字開上関田４１
ファミリーマート美郷六郷店 秋田県　仙北郡美郷町六郷字赤城４８番１
ファミリーマート横手雄物川店 秋田県　横手市雄物川町造山字社ノ前六十番地一
ファミリーマート大曲田町店 秋田県　大仙市大曲田町３５４－２
ファミリーマート能代大町店 秋田県　能代市大町７番３５号



ファミリーマート十文字バイパス店 秋田県　横手市十文字町字西下３２番地３
ファミリーマート秋田五城目店 秋田県　南秋田郡五城目町字七倉１５６－１
ファミリーマート秋田勝平店 秋田県　秋田市新屋天秤野７１ー１
ファミリーマート能代港入口店 秋田県　能代市字南陽崎３１番１
ファミリーマート横手大町店 秋田県　横手市大町６番３３号
ファミリーマート秋田中通四丁目店 秋田県　秋田市中通４丁目７－３５
ファミリーマート秋田大館向町店 秋田県　大館市字向町１６番地２号
ファミリーマート横手前郷東店 秋田県　横手市前郷字上在家３２番１
ファミリーマート北秋田鷹巣店 秋田県　北秋田市鷹巣字東上綱６番地１
ファミリーマート秋田鹿角花輪北店 秋田県　鹿角市花輪字寺ノ後７番地
ファミリーマート鹿角腰廻店 秋田県　鹿角市十和田大湯字欠田２－３
ファミリーマート三種八竜店 秋田県　山本郡三種町鵜川字帆出３２－２
ファミリーマート横手平鹿上吉田店 秋田県　横手市平鹿町上吉田字朴田２６０番
ファミリーマート秋田横森店 秋田県　秋田市横森３丁目１１番４９号
ファミリーマート秋田二ツ井店 秋田県　能代市二ツ井町字小槻ノ木９
ファミリーマート大曲上栄町店 秋田県　大仙市大曲上栄町１４番２８号
ファミリーマート秋田中通六丁目店 秋田県　秋田市中通六丁目３番２０号
ファミリーマート北秋田綴子店 秋田県　北秋田市綴子字前野６３番１
ファミリーマート大仙協和店 秋田県　大仙市協和峰吉川字西窪２７
ファミリーマート天王出戸店 秋田県　潟上市天王字上出戸１７番１
ファミリーマート秋田南通宮田店 秋田県　秋田市南通宮田１６－４６
ファミリーマート秋田寺内神屋敷店 秋田県　秋田市寺内神屋敷７９－３
ファミリーマート由利本荘岩城店 秋田県　由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢８４－９４
ファミリーマートスズキ高畠店 山形県　東置賜郡高畠町大字夏茂２０３－５
ファミリーマート川西上小松店 山形県　東置賜郡川西町大字上小松３３４９番８
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
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
ファミリーマート米沢上杉神社前店 山形県　米沢市門東町１－５－２９
ファミリーマート米沢桜木町店 山形県　米沢市桜木町１－４４
ファミリーマート米沢中央三丁目店 山形県　米沢市中央３丁目３－８
ファミリーマート米沢中田店 山形県　米沢市中田町字前川原壱７１１－２６
ファミリーマート米沢塩井町店 山形県　米沢市塩井町塩野字美女塚上１４９０番１８
ファミリーマート米沢通町店 山形県　米沢市東二丁目８番４８号
ファミリーマート山形駅東口店 山形県　山形市香澄町１丁目３－１４サンビル１Ｆ
ファミリーマート天童中里店 山形県　天童市中里５－１－１
ファミリーマートもがみ赤倉店 山形県　最上郡最上町大字富澤１３９０
ファミリーマート庄内あさひインター店 山形県　東田川郡朝日村大字下名川字落合１７４
ファミリーマート山形大学医学部付属病院店 山形県　山形市飯田西二丁目２番２号山大医学部附属病院内
ファミリーマート山形大学工学部店 山形県　米沢市城南四丁目３番８号
ファミリーマート酒田新橋一丁目店 山形県　酒田市新橋１丁目５番７
ファミリーマートさくらんぼ東根駅前店 山形県　東根市さくらんぼ駅前１－９－６
ファミリーマート酒田こがね町店 山形県　酒田市こがね町２丁目２０－２
ファミリーマート村山湯野沢店 山形県　村山市大字湯野沢字郷１８９７－１２
ファミリーマート酒田末広町店 山形県　酒田市末広町９－３
ファミリーマート長井警察署通り店 山形県　長井市小出字館西３８５４番９
ファミリーマート山形空港前店 山形県　東根市大字羽入２１３０
ファミリーマート山形青田南店 山形県　山形市青田南２４番３６
ファミリーマート山形春日町店 山形県　山形市春日町２－１
ファミリーマート山形瀬波店 山形県　山形市瀬波２丁目１－１
ファミリーマート山形砂塚店 山形県　山形市砂塚１０３１－４
ファミリーマート天童南町店 山形県　天童市南町１丁目１番１
ファミリーマート山形村木沢店 山形県　山形市大字村木沢１６７３－３
ファミリーマート白鷹町十王店 山形県　西置賜郡白鷹町大字十王字天神４２２８－１
ファミリーマート山辺町店 山形県　東村山郡山辺町大字山辺６１７３－１
ファミリーマート赤湯温泉店 山形県　南陽市赤湯３１０４番地８
ファミリーマート南陽川樋店 山形県　南陽市川樋１５４７番地の１
ファミリーマート酒田インター店 山形県　酒田市広栄町１丁目７－１
ファミリーマート新庄上小月野店 山形県　新庄市五日町字桂堰１１７５番３
ファミリーマート鶴岡湯野浜店 山形県　鶴岡市湯野浜字浜泉４４４－３８
ファミリーマートやまろく金山店 山形県　最上郡金山町大字金山２７２番地１
ファミリーマート山形青柳店 山形県　山形市大字青柳１５６９番３
ファミリーマート東根神町店 山形県　東根市神町北１丁目２番８号
ファミリーマート鶴岡水沢店 山形県　鶴岡市水沢字水沢尻２１番地１
ファミリーマート米沢舘山バイパス店 山形県　米沢市大字舘山２７６番１
ファミリーマート米沢泉町店 山形県　米沢市泉町二丁目３番３号
ファミリーマート鶴岡伊勢原店 山形県　鶴岡市伊勢原町２６－３



ファミリーマート高畠竹森店 山形県　東置賜郡高畠町大字竹森７５７－１
ファミリーマート山形飯田西店 山形県　山形市飯田西４－２－１
ファミリーマート鶴岡文下店 山形県　鶴岡市文下字広野３６番地１
ファミリーマート酒田砂越店 山形県　酒田市砂越字楯之内５２－１
ファミリーマート長井横町店 山形県　長井市横町１番１１号
ファミリーマート鶴岡白山店 山形県　鶴岡市白山字村北１２６番地１
ファミリーマート米沢中央一丁目店 山形県　米沢市中央１－１４－１２
ファミリーマート東根温泉町店 山形県　東根市温泉町２丁目４２６６番
ファミリーマート天童駅前店 山形県　天童市本町二丁目１－１９
ファミリーマート酒田宮海店 山形県　酒田市宮海字中砂畑２７番の６
ファミリーマート寒河江高田店 山形県　寒河江市高田二丁目８番地の１
ファミリーマート寒河江中央二丁目店 山形県　寒河江市中央二丁目１０番７号
ファミリーマート長井九野本店 山形県　長井市九野本１２５４番１
ファミリーマート尾花沢荻袋店 山形県　尾花沢市大字荻袋字荻原１３２７－９１
ファミリーマート寒河江八鍬店 山形県　寒河江市大字八鍬１４２番６
ファミリーマート山形五十鈴三丁目店 山形県　山形市五十鈴３丁目９－２７
ファミリーマート寒河江新山町店 山形県　寒河江市新山町１－１１
ファミリーマート高畠駅前店 山形県　東置賜郡高畠町福沢南１１－２
ファミリーマート尾花沢新町五丁目店 山形県　尾花沢市新町５丁目４６５３－３５
ファミリーマート米沢万世町桑山店 山形県　米沢市万世町桑山１０００番２
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７３番
ファミリーマート米沢北店 山形県　米沢市中田町字西三幕５６４番１
ファミリーマート中山町長崎店 山形県　東村山郡中山町大字長崎３０８５番
ファミリーマート新庄千門町店 山形県　新庄市千門町５３０番１
ファミリーマート新庄若葉町店 山形県　新庄市若葉町６番１１号
ファミリーマート尾花沢上町四丁目店 山形県　尾花沢市上町四丁目２３０９番
ファミリーマート山形北町二丁目店 山形県　山形市北町２－７－２５
ファミリーマート米沢成島町店 山形県　米沢市成島町三丁目３３３１－１
ファミリーマート酒田中町三丁目店 山形県　酒田市中町三丁目３番２１号
ファミリーマート長井中道店 山形県　長井市中道１－１－２５
ファミリーマート寒河江緑町店 山形県　寒河江市緑町１４４（地番）
ファミリーマート神町駐屯地店 山形県　東根市神町南３－１－１
ファミリーマート舟形町中央店 山形県　最上郡舟形町舟形３０９番地１９
ファミリーマート天童長岡店 山形県　天童市長岡北一丁目１－６
ファミリーマート鶴岡宝田店 山形県　鶴岡市宝田二丁目４番１１他
ファミリーマート米沢万世町片子店 山形県　米沢市万世町片子３２２番３
ファミリーマート鶴岡大宝寺店 山形県　鶴岡市大字大宝寺日本国３７５－５
ファミリーマート小国町店 山形県　西置賜郡小国町大字町原字堀添三１６５番地
ファミリーマート山形東青田店 山形県　山形市東青田４丁目５－１６
ファミリーマート高畠糠野目店 山形県　東置賜郡高畠町大字糠野目２４７番地
ファミリーマート最上戸沢店 山形県　最上郡戸沢村大字古口字上真柄９８－１
ファミリーマート山形鶴岡美咲町店 山形県　鶴岡市美咲町１番３８
ファミリーマート庄内余目店 山形県　東田川郡庄内町廿六木字苧漬沼３６－１
ファミリーマート鶴岡三瀬店 山形県　鶴岡市三瀬字宮ノ前１５番２
ファミリーマート山形霞城セントラル店 山形県　山形市城南町一丁目１番１号
ファミリーマート河北町西里店 山形県　西村山郡河北町西里７３４－１
ファミリーマートあつみ温泉インター店 山形県　鶴岡市大岩川字家の平７９番３
ファミリーマート河北体育館前店 山形県　西村山郡河北町谷地所岡３－１－１
ファミリーマート山形南栄町二丁目店 山形県　山形市南栄町２丁目１７－２
ファミリーマート白鷹店 山形県　西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１２８７－１
ファミリーマート鶴岡スタジアム前店 山形県　鶴岡市小真木原町５－５４
ファミリーマート村山中央二丁目店 山形県　村山市中央二丁目１６１－１（地番）
ファミリーマート八幡町北仁田店 山形県　飽海郡八幡町北仁田字上曽田５６－１
ファミリーマート山形大学前店 山形県　山形市東原町１丁目２番１８号
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
ファミリーマート村山土生田店 山形県　村山市大字土生田字中江３７４３番１の一部（地番）
ファミリーマート山形駅前通り店 山形県　山形市十日町１－１－３５
ファミリーマート天童南小畑店 山形県　天童市南小畑三丁目２番１２号
ファミリーマート鶴岡大西町店 山形県　鶴岡市大西町２６番４８号
ファミリーマート長井舟場店 山形県　長井市舟場１４番地７
ファミリーマート天童老野森店 山形県　天童市老野森三丁目８番１５号
ファミリーマート庄内三川店 山形県　東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地１２番地３
Ｆ・プラス全農ふれあい広場もとさわ 山形県　山形市大字長谷堂字御手作４４５０番地
ファミリーマート川西時田店 山形県　東置賜郡川西町大字時田字他屋９１８番地１０
ファミリーマート鶴岡大山店 山形県　鶴岡市大字大山字近田３６番１他４筆
ファミリーマート米沢御廟二丁目店 山形県　米沢市御廟二丁目６番３６号



ファミリーマート南陽熊野大社前店 山形県　南陽市宮内２６２５番地
ファミリーマート鶴岡錦町店 山形県　鶴岡市錦町１５番６号
ファミリーマート白鷹町広野店 山形県　西置賜郡白鷹町大字広野字新町２３６５－４
ファミリーマート本間美術館前店 山形県　酒田市幸町２－９－４３
ファミリーマート山形篭田一丁目店 山形県　山形市篭田１－３－３１
ファミリーマート鶴岡城南町店 山形県　鶴岡市城南町２－２８
ファミリーマート米沢中央二丁目店 山形県　米沢市中央二丁目４番６号
ファミリーマート米沢桑山団地前店 山形県　米沢市万世町金谷水上２１９番１
ファミリーマート鶴岡みどり町店 山形県　鶴岡市みどり町７番１２号
ファミリーマート鶴岡市立荘内病院店 山形県　鶴岡市泉町４番２０号鶴岡市立荘内病院内１Ｆ
ファミリーマート小国小坂町店 山形県　西置賜郡小国町大字小国小坂町１丁目７１－２
ファミリーマート天童交り江店 山形県　天童市交り江２－９－１２
ファミリーマート羽黒荒川店 山形県　東田川郡羽黒町大字荒川字前田元２１
ファミリーマート天童貫津店 山形県　天童市大字貫津字和合２４街区４
ファミリーマート新庄常葉町店 山形県　新庄市常葉町２－３６
ファミリーマート新庄鳥越店 山形県　新庄市大字鳥越字栗田７０２－４
ファミリーマート天童北久野本店 山形県　天童市北久野本１－３－３
ファミリーマート寒河江柴橋店 山形県　西村山郡大江町大字左沢字木ノ沢２１３２－１
ファミリーマート藤島店 山形県　東田川郡藤島町大字藤島字鶴巻８８－２
ファミリーマート山形成沢団地店 山形県　山形市成沢土地区画整理２２－７
ファミリーマート新庄十日町店 山形県　新庄市十日町２７６８－７
ファミリーマート遊佐町小原田店 山形県　飽海郡遊佐町大字小原田字道ノ下３－１
ファミリーマート新庄昭和店 山形県　新庄市大字昭和字昭和４７３－１
ファミリーマート山形大森店 山形県　山形市大字大森９５９－３
ファミリーマート山形漆山店 山形県　山形市大字漆山７５６－５
ファミリーマート山形銅町二丁目店 山形県　山形市銅町２丁目２２－３５
ファミリーマート東根猪野沢店 山形県　東根市大字猪野沢１－４
ファミリーマート福島太田町店 福島県　福島市太田町５－９
ファミリーマートいわき好間店 福島県　いわき市好間町下好間字沼田１２９－１
ファミリーマート新白河一丁目店 福島県　白河市新白河１－２０３
ファミリーマート会津神指南四合店 福島県　会津若松市神指町大字南四合字才ノ神４８２－１
ファミリーマート会津千石町店 福島県　会津若松市千石町５－６２
ファミリーマート大竹喜多方豊川店 福島県　喜多方市豊川町一井字間々ノ上５７４
ファミリーマート会津柳津町店 福島県　河沼郡柳津町大字細八字下平３０
ファミリーマートいわき郷ヶ丘店 福島県　いわき市郷ヶ丘２－２９－４
ファミリーマート本宮仁井田店 福島県　本宮市仁井田字富士内７－１３
ファミリーマート泉崎関和久店 福島県　西白河郡泉崎村関和久字中宿１８２－２
ファミリーマート山都三津合店 福島県　喜多方市山都町三津合字塚田２８３－１
ファミリーマート霊山掛田店 福島県　伊達市霊山町掛田字日向前８８－１
ファミリーマートタウン蓬莱店 福島県　福島市蓬莱町２－２－１０４
ファミリーマートいわき平塩店 福島県　いわき市平塩字出口６－３
ファミリーマート吉川会津店 福島県　会津若松市町北町上荒久田字宮下１４２
ファミリーマートいわき錦町ウツギサキ店 福島県　いわき市錦町ウツギサキ７－１
ファミリーマート大槻三森街道店 福島県　郡山市大槻町字下町１５０－２
ファミリーマート喜多方稲荷橋通り店 福島県　喜多方市字江中子４２０４－１
ファミリーマート下郷店 福島県　南会津郡下郷町大字豊成字大割４０３６
ファミリーマート保原泉町店 福島県　伊達郡保原町字泉町９２－１
ファミリーマート郡山西田店 福島県　郡山市富田町字下西田２２－７
ファミリーマート常葉町店 福島県　田村郡常葉町大字久保字川久保４４－４
ファミリーマート郡山ホテルアルファーワン 福島県　郡山市方八町２－２－８
ファミリーマート福島成川店 福島県　福島市成川字西谷地２－１
ファミリーマートいわき鹿島町御代店 福島県　いわき市鹿島町御代字柿境１８－２
ファミリーマートいわき平梅香町店 福島県　いわき市平字梅香町８－６
ファミリーマート本宮関下 福島県　安達郡本宮町大字荒井字甲斐４１番
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
ファミリーマート船引城の内店 福島県　田村市船引町船引字城ノ内８２番地
ファミリーマート郡山堤三丁目店 福島県　郡山市堤３丁目１８５
ファミリーマート郡山富久山福原店 福島県　郡山市富久山町福原字東苗内３６－１
ファミリーマート大玉大山店 福島県　安達郡大玉村大山字宮下１３０
ファミリーマート松本船引店 福島県　田村市船引町門鹿字荒屋敷２９８－１
ファミリーマート北会津店 福島県　会津若松市北会津町小松字北面３８－１
ファミリーマートいわき平赤井店 福島県　いわき市平赤井字笹目田２４－１
ファミリーマート白河高山店 福島県　白河市高山５－１２・５－１３・５－１４
ファミリーマート会津門田町店 福島県　会津若松市神指町南四合幕内南５１０－３
ファミリーマート会津中央病院店 福島県　会津若松市鶴賀町１－１
ファミリーマート福島太平寺店 福島県　福島市太平寺字古内３０－１



ファミリーマートいわき中央インター店 福島県　いわき市好間町北好間字槐作３７－１
ファミリーマート会津金川町店 福島県　会津若松市金川町２－３
ファミリーマート長沼町志茂店 福島県　須賀川市志茂字駒込１７０－１
ファミリーマートいわき平大工町店 福島県　いわき市平字大工町１１番１、１１番２
ファミリーマート郡山金屋店 福島県　郡山市田村町金屋新家９－１
ファミリーマート郡山うねめ通り店 福島県　郡山市西ノ内一丁目１９１－１
ファミリーマート船引東部台店 福島県　田村市船引町東部台三丁目７番地
ファミリーマート郡山田村町守山店 福島県　郡山市田村町守山字小性町１４
ファミリーマートいわき駅前店 福島県　いわき市平字田町１－２イガリビル１Ｆ
ファミリーマートいわき永崎海岸店 福島県　いわき市永崎字橋出５－５
ファミリーマートいわき勿来窪田店 福島県　いわき市勿来町窪田町通２丁目５５－１
ファミリーマートいわき鹿島久保店 福島県　いわき市鹿島町久保二丁目１０番６
ファミリーマート郡山虎丸町店 福島県　郡山市虎丸町１８番１
ファミリーマート福島大森北店 福島県　福島市大森字島ノ内７９－１
ファミリーマートいわき四倉海岸店 福島県　いわき市四倉町字東４丁目１３３－３
ファミリーマートいわき平正月町店 福島県　いわき市平字正月町２４番７
ファミリーマート郡山大槻西ノ宮店 福島県　郡山市大槻町字西宮北３５番地の１
ファミリーマート郡山菜根屋敷店 福島県　郡山市字菜根屋敷２３番地２２
ファミリーマート相馬大曲店 福島県　相馬市大曲字大毛内１４７
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
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
ファミリーマート白河真船店 福島県　白河市真舟４－１
ファミリーマート福島置賜町店 福島県　福島市置賜町８番１８号
ファミリーマート福島北裡通店 福島県　福島市仲間町９番２４号
ファミリーマート福島国見町店 福島県　伊達郡国見町大字塚野目字三本木５番地１
ファミリーマート福島駅西店 福島県　福島市三河南町１番１５号
ファミリーマート福島なかまち店 福島県　福島市中町６－２６
ファミリーマート福島桑折町店 福島県　伊達郡桑折町大字上郡字仲丸４－１４
ファミリーマート福島商業高校前店 福島県　福島市丸子字芳堀１３番２
ファミリーマート郡山針生北店 福島県　郡山市大槻町字針生北５５－３
ファミリーマート郡山谷地本町店 福島県　郡山市谷地本町８９番
ファミリーマート福島郷野目店 福島県　福島市郷野目字上６番地の１
ファミリーマート福島下野寺店 福島県　福島市下野寺字遠原１－４
ファミリーマート福島松川美郷店 福島県　福島市松川町美郷３－７－１
ファミリーマート福島飯坂町平野店 福島県　福島市飯坂町平野字檀ノ脇８番２
ファミリーマート南福島駅北店 福島県　福島市伏拝字田中１－１０
ファミリーマート郡山横塚一丁目店 福島県　郡山市横塚１丁目４－５１
ファミリーマートいわき平上荒川店 福島県　いわき市平上荒川字堀ノ内８番地１
ファミリーマート郡山安積町笹川店 福島県　郡山市安積町笹川字境橋５８－１
ファミリーマート吉川富久山店 福島県　郡山市富久山町久保田字梅田１－１
ファミリーマートいわき小名浜寺廻町店 福島県　いわき市小名浜寺廻町１番地１０
ファミリーマート石川町双里店 福島県　石川郡石川町大字双里字谷津前１７
ファミリーマート郡山大槻笹ノ台店 福島県　郡山市大槻町字笹ノ台６９－１
ファミリーマート矢吹曙町店 福島県　西白河郡矢吹町曙町２１８
ファミリーマート福島北五老内町店 福島県　福島市北五老内町５－２０
ファミリーマートいわき小名浜道珍店 福島県　いわき市小名浜字道珍２番地
ファミリーマート須賀川茶畑店 福島県　須賀川市茶畑町１２－１
ファミリーマートいわき南台店 福島県　いわき市南台一丁目２０番地２
ファミリーマート郡山台新二丁目店 福島県　郡山市台新二丁目１０－１７
ファミリーマートいわき泉町本谷店 福島県　いわき市泉町本谷字大田４番地３
ファミリーマートいわき錦町江栗店 福島県　いわき市錦町江栗馬場７５番地４
ファミリーマートいわき内郷御厩町店 福島県　いわき市内郷御厩町川向７番地１
ファミリーマート南会津田島店 福島県　南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業
ファミリーマート原ノ町駅前店 福島県　南相馬市原町区旭町４丁目６－３
ファミリーマートいわき常磐古内店 福島県　いわき市常磐下船尾町古内１０４番地の１
ファミリーマート郡山富久山久保田店 福島県　郡山市富久山町久保田字宮田１２－１
ファミリーマート郡山大島西公園店 福島県　郡山市並木三丁目３－１
ファミリーマート福島西中央店 福島県　福島市西中央１－２３－１
ファミリーマートかしま病院前店 福島県　いわき市鹿島町走熊字七本松８－１
ファミリーマート郡山インター店 福島県　郡山市富田町字久根下７－１０
ファミリーマートいわき平下神谷店 福島県　いわき市平下神谷字出口５５番他
ファミリーマート白河東店 福島県　白河市東深仁井田字原田向５６－４
ファミリーマートいわき後田町店 福島県　いわき市後田町柳町９９番地の１
ファミリーマート本宮兼谷店 福島県　本宮市本宮字兼谷３５－５
ファミリーマート会津材木町店 福島県　会津若松市材木町一丁目９－２２
ファミリーマートいわき四倉上仁井田店 福島県　いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）



ファミリーマート国見藤田店 福島県　伊達郡国見町大字藤田字日向三７番１
ファミリーマートいわき北白土店 福島県　いわき市平北白土字穂積１０番の１サングレース１Ｆ
ファミリーマート相馬沖ノ内店 福島県　相馬市沖ノ内３－１０－１
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４－４
ファミリーマート郡山曲田店 福島県　郡山市富田町字曲田８－１・８－２・８－５水字下曲田
ファミリーマートいわき平菱川町店 福島県　いわき市平字菱川町１番地の１
ファミリーマートしらさわ糠沢店 福島県　安達郡白沢村糠沢字石神１１０番地６
ファミリーマート南相馬小高店 福島県　南相馬市小高区福岡字有山２２番地
ファミリーマート喜多方桜ガ丘店 福島県　喜多方市松山町鳥見山字上天神２０７－２
ファミリーマート福島御山店 福島県　福島市御山字上原６－１
ファミリーマート郡山本町店 福島県　郡山市本町１－５－１１４
ファミリーマートかわうち屋店 福島県　双葉郡川内村大字下川内字宮ノ下２５－１
ファミリーマート田村都路店 福島県　田村市都路町古道字戸田平１０５番１他
ファミリーマートいわき泉町六枚内店 福島県　いわき市泉町滝尻字下谷地６９番１他（地番）
ファミリーマート福島大森下町店 福島県　福島市大森字下町１１－１
ファミリーマート坂下町川尻店 福島県　河沼郡会津坂下町字古町川尻３７０－１
ファミリーマートいわき泉下川店 福島県　いわき市泉町下川字田宿１６４番地の６
ファミリーマート原町日の出町店 福島県　南相馬市原町区日の出町１４５－１
ファミリーマートいわき勿来インター店 福島県　いわき市勿来町大高土取７６－１
ファミリーマート道の駅安達店 福島県　二本松市下川崎字上平３３－１
ファミリーマート福島医王寺前店 福島県　福島市飯坂町平野字東原４８番地２
ファミリーマート福島飯坂温泉駅前店 福島県　福島市飯坂町字十綱下３４
ファミリーマート道の駅安達下り線店 福島県　二本松市米沢字下川原田１０５－２
ファミリーマート白河中田店 福島県　白河市中田４０番１他（地番）
ファミリーマート福島沼頭店 福島県　福島市瀬上町字沼頭９番７
ファミリーマート会津南花畑店 福島県　会津若松市南花畑７－６５
ファミリーマート須賀川海道下店 福島県　須賀川市下宿町５６
ファミリーマート吾妻ＰＡ上り店 福島県　福島市上野寺字和喜３番地
ファミリーマートいわき平神谷店 福島県　いわき市平下神谷字宿７４－１
ファミリーマートいわき小名浜林ノ上店 福島県　いわき市小名浜林ノ上１
ファミリーマート西郷豊作店 福島県　西白河郡西郷村字豊作西３３
ファミリーマート郡山小原田中学校前店 福島県　郡山市小原田２－１７－１６
ファミリーマート郡山金屋平館店 福島県　郡山市田村町金屋字平館５５
ファミリーマート白河南湖店 福島県　白河市東小丸山８９－２
ファミリーマート福島黒岩店 福島県　福島市黒岩字浜井場１０－５
ファミリーマート郡山柴宮店 福島県　郡山市安積町荒井字柴宮山５３－５
ファミリーマートいわき佐糠町店 福島県　いわき市佐糠町東１丁目１８－６
ファミリーマート小野バイパス店 福島県　田村郡小野町大字谷津作字谷津９０－１
ファミリーマート福島飯坂町東湯野店 福島県　福島市飯坂町東湯野字姥懐３－１８
ファミリーマートいわき平谷川瀬店 福島県　いわき市平谷川瀬字三十九町７－１
ファミリーマート郡山西ノ内一丁目店 福島県　郡山市西ノ内一丁目２番１９号
ファミリーマートますや針道店 福島県　二本松市針道字町１１番地
ファミリーマート福島南沢又店 福島県　福島市南沢又字舘ノ内７３
ファミリーマートいわき泉町店 福島県　いわき市泉町滝尻字神力前３４－１
ファミリーマート会津鶴賀店 福島県　会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２－６３
ファミリーマート郡山安積町長久保店 福島県　郡山市安積町長久保１－１７－６
ファミリーマートいわき常磐上湯長谷町店 福島県　いわき市常磐上湯長谷町上ノ台１０２－２
ファミリーマート鏡石境店 福島県　岩瀬郡鏡石町境４９５番地
ファミリーマート郡山富久山町店 福島県　郡山市富久山町久保田字久保田６７－１
ファミリーマート吾妻ＰＡ下り店 福島県　福島市上野寺字和喜２５－８
ファミリーマートＪヴィレッジ前店 福島県　双葉郡広野町大字上北迫字石名坂４８番１、４９番２（
ファミリーマート福島駅西口店 福島県　福島市太田町２２４番１他３筆
ファミリーマート舟橋富久山バイパス店 福島県　郡山市富久山町福原竹ノ内１番２７
ファミリーマート西郷小田倉店 福島県　西白河郡西郷村大字小田倉字大平２４３－１
ファミリーマート郡山桑野三丁目店 福島県　郡山市桑野３丁目１２－４５
ファミリーマート郡山小原田五丁目店 福島県　郡山市小原田５丁目１８－３
ファミリーマート目黒新地町店 福島県　相馬郡新地町小川字海道下１０
ファミリーマート神栖深芝南店 茨城県　神栖市深芝南１丁目１５番９
ファミリーマート茨城水戸米沢町店 茨城県　水戸市米沢町２８５－６
ファミリーマート神栖中央公園前店 茨城県　神栖市大野原二丁目１－１７
ファミリーマートかすみがうら上土田店 茨城県　かすみがうら市上土田４０７－１
ファミリーマート境猿山店 茨城県　猿島郡境町大字猿山１２１１番１他６筆
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
ファミリーマート笠間旭町店 茨城県　笠間市旭町６０１－３
ファミリーマート神栖居切北店 茨城県　神栖市居切１２３０－４５
ファミリーマート土浦中貫店 茨城県　土浦市中貫２３６５－５



ファミリーマート坂東辺田店 茨城県　坂東市辺田１４０２－９０
ファミリーマート下妻箕輪店 茨城県　下妻市下妻字箕輪丙６５３－１
ファミリーマート水戸金町二丁目店 茨城県　水戸市金町二丁目１番１０号
ファミリーマート佐貫駅前店 茨城県　龍ヶ崎市佐貫町６４５－１関東鉄道佐貫ビル２
ファミリーマート水戸笠原北店 茨城県　水戸市笠原町１０３９他
ファミリーマートひたちなか北神敷台店 茨城県　ひたちなか市北神敷台１８－１５
ファミリーマート流通経済大前店 茨城県　龍ケ崎市出し山町８－２
ファミリーマート結城北店 茨城県　結城市大字結城字公達９８９９－５
ファミリーマート水戸東前店 茨城県　水戸市東前町１４０３番地
ファミリーマート水戸笠原店 茨城県　水戸市笠原町４１４－１０
ファミリーマート下妻本城町店 茨城県　下妻市本城町二丁目２８・２９・３１－１
ファミリーマートフレスト土浦湖北店 茨城県　土浦市湖北１丁目１－４
ファミリーマート鹿嶋東山店 茨城県　鹿嶋市大字宮中字東山１９９６番７
ファミリーマート鹿嶋宮中店 茨城県　鹿嶋市大字宮中３１４－１他３筆
ファミリーマート古河坂間店 茨城県　古河市坂間９１－５
ファミリーマート桜川塙世店 茨城県　桜川市真壁町塙世１５－１
ファミリーマート結城工業団地前店 茨城県　結城市作の谷４００
ファミリーマート石岡正上内店 茨城県　石岡市正上内１２２６９－１９他３筆
ファミリーマート日立会瀬店 茨城県　日立市会瀬町二丁目
ファミリーマート龍ヶ崎川原代店 茨城県　龍ヶ崎市川原代町６１４７番１
ファミリーマートひたちなか昭和通り店 茨城県　ひたちなか市中根３３２５－１
ファミリーマート常総崎房店 茨城県　常総市崎房９３０－１４
ファミリーマート大洗港中央店 茨城県　東茨城郡大洗町磯浜町６８８１番５５０
ファミリーマートひたち野うしく東店 茨城県　牛久市ひたち野東３４１－１
ファミリーマート牛久上柏田四丁目店 茨城県　牛久市上柏田四丁目５２－４
ファミリーマート潮来川尾店 茨城県　潮来市築地字川尾１３４２番１、２
ファミリーマート日立東金沢店 茨城県　日立市東金沢町１丁目１２番１４号
ファミリーマート守谷鈴塚店 茨城県　守谷市鈴塚字五十塚３０１番１
ファミリーマートつくば手代木店 茨城県　つくば市手代木１８９５－１
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
ファミリーマート日和Ｓひたちなか総合病院 茨城県　ひたちなか市石川町２０－１
ファミリーマート古河東本町店 茨城県　古河市古河５２０番１
ファミリーマート龍ヶ崎久保台店 茨城県　龍ヶ崎市久保台４－１－８
ファミリーマート土浦摩利山新田店 茨城県　土浦市摩利山新田２７０－４
ファミリーマート小美玉玉里店 茨城県　小美玉市栗又四ヶ字中山２４６３番地１６
ファミリーマートつくば長高野店 茨城県　つくば市長高野６５４－１
ファミリーマート水戸堀町店 茨城県　水戸市堀町１１６１－４
ファミリーマート常総新石下店 茨城県　常総市新石下３９８５番２
ファミリーマート土浦神立駅前店 茨城県　土浦市神立中央一丁目１１－４３
ファミリーマートつくば梅園店 茨城県　つくば市梅園二丁目２６番２３
ファミリーマート龍ヶ崎北方店 茨城県　龍ケ崎市北方町２１０８他８筆
ファミリーマート水戸平須町店 茨城県　水戸市平須町２－３６
ファミリーマート那珂竹ノ内店 茨城県　那珂市竹ノ内２丁目１－１
ファミリーマート友部インター店 茨城県　笠間市平町５０３番１
ファミリーマート境下小橋店 茨城県　猿島郡境町下小橋１５５－２
ファミリーマート道の駅こが店 茨城県　古河市大和田２６２３番地
ファミリーマート水戸南インター店 茨城県　水戸市酒門町３２７８番２他３筆
ファミリーマート日立けやき通店 茨城県　日立市弁天町２－２４－１
ファミリーマート日立中央ＰＡ上り店 茨城県　日立市助川町字銭ヶ平２８３４－３常磐自動車道日立中
ファミリーマート日立中央ＰＡ下り店 茨城県　日立市助川町字銭ヶ平２８２９－３常磐自動車道日立中
ファミリーマート神栖土合南店 茨城県　神栖市矢田部７３２８－３
ファミリーマート日和Ｓ日立総合病院店 茨城県　日立市城南町２丁目１－１
ファミリーマート美浦トレセン前店 茨城県　稲敷郡美浦村信太２６２７－１
ファミリーマートつくば春日四丁目店 茨城県　つくば市春日４丁目１５－１０
ファミリーマート神栖若松店 茨城県　神栖市若松中央二丁目３０
ファミリーマートつくばみらい陽光台店 茨城県　つくばみらい市小張４０８９番地４３
ファミリーマート阿見実穀店 茨城県　稲敷郡阿見町大字実穀字横町１３１７－５
ファミリーマートフレスト筑西海老ヶ島店 茨城県　筑西市海老ヶ島５５０－２
ファミリーマート筑西横塚店 茨城県　筑西市向川澄５７－４０
ファミリーマート日和Ｓひたちなか田彦北店 茨城県　ひたちなか市田彦９９０－７
ファミリーマート下館五所宮店 茨城県　筑西市山崎１７５５－９
ファミリーマート守谷美園店 茨城県　守谷市美園１丁目９番５
ファミリーマート牛久中央二丁目店 茨城県　牛久市中央２－１６－１２
ファミリーマート土浦駅東店 茨城県　土浦市港町１－５－１４
ファミリーマート内守谷きぬの里店 茨城県　常総市内守谷町きぬの里１－１０－１
ファミリーマート水戸下入野店 茨城県　水戸市下入野町９９２－１



ファミリーマート取手井野店 茨城県　取手市井野字谷通５０
ファミリーマート茨城鳥羽田店 茨城県　東茨城郡茨城町大字鳥羽田３２７番地６
ファミリーマート土浦真鍋店 茨城県　土浦市真鍋６－１－２７
ファミリーマート石田那珂町店 茨城県　那珂郡那珂町菅谷２２７９－２
ファミリーマート土浦おおつ野店 茨城県　土浦市おおつ野１－１－１
ファミリーマート日和Ｓ日立大沼店 茨城県　日立市東金沢町５－１８－１
ファミリーマート神立中央一丁目店 茨城県　土浦市神立中央１－１６－２
ファミリーマートひたちなか高場店 茨城県　ひたちなか市高場２４７６－１３
ファミリーマートつくば花畑店 茨城県　つくば市花畑３－１４－１
ファミリーマート守谷御所ヶ丘店 茨城県　守谷市御所ヶ丘４－１０－１
ファミリーマート笠間近森店 茨城県　笠間市笠間１８２３－２
ファミリーマート守谷みずき野店 茨城県　守谷市みずき野５－１９
ファミリーマートつくば赤塚店 茨城県　つくば市赤塚６２９－６
ファミリーマート吉沼町店 茨城県　水戸市吉沼町７６０－１
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
ファミリーマートひたちなか田彦店 茨城県　ひたちなか市田彦１３９６－１
ファミリーマート阿見湖南店 茨城県　稲敷郡阿見町南平台１－２２０１－１
ファミリーマート美野里羽鳥店 茨城県　東茨城郡美野里町大字羽鳥字羽鳥２４８６
ファミリーマート常北那珂西店 茨城県　東茨城郡城里町那珂西字古川端３１９４
ファミリーマート土浦下坂田店 茨城県　新治郡新治村下坂田２０３４
ファミリーマートつくば上郷店 茨城県　つくば市上郷６１９－２
ファミリーマート美野里西店 茨城県　東茨城郡美野里町大字羽鳥１７４－２
ファミリーマート日立滑川二丁目店 茨城県　日立市滑川町２－３－３０
ファミリーマート日立油縄子店 茨城県　日立市鮎川町２－７－１９
ファミリーマート結城鹿窪店 茨城県　結城市鹿窪１３７５－１０７
ファミリーマート東海駅東店 茨城県　那珂郡東海村舟石川駅東１－１８－２１
ファミリーマート石岡国府店 茨城県　石岡市国府６－３－８
ファミリーマートひたちなか市毛店 茨城県　ひたちなか市市毛９５７－９
ファミリーマート土浦藤沢店 茨城県　土浦市藤沢１０１９－１
ファミリーマート神栖奥野谷店 茨城県　神栖市奥野谷５７８１－７
ファミリーマート日立大久保町店 茨城県　日立市大久保町２－１－２１
ファミリーマート古河名崎店 茨城県　古河市尾崎字殿山４３１４－１０
ファミリーマート石岡東光台二丁目店 茨城県　石岡市東光台２－１－４０
ファミリーマート取手寺田店 茨城県　取手市寺田５２１１－２
ファミリーマート土浦大手町店 茨城県　土浦市大手町１６番１７号
ファミリーマートつくば面野井店 茨城県　つくば市大字面野井字丸山１６５－１
ファミリーマート桜川友部店 茨城県　桜川市友部６８８－５
ファミリーマート水戸河和田店 茨城県　水戸市河和田２丁目１７７７－３
ファミリーマートつくば天久保一丁目店 茨城県　つくば市天久保１－１８－６
ファミリーマート日立川尻四丁目店 茨城県　日立市川尻町４－９－１４
ファミリーマートつくばみどりの店 茨城県　つくば市みどりの中央Ｂ２４街区１
ファミリーマート神栖土合本町店 茨城県　神栖市土合本町５丁目９８０９番２４
ファミリーマート古河下大野店 茨城県　古河市下大野字高谷２９１５－６
ファミリーマート神栖大野原四丁目店 茨城県　神栖市大野原４丁目４８１－１
ファミリーマートひたちなか枝川店 茨城県　ひたちなか市枝川１７９４番１１
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
ファミリーマート神栖平泉店 茨城県　神栖市平泉東２－１１－４
ファミリーマート龍ヶ崎平台店 茨城県　竜ヶ崎市平台３－１
ファミリーマート牛久久野町店 茨城県　牛久市久野町７５４番１
ファミリーマート結城城南店 茨城県　結城市大字結城字公達９７１０－５３
ファミリーマート茨城阿見店 茨城県　稲敷郡阿見町阿見５４２２－４
ファミリーマート日立折笠店 茨城県　日立市折笠町２３６－１
ファミリーマート神栖波崎小玉台店 茨城県　神栖市波崎字浜道６５８７番１
ファミリーマート水戸城南三丁目店 茨城県　水戸市城南３－１２－８
ファミリーマート桜川白井店 茨城県　桜川市真壁町白井６４１番地１
ファミリーマート龍ヶ崎姫宮店 茨城県　龍ヶ崎市川原代町字文間通５５７５番１
ファミリーマート神栖波崎本郷店 茨城県　神栖市波崎８４６８番１
ファミリーマート竜ヶ崎警察署前店 茨城県　龍ヶ崎市光順田２８３１番１
ファミリーマートひたちなか湊本町店 茨城県　ひたちなか市湊本町６番１７号
ファミリーマートフレストつくばみらい豊体 茨城県　つくばみらい市豊体１１０２－９
ファミリーマートしもつまバイパス店 茨城県　下妻市肘谷３２９
ファミリーマート取手山王店 茨城県　取手市山王字前畑１９１番１
ファミリーマート稲敷伊佐津店 茨城県　稲敷市伊佐津字狸穴４７６
ファミリーマート神栖息栖店 茨城県　神栖市息栖２８８５－５８
ファミリーマート千代田ＰＡ店 茨城県　かすみがうら市中佐谷字８３
ファミリーマート稲敷浮島店 茨城県　稲敷市浮島字大田部４２０３番１



ファミリーマート石岡第一病院前店 茨城県　石岡市石岡１３４４６番地２
ファミリーマート境山神店 茨城県　猿島郡境町８０８
ファミリーマート常総吉野店 茨城県　常総市上蛇町８４３７－２
ファミリーマート日立桜川四丁目店 茨城県　日立市桜川町４－１９－１１
ファミリーマート土浦並木一丁目店 茨城県　土浦市並木１－２－１１
ファミリーマート水戸元吉田町店 茨城県　水戸市元吉田町１６２８番地１
ファミリーマート東海駅西店 茨城県　那珂郡東海村舟石川駅西２－１６－２３
ファミリーマートひたちなか馬渡店 茨城県　ひたちなか市大字馬渡３３００番地１
ファミリーマートしもつま鬼怒店 茨城県　下妻市大字鬼怒２１３－１
ファミリーマート古河小堤店 茨城県　古河市小堤１６７番地１
ファミリーマート八千代佐野店 茨城県　結城郡八千代町大字佐野２９７－１
ファミリーマート那珂飯田店 茨城県　那珂市飯田２３７９番６
ファミリーマート阿見中央店 茨城県　稲敷郡阿見町若栗字西神田１９０１－１４
ファミリーマートフレスト阿見飯倉店 茨城県　稲敷郡阿見町大字飯倉字桜立１４４１－１７７
ファミリーマート行方玉造店 茨城県　行方市玉造字川向甲５８４番１
ファミリーマート水戸元吉田西店 茨城県　水戸市元吉田町２５８番地の１
ファミリーマート茨城大戸店 茨城県　東茨城郡茨城町大字大戸１８００－１
ファミリーマート阿見中央四丁目店 茨城県　稲敷郡阿見町中央四丁目４６６６－１９７４
ファミリーマート日和Ｓ東海白方店 茨城県　那珂郡東海村白方１７４９－３２
ファミリーマートフレスト土浦中村東店 茨城県　土浦市大字中字五十塚１３１２－６
ファミリーマート筑西布川店 茨城県　筑西市布川１２１２－１
ファミリーマートつくば筑穂一丁目店 茨城県　つくば市筑穂１－１１－１
ファミリーマート神栖知手中央九丁目店 茨城県　神栖市知手中央九丁目４８８５－５３
ファミリーマート取手米ノ井店 茨城県　取手市米ノ井６－５
ファミリーマート水戸吉沢町店 茨城県　水戸市吉沢町字会野３５２番地８３
ファミリーマート結城ふじみ店 茨城県　結城市下館・結城都市計画事業富士見町土地区画整理事
ファミリーマート笠間東平店 茨城県　笠間市東平三丁目１－１１
ファミリーマートつくばみらい高岡店 茨城県　つくばみらい市高岡８３４－１７
ファミリーマート鉾田舟木店 茨城県　鹿島郡鉾田町舟木１７１
ファミリーマート水戸飯富町南店 茨城県　水戸市飯富町５４２５番１他１筆
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
ファミリーマート土浦中村南四丁目店 茨城県　土浦市中村南四丁目１１番４号
ファミリーマート取手藤代南三丁目店 茨城県　取手市藤代南３丁目１０－１
ファミリーマート取手白山店 茨城県　取手市白山５－１８－１
ファミリーマート取手東四丁目店 茨城県　取手市東四丁目甲２０１５－２
ファミリーマート境古河インター店 茨城県　猿島郡境町大字西泉田１３１４－１９他３筆
ファミリーマート神栖知手店 茨城県　神栖市知手字知手２９７５－５３
ファミリーマート神栖知手中央店 茨城県　神栖市知手中央７－８－２５
ファミリーマート古河仁連店 茨城県　古河市仁連字町並西側３－１外６筆
ファミリーマート境伏木南店 茨城県　猿島郡境町伏木１９３番１０外７筆
ファミリーマート水戸上水戸三丁目店 茨城県　水戸市上水戸三丁目３２８７－１他６筆
ファミリーマート龍ヶ崎馴馬店 茨城県　龍ケ崎市馴馬町３００２－１他４筆
ファミリーマート土浦都和店 茨城県　土浦市都和一丁目４２２８－１８
ファミリーマート神栖宝山店 茨城県　神栖市太田字宝山３１２４－１
ファミリーマート古河駅前店 茨城県　古河市東１丁目１６
ファミリーマート水戸飯富町店 茨城県　水戸市飯富町５２１６番１他１筆
ファミリーマートつくば谷田部中央店 茨城県　つくば市谷田部２１４０番１
ファミリーマート日立末広町店 茨城県　日立市末広町３－１－２０
ファミリーマートつくば松代一丁目店 茨城県　つくば市松代一丁目２１－６
ファミリーマートつくば桜金田店 茨城県　つくば市金田１２４－３他１２筆
ファミリーマート新守谷駅南店 茨城県　守谷市松並２００５－３９
ファミリーマート水戸千波町西店 茨城県　水戸市千波町２１６１－１他２筆
ファミリーマート阿見うずら野一丁目店 茨城県　稲敷郡阿見町うずら野１－３２－４
ファミリーマート牛久駅前店 茨城県　牛久市中央５丁目２３－１
ファミリーマート水戸石川店 茨城県　水戸市石川２－４３１４－１
ファミリーマート五霞新幸谷店 茨城県　猿島郡五霞町新幸谷４４２－３
ファミリーマート古河旭町店 茨城県　古河市旭町２丁目１番５５
ファミリーマート鉾田中央店 茨城県　鉾田市鉾田２４８４－６
ファミリーマート小美玉上吉影店 茨城県　小美玉市上吉影字南原７４０－１６４他４筆
ファミリーマート土浦木田余西台店 茨城県　土浦市木田余西台２９０９－１他６筆
ファミリーマート鉾田飯名店 茨城県　鹿島郡鉾田町飯名３３２－１
ファミリーマート水戸駅南口店 茨城県　水戸市宮町１丁目７－４４
ファミリーマート茨城免許センター前店 茨城県　東茨城郡茨城町上石崎５９５０－４
ファミリーマート霞ヶ浦総合公園前店 茨城県　土浦市大岩田１２８６－１
ファミリーマート水戸若宮店 茨城県　水戸市若宮１丁目３－３
ファミリーマートつくば萱丸店 茨城県　つくば市みどりのＡ－３７街区１



ファミリーマートつくば竹園店 茨城県　つくば市竹園１丁目８番７
ファミリーマート鹿嶋平井店 茨城県　鹿嶋市平井１１２８－４５
ファミリーマート日立金畑店 茨城県　日立市大沼町三丁目１８番２０号
ファミリーマート下妻下木戸店 茨城県　下妻市下木戸２６５－２他１筆
ファミリーマートひたちなか向野店 茨城県　ひたちなか市馬渡２７３６
ファミリーマート茨城土浦永国店 茨城県　土浦市永国１０５９－２
ファミリーマート茨城阿見西郷店 茨城県　稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原５５３５－２
ファミリーマート茨城神栖平泉店 茨城県　神栖市平泉２番地３８
ファミリーマート水戸見和三丁目店 茨城県　水戸市見和３丁目１３１７－１
ファミリーマート石岡柿岡店 茨城県　石岡市柿岡２３６４－１
ファミリーマート日立小木津店 茨城県　日立市小木津町１丁目２６番３号
ファミリーマート土浦小松店 茨城県　土浦市小松２丁目１３－１
ファミリーマート鹿嶋奈良毛店 茨城県　鹿嶋市大字奈良毛６８０－１他４筆
ファミリーマート新治沢辺店 茨城県　土浦市沢辺１８２９－３
ファミリーマート土浦大町店 茨城県　土浦市大町７－２５
ファミリーマート常陸大宮上小瀬店 茨城県　常陸大宮市上小瀬１４１５－１
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
ファミリーマート稲敷西代店 茨城県　稲敷市西代１６１５－１
ファミリーマート鉾田大蔵店 茨城県　鉾田市大蔵１３４１－６
ファミリーマート鉾田上釜店 茨城県　鉾田市上釜５８８－１８
ファミリーマート北茨城関南店 茨城県　北茨城市関南町神岡上１６－１
ファミリーマート千代田工業団地店 茨城県　かすみがうら市下稲吉１９９３－１５３
ファミリーマート常陸大宮野口店 茨城県　常陸大宮市野口２７９０－１
ファミリーマート神栖居切店 茨城県　神栖市居切１５４７－１
ファミリーマート桜川本木店 茨城県　桜川市本木字打越２０９９番地
ファミリーマート取手椚木店 茨城県　取手市藤代２２９－２
ファミリーマート大洗和銅店 茨城県　東茨城郡大洗町和銅１８－１他２筆
ファミリーマート茨城上石崎店 茨城県　東茨城郡茨城町大字上石崎４６５０－２
ファミリーマート水戸加倉井店 茨城県　水戸市加倉井町６５２－１
ファミリーマート坂東沓掛店 茨城県　坂東市沓掛３３３２－１外３筆
ファミリーマート常陸大宮上大賀店 茨城県　常陸大宮市上大賀字上河原１２１５－６
ファミリーマート水戸酒門店 茨城県　水戸市酒門町１００２－１
ファミリーマート水戸小吹店 茨城県　水戸市小吹町２８５０番地２
ファミリーマートひたちなか東石川店 茨城県　ひたちなか市大字東石川２７５１－１５
ファミリーマートかすみがうら田伏店 茨城県　かすみがうら市田伏３１８３－１
ファミリーマート下妻南原店 茨城県　下妻市南原１８－１他３筆
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
ファミリーマート美浦郷中店 茨城県　稲敷郡美浦村郷中２７８４－６
ファミリーマート那珂横堀店 茨城県　那珂市横堀１５７９－５
ファミリーマートつくば上の室店 茨城県　つくば市上ノ室７７７－１他３筆
ファミリーマート那珂南郷店 茨城県　那珂市額田南郷１１０５－１
ファミリーマート水戸住吉店 茨城県　水戸市住吉町２９９番１５
ファミリーマート稲敷高田店 茨城県　稲敷市高田字谷中２０５０－５
ファミリーマートつくば若栗店 茨城県　つくば市若栗字若栗境１２８２番１他２筆
ファミリーマートつくばサイエンス大通り店 茨城県　つくば市上横場２３４－３
ファミリーマート大洗大貫店 茨城県　東茨城郡大洗町大貫町５９５－１
ファミリーマート那珂飯田五差路店 茨城県　那珂市飯田２５７１－２０他３筆
ファミリーマート稲敷下太田店 茨城県　稲敷市下太田１２６４番４他４筆
ファミリーマート東京医科大学茨城医療セン 茨城県　稲敷郡阿見町中央３丁目２０－１
ファミリーマートＴＸつくば駅店 茨城県　つくば市吾妻２－１２８
ファミリーマートつくば寺具店 茨城県　つくば市寺具字二反田４７９－７
ファミリーマート千代田ＰＡ上り店 茨城県　かすみがうら市中佐谷字愛宕１７２－１
ファミリーマート水戸白梅三丁目店 茨城県　水戸市白梅３丁目１番３
ファミリーマート結城５０号バイパス店 茨城県　結城市大字結城字公達９７７９－１３
ファミリーマート常陸太田大森町店 茨城県　常陸太田市大森町１１５２－３
ファミリーマートひたちなか稲田店 茨城県　ひたちなか市稲田１２１５番地１
ファミリーマート鹿嶋谷原店 茨城県　鹿嶋市大字谷原字西大縄場１５９８番１
ファミリーマートブルースカイ茨城空港店 茨城県　小美玉市与沢１６０１－５５茨城空港タ－ミナル１Ｆロ
ファミリーマート関本ＰＡ店 茨城県　北茨城市関本町関本上字中山１９７０－３４常磐自動車
ファミリーマート牛久警察署前店 茨城県　牛久市下根町４８９－３
ファミリーマート水戸双葉台店 茨城県　水戸市双葉台４丁目５８６－２
ファミリーマートつくばＱ’ｔ店 茨城県　つくば市吾妻１－６－１
ファミリーマート那珂インター店 茨城県　那珂市鴻巣７７６－１
ファミリーマート水戸駅北口店 茨城県　水戸市宮町一丁目１番ＥＸＣＥＬ新ビル
ファミリーマート神栖堀割二丁目店 茨城県　神栖市堀割２－５５－４１
ファミリーマート神栖堀割店 茨城県　神栖市堀割２丁目１番３号



ファミリーマート那珂瓜連店 茨城県　那珂市瓜連１３９２－１
ファミリーマートつくば研究学園四丁目店 茨城県　つくば市研究学園４－２－１５
ファミリーマート神栖筒井店 茨城県　神栖市筒井大沼１４２２－２８４
ファミリーマート阿見本郷一丁目店 茨城県　稲敷郡阿見町本郷１－１９－５
ファミリーマート笠間中央店 茨城県　笠間市笠間１６３０－３
ファミリーマートつくば葛城店 茨城県　つくば市研究学園７－４３－８
ファミリーマート茨城東海村店 茨城県　那珂郡東海村舟石川駅東三丁目９番２３号
ファミリーマート古河東二丁目店 茨城県　古河市東二丁目７２２３－１
ファミリーマート常総宝町店 茨城県　常総市水海道宝町１５８９－９他５筆
ファミリーマートひたちなか西大島店 茨城県　ひたちなか市西大島三丁目１番７号
ファミリーマート高萩インター店 茨城県　高萩市上手綱３２７３－２
ファミリーマート鹿島神宮前店 茨城県　鹿嶋市宮下３丁目５－３．４．５
ファミリーマート永田屋たかさい店 茨城県　下妻市大字高道祖１３７２－２
ファミリーマート取手駒場店 茨城県　取手市駒場３－９－２４
ファミリーマート高萩東本町店 茨城県　高萩市東本町１－８６－１
ファミリーマート大洗磯浜店 茨城県　東茨城郡大洗町磯浜８２５３－５５
ファミリーマート荒川沖東店 茨城県　土浦市荒川沖東２－１６－２０
ファミリーマート川村江戸崎店 茨城県　稲敷郡江戸崎町犬塚字八郎次１６１７－１６９
ファミリーマート草間つくば豊里店 茨城県　つくば市上郷字角内８１０２－５７
ファミリーマート古河横山町店 茨城県　古河市横山町３丁目５４４９－３
ファミリーマート小美玉中延店 茨城県　小美玉市中延６３５番地
ファミリーマート下館八丁台店 茨城県　筑西市中館字中道西２６７
ファミリーマート牛久神谷二丁目店 茨城県　牛久市神谷２－４３－１
ファミリーマートさくら東原店 栃木県　さくら市氏家４５０６番地７
ファミリーマートゆいの杜五丁目店 栃木県　宇都宮市ゆいの杜５丁目１５－１
ファミリーマート宇都宮本町大通り店 栃木県　宇都宮市本町４番１１号
ファミリーマート宇都宮大寛店 栃木県　宇都宮市大寛２丁目２－７
ファミリーマート那須塩原南郷屋店 栃木県　那須塩原市南郷屋二丁目１４８番地２３８
ファミリーマート足利助戸東山町店 栃木県　足利市助戸東山町９１５番２
ファミリーマート御幸ヶ原店 栃木県　宇都宮市御幸ヶ原１１８－１
ファミリーマートさくら長久保店 栃木県　さくら市長久保字西原１４６６番２
ファミリーマート宇都宮東宿郷店 栃木県　宇都宮市東宿郷４丁目１－２４
ファミリーマート大田原小滝店 栃木県　大田原市小滝１１７４－１
ファミリーマート市貝下赤羽店 栃木県　芳賀郡市貝町大字赤羽字向山２２２７番１
ファミリーマートベツイ栃木今泉店 栃木県　栃木市今泉町一丁目８８５－２
ファミリーマート宇都宮済生会病院前店 栃木県　宇都宮市竹林８７１－１
ファミリーマート鹿沼インター店 栃木県　鹿沼市上石川１４５３－１
ファミリーマート清原テクノ店 栃木県　宇都宮市ゆいの杜４丁目１－４７
ファミリーマート宇都宮越戸三丁目店 栃木県　宇都宮市越戸３丁目１４番３号
ファミリーマート自治医科大学附属病院店 栃木県　下野市薬師寺３３１１－１Ｊプラザ１階
ファミリーマート那須塩原二区町店 栃木県　那須塩原市二区町４９２－３
ファミリーマート岩舟街道店 栃木県　栃木市岩舟町静１０５６－１
ファミリーマート宇都宮元今泉七丁目店 栃木県　宇都宮市元今泉七丁目１－１０
ファミリーマート那須塩原一区町店 栃木県　那須塩原市一区町３１５－２３２
ファミリーマート壬生安塚店 栃木県　下都賀郡壬生町大字安塚７７４番地１３
ファミリーマート下野仁良川店 栃木県　下野市仁良川１４０９番地７
ファミリーマート小山南乙女店 栃木県　小山市南乙女２－１－２
ファミリーマート大田原佐久山店 栃木県　大田原市佐久山３６１９番１
ファミリーマート宇都宮今泉三丁目店 栃木県　宇都宮市今泉三丁目８８７番地３
ファミリーマート那須黒田原店 栃木県　那須郡那須町大字寺子丙１－１２１
ファミリーマート那須塩原鍋掛店 栃木県　那須塩原市鍋掛９３０－１
ファミリーマート真岡小林店 栃木県　真岡市小林１４２７番地１
ファミリーマート真岡荒町三丁目店 栃木県　真岡市荒町三丁目４８番３
ファミリーマート高根沢宝積寺店 栃木県　塩谷郡高根沢町大字宝積寺２２４１－２９
ファミリーマート大田原本町店 栃木県　大田原市本町２丁目２８２９－１
ファミリーマート小山白鴎大学前店 栃木県　小山市大字大行寺１０２８－１５
ファミリーマート佐野小見町店 栃木県　佐野市小見町字番匠免３３２－１
ファミリーマート宇都宮野沢店 栃木県　宇都宮市野沢町１９２－１
ファミリーマート那須塩原実取店 栃木県　那須塩原市一区町１００番２
ファミリーマート宇都宮辰街道店 栃木県　宇都宮市平出町２３２１番４
ファミリーマート栃木城内町店 栃木県　栃木市城内町２丁目６番２３号
ファミリーマート宇都宮北若松原店 栃木県　宇都宮市北若松原２－１１－２１
ファミリーマート宇都宮駒生店 栃木県　宇都宮市駒生町２４４２番７
ファミリーマート宇都宮駅西口店 栃木県　宇都宮市駅前通り１丁目３番１号
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
ファミリーマート宇都宮白沢店 栃木県　宇都宮市白沢町１８１０－３４



ファミリーマート那須塩原大原間店 栃木県　那須塩原市大原間字前表１４５番１
ファミリーマート宇都宮細谷一丁目店 栃木県　宇都宮市細谷一丁目３９５番地９
ファミリーマート壬生バイパス店 栃木県　下都賀郡壬生町大字安塚字西南原８８４番１
ファミリーマート真岡長田店 栃木県　真岡市長田１２８８番地６
ファミリーマート鹿沼茂呂店 栃木県　鹿沼市茂呂字松原１３７２番地３
ファミリーマート佐野新都市店 栃木県　佐野市高萩町１３４１－５
ファミリーマート宇都宮砥上町店 栃木県　宇都宮市砥上町９４３－９
ファミリーマート那須塩原新緑町店 栃木県　那須塩原市新緑町９８－２
ファミリーマート宇都宮簗瀬町店 栃木県　宇都宮市簗瀬２５６２番
ファミリーマート宇都宮羽牛田店 栃木県　宇都宮市羽牛田町３５－６
ファミリーマート那須塩原下永田店 栃木県　那須塩原市下永田５丁目１３８９－１８
ファミリーマート鹿沼栄町店 栃木県　鹿沼市栄町１－３－３
ファミリーマート宇都宮徳次郎店 栃木県　宇都宮市新里町丙字熊野堂７１４－２
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
ファミリーマート那須塩原井口店 栃木県　那須塩原市大字井口１１７６－１２１
ファミリーマート栃木尻内町店 栃木県　栃木市尻内町１５５
ファミリーマート宇都宮下小倉店 栃木県　宇都宮市下小倉町５２８３番２
ファミリーマートベツイ栃木大宮店 栃木県　栃木市大宮町字竜神前５３４番
ファミリーマート宇都宮戸祭店 栃木県　宇都宮市戸祭町３０３１－２
ファミリーマート上三川インター店 栃木県　河内郡上三川町大字西汗字赤堀１５９２－１４
ファミリーマート塩谷中央店 栃木県　塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑１２０７６
ファミリーマート矢板木幡店 栃木県　矢板市木幡字芳原１３８７番６
ファミリーマート河内上田原店 栃木県　宇都宮市上田原町１４７７－１
ファミリーマート大田原北金丸店 栃木県　大田原市北金丸１８５２－８
ファミリーマート岡本国分寺店 栃木県　下野市小金井１－１－１
ファミリーマート宇都宮峰町店 栃木県　宇都宮市峰４－２４－１２
ファミリーマート市貝店 栃木県　芳賀郡市貝町市塙２４７－４
ファミリーマート栃木藤岡店 栃木県　下都賀郡藤岡町大字藤岡字荒立２１９－２
ファミリーマート南河内祇園店 栃木県　河内郡南河内町祇園５－１６－６
ファミリーマート栃木文化堂店 栃木県　栃木市薗部町１－１－１
ファミリーマート大田原花園店 栃木県　大田原市花園１４５８
ファミリーマート今市荊沢店 栃木県　今市市荊沢５９９－１２６
ファミリーマート佐野北茂呂店 栃木県　佐野市北茂呂町３－３
ファミリーマートさくら氏家店 栃木県　塩谷郡氏家町大字氏家字内御堂前３２６－３
ファミリーマート宇都宮市文化会館前店 栃木県　宇都宮市菊水町１４－１４
ファミリーマート今市大沢店 栃木県　今市市大沢町３２０－１
ファミリーマート南河内薬師寺店 栃木県　下野市薬師寺字祇園原３３９１－１
ファミリーマート益子塙店 栃木県　芳賀郡益子町大字塙１０４９－４
ファミリーマート宇都宮睦町店 栃木県　宇都宮市桜５－３－７
ファミリーマート矢板北店 栃木県　矢板市矢板１７３－１
ファミリーマート那須塩原東三島店 栃木県　那須塩原市東三島２丁目７７番地５
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
ファミリーマート宇都宮下金井町店 栃木県　宇都宮市下金井町５１６番地７
ファミリーマート真岡高勢町店 栃木県　真岡市高勢町２－６－２
ファミリーマート矢板インター店 栃木県　矢板市片岡字通岡１１６０番２
ファミリーマート鹿沼幸町店 栃木県　鹿沼市幸町１－６－２６
ファミリーマート佐野富岡店 栃木県　佐野市富岡町１６４０番地
ファミリーマートベツイ栃木倭町店 栃木県　栃木市倭町１０番１号
ファミリーマート矢板中央店 栃木県　矢板市中１５７番地１
ファミリーマートさくら馬場店 栃木県　さくら市馬場１２２６番１
ファミリーマート芳賀西水沼店 栃木県　芳賀郡芳賀町大字西水沼３０２３－１
ファミリーマート足利伊勢町四丁目店 栃木県　足利市伊勢町４－１８－１
ファミリーマートさくら北草川店 栃木県　さくら市北草川２－２０－８
ファミリーマートベツイ栃木大塚店 栃木県　栃木市大塚町３０３番地６
ファミリーマート大田原黒羽店 栃木県　大田原市黒羽向町５２番
ファミリーマート大田原南金丸店 栃木県　大田原市南金丸字東原６１８番１
ファミリーマート宇都宮平出町店 栃木県　宇都宮市平出町３８６１番地１
ファミリーマートさくら蒲須坂店 栃木県　さくら市蒲須坂２４９番地１
ファミリーマート下野下古山店 栃木県　下野市下古山３２６０番地３
ファミリーマート国分寺川中子店 栃木県　下野市川中子３３２９－４９２
ファミリーマート高根沢宝石台店 栃木県　塩谷郡高根沢町宝石台４－１３－９
ファミリーマート鹿沼南上野町店 栃木県　鹿沼市南上野町５１４番地３４
ファミリーマート宇都宮田野町店 栃木県　宇都宮市田野町１６０番地６
ファミリーマート栃木大皆川町店 栃木県　栃木市大皆川町２７５番地１
ファミリーマート真岡寺内店 栃木県　真岡市寺内１３８８番１
ファミリーマート栃木大橋店 栃木県　栃木市都賀町大橋字北町屋２３２番１



ファミリーマート大田原野崎店 栃木県　大田原市下石上２１１１番地７
ファミリーマート小山総合公園前店 栃木県　小山市外城１６８番４
ファミリーマート足利福居町店 栃木県　足利市福居町１７５
ファミリーマート那須塩原豊浦北町店 栃木県　那須塩原市豊浦北町６９番１２２
ファミリーマート栃木蛭沼店 栃木県　栃木市藤岡町蛭沼１６１７
ファミリーマート宇都宮西川田本町店 栃木県　宇都宮市西川田本町１－６－３
ファミリーマート足利小俣町店 栃木県　足利市小俣町１８０９番地１
ファミリーマート宇都宮岩曽店 栃木県　宇都宮市岩曽町６４４－４
ファミリーマート足利借宿町店 栃木県　足利市借宿町１－１８－８
ファミリーマート栃木箱森町店 栃木県　栃木市箱森町２６番４０号
ファミリーマート栃木横堀店 栃木県　栃木市大平町横堀６７１番地３
ファミリーマート足利今福町店 栃木県　足利市今福町９０７番地１
ファミリーマート宇都宮東簗瀬一丁目店 栃木県　宇都宮市東簗瀬１－３６－１
ファミリーマートさくら箱森新田店 栃木県　さくら市箱森新田字菖蒲沢６７５－２
ファミリーマート鹿沼千渡店 栃木県　鹿沼市千渡１４１４－１
ファミリーマート石橋工業団地店 栃木県　下野市下石橋４３２－３
ファミリーマート宇都宮五代二丁目店 栃木県　宇都宮市五代二丁目１０３１番３
ファミリーマート鹿沼上奈良部町店 栃木県　鹿沼市上奈良部町１番地６
ファミリーマート雀の宮七丁目店 栃木県　宇都宮市雀の宮７－１９－１４
ファミリーマート小山八幡町店 栃木県　小山市八幡町１－１７－５
ファミリーマート宇都宮竹林西店 栃木県　宇都宮市竹林町３８０番１
ファミリーマート宇都宮下平出町店 栃木県　宇都宮市下平出町１８７番１
ファミリーマート日光中央町店 栃木県　日光市中央町７番１４
ファミリーマート宇都宮インター店 栃木県　宇都宮市徳次郎町字高谷原７番１０
ファミリーマート真岡東光寺店 栃木県　真岡市東光寺１－２５－２
ファミリーマート大田原紫塚三丁目店 栃木県　大田原市紫塚三丁目２６５８番１
ファミリーマート高根沢石末店 栃木県　塩谷郡高根沢町大字石末３２４２番地２
ファミリーマート鹿沼粟野町店 栃木県　鹿沼市久野８２６番１
ファミリーマート野木佐川野店 栃木県　下都賀郡野木町大字佐川野１３７４番９
ファミリーマートこぶし台店 栃木県　那須烏山市小倉１１６８－２
ファミリーマート佐野植野町店 栃木県　佐野市植野町字五端町２０６５番他４筆
ファミリーマート小山神鳥谷店 栃木県　小山市神鳥谷二丁目１３３番１８他４筆
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
ファミリーマート小山美しが丘店 栃木県　小山市美しが丘３－３５－１
ファミリーマート上三川東汗店 栃木県　河内郡上三川町東汗上町１００３－１
ファミリーマート宇都宮日の出一丁目店 栃木県　宇都宮市日の出一丁目２番他５筆
ファミリーマート宇都宮鐺山町店 栃木県　宇都宮市鐺山町４９４－１
ファミリーマート小山雨ヶ谷店 栃木県　小山市大字雨ヶ谷字西坪１０９番１
ファミリーマート那須那珂川店 栃木県　那須郡小川町大字小川字上宿２４２８－１
ファミリーマート那須塩原上厚崎店 栃木県　那須塩原市上厚崎３４４－４他１筆
ファミリーマート小山中久喜店 栃木県　小山市大字中久喜１１１３番４
ファミリーマート大田原蛭田店 栃木県　那須郡湯津上村大字蛭田１９７６－１７
ファミリーマートワンダーグー下野店 栃木県　下野市下古山２８８８－４
ファミリーマート那須塩原豊浦バイパス店 栃木県　那須塩原市豊浦１０番地６８２
ファミリーマート足利富士見町店 栃木県　足利市富士見町７２番２
ファミリーマート那須塩原住吉町店 栃木県　那須塩原市住吉町４６－４
ファミリーマート小山出井北店 栃木県　小山市大字出井１２５２番地１０
ファミリーマート真岡久下田店 栃木県　真岡市久下田１６３８－３
ファミリーマート益子七井店 栃木県　芳賀郡益子町大字七井８３６－１
ファミリーマート小山黒本店 栃木県　小山市大字黒本１２７－１
ファミリーマート栃木西方店 栃木県　栃木市西方町元２３６２番地１
ファミリーマート小山稲葉郷店 栃木県　小山市大字稲葉郷字向原６３番６
ファミリーマート矢板長峰店 栃木県　矢板市末広町４番地６
ファミリーマート日光瀬川店 栃木県　今市市瀬川１１７０－１
ファミリーマート日光倉ケ崎店 栃木県　日光市倉ヶ崎字南原３９番１
ファミリーマート壬生国谷店 栃木県　下都賀郡壬生町大字国谷２０２６番地２
ファミリーマート小山東野田店 栃木県　小山市大字東野田字西神垣２２２１－１
ファミリーマート宇都宮豊郷台店 栃木県　宇都宮市長岡町４５番地１
ファミリーマート上三川バイパス店 栃木県　河内郡上三川町大字上三川１９３２番地
ファミリーマート宇都宮みどり野南店 栃木県　宇都宮市みどり野町２０番２２９
ファミリーマート宇都宮今泉町店 栃木県　宇都宮市元今泉三丁目２５番１０他１筆
ファミリーマート那須西三島五丁目店 栃木県　那須塩原市西三島五丁目１７９番地９
ファミリーマート東武宇都宮駅前店 栃木県　宇都宮市宮園町４番１号東武宮園ビル１階
ファミリーマートさくら櫻野店 栃木県　さくら市櫻野４９６番地
ファミリーマート小山あじと店 栃木県　小山市大字網戸１０９８番５
ファミリーマート日光轟店 栃木県　日光市轟字合羽山２４番１



ファミリーマート栃木大平町店 栃木県　栃木市大平町富田３７１番地２
ファミリーマート宇都宮上戸祭町店 栃木県　宇都宮市上戸祭町３３６番１
ファミリーマートベツイ栃木東店 栃木県　栃木市大光寺町３９４
ファミリーマート塩原温泉店 栃木県　那須塩原市中塩原字マギノ４番地１０
ファミリーマート栃木西水代店 栃木県　栃木市大平町西水代３０３９－１
ファミリーマート宇都宮江曽島店 栃木県　宇都宮市江曽島関道１１４４－１
ファミリーマート那須烏山野上店 栃木県　那須烏山市野上６４１番地１
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
ファミリーマート鹿沼富岡店 栃木県　鹿沼市富岡１５１番地４
ファミリーマート大田原中田原店 栃木県　大田原市中田原６４９番他５筆
ファミリーマート大田原浅香店 栃木県　大田原市浅香１丁目１０－６０
ファミリーマート宇都宮西原三丁目店 栃木県　宇都宮市西原３丁目３番１７
ファミリーマート宇都宮中央三丁目店 栃木県　宇都宮市中央３－４－２６
ファミリーマート宇都宮東簗瀬店 栃木県　宇都宮市東簗瀬１丁目６－２８
ファミリーマート宇都宮西川田駅前店 栃木県　宇都宮市西川田本町二丁目１２９５番１１他７筆
ファミリーマート日光高徳店 栃木県　日光市高徳ミソウジ９１５番地３他４筆
ファミリーマート大田原富士見店 栃木県　大田原市富士見１－１６１７－３
ファミリーマート壬生上田店 栃木県　下都賀郡壬生町上田１３２７－１
ファミリーマート宇都宮峰一丁目店 栃木県　宇都宮市峰一丁目７６６－２他６筆
ファミリーマート日光松原店 栃木県　日光市松原町２６７－１他２筆
ファミリーマート真岡清水店 栃木県　真岡市清水６９番地２
ファミリーマート真岡亀山店 栃木県　真岡市上高間木１－２３－１
ファミリーマート宇都宮簗瀬四丁目店 栃木県　宇都宮市簗瀬４丁目５７１番１
ファミリーマートさくら狹間田店 栃木県　さくら市狹間田字南沢２２３５番１
ファミリーマート子ども科学館前店 栃木県　宇都宮市西川田本町三丁目２４番２０号
ファミリーマート栃木バイパス店 栃木県　栃木市箱森町１４番７号
ファミリーマート小山上立木店 栃木県　小山市大字立木字堂ノ宮６３６番他４筆
ファミリーマート日光塩野室店 栃木県　日光市塩野室町７４５－１他２筆
ファミリーマート日光清滝店 栃木県　日光市清滝４丁目２０１－６他１５筆
ファミリーマート鹿沼仁神堂店 栃木県　鹿沼市仁神堂町５３３番地１３７他５筆
ファミリーマート宇都宮駅東口店 栃木県　宇都宮市東宿郷２丁目２－１ビッグ・ビースクエア
ファミリーマート上三川ゆうきが丘店 栃木県　河内郡上三川町大字上神主５３６－４
ファミリーマートのざわや屋板町店 栃木県　宇都宮市屋板町５７８－５８
ファミリーマート那須塩原黒磯バイパス店 栃木県　那須塩原市黒磯２８－１６
ファミリーマート那須烏山上川井店 栃木県　那須烏山市上川井８９１－１
ファミリーマート宇都宮駒生二丁目店 栃木県　宇都宮市駒生２－３－２
ファミリーマート那須漆塚南店 栃木県　那須郡那須町大字漆塚４１１－５
ファミリーマート宇都宮下戸祭店 栃木県　宇都宮市下戸祭二丁目４９番
ファミリーマート宇都宮中岡本町店 栃木県　宇都宮市中岡本町４７３番地５
ファミリーマート高崎江木町店 群馬県　高崎市江木町３２８－４
ファミリーマート高崎高関店 群馬県　高崎市高関町４１０番５
ファミリーマート高崎問屋西一丁目店 群馬県　高崎市問屋町西一丁目３－１３
ファミリーマート館林大街道店 群馬県　館林市大街道三丁目４番３３号
ファミリーマート前橋東善店 群馬県　前橋市東善町４３９－３
ファミリーマート高崎島野町店 群馬県　高崎市島野町２４８番地１
ファミリーマート富岡東店 群馬県　富岡市富岡９１４
ファミリーマート伊勢崎上諏訪町店 群馬県　伊勢崎市上諏訪町１５２４－１３
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
ファミリーマート日野屋伊勢崎南店 群馬県　伊勢崎市富塚町２５０－１３
ファミリーマート伊勢崎連取町店 群馬県　伊勢崎市連取町４０４－１他
ファミリーマート伊勢崎市場町店 群馬県　伊勢崎市市場町一丁目１７３番３
ファミリーマート玉村町上之手店 群馬県　佐波郡玉村町大字上之手１５１１－６
ファミリーマート太田木崎町店 群馬県　太田市新田木崎町１１４８番１他１筆
ファミリーマート日野屋東五丁目店 群馬県　桐生市東５丁目５番３２号
ファミリーマート伊勢崎波志江町店 群馬県　伊勢崎市波志江町１６１３－３
ファミリーマート太田新井町店 群馬県　太田市新井町５５８－２
ファミリーマート前橋富田町店 群馬県　前橋市富田町１１４１番２
ファミリーマート前橋小屋原町店 群馬県　前橋市小屋原町９５１番地１他１筆
ファミリーマート沼田西倉内町店 群馬県　沼田市西倉内町５０６番地１
ファミリーマート太田強戸店 群馬県　太田市強戸町６１２
ファミリーマート伊勢崎連取元町店 群馬県　伊勢崎市連取町１５４１番地
ファミリーマート高崎吉井町店 群馬県　高崎市吉井町本郷５８６－１
ファミリーマートＪＡ利根沼田月夜野店 群馬県　利根郡月夜野町大字上津９５７－２
ファミリーマート前橋下小出町店 群馬県　前橋市下小出町１丁目２－４
ファミリーマート太田市野井店 群馬県　太田市新田市野井町１６０２－１
ファミリーマート前橋茂木町店 群馬県　前橋市茂木町１１３－１



ファミリーマート日野屋ルート５０号店 群馬県　太田市原宿町３９１２番
ファミリーマート沼田久屋原町店 群馬県　沼田市久屋原町５－１
ファミリーマート日野屋伊勢崎茂呂店 群馬県　伊勢崎市茂呂２丁目６２街区２７３２－１
ファミリーマート吉岡下野田店 群馬県　北群馬郡吉岡町大字下野田字谷地１１１５番地３、２
ファミリーマート沼田白沢店 群馬県　沼田市白沢町上古語父１７９－１
ファミリーマート日野屋千代田町店 群馬県　邑楽郡千代田町大字赤岩７８３－４
ファミリーマート玉村町福島店 群馬県　佐波郡玉村町福島１０９４－１
ファミリーマート高崎駅東口店 群馬県　高崎市東町９－５
ファミリーマート渋川石原店 群馬県　渋川市石原１７９４－１
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
ファミリーマート笠懸鹿店 群馬県　みどり市笠懸町鹿３４４７－３
ファミリーマート富岡下高尾店 群馬県　富岡市下高尾４７８－１２
ファミリーマート邑楽中野店 群馬県　邑楽郡邑楽町中野１８５８－１
ファミリーマート富岡下高瀬店 群馬県　富岡市下高瀬２９９－１
ファミリーマート日野屋矢島店 群馬県　邑楽郡明和町大字矢島２３１－１他
ファミリーマート伊勢崎宮子町店 群馬県　伊勢崎市宮子町８８９－１
ファミリーマート伊勢崎流通団地店 群馬県　伊勢崎市三室町６２２０－２
ファミリーマート日野屋伊勢崎末広町店 群馬県　伊勢崎市末広町１３７番１
ファミリーマート前橋下石倉町店 群馬県　前橋市下石倉町２２－９
ファミリーマート太田内ケ島町店 群馬県　太田市内ケ島町８６６－１４
ファミリーマート藤岡七丁目店 群馬県　藤岡市藤岡字北ノ原８６８番４
ファミリーマート太田藤阿久町店 群馬県　太田市藤阿久町９７７－１
ファミリーマート高崎新町笛木町店 群馬県　高崎市新町１６５０番地１
ファミリーマート伊勢崎今泉町一丁目店 群馬県　伊勢崎市今泉町一丁目１２１７番地２
ファミリーマート前橋田口町店 群馬県　前橋市田口町２９１－１
ファミリーマート日野屋大泉朝日三丁目店 群馬県　邑楽郡大泉町朝日三丁目６０１番７
ファミリーマート藪塚大原店 群馬県　新田郡薮塚本町大原１０４－４
ファミリーマート前橋大渡町店 群馬県　前橋市大渡町１－７－５
ファミリーマート中之条伊勢町下店 群馬県　吾妻郡中之条町伊勢町６７５－１
ファミリーマート太田大原町店 群馬県　太田市大原町１２９２－１
ファミリーマート高崎飯塚町北店 群馬県　高崎市飯塚町２４６
ファミリーマート前橋元総社町店 群馬県　前橋市元総社町１１９７－１
ファミリーマート藤岡バイパス店 群馬県　藤岡市中大塚２７５番地８
ファミリーマートみどり大間々店 群馬県　みどり市大間々町大間々３３番６
ファミリーマート高崎総合医療センター店 群馬県　高崎市高松町３６番地
ファミリーマート高崎問屋町二丁目店 群馬県　高崎市問屋町２－１１－３
ファミリーマート藤岡上大塚店 群馬県　藤岡市上大塚１７３０番地２
ファミリーマートみどり笠懸店 群馬県　みどり市笠懸町鹿４３５４番５
ファミリーマートみなかみ湯原店 群馬県　利根郡みなかみ町湯原８３０
ファミリーマート高崎石原町店 群馬県　高崎市石原町１４６８－１
ファミリーマートおおるり小野上店 群馬県　渋川市小野子１８４２－１
ファミリーマート桐生厚生総合病院店 群馬県　桐生市織姫町６－３桐生厚生総合病院８Ｆ
ファミリーマート大泉いずみ一丁目店 群馬県　邑楽郡大泉町いずみ一丁目１番３号
ファミリーマート邑楽赤堀店 群馬県　邑楽郡邑楽町赤堀５２６－１０
ファミリーマート日野屋伊勢崎高校前店 群馬県　伊勢崎市南千木町２４７０－１
ファミリーマート玉村川井店 群馬県　佐波郡玉村町大字川井１８４６番地１
ファミリーマート前橋六供店 群馬県　前橋市六供町７５６番地１
ファミリーマート伊勢崎山王町店 群馬県　伊勢崎市山王町字上原１８２番地他３筆
ファミリーマート藤岡神田店 群馬県　藤岡市神田字塚間１３４０番１
ファミリーマート伊勢崎西久保町店 群馬県　伊勢崎市西久保町３丁目７５５－３
ファミリーマート高崎萩原町店 群馬県　高崎市萩原町４４１番地３
ファミリーマート安中上間仁田店 群馬県　安中市上間仁田５２０番地１
ファミリーマート太田東金井店 群馬県　太田市東金井町７１０－１
ファミリーマート太田藪塚町店 群馬県　太田市藪塚町３０９４－３
ファミリーマート伊勢崎国定町一丁目店 群馬県　伊勢崎市国定町一丁目１２２３－１
ファミリーマート渋川上白井店 群馬県　渋川市上白井１３２１番地１２７
ファミリーマート館林赤生田店 群馬県　館林市赤生田町字子神２１１９番１他１筆
ファミリーマート桐生新宿三丁目店 群馬県　桐生市新宿３－１３－２７
ファミリーマート大泉坂田店 群馬県　邑楽郡大泉町坂田５丁目５０６
ファミリーマート太田飯塚町店 群馬県　太田市飯塚町６０－１
ファミリーマート大泉寄木戸店 群馬県　邑楽郡大泉町大字寄木戸字山王１６８－１
ファミリーマート高崎中居町店 群馬県　高崎市中居町３－１８－２
ファミリーマート前橋上増田町店 群馬県　前橋市上増田町６５６番地１
ファミリーマート太田鳥山店 群馬県　太田市鳥山中町１５８３－３他１４筆
ファミリーマート前橋江田店 群馬県　前橋市江田町１０３－３
ファミリーマート前橋インター店 群馬県　高崎市中尾町４４１



ファミリーマート太田上田中店 群馬県　太田市新田上田中町３４９－１８
ファミリーマート邑楽うずら店 群馬県　邑楽郡邑楽町大字鶉６７４－２
ファミリーマート藤岡パーキングエリア店 群馬県　藤岡市中字広町１１３１－８
ファミリーマート高崎下小鳥町店 群馬県　高崎市下小鳥町１３２５番地４
ファミリーマート日野屋黒保根店 群馬県　桐生市黒保根町下田沢７７番３他５筆
ファミリーマート館林本町四丁目店 群馬県　館林市本町４－１５－１
ファミリーマート高崎駅西口店 群馬県　高崎市八島町２４－２
ファミリーマート高崎あら町店 群馬県　高崎市あら町５９番３
ファミリーマート大泉坂田七丁目店 群馬県　邑楽郡大泉町坂田７－１０－１
ファミリーマート邑楽大根村店 群馬県　邑楽郡邑楽町中野甲１２９９
ファミリーマート前橋赤十字病院店 群馬県　前橋市朝倉町３８９番地１
ファミリーマートジェイ・クエスト佐波東店 群馬県　伊勢崎市西小保方町２３１番地
ファミリーマート高崎浜川町店 群馬県　高崎市浜川町２００３番地１
ファミリーマート太田只上町店 群馬県　太田市只上町１７７３－２
ファミリーマート高崎飯塚町店 群馬県　高崎市飯塚町字東金井４４８番１他
ファミリーマート日野屋天神町店 群馬県　桐生市天神町２－３－２９
ファミリーマート前橋総社町高井店 群馬県　前橋市総社町高井２３５番１
ファミリーマート渋川諏訪ノ木店 群馬県　渋川市石原字諏訪ノ木１１７８－１
ファミリーマート前橋富士見原之郷店 群馬県　前橋市富士見町原之郷１０９４－１
ファミリーマート太田記念病院店 群馬県　太田市大島町４５５－１
ファミリーマート桐生末広町店 群馬県　桐生市末広町１１１４－１２
ファミリーマート西吉井店 群馬県　多野郡吉井町大字長根２０５９－１
ファミリーマート秩父小鹿野町店 埼玉県　秩父郡小鹿野町下小鹿野２００９番１
ファミリーマート鶴ヶ島鶴ヶ丘店 埼玉県　鶴ヶ島市鶴ケ丘４０３－３
ファミリーマート東みずほ台店 埼玉県　富士見市東みずほ台１－１－１
ファミリーマートさいたま本町東二丁目店 埼玉県　さいたま市中央区本町東２－１８－１０
ファミリーマート南浦和店 埼玉県　さいたま市南区南浦和２－３５－１０
ファミリーマート川越八幡通り店 埼玉県　川越市通町２４ー９
ファミリーマート南越谷一丁目南店 埼玉県　越谷市南越谷一丁目６番７６号
ファミリーマート和光西大和団地店 埼玉県　和光市西大和団地２６６６番２
ファミリーマート大宮吉敷町店 埼玉県　さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番３
ファミリーマート狭山店 埼玉県　狭山市狭山２４ー３１
ファミリーマート和光諏訪店 埼玉県　和光市白子２丁目９番１１号
ファミリーマート北秋津店 埼玉県　所沢市くすのき台３－１１－８
ファミリーマート坂東大橋南店 埼玉県　本庄市大字沼和田３７３－１
ファミリーマート小手指元町一丁目店 埼玉県　所沢市小手指元町一丁目２６番２１
ファミリーマート三郷早稲田七丁目店 埼玉県　三郷市早稲田７丁目１－１５
ファミリーマート和光南口店 埼玉県　和光市本町３－２３ヤワラビル１Ｆ
ファミリーマート入間インター店 埼玉県　入間市大字小谷田１２５８－１３
ファミリーマート越谷大林店 埼玉県　越谷市大字大林２５－６
ファミリーマートヤマキ東方店 埼玉県　深谷市東方３２８９－１
ファミリーマート川口並木三丁目店 埼玉県　川口市並木３－２－１６
ファミリーマート大宮下町店 埼玉県　さいたま市大宮区下町２丁目３９番地２
ファミリーマート川越笠幡店 埼玉県　川越市大字笠幡４３番４
ファミリーマート川越熊野町店 埼玉県　川越市熊野町１９番地１
ファミリーマート川越天沼新田店 埼玉県　川越市大字天沼新田８９番地１
ファミリーマート狭山笹井店 埼玉県　狭山市大字笹井２７１２番地の１
ファミリーマート三郷早稲田一丁目店 埼玉県　三郷市早稲田一丁目１８番地１７
ファミリーマート新座野火止七丁目店 埼玉県　新座市野火止７丁目７番５号
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
ファミリーマートさいたま別所町店 埼玉県　さいたま市北区別所町８１－３１
ファミリーマート航空自衛隊入間基地店 埼玉県　狭山市稲荷山２－３
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
ファミリーマート草加八幡町店 埼玉県　草加市八幡町字曽根４９１－２
ファミリーマート防衛医大病院店 埼玉県　所沢市並木３丁目２
ファミリーマートみずほ台駅西口店 埼玉県　富士見市西みずほ台１丁目２－５
ファミリーマートさいたま岩槻城町店 埼玉県　さいたま市岩槻区城町１丁目１０５８－１
ファミリーマート越谷花田二丁目店 埼玉県　越谷市花田２丁目２２－９他
ファミリーマートさいたま宮原町三丁目店 埼玉県　さいたま市北区宮原町３丁目５７６番地
ファミリーマート杉戸清地店 埼玉県　北葛飾郡杉戸町清地１丁目８５
ファミリーマートさいたま島根店 埼玉県　さいたま市西区島根２９０－１
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、１０、１１、１２他
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
ファミリーマート大宮三橋中央通り店 埼玉県　さいたま市大宮区上小町４９６－１
ファミリーマート北浦和駅東口店 埼玉県　さいたま市浦和区北浦和一丁目１０－３
ファミリーマート南越谷一丁目店 埼玉県　越谷市南越谷１－１３－７ハローマートビル１０１



ファミリーマート入間下藤沢店 埼玉県　入間市大字下藤沢字本山９２８番１
ファミリーマート越谷七左町二丁目店 埼玉県　越谷市七左第一土地区画整理事業４６街区６画地他
ファミリーマート志木幸町四丁目店 埼玉県　志木市幸町４丁目１番４号
ファミリーマートさいたま沼影二丁目店 埼玉県　さいたま市南区沼影２丁目１番２７号
ファミリーマート三郷彦川戸一丁目店 埼玉県　三郷市彦川戸一丁目
ファミリーマートＴＫＳ錦町店 埼玉県　蕨市錦町１丁目２番５号
ファミリーマート戸田本町店 埼玉県　戸田市本町三丁目６番１０号
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２７－１
ファミリーマート朝霞宮戸店 埼玉県　朝霞市宮戸２－１－１５
ファミリーマート入間藤沢橋店 埼玉県　入間市大字下藤沢字富士見野９６６－２８
ファミリーマート川越小中居店 埼玉県　川越市大字小中居１０１４番地１
ファミリーマートさいたま円阿弥六丁目店 埼玉県　さいたま市中央区円阿弥６丁目１番１３号
ファミリーマート春日部増富店 埼玉県　春日部市増富６０６－１
ファミリーマート越谷南荻島北店 埼玉県　越谷市大字南荻島３４２番地１
ファミリーマート圏央道鶴ヶ島西店 埼玉県　鶴ヶ島市高倉１１６５－６
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
ファミリーマート長瀞中野上店 埼玉県　秩父郡長瀞町大字中野上３８７番地
ファミリーマートさいたま別所五丁目店 埼玉県　さいたま市南区別所５丁目３７８番
ファミリーマート所沢けやき台一丁目店 埼玉県　所沢市けやき台１丁目７番地３
ファミリーマート八潮二丁目店 埼玉県　八潮市八潮２丁目４番地１
ファミリーマート川越砂新田東店 埼玉県　川越市砂新田１２３－１
ファミリーマート川口長蔵店 埼玉県　川口市長蔵１－７－２
ファミリーマート本庄早稲田駅前店 埼玉県　本庄市早稲田の杜一丁目７番１２号
ファミリーマート上尾壱丁目店 埼玉県　上尾市大字壱丁目４０２－１５
ファミリーマート越谷蒲生東町店 埼玉県　越谷市蒲生東町２０３７番外３筆
ファミリーマート越谷砂原店 埼玉県　越谷市砂原１０１２番地３
ファミリーマート秋津駅北口店 埼玉県　所沢市大字上安松１－１
ファミリーマートヤマキ国済寺店 埼玉県　深谷市国済寺町２６－２
ファミリーマート川越上寺山西店 埼玉県　川越市大字上寺山５２０－２
ファミリーマート坂戸石井店 埼玉県　坂戸市大字石井２３７７－３
ファミリーマート飯能青木店 埼玉県　飯能市大字青木６６－１
ファミリーマートさいたま丸ケ崎南店 埼玉県　さいたま市見沼区大字丸ケ崎１０１６－１
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
ファミリーマート埼玉大学南店 埼玉県　さいたま市桜区大字下大久保４５４番１３
ファミリーマート圏央道狭山日高インター店 埼玉県　狭山市根岸６３４番地１
ファミリーマート朝霞駅東口店 埼玉県　朝霞市仲町二丁目１番６号－１０２
ファミリーマート志木駅東口店 埼玉県　新座市東北２丁目３９番１０号
ファミリーマート蓮田閏戸店 埼玉県　蓮田市閏戸１７９２番３
ファミリーマート久喜上早見店 埼玉県　久喜市上早見４８９番１１
ファミリーマート草加柿木町店 埼玉県　草加市柿木町字亀４９７番１
ファミリーマート毛呂山埼玉医大前店 埼玉県　入間郡毛呂山町毛呂本郷６７６
ファミリーマート川口市役所前店 埼玉県　川口市中青木１丁目９番２３号
ファミリーマート戸田喜沢店 埼玉県　戸田市喜沢２ー３９ー４９
ファミリーマート東松山インター店 埼玉県　東松山市大字上野本８７番２
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
ファミリーマート富士見勝瀬店 埼玉県　富士見市ふじみ野東三丁目１３番４
ファミリーマート富士見羽沢三丁目店 埼玉県　富士見市羽沢３丁目９番５０号
ファミリーマートさいたま鈴谷二丁目店 埼玉県　さいたま市中央区鈴谷２丁目７１９番地
ファミリーマートあすまや与野本町駅前店 埼玉県　さいたま市中央区本町東２－１６７－１
ファミリーマート越谷西方店 埼玉県　越谷市西方２９４２番地１
ファミリーマート飯能駅北口店 埼玉県　飯能市仲町１１－２１
ファミリーマート上戸田二丁目店 埼玉県　戸田市上戸田２－４５－４
ファミリーマート春日部大場店 埼玉県　春日部市大場８７０
ファミリーマート狭山市駅東口店 埼玉県　狭山市祗園４－５５エミオ狭山市１Ｆ
ファミリーマート所沢東狭山ヶ丘店 埼玉県　所沢市東狭山ヶ丘４－２６４６－１
ファミリーマート上尾西口店 埼玉県　上尾市柏座１－６２８－１１
ファミリーマート領家橋店 埼玉県　川口市東領家３－３１－１８
ファミリーマート東狭山ヶ丘一丁目店 埼玉県　所沢市東狭山ヶ丘１丁目６６番４
ファミリーマート寄居店 埼玉県　大里郡寄居町寄居六供３７３番４
ファミリーマート和光白子三丁目店 埼玉県　和光市白子３－２０－１０
ファミリーマート上尾中妻五丁目店 埼玉県　上尾市中妻５丁目２３－４
ファミリーマート与野駅西口店 埼玉県　さいたま市中央区下落合１０８０番地
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
ファミリーマート飯能岩沢店 埼玉県　飯能市岩沢２２４－１
ファミリーマート鷲宮上新井店 埼玉県　久喜市鷲宮字上新井７０８－１
ファミリーマート若葉駅西口店 埼玉県　鶴ヶ島市大字藤金８５１番４０



ファミリーマート小手指駅北口店 埼玉県　所沢市小手指町１丁目１－１
ファミリーマート山喜屋滑川店 埼玉県　比企郡滑川町羽尾４９７４
ファミリーマート日高上鹿山店 埼玉県　日高市大字上鹿山字尾崎山６５８番１外３筆
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
ファミリーマート所沢星の宮店 埼玉県　所沢市星の宮１丁目３－１０
ファミリーマート所沢パークタウン店 埼玉県　所沢市北原町１４２３－１
ファミリーマート川口樹モール店 埼玉県　川口市栄町３丁目８番４号
ファミリーマート志木駅南口店 埼玉県　新座市東北２丁目３７－１１
ファミリーマート所沢北野天神通り店 埼玉県　所沢市北野南１－１５－１
ファミリーマートみよし台店 埼玉県　入間郡三芳町みよし台６－１５
ファミリーマート川口栄町三丁目店 埼玉県　川口市栄町三丁目３番１５号
ファミリーマート志木中宗岡店 埼玉県　志木市中宗岡２－１９－２７
ファミリーマート指扇駅北口店 埼玉県　さいたま市西区大字宝来１５７６番１
ファミリーマート西川口陸橋西店 埼玉県　川口市西川口３ー２９ー１８
ファミリーマート川越霞ヶ関店 埼玉県　川越市霞ヶ関東１－２－２５
ファミリーマート川島三保谷店 埼玉県　比企郡川島町下狢５９１－１
ファミリーマート入間東町店 埼玉県　入間市東町６丁目２－１
ファミリーマート朝霞黒目川通り店 埼玉県　朝霞市溝沼５４７番１
ファミリーマート所沢インター店 埼玉県　所沢市大字坂之下１１３０－１
ファミリーマート川口末広店 埼玉県　川口市末広一丁目３－９
ファミリーマート大宮大栄橋店 埼玉県　さいたま市大宮区宮町２丁目５１番地
ファミリーマート新座野火止二丁目店 埼玉県　新座市野火止二丁目１１－３１
ファミリーマート杉戸高野台駅西口店 埼玉県　北葛飾郡杉戸町高野台西１丁目１０番地１
ファミリーマート圏央狭山インター店 埼玉県　飯能市芦苅場３５２－６
ファミリーマート大宮西遊馬店 埼玉県　さいたま市西区大字西遊馬１１１７－１
ファミリーマート熊谷美土里町店 埼玉県　熊谷市美土里町２丁目１２２
ファミリーマート狭山台二丁目店 埼玉県　狭山市狭山台２－２８－７
ファミリーマート川口中青木五丁目店 埼玉県　川口市中青木５－７－８
ファミリーマート所沢東町店 埼玉県　所沢市東町１２－１
ファミリーマート東松山松山町店 埼玉県　東松山市松山町２丁目１２６１－１
ファミリーマート川越グリーンパーク店 埼玉県　川越市大字古谷上５９４５－１
ファミリーマート和光白子四丁目店 埼玉県　和光市白子４－３－８
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
ファミリーマート和光越後山通り店 埼玉県　和光市南１丁目２７番７６号
ファミリーマート入間宮寺西店 埼玉県　入間市宮寺２６６４番１
ファミリーマート秩父中宮地店 埼玉県　秩父市中宮地町８番４号
ファミリーマート新座馬場店 埼玉県　新座市馬場３丁目１－３２
ファミリーマート所沢若狭店 埼玉県　所沢市若狭４－２３８４－１
ファミリーマート小手指四丁目店 埼玉県　所沢市小手指町４丁目１９－８
ファミリーマートふじみ野さくら通店 埼玉県　ふじみ野市大井中央三丁目２７番２
ファミリーマート東松山高坂店 埼玉県　東松山市あずま町１丁目２０－５
ファミリーマート川越インター店 埼玉県　川越市大字南大塚１８６７番３
ファミリーマート川越豊田本店 埼玉県　川越市豊田本１丁目１９－３
ファミリーマート新座駅南店 埼玉県　新座市野火止５－１－３１
ファミリーマート児玉工業団地店 埼玉県　児玉郡上里町大字嘉美１２７１番１
ファミリーマート南越谷四丁目店 埼玉県　越谷市南越谷４－１１－１５
ファミリーマート川口十二月田店 埼玉県　川口市末広二丁目１番１号
ファミリーマート所沢榎町店 埼玉県　所沢市榎町７－１１
ファミリーマート朝霞膝折二丁目店 埼玉県　朝霞市膝折町二丁目１７番５６
ファミリーマート蓮田サービスエリア店 埼玉県　蓮田市黒浜桜ヶ丘３５１７
ファミリーマート深谷田中店 埼玉県　深谷市田中１６２５－１
ファミリーマート仏子駅前店 埼玉県　入間市仏子８８０
ファミリーマート西大宮バイパス店 埼玉県　さいたま市西区宮前町７３３－５
ファミリーマート北朝霞駅東店 埼玉県　朝霞市浜崎１－３－１０
ファミリーマート川越旭町二丁目店 埼玉県　川越市旭町２丁目１－１
ファミリーマートＴＫＳ東大門店 埼玉県　さいたま市緑区東大門２丁目１－５
ファミリーマートロータス蓮田駅前店 埼玉県　蓮田市本町１－２８
ファミリーマート草加ひがし店 埼玉県　草加市柿木町字松７５１－１、７５２－１
ファミリーマート日高高富店 埼玉県　日高市大字高富字豊栄６２番２
ファミリーマートヤマキ本庄西店 埼玉県　本庄市下野堂１－１４－１９
ファミリーマート戸田駅西口店 埼玉県　戸田市新曽柳原３３６
ファミリーマート狭山富士見通り店 埼玉県　狭山市中央４丁目１５－６
ファミリーマート三郷彦川戸店 埼玉県　三郷市彦川戸１丁目２７７－１、２７８－１
ファミリーマート戸田氷川町店 埼玉県　戸田市氷川町３－１０－３１
ファミリーマートさいたま中浦和店 埼玉県　さいたま市桜区西堀３丁目１９３０番１
ファミリーマート富士見京塚店 埼玉県　富士見市大字水子字京塚２５７８－１



ファミリーマート和光南一丁目店 埼玉県　和光市南１丁目２５３７－３
ファミリーマート川口花山下店 埼玉県　川口市大字安行字大元６３６－３
ファミリーマートさいたま大戸四丁目店 埼玉県　さいたま市中央区大戸４丁目４３８－１
ファミリーマート桶川加納店 埼玉県　桶川市大字加納字天神８６４
ファミリーマート越谷赤山三丁目店 埼玉県　越谷市赤山町三丁目６１－１
ファミリーマート加須不動岡店 埼玉県　加須市大字不動岡字南三１１４９・１１５０・１１５１
ファミリーマート春日部駅西口店 埼玉県　春日部市中央１－１－１３
ファミリーマート川越今福南店 埼玉県　川越市大字今福２６４１番４
ファミリーマート川越通町店 埼玉県　川越市通町１２－３
ファミリーマートさいたま本郷南店 埼玉県　さいたま市北区本郷町１６３
ファミリーマート三郷西インター店 埼玉県　三郷市彦倉２丁目２９番
ファミリーマート川越南大塚店 埼玉県　川越市大字南大塚１１７５－１
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
ファミリーマート浦和美園駅前店 埼玉県　さいたま市緑区大字下野田浦和東部第二区画整理事業内
ファミリーマート朝霞根岸台四丁目店 埼玉県　朝霞市根岸台４丁目２番２号
ファミリーマートさいたま西堀五丁目店 埼玉県　さいたま市桜区西堀５丁目４－２５
ファミリーマート川越府川高畑店 埼玉県　川越市大字府川１２０１－２
ファミリーマートふじみ野駒林店 埼玉県　ふじみ野市駒林元町４－１－２４
ファミリーマート上尾西門前店 埼玉県　上尾市西門前１１５－１
ファミリーマート富士見針ヶ谷二丁目店 埼玉県　富士見市針ヶ谷２丁目３４番２
ファミリーマートさいたま櫛引町二丁目店 埼玉県　さいたま市北区櫛引町２丁目２６３－１
ファミリーマートわらび西口店 埼玉県　蕨市中央３－３－１６
ファミリーマートさいたま沼影一丁目店 埼玉県　さいたま市南区沼影１丁目２８－５
ファミリーマート浦和大谷口店 埼玉県　さいたま市南区大谷口１７４７－１
ファミリーマート川越吉田店 埼玉県　川越市吉田１２１６番
ファミリーマート春日部中央一丁目店 埼玉県　春日部市中央１丁目５２－１
ファミリーマート若葉駅東口店 埼玉県　鶴ヶ島市富士見１丁目１－１
ファミリーマート本川越駅前店 埼玉県　川越市新富町１－１８－６
ファミリーマート東所沢駅前店 埼玉県　所沢市東所沢１－３－２
ファミリーマート航空公園駅東口店 埼玉県　所沢市並木２－４－１
ファミリーマート所沢松が丘店 埼玉県　所沢市松が丘１－８１
ファミリーマート黒須南越谷店 埼玉県　越谷市南越谷１－２７－７
ファミリーマート西浦和駅前店 埼玉県　さいたま市桜区田島５－２５－１
ファミリーマート片山北本店 埼玉県　北本市本宿７－１
ファミリーマート新所沢駅西口店 埼玉県　所沢市緑町１－２１－２３
ファミリーマート熊谷肥塚店 埼玉県　熊谷市中央３－７２
ファミリーマート八潮大原店 埼玉県　八潮市八潮７－３３－５
ファミリーマート新座東二丁目店 埼玉県　新座市東２－４
ファミリーマート北与野駅前店 埼玉県　さいたま市中央区上落合２－１０－１
ファミリーマート越谷弥十郎店 埼玉県　越谷市弥十郎２４８－１
ファミリーマート川口蓮沼店 埼玉県　川口市大字蓮沼２５２
ファミリーマートなかむらや上尾店 埼玉県　上尾市浅間台１－２２－１０
ファミリーマート熊谷平戸店 埼玉県　熊谷市平戸１９７１－１
ファミリーマートさいたま田島九丁目店 埼玉県　さいたま市桜区田島９－１５－２６
ファミリーマート滑川羽尾店 埼玉県　比企郡滑川町大字羽尾３２７－１
ファミリーマート所沢東新井町店 埼玉県　所沢市東新井町７－１
ファミリーマート三郷高州店 埼玉県　三郷市高州１－９９－１
ファミリーマート鳩ケ谷南店 埼玉県　川口市南鳩ヶ谷７－４－１３
ファミリーマート入間グリーンヒル店 埼玉県　入間市大字上藤沢４０６－１
ファミリーマート東浦和三丁目店 埼玉県　さいたま市緑区東浦和３－４－４０
ファミリーマートながおかや寄居店 埼玉県　大里郡寄居町寄居１６１３－１
ファミリーマート草加稲荷店 埼玉県　草加市稲荷４－１３－３２
ファミリーマート大宮三橋四丁目店 埼玉県　さいたま市大宮区三橋４－１７－１
ファミリーマート東松山駅東口店 埼玉県　東松山市箭弓町１－１２－１１
ファミリーマート浦和駅東口店 埼玉県　さいたま市浦和区東仲町８－２１
ファミリーマート大宮上小町店 埼玉県　さいたま市大宮区上小町２７７
ファミリーマート浦和芝原店 埼玉県　さいたま市緑区大字大間木１９４－１
ファミリーマート吉川さくら店 埼玉県　吉川市吉川３３９－１
ファミリーマート肥塚南店 埼玉県　熊谷市肥塚２－１６０３－３
ファミリーマート所沢けやき通り店 埼玉県　所沢市緑町３－１５－２
ファミリーマート秩父皆野店 埼玉県　秩父郡皆野町大字皆野３６－７
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
ファミリーマートさいたま白幡店 埼玉県　さいたま市南区白幡２－３
ファミリーマート春日部藤塚店 埼玉県　春日部市藤塚６１６－１
ファミリーマートさいたま辻八丁目店 埼玉県　さいたま市南区辻８－２２－２１
ファミリーマート所沢プロペ通り店 埼玉県　所沢市日吉町２－４リエート所沢



ファミリーマート柳瀬川駅前店 埼玉県　志木市館２－６－１１
ファミリーマート狭山日高インター西店 埼玉県　飯能市芦苅場１８３
ファミリーマート三郷鷹野店 埼玉県　三郷市鷹野３－１５４
ファミリーマート戸田公園駅前店 埼玉県　戸田市本町４－１１－１３
ファミリーマート児玉店 埼玉県　本庄市児玉町金屋１１７９－２
ファミリーマートさいたま大和田店 埼玉県　さいたま市見沼区大和田町２－１１－４０
ファミリーマートＴＫＳ下栢間店 埼玉県　南埼玉郡菖蒲町大字下栢間字上在来９１５
ファミリーマートさいたま宮前町店 埼玉県　さいたま市宮前町１３３９
ファミリーマートさいたま原山二丁目店 埼玉県　さいたま市緑区原山２－３１
ファミリーマート東飯能駅西口店 埼玉県　飯能市東町１－５
ファミリーマート草加駅東口店 埼玉県　草加市高砂２丁目６－５
ファミリーマート野原都幾川店 埼玉県　比企郡ときがわ町大字桃木８－１
ファミリーマート岩槻太田店 埼玉県　さいたま市岩槻区太田２－２６９－１８０
ファミリーマート浦和東口駅前店 埼玉県　さいたま市浦和区東仲町１番２３号
ファミリーマート戸田全農通り店 埼玉県　戸田市新曽１６４８
ファミリーマートさいたま新中里店 埼玉県　さいたま市中央区新中里３丁目４２３－１
ファミリーマート塩味朝霞溝沼店 埼玉県　朝霞市大字溝沼字池田１０６０－１
ファミリーマート菖蒲三箇店 埼玉県　南埼玉郡菖蒲町三箇１３３３８－１
ファミリーマート三郷谷中店 埼玉県　三郷市谷中４３０番地１
ファミリーマート嵐山店 埼玉県　比企郡嵐山町千手堂３７－１
ファミリーマート所沢松葉町店 埼玉県　所沢市松葉町３０－２０
ファミリーマート北本石戸一丁目店 埼玉県　北本市石戸１－２３５－１
ファミリーマートさいたま根岸五丁目店 埼玉県　さいたま市南区根岸５－１６－５
ファミリーマート久喜東店 埼玉県　久喜市久喜東４－２３－６
ファミリーマート越谷恩間店 埼玉県　越谷市恩間６１８番地５
ファミリーマート川越的場店 埼玉県　川越市大字的場１３４６－１
ファミリーマート浦和常盤店 埼玉県　さいたま市浦和区常盤１－１－１５
ファミリーマート狭山市駅西口店 埼玉県　狭山市入間川１丁目１番
ファミリーマート鶴ヶ島高倉店 埼玉県　鶴ヶ島市大字高倉１２２８－１５
ファミリーマートさいたま西堀三丁目店 埼玉県　さいたま市桜区西堀３－２２－２０
ファミリーマート日進駅北口店 埼玉県　さいたま市北区日進町２丁目１９１４－８
ファミリーマート浦和岸町店 埼玉県　さいたま市浦和区岸町１－１３－２７
ファミリーマート蓮田駅東口店 埼玉県　蓮田市東５－２－１３
ファミリーマート千間台西一丁目店 埼玉県　越谷市千間台西１－１４－２
ファミリーマート鶴ヶ島富士見四丁目店 埼玉県　鶴ヶ島市富士見４－２－１３
ファミリーマート深谷樫合店 埼玉県　深谷市樫合１３１－１
ファミリーマートふじみ野苗間一丁目店 埼玉県　ふじみ野市苗間１－８－３
ファミリーマートさいたま大成町四丁目店 埼玉県　さいたま市北区大成町４丁目７２１番地１
ファミリーマート越谷相模町店 埼玉県　越谷市相模町３丁目２１２番１
ファミリーマート西川口東口店 埼玉県　川口市並木３－９－１
ファミリーマートアイダ草加中央店 埼玉県　草加市中央２丁目１０３－２
ファミリーマート川口赤井三丁目店 埼玉県　川口市赤井３－８－５
ファミリーマート新座野寺二丁目店 埼玉県　新座市野寺２－１９－２５
ファミリーマート東松山岩殿店 埼玉県　東松山市大字岩殿２０－１
ファミリーマート北越谷四丁目店 埼玉県　越谷市北越谷４－２５－２
ファミリーマート深谷日赤病院前店 埼玉県　深谷市上柴町西２－２２－１６
ファミリーマート野原五明店 埼玉県　比企郡ときがわ町大字五明７６３－３
ファミリーマートさいたま宮前ＩＣ店 埼玉県　さいたま市西区宮前９１０－１
ファミリーマート武蔵浦和マークス店 埼玉県　さいたま市南区別所７－２１－１武蔵浦和Ｍ１０３号
ファミリーマートさいたま櫛引町一丁目店 埼玉県　さいたま市大宮区櫛引町１丁目１５４番１
ファミリーマート蕨駅東口店 埼玉県　川口市芝新町３－１
ファミリーマート西武球場駅前店 埼玉県　所沢市上山口１４１８
ファミリーマート北浦和駅西口店 埼玉県　さいたま市浦和区北浦和４－１－５ＨＹビル１階
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
ファミリーマート川越神明町店 埼玉県　川越市神明町４４
ファミリーマート吉川会野谷店 埼玉県　吉川市関５９０番地１
ファミリーマート白岡上野田店 埼玉県　白岡市上野田１２８７番地２
ファミリーマートさいたま太田窪店 埼玉県　さいたま市南区大字太田窪２０３７番９
ファミリーマート西川口五丁目店 埼玉県　川口市西川口５－１１－２６
ファミリーマート草加瀬崎二丁目店 埼玉県　草加市瀬崎２丁目３３４－２
ファミリーマート新座石神一丁目店 埼玉県　新座市石神１－４－３８
ファミリーマート北浦和東口駅前店 埼玉県　さいたま市浦和区北浦和３－２－２内藤ビル１階
ファミリーマート三芳藤久保店 埼玉県　入間郡三芳町大字藤久保５８１－１２
ファミリーマート所沢寿町店 埼玉県　所沢市寿町１３３－１
ファミリーマート戸田笹目北町店 埼玉県　戸田市笹目北町１２番地の１３
ファミリーマート北戸田駅前店 埼玉県　戸田市大字新曽字芦原２２２０番地の１１階



ファミリーマート春日部永沼店 埼玉県　春日部市永沼６３４番地２
ファミリーマート越谷七左エ門通り店 埼玉県　越谷市七左町７丁目３１６番地１
ファミリーマート羽生東七丁目店 埼玉県　羽生市東７－１６－１
ファミリーマートさいたま南部領辻店 埼玉県　さいたま市緑区大字南部領辻２７９５番地の１
ファミリーマート川口栄町二丁目店 埼玉県　川口市栄町２－１２－２５
ファミリーマート川越上寺山店 埼玉県　川越市上寺山４０９－１
ファミリーマート春日部増戸店 埼玉県　春日部市大字増戸３２８－１
ファミリーマートドラッグエース広瀬東店 埼玉県　狭山市広瀬東４－２－７
ファミリーマート蕨南町四丁目店 埼玉県　蕨市南町４－１２－５エスポワール南１階
ファミリーマート日高旭ヶ丘店 埼玉県　日高市大字旭ケ丘７２７番２
ファミリーマートふじみ野二丁目店 埼玉県　ふじみ野市ふじみ野２－２７－３
ファミリーマートふじみ野鶴ヶ岡店 埼玉県　ふじみ野市鶴ケ岡５－１７－７
ファミリーマート小手指二丁目店 埼玉県　所沢市小手指町２－１３－６
ファミリーマート川口南鳩ヶ谷店 埼玉県　川口市南鳩ヶ谷３－１７－２１
ファミリーマート本庄日の出二丁目店 埼玉県　本庄市日の出２丁目２９７３－１
ファミリーマート野火止六丁目店 埼玉県　新座市野火止６－１６－１６
ファミリーマートふじみ野新駒林二丁目店 埼玉県　ふじみ野市新駒林二丁目２３１番地１
ファミリーマート久喜野久喜店 埼玉県　久喜市野久喜字丸島６１９番８
ファミリーマート狭山広瀬店 埼玉県　狭山市広瀬１－９６－１
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４－１９－１１
ファミリーマート越谷大里店 埼玉県　越谷市大里７１３番地１
ファミリーマート大和田駅前店 埼玉県　さいたま市見沼区大和田町１丁目１３５７番１
ファミリーマート八潮緑町三丁目店 埼玉県　八潮市緑町３－２６－３２
ファミリーマート坂戸花影町店 埼玉県　坂戸市花影町２３－４
ファミリーマート新座東北一丁目店 埼玉県　新座市東北１－３－８
ファミリーマート入間東藤沢店 埼玉県　入間市東藤沢３丁目６９番３５
ファミリーマート川越南田島店 埼玉県　川越市大字南田島８０２－１
ファミリーマートさいたま大和田町二丁目店 埼玉県　さいたま市見沼区大和田町２丁目１３５６番
ファミリーマート所沢緑町二丁目店 埼玉県　所沢市緑町２－１２－１
ファミリーマート戸田笹目五丁目店 埼玉県　戸田市笹目５－２５－６
ファミリーマート飯能双柳店 埼玉県　飯能市大字双柳５５９
ファミリーマート浦和本太店 埼玉県　さいたま市浦和区本太３－１９－１
ファミリーマート越谷大沢四丁目店 埼玉県　越谷市大沢４－１９－５７
ファミリーマート久喜インター店 埼玉県　久喜市江面１７１５－７
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２９２４－７
ファミリーマート坂戸青木店 埼玉県　坂戸市大字青木７６４－１
ファミリーマート熊谷石原店 埼玉県　熊谷市石原２－１－１
ファミリーマート朝霞東弁財店 埼玉県　朝霞市東弁財２－６－１１
ファミリーマート八潮鶴ヶ曽根店 埼玉県　八潮市鶴ヶ曽根二丁目土地区画整理事業８０街区１０画
ファミリーマートさいたま堀之内町店 埼玉県　さいたま市大宮区堀の内町１丁目４２６
ファミリーマート上尾泉台一丁目店 埼玉県　上尾市泉台１－７－１２
ファミリーマート三郷花和田店 埼玉県　三郷市花和田４４８番地
ファミリーマート西川口三丁目店 埼玉県　川口市西川口３－１７－７
ファミリーマート東所沢和田店 埼玉県　所沢市東所沢和田３－２３－８
ファミリーマート新狭山二丁目店 埼玉県　狭山市新狭山２－１６－２
ファミリーマート川口戸塚東三丁目店 埼玉県　川口市戸塚東３－６－１７
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
ファミリーマート川越鯨井店 埼玉県　川越市鯨井１５６５－２
ファミリーマート小川飯田店 埼玉県　比企郡小川町大字飯田２７４－１
ファミリーマート自治医大さいたま医療セン 埼玉県　さいたま市大宮区天沼町１丁目８４７
ファミリーマート新座市役所通り店 埼玉県　新座市野火止１－１４－１９
ファミリーマート川越岸町一丁目店 埼玉県　川越市岸町１－１５－１２
ファミリーマート川口神戸店 埼玉県　川口市神戸３８番地１
ファミリーマート川口伊刈店 埼玉県　川口市大字伊刈３９２番地１
ファミリーマート江南成沢店 埼玉県　熊谷市成沢１１３－３２
ファミリーマート戸田駅東口店 埼玉県　戸田市大字新曽３５５－１
ファミリーマートＴＫＳ錦二丁目店 埼玉県　蕨市錦町２－３－４
ファミリーマート浦和美園南店 埼玉県　さいたま市緑区大字下野田９１０
ファミリーマート東松山東平店 埼玉県　東松山市東平２４５３－１
ファミリーマート武蔵浦和駅東店 埼玉県　さいたま市南区別所７－８－９
ファミリーマートドラッグエース鶴ケ岡店 埼玉県　ふじみ野市鶴ケ岡１－１－１
ファミリーマート上尾小敷谷東店 埼玉県　上尾市大字小敷谷９１８番地１
ファミリーマート日高高萩店 埼玉県　日高市大字高萩２２７８番２
ファミリーマート太田窪二丁目店 埼玉県　さいたま市南区太田窪２－２－１
ファミリーマート白岡駅東口店 埼玉県　白岡市小久喜７４０番地１
ファミリーマート川口芝新町店 埼玉県　川口市芝新町５－７須賀第８ビル



ファミリーマート川口南鳩ケ谷一丁目店 埼玉県　川口市南鳩ヶ谷１－２８－４
ファミリーマート埼玉メディカルセンター店 埼玉県　さいたま市浦和区北浦和４－９－３
ファミリーマート岩槻釣上店 埼玉県　さいたま市岩槻区大字釣上１５１７番地３
ファミリーマート川口弥平四丁目店 埼玉県　川口市弥平４－４－３
ファミリーマートさいたま堀崎町店 埼玉県　さいたま市見沼区堀崎町４５４番地１
ファミリーマートさいたま蓮沼店 埼玉県　さいたま市見沼区大字蓮沼２２８番地２
ファミリーマート鶴ヶ島五味ケ谷店 埼玉県　鶴ヶ島市大字五味ケ谷字番田３０７番地１号
ファミリーマート鴻巣富士見店 埼玉県　鴻巣市吹上富士見２－１－２７
ファミリーマート川越伊勢原店 埼玉県　川越市伊勢原町２－１－８
ファミリーマート川越岸町三丁目店 埼玉県　川越市岸町３－２５－４９
ファミリーマート川越元町札の辻店 埼玉県　川越市元町２－４－１３
ファミリーマートさいたま西堀店 埼玉県　さいたま市桜区西堀六丁目９３５番１
ファミリーマート熊谷代店 埼玉県　熊谷市大字代１０５８－２
ファミリーマートさいたま三条店 埼玉県　さいたま市西区三条町字上敷４１６－２
ファミリーマート所沢牛沼店 埼玉県　所沢市牛沼５８３－１
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１－１８－１４１階
ファミリーマート加須礼羽店 埼玉県　加須市礼羽６９９番地
ファミリーマート熊谷万平町店 埼玉県　熊谷市万平町１丁目２６１８－２
ファミリーマート狭山祇園店 埼玉県　狭山市祇園５番３１号
ファミリーマート西武狭山ヶ丘駅前店 埼玉県　所沢市東狭山ヶ丘１－８７１－１
ファミリーマートさいたま本町西店 埼玉県　さいたま市中央区本町西３－１６－２４
ファミリーマートプラス上青木店 埼玉県　川口市上青木２－５０－５
ファミリーマート川越安比奈親水公園前店 埼玉県　川越市大字的場１１２－２
ファミリーマート蓮田南新宿店 埼玉県　蓮田市大字南新宿字宿１０００番１
ファミリーマートさいたま宮原町二丁目店 埼玉県　さいたま市北区宮原町２－３７－１
ファミリーマート川口元郷店 埼玉県　川口市元郷４－１５６５－１
ファミリーマート新座菅沢二丁目店 埼玉県　新座市菅沢２丁目１９１３－７
ファミリーマート草加新里町店 埼玉県　草加市新里町４１９番地
ファミリーマート桶川下日出谷店 埼玉県　桶川市大字下日出谷２８１－２
ファミリーマート上尾原市西店 埼玉県　上尾市大字原市３３９－５
ファミリーマート川越今福店 埼玉県　川越市大字今福９６１－９
ファミリーマート戸田美女木一丁目店 埼玉県　戸田市美女木１－１１－５
ファミリーマート戸田新曽つつじ通り店 埼玉県　戸田市大字新曽１６８７番１
ファミリーマート蓮田黒浜小前店 埼玉県　蓮田市大字黒浜３１０７－１
ファミリーマート鶴ケ島駅西店 埼玉県　川越市大字天沼新田１４０番６
ファミリーマート本庄駅南一丁目店 埼玉県　本庄市駅南１丁目２７４６番３
ファミリーマートさいたま大門上店 埼玉県　さいたま市緑区大門２６５５番地
ファミリーマート川口道合西店 埼玉県　川口市道合２７８番地１
ファミリーマート八潮駅南店 埼玉県　八潮市八潮南部中央地区区画整理８５街区８画地
ファミリーマート三郷彦成三丁目店 埼玉県　三郷市彦成３丁目２１４番地
ファミリーマート八潮新町店 埼玉県　八潮市大字新町４５番
ファミリーマート秩父本町店 埼玉県　秩父市本町１－１
ファミリーマート岩槻西町店 埼玉県　さいたま市岩槻区西町５－６－３５
ファミリーマート寄居花園橋店 埼玉県　大里郡寄居町大字富田９８番１
ファミリーマート春日部小渕店 埼玉県　春日部市小渕９５９－１
ファミリーマートプラスカスミ八潮大原店 埼玉県　八潮市大字大原４６５－１
ファミリーマート朝霞膝折三丁目店 埼玉県　朝霞市膝折町３丁目２１２０
ファミリーマートさいたま丸ケ崎店 埼玉県　さいたま市丸ヶ崎１１８３
ファミリーマート戸田笹目二丁目店 埼玉県　戸田市笹目２－１３－１３
ファミリーマート大宮駐屯地店 埼玉県　さいたま市北区日進町１－４０－７
ファミリーマートさいたま大成町一丁目店 埼玉県　さいたま市大宮区大成町１丁目１３２
ファミリーマート新座片山一丁目店 埼玉県　新座市片山１丁目２７４３－１
ファミリーマート与野駅前店 埼玉県　さいたま市浦和区上木崎１－２－１２
ファミリーマート川口江戸袋店 埼玉県　川口市江戸袋１－１３－１５
ファミリーマート川口朝日三丁目店 埼玉県　川口市朝日３－４－１４
ファミリーマート行田持田店 埼玉県　行田市大字持田字東谷２４４番１
ファミリーマート所沢新町店 埼玉県　所沢市所沢新町２４３８－１
ファミリーマートさいたま白幡四丁目店 埼玉県　さいたま市南区白幡４－２８－１２
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１２４６－１
ファミリーマートヤマキ花園店 埼玉県　深谷市荒川１００３
ファミリーマート南浦和三丁目店 埼玉県　さいたま市南区南浦和三丁目５番１６号－１Ｆ
ファミリーマート深谷針ケ谷店 埼玉県　深谷市針ヶ谷５４６－１
ファミリーマート上尾平方領々家店 埼玉県　上尾市大字平方領々家４９７－１
ファミリーマート若葉駅西店 埼玉県　鶴ヶ島市大字藤金８７７番４０
ファミリーマート東浦和五丁目店 埼玉県　さいたま市緑区東浦和五丁目１０番８号１階
ファミリーマート豊野台テクノタウン店 埼玉県　加須市間口１１１９番地１０



ファミリーマート鳩ヶ谷八幡木店 埼玉県　川口市八幡木１－２３－１
ファミリーマート春日部粕壁店 埼玉県　春日部市粕壁４５８６－２
ファミリーマート坂戸塚越店 埼玉県　坂戸市塚越１２３２－１
ファミリーマートフレスト栗橋河原代店 埼玉県　久喜市河原代下分６７６－１
ファミリーマート朝霞本町１丁目店 埼玉県　朝霞市本町１丁目１７４８－１
ファミリーマート三郷鷹野三丁目店 埼玉県　三郷市鷹野三丁目４３３－３、４３２－１
ファミリーマートさいたま大成橋南店 埼玉県　さいたま市北区大成町４丁目５１４番地２
ファミリーマート飯能日高団地店 埼玉県　日高市横手１－１６－１
ファミリーマート熊谷拾六間店 埼玉県　熊谷市籠原南２－３０１
ファミリーマート春日部谷原二丁目店 埼玉県　春日部市谷原二丁目１番８外［地番］
ファミリーマート朝霞膝折一丁目店 埼玉県　朝霞市膝折町１丁目９番３７号
ファミリーマート大宮本郷町店 埼玉県　さいたま市北区本郷町６４９
ファミリーマート川越新富町店 埼玉県　川越市新富町２－２６－２
ファミリーマート坂戸中小坂南店 埼玉県　坂戸市中小坂３２８番地１
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
ファミリーマート川口朝日店 埼玉県　川口市朝日５丁目１４－１４
ファミリーマート熊谷新堀店 埼玉県　熊谷市新堀１２７９－２
ファミリーマート柏原ニュータウン店 埼玉県　狭山市柏原３１６１番１０４
ファミリーマート志木上宗岡店 埼玉県　志木市上宗岡４－７
ファミリーマート浦和駅北店 埼玉県　さいたま市浦和区仲町１－１－１３浦和駅前ビル１階
ファミリーマート所沢日吉町店 埼玉県　所沢市日吉町９－２４
ファミリーマートＴＸ三郷中央駅店 埼玉県　三郷市谷中３６５
ファミリーマート西所沢駅前店 埼玉県　所沢市西所沢１－１３－８
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
ファミリーマート川越牛子店 埼玉県　川越市大字牛子３８９－１他８筆
ファミリーマート大宮御蔵店 埼玉県　さいたま市見沼区御蔵１３９
ファミリーマート岩槻東町一丁目店 埼玉県　さいたま市岩槻区東町一丁目７番２８号
ファミリーマート久喜吉羽店 埼玉県　久喜市吉羽１８１番地４
ファミリーマート川越笠幡駅東店 埼玉県　川越市大字笠幡４５６３－１３
ファミリーマートさいたま栄和五丁目店 埼玉県　さいたま市桜区栄和五丁目１７番１７号
ファミリーマート鶴ヶ島鉄砲通り店 埼玉県　鶴ヶ島市大字脚折２１３１
ファミリーマート浦和仲町店 埼玉県　さいたま市浦和区仲町２－９－２
ファミリーマート美女木八丁目店 埼玉県　戸田市美女木８丁目２－９
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
ファミリーマート川越市駅前店 埼玉県　川越市六軒町１－１－２
ファミリーマート浦和根岸店 埼玉県　さいたま市南区根岸２－１４－１
ファミリーマート川口前川店 埼玉県　川口市前川３丁目１８－１０
ファミリーマート桶川上日出谷店 埼玉県　桶川市大字上日出谷１９１番地３
ファミリーマート上尾領家工業団地店 埼玉県　上尾市畔吉１２７５－１他
ファミリーマートさいたま松本店 埼玉県　さいたま市南区松本１－１－１７
ファミリーマート鶴ケ島駅前店 埼玉県　鶴ヶ島市上広谷１８－１７
ファミリーマート新座馬場二丁目店 埼玉県　新座市馬場二丁目１０－２
ファミリーマート妻屋所沢店 埼玉県　所沢市御幸町２－３
ファミリーマート川口神根店 埼玉県　川口市安行領根岸字外谷田３０３５－１
ファミリーマート深谷南大通り店 埼玉県　深谷市上野台２１９８番２
ファミリーマート戸田新曽店 埼玉県　戸田市大字新曽１８５２番地５
ファミリーマート川口道合店 埼玉県　川口市道合９２０
ファミリーマートそうか公園前店 埼玉県　草加市柿木町字鶴２５５－１
ファミリーマート草加北谷店 埼玉県　草加市北谷１丁目１７１０－１
ファミリーマート川口芝高木店 埼玉県　川口市芝高木１－１７－３１
ファミリーマート南越谷駅北通り店 埼玉県　越谷市南越谷２－５－６７
ファミリーマートさいたま常盤九丁目店 埼玉県　さいたま市浦和区常盤九丁目３２番２２号１階
ファミリーマート草加旭町二丁目店 埼玉県　草加市旭町２丁目３－７
ファミリーマート上尾上平公園南店 埼玉県　上尾市大字上尾村５８２－５
ファミリーマート越谷公園前店 埼玉県　越谷市増林２丁目２８２－１
ファミリーマート栗橋間鎌店 埼玉県　久喜市間鎌１３５
ファミリーマート日高南平沢店 埼玉県　日高市大字南平沢１２６１番地６
ファミリーマート東松山神明町店 埼玉県　東松山市神明町二丁目５５０５番１４他１筆［地番］
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
ファミリーマート熊谷駅北口店 埼玉県　熊谷市筑波２丁目５２新井屋本店ビル
ファミリーマートプラスカスミ白岡駅西口店 埼玉県　白岡市小久喜１１１８－１
ファミリーマート熊谷村岡店 埼玉県　熊谷市村岡５２７－１
ファミリーマートＴＫＳさいど店 埼玉県　さいたま市緑区道祖土２丁目１０番１５号
ファミリーマート朝霞本町三丁目店 埼玉県　朝霞市本町３丁目５番１８号
ファミリーマートふじみ野上野台店 埼玉県　ふじみ野市上野台１－２－１
ファミリーマート坂戸駅南けやき通り店 埼玉県　鶴ヶ島市脚折町１丁目１５－７



ファミリーマート飯能駅前店 埼玉県　飯能市仲町１０－５さくらビル１Ｆ
ファミリーマート鴻巣加美店 埼玉県　鴻巣市加美１丁目３－４７
ファミリーマート宮代和戸店 埼玉県　南埼玉郡宮代町和戸３丁目２４１－２他３筆
ファミリーマート大宮駅前店 埼玉県　さいたま市大宮区桜木町１丁目４－１
ファミリーマート大宮駅西口店 埼玉県　さいたま市大宮区桜木町１－４－４五十嵐ビル１Ｆ
ファミリーマート川越三番町店 埼玉県　川越市脇田町１７－４
ファミリーマート川越かし野台店 埼玉県　川越市かし野台２－１９－１
ファミリーマート大宮浅間町店 埼玉県　さいたま市大宮区浅間町１－１３２
ファミリーマート川島正直店 埼玉県　比企郡川島町大字正直５９－１
ファミリーマート入間扇町屋店 埼玉県　入間市扇町屋５丁目２－８
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
ファミリーマート飯能加治小学校前店 埼玉県　飯能市大字川寺４７９－１
ファミリーマート和光中央店 埼玉県　和光市中央一丁目１６７０番他２筆
ファミリーマート上尾富士見二丁目店 埼玉県　上尾市富士見二丁目２０番３３号
ファミリーマート川越田町店 埼玉県　川越市田町２－７他３筆
ファミリーマート岩槻本宿店 埼玉県　さいたま市岩槻区本宿９４－２
ファミリーマートかわつる三芳野店 埼玉県　川越市川鶴３－１２－１
ファミリーマート伊奈本町店 埼玉県　北足立郡伊奈町本町３丁目７８
ファミリーマート越谷南荻島店 埼玉県　越谷市大字南荻島字戸井１２４８－１
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
ファミリーマート川口並木二丁目店 埼玉県　川口市並木２－２５－１０
ファミリーマート鳩山ニュータウン店 埼玉県　比企郡鳩山町松ヶ丘１丁目１４８６－２１４
ファミリーマート下羽生店 埼玉県　羽生市大字下羽生１０３３番地３
ファミリーマート久喜青葉二丁目店 埼玉県　久喜市青葉二丁目２番地１
ファミリーマート川越中台通り店 埼玉県　川越市南大塚六丁目１３番地１６
ファミリーマート川越小仙波店 埼玉県　川越市大字小仙波字下町７４９－８
ファミリーマート武蔵藤沢駅前店 埼玉県　入間市下藤沢１３３１－４
ファミリーマート川口ＳＬ青葉通り店 埼玉県　川口市幸町三丁目１番２０
ファミリーマート越谷宮本町店 埼玉県　越谷市宮本町２丁目２６１－１
ファミリーマートかわぐち飯塚店 埼玉県　川口市飯塚２－１３－９
ファミリーマート上尾仲町店 埼玉県　上尾市仲町一丁目７番２３号
ファミリーマート入間春日町店 埼玉県　入間市春日町１－７１６－１
ファミリーマート川越小仙波町二丁目店 埼玉県　川越市小仙波町２丁目１７－１
ファミリーマートさいたま鈴谷四丁目店 埼玉県　さいたま市中央区鈴谷４丁目９－１８
ファミリーマート戸田公園店 埼玉県　戸田市本町五丁目３番１６号
ファミリーマート上尾戸崎店 埼玉県　上尾市大字戸崎３７６番１
ファミリーマート川越大袋店 埼玉県　川越市大字大袋６８０－１他４筆
ファミリーマート狭山赤坂店 埼玉県　狭山市大字上赤坂６１９番地２
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
ファミリーマート飯能駅南口店 埼玉県　飯能市南町１－２４
ファミリーマート川越山田東店 埼玉県　川越市山田１８１４－３
ファミリーマート羽生三田ケ谷店 埼玉県　羽生市大字喜右衛門新田９４２－１
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
ファミリーマート埼玉医大東店 埼玉県　川越市大字鴨田１９００番地１
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
ファミリーマート所沢久米東店 埼玉県　所沢市大字久米２１８９番１
ファミリーマート秩父上野町店 埼玉県　秩父市上野町３９－５
ファミリーマート杉戸椿店 埼玉県　北葛飾郡杉戸町椿３６０
ファミリーマート幸手駅東口店 埼玉県　幸手市中一丁目１番２１号
ファミリーマート坂戸千代田一丁目店 埼玉県　坂戸市千代田１丁目１６－６
ファミリーマート西武園西店 埼玉県　所沢市山口２５２７－１
ファミリーマートさいたま神田店 埼玉県　さいたま市桜区大字神田２４８番地１
ファミリーマート春日部不動院野店 埼玉県　春日部市大字不動院野２８８９番１
ファミリーマート川口金山町店 埼玉県　川口市金山町１２番１－１０４号
ファミリーマート松戸橋店 埼玉県　所沢市上安松４７－２
ファミリーマート杉戸高野台南店 埼玉県　北葛飾郡杉戸町大字下高野１６５１－１
ファミリーマート見沼片柳店 埼玉県　さいたま市見沼区大字片柳字荒神９０６－２
ファミリーマート坂戸薬師町店 埼玉県　坂戸市薬師町２８番８
ファミリーマート大宮桜木町一丁目店 埼玉県　さいたま市大宮区桜木町１－８－３
ファミリーマート川越鴨田店 埼玉県　川越市大字鴨田６６９－６
ファミリーマートさいたま見沼店 埼玉県　さいたま市見沼区大字御蔵３５３番１
ファミリーマート南桜井駅前店 埼玉県　春日部市米島中屋舗１１８５－３０
ファミリーマート加須駅前店 埼玉県　加須市中央１丁目１番１５号
ファミリーマート所沢ニュータウン店 埼玉県　所沢市中新井５丁目８－１３
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
ファミリーマート小川日赤前店 埼玉県　比企郡小川町大字小川６０３番



ファミリーマート三郷駅前店 埼玉県　三郷市早稲田１－１－１加藤ビル
ファミリーマート入曽駅前店 埼玉県　狭山市南入曽５６７－１
ファミリーマート新狭山店 埼玉県　狭山市新狭山２丁目４－１１
ファミリーマート草加弁天町店 埼玉県　草加市弁天４丁目１２－３６
ファミリーマート入間豊岡店 埼玉県　入間市豊岡１丁目４番１３号
ファミリーマート上尾水上公園店 埼玉県　上尾市大字上尾下１０３３－５
ファミリーマート飯能東吾野店 埼玉県　飯能市白子３６５番地
ファミリーマート春日部緑町店 埼玉県　春日部市緑町３－１－４８
ファミリーマート草加弁天五丁目店 埼玉県　草加市弁天五丁目１番１号
ファミリーマート東松山石橋店 埼玉県　東松山市大字石橋１６８５－１５
ファミリーマート三郷花和田西店 埼玉県　三郷市花和田５－１
ファミリーマート春日部南栄町店 埼玉県　春日部市南栄町６－７
ファミリーマート加須久下店 埼玉県　加須市久下四丁目８番地２
ファミリーマート川口戸塚店 埼玉県　川口市戸塚１丁目１８－１
ファミリーマート春日部上蛭田店 埼玉県　春日部市上蛭田中通２７６－１
トモニー新狭山駅店 埼玉県　狭山市新狭山３丁目１２－１
ファミリーマート西海川口店 埼玉県　川口市芝５－２０
ファミリーマート森かどやしんでん店 埼玉県　草加市金明町７８１－１
ファミリーマート上野芝店 埼玉県　川口市芝樋ノ爪１－１７－２８
ファミリーマート大宮中央店 埼玉県　さいたま市大宮区宮町４－１５９
ファミリーマート入曽店 埼玉県　狭山市水野字月見野４３４－１９
ファミリーマートＴＸ八潮駅店 埼玉県　八潮市大字大瀬
ファミリーマート東浦和駅前店 埼玉県　さいたま市緑区東浦和１丁目１－２
ファミリーマート１６号入間小谷田店 埼玉県　入間市小谷田１丁目１０１６番１９
ファミリーマート鶴ヶ島三ツ木店 埼玉県　鶴ヶ島市大字三ツ木字新井１１７－５
ファミリーマート大原店 埼玉県　ふじみ野市大原２－１－２６
ファミリーマート和光北インター店 埼玉県　朝霞市大字台５１８－１
ファミリーマートバイパス小谷田店 埼玉県　入間市小谷田１－１７－５１
ファミリーマートバイパス所沢和ケ原店 埼玉県　所沢市和ヶ原二丁目２１７－４
ファミリーマート妻沼道の駅前店 埼玉県　熊谷市弥藤吾１６０１－１
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
ファミリーマート狭山堀兼店 埼玉県　狭山市大字堀兼１０２８番の３
ファミリーマート谷塚駅東口店 埼玉県　草加市谷塚一丁目１番１６号日下部ビル
ファミリーマート川越天沼店 埼玉県　川越市大字天沼新田３３７番地２
ファミリーマート本庄児玉東店 埼玉県　本庄市児玉町１７０４－１
ファミリーマート羽生上岩瀬店 埼玉県　羽生市大字上岩瀬６４７番地１
ファミリーマート越谷東大沢店 埼玉県　越谷市東大沢５丁目５－４
ファミリーマート三芳永久保店 埼玉県　入間郡三芳町大字上富１９０２－１１
ファミリーマート深谷深谷町店 埼玉県　深谷市深谷町３５－３
ファミリーマートみずほ台駅前店 埼玉県　富士見市東みずほ台２－２９－２
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
ファミリーマート川口駅東口店 埼玉県　川口市栄町３－５－９
ファミリーマート上尾原市店 埼玉県　上尾市大字原市３７２７－１
ファミリーマート上尾平塚店 埼玉県　上尾市平塚大字平塚八ッ山字８５３－１７他
ファミリーマートさいたま佐知川店 埼玉県　さいたま市西区大字佐知川２９８番１
ファミリーマートアイダ八潮店 埼玉県　八潮市南後谷４０２－５
ファミリーマート入間藤沢店 埼玉県　入間市大字下藤沢１２９９番１
ファミリーマートさいたま宮原駅東口店 埼玉県　さいたま市北区宮原町３丁目３２３
ファミリーマート川口安行店 埼玉県　川口市安行出羽５丁目１－２３
ファミリーマート伊奈学園前店 埼玉県　北足立郡伊奈町学園２丁目１８３－１
ファミリーマートやまがた加倉店 埼玉県　岩槻市加倉２－８－１０
ファミリーマート新所沢駅東口店 埼玉県　所沢市松葉町１１番２
ファミリーマート東所沢駅南店 埼玉県　所沢市東所沢和田一丁目１番地２
ファミリーマートさいたま盆栽町店 埼玉県　さいたま市北区盆栽町５２７番２０他３筆
ファミリーマート上尾藤波店 埼玉県　上尾市藤波３丁目２７３番１
ファミリーマート鴻巣大芦店 埼玉県　鴻巣市大字大芦１４９４－３
ファミリーマート鳩山石坂店 埼玉県　比企郡鳩山町大字石坂９４１番１３
ファミリーマート深谷駅前店 埼玉県　深谷市西島町３－１－１
ファミリーマートさいたま道場店 埼玉県　さいたま市桜区道場３－２０－３
ファミリーマート小坂旭町店 埼玉県　川越市旭町３－９－４４
ファミリーマートふじみ野亀久保店 埼玉県　ふじみ野市亀久保１８８０－８
ファミリーマート入間野田店 埼玉県　入間市野田字山王塚８８７番
ファミリーマート宮原駅西口店 埼玉県　さいたま市北区宮原町３丁目５０９番地佐藤ビル１階
ファミリーマート所沢久米店 埼玉県　所沢市久米５３３番１
ファミリーマート南大塚駅北口店 埼玉県　川越市南台３－１４
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



ファミリーマート新河岸駅前店 埼玉県　川越市大字砂９０６番地４
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
ファミリーマートバイパス北所沢店 埼玉県　所沢市下富８２８－１４
ファミリーマート上福岡北口店 埼玉県　上福岡市上福岡１－１４－１
ファミリーマート朝霞東弁財一丁目店 埼玉県　朝霞市東弁財１丁目８番４６号
ファミリーマートさいたま西堀九丁目店 埼玉県　さいたま市桜区西堀９－８
ファミリーマート川口東領家店 埼玉県　川口市東領家３－１５－４
ファミリーマート神川渡瀬店 埼玉県　児玉郡神川町大字渡瀬３２２
ファミリーマート指扇駅前店 埼玉県　さいたま市西区宝来１７１７－６
ファミリーマート坂戸南町店 埼玉県　坂戸市南町１７－１６
ファミリーマート土呂駅前店 埼玉県　さいたま市北区土呂町２－９－９
ファミリーマート三郷戸ヶ崎店 埼玉県　三郷市戸ヶ崎３－４７－１
ファミリーマート三郷みなみ店 埼玉県　三郷市戸ヶ崎２－７７２－１
ファミリーマート上尾瓦葺店 埼玉県　上尾市大字瓦葺７１５番１
ファミリーマートふじみ野清見店 埼玉県　ふじみ野市清美３丁目１－２
ファミリーマート川口戸塚東店 埼玉県　川口市戸塚東１－１８－２５
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
ファミリーマートさいたま中尾店 埼玉県　さいたま市緑区大字中尾２５８４番１
ファミリーマート下落合二丁目店 埼玉県　さいたま市中央区下落合２－１７－７
ファミリーマート所沢くすのき台店 埼玉県　所沢市くすのき台２－１３－２
ファミリーマート宮代本田店 埼玉県　南埼玉郡宮代町本田２－７－２
ファミリーマート大野高坂駅西口店 埼玉県　東松山市元宿１－１１－３
ファミリーマート角屋騎西店 埼玉県　北埼玉郡騎西町大字騎西１３８４
ファミリーマート加須南小浜店 埼玉県　加須市南小浜字新川道６１９－１
ファミリーマート蓮田駅西口店 埼玉県　蓮田市本町２番２０号いせやビル
ファミリーマート川口青木町公園前店 埼玉県　川口市並木４－１８－９
ファミリーマート志木下宗岡三丁目店 埼玉県　志木市下宗岡３－５－２１
ファミリーマート戸田本町一丁目店 埼玉県　戸田市本町１－１５－８
ファミリーマートＴＫＳ桶川駅前店 埼玉県　桶川市若宮１丁目１－３
ファミリーマート日進駅南口店 埼玉県　さいたま市北区日進町２丁目１１１２柳田ビル
ファミリーマート熊谷新堀小学校前店 埼玉県　熊谷市大字新堀２１７－２
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２－３８－２５
ファミリーマート所沢小手指南店 埼玉県　所沢市小手指南３－２７－４０
ファミリーマート越谷谷中通り店 埼玉県　越谷市谷中町４－６２－２
ファミリーマートさいたま日進町二丁目店 埼玉県　さいたま市北区日進町２丁目１３０２番
ファミリーマート深谷人見店 埼玉県　深谷市人見６４４－４
ファミリーマート入間木蓮寺店 埼玉県　入間市大字木蓮寺６０６番１
ファミリーマート大宮すずらん通り店 埼玉県　さいたま市大宮区大門町１丁目１７番地
ファミリーマート伊奈南店 埼玉県　北足立郡伊奈町大字小室志の崎１５３７－１・１５３８
ファミリーマート上尾小敷谷店 埼玉県　上尾市大字小敷谷字氷川前５０６－１
ファミリーマート新座東一丁目店 埼玉県　新座市東１－３６４－２
ファミリーマート川越寺尾店 埼玉県　川越市大字寺尾字田成８２４番地５
ファミリーマート戸田笹目七丁目店 埼玉県　戸田市笹目７－２－４
ファミリーマート千葉花園店 千葉県　千葉市花見川区花園三丁目３番９号
ファミリーマート銚子駅前店 千葉県　銚子市西芝町１４－１９
ファミリーマート専大松戸高校前店 千葉県　松戸市上本郷３６３５
ファミリーマート八千代大和田新田東店 千葉県　八千代市大和田新田４３１－９
ファミリーマート八街三角地店 千葉県　八街市八街字三角地ほ２０８番７３９
ファミリーマート幕張本郷店 千葉県　千葉市花見川区幕張本郷７－２０－３
ファミリーマート南流山駅前店 千葉県　流山市南流山１－１－２
ファミリーマート船橋駅北店 千葉県　船橋市本町６丁目１－３
ファミリーマート船橋小野田町店 千葉県　船橋市小野田町１５１６－４
ファミリーマート千葉祐光一丁目店 千葉県　千葉市中央区祐光１丁目
ファミリーマート船橋日の出店 千葉県　船橋市日の出二丁目１番７号
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
ファミリーマート松戸新田西店 千葉県　松戸市松戸新田２９５－２
ファミリーマート白井堀込店 千葉県　白井市堀込１丁目６１１番３
ファミリーマート市川大洲店 千葉県　市川市大洲２－８－３２
ファミリーマート木更津アカデミアパーク店 千葉県　木更津市矢那１６５５
ファミリーマート千葉末広四丁目店 千葉県　千葉市中央区末広４丁目１３－７
ファミリーマート野田二川店 千葉県　野田市新田戸５７９他
ファミリーマート茂原高師町店 千葉県　茂原市高師町３－３
ファミリーマート横芝光町店 千葉県　山武郡横芝光町横芝５４４－４
ファミリーマート市川駅南口店 千葉県　市川市市川南１－１－２１３
ファミリーマート幕張本郷三丁目店 千葉県　千葉市花見川区幕張本郷３－１０－１８
ファミリーマート寺島習志野台店 千葉県　船橋市習志野台４－８１－２０



ファミリーマート市川インター店 千葉県　市川市東大和田１－２４－２３
ファミリーマート千葉汐見丘町店 千葉県　千葉市中央区汐見丘町２３－１１
ファミリーマート松戸上本郷店 千葉県　松戸市上本郷１－３０６３
ファミリーマート稲毛山王店 千葉県　千葉市稲毛区山王町１５１－３
ファミリーマート市原ちはら台東三丁目店 千葉県　市原市ちはら台東３丁目５－５
ファミリーマート幕張本郷一丁目店 千葉県　千葉市花見川区幕張本郷１－３６－１
ファミリーマートおゆみ野一丁目店 千葉県　千葉市緑区おゆみ野一丁目２８番１
ファミリーマート原木中山駅北店 千葉県　船橋市本中山７丁目１０－１０
ファミリーマート富里七栄南店 千葉県　富里市七栄２２５－３８
ファミリーマート国際武道大学前店 千葉県　勝浦市新官田ノ谷１４３４番１
ファミリーマート木更津金田東店 千葉県　木更津市金田東１丁目３９－２
ファミリーマート市原岩崎店 千葉県　市原市岩崎１－３６－９
ファミリーマート船橋藤原四丁目店 千葉県　船橋市藤原４－２７６－１
ファミリーマート野田梅郷南店 千葉県　野田市山崎字西新田２２３５番１
ファミリーマート野田仲町店 千葉県　野田市野田３４７
ファミリーマート千葉検見川五丁目店 千葉県　千葉市花見川区検見川町５－１－１
ファミリーマート八街駅南口店 千葉県　八街市八街ほ２２３－４
ファミリーマート印西小倉台店 千葉県　印西市小倉台４－６－２
ファミリーマート天王台駅柴崎台店 千葉県　我孫子市柴崎台１－１０－１
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７－２－１
ファミリーマート柏柳戸店 千葉県　柏市柳戸５２２－１
ファミリーマート房総のむら店 千葉県　印旛郡栄町竜角寺字前原１０４８－１
ファミリーマート栄安食店 千葉県　印旛郡栄町安食１７３２－２
ファミリーマート柏大津ヶ丘店 千葉県　柏市大津ヶ丘１－２９－３
ファミリーマート八千代上高野店 千葉県　八千代市上高野１５２７－１
ファミリーマート鎌ヶ谷東初富店 千葉県　鎌ヶ谷市東初富１丁目－３－６
ファミリーマート新松戸駅前店 千葉県　松戸市新松戸１－４８２
ファミリーマート千葉祐光四丁目店 千葉県　千葉市中央区祐光４丁目１－１
ファミリーマート野田ふなかた店 千葉県　野田市船形８８４番地１
ファミリーマート館山中央店 千葉県　館山市北条字八下地７０４番１外
ファミリーマート市原五井西六丁目店 千葉県　市原市五井西六丁目３７番１外
ファミリーマート市原旭五所店 千葉県　市原市八幡１１９－１
ファミリーマート花輪インター店 千葉県　船橋市東船橋５ー１５ー２５
ファミリーマート柏駅末広町店 千葉県　柏市末広町５－１ベルウッドビル１Ｆ
ファミリーマート常盤平六丁目店 千葉県　松戸市常盤平六丁目２番地９号
ファミリーマート市川新田店 千葉県　市川市新田４丁目８－２５
ファミリーマート千葉弁天店 千葉県　千葉市中央区弁天二丁目１番２号
ファミリーマート薬ヒグチ行徳駅前公園店 千葉県　市川市行徳駅前四丁目２２番１
ファミリーマート柏東上町店 千葉県　柏市東上町３－８柏パークホームズ１０１
ファミリーマート千葉若松御成街道店 千葉県　千葉市若葉区若松町４３１番２０
ファミリーマート柏富里店 千葉県　柏市富里２－５－５
ファミリーマート千葉医療センター店 千葉県　千葉市中央区椿森４丁目１－２
ファミリーマート千葉問屋町店 千葉県　千葉市中央区問屋町１１１番５
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
ファミリーマート富津大堀店 千葉県　富津市大堀５４７
ファミリーマート千葉柏井町店 千葉県　千葉市花見川区柏井町１５７５－１
ファミリーマート船橋駅東店 千葉県　船橋市本町５－１－４
ファミリーマート市原八幡北町店 千葉県　市原市八幡北町３－８－１１
ファミリーマート千葉長沼原店 千葉県　千葉市稲毛区長沼原町７１６番地１
ファミリーマート茂原早野店 千葉県　茂原市早野１１３１番１
ファミリーマート成田空港貨物ビル店 千葉県　成田市駒井野字台ノ田２０９１
ファミリーマート二十世紀が丘店 千葉県　松戸市二十世紀が丘丸山町４１番
ファミリーマートＮＲＴ第一貨物ビル店 千葉県　成田市古込字込前１５４番地４
ファミリーマート千葉小倉町店 千葉県　千葉市若葉区小倉町７８１番１
ファミリーマート柏南高柳店 千葉県　柏市南高柳５６－４
ファミリーマート船橋高瀬町店 千葉県　船橋市高瀬町３２番１
ファミリーマート登戸小学校前店 千葉県　千葉市中央区新千葉３－３－６
ファミリーマート千葉大学病院店 千葉県　千葉市中央区亥鼻１丁目８－１
ファミリーマート二和向台駅前店 千葉県　船橋市二和東５－２５－３６
ファミリーマート船橋駿河台店 千葉県　船橋市駿河台２－２６１４
ファミリーマート津田沼駅前店 千葉県　習志野市津田沼１丁目２番８号
ファミリーマート成田南三里塚店 千葉県　成田市南三里塚３０５－１
ファミリーマート千葉おゆみ野五丁目店 千葉県　千葉市緑区おゆみ野５－２９－１０
ファミリーマート市川駅西店 千葉県　市川市市川南１－９－２３
ファミリーマート船橋飯山満町二丁目店 千葉県　船橋市飯山満町２丁目６８５－１
ファミリーマート市原五井東店 千葉県　市原市五井東３－６－１



ファミリーマート船橋習志野台店 千葉県　船橋市習志野台７－１５９３－２
ファミリーマート新松戸六丁目店 千葉県　松戸市新松戸六丁目１７
ファミリーマート柏光ケ丘店 千葉県　柏市光ケ丘二丁目２３番１５号
ファミリーマート北松戸駅西口店 千葉県　松戸市上本郷９１１－２
ファミリーマート市原八幡宿東通り店 千葉県　市原市菊間３０９－１
ファミリーマート成田宝田店 千葉県　成田市宝田４２５
ファミリーマート船橋印内町店 千葉県　船橋市印内町６７４－７
ファミリーマート千葉貝塚店 千葉県　千葉市若葉区貝塚町１１０７番２
ファミリーマート柏松ヶ崎店 千葉県　柏市松ヶ崎字東前６１６－５
ファミリーマート牧の原二丁目店 千葉県　松戸市牧の原２－４８－１
ファミリーマート東習志野三丁目店 千葉県　習志野市東習志野三丁目１４－１７
ファミリーマート若葉若松町店 千葉県　千葉市若葉区若松町９５１－１６
ファミリーマート千葉新宿店 千葉県　千葉市中央区新宿２－５－１３
ファミリーマート小室駅前店 千葉県　船橋市小室町３３２１
ファミリーマート西船四丁目店 千葉県　船橋市西船四丁目１７番８号
ファミリーマート北柏駅北口店 千葉県　柏市根戸１８６４－４
ファミリーマート千葉天台店 千葉県　千葉市稲毛区天台５丁目２３－１７
ファミリーマート千葉新田町店 千葉県　千葉市中央区新田町１番１号ＩＭＩ未来ビル１Ｆ
ファミリーマート松戸五香西店 千葉県　松戸市五香西二丁目１番１２
ファミリーマート大久保一丁目店 千葉県　習志野市大久保１－２７－３
ファミリーマート八街四木店 千葉県　八街市八街へ１９９－２４５
ファミリーマート柏四丁目店 千葉県　柏市柏四丁目１１番１０号
ファミリーマート成田中通店 千葉県　成田市大清水字中通６７番５
ファミリーマート市川駅北店 千葉県　市川市市川１－１３－３２
ファミリーマート浦安北栄店 千葉県　浦安市北栄４－２８－１１
ファミリーマート市川南八幡店 千葉県　市川市南八幡４丁目３番５号
ファミリーマート幕張住友ビル店 千葉県　千葉市美浜区中瀬１－７－１
ファミリーマート三里塚梅園店 千葉県　成田市三里塚字梅園町１７５番１
ファミリーマートＪＲ船橋駅前店 千葉県　船橋市本町５丁目１番１５号
ファミリーマート千葉干潟店 千葉県　旭市鏑木３８３２－１７
ファミリーマート我孫子新木店 千葉県　我孫子市南新木１丁目２番地の１
ファミリーマート下総中山駅北口店 千葉県　船橋市本中山２丁目１９－１
ファミリーマート成田上福田店 千葉県　成田市上福田３３２
ファミリーマート船橋南本町店 千葉県　船橋市南本町１０－１３
ファミリーマート四街道鹿放橋店 千葉県　四街道市鹿放ケ丘１４５
ファミリーマート市川入船店 千葉県　市川市入船１４番１
ファミリーマート鎌ヶ谷くぬぎ山駅前店 千葉県　鎌ヶ谷市くぬぎ山４－２－３５
ファミリーマート東松戸駅店 千葉県　松戸市紙敷４４７
ファミリーマート千葉ニュータウン中央駅店 千葉県　印西市武西字馬橋台１３９０－２
ファミリーマート北習志野駅西口店 千葉県　船橋市西習志野３丁目２７－５
ファミリーマート新鎌ヶ谷駅店 千葉県　鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷１丁目１３－２
ファミリーマート千葉駅東口店 千葉県　千葉市中央区富士見１丁目１－１
ファミリーマートＰａｓａｒ幕張上り店 千葉県　千葉市花見川区幕張町２－２６２１
ファミリーマート野田瀬戸店 千葉県　野田市瀬戸４６１
ファミリーマート武石インター店 千葉県　千葉市花見川区武石町１－２３４－１他
ファミリーマート鴨川和泉店 千葉県　鴨川市和泉６３６－３
ファミリーマート浦安堀江三丁目店 千葉県　浦安市堀江３－２７－１５
ファミリーマート長生岩沼店 千葉県　長生郡長生村岩沼２５８８－１
ファミリーマートサカモト高柳店 千葉県　木更津市高柳２４６４－１
ファミリーマート松戸新田駅前店 千葉県　松戸市松戸新田４５６－２２
ファミリーマート八千代大和田店 千葉県　八千代市大和田駅南地区区画整理事業２１街４・９・５
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
ファミリーマート市原潮見通り店 千葉県　市原市青柳８５－１
ファミリーマート成田本城店 千葉県　成田市本城１５０－２
ファミリーマート君津西店 千葉県　君津市人見９８４－３
ファミリーマート八日市場米倉店 千葉県　八日市場市木１２４４－１
ファミリーマート館山北条店 千葉県　館山市北条１６２４－１
ファミリーマート千葉大宮インター店 千葉県　千葉市若葉区大宮町２１１９－１
ファミリーマート長生一松海岸店 千葉県　長生郡長生村驚５７７
ファミリーマート茂原新小轡店 千葉県　茂原市新小轡６－１
ファミリーマート九十九里片貝店 千葉県　山武郡九十九里町片貝３５５２－１
ファミリーマート成田南羽鳥店 千葉県　成田市南羽鳥１８１２
ファミリーマート香取山之辺店 千葉県　佐原市山之辺１４４０－１
ファミリーマート千葉高田町店 千葉県　千葉市緑区高田町４０２－１６
ファミリーマート船橋古和釜店 千葉県　船橋市古和釜町６０５－２
ファミリーマート千葉宇那谷町店 千葉県　千葉市花見川区宇那谷町１６９７－４



ファミリーマート君津小糸店 千葉県　君津市上１７０
ファミリーマート大松屋牛久店 千葉県　市原市牛久９１０－１９
ファミリーマート船橋坪井町店 千葉県　船橋市坪井東２－１５－１１
ファミリーマート南房総丸山店 千葉県　南房総市加茂字山詰２６５５－５
ファミリーマート千葉越智町店 千葉県　千葉市緑区越智町７４７－３１
ファミリーマート千葉山王町店 千葉県　千葉市稲毛区山王町２４７
ファミリーマート九十九里不動堂店 千葉県　山武郡九十九里町不動堂４５０－５
ファミリーマート八街富山店 千葉県　八街市富山１３１４－４３
ファミリーマート船橋法典駅前店 千葉県　船橋市藤原２－１４－１
ファミリーマート茂原明光橋店 千葉県　茂原市早野２９７６
ファミリーマート野田堤根店 千葉県　野田市堤根１１２－６
ファミリーマート袖ケ浦神納店 千葉県　袖ヶ浦市神納２９４２－２
ファミリーマート小金原二丁目店 千葉県　松戸市小金原２丁目９－８
ファミリーマート市原山倉店 千葉県　市原市山倉字北笠松１５４番地
ファミリーマート茂原高師台店 千葉県　茂原市高師台１丁目２－３
ファミリーマート君津貞元店 千葉県　君津市貞元１５２－１
ファミリーマート四街道物井店 千葉県　四街道市物井６５街区１画地
ファミリーマート東海神駅前店 千葉県　船橋市本町７丁目２３－１３
ファミリーマート浦安駅前店 千葉県　浦安市当代島１－１－２５板徳ビル１Ｆ
ファミリーマート松戸東店 千葉県　松戸市松戸１０１８－１
ファミリーマート幕張ベイタウン店 千葉県　千葉市美浜区打瀬２－３
ファミリーマート松戸大金平店 千葉県　松戸市大金平５－３７３－１
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
ファミリーマート松戸柿の木店 千葉県　松戸市二十世紀が丘柿の木１
ファミリーマート船橋本町一丁目店 千葉県　船橋市本町１－１３－１０
ファミリーマート柏富勢店 千葉県　柏市根戸４６７－２
ファミリーマート市川妙典駅店 千葉県　市川市富浜１－２－１０
ファミリーマート市川南大野店 千葉県　市川市南大野１－４０
ファミリーマート市原辰巳台西二丁目店 千葉県　市原市辰巳台西２－４－２
ファミリーマート富津青木店 千葉県　富津市青木１２２－１
ファミリーマート横芝町店 千葉県　山武郡横芝町横芝１５１９－１
ファミリーマート天王台駅前店 千葉県　我孫子市天王台１－１－２
ファミリーマート富里インター店 千葉県　富里市七栄南新木戸５３３－２７
ファミリーマート市川真間店 千葉県　市川市真間１－１２－４
ファミリーマートマツマル柏店 千葉県　柏市末広町１１－１５
ファミリーマート柏の葉五丁目店 千葉県　柏市柏の葉５－４－１７
ファミリーマート船橋本町四丁目店 千葉県　船橋市本町４－３７－１３
ファミリーマート柏西原店 千葉県　柏市西原６－９－１７
ファミリーマートルーキー丸山四丁目店 千葉県　船橋市丸山４－２６
ファミリーマート南行徳三丁目店 千葉県　市川市南行徳３－３－２０
ファミリーマート大松屋五井西店 千葉県　市原市五井西４－１６－９
ファミリーマート四街道鹿放ヶ丘店 千葉県　四街道市鹿放ヶ丘４８７－１
ファミリーマート柏インター西店 千葉県　柏市大青田字中山新田７４４－２１
ファミリーマート八千代村上店 千葉県　八千代市村上１９０２－１７
ファミリーマート茂原本納店 千葉県　茂原市法目字立野７０８
ファミリーマート浦安東野一丁目店 千葉県　浦安市東野１－３－１
ファミリーマート浦安北栄四丁目店 千葉県　浦安市北栄４－１７－４７
ファミリーマート浦安富士見三丁目店 千葉県　浦安市富士見３－１－２
ファミリーマート五香駅東口店 千葉県　松戸市金ヶ作４０８
ファミリーマート柏豊四季店 千葉県　柏市豊四季２２６－３
ファミリーマート市川高谷店 千葉県　市川市高谷１６２６－１
ファミリーマート市川湊新田二丁目店 千葉県　市川市湊新田２－９－１２
ファミリーマート流山インター南店 千葉県　流山市三輪野山３－１７－９
ファミリーマート船橋習志野台四丁目店 千葉県　船橋市習志野台４－１４－１
ファミリーマート夷隅町国府台店 千葉県　夷隅郡夷隅町国府台８４５－１
ファミリーマート関宿中央店 千葉県　野田市木間ヶ瀬４８８６－１
ファミリーマート四街道大日店 千葉県　四街道市大日３５４－１
ファミリーマート野田大殿井店 千葉県　野田市大殿井３０３－１
ファミリーマート茂原六ツ野店 千葉県　茂原市六ツ野３１３３－１
ファミリーマート大原深堀店 千葉県　夷隅郡大原町深堀３６０－３
ファミリーマート馬込沢駅前店 千葉県　鎌ヶ谷市東道野辺７－４２３－１
ファミリーマート成田ＮＴ中央店 千葉県　成田市中台４－１０１－３
ファミリーマート中根長津町店 千葉県　松戸市中根長津町１１９－２
ファミリーマート君津北店 千葉県　君津市北子安字東山９０３－１７
ファミリーマート長生七井土店 千葉県　長生郡長生村七井戸１４６２－１他
ファミリーマート浦安若潮通り店 千葉県　浦安市鉄鋼通り２－１－８



ファミリーマート津田沼駅北口店 千葉県　船橋市前原西２－１３－１０
ファミリーマート松戸幸谷店 千葉県　松戸市幸谷８０番地
ファミリーマート千葉仁戸名店 千葉県　千葉市中央区仁戸名町５１５番１２
ファミリーマートおおたかの森店 千葉県　流山市市野谷新市街地Ａ２３街区１
ファミリーマート千葉茂呂町店 千葉県　千葉市緑区茂呂町３９８－１
ファミリーマート大松屋茂原店 千葉県　茂原市千代田町２－４－６
ファミリーマート北柏三丁目店 千葉県　柏市北柏３－１３－１９
ファミリーマート千葉幸町二丁目店 千葉県　千葉市美浜区幸町２－２１－１
ファミリーマート幕張町店 千葉県　千葉市花見川区幕張町１丁目７７８０－３
ファミリーマート八街長谷店 千葉県　八街市八街に４５８－７６
ファミリーマート匝瑳高店 千葉県　匝瑳市高４８１－１
ファミリーマート本千葉駅東口店 千葉県　千葉市中央区長洲１－５７－１
ファミリーマート千葉栄町南通り店 千葉県　千葉市中央区栄町１番３
ファミリーマート千葉富士見店 千葉県　千葉市中央区富士見２－７－５富士見ハイネスビル１Ｆ
ファミリーマート松戸和名ヶ谷店 千葉県　松戸市和名ケ谷６８５番１
ファミリーマート船橋金杉店 千葉県　船橋市金杉３－１－５
ファミリーマート鋸南竜島店 千葉県　安房郡鋸南町竜島７２９番１
ファミリーマート印西中央北店 千葉県　印西市中央北１－３－１
ファミリーマート柏松葉町七丁目店 千葉県　柏市松葉町７－１４－１
ファミリーマート松戸牧の原店 千葉県　松戸市五香西３－８－１２
ファミリーマート市川二俣店 千葉県　市川市二俣１－９３－２
ファミリーマート松戸幸田店 千葉県　松戸市幸田字北耕地２４２番１
ファミリーマートサクマ南行徳駅店 千葉県　市川市相之川４－１７－２
ファミリーマート柏五丁目店 千葉県　柏市柏五丁目１５６番１０
ファミリーマート木更津駅前店 千葉県　木更津市大和１－１－１５木更津カイセイビル
ファミリーマート旭東店 千葉県　旭市二１９７０番１
ファミリーマート館山バイパス店 千葉県　館山市北条１２３６番１
ファミリーマート茂原東部台店 千葉県　茂原市東部台２－２６－１
ファミリーマート佐倉井野店 千葉県　佐倉市井野１５３１－３
ファミリーマート柏大津ヶ丘四丁目店 千葉県　柏市大津ケ丘４丁目１番５
ファミリーマート千葉矢作町店 千葉県　千葉市中央区矢作町１５２－１
ファミリーマート船橋本町七丁目店 千葉県　船橋市本町７－１０－４
ファミリーマートダイト富津関尻店 千葉県　富津市関尻４４７－１
ファミリーマート野田上花輪店 千葉県　野田市上花輪１３４３－５
ファミリーマート八千代島田台店 千葉県　八千代市島田台９８８番２
ファミリーマート館山宮城店 千葉県　館山市宮城１０８０
ファミリーマート野田目吹店 千葉県　野田市目吹１０２３番１
ファミリーマート千葉南町三丁目店 千葉県　千葉市中央区南町３－７－１２
ファミリーマート千葉あすみが丘九丁目店 千葉県　千葉市緑区あすみが丘９－１－１
ファミリーマート大網みどりが丘店 千葉県　大網白里市みどりが丘３－９－８
ファミリーマート野田木間ケ瀬店 千葉県　野田市木間ケ瀬字前原３９５３番１
ファミリーマート南初富六丁目店 千葉県　鎌ケ谷市南初富六丁目５５４番１
ファミリーマート千葉中央一丁目店 千葉県　千葉市中央区中央１－１－９
ファミリーマート柏新富町店 千葉県　柏市豊四季４８９－１
ファミリーマート京成八幡駅構内店 千葉県　市川市八幡３丁目
ファミリーマート木更津長須賀店 千葉県　木更津市長須賀２００５
ファミリーマート千葉駅北口店 千葉県　千葉市中央区弁天１－１４－７
ファミリーマート市川八幡店 千葉県　市川市八幡３丁目１３５１番１
ファミリーマート千葉更科町店 千葉県　千葉市若葉区更科町２０１９－１
ファミリーマート柏名戸ヶ谷店 千葉県　柏市名戸ケ谷１１７０－１
ファミリーマート市原白金町店 千葉県　市原市白金町一丁目８３番
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
ファミリーマート千葉みなと駅南口店 千葉県　千葉市中央区中央港１丁目２０８番５
ファミリーマート大松屋京葉店 千葉県　市原市五井西４－１－１
ファミリーマート臼井駅北口店 千葉県　佐倉市稲荷台１－１１－４
ファミリーマート旭川端店 千葉県　旭市イ字川端２６１６番３
ファミリーマート酒々井墨店 千葉県　印旛郡酒々井町墨１５５８番１
ファミリーマート柏明原一丁目店 千葉県　柏市明原８－１９
ファミリーマート大網新道店 千葉県　大網白里市大網８３３番３
ファミリーマート袖ヶ浦長浦店 千葉県　袖ケ浦市蔵波１９３４番１
ファミリーマート中山競馬場前店 千葉県　船橋市古作二丁目１７７番３
ファミリーマート北柏台店 千葉県　柏市北柏台５番２
ファミリーマート南流山四丁目店 千葉県　流山市南流山４－１－１０
ファミリーマート前原駅前店 千葉県　船橋市前原東４丁目７４２番１
ファミリーマート君津西坂田店 千葉県　君津市西坂田３－１２－６
ファミリーマート松戸六高台二丁目店 千葉県　松戸市六高台２－５２－１



ファミリーマート酒々井尾上店 千葉県　印旛郡酒々井町尾上６０番４
ファミリーマート清水公園東店 千葉県　野田市清水公園東１－１０－２
ファミリーマート市川宝二丁目店 千葉県　市川市宝２－１５－４
ファミリーマート香取小見川店 千葉県　香取市小見川１００２番地
ファミリーマート佐倉王子台店 千葉県　佐倉市王子台６－２６－６
ファミリーマート千葉稲丘町店 千葉県　千葉市稲毛区稲丘町３５番２
ファミリーマート千葉浜野中央店 千葉県　千葉市中央区浜野町９５１番
ファミリーマート習志野本大久保店 千葉県　習志野市本大久保３丁目４５３番１
ファミリーマート千葉轟町一丁目店 千葉県　千葉市稲毛区轟町１－５－１
ファミリーマート四街道中央店 千葉県　四街道市鹿渡９３３－２２８
ファミリーマート南流山二丁目店 千葉県　流山市南流山２－１５－１
ファミリーマート松戸紙敷店 千葉県　松戸市紙敷９３５番地の１
ファミリーマート浦安富士見一丁目店 千葉県　浦安市富士見１－５－１
ファミリーマート八街中央店 千葉県　八街市文違３０１－４２９
ファミリーマート千葉ニュータウン原山店 千葉県　印西市草深１１５４－３
ファミリーマート船橋実籾街道店 千葉県　船橋市習志野２－１２－１３
ファミリーマート山武白幡店 千葉県　山武市白幡２０４０番地２
ファミリーマート行徳駅前四丁目店 千葉県　市川市行徳駅前４－１４－１２
ファミリーマート運河駅西口店 千葉県　流山市東深井４０９
ファミリーマート君津人見店 千葉県　君津市人見４－９－３２
ファミリーマート市川相之川二丁目店 千葉県　市川市相之川２－６－１９
ファミリーマート千葉みつわ台五丁目店 千葉県　千葉市若葉区みつわ台５－１２－１４
ファミリーマート銚子四日市場店 千葉県　銚子市四日市場２５９
ファミリーマート千葉富士見二丁目店 千葉県　千葉市中央区富士見２－５－３
ファミリーマート美浜ニューポート店 千葉県　千葉市美浜区新港１３７
ファミリーマート千葉千種町店 千葉県　千葉市花見川区千種町８１番
ファミリーマート稲毛穴川一丁目店 千葉県　千葉市稲毛区穴川一丁目２６９番５
ファミリーマート佐倉第三工業団地店 千葉県　佐倉市天辺４２９－１
ファミリーマート日大生産工学部前店 千葉県　習志野市大久保３－１２－１５
ファミリーマート千葉寺駅東店 千葉県　千葉市中央区千葉寺９０４－９
ファミリーマート館山駅東口店 千葉県　館山市北条２２２５番１
ファミリーマート柏たなか店 千葉県　柏市柏北部東地区６３街区１
ファミリーマート原木中山駅前店 千葉県　船橋市本中山７－２２
ファミリーマート芝山大里店 千葉県　山武郡芝山町大里１番２
ファミリーマート野田梅郷店 千葉県　野田市山崎１９７９－１
ファミリーマート木更津久津間店 千葉県　木更津市久津間９８０番１
ファミリーマート佐倉大崎台一丁目店 千葉県　佐倉市大崎台１－１６－１
ファミリーマート千葉稲毛東一丁目店 千葉県　千葉市稲毛区稲毛東１－１６－１１
ファミリーマート鎌ケ谷道野辺中央店 千葉県　鎌ヶ谷市道野辺中央一丁目９７０番１２６
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
ファミリーマート我孫子駅前店 千葉県　我孫子市我孫子１－１４－１９
ファミリーマート松戸稔台店 千葉県　松戸市稔台４６０－１
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４－２１９１－１
ファミリーマート習志野茜浜店 千葉県　習志野市茜浜１－１２－１
ファミリーマート流山前ヶ崎店 千葉県　流山市前ヶ崎３６６－１
ファミリーマート習志野実籾店 千葉県　習志野市実籾四丁目１２０番２
ファミリーマート市原新生店 千葉県　市原市新生５５７番１
ファミリーマート千葉天戸町店 千葉県　千葉市花見川区天戸町１４６２番３
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
ファミリーマート千葉出洲港店 千葉県　千葉市中央区出洲港１４５番地２
ファミリーマート柏大室店 千葉県　柏市花野井７５０番１
ファミリーマート流山初石店 千葉県　流山市西初石３－１４６０－５
ファミリーマート市川欠真間店 千葉県　市川市欠真間１－４－１０
ファミリーマート千葉生実町店 千葉県　千葉市中央区生実町１７３２－１
ファミリーマート流山三輪野山店 千葉県　流山市三輪野山２丁目１１２８－１
ファミリーマート千葉幸町一丁目店 千葉県　千葉市美浜区幸町一丁目４１番２
ファミリーマート鴨川横渚店 千葉県　鴨川市横渚２８７－１
ファミリーマート船橋本中山店 千葉県　船橋市本中山５丁目２番４０号
ファミリーマート長柄国府里店 千葉県　長生郡長柄町国府里５７３－１０
ファミリーマート市川八幡二丁目店 千葉県　市川市八幡二丁目８番１３号
ファミリーマート成田久住駅前店 千葉県　成田市久住中央１－１１－１
ファミリーマート君津杢師店 千葉県　君津市杢師三丁目２１番２
ファミリーマート柏大井店 千葉県　柏市大井字刈込４９９外他１筆
ファミリーマート八街五方杭店 千葉県　八街市字五方杭ほ１０３０－１５
ファミリーマート市原五井中央西店 千葉県　市原市五井中央西２丁目１５－１
ファミリーマート千葉旭町店 千葉県　千葉市中央区旭町１－１８



ファミリーマート市原姉崎店 千葉県　市原市姉崎１９４６－１
ファミリーマート四街道駅北口店 千葉県　四街道市鹿渡字熊谷台１０１８番９外
ファミリーマート千葉金親町店 千葉県　千葉市若葉区金親町２４３番５外
ファミリーマート千葉平川町店 千葉県　千葉市緑区平川町２３３０番１外３筆
ファミリーマート市原古市場店 千葉県　市原市古市場１３７番３
ファミリーマート八千代台駅前店 千葉県　八千代市八千代台西１－１－３－１Ｆ
ファミリーマート千葉本町二丁目店 千葉県　千葉市中央区本町２－２－１３
ファミリーマート松戸駅西口店 千葉県　松戸市本町１－１２
ファミリーマート千葉あすみが丘店 千葉県　千葉市緑区あすみが丘１丁目
ファミリーマート鴨川天津店 千葉県　鴨川市天津字向原３２４１番１外
ファミリーマート稲毛東三丁目店 千葉県　千葉市稲毛区稲毛東３－１５－５
ファミリーマート成田西三里塚店 千葉県　成田市西三里塚２４５番７
ファミリーマートニーズ浦安店 千葉県　浦安市北栄二丁目４番１１号
ファミリーマート流山駒木店 千葉県　流山市駒木５２１－１７
ファミリーマート市川南大野二丁目店 千葉県　市川市南大野二丁目２番２９号
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
ファミリーマート松戸岩瀬店 千葉県　松戸市緑ヶ丘１－１－１
ファミリーマート八千代高津店 千葉県　八千代市高津６７５番地１
ファミリーマート勝浦出水店 千葉県　勝浦市出水１２３３－２
ファミリーマート君津下湯江店 千葉県　君津市下湯江１１２８
ファミリーマート成田飯田町店 千葉県　成田市飯田町１４３番地５０
ファミリーマート船橋本町五丁目店 千葉県　船橋市本町５丁目９番３号
ファミリーマート木更津駅東口店 千葉県　木更津市東中央一丁目２番１
ファミリーマート千葉小深町店 千葉県　千葉市稲毛区小深町４８－１
ファミリーマート柏市民の森店 千葉県　柏市高柳２番４
ファミリーマート八千代大和田新田店 千葉県　八千代市大和田新田字八幡藪１０６１番１外
ファミリーマートいわさわ大日店 千葉県　四街道市大日字今宿１８６５番１
ファミリーマート船橋習志野四丁目店 千葉県　船橋市習志野４丁目８番１２号
ファミリーマート稔台一丁目店 千葉県　松戸市稔台１－７－５
ファミリーマート本八幡駅西店 千葉県　市川市八幡３－６－６
ファミリーマート誉田大網街道店 千葉県　千葉市緑区誉田町一丁目７８８番１
ファミリーマート松戸梨香台店 千葉県　松戸市高塚新田２８６－１
ファミリーマートおおたかの森駅西口店 千葉県　流山市市野谷６６７番地の１８
ファミリーマート東京歯科大学市川総合病院 千葉県　市川市菅野５－１１－１３
ファミリーマート北小金駅前店 千葉県　松戸市東平賀２４１
ファミリーマート印西木下店 千葉県　印西市木下南２－１０－２
ファミリーマート幕張本郷七丁目店 千葉県　千葉市花見川区幕張本郷７－４－２９
ファミリーマート袖ケ浦奈良輪店 千葉県　袖ケ浦市奈良輪５２６－１
ファミリーマート新松戸一丁目店 千葉県　松戸市新松戸一丁目４３２番
ファミリーマート北小金駅南口店 千葉県　松戸市小金４４２－１４
ファミリーマート千葉祐光三丁目店 千葉県　千葉市中央区祐光３－１５９４－２
ファミリーマート新松戸三丁目店 千葉県　松戸市新松戸三丁目１３０番（地番）
ファミリーマート千葉宮崎店 千葉県　千葉市中央区宮崎二丁目７番２
ファミリーマート天王台駅南口店 千葉県　我孫子市天王台一丁目２４番１
ファミリーマート八千代米本店 千葉県　八千代市米本４０４９番１０
ファミリーマート北松戸駅前店 千葉県　松戸市上本郷８９７－１
ファミリーマート松戸西店 千葉県　松戸市本町２０－１２
ファミリーマートみのり台駅南店 千葉県　松戸市稔台１丁目１２－１
ファミリーマート松戸七畝割店 千葉県　松戸市松戸２３０１－１０
ファミリーマート佐倉並木町店 千葉県　佐倉市並木町３０番２
ファミリーマート八千代緑ケ丘駅南店 千葉県　八千代市大和田新田字八幡藪９８８番１外
ファミリーマート柏花野井店 千葉県　柏市花野井１８１０番地１
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
ファミリーマート西船橋駅北口店 千葉県　船橋市西船４丁目２９－８
ファミリーマート柏駅前店 千葉県　柏市旭町１ー１ー２１
ファミリーマート市原瀬又店 千葉県　市原市永吉字川向１４１１番地１
ファミリーマート浦安駅東口店 千葉県　浦安市北栄一丁目１３番１７号
ファミリーマート千葉都町三丁目店 千葉県　千葉市中央区都町３丁目２２－９
ファミリーマート西千葉春日町店 千葉県　千葉市中央区春日二丁目２３番６号
ファミリーマート市川宮久保店 千葉県　市川市宮久保三丁目３６番１２号
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
ファミリーマート小見川神里店 千葉県　香取市虫幡３９０番地１
ファミリーマート千葉武石町店 千葉県　千葉市花見川区武石町二丁目１０５３番地
ファミリーマート野田谷津店 千葉県　野田市谷吉１０９番地の１
ファミリーマート船橋咲が丘店 千葉県　船橋市咲が丘１－２５－１５
ファミリーマート小見川工業団地店 千葉県　香取市虫幡１１０２－１



ファミリーマート柏一丁目店 千葉県　柏市柏１－６－９
ファミリーマート千葉松ヶ丘店 千葉県　千葉市中央区星久喜町１１９２－１
ファミリーマート田丸屋習志野店 千葉県　習志野市藤崎３丁目２番２号
ファミリーマート酒々井駅前店 千葉県　印旛郡酒々井町中川５０－３岡田第一ビル１Ｆ
ファミリーマート千葉御成台店 千葉県　千葉市若葉区御成台１丁目１４－９
ファミリーマート京成津田沼駅構内店 千葉県　習志野市津田沼３丁目
ファミリーマート勝田台駅店 千葉県　八千代市勝田台１－８－１
ファミリーマート京成八千代台駅店 千葉県　八千代市八千代台北１丁目
ファミリーマート京成千葉駅店 千葉県　千葉市中央区新千葉１丁目
ファミリーマートユーカリが丘駅店 千葉県　佐倉市ユーカリが丘４－８－２
ファミリーマート京成船橋駅下りホーム店 千葉県　船橋市本町１－５－１
ファミリーマートうすい駅店 千葉県　佐倉市王子台３－３０－３
ファミリーマート船橋競馬場駅店 千葉県　船橋市宮本８丁目４２－１
ファミリーマート勝田台駅上りホーム店 千葉県　八千代市勝田台１－８－１
ファミリーマート京成佐倉駅構内店 千葉県　佐倉市栄町１００１－５
ファミリーマート空港第２ビル駅店 千葉県　成田市古込１－１
ファミリーマート成田空港駅店 千葉県　成田市三里塚御料牧場１－１
ファミリーマート成田店 千葉県　成田市花崎町８２８－１２８
ファミリーマート南行徳一丁目店 千葉県　市川市南行徳１丁目１３－１１
ファミリーマート東邦大学佐倉病院店 千葉県　佐倉市下志津５６４－１
ファミリーマートＴＸ流山おおたかの森駅店 千葉県　流山市西初石６－１８２－３
ファミリーマート京成成田駅前店 千葉県　成田市花崎町８１４番地５６かわいビル１Ｆ、２Ｆ
ファミリーマート東金山田インター店 千葉県　東金市山田字新田１２１５番２外
ファミリーマート八柱駅北口店 千葉県　松戸市日暮２－５－１１
ファミリーマート幕張インター店 千葉県　習志野市鷺沼三丁目１７番２４号
ファミリーマート松戸駅前店 千葉県　松戸市松戸１１７５－１
ファミリーマート千葉三角町店 千葉県　千葉市花見川区三角町６５７－２
ファミリーマート船橋芝山四丁目店 千葉県　船橋市芝山四丁目２３４番１
ファミリーマート船橋湊町一丁目店 千葉県　船橋市湊町１－１－１
ファミリーマート成田駅西口店 千葉県　成田市囲護台１－４－４フィールドホーム第３ビル
ファミリーマート市川下貝塚二丁目店 千葉県　市川市下貝塚２－３
ファミリーマート印西内野店 千葉県　印西市内野二丁目９番
ファミリーマート津田沼パルコ店 千葉県　船橋市前原西２丁目１８番地１号
ファミリーマート松戸栄町店 千葉県　松戸市栄町６丁目４３８番１
ファミリーマート東金南上宿店 千葉県　東金市南上宿８番３
ファミリーマート京成船橋店 千葉県　船橋市本町一丁目２４番１号
ファミリーマート我孫子都店 千葉県　我孫子市都６－１
ファミリーマート船橋藤原店 千葉県　船橋市藤原５－３００－９
ファミリーマート新八柱駅前店 千葉県　松戸市日暮１丁目１６－１
ファミリーマート松戸小金店 千葉県　松戸市小金１６番地
ファミリーマート我孫子本町店 千葉県　我孫子市本町１－４－７
ファミリーマートいすみ大原店 千葉県　いすみ市大原字仲町１２１０番
ファミリーマート市原マルハン店 千葉県　市原市八幡浦一丁目４番２号
ファミリーマート千葉ニュータウン中央東店 千葉県　印西市草深字三夜脇１１０１番１
ファミリーマート香取木内店 千葉県　香取市木内１２１４－１
ファミリーマート市原有秋台店 千葉県　市原市不入斗５０番地３
ファミリーマート流山セントラルパーク駅前 千葉県　流山市前平井１４５番１
ファミリーマート船橋三山七丁目店 千葉県　船橋市三山７丁目２１８番１０
ファミリーマート野田宮崎店 千葉県　野田市宮崎１２３番１０
ファミリーマート京金馬橋駅前店 千葉県　松戸市馬橋１２２
ファミリーマートアトレ新浦安店 千葉県　浦安市入船１－１－１－６０７０号
ファミリーマート船橋印内三丁目店 千葉県　船橋市印内３－１６０－４他５筆
ファミリーマートむらた小金原店 千葉県　松戸市小金原７－４－１
ファミリーマート船橋三山八丁目店 千葉県　船橋市三山八丁目７６４番５
ファミリーマート柏藤ヶ谷店 千葉県　柏市藤ケ谷１７９５－１７
ファミリーマート松戸六高台九丁目店 千葉県　松戸市六高台九丁目８７番
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
ファミリーマート千葉中田町店 千葉県　千葉市若葉区中田町１１６２番１外
ファミリーマート新検見川駅前店 千葉県　千葉市花見川区花園１－７－５
ファミリーマート千葉大学前店 千葉県　千葉市稲毛区黒砂台３－１－４
ファミリーマート馬橋西口店 千葉県　松戸市西馬橋幸町３５
ファミリーマート館山上真倉店 千葉県　館山市上真倉３１４－１
ファミリーマート市川行徳街道店 千葉県　市川市相之川１－１－７
ファミリーマート市川東菅野店 千葉県　市川市東菅野三丁目１０２７番
ファミリーマート花見川畑町店 千葉県　千葉市花見川区畑町５８５－１
ファミリーマート市川北方二丁目店 千葉県　市川市北方２－２４－１３



ファミリーマートおおくぼ津田沼店 千葉県　習志野市谷津１－１４－１
ファミリーマート市川駅東店 千葉県　市川市新田五丁目１８番１３号
ファミリーマート妙典駅西口店 千葉県　市川市富浜２－６－１マーヴみょうでん
ファミリーマート北柏駅前店 千葉県　柏市北柏３－１－１昭信ビル
ファミリーマートキタハラ常盤平店 千葉県　松戸市常盤平７－１９－１５
ファミリーマート海浜幕張駅北口店 千葉県　千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデンＦ棟
ファミリーマート市原磯ヶ谷店 千葉県　市原市磯ヶ谷１５３４－２
ファミリーマート船橋夏見台店 千葉県　船橋市夏見台１－７３０－１３
ファミリーマート市川相之川店 千葉県　市川市相之川三丁目８－１
ファミリーマート千葉長作町店 千葉県　千葉市花見川区長作町１３１０番地１
ファミリーマート柏南増尾七丁目店 千葉県　柏市南増尾７丁目４番２８号
ファミリーマート市川平田一丁目店 千葉県　市川市平田一丁目９番５号
ファミリーマート新松戸二丁目店 千葉県　松戸市新松戸二丁目１１５番２
ファミリーマート成田エアカーゴセンター店 千葉県　成田市南三里塚字宮原８７－２
ファミリーマート南流山一丁目店 千葉県　流山市南流山一丁目１５番１他
ファミリーマート船橋飯山満町店 千葉県　船橋市飯山満町１－１３３５－７
ファミリーマート浦安マリーナ店 千葉県　浦安市日の出５海風の街１号棟
ファミリーマート市川若宮店 千葉県　市川市若宮３－５０－１９
ファミリーマート白里海岸店 千葉県　山武郡大網白里町南今泉４８８１－８７
ファミリーマート土屋八日市場駅前店 千葉県　八日市場市イ－１１１－５
ファミリーマート一宮海岸店 千葉県　長生郡一宮町一宮字東台場１０１３２－１
ファミリーマート柏駅西口店 千葉県　柏市旭町１－１－７第５彰栄ビル
ファミリーマート市原五井更級通り店 千葉県　市原市五井字相久６－２街区７画地
ファミリーマートくぬぎ山四丁目店 千葉県　鎌ヶ谷市くぬぎ山４－１０１０－１
ファミリーマート八千代緑が丘店 千葉県　八千代市大和田新田石亀台１０３街区３
ファミリーマートみのり台駅前通り店 千葉県　松戸市稔台１丁目３０
ファミリーマート千葉誉田駅前店 千葉県　千葉市緑区誉田町２丁目２３番地
ファミリーマート津田沼南口店 千葉県　習志野市谷津７－７－９
ファミリーマート東習志野一丁目店 千葉県　習志野市東習志野１－３－１６
ファミリーマート柏高田店 千葉県　柏市高田１４６番３
ファミリーマート銚子川口町店 千葉県　銚子市川口町２－６５２４
ファミリーマート下総中山駅南口店 千葉県　船橋市本中山３－１４－２０
ファミリーマート本八幡駅南口店 千葉県　市川市南八幡４－１５－１
ファミリーマート柏若柴店 千葉県　柏市若柴字入谷津１－５５
ファミリーマート千葉登戸四丁目店 千葉県　千葉市中央区登戸４－５－１
ファミリーマート香取野田店 千葉県　香取市野田２４７
ファミリーマート市川国府台店 千葉県　市川市国府台５－２６－６
ファミリーマート松戸本町店 千葉県　松戸市本町７－３松屋ビル
ファミリーマート東京医科歯科大学店 千葉県　市川市国府台２－８－３０
ファミリーマート富津湊店 千葉県　富津市湊６６１－１
ファミリーマート西原三丁目店 千葉県　柏市西原３－１－１
ファミリーマート大網白里南今泉店 千葉県　山武郡大網白里町南今泉１３０－２
ファミリーマート松戸松飛台店 千葉県　松戸市松飛台１７２番２
ファミリーマート野田中野台店 千葉県　野田市中野台１０４－１
ファミリーマート野田七光台店 千葉県　野田市七光台３９７番１
ファミリーマート富津大堀中央店 千葉県　富津市大堀１２番地
ファミリーマート浦安海楽店 千葉県　浦安市海楽１－１－７
ファミリーマート千葉黒砂台一丁目店 千葉県　千葉市稲毛区黒砂台１－１１－４
ファミリーマートアトレ目黒店 東京都　品川区上大崎３－１－１
ファミリーマート稲城長沼店 東京都　稲城市東長沼２０４－１
ファミリーマート芝増上寺前店 東京都　港区芝公園２－２－２２
ファミリーマート目黒青葉台四丁目店 東京都　目黒区青葉台４－７－１
ファミリーマート練馬北町一丁目店 東京都　練馬区北町一丁目９番２号
ファミリーマート梅島駅前店 東京都　足立区梅島３－１－７
ファミリーマート本郷五丁目店 東京都　文京区本郷５ー１ー１６
ファミリーマート西早稲田店 東京都　新宿区西早稲田３－２７－１
ファミリーマート江東北砂四丁目店 東京都　江東区北砂４－３２－１４
ファミリーマートアルカセントラルビル店 東京都　墨田区錦糸１－２－１
ファミリーマート喜多見店 東京都　狛江市岩戸北２－２０－４
ファミリーマート足立綾瀬西口店 東京都　足立区綾瀬４－７－３
ファミリーマート仲御徒町店 東京都　台東区上野五丁目２４番１１号
ファミリーマート小浦蒲田サンライズ通り店 東京都　大田区西蒲田７－４８－１４
ファミリーマート武蔵小山店 東京都　品川区小山４丁目４番地５号
ファミリーマート羽村神明台店 東京都　羽村市神明台四丁目１番地３
ファミリーマート多摩一ノ宮公園店 東京都　多摩市一ノ宮２－２０－５
ファミリーマート八王子インター店 東京都　八王子市滝山町１丁目５４９番地１



ファミリーマート自然教育園前店 東京都　港区白金台３－１９－１
ファミリーマート中野新江古田店 東京都　中野区江原町２丁目２９－１３
ファミリーマート新宿十二社店 東京都　新宿区西新宿４－２－１８
ファミリーマート四谷若葉店 東京都　新宿区若葉３－２－６
ファミリーマート伊豆屋下目黒三丁目店 東京都　目黒区下目黒３ー７ー３２ー１０３
ファミリーマート白金台三丁目店 東京都　港区白金台３丁目１６－１１
ファミリーマート大田東糀谷店 東京都　大田区東糀谷四丁目４番７号
ファミリーマート調布入間町店 東京都　調布市入間町二丁目２８番１９
ファミリーマート大田東矢口三丁目店 東京都　大田区東矢口３丁目１０－９
ファミリーマート雑色駅広場前店 東京都　大田区仲六郷２丁目４２－７
ファミリーマート大田区雑色駅前店 東京都　大田区仲六郷２丁目４３－５
ファミリーマート境南通り店 東京都　武蔵野市境南町２－８－１９小田急バス武蔵境ビル
ファミリーマート江東南砂四丁目店 東京都　江東区南砂四丁目４－２０
ファミリーマート恵比寿駅南店 東京都　渋谷区恵比寿南１丁目２０－１１
ファミリーマート瑞穂駒形店 東京都　西多摩郡瑞穂町二本木１３５３
ファミリーマート羽田四丁目店 東京都　大田区羽田四丁目４番２号
ファミリーマート立川北口店 東京都　立川市曙町２－２２－２２ＴＢＫ立川ビル
ファミリーマート板橋赤塚新町三丁目店 東京都　板橋区赤塚新町三丁目１３番１０号
ファミリーマート両国亀沢店 東京都　墨田区亀沢１－２４－１
ファミリーマート足立五反野駅前店 東京都　足立区足立三丁目３３番２
ファミリーマート世田谷新町三丁目店 東京都　世田谷区新町３－２２－１
ファミリーマート三鷹中央通り南店 東京都　三鷹市下連雀３丁目３０－１２
ファミリーマート杉並堀の内店 東京都　杉並区堀ノ内二丁目１－４２
ファミリーマート練馬石神井町八丁目店 東京都　練馬区石神井町八丁目４０番１１号
ファミリーマート羽村市役所通店 東京都　羽村市神明台一丁目２７番地２
ファミリーマート府中押立町店 東京都　府中市押立町一丁目３７番地の７
ファミリーマート堀切店 東京都　葛飾区堀切４－５８－１８ニュー美藤マンション
ファミリーマート深川門前仲町店 東京都　江東区富岡１－２３－１６
ファミリーマート東馬込店 東京都　大田区東馬込１－２３－４
ファミリーマート恵比寿西口店 東京都　渋谷区恵比寿西１－４－４恵比寿Ｓ２ビル
ファミリーマート高田馬場戸山口店 東京都　新宿区高田馬場４－３－１２
ファミリーマート高円寺梅里店 東京都　杉並区梅里１－８－１２
ファミリーマート田無駅前店 東京都　西東京市田無町２－１１－１
ファミリーマート分倍河原店 東京都　府中市美好町３－４－２
ファミリーマート瑞穂栗原店 東京都　西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４
ファミリーマート国立駅南口店 東京都　国立市東１丁目４番８
ファミリーマート奥戸七丁目店 東京都　葛飾区奥戸７丁目３－８
ファミリーマート八王子子安町店 東京都　八王子市子安町１丁目３１
ファミリーマート上井草駅前店 東京都　杉並区井草５丁目４－１１宮ビル
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
ファミリーマート立川上砂町五丁目店 東京都　立川市上砂町５丁目１番地の８
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
ファミリーマート豊玉中三丁目店 東京都　練馬区豊玉中３丁目２番
ファミリーマート八王子いちょうホール通店 東京都　八王子市元横山町二丁目１５－２１
ファミリーマート上荻青梅街道店 東京都　杉並区上荻４丁目１９
ファミリーマート目黒三田通り店 東京都　目黒区目黒１丁目１－５
ファミリーマート巣鴨駅前店 東京都　豊島区巣鴨３－２８－９桃花源ビル
ファミリーマート千歳烏山駅西店 東京都　世田谷区南烏山６丁目６番６号
ファミリーマート日本橋本町一丁目店 東京都　中央区日本橋本町一丁目５番９号（ＫＤＸ日本橋本町ビ
ファミリーマート杉並堀ノ内三丁目店 東京都　杉並区堀ノ内３－２
ファミリーマート保木間五丁目店 東京都　足立区保木間５－１１－２５
ファミリーマート渋谷ガーデンフロント店 東京都　渋谷区渋谷３丁目２６－３渋谷ガーデンフロント
ファミリーマート芝大門店 東京都　港区芝公園１丁目７－１３
ファミリーマート原町二丁目店 東京都　目黒区原町２丁目２２－１１
ファミリーマート多摩一の宮店 東京都　多摩市一ノ宮４－１９－１８
ファミリーマート文京白山駅前店 東京都　文京区白山１丁目３３－８
ファミリーマートサンズ京急蒲田口店 東京都　大田区蒲田５－２７－７
ファミリーマート天神森橋店 東京都　世田谷区宇奈根１丁目２２
ファミリーマート世田谷廻沢店 東京都　世田谷区千歳台３丁目２９
ファミリーマート原宿ストリート店 東京都　渋谷区神宮前３丁目２１－２１
ファミリーマートサウス池袋店 東京都　豊島区南池袋１－２３－６ＫＤＧ池袋ビル
ファミリーマートタケウチ矢口店 東京都　大田区矢口２－１６－２
ファミリーマート高円寺駅東店 東京都　杉並区高円寺南４－５０
ファミリーマートサンズ大岡山駅前店 東京都　大田区北千束１－４５－１１風月堂ビル１階
ファミリーマート昭島中神町店 東京都　昭島市中神町１２９４－１
ファミリーマート戸越銀座店 東京都　品川区平塚１丁目６－２０キャピタル８０８



ファミリーマート駒井町一丁目店 東京都　狛江市駒井町１－９－６
ファミリーマート東村山御成橋店 東京都　東村山市恩多町五丁目２０－５
ファミリーマート新橋五丁目店 東京都　港区新橋５丁目１４－１０新橋スクエアビル
ファミリーマート根岸二丁目店 東京都　台東区根岸２－２１－１３
ファミリーマート東久留米南町店 東京都　東久留米市南町四丁目６－２９
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
ファミリーマート聖蹟桜ヶ丘店 東京都　多摩市関戸４－２３－１
ファミリーマート表参道北店 東京都　渋谷区神宮前４－９－３清原ビル
ファミリーマート板橋新河岸二丁目店 東京都　板橋区新河岸２丁目３－１３
ファミリーマート早宮四丁目店 東京都　練馬区早宮４丁目１－１
ファミリーマート加平三丁目店 東京都　足立区加平３－９－１８
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
ファミリーマート小岩駅西口店 東京都　江戸川区南小岩７－２４－１５小岩駅ポポ
ファミリーマート新橋駅西店 東京都　港区新橋二丁目１５－９エスプラザ弥生ビル２
ファミリーマート医科大多摩永山病院店 東京都　多摩市永山１－７－１日本医科大学多摩永山病院Ａ棟１
ファミリーマート成増駅前店 東京都　板橋区成増２丁目１２番６
ファミリーマート町屋八丁目店 東京都　荒川区町屋８丁目１３－１０
ファミリーマート神楽坂店 東京都　新宿区神楽坂６－７７
ファミリーマート瑞江駅北口店 東京都　江戸川区瑞江２－５－２１サイトウビル
ファミリーマート新板橋駅前店 東京都　板橋区板橋４－４－３
ファミリーマート上板橋三丁目店 東京都　板橋区上板橋三丁目４２８番、４２９番
ファミリーマート足立平野店 東京都　足立区平野３－３－１０
ファミリーマート松原六丁目店 東京都　世田谷区松原６丁目２５－４
ファミリーマート西五反田七丁目店 東京都　品川区西五反田７丁目９－２五反田ＴＧビル
ファミリーマート南池袋一丁目店 東京都　豊島区南池袋１－２５－１アソルティ池袋
ファミリーマート板橋市場通り店 東京都　板橋区高島平８丁目１０－１３
ファミリーマート有楽町駅前店 東京都　千代田区有楽町２丁目８－４．５
ファミリーマート戸越銀座駅西店 東京都　品川区平塚２－１５－１２大坂屋ビル
ファミリーマート小金井東八通り店 東京都　小金井市前原町１丁目６２１－２
ファミリーマート東大和桜が丘店 東京都　東大和市桜が丘二丁目２５１－３
ファミリーマート２４６三軒茶屋店 東京都　世田谷区三軒茶屋１－３７－８
ファミリーマート昭島緑町店 東京都　昭島市緑町２丁目１－１７
ファミリーマート福生志茂店 東京都　福生市志茂５８－２
ファミリーマート海田岩蔵街道店 東京都　青梅市藤橋１－３９６－２
ファミリーマート南青山五丁目店 東京都　港区南青山５－９－８
ファミリーマート西葛西メトロ店 東京都　江戸川区西葛西６－７－１
ファミリーマート亀戸四丁目店 東京都　江東区亀戸４－４５－１１
ファミリーマート町田三輪町店 東京都　町田市三輪町３０５番５
ファミリーマート門前仲町店 東京都　江東区門前仲町２－３－８
ファミリーマート上池袋店 東京都　豊島区上池袋４－９－１
ファミリーマート広尾駅前店 東京都　港区南麻布５丁目１０－２６
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
ファミリーマート山王大森駅前店 東京都　品川区南大井６－１７－７
ファミリーマート阿佐谷南三丁目店 東京都　杉並区阿佐谷南３丁目３１番
ファミリーマート新日本橋駅前店 東京都　中央区日本橋本町４丁目８－１７
ファミリーマート上目黒二丁目店 東京都　目黒区上目黒２－１８－２
ファミリーマートまるいし希望丘 東京都　世田谷区船橋６－１－６
ファミリーマート瑞穂富士山店 東京都　西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山３３２－１
ファミリーマート天沼陸橋店 東京都　杉並区荻窪３－４７－１５
ファミリーマート狛江駅南店 東京都　狛江市東和泉１－１５－５
ファミリーマート新宿信濃町店 東京都　新宿区信濃町８番外苑北ＳＲＣビル１Ｆ
ファミリーマート鹿骨二丁目店 東京都　江戸川区鹿骨２丁目３６５－１
ファミリーマート町田木曽東一丁目店 東京都　町田市木曽東１丁目４８９
ファミリーマート日野台五丁目店 東京都　日野市日野台５－２３－１
ファミリーマート深沢二丁目店 東京都　世田谷区深沢２丁目７－
ファミリーマート東久留米本町一丁目店 東京都　東久留米市本町１－４－５
ファミリーマート池袋西口公園前店 東京都　豊島区西池袋１－１３－１タグリート池袋
ファミリーマート南千住八丁目店 東京都　荒川区南千住８丁目７－８
ファミリーマート東瑞江二丁目店 東京都　江戸川区東瑞江２丁目１４－１、１４－８の一部
ファミリーマート亀戸駅前店 東京都　江東区亀戸２－２２－１２
ファミリーマート京橋二丁目店 東京都　中央区京橋２－１１－３
ファミリーマート東村山多摩湖町店 東京都　東村山市多摩湖町一丁目２４番１
ファミリーマートトキワ大崎店 東京都　品川区大崎３丁目６－６
ファミリーマート純心学園前店 東京都　八王子市滝山町２丁目５９６－１
ファミリーマート成田西二丁目店 東京都　杉並区成田西２丁目１３番地
ファミリーマート飯田橋駅前店 東京都　千代田区飯田橋四丁目８番１３号



ファミリーマート江古田日芸前店 東京都　練馬区小竹町１－５１－５
ファミリーマート四谷三丁目交差点東店 東京都　新宿区四谷３－５－５
ファミリーマート昭島田中町団地入口店 東京都　昭島市田中町２丁目２３ー９
ファミリーマート福生加美平店 東京都　福生市加美平一丁目１３番１３
ファミリーマート葛飾水元店 東京都　葛飾区南水元２丁目２１－１１
ファミリーマート中野富士見町駅前店 東京都　中野区弥生町５－２７－７
ファミリーマート八王子下柚木二丁目店 東京都　八王子市下柚木二丁目３番８
ファミリーマート新宿五丁目東店 東京都　新宿区新宿５－８－２
ファミリーマート祐天寺駅前店 東京都　目黒区五本木１－３１－６
ファミリーマート上馬交差点前店 東京都　世田谷区野沢２－３４－３
ファミリーマート町田成瀬が丘店 東京都　町田市成瀬が丘一丁目３０番２
ファミリーマート世田谷山下店 東京都　世田谷区豪徳寺１－４５－１０冨士ビル１階
ファミリーマート薬ヒグチ中野坂上西店 東京都　中野区中央２丁目２番９号第三戸谷ビル
ファミリーマート中央月島三丁目店 東京都　中央区月島３丁目１２－４
ファミリーマート小平たかの街道店 東京都　小平市小川町１丁目１１１５番地３
ファミリーマート南烏山店 東京都　世田谷区南烏山６－３８－１０
ファミリーマート中野江原町一丁目店 東京都　中野区江原町一丁目４６番１８号
ファミリーマート江東門前仲町店 東京都　江東区門前仲町１－８－１１
ファミリーマート立川曙町一丁目店 東京都　立川市曙町一丁目１４番１７号
ファミリーマート白鳥四丁目店 東京都　葛飾区白鳥４－２２－１７
ファミリーマート秀栄東浅川町店 東京都　八王子市東浅川町５０７－８
ファミリーマート調布日活撮影所前店 東京都　調布市染地二丁目８番１２
ファミリーマート国分寺本多五丁目店 東京都　国分寺市本多５丁目１２番地１
ファミリーマート日の出平井店 東京都　西多摩郡日の出町平井７２５－１
ファミリーマート大山駅北店 東京都　板橋区大山東町１９－５
ファミリーマート町屋二丁目店 東京都　荒川区町屋２－２－２１第二小田ビル
ファミリーマート羽村富士見公園前店 東京都　羽村市緑ヶ丘４－１０－１７
ファミリーマートサンズ狛江西野川店 東京都　狛江市西野川３－１０
ファミリーマート西東京谷戸町店 東京都　西東京市谷戸町１丁目２８３４－１０
ファミリーマート西新橋一丁目店 東京都　港区西新橋１－５－１１
ファミリーマート目黒中央町店 東京都　目黒区中央町１－１８－１２
ファミリーマート秀栄白糸台店 東京都　府中市白糸台１－２２－９
ファミリーマート南品川三丁目店 東京都　品川区南品川３－６－２９
ファミリーマート西新井二丁目店 東京都　足立区西新井２－２０－５
ファミリーマート町田駅南口店 東京都　町田市原町田１－３－９
ファミリーマート大山駅南店 東京都　板橋区大山町５－６－１
ファミリーマート調布武蔵境通り店 東京都　調布市富士見町２－９
ファミリーマートサンズ三鷹北野店 東京都　三鷹市北野４－８
ファミリーマート学芸大学駅西店 東京都　目黒区鷹番３－６－１８カザーナ学芸大学
ファミリーマート世田谷淡島通り店 東京都　世田谷区池尻４－１３－１５
ファミリーマート秀栄多摩落合店 東京都　多摩市落合１－２１－１
ファミリーマート秀栄多磨店 東京都　府中市白糸台１－３９－３
ファミリーマート調布深大寺元町店 東京都　調布市深大寺元町２－３－１１
ファミリーマートいすゞ本社前店 東京都　品川区南大井３－３５－１０
ファミリーマート品川グランパサージュ店 東京都　港区港南２丁目１６－５
ファミリーマート立川富士見町店 東京都　立川市富士見町１－２－１４
ファミリーマート大田矢口渡駅前店 東京都　大田区多摩川１－１９－２
ファミリーマートメトロ恵比寿駅前店 東京都　渋谷区恵比寿西１丁目７－４エビス・ファースト・ビル
ファミリーマート上原三丁目店 東京都　渋谷区上原３丁目６－６オークハウス１Ｆ
ファミリーマート不動前店 東京都　品川区西五反田４－３０－９
ファミリーマート武蔵村山残堀店 東京都　武蔵村山市残堀４丁目５－１
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
ファミリーマート府中けやき並木通り店 東京都　府中市宮西町１－２－１
ファミリーマート武蔵境駅北口店 東京都　武蔵野市境１－２－１
ファミリーマート道玄坂中央店 東京都　渋谷区道玄坂２丁目１１－１ＧＳＱＵＡＲＥ
ファミリーマート巣鴨一丁目店 東京都　豊島区巣鴨１－２０－９巣鴨ファーストビル
ファミリーマートＴＫＤ亀戸六丁目店 東京都　江東区亀戸６－５４－７
ファミリーマート日野三沢店 東京都　日野市三沢一丁目１０番２他１筆
ファミリーマート新宿余丁町店 東京都　新宿区余丁町１２－５
ファミリーマート新桜台店 東京都　練馬区羽沢２－１
ファミリーマート南町田北店 東京都　町田市南町田四丁目２９番１号
ファミリーマート碑文谷一丁目店 東京都　目黒区碑文谷１丁目２５番２１号
ファミリーマート戸越六丁目店 東京都　品川区戸越６－２２－９
ファミリーマート市谷本村町店 東京都　新宿区市谷本村町３番２９号ＦＯＲＥＣＡＳＴ市谷１階
ファミリーマート町田小山ヶ丘三丁目店 東京都　町田市小山ヶ丘三丁目２２番１６号
ファミリーマート江戸川興宮町店 東京都　江戸川区興宮町７７８



ファミリーマート杉並桃井店 東京都　杉並区桃井２丁目２－１
ファミリーマート東池袋四丁目店 東京都　豊島区東池袋４－２９－１２
ファミリーマート銀座一丁目昭和通り店 東京都　中央区銀座１丁目１５番６号銀座東洋ビル
ファミリーマート練馬平和台店 東京都　練馬区平和台３丁目３０番１４号
ファミリーマート新大久保駅前店 東京都　新宿区百人町２丁目１１番２号神倉ビル
ファミリーマート鴬谷店 東京都　台東区根岸１－１－１６
ファミリーマート国立青果市場前店 東京都　国立市谷保七丁目１９番６
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
ファミリーマート平井駅前店 東京都　江戸川区平井５－１６－９
ファミリーマート日本文化大入口店 東京都　八王子市片倉町２２１４番１
ファミリーマート高尾駅東店 東京都　八王子市高尾町１５９９番３３
ファミリーマート立川錦町六丁目店 東京都　立川市錦町６丁目１－２１
ファミリーマート狛江岩戸南四丁目店 東京都　狛江市岩戸南四丁目２２番８号
ファミリーマート武蔵小金井駅前店 東京都　小金井市本町２－５－３
ファミリーマート羽村駅前中央通り店 東京都　羽村市五ノ神４－１１－１８
ファミリーマート上野中通り店 東京都　台東区上野四丁目２番４号
ファミリーマート市ヶ谷店 東京都　千代田区九段北４－２－１１
ファミリーマート国立北一丁目店 東京都　国立市北１丁目４－７
ファミリーマート武蔵野中町店 東京都　武蔵野市中町２－５－１
ファミリーマート調布成城富士見橋店 東京都　調布市入間町三丁目１０番２８
ファミリーマート南麻布三丁目店 東京都　港区南麻布３－２０－１麻布グリーンテラス１Ｆ
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
ファミリーマート大塚駅前店 東京都　豊島区北大塚１丁目１６－７
ファミリーマート丸萬清瀬竹丘店 東京都　清瀬市竹丘二丁目１４－５
ファミリーマートサンズ武蔵小山駅前店 東京都　品川区小山３－４－１４
ファミリーマート上大崎三丁目店 東京都　品川区上大崎３－４－１
ファミリーマート中野沼袋二丁目店 東京都　中野区沼袋二丁目３８番１４
ファミリーマート中野弥生町一丁目店 東京都　中野区弥生町一丁目３８番５
ファミリーマート西新宿八丁目店 東京都　新宿区西新宿８丁目４－２
ファミリーマート西東京西原町店 東京都　西東京市西原町４－２３６３－１
ファミリーマート東長崎駅南店 東京都　豊島区南長崎５－２４
ファミリーマート松庵一丁目店 東京都　杉並区松庵１丁目１６
ファミリーマート小浦蒲田駅西店 東京都　大田区西蒲田８－４－１２
ファミリーマート杉並人見街道店 東京都　杉並区高井戸西２丁目１７
ファミリーマート六本木三丁目店 東京都　港区六本木３－３－７
ファミリーマート駒沢一丁目店 東京都　世田谷区駒沢１－１３－１２
ファミリーマート大泉学園町四丁目店 東京都　練馬区大泉学園町４－２３－１０
ファミリーマート目黒東山一丁目店 東京都　目黒区東山一丁目２番７号第４４興和ビル
ファミリーマート新宿要通り店 東京都　新宿区新宿３丁目２－４Ｍ＆Ｅビル
ファミリーマート世田谷ビジネススクエア店 東京都　世田谷区用賀４－１０－１
ファミリーマート東中野駅北店 東京都　中野区東中野四丁目１０番２０号
ファミリーマート中野白鷺店 東京都　中野区白鷺１－２４－５
ファミリーマート両国四丁目店 東京都　墨田区両国４－２７－６新井ビル
ファミリーマート世田谷成城通り店 東京都　世田谷区上祖師谷５－１
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
ファミリーマート東久留米駅北口店 東京都　東久留米市東本町１－８
ファミリーマート東大井三丁目店 東京都　品川区東大井３－１８
ファミリーマート福生駅前店 東京都　福生市東町２番７
ファミリーマート池尻大橋店 東京都　世田谷区池尻３－１－３ＭＵＴＯＨ池尻ビルＢ１
ファミリーマートアルコスクエア店 東京都　品川区上大崎４－５－１０アルコスクエア内
ファミリーマート武蔵村山三ツ木店 東京都　武蔵村山市三ツ木１－３６－３
ファミリーマート田柄一丁目店 東京都　練馬区田柄１－８－７
ファミリーマート花小金井駅南口店 東京都　小平市花小金井南町１丁目２７－２１
ファミリーマート東高円寺駅北口店 東京都　杉並区高円寺南１－７－３
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
ファミリーマート経堂農大通り店 東京都　世田谷区経堂１－２６－１２
ファミリーマート新井薬師店 東京都　中野区上高田２－５３－７
ファミリーマート南青山骨董通り店 東京都　港区南青山５－１１－９青山レキシントンビル
ファミリーマート西新井駅東口店 東京都　足立区梅島３丁目３２番６号
ファミリーマート第三葛西小前店 東京都　江戸川区北葛西四丁目１３番５号
ファミリーマート瑞江二丁目店 東京都　江戸川区瑞江２－６－９
ファミリーマート青梅吉野街道店 東京都　青梅市長淵１丁目３４－１
ファミリーマート足立青井店 東京都　足立区青井１－２－１５
ファミリーマート調布品川通り店 東京都　調布市国領町４－２０－６
ファミリーマート下北沢駅前店 東京都　世田谷区北沢２－２５－２０
ファミリーマート練馬平和台二丁目店 東京都　練馬区平和台２丁目４７番４号



ファミリーマート神田多町店 東京都　千代田区神田多町２－４
ファミリーマート江東塩浜二丁目店 東京都　江東区塩浜二丁目１４－１
ファミリーマート小金井桜町三丁目店 東京都　小金井市桜町三丁目１番６号
ファミリーマート多摩関戸五丁目店 東京都　多摩市関戸五丁目１７番１他２筆
ファミリーマート南葛西三丁目店 東京都　江戸川区南葛西３－１５－１５
ファミリーマート上野六丁目南店 東京都　台東区上野六丁目７番２号
ファミリーマート世田谷瀬田四丁目店 東京都　世田谷区瀬田四丁目１番１号
ファミリーマート東久留米本町二丁目店 東京都　東久留米市本町二丁目２番８号
ファミリーマート西新宿七丁目店 東京都　新宿区西新宿７－２－６西新宿Ｋ－１ビル
ファミリーマート秀栄玉川学園南店 東京都　町田市玉川学園７丁目４番６号
ファミリーマート板橋駅桜通り店 東京都　北区滝野川七丁目７番１３号シティパレスアライビル１
ファミリーマート世田谷若林一丁目店 東京都　世田谷区若林一丁目２６－８
ファミリーマート高幡不動店 東京都　日野市高幡２－１２
ファミリーマート小平大沼町二丁目店 東京都　小平市大沼町二丁目４８番１３号
ファミリーマート十条仲原三丁目店 東京都　北区十条仲原３丁目１４－４
ファミリーマート北大塚二丁目店 東京都　豊島区北大塚２丁目８－１１
ファミリーマート下板橋駅前店 東京都　豊島区池袋本町４丁目４３－１２
ファミリーマート足立谷中二丁目店 東京都　足立区谷中２－７
ファミリーマート品川大井三ツ又店 東京都　品川区大井３－４－８
ファミリーマート水天宮前店 東京都　中央区日本橋人形町２－１－１２
ファミリーマート駒形一丁目店 東京都　台東区駒形１－１２－１４日本生命浅草ビル１階
ファミリーマート清瀬中里店 東京都　清瀬市中里六丁目５３８番１
ファミリーマート曳船駅東店 東京都　墨田区東向島２－１４８－１５
ファミリーマート足立舎人一丁目店 東京都　足立区舎人１丁目１８－１８
ファミリーマート堀留町二丁目店 東京都　中央区日本橋堀留町２丁目１０番１２号
ファミリーマート柳沢北口店 東京都　西東京市保谷町３－１２－１５
ファミリーマート清瀬元町一丁目店 東京都　清瀬市元町１－４－５
ファミリーマート北区西が丘一丁目店 東京都　北区西が丘一丁目３６－３
ファミリーマート国分寺弁天通り店 東京都　国分寺市西町三丁目２３番１５
ファミリーマート高円寺南店 東京都　杉並区高円寺南４丁目４４番８号
ファミリーマート光が丘東大通り店 東京都　練馬区田柄５丁目１４番８号グリーンシティ恵２
ファミリーマート神田司町店 東京都　千代田区神田司町二丁目２－１３
ファミリーマート新宿大久保一丁目店 東京都　新宿区大久保一丁目３番１５号
ファミリーマート千歳烏山駅北店 東京都　世田谷区南烏山６丁目３－６
ファミリーマート田町東口店 東京都　港区芝浦３ー１３ー３芝浦ＳＥＣビル
ファミリーマート品川シーサイド店 東京都　品川区東品川４－１２－６
ファミリーマート国立北店 東京都　国立市北３丁目２９－７、２９－８
ファミリーマート宮の坂店 東京都　世田谷区宮坂１－２５－１
ファミリーマート北区上十条一丁目店 東京都　北区上十条１－２１－２
ファミリーマート銀座八丁目店 東京都　中央区銀座８丁目１０－１７
ファミリーマート上野仲町通り店 東京都　台東区上野２－１２－１
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
ファミリーマート麻布十番商店街通り店 東京都　港区麻布十番２丁目２－４
ファミリーマートＴＫＤ西大島店 東京都　江東区大島２－３５－１２
ファミリーマート江北三丁目店 東京都　足立区江北３－３６－１０
ファミリーマート東久留米本町店 東京都　東久留米市本町３－２－５
ファミリーマート墨田菊川駅前店 東京都　墨田区菊川２－５－１０
ファミリーマート江戸川西葛西六丁目店 東京都　江戸川区西葛西６丁目１３番１２号
ファミリーマート池袋東口明治通り店 東京都　豊島区南池袋一丁目１９番６号オリックス池袋ビル
ファミリーマート練馬桜台二丁目店 東京都　練馬区桜台２－８－６
ファミリーマート北新宿大久保通り店 東京都　新宿区北新宿３丁目１－４
ファミリーマート江東新木場二丁目店 東京都　江東区新木場２－１０－５
ファミリーマート初台交差点前店 東京都　渋谷区代々木４－３３－１０トーシンビル１Ｆ
ファミリーマート練馬南田中一丁目店 東京都　練馬区南田中１丁目６番１６号
ファミリーマート八王子バイパス店 東京都　八王子市宇津木町６６３番２４８５番１
ファミリーマート練馬関町北一丁目店 東京都　練馬区関町北１丁目１番４２号
ファミリーマート江東東陽三丁目店 東京都　江東区東陽三丁目３番５号
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
ファミリーマート鷺ノ宮駅南店 東京都　中野区白鷺１－３１－２０
ファミリーマートポートストア若洲店 東京都　江東区若洲一丁目１番４号
ファミリーマート西麻布霞町店 東京都　港区西麻布二丁目９番１６
ファミリーマート日暮里店 東京都　荒川区西日暮里２－１７－５
ファミリーマート成増一丁目店 東京都　板橋区成増１－２８－１５
ファミリーマート西荻北三丁目店 東京都　杉並区西荻北三丁目２１番８号ルフォンリブレ西荻窪１
ファミリーマート調布上ノ原店 東京都　調布市柴崎二丁目３９番地３
ファミリーマート調布佐須町五丁目店 東京都　調布市佐須町５丁目１番地１



ファミリーマート阿佐谷北四丁目店 東京都　杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号
ファミリーマート新木場一丁目店 東京都　江東区新木場１丁目１１
ファミリーマート板橋徳丸七丁目店 東京都　板橋区徳丸七丁目７番４号
ファミリーマート東高円寺駅前店 東京都　杉並区和田３－５６－１３
ファミリーマート平井三丁目店 東京都　江戸川区平井３－２３－１８
ファミリーマート高円寺駅西店 東京都　杉並区高円寺北３－２－１２
ファミリーマート中野駅南口本通り店 東京都　中野区中野２－３０－３
ファミリーマート杉並天沼店 東京都　杉並区下井草１－２３－２
ファミリーマート八丁堀駅前店 東京都　中央区八丁堀２丁目２２－５
ファミリーマート小平学園西町店 東京都　小平市津田町３丁目３５番２２号
ファミリーマート石神井町二丁目店 東京都　練馬区石神井町２丁目３１－１７
ファミリーマート関越練馬インター店 東京都　練馬区谷原５丁目１４－１４
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１－１４－１５
ファミリーマート田柄三丁目店 東京都　練馬区田柄３－６－２０グリーンハイム義
ファミリーマート葛西長島町店 東京都　江戸川区中葛西三丁目２８番１０号
ファミリーマート昭島武蔵野店 東京都　昭島市武蔵野三丁目１０番８号
ファミリーマート湯島一丁目店 東京都　文京区湯島１－６－３
ファミリーマート北野駅北口店 東京都　八王子市打越町３４４－１１
ファミリーマートポートストア大井ＳＣ店 東京都　大田区東海四丁目１番地
ファミリーマートポートストア城南島店 東京都　大田区城南島２－９－１
ファミリーマート南烏山五丁目店 東京都　世田谷区南烏山５丁目２４番８号
ファミリーマート阿佐谷南店 東京都　杉並区阿佐谷南２－２－１３
ファミリーマート豊島要町二丁目店 東京都　豊島区要町２－３１－６
ファミリーマート板橋四葉店 東京都　板橋区四葉１－２－２２
ファミリーマート小岩駅東店 東京都　江戸川区西小岩１丁目２７－２９東京グランファースト
ファミリーマート西東京富士町二丁目店 東京都　西東京市富士町二丁目５番３６
ファミリーマート品川平塚店 東京都　品川区平塚二丁目３－１１
ファミリーマート中野弥生町本郷通り店 東京都　中野区弥生町一丁目２４番８号ＲＵＨＥ中野坂上
ファミリーマート谷中店 東京都　台東区谷中３－２４－４Ｋ－ハウス１
ファミリーマート八王子万町店 東京都　八王子市万町９８－５
ファミリーマート大森西二丁目店 東京都　大田区大森西２－２７－８
ファミリーマート桜上水駅南口店 東京都　世田谷区桜上水５－２４－９
ファミリーマート椎名町駅南口店 東京都　豊島区南長崎１－２５－１２
ファミリーマート大泉長久保通り店 東京都　練馬区大泉学園町８丁目９－２８
ファミリーマート虎ノ門霞ケ関店 東京都　港区虎ノ門１丁目１－１－２０
ファミリーマート綾瀬西口店 東京都　足立区綾瀬４丁目６－１３
ファミリーマート西五反田一丁目店 東京都　品川区西五反田１－４－８
ファミリーマート豊島要町店 東京都　豊島区要町１丁目１１－１
ファミリーマート六本木六丁目店 東京都　港区六本木６丁目８－１０
ファミリーマート自由が丘駅前店 東京都　目黒区自由が丘２丁目１３－１
ファミリーマート小茂根二丁目店 東京都　板橋区小茂根２丁目２４－１８
ファミリーマート目黒柿の木坂店 東京都　目黒区柿の木坂３－８－１３
ファミリーマート中野新井店 東京都　中野区新井１丁目３８－５
ファミリーマート新井薬師駅前店 東京都　中野区上高田５丁目４３－１
ファミリーマート江古田駅南口店 東京都　練馬区旭丘１丁目７７－９
ファミリーマート神田淡路町二丁目店 東京都　千代田区神田淡路町２丁目２３
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
ファミリーマート新宿靖国通り店 東京都　新宿区新宿５－１７－１３常陽中台ビル
ファミリーマート神宮前五丁目店 東京都　渋谷区神宮前５丁目２９－７
ファミリーマート銀座みゆき通り店 東京都　中央区銀座五丁目９－１３
ファミリーマート丸善日暮里店 東京都　荒川区東日暮里６丁目３８－１１
ファミリーマート上野六丁目店 東京都　台東区上野６丁目１６－２２
ファミリーマート新宿通り店 東京都　新宿区新宿２丁目８－１
ファミリーマート板橋新河岸一丁目店 東京都　板橋区新河岸１丁目５－１２
ファミリーマート新宿中央公園店 東京都　新宿区西新宿４丁目３２－６
ファミリーマート府中東芝南門通り店 東京都　府中市三好町２丁目１８－１０
ファミリーマート乃木坂駅前店 東京都　港区南青山１丁目１５－１６
ファミリーマート西国立駅前店 東京都　立川市羽衣町２丁目４３－１
ファミリーマート東中野駅東口店 東京都　中野区東中野１丁目５１－１
ファミリーマート森下一丁目店 東京都　江東区森下１丁目５－５
ファミリーマート練馬高野台店 東京都　練馬区高野台４丁目１０－８
ファミリーマート新宿上落合店 東京都　新宿区上落合２丁目８－１６
ファミリーマート秋葉原昭和通り店 東京都　千代田区神田松永町１番地
ファミリーマート東中野駅西口店 東京都　中野区東中野４丁目４－５
ファミリーマート勝どき駅前店 東京都　中央区勝どき４丁目１－２
ファミリーマート東池袋店 東京都　豊島区東池袋３丁目１５－２



ファミリーマート日本橋浜町Ｆタワー店 東京都　中央区日本橋浜町３丁目２２－１
ファミリーマート東陽二丁目店 東京都　江東区東陽２丁目４－４６
ファミリーマート新宿新都心店 東京都　新宿区西新宿１丁目２０－２
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
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
ファミリーマート豊川通り店 東京都　北区豊島３－１３－５
ファミリーマート八重洲呉服橋店 東京都　中央区八重洲１丁目３－１９
ファミリーマート東陽町駅前店 東京都　江東区東陽４丁目１－２
ファミリーマート銀座柳通り店 東京都　中央区銀座１丁目１３－１２
ファミリーマート浅草橋駅前店 東京都　台東区浅草１丁目２４－３
ファミリーマート一番町店 東京都　千代田区一番町１３－３
ファミリーマート練馬光ヶ丘店 東京都　練馬区高松５－５－２２
ファミリーマート防衛省店 東京都　新宿区市谷本村町５－１防衛省本省厚生棟地下１階
ファミリーマート世田谷鎌田三丁目店 東京都　世田谷区鎌田３－１２－１６
ファミリーマート瑞穂長岡店 東京都　西多摩郡瑞穂町長岡長谷部２９７－３
ファミリーマート大崎広小路店 東京都　品川区大崎４－１－２ウィン第２五反田ビル
ファミリーマート初台駅北口店 東京都　渋谷区本町１－４－１５
ファミリーマート喜多見駅北店 東京都　世田谷区喜多見９－２１８４－３
ファミリーマート青海フロンティア店 東京都　江東区青海２丁目４－２４青海フロンティアビル
ファミリーマート西日暮里二丁目店 東京都　荒川区西日暮里２丁目２９－６
ファミリーマートサンズ西馬込二丁目店 東京都　大田区西馬込２－１－７
ファミリーマート新滝山街道店 東京都　八王子市梅坪町２６７－１
ファミリーマート千束一丁目店 東京都　台東区千束１－１６－１３
ファミリーマート久我山駅北店 東京都　杉並区久我山５－８－１９
ファミリーマート小豆沢一丁目店 東京都　板橋区小豆沢１－８－１２
ファミリーマート三園二丁目店 東京都　板橋区三園２－１２－１４
ファミリーマート江古田千川通り店 東京都　練馬区豊玉上１－２０－１
ファミリーマートサンズ西新宿店 東京都　新宿区西新宿４－５－６ＩＫビル
ファミリーマート府中東八通り店 東京都　府中市新町２－４８－１，２
ファミリーマート目白南店 東京都　豊島区高田３－３１－５
ファミリーマート平井駅南口店 東京都　江戸川区平井４－１１－６
ファミリーマート六町駅前店 東京都　足立区六町４－２９
ファミリーマート日本橋蛎殻町店 東京都　中央区日本橋蛎殻町１－３６
ファミリーマート立川駅南口店 東京都　立川市柴崎町３丁目３－１
ファミリーマート小石川湯立坂店 東京都　文京区小石川５－３１－４
ファミリーマート昭島諏訪松中通り店 東京都　昭島市宮沢町４８４－３
ファミリーマートお台場海浜公園店 東京都　港区台場１－５－７－１０１
ファミリーマート版画美術館入口店 東京都　町田市原町田３丁目１０２－１
ファミリーマート日暮里駅前店 東京都　荒川区東日暮里５丁目５２－２
ファミリーマート新川二丁目店 東京都　中央区新川２－６－２
ファミリーマート国分寺府中街道店 東京都　国分寺市東恋ヶ窪４丁目２４－５
ファミリーマート永福町駅南店 東京都　杉並区永福２丁目５０－１５
ファミリーマート花小金井駅北口店 東京都　小平市花小金井１－１０
ファミリーマート府中清水丘店 東京都　府中市清水ヶ丘３－２６－３
ファミリーマート巣鴨地蔵通り店 東京都　豊島区巣鴨３－３４
ファミリーマート用賀四丁目店 東京都　世田谷区用賀４丁目２０－１１スズキビル
ファミリーマート野方一丁目店 東京都　中野区野方１丁目４１－１
ファミリーマート中野駅北店 東京都　中野区中野５－３６－８
ファミリーマート丸萬椎名町駅前店 東京都　豊島区長崎１丁目２－７
ファミリーマート松木公園店 東京都　八王子市別所１－７２
ファミリーマート月島三丁目店 東京都　中央区月島３－３１
ファミリーマート東陽六丁目店 東京都　江東区東陽６－２－１３
ファミリーマート葛西駅北店 東京都　江戸川区中葛西３－３６－９第２彦本ビル１Ｆ
ファミリーマート西武東長崎駅前店 東京都　豊島区長崎５－１－３４東長崎西武ビル
ファミリーマート野方駅南店 東京都　中野区野方５－２９－１
ファミリーマート田柄四丁目店 東京都　練馬区田柄４－３４－６
ファミリーマート北大塚店 東京都　豊島区北大塚１－２０－２
ファミリーマート池袋二丁目店 東京都　豊島区池袋２－６０－６
ファミリーマート高田三丁目店 東京都　豊島区高田３－２１－８
ファミリーマート志村三丁目駅前店 東京都　板橋区志村３－７－１３
ファミリーマート西新宿アトラスタワー店 東京都　新宿区西新宿６－２５
ファミリーマート京王高幡駅ビル店 東京都　日野市高幡１９７
ファミリーマート清瀬駅前店 東京都　清瀬市元町１－２－７
ファミリーマート小金井貫井南町店 東京都　小金井市貫井南町２丁目３１７－１
ファミリーマートサンズ経堂駅北店 東京都　世田谷区宮坂３－１０－７
ファミリーマート新宿弁天町店 東京都　新宿区弁天町２１



ファミリーマート赤羽西六丁目店 東京都　北区赤羽西６－３－１４
ファミリーマート千歳烏山駅東口店 東京都　世田谷区南烏山４－１２－４スギウラビル
ファミリーマート亀有三丁目店 東京都　葛飾区亀有３－９－７
ファミリーマート大島四丁目店 東京都　江東区大島四丁目１番３２号
ファミリーマート西葛西小学校前店 東京都　江戸川区西葛西３－６－１１
ファミリーマート西日暮里四丁目店 東京都　荒川区西日暮里４－２１－３
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
ファミリーマート関町北二丁目店 東京都　練馬区関町北２－５－１０
ファミリーマート西葛西駅前店 東京都　江戸川区西葛西６－１５－１２
ファミリーマート桜丘三丁目店 東京都　世田谷区桜丘３－１０－１６
ファミリーマート高砂五丁目店 東京都　葛飾区高砂５丁目３７－９
ファミリーマート東五反田五丁目店 東京都　品川区東五反田５－２８－１１
ファミリーマート久米川駅北口店 東京都　東村山市栄町１丁目４番地
ファミリーマート南花畑店 東京都　足立区南花畑２－３６－１７
ファミリーマート江東橋二丁目店 東京都　墨田区江東橋２－３－４ドルミ錦糸町
ファミリーマート蓮根駅前店 東京都　板橋区坂下２丁目１６－９・１０
ファミリーマートサンシャインＣＰＨ店 東京都　豊島区東池袋３－１－５サンシャインシティプリンスホ
ファミリーマート秋葉原駅中央口前店 東京都　千代田区神田佐久間町一丁目１３
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
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ビリーヴ大森
ファミリーマート世田谷喜多見店 東京都　世田谷区喜多見７丁目３６－
ファミリーマート秀栄花小金井店 東京都　小平市花小金井南町３－３８－６
ファミリーマート高野台二丁目店 東京都　練馬区高野台２丁目１２番１６
ファミリーマート大久保駅前店 東京都　新宿区百人町１－１９－１４
ファミリーマート西水元五丁目店 東京都　葛飾区西水元５丁目－１
ファミリーマート富士見台二丁目店 東京都　国立市富士見台２丁目４１－３
ファミリーマート王子明治通り店 東京都　北区王子１丁目２３－１２
ファミリーマート上板橋駅北口店 東京都　板橋区常盤台４丁目３３－３
ファミリーマート向島四丁目店 東京都　墨田区向島４－８－５
ファミリーマート外神田四丁目店 東京都　千代田区外神田４丁目６－１
ファミリーマート麹町一丁目店 東京都　千代田区麹町１丁目８－２
ファミリーマート赤羽駅西口店 東京都　北区赤羽西１丁目６－１
ファミリーマート恵比寿二丁目店 東京都　渋谷区恵比寿２丁目２９－２
ファミリーマート神田鍛冶町三丁目店 東京都　千代田区神田鍛冶町３丁目６－７
ファミリーマート銀座松屋通り店 東京都　中央区銀座３－１０－９
ファミリーマート江東亀戸二丁目店 東京都　江東区亀戸２－３３－４
ファミリーマート吉祥寺八幡通り店 東京都　武蔵野市吉祥寺北町２－２－１５
ファミリーマート六本木通り店 東京都　港区六本木７－１５－１７
ファミリーマート代沢五丁目店 東京都　世田谷区代沢５－２９－１４
ファミリーマート杉並成田東五丁目店 東京都　杉並区成田東５－１７－１５
ファミリーマート青山ツインビル店 東京都　港区南青山１－１－１
ファミリーマート渋谷二丁目店 東京都　渋谷区渋谷２－９－９
ファミリーマート金井窪山手通り店 東京都　板橋区大山金井町１２－１
ファミリーマート町屋店 東京都　荒川区荒川６－１－５
ファミリーマート用賀駅前店 東京都　世田谷区用賀２－３８－１０
ファミリーマート芝五丁目店 東京都　港区芝５－１０－８
ファミリーマート八王子東中野店 東京都　八王子市東中野５６５－１
ファミリーマート上落合二丁目店 東京都　新宿区上落合２－２９－６
ファミリーマート荒川尾竹橋店 東京都　荒川区町屋７－１－１０
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
ファミリーマート小石川五丁目店 東京都　文京区小石川５－３－８
ファミリーマート下連雀店 東京都　三鷹市下連雀１－８－１５
ファミリーマート八丁堀店 東京都　中央区八丁堀４－１１－１０
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
ファミリーマート麻布十番店 東京都　港区麻布十番３－１０－１３
ファミリーマート幡ヶ谷駅南店 東京都　渋谷区西原２－３１－５
ファミリーマート千住三丁目店 東京都　足立区千住３－１
ファミリーマート武蔵村山神明店 東京都　武蔵村山市神明１－９５
ファミリーマート世田谷松原一丁目店 東京都　世田谷区松原１－４１－８
ファミリーマート西武拝島店 東京都　昭島市美堀町５－２１－２
ファミリーマート豊島園駅前店 東京都　練馬区練馬４－１７－２
ファミリーマート船堀駅前店 東京都　江戸川区船堀３－５－７
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
ファミリーマート芝二丁目店 東京都　港区芝２－５－１０
ファミリーマート銀座二丁目店 東京都　中央区銀座２－２－２
ファミリーマート人形町駅前店 東京都　中央区日本橋人形町３－１３－２



ファミリーマート田中屋西大井店 東京都　品川区西大井４－１７－１２
ファミリーマートピソ池袋店 東京都　豊島区池袋２－６２－１
ファミリーマート菊川一丁目店 東京都　墨田区菊川１－９－１４
ファミリーマート西早稲田三丁目店 東京都　新宿区西早稲田３丁目３０－２０
ファミリーマート浮間舟渡駅前店 東京都　北区浮間４－３２－２０
ファミリーマート半蔵門駅前店 東京都　千代田区一番町２５
ファミリーマート江東東雲一丁目店 東京都　江東区東雲１丁目９－１１－１０４
ファミリーマート調布駅南口店 東京都　調布市布田４－１６－１
ファミリーマート日本橋浜町二丁目店 東京都　中央区日本橋浜町２丁目３５－１
ファミリーマート天沼三丁目店 東京都　杉並区天沼３－１－１
ファミリーマート池袋駅東店 東京都　豊島区東池袋１－７－１２
ファミリーマート学芸大学駅西口店 東京都　目黒区鷹番３丁目８－４
ファミリーマート恵比寿四丁目店 東京都　渋谷区恵比寿４丁目９－１１
ファミリーマート大塚駅北口店 東京都　豊島区北大塚２丁目１５－６
ファミリーマート杉並　富士見ヶ丘駅前店 東京都　杉並区久我山２丁目２５－１９
ファミリーマート台東三筋一丁目店 東京都　台東区三筋１丁目９－３
ファミリーマート内幸町　富国生命ビル店 東京都　千代田区内幸町２丁目２－２
ファミリーマート新川中央大橋店 東京都　中央区新川２丁目２８－１
ファミリーマート東品川三丁目店 東京都　品川区東品川３丁目２１－１０
ファミリーマート中河原駅前店 東京都　府中市住吉町２丁目２－７
ファミリーマート都営線新宿西口駅店 東京都　新宿区西新宿１丁目３－１７
ファミリーマート都営線中野坂上駅店 東京都　中野区中央２丁目２－２８
ファミリーマート中延駅前店 東京都　品川区東中延２丁目１０－１１
ファミリーマート世界貿易センター店 東京都　港区浜松町２丁目４－１
ファミリーマート奥戸五丁目店 東京都　葛飾区奥戸５－１－１
ファミリーマート田無駅ビル店 東京都　西東京市田無町４－１－３
ファミリーマート西麻布三丁目店 東京都　港区西麻布３丁目２４
ファミリーマート赤羽二丁目店 東京都　北区赤羽２丁目５０－６
ファミリーマート原町田四丁目店 東京都　町田市原町田４－１０－１８
ファミリーマート北品川三丁目店 東京都　品川区北品川３丁目６－２
ファミリーマート練馬中央通り店 東京都　練馬区豊玉北５－２２－７
ファミリーマート府中紅葉丘店 東京都　府中市紅葉丘３－４２
ファミリーマート中葛西八丁目店 東京都　江戸川区中葛西８丁目１３－１７
ファミリーマートニューピア竹芝店 東京都　港区海岸１丁目１６－１
ファミリーマートタジマ千住元町店 東京都　足立区千住元町２３－４
ファミリーマート大島八丁目店 東京都　江東区大島８－４０－４
ファミリーマート京王八王子駅前店 東京都　八王子市明神町４丁目７－１４
ファミリーマート牛込柳町駅前店 東京都　新宿区原町１丁目１３
ファミリーマート鷹の台駅前店 東京都　小平市たかの台４４－７
ファミリーマート大岡山東工大前店 東京都　大田区北千束３丁目３０－７
ファミリーマート牛田関屋駅前店 東京都　足立区千住曙町２－７
ファミリーマート杉並下高井戸四丁目店 東京都　杉並区下高井戸４丁目５－２
ファミリーマート伝通院前店 東京都　文京区春日２－２４－１５
ファミリーマート保谷柳沢店 東京都　西東京市柳沢３－１－４
ファミリーマート境南町二丁目店 東京都　武蔵野市境南町２－１０－６
ファミリーマート根岸一丁目店 東京都　台東区根岸１－５－１４
ファミリーマート新宿アイタウン店 東京都　新宿区西新宿６－２１－１
ファミリーマート西池袋五丁目店 東京都　豊島区西池袋５－１４－８
ファミリーマート青梅新町八丁目店 東京都　青梅市新町８－１０－１
ファミリーマート門前仲町一丁目店 東京都　江東区門前仲町１－５－５
ファミリーマート下落合三丁目店 東京都　新宿区下落合３丁目１６－１３
ファミリーマート池袋東口店 東京都　豊島区東池袋１－３９－１５
ファミリーマート板橋駅西口店 東京都　板橋区板橋１丁目２０－２
ファミリーマート日本橋小学校前店 東京都　中央区日本橋人形町１－８－４
ファミリーマート京王八王子店 東京都　八王子市明神町２－２６－１０
ファミリーマート日野駅前店 東京都　日野市大坂上１－３３－１
ファミリーマート西糀谷四丁目店 東京都　大田区西糀谷４－１３－１２
ファミリーマート牡丹一丁目店 東京都　江東区牡丹１－２－２
ファミリーマート和泉多摩川駅前店 東京都　狛江市東和泉４－３－４
ファミリーマート立石五丁目店 東京都　葛飾区立石５－１８－１
ファミリーマート梅里二丁目店 東京都　杉並区梅里２－１４－２
ファミリーマート練馬駅西口店 東京都　練馬区練馬１－１５－１
ファミリーマート青物横丁店 東京都　品川区南品川２－１７－２２
ファミリーマートシンヤ雑司が谷店 東京都　豊島区雑司が谷２－３－２　新家ビル
ファミリーマート狛江慈恵医大前店 東京都　狛江市中和泉５－３１－２０
ファミリーマート葛飾立石六丁目店 東京都　葛飾区立石６－３４－１５



ファミリーマート青梅大門店 東京都　青梅市大門１－５６６－１
ファミリーマート調布天文台通り店 東京都　調布市富士見町４－３２
ファミリーマート新中野駅前店 東京都　中野区本町４－４７－９ヴェルティーク新中野１Ｆ
ファミリーマート湯島駅前店 東京都　文京区湯島３－３５－１１
ファミリーマート国立西二丁目店 東京都　国立市西２－２４－１８
ファミリーマート御苑大通り店 東京都　新宿区新宿２－１９－９新宿カドビル
ファミリーマート本蓮沼駅前店 東京都　板橋区泉町７－５
ファミリーマート五反田駅前店 東京都　品川区西五反田２－６－８
ファミリーマート西早稲田諏訪通り店 東京都　新宿区西早稲田２－２０－１
ファミリーマート亀屋赤羽西店 東京都　北区赤羽西１－３４－１　亀屋ビル
ファミリーマート西ケ丘一丁目店 東京都　北区西ケ丘１－２０－１２
ファミリーマート一之江七丁目店 東京都　江戸川区一之江７－８－１８－１０１
ファミリーマートサンズ田端新町店 東京都　北区田端新町２－８－８
ファミリーマート新馬場サクセス通り店 東京都　品川区北品川２－１８－３
ファミリーマート東京区政会館店 東京都　千代田区飯田橋３－５－１
ファミリーマート神保町さくら通り店 東京都　千代田区神田神保町２丁目１３
ファミリーマート恵比寿銀座通り店 東京都　渋谷区恵比寿南１－４－１３
ファミリーマート氷川台三丁目店 東京都　練馬区氷川台３－６－７
ファミリーマート北野駅前通り店 東京都　八王子市北野町５５４－１１
ファミリーマート中延ニ丁目店 東京都　品川区中延２－６－１８
ファミリーマート東大正門前店 東京都　文京区本郷６－２－９
ファミリーマート小田急町田北口店 東京都　町田市森野１－１９－１６
ファミリーマート大塚三丁目店 東京都　文京区大塚３－３８－６
ファミリーマート仙川駅前店 東京都　調布市仙川町３－９－７
ファミリーマート太子堂三丁目店 東京都　世田谷区太子堂３－１５－２ゴリラビル
ファミリーマート葛西ターミナル前店 東京都　江戸川区臨海町５－２－２
ファミリーマート練馬石神井町店 東京都　練馬区石神井町７－２２－１
ファミリーマート石神井台七丁目店 東京都　練馬区石神井台７－２３－７
ファミリーマート東中神駅前店 東京都　昭島市玉川町１－１－１３
ファミリーマート豊州四丁目店 東京都　江東区豊洲４－１－３
ファミリーマート大崎駅東店 東京都　品川区東五反田２丁目１６－１－１０３
ファミリーマート武蔵村山新青梅街道店 東京都　武蔵村山市三ツ藤１－２６－１
ファミリーマート篠崎駅南口店 東京都　江戸川区篠崎町２－４０６－１
ファミリーマート昭島美堀町店 東京都　昭島市美堀町４－１３－４１
ファミリーマート東京成徳学園前店 東京都　北区王子５－２３－８
ファミリーマート練馬大泉町店 東京都　練馬区大泉町１－８－８
ファミリーマート府中甲州街道店 東京都　府中市西府町４－１－１
ファミリーマート赤羽岩淵町店 東京都　北区岩淵町１４－２
ファミリーマート南台二丁目店 東京都　中野区南台２－５２－６
ファミリーマート紀尾井町三番地店 東京都　千代田区紀尾井町３－２０
ファミリーマート町屋一丁目店 東京都　荒川区町屋１－９－１０
ファミリーマート代々木上原駅前店 東京都　渋谷区西原３－１１－７
ファミリーマート池袋北口店 東京都　豊島区西池袋１－４３－１０
ファミリーマート羽村駅東口店 東京都　羽村市五ノ神４－１５－１榎戸ビル１Ｆ
ファミリーマート西武国分寺駅前店 東京都　国分寺市本町４－１－１８
ファミリーマート代々木駅西店 東京都　渋谷区代々木１－３０－３メイプルビル代々木
ファミリーマート春江町四丁目店 東京都　江戸川区春江町４
ファミリーマート千住警察署前店 東京都　足立区千住仲町４１－１
ファミリーマート調布インター店 東京都　調布市下石原１－７
ファミリーマート西荻女子大通り店 東京都　杉並区西荻北４－３２－１６
ファミリーマート秋川駅前店 東京都　あきる野市秋川２－１－１
ファミリーマート海田押立町店 東京都　府中市押立町１－３－２２
ファミリーマート西立川駅前店 東京都　立川市富士見町１丁目３４７８－１０
ファミリーマート汐留メディアタワー店 東京都　港区東新橋１－７－１汐留メデアタワーＢ２Ｆ
ファミリーマート東池袋明治通り店 東京都　豊島区東池袋１－３５－３
ファミリーマートあきる野草花店 東京都　あきる野市草花３０７４－１
ファミリーマートガーデンコート店 東京都　千代田区紀尾井町４－１
ファミリーマート江東新砂店 東京都　江東区新砂３－１
ファミリーマート海田大学通り店 東京都　国立市富士見台１－１－１１
ファミリーマート府中本宿町店 東京都　府中市本宿町４丁目３５－３
ファミリーマート青梅末広町二丁目店 東京都　青梅市末広町２丁目２－８
ファミリーマート浜松町一丁目店 東京都　港区浜松町１－２７－１７三和ビル
ファミリーマート東青梅駅前店 東京都　青梅市東青梅１－７－１
ファミリーマート西伊興四丁目店 東京都　足立区西伊興４－７－１９
ファミリーマート町田森野一丁目店 東京都　町田市森野１丁目３９－１６一樹ビル
ファミリーマート西池袋三丁目店 東京都　豊島区西池袋３－１－１３



ファミリーマートホテルマイステイズ御茶ノ 東京都　千代田区神田淡路町２－１０
ファミリーマート大泉学園駅前店 東京都　練馬区東大泉５－４１－１４
ファミリーマート坪田リバーサイド店 東京都　墨田区堤通１－１９－１１
ファミリーマート中神駅前店 東京都　昭島市朝日町１丁目６－１原茂ビル
ファミリーマート海田府中本町店 東京都　府中市本町１－２－３
ファミリーマートさんみせ大谷口店 東京都　板橋区大谷口上町４９－６
ファミリーマート宮沢町一丁目店 東京都　昭島市宮沢町１－２０－８
ファミリーマート石川工業団地入口店 東京都　八王子市高倉町２１－１
ファミリーマート芦花公園駅北店 東京都　世田谷区南烏山３－２５－１５
ファミリーマート桜川三丁目店 東京都　板橋区桜川３－１３－１７
ファミリーマート調布緑ヶ丘店 東京都　調布市緑ヶ丘２－５７
ファミリーマート東五反田郵便局東店 東京都　品川区東五反田１－１８－９
ファミリーマート港南四丁目店 東京都　港区港南４－７－５５
ファミリーマート立川駅北口店 東京都　立川市曙町１－１４－１０
ファミリーマート上野駅前店 東京都　台東区上野７－３－１
ファミリーマート平山城址公園前店 東京都　日野市平山３丁目２５－９
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
ファミリーマート門前仲町駅前 東京都　江東区門前仲町１－７－１２木屋源ビル
ファミリーマート上鷺宮二丁目店 東京都　中野区上鷺宮２－１１－２
ファミリーマート浜田山駅北店 東京都　杉並区高井戸東３－１４－４１
ファミリーマート東久留米柳窪店 東京都　東久留米市柳窪２－１３
ファミリーマート恵比寿ガーデンプレイス店 東京都　渋谷区恵比寿４－２０－３ガーデンプレイスタワー１階
ファミリーマート瑞穂モール前店 東京都　西多摩郡瑞穂町駒形富士山４２３－５
ファミリーマート溜池山王店 東京都　港区赤坂２－９－１１Ｂ２
ファミリーマート大泉学園通り店 東京都　練馬区大泉学園町６－１－４１
ファミリーマート府中第２インター店 東京都　国立市泉４丁目１５－６
ファミリーマート東村山久米川通り店 東京都　東村山市栄町２－３１－２２
ファミリーマート立川通り店 東京都　立川市栄町３丁目５３－１
ファミリーマートアネックス豊洲店 東京都　江東区豊洲４－８－８
ファミリーマート高円寺南三丁目店 東京都　杉並区高円寺南３－７－３
ファミリーマート東麻布一丁目店 東京都　港区東麻布１－２８－１３
ファミリーマート富士見台駅前店 東京都　練馬区貫井３－１０－８
ファミリーマート木場二丁目店 東京都　江東区木場２－１９
ファミリーマート鹿骨五丁目店 東京都　江戸川区鹿骨５－３９－４
ファミリーマート大泉インター店 東京都　練馬区大泉町５－１－１
ファミリーマートお茶の水店 東京都　文京区湯島１－３－７
ファミリーマート学芸大学駅南店 東京都　目黒区碑文谷６－１－２６
ファミリーマート南千住一丁目店 東京都　荒川区南千住１－５７－１
ファミリーマート三原台一丁目店 東京都　練馬区三原台１－８－４
ファミリーマート本駒込駅前店 東京都　文京区本駒込３－１－６
ファミリーマート中野本町六丁目店 東京都　中野区本町６－１３－８
ファミリーマート上北台駅店 東京都　東大和市上北台１丁目５
ファミリーマート立川北駅店 東京都　立川市曙町２丁目４先
ファミリーマート高幡不動駅店 東京都　日野市高幡１０３９－１
ファミリーマート玉川上水駅店 東京都　東大和市桜ヶ丘４－１９先
ファミリーマート立川南駅店 東京都　立川市柴崎町３丁目７先
ファミリーマート多摩センター駅店 東京都　多摩市落合１丁目４８先
ファミリーマート新宿御苑駅西店 東京都　新宿区新宿２－７－１不二川ビル
ファミリーマート蒲田駅北店 東京都　大田区蒲田５－１２－７
ファミリーマート高輪一丁目店 東京都　港区高輪１－２７－４７
ファミリーマート赤羽平和通り店 東京都　北区志茂２－３９－１７
ファミリーマート狛江東和泉店 東京都　狛江市東和泉１－６－７
ファミリーマート西五反田二丁目店 東京都　品川区西五反田２－２７
ファミリーマート三鷹野崎店 東京都　三鷹市野崎３丁目－４
ファミリーマート青梅インター店 東京都　青梅市今井３－１－１
ファミリーマート八王子大楽寺町店 東京都　八王子市大楽寺町４８４－１
ファミリーマート武蔵小金井駅北店 東京都　小金井市本町５丁目９番
ファミリーマート上井草駅東店 東京都　杉並区上井草２－３７－１１
ファミリーマート八重洲一丁目店 東京都　中央区八重洲１－５－９
ファミリーマート東雲橋店 東京都　江東区東雲１－１０－１８
ファミリーマート文京小石川二丁目店 東京都　文京区小石川２丁目１－１３
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
ファミリーマート東大和青梅街道店 東京都　東大和市中央三丁目８５７－１
ファミリーマート東向島五丁目店 東京都　墨田区東向島５－４－６
ファミリーマート稲城長沼駅前店 東京都　稲城市東長沼５３２－１
ファミリーマート第一京浜芝二丁目店 東京都　港区芝２丁目１４－５オリックス芝２丁目ビル



ファミリーマート坂下一丁目店 東京都　板橋区坂下１－１０
ファミリーマートＴＸ北千住駅店 東京都　足立区千住旭町４２－３
ファミリーマート武蔵村山中原店 東京都　武蔵村山市中原１－２６－４
ファミリーマート千歳船橋駅南店 東京都　世田谷区桜丘２－２０－１０築野ビル
ファミリーマートサクマ葛西駅店 東京都　江戸川区中葛西５－４３－１メトロセンター葛西
ファミリーマートエミオ保谷店 東京都　西東京市東町３－１４－５
ファミリーマート２４６世田谷桜新町店 東京都　世田谷区桜新町１－３３－１
ファミリーマート大田池上一丁目店 東京都　大田区池上１丁目２８番
ファミリーマート国分寺南町三丁目店 東京都　国分寺市南町３－１５－６
ファミリーマート海田宮西町店 東京都　府中市宮西町２－１１－９
ファミリーマート西新宿青梅街道店 東京都　新宿区西新宿７－１１－１８７１１ビルディング
ファミリーマート高島平一丁目店 東京都　板橋区高島平１－１１－１
ファミリーマート大田中央三丁目店 東京都　大田区中央３－２１－１５
ファミリーマート上北台三丁目店 東京都　東大和市上北台３丁目４１１番８
ファミリーマート滝山一丁目店 東京都　東久留米市滝山１丁目８－８
ファミリーマート三鷹中原店 東京都　三鷹市中原２－１２
ファミリーマート南大泉三丁目店 東京都　練馬区南大泉３－２６－２８
ファミリーマート町田図師店 東京都　町田市図師町１８９６－６
ファミリーマート上野毛駅前店 東京都　世田谷区上野毛１－１４－７
ファミリーマート府中天神町店 東京都　府中市天神町１－３－５５
ファミリーマートサンプラザ北店 東京都　中野区中野４－２－１
ファミリーマート日野北野街道店 東京都　日野市平山４丁目１－３３
ファミリーマート勝どき五丁目店 東京都　中央区勝どき５－１０－６
ファミリーマート南花畑四丁目店 東京都　足立区南花畑４－２１－１５
ファミリーマートサンズ大田西馬込店 東京都　大田区西馬込２丁目１１
ファミリーマート世田谷松葉通り店 東京都　世田谷区北烏山３丁目ー１０
ファミリーマート王子駅南口店 東京都　北区堀船１－１
ファミリーマート荻窪五丁目店 東京都　杉並区荻窪５－２０－１０ミカワヤビル
ファミリーマート豊島高松一丁目店 東京都　豊島区高松１－１－１１東京ファーストシティ
ファミリーマート吉祥寺東町一丁目店 東京都　武蔵野市吉祥寺東町１－１０－２０
ファミリーマート八王子暁町店 東京都　八王子市暁町１－２１－８
ファミリーマート福生横田基地前店 東京都　福生市熊川１３１１－３
ファミリーマート南大泉六丁目店 東京都　練馬区南大泉六丁目２０番
ファミリーマート小平小金井街道店 東京都　小平市花小金井６－１８－４
ファミリーマート調布駅北店 東京都　調布市布田１－２７－３
ファミリーマート立川四丁目店 東京都　墨田区立川４－３－１７
ファミリーマート東金町一丁目店 東京都　葛飾区東金町１－２４－１
ファミリーマート保谷町五丁目店 東京都　西東京市保谷町５丁目１３８７－１３
ファミリーマート昭島東文化通り店 東京都　昭島市中神町１３８８－３
ファミリーマート文京本郷店 東京都　文京区本郷３－４３－８湯島武蔵野マンション
ファミリーマート大田南馬込五丁目店 東京都　大田区南馬込５－１６
ファミリーマート高尾駅南店 東京都　八王子市初沢町１２９９－２
ファミリーマート江戸川松島二丁目店 東京都　江戸川区松島２－２９－３
ファミリーマートあきる野渕上店 東京都　あきる野市渕上１８６－８
ファミリーマート西六郷一丁目店 東京都　大田区西六郷１－５０－１１
ファミリーマート新宿中落合三丁目店 東京都　新宿区中落合３－２４－９
ファミリーマート紅葉丘南参道店 東京都　府中市紅葉丘１－１５－１
ファミリーマートサンズ高輪四丁目店 東京都　港区高輪４－２０－３
ファミリーマート東日本橋二丁目店 東京都　中央区東日本橋２－１５－５モリビルディング１階
ファミリーマート堀之内一丁目店 東京都　足立区堀之内１－１７－１９
ファミリーマート町田パリオ店 東京都　町田市森野１－１５－１３パリオビル１Ｆ
ファミリーマート杉並宮前三丁目店 東京都　杉並区宮前三丁目２６番
ファミリーマート羽村駅前通り店 東京都　羽村市五ノ神１－２－１０
ファミリーマート海田東四丁目店 東京都　国立市東４－５－３１
ファミリーマート町田高ヶ坂店 東京都　町田市高ケ坂５７９－１
ファミリーマート調布つつじヶ丘店 東京都　調布市西つつじヶ丘２－３
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８５６－３
ファミリーマート要町駅南店 東京都　豊島区要町１－１－１１
ファミリーマート拝島駅北店 東京都　福生市大字熊川１７０３－１
ファミリーマート墨田亀沢二丁目店 東京都　墨田区亀沢２－２５－６
ファミリーマート東堀切一丁目店 東京都　葛飾区東堀切１－１２－２
ファミリーマート八王子千人町店 東京都　八王子市千人町４－１３－１８
ファミリーマート六木四丁目店 東京都　足立区六木４－５－１
ファミリーマート秀栄高専通り店 東京都　八王子市椚田町５５３－１５
ファミリーマート西池袋一番街店 東京都　豊島区西池袋１－２４－４いわたビル
ファミリーマート武蔵村山大南店 東京都　武蔵村山市大南４－１５－４



ファミリーマート千駄木五丁目店 東京都　文京区千駄木５－４２－２
ファミリーマート練馬高松五丁目店 東京都　練馬区高松５－８－３５
ファミリーマートトウエイ西六郷店 東京都　大田区西六郷１－１４－７
ファミリーマート府中南町二丁目店 東京都　府中市南町２－２３－１０
ファミリーマート八王子並木町店 東京都　八王子市並木町３９－３４
ファミリーマート新宿西落合三丁目店 東京都　新宿区西落合３丁目２３
ファミリーマート大泉学園橋店 東京都　練馬区東大泉四丁目３０番
ファミリーマート板橋東新町二丁目店 東京都　板橋区東新町２－１１－１
ファミリーマート亀戸駅南店 東京都　江東区亀戸１－３２－６ウイングス・ハイ亀戸
ファミリーマート三鷹台団地南店 東京都　三鷹市牟礼２－１５
ファミリーマート西八王子駅北口店 東京都　八王子市千人町２－２０－６
ファミリーマートＪＲ八王子駅北口店 東京都　八王子市東町１１－２
ファミリーマート東上野五丁目店 東京都　台東区東上野５－１－８新下谷ビル１階
ファミリーマート代官山駅前店 東京都　渋谷区恵比寿西１－３５－１７Ｇビル代官山０１
ファミリーマート業平三丁目店 東京都　墨田区業平３－１１－９
ファミリーマート秀栄館町店 東京都　八王子市館町１０９７－２０６
ファミリーマート下連雀三丁目店 東京都　三鷹市下連雀３－９－８紅林マンション１Ｆ
ファミリーマート台東駒形一丁目店 東京都　台東区駒形１－６－３
ファミリーマート唐木田駅前店 東京都　多摩市唐木田１－１－１７プラザ唐木田１階
ファミリーマート小金井法政大学前店 東京都　小金井市緑町２－１６－３１
ファミリーマート青梅新町四丁目店 東京都　青梅市新町４－２－１
ファミリーマート東水元二丁目店 東京都　葛飾区東水元２－７－５
ファミリーマート杉並成田東三丁目店 東京都　杉並区成田東３－１－２
ファミリーマート羽村栄町二丁目店 東京都　羽村市栄町２－１４－１
ファミリーマート神宮前三丁目店 東京都　渋谷区神宮前３－７－７金井ビル
ファミリーマート仲六郷第一京浜店 東京都　大田区仲六郷４－３１－７
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
ファミリーマート緑が丘駅前店 東京都　目黒区緑が丘１丁目１１－
ファミリーマート日野神明店 東京都　日野市神明１－１４－８
ファミリーマート品川平塚一丁目店 東京都　品川区平塚１丁目２１－
ファミリーマート渋谷本町一丁目店 東京都　渋谷区本町１－１６－３
ファミリーマート東池袋春日通り店 東京都　豊島区東池袋３－３２７７－２
ファミリーマート高井戸西一丁目店 東京都　杉並区高井戸西１－４－１６
ファミリーマート玉川学園店 東京都　町田市玉川学園７－８－１レグルスビル玉川学園１階
ファミリーマート新中野店 東京都　中野区中野２－２－１
ファミリーマート西浅草三丁目店 東京都　台東区西浅草３－２９－２２
ファミリーマート日本橋茅場町店 東京都　中央区日本橋茅場町３－１２－２ＡＳＫビル１階
ファミリーマート足立西竹の塚一丁目店 東京都　足立区西竹の塚１丁目
ファミリーマートお花茶屋二丁目店 東京都　葛飾区お花茶屋２丁目３番
ファミリーマート目黒青葉台三丁目店 東京都　目黒区青葉台３－１７－１１ティーケー青葉台
ファミリーマートまるいし祖師谷店 東京都　世田谷区祖師谷４－２４－１
ファミリーマート西瑞江二丁目店 東京都　江戸川区西瑞江二丁目３８
ファミリーマート三度屋大森東四丁目店 東京都　大田区大森東４－１７－１
ファミリーマート西東京富士町店 東京都　西東京市富士町１－４－２
ファミリーマート豊島高田一丁目店 東京都　豊島区高田１丁目１６
ファミリーマート環八八幡山店 東京都　世田谷区八幡山３丁目３８
ファミリーマート東池袋二丁目店 東京都　豊島区東池袋２－３８－２３ＳＡＭビル
ファミリーマート大田池上三丁目店 東京都　大田区池上３丁目３７
ファミリーマート港南一丁目店 東京都　港区港南１－７－１８ＤＢＣ品川東急ビル
ファミリーマート小台二丁目店 東京都　足立区小台２－１７－１０
ファミリーマート小金井前原店 東京都　小金井市前原町１丁目１６
ファミリーマート両国駅西口店 東京都　墨田区両国２－２１－５
ファミリーマート天野谷戸公園前店 東京都　八王子市東中野２４２－１
ファミリーマート薬ヒグチ亀戸東口店 東京都　江東区亀戸６－６２－８
ファミリーマートファーマライズ薬局末広町 東京都　千代田区外神田６－１５－１１
ファミリーマート荻窪駅北店 東京都　杉並区上荻１－９－１ユアビル２
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３－２９－１３丸正タケダビル
ファミリーマート押上十間橋通り店 東京都　墨田区押上３－４２－１２
ファミリーマート恵比寿南三丁目店 東京都　渋谷区恵比寿南３－５－７
ファミリーマート西大井駅前店 東京都　品川区西大井１－１－２－１０３
ファミリーマート墨田押上駅前店 東京都　墨田区押上１－１２－１大豊押上ビル
ファミリーマート鹿浜二丁目店 東京都　足立区鹿浜２－２５－１
ファミリーマート竹ノ塚駅西店 東京都　足立区西竹の塚１－１５－５
ファミリーマート浮間五丁目店 東京都　北区浮間５－４－３２
ファミリーマートサンズ原町田三丁目店 東京都　町田市原町田３丁目４
ファミリーマート小金井農工大通り店 東京都　小金井市本町１－１１－１



ファミリーマート南葛西四丁目店 東京都　江戸川区南葛西４－６－８
ファミリーマートサンズ東小金井駅北口店 東京都　小金井市梶野町５－２－３６
ファミリーマート美堀町四丁目店 東京都　昭島市美堀町４－１－１
ファミリーマート青梅河辺町六丁目店 東京都　青梅市河辺町６－２０－３
ファミリーマート中野中央五丁目店 東京都　中野区中央五丁目１８番
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
ファミリーマート大田千鳥三丁目店 東京都　大田区千鳥３－１２－
ファミリーマート入船一丁目店 東京都　中央区入船１－７－９リベラ入船
ファミリーマート江東亀戸五丁目店 東京都　江東区亀戸５－１４－８
ファミリーマート新田一丁目店 東京都　足立区新田１－１８－１ＴＭコーポ
ファミリーマート中延第二京浜店 東京都　品川区戸越６－２３－
ファミリーマート薬ヒグチ四谷駅前店 東京都　新宿区四谷１－２－５ヒグチ四谷ビル
ファミリーマート北八王子駅前店 東京都　八王子市石川町２９５５－１０
ファミリーマート西大井光学通り店 東京都　品川区西大井１丁目９
ファミリーマートあきる野檜原街道店 東京都　あきる野市小中野３７８
ファミリーマート大田仲池上一丁目店 東京都　大田区仲池上１丁目９
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－
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－
ファミリーマート東久留米駅西口店 東京都　東久留米市本町１－３－６ＧｌａｎｚＢｌｄｇ１Ｆ
ファミリーマート西池袋店 東京都　豊島区池袋２－７８－２
ファミリーマート上野センターモール店 東京都　台東区上野４－７－２
ファミリーマート杉並浜田山四丁目店 東京都　杉並区浜田山４－５－１０
ファミリーマート柚木大楽寺町店 東京都　八王子市大楽寺町５１５
ファミリーマート江戸川松島一丁目店 東京都　江戸川区松島１－４２－１９
ファミリーマート春江町二丁目店 東京都　江戸川区春江町２－２０－２４
ファミリーマート板橋三園店 東京都　板橋区三園１－１７
ファミリーマート多摩落合二丁目店 東京都　多摩市落合２－１０－３
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
ファミリーマート錦糸町ウインズ前店 東京都　墨田区江東橋２－１１－５河口ビル
ファミリーマート東砂三丁目店 東京都　江東区東砂３－１７－３
ファミリーマート深大寺南町店 東京都　調布市深大寺南町１－１１－１
ファミリーマート調布若葉町店 東京都　調布市若葉町３－８－４
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
ファミリーマート田無町三丁目店 東京都　西東京市田無町３丁目３８１番１
ファミリーマート皿沼二丁目店 東京都　足立区皿沼２－１９－２
ファミリーマート八王子甲州街道店 東京都　八王子市高倉町１－２
ファミリーマート江東森下四丁目店 東京都　江東区森下４－１０－８
ファミリーマート日野栄町店 東京都　日野市栄町１－４５－１
ファミリーマート中野本町五丁目店 東京都　中野区本町５－４０－１
ファミリーマート東久留米所沢街道店 東京都　東久留米市南町１－７－３６
ファミリーマート豊玉南三丁目店 東京都　練馬区豊玉南３－２－１
ファミリーマート東十条六丁目店 東京都　北区東十条６丁目７
ファミリーマート吉祥寺通り店 東京都　武蔵野市吉祥寺南町１－１－１０
ファミリーマート中野一丁目店 東京都　中野区中野１－２７－３
ファミリーマート上十条三丁目店 東京都　北区上十条３－１４－６
ファミリーマート中葛西清砂大橋通り店 東京都　江戸川区中葛西６－３－１３
ファミリーマート東五反田四丁目店 東京都　品川区東五反田４－５－９
ファミリーマート府中寿町店 東京都　府中市寿町１－９－６
ファミリーマート小平光ヶ丘店 東京都　小平市鈴木町２丁目１７５番地１
ファミリーマート国分寺戸倉通り店 東京都　国分寺市戸倉３丁目－４９
ファミリーマート世田谷等々力通り店 東京都　世田谷区等々力５丁目２
ファミリーマート日野万願寺店 東京都　日野市万願寺３－２５－１３
ファミリーマート赤羽北三丁目店 東京都　北区赤羽北３丁目１０６３
ファミリーマートあきる野滝山街道店 東京都　あきる野市秋川１－１５－１
ファミリーマート板橋三丁目店 東京都　板橋区板橋３－１４
ファミリーマート南長崎五丁目店 東京都　豊島区南長崎５丁目１
ファミリーマート青山一丁目駅店 東京都　港区北青山１丁目
ファミリーマート新川吉祥寺通り店 東京都　三鷹市新川２－４
ファミリーマート大島五丁目店 東京都　江東区大島５－３２－１２
ファミリーマート高円寺パル商店街店 東京都　杉並区高円寺南３－４５－１６
ファミリーマート東神田二丁目店 東京都　千代田区東神田２－１０－１７
ファミリーマート朝日生命代田橋ビル店 東京都　杉並区和泉１－２２－１９朝日生命代田橋ビル
ファミリーマートアワーズイン阪急ツイン館 東京都　品川区大井１－５０－５
ファミリーマート早稲田大学中野プラザ店 東京都　中野区中野４－２２－２
ファミリーマート八王子戸吹町店 東京都　八王子市戸吹町１６６－２９
ファミリーマート石神井台二丁目店 東京都　練馬区石神井台２－３５－４１



ファミリーマート柴崎町六丁目店 東京都　立川市柴崎町６－１８－７
ファミリーマート上石神井駅前店 東京都　練馬区上石神井１－１３－１３
ファミリーマートがん研有明病院店 東京都　江東区有明３－８－３１
ファミリーマート蒲田南口駅前店 東京都　大田区蒲田５－１２－３１
ファミリーマート平和台駅前店 東京都　練馬区北町６－３２－３
ファミリーマート巣鴨スポーツセンター前店 東京都　豊島区巣鴨２丁目４
ファミリーマート世田谷下馬一丁目店 東京都　世田谷区下馬１丁目１９
ファミリーマート小菅四丁目店 東京都　葛飾区小菅４丁目１６番
ファミリーマート北葛西船堀通り店 東京都　江戸川区北葛西２－２３－１３
ファミリーマート板橋大谷口店 東京都　板橋区大谷口北町９
ファミリーマート東青梅四丁目店 東京都　青梅市東青梅４－１０－５
ファミリーマート板橋向原三丁目店 東京都　板橋区向原３－７－７
ファミリーマートひばりヶ丘駅東店 東京都　西東京市住吉町３－１２－１５
ファミリーマート大島中央銀座店 東京都　江東区大島５－１１－２
ファミリーマート東青梅駅北口店 東京都　青梅市東青梅２－１３－１７
ファミリーマート内田西久保二丁目店 東京都　武蔵野市西久保２－７－１８
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
ファミリーマート八王子別所店 東京都　八王子市別所１－１１－２１
ファミリーマート葛飾鎌倉三丁目店 東京都　葛飾区鎌倉３－１８－７
ファミリーマート六木二丁目店 東京都　足立区六木２－６－８
ファミリーマート目白駅前店 東京都　新宿区下落合３－１８－１
ファミリーマートミヤモトドラッグ南池袋店 東京都　豊島区南池袋２－３２－１
ファミリーマート西新井栄町一丁目店 東京都　足立区西新井栄町１－２２－６
ファミリーマートサクマ西葛西駅店 東京都　江戸川区西葛西６丁目１４
ファミリーマート南篠崎町二丁目店 東京都　江戸川区南篠崎町二丁目４５番
ファミリーマート島根二丁目店 東京都　足立区島根２－１３－１１
ファミリーマート日野市立病院前店 東京都　日野市多摩平３－２－１
ファミリーマート立川新奥多摩街道店 東京都　立川市富士見町７－３１－１４
ファミリーマート新田三丁目店 東京都　足立区新田３－１７－６
ファミリーマート下北沢駅北店 東京都　世田谷区北沢２－３０－１３ファインコート下北
ファミリーマート国分寺光町店 東京都　国分寺市光町３－１３－１４
ファミリーマート入船三丁目店 東京都　中央区入船３丁目１０－９
ファミリーマート三軒茶屋一丁目店 東京都　世田谷区三軒茶屋１－５－１１
ファミリーマート二葉三丁目店 東京都　品川区二葉３－２９－１０
ファミリーマート秀栄町田小川店 東京都　町田市小川１２７３
ファミリーマートコクミンドラッグ小岩駅前 東京都　江戸川区西小岩１－２３－１３植草ビル
ファミリーマート小平小川町店 東京都　小平市小川町一丁目８５４番１
ファミリーマート調布染地二丁目店 東京都　調布市染地２－３４－１８
ファミリーマート府中是政店 東京都　府中市是政１－３４－２２
ファミリーマート東保木間二丁目店 東京都　足立区東保木間２－４－５
ファミリーマート金森町田街道店 東京都　町田市金森二丁目９４３番地１号
ファミリーマート三鷹天文台通り店 東京都　三鷹市野崎３－２６
ファミリーマート渋谷東二丁目店 東京都　渋谷区東２－１７－１０岡本ＬＫビル
ファミリーマート小浦世田谷梅丘店 東京都　世田谷区梅丘１丁目２
ファミリーマート府中西府町三丁目店 東京都　府中市西府町３－１９－１
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
ファミリーマート笹塚三丁目北店 東京都　渋谷区笹塚３－５８－２２メゾン内山
ファミリーマート四ツ谷駅前店 東京都　新宿区四谷１丁目４四谷駅前ビル
ファミリーマート大田上池台店 東京都　大田区上池台１－１４－１６
ファミリーマート薬ヒグチ日暮里店 東京都　荒川区東日暮里５－５１－１１静屋ビル
ファミリーマート日野バイパス店 東京都　日野市旭が丘２丁目４４番１
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丁目ー２５
ファミリーマート大田新蒲田二丁目店 東京都　大田区新蒲田二丁目５番
ファミリーマート北小岩六丁目店 東京都　江戸川区北小岩６丁目４０
ファミリーマート昭島小荷田店 東京都　昭島市拝島町三丁目２８８２番１
ファミリーマート南千住五丁目店 東京都　荒川区南千住５－２９－１３
ファミリーマート海岸三丁目店 東京都　港区海岸３－１８－２１ブライトイースト芝
ファミリーマート田無芝久保店 東京都　西東京市芝久保町四丁目２１８６番２
ファミリーマート桜上水駅北店 東京都　杉並区下高井戸１－２３－１１
ファミリーマート豊島池袋三丁目店 東京都　豊島区池袋３丁目３７番
ファミリーマート鹿骨前沼橋店 東京都　江戸川区鹿骨２丁目１８－７フェザンレーヴ
ファミリーマートかわだ多摩川二丁目店 東京都　大田区多摩川２－１５－１６
ファミリーマート早稲田駅前店 東京都　新宿区馬場下町５番１号早稲田駅前ビル
ファミリーマート立川上砂町店 東京都　立川市上砂町３－５８－４
ファミリーマート大田池上徳持店 東京都　大田区池上６丁目３２
ファミリーマートひばりケ丘駅北店 東京都　西東京市ひばりが丘北三丁目２５６０番９



ファミリーマート西五反田六丁目店 東京都　品川区西五反田６丁目２４
ファミリーマート江東境川店 東京都　江東区南砂５－４－８
ファミリーマート上池袋三丁目店 東京都　豊島区上池袋３－１－１ヴィア・シテラ・東京
ファミリーマート田端一丁目店 東京都　北区田端１－１２－１３
ファミリーマート飯田橋三丁目店 東京都　千代田区飯田橋３－２－２
ファミリーマート大井一丁目店 東京都　品川区大井１－２１－１９
ファミリーマート東中野ギンザ通り店 東京都　中野区東中野３－１－２０不二園ビル
ファミリーマート八王子堀之内店 東京都　八王子市堀之内３－６－１
ファミリーマート平和台店 東京都　練馬区早宮２－１７－３５
ファミリーマート木場六丁目店 東京都　江東区木場６丁目４番２０号
ファミリーマート東葛西三丁目店 東京都　江戸川区東葛西３－１１－１２
ファミリーマート板橋坂下三丁目店 東京都　板橋区坂下３－２２－６
ファミリーマート調布仙川町一丁目店 東京都　調布市仙川町１－２７－４
ファミリーマート八王子石川町店 東京都　八王子市石川町２０９７番７
ファミリーマート入谷三丁目店 東京都　足立区入谷３－３－１
ファミリーマート一之江六丁目店 東京都　江戸川区一之江６丁目１７
ファミリーマート駒沢大学駅前店 東京都　世田谷区上馬３丁目１８
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
ファミリーマート新井薬師前駅南店 東京都　中野区上高田３－１９－１１モナミビル
ファミリーマート薬ヒグチ鍋横店 東京都　中野区本町４－４３－１１鍋横ビル１階
ファミリーマート西東京南町店 東京都　西東京市南町３－１９－２８
ファミリーマート京島一丁目店 東京都　墨田区京島１－４７－１７グランロイヤル曳舟
ファミリーマート目白二丁目店 東京都　豊島区目白２－３９－１
ファミリーマート江東橋一丁目店 東京都　墨田区江東橋１－１３－５
ファミリーマート綾瀬駅東口店 東京都　足立区綾瀬３－１－１６
ファミリーマート武蔵村山三ツ木五丁目店 東京都　武蔵村山市三ツ木５－１５－１３
ファミリーマート練馬大泉小学校北店 東京都　練馬区東大泉４丁目２４
ファミリーマート西荻窪駅南店 東京都　杉並区西荻南３－９－１０
ファミリーマート祐天寺駅東口店 東京都　目黒区祐天寺２－１２－２１
ファミリーマート武蔵村山大南通り店 東京都　武蔵村山市大南３－８９－１
ファミリーマート銀座木挽町通り店 東京都　中央区銀座５－１５－１
ファミリーマート昭島駅前店 東京都　昭島市昭和町２－５－２
ファミリーマート墨田太平三丁目店 東京都　墨田区太平３－１０－１２
ファミリーマート仙川駅西店 東京都　調布市仙川町１－７－３
ファミリーマート八王子大和田町五丁目店 東京都　八王子市大和田町５－９－２
ファミリーマート八王子片倉町店 東京都　八王子市片倉町１０８番１
ファミリーマート駒沢自由通り店 東京都　世田谷区駒沢１－４－２１
ファミリーマート日本橋三越前店 東京都　中央区日本橋室町１－６－１真洋ビル
ファミリーマート足立入谷八丁目店 東京都　足立区入谷８－１－３５
ファミリーマート飯田橋店 東京都　新宿区揚場町２－１８
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
ファミリーマート辰巳一丁目店 東京都　江東区辰巳１－４－１１
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３－２８－１
ファミリーマート谷保駅東店 東京都　国立市富士見台１－２０－６
ファミリーマート東向島二丁目店 東京都　墨田区東向島２－３０－１１東向島ビル
ファミリーマート尾山台駅南店 東京都　世田谷区尾山台３－２３－１４
ファミリーマート玉川上水駅前店 東京都　立川市幸町６－３７－１
ファミリーマート府中小金井街道店 東京都　府中市府中町３－２３－４
ファミリーマート目黒三丁目店 東京都　目黒区目黒３丁目４－
ファミリーマート東小岩六丁目店 東京都　江戸川区東小岩６－２６－１
ファミリーマート清瀬上清戸店 東京都　清瀬市上清戸１丁目３４３番１
ファミリーマート一之江通り店 東京都　江戸川区一之江７－２８－１
ファミリーマート江北二丁目店 東京都　足立区江北２－１４－１５
ファミリーマート東名町田店 東京都　町田市小川字十二号１８１１番１
ファミリーマート渋谷明治通り店 東京都　渋谷区渋谷３－１２－２２
ファミリーマート向丘二丁目北店 東京都　文京区向丘２－２９－１１
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３－３－５
ファミリーマート豊玉北四丁目店 東京都　練馬区豊玉北４－２７－１５
ファミリーマート昭島田中町店 東京都　昭島市田中町１－２１－２
ファミリーマート篠崎町三丁目店 東京都　江戸川区篠崎町３丁目１９番
ファミリーマート王子神谷駅前店 東京都　北区王子５－１０－１新戸部ビル
ファミリーマート大田本羽田二丁目店 東京都　大田区本羽田２－１３－７
ファミリーマート品川中延四丁目店 東京都　品川区中延４丁目１－２１
ファミリーマート伊勢彦鮫洲旧東海道店 東京都　品川区東大井１－３
ファミリーマート荻窪青梅街道店 東京都　杉並区天沼３－３－２マンション荻窪
ファミリーマートタカノ西新宿店 東京都　新宿区西新宿８－１５－３



ファミリーマート立川錦町店 東京都　立川市錦町１－４－４
ファミリーマート西大泉四丁目店 東京都　練馬区西大泉４－２２－１
ファミリーマート成増駅南店 東京都　板橋区成増２－１４－５
ファミリーマート駒沢大学駅西口店 東京都　世田谷区上馬４－３－３西本アカデミーハイツ
ファミリーマート滝野川店 東京都　北区滝の川３－５５－１４
ファミリーマート神田駿河台三丁目店 東京都　千代田区神田駿河台３－５－５－１０１
ファミリーマート日本橋本町二丁目店 東京都　中央区日本橋本町二丁目６番
ファミリーマート杉並清水早稲田通り店 東京都　杉並区清水３－２９－２０
ファミリーマート大田久が原五丁目店 東京都　大田区久が原５－２－１
ファミリーマート薬ヒグチ新宿百人町店 東京都　新宿区百人町２－６－７
ファミリーマート狛江中和泉一丁目店 東京都　狛江市中和泉１丁目１８２１番３
ファミリーマート杉並上荻二丁目店 東京都　杉並区上荻２－６９－２
ファミリーマート北千住駅東口店 東京都　足立区千住旭町４０－２１
ファミリーマートミヤモトドラッグ御成門駅 東京都　港区新橋６－１７－１５
ファミリーマート板橋前野町三丁目店 東京都　板橋区前野町３－３１－４
ファミリーマートタケウチ萩中環八通り店 東京都　大田区萩中２－３－７
ファミリーマート経堂駅前店 東京都　世田谷区経堂１－１９－６三丸ビル
ファミリーマート清瀬小金井街道店 東京都　清瀬市元町２－２６－１７
ファミリーマート東久留米下里七丁目店 東京都　東久留米市下里７－７－２５
ファミリーマート小平小川西町店 東京都　小平市小川西町３－２６－１
ファミリーマート旗の台駅前店 東京都　品川区旗の台３－１２－５
ファミリーマート杉並下高井戸二丁目店 東京都　杉並区下高井戸２－５－２
ファミリーマート矢川駅前店 東京都　国立市富士見台４－１１－３２
ファミリーマート三軒茶屋駅北口店 東京都　世田谷区太子堂２－１５－１
ファミリーマート王子本町一丁目店 東京都　北区王子本町１－２２－４王子フコク生命ビル
ファミリーマート千歳船橋駅北店 東京都　世田谷区船橋１－７－６クレストコート
ファミリーマート国立中一丁目店 東京都　国立市中１－９－７７
ファミリーマート京王堀之内駅東店 東京都　八王子市堀之内３丁目３２－４
ファミリーマート綾瀬二丁目店 東京都　足立区綾瀬２－１８－７
ファミリーマート平和台環八通り店 東京都　練馬区平和台４－２０－１０
ファミリーマート八王子明神町店 東京都　八王子市明神町二丁目１６番９号
ファミリーマート世田谷新町店 東京都　世田谷区新町３－１－１
ファミリーマート新堀一丁目店 東京都　江戸川区新堀一丁目４２－１４
ファミリーマート青梅成木街道店 東京都　青梅市東青梅二丁目１番地の４
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
ファミリーマート八王子高尾町店 東京都　八王子市高尾町１８１９番１
ファミリーマート瑞江一丁目店 東京都　江戸川区瑞江１－４－１２
ファミリーマート西蒲田大城通り入口店 東京都　大田区西蒲田五丁目１８番１５
ファミリーマート大久保駅南口店 東京都　新宿区百人町１－２３－（枝番未定）
ファミリーマート新御徒町駅前店 東京都　台東区東上野１－２－１３カーニープレイス新御徒町
ファミリーマート桜新町駅前店 東京都　世田谷区桜新町２丁目１０－１
ファミリーマート渋谷道玄坂店 東京都　渋谷区道玄坂１－１９－９
ファミリーマート大田上池台三丁目店 東京都　大田区上池台３丁目４６－３
ファミリーマート世田谷二丁目店 東京都　世田谷区世田谷２－２５－７
ファミリーマート芦花公園駅南店 東京都　世田谷区南烏山２丁目３６－１スクエアサイド芦花公園
ファミリーマート深川高橋店 東京都　江東区高橋１２－１
ファミリーマート井の頭四丁目店 東京都　三鷹市井の頭４－２１－３
ファミリーマート西亀有二丁目店 東京都　葛飾区西亀有２－４３
ファミリーマート目黒中町店 東京都　目黒区中町２丁目３２
ファミリーマート小浦大森駅東店 東京都　大田区大森北１丁目－２－１
ファミリーマート世田谷日大通り店 東京都　世田谷区赤堤４－４８－８
ファミリーマート保谷駅北口店 東京都　西東京市下保谷四丁目２９９番３・３００番３
ファミリーマート八広六丁目店 東京都　墨田区八広６丁目５０番１１号
ファミリーマート目黒神泉町店 東京都　目黒区青葉台四丁目４－５
ファミリーマート東大和新青梅街道店 東京都　東大和市高木３丁目４１２番１
ファミリーマート板橋徳丸二丁目店 東京都　板橋区徳丸２丁目１０番１号
ファミリーマート豊玉北六丁目店 東京都　練馬区豊玉北６丁目２４－１４
ファミリーマート鶴川駅西店 東京都　町田市能ヶ谷町１－１－３
ファミリーマート板橋舟渡二丁目店 東京都　板橋区舟渡２－７－２
ファミリーマート立川四中前店 東京都　立川市幸町５－５０－８
ファミリーマート四谷三丁目店 東京都　新宿区四谷３丁目１１
ファミリーマートかわだ多摩川店 東京都　大田区多摩川１丁目２３－１ＭＳフォルム多摩川
ファミリーマート福生山王橋通り店 東京都　福生市大字熊川字武蔵野１３８９番１２、他３筆
ファミリーマート中野弥生町二丁目店 東京都　中野区弥生町二丁目３０番
ファミリーマート阿佐ヶ谷駅北口店 東京都　杉並区阿佐谷北２－１３－２１
ファミリーマート小浦西五反田四丁目店 東京都　品川区西五反田４丁目２６－５



ファミリーマート小金井中大附属前店 東京都　小金井市貫井北町３丁目３０
ファミリーマート杉並井草一丁目店 東京都　杉並区井草一丁目３６
ファミリーマート下丸子三丁目店 東京都　大田区下丸子三丁目２８番１１号
ファミリーマート板橋日大病院前店 東京都　板橋区大谷口上町３１－１
ファミリーマートミヤモトドラッグ北千束店 東京都　大田区北千束二丁目３０番１５号
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
ファミリーマート丸萬千川駅前店 東京都　豊島区要町３丁目２－１３
ファミリーマート金町六丁目店 東京都　葛飾区金町６丁目２－１
ファミリーマート若葉台駅前店 東京都　稲城市若葉台２－４
ファミリーマート町田中町一丁目店 東京都　町田市中町１－２９－１６
ファミリーマート目黒本町三丁目店 東京都　目黒区目黒本町３丁目２０－１２
ファミリーマート武蔵野中町新道店 東京都　武蔵野市中町１丁目３４－３
ファミリーマート都立大学駅前店 東京都　目黒区中根１丁目３－３
ファミリーマート八王子みさき通り店 東京都　八王子市三崎町３番６号
ファミリーマート町田中町二丁目店 東京都　町田市中町２－５－４
ファミリーマート西六郷三丁目店 東京都　大田区西六郷３丁目３（枝番未定）
ファミリーマート江戸川西小岩五丁目店 東京都　江戸川区西小岩５丁目１７番１２号
ファミリーマート台東四丁目店 東京都　台東区台東４丁目３０番
ファミリーマートオンワードベイパークビル 東京都　港区海岸３丁目９－３２
ファミリーマート中野三丁目店 東京都　中野区中野３丁目３７－７
ファミリーマート墨田亀沢四丁目店 東京都　墨田区亀沢４丁目１６－１６錦糸町Ｙビル
ファミリーマートひばりが丘一丁目店 東京都　西東京市ひばりが丘一丁目３番５号
ファミリーマート中村橋駅西店 東京都　練馬区中村北４丁目１２－４
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
ファミリーマート東村山久米川町店 東京都　東村山市久米川町一丁目３８番２他４筆
ファミリーマート東久留米前沢店 東京都　東久留米市前沢四丁目４番１他２筆
ファミリーマート船堀三丁目店 東京都　江戸川区船堀３－２－２３
ファミリーマート福生多摩橋通り店 東京都　福生市大字福生２１５
ファミリーマート西武立川店 東京都　立川市西砂町１－２－１１
ファミリーマート恵比寿一丁目店 東京都　渋谷区恵比寿１丁目２４－１６
ファミリーマート立川南通り店 東京都　立川市錦町３－３０－１１
ファミリーマート赤坂稲荷坂店 東京都　港区赤坂八丁目１２番１４号
ファミリーマート稲城平尾店 東京都　稲城市平尾１－３４－９
ファミリーマート西落合店 東京都　新宿区西落合１－３１－１９
ファミリーマート河辺駅北口店 東京都　青梅市河辺町１０－６－６
ファミリーマート西調布駅前店 東京都　調布市上石原２－３３－２ＮＫビル１階
ファミリーマート駒込霜降橋店 東京都　北区西ヶ原１丁目２－３
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
ファミリーマート八王子上柚木店 東京都　八王子市上柚木二丁目１０番２
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
ファミリーマート足立中央本町四丁目店 東京都　足立区中央本町４－１１－３６
ファミリーマート町田忠生一丁目店 東京都　町田市忠生１－２７－８
ファミリーマート金町駅前店 東京都　葛飾区金町６－４－１
ファミリーマート秀栄高尾駅北口店 東京都　八王子市高尾町１５８３－１
ファミリーマート亀沢一丁目店 東京都　墨田区亀沢一丁目１番１０号
ファミリーマートＪＲ八王子駅前店 東京都　八王子市旭町１番４号八王子交通ビル１階
ファミリーマート市谷田町店 東京都　新宿区市谷田町２－３８－３
ファミリーマート世田谷千歳通り店 東京都　世田谷区船橋１－３０－４グランハウス千歳船橋
ファミリーマート東新宿明治通り店 東京都　新宿区新宿６丁目２９－
ファミリーマート東京湾岸警察署前店 東京都　江東区青海２丁目７－４ｔｈｅＳＯＨＯ
ファミリーマート大崎ニューシティ店 東京都　品川区大崎１丁目６－５２階
ファミリーマート新宿七丁目店 東京都　新宿区新宿７－２－４
ファミリーマート品川中延六丁目店 東京都　品川区中延６－１－１５
ファミリーマート飯田橋二丁目店 東京都　千代田区飯田橋２－６－６
ファミリーマート青戸四丁目店 東京都　葛飾区青戸４－７－１７
ファミリーマート花小金井四丁目店 東京都　小平市花小金井４丁目１３－９
ファミリーマート練馬谷原六丁目店 東京都　練馬区谷原六丁目２５番１５号
ファミリーマート蓮沼駅西店 東京都　大田区東矢口１丁目１８－３
ファミリーマート青梅今寺店 東京都　青梅市今寺３丁目４４１－６
ファミリーマート東葛西七丁目店 東京都　江戸川区東葛西７－９－１０
ファミリーマート中葛西六丁目店 東京都　江戸川区中葛西６－１－１０
ファミリーマートあきる野下代継店 東京都　あきる野市下代継２３－１
ファミリーマート千歳船橋駅前店 東京都　世田谷区船橋１－９－４５
ファミリーマート稲城矢野口店 東京都　稲城市矢野口１２９９－１
ファミリーマートヴィーナスフォート店 東京都　江東区青梅１－３－１５
ファミリーマート東京イースト２１店 東京都　江東区東陽６－３－２



ファミリーマート本駒込六丁目店 東京都　文京区本駒込６－４－１
ファミリーマート下目黒六丁目店 東京都　目黒区下目黒６－１６－１２津国屋ビル
ファミリーマート堀切六丁目店 東京都　葛飾区堀切６－１１－２０
ファミリーマート清澄白河駅前店 東京都　江東区白河１－６－１２
ファミリーマートパレスサイドビル店 東京都　千代田区一ツ橋１丁目１－１パレスサイドビル
ファミリーマート東大和向原店 東京都　東大和市向原六丁目１２０１番１０、他２筆
ファミリーマート青梅新町五丁目店 東京都　青梅市新町５－２８－７
ファミリーマート未来Ｆ・Ｄ赤坂店 東京都　港区赤坂３丁目８番１号赤坂アルトビル１Ｆ
ファミリーマート中野玉川上水店 東京都　立川市柏町４－６２－４
ファミリーマート築地明石町店 東京都　中央区明石町５－１３
ファミリーマート玉川三丁目店 東京都　世田谷区玉川３丁目３８－１
ファミリーマート城山公園前店 東京都　稲城市向陽台６－８－１
ファミリーマート高円寺北三丁目店 東京都　杉並区高円寺北３－４２－１４
ファミリーマート瑞穂東松原店 東京都　西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原１１番地８
ファミリーマート小平回田町店 東京都　小平市回田町３１２番１他４筆
ファミリーマート南篠崎町四丁目店 東京都　江戸川区南篠崎町４丁目４番１号
ファミリーマート練馬高松一丁目店 東京都　練馬区高松１丁目１２－１
ファミリーマート渋谷二丁目中央店 東京都　渋谷区渋谷二丁目１１番３号
ファミリーマート品川区役所前店 東京都　品川区二葉１丁目７（枝番未定）
ファミリーマート永福一丁目店 東京都　杉並区永福１－７（枝番未定）
ファミリーマート板橋大谷口北町店 東京都　板橋区大谷口北町６２番３号
ファミリーマート北砂六丁目店 東京都　江東区北砂６丁目１２－７
ファミリーマート東日暮里六丁目店 東京都　荒川区東日暮里６－１８－７
ファミリーマート晴海センタービル店 東京都　中央区晴海２－５－２４晴海センタービル１Ｆ
ファミリーマート桜新町１丁目店 東京都　世田谷区桜新町１－４０－７
ファミリーマート東玉川二丁目店 東京都　世田谷区東玉川２－５
ファミリーマート薬ヒグチ中野新橋店 東京都　中野区弥生町２－２６－９
ファミリーマート田園調布二丁目店 東京都　大田区田園調布２－４１－１７
ファミリーマート世田谷教育会館前店 東京都　世田谷区弦巻４丁目２８－１４
ファミリーマート京王多摩川店 東京都　調布市多摩川４－１０－２
ファミリーマート日野旭が丘三丁目店 東京都　日野市旭が丘３－３－１５
ファミリーマート小平駅北口店 東京都　小平市美園町２－２－１８
ファミリーマート杉並桃井西店 東京都　杉並区桃井４丁目１５番９号
ファミリーマート戸越銀座東店 東京都　品川区戸越１丁目１９－１５
ファミリーマートＴＫＤ亀戸中之橋店 東京都　江東区亀戸７－６０－１２
ファミリーマート世田谷粕谷店 東京都　世田谷区粕谷３－３－１１
ファミリーマート滝山中央通り店 東京都　東久留米市前沢五丁目２４番１２他１筆
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
ファミリーマート吉祥寺平和通り店 東京都　武蔵野市吉祥寺本町１－４－１１ナインビル
ファミリーマート駒場４丁目店 東京都　目黒区駒場４丁目６番１０号コスモビル１階
ファミリーマート大伝馬町店 東京都　中央区日本橋大伝馬町４－５鳳ビル
ファミリーマート駒込六丁目店 東京都　豊島区駒込６－３４－１
ファミリーマート太子堂店 東京都　世田谷区太子堂２－２９－３
ファミリーマート板橋高島平七丁目店 東京都　板橋区高島平７－３１－３
ファミリーマート小菅三丁目店 東京都　葛飾区小菅３－１８－１１
ファミリーマート豊島南池袋三丁目店 東京都　豊島区南池袋三丁目１番１０号
ファミリーマート糀谷駅南店 東京都　大田区西糀谷４－２８－１８
ファミリーマート野口西糀谷産業道路店 東京都　大田区西糀谷２丁目１１番
ファミリーマート大田南六郷三丁目店 東京都　大田区南六郷３丁目１２番１０号
ファミリーマート立川南駅前店 東京都　立川市柴崎町３丁目８－２
ファミリーマート西武立川駅南口店 東京都　立川市西砂町１丁目２２番３１
ファミリーマート国分寺西恋ケ窪店 東京都　国分寺市西恋ヶ窪１丁目４６－７
ファミリーマート品川シーサイド駅前店 東京都　品川区東品川４丁目１２－１０
ファミリーマートフレッサイン新橋店 東京都　港区新橋１丁目１４－３
ファミリーマート祖師ヶ谷大蔵駅西店 東京都　世田谷区祖師谷３丁目３２－５
ファミリーマート瑞穂長岡四丁目店 東京都　西多摩郡瑞穂町長岡４丁目３８番１３
ファミリーマート下赤塚店 東京都　板橋区赤塚１丁目８－６
ファミリーマート墨田錦糸町北口店 東京都　墨田区錦糸３丁目２－１
ファミリーマート上野広小路店 東京都　台東区上野２丁目６－１２
ファミリーマート芝公園店 東京都　港区芝３－５－５
ファミリーマート都立大学駅西店 東京都　目黒区中根１丁目３－９森戸ビル
ファミリーマート亀有北口店 東京都　葛飾区亀有５－４５－１
ファミリーマート三ノ輪橋店 東京都　荒川区南千住１ー１５－４
ファミリーマート三ノ輪店 東京都　台東区三ノ輪１－２８－１５
ファミリーマート武蔵境駅前店 東京都　武蔵野市境南町２－１－６
ファミリーマート鷺宮駅前店 東京都　中野区鷺宮３－２０－３



ファミリーマート銀座松竹スクエア店 東京都　中央区築地１－１３－１
ファミリーマート勝どき三丁目店 東京都　中央区勝どき３丁目２－３
ファミリーマート豊島千早一丁目店 東京都　豊島区千早１丁目１２－１２
ファミリーマート薬ヒグチ恵比寿アメリカ橋 東京都　渋谷区恵比寿南１丁目２４－２ＥＢＩＳＵＦＯＲＴ
ファミリーマート立川錦町二丁目店 東京都　立川市錦町二丁目１４４番
ファミリーマート特許庁前店 東京都　港区赤坂一丁目３－９
ファミリーマート神楽坂三丁目店 東京都　新宿区神楽坂三丁目２番地２０
ファミリーマート小平上水本町店 東京都　小平市上水本町２丁目１４番３４号
ファミリーマート昭島中神町新畑店 東京都　昭島市中神町字中新畑１１５７－５（一部），６７，６
ファミリーマート恵比寿駅東店 東京都　渋谷区恵比寿１－１９－２３
ファミリーマート杉並高円寺北店 東京都　杉並区高円寺北３－４５－１３
ファミリーマート京王多摩川駅前店 東京都　調布市小島町３－３４－１
ファミリーマート田園調布本町店 東京都　大田区田園調布本町３３－１２
ファミリーマート西一之江店 東京都　江戸川区西一之江４丁目８－１９
ファミリーマート滝野川一丁目店 東京都　北区滝野川１－２９－５
ファミリーマート練馬氷川台店 東京都　練馬区氷川台四丁目４９番４号
ファミリーマート神楽坂一丁目店 東京都　新宿区神楽坂一丁目１番地
ファミリーマート矢野口駅前店 東京都　稲城市矢野口３１４－４
ファミリーマート墨田両国東口店 東京都　墨田区両国四丁目３７番１０号レジデンス両国駅前
ファミリーマート練馬上石神井四丁目店 東京都　練馬区上石神井４丁目２番１１号
ファミリーマート江東石島店 東京都　江東区石島８番３（地番）
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
ファミリーマート瑞穂殿ヶ谷店 東京都　西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷字砂前川添８２０番７他１筆
ファミリーマート立川富士見通り店 東京都　立川市富士見町三丁目１８０番１
ファミリーマート三鷹山中通り店 東京都　三鷹市下連雀８－１
ファミリーマート西巣鴨駅東店 東京都　豊島区西巣鴨４丁目１７以下未定
ファミリーマート練馬駅前店 東京都　練馬区練馬１丁目６－１ライオンズステーション
ファミリーマート麻布運動場前店 東京都　港区南麻布三丁目５６番１
ファミリーマート長沼団地入口店 東京都　八王子市長沼町１３０８－５
ファミリーマート神楽坂上店 東京都　新宿区神楽坂６丁目３２
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
ファミリーマート練馬石神井三丁目店 東京都　練馬区石神井３丁目２５－２１
ファミリーマート西新宿五丁目店 東京都　新宿区西新宿五丁目１０番１４号小野木ビル・西新宿
ファミリーマート東小金井店 東京都　小金井市緑町２－２
ファミリーマート下高井戸店 東京都　杉並区下高井戸１丁目１番１３
ファミリーマート経堂北店 東京都　世田谷区経堂２－６－２
ファミリーマート立石三丁目店 東京都　葛飾区立石３－１－２
ファミリーマート練馬桜台店 東京都　練馬区桜台３－３８－３８
ファミリーマート秋葉原駅前店 東京都　千代田区神田佐久間町２－２０－２翔和秋葉原ビル
ファミリーマート目白駅西店 東京都　豊島区目白三丁目１４番８号つるやビル
ファミリーマート池袋本町一丁目店 東京都　豊島区池袋本町１丁目２０－５山屋マンション１Ｆ
ファミリーマート中野通り店 東京都　中野区新井２－１－１５
ファミリーマート大田西六郷一丁目店 東京都　大田区西六郷一丁目３０番４号
ファミリーマート西尾久一丁目店 東京都　荒川区西尾久１－１１－８
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
ファミリーマート渋谷笹塚一丁目店 東京都　渋谷区笹塚一丁目９番１０号
ファミリーマート中目黒駅前店 東京都　目黒区上目黒２－９－３５
ファミリーマート小滝橋通り店 東京都　新宿区北新宿４－３－１３
ファミリーマート新江古田駅前店 東京都　練馬区豊玉北１－６－１４
ファミリーマート池袋北口駅前店 東京都　豊島区西池袋１－２９－５
ファミリーマート大田大森南二丁目店 東京都　大田区大森南二丁目５番５号
ファミリーマート東大和桜が丘二丁目店 東京都　東大和市桜が丘２丁目５３－３
ファミリーマート練馬中村橋店 東京都　練馬区向山一丁目１３番３
ファミリーマートサンズ東府中駅前店 東京都　府中市清水ヶ丘１－８－４８京王東府中南ビル
ファミリーマート江東白河四丁目店 東京都　江東区白河４－２－５
ファミリーマート月島二丁目店 東京都　中央区月島２－１４－１２
ファミリーマートＪＲ片倉駅前店 東京都　八王子市片倉町７２１番６カーネル８１０１Ｆ
ファミリーマート小山三丁目店 東京都　品川区小山３－１１－１７
ファミリーマート上中里三丁目店 東京都　北区上中里３－６－１２
ファミリーマート一之江三丁目店 東京都　江戸川区一之江３－１－１７
ファミリーマート中板橋駅前店 東京都　板橋区中板橋２３ー３
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３－１
ファミリーマート足立東和店 東京都　足立区東和４－２５－１
ファミリーマート保谷駅南口店 東京都　練馬区南大泉三丁目３１番２５号
ファミリーマート府中本町店 東京都　府中市本町２－６
ファミリーマート青砥駅前店 東京都　葛飾区青戸三丁目３９番１５号



ファミリーマート稲城いちよう並木通店 東京都　稲城市大字大丸四号４２５－１
ファミリーマート東新宿駅西店 東京都　新宿区大久保１丁目８番２号
ファミリーマート上馬店 東京都　世田谷区上馬１－３１－９
ファミリーマート池尻二丁目店 東京都　世田谷区池尻２－３４－１井上ビル
ファミリーマート大森山王店 東京都　大田区山王２－５－３
ファミリーマート世田谷玉堤店 東京都　世田谷区玉堤一丁目１４番１９号
ファミリーマートお花茶屋店 東京都　葛飾区お花茶屋１丁目１９
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
ファミリーマート練馬大泉町一丁目店 東京都　練馬区大泉町１丁目５４番１３号
ファミリーマート早稲田大学理工学部前店 東京都　新宿区大久保２－３－９
ファミリーマート玉川上水駅西店 東京都　立川市柏町５－３－１
ファミリーマート東銀座駅北店 東京都　中央区銀座３丁目９－６
ファミリーマート足立鹿浜店 東京都　足立区鹿浜５－２１－２０
ファミリーマート小金井北大通り店 東京都　小金井市緑町２－１－２８
ファミリーマート外神田一丁目店 東京都　千代田区外神田１丁目７番
ファミリーマート成城六丁目店 東京都　世田谷区成城６－１３－２２成城第一生命ビル
ファミリーマート神田須田町二丁目店 東京都　千代田区神田須田町二丁目３－１
ファミリーマート文京湯島春日通り店 東京都　文京区湯島３丁目４２番１２号
ファミリーマート西加平一丁目店 東京都　足立区西加平１丁目１－１１
ファミリーマート杉並阿佐谷中杉通り店 東京都　杉並区阿佐谷北１丁目４２番１０号
ファミリーマート西東京柳沢二丁目店 東京都　西東京市柳沢二丁目１１番２１号
ファミリーマートポンテポルタ千住店 東京都　足立区千住橋戸町１－１３ポンテポルタ千住
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
ファミリーマート台東松が谷店 東京都　台東区松が谷２－７－７
ファミリーマート中野坂上ハーモニー店 東京都　中野区本町一丁目３２番２
ファミリーマート江戸川松江三丁目店 東京都　江戸川区松江三丁目９－３
ファミリーマート八王子みなみ野店 東京都　八王子市みなみ野一丁目６番地８号
ファミリーマート東村山富士見町店 東京都　東村山市富士見町四丁目１１番９
トモニー保谷駅店 東京都　西東京市東町３丁目１４－３０
トモニー久米川駅店 東京都　東村山市栄町２－３－１
トモニー池袋Ａ１ホーム店 東京都　豊島区南池袋１丁目２８－１
ファミリーマートトモニー東久留米駅店 東京都　東久留米市本町１丁目８番
ファミリーマートお花茶屋駅店 東京都　葛飾区宝町２－３７－１
ファミリーマート日暮里駅ホーム店 東京都　荒川区西日暮里２丁目
ファミリーマート青砥駅店 東京都　葛飾区青戸３－３６－１
ファミリーマート八広駅店 東京都　墨田区八広６丁目２５－２０
ファミリーマート押上駅店 東京都　墨田区押上１丁目１
ファミリーマート丸萬上井草店 東京都　練馬区下石神井４－２０－２９
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
ファミリーマート青物横丁駅北店 東京都　品川区南品川２丁目４－７
ファミリーマート東伏見駅前店 東京都　西東京市富士町４－５－１７
ファミリーマート丸萬清瀬店 東京都　清瀬市松山１－２０
ファミリーマート府中宮町店 東京都　府中市宮町１－２０－１９
ファミリーマート坪田しらひげ店 東京都　墨田区墨田２－２－３
ファミリーマート石神井公園店 東京都　練馬区石神井町４－１４－１－Ａ１０２
ファミリーマート災害医療センター店 東京都　立川市緑町３２５６
ファミリーマート松陰神社駅前店 東京都　世田谷区若林４－２５－１
ファミリーマート船堀駅南口店 東京都　江戸川区船堀３－９－１１
ファミリーマート南蒲田店 東京都　大田区南蒲田１－１０－７
ファミリーマート加藤根岸店 東京都　台東区根岸３－１０－２
ファミリーマート西浅草一丁目店 東京都　台東区西浅草１丁目８－１３
ファミリーマート都営線若松河田駅店 東京都　新宿区河田町１０－１０大江戸線若松河田駅Ｂ１Ｆ
ファミリーマート都営線曙橋駅店 東京都　新宿区住吉町７－１都営新宿線曙橋駅Ｂ１Ｆ
ファミリーマート森下二丁目店 東京都　江東区森下２丁目１７－６
ファミリーマート三田聖坂下店 東京都　港区三田３丁目４－６
ファミリーマート荒川東尾久店 東京都　荒川区東尾久３丁目８－１４
ファミリーマート浜中保谷店 東京都　西東京市東町６－６－５
ファミリーマート富士見ヶ丘店 東京都　杉並区久我山５－２５－９
ファミリーマート西巣鴨店 東京都　豊島区西巣鴨３丁目２７－１
ファミリーマート西台駅前店 東京都　板橋区高島平１丁目７９－１８
ファミリーマート新代田駅前店 東京都　世田谷区代田４－１０
ファミリーマート梅ヶ丘店 東京都　世田谷区梅ケ丘１－３３－１１
ファミリーマート山王パークタワー店 東京都　千代田区永田町２丁目１１－１
ファミリーマート北区豊島二丁目店 東京都　北区豊島２丁目１５－１
ファミリーマート両国駅前通り店 東京都　墨田区両国２－１８－１
ファミリーマート氷川台店 東京都　練馬区早宮１－１－１６



ファミリーマートワタナベ南千住店 東京都　荒川区南千住７－１－１－１１１
ファミリーマート西小山駅広場前店 東京都　目黒区原町１丁目８－７
ファミリーマート聖路加ガーデン店 東京都　中央区赤石町８
ファミリーマート亀山西新井本町店 東京都　足立区西新井本町２－８－１１
ファミリーマート中野南台店 東京都　中野区南台３－１５－１
ファミリーマート台東鳥越店 東京都　台東区鳥越１丁目８－２
ファミリーマート北品川店 東京都　品川区北品川１－２２－２
ファミリーマート新宿御苑駅前店 東京都　新宿区新宿１－１３－１
ファミリーマート神田須田町一丁目店 東京都　千代田区神田須田町１丁目８－４陽友神田ビル
ファミリーマートサンシャイン南店 東京都　豊島区東池袋４－２６－１
ファミリーマートＴＸ秋葉原駅店 東京都　千代田区神田佐久間町１－６－１０
ファミリーマート羽村動物公園西店 東京都　羽村市富士見平１丁目７－１６
ファミリーマートあきる野インター店 東京都　あきる野市牛沼１３１番１
ファミリーマート板橋本町駅北店 東京都　板橋区本町３６－７
ファミリーマート赤羽駅前店 東京都　北区赤羽一丁目９番６号
ファミリーマート清瀬けやき通り店 東京都　清瀬市下清戸二丁目５５９
ファミリーマート杉並和泉店 東京都　杉並区和泉４－４８－１７鈴木ビル
ファミリーマート板橋南ときわ台店 東京都　板橋区南常盤台１－３０－８
ファミリーマート江東東陽一丁目店 東京都　江東区東陽１－１６－１２
ファミリーマート新富町駅前店 東京都　中央区築地２－３－２
ファミリーマート東大和上北台店 東京都　東大和市上北台２－３６５－１
ファミリーマート中野弥生町店 東京都　中野区弥生町１－２８－８
ファミリーマートお台場東京ビーチ店 東京都　港区台場１－６－１デックス東京ビーチ
ファミリーマートエスプラナード赤坂店 東京都　港区赤坂３－７－１３
ファミリーマート江東北砂五丁目店 東京都　江東区北砂５－１４－１６砂銀ビル
ファミリーマート大井町駅西店 東京都　品川区大井１－１１－３
ファミリーマート西新小岩一丁目店 東京都　葛飾区西新小岩１丁目－９－７
ファミリーマート赤羽駅南店 東京都　北区赤羽南１丁目４－１２
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
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号スカイレジスタンス大森
ファミリーマート町田中町三丁目店 東京都　町田市中町三丁目１４－７
ファミリーマート練馬富士見台店 東京都　練馬区富士見台三丁目５５番１７号
ファミリーマート茗荷谷店 東京都　文京区小日向４－５－１０
ファミリーマート南池袋二丁目店 東京都　豊島区南池袋二丁目１２番５号英ビル
ファミリーマート江東有明店 東京都　江東区有明一丁目１番１７
ファミリーマート大田中央四丁目店 東京都　大田区中央四丁目２１－７
ファミリーマート中野郵便局西店 東京都　中野区中野２－２９－１６
ファミリーマート東砂七丁目店 東京都　江東区東砂七丁目１９番５号
ファミリーマート白河二丁目店 東京都　江東区白河２－７－８
ファミリーマート内神田鎌倉橋店 東京都　千代田区内神田一丁目６番６号
ファミリーマート八王子七国五丁目店 東京都　八王子市七国５丁目１－１
ファミリーマート桜台駅前店 東京都　練馬区豊玉上２丁目１４－９
ファミリーマート荻窪教会通り店 東京都　杉並区天沼３－２６－１５サンパレス
ファミリーマート歌舞伎町北店 東京都　新宿区歌舞伎町二丁目３２番７号
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
ファミリーマート東村山八坂駅前店 東京都　東村山市栄町３丁目２６－１
ファミリーマート町田中町店 東京都　町田市中町１丁目１８番地３号
ファミリーマート中野新井二丁目店 東京都　中野区新井２－５１－３
Ｆ・ホテルインターゲート東京京橋店 東京都　中央区京橋３－７－８ホテルインターゲート東京京橋
ファミリーマート恵比寿一丁目東店 東京都　渋谷区恵比寿１丁目２５番６号
ファミリーマート都営浅草橋駅前店 東京都　台東区柳橋１丁目２３番４号
ファミリーマート板橋帝京大学店 東京都　板橋区加賀２丁目１１－１帝京大学大学棟本館内１Ｆ
ファミリーマート江戸川船堀店 東京都　江戸川区船堀７丁目６番２０号
ファミリーマート小平花小金井二丁目店 東京都　小平市花小金井二丁目１９番１１号
ファミリーマート日野多摩平一丁目店 東京都　日野市多摩平一丁目３番１５
ファミリーマート石神井公園駅西店 東京都　練馬区石神井町７丁目１番１６号
ファミリーマート恋ヶ窪店 東京都　国分寺市戸倉１－１－４
ファミリーマート練馬豊中通り店 東京都　練馬区豊玉北１丁目２０－２
ファミリーマート立川若葉町店 東京都　立川市若葉町４－２１－３
ファミリーマート大田洗足池店 東京都　大田区上池台二丁目３１番１１号
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
ファミリーマート国分寺東恋ケ窪店 東京都　国分寺市東恋ヶ窪二丁目３６－４６
ファミリーマート西新井三丁目店 東京都　足立区西新井３丁目６番１０号
ファミリーマートあきる野睦橋通り店 東京都　あきる野市小川東２－１０－８
ファミリーマート上野駅入谷口店 東京都　台東区上野７－７－７早稲田ビルヂング
ファミリーマート大森駅東口店 東京都　大田区大森北１丁目４－７ＴＫ大森ビル



ファミリーマート杉並方南町交差点前店 東京都　杉並区堀ノ内１丁目１番１２号
ファミリーマート小岩南口店 東京都　江戸川区南小岩六丁目３０番８号
ファミリーマート浜松町駅南店 東京都　港区浜松町二丁目９番３号
ファミリーマート練馬関町北五丁目店 東京都　練馬区関町北５丁目１９番２９号
ファミリーマート北葛西ぼうしば通り店 東京都　江戸川区北葛西二丁目４番９号
ファミリーマート高円寺純情商店街店 東京都　杉並区高円寺北３丁目２４－１３
ファミリーマート練馬北町七丁目店 東京都　練馬区北町７－１０
ファミリーマート江戸川球場店 東京都　江戸川区西葛西６－１９－２３
ファミリーマート錦糸町店 東京都　墨田区江東橋４－２９－１３第２鈴勘ビル
ファミリーマート荒川六丁目店 東京都　荒川区荒川６－４０－５
ファミリーマート石神井公園北口店 東京都　練馬区石神井町２－８－１６
ファミリーマート足立綾瀬三丁目店 東京都　足立区綾瀬３丁目２６番９
ファミリーマート高円寺中通店 東京都　杉並区高円寺北４－１７－１２
ファミリーマート町田南大谷店 東京都　町田市南大谷７２２番３
ファミリーマート京成曳舟駅構内店 東京都　墨田区京島１丁目３９－１京成曳舟駅
ファミリーマート南葛西なぎさ店 東京都　江戸川区南葛西６－１５－２０エスティーム・ＭＳ
ファミリーマート関東中央病院店 東京都　世田谷区上用賀六丁目２５－１
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
ファミリーマート東伏見四丁目店 東京都　西東京市東伏見四丁目４番５号
ファミリーマートポートストア大井南部店 東京都　大田区東海５－５－１大井埠頭セントラルビル１Ｆ
ファミリーマート練馬土支田二丁目店 東京都　練馬区土支田２丁目１５－１２
ファミリーマート蒲田駅前店 東京都　大田区蒲田５丁目３８－１第一美須ビル
ファミリーマート東品川四丁目店 東京都　品川区東品川４丁目３－１ハーバーシーサイド
ファミリーマート台東千束店 東京都　台東区千束四丁目２６番５号
ファミリーマート成増駅北店 東京都　板橋区成増３－１３－１
ファミリーマート中央明石町店 東京都　中央区明石町３－３新明ビル１階
ファミリーマート田端駅前店 東京都　北区田端六丁目１番１号田端アスカタワー
ファミリーマート柳沢南口店 東京都　西東京市柳沢６－１－１
ファミリーマート神宮前二丁目店 東京都　渋谷区神宮前２丁目３２
ファミリーマート練馬高松五丁目北店 東京都　練馬区高松五丁目２１番５号
ファミリーマート日野四谷橋店 東京都　日野市落川２０１６－１
ファミリーマート目黒駅東店 東京都　品川区上大崎２丁目１２番２号ミズホビル１Ｆ
ファミリーマート西ヶ原四丁目店 東京都　北区西ヶ原４－６５－４
ファミリーマート萩中三丁目店 東京都　大田区萩中３－５－７
ファミリーマート南砂六丁目店 東京都　江東区南砂６－１－６
ファミリーマート中野桃園店 東京都　中野区中野３－３３－６
ファミリーマート駒込駅北店 東京都　豊島区駒込２－３－１
ファミリーマート府中清水が丘二丁目店 東京都　府中市清水が丘二丁目５０番地５
ファミリーマート東村山本町店 東京都　東村山市本町四丁目６番地２
ファミリーマート北野駅南口店 東京都　八王子市打越町２００３番地１
ファミリーマート杉並永福四丁目店 東京都　杉並区永福四丁目３３番８号
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
ファミリーマート野方駅北口店 東京都　中野区野方６－３－４
ファミリーマート清瀬中清戸店 東京都　清瀬市中清戸３－３４７－３
ファミリーマート南青山七丁目店 東京都　港区南青山７－１２－１２南青山モワビル
ファミリーマート高松六丁目店 東京都　練馬区高松６－１１－１４
ファミリーマート上北沢駅前南口店 東京都　世田谷区上北沢３－１８－８
ファミリーマート大田大森南店 東京都　大田区大森南２－３－１６
ファミリーマート西永福駅前店 東京都　杉並区永福３－５５－１
ファミリーマート旗の台二丁目店 東京都　品川区旗の台２－９－１９
ファミリーマート東久留米下里二丁目店 東京都　東久留米市下里２－１４－２２
ファミリーマート板橋成増一丁目店 東京都　板橋区成増１－１６－１５
ファミリーマート若葉台一丁目店 東京都　稲城市若葉台１丁目２３
ファミリーマート豪徳寺駅前店 東京都　世田谷区豪徳寺１－２４－７
ファミリーマート稲城長峰二丁目店 東京都　稲城市長峰３－３１１９－１
ファミリーマート足立五反野店 東京都　足立区弘道１丁目１４－２
ファミリーマート北新宿店 東京都　新宿区北新宿１－１－１７
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
ファミリーマート都立家政店 東京都　中野区鷺宮２丁目６－７
ファミリーマート町田鶴川駅北店 東京都　町田市能ヶ谷一丁目３番２号
ファミリーマート渋谷本町三丁目店 東京都　渋谷区本町３－４１－１１
ファミリーマート江戸川上篠崎店 東京都　江戸川区上篠崎三丁目１４番１７号
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
ファミリーマート小平天神町四丁目店 東京都　小平市天神町４丁目２３番１１号
ファミリーマート御殿山トラストタワー店 東京都　品川区北品川４丁目７－３５
ファミリーマート阿佐ヶ谷北店 東京都　杉並区阿佐谷北３－１３－１２



ファミリーマート下丸子駅南店 東京都　大田区下丸子３－２２－４
ファミリーマート新小岩駅南口店 東京都　葛飾区新小岩１－４８－８
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
ファミリーマート大田北糀谷一丁目店 東京都　大田区北糀谷１丁目５番２０号
ファミリーマート新板橋店 東京都　板橋区板橋１丁目４４－１０
ファミリーマート東大井店 東京都　品川区東大井５－７－６－１０１
ファミリーマート板橋一丁目店 東京都　板橋区板橋１－２７
ファミリーマート石川ＰＡ上り店 東京都　八王子市石川町９５６番２
ファミリーマート緑が丘一丁目店 東京都　目黒区緑が丘１－１４－７
ファミリーマート江戸川中央店 東京都　江戸川区中央四丁目７－１
ファミリーマート品川荏原二丁目店 東京都　品川区荏原二丁目３番地７号
ファミリーマート小金井浅間山通り店 東京都　小金井市前原町４丁目１番６号
ファミリーマート港区白金プラザ店 東京都　港区白金１－１７－１
ファミリーマート江東亀戸九丁目店 東京都　江東区亀戸九丁目３４番１－１３８号
ファミリーマート金町南口店 東京都　葛飾区金町６丁目４－２ラヴィクレール１－１
ファミリーマート府中晴見町店 東京都　府中市晴見町二丁目２３番地の２
ファミリーマート中野沼袋四丁目店 東京都　中野区沼袋４－２９－１５
ファミリーマート中野本町店 東京都　中野区本町２－４９－１３板屋ビル１Ｆ
ファミリーマート町田あけぼの病院前店 東京都　町田市中町一丁目１０－１６
ファミリーマート小竹向原駅前店 東京都　板橋区向原３－１０－６
ファミリーマート府中浅間町四丁目店 東京都　府中市浅間町四丁目７番１号
ファミリーマート是政五丁目店 東京都　府中市是政５－６－６
ファミリーマート東久留米八幡町店 東京都　東久留米市八幡町二丁目２番１５号
ファミリーマート田口屋西新井大師店 東京都　足立区西新井１－８－２
ファミリーマート須賀江戸川二丁目店 東京都　江戸川区江戸川２－６－２
ファミリーマート吉のや日本堤店 東京都　台東区日本堤１－５－３
ファミリーマート渋谷円山町店 東京都　渋谷区円山町６－３
ファミリーマート明大前北店 東京都　世田谷区松原２－４４－６
ファミリーマート西新宿三丁目店 東京都　新宿区西新宿３－１１－２０オフィススクエアービル新
ファミリーマート池袋ロイヤルホテル店 東京都　豊島区池袋２丁目４２－４
ファミリーマート立川砂川九番店 東京都　立川市幸町４－３８－１
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
ファミリーマート菊川駅前店 東京都　墨田区菊川３－７－５
ファミリーマート武蔵境駅南店 東京都　武蔵野市境南町三丁目１２番１１号
ファミリーマート町田金井町店 東京都　町田市金井町１９３８番６
ファミリーマート代田橋店 東京都　世田谷区大原２－１７－６
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
ファミリーマート小平中宿通り店 東京都　小平市小川西町三丁目１－１０
ファミリーマート豊洲五丁目店 東京都　江東区豊洲五丁目２番１０号沢真ビル
ファミリーマート小平小川町二丁目店 東京都　小平市小川町二丁目１９５６番４
ファミリーマート西新宿地下歩道店 東京都　新宿区西新宿一丁目８番１号
ファミリーマート江戸川篠崎街道店 東京都　江戸川区篠崎町四丁目２１番１６号
ファミリーマート千歳烏山店 東京都　世田谷区南烏山４－２２－１１ストーク烏山１Ｆ
ファミリーマート竹の塚駅前店 東京都　足立区西竹の塚２－１－２１ウスイビル１０１
ファミリーマート北区赤羽西四丁目店 東京都　北区赤羽西四丁目２２－１４
ファミリーマート渋谷笹塚二丁目西店 東京都　渋谷区笹塚２丁目２５番６号
ファミリーマート北区十条西口店 東京都　北区上十条二丁目３１番９号
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
ファミリーマート練馬中村三丁目店 東京都　練馬区中村３丁目１番２号
ファミリーマート東伏見北口店 東京都　西東京市富士町４－１８－７
ファミリーマート佐野久下目黒店 東京都　目黒区下目黒２－１４－３
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
ファミリーマート神田和泉町店 東京都　千代田区神田和泉町１－４－７
ファミリーマート小豆沢環八通り店 東京都　板橋区小豆沢４－１８－１４
ファミリーマート南葛西レク公園前店 東京都　江戸川区南葛西三丁目２４番１６号
ファミリーマート羽村富士見平店 東京都　羽村市富士見平２丁目２１－１
ファミリーマート常盤台北口店 東京都　板橋区常盤台１－４－８
ファミリーマート板橋赤塚二丁目店 東京都　板橋区赤塚２丁目－３２－１２
ファミリーマート大森北五丁目店 東京都　大田区大森北５－８－１１
ファミリーマート福生北田園店 東京都　福生市北田園１丁目２１－３
ファミリーマート貫井町店 東京都　練馬区貫井町２－１６－１３
ファミリーマート大森西四丁目店 東京都　大田区大森西４丁目１０番
ファミリーマート田端新町三丁目店 東京都　北区田端新町３丁目１３
ファミリーマートムスブ田町店 東京都　港区芝浦三丁目１－２１
ファミリーマート中川小金井北店 東京都　小金井市本町５－１５－９
ファミリーマート大塚駅南口店 東京都　豊島区南大塚２丁目４２－６信友大塚ビル



ファミリーマート足立竹の塚二丁目店 東京都　足立区竹の塚２－２９－１０
ファミリーマート八王子高倉町店 東京都　八王子市高倉町６６番２９
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
ファミリーマート北参道駅前店 東京都　渋谷区千駄ヶ谷三丁目３９番１号北参道サンイーストテ
ファミリーマート池ノ上駅北口店 東京都　世田谷区北沢１－３３－１６
ファミリーマート熊代栄町店 東京都　板橋区栄町１９－５
ファミリーマート丸萬椎名町北口店 東京都　豊島区長崎１－１８－１１
ファミリーマート鈴木錦糸町店 東京都　墨田区錦糸１－７－２
ファミリーマート四葉二丁目店 東京都　板橋区四葉２－１０－４
ファミリーマート三軒茶屋駅前店 東京都　世田谷区太子堂４丁目２０－１０
ファミリーマート赤羽一番街店 東京都　北区赤羽１－６２－１２
ファミリーマート高野台一丁目店 東京都　練馬区高野台１－２－８
ファミリーマート練馬西税務署前店 東京都　練馬区東大泉６丁目４１－１０
ファミリーマート鎌田水神橋店 東京都　世田谷区鎌田３－３４－９
ファミリーマート潮見駅南店 東京都　江東区潮見２－１０－２２
ファミリーマート江東東砂店 東京都　江東区東砂３－１５－２４グランデュール吉武
ファミリーマート東墨田二丁目店 東京都　墨田区東墨田２－１－１３
ファミリーマート江戸川松江一丁目店 東京都　江戸川区松江１丁目２４－９
ファミリーマート大田南馬込六丁目店 東京都　大田区南馬込６丁目３番１２号
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
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
ファミリーマート栄屋石川台店 東京都　大田区東雪谷２－１４－３
ファミリーマートヤマキ千田店 東京都　江東区千田１６－１
ファミリーマート東山三丁目店 東京都　目黒区東山３－６－１１
ファミリーマート北砂五丁目店 東京都　江東区北砂５－２１－１３
ファミリーマート塚本西荻南店 東京都　杉並区西荻南２－７－１０
ファミリーマート本木南町店 東京都　足立区本木南町２７－２
ファミリーマート上北沢四丁目店 東京都　世田谷区上北沢４－１４－９
ファミリーマート江東橋四丁目店 東京都　墨田区江東橋４－５－１０
ファミリーマート丸萬小平南口店 東京都　小平市美園町１－１２－５
ファミリーマート丸萬上石神井店 東京都　練馬区上石神井２－２３－２３
ファミリーマート滝野川五丁目店 東京都　北区滝野川５－３７－１３
ファミリーマート渋谷松濤一丁目店 東京都　渋谷区松濤１－２９－１渋谷クロスロードビル１Ｆ
ファミリーマート阪急大井町ガーデン店 東京都　品川区大井１－５０－５
ファミリーマート浮間一丁目店 東京都　北区浮間１－７－１
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３－１３－４
ファミリーマート丸萬清瀬駅南口店 東京都　清瀬市松山１－４－２
ファミリーマート羽沢三丁目店 東京都　練馬区羽沢３－２－６
ファミリーマート大田中馬込店 東京都　大田区中馬込２－６－３
ファミリーマート蒲田駅東店 東京都　大田区蒲田５－３６－４
ファミリーマート府中南町店 東京都　府中市南町４－３０－７
ファミリーマート小浦目黒青葉台店 東京都　目黒区青葉台１丁目２２－１０－１０１
ファミリーマート府中四谷通り店 東京都　府中市四谷１丁目－３０
ファミリーマート練馬北町店 東京都　練馬区北町５－１１－１６
ファミリーマート八王子長房町店 東京都　八王子市長房町１４１０－１
ファミリーマート海田西国分寺店 東京都　国分寺市泉町３－６－３
ファミリーマート四谷二丁目店 東京都　新宿区四谷２－１－３四谷東急ビル
ファミリーマート用賀二丁目店 東京都　世田谷区用賀２－４１－９
ファミリーマート南青山三丁目店 東京都　港区南青山３－１８－７
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
ファミリーマート八王子秋川街道店 東京都　八王子市中野上町５－３８－１１
ファミリーマート青梅野上店 東京都　青梅市野上町３丁目２２番
ファミリーマート大田池上四丁目店 東京都　大田区池上４丁目１６－１１
ファミリーマート豊海町店 東京都　中央区豊海町５－１
ファミリーマート中野鷺宮一丁目店 東京都　中野区鷺宮１－２３－１７
ファミリーマート板橋西台店 東京都　板橋区西台４丁目９
ファミリーマート海田大門三丁目店 東京都　青梅市大門３－１－９
ファミリーマート日野甲州街道店 東京都　日野市大字日野１４７７－１
ファミリーマート西東京泉町店 東京都　西東京市泉町２－１４－１７
ファミリーマート拝島駅南口店 東京都　昭島市松原町４－１４－６
ファミリーマート八王子陣馬街道店 東京都　八王子市横川町５３４－１
ファミリーマート立川幸町店 東京都　立川市幸町２－４２－２
ファミリーマート世田谷中町店 東京都　世田谷区中町４丁目１９
ファミリーマート上井草一丁目店 東京都　杉並区上井草１－３２－７
ファミリーマート八丁堀二丁目店 東京都　中央区八丁堀２－２０－１
ファミリーマート国分寺南口駅前店 東京都　国分寺市南町３－１７－２



ファミリーマート柚木国分寺南町店 東京都　国分寺市東元町１－１３－１０
ファミリーマート東野川二丁目店 東京都　狛江市東野川２－２２－１
ファミリーマート原町一丁目店 東京都　目黒区原町１－６－５
ファミリーマートさかた立石駅前店 東京都　葛飾区立石１－２２－４
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
ファミリーマート鵜の木多摩堤通り店 東京都　大田区鵜の木２丁目２番
ファミリーマート鈴屋大島二丁目店 東京都　江東区大島２－１９－１２
ファミリーマート等々力四丁目店 東京都　世田谷区等々力４丁目２２
ファミリーマート東村山駅東口店 東京都　東村山市本町２－３
ファミリーマート八王子滝山町店 東京都　八王子市滝山町１－２５－２
ファミリーマート八王子西インター店 東京都　八王子市下恩方町１７５８
ファミリーマート青梅今井店 東京都　青梅市今井３－１８－２
ファミリーマート杉並宮前二丁目店 東京都　杉並区宮前２－２３－１２
ファミリーマート京王堀之内駅前店 東京都　八王子市堀之内３丁目２７
ファミリーマート杉並松ノ木一丁目店 東京都　杉並区松ノ木１－６－２７
ファミリーマート早稲田鶴巻町店 東京都　新宿区早稲田鶴巻町５１９
ファミリーマート武蔵野中央公園前店 東京都　武蔵野市八幡町１－１
ファミリーマート大森南店 東京都　大田区大森南３－１０－１
ファミリーマート西池袋四丁目店 東京都　豊島区西池袋４丁目１３番
ファミリーマート三鷹東八通り店 東京都　三鷹市新川６－６
ファミリーマート江東福住一丁目店 東京都　江東区福住１－８－１０
ファミリーマート羽村羽加美店 東京都　羽村市羽加美３－８－３
ファミリーマート台東入谷駅前店 東京都　台東区入谷１－６－６上野ロイヤルハイツ１階
ファミリーマート環八北赤羽店 東京都　北区赤羽北１丁目１９番
ファミリーマートルミエール府中前店 東京都　府中市府中町２－２０－１０
ファミリーマート小豆沢二丁目店 東京都　板橋区小豆沢２－５
ファミリーマート三鷹牟礼店 東京都　三鷹市牟礼７－５
ファミリーマート阿佐谷北六丁目店 東京都　杉並区阿佐谷北６－１７－１
ファミリーマート南青山四丁目店 東京都　港区南青山４－９－２２アウラビル
ファミリーマート大田梅屋敷店 東京都　大田区大森中２－２４－１
ファミリーマート町田多摩境店 東京都　町田市小山ヶ丘５－１－４
ファミリーマート国立駅北店 東京都　国分寺市光町１－４３－１
ファミリーマート新宿矢来町店 東京都　新宿区矢来町８１－２
ファミリーマートあぶらや給田三丁目店 東京都　世田谷区給田３－７－１７
ファミリーマート玉川田園調布二丁目店 東京都　世田谷区玉川田園調布２丁目１５
ファミリーマート中野大和町四丁目店 東京都　中野区大和町４－１０－２０小西ビル
ファミリーマート海田日野橋店 東京都　立川市錦町６－２１－２２
ファミリーマート薬ヒグチ淡路町店 東京都　千代田区神田小川町１－１－１６
ファミリーマート新橋四丁目店 東京都　港区新橋４－１９－４コンシェリア新橋
ファミリーマート秀栄国領町八丁目店 東京都　調布市国領町８－１０
ファミリーマート大森海岸駅東店 東京都　大田区大森本町１－２－６エイト大森ハイツ１階
ファミリーマート品川桐ヶ谷通り店 東京都　品川区小山台１－３３－１４
ファミリーマートみなとや鶴川店 東京都　町田市鶴川２－１０－７
ファミリーマート東海大学医学部付属病院店 神奈川県　伊勢原市下糟屋１４３
ファミリーマート湘南台文化センター前店 神奈川県　藤沢市湘南台５丁目４－５
ファミリーマート作の口小学校前店 神奈川県　相模原市緑区下九沢４６８番１
ファミリーマート川崎元住吉店 神奈川県　川崎市中原区木月１丁目３２－１青木ビル１Ｆ
ファミリーマート川崎下作延店 神奈川県　川崎市高津区下作延３丁目１４番３３号
ファミリーマート小田急相模原南口店 神奈川県　相模原市南区松ヶ枝町２５－１６
ファミリーマート藤沢石川五丁目店 神奈川県　藤沢市石川五丁目９－１９
ファミリーマート南足柄まました店 神奈川県　南足柄市壗下１１３番地
ファミリーマート青葉若草台店 神奈川県　横浜市青葉区若草台１８－１
ファミリーマート武蔵新城店 神奈川県　川崎市中原区上新城２－６－５
ファミリーマート和田屋松影町店 神奈川県　横浜市中区松影町１－３－７
ファミリーマート新百合ヶ丘駅前店 神奈川県　川崎市麻生区万福寺１－１６－７
ファミリーマート茅ヶ崎中島北店 神奈川県　茅ヶ崎市中島２５４番地３
ファミリーマートサンズ上永谷Ｌ－ウィング 神奈川県　横浜市港南区丸山台１－２－１
ファミリーマート大和西鶴間店 神奈川県　大和市西鶴間８丁目１－５
ファミリーマート港南台インター店 神奈川県　横浜市磯子区洋光台６－３－７
ファミリーマート笹下四丁目店 神奈川県　横浜市港南区笹下４丁目３４１２番１
ファミリーマート綾瀬大上一丁目店 神奈川県　綾瀬市大上一丁目２番８号
ファミリーマート今宿一丁目店 神奈川県　横浜市旭区今宿１丁目２２９９番８３
ファミリーマート黄金町駅前店 神奈川県　横浜市南区白金町１－１
ファミリーマート横須賀平作店 神奈川県　横須賀市平作１丁目２番１号
ファミリーマート伊勢原三ノ宮店 神奈川県　伊勢原市三ノ宮１１０１－１
ファミリーマート相模原麻溝小前店 神奈川県　相模原市南区当麻１３６４－１



ファミリーマート武蔵中原店 神奈川県　川崎市中原区上小田中六丁目１７番９号
ファミリーマート横浜青葉台駅前店 神奈川県　横浜市青葉区青葉台２－９－１８
ファミリーマート南林間店 神奈川県　大和市南林間１－２－１４
ファミリーマート茅ケ崎中島店 神奈川県　茅ケ崎市中島９４９－１
ファミリーマート横浜本牧店 神奈川県　横浜市中区根岸町１－１
ファミリーマート茅ヶ崎駅前店 神奈川県　茅ヶ崎市元町２－４
ファミリーマート磯子三丁目店 神奈川県　横浜市磯子区磯子３丁目１４－３０
ファミリーマート六会日大駅前店 神奈川県　藤沢市亀井野２－１－１
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１－５５８３－６６
ファミリーマート荏田南三丁目店 神奈川県　横浜市都筑区荏田南三丁目１
ファミリーマート川崎マリエン店 神奈川県　川崎市川崎区東扇島３８－１川崎マリエン内
ファミリーマート港北ＰＡ下り店 神奈川県　横浜市緑区北八朔町字榎谷戸２１５２－３０
ファミリーマート向ヶ丘遊園南口店 神奈川県　川崎市多摩区登戸２６９２－１
ファミリーマート横浜東高校前店 神奈川県　横浜市鶴見区東寺尾一丁目２６番１１号
ファミリーマート横須賀中央駅前店 神奈川県　横須賀市若松町２－７
ファミリーマート三河屋上鶴間店 神奈川県　相模原市上鶴間本町８－５－５
ファミリーマート聖マリアンナ医科大学西部 神奈川県　横浜市旭区天指町１１９７－１
ファミリーマート六ッ川二丁目店 神奈川県　横浜市南区六ッ川二丁目４７－４
ファミリーマート小向西町店 神奈川県　川崎市幸区小向西町４丁目１０６
ファミリーマート鶴見向井町三丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区向井町３－７８－１
ファミリーマート愛甲石田駅前店 神奈川県　伊勢原市石田６０２－１安田屋ビル１Ｆ
ファミリーマート相模原淵野辺四丁目店 神奈川県　相模原市中央区淵野辺四丁目１７番１４号
ファミリーマート秦野曽屋店 神奈川県　秦野市曽屋１３３７－１
ファミリーマート小田原千代店 神奈川県　小田原市千代３２７番地
ファミリーマート辻堂神台店 神奈川県　藤沢市辻堂神台２－８－１７
ファミリーマート箕輪町一丁目店 神奈川県　横浜市港北区箕輪町１－１７－３
ファミリーマートよろづや田名豊原店 神奈川県　相模原市田名３９９１－１
ファミリーマート早渕二丁目店 神奈川県　横浜市都筑区早渕二丁目１－１３
ファミリーマート戸塚駅西口店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町１６番地１戸塚西口共同ビルＤ１
ファミリーマート西橋本二丁目店 神奈川県　相模原市西橋本２－２７－１
ファミリーマート平塚大縄店 神奈川県　平塚市中原三丁目２４－１７
ファミリーマート中川駅前店 神奈川県　横浜市都筑区中川１－１０
ファミリーマート逗子インター店 神奈川県　逗子市沼間６－１０８７－５
ファミリーマート泉かまくらみち店 神奈川県　横浜市泉区和泉町２８２４－１
ファミリーマート伊勢佐木町六丁目店 神奈川県　横浜市中区伊勢佐木町６－１４７－１
ファミリーマート川崎宮内一丁目店 神奈川県　川崎市中原区宮内１丁目４－１７
ファミリーマート大岡二丁目店 神奈川県　横浜市南区大岡二丁目３１－２
ファミリーマート松山横須賀あわた店 神奈川県　横須賀市粟田２－４－９
ファミリーマート鎌倉駅西口店 神奈川県　鎌倉市御成町１１－５
ファミリーマート円行二丁目店 神奈川県　藤沢市円行２－１３－１２
ファミリーマート山北平山店 神奈川県　足柄上郡山北町平山１７８番地１９
ファミリーマート野比中学前店 神奈川県　横須賀市野比４－３－８
ファミリーマート川崎坂戸二丁目店 神奈川県　川崎市高津区坂戸２丁目１３－２５
ファミリーマート平塚四之宮店 神奈川県　平塚市四之宮３丁目１番５号
ファミリーマート横浜青葉新石川店 神奈川県　横浜市青葉区新石川１丁目２６番５
ファミリーマート舞岡町店 神奈川県　横浜市戸塚区舞岡町３５６３番地
ファミリーマート相模原淵野辺本町店 神奈川県　相模原市中央区淵野辺本町三丁目７番１６号
ファミリーマート港北大倉山店 神奈川県　横浜市港北区大倉山六丁目２９番２１号
ファミリーマート南足柄和田河原南店 神奈川県　南足柄市和田河原１３１７番１
ファミリーマート鵠沼海岸七丁目店 神奈川県　藤沢市鵠沼海岸七丁目１９番２０号
ファミリーマート久野店 神奈川県　小田原市久野４７０－１
ファミリーマート海老名東柏ヶ谷店 神奈川県　海老名市東柏ヶ谷一丁目１４番３２
ファミリーマート横浜戸部中央店 神奈川県　横浜市西区中央一丁目２１番５号セントラルハイツ１
ファミリーマート愛川桜台店 神奈川県　愛甲郡愛川町中津４０６１番６
ファミリーマート川崎宮前南平台店 神奈川県　川崎市宮前区南平台１８番１３号
ファミリーマート荏田西一丁目店 神奈川県　横浜市青葉区荏田西１－５－３
ファミリーマート平塚片岡店 神奈川県　平塚市片岡５６番地
ファミリーマート小田原国府津店 神奈川県　小田原市国府津２４９４番地の１
ファミリーマート日吉本町駅前店 神奈川県　横浜市港北区日吉本町３－４３－１
ファミリーマート幸区役所前店 神奈川県　川崎市幸区戸手本町１－４７
ファミリーマート藤沢善行店 神奈川県　藤沢市善行２丁目１－１
ファミリーマート新井町店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区新井町４０９－１
ファミリーマート霧が丘二丁目店 神奈川県　横浜市緑区霧が丘２丁目１６－５、１６－６
ファミリーマート登戸中央店 神奈川県　川崎市多摩区登戸４４５
ファミリーマート京急久里浜駅前店 神奈川県　横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル
ファミリーマート大倉山一丁目店 神奈川県　横浜市港北区大倉山１丁目１７－３



ファミリーマート横須賀三春町店 神奈川県　横須賀市三春町１－２１
ファミリーマートサンズ上依知南店 神奈川県　厚木市上依知１２９６－１
ファミリーマート登戸駅東店 神奈川県　川崎市多摩区登戸３２９１
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
ファミリーマート本牧大里町店 神奈川県　横浜市中区本牧大里町３－２９
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
ファミリーマート神大入口店 神奈川県　横浜市神奈川区六角橋２－４－１９
ファミリーマートアスロード小田栄店 神奈川県　川崎市川崎区渡田４－１２－８
ファミリーマート川崎苅宿店 神奈川県　川崎市中原区苅宿１５番５号
ファミリーマート秦野本町二丁目店 神奈川県　秦野市本町二丁目５－１１－１
ファミリーマート藤沢亀井野店 神奈川県　藤沢市亀井野１６１６番地１
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
ファミリーマート小浦権太坂店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区権太坂二丁目５－７
ファミリーマート日医大武蔵小杉病院店 神奈川県　川崎市中原区小杉町１丁目３９６日本医科大学武蔵小
ファミリーマート戸塚駅北店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町５０５６
ファミリーマート小田原中町店 神奈川県　小田原市中町３－１１－２５
ファミリーマート秦野本町店 神奈川県　秦野市本町２丁目１－１
ファミリーマート大和下鶴間店 神奈川県　大和市下鶴間２７７７－５－６－Ｂ
ファミリーマート平塚駅北口店 神奈川県　平塚市紅谷町４－３
ファミリーマート横須賀追浜店 神奈川県　横須賀市浦郷町４－８－１１
ファミリーマート高田東一丁目店 神奈川県　横浜市港北区高田東１－１３－２５
ファミリーマート相模原駅前店 神奈川県　相模原市中央区相模原３－２－３
ファミリーマート横浜不老町店 神奈川県　横浜市中区不老町１－３－６
ファミリーマート厚木上依知店 神奈川県　厚木市上依知５１３－１他３筆
ファミリーマート宿町四丁目店 神奈川県　横浜市南区宿町４－７０－６
ファミリーマート湘南台駅東口店 神奈川県　藤沢市湘南台１－４－１小田急マルシェ１Ｆ
ファミリーマート厚木下荻野店 神奈川県　厚木市下荻野１２６４－３
ファミリーマート松山釜利谷店 神奈川県　横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５
ファミリーマート上麻生六丁目店 神奈川県　川崎市麻生区上麻生６－２９－３６
ファミリーマート久地店 神奈川県　川崎市多摩区宿河原６－３３－２－１０１
ファミリーマート市ヶ尾駅北口店 神奈川県　横浜市青葉区市ヶ尾町１１７０－６内野ビル
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６－４３－９
ファミリーマート大和代官二丁目店 神奈川県　大和市代官２－１７
ファミリーマート座間入谷三丁目店 神奈川県　座間市入谷３－５７６９－１
ファミリーマート大船一丁目店 神奈川県　鎌倉市大船１－２６－３３
ファミリーマート栄長沼町店 神奈川県　横浜市栄区長沼町６４１番１
ファミリーマート大野台二丁目店 神奈川県　相模原市南区大野台２－５－３
ファミリーマート深谷中学校前店 神奈川県　横浜市戸塚区深谷町１１３６
ファミリーマート本牧公園前店 神奈川県　横浜市中区本牧間門１９－４５
ファミリーマート横浜高島町店 神奈川県　横浜市西区高島２－６－３８
ファミリーマート瀬谷阿久和西四丁目店 神奈川県　横浜市瀬谷区阿久和西四丁目７－１
ファミリーマート川崎第三京浜入口店 神奈川県　川崎市高津区末長４丁目９番１１号
ファミリーマート横浜鶴見豊岡店 神奈川県　横浜市鶴見区豊岡町１７－１０
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
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
ファミリーマート横浜駒岡三丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区駒岡三丁目１８－１０
ファミリーマート相模原西橋本店 神奈川県　相模原市緑区西橋本一丁目１－３
ファミリーマート川崎小川町店 神奈川県　川崎市川崎区小川町２－７アイヴィタワー１Ｆ
ファミリーマート愛川中津西店 神奈川県　愛甲郡愛川町中津字角田境１４８８－３
ファミリーマート茅ヶ崎富士見町店 神奈川県　茅ヶ崎市富士見町６番１０号
ファミリーマート横浜岡野一丁目店 神奈川県　横浜市西区岡野１－１４－１ヨコハマメディカルセン
ファミリーマート相模原中丸店 神奈川県　相模原市南区下溝３０８番地７
ファミリーマート中央林間駅前店 神奈川県　大和市中央林間３－３－８
ファミリーマート横浜楠町店 神奈川県　横浜市西区楠町１１－２
ファミリーマート田園都市鷺沼店 神奈川県　川崎市宮前区土橋３－４－１
ファミリーマート横浜浅間町店 神奈川県　横浜市西区浅間町３－１７４－２
ファミリーマート湘南めぐみが丘店 神奈川県　平塚市上吉沢２２０－２
ファミリーマート六浦四丁目店 神奈川県　横浜市金沢区六浦４－４－１９
ファミリーマート愛川田代店 神奈川県　愛甲郡愛川町田代１３１番地の２
ファミリーマート秦野ひらさわ店 神奈川県　秦野市平沢２９４番地の２
ファミリーマート金沢幸浦一丁目店 神奈川県　横浜市金沢区幸浦一丁目１２－１
ファミリーマート横浜駒岡二丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区駒岡二丁目８番３０号
ファミリーマート港南台三丁目店 神奈川県　横浜市港南区港南台３丁目２３－３３
ファミリーマート日吉二丁目店 神奈川県　横浜市港北区日吉二丁目４番１１号
ファミリーマート厚木下荻野北店 神奈川県　厚木市下荻野１１７２－４
ファミリーマート海老名運動公園前店 神奈川県　海老名市社家１１８１－１



ファミリーマート川崎多摩病院前店 神奈川県　川崎市多摩区宿河原１－１－４０
ファミリーマート津久井宮が瀬店 神奈川県　相模原市緑区鳥屋字西門１４０２番１
ファミリーマート相模原相生店 神奈川県　相模原市中央区相生１丁目１０－８
ファミリーマート大船二丁目店 神奈川県　鎌倉市大船二丁目２４番３１号
ファミリーマート鶴見寛政町店 神奈川県　横浜市鶴見区寛政町２３－５
ファミリーマート武蔵新城南口店 神奈川県　川崎市中原区新城１－２－２４
ファミリーマート逗子山の根店 神奈川県　逗子市山の根１－２－３２
ファミリーマート横浜伊勢佐木町店 神奈川県　横浜市中区伊勢佐木町５－１２５
ファミリーマート京急鶴見駅前店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央４丁目２３－９藤ビル１階
ファミリーマート平潟店 神奈川県　横浜市金沢区平潟町２３－２２
ファミリーマートさがみ野店 神奈川県　海老名市東柏ケ谷３丁目１３番６号
ファミリーマート厚木飯山店 神奈川県　厚木市飯山３０８８－１
ファミリーマート相模原上鶴間店 神奈川県　相模原市南区上鶴間三丁目９９５番３
ファミリーマート津久井三ヶ木店 神奈川県　相模原市緑区三ヶ木１５９３番地１
ファミリーマート茅ヶ崎小和田三丁目店 神奈川県　茅ヶ崎市小和田三丁目４番２号
ファミリーマート茅ヶ崎円蔵一丁目店 神奈川県　茅ヶ崎市円蔵１－１９－４３
ファミリーマート樽町二丁目店 神奈川県　横浜市港北区樽町２－１３－２
ファミリーマート川崎大島五丁目店 神奈川県　川崎市川崎区大島五丁目３１－１０
ファミリーマート戸塚矢沢店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町４８１２
ファミリーマート湘南二宮店 神奈川県　中郡二宮町二宮１３５２－２
ファミリーマート厚木妻田北店 神奈川県　厚木市妻田北３丁目９番２４号
ファミリーマート港南台八丁目店 神奈川県　横浜市港南区港南台８－３５－１
ファミリーマート二俣川南口店 神奈川県　横浜市旭区二俣川２－２２
ファミリーマート東名厚木インター北店 神奈川県　厚木市岡田３０３１番地
ファミリーマート平塚湘南銀河大橋店 神奈川県　平塚市四之宮四丁目３番３６号
ファミリーマート横浜戸塚小前店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町１４５
ファミリーマート上大岡駅前店 神奈川県　横浜市港南区上大岡西一丁目１６番２５号上大岡ファ
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
ファミリーマートこどもの国店 神奈川県　横浜市青葉区奈良１丁目１９ー１
ファミリーマート大和深見西六丁目店 神奈川県　大和市深見西６丁目７－２５
ファミリーマート大井松田インター南店 神奈川県　足柄上郡大井町金子９４番５
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
ファミリーマート二俣川北口店 神奈川県　横浜市旭区二俣川一丁目４５番地１７
ファミリーマート川崎チネチッタ通り店 神奈川県　川崎市川崎区小川町１－２６
ファミリーマートｍｉｎｉピアゴ川崎宮前平 神奈川県　川崎市宮前区宮前平３－１１－２３
ファミリーマート三ツ境駅南口店 神奈川県　横浜市瀬谷区三ツ境８－４
ファミリーマート厚木岡田一丁目店 神奈川県　厚木市岡田１－１３－２４
ファミリーマート川崎南野川店 神奈川県　川崎市宮前区野川４０５０番地３
ファミリーマート横浜西寺尾一丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区西寺尾一丁目１８－２
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
ファミリーマート茅ヶ崎北口店 神奈川県　茅ヶ崎市新栄町５５８１番９他１筆
ファミリーマート戸部駅東店 神奈川県　横浜市西区戸部本町４７－４
ファミリーマート東扇島１７番地店 神奈川県　川崎市川崎区東扇島１７番地６
ファミリーマート小浦杉田駅前店 神奈川県　横浜市磯子区杉田２－１－１
ファミリーマート川崎麻生片平店 神奈川県　川崎市麻生区片平２丁目２５番１０号
ファミリーマート矢向二丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区矢向２－１３－９
ファミリーマート足柄西大井店 神奈川県　足柄上郡大井町西大井７９１番地３
ファミリーマート大船仲通店 神奈川県　鎌倉市大船１－１１－１６
ファミリーマート木月一丁目店 神奈川県　川崎市中原区木月１丁目４９４番地１
ファミリーマートサンズ洋光台駅北店 神奈川県　横浜市磯子区洋光台３－１１－１
ファミリーマート海老名上河内店 神奈川県　海老名市上河内字永池３１３番１
ファミリーマート横浜大桟橋通り店 神奈川県　横浜市中区山下町２２３番地１ＮＵ関内ビル
ファミリーマート厚木市立病院店 神奈川県　厚木市水引一丁目１６番３６号
ファミリーマート相模原原宿五丁目店 神奈川県　相模原市緑区原宿５丁目１番５号
ファミリーマート久里浜港前店 神奈川県　横須賀市久里浜８－１７－４
ファミリーマートウェルシティ横須賀店 神奈川県　横須賀市西逸見町１－３８－１１
ファミリーマート川崎川中島二丁目店 神奈川県　川崎市川崎区川中島二丁目６番１２号
ファミリーマート青葉しらとり台店 神奈川県　横浜市青葉区しらとり台１－１
ファミリーマート神木本町二丁目店 神奈川県　川崎市宮前区神木本町２丁目３番５号
ファミリーマート平塚真土店 神奈川県　平塚市西真土一丁目１５４０番１他４筆（地番）
ファミリーマート大和深見西店 神奈川県　大和市深見西２－２－２
ファミリーマート鶴ケ峰駅西店 神奈川県　横浜市旭区鶴ヶ峰１丁目２
ファミリーマート三浦三崎店 神奈川県　三浦市三崎５丁目２－１
ファミリーマート関内大通り店 神奈川県　横浜市中区相生町４丁目６４
ファミリーマート横浜峰沢町店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区峰沢町３５
ファミリーマート南林間駅前店 神奈川県　大和市南林間１丁目７－１４



ファミリーマート相模原東林間駅前店 神奈川県　相模原市南区東林間５丁目２－１
ファミリーマートせきぐち戸塚原宿店 神奈川県　横浜市戸塚区原宿５丁目４２－８
ファミリーマート川崎梶が谷駅前店 神奈川県　川崎市高津区末長１２０－２
ファミリーマート戸塚ハ°ーキングエリア店 神奈川県　横浜市戸塚区上矢部町８４９
ファミリーマートソリッドスクエア店 神奈川県　川崎市幸区堀川町５８０ソリッドスクエア東
ファミリーマート横浜市立市民病院店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区岡沢５６
ファミリーマート横浜富岡西七丁目店 神奈川県　横浜市金沢区富岡西７丁目３－５
ファミリーマート中井ＰＡ上り店 神奈川県　足柄上郡中井町松本９２６－２中井パーキングエリア
ファミリーマート中井ＰＡ下り店 神奈川県　足柄上郡中井町岩倉５６２－５
ファミリーマート大磯ＰＡ店 神奈川県　中郡大磯町虫窪４４４－１
ファミリーマート防衛大学校店 神奈川県　横須賀市走水１－１０－２０
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
ファミリーマート向河原駅東店 神奈川県　川崎市中原区下沼部１７６２－１２
ファミリーマート大船駅北店 神奈川県　横浜市栄区笠間１丁目５－１
ファミリーマートニック北加瀬三丁目店 神奈川県　川崎市幸区北加瀬３－４５８－２
ファミリーマート横須賀山科台店 神奈川県　横須賀市山科台１０－１８
ファミリーマート上永谷二丁目店 神奈川県　横浜市港南区上永谷２－１６
ファミリーマート関内常盤町店 神奈川県　横浜市中区常盤町２－２０ヴィラハイツ関内
ファミリーマートスリーウェル新横浜店 神奈川県　横浜市港北区新横浜１－２４－３
ファミリーマート山中屋高津駅前店 神奈川県　川崎市高津区溝口４－５－５
ファミリーマート羽鳥五丁目店 神奈川県　藤沢市羽鳥５－８－３４
ファミリーマート日吉六丁目店 神奈川県　横浜市港北区日吉６－１１－３３
ファミリーマート横浜公園前店 神奈川県　横浜市中区山下町１９５－１
ファミリーマート北綱島店 神奈川県　横浜市港北区綱島東４－１－５
ファミリーマート柿生駅北口店 神奈川県　川崎市麻生区上麻生５－３９－３０
ファミリーマートシマダ永田北二丁目店 神奈川県　横浜市南区永田北２－５３－２０
ファミリーマート南山田三丁目店 神奈川県　横浜市都筑区南山田３－７
ファミリーマート鶴ヶ峰本町店 神奈川県　横浜市旭区鶴ヶ峰本町２丁目４５－１７
ファミリーマート大和草柳三丁目店 神奈川県　大和市草柳３－２－４
ファミリーマート鶴見中央三丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央３－３－１０
ファミリーマート横須賀御幸浜店 神奈川県　横須賀市太田和二丁目２番
ファミリーマート中山駅南口店 神奈川県　横浜市緑区寺山町５９
ファミリーマート小田本通り店 神奈川県　川崎市川崎区浅田２－９－７
ファミリーマート青葉すみよし台店 神奈川県　横浜市青葉区すみよし台３７－１
ファミリーマート横須賀中央店 神奈川県　横須賀市大滝町２－１２
ファミリーマート磯子丸山二丁目店 神奈川県　横浜市磯子区丸山２－１－５
ファミリーマート横須賀長井一丁目店 神奈川県　横須賀市長井１－１４－１６
ファミリーマート東古市場店 神奈川県　川崎市幸区東古市場９９－６
ファミリーマート藤沢石川店 神奈川県　藤沢市石川６３５－８
ファミリーマート松が丘二丁目店 神奈川県　相模原市松が丘２－２６－９
ファミリーマート秦野市役所前店 神奈川県　秦野市桜町１－４－１
ファミリーマートＭＧ溝口六丁目店 神奈川県　川崎市高津区溝口６－２４－１
ファミリーマート関内弁天通り店 神奈川県　横浜市中区弁天通３－４８
ファミリーマート和田屋ボートピア横浜店 神奈川県　横浜市中区扇３－７－１
ファミリーマート相模原協同病院店 神奈川県　相模原市橋本２－８－１８相模原協同病院
ファミリーマート渋沢南店 神奈川県　秦野市曲松１－５－３
ファミリーマート横浜和泉町店 神奈川県　横浜市泉区和泉町３７３０
ファミリーマートなわてや八丁畷店 神奈川県　川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１
ファミリーマート座間ひばりが丘店 神奈川県　座間市ひばりが丘４－６０４５－１１
ファミリーマート海老名総合病院店 神奈川県　海老名市河原口１３２０
ファミリーマート鎌倉御成町店 神奈川県　鎌倉市御成町９－２８
ファミリーマート丸子通り店 神奈川県　川崎市中原区丸子通２－６８２－１
ファミリーマート小塚屋藤沢駅南店 神奈川県　藤沢市鵠沼橘１－１７－４
ファミリーマート横浜野毛仲通り店 神奈川県　横浜市中区花咲町１－３８
ファミリーマート海老名メディカルプラザ店 神奈川県　海老名市中新田４３９－１
ファミリーマート川崎東扇島店 神奈川県　川崎市川崎区東扇島１９－２
ファミリーマート相鉄横浜駅店 神奈川県　横浜市西区南幸１丁目５－１
ファミリーマートかさいゴム通り店 神奈川県　横浜市鶴見区栄町通４－４５－２
ファミリーマート栄スポーツセンター店 神奈川県　横浜市栄区公田町５０６－５
ファミリーマート横浜富岡東店 神奈川県　横浜市金沢区富岡東６－３１－１８
ファミリーマート衣屋読売ランド駅前店 神奈川県　川崎市多摩区西生田３－９－２５
ファミリーマート藤沢石上店 神奈川県　藤沢市鵠沼石上２－５－１
ファミリーマート東戸塚駅東口店 神奈川県　横浜市戸塚区品濃町５１９－８
ファミリーマート金沢富岡店 神奈川県　横浜市金沢区富岡東１－２０－５
ファミリーマートミナワ船越店 神奈川県　横須賀市船越町７－１６
ファミリーマート小田原中村原店 神奈川県　小田原市中村原３９８－１



ファミリーマート小田原中曽根店 神奈川県　小田原市中曽根６６
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
ファミリーマート鵠沼海岸店 神奈川県　藤沢市鵠沼海岸２－２－１５
ファミリーマート川崎向ケ丘店 神奈川県　川崎市高津区向ケ丘５５－１
ファミリーマートかねひろ梶ヶ谷店 神奈川県　川崎市高津区梶ヶ谷２－１－１
ファミリーマート鹿島田駅前店 神奈川県　川崎市幸区新塚越２０１
ファミリーマート横浜宿町店 神奈川県　横浜市南区宿町２－３６
ファミリーマート綾瀬上土棚店 神奈川県　綾瀬市上土棚南４－１－３３
ファミリーマート広屋蒔田店 神奈川県　横浜市南区宮元町４－８６
ファミリーマートかしわや南藤沢店 神奈川県　藤沢市南藤沢２０－２０
ファミリーマートベイサイド新山下店 神奈川県　横浜市中区新山下２丁目４－１４
ファミリーマート秋元芹が谷店 神奈川県　横浜市港南区芹が谷５－１－１１
ファミリーマートたかはし吉井店 神奈川県　横須賀市吉井３－１３－９
ファミリーマート仙谷店 神奈川県　川崎市多摩区菅仙谷２－８－１
ファミリーマート白井南瀬谷店 神奈川県　横浜市瀬谷区南瀬谷１－２－１
ファミリーマート金程住宅店 神奈川県　川崎市麻生区金程４－４－１
ファミリーマート緑園都市駅西口店 神奈川県　横浜市泉区緑園３－１－１
ファミリーマート松山明神台店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区明神台２－８
ファミリーマートウシオ逗子小坪店 神奈川県　逗子市小坪１－８－７
ファミリーマート瀬谷北町店 神奈川県　横浜市瀬谷区北町３－１２
ファミリーマート柿生駅前店 神奈川県　川崎市麻生区上麻生５－３８－１
ファミリーマート新松田店 神奈川県　足柄上郡松田町惣領２０３－３
ファミリーマート日吉本町店 神奈川県　横浜市港北区日吉本町１－１７－２５
ファミリーマートサンズ戸塚深谷町店 神奈川県　横浜市戸塚区深谷１７１７－１
ファミリーマート相模大野駅前店 神奈川県　相模原市相模大野７－１－１０
ファミリーマート山下町店 神奈川県　横浜市中区山下町１５７－３
ファミリーマート横浜汐見台店 神奈川県　横浜市磯子区汐見台１丁目６－２
ファミリーマート溝口一丁目店 神奈川県　川崎市高津区溝口１－１３－２２
ファミリーマート王禅寺西店 神奈川県　川崎市麻生区王禅寺西３－２７－８
ファミリーマート大船中央店 神奈川県　鎌倉市大船１－９－５
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
ファミリーマートよろづや相模台店 神奈川県　相模原市相模台２－２－６
ファミリーマート横浜駅東口店 神奈川県　横浜市神奈川区金港町５－３２
ファミリーマート中野島北口店 神奈川県　川崎市多摩区中野島６－２５－４０
ファミリーマート大船駅東口店 神奈川県　鎌倉市大船１－１０－１８
ファミリーマート幸浦二丁目店 神奈川県　横浜市金沢区幸浦２－１－２０
ファミリーマートサンズ新吉田店 神奈川県　横浜市港北区新吉田町２８６０
ファミリーマート湘南台一丁目店 神奈川県　藤沢市湘南台１－１２－１
ファミリーマート藤が丘駅南口店 神奈川県　横浜市青葉区藤が丘２－５－５
ファミリーマート藤沢駅北口店 神奈川県　藤沢市藤沢４８４－１安田生命藤沢ビル
ファミリーマート湘南港が丘店 神奈川県　横須賀市港が丘１－１
ファミリーマート泉上飯田町店 神奈川県　横浜市泉区上飯田町２１２７
ファミリーマートよろづや相模大野北口店 神奈川県　相模原市相模大野３－９－１
ファミリーマート三ツ境駅東店 神奈川県　横浜市旭区東希望が丘２２３
ファミリーマート中野島南口店 神奈川県　川崎市多摩区中野島３－１６－２０
ファミリーマートＮマートシーフォーレ店 神奈川県　横浜市鶴見区弁天町２－４
ファミリーマートネオマイム鶴見東口店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央１－６－１
ファミリーマートサンス゛美しが丘店 神奈川県　横浜市青葉区美しが丘５－１－５５
ファミリーマート戸塚鳥が丘店 神奈川県　横浜市戸塚区鳥ガ丘１２－１
ファミリーマート鶴屋町二丁目 神奈川県　横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－６
ファミリーマートニック片倉店 神奈川県　横浜市神奈川区片倉１－２４
ファミリーマート宿河原駅前店 神奈川県　川崎市多摩区宿河原３－５－４
ファミリーマート東海大学駅前店 神奈川県　秦野市南矢名１－１３－１５
ファミリーマート三ツ沢上町駅前店 神奈川県　横浜市神奈川区三ツ沢上町５－２１
ファミリーマート弥生台駅前店 神奈川県　横浜市泉区弥生台１４－１
ファミリーマート松山横須賀インター店 神奈川県　横須賀市池上６丁目３－１
ファミリーマート中田駅前店 神奈川県　横浜市泉区中田南３－１－１３
ファミリーマート青葉荏田北店 神奈川県　横浜市青葉区荏田北３－８－８
ファミリーマート今宿東町店 神奈川県　横浜市旭区今宿東町１６５９－１
ファミリーマート鍛治ヶ谷二丁目店 神奈川県　横浜市栄区鍛ヶ谷２－４２－２５
ファミリーマートサンズ相模台五丁目店 神奈川県　相模原市南区相模台５－１１－７
ファミリーマート登戸駅前店 神奈川県　川崎市多摩区登戸３４６２－６
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
ファミリーマート東神奈川東口店 神奈川県　横浜市神奈川区東神奈川１－１０－１
ファミリーマート大和代官四丁目店 神奈川県　大和市代官４－１８－６
ファミリーマート宮前南野川店 神奈川県　川崎市宮前区野川４１５４－２



ファミリーマート横浜八景島店 神奈川県　横浜市金沢区柴町３４５－５
ファミリーマート本郷小学校前店 神奈川県　横浜市栄区中野町６－１
ファミリーマートサンズ相模原町田駅店 神奈川県　相模原市上鶴間本町３－１８－２９
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「相鉄ライフ」内
ファミリーマート白楽駅前店 神奈川県　横浜市神奈川区白楽１００
ファミリーマート新丸子駅東店 神奈川県　川崎市中原区新丸子東２丁目９０５－５
ファミリーマート宮前平駅前店 神奈川県　川崎市宮前区宮前平２－１５－３
ファミリーマート西生田店 神奈川県　川崎市多摩区西生田１－１５－５
ファミリーマートサンズ長者町店 神奈川県　横浜市中区長者町７－１１３
ファミリーマート座間一丁目店 神奈川県　座間市座間１－３３４７－３
ファミリーマート藤沢駅南口店 神奈川県　藤沢市南藤沢２３－９
ファミリーマートエクセレンス不動坂店 神奈川県　戸塚区柏尾町９５９
ファミリーマート東白楽駅前店 神奈川県　横浜市神奈川区西神奈川２－３－８
ファミリーマート稲田堤駅前店 神奈川県　川崎市多摩区菅稲田堤１－３
ファミリーマート大和上草柳店 神奈川県　大和市上草柳１０４－３
ファミリーマート小田原飯泉橋店 神奈川県　小田原市飯泉９９３－１
ファミリーマート相模原淵野辺三丁目店 神奈川県　相模原市中央区淵野辺３－１０－１８
ファミリーマート横浜馬車道店 神奈川県　横浜市中区常磐町４－４７
ファミリーマート二子大通り店 神奈川県　川崎市高津区二子２－４－１１
ファミリーマート厚木恩名店 神奈川県　厚木市恩名４５２－１
ファミリーマート横須賀衣笠店 神奈川県　横須賀市公郷町３－１－２
ファミリーマート川崎貝塚一丁目店 神奈川県　川崎市川崎区貝塚１－１－１
ファミリーマート中幸町三丁目店 神奈川県　川崎市幸区中幸町３－３－２
ファミリーマートサンズ厚木温水店 神奈川県　厚木市温水６５４－１
ファミリーマート夜光一丁目店 神奈川県　川崎市川崎区夜光１丁目９番３
ファミリーマート松山圏央厚木インター店 神奈川県　厚木市下依知２５６－２
ファミリーマート大井町上大井店 神奈川県　足柄上郡大井町上大井６６－１
ファミリーマート横浜釜利谷南店 神奈川県　横浜市金沢区釜利谷南２－４－６
ファミリーマート寒川一之宮店 神奈川県　高座郡寒川町一之宮一丁目１７０番３
ファミリーマート青葉嶮山店 神奈川県　横浜市青葉区大場町７０４番地５０
ファミリーマート伊勢原桜坂店 神奈川県　伊勢原市串橋３５１－４
ファミリーマート川和町店 神奈川県　横浜市都筑区川和町２３５１－２
ファミリーマート綾瀬寺尾西店 神奈川県　綾瀬市寺尾西３－６－１
ファミリーマート中山駅北店 神奈川県　横浜市緑区中山町３０５－２
ファミリーマート汲沢八丁目店 神奈川県　横浜市戸塚区汲沢８－１０－１
ファミリーマート平塚入野店 神奈川県　平塚市入野１５８番１
ファミリーマートサンズ栗平駅前店 神奈川県　川崎市麻生区栗平２－１－６
ファミリーマート藤沢石川二丁目店 神奈川県　藤沢市石川２－１５－１１
ファミリーマート二宮釜野橋店 神奈川県　中郡二宮町山西１９７６－１
ファミリーマート松山湘南江ノ島店 神奈川県　藤沢市片瀬海岸１－１１－９
ファミリーマート生田駅東店 神奈川県　川崎市多摩区生田７－３０２４－１
ファミリーマート金沢柳町店 神奈川県　横浜市金沢区柳町１８－７
ファミリーマート東扇島東店 神奈川県　川崎市川崎区東扇島２０番地３
ファミリーマート川崎浜町四丁目店 神奈川県　川崎市川崎区浜町４－５－１１
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
ファミリーマート平塚テクノロード店 神奈川県　平塚市中堂１１０－１
ファミリーマート横浜東本郷店 神奈川県　横浜市緑区東本郷６－２－１０
ファミリーマートエキニア横浜店 神奈川県　横浜市西区北幸１－１－８
ファミリーマート辻堂新町三丁目店 神奈川県　藤沢市辻堂新町３－２－３６
ファミリーマート和田屋吉浜町店 神奈川県　横浜市中区吉浜町１－１２
ファミリーマート横浜神大寺三丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区神大寺３－３３－９
ファミリーマート鴨宮巡礼街道店 神奈川県　小田原市鴨宮３４５－８
ファミリーマート平間駅前店 神奈川県　川崎市中原区田尻町２０－１
ファミリーマート相模原下九沢店 神奈川県　相模原市緑区下九沢２９１７番１
ファミリーマート弘明寺中里店 神奈川県　横浜市南区中里３－１－５
ファミリーマート矢向駅西店 神奈川県　川崎市幸区塚越３丁目４０３番６
ファミリーマート西八朔町店 神奈川県　横浜市緑区西八朔町１２０１－１
ファミリーマート港北篠原町店 神奈川県　横浜市港北区篠原町２８６８－６
ファミリーマート鶴見宮ノ下店 神奈川県　横浜市鶴見区下末吉５－１９－３９
ファミリーマート多摩区役所北店 神奈川県　川崎市多摩区登戸１７６４－１
ファミリーマート東戸塚名瀬下店 神奈川県　横浜市戸塚区名瀬町５２７
ファミリーマート藤沢稲荷店 神奈川県　藤沢市稲荷１－９－２９
ファミリーマート川崎東田町店 神奈川県　川崎市川崎区東田町２－１０
ファミリーマート藤沢湘南台四丁目店 神奈川県　藤沢市湘南台４－１６－９
ファミリーマート鶴見潮田四丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区潮田町４－１５７－６
ファミリーマート二宮一色店 神奈川県　中郡二宮町一色３５９－１



ファミリーマートよろづやペアナード店 神奈川県　相模原市南区南台５－１１－１９－１０１
ファミリーマート横浜国立大学東店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区峰沢町３１０番１
ファミリーマート座間相模が丘五丁目店 神奈川県　座間市相模が丘５－２９－５１
ファミリーマート新横浜中央通り店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２－１２－２２
ファミリーマート川崎登戸店 神奈川県　川崎市多摩区登戸２８６－２
ファミリーマート薬ヒグチ川崎戸手本町店 神奈川県　川崎市幸区戸手本町２－４２９
ファミリーマート綾瀬寺尾本町店 神奈川県　綾瀬市寺尾本町１－２１－８
ファミリーマート横浜片倉一丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区片倉１－２８－１
ファミリーマート江ヶ崎町店 神奈川県　横浜市鶴見区江ヶ崎町１６番１３号
ファミリーマート川崎新作二丁目店 神奈川県　川崎市高津区新作２－１１－１３
ファミリーマート横浜羽沢町綿打店 神奈川県　横浜市神奈川区羽沢町１７０５－１
ファミリーマート横須賀芦名店 神奈川県　横須賀市芦名二丁目１２１０－２
ファミリーマート宿河原二丁目店 神奈川県　川崎市多摩区宿河原２－４５－１８
ファミリーマート横須賀武四丁目店 神奈川県　横須賀市武四丁目２３７－１
ファミリーマート鶴見旭台店 神奈川県　横浜市鶴見区下末吉１－２１－７
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８丁目８０９－３
ファミリーマート横浜神大寺一丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区神大寺１－２－２
ファミリーマート橋本駅南口店 神奈川県　相模原市緑区橋本二丁目３４２番７号
ファミリーマート青葉大場町店 神奈川県　横浜市青葉区大場町６００－２
ファミリーマート大船谷之前店 神奈川県　鎌倉市大船字谷之前１７４５
ファミリーマート影取鉄砲宿店 神奈川県　横浜市戸塚区影取町１５－４
ファミリーマートサンズ厚木栄町店 神奈川県　厚木市栄町１－１－１
ファミリーマート磯子滝頭三丁目店 神奈川県　横浜市磯子区滝頭３－１－４２
ファミリーマート横浜鶴屋町店 神奈川県　横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－１
ファミリーマート厚木金田店 神奈川県　厚木市金田３６４－１
ファミリーマートよろづや相武台三丁目店 神奈川県　相模原市南区相武台３丁目１０７６－１
ファミリーマート横浜山王町店 神奈川県　横浜市南区山王町２－２２－１４
ファミリーマート川崎市立川崎病院店 神奈川県　川崎市川崎区新川通１２－１
ファミリーマート田島屋六角橋店 神奈川県　横浜市神奈川区六角橋１－１－３田島屋ビル
ファミリーマートスリーウェル新石川二丁目 神奈川県　横浜市青葉区新石川２－４－１７
ファミリーマート神奈川県警察本部店 神奈川県　横浜市中区海岸通２－４神奈川県警察本部庁舎２階
ファミリーマート相模原四丁目店 神奈川県　相模原市中央区相模原４丁目２９８－４
ファミリーマート磯子願行寺前店 神奈川県　横浜市磯子区中原２－１０－１３
ファミリーマート厚木旭町四丁目店 神奈川県　厚木市旭町四丁目１３９４番１
ファミリーマート横浜釜台町店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区釜台町４６－１２
ファミリーマート佐原四丁目店 神奈川県　横須賀市佐原４－１－６
ファミリーマート桂台二丁目店 神奈川県　横浜市青葉区桂台２－３０－１７
ファミリーマート東有馬二丁目店 神奈川県　川崎市宮前区東有馬２－４１－４０
ファミリーマート相模大野三丁目店 神奈川県　相模原市南区相模大野三丁目３２６－２
ファミリーマート溝の口栄橋店 神奈川県　川崎市高津区溝口２－６－３０
ファミリーマート横浜新川町店 神奈川県　横浜市南区新川町２－３－３
ファミリーマート鎌倉山ノ内店 神奈川県　鎌倉市山ノ内１３９５
ファミリーマート大和南二丁目店 神奈川県　大和市大和南２－１３－１２
ファミリーマート愛川中津店 神奈川県　愛甲郡愛川町中津１６４９－１
ファミリーマート駒岡一丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区駒岡１－２８－４０
ファミリーマート都筑ふれあいの丘駅前店 神奈川県　横浜市都筑区葛が谷１２－１
ファミリーマート藤沢円行店 神奈川県　藤沢市円行２－１－２
ファミリーマート土橋一丁目店 神奈川県　川崎市宮前区土橋１－３－７
ファミリーマート鶴見環状二号店 神奈川県　横浜市鶴見区梶山２－２８－８
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
ファミリーマート鎌倉植木店 神奈川県　鎌倉市植木５８６
ファミリーマートシテイ能見台店 神奈川県　横浜市金沢区能見台４－３－１４
ファミリーマート横須賀大津町店 神奈川県　横須賀市大津町２－３－７
ファミリーマート湘南薬品ホンマチ薬局店 神奈川県　藤沢市藤沢３－１－１７近藤ビル
ファミリーマート平塚桜ケ丘店 神奈川県　平塚市桜ヶ丘１７７－１
ファミリーマート観音二丁目店 神奈川県　川崎市川崎区観音２－６０－３
ファミリーマート淵野辺駅南口店 神奈川県　相模原市中央区淵野辺４丁目２２４９－２
ファミリーマート登戸郵便局西店 神奈川県　川崎市多摩区登戸１６７８－３
ファミリーマート港北師岡町店 神奈川県　横浜市港北区師岡町３８９－１
ファミリーマート北里大学病院店 神奈川県　相模原市南区北里１－１５－１
ファミリーマート相模原当麻店 神奈川県　相模原市当麻８７７
ファミリーマート鷺沼駅西店 神奈川県　川崎市宮前区鷺沼１－１８－１０
ファミリーマート厚木栄町二丁目店 神奈川県　厚木市栄町２丁目４７２番１（地番）
ファミリーマート藤沢長後店 神奈川県　藤沢市長後９５４－３
ファミリーマート大岡三丁目店 神奈川県　横浜市南区大岡３－２－２５
ファミリーマート麻溝台四丁目店 神奈川県　相模原市南区麻溝台四丁目１７３９



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
ファミリーマート小田原荻窪店 神奈川県　小田原市荻窪字市屋敷４７２番４
ファミリーマート南加瀬五丁目店 神奈川県　川崎市幸区南加瀬５－６－１８
ファミリーマート鶴見橋店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央３－６－２０
ファミリーマート本厚木駅南口店 神奈川県　厚木市泉町３－１４東友ビル
ファミリーマート川崎ロイネット店 神奈川県　川崎市川崎区砂子２－６－１５
ファミリーマート横須賀船越町店 神奈川県　横須賀市船越町３－２１－２
ファミリーマート中央林間四丁目店 神奈川県　大和市中央林間４丁目１６１６－１
ファミリーマート座間相模が丘一丁目店 神奈川県　座間市相模が丘１－１２－１５
ファミリーマート平塚広川店 神奈川県　平塚市広川２５６－４
ファミリーマート稲田堤南口店 神奈川県　川崎市多摩区菅１－３
ファミリーマート大岡五丁目店 神奈川県　横浜市南区大岡５－３－２
ファミリーマートＭ・Ｙ金沢シーサイド店 神奈川県　横浜市金沢区幸浦２－１３－５
ファミリーマート寒川宮山店 神奈川県　高座郡寒川町宮山２０８８－４
ファミリーマート厚木長谷南店 神奈川県　厚木市長谷６番３４
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
ファミリーマート藤沢舟地蔵店 神奈川県　藤沢市大庭５１３８－３
ファミリーマート横浜反町一丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区反町１－８－１
ファミリーマート横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県　横浜市中区新山下３－１２－１
ファミリーマート武山駐屯地店 神奈川県　横須賀市御幸浜１－１
ファミリーマート野川南台団地前店 神奈川県　川崎市宮前区野川２３４５
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
ファミリーマート北山田一丁目店 神奈川県　横浜市都筑区北山田一丁目１２－８
ファミリーマート武山駐屯地南店 神奈川県　横須賀市御幸浜１－１
ファミリーマート茅ケ崎赤羽根店 神奈川県　茅ケ崎市赤羽根２２５２－１
ファミリーマート日吉駅前店 神奈川県　港北区日吉本町１－１－２
ファミリーマート武蔵中原駅前店 神奈川県　川崎市中原区下小田中２－３－１
ファミリーマート中央林間西六丁目店 神奈川県　大和市中央林間西６丁目１０番５４号
ファミリーマート田名四ツ谷店 神奈川県　相模原市中央区田名４５５９番１
ファミリーマート平塚袖ケ浜店 神奈川県　平塚市袖ケ浜１６－６５
ファミリーマート秦野運動公園東店 神奈川県　秦野市曽谷６８７－３５の一部
ファミリーマート中白根店 神奈川県　横浜市旭区中白根３丁目１－１
ファミリーマート横浜弥生町店 神奈川県　横浜市中区弥生町２－１７－１－１０１
ファミリーマート新山下店 神奈川県　横浜市中区新山下１－９－６
ファミリーマート座間相模が丘二丁目店 神奈川県　座間市相模が丘２－３０－１３
ファミリーマート国際親善総合病院店 神奈川県　横浜市泉区西が丘１－２８－１
ファミリーマート武蔵新城一丁目店 神奈川県　川崎市中原区新城１丁目１４－７市川ビル
ファミリーマート上丸子天神町店 神奈川県　川崎市中原区上丸子天神町４５
ファミリーマート白山二丁目店 神奈川県　横浜市緑区白山２－３８－１６
ファミリーマート藤沢柄沢店 神奈川県　藤沢市柄沢５９８
ファミリーマート藤崎一丁目店 神奈川県　川崎市川崎区藤崎１－３０－１０
ファミリーマート湯河原土肥五丁目店 神奈川県　足柄下郡湯河原町土肥５丁目８－１７
ファミリーマート鎌倉駅東口店 神奈川県　鎌倉市小町１－２－１６
ファミリーマート鎌倉二の鳥居店 神奈川県　鎌倉市小町２－１５－１
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
ファミリーマート新逗子駅前店 神奈川県　逗子市逗子５－１６－４
ファミリーマート津田山駅北店 神奈川県　川崎市高津区下作延１９０７－２
ファミリーマート鶴見仲通店 神奈川県　横浜市鶴見区仲通１－４－７
ファミリーマート平塚山下店 神奈川県　平塚市山下１４－１
ファミリーマート相武台団地西店 神奈川県　相模原市南区新磯野１丁目７９２番１、７９２番２、
ファミリーマート戸塚下倉田町店 神奈川県　横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６
ファミリーマート横浜イセザキモール店 神奈川県　横浜市中区伊勢佐木町６－１３６－４
ファミリーマートサンズ中井井ノ口店 神奈川県　足柄上郡中井町井ノ口１８７０－１
ファミリーマート梶が谷駅南店 神奈川県　川崎市高津区末長１－９－１
ファミリーマート市沢町店 神奈川県　横浜市旭区市沢町９１９－３１
ファミリーマート相模原緑が丘店 神奈川県　相模原市緑が丘２－４４－２５
ファミリーマート厚木宮の里店 神奈川県　厚木市飯山４５４８番１
ファミリーマート南加瀬三丁目店 神奈川県　川崎市幸区南加瀬３－１１－２１
ファミリーマートＭＭ日石ビル店 神奈川県　横浜市中区桜木町１－１－８
ファミリーマート日本大通り駅店 神奈川県　横浜市中区日本大通９番地先地下１階
ファミリーマート湘南国際村店 神奈川県　横須賀市湘南国際村１－３－１
ファミリーマートシティテラス横濱和田町店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区仏向町８４５－１８
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１７－６
ファミリーマート関内蓬莱町店 神奈川県　横浜市中区蓬莱町３－１０４－１トウセン関内ビル
ファミリーマート井土ヶ谷中町店 神奈川県　横浜市南区井土ヶ谷中町１５７
ファミリーマート藤が丘駅東店 神奈川県　横浜市青葉区藤が丘１丁目２９－２



ファミリーマート厚木上荻野店 神奈川県　厚木市上荻野２４５－１
ファミリーマート平塚真田店 神奈川県　平塚市真田一丁目１４番２７号
ファミリーマートサンズ戸塚駅前店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町２０－２
ファミリーマートサカイヤ港南台店 神奈川県　横浜市港南区港南台３丁目４－４０第二松田ビル
ファミリーマート茅ケ崎堤坂下店 神奈川県　茅ヶ崎市堤２３０９－１他（地番）
ファミリーマート小田原駅栄町店 神奈川県　小田原市栄町１－１４－５４
ファミリーマート小田原駅東口店 神奈川県　小田原市栄町１－２－１
ファミリーマート横須賀共済病院店 神奈川県　横須賀市米が浜通１丁目１６
ファミリーマート横浜戸部七丁目店 神奈川県　横浜市西区戸部町７－２２１－１１クリオ横浜セント
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７－３４、７－３５、７－４１、７
ファミリーマート鶴見荒立店 神奈川県　横浜市鶴見区東寺尾５丁目１０－１０
ファミリーマート南足柄沼田店 神奈川県　南足柄市沼田１３－６
ファミリーマート大和駅南店 神奈川県　大和市大和南１－３－３
ファミリーマート新横浜店 神奈川県　横浜市港北区新横浜１－４－７
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
ファミリーマート木月三丁目店 神奈川県　川崎市中原区木月３丁目１７－１５クリフトンコート
ファミリーマート根岸駅北店 神奈川県　横浜市磯子区東町１１－１０
ファミリーマート横須賀根岸町店 神奈川県　横須賀市根岸町３－２－８
ファミリーマート宮前初山店 神奈川県　川崎市宮前区初山１－１９－１９
ファミリーマート日限山四丁目店 神奈川県　横浜市港南区日限山４丁目１－８
ファミリーマート武蔵小杉駅西店 神奈川県　川崎市中原区小杉町三丁目４８６Ｓ．Ｎ．Ｂ１Ｆ
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
ファミリーマート平沼一丁目店 神奈川県　横浜市西区平沼１－２８－２
ファミリーマート関内羽衣町店 神奈川県　横浜市中区羽衣町２－８－５
ファミリーマート高津下野毛店 神奈川県　川崎市高津区下野毛一丁目１３番１号
ファミリーマート桜木町弁天橋店 神奈川県　横浜市中区太田町６－８７
ファミリーマート横須賀池上店 神奈川県　横須賀市池上３－１－６
ファミリーマート富水駅前店 神奈川県　小田原市掘之内２０７－１－３
ファミリーマート上大岡北店 神奈川県　横浜市南区大岡５－１５－９
ファミリーマート横浜藤が丘店 神奈川県　横浜市青葉区藤が丘１丁目１６－１０アーバンプラザ
ファミリーマート横浜神之木町店 神奈川県　横浜市神奈川区神之木町２－４４
ファミリーマート平塚紅谷町店 神奈川県　平塚市紅谷町２－１４
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
ファミリーマート厚木岡田団地店 神奈川県　厚木市岡田１－９－１７
ファミリーマート厚木中町三丁目店 神奈川県　厚木市中町３－１１－２０
ファミリーマート藤沢藤が岡店 神奈川県　藤沢市藤が岡１－１１－４
ファミリーマート川崎旭町一丁目店 神奈川県　川崎市川崎区旭町１丁目９－１
ファミリーマート開成延沢店 神奈川県　足柄上郡開成町延沢６１５－１
ファミリーマート秦野中井インター店 神奈川県　秦野市西大竹字久保６９２番１他５筆
ファミリーマート宮崎二丁目店 神奈川県　川崎市宮前区宮崎２－３－１１
ファミリーマート箱根湯本店 神奈川県　足柄下郡箱根町湯本３８６－３３
ファミリーマート和田町駅南店 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区仏向町１１
ファミリーマート相鉄大和駅店 神奈川県　大和市中央２－１－１
ファミリーマートパークタワー新川崎店 神奈川県　川崎市幸区鹿島田１－１－５
ファミリーマート横浜舞岡町店 神奈川県　横浜市戸塚区舞岡町７６９－１
ファミリーマート大和下鶴間北店 神奈川県　大和市下鶴間１５５４番地の５
ファミリーマート相模原大野台六丁目店 神奈川県　相模原市南区大野台６丁目２１－１２号
ファミリーマート厚木もとちょう店 神奈川県　厚木市元町３－２５
ファミリーマート相模原古淵店 神奈川県　相模原市南区古淵２丁目３－２
ファミリーマート釜台町店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区釜台町４４－１６
ファミリーマート川崎有馬店 神奈川県　川崎市宮前区有馬１丁目２２－９
ファミリーマート瀬谷卸本町店 神奈川県　横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９
ファミリーマート相模原鵜野森店 神奈川県　相模原市南区鵜野森３丁目７番１３号
ファミリーマート横須賀長坂店 神奈川県　横須賀市長坂３－１１－１１
ファミリーマート平塚御殿店 神奈川県　平塚市御殿１丁目２－３６
ファミリーマート藤沢遊行通り店 神奈川県　藤沢市藤沢字大道東２２５－２他３筆
ファミリーマートいずみ中央駅前店 神奈川県　横浜市泉区和泉中央南５－３５０９－１他６筆
ファミリーマート横浜矢向一丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区矢向１－１１－１５
ファミリーマート横浜蒔田店 神奈川県　横浜市南区蒔田町字谷戸田９５３番地５
ファミリーマート横浜星川駅前店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区星川二丁目４－１星川ＳＦビル１Ｆ
ファミリーマート湘南台二丁目店 神奈川県　藤沢市湘南台２－１２－１
ファミリーマート生麦店 神奈川県　横浜市鶴見区生麦３－２－２１
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
ファミリーマート茅ケ崎高田四丁目店 神奈川県　茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０
ファミリーマート座間栗原中央店 神奈川県　座間市栗原中央４丁目２８番２６号
ファミリーマート川崎浜町二丁目店 神奈川県　川崎市川崎区浜町２－１５－４



ファミリーマート港北太尾町店 神奈川県　横浜市港北区大倉山四丁目１５番３０号
ファミリーマート横浜本牧通り店 神奈川県　横浜市中区本牧宮原７－５
ファミリーマート座間郵便局前店 神奈川県　座間市相模が丘一丁目９－２２
ファミリーマート東戸塚店 神奈川県　横浜市戸塚区品濃町５３８－３
ファミリーマート宮前小台一丁目店 神奈川県　川崎市宮前区小台１－１５－６
ファミリーマート冨士屋オルトヨコハマ店 神奈川県　横浜市神奈川区新子安１－２－４オルトヨコハマ・
ファミリーマート上新城一丁目店 神奈川県　川崎市中原区上新城１－２－３１
ファミリーマート星川二丁目店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区星川２丁目８－２２
ファミリーマート大島三丁目店 神奈川県　川崎市川崎区大島３丁目１７－１２
ファミリーマート宮前犬蔵一丁目店 神奈川県　川崎市宮前区犬蔵１－８－２８
ファミリーマート金沢鳥浜町店 神奈川県　横浜市金沢区鳥浜町５番２１他１筆
ファミリーマート鶴見上末吉店 神奈川県　横浜市鶴見区上末吉１丁目１７番５号
ファミリーマート横浜西神奈川三丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区西神奈川３丁目６ー５
ファミリーマート川崎高津駅前店 神奈川県　川崎市高津区二子４丁目１－６
ファミリーマート相模大野南口店 神奈川県　相模原市南区相模大野八丁目２番６号
ファミリーマート片瀬江ノ島駅前店 神奈川県　藤沢市片瀬海岸２－１６－１０
ファミリーマート横浜鶴見小野店 神奈川県　横浜市鶴見区下野谷町四丁目１５４番地３２
ファミリーマート川崎鷺沼店 神奈川県　川崎市宮前区鷺沼二丁目６番地４
ファミリーマート座間ひばりが丘二丁目店 神奈川県　座間市ひばりが丘二丁目１５番２１
ファミリーマート川崎中丸子店 神奈川県　川崎市中原区中丸子５４９番１
ファミリーマート愛川角田店 神奈川県　愛甲郡愛川町角田１７０番地９
ファミリーマート海老名下今泉店 神奈川県　海老名市下今泉一丁目８番３５号
ファミリーマート湘南松尾店 神奈川県　茅ヶ崎市松尾４番１７号
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
ファミリーマート秦野南矢名店 神奈川県　秦野市南矢名２２８８番地の１
ファミリーマート宮崎一丁目店 神奈川県　川崎市宮前区宮崎一丁目８番地１１
ファミリーマート横浜神大寺四丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区神大寺４丁目８－２
ファミリーマート横浜洋光台店 神奈川県　横浜市磯子区洋光台二丁目１６番１６号
ファミリーマート岡村店 神奈川県　横浜市磯子区岡村１－７－１
ファミリーマート川崎元住吉駅前店 神奈川県　川崎市中原区木月２丁目６－２３
ファミリーマート川崎大師駅前店 神奈川県　川崎市川崎区大師駅前１－５－５
ファミリーマート横浜吉野町店 神奈川県　横浜市南区吉野町５丁目２７番地（ＴＫ５２７ビル１
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
ファミリーマート双葉南高校前店 神奈川県　横浜市港南区港南２－２８－３０
ファミリーマート藤沢渡内店 神奈川県　藤沢市渡内２－１５－２
ファミリーマート山北町店 神奈川県　足柄上郡山北町山北７４１番地１
ファミリーマート横浜鶴見元宮店 神奈川県　横浜市鶴見区元宮２丁目１番７０号
ファミリーマート横浜沢渡店 神奈川県　横浜市神奈川区沢渡２番地２
ファミリーマート鶴屋町店 神奈川県　横浜市神奈川区鶴屋町１－２－４
ファミリーマート平塚おかざき店 神奈川県　平塚市岡崎５８０２番地の１
ファミリーマート岸谷店 神奈川県　横浜市鶴見区岸谷１－２６－９
ファミリーマート厚木及川店 神奈川県　厚木市及川二丁目２３番１８
ファミリーマート宮崎台駅前店 神奈川県　川崎市宮前区宮崎二丁目８番地２９
ファミリーマート新横浜駅前店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２丁目４番地１５
ファミリーマート愛川六倉店 神奈川県　愛甲郡愛川町中津２４６５番地１
ファミリーマート上溝七曲り店 神奈川県　相模原市中央区上溝１２４９－６
ファミリーマート横須賀金谷店 神奈川県　横須賀市金谷３－１－５
ファミリーマート金沢瀬ヶ崎店 神奈川県　横浜市金沢区六浦東２－４－６
ファミリーマート寒川大曲店 神奈川県　高座郡寒川町大曲１－１５－３グレイス石塚
ファミリーマート双葉笹下一丁目店 神奈川県　横浜市港南区笹下１－５－１５
ファミリーマート葉山町店 神奈川県　三浦郡葉山町上山口字大沢２９７６－１
ファミリーマート妙蓮寺駅前店 神奈川県　横浜市港北区菊名１－３－１２
ファミリーマート川崎塩浜店 神奈川県　川崎市川崎区塩浜１丁目８－６
ファミリーマート白幡店 神奈川県　横浜市神奈川区白幡町６－１
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
ファミリーマートはまりん上永谷駅店 神奈川県　横浜市港南区丸山台１－１－１
ファミリーマートはまりん横浜駅ミニ店 神奈川県　横浜市西区南幸１－９－Ｂ－２
ファミリーマートはまりんあざみ野駅店 神奈川県　横浜市青葉区あざみ野２－２－２０
ファミリーマートはまりん新横浜駅店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２－１００
ファミリーマートはまりんセンター南駅店 神奈川県　横浜市都筑区茅ヶ崎中央１－１
ファミリーマートはまりん仲町台駅店 神奈川県　横浜市都筑区仲町台１－１－１
ファミリーマートエクセレンス野川店 神奈川県　川崎市宮前区野川６３
ファミリーマートナカムラ二子新地店 神奈川県　川崎市高津区諏訪１－１－２
ファミリーマート京浜堀之内店 神奈川県　横須賀市三春町３－３６
ファミリーマート京町三丁目店 神奈川県　川崎市川崎区京町３－３１－４
ファミリーマート岡田屋元住吉店 神奈川県　中原区木月２－１０－１



ファミリーマート油屋秋谷店 神奈川県　横須賀市秋谷２－７－２
ファミリーマート武蔵小杉駅前店 神奈川県　川崎市中原区新丸子東３丁目１１００－１２
ファミリーマートムサシヤ磯子店 神奈川県　横浜市磯子区広地町８－５
ファミリーマートたまプラーザ店 神奈川県　横浜市青葉区美しが丘２－１４－３
ファミリーマート横浜中山町店 神奈川県　横浜市緑区中山町３０９－６
ファミリーマート冨士屋新子安西口店 神奈川県　横浜市神奈川区新子安１－２３－２
ファミリーマート鈴木石川町店 神奈川県　横浜市中区石川町２－８２
ファミリーマート松山公郷店 神奈川県　横須賀市公郷町１－５２－８
ファミリーマートアスロード横浜生麦店 神奈川県　横浜市鶴見区生麦４－９－１８
ファミリーマート宿河原西店 神奈川県　川崎市多摩区宿河原２－１５－２５
ファミリーマート横浜立場駅店 神奈川県　横浜市泉区中田西１－１－３０
ファミリーマート小杉法政通り店 神奈川県　川崎市中原区市ノ坪２６
ファミリーマート松山金沢文庫店 神奈川県　横浜市金沢区寺前１丁目２番他１筆
ファミリーマート海老名社家店 神奈川県　海老名市社家２０７番２
ファミリーマート寒川一之宮南店 神奈川県　高座郡寒川町一之宮八丁目１１番３７号
ファミリーマート小田原たじま店 神奈川県　小田原市田島１１番地１
ファミリーマート追浜本町店 神奈川県　横須賀市追浜本町１－１０６
ファミリーマート横浜野庭店 神奈川県　横浜市港南区野庭町１２６６
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
ファミリーマート横浜今井町店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区今井町１５９
ファミリーマート横浜大口駅前店 神奈川県　横浜市神奈川区大口通１３３－３
ファミリーマート市が尾駅前店 神奈川県　横浜市青葉区市ヶ尾町１０６３－１０
ファミリーマート横浜真砂町店 神奈川県　横浜市中区港町４－１５－１
ファミリーマート橋本七丁目店 神奈川県　相模原市橋本７－５－２１
ファミリーマート横浜長津田町店 神奈川県　横浜市緑区長津田町２３１６－１
ファミリーマート都筑富士見が丘店 神奈川県　横浜市都筑区富士見が丘１４－２６
ファミリーマート鶴見西口店 神奈川県　横浜市鶴見区豊岡町８－２０
ファミリーマート相模原上溝店 神奈川県　相模原市中央区上溝１６７６番地１
ファミリーマート相模原麻溝公園前店 神奈川県　相模原市南区麻溝台７丁目２番２２号
ファミリーマート横浜権太坂店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区権太坂３丁目２０－４３
ファミリーマート横浜吉野町駅前店 神奈川県　横浜市南区吉野町３－１６
ファミリーマート横浜上白根店 神奈川県　横浜市旭区上白根二丁目４番１２号
ファミリーマート横浜狩場町店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区狩場町１００番地３
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
ファミリーマート秦野中央店 神奈川県　秦野市曽屋７－１
ファミリーマート武蔵新城駅西店 神奈川県　川崎市高津区末長字高ノ面１５８９番地３
ファミリーマート相模原中央五丁目店 神奈川県　相模原市中央区中央５－８－３
ファミリーマート小田原新屋店 神奈川県　小田原市新屋４５－２
ファミリーマート京王稲田堤駅前店 神奈川県　川崎市多摩区菅２－１５－３
ファミリーマート南平台店 神奈川県　川崎市宮前区南平台６７６－１
ファミリーマート白幡仲町店 神奈川県　横浜市神奈川区白幡仲町４７－２５
ファミリーマート横浜北幸二丁目店 神奈川県　横浜市西区北幸２－１４－１
ファミリーマート川崎南幸町店 神奈川県　川崎市幸区南幸町一丁目７番地５
ファミリーマート元住吉駅北店 神奈川県　川崎市中原区木月２－１－３ラバーズパーク
ファミリーマート小田原下堀店 神奈川県　小田原市下堀字千代境５４番１
ファミリーマート横浜コットンハーバー店 神奈川県　横浜市神奈川区星野町１０
ファミリーマート横浜都筑池辺町店 神奈川県　横浜市都筑区池辺町４３３７番地
ファミリーマート相模原下溝店 神奈川県　相模原市南区下溝５９３番地４
ファミリーマート相模湖町店 神奈川県　相模原市緑区与瀬３３２番地１
ファミリーマート上大岡店 神奈川県　横浜市港南区上大岡西２－１－１９
ファミリーマート藤沢下土棚店 神奈川県　藤沢市下土棚１００４番地
ファミリーマート希望ケ丘店 神奈川県　横浜市旭区中希望ケ丘１０２番地
ファミリーマート横浜石川町店 神奈川県　横浜市中区石川町５－２１１－１
ファミリーマート大和深見西２４６店 神奈川県　大和市深見西六丁目１－２
ファミリーマート相模原横山三丁目店 神奈川県　相模原市中央区横山三丁目４９１８－３
ファミリーマート平塚虹ケ浜店 神奈川県　平塚市虹ケ浜２０－１６
ファミリーマート橋本三丁目店 神奈川県　相模原市橋本３－１９－１７
ファミリーマート百合丘三丁目店 神奈川県　川崎市麻生区百合丘３－２６－１９
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４－３２－２０
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
ファミリーマート横浜元町店 神奈川県　横浜市中区石川町一丁目１
ファミリーマート相模原マルハン店 神奈川県　相模原市中央区田名３４４９番１
ファミリーマート新横浜三丁目店 神奈川県　横浜市港北区新横浜三丁目１７番地１１
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
ファミリーマート横浜上飯田団地店 神奈川県　横浜市泉区上飯田町１３３８番地１７
ファミリーマート横浜天王町店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区天王町２丁目３６－５第一増田ビ



ファミリーマート花月園駅前店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見１－１－３
ファミリーマート港南台ガーデン店 神奈川県　横浜市港南区港南台４－３５－１８
ファミリーマート鶴巻温泉駅前店 神奈川県　秦野市鶴巻北２－２－１－１０１
ファミリーマート下末吉店 神奈川県　横浜市鶴見区下末吉４－３２－１４
ファミリーマート東寺尾中台店 神奈川県　横浜市鶴見区東寺尾中台１３－１７
ファミリーマート横浜高島二丁目店 神奈川県　横浜市西区高島２－１４－１５
ファミリーマート川崎中瀬店 神奈川県　川崎市川崎区中瀬３丁目２－１６
ファミリーマート横浜子安通三丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区子安通三丁目２９８番地１
ファミリーマート横浜羽衣町店 神奈川県　横浜市中区羽衣町２丁目５番地１２
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
ファミリーマート川崎殿町店 神奈川県　川崎市川崎区殿町２丁目５－９
ファミリーマート横浜町田マルハン店 神奈川県　横浜市瀬谷区目黒町３３番５
ファミリーマート竹山団地店 神奈川県　横浜市緑区竹山１－１９－２
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
ファミリーマートＭ・Ｙ横浜市大病院前店 神奈川県　横浜市金沢区福浦２－９－５
ファミリーマート相模原番田店 神奈川県　相模原市中央区上溝２０３９－１
ファミリーマートティスティ溝ノ口店 神奈川県　川崎市高津区久本３－３－７
ファミリーマート和田屋万世町店 神奈川県　横浜市南区万世町１－７
ファミリーマート海老名中新田五丁目店 神奈川県　海老名市中新田五丁目１番３号
ファミリーマート川崎田町店 神奈川県　川崎市川崎区田町一丁目３－１２
ファミリーマート井土ヶ谷駅前店 神奈川県　横浜市南区井土ケ谷中町１６１
ファミリーマート西寺尾二丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区西寺尾２－３１－１７
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
ファミリーマート厚木旭町店 神奈川県　厚木市旭町２－１－１４
ファミリーマート横浜駅西口店 神奈川県　横浜市西区北幸二丁目２番地６
ファミリーマートセンター北店 神奈川県　横浜市都筑区中川中央１丁目１番１号
ファミリーマート鎌倉雪ノ下店 神奈川県　鎌倉市雪ノ下３－４－２５
ファミリーマート久里浜二丁目店 神奈川県　横須賀市久里浜２－２４－６
ファミリーマート横浜ワールドポーターズ店 神奈川県　横浜市中区新港２－２－１横浜ワールドポーターズ
ファミリーマートＫＳＰ店 神奈川県　川崎市高津区坂戸３－２－１
ファミリーマート横浜折本町店 神奈川県　横浜市都筑区折本町３２８番地３
ファミリーマート向ヶ丘遊園北口店 神奈川県　川崎市多摩区登戸２０１０－２
ファミリーマート川崎下有馬店 神奈川県　川崎市宮前区東有馬４－１１－２
ファミリーマート登戸新町店 神奈川県　川崎市多摩区登戸新町３７５番地
ファミリーマート本厚木駅南口ロータリー前 神奈川県　厚木市泉町２－１１
ファミリーマート横浜中川中央店 神奈川県　横浜市都筑区中川中央一丁目２９番３６号
ファミリーマートｔｖｋ　ｅｃｏｍｐａｒｋ 神奈川県　横浜市西区西平沼町６番２号
ファミリーマート新栄町店 神奈川県　横浜市都筑区新栄町１３
ファミリーマート港南下永谷六丁目店 神奈川県　横浜市港南区下永谷六丁目２番８号
ファミリーマート厚木三田東店 神奈川県　厚木市三田字仲町１５７９番１他２筆
ファミリーマート横浜鴨居駅前店 神奈川県　横浜市緑区鴨居一丁目１５番７号
ファミリーマート上大岡ミオカ店 神奈川県　横浜市港南区上大岡西一丁目１８－５
ファミリーマート青葉台駅南店 神奈川県　横浜市青葉区榎が丘１－９青葉台由樹ビル
ファミリーマート川崎藤崎店 神奈川県　川崎市川崎区藤崎４－４－７
ファミリーマート中沢二丁目店 神奈川県　横浜市旭区中沢２－１－８
ファミリーマート都筑大棚町店 神奈川県　横浜市都筑区大棚町４１５－１
ファミリーマート横浜十日市場店 神奈川県　横浜市緑区十日市場町８５４－２
ファミリーマート松田町店 神奈川県　足柄上郡松田町松田惣領１８６７番地
ファミリーマート川崎東門前店 神奈川県　川崎市川崎区東門前三丁目９７番地２
ファミリーマート横浜綱島東店 神奈川県　横浜市港北区綱島東２丁目６－４０
ファミリーマート新石川２４６店 神奈川県　横浜市青葉区荏田町１３４－１
ファミリーマート矢向店 神奈川県　横浜市鶴見区矢向５－７－３０
ファミリーマート小田原酒匂店 神奈川県　小田原市酒匂２丁目１３番２２号ヴィラコート酒匂１
ファミリーマート緑つくし野店 神奈川県　横浜市緑区長津田町４２３２－１
ファミリーマート横浜下田町五丁目店 神奈川県　横浜市港北区下田町五丁目１番６号
ファミリーマート横浜希望ヶ丘店 神奈川県　横浜市旭区南希望が丘６７
ファミリーマート高座渋谷駅店 神奈川県　大和市渋谷６－１６－３小田急マルシェ高座渋谷
ファミリーマートポートストア本牧店 神奈川県　横浜市中区本牧埠頭１港湾労働者福祉センター内
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
ファミリーマート山下町南店 神奈川県　横浜市中区山下町１６３番
ファミリーマートジョイナステラス二俣川店 神奈川県　横浜市旭区二俣川２丁目９１－７二俣川駅
ファミリーマート厚木三田店 神奈川県　厚木市三田３１８８番地１
ファミリーマート大綱中学校前店 神奈川県　横浜市港北区大倉山３－４１－２２
ファミリーマート雨宮音楽通り店 神奈川県　横浜市中区花咲町２－８３
ファミリーマート港北新吉田店 神奈川県　横浜市港北区新吉田東８丁目１２－３
ファミリーマート横浜青木町店 神奈川県　横浜市神奈川区青木町１０－２オリマツビル



ファミリーマート横浜入江二丁目店 神奈川県　横浜市神奈川区入江２－１５－１５
ファミリーマート戸塚名瀬町店 神奈川県　横浜市戸塚区名瀬町７９２－１１
ファミリーマート永田東一丁目店 神奈川県　横浜市南区永田東１－６－１３
ファミリーマート綾瀬小園西店 神奈川県　綾瀬市小園１４０１－１
ファミリーマート油屋三浦海岸店 神奈川県　三浦市南下浦町上宮田３４１３
ファミリーマート相模原若松三丁目店 神奈川県　相模原市南区若松３丁目３２番９号
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
ファミリーマート神明町二丁目店 神奈川県　川崎市幸区神明町２丁目４３番地
ファミリーマート川崎坂戸店 神奈川県　川崎市高津区坂戸２－７－１３
ファミリーマート三崎原町店 神奈川県　三浦市原町２－２２
ファミリーマート鶴見中央店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央４－５－９
ファミリーマートふるや中野島店 神奈川県　川崎市多摩区中野島３－３１－１０
ファミリーマート細谷大野台店 神奈川県　相模原市大野台２－２５－３
ファミリーマート東戸塚記念病院前店 神奈川県　横浜市戸塚区品濃町５５１－３
ファミリーマート加藤東林間店 神奈川県　相模原市東林間６－１９－１５
ファミリーマートＭＧ川崎昭和店 神奈川県　川崎市川崎区昭和２－１４－１４
ファミリーマート港南中央通り店 神奈川県　横浜市港南区港南中央通８－４１
ファミリーマート鷺沼駅前店 神奈川県　川崎市宮前区鷺沼３－１－２０
ファミリーマート新丸子駅西口店 神奈川県　川崎市中原区新丸子町７３７－１
ファミリーマート鈴木秦野西田原店 神奈川県　秦野市西田原２１７
ファミリーマート石田屋神之木町店 神奈川県　横浜市神奈川区神之木町１０－１２
ファミリーマート三ツ池公園口店 神奈川県　横浜市鶴見区北寺尾２－８－９
ファミリーマート茅ヶ崎東海岸北店 神奈川県　茅ヶ崎市東海岸北３丁目１０００４番地９２
ファミリーマート大磯店 神奈川県　中郡大磯町大磯９９０
ファミリーマート三ツ沢公園店 神奈川県　横浜市西区北軽井沢３６－９
ファミリーマート向ヶ丘遊園駅前店 神奈川県　川崎市多摩区登戸２７３７－１
ファミリーマート相鉄かしわ台駅店 神奈川県　海老名市柏ヶ谷相鉄かしわ台駅
ファミリーマート鎌倉長谷店 神奈川県　鎌倉市長谷１－２０５－３
ファミリーマート日進町店 神奈川県　川崎市川崎区日進町１５－２
ファミリーマートサンズ瀬谷五貫目町店 神奈川県　横浜市瀬谷区五貫目町１０－２０
ファミリーマート水沢三丁目店 神奈川県　川崎市宮前区水沢三丁目１２－２
ファミリーマート厚木長谷店 神奈川県　厚木市長谷２９２－１
ファミリーマート鶴ヶ峰店 神奈川県　横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１
ファミリーマートさがみ夢大通り店 神奈川県　相模原市中央区相模原７－１
ファミリーマート新横浜二丁目店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２－１５－１
ファミリーマート今宿西町店 神奈川県　横浜市旭区今宿西町１９２－１
ファミリーマート秦野鶴巻店 神奈川県　秦野市鶴巻北２丁目１１９７－１外
ファミリーマート油屋森崎店 神奈川県　横須賀市森崎１－１５－１６
ファミリーマート堰三丁目店 神奈川県　川崎市多摩区堰３－１０－４
ファミリーマートシマダ黄金町店 神奈川県　横浜市中区初音町３－４９－１
ファミリーマート上作延店 神奈川県　川崎市高津区上作延２８４－４
ファミリーマート深見西一丁目店 神奈川県　大和市深見西１－２－３２
ファミリーマート善行駅東口店 神奈川県　藤沢市善行７－４－１
ファミリーマート磯子中原二丁目店 神奈川県　横浜市磯子区中原２－９－１
ファミリーマート川崎駅西店 神奈川県　川崎市幸区中幸町４－５０－５
ファミリーマート川崎蟹ヶ谷店 神奈川県　川崎市高津区蟹ヶ谷３－３
ファミリーマート佐野寅二安浦店 神奈川県　横須賀市安浦町２－２７
ファミリーマート冨士屋子安通店 神奈川県　横浜市神奈川区子安通３－２８８
ファミリーマート阪東橋東口店 神奈川県　横浜市南区高根町２－１３
ファミリーマート細谷古淵店 神奈川県　相模原市古淵１－３４－１３
ファミリーマートおかべ荻窪店 神奈川県　小田原市荻窪５８８－１
ファミリーマート茅ヶ崎サザン通り店 神奈川県　茅ヶ崎市中海岸１－１－５０
ファミリーマート相武台前駅南口店 神奈川県　座間市相武台３－４７４２－１
ファミリーマート綾瀬落合北店 神奈川県　綾瀬市落合北５－３－１
ファミリーマート高梨米が浜店 神奈川県　横須賀市米が浜通２－１－４
ファミリーマート中央林間駅東口店 神奈川県　大和市中央林間４－１４－２０
ファミリーマート横須賀光風台店 神奈川県　横須賀市西浦賀３－３４－２
ファミリーマート三崎口店 神奈川県　三浦市初声町三戸字はた２３７－７
ファミリーマート飯田走水店 神奈川県　横須賀市走水２－１４－４
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
ファミリーマートサンズ丸山台三丁目店 神奈川県　横浜市港南区丸山台３－２１－１
ファミリーマート本藤沢六丁目店 神奈川県　藤沢市本藤沢６－４３２２－３
ファミリーマート小向西町一丁目店 神奈川県　川崎市幸区小向西町１丁目１０番地
ファミリーマート津川平堀店 新潟県　東蒲原郡阿賀町平堀１０６０
ファミリーマート新発田工業団地店 新潟県　新発田市佐々木２５９１－３６
ファミリーマート見附市野坪店 新潟県　見附市市野坪町８３－２



ファミリーマート新潟船江町 新潟県　新潟市船江町一丁目４７－７
ファミリーマート西川旗屋店 新潟県　新潟市西蒲区旗屋５１１
ファミリーマート白根戸頭店 新潟県　新潟市戸頭字上谷内７３８－１
ファミリーマート阿賀野川ＳＡ下り店 新潟県　東蒲原郡阿賀町釣浜字中峰４６５９
ファミリーマート新潟万代四丁目店 新潟県　新潟市中央区万代４－１－１
ファミリーマート新潟近江三丁目店 新潟県　新潟市中央区近江３－３２３－１
ファミリーマート横越茜ヶ丘店 新潟県　新潟市江南区茜ヶ丘７－１５
ファミリーマート新潟竹尾卸団地店 新潟県　新潟市東区竹尾８１４－１
ファミリーマート新潟中央インター店 新潟県　新潟市中央区鳥屋野３５８番４７－２
ファミリーマート新潟プラーカ２店 新潟県　新潟市中央区笹口１丁目２－１
ファミリーマート亀田大月店 新潟県　新潟市江南区大月三丁目７番５７号
ファミリーマート新発田緑町店 新潟県　新発田市緑町二丁目５－３０
ファミリーマート新潟八千代二丁目店 新潟県　新潟市中央区八千代２丁目２４９６－１４
ファミリーマート新潟中野山五丁目店 新潟県　新潟市東区中野山五丁目２１－１０
ファミリーマート新潟医学町通店 新潟県　新潟市中央区医学町通１番町３９－１
ファミリーマート新潟鐙一丁目店 新潟県　新潟市中央区鐙１丁目４番３９号
ファミリーマート新発田中曽根店 新潟県　新発田市中曽根町一丁目４番９号
ファミリーマート新潟内野山手店 新潟県　新潟市西区内野山手１丁目１１番２７号
ファミリーマート白根文京町店 新潟県　新潟市南区上下諏訪木９８５番地１
ファミリーマート長岡南七日町店 新潟県　長岡市南七日町５０番地１５
ファミリーマート長岡曙店 新潟県　長岡市曙２－４－１７
ファミリーマート道の駅まつだい店 新潟県　十日町市松代３８１６番地１
ファミリーマート新津車場店 新潟県　新潟市秋葉区あおば通２丁目２番１１号
ファミリーマート長岡川崎店 新潟県　長岡市川崎１丁目２５２０番地１
ファミリーマート新潟長者町店 新潟県　新潟市東区長者町１５番３７号
ファミリーマート長岡新産業センター店 新潟県　長岡市新産二丁目８番１
ファミリーマート巻町桔梗が丘店 新潟県　新潟市西蒲区桔梗ガ丘８７番地
ファミリーマート新潟中野山店 新潟県　新潟市東区中野山六丁目１番１号
ファミリーマート豊栄かぶとやま店 新潟県　新潟市北区かぶとやま一丁目４番地２
ファミリーマート新潟紫竹山店 新潟県　新潟市中央区紫竹山六丁目３番１号
ファミリーマート豊栄太田店 新潟県　新潟市北区太田５７６７番地
ファミリーマート新潟天神尾一丁目店 新潟県　新潟市中央区天神尾１丁目１５番１０号
ファミリーマート長岡新産四丁目店 新潟県　長岡市新産四丁目１番地２
ファミリーマート新潟河渡本町店 新潟県　新潟市東区河渡本町２２番６６号
ファミリーマート長岡新町二丁目店 新潟県　長岡市新町二丁目１番６号
ファミリーマート新津川口店 新潟県　新潟市秋葉区川口４６８番地１
ファミリーマート新潟西白根店 新潟県　新潟市南区西白根２５７番地１
ファミリーマート長岡蓮潟店 新潟県　長岡市蓮潟三丁目１２番２０号
ファミリーマート新潟松園店 新潟県　新潟市東区松園一丁目９番４９号
ファミリーマート新発田しんえい町店 新潟県　新発田市新栄町１丁目９番２号
ファミリーマート新潟中之口店 新潟県　新潟市西蒲区六分７８１
ファミリーマート新潟亀田向陽店 新潟県　新潟市江南区亀田向陽１丁目２番１２号
ファミリーマート弥彦温泉前店 新潟県　西蒲原郡弥彦村大字弥彦字羽黒戸２２８０番地
ファミリーマート長岡福道店 新潟県　長岡市福道町字前田３７８番地１
ファミリーマート新発田住吉店 新潟県　新発田市住吉町４丁目１番１５号
ファミリーマート新津吉岡町店 新潟県　新潟市秋葉区吉岡町２２番１８号
ファミリーマート燕三条店 新潟県　燕市小高７０５１番地
ファミリーマート三条塚野目店 新潟県　三条市塚野目二丁目５番１２号
ファミリーマート新潟牡丹山店 新潟県　新潟市東区牡丹山一丁目５番１５号
ファミリーマート長岡弓町店 新潟県　長岡市弓町１丁目３番２２号
ファミリーマート新潟十番町店 新潟県　新潟市中央区上大川前通十番町１９１４番地
ファミリーマート新潟大淵店 新潟県　新潟市江南区大淵６０３番地４
ファミリーマート五泉木越店 新潟県　五泉市木越１８９７番地３
ファミリーマート五泉本町店 新潟県　五泉市本町四丁目２番１２号
ファミリーマート新発田中央町店 新潟県　新発田市中央町五丁目６番１４号
ファミリーマート新潟中木戸店 新潟県　新潟市東区中木戸３１８番地６
ファミリーマート新潟新通店 新潟県　新潟市西区新通南２丁目１８番２０号
ファミリーマート新潟あぶみ三丁目店 新潟県　新潟市中央区鐙３丁目６番３６号
ファミリーマート阿賀野保田店 新潟県　阿賀野市保田１１６０番地
ファミリーマート三条新保店 新潟県　三条市新保字橋元３３４番地
ファミリーマートつばめ吉田東栄町店 新潟県　燕市吉田東栄町１３番２３号
ファミリーマート新潟五十嵐店 新潟県　新潟市西区五十嵐二の町９０８８番地１
ファミリーマート燕井土巻店 新潟県　燕市井土巻３丁目１１１番地
ファミリーマート新潟物見山店 新潟県　新潟市東区物見山４丁目４番６号
ファミリーマート上大川前通店 新潟県　新潟市中央区上大川前通４番町４５番地１
ファミリーマートつばめ白山町店 新潟県　燕市白山町三丁目２２－７０



ファミリーマート三条鶴田店 新潟県　三条市鶴田四丁目４番３３号
ファミリーマート新発田豊町店 新潟県　新発田市豊町４丁目９番２１号
ファミリーマート新津山谷南店 新潟県　新潟市秋葉区新津４５１９番地６
ファミリーマート新潟嘉瀬店 新潟県　新潟市江南区嘉瀬１５１５番地
ファミリーマート新潟東大通店 新潟県　新潟市中央区東大通１丁目２番１号
ファミリーマート新潟出来島二丁目店 新潟県　新潟市出来島二丁目１－２
ファミリーマート新発田舟入町店 新潟県　新発田市舟入町１丁目１２番２号
ファミリーマート新潟山谷町店 新潟県　新潟市秋葉区山谷町二丁目５０１７番２
ファミリーマート新潟女池神明店 新潟県　新潟市中央区女池神明３丁目６－８
ファミリーマート長岡来迎寺店 新潟県　長岡市来迎寺３８３４番地
ファミリーマート新潟巻大原店 新潟県　新潟市西蒲区巻大原字徳兵衛囲９９６－２
ファミリーマート燕笈ケ島店 新潟県　燕市笈ケ島１２２５番地１
ファミリーマート五泉中野橋店 新潟県　五泉市青橋甲５７７－１
ファミリーマート新潟関屋昭和町店 新潟県　新潟市中央区関屋昭和町１丁目１１
ファミリーマート長岡上岩井店 新潟県　長岡市上岩井６４４５番地
ファミリーマート新津善道町店 新潟県　新潟市秋葉区善道町２丁目２４０９－１
ファミリーマート新発田豊浦店 新潟県　新発田市乙次６１２
ファミリーマート柏崎扇町店 新潟県　柏崎市扇町１番３８号
ファミリーマート燕笈ケ島南店 新潟県　燕市笈ケ島字一ノ山８５６番地１
ファミリーマート三条田島店 新潟県　三条市田島２丁目１０番１０号
ファミリーマート柏崎城塚店 新潟県　柏崎市城塚１番２７号
ファミリーマート女池上山一丁目店 新潟県　新潟市中央区女池上山土地区画整理事業地内４９街区
ファミリーマート燕下粟生津店 新潟県　燕市下粟生津字横町３０３６番地３
ファミリーマート柏崎松波店 新潟県　柏崎市松波４丁目字ぐみ山２０４５番２（地番）
ファミリーマート新津朝日店 新潟県　新潟市秋葉区朝日２６０番地５他８筆
ファミリーマート柏崎原町店 新潟県　柏崎市原町５番５５号
ファミリーマート柏崎鯨波店 新潟県　柏崎市大字鯨波乙１２０３番地２
ファミリーマート女池上山四丁目店 新潟県　新潟市中央区女池上山四丁目５－１１
ファミリーマート柏崎比角店 新潟県　柏崎市比角二丁目１０番３号
ファミリーマート新潟文京町店 新潟県　新潟市中央区文京町２３番地１４
ファミリーマート三条千把野店 新潟県　三条市栄町千把野新田１５５
ファミリーマートＪＡ津南町上郷店 新潟県　中魚沼郡津南町大字上郷子種新田１４番地１
ファミリーマート新潟曽和インター店 新潟県　新潟市西区内野戸中才１４９６－５
ファミリーマート三条代官島店 新潟県　三条市大字代官島１２４１番地１
ファミリーマート長岡中央綜合病院店 新潟県　長岡市川崎町２０４１番地
ファミリーマート上越南新町店 新潟県　上越市南新町３番４６号
ファミリーマート見附新幸町店 新潟県　見附市新幸町７番６号
ファミリーマート新潟巻インター店 新潟県　新潟市西蒲区漆山７９０３番地１
ファミリーマート燕物流センター店 新潟県　燕市杉名９２１番地１
ファミリーマート燕大曲店 新潟県　燕市大曲３６３８番１
ファミリーマート三条中新店 新潟県　三条市中新３２番４８号
ファミリーマート新潟矢代田店 新潟県　新潟市秋葉区矢代田３３２９番地１
ファミリーマート新潟槇尾店 新潟県　新潟市西区槇尾字前三俵３２７番地
ファミリーマート柏崎総合医療センター店 新潟県　柏崎市北半田２丁目１１－３
ファミリーマートメルシー川治店 新潟県　十日町市北新田１－４
ファミリーマート三条大崎店 新潟県　三条市西大崎一丁目９番２０号
ファミリーマート新潟五十嵐中島店 新潟県　新潟市西区五十嵐中島三丁目２３番７２号
ファミリーマート新潟立仏店 新潟県　新潟市西区立仏４７４番地１
ファミリーマート加茂下条店 新潟県　加茂市大字下条字樋下甲４７３番地１
ファミリーマート新潟鐙西店 新潟県　新潟市中央区鐙西二丁目３５番３３号
ファミリーマート新潟紫竹二丁目店 新潟県　新潟市東区紫竹２丁目１番８６号
ファミリーマートメルシー中条店 新潟県　十日町市中条己２９４９番地
ファミリーマート新潟東中野山七丁目店 新潟県　新潟市東中野山７丁目１５－５
ファミリーマート新発田駅前店 新潟県　新発田市諏訪町１丁目２－１１－１Ｆ
ファミリーマート新潟濁川店 新潟県　新潟市北区濁川４２７番１他
ファミリーマート新潟田上町店 新潟県　南蒲原郡田上町大字田上字横山丙２９８７－２
ファミリーマート新潟商業高校前店 新潟県　新潟市関屋下川原町１－７
ファミリーマート新潟桜木インター店 新潟県　新潟市神道寺２丁目１６８番
ファミリーマート新潟みずき野店 新潟県　新潟市西区みずき野２丁目８番１８号
ファミリーマート新潟天野店 新潟県　新潟市江南区天野一丁目１７番１号
ファミリーマート聖籠次第浜店 新潟県　北蒲原郡聖籠町大字次第浜２０９６番地１
ファミリーマート新潟錦町店 新潟県　新潟市東区錦町５番６８号
ファミリーマート新津さつき野店 新潟県　新潟市秋葉区さつき野二丁目１０番３６号
ファミリーマート阿賀野南安野店 新潟県　阿賀野市南安野町９番３号
ファミリーマート燕吉田本所店 新潟県　燕市吉田本所１１７番地４
ファミリーマート新潟逢谷内店 新潟県　新潟市東区逢谷内二丁目１番１８号



ファミリーマート五泉あこみ店 新潟県　五泉市赤海二丁目２番６４号
ファミリーマート横越うぐいす団地店 新潟県　新潟市江南区うぐいす１丁目１番１号
ファミリーマート新津本町４丁目店 新潟県　新潟市新津本町四丁目２８番２１号
ファミリーマート長岡南町店 新潟県　長岡市南町１丁目２番２２号
ファミリーマート燕中川店 新潟県　燕市中川字中道上３５０番１
ファミリーマート見附元町店 新潟県　見附市元町二丁目３番１号
ファミリーマート新潟寺尾北店 新潟県　新潟市西区上新栄町三丁目１番１５号
ファミリーマート加茂旭町店 新潟県　加茂市旭町１６－７
ファミリーマート新潟とっぱら店 新潟県　新潟市西区鳥原２３２９番地３
ファミリーマート新潟寺山二丁目店 新潟県　新潟市東区寺山二丁目２１－２
ファミリーマート燕小高店 新潟県　燕市小高１６０２
ファミリーマート田上川船河店 新潟県　南蒲原郡田上町大字川船河甲１３５０番地５
ファミリーマート湯沢奈良山店 新潟県　南魚沼郡湯沢町大字神立１８３番地６
ファミリーマート長岡宮栄店 新潟県　長岡市宮栄１丁目５３－１
ファミリーマート六日町駅東店 新潟県　南魚沼市六日町７５番地７
ファミリーマート新発田八幡新田店 新潟県　新発田市八幡新田６３１番地１
ファミリーマート新潟善久店 新潟県　新潟市善久字新川向４５０－８他
ファミリーマート富山新庄本町店 富山県　富山市新庄本町一丁目２番３２号
ファミリーマート砺波市役所前店 富山県　砺波市栄町６番３５号
ファミリーマート富山駅前店 富山県　富山市桜町一丁目４番２０号
ファミリーマート小矢部埴生北店 富山県　小矢部市埴生３９２番地
ファミリーマート富山茶屋町店 富山県　富山市茶屋町６０２番地２
ファミリーマート砺波安川店 富山県　砺波市安川２３５番地
ファミリーマート黒部生地漁港前店 富山県　黒部市飯沢７３１番１
ファミリーマート黒部立野東店 富山県　黒部市立野１６５番地１
ファミリーマート魚津シーサイド店 富山県　魚津市港町９番８号
ファミリーマート市立富山市民病院店 富山県　富山市今泉北部町２番地１
ファミリーマート富山総曲輪店 富山県　富山市総曲輪３丁目１－１１
ファミリーマート富山山室店 富山県　富山市山室９番地７
ファミリーマート富山五福店 富山県　富山市五福３５１８番３３
ファミリーマート富山岩瀬浜店 富山県　富山市岩瀬天神町２０番地
ファミリーマート富山大久保店 富山県　富山市下大久保字十番割２４２３番地１
ファミリーマート高岡みずほ町店 富山県　高岡市瑞穂町２番４号
ファミリーマート富山堀川町店 富山県　富山市堀川町６９番地１
ファミリーマート氷見中央店 富山県　氷見市幸町４番１５号
ファミリーマート福岡大滝西店 富山県　高岡市福岡町大滝２１３番地の１
ファミリーマート砺波苗加店 富山県　砺波市苗加６０３番地１
ファミリーマート高岡本丸町店 富山県　高岡市本丸町３８６番地
ファミリーマート射水鷲塚店 富山県　射水市鷲塚１８８番１
ファミリーマート富山鍋田店 富山県　富山市鍋田１８番１５号
ファミリーマート砺波中野店 富山県　砺波市中野１３６０番地の１
ファミリーマート小矢部ＩＣ店 富山県　小矢部市平桜６４３２番１
ファミリーマート高岡戸出市野瀬店 富山県　高岡市戸出市野瀬５６４番地
ファミリーマート小矢部西中店 富山県　小矢部市西中１９６番地１６
ファミリーマート富山秋吉店 富山県　富山市秋吉１３－２－３
ファミリーマート入善高校前店 富山県　下新川郡入善町入善字東寺田３８８１番１
ファミリーマート富山四方店 富山県　富山市四方字２８６番地１
ファミリーマート射水手崎店 富山県　射水市手崎４６９番地１
ファミリーマート小矢部茄子島店 富山県　小矢部市茄子島１８３番１
ファミリーマート高岡姫野店 富山県　高岡市放生津１０番４
ファミリーマート滑川中川原店 富山県　滑川市中川原２９５番１
ファミリーマート富山中田店 富山県　富山市中田一丁目１１番１３号
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
ファミリーマート黒部インター口店 富山県　黒部市荻生４４０６－１
ファミリーマート魚津江口店 富山県　魚津市江口１０９５番地３
ファミリーマート富山本郷店 富山県　富山市本郷町字水懸割１２７番１他４筆
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
ファミリーマート魚津北鬼江西店 富山県　魚津市北中４２４番４
ファミリーマート富山上二杉店 富山県　富山市上大久保１０４１番地１
ファミリーマート黒部駅前店 富山県　黒部市天神新２５４番地１
ファミリーマート富山根塚町店 富山県　富山市根塚町４丁目４番３
ファミリーマート射水白銀町店 富山県　射水市三ケ８１０番他５筆
ファミリーマート滑川柳原店 富山県　滑川市清水町３７１番地２
ファミリーマート南砺井波店 富山県　南砺市井波字矢間堂８８５番地１５
ファミリーマート小矢部芹川店 富山県　小矢部市芹川１５８番１他４筆
ファミリーマート富山西インター店 富山県　富山市池多１４２８番地２



ファミリーマート高岡醍醐店 富山県　高岡市醍醐１３１９番１
ファミリーマート富山上赤江店 富山県　富山市上赤江町二丁目１２１９番地１
ファミリーマート射水黒河店 富山県　射水市中老田新６２５番地
ファミリーマート富山東町店 富山県　富山市東町２丁目４番１３他５筆
ファミリーマート黒部植木店 富山県　黒部市植木５１０番地１
ファミリーマート富山金代店 富山県　富山市金代２４－１
ファミリーマート富山大町店 富山県　富山市大町字当後割３番１
ファミリーマート婦中ファボーレ店 富山県　富山市婦中町下轡田３４９－１
ファミリーマート富山綾田町店 富山県　富山市綾田町１丁目４９番１
ファミリーマート黒部三日市店 富山県　黒部市牧野２０２３番地
ファミリーマート高岡野村店 富山県　高岡市野村１２１９番地
ファミリーマート高岡清水町店 富山県　高岡市清水町３丁目３２番地
ファミリーマート高岡卸売市場前店 富山県　高岡市下黒田８０３番地１
ファミリーマート上市駅前店 富山県　中新川郡上市町法音寺４０番地
ファミリーマート立山大清水店 富山県　中新川郡立山町大清水５１７番地２
ファミリーマート上市中央店 富山県　中新川郡上市町横法音寺８２番地１
ファミリーマート大山上滝店 富山県　富山市上滝５３２番地の５
ファミリーマート射水大島店 富山県　射水市小島５０１番地７
ファミリーマート富山稲荷町店 富山県　富山市稲荷町三丁目７番２４号
ファミリーマート高岡戸出光明寺店 富山県　高岡市戸出古戸出３６番３
ファミリーマート高岡はおか店 富山県　高岡市波岡３１８番４
ファミリーマート高岡戸出店 富山県　高岡市戸出町五丁目３番６号
ファミリーマート富山新屋北店 富山県　富山市新屋２３番地１
ファミリーマート富山下坂倉店 富山県　富山市婦中町下坂倉１１４番地１
ファミリーマート入善下上野店 富山県　下新川郡入善町上野８３７番地１
ファミリーマート黒部宇奈月店 富山県　黒部市宇奈月町浦山５２２番地１
ファミリーマート富山中央通り二丁目店 富山県　富山市砂町３番４号
ファミリーマート伏木古府店 富山県　高岡市伏木古府二丁目４番２０号
ファミリーマート富山向新庄店 富山県　富山市向新庄町６丁目９番３１号
ファミリーマート富山豊田本町店 富山県　富山市豊田本町一丁目６番３５号
ファミリーマート射水作道店 富山県　射水市作道３６５番２
ファミリーマート黒部生地店 富山県　黒部市生地神区３９２－１
ファミリーマート富山辰巳町店 富山県　富山市辰巳町二丁目６番地２
ファミリーマート大島町北野店 富山県　射水市大島北野７９番２
ファミリーマート富山下熊野店 富山県　富山市下熊野字庄平割１９１番１１他２筆
ファミリーマート新根塚町二丁目店 富山県　富山市新根塚町１－１
ファミリーマート富山羽根店 富山県　富山市羽根５１９－２
ファミリーマート大沢野笹津店 富山県　富山市笹津字上平割１２６番１
ファミリーマート魚津新角川店 富山県　魚津市新角川二丁目５番３号
ファミリーマート砺波東石丸店 富山県　砺波市東石丸７４番地１
ファミリーマート富山石坂店 富山県　富山市石坂字長宗２４９４番１
ファミリーマート魚津北鬼江店 富山県　魚津市北鬼江二丁目１５番２４号
ファミリーマート氷見上泉店 富山県　氷見市上泉４７８－１
ファミリーマート魚津吉島店 富山県　魚津市吉島４１番地１
ファミリーマートあきもと店 富山県　砺波市秋元１９２－１
ファミリーマート射水片口店 富山県　射水市片口高場１１４番地３
ファミリーマート射水橋下条店 富山県　射水市橋下条５０８番地１
ファミリーマート射水布目沢店 富山県　射水市布目沢２３４番地１
ファミリーマート小矢部蓑輪店 富山県　小矢部市蓑輪３０５番地１
ファミリーマート砺波新富町店 富山県　砺波市新富町５番３９号
ファミリーマート富山黒瀬北町店 富山県　富山市黒瀬北町２丁目１０－３
ファミリーマート滑川田中町店 富山県　滑川市田中町１６番２
ファミリーマート上市女川店 富山県　中新川郡上市町女川１８番１
ファミリーマート射水大門店 富山県　射水市大門１６７番地２
ファミリーマート立山二ツ塚店 富山県　中新川郡立山町二ツ塚２８７番地１
ファミリーマート富山太田店 富山県　富山市太田３９７番１
ファミリーマート高岡三女子店 富山県　高岡市蓮花寺７３８番地１
ファミリーマート南砺井波西店 富山県　南砺市山見２２２８番地１
ファミリーマート大山町田畠店 富山県　富山市田畠１８９番２他４筆
ファミリーマート緑の丘公園前店 富山県　高岡市赤祖父４６７番地
ファミリーマート高岡市役所前店 富山県　高岡市中川一丁目７番２５号
ファミリーマート射水太閤山店 富山県　射水市黒河４７３６番地２
ファミリーマート富山黒崎店 富山県　富山市黒崎字種田割１番地１
ファミリーマート射水新開発店 富山県　射水市新開発３８３番地１
ファミリーマート高岡問屋町店 富山県　高岡市問屋町１０５番地
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



ファミリーマート富山針原店 富山県　富山市針原中町８３０番地４
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
ファミリーマート富山中川原店 富山県　富山市中川原４４番地４
ファミリーマート高岡よつや店 富山県　高岡市四屋７４４番地
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
ファミリーマート氷見島尾店 富山県　氷見市島尾２９６番地
ファミリーマート射水本田店 富山県　射水市本田４２９番地１
ファミリーマートなか五十里店 富山県　高岡市五十里１８１１－１
ファミリーマート富山本町店 富山県　富山市本町７番２
ファミリーマート小杉一条店 富山県　射水市一条１－２
ファミリーマート南砺福野店 富山県　南砺市焼野４９
ファミリーマート富山八尾町店 富山県　富山市八尾町妙川寺２１－１
ファミリーマート津幡加賀爪店 石川県　河北郡津幡町加賀爪ハ８８－３
ファミリーマート金沢小立野店 石川県　金沢市小立野３丁目２７番２２号
ファミリーマート野々市扇が丘店 石川県　野々市市扇が丘３３番１３号
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
ファミリーマート七尾国分町店 石川県　七尾市国分町シ７番地１
ファミリーマート金沢高柳店 石川県　金沢市高柳町ニ字１０番１
ファミリーマート金沢専光寺浜店 石川県　金沢市専光寺２－１
ファミリーマート珠洲飯田店 石川県　珠洲市野々江町シの部８５番地の１
ファミリーマート珠洲中央店 石川県　珠洲市上戸町北方い部５２番地の１
ファミリーマート金沢額新保店 石川県　金沢市額新保２丁目２８４
ファミリーマート能登松波店 石川県　鳳珠郡能登町字松波弐六字４０番地１
ファミリーマート七尾千野店 石川県　七尾市千野町ニ部３６番地
ファミリーマート珠洲野々江店 石川県　珠洲市野々江町ワの部６６番地１
ファミリーマート能都宇出津店 石川県　鳳珠郡能登町宇出津タ字１２番地１
ファミリーマート輪島中段店 石川県　輪島市中段町長口３番地２
ファミリーマート珠洲宝立町店 石川県　珠洲市宝立町金峰寺未字１４番地１
ファミリーマート羽咋高校前店 石川県　羽咋市東川原町柳橋１８番地
ファミリーマート金沢問屋町二丁目店 石川県　金沢市問屋町二丁目１５番２
ファミリーマート金沢菊川店 石川県　金沢市本多町一丁目１８番３号
ファミリーマート金沢福久店 石川県　金沢市福久町ホ６１番地１
ファミリーマート穴水インター店 石川県　鳳珠郡穴水町字此木八４２番地
ファミリーマート金沢乙丸町店 石川県　金沢市神宮寺３丁目１１番１５号
ファミリーマート白山福留店 石川県　白山市福留町５３０番地１
ファミリーマート小松義仲店 石川県　小松市義仲町１４０番地
ファミリーマート加賀長谷田店 石川県　加賀市山中温泉長谷田町ロ４２７番地
ファミリーマート内灘大学通り店 石川県　河北郡内灘町字大根布六丁目１０１番
ファミリーマート山中店 石川県　加賀市山中温泉湯の出町レ－１４
ファミリーマートかほくバイパス店 石川県　かほく市横山イ２８番地
ファミリーマート金沢二万堂店 石川県　金沢市西泉一丁目１番地２
ファミリーマート加賀インター前店 石川県　加賀市熊坂町オ２２０番地
ファミリーマート金沢粟崎店 石川県　金沢市粟崎町三丁目２９７番地１
ファミリーマート七尾能登島店 石川県　七尾市能登島向田町五級９６番地１４
ファミリーマート金沢松島南店 石川県　金沢市新保本四丁目６５番地７
ファミリーマート金沢朝霧台店 石川県　金沢市朝霧台二丁目１４番地
ファミリーマート穴水東町店 石川県　鳳珠郡穴水町字川島ア１６番地
ファミリーマート七尾中島町店 石川県　七尾市中島町中島丙部２９番地１
ファミリーマート津幡潟端店 石川県　河北郡津幡町字潟端４０８番地
ファミリーマート金沢疋田店 石川県　金沢市疋田二丁目１２３番地
ファミリーマート金沢専光寺町店 石川県　金沢市専光寺町レ４番地１０
ファミリーマート小松今江町三丁目店 石川県　小松市今江町三丁目８０１番地
ファミリーマート金沢駅西口店 石川県　金沢市北安江一丁目２番１５号
ファミリーマート松任成町店 石川県　白山市新成四丁目２３５番
ファミリーマート羽咋杉野屋店 石川県　羽咋郡宝達志水町杉野屋れ９番地１
ファミリーマート金沢稚日野店 石川県　金沢市稚日野町北１９番地１
ファミリーマート白山曽谷町店 石川県　白山市曽谷町へ１３０番地４
ファミリーマート小松園町店 石川県　小松市園町ホ１３７－５
ファミリーマート能登空港インター店 石川県　輪島市三井町洲衛ろ１０３番地１
ファミリーマート鹿島能登部店 石川県　鹿島郡中能登町能登部上ヲ部９４番地
ファミリーマート小松千木野店 石川県　小松市千木野町と９３番地７
ファミリーマート金沢御影店 石川県　金沢市御影町７番１５号
ファミリーマート白山美川中町店 石川県　白山市美川中町イ４３番地１
ファミリーマート白山相木店 石川県　白山市相木一丁目３番地１９
ファミリーマート金沢高畠一丁目店 石川県　金沢市高畠一丁目３２３番地
ファミリーマート白山安養寺店 石川県　白山市安養寺町ロ３８番地１



ファミリーマート金沢幸町店 石川県　金沢市幸町１３番２８号
ファミリーマート羽咋四柳店 石川県　羽咋市四柳町そ３５番地１
ファミリーマート金沢木材団地店 石川県　金沢市湊２丁目１１４番地２５
ファミリーマート玉鉾一丁目店 石川県　金沢市玉鉾１－１６１
ファミリーマート白山藤木店 石川県　白山市藤木町４７９番地１
ファミリーマート小松若杉町店 石川県　小松市若杉町一丁目６８番地
ファミリーマート東金沢駅前店 石川県　金沢市三池町１８９番１他３筆
ファミリーマート白尾インター店 石川県　かほく市白尾ヌ１３－１
ファミリーマート津幡北中条店 石川県　河北郡津幡町北中条４丁目８３
ファミリーマート能美中町店 石川県　能美市中町ソ１８番地１２
ファミリーマート志賀町土田店 石川県　羽咋郡志賀町矢田四２９番地２
ファミリーマート小松大領店 石川県　小松市大領町ロ２１６
ファミリーマート金沢松村三丁目店 石川県　金沢市松村三丁目４４８番地
ファミリーマート小松園町東店 石川県　小松市園町二４２番地１
ファミリーマート白山新田町店 石川県　白山市新田町２６９番１
ファミリーマート小松矢田野店 石川県　小松市矢田野町へ２１番地１
ファミリーマート加賀片山津店 石川県　加賀市片山津町巳４４番地
ファミリーマート津幡中須加店 石川県　河北郡津幡町中須加ろ２６番地１
ファミリーマート金沢諸江通り店 石川県　金沢市北安江１丁目１４番１号
ファミリーマート野々市新庄四丁目店 石川県　野々市市新庄４丁目４５番地１
ファミリーマート加賀作見店 石川県　加賀市作見町ニ５７－１
ファミリーマート鶴来店 石川県　白山市明島町西１０４－２
ファミリーマートかほくななくぼ店 石川県　かほく市七窪ハ４４番地１
ファミリーマート金沢高尾南店 石川県　金沢市高尾南三丁目６１番地
ファミリーマート金沢東力店 石川県　金沢市東力２丁目１４８－１
ファミリーマート新小松インター店 石川県　小松市長崎町四丁目１３５番地
ファミリーマート本津幡駅前店 石川県　河北郡津幡町字清水チ３７４番地４
ファミリーマート川北町役場前店 石川県　能美郡川北町字壱ツ屋１７２番地３
ファミリーマート能美五間堂店 石川県　能美市五間堂町戊４３番地１
ファミリーマート金沢土清水町店 石川県　金沢市土清水二丁目１５番地
ファミリーマート金沢元町店 石川県　金沢市元町二丁目２０番２２号
ファミリーマート能美佐野店 石川県　能美市佐野町ハ３番地
ファミリーマート加賀箱宮町店 石川県　加賀市箱宮町ム１３８番地
ファミリーマート加賀分校店 石川県　加賀市分校町は７７番１
ファミリーマート白山中町店 石川県　白山市中町４９番１
ファミリーマート金沢八田町店 石川県　金沢市八田町東８９６番地１
ファミリーマート金沢諸江町店 石川県　金沢市諸江町下丁４６番１
ファミリーマート小松長崎町店 石川県　小松市長崎町３丁目１０６番１
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
ファミリーマート金沢木曳野店 石川県　金沢市木曳野土地区画整理事業３３街区４６０
ファミリーマート宝達志水店 石川県　羽咋郡宝達志水町子浦３２番
ファミリーマート小松能美店 石川県　小松市能美町イ１番１
ファミリーマート七尾白馬店 石川県　七尾市白馬町９番地１
ファミリーマート小松三谷町店 石川県　小松市三谷町あ１６８番１
ファミリーマート河北内灘店 石川県　河北郡内灘町字鶴ヶ丘１丁目３０３番地
ファミリーマート金沢松村店 石川県　金沢市松村３－５４３
ファミリーマート白山中奥町店 石川県　白山市中奥町１１６番
ファミリーマートかほく七塚店 石川県　かほく市浜北イ１２番４
ファミリーマート金沢野田店 石川県　金沢市野田町６９街区１３番
ファミリーマート加賀加茂町店 石川県　加賀市加茂町１１６番２
ファミリーマート野々市矢作二丁目店 石川県　野々市市矢作２丁目１２８番１
ファミリーマート小松額見町店 石川県　小松市額見町工業団地４番４
ファミリーマート加賀南郷町店 石川県　加賀市南郷町レ７０番
ファミリーマート志賀富来店 石川県　羽咋郡志賀町富来領家町甲６０番１他１筆
ファミリーマート志賀高浜店 石川県　羽咋郡志賀町高浜町ヤ１６番１
ファミリーマート金沢石引店 石川県　金沢市石引一丁目１３番３２号
ファミリーマート内灘向粟崎店 石川県　河北郡内灘町字向粟崎１丁目４３０番
ファミリーマート金沢涌波店 石川県　金沢市涌波１丁目６番２７号
ファミリーマートかほく高松中央店 石川県　かほく市高松ウ１番１
ファミリーマート加賀大聖寺南町店 石川県　加賀市大聖寺南町ロ２番地１
ファミリーマート野々市堀内三丁目店 石川県　野々市市堀内三丁目２９番地
ファミリーマート羽咋柳田店 石川県　羽咋市柳田町七四３番地１
ファミリーマート金沢大桑店 石川県　金沢市大桑二丁目４２番地
ファミリーマート金沢田上店 石川県　金沢市田上第五土地区画整理地７街区１０
ファミリーマート輪島河井店 石川県　輪島市河井町六部８８番地７
ファミリーマート輪島宅田店 石川県　輪島市宅田町１５７番地



ファミリーマート七尾飯川店 石川県　七尾市飯川町け部６４番地
ファミリーマート志賀町ますほ店 石川県　羽咋郡志賀町里本江乙１７９番地
ファミリーマート野々市工大前店 石川県　野々市市高橋町６２－１
ファミリーマート金沢彦三店 石川県　金沢市彦三町二丁目２番１４号
ファミリーマート小松粟津温泉店 石川県　小松市井口町と３０番地２
ファミリーマート新今浜インター店 石川県　羽咋郡宝達志水町宿四７５番地３
ファミリーマート手取あおう店 石川県　能美市粟生町ネ５０番地１
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
ファミリーマート輪島中央店 石川県　輪島市河井町弐参部２２番地２８
ファミリーマート金沢西念二丁目店 石川県　金沢市西念２丁目２７－１７
ファミリーマート七尾矢田新町店 石川県　七尾市矢田新町ハ３１番地１
ファミリーマート羽咋千里浜インター店 石川県　羽咋市兵庫町ヨ１８番地７
ファミリーマート辰口丘陵公園前店 石川県　能美市辰口町６４２－１
ファミリーマート能美大成南店 石川県　能美市大成町ト３２番地１
ファミリーマート堅田店 石川県　金沢市堅田町甲７５－１
ファミリーマート能登門前店 石川県　輪島市門前町清水３の５４番地４
ファミリーマート金沢桜田町店 石川県　金沢市桜田町１－２１４
ファミリーマート金沢百坂店 石川県　金沢市百坂町ニ２３番地１
ファミリーマート金沢伏見新町店 石川県　金沢市伏見新町３３７番
ファミリーマート金沢田上の里店 石川県　金沢市田上町３０街区４－１
ファミリーマート七尾川原町店 石川県　七尾市川原町２０番地１
ファミリーマート金沢橋場町店 石川県　金沢市橋場町８番、９番、１０番
ファミリーマート小松今江店 石川県　小松市今江町９丁目２０１番地１
ファミリーマート金沢泉野店 石川県　金沢市泉野町５－６－１４
ファミリーマート能美徳久店 石川県　能美市徳久町子１３７番地
ファミリーマート内灘鶴ヶ丘店 石川県　北群内灘町字鶴ケ丘四丁目１２２番地
ファミリーマート小松北浅井店 石川県　小松市北浅井町４番
ファミリーマート小松向本折町店 石川県　小松市向本折町ハ３６番地
ファミリーマート七尾藤橋町店 石川県　七尾市藤橋町申４７－１
ファミリーマート白山村井店 石川県　白山市村井町４４番地１
ファミリーマート金沢けやき通り店 石川県　金沢市駅西本町１丁目１５番１８号トリアス１Ｆ
ファミリーマート尼御前ＳＡ下り店 石川県　加賀市美岬町尼御前３－２－１
ファミリーマート金沢無量寺店 石川県　金沢市無量寺第二土地区画整理事業地区１０街区２４番
ファミリーマート金沢千木町店 石川県　金沢市千木町ル５５
ファミリーマート小松沖町店 石川県　小松市沖町周辺区画整理事業施工地区内１街区１５
ファミリーマート金沢増泉三丁目店 石川県　金沢市増泉３－１５－１９
ファミリーマート金沢広岡三丁目店 石川県　金沢市広岡３丁目３０８番
ファミリーマート小松河田町店 石川県　小松市河田町丙３３番地１
ファミリーマート野々市新庄六丁目店 石川県　石川郡野々市町新庄６丁目４０３
ファミリーマート金沢小坂町店 石川県　金沢市小坂町北１６５番地２
ファミリーマート金沢額谷三丁目店 石川県　金沢市額谷３丁目４６番地
ファミリーマート能美道林店 石川県　能美市道林町ヘ４５番地
ファミリーマート山代中学校前店 石川県　加賀市上野町エ４６番地１
ファミリーマートかほく大崎南店 石川県　かほく市内日角カ１番１
ファミリーマート羽咋今浜店 石川県　羽咋郡宝達志水町今浜ト１７６－１
ファミリーマート金沢東大通り店 石川県　金沢市昌永町１７－８
ファミリーマート内灘向陽台店 石川県　河北郡内灘町字向陽台１－２０７
ファミリーマート小松平面店 石川県　小松市平面町カ８１番１
ファミリーマート鹿島バイパス店 石川県　鹿島郡中能登町最勝講る４９番他７筆
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
ファミリーマート金沢堀川店 石川県　金沢市堀川町９７６番５
ファミリーマート金沢みなと店 石川県　金沢市大野町四丁目ヲ３１番地１
ファミリーマート小松軽海町店 石川県　小松市軽海町甲１０番地１
ファミリーマート金沢三池店 石川県　金沢市三池栄町３２３番地
ファミリーマート金沢天神町店 石川県　金沢市天神町一丁目１４番１１号
ファミリーマート金沢西念三丁目店 石川県　金沢市西念３丁目３２－１６
ファミリーマート石川屋金沢笠舞店 石川県　金沢市笠舞本町２－２－８
ファミリーマート七尾細口店 石川県　七尾市細口町ろ５６－１
ファミリーマート金沢大河端町店 石川県　金沢市大河端西二丁目７４番地
ファミリーマート野々市郷二丁目店 石川県　野々市市郷二丁目１２５番地
ファミリーマート金沢涌波三丁目店 石川県　金沢市涌波三丁目１番１６号
ファミリーマート白山三浦町店 石川県　白山市三浦町６１３番地１
ファミリーマート野々市菅原店 石川県　野々市市菅原町２１番地４８号
ファミリーマート七尾和倉店 石川県　七尾市石崎町香島一丁目６番地
ファミリーマート金沢入江一丁目店 石川県　金沢市入江１丁目１４８番地
ファミリーマート能登高浜店 石川県　羽咋郡志賀町高浜町ケ１番３０他７筆



ファミリーマート小松向本折町西店 石川県　小松市向本折町巳２６６番地１
ファミリーマート金沢片町二丁目店 石川県　金沢市片町２丁目１番６号
ファミリーマート白山柏野バイパス店 石川県　白山市荒屋柏野町６２０－１
ファミリーマート金沢木越店 石川県　金沢市千木町口９３－１
ファミリーマート金沢岸川町店 石川県　金沢市岸川町り６３番１
ファミリーマートかほく松浜店 石川県　かほく市松浜イ１１番地３
ファミリーマート金沢旭町三丁目店 石川県　金沢市旭町３丁目１４番
ファミリーマート野々市野代店 石川県　野々市市野代３丁目１２０番地
ファミリーマート白山宮永町店 石川県　白山市宮永町４３２番１
ファミリーマート金沢大学店 石川県　金沢市若松町ミ３番地１（金沢大学角間キャンパス内）
ファミリーマート七尾駅前店 石川県　七尾市御祓町ホ６番１３
ファミリーマート白山インター店 石川県　金沢市中屋南８４番地
ファミリーマート金沢金石東店 石川県　金沢市金石東３丁目２番５号
ファミリーマート小松村松店 石川県　小松市村松町甲９２番地１
ファミリーマート羽咋釜屋町店 石川県　羽咋市釜屋町ヰ１５３番地１
ファミリーマート金沢寺町店 石川県　金沢市寺町一丁目２番１８号
ファミリーマート白山徳丸店 石川県　白山市徳丸町６６番地３
ファミリーマート能美寺井町店 石川県　能美市小長野町ト４１番地１
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
ファミリーマート金沢二口店 石川県　金沢市二口町イ１０１番地
ファミリーマート金沢泉本町店 石川県　金沢市泉本町５丁目３番地
ファミリーマート金沢増泉店 石川県　金沢市増泉一丁目１８番１４号
ファミリーマート能美大成町店 石川県　能美市大成町２丁目３６番地
ファミリーマート小松向本折店 石川県　小松市向本折町ニ１８番１
ファミリーマート羽咋中川店 石川県　羽咋市中川町へ７２番１
ファミリーマート七尾城山インター店 石川県　七尾市矢田町五６番地１８
ファミリーマート金沢新保本店 石川県　金沢市新保本５丁目１１３番地
ファミリーマート野々市本町六丁目店 石川県　野々市市本町六丁目２３番１５号
ファミリーマートしばはら杜の里店 石川県　金沢市若松・鈴見地区土地区画整理事業地区内７街区９
ファミリーマート軽海店 石川県　小松市軽海町ナ５１－１
ファミリーマート工大前店 石川県　石川郡野々市町高橋町２０－５
ファミリーマートまとば田鶴浜店 石川県　七尾市田鶴浜町リ７４－２
ファミリーマート長土塀店 石川県　金沢市長土塀２－５－３１
ファミリーマート窪四丁目店 石川県　金沢市窪４－４４７
ファミリーマート金沢安原店 石川県　金沢市中屋２丁目８３番地
ファミリーマート金沢利屋町店 石川県　金沢市利屋町る６－１
ファミリーマート千代野ニュータウン店 石川県　白山市北安田町土地区画整理地２３街区１４番地
ファミリーマート金沢みどり団地口店 石川県　金沢市安原中央土地区画整理地５街区２－２
ファミリーマート金沢新神田店 石川県　金沢市新神田４－５－３５
ファミリーマート輪島横地町店 石川県　輪島市横地町１－２－２
ファミリーマート輪島塚田町店 石川県　輪島市塚田町参部１８番地４
ファミリーマート志賀堀松店 石川県　羽咋郡志賀町堀松七１番１４
ファミリーマート金沢リファーレ店 石川県　金沢市本町１丁目５番３号
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
ファミリーマート福井高柳一丁目店 福井県　福井市高柳１丁目９１２番地
ファミリーマート福井若杉浜東店 福井県　福井市若杉浜２丁目６０９番地
ファミリーマート鯖江新横江店 福井県　鯖江市新横江一丁目１番３５号
ファミリーマート敦賀中央町二丁目店 福井県　敦賀市中央町二丁目３番２号
ファミリーマート福井新木田店 福井県　福井市花堂東１丁目３番３０号
ファミリーマート勝山元町一丁目店 福井県　勝山市元町一丁目９番１２号６
ファミリーマート勝山郡町店 福井県　勝山市郡町一丁目１番９号
ファミリーマート坂井三国東尋坊店 福井県　坂井市三国町宿第４８号１４番地１
ファミリーマート福井文京店 福井県　福井市文京六丁目９番１２号
ファミリーマート福井飯塚町店 福井県　福井市飯塚町１２字堤ノ本１０７
ファミリーマート越前向陽店 福井県　越前市塚原町第２５号１２番地５
ファミリーマート丹生朝日店 福井県　丹生郡越前町朝日５－１１３－１
ファミリーマート武生家久店 福井県　越前市家久町第５７号１５番地の１
ファミリーマート越前本町店 福井県　越前市本町８番６号
ファミリーマート福井円山店 福井県　福井市北四ツ居町５０５番地
ファミリーマート敦賀結城町店 福井県　敦賀市結城町９番１０号
ファミリーマート敦賀野神店 福井県　敦賀市野神４号８番地の１
ファミリーマート鯖江大倉町店 福井県　鯖江市大倉町第１７号１番１
ファミリーマート福井片町店 福井県　福井市順化一丁目１７番５号
ファミリーマート福井森田中学校前店 福井県　福井市石盛町森田北東部土地区画整理事業６８街区２番
ファミリーマート芦原店 福井県　あわら市二面４７字２番地１
ファミリーマート敦賀木崎通り店 福井県　敦賀市木崎５号２番地１



ファミリーマート福井花月店 福井県　福井市花月４丁目５０４番
ファミリーマート春江安沢店 福井県　坂井市春江町安沢１０号１４番地１
ファミリーマートあわら大溝店 福井県　あわら市大溝二丁目３５番７号
ファミリーマート福井高木中央店 福井県　福井市高木中央１丁目２４０６番
ファミリーマート二の宮四丁目店 福井県　福井市二の宮四丁目３６０１
ファミリーマート福井織田町店 福井県　丹生郡越前町織田４４号６１番地
ファミリーマート越前西尾町店 福井県　越前市西尾町第５１号６６番地１
ファミリーマート福井大和田店 福井県　福井市大和田町市場周辺土地区画整理１５３街区１３番
ファミリーマート大野インター店 福井県　大野市横枕１丁目６番１号
ファミリーマート三方鳥浜店 福井県　三方上中郡若狭町鳥浜５７号１５番３
ファミリーマート武生中央公園前店 福井県　越前市高瀬２丁目２－４
ファミリーマート越前芝原店 福井県　越前市芝原５丁目４番２１
ファミリーマート越前南一丁目店 福井県　越前市南１丁目１３－１５
ファミリーマート鯖江北野町店 福井県　鯖江市北野町１２－５
ファミリーマート小浜運動場前店 福井県　小浜市口田縄１６号９－１
ファミリーマート勝山旭町二丁目店 福井県　勝山市旭町２丁目５４０
ファミリーマート勝山荒土町店 福井県　勝山市荒土町松ヶ崎３字滝ヶ原１１５
ファミリーマート越前江波店 福井県　丹生郡越前町江波第８６号４２番地１
ファミリーマート小浜伏原店 福井県　小浜市伏原３１－５－２
ファミリーマート福井若杉店 福井県　福井市若杉２丁目２０１
ファミリーマート鯖江河和田店 福井県　鯖江市片山町第１号１０番地１
ファミリーマート福井和田一丁目店 福井県　福井市和田１丁目１番１３号
ファミリーマート鯖江住吉町一丁目店 福井県　鯖江市住吉町１丁目１番２２－１
ファミリーマートあわら国影店 福井県　あわら市国影３６字松ノ内山１０６番
ファミリーマート福井森田店 福井県　福井市八重巻町第９号２３番地１
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
ファミリーマート新田塚店 福井県　福井市新田塚２－２６－８３１７
ファミリーマート三方五湖ＰＡ店 福井県　三方上中郡若狭町生倉１８号弁天６番１
ファミリーマート大野中挾店 福井県　大野市中挾３丁目９１３番地
ファミリーマート小浜駅前店 福井県　小浜市駅前町２１号四反５番２
ファミリーマート小浜千種店 福井県　小浜市千種１丁目１２－１１
ファミリーマート敦賀和久野店 福井県　敦賀市公文名５号２０－１
ファミリーマート三国新保店 福井県　坂井市三国町新保９７字港２３番３２
ファミリーマート本町通り店 福井県　福井市順化２－２－１０
ファミリーマート小浜山手店 福井県　小浜市山手１－７－２６－１
ファミリーマート福井新保町店 福井県　福井市新保町第１６号４番地
ファミリーマート福井県庁前店 福井県　福井市大手２丁目７－６
ファミリーマート南条店 福井県　南条郡南越前町東大道３６号１０５番地１
ファミリーマート福井宝永三丁目店 福井県　福井市宝永三丁目１０番１号
ファミリーマート松岡室店 福井県　吉田郡永平寺町松岡室３３字上坂竹１番２
ファミリーマート丸岡磯部島店 福井県　坂井市丸岡町磯部島第９号２０番地１
ファミリーマート金津花乃杜店 福井県　あわら市花乃杜一丁目３０－４８
ファミリーマート福井文京六丁目店 福井県　福井市文京６－１８－８
ファミリーマート小浜山王前店 福井県　小浜市山王前二丁目５番３号
ファミリーマート福井駅前店 福井県　福井市中央１丁目２番１号
ファミリーマート上太田店 福井県　越前市上太田町１３字三ノ町３番３他４筆
ファミリーマート福井舟橋新一丁目店 福井県　福井市舟橋新１丁目１３０２他７筆
ファミリーマートあわら舟津店 福井県　あわら市舟津７６字９番１
ファミリーマート美浜松原店 福井県　三方郡美浜町松原３３－３９－１
ファミリーマート大野春日店 福井県　大野市春日６８－４１
ファミリーマート福井江端店 福井県　福井市江端町２２－２７
ファミリーマート福井西谷店 福井県　福井市西谷２丁目６０１
ファミリーマート福井高柳店 福井県　福井市高柳町市場周辺土地区画整理事業・８１街区１
ファミリーマート丸岡北店 福井県　坂井市丸岡町長畝７５字１６番１
ファミリーマート敦賀白銀町店 福井県　敦賀市白銀町１４－３
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
ファミリーマート南条ＳＡ上り店 福井県　南条郡南越前町牧谷３９字上駄小屋８
ファミリーマート南条ＳＡ下り店 福井県　南条郡南越前町上野７８字下八ッ口
ファミリーマート丸岡西里店 福井県　坂井市丸岡町西里丸岡４字２０
ファミリーマート若狭成願寺店 福井県　三方上中郡若狭町成願寺７－２３－１
ファミリーマート福井渕町店 福井県　福井市渕町４丁目１７０１－１
ファミリーマート福井福新町店 福井県　福井市福新町４０２－３
ファミリーマート小浜遠敷店 福井県　小浜市遠敷５４－１８
ファミリーマート水落二丁目店 福井県　鯖江市水落町２丁目３０－２８
ファミリーマート福井テクノポート店 福井県　坂井市三国町黒目２２－５０－７
ファミリーマート敦賀櫛林店 福井県　敦賀市櫛林７号２－１



ファミリーマート上中三宅店 福井県　三方上中郡若狭町三宅８０－３５－１
ファミリーマート神中８号店 福井県　鯖江市神中二丁目９番３１号
ファミリーマート敦賀木崎店 福井県　敦賀市櫛川１５－８－１
ファミリーマート福井菅谷二丁目店 福井県　福井市菅谷２丁目１１番１３号
ファミリーマート勝山北郷店 福井県　勝山市北郷町坂東島８－８
ファミリーマート鯖江中野町店 福井県　鯖江市中野町２５７－８－１１
ファミリーマート大飯うみんぴあ前店 福井県　大飯郡おおい町尾内３５号３０番２
ファミリーマート敦賀中郷店 福井県　敦賀市古田刈１６－２５
ファミリーマート鯖江丸山町店 福井県　鯖江市丸山町１丁目１番１号
ファミリーマート敦賀駅前店 福井県　敦賀市白銀町５番３０号
ファミリーマート越前くりや店 福井県　丹生郡越前町厨７１字北布山３３４番地１
ファミリーマート越前小松店 福井県　越前市小松二丁目６番６号
ファミリーマート鯖江下野田店 福井県　鯖江市下野田町３２字西岡１０番１
ファミリーマート福井北四ツ居店 福井県　福井市北四ツ居３丁目１５番６２号
ファミリーマート敦賀新松島店 福井県　敦賀市新松島町１３番１０号
ファミリーマート鯖江ただす店 福井県　鯖江市糺町３２４番
ファミリーマート川尻店 福井県　福井市川尻町４１字４８番１
ファミリーマート福井下馬店 福井県　福井市下馬３丁目１８０９
ファミリーマート勝山南店 福井県　勝山市猪野７０４番他４筆
ファミリーマート高浜国道店 福井県　大飯郡高浜町宮崎６４字２番地１
ファミリーマート福井県立武道館口店 福井県　福井市三ツ屋１丁目５０１
ファミリーマート敦賀山泉店 福井県　敦賀市山泉９号５０７番地
ファミリーマート坂井長畑店 福井県　坂井市坂井町長畑２２字６番地１
ファミリーマート福井木田一丁目店 福井県　福井市木田一丁目３４０４番１
ファミリーマート丹生越前町店 福井県　丹生郡越前町気比庄３３字杉縄手２０番１
ファミリーマート若狭和田店 福井県　大飯郡高浜町和田１１７字上浜田１０４
ファミリーマート小浜東市場店 福井県　小浜市東市場３４－１２－４
ファミリーマート文京１丁目店 福井県　福井市文京１－２６－５
ファミリーマート敦賀花城店 福井県　敦賀市松島１３０－１５１－１
ファミリーマート芦原下番店 福井県　あわら市下番５７－１－１
ファミリーマート神中二丁目店 福井県　鯖江市神中２－４－２５
ファミリーマート粟田部店 福井県　越前市粟田部町２－６－７
ファミリーマート美浜佐田店 福井県　三方郡美浜町佐田１３８－２
ファミリーマート敦賀あけぼの店 福井県　敦賀市曙町１－２４
ファミリーマート美浜佐柿店 福井県　三方郡美浜町佐柿５７－３－１
ファミリーマート石本金山店 福井県　敦賀市金山７６号東沢田
ファミリーマート福井米松店 福井県　福井市志比口２－２６０８－１
ファミリーマート敦賀岡山二丁目店 福井県　敦賀市道口４８号１番３
ファミリーマート福井花堂店 福井県　福井市花堂中２丁目２００４
ファミリーマート村国四丁目店 福井県　越前市村国４丁目１９
ファミリーマート昭和国母店 山梨県　中巨摩郡昭和町西条４１９－２
ファミリーマート田富東花輪店 山梨県　中巨摩郡田富町東花輪１７８３－１
ファミリーマート甲府大里店 山梨県　甲府市大里町５３０７
ファミリーマート甲府向町店 山梨県　甲府市向町１７２－６
ファミリーマート甲府緑ケ丘店 山梨県　甲府市緑が丘一丁目１８７
ファミリーマート韮崎桐ノ木店 山梨県　韮崎市中田町小田川１０３４－１
ファミリーマート宝一丁目店 山梨県　甲府市宝１丁目２３６－１
ファミリーマート甲府駅北口店 山梨県　甲府市北口２－１０－２
ファミリーマート石和町市部店 山梨県　笛吹市石和町市部７８９－１
ファミリーマート都留文科大入口店 山梨県　都留市田原４－６１２－１
ファミリーマート河口湖船津店 山梨県　南都留郡富士河口湖町船津３９２－１
ファミリーマート甲府朝気店 山梨県　甲府市朝気３丁目１４－１７
ファミリーマート甲府貢川店 山梨県　甲府市貢川本町１１－６
ファミリーマート甲府荒川店 山梨県　甲府市荒川２－１０１４－１
ファミリーマート甲府千塚店 山梨県　甲府市千塚３－４－２１
ファミリーマート南アルプス藤田店 山梨県　南アルプス市藤田２３４９－１
ファミリーマート境川ＰＡ下り店 山梨県　笛吹市境川町藤垈４０８８番地
ファミリーマート河口湖インター店 山梨県　富士吉田市松山１２０８
ファミリーマート石和窪中島店 山梨県　笛吹市窪中島９７－１
ファミリーマート竜王郵便局前店 山梨県　甲斐市富竹新田３２４－１３
ファミリーマート甲斐竜王店 山梨県　甲斐市竜王字判家塚１０５９－１
ファミリーマート甲府南インター店 山梨県　甲府市下曽根町７２６
ファミリーマート南アルプス野牛島店 山梨県　南アルプス市野牛島字新見屋敷１８２８－１
ファミリーマート甲府北新店 山梨県　甲府市北新２－９－１３
ファミリーマートかぶとや赤富士通り店 山梨県　富士吉田市上吉田３６４４－１
ファミリーマート甲府和戸店 山梨県　甲府市和戸町７９９－１



ファミリーマート山梨学院大学前店 山梨県　甲府市国玉町１２６７－１
ファミリーマート西桂富士みち店 山梨県　南都留郡西桂町小沼２７３０－１
ファミリーマート河口湖駅西店 山梨県　南都留郡富士河口湖町船津３４３３－１
ファミリーマート南アルプス小笠原店 山梨県　南アルプス市小笠原３４４－１
ファミリーマート甲府昭和インター北店 山梨県　中巨摩郡昭和町清水新居１５０５
ファミリーマート甲斐双葉塩崎店 山梨県　甲斐市下今井３４
ファミリーマート船津登山道店 山梨県　南都留郡富士河口湖町船津７４４０－２
ファミリーマート韮崎インター西店 山梨県　韮崎市藤井町南下條２７３
ファミリーマート甲州塩山店 山梨県　甲州市塩山西広門田３５３番１
ファミリーマート甲府宮前町店 山梨県　甲府市宮前町１－１
ファミリーマート甲府住吉店 山梨県　甲府市住吉５－１－１８
ファミリーマート甲府朝日店 山梨県　甲府市朝日５丁目２１３番１
ファミリーマート大月インター店 山梨県　大月市大月町花咲字フタタ１６５２－１
ファミリーマート甲府里吉店 山梨県　甲府市里吉２－９－２３
ファミリーマート市立甲府病院店 山梨県　甲府市増坪町３６６
ファミリーマートおひめ坂通り店 山梨県　富士吉田市竜ケ丘２丁目９０２番２
ファミリーマート甲府富竹店 山梨県　甲府市富竹１丁目３５７－１１
ファミリーマート南アルプス荊沢店 山梨県　南アルプス市荊沢２８１－４
ファミリーマート甲府酒折店 山梨県　甲府市酒折１－４－１７
ファミリーマート笛吹一宮店 山梨県　笛吹市一宮町東原２６５－３
ファミリーマート長坂駅前店 山梨県　北杜市長坂町長坂上条２４９３－４
ファミリーマート北杜長坂日野春店 山梨県　北杜市長坂町富岡９７番地
ファミリーマート甲府中央店 山梨県　甲府市中央一丁目１２番１９号
ファミリーマート昭和バイパス店 山梨県　中巨摩郡昭和町西条字穴田１６９２番２、他５筆
ファミリーマート甲府城東一丁目店 山梨県　甲府市城東一丁目１８７番１他２筆
ファミリーマート西桂小沼店 山梨県　南都留郡西桂町小沼８９２－１他４筆
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４０３番２他２筆
ファミリーマート甲府上町店 山梨県　甲府市上町３２２－２
ファミリーマート甲府城東三丁目店 山梨県　甲府市城東３－１５－１１
ファミリーマート甲斐双葉龍地店 山梨県　甲斐市龍地４６２７－４
ファミリーマート田富リバーサイド店 山梨県　中央市山之神３６２３－４
ファミリーマート甲府昭和店 山梨県　中巨摩郡昭和町西条５０３７番
ファミリーマート田富布施店 山梨県　中巨摩郡田富町布施２３２７－１
ファミリーマートセレオ甲府店 山梨県　甲府市丸の内一丁目１－８
ファミリーマート小瀬公園通り店 山梨県　甲府市小瀬３３５
ファミリーマート甲府下石田店 山梨県　甲府市下石田２丁目１１番５
ファミリーマート都留インター店 山梨県　都留市つる１丁目１４６４番１、他３筆
ファミリーマート甲府中小河原店 山梨県　甲府市中小河原町５９１
ファミリーマート昭和町飯喰店 山梨県　中巨摩郡昭和町飯喰１８２－１
ファミリーマート富士吉田寿駅東店 山梨県　富士吉田市上暮地１丁目４１８４番１他５筆
ファミリーマート塩山小屋敷店 山梨県　甲州市塩山小屋敷１６５１
ファミリーマート上吉田昭和通り店 山梨県　富士吉田市上吉田９０４
ファミリーマート南アルプス古市場店 山梨県　南アルプス市古市場８５４－３
ファミリーマート甲府平和通り南店 山梨県　甲府市中町字大カサ４７０番２他１筆
ファミリーマート甲府市場西店 山梨県　甲府市国母６丁目２－１
ファミリーマート河口湖フォレストモール前 山梨県　南都留郡富士河口湖町小立４５２３－１
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
ファミリーマート甲府駅前店 山梨県　甲府市丸の内２－２－３
ファミリーマート甲府丸の内三丁目店 山梨県　甲府市丸の内３丁目５－２０
ファミリーマート甲府中央一丁目店 山梨県　甲府市中央１丁目２－１２
ファミリーマート富沢店 山梨県　南巨摩郡富沢町万沢１６２９－３
ファミリーマート長野松岡店 長野県　長野市松岡二丁目９番３２号
ファミリーマート松本神戸橋店 長野県　松本市大字笹賀７２２６番１
ファミリーマート信州豊丘店 長野県　下伊那郡豊丘村大字神稲９０７９番地１
ファミリーマート上田神科店 長野県　上田市大字住吉１１３０番地１
ファミリーマート伊那西町店 長野県　伊那市西町５０８８番地２
ファミリーマート松本波田三溝店 長野県　松本市波田１６２３番地１
ファミリーマートＪＡ大北ええっこの里店 長野県　大町市常盤６３６７番３０
ファミリーマート新山形グリンロード店 長野県　東筑摩郡山形村字東原１５７５番地１
ファミリーマート松本空港前店 長野県　塩尻市大字洗馬字岩垂原８８７４番地２
ファミリーマート飯田上郷黒田店 長野県　飯田市上郷黒田３１５６番地３
ファミリーマート松本合庁前店 長野県　松本市大字島立字北原１０５７番地７
ファミリーマート飯田上郷別府店 長野県　飯田市上郷別府６９４番地
ファミリーマート信州喬木店 長野県　下伊那郡喬木村１３１５番地の２
ファミリーマート上田常磐城店 長野県　上田市常磐城五丁目８１９番５号
ファミリーマート松本大久保団地店 長野県　松本市大字笹賀７８７１番地



ファミリーマート松本神田店 長野県　松本市神田二丁目１番２号
ファミリーマート信州中野江部店 長野県　中野市大字江部１３３４番地１
ファミリーマート飯島文化館前店 長野県　上伊那郡飯島町飯島２５６８番地９
ファミリーマート須坂小島店 長野県　須坂市大字小島町１１６５番地１
ファミリーマート諏訪中洲福島店 長野県　諏訪市大字中洲５４０３番地１
ファミリーマート松本埋橋店 長野県　松本市埋橋一丁目９番１１号
ファミリーマート上田秋和店 長野県　上田市秋和２２４－６
ファミリーマート東御乙女平店 長野県　東御市加沢１４２２－１
ファミリーマート松本征矢野店 長野県　松本市征矢野２丁目１２－４６
ファミリーマート長野アップルライン店 長野県　長野市豊野町浅野１４８８番地
ファミリーマート穂高有明店 長野県　安曇野市穂高有明３番地１
ファミリーマート松本木工団地店 長野県　松本市野溝木工１丁目１６３－２
ファミリーマート大町合庁前店 長野県　大町市大字大町１０８６番地２
ファミリーマート塩尻免許センター前店 長野県　塩尻市大字宗賀７３－１４
ファミリーマート信州天竜峡店 長野県　飯田市下瀬３８７番１
ファミリーマート松本元町店 長野県　松本市元町ニ丁目１番２５号
ファミリーマート上郷中央店 長野県　飯田市上郷黒田２０７８番地１
ファミリーマート北安曇池田店 長野県　北安曇郡池田町大字池田２５２１番地１
ファミリーマート東かなえ店 長野県　飯田市鼎東鼎１６８番地
ファミリーマート長野伊勢宮一丁目店 長野県　長野市伊勢宮１丁目１番２号
ファミリーマート松本中央二丁目店 長野県　松本市中央二丁目７番１号
ファミリーマート信州昼神店 長野県　下伊那郡阿智村智里４３０番地１
ファミリーマート長野五分一店 長野県　長野市大字高田３８９番地１
ファミリーマート松本桐店 長野県　松本市桐一丁目２番１号
ファミリーマート長野木工団地店 長野県　長野市大字北長池３５７番地７
ファミリーマート長野川合新田店 長野県　長野市大字川合新田１０４８番地
ファミリーマート塩尻原新田店 長野県　塩尻市広丘原新田２３４番３
ファミリーマート安曇野インター店 長野県　安曇野市豊科南穂高１１１番地２３
ファミリーマート大町常盤店 長野県　大町市大字常盤３５６０番地５
ファミリーマート下條ひさわ店 長野県　下伊那郡下條村陽皐７５３番地１
ファミリーマート信州青木村店 長野県　小県郡青木村当郷１３４
ファミリーマート寿小赤店 長野県　松本市寿南１丁目３７番１８号
ファミリーマート上田住吉店 長野県　上田市住吉１３１－２
ファミリーマート上田天神一丁目店 長野県　上田市天神一丁目３－２３
ファミリーマート安曇野吉野店 長野県　安曇野市豊科４２０４番１
ファミリーマート長野里島店 長野県　長野市里島９８番地１
ファミリーマート穂高矢原店 長野県　安曇野市穂高８３１番地１
ファミリーマート諏訪城南店 長野県　諏訪市小和田南１５－２１
ファミリーマートＪＡ大芝高原店 長野県　上伊那郡南箕輪村字大芝原２３８０番１２５０
ファミリーマート安曇野立石店 長野県　安曇野市豊科高家６４９５番３４
ファミリーマート飯田松尾店 長野県　飯田市松尾明７７５５番地３
ファミリーマート信濃松川店 長野県　北安曇郡松川村５６８９番地３１９
ファミリーマート佐久インター店 長野県　佐久市岩村田北１丁目３１－１４
ファミリーマート伊那上川手店 長野県　伊那市美篶５７８２番地１
ファミリーマート塩尻緑ヶ丘南店 長野県　塩尻市大字広丘高出字西村１８３５番９
ファミリーマート御代田ミネベア前店 長野県　北佐久郡御代田町御代田大林４１０６－６
ファミリーマートヤオトク軽井沢店 長野県　北佐久郡軽井沢町軽井沢東１９５番
ファミリーマート諏訪神戸店 長野県　諏訪市大字四賀字北小路２９２７番４
ファミリーマート上田天神店 長野県　上田市天神一丁目１８４７番地８
ファミリーマート佐久根岸店 長野県　佐久市根岸１１５番地１
ファミリーマート佐久平駅前店 長野県　佐久市大字長土呂３２４番地２
ファミリーマート長野芹田店 長野県　長野市大字稲葉１１番地４
ファミリーマート松本高宮店 長野県　松本市高宮西２－１０
ファミリーマート上田上丸子店 長野県　上田市上丸子１４６２番地８
ファミリーマート岡谷湊湖畔店 長野県　岡谷市湊五丁目１番７号
ファミリーマート塩尻郷原店 長野県　塩尻市大字広丘郷原１０９６番地７
ファミリーマート伊那ごんべい店 長野県　伊那市中の原８２２８番地２１０
ファミリーマート伊那上の原店 長野県　伊那市上ノ原８４３８番地１
ファミリーマート飯田鼎切石店 長野県　飯田市鼎切石４６５７番１
ファミリーマート長野大通り店 長野県　長野市大字鶴賀字鍋屋田１４２０－９
ファミリーマートＪＡ大北大町運動公園店 長野県　大町市大字常盤５６２５番地１８
ファミリーマート松本水汲店 長野県　松本市大字水汲２００番地１
ファミリーマート岡谷塚間町店 長野県　岡谷市塚間町二丁目１番２号
ファミリーマート上田三好町店 長野県　上田市御所１９６－１１
ファミリーマート阿智ＰＡ下り店 長野県　下伊那郡阿智村大字駒場１２１－２中央自動車道阿智Ｐ
ファミリーマート駒ケ岳ＳＡ店 長野県　駒ヶ根市大字赤穂字大徳原１５－１６０中央自動車道駒



ファミリーマート梓川ＳＡ上り店 長野県　安曇野市豊科高家９６１－１外
ファミリーマート諏訪中州店 長野県　諏訪市中州３０８１－１
ファミリーマート松本駅前店 長野県　松本市中央１丁目４－２０日本生命松本駅前ビル
ファミリーマート茅野本町東店 長野県　茅野市本町東７－５５
ファミリーマート松本城前店 長野県　松本市丸の内１－３
ファミリーマート塩尻北インター店 長野県　松本市芳川村井町１７１７－６
ファミリーマート岡谷田中町 長野県　岡谷市田中町２丁目８－５
ファミリーマート松本梓川店 長野県　松本市梓川倭２１０６－２
ファミリーマート東御和店 長野県　東御市和字西田１５３６－１
ファミリーマート長野三輪荒屋店 長野県　長野市大字三輪１１６９番４
ファミリーマート上田常田一丁目店 長野県　上田市常田１丁目１６９９－１
ファミリーマートＪＡ天龍峡インター店 長野県　飯田市川路５５８０－４
ファミリーマート松本波田店 長野県　松本市波田９８８０番４
ファミリーマート上田東高校前店 長野県　上田市常田三丁目９－１１
ファミリーマート飯田中村店 長野県　飯田市中村１５４０－１
ファミリーマート長野若里一丁目店 長野県　長野市若里一丁目１６番２４号
ファミリーマート長野伊勢宮店 長野県　長野市伊勢宮二丁目２４－２５
ファミリーマート長野中氷鉋店 長野県　長野市稲里中氷鉋１１０５－３
ファミリーマートＪＡ西箕輪店 長野県　伊那市西箕輪６５７９
ファミリーマート長野水沢上庭店 長野県　長野市水沢上庭土地区画整理事業地内８街区
ファミリーマートコスコ寿店 長野県　松本市寿中１丁目８－２５
ファミリーマート松本岡田店 長野県　松本市岡田松岡１４０－１
ファミリーマートＪＡ上片桐店 長野県　下伊那郡松川町上片桐２２７１－１
ファミリーマートＪＡこまがね店 長野県　駒ヶ根市飯坂１丁目１５３７１－８
ファミリーマート長野中越一丁目店 長野県　長野市中越一丁目２７１－１
ファミリーマートＪＡ高森フルーツライン店 長野県　下伊那郡高森町牛牧１３２－１
ファミリーマート長野川中島御厨店 長野県　長野市川中島町御厨６２９番地４
ファミリーマート長野松代店 長野県　長野市松代町松代５２０番地
ファミリーマートＪＡ平出店 長野県　上伊那郡辰野町大字平出１５０７－１
ファミリーマート飯田松尾新井店 長野県　飯田市松尾新井６７５５－１
ファミリーマート安曇野オリンピックロード 長野県　安曇野市豊科南穂高６３５１番１
ファミリーマート佐久一本柳店 長野県　佐久市岩村田１８２４－３
ファミリーマート安曇野真々部店 長野県　安曇野市豊科高家５５８４
ファミリーマート北松本店 長野県　松本市白板２－１－９
ファミリーマート大町大原店 長野県　大町市大町５９２６－１
ファミリーマート長野駅東口店 長野県　長野市長野駅周辺第二土地区画整理事業３０街区１画地
ファミリーマート長野中御所四丁目店 長野県　長野市中御所四丁目９－１
ファミリーマート長野篠ノ井塩崎店 長野県　長野市篠ノ井塩崎字並柳２７３番１
ファミリーマートＪＡいな店 長野県　伊那市荒井３６７０－１
ファミリーマート須坂臥竜店 長野県　須坂市臥竜５丁目３３５－１
ファミリーマートＪＡ大北松川店 長野県　北安曇郡松川村字赤芝５７８９－２１
ファミリーマート喬木阿島店 長野県　下伊那郡喬木村９４４－１
ファミリーマート長野早苗町店 長野県　長野市早苗町４３
ファミリーマート千曲あんずの里店 長野県　千曲市大字屋代字七ツ石３９番１
ファミリーマート長野平林店 長野県　長野市平林１丁目３４－４７
ファミリーマート上田中之条店 長野県　上田市中之条字八反田８５９番１０
ファミリーマート上田保野店 長野県　上田市保野１９１番地１
ファミリーマートＪＡ大北会染店 長野県　北安曇郡池田町大字会染５０９８－１
ファミリーマートＪＡ伊北インター店 長野県　上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５４２
ファミリーマートＪＡいな竜東店 長野県　伊那市境１５８８－１
ファミリーマートＪＡ佐久浅間医療センター 長野県　佐久市中込３４００－２８
ファミリーマート長野真島店 長野県　長野市真島町真島字北村沖１６７０番１他３筆
ファミリーマート須坂駅南店 長野県　須坂市大字須坂字八幡裏１６１４－１
ファミリーマート諏訪中洲工業団地店 長野県　諏訪市大字中洲５７０９－１５
ファミリーマートＪＡあづみ烏川店 長野県　安曇野市堀金烏川２７６４番地１
ファミリーマート諏訪高島城前店 長野県　諏訪市高島１丁目２８４２番イ
ファミリーマート長野ＳＢＣ通り店 長野県　長野市吉田二丁目２４番３号
ファミリーマート長野風間店 長野県　長野市大字風間字中河原１９０番１
ファミリーマートＪＡ小野たのめ店 長野県　上伊那郡辰野町大字小野１２９０－３０
ファミリーマート上田塩田店 長野県　上田市本郷６３５番
ファミリーマート塩尻金塚店 長野県　塩尻市大字広丘野村字金塚１０２６番１
ファミリーマート松本駅アルプス口店 長野県　松本市巾上４６２番１、他３筆
ファミリーマート佐久塚原店 長野県　佐久市塚原２８８番地１
ファミリーマートＪＡ中川店 長野県　上伊那郡中川村片桐３９９６番地１
ファミリーマート飯綱町塩ノ入店 長野県　上水内郡飯綱町大字普光寺字土手裏２９９番地２
ファミリーマートＪＡいいじま店 長野県　上伊那郡飯島町飯島１７９３番地７



ファミリーマート飯田山本店 長野県　飯田市山本３９６番２
ファミリーマート高森下市田店 長野県　下伊那郡高森町下市田６７８番１
ファミリーマート中野東吉田店 長野県　中野市大字吉田６８４番地１
ファミリーマート飯田鼎名子熊店 長野県　飯田市鼎名子熊２５１７番１
ファミリーマート須坂相之島店 長野県　須坂市大字相之島５２８番地１
ファミリーマート長野栗田店 長野県　長野市大字栗田３４８－３
ファミリーマート諏訪湖南店 長野県　諏訪市湖南１３３３－１
ファミリーマート長野サンロード店 長野県　長野市稲田二丁目５５番１５号
ファミリーマート上田下之郷店 長野県　上田市下之郷３６３番地１０
ファミリーマート佐久中込店 長野県　佐久市中込１丁目７番４
ファミリーマート須坂村石町店 長野県　須坂市大字野辺１３８７番地６
ファミリーマート佐久取出町店 長野県　佐久市取出町２０７－１９
ファミリーマート上諏訪駅前店 長野県　諏訪市諏訪１丁目２－４
ファミリーマート千曲上徳間店 長野県　千曲市大字上徳間２５８番１
ファミリーマート長野中央通り店 長野県　長野市大字南長野北石堂町１４５４番地１
ファミリーマートＪＡ大北あづみ病院店 長野県　北安曇郡池田町大字池田３２０７番地１
ファミリーマート中野一本木公園南店 長野県　中野市大字中野１８４６番２、他１筆
ファミリーマート佐久猿久保店 長野県　佐久市猿久保字前原７７８番１
ファミリーマート長野居町店 長野県　長野市居町３５番地４
ファミリーマート松本深志店 長野県　松本市深志１丁目２－１１昭和ビル
ファミリーマート松本沢村店 長野県　松本市沢村３丁目１－６
ファミリーマート茅野神之原西店 長野県　茅野市玉川２２９６番地６
ファミリーマート塩尻宗賀店 長野県　塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３番１１５他
ファミリーマート信州須坂亀倉店 長野県　須坂市大字亀倉９７番１
ファミリーマート飯田東和町店 長野県　飯田市東和町三丁目５２６５番地１
ファミリーマート長野吉田店 長野県　長野市吉田１丁目６－１３
ファミリーマート箕輪木下原町店 長野県　上伊那郡箕輪町大字中箕輪字見取畑１３７８９番地２
ファミリーマート松本駅東口店 長野県　松本市深志１丁目２－３１
ファミリーマート岡谷神明町店 長野県　岡谷市神明町四丁目５１番地１
ファミリーマートちの本田店 長野県　茅野市ちの２６７４番地
ファミリーマート信州阿南店 長野県　下伊那郡阿南町西條７４８番地１
ファミリーマート長野宇木店 長野県　長野市三輪九丁目４９番２２号
ファミリーマート長野小島店 長野県　長野市大字小島７９０番地６
ファミリーマート南箕輪大泉店 長野県　上伊那郡南箕輪村字春日道東２６４０番地１
ファミリーマート上田踏入二丁目店 長野県　上田市踏入二丁目６６５番２
ファミリーマート諏訪沖田二丁目店 長野県　諏訪市沖田町二丁目１４７番地１
ファミリーマート松本和田東沖店 長野県　松本市大字和田字東沖１８５４番地３
ファミリーマート駒ヶ根アクセス店 長野県　駒ヶ根市上穂北２６番２号
ファミリーマート信州上山田温泉店 長野県　千曲市上山田温泉一丁目３１番地１
ファミリーマート松本堀米店 長野県　松本市大字島立字道端１９０番地
ファミリーマート飯田上殿岡店 長野県　飯田市上殿岡５８２番地１
ファミリーマート安曇野下鳥羽店 長野県　安曇野市豊科８７７番２
ファミリーマート伊那西春近店 長野県　伊那市西春近５８３８番地３
ファミリーマート茅野塚原二丁目店 長野県　茅野市塚原二丁目１１番３３号
ファミリーマート長野篠ノ井布施高田店 長野県　長野市篠ノ井布施高田字下居返７７７番１他１３筆
ファミリーマート上田小泉店 長野県　上田市小泉８１６番地２
ファミリーマート諏訪高島店 長野県　諏訪市高島一丁目１２８６番地１
ファミリーマート松本笹賀店 長野県　松本市大字笹賀７０３７番地４
ファミリーマート小布施中松店 長野県　上高井郡小布施町大字中松７３６番地１６
ファミリーマート長野合戦場店 長野県　長野市合戦場三丁目４０番地
ファミリーマート富士見町店 長野県　諏訪郡富士見町富士見２２０６番地
ファミリーマート諏訪四賀店 長野県　諏訪市大字四賀６６２番地１
ファミリーマート東部湯の丸インター店 長野県　東御市鞍掛上河原６７番地
ファミリーマート諏訪インター店 長野県　諏訪市沖田町一丁目１５３番地
ファミリーマート松本島高松店 長野県　松本市大字島内１８５８番地６
ファミリーマート長野上高田店 長野県　長野市大字高田１２１５番地３
ファミリーマート信州山形店 長野県　東筑摩郡山形村４２６０番地７
ファミリーマート上田長池店 長野県　上田市上田原１１４４番地１
ファミリーマート飯田桐林店 長野県　飯田市桐林１０６１番地４
ファミリーマート長野安茂里店 長野県　長野市安茂里小市二丁目３３番１０号
ファミリーマート塩尻吉田店 長野県　塩尻市大字広丘吉田１０８７
ファミリーマートあづみ野産業団地店 長野県　安曇野市豊科高家２２８７－７
ファミリーマート長野若里店 長野県　長野市若里六丁目３番１号
ファミリーマート伊那富士塚店 長野県　伊那市荒井４５５７番地４
ファミリーマート長野駅前店 長野県　長野市南長野末広町１３６２番地
ファミリーマート長野しののい店 長野県　長野市篠ノ井御幣川６３６番地３



ファミリーマート長野高田店 長野県　長野市大字高田９６１番地１
ファミリーマート長野吉田四丁目店 長野県　長野市吉田四丁目１４番１２号
ファミリーマート飯田アップルロード店 長野県　飯田市鼎名古熊２５０８番地１
ファミリーマート下市田郵便局前店 長野県　下伊那郡高森町下市田１４５９番１
ファミリーマート松本二子橋店 長野県　松本市大字笹賀５８４５番地５
ファミリーマート篠ノ井杵淵店 長野県　長野市篠ノ井杵淵１６９６番地
ファミリーマート佐久望月店 長野県　佐久市望月３３５－１
ファミリーマート箕輪バイパス店 長野県　上伊那郡南箕輪村３９６０－１
ファミリーマート上田中丸子店 長野県　上田市中丸子字胡桃坂１３５０番１
ファミリーマート上田長瀬店 長野県　上田市長瀬３０６４－１
ファミリーマート岡谷成田町店 長野県　岡谷市成田町１丁目３２１９－１
ファミリーマート松本芳川村井店 長野県　松本市村井町南２－１－３２
ファミリーマート岡谷山下町店 長野県　岡谷市山下町１丁目８
ファミリーマート上田神畑店 長野県　上田市神畑２４８－１
ファミリーマート信州坂城店 長野県　埴科郡坂城町大字坂城６７６０
ファミリーマート松本つかま店 長野県　松本市筑摩一丁目２１番１号
ファミリーマート塩尻高出店 長野県　塩尻市大字広丘高出１６６１番地
ファミリーマート佐久市役所前店 長野県　佐久市大字中込３０８１番地１
ファミリーマート下諏訪春宮大門店 長野県　諏訪郡下諏訪町矢木西１１
ファミリーマート千曲八幡店 長野県　千曲市大字八幡２４１３番１
ファミリーマート塩尻桔梗町店 長野県　塩尻市大門桔梗町６番２２号
ファミリーマート長野松代町東条店 長野県　長野市松代町東条２９９８番２
ファミリーマート長野下氷鉋店 長野県　長野市下氷鉋一丁目１３７７番１
ファミリーマート松本平田西店 長野県　松本市野溝東一丁目１６番８号
ファミリーマート諏訪南インター店 長野県　諏訪郡富士見町２６４－６
ファミリーマート上諏訪駅西店 長野県　諏訪市湖岸通り４丁目１－２３
ファミリーマート長野大豆島店 長野県　長野市大字大豆島５２７６－２
ファミリーマート長野若槻大通り店 長野県　長野市徳間１丁目２７－２３
ファミリーマート安曇野明科店 長野県　安曇野市明科中川手３５２１番１
ファミリーマートＪＡ下條店 長野県　下伊那郡下條村睦沢８６３１－１
ファミリーマート松本和田店 長野県　松本市和田６７－４
ファミリーマート岡谷権現町店 長野県　岡谷市長地権現町２丁目２－２
ファミリーマート岡谷ＴＰＲ前店 長野県　岡谷市赤羽１丁目１－２
ファミリーマートヤオトク南軽井沢店 長野県　北佐久郡軽井沢町大字発地１３９８番１００
ファミリーマート佐久小田井店 長野県　佐久市小田井８６４－１
ファミリーマート岐阜下奈良店 岐阜県　岐阜市下奈良三丁目２番７号
ファミリーマート各務原上戸店 岐阜県　各務原市上戸町二丁目２０番地１
ファミリーマート可児下切北店 岐阜県　可児市下切３２９４番地１
ファミリーマート岐阜薮田店 岐阜県　岐阜市薮田中一丁目６番５号
ファミリーマート北方加茂店 岐阜県　本巣郡北方町東加茂３丁目４７番地
ファミリーマート肥田店 岐阜県　土岐市肥田町肥田字西島２３１６－１
ファミリーマート多治見小名田店 岐阜県　多治見市小名田町１－７－１
ファミリーマート美濃大矢田店 岐阜県　美濃市大矢田１３７－１
ファミリーマート高山駅前店 岐阜県　高山市花里町６－３８
ファミリーマート土岐朝日町店 岐阜県　土岐市肥田浅野朝日町二丁目２２番地
ファミリーマート可児菅刈店 岐阜県　可児市菅刈字東洞９４７番１
ファミリーマート各務原宝積寺店 岐阜県　各務原市鵜沼宝積寺町一丁目２１１番地１
ファミリーマート本巣屋井店 岐阜県　本巣市屋井字八幡１３４９番地６
ファミリーマート関千疋店 岐阜県　関市千疋２９６番地１
ファミリーマート関迫間店 岐阜県　関市迫間字栄２７３８番地１
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
ファミリーマート揖斐川市場店 岐阜県　揖斐郡揖斐川町市場８６４番地１
ファミリーマート多治見音羽町店 岐阜県　多治見市音羽町五丁目６０番１
ファミリーマート神戸川西店 岐阜県　安八郡神戸町大字川西４６番地の３
ファミリーマート岐阜南うずら五丁目店 岐阜県　岐阜市南鶉五丁目１２番
ファミリーマート鵜沼東町店 岐阜県　各務原市鵜沼東町七丁目１８番地
ファミリーマート養老下高田店 岐阜県　養老郡養老町高田６３２番地１
ファミリーマート瑞穂稲里店 岐阜県　瑞穂市稲里３５８番地４
ファミリーマート土岐口北町店 岐阜県　土岐市土岐口北町一丁目１１番
ファミリーマート美濃加茂伊深店 岐阜県　美濃加茂市伊深町１０６６番地２
ファミリーマート恵那インター店 岐阜県　恵那市長島町中野１２１２番地の４
ファミリーマート岐阜西改田上の町店 岐阜県　岐阜市西改田上の町３１番地１
ファミリーマート茜部菱野店 岐阜県　岐阜市茜部菱野３－１２８－１
ファミリーマート瑞浪小田店 岐阜県　瑞浪市南小田町一丁目２番地
ファミリーマート笠松みなみ店 岐阜県　羽島郡笠松町田代字神明４３９番地
ファミリーマート土岐下石中央店 岐阜県　土岐市下石町１４３６番地



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
ファミリーマート郡上小野店 岐阜県　郡上市八幡町小野７丁目２番地４２
ファミリーマート大垣藤江町店 岐阜県　大垣市藤江町二丁目１０３番地
ファミリーマート大野黒野店 岐阜県　揖斐郡大野町大字黒野字東小奈良５７番地の２
ファミリーマート岐阜本巣北方店 岐阜県　本巣郡北方町柱本南３丁目７１
ファミリーマート多治見平和町店 岐阜県　多治見市平和町五丁目５７番地１
ファミリーマート大垣築捨町二丁目店 岐阜県　大垣市築捨町二丁目１０２－３
ファミリーマート郡上愛宕店 岐阜県　郡上市八幡町島谷１２０番地６
ファミリーマート武儀下之保店 岐阜県　関市下之保５１３２番地の１
ファミリーマート関倉知南店 岐阜県　関市倉知４３４１番地１
ファミリーマート羽島駅みなみ店 岐阜県　羽島市舟橋町出須賀二丁目１４番地
ファミリーマート大垣牧野店 岐阜県　大垣市牧野町一丁目３番地
ファミリーマート岐阜金華橋通り店 岐阜県　岐阜市大字鷺山２５１１番地
ファミリーマート柳津丸野店 岐阜県　岐阜市柳津町丸野四丁目５２番地
ファミリーマート関市西本郷通店 岐阜県　関市西本郷通５丁目４番２号
ファミリーマート各務原六軒店 岐阜県　各務原市蘇原六軒町４丁目１０番地１１
ファミリーマート大垣坂下町店 岐阜県　大垣市坂下町１３番地１
ファミリーマート上石津牧田店 岐阜県　大垣市上石津町牧田２１２９番地１
ファミリーマート各務原市役所南店 岐阜県　各務原市那加住吉町１丁目２番１
ファミリーマート多治見豊岡町店 岐阜県　多治見市豊岡町二丁目３０番
ファミリーマート美濃もみじが丘店 岐阜県　美濃市もみじが丘一丁目６番地
ファミリーマート恵那加子母店 岐阜県　中津川市加子母４５３２番地の１１
ファミリーマート坂祝町黒岩店 岐阜県　加茂郡坂祝町黒岩４２４番地１
ファミリーマート羽島平方店 岐阜県　羽島市福寿町平方字土手西１１０５番地１
ファミリーマート各務原三ツ池二丁目店 岐阜県　各務原市鵜沼三ツ池町二丁目１９０番地
ファミリーマート明智店 岐阜県　恵那市明智町字藤ノ木１１４番地の１
ファミリーマート大垣熊野町店 岐阜県　大垣市熊野町四丁目５９番地
ファミリーマートひるがの高原ＳＡ下り店 岐阜県　郡上市高鷲町鷲見３６９４－３４０
ファミリーマート下呂市役所前店 岐阜県　下呂市森９７１番地３９
ファミリーマート山県岩佐口店 岐阜県　山県市岩佐１１９４番地２
ファミリーマート大垣長松町店 岐阜県　大垣市長松町字小人町７６１番地
ファミリーマート多治見駅前店 岐阜県　多治見市本町２－７０－８
ファミリーマート可児今渡店 岐阜県　可児市今渡１２７４－３
ファミリーマート大垣和合新町店 岐阜県　大垣市和合新町２丁目
ファミリーマート多治見笠原町店 岐阜県　多治見市笠原町字梅平３９８６－２４
ファミリーマート高山松原店 岐阜県　高山市山田町１５２３－１４
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
ファミリーマート瑞穂本田北店 岐阜県　瑞穂市本田１８０－１
ファミリーマート大垣静里町店 岐阜県　大垣市静里町１４４０－１
ファミリーマート岐阜茜部大川店 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駅北口店 岐阜県　岐阜市吉野町６丁目６
ファミリーマート高山総和三丁目店 岐阜県　高山市総和町三丁目３５番
ファミリーマート中津川苗木店 岐阜県　中津川市苗木字室屋７４９１番１
ファミリーマート岐阜日野店 岐阜県　岐阜市日野南４丁目６－８
ファミリーマート高山総和町店 岐阜県　高山市総和町２－６０－１
ファミリーマート岐阜駅西店 岐阜県　岐阜市橋本町２丁目２０
ファミリーマート土岐泉西山町店 岐阜県　土岐市泉西山町１丁目２０番
ファミリーマート可児桜町店 岐阜県　可児市広見字常盤１６４４－１
ファミリーマート本巣上真桑店 岐阜県　本巣市上真桑２０８９
ファミリーマート大垣万石町店 岐阜県　大垣市万石２丁目３２－７
ファミリーマート美濃加茂加茂川町店 岐阜県　美濃加茂市加茂川町一丁目字若宮３０３０番１３
ファミリーマート岐南店 岐阜県　羽鳥郡岐南町八剣北５丁目１１７
ファミリーマート岐阜若宮町九丁目店 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田神駅前店 岐阜県　岐阜市入舟町１丁目２２番地１
ファミリーマート岐阜基地店 岐阜県　各務原市那加官有地無番地
ファミリーマート垂井宮代店 岐阜県　不破郡垂井町字馬出瀬１５８９－１
ファミリーマート可児下切店 岐阜県　可児市下切字青木２０７０
ファミリーマート高山上岡本町店 岐阜県　高山市上岡本町３丁目３２６番地
ファミリーマート関平成通店 岐阜県　関市平成通一丁目６６番地
ファミリーマート岐阜羽島インター店 岐阜県　羽島市上中町長間字十二割１８９４
ファミリーマート岐阜正木南店 岐阜県　岐阜市大字正木字南出口１２０番３号
ファミリーマート関円保通店 岐阜県　関市円保通１丁目５７－２
ファミリーマート川島ＰＡ店 岐阜県　各務原市川島笠田町字村北祢宜山１４７２番４
ファミリーマート飛騨古川店 岐阜県　飛騨市古川町杉崎字中藪１０１２－１
ファミリーマート輪之内町店 岐阜県　安八郡輪之内町四郷字新開２４３番
ファミリーマート山県高富店 岐阜県　山県市大字高木字阿原１４８１番



ファミリーマート名鉄岐阜駅北店 岐阜県　岐阜市神田町８丁目５番
ファミリーマート加茂八百津店 岐阜県　加茂郡八百津町八百津３３５９番地
ファミリーマート高山西之一色店 岐阜県　高山市西之一色町２－１２２－１
ファミリーマート岐阜いなば店 岐阜県　岐阜市矢島町二丁目２１番
ファミリーマート可児坂戸北店 岐阜県　可児市坂戸６１９番地１
ファミリーマート美濃加茂西町店 岐阜県　美濃加茂市西町四丁目３３番地２
ファミリーマート高山しんぐう店 岐阜県　高山市新宮町１６２０番地
ファミリーマート新中津川落合店 岐阜県　中津川市落合７２９番地３
ファミリーマート神戸やなぜ店 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南町下印食店 岐阜県　羽島郡岐南町下印食二丁目５１番
ファミリーマート多治見坂上町店 岐阜県　多治見市坂上町七中目４８番地
ファミリーマート高山千島店 岐阜県　高山市千島町２６１番１
ファミリーマート中津川苗木南店 岐阜県　中津川市苗木４８９９番地６
ファミリーマート恵那峡店 岐阜県　恵那市大井町字土々ケ根２６３２番地の１１８
ファミリーマート瑞浪土岐町店 岐阜県　瑞浪市土岐町字沢跨６９８６－３
ファミリーマート各務原蘇原野口店 岐阜県　各務原市蘇原野口町四丁目１１番地１
ファミリーマート可児下恵土南店 岐阜県　可児市下恵土字宮前５５５８番
ファミリーマート岐阜駅前店 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
ファミリーマート各務原那加前野店 岐阜県　各務原市那加前野町４丁目５０番地
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
ファミリーマート揖斐川町はぎなが店 岐阜県　揖斐郡揖斐川町脛永字溝口南１２４１番１１
ファミリーマート大垣ソフトピア南店 岐阜県　大垣市今宿五丁目２５番４
ファミリーマート海津平田町店 岐阜県　海津市平田町三郷６０４番地
ファミリーマート大垣築捨町店 岐阜県　大垣市築捨町３丁目２４番
ファミリーマート岐阜長良公園前店 岐阜県　岐阜市長良東１丁目５１
ファミリーマート恵那やまおか店 岐阜県　恵那市山岡町上手向字石平前１８４番地２
ファミリーマート本巣天神前店 岐阜県　本巣市政田字天神前１０４３番地１
ファミリーマート美濃加茂川合店 岐阜県　美濃加茂市川合町２丁目９番１号
ファミリーマート土岐平成店 岐阜県　土岐市妻木平成町二丁目１２番地
ファミリーマート中津川千旦林店 岐阜県　中津川市千旦林１５７０番地の１０９
ファミリーマート西岐阜駅南店 岐阜県　岐阜市市橋六丁目１番地２
ファミリーマート関小屋名店 岐阜県　関市小屋名字附溝８４８番１
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
ファミリーマート恵那原東店 岐阜県　恵那市大井町字原２１９４番１４
ファミリーマート多治見松坂町店 岐阜県　多治見市松坂町二丁目１１番４４
ファミリーマート岐阜六条店 岐阜県　岐阜市六条片田一丁目５番６号
ファミリーマート海津今尾店 岐阜県　海津市平田町今尾２２４８番地
ファミリーマート岐阜新北島店 岐阜県　岐阜市北島九丁目８番地４
ファミリーマート美濃加茂いなべ店 岐阜県　美濃加茂市加茂野町稲辺６９５番地１
ファミリーマート岐阜さぎやま店 岐阜県　岐阜市鷺山北町７番１９号
ファミリーマート美濃松栄町店 岐阜県　美濃市松栄町４丁目５５番地
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
ファミリーマート神戸町横井店 岐阜県　安八郡神戸町大字横井５４１番地の１
ファミリーマート岐阜茜部店 岐阜県　岐阜市茜部大川二丁目６７番地
ファミリーマート瑞浪陶町店 岐阜県　瑞浪市陶町大川７８１番地３
ファミリーマート山県佐賀店 岐阜県　山県市佐賀７９２番地３
ファミリーマート安八南条店 岐阜県　安八郡安八町南条７６４番地の１
ファミリーマート北恵那福岡店 岐阜県　中津川市福岡１２２３番地の２９
ファミリーマート各務原鵜沼南店 岐阜県　各務原市鵜沼南町二丁目１４４番地１
ファミリーマート土岐インター店 岐阜県　土岐市泉東窯町３丁目７０番地３
ファミリーマート羽島福寿町店 岐阜県　羽島市福寿町間島三丁目５１番地
ファミリーマート各務原三ッ池店 岐阜県　各務原市鵜沼三ツ池町五丁目２０４番地
ファミリーマート恵那久須見店 岐阜県　恵那市長島町久須見５２番１
ファミリーマート瑞穂牛牧店 岐阜県　瑞穂市牛牧字札木９３４番２
ファミリーマート大垣小泉町店 岐阜県　大垣市小泉町２９１番地
ファミリーマート本巣曽井中島店 岐阜県　本巣市曽井中島字居住２１４７番地１
ファミリーマート各務原三井東店 岐阜県　各務原市三井東町一丁目１４４番１
ファミリーマート大垣赤坂店 岐阜県　大垣市赤坂町６０００番地
ファミリーマート岐南薬師寺店 岐阜県　羽島郡岐南町薬師寺四丁目８番地
ファミリーマート可児土田店 岐阜県　可児市土田字北裏４２６７番地４１
ファミリーマート美濃加茂清水店 岐阜県　美濃加茂市清水町一丁目６番１６号
ファミリーマート白鳥バイパス店 岐阜県　郡上市白鳥町向小駄良７３３番地１７
ファミリーマート付知尾ヶ平店 岐阜県　中津川市付知町４９５６番地の５５
ファミリーマート岐阜芋島店 岐阜県　岐阜市芋島２丁目４番１６号
ファミリーマート恵那正家店 岐阜県　恵那市長島町正家二丁目７番地１７
ファミリーマート岐阜清本町店 岐阜県　岐阜市清本町四丁目３５番地１



ファミリーマート関しもうち店 岐阜県　関市下有知１１８８番地１
ファミリーマート岐阜柳津本郷店 岐阜県　岐阜市柳津町本郷二丁目１番地１
ファミリーマート揖斐川三輪店 岐阜県　揖斐郡揖斐川町三輪３４８番地９
ファミリーマート羽島牧野店 岐阜県　羽島市江吉良町字牧野郷中１２８７番１
ファミリーマートぎふ加納新本町店 岐阜県　岐阜市加納新本町四丁目１６番地
ファミリーマート可児梅白店 岐阜県　可児市川合１６２３番地の１
ファミリーマート可児御嵩町店 岐阜県　可児郡御嵩町中字四万堂１８９５番地の１
ファミリーマート茜部菱野一丁目店 岐阜県　岐阜市茜部菱野一丁目２３番地１
ファミリーマート飛騨古川新栄町店 岐阜県　飛騨市古川町新栄町３番６号
ファミリーマートうぬま朝日町店 岐阜県　各務原市鵜沼朝日町四丁目１番地１
ファミリーマート郡上稲成店 岐阜県　郡上市八幡町稲成字上ノ田１１５０番１
ファミリーマート可児土田東山店 岐阜県　可児市土田５５２９番地１
ファミリーマート岐阜中店 岐阜県　岐阜市中二丁目１２５番地の３
ファミリーマート高鷲インター店 岐阜県　郡上市高鷲町大鷲９７０番地
ファミリーマート恵那高校前店 岐阜県　恵那市大井町字学頭１２０８番地の１
ファミリーマート大垣大井四丁目店 岐阜県　大垣市大井四丁目３０番地１
ファミリーマート飛騨古川上野店 岐阜県　飛騨市古川町上野字清水５８４番４
ファミリーマート各務原市民プール前店 岐阜県　各務原市鵜沼小伊木町４丁目１６８番地２
ファミリーマート曽代上岩本店 岐阜県　美濃市曽代２０１１番地
ファミリーマート岐阜下川手店 岐阜県　岐阜市城東通六丁目４３番地
ファミリーマート各務原大橋店 岐阜県　各務原市上中屋町四丁目１９７番地
ファミリーマート海津店 岐阜県　海津市海津町馬目字道上９９番地の１
ファミリーマート安八大藪店 岐阜県　安八郡輪之内町大藪８７０番地の１
ファミリーマート岐阜北鶉店 岐阜県　岐阜市北鶉二丁目５６番地
ファミリーマート瑞浪上野店 岐阜県　瑞浪市上野町２丁目１３９番地
ファミリーマート関市西田原店 岐阜県　関市西田原字野田２２５８番地
ファミリーマート御嵩中坪店 岐阜県　可児郡御嵩町中８３番地の３
ファミリーマート安八輪之内町店 岐阜県　安八郡輪之内町中郷字下切戸１０２５番３
ファミリーマート新岐阜駅北店 岐阜県　岐阜市長住町２－９－１２
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
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
ファミリーマート多治見宝町店 岐阜県　多治見市宝町九丁目２４番地
ファミリーマート大垣丸の内店 岐阜県　大垣市丸の内２丁目３４番地
ファミリーマート関山田店 岐阜県　関市山田８１２番地３
ファミリーマート岐阜こがね店 岐阜県　岐阜市金町一丁目３番地
ファミリーマート養老大跡店 岐阜県　養老郡養老町大跡８５０番地１
ファミリーマート岐阜長良真生店 岐阜県　岐阜市長良真生町三丁目３番地１
ファミリーマート羽島竹鼻町店 岐阜県　羽島市竹鼻町狐穴４６９番地１
ファミリーマート養老宇田店 岐阜県　養老郡養老町宇田６４０番地２
ファミリーマート関黒屋店 岐阜県　関市黒屋８８７番地３
ファミリーマート各務原にんじん通店 岐阜県　各務原市鵜沼各務原町６丁目８９－１
ファミリーマート可児大森店 岐阜県　可児市大森字鳩討１０８７番地２
ファミリーマート大垣桧町店 岐阜県　大垣市桧町字笠毛８１８番１
ファミリーマート笠松東金池店 岐阜県　羽島郡笠松町東金池町１４３－１
ファミリーマート可児柿田店 岐阜県　可児市柿田８０８－１
ファミリーマート多治見池田町店 岐阜県　多治見市池田町９丁目３７番地１
ファミリーマート岐阜下西郷店 岐阜県　岐阜市下西郷２丁目１５－１
ファミリーマート可児羽崎八幡前店 岐阜県　可児市羽崎八幡前１１８８番
ファミリーマート岐阜大福町店 岐阜県　岐阜市大福町５丁目３１
ファミリーマート美濃加茂富加店 岐阜県　美濃加茂市加茂野町市橋１０３５－１
ファミリーマート岐阜金町七丁目店 岐阜県　岐阜市高野町七丁目６番
ファミリーマート不破関ヶ原店 岐阜県　不破郡関ケ原町大字関ケ原３８４２番地
ファミリーマート大垣北方町店 岐阜県　大垣市北方町２丁目９５番地１
ファミリーマート美濃加茂加茂野店 岐阜県　美濃加茂市加茂野町木野４６８番地２１
ファミリーマート御嵩上恵土店 岐阜県　可児郡御嵩町上恵土１２６３番地６
ファミリーマート美濃加茂前平店 岐阜県　美濃加茂市前平町二丁目１１８番地１
ファミリーマート各務原大伊木店 岐阜県　各務原市鵜沼大伊木町一丁目２７６番地２
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
ファミリーマート美濃加茂中富町店 岐阜県　美濃加茂市中富町一丁目８番３２号
ファミリーマート高山江名子店 岐阜県　高山市江名子町４８７番地１３
ファミリーマート七宗店 岐阜県　加茂郡七宗町中麻生１５６２番地
ファミリーマート武芸川店 岐阜県　関市武芸川町高野４１３番地の１
ファミリーマート中津川手賀野店 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桃山店 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インター店 岐阜県　中津川市千旦林字西垣外２２４－１
ファミリーマート中津川茄子川店 岐阜県　中津川市茄子川字津戸井１７３６－１



ファミリーマート各務原おがせ店 岐阜県　各務原市各務おがせ町五丁目２４４番地２
ファミリーマート不破府中店 岐阜県　不破郡垂井町府中４５９番地
ファミリーマート多治見小泉八丁目店 岐阜県　多治見市小泉町八丁目１２９番地１
ファミリーマート大垣安井町店 岐阜県　大垣市安井町七丁目５番地の２
ファミリーマート岐阜茜部寺屋敷店 岐阜県　岐阜市茜部寺屋敷二丁目６７番地
ファミリーマート岐阜西柳ヶ瀬店 岐阜県　岐阜市金町４丁目２８番地
ファミリーマートようろう瑞穂店 岐阜県　養老郡養老町瑞穂字旭４２５番
ファミリーマート岐阜旦島店 岐阜県　岐阜市旦島六丁目
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
ファミリーマート岐南伏屋店 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折立店 岐阜県　岐阜市大字折立８７１番地
ファミリーマート飛騨萩原店 岐阜県　下呂市萩原町上呂３３９５番地１
ファミリーマート多治見十九田町店 岐阜県　多治見市十九田町一丁目６５番地の１
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
ファミリーマート垂井綾戸店 岐阜県　不破郡垂井町綾戸字東浦１０１番地
ファミリーマート恵那岩村店 岐阜県　恵那市岩村町飯羽間２３４５番地の４
ファミリーマート関祭場店 岐阜県　関市倉知４０９番地１
ファミリーマート加茂山手店 岐阜県　美濃加茂市新池町２丁目８６番地の１
ファミリーマート可児矢戸店 岐阜県　可児市矢戸１２８番地の３
ファミリーマート本巣上保店 岐阜県　本巣市上保１２５６番地６９
ファミリーマート可児工業団地店 岐阜県　可児市姫ヶ丘２－１５
ファミリーマート恵那武並店 岐阜県　恵那市武並町竹折１７０１番地１３
ファミリーマート池田下八幡店 岐阜県　揖斐郡池田町八幡１００２番地の１
ファミリーマート下呂温泉北店 岐阜県　下呂市東上田４９６
ファミリーマート国府広瀬店 岐阜県　高山市国府町広瀬町１６３８番地１
ファミリーマート八百津牧野店 岐阜県　加茂郡八百津町上牧野字米之２２２番地の１
ファミリーマート可児大森東店 岐阜県　可児市大森１５３２番地１
ファミリーマート恵那大崎店 岐阜県　恵那市長島町中野神田２５７－３
ファミリーマート坂本中町店 岐阜県　中津川市茄子川１２０２番地の１
ファミリーマート大垣室本町店 岐阜県　大垣市室本町五丁目１８番地
ファミリーマート岐南町平島店 岐阜県　羽島郡岐南町平島８丁目１３９－２
ファミリーマート八百津錦津店 岐阜県　加茂郡八百津町伊岐津志１７８５番地の１０
ファミリーマート島南公園店 岐阜県　岐阜市菅生８－６－２
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
ファミリーマート瑞穂十九条店 岐阜県　瑞穂市十九条２５４番地１
ファミリーマート羽島大浦店 岐阜県　羽島市正木町大浦６１２番地
ファミリーマート瑞浪寺河戸店 岐阜県　瑞浪市寺河戸町１２０１－２
ファミリーマート垂井東店 岐阜県　不破郡垂井町２００８番地の１
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
ファミリーマート神戸町井田店 岐阜県　安八郡神戸町大字神戸７９９番地
ファミリーマート瑞穂大西店 岐阜県　瑞穂市稲里字大西６５２番１
ファミリーマート岐阜日野南店 岐阜県　岐阜市日野南７丁目４番１
ファミリーマート揖斐池田町店 岐阜県　揖斐郡池田町六之井字深池１４９５番地１
ファミリーマート真正町店 岐阜県　本巣郡真正町軽海９６９－２
ファミリーマート高山桐生町店 岐阜県　高山市桐生町５－２２１
ファミリーマートひるがの高原ＳＡ店 岐阜県　郡上市高鷲町鷲見字上野５４１４番３９
ファミリーマート岐阜松鴻町店 岐阜県　岐阜市松鴻町１丁目１番
ファミリーマート岐阜六条北店 岐阜県　岐阜市六条北４－１２－３
ファミリーマート鵜沼三ツ池町店 岐阜県　各務原市鵜沼三ツ池町３丁目８８
ファミリーマート関広見インター店 岐阜県　関市広見１６０４－１
ファミリーマート土岐泉店 岐阜県　土岐市泉明治町５
ファミリーマート大垣西之川店 岐阜県　大垣市西之川町１－２９４－１
ファミリーマート瑞穂中原店 岐阜県　瑞穂市穂積中原１７７６－１
ファミリーマート恵那大井店 岐阜県　恵那市大井町６９６－３７
ファミリーマート大垣中野町店 岐阜県　大垣市中野町２－１－６
ファミリーマート多治見小泉町店 岐阜県　多治見市小泉町８丁目１００
ファミリーマート本巣文殊店 岐阜県　本巣市文殊字村前８３８番１
ファミリーマート各務原吉野町店 岐阜県　各務原市蘇原吉野町４－４１
ファミリーマート多治見駅北店 岐阜県　多治見市音羽町一丁目
ファミリーマート多治見明和町店 岐阜県　多治見市明和町２丁目７７番
ファミリーマート高山上二之町店 岐阜県　高山市上二之町８０
ファミリーマート浜松早出南店 静岡県　浜松市中区早出町１５３６番地
ファミリーマート遠州豊田店 静岡県　磐田市立野４９６－１
ファミリーマート御前崎池新田大山店 静岡県　御前崎市池新田１５７３番地１５
ファミリーマート磐田明ヶ島店 静岡県　磐田市明ヶ島原２２番地７
ファミリーマート富士宮登山道店 静岡県　富士宮市万野原新田２９１７番地



ファミリーマート浜松天神町店 静岡県　浜松市中区天神町２番１２号
ファミリーマート掛川長谷店 静岡県　掛川市長谷一丁目１２番地の４
ファミリーマート浜松城北二丁目店 静岡県　浜松市中区城北二丁目１６番１２号
ファミリーマート清水由比店 静岡県　静岡市清水区由比６９８番地の１
ファミリーマート浜松高林店 静岡県　浜松市中区高林３－１３－３
ファミリーマート袋井月見町店 静岡県　袋井市月見町２－１２
ファミリーマート浜松寺脇町店 静岡県　浜松市南区寺脇町６７１番地
ファミリーマート富士宮神田川町店 静岡県　富士宮市神田川町１７番１４
ファミリーマート御殿場新橋南店 静岡県　御殿場市新橋１７４４番地１
ファミリーマート河津笹原店 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瀬名店 静岡県　静岡市葵区瀬名川一丁目３４番２外５筆
ファミリーマート藤枝与左衛門店 静岡県　藤枝市与左衛門４６４番地２
ファミリーマート沼津おおひら店 静岡県　沼津市大平字南堀合２８７４番９０３
ファミリーマート浜松細江三和店 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
ファミリーマート富士宮宮町店 静岡県　富士宮市西町９０７番１
ファミリーマート三ヶ日インター店 静岡県　浜松市北区三ヶ日町都筑１１２２番地２
ファミリーマート宇東川東町店 静岡県　富士市宇東川東町９－２９
ファミリーマート三島長伏店 静岡県　三島市長伏５７番１５他
ファミリーマート御殿場古沢店 静岡県　御殿場市古沢８０６番地１
ファミリーマート伊東川奈店 静岡県　伊東市川奈字一本松１２５９番６２
ファミリーマート島田ひがし町店 静岡県　島田市東町４１番地１
ファミリーマート静岡千代店 静岡県　静岡市葵区千代二丁目１６－５
ファミリーマート浜松高林四丁目店 静岡県　浜松市中区高林四丁目５番５号
ファミリーマート焼津大覚寺店 静岡県　焼津市大覚寺二丁目１１番地の７
ファミリーマート袋井愛野駅南店 静岡県　袋井市愛野南一丁目１番地の７
ファミリーマート豊田町弥藤太島店 静岡県　磐田市弥藤太島５３３番地１
ファミリーマート藤枝青南町店 静岡県　藤枝市青南町四丁目１５番地２１
ファミリーマート浜北内野店 静岡県　浜松市浜北区内野８７２番地の３
ファミリーマート静岡大岩本町店 静岡県　静岡市葵区大岩本町２５番１３号
ファミリーマート富士宮芝川店 静岡県　富士宮市長貫１１０５番地４
ファミリーマート浜松初生町店 静岡県　浜松市北区初生町１２８９番地の３
ファミリーマート富士宮朝霧店 静岡県　富士宮市麓字絵葉山４８１番１８他５筆
ファミリーマート伊東富戸店 静岡県　伊東市富戸１０８５
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
ファミリーマート御殿場永原店 静岡県　御殿場市萩原１５４０番地の１
ファミリーマート富士山静岡空港北店 静岡県　島田市金谷猪土居３４４４番地３７
ファミリーマート浜松可美公園前店 静岡県　浜松市南区若林町１番地１
ファミリーマート静岡鷹匠三丁目店 静岡県　静岡市葵区鷹匠三丁目１番１６号
ファミリーマート袋井大野店 静岡県　袋井市大野３６７番地１
ファミリーマート袋井今井延久店 静岡県　袋井市延久２０３番地の１
ファミリーマート掛川柳町店 静岡県　掛川市柳町１番地
ファミリーマート沼津北高島町店 静岡県　沼津市北高島町６番２８号
ファミリーマート三島中島店 静岡県　三島市中島９５－１５
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
ファミリーマート裾野岩波店 静岡県　裾野市岩波１０４番地１
ファミリーマート御殿場保土沢店 静岡県　御殿場市保土沢１１５７番４８
ファミリーマート静岡七間町店 静岡県　静岡市葵区七間町１２番地４
ファミリーマート袋井愛野駅北店 静岡県　袋井市愛野東１丁目１５番地の５
ファミリーマート富士新橋町店 静岡県　富士市新橋町２番５号
ファミリーマート藤枝上青島店 静岡県　藤枝市上青島２９８番地２
ファミリーマート島田神座店 静岡県　島田市神座２５８１番地１
ファミリーマート子安店 静岡県　浜松市東区子安町３０２番１
ファミリーマート金谷東町店 静岡県　島田市金谷東２丁目１０２９番地の１０
ファミリーマート南伊豆下賀茂店 静岡県　賀茂郡南伊豆町下賀茂１６４番地の７
ファミリーマート御殿場駒門店 静岡県　御殿場市駒門１４４番地１
ファミリーマート浜松上島東店 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
ファミリーマート島田横井店 静岡県　島田市横井２丁目１０番２６号
ファミリーマート新函南柏谷店 静岡県　田方郡函南町柏谷９１６番地５
ファミリーマート静岡沓谷五丁目店 静岡県　静岡市葵区沓谷五丁目５５番地１
ファミリーマート清水興津駅前店 静岡県　静岡市清水区興津中町２３８番４
ファミリーマート清水沼田町店 静岡県　静岡市清水区沼田町１７４０番２
ファミリーマート浜松天龍川町店 静岡県　浜松市東区天龍川町９４番地
ファミリーマート静岡大岩二丁目店 静岡県　静岡市葵区大岩二丁目１番２２号
ファミリーマート磐田西貝塚店 静岡県　磐田市西貝塚２０３４番地の１



ファミリーマート掛川上内田店 静岡県　掛川市子隣１７５番地の１
ファミリーマート沼津大手町店 静岡県　沼津市大手町５丁目３－１
ファミリーマート島田野田店 静岡県　島田市野田１１９８番地の１
ファミリーマート藤枝岡部インター店 静岡県　藤枝市高田１３２番地１
ファミリーマート松崎町松崎店 静岡県　賀茂郡松崎町松崎６３番地の２
ファミリーマート菊川東横地店 静岡県　菊川市東横地１６０３番地１
ファミリーマート静岡登呂六丁目店 静岡県　静岡市駿河区登呂六丁目１番１１号
ファミリーマート清水インター店 静岡県　静岡市清水区西久保字瓦場４６番９
ファミリーマート由比中央店 静岡県　静岡市清水区由比町屋原字井戸尻１７６番１
ファミリーマート静岡東町店 静岡県　静岡市葵区東町２０番地の１０
ファミリーマート吉田川尻店 静岡県　榛原郡吉田町川尻２７５２－１
ファミリーマート静岡小鹿公園前店 静岡県　静岡市駿河区小鹿３８８番地の１
ファミリーマート浜松市野店 静岡県　浜松市東区市野町１０３１番地１
ファミリーマート掛川家代の里店 静岡県　掛川市家代の里三丁目２番１
ファミリーマート清水草薙駅前店 静岡県　静岡市清水区草薙一丁目２番２１号
ファミリーマート函南平井店 静岡県　田方郡函南町平井１４４０番地の３９
ファミリーマート菊川中内田店 静岡県　菊川市中内田２４６３番地
ファミリーマート袋井松原店 静岡県　袋井市松原５１５番地
ファミリーマート藤枝岡部町店 静岡県　藤枝市岡部町三輪９０５番地８
ファミリーマート修善寺温泉店 静岡県　伊豆市修善寺６５６番地１０
ファミリーマート蒲原本町店 静岡県　静岡市清水区蒲原３丁目１４番１号
ファミリーマート富士まつもと店 静岡県　富士市松本７番地１
ファミリーマート浜松旭町店 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
ファミリーマート静岡瀬名店 静岡県　静岡市葵区瀬名五丁目１５番１２号
ファミリーマート河津見高店 静岡県　賀茂郡河津町見高字長野泉水２３１６番５
ファミリーマート静岡池田店 静岡県　静岡市駿河区池田８７６－１
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
ファミリーマート磐田富士見店 静岡県　磐田市富士見町三丁目１番地２３
ファミリーマート裾野深良店 静岡県　裾野市深良字社口前２６３３－４他１１筆
ファミリーマート菊川加茂北店 静岡県　菊川市加茂５７９番地の１
ファミリーマート富士船津店 静岡県　富士市船津４９番地の３
ファミリーマート榛原川根本町店 静岡県　榛原郡川根本町下長尾４５３番地の３
ファミリーマート静岡新間店 静岡県　静岡市葵区新間１１９番地の５
ファミリーマート静岡丸子東海道店 静岡県　静岡市駿河区丸子字赤目ヶ谷６３１６番１
ファミリーマート細江西気賀店 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桜台店 静岡県　浜松市西区大山町１６９番地の１
ファミリーマート三島柳郷地店 静岡県　三島市柳郷地１４番地
ファミリーマート清水永楽町店 静岡県　静岡市清水区永楽町１４番３８号
ファミリーマート静岡曲金六丁目店 静岡県　静岡市駿河区曲金六丁目３番３３号
ファミリーマート静岡産女店 静岡県　静岡市葵区産女１３１４－４０
ファミリーマート御殿場ぐみ沢店 静岡県　御殿場市茱萸沢１１７７番地の１
ファミリーマート興津中町北店 静岡県　静岡市清水区興津中町字金山下１３４７番１
ファミリーマート静岡南瀬名町店 静岡県　静岡市葵区南瀬名町２４番１号
ファミリーマート掛川成滝店 静岡県　掛川市宮脇一丁目１８番地の１５
ファミリーマート富士松岡店 静岡県　富士市松岡５７２番１
ファミリーマート静岡手越原店 静岡県　静岡市駿河区手越原６６番地の１
ファミリーマート藤枝横内店 静岡県　藤枝市横内１９０番地１
ファミリーマート浜松半田山四丁目店 静岡県　浜松市東区半田山四丁目２４番１５号
ファミリーマート焼津八楠店 静岡県　焼津市八楠２丁目３０番地の１４他２筆
ファミリーマート磐田福田中島店 静岡県　磐田市福田中島２９７番１
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
ファミリーマート浜松小池南店 静岡県　浜松市東区小池町２４４５－１
ファミリーマート磐田駅前店 静岡県　磐田市中泉６２７－１
ファミリーマート足柄ＳＡ下り店 静岡県　駿東郡小山町桑木５９５－５
ファミリーマート三島加茂川店 静岡県　三島市加茂川町１２－４８
ファミリーマート清水町伏見店 静岡県　駿東郡清水町伏見５９６－１６
ファミリーマート伊豆松崎店 静岡県　賀茂郡松崎町江奈１７４－１
ファミリーマート富士松岡南店 静岡県　富士市松岡１３５３番１
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
ファミリーマート富士岩松店 静岡県　富士市松岡字二ツ家５８－２
ファミリーマート御殿場インター店 静岡県　御殿場市東田中１１１８
ファミリーマート伊豆熱川店 静岡県　賀茂郡東伊豆町奈良本下松葉１２５３－５
ファミリーマート橋本富士岡駅前店 静岡県　御殿場市中山５４４－５
ファミリーマート御殿場二枚橋店 静岡県　御殿場市二枚橋２３９
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
ファミリーマート三島駅南口店 静岡県　三島市一番町１２－６



ファミリーマート宇佐美桜田店 静岡県　伊東市宇佐美桜田１６０２－１２・１６０３－１０
ファミリーマート富士見台店 静岡県　富士市三ツ沢字越地３５２－８
ファミリーマート富士柚木店 静岡県　富士市柚木１４０－１
ファミリーマート浜松丸塚店 静岡県　浜松市東区丸塚町５１８－１２
ファミリーマート御殿場二の岡店 静岡県　御殿場市二の岡１丁目１２６２－９
ファミリーマート沼津大岡北店 静岡県　沼津市大岡２２６７－１
ファミリーマートナカスイ熱海下多賀店 静岡県　熱海市下多賀５６１－１
ファミリーマート掛川富部店 静岡県　掛川市富部９４７
ファミリーマート浜松大島北店 静岡県　浜松市東区大島町１００１－３
ファミリーマート浜松有玉北店 静岡県　浜松市東区有玉北町１７５４－１
ファミリーマート掛川西町店 静岡県　掛川市掛川６０８－１
ファミリーマート焼津中新田店 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店 静岡県　静岡市駿河区みずほ２－１９－１５
ファミリーマート中東遠総合医療センター店 静岡県　掛川市菖蒲ケ池１番地１
ファミリーマート沼津駅北口店 静岡県　沼津市高島町仮換地１－１街区１画地
ファミリーマート浜松アクトシティ店 静岡県　浜松市中区板屋町１１１番地２
ファミリーマート静岡羽鳥六丁目店 静岡県　静岡市葵区羽鳥六丁目１８番３号
ファミリーマート富士宮小泉店 静岡県　富士宮市小泉２０５
ファミリーマート磐田小立野店 静岡県　磐田市小立野２５３番
ファミリーマート伊豆の国守木店 静岡県　伊豆の国市守木８４４－２
ファミリーマート焼津下小田店 静岡県　焼津市南部土地区画整理事業区域２６６街区
ファミリーマート富士宮淀師店 静岡県　富士宮市淀師１５５－４
ファミリーマート御殿場東山店 静岡県　御殿場市東山１７２－１
ファミリーマート熱海網代店 静岡県　熱海市下多賀大西ヶ洞９－１３
ファミリーマート焼津四丁目店 静岡県　焼津市焼津４－１０－１２
ファミリーマート清水町徳倉南店 静岡県　駿東郡清水町徳倉字岩下２１５－８
ファミリーマート浜松向宿町店 静岡県　浜松市中区向宿２－２４－１４
ファミリーマート沼津下香貫店 静岡県　沼津市下香貫字島郷２９７３番６
ファミリーマート静岡岳美店 静岡県　静岡市葵区岳美１６番３号
ファミリーマート清水楠新田店 静岡県　静岡市清水区楠新田字上屋敷２０９－２
ファミリーマート浜松原島店 静岡県　浜松市東区原島町１８０番１
ファミリーマート磐田上岡田店 静岡県　磐田市上岡田８７１番１
ファミリーマート静岡高松二丁目店 静岡県　静岡市駿河区高松二丁目６番１２号
ファミリーマート浜松将監店 静岡県　浜松市東区将監町４４－８
ファミリーマート清水西久保店 静岡県　静岡市清水区西久保字南光５４０－４
ファミリーマート三島梅名北店 静岡県　三島市梅名５８９－４
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字左城星７１６－６１
ファミリーマート杏林堂静岡鷹匠店 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城東町店 静岡県　静岡市葵区城東町６５－６
ファミリーマート御殿場中畑店 静岡県　御殿場市中畑５２８－４１他３筆
ファミリーマート市立清水病院店 静岡県　静岡市清水区宮加三１２３１
ファミリーマート静岡パルシェ店 静岡県　静岡市葵区黒金町４９－１静岡パルシェ食彩館
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
ファミリーマート藤枝ＰＡ下り店 静岡県　藤枝市花倉字井谷川字井谷川１５８－１
ファミリーマート日軽金清水蒲原店 静岡県　静岡市清水区蒲原字長堰堤外６６－１
ファミリーマート富士宮野中店 静岡県　富士宮市野中８４３－１８４４－１９５２－１
ファミリーマート藤枝大東町店 静岡県　藤枝市大東町７６番１他９筆
ファミリーマート修善寺駅北口店 静岡県　伊豆市柏久保字新町１２９７番１、１２９８番
ファミリーマート磐田福田店 静岡県　磐田市南田字東１２８－１
ファミリーマート沼津岡一色店 静岡県　沼津市岡一色３７４－１他１４筆
ファミリーマート浜松小豆餅店 静岡県　浜松市中区小豆餅３－１－１
ファミリーマート浜松泉四丁目店 静岡県　浜松市中区泉４丁目１番２６号
ファミリーマート静岡有永店 静岡県　静岡市葵区有永字前田３－３（地番）
ファミリーマート浜北貴布祢店 静岡県　浜松市浜北区貴布祢３１５－１
ファミリーマート浜松上西店 静岡県　浜松市東区上西町１３０８番
ファミリーマート浜松中央三丁目店 静岡県　浜松市中区中央３－３－１３
ファミリーマート小鹿店 静岡県　静岡市駿河区小鹿８６－４
ファミリーマート沼津下河原町店 静岡県　沼津市下河原町３１番１他９筆
ファミリーマート御殿場新橋店 静岡県　御殿場市新橋１８７８－１他６筆
ファミリーマート沼津港前店 静岡県　沼津市春日町７－１
ファミリーマート静岡小鹿店 静岡県　静岡市駿河区小鹿２丁目３１－２９
ファミリーマート富士宮北山店 静岡県　富士宮市北山２７７７番１他１４筆
ファミリーマート三島芝本町店 静岡県　三島市芝本町３３８３番１、３３８２番の一部
ファミリーマート磐田豊浜店 静岡県　磐田市豊浜５２５
ファミリーマート静岡西島店 静岡県　静岡市駿河区西島１１８番地の１
ファミリーマート富士宮若宮店 静岡県　富士宮市小泉字尾無沢２０７０番７他７筆



ファミリーマート藤枝高洲店 静岡県　藤枝市高洲６１番地の６
ファミリーマート静岡用宗店 静岡県　静岡市駿河区広野三丁目２９番１３号
ファミリーマート滝ケ原駐屯地店 静岡県　御殿場市中畑２０９２－２
ファミリーマート富士駐屯地店 静岡県　駿東郡小山町須走４８１－２７
ファミリーマート静岡吉野町店 静岡県　静岡市駿河区新川一丁目１番２８号
ファミリーマート焼津市立総合病院店 静岡県　焼津市道原１０００番地
ファミリーマート藤枝市立総合病院店 静岡県　藤枝市駿河台４丁目１－１１
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、他１３筆
ファミリーマート沼津岡一色南店 静岡県　沼津市岡一色４４－１
ファミリーマート島田向谷店 静岡県　島田市向谷３－９５２－１
ファミリーマート富士川成島店 静岡県　富士市川成島字美土原２９８他９筆
ファミリーマート藤枝高柳四丁目店 静岡県　藤岡市高柳四丁目１０６５番１他４筆（地番）
ファミリーマート土肥金山店 静岡県　伊豆市土肥２７６７－４
ファミリーマート御殿場印野店 静岡県　御殿場市印野１７４４－５
ファミリーマート静岡インター通り店 静岡県　静岡市駿河区中野新田３８２－２
ファミリーマート藤枝一丁目店 静岡県　藤枝市藤枝１－４－１３
ファミリーマート森町宮の市店 静岡県　周智郡森町一宮１２６０－１
ファミリーマート焼津小川店 静岡県　焼津市南部土地区画整理事業３３街区符号７，８，９，
ファミリーマート富士大渕店 静岡県　富士市大渕字六本茶３５７９－９他１７筆
ファミリーマート御殿場川島田南店 静岡県　御殿場市川島田１０５８
ファミリーマート押切北店 静岡県　静岡市清水区押切２０７３
ファミリーマート富士増川新町店 静岡県　富士市増川新町１２７番地他５筆
ファミリーマート下田吉佐美店 静岡県　下田市吉佐美字里条７９５－１
ファミリーマート大渕久保町店 静岡県　富士市大渕字八ヶ久保１４８番４他１７筆
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
ファミリーマート伊豆長岡南店 静岡県　伊豆の国市長岡１３０１－１
ファミリーマート三方原ＰＡ店 静岡県　浜松市東区有玉西町字地蔵平７７６番地の２
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
ファミリーマート静岡鎌田店 静岡県　静岡市駿河区鎌田２９９番１１外５筆
ファミリーマート静岡新足久保店 静岡県　静岡市葵区足久保口組１３６番１他
ファミリーマート浜北宮口店 静岡県　浜松市浜北区宮口７８２－７
ファミリーマート静岡千代一丁目店 静岡県　静岡市葵区千代１丁目３６７番
ファミリーマート静岡中吉田店 静岡県　静岡市駿河区中吉田４６－１
ファミリーマート浜松医科大学病院店 静岡県　浜松市東区半田山１丁目２０番１号
ファミリーマート富士丘店 静岡県　富士市厚原５９１－１
ファミリーマート焼津高新田店 静岡県　焼津市高新田６０２番地の１
ファミリーマート裾野須山店 静岡県　裾野市須山２９５５－１
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番１８
ファミリーマート長泉町鮎壺店 静岡県　駿東郡長泉町下土狩１０２６番地１
ファミリーマート浜松蜆塚店 静岡県　浜松市中区蜆塚３丁目１７－１７
ファミリーマート鷲津駅前店 静岡県　湖西市鷲津５３００番地パルプラザ栄１Ｆ
ファミリーマート焼津中根新田店 静岡県　焼津市中根新田１５１０－１
ファミリーマート磐田今之浦店 静岡県　磐田市今之浦２丁目９－１
ファミリーマート牧之原坂部店 静岡県　牧之原市坂部５８０－１
ファミリーマート下田敷根店 静岡県　下田市敷根８４２番
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
ファミリーマート富士本吉原店 静岡県　富士市今泉１丁目１４－３２
ファミリーマート浜松常盤町店 静岡県　浜松市中区田町２２６－６
ファミリーマート静岡中島店 静岡県　静岡市駿河区中島９２５－１
ファミリーマート藤枝駅南通り店 静岡県　藤枝市前島３丁目１番１１号
ファミリーマート新富士駅みなみ店 静岡県　富士市宮島５１１番地の３
ファミリーマート掛川なか店 静岡県　掛川市中１３６７番１
ファミリーマート富士中野店 静岡県　富士市中野２３１番地の１２
ファミリーマート藤枝瀬古東店 静岡県　藤枝市瀬古二丁目８番１８号
ファミリーマート清水楠新田東店 静岡県　静岡市清水区楠新田２２８番地２
ファミリーマート静岡北安東店 静岡県　静岡市葵区北安東四丁目５番２２号
ファミリーマート御前崎佐倉店 静岡県　御前崎市佐倉４５６４番地の７
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
ファミリーマート湖西梅田店 静岡県　湖西市梅田４７６番地３４
ファミリーマート磐田富丘店 静岡県　磐田市富丘字下原６７７番５６
ファミリーマート磐田インター店 静岡県　磐田市見付１８０８番地の１８
ファミリーマート浜松東本郷店 静岡県　浜松市南区本郷町１３４７番地の６
ファミリーマート掛川千羽店 静岡県　掛川市千羽４２１－１
ファミリーマート浜松和合店 静岡県　浜松市中区和合町９３６－３７５
ファミリーマート韮山中條店 静岡県　伊豆の国市中條４０６－１
ファミリーマート沼津西沢田店 静岡県　沼津市西沢田３６６番地の１



ファミリーマート沼津西間門店 静岡県　沼津市西間門２９番地１
ファミリーマート裾野せぎ原店 静岡県　裾野市伊豆島田５０７番地の１
ファミリーマート浜松庄和町店 静岡県　浜松市西区庄和町１３７番地の３
ファミリーマート三島梅名店 静岡県　三島市梅名２８５－１
ファミリーマート牧之原静波一丁目店 静岡県　牧之原市静波一丁目３２６番の１
ファミリーマート牧之原ＳＡ店 静岡県　牧之原市静谷２５５９－３
ファミリーマート静岡長田店 静岡県　静岡市駿河区丸子新田３７９番１外４筆
ファミリーマート浜名湖弁天島店 静岡県　浜松市西区舞阪町弁天島字弁天島３７７２－２
ファミリーマート島田稲荷店 静岡県　島田市稲荷四丁目３９７０番２他１筆
ファミリーマート静岡有明西店 静岡県　静岡市駿河区八幡５丁目３３番１他１筆
ファミリーマート浜松小豆餅二丁目店 静岡県　浜松市中区小豆餅２丁目２４－１
ファミリーマート清水清開南店 静岡県　静岡市清水区清水村松地先新田１１６番地の１４
ファミリーマート吉田かたおか店 静岡県　榛原郡吉田町片岡２６２番地１
ファミリーマート浜松中田町店 静岡県　浜松市東区中田町８１８番地
ファミリーマート湖西吉美店 静岡県　湖西市吉美９７６番地の７
ファミリーマート静岡牛妻店 静岡県　静岡市葵区牛妻２１７番地１
ファミリーマート焼津港店 静岡県　焼津市本町一丁目１５番１０号
ファミリーマート浜松遠州浜店 静岡県　浜松市南区遠州浜二丁目３２番１号
ファミリーマート富士宮外神店 静岡県　富士宮市万野原新田４０７８番地２
ファミリーマート浜松東三方町店 静岡県　浜松市北区東三方町２１１番地の１５
ファミリーマート静岡川合店 静岡県　静岡市葵区川合３－１６－３
ファミリーマート伊東いっぺき湖店 静岡県　伊東市吉田字カラス洞８２３番３
ファミリーマート西貝塚南店 静岡県　磐田市西貝塚字六通５５９番地４
ファミリーマート掛川成滝東店 静岡県　掛川市成滝４１１番地の１
ファミリーマート富士宮東小泉店 静岡県　富士宮市小泉１８番地の１
ファミリーマート静岡紺屋町店 静岡県　静岡市葵区紺屋町４番地３
ファミリーマート沼津沼北町店 静岡県　沼津市沼北町一丁目１番１号
ファミリーマート浜松大浜街道店 静岡県　浜松市中区中島４丁目２１番１号
ファミリーマート小笠赤土店 静岡県　菊川市赤土１１７０番地の４
ファミリーマート牧之原地頭方店 静岡県　牧之原市地頭方５００番地２
ファミリーマート浜松城北店 静岡県　浜松市中区城北１丁目７－１０
ファミリーマート浜松入野店 静岡県　浜松市西区入野町６４７番地の１
ファミリーマート藤枝宮原店 静岡県　藤枝市宮原字向島７７０番２
ファミリーマート富士宮中島町店 静岡県　富士宮市中島町３６４番地の１
ファミリーマート吉田下川原店 静岡県　榛原郡吉田町神戸字下川原２８１９番地
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
ファミリーマート大井川中学校前店 静岡県　焼津市下江留３００番地の１
ファミリーマート磐田東新町店 静岡県　磐田市東新町１丁目１－１１
ファミリーマート菊川上平川店 静岡県　菊川市上平川５６４番１
ファミリーマート裾野御宿店 静岡県　裾野市御宿６８２番地の３
ファミリーマート藤枝田中店 静岡県　藤枝市郡７３７－５
ファミリーマート藤枝藪田西インター店 静岡県　藤枝市上藪田１３１番７
ファミリーマート袋井泉町店 静岡県　袋井市泉町１丁目１－１
ファミリーマート焼津石津店 静岡県　焼津市南部土地区画整理事業１６０街区符号２２、２３
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
ファミリーマート清水富士見町店 静岡県　静岡市清水区富士見町３番１号
ファミリーマート富士富士川店 静岡県　富士市南松野２５１９番地の５
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
ファミリーマート島田旗指店 静岡県　島田市旗指４９９番地の１
ファミリーマート湖西鷲津東店 静岡県　湖西市鷲津１２０１番地の１
ファミリーマート浜松大平台三丁目店 静岡県　浜松市西区大平台三丁目１４番５号
ファミリーマート磐田向笠店 静岡県　磐田市向笠竹之内３６５－１
ファミリーマート浜松西高丘店 静岡県　浜松市中区高丘西三丁目１２番５号
ファミリーマート磐田岩井原店 静岡県　磐田市岩井３１８４番地２
ファミリーマート牧之原西萩間店 静岡県　牧之原市西萩間８５番地１４
ファミリーマート浜松三ヶ日北店 静岡県　浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１００番地の４
ファミリーマート新居中之郷店 静岡県　湖西市新居町中之郷８３６番地の１
ファミリーマート静岡曲金南店 静岡県　静岡市駿河区曲金五丁目６番２３号
ファミリーマート御殿場兎島店 静岡県　御殿場市神山１５７１番地の２
ファミリーマート蒲原バイパス店 静岡県　静岡市清水区蒲原５３４２番地の１
ファミリーマート静岡昭府町店 静岡県　静岡市葵区昭府２丁目２４番３０号
ファミリーマート富士宮大岩店 静岡県　富士宮市大岩３８０番地５
ファミリーマート藤枝高柳店 静岡県　藤枝市高柳１丁目１０番４３号
ファミリーマート磐田竜洋中島店 静岡県　磐田市竜洋中島９５７番地１
ファミリーマート沼津井出店 静岡県　沼津市井出２９
ファミリーマート御殿場神場店 静岡県　御殿場市神場字水上４７３－１０６



ファミリーマート沼津三園南店 静岡県　沼津市三園町１３１８－１
ファミリーマート清水東大曲町店 静岡県　静岡市清水区東大曲町２番１号
ファミリーマート清水袖師町南店 静岡県　静岡市清水区袖師町字外浜１４７１番地４
ファミリーマート袋井新池店 静岡県　袋井市新池３８２－１
ファミリーマート浜松篠原店 静岡県　浜松市西区篠原町２１９７２番地
ファミリーマート富士宮東町店 静岡県　富士宮市東町２５番８号
ファミリーマート長泉下土狩店 静岡県　駿東郡長泉町下土狩字御嶽堂３２３－２他
ファミリーマート浜松上島北店 静岡県　浜松市中区上島七丁目５番１８号
ファミリーマート浜松寺島店 静岡県　浜松市中区寺島町２４６番地２の２
ファミリーマート浜松新橋南店 静岡県　浜松市南区新橋町１４５５番地の１
ファミリーマート裾野下和田店 静岡県　裾野市下和田字堀向５１８番２
ファミリーマート大井川利右衛門店 静岡県　焼津市利右衛門１２２８番地
ファミリーマート万野原バイパス店 静岡県　富士宮市万野原新田４１５２番地の７
ファミリーマート大東国安店 静岡県　掛川市国安２５１０番地の２
ファミリーマート浜松小沢渡店 静岡県　浜松市南区小沢渡町８０７番地２
ファミリーマート湖西古見店 静岡県　湖西市古見７７７－５
ファミリーマート浜松城公園前店 静岡県　浜松市中区元目町１１０番２０
ファミリーマート天竜二俣東店 静岡県　浜松市天竜区二俣町二俣７７番地の１
ファミリーマート函南丹那店 静岡県　田方郡函南町丹那字堂川１２１１番２
ファミリーマート吉田住吉西店 静岡県　榛原郡吉田町住吉３３４４番地の２
ファミリーマート掛川細谷店 静岡県　掛川市細谷２８８番地の２
ファミリーマート浜松大瀬町若宮店 静岡県　浜松市東区大瀬町若宮２３０１
ファミリーマート沼津あしたか店 静岡県　沼津市東椎路８３２番地の３
ファミリーマート掛川大池店 静岡県　掛川市大池字十ノ坪２８６６番地の１
ファミリーマート沼津小諏訪店 静岡県　沼津市小諏訪９５９番地の１
ファミリーマート静岡丸子六丁目店 静岡県　静岡市駿河区丸子六丁目１番５１号
ファミリーマート浜松白羽町店 静岡県　浜松市南区白羽町１３０５番地の１
ファミリーマート湖西なか店 静岡県　湖西市岡崎字上ノ原１３４３－４１
ファミリーマート沼津新沢田町店 静岡県　沼津市新沢田町１８７－２
ファミリーマート掛川鳥居店 静岡県　掛川市大池字三十五ノ坪９３１番１
ファミリーマート浜北新原本村店 静岡県　浜松市浜北区新原２５５８番地５
ファミリーマート浜松小池町西店 静岡県　浜松市東区小池町２６７０番地の１
ファミリーマート裾野深良バイパス店 静岡県　裾野市深良字山梨７９５番１
ファミリーマート都田テクノ店 静岡県　浜松市北区都田町９１０６－９
ファミリーマート磐田大久保店 静岡県　磐田市大久保４０６番地７
ファミリーマート焼津水産加工団地口店 静岡県　焼津市惣右衛門９２９番地の１
ファミリーマート静岡向敷地店 静岡県　静岡市駿河区向敷地１７４１番地
ファミリーマート掛川本郷店 静岡県　掛川市本郷１４０８番地の１
ファミリーマート浜松宇布見店 静岡県　浜松市西区雄踏町宇布見４０１８番地５
ファミリーマート御前崎店 静岡県　御前崎市御前崎２９５４－５
ファミリーマート浜松西神田店 静岡県　浜松市中区神田町５５０番地の１
ファミリーマート浜松医療センター店 静岡県　浜松市中区富塚町３２８
ファミリーマート浜北インター店 静岡県　浜松市浜北区中瀬２０３５番地の１
ファミリーマート袋井栄町店 静岡県　袋井市栄町１２番地の１３
ファミリーマート静岡安倍口新田店 静岡県　静岡市葵区安倍口新田６１番地４
ファミリーマート竜洋豊岡店 静岡県　磐田市豊岡４９４１番地の３
ファミリーマート牧之原静波店 静岡県　牧之原市静波９８７番地の１
ファミリーマート清水石川店 静岡県　静岡市清水区石川新町７番１号
ファミリーマート浜松永島店 静岡県　浜松市浜北区永島８２６番１
ファミリーマート浜北こばやし店 静岡県　浜松市浜北区小林１５５３番地の１３
ファミリーマート吉田インター店 静岡県　榛原郡吉田町神戸１４２５番地の２
ファミリーマート焼津柳新屋店 静岡県　焼津市柳新屋６４０－１
ファミリーマート伊東荻店 静岡県　伊東市荻３９７番１０
ファミリーマート掛川かみ西郷店 静岡県　掛川市上西郷１７６６番地
ファミリーマート島田はばたき橋店 静岡県　島田市中河８０３番１
ファミリーマート浜松鴨江三丁目店 静岡県　浜松市中区鴨江三丁目４８番１７号
ファミリーマート浜松植松店 静岡県　浜松市東区植松町２６５－１２
ファミリーマート西伊豆仁科店 静岡県　賀茂郡西伊豆町仁科３８７－１
ファミリーマート富士日乃出町店 静岡県　富士市日乃出町１２６－１
ファミリーマート三島壱町田店 静岡県　三島市壱町田７４－３
ファミリーマート浜松インター北店 静岡県　浜松市東区貴平町１３番地
ファミリーマート湖西中之郷店 静岡県　湖西市新居町中之郷字あけぼの３９５６番
ファミリーマート浜松きたじま店 静岡県　浜松市東区北島町５７９番地
ファミリーマート長泉中土狩店 静岡県　駿東郡長泉町中土狩１００５番地の１
ファミリーマート焼津田尻店 静岡県　焼津市田尻７５９番地の８
ファミリーマート清水三保本町店 静岡県　静岡市清水区三保３２６６番地の９



ファミリーマート浜松西本郷店 静岡県　浜松市南区本郷町４５０番地
ファミリーマート静岡瀬名川店 静岡県　静岡市葵区瀬名川二丁目２８番４５号
ファミリーマート御前崎市役所西店 静岡県　御前崎市池新田字西落合５２１０
ファミリーマート函南塚本店 静岡県　田方郡函南町塚本５８５番地の１
ファミリーマート御殿場北久原店 静岡県　御殿場市北久原２７６番地の１他６筆
ファミリーマート湖西坊瀬店 静岡県　湖西市坊瀬４７番地５
ファミリーマート天竜山東店 静岡県　浜松市天竜区次郎八新田２－１４
ファミリーマート焼津大村店 静岡県　焼津市大村三丁目３４番６外５筆
ファミリーマート富士宮山宮店 静岡県　富士宮市山宮４０１－１他７筆
ファミリーマート富士伝法店 静岡県　富士市伝法３－８
ファミリーマート静岡大坪南店 静岡県　静岡市駿河区大坪町４－３２
ファミリーマート浜松和地町西店 静岡県　浜松市西区和地町４７６０－１
ファミリーマート伊東末広町店 静岡県　伊東市末広町７－８
ファミリーマート中島水産上多賀店 静岡県　熱海市上多賀字小山田１９４－２
ファミリーマート丸文熱海店 静岡県　熱海市銀座町５－１１
ファミリーマート函南畑毛店 静岡県　田方郡函南町畑毛字西１６番地の３
ファミリーマート富士厚原店 静岡県　富士市厚原１３５９－１他
ファミリーマート富士宮万野原店 静岡県　富士宮市万野原新田東原３０４５－１
ファミリーマートバーディ南熱海店 静岡県　熱海市下多賀１４１３
ファミリーマート熱海駅前店 静岡県　熱海市田原本町８－６
ファミリーマート富士宮あごやま店 静岡県　富士宮市大中里１１０９－１
ファミリーマート静岡北店 静岡県　静岡市葵区北３３５－１
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
ファミリーマート清水袖師町店 静岡県　静岡市清水区袖師町５５０－２
ファミリーマート静岡牧ヶ谷店 静岡県　静岡市葵区牧ヶ谷２０９５－３
ファミリーマート静岡車町店 静岡県　静岡市葵区車町４６
ファミリーマート静岡古庄店 静岡県　静岡市葵区古庄３－３５－３２
ファミリーマート興津中町店 静岡県　静岡市清水区興津中町１３７０－１
ファミリーマート静岡寿町店 静岡県　静岡市駿河区寿町２０－１１
ファミリーマート下川原一丁目店 静岡県　静岡市駿河区下川原１－７－３２
ファミリーマート焼津道原店 静岡県　焼津市道原８９６
ファミリーマート清水北脇店 静岡県　静岡市清水区北脇２６６
ファミリーマート静岡平和一丁目店 静岡県　静岡市葵区平和１丁目１－１
ファミリーマート焼津中里店 静岡県　焼津市中里５０８
ファミリーマート新清水店 静岡県　静岡市清水区相生町２－３０
ファミリーマート日本坂ＰＡ上り店 静岡県　焼津市石脇上字西阿原７２４－４
ファミリーマート藤枝小石川三丁目店 静岡県　藤枝市小石川町三丁目１－１
ファミリーマート羽鳥北店 静岡県　静岡市葵区羽鳥本町３－６０
ファミリーマート藤枝岡部店 静岡県　藤枝市岡部町内谷９２４－２
ファミリーマート清水庵原町店 静岡県　静岡市清水区庵原町字流田１４６番３
ファミリーマート静岡竜南通り店 静岡県　静岡市葵区竜南１－１６－２５
ファミリーマート清水三保店 静岡県　静岡市清水区三保１１５－１８
ファミリーマート藤枝蓮華寺池店 静岡県　藤枝市若王子１丁目５－７
ファミリーマート静岡池田街道店 静岡県　静岡市駿河区池田字長市坪１２６番１
ファミリーマート静岡大谷店 静岡県　静岡市駿河区大谷２－１４－５５
ファミリーマート清水追分店 静岡県　静岡市清水区追分３丁目５－２０
ファミリーマート浜松志都呂店 静岡県　浜松市西区志都呂町５３３１－２
ファミリーマート浜松志都呂西店 静岡県　浜松市西区志都呂町５５２５－１
ファミリーマート浜松小池町店 静岡県　浜松市東区小池町６５
ファミリーマート掛川駅南店 静岡県　掛川市亀の甲２－２－１７
ファミリーマート浜松高丘西店 静岡県　浜松市中区高岡西１－２５－２６
ファミリーマート牧之原細江店 静岡県　牧之原市細江２１３７番１
ファミリーマート遠州豊田ＰＡ上り店 静岡県　磐田市高見丘字垂下７９１－１
ファミリーマート遠州豊田ＰＡ下り店 静岡県　磐田市高見丘久保２０４－１
ファミリーマート航空自衛隊浜松基地店 静岡県　浜松市西区西山町無番地
ファミリーマート袋井大門店 静岡県　袋井市大門５－５
ファミリーマート浜松住吉店 静岡県　浜松市中区住吉５－１５－１０
ファミリーマート袋井月見の里店 静岡県　袋井市上山梨２１－１
ファミリーマート浜松駅南口店 静岡県　浜松市中区砂山町３２６－２
ファミリーマート吉田町片岡店 静岡県　榛原郡吉田町片岡９４９－９
ファミリーマート浜松大蒲町店 静岡県　浜松市東区大蒲町８５－９
ファミリーマート栄一丁目店 愛知県　名古屋市中区栄１丁目１２２１番１
ファミリーマート瀬戸西本地町店 愛知県　瀬戸市西本地町二丁目２６５番２
ファミリーマート名古屋港知多店 愛知県　名古屋市港区知多二丁目２０９番地１
ファミリーマート緑西大高店 愛知県　名古屋市緑区大高町字二番割２４番地
ファミリーマート武豊山ノ神店 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
ファミリーマート瑞穂新瑞橋店 愛知県　名古屋市瑞穂区洲山町二丁目３５番地
ファミリーマート藤山台店 愛知県　春日井市岩成台九丁目１－１
ファミリーマート幸田大正店 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住崎店 愛知県　西尾市永吉四丁目１３番
ファミリーマート城西三丁目店 愛知県　名古屋市西区城西３丁目６１０番
ファミリーマート島田黒石店 愛知県　名古屋市天白区平針台１－１０２５
ファミリーマート岡崎向山町店 愛知県　岡崎市向山町１－２２
ファミリーマート東海通駅前店 愛知県　名古屋市港区東海通３－２２－１
ファミリーマート高蔵寺駅南口店 愛知県　春日井市高蔵寺町４－８－６－１
ファミリーマート半田瑞穂店 愛知県　半田市瑞穂町７－１１－６
ファミリーマート大高倉坂店 愛知県　名古屋市緑区大高町字倉坂１８－２
ファミリーマート豊橋駅東口店 愛知県　豊橋市駅前大通１－４８
ファミリーマート名東山の手店 愛知県　名古屋市名東区山の手１－１０１
ファミリーマート豊田新生町店 愛知県　豊田市新生町３－３５－１
ファミリーマート東海八幡新田店 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野木店 愛知県　名古屋市西区歌里町２０８－１
ファミリーマート徳重店 愛知県　名古屋市緑区徳重５－６１２
ファミリーマートナカムラ伝馬町店 愛知県　名古屋市熱田区伝馬２－７－２２
ファミリーマート東浦石浜店 愛知県　知多郡東浦町大字石浜字岐路５４－１
ファミリーマート一宮今伊勢駅前店 愛知県　一宮市今伊勢町宮後字壱丁野３９－１
ファミリーマート港甚兵衛通店 愛知県　名古屋市港区甚兵衛通５－２０－１
ファミリーマート瑞穂汐路町店 愛知県　名古屋市瑞穂区汐路町２－７
ファミリーマート豊田広田町店 愛知県　豊田市広田町広田４５－９
ファミリーマート宮町店 愛知県　豊田市宮町４－２６－３
ファミリーマート春日井堀ノ内店 愛知県　春日井市堀ノ内町四丁目３番地５
ファミリーマート岡崎竜美南店 愛知県　岡崎市竜美南ニ丁目１番地１
ファミリーマート小原店 愛知県　豊田市小原町平田３４９－２
ファミリーマート鶴舞店 愛知県　名古屋市中区千代田５－２２－２２
ファミリーマート豊田清水町店 愛知県　豊田市清水町７－６－１５
ファミリーマート新豊橋駅店 愛知県　豊橋市駅前大通一丁目１３８番地
ファミリーマート大府北山町店 愛知県　大府市北山町一丁目６５番地
ファミリーマート刈谷東境店 愛知県　刈谷市東境町昭山５５－５
ファミリーマート岡崎桑谷店 愛知県　岡崎市桑谷町字中村１０１番地１
ファミリーマート吉津二丁目店 愛知県　名古屋市中川区吉津二丁目２５２３番地
ファミリーマート岡崎大門駅前店 愛知県　岡崎市大門五丁目１番地１６
ファミリーマート中村名駅四丁目店 愛知県　名古屋市中村区名駅四丁目３番１０号東海ビル１Ｆ
ファミリーマート瀬戸石田店 愛知県　瀬戸市石田町１３６番地
ファミリーマート美山店 愛知県　豊田市田中町５丁目３９番地の１
ファミリーマート一宮時之島店 愛知県　一宮市時之島字古野９番地１
ファミリーマート北名古屋石橋店 愛知県　北名古屋市石橋白目１１番地
ファミリーマート七宝駅前店 愛知県　あま市七宝町沖之島返上地５８番地１
ファミリーマート豊田美里四丁目店 愛知県　豊田市美里四丁目３番地７２
ファミリーマート一宮大和町店 愛知県　一宮市大和町南高井７番地３
ファミリーマート中丸町二丁目店 愛知県　名古屋市北区中丸町二丁目５７番地
ファミリーマート春日井坂下四丁目店 愛知県　春日井市坂下町四丁目６８１番地３
ファミリーマート名南港東通店 愛知県　名古屋市南区港東通一丁目２８番地
ファミリーマート又穂住宅前店 愛知県　名古屋市西区江向町一丁目１９番地
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
ファミリーマート天白野並二丁目店 愛知県　名古屋市天白区野並二丁目３７４番地
ファミリーマート一社駅北店 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
ファミリーマート瑞穂二野町店 愛知県　名古屋市瑞穂区二野町９－１９
ファミリーマート刈谷広小路四丁目店 愛知県　刈谷市広小路四丁目６８番地
ファミリーマート稲沢国府宮店 愛知県　稲沢市松下１丁目１－６
ファミリーマート稲沢祖父江中屋敷店 愛知県　稲沢市祖父江町祖父江中屋敷５０番地３
ファミリーマート豊川平尾郷中店 愛知県　豊川市平尾町郷中１１０番３
ファミリーマート平針住宅店 愛知県　名古屋市天白区平針南１丁目２１１
ファミリーマート豊田白山町店 愛知県　豊田市白山町五郎土１５番地１
ファミリーマート岡崎法性寺店 愛知県　岡崎市法性寺町字柳之内３０番地３
ファミリーマート名古屋中小田井店 愛知県　名古屋市西区中小田井三丁目１３番地
ファミリーマート刈谷半城土西店 愛知県　刈谷市半城土西町一丁目２０番地１５
ファミリーマート岩倉曽野町店 愛知県　岩倉市曽野町隅田８１番地
ファミリーマート阿久比横松店 愛知県　知多郡阿久比町大字横松字清水３７番地２
ファミリーマート三河安城駅前店 愛知県　安城市三河安城本町２丁目１番地４
ファミリーマート高木町店 愛知県　安城市高木町半崎２１
ファミリーマート三好藤塚店 愛知県　みよし市莇生町藤塚６番地１０



ファミリーマート南野二丁目店 愛知県　名古屋市南区南野二丁目３３番地
ファミリーマート星が丘元町店 愛知県　名古屋市千種区星が丘元町１５番１７号
ファミリーマート豊田朝日店 愛知県　豊田市朝日町６丁目５５番地２１
ファミリーマート名駅東洋ビル店 愛知県　名古屋市中村区名駅３丁目１４－１６
ファミリーマート黒川本通五丁目店 愛知県　名古屋市北区萩野通一丁目４６番地の３
ファミリーマート豊生橋南店 愛知県　名古屋市南区東又兵ヱ町１丁目２０番地１
ファミリーマート豊橋柱八番町店 愛知県　豊橋市柱八番町４７
ファミリーマート蟹江インター北店 愛知県　海部郡蟹江町北新田三丁目６１番地２
ファミリーマート扶桑柏森店 愛知県　丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏３５５番地１
ファミリーマート春日井御幸町店 愛知県　春日井市御幸町三丁目４番地１
ファミリーマート蒲郡栄町店 愛知県　蒲郡市栄町１７番１９号
ファミリーマート原ターミナル店 愛知県　名古屋市天白区原１－３０１
ファミリーマート城西二丁目店 愛知県　名古屋市西区城西二丁目４番７号
ファミリーマート西矢田店 愛知県　名古屋市東区矢田二丁目１２番２６号
ファミリーマート緑浦里三丁目店 愛知県　名古屋市緑区浦里三丁目２３５番地
ファミリーマート瑞穂内方町店 愛知県　名古屋市瑞穂区内方町２丁目１２番地１
ファミリーマート知多新舞子店 愛知県　知多市新舞子東町一丁目１番７
ファミリーマート豊田北間店 愛知県　豊田市若林西町北間５４－１
ファミリーマート幸田六栗店 愛知県　額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１
ファミリーマート刈谷野田店 愛知県　刈谷市野田町石仏１９番地１
ファミリーマート千種猫洞通店 愛知県　名古屋市千種区猫洞通一丁目１０番地１
ファミリーマート武豊町大足店 愛知県　知多郡武豊町字下田３７番地１
ファミリーマート一宮玉ノ井店 愛知県　一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１３６番地
ファミリーマート味美町店 愛知県　春日井市味美町２丁目４８
ファミリーマートみよし市東山台店 愛知県　みよし市東山台３２番地２
ファミリーマートドラッグアモス岡崎久後崎 愛知県　岡崎市久後崎町字両神１－１６
ファミリーマート安城警察署西店 愛知県　安城市横山町下毛賀知１４１番地６
ファミリーマート豊橋問屋町店 愛知県　豊橋市神野新田町字スノ割４１番地４
ファミリーマート豊川馬場店 愛知県　豊川市馬場町宮脇１６９番地
ファミリーマート瑠璃光町店 愛知県　名古屋市北区瑠璃光町四丁目１番地の３
ファミリーマート豊田豊栄町六丁目店 愛知県　豊田市豊栄町六丁目２８０番地１
ファミリーマート刈谷新富町南店 愛知県　刈谷市新富町一丁目５０１番地
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
ファミリーマート蒲郡自動車学校店 愛知県　蒲郡市鹿島町柴崎３番地５
ファミリーマート豊明鎗ヶ名店 愛知県　豊明市前後町鎗ヶ名１８７８番地１
ファミリーマート三好丘桜店 愛知県　みよし市三好丘桜一丁目１３番地の１
ファミリーマート刈谷西境店 愛知県　刈谷市西境町広見１１６番地１
ファミリーマート名古屋港南陽店 愛知県　名古屋市港区小賀須四丁目１１２２番地の１
ファミリーマート半田やなべ高山店 愛知県　半田市岩滑高山町二丁目９１番４
ファミリーマート田原赤石店 愛知県　田原市赤石四丁目１５番地
ファミリーマート岡崎筒針店 愛知県　岡崎市筒針町字池田１８６番地２
ファミリーマート中央市場前店 愛知県　名古屋市熱田区千代田町１番１号
ファミリーマート笠寺西門店 愛知県　名古屋市南区前浜通七丁目３４番地
ファミリーマート中村岩上町店 愛知県　名古屋市中村区岩上町８６番地
ファミリーマート一宮駅南店 愛知県　一宮市新生１丁目１－５
ファミリーマート外新町四丁目店 愛知県　名古屋市中川区外新町四丁目４３番地
ファミリーマート天白こうのす店 愛知県　名古屋市天白区鴻の巣１丁目２４１２番地
ファミリーマート豊川小坂井伊奈店 愛知県　豊川市伊奈町慶応３５２－２
ファミリーマート千種春岡二丁目店 愛知県　名古屋市千種区春岡二丁目２７番１２号
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
ファミリーマート名古屋東新町店 愛知県　名古屋市中区栄四丁目６番１５号
ファミリーマート日進駅店 愛知県　日進市栄二丁目１７０８番地
ファミリーマート豊田秋葉店 愛知県　豊田市秋葉町三丁目５８番地１
ファミリーマート一宮北方町店 愛知県　一宮市北方町中島字大道東３７番１
ファミリーマート蟹江城店 愛知県　海部郡蟹江町城四丁目３２３番地
ファミリーマート尾張旭井田町店 愛知県　尾張旭市井田町二丁目３６０番地１
ファミリーマート上小田井店 愛知県　名古屋市西区貴生町９０
ファミリーマート天白海老山町店 愛知県　名古屋市天白区海老山町６０７番地
ファミリーマート豊田下山店 愛知県　豊田市大沼町根崎１４番地１
ファミリーマート愛西日置店 愛知県　愛西市日置町下河田１２０番地５
ファミリーマート小牧インター南店 愛知県　小牧市大字間々字浦通２７番地２
ファミリーマート北本郷店 愛知県　岡崎市北本郷町字野添７－１
ファミリーマート浜田三丁目店 愛知県　名古屋市南区浜田町三丁目９７番地
ファミリーマート幸田深溝店 愛知県　額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２
ファミリーマート阿久比宮津団地店 愛知県　知多郡阿久比町大字宮津字小廻間２４番地９
ファミリーマート名東引山一丁目店 愛知県　名古屋市名東区引山一丁目１０３番地



ファミリーマート清須桃栄店 愛知県　清須市桃栄三丁目１１９番地
ファミリーマート稲沢北島五丁目店 愛知県　稲沢市北島五丁目９５番地１
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
ファミリーマート一宮馬寄店 愛知県　一宮市今伊勢町馬寄字観音堂４８番地の１
ファミリーマート岡崎赤渋町店 愛知県　岡崎市赤渋町字野中１８番地１
ファミリーマート刈谷青山店 愛知県　刈谷市青山町一丁目１５２番地５
ファミリーマート岡崎緑丘店 愛知県　岡崎市緑丘２丁目９－７
ファミリーマート才道店 愛知県　東海市富木島町西才道１－５
ファミリーマート豊田渡刈町店 愛知県　豊田市渡刈町二丁目２８０番地３
ファミリーマート名和駅前店 愛知県　東海市名和町１丁目４９－１
ファミリーマート大脇店 愛知県　豊橋市大脇町字大脇３８－１
ファミリーマート二女子店 愛知県　名古屋市中川区二女子町一丁目２番地
ファミリーマート名古屋上飯田北町店 愛知県　名古屋市北区上飯田北町二丁目４６番地１
ファミリーマート豊橋細谷町店 愛知県　豊橋市細谷町字中尾１５９番地３
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
ファミリーマート東別院駅前店 愛知県　名古屋市中区平和一丁目５番４号
ファミリーマート熱田八番二丁目店 愛知県　名古屋市熱田区八番二丁目２０番１３号
ファミリーマート弥富２３号店 愛知県　弥富市狐地１丁目４１－３
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
ファミリーマート大府共和西店 愛知県　大府市共西町一丁目６２番
ファミリーマート吉胡店 愛知県　田原市田原町北荒井３３－１
ファミリーマート甚目寺桜田店 愛知県　あま市甚目寺桜田５４番
ファミリーマート熱田伝馬町店 愛知県　名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号
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番地の１
ファミリーマート東海太田川店 愛知県　東海市大田町後浜新田２１４番地１
ファミリーマート西尾米津八百目店 愛知県　西尾市米津町八百目８９番地１
ファミリーマート清須落合店 愛知県　清須市春日落合３８番地
ファミリーマート矢作小河原店 愛知県　岡崎市矢作町字小河原９９番地１
ファミリーマート春日井丁田橋店 愛知県　春日井市南下原町４丁目１６番地２
ファミリーマート中川玉川町店 愛知県　名古屋市中川区玉川町一丁目１番地の３
ファミリーマート一宮浅井店 愛知県　一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地
ファミリーマート稲沢一色下方店 愛知県　稲沢市一色下方町２９８番地
ファミリーマート港築盛店 愛知県　名古屋市港区築盛町４０番地
ファミリーマート瀬戸幡野町店 愛知県　瀬戸市幡野町３３８番地２
ファミリーマート九久平店 愛知県　豊田市九久平町百々１１－３
ファミリーマート一宮浅井大野店 愛知県　一宮市浅井町大野字杁先２９番地１
ファミリーマート豊橋前田二丁目店 愛知県　豊橋市前田町二丁目８番４
ファミリーマート一宮奥町野方店 愛知県　一宮市奥町字野方６６番地１
ファミリーマート近鉄伏屋駅店 愛知県　名古屋市中川区伏屋２丁目２８－１１
ファミリーマート香流三丁目店 愛知県　名古屋市名東区香流三丁目７１３番地
ファミリーマート豊橋上野町店 愛知県　豊橋市上野町字上野２－１
ファミリーマート碧南六軒町店 愛知県　碧南市六軒町二丁目６５番地
ファミリーマート天白植田東店 愛知県　名古屋市天白区植田東３丁目２０７番地
ファミリーマート御器所通三丁目店 愛知県　名古屋市昭和区御器所通三丁目２０番地ＳＴプラザＥＡ
ファミリーマート津島東公園前店 愛知県　津島市南新開町二丁目２７２番地２
ファミリーマート大口大屋敷一丁目店 愛知県　丹羽郡大口町大屋敷一丁目２１０番地
ファミリーマート名北辻町二丁目店 愛知県　名古屋市北区辻町二丁目４８番地
ファミリーマート岡崎元欠町店 愛知県　岡崎市元欠町一丁目４番地１
ファミリーマート枇杷島警察署前店 愛知県　清須市枇杷島駅前東一丁目３番地９
ファミリーマート一宮西萩原店 愛知県　一宮市西萩原字大池２９番地１
ファミリーマート堀割店 愛知県　知多郡武豊町字堀割５３
ファミリーマート刈谷総合運動公園前店 愛知県　刈谷市築地町３丁目２０番地２０
ファミリーマート清洲御園店 愛知県　清須市一場御園７３９番地１
ファミリーマート春日井小野町三丁目店 愛知県　春日井市小野町三丁目８９番地１
ファミリーマート一宮小信中島北店 愛知県　一宮市小信中島字西九反３９番地１
ファミリーマート稲沢北島皿屋敷店 愛知県　稲沢市北島町皿屋敷３９番１
ファミリーマート武豊梨子ノ木店 愛知県　知多郡武豊町字梨子ノ木三丁目５２番地
ファミリーマート蟹江源氏四丁目店 愛知県　海部郡蟹江町源氏四丁目５９番
ファミリーマート春日井弥生町店 愛知県　春日井市弥生町二丁目４５番地
ファミリーマート名古屋大幸四丁目店 愛知県　名古屋市東区大幸四丁目１３番６号
ファミリーマートあま丹波店 愛知県　あま市丹波西切６番地１
ファミリーマート志賀町店 愛知県　名古屋市北区志賀町４丁目５１
ファミリーマート西中島二丁目店 愛知県　名古屋市中川区西中島二丁目６０９番地
ファミリーマート豊橋吉川店 愛知県　豊橋市吉川町１５６－２
ファミリーマート豊橋西部団地前店 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
ファミリーマート岩倉北島宮東店 愛知県　岩倉市北島町西道海戸１０番他３筆



ファミリーマート守山苗代店 愛知県　名古屋市守山区菱池町１０番５号
ファミリーマート豊川大木町店 愛知県　豊川市大木町小牧１５１番地１
ファミリーマートセントレア店 愛知県　常滑市セントレア３丁目８－８
ファミリーマート岡崎根石町店 愛知県　岡崎市根石町１番
ファミリーマート東郷高嶺店 愛知県　愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１
ファミリーマート春日井松河戸町店 愛知県　春日井市松河戸町字堤越２１２１番地４
ファミリーマート春日井八田町店 愛知県　春日井市八田町七丁目４番地１４
ファミリーマート弥富平島中店 愛知県　弥富市平島中四丁目１４４番
ファミリーマート豊橋神野南店 愛知県　豊橋市神野新田町字カノ割５７番地
ファミリーマート藤前店 愛知県　名古屋市港区藤前１－５０６
ファミリーマート天白元八事店 愛知県　名古屋市天白区元八事一丁目１８５番地
ファミリーマート岡崎中町店 愛知県　岡崎市中町６丁目３－４
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
ファミリーマート有松郷前店 愛知県　名古屋市緑区桶狭間上の山１１０１番地
ファミリーマート名西康生通店 愛知県　名古屋市西区児玉三丁目３９番１号
ファミリーマート犬山鶴池店 愛知県　犬山市楽田鶴池８番地１
ファミリーマート杁中駅前店 愛知県　名古屋市昭和区隼人町６－８
ファミリーマート岡崎富永店 愛知県　岡崎市富永町字棚池１４番地４
ファミリーマート長久手蟹原店 愛知県　長久手市蟹原６０６番地
ファミリーマート魚の棚通店 愛知県　名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号
ファミリーマート一宮定水寺店 愛知県　一宮市春明字神明山３９番地１
ファミリーマート扶桑町南山名店 愛知県　丹羽郡扶桑町大字南山名字仲畑１５０番地２
ファミリーマート藤が丘南店 愛知県　名古屋市名東区藤見が丘１２９番地２
ファミリーマート春日西牧店 愛知県　清須市春日西牧前７２番地１
ファミリーマート中村向島店 愛知県　名古屋市中村区向島町１丁目３６番２
ファミリーマート豊田市木店 愛知県　豊田市市木町一丁目１番地３
ファミリーマート如意申町一丁目店 愛知県　春日井市如意申町１－１０－１２
ファミリーマート千種今池五丁目店 愛知県　名古屋市千種区今池五丁目３番９号
ファミリーマート武豊長宗店 愛知県　知多郡武豊町字北長宗１０６番地６
ファミリーマート黄金通四丁目店 愛知県　名古屋市中村区黄金通４丁目１４番地
ファミリーマート津島橘町店 愛知県　津島市橘町四丁目７０番地
ファミリーマート知多新広見店 愛知県　知多市新広見１６９番
ファミリーマート東海荒尾インター東店 愛知県　東海市東海町七丁目４番３
ファミリーマート守山喜多山店 愛知県　名古屋市守山区喜多山一丁目５番２０号
ファミリーマート刈谷司町店 愛知県　刈谷市司町七丁目３１番地
ファミリーマート白川店 愛知県　名古屋市中区栄１－２５－３３ヤマジビル
ファミリーマート愛西内佐屋町店 愛知県　愛西市内佐屋町五反田９３番地１
ファミリーマート地下鉄平安通店 愛知県　名古屋市北区御成通一丁目１番地３
ファミリーマート中川太平通二丁目店 愛知県　名古屋市中川区太平通二丁目３０番地
ファミリーマート東海中ノ池店 愛知県　東海市中ノ池４丁目３番７
ファミリーマート名南本地通三丁目店 愛知県　名古屋市南区本地通三丁目１８番地の１
ファミリーマート新城大野店 愛知県　新城市大野字上野２７番地２４
ファミリーマート刈谷原崎町七丁目店 愛知県　刈谷市原崎町七丁目２０１番地１
ファミリーマート中あじま三丁目店 愛知県　名古屋市北区中味鋺三丁目４１９番地
ファミリーマート半田阿原町店 愛知県　半田市阿原町１２番１
ファミリーマート守山瀬古一丁目店 愛知県　名古屋市守山区瀬古一丁目６０８番地の２
ファミリーマート熱田波寄町店 愛知県　名古屋市熱田区波寄町１５０１番地
ファミリーマート尾張旭吉岡町店 愛知県　尾張旭市吉岡町一丁目５番１
ファミリーマート豊橋東三ノ輪店 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川寿通店 愛知県　豊川市寿通一丁目４２番地の１
ファミリーマート豊明二村台南店 愛知県　豊明市二村台二丁目１７番１
ファミリーマート飛島竹之郷店 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西枇杷島店 愛知県　名古屋市西区枇杷島五丁目２０番２６号
ファミリーマート今池三丁目店 愛知県　名古屋市千種区今池３丁目３５０８番地
ファミリーマート柵下町店 愛知県　名古屋市南区柵下町２丁目８番地の２
ファミリーマート春日井大手田酉店 愛知県　春日井市大手田酉町２丁目３番地の１
ファミリーマート西福田二丁目店 愛知県　名古屋市港区西福田二丁目１５０８番地の２
ファミリーマート明和店 愛知県　豊田市明和町２丁目４７－３
ファミリーマート東郷町新池店 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
ファミリーマート高浜新田店 愛知県　高浜市新田町３丁目８－７
ファミリーマート楠一丁目店 愛知県　名古屋市北区楠一丁目１５１８番地の１
ファミリーマート港知多店 愛知県　名古屋市港区知多三丁目３０２番地
ファミリーマート名東牧の里店 愛知県　名古屋市名東区牧の里２－７０１
ファミリーマート守山城南町店 愛知県　名古屋市守山区城南町２０－１８
ファミリーマート日進岩崎店 愛知県　日進市岩崎町岩根９８－１



ファミリーマート尾張旭新居町店 愛知県　尾張旭市新居町明才切４６
ファミリーマート豊川末広通店 愛知県　豊川市末広通３丁目２３－１
ファミリーマート岡崎牧御堂店 愛知県　岡崎市牧御堂町字郷中５７－１
ファミリーマート江向町三丁目店 愛知県　名古屋市西区江向町三丁目４９番
ファミリーマート尾張旭桜ケ丘店 愛知県　尾張旭市桜ケ丘町２丁目２５番
ファミリーマート名鉄バスセンター店 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
ファミリーマート高浜沢渡店 愛知県　高浜市沢渡町２丁目６－３０
ファミリーマート小牧桃花台城山店 愛知県　小牧市城山１丁目５－１５
ファミリーマート笠寺駅前店 愛知県　名古屋市南区寺部通１丁目１１－１
ファミリーマート稲沢平和町店 愛知県　稲沢市平和町下起南１８１－４
ファミリーマート松原二丁目店 愛知県　名古屋市中区松原２丁目１２－１２
ファミリーマート刈谷港町店 愛知県　刈谷市港町７丁目１０－２
ファミリーマート小牧市民病院店 愛知県　小牧市常普請１丁目２０
ファミリーマート東郷三ツ池三丁目店 愛知県　愛知郡東郷町三ツ池３－２－１
ファミリーマート広小路新栄町店 愛知県　名古屋市中区新栄町２丁目１３栄第一生命ビルディング
ファミリーマート緑寅新田店 愛知県　名古屋市緑区大高町字西正地１２－１
ファミリーマート一宮伝法寺店 愛知県　一宮市丹陽町伝法寺字石原２４４９
ファミリーマート師崎的場店 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田豊栄町店 愛知県　豊田市豊栄町４丁目１６１
ファミリーマート喜惣治二丁目店 愛知県　名古屋市北区喜惣治二丁目２２
ファミリーマート刈谷丸田町店 愛知県　刈谷市神明町７丁目２３番
ファミリーマート音羽蒲郡インター店 愛知県　豊川市長沢町矢倉下９８番１
ファミリーマート小牧小針店 愛知県　小牧市大字小針字政所９１－３
ファミリーマート千早店 愛知県　名古屋市中区千代田５丁目８番１号
ファミリーマート東浦生路店 愛知県　知多郡東浦町大字生路字浜田２４－７
ファミリーマート西尾緑町店 愛知県　西尾市緑町４丁目－４２
ファミリーマート藤が丘駅前店 愛知県　名古屋市名東区藤が丘１４３
ファミリーマート西春駅店 愛知県　北名古屋市九之坪南町１番地
ファミリーマート稲永店 愛知県　名古屋市港区錦町３番１４号
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
ファミリーマート港明正店 愛知県　名古屋市港区明正１－２６８
ファミリーマート春日井出川町店 愛知県　春日井市出川町２－３－２
ファミリーマート一宮東五城店 愛知県　一宮市東五城字南田尾４９－３
ファミリーマート藤岡飯野店 愛知県　豊田市藤岡飯野町弥治前５７９－２
ファミリーマート天白植田山店 愛知県　名古屋市天白区植田山１丁目１６０１
ファミリーマート熱田古新町店 愛知県　名古屋市熱田区古新町１－３５
ファミリーマート名東引山店 愛知県　名古屋市名東区引山３丁目２６９
ファミリーマート太田川駅店 愛知県　東海市大田町後田５２
ファミリーマート港本宮町店 愛知県　名古屋市港区本宮町８－２６
ファミリーマート知立鳥居店 愛知県　知立市鳥居１丁目１１番１
ファミリーマート吹上駅北店 愛知県　名古屋市千種区千種３丁目２２０８
ファミリーマート安城桜井町店 愛知県　安城市桜井駅周辺特定土地区画整理地第６街区７号
ファミリーマート安城南町店 愛知県　安城市南町２８３
ファミリーマート岡崎細川町店 愛知県　岡崎市細川町字長原５２番地５９
ファミリーマート一宮城崎通店 愛知県　一宮市城崎通７丁目２０
ファミリーマート一宮栄店 愛知県　一宮市栄１丁目８番３
ファミリーマート半田桐ヶ丘店 愛知県　半田市桐ヶ丘３－１５－１
ファミリーマート豊橋富士見台店 愛知県　豊橋市富士見台３－２８－１
ファミリーマート名駅桜通店 愛知県　名古屋市中村区名駅３－２３－１３
ファミリーマート岡崎石工団地口店 愛知県　岡崎市上佐々木町字鹿乗８－３
ファミリーマート守山本地ケ原店 愛知県　名古屋市守山区白山３－９０３
ファミリーマート岡崎両町店 愛知県　岡崎市両町２－１７
ファミリーマート中川万場店 愛知県　名古屋市中川区万場５丁目１６０６番１
ファミリーマート名東貴船二丁目店 愛知県　名古屋市名東区貴船２丁目１１０１番
ファミリーマート砂原町店 愛知県　名古屋市西区砂原町４４５番
ファミリーマート西尾上矢田町店 愛知県　西尾市上矢田町郷後３０－３
ファミリーマート守山大牧町店 愛知県　名古屋市守山区大牧町６０２番１
ファミリーマート天白焼山店 愛知県　名古屋市天白区焼山１丁目５０３番地
ファミリーマート東桜二丁目店 愛知県　名古屋市中区東桜二丁目２３１０
ファミリーマート岡崎三菱自動車前店 愛知県　岡崎市橋目町字御小屋１９番地１
ファミリーマート東海富貴ノ台店 愛知県　東海市富貴ノ台６丁目１１２
ファミリーマート天白原店 愛知県　名古屋市天白区原三丁目２３０６
ファミリーマート春日井押沢台店 愛知県　春日井市押沢台１丁目７－１２
ファミリーマート緑水広店 愛知県　名古屋市緑区水広下土地区画整理組合３街区３番
ファミリーマート東浦森岡店 愛知県　知多郡東浦町大字森岡字田面９１－１
ファミリーマートマーサ西岡店 愛知県　豊田市西岡町切畑１２２番地



ファミリーマート日進三本木町店 愛知県　日進市三本木町一番割２番地１
ファミリーマート半田南大矢知店 愛知県　半田市南大矢知町３丁目１０１－１３
ファミリーマート豊橋石巻平野町店 愛知県　豊橋市石巻平野町炭焼２番９
ファミリーマート丸の内駅北店 愛知県　名古屋市中区丸の内２丁目１８－２５丸の内ＫＳビル１
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
ファミリーマート柏森駅店 愛知県　丹羽郡扶桑町柏森天神１番地
ファミリーマート豊橋神野新田町店 愛知県　豊橋市神野新田町字ルノ割３９番
ファミリーマート真清田神社前店 愛知県　一宮市本町１丁目３－１
ファミリーマート豊橋大崎町店 愛知県　豊橋市大崎町字境松８９番４
ファミリーマートユニゾイン名古屋栄店 愛知県　名古屋市中区錦３－１６－３０
ファミリーマート常滑長峰店 愛知県　常滑市字古道東割４２－２２
ファミリーマート名鉄金山駅改札内店 愛知県　名古屋市熱田区金山１丁目１－１８
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
ファミリーマート国府南店 愛知県　豊川市小田渕町６丁目９１
ファミリーマート豊田高岡本町店 愛知県　豊田市高岡本町中部３５０－４
ファミリーマート一宮西病院店 愛知県　一宮市開明字平１番地
ファミリーマート昭和八雲町店 愛知県　名古屋市昭和区八雲町８７エスポアール八雲１Ｆ
ファミリーマート高辻店 愛知県　名古屋市昭和区円上町２４－１３
ファミリーマート豊明沓掛町志水店 愛知県　豊明市沓掛町志水５９－１
ファミリーマート幸田町大草店 愛知県　額田郡幸田町大字大草字下六篠２６
ファミリーマート安城高棚町店 愛知県　安城市高棚町井池１８２番１
ファミリーマート碧南芸文ホール前店 愛知県　碧南市西山町４丁目６４番１
ファミリーマート稲沢下津西三丁目店 愛知県　稲沢市下津下町西３－４８
ファミリーマート一宮白旗通店 愛知県　一宮市白旗通４－８
ファミリーマートみよし打越店 愛知県　みよし市打越町上前１－５
ファミリーマート刈谷新田町店 愛知県　刈谷市新田町６丁目６－２
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
ファミリーマート半田住吉店 愛知県　半田市住吉町３丁目２５
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
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
ファミリーマート菊井一丁目店 愛知県　名古屋市西区菊井１丁目４番６号
ファミリーマート中部国際空港駅店 愛知県　常滑市セントレア１丁目１番地中部国際空港駅構内
ファミリーマート名北新沼町店 愛知県　名古屋市北区新沼町１４４他２筆
ファミリーマート緑花台店 愛知県　名古屋市緑区緑花台７０８他２筆
ファミリーマート粕畠三丁目店 愛知県　名古屋市南区粕畠町３－１９
ファミリーマート豊明インター店 愛知県　豊明市栄町梶田２１番地
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
ファミリーマート豊橋白河町店 愛知県　豊橋市白河町８４番１
ファミリーマート大府東海インター店 愛知県　大府市吉川町１丁目１２番１外２１筆
ファミリーマート南栄町店 愛知県　尾張旭市南栄町旭ヶ丘４１－１
ファミリーマート名駅南四丁目店 愛知県　名古屋市中村区名駅南４－１０－２７
ファミリーマート南大高店 愛知県　名古屋市大高南特定土地区画整理４街区１
ファミリーマート犬山楽田本町店 愛知県　犬山市字鳥屋越１８番３
ファミリーマート大森駅南店 愛知県　名古屋市守山区大森四丁目７０６番地
ファミリーマート蒲郡三谷町店 愛知県　蒲郡市三谷町二舗４１－１
ファミリーマート春日井高山町店 愛知県　春日井市高山町２丁目１２－８
ファミリーマート北名古屋片場店 愛知県　北名古屋市片場八瀬の木２４
ファミリーマート岩塚本通三丁目店 愛知県　名古屋市中村区岩塚本通３丁目８番
ファミリーマート豊田生駒町店 愛知県　豊田市生駒町東山７１８－１
ファミリーマート緑潮見が丘店 愛知県　名古屋市緑区潮見が丘１－７９・８０・８１
ファミリーマート瀬戸大坪町店 愛知県　瀬戸市上之山町２丁目２－３
ファミリーマート栄瓦通店 愛知県　名古屋市中区栄５－３－１１
ファミリーマート小牧下小針中島店 愛知県　小牧市下小針中島１丁目１２８
ファミリーマート御器所駅前店 愛知県　名古屋市昭和区阿由知通３丁目２２－１他２筆
ファミリーマート小牧中央三丁目店 愛知県　小牧市中央３丁目２５０
ファミリーマート豊川中条町店 愛知県　豊川市中条町観音堂７番１他３筆
ファミリーマート東郷清水ヶ根店 愛知県　愛知郡東郷町大字春木字清水ケ根４０８８－６６
ファミリーマート西知多総合病院店 愛知県　東海市中ノ池３丁目地内
ファミリーマート近鉄弥富駅南店 愛知県　弥富市鯏浦町西前新田１６番地１
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
ファミリーマート幸田町芦谷店 愛知県　額田郡幸田町大字芦谷字宮ノ根１７－１
ファミリーマート藤田医科大学病院Ａ棟店 愛知県　豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８
ファミリーマート愛知県がんセンター中央病 愛知県　名古屋市千種区鹿子殿１番１号
ファミリーマート勝川駅北店 愛知県　春日井市松新町１丁目４ルネック１Ｆ
ファミリーマート徳重・名古屋　芸大駅西店 愛知県　北名古屋市徳重広畑４番地
ファミリーマート石川橋店 愛知県　名古屋市瑞穂区檀渓通５丁目２３



ファミリーマート西尾今川町店 愛知県　西尾市今川町石橋１７－３
ファミリーマート豊川市田町店 愛知県　豊川市市田町字新屋前２６番１
ファミリーマート上郷センター西店 愛知県　豊田市和会町上屋敷２３－１２
ファミリーマート中川十一番町店 愛知県　名古屋市中川区十一番町１丁目９番地
ファミリーマート名北辻本通店 愛知県　名古屋市北区辻本通一丁目４９－３
ファミリーマート豊川東上町店 愛知県　豊川市東上町井谷沢１３４－１
ファミリーマート刈谷築地町店 愛知県　刈谷市一ツ木町１丁目１－１１
ファミリーマート稲沢稲島東店 愛知県　稲沢市稲島東三丁目９番
ファミリーマート中川八田店 愛知県　名古屋市中川区八田町２２０６
ファミリーマート岡崎本町通店 愛知県　岡崎市本町通２丁目５番地１
ファミリーマート田原南晩田店 愛知県　田原市田原町南晩田１８－３
ファミリーマート知立東海道店 愛知県　知立市山町小林２８－３
ファミリーマート名東本通三丁目店 愛知県　名古屋市名東区名東本通３丁目２４－４
ファミリーマート三河高浜駅南店 愛知県　高浜市沢渡町５丁目６－１０
ファミリーマート安城大岡町店 愛知県　安城市大岡町荒古２０－６
ファミリーマート安城小川町店 愛知県　安城市小川町志茂１９３－３
ファミリーマート稲沢西尾張中央道店 愛知県　稲沢市北麻績町三反地３６番１
ファミリーマート知多にしの台店 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店 愛知県　知多市八幡新町３丁目１５－１４
ファミリーマート芳野一丁目店 愛知県　名古屋市東区芳野１丁目４番４号
ファミリーマート愛西北一色店 愛知県　愛西市北一色町昭和３０１－３
ファミリーマート岡崎日名本町店 愛知県　岡崎市日名本町２－１８
ファミリーマート春日井大留店 愛知県　春日井市大留町二丁目２番８
ファミリーマート犬山駅東店 愛知県　犬山市中山町二丁目５３番
ファミリーマート西尾伊藤町店 愛知県　西尾市伊藤５丁目１番１７
ファミリーマート碧南鶴見町店 愛知県　碧南市鶴見町６丁目３７番地
ファミリーマート西原町店 愛知県　名古屋市西区西原町１４７－１
ファミリーマート豊田大林町店 愛知県　豊田市大林町１３－５－３
ファミリーマート豊田四郷町店 愛知県　豊田市四郷町下古屋１４５－１
ファミリーマート岡崎康生通南店 愛知県　岡崎市康生通南三丁目２－２
ファミリーマートホテルアソシア豊橋店 愛知県　豊橋市花田町西宿２３番３
ファミリーマート豊川御油店 愛知県　豊川市御油町青戸１１－１
ファミリーマート日進香久山店 愛知県　日進市香久山２丁目１０７番地
ファミリーマート一宮明地店 愛知県　一宮市明地社宮地３７－１
ファミリーマート妙音通店 愛知県　名古屋市瑞穂区妙音通二丁目４３
ファミリーマート緑鳴海町山下店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字山下３２－１
ファミリーマート新守山駅前店 愛知県　名古屋市守山区新守町５０
ファミリーマート刈谷新富町店 愛知県　刈谷市新富町１丁目２０１
ファミリーマート岡崎針崎店 愛知県　岡崎市針崎町字東カンジ４６－１
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
ファミリーマート尾張旭東栄町店 愛知県　尾張旭市東栄町１－７－１３
ファミリーマート東海富木島店 愛知県　東海市富木島町伏見３丁目１０番８
ファミリーマートばんたね病院店 愛知県　名古屋市中川区尾頭橋３丁目６－１０
ファミリーマート田原新清谷店 愛知県　田原市田原町新清谷１０２－１
ファミリーマート浅間町駅前店 愛知県　名古屋市西区浅間１丁目２０２
ファミリーマート知立谷田町店 愛知県　知立市谷田町本林１丁目１－２２
ファミリーマート小牧北外山店 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上末店 愛知県　小牧市大字上末字森坂下７６７番１
ファミリーマート名古屋競馬場前店 愛知県　名古屋市港区川西通５丁目５番１
ファミリーマート都通二丁目店 愛知県　名古屋市千種区豊年町１７０７
ファミリーマート美浜奥田店 愛知県　知多郡美浜町奥田字北大西８５－２
ファミリーマート矢田小南店 愛知県　西尾市上矢田町北野５８－２
ファミリーマート鳴子北駅前店 愛知県　名古屋市天白区野並３丁目５８８他６筆
ファミリーマート瀬戸菱野台店 愛知県　瀬戸市菱野台４丁目６
ファミリーマート昭和塩付通一丁目店 愛知県　名古屋市昭和区塩付通一丁目２０番地２
ファミリーマート豊橋瓜郷前川店 愛知県　豊橋市瓜郷町前川４０番地１
ファミリーマート名神一宮インター店 愛知県　一宮市丹陽町五日市場字本地５６
ファミリーマート豊田宮町店 愛知県　豊田市宮町七丁目１５７番地２
ファミリーマート三好上前店 愛知県　みよし市打越町上前５７番地
ファミリーマート港宝神二丁目店 愛知県　名古屋市港区宝神２丁目２８０５番他
ファミリーマート千種一丁目店 愛知県　名古屋市千種区千種１丁目１６－２７
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
ファミリーマート富吉駅前店 愛知県　海部郡蟹江町富吉四丁目８９番
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
ファミリーマート名古屋千代田店 愛知県　名古屋市中区千代田４丁目４番２号
ファミリーマート伏見通大須店 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平中町店 愛知県　名古屋市西区平中町１７番地
ファミリーマート名東牧の原店 愛知県　名古屋市名東区牧の原２丁目１０９番地
ファミリーマート瀬戸汗干町店 愛知県　瀬戸市汗干町６８番地１
ファミリーマート尾張旭西の野東店 愛知県　尾張旭市西の野町五丁目８５番地
ファミリーマート田原六連町店 愛知県　田原市六連町東浜辺１６２番３
ファミリーマート春日井神屋町店 愛知県　春日井市神屋町１７７８番地２
ファミリーマート岡崎高隆寺町店 愛知県　岡崎市高隆寺字二本松３０番地３
ファミリーマート春日井鳥居松三丁目店 愛知県　春日井市鳥居松町三丁目８５番地２
ファミリーマート豊川野口町北店 愛知県　豊川市野口町ツイジ１０５－１
ファミリーマート小牧岩崎店 愛知県　小牧市大字久保一色字金六前３４４７
ファミリーマート豊明間米東店 愛知県　豊明市間米町鶴根１６３７番２
ファミリーマート港宝神店 愛知県　名古屋市港区宝神五丁目３００３番地
ファミリーマート瑞穂本願寺二丁目店 愛知県　名古屋市瑞穂区本願寺町二丁目２４番地
ファミリーマート千種汁谷店 愛知県　名古屋市千種区汁谷町１０２番地
ファミリーマート名古屋新栄店 愛知県　名古屋市中区新栄二丁目４８番２５号
ファミリーマート名古屋大磯通店 愛知県　名古屋市南区曽池町三丁目１番地
ファミリーマート昭和鶴舞二丁目店 愛知県　名古屋市昭和区鶴舞二丁目８０４番
ファミリーマート名古屋西高校前店 愛知県　名古屋市西区名西２丁目９番２３号
ファミリーマート木場店 愛知県　名古屋市港区木場町９－５２
ファミリーマート緑鳴海店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２
ファミリーマート岡崎おい町店 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上三本松店 愛知県　岡崎市本宿町字上三本松２４番６
ファミリーマート安城篠目童子店 愛知県　安城市篠目町童子２０６番地３
ファミリーマート守山向台二丁目店 愛知県　名古屋市守山区向台二丁目２２０１番地
ファミリーマート大須一丁目店 愛知県　名古屋市中区大須一丁目３４番２４号
ファミリーマート一宮ゆぎおろし店 愛知県　一宮市柚木颪字上ケ田２番地２
ファミリーマート大府大東町店 愛知県　大府市大東町一丁目９１番地１
ファミリーマート知多朝倉店 愛知県　知多市新知字樋之口４５番１
ファミリーマート名古屋栄一丁目店 愛知県　名古屋市中区栄一丁目１８番１５号
ファミリーマート一宮いわと店 愛知県　一宮市今伊勢町馬寄字西切戸２番地２
ファミリーマート豊川諏訪西店 愛知県　豊川市市田町財木屋２７
ファミリーマート音羽赤坂店 愛知県　豊川市赤坂町松本２６９番地
ファミリーマート蒲郡港町店 愛知県　蒲郡市港町１４番２５号
ファミリーマート豊橋上伝馬町店 愛知県　豊橋市上伝馬町７１番地
ファミリーマート岡崎国正店 愛知県　岡崎市国正町字稲荷２４番地１
ファミリーマート豊田力石町店 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足助町店 愛知県　豊田市足助町狭石１番地の１
ファミリーマート緑境松店 愛知県　名古屋市緑区境松１丁目５１０
ファミリーマート中川千音寺店 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
ファミリーマート小牧大草東上店 愛知県　小牧市大字大草字東上２７１８番地６
ファミリーマート小牧篠岡店 愛知県　小牧市大字池之内字鳶ヶ巣３１９３番地１
ファミリーマートオアシス２１前店 愛知県　名古屋市東区東桜一丁目１０番３３号
ファミリーマート金山町店 愛知県　名古屋市熱田区金山町１丁目１６－１５
ファミリーマート中小田井公園前店 愛知県　名古屋市西区中小田井２丁目２０８－１
ファミリーマート津島越津町店 愛知県　津島市越津町字梅之木３９番地の１
ファミリーマート名古屋木場町店 愛知県　名古屋市港区木場町８番地の４７
ファミリーマート知立本町店 愛知県　知立市本町本７４番地１
ファミリーマート半田稲穂町東店 愛知県　半田市稲穂町十一丁目１７番地２
ファミリーマート大府横根町箕手店 愛知県　大府市横根町箕手２番地２
ファミリーマート豊田浄水町原山店 愛知県　豊田市浄水特定土地区画整理地１９街区３画地
ファミリーマート岡崎島坂店 愛知県　岡崎市島坂町字河原１－５
ファミリーマート西尾善明店 愛知県　西尾市室町雲地３９番地１
ファミリーマート豊橋佐藤四丁目店 愛知県　豊橋市佐藤四丁目４０番地１
ファミリーマート岡崎鴨田広元店 愛知県　岡崎市鴨田町字広元１６９番地
ファミリーマート西尾徳永東店 愛知県　西尾市徳永町東側１４番地１
ファミリーマート豊田丸山南店 愛知県　豊田市丸山町９丁目８１番
ファミリーマート田原赤羽根店 愛知県　田原市赤羽根町荒古１５－１
ファミリーマート犬山善師野店 愛知県　犬山市善師野字馬瀬口２０－９
ファミリーマート清洲丸の内店 愛知県　清須市清洲丸の内１９３０
ファミリーマート千種本山店 愛知県　名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地
ファミリーマート祖父江五ツ屋店 愛知県　稲沢市祖父江町甲新田五ツ屋８５番地１
ファミリーマート稲沢大里店 愛知県　稲沢市日下部西町二丁目７１番地７
ファミリーマート豊橋中浜店 愛知県　豊橋市中浜町４７
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
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１８－２
ファミリーマート三条一丁目店 愛知県　名古屋市南区三条一丁目９番１９号



ファミリーマート知立八ツ田店 愛知県　知立市八ツ田町川畔５２－１
ファミリーマートみよし保田ケ池店 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刈谷駅北口店 愛知県　安城市美園町時ケ堀１番２
ファミリーマート一宮千秋佐野店 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馬引店 愛知県　一宮市大和町馬引字乾出１６番地
ファミリーマート岡崎小針店 愛知県　岡崎市小針町３丁目５－２
ファミリーマート岡崎小呂町店 愛知県　岡崎市小呂町字五丁目５６番地３
ファミリーマート蟹江新田店 愛知県　海部郡蟹江町大字蟹江新田字大海用３１番地１
ファミリーマート蟹江本町店 愛知県　海部郡蟹江町本町８丁目９４番地
ファミリーマート春日井追進町店 愛知県　春日井市追進町１丁目５番地
ファミリーマート小牧中宮店 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常普請店 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店 愛知県　小牧市西島町９７番地
ファミリーマート常滑前山店 愛知県　常滑市久米字西前田１１４番地１
ファミリーマート瀬戸平町二丁目店 愛知県　瀬戸市平町二丁目１３番地
ファミリーマート西尾羽塚店 愛知県　西尾市羽塚町寅山２１番地１
ファミリーマート大府アラタ店 愛知県　大府市横根町羽根山２１１番地
ファミリーマート知立牛田町店 愛知県　知立市牛田町裏新切１９番地１
ファミリーマート知立弘法店 愛知県　知立市弘法一丁目１０番地１
ファミリーマート知立谷田町西店 愛知県　知立市谷田町西１丁目１番３
ファミリーマート渥美伊川津店 愛知県　田原市伊川津町沖田５７番６
ファミリーマート田原福江町店 愛知県　田原市福江町中羽根１１１番地
ファミリーマート東海山ノ神店 愛知県　東海市荒尾町見幕６３
ファミリーマート東海秋葉店 愛知県　東海市名和町口前後４１番地
ファミリーマート碧南入船町店 愛知県　碧南市入船町五丁目４１番地
ファミリーマート豊橋下条東町店 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石巻本町東店 愛知県　豊橋市石巻本町字東木ノ根５３番
ファミリーマート豊橋船渡店 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緑ケ丘店 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東松山店 愛知県　豊橋市東松山町１０１番地
ファミリーマート豊川御津店 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川赤坂町店 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大崎店 愛知県　豊川市大崎町下金居場１９５
ファミリーマート豊川平尾店 愛知県　豊川市平尾町神田９３番地
ファミリーマート豊田運動公園前店 愛知県　豊田市井上町二丁目６３番地１
ファミリーマート稲武町店 愛知県　豊田市黒田町尾知６２番地２
ファミリーマート豊田土橋駅前店 愛知県　豊田市曙町三丁目３０番
ファミリーマート広瀬店 愛知県　豊田市西広瀬町西前８２番地１
ファミリーマート貴生町店 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川西伏屋店 愛知県　名古屋市中川区西伏屋二丁目１００４番地
ファミリーマート横井一丁目店 愛知県　名古屋市中村区横井１丁目１３８番地
ファミリーマート名駅東店 愛知県　名古屋市中村区名駅３丁目１１番２１号
ファミリーマート天白原一丁目店 愛知県　名古屋市天白区原１丁目５１０番１
ファミリーマート大江駅前店 愛知県　名古屋市南区西又兵ヱ町４１番
ファミリーマート泉楽通店 愛知県　名古屋市南区泉楽通二丁目１０番地
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
ファミリーマート金城一丁目店 愛知県　名古屋市北区金城一丁目９番１２号
ファミリーマート中村名駅東店 愛知県　名古屋市中村区名駅三丁目１４０５番
ファミリーマート宮崎通五丁目店 愛知県　名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号
ファミリーマート小幡中一丁目店 愛知県　名古屋市守山区小幡中一丁目３０番１７号
ファミリーマート稲沢祖父江曲店 愛知県　稲沢市祖父江町祖父江曲１３３番地１
ファミリーマート天白池場一丁目店 愛知県　名古屋市天白区池場一丁目９１１番地１
ファミリーマート熱田金山南店 愛知県　名古屋市熱田区新尾頭一丁目６番６号
ファミリーマート一宮千秋店 愛知県　一宮市千秋町芝原１０番地１
ファミリーマート港正徳町店 愛知県　名古屋市港区正徳町二丁目６番
ファミリーマート千種若水店 愛知県　名古屋市千種区若水三丁目６番５号
ファミリーマート豊田畝部西町店 愛知県　豊田市畝部西町城ケ堀８番地１
ファミリーマート豊橋井原店 愛知県　豊橋市井原町１０７番２
ファミリーマート北名古屋六ツ師店 愛知県　北名古屋市六ツ師大島３８番１
ファミリーマート一宮大和町焼野店 愛知県　一宮市大和町馬引字焼野９２－１
ファミリーマート小牧入鹿出新田店 愛知県　小牧市大字入鹿出新田字村西６００番地１
ファミリーマート豊橋大岩店 愛知県　豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９
ファミリーマート守山川宮町店 愛知県　名古屋市守山区川宮町７７番、７８番、７９番１、８１
ファミリーマート七宝町遠島店 愛知県　あま市七宝町遠島新開１５２番地１
ファミリーマートみよし新屋店 愛知県　みよし市三好町夕田４４－１
ファミリーマート豊川御津大草店 愛知県　豊川市御津町大草上竹８１番１



ファミリーマート江南寄木店 愛知県　江南市大海道町中里１４２番２
ファミリーマート知多西巽が丘店 愛知県　知多市西巽が丘１丁目２番６
ファミリーマート飛島ＴＳ店 愛知県　海部郡飛島村竹之郷７丁目
ファミリーマート碧南東山町店 愛知県　碧南市東山町２丁目５３番地１
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
ファミリーマート南知多町役場前店 愛知県　知多郡南知多町大字豊浜字中町８番地２
ファミリーマート豊田平山町六丁目店 愛知県　豊田市平山町６丁目４７番
ファミリーマート豊橋草間町店 愛知県　豊橋市草間町字二本松２番１
ファミリーマート東海高横須賀店 愛知県　東海市高横須賀町４丁目１２６番地
ファミリーマート豊田西中山町店 愛知県　豊田市西中山町山ノ田６番１
ファミリーマート常滑榎戸店 愛知県　常滑市明和町二丁目３４番
ファミリーマート熱田五本松町店 愛知県　名古屋市熱田区五本松町１２番２３号
ファミリーマート港築地口店 愛知県　名古屋市港区名港一丁目１番２４号
ファミリーマート春日井明知町店 愛知県　春日井市明知町１０４１番地３
ファミリーマート小牧新町二丁目店 愛知県　小牧市新町二丁目２９８番地
ファミリーマート緑浦里四丁目店 愛知県　名古屋市緑区浦里四丁目２３７番
ファミリーマート稲永駅前店 愛知県　名古屋市港区稲永１丁目７－１
ファミリーマート豊橋西幸町店 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川御油町南店 愛知県　豊川市御油町八面横３２番地１
ファミリーマート田原豊島店 愛知県　田原市豊島町天白５１番地１
ファミリーマート北設楽東栄町店 愛知県　北設楽郡東栄町大字中設楽字外貝津１０番地３
ファミリーマート東海加木屋町店 愛知県　東海市加木屋町二丁目１８９番地
ファミリーマート美浜河和台二丁目店 愛知県　知多郡美浜町河和台二丁目２７５番地
ファミリーマート豊明新栄町店 愛知県　豊明市新栄町四丁目１４１番地
ファミリーマート常滑小倉町店 愛知県　常滑市小倉町二丁目１６７番地１
ファミリーマート東浦森岡南店 愛知県　知多郡東浦町森岡新池下３６－１
ファミリーマート岡崎柱六丁目店 愛知県　岡崎市柱六丁目６番地３
ファミリーマート西尾新渡場店 愛知県　西尾市新渡場町大西２１番地
ファミリーマート緑区緑高校前店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字早稲屋３８番地７
ファミリーマート千種向陽店 愛知県　名古屋市千種区向陽一丁目３番１号
ファミリーマート豊田貝津町店 愛知県　豊田市貝津町箕輪２０３番地１
ファミリーマート東名三好インター店 愛知県　みよし市根浦町一丁目１２－２
ファミリーマート高浜二池町店 愛知県　高浜市二池町六丁目２番地６８
ファミリーマート三好姥子店 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店 愛知県　みよし市三好丘旭三丁目１番地４
ファミリーマート刈谷井ケ谷町店 愛知県　刈谷市井ケ谷町桜島３９番地２
ファミリーマート瀬戸北山店 愛知県　瀬戸市北山町４６番地の１
ファミリーマート新赤坪店 愛知県　名古屋市南区砂口町１８番地の１
ファミリーマート港金船町店 愛知県　名古屋市港区金船町二丁目１番地の３９
ファミリーマート豊田百々町九丁目店 愛知県　豊田市百々町九丁目１０５番地３
ファミリーマート豊田上野町店 愛知県　豊田市上野町八丁目１６１番地８
ファミリーマート瀬戸大坪北店 愛知県　瀬戸市大坪町２３番地の１
ファミリーマート豊田志賀町店 愛知県　豊田市志賀町山ノ神５０４番地１
ファミリーマート長久手段之上店 愛知県　長久手市段の上２１０７番地
ファミリーマート豊橋牟呂店 愛知県　豊橋市神野新田町字イノ割１１１番地１
ファミリーマート中川住宅西店 愛知県　名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地
ファミリーマート豊橋東岩田三丁目店 愛知県　豊橋市東岩田三丁目１５番地６
ファミリーマートナゴヤドーム前店 愛知県　名古屋市東区矢田南四丁目６番８号
ファミリーマート大口桜橋店 愛知県　丹羽郡大口町秋田１丁目３７０番地２
ファミリーマート田原野田町店 愛知県　田原市野田町大札木１２番地１
ファミリーマート一宮三ツ井店 愛知県　一宮市三ツ井五丁目１８番２３号
ファミリーマート七宝伊福橋店 愛知県　あま市七宝町下之森二之坪１番地１
ファミリーマート豊田美里店 愛知県　豊田市美里３丁目１５－１３
ファミリーマート豊橋花中店 愛知県　豊橋市花中町４９番地３
ファミリーマート高浜論地町店 愛知県　高浜市論地町三丁目７番地５７
ファミリーマート大名古屋ビルヂング店 愛知県　名古屋市中村区名駅３－２８－１２大名古屋ビルヂング
ファミリーマート稲沢込野町店 愛知県　稲沢市込野町元屋敷３０番地１
ファミリーマート半田緑ヶ丘店 愛知県　半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１
ファミリーマート東海中央町店 愛知県　東海市中央町六丁目２６１番地
ファミリーマート西尾蔵屋敷店 愛知県　西尾市八ツ面町蔵屋敷１３２番地
ファミリーマート清須西田中松本店 愛知県　清須市西田中松本２５番地１
ファミリーマート江南江森町東店 愛知県　江南市江森町東２２５番１
ファミリーマート一色町前野店 愛知県　西尾市一色町一色松荒子７２番地２
ファミリーマートドラッグアモス西尾駅南店 愛知県　西尾市住吉町４丁目１８－６
ファミリーマート岡崎インター店 愛知県　岡崎市大平町字天神前８－２
ファミリーマート則武店 愛知県　名古屋市中村区則武２－１５－８



ファミリーマート名古屋丸の内一丁目店 愛知県　名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号
ファミリーマート豊山金剛店 愛知県　西春日井郡豊山町大字青山字金剛１７番
ファミリーマート砂田橋五丁目店 愛知県　名古屋市東区砂田橋五丁目９番１５号
ファミリーマート春日井サンマルシェ店 愛知県　春日井市中央台二丁目４番地８
ファミリーマート小牧上末東店 愛知県　小牧市大字上末３５８９番地１
ファミリーマート小牧池之内陣配店 愛知県　小牧市大字池之内字陣配１８３０番地５
ファミリーマート豊橋下地店 愛知県　豊橋市下地町字豊麻１７番
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
ファミリーマート新城名号店 愛知県　新城市名号字袋林１０９番地２
ファミリーマート刈谷宝町店 愛知県　刈谷市宝町３丁目５番地１４
ファミリーマート高浜屋敷町四丁目店 愛知県　高浜市屋敷町四丁目１番地２
ファミリーマート昭和石川橋店 愛知県　名古屋市昭和区菊園町六丁目２０番地１
ファミリーマート津島橋詰町店 愛知県　津島市橋詰町三丁目４８番地１
ファミリーマート岡崎明大寺店 愛知県　岡崎市明大寺本町１丁目２８－２
ファミリーマート安城大山町一丁目店 愛知県　安城市大山町一丁目２２番地３
ファミリーマート豊田福受町店 愛知県　豊田市福受町下ノ切１１２番地８
ファミリーマート豊田花園店 愛知県　豊田市花園町東大切２１０－３
ファミリーマート大坪店 愛知県　名古屋市天白区塩釜口２丁目５０７番地
ファミリーマート千種仲田二丁目店 愛知県　名古屋市千種区仲田二丁目３番２３号
ファミリーマート豊田荒井町店 愛知県　豊田市荒井町下原４２５番地１
ファミリーマート三河豊田駅前店 愛知県　豊田市山之手四丁目１５２番地
ファミリーマート豊田広田南店 愛知県　豊田市広田町谷口６２番地１
ファミリーマート豊田京町店 愛知県　豊田市京町三丁目１０１－１４
ファミリーマート豊田広美町店 愛知県　豊田市広美町上之切２７番地
ファミリーマート刈谷一ツ木町店 愛知県　刈谷市一ツ木町東小定野１２－２
ファミリーマート尾張大橋東店 愛知県　弥富市五明町築留２０４３－３３
ファミリーマート守山一丁目店 愛知県　名古屋市守山区守山一丁目２番２号
ファミリーマート岡崎河原町店 愛知県　岡崎市河原町５番地８
ファミリーマート岡崎岡町保母店 愛知県　岡崎市岡町字北保母境３番地１
ファミリーマート刈谷末広店 愛知県　刈谷市末広町三丁目１６番地１８
ファミリーマート刈谷東店 愛知県　刈谷市末広町二丁目３番地２
ファミリーマート港陽一丁目店 愛知県　名古屋市港区港陽一丁目１１０６番
ファミリーマート一宮浅野新田店 愛知県　一宮市浅野字新田２０番地１
ファミリーマート豊田三軒町店 愛知県　豊田市三軒町八丁目３番地
ファミリーマート一宮平和二丁目店 愛知県　一宮市平和二丁目１９番１５号
ファミリーマート佐布里城山下店 愛知県　知多市佐布里字脇之田前３２番地９
ファミリーマート豊田東保見町店 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大林十丁目店 愛知県　豊田市大林町十丁目２０番７
ファミリーマート築地口駅店 愛知県　名古屋市港区港栄四丁目１１１番の２
ファミリーマート一宮西浅井店 愛知県　一宮市浅井町西浅井字壱本杉１２４番地２
ファミリーマート大高駅前店 愛知県　名古屋市緑区大高町字鶴田５５－２
ファミリーマート春日井王子町店 愛知県　春日井市王子町１番
ファミリーマート梅森坂三丁目店 愛知県　名古屋市名東区梅森坂三丁目２００３番地
ファミリーマート犬山若宮店 愛知県　犬山市字若宮８５番１
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
ファミリーマート東海渡内店 愛知県　東海市荒尾町下平井６７
ファミリーマート知多新知小学校南店 愛知県　知多市新知字中殿２５－１
ファミリーマート豊田深見店 愛知県　豊田市深見町常楽３７９番地７
ファミリーマート助光二丁目店 愛知県　名古屋市中川区助光二丁目８０４番地
ファミリーマート名古屋塩付通店 愛知県　名古屋市昭和区塩付通７丁目５３
ファミリーマート本陣通店 愛知県　名古屋市中村区本陣通三丁目４３番地
ファミリーマート一宮若年北店 愛知県　一宮市大赤見字西川垂６９番地１
ファミリーマート名神一宮店 愛知県　稲沢市赤池真崎町６２番地３
ファミリーマートあま桂店 愛知県　あま市七宝町桂下り戸２４番地１
ファミリーマート荒畑駅前店 愛知県　名古屋市昭和区御器所通１丁目１－１
ファミリーマート豊橋小向店 愛知県　豊橋市小向町字西小向１８番地の２
ファミリーマート豊橋杉山町店 愛知県　豊橋市杉山町字向山下７９番地
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
ファミリーマート中島新町四丁目店 愛知県　名古屋市中川区中島新町四丁目２８０６番地
ファミリーマート瑞穂田光町店 愛知県　名古屋市瑞穂区田光町１丁目１４番地
ファミリーマート津知屋横須賀店 愛知県　東海市横須賀町一ノ割３－１
ファミリーマート安城更生病院前店 愛知県　安城市安城町祥南１－７
ファミリーマート常滑栄町店 愛知県　常滑市栄町４－９４－１
ファミリーマート大林店 愛知県　豊田市大林町１６－１－１
ファミリーマート小牧新町店 愛知県　小牧市新町３丁目９６
ファミリーマート名古屋松坂町店 愛知県　名古屋市守山区松坂町２１１番地



ファミリーマートたちばな店 愛知県　名古屋市中区富士見町５０６番地１
ファミリーマート名東延珠町店 愛知県　名古屋市名東区延珠町１０３番地
ファミリーマート春田駅南店 愛知県　名古屋市中川区春田三丁目１２７番地
ファミリーマート春日井鳥居松八丁目店 愛知県　春日井市鳥居松町八丁目３４番地１
ファミリーマート犬山松本町店 愛知県　犬山市松本町四丁目１２０番地
ファミリーマート上名古屋四丁目店 愛知県　名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号
ファミリーマート一色野田店 愛知県　西尾市一色町野田小島ロ４６番地
ファミリーマート蒲郡大塚店 愛知県　蒲郡市大塚町西島３７番地２
ファミリーマート弥富西中地町店 愛知県　弥富市西中地町中島２３番地
ファミリーマート植田駅前店 愛知県　名古屋市天白区植田３－８１０ステーションビルＡＳＡ
ファミリーマート南武平町店 愛知県　名古屋市中区栄五丁目１３番１８号
ファミリーマート豊橋西口町店 愛知県　豊橋市西口町字西ノ口５番地１
ファミリーマート瀬戸紺屋田店 愛知県　瀬戸市紺屋田町２２番地の２
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
ファミリーマート千種今池一丁目店 愛知県　名古屋市千種区今池一丁目１９番１号
ファミリーマート小牧小木西店 愛知県　小牧市小木西一丁目１０７番地２
ファミリーマートあま市役所東店 愛知県　あま市木田沼東切６４番地１
ファミリーマート半田南本町店 愛知県　半田市南本町一丁目２７番地
ファミリーマート豊田青木町店 愛知県　豊田市青木町三丁目１７２番地２
ファミリーマート岡崎東蔵前町店 愛知県　岡崎市東蔵前町字木平５番地１
ファミリーマート刈谷若松店 愛知県　刈谷市若松町５丁目４４番地
ファミリーマート三谷店 愛知県　蒲郡市三谷町東五丁目１５１番地
ファミリーマート名西稲生店 愛知県　名古屋市西区稲生町字杁先２２００番地の２０１
ファミリーマート大治北間島店 愛知県　海部郡大治町大字北間島字宮東２番地
ファミリーマート半田新居町店 愛知県　半田市新居町六丁目１６７番地２
ファミリーマート新岩倉中本町店 愛知県　岩倉市中本町西葭原５番地３
ファミリーマート清須阿原店 愛知県　清須市阿原星の宮１４８番地１
ファミリーマート東山公園駅前店 愛知県　名古屋市千種区東山通４－９－１
ファミリーマート上前津二丁目店 愛知県　名古屋市中区上前津二丁目３０６番、３０７番－１
ファミリーマート小園前店 愛知県　岡崎市中島町字小園前２の１
ファミリーマート安城山崎店 愛知県　安城市里町四丁目１４番地６
ファミリーマート岡崎竜美台二丁目店 愛知県　岡崎市竜美台二丁目８番地４
ファミリーマート豊田若宮店 愛知県　豊田市若宮町四丁目１４番地１
ファミリーマート地下鉄高岳駅前店 愛知県　名古屋市東区泉二丁目２７番１４号
ファミリーマート日進藤島店 愛知県　日進市藤島町長塚１５番地５
ファミリーマート小牧原新田店 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店 愛知県　小牧市小木南二丁目４１番地１
ファミリーマート中川富田公園東店 愛知県　名古屋市中川区春田一丁目９８番地２
ファミリーマート稲沢松下店 愛知県　稲沢市松下二丁目１番３０
ファミリーマート刈谷野田一本木店 愛知県　刈谷市野田町一本木２１－４
ファミリーマート中村森田町店 愛知県　名古屋市中村区森田町１丁目８番３号
ファミリーマート一宮西島町店 愛知県　一宮市西島町三丁目４５番地
ファミリーマート日進浅田町店 愛知県　日進市浅田町東前田３７番地３
ファミリーマート蒲郡拾石東浜店 愛知県　蒲郡市拾石町東浜５番１１
ファミリーマート葵店 愛知県　名古屋市東区葵一丁目１９番１９号
ファミリーマート小牧岩崎一丁目店 愛知県　小牧市岩崎一丁目２２７番地１
ファミリーマート楠あじま三丁目店 愛知県　名古屋市北区楠味鋺三丁目８０３番地
ファミリーマート東郷諸輪東店 愛知県　愛知郡東郷町大字諸輪字下市１０番地
ファミリーマート東浦役場前店 愛知県　知多郡東浦町大字緒川字平成５５番地
ファミリーマート知立上重原本郷店 愛知県　知立市上重原町本郷２０６番地２
ファミリーマート大治西條店 愛知県　海部郡大治町大字西條字大門先３４番地
ファミリーマート中川中野本町店 愛知県　名古屋市中川区中野本町二丁目２９番地１
ファミリーマート扶桑高雄店 愛知県　丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰３４６番地２
ファミリーマート刈谷駅北口店 愛知県　刈谷市桜町１丁目５番地
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
ファミリーマート十一屋三丁目店 愛知県　名古屋市港区十一屋三丁目８６番地
ファミリーマート中村上ノ宮町店 愛知県　名古屋市中村区上ノ宮町一丁目１８番地
ファミリーマート弥富駅前店 愛知県　弥富市鯏浦町西前新田５５番地の１
ファミリーマート三好あざぶ店 愛知県　みよし市莇生町原３３番地
ファミリーマート江南飛高町店 愛知県　江南市飛高町本町２００番地
ファミリーマート則武本通店 愛知県　名古屋市中村区則武本通三丁目４２番地１
ファミリーマート高浜本郷町店 愛知県　高浜市本郷町二丁目１番地３
ファミリーマート清須春日店 愛知県　清須市春日中沼２７番地
ファミリーマート一宮黒田店 愛知県　一宮市木曽川町黒田字北宿二の切３５番地１
ファミリーマート刈谷小垣江店 愛知県　刈谷市小垣江町古浜田３５－３
ファミリーマート守山かねなわて店 愛知県　名古屋市守山区大字中志段味字曲畷２４６７番地４



ファミリーマート天白土原店 愛知県　名古屋市天白区土原三丁目１２３８番地
ファミリーマート西尾中畑店 愛知県　西尾市田貫一丁目３番地
ファミリーマート鳥見町二丁目店 愛知県　名古屋市西区鳥見町二丁目１３番地１
ファミリーマート明和高校前店 愛知県　名古屋市東区白壁二丁目１番２５号
ファミリーマート知多寺本店 愛知県　知多市清水が丘一丁目３０２番
ファミリーマート春日井上条六丁目店 愛知県　春日井市上条町六丁目２５４５番地２
ファミリーマート豊橋花田町店 愛知県　豊橋市花田町字越水１４４番地
ファミリーマート三好陣取山店 愛知県　みよし市東陣取山２１６番地
ファミリーマート刈谷高倉町店 愛知県　刈谷市高倉町五丁目１０２番地
ファミリーマート江南高屋店 愛知県　江南市高屋町西町１２５番地
ファミリーマート北名古屋中之郷店 愛知県　北名古屋市宇福寺天神５番地
ファミリーマート千種天満通店 愛知県　名古屋市千種区天満通一丁目６０番地
ファミリーマート中村公園北口店 愛知県　名古屋市中村区本陣通五丁目１２３番地
ファミリーマート知立新池店 愛知県　知立市新池二丁目１２１番地
ファミリーマート豊橋南栄空池店 愛知県　豊橋市南栄町字空池７０番地
ファミリーマート春日下之郷店 愛知県　清須市春日高札５８番地１
ファミリーマート新大治三本木店 愛知県　海部郡大治町大字三本木字堅田１番地の１
ファミリーマート昭和橋通二丁目店 愛知県　名古屋市中川区昭和橋通二丁目３３番地
ファミリーマート蒲郡御嶽店 愛知県　蒲郡市形原町東中畑４４番地２
ファミリーマート武豊冨貴駅東店 愛知県　知多郡武豊町大字冨貴字市場２２番地３
ファミリーマート守山小六町店 愛知県　名古屋市守山区小六町２１番１８号
ファミリーマート犬山上野店 愛知県　犬山市上坂町４丁目１１５
ファミリーマート岩塚本通一丁目店 愛知県　名古屋市中村区岩塚本通一丁目１２番
ファミリーマート代官町東店 愛知県　名古屋市東区代官町２７番１０号
ファミリーマート津島神守店 愛知県　津島市莪原町字宮東１４４番地２
ファミリーマート犬山前原東店 愛知県　犬山市大字前原字前畑２５番地１２
ファミリーマート西神の倉店 愛知県　名古屋市緑区西神の倉二丁目１０１番地
ファミリーマート昭和狭間町店 愛知県　名古屋市昭和区狭間町３２番地
ファミリーマート下瀬木店 愛知県　名古屋市緑区森の里一丁目２２９番地
ファミリーマート犬山羽黒新田店 愛知県　犬山市羽黒新田字九右エ門屋敷４番地８
ファミリーマート豊橋朝丘店 愛知県　豊橋市朝丘町９１番地
ファミリーマート名駅三丁目店 愛知県　名古屋市中村区名駅３－４－６
ファミリーマート徳川町店 愛知県　名古屋市東区徳川町１４０３番地
ファミリーマート豊田若林西町店 愛知県　豊田市若林西町長根５３－５
ファミリーマート豊田インター店 愛知県　豊田市深田町２－２２－３
ファミリーマート港野跡二丁目店 愛知県　名古屋市港区野跡二丁目１９番２
ファミリーマート内田橋店 愛知県　名古屋市南区内田橋二丁目３９番３４号
ファミリーマート田原保美店 愛知県　田原市保美町丸池１２７番地４
ファミリーマート小牧文津店 愛知県　小牧市大字文津字山岸１０２０番地４
ファミリーマート昭和滝川町店 愛知県　名古屋市昭和区滝川町４７番地の７５
ファミリーマート港土古店 愛知県　名古屋市港区川西通五丁目２６番地
ファミリーマート半田乙川店 愛知県　半田市乙川内山町３１番地
ファミリーマート栄生二丁目店 愛知県　名古屋市西区栄生二丁目２３番２２号
ファミリーマート豊田ヴィッツ店 愛知県　豊田市西町５－５
ファミリーマート名古屋広小路伏見店 愛知県　名古屋市中区栄一丁目３番３号
ファミリーマート小牧高根店 愛知県　小牧市高根一丁目３０４番６
ファミリーマート中割一丁目店 愛知県　名古屋市南区中割町一丁目３３番地１
ファミリーマート千種ターミナル店 愛知県　名古屋市千種区内山三丁目２５番６号
ファミリーマート錦通本町店 愛知県　名古屋市中区錦二丁目２０番８号
ファミリーマート刈谷一ツ木七丁目店 愛知県　刈谷市一ツ木町七丁目２番地１５
ファミリーマート瀬戸みずの坂店 愛知県　瀬戸市みずの坂四丁目１番地
ファミリーマート西幡豆上大坪店 愛知県　西尾市西幡豆町上大坪３７番地１
ファミリーマート江南後飛保西店 愛知県　江南市後飛保町西町１０８番地１
ファミリーマート植田南一丁目店 愛知県　名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地
ファミリーマート八事弥生が岡店 愛知県　名古屋市天白区弥生が岡１０１番地
ファミリーマート東岡崎駅南口店 愛知県　岡崎市明大寺町字寺東１番地１
ファミリーマート御立店 愛知県　豊田市美里五丁目１１番地１３
ファミリーマート名城公園北店 愛知県　名古屋市北区名城二丁目２番３０号
ファミリーマート一宮北園通店 愛知県　一宮市北園通四丁目１１番地
ファミリーマート岩倉川井町店 愛知県　岩倉市川井町北穴田８７番地
ファミリーマート熱田野立町店 愛知県　名古屋市熱田区野立町一丁目４３番地
ファミリーマート弥富子宝店 愛知県　弥富市子宝二丁目９６番地３
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
ファミリーマート田原浦店 愛知県　田原市浦町井狭沢９４番地１
ファミリーマート豊橋仲ノ町店 愛知県　豊橋市仲ノ町１５０番地の１
ファミリーマート岡崎美合店 愛知県　岡崎市美合町字入込４６番地６



ファミリーマート名古屋東大曽根店 愛知県　名古屋市東区東大曽根町４９番１０号
ファミリーマート日進東山店 愛知県　日進市東山三丁目１０３番１
ファミリーマート地下鉄浄心店 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
ファミリーマート新船町二丁目店 愛知県　名古屋市港区新船町二丁目１番地４
ファミリーマート蒲郡春日浦店 愛知県　蒲郡市形原町春日浦２８番地１０
ファミリーマート刈谷西店 愛知県　刈谷市東刈谷町１丁目９番地２
ファミリーマート長久手南店 愛知県　長久手市片平２丁目１０２番地
ファミリーマート一宮花池一丁目店 愛知県　一宮市花池一丁目１７番２６
ファミリーマート北名古屋熊之庄店 愛知県　北名古屋市熊之庄西出１番１
ファミリーマート春日井如意申町店 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高蔵寺店 愛知県　春日井市高蔵寺町二丁目３８番地
ファミリーマート豊田高原町店 愛知県　豊田市高原町四丁目８番地４
ファミリーマート岡崎井内町店 愛知県　岡崎市井内町字川田１６番地１
ファミリーマート設楽町清崎店 愛知県　北設楽郡設楽町大字清崎字中田１７番地の５
ファミリーマート中村竹橋町店 愛知県　名古屋市中村区竹橋町４番５号
ファミリーマート新守西店 愛知県　名古屋市守山区新守西１６０３番地
ファミリーマート小渡店 愛知県　豊田市小渡町船戸５７番地６
ファミリーマート新長喜町店 愛知県　名古屋市北区長喜町三丁目１６番地
ファミリーマート稲沢子生和神明町店 愛知県　稲沢市子生和神明町９０番２
ファミリーマート武豊石川橋店 愛知県　知多郡武豊町字石川７９番地１
ファミリーマート中川好本町店 愛知県　名古屋市中川区好本町１丁目３７
ファミリーマート日進岩根店 愛知県　日進市岩崎町岩根１４０番地
ファミリーマート弥富うぐいうら町店 愛知県　弥富市鯏浦町用水上１１３番地
ファミリーマート神郷町一丁目店 愛知県　名古屋市中川区神郷町一丁目１６番地
ファミリーマート小垣江西店 愛知県　刈谷市小垣江町本郷下３０－４
ファミリーマート大治役場南店 愛知県　海部郡大治町大字馬島字西深田９番地
ファミリーマート豊山中之町店 愛知県　西春日井郡豊山町大字豊場字中之町８８番３
ファミリーマート犬山清水店 愛知県　犬山市上野清水５０３番地
ファミリーマート北名古屋清水店 愛知県　北名古屋市鹿田清水８９番地１
ファミリーマート中村大宮町店 愛知県　名古屋市中村区大宮町一丁目４４番
ファミリーマート名古屋新栄二丁目店 愛知県　名古屋市中区新栄二丁目５０３番
ファミリーマート津島越津柳之内店 愛知県　津島市越津町字柳之内５１番
ファミリーマート守山大森店 愛知県　名古屋市守山区大森一丁目２４０９番地
ファミリーマート九丁堀店 愛知県　名古屋市中区金山一丁目１番２号
ファミリーマートいりなか駅ビル店 愛知県　名古屋市昭和区隼人町２番地の１
ファミリーマート岡崎本宿店 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稲熊一丁目店 愛知県　岡崎市稲熊町字一丁目１６１番地１
ファミリーマート豊田柿本町店 愛知県　豊田市柿本町六丁目６番地１７
ファミリーマート岩倉新柳町店 愛知県　岩倉市新柳町１丁目６番地
ファミリーマート一宮花池三丁目店 愛知県　一宮市花池三丁目１１番１０号
ファミリーマート日進白山店 愛知県　日進市本郷町鴻土１３番地１
ファミリーマート新城東沖野店 愛知県　新城市字東沖野４２番地１
ファミリーマート豊橋富士見店 愛知県　豊橋市南大清水町字富士見６０２番１９
ファミリーマート中川ときわ店 愛知県　名古屋市中川区万町１０２番地
ファミリーマート吉良岡山店 愛知県　西尾市吉良町岡山山王下３２番地１
ファミリーマート金城町二丁目店 愛知県　名古屋市北区金城町二丁目７番地の４
ファミリーマート碧南志貴崎町店 愛知県　碧南市志貴崎町五丁目２０番地
ファミリーマート藤前四丁目店 愛知県　名古屋市港区藤前四丁目９１５番地
ファミリーマート中村則武二丁目店 愛知県　名古屋市中村区則武二丁目３番２号
ファミリーマート大高緑地公園店 愛知県　名古屋市緑区左京山３０３８番地
ファミリーマート南陽通六丁目店 愛知県　名古屋市南区南陽通六丁目１番地２９
ファミリーマート朝宮公園前店 愛知県　春日井市大手田酉町一丁目１番地６
ファミリーマート碧南権田町店 愛知県　碧南市権田町一丁目２番地
ファミリーマート知立堀切店 愛知県　知立市堀切三丁目２６番地
ファミリーマート安城里町店 愛知県　安城市里町西山ノ田１１８番地１５
ファミリーマート西尾上町東店 愛知県　西尾市上町沖道５９番２
ファミリーマート岩倉旭町一丁目店 愛知県　岩倉市旭町一丁目４５番地
ファミリーマート稲沢祖父江大牧店 愛知県　稲沢市祖父江町大牧郷中１４番地１
ファミリーマート錦一丁目店 愛知県　名古屋市中区錦１丁目１８－２２名古屋ＡＴビルディ
ファミリーマート金山一丁目店 愛知県　名古屋市中区金山１丁目７－１０金山名藤ビル
ファミリーマート江南赤童子店 愛知県　江南市赤童子町桜道１４
ファミリーマート守山小幡南店 愛知県　名古屋市守山区小幡南１丁目２－１
ファミリーマート幸田坂崎店 愛知県　額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３
ファミリーマート谷口大曽根北店 愛知県　名古屋市東区矢田一丁目１３－３３
ファミリーマート一宮市民病院前店 愛知県　一宮市文京２丁目４－２２
ファミリーマート知多清水が丘店 愛知県　知多市清水が丘２丁目９１４番地



ファミリーマート春日井白山店 愛知県　春日井市白山町５丁目１１番地７
ファミリーマート犬山楽田大橋店 愛知県　犬山市楽田大橋１丁目１５番１
ファミリーマート守山瀬古店 愛知県　名古屋市守山区瀬古１丁目８１９
ファミリーマート豊田吉原店 愛知県　豊田市吉原町八幡１０番地
ファミリーマート江南前野町店 愛知県　江南市前野町南１３７－１
ファミリーマート一宮森本店 愛知県　一宮市森本四丁目２－１９
ファミリーマート甚目寺平島店 愛知県　あま市下萱津平島１４番地
ファミリーマート高浜湯山店 愛知県　高浜市湯山町４丁目１０－６
ファミリーマート愛西勝幡店 愛知県　愛西市勝幡町河畔５１
ファミリーマート緑太鼓田店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字太鼓田２６－１
ファミリーマート大府横根町店 愛知県　大府市横根町平子２６８－１
ファミリーマート近鉄名古屋駅４番ホーム南 愛知県　名古屋市中村区名駅１－２－２
ファミリーマート近鉄名古屋駅４番ホーム北 愛知県　名古屋市中村区名駅１丁目２－２
ファミリーマート名駅柳橋店 愛知県　名古屋市中村区名駅四丁目２１０１番地
ファミリーマート豊橋向山町店 愛知県　豊橋市向山町字水車４７番９
ファミリーマート瑞穂北原三丁目店 愛知県　名古屋市瑞穂区北原町三丁目２番地
ファミリーマート大府追分店 愛知県　大府市追分町六丁目４００番地
ファミリーマート新城一鍬田店 愛知県　新城市一鍬田字北畑１８番２
ファミリーマート熱田一番町店 愛知県　名古屋市熱田区一番二丁目４２番５号
ファミリーマート尾張一宮ＰＡ店 愛知県　一宮市千秋町塩尻字猫島３０
ファミリーマート豊川八幡町店 愛知県　豊川市八幡町豊川西部土地区画整理１１５街区４
ファミリーマート一色開正店 愛知県　西尾市一色町開正橋上１番地５
ファミリーマート港油屋町店 愛知県　名古屋市港区油屋町二丁目５９番
ファミリーマート甚目寺八尻店 愛知県　あま市甚目寺八尻１０５番地
ファミリーマート安城石井町店 愛知県　安城市和泉町東山６５番地２
ファミリーマート阿久比草木店 愛知県　知多郡阿久比町大字草木字伯父ケ脇２５番地２
ファミリーマート一宮浅野羽根店 愛知県　一宮市千秋町浅野羽根字西之島６番地１
ファミリーマート津島江西店 愛知県　津島市江西町二丁目６１番地
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
ファミリーマート田原小中山店 愛知県　田原市小中山町一本松２５０番４０
ファミリーマート刈谷神明町店 愛知県　刈谷市神明町７丁目４０３
ファミリーマート南三条店 愛知県　名古屋市南区三条２丁目５番１７号
ファミリーマート豊橋小鷹野店 愛知県　豊橋市東小鷹野４丁目１番３
ファミリーマート田原西屋敷店 愛知県　田原市田原町上八軒家４番地２
ファミリーマート西岩田店 愛知県　豊橋市西岩田５丁目１１番地の７
ファミリーマート岩倉大地新町店 愛知県　岩倉市大地新町三丁目１３番地
ファミリーマート豊田上郷二丁目店 愛知県　豊田市上郷町二丁目１６番地１５
ファミリーマート岡崎羽根北町店 愛知県　岡崎市羽根北町五丁目８番地５
ファミリーマート美和高校前店 愛知県　あま市篠田藤東７番地２
ファミリーマート氷室町店 愛知県　名古屋市南区氷室町２０番３号
ファミリーマート清須学校橋東店 愛知県　清須市春日焼田２９番地１
ファミリーマート中川松葉町店 愛知県　名古屋市中川区松葉町一丁目５１番地
ファミリーマート岡崎東阿知和店 愛知県　岡崎市東阿知和町字宮前２８－５
ファミリーマート神屋団地口店 愛知県　春日井市神屋町字段の上１７４６－１他９筆
ファミリーマート武路町店 愛知県　名古屋市緑区武路町１８０１
ファミリーマート西尾米津町店 愛知県　西尾市米津町野寺道１－１
ファミリーマート平田小学校前店 愛知県　名古屋市西区城西町５番地
ファミリーマート会所町北店 愛知県　名古屋市北区会所町１２１番地
ファミリーマート稲沢大矢町店 愛知県　稲沢市大矢町地蔵堂７５番地
ファミリーマート西尾永楽町店 愛知県　西尾市永楽町三丁目２８番地
ファミリーマートあま七宝南店 愛知県　あま市七宝町伊福十七５９番地３
ファミリーマート幸田町大草東店 愛知県　額田郡幸田町大字大草字正田面１４５番地１
ファミリーマート豊橋東幸店 愛知県　豊橋市東幸町字水神１－７
ファミリーマート東浦石浜南店 愛知県　知多郡東浦町大字石浜字行田１８番地１
ファミリーマート刈谷上広南店 愛知県　刈谷市小垣江町上広１６番地２
ファミリーマート大府駅東口店 愛知県　大府市中央町３丁目６２
ファミリーマート刈谷南店 愛知県　刈谷市場割町２丁目３番地５
ファミリーマート美浜若松店 愛知県　知多郡美浜町大字野間字中町２２番地
ファミリーマート知多長浦インター店 愛知県　知多市日長赤坂７８－３
ファミリーマート東郷諸輪店 愛知県　愛知郡東郷町大字諸輪字狐坂１１－２３５
ファミリーマート小牧スポーツ公園店 愛知県　小牧市大字間－原新田字古天王７３２番地３
ファミリーマート大高店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字中汐田２６９－１
ファミリーマート大府共栄店 愛知県　大府市共栄町七丁目９番地１２
ファミリーマート安城宮前店 愛知県　安城市安城町若宮１７番２
ファミリーマート長久手グリーンロード店 愛知県　愛知郡長久手町喜婦嶽１１２
ファミリーマート一宮東浅井店 愛知県　一宮市浅井町東浅井字南ノ下１３８０番地１



ファミリーマート北高校南店 愛知県　名古屋市北区如来町５１番地
ファミリーマート鏡池通店 愛知県　名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１
ファミリーマート春日井田楽店 愛知県　春日井市上田楽町２１６３番地の４
ファミリーマート扶桑高雄中郷店 愛知県　丹羽郡扶桑町高雄中郷４５６番５
ファミリーマート日進蟹甲店 愛知県　日進市蟹甲町浅間下１１番地２
ファミリーマート大平駒場店 愛知県　岡崎市大平町字駒場２９番地２
ファミリーマート西尾駒場店 愛知県　西尾市駒場町五反田１３６番地３
ファミリーマート安城大山店 愛知県　安城市大山町２－１０－１１
ファミリーマート豊川城下店 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山和合橋店 愛知県　西春日井郡豊山町大字青山字東川４７番地
ファミリーマート辻畑町店 愛知県　名古屋市中川区辻畑町５１番地
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
ファミリーマート岡崎北天白店 愛知県　岡崎市上和田町字北天白１４番地１
ファミリーマート太閤通八丁目店 愛知県　名古屋市中村区太閤通八丁目３６番地
ファミリーマート桜通本町店 愛知県　名古屋市中区丸の内二丁目２０－１９
ファミリーマート緑敷田店 愛知県　名古屋市緑区鎌倉台二丁目１７１３番地
ファミリーマート春日井下条一丁目店 愛知県　春日井市下条町１丁目１番地２
ファミリーマート東海名和町店 愛知県　東海市名和町東岨５０－１
ファミリーマート東郷山崎店 愛知県　愛知郡東郷町大字春木字山崎８７０－１２
ファミリーマート半田東洋店 愛知県　半田市瑞穂町９丁目３番１１、１２、１３（地番）
ファミリーマート豊橋大清水店 愛知県　豊橋市大清水町字大清水２３８番地３
ファミリーマート蒲郡諏訪東店 愛知県　蒲郡市三谷町諏訪東６番地１
ファミリーマート西春西之保店 愛知県　北名古屋市西之保棒地３５番地
ファミリーマート三好明知店 愛知県　みよし市明知町美里６９番地１
ファミリーマート豊田朝日ケ丘店 愛知県　豊田市朝日ケ丘二丁目４４番地１
ファミリーマート春日井宮町西店 愛知県　春日井市四ツ家町字四ツ家７番地６
ファミリーマート犬山日の出団地店 愛知県　犬山市五郎丸東四丁目６番１
ファミリーマート天子田四丁目店 愛知県　名古屋市守山区天子田４丁目１３０１番
ファミリーマート豊田御船町店 愛知県　豊田市御船町山屋敷１６４番地１１
ファミリーマート新城豊栄店 愛知県　新城市豊栄字向イ９７－２７
ファミリーマート豊川宿町店 愛知県　豊川市宿町小山５１番地１
ファミリーマート横須賀町店 愛知県　東海市横須賀町浜屋敷９－１
ファミリーマート一色新町店 愛知県　名古屋市中川区一色新町三丁目１３０１番地
ファミリーマート犬山橋爪店 愛知県　犬山市大字橋爪字止々馬木４３番地
ファミリーマート大府長草店 愛知県　大府市長草町本郷１６番地
ファミリーマート春日井八田町二丁目店 愛知県　春日井市八田町二丁目１番地１７
ファミリーマート一宮下浅野店 愛知県　一宮市大字浅野字寺西１６番地の１
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
ファミリーマート豊橋豊清町店 愛知県　豊橋市豊清町字籠田２３番５８
ファミリーマート幸田野場店 愛知県　額田郡幸田町大字野場字下沢渡１２番地１３
ファミリーマート吉良町みやば店 愛知県　西尾市吉良町宮迫観音田７０番地
ファミリーマート大府東新町店 愛知県　大府市東新町四丁目８２番地
ファミリーマート一宮北浦町店 愛知県　一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）
ファミリーマート万場大橋店 愛知県　名古屋市中川区万場１－１５０８
ファミリーマート一宮大毛店 愛知県　一宮市大毛字丸田７０番１、７０番２、７０番３、７１
ファミリーマート如意三丁目店 愛知県　名古屋市北区如意３－９８
ファミリーマート蒲郡上本町店 愛知県　蒲郡市上本町６番２１号
ファミリーマート東浦南ヶ丘店 愛知県　知多郡東浦町大字石浜字南ヶ丘１６番地１５
ファミリーマート新城玖老勢店 愛知県　新城市玖老勢塩平貝津４８－１
ファミリーマート愛西佐織庁舎前店 愛知県　愛西市諏訪町郷西４８４番地１
ファミリーマート大杉三丁目店 愛知県　名古屋市北区大杉三丁目３番１１号
ファミリーマート城西病院前店 愛知県　名古屋市中村区牛田通一丁目３２番地
ファミリーマート豊橋天伯町店 愛知県　豊橋市天伯町字六ツ美９６番地５
ファミリーマート岡崎大門一丁目店 愛知県　岡崎市大門一丁目１１番地３
ファミリーマート新浦戸店 愛知県　知多郡美浜町新浦戸２丁目１０－１８
ファミリーマート三好井之口店 愛知県　みよし市三好町森曽２番地１
ファミリーマート高浜湯山町二丁目店 愛知県　高浜市湯山町二丁目１番１２
ファミリーマート青山四丁目店 愛知県　半田市青山４丁目４－１０
ファミリーマート愛西大野町店 愛知県　愛西市大野町郷西２００番２
ファミリーマート稲沢平和平池店 愛知県　稲沢市平和町平池大畑１０番地２
ファミリーマート北名古屋二子店 愛知県　北名古屋市二子双葉５２番地１
ファミリーマート名東平和が丘店 愛知県　名古屋市名東区平和が丘三丁目１７番地
ファミリーマート豊橋植田奥ノ谷店 愛知県　豊橋市植田町字奥ノ谷７５番地５
ファミリーマート東海東山店 愛知県　東海市富木島町新藤棚４３番地１
ファミリーマート名北平手町一丁目店 愛知県　名古屋市北区平手町一丁目３２
ファミリーマートちかま通店 愛知県　名古屋市南区千竈通七丁目４番１



ファミリーマート碧南塩浜町店 愛知県　碧南市塩浜町三丁目８９番地１
ファミリーマート岡崎鴨田東店 愛知県　岡崎市鴨田町字向山８１番
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
ファミリーマート駈上店 愛知県　名古屋市南区駈上１丁目１１番３１号
ファミリーマート長久手西原山店 愛知県　長久手市西原山３８－３
ファミリーマート春日井西本町店 愛知県　春日井市西本町一丁目１番地の１５
ファミリーマート緑伝治山店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１１番地
ファミリーマート栄三丁目店 愛知県　名古屋市中区栄３丁目３－２８
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
ファミリーマート瀬戸西山町店 愛知県　瀬戸市西山町一丁目４６番地１５
ファミリーマート小牧中央四丁目店 愛知県　小牧市中央四丁目７８番地
ファミリーマート辰巳町店 愛知県　名古屋市港区辰巳町４番８号
ファミリーマート豊橋多米東町三丁目店 愛知県　豊橋市多米東町三丁目３４番地２
ファミリーマート北名古屋神ノ戸店 愛知県　北名古屋市西之保神ノ戸１３４番地
ファミリーマート津島愛宕七丁目店 愛知県　津島市愛宕町七丁目３２番地２
ファミリーマート名南白水店 愛知県　名古屋市南区白水町１２番地１
ファミリーマート佐織勝幡店 愛知県　愛西市勝幡町駅東２２番地２
ファミリーマート星ヶ丘ターミナル店 愛知県　名古屋市千種区井上町８０番地
ファミリーマート東あじま三丁目店 愛知県　名古屋市北区東味鋺三丁目６０２番５
ファミリーマート春日井瑞穂通店 愛知県　春日井市瑞穂通二丁目１６０番地
ファミリーマート天白植田一丁目店 愛知県　名古屋市天白区植田一丁目１５０１番地
ファミリーマート大幸一丁目店 愛知県　名古屋市東区大幸一丁目５番６号
ファミリーマート芳野三丁目店 愛知県　名古屋市東区芳野三丁目３番６号
ファミリーマート蒲郡竹谷店 愛知県　蒲郡市竹谷町宮前２番１
ファミリーマート木曽川役場前店 愛知県　一宮市木曽川町黒田一ノ通り５３番地２
ファミリーマート森下駅前店 愛知県　名古屋市北区大曽根二丁目５番２号
ファミリーマート北名古屋九之坪店 愛知県　北名古屋市九之坪長堀１２７番地
ファミリーマート亀崎南店 愛知県　半田市亀崎町６丁目１５０
ファミリーマート地下鉄金山店 愛知県　名古屋市中区金山一丁目１７番１８号
ファミリーマート昭和石仏町店 愛知県　名古屋市昭和区石仏町一丁目１７番地
ファミリーマート岡崎生平町店 愛知県　岡崎市生平町西高根２－１
ファミリーマート瀬戸東十三塚町店 愛知県　瀬戸市東十三塚町２９番地
ファミリーマート丸野町店 愛知県　名古屋市西区丸野二丁目１３７番地
ファミリーマート佐織諏訪店 愛知県　愛西市諏訪町中杁２８６番地１
ファミリーマート蟹江学戸店 愛知県　海部郡蟹江町学戸二丁目８番地
ファミリーマート岡崎若松町店 愛知県　岡崎市若松町山田下４２
ファミリーマート東大曽根町店 愛知県　名古屋市北区東大曽根町本通５－７３７－３
ファミリーマート名南上浜町店 愛知県　名古屋市南区上浜町２９３
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
ファミリーマート亀島一丁目店 愛知県　名古屋市中村区亀島一丁目１１０１番地
ファミリーマート豊橋原町店 愛知県　豊橋市原町字塘上２－２
ファミリーマート西尾今川町東店 愛知県　西尾市今川町御堂東１０２－１
ファミリーマート平針駅前店 愛知県　名古屋市天白区平針２－１９０４
ファミリーマート岡崎駅前店 愛知県　岡崎市羽根町東荒子３９－１
ファミリーマート藤田医科大前店 愛知県　豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８
ファミリーマート小牧間々観音前店 愛知県　小牧市間々本町１４１
ファミリーマート黒川店 愛知県　名古屋市北区志賀南通１丁目１８番地
ファミリーマート常滑保示町店 愛知県　常滑市保示町四丁目１０７番地
ファミリーマート岡崎江口二丁目店 愛知県　岡崎市江口二丁目３番地５
ファミリーマート西あじま二丁目店 愛知県　名古屋市北区西味鋺二丁目１３０番地
ファミリーマート西尾下矢田町店 愛知県　西尾市下矢田町久多良解３７番地
ファミリーマート守山金屋一丁目店 愛知県　名古屋市守山区金屋一丁目９０２番地
ファミリーマート豊橋西橋良店 愛知県　豊橋市西橋良町２４番地
ファミリーマート半田生見町店 愛知県　半田市東生見町１５－１０
ファミリーマート豊川四ツ谷町店 愛知県　豊川市四ツ谷町三丁目６９番１
ファミリーマート東海上野台店 愛知県　東海市富木島町東山２７－５
ファミリーマート千成通店 愛知県　名古屋市中村区千成通１丁目３３番
ファミリーマート豊橋植田店 愛知県　豊橋市植田町字西新切１３番
ファミリーマート一宮今伊勢店 愛知県　一宮市今伊勢町本神戸字中町１０
ファミリーマート常滑桧原店 愛知県　常滑市桧原字勇田７４番地１
ファミリーマート大府中央一丁目店 愛知県　大府市中央町一丁目２２０番地
ファミリーマート東浦緒川植山店 愛知県　知多郡東浦町大字緒川字植山４３番地の２
ファミリーマート吉良町大島店 愛知県　西尾市吉良町大島中道下４番地３
ファミリーマート豊川小坂井才ノ木店 愛知県　豊川市小坂井町才ノ木８６番地１
ファミリーマート守山二城店 愛知県　名古屋市守山区鳥神町２６８番地
ファミリーマート平針試験場南店 愛知県　名古屋市天白区平針南４丁目１０１番



ファミリーマート葵一丁目店 愛知県　名古屋市東区葵１丁目２５番２２号
ファミリーマート清水山店 愛知県　名古屋市緑区有松町大字桶狭間字神明廻間５７－１７７
ファミリーマート名南豊三丁目店 愛知県　名古屋市南区豊三丁目１番１０号
ファミリーマート春日井八事町店 愛知県　春日井市八事町３－１２－１
ファミリーマート東郷白鳥店 愛知県　愛知郡東郷町白鳥２丁目１７－４
ファミリーマート岡崎へごし町店 愛知県　岡崎市舳越町字宮前４６番地１
ファミリーマート刈谷市かりがね店 愛知県　刈谷市築地町一丁目９番地１１
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
ファミリーマート小牧下小針店 愛知県　小牧市下小針中島三丁目２１０番地の５
ファミリーマート新城西入船店 愛知県　新城市字西入船２５番地５
ファミリーマート那古野南店 愛知県　名古屋市西区那古野二丁目２５番１４号
ファミリーマート豊明大久伝東店 愛知県　豊明市大久伝町東２３番２
ファミリーマート西志賀町三丁目店 愛知県　名古屋市北区西志賀町三丁目８１番地
ファミリーマート太子二丁目店 愛知県　名古屋市緑区太子二丁目２５番地
ファミリーマート千成西店 愛知県　名古屋市中村区千成通五丁目２５番
ファミリーマート錦長島町店 愛知県　名古屋市中区錦二丁目１０番１８号
ファミリーマート安城赤松店 愛知県　安城市赤松町北新屋敷８６番地２
ファミリーマート岡崎上里二丁目店 愛知県　岡崎市上里二丁目１５番地７
ファミリーマート稲沢天池北店 愛知県　稲沢市天池牧作町６８番２
ファミリーマート西尾戸ケ崎店 愛知県　西尾市戸ケ崎二丁目１１番地４
ファミリーマート瑞穂浮島町店 愛知県　名古屋市瑞穂区浮島町１６番３２号
ファミリーマート岩倉駅前店 愛知県　岩倉市本町１－２７－１ルウナジェ岩倉１Ｆ１号
ファミリーマート豊橋多米西町店 愛知県　豊橋市多米西町二丁目２７番地１０
ファミリーマート豊橋石塚店 愛知県　豊橋市花田町字石塚４２－５
ファミリーマート阿久比福住店 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ＵＡＣＪ名古屋製造所店 愛知県　名古屋市港区千年三丁目１番１２号（株）ＵＡＣＪ名古
ファミリーマート常滑古社店 愛知県　常滑市字古社１番地
ファミリーマート豊橋中郷店 愛知県　豊橋市中郷町５番地
ファミリーマート豊田渋谷店 愛知県　豊田市渋谷町三丁目３７番７
ファミリーマート中川舟戸店 愛知県　名古屋市中川区舟戸町１番２１号
ファミリーマート小牧大草中店 愛知県　小牧市大草中２３６
ファミリーマート那古野二丁目店 愛知県　名古屋市西区那古野二丁目３番１号
ファミリーマート稲沢横地店 愛知県　稲沢市横地四丁目６４番地
ファミリーマート知多八幡店 愛知県　知多市八幡字半田道３ー３
ファミリーマート豊川小坂井町店 愛知県　豊川市宿町光道寺６９番地
ファミリーマート江南後飛保薬師店 愛知県　江南市後飛保町薬師７５番１
ファミリーマート豊橋賀茂町店 愛知県　豊橋市賀茂町字森信４２番地７
ファミリーマート犬山羽黒栄店 愛知県　犬山市羽黒栄二丁目３２番地２
ファミリーマート北名古屋能田店 愛知県　北名古屋市能田引免地５５番地１
ファミリーマート西尾八ツ面店 愛知県　西尾市八ツ面町梅之宮４７番地１
ファミリーマート清洲上条店 愛知県　清須市上条二丁目６番地の１
ファミリーマート長久手武蔵塚店 愛知県　長久手市武蔵塚１４０５番地
ファミリーマート安城横山南店 愛知県　安城市横山町横山３１６番地７
ファミリーマート稲沢高重店 愛知県　稲沢市高重東町４６番１
ファミリーマート春日井大手橋西店 愛知県　春日井市大手町字甲斐作１２１４番２
ファミリーマート蒲郡塩津店 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形原店 愛知県　蒲郡市形原町天神裏１９番地１３
ファミリーマート大口中小口店 愛知県　丹羽郡大口町中小口三丁目５８番地の１
ファミリーマート岡崎大西二丁目店 愛知県　岡崎市大西二丁目１６番地９
ファミリーマート愛知学院大学前店 愛知県　日進市竹の山一丁目９０８番地１
ファミリーマート豊川伊奈町店 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田上原店 愛知県　豊田市上原町上原４番地１
ファミリーマート鞍ヶ池ＰＡ店 愛知県　豊田市矢並町法沢７３１番地１
ファミリーマート豊橋浜道店 愛知県　豊橋市浜道町字新百々池７番地５
ファミリーマート守山下志段味店 愛知県　名古屋市守山区大字下志段味字上野山１０４０番１５
ファミリーマート尾頭橋通店 愛知県　名古屋市中川区尾頭橋二丁目１３番１７号
ファミリーマート江南駅店 愛知県　江南市古知野町朝日２０
ファミリーマート碧南縄手町店 愛知県　碧南市縄手町５－１２７－２
ファミリーマート西春店 愛知県　北名古屋市西之保深坪１３－１
ファミリーマート豊橋長瀬町店 愛知県　豊橋市長瀬町字郷西４６番地１
ファミリーマート長久手インター店 愛知県　長久手市岩作中根原６０番地３
ファミリーマート犬山塔野地北店 愛知県　犬山市塔野地北四丁目５番
ファミリーマート東起町一丁目店 愛知県　名古屋市中川区東起町一丁目６７番地
ファミリーマート岡崎羽根西新町店 愛知県　岡崎市羽根西新町３－１２
ファミリーマート岡崎鴨田本町店 愛知県　岡崎市鴨田本町１８番１
ファミリーマート豊橋緑ケ丘一丁目店 愛知県　豊橋市緑ヶ丘一丁目１２番地３



ファミリーマート豊明阿野町店 愛知県　豊明市阿野町東阿野２０１番地の１
ファミリーマート稲沢長束店 愛知県　稲沢市長束町青木田６６番地
ファミリーマート長久手公園西店 愛知県　長久手市岩作三ケ峯２番１２８２
ファミリーマート津島市民病院前店 愛知県　津島市橘町３丁目３９－１、２
ファミリーマート大府米田店 愛知県　大府市米田町二丁目２番地１
ファミリーマート鶴見通店 愛知県　名古屋市南区鶴見通６－２－１
ファミリーマート小牧三ツ渕店 愛知県　小牧市大字三ッ渕字新田前２２１６番地３
ファミリーマート阿久比植大店 愛知県　知多郡阿久比町大字植大字植深田３８番地２
ファミリーマート東春田一丁目店 愛知県　名古屋市中川区東春田一丁目４５番地
ファミリーマート西尾東幡豆店 愛知県　西尾市東幡豆町向山下５３番地
ファミリーマート刈谷泉田町店 愛知県　刈谷市泉田町割田１番１
ファミリーマート犬山南店 愛知県　犬山市大字五郎丸字皿屋敷９５番地
ファミリーマート栄長島町通店 愛知県　名古屋市中区栄二丁目７番１号
ファミリーマート豊橋花田荒木店 愛知県　豊橋市花田町字荒木３６番地１
ファミリーマート田原小塩津店 愛知県　田原市小塩津町里瀬古１８－３
ファミリーマート大治東條店 愛知県　海部郡大治町大字東條字砂島１３番地
ファミリーマート蟹江須成店 愛知県　海部郡蟹江町大字須成字下惣作２１８４番地
ファミリーマート扶桑中海道店 愛知県　丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道２４０番
ファミリーマート田原片西店 愛知県　田原市片西１丁目５－６
ファミリーマート瀬戸福元店 愛知県　瀬戸市福元町１５
ファミリーマート豊橋飯村北三丁目店 愛知県　豊橋市飯村北３丁目１９－１４
ファミリーマート犬山桜海道一丁目店 愛知県　犬山市羽黒桜海道一丁目１０番地８
ファミリーマート豊橋牛川通二丁目店 愛知県　豊橋市牛川通２丁目１０番９
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
ファミリーマート豊橋東岩田二丁目店 愛知県　豊橋市東岩田二丁目２３番地３
ファミリーマート半田板山町店 愛知県　半田市板山町１５丁目９４番地１
ファミリーマート豊橋一里山店 愛知県　豊橋市東細谷町字一里山６６番地の１
ファミリーマート常滑若松町店 愛知県　常滑市若松町三丁目６０番地
ファミリーマート吉良青鳥店 愛知県　西尾市吉良町富好新田西青鳥３９番地２
ファミリーマート豊田緑ヶ丘店 愛知県　豊田市緑ヶ丘五丁目１５番３
ファミリーマート半田亀崎店 愛知県　半田市亀崎新田町四丁目２０番地１
ファミリーマート東郷春木店 愛知県　愛知郡東郷町大字春木字上正葉廻間８番地２
ファミリーマート佐屋駅西店 愛知県　愛西市須依町須賀割２１０８番地８
ファミリーマート新城長篠店 愛知県　新城市長篠字今銭前１６番地
ファミリーマート福島店 愛知県　海部郡大治町大字西條字坂牧島４－１
ファミリーマート大治花常店 愛知県　海部郡大治町大字花常字フケ７０番地３
ファミリーマート豊田木瀬店 愛知県　豊田市木瀬町横枕１５０４番地１
ファミリーマート緑諸ノ木店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字大清水１７３番地１
ファミリーマート名古屋空港店 愛知県　西春日井郡豊山町大字豊場字林先（名古屋空港内）
ファミリーマート中川押元町店 愛知県　名古屋市中川区押元町一丁目２９番地４
ファミリーマート愛西古瀬店 愛知県　愛西市古瀬町村前７２番２
ファミリーマート安城桜町店 愛知県　安城市桜町４－１
ファミリーマート津島牛田町店 愛知県　津島市牛田町字角田３３番地１
ファミリーマート刈谷野田町店 愛知県　刈谷市野田町大脇道３－１
ファミリーマート豊川諏訪二丁目店 愛知県　豊川市諏訪２－５７
ファミリーマート大治三本木店 愛知県　海部郡大治町三本木字西之川１５１－１
ファミリーマート名古屋上飯田店 愛知県　名古屋市北区上飯田南町三丁目７８番地
ファミリーマート北名古屋道下店 愛知県　北名古屋市鹿田道下６番地
ファミリーマート豊田若林店 愛知県　豊田市若林東町石根２２番地
ファミリーマート北名古屋鹿田国門地店 愛知県　北名古屋市鹿田国門地３９番地２
ファミリーマート津島駅店 愛知県　津島市錦町１－２
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
ファミリーマート日進栄二丁目店 愛知県　日進市栄二丁目９０４番地
ファミリーマート豊田小坂町店 愛知県　豊田市小坂町６丁目３５
ファミリーマート守山森宮町店 愛知県　名古屋市守山区森宮町５番
ファミリーマート豊川牛久保駅通店 愛知県　豊川市牛久保駅通５丁目３０番地１
ファミリーマートみのてつ彩紅橋店 愛知県　名古屋市北区彩紅橋通１－１－５
ファミリーマート成田かの里店 愛知県　名古屋市中川区かの里１－６０２
ファミリーマート新安城店 愛知県　安城市住吉町２－１－２８
ファミリーマート打出二丁目店 愛知県　名古屋市中川区打出２－１２
ファミリーマート岩本宇頭店 愛知県　岡崎市宇頭町字山ノ神２７－８
ファミリーマート元八事店 愛知県　名古屋市天白区元八事４－１０３
ファミリーマート岡崎橋目店 愛知県　岡崎市橋目町字竹之内３０－１
ファミリーマート堀田駅前店 愛知県　名古屋市瑞穂区苗代町２５１７
ファミリーマート知多武豊駅前店 愛知県　知多郡武豊町字道崎４１－１
ファミリーマートトヨタ聖心寮店 愛知県　豊田市聖心町２－１－３



ファミリーマート大清水店 愛知県　豊田市大清水町大清水１８７－１
ファミリーマート東長久手店 愛知県　愛知郡長久手町大字長湫字香桶１１１－１
ファミリーマート岡崎伊賀店 愛知県　岡崎市伊賀町２－２
ファミリーマート天白島田店 愛知県　名古屋市天白区島田５－６０２－４
ファミリーマート千種香流橋店 愛知県　名古屋市千種区香流橋２
ファミリーマート川名駅前店 愛知県　名古屋市昭和区広路通７－２－１
ファミリーマート呼続二丁目店 愛知県　名古屋市南区呼続２－２０－２９
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黒石３０１
ファミリーマート瑞穂弥富通店 愛知県　名古屋市瑞穂区弥富通５－４４
ファミリーマート知立山屋敷店 愛知県　知立市山屋敷町山屋敷２５－５２
ファミリーマート港福田店 愛知県　名古屋市港区福田１－２０２
ファミリーマート茶屋が坂駅前店 愛知県　名古屋市千種区茶屋が坂一丁目
ファミリーマート城町店 愛知県　名古屋市西区城町３２
ファミリーマート知立上重原店 愛知県　知立市上重原２－２３
ファミリーマート豊田西岡町店 愛知県　豊田市西岡町長土井５２－１
ファミリーマート山下通店 愛知県　名古屋市瑞穂区山下通５－２１
ファミリーマート春日井篠木店 愛知県　春日井市篠木８－２６８７
ファミリーマート豊田加納町店 愛知県　豊田市加納町西股４５－５
ファミリーマート安城東栄町店 愛知県　安城市東栄町３－２２５
ファミリーマート中村東宿町店 愛知県　名古屋市中村区東宿町１丁目３６
ファミリーマート大府共和インター店 愛知県　大府市共栄町３丁目４－８
ファミリーマート港砂美町店 愛知県　名古屋市港区砂美町１３７－１
ファミリーマート西尾斉藤町店 愛知県　西尾市斉藤町郷中４－１
ファミリーマート名東極楽店 愛知県　名古屋市名東区極楽３－８６－１
ファミリーマート小牧パワーズ店 愛知県　小牧市間々原新田字下新池９７７
ファミリーマート豊明ほら貝店 愛知県　豊明市前後町螺貝１３８８－１１
ファミリーマート豊橋野依インター店 愛知県　豊橋市野依町字井原９９番地の４
ファミリーマート岡崎真伝町店 愛知県　岡崎市稲熊町大岡作２７－１
ファミリーマート昭和安田通三丁目店 愛知県　名古屋市昭和区安田通３丁目４－２
ファミリーマート豊田長興寺店 愛知県　豊田市長興寺５－８５
ファミリーマート小牧味岡口店 愛知県　小牧市岩崎７８街区２？６
ファミリーマート名鉄鳴海駅店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字向田一丁目３番地
ファミリーマート半田大池町店 愛知県　半田市乙川中部区画整理地内２１街区８－２
ファミリーマート岡崎中園町店 愛知県　岡崎市中園町字忠田２１－１
ファミリーマート瀬戸街道城前店 愛知県　尾張旭市旭前城前特定土地区画整理２２街区１８
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
ファミリーマート豊田上郷四通店 愛知県　豊田市上郷町四通２１４－１
ファミリーマート新城ＰＡ下り店 愛知県　新城市富岡字東川６０－６８９
ファミリーマート熱田桜田町店 愛知県　名古屋市熱田区桜田町
ファミリーマート豊国通店 愛知県　名古屋市中村区豊国通１－２
ファミリーマート岩塚駅前店 愛知県　名古屋市中村区岩塚本通一丁目３７番地の２
ファミリーマート熱田六番町店 愛知県　名古屋市熱田区六番３－２－３
ファミリーマート六輪店 愛知県　稲沢市平和町大字六輪字嫁振２７８－４
ファミリーマート豊田鴛鴨長根店 愛知県　豊田市鴛鴨町長根２０８－３
ファミリーマート春日井大手町店 愛知県　春日井市大手町字溝向１３４２－１
ファミリーマート錦二丁目店 愛知県　名古屋市中区錦二丁目５番１２号
ファミリーマート安城和泉町店 愛知県　安城市和泉町南本郷２３５－１
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
ファミリーマート津島寺前町店 愛知県　津島市寺前１丁目２９－１
ファミリーマート春日井インター東店 愛知県　春日井市大泉寺町４７７
ファミリーマート小牧西之島店 愛知県　小牧市大字西之島字粟戸２０９５－１
ファミリーマート春日井関田町店 愛知県　春日井市貴船町１６７番
ファミリーマート天白向が丘店 愛知県　名古屋市天白区向が丘三丁目１１０８
ファミリーマート知多南粕谷店 愛知県　知多市南粕谷新海１丁目３１番２
ファミリーマート小坂井店 愛知県　宝飯郡小坂井町大字宿字水入４４
ファミリーマート上郷ＳＡ上り店 愛知県　豊田市永覚町上長根４－１
ファミリーマート上郷ＳＡ下り店 愛知県　豊田市永覚町百間圦１－４
ファミリーマート古渡町店 愛知県　名古屋市中区古渡町１７－１０
ファミリーマート豊明新田町店 愛知県　豊明市新田町西筋１１１－４
ファミリーマート中川江松店 愛知県　名古屋市中川区江松５－１７３
ファミリーマート半田岩滑西町店 愛知県　半田市岩滑西町２丁目１２３－２
ファミリーマート稲沢大塚店 愛知県　稲沢市大塚南４－３
ファミリーマート港春田野店 愛知県　名古屋市港区春田野三丁目１２０８
ファミリーマート江南東野町店 愛知県　江南市東野町鐘鋳山１８３
ファミリーマート豊明ニ村台店 愛知県　豊明市二村台７丁目４－１
ファミリーマート円頓寺店 愛知県　名古屋市西区那古野１－１２－９



ファミリーマート栄五丁目店 愛知県　名古屋市中区栄五丁目２６－４２
ファミリーマート近鉄烏森駅前店 愛知県　名古屋市中村区牛田通四丁目５番１
ファミリーマート阿久比インター店 愛知県　知多郡阿久比町大字福住字中美峯４０－８
ファミリーマート高森台店 愛知県　春日井市高森台３－１５－５
ファミリーマートヤナギ南知多師崎店 愛知県　知多郡南知多町大字片名字黒地３５－２２
ファミリーマート杉村一丁目店 愛知県　名古屋市北区杉村一丁目２４－１１
ファミリーマート尾張一宮ＰＡ上り店 愛知県　一宮市丹陽町三ツ井字東金浦２７０９
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
ファミリーマート豊橋前田町一丁目店 愛知県　豊橋市前田町１－７
ファミリーマート小牧Ｒ４１号店 愛知県　小牧市外堀３－１６７
ファミリーマート逢妻店 愛知県　知立市逢妻町道瀬山１６－３
ファミリーマート武豊里中東店 愛知県　知多郡武豊町字忠白田１１－１９
ファミリーマート一宮大宮店 愛知県　一宮市大宮五丁目２
ファミリーマート名南星崎店 愛知県　名古屋市南区石元町３丁目４６
ファミリーマート緑徳重店 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字神沢２８－５
ファミリーマート赤池駅前店 愛知県　日進市赤池１－２８１３
ファミリーマート常滑西之口店 愛知県　常滑市西之口１０丁目７５
ファミリーマート知多寺本台一丁目店 愛知県　知多市寺本台一丁目１－４
ファミリーマート名駅五丁目店 愛知県　名古屋市中村区名駅５－４－１４
ファミリーマート清洲宮前店 愛知県　清須市西枇杷島町宮前二丁目１７
ファミリーマート丸の内大津通店 愛知県　名古屋市中区丸の内３－７－１９
ファミリーマート神宮前店 愛知県　名古屋市熱田区三本松町１８－１
ファミリーマート豊田市駅店 愛知県　豊田市若宮町１丁目ー３５
ファミリーマート天白一つ山店 愛知県　名古屋市天白区一つ山３丁目１－１
ファミリーマート瑞穂明前町店 愛知県　名古屋市瑞穂区明前町１６０１
ファミリーマート半田青山店 愛知県　半田市青山６－１－１８
ファミリーマート豊橋曙町店 愛知県　豊橋市曙町字南松原７８番地６
ファミリーマート小牧桜井店 愛知県　小牧市大字北外山字桜井８０５－１
ファミリーマート刈谷東陽町店 愛知県　刈谷市東陽町３丁目４６－５
ファミリーマート守山高島町店 愛知県　名古屋市守山区小幡中三丁目５０６番
ファミリーマート稲沢前田店 愛知県　稲沢市稲沢町前田１３４番３
ファミリーマート安城桜井小学校北店 愛知県　安城市小川町三日三升街区１６５
ファミリーマート豊田元城町二丁目店 愛知県　豊田市元城町２－４５
ファミリーマート熱田切戸町店 愛知県　名古屋市熱田区切戸町２丁目５番地
ファミリーマート守山千代田店 愛知県　名古屋市守山区小幡太田１６－７
ファミリーマート蒲郡オレンジロード店 愛知県　蒲郡市水竹町池下１
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６－１１
ファミリーマート森上店 愛知県　中島郡祖父江町森上字本郷九７６－１
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
ファミリーマートセントレアホテルプラザ店 愛知県　常滑市セントレア１丁目ー１中部国際空港駅
ファミリーマート豊川桜木通店 愛知県　豊川市桜木通２－１
ファミリーマート瑞穂通二丁目店 愛知県　名古屋市瑞穂区瑞穂通２丁目１１
ファミリーマート安城駅北店 愛知県　安城市昭和町９８１番地
ファミリーマート今池南店 愛知県　名古屋市千種区今池南１６０１番地
ファミリーマート天白笹原町店 愛知県　名古屋市天白区笹原町１００７－１
ファミリーマート西大友店 愛知県　岡崎市西大友町字杭穴８６－１
ファミリーマート岡崎葵町店 愛知県　岡崎市葵町１５－１
ファミリーマート一色前新田店 愛知県　幡豆郡一色町大字一色字前新田１８２－１
ファミリーマート南知多豊浜店 愛知県　知多郡南知多町大字豊浜字中村７１
ファミリーマート名古屋浅間町店 愛知県　名古屋市西区浅間２丁目３－１
ファミリーマート中川野田店 愛知県　名古屋市中川区野田１－６６３
ファミリーマート三河一宮店 愛知県　宝飾郡一宮町一宮幸２１３
ファミリーマート豊田宮上町店 愛知県　豊田市宮上町１－１２－２
ファミリーマート名東猪高台店 愛知県　名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番
ファミリーマート大雄会病院前店 愛知県　一宮市桜１丁目３－１９
ファミリーマート刈谷駅南口店 愛知県　刈谷市南桜町１－７３
ファミリーマート一宮奥町駅東店 愛知県　一宮市奥町字七丁２番
ファミリーマート刈谷半城土中町店 愛知県　刈谷市半城土中町２丁目２４－２
ファミリーマート豊橋松井町店 愛知県　豊橋市松井町１８－４
ファミリーマート知立駅南店 愛知県　知立市堀切２丁目４２番地
ファミリーマート大府北崎店 愛知県　大府市北崎町内田面２４５
ファミリーマート知多つつじが丘二丁目店 愛知県　知多市つつじが丘２丁目２－１３
ファミリーマート豊田住吉町店 愛知県　豊田市住吉町１丁目１３－１、１３－２、１３－１１、
ファミリーマート道徳通二丁目店 愛知県　名古屋市南区道徳通２－２５
ファミリーマート一志嬉野インター店 三重県　津市一志町小山シャレ子８３７－８
ファミリーマート伊勢河崎店 三重県　伊勢市河崎２－１－１



ファミリーマート四日市おごそ東店 三重県　四日市市小古曽東二丁目１番１０号
ファミリーマート菰野町福村店 三重県　三重郡菰野町大字福村字南起３６番４
ファミリーマート明和大淀東店 三重県　多気郡明和町大字大淀２４１８番地３
ファミリーマート志摩庁舎前店 三重県　志摩市阿児町鵜方２４１０番地１
ファミリーマート西汰上店 三重県　桑名市大字西汰上４５０番地１
ファミリーマート松阪春日町店 三重県　松阪市春日町一丁目１番地
ファミリーマートたまき野篠店 三重県　度会郡玉城町野篠１２４６番地１
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
ファミリーマート鈴鹿インター西店 三重県　鈴鹿市長沢町１２６４－１２
ファミリーマート伊勢本町店 三重県　伊勢市本町５－１９
ファミリーマート四日市高浜町店 三重県　四日市市高浜町２－１７
ファミリーマート青山店 三重県　名賀郡青山町別府５３２－１
ファミリーマート亀山羽若店 三重県　亀山市羽若町５３７－３
ファミリーマート四日市あがたが丘店 三重県　四日市市下海老町１０４－１５
ファミリーマート松阪湊町店 三重県　松阪市湊町２２４－３
ファミリーマート名張希央台店 三重県　名張市希央台５番町１２２番地
ファミリーマート志摩赤松ケ谷店 三重県　志摩市阿児町鵜方２８５４番地２
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
ファミリーマート鈴鹿算所店 三重県　鈴鹿市算所３丁目１１４５番９
ファミリーマート大紀町店 三重県　度会郡大紀町阿曽２２９５番地１
ファミリーマート四日市采女が丘店 三重県　四日市市釆女が丘一丁目１６番地
ファミリーマート鈴鹿御薗町店 三重県　鈴鹿市御薗町４４４６
ファミリーマート鳥羽堅神町店 三重県　鳥羽市堅神町８８０番地３
ファミリーマート松阪射和町店 三重県　松阪市射和町５７２番地４
ファミリーマート伊勢高向店 三重県　伊勢市御薗町高向５２６番地１
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１２５－１
ファミリーマート松阪小片野店 三重県　松阪市小片野町１７７番地１
ファミリーマート伊賀上野東インター店 三重県　伊賀市四十九町１１２４番地の１
ファミリーマート四日市鵜の森店 三重県　四日市市九の城町４番２５号
ファミリーマート桑名安永東店 三重県　桑名市大字安永１３３８番地２
ファミリーマート伊勢豊浜町店 三重県　伊勢市磯町１８５２番地２
ファミリーマートいなべ藤原店 三重県　いなべ市藤原町志礼石新田６番地２
ファミリーマート松阪花岡店 三重県　松阪市大黒田町８１８番地８
ファミリーマート国１関宿店 三重県　亀山市関町木崎１７９５番地３
ファミリーマート紀州御浜店 三重県　南牟婁郡御浜町阿田和３３６７番地１
ファミリーマート伊勢竹ケ鼻町店 三重県　伊勢市竹ケ鼻町３７４番地
ファミリーマート鈴鹿中江島町店 三重県　鈴鹿市中江島町１４番８号
ファミリーマート津片田店 三重県　津市片田志袋町１２０３番地５
ファミリーマート鈴鹿平田二丁目店 三重県　鈴鹿市平田二丁目６番５号
ファミリーマート久居庄田店 三重県　津市庄田町２３５２番地の１
ファミリーマート鈴鹿住吉店 三重県　鈴鹿市住吉町下野田５８２６－７
ファミリーマート鈴鹿南玉垣店 三重県　鈴鹿市南玉垣町２２５８番地１
ファミリーマート伊勢おばた店 三重県　伊勢市小俣町元町２０２番地１
ファミリーマート四日市堀木一丁目店 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滝川町店 三重県　四日市市滝川町１１番１４号
ファミリーマート鈴鹿太陽の街店 三重県　鈴鹿市郡山町字西高山２００１番地２０
ファミリーマート津市忠盛塚前店 三重県　津市片田志袋町２３１６番地
ファミリーマート鈴鹿寺家五丁目店 三重県　鈴鹿市寺家５丁目８－２２
ファミリーマート亀山栄町店 三重県　亀山市栄町１５０６－４６
ファミリーマート津市南新町店 三重県　津市南新町７番３１号
ファミリーマート鈴鹿北堀江町店 三重県　鈴鹿市北堀江町２３５番地１
ファミリーマート磯部バスセンター前店 三重県　志摩市磯部町迫間１５２番地３
ファミリーマート名四亀須店 三重県　三重郡川越町大字当新田５２５番地１
ファミリーマート鈴鹿柳町店 三重県　鈴鹿市柳町１６６２番地４
ファミリーマートわたらい大野木店 三重県　度会郡度会町葛原字新田６４８番地の５
ファミリーマート四日市別名店 三重県　四日市市別名一丁目１２番１８号
ファミリーマート大里睦合町店 三重県　津市大里睦合町３１３番地１
ファミリーマート伊賀三田店 三重県　伊賀市三田４８１番地１
ファミリーマート四日市松原町店 三重県　四日市市平町１番１５号
ファミリーマート桑名市あこお店 三重県　桑名市大字赤尾字屋敷１２５番地２
ファミリーマート鈴鹿神戸九丁目店 三重県　鈴鹿市神戸九丁目１４番８号
ファミリーマートみくも店 三重県　松阪市市場庄町字塔田１１６４番１
ファミリーマート四日市尾上町店 三重県　四日市市尾上町２０番地１６
ファミリーマート東員町鳥取店 三重県　員弁郡東員町大字鳥取１６７２番地の１
ファミリーマート亀山野村店 三重県　亀山市野村四丁目３番１３号
ファミリーマート津市北黒田店 三重県　津市河芸町北黒田１９９６番地１



ファミリーマート名四川越店 三重県　三重郡川越町大字南福崎３４６番地１
ファミリーマート四日市桜町店 三重県　四日市市桜町８３６９－２
ファミリーマートおわせ総合病院前店 三重県　尾鷲市古戸野町２番１１号
ファミリーマート嬉野中川店 三重県　松阪市嬉野中川町８２６番地
ファミリーマート大山田ＰＡ上り店 三重県　桑名市大字播磨字大代１４５５－１７
ファミリーマート名四午起店 三重県　四日市市高浜新町２番２１号
ファミリーマート伊勢一之木五丁目店 三重県　伊勢市一之木五丁目
ファミリーマート鈴鹿下箕田店 三重県　鈴鹿市下箕田１－５－３
ファミリーマート志摩鵜方駅西店 三重県　志摩市阿児町鵜方４０３５番地
ファミリーマート津河芸町中別保店 三重県　津市河芸町中別保字貝裏２４６
ファミリーマート桑名西別所店 三重県　桑名市西別所３５２－３
ファミリーマート市立四日市病院店 三重県　四日市市芝田２－２－３７
ファミリーマート桑名東インター店 三重県　桑名市大字西汰上字弥平田４６１－１
ファミリーマートサニーロード玉城店 三重県　度会郡玉城町勝田字上ノ山３５９１－１６１
ファミリーマート桑名駅前店 三重県　桑名市中央町１－６９－１
ファミリーマート鈴鹿神戸三丁目店 三重県　鈴鹿市神戸３丁目
ファミリーマート大明東町店 三重県　鳥羽市大明東町１９－５
ファミリーマート松阪鎌田町店 三重県　松阪市鎌田町字天神６８２番地１
ファミリーマート志摩磯部店 三重県　志摩郡磯部町迫間字向井山１２７０－３７
ファミリーマート津藤方店 三重県　津市藤方字米垣内１２３２
ファミリーマート鈴鹿山本町店 三重県　鈴鹿市山本町１３－５
ファミリーマートくりはら度会店 三重県　度会郡度会町棚橋７８３番地１
ファミリーマートいなべＲ３６５店 三重県　いなべ市員弁町北金井２０２７－１
ファミリーマート近鉄宮町駅前店 三重県　伊勢市宮町二丁目３３８番２
ファミリーマート近鉄四日市駅北店 三重県　四日市市諏訪栄町１０－５
ファミリーマート鈴鹿伊船町店 三重県　鈴鹿市伊船町２８３８－１７
ファミリーマート尾鷲北インター店 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店 三重県　尾鷲市中央町５９９番９４
ファミリーマート四日市上海老町店 三重県　四日市市上海老町１９０１－４
ファミリーマート明和大淀店 三重県　多気郡明和町大字大淀字社田１３２番地１
ファミリーマート鈴鹿住吉四丁目店 三重県　鈴鹿市住吉四丁目３番１２号
ファミリーマート四日市羽津店 三重県　四日市市羽津４３１１－２
ファミリーマート名張夏見店 三重県　名張市夏見字下出９５１番１
ファミリーマート長島町松ケ島店 三重県　桑名市長島町松ケ島３５３－３
ファミリーマート亀山みずきが丘店 三重県　亀山市みずきが丘９－３
ファミリーマート伊勢新開店 三重県　伊勢市御薗町新開字社前９４１番４
ファミリーマート菰野小学校南店 三重県　三重郡菰野町菰野２６２８－１
ファミリーマート磯山駅前店 三重県　鈴鹿市磯山２－１１－３０
ファミリーマート四日市午起店 三重県　四日市市午起１－５－１６
ファミリーマート名張鴻之台店 三重県　名張市鴻之台１番町１８７番１８８番
ファミリーマート磯部穴川店 三重県　志摩市磯部町穴川１１７８－２
ファミリーマート鈴鹿南玉垣町店 三重県　鈴鹿市南玉垣町字北箱塚２９７５番３
ファミリーマート友生インター店 三重県　伊賀市緑ヶ丘南町２３０１番１４
ファミリーマート中瀬インター店 三重県　伊賀市西明寺字天王９４０番１
ファミリーマート志摩鵜方道店 三重県　志摩市阿児町鵜方字鵜方道２７６６－６
ファミリーマート明和町店 三重県　多気郡明和町大字有爾中字発し１０７２番
ファミリーマート亀山能褒野店 三重県　亀山市能褒野町字能褒野８９番９
ファミリーマート津河芸町中瀬店 三重県　津市河芸町中瀬字西山２５１番
ファミリーマート員弁町宇野店 三重県　いなべ市員弁町大字宇野字下外面３３－４
ファミリーマート津結城神社前店 三重県　津市藤方字百反２２６３番４
ファミリーマート津白山町店 三重県　津市白山町二本木７８１－１
ファミリーマート桑名赤尾店 三重県　桑名市大字赤尾４５１－４
ファミリーマート津市ヨットハーバー店 三重県　津市三重町津興４１５番地４
ファミリーマート大王あぜな店 三重県　志摩市大王町波切４５３７番地１
ファミリーマートめおと岩店 三重県　伊勢市二見町茶屋４９２番地２
ファミリーマート津岩田町店 三重県　津市岩田７６番地
ファミリーマートおばた湯田店 三重県　伊勢市小俣町湯田５２番地１
ファミリーマート桔梗が丘西店 三重県　名張市蔵持町里２４１２－１
ファミリーマートいなべ大安町店 三重県　いなべ市大安町門前２４３４番地１１
ファミリーマート伊賀西明寺南店 三重県　伊賀市西明寺２８７１番地２
ファミリーマート伊賀上野あかもん店 三重県　伊賀市上野丸之内７４番１プラザあかもん１階
ファミリーマートおばた明野店 三重県　伊勢市小俣町明野５３４番地２
ファミリーマート陽だまりの丘中央店 三重県　桑名市陽だまりの丘８丁目１１０３番地
ファミリーマート伊賀ゆめが丘店 三重県　伊賀市ゆめが丘二丁目３番地２
ファミリーマート鈴鹿三宅町店 三重県　鈴鹿市三宅町１０番地
ファミリーマート津久居井戸山店 三重県　津市久居井戸山町１２番地



ファミリーマート松阪高町店 三重県　松阪市高町字西林２４７－１
ファミリーマート松阪山室町店 三重県　松阪市山室町２６００番地７
ファミリーマート飯南町粥見店 三重県　松阪市飯南町粥見５１８８番地１
ファミリーマート四日市東富田店 三重県　四日市市富州原町２番９２号
ファミリーマート津市野田店 三重県　津市野田２６０７番地１
ファミリーマート桑名市桑部店 三重県　桑名市大字桑部３３０６番地
ファミリーマート四日市小杉町店 三重県　四日市市小杉町字東浦１２９３番地１
ファミリーマート名張あかめ店 三重県　名張市結馬２３４番地４
ファミリーマート松阪中央埠頭前店 三重県　松阪市大口町４１５番地１
ファミリーマート伊勢二見町店 三重県　伊勢市二見町溝口３９６番地１
ファミリーマート伊勢船江二丁目店 三重県　伊勢市船江二丁目４番３号
ファミリーマートしま片田店 三重県　志摩市志摩町片田１８１番地
ファミリーマート桑名多度小山店 三重県　桑名市多度町小山字天王平２４６３番地１
ファミリーマート河芸町久知野店 三重県　津市河芸町久知野１３５３番地１
ファミリーマート国一川越町店 三重県　三重郡川越町大字豊田一色２６９－１
ファミリーマート菰野町千草店 三重県　三重郡菰野町大字千草８１５５－２
ファミリーマート松阪駅部田店 三重県　松阪市駅部田町１０３１番地２
ファミリーマート安濃庁舎東店 三重県　津市安濃町川西字世古１２３９番１、他１３筆
ファミリーマート四日市東日野店 三重県　四日市市東日野二丁目４番１２号
ファミリーマートいなべ大安いしぐれ店 三重県　いなべ市大安町石槫東２８２２番地２
ファミリーマート伊賀佐那具店 三重県　伊賀市佐那具町１５１番地１
ファミリーマート四日市日永店 三重県　四日市市日永東三丁目１番２６号
ファミリーマート伊賀市部店 三重県　伊賀市市部２８１３番地
ファミリーマート四日市三ツ谷東町店 三重県　四日市市三ツ谷東町７番１７号
ファミリーマート榊原温泉口店 三重県　津市榊原町６３番地
ファミリーマート桑名大山田店 三重県　桑名市野田一丁目７番地１
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
ファミリーマート嬉野下之庄町店 三重県　松阪市嬉野下之庄町１０番地４
ファミリーマート四日市笹川通り店 三重県　四日市市笹川二丁目１０７番地
ファミリーマート伊賀青山町店 三重県　伊賀市阿保１７９番地１
ファミリーマート四日市東坂部店 三重県　四日市市東坂部町１５７１番地７
ファミリーマート熊野井戸店 三重県　熊野市井戸町３５８番地の２
ファミリーマート伊勢小俣西店 三重県　伊勢市小俣町湯田７９３番地１
ファミリーマート津市美里町店 三重県　津市美里町五百野５４０番地２
ファミリーマート鈴鹿千代崎店 三重県　鈴鹿市岸岡町３０８７番地の１
ファミリーマート大台三瀬谷店 三重県　多気郡大台町佐原５１７番地１
ファミリーマート伊勢萩原店 三重県　伊勢市小木町１５２番地１
ファミリーマート津一志庄村店 三重県　津市一志町庄村４９３番地１
ファミリーマート桑名ニュータウン店 三重県　桑名市陽だまりの丘八丁目１０１番
ファミリーマート四日市小林町店 三重県　四日市市小林町１９１０番地
ファミリーマート二見町店 三重県　伊勢市二見町溝口字川端２０７－２
ファミリーマート明和２３号バイパス店 三重県　多気郡明和町大字行部４３番地
ファミリーマート松阪西黒部店 三重県　松阪市西黒部町３６６番地２
ファミリーマート四日市別山三丁目店 三重県　四日市市川島町３５５５番地
ファミリーマート四日市三重団地店 三重県　四日市市西坂部町４５５１番地４
ファミリーマート伊勢上地店 三重県　伊勢市小俣町本町９２１番地
ファミリーマート東員町六把野店 三重県　員弁郡東員町大字六把野新田２１番地１
ファミリーマート松阪宝塚町店 三重県　松阪市小黒田町１５２３番１
ファミリーマート伊賀壬生野インター店 三重県　伊賀市西之澤字天道２４７６番地
ファミリーマート国一うねめ店 三重県　四日市市釆女町３２４０番地
ファミリーマート大台かわぞえ店 三重県　多気郡大台町粟生５５番地２
ファミリーマート伊賀一之宮インター店 三重県　伊賀市千歳２６０番地１
ファミリーマート伊勢桜木町店 三重県　伊勢市桜木町９１番地８
ファミリーマート津久居野村店 三重県　津市久居野村町８６０番地１
ファミリーマート四日市青葉町店 三重県　四日市市青葉町８００番地２９６
ファミリーマート松阪岡本店 三重県　松阪市岡本町２１５番地３
ファミリーマート紀宝鵜殿店 三重県　南牟婁郡紀宝町鵜殿７８０番地６０
ファミリーマート伊賀上野桑町店 三重県　伊賀市上野桑町１９３３番地
ファミリーマート四日市泊山崎店 三重県　四日市市泊山崎町１番３３号
ファミリーマート松阪虹が丘店 三重県　松阪市上川町４３２６番地５
ファミリーマート四日市生桑南店 三重県　四日市市生桑町８１５番地１
ファミリーマート鈴鹿白子町店 三重県　鈴鹿市白子町白江土地区画整理事業４３街区１、２
ファミリーマート名張街道南店 三重県　名張市西田原字大野田４５０番地
ファミリーマート鈴鹿おかだ店 三重県　鈴鹿市岡田三丁目１５番７号
ファミリーマート紀宝バイパス店 三重県　南牟婁郡紀宝町成川１３７番地４
ファミリーマート明和斎宮店 三重県　多気郡明和町大字斎宮４７０９番地



ファミリーマート木曽岬町店 三重県　桑名郡木曽岬町大字富田子３１９番地
ファミリーマート津久居北口店 三重県　津市久居北口町５０４番地７
ファミリーマート松阪伊勢寺町店 三重県　松阪市伊勢寺町１００９番地５
ファミリーマート桑名東野店 三重県　桑名市大字大福６７２番地１
ファミリーマート伊勢御薗町店 三重県　伊勢市御薗町長屋２９５７番地１
ファミリーマート日永西四丁目店 三重県　四日市市日永西四丁目１８－２
ファミリーマート津栗真中山店 三重県　津市栗真中山町１５５－４
ファミリーマートみやま相賀店 三重県　北牟婁郡紀北町相賀８３４番地１１
ファミリーマート熊野花のいわや店 三重県　熊野市有馬町１８７番地１
ファミリーマート松阪五反田店 三重県　松阪市五反田町三丁目１１３７番地２
ファミリーマート長島長徳店 三重県　桑名市長島町横満蔵字長徳５４８番３
ファミリーマート名張松原店 三重県　名張市松原町９４３番地
ファミリーマート津栄町二丁目店 三重県　津市栄町二丁目３５３番地
ファミリーマート四日市泊村店 三重県　四日市市泊山崎町１５番１号
ファミリーマート四日市城西町店 三重県　四日市市城西町１５番４６号
ファミリーマート紀伊長島インター店 三重県　北牟婁郡紀北町東長島７１１番地４
ファミリーマート津市戸木町店 三重県　津市戸木町７８０４番地
ファミリーマート伊賀阿山店 三重県　伊賀市馬田１４９０番地
ファミリーマート宇治山田駅店 三重県　伊勢市岩渕二丁目２番２５号
ファミリーマート名阪上柘植インター店 三重県　伊賀市柘植町９８６２番地の１
ファミリーマート四日市小古曽二丁目店 三重県　四日市市小古曽二丁目３１番１１号
ファミリーマート紀北西長島店 三重県　北牟婁郡紀北町長島１７１１番地１
ファミリーマート伊勢津村町店 三重県　伊勢市津村町２０８８番地５
ファミリーマート亀山インター南店 三重県　亀山市小野町字北谷６７３－１
ファミリーマート鈴鹿庄野町店 三重県　鈴鹿市庄野町３番３３号
ファミリーマート志摩国府の浜店 三重県　志摩市阿児町国府４１７８番地３
ファミリーマート四日市楠町東店 三重県　四日市市楠町北五味塚１４４６番地１
ファミリーマートたき五桂店 三重県　多気郡多気町平谷３９番地３
ファミリーマート四日市あかつき台北店 三重県　四日市市山城町字高見８８２番地の５０
ファミリーマート三雲柳原店 三重県　松阪市肥留町２１０番地６
ファミリーマート志摩うがた店 三重県　志摩市阿児町鵜方４８７３番地
ファミリーマートみくも中道店 三重県　松阪市中道町５３７番地３
ファミリーマート鳥羽松尾町店 三重県　鳥羽市松尾町２番地
ファミリーマート鈴鹿小田店 三重県　鈴鹿市小田町４５６番地の３
ファミリーマート津みなみ店 三重県　津市高茶屋小森町２８９２番地５４
ファミリーマート四日市茂福町店 三重県　四日市市茂福町７番１７号
ファミリーマート鳥羽赤崎店 三重県　鳥羽市鳥羽五丁目６番５号
ファミリーマート桑名明竜町店 三重県　桑名市大字東汰上１０８０番地４
ファミリーマート勢和多気店 三重県　多気郡多気町丹生４５０４番地４
ファミリーマート四日市西阿倉川店 三重県　四日市市大字西阿倉川字上野３１１－１
ファミリーマート近鉄伊勢市駅４番ホーム店 三重県　伊勢市吹上１－１－５７
ファミリーマート近鉄四日市駅１番ホーム店 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番ホーム店 三重県　四日市市安島１丁目１－５６
ファミリーマート近鉄津駅ホーム店 三重県　津市羽所町２４２
ファミリーマート近鉄鈴鹿市駅店 三重県　鈴鹿市神戸１丁目１－１
ファミリーマート四日市城東町店 三重県　四日市市城東町２１－２０
ファミリーマート近鉄津新町駅前店 三重県　津市新町１丁目２３４番地
ファミリーマート名四桑名長島町店 三重県　桑名市長島町福吉５１５番地２
ファミリーマート尾鷲末広町店 三重県　尾鷲市末広町４番２６号
ファミリーマート白山家城店 三重県　津市白山町南家城１４４７番地の４
ファミリーマート津高茶屋店 三重県　津市高茶屋四丁目３６番３３号
ファミリーマート桑名陽だまりの丘店 三重県　桑名市陽だまりの丘二丁目２４０９番地
ファミリーマート伊賀下柘植店 三重県　伊賀市下柘植４番地
ファミリーマート桑名市民会館前店 三重県　桑名市新築町９番地１
ファミリーマート紀勢大内山インター店 三重県　度会郡大紀町崎１９８２番地１
ファミリーマート伊勢中川駅前店 三重県　松阪市嬉野中川新町一丁目５２
ファミリーマート鈴鹿ホンダ前店 三重県　鈴鹿市住吉１－３４－１３
ファミリーマート桑名中央通店 三重県　桑名市中央町４－３８
ファミリーマート菰野町田光店 三重県　三重郡菰野町大字田光３８６－１
ファミリーマート近鉄津駅改札内橋上店 三重県　津市羽所町２４２近鉄津駅
ファミリーマート名張百合が丘店 三重県　名張市百合が丘東二番町１３２番地の１
ファミリーマートおわせ南インター店 三重県　尾鷲市大字南浦１９８０番地１
ファミリーマートいせ大湊店 三重県　伊勢市馬瀬町１１２０番地１
ファミリーマート四日市楠本郷店 三重県　四日市市楠町本郷２８８番地８
ファミリーマート桑名参宮通店 三重県　桑名市参宮通５７番地１０
ファミリーマート鈴鹿桜島二丁目店 三重県　鈴鹿市桜島町２丁目１番地１



ファミリーマート近鉄四日市駅前ふれあいモ 三重県　四日市市安島１丁目１－５６
ファミリーマート鳥羽中央店 三重県　鳥羽市鳥羽一丁目１番１０号
ファミリーマート四日市川島町店 三重県　四日市市川島町６５２５番地１
ファミリーマート熊野いさと店 三重県　熊野市五郷町桃崎３０５番地
ファミリーマート四日市追分一丁目店 三重県　四日市市追分一丁目１番２５号
ファミリーマート津岩田店 三重県　津市半田３４４８－１
ファミリーマート津一志町店 三重県　津市一志町井関１２９－２
ファミリーマート志摩阿児店 三重県　志摩市阿児町鵜方３０６１番地１２２
ファミリーマート鈴鹿須賀三丁目店 三重県　鈴鹿市須賀三丁目１３番３２号
ファミリーマート大紀町錦店 三重県　度会郡大紀町錦字山ノ神４４１番地１
ファミリーマート東員城山店 三重県　員弁郡東員町城山一丁目３９
ファミリーマート朝日町おぶけ店 三重県　三重郡朝日町大字小向９３９番地１
ファミリーマート近鉄名張駅店 三重県　名張市平尾２９６１
ファミリーマート志摩こうか店 三重県　志摩市阿児町甲賀３１０１番地５
ファミリーマート御浜町三軒屋店 三重県　南牟婁郡御浜町大字下市木４６４７番地１５
ファミリーマート尾鷲栄町店 三重県　尾鷲市栄町５番９号
ファミリーマート伊勢一之木北店 三重県　伊勢市一之木五丁目１４番３０号
ファミリーマート名張西原町店 三重県　名張市西原町２４３６番地１
ファミリーマート東員町中上店 三重県　員弁郡東員町大字中上５１５番地１
ファミリーマート東員ながふけ店 三重県　員弁郡東員町大字長深字東山２１７０番地１
ファミリーマート長島インター店 三重県　桑名市長島町出口２８６番地１
ファミリーマート四日市上海老店 三重県　四日市市上海老町１６３３番地８０
ファミリーマート松阪かわいまち店 三重県　松阪市船江町５２１番地１
ファミリーマート四日市広永町店 三重県　四日市市広永町１１７０－１
ファミリーマート津小森町店 三重県　津市高茶屋小森町２２１番地
ファミリーマートおわせ矢浜店 三重県　尾鷲市桂ヶ丘８８番地７
ファミリーマート桑名芳ヶ崎店 三重県　桑名市大字芳ケ崎１２８１番地
ファミリーマート大安町門前店 三重県　いなべ市大安町門前１３６２番地
ファミリーマート菰野八風橋店 三重県　三重郡菰野町大字永井字西川原３０８６番地３
ファミリーマート松阪インター店 三重県　松阪市川井町字花田５０３－１
ファミリーマート近鉄四日市駅前店 三重県　四日市市安島１丁目３１－１
ファミリーマート桑名安永店 三重県　桑名市大字安永１３４３－１
ファミリーマート伊勢赤十字病院店 三重県　伊勢市船江１丁目４７１－２
ファミリーマート津市大古曽店 三重県　津市一身田大古曽８４５番地
ファミリーマート伊賀上野インター店 三重県　伊賀市守田町４６８番地１
ファミリーマートいせ中島店 三重県　伊勢市二俣一丁目２０番１７号
ファミリーマート芸濃グリーンロード店 三重県　津市芸濃町椋本字北豊久野３７０５番地１
ファミリーマート四日市采女店 三重県　四日市市采女町字清水２９９８－６３
ファミリーマート津大門店 三重県　津市大門２７番１号
ファミリーマート松阪豊原町店 三重県　松阪市豊原町４３１番地４
ファミリーマート伊勢小木町店 三重県　伊勢市小木町７１５番地１
ファミリーマート津藤枝東店 三重県　津市藤方２２４６番地１
ファミリーマート津殿村店 三重県　津市殿村１２０－２
ファミリーマート津新町店 三重県　津市八町１丁目３－９
ファミリーマート津久居中町店 三重県　津市久居中町１３９－１
ファミリーマート松阪学園前店 三重県　松阪市下村町８３１－５
ファミリーマート末広町店 三重県　鈴鹿市末広町字稲生道１－３
ファミリーマート高見台店 三重県　四日市市市場町１４－５１
ファミリーマート鈴鹿フラワーロート゛店 三重県　鈴鹿市深溝町字中林１４３０－１２
ファミリーマート鈴鹿ひばりヶ丘店 三重県　鈴鹿市岸岡町字大通３３５７
ファミリーマート四日市山分店 三重県　四日市市山分町字川之下４７８－４
ファミリーマート鈴鹿秋永店 三重県　鈴鹿市秋永町字蔵７７６－３
ファミリーマート四日市川島店 三重県　四日市市川島町字目代４１２４－２
ファミリーマート久居北口店 三重県　久居市北口町字野中２－６
ファミリーマート鈴鹿一ノ宮店 三重県　鈴鹿市一ノ宮町字別明１３４８
ファミリーマート菰野福村店 三重県　三重郡菰野町大字福村字高木８９７
ファミリーマートゆめが丘西口店 三重県　伊賀市四十九町１６５８－１
ファミリーマート桑名増田店 三重県　桑名市大字増田字馬渕５９７－７
ファミリーマート伊賀三軒家店 三重県　伊賀市長田６０６２－１
ファミリーマート鈴鹿三日市店 三重県　鈴鹿市三日市２丁目１１番３号
ファミリーマート亀山インター店 三重県　亀山市大岡寺町１１６４－４
ファミリーマート明和ルート２３号店 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四日市駅西店 三重県　四日市市安島１－２－１８三誠ビルディング
ファミリーマート菰野永井店 三重県　三重郡菰野町大字永井３２９９
ファミリーマート桑名ネオポリス東店 三重県　桑名市大仲新田２３２－７
ファミリーマート津乙部店 三重県　津市大字中河原字城之内２００７



ファミリーマート久居インター東店 三重県　久居市明神町２６０４－２
ファミリーマート四日市市六名町店 三重県　四日市市六名町字西起６３１－１
ファミリーマート南勢五ヶ所店 三重県　度会郡南勢町船越２８２６
ファミリーマート名張学園山手店 三重県　名張市夏見１６３９－４
ファミリーマート久居野村町店 三重県　津市久居野村町４６０－１１
ファミリーマート津駅西店 三重県　津市広明町３６６
ファミリーマート伊勢外宮西店 三重県　伊勢市八日市場町１８番２０号
ファミリーマート名四塩浜駅店 三重県　四日市市塩浜浜田３５２－１
ファミリーマート伊賀服部町店 三重県　伊賀市服部町２９５－１
ファミリーマート長岡町店 三重県　津市長岡市字君ケ口７４２－１
ファミリーマート嬉野中川新町店 三重県　松阪市嬉野中川新町二丁目１８２番
ファミリーマート津城山店 三重県　津市城山一丁目１６－１６
ファミリーマート松坂本居店 三重県　松阪市駅部田町字小部
ファミリーマート桑名播磨店 三重県　桑名市大字播磨２４５０
ファミリーマートあさひ向陽台店 三重県　三重郡朝日町向陽台２丁目１６番地１
ファミリーマート松阪中道町店 三重県　松阪市中道町字中大坪３４９－１
ファミリーマート四日市東阿倉川店 三重県　四日市市東阿倉川７６２－１
ファミリーマート鈴鹿寺家店 三重県　鈴鹿市寺家７丁目１２－１１
ファミリーマート鈴鹿サーキット前店 三重県　鈴鹿市道伯町字筧田２０６２－１
ファミリーマートＪＲ四日市駅前店 三重県　四日市市朝日町６番６号
ファミリーマート四日市塩浜街道店 三重県　四日市市宮東町３－２６
ファミリーマート大津神領二丁目店 滋賀県　大津市神領２－３２－１２
ファミリーマートとよさと沢店 滋賀県　犬上郡豊郷町沢２５６－１
ファミリーマート草津駒井沢店 滋賀県　草津市駒井沢町２２０－３
ファミリーマート彦根川瀬馬場町店 滋賀県　彦根市川瀬馬場町１０９４－１
ファミリーマート野路中央店 滋賀県　草津市野路町小野山２１１０－１
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
ファミリーマート玉野浦店 滋賀県　大津市玉野浦６－１４
ファミリーマート草津青地店 滋賀県　草津市青地町５６４
ファミリーマートいせき山東店 滋賀県　米原市志賀谷９１５－１
ファミリーマート長浜三ツ矢元町店 滋賀県　長浜市三ツ矢元町２７－７
ファミリーマート貴生川駅前店 滋賀県　甲賀市水口町貴生川２－１
ファミリーマート中主堤店 滋賀県　野洲市堤２１４
ファミリーマート長浜豊公園前店 滋賀県　長浜市公園町８－５７
ファミリーマート竜王岡屋店 滋賀県　蒲生郡竜王町岡屋４７０７
ファミリーマート栗東中学校前店 滋賀県　栗東市安養寺６－６－５
ファミリーマート蒲生鈴店 滋賀県　東近江市鈴町１４６７－２
ファミリーマート彦根彦富町店 滋賀県　彦根市彦富町９１１－８
ファミリーマート皇子が丘公園前店 滋賀県　大津市山上町６－３６
ファミリーマート草津岡本町店 滋賀県　草津市岡本町２２６－１
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
ファミリーマート南草津駅前店 滋賀県　草津市野路町９１９－１
ファミリーマート東近江川合町店 滋賀県　東近江市川合町１３－１
ファミリーマートびわ湖浜大津駅前店 滋賀県　大津市浜大津２－１－２８
ファミリーマート石山駅前店 滋賀県　大津市粟津町９－２
ファミリーマート守山洲本町店 滋賀県　守山市洲本町１３４３番１
ファミリーマート米原杉澤店 滋賀県　米原市杉澤６１８番地１
ファミリーマート米原駅西店 滋賀県　米原市下多良一丁目４３番地
ファミリーマート東近江能登川店 滋賀県　東近江市伊庭町１９８番２
ファミリーマート大津相模町店 滋賀県　大津市膳所１丁目１番１号
ファミリーマート湖南菩提寺店 滋賀県　湖南市菩提寺１４９１番地１０２
ファミリーマート長浜柳町店 滋賀県　長浜市八幡中山町字柳町２８４番地４
ファミリーマート大津真野店 滋賀県　大津市真野六丁目５番３１号
ファミリーマート大津平野店 滋賀県　大津市平野２丁目９００番１０
ファミリーマート栗東小柿十丁目店 滋賀県　栗東市小柿十丁目１－１０
ファミリーマート湖南夏見店 滋賀県　湖南市夏見４１８番地２
ファミリーマート彦根ミシガン通り店 滋賀県　彦根市松原町５５６番地１
ファミリーマート栗東手原店 滋賀県　栗東市手原三丁目７番１７号
ファミリーマート大津国分店 滋賀県　大津市国分一丁目３３番５号
ファミリーマート安曇川西万木店 滋賀県　高島市安曇川町西万木
ファミリーマート大将軍一丁目店 滋賀県　大津市大将軍一丁目３番６号
ファミリーマート草津野路店 滋賀県　草津市野路東４丁目１７番９号
ファミリーマート近江八幡中小森町店 滋賀県　近江八幡市中小森町２６９－１
ファミリーマート草津南笠東店 滋賀県　草津市南笠東四丁目３番５号
ファミリーマート草津団地前店 滋賀県　草津市草津町１９０３番１
ファミリーマート彦根小泉店 滋賀県　彦根市小泉町３８０番地の１



ファミリーマート近江八幡鷹飼町店 滋賀県　近江八幡市鷹飼町５３０番地
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
ファミリーマート大津高砂店 滋賀県　大津市高砂町１番１号
ファミリーマート彦根高宮東店 滋賀県　彦根市高宮町９０番地１３
ファミリーマート竜王弓削店 滋賀県　蒲生郡竜王町弓削１５７２－４
ファミリーマート水口牛飼店 滋賀県　甲賀市水口町牛飼２４８４－１
ファミリーマート大津唐崎店 滋賀県　大津市あかね町２７２－２
ファミリーマート大津御殿浜店 滋賀県　大津市御殿浜１２８
ファミリーマート木之本千田店 滋賀県　長浜市木之本町千田２５８－１
ファミリーマート水口町宮の前店 滋賀県　甲賀市水口町宮の前１－１３
ファミリーマート近江八幡中村町店 滋賀県　近江八幡市中村町２６－２
ファミリーマート堅田駅前店 滋賀県　大津市真野１－１
ファミリーマート栗東出庭店 滋賀県　栗東市出庭１０５６－２
ファミリーマート竜王インター店 滋賀県　蒲生郡竜王町薬師１１７１－４
ファミリーマート大津瀬田四丁目店 滋賀県　大津市瀬田四丁目２６６－１
ファミリーマート愛知川東円堂店 滋賀県　愛知郡愛荘町東円堂２５７７
ファミリーマート栗東御園店 滋賀県　栗東市御園１８１６
ファミリーマート彦根賀田山店 滋賀県　彦根市賀田山町１４０５－４
ファミリーマート東近江五個荘店 滋賀県　東近江市五個荘川並町６４８番地
ファミリーマート湖南下田店 滋賀県　湖南市下田５８番１
ファミリーマート栗東小平井店 滋賀県　栗東市小平井
ファミリーマート近江八幡金剛寺店 滋賀県　近江八幡市金剛寺町３４６－８
ファミリーマート野洲入町店 滋賀県　野洲市入町１１０－５
ファミリーマート大津膳所駅前店 滋賀県　大津市馬場三丁目１－１
ファミリーマート大津朝日が丘店 滋賀県　大津市朝日が丘一丁目１番２号
ファミリーマート滋賀県立大学前店 滋賀県　彦根市八坂町３２０８
ファミリーマート日野町河原店 滋賀県　蒲生郡日野町河原二丁目６０番
ファミリーマート国道五個荘店 滋賀県　東近江市五個荘北町屋町字九ノ坪１５４番１
ファミリーマート大津黒津店 滋賀県　大津市黒津二丁目２０－１２
ファミリーマート日野町松尾店 滋賀県　蒲生郡日野町松尾五丁目８番３
ファミリーマート栗東小柿店 滋賀県　栗東市小柿３－４－１８
ファミリーマート草津かがやき通り店 滋賀県　草津市追分町１１４６番地２
ファミリーマート八日市東沖野店 滋賀県　東近江市東沖野一丁目６番１６号
ファミリーマート八日市沖野店 滋賀県　東近江市沖野１－５－２０
ファミリーマート草津野村六丁目店 滋賀県　草津市野村６－４４４－１０
ファミリーマート草津帰帆島前店 滋賀県　草津市矢橋町字脇田１８４０－１、１８４２－１
ファミリーマート近江八幡駅前店 滋賀県　近江八幡市鷹飼町１４９５
ファミリーマート南草津駅西口店 滋賀県　草津市南草津２丁目１番１号
ファミリーマート和邇南浜店 滋賀県　大津市和邇南浜１６－２
ファミリーマート栗東安養寺一丁目店 滋賀県　栗東市安養寺１丁目６－１９
ファミリーマート大津西の庄店 滋賀県　大津市西の庄１２－８
ファミリーマート彦根金田町店 滋賀県　彦根市金田町１３７番２
ファミリーマート八日市ひばり丘店 滋賀県　東近江市ひばり丘町１－６
ファミリーマート秦荘上蚊野店 滋賀県　愛知郡愛荘町上蚊野５４０－１
ファミリーマート武佐北店 滋賀県　近江八幡市武佐町４７０番１
ファミリーマート守山梅田町店 滋賀県　守山市梅田町１０－３
ファミリーマート湖南岩根店 滋賀県　湖南市岩根中央２丁目１０
ファミリーマート彦根高宮町店 滋賀県　彦根市高宮町２１５１－３
ファミリーマート守山小島町店 滋賀県　守山市小島町１３５５－４
ファミリーマート野洲冨波店 滋賀県　野洲市久野部８４番地１
ファミリーマート栗東下鈎店 滋賀県　栗東市下鈎３７番地１
ファミリーマート彦根西今店 滋賀県　彦根市西今町３６８番地の１
ファミリーマート大津雄琴駅前店 滋賀県　大津市雄琴北１丁目２番１６号
ファミリーマート湖南石部南店 滋賀県　湖南市石部南８丁目５番２６号
ファミリーマート草津西大路店 滋賀県　草津市西大路町２番２９号
ファミリーマート国道小柿店 滋賀県　栗東市小柿３丁目２４番５、他１筆
ファミリーマート県道豊郷店 滋賀県　犬上郡豊郷町大字雨降野３３１番１、他５筆
ファミリーマート野洲川橋店 滋賀県　野洲市野洲２１４番
ファミリーマート守山阿村町店 滋賀県　守山市阿村町字上番田１４３番地６
ファミリーマート彦根開出今店 滋賀県　彦根市開出今町１３７１－４８他５筆
ファミリーマート草津渋川店 滋賀県　草津市渋川一丁目２番２６号
ファミリーマート栗東小野店 滋賀県　栗東市小野６１０番
ファミリーマート草津大路一丁目店 滋賀県　草津市大路一丁目１０番３号
ファミリーマート守山播磨田町店 滋賀県　守山市播磨田町字下半上寺１８５番地５
ファミリーマート甲西梅影町店 滋賀県　湖南市梅影町３番地の２５
ファミリーマート甲西日枝店 滋賀県　湖南市下田２８５７番地の２



ファミリーマート大津におの浜三丁目店 滋賀県　大津市におの浜３丁目４番６１号
ファミリーマート草津橋岡町店 滋賀県　草津市橋岡町４２番１３
ファミリーマート大津稲津一丁目店 滋賀県　大津市稲津一丁目５番３９号
ファミリーマート大津大将軍店 滋賀県　大津市大将軍１－８－１０
ファミリーマート水口北山店 滋賀県　甲賀市水口町伴中山３９０７－３
ファミリーマート草津野村店 滋賀県　草津市野村８丁目５番１７号
ファミリーマート多賀大社駅前店 滋賀県　犬上郡多賀町大字多賀字神田１３１９番地
ファミリーマート東近江今堀町店 滋賀県　東近江市今堀町２３２
ファミリーマート大津石山寺南店 滋賀県　大津市石山寺三丁目１７番１１号
ファミリーマート野洲大篠原店 滋賀県　野洲市大篠原１８６１－１
ファミリーマート大津月輪三丁目店 滋賀県　大津市月輪３丁目１１番２７
ファミリーマート大津唐崎一丁目店 滋賀県　大津市唐崎一丁目６４４番地
ファミリーマート湖南下田口店 滋賀県　湖南市下田３９５４－２
ファミリーマート近江八幡六枚橋店 滋賀県　近江八幡市上田町１４４番１
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
ファミリーマート大津大萱店 滋賀県　大津市大萱４丁目４番２０号
ファミリーマート栗東霊仙寺店 滋賀県　栗東市霊仙寺五丁目５番２０号
ファミリーマート南草津二丁目店 滋賀県　草津市南草津二丁目７番地２
ファミリーマート大津ひえい平店 滋賀県　大津市比叡平３丁目４５番地２５
ファミリーマート大津におの浜店 滋賀県　大津市におの浜二丁目１番７号
ファミリーマート守山金森町店 滋賀県　守山市金森町字赤塚９７３番地
ファミリーマート妙法寺店 滋賀県　東近江市札の辻２－１４
ファミリーマート真野四丁目店 滋賀県　大津市真野４－２４－３８
ファミリーマート大津京駅前店 滋賀県　大津市皇子が丘２－１０－２７
ファミリーマートまつい伊吹店 滋賀県　米原市上野８０２－１
ファミリーマート大石はっとり店 滋賀県　大津市大石中３－１－２５
ファミリーマート市立長浜病院前店 滋賀県　長浜市大戌亥町高座１１５０
ファミリーマート水口本綾野店 滋賀県　甲賀市水口町本綾野２－２
ファミリーマート草津笠山店 滋賀県　草津市笠山４－１２－２
ファミリーマート甲賀駅前店 滋賀県　甲賀市甲賀町大原市場７４６
ファミリーマートＥＸＰＡＳＡ多賀下り店 滋賀県　犬上郡多賀町敏満寺６６－３６
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
ファミリーマート四条西新道店 京都府　京都市中京区壬生森前町１０
ファミリーマート麻田東一条店 京都府　京都市左京区吉田牛ノ宮町１９
ファミリーマート京都東山近衛店 京都府　京都市左京区吉田下大路町５
ファミリーマート京都烏丸松原店 京都府　京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町３１６－２
ファミリーマート阪急桂駅前店 京都府　京都市西京区桂南巽町１２８－３
ファミリーマート市辺南垣内店 京都府　城陽市市辺南垣内５７番地１
ファミリーマート京都薬科大学前店 京都府　京都市山科区御陵中内町３５－１
ファミリーマート長岡京調子店 京都府　長岡京市調子２－６８－１
ファミリーマート京田辺草内店 京都府　京田辺市草内馬橋９－２
ファミリーマート京都御池通天神店 京都府　京都市中京区西ノ京樋ノ口町１
ファミリーマート四条木屋町南店 京都府　京都市下京区斎藤町１１９
ファミリーマート四条木屋町北店 京都府　京都市中京区鍋屋町２２２ツダビルデイング
ファミリーマート新町高辻店 京都府　京都市下京区高辻通新町西入岩戸山町４４０
ファミリーマート京北周山町店 京都府　京都市右京区京北周山町フケ１５番
ファミリーマート富野荘駅前店 京都府　城陽市枇杷庄鹿背田６３－３
ファミリーマート堀川中立売店 京都府　京都市上京区中立売堀川西入役人町２６０
ファミリーマート西院清水町店 京都府　京都市右京区西院清水町１
ファミリーマート伏見横大路店 京都府　京都市伏見区横大路朱雀１１－１
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西入堂之前町２５４
ファミリーマート舞鶴七条店 京都府　舞鶴市北浜町１０－６
ファミリーマート百万遍店 京都府　京都市左京区田中門前町２
ファミリーマート石田森東店 京都府　京都市伏見区石田森東町２７－２
ファミリーマート千本鞍馬口店 京都府　京都市北区紫野十二坊町３１
ファミリーマート太秦森ヶ東町店 京都府　京都市右京区太秦森ケ東町２６－４
ファミリーマート河原町仏光寺店 京都府　京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町３３８
ファミリーマート与謝天橋立インター店 京都府　与謝郡与謝野町字石川小字滝ノ下１４０３－１
ファミリーマート下津林芝ノ宮町店 京都府　京都市西京区下津林芝ノ宮町２４
ファミリーマート長岡京久貝店 京都府　長岡京市久貝１－２０４－１
ファミリーマートかどの七条店 京都府　京都市右京区西京極南方町７０－１
ファミリーマート太秦丸太町店 京都府　京都市右京区太秦開日町１－１
ファミリーマート丸太町猪熊店 京都府　京都市上京区西丸太町１８５京都二条ハイツ１Ｆ
ファミリーマート綾部駅前通店 京都府　綾部市駅前通３９－２
ファミリーマート中井東福寺店 京都府　京都市東山区本町１２－２３２
ファミリーマート四条河原町店 京都府　京都市中京区下大阪町３４９－６



ファミリーマート舞鶴円満寺店 京都府　舞鶴市字円満寺小字八丁１４２－１
ファミリーマート福知山牧店 京都府　福知山市字牧小字市場浦８２６－１
ファミリーマート京都御前太子道店 京都府　京都市中京区西ノ京右馬寮町１０－１
ファミリーマート綾部下八田店 京都府　綾部市下八田町大坪８
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
ファミリーマート樫原江ノ本町店 京都府　京都市西京区樫原江ノ本町１０番地
ファミリーマート薬ヒグチ西陣北店 京都府　京都市上京区仲之町４８３－１
ファミリーマート京阪藤森駅前店 京都府　京都市伏見区深草キトロ町７
ファミリーマート南丹八木町店 京都府　南丹市八木町八木杉ノ前４１－１
ファミリーマート福知山広峯町店 京都府　福知山市広峯町６番地
ファミリーマート北山栗栖町店 京都府　京都市北区紫竹栗栖町４９－３
ファミリーマート木津大谷店 京都府　木津川市木津八後３５番地１
ファミリーマート七条堀川店 京都府　京都市下京区七条通東堀川西入八百屋町４番地
ファミリーマート八幡月夜田店 京都府　八幡市八幡月夜田９１番地
ファミリーマート大山崎インター店 京都府　乙訓郡大山崎町字下植野小字五条本２０番地の４
ファミリーマート宇治槇島町目川店 京都府　宇治市槇島町目川２７－１
ファミリーマート亀岡保津町店 京都府　亀岡市保津町下大年３番５７
ファミリーマート葛野大路高辻店 京都府　京都市右京区西院西田町９７番地１
ファミリーマート七条壬生店 京都府　京都市下京区夷馬場町３５番地６（他３筆）
ファミリーマート東山清水坂店 京都府　京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水４丁目１８２
ファミリーマート大宮町河辺店 京都府　京丹後市大宮町河辺小字豊野３２０８番
ファミリーマート峰中前店 京都府　京丹後市峰山町荒山小字辻３２０番
ファミリーマート福知山東羽合店 京都府　福知山市東羽合町１５２
ファミリーマート伏見出羽屋敷店 京都府　京都市伏見区深草出羽屋敷町２３番地１１
ファミリーマート上桂山田口店 京都府　京都市西京区山田弦馳町１番地１２
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
ファミリーマート山科駅西店 京都府　京都市山科区御陵大津畑町２２－１９
ファミリーマート久御山もみいけ店 京都府　久世郡久御山町佐山籾池３６番２
ファミリーマート伏見深草西浦店 京都府　京都市伏見区深草西浦町八丁目１番地
ファミリーマート吉祥院這登中町店 京都府　京都市南区吉祥院這登中町２４番地
ファミリーマート佛教大学前店 京都府　京都市北区紫野西蓮台野町７３
ファミリーマート京都久御山佐古店 京都府　久世郡久御山町佐古外屋敷２３９番地１
ファミリーマート京田辺市役所前店 京都府　京田辺市興戸北鉾立３７番地３
ファミリーマート精華光台店 京都府　相楽郡精華町光台４丁目５６番地の５
ファミリーマート竹田七瀬川店 京都府　京都市伏見区竹田七瀬川町１５４番地４
ファミリーマート中久世一丁目店 京都府　京都市南区久世中久世町一丁目１０４番地２
ファミリーマート寺町綾小路店 京都府　京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町２１３
ファミリーマート西院南店 京都府　京都市右京区西院三蔵町２０番１
ファミリーマート太秦小学校前店 京都府　京都市右京区太秦椙ケ本町４番１
ファミリーマート伏見小栗栖南店 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
ファミリーマート久御山森店 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片原町店 京都府　京都市伏見区片原町２９３番２
ファミリーマート伏見新堀川店 京都府　京都市伏見区横大路下三栖里ノ内１４
ファミリーマート京都原谷店 京都府　京都市北区大北山原谷乾町２０７番地１
ファミリーマート伏見舞台町店 京都府　京都市伏見区舞台町４９番地
ファミリーマート長岡京野添店 京都府　長岡京市野添一丁目１９番１３号
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
ファミリーマート山科西野山店 京都府　京都市山科区西野山射庭ノ上町１９５－１
ファミリーマート聖護院店 京都府　京都市左京区聖護院山王町４３－５
ファミリーマートＪＲ宇治駅前店 京都府　宇治市宇治宇文字２１－１０
ファミリーマート亀岡追分町店 京都府　亀岡市追分町藪ノ下１１番５
ファミリーマート伏見向島本丸店 京都府　京都市伏見区向島本丸町２番地
ファミリーマート宇治中川原店 京都府　宇治市槇島町石橋６４
ファミリーマート亀岡千代川店 京都府　亀岡市千代川町小林北ン田４９－２
ファミリーマート大山崎町円明寺店 京都府　乙訓郡大山崎町字円明寺小字鳥居前５番地７
ファミリーマート吉祥院東前田店 京都府　京都市南区吉祥院東前田町３４番地
ファミリーマート城陽寺田店 京都府　城陽市寺田垣内後４６－３
ファミリーマート伏見中書島店 京都府　京都市伏見区表町５８９－１
ファミリーマート亀岡大井町店 京都府　亀岡市大井町並河２－２２－３
ファミリーマート西七条名倉町店 京都府　京都市下京区西七条名倉町２７
ファミリーマート宇治東インター店 京都府　宇治市菟道西隼上り１０－８
ファミリーマート舞鶴小倉店 京都府　舞鶴市字小倉小字森次１２０－５
ファミリーマート御池西洞院店 京都府　京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５７８
ファミリーマート銀閣寺白川通店 京都府　京都市左京区浄土寺馬場町７－１
ファミリーマート河原町五条店 京都府　京都市下京区本塩竃町５５８－８



ファミリーマート久世東土川町店 京都府　京都市南区久世東土川町２８０
ファミリーマート大宮交通公園前店 京都府　京都市北区紫竹西大門町２８－１
ファミリーマート上奈良工業団地店 京都府　八幡市上奈良大門３０－１
ファミリーマート八幡美濃山店 京都府　八幡市美濃山西ノ口３－１
ファミリーマート亀岡馬路町店 京都府　亀岡市馬路町砂取２４－２
ファミリーマート木津川台駅前店 京都府　木津川市吐師宮ノ前４９－６
ファミリーマート今里彦林店 京都府　長岡京市今里彦林４
ファミリーマート大宮大橋店 京都府　京都市南区上鳥羽卯ノ花６３－１
ファミリーマート河原町蛸薬師店 京都府　京都市中京区河原町通蛸薬師上る奈良屋町２９５
ファミリーマート京田辺三山木店 京都府　京田辺市三山木土地区画整理地区街区番号５３
ファミリーマート宇治木幡店 京都府　宇治市木幡東中５４
ファミリーマート梅津段町店 京都府　京都市右京区梅津段町７
ファミリーマート四条西洞院店 京都府　京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町６８７
ファミリーマート舞鶴引土店 京都府　舞鶴市字引土小字河原田１１６－４
ファミリーマート舞鶴南田辺店 京都府　舞鶴市南田辺７０－１２
ファミリーマート舞鶴京田店 京都府　舞鶴市京田１８３
ファミリーマート四条東洞院店 京都府　京都市中京区東洞院通錦小路下る阪東屋町６６４－１
ファミリーマート千本三条店 京都府　京都市中京区西ノ京南聖町１８－２０
ファミリーマート御池山ノ内店 京都府　京都市右京区山ノ内宮脇町１８－１
ファミリーマート山科大塚店 京都府　京都市山科区大塚西浦町４番１
ファミリーマート京田辺花住坂店 京都府　京田辺市花住坂二丁目１－１
ファミリーマート与謝野町岩滝店 京都府　与謝郡与謝野町字男山２１７－１
ファミリーマート南丹園部内林町店 京都府　南丹市園部町内林町東畑３０－４
ファミリーマート嵯峨嵐山駅北口店 京都府　京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町３１
ファミリーマート城陽平川店 京都府　城陽市平川大将軍９
ファミリーマート京都市立病院店 京都府　京都市中京区壬生東高田町１－２
ファミリーマート桃山御香宮前店 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今出川針屋町店 京都府　京都市上京区小川通今出川下ル針屋町
ファミリーマート薬ヒグチ中書島駅前店 京都府　京都市伏見区南新地５７－１２
ファミリーマート京田辺大住店 京都府　京田辺市薪畠３１－１
ファミリーマート白川北大路店 京都府　京都市左京区一乗寺樋ノ口町
ファミリーマート竹田松林町店 京都府　京都市伏見区竹田松林町３２番２
ファミリーマート京都深草フチ町店 京都府　京都市伏見区深草フチ町１番
ファミリーマート桂西滝川町店 京都府　京都市西京区桂西滝川町１９番地
ファミリーマート葛野西通店 京都府　京都市右京区西京極午塚町５７番
ファミリーマート城陽樋尻店 京都府　城陽市寺田樋尻６
ファミリーマート京阪三条店 京都府　京都市東山区大橋町１０４－１
ファミリーマート北山通小山元町店 京都府　京都市北区小山元町２３
ファミリーマート妙心寺駅前店 京都府　京都市右京区花園天授ケ岡町９番地
ファミリーマートＴＳＵＴＡＹＡ桃山店 京都府　京都市伏見区京町四丁目１５５－１京阪桃山ビル
ファミリーマート亀岡宮前町店 京都府　亀岡市宮前町宮川稲荷１１１番３
ファミリーマート中立売智恵光院店 京都府　京都市上京区多門町４４５
ファミリーマート京都清水焼団地店 京都府　京都市山科区川田清水焼団地町７－２
ファミリーマート丹波橋駅西口店 京都府　京都市伏見区京町南七丁目２３－１
ファミリーマート嵯峨新宮町店 京都府　京都市右京区嵯峨新宮町１０番１
ファミリーマート吉祥院嶋店 京都府　京都市南区吉祥院嶋出在家町１６番
ファミリーマート川端修学院店 京都府　京都市左京区山端川岸町４３番地
ファミリーマート太秦西蜂岡町店 京都府　京都市右京区太秦西蜂岡町９番１１５
ファミリーマート亀岡曽我部町店 京都府　亀岡市曽我部町南条屋敷２番１
ファミリーマート山科八代店 京都府　京都市山科区東野八代１８
ファミリーマート京都堺町御池店 京都府　京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町６７０－１
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
ファミリーマート京田辺興戸店 京都府　京田辺市興戸塚ノ本１９－１
ファミリーマート八幡男山金振店 京都府　八幡市男山金振１－４
ファミリーマート西大路花屋町店 京都府　京都市下京区西七条掛越町２６－１
ファミリーマート嵯峨野宮ノ元町店 京都府　京都市右京区嵯峨野宮ノ元町２番１
ファミリーマート柳馬場押小路店 京都府　京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町３９
ファミリーマート吉祥院東砂ノ町店 京都府　京都市南区吉祥院東砂ノ町２６番
ファミリーマート綾小路東洞院店 京都府　京都市下京区東洞院通仏光寺下ル高橋町６０８
ファミリーマート京丹波蒲生店 京都府　船井郡京丹波町蒲生蒲生野２０９－４
ファミリーマート洛西中山店 京都府　京都市西京区大枝東新林町二丁目８
ファミリーマート西京桂坂店 京都府　京都市西京区御陵大枝山町四丁目３５番２
ファミリーマート一乗寺染殿町店 京都府　京都市左京区一乗寺染殿町３７番
ファミリーマート竹田駅前店 京都府　京都市伏見区竹田内畑町１６０
ファミリーマート田中御蔭通店 京都府　京都市左京区田中東樋ノ口町５６
ファミリーマート網野町店 京都府　京丹後市網野町網野１６９番１



ファミリーマート峰山町杉谷店 京都府　京丹後市峰山町杉谷６５４
ファミリーマート伏見小栗栖店 京都府　京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町１８番、１９番、２０番
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１０、１４、１５、１６、上植野
ファミリーマート舞鶴行永店 京都府　舞鶴市行永字永田寺２４４０－１１
ファミリーマート伏見日野西風呂店 京都府　京都市伏見区日野西風呂町１番１２、１番６、日野田頬
ファミリーマート松尾大社前店 京都府　京都市西京区嵐山宮ノ前町１０３
ファミリーマート西大路九条店 京都府　京都市南区吉祥院清水町３８番
ファミリーマート福知山土師宮町店 京都府　福知山市土師宮町２丁目１
ファミリーマート三山木西店 京都府　京田辺市三山木上谷浦２番、４７番三山木柚ノ木１番、
ファミリーマート竹田久保町店 京都府　京都市伏見区深草ヲカヤ町２９
ファミリーマート西京御陵溝浦店 京都府　京都市西京区御陵溝浦町１９－３
ファミリーマート大枝東長町店 京都府　京都市西京区大枝東長町１－２９６
ファミリーマート城陽名島店 京都府　城陽市奈島川田１３－１
ファミリーマート城陽久世店 京都府　城陽市久世下大谷３番１他５筆
ファミリーマート出町店 京都府　京都市上京区出町通桝形上る青竜町２２５
ファミリーマート京都東インター店 京都府　京都市山科区音羽前田町５０番１、５０番５
ファミリーマート東野駅東店 京都府　京都市山科区東野中井ノ上町２－４他５筆
ファミリーマート堀川綾小路店 京都府　京都市下京区西綾小路西半町７０他３筆
ファミリーマート西京山田店 京都府　京都市西京区山田久田町１－３
ファミリーマート京都宇治弐番店 京都府　宇治市宇治弐番８４－１
ファミリーマート宇治槇島一ノ坪店 京都府　宇治市槇島町一ノ坪１７番地１
ファミリーマート白川通別当町店 京都府　京都市左京区北白川上別当町７番地２
ファミリーマート伏見桃山南店 京都府　京都市伏見区桃山南大島町４９番地１
ファミリーマート京阪五条店 京都府　京都市東山区五条通大橋東入東橋詰町１１番地２
ファミリーマート堀川御池店 京都府　京都市中京区岩上通御池下る上巴町４１５番地
ファミリーマート四条大宮東店 京都府　京都市下京区四条通大宮東入立中町４９１番地
ファミリーマート烏丸十条店 京都府　京都市南区東九条河辺町１番地１
ファミリーマート城陽駅南店 京都府　城陽市寺田水度坂１５－３０４
ファミリーマート京田辺公園店 京都府　京田辺市田辺平１０８－１
ファミリーマート天神川高辻店 京都府　京都市右京区西院西貝川町６１
ファミリーマート亀岡篠インター店 京都府　亀岡市篠町篠向谷２０－４他５筆
ファミリーマート大宮高辻店 京都府　京都市下京区高辻大宮町１０３ヤギコービル
ファミリーマート深草龍大前店 京都府　京都市伏見区深草綿森町３０－１
ファミリーマート京都一乗寺店 京都府　京都市左京区一乗寺花ノ木町１番地
ファミリーマート二条駅前店 京都府　京都市中京区西ノ京星池町２３９番地
ファミリーマート伏見桃山東店 京都府　京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地２５
ファミリーマート京都嵯峨広沢店 京都府　京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町３０番地
ファミリーマート木津川久保店 京都府　木津川市相楽川久保１６番地４
ファミリーマート烏丸仏光寺店 京都府　京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６７５番地
ファミリーマート木津梅美台店 京都府　木津川市梅美台一丁目１番地３
ファミリーマート四条富小路店 京都府　京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町１４番地４
ファミリーマート河原町丸太町店 京都府　京都市上京区河原町通丸太町上る桝屋町３６３番地
ファミリーマート川端三条店 京都府　京都市左京区法林寺門前町３６－３
ファミリーマート烏丸丸太町店 京都府　京都市中京区烏丸通竹屋町上ル大倉町２０３番地
ファミリーマート伏見墨染店 京都府　京都市伏見区深草大島屋敷町３２番地
ファミリーマート西京極駅前店 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
ファミリーマート室町仏光寺店 京都府　京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町５３０番地１
ファミリーマート八幡川口店 京都府　八幡市川口小西４番地７
ファミリーマート五条新町店 京都府　京都市下京区新町通五条下ル蛭子町１０７
ファミリーマート烏丸寺ノ内店 京都府　京都市上京区烏丸通寺ノ内上る相国寺門前町６４７番地
ファミリーマート北野白梅町店 京都府　京都市北区大将軍西町２００番地１
ファミリーマート横大路下三栖店 京都府　京都市伏見区横大路下三栖辻堂町２２番地
ファミリーマート西大路三条店 京都府　京都市右京区西院上今田町２５番地１
ファミリーマート西小路天神川店 京都府　京都市中京区西ノ京小堀池町１９番地５
ファミリーマート京都岩倉中町店 京都府　京都市左京区岩倉中町３２４番地
ファミリーマート三条新町店 京都府　京都市中京区新町通姉小路下る町頭町１１５番
ファミリーマート福知山蛇ヶ端店 京都府　福知山市字堀小字今岡２５９６番
ファミリーマート寺町二条店 京都府　京都市中京区寺町通二条下る妙満寺前町４４４－１
ファミリーマート近鉄京都駅３番ホーム前店 京都府　京都市下京区東塩小路釡殿町３１－１
ファミリーマート近鉄新田辺駅改札外橋上店 京都府　京田辺市河原食田２－３
ファミリーマート近鉄丹波橋駅１番ホーム店 京都府　京都市伏見区桃山筒井伊賀東町４５
ファミリーマート近鉄大久保駅店 京都府　宇治市広野町西裏８１－２
ファミリーマート四条通梅津店 京都府　京都市右京区梅津北浦町５番１
ファミリーマート千本赤池店 京都府　京都市伏見区中島河原田町１５番地
ファミリーマート塚本祇園東山店 京都府　京都市東山区東大路三条下る進之町５８４
ファミリーマート中西高野店 京都府　京都市左京区田中西大久保町１４



ファミリーマートサカタニ京阪七条店 京都府　京都市東山区七条通本町西入日吉町２２２
ファミリーマート長岡京駅前店 京都府　長岡京市神足２－２－１
ファミリーマート精華学研都市店 京都府　相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３
ファミリーマート堀池石田店 京都府　京都市伏見区石田桜木１１－１
ファミリーマート東郷東山安井店 京都府　京都市東山区東大路松原上る３下弁天町５２
ファミリーマート長者亀屋町店 京都府　京都市上京区油小路通下長者町上る亀屋町
ファミリーマートワタナベ紫野店 京都府　京都市北区紫野東野町２４
ファミリーマート安井葛野五条店 京都府　京都市右京区西京極東大丸町３２－２
ファミリーマート紫明通店 京都府　京都市北区小山中溝町３１
ファミリーマート中徳烏丸二条店 京都府　京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５７
ファミリーマート梶友西向日駅前店 京都府　向日市上植野町南開２４－３０
ファミリーマート京都七条本町店 京都府　京都市東山区本町６丁目６番地
ファミリーマート亀岡本梅町店 京都府　亀岡市本梅町中野大向８番４
ファミリーマート亀岡下矢田店 京都府　亀岡市下矢田大末２番地１０
ファミリーマート師団街道深草店 京都府　京都市伏見区深草相深町１９番地１３
ファミリーマート山科三条通店 京都府　京都市山科区竹鼻外田町２５番地３７
ファミリーマート宇治槇島町店 京都府　宇治市槇島町本屋敷７番地
ファミリーマート木津川相楽店 京都府　木津川市相楽神後原７番地１
ファミリーマート宇治紫ケ丘店 京都府　宇治市槇島町南落合１６番地の１
ファミリーマート福知山荒河店 京都府　福知山市岩井東町５番他３筆
ファミリーマート山城上狛店 京都府　木津川市山城町上狛野日向２－２
ファミリーマート五条大宮店 京都府　京都市下京区五条通大宮南門前町４８０富士火災京都
ファミリーマート六地蔵駅前店 京都府　宇治市六地蔵奈良町７４番地１パデシオン六地蔵
ファミリーマート伏見西丹波橋店 京都府　京都市伏見区舞台町９番地
ファミリーマート堀川今出川店 京都府　京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町４００番地
ファミリーマート京都伏見横大路店 京都府　京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後１４番地の１
ファミリーマート山科区役所前店 京都府　京都市山科区椥辻草海道町３８－１０（地番）
ファミリーマート京阪四条駅前店 京都府　京都市東山区四条通大和大路西入中之町２１３
ファミリーマート近鉄京都駅店 京都府　京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１
ファミリーマート日本バプテスト病院店 京都府　京都市左京区北白川山ノ元町４７番地
ファミリーマートＪＲ太秦駅前店 京都府　京都市右京区太秦上ノ段町１０
ファミリーマート新京極蛸薬師店 京都府　京都市中京区新京極通り蛸薬師下ル東側町５０８
ファミリーマート八幡千束店 京都府　八幡市八幡千束１８－１
ファミリーマート京都西七条店 京都府　京都市下京区西七条北西野町３９－１
ファミリーマート亀岡河原町店 京都府　亀岡市河原町１６４－１
ファミリーマート宇治伊勢田北山店 京都府　宇治市伊勢田町北山２－３
ファミリーマート佐井太子道店 京都府　京都市中京区西ノ京北壺井町３０－１
ファミリーマート城陽枇杷庄店 京都府　城陽市枇杷庄大三戸１９－１
ファミリーマート宝ヶ池店 京都府　京都市左京区岩倉西五田町２６
ファミリーマート東大路山端店 京都府　京都市左京区山端大城田町２３－１
ファミリーマート京都山科大宅店 京都府　京都市山科区大宅御所田町１４－１
ファミリーマート東大阪大蓮南店 大阪府　東大阪市大蓮南１－５－２４
ファミリーマートスバル京阪千林店 大阪府　大阪市旭区清水１－１８－１８
ファミリーマート武岡小松四丁目店 大阪府　大阪市東淀川区小松４－１１－１１
ファミリーマート泉大津なぎさ町店 大阪府　泉大津市なぎさ町２－１０
ファミリーマート福町二丁目店 大阪府　大阪市西淀川区福町２－３－１９
ファミリーマート大阪商大西店 大阪府　東大阪市御厨栄町１－４－４
ファミリーマート南船場二丁目店 大阪府　大阪市中央区南船場２－７－１６
ファミリーマート富田林向陽台店 大阪府　富田林市向陽台２－６－２８
ファミリーマートあびこ駅西店 大阪府　大阪市住吉区我孫子西２－３－２４
ファミリーマート成育五丁目店 大阪府　大阪市城東区成育５－９－１５
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２－８－１５
ファミリーマート此花島屋店 大阪府　大阪市此花区島屋２－１０－３
ファミリーマート太子店 大阪府　大阪市西成区太子１－５－１
ファミリーマート寺田町駅前店 大阪府　大阪市阿倍野区天王寺町北２－１－８
ファミリーマート新今宮駅前店 大阪府　大阪市西成区花園北１－１－８
ファミリーマート鶴見五丁目店 大阪府　大阪市鶴見区鶴見５－７－１２
ファミリーマート京屋西湊店 大阪府　堺市堺区西湊町６－３－１１
ファミリーマート菊水通二丁目店 大阪府　守口市菊水通２－８－１４
ファミリーマート三国本町二丁目店 大阪府　大阪市淀川区三国本町２－１３－２２
ファミリーマート長柄店 大阪府　大阪市北区長柄西２－８－１
ファミリーマート九条駅南店 大阪府　大阪市西区九条南３－１－１８
ファミリーマート泉北敷物団地店 大阪府　堺市南区原山台５－９－１
ファミリーマート地下鉄南方駅前店 大阪府　大阪市淀川区西中島４－２－２１ミツフ新御堂筋ビル
ファミリーマート堺海山町店 大阪府　堺市堺区海山町三丁目１５４－２
ファミリーマート菅原七丁目店 大阪府　大阪市東淀川区菅原７



ファミリーマート堺伏尾店 大阪府　堺市中区伏尾１３４－１
ファミリーマート千里中央北店 大阪府　豊中市新千里東町１－３－２４０
ファミリーマート曽根崎一丁目店 大阪府　大阪市北区曽根崎１－６－１５
ファミリーマートりんくうワシントン店 大阪府　泉佐野市りんくう往来北１－１７
ファミリーマート堺東浅香山店 大阪府　堺市北区東浅香山町二丁目３４８－１
ファミリーマート荒本北店 大阪府　東大阪市荒本北１４７
ファミリーマート大阪医大店 大阪府　高槻市大学町２－７
ファミリーマート忍ヶ丘駅前店 大阪府　四條畷市岡山３－１－５
ファミリーマート松屋大和川通店 大阪府　堺市堺区松屋大和川通二丁目３４番地４
ファミリーマート谷九駅前店 大阪府　大阪市中央区谷町９丁目３－７
ファミリーマート北浜三丁目店 大阪府　大阪市中央区北浜３－２－１２
ファミリーマート西九条駅北店 大阪府　大阪市此花区西九条３－１５－１１
ファミリーマート高槻宮田町二丁目店 大阪府　高槻市宮田町２丁目１３
ファミリーマート千里丘北口店 大阪府　摂津市千里丘東１－１１－１３
ファミリーマート大東南楠の里店 大阪府　大東市南楠の里１８
ファミリーマート大開四丁目店 大阪府　大阪市福島区大開４－１－１５２
ファミリーマート豊中本町店 大阪府　豊中市本町３－１－４７
ファミリーマート内代町二丁目店 大阪府　大阪市都島区内代町２－２
ファミリーマート鳥飼本町五丁目店 大阪府　摂津市鳥飼本町５－１
ファミリーマート西淀川御幣島店 大阪府　大阪市西淀川区御幣島１－１２
ファミリーマート長居四丁目店 大阪府　大阪市住吉区長居４－２－２
ファミリーマート花園町店 大阪府　大阪市西成区旭１－５－１
ファミリーマート京橋片町口店 大阪府　大阪市都島区東野田２－２－１０
ファミリーマート萱振町七丁目店 大阪府　八尾市萱振町７－５７－３
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
ファミリーマート摂津新在家店 大阪府　摂津市鳥飼八防２－１１－１
ファミリーマート大東新町店 大阪府　大東市新町２－１
ファミリーマート箕面瀬川二丁目店 大阪府　箕面市瀬川２
ファミリーマート西石切町一丁目店 大阪府　東大阪市西石切町１－４－３９
ファミリーマート吉見の里南店 大阪府　泉南郡田尻町吉見１６７－１
ファミリーマート岸和田岡山町店 大阪府　岸和田市岡山町１０１番地
ファミリーマート地下鉄大正駅前店 大阪府　大阪市大正区三軒屋西１－１－１
ファミリーマート日本橋一丁目店 大阪府　大阪市中央区日本橋１－５－１０北銀ビル１Ｆ
ファミリーマート岸和田土生東店 大阪府　岸和田市土生町７０６－１
ファミリーマート河南一須賀店 大阪府　南河内郡河南町大字一須賀１１４－１
ファミリーマート淀川区役所前店 大阪府　大阪市淀川区十三東２－３－１６
ファミリーマートＪＲ津田駅前店 大阪府　枚方市津田駅前１－１０２
ファミリーマート福島駅前店 大阪府　大阪市福島区福島７－１１－５１
ファミリーマート南恩加島店 大阪府　大阪市大正区南恩加島２－８－２７
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
ファミリーマート堺津久野町店 大阪府　堺市西区津久野町一丁目１１番１０
ファミリーマートコスモスクエア店 大阪府　大阪市住之江区南港北１－７－５０
ファミリーマート柏原清州店 大阪府　柏原市清洲２－１－４５
ファミリーマート都島北通店 大阪府　大阪市都島区都島北通１－４－２１－１０１
ファミリーマート京阪寝屋川市駅前店 大阪府　寝屋川市東大利町１４－２
ファミリーマート西本町一丁目店 大阪府　大阪市西区西本町１－８－１４
ファミリーマート高槻浦堂店 大阪府　高槻市浦堂２－１２
ファミリーマート箕面白島店 大阪府　箕面市白島２－２９－１９
ファミリーマート和泉槙尾中学校南店 大阪府　和泉市仏並町２３２－３
ファミリーマート箕面市役所前店 大阪府　箕面市牧落１－７
ファミリーマート三津屋中店 大阪府　大阪市淀川区三津屋中２－１４
ファミリーマートトヨタくずは牧野店 大阪府　枚方市上島町８－１６
ファミリーマート南港東一丁目店 大阪府　大阪市住之江区南港東１－４－２２
ファミリーマート堺百舌鳥梅北町店 大阪府　堺市北区百舌鳥梅北町３－１０５－１
ファミリーマート京屋東山店 大阪府　堺市中区東山５６５－１
ファミリーマート北梅田店 大阪府　大阪市北区芝田２－３－２３
ファミリーマート美原大饗店 大阪府　南河内郡美原町大饗１６４－１
ファミリーマート菱江一丁目店 大阪府　東大阪市菱江一丁目２９番２
ファミリーマートミナミ河内長野高向店 大阪府　河内長野市高向７３６－１
ファミリーマート曽根南町 大阪府　豊中市曽根南町１－１５－５
ファミリーマートプライムタワー西中島店 大阪府　大阪市淀川区西中島６－１－１
ファミリーマート安治川口駅西店 大阪府　大阪市此花区島屋４－２－３
ファミリーマート茨木中央通店 大阪府　茨木市駅前４－３－２５
ファミリーマート豊中夕日丘店 大阪府　豊中市夕日丘３－６－３０
ファミリーマート小浦中環東大阪店 大阪府　東大阪市稲田三島町３－７１
ファミリーマート天下茶屋店 大阪府　大阪市西成区潮路１－１－３



ファミリーマートＪＲ長尾駅前店 大阪府　枚方市長尾元町５－２０－２１
ファミリーマート箕面稲店 大阪府　箕面市稲２－２－３７
ファミリーマート小阪駅前店 大阪府　東大阪市小阪１－１－１２
ファミリーマートＭＹＳ堺神石市之町店 大阪府　堺市堺区神石市之町１４－４０
ファミリーマート堺櫛屋町東二丁店 大阪府　堺市堺区櫛屋町東２－２－１６
ファミリーマート枚方御殿山店 大阪府　枚方市上野１－１－２
ファミリーマート京町堀店 大阪府　大阪市西区京町堀１－４－１６センチュリービル１Ｆ
ファミリーマート堺平井店 大阪府　堺市中区平井１３７－１
ファミリーマートアムト相川駅前店 大阪府　大阪市東淀川区相川２－２０－１０
ファミリーマート小浦茨木島店 大阪府　茨木市島３－３－１
ファミリーマート大阪赤十字病院店 大阪府　大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０
ファミリーマート関目駅前店 大阪府　大阪市城東区成育５－２３－１２
ファミリーマート泉大津宮町店 大阪府　泉大津市宮町１－８
ファミリーマート羽曳野市役所前店 大阪府　羽曳野市誉田３－１６－２０
ファミリーマート東花園駅前店 大阪府　東大阪市吉田６－２－５５
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
ファミリーマート今里駅前店 大阪府　大阪市東成区大今里南１－５
ファミリーマート九条店 大阪府　大阪市西区九条１－１３－１２
ファミリーマート海老江一丁目店 大阪府　大阪市福島区海老江１－５
ファミリーマート鳥取南店 大阪府　阪南市鳥取４７３－１
ファミリーマート西中島七丁目店 大阪府　大阪市淀川区西中島七丁目５－２０
ファミリーマート谷町七丁目店 大阪府　大阪市中央区谷町７－３
ファミリーマート近畿大学医学部付属病院店 大阪府　大阪狭山市大野東３７７－２
ファミリーマート京町堀三丁目店 大阪府　大阪市西区京町堀３丁目８－１３フドウ京町堀ハイツ
ファミリーマート南森町駅前店 大阪府　大阪市北区南森町２－３
ファミリーマート桑津五丁目店 大阪府　大阪市東住吉区桑津５丁目１
ファミリーマート羽曳野新町店 大阪府　羽曳野市西浦１２５３－３
ファミリーマート門真古川町店 大阪府　門真市古川町１－２
ファミリーマート箕面船場店 大阪府　箕面市船場西３－１－４１
ファミリーマート北加賀屋店 大阪府　大阪市住之江区北加賀屋２－１１－８
ファミリーマート谷町一丁目店 大阪府　大阪市中央区谷町１－３－１２
ファミリーマート俊徳道店 大阪府　東大阪市横沼町３－３－１
ファミリーマート堺北野田駅前店 大阪府　堺市東区北野田１０７７アミナス北野田１１０号
ファミリーマート堂島北新地店 大阪府　大阪市北区堂島１－３－１４
ファミリーマート天満駅前店 大阪府　大阪市北区山崎町１－１
ファミリーマートなんば楽座店 大阪府　大阪市中央区灘波４－５－３０
ファミリーマート布施足代北店 大阪府　東大阪市足代北２－１
ファミリーマート和泉芦部町店 大阪府　和泉市芦部町９６－１
ファミリーマート千舟三丁目店 大阪府　大阪市西淀川区千舟３－２－６
ファミリーマート元町二丁目店 大阪府　大阪市浪速区元町２－１－３
ファミリーマート上本町西一丁目店 大阪府　大阪市中央区上本町西１の５の１７
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
ファミリーマート茨木天王店 大阪府　茨木市天王２－４－１５
ファミリーマート泉佐野鶴原店 大阪府　泉佐野市鶴原１５１１－１
ファミリーマート大阪駅前第四ビル店 大阪府　大阪市北区梅田１－１１－４
ファミリーマート大阪回生病院前店 大阪府　大阪市淀川区宮原１－７－７
ファミリーマート四ツ橋駅前店 大阪府　大阪市西区北堀江１－７
ファミリーマート東三国三丁目店 大阪府　大阪市淀川区東三国３－１０－１７
ファミリーマート守口藤田一丁目店 大阪府　守口市藤田町１－５５－１５
ファミリーマート赤川三丁目店 大阪府　大阪市旭区赤川３－３
ファミリーマート泉南インター店 大阪府　泉南市信達岡中１１９９－１
ファミリーマート豊中浜店 大阪府　豊中市浜１－２９
ファミリーマートアメ村西心斎橋店 大阪府　大阪市中央区西心斎橋２－１７－３
ファミリーマート関西医科大学付属病院店 大阪府　枚方市新町２－３－１
ファミリーマート小松変電所前店 大阪府　大阪市東淀川区小松２－１６－４０
ファミリーマート十三東店 大阪府　大阪市淀川区十三東２－８－２ＵＲビル
ファミリーマート栂美木多駅前店 大阪府　堺市南区原山台２－１－２
ファミリーマート貝塚名越店 大阪府　貝塚市名越２１３－２
ファミリーマート千鳥橋駅前店 大阪府　大阪市此花区四貫島１－５－６
ファミリーマート難波中一丁目店 大阪府　大阪市浪速区難波中１－１５－２１
ファミリーマート堺美原青南台店 大阪府　堺市美原区青南台一丁目
ファミリーマート西成松二丁目店 大阪府　大阪市西成区松２－８
ファミリーマート藤井寺北岡店 大阪府　藤井寺市北岡１－５－５
ファミリーマート南港トラックターミナル店 大阪府　大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
ファミリーマート京屋長曽根店 大阪府　堺市北区長曽根町１５６６－３
ファミリーマート梅田中津店 大阪府　大阪市北区豊崎３－２０－９三栄ビル



ファミリーマート池上鶴野店 大阪府　摂津市鶴野４－１２－２１
ファミリーマート万代東二丁目店 大阪府　大阪市住吉区万代東２－１－２５
ファミリーマート新大阪駅東口店 大阪府　大阪市東淀川区東中島１－２１－１８
ファミリーマート新深江駅前店 大阪府　大阪市東成区大今里南５－３－２０
ファミリーマート美原小平尾店 大阪府　堺市美原区小平尾７８２－４
ファミリーマート豊中旭丘店 大阪府　豊中市熊野町１－１－１２
ファミリーマート長堀橋駅南店 大阪府　大阪市中央区島之内１－２１－２２
ファミリーマート新大阪駅北口店 大阪府　大阪市淀川区宮原３－５
ファミリーマート釣鐘町店 大阪府　大阪市中央区釣鐘町２－２－１６
ファミリーマートマツエダ北堀江店 大阪府　大阪市西区北堀江２－５－１０
ファミリーマート新梅田スカイビル前店 大阪府　大阪市北区中津５－１－１
ファミリーマート大今里店 大阪府　大阪市東成区大今里南２－１０－２
ファミリーマート小浦宮島店 大阪府　茨木市宮島１－３－６
ファミリーマート加美駅前店 大阪府　大阪市平野区加美東４－９－２６
ファミリーマート豊中若竹町店 大阪府　豊中市若竹町２－１８－１６
ファミリーマートあべの橋駅前店 大阪府　大阪市阿倍野区松崎町２－２－２８
ファミリーマート西本町二丁目店 大阪府　大阪市西区西本町２－５－１９
ファミリーマートＭＹＳ新北島店 大阪府　大阪市住之江区新北島５－３－４
ファミリーマート守口大庭店 大阪府　守口市大庭町１－１－３
ファミリーマート清水二丁目店 大阪府　大阪市旭区清水２－４－１８
ファミリーマート四條畷雁屋西町店 大阪府　四條畷市雁屋西町４－６
ファミリーマート南開店 大阪府　大阪市西成区南開１－１
ファミリーマート三津屋中三丁目店 大阪府　大阪市淀川区三津屋中３－７－２０
ファミリーマート堺百舌鳥梅町三丁店 大阪府　堺市北区百舌鳥梅町３－５４－６
ファミリーマート弁天町駅前店 大阪府　大阪市港区市岡元町３－７－１０
ファミリーマート関空国際貨物地区店 大阪府　泉南市泉州空港南１
ファミリーマート庄内駅前店 大阪府　豊中市庄内西町２－２２－８
ファミリーマート西淀川野里店 大阪府　大阪市西淀川区野里２－３－９
ファミリーマートＭＹＳ杉本町駅前店 大阪府　大阪市住吉区山之内３－２－３
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西川産業第一ビル
ファミリーマート小浦下新庄店 大阪府　大阪市東淀川区下新庄６－１４－１７
ファミリーマート鴻池店 大阪府　東大阪市鴻池町２－６－３１
ファミリーマート八尾南本町一丁目店 大阪府　八尾市南本町１－１－４
ファミリーマート東大阪足代北一丁目店 大阪府　東大阪市足代北１－１７－１０
ファミリーマート浜寺石津町店 大阪府　堺市西区浜寺石津町西３－４－１９
ファミリーマート南田辺駅前店 大阪府　大阪市阿倍野区長池町９
ファミリーマート門真桑才店 大阪府　門真市大字桑才１１２－１
ファミリーマート能勢町下田店 大阪府　豊能郡能勢町下田１２３－１
ファミリーマート枚方デパートメントビル店 大阪府　枚方市岡本町２－２２
ファミリーマート都島駅前店 大阪府　大阪市都島区本通２－１６－８
ファミリーマート田辺店 大阪府　大阪市東住吉区南田辺３－３
ファミリーマートＡＴＣ店 大阪府　大阪市住之江区南港北２－１－１０ＡＴＣビルＯ’Ｓ
ファミリーマート和泉府中町一丁目店 大阪府　和泉市府中町一丁目９－５
ファミリーマート豊中上野西店 大阪府　豊中市上野西２－４
ファミリーマート東中島一丁目店 大阪府　大阪市東淀川区東中島１－６－１４
ファミリーマート中石切町五丁目店 大阪府　東大阪市中石切町五丁目５番１３号
ファミリーマート堺岩室店 大阪府　堺市南区岩室９６－１
ファミリーマート河内長野南貴望ヶ丘店 大阪府　河内長野市南貴望ヶ丘３０－１６
ファミリーマート岸和田インター西店 大阪府　岸和田市稲葉町３６９－１
ファミリーマート門真元町店 大阪府　門真市元町１－６
ファミリーマート石橋駅東店 大阪府　池田市石橋２－２－１４
ファミリーマート交野私部店 大阪府　交野市私部二丁目２２番２号
ファミリーマート聖天下二丁目店 大阪府　大阪市西成区聖天下２－１１
ファミリーマート東大阪衣摺店 大阪府　東大阪市衣摺二丁目１４番６号
ファミリーマート豊中長興寺店 大阪府　豊中市長興寺南１－３
ファミリーマート門真柳町店 大阪府　門真市柳町２０
ファミリーマート信濃橋店 大阪府　大阪市西区靭本町１－１１－７信濃橋三井ビルディン
ファミリーマート泉佐野樫井川北店 大阪府　泉佐野市南中樫井５９８－１
ファミリーマート貝塚東山店 大阪府　貝塚市東山六丁目９－２５
ファミリーマート枚方星丘店 大阪府　枚方市星丘四丁目１９１３－１
ファミリーマート堺南清水町店 大阪府　堺市堺区南清水町２丁３－１
ファミリーマート新今里店 大阪府　大阪市生野区新今里４－９－２５
ファミリーマート吉田駅南店 大阪府　東大阪市吉田本町三丁目５－１
ファミリーマート豊中本町五丁目店 大阪府　豊中市本町５－１３－３８
ファミリーマート四條畷米崎店 大阪府　四條畷市米崎町１３番３１号
ファミリーマート淀川図書館前店 大阪府　大阪市淀川区新北野１－１２－１４



ファミリーマート豊中本町一丁目店 大阪府　豊中市本町１－８
ファミリーマート堺三宝町六丁店 大阪府　堺市堺区三宝町六丁３０５－１
ファミリーマート豊中島江町店 大阪府　豊中市島江町１－２
ファミリーマート箕面小野原東店 大阪府　箕面市小野原東５－８
ファミリーマート茨木島三丁目店 大阪府　茨木市島三丁目９番９号
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３丁目１４－１
ファミリーマート豊中原田南店 大阪府　豊中市原田南１丁目７－２２
ファミリーマート鶴橋駅北店 大阪府　大阪市東成区東小橋３－１－１９
ファミリーマート岸部中店 大阪府　吹田市岸部中１丁目１３番１３号
ファミリーマート花岡十三元今里店 大阪府　大阪市淀川区十三元今里３－４－１６
ファミリーマート守口金田町一丁目店 大阪府　守口市金田町１丁目３－１２
ファミリーマート海老江三丁目店 大阪府　大阪市福島区海老江三丁目２４番３９号
ファミリーマート港弁天ＯＲＣ店 大阪府　大阪市港区弁天１丁目２番４号
ファミリーマート本庄西一丁目店 大阪府　東大阪市本庄西１丁目１番１号
ファミリーマート羽衣駅西店 大阪府　高石市羽衣１丁目１４番１０号
ファミリーマート大正小林西店 大阪府　大阪市大正区小林西１丁目１４番３１号
ファミリーマート四天王寺夕陽ヶ丘店 大阪府　大阪市天王寺区六万体町５番１３号
ファミリーマート交野星田店 大阪府　交野市星田６－１－３０
ファミリーマート四條畷しとみや店 大阪府　四條畷市蔀屋本町１３－１１
ファミリーマート枚方田口山店 大阪府　枚方市田口山１丁目３３番８号
ファミリーマート帝塚山中一丁目店 大阪府　大阪市住吉区帝塚山中１丁目２－２１
ファミリーマート守口南寺方東通店 大阪府　守口市南寺方東通３丁目１５番２１号
ファミリーマートキューズタウン店 大阪府　大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目６番１号ヴィアあべの
ファミリーマート鶴見安田二丁目店 大阪府　大阪市鶴見区安田二丁目４番１４号
ファミリーマート枚方招提北町店 大阪府　枚方市招提北町１－２２０５－１
ファミリーマート北津守三丁目店 大阪府　大阪市西成区北津守３－１－４３
ファミリーマート茨木太田二丁目店 大阪府　茨木市太田２－５－１８
ファミリーマート鶴見横堤三丁目店 大阪府　大阪市鶴見区横堤３丁目１０番３４号
ファミリーマート和泉伯太町店 大阪府　和泉市伯太町４３０－１
ファミリーマート関目一丁目店 大阪府　大阪市城東区関目１丁目２番７号
ファミリーマート川田一丁目店 大阪府　東大阪市川田１丁目１番１４号
ファミリーマート生野巽西店 大阪府　大阪市生野区巽西二丁目１２番１９号
ファミリーマート下馬伏町店 大阪府　門真市下馬伏町２９－（末番未定）
ファミリーマート菱江三丁目店 大阪府　東大阪市菱江三丁目４番２７号
ファミリーマート門真舟田町店 大阪府　門真市舟田町２７－２０
ファミリーマート松原阿保三丁目店 大阪府　松原市阿保三丁目１番１９号
ファミリーマート田島五丁目店 大阪府　大阪市生野区田島５丁目４－２９
ファミリーマート茨木小川町店 大阪府　茨木市小川町１番１０号
ファミリーマート枚方御殿山駅前店 大阪府　枚方市渚西一丁目４０番１８号
ファミリーマート熊取紺屋店 大阪府　泉南郡熊取町紺屋２丁目２１－８
ファミリーマート八尾小畑町店 大阪府　八尾市小畑町四丁目１０６番地１
ファミリーマート堺菩提町店 大阪府　堺市東区菩提町二丁９５－４
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
ファミリーマート岸和田下池田店 大阪府　岸和田市下池田町１丁目３番１２号
ファミリーマート枚方公園駅前店 大阪府　枚方市伊加賀東町２－３７
ファミリーマート長田中五丁目店 大阪府　東大阪市長田中５丁目２番１８号
ファミリーマート枚方宮之阪駅前店 大阪府　枚方市宮之阪１丁目９番４０号
ファミリーマート西三国四丁目店 大阪府　大阪市淀川区西三国４－７－２
ファミリーマート姫里一丁目店 大阪府　大阪市西淀川区姫里１－１７－１６
ファミリーマート東大阪森河内西店 大阪府　東大阪市森河内西一丁目６番１８号
ファミリーマート平野西一丁目店 大阪府　大阪市平野区平野西一丁目５番３１号
ファミリーマート天満三丁目店 大阪府　大阪市北区天満３丁目１０番４号
ファミリーマート吹田内本町店 大阪府　吹田市内本町１－２２－９
ファミリーマート中津三丁目店 大阪府　大阪市北区中津３－７－４５
ファミリーマート摂津鳥飼店 大阪府　摂津市鳥飼西二丁目４０番１５号
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
ファミリーマート羽曳野伊賀店 大阪府　羽曳野市伊賀１－１－１１
ファミリーマート都島善源寺町店 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
ファミリーマート羽曳野白鳥店 大阪府　羽曳野市白鳥２丁目５番１号
ファミリーマート東大阪吉田下島店 大阪府　東大阪市吉田下島４番２３号
ファミリーマート河内長野市町店 大阪府　河内長野市市町１１３５－１、１１３６－１
ファミリーマート岸和田土生町店 大阪府　岸和田市土生町字今城１５９６－１
ファミリーマート堺南花田町東店 大阪府　堺市北区南花田町３８番地
ファミリーマート堺七道東町店 大阪府　堺市堺区七道東町１９２－２
ファミリーマート守口東郷通店 大阪府　守口市東郷通１丁目７番１２号
ファミリーマート河内長野向野店 大阪府　河内長野市向野町７５１番地



ファミリーマート八尾南小阪合町店 大阪府　八尾市南小阪合町二丁目１番８号
ファミリーマート御幣島二丁目北店 大阪府　大阪市西淀川区御幣島２丁目３－１３
ファミリーマート吹田江坂五丁目店 大阪府　吹田市江坂町五丁目１３番２号
ファミリーマート和泉室堂北店 大阪府　和泉市室堂町１番１
ファミリーマート寝屋川点野店 大阪府　寝屋川市点野５丁目７番８号
ファミリーマート枚方長尾家具町店 大阪府　枚方市長尾家具町３丁目９番地の５
ファミリーマート大日東店 大阪府　守口市梶町１－１９－１
ファミリーマート茨木警察病院前店 大阪府　茨木市室山１丁目１－２
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
ファミリーマート茨木南目垣店 大阪府　茨木市南目垣一丁目２番３号
ファミリーマート加美正覚寺店 大阪府　大阪市平野区加美正覚寺１丁目７－７
ファミリーマート岸和田藤井店 大阪府　岸和田市藤井町１丁目７番２２号
ファミリーマート河内長野木戸店 大阪府　河内長野市木戸一丁目３２番８号
ファミリーマート大東町二丁目店 大阪府　大阪市都島区大東町２－６－１７
ファミリーマート東大阪新庄南店 大阪府　東大阪市新庄南７－１３
ファミリーマート堂島北店 大阪府　大阪市北区曽根崎新地２－４－１ビスタプレミオ堂島
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
ファミリーマート守口庭窪店 大阪府　守口市佐太中町３丁目１－１１
ファミリーマート菅原北公園前店 大阪府　大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号
ファミリーマート真上二丁目店 大阪府　高槻市真上町２－１２－３６
ファミリーマート南吹田一丁目店 大阪府　吹田市南吹田１丁目９番１０号
ファミリーマート堺鳳西町二丁店 大阪府　堺市西区鳳西町２丁７６番地３
ファミリーマート大阪狭山半田店 大阪府　大阪狭山市半田３丁目１６１５
ファミリーマート岸和田中井町東店 大阪府　岸和田市中井町１丁目２２番７号
ファミリーマート交野倉治西店 大阪府　交野市倉治二丁目６８番２６号
ファミリーマート東淀川瑞光店 大阪府　大阪市東淀川区瑞光２丁目９番２７号
ファミリーマート阿倍野元町店 大阪府　大阪市阿倍野区阿倍野元町１４番７号
ファミリーマートゆめみヶ丘岸和田店 大阪府　岸和田市岸の丘町２丁目１番３０号
ファミリーマート桃谷駅西店 大阪府　大阪市天王寺区烏ケ辻２丁目３番２号
ファミリーマート八尾春日町店 大阪府　八尾市春日町１丁目８番２８号
ファミリーマート生江三丁目店 大阪府　大阪市旭区生江３丁目８－１６
ファミリーマート緑地公園駅西店 大阪府　豊中市寺内２丁目８－２０
ファミリーマート高槻芝生住宅前店 大阪府　高槻市芝生町３丁目２２番１１号
ファミリーマート内久宝寺町三丁目店 大阪府　大阪市中央区内久宝寺町３丁目４番４号
ファミリーマート茨木平田台店 大阪府　茨木市並木町２２番８号
ファミリーマート茨木蔵垣内店 大阪府　茨木市蔵垣内一丁目１番１４号
ファミリーマート泉尾七丁目店 大阪府　大阪市大正区泉尾７－１５
ファミリーマート東大阪大蓮南四丁目店 大阪府　東大阪市大蓮南四丁目２４番１７号
ファミリーマート箕面萱野店 大阪府　箕面市船場西一丁目４番４号
ファミリーマート貝塚警察署前店 大阪府　貝塚市海塚２７０４番３
ファミリーマート大阪空港綜合ビル店 大阪府　池田市空港２－２－５大阪綜合ビル１階
ファミリーマート岸和田三田町北店 大阪府　岸和田市三田町４００番地の２１
ファミリーマート大阪金剛駅前店 大阪府　大阪狭山市半田一丁目５９５－４
ファミリーマート葛の葉町北店 大阪府　高石市西取石７丁目１４－２７
ファミリーマート堺金岡店 大阪府　堺市北区金岡町２２６７番地１
ファミリーマート新喜多東店 大阪府　大阪市城東区新喜多東２丁目１－（末番未定）
ファミリーマート門真上島町店 大阪府　門真市上島町１４３番３、１５２番１（地番）
ファミリーマート堺美原小寺店 大阪府　堺市美原区小寺７２７－６
ファミリーマート富田林津々山台店 大阪府　富田林市津々山台５－５－８
ファミリーマート泉南男里北店 大阪府　泉南市男里５－２－７
ファミリーマート築港店 大阪府　大阪市港区築港１丁目１４－２４
ファミリーマート河内長野西之山町店 大阪府　河内長野市西之山町１番８号
ファミリーマート近鉄八尾駅前店 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
ファミリーマート鶴橋駅前店 大阪府　大阪市天王寺区味原町１３－８
ファミリーマート八尾旭ヶ丘店 大阪府　八尾市旭ヶ丘一丁目１１３番地
ファミリーマート松原三宅店 大阪府　松原市三宅中７丁目２－３０
ファミリーマートフェニックス通り店 大阪府　堺市堺区住吉橋町１－１－１９
ファミリーマート南太子二丁目店 大阪府　八尾市南太子堂２丁目３番１号
ファミリーマート東大阪布市店 大阪府　東大阪市布市町三丁目５番６４号
ファミリーマート泉大津尾井千原店 大阪府　泉大津市尾井千原町１２４番地の４
ファミリーマート平野長吉出戸店 大阪府　大阪市平野区長吉出戸八丁目３番４５号
ファミリーマート泉大津豊中店 大阪府　泉大津市北豊中町２－１－２１
ファミリーマート東住吉杭全店 大阪府　大阪市東住吉区杭全二丁目１０番６号
ファミリーマート南吹田五丁目店 大阪府　吹田市南吹田５－２４－１
ファミリーマート近鉄長瀬駅前店 大阪府　東大阪市菱屋西１－３８－３２
ファミリーマート八尾安中町六丁目店 大阪府　八尾市安中町六丁目１１番３６号



ファミリーマート茨木並木町店 大阪府　茨木市並木町１番１号
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
ファミリーマート淡路町三丁目店 大阪府　大阪市中央区淡路町３丁目５－１３
ファミリーマート堂島一丁目店 大阪府　大阪市北区堂島１丁目４－２
ファミリーマート高槻岡本町店 大阪府　高槻市岡本町５番２５号
ファミリーマート吹田千里山高塚店 大阪府　吹田市千里山高塚９－２
ファミリーマート伝法六丁目店 大阪府　大阪市此花区伝法６丁目５－８
ファミリーマート大正駅北店 大阪府　大阪市大正区三軒家東１丁目２－１０
ファミリーマートＪＲ総持寺駅南店 大阪府　茨木市庄一丁目２４番２１号
ファミリーマート遠里小野二丁目店 大阪府　大阪市住吉区遠里小野２丁目１０番３４号
ファミリーマート和泉室堂町店 大阪府　和泉市室堂町４８４－１
ファミリーマート大東新田西町店 大阪府　大東市新田西町６－２２
ファミリーマート上津島二丁目店 大阪府　豊中市上津島二丁目５番２１号
ファミリーマート茨木美穂ヶ丘店 大阪府　茨木市美穂ヶ丘１９番１３号
ファミリーマートはびきの五丁目店 大阪府　羽曳野市はびきの５丁目２１番２号
ファミリーマート泉大津東港町店 大阪府　泉大津市東港町１５－１８
ファミリーマート八尾光南町店 大阪府　八尾市光南町１丁目６－９
ファミリーマート加美北三丁目店 大阪府　大阪市平野区加美北３－１－３
ファミリーマート堺美原小平尾店 大阪府　堺市美原区小平尾７２５番地５
ファミリーマート大今里西一丁目店 大阪府　大阪市東成区大今里西一丁目２番９号
ファミリーマート摂津鶴野店 大阪府　摂津市鶴野３丁目５番２３号
ファミリーマート枚方大橋店 大阪府　枚方市伊加賀西町１１番１０号
ファミリーマート吹田長野西店 大阪府　吹田市長野西１１－８
ファミリーマート南堀江三丁目店 大阪府　大阪市西区南堀江３－１２－１７
ファミリーマート豊中少路店 大阪府　豊中市少路２丁目３－２０
ファミリーマート泉北晴美台二丁店 大阪府　堺市南区晴美台２丁２番１８
ファミリーマート摂津別府店 大阪府　摂津市別府３丁目１９－３
ファミリーマート近鉄布施駅前店 大阪府　東大阪市長堂一丁目１－１７
ファミリーマート八尾南本町店 大阪府　八尾市南本町７－４－５
ファミリーマート茨木南春日丘店 大阪府　茨木市南春日丘１－６－３４
ファミリーマート東住吉南田辺店 大阪府　大阪市東住吉区南田辺１丁目８番２３号
ファミリーマート南海湊駅前店 大阪府　堺市堺区出島町二丁４番９号
ファミリーマート東大阪横枕西店 大阪府　東大阪市横枕西１１番３８号
ファミリーマート茨木鮎川五丁目店 大阪府　茨木市鮎川五丁目３番４２号
ファミリーマート茨木畑田町店 大阪府　茨木市畑田町１番５７号
ファミリーマート南本町店 大阪府　大阪市中央区南本町一丁目５番１号
ファミリーマートＪＲ天満駅前店 大阪府　大阪市北区錦町３－１２
ファミリーマートときはま北花田店 大阪府　堺市北区北花田町３－４４－１６
ファミリーマート豊中大黒町店 大阪府　豊中市大黒町１－１－１
ファミリーマート熊取駅前店 大阪府　泉南郡熊取町大久保中１－１６－１８
ファミリーマート八戸ノ里駅東店 大阪府　東大阪市小阪三丁目３７７番２
ファミリーマート枚方大峰元町店 大阪府　枚方市大峰元町一丁目３４
ファミリーマート高槻大塚町店 大阪府　高槻市大塚町５－３２－３
ファミリーマート天神橋筋商街店 大阪府　大阪市北区天神橋６－４－１３
ファミリーマート堺日置荘原寺店 大阪府　堺市東区日置荘原寺町２９番地の６
ファミリーマート摂津新在家一丁目店 大阪府　摂津市新在家１－２７－２３
ファミリーマート堺大泉緑地店 大阪府　堺市北区新金岡町５丁６番１１６号
ファミリーマート枚方長尾谷町店 大阪府　枚方市長尾谷町３－１７－１６
ファミリーマート柏原円明町店 大阪府　柏原市円明町１７番９号
ファミリーマート堺市役所前店 大阪府　堺市堺区中瓦町１丁４－１８
ファミリーマート鴫野駅南店 大阪府　大阪市城東区鴫野西５－１３
ファミリーマート松原丹南四丁目店 大阪府　松原市丹南４－１７６－１
ファミリーマート桑津一丁目店 大阪府　大阪市東住吉区桑津１－１－３９
ファミリーマート大正北村店 大阪府　大阪市大正区北村１－１８－６
ファミリーマート日本生命病院店 大阪府　大阪市西区江之子島２丁目
ファミリーマート近鉄八戸ノ里駅前店 大阪府　東大阪市小阪３丁目１－１１
ファミリーマート堺土師店 大阪府　堺市中区土師町２丁３４－６２
ファミリーマート堺市之町東店 大阪府　堺市堺区市之町東六丁１番２１号
ファミリーマート富田林中野町一丁目店 大阪府　富田林市中野町１丁目２０６－７
ファミリーマート堺大野芝町店 大阪府　堺市中区大野芝町１８３－１
ファミリーマート堺大美野店 大阪府　堺市東区大美野１６３番地５
ファミリーマート上新庄駅南店 大阪府　大阪市東淀川区瑞光１丁目１２－３
ファミリーマート光明池南店 大阪府　和泉市室堂町６０８－２６
ファミリーマート北河堀店 大阪府　大阪市天王寺区北河堀町２－１６
ファミリーマート一津屋三丁目店 大阪府　松原市一津屋３－６－１７
ファミリーマート今福西四丁目店 大阪府　大阪市城東区今福西４－１－１



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
ファミリーマート東大阪三島店 大阪府　東大阪市三島１－１２－１６
ファミリーマート豊中北条町店 大阪府　豊中市北条町１－２１－９
ファミリーマート西宮原一丁目店 大阪府　大阪市淀川区西宮原１－５－２８新大阪テラサキ第３ビ
ファミリーマート堺錦之町店 大阪府　堺市堺区錦之町西三丁２番２４号
ファミリーマート寝屋川高柳二丁目店 大阪府　寝屋川市高柳２丁目１５－２６
ファミリーマート土生町二丁目店 大阪府　岸和田市土生町二丁目１６番３５号
ファミリーマート堺榎元町店 大阪府　堺市堺区榎元町５丁目６－１１
ファミリーマート四つ橋なんば駅前店 大阪府　大阪市浪速区難波中１－３
ファミリーマート本町橋店 大阪府　大阪市中央区本町橋１－５
ファミリーマート塚本二丁目店 大阪府　大阪市淀川区塚本２－２３－６
ファミリーマート東淀川大桐一丁目店 大阪府　大阪市東淀川区大桐１
ファミリーマート羽曳野誉田店 大阪府　羽曳野市誉田７－８９０－２
ファミリーマート国分東条町店 大阪府　柏原市国分東条町２３－１２
ファミリーマート幾野四丁目店 大阪府　交野市幾野４－１８
ファミリーマート西成松店 大阪府　大阪市西成区松３－１
ファミリーマート野里一丁目店 大阪府　大阪市西淀川区野里１－３１－１４
ファミリーマート茨木水尾店 大阪府　茨木市水尾２－１１－５
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
ファミリーマート堺上店 大阪府　堺市西区上９７－４
ファミリーマートＭＹＳ長田駅南店 大阪府　東大阪市長田中１－４－１９
ファミリーマート酉島二丁目店 大阪府　大阪市此花区酉島２－６
ファミリーマート八尾安中町店 大阪府　八尾市安中町４－８－１８
ファミリーマート都島内代町店 大阪府　大阪市都島区内代町１丁目１
ファミリーマート箕面半町店 大阪府　箕面市半町四丁目１
ファミリーマート西天満店 大阪府　大阪市北区西天満５－１２－１０
ファミリーマート与力町店 大阪府　大阪市北区与力町７－９
ファミリーマート東大阪瓜生堂店 大阪府　東大阪市瓜生堂一丁目１４番２２号
ファミリーマート泉大津板原店 大阪府　泉大津市板原町４丁目１１番１号
ファミリーマート大和田駅前店 大阪府　門真市常称寺町１９－１９
ファミリーマート京阪本通二丁目店 大阪府　守口市京阪本通２－９－４
ファミリーマート八尾堤町店 大阪府　八尾市提町一丁目５２－７
ファミリーマート忠岡東一丁目店 大阪府　泉北郡忠岡町忠岡東一丁目２２番２５号
ファミリーマート小浦忠岡北店 大阪府　泉北郡忠岡町忠岡北二丁目８番１８号
ファミリーマート加島三丁目店 大阪府　大阪市淀川区加島３－１３
ファミリーマート庄内宝町二丁目店 大阪府　豊中市庄内宝町２－６－３９
ファミリーマート豊中春日町店 大阪府　豊中市春日町４－４－１３
ファミリーマート新高小学校前店 大阪府　大阪市淀川区新高４－４－１２
ファミリーマート鷺洲五丁目店 大阪府　大阪市福島区鷺洲５－３－１６
ファミリーマート西野田店 大阪府　大阪市福島区大開１－６－１
ファミリーマートＪＲ堺市駅前店 大阪府　堺市北区北長尾町１－７－６
ファミリーマート高井田元町店 大阪府　東大阪市高井田元町１丁目１８－１５
ファミリーマート羽曳野島田病院前店 大阪府　羽曳野市向野３丁目９３－１
ファミリーマート阪急南方駅前店 大阪府　大阪市淀川区西中島３－１５－１１
ファミリーマートひようたん山北店 大阪府　東大阪市本町６－１７
ファミリーマート箕面繊維団地店 大阪府　箕面市船場東３－６
ファミリーマート京屋畑山町店 大阪府　堺市中区深井畑山町２４７－１
ファミリーマート深江北一丁目店 大阪府　大阪市東成区深江北一丁目８－７
ファミリーマート守口佐太中町二丁目店 大阪府　守口市佐太中町２－２－２９
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
ファミリーマート中加賀屋二丁目店 大阪府　大阪市住之江区中加賀屋２－１－４
ファミリーマート島本江川店 大阪府　三島郡島本町江川１－２－１５
ファミリーマート加美北店 大阪府　大阪市平野区加美北五丁目１０番４８号
ファミリーマート天満市場店 大阪府　大阪市北区池田町１６－６
ファミリーマート外環貝塚店 大阪府　貝塚市森１３９－１
ファミリーマート四條畷岡山店 大阪府　四條畷市岡山１－１３－１
ファミリーマート小浦大阪ビジネスパーク店 大阪府　大阪市中央区城見２－２－１
ファミリーマート門真下馬伏店 大阪府　門真市大字下馬伏４４－１
ファミリーマート豊能町余野店 大阪府　豊能郡豊能町余野２１６
ファミリーマート竹島二丁目店 大阪府　大阪市西淀川区竹島２－４－７
ファミリーマート堺一条通店 大阪府　堺市堺区一条通５－２６
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
ファミリーマート新森二丁目店 大阪府　大阪市旭区新森２－２４－２２
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
ファミリーマート深江橋店 大阪府　大阪市東成区深江北２－１－１８
ファミリーマート吹田朝日が丘町店 大阪府　吹田市朝日が丘町１６－５



ファミリーマート山王店 大阪府　大阪市西成区太子１－２－１
ファミリーマート門真三ツ島店 大阪府　門真市大字三ツ島７０２－４
ファミリーマート島之内二丁目店 大阪府　大阪市中央区島之内２－４－１９
ファミリーマート羽曳野野々上店 大阪府　羽曳野市野々上４丁目５－４
ファミリーマート松原三宅東店 大阪府　松原市三宅東５丁目１９７２番１
ファミリーマート高井田柳通店 大阪府　東大阪市高井田本通２－７－４
ファミリーマート富田林中野町店 大阪府　富田林市中野町３丁目３０７４－１
ファミリーマート茨木鮎川店 大阪府　茨木市鮎川５－２１－５
ファミリーマート大東寺川店 大阪府　大東市寺川４－１－９
ファミリーマート箕面小野原西店 大阪府　箕面市小野原西６－１－７
ファミリーマート島本高浜二丁目店 大阪府　三島郡島本町高浜２－２４８－１
ファミリーマート富田林南大伴町店 大阪府　富田林市南大伴町４丁目２－１０
ファミリーマート南住吉店 大阪府　大阪市住吉区南住吉２－１
ファミリーマート玉出西店 大阪府　大阪市西成区玉出西１－１
ファミリーマート門真深田町店 大阪府　門真市深田町２０
ファミリーマート東大阪川田店 大阪府　東大阪市川田三丁目９－１６
ファミリーマート九条南二丁目店 大阪府　大阪市西区九条南二丁目３２
ファミリーマート堺砂道町店 大阪府　堺市堺区砂道町一丁１５－１８
ファミリーマート太子町山田店 大阪府　南河内郡太子町大字山田２８８－１
ファミリーマート本田みなと通店 大阪府　大阪市西区本田１－１８
ファミリーマートナンバプラザホテル店 大阪府　大阪市中央区難波千日前１－２０
ファミリーマート東淡路店 大阪府　大阪市東淀川区東淡路４－３３－２０
ファミリーマート西堤本通西店 大阪府　東大阪市西堤本通西三丁目１２番４
ファミリーマート枚方招堤南町店 大阪府　枚方市招堤南町二丁目１９
ファミリーマート大東大野店 大阪府　大東市大野一丁目７１８番１
ファミリーマート枚方池之宮店 大阪府　枚方市池之宮一丁目１３－１２
ファミリーマート茨木駅前一丁目店 大阪府　茨木市駅前１－４－１０
ファミリーマート富田駅前店 大阪府　高槻市富田町１－１３－１
ファミリーマート西成区役所前店 大阪府　大阪市西成区岸里２－２－２７
ファミリーマート大今里一丁目店 大阪府　大阪市東成区大今里１－２２
ファミリーマートＭＹＳ播磨町店 大阪府　大阪市阿倍野区播磨一丁目２５－２
ファミリーマート阪南市民病院店 大阪府　阪南市下出１７
ファミリーマート野中北店 大阪府　大阪市淀川区野中北２－５－３３
ファミリーマート難波千日前通店 大阪府　大阪市中央区難波三丁目５－１７北極星ビル
ファミリーマート中新開二丁目店 大阪府　東大阪市中新開２－１１－７
ファミリーマート小路駅東店 大阪府　大阪市生野区小路東２－１６－２
ファミリーマート矢田一丁目店 大阪府　大阪市東住吉区矢田一丁目２
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
ファミリーマート守口竜田通一丁目店 大阪府　守口市竜田通１－６
ファミリーマート天六本庄東店 大阪府　大阪市北区本庄東１－１０－１６
ファミリーマート済生会吹田病院店 大阪府　吹田市川園町１－２
ファミリーマートなかもず駅北口店 大阪府　堺市北区中百舌鳥町２－１０１
ファミリーマート泉佐野俵屋店 大阪府　泉佐野市市場西一丁目３６６番１
ファミリーマート茨木別院町店 大阪府　茨木市別院町４－１
ファミリーマート泉南信達市場店 大阪府　泉南市信達市場１５２７－１
ファミリーマート門真元町中店 大阪府　門真市元町９
ファミリーマート泉大津西港町店 大阪府　泉大津市西港町１１０番１
ファミリーマート箕面新稲店 大阪府　箕面市新稲５－１－２８
ファミリーマート寝屋川香里南之町店 大阪府　寝屋川市香里南之町３６番１２号
ファミリーマート名神吹田インター前店 大阪府　吹田市青葉丘北７－３２
ファミリーマート東大阪旭町店 大阪府　東大阪市旭町１９８番１
ファミリーマート緑橋中央大通店 大阪府　大阪市東成区東今里２－２－２８
ファミリーマート泉大津北助松店 大阪府　泉大津市助松町一丁目４７４番１
ファミリーマート千林二丁目店 大阪府　大阪市旭区千林二丁目６
ファミリーマート守口高瀬町店 大阪府　守口市高瀬町三丁目９
ファミリーマート京屋御陵通店 大阪府　堺市堺区一条通２－６
ファミリーマート福島海老江店 大阪府　大阪市福島区海老江１－１２
ファミリーマート門真大池町店 大阪府　門真市大池町２－３４
ファミリーマート住之江公園駅西店 大阪府　大阪市住之江区新北島１丁目３
ファミリーマート立売堀一丁目店 大阪府　大阪市西区立売堀一丁目６－１３南本町天祥ビル
ファミリーマート豊中西緑丘店 大阪府　豊中市西緑丘３－１０－４３エストグランデ西緑丘１Ｆ
ファミリーマート港晴四丁目店 大阪府　大阪市港区港晴四丁目１５
ファミリーマート旭二丁目店 大阪府　大阪市西成区梅南２
ファミリーマート苅田五丁目店 大阪府　大阪市住吉区苅田五丁目１３－７西武マンション
ファミリーマート西淀川柏里店 大阪府　大阪市西淀川区柏里２－８
ファミリーマート淡路四丁目店 大阪府　大阪市東淀川区淡路４



ファミリーマート富田林喜志駅前店 大阪府　富田林市旭ヶ丘町９６６－３
ファミリーマート都島北通一丁目店 大阪府　大阪市都島区都島北通一丁目１３－３２
ファミリーマート河内長野喜多町店 大阪府　河内長野市喜多町１９９－６
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五丁目１－１６大永ビル
ファミリーマート今川三丁目店 大阪府　大阪市東住吉区今川三丁目７
ファミリーマート泉佐野上瓦屋店 大阪府　泉佐野市上瓦屋４５０－１
ファミリーマート堺北長尾町店 大阪府　堺市北区北長尾町八丁３１９番１
ファミリーマート吹田五月が丘北店 大阪府　吹田市五月が丘北２２－１４
ファミリーマート牧落駅前店 大阪府　箕面市桜４－１－２４アーバンハイツ桜
ファミリーマート泉佐野南中安松店 大阪府　泉佐野市南中安松１４７２番
ファミリーマート天下茶屋一丁目店 大阪府　大阪市西成区天下茶屋１
ファミリーマート寺田町東店 大阪府　大阪市生野区生野西二丁目７－２５
ファミリーマート曙川東一丁目店 大阪府　八尾市曙川東一丁目５７番
ファミリーマート島之内周防町店 大阪府　大阪市中央区島之内二丁目１
ファミリーマート堺中百舌鳥町五丁店 大阪府　堺市北区中百舌鳥町五丁６８９番地
ファミリーマート寝屋川打上元町店 大阪府　寝屋川市打上元町１２番２７号
ファミリーマート河南白木店 大阪府　南河内郡河南町白木８４２－１
ファミリーマート柏原平野店 大阪府　柏原市平野一丁目５２番１
ファミリーマート四條畷岡山東店 大阪府　四條畷市岡山東一丁目１番１３号
ファミリーマート東野田四丁目店 大阪府　大阪市都島区東野田町四丁目１３
ファミリーマート東大阪箱殿町店 大阪府　東大阪市箱殿町２８２－２
ファミリーマートＪＲ百舌鳥駅前店 大阪府　堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁１４１番地の１
ファミリーマート東大阪若江南町店 大阪府　東大阪市若江南町一丁目１－４８
ファミリーマート吹田千里山西店 大阪府　吹田市千里山西４－３８
ファミリーマート薬ヒグチ天神橋二丁目店 大阪府　大阪市北区天神橋２丁目北１－２３
ファミリーマート四ツ橋南堀江店 大阪府　大阪市西区南堀江一丁目１１－５
ファミリーマートＭＹＳ我孫子前駅西店 大阪府　大阪市住吉区遠里小野四丁目１０－１２
ファミリーマート堺鳳東町店 大阪府　堺市西区鳳東町二丁１６２－１
ファミリーマート大淀北一丁目店 大阪府　大阪市北区大淀北１－６
ファミリーマート豊里七丁目店 大阪府　大阪市東淀川区豊里７－３１－２４
ファミリーマート大正鶴町店 大阪府　大阪市大正区鶴町４－９
ファミリーマート豊中岡町北店 大阪府　豊中市岡町北２－１８
ファミリーマート江戸堀三丁目店 大阪府　大阪市西区江戸堀三丁目１
ファミリーマートエル守口店 大阪府　守口市寺内町２－２
ファミリーマート関目高殿駅西店 大阪府　大阪市旭区高殿４－２１
ファミリーマート星田駅東店 大阪府　交野市星田五丁目４００４番５
ファミリーマート上住吉二丁目店 大阪府　大阪市住吉区上住吉二丁目１２
ファミリーマート神崎川駅西店 大阪府　大阪市淀川区三津屋北１－３５－１３
ファミリーマート豊新四丁目店 大阪府　大阪市東淀川区豊新４－１７
ファミリーマート島屋一丁目店 大阪府　大阪市此花区島屋一丁目１－１９
ファミリーマート南海堺駅前店 大阪府　堺市堺区戎島町二丁７０番１
ファミリーマートＪＲ東岸和田駅北店 大阪府　岸和田市土生町４２０８番地
ファミリーマート池田駅南店 大阪府　池田市満寿美町１－８－１０１
ファミリーマート浜口西一丁目店 大阪府　大阪市住之江区浜口西１－１３
ファミリーマート瑞光一丁目店 大阪府　大阪市東淀川区瑞光１－３
ファミリーマート四つ橋なんば駅南店 大阪府　大阪市浪速区難波中一丁目１０－１０ＡＵＳビル
ファミリーマート古川橋駅前店 大阪府　門真市垣内町１－１１古川橋北ペアビル東館
ファミリーマート東石切公園前店 大阪府　東大阪市東石切町三丁目９－１７
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５３４番３
ファミリーマート伝法駅前店 大阪府　大阪市此花区伝法三丁目１４－２伝法ステーションハイ
ファミリーマート堺美原黒山店 大阪府　堺市美原区黒山６９番地１
ファミリーマート岸和田西之内町店 大阪府　岸和田市西之内町１３番１号
ファミリーマート堺高松店 大阪府　堺市東区高松７０－４
ファミリーマート梅田角田町店 大阪府　大阪市北区角田町６－３
ファミリーマート城東鴫野西店 大阪府　大阪市城東区鴫野西２－１８－３
ファミリーマート摂津東別府三丁目店 大阪府　摂津市東別府三丁目８番１１号
ファミリーマート井高野一丁目店 大阪府　大阪市東淀川区井高野１－１－３８
ファミリーマート西中島四丁目店 大阪府　大阪市淀川区西中島４－５－１
ファミリーマート堺百舌鳥梅町二丁店 大阪府　堺市北区百舌鳥梅町二丁５０６
ファミリーマート府中病院店 大阪府　和泉市肥子町一丁目１０－１７
ファミリーマート東大阪近江堂店 大阪府　東大阪市近江堂三丁目１２－６
ファミリーマート八幡屋商店街西店 大阪府　大阪市港区八幡屋一丁目１５
ファミリーマート八尾桜ヶ丘一丁目店 大阪府　八尾市桜ヶ丘一丁目６０１番
ファミリーマート東大阪川俣店 大阪府　東大阪市川俣一丁目１５－４２
ファミリーマート加島駅東口店 大阪府　大阪市淀川区加島３－１
ファミリーマート豊崎二丁目店 大阪府　大阪市北区豊崎２－１０－１７



ファミリーマート難波一丁目店 大阪府　大阪市中央区難波１－７－１０
ファミリーマート済生会野江病院店 大阪府　大阪市城東区古市１－３－２５
ファミリーマート曽根崎南店 大阪府　大阪市北区曽根崎１－４－３
ファミリーマート舞洲店 大阪府　大阪市此花区北港白津二丁目
ファミリーマート豊中上新田店 大阪府　豊中市上新田２－２４
ファミリーマート関空第一ターミナル２階店 大阪府　泉南郡田尻町泉州空港中一番地
ファミリーマート城東えなみ店 大阪府　大阪市城東区野江二丁目４－８
ファミリーマート富田林若松町西店 大阪府　富田林市若松町西三丁目１５９７番３
ファミリーマート高槻南庄所町店 大阪府　高槻市南庄所町１７－８
ファミリーマート富田林錦織北店 大阪府　富田林市錦織北三丁目１番２３号
ファミリーマート堺西野店 大阪府　堺市東区西野４７９番１
ファミリーマート内平野町店 大阪府　大阪市中央区内平野町一丁目２番２号
ファミリーマート背戸口一丁目店 大阪府　大阪市平野区背戸口１－９
ファミリーマート大正千島店 大阪府　大阪市大正区千島二丁目３
ファミリーマート内本町西店 大阪府　大阪市中央区本町橋２
ファミリーマート内久宝寺町四丁目店 大阪府　大阪市中央区内久宝寺町四丁目４０
ファミリーマート大宮五丁目店 大阪府　大阪市旭区大宮五丁目３－１９
ファミリーマート豊新二丁目店 大阪府　大阪市東淀川区豊新２－４
ファミリーマート我孫子道駅前店 大阪府　大阪市住吉区清水丘二丁目
ファミリーマート高井田本通店 大阪府　東大阪市高井田本通七丁目１－３８
ファミリーマート岸和田三田町店 大阪府　岸和田市三田町６３６番
ファミリーマート福島駅北店 大阪府　大阪市福島区福島七丁目１２－１１
ファミリーマート南津守五丁目店 大阪府　大阪市西成区南津守五丁目１７－２
ファミリーマート背戸口五丁目店 大阪府　大阪市平野区背戸口五丁目７
ファミリーマート新森七丁目店 大阪府　大阪市旭区新森七丁目５－２
ファミリーマート俊徳道駅西店 大阪府　東大阪市荒川二丁目２８－１１
ファミリーマート東三国四丁目店 大阪府　大阪市淀川区東三国４－１８－６
ファミリーマート堺百舌鳥陵南町店 大阪府　堺市北区百舌鳥陵南町三丁１６１番地
ファミリーマート天神橋四丁目店 大阪府　大阪市北区天神橋四丁目６
ファミリーマートベルランド総合病院店 大阪府　堺市中区東山５００－３
ファミリーマート岸和田野田町二丁目店 大阪府　岸和田市野田町二丁目１４番１４号
ファミリーマート神崎川駅東店 大阪府　大阪市淀川区新高六丁目１４－１４
ファミリーマート高槻グリーンプラザ店 大阪府　高槻市紺屋町１－１グリーンプラザ高槻一号館
ファミリーマート南港口店 大阪府　大阪市住之江区南港東１－５－１１
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１
ファミリーマート岸和田八田町店 大阪府　岸和田市土生町１３５－１
ファミリーマート富田林喜志町店 大阪府　富田林市喜志町四丁目１番１１号
ファミリーマート東田辺三丁目店 大阪府　大阪市東住吉区東田辺三丁目４１
ファミリーマート大和田六丁目店 大阪府　大阪市西淀川区大和田６－３
ファミリーマート大阪狭山東野中店 大阪府　大阪狭山市東野中四丁目６５６－１
ファミリーマート八尾郡川店 大阪府　八尾市郡川二丁目６０
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１２１番１
ファミリーマート泉尾三丁目店 大阪府　大阪市大正区泉尾三丁目２－１
ファミリーマート東大阪南荘町店 大阪府　東大阪市南荘町３－２０
ファミリーマート中之島五丁目店 大阪府　大阪市北区中之島五丁目３－９２ルイシャトレ中之島
ファミリーマート江坂駅北店 大阪府　吹田市江坂町１－１３－４１
ファミリーマート新今里四丁目店 大阪府　大阪市生野区新今里４－１－１０
ファミリーマート地下鉄あびこ駅南店 大阪府　大阪市住吉区我孫子東三丁目６２－３
ファミリーマート薬ヒグチ谷町二丁目店 大阪府　大阪市中央区谷町２丁目３－１２マルイト谷町ビル
ファミリーマート門真江端東店 大阪府　門真市岸和田４－１
ファミリーマート枚方市役所前店 大阪府　枚方市岡東町８－６
ファミリーマート鴫野橋店 大阪府　大阪市城東区鴫野西一丁目９
ファミリーマート泉北田園大橋店 大阪府　堺市中区深阪１５２７－１
ファミリーマート長居駅西店 大阪府　大阪市住吉区長居東四丁目９－１４
ファミリーマート都島本通三丁目店 大阪府　大阪市都島区都島本通三丁目２２５－１
ファミリーマート中崎西二丁目店 大阪府　大阪市北区中崎西２－１－９
ファミリーマート豊中中桜塚店 大阪府　豊中市中桜塚３－３－６
ファミリーマート巽中三丁目店 大阪府　大阪市生野区巽中三丁目１５－３
ファミリーマート東ぐみの木店 大阪府　大阪狭山市東茱萸木２丁目８９７－２
ファミリーマート布施荒川店 大阪府　東大阪市荒川１－１４－３４
ファミリーマート八尾跡部北の町店 大阪府　八尾市跡部北の町二丁目３番２５号
ファミリーマート堺緑ケ丘中町店 大阪府　堺市緑ヶ丘中町１－１－２９
ファミリーマート小浦下新庄駅前店 大阪府　大阪市東淀川区下新庄４－１０－１０
ファミリーマート北久宝寺一丁目店 大阪府　八尾市北久宝寺一丁目４番１２号
ファミリーマート四條畷中野西店 大阪府　四条畷市大字中野５３４番
ファミリーマート美原今井店 大阪府　堺市美原区今井７７番１



ファミリーマート東今里一丁目店 大阪府　大阪市東成区東今里１－５
ファミリーマート泉南信達大苗代店 大阪府　泉南市信達大苗代３６７番１
ファミリーマート茨木大池一丁目店 大阪府　茨木市大池一丁目４１５番２
ファミリーマート淀川新高二丁目店 大阪府　大阪市淀川区新高二丁目２－１０
ファミリーマート浪速元町三丁目店 大阪府　大阪市浪速区元町三丁目１０番１号
ファミリーマート心斎橋清水通店 大阪府　大阪市中央区心斎橋筋一丁目４－１０
ファミリーマート加美東四丁目店 大阪府　大阪市平野区加美東四丁目１番２６号
ファミリーマート堺中之町東店 大阪府　堺市堺区中之町東一丁１番２１号
ファミリーマート小浦貝塚福田店 大阪府　貝塚市福田９３番
ファミリーマート西淀川佃三丁目店 大阪府　大阪市西淀川区佃三丁目１９－３０
ファミリーマート貝塚半田店 大阪府　貝塚市半田一丁目２－１１
ファミリーマート御堂筋清水町西店 大阪府　大阪市中央区西心斎橋一丁目５－２７福太郎心斎橋ビル
ファミリーマート貝塚澤店 大阪府　貝塚市澤８９０番６
ファミリーマート摂津鳥飼中一丁目店 大阪府　摂津市鳥飼中一丁目３６番２０号
ファミリーマート池田荘園東店 大阪府　池田市荘園一丁目１２
ファミリーマート白鷺駅前店 大阪府　堺市東区白鷺町１－２－１２
ファミリーマート薬ヒグチ弥刀駅前店 大阪府　東大阪市友井三丁目７－２
ファミリーマート福崎店 大阪府　大阪市港区福崎２－４
ファミリーマート文の里二丁目店 大阪府　大阪市阿倍野区文の里２－１１－２１ジョイフル文の里
ファミリーマート門真柳田町店 大阪府　門真市柳田町１－４
ファミリーマート高槻川西町一丁目店 大阪府　高槻市川西町１－２２
ファミリーマートＭＹＳ大国町駅前店 大阪府　大阪市浪速区敷津東２－５－１６
ファミリーマート北堀江四丁目店 大阪府　大阪市西区北堀江４－５－２
ファミリーマートルクアイーレ店 大阪府　大阪市北区梅田三丁目１－３１階
ファミリーマート南堀江四丁目店 大阪府　大阪市西区南堀江４丁目２番１号
ファミリーマート淀川宮原店 大阪府　大阪市淀川区宮原１－１９
ファミリーマートＪＲ四条畷駅西口店 大阪府　大東市北新町住居表示未定
ファミリーマート京屋平岡町店 大阪府　堺市西区平岡町３８－１
ファミリーマート小浦岸和田北インター店 大阪府　岸和田市木材町９－１１
ファミリーマート泉南樽井北店 大阪府　泉南市樽井７－１－３４
ファミリーマート小浦岸和田木材町店 大阪府　岸和田市木材町８番地の８
ファミリーマートＪＲ久宝寺駅前店 大阪府　八尾市龍華町２丁目１番１坂本ビル３階
ファミリーマート門真宮前町店 大阪府　門真市宮前町１８－
ファミリーマート岸和田荒木町二丁目店 大阪府　岸和田市荒木町２－６－１
ファミリーマート正雀駅東口店 大阪府　摂津市正雀本町１－３４－９－１０１
ファミリーマート八尾跡部店 大阪府　八尾市跡部北の町１丁目７３番１
ファミリーマート八尾上之島町北店 大阪府　八尾市上之島町北４丁目２１－１、２１－３
ファミリーマート東大阪稲田上町店 大阪府　東大阪市稲田上町２丁目２－５４
ファミリーマート喜連七丁目店 大阪府　大阪市平野区喜連７丁目９－２５
ファミリーマート天下茶屋三丁目店 大阪府　大阪市西成区天下茶屋３丁目２８番１６その他３筆（地
ファミリーマート阪急総持寺駅前店 大阪府　茨木市総持寺駅前町６－１
ファミリーマート島之内八幡町店 大阪府　大阪市中央区島之内２丁目１４－２３
ファミリーマート堺市立総合医療センター店 大阪府　堺市西区家原寺町一丁目１番１号
ファミリーマート貝塚港北店 大阪府　貝塚市港２７－１３
ファミリーマート東大阪トラックターミナル 大阪府　東大阪市本庄２－７－１５
ファミリーマート岸和田南インター店 大阪府　岸和田市地蔵浜町７番地の１
ファミリーマート八尾水越店 大阪府　八尾市大竹一丁目１３６番
ファミリーマート大宮二丁目店 大阪府　大阪市旭区大宮２丁目１５－
ファミリーマート大和田四丁目店 大阪府　大阪市西淀川区大和田４－２
ファミリーマート天下茶屋北一丁目店 大阪府　大阪市西成区天下茶屋北１丁目７－
ファミリーマート交野森北一丁目店 大阪府　交野市森北１－１３７
ファミリーマート高槻センター街店 大阪府　高槻市高槻町１６－５
ファミリーマート豊中小曽根店 大阪府　豊中市小曽根４－３
ファミリーマート河内長野北青葉台店 大阪府　河内長野市北青葉台５２－４２
ファミリーマート小浦貝塚市役所前店 大阪府　貝塚市加神１－６－２６
ファミリーマート摂津千里丘二丁目店 大阪府　摂津市千里丘２－１１－１８
ファミリーマート高槻大塚町三丁目店 大阪府　高槻市大塚町３－２３－７
ファミリーマート姫島四丁目店 大阪府　大阪市西淀川区姫島４－１５－１２
ファミリーマート堺駅南口店 大阪府　堺市堺区栄橋町一丁目８－３
ファミリーマート泉南幡代北店 大阪府　泉南市幡代１丁目３番１７号
ファミリーマート緑地公園駅東店 大阪府　豊中市東寺内町１２－
ファミリーマート北巽駅西店 大阪府　大阪市生野区巽北３－１４－１９
ファミリーマート芝田北店 大阪府　大阪市北区芝田２－９－１７
ファミリーマート高槻塚原一丁目店 大阪府　高槻市塚原１丁目２番１９号
ファミリーマート枚方牧野本町店 大阪府　枚方市牧野本町１丁目２２番１６号
ファミリーマート堺八下町店 大阪府　堺市東区八下町２丁目３２番２



ファミリーマート高殿七丁目店 大阪府　大阪市旭区高殿７丁目１－２０
ファミリーマート大阪工大前店 大阪府　大阪市旭区中宮５丁目４－３４
ファミリーマート大淀南店 大阪府　大阪市北区大淀南２－８－９
ファミリーマート小浦桜川一丁目店 大阪府　大阪市浪速区桜川１丁目４番３
ファミリーマート今福東一丁目店 大阪府　大阪市城東区今福東１－５－
ファミリーマート摂津鳥飼上四丁目店 大阪府　摂津市鳥飼上４丁目７－４１
ファミリーマート和泉光明台店 大阪府　和泉市三林町８１９－６
ファミリーマート阪南尾崎町五丁目店 大阪府　阪南市尾崎町５丁目１４－８
ファミリーマート泉大津虫取町店 大阪府　泉大津市虫取町１－４－３３
ファミリーマート箕面粟生外院一丁目店 大阪府　箕面市粟生外院１丁目１５－４
ファミリーマート吹田上山手町店 大阪府　吹田市上山手町２７－８
ファミリーマート博労町一丁目店 大阪府　大阪市中央区博労町１－９－
ファミリーマート東天満店 大阪府　大阪市北区東天満２丁目９－１若杉センタービル本館
ファミリーマート恵美須西二丁目店 大阪府　大阪市浪速区恵美須西２－８－２４
ファミリーマート東大阪森河内東店 大阪府　東大阪市森河内東一丁目２２－１５
ファミリーマートきしざわ新石切北店 大阪府　東大阪市西石切町１丁目８－１８
ファミリーマート毛馬町一丁目店 大阪府　大阪市都島区毛馬町１丁目１０２番１（地番）
ファミリーマート守口西郷通店 大阪府　守口市西郷通２－８－１６
ファミリーマートＫ２梅田東店 大阪府　大阪市北区中崎西２丁目４－４０
ファミリーマート豊新三丁目店 大阪府　大阪市東淀川区豊新３－２６－１６
ファミリーマート梅香三丁目店 大阪府　大阪市此花区梅香３－３１－１４
ファミリーマート堺緑町店 大阪府　堺市堺区緑町１－１－１
ファミリーマート高井田西三丁目店 大阪府　東大阪市高井田西３丁目２－３１
ファミリーマート大阪府中央卸売市場店 大阪府　茨木市宮島１－１－１
ファミリーマート西中島南方店 大阪府　大阪市淀川区西中島２丁目１４－８
ファミリーマート深江橋駅前店 大阪府　大阪市城東区永田４－１７－１４
ファミリーマート富田林若松町店 大阪府　富田林市若松町１－１１－１３
ファミリーマート四ツ橋北堀江一丁目店 大阪府　大阪市西区北堀江１－３－２０
ファミリーマート堺金岡町店 大阪府　堺市北区金岡町１３０２－１
ファミリーマート箕面西宿店 大阪府　箕面市西宿１－６－７
ファミリーマート吹田山手町四丁目店 大阪府　吹田市山手町４丁目１３－６
ファミリーマート伏見町二丁目店 大阪府　大阪市中央区伏見町２－４－２
ファミリーマート茨木三島中学校南店 大阪府　茨木市西河原一丁目１７番４８号
ファミリーマート石切駅前店 大阪府　東大阪市東石切町４丁目１４－３８
ファミリーマート吹田垂水町一丁目店 大阪府　吹田市垂水町１－７－６
ファミリーマート八尾天王寺屋店 大阪府　八尾市天王寺屋７丁目１７番
ファミリーマート北野高校前店 大阪府　大阪市淀川区新北野１－１４－１１
ファミリーマート万代六丁目店 大阪府　大阪市住吉区万代６－１０－６
ファミリーマート堺深井中町店 大阪府　堺市中区深井中町１９７３－１
ファミリーマート阿倍野王子町店 大阪府　大阪市阿倍野区王子町１－５－１５
ファミリーマート箕面牧落三丁目店 大阪府　箕面市牧落３丁目２０－
ファミリーマート千日前通なんば店 大阪府　大阪市中央区難波３－４－１６ＥＣＳ第３２ビル
ファミリーマート吉田駅北店 大阪府　東大阪市中新開２－５－８
ファミリーマート平野区役所東店 大阪府　大阪市平野区背戸口５丁目６－２９ビル１階
ファミリーマート稲穂姫島通店 大阪府　大阪市西淀川区姫島３丁目１３－
ファミリーマート東大阪六万寺町店 大阪府　東大阪市六万寺町二丁目４番２号
ファミリーマート江坂町二丁目店 大阪府　吹田市江坂町２丁目１２－４８
ファミリーマート門真大倉町店 大阪府　門真市大倉町８－２６
ファミリーマート茨木中穂積店 大阪府　茨木市中穂積１丁目２－１２
ファミリーマート大阪プール東店 大阪府　大阪市港区田中２－１４－６
ファミリーマート平野店 大阪府　大阪市平野区平野市町３－７－２１
ファミリーマートＪＲ鳳駅前店 大阪府　堺市西区鳳東町一丁７
ファミリーマート枚方田口二丁目店 大阪府　枚方市田口二丁目８番２号
ファミリーマート熊取五門店 大阪府　泉南郡熊取町五門西１丁目１－１４
ファミリーマート玉出西二丁目店 大阪府　大阪市西成区玉出西２丁目１６番３０号
ファミリーマート三先一丁目店 大阪府　大阪市港区三先１－１２－１３
ファミリーマート京橋駅西店 大阪府　大阪市都島区東野田町１丁目５番２９号
ファミリーマート京屋河内花園駅前店 大阪府　東大阪市花園本町１－１－５６
ファミリーマート大阪ビジネスパーク店 大阪府　大阪市中央区城見２丁目１－６１ツイン２１ＭＩＤタ
ファミリーマート守口金田町二丁目店 大阪府　守口市金田町２丁目１－２２
ファミリーマート箕面森町店 大阪府　箕面市森町中１丁目１－
ファミリーマート庄内東町店 大阪府　豊中市庄内東町４丁目２－２５
ファミリーマート寝屋川初町店 大阪府　寝屋川市初町２０－７
ファミリーマート本町駅西店 大阪府　大阪市西区阿波座１丁目－７－１２
ファミリーマート萱島駅前店 大阪府　寝屋川市萱島信和町２１－１５
ファミリーマート北堀江一丁目店 大阪府　大阪市西区北堀江１－２３－１４



ファミリーマートあべのＨｏｏｐ店 大阪府　大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目２－３０Ｈｏｏｐ１Ｆ
ファミリーマート東淀川駅北店 大阪府　大阪市淀川区東三国一丁目２－１４
ファミリーマート東小橋三丁目店 大阪府　大阪市東成区東小橋３－１９
ファミリーマート薬ヒグチＪＲ京橋駅東店 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ＪＲ天王寺駅前店 大阪府　大阪市天王寺区堀越町１６－９毎日シルバービルディン
ファミリーマート花博記念公園前店 大阪府　大阪市旭区新森６丁目１１番２７号
ファミリーマートカツラギ南本町店 大阪府　大阪市中央区南本町３丁目４－１０
ファミリーマート東大阪加納店 大阪府　東大阪市加納６丁目６番８号
ファミリーマート此花酉島店 大阪府　大阪市此花区酉島３－２２－１３
ファミリーマート十三本町二丁目店 大阪府　大阪市淀川区十三本町２－６－２
ファミリーマート和泉橋本店 大阪府　貝塚市橋本３７１
ファミリーマート善源寺町二丁目店 大阪府　大阪市都島区善源寺町２丁目３番１９号
ファミリーマート新町三丁目店 大阪府　大阪市西区新町３－１１－７
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
ファミリーマート大正千島一丁目店 大阪府　大阪市大正区千島１丁目２３番８７号
ファミリーマート東中浜四丁目店 大阪府　大阪市城東区東中浜４丁目９番２３号
ファミリーマート淀川加島店 大阪府　大阪市淀川区加島１丁目５０番２０号
ファミリーマート茨木橋の内店 大阪府　茨木市橋の内二丁目１２番３５号
ファミリーマート豊中東泉丘店 大阪府　豊中市東泉丘１丁目７番地１号
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４丁目３－１
ファミリーマート日本橋二丁目店 大阪府　大阪市中央区日本橋２丁目１８番１２号
ファミリーマート阪南鳥取中店 大阪府　阪南市鳥取中２５０－１
ファミリーマート山田西四丁目店 大阪府　吹田市山田西４－２－６
ファミリーマート松原天美西店 大阪府　松原市天美西四丁目１９５－３
ファミリーマート鶴見横堤一丁目店 大阪府　大阪市鶴見区横堤一丁目１２番１０号
ファミリーマート新町二丁目店 大阪府　大阪市西区新町２丁目２０－
ファミリーマート阪急中津駅前店 大阪府　大阪市北区中津３丁目５番１号
ファミリーマート城東中央二丁目店 大阪府　大阪市城東区中央二丁目８番１５号
ファミリーマート淀川田川店 大阪府　大阪市淀川区田川二丁目８番４号
ファミリーマート高槻古曽部店 大阪府　高槻市古曽部町二丁目２１番３６号
ファミリーマート住之江平林南店 大阪府　大阪市住之江区平林南２丁目１２番３２号
ファミリーマート住吉苅田二丁目店 大阪府　大阪市住吉区苅田二丁目５番２号
ファミリーマート摂津正雀駅前店 大阪府　摂津市正雀本町１丁目２６番９号
ファミリーマート和泉箕形町二丁目店 大阪府　和泉市箕形町二丁目１番１５号
ファミリーマート守口市駅前店 大阪府　守口市桜町９－７
ファミリーマート堂島浜一丁目店 大阪府　大阪市北区堂島浜１丁目４番１９号
ファミリーマート泉南男里店 大阪府　泉南市男里六丁目１６番８号
ファミリーマート豊中城山町店 大阪府　豊中市城山町２丁目７番３０号
ファミリーマートヨーロッパ通り店 大阪府　大阪市中央区東心斎橋２－８－２６都ファッションビ
ファミリーマート岸和田新港町店 大阪府　岸和田市新港町２－２
ファミリーマート生野巽中一丁目店 大阪府　大阪市生野区巽中１丁目２２番２５号
ファミリーマート大東三住町店 大阪府　大東市三住町１６番４、１６番５、１６番６
ファミリーマート泉佐野長滝店 大阪府　泉佐野市長滝１２２５番１他２筆
ファミリーマート黒門市場東店 大阪府　大阪市中央区日本橋２－１－２４
ファミリーマート豊中長興寺北店 大阪府　豊中市長興寺北３丁目１番１号
ファミリーマート大正駅南店 大阪府　大阪市大正区三軒家東１丁目１７－１８
ファミリーマート四條畷中野店 大阪府　四條畷市大字中野１１２－１
ファミリーマート富田林甲田一丁目店 大阪府　富田林市甲田１丁目８－１０
ファミリーマートＪＲ久宝寺駅北店 大阪府　八尾市南久宝寺３丁目３８番地
ファミリーマート摂津正雀三丁目店 大阪府　摂津市正雀三丁目１８７番１
ファミリーマート守口東通店 大阪府　守口市南寺方東通６丁目－１３－１３
ファミリーマート東大阪玉串町西店 大阪府　東大阪市玉串町西３丁目３番３０号
ファミリーマート岸和田上松町店 大阪府　岸和田市上松町２０１－１他９筆
ファミリーマート九条みなと通店 大阪府　大阪市西区九条１丁目１－１Ｋ’ｓコート
ファミリーマート北久宝寺町一丁目店 大阪府　大阪市中央区北久宝寺町１丁目４－
ファミリーマート中島東店 大阪府　大阪市西淀川区中島１－１－３４
ファミリーマート城東中央一丁目店 大阪府　大阪市城東区中央１丁目８－２７アーバネックス蒲生
ファミリーマート城東今福東店 大阪府　大阪市城東区今福東１丁目１６番１〔地番〕
ファミリーマート豊中駅西口店 大阪府　豊中市玉井町１－１０－４
ファミリーマートマルハン新世界店 大阪府　大阪市浪速区恵美須東三丁目４番３６号マルハン新世界
ファミリーマート東大阪機械卸業団地店 大阪府　東大阪市本庄西３丁目１－１
ファミリーマート堺泉北竹城台店 大阪府　堺市南区竹城台３丁目２２－８
ファミリーマート布施広小路店 大阪府　東大阪市足代２丁目３－１
ファミリーマート東鴻池店 大阪府　東大阪市東鴻池町１丁目２－４５
ファミリーマート堺材木町西店 大阪府　堺市堺区材木町西３丁１番２４号
ファミリーマート堺南花田店 大阪府　堺市北区南花田町３０



ファミリーマート曽根崎新地一丁目店 大阪府　大阪市北区曽根崎新地１丁目３－１６
ファミリーマート貝塚二色店 大阪府　貝塚市二色１丁目１番６５号
ファミリーマート吹田津雲台七丁目店 大阪府　吹田市津雲台七丁目７番２０号
ファミリーマート浪速塩草店 大阪府　大阪市浪速区塩草３－７－１０
ファミリーマート八尾山城町店 大阪府　八尾市山城町二丁目３番２１号
ファミリーマート河内長野錦町店 大阪府　河内長野市錦町２１－１０
ファミリーマート松原天美我堂一丁目店 大阪府　松原市天美我堂一丁目４－８
ファミリーマート堺浜寺船尾町店 大阪府　堺市西区浜寺船尾町西三丁４４番地
ファミリーマート大正駅前店 大阪府　大阪市大正区三軒家西１－２－７
ファミリーマート堺鳳西町店 大阪府　堺市西区鳳西町１丁目６８－１４
ファミリーマート守口大日駅前店 大阪府　守口市大日町２－１－１８
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
ファミリーマート久米田駅前店 大阪府　岸和田市大町３７１－５
ファミリーマート長居東三丁目店 大阪府　大阪市住吉区長居東３－４－１１
ファミリーマート茨木美穂ケ丘南店 大阪府　茨木市美穂ケ丘５番２号
ファミリーマート京屋玉串元町店 大阪府　東大阪市玉串元町１－１－３０
ファミリーマート京屋池島町店 大阪府　東大阪市池島町３－２－４０
ファミリーマート福島駅南店 大阪府　大阪市福島区福島５丁目１２－２３
ファミリーマート東大阪今米一丁目店 大阪府　東大阪市今米一丁目１６番１５号
ファミリーマート富田林中野町東店 大阪府　富田林市中野町東１丁目２番１６号
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
ファミリーマート西本町なにわ筋店 大阪府　大阪市西区西本町１丁目１５－１０
ファミリーマート谷町四丁目店 大阪府　大阪市中央区谷町四丁目１１－１
ファミリーマート岸和田流木東店 大阪府　岸和田市流木町３２５番地１
ファミリーマート泉南砂川店 大阪府　泉南市信達市場２３３５番地１
ファミリーマート和泉王子町一丁目店 大阪府　和泉市王子町一丁目２－２４
ファミリーマート中之島三井ビルディング店 大阪府　大阪市北区中之島３丁目３番３号
ファミリーマート岸和田上町店 大阪府　岸和田市上町９－１１
ファミリーマート十三塚本店 大阪府　大阪市淀川区塚本２－１３－１８
ファミリーマート大東諸福店 大阪府　大東市諸福３丁目１番１５号
ファミリーマート西三荘店 大阪府　守口市橋波東之町１ー３ー８
ファミリーマート守口八雲東町店 大阪府　守口市八雲東町一丁目２１番２８号
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
ファミリーマート東太子一丁目店 大阪府　八尾市東太子１－３－５
ファミリーマート茨木玉櫛二丁目店 大阪府　茨木市玉櫛２丁目２９－２７
ファミリーマート吹田千里丘北店 大阪府　吹田市千里丘北１－１６
ファミリーマート豊中上新田四丁目店 大阪府　豊中市上新田４丁目１８－４
ファミリーマート生野鶴橋一丁目店 大阪府　大阪市生野区鶴橋一丁目９番３２号
ファミリーマート高槻天川新町店 大阪府　高槻市天川新町１２
ファミリーマートＭＹＳ西住之江二丁目店 大阪府　大阪市住之江区西住之江２－８－１９
ファミリーマート京橋東店 大阪府　大阪市都島区東野田町５丁目２－２９
ファミリーマート吹田広芝町店 大阪府　吹田市広芝町１０－１４
ファミリーマート新今宮駅北店 大阪府　大阪市浪速区恵美須西３－２－
ファミリーマート池田豊島南店 大阪府　池田市豊島南２丁目９－１２
ファミリーマート岸和田並松店 大阪府　岸和田市並松町２９番３０号
ファミリーマート門真三ツ島三丁目店 大阪府　門真市三ツ島３丁目９番１３号
ファミリーマート吹田山手三丁目店 大阪府　吹田市山手町３－２２－２２
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
ファミリーマート東大阪西堤学園町店 大阪府　東大阪市西堤学園町２丁目２番１１号
ファミリーマート茨木春日三丁目店 大阪府　茨木市春日三丁目１番４１号
ファミリーマート鶴見緑地東店 大阪府　大阪市鶴見区浜５丁目南１番１８号
ファミリーマート岸和田今木町店 大阪府　岸和田市今木町６
ファミリーマート森ノ宮中央店 大阪府　大阪市中央区森ノ宮中央二丁目１３番３０号
ファミリーマート門真大橋店 大阪府　門真市三番１１８２番地の１
ファミリーマート小浦忠岡南店 大阪府　泉北郡忠岡町忠岡南１－２－１０
ファミリーマート天美我堂三丁目店 大阪府　松原市天美我堂三丁目１２４番４
ファミリーマート泉大津北豊中町店 大阪府　泉大津市北豊中町１－６－３４
ファミリーマート楠葉中町店 大阪府　枚方市楠葉中町１２８２番１（地番）
ファミリーマート寝屋川大利町店 大阪府　寝屋川市大利町２１番１０号
ファミリーマート松原別所店 大阪府　松原市別所八丁目１３番２５号
ファミリーマート泉佐野中庄店 大阪府　泉佐野市中庄１２番地の１
ファミリーマート泉佐野高松東店 大阪府　泉佐野市高松東２－２－１３
ファミリーマート豊中緑丘店 大阪府　豊中市緑丘五丁目９番６号
ファミリーマート堺常磐町店 大阪府　堺市北区常磐町１丁１５－１
ファミリーマート岸和田畑町店 大阪府　岸和田市畑町四丁目３番３号
ファミリーマート長田東二丁目店 大阪府　東大阪市長田東２丁目２－７



ファミリーマート八尾光町店 大阪府　八尾市光町１－５８
ファミリーマート寝屋川三井南店 大阪府　寝屋川市三井南町２３－１７
ファミリーマート鶴見今津北店 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ＯＣＡＴモール店 大阪府　大阪市浪速区湊町１ー４ー１
ファミリーマート南森町駅南店 大阪府　大阪市北区天神橋２丁目３番１０号サンハイム南森町１
ファミリーマート駒川三丁目店 大阪府　大阪市東住吉区駒川３－２７－２５
ファミリーマート曽根西町店 大阪府　豊中市曽根西町３丁目６－１
ファミリーマート名神豊中インター店 大阪府　豊中市上津島１丁目５番１７号
ファミリーマート大東野崎店 大阪府　大東市北条１丁目６－１０
ファミリーマート阿波座駅前店 大阪府　大阪市西区立売堀五丁目１番１１号
ファミリーマート門真三ツ島六丁目店 大阪府　門真市三ツ島６丁目３番２号
ファミリーマート茨木沢良宜浜店 大阪府　茨木市沢良宜浜二丁目４番３号
ファミリーマート寝屋川黒原橘町店 大阪府　寝屋川市黒原橘町２３番１０
ファミリーマート本庄西二丁目店 大阪府　大阪市北区本庄西２丁目２２番１２号
ファミリーマート曽根東町店 大阪府　豊中市曽根東町１丁目２番７号
ファミリーマート泉南幡代店 大阪府　泉南市幡代１丁目９番３号
ファミリーマート枚方東香里店 大阪府　枚方市東香里２丁目２９－７
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
ファミリーマート岸里東二丁目店 大阪府　大阪市西成区岸里東２丁目６－１
ファミリーマート近鉄阿部野橋駅西改札内店 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１番ホーム西店 大阪府　大阪市生野区鶴橋２丁目１－２０
ファミリーマート近鉄鶴橋駅１番ホーム東店 大阪府　大阪市生野区鶴橋２丁目１－２０
ファミリーマート近鉄古市駅改札内橋上店 大阪府　羽曳野市古市１－１－２２
ファミリーマート近鉄上本町駅地上８番ホー 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布施駅２階北改札外店 大阪府　東大阪市長堂１－１－１８近鉄布施駅構内
ファミリーマート近鉄阿部野橋駅地下東改札 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難波駅東改札外店 大阪府　大阪市中央区難波４－１－１７
ファミリーマート近鉄八尾駅中央改札外店 大阪府　八尾市北本町２丁目１５３－２
ファミリーマート近鉄布施駅３階大阪線ホー 大阪府　東大阪市長堂１丁目１－１８
ファミリーマート近鉄布施駅４階奈良線ホー 大阪府　東大阪市長堂１丁目１－１８
ファミリーマート近鉄難波駅東改札内店 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中央改札 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 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瓢箪山駅改札外橋上店 大阪府　東大阪市昭和町４－１
ファミリーマート近鉄上本町駅地下１番ホー 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１番ホーム店 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鶴橋駅東３階店 大阪府　大阪市生野区鶴橋２－１－２０
ファミリーマート近鉄日本橋駅改札内中央店 大阪府　大阪市中央区日本橋１丁目１８－１４
ファミリーマート近鉄鶴橋駅　３番ホーム西 大阪府　大阪市生野区鶴橋２丁目１－２０
ファミリーマート近鉄吉田駅　改札外店 大阪府　東大阪市今米１丁目１－６
ファミリーマート近鉄富田林駅南改札外店 大阪府　富田林市本町１８－１７
ファミリーマート近鉄山本駅改札外橋上店 大阪府　八尾市山本町１丁目１－１７
ファミリーマート近鉄河内天美駅前店 大阪府　松原市天美南３丁目１５－４１
ファミリーマート天王寺公園エントランス店 大阪府　大阪市天王寺区茶臼山町
ファミリーマート東大阪横小路店 大阪府　東大阪市横小路町５丁目６番３４号
ファミリーマート平野瓜破店 大阪府　大阪市平野区瓜破西二丁目５番１３号
ファミリーマート八尾東町店 大阪府　八尾市東町五丁目２２番地
ファミリーマート羽曳野埴生野店 大阪府　羽曳野市埴生野１１４４－２
ファミリーマート狭山今熊店 大阪府　大阪狭山市今熊１－５９－１
ファミリーマート寝屋川マルハン店 大阪府　寝屋川市石津中町２５番３２号
ファミリーマート大東赤井店 大阪府　大東市赤井１丁目３－２２
ファミリーマートＭＹＳ杉本町店 大阪府　大阪市住吉区山之内４－１－１エミネンスパレス
ファミリーマートときはま長曽根町店 大阪府　堺市北区長曽根町４８４－１
ファミリーマート松原三宅中一丁目店 大阪府　松原市三宅中一丁目２８９番１他１筆
ファミリーマート門真新橋店 大阪府　門真市新橋町５－５
ファミリーマートアクアくずは店 大阪府　枚方市楠葉花園町１２－５
ファミリーマート木村都島店 大阪府　大阪市都島区中野町４－１０－１７
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
ファミリーマート豊里店 大阪府　大阪市東淀川区豊里２－２５－８
ファミリーマートなら本高田店 大阪府　枚方市高田２－２５－１８
ファミリーマート同心町店 大阪府　大阪市北区同心２－１４－２２
ファミリーマート吹田大橋店 大阪府　吹田市西御旅町１－８
ファミリーマート東成しんみちロード店 大阪府　大阪市東成区大今里３丁目５－（末番未定）
ファミリーマート長居西店 大阪府　大阪市住吉区長居西１－８－１４
ファミリーマート吹田山田西店 大阪府　吹田市山田西２－７－１６
ファミリーマート菅原二丁目店 大阪府　大阪市東淀川区菅原２



ファミリーマート中村野崎駅前店 大阪府　大東市野崎１－１－１０
ファミリーマート日下中島一丁目店 大阪府　大阪市西淀川区中島１－１２－２８
ファミリーマート豊中千成店 大阪府　豊中市千成町２－８－１６
ファミリーマート米田総持寺店 大阪府　茨木市総持寺１－１－３７
ファミリーマート茨木舟木町店 大阪府　茨木市舟木町２１－７
ファミリーマート東淀川駅前店 大阪府　大阪市淀川区宮原２－２－１３
ファミリーマート藤原春日町店 大阪府　高槻市春日町３１－１０
ファミリーマート西宮原二丁目店 大阪府　大阪市淀川区西宮原２－７－２９
ファミリーマート泉尾一丁目店 大阪府　大阪市大正区泉尾１－４－４
ファミリーマート泉大津寿町店 大阪府　泉大津市寿町４－３６
ファミリーマート伝法二丁目店 大阪府　大阪市此花区伝法２－５－１５
ファミリーマート京屋宿院店 大阪府　堺市堺区宿院町東３－１－１
ファミリーマート堺草尾店 大阪府　堺市東区草尾７６４－５
ファミリーマート天満二丁目店 大阪府　大阪市北区天満２－１－３１
ファミリーマート法善寺駅東店 大阪府　柏原市法善寺４－９－１１
ファミリーマート阪神野田店 大阪府　大阪市福島区海老江５－２－７
ファミリーマート堀田此花店 大阪府　大阪市此花区島屋３－１３－２０
ファミリーマート国分駅西口店 大阪府　柏原市国分西１－１－１７
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
ファミリーマート喜連西六丁目店 大阪府　大阪市平野区喜連西６－２－７５
ファミリーマート松原天美我堂店 大阪府　松原市天美我堂２丁目４６３番地１
ファミリーマート近鉄河内花園駅店 大阪府　東大阪市吉田１丁目１３番１２号
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２丁目２番５号
ファミリーマート東くみの木一丁目店 大阪府　大阪狭山市東茱萸木一丁目５１５－１
ファミリーマート堺初芝駅前店 大阪府　堺市東区日置荘西町１丁２１番１９号
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
ファミリーマート河内いわふね店 大阪府　交野市私市１丁目１番１３号
ファミリーマート松原天美南店 大阪府　松原市天美南一丁目２０６番地の１
ファミリーマート茨木永代町店 大阪府　茨木市永代町６－２１現代茨木市駅前ビル１階
ファミリーマート茨木竹橋町店 大阪府　茨木市竹橋町２６２番６
ファミリーマート河内長野松ヶ丘店 大阪府　河内長野市松ヶ丘東町１３１５－１
ファミリーマート高殿一丁目店 大阪府　大阪市旭区高殿一丁目４－１４
ファミリーマート池田旭丘一丁目店 大阪府　池田市旭丘１丁目９番２５号
ファミリーマート摂津学園町店 大阪府　摂津市学園町１丁目７番５５号
ファミリーマート淀川東三国店 大阪府　大阪市淀川区東三国６丁目２５番１０号
ファミリーマートＭＹＳ喜連東四丁目店 大阪府　大阪市平野区喜連東４丁目４－１２
ファミリーマート平野南一丁目店 大阪府　大阪市平野区平野南一丁目５－１
ファミリーマート堺中長尾町店 大阪府　堺市北区中長尾町３丁３番１号
ファミリーマート加美東店 大阪府　大阪市平野区加美東３丁目１７－２１
ファミリーマート堺深井沢町店 大阪府　堺市中区深井沢町２７７番地２
ファミリーマート勝山北店 大阪府　大阪市生野区勝山北２丁目１７－１４
ファミリーマート関目三丁目店 大阪府　大阪市城東区関目３－１４－９
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
ファミリーマート本庄西三丁目店 大阪府　大阪市北区本庄西３丁目９番１０号
ファミリーマート吹田山田南店 大阪府　吹田市山田南３０－４
ファミリーマート河内長野高向東店 大阪府　河内長野市高向６４２－１
ファミリーマート近鉄若江岩田駅店 大阪府　東大阪市岩田町４丁目４５０番５
ファミリーマート八尾太田新町店 大阪府　八尾市太田新町１－３４３
ファミリーマート中宮店 大阪府　大阪市旭区中宮１－９－１９
ファミリーマート大阪空港前店 大阪府　豊中市蛍池西町２丁目１６－２６
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
ファミリーマート黒門市場前店 大阪府　大阪市中央区日本橋２丁目３－８
ファミリーマート庄内宝町三丁目店 大阪府　豊中市庄内宝町３－１０
ファミリーマート彩都粟生南店 大阪府　箕面市彩都粟生南２－１２－１
ファミリーマート池田住吉一丁目店 大阪府　池田市住吉１－３－８
ファミリーマート岸和田南町店 大阪府　岸和田市南町１８－１６
ファミリーマート堺草部店 大阪府　堺市西区草部２５７－１
ファミリーマート高石高師浜店 大阪府　高石市高師浜三丁目１７番２５
ファミリーマート高石加茂三丁目店 大阪府　高石市加茂３－３－１１
ファミリーマート堺出島海岸通店 大阪府　堺市堺区出島海岸通１丁目１２番１３号
ファミリーマートＪＣＨＯ大阪病院店 大阪府　大阪市福島区福島４－２－７８
ファミリーマート彩都西駅前店 大阪府　茨木市彩都やまぶき１丁目１
ファミリーマート門真北島店 大阪府　門真市大字北島６８３－１
ファミリーマート波除中央大通店 大阪府　大阪市港区波除２－４
ファミリーマート松原新堂四丁目店 大阪府　松原市新堂４丁目１５９番
ファミリーマート大阪天満宮店 大阪府　大阪市北区東天満１－１１－１３広垣ビル



ファミリーマートエル本町店 大阪府　大阪市中央区本町４丁目７－４
ファミリーマート山王動物公園前店 大阪府　大阪市西成区山王１丁目１７－６
ファミリーマート天王寺公園前店 大阪府　大阪市天王寺区堀越町１４－１１
ファミリーマート春木駅前店 大阪府　岸和田市春木旭町７－８
ファミリーマートあべのポンテ店 大阪府　大阪市阿倍野区旭町２－１－２
ファミリーマートお初天神通り店 大阪府　大阪市北区曽根崎２－７－２
ファミリーマート近鉄河内松原駅店 大阪府　松原市上田３－５－１１
ファミリーマート阿倍野筋二丁目店 大阪府　大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－２９ＡＩＴビル
ファミリーマート天王寺駅北口店 大阪府　大阪市天王寺区非田院町４－１０
ファミリーマート難波三丁目店 大阪府　大阪市中央区難波３－６－７
ファミリーマート近鉄河内小阪駅南口店 大阪府　東大阪市小阪本町１－４－１
ファミリーマート江戸堀一丁目店 大阪府　大阪市西区江戸堀１丁目１０－２肥後橋ニッタイビル
ファミリーマート枚方津田北町店 大阪府　枚方市津田北町２丁目３３－２６
ファミリーマート東大阪鷹殿町店 大阪府　東大阪市鷹殿町２３－４１
ファミリーマート東天満一丁目店 大阪府　大阪市北区東天満１－７－１７東天満ビル
ファミリーマート堺錦綾町店 大阪府　堺市堺区錦綾町２－３－１６
ファミリーマートディアモール大阪店 大阪府　大阪市北区梅田一丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街５号
ファミリーマート門真上馬伏店 大阪府　門真市大字上馬伏６８１－１
ファミリーマート四宮小学校前店 大阪府　門真市大字上馬伏４４０－１
ファミリーマート貝塚駅前店 大阪府　貝塚市海塚２５３番地１１
ファミリーマート高石駅前店 大阪府　高石綾園一丁目３１４番４
ファミリーマート我孫子東二丁目店 大阪府　大阪市住吉区我孫子東２－６
ファミリーマート堂山町店 大阪府　大阪市北区堂山町１７－８
ファミリーマート関西外大前店 大阪府　枚方市中宮東之町２１－８
ファミリーマート服部駅前店 大阪府　豊中市服部元町１－１０－２５－１０１
ファミリーマート東三国六丁目店 大阪府　大阪市淀川区東三国６－１１－８
ファミリーマート門真栄町店 大阪府　門真市栄町２０－１０
ファミリーマート今津中三丁目店 大阪府　大阪市鶴見区今津中３－７
ファミリーマート泉ヶ丘駅前店 大阪府　堺市南区茶山台１－２－３
ファミリーマート高倉町二丁目店 大阪府　大阪市都島区高倉町２－５
ファミリーマート千代田駅前店 大阪府　河内長野市千代田南町１－６
ファミリーマートラグザ大阪店 大阪府　大阪市福島区福島５－６－１６ラグザ大阪
ファミリーマート北野病院店 大阪府　大阪市北区扇町２－４－２０北野病院地下一階
ファミリーマート和泉唐国店 大阪府　和泉市唐国町二丁目１３番２号
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
ファミリーマート北浜一丁目店 大阪府　大阪市中央区北浜１－３
ファミリーマート富田林小金台店 大阪府　富田林市小金台一丁目１０
ファミリーマートＭＹＳ八尾中田店 大阪府　八尾市中田一丁目６２番
ファミリーマート東心斎橋一丁目店 大阪府　大阪市中央区東心斎橋１－５
ファミリーマート東梅田駅前店 大阪府　大阪市北区曽根崎２－１２
ファミリーマート佐井寺南が丘店 大阪府　吹田市佐井寺南が丘９
ファミリーマート上本町六丁目店 大阪府　大阪市天王寺区上本町６－６－２３
ファミリーマート東大阪中石切店 大阪府　東大阪市中石切町二丁目１９６８番１
ファミリーマート池田神田店 大阪府　池田市神田１－２３
ファミリーマート狭山市役所前店 大阪府　大阪狭山市狭山一丁目８９６－１
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
ファミリーマート南中振三丁目店 大阪府　枚方市南中振三丁目５－１
ファミリーマート庄内栄町店 大阪府　豊中市庄内栄町１－３
ファミリーマート京屋三国ヶ丘駅前店 大阪府　堺市堺区向陵中町２丁目５－１４
ファミリーマート堺堀上町店 大阪府　堺市中区八田北町４８１－１
ファミリーマート枚方西禁野店 大阪府　枚方市西禁野一丁目２
ファミリーマートアベノセンタービル店 大阪府　大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６アベノセンタービ
ファミリーマート木川西四丁目店 大阪府　大阪市淀川区木川西４－２
ファミリーマート加美駅南店 大阪府　大阪市平野区加美鞍作１－４－１
ファミリーマート横堤四丁目店 大阪府　大阪市鶴見区横堤４－２０
ファミリーマート新北野三丁目店 大阪府　大阪市淀川区新北野３－６
ファミリーマート寝屋川香里新町店 大阪府　寝屋川市香里新町２８－３２
ファミリーマート東大阪西堤店 大阪府　東大阪市西堤西２－３６
ファミリーマート心斎橋駅前店 大阪府　大阪市中央区心斎橋筋１－３－１３
ファミリーマート羽曳野尺度店 大阪府　羽曳野市尺度１２２－１他３筆
ファミリーマート阪神出来島駅前店 大阪府　大阪市西淀川区出来島１－１３－７－１０１
ファミリーマート阪急三国駅西店 大阪府　大阪市淀川区新高３
ファミリーマート新高一丁目店 大阪府　大阪市淀川区新高１－８－４０
ファミリーマート十三本町店 大阪府　大阪市淀川区十三本町１－９
ファミリーマート豊中上津島店 大阪府　豊中市上津島３－１０－８
ファミリーマート茨木西河原店 大阪府　茨木市西河原２－２０－１５



ファミリーマート出来島二丁目店 大阪府　大阪市西淀川区出来島２－４－２４
ファミリーマート河内長野三日市町店 大阪府　河内長野市三日市町５２－３
ファミリーマート泉佐野羽倉崎店 大阪府　泉佐野市羽倉崎上町１－４－２５
ファミリーマート大阪市立総合医療センター 大阪府　大阪市都島区都島本通２－１３－２２５Ｆ
ファミリーマート藤井寺前店 大阪府　藤井寺市春日丘一丁目
ファミリーマートといち東川崎町店 兵庫県　神戸市中央区東川崎町７－１－５
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
ファミリーマート陸前屋東灘店 兵庫県　神戸市東灘区本山南町１－１－１
ファミリーマートＪＲ元町駅東口店 兵庫県　神戸市中央区北長狭通４－２－５
ファミリーマート高速神戸店 兵庫県　神戸市兵庫区西多聞通１－１－１０
ファミリーマートＪＲ西宮駅北口店 兵庫県　西宮市西福町６－１
ファミリーマートかみえす西野店 兵庫県　伊丹市西野５－１８０
ファミリーマート西宮戸田町店 兵庫県　西宮市戸田町５－２４
ファミリーマート淡路岩屋店 兵庫県　淡路市岩屋字松帆１７３０－３
ファミリーマート阪急伊丹駅前店 兵庫県　伊丹市中央１－５－２１
ファミリーマート小林四丁目店 兵庫県　宝塚市小林四丁目１２番２号
ファミリーマート篠山丹南店 兵庫県　篠山市東吹字行石ノ坪３３３番１
ファミリーマート米田町船頭店 兵庫県　加古川市米田町船頭４７７番地の１
ファミリーマート新宮平野店 兵庫県　たつの市新宮町平野９９－１０８
ファミリーマート明石土山北店 兵庫県　明石市魚住町清水字鳥池下２２６０番１
ファミリーマートうかいやポートアイランド 兵庫県　神戸市中央区港島６－５－２
ファミリーマート妙法寺インター店 兵庫県　神戸市須磨区妙法寺小崎３９３
ファミリーマート三田三輪店 兵庫県　三田市三輪一丁目５８６番３
ファミリーマート播磨町古田店 兵庫県　加古郡播磨町北古田一丁目７１３番１
ファミリーマート姫路手柄店 兵庫県　姫路市手柄１丁目１５８番
ファミリーマート小野樫山町店 兵庫県　小野市樫山町５３０－１
ファミリーマート神鉄大池駅前店 兵庫県　神戸市北区山田町上谷上字古々山２９－７９
ファミリーマート西宮上甲子園五丁目店 兵庫県　西宮市上甲子園５－５－２７
ファミリーマート伊丹鴻池店 兵庫県　伊丹市鴻池３－５－２２
ファミリーマートＪＲ伊丹駅前通店 兵庫県　伊丹市伊丹１－８－２１
ファミリーマート姫路飾磨細江店 兵庫県　姫路市飾磨区細江１６街区２号
ファミリーマート公立豊岡病院店 兵庫県　豊岡市戸牧１０９４番地
ファミリーマート神戸ファッションマート店 兵庫県　神戸市東灘区向洋町中６－９ファッションマート
ファミリーマート新在家南町一丁目店 兵庫県　神戸市灘区新在家南町１－１－１
ファミリーマートＪＲ西宮駅南店 兵庫県　西宮市池田町９－７
ファミリーマート白水店 兵庫県　神戸市西区白水２－１１
ファミリーマートピア兵庫店 兵庫県　神戸市兵庫区築地町２４
ファミリーマート神鉄花山駅前店 兵庫県　神戸市北区幸陽町１－３－４
ファミリーマート西長洲店 兵庫県　尼崎市西長洲町１－７－２４
ファミリーマートセンタープラザ東店 兵庫県　神戸市中央区三宮町１－９－１０９センタープラザ東館
ファミリーマート三木インター店 兵庫県　三木市大村字城ノ前５５４－１
ファミリーマート姫路青山五丁目店 兵庫県　姫路市青山西５－６－５
ファミリーマート布施畑店 兵庫県　神戸市須磨区弥栄台４－７
ファミリーマート淡路ファームパーク前店 兵庫県　南あわじ市八木養宜上字廣畑２４６
ファミリーマート西宮名次町店 兵庫県　西宮市名次町２９－３
ファミリーマートみなとじま駅前店 兵庫県　神戸市中央区港島中町４－６－２
ファミリーマート高砂朝日町店 兵庫県　高砂市高砂町朝日町２－３－１６
ファミリーマート佐用町店 兵庫県　佐用郡佐用町佐用１４０９
ファミリーマート佐用インター店 兵庫県　佐用郡佐用町横坂４８０の１
ファミリーマートジミー姫路市役所南店 兵庫県　姫路市佃町７０の１
ファミリーマート姫路御国野店 兵庫県　姫路市御国野町御着３７２－１
ファミリーマートハーバーランドセンター店 兵庫県　神戸市中央区東川崎町１－３－３
ファミリーマート豊富ランプ店 兵庫県　姫路市砥堀字丁田１８２－１
ファミリーマート姫路駅前店 兵庫県　姫路市駅前町２４１
ファミリーマート龍野門前西店 兵庫県　たつの市揖保町門前１１１
ファミリーマートといちメトロ新開地店 兵庫県　神戸市兵庫区新開地２－３Ｂ－１
ファミリーマート姫路打越店 兵庫県　姫路市刀出字河水６６６－１０
ファミリーマート摩耶ランプ店 兵庫県　神戸市灘区灘浜町３－４６
ファミリーマート三田天神店 兵庫県　三田市天神１－９－３
ファミリーマートたつの松原口店 兵庫県　たつの市誉田町下沖字三條河原２８－３
ファミリーマート柏原南多田店 兵庫県　丹波市柏原町柏原２６７２－１
ファミリーマート熊内町店 兵庫県　神戸市中央区熊内町四丁目４－１３
ファミリーマート賀集八幡店 兵庫県　南あわじ市賀集八幡４１４番地１
ファミリーマート宝塚御所の前店 兵庫県　宝塚市御所の前町１４－２５
ファミリーマート大久保インター北店 兵庫県　神戸市西区上新地１－１９－４
ファミリーマート猪名寺駅前店 兵庫県　尼崎市猪名寺２－２－５



ファミリーマートピア六甲店 兵庫県　神戸市東灘区向洋町西１－７
ファミリーマート稲美五軒屋店 兵庫県　加古郡稲美町加古４５
ファミリーマート姫路勝原店 兵庫県　姫路市勝原区丁字福町２０－４
ファミリーマート川西中央店 兵庫県　川西市美園町３３－１
ファミリーマート玉津インター北店 兵庫県　神戸市西区玉津町田中４８６－２
ファミリーマート加西繁昌店 兵庫県　加西市繁昌町３６６
ファミリーマート三木末広店 兵庫県　三木市末広３－３３４－１
ファミリーマート西宮久保町店 兵庫県　西宮市久保町７－２１
ファミリーマート城崎来日店 兵庫県　豊岡市城崎町来日２２１－１
ファミリーマート田能四丁目店 兵庫県　尼崎市田能４－３－２
ファミリーマート西神南店 兵庫県　神戸市西区井吹台東町１－１－１西神南センタービル
ファミリーマート明石駅南店 兵庫県　明石市大明石町１－２－１
ファミリーマート西宮獅子ケ口店 兵庫県　西宮市獅子ケ口町１－３９
ファミリーマート淡路市役所通店 兵庫県　淡路市大谷傍示９３４－４
ファミリーマート豊岡若松町店 兵庫県　豊岡市若松町７５－５
ファミリーマート宝塚警察署前店 兵庫県　宝塚市旭町２－１０－１８
ファミリーマート神戸北別府店 兵庫県　神戸市西区北別府１－１２６９
ファミリーマート柳屋白水東店 兵庫県　神戸市西区伊川谷町別府１９－３
ファミリーマート出石長砂店 兵庫県　豊岡市出石町長砂４１５－１
ファミリーマート広峰店 兵庫県　姫路市城北新町２－１９－２７
ファミリーマート今津駅前店 兵庫県　西宮市津門宝津町１１－９
ファミリーマート姫路ＳＡ店 兵庫県　姫路市広畑区西蒲田７９５
ファミリーマート長田大橋町四丁目店 兵庫県　神戸市長田区大橋町４－４－９アスタピア新長田ステ
ファミリーマート二見町西二見店 兵庫県　明石市二見町西二見１８５９番
ファミリーマート垂水本多聞店 兵庫県　神戸市垂水区本多聞四丁目１－６
ファミリーマート福崎辻川西店 兵庫県　神崎郡福崎町西田原１２９５番１
ファミリーマート西宮上大市店 兵庫県　西宮市上大市一丁目２１番１
ファミリーマート伊丹森本店 兵庫県　伊丹市森本四丁目６４番
ファミリーマート垂水清水が丘店 兵庫県　神戸市垂水区清水が丘３丁目４－６
ファミリーマート高速長田駅前店 兵庫県　神戸市長田区四番町８丁目３長田セントラルビル１階
ファミリーマートＪＲ灘駅前店 兵庫県　神戸市灘区岩屋北町四丁目３番１９号
ファミリーマート宝塚栄町店 兵庫県　宝塚市栄町三丁目８番３号
ファミリーマート姫路夢前橋南店 兵庫県　姫路市青山３丁目１１番１ロイヤルヒルズ青山１０１号
ファミリーマート神戸ハーバーランド店 兵庫県　神戸市中央区東川崎町一丁目７番３号
ファミリーマート灘桜口店 兵庫県　神戸市灘区桜口町３－１－９
ファミリーマート三田フラワータウン店 兵庫県　三田市弥生が丘１丁目２－４
ファミリーマート垂水区役所前店 兵庫県　神戸市垂水区日向２－１－１勝見ビル１Ｆ
ファミリーマート加東社店 兵庫県　加東市社１５０４番地１
ファミリーマート尼崎常松店 兵庫県　尼崎市常松一丁目６－１３
ファミリーマート西宮鳴尾浜店 兵庫県　西宮市鳴尾浜２丁目１３番
ファミリーマート姫路壱丁町店 兵庫県　姫路市坂田町１５４
ファミリーマートアスタくにづか店 兵庫県　神戸市長田区久保町５丁目１番１－１１７号
ファミリーマート神戸菅原通店 兵庫県　神戸市長田区菅原通３丁目２０１番地１
ファミリーマート西宮山口町名来店 兵庫県　西宮市山口町名来二丁目１９番３２号
ファミリーマート尼崎武庫之荘駅前店 兵庫県　尼崎市武庫之荘１丁目２番４号
ファミリーマート西宮大屋町店 兵庫県　西宮市大屋町２３番１号
ファミリーマート春日野道駅前店 兵庫県　神戸市中央区筒井町３丁目１８－７
ファミリーマート明石大久保西店 兵庫県　明石市大久保町福田２０８番地１
ファミリーマート阪急門戸厄神駅前店 兵庫県　西宮市下大市東町９番３号
ファミリーマート伊丹鴻池四丁目店 兵庫県　伊丹市鴻池４丁目２番２０号
ファミリーマート氷上町稲継店 兵庫県　丹波市氷上町稲継２２９番４
ファミリーマート垂水泉が丘二丁目店 兵庫県　神戸市垂水区泉が丘二丁目３番９号
ファミリーマート伊丹荒牧四丁目店 兵庫県　伊丹市荒牧四丁目２番１０号
ファミリーマート明石大道町一丁目店 兵庫県　明石市大道町一丁目１番２１号
ファミリーマート芦屋東山町店 兵庫県　芦屋市東山町３番２号
ファミリーマート三木広野店 兵庫県　三木市志染町広野５丁目７３番１
ファミリーマート姫路仁豊野店 兵庫県　姫路市仁豊野字４丁目４６３番１
ファミリーマート尼崎塚口町店 兵庫県　尼崎市塚口町四丁目１２番６
ファミリーマートメトロこうべ店 兵庫県　神戸市中央区中町通４丁目２番２３号
ファミリーマート平岡町二俣店 兵庫県　加古川市平岡町二俣１０番６
ファミリーマートＪＲ元町駅北店 兵庫県　神戸市中央区北長狭通３丁目７番７号
ファミリーマート宝塚安倉中店 兵庫県　宝塚市安倉中５丁目２番２２号
ファミリーマート舞子駅前店 兵庫県　神戸市垂水区東舞子９－９－１０１
ファミリーマート伊川谷インター東店 兵庫県　神戸市西区北別府１丁目２８－１（地番）
ファミリーマート阪神岩屋駅前店 兵庫県　神戸市灘区岩屋中町５丁目２－２４
ファミリーマート新長田駅北店 兵庫県　神戸市長田区松野通一丁目５番１４



ファミリーマート宝塚山本野里店 兵庫県　宝塚市山本野里三丁目２７番４号
ファミリーマート神戸東垂水三丁目店 兵庫県　神戸市垂水区東垂水三丁目１番１２
ファミリーマート宝塚ほしのそう店 兵庫県　宝塚市米谷１丁目４０番２１号
ファミリーマート尼崎東初島町店 兵庫県　尼崎市東初島町２番１８
ファミリーマート尼崎元浜町店 兵庫県　尼崎市元浜町２丁目１５番地
ファミリーマート姫路網干店 兵庫県　姫路市網干区和久１１５－６
ファミリーマート高砂松陽一丁目店 兵庫県　高砂市松陽一丁目１４４
ファミリーマート南淡北阿万店 兵庫県　南あわじ市北阿万筒井１７１９番地２
ファミリーマート東灘深江浜店 兵庫県　神戸市東灘区深江浜町４番２
ファミリーマート神戸箕谷インター店 兵庫県　神戸市北区山田町下谷上かんじや２番地１
ファミリーマート丹波氷上香良店 兵庫県　丹波市氷上町香良４０番地２
ファミリーマート阪神青木駅前店 兵庫県　神戸市東灘区北青木３丁目４－１
ファミリーマートたつの山津屋店 兵庫県　たつの市揖保川町山津屋７０番１
ファミリーマート神戸長田二葉町店 兵庫県　神戸市長田区二葉町９丁目２番８号
ファミリーマート伊丹野間二丁目店 兵庫県　伊丹市野間２－９－５
ファミリーマート伊丹稲野店 兵庫県　伊丹市稲野町８丁目４０－１
ファミリーマート柳屋長田丸山店 兵庫県　神戸市長田区丸山町２－１－２１
ファミリーマート神戸上沢駅前店 兵庫県　神戸市兵庫区上沢通８丁目１番３号
ファミリーマート相生若狭野店 兵庫県　相生市若狭野町若狭野６６番地１
ファミリーマート神戸八多町店 兵庫県　神戸市北区八多町附物７５７番地３
ファミリーマート三田南が丘店 兵庫県　三田市南が丘１丁目４０－１０
ファミリーマート川西鼓が滝店 兵庫県　川西市鼓が滝二丁目１番３２号
ファミリーマート深江本町一丁目店 兵庫県　神戸市東灘区深江本町１丁目３番１０号
ファミリーマート洲本鮎原店 兵庫県　洲本市五色町鮎原西１４４番地１
ファミリーマート兵庫熊野町店 兵庫県　神戸市兵庫区熊野町３丁目３－１８
ファミリーマート川西加茂六丁目店 兵庫県　川西市加茂六丁目２番２０号
ファミリーマート西宮鞍掛町店 兵庫県　西宮市鞍掛町１番１７号
ファミリーマート尼崎塚口本町店 兵庫県　尼崎市塚口本町７丁目１２－８
ファミリーマート中町森本店 兵庫県　多可郡多可町中区森本２１５番地１
ファミリーマート鈴蘭台駅前店 兵庫県　神戸市北区鈴蘭台東町一丁目１２番１２号
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口４１９番１
ファミリーマート高砂魚橋店 兵庫県　高砂市阿弥陀町魚橋１０４３－４
ファミリーマート東灘青木店 兵庫県　神戸市東灘区北青木２－９－１５
ファミリーマート鹿の子台店 兵庫県　神戸市北区長尾町宅原４０４－１
ファミリーマートたつの富永店 兵庫県　たつの市龍野町富永５２０
ファミリーマート西夢前台五丁目店 兵庫県　姫路市広畑区西夢前台５－３６－１２
ファミリーマート神戸トアロード店 兵庫県　神戸市中央区山本通３－３－１０
ファミリーマート西宮甲子園口北町店 兵庫県　西宮市甲子園口北町２番２号
ファミリーマート塚口本町六丁目店 兵庫県　尼崎市塚口本町６丁目１１番１１号
ファミリーマート神戸枝吉店 兵庫県　神戸市西区枝吉１丁目２５５番地
ファミリーマート神戸夢野店 兵庫県　神戸市兵庫区菊水町１０丁目３７番１１号
ファミリーマート加古川別府店 兵庫県　加古川市別府町本町一丁目６２番地
ファミリーマート尾浜町三丁目店 兵庫県　尼崎市尾浜町三丁目２３番１１号
ファミリーマート明和病院店 兵庫県　西宮市上鳴尾町４番３１号
ファミリーマート尼崎南塚口町店 兵庫県　尼崎市南塚口町三丁目１１番７号
ファミリーマート伊丹昆陽店 兵庫県　伊丹市昆陽南１丁目１番３７号
ファミリーマート伊川谷有瀬店 兵庫県　神戸市西区伊川谷町有瀬８４２番６
ファミリーマート土山西店 兵庫県　加古川市平岡町土山１２０６－１
ファミリーマート御蔵店 兵庫県　神戸市長田区一番町５丁目８番２号
ファミリーマート近畿中央病院店 兵庫県　伊丹市車塚３丁目１番地
ファミリーマート神戸摩耶店 兵庫県　神戸市灘区灘浜町２－３
ファミリーマート神戸甲栄台店 兵庫県　神戸市北区甲栄台三丁目７番３号
ファミリーマート播磨北本荘店 兵庫県　加古郡播磨町北本荘六丁目１番２６号
ファミリーマート神戸脇浜海岸通店 兵庫県　神戸市中央区脇浜海岸通三丁目２番５－１０１号
ファミリーマート姫路朝日谷店 兵庫県　姫路市勝原区朝日谷２７６番１
ファミリーマート姫路保城店 兵庫県　姫路市保城９４３－１
ファミリーマート小野黒川店 兵庫県　小野市黒川町１３７４－１
ファミリーマート伊丹中野東店 兵庫県　伊丹市中野東一丁目３８１
ファミリーマート八景店 兵庫県　三田市対中町２５－２０
ファミリーマートＪＲ神戸駅北店 兵庫県　神戸市中央区相生町２丁目３－３
ファミリーマート三宮駅東店 兵庫県　神戸市中央区雲井通５－３－１サンパル１Ｆ
ファミリーマート柳屋名谷インター店 兵庫県　神戸市垂水区名谷町１０１３－１
ファミリーマート元浜町一丁目店 兵庫県　尼崎市元浜町一丁目６４番１
ファミリーマート小野本町店 兵庫県　小野市本町３５－２
ファミリーマートうかいや県民会館前店 兵庫県　神戸市中央区下山手通４丁目５番４
ファミリーマート尼崎南警察署前店 兵庫県　尼崎市昭和通２－８－７



ファミリーマート洲本海岸通店 兵庫県　洲本市栄町一丁目３３８－１
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
ファミリーマート姫路宇佐崎店 兵庫県　姫路市白浜町宇佐崎南２－６９
ファミリーマート加古川新野辺店 兵庫県　加古川市別府町新野辺字水抜西１４２７－１
ファミリーマート柳原店 兵庫県　神戸市兵庫区駅南通一丁目１番６
ファミリーマート兵庫芦原通店 兵庫県　神戸市兵庫区芦原通４丁目１－１６
ファミリーマートといちＪＲ和田岬駅前店 兵庫県　神戸市兵庫区和田宮通４丁目１番２
ファミリーマート吾妻通店 兵庫県　神戸市中央区吾妻通２丁目２－２
ファミリーマート兵庫医科大病院店 兵庫県　西宮市武庫川町１－１兵庫医科大１号付属棟３階
ファミリーマート南あわじこえなみ店 兵庫県　南あわじ市榎列小榎列４０８－１
ファミリーマートフェニックスプラザ摩耶店 兵庫県　神戸市灘区味泥町６番１号
ファミリーマート柳屋ひよどり台店 兵庫県　神戸市北区ひよどり台３丁目１１－１２
ファミリーマート鈴蘭台東口店 兵庫県　神戸市北区山田町小部字広刈１２番２
ファミリーマート尼崎稲葉元町店 兵庫県　尼崎市稲葉元町２丁目２番４号
ファミリーマート小野高田店 兵庫県　小野市高田町１７５７－１
ファミリーマート姫路駅南店 兵庫県　姫路市南駅前町９５
ファミリーマート室津ＰＡ上り店 兵庫県　淡路市室津字叩石２２２３室津ＰＡ上り線
ファミリーマート室津ＰＡ下り店 兵庫県　淡路市室津字撫２１５４－２室津ＰＡ下り線
ファミリーマート灘篠原本町店 兵庫県　神戸市灘区篠原本町一丁目５３－２
ファミリーマート明石住吉店 兵庫県　明石市魚住町住吉１－１２－８
ファミリーマート梅ケ枝町店 兵庫県　姫路市野里９０７－１
ファミリーマート芦屋大原町店 兵庫県　芦屋市大原町１１－１５
ファミリーマート西舞子店 兵庫県　神戸市垂水区西舞子二丁目１３８３番１
ファミリーマート三田カルチャータウン店 兵庫県　三田市学園四丁目１
ファミリーマート下沢通店 兵庫県　神戸市兵庫区下沢通７丁目２番１３号
ファミリーマート山東大垣店 兵庫県　朝来市山東町滝田８６－１
ファミリーマートうかいや阿成店 兵庫県　姫路市飾磨区阿成植木６４９番地
ファミリーマート浜の宮駅前店 兵庫県　加古川市尾上町口里８１４番地の３２
ファミリーマート立花東店 兵庫県　尼崎市三反田町一丁目１３番１
ファミリーマート城崎温泉店 兵庫県　豊岡市城崎町湯島２０６番地
ファミリーマート六甲道駅前店 兵庫県　神戸市灘区永手町四丁目１番１号プリコ六甲道東館
ファミリーマートマツモト湯村店 兵庫県　美方郡新温泉町井土８４０－１
ファミリーマート神屋町南店 兵庫県　姫路市神屋町三丁目３７番２
ファミリーマート姫路構四丁目店 兵庫県　姫路市飾磨区構４－１４６
ファミリーマート西宮北インター店 兵庫県　西宮市山口町下山口三丁目１６８番３
ファミリーマート有瀬店 兵庫県　神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９９０番２
ファミリーマート神戸親和女子大学前店 兵庫県　神戸市北区鈴蘭台東町五丁目３－３６
ファミリーマート志筑店 兵庫県　淡路市志筑３１１１番１３
ファミリーマート阪急中山駅前店 兵庫県　宝塚市中山寺一丁目１３番２１
ファミリーマート姫路実法寺店 兵庫県　姫路市実法寺９０番１
ファミリーマート錦橋店 兵庫県　尼崎市南塚口町七丁目１８番１４号
ファミリーマート甲東園駅前店 兵庫県　西宮市松籟荘１１－１１ブランベール甲東園
ファミリーマート淡路かもり店 兵庫県　南あわじ市榎列松田字西ノ内７０６番６
ファミリーマート山陽姫路駅前店 兵庫県　姫路市南町５
ファミリーマート豊岡庄境店 兵庫県　豊岡市庄境１１０２番地の１
ファミリーマート千鳥が丘店 兵庫県　神戸市垂水区千鳥が丘三丁目２２５２番１６０８
ファミリーマート福崎南インター店 兵庫県　神崎郡福崎町南田原２１８４番１
ファミリーマート豊岡駅西口店 兵庫県　豊岡市高屋９８９番７
ファミリーマート東神吉町店 兵庫県　加古川市東神吉町神吉１０２４番１
ファミリーマート六甲アイランド西店 兵庫県　神戸市東灘区向洋町西六丁目１７
ファミリーマート柳屋生田新道店 兵庫県　神戸市中央区北長狭通一丁目７番地４
ファミリーマート六甲アイランド北店 兵庫県　神戸市東灘区向洋町東三丁目６
ファミリーマート御影塚町店 兵庫県　神戸市東灘区御影塚町一丁目５番５
ファミリーマート阪神西宮駅東店 兵庫県　西宮市六湛寺町１１番１７号
ファミリーマート逆瀬台一丁目店 兵庫県　宝塚市逆瀬台一丁目１番２９
ファミリーマート伊丹緑ケ丘店 兵庫県　伊丹市緑ヶ丘六丁目６６番１
ファミリーマート明舞団地店 兵庫県　明石市松が丘二丁目１１番５
ファミリーマート御着橋店 兵庫県　姫路市御国野町御着７８４番１
ファミリーマート西脇野村町店 兵庫県　西脇市野村町字大日ノ下７７２番１
ファミリーマート氷上町常楽店 兵庫県　丹波市氷上町常楽１１１４－１
ファミリーマート西難波町店 兵庫県　尼崎市西難波町二丁目８番８号
ファミリーマート赤穂中広店 兵庫県　赤穂市加里屋中州六丁目５番１
ファミリーマート稲美蛸草店 兵庫県　加古郡稲美町蛸草７７５番１
ファミリーマート加古川東ランプ店 兵庫県　加古川市平岡町新在家字風呂之下９２９番２
ファミリーマート柳筋北店 兵庫県　神戸市兵庫区西上橘通二丁目８番地１６
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１番４



ファミリーマート川西能勢口駅北店 兵庫県　川西市中央町１０番１号
ファミリーマート東灘岡本橋店 兵庫県　神戸市東灘区岡本二丁目１６
ファミリーマート滝野河高店 兵庫県　加東市河高４１３０
ファミリーマート姫路北平野店 兵庫県　姫路市北平野三丁目９１６番１
ファミリーマート白水一丁目店 兵庫県　神戸市西区白水一丁目３９番１０号
ファミリーマート相生向陽台店 兵庫県　相生市向陽台１１０番１
ファミリーマート柏原下小倉店 兵庫県　丹波市柏原町下小倉字棚田２７５
ファミリーマート神戸湊町店 兵庫県　神戸市兵庫区湊町二丁目４番１２
ファミリーマート花田インター南店 兵庫県　姫路市花田町上原田４３４番地１
ファミリーマート湊川公園南店 兵庫県　神戸市兵庫区福原町２６番３号
ファミリーマート川西久代店 兵庫県　川西市久代３－２２－１４
ファミリーマート春日インター店 兵庫県　丹波市春日町七日市６０９番
ファミリーマート林田町店 兵庫県　姫路市林田町林谷５７３
ファミリーマート日高町鶴岡店 兵庫県　豊岡市日高町鶴岡字梶田２７３－１
ファミリーマート出石川原店 兵庫県　豊岡市出石町町分字久喜３９２番１
ファミリーマート伊丹中野西店 兵庫県　伊丹市中野西４－５７
ファミリーマート尼崎築地店 兵庫県　尼崎市築地二丁目１番６号
ファミリーマート浜田町一丁目店 兵庫県　尼崎市浜田町一丁目１１番
ファミリーマート伊丹堀池店 兵庫県　伊丹市堀池三丁目９番３２号
ファミリーマート小野古川町店 兵庫県　小野市古川町字ハザコ６５４番１
ファミリーマート山陽網干駅北店 兵庫県　姫路市網干区垣内中町３３番地の１
ファミリーマート御影中町店 兵庫県　神戸市東灘区御影中町三丁目１－１０
ファミリーマート高砂米田店 兵庫県　高砂市米田町米田９４９番１
ファミリーマート尼崎戸ノ内店 兵庫県　尼崎市戸ノ内町三丁目２８番２６号
ファミリーマート相生文化会館前店 兵庫県　相生市相生６丁目１番３（地番）
ファミリーマート今宿北店 兵庫県　宍栗市山崎町今宿９８－９
ファミリーマート兵庫高松町店 兵庫県　神戸市兵庫区高松町１８番２
ファミリーマートＪＲ鷹取駅前店 兵庫県　神戸市長田区浪松町２丁目
ファミリーマート姫路中島店 兵庫県　姫路市飾磨区中島２６４－１
ファミリーマート西宮里中町店 兵庫県　西宮市里中町３－１２－２９
ファミリーマート野口町坂元店 兵庫県　加古川市野口町坂元１０１７番
ファミリーマート三木緑が丘店 兵庫県　三木市緑が丘町本町一丁目２３６－１平井ビル
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二丁目４９番地
ファミリーマート西宮北名次店 兵庫県　西宮市北名次町５３番２
ファミリーマート神戸城内通店 兵庫県　神戸市灘区城内通三丁目３－５
ファミリーマート尼崎下坂部店 兵庫県　尼崎市下坂部四丁目７番２１
ファミリーマート西宮段上町北店 兵庫県　西宮市段上町五丁目１番４８号
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
ファミリーマートいかるが店 兵庫県　揖保郡太子町鵤１３２３番地３
ファミリーマート一宮竹谷店 兵庫県　淡路市竹谷５０１番地６
ファミリーマート姫路大手前店 兵庫県　姫路市白銀町６７番地
ファミリーマート下坂部三丁目店 兵庫県　尼崎市下坂部三丁目１２６番
ファミリーマート西脇南本町店 兵庫県　西脇市西脇字下畠ケ１１０７番地
ファミリーマート東浦久留麻店 兵庫県　淡路市久留麻２０４７－１
ファミリーマート押部谷木幡店 兵庫県　神戸市西区押部谷町木幡字下松原２２５
ファミリーマート西宮今津港町店 兵庫県　西宮市今津港町１２番
ファミリーマート名谷駅北店 兵庫県　神戸市須磨区中落合３丁目１番１０号Ｂ１Ｆ
ファミリーマート千僧駐屯地店 兵庫県　伊丹市広畑１丁目１
ファミリーマート加東天神店 兵庫県　加東市天神１７８－１０
ファミリーマート宝塚市立病院店 兵庫県　宝塚市小浜四丁目５番１号
ファミリーマート西淡湊店 兵庫県　南あわじ市湊２６１－１
ファミリーマート西宮枦塚町店 兵庫県　西宮市枦塚町２－１５
ファミリーマート加古川新神野店 兵庫県　加古川市新神野５丁目６番２３
ファミリーマート大久保町店 兵庫県　明石市大久保町大久保町字下ケ谷４５３番１
ファミリーマート五社インター店 兵庫県　神戸市北区有野町有野五社７５１－１
ファミリーマート五社店 兵庫県　神戸市北区有野町有野４９５番地の６
ファミリーマート西鹿沢店 兵庫県　宍粟市山崎町鹿沢１３６番地３
ファミリーマート長田久保町店 兵庫県　神戸市長田区久保町１０丁目１番２１号
ファミリーマート須磨浦通店 兵庫県　神戸市須磨区須磨浦通５丁目６番２８号
ファミリーマート西宮宮西店 兵庫県　西宮市宮西町１９－１
ファミリーマート高津橋店 兵庫県　神戸市西区玉津町高津橋１１６－１
ファミリーマートみなと元町駅前店 兵庫県　神戸市中央区元町通５丁目１－１
ファミリーマート有野町唐櫃店 兵庫県　神戸市北区有野町唐櫃４３０２番地の４
ファミリーマート尼崎南清水店 兵庫県　尼崎市御園１－１９－１９
ファミリーマート阪神尼崎駅北店 兵庫県　尼崎市西大物町４１番２
ファミリーマート西神オリエンタルホテル店 兵庫県　神戸市西区糀台５－６－３



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字馬背場２２７番１他１筆（地番）
ファミリーマート北落合二丁目店 兵庫県　神戸市須磨区北落合２丁目１１番１号
ファミリーマート湊川駅前店 兵庫県　神戸市兵庫区上沢通１丁目１－１
ファミリーマート宝塚高司店 兵庫県　宝塚市高司二丁目３１９番（地番）他２筆
ファミリーマート豊岡三坂町店 兵庫県　豊岡市三坂町３０１番５（地番）他８筆
ファミリーマート吉川町大沢店 兵庫県　三木市吉川町大沢字大整３５１番１他２筆（地番）
ファミリーマート東灘本庄町店 兵庫県　神戸市東灘区本庄町１－３－１２
ファミリーマート神戸池上店 兵庫県　神戸市西区池上４丁目２３－３
ファミリーマート神戸ポートピアホテル店 兵庫県　神戸市中央区港島中町六丁目１０番地１
ファミリーマート姫路土山二丁目店 兵庫県　姫路市土山２丁目２２５番１他８筆
ファミリーマート灘神前町店 兵庫県　神戸市灘区神前町四丁目４８４番、４９４番１、４９３
ファミリーマート加東上中店 兵庫県　加東市上中三丁目２０番地
ファミリーマート尼崎三反田町二丁目店 兵庫県　尼崎市三反田町２－７－２４
ファミリーマート城崎湯島店 兵庫県　豊岡市城崎町湯島字愛宕３７２番地２（地番）
ファミリーマート尼崎大庄中通店 兵庫県　尼崎市大庄中通２－３８
ファミリーマート洲本宇原店 兵庫県　洲本市宇原字石成５８１－１
ファミリーマート別府北店 兵庫県　加古川市別府町別府９４６
ファミリーマートＪＲ大久保駅北店 兵庫県　明石市大久保町駅前１丁目１３－２８小川ビル
ファミリーマート神鉄谷上駅前店 兵庫県　神戸市北区山田町上谷上字坂口５０－１１
ファミリーマートＪＲ尼崎駅北店 兵庫県　尼崎市潮江一丁目２番１号
ファミリーマート香寺町溝口店 兵庫県　姫路市香寺町溝口９７８番地１
ファミリーマート姫路北原店 兵庫県　姫路市北原３７３番地１
ファミリーマート姫路国分寺店 兵庫県　姫路市御国野町国分寺１５９番地１
ファミリーマート伊丹瑞原店 兵庫県　伊丹市瑞原３丁目５７番
ファミリーマート尼崎東難波町店 兵庫県　尼崎市東難波町五丁目２番１号
ファミリーマート滝野社インター店 兵庫県　加東市北野３６４
ファミリーマート赤穂さくら通店 兵庫県　赤穂市中広１４２番２０
ファミリーマート神戸玉津インター店 兵庫県　神戸市西区玉津町小山２２０番地
ファミリーマート赤穂東浜店 兵庫県　赤穂市東浜町１０９番地の２
ファミリーマート神戸学園都市店 兵庫県　神戸市西区学園西町１丁目１－１
ファミリーマート神戸御幸通店 兵庫県　神戸市中央区御幸通５丁目１番６号
ファミリーマート三宮南店 兵庫県　神戸市中央区磯辺通２－２－１６三宮南ビル１Ｆ
ファミリーマート西宮北口駅南店 兵庫県　西宮市高松町３番３４号
ファミリーマート姫路高浜店 兵庫県　姫路市広畑区高浜町２丁目２５
ファミリーマート甲陽園駅前店 兵庫県　西宮市甲陽園西山町１－６４エクセル錦
ファミリーマート神戸相生店 兵庫県　神戸市中央区相生町５丁目１７－１
ファミリーマート甲東園駅東口店 兵庫県　西宮市甲東園１丁目５－１
ファミリーマート摂津本山南店 兵庫県　神戸市東灘区田中町１丁目１番１５号
ファミリーマート新野辺北町店 兵庫県　加古川市別府町新野辺北町一丁目１４番
ファミリーマート兵庫駅北店 兵庫県　神戸市兵庫区駅前通一丁目２番１号
ファミリーマート加東木梨店 兵庫県　加東市木梨１４９番地１
ファミリーマート赤穂新田店 兵庫県　赤穂市黒崎町２１２番地
ファミリーマート武庫之荘東店 兵庫県　尼崎市武庫之荘東二丁目１４番１６号
ファミリーマート尼崎大庄北店 兵庫県　尼崎市大庄北二丁目１７番１３号
ファミリーマート仁川駅前店 兵庫県　宝塚市仁川北三丁目７番６号
ファミリーマート姫路塩町店 兵庫県　姫路市塩町８５番地
ファミリーマート西宮桜谷店 兵庫県　西宮市桜谷町１番２２号
ファミリーマート赤穂警察署前店 兵庫県　赤穂市加里屋中洲一丁目１１番
ファミリーマート明石明姫幹線二見店 兵庫県　明石市二見町東二見８１３番地の１
ファミリーマート畦野駅前店 兵庫県　川西市大和西１丁目９７－７
ファミリーマート姫路豊富甲丘店 兵庫県　姫路市豊富町甲丘３－１６９３－１
ファミリーマート西宮東町北店 兵庫県　西宮市東町一丁目４－３
ファミリーマート加古川長田店 兵庫県　加古川市尾上町長田５２５番２
ファミリーマート赤穂加里屋中洲店 兵庫県　赤穂市加里屋中洲四丁目３５番地
ファミリーマート西宮能登町店 兵庫県　西宮市能登町４番１６号
ファミリーマート神戸住吉宮町二丁目店 兵庫県　神戸市東灘区住吉宮町二丁目１０番２６号
ファミリーマート姫路東郷町店 兵庫県　姫路市野里１５番地１１
ファミリーマート明石東二見店 兵庫県　明石市二見町東二見２４５－１
ファミリーマート神戸垂水塩屋店 兵庫県　神戸市垂水区塩屋町８丁目８番５３号
ファミリーマート上大市四丁目店 兵庫県　西宮市上大市四丁目７番１７号
ファミリーマート加古川別府西脇店 兵庫県　加古川市別府町西脇１８１－１
ファミリーマート淡路西海岸室津店 兵庫県　淡路市室津字蓮ノ脇１６番２他１筆（地番）
ファミリーマート加古川稲屋店 兵庫県　加古川市加古川町稲屋１３５番１
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
ファミリーマート長田浜添通店 兵庫県　神戸市長田区浜添通６丁目１－９
ファミリーマート姫路玉地店 兵庫県　姫路市飾磨区玉地１－１２２



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
ファミリーマート姫路土山東の町店 兵庫県　姫路市土山東の町１５－１６
ファミリーマート西宮瓦木店 兵庫県　西宮市上甲子園３－５－３０
ファミリーマートＵライン名谷駅売店 兵庫県　神戸市須磨区中落合２丁目
ファミリーマートＪＲ住吉駅東店 兵庫県　神戸市東灘区住吉本町１－１－５
ファミリーマート西明石駅前店 兵庫県　明石市小久保２－１－９ラ・コンテ西明石
ファミリーマート姫路亀山店 兵庫県　姫路市亀山１８３－１
ファミリーマート神戸橘通店 兵庫県　神戸市中央区橘通４－２－９
ファミリーマート神戸深江店 兵庫県　神戸市東灘区深江南町４－１２－２０
ファミリーマート垂水海岸通店 兵庫県　神戸市垂水区海岸通１９２１番３２（地番）
ファミリーマート神出老ノ口店 兵庫県　神戸市西区神出町東９２６
ファミリーマート井上兵庫大仏前店 兵庫県　神戸市兵庫区北逆瀬川町１－１
ファミリーマート土山駅前店 兵庫県　明石市二見町西二見字西上岡２０６９－５
ファミリーマート神戸花隈店 兵庫県　神戸市中央区花隈町２０－８
ファミリーマートナダ萬灘南通店 兵庫県　神戸市灘区灘南通４－２－１８
ファミリーマート阪神大石駅前店 兵庫県　神戸市灘区船寺通１－５－２０
ファミリーマート福田東鳴尾町店 兵庫県　西宮市東鳴尾町１－９－１８
ファミリーマート阪神なるお駅前店 兵庫県　西宮市鳴尾町３－２－１
ファミリーマート尼崎大庄西町店 兵庫県　尼崎市大庄西町１－１０－２０
ファミリーマート丹仙与古道店 兵庫県　西宮市与古道町１－２４
ファミリーマートといち七宮町店 兵庫県　神戸市兵庫区七宮町１－６－１１
ファミリーマート兵庫駅前店 兵庫県　神戸市兵庫区駅南通５－１－１
ファミリーマート伊丹警察前店 兵庫県　伊丹市昆陽１丁目５０－１
ファミリーマート明石大久保中央店 兵庫県　明石市大久保町大窪字田上２４７番１
ファミリーマート川西でざいけ店 兵庫県　川西市出在家町１番２号
ファミリーマート姫路広畑店 兵庫県　姫路市広畑区正門通４丁目７
ファミリーマート揖保川原店 兵庫県　たつの市揖保川町原７８７－４
ファミリーマートかすがプラザ店 兵庫県　神戸市西区春日台３丁目３番地１０号
ファミリーマート宝塚山本丸橋店 兵庫県　宝塚市山本丸橋３丁目１６－１
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６
ファミリーマート丹波青垣店 兵庫県　丹波市青垣町沢野１１１－１
ファミリーマート加東貝原店 兵庫県　加東市貝原３４８番地の６
ファミリーマート明石魚住店 兵庫県　明石市魚住町住吉２丁目１４－７
ファミリーマート西宮上ヶ原店 兵庫県　西宮市上ケ原五番町２番３８号
ファミリーマート猪名川パークタウン店 兵庫県　川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５３番４
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西２丁目１９９番地
ファミリーマート明石八木店 兵庫県　明石市大久保町八木４３２－１
ファミリーマート灘大内店 兵庫県　神戸市灘区大内通一丁目２－１
ファミリーマート滝野高岡店 兵庫県　加東市高岡６０９－１
ファミリーマート甲子園口店 兵庫県　西宮市二見町９－２０
ファミリーマート浜甲子園店 兵庫県　西宮市甲子園九番町１４－１９
ファミリーマート西脇和布店 兵庫県　西脇市和布町１８９－４
ファミリーマート宝塚山本駅前店 兵庫県　宝塚市平井一丁目１０４番１
ファミリーマート甲風園一丁目店 兵庫県　西宮市甲風園１丁目５－７
ファミリーマート神戸多聞通二丁目店 兵庫県　神戸市中央区多聞通２－４－４
ファミリーマート貿易センター駅前店 兵庫県　神戸市中央区磯辺通３丁目１－２
ファミリーマートＪＲ尼崎駅西店 兵庫県　尼崎市長洲西通一丁目１１－１６
ファミリーマート三宮店 兵庫県　神戸市中央区三宮町一丁目７－１９北星ビル
ファミリーマート東園田町六丁目店 兵庫県　尼崎市東園田町六丁目５２番２
ファミリーマート尼崎貴布祢店 兵庫県　尼崎市玄番南之町１
ファミリーマート阪急御影駅前店 兵庫県　神戸市東灘区御影二丁目１番２
ファミリーマート神戸中央市民病院店 兵庫県　神戸市中央区港島南町２丁目
ファミリーマート神大病院店 兵庫県　神戸市中央区楠木町七丁目５番２号
ファミリーマート西八代町店 兵庫県　姫路市西八代町２７３番５
ファミリーマート常光寺店 兵庫県　尼崎市常光寺二丁目１番
ファミリーマート柳屋加納町二丁目店 兵庫県　神戸市中央区加納町２－１－１３
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
ファミリーマート新神戸駅前店 兵庫県　神戸市中央区生田町１－４－１
ファミリーマート宝塚美幸町店 兵庫県　宝塚市美幸町１０－４５
ファミリーマートＪＲ立花駅前店 兵庫県　尼崎市立花町４丁目２－１
ファミリーマート御所東松本店 奈良県　御所市東松本２８０
ファミリーマート奈良西大寺本町店 奈良県　奈良市西大寺本町５－１３
ファミリーマート桜井薬師町店 奈良県　桜井市大字桜井５６０－２
ファミリーマート大西天理東店 奈良県　天理市布留町１０４
ファミリーマート高田神楽店 奈良県　大和高田市大字神楽１９０番地３
ファミリーマート広陵みささぎ台店 奈良県　北葛城郡広陵町みささぎ台３９番１号



ファミリーマート高田市場店 奈良県　大和高田市大字市場４８３番地８
ファミリーマート青翔高校前店 奈良県　御所市大字三室５９番地
ファミリーマート橿原五井町店 奈良県　橿原市五井町２１５－１
ファミリーマート香芝二上駅前店 奈良県　香芝市穴虫９－１８
ファミリーマート山の辺の道店 奈良県　桜井市粟殿９１－１
ファミリーマート榛原萩原店 奈良県　宇陀市榛原町大字萩原元玉小西１９４４－１
ファミリーマート針トラックステーション店 奈良県　奈良市針町４８７－１
ファミリーマート橿原見瀬町店 奈良県　橿原市見瀬町２３５８－２
ファミリーマート桜井阿部店 奈良県　桜井市大字阿部１１４７番地
ファミリーマート御所冨田店 奈良県　御所市大字池之内４１－１
ファミリーマート橿原一町店 奈良県　橿原市一町３５４－１
ファミリーマート北郡山店 奈良県　大和郡山市北郡山町１４５－１１
ファミリーマート田原本千代店 奈良県　磯城郡田原本町千代６０６－７
ファミリーマート東安堵店 奈良県　生駒郡安堵町大字東安堵８６３－１
ファミリーマート奈良帝塚山二丁目店 奈良県　奈良市帝塚山二丁目
ファミリーマート香芝良福寺店 奈良県　香芝市良福寺１２８番地の１
ファミリーマート奈良大安寺店 奈良県　奈良市南京終町三丁目１５３１番地の１
ファミリーマート近鉄東山駅前店 奈良県　生駒郡平群町菊美台一丁目８番２１号
ファミリーマート橿原石川町店 奈良県　橿原市石川町３３７－１（地番）
ファミリーマート奈良秋篠町店 奈良県　奈良市秋篠町１４９０番地
ファミリーマート広陵疋相店 奈良県　北葛城郡広陵町大字疋相６０－１
ファミリーマート奈良恋の窪店 奈良県　奈良市恋の窪三丁目７番６号
ファミリーマート王寺本町一丁目店 奈良県　北葛城郡王寺町本町１丁目１７番５３号
ファミリーマートみみなし駅前店 奈良県　橿原市石原田町２７７番地の１１
ファミリーマート天理井戸堂店 奈良県　天理市西井戸堂町４５５番地１
ファミリーマート奈良秋篠早月町店 奈良県　奈良市秋篠早月町８番２１号
ファミリーマート奈良藤ノ木台店 奈良県　奈良市中町２２９番地の１
ファミリーマート磯城三宅店 奈良県　磯城郡三宅町大字屏風４１６番地の５
ファミリーマート三郷勢野北店 奈良県　生駒郡三郷町勢野北一丁目１番１７号
ファミリーマート天理九条町店 奈良県　天理市九条町６１７－１
ファミリーマート橿原内膳町店 奈良県　橿原市内膳町４丁目５番１８号
ファミリーマート上牧町米山台店 奈良県　北葛城郡上牧町大字上牧５４２番地１
ファミリーマート生駒上町店 奈良県　生駒市上町９２番地
ファミリーマート香芝下田西店 奈良県　香芝市下田西二丁目５番３０号
ファミリーマート奈良上牧町店 奈良県　北葛城郡上牧町大字中筋出作１１２番地の１
ファミリーマート三郷立野南店 奈良県　生駒郡三郷町立野南２丁目１１番３号
ファミリーマート奈良中山町店 奈良県　奈良市中山町１５６５番地の１
ファミリーマート郡山下三橋店 奈良県　大和郡山市下三橋町４３３番地１
ファミリーマート都祁白石店 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店 奈良県　奈良市白毫寺町５０４－２
ファミリーマート猿沢池店 奈良県　奈良市橋本町６番地
ファミリーマート橿原小綱町店 奈良県　橿原市小綱町１７－４５
ファミリーマート大淀下渕店 奈良県　吉野郡大淀町大字下渕１６３４番地１１
ファミリーマート橿原四条店 奈良県　橿原市四条町２８４番１
ファミリーマート郡山小泉店 奈良県　大和郡山市小泉町２０７１番３
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
ファミリーマート近鉄大和高田駅前店 奈良県　大和高田市北本町１４－４
ファミリーマート奈良紀寺町店 奈良県　奈良市紀寺町６８２－１
ファミリーマート針テラス店 奈良県　奈良市針町３４５
ファミリーマート五條今井店 奈良県　五條市今井５－１－１８
ファミリーマート香芝高山台店 奈良県　香芝市高山台三丁目
ファミリーマート天理三昧田町店 奈良県　天理市三昧田町元東方３５９番地１
ファミリーマート橿原下八釣店 奈良県　橿原市下八釣町６３番地１
ファミリーマート葛城南藤井店 奈良県　葛城市南藤井１７４番地１
ファミリーマート橿原神宮前駅西口店 奈良県　橿原市久米町５６８番地
ファミリーマート郡山小泉口店 奈良県　大和郡山市小泉町７３４番地１
ファミリーマート天理田井庄町店 奈良県　天理市田井庄町６４３番
ファミリーマート生駒壱分インター北店 奈良県　生駒市壱分町１２５９番１
ファミリーマート奈良大森町店 奈良県　奈良市大森町１２９番地１
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
ファミリーマート上牧葛城台店 奈良県　北葛城郡上牧町葛城台一丁目１番
ファミリーマートＪＲ大和小泉駅前店 奈良県　大和郡山市小泉町東三丁目１番地１
ファミリーマート田原本十六面店 奈良県　磯城郡田原本町大字十六面４８番１
ファミリーマート高取町店 奈良県　高市郡高取町大字兵庫３０番地１
ファミリーマート天理川原城店 奈良県　天理市川原城町７６０番地１
ファミリーマート近鉄九条駅前店 奈良県　大和郡山市九条町２８９番地４



ファミリーマート奈良紀寺西店 奈良県　奈良市紀寺町５８４番地の１
ファミリーマート広陵寺戸店 奈良県　北葛城郡広陵町大字寺戸５９７番地１
ファミリーマート郡山池之内店 奈良県　大和郡山市池之内町４９７番地１
ファミリーマート高取清水谷店 奈良県　高市郡高取町大字清水谷７番地１
ファミリーマート河合店 奈良県　北葛城郡河合町大字穴闇５２４－１８
ファミリーマート郡山杉町店 奈良県　大和郡山市杉町字柿ノ内２０８－４
ファミリーマート王寺本町店 奈良県　北葛飾郡王寺町本町二丁目３４番３３号
ファミリーマート大和郡山外川町店 奈良県　大和郡山市外川町５３番１
ファミリーマート葛城忍海店 奈良県　葛城市忍海４８６番地３
ファミリーマート御所櫛羅店 奈良県　御所市大字櫛羅７１１番地の１
ファミリーマート生駒東松ケ丘店 奈良県　生駒市東松ヶ丘４－１１－１０１
ファミリーマート斑鳩法隆寺南店 奈良県　生駒郡斑鳩町法隆寺南２丁目１番１２号
ファミリーマート斑鳩龍田南店 奈良県　生駒郡斑鳩町龍田南一丁目３番５３号
ファミリーマート近鉄郡山駅前店 奈良県　大和郡山市南郡山町５２０－４０
ファミリーマート奈良六条西店 奈良県　奈良市六条西５丁目１－３６
ファミリーマート郡山南インター店 奈良県　天理市南六条町元六条方１７９－１
ファミリーマート河合町池部店 奈良県　北葛城郡河合町池部二丁目４番５号
ファミリーマート奈良学園大和町店 奈良県　奈良市学園大和町六丁目７０６番地４
ファミリーマート五條病院前店 奈良県　五條市野原西６丁目３番１１号
ファミリーマート郡山白土店 奈良県　大和郡山市白土町２２２－１
ファミリーマート奈良法蓮店 奈良県　奈良市法蓮町５６０番地１フェリス１階
ファミリーマート奈良古市町店 奈良県　奈良市古市町１７７８番地
ファミリーマート桜井安倍木店 奈良県　桜井市安倍木材団地二丁目２番地の５
ファミリーマート奈良宝来店 奈良県　奈良市宝来３丁目１番２号
ファミリーマート橿原くずもと町店 奈良県　橿原市葛本町３４４番地の２
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
ファミリーマート広陵町平尾店 奈良県　北葛城郡広陵町大字平尾８７１番地１
ファミリーマート奈良県立医大前店 奈良県　橿原市四条町８６４番地４
ファミリーマート橿原五条野店 奈良県　橿原市五条野町４２１番地の１
ファミリーマート天理柳本店 奈良県　天理市柳本町７００番地４
ファミリーマート南京終町店 奈良県　奈良市南京終町１丁目１８０番地の４
ファミリーマート葛城竹内店 奈良県　葛城市竹内２０１番地
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
ファミリーマート生駒俵口店 奈良県　生駒市俵口町４５３番地１
ファミリーマート奈良鶴舞東町店 奈良県　奈良市鶴舞東町２番２７号
ファミリーマート奈良中町店 奈良県　奈良市中町２５７１番地の３
ファミリーマート上牧町三軒屋店 奈良県　北葛城郡上牧町大字上牧３３０８番地
ファミリーマート奈良二条大路店 奈良県　奈良市二条大路南五丁目２番１３号
ファミリーマート近鉄西大寺駅橋上店 奈良県　奈良市西大寺国見町１－１－１
ファミリーマート近鉄八木駅１番ホーム店 奈良県　橿原市内膳町５丁目１－２
ファミリーマート近鉄八木駅３番ホーム店 奈良県　橿原市内膳町５丁目１－２
ファミリーマート近鉄西大寺駅３番ホーム店 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五位堂駅改札外橋上店 奈良県　香芝市瓦口２６８
ファミリーマート近鉄八木駅６番ホーム店 奈良県　橿原市内膳町５丁目１－２
ファミリーマート近鉄高の原駅改札内橋上店 奈良県　奈良市朱雀３丁目１２－３
ファミリーマート近鉄富雄駅ホーム店 奈良県　奈良市富雄元町２丁目３－３５
ファミリーマート近鉄学園前駅２番ホーム中 奈良県　奈良市学園南３丁目１－１
ファミリーマート近鉄桜井駅前店 奈良県　桜井市桜井１９０－２
ファミリーマート近鉄生駒駅改札内橋上店 奈良県　生駒市元町１丁目１－１
ファミリーマート近鉄奈良駅改札内店 奈良県　奈良市東向中町２９
ファミリーマート近鉄生駒駅改札外橋上店 奈良県　生駒市元町１丁目１－１
ファミリーマート中登美ヶ丘六丁目店 奈良県　奈良市中登美ヶ丘６丁目
ファミリーマート近鉄東生駒駅前店 奈良県　生駒市東生駒１－５－１
ファミリーマートエムズドラッグ学園大和店 奈良県　奈良市学園大和町６丁目１５４２－４４
ファミリーマート榛原駅前店 奈良県　宇陀市榛原萩原２４２９番地３９
ファミリーマート近鉄筒井駅前店 奈良県　大和郡山市筒井町６３５－１
ファミリーマート西登美ヶ丘店 奈良県　奈良市西登美ヶ丘５－１－１
ファミリーマート奈良三条檜町店 奈良県　奈良市三条桧町６３５番地５
ファミリーマート近鉄あやめ池駅前店 奈良県　奈良市あやめ池北一丁目３７番１号あやめ池駅前北側施
ファミリーマート上牧桜ヶ丘店 奈良県　北葛城郡上牧町桜ヶ丘２－６－１１
ファミリーマート天理勾田町店 奈良県　天理市勾田町８０－１
ファミリーマート田辺栄町店 和歌山県　田辺市栄町２４－１
ファミリーマート和歌山秋葉町店 和歌山県　和歌山市秋葉町２４－１４
ファミリーマート和歌山松江北店 和歌山県　和歌山市松江北７－６－１２
ファミリーマート和歌山湊御殿店 和歌山県　和歌山市湊御殿三丁目４番１
ファミリーマート和歌山インター西店 和歌山県　和歌山市鳴神７５２－２



ファミリーマート有田初島店 和歌山県　有田市初島町里２０８５－１
ファミリーマート白浜藤島店 和歌山県　西牟婁郡白浜町２８７４－１
ファミリーマート御坊インター前店 和歌山県　御坊市野口３４０－１
ファミリーマート田辺つぶり坂店 和歌山県　田辺市湊７６０－３
ファミリーマート南部海岸前店 和歌山県　日高郡南部町大字芝４９１－６
ファミリーマート田辺漁港前店 和歌山県　田辺市江川桝潟町２－２－２
ファミリーマート田辺内ノ浦店 和歌山県　田辺市新庄町字西内ノ浦３７７６－１１
ファミリーマート切目口店 和歌山県　日高郡印南町西ノ地１２－３
ファミリーマート田辺新万店 和歌山県　田辺市新万３－２
ファミリーマート和歌山古屋店 和歌山県　和歌山市古屋２１３－５
ファミリーマートみなべインター店 和歌山県　日高郡南部川村徳蔵１９３－１
ファミリーマート和歌山湊店 和歌山県　和歌山市湊１８２８－５
ファミリーマート岩出曽屋店 和歌山県　岩出市曽屋９８－１
ファミリーマート浜の宮ビーチ前店 和歌山県　和歌山市布引８３６－１
ファミリーマート田辺湊会津店 和歌山県　田辺市湊字小泉１４９３－４
ファミリーマート和歌山湊一丁目店 和歌山県　和歌山市湊１丁目１８４５番２８
ファミリーマート和歌山宇須店 和歌山県　和歌山市宇須４－４－４５
ファミリーマート田辺田鶴店 和歌山県　田辺市新庄町１３７９－１
ファミリーマート有田辻堂店 和歌山県　有田市辻堂６３番地
ファミリーマート和歌山北島店 和歌山県　和歌山市北島４６－３４７
ファミリーマート和歌山インター店 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岩橋店 和歌山県　和歌山市岩橋９９０番地１
ファミリーマート勝浦下里店 和歌山県　東牟婁郡那智勝浦町大字下里７６番地２
ファミリーマート海南重根店 和歌山県　海南市重根西１丁目１－１８
ファミリーマート和歌山三葛店 和歌山県　和歌山市三葛４２９番地の１
ファミリーマート和歌山小雑賀店 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塩屋五丁目店 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大浦西浜店 和歌山県　和歌山市西浜７６８番地１
ファミリーマートかつらぎ笠田店 和歌山県　伊都郡かつらぎ町笠田中１５６－２
ファミリーマート和歌山島橋南ノ丁店 和歌山県　和歌山市島橋南ノ丁１番２１号
ファミリーマート和歌山バイパス西野店 和歌山県　岩出市西野字保田１１５番地３
ファミリーマート新宮三輪崎店 和歌山県　新宮市三輪崎一丁目４番１６号
ファミリーマート和歌山貴志店 和歌山県　和歌山市向２０－１
ファミリーマート和歌山秋月店 和歌山県　和歌山市秋月４６９－２
ファミリーマート和歌山岡崎店 和歌山県　和歌山市森小手穂６２２－１
ファミリーマート田辺元町店 和歌山県　田辺市元町１１８６－４
ファミリーマート橋本御幸辻店 和歌山県　橋本市御幸辻２２１－１
ファミリーマート和歌山善明寺店 和歌山県　和歌山市善明寺４０８－１
ファミリーマート和歌山十二番丁店 和歌山県　和歌山市十二番丁４－２
ファミリーマートかつらぎ大谷店 和歌山県　伊都郡かつらぎ町大字大谷３７番地
ファミリーマート御坊湯川店 和歌山県　御坊市湯川町財部６６６－６
ファミリーマート和歌山向店 和歌山県　和歌山市向２０５－４
ファミリーマート有田宮原店 和歌山県　有田市宮原町須谷５４５－１
ファミリーマート日高萩原店 和歌山県　日高郡日高町大字萩原９４５－３
ファミリーマート白浜垣谷店 和歌山県　西牟婁郡白浜町字垣谷１２８９
ファミリーマート有田川金屋店 和歌山県　有田郡有田川町大字金屋字寺垣内５４７
ファミリーマート有田宮崎店 和歌山県　有田市宮崎町２４０－１
ファミリーマート田辺跡之浦店 和歌山県　田辺市文里１－１４－８
ファミリーマート御坊塩屋店 和歌山県　御坊市塩屋町北塩屋７１１－１
ファミリーマート和歌山小松原店 和歌山県　和歌山市小松原五丁目１番地３０８
ファミリーマート有田箕島店 和歌山県　有田市箕島７３０－４
ファミリーマート和歌山園部店 和歌山県　和歌山市園部８５８番地の６
ファミリーマート田辺下三栖店 和歌山県　田辺市下三栖１４８７－５
ファミリーマート岩出紀泉台店 和歌山県　岩出市相谷２－１
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
ファミリーマート和歌山鳴神店 和歌山県　和歌山市鳴神字畠ケ逢１０５４－１
ファミリーマート和歌山手平店 和歌山県　和歌山市手平４－１－７
ファミリーマート和歌山県庁正門前店 和歌山県　和歌山市小松原通１－１－３６
ファミリーマート橋本東インター前店 和歌山県　橋本市隅田町垂井６３０
ファミリーマート和歌山里店 和歌山県　和歌山市里５３番１
ファミリーマート紀美野町店 和歌山県　海草郡紀美野町動木１０１－４
ファミリーマート和歌山直川店 和歌山県　和歌山市直川５５０－１
ファミリーマート海南日方店 和歌山県　海南市日方字新濱１２７４－８８
ファミリーマート田辺文里店 和歌山県　田辺市文里１－７３２－１０
ファミリーマート和歌山土佐町店 和歌山県　和歌山市土佐町３－３４
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３－６２－１



ファミリーマート桃山町調月店 和歌山県　紀の川市桃山町調月字山ノ上６１７－２
ファミリーマート岩出西国分店 和歌山県　岩出市西国分５３４－３
ファミリーマート和歌山築港店 和歌山県　和歌山市築港４－８－６
ファミリーマート和歌山西浜店 和歌山県　和歌山市西浜１６６０－１８９
ファミリーマート有田川熊井店 和歌山県　有田郡有田川町大字熊井字音部４４８－１
ファミリーマート和歌山大浦街道店 和歌山県　和歌山市西浜４６６－２
ファミリーマート有田川水尻店 和歌山県　有田郡有田川町大字水尻７－３
ファミリーマート橋本清水店 和歌山県　橋本市清水２１２
ファミリーマート白浜湯崎店 和歌山県　西牟婁郡白浜町１９０３
ファミリーマート和歌山内原店 和歌山県　和歌山市内原８６６－１
ファミリーマート和歌山福島店 和歌山県　和歌山市福島２００番地９
ファミリーマート橋本小峰台店 和歌山県　橋本市小峰台一丁目３２番１３
ファミリーマート和歌山六十谷店 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中之島水道路店 和歌山県　和歌山市中之島字釜ヶ淵２７２番地１４
ファミリーマート橋本古佐田店 和歌山県　橋本市古佐田２丁目
ファミリーマート和歌山関戸店 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南出島店 和歌山県　和歌山市南出島７５番地１
ファミリーマート高野山店 和歌山県　伊都郡高野町高野山２８８番地
ファミリーマート那智勝浦店 和歌山県　東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮９７番地３
ファミリーマート串本町桟橋店 和歌山県　東牟婁郡串本町串本１９０８番地１
ファミリーマート新宮千穂三丁目店 和歌山県　新宮市千穂三丁目７番７号
ファミリーマート新宮庁舎前店 和歌山県　新宮市緑ヶ丘三丁目３番４号
ファミリーマート和歌山六十谷駅前店 和歌山県　和歌山市六十谷２４５番地の１
ファミリーマート新宮緑ヶ丘店 和歌山県　新宮市緑ヶ丘１丁目１番４７号
ファミリーマート串本駅前店 和歌山県　東牟婁郡串本町串本２０７７番地
ファミリーマート新宮あけぼの店 和歌山県　新宮市あけぼの４番２２号
ファミリーマート和歌山禰宜店 和歌山県　和歌山市禰宜１１４０番地
ファミリーマート御坊島店 和歌山県　御坊市島６９６－１
ファミリーマート和歌山楠見中店 和歌山県　和歌山市楠見中１８９－１
ファミリーマート田辺新庄店 和歌山県　田辺市新庄町字新田２０６４－１
ファミリーマート米子卸団地店 鳥取県　米子市両三柳２３６０番４
ファミリーマート米子大篠津店 鳥取県　米子市大篠津町６９０－１５
ファミリーマート道の駅かわはら店 鳥取県　鳥取市河原町高福８３７
ファミリーマート米子奥谷店 鳥取県　米子市奥谷１１２９－１
ファミリーマート鳥取大榎町店 鳥取県　鳥取市大榎町１３番地
ファミリーマート境港夕日ケ丘店 鳥取県　境港市夕日ケ丘二丁目３番１
ファミリーマート鳥取徳尾店 鳥取県　鳥取市古海字西開発７０４－２１
ファミリーマート鳥取緑ケ丘店 鳥取県　鳥取市緑ヶ丘二丁目６０番
ファミリーマート鳥取伏野店 鳥取県　鳥取市伏野字溝河２４９１番３
ファミリーマート岩美町大谷店 鳥取県　岩美郡岩美町大谷１５６５番地２
ファミリーマート倉吉清谷店 鳥取県　倉吉市清谷町二丁目４７番地
ファミリーマート皆生温泉入口店 鳥取県　米子市皆生温泉二丁目１９４１番
ファミリーマート米子淀江店 鳥取県　米子市淀江町佐陀７１７番地
ファミリーマート米子二本木店 鳥取県　米子市二本木７１２番地
ファミリーマート鳥取行徳店 鳥取県　鳥取市行徳一丁目２３２番地２
ファミリーマート鳥取湖山店 鳥取県　鳥取市湖山町東一丁目２６４番地１
ファミリーマート倉吉宮川店 鳥取県　倉吉市宮川町二丁目４５番地
ファミリーマートはわい長瀬店 鳥取県　東伯郡湯梨浜町はわい長瀬字西ヲドロ７６１番１０
ファミリーマート鳥取古海店 鳥取県　鳥取市古海字東三反長６６１番５
ファミリーマート伯耆溝口店 鳥取県　西伯郡伯耆町溝口字向河原下モ１５３番１
ファミリーマート鳥取吉成店 鳥取県　鳥取市吉成２１５番地５
ファミリーマート境港福定町店 鳥取県　境港市福定町１８１４番６
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
ファミリーマート米子港前店 鳥取県　米子市旗ケ崎二丁目１１番５号
ファミリーマート米子新開店 鳥取県　米子市新開七丁目２１番２５号
ファミリーマート新開三丁目店 鳥取県　米子市新開三丁目１４９９番６
ファミリーマート皆生四丁目店 鳥取県　米子市皆生四丁目２６０５番
ファミリーマート米子富益町店 鳥取県　米子市富益町８４番他７筆
ファミリーマート岩美町浦富店 鳥取県　岩美郡岩美町浦富１０４９番６２
ファミリーマート末広温泉町店 鳥取県　鳥取市末広温泉町６２４他５筆
ファミリーマート鳥取国府店 鳥取県　鳥取市国府町分上１丁目１０２
ファミリーマート鳥取浜村店 鳥取県　鳥取市気高町浜村西浜７８３
ファミリーマート湯梨浜町店 鳥取県　東伯郡湯梨浜町大字龍島１５７番１
ファミリーマート米子福市店 鳥取県　米子市福市１７８
ファミリーマート智頭町店 鳥取県　八頭郡智頭町智頭２１番６
ファミリーマート境港元町店 鳥取県　境港市元町１９１５番地５



ファミリーマート浦富インター店 鳥取県　岩美郡岩美町浦富６０４番地
ファミリーマート米子昭和町店 鳥取県　米子市昭和町８５－５
ファミリーマート郡家下坂店 鳥取県　八頭郡八頭町下坂４９３番２
ファミリーマート境港上道店 鳥取県　境港市上道町３６０６
ファミリーマート鳥取赤十字病院店 鳥取県　鳥取市尚徳町１１７番地
ファミリーマート米子旗ヶ崎店 鳥取県　米子市旗ヶ崎三丁目４５０番１
ファミリーマート鳥取南吉方店 鳥取県　鳥取市南吉方三丁目５０５番１
ファミリーマート鳥取覚寺店 鳥取県　鳥取市覚寺５８番地１
ファミリーマート吉成一丁目店 鳥取県　鳥取市吉成一丁目７番６０号
ファミリーマート米子大崎店 鳥取県　米子市大崎３２６－１
ファミリーマート鳥取商栄町店 鳥取県　鳥取市商栄町２０２番２
ファミリーマート郡家宮谷店 鳥取県　八頭郡八頭町宮谷２３４番２
ファミリーマート鳥取駅南店 鳥取県　鳥取市富安二丁目１５９久本ビル１Ｆ
ファミリーマート米子長砂店 鳥取県　米子市長砂町７０番１
ファミリーマート米子弓ヶ浜店 鳥取県　米子市夜見町２５７８番地２
ファミリーマート鳥取数津店 鳥取県　鳥取市数津７１－３
ファミリーマート鳥取湖山西店 鳥取県　鳥取市湖山町西１－７３６
ファミリーマート鳥取上味野店 鳥取県　鳥取市上味野６６－１
ファミリーマート養和病院前店 鳥取県　米子市上後藤３－２－１５
ファミリーマート米子皆生温泉店 鳥取県　米子市皆生新田１－６－３３
ファミリーマート鳥取湖山東店 鳥取県　鳥取市湖山町東４丁目１０３
ファミリーマート松江東津田店 島根県　松江市東朝日町２５０番地２
ファミリーマート斐川インター店 島根県　出雲市斐川町上庄原１６１０番４
ファミリーマートいずも神門店 島根県　出雲市神門町７９４番地
ファミリーマート松江矢田店 島根県　松江市矢田町１９４－２
ファミリーマート松江江島大橋店 島根県　松江市八束町江島１１２８－１１０
ファミリーマートＪＡいずも湖陵店 島根県　出雲市湖陵町差海７１０－１
ファミリーマートＪＡいずも大津店 島根県　出雲市大津町１６９７－２７
ファミリーマートＪＡいずもドーム北店 島根県　出雲市平野町４５８－１
ファミリーマート東出雲インター店 島根県　八朿郡東出雲町大字出雲郷８３９－１
ファミリーマート松江西川津店 島根県　松江市西川津町８３０－１
ファミリーマートＪＡいずも長浜店 島根県　出雲市西園町２６７－１
ファミリーマート斐川荘原町店 島根県　簸川郡斐川町大字荘原町２８８５－１
ファミリーマートＪＡいずも平田店 島根県　出雲市平田町字中ノ島７６９８
ファミリーマート道の駅本庄店 島根県　松江市野原町４０１－８
ファミリーマート松江大輪町店 島根県　松江市大輪町４１４
ファミリーマートＪＡいずも小山店 島根県　出雲市小山町２３５番３
ファミリーマート安来広瀬店 島根県　安来市広瀬町広瀬１７９５番１
ファミリーマート松江菅田店 島根県　松江市菅田町１５番地１
ファミリーマート安来鉄工センター店 島根県　安来市黒井田町２０５５番１
ファミリーマート島根大学前店 島根県　松江市学園２－２７－６
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
ファミリーマート奥出雲三成店 島根県　仁多郡奥出雲町三成６６５番地４
ファミリーマート浜乃木一丁目店 島根県　松江市浜乃木１丁目１５５番他２筆
ファミリーマート平田西店 島根県　出雲市平田町１８６３番１
ファミリーマートＪＡいずも西出雲店 島根県　出雲市西新町二丁目
ファミリーマート出雲渡橋店 島根県　出雲市渡橋町１２０６番地
ファミリーマート浜山公園入口店 島根県　出雲市浜町５０５番３
ファミリーマート出雲南本町店 島根県　出雲市今市町南本町２１番１
ファミリーマート奥出雲横田店 島根県　仁多郡奥出雲町下横田１２５番地２
ファミリーマート松江東朝日町店 島根県　松江市東朝日町字宮ノ沖８８番５
ファミリーマートＡコープしんじ店 島根県　松江市宍道町昭和１５番
ファミリーマート松江黒田町店 島根県　松江市黒田町４６８番地１
ファミリーマート斐川直江店 島根県　出雲市斐川町直江４９１１番地
ファミリーマート松江古志原店 島根県　松江市古志原五丁目１４番４０
ファミリーマート雲南三刀屋店 島根県　雲南市三刀屋町下熊谷１３０８－１
ファミリーマート松江八幡店 島根県　松江市八幡町７９６番５９
ファミリーマート玉造温泉店 島根県　松江市玉湯町湯町１１９８番１
ファミリーマート松江西浜佐陀店 島根県　松江市西浜佐陀町１０２４番地
ファミリーマート浜乃木六丁目店 島根県　松江市浜乃木六丁目２９－１
ファミリーマート安来黒井田店 島根県　安来市黒井田町砂田３７７
ファミリーマートＪＡいずも高岡店 島根県　出雲市高岡町４１０番地１
ファミリーマートＪＡいずも大社東店 島根県　出雲市大社町杵築東字ヨセ代４０番
ファミリーマート島根大学医学部付属病院店 島根県　出雲市塩冶町８９番地１
ファミリーマートＪＡいずも稲岡店 島根県　出雲市稲岡町３４７－２
ファミリーマート松江竹矢店 島根県　松江市竹矢１７４６番４



ファミリーマート松江西津田店 島根県　松江市西津田三丁目１４８４番２
ファミリーマート外中原町店 島根県　松江市外中原町９９番
ファミリーマート松江袖師店 島根県　松江市袖師町３－１６
ファミリーマート安来飯島店 島根県　安来市飯島町藤木２７５－２
ファミリーマート松江乃白店 島根県　松江市乃白町２５６番地１
ファミリーマート雲南大東店 島根県　雲南市大東町大東９９４番１
ファミリーマート雲南木次店 島根県　雲南市木次町里方１４０３－１
ファミリーマート松江春日店 島根県　松江市春日町２５番地１
ファミリーマートＪＡいずも塩冶東店 島根県　出雲市上塩冶町２６４６－１
ファミリーマート斐川黒目店 島根県　簸川郡斐川町黒目１２２０
ファミリーマートラピタ中央病院店 島根県　出雲市姫原４－１－１
ファミリーマート松江学園南店 島根県　松江市学園南１－２０－１２
ファミリーマート楽山店 島根県　松江市西川津町４２１１
ファミリーマート倉敷西中新田店 岡山県　倉敷市西中新田５６７番地１
ファミリーマート岡山箕島店 岡山県　岡山市南区箕島３１６番地１
ファミリーマート児島下の町店 岡山県　倉敷市児島下の町２丁目１２番２３号
ファミリーマート岡山岩田店 岡山県　岡山市北区岩田町５－２８シティハイツ岩田１０１
ファミリーマート玉島爪崎店 岡山県　倉敷市新倉敷駅前３丁目２０２－１
ファミリーマート岡山鹿田店 岡山県　岡山市北区鹿田本町２番４号
ファミリーマート岡山東畦店 岡山県　岡山市南区藤田字錦５７９番地の３
ファミリーマート倉敷児島唐琴店 岡山県　倉敷市児島唐琴三丁目６番７５号
ファミリーマート里庄里見店 岡山県　浅口郡里庄町里見２７２９－１
ファミリーマート東古松中央店 岡山県　岡山市東古松４９４－１
ファミリーマート鴨方町本庄店 岡山県　浅口市鴨方町本庄６４０－１２
ファミリーマート岡山福島店 岡山県　岡山市南区福島三丁目４１０－５
ファミリーマート岡山辰巳西店 岡山県　岡山市北区辰巳４１番１０８
ファミリーマート岡山清水店 岡山県　岡山市中区清水２７３番１
ファミリーマート岡山中島田町店 岡山県　岡山市北区中島田町二丁目３番７号
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
ファミリーマート倉敷中庄店 岡山県　倉敷市生坂７５４ー２
ファミリーマート総社東店 岡山県　総社市井手７８８番地２
ファミリーマート備前香登店 岡山県　備前市香登本字東石田３１０－１
ファミリーマート岡山平井七丁目店 岡山県　岡山市中区平井七丁目１０８１番２
ファミリーマート倉敷船穂店 岡山県　倉敷市船穂町船穂２３６６番１
ファミリーマート倉敷平田店 岡山県　倉敷市平田９４５番１
ファミリーマート備前西片上店 岡山県　備前市西片上１９００番地の３
ファミリーマート岡山政津店 岡山県　岡山市東区政津８９７番地の２
ファミリーマート倉敷児島小川店 岡山県　倉敷市児島小川九丁目８番３号
ファミリーマート花尻ききょう町店 岡山県　岡山市北区花尻ききょう町１番地１００
ファミリーマート倉敷西阿知町新田店 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西坂店 岡山県　倉敷市西坂７５２番地６
ファミリーマート津山インター店 岡山県　津山市河辺９３８番地の１
ファミリーマート岡山浦安店 岡山県　岡山市浦安本町８８－１０
ファミリーマート津山沼店 岡山県　津山市沼２１－２
ファミリーマート倉敷福島店 岡山県　倉敷市福島７０８－７
ファミリーマートくらしき駅北店 岡山県　倉敷市北浜町７－３１
ファミリーマート岡山一宮店 岡山県　岡山市北区楢津６５２番地４
ファミリーマート水玉ブリッジライン店 岡山県　倉敷市連島町鶴新田１７２６番地１
ファミリーマート岡山西大寺上二丁目店 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清心女子大前店 岡山県　岡山市北区伊福町２－１－１
ファミリーマート笠岡市民病院前店 岡山県　笠岡市笠岡５６１１－５
ファミリーマート笠岡里庄口店 岡山県　笠岡市絵師１－４０６－１
ファミリーマート笠岡中央店 岡山県　笠岡市笠岡５２７９－１
ファミリーマート岡山青江六丁目店 岡山県　岡山市青江６－９２９－１
ファミリーマート建部川口店 岡山県　御津郡建部町川口１５０１－１
ファミリーマート倉敷林店 岡山県　倉敷市林３５２－１
ファミリーマート岡山浦安本町店 岡山県　岡山市南区浦安本町５３番地６
ファミリーマート岡山問屋町店 岡山県　岡山市北区問屋町１３番地１０１
ファミリーマート倉敷鶴の浦店 岡山県　倉敷市鶴の浦三丁目４番１１号
ファミリーマート岡山庭瀬店 岡山県　岡山市庭瀬４８１－２
ファミリーマート岡山中山下北店 岡山県　岡山市中山下１丁目１０－１０新田ビル
ファミリーマート岡山楢原店 岡山県　岡山市楢原５１７－１
ファミリーマート岡山目黒町店 岡山県　岡山市目黒町２５－３
ファミリーマート学南町店 岡山県　岡山市学南町１丁目２－２
ファミリーマート西大寺中店 岡山県　岡山市東区西大寺中二丁目２４番２２号
ファミリーマート岡山赤坂店 岡山県　赤磐市山口１８４番地の１



ファミリーマート総合流通センター北店 岡山県　倉敷市下庄８０２番地の４
ファミリーマート倉敷鶴新田店 岡山県　倉敷市連島町鶴新田２８０６－１
ファミリーマート岡山浜野店 岡山県　岡山市南区新福２丁目１０－１０２
ファミリーマート岡山岡南町店 岡山県　岡山市北区岡南町２丁目２－４３
ファミリーマート水島南畝店 岡山県　倉敷市南畝六丁目１０番３９号
ファミリーマート倉敷西富井店 岡山県　倉敷市西富井１０９７番地２
ファミリーマート笠岡美の浜店 岡山県　笠岡市横島５２９番地１
ファミリーマート倉敷玉島店 岡山県　倉敷市玉島８３８－１
ファミリーマート倉敷東塚店 岡山県　倉敷市東塚二丁目１６番２０号
ファミリーマート津山城西通り店 岡山県　津山市小田中２２０６番地の１
ファミリーマート岡山奥田店 岡山県　岡山市北区奥田本町４番１０号
ファミリーマート奈義町店 岡山県　勝田郡奈義町上町川１６４２番地３
ファミリーマート岡山北長瀬店 岡山県　岡山市北区北長瀬表町三丁目１番２号
ファミリーマート高松稲荷店 岡山県　岡山市北区高松原古才字館２５０番１、２５１番
ファミリーマート岡山浜二丁目店 岡山県　岡山市中区浜二丁目２５７番１、２５８番７
ファミリーマート御津矢原店 岡山県　岡山市北区御津矢原字山之鼻２８１番１、他７筆
ファミリーマート倉敷美観地区前店 岡山県　倉敷市阿知３－２１－９
ファミリーマート笠岡スポーツ公園前店 岡山県　笠岡市山口１１２４－１
ファミリーマート岡山彦崎店 岡山県　岡山市南区彦崎３９２番５
ファミリーマート岡山東花尻店 岡山県　岡山市北区東花尻２０番地１
ファミリーマート倉敷帯高店 岡山県　倉敷市帯高６４１番４
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１１５番２
ファミリーマート山陽インター店 岡山県　赤磐市立川１０９２番地１
ファミリーマート真備町箭田店 岡山県　倉敷市真備町箭田字森ヶ坪１７０６番５
ファミリーマート岡山万倍店 岡山県　岡山市南区万倍１１９－１
ファミリーマート岡山国府市場店 岡山県　岡山市中区国府市場４１番地１
ファミリーマート高柳西町店 岡山県　岡山市北区高柳西町１２番８号
ファミリーマート岡山上道駅前店 岡山県　岡山市東区中尾１３９番地１
ファミリーマート瀬戸町光明谷店 岡山県　岡山市東区瀬戸町光明谷２０８番地１
ファミリーマート東津山駅前店 岡山県　津山市川崎字犬塚２１５番４
ファミリーマート岡山大供二丁目店 岡山県　岡山市大供２丁目１０－７
ファミリーマート岡山天瀬店 岡山県　岡山市天瀬１－５
ファミリーマート花尻あかね町店 岡山県　岡山市北区花尻あかね町１２番１０５
ファミリーマート津山小田中店 岡山県　津山市小田中２２２番地２他１筆
ファミリーマート清輝橋一丁目店 岡山県　岡山市北区清輝橋一丁目５番１２２
ファミリーマート倉敷大内店 岡山県　倉敷市大内１２００番地９
ファミリーマート大原古町店 岡山県　美作市古町１４９６－１
ファミリーマート岡山青江店 岡山県　岡山市南区新保１１３８－４他３筆
ファミリーマート岡山築港店 岡山県　岡山市南区築港栄町３番７６他３筆
ファミリーマート錦町東店 岡山県　岡山市北区錦町８－１１６
ファミリーマート津山駅前店 岡山県　津山市南町１丁目２８番地
ファミリーマート岡大前店 岡山県　岡山市北区津島新野一丁目６番３２号
ファミリーマート岡山下中野本町店 岡山県　岡山市北区下中野３３８番地の１１９
ファミリーマート岡山新福店 岡山県　岡山市南区新福１丁目３１２番１１他２筆（地番）
ファミリーマート水島福崎町店 岡山県　倉敷市水島福崎町１番地３６
ファミリーマート倉敷水島北緑町店 岡山県　倉敷市水島北緑町４番１８号
ファミリーマート岡山下中野西店 岡山県　岡山市北区下中野３６５番１０４（地番）
ファミリーマート岡山吉宗店 岡山県　岡山市北区吉宗字五反田７２０番１
ファミリーマート倉敷児島田の口店 岡山県　倉敷市児島田の口６丁目３６９１番１他５筆（地番）
ファミリーマート岡山兼基店 岡山県　岡山市関字道面１５４－１
ファミリーマート岡山東島田店 岡山県　岡山市東島田１－７－１７
ファミリーマート倉敷新田店 岡山県　倉敷市新田２４６３番地７
ファミリーマート倉敷宮前店 岡山県　倉敷市宮前４４３番地１
ファミリーマート岡山西川原一丁目店 岡山県　岡山市中区西川原１丁目４番１５号
ファミリーマート水島亀島店 岡山県　倉敷市水島北亀島町７番１７号
ファミリーマート倉敷中島松之内店 岡山県　倉敷市中島８１３番地４
ファミリーマート岡山豊成店 岡山県　岡山市南区豊成１丁目７－１０
ファミリーマート玉野田井店 岡山県　玉野市田井４丁目１６－９
ファミリーマート岡山藤田店 岡山県　岡山市南区藤田６７４－１７
ファミリーマート邑久山田庄店 岡山県　瀬戸内市邑久町山田庄字半折田３９５番１
ファミリーマート岡山桃太郎大通り店 岡山県　岡山市北区駅前町１丁目１－１１９－１
ファミリーマート児島文化センター前店 岡山県　倉敷市児島味野３丁目３６５５
ファミリーマート玉野玉原店 岡山県　玉野市玉原２丁目６－１
ファミリーマート玉島八島店 岡山県　倉敷市玉島八島７９８番地
ファミリーマート岡山大福店 岡山県　岡山市南区大福字鴨池１９番地３
ファミリーマート岡山中島店 岡山県　岡山市中区中島１３６番地の１



ファミリーマート倉敷庄パークヒルズ店 岡山県　倉敷市矢部１３７７番地
ファミリーマート岡山三浜町店 岡山県　岡山市南区三浜町一丁目４番３６号
ファミリーマート久米支所前店 岡山県　津山市南方中１６８６番地
ファミリーマート備前伊部店 岡山県　備前市伊部２８９番地
ファミリーマート岡山片岡店 岡山県　岡山市南区片岡１２０番地１
ファミリーマート総社岡谷店 岡山県　総社市岡谷３４２番地１
ファミリーマート倉敷水島中央公園前店 岡山県　倉敷市水島南幸町２－１５
ファミリーマート岡山雄町店 岡山県　岡山市中区国府市場５８０番地１
ファミリーマート岡山興除店 岡山県　岡山市南区内尾２８３番地の１６
ファミリーマート児島団地口店 岡山県　倉敷市児島柳田町６２８番地１
ファミリーマート福成二丁目店 岡山県　岡山市南区福成二丁目３２５番１
ファミリーマート岡山内尾店 岡山県　岡山市内尾３０１－５
ファミリーマート琴浦西店 岡山県　倉敷市児島下の町５丁目８８１番８他１０筆
ファミリーマート建部大田店 岡山県　岡山市北区建部町大田４３０５番１
ファミリーマート児島柳田町店 岡山県　倉敷市児島柳田町１６７番地１
ファミリーマート児島中山公園前店 岡山県　倉敷市児島下の町三丁目３４１５番地１
ファミリーマート笠岡富岡店 岡山県　笠岡市富岡字拾丁目２７６番１他２筆
ファミリーマート東岡山駅前店 岡山県　岡山市長岡７７－１
ファミリーマート玉野八浜店 岡山県　玉野市八浜町八浜１４４０－１
ファミリーマート岡山流通センター店 岡山県　岡山市北区大内田７１１番地２
ファミリーマート倉敷老松五丁目店 岡山県　倉敷市老松町５丁目３番８６号
ファミリーマート岡山田中店 岡山県　岡山市北区田中１２１番地１０６
ファミリーマート倉敷古城池店 岡山県　倉敷市福田町古新田２５５番５
ファミリーマート津山野介代店 岡山県　津山市野介代４７－３
ファミリーマート岡山東古松店 岡山県　岡山市北区東古松４丁目６番３５号
ファミリーマート岡山下足守店 岡山県　岡山市下足守１９２１－５
ファミリーマート新倉敷北店 岡山県　倉敷市玉島爪崎字西壱丁目２１２番地２
ファミリーマート倉敷玉島乙島店 岡山県　倉敷市玉島乙島字高後沖７４７１番地５１０
ファミリーマート表町二丁目店 岡山県　岡山市北区表町二丁目５番１号
ファミリーマート長船服部店 岡山県　瀬戸内市長船町服部２７２番地の２
ファミリーマート岡山南中央町店 岡山県　岡山市北区南中央町８番２２号
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
ファミリーマート津山天神橋店 岡山県　津山市川崎７４６番地１
ファミリーマート倉敷平田北店 岡山県　倉敷市平田３３２番地１
ファミリーマート岡山西長瀬店 岡山県　岡山市北区西長瀬１２２３番地２
ファミリーマート津山平福店 岡山県　津山市平福１４６番地
ファミリーマート岡山柳町店 岡山県　岡山市北区柳町一丁目６番１号
ファミリーマート岡山平島店 岡山県　岡山市東区平島８９番地１
ファミリーマート岡山江並店 岡山県　岡山市中区江並７９番６
ファミリーマート岡山金岡東町店 岡山県　岡山市東区金岡東町二丁目１５番地１号
ファミリーマート玉野東児店 岡山県　玉野市梶岡６４１番地の１
ファミリーマート長船土師店 岡山県　瀬戸内市長船町土師４番地の１
ファミリーマート倉敷笹沖西店 岡山県　倉敷市笹沖４１０番地４
ファミリーマート倉敷片島店 岡山県　倉敷市片島町９７１番地１
ファミリーマート倉敷沖店 岡山県　倉敷市沖２７２番地１
ファミリーマート総社美袋店 岡山県　総社市美袋１２５１－３
ファミリーマート岡山南庭瀬店 岡山県　岡山市北区庭瀬１０５５番地１
ファミリーマート玉野長尾店 岡山県　玉野市長尾５７７番地の１
ファミリーマートマスカット球場前店 岡山県　倉敷市鳥羽１０２６番地１
ファミリーマート岡山西大寺松崎店 岡山県　岡山市東区西大寺松崎１５６番地の５
ファミリーマート美作中央店 岡山県　美作市入田字浜２４５番１他１筆（地番）
ファミリーマート倉敷浜ノ茶屋店 岡山県　倉敷市浜ノ茶屋１丁目７番１６号
ファミリーマート岡山倉益店 岡山県　岡山市中区倉益１７３番地１
ファミリーマート岡山瀬戸万富店 岡山県　岡山市東区瀬戸町万富１８８番地の１
ファミリーマート倉敷平田南店 岡山県　倉敷市平田１５５番地４３
ファミリーマート岡山桑野店 岡山県　岡山市中区桑野７２１番地１
ファミリーマート岡山平井五丁目店 岡山県　岡山市中区平井五丁目５番１５号
ファミリーマート苫田鏡野町店 岡山県　苫田郡鏡野町布原２６０番地１
ファミリーマート岡山さい店 岡山県　岡山市中区さい８０－１
ファミリーマート岡山美咲町店 岡山県　久米郡美咲町原田字大縄２１４１－１１
ファミリーマート久米町桑下店 岡山県　津山市桑下１４０８番地３３
ファミリーマート倉敷笹沖南店 岡山県　倉敷市笹沖５８１－１
ファミリーマート里庄浜中店 岡山県　浅口郡里庄町浜中９３番地２６７
ファミリーマート倉敷二子店 岡山県　倉敷市二子１３５５番地９
ファミリーマート真備町店 岡山県　吉備郡真備町尾崎９６６－１
ファミリーマート岡山御南店 岡山県　岡山市北区田中１６５番地の１１２



ファミリーマート岡山上土田店 岡山県　岡山市北区上土田１８７番地３
ファミリーマート倉敷連島店 岡山県　倉敷市連島町連島１１０－４７
ファミリーマート倉敷玉島勇崎店 岡山県　倉敷市玉島勇崎５３５番地１
ファミリーマート岡山瀬戸江尻店 岡山県　岡山市東区瀬戸町江尻６９８番地１
ファミリーマート津山国分寺店 岡山県　津山市国分寺８０番地１
ファミリーマート連島西之浦店 岡山県　倉敷市連島町西之浦４２５番３
ファミリーマート岡山長岡店 岡山県　岡山市中区長岡３３－４
ファミリーマート岡山奥田二丁目店 岡山県　岡山市奥田二丁目１２９－４
ファミリーマート岡山新屋敷店 岡山県　岡山市北区新屋敷町一丁目１４－１
ファミリーマート牛窓町店 岡山県　瀬戸内市牛窓町牛窓３９１１－３
ファミリーマート伊福四丁目店 岡山県　岡山市北区伊福町四丁目１０５８番１
ファミリーマート岡山藤田南店 岡山県　岡山市南区藤田２２７－９
ファミリーマート岡山国富店 岡山県　岡山市中区国富字中相６２５番１
ファミリーマート野田一丁目店 岡山県　岡山市北区野田一丁目１０－２
ファミリーマート岡山倉富店 岡山県　岡山市倉富３６７－１０
ファミリーマート倉敷東町店 岡山県　倉敷市東町１０－５２
ファミリーマート倉敷白楽町店 岡山県　倉敷市白楽町３８５－１
ファミリーマート灘崎西紅陽台店 岡山県　児島郡灘崎町西紅陽台１－５８－６５４
ファミリーマート岡山妹尾店 岡山県　岡山市南区妹尾２３０５－２
ファミリーマート倉敷笹沖店 岡山県　倉敷市笹沖８－１
ファミリーマート倉敷西阿知店 岡山県　倉敷市西阿知町西原１０７１－２０
ファミリーマート岡山番町店 岡山県　岡山市番町１－３－５
ファミリーマート倉敷下庄店 岡山県　倉敷市下庄３２６－７
ファミリーマート岡山郡店 岡山県　岡山市郡字中大濱５９－２
ファミリーマート勝央町植月店 岡山県　勝田郡勝央町植月北字南平３０９７－１
ファミリーマート総社溝口店 岡山県　総社市溝口３４－４
ファミリーマート岡山今七丁目店 岡山県　岡山市今７－６－７
ファミリーマート広島横川駅北口店 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宮島口店 広島県　廿日市市宮島口西１丁目５－２
ファミリーマート己斐本町二丁目店 広島県　広島市西区己斐本町二丁目７番１８号
ファミリーマート広島中の棚店 広島県　広島市中区立町５番１４号
ファミリーマート尾道トラックステーション 広島県　尾道市高須町字小林２１０４番１
ファミリーマート尾道栗原西店 広島県　尾道市栗原西２－７－９
ファミリーマート尾道向島店 広島県　尾道市向島町字七軒島５５５２番１３
ファミリーマート広島西白島店 広島県　広島市中区西白島町１５－１
ファミリーマート南観音三丁目店 広島県　広島市西区南観音三丁目
ファミリーマート因島土生店 広島県　尾道市因島土生町１８９９番地１４５
ファミリーマート可部虹山店 広島県　広島市安佐北区亀山南４－２－２２
ファミリーマート駅家町江良店 広島県　福山市駅家町大字江良８８番４
ファミリーマート福山駅南店 広島県　福山市東桜町１番８
ファミリーマート福山新浜町店 広島県　福山市新浜町一丁目３番２０号
ファミリーマート神辺町道上店 広島県　深安郡神辺町道上１１７０－６
ファミリーマートＪＲ忠海駅前店 広島県　竹原市忠海中町１－１－７７
ファミリーマート広島松原町店 広島県　広島市南区松原町５番１号
ファミリーマート広島東雲店 広島県　広島市南区東雲二丁目１１番２３号
ファミリーマート広島落合店 広島県　広島市安佐北区落合二丁目２０－１２
ファミリーマート東雲本町店 広島県　広島市南区東雲本町一丁目２７１－２
ファミリーマート翠五丁目店 広島県　広島市南区翠５－１－２９
ファミリーマート音戸の瀬戸店 広島県　呉市音戸町北隠渡一丁目２番９号
ファミリーマート因島因北店 広島県　尾道市因島中庄町宝大地７０１番１
ファミリーマート広島曙二丁目店 広島県　広島市東区曙２丁目８－２１
ファミリーマート福山駅家町店 広島県　福山市駅家町大字万能倉９０７番６
ファミリーマート川西郷の駅店 広島県　三次市三若町２３９６番地
ファミリーマート広島丹那町店 広島県　広島市南区丹那町４番８号
ファミリーマートアオキ南本庄店 広島県　福山市南本庄４－９－１
ファミリーマート福山野上町店 広島県　福山市野上町２－７
ファミリーマート福山駅北口店 広島県　福山市丸之内１－２－２９
ファミリーマート皆実町六丁目店 広島県　広島市南区皆実町６－１５－７
ファミリーマート福山春日町店 広島県　福山市春日町７－１－１
ファミリーマート西平塚町店 広島県　広島市中区西平塚町８－１
ファミリーマート曙四丁目店 広島県　広島市東区曙４－１－３２
ファミリーマート橋本町店 広島県　広島市中区橋本町７－９
ファミリーマート女学院前店 広島県　広島市中区八丁堀１－１
ファミリーマート五日市コイン通り店 広島県　広島市佐伯区五日市５－１６－２６
ファミリーマート広島観音店 広島県　広島市西区観音町１６番８号
ファミリーマート楽々園店 広島県　広島市佐伯区楽々園５丁目９－１



ファミリーマート尾道高須大新店 広島県　尾道市高須町字大新田畑下９８６－１
ファミリーマート西条中央四丁目店 広島県　東広島市西条中央４－４－１１
ファミリーマート井口鈴が台店 広島県　広島市西区井口鈴が台１－１－６
ファミリーマート己斐上二丁目店 広島県　広島市西区己斐上２－１１－１３
ファミリーマート三原中之町店 広島県　三原市中之町２６６０－１
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
ファミリーマート広島東部流通団地店 広島県　広島市安芸区矢野新町２－２－２
ファミリーマート福山水呑店 広島県　福山市水呑町４３９１
ファミリーマート志和椛坂店 広島県　東広島市志和町七条椛坂２０５７
ファミリーマート西十日市店 広島県　広島市中区西十日市町８－３
ファミリーマート上安一丁目店 広島県　広島市安佐南区上安１－２０
ファミリーマート吉島西二丁目店 広島県　広島市中区吉島西２－１７－２４－２
ファミリーマート福山坪生店 広島県　福山市坪生町字宮ノ前１６６－１
ファミリーマート西旭町店 広島県　広島市南区西旭町１４－２５
ファミリーマート世羅町店 広島県　世羅郡世羅町大字寺町西福寺１１５３－１
ファミリーマート御調町店 広島県　尾道市御調町大字丸河南字保地１０１４－１
ファミリーマート新涯中央店 広島県　福山市新涯町３－２６２－１
ファミリーマート焼山中央店 広島県　呉市焼山中央６－５－５０
ファミリーマート常石店 広島県　福山市沼隈町常石１０８３
ファミリーマート広島中央通り店 広島県　広島市中区三川町２－８井手ビル
ファミリーマート中国労災病院前店 広島県　呉市広多賀谷１－３
ファミリーマートベイシティ宇品店 広島県　広島市南区宇品西３－１－４３
ファミリーマート広島大町東店 広島県　広島市安佐南区大町東３丁目８番３６号
ファミリーマート瀬戸田店 広島県　尾道市瀬戸田町鹿田原１番６
ファミリーマート西高屋店 広島県　東広島市高屋町中島４３５－１
ファミリーマート緑井三丁目店 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宇品東店 広島県　広島市南区宇品東二丁目３－１６
ファミリーマート因島重井店 広島県　尾道市因島重井町鬼岩５２７６番１７
ファミリーマート祇園一丁目店 広島県　広島市安佐南区祇園一丁目３７番３１号
ファミリーマート因島田熊店 広島県　尾道市因島田熊町４９１１番２
ファミリーマート福山西町三丁目店 広島県　福山市西町３丁目１９－２３
ファミリーマート福山木之庄店 広島県　福山市木之庄町２－１－５
ファミリーマート福山引野町店 広島県　福山市引野町４丁目１３－１２
ファミリーマート府中元町店 広島県　府中市元町４７０番地２
ファミリーマート三原館町店 広島県　三原市館町１－１０－１８
ファミリーマート西条西中郷店 広島県　東広島市西条町田口字西中郷１２４３番１、他３筆
ファミリーマート福山曙六丁目店 広島県　福山市曙町六丁目１番３他４筆（地番）
ファミリーマート三原港町店 広島県　三原市港町三丁目２２３５番１、他７筆
ファミリーマート尾道古浜町店 広島県　尾道市古浜町２７番３、他２筆（地番）
ファミリーマート広島皆実町店 広島県　広島市南区皆実町５－８－１０
ファミリーマート出汐町南店 広島県　広島市南区西旭町１４２０番２他３筆
ファミリーマート駅家町中島店 広島県　福山市駅家町大字中島６８６番地１
ファミリーマート福山曙五丁目店 広島県　福山市曙町五丁目２６番７号
ファミリーマート八本松磯松店 広島県　東広島市八本松東三丁目２８４０－１
ファミリーマート温品四丁目店 広島県　広島市東区温品四丁目９７９番１
ファミリーマート大竹小方店 広島県　大竹市小方一丁目６番３２号
ファミリーマート石内南店 広島県　広島市佐伯区五日市町大字石内６３９２番４
ファミリーマート広古新開七丁目店 広島県　呉市広古新開七丁目６番９号
ファミリーマート廿日市大野支所前店 広島県　廿日市市大野４９６３
ファミリーマート福山大門町店 広島県　福山市大門町五丁目６－５４
ファミリーマート本郷町南方店 広島県　三原市南方三丁目５７７１番１
ファミリーマート宮内串戸駅前店 広島県　廿日市市串戸４丁目２４１番１
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２０２４番１
ファミリーマート広島天満町店 広島県　広島市西区天満町２番３号
ファミリーマート八幡東二丁目店 広島県　広島市佐伯区八幡東二丁目８０５番３
ファミリーマート廿日市上の浜店 広島県　廿日市市上の浜二丁目３５５２番１８
ファミリーマート深川五丁目店 広島県　広島市安佐北区深川五丁目１７５６番１
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
ファミリーマート広中新開店 広島県　呉市広中新開一丁目１１番１２号
ファミリーマート黒瀬国近店 広島県　東広島市黒瀬町国近字堤溝３１４９番１
ファミリーマート神辺町新湯野店 広島県　福山市神辺町大字新湯野４２番地５
ファミリーマート河手橋店 広島県　福山市赤坂町大字赤坂６１番３
ファミリーマート呉伏原店 広島県　呉市伏原１－１３－８
ファミリーマートマツダ北橋店 広島県　広島市南区大州五丁目４６１番３
ファミリーマート西条寺家店 広島県　東広島市西条町寺家５６３５番６
ファミリーマート西原八丁目店 広島県　広島市安佐南区西原８丁目２４－１５



ファミリーマート上八丁堀店 広島県　広島市中区上八丁堀５番２４号
ファミリーマート大竹駅前店 広島県　大竹市油見三丁目１０４４番
ファミリーマート八本松駅前店 広島県　東広島市八本松町飯田１６８
ファミリーマート中野東一丁目店 広島県　広島市安芸区中野東１丁目２２番２５号
ファミリーマート府中目崎店 広島県　府中市目崎町字半田ノ前３０６番、他１７筆
ファミリーマート黒瀬大多田店 広島県　東広島市黒瀬町大多田字沖之原２０９１番、他６筆
ファミリーマート広島ロイネット店 広島県　広島市中区国泰寺一丁目３番２０号
ファミリーマート高須駅前店 広島県　広島市西区庚午北３－９－１９
ファミリーマート尾道高須町店 広島県　尾道市高須町５９３－４
ファミリーマート福山千田店 広島県　福山市千田町三丁目２９４９番２他２筆（地番）
ファミリーマート安佐市民病院店 広島県　広島市安佐北区可部南二丁目１番１号
ファミリーマート海田南本町店 広島県　安芸郡海田町南本町１１２３番１他４筆
ファミリーマート広古新開店 広島県　呉市広古新開１－９－１４
ファミリーマート広本町三丁目店 広島県　呉市広本町３－１００８－１
ファミリーマート広島井口台店 広島県　広島市西区井口台二丁目１５５番７２２
ファミリーマート八本松東三丁目店 広島県　東広島市八本松東３丁目２６２８番１
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西６－１３－１
ファミリーマート西条御条町店 広島県　東広島市西条御条町１３７５－１
ファミリーマート南観音一丁目店 広島県　広島市西区南観音一丁目８６２番１
ファミリーマート堺町二丁目店 広島県　広島市中区堺町２丁目３番７号
ファミリーマート八本松原店 広島県　東広島市八本松町原６８５４－３
ファミリーマート広島井口店 広島県　広島市西区井口五丁目３番地３１号
ファミリーマート東陽台二丁目店 広島県　福山市東陽台２丁目１８－３
ファミリーマート府中中須店 広島県　府中市中須町３９６番地１
ファミリーマート広島五月が丘店 広島県　広島市佐伯区五月が丘５丁目３－３
ファミリーマート広島金屋町店 広島県　広島市南区金屋町２－１５
ファミリーマート東観音町店 広島県　広島市西区東観音町２１番２８号
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
ファミリーマート広島段原東店 広島県　広島市南区段原三丁目２３番２号
ファミリーマート広島千同店 広島県　広島市佐伯区千同二丁目１番３４号
ファミリーマート西条中央七丁目店 広島県　東広島市西条中央七丁目２５番２６号
ファミリーマート千代田有田店 広島県　山県郡北広島町有田字中頼信１７６５番地２
ファミリーマート横川駅南店 広島県　広島市西区横川町二丁目６番１９号
ファミリーマート広島白島店 広島県　広島市中区東白島町１５－６
ファミリーマート広島空港店 広島県　三原市本郷町善入寺６４－３１
ファミリーマート広島三滝本町店 広島県　広島市西区三滝本町一丁目１番１２号
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
ファミリーマート広島観音新町店 広島県　広島市西区観音新町３丁目７－３３
ファミリーマート安芸鶴江店 広島県　安芸郡府中町鶴江二丁目１７－３
ファミリーマート三次尾関山店 広島県　三次市三次町１７３０番地３
ファミリーマート東広島八本松店 広島県　東広島市八本松西三丁目１番３号
ファミリーマート広島下河内店 広島県　広島市佐伯区五日市町下河内字川坂１６－１
ファミリーマート美ノ郷三成店 広島県　尾道市美ノ郷町三成９２３－１
ファミリーマート広島山本一丁目店 広島県　広島市安佐南区山本１丁目２５－３８
ファミリーマート上東雲町店 広島県　広島市南区上東雲町２７番１３号
ファミリーマート吉島西一丁目店 広島県　広島市中区吉島西１丁目２２番６号
ファミリーマート楠木町三丁目店 広島県　広島市西区楠木町３－６－８
ファミリーマート横川町二丁目店 広島県　広島市西区横川町二丁目３－７
ファミリーマート府中町新地店 広島県　安芸郡府中町新地６０５０他４筆
ファミリーマート浜田一丁目店 広島県　安芸郡府中町浜田一丁目６番１０号
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
ファミリーマート己斐中一丁目店 広島県　広島市西区己斐中一丁目４２１－１
ファミリーマート己斐本町一丁目店 広島県　広島市西区己斐本町一丁目３５１番１
ファミリーマート江田島江南店 広島県　江田島市江田島町江南二丁目２９９３番１他１筆
ファミリーマート豊栄清武店 広島県　東広島市豊栄町清武３７４番２，他５筆
ファミリーマート袋町店 広島県　広島市中区袋町５－２８
ファミリーマート南手城一丁目店 広島県　福山市南手城町一丁目２番２５号
ファミリーマート古江西店 広島県　広島市西区古江西町３－２
ファミリーマート尾道向東町店 広島県　尾道市向東町８６２４番地１
ファミリーマート鞆の浦店 広島県　福山市鞆町後地６５１番地５
ファミリーマート八本松飯田店 広島県　東広島市八本松町飯田６－１２２０－１
ファミリーマート大竹西栄店 広島県　大竹市西栄１丁目１２番９号
ファミリーマート江田島中央店 広島県　江田島市江田島町中央二丁目１７５００番１、他７筆
ファミリーマート江田島大原店 広島県　江田島市大柿町大原字小島新開１１５９番３
ファミリーマート郷原野路の里店 広島県　呉市郷原野路の里一丁目１７番５号
ファミリーマート広島商工センター店 広島県　広島市西区商工センター５丁目５－１３



ファミリーマート広島国際大学店 広島県　東広島市黒瀬学園台５５５－３６
ファミリーマート広島河原町店 広島県　広島市中区河原町３番２４号
ファミリーマート福山東深津町店 広島県　福山市東深津町２丁目９－５１
ファミリーマート安芸熊野店 広島県　安芸郡熊野町川角１丁目５－１
ファミリーマート福山山手町店 広島県　福山市山手町５－２－２２
ファミリーマート呉川尻店 広島県　呉市川尻町西二丁目１８６４番５
ファミリーマート福山今津町店 広島県　福山市今津町３－７－２０
ファミリーマート竹原下野店 広島県　竹原市下野町３１７１番地３
ファミリーマート福山千田一丁目店 広島県　福山市千田町１丁目３１－３１
ファミリーマート西条三升原店 広島県　東広島市西条町大字大沢９７－８
ファミリーマート地御前店 広島県　廿日市市地御前字神賀２４６番４
ファミリーマート廿日市宮内店 広島県　廿日市市宮内高通４３４４－１他４筆
ファミリーマート廿日市阿品台店 広島県　廿日市市阿品台山の手３１０１－１
ファミリーマート西条町田口店 広島県　東広島市西条町田口１７９３－１
ファミリーマート南観音町店 広島県　広島市西区南観音町１７－１
ファミリーマートあさひが丘一丁目店 広島県　広島市安佐北区あさひが丘１丁目９９８－１
ファミリーマート広白石店 広島県　呉市広白石１－３－４４
ファミリーマート舟入南四丁目店 広島県　広島市中区舟入南４－５－２５
ファミリーマート尾道美ノ郷店 広島県　尾道市美ノ郷町三成字大日１７４２番１
ファミリーマート猫屋町店 広島県　広島市中区猫屋町４－１８
ファミリーマート皆実町一丁目店 広島県　広島市南区皆実町一丁目１７番１３号
ファミリーマート廿日市陽光台北店 広島県　廿日市市上平良３５０
ファミリーマート福山卸町店 広島県　福山市新涯町２丁目３－６
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
ファミリーマート東尾道店 広島県　尾道市東尾道町１３番２
ファミリーマート呉焼山バイパス店 広島県　呉市焼山西三丁目１７０９
ファミリーマート廿日市津田店 広島県　廿日市市津田３９１－２
ファミリーマート東広島造賀店 広島県　東広島市高屋町造賀３４７５－７
ファミリーマート大芝二丁目店 広島県　広島市西区大芝二丁目１４－７
ファミリーマート西条三永一丁目店 広島県　東広島市三永一丁目２－１４
ファミリーマート広島中町店 広島県　広島市中区中町８－６フジタビル
ファミリーマート熊野川角店 広島県　安芸郡熊野町川角２９５－１５
ファミリーマート新市戸手店 広島県　福山市新市町戸手６４７－１
ファミリーマート中深川店 広島県　広島市安佐北区深川６－２－２５
ファミリーマート大竹南栄店 広島県　大竹市南栄２丁目８６５番１
ファミリーマート福山霞町店 広島県　福山市霞町一丁目１番８号
ファミリーマート広島駅北口店 広島県　広島市東区若草町１２－１
ファミリーマート呉阿賀北店 広島県　呉市阿賀北９丁目４番７号
ファミリーマート福田七丁目店 広島県　広島市東区福田七丁目２３８９番１
ファミリーマート神辺町川南店 広島県　福山市神辺町大字川南字九ノ丁１３０９番１
ファミリーマート南観音二丁目店 広島県　広島市西区南観音２－３－１２
ファミリーマート駅家万能倉店 広島県　福山市駅家町万能倉１２７４－２
ファミリーマート八木二丁目 広島県　広島市安佐南区八木２－１９－５２
ファミリーマート府中鵜飼店 広島県　府中市鵜飼町字柿ノ木５２１－１
ファミリーマート光町一丁目店 広島県　広島市東区光町１－１０－１９
ファミリーマート黒瀬兼広店 広島県　東広島市黒瀬町大字兼広８６０－１他
ファミリーマート山口楠木町店 山口県　山口市楠木町６４９－１４
ファミリーマート下関王喜店 山口県　下関市王喜本町四丁目３番１４号
ファミリーマート大内長野店 山口県　山口市大内長野１６４３－４
ファミリーマート南岩国町三丁目店 山口県　岩国市南岩国町三丁目３０番２４号
ファミリーマート岩国平田店 山口県　岩国市平田４－１６－４３
ファミリーマート周南梅園町一丁目店 山口県　周南市梅園町一丁目３８番２
ファミリーマート済生会下関総合病院店 山口県　下関市安岡町８－２－２
ファミリーマート下関彦島店 山口県　下関市彦島西山町２丁目１番１５号
ファミリーマート山陽小野田高栄店 山口県　山陽小野田市高栄１丁目１０番２２号
ファミリーマート周南徳山店 山口県　周南市大字徳山字西栗坪７８５８番１８
ファミリーマート防府美和町店 山口県　防府市美和町１６３３番１
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
ファミリーマート大内矢田店 山口県　山口市大内矢田南三丁目８１４番２他４筆
ファミリーマート防府岸津店 山口県　防府市岸津１丁目１７番１２号
ファミリーマート下松南花岡店 山口県　下松市南花岡３丁目１２番１７号
ファミリーマート山口大学前店 山口県　山口市平井字丁田７８１番２
ファミリーマート防府新田店 山口県　防府市大字新田１６２８番３
ファミリーマート下関伊倉店 山口県　下関市川中豊町一丁目１番２４
ファミリーマート徳山東インター店 山口県　周南市大字久米字山根３４０５番１
ファミリーマート周南久米北店 山口県　周南市大字久米２８９３番３



ファミリーマート山口佐山店 山口県　山口市深溝字１５７番５
ファミリーマート下関横野店 山口県　下関市横野町一丁目１７番１９号
ファミリーマート下関長府店 山口県　下関市長府江下町２番２号
ファミリーマート山口嘉川店 山口県　山口市嘉川５０５７番４
ファミリーマート大内御堀店 山口県　山口市大内御堀字矢ハキ３５２３番４
ファミリーマート下関彦島迫町店 山口県　下関市彦島迫町一丁目２８４４－１
ファミリーマート下関小野店 山口県　下関市大字小野３０５番地１０
ファミリーマート下関小月茶屋店 山口県　下関市小月茶屋二丁目４１４－３
ファミリーマート川棚青龍街道店 山口県　下関市豊浦町大字川棚字四反田６８５１－６
ファミリーマート下関菊川下岡枝店 山口県　下関市菊川町大字下岡枝字下五反田１７４番１
ファミリーマート周南川手店 山口県　周南市川手一丁目１番２２号
ファミリーマート岩国尾津町店 山口県　岩国市尾津町１－１２－１６
ファミリーマート下関一の宮店 山口県　下関市一の宮本町二丁目１５５９番１
ファミリーマート宇部西岐波店 山口県　宇部市大字西岐波１５５４番１他３筆
ファミリーマート宇部沖宇部店 山口県　宇部市大字沖宇部２１９番地５
ファミリーマート宇部南小羽山町店 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店 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店 山口県　宇部市寿町三丁目６番７号
ファミリーマート光中央二丁目店 山口県　光市中央二丁目２番２、他４筆
ファミリーマート光浅江五丁目店 山口県　光市浅江５丁目２８－１
ファミリーマート下松瑞穂町一丁目店 山口県　下松市瑞穂町１丁目９２１番１
ファミリーマート下松末武店 山口県　下松市大字末武下３６７番２９
ファミリーマート下松平田店 山口県　下松市大字末武下字蔵田６３９番１
ファミリーマート田布施麻郷店 山口県　熊毛郡田布施町大字麻郷字南浜３４３２－５
ファミリーマート岩国麻里布店 山口県　岩国市麻里布町４丁目１１９－６
ファミリーマート山口泉都町店 山口県　山口市泉都町９番２号
ファミリーマート玖珂インター店 山口県　岩国市玖珂町市成５１５７番２
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
ファミリーマート山陽小野田新生一丁目店 山口県　山陽小野田市新生１丁目３番６２号
ファミリーマート宇部若松町店 山口県　宇部市若松町５番２０号
ファミリーマート周南入船町店 山口県　周南市入船町２７
ファミリーマート山口小郡店 山口県　山口市陶字亀浴１１７０番３８、他１筆
ファミリーマート防府自力町店 山口県　防府市自力町１１－５
ファミリーマート小郡前田町店 山口県　山口市小郡前田町１番４
ファミリーマート山陽小野田埴生インター店 山口県　山陽小野田市大字埴生９８１番３
ファミリーマート下関富任町店 山口県　下関市富任町五丁目１０番１
ファミリーマート豊浦湯玉店 山口県　下関市豊浦町大字宇賀７４３０番３０
ファミリーマート周南下上店 山口県　周南市大字下上字上土井１５０９番１他３筆
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
ファミリーマート周南昭和通店 山口県　周南市昭和通２丁目３番２
ファミリーマート柳井古開作店 山口県　柳井市古開作字中東篠６５５－１
ファミリーマート柳井新庄店 山口県　柳井市柳井４８３９－１
ファミリーマート防府西浦店 山口県　防府市大字西浦字江ノ尻２２３１－１
ファミリーマート岩国三笠町店 山口県　岩国市三笠町二丁目８３－１
ファミリーマート防府鋳物師町店 山口県　防府市鋳物師町１４９１－１
ファミリーマート周南野村三丁目店 山口県　周南市野村三丁目４８１４番４
ファミリーマート周南栗屋店 山口県　周南市大字栗屋３５４番１
ファミリーマート岩国今津町店 山口県　岩国市今津町６－２－２８
ファミリーマート防府車塚町店 山口県　防府市車塚町９番３５号
ファミリーマート下関綾羅木店 山口県　下関市綾羅木新町３－７－１
ファミリーマート下関王司上町店 山口県　下関市王司上町１丁目２番２３号
ファミリーマート下関菊川店 山口県　下関市菊川町田部１１４９－１
ファミリーマート光虹ヶ浜店 山口県　光市虹ヶ浜３－２４－１２
ファミリーマート周南松ノ前店 山口県　周南市大字徳山松ノ前５６３１－１
ファミリーマート岩国通津店 山口県　岩国市通津２３７１－４
ファミリーマート住吉三丁目店 徳島県　徳島市住吉三丁目１番５号
ファミリーマート阿南富岡店 徳島県　阿南市富岡町南向１５－１
ファミリーマート徳島駅前店 徳島県　徳島市元町一丁目５番１
ファミリーマート徳島川内町平石店 徳島県　徳島市川内町平石若宮２８８番地１
ファミリーマート小松島松島町店 徳島県　小松島市松島町字松島４９番１
ファミリーマート徳島しらさぎ台店 徳島県　徳島市下町本丁２４番地３
ファミリーマート徳島市民病院店 徳島県　徳島市北常三島町２－２４
ファミリーマート北島田町一丁目店 徳島県　徳島市北島田町一丁目６－７
ファミリーマート南沖洲店 徳島県　徳島市南沖洲５－８－１
ファミリーマート法花大谷町店 徳島県　徳島市大谷町大開６６－４
ファミリーマート佐古四番町店 徳島県　徳島市佐古四番町８０６



ファミリーマート小松島金磯店 徳島県　小松島市金磯町字南弁天前５－１その他
ファミリーマート徳島大原町店 徳島県　徳島市大原町千代ヶ丸１２８－１
ファミリーマート阿南津乃峰店 徳島県　阿南市津乃峰町長浜１０７－２
ファミリーマート北島工業団地店 徳島県　板野郡北島町北村字鍋井６４－１
ファミリーマート上板七條店 徳島県　板野郡上板町七條字六道寺４－１
ファミリーマート川島町三ツ島店 徳島県　吉野川市川島町三ツ島字北新田５６４－１
ファミリーマート応神町西吉成店 徳島県　徳島市応神町吉成字西吉成１１３番地１
ファミリーマート徳島北矢三町店 徳島県　徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号
ファミリーマート鳴門スポーツパーク店 徳島県　鳴門市撫養町立岩字四枚６０
ファミリーマート国府北岩延店 徳島県　徳島市国府町北岩延字三反地１４番１
ファミリーマート板野町川端店 徳島県　板野郡板野町川端字手崎４３番１
ファミリーマート安宅二丁目店 徳島県　徳島市安宅２－１
ファミリーマート石井町浦庄店 徳島県　名西郡石井町浦庄上浦５３３－１４
ファミリーマート阿波市場町北店 徳島県　阿波市市場町上喜来字大門９０７番１
ファミリーマート徳島山城西店 徳島県　徳島市山城西四丁目１２番３
ファミリーマート徳島問屋町店 徳島県　徳島市問屋町１９番地
ファミリーマート土成町土成店 徳島県　阿波市土成町土成字南原２８０番地１
ファミリーマート徳島金沢店 徳島県　徳島市金沢二丁目１３０番３
ファミリーマート鴨島上下島店 徳島県　吉野川市鴨島町鴨島字本郷２２５番地５
ファミリーマート徳島佐古一番町店 徳島県　徳島市佐古一番町上１の２番２
ファミリーマート松茂町役場北店 徳島県　板野郡松茂町笹木野字灘６番地１５
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１
ファミリーマート阿波岩津橋北店 徳島県　阿波市阿波町南整理２５７－２
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１１６－１
ファミリーマート秋田町店 徳島県　徳島市秋田町４－２５
ファミリーマート徳島沖浜三丁目店 徳島県　徳島市沖浜３丁目２８番地１
ファミリーマート徳島川内町店 徳島県　徳島市川内町大松４７番２
ファミリーマート板野町犬伏店 徳島県　板野郡板野町犬伏宮ノ下１８
ファミリーマート北島町東中道店 徳島県　板野郡北島町高房字東中道２１
ファミリーマート三好三野町店 徳島県　三好市三野町太刀野６８１番地１
ファミリーマート阿南宝田店 徳島県　阿南市宝田町大久保２３２番１
ファミリーマート徳島八万町大坪店 徳島県　徳島市八万町大坪９２番地６
ファミリーマート徳島新蔵町店 徳島県　徳島市新蔵町三丁目６６番２他１筆
ファミリーマート日和佐店 徳島県　海部郡美波町奥河内字寺前４５５番地
ファミリーマート庄町三丁目店 徳島県　徳島市庄町３－３０－１
ファミリーマート板野下庄店 徳島県　板野郡板野町下庄文開３８－２
ファミリーマート小松島大林町店 徳島県　小松島市大林町字森ノ本２２番１
ファミリーマート藍住町笠木店 徳島県　板野郡藍住町笠木字中野１６８－１
ファミリーマート北田宮四丁目店 徳島県　徳島市北田宮４－８４６－１
ファミリーマート脇町拝原店 徳島県　美馬市脇町字拝原２０３１番
ファミリーマート松茂中喜来店 徳島県　板野郡松茂町中喜来字群恵１５１番地１
ファミリーマート鳴門姫田店 徳島県　鳴門市大麻町姫田字久原１８
ファミリーマート徳島勝浦町店 徳島県　勝浦郡勝浦町大字生名字神ノ木３０－１
ファミリーマート石井町石井店 徳島県　名西郡石井町石井字石井２７１番地１
ファミリーマート徳島南沖洲五丁目店 徳島県　徳島市南沖洲五丁目１８８番地１４
ファミリーマート徳島佐那河内店 徳島県　名東郡佐那河内村下字中辺２９番地５
ファミリーマート阿南富岡小山店 徳島県　阿南市富岡町小山８番１
ファミリーマート鳴門インター店 徳島県　鳴門市大津町備前島３０８番地９
ファミリーマート徳島神山町店 徳島県　名西郡神山町神領字北２０２
ファミリーマート鳴門黒崎店 徳島県　鳴門市撫養町黒崎字松島２２３番地
ファミリーマート徳島国府町店 徳島県　徳島市国府町府中字市ノ窪５８８－５
ファミリーマート徳島マリンピア店 徳島県　徳島市東沖洲一丁目３番５
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
ファミリーマート松茂笹木野店 徳島県　板野郡松茂町笹木野字八上８９番１
ファミリーマート西須賀店 徳島県　徳島市西須賀町中開３４番１
ファミリーマート昭和町三丁目店 徳島県　徳島市昭和町三丁目１３－２
ファミリーマート鮎喰町店 徳島県　徳島市鮎喰町２－４６－１
ファミリーマート法花大橋北店 徳島県　徳島市八万町弐丈３－２
ファミリーマート富田橋一丁目店 徳島県　徳島市富田橋一丁目１４
ファミリーマート阿波善地店 徳島県　阿波市善地８－１
ファミリーマート小松島横須店 徳島県　小松島市横須町８－４６
ファミリーマート中前川町店 徳島県　徳島市中前川町５－１－２８１
ファミリーマートまんのう町炭所店 香川県　仲多度郡まんのう町炭所西１４５６－５
ファミリーマート高松屋島西町北店 香川県　高松市屋島西町２２８６番地２５
ファミリーマート高松円座町店 香川県　高松市円座町１２５８－１
ファミリーマート高松仏生山南店 香川県　高松市仏生山町甲新開下所１４７７－２



ファミリーマート鶴市明見店 香川県　高松市鶴市町２０４３－９
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
ファミリーマートサンフラワー通り店 香川県　高松市伏石町６４５－１
ファミリーマート坂出文京町店 香川県　坂出市文京町１－３５８０－２５
ファミリーマート善通寺稲木店 香川県　善通寺市稲木町１０１－１
ファミリーマート三木町氷上店 香川県　木田郡三木町大字氷上字西ツフロ木２５６３－２
ファミリーマート観音寺高屋町店 香川県　観音寺市高屋町５６９番地１
ファミリーマート高松昭和店 香川県　高松市昭和町１丁目３番２４号
ファミリーマート丸亀川西北店 香川県　丸亀市川西町北１３７０－１
ファミリーマート中央インター南店 香川県　高松市林町２０２９－１
ファミリーマート三野町店 香川県　三豊郡三野町吉津甲６０７－１
ファミリーマート高松国際ホテル前店 香川県　高松市木太町２１９３－６
ファミリーマート財田町戸川店 香川県　三豊市財田町財田上５３７－２
ファミリーマート高松香西東店 香川県　高松市香西東町３３１－１
ファミリーマート観音寺中田井店 香川県　観音寺市中田井町６９０－１
ファミリーマート坂出加茂町店 香川県　坂出市加茂町６２０－４
ファミリーマート高松西ハゼ町店 香川県　高松市西ハゼ町２６２
ファミリーマート高松香西北店 香川県　高松市香西北町５３４－１
ファミリーマート善通寺吉原店 香川県　善通寺市吉原町２４３３－１
ファミリーマート高松太田上町店 香川県　高松市太田上町９８３－４
ファミリーマート坂出工業団地店 香川県　坂出市林田町３５１４－５９
ファミリーマート高松北バイパス店 香川県　高松市高松町３００６－１５
ファミリーマート高松町店 香川県　高松市高松町４４－３
ファミリーマート高松元山町店 香川県　高松市元山町５８４番地１
ファミリーマート丸亀綾歌町店 香川県　丸亀市綾歌町栗熊東１１５０－１
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
ファミリーマート国分寺新居店 香川県　綾歌郡国分寺町新居４０６－１
ファミリーマート高松一宮町店 香川県　高松市一宮町１５６０番地２
ファミリーマート高松丸亀町グリーン店 香川県　高松市丸亀町８番地２３丸亀町グリーン東館１階
ファミリーマート高松西春日店 香川県　高松市西春日町字大畑１６８８－１
ファミリーマート香南町岡店 香川県　香川郡香南町岡３５１－１
ファミリーマートまんのう町公文店 香川県　仲多度郡満濃町公文４１１－１
ファミリーマートさぬき津田店 香川県　さぬき市津田町津田２８８５－４
ファミリーマート高瀬町二ノ宮店 香川県　三豊市高瀬町佐股甲２４９４番地５
ファミリーマート高松今新町店 香川県　高松市今新町３－１３
ファミリーマートまんのう町造田店 香川県　仲多度郡まんのう町造田１５１６番地１
ファミリーマート宇多津浜八番丁店 香川県　綾歌郡宇多津町浜八番丁１３１－１
ファミリーマート丸亀郡家店 香川県　丸亀市郡家町５９３－１
ファミリーマート善通寺大麻町店 香川県　善通寺市大麻町字馬場下３９１－１
ファミリーマート高松仏生山北店 香川県　高松市仏生山町字新田甲３７－１
ファミリーマート高瀬町下麻店 香川県　三豊市高瀬町下麻字大麻浦８６４－１
ファミリーマート高松林町店 香川県　高松市林町４６７
ファミリーマートレインボー通り店 香川県　高松市松縄町２９７－１
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５０４－１
ファミリーマート観音寺山田産業団地前店 香川県　観音寺市柞田町字浜ノ内乙２２８６番１０
ファミリーマート高松伏石町店 香川県　高松市伏石町２０４７－１１
ファミリーマート香南町由佐店 香川県　高松市香南町由佐１８５番１
ファミリーマート宇多津浜店 香川県　綾歌郡宇多津町浜二番丁１５－１２
ファミリーマート豊浜町姫浜店 香川県　三豊郡豊浜町姫浜１５１７－３
ファミリーマート坂出加茂北店 香川県　坂出市加茂町甲字松緑４５０－１
ファミリーマート三豊仁尾町店 香川県　三豊市仁尾町仁尾己１３８６番地４
ファミリーマート丸亀金倉町店 香川県　丸亀市金倉町１４３５－５
ファミリーマート山本町神田店 香川県　三豊市山本町神田２１０９番地１
ファミリーマート高松牟礼町店 香川県　高松市牟礼町牟礼字久通３７２０番５６６
ファミリーマート高松庵治町店 香川県　高松市庵治町６１８－６
ファミリーマート高松東バイパス店 香川県　高松市林町２５３９－６
ファミリーマート観音寺流岡店 香川県　観音寺市流岡町１２６９－１
ファミリーマート高松磨屋町店 香川県　高松市磨屋町９－２
ファミリーマート高松円座北店 香川県　高松市円座町５３９－３
ファミリーマート坂出東梶店 香川県　坂出市林田町２８５－５
ファミリーマート高松春日川橋東店 香川県　高松市春日町１４７３－５
ファミリーマート丸亀今津店 香川県　丸亀市今津町２７０
ファミリーマート宇多津町長縄手店 香川県　綾歌郡宇多津町６２８番地１
ファミリーマート高松前田東町店 香川県　高松市前田東町７３２－６
ファミリーマート三豊豊中町店 香川県　三豊市豊中町比地大７００番地１
ファミリーマートまんのう町吉野店 香川県　仲多度郡まんのう町吉野１３０３番地１



ファミリーマート高松小村町店 香川県　高松市小村町６５０－１
ファミリーマート丸亀城辰小学校北店 香川県　丸亀市川西町北１８２番地
ファミリーマート津田の松原ＳＡ下り店 香川県　さぬき市津田町鶴羽９３９－１
ファミリーマート国分寺町国分店 香川県　高松市国分寺町国分字端岡５９番１、他３筆
ファミリーマート丸亀土居町店 香川県　丸亀市土居町二丁目２番７号
ファミリーマート高松鶴市町店 香川県　高松市鶴市町５１９－１
ファミリーマート善通寺インター南店 香川県　善通寺市与北町３０６３番地２
ファミリーマート丸亀三条町店 香川県　丸亀市三条町９６８－２
ファミリーマート香川観音寺粟井町店 香川県　観音寺市粟井町１１７４－１
ファミリーマート観音寺植田店 香川県　観音寺市植田町３９７－５
ファミリーマート三豊詫間町店 香川県　三豊市詫間町詫間６８２３番地８
ファミリーマート丸亀土器町東店 香川県　丸亀市土器町東六丁目４７－１
ファミリーマート高松高田店 香川県　高松市亀田町２０２－４
ファミリーマート国分寺福家店 香川県　高松市国分寺町福家甲２９３７－１
ファミリーマート綾川町千疋店 香川県　高松市香南町西庄８６９番地６
ファミリーマート高松西町店 香川県　高松市西町１－１９
ファミリーマート東かがわ中筋店 香川県　東かがわ市中筋２０－２
ファミリーマート丸亀東坂元店 香川県　丸亀市飯山町東坂元３６１８番地１
ファミリーマート善通寺生野町バイパス店 香川県　善通寺市生野町５３１－１
ファミリーマート観音寺柞田店 香川県　観音寺市柞田町字中出甲６１１番１
ファミリーマート高松茜町店 香川県　高松市茜町２１－１
ファミリーマート白鳥田高田店 香川県　東かがわ市白鳥田高田９４番地１
ファミリーマート高松太田店 香川県　高松市太田上町１１１４番地
ファミリーマート宇多津駅東店 香川県　綾歌郡宇多津町浜八番丁１２０番１
ファミリーマート高松川部町店 香川県　高松市川部町５０３－１
ファミリーマート高松松島町店 香川県　高松市松島町１－１３－１５
ファミリーマートさぬき志度店 香川県　さぬき市志度字正面２２１４番７１他１筆
ファミリーマート三野町大見店 香川県　三豊市三野町大見甲３８４９番１
ファミリーマート坂出番の州公園店 香川県　坂出市御供所３－５－８
ファミリーマート多度津東港店 香川県　仲多度郡多度津町東港町１０７３番２
ファミリーマート坂出川津町店 香川県　坂出市川津町２８０９－５
ファミリーマート高松桜町店 香川県　高松市桜町一丁目３７０－３
ファミリーマート丸亀港町店 香川県　丸亀市港町３０７－７５
ファミリーマート高松福岡町店 香川県　高松市福岡町２－５－１４
ファミリーマート栗林公園前店 香川県　高松市栗林町一丁目１－１４
ファミリーマート丸亀垂水町店 香川県　丸亀市垂水町９７９
ファミリーマート高松中央通り店 香川県　高松市紙町８１－４
ファミリーマート坂出昭和町店 香川県　坂出市昭和町一丁目２－２７
ファミリーマート多度津南鴨店 香川県　仲多度津郡多度津町南鴨１９９－１
ファミリーマート木太町八区店 香川県　高松市木太町３８４３－１
ファミリーマート高松御厩町店 香川県　高松市御厩町１４６７－２
ファミリーマート福岡町南店 香川県　高松市福岡町４－１４－１３
ファミリーマート坂出府中店 香川県　坂出市府中町字前谷上所２４５－１
ファミリーマート丸亀山北町店 香川県　丸亀市山北町４８０－１
ファミリーマート古高松店 香川県　高松市高松町２１４８－１
ファミリーマート中之庄バイパス店 愛媛県　四国中央市中之庄町７３２番地１
ファミリーマート保内川之石店 愛媛県　八幡浜市保内町川之石１番耕地４８番１
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
ファミリーマート松山針田店 愛媛県　松山市針田町１１６番地４
ファミリーマート松山古川西店 愛媛県　松山市古川西一丁目４番９号
ファミリーマート西条玉津店 愛媛県　西条市下島山甲１４２１番１
ファミリーマート今治朝倉店 愛媛県　今治市山口甲２８２
ファミリーマート川之江大門店 愛媛県　四国中央市川之江町字枯木２２９４
ファミリーマート大洲若宮店 愛媛県　大洲市若宮６３１番地
ファミリーマート松山古川南店 愛媛県　松山市古川南三丁目１６番１０号
ファミリーマート新居浜垣生店 愛媛県　新居浜市垣生二丁目１２番３１号
ファミリーマート四国中央大柏店 愛媛県　四国中央市下柏町８１－１
ファミリーマート伊予市場店 愛媛県　伊予市中村２４１－１
ファミリーマート新居浜坂井町店 愛媛県　新居浜市坂井町２丁目２９街区１画地
ファミリーマート四国中央宮川二丁目店 愛媛県　四国中央市三島宮川二丁目２番２８号
ファミリーマート新居浜泉池店 愛媛県　新居浜市泉池町甲１０８８番２
ファミリーマート内子店 愛媛県　喜多郡内子町内子１６２５番地
ファミリーマート野村店 愛媛県　西予市野村町野村１１号６５番地１
ファミリーマート松山小栗六丁目店 愛媛県　松山市小栗六丁目４番４９号
ファミリーマート松山内宮店 愛媛県　松山市内宮町６０３番１
ファミリーマート松山中村三丁目店 愛媛県　松山市中村三丁目１－４５



ファミリーマート松山古川南一丁目店 愛媛県　松山市古川南一丁目６０６番３
ファミリーマート松山和気店 愛媛県　松山市太山寺町８３９番１
ファミリーマート西条船屋店 愛媛県　西条市船屋乙５番３０
ファミリーマート松前筒井店 愛媛県　伊予郡松前町大字筒井２６番３
ファミリーマート今治たちばな店 愛媛県　今治市郷本町１丁目５２６－１
ファミリーマート松山西石井店 愛媛県　松山市西石井５丁目２０３－１
ファミリーマート伊予下吾川店 愛媛県　伊予市下吾川字北西原１９６９番６
ファミリーマート愛媛県立中央病院店 愛媛県　松山市春日町８３番地愛媛県立中央病院店
ファミリーマート松山味生店 愛媛県　松山市北斎院町６４２番地１
ファミリーマート今治郷桜井三丁目店 愛媛県　今治市郷桜井３－４－１７
ファミリーマート朝生田町一丁目店 愛媛県　松山市朝生田町１－５－２６
ファミリーマート小松大頭店 愛媛県　西条市小松町大字大頭字山本甲５２－１
ファミリーマート松山平和通五丁目店 愛媛県　松山市平和通五丁目６番１
ファミリーマート今治上徳一丁目店 愛媛県　今治市上徳１丁目甲５２３－１他（地番）
ファミリーマート道後湯之町店 愛媛県　松山市道後湯之町１８－７
ファミリーマート新居浜徳常町 愛媛県　新居浜市徳常町８－３５
ファミリーマート松山中野町店 愛媛県　松山市中野町甲５５１－１
ファミリーマート川之江町店 愛媛県　四国中央市川之江町２５２８－９
ファミリーマート北条下難波店 愛媛県　松山市下難波４５６－１
ファミリーマート宮西二丁目店 愛媛県　松山市宮西二丁目７番１３号
ファミリーマート今治造船西条工場店 愛媛県　西条市ひうち８－１３
ファミリーマート清住店 愛媛県　松山市清住１－２－６
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６９４－１
ファミリーマート松山市民病院前店 愛媛県　松山市三番町８丁目１２－１
ファミリーマート西垣生店 愛媛県　松山市西垣生町２６１－１他２筆
ファミリーマート東温樋口店 愛媛県　東温市樋口甲１３９１－１
ファミリーマート宇和島保田店 愛媛県　宇和島市保田甲１３８５番地２
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
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
ファミリーマート鬼北奈良店 愛媛県　北宇和郡鬼北町大字奈良４１２９番地１
ファミリーマート砥部宮内店 愛媛県　伊予郡砥部町宮内１１０－１
ファミリーマート松山北久米店 愛媛県　松山市北久米町２１７番地
ファミリーマート宇和島桝形店 愛媛県　宇和島市桝形３丁目６－２８
ファミリーマート松山保免西店 愛媛県　松山市保免西４丁目７番２２号
ファミリーマート宇和島本町追手店 愛媛県　宇和島市本町追手１丁目３番１５号
ファミリーマート津島岩松インター店 愛媛県　宇和島市津島町岩松甲２３１９番地１
ファミリーマート松山高岡店 愛媛県　松山市南斎院町１４３８番地２
ファミリーマート松山石手店 愛媛県　松山市石手五丁目１－４５
ファミリーマート松山松ノ木店 愛媛県　松山市松ノ木１丁目２番２６号
ファミリーマート松山小村町店 愛媛県　松山市小村町３２９番地１
ファミリーマート宇和島津島店 愛媛県　宇和島市津島町岩松甲６０１番１
ファミリーマート今治馬越店 愛媛県　今治市馬越町三丁目甲２８５－１
ファミリーマート今治糸山店 愛媛県　今治市波止浜６番地９１
ファミリーマート玉川町店 愛媛県　今治市玉川町大野字中ノ切甲１２６番１
ファミリーマート新居浜川東店 愛媛県　新居浜市郷一丁目１番３号
ファミリーマート松山竹原店 愛媛県　松山市竹原二丁目２番１０号
ファミリーマート宇和島本町店 愛媛県　宇和島市本町追手二丁目２番２０号
ファミリーマート西条丹原徳能店 愛媛県　西条市丹原町徳能出作１０７番
ファミリーマート松山光洋台店 愛媛県　松山市小川甲２０５－１
ファミリーマート内子城廻店 愛媛県　喜多郡内子町城廻５６０番１
ファミリーマート伊予下三谷店 愛媛県　伊予市下三谷１２７７番地７
ファミリーマート東温南方店 愛媛県　東温市南方１２８８番地１２
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
ファミリーマート新居浜土橋店 愛媛県　新居浜市土橋一丁目１２－２４
ファミリーマート土居町津根店 愛媛県　四国中央市土居町津根３６９６－２
ファミリーマート松山森松町店 愛媛県　松山市森松町６７１番８
ファミリーマート新居浜新須賀町店 愛媛県　新居浜市新須賀町四丁目７７７番４
ファミリーマート今治東鳥生店 愛媛県　今治市東鳥生町一丁目９番２３号
ファミリーマート伊予灘町店 愛媛県　伊予市灘町字西３５４番３
ファミリーマート松山磯河内店 愛媛県　松山市磯河内甲８番地１
ファミリーマート伊予中山町店 愛媛県　伊予市中山町中山丑２７８番３
ファミリーマート四国中央金田町店 愛媛県　四国中央市金田町金川４４番地１
ファミリーマート新居浜松原町店 愛媛県　新居浜市松原町１０番１１
ファミリーマート松山土手内店 愛媛県　松山市土手内１１２番１
ファミリーマート松山山西町店 愛媛県　松山市山西町９０４－３
ファミリーマート松山余戸南六丁目店 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本町六丁目店 愛媛県　松山市本町６－１－１ＫＢコート
ファミリーマート松山久米窪田町店 愛媛県　松山市久米窪田町３７５番地
ファミリーマート松前恵久美店 愛媛県　伊予郡松前町大字恵久美６２０－１
ファミリーマート新居浜田の上店 愛媛県　新居浜市田の上一丁目１８－１２
ファミリーマート新居浜沢津町店 愛媛県　新居浜市沢津町一丁目２８５番１
ファミリーマートＡコープいよ店 愛媛県　伊予市市場１２７－１
ファミリーマート今治高橋店 愛媛県　今治市高橋字大縄田甲４２０
ファミリーマート松山春美町店 愛媛県　松山市春美町３－３
ファミリーマート今治城前店 愛媛県　今治市恵美須町三丁目一番地３２
ファミリーマート西条小松新屋敷店 愛媛県　西条市小松町新屋敷甲４９９番地
ファミリーマート新居浜萩生店 愛媛県　新居浜市萩生７２０－２
ファミリーマート松山フライブルク通り店 愛媛県　松山市生石町１２４番地
ファミリーマート西条国安店 愛媛県　西条市国安６２２番地
ファミリーマート伊予上野店 愛媛県　伊予市上野９２９
ファミリーマート東温野田店 愛媛県　東温市野田２丁目４８３番地１
ファミリーマート松山束本店 愛媛県　松山市束本一丁目６番２５号
ファミリーマート寒川西店 愛媛県　四国中央市寒川町３７７５
ファミリーマート西条喜多川通り店 愛媛県　西条市喜多川３１５－１
ファミリーマート今治五十嵐店 愛媛県　今治市五十嵐甲１０１番地３
ファミリーマート松山竹原三丁目店 愛媛県　松山市竹原三丁目１８番２号
ファミリーマート松山二番町店 愛媛県　松山市二番町１丁目８
ファミリーマート松山南斎院町西店 愛媛県　松山市南斎院町１３９０番地１
ファミリーマート松山石手二丁目店 愛媛県　松山市石手二丁目５番１７号
ファミリーマート松山古川北一丁目店 愛媛県　松山市古川北一丁目１４番２９号
ファミリーマート今治郷本町店 愛媛県　今治市郷本町二丁目５８６番５他１３筆
ファミリーマート大西紺原店 愛媛県　今治市大西町紺原甲１４６
ファミリーマート松山来住町店 愛媛県　松山市来住町１２９９番１
ファミリーマート八幡浜昭和通店 愛媛県　八幡浜市字下浜田１３５５番２７
ファミリーマート松山土居田駅前店 愛媛県　松山市土居田町４９８番地１
ファミリーマート松山インター北店 愛媛県　松山市北土居４丁目１８番２５号
ファミリーマート保内町店 愛媛県　八幡浜市保内町宮内１番耕地２８５番１
ファミリーマート新居浜市役所前店 愛媛県　新居浜市一宮町一丁目５番７号
ファミリーマート西予三瓶店 愛媛県　西予市三瓶町朝立７番耕地６０番地１
ファミリーマート松山ひがしの店 愛媛県　松山市東野一丁目５番２号
ファミリーマート松山土居田東店 愛媛県　松山市土居田町２６６番地８
ファミリーマート古三津五丁目店 愛媛県　松山市古三津五丁目８番１８号
ファミリーマート新居浜中筋町店 愛媛県　新居浜市中筋町１丁目２７９２番４（地番）
ファミリーマート新居浜中村店 愛媛県　新居浜市中村１丁目１８２０番１２
ファミリーマート二番町三丁目店 愛媛県　松山市二番町３－４－１０
ファミリーマート全農ふれっしゅ広場店 愛媛県　東温市北野田３４５
ファミリーマート新居浜神郷店 愛媛県　新居浜市神郷一丁目４番
ファミリーマート今治南宝来町店 愛媛県　今治市南宝来町三丁目３番地１
ファミリーマート今治東村店 愛媛県　今治市東村甲３７８番３
ファミリーマート多々羅大橋前店 愛媛県　今治市上浦町井口７４２５番１他２筆（地番）
ファミリーマート西条天神店 愛媛県　西条市下島山甲１４３９番地１
ファミリーマート四国中央野田店 愛媛県　四国中央市土居町野田甲３５２
ファミリーマート城辺店 愛媛県　南宇和郡愛南町城辺甲２３１－１
ファミリーマート伊予農高通り店 愛媛県　伊予市下吾川１１１８番地１
ファミリーマート道後北代店 愛媛県　松山市道後北代１２７１－３
ファミリーマート堀江町店 愛媛県　松山市堀江町甲１７９９
ファミリーマート西条大町店 愛媛県　西条市大町６８０番地３
ファミリーマート砥部麻生店 愛媛県　伊予郡砥部町麻生２４５番９
ファミリーマート新居浜外山町店 愛媛県　新居浜市外山町１５番４０号
ファミリーマート愛南町南レク前店 愛媛県　南宇和郡愛南町御荘平城６６３
ファミリーマート今治常盤店 愛媛県　今治市常盤町８丁目４－２９
ファミリーマート松前北川原店 愛媛県　伊予郡松前町大字北川原字向井２３－１
ファミリーマート西条円海寺店 愛媛県　西条市円海寺１３番１
ファミリーマート松山福音寺店 愛媛県　松山市福音寺町２３０番１
ファミリーマート鬼北広見店 愛媛県　北宇和郡鬼北町大字芝４４－１
ファミリーマート宇和大江店 愛媛県　西予市宇和町大江５３３
ファミリーマート新居浜庄内店 愛媛県　新居浜市庄内町５丁目１０番１
ファミリーマート今治衣干一丁目店 愛媛県　今治市衣干町一丁目１番１９号
ファミリーマート宇和島吉田魚棚店 愛媛県　宇和島市吉田町魚棚２０番地２
ファミリーマート松山余戸店 愛媛県　松山市余戸西６丁目９番４８号
ファミリーマート新居浜船木店 愛媛県　新居浜市船木甲２４５０番地の１
ファミリーマート今治国分店 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阿方店 愛媛県　今治市阿方甲３０６番地１
ファミリーマート新居浜宇高店 愛媛県　新居浜市宇高町３丁目１２９９番１
ファミリーマート大島吉海店 愛媛県　今治市吉海町八幡１６４番地
ファミリーマート久万入野店 愛媛県　上浮穴郡久万高原町入野１３３８番
ファミリーマート西条古川店 愛媛県　西条市古川甲３８４番１
ファミリーマート今治東村一丁目店 愛媛県　今治市東村一丁目２－４８
ファミリーマート宇和島夏目店 愛媛県　宇和島市夏目町３丁目甲９１４番１
ファミリーマート新居浜宮西店 愛媛県　新居浜市宮西町５番４８号
ファミリーマート西条公園前店 愛媛県　西条市大町４３８番地１
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
ファミリーマート西大洲店 愛媛県　大洲市西大洲字山部甲１０１０番１他２筆
ファミリーマート松山南梅本店 愛媛県　松山市南梅本町甲４番２他２筆
ファミリーマート松山松末店 愛媛県　松山市松末２丁目１９番２８号
ファミリーマート松野虹の森店 愛媛県　北宇和郡松野町延野々１４１５番地１
ファミリーマート新居浜横水店 愛媛県　新居浜市横水町８－４１
ファミリーマート松山立花店 愛媛県　松山市立花六丁目３８４番５
ファミリーマート宇和島三間店 愛媛県　宇和島市三間町迫目１１２２番地１
ファミリーマート今治別宮町四丁目店 愛媛県　今治市別宮町四丁目５番２０
ファミリーマート今治大新田店 愛媛県　今治市大新田町４丁目１番８号
ファミリーマート久万大谷店 愛媛県　上浮穴郡久万高原町上野尻甲９０４番地
ファミリーマート大洲市役所前店 愛媛県　大洲市大洲６４４番地８
ファミリーマート大洲徳森店 愛媛県　大洲市徳森２２４５番８
ファミリーマート大西脇店 愛媛県　今治市大西町脇甲８１１番１
ファミリーマート松山山越店 愛媛県　松山市山越６丁目２番９
ファミリーマート衣山駅前店 愛媛県　松山市衣山二丁目１－９
ファミリーマート土居町店 愛媛県　四国中央市土居町津根１１７４－１
ファミリーマート枝松四丁目店 愛媛県　松山市枝松４－１９９－１
ファミリーマート三島中央店 愛媛県　四国中央市三島中央五丁目字木瓜１６２８番１
ファミリーマート祝谷店 愛媛県　松山市祝谷二丁目１９１－３
ファミリーマート鷹子駅北店 愛媛県　松山市鷹子町５５２番２
ファミリーマート西条横黒店 愛媛県　西条市大町５１３番１
ファミリーマート余戸南四丁目店 愛媛県　松山市余戸南４－１２－１
ファミリーマート和気一丁目店 愛媛県　松山市和気町一丁目４７２－１
ファミリーマート三津屋南店 愛媛県　西条市三津屋南５－４７
ファミリーマート三島宮川店 愛媛県　四国中央市三島宮川四丁目字五反地９０４－１
ファミリーマート久万ノ台店 愛媛県　松山市久万ノ台９０６－１１
ファミリーマート愛大病院前店 愛媛県　東温市志津川１４６－３
ファミリーマート宮川一丁目店 愛媛県　四国中央市三島宮川一丁目字神ノ元２３３０－３
ファミリーマート南梅本店 愛媛県　松山市南梅本町９１７－１
ファミリーマート河原町店 愛媛県　松山市河原町２－４
ファミリーマート松山市駅前店 愛媛県　松山市湊町５－４－８
ファミリーマート土居インター店 愛媛県　四国中央市豊岡町長田字松口１６６４
ファミリーマート南斎院町店 愛媛県　松山市南斎院町９８９－１
ファミリーマート北条バイパス店 愛媛県　松山市府中６６４
ファミリーマート西条加茂川店 愛媛県　西条市中野字楠甲４６５－１
ファミリーマート新居浜インター店 愛媛県　新居浜市船木４３５２－１
ファミリーマート南吉田店 愛媛県　松山市南吉田町５０７－１
ファミリーマート岩崎二丁目店 愛媛県　松山市岩崎町２－７－１
ファミリーマート南高井店 愛媛県　松山市南高井町１６８６－１
ファミリーマート川之江金生町店 愛媛県　四国中央市金生町山田井３４番１
ファミリーマートほにや帯屋町店 高知県　高知市帯屋町二丁目２番４号
ファミリーマート高知瀬戸店 高知県　高知市瀬戸１丁目４番２４号
ファミリーマート大豊店 高知県　長岡郡大豊町杉７－１
ファミリーマート芸西店 高知県　安芸郡芸西村西分乙３６７
ファミリーマート野市大谷店 高知県　香南市野市町大谷中ノ坪８９２番
ファミリーマート須崎中央店 高知県　須崎市池ノ内１０６４番地１
ファミリーマート高須新町店 高知県　高知市高須新町１－１－４３
ファミリーマート高知六泉寺店 高知県　高知市六泉寺町９６番地１
ファミリーマート廿代橋店 高知県　高知市廿代町５番２１号
ファミリーマート高知朝倉西店 高知県　高知市朝倉横町２６番２６号
ファミリーマート高知東石立店 高知県　高知市東石立町４５番地１
ファミリーマート高知介良通店 高知県　高知市介良乙１６１６番地
ファミリーマート高知万々店 高知県　高知市万々３４９番１
ファミリーマート高知仲田町店 高知県　高知市仲田町６０１番
ファミリーマート高知蒔絵台店 高知県　高知市長浜蒔絵台１丁目２０番地４
ファミリーマート高知種崎店 高知県　高知市種崎８２０番地１



ファミリーマート五台山タナスカ店 高知県　高知市五台山５０２０－２
ファミリーマート高知南はりまや町店 高知県　高知市南はりまや町１－２－６
ファミリーマート安芸矢ノ丸店 高知県　安芸市矢ノ丸二丁目一番二号
ファミリーマート高知仁井田店 高知県　高知市仁井田６８７
ファミリーマート伊野公園店 高知県　吾川郡いの町公園町２０番２
ファミリーマート高知朝倉横町店 高知県　高知市朝倉横町２０番１５号
ファミリーマート高知帯屋町店 高知県　高知市帯屋町一丁目９番１２号
ファミリーマート高知一宮店 高知県　高知市一宮中町１丁目１５番３２号
ファミリーマート高知神田東店 高知県　高知市神田字池ノ尻９５４番地１
ファミリーマート高知日の出町店 高知県　高知市日の出町１６１－１他８筆
ファミリーマート高知稲荷町店 高知県　高知市稲荷町６１３番
ファミリーマート高知伊勢崎町店 高知県　高知市伊勢崎町７１２番
ファミリーマート高知御座店 高知県　高知市北御座７番５号
ファミリーマート高知十津店 高知県　高知市十津二丁目２４１６番３
ファミリーマート南国前浜店 高知県　南国市前浜字中屋敷５０１番地１
ファミリーマート高知土居町店 高知県　高知市土居町７２番１
ファミリーマート高知大橋通り店 高知県　高知市帯屋町二丁目４番１２号
ファミリーマート土佐市宇佐店 高知県　土佐市宇佐町宇佐２７５９－１
ファミリーマート高知南河ノ瀬店 高知県　高知市南河ノ瀬町５５－２
ファミリーマート土佐市高岡町店 高知県　土佐市高岡町乙３２３９番地１
ファミリーマート春野町西分店 高知県　高知市春野町西分６８０番地４
ファミリーマート高知愛宕町一丁目店 高知県　高知市愛宕町１丁目１５５番１他１１筆
ファミリーマート高知大津店 高知県　高知市大津甲２６０番地１
ファミリーマート高知旭町店 高知県　高知市朝日町１－１２２
ファミリーマート土佐市戸波店 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店 高知県　高岡郡四万十町古市町８番１３号
ファミリーマート土佐山田新町丸店 高知県　香美市土佐山田町字新町丸４６８番地５
ファミリーマート高知東道路店 高知県　南国市岡豊町常通寺島７番地
ファミリーマート長岡本山町店 高知県　長岡郡本山町本山８４４番地２
ファミリーマート高知北本町店 高知県　高知市北本町３丁目１番７号
ファミリーマート桂浜通店 高知県　高知市長浜５７２２番地３
ファミリーマート高知大津バイパス店 高知県　高知市大津乙１００８番地３
ファミリーマートのいち駅前店 高知県　香南市野市町２０４０－１
ファミリーマート高知福井東町店 高知県　高知市福井東町３－３
ファミリーマート南国下末松店 高知県　南国市下末松１番地１
ファミリーマート高知介良店 高知県　高知市介良乙２８１７－１
ファミリーマート後免駅前店 高知県　南国市駅前町２－１５９３－１
ファミリーマート野市東野店 高知県　香南市野市町東野１０７０－１
ファミリーマート宿毛バイパス店 高知県　宿毛市駅東町３丁目１０９番地１０９番
ファミリーマート野市町西野店 高知県　香南市野市町西野１９９３－１８
ファミリーマート宿毛駅前店 高知県　宿毛市宿毛５３５８－１８
ファミリーマート中村具同店 高知県　四万十市具同２２４３－１
ファミリーマート高知介良バイパス店 高知県　高知市介良乙１１２７番１
ファミリーマートサンリバー四万十店 高知県　四万十市右山３８３番地７
ファミリーマート須崎桐間店 高知県　須崎市桐間西１０３番地
ファミリーマート高知インター南店 高知県　高知市杉井流６－１９
ファミリーマート高知長浜店 高知県　高知市長浜１５５７－１
ファミリーマート中土佐町久礼店 高知県　高岡郡中土佐町久礼字上沢６６５１番１他６筆
ファミリーマート高知一宮東町店 高知県　高知市一宮東町５丁目６番１号
ファミリーマート高知瀬戸南店 高知県　高知市瀬戸南町２丁目１３番７
ファミリーマート四万十大橋通店 高知県　四万十市中村大橋通６丁目２街区９号
ファミリーマート高知梅ノ辻店 高知県　高知市桟橋通一丁目１番４０号
ファミリーマートよさこい咲都店 高知県　高知市栄田町二丁目４番１２号
ファミリーマート高知旭天神町店 高知県　高知市旭天神町５８番地１
ファミリーマート土佐山田東本町店 高知県　香美市土佐山田町東本町５丁目１０番１
ファミリーマート高知中水道店 高知県　高知市中水道３番１９号
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
ファミリーマート高知東秦泉寺店 高知県　高知市東秦泉寺字佐平田４７番１
ファミリーマート須崎緑町店 高知県　須崎市緑町９番３号
ファミリーマート宿毛平田店 高知県　宿毛市平田町戸内１８２０
ファミリーマート高知神田店 高知県　高知市神田４１１－１
ファミリーマート土佐山田談議所店 高知県　香美市土佐山田町楠目１５１２番５
ファミリーマート南国岡豊店 高知県　南国市岡豊町小蓮字大坪３８５番地３
ファミリーマート高知南宝永町店 高知県　高知市南宝永町１７０９－２
ファミリーマート土佐インター店 高知県　土佐市高岡町字白石土居乙３３９８－１
ファミリーマート土佐蓮池店 高知県　土佐市蓮池字鹿取田２６９５－１



ファミリーマート高知インター店 高知県　高知市薊野北町２丁目１１８７－１
ファミリーマート高知上町五丁目店 高知県　高知市上町５－６－３０
ファミリーマートかるぽーと前店 高知県　高知市南はりまや町２－３２４
ファミリーマート比島町三丁目店 高知県　高知市比島町三丁目１３０７
ファミリーマート南国おおそね店 高知県　南国市大そね字吉田前甲１５９２－１８
ファミリーマート土佐高岡店 高知県　土佐市高岡町甲９４９－１
ファミリーマート高知一ツ橋店 高知県　高知市一ツ橋町１－６５
ファミリーマート野市町店 高知県　香南市野市町西野２２００－１
ファミリーマート朝倉西町店 高知県　高知市朝倉西町２－３－９
ファミリーマート柳川市役所前店 福岡県　柳川市坂本町２番１
ファミリーマート福岡寺塚店 福岡県　福岡市南区寺塚二丁目７番１
ファミリーマート行橋西宮市店 福岡県　行橋市西宮市一丁目１０番１３号
ファミリーマート福岡箱崎公園前店 福岡県　福岡市東区原田四丁目２４－６２
ファミリーマート博多月隈六丁目店 福岡県　福岡市博多区月隈六丁目９番２８号
ファミリーマート八幡力丸店 福岡県　北九州市八幡西区力丸町１番１号
ファミリーマート志免中央店 福岡県　糟屋郡志免町中央４－１２－８
ファミリーマート築上吉富店 福岡県　築上郡吉富町大字広津４６３番１
ファミリーマート黒崎熊手２丁目店 福岡県　北九州市八幡西区熊手２丁目１－９
ファミリーマート志免寿町店 福岡県　糟屋郡志免町志免４丁目７番１０号
ファミリーマート福岡片江店 福岡県　福岡市城南区南片江２丁目１５－１２
ファミリーマート博多金の隈３丁目店 福岡県　福岡市博多区金の隈３丁目９－２
ファミリーマート中呉服町店 福岡県　福岡市博多区中呉服町１－２２
ファミリーマート水巻中央店 福岡県　遠賀郡水巻町吉田西一丁目７番３号
ファミリーマートＪＲ九大学研都市駅店 福岡県　福岡市西区大字徳永１０３－２
ファミリーマート原田二丁目店 福岡県　福岡市東区原田２－２－３２
ファミリーマート芦屋浜口町店 福岡県　遠賀郡芦屋町浜口町３８８３－４
ファミリーマート吉塚二千年通り店 福岡県　福岡市博多区吉塚二丁目４番１８号
ファミリーマート西新オレンジ通店 福岡県　福岡市早良区西新１－１０－１６
ファミリーマート苅田バイパス磯浜店 福岡県　京都郡苅田町磯浜町２丁目２番１
ファミリーマート飯塚鶴三緒店 福岡県　飯塚市大字鶴三緒字岩渕１４８２－１
ファミリーマート小倉上富野店 福岡県　北九州市小倉北区上富野一丁目１番１５号
ファミリーマート小倉ＴＥＸＡＳ店 福岡県　北九州市小倉北区鋳物師町３番２号
ファミリーマート新宮深町店 福岡県　糟屋郡新宮町大字上府１１４９番地６
ファミリーマート久留米宮ノ陣店 福岡県　久留米市宮ノ陣４丁目５５７番１
ファミリーマート福岡堤二丁目店 福岡県　福岡市城南区堤二丁目９番２７号
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
ファミリーマート飯塚秋松店 福岡県　飯塚市秋松字下甫３０５番１
ファミリーマート博多豊二丁目店 福岡県　福岡市博多区豊二丁目３番１
ファミリーマート春日桜ヶ丘八丁目店 福岡県　春日市桜ヶ丘八丁目１－１
ファミリーマート福岡大楠三丁目店 福岡県　福岡市南区大楠三丁目２番２号
ファミリーマート福岡西長住一丁目店 福岡県　福岡市南区西長住一丁目１－５２
ファミリーマート筑紫駅前店 福岡県　筑紫野市大字筑紫９－１
ファミリーマート福岡大橋二丁目店 福岡県　福岡市南区大橋二丁目１番１号
ファミリーマートＪＲ東郷駅店 福岡県　宗像市田熊４－９－１
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
ファミリーマート和白病院前店 福岡県　福岡市東区和白丘２丁目１１－１５
ファミリーマート福岡西南学院前店 福岡県　福岡市早良区西新六丁目９－３４
ファミリーマート筑紫野美しが丘南店 福岡県　筑紫野市美しが丘南七丁目６番地３
ファミリーマート小倉中吉田六丁目店 福岡県　北九州市小倉南区中吉田六丁目２７番２号
ファミリーマート内橋店 福岡県　粕屋郡粕屋町内橋８０３－１
ファミリーマート福岡天神二丁目店 福岡県　福岡市中央区天神二丁目１４－１３
ファミリーマート福岡久山店 福岡県　糟屋郡久山町大字久山５１７－１
ファミリーマートトリアス久山店 福岡県　粕屋郡久山町大字山田字出口１１０３
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
ファミリーマート小倉真鶴店 福岡県　北九州市小倉北区真鶴２丁目１０番２７号
ファミリーマート福岡城南区役所前店 福岡県　福岡市城南区鳥飼六丁目１１番１６号
ファミリーマート福岡南片江三丁目店 福岡県　福岡市城南区南片江三丁目１－１
ファミリーマート春日白水ヶ丘店 福岡県　春日市白水ヶ丘四丁目２６番
ファミリーマート福岡玉川町店 福岡県　福岡市南区玉川町１６番２４号
ファミリーマート小倉南丘店 福岡県　北九州市小倉北区南丘１－２２－１５
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
ファミリーマート福岡原田３丁目店 福岡県　福岡市東区原田３丁目５番２５号
ファミリーマート福岡原八丁目店 福岡県　福岡市早良区原八丁目１番１６号
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
ファミリーマート久留米津福本町店 福岡県　久留米市津福本町１４４９－３
ファミリーマート福岡清川一丁目店 福岡県　福岡市中央区清川１丁目９番２０号



ファミリーマート太宰府五条駅前店 福岡県　太宰府市五条四丁目１番３１号
ファミリーマート福岡井尻四丁目店 福岡県　福岡市南区井尻四丁目３番４４号
ファミリーマート清水三丁目店 福岡県　福岡市南区清水３－２－１０
ファミリーマート藤崎駅前店 福岡県　福岡市早良区藤崎１－１－３４
ファミリーマート新宮的野店 福岡県　糟屋郡新宮町大字的野字萱原７５６－１
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
ファミリーマート前原中央店 福岡県　前原市前原中央三丁目１５番２５号
ファミリーマート福岡姪の浜三丁目店 福岡県　福岡市西区姪の浜３－２９－２７
ファミリーマート宗像三郎丸店 福岡県　宗像市三郎丸６丁目１番３号
ファミリーマート久留米西田工業団地店 福岡県　久留米市梅満町２８９番地１
ファミリーマート福岡屋形原三丁目店 福岡県　福岡市南区屋形原三丁目３６番１４号
ファミリーマートレトロ門司港駅前店 福岡県　北九州市門司区港町７－８門司郵船ビル１Ｆ
ファミリーマート福岡高取一丁目店 福岡県　福岡市早良区高取一丁目２４９番
ファミリーマート福岡平尾駅前店 福岡県　福岡市南区高宮一丁目６番１号
ファミリーマート福岡土井四丁目店 福岡県　福岡市東区土井四丁目６番４号
ファミリーマートドラッグイレブン別府店 福岡県　福岡市城南区別府５丁目７番
ファミリーマート大川北古賀店 福岡県　大川市三丸字西佛園４７３－１
ファミリーマート西区愛宕１丁目店 福岡県　福岡市西区愛宕１丁目１－１
ファミリーマートＲＪＲプレシア博多駅前店 福岡県　福岡市博多区博多駅南１丁目１２番３
ファミリーマートつつじケ丘店 福岡県　太宰府市大字大佐野６３９－１
ファミリーマート小倉志井六丁目店 福岡県　北九州市小倉南区志井六丁目５番５号
ファミリーマート小倉田原新町店 福岡県　北九州市小倉南区津田新町１－５－１０
ファミリーマート春日小倉二丁目店 福岡県　春日市小倉二丁目１３４－１
ファミリーマートＪＲ若松駅店 福岡県　北九州市若松区白山１丁目１８－１－２
ファミリーマート小倉赤坂一丁目店 福岡県　北九州市小倉北区赤坂１丁目１０－３０
ファミリーマート小倉下曽根駅南店 福岡県　北九州市小倉南区下曽根新町１２－１
ファミリーマート小倉片野三丁目店 福岡県　北九州市小倉北区片野３－４－１
ファミリーマート福岡清川店 福岡県　福岡市中央区清川三丁目１３－１６－１
ファミリーマート小倉片野四丁目店 福岡県　北九州市小倉北区片野四丁目１番２２号
ファミリーマートＪＲ和白駅前店 福岡県　福岡市東区３丁目１０－４
ファミリーマート小倉三萩野店 福岡県　北九州市小倉北区昭和町１３－１７
ファミリーマート糸島波多江駅北１丁目店 福岡県　糸島市波多江駅北１丁目６－１０
ファミリーマート志免別府店 福岡県　粕屋郡志免町大字別府字中坪５７８－４
ファミリーマート福岡合同庁舎前店 福岡県　福岡市博多区博多駅東２－１５－２０
ファミリーマート九産大駅前店 福岡県　福岡市東区香住ケ丘２－１５－２５
ファミリーマート今泉一丁目店 福岡県　福岡市中央区今泉１－１３－９
ファミリーマート小倉東インター前店 福岡県　北九州市小倉南区津田１－２－２９
ファミリーマート博多グリーンホテル店 福岡県　福岡市博多区博多駅中央街３１－１
ファミリーマート八女龍ヶ原店 福岡県　八女市大字龍ケ原６５－１
ファミリーマート二丈福吉店 福岡県　糸島郡二丈町吉井４０３０－１
ファミリーマート筒井店 福岡県　大野城市筒井５－１－１
ファミリーマート八幡今池店 福岡県　北九州市八幡西区里中２－１４－１
ファミリーマート小倉南方二丁目店 福岡県　北九州市小倉南区南方２－５－３０
ファミリーマート福岡蒲田店 福岡県　福岡市東区蒲田２－２５－２４
ファミリーマート戸畑沖台通り店 福岡県　北九州市戸畑区沖台１－６－３０
ファミリーマート福岡唐人町店 福岡県　福岡市中央区唐人町１－５－１
ファミリーマート橋本駅前店 福岡県　福岡市西区橋本２－１１９８－１
ファミリーマート行橋安川通り店 福岡県　行橋市西宮市４－３－２５
ファミリーマート福岡薬院二丁目店 福岡県　福岡市中央区薬院２－５－３０
ファミリーマート飯塚花瀬店 福岡県　飯塚市大字横田字横川５８３－１
ファミリーマート博多古門戸町店 福岡県　福岡市博多区神屋町４－５ＫＳ神屋町ビル
ファミリーマート小倉モノレール守恒店 福岡県　北九州市小倉南区守恒本町一丁目３－１２
ファミリーマート福岡平和店 福岡県　福岡市南区平和２－５－１
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３－６９－１
ファミリーマート飯塚川津店 福岡県　飯塚市大字川津２８－１
ファミリーマート福岡大楠一丁目店 福岡県　福岡市南区大楠１－４０１
ファミリーマート八幡上香月一丁目店 福岡県　北九州市八幡西区上香月１－３２７７
ファミリーマート福岡星の原店 福岡県　福岡市早良区原７－２６－２５河口ビル２
ファミリーマート福岡堤店 福岡県　福岡市城南区堤一丁目３４８－１
ファミリーマート小倉駅南店 福岡県　北九州市小倉北区魚町１－３０－１
ファミリーマート松島一丁目店 福岡県　福岡市東区松島１－３２－８
ファミリーマート福岡あけぼの店 福岡県　福岡市早良区曙１－２－２５
ファミリーマート博多駅東三丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅東３－３－３新比恵ビル
ファミリーマート小倉重住二丁目店 福岡県　北九州市小倉南区重住２－５－６
ファミリーマート甘木三奈木店 福岡県　朝倉市三奈木３７７０－１
ファミリーマート小倉中貫二丁目店 福岡県　北九州市小倉南区中貫２－１６０６－２０



ファミリーマート苅田バイパス港町店 福岡県　京都郡苅田町幸町６－８
ファミリーマート福岡清川二丁目店 福岡県　福岡市中央区清川２－８－１０
ファミリーマート小倉城野駅北店 福岡県　北九州市小倉北区若富士町５－１
ファミリーマート博多対馬小路店 福岡県　福岡市博多区対馬小路２－７
ファミリーマートベイサイドプレイス店 福岡県　福岡市博多区築港本町１５－１０
ファミリーマート中間垣生店 福岡県　中間市大字垣生字仁八田１３０９－１
ファミリーマート小倉企救丘駅前店 福岡県　北九州市小倉南区企救丘２－１４－１１
ファミリーマート下大利一丁目店 福岡県　大野城市下大利１－２０－３１
ファミリーマート八幡メディアパーク店 福岡県　北九州市八幡東区東田１－１
ファミリーマート福岡西新駅店 福岡県　福岡市早良区西新２丁目地下鉄西新駅構内
ファミリーマート久留米山川バイパス店 福岡県　久留米市山川神代１－１０－４３
ファミリーマート戸畑ＺＯＮＥ店 福岡県　北九州市戸畑区牧山新町４８・４９・５０番
ファミリーマート八女黒木町店 福岡県　八女郡黒木町大字本分字大ノ原９１０－１
ファミリーマート福岡上山門店 福岡県　福岡市西区上山門一丁目１０７９番１
ファミリーマート筑後東山ノ井店 福岡県　筑後市大字山ノ井６７０－１．外３筆
ファミリーマート八幡御開店 福岡県　北九州市八幡西区御開３丁目１１－１
ファミリーマート筑紫野原田七丁目店 福岡県　筑紫野市原田七丁目４－３．４－４
ファミリーマート八女稲富店 福岡県　八女市稲富６－１
ファミリーマート小倉紺屋町店 福岡県　北九州市小倉北区紺屋町１１番２６号
ファミリーマート八幡産医大通り店 福岡県　北九州市八幡西区千代ヶ崎三丁目１－１３
ファミリーマート博多駅南六丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅南６丁目５番２７号
ファミリーマート小倉朝日ケ丘店 福岡県　北九州市小倉北区朝日ヶ丘１６
ファミリーマートうきは吉井バイパス店 福岡県　うきは市吉井町生葉２１８０
ファミリーマート国立九州大学病院店 福岡県　福岡市東区馬出３－１－１
ファミリーマート若松ひびきの店 福岡県　北九州市若松区塩屋二丁目１－１０１
ファミリーマート八女インター前店 福岡県　筑後市長浜字田代１５９－１
ファミリーマート若松響灘工業団地店 福岡県　北九州市若松区響町１丁目４１－１
ファミリーマート小倉熊谷町店 福岡県　北九州市小倉北区篠崎３丁目８番１１号
ファミリーマート舞鶴三丁目店 福岡県　福岡市中央区舞鶴３－８－１９
ファミリーマート小倉中津口店 福岡県　北九州市小倉北区中津口２－１－１１
ファミリーマート小倉沼緑町店 福岡県　北九州市小倉南区沼緑町５丁目１番１８号
ファミリーマート小郡美鈴の杜店 福岡県　小郡市美鈴の杜二丁目２番１４
ファミリーマート博多住吉通り店 福岡県　福岡市博多区博多駅前四丁目３番２２号
ファミリーマート福岡二丈松国店 福岡県　糸島市二丈松国字実田３６８－１
ファミリーマート小倉上到津二丁目店 福岡県　北九州市小倉北区上到津二丁目３番６号
ファミリーマート小倉モノレール旦過店 福岡県　北九州市小倉北区古船場町１番１号
ファミリーマート那珂川片縄店 福岡県　筑紫郡那珂川町片縄四丁目２３
ファミリーマート須恵佐谷店 福岡県　糟屋郡須惠町大字佐谷１０４７－６１０４６－１
ファミリーマート久留米大学病院外来店 福岡県　久留米市旭町６７番地
ファミリーマート小倉長野店 福岡県　北九州市小倉南区長野二丁目２番４号
ファミリーマート八幡駅東店 福岡県　北九州市八幡東区西本町一丁目１７番２０号
ファミリーマート香春中津原店 福岡県　田川郡香春町大字中津原２４６３番地１
ファミリーマート久留米梅満店 福岡県　久留米市梅満町４４０－１
ファミリーマート志免南里一丁目店 福岡県　糟屋郡志免町南里一丁目３－３１
ファミリーマート久留米東合川４丁目店 福岡県　久留米市東合川４－９－３１
ファミリーマート久留米文化街店 福岡県　久留米市日吉町１５－６５
ファミリーマート久留米善導寺店 福岡県　久留米市善導寺町与田１５５－７
ファミリーマート吉塚五丁目店 福岡県　福岡市博多区吉塚５－１９３
ファミリーマートＪＲ西小倉駅前店 福岡県　北九州市小倉北区室町三丁目２－５７
ファミリーマート篠栗庄店 福岡県　糟屋郡篠栗町尾仲７４番地９
ファミリーマートＪＲ小倉駅改札口店 福岡県　北九州市小倉北区浅野１－１－１
ファミリーマート小倉中井五丁目店 福岡県　北九州市小倉北区中井五丁目７番３５号
ファミリーマート糸島神在店 福岡県　糸島市神在１３７４－２
ファミリーマート香椎パークポート店 福岡県　福岡市東区香椎浜３－１５－６７
ファミリーマート八幡藤原一丁目店 福岡県　北九州市八幡西区藤原一丁目４番３４号
ファミリーマート折尾堀川町店 福岡県　北九州市八幡西区堀川町２－１４
ファミリーマート大牟田インター店 福岡県　大牟田市小川町２１番１号
ファミリーマート小倉緑ケ丘店 福岡県　北九州市小倉北区緑ヶ丘二丁目７番１７号
ファミリーマート小倉黒住店 福岡県　北九州市小倉北区黒住町２５番２０号
ファミリーマート大宰府梅ヶ丘店 福岡県　太宰府市梅ヶ丘二丁目１４－５
ファミリーマート宇美井上店 福岡県　糟屋郡宇美町大字宇美字井上３８６３番１
ファミリーマート福岡早良脇山店 福岡県　福岡市早良区大字脇山字野田前３０３－１
ファミリーマート福岡天神４丁目店 福岡県　福岡市中央区天神４丁目１－７第三明星ビル
ファミリーマート福岡新宮店 福岡県　糟屋郡新宮町大字下府８７番地２
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
ファミリーマート小倉下曽根一丁目店 福岡県　北九州市小倉南区下曽根一丁目２番２７号



ファミリーマート早良昭代３丁目店 福岡県　福岡市早良区昭代三丁目７－４２
ファミリーマート豊前警察署前店 福岡県　豊前市大字荒堀４４１番地１
ファミリーマート福岡港店 福岡県　福岡市中央区港三丁目１７－１
ファミリーマート福岡老司店 福岡県　福岡市南区老司２－５－２５
ファミリーマート小倉葛原本町六丁目店 福岡県　北九州市小倉南区葛原本町六丁目１２番４１号
ファミリーマート粕屋門松店 福岡県　糟屋郡粕屋町大字大隈１２５－１
ファミリーマート須惠植木バイパス店 福岡県　糟屋郡須惠町大字植木１６１番地２
ファミリーマート博多諸岡一丁目店 福岡県　福岡市博多区諸岡一丁目２３番５号
ファミリーマート小倉北方三丁目店 福岡県　北九州市小倉南区北方三丁目３７番８号
ファミリーマート田主丸豊城店 福岡県　久留米市田主丸町豊城字野面８１－４
ファミリーマート春日原駅前店 福岡県　春日市春日原北町三丁目５８－１春日原テルミナ
ファミリーマート小倉熊本一丁目店 福岡県　北九州市小倉北区熊本一丁目３９－１
ファミリーマート宗像東郷五丁目店 福岡県　宗像市東郷五丁目６番３号
ファミリーマートドラッグ大賀野芥店 福岡県　福岡市早良区野芥七丁目４８－７
ファミリーマート直方菜の花大橋東店 福岡県　直方市大字感田２６３１番１
ファミリーマート福岡花畑１丁目店 福岡県　福岡市南区花畑１－７－１４
ファミリーマートドラッグイレブン志免店 福岡県　糟屋郡志免町南里４－１３－１
ファミリーマート小倉守恒二丁目店 福岡県　北九州市小倉南区守恒二丁目１－２６
ファミリーマート小倉下石田一丁目店 福岡県　北九州市小倉南区下石田一丁目１－１８－３
ファミリーマート博多東住吉店 福岡県　福岡市博多区博多駅南二丁目８番１号
ファミリーマート小倉三萩野１丁目店 福岡県　北九州市小倉北区三萩野一丁目４－６
ファミリーマート福岡小田部一丁目店 福岡県　福岡市早良区小田部一丁目１－２２
ファミリーマート大刀洗彼坪店 福岡県　三井郡大刀洗町大字下高橋字敷町１２６４番５
ファミリーマート大川やまざくら通り店 福岡県　大川市大字上巻字前田１３３番１
ファミリーマート福岡小戸四丁目店 福岡県　福岡市西区小戸四丁目２－３５
ファミリーマート博多駅南五丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅南５－９－３０
ファミリーマート福岡清川三丁目店 福岡県　福岡市中央区清川３－２６
ファミリーマート中央今泉２丁目店 福岡県　福岡市中央区今泉２丁目４－２６
ファミリーマート博多諸岡三丁目店 福岡県　福岡市博多区諸岡三丁目２２番３７号
ファミリーマート小郡力武店 福岡県　小郡市力武字坂本１１２９－１
ファミリーマート春日若葉台東３丁目店 福岡県　春日市若葉台東３丁目２８番地
ファミリーマート大牟田沖田町店 福岡県　大牟田市沖田町４４４－２
ファミリーマート戸畑沖台二丁目店 福岡県　北九州市戸畑区沖台二丁目８番１８号
ファミリーマート行橋行事店 福岡県　行橋市行事四丁目１９番２０号
ファミリーマート桂川土居店 福岡県　嘉穂郡桂川町大字土居８２８番７
ファミリーマート戸畑牧山四丁目店 福岡県　北九州市戸畑区牧山四丁目８番２号
ファミリーマート戸畑天神一丁目店 福岡県　北九州市戸畑区天神一丁目２番３２号
ファミリーマート荒戸二丁目店 福岡県　福岡市中央区荒戸２－４－１７
ファミリーマート大野城御笠川三丁目店 福岡県　大野城市御笠川三丁目２番１号
ファミリーマート博多中洲四丁目店 福岡県　福岡市博多区中洲四丁目６－１２
ファミリーマート産業医科大病院店 福岡県　北九州市八幡西区医生ケ丘１番１号
ファミリーマート福岡インター店 福岡県　糟屋郡粕屋町戸原大字８３８－１
ファミリーマート柏原四丁目店 福岡県　福岡市南区柏原４－２－２８
ファミリーマート小倉徳力五丁目店 福岡県　北九州市小倉南区徳力五丁目１－１０２
ファミリーマート八幡三条店 福岡県　北九州市八幡東区祝町二丁目１０番８号
ファミリーマート福岡弥永４丁目店 福岡県　福岡市南区弥永４丁目１４番１号
ファミリーマート苅田若久町二丁目店 福岡県　京都郡苅田町若久町二丁目１７番３
ファミリーマート八幡香月西店 福岡県　北九州市八幡西区香月西三丁目９番２５号
ファミリーマート福岡和白五丁目店 福岡県　福岡市東区和白五丁目６４番
ファミリーマート大牟田橘店 福岡県　大牟田市大字白銀字辻４８０番１
ファミリーマート福岡元岡店 福岡県　福岡市西区元浜一丁目２７番５
ファミリーマート警固二丁目店 福岡県　福岡市中央区警固２－１３－１６
ファミリーマート博多美野島３丁目店 福岡県　福岡市博多区美野島三丁目１－８０
ファミリーマート門司下二十町店 福岡県　北九州市門司区下二十町２－３０
ファミリーマート博多吉塚三丁目店 福岡県　福岡市博多区吉塚３丁目１－１２
ファミリーマート福岡姪浜駅南店 福岡県　福岡市西区姪浜駅南３－１－１７
ファミリーマート福岡長浜店 福岡県　福岡市中央区港一丁目２－２
ファミリーマート福岡田村五丁目店 福岡県　福岡市早良区田村五丁目７７－１
ファミリーマート福津上西郷店 福岡県　福津市日蒔野五丁目２０番地の３
ファミリーマート大野城仲畑三丁目店 福岡県　大野城市仲畑３丁目８８番
ファミリーマート宗像田久４丁目店 福岡県　宗像市田久四丁目７－１
ファミリーマート門司大里本町店 福岡県　北九州市門司区大里本町３丁目２－２８
ファミリーマート小倉津田バイパス店 福岡県　北九州市小倉南区津田１－９－４３
ファミリーマート太宰府水城三丁目店 福岡県　太宰府市水城３丁目７－１０
ファミリーマート八幡御開三丁目店 福岡県　北九州市八幡西区御開三丁目３２番１３号
ファミリーマート博多大博通り店 福岡県　福岡市博多区御供所町４番８号



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１７－３
ファミリーマート那珂川ミリカ北店 福岡県　筑紫郡那珂川町仲１丁目２０番地
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
ファミリーマート川崎池尻店 福岡県　田川郡川崎町大字池尻３６６番地の２
ファミリーマート博多駅南三丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅南３丁目８番１号
ファミリーマート福岡今宿三丁目店 福岡県　福岡市西区今宿３丁目７－３
ファミリーマート広川長延店 福岡県　八女郡広川町大字長延９５７番
ファミリーマート久留米北野町店 福岡県　久留米市北野町中字２４３番１
ファミリーマート福岡千里店 福岡県　福岡市西区大字千里２９８－１
ファミリーマート福岡井尻六ツ角店 福岡県　福岡市南区横手２丁目３４番５号
ファミリーマート飯塚柏の森店 福岡県　飯塚市柏の森１５９－２０
ファミリーマート大牟田手鎌店 福岡県　大牟田市大字手鎌９４６－１
ファミリーマート遠賀松の本六丁目店 福岡県　遠賀郡遠賀町松の本六丁目１番５号
ファミリーマート小倉曽根バイパス店 福岡県　北九州市小倉南区東貫三丁目３６４１番２
ファミリーマート糸島加布里店 福岡県　糸島市加布里４９番地
ファミリーマート博多駅南１丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅南１丁目３－１
ファミリーマート早良昭代１丁目店 福岡県　福岡市早良区昭代１丁目２－８
ファミリーマート二日市北２丁目店 福岡県　筑紫野市二日市北２丁目１３－１８
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
ファミリーマート福岡赤十字病院店 福岡県　福岡市南区大楠３丁目１－１
ファミリーマート八幡西三ヶ森店 福岡県　北九州市八幡西区三ヶ森１丁目２－１０
ファミリーマート飯塚庄司店 福岡県　飯塚市中１１１０番１
ファミリーマートギャレリアシーホーク店 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
ファミリーマート宗像徳重店 福岡県　宗像市徳重二丁目８番１０号
ファミリーマート福岡志免店 福岡県　糟屋郡志免町志免３－１３５３－１
ファミリーマート朝倉甘木菩提寺店 福岡県　朝倉市菩提寺２３４－１、外５筆（地番）
ファミリーマート八幡西本町店 福岡県　北九州市八幡東区西本町一丁目３番１号
ファミリーマート久留米田主丸店 福岡県　久留米市田主丸町田主丸９９５番３
ファミリーマート朝倉比良松店 福岡県　朝倉市宮野１９５３番３
ファミリーマート大野城乙金店 福岡県　大野城市大字乙金１８３番地３４６街区１号
ファミリーマート志摩可也小学校前店 福岡県　糸島市志摩初７７－６
ファミリーマート福岡周船寺１丁目店 福岡県　福岡市西区周船寺１丁目５番２３号
ファミリーマート福岡流通センター店 福岡県　福岡市東区多の津４丁目５番５号
ファミリーマート嘉麻平店 福岡県　嘉麻市平１６３２番地１
ファミリーマート三潴大木バイパス店 福岡県　三潴郡大木町大字蛭池１１９８番１
ファミリーマート八女鵜池店 福岡県　八女市大字鵜池１５７－１
ファミリーマート八幡西折尾３丁目店 福岡県　北九州市八幡西区折尾３丁目１番２２号
ファミリーマート銘品蔵久留米駅店 福岡県　久留米市京町８７番地１２
ファミリーマート福岡香椎照葉四丁目店 福岡県　福岡市東区香椎照葉四丁目２番７号
ファミリーマート苅田臨空団地店 福岡県　京都郡苅田町大字苅田３７８７番地６４
ファミリーマート小倉明和町店 福岡県　北九州市小倉北区明和町５番１８号
ファミリーマート八幡黒崎店 福岡県　北九州市八幡西区熊手３丁目１－４
ファミリーマート久留米金島駅南店 福岡県　久留米市北野町八重亀１０１番地２
ファミリーマート福岡七隈六丁目店 福岡県　福岡市城南区七隈６丁目３－２６
ファミリーマート天神西通り店 福岡県　福岡市中央区大名２丁目１番２号
ファミリーマート門司柳町三丁目店 福岡県　北九州市門司区柳町３丁目１７－５
ファミリーマート鞍手小牧店 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高宮通り店 福岡県　福岡市南区野間一丁目２８番７号
ファミリーマート久留米国分町店 福岡県　久留米市国分町１８４８番地４
ファミリーマート福岡いきの松原店 福岡県　福岡市西区生の松原四丁目１番２２号
ファミリーマート福岡唐人町一丁目店 福岡県　福岡市中央区唐人町一丁目６番６号
ファミリーマート福岡渡辺通三丁目店 福岡県　福岡市中央区渡辺通三丁目３番７号
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
ファミリーマート博多榎田一丁目店 福岡県　福岡市博多区榎田一丁目２番５号
ファミリーマート小倉蜷田若園一丁目店 福岡県　北九州市小倉南区蜷田若園一丁目１番１号
ファミリーマート福岡柳瀬一丁目店 福岡県　福岡市南区柳瀬１丁目７－１（地番）
ファミリーマート久留米大善寺店 福岡県　久留米市大善寺大橋１丁目２番８号
ファミリーマート筑後中学校前店 福岡県　筑後市大字水田９９８番１
ファミリーマートドラッグイレブン北方店 福岡県　北九州市小倉南区北方２丁目８番８号
ファミリーマート福岡今泉公園通り店 福岡県　福岡市中央区今泉一丁目３－２３セルクル今泉
ファミリーマート福岡笹丘一丁目店 福岡県　福岡市中央区笹丘一丁目２９番２０号
ファミリーマート大野城白木原店 福岡県　大野城市白木原二丁目４番１号
ファミリーマート博多上川端町一丁目店 福岡県　福岡市博多区上川端町１番５号
ファミリーマート小倉湯川五丁目店 福岡県　北九州市小倉南区湯川五丁目６番１７号
ファミリーマート博多住吉四丁目店 福岡県　福岡市博多区住吉四丁目１５番８号
ファミリーマート福岡飯倉二丁目店 福岡県　福岡市早良区飯倉二丁目１４－１３



ファミリーマート福岡六本松駅前店 福岡県　福岡市中央区六本松４丁目２－６－１０２
ファミリーマート飯塚幸袋店 福岡県　飯塚市幸袋２５８－１
ファミリーマート福岡城西三丁目店 福岡県　福岡市早良区城西三丁目１８番２６号
ファミリーマート久留米御井町店 福岡県　久留米市御井町２５２４番地２
ファミリーマート八幡青山一丁目店 福岡県　北九州市八幡西区青山１－４－２１
ファミリーマート西牟田谷川店 福岡県　筑後市西牟田４３０４－１
ファミリーマート久留米八軒屋店 福岡県　久留米市国分町１９４２－１
ファミリーマート柳川中央店 福岡県　柳川市三橋町今古賀１５５－１
ファミリーマート博多吉塚７丁目店 福岡県　福岡市博多区吉塚７丁目１２－３８
ファミリーマート大牟田本町店 福岡県　大牟田市本町６－１－９
ファミリーマート豊前市役所前店 福岡県　豊前市大字吉木１００７番１１
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
ファミリーマート城南片江５丁目店 福岡県　福岡市城南区片江５丁目５０番１９号
ファミリーマートデイトスアネックス店 福岡県　福岡市博多区博多駅中央街１番１号
ファミリーマート博多駅中央改札口店 福岡県　福岡市博多区博多駅中央街１－１
ファミリーマート姪浜駅前店 福岡県　福岡市西区姪浜４丁目８－１
ファミリーマート吉塚駅店 福岡県　福岡市博多区吉塚本町１３－２８
ファミリーマートＪＲ千早駅店 福岡県　福岡市東区水谷２丁目８３－１
ファミリーマートＪＲ福工大前駅店 福岡県　福岡市東区和白丘１丁目２２－２７
ファミリーマートＪＲ二日市駅店 福岡県　筑紫野市二日市中央１丁目１－１
ファミリーマートＪＲ香椎駅店 福岡県　福岡市東区香椎駅前１－１１－１
ファミリーマートＪＲ戸畑駅店 福岡県　北九州市戸畑区汐井町１－１
ファミリーマートＪＲ小倉駅店 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ＪＲ門司駅店 福岡県　北九州市門司区中町２－１
ファミリーマートＪＲ八幡駅店 福岡県　北九州市八幡東区西本町３丁目６－１
ファミリーマートＪＲ行橋駅店 福岡県　行橋市西宮市２丁目１－１
ファミリーマートＪＲ大牟田駅店 福岡県　大牟田市不知火町１丁目
ファミリーマートＪＲ赤間駅店 福岡県　宗像市土穴８３１
ファミリーマートＪＲ福間駅店 福岡県　福津市中央３丁目１－１
ファミリーマート八女新代店 福岡県　八女郡広川町大字新代１３３２－６８
ファミリーマート博多御供所町店 福岡県　福岡市博多区御供所町１－９
ファミリーマートマリノアシティ前店 福岡県　福岡市西区小戸１丁目３６－２５
ファミリーマート博多駅南２丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅南２丁目１９－１５
ファミリーマート城南別府１丁目店 福岡県　福岡市城南区別府１－４－４５
ファミリーマート博多中洲５丁目店 福岡県　福岡市博多区中洲５－５－１３
ファミリーマート城南鳥飼７丁目店 福岡県　福岡市城南区鳥飼７丁目２－２３
ファミリーマート博多駅前店 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前住吉通店 福岡県　福岡市博多区博多駅前４丁目１－１
ファミリーマート千早５丁目店 福岡県　福岡市東区千早５丁目４－２５
ファミリーマート博多キャナル前店 福岡県　福岡市博多区住吉１丁目４－８
ファミリーマート七隈四ツ角店 福岡県　福岡市城南区七隈８丁目１３－１６
ファミリーマート福岡県庁前店 福岡県　福岡市博多区千代４丁目２９－３５
ファミリーマート唐原７丁目店 福岡県　福岡市東区唐原７丁目１－１８
ファミリーマート中央渡辺通店 福岡県　福岡市中央区高砂１丁目１番２７号
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
ファミリーマート八幡学研台店 福岡県　北九州市八幡西区本城学研台１－３－１０１
ファミリーマート博多住吉公園前店 福岡県　福岡市博多区博多駅前４丁目６－２０
ファミリーマートＪＲ久留米駅店 福岡県　久留米市城南町２番３４
ファミリーマート南福岡元町２丁目店 福岡県　福岡市博多区元町２丁目７－４
ファミリーマート博多堅粕３丁目店 福岡県　福岡市博多区堅粕３丁目１－１９
ファミリーマートＪＲ筑前前原駅前店 福岡県　糸島市前原中央１丁目１－１７
ファミリーマート篠栗尾仲店 福岡県　糟屋郡篠栗町尾仲４３７－２
ファミリーマート大牟田駅西口店 福岡県　大牟田市久保田町２丁目無番地
ファミリーマート博多駅東２丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅東２丁目３－１２
ファミリーマート福岡弥永三丁目店 福岡県　福岡市南区弥永三丁目１番１号
ファミリーマート八幡西陣原１丁目店 福岡県　北九州市八幡西区陣原一丁目１６－４１
ファミリーマート福岡今宿青木店 福岡県　福岡市西区今宿青木４６８－１
ファミリーマート福大工学部前店 福岡県　福岡市城南区七隈８丁目４－３
ファミリーマート柳川西浜武店 福岡県　柳川市西浜武１１１０番地１
ファミリーマート福岡薬院駅北口店 福岡県　福岡市中央区薬院一丁目１番１号
ファミリーマート戸畑駅北店 福岡県　北九州市戸畑区銀座２丁目１０－１０
ファミリーマート戸畑明治町店 福岡県　北九州市戸畑区明治町６番４号
ファミリーマートＪＲ教育大前駅店 福岡県　宗像市赤間六丁目４－１７
ファミリーマート古賀天神五丁目店 福岡県　古賀市天神５丁目１５－５
ファミリーマート小倉富野インター店 福岡県　北九州市小倉北区神幸町８－１
ファミリーマートＪＲ古賀駅店 福岡県　古賀市天神１丁目１－１



ファミリーマート大川高木病院前店 福岡県　大川市大字酒見字中原５－１，外１７筆
ファミリーマート久留米城島店 福岡県　久留米市城島町城島２９４－１
ファミリーマートおやま県庁前店 福岡県　福岡市東区馬出２－１８－１４
ファミリーマート天神三丁目店 福岡県　福岡市中央区天神３－２－１８
ファミリーマート馬借三丁目店 福岡県　北九州市小倉北区馬借３－５－１
ファミリーマート上宮永店 福岡県　柳川市大字上宮永町字高町３６
ファミリーマート室見駅前店 福岡県　福岡市早良区室見５－１３－２８
ファミリーマート豊村住吉店 福岡県　福岡市博多区住吉４－２８－１２
ファミリーマート若久一丁目店 福岡県　福岡市南区若久１－３０－２
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２－１３－２３
ファミリーマート松田三丁目店 福岡県　福岡市東区松田３－３－１１
ファミリーマート下山門駅前店 福岡県　福岡市西区下山門４－２－１４
ファミリーマート西体育館前店 福岡県　福岡市西区福重２－４７２－６
ファミリーマート白金二丁目店 福岡県　福岡市中央区白金２－１－１７
ファミリーマート福田今元店 福岡県　行橋市大字金屋３０４
ファミリーマート筑穂平塚店 福岡県　嘉穂郡筑穂町大字平塚１０２－５
ファミリーマート大野城山田店 福岡県　大野城市山田５－１－１
ファミリーマート博多駅前四丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅前４－９－１２
ファミリーマート東櫛原店 福岡県　久留米市東櫛原町４９６－１
ファミリーマート博多東那珂三丁目店 福岡県　福岡市博多区東那珂３丁目６番２号
ファミリーマート博多駅南四丁目店 福岡県　福岡市博多区博多駅南４丁目１１－２
ファミリーマート福岡天神店 福岡県　福岡市中央区天神３丁目３－５
ファミリーマート福岡姪浜二丁目店 福岡県　福岡市西区姪の浜２－２２－７
ファミリーマート八幡前田店 福岡県　北九州市八幡東区前田２丁目４番２１号
ファミリーマート門司泉ヶ丘店 福岡県　北九州市門司区泉ヶ丘４番２０号
ファミリーマート筑紫野紫店 福岡県　筑紫野市紫３－７９－１
ファミリーマート福岡徳永店 福岡県　福岡市西区徳永伊都土地区画整理事業地３６街区
ファミリーマート小倉寺迫口店 福岡県　北九州市小倉南区葛原東２－１－１
ファミリーマート久留米大学病院店 福岡県　久留米市旭町６７番地
ファミリーマート春日下白水店 福岡県　春日市下白水南六丁目１
ファミリーマート新宮上府店 福岡県　糟屋郡新宮町大字上府１０９５－２
ファミリーマート海老津駅前店 福岡県　遠賀郡岡垣町海老津２丁目２番５号
ファミリーマート下山門一丁目店 福岡県　福岡市西区下山門一丁目５－２８
ファミリーマート春日フォレストシティ店 福岡県　春日市上白水１３０４－１
ファミリーマート小倉西港店 福岡県　北九州市小倉北区親和町１番２０号
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
ファミリーマート福岡二又瀬新町店 福岡県　福岡市東区二又瀬新町９番２５号
ファミリーマート宗像ＺＯＮＥ店 福岡県　宗像市土穴一丁目４８８番５
ファミリーマート福岡東浜店 福岡県　福岡市東区東浜一丁目４番２９号
ファミリーマート福岡三宅店 福岡県　福岡市南区三宅三丁目２８－２１
ファミリーマート若松栄盛川町店 福岡県　北九州市若松区栄盛川町８番４号
ファミリーマート須玖南五丁目店 福岡県　春日市須玖南五丁目１番
ファミリーマート八丁島バイパス店 福岡県　久留米市宮ノ陣町八丁島１００５番７
ファミリーマート大川いちょう通り店 福岡県　大川市下木佐木９６６番３
ファミリーマート博多西月隈二丁目店 福岡県　福岡市博多区西月隈二丁目１番３８号
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三丁目１－１
ファミリーマート小倉砂津店 福岡県　北九州市小倉北区砂津１丁目５番２９号
ファミリーマート福岡松島六丁目店 福岡県　福岡市東区松島６丁目８－１
ファミリーマート那の津店 福岡県　福岡市中央区那の津３丁目２－７
ファミリーマート博多出来町公園前店 福岡県　福岡市博多区博多駅前一丁目１２番１６号
ファミリーマート筑後長浜店 福岡県　筑後市長浜２１２７－１
ファミリーマート福岡原田一丁目店 福岡県　福岡市東区原田一丁目２４－３２
ファミリーマート福岡小笹店 福岡県　福岡市中央区小笹二丁目９４番
ファミリーマート神松寺二丁目店 福岡県　福岡市城南区神松寺２－１２－４
ファミリーマート大野城駅前店 福岡県　大野城市白木原１－１５－１５
ファミリーマート武雄温泉駅前通り店 佐賀県　武雄市武雄町大字富岡７７８６番地
ファミリーマート伊万里二里店 佐賀県　伊万里市二里町大里乙３番３１号
ファミリーマート東唐津店 佐賀県　唐津市東唐津４－９－２０
ファミリーマート鳥栖あさひ新町店 佐賀県　鳥栖市あさひ新町８２１－２８－３
ファミリーマート唐津中原店 佐賀県　唐津市原字笹原１３９５－１
ファミリーマート唐津久里店 佐賀県　唐津市久里２４２３－７
ファミリーマート東脊振インター店 佐賀県　神埼郡吉野ヶ里町大曲字鶴の森１１４４－１
ファミリーマート上峰加茂店 佐賀県　三養基郡上峰町大字坊所１７５７－８
ファミリーマート藤津太良店 佐賀県　藤津郡太良町大字多良１８４８－１
ファミリーマート鳥栖酒井西町店 佐賀県　鳥栖市酒井西町６８３番１
ファミリーマート唐津佐志店 佐賀県　唐津市佐志３８４－２



ファミリーマート佐賀大町店 佐賀県　杵島郡大町町福母字開田１８０５－１
ファミリーマート佐賀駅北店 佐賀県　佐賀市駅前中央２－２５９３
ファミリーマート鳥栖弥生が丘 佐賀県　鳥栖市弥生が丘２－１７
ファミリーマート北方大崎店 佐賀県　杵島郡北方町大字大崎１８０１－１
ファミリーマート吉野ヶ里立野店 佐賀県　神埼郡吉野ヶ里町立野５７７－１
ファミリーマート神埼本告牟田店 佐賀県　神埼市神埼町本告牟田７３７－５
ファミリーマート鹿島高津原店 佐賀県　鹿島市大字高津原四本松５０４１
ファミリーマート佐賀嘉瀬扇町店 佐賀県　佐賀市嘉瀬町大字扇町２５０１－４
ファミリーマート佐賀富士店 佐賀県　佐賀市富士町大字下熊川字原田６５－１
ファミリーマート佐賀多布施店 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鹿江店 佐賀県　佐賀郡川副町大字鹿江字四反田篭二角１００５－１１
ファミリーマート佐賀神園店 佐賀県　佐賀市神園六丁目１０７０番１０
ファミリーマート唐津海岸通店 佐賀県　唐津市二夕子三丁目１４番２０号
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
ファミリーマート唐津市役所前店 佐賀県　唐津市西城内１－２
ファミリーマート伊万里浦之崎店 佐賀県　伊万里市山代町立岩４１２番８１
ファミリーマート唐津相知町店 佐賀県　唐津市相知町相知字畑田３１７９－６
ファミリーマート唐津菜畑店 佐賀県　唐津市菜畑４０７０－１
ファミリーマートみやき西島店 佐賀県　三養基郡みやき町大字西島１３２０－１
ファミリーマート佐賀西与賀店 佐賀県　佐賀市西与賀町大字厘外１４６４番１
ファミリーマート佐賀川副町店 佐賀県　佐賀市川副町大字南里８１３番７
ファミリーマート唐津千々賀店 佐賀県　唐津市千々賀６５１
ファミリーマート伊万里大川店 佐賀県　伊万里市大川町大川野１８８３－１
ファミリーマート鹿島能古見店 佐賀県　鹿島市大字納富分１０７０－２
ファミリーマート唐津浜玉町店 佐賀県　唐津市浜玉町南山字樋口２２１１－１
ファミリーマート佐賀諸富店 佐賀県　佐賀市諸富町大字山領８０６－６
ファミリーマート佐賀鍋島四丁目店 佐賀県　佐賀市鍋島四丁目１５－１
ファミリーマート佐賀高木瀬長瀬店 佐賀県　佐賀市高木瀬町大字長瀬１７５７番１
ファミリーマート鳥栖藤木町店 佐賀県　鳥栖市藤木町２４４９番地
ファミリーマート基山長野店 佐賀県　三養基郡基山町長野１０４５－１
ファミリーマート伊万里立花店 佐賀県　伊万里市立花町字小敷山２４０４番１２０
ファミリーマート唐津バイパス干居店 佐賀県　唐津市浜玉町横田下９４７
ファミリーマート神埼日の隈店 佐賀県　神埼市神埼町尾崎４１６９－１８
ファミリーマート武雄北方インター店 佐賀県　武雄市朝日町甘久３５２０－１
ファミリーマート佐賀上峰店 佐賀県　三養基郡上峰町大字坊所１５５０－１
ファミリーマート伊万里黒川店 佐賀県　伊万里市小黒川１３９－４０
ファミリーマート嬉野温泉店 佐賀県　嬉野市嬉野町大字下宿乙５５２
ファミリーマート西有田大木店 佐賀県　西松浦郡有田町大木宿乙２１１４番３
ファミリーマートうえむら病院店 佐賀県　佐賀市兵庫町大字渕１９０６－１
ファミリーマート佐賀大和インター店 佐賀県　佐賀市大和町大字久池井２５８７－７
ファミリーマートＪＲ佐賀駅店 佐賀県　佐賀市駅前中央１丁目１１－１０
ファミリーマートＪＲ新鳥栖駅店 佐賀県　鳥栖市原古賀町１本松２１９－３
ファミリーマートＪＲ唐津駅店 佐賀県　唐津市新興町２９３５－１
ファミリーマート基山宮浦店 佐賀県　三養基郡基山町大字宮浦９７－１２
ファミリーマート太良店 佐賀県　藤津郡太良町大字糸岐１６６３－２
ファミリーマート佐賀駅バスセンター店 佐賀県　佐賀市駅前中央１丁目４２番地
ファミリーマート鎮西岩野店 佐賀県　唐津市鎮西町岩野３７２－２
ファミリーマート切木店 佐賀県　唐津市肥前町万賀里川９４－２
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
ファミリーマートちくごや武雄店 佐賀県　武雄市字武雄７３４９
ファミリーマート諫早貝津町店 長崎県　諫早市貝津町１４２４－１
ファミリーマート長崎木鉢町店 長崎県　長崎市木鉢町二丁目２１０番３２
ファミリーマート長崎竿浦町店 長崎県　長崎市竿浦町３０３
ファミリーマート長崎上大橋店 長崎県　長崎市三芳町１－５０
ファミリーマート壱岐郷ノ浦東店 長崎県　壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１
ファミリーマート長崎石神店 長崎県　長崎市石神町１３－４７
ファミリーマート島原有明店 長崎県　島原市有明町大三東丙２３５－２
ファミリーマート滑石打坂店 長崎県　長崎市滑石２－１３３－１
ファミリーマート西諫早ニュータウン店 長崎県　諫早市貝津町１５３１－１
ファミリーマート佐世保藤原町店 長崎県　佐世保市藤原町２３－４３
ファミリーマート三川町店 長崎県　長崎市三川町１３１５－３
ファミリーマート諫早天満町店 長崎県　諫早市天満町２０
ファミリーマート東長崎戸石店 長崎県　長崎市戸石町５００－２８２
ファミリーマート松浦志佐町店 長崎県　松浦市志佐町浦免１５２６－１
ファミリーマート東長崎矢上店 長崎県　長崎市矢上町８８
ファミリーマート長崎住吉店 長崎県　長崎市住吉町１６１２



ファミリーマート長崎小ヶ倉一丁目店 長崎県　長崎市小ヶ倉１－１０２４
ファミリーマート南風崎町店 長崎県　佐世保市南風崎町１４９－２
ファミリーマート諫早松里店 長崎県　諫早市松里町１６８３－５
ファミリーマート大島店 長崎県　西海市大島町１８１３
ファミリーマート島原街道森山町店 長崎県　諫早市森山町本村６５５－１
ファミリーマート長崎駅前店 長崎県　長崎市大黒町７－１４
ファミリーマート左底店 長崎県　西彼杵郡時津町左底郷風林防１０７７－２
ファミリーマート諫早高来店 長崎県　諫早市高来町冨地戸４４４－１
ファミリーマート長崎鳴見店 長崎県　長崎市鳴見町８０－２他４筆
ファミリーマート佐世保妙観寺店 長崎県　佐世保市牧の地町１４２５番地１
ファミリーマートＲＳ木場ＰＡ下り店 長崎県　大村市木場１－８１８
ファミリーマートＲＳ今村ＰＡ上り店 長崎県　大村市今村町８４０－１
ファミリーマート長崎立岩店 長崎県　長崎市立岩町１３番８号
ファミリーマート佐世保吉岡町店 長崎県　佐世保市吉岡町１７７６－１３
ファミリーマート長崎愛宕四丁目店 長崎県　長崎市愛宕四丁目３９６－１
ファミリーマート長崎飽の浦店 長崎県　長崎市飽の浦町５５番２
ファミリーマート長崎銅座町店 長崎県　長崎市銅座町７－２４
ファミリーマート長崎油木町店 長崎県　長崎市油木町４２６番
ファミリーマート佐世保広田二丁目店 長崎県　佐世保市広田２丁目２２８－２
ファミリーマート長崎新戸町店 長崎県　長崎市新戸町３－８１０－１７
ファミリーマート佐世保名切町店 長崎県　佐世保市名切町３１３－３
ファミリーマート長崎松原町店 長崎県　長崎市松原町２６４９－１
ファミリーマート長崎高浜町店 長崎県　長崎市高浜町３２６５番１２
ファミリーマート長崎三重店 長崎県　長崎市畝刈町１１５２－１柏木ビル
ファミリーマート西海亀岳店 長崎県　西海市西彼町喰場郷１５１番７
ファミリーマート南島原口之津店 長崎県　南島原市口之津町丁５７９９番地
ファミリーマート長崎出島店 長崎県　長崎市出島町３８７
ファミリーマート大村岩松町店 長崎県　大村市岩松町９４１－３
ファミリーマート諫早真津山店 長崎県　諫早市貝津ヶ丘５９４－２３
ファミリーマート平戸大久保町店 長崎県　平戸市大久保町１８３０番１
ファミリーマート長崎田中町店 長崎県　長崎市田中町２７９－２４
ファミリーマート佐世保島瀬町店 長崎県　佐世保市島瀬町９－１７
ファミリーマート雲仙吾妻町店 長崎県　雲仙市吾妻町牛口名６８２－１
ファミリーマート長崎日見店 長崎県　長崎市宿町３２
ファミリーマート大村小路口町店 長崎県　大村市小路口町２４４－５
ファミリーマート諫早森山町店 長崎県　諫早市森山町杉谷２３０－１
ファミリーマート有明湯江店 長崎県　南高来郡有明町大字池田名字石井甲２００－１
ファミリーマート島原港店 長崎県　島原市下川尻町７２－７６
ファミリーマート佐世保江迎店 長崎県　佐世保市江迎町埋立１番２
ファミリーマート大村杭出津一丁目店 長崎県　大村市杭出津１丁目５１８－１
ファミリーマート雲仙グリーンロード　国見 長崎県　雲仙市国見町神代戊２５７３
ファミリーマート長崎女の都店 長崎県　西彼杵郡長与町高田郷８４９－４他１筆（地番）
ファミリーマート佐々沖田店 長崎県　北松浦郡佐々町沖田免字中の間１６７
ファミリーマート西海樫浦店 長崎県　西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２４６２番２４６３番１・２
ファミリーマート大村宮小路三丁目店 長崎県　大村市宮小路３丁目１３３１番４
ファミリーマート雲仙グリーンロード有明店 長崎県　島原市有明町湯江丙字西小久堀１７８７番他５筆（地番
ファミリーマート大村今津町店 長崎県　大村市今津町６５４－５
ファミリーマート島原弁天町店 長崎県　島原市弁天町一丁目７４００－１
ファミリーマート雲仙瑞穂店 長崎県　雲仙市瑞穂町西郷辛字十五田５４８－１
ファミリーマート対馬厳原大手橋店 長崎県　対馬市厳原町大手橋１０４０番地
ファミリーマート諌早永昌店 長崎県　諫早市永昌町１４－１０
ファミリーマート諫早真崎町店 長崎県　諫早市真崎町１０８６－１５
ファミリーマート時津新開店 長崎県　西彼杵郡時津町久留里郷１４３９－５
ファミリーマート長崎かき道店 長崎県　長崎市かき道１丁目３７－１
ファミリーマート諫早栄田店 長崎県　諫早市栄田町２１－１２
ファミリーマート長崎大橋店 長崎県　長崎市大橋町１４－８グレースコート大橋
ファミリーマート壱岐芦辺店 長崎県　壱岐市芦辺町諸吉大石触３６８－１
ファミリーマート国立長崎医療センター前店 長崎県　大村市久原２丁目１０８０－１
ファミリーマートＪＲ長崎駅店 長崎県　長崎市尾上町１－１
ファミリーマート長崎宝町店 長崎県　長崎市宝町２番２６号
ファミリーマートハウステンボスホテル店 長崎県　佐世保市ハウステンボス町１０番
ファミリーマートＪＲ佐世保駅店 長崎県　佐世保市三浦町２１－１
ファミリーマート佐世保相生町店 長崎県　佐世保市相生町２－２１
ファミリーマート長崎三景台店 長崎県　長崎市三景台町３５－１
ファミリーマート長崎平和町店 長崎県　長崎市平和町９－１０
ファミリーマート大村松並二丁目店 長崎県　大村市松並２丁目１２２２－１



ファミリーマート長与嬉里郷店 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崎西山本町店 長崎県　長崎市西山本町９８番地１２
ファミリーマート佐世保駅前店 長崎県　佐世保市白南風町７－３８
ファミリーマート諫早金谷町店 長崎県　諫早市金谷町５５５－１
ファミリーマート飯盛店 長崎県　北高来郡飯盛町佐田名８６３－１
ファミリーマート佐世保広田店 長崎県　佐世保市広田町３－２３７
ファミリーマート有家店 長崎県　南島原市有家町小川字上東８６６－１
ファミリーマート朝長小迎店 長崎県　西海市西彼町小迎郷２８１９－１
ファミリーマート深江店 長崎県　南高来郡深江町甲６８
ファミリーマート南有馬店 長崎県　南高来郡南有馬町浦田名２９０－１
ファミリーマート城山町店 長崎県　佐世保市城山町２－１８
ファミリーマート平戸田平店 長崎県　北松浦郡田平町下亀免字札ノ元４０－１
ファミリーマート三芳町店 長崎県　長崎市三芳町１１－１
ファミリーマート道の尾店 長崎県　西彼杵郡長与町高田郷字湯川２５９－３
ファミリーマート蛍茶屋店 長崎県　長崎市中川２－１４－２６
ファミリーマート生月店 長崎県　北松浦郡生月町山田免字日草２３７－２
ファミリーマート稲佐店 長崎県　長崎市光町１６－１０
ファミリーマート長与店 長崎県　西彼杵郡長与町嬉里郷１０９６
ファミリーマート入喜屋相浦店 長崎県　佐世保市大潟町１６－６
ファミリーマート佐世保三浦町店 長崎県　佐世保市戸尾町１－１３
ファミリーマート長与駅前店 長崎県　西彼杵郡長与町吉無田郷２０１９－６
ファミリーマート島原本町店 長崎県　島原市本町３９４－１
ファミリーマート大浜店 長崎県　長崎市大浜町１５９４－１４
ファミリーマート佐世保栄町店 長崎県　佐世保市栄町７－５
ファミリーマート片淵店 長崎県　長崎市片渕２－１２－９
ファミリーマート島原アリーナ店 長崎県　島原市中安徳町４３２０他
ファミリーマート熊本動物園通り店 熊本県　熊本市新生一丁目４３番９号
ファミリーマート植木田原坂店 熊本県　鹿本郡植木町滴水１６８３－１
ファミリーマート阿蘇長陽店 熊本県　阿蘇郡南阿蘇村河陽３９８１－１
ファミリーマート本渡亀川店 熊本県　天草市亀場町亀川１６０６－１
ファミリーマートサンロード土手町店 熊本県　人吉市土手町２５－１
ファミリーマート熊本帯山六丁目店 熊本県　熊本市中央区帯山六丁目８４０番９
ファミリーマートＪＲ新水前寺駅前店 熊本県　熊本市中央区国府１－１－１
ファミリーマート熊本菊池花房台店 熊本県　菊池市木柑子１７６８－１外２筆
ファミリーマート八代平山新町店 熊本県　八代市平山新町２５０９－１
ファミリーマート熊本浜線バイパス店 熊本県　熊本市南区田迎町大字田井島７２５番３外３筆
ファミリーマート大江六丁目店 熊本県　熊本市大江６－２８－３
ファミリーマートまるみつ浜線店 熊本県　熊本市南区田迎六丁目４番５１号
ファミリーマート御領三丁目店 熊本県　熊本市御領３－４２４－１
ファミリーマート熊本白山通り店 熊本県　熊本市九品寺６－４－３３
ファミリーマートＪＲ武蔵塚駅前店 熊本県　熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目８番２０号
ファミリーマート熊本小山町店 熊本県　熊本市東区小山町１３５９－５
ファミリーマート美里町中央店 熊本県　下益城郡美里町馬場８００番地
ファミリーマートサンロード相良店 熊本県　球磨郡相良村大字柳瀬字沖原３４１３－１
ファミリーマート阿蘇乙姫店 熊本県　阿蘇市乙姫１９５２番１
ファミリーマート熊本新土河原店 熊本県　熊本市西区新土河原１－１－２３
ファミリーマート熊本駅白川口店 熊本県　熊本市西区春日３丁目１５－３０
ファミリーマート熊本花園５丁目店 熊本県　熊本市西区花園５丁目７番１７号
ファミリーマート千丁町店 熊本県　八代市千丁町太牟田字平島２２９０－８
ファミリーマート八代岡町店 熊本県　八代市岡町中字古城６２６
ファミリーマート水俣大黒店 熊本県　水俣市大黒町１－３－２６
ファミリーマート松橋曲野店 熊本県　下益城郡松橋町曲野字片林８２－４
ファミリーマート大津陣内店 熊本県　菊池郡大津町陣内字順田２７５
ファミリーマート水俣初野店 熊本県　水俣市初野７５－１
ファミリーマートあきた店 熊本県　熊本市砂原町４８１－１
ファミリーマート玉名築地店 熊本県　玉名市築地字市場１０１
ファミリーマート三角東店 熊本県　宇土郡三角町波多２９１２－４
ファミリーマートゆうき砥用店 熊本県　下益城郡砥用町大窪９１７－１
ファミリーマート熊本空港通り店 熊本県　菊池郡菊陽町辛川
ファミリーマート玉名石貫店 熊本県　玉名市石貫字上小畑
ファミリーマート植木滴水店 熊本県　鹿本郡植木町大字滴水字野中１７６－１
ファミリーマート阿蘇小国店 熊本県　阿蘇郡小国町大字宮原字下湯原１７９９
ファミリーマートサンロード下原田店 熊本県　人吉市下原田町字荒毛字無田ノ原１３４７－２
ファミリーマート阿蘇内牧店 熊本県　阿蘇市内牧１０９２－１
ファミリーマート玉名伊倉南方店 熊本県　玉名市伊倉南方字土器９９３－３
ファミリーマート本渡小松原店 熊本県　天草市小松原町１２－２２



ファミリーマート玉名大浜店 熊本県　玉名市大浜町３１８６－１
ファミリーマート辛島町店 熊本県　熊本市辛島町８－２３桜ビル
ファミリーマート益城惣領店 熊本県　上益城郡益城町１４４１－１０
ファミリーマート植木豊田店 熊本県　鹿本郡植木町大字豊田字宗像８０２番２
ファミリーマート古城町店 熊本県　熊本市古城町１－３
ファミリーマート大津吹田店 熊本県　菊池郡大津町大字吹田字八迫１１９６番１
ファミリーマート本渡古川店 熊本県　天草市古川町２２
ファミリーマート熊本八反田店 熊本県　熊本市東区八反田二丁目１２－４３
ファミリーマート松島合津店 熊本県　上天草市松島町合津字御所平７９１４番６
ファミリーマート熊本八幡五丁目店 熊本県　熊本市南区八幡五丁目１４－３２
ファミリーマート熊本新町店 熊本県　熊本市中央区新町二丁目３－３
ファミリーマート熊本尾ノ上４丁目店 熊本県　熊本市東区尾ノ上四丁目１１－２４６
ファミリーマート天草有明店 熊本県　天草市有明町大島子字沖ノ田２８８６番３
ファミリーマート平成けやき通り店 熊本県　熊本市江越２－１４－３８
ファミリーマート熊本竜田口店 熊本県　熊本市北区龍田陳内一丁目１７３７－１０
ファミリーマート南小国きよら店 熊本県　阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田１７８６－１
ファミリーマート八代袋町店 熊本県　八代市袋町壱号１０番１
ファミリーマート荒尾文化センター前店 熊本県　荒尾市荒尾字上府本道４１８６－１３８
ファミリーマート熊本小峯４丁目店 熊本県　熊本市東区小峯４丁目４番１０１号
ファミリーマート山都町店 熊本県　上益城郡山都町畑字無田口４５８番１
ファミリーマート八景水谷店 熊本県　熊本市八景水谷３－３－１９８
ファミリーマート熊本上乃裏通り店 熊本県　熊本市中央区草葉町４番１号
ファミリーマート玉名岩崎店 熊本県　玉名市岩崎４８８－１
ファミリーマートサンロード多良木店 熊本県　球磨郡多良木町大字多良木２７９３－７
ファミリーマート南関上坂下店 熊本県　玉名郡南関町大字上坂下字井出３４７２－１
ファミリーマートサンロード駅店 熊本県　球磨郡多良木町大字多良木１５９１－１
ファミリーマート熊本龍田町弓削店 熊本県　熊本市北区龍田町弓削７２１－１
ファミリーマート熊本出仲間３丁目店 熊本県　熊本市南区出仲間三丁目４番１３７号
ファミリーマート植木宮原店 熊本県　熊本市北区植木町宮原字大坪２２７番８
ファミリーマートサンロード木上店 熊本県　球磨郡錦町大字木上北２６５９－１
ファミリーマート山鹿日輪寺前店 熊本県　山鹿市大字杉１６４５－１
ファミリーマート北熊本駐屯地店 熊本県　熊本市北区八景水谷二丁目１７－１
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
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
ファミリーマート銘品蔵熊本駅店 熊本県　熊本市西区春日３－１５－３０
ファミリーマート熊本長嶺南店 熊本県　熊本市東区長嶺南８丁目１－３
ファミリーマート天草本渡北店 熊本県　天草市北原町１番１号
ファミリーマート八代港町店 熊本県　八代市港町３８－２
ファミリーマート阿蘇西原店 熊本県　阿蘇郡西原村大字布田字境塚１０３４－６
ファミリーマートサンロード免田店 熊本県　球磨郡あさぎり町免田東１２５６－１７
ファミリーマート人吉インター店 熊本県　人吉市鬼木町善生院６１１番１
ファミリーマート熊本済々黌高前店 熊本県　熊本市中央区黒髪２丁目１８番７号
ファミリーマート宇城豊福店 熊本県　宇城市松橋町豊福５１７－１
ファミリーマート永江団地店 熊本県　合志市幾久富字下沖野１８６６－７０４
ファミリーマート熊本益城広崎店 熊本県　上益城郡益城町広崎８４４
ファミリーマート阿蘇高森店 熊本県　阿蘇郡高森町高森
ファミリーマート長嶺南四丁目店 熊本県　熊本市長嶺南４－６－１８
ファミリーマート菊池赤星店 熊本県　菊池市赤星字石道２１１８番１
ファミリーマート人吉錦町西店 熊本県　球磨郡錦町大字西字百太郎３６０４番１３０
ファミリーマート菊池隈府店 熊本県　菊池市隈府８４３番１
ファミリーマート熊本健軍一丁目店 熊本県　熊本市東区健軍１丁目３８番１０号
ファミリーマート熊本御船豊秋店 熊本県　上益城郡御船町豊秋瀬口６８０－１
ファミリーマート熊本銀座通り店 熊本県　熊本市中央区花畑町１３－２
ファミリーマート天草栖本店 熊本県　天草市栖本町馬場２５６８－２－２
ファミリーマート熊本高遊原店 熊本県　上益城郡益城町大字杉堂字高遊９３８－８４
ファミリーマート菊陽バイパス原水店 熊本県　菊池郡菊陽町大字原水１１６５－１８
ファミリーマート秋津レークタウン店 熊本県　上益城郡嘉島町大字下六嘉１８７８－５
ファミリーマート人吉鶴田店 熊本県　人吉市鶴田町８６５－１
ファミリーマート熊本小島九丁目店 熊本県　熊本市西区小島９丁目１８番１号
ファミリーマート山都町役場前店 熊本県　上益城郡山都町城平７１８
ファミリーマート熊本保田窪三丁目店 熊本県　熊本市東区保田窪３丁目２－７
ファミリーマート荒尾本井手店 熊本県　荒尾市本井手長谷１５１８－１０１
ファミリーマート熊本近見七丁目店 熊本県　熊本市南区近見７丁目１３－１００
ファミリーマート荒尾西原町店 熊本県　荒尾市西原町３丁目４５番地
ファミリーマート大津室店 熊本県　菊池郡大津町大津字土井ノ内２４－１
ファミリーマート熊本本山４丁目店 熊本県　熊本市中央区本山４丁目１３－１



ファミリーマート天草南新町店 熊本県　天草市南新町６－６
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
ファミリーマート合志豊岡店 熊本県　合志市豊岡２０００－２１５９
ファミリーマート天草苓北店 熊本県　天草郡苓北町志岐１０３６番地１
ファミリーマート菊池木柑子店 熊本県　菊池市木柑子１４８０
ファミリーマート熊本広木町店 熊本県　熊本市東区広木町３０番５５号
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
ファミリーマート熊本島崎４丁目店 熊本県　熊本市西区島崎４丁目１番１
ファミリーマート熊本本荘４丁目店 熊本県　熊本市中央区本荘４丁目９番２０号
ファミリーマート玉名六田店 熊本県　玉名市六田３０－１６
ファミリーマート熊本国体道路店 熊本県　熊本市東区小山６丁目１４３８－１
ファミリーマート熊本段山本町店 熊本県　熊本市中央区段山本町５－２１
ファミリーマート熊本小峯二丁目店 熊本県　熊本市東区小峯２丁目２－１３６
ファミリーマート阿蘇市役所前店 熊本県　阿蘇市一の宮町宮地１８０６－１
ファミリーマート熊本鶴羽田一丁目店 熊本県　熊本市北区鶴羽田１丁目１－１
ファミリーマート熊本御船辺田見店 熊本県　上益城郡御船町大字辺田見１２６５－３
ファミリーマート天草牛深店 熊本県　天草市牛深町１５５１－１７
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
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
ファミリーマート小国宮原店 熊本県　阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１
ファミリーマート熊本大津店 熊本県　菊池郡大津町大字陣内１１５３－１
ファミリーマート熊本花立五丁目店 熊本県　熊本市東区花立５丁目４－９２
ファミリーマート合志合生店 熊本県　合志市合生５１－７
ファミリーマート球磨あさぎり上北店 熊本県　球磨郡あさぎり町上北１９－１
ファミリーマート熊本流通団地組合売店 熊本県　熊本市南区流通団地２丁目１１
ファミリーマート熊本黒髪６丁目店 熊本県　熊本市中央区黒髪６丁目４０２番地２
ファミリーマート熊本薄場三丁目店 熊本県　熊本市南区薄葉３丁目３－３
ファミリーマート荒尾野原店 熊本県　荒尾市野原字早馬１２６７－１
ファミリーマート熊本美里三和店 熊本県　下益城郡美里町三和１５０－１
ファミリーマート熊本田迎三丁目店 熊本県　熊本市南区田迎３丁目１２番７
ファミリーマート八代千反町店 熊本県　八代市千反町２丁目１２－９
ファミリーマートサンロード熊本良町店 熊本県　熊本市南区良町３丁目１４－２３
ファミリーマート合志御代志店 熊本県　合志市御代志１８０６－１
ファミリーマート熊本富合店 熊本県　熊本市富合町古閑１０８３－３
ファミリーマート熊本市役所前店 熊本県　熊本市花畑町９－６
ファミリーマート熊本秋津新町店 熊本県　熊本市秋津新町２－１４
ファミリーマート熊本水前寺公園店 熊本県　熊本市水前寺公園１６－５０
ファミリーマート合志町店 熊本県　合志市幾久富１９０６－４
ファミリーマート熊本菊池旭志店 熊本県　菊池市旭志伊坂５５５－１
ファミリーマート菊陽久保田店 熊本県　菊池郡菊陽町大字久保田４０８－５
ファミリーマート大矢野宮津店 熊本県　上天草市大矢野町中２３６５－７
ファミリーマート駕町通り店 熊本県　熊本市下通１－６－１５
ファミリーマート嘉島上島店 熊本県　上益城郡嘉島町上島１０１－１２
ファミリーマートゆのまえ店 熊本県　球磨郡湯前町９７５－２
ファミリーマート芦北津奈木店 熊本県　芦北郡津奈木町岩城字沖田９－１
ファミリーマート不知火役場前店 熊本県　宇土郡不知火町大字高良２４７８－１
ファミリーマート阿蘇一の宮店 熊本県　阿蘇市一の宮町宮地字九門２３９７－２
ファミリーマートＹＯＵランド玉名店 熊本県　玉名市中１６８６番３
ファミリーマート水俣百間店 熊本県　水俣市百間町二丁目５２番２
ファミリーマートＪＲ大分駅店 大分県　大分市要町１番４０号
ファミリーマート臼杵インター店 大分県　臼杵市大字望月字清太郎６３－１
ファミリーマート中津中央町二丁目店 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店 大分県　大分市乙津港町二丁目５番２６号
ファミリーマート宇佐四日市店 大分県　宇佐市大字四日市字取合４７番１
ファミリーマート佐伯中村北店 大分県　佐伯市中村北町１９０６－１
ファミリーマート杵築山香店 大分県　杵築市山香町大字広瀬４８１－１
ファミリーマート玖珠大隈店 大分県　玖珠郡玖珠町大字大隈９８３－１
ファミリーマート弥生井崎店 大分県　佐伯市弥生大字井崎９９４－２
ファミリーマート白滝橋店 大分県　大分市大字下判田２０７９－６
ファミリーマート三重原店 大分県　豊後大野市三重町芦刈４８１－１７
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
ファミリーマート中津北店 大分県　中津市大字大新田字拾番通り４３５－２
ファミリーマート野津原店 大分県　大分市大字野津原字中牟田９５１－１
ファミリーマート大在プラザ店 大分県　大分市大字政所字村田２１０３－３－２
ファミリーマート別府荘園店 大分県　別府市荘園２－１
ファミリーマート国東市民病院前店 大分県　国東市安岐町下原字原口１４７５－１



ファミリーマート中津大貞店 大分県　中津市大字大貞字３７１－７７
ファミリーマート佐伯常盤南店 大分県　佐伯市常盤南町３－２
ファミリーマート住吉浜店 大分県　杵築市大字守江字塩屋原４７７８－６
ファミリーマートＲＳ玖珠ＳＡ上り店 大分県　玖珠郡玖珠町大字戸畑字七ッヱ５４２番
ファミリーマート別府汐見店 大分県　別府市汐見町７番３６号
ファミリーマート別府南立石店 大分県　別府市南立石一区５組２Ａ
ファミリーマート大分東大道１丁目店 大分県　大分市東大道一丁目６－２４
ファミリーマート豊後高田新地店 大分県　豊後高田市新地１０４１－１
ファミリーマート寺崎町一丁目店 大分県　大分市寺崎町１－２－９
ファミリーマート由布挟間店 大分県　由布市挟間町挟間５１４－１
ファミリーマート佐賀関本神崎店 大分県　大分市大字本神崎６３１－１
ファミリーマート中津宮夫店 大分県　中津市大字宮夫６２番地１
ファミリーマート日出川崎店 大分県　速見郡日出町大字川崎３６７２番地２
ファミリーマート大分三川新町店 大分県　大分市三川新町２－３－２
ファミリーマート大分南春日店 大分県　大分市南春日町４番２７号
ファミリーマート小野鶴店 大分県　大分市小野鶴７１５－８
ファミリーマート別府鶴見店 大分県　別府市大字鶴見３９２１番４
ファミリーマート坂ノ市中央四丁目店 大分県　大分市坂ノ市中央四丁目１１２
ファミリーマートＪＲ亀川駅前店 大分県　別府市亀川浜田７番２４号
ファミリーマート大分下戸次店 大分県　大分市大字下戸次１５３８－２
ファミリーマート大分新栄町店 大分県　大分市新栄町２７４
ファミリーマート大分県立病院西口店 大分県　大分市大字畑中字村ノ内９８４－１
ファミリーマート大分常行店 大分県　大分市大字常行
ファミリーマート宇佐中央店 大分県　宇佐市大字上田字岩金９２３－１
ファミリーマート中津中殿店 大分県　中津市大字中殿３８４－２（地番）
ファミリーマート府内町中央通り店 大分県　大分市府内町１丁目２－２－１
ファミリーマート中津大悟法店 大分県　中津市大字大悟法１０１－１
ファミリーマート六坊北町店 大分県　大分市六坊北町４５０１－２４
ファミリーマート大分弁天二丁目店 大分県　大分市弁天二丁目１番１４号
ファミリーマート大分汐見店 大分県　大分市汐見１丁目２９９番
ファミリーマート臼杵野津町店 大分県　臼杵市野津町大字宮原３６９６番地
ファミリーマート大分三佐３丁目店 大分県　大分市三佐３丁目１番１２号
ファミリーマート大分光吉インター前店 大分県　大分市大字光吉１１４０－１
ファミリーマート大分津守店 大分県　大分市大字津守３９６－１
ファミリーマート大分寒田店 大分県　大分市大字宮崎１４９６－１
ファミリーマート大分城南団地店 大分県　大分市大字永興字早田９４１－２
ファミリーマート日田淡窓店 大分県　日田市淡窓一丁目４番１９号
ファミリーマート豊後大野三重市場店 大分県　豊後大野市三重町市場２９０番１
ファミリーマート由布挾間古野店 大分県　由布市挾間町古野１９８番１
ファミリーマート大分上宗方店 大分県　大分市大字上宗方５１６－１
ファミリーマート中津上宮永店 大分県　中津市大字上宮永６番地１１
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
ファミリーマート大分大在北１丁目店 大分県　大分市大在北１丁目１番３５号
ファミリーマート大分金池南１丁目店 大分県　大分市金池南１丁目６番５号
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
ファミリーマート竹田玉来店 大分県　竹田市大字玉来８４５－１
ファミリーマート大分佐賀関店 大分県　大分市大字佐賀関２２３２番１１８の１
ファミリーマート大分萩原４丁目店 大分県　大分市萩原４丁目１０番６号
ファミリーマート大分下郡東店 大分県　大分市下郡東２丁目１２１番地
ファミリーマート大分椎迫店 大分県　大分市大字三芳６４５番地１
ファミリーマート佐伯新女島店 大分県　佐伯市新女島６７７１番地１
ファミリーマート国東田深店 大分県　国東市国東町田深９３７番地
ファミリーマート豊後大野緒方店 大分県　豊後大野市緒方町馬場１４－１
ファミリーマート大分明治北店 大分県　大分市大字小池原１番地１
ファミリーマートＪＲ別府駅店 大分県　別府市駅前町１２－１３
ファミリーマート大分東浜１丁目店 大分県　大分市東浜１－５－１４
ファミリーマート大分西鶴崎１丁目店 大分県　大分市西鶴崎１丁目１２２－１２
ファミリーマート大分中央町２丁目店 大分県　大分市中央町２丁目３－２７
ファミリーマート大分青崎店 大分県　大分市青崎２丁目１－４６
ファミリーマート大分高城駅前店 大分県　大分市高城本町１番３号
ファミリーマート大分府内町店 大分県　大分市府内町１丁目１－２７
ファミリーマート大分皆春店 大分県　大分市大字皆春３００番地の１
ファミリーマート大分南津留店 大分県　大分市南津留１０－６
ファミリーマート中戸次店 大分県　大分市大字中戸次４８１３
ファミリーマート杵築清水店 大分県　杵築市大字杵築字清水８７０
ファミリーマート緒方店 大分県　豊後大野市緒方町下自在３８



ファミリーマート賀来店 大分県　大分市大字賀来
ファミリーマート羽屋店 大分県　大分市大字羽屋７３４－１
ファミリーマート別府若草町店 大分県　別府市若草町５番１０号
ファミリーマート別府インター前店 大分県　別府市大字南立石３９５－４
ファミリーマート別府中央町店 大分県　別府市中央町２番６号
ファミリーマート高千穂馬門店 宮崎県　西臼杵郡高千穂町大字三田井６１８７－８
ファミリーマート日向原町店 宮崎県　日向市原町２－１－１０
ファミリーマート大塚宮田店 宮崎県　宮崎市大塚町宮田２８５３
ファミリーマート小林細野店 宮崎県　小林市細野２７１９－１
ファミリーマート恒久四丁目店 宮崎県　宮崎市恒久四丁目２１－１７
ファミリーマート日南星倉店 宮崎県　日南市星倉四丁目５番地１
ファミリーマート日ノ出町店 宮崎県　宮崎市日ノ出町１０番地１
ファミリーマート延岡トトロ店 宮崎県　延岡市松原町３丁目８８９１番１０
ファミリーマート東大宮店 宮崎県　宮崎市大島町西田２１６３－３
ファミリーマート都原西店 宮崎県　都城市南横市町３５２６番地１号
ファミリーマート宮崎権現通り店 宮崎県　宮崎市柳丸町３１番地１
ファミリーマート国富仲町店 宮崎県　東諸県郡国富町大字本庄字義門寺４４７９－１
ファミリーマート加納バイパス店 宮崎県　宮崎市清武町加納甲１５３７番地１
ファミリーマートＪＲ延岡駅店 宮崎県　延岡市幸町３丁目４４２０番地
ファミリーマート大坪西店 宮崎県　宮崎市大坪西１－１－６８
ファミリーマート祝吉店 宮崎県　都城市祝吉１－３０－５
ファミリーマート延岡桜ケ丘店 宮崎県　延岡市夏田町３６４番１
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
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
ファミリーマート昭和町店 宮崎県　宮崎市昭和町３０
ファミリーマート延岡塩浜店 宮崎県　延岡市塩浜町四丁目１６４７番４
ファミリーマート佐土原下那珂店 宮崎県　宮崎市佐土原町下那珂８０９６番
ファミリーマート串間西浜店 宮崎県　串間市西浜二丁目１４番地１２
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
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
ファミリーマート宮崎学園前店 宮崎県　宮崎市昭和町５１番地９
ファミリーマート小松バイパス店 宮崎県　宮崎市大字小松６７４－１
ファミリーマート延岡川島店 宮崎県　延岡市川島町２３２７－９
ファミリーマート日向北町店 宮崎県　日向市北町一丁目８９番
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
ファミリーマート学園木花台店 宮崎県　宮崎市学園木花台桜１－２６－１０
ファミリーマート西都薗元店 宮崎県　西都市大字右松５０４番４
ファミリーマート小林南町店 宮崎県　小林市細野１１４１番地４
ファミリーマートえびの飯野店 宮崎県　えびの市大字原田９３番地２２
ファミリーマート串間ふれあい坂店 宮崎県　串間市大字西方５６３８番地１
ファミリーマート木城中央店 宮崎県　児湯郡木城町大字高城４０６９－１２
ファミリーマート神之山店 宮崎県　都城市都北町５９１１番１
ファミリーマート神之山西店 宮崎県　都城市神之山町１８３０－７
ファミリーマート延岡昭和町店 宮崎県　延岡市昭和町２丁目４５番地１
ファミリーマート三股たで池店 宮崎県　北諸県郡三股町大字蓼池３６３６番地１
ファミリーマート梅北店 宮崎県　都城市梅北２３５７
ファミリーマート宮崎霧島二丁目店 宮崎県　宮崎市霧島二丁目８６番
ファミリーマート宮崎橘通店 宮崎県　宮崎市橘通西３丁目３番２３号
ファミリーマート延岡出北店 宮崎県　延岡市出北３丁目３１番１号
ファミリーマート日南吾田東店 宮崎県　日南市吾田東８－８－４１
ファミリーマート小林三松中前店 宮崎県　小林市堤３１３７番地１１
ファミリーマート都農川北店 宮崎県　児湯郡都農町大字川北１０６０－１１
ファミリーマート日向図書館前店 宮崎県　日向市本町１１番２２
ファミリーマート都北町店 宮崎県　都城市都北町６４１５番地
ファミリーマート日南油津店 宮崎県　日南市木山１丁目１６番１６号
ファミリーマート延岡伊形店 宮崎県　延岡市伊形町５２１５番地１
ファミリーマート川南中央店 宮崎県　児湯郡川南町大字川南１３５８９番地６
ファミリーマート都城小松原店 宮崎県　都城市小松原町５号７番
ファミリーマート大淀二丁目店 宮崎県　宮崎市大淀２丁目８４番地１
ファミリーマート希望ケ丘団地入口店 宮崎県　宮崎市大字本郷南方字辻原４０５７番地６
ファミリーマート花山手店 宮崎県　宮崎市花山手東１丁目１番３号
ファミリーマート西都三宅店 宮崎県　西都市大字三宅２９５５番６
ファミリーマート城山公園前店 宮崎県　延岡市東本小路５番４
ファミリーマート都城広原店 宮崎県　都城市広原町１２号４番地２
ファミリーマート日向東郷やまげ店 宮崎県　日向市東郷町山陰字船戸丙１６３９番７
ファミリーマート高松橋店 宮崎県　宮崎市鶴島三丁目１６８番地２



ファミリーマート串間ゆうゆうの森店 宮崎県　串間市大字串間９５５番地３
ファミリーマート高千穂武道館前店 宮崎県　西臼杵郡高千穂町大字三田井１３５２番１
ファミリーマート日之影癒しの森入口店 宮崎県　西臼杵郡日之影町大字七折１２２２０番
ファミリーマートＪＲ宮崎駅店 宮崎県　宮崎市錦町１番８号
ファミリーマート清武今泉店 宮崎県　宮崎市清武町岡一丁目２６－４
ファミリーマート国富木脇店 宮崎県　東諸県郡国富町大字木脇字牟田５２７６－６
ファミリーマート西都穂北店 宮崎県　西都市大字南方字土木手３４００－２
ファミリーマート宮崎中央通店 宮崎県　宮崎市中央通４－１２
ファミリーマート延岡粟野名店 宮崎県　延岡市粟野名町１６９６
ファミリーマート日向塩見店 宮崎県　日向市大字塩見１１６４５－１
ファミリーマート若葉町店 宮崎県　都城市若葉町４７－９－１
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３１８６－２
ファミリーマート恒久店 宮崎県　宮崎市大字恒久字春日田１２０７番３
ファミリーマート宮崎大島店 宮崎県　宮崎市大島町高崎４３８－１
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
ファミリーマート橘通東一丁目店 宮崎県　宮崎市橘通東一丁目１２番１４号
ファミリーマート延岡平原店 宮崎県　延岡市平原町二丁目７８４番１
ファミリーマート高鍋小鶴店 宮崎県　児湯郡高鍋町大字北高鍋１１０２－１
ファミリーマート高原インター前店 宮崎県　西諸県郡高原町大字西麓字中ノ出口１２９７番１
ファミリーマート宮崎霧島四丁目店 宮崎県　宮崎市霧島四丁目１１１番１
ファミリーマート三股宮村店 宮崎県　北諸県郡三股町大字宮村２９１３番地１
ファミリーマート蓑原店 宮崎県　都城市久保原町９街区１１号
ファミリーマート高本ふたつやま店 宮崎県　宮崎市田野町字西ノ原甲５７７９－１
ファミリーマート日向金ヶ浜店 宮崎県　日向市大字平岩２３２９－１
ファミリーマート延岡高校前店 宮崎県　延岡市古城町４－５８
ファミリーマート妻ヶ丘店 宮崎県　都城市妻ヶ丘町４－１０
ファミリーマート南郷上中村店 宮崎県　南那珂郡南郷町大字中村甲６６６
ファミリーマート蔵原店 宮崎県　都城市蔵原町１０街区８号
ファミリーマート田野寺町店 宮崎県　宮崎郡田野町甲３０８７－２
ファミリーマート高城穂満坊店 宮崎県　都城市高城町穂満坊５２９
ファミリーマート塩路店 宮崎県　宮崎市塩路字六反２４０６－３
ファミリーマート天神前店 宮崎県　宮崎市吉村町天神前甲１４４－３
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
ファミリーマート西都右松店 宮崎県　西都市右松３－２１
ファミリーマート清武新町店 宮崎県　宮崎市清武町新町一丁目７－７
ファミリーマート共栄あたご山店 宮崎県　延岡市共栄町１－１０
ファミリーマート小林仲町店 宮崎県　小林市大字細野６４番１０
ファミリーマート慈眼寺駅前店 鹿児島県　鹿児島市谷山中央六丁目１７－１
ファミリーマート坂之上店 鹿児島県　鹿児島市坂之上六丁目１３番２０号
ファミリーマートナポリ通り店 鹿児島県　鹿児島市上之園町４番地１
ファミリーマート川上町店 鹿児島県　鹿児島市川上町２５７７番地１
ファミリーマート出水中央店 鹿児島県　出水市六月田町５７０番地２
ファミリーマート姶良東餅田店 鹿児島県　姶良市東餅田９９７－２
ファミリーマートさつま町田原店 鹿児島県　薩摩郡さつま町田原１９１番１
ファミリーマート阿久根波留店 鹿児島県　阿久根市塩浜町一丁目４４番地
ファミリーマートさつま町広瀬店 鹿児島県　薩摩郡さつま町広瀬１４０５番地１
ファミリーマート永吉二丁目店 鹿児島県　鹿児島市永吉二丁目３６－１７
ファミリーマート志布志天神店 鹿児島県　志布志市志布志町帖７０６７番１
ファミリーマート与次郎一丁目店 鹿児島県　鹿児島市与次郎一丁目７番２５号
ファミリーマートはとや加治木バイパス店 鹿児島県　姶良市加治木町反土２９０６番地
ファミリーマート小松原中央店 鹿児島県　鹿児島市小松原１丁目５６番１号
ファミリーマート薩摩川内西開聞店 鹿児島県　薩摩川内市西開聞町２番１０号
ファミリーマート薩摩川内市比野店 鹿児島県　薩摩川内市桶脇町塔之原１０８５６番地５
ファミリーマート串木野東塩田店 鹿児島県　串木野市東塩田町３１
ファミリーマート鹿屋寿七丁目店 鹿児島県　鹿屋市寿７－５５６－２
ファミリーマート鹿屋寿八丁目店 鹿児島県　鹿屋市寿八丁目１番２号
ファミリーマート卸会館前店 鹿児島県　鹿児島市卸本町５－６
ファミリーマート国分広瀬店 鹿児島県　霧島市国分広瀬一丁目２１番２５号
ファミリーマート隼人塚公園前店 鹿児島県　霧島市隼人町見次６０５－２
ファミリーマート大口目丸店 鹿児島県　大口市目丸３５－１
ファミリーマート薩摩川内向田町店 鹿児島県　薩摩川内市向田町１０６０番地１
ファミリーマート武三丁目店 鹿児島県　鹿児島市武３－１１－１２
ファミリーマート国分敷根店 鹿児島県　霧島市国分敷根１６０番地１
ファミリーマート呉服町店 鹿児島県　鹿児島市呉服町１番１０号
ファミリーマート宇宿七丁目店 鹿児島県　鹿児島市宇宿七丁目７番３０号
ファミリーマート桜島店 鹿児島県　鹿児島市桜島横山町１７２２－５６



ファミリーマート松元インター入口店 鹿児島県　鹿児島市石谷町１９３５－３
ファミリーマート坂元店 鹿児島県　鹿児島市坂元町２３－５
ファミリーマート鹿児島中央ビル店 鹿児島県　鹿児島市山之口町１番１０号
ファミリーマート鹿屋霧島ヶ丘前店 鹿児島県　鹿屋市今坂町９９７１番１
ファミリーマート小松原二丁目店 鹿児島県　鹿児島市小松原二丁目２２番１
ファミリーマート明和三丁目店 鹿児島県　鹿児島市明和三丁目２７番１８号
ファミリーマート国分向花店 鹿児島県　霧島市国分向花町８番５６号
ファミリーマートはとや姫城店 鹿児島県　霧島市隼人町姫城２－１６６－１
ファミリーマートはとや松永店 鹿児島県　霧島市隼人町松永１－２１５
ファミリーマート溝辺有川店 鹿児島県　霧島市溝辺町有川８４０番地
ファミリーマート姶良三船店 鹿児島県　姶良市増田４４９番地１
ファミリーマート住吉町店 鹿児島県　鹿児島市住吉町１番５
ファミリーマート鹿屋笠之原店 鹿児島県　肝属郡肝付町富山字笠ノ原８２４－１
ファミリーマート荒田二丁目店 鹿児島県　鹿児島市荒田二丁目７５番１号
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
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
ファミリーマートはとや西光寺店 鹿児島県　霧島市隼人町東郷１１２３－１
ファミリーマート鹿児島北インター前店 鹿児島県　鹿児島市伊敷六丁目１８番１０号
ファミリーマート鹿大法文学部前店 鹿児島県　鹿児島市荒田二丁目５７番２０号
ファミリーマート輝北百引店 鹿児島県　鹿屋市輝北町上百引３４１０番地
ファミリーマート東市来駅前店 鹿児島県　日置市東市来町長里２２４９番地１４
ファミリーマート吹上町中原店 鹿児島県　日置市吹上町中原２９６１番地
ファミリーマート鹿屋寿二丁目店 鹿児島県　鹿屋市寿二丁目３２２０番１
ファミリーマート串良有里店 鹿児島県　鹿屋市串良町有里４１２９番１
ファミリーマート大門口通店 鹿児島県　鹿児島市新町５－１
ファミリーマート森山団地入口店 鹿児島県　鹿児島市宇宿町２０３０－１
ファミリーマート阿久根黒之浜店 鹿児島県　阿久根市脇本６８番地１
ファミリーマート高尾野上水流店 鹿児島県　出水市高尾野町上水流８１３番地１
ファミリーマート高尾野中央店 鹿児島県　出水市高尾野町大久保７６８６番地２
ファミリーマート川内原田町店 鹿児島県　川内市原田町１９－１
ファミリーマート鹿児島市立病院店 鹿児島県　鹿児島市上荒田町３７番１号
ファミリーマート薩摩川内天辰店 鹿児島県　薩摩川内市平佐町３９３５番地１
ファミリーマート鴨池競技場前店 鹿児島県　鹿児島市与次郎１－４－２５
ファミリーマート串木野インター前店 鹿児島県　いちき串木野市上名２２２７番地１
ファミリーマート鹿屋寿四丁目店 鹿児島県　鹿屋市寿４－１０－３２
ファミリーマート阿久根北インター前店 鹿児島県　阿久根市折口３５４６番地
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
ファミリーマート鹿児島県護国神社前店 鹿児島県　鹿児島市草牟田２丁目６０番３号
ファミリーマート小野二丁目店 鹿児島県　鹿児島市小野２－２－２８
ファミリーマート根占川北店 鹿児島県　肝属郡南大隅町根占川北宮原ノ下１２９８
ファミリーマート小野四丁目店 鹿児島県　鹿児島市小野４－３０－１３
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
ファミリーマート二中通電停前店 鹿児島県　鹿児島市下荒田１－２－２４
ファミリーマート東郡元店 鹿児島県　鹿児島市東郡元町１２番４６号
ファミリーマート高山前田店 鹿児島県　肝属郡肝付町前田字大塚西３４７２番
ファミリーマート南洲神社入口店 鹿児島県　鹿児島市下竜尾町１０番１８号
ファミリーマート今給黎総合病院前店 鹿児島県　鹿児島市長田町６－２０
ファミリーマート長田町店 鹿児島県　鹿児島市長田町１８番２２号
ファミリーマートはとや新生町店 鹿児島県　姶良市加治木町新生町１８７番地３
ファミリーマートはとや小山田店 鹿児島県　姶良市加治木町小山田３４１－１
ファミリーマート武岡五丁目店 鹿児島県　鹿児島市小野町２３９２番５
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６丁目４１－４
ファミリーマート吹上伊作店 鹿児島県　日置市吹上町中原２３６２番地１
ファミリーマート加世田万世店 鹿児島県　南さつま市加世田小湊２４３番地１
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２丁目１７番地９号
ファミリーマート玉里町店 鹿児島県　鹿児島市玉里町２番７号
ファミリーマート大崎町店 鹿児島県　曽於郡大崎町神領１７４－１
ファミリーマート阿久根運動公園前店 鹿児島県　阿久根市赤瀬川２６１８－１
ファミリーマート高山店 鹿児島県　肝属郡肝付町前田４９７５－１
ファミリーマート西陵四丁目店 鹿児島県　鹿児島市西陵４丁目２１番３号
ファミリーマート志布志有明店 鹿児島県　志布志市有明町野井倉７４８１
ファミリーマート串木野西塩田店 鹿児島県　いちき串木野市西塩田町１２１
ファミリーマート伊集院下谷口店 鹿児島県　日置市伊集院町下谷口１８０６－１
ファミリーマート川内駅東口店 鹿児島県　薩摩川内市平佐１丁目９番地
ファミリーマート薩摩川内田海店 鹿児島県　薩摩川内市田海町字八幡ノ下４０７
ファミリーマート姶良平松店 鹿児島県　姶良市平松２９９２番３



ファミリーマート東市来店 鹿児島県　日置市東市来町湯田３１７９
ファミリーマート新田神社前店 鹿児島県　薩摩川内市宮内町字原田１２７４
ファミリーマートいずみ大野原店 鹿児島県　出水市大野原町１－３１
ファミリーマートさつま轟町店 鹿児島県　薩摩郡さつま町轟町２５番地１０
ファミリーマート出水高校前店 鹿児島県　出水市西出水町１２２０番
ファミリーマート湧水町店 鹿児島県　姶良郡湧水町木場２６１番地１
ファミリーマート頴娃宮脇店 鹿児島県　南九州市頴娃町牧ノ内１８３５
ファミリーマート亀津南店 鹿児島県　大島郡徳之島町亀津７１１５－２
ファミリーマート名瀬港町店 鹿児島県　奄美市名瀬港町１１－１
ファミリーマート南種子店 鹿児島県　熊毛郡南種子町中之上２２１１番地１
ファミリーマート名瀬平田店 鹿児島県　奄美市名瀬平田町１０４８－１
ファミリーマート天城店 鹿児島県　大島郡天城町天城４４１－１
ファミリーマート名瀬大熊店 鹿児島県　奄美市名瀬朝日町４－１
ファミリーマート西之表鴨女店 鹿児島県　西之表市鴨女８０番地
ファミリーマート伊仙店 鹿児島県　大島郡伊仙町伊仙１９８－１
ファミリーマート名瀬朝仁店 鹿児島県　奄美市名瀬朝仁新町２９－４
ファミリーマート亀津北店 鹿児島県　大島郡徳之島町亀津１２６－１
ファミリーマート瀬戸内店 鹿児島県　大島郡瀬戸内町古仁屋字下間原１６番５
ファミリーマート龍郷店 鹿児島県　大島郡龍郷町浦１０９８番１
ファミリーマート出水明神店 鹿児島県　出水市明神町２５５番地
ファミリーマート枕崎新町店 鹿児島県　枕崎市新町２０９番２
ファミリーマート枕崎高見店 鹿児島県　枕崎市高見町２８６番地
ファミリーマート大明ヶ丘店 鹿児島県　鹿児島市吉野町１７２８番４
ファミリーマート山田店 鹿児島県　鹿児島市山田町１８２－１
ファミリーマート田崎中学校入口店 鹿児島県　鹿屋市川西町４２８１－１
ファミリーマート阿久根港町店 鹿児島県　阿久根市港町９８番地
ファミリーマート鹿屋白崎店 鹿児島県　鹿屋市白崎町１８－１２
ファミリーマートはとや日当山店 鹿児島県　霧島市隼人町東郷１丁目２７７－２
ファミリーマート鹿屋西原二丁目店 鹿児島県　鹿屋市西原２丁目３７番７号
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
ファミリーマート隼人真孝店 鹿児島県　霧島市隼人町真孝字大里２５８番地
ファミリーマート知覧平和公園前店 鹿児島県　南九州市知覧町郡１７８２５番地３
ファミリーマート高麗町店 鹿児島県　鹿児島市高麗町１５番２１号
ファミリーマートサンライフパーク店 鹿児島県　鹿児島市七ツ島１－６６－１
ファミリーマート日吉町店 鹿児島県　日置市日吉町日置３２２５番地
ファミリーマートはとや新町店 鹿児島県　霧島市国分向花１４４－１
ファミリーマート姶良西餅田店 鹿児島県　姶良市西餅田９８番２号
ファミリーマート串木野須納瀬店 鹿児島県　いちき串木野市恵比須町６３６４番１
ファミリーマート桜ヶ丘五丁目店 鹿児島県　鹿児島市桜ヶ丘五丁目３４番５
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１
ファミリーマート加治木本町店 鹿児島県　姶良市加治木町本町３７１番地２
ファミリーマート米盛病院店 鹿児島県　鹿児島市与次郎一丁目７番１号
ファミリーマート姶良池島店 鹿児島県　姶良市池島町５－１０
ファミリーマート松元上谷口店 鹿児島県　鹿児島市上谷口町８８５番１
ファミリーマート平田橋店 鹿児島県　鹿児島市平之町８－３
ファミリーマート阿久根脇本店 鹿児島県　阿久根市脇本８３９２－１
ファミリーマート天狗屋勝目店 鹿児島県　薩摩川内市矢倉町４１８１－１
ファミリーマートにしだ三丁目店 鹿児島県　鹿児島市西田３－１５－１１
ファミリーマート上本町店 鹿児島県　鹿児島市上本町１７－２０
ファミリーマート喜入港店 鹿児島県　鹿児島市喜入瀬々串２００
ファミリーマート上之園町店 鹿児島県　鹿児島市上之園町１４－１
ファミリーマート中央駅西口店 鹿児島県　鹿児島市西田２－２８－１３
ファミリーマート卸本町店 鹿児島県　鹿児島市卸本町７－２
ファミリーマート加世田本町店 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レックス流通団地店 鹿児島県　鹿児島市西別府町２９４１－１９
ファミリーマート谷山港入口店 鹿児島県　鹿児島市南栄６－１－２
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１－３８３９－９
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７１１
ファミリーマートさつま旭町店 鹿児島県　薩摩郡さつま町旭町１－７
ファミリーマート薩摩川内宮里店 鹿児島県　薩摩川内市宮里町１３６－１
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
ファミリーマート喜入旧市店 鹿児島県　鹿児島市喜入町６０７４－５
ファミリーマート指宿市役所前店 鹿児島県　指宿市十町２３７０－１
ファミリーマートさつま町船木店 鹿児島県　薩摩郡さつま町船木６４８－４
ファミリーマート国分福島店 鹿児島県　霧島市国分福島１８１０－３
ファミリーマート指宿なのはな館前店 鹿児島県　指宿市東方９４８９－３８



ファミリーマート花棚店 鹿児島県　鹿児島市吉野二丁目２８番１４号
ファミリーマートオロシティー店 鹿児島県　鹿児島市卸本町５－３２
ファミリーマートいずみ鶴の町店 鹿児島県　出水市野田下名１００５－１
ファミリーマート川辺平山店 鹿児島県　南九州市川辺平山６６６７
ファミリーマート大隅吾平店 鹿児島県　鹿屋市吾平町麓１８０－１
ファミリーマートひしかり前目店 鹿児島県　伊佐郡菱刈町前目２４４１
ファミリーマート川上小入口店 鹿児島県　鹿児島市川上町３４６４－１
ファミリーマート大隅八合原店 鹿児島県　曽於郡大隅町下窪町１０５
ファミリーマート指宿大園原店 鹿児島県　指宿市西方４５７８番地１
ファミリーマート東谷山四丁目店 鹿児島県　鹿児島市東谷山四丁目１７番１号
ファミリーマート大口大島店 鹿児島県　伊佐市大口大島８６４番地３
ファミリーマート星ヶ峯二丁目店 鹿児島県　鹿児島市星ヶ峯２－５１－１０
ファミリーマート川内白和町店 鹿児島県　薩摩川内市白和町８－７
ファミリーマート脇田電停前店 鹿児島県　鹿児島市宇宿三丁目２８番１号
ファミリーマート和田一丁目店 鹿児島県　鹿児島市和田一丁目１４番１４号
ファミリーマート姶良インター前店 鹿児島県　鹿児島市東佐多町１１２－３
ファミリーマート宇宿一丁目店 鹿児島県　鹿児島市宇宿一丁目１１－８
ファミリーマート坂之上駅前店 鹿児島県　鹿児島市坂之上五丁目３番２号
ファミリーマート紫原二丁目店 鹿児島県　鹿児島市紫原２－４２－１
ファミリーマート川内宮内町店 鹿児島県　川内市宮内町１８６３
ファミリーマート慈愛の郷店 鹿児島県　鹿児島市高麗町３９番１１号
ファミリーマート曽於高校前店 鹿児島県　曽於市末吉町諏訪方８３４１－３
ファミリーマート志布志みかえり店 鹿児島県　志布志市志布志町志布志９１８番地１
ファミリーマート串良細山田店 鹿児島県　鹿屋市串良町細山田５１８３番２
ファミリーマート下荒田四丁目店 鹿児島県　鹿児島市下荒田四丁目２１番２０号
ファミリーマートいぶすき山川店 鹿児島県　指宿市山川小川１３３４番地１
ファミリーマートはとや霧島店 鹿児島県　霧島市霧島大窪字桑原１７６番地１７
ファミリーマート鹿屋寿三丁目店 鹿児島県　鹿屋市寿三丁目３１４１番９
ファミリーマート鹿屋川西町店 鹿児島県　鹿屋市川西町３７０７－１
ファミリーマート鹿児島中央駅東口店 鹿児島県　鹿児島市中央町１－１
ファミリーマート鹿児島中央駅店 鹿児島県　鹿児島市武一丁目１番２号
ファミリーマート田上三丁目店 鹿児島県　鹿児島市田上三丁目３番１５号
ファミリーマート紫原三丁目店 鹿児島県　鹿児島市紫原三丁目３３番８号
ファミリーマート有明野神店 鹿児島県　志布志市有明町野神字大堀３４１１番地１
ファミリーマート徳永麓店 鹿児島県　霧島市溝辺町麓５５９
ファミリーマート折田鴨池二丁目店 鹿児島県　鹿児島市鴨池２－２０－５
ファミリーマート平野甲突店 鹿児島県　鹿児島市甲突町５－１６
ファミリーマート迫川内駅前通り店 鹿児島県　川内市鳥追町６－３
ファミリーマート高山中央店 鹿児島県　枕崎市高見町９５
ファミリーマート天狗屋市来店 鹿児島県　いちき串木野市湊町１２０
ファミリーマートはとや牧園店 鹿児島県　霧島市牧園町宿窪田２０９８－５
ファミリーマート文化町店 鹿児島県　出水市文化町２７－３
ファミリーマートけいだ樋之口店 鹿児島県　鹿児島市樋之口町１２－２６
ファミリーマート出水向江町店 鹿児島県　出水市向江町２０－６
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
ファミリーマート轟公園入口店 鹿児島県　大口市大田吉竹５９－１
ファミリーマート横川インター店 鹿児島県　霧島市横川町中ノ３９６－２１
ファミリーマート出水昭和町店 鹿児島県　出水市昭和町３９－２７
ファミリーマート姶良青木水流店 鹿児島県　姶良市大字平松字後原７２７５－１
ファミリーマート牧山えい店 鹿児島県　南九州市頴娃町郡１６０３
ファミリーマート山下町店 鹿児島県　鹿児島市山下町１２－２０
ファミリーマート山口西伊敷店 鹿児島県　鹿児島市西伊敷３－１７－８
ファミリーマート天狗屋湯之元店 鹿児島県　日置郡東市来町湯田２６１７
ファミリーマート吉田宮之浦店 鹿児島県　鹿児島郡吉田町宮之浦１５０２－１１
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
ファミリーマート金峰大野店 鹿児島県　日置郡金峰町大野３７５８－１
ファミリーマート指宿大牟礼店 鹿児島県　指宿市大牟礼２－２９－３
ファミリーマート鹿屋打馬一丁目店 鹿児島県　鹿屋市打馬１－３－３０
ファミリーマート草牟田町店 鹿児島県　鹿児島市草牟田町４－４
ファミリーマート開聞仙田店 鹿児島県　指宿市開聞仙田２９０７－４
ファミリーマート枕崎平田町店 鹿児島県　枕崎市平田町２６７
ファミリーマート七ツ島店 鹿児島県　鹿児島市下福元町６７２８－１７
ファミリーマート紫原中央店 鹿児島県　鹿児島市紫原６－１６－７
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
ファミリーマート伊集院妙円寺店 鹿児島県　日置郡伊集院町徳重１６０３－５
ファミリーマート大根占城元店 鹿児島県　肝属郡大根占町城元２８３－２



ファミリーマート玉里団地店 鹿児島県　鹿児島市玉里団地３－２３－１
ファミリーマート真砂本町店 鹿児島県　鹿児島市真砂本町３－５７
ファミリーマート二官橋通り店 鹿児島県　鹿児島市山之口町２－７
ファミリーマート東郷斧渕店 鹿児島県　薩摩郡東郷町斧渕８１６８－１
ファミリーマート郡山店 鹿児島県　日置郡郡山町郡山１４２７－１
ファミリーマート入来日ノ丸店 鹿児島県　薩摩郡入来町浦之名７１０１
ファミリーマート志布志安楽店 鹿児島県　曽於郡志布志町安楽渡口５７１－２
ファミリーマート川内平佐店 鹿児島県　川内市平佐町前田１６９３－１
ファミリーマート頴娃別府店 鹿児島県　南九州市頴娃町別府１４５－３
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
ファミリーマート笹貫店 鹿児島県　鹿児島市小松原１－３４１－１
ファミリーマート川内永利店 鹿児島県　川内市永利町２５４１－１
ファミリーマート上福元町店 鹿児島県　鹿児島市上福元町５８０２－１
ファミリーマート和田二丁目店 鹿児島県　鹿児島市和田２－２４－１
ファミリーマート伊集院徳重店 鹿児島県　日置市伊集院町徳重二丁目１番地１
ファミリーマート鹿児島県庁前店 鹿児島県　鹿児島市鴨池新町６－５
ファミリーマートながしま鷹巣店 鹿児島県　出水郡東町鷹巣１１４９番１
ファミリーマートレグザリウボウ店 沖縄県　那覇市松尾一丁目１番２号
ファミリーマート那覇市立病院店 沖縄県　那覇市古島２丁目３１番地１
ファミリーマートグラウンド通り店 沖縄県　沖縄市諸見里１３８９－１
ファミリーマート泡瀬三丁目店 沖縄県　沖縄市泡瀬３－１－１
ファミリーマート那覇西高校前店 沖縄県　那覇市金城２－２－９番地
ファミリーマート繁多川四丁目店 沖縄県　那覇市繁多川四丁目８－２７
ファミリーマートおもろまち二丁目店 沖縄県　那覇市おもろまち２－６－２
ファミリーマート那覇久茂地二丁目店 沖縄県　那覇市久茂地２丁目８番１２号
ファミリーマート安謝恵比寿神社前店 沖縄県　那覇市字安謝２６０
ファミリーマート古島店 沖縄県　那覇市松島１－３－１６
ファミリーマート浦添内間五丁目店 沖縄県　浦添市内間５丁目８番３１号
ファミリーマートひめゆり通り店 沖縄県　那覇市壺屋２丁目７番５号
ファミリーマート仲井真小学校前店 沖縄県　那覇市仲井真１２２－１
ファミリーマート沖縄与儀三丁目店 沖縄県　沖縄市与儀３丁目
ファミリーマート比屋根店 沖縄県　沖縄市比屋根１４５１－１
ファミリーマートかりゆし通り店 沖縄県　沖縄市登川２丁目３番２号
ファミリーマート沖縄越来店 沖縄県　沖縄市越来２－１－２０
ファミリーマート宮里一丁目店 沖縄県　沖縄市宮里１－８５－１
ファミリーマート沖縄与儀店 沖縄県　沖縄市与儀３丁目１７番１号
ファミリーマート豊見城インター前店 沖縄県　豊見城市字平良５７３－１
ファミリーマート那覇若松店 沖縄県　那覇市松山２－４－１１
ファミリーマート那覇小禄一丁目店 沖縄県　那覇市小禄１－２７－３
ファミリーマート美里公園前店 沖縄県　沖縄市美里１０８４－１
ファミリーマート西原グリーンセンター前店 沖縄県　中頭郡西原町字内間５２４－１
ファミリーマート糸満賀数店 沖縄県　糸満市賀数２２５－２
ファミリーマート美里工業高校前店 沖縄県　沖縄市大里８３番３
ファミリーマート曙小学校前店 沖縄県　那覇市曙２丁目２３番１２号
ファミリーマート照屋小禄南店 沖縄県　那覇市小禄２－２－２
フアミリーマート城北小学校前店 沖縄県　那覇市首里平良町一丁目１１番
ファミリーマート大平一丁目店 沖縄県　浦添市大平１－３３－１
ファミリーマート三原大石通り店 沖縄県　那覇市三原三丁目３７８番１
ファミリーマート銘苅三丁目店 沖縄県　那覇市銘苅３－２２－１９
ファミリーマート石垣大浜南店 沖縄県　石垣市字大浜４１７－１
ファミリーマート沖縄赤十字病院店 沖縄県　那覇市与儀１丁目３番１号
ファミリーマート佐敷東店 沖縄県　島尻郡佐敷町字屋比久１４６－５
ファミリーマート南風原新川店 沖縄県　島尻郡南風原町字新川２１５－１
ファミリーマート小禄団地前店 沖縄県　那覇市田原４丁目１２番１号
ファミリーマート玉城西町店 沖縄県　那覇市西２－３－１
ファミリーマート小禄田原店 沖縄県　那覇市田原２－１－１
ファミリーマート真和志小学校前店 沖縄県　那覇市識名１－８０－５
ファミリーマートコンフォート泊店 沖縄県　那覇市泊１－１６－４
ファミリーマート石垣サザンゲートブリッジ 沖縄県　石垣市八島１丁目９番
ファミリーマート寒川店 沖縄県　那覇市繁多川３－８－５
ファミリーマート美里仲原店 沖縄県　沖縄市美里仲原２５－７
ファミリーマート南風原山川店 沖縄県　島尻郡南風原町山川４３０－１
ファミリーマートオーケイ嘉手納店 沖縄県　中頭郡嘉手納町嘉手納４７７
ファミリーマート前島二丁目店 沖縄県　那覇市前島２丁目１２番１２号
ファミリーマート名護マルチメディア館前店 沖縄県　名護市豊原２２４－４９
ファミリーマート大山店 沖縄県　宜野湾市大山２丁目２１－２４



ファミリーマートバイパス嘉数二丁目店 沖縄県　宜野湾市嘉数２－９－１
ファミリーマート古島二丁目店 沖縄県　那覇市古島２－２３－１
ファミリーマート那覇松山一丁目店 沖縄県　那覇市松山１丁目５番１号
ファミリーマート小禄バイパス店 沖縄県　那覇市具志３－１１－１番地
ファミリーマート首里城東店 沖縄県　那覇市石嶺町２－１４５
ファミリーマート東町店 沖縄県　那覇市東町７番１４
ファミリーマート寄宮中学校前店 沖縄県　那覇市長田
ファミリーマート那覇真嘉比三丁目店 沖縄県　那覇市真嘉比三丁目１５番２１号
ファミリーマート国際通り牧志店 沖縄県　那覇市牧志２－４－１８
ファミリーマートおもろまち四丁目店 沖縄県　那覇市おもろまち４－１２－１３
ファミリーマートさいおんスクエア店 沖縄県　那覇市安里２丁目１番１号
ファミリーマート辻一丁目店 沖縄県　那覇市辻１－２－２２
ファミリーマート石嶺小学校前店 沖縄県　那覇市首里石嶺町４丁目９０番１
ファミリーマートオーケイ泊店 沖縄県　那覇市泊２－２－１１
ファミリーマート那覇天久店 沖縄県　那覇市天久１０６８－９
ファミリーマート豊見城名嘉地店 沖縄県　豊見城市名嘉地２４番地
ファミリーマート一日橋店 沖縄県　島尻郡南風原町字兼城５１１番２号
ファミリーマート屋富祖四丁目店 沖縄県　浦添市屋富祖四丁目２３５
ファミリーマート西崎沖水前店 沖縄県　糸満市西崎１－２７－７
ファミリーマート糸満小学校前店 沖縄県　糸満市字糸満１９２８
ファミリーマート安里一丁目店 沖縄県　那覇市安里１－１－５３
ファミリーマート壺川駅前 沖縄県　那覇市壺川３－３－５
ファミリーマート西崎運動公園前店 沖縄県　糸満市西崎２－１８－８
ファミリーマート糸満武富店 沖縄県　糸満市武富５６０番１
ファミリーマート水釜店 沖縄県　中頭郡嘉手納町水釜３２７－１
ファミリーマート中城吉の浦店 沖縄県　中城村字当間５６２－１
ファミリーマート糸満米須店 沖縄県　糸満市米須１６８－１
ファミリーマート海邦一丁目店 沖縄県　沖縄市海邦１－２２－３５
ファミリーマート松本五丁目店 沖縄県　沖縄市松本５－１９－１０
ファミリーマート高原小学校前店 沖縄県　沖縄市高原５－８－６
ファミリーマート池原三丁目店 沖縄県　沖縄市池原３丁目３番１４号
ファミリーマート沖縄知花五丁目店 沖縄県　沖縄市知花５丁目１６－６３
ファミリーマート那覇高校前店 沖縄県　那覇市泉崎２－１－５
ファミリーマート久米西武門店 沖縄県　那覇市久米３３－４
ファミリーマート松尾消防署通り店 沖縄県　那覇市松尾１丁目１３番１０号
ファミリーマート壺屋一丁目店 沖縄県　那覇市壺屋１－２６－１３
ファミリーマート読谷伊良皆店 沖縄県　中頭郡読谷村伊良皆１３５－１
ファミリーマート具志頭向陽高校前店 沖縄県　島尻郡八重瀬町字長毛３７９－３－１
ファミリーマート与那原店 沖縄県　島尻郡与那原町字与那原３６８１－１
ファミリーマート真嘉比中央店 沖縄県　那覇市真嘉比
ファミリーマート首里崎山店 沖縄県　那覇市首里崎山町４－２０５－６
ファミリーマート泊北岸店 沖縄県　那覇市泊３－１５－２
ファミリーマート名護郵便局前店 沖縄県　名護市東江４丁目４－１２
ファミリーマート宮古久貝店 沖縄県　宮古島市平良字久貝６８４－１
ファミリーマート宮古センチュリー２１店 沖縄県　宮古島市平良字西里６７９－２
ファミリーマート那覇国場店 沖縄県　那覇市字国場１１８２－８
ファミリーマート奥武山店 沖縄県　那覇市奥武山町４６番地
ファミリーマート与那原嶺井入口店 沖縄県　島尻郡与那原町与那原５０７－３４
ファミリーマート名護バイパス宮里店 沖縄県　名護市宮里４丁目６５６－１
ファミリーマート大名団地前店 沖縄県　浦添市字経塚３６０番地
ファミリーマート西崎六丁目店 沖縄県　糸満市西崎６－６－３
ファミリーマート宮城五丁目店 沖縄県　浦添市宮城五丁目６５４－１
ファミリーマート読谷座喜味入口店 沖縄県　中頭郡読谷村座喜味２５４９
ファミリーマート読谷とや店 沖縄県　読谷村字都屋２６３－１
ファミリーマート読谷大湾東店 沖縄県　中頭郡読谷村字大湾３５６番地
ファミリーマート浦添学園通り店 沖縄県　浦添市城間４－２５－２０
ファミリーマート豊崎入口店 沖縄県　豊見城市字翁長８６４番地２
ファミリーマート豊見城翁長店 沖縄県　豊見城市翁長６４６－７
ファミリーマート与那城あやはし店 沖縄県　うるま市与那城屋慶名３９６－１
ファミリーマートハーバービュー前店 沖縄県　那覇市楚辺２７７番地
ファミリーマート識名三丁目店 沖縄県　那覇市識名３－１２－１８
ファミリーマート喜瀬前田店 沖縄県　浦添市前田１８５０－６
ファミリーマート読谷長浜店 沖縄県　中頭郡読谷村字長浜１６２９－１
ファミリーマート大謝名五丁目店 沖縄県　宜野湾市大謝名５－２１－２３
ファミリーマート北谷上勢頭店 沖縄県　中頭郡北谷町字上勢頭８１２－２
ファミリーマート北中屋宜原店 沖縄県　中頭郡北中城村屋宜原４９２



ファミリーマート北中喜舎場店 沖縄県　中頭郡北中城村字喜捨場２７４－１
ファミリーマート糸満阿波根店 沖縄県　糸満市字阿波根５８９－１
ファミリーマート西原工業団地店 沖縄県　中頭郡西原町小那覇５４６
ファミリーマート西原中学校前店 沖縄県　中頭郡西原町字小波津３
ファミリーマート中城登又店 沖縄県　中頭郡中城村字新垣１６３７－１
ファミリーマート豊見城渡橋名店 沖縄県　豊見城市渡嘉敷２９３－１
ファミリーマート久米島仲泊店 沖縄県　島尻郡久米島町仲泊６１５
ファミリーマート南風原与那覇店 沖縄県　島尻郡南風原町字与那覇１８４－１
ファミリーマート久米島イーフビーチ前店 沖縄県　島尻郡久米島町謝名堂５８３－１
ファミリーマートうるくたから店 沖縄県　那覇市高良３－７－６
ファミリーマート国立劇場前店 沖縄県　浦添市勢理客４－１５－２１
ファミリーマート浦添前田店 沖縄県　浦添市前田４－１－１
ファミリーマート仲間店 沖縄県　浦添市仲間２－４－５
ファミリーマート宮城店 沖縄県　浦添市宮城４－４－３－１０２
ファミリーマート城間二丁目店 沖縄県　浦添市城間２－１８－５
ファミリーマート屋富祖一丁目店 沖縄県　浦添市屋富祖１－２－１４
ファミリーマート牧港店 沖縄県　浦添市牧港１－６－１２
ファミリーマート浦添高校前店 沖縄県　浦添市内間三丁目９８番１
ファミリーマート愛知高層団地店 沖縄県　宜野湾市字赤道８１－１－３
ファミリーマートパイプライン嘉数店 沖縄県　宜野湾市嘉数４－２６－１２
ファミリーマート那覇神里原通り店 沖縄県　那覇市壺屋一丁目５０－１
ファミリーマート小禄南小学校前店 沖縄県　那覇市小禄４－１６－１番地
ファミリーマート那覇国際高校前店 沖縄県　那覇市安謝１－１－２
ファミリーマート西崎工業団地前 沖縄県　糸満市西崎町４丁目２２番６
ファミリーマート球陽高校前店 沖縄県　沖縄市山内
ファミリーマート知花四丁目店 沖縄県　沖縄市知花４－１２－１７
ファミリーマート比屋根サミット店 沖縄県　沖縄市比屋根２０３１
ファミリーマート沖縄安慶田店 沖縄県　沖縄市安慶田２－２５－２０
ファミリーマート沖縄北インター前店 沖縄県　沖縄市字登川１０１５－１
ファミリーマート松本店 沖縄県　沖縄市松本８８５－１
ファミリーマート沖縄宮里店 沖縄県　沖縄市宮里４７５－１
ファミリーマート海洋博公園前店 沖縄県　国頭郡本部町字浦崎１８４
ファミリーマート奥間ビーチ前店 沖縄県　国頭郡国頭村字奥間１３７４－１
ファミリーマート北谷桃原店 沖縄県　中頭郡北谷町字桃原１７－８
ファミリーマート宮古なかまつ店 沖縄県　宮古島市平良字東仲宗根１１９
ファミリーマート宮古鏡原店 沖縄県　宮古島市平良字西里１４６８－９
ファミリーマート宮古市場通り店 沖縄県　宮古島市平良下里１４１－２
ファミリーマート宮古文教通り店 沖縄県　宮古島市平良西里７１３－３
ファミリーマートこどもの国前店 沖縄県　沖縄市園田２－９６３－１
ファミリーマート沖縄池原店 沖縄県　沖縄市池原１５５５－２
ファミリーマート沖縄市消防本部前店 沖縄県　沖縄市美里５丁目１７番１５号
ファミリーマート小禄中学校前店 沖縄県　那覇市字宇栄原１００７－１
ファミリーマート上之屋一丁目店 沖縄県　那覇市上之屋一丁目１８－３７
ファミリーマート長田沖大前店 沖縄県　那覇市長田２－４－２２
ファミリーマート宮古松原南店 沖縄県　宮古島市平良松原５４８－５
ファミリーマート宮古砂山店 沖縄県　宮古島市平良荷川取２５７－３
ファミリーマート港川小学校前店 沖縄県　浦添市城間４丁目２７４２番３
ファミリーマート勢理客二丁目店 沖縄県　浦添市勢理客２－５－３０
ファミリーマート宮古東仲宗根店 沖縄県　宮古島市平良字東仲宗根５６６－１
ファミリーマート宮古パイナガマビーチ前店 沖縄県　宮古島市平良字下里２４６
ファミリーマート宮古下里ぱいぱい店 沖縄県　宮古島市平良字下里８１８－５
ファミリーマート宮古下地店 沖縄県　宮古島市下地字上地６７４番地
ファミリーマート宮古マクラム通り店 沖縄県　宮古島市平良下里
ファミリーマート宮古松原店 沖縄県　宮古島市平良下里１５８２－７
ファミリーマート宮古伊良部店 沖縄県　宮古島市伊良部字前里添６４７－１
ファミリーマート石川東山店 沖縄県　うるま市石川東山１－２２－１１
ファミリーマート西消防署通り店 沖縄県　那覇市東町２７－９
ファミリーマート奥武山公園駅前店 沖縄県　那覇市鏡原町１０－２
フアミリーマート北谷町役場前店 沖縄県　北谷町桑江伊平
ファミリーマート北谷フィッシャリーナ店 沖縄県　中頭郡北谷町美浜３丁目
ファミリーマート北谷美浜三丁目店 沖縄県　北谷町美浜３丁目６－５
ファミリーマート嘉手納第一ゲート前店 沖縄県　中頭郡北谷町字砂辺３７０－１
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
ファミリーマート北谷謝苅店 沖縄県　中頭郡北谷町字吉原１１９１－２
ファミリーマート宜保中央店 沖縄県　豊見城市宜保四丁目５番地１３
ファミリーマート牧志二丁目店 沖縄県　那覇市牧志２－２０－２０



ファミリーマートリースビル店 沖縄県　那覇市久茂地１－７－１
ファミリーマートアイランドビュー店 沖縄県　那覇市当間３０１アイランドビュー内
ファミリーマート那覇与儀二丁目店 沖縄県　那覇市与儀２－３９０－２
ファミリーマート県総合福祉センター前店 沖縄県　那覇市首里石嶺４丁目３７６番３
ファミリーマート鏡原中学校前店 沖縄県　那覇市小禄１－１－４
ファミリーマート嘉手納運動公園前店 沖縄県　中頭郡嘉手納町屋良１０１７－３
ファミリーマート恩納たんちゃ店 沖縄県　国頭郡恩納村谷茶１９１７
ファミリーマート糸満浜川団地前店 沖縄県　糸満市字潮平５９９－１
ファミリーマート糸満西崎三丁目店 沖縄県　糸満市西崎町３丁目３６４
ファミリーマート糸満照屋店 沖縄県　糸満市糸満１２５５－１
ファミリーマート北中美島通り店 沖縄県　中頭郡北中城村島袋２８０
ファミリーマート北中和仁屋店 沖縄県　中頭郡北中城村字和仁屋１９０
ファミリーマートサンパーク通り店 沖縄県　浦添市伊祖２－３－５
ファミリーマート浦添にしばる店 沖縄県　浦添市西原３－１－１
ファミリーマート宮城一丁目店 沖縄県　浦添市宮城１－６
ファミリーマート豊見城名嘉地北店 沖縄県　豊見城市名嘉地３８７－９
ファミリーマート豊見城警察署前店 沖縄県　豊見城市字瀬長１－２
ファミリーマート名護大北五丁目店 沖縄県　名護市大北５－２１－９
ファミリーマート読谷座喜味店 沖縄県　中頭郡読谷村字座喜味５６９
ファミリーマート読谷トリイステーション前 沖縄県　中頭郡読谷村字楚辺１１７９
ファミリーマート那覇東バイパス店 沖縄県　那覇市字国場
フアミリーマート宜野湾いすのき通り店 沖縄県　宜野湾市新城一丁目７－１
ファミリーマート佐真下店 沖縄県　宜野湾市字佐真下１７７番地
ファミリーマート宜野湾野嵩店 沖縄県　宜野湾市野嵩１－２９－１７
ファミリーマート宜野湾真志喜二丁目店 沖縄県　宜野湾市真志喜２丁目２６－１
ファミリーマート大山七丁目店 沖縄県　宜野湾市大山７－１０－９
ファミリーマート宮古下里南店 沖縄県　宮古島市平良下里１２７２－１
ファミリーマート宮古西里大通り店 沖縄県　宮古島市平良字西里２４７－１
ファミリーマート宮古中休店 沖縄県　宮古島市平良字西里野原越２０４９－３
ファミリーマートうるま与那城店 沖縄県　うるま市与那城西原１０３４－１
ファミリーマート南城馬天入口店 沖縄県　南城市佐敷字津波古３０３番
ファミリーマート大里目取真店 沖縄県　南城市大里字稲嶺１９０１－５
ファミリーマート琉大附属中学校前店 沖縄県　中頭郡中城村南上原１０１８番地
ファミリーマート中部徳州会病院店 沖縄県　北中城村
ファミリーマート東風平屋宜原店 沖縄県　八重瀬町字屋宜原１８９番地１
ファミリーマート八重瀬外間店 沖縄県　島尻郡八重瀬字外間１０１－１
ファミリーマート石垣平得店 沖縄県　石垣市平得２３１番地
ファミリーマート津嘉山バイパス店 沖縄県　南風原町字津嘉山４３７
ファミリーマート南風原大名店 沖縄県　島尻郡南風原町字大名１７５－４
ファミリーマート南風原翔南店 沖縄県　島尻郡南風原町字喜屋武６０６
ファミリーマート南風原喜屋武店 沖縄県　南風原町字喜屋武１８１番地
ファミリーマートうるま喜屋武店 沖縄県　うるま市字喜屋武
ファミリーマート石垣八重高前店 沖縄県　石垣市字登野城１１５９番１
ファミリーマート石垣八重山支庁前店 沖縄県　石垣市字真栄里
ファミリーマート石垣ゆいロード店 沖縄県　石垣市字石垣３５番
ファミリーマート石垣中央運動公園前店 沖縄県　石垣市字平得１３５番１
ファミリーマート石垣新川シード店 沖縄県　石垣市新川４３９番１
ファミリーマート石垣登野城仲道店 沖縄県　石垣市登野城６１８番
ファミリーマート石垣真栄里バイパス店 沖縄県　石垣市字真栄里２３７－１１
ファミリーマート石垣新栄店 沖縄県　石垣市字新栄町７９番１２
ファミリーマート石垣市役所前店 沖縄県　石垣市字石垣２７０－８
ファミリーマート石垣浜崎二丁目店 沖縄県　石垣市浜崎町２丁目６－１９
ファミリーマート石垣磯辺店 沖縄県　石垣市大浜１３４９－２１０
ファミリーマート石垣シード店 沖縄県　石垣市大川５３３番地７
ファミリーマート石垣真喜良店 沖縄県　石垣市新川２３６３－２
ファミリーマート石垣八島店 沖縄県　石垣市登野城５３０－３
ファミリーマート沖縄ももやま通り店 沖縄県　沖縄市山内３丁目９－３
ファミリーマート山里二丁目店 沖縄県　沖縄市山里２－５６－２
ファミリーマート沖縄古謝店 沖縄県　沖縄市字古謝９７６番３
ファミリーマート沖縄知花店 沖縄県　沖縄市知花２５７８－１
ファミリーマート沖縄美里店 沖縄県　沖縄市美里４丁目２０４７－１
ファミリーマート沖縄泡瀬店 沖縄県　沖縄市泡瀬４丁目４４番８
ファミリーマート沖縄胡屋六丁目店 沖縄県　沖縄市胡屋六丁目１０－１
ファミリーマート中頭病院店 沖縄県　沖縄市登川６１０番地
ファミリーマート読谷古堅店 沖縄県　中頭郡読谷村字古堅６５４－１


