
店名 住所

ファミリーマート１６号入間小谷田 埼玉県入間市小谷田１丁目１０１６番１９
ファミリーマートＪＡＣＫ大宮ビル 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２
ファミリーマートＰａｓａｒ羽生 埼玉県羽生市弥勒字三新田８２４東北自動車道羽生ＰＡ（下り線）
ファミリーマートＰａｓａｒ三芳 埼玉県入間郡三芳町大字上富２２０４
ファミリーマートＴＫＳさいど 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ＴＫＳ桶川駅前 埼玉県桶川市若宮１丁目１－３
ファミリーマートＴＫＳ桶川若宮 埼玉県桶川市若宮１－４埼北ＳＳビル
ファミリーマートＴＫＳ下栢間 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間字上在来９１５
ファミリーマートＴＫＳ錦二丁目 埼玉県蕨市錦町二丁目３番４号
ファミリーマートＴＫＳ春日部牛島 埼玉県春日部市牛島８８８番地１
ファミリーマートＴＫＳ東大門 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ＴＸ八潮駅 埼玉県八潮市大瀬６－５－１
ファミリーマートアイダ草加中央 埼玉県草加市中央２丁目１２番２８号
ファミリーマートアイダ八潮 埼玉県八潮市南後谷４０２－５
ファミリーマートあすまや与野本町駅前 埼玉県さいたま市中央区本町東２丁目４番１０号
ファミリーマートガーデンシティ西浦和 埼玉県さいたま市桜区田島８丁目２－１２
ファミリーマートかわぐち飯塚 埼玉県川口市飯塚２－１３－９
ファミリーマートかわつる三芳野 埼玉県川越市川鶴３－１２－１
ファミリーマートさいたま円阿弥六丁目 埼玉県さいたま市中央区円阿弥６丁目１番１３号
ファミリーマートさいたま丸ヶ崎 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎１１８３
ファミリーマートさいたま丸ケ崎南 埼玉県さいたま市見沼区大字丸ケ崎１０１６－１
ファミリーマートさいたま岩槻城町 埼玉県さいたま市岩槻区城町１丁目１０５８－１
ファミリーマートさいたま宮原駅東口 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目３２３
ファミリーマートさいたま宮原町三丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町３丁目５７６番地
ファミリーマートさいたま宮原町二丁目 埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目３７番地１
ファミリーマートさいたま宮前ＩＣ 埼玉県さいたま市西区宮前町９１０－１
ファミリーマートさいたま宮前町 埼玉県さいたま市西区宮前町１３３９
ファミリーマートさいたま櫛引町一丁目 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１丁目１５４番２
ファミリーマートさいたま櫛引町二丁目 埼玉県さいたま市北区櫛引町２丁目２６３－１
ファミリーマートさいたま見沼 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵３５３番１
ファミリーマートさいたま原山二丁目 埼玉県さいたま市緑区原山２－３１
ファミリーマートさいたま高砂 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－２－１７
ファミリーマートさいたま根岸五丁目 埼玉県さいたま市南区根岸五丁目１６番５号
ファミリーマートさいたま佐知川 埼玉県さいたま市西区大字佐知川２９８番地１
ファミリーマートさいたま桜木町 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目３６２
ファミリーマートさいたま三条 埼玉県さいたま市西区三条町字上敷４１６－２
ファミリーマートさいたま松本 埼玉県さいたま市南区松本１－１－１７
ファミリーマートさいたま沼影一丁目 埼玉県さいたま市南区沼影１丁目２８－５
ファミリーマートさいたま沼影二丁目 埼玉県さいたま市南区沼影２丁目１番２７号
ファミリーマートさいたま常盤九丁目 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目３２番２２号１階
ファミリーマートさいたま新中里 埼玉県さいたま市中央区新中里３－１１－９
ファミリーマートさいたま神田 埼玉県さいたま市桜区大字神田２４８番地１
ファミリーマートさいたま西堀 埼玉県さいたま市桜区西堀六丁目２番３号
ファミリーマートさいたま西堀九丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀９－８
ファミリーマートさいたま西堀五丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀５丁目４－２５
ファミリーマートさいたま西堀三丁目 埼玉県さいたま市桜区西堀３－２２－２０
ファミリーマートさいたま大戸四丁目 埼玉県さいたま市中央区大戸４－１８－１８
ファミリーマートさいたま大成橋南 埼玉県さいたま市北区大成町４丁目５１４番地２
ファミリーマートさいたま大成町一丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町１丁目１３２
ファミリーマートさいたま大成町四丁目 埼玉県さいたま市北区大成町４丁目７２１番地１
ファミリーマートさいたま大谷口明花 埼玉県さいたま市南区大字大谷口５６６４番地
ファミリーマートさいたま大門上 埼玉県さいたま市緑区大字大門２６５５番地
ファミリーマートさいたま大和田 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１１４０
ファミリーマートさいたま大和田町二丁目 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２丁目１３５６番
ファミリーマートさいたま中浦和 埼玉県さいたま市桜区西堀３丁目１９３０番１
ファミリーマートさいたま中尾 埼玉県さいたま市緑区大字中尾２５８４番１
ファミリーマートさいたま町谷四丁目 埼玉県さいたま市桜区町谷４丁目２９番１２
ファミリーマートさいたま辻八丁目 埼玉県さいたま市南区辻８－２２－２１
ファミリーマートさいたま田島九丁目 埼玉県さいたま市桜区田島９丁目１５番２０号
ファミリーマートさいたま島根 埼玉県さいたま市西区大字島根２８９番地１
ファミリーマートさいたま東宮下団地 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下字新西２０３７番地
ファミリーマートさいたま道場 埼玉県さいたま市桜区道場三丁目２０番３号
ファミリーマートさいたま南部領辻 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻２７９５番地１
ファミリーマートさいたま二ツ宮 埼玉県さいたま市西区大字二ツ宮８１０－１
ファミリーマートさいたま日進町南 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１２０３番１
ファミリーマートさいたま日進町二丁目 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１３０２番



ファミリーマートさいたま白幡 埼玉県さいたま市南区白幡２－３－１
ファミリーマートさいたま白幡四丁目 埼玉県さいたま市南区白幡４－２８－１２
ファミリーマートさいたま別所五丁目 埼玉県さいたま市南区別所５丁目１３番地１号
ファミリーマートさいたま別所町 埼玉県さいたま市北区別所町８１－３１
ファミリーマートさいたま堀崎町 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本郷南 埼玉県さいたま市北区本郷町１６３
ファミリーマートさいたま本町西 埼玉県さいたま市中央区本町西三丁目１６番２４号
ファミリーマートさいたま本町東二丁目 埼玉県さいたま市中央区本町東２丁目１８－７
ファミリーマートさいたま盆栽町 埼玉県さいたま市北区盆栽町５２７番２０
ファミリーマートさいたま鈴谷四丁目 埼玉県さいたま市中央区鈴谷４丁目９－１８
ファミリーマートさいたま鈴谷二丁目 埼玉県さいたま市中央区鈴谷２丁目７１９番地
ファミリーマートそうか公園前 埼玉県草加市柿木町字鶴２５６－２
ファミリーマートトモニー狭山市駅 埼玉県狭山市入間川１丁目１－１
ファミリーマートトモニー航空公園駅 埼玉県所沢市並木２丁目４－１
ファミリーマートトモニー所沢駅中央改札外 埼玉県所沢市くすのき台１丁目１４－５
ファミリーマートトモニー新狭山駅 埼玉県狭山市新狭山３丁目１２－１
ファミリーマートドラッグエース広瀬東 埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７
ファミリーマートドラッグエース鶴ケ岡 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目１－１
ファミリーマートながおかや寄居 埼玉県大里郡寄居町寄居１６１３－１
ファミリーマートなかむらや上尾 埼玉県上尾市浅間台１－２２－１０
ファミリーマートバイパス所沢和ケ原 埼玉県所沢市和ケ原二丁目２１７－４
ファミリーマートバイパス北所沢 埼玉県所沢市下富８２８－１４
ファミリーマートビッグサン南越谷駅前 埼玉県越谷市南越谷１丁目２５－１
ファミリーマートふじみ野さくら通 埼玉県ふじみ野市大井中央三丁目２７番２
ファミリーマートふじみ野亀久保 埼玉県ふじみ野市亀久保１８８０‐８
ファミリーマートふじみ野駒林 埼玉県ふじみ野市駒林元町４－１－２４
ファミリーマートふじみ野上野台 埼玉県ふじみ野市上野台１丁目２－１
ファミリーマートふじみ野新駒林二丁目 埼玉県ふじみ野市新駒林二丁目４－１０
ファミリーマートふじみ野清見 埼玉県ふじみ野市清見３丁目１－２
ファミリーマートふじみ野鶴ケ岡 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡５丁目１７番７号
ファミリーマートふじみ野二丁目 埼玉県ふじみ野市ふじみ野二丁目２７番３号
ファミリーマートふじみ野苗間一丁目 埼玉県ふじみ野市苗間１丁目８－６
ファミリーマートプラスカスミ白岡駅西口 埼玉県白岡市小久喜１１１８－１
ファミリーマートプラスカスミ八潮大原 埼玉県八潮市大字大原５３６
ファミリーマートプラス上青木 埼玉県川口市上青木２丁目５０－５
ファミリーマートフレスト栗橋河原代 埼玉県久喜市河原代下分６７６番地１
ファミリーマートみずほ台駅西口 埼玉県富士見市西みずほ台１丁目２番５
ファミリーマートみずほ台駅前 埼玉県富士見市東みずほ台２－２９－２
ファミリーマートみよし台 埼玉県入間郡三芳町みよし台６－１５
ファミリーマートモラージュ菖蒲 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５
ファミリーマートやまがた加倉 埼玉県さいたま市岩槻区加倉２－８－１０
ファミリーマートヤマキ花園 埼玉県深谷市荒川１００３
ファミリーマートヤマキ東方 埼玉県深谷市東方３２８９－１
ファミリーマートヤマキ本庄西 埼玉県本庄市下野堂１丁目１４番地１９号
ファミリーマートロータス蓮田駅前 埼玉県蓮田市本町１－２８
ファミリーマートわらび西口 埼玉県蕨市中央３－３－１６
ファミリーマート伊奈学園前 埼玉県北足立郡伊奈町学園二丁目１８３－１
ファミリーマート伊奈南 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室志の崎１５３７－１・１５３８－１
ファミリーマート羽生三田ヶ谷 埼玉県羽生市大字喜右衛門新田９４２－１
ファミリーマート羽生上岩瀬 埼玉県羽生市大字上岩瀬６４７番地１
ファミリーマート羽生東七丁目 埼玉県羽生市東七丁目１６番地１
ファミリーマート浦和駅東口 埼玉県さいたま市浦和区東仲町８－２１
ファミリーマート浦和駅北 埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目１番１３号　浦和駅前ビル１階
ファミリーマート浦和岸町 埼玉県さいたま市浦和区岸町一丁目１３番２７号
ファミリーマート浦和根岸 埼玉県さいたま市南区根岸２－１４－１
ファミリーマート浦和芝原 埼玉県さいたま市緑区大間木３丁目１番地２
ファミリーマート浦和大谷口 埼玉県さいたま市南区大谷口１７４７－１
ファミリーマート浦和仲町 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－９－２
ファミリーマート浦和東口駅前 埼玉県さいたま市浦和区東仲町１番２３号
ファミリーマート浦和美園駅前 埼玉県さいたま市緑区美園四丁目６番地１
ファミリーマート浦和美園南 埼玉県さいたま市緑区美園五丁目４５番地１９
ファミリーマート浦和本太 埼玉県さいたま市浦和区本太三丁目１９番１号
ファミリーマート浦和領家一丁目 埼玉県さいたま市浦和区領家一丁目１８番１４号１階
ファミリーマート越谷恩間 埼玉県越谷市恩間６１８番地５
ファミリーマート越谷蒲生東町 埼玉県越谷市蒲生東町１５番７号
ファミリーマート越谷宮本町 埼玉県越谷市宮本町２丁目２６１－１
ファミリーマート越谷砂原 埼玉県越谷市砂原１０１２番地３
ファミリーマート越谷七左エ門通り 埼玉県越谷市七左町７丁目３１６番地１



ファミリーマート越谷七左町二丁目 埼玉県越谷市新越谷１丁目４６番地８
ファミリーマート越谷西方 埼玉県越谷市西方２９４２番地１
ファミリーマート越谷赤山三丁目 埼玉県越谷市赤山町三丁目６１－１
ファミリーマート越谷相模町 埼玉県越谷市相模町３丁目２１２番地１
ファミリーマート越谷大沢四丁目 埼玉県越谷市大沢四丁目１９番５７号
ファミリーマート越谷大里 埼玉県越谷市大里７１３番地１
ファミリーマート越谷大林 埼玉県越谷市大字大林２５－６
ファミリーマート越谷谷中通り 埼玉県越谷市谷中町４丁目６２番地２
ファミリーマート越谷東大沢 埼玉県越谷市東大沢５丁目５－４
ファミリーマート越谷南荻島 埼玉県越谷市大字南荻島字戸井１２４８－１
ファミリーマート越谷南荻島北 埼玉県越谷市大字南荻島３４２番地１
ファミリーマート越谷弥十郎 埼玉県越谷市弥十郎２４８－１
ファミリーマート塩味朝霞溝沼 埼玉県朝霞市大字溝沼１０６０－１
ファミリーマート桶川下日出谷 埼玉県桶川市大字下日出谷２８１－２
ファミリーマート桶川加納 埼玉県桶川市加納８６４
ファミリーマート桶川上日出谷 埼玉県桶川市大字上日出谷１９１番地３
ファミリーマート下羽生 埼玉県羽生市大字下羽生１０３３番地３
ファミリーマート下落合二丁目 埼玉県さいたま市中央区下落合二丁目１７番７号
ファミリーマート加須駅前 埼玉県加須市中央１丁目１番１５号
ファミリーマート加須下樋遣川 埼玉県加須市下樋遣川５５６７番地１
ファミリーマート加須久下 埼玉県加須市久下四丁目８番地２
ファミリーマート加須南小浜 埼玉県加須市大字南小浜字新川道６１９－１
ファミリーマート加須不動岡 埼玉県加須市不動岡１１４９番地
ファミリーマート加須礼羽 埼玉県加須市礼羽６９９番地
ファミリーマート角屋騎西 埼玉県加須市騎西１３８４
ファミリーマート滑川羽尾 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾３２７－１
ファミリーマート岩槻西町 埼玉県さいたま市岩槻区西町５丁目６番３５号
ファミリーマート岩槻太田 埼玉県さいたま市岩槻区太田２丁目３番１５号
ファミリーマート岩槻釣上 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上１５１７番地３
ファミリーマート岩槻東町一丁目 埼玉県さいたま市岩槻区東町一丁目７番２８号
ファミリーマート寄居 埼玉県大里郡寄居町寄居六供３９２番
ファミリーマート寄居花園橋南 埼玉県大里郡寄居町大字富田９８番１
ファミリーマート寄居富田 埼玉県大里郡寄居町大字富田３５７２－２
ファミリーマート吉川さくら 埼玉県吉川市吉川１８５
ファミリーマート吉川会野谷 埼玉県吉川市関５９０番地１
ファミリーマート吉川平沼一丁目 埼玉県吉川市平沼一丁目４番地３
ファミリーマート久喜インター 埼玉県久喜市江面１７１５－７
ファミリーマート久喜吉羽 埼玉県久喜市吉羽１８１番地４
ファミリーマート久喜上早見 埼玉県久喜市上早見４８９番１１
ファミリーマート久喜青葉二丁目 埼玉県久喜市青葉二丁目２番地１
ファミリーマート久喜東 埼玉県久喜市久喜東四丁目２３番６号
ファミリーマート久喜野久喜 埼玉県久喜市野久喜６２０番地１
ファミリーマート宮原駅西口 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
ファミリーマート宮代本田 埼玉県南埼玉郡宮代町本田二丁目７番２号
ファミリーマート宮代和戸 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸３丁目５番３号
ファミリーマート狭山 埼玉県狭山市狭山２４ー３１
ファミリーマート狭山けやき通り 埼玉県狭山市狭山台４丁目４２番地
ファミリーマート狭山祇園 埼玉県狭山市祇園９－１４
ファミリーマート狭山広瀬 埼玉県狭山市広瀬１丁目８－１
ファミリーマート狭山笹井 埼玉県狭山市大字笹井２７１２番地の１
ファミリーマート狭山市駅西口 埼玉県狭山市入間川１丁目１番
ファミリーマート狭山市駅東口 埼玉県狭山市祇園４－５５エミオ狭山市１Ｆ
ファミリーマート狭山水野 埼玉県狭山市大字水野字本堀７１１番２
ファミリーマート狭山赤坂 埼玉県狭山市大字上赤坂６１９番地２
ファミリーマート狭山台南 埼玉県狭山市狭山台４－１８－６
ファミリーマート狭山台二丁目 埼玉県狭山市狭山台２丁目２８番７
ファミリーマート狭山東三ツ木 埼玉県狭山市大字東三ツ木字東原４５６－１
ファミリーマート狭山柏原南 埼玉県狭山市柏原字上河内５６番１
ファミリーマート狭山富士見通り 埼玉県狭山市中央４丁目１５－６
ファミリーマート狭山堀兼 埼玉県狭山市大字堀兼１０２８番の３
ファミリーマート熊谷駅北口 埼玉県熊谷市筑波２丁目５２新井屋本店ビル
ファミリーマート熊谷拾六間 埼玉県熊谷市籠原南二丁目３０１番地
ファミリーマート熊谷新堀 埼玉県熊谷市新堀１２７９－２
ファミリーマート熊谷新堀小学校前 埼玉県熊谷市大字新堀２１７－２
ファミリーマート熊谷石原 埼玉県熊谷市石原２丁目１番１
ファミリーマート熊谷村岡 埼玉県熊谷市村岡５２７番地１
ファミリーマート熊谷代 埼玉県熊谷市大字代１０５８－２
ファミリーマート熊谷美土里町 埼玉県熊谷市美土里町二丁目１２２



ファミリーマート熊谷武体 埼玉県熊谷市三ヶ尻５２０番地２
ファミリーマート熊谷平戸 埼玉県熊谷市平戸１９７１－１
ファミリーマート熊谷万平町 埼玉県熊谷市万平町１丁目２６１８－２
ファミリーマート栗橋間鎌 埼玉県久喜市間鎌１３５
ファミリーマート圏央狭山インター 埼玉県飯能市芦苅場３５２－６
ファミリーマート圏央道鶴ヶ島西 埼玉県鶴ヶ島市高倉１１６５－６
ファミリーマート見沼片柳 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳字荒神９０６－２
ファミリーマート戸田駅西口 埼玉県戸田市新曽柳原３３６
ファミリーマート戸田駅東口 埼玉県戸田市大字新曽３５５－１
ファミリーマート戸田喜沢 埼玉県戸田市喜沢２丁目４２番地の３
ファミリーマート戸田公園 埼玉県戸田市本町五丁目３番１６号
ファミリーマート戸田公園駅前 埼玉県戸田市本町４－１１－１３
ファミリーマート戸田笹目五丁目 埼玉県戸田市笹目５－２５－６
ファミリーマート戸田笹目七丁目 埼玉県戸田市笹目七丁目２番地の４
ファミリーマート戸田笹目二丁目 埼玉県戸田市笹目二丁目１３番地の１３
ファミリーマート戸田笹目北町 埼玉県戸田市笹目北町１２番地の１３
ファミリーマート戸田新曽 埼玉県戸田市大字新曽１８５２番地５
ファミリーマート戸田新曽つつじ通り 埼玉県戸田市大字新曽１６８７番１
ファミリーマート戸田全農通り 埼玉県戸田市新曽１６４８
ファミリーマート戸田美女木一丁目 埼玉県戸田市美女木一丁目１１番地の５
ファミリーマート戸田氷川町 埼玉県戸田市氷川町３丁目６６６２
ファミリーマート戸田本町 埼玉県戸田市本町三丁目６番１０号
ファミリーマート戸田本町一丁目 埼玉県戸田市本町一丁目１５番８号
ファミリーマート幸手駅東口 埼玉県幸手市中一丁目１番２１号
ファミリーマート江南成沢 埼玉県熊谷市成沢１１３－３
ファミリーマート航空公園駅東口 埼玉県所沢市並木２－４－１
ファミリーマート行田持田 埼玉県行田市大字持田字東谷２４４番１
ファミリーマート高坂駅東口 埼玉県東松山市大字高坂９６３－２
ファミリーマート鴻巣加美 埼玉県鴻巣市加美１丁目３－４７
ファミリーマート鴻巣笠原 埼玉県鴻巣市笠原７２９－１
ファミリーマート鴻巣御成橋 埼玉県鴻巣市滝馬室１１１４番地２
ファミリーマート鴻巣大芦 埼玉県鴻巣市大字大芦１４９４－３
ファミリーマート鴻巣富士見 埼玉県鴻巣市吹上富士見２丁目１番２７号
ファミリーマート妻屋所沢 埼玉県所沢市御幸町２－３
ファミリーマート妻沼道の駅前 埼玉県熊谷市弥藤吾１６０１－１
ファミリーマート坂戸駅南けやき通り 埼玉県鶴ヶ島市脚折町１丁目１５－６
ファミリーマート坂戸駅北口 埼玉県坂戸市日の出町３番５号
ファミリーマート坂戸花影町 埼玉県坂戸市花影町２３－４
ファミリーマート坂戸青木 埼玉県坂戸市大字青木７６４－１
ファミリーマート坂戸石井 埼玉県坂戸市大字石井２３７７－３
ファミリーマート坂戸中小坂南 埼玉県坂戸市中小坂３２８番地１
ファミリーマート坂戸塚越 埼玉県坂戸市塚越１２３２－１
ファミリーマート坂戸南町 埼玉県坂戸市南町１７－１６
ファミリーマート坂戸薬師町 埼玉県坂戸市薬師町２８番８
ファミリーマート坂東大橋南 埼玉県本庄市大字沼和田３７３－１
ファミリーマート埼玉メディカルセンター 埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目９番３号
ファミリーマート埼玉病院 埼玉県和光市諏訪２番１号
ファミリーマート三郷かまくら 埼玉県三郷市鷹野四丁目２８５番地１
ファミリーマート三郷みなみ 埼玉県三郷市戸ケ崎２－７７２－１
ファミリーマート三郷駅前 埼玉県三郷市早稲田１－１－１　加藤ビル１Ｆ
ファミリーマート三郷駅南 埼玉県三郷市三郷１丁目５－１
ファミリーマート三郷花和田 埼玉県三郷市インター南１丁目７－２
ファミリーマート三郷花和田西 埼玉県三郷市花和田５－１
ファミリーマート三郷戸ヶ崎 埼玉県三郷市戸ケ崎三丁目４７番１外
ファミリーマート三郷高州 埼玉県三郷市高州１－９９－１
ファミリーマート三郷西インター 埼玉県三郷市彦倉二丁目２９番地
ファミリーマート三郷早稲田一丁目 埼玉県三郷市早稲田一丁目１８番地１７
ファミリーマート三郷早稲田七丁目 埼玉県三郷市早稲田７丁目１－１５
ファミリーマート三郷鷹野 埼玉県三郷市鷹野３－１５４
ファミリーマート三郷鷹野三丁目 埼玉県三郷市鷹野三丁目４３３－３
ファミリーマート三郷谷中 埼玉県三郷市中央３丁目４番地８
ファミリーマート三郷彦成三丁目 埼玉県三郷市彦成３丁目２１４番地
ファミリーマート三郷彦川戸 埼玉県三郷市彦川戸１丁目２７８－１
ファミリーマート三郷彦川戸一丁目 埼玉県三郷市彦川戸一丁目３１０番地
ファミリーマート三芳永久保 埼玉県入間郡　三芳町大字上富１９０２－１
ファミリーマート三芳上富 埼玉県入間郡三芳町大字上富２０４７－１
ファミリーマート三芳藤久保 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保５８１－１２
ファミリーマート山喜屋滑川 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾４９７４番地



ファミリーマート志木駅東口 埼玉県新座市東北２丁目３９番１０号
ファミリーマート志木駅南口 埼玉県新座市東北二丁目３７番１１号
ファミリーマート志木下宗岡三丁目 埼玉県志木市下宗岡３丁目５－２１
ファミリーマート志木幸町四丁目 埼玉県志木市幸町４丁目１番４号
ファミリーマート志木上宗岡 埼玉県志木市上宗岡４－７－３６
ファミリーマート志木中宗岡 埼玉県志木市中宗岡２－１９－２７
ファミリーマート指扇駅前 埼玉県さいたま市西区宝来１７１７－６
ファミリーマート指扇駅北口 埼玉県さいたま市西区大字宝来１５７６番１
ファミリーマート児玉 埼玉県本庄市児玉町金屋１１７９－２
ファミリーマート児玉工業団地 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７１番１
ファミリーマート自治医大さいたま医療センター 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１丁目８４７
ファミリーマート若葉駅西 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金８７７番４０
ファミリーマート若葉駅西口 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金８５１番４０
ファミリーマート若葉駅東口 埼玉県鶴ヶ島市富士見１丁目１－１
ファミリーマート秋津駅北口 埼玉県所沢市大字上安松１－１
ファミリーマート春日部一ノ割 埼玉県春日部市一ノ割２丁目６－３０
ファミリーマート春日部永沼 埼玉県春日部市永沼６３４番地２
ファミリーマート春日部駅西口 埼玉県春日部市中央１－１－１３
ファミリーマート春日部小渕南 埼玉県春日部市小渕６６０番地
ファミリーマート春日部上蛭田 埼玉県春日部市上蛭田中通２７６－１
ファミリーマート春日部新方袋 埼玉県春日部市新方袋５３９番地
ファミリーマート春日部増戸 埼玉県春日部市大字増戸３２８－１
ファミリーマート春日部増富 埼玉県春日部市増富６０６－１
ファミリーマート春日部大場 埼玉県春日部市大場８７０
ファミリーマート春日部谷原二丁目 埼玉県春日部市谷原二丁目１番８
ファミリーマート春日部中央一丁目 埼玉県春日部市中央１丁目５２－１
ファミリーマート春日部南栄町 埼玉県春日部市南栄町６－７
ファミリーマート春日部粕壁 埼玉県春日部市粕壁４５８６－２
ファミリーマート春日部樋籠 埼玉県春日部市樋籠７４０番地１
ファミリーマート春日部不動院野 埼玉県春日部市大字不動院野２８８９番１
ファミリーマート春日部米島 埼玉県春日部市米島９６２番地６
ファミリーマート春日部緑町 埼玉県春日部市緑町３－１－４８
ファミリーマート所沢インター 埼玉県所沢市大字坂之下１１３０－１
ファミリーマート所沢くすのき台 埼玉県所沢市くすのき台２丁目１３－３
ファミリーマート所沢けやき台一丁目 埼玉県所沢市けやき台１丁目７番地３
ファミリーマート所沢けやき通り 埼玉県所沢市緑町３丁目１５番２
ファミリーマート所沢ニュータウン 埼玉県所沢市中新井５丁目８－１３
ファミリーマート所沢ネオポリス 埼玉県所沢市大字下富１３１５－１
ファミリーマート所沢パークタウン 埼玉県所沢市北原町１４２３－１
ファミリーマート所沢プロペ通り 埼玉県所沢市日吉町２－４　リエート所沢
ファミリーマート所沢旭町 埼玉県所沢市旭町１２番９号
ファミリーマート所沢駅東口 埼玉県所沢市くすのき台３－１８－１０
ファミリーマート所沢榎町 埼玉県所沢市榎町７－１１
ファミリーマート所沢久米 埼玉県所沢市久米５３３番１
ファミリーマート所沢久米東 埼玉県所沢市大字久米２１８９番１
ファミリーマート所沢宮本町二丁目 埼玉県所沢市宮本町２丁目２０番１０号
ファミリーマート所沢牛沼 埼玉県所沢市牛沼５８３－１
ファミリーマート所沢若狭 埼玉県所沢市若狭４－２３８４－１
ファミリーマート所沢寿町 埼玉県所沢市寿町２－１８
ファミリーマート所沢小手指南 埼玉県所沢市小手指南３丁目２７－４０
ファミリーマート所沢松葉町 埼玉県所沢市松葉町３０－２０
ファミリーマート所沢新町 埼玉県所沢市所沢新町２４３８－１
ファミリーマート所沢星の宮 埼玉県所沢市星の宮１丁目３－１０
ファミリーマート所沢東狭山ヶ丘 埼玉県所沢市東狭山ケ丘４丁目２６４６番１
ファミリーマート所沢東新井町 埼玉県所沢市東新井町７－１
ファミリーマート所沢東町 埼玉県所沢市東町１２－１
ファミリーマート所沢南永井 埼玉県所沢市大字南永井６１２番地の１
ファミリーマート所沢日吉町 埼玉県所沢市日吉町９－２４
ファミリーマート所沢北野天神通り 埼玉県所沢市北野南１－１５－１
ファミリーマート所沢緑町二丁目 埼玉県所沢市緑町２丁目１３－１０
ファミリーマート小坂旭町 埼玉県川越市旭町３－９－４４
ファミリーマート小手指 埼玉県所沢市小手指町１－１６－１
ファミリーマート小手指駅北口 埼玉県所沢市小手指町１丁目１－１
ファミリーマート小手指四丁目 埼玉県所沢市小手指町４丁目１９番地の８
ファミリーマート小手指二丁目 埼玉県所沢市小手指町２－１３－６
ファミリーマート小川飯田 埼玉県比企郡小川町大字飯田２７４－１
ファミリーマート松戸橋 埼玉県所沢市上安松４７－２
ファミリーマート菖蒲三箇 埼玉県久喜市菖蒲町三箇１３３８－１



ファミリーマート上戸田二丁目 埼玉県戸田市上戸田２－４５－４
ファミリーマート上尾愛宕二丁目 埼玉県上尾市愛宕２－２１－６
ファミリーマート上尾壱丁目 埼玉県上尾市大字壱丁目４０２－１５
ファミリーマート上尾瓦葺 埼玉県上尾市大字瓦葺７１５番１
ファミリーマート上尾原市西 埼玉県上尾市大字原市３３９－５
ファミリーマート上尾戸崎 埼玉県上尾市大字戸崎３７６番１
ファミリーマート上尾小敷谷 埼玉県上尾市大字小敷谷６５９番地１
ファミリーマート上尾小敷谷東 埼玉県上尾市大字小敷谷９１８番地１
ファミリーマート上尾上平公園南 埼玉県上尾市大字上尾村５８２－５
ファミリーマート上尾水上公園 埼玉県上尾市大字上尾下１０３３―５
ファミリーマート上尾菅谷四丁目 埼玉県上尾市菅谷４丁目３５番２
ファミリーマート上尾西口 埼玉県上尾市柏座１－１１－１１
ファミリーマート上尾西門前 埼玉県上尾市上平中央一丁目１３－３
ファミリーマート上尾泉台一丁目 埼玉県上尾市泉台１丁目７－１２
ファミリーマート上尾中妻五丁目 埼玉県上尾市中妻５丁目２３－４
ファミリーマート上尾仲町 埼玉県上尾市仲町一丁目７番２３号
ファミリーマート上尾藤波 埼玉県上尾市藤波３丁目２７３番１
ファミリーマート上尾日産通り 埼玉県上尾市大字壱丁目５１－２
ファミリーマート上尾富士見二丁目 埼玉県上尾市富士見二丁目２０番３３号
ファミリーマート上尾平塚 埼玉県上尾市平塚大字平塚八ツ山字８５３－１７
ファミリーマート上尾平方領々家 埼玉県上尾市大字平方領々家４９７－１
ファミリーマート上尾領家工業団地 埼玉県上尾市畔吉１２７５－１他
ファミリーマート上福岡北口 埼玉県ふじみ野市上福岡１－１４－１
ファミリーマート上野芝 埼玉県川口市芝樋ノ爪１－１７－２８
ファミリーマート新河岸駅前 埼玉県川越市大字砂９０６番地４
ファミリーマート新狭山 埼玉県狭山市新狭山２丁目４－１１
ファミリーマート新狭山駅前 埼玉県狭山市新狭山３－１－１
ファミリーマート新狭山二丁目 埼玉県狭山市新狭山２丁目１６番２
ファミリーマート新座駅前通り 埼玉県新座市野火止６－５－５５
ファミリーマート新座駅南 埼玉県新座市野火止５－１－３１
ファミリーマート新座市役所通り 埼玉県新座市野火止１丁目１４番１９号
ファミリーマート新座菅沢二丁目 埼玉県新座市菅沢２丁目９番３５号
ファミリーマート新座石神一丁目 埼玉県新座市石神１丁目４－３８
ファミリーマート新座東一丁目 埼玉県新座市東１丁目１６－９
ファミリーマート新座東二丁目 埼玉県新座市東２－４
ファミリーマート新座東北一丁目 埼玉県新座市東北１丁目３－８
ファミリーマート新座馬場 埼玉県新座市馬場３丁目１－３２
ファミリーマート新座馬場二丁目 埼玉県新座市馬場二丁目１０－２
ファミリーマート新座片山一丁目 埼玉県新座市片山１丁目１６－５
ファミリーマート新座野火止七丁目 埼玉県新座市野火止７丁目７番５号
ファミリーマート新座野火止二丁目 埼玉県新座市野火止二丁目１１－３１
ファミリーマート新座野寺二丁目 埼玉県新座市野寺２丁目１９番２５号
ファミリーマート新所沢駅西口 埼玉県所沢市緑町１－２１－２３
ファミリーマート新所沢駅東口 埼玉県所沢市松葉町１１番２
ファミリーマート新所沢駅入口 埼玉県所沢市松葉町１７－４
ファミリーマート森かどやしんでん 埼玉県草加市金明町７８１－１
ファミリーマート深谷駅前 埼玉県深谷市西島町３－１－１
ファミリーマート深谷樫合 埼玉県深谷市樫合１３１－１
ファミリーマート深谷国済寺 埼玉県深谷市国済寺町２６－２
ファミリーマート深谷深谷町 埼玉県深谷市深谷町１１－４５
ファミリーマート深谷針ヶ谷 埼玉県深谷市針ヶ谷５４６－１
ファミリーマート深谷人見 埼玉県深谷市人見６４４－４
ファミリーマート深谷西大沼 埼玉県深谷市西大沼字溜井３２７－１
ファミリーマート深谷折之口 埼玉県深谷市折之口字屋敷合５１９番地１
ファミリーマート深谷田中 埼玉県深谷市田中１６２５－１
ファミリーマート深谷南大通り 埼玉県深谷市上野台２１９８番２
ファミリーマート深谷日赤病院前 埼玉県深谷市上柴町西二丁目２２番１６
ファミリーマート神川渡瀬 埼玉県児玉郡神川町大字渡瀬３２２
ファミリーマート杉戸高野台駅西口 埼玉県北葛飾郡　杉戸町高野台西１丁目３－１
ファミリーマート杉戸高野台南 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野１６５１－１
ファミリーマート杉戸清地 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目８５
ファミリーマート杉戸椿 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字椿３６０
ファミリーマート西浦和駅前 埼玉県さいたま市桜区田島５－２５－１
ファミリーマート西海川口 埼玉県川口市芝５－２０
ファミリーマート西所沢 埼玉県所沢市西所沢１丁目１２－３
ファミリーマート西所沢駅前 埼玉県所沢市西所沢１－１３－８
ファミリーマート西川口一丁目 埼玉県川口市西川口１丁目１８－１８
ファミリーマート西川口三丁目 埼玉県川口市西川口三丁目１７番７号



ファミリーマート西川口四丁目 埼玉県川口市西川口４－１０－１５
ファミリーマート西川口東口 埼玉県川口市並木３－９－１
ファミリーマート西川口陸橋西 埼玉県川口市西川口３ー２９ー１８
ファミリーマート西大宮バイパス 埼玉県さいたま市西区宮前町７３３－５
ファミリーマート西大宮駅南口 埼玉県さいたま市西区指扇３６２０番地
ファミリーマート西武園西 埼玉県所沢市山口２５２７－１
ファミリーマート西武球場駅前 埼玉県所沢市上山口１４１８
ファミリーマート西武狭山ケ丘駅前 埼玉県所沢市東狭山ケ丘１－５－７
ファミリーマート千間台西一丁目 埼玉県越谷市千間台西１丁目１４番地２
ファミリーマート川越インター 埼玉県川越市大字南大塚１８６７番３
ファミリーマート川越かし野台 埼玉県川越市かし野台２丁目１９－１
ファミリーマート川越グリーンパーク 埼玉県川越市大字古谷上５９４５－１
ファミリーマート川越クレアモール 埼玉県川越市新富町２丁目１２番９号
ファミリーマート川越旭町二丁目 埼玉県川越市旭町２丁目１－１
ファミリーマート川越安比奈親水公園前 埼玉県川越市大字的場１８７―１
ファミリーマート川越伊勢原 埼玉県川越市伊勢原町２丁目１番８
ファミリーマート川越霞ヶ関 埼玉県川越市霞ヶ関東１－２－２５
ファミリーマート川越笠幡 埼玉県川越市大字笠幡４３番地４
ファミリーマート川越笠幡駅東 埼玉県川越市大字笠幡４５６３－１３
ファミリーマート川越鴨田 埼玉県川越市大字鴨田６６９－６
ファミリーマート川越岸町一丁目 埼玉県川越市岸町１丁目１５－１２
ファミリーマート川越岸町三丁目 埼玉県川越市岸町３丁目２５－４９
ファミリーマート川越吉田 埼玉県川越市大字吉田１２１６番２
ファミリーマート川越牛子 埼玉県川越市大字牛子３８９－１　他８筆
ファミリーマート川越熊野町 埼玉県川越市熊野町１９番地１
ファミリーマート川越鯨井 埼玉県川越市鯨井１５６５－２
ファミリーマート川越元町札の辻 埼玉県川越市元町２丁目４番１３　他１筆
ファミリーマート川越今成四丁目 埼玉県川越市今成４－１７－９
ファミリーマート川越今福 埼玉県川越市大字今福９６１－９　他４筆
ファミリーマート川越今福南 埼玉県川越市大字今福２６４１番４
ファミリーマート川越砂新田 埼玉県川越市砂新田２丁目１８－１０
ファミリーマート川越砂新田四丁目 埼玉県川越市砂新田４丁目１９－１１　他１筆
ファミリーマート川越砂新田東 埼玉県川越市砂新田１２３－１
ファミリーマート川越三番町 埼玉県川越市脇田町１７－４
ファミリーマート川越山田東 埼玉県川越市山田１８１４－３
ファミリーマート川越市駅前 埼玉県川越市六軒町１－１－２
ファミリーマート川越寺尾 埼玉県川越市大字寺尾字田成８２４番地５
ファミリーマート川越小仙波 埼玉県川越市大字小仙波字下町７４９－８
ファミリーマート川越小仙波町二丁目 埼玉県川越市小仙波町２丁目１７－１
ファミリーマート川越小中居 埼玉県川越市大字小中居１０１４番地１
ファミリーマート川越上寺山 埼玉県川越市上寺山４０９－１
ファミリーマート川越上寺山西 埼玉県川越市大字上寺山５２０－２
ファミリーマート川越新富町 埼玉県川越市新富町２丁目２６－２
ファミリーマート川越神明町 埼玉県川越市神明町４４
ファミリーマート川越大仙波 埼玉県川越市大字大仙波字久保田６２３番地１
ファミリーマート川越大袋 埼玉県川越市大字大袋６８０－１
ファミリーマート川越中台通り 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通町 埼玉県川越市通町１２－３
ファミリーマート川越的場 埼玉県川越市大字的場１３４６－１
ファミリーマート川越的場北 埼玉県川越市的場２３０９番地１
ファミリーマート川越天沼 埼玉県川越市大字天沼新田３３７番地２
ファミリーマート川越天沼新田 埼玉県川越市大字天沼新田８９番地１
ファミリーマート川越田町 埼玉県川越市田町２－７
ファミリーマート川越南大塚 埼玉県川越市大塚新町６１－６
ファミリーマート川越南田島 埼玉県川越市大字南田島８０２－１
ファミリーマート川越八幡通り 埼玉県川越市通町２４ー９
ファミリーマート川越府川高畑 埼玉県川越市大字府川１２０１－２
ファミリーマート川越豊田本 埼玉県川越市豊田本２９７－１
ファミリーマート川口ＳＬ青葉通り 埼玉県川口市幸町三丁目１番２０
ファミリーマート川口安行 埼玉県川口市安行出羽５丁目１－２３
ファミリーマート川口伊刈 埼玉県川口市大字伊刈３９２番地１
ファミリーマート川口栄町三丁目 埼玉県川口市栄町三丁目３番１５号
ファミリーマート川口栄町二丁目 埼玉県川口市栄町二丁目１２番２５号
ファミリーマート川口駅東口 埼玉県川口市栄町３－５－９
ファミリーマート川口花山下 埼玉県川口市大字安行字大元６３６－３
ファミリーマート川口金山町 埼玉県川口市金山町１２番１－１０４号
ファミリーマート川口元郷 埼玉県川口市元郷４丁目３－１
ファミリーマート川口戸塚 埼玉県川口市戸塚１丁目１８－２



ファミリーマート川口戸塚東 埼玉県川口市戸塚東一丁目１８－２５
ファミリーマート川口戸塚東三丁目 埼玉県川口市戸塚東三丁目６番１７号
ファミリーマート川口幸町二丁目 埼玉県川口市幸町２丁目９－１
ファミリーマート川口江戸袋 埼玉県川口市江戸袋１丁目１３－２９
ファミリーマート川口市役所前 埼玉県川口市中青木１丁目９番２３号
ファミリーマート川口芝下一丁目 埼玉県川口市芝下１丁目３番１７号
ファミリーマート川口芝高木 埼玉県川口市芝高木１丁目１７番３１号
ファミリーマート川口芝新町 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樹モール 埼玉県川口市栄町３丁目８番４号
ファミリーマート川口十二月田 埼玉県川口市末広二丁目１番１号
ファミリーマート川口神戸 埼玉県川口市神戸３８番地１
ファミリーマート川口神根 埼玉県川口市安行領根岸字外谷田３０３５－１
ファミリーマート川口青木町公園前 埼玉県川口市並木４丁目１８番９外［地番］
ファミリーマート川口赤井三丁目 埼玉県川口市赤井３丁目８－５
ファミリーマート川口前川 埼玉県川口市前川３丁目１８－１４
ファミリーマート川口中青木五丁目 埼玉県川口市中青木５丁目７－８
ファミリーマート川口朝日 埼玉県川口市朝日５丁目１４－１４
ファミリーマート川口朝日三丁目 埼玉県川口市朝日３丁目４－１４
ファミリーマート川口長蔵 埼玉県川口市長蔵一丁目７－２
ファミリーマート川口東領家 埼玉県川口市東領家３－１５－４
ファミリーマート川口道合 埼玉県川口市道合９２０
ファミリーマート川口道合西 埼玉県川口市道合２７８番地１
ファミリーマート川口南前川 埼玉県川口市南前川２丁目５番１５
ファミリーマート川口南鳩ヶ谷 埼玉県川口市南鳩ケ谷３丁目１７番２１号
ファミリーマート川口南鳩ヶ谷一丁目 埼玉県川口市南鳩ヶ谷１丁目２８－３
ファミリーマート川口並木三丁目 埼玉県川口市並木三丁目２－１６
ファミリーマート川口並木二丁目 埼玉県川口市並木２－２５－１０
ファミリーマート川口末広 埼玉県川口市末広一丁目３－９
ファミリーマート川口弥平四丁目 埼玉県川口市弥平４丁目４－３
ファミリーマート川口柳崎 埼玉県川口市柳崎１丁目１６－２
ファミリーマート川口蓮沼 埼玉県川口市大字蓮沼２５２
ファミリーマート川島三保谷 埼玉県比企郡川島町下狢５９１番地１
ファミリーマート川島正直 埼玉県比企郡川島町大字正直５９‐１
ファミリーマート草加ひがし 埼玉県草加市柿木町字松７５２－１
ファミリーマート草加旭町二丁目 埼玉県草加市旭町２丁目３－７
ファミリーマート草加稲荷 埼玉県草加市稲荷４－１３－３２
ファミリーマート草加駅東口 埼玉県草加市高砂２丁目６－５
ファミリーマート草加柿木町 埼玉県草加市柿木町字亀４９７番１
ファミリーマート草加新里町 埼玉県草加市新里町４１９番地
ファミリーマート草加瀬崎二丁目 埼玉県草加市瀬崎２丁目５０番２５号
ファミリーマート草加谷塚 埼玉県草加市谷塚上町４７２－１４
ファミリーマート草加二丁目 埼玉県草加市草加二丁目１０－１
ファミリーマート草加八幡町 埼玉県草加市八幡町字曽根４９１－２
ファミリーマート草加氷川町 埼玉県草加市氷川町２１２２－１
ファミリーマート草加弁天五丁目 埼玉県草加市弁天五丁目１番１号
ファミリーマート草加弁天町 埼玉県草加市弁天４丁目１２－３６
ファミリーマート草加北谷 埼玉県草加市北谷１丁目１８－６
ファミリーマート太田窪二丁目 埼玉県さいたま市南区太田窪二丁目２番１号
ファミリーマート大宮すずらん通り 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目１７番地
ファミリーマート大宮ソニックシティ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７－５
ファミリーマート大宮駅前 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吉敷町 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番３
ファミリーマート大宮御蔵 埼玉県さいたま市見沼区御蔵１３９
ファミリーマート大宮公園前 埼玉県さいたま市大宮区寿能町１丁目３７－７
ファミリーマート大宮桜木町 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目４１０－１
ファミリーマート大宮桜木町一丁目 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－８－３
ファミリーマート大宮三橋四丁目 埼玉県さいたま市大宮区三橋４－１７－１
ファミリーマート大宮三橋中央通り 埼玉県さいたま市大宮区上小町４９６－１
ファミリーマート大宮上小町 埼玉県さいたま市大宮区上小町２７７
ファミリーマート大宮西遊馬 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬１１１７－１
ファミリーマート大宮浅間町 埼玉県さいたま市大宮区浅間町１－１３２
ファミリーマート大宮大栄橋 埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目５１番地
ファミリーマート大宮大門町一丁目 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目６１番地６
ファミリーマート大宮中央 埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１５９
ファミリーマート大宮仲町 埼玉県さいたま市大宮区仲町２丁目２３－２－１０１
ファミリーマート大宮仲町二丁目 埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目７５番１
ファミリーマート大宮本郷町 埼玉県さいたま市北区本郷町６４９
ファミリーマート大原 埼玉県ふじみ野市大原２－１－２６



ファミリーマート大野高坂駅西口 埼玉県東松山市元宿１－１１－３
ファミリーマート大和田駅前 埼玉県さいたま市見沼区大和田町一丁目１３５７番１
ファミリーマート大和田駅前 埼玉県さいたま市見沼区大和田町一丁目１３５７番１
ファミリーマート谷塚駅東口 埼玉県草加市谷塚一丁目１番１６号　日下部ビル
ファミリーマート秩父皆野 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野３６－７
ファミリーマート秩父小鹿野町 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野２００９番１
ファミリーマート秩父上野町 埼玉県秩父市上野町３９－５
ファミリーマート秩父中宮地 埼玉県秩父市中宮地町８番４号
ファミリーマート秩父本町 埼玉県秩父市本町１－１
ファミリーマート秩父野坂町 埼玉県秩父市野坂町２－１６－４８
ファミリーマート中浦和駅前 埼玉県さいたま市南区関１－１－９
ファミリーマート朝霞駅東口 埼玉県朝霞市仲町２丁目１－６
ファミリーマート朝霞宮戸 埼玉県朝霞市宮戸二丁目１－１５
ファミリーマート朝霞黒目川通り 埼玉県朝霞市溝沼５４７番地１
ファミリーマート朝霞根岸台四丁目 埼玉県朝霞市根岸台４丁目２番２号
ファミリーマート朝霞東弁財 埼玉県朝霞市東弁財２丁目６－１１
ファミリーマート朝霞東弁財一丁目 埼玉県朝霞市東弁財１丁目８番４６号
ファミリーマート朝霞膝折一丁目 埼玉県朝霞市膝折町１丁目９番３７号
ファミリーマート朝霞膝折三丁目 埼玉県朝霞市膝折町３丁目７番３号
ファミリーマート朝霞本町一丁目 埼玉県朝霞市本町１丁目１９ー３６
ファミリーマート朝霞本町三丁目 埼玉県朝霞市本町３丁目５番１８号
ファミリーマート朝霞本町二丁目 埼玉県朝霞市本町２－２５－３７
ファミリーマート長瀞中野上 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上３８７番地
ファミリーマート鶴ヶ島駅西 埼玉県川越市大字天沼新田１４０番６
ファミリーマート鶴ヶ島五味ケ谷 埼玉県鶴ヶ島市大字五味ケ谷字番田３０７番地１号
ファミリーマート鶴ヶ島高倉 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉１２２８－１５
ファミリーマート鶴ヶ島三ツ木 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木字新井１１７－５
ファミリーマート鶴ヶ島鶴ヶ丘 埼玉県鶴ヶ島市鶴ケ丘４０３－３
ファミリーマート鶴ヶ島鉄砲通り 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折２１３１
ファミリーマート鶴ヶ島富士見四丁目 埼玉県鶴ヶ島市富士見４丁目２－１３
ファミリーマート土呂駅前 埼玉県さいたま市北区土呂町２－９－９
ファミリーマート東みずほ台 埼玉県富士見市東みずほ台１丁目１－１
ファミリーマート東浦和駅前 埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目１－２
ファミリーマート東浦和五丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和五丁目１０番８号　１階
ファミリーマート東浦和三丁目 埼玉県さいたま市緑区東浦和三丁目４番地４０
ファミリーマート東狭山ヶ丘一丁目 埼玉県所沢市東狭山ケ丘１丁目６６番４
ファミリーマート東所沢駅前 埼玉県所沢市東所沢１－３－２
ファミリーマート東所沢駅南 埼玉県所沢市東所沢和田一丁目１番地２
ファミリーマート東所沢和田 埼玉県所沢市東所沢和田３丁目２３番８
ファミリーマート東松山インター 埼玉県東松山市大字上野本８７番２
ファミリーマート東松山岩殿 埼玉県東松山市大字岩殿２０－１
ファミリーマート東松山高坂 埼玉県東松山市あずま町１丁目２０－５
ファミリーマート東松山松山町 埼玉県東松山市松山町２丁目１２６１－１
ファミリーマート東松山神明町 埼玉県東松山市神明町二丁目１２番１７号
ファミリーマート東松山石橋 埼玉県東松山市大字石橋１６８５－１５
ファミリーマート東松山東平 埼玉県東松山市大字東平２４５３－１
ファミリーマート東大宮五丁目 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目２７－２
ファミリーマート東飯能駅西口 埼玉県飯能市東町１－５
ファミリーマート東洋大朝霞キャンパス前 埼玉県朝霞市大字溝沼１２８９－１
ファミリーマート南浦和 埼玉県さいたま市南区南浦和２－３５－１０
ファミリーマート南浦和駅西口 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目４番１３号１階
ファミリーマート南浦和三丁目 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目５番１６号　１階
ファミリーマート南越谷一丁目 埼玉県越谷市南越谷１－１３－７ハローマートビル１０１
ファミリーマート南越谷一丁目南 埼玉県越谷市南越谷一丁目６番７６号
ファミリーマート南越谷駅北通り 埼玉県越谷市南越谷２－５－６７
ファミリーマート南越谷四丁目 埼玉県越谷市南越谷４－１１－１５
ファミリーマート南桜井駅前 埼玉県春日部市米島中屋舗１１８５－３０
ファミリーマート南桜井駅北口 埼玉県春日部市大衾４９６－１２
ファミリーマート日高旭ヶ丘 埼玉県日高市大字旭ケ丘７２７番２
ファミリーマート日高下鹿山 埼玉県日高市大字下鹿山字白幡５－７
ファミリーマート日高高萩 埼玉県日高市大字高萩２２７８番２
ファミリーマート日高上鹿山 埼玉県日高市大字上鹿山６５８番地１
ファミリーマート日高南平沢 埼玉県日高市大字南平沢１２６１番地６
ファミリーマート日進駅南口 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１１１２　柳田ビル１Ｆ
ファミリーマート日進駅北口 埼玉県さいたま市北区日進町２丁目１９１４－８
ファミリーマート入間アウトレットパーク 埼玉県入間市宮寺３１６９－１
ファミリーマート入間グリーンヒル 埼玉県入間市大字上藤沢４０６－１
ファミリーマート入間下藤沢 埼玉県入間市大字下藤沢字本山９２８番１



ファミリーマート入間宮寺西 埼玉県入間市宮寺２６６４番１
ファミリーマート入間春日町 埼玉県入間市春日町１－７１６－１
ファミリーマート入間上藤沢 埼玉県入間市上藤沢７０７－１
ファミリーマート入間川病院前 埼玉県狭山市富士見１丁目１８番３号
ファミリーマート入間扇町屋 埼玉県入間市扇町屋５丁目２－８
ファミリーマート入間東町 埼玉県入間市東町６丁目２－１
ファミリーマート入間東藤沢 埼玉県入間市東藤沢３丁目９番１号
ファミリーマート入間藤沢 埼玉県入間市大字下藤沢１２９９番１
ファミリーマート入間武蔵工業団地 埼玉県入間市小谷田１２６１番３
ファミリーマート入間仏子 埼玉県入間市大字仏子８３９－１
ファミリーマート入間豊岡 埼玉県入間市豊岡１丁目４番１３号
ファミリーマート入間木蓮寺 埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１
ファミリーマート入間野田 埼玉県入間市野田字山王塚８８７番
ファミリーマート入曽 埼玉県狭山市水野字月見野４３４－１９
ファミリーマート入曽駅前 埼玉県狭山市南入曽５６７－１
ファミリーマート柏原ニュータウン 埼玉県狭山市柏原３１６１番１０４
ファミリーマート白岡駅東口 埼玉県白岡市小久喜７４０番地１
ファミリーマート白岡上野田 埼玉県白岡市上野田１２８７番地２
ファミリーマート八潮駅南 埼玉県八潮市茜町一丁目３番７
ファミリーマート八潮宮田 埼玉県八潮市鶴ケ曽根１４４７番１
ファミリーマート八潮新町 埼玉県八潮市大字新町４５番［地番］
ファミリーマート八潮大原 埼玉県八潮市八潮７－３３－５
ファミリーマート八潮鶴ヶ曽根 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根大字１７２２番地７
ファミリーマート八潮二丁目 埼玉県八潮市八潮２丁目４番地１
ファミリーマート八潮緑町三丁目 埼玉県八潮市緑町３丁目２６番地３２
ファミリーマート鳩ヶ谷南 埼玉県川口市南鳩ヶ谷７丁目４－１３
ファミリーマート鳩ヶ谷八幡木 埼玉県川口市八幡木１丁目２３－１
ファミリーマート鳩山ニュータウン 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘１丁目１－３
ファミリーマート鳩山石坂 埼玉県比企郡鳩山町大字石坂９４１番１３
ファミリーマート飯能阿須 埼玉県飯能市大字阿須８５１－９
ファミリーマート飯能芦苅場 埼玉県飯能市芦苅場１８３
ファミリーマート飯能駅南口 埼玉県飯能市南町１－２４
ファミリーマート飯能駅北口 埼玉県飯能市仲町１１－２１
ファミリーマート飯能加治小学校前 埼玉県飯能市大字川寺４７９番地１
ファミリーマート飯能岩沢 埼玉県飯能市大字岩沢３１８－１
ファミリーマート飯能上畑 埼玉県飯能市大字上畑２４５番１
ファミリーマート飯能青木 埼玉県飯能市大字青木６６－１
ファミリーマート飯能双柳 埼玉県飯能市大字双柳５５９
ファミリーマート飯能東吾野 埼玉県飯能市白子３６５番地
ファミリーマート飯能日高団地 埼玉県日高市横手１丁目１６－１
ファミリーマート肥塚南 埼玉県熊谷市肥塚２－１６０３－３
ファミリーマート美女木八丁目 埼玉県戸田市美女木８丁目２－９
ファミリーマート富士見京塚 埼玉県富士見市大字水子２５７８－１
ファミリーマート富士見山室 埼玉県富士見市山室１丁目１２４６番地１
ファミリーマート富士見勝瀬 埼玉県富士見市ふじみ野東３丁目１３番４
ファミリーマート富士見針ヶ谷二丁目 埼玉県富士見市針ヶ谷２丁目３４番２
ファミリーマート富士見水谷東 埼玉県富士見市水谷東３丁目４４番２０号
ファミリーマート武蔵浦和マークス 埼玉県さいたま市南区別所七丁目２１番１プラウドタワー武蔵浦和マークス１０３号
ファミリーマート武蔵浦和駅東 埼玉県さいたま市南区別所七丁目８番９号
ファミリーマート武蔵藤沢駅前 埼玉県入間市下藤沢１３３１－４
ファミリーマート仏子駅前 埼玉県入間市仏子８８０
ファミリーマート片山北本 埼玉県北本市本宿７－１
ファミリーマート豊野台テクノタウン 埼玉県加須市間口１１１９番地１０
ファミリーマート防衛医大病院 埼玉県所沢市並木３丁目２
ファミリーマート北浦和駅東口 埼玉県さいたま市浦和区北浦和１丁目２番１６号
ファミリーマート北浦和東口駅前 埼玉県さいたま市浦和区北浦和三丁目２番２号　内藤ビル１階
ファミリーマート北戸田駅前 埼玉県戸田市大字新曽２２２０番地の１北戸田ファーストゲートタワー１０３
ファミリーマート北秋津 埼玉県所沢市くすのき台３－１１－８
ファミリーマート北朝霞駅東 埼玉県朝霞市浜崎１－３－１０
ファミリーマート北本石戸一丁目 埼玉県北本市石戸１丁目２３５番１
ファミリーマート北本中丸 埼玉県北本市中丸８丁目３１１番地
ファミリーマート北与野駅前 埼玉県さいたま市中央区上落合２－１０－１
ファミリーマート本庄駅南一丁目 埼玉県本庄市駅南１丁目３番２２号
ファミリーマート本庄児玉インター 埼玉県本庄市西富田４９４番地４
ファミリーマート本庄児玉東 埼玉県本庄市児玉町児玉１７０４－１
ファミリーマート本庄朝日町 埼玉県本庄市五十子三丁目１－１
ファミリーマート本庄日の出二丁目 埼玉県本庄市日の出２丁目２－１０
ファミリーマート本川越駅前 埼玉県川越市新富町１丁目１８－６



ファミリーマート毛呂山埼玉医大前 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷６７７－２
ファミリーマート野火止六丁目 埼玉県新座市野火止６－１６－１５
ファミリーマート野原五明 埼玉県比企郡ときがわ町大字五明７６３－３
ファミリーマート柳瀬川駅前 埼玉県志木市館２－６－１１
ファミリーマート与野駅西口 埼玉県さいたま市中央区下落合１０８０番地
ファミリーマート与野駅前 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－２－１２
ファミリーマート嵐山 埼玉県比企郡嵐山町千手堂３７－１
ファミリーマート嵐山むさし台 埼玉県比企郡嵐山町むさし台二丁目１番地３
ファミリーマート領家橋 埼玉県川口市東領家３－３１－２０
ファミリーマート蓮田閏戸 埼玉県蓮田市大字閏戸１７９２番３
ファミリーマート蓮田駅西口 埼玉県蓮田市本町２番２０号　いせやビル
ファミリーマート蓮田駅東口 埼玉県蓮田市東５丁目２－１３
ファミリーマート蓮田黒浜小前 埼玉県蓮田市大字黒浜３１０７－１
ファミリーマート蓮田南新宿 埼玉県蓮田市大字南新宿字宿１０００番１
ファミリーマート和光越後山通り 埼玉県和光市南１丁目２７番７６号
ファミリーマート和光西大和団地 埼玉県和光市西大和団地２６６６－２
ファミリーマート和光中央 埼玉県和光市中央一丁目１番３０
ファミリーマート和光南一丁目 埼玉県和光市南１丁目１４番１９号
ファミリーマート和光南口 埼玉県和光市本町３－２３　ヤワラビル１Ｆ
ファミリーマート和光白子三丁目 埼玉県和光市白子３丁目２０－１０
ファミリーマート和光北インター 埼玉県朝霞市大字台５１８－１
ファミリーマート和光北口 埼玉県和光市新倉１－１－３５
ファミリーマート鷲宮上新井 埼玉県久喜市鷲宮字上新井７０８－１
ファミリーマート鷲宮東大輪 埼玉県久喜市東大輪南前１２９－１
ファミリーマート蕨駅東口 埼玉県川口市芝新町３－１
ファミリーマート蕨錦町一丁目 埼玉県蕨市錦町一丁目２番５号
ファミリーマート蕨塚越三丁目 埼玉県蕨市塚越３丁目１０－３７
ファミリーマート蕨南町四丁目 埼玉県蕨市南町四丁目１２番５号エスポワール南１階
ファミリーマート獨協大学前駅東口 埼玉県草加市栄町２－１２－１
ファミリーマートＡＮＡクラウンプラザホテル成田 千葉県成田市堀之内６８番地
ファミリーマートＪＲ船橋駅前 千葉県船橋市本町５丁目１番１５号
ファミリーマートＮＲＴ第一貨物ビル 千葉県成田市古込字込前１５４番地４
ファミリーマートＰａｓａｒ幕張上り 千葉県千葉市花見川区幕張町２－２６２１
ファミリーマートＴＸ柏の葉キャンパス駅 千葉県柏市若柴１７４
ファミリーマートアトレ新浦安 千葉県浦安市入船１丁目１番の１　１階６０７０
ファミリーマートいすみ国府台 千葉県いすみ市国府台８４５－１
ファミリーマートいすみ大原 千葉県いすみ市大原１２１０番地
ファミリーマートいわさわ大日 千葉県四街道市大日１８６５番１
ファミリーマートおおくぼ津田沼 千葉県習志野市谷津１－１４－１
ファミリーマートおおたかの森 千葉県流山市市野谷新市街地Ａ２３街区１、２、３
ファミリーマートおゆみ野一丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野一丁目２８番１
ファミリーマートおゆみ野中央七丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央７丁目３７－１
ファミリーマートくぬぎ山四丁目 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山４丁目１２－４３
ファミリーマートサカモト高柳 千葉県木更津市高柳２４６４－１
ファミリーマートサクマ南行徳駅 千葉県市川市相之川４丁目１７番２
ファミリーマートソードビル 千葉県千葉市美浜区真砂５丁目２０－７
ファミリーマートダイト富津関尻 千葉県富津市関尻４４７番地１
ファミリーマートちはら台駅 千葉県市原市ちはら台西１丁目１
ファミリーマートニーズ浦安 千葉県浦安市北栄二丁目４番１１号
ファミリーマートネクスト船橋 千葉県船橋市本町一丁目５－１
ファミリーマートマツマル柏 千葉県柏市末広町１１－１５
ファミリーマートみのり台駅前通り 千葉県松戸市稔台一丁目３０－３
ファミリーマートむらた小金原 千葉県松戸市小金原７－４－１
ファミリーマートヤックスドラッグ浦安東野 千葉県浦安市東野３丁目４番１１号
ファミリーマートルーキー丸山四丁目 千葉県船橋市丸山４－２６
ファミリーマートワンダーグー東金 千葉県東金市田間２２２
ファミリーマート旭川端 千葉県旭市イ２６１６番地３
ファミリーマート旭東 千葉県旭市ニ１９７０番１
ファミリーマート一宮海岸 千葉県長生郡一宮町一宮字東台場１０１３２－１
ファミリーマート稲毛園生町南 千葉県千葉市稲毛区園生町４８７番７０
ファミリーマート稲毛海岸駅前 千葉県千葉市美浜区高洲３－１０－１サンフラワービレッジ稲毛海岸
ファミリーマート稲毛穴川一丁目 千葉県千葉市稲毛区穴川一丁目７番１号
ファミリーマート稲毛山王 千葉県千葉市稲毛区山王町１５１－３
ファミリーマート稲毛小中台町 千葉県千葉市稲毛区小中台町１５１２番地４
ファミリーマート稲毛小仲台九丁目 千葉県千葉市稲毛区小仲台九丁目８０６番１
ファミリーマート稲毛長沼 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３７番６
ファミリーマート印西小倉台 千葉県印西市小倉台四丁目６番２
ファミリーマート印西中央北 千葉県印西市中央北一丁目３番１



ファミリーマート印西内野 千葉県印西市内野二丁目９番
ファミリーマート印西牧の原駅 千葉県印西市原１丁目２１９１
ファミリーマート印西木下 千葉県印西市木下南２－１０－２
ファミリーマート臼井駅南口 千葉県佐倉市王子台３－３０－４ＶＩＭ臼井駅ビル１Ｆ
ファミリーマート臼井駅北口 千葉県佐倉市稲荷台１丁目１１番１
ファミリーマート浦安マリーナ 千葉県浦安市日の出１－３－１
ファミリーマート浦安駅東口 千葉県浦安市北栄一丁目１３番１７号
ファミリーマート浦安海楽 千葉県浦安市海楽１－１－７
ファミリーマート浦安若潮通り 千葉県浦安市鉄鋼通り２丁目１番８号
ファミリーマート浦安東野一丁目 千葉県浦安市東野１－３－１
ファミリーマート浦安富士見一丁目 千葉県浦安市富士見一丁目５番１号
ファミリーマート浦安富士見三丁目 千葉県浦安市富士見３－１－２
ファミリーマート浦安北栄 千葉県浦安市北栄４－２８－１１
ファミリーマート浦安北栄四丁目 千葉県浦安市北栄４－１７－４７
ファミリーマート浦安堀江三丁目 千葉県浦安市堀江３－２７－１５
ファミリーマート運河駅西口 千葉県流山市東深井４０９
ファミリーマート運河駅東口 千葉県流山市東深井３７４番１
ファミリーマート栄安食 千葉県印旛郡栄町安食１７３２－２
ファミリーマート横芝光町 千葉県山武郡横芝光町横芝５４４－４
ファミリーマート横芝町 千葉県山武郡横芝光町横芝１５１９－１
ファミリーマート下総中山駅北口 千葉県船橋市本中山２丁目１９－１
ファミリーマート花見川畑町 千葉県千葉市花見川区畑町５８７－１
ファミリーマート花輪インター 千葉県船橋市東船橋５丁目１５番２５号
ファミリーマート我孫子駅前 千葉県我孫子市我孫子一丁目１４番２８号
ファミリーマート我孫子駅北口 千葉県我孫子市我孫子１丁目９番１２号
ファミリーマート我孫子湖北台 千葉県我孫子市湖北台７－１３－５８
ファミリーマート我孫子新木 千葉県我孫子市南新木１丁目２番地の１
ファミリーマート我孫子都 千葉県我孫子市都６番地１
ファミリーマート我孫子本町 千葉県我孫子市本町１丁目４番７
ファミリーマート海浜幕張駅北口 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１Ｆ
ファミリーマート鎌ヶ谷くぬぎ山駅前 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山４丁目２－３５
ファミリーマート鎌ヶ谷東初富 千葉県鎌ケ谷市東初富１丁目３－６
ファミリーマート鎌ヶ谷南初富 千葉県鎌ケ谷市南初富二丁目１０番５４号
ファミリーマート鴨川横渚 千葉県鴨川市横渚２８７番地１
ファミリーマート鴨川天津 千葉県鴨川市天津字向原３２４１番１外
ファミリーマート鴨川和泉 千葉県鴨川市和泉６３６－３
ファミリーマート関宿中央 千葉県野田市木間ヶ瀬４８８６－１
ファミリーマート館山バイパス 千葉県館山市北条１２４１番１
ファミリーマート館山駅東口 千葉県館山市北条２２２５番１
ファミリーマート館山宮城 千葉県館山市宮城１０８０
ファミリーマート館山上真倉 千葉県館山市上真倉３１４－１
ファミリーマート鋸南竜島 千葉県安房郡鋸南町竜島７２９番１
ファミリーマート京成志津駅 千葉県佐倉市上志津１６６９
ファミリーマート京成成田駅前 千葉県成田市花崎町８１４番地５６かわいビル１Ｆ
ファミリーマート京成千葉駅 千葉県千葉市中央区新町２５０－３
ファミリーマート京成船橋 千葉県船橋市本町一丁目２４番１号
ファミリーマート京成船橋駅下りホーム 千葉県船橋市本町１－５－１
ファミリーマート京成船橋駅前 千葉県船橋市本町４丁目４５－２３
ファミリーマート京成谷津駅前 千葉県習志野市谷津４丁目６－２２
ファミリーマート京成津田沼駅構内 千葉県習志野市津田沼３丁目
ファミリーマート京成八千代台駅構内 千葉県八千代市八千代台北１丁目１－０
ファミリーマート京成八幡駅前 千葉県市川市八幡３丁目３－１
ファミリーマート京成幕張本郷駅 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１丁目１－３
ファミリーマート九十九里不動堂 千葉県山武郡九十九里町不動堂４５０－５０
ファミリーマート九十九里片貝 千葉県山武郡九十九里町片貝３５５２－１
ファミリーマート君津下湯江 千葉県君津市下湯江１１２８
ファミリーマート君津西坂田 千葉県君津市西坂田３丁目１２番６号
ファミリーマート君津貞元 千葉県君津市貞元１５２－１
ファミリーマート君津北 千葉県君津市北子安字東山９０３－１７
ファミリーマート君津杢師 千葉県君津市杢師三丁目２１番２外
ファミリーマート原木中山駅前 千葉県船橋市本中山７－２２
ファミリーマート原木中山駅北 千葉県船橋市本中山７丁目１０－１０
ファミリーマート古ヶ崎二丁目 千葉県松戸市古ケ崎２丁目３２３０番２
ファミリーマート五香駅東口 千葉県松戸市金ケ作４０８
ファミリーマート江戸川台駅東口 千葉県流山市江戸川台東２丁目４
ファミリーマート行徳駅前四丁目 千葉県市川市行徳駅前四丁目１４番１２号
ファミリーマート香取山之辺 千葉県香取市山之辺１４４０－１
ファミリーマート香取小見川 千葉県香取市小見川１００２番地



ファミリーマート香取小川 千葉県香取市下小川１２８８番地１
ファミリーマート香取木内 千葉県香取市木内１２１４－１
ファミリーマート香取野田 千葉県香取市野田２４７
ファミリーマート高洲二丁目 千葉県千葉市美浜区高洲２－３－１５
ファミリーマート佐倉井野 千葉県佐倉市井野１５３１－３
ファミリーマート佐倉臼井台 千葉県佐倉市臼井台１６８２－１　他３筆
ファミリーマート佐倉王子台 千葉県佐倉市王子台６丁目２６番６
ファミリーマート佐倉生谷 千葉県佐倉市生谷１３３２－１２
ファミリーマート佐倉大崎台 千葉県佐倉市大崎台１丁目１６番１
ファミリーマート佐倉並木町 千葉県佐倉市並木町３０番２外
ファミリーマート三里塚梅園 千葉県成田市三里塚１７５番地１
ファミリーマート山武白幡 千葉県山武市白幡２０４０番地２
ファミリーマート四街道駅北口 千葉県四街道市鹿渡１０１８番９
ファミリーマート四街道鹿放ヶ丘 千葉県四街道市鹿放ヶ丘４８７－１
ファミリーマート四街道鹿放橋 千葉県四街道市鹿放ケ丘１４５
ファミリーマート四街道小学校前 千葉県四街道市四街道１５５０－１
ファミリーマート四街道大日 千葉県四街道市大日３５４－１
ファミリーマート四街道中央 千葉県四街道市鹿渡９３３－２２８
ファミリーマート四街道物井 千葉県四街道市もねの里２丁目１５番１４号
ファミリーマート市原ちはら台東三丁目 千葉県市原市ちはら台東３丁目５－５
ファミリーマート市原マルハン 千葉県市原市八幡浦一丁目４番２号
ファミリーマート市原旭五所 千葉県市原市八幡１１９－１
ファミリーマート市原岩崎 千葉県市原市岩崎１－３６－９
ファミリーマート市原菊間通り 千葉県市原市菊間１７２６番１６
ファミリーマート市原古市場 千葉県市原市古市場１３７番３
ファミリーマート市原五井更級通り 千葉県市原市更級１丁目１－１
ファミリーマート市原五井西六丁目 千葉県市原市五井西六丁目３７番地１
ファミリーマート市原五井中央西 千葉県市原市五井中央西２丁目１５－１
ファミリーマート市原五井東 千葉県市原市五井東３－６－１
ファミリーマート市原五井白金通り 千葉県市原市五井中央南一丁目２５番地１４
ファミリーマート市原山倉 千葉県市原市山倉字北笠松１５４番地
ファミリーマート市原姉ヶ崎駅入口 千葉県市原市姉崎東三丁目３番地１８
ファミリーマート市原姉崎 千葉県市原市姉崎１９４６－１
ファミリーマート市原新生 千葉県市原市新生５５７－１番地
ファミリーマート市原瀬又 千葉県市原市永吉字川向１４１１番地１
ファミリーマート市原青柳三丁目 千葉県市原市青柳三丁目２－７
ファミリーマート市原辰巳台西二丁目 千葉県市原市辰巳台西２丁目４－２
ファミリーマート市原潮見通り 千葉県市原市青柳８５－１
ファミリーマート市原白金町 千葉県市原市白金町一丁目８３番
ファミリーマート市原八幡浦 千葉県市原市八幡浦一丁目１番１
ファミリーマート市原八幡宿東通り 千葉県市原市菊間３０９－１
ファミリーマート市原八幡北町 千葉県市原市八幡北町３－８－１１
ファミリーマート市原平成通り 千葉県市原市東五所４番１
ファミリーマート市原有秋台 千葉県市原市不入斗５０番地３
ファミリーマート市川インター 千葉県市川市東大和田１－２４－２３
ファミリーマート市川駅西 千葉県市川市市川南１－９－２３
ファミリーマート市川駅南口 千葉県市川市市川南１－１０－１－２１３
ファミリーマート市川駅北 千葉県市川市市川１－１３－３２
ファミリーマート市川下貝塚二丁目 千葉県市川市下貝塚２－３５－１５
ファミリーマート市川宮久保 千葉県市川市宮久保三丁目３６番１２号
ファミリーマート市川欠真間 千葉県市川市欠真間１－４－１０
ファミリーマート市川行徳街道 千葉県市川市相之川１－１－７
ファミリーマート市川高谷 千葉県市川市高谷１６２６－１他
ファミリーマート市川高谷一丁目 千葉県市川市高谷一丁目３番１１号
ファミリーマート市川国府台 千葉県市川市国府台５－２６－６
ファミリーマート市川若宮 千葉県市川市若宮３－５０－１９
ファミリーマート市川新井一丁目 千葉県市川市新井一丁目６番８号
ファミリーマート市川新田 千葉県市川市新田４－８－２５
ファミリーマート市川真間 千葉県市川市真間１－１２－４
ファミリーマート市川曽谷七丁目 千葉県市川市曽谷七丁目３２番７号
ファミリーマート市川相之川 千葉県市川市相之川三丁目８－１
ファミリーマート市川相之川二丁目 千葉県市川市相之川２－６－１９
ファミリーマート市川大洲 千葉県市川市大洲２－８－３２
ファミリーマート市川東菅野 千葉県市川市東菅野三丁目２９番３号
ファミリーマート市川南大野 千葉県市川市南大野１－４０
ファミリーマート市川南大野二丁目 千葉県市川市南大野二丁目２番２９号
ファミリーマート市川南八幡 千葉県市川市南八幡４丁目３番５号
ファミリーマート市川二俣 千葉県市川市二俣一丁目６番１２号



ファミリーマート市川入船 千葉県市川市入船１４番１
ファミリーマート市川八幡 千葉県市川市八幡三丁目１１番１７号
ファミリーマート市川八幡二丁目 千葉県市川市八幡二丁目８番１３号
ファミリーマート市川福栄 千葉県市川市福栄３－１０－１０
ファミリーマート市川平田一丁目 千葉県市川市平田一丁目９番５号
ファミリーマート市川宝二丁目 千葉県市川市宝二丁目１５番４号
ファミリーマート市川北インター東 千葉県市川市東国分二丁目２番１号
ファミリーマート市川北方二丁目 千葉県市川市北方二丁目２４番１３号
ファミリーマート市川湊新田二丁目 千葉県市川市湊新田２－９－１２
ファミリーマート市川妙典駅 千葉県市川市富浜１丁目２－１０
ファミリーマート寺島習志野台 千葉県船橋市習志野台４－８１－２０
ファミリーマート芝山大里 千葉県山武郡芝山町大里１番地２
ファミリーマート若葉若松町 千葉県千葉市若葉区若松町９５１－１６
ファミリーマート酒々井駅前 千葉県印旛郡酒々井町中川５０番地３　　岡田第一ビル　１Ｆ
ファミリーマート酒々井尾上 千葉県印旛郡酒々井町尾上６０番４
ファミリーマート酒々井墨 千葉県印旛郡酒々井町墨１５５８番１
ファミリーマート習志野茜浜 千葉県習志野市茜浜１丁目１３番１０号
ファミリーマート習志野鷺沼 千葉県習志野市鷺沼１－６－３
ファミリーマート習志野実籾 千葉県習志野市実籾四丁目２０番６号
ファミリーマート習志野奏の杜 千葉県習志野市秦の杜１－３－４０グリシーヌユイット１Ｆ
ファミリーマート習志野本大久保 千葉県習志野市本大久保３丁目７－７
ファミリーマート勝浦出水 千葉県勝浦市出水１２３３－２
ファミリーマート小金原二丁目 千葉県松戸市小金原２丁目９－８
ファミリーマート小金原八丁目 千葉県松戸市小金原八丁目７－５
ファミリーマート小見川工業団地 千葉県香取市虫幡１１０２－１
ファミリーマート小見川神里 千葉県香取市虫幡３９０番地１
ファミリーマート小見川大橋 千葉県香取市小見川字八丁面５５８７
ファミリーマート小室駅前 千葉県船橋市小室町３３２１番地
ファミリーマート松戸栄町 千葉県松戸市栄町６丁目４３８番１
ファミリーマート松戸栄町西四丁目 千葉県松戸市栄町西四丁目１１７１番１
ファミリーマート松戸駅西口 千葉県松戸市本町１－１２
ファミリーマート松戸駅前 千葉県松戸市松戸１１７５－１
ファミリーマート松戸柿の木 千葉県松戸市二十世紀が丘柿の木町１番地
ファミリーマート松戸岩瀬 千葉県松戸市緑ケ丘１丁目１－１
ファミリーマート松戸五香西 千葉県松戸市五香西二丁目１番１２
ファミリーマート松戸幸谷 千葉県松戸市幸谷１５０７－２２
ファミリーマート松戸幸田 千葉県松戸市幸田２４１番１
ファミリーマート松戸紙敷 千葉県松戸市紙敷９３５番地の１
ファミリーマート松戸七畝割 千葉県松戸市松戸２３０１－１０
ファミリーマート松戸小金 千葉県松戸市小金１６番地
ファミリーマート松戸松飛台 千葉県松戸市松飛台１７２番２
ファミリーマート松戸新田駅前 千葉県松戸市松戸新田４５６－２２
ファミリーマート松戸新田西 千葉県松戸市松戸新田２９５番２
ファミリーマート松戸西 千葉県松戸市本町２０－１２
ファミリーマート松戸大金平 千葉県松戸市大金平５－３７３－１
ファミリーマート松戸中根長津町 千葉県松戸市中根長津町１１９－２
ファミリーマート松戸東 千葉県松戸市松戸１０１８－１
ファミリーマート松戸牧の原 千葉県松戸市五香西３丁目８番１２
ファミリーマート松戸本町 千葉県松戸市本町７－３　松屋ビル
ファミリーマート松戸稔台 千葉県松戸市稔台４６０－１
ファミリーマート松戸梨香台 千葉県松戸市高塚新田２８６－１
ファミリーマート松戸六高台九丁目 千葉県松戸市六高台９丁目８７
ファミリーマート松戸六高台二丁目 千葉県松戸市六高台２丁目５２番地の１
ファミリーマート松戸和名ヶ谷 千葉県松戸市和名ケ谷６８５番１
ファミリーマート松尾はにわ道 千葉県山武市松尾町五反田２２２８
ファミリーマート松尾横芝インター 千葉県山武郡横芝光町遠山２９４
ファミリーマート常盤平けやき通り 千葉県松戸市常盤平７－１９－１５
ファミリーマート常盤平双葉町 千葉県松戸市常盤平双葉町１３番１
ファミリーマート常盤平六丁目 千葉県松戸市常盤平六丁目２番地９号
ファミリーマート新鎌ケ谷駅 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ケ谷１丁目１３－２
ファミリーマート新松戸一丁目 千葉県松戸市新松戸一丁目４３２番
ファミリーマート新松戸駅前 千葉県松戸市新松戸１－４８２
ファミリーマート新松戸三丁目 千葉県松戸市新松戸三丁目１３０番地
ファミリーマート新松戸二丁目 千葉県松戸市新松戸二丁目１１５番２
ファミリーマート新松戸六丁目 千葉県松戸市新松戸六丁目１７
ファミリーマート新八柱駅前 千葉県松戸市日暮１丁目１６－１
ファミリーマート新茂原 千葉県茂原市上林６２－１
ファミリーマート真砂一丁目 千葉県千葉市美浜区真砂１丁目２番３号



ファミリーマート菅野一丁目 千葉県市川市菅野一丁目７番２５－１０１号
ファミリーマート成田 千葉県成田市花崎町８２８－１２８
ファミリーマート成田ＮＴ中央 千葉県成田市中台４－１０１－３
ファミリーマート成田エアカーゴセンター 千葉県成田市南三里塚字宮原８７－２
ファミリーマート成田駅西口 千葉県成田市囲護台１丁目４番４フィールドホーム第３ビル
ファミリーマート成田久住駅前 千葉県成田市久住中央１丁目１１番１２３
ファミリーマート成田空港貨物ビル 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０９１
ファミリーマート成田上福田 千葉県成田市上福田３３２
ファミリーマート成田西三里塚 千葉県成田市西三里塚２４５番７
ファミリーマート成田中通 千葉県成田市大清水６７番５
ファミリーマート成田南羽鳥 千葉県成田市南羽鳥１８１２
ファミリーマート成田南三里塚 千葉県成田市南三里塚３０５－１
ファミリーマート成田飯田町 千葉県成田市飯田町１４３番地５０
ファミリーマート成田宝田 千葉県成田市宝田４２５
ファミリーマート成田本城 千葉県成田市本城１５０－２
ファミリーマート清水公園東 千葉県野田市清水公園東一丁目１０番２他
ファミリーマート西原三丁目 千葉県柏市西原３丁目１番１号
ファミリーマート西千葉駅前 千葉県千葉市稲毛区弥生町２－２１
ファミリーマート西千葉春日町 千葉県千葉市中央区春日二丁目２３番６号
ファミリーマート西船橋駅北口 千葉県船橋市西船４丁目２９－８
ファミリーマート西船四丁目 千葉県船橋市西船四丁目１７番８号
ファミリーマート千葉あすみが丘 千葉県千葉市緑区あすみが丘１丁目２０番４
ファミリーマート千葉あすみが丘九丁目 千葉県千葉市緑区あすみが丘九丁目１－１
ファミリーマート千葉おゆみ野五丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野５丁目２９番１０号
ファミリーマート千葉ニュータウン原山 千葉県印西市草深１１５４－３
ファミリーマート千葉ニュータウン中央駅 千葉県印西市武西字馬橋台１３９０－２
ファミリーマート千葉ニュータウン中央東 千葉県印西市草深１１０１－１
ファミリーマート千葉みつわ台五丁目 千葉県千葉市若葉区みつわ台５－１２－１４
ファミリーマート千葉みなと駅南口 千葉県千葉市中央区中央港一丁目２３番２２号
ファミリーマート千葉愛生町 千葉県千葉市若葉区若松町７１７－４
ファミリーマート千葉旭町 千葉県千葉市中央区旭町７－１
ファミリーマート千葉稲丘町 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宇那谷町 千葉県千葉市花見川区宇那谷町１６９７－４　他
ファミリーマート千葉栄町中央 千葉県千葉市中央区栄町３６番１０号　甲南アセット千葉中央ビル　１階
ファミリーマート千葉栄町南通り 千葉県千葉市中央区栄町１番３
ファミリーマート千葉駅東口 千葉県千葉市中央区富士見１丁目１－１
ファミリーマート千葉駅北口 千葉県千葉市中央区弁天１丁目１４番７号
ファミリーマート千葉越智町 千葉県千葉市緑区越智町７４７－３１
ファミリーマート千葉花園 千葉県千葉市花見川区花園三丁目３番９号
ファミリーマート千葉貝塚 千葉県千葉市若葉区貝塚町１１０７番２
ファミリーマート千葉干潟 千葉県旭市鏑木３８３２番１７
ファミリーマート千葉宮崎 千葉県千葉市中央区宮崎二丁目７番２
ファミリーマート千葉金親町 千葉県千葉市若葉区金親町２４３－５
ファミリーマート千葉検見川五丁目 千葉県千葉市花見川区検見川町５丁目１－１
ファミリーマート千葉御成台 千葉県千葉市若葉区御成台１丁目１４－９
ファミリーマート千葉幸町一丁目 千葉県千葉市美浜区幸町一丁目１１番９号
ファミリーマート千葉幸町二丁目 千葉県千葉市美浜区幸町２－２１－１
ファミリーマート千葉更科町 千葉県千葉市若葉区更科町２０１９番１
ファミリーマート千葉高田町 千葉県千葉市緑区高田町４０２－１６
ファミリーマート千葉轟町一丁目 千葉県千葉市稲毛区轟町１丁目５番１号
ファミリーマート千葉黒砂台一丁目 千葉県千葉市稲毛区黒砂台１丁目１１－４
ファミリーマート千葉三角町 千葉県千葉市花見川区三角町６５７－２
ファミリーマート千葉山王町 千葉県千葉市稲毛区山王町２４７
ファミリーマート千葉寺駅東 千葉県千葉市中央区千葉寺町９０４－９
ファミリーマート千葉汐見丘町 千葉県千葉市中央区汐見丘町２３番地１１
ファミリーマート千葉若松御成街道 千葉県千葉市若葉区若松町４３１番２０
ファミリーマート千葉若松町 千葉県千葉市若葉区若松町２０９２－９
ファミリーマート千葉出洲港 千葉県千葉市中央区出洲港１２番２３号
ファミリーマート千葉小深町 千葉県千葉市稲毛区小深町４８－１
ファミリーマート千葉小倉町 千葉県千葉市若葉区小倉町７８１番１
ファミリーマート千葉松ヶ丘 千葉県千葉市中央区星久喜町１１９２－１
ファミリーマート千葉新宿 千葉県千葉市中央区新宿二丁目５番１３号
ファミリーマート千葉仁戸名 千葉県千葉市中央区仁戸名町５１５番１２
ファミリーマート千葉生実町 千葉県千葉市中央区生実町１７３２－１
ファミリーマート千葉千種町 千葉県千葉市花見川区千種町８１番
ファミリーマート千葉大学前 千葉県千葉市稲毛区黒砂台３－１－４
ファミリーマート千葉大学病院 千葉県千葉市中央区亥鼻１丁目８－１
ファミリーマート千葉大宮インター 千葉県千葉市若葉区大宮町２１１９－１



ファミリーマート千葉大草町 千葉県千葉市若葉区大草町７番１
ファミリーマート千葉中央一丁目 千葉県千葉市中央区中央一丁目１番９
ファミリーマート千葉中央駅 千葉県千葉市中央区本千葉町１５－１
ファミリーマート千葉中田町 千葉県千葉市若葉区中田町１１６１－１
ファミリーマート千葉長作町 千葉県千葉市花見川区長作町１３１０番地１
ファミリーマート千葉長沼原 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７１６番地１
ファミリーマート千葉鶴沢 千葉県千葉市中央区鶴沢町２０－２４
ファミリーマート千葉天戸町 千葉県千葉市花見川区天戸町１４６２番３
ファミリーマート千葉天台 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登戸四丁目 千葉県千葉市中央区登戸四丁目５番９号
ファミリーマート千葉都町三丁目 千葉県千葉市中央区都町３丁目２２－９
ファミリーマート千葉道場北二丁目 千葉県千葉市中央区道場北二丁目１－８
ファミリーマート千葉南町三丁目 千葉県千葉市中央区南町３丁目７番１２号
ファミリーマート千葉柏井町 千葉県千葉市花見川区柏井町１５７５－１
ファミリーマート千葉浜野中央 千葉県千葉市中央区浜野町９５１番
ファミリーマート千葉富士見 千葉県千葉市中央区富士見２丁目１４－１　千葉ＥＸビル１階
ファミリーマート千葉富士見二丁目 千葉県千葉市中央区富士見２丁目５－３
ファミリーマート千葉武石町 千葉県千葉市花見川区武石町二丁目１０５３番地
ファミリーマート千葉平川町 千葉県千葉市緑区平川町２３３０番地１
ファミリーマート千葉弁天二丁目 千葉県千葉市中央区弁天２－１－１０
ファミリーマート千葉本町二丁目 千葉県千葉市中央区本町二丁目２番１３
ファミリーマート千葉末広四丁目 千葉県千葉市中央区末広４丁目１３－７
ファミリーマート千葉茂呂町 千葉県千葉市緑区茂呂町３９８－１
ファミリーマート千葉問屋町 千葉県千葉市中央区問屋町１１１番５
ファミリーマート千葉矢作町 千葉県千葉市中央区矢作町１５２－１
ファミリーマート千葉祐光一丁目 千葉県千葉市中央区祐光１丁目１－６
ファミリーマート千葉祐光三丁目 千葉県千葉市中央区祐光３－１５９４－２
ファミリーマート千葉誉田駅前 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２３番地
ファミリーマート専大松戸高校前 千葉県松戸市上本郷３６３５
ファミリーマート船橋印内三丁目 千葉県船橋市印内３丁目３番２５号
ファミリーマート船橋印内町 千葉県船橋市印内町６７４－７
ファミリーマート船橋駅東 千葉県船橋市本町５－１－４
ファミリーマート船橋駅北 千葉県船橋市本町６丁目１番３号
ファミリーマート船橋夏見 千葉県船橋市夏見４丁目４－２５
ファミリーマート船橋夏見台 千葉県船橋市夏見台１丁目１３番１２号
ファミリーマート船橋海神二丁目 千葉県船橋市海神２丁目１７番２９号
ファミリーマート船橋金杉 千葉県船橋市金杉３丁目１番４号
ファミリーマート船橋古和釜 千葉県船橋市古和釜町６０５－２
ファミリーマート船橋高瀬町 千葉県船橋市高瀬町３２番１
ファミリーマート船橋咲が丘 千葉県船橋市咲が丘１―２５―１５
ファミリーマート船橋三咲二丁目 千葉県船橋市三咲二丁目２番１５号
ファミリーマート船橋三山七丁目 千葉県船橋市三山７丁目８番６号
ファミリーマート船橋三山八丁目 千葉県船橋市三山八丁目２５番１５号
ファミリーマート船橋実籾街道 千葉県船橋市習志野２－１２－１３
ファミリーマート船橋芝山四丁目 千葉県船橋市芝山四丁目１８番４号
ファミリーマート船橋習志野四丁目 千葉県船橋市習志野４丁目８番１２号
ファミリーマート船橋習志野台 千葉県船橋市習志野台７－１５９３－２
ファミリーマート船橋習志野台五丁目 千葉県船橋市習志野台五丁目２番地６号
ファミリーマート船橋習志野台四丁目 千葉県船橋市習志野台４－１４－１
ファミリーマート船橋駿河台 千葉県船橋市駿河台２－９－３０
ファミリーマート船橋小室町 千葉県船橋市小室町３１０９番地２
ファミリーマート船橋小野田町 千葉県船橋市小野田町１５１６－４
ファミリーマート船橋大穴町 千葉県船橋市大穴町６３６－１２
ファミリーマート船橋坪井町 千葉県船橋市坪井東２丁目１５番１１号
ファミリーマート船橋藤原 千葉県船橋市藤原５－１－５
ファミリーマート船橋藤原四丁目 千葉県船橋市藤原四丁目４番１号
ファミリーマート船橋南本町 千葉県船橋市南本町１０－１３
ファミリーマート船橋飯山満町 千葉県船橋市飯山満町１－１３３５－７
ファミリーマート船橋飯山満町二丁目 千葉県船橋市飯山満町２丁目６８５－１
ファミリーマート船橋法典駅前 千葉県船橋市藤原２－１－１
ファミリーマート船橋本中山 千葉県船橋市本中山５丁目２番４０号
ファミリーマート船橋本町一丁目 千葉県船橋市本町１－１３－１０
ファミリーマート船橋本町五丁目 千葉県船橋市本町５丁目９番３号
ファミリーマート船橋本町七丁目 千葉県船橋市本町７－１０－４
ファミリーマート船橋湊町 千葉県船橋市湊町３－４－１７
ファミリーマート船橋湊町一丁目 千葉県船橋市湊町一丁目１番１号
ファミリーマート前原駅前 千葉県船橋市前原東４丁目１８番１号
ファミリーマート匝瑳高 千葉県匝瑳市高４８１－１



ファミリーマート袖ヶ浦蔵波 千葉県袖ケ浦市蔵波台七丁目１５番地２１
ファミリーマート袖ヶ浦長浦 千葉県袖ケ浦市蔵波１９３４番１
ファミリーマート袖ケ浦奈良輪 千葉県袖ケ浦市奈良輪５２６番地１
ファミリーマート大久保一丁目 千葉県習志野市大久保一丁目２７番３
ファミリーマート大原深堀 千葉県いすみ市深堀３６０－３
ファミリーマート大松屋牛久 千葉県市原市牛久９１０－３
ファミリーマート大松屋京葉 千葉県市原市五井西四丁目１番１
ファミリーマート大松屋五井西 千葉県市原市五井西４－１６－９
ファミリーマート大松屋茂原 千葉県茂原市千代田町二丁目４番６
ファミリーマート大多喜石神 千葉県夷隅郡大多喜町石神１４３－４
ファミリーマート大網みどりが丘 千葉県大網白里市みどりが丘３丁目９－８
ファミリーマート大網新道 千葉県大網白里市大網８３３番３
ファミリーマート大網白里駒込 千葉県大網白里市大網白里都市計画事業大網駅東土地区画整理事業施行地区内１街区７号
ファミリーマート大網白里南今泉 千葉県大網白里市南今泉１３０－２
ファミリーマート谷津一番館 千葉県習志野市谷津３－１２－３６
ファミリーマート中山競馬場前 千葉県船橋市古作二丁目１番５号
ファミリーマート中嶋屋豊四季駅前 千葉県柏市豊四季１００１レクセルプラザ豊四季
ファミリーマート銚子駅前 千葉県銚子市西芝町１４－１９
ファミリーマート銚子四日市場 千葉県銚子市四日市場町２５９
ファミリーマート銚子川口町 千葉県銚子市川口町２－６５２４
ファミリーマート長生一松海岸 千葉県長生郡長生村驚５７７
ファミリーマート長生岩沼 千葉県長生郡長生村岩沼２５８８－１
ファミリーマート長生七井土 千葉県長生郡長生村七井土１４６２－１
ファミリーマート長柄国府里 千葉県長生郡長柄町国府里５７３－１０
ファミリーマート津田沼パルコ 千葉県船橋市前原西２丁目１８番１号
ファミリーマート津田沼駅北口 千葉県船橋市前原西２－１３－１０
ファミリーマート津田沼南口 千葉県習志野市谷津７丁目７番９号
ファミリーマート天王台駅柴崎台 千葉県我孫子市柴崎台１丁目１０番１号
ファミリーマート天王台駅前 千葉県我孫子市天王台１－１－２
ファミリーマート天王台駅南口 千葉県我孫子市天王台一丁目２４番１
ファミリーマート田丸屋習志野 千葉県習志野市藤崎３丁目２番２号
ファミリーマート登戸小学校前 千葉県千葉市中央区新千葉三丁目３－４
ファミリーマート土屋八日市場駅前 千葉県匝瑳市八日市場イ－１１１－５
ファミリーマート東海神駅前 千葉県船橋市本町７丁目２３－１３
ファミリーマート東京医科歯科大学 千葉県市川市国府台２－８－２８
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
ファミリーマート東金インター 千葉県東金市小野６２－１
ファミリーマート東金家之子 千葉県東金市家之子４８１－２
ファミリーマート東金山田インター 千葉県東金市山田１２１５番地２
ファミリーマート東金道庭 千葉県東金市道庭８５０番１
ファミリーマート東金南上宿 千葉県東金市南上宿８番３
ファミリーマート東習志野一丁目 千葉県習志野市東習志野１丁目３－１６
ファミリーマート東習志野三丁目 千葉県習志野市東習志野三丁目１４－１７
ファミリーマート東習志野八丁目 千葉県習志野市東習志野８丁目１９番２８号
ファミリーマート東庄笹川 千葉県香取郡東庄町笹川い５５１番１
ファミリーマート東庄新宿 千葉県香取郡東庄町新宿１１０９番地
ファミリーマート東松戸駅 千葉県松戸市東松戸二丁目１５８番地
ファミリーマート東船橋駅南口 千葉県船橋市東船橋４丁目３１番１号
ファミリーマート東総干潟 千葉県旭市米込１８２８－１０
ファミリーマート東邦大学佐倉病院 千葉県佐倉市下志津５６４－１
ファミリーマート道の駅発酵の里こうざき 千葉県香取郡神崎町松崎８５５番地
ファミリーマート道野辺中央 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央一丁目６番２３号
ファミリーマート南行徳一丁目 千葉県市川市南行徳１丁目１３－１１
ファミリーマート南行徳三丁目 千葉県市川市南行徳３－３－２０
ファミリーマート南初富六丁目 千葉県鎌ケ谷市南初富六丁目５番５１号
ファミリーマート南生実町 千葉県千葉市中央区南生実町７５５番５
ファミリーマート南房総丸山 千葉県南房総市加茂字山詰２６５５－５
ファミリーマート南流山一丁目 千葉県流山市南流山一丁目１５番１
ファミリーマート南流山駅前 千葉県流山市南流山１－１－２
ファミリーマート南流山四丁目 千葉県流山市南流山４丁目１番１０
ファミリーマート南流山二丁目 千葉県流山市南流山二丁目１５番１
ファミリーマート二十世紀が丘 千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町４１番
ファミリーマート二和向台駅前 千葉県船橋市二和東５－２５－３６
ファミリーマート日大生産工学部前 千葉県習志野市大久保３－１２－１５
ファミリーマート馬橋西口 千葉県松戸市西馬橋幸町３５
ファミリーマート馬込沢駅前 千葉県鎌ケ谷市東道野辺７－４２３－１
ファミリーマート柏インター西 千葉県柏市大青田字中山新田７４４－２１
ファミリーマート柏たなか 千葉県柏市小青田１丁目７－６



ファミリーマート柏の葉五丁目 千葉県柏市柏の葉５－４－１７
ファミリーマート柏駅西口 千葉県柏市旭町１－１－７第５彰栄ビル
ファミリーマート柏駅前 千葉県柏市旭町１ー１ー２１
ファミリーマート柏駅東口 千葉県柏市柏四丁目２番１号　リーフスクエア柏ビル
ファミリーマート柏駅末広町 千葉県柏市末広町５－１ベルウッドビル１Ｆ
ファミリーマート柏花野井 千葉県柏市花野井１８１０番地１
ファミリーマート柏五丁目 千葉県柏市柏五丁目１番１号
ファミリーマート柏高田 千葉県柏市高田１４６番３
ファミリーマート柏四丁目 千葉県柏市柏四丁目１１番１０号
ファミリーマート柏市民の森 千葉県柏市高柳２番４
ファミリーマート柏若柴 千葉県柏市若柴字入谷津１－５５
ファミリーマート柏松ケ崎 千葉県柏市松ケ崎字東前６１６－５
ファミリーマート柏松葉町七丁目 千葉県柏市松葉町７丁目１４－１
ファミリーマート柏新富町 千葉県柏市豊四季４８９－１
ファミリーマート柏西原 千葉県柏市西原６－９－１７
ファミリーマート柏大井 千葉県柏市大井４９９
ファミリーマート柏大室 千葉県柏市花野井７５０番１他
ファミリーマート柏大津ヶ丘 千葉県柏市大津ケ丘１－２９－３
ファミリーマート柏大津ヶ丘四丁目 千葉県柏市大津ケ丘４丁目１番５号
ファミリーマート柏中央一丁目 千葉県柏市中央１－５－９
ファミリーマート柏東上町 千葉県柏市東上町３－８柏パークホームズ１０１
ファミリーマート柏藤ヶ谷 千葉県柏市藤ケ谷１７９５－１７
ファミリーマート柏南高柳 千葉県柏市南高柳５６－４
ファミリーマート柏南増尾七丁目 千葉県柏市南増尾７丁目４番２８号
ファミリーマート柏富勢 千葉県柏市根戸４６７－２
ファミリーマート柏富里 千葉県柏市富里２－５－５
ファミリーマート柏豊四季 千葉県柏市豊四季２２６－３
ファミリーマート柏名戸ヶ谷 千葉県柏市名戸ケ谷１１７０－１
ファミリーマート柏明原一丁目 千葉県柏市明原一丁目８番１９
ファミリーマート柏柳戸 千葉県柏市柳戸５２２－１
ファミリーマート白井堀込 千葉県白井市堀込１丁目１番４５号
ファミリーマート白子五井西 千葉県長生郡白子町五井２４９２番地２
ファミリーマート白里海岸 千葉県大網白里市南今泉４８８１－８７
ファミリーマート八街駅南口 千葉県八街市八街ほ２２３－４
ファミリーマート八街五方杭 千葉県八街市八街ほ１０３０－１５
ファミリーマート八街四木 千葉県八街市八街へ１９９－２４５
ファミリーマート八街中央 千葉県八街市文違３０１－４２９
ファミリーマート八街長谷 千葉県八街市八街に４５８－７６
ファミリーマート八街富山 千葉県八街市富山１３１４－４３
ファミリーマート八千代ゆりのき台 千葉県八千代市ゆりのき台八丁目１７－４
ファミリーマート八千代医療センター前 千葉県八千代市大和田新田４８３番６５
ファミリーマート八千代高津 千葉県八千代市高津６７５番地１
ファミリーマート八千代上高野 千葉県八千代市上高野１５２７－１
ファミリーマート八千代村上 千葉県八千代市村上１９０２－１７
ファミリーマート八千代台駅前 千葉県八千代市八千代台西１－１－３－１Ｆ
ファミリーマート八千代台駅東口 千葉県八千代市八千代台南１丁目１－２　第一小池ビル
ファミリーマート八千代大和田 千葉県八千代市大和田１０４１－１
ファミリーマート八千代大和田新田 千葉県八千代市大和田新田１０６１番地１
ファミリーマート八千代大和田新田東 千葉県八千代市大和田新田４３１番地９
ファミリーマート八千代島田台 千葉県八千代市島田台９８８番２
ファミリーマート八千代米本 千葉県八千代市米本４０４９番１０
ファミリーマート八千代緑が丘西 千葉県八千代市緑が丘西二丁目１３番８
ファミリーマート八千代緑ヶ丘駅南 千葉県八千代市大和田新田９８８番１
ファミリーマート八柱駅北口 千葉県松戸市日暮２－５－１１
ファミリーマート八柱桜通り 千葉県松戸市常盤平陣屋前８－１１
ファミリーマート八日市場米倉 千葉県匝瑳市八日市場ホ１２４４－１
ファミリーマート美浜ニューポート 千葉県千葉市美浜区新港１３７
ファミリーマート富津青木 千葉県富津市青木２丁目８番地の９
ファミリーマート富津大堀 千葉県富津市大堀５４７
ファミリーマート富津大堀中央 千葉県富津市大堀１２番地
ファミリーマート富津湊 千葉県富津市湊６６１－１
ファミリーマート富里インター 千葉県富里市七栄新木戸１００１－８
ファミリーマート武石インター 千葉県千葉市花見川区武石町１－２３６－２
ファミリーマート房総のむら 千葉県印旛郡栄町竜角寺字前原１０４８－１
ファミリーマート北習志野駅西口 千葉県船橋市西習志野３丁目２７－５
ファミリーマート北小金駅前 千葉県松戸市東平賀２４１－２
ファミリーマート北小金駅南口 千葉県松戸市小金４４２－１４
ファミリーマート北松戸駅西口 千葉県松戸市上本郷９１１番地２



ファミリーマート北松戸駅前 千葉県松戸市上本郷８９７ー１
ファミリーマート北柏駅前 千葉県柏市北柏３－１－１　昭信ビル
ファミリーマート北柏三丁目 千葉県柏市北柏３丁目１３－１９
ファミリーマート北柏台 千葉県柏市北柏台５番２
ファミリーマート牧の原二丁目 千葉県松戸市牧の原２－４８－１
ファミリーマート本千葉駅東口 千葉県千葉市中央区長洲一丁目２５番４号
ファミリーマート本八幡駅西 千葉県市川市八幡３－６－６
ファミリーマート本八幡駅南口 千葉県市川市南八幡４－１５－１６
ファミリーマート幕張アミューズモール 千葉県千葉市美浜区ひび野１丁目８
ファミリーマート幕張テクノガーデン 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Ｄ棟２Ｆ
ファミリーマート幕張ベイタウン 千葉県千葉市美浜区打瀬２－３パティオス２番街
ファミリーマート幕張住友ビル 千葉県千葉市美浜区中瀬１－７－１
ファミリーマート幕張町 千葉県千葉市花見川区幕張町１丁目７７８０－３
ファミリーマート幕張本郷 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－２０－３
ファミリーマート幕張本郷一丁目 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１－３６－１
ファミリーマート幕張本郷三丁目 千葉県千葉市花見川区幕張本郷３－１０－１８
ファミリーマート幕張本郷七丁目 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－４－２９
ファミリーマート稔台一丁目 千葉県松戸市稔台１－７－５　　
ファミリーマート妙典駅西口 千葉県市川市富浜２－６－１マーヴみょうでん
ファミリーマート茂原高師町 千葉県茂原市高師町３－３
ファミリーマート茂原新小轡 千葉県茂原市新小轡６－１
ファミリーマート茂原早野 千葉県茂原市早野１１３１番１
ファミリーマート茂原町保 千葉県茂原市町保１２－７０
ファミリーマート茂原東部台 千葉県茂原市東部台二丁目２６－１
ファミリーマート茂原本納 千葉県茂原市法目字立野７０８
ファミリーマート茂原明光橋 千葉県茂原市早野２９７６
ファミリーマート茂原六ツ野 千葉県茂原市六ツ野３１３３－１
ファミリーマート木更津アカデミアパーク 千葉県木更津市矢那１６５５
ファミリーマート木更津駅前 千葉県木更津市大和１丁目１番１５号木更津カイセイビル
ファミリーマート木更津駅東口 千葉県木更津市東中央一丁目２番地４第一木更津駅前ビル１Ｆ
ファミリーマート木更津久津間 千葉県木更津市久津間９８０番１
ファミリーマート木更津金田東 千葉県木更津市金田東１丁目３９－２
ファミリーマート木更津笹子 千葉県木更津市笹子４４２－１
ファミリーマート木更津朝日三丁目 千葉県木更津市朝日３－１－１
ファミリーマート木更津長須賀 千葉県木更津市長須賀２００５
ファミリーマート木更津南インター 千葉県木更津市大久保４４４－１
ファミリーマート野田ふなかた 千葉県野田市船形８８４番地１
ファミリーマート野田宮崎 千葉県野田市宮崎１２３番１０
ファミリーマート野田七光台 千葉県野田市七光台３９７番１
ファミリーマート野田上花輪 千葉県野田市上花輪１３４３－５
ファミリーマート野田大殿井 千葉県野田市大殿井３０３－１
ファミリーマート野田谷津 千葉県野田市谷吉１０９番地の１
ファミリーマート野田中根 千葉県野田市中根新田字鹿島前２１８番８９
ファミリーマート野田中野台 千葉県野田市中野台１０４番１
ファミリーマート野田仲町 千葉県野田市野田３４７
ファミリーマート野田堤根 千葉県野田市堤根１１２－６
ファミリーマート野田梅郷 千葉県野田市山崎１９７９－１
ファミリーマート野田梅郷南 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木間ヶ瀬 千葉県野田市木間ヶ瀬３９５３番
ファミリーマート野田目吹 千葉県野田市目吹１０２３番１
ファミリーマート薬ヒグチ行徳駅前公園 千葉県市川市行徳駅前四丁目２２番１
ファミリーマート薬ヒグチ柏 千葉県柏市柏二丁目３番１号　オークプラザ２　１階
ファミリーマート流山インター南 千葉県流山市三輪野山３－１７－９
ファミリーマート流山こうのす台 千葉県流山市こうのす台１５９３－１
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
ファミリーマート流山駒木 千葉県流山市駒木５２１－１７
ファミリーマート流山三輪野山 千葉県流山市三輪野山２丁目１１２８－１
ファミリーマート流山初石 千葉県流山市西初石３－１４６０－５
ファミリーマート流山前ヶ崎 千葉県流山市前ケ崎３６６－１他
ファミマ！！秋葉原ＵＤＸ 東京都千代田区外神田４丁目１４－１秋葉原ＵＤＸ　５Ｆ
ファミマＴｈｉｎｋｐａｒｋ 東京都品川区大崎２丁目１－１
ファミマガーデンテラス１１階 東京都千代田区紀尾井町１番地
ファミマサウスタワー 東京都千代田区丸の内１－９－２グラントウキョウサウスタワ－地下１階
ファミマ御茶ノ水ソラシティ 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地
ファミマ汐留シティセンター 東京都港区東新橋１丁目５－２汐留シティセンター
ファミマ新宿アイランドタワー 東京都新宿区西新宿６丁目５－１　新宿アイランドタワー
ファミマ青山ビル 東京都港区北青山１丁目２－３
ファミマ仙石山森タワー 東京都港区六本木１丁目９番１０号



ファミマ大手町パークビル 東京都千代田区大手町１丁目１－１
ファミマ大手門タワー 東京都千代田区大手町１丁目１番２号
ファミマ浜松町ビル 東京都港区芝浦１丁目１－１　浜松町ビルディング
ファミリーマート２４６三軒茶屋 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－８
ファミリーマート２４６世田谷桜新町 東京都世田谷区桜新町１丁目３３－１
ファミリーマートＦＵＮＤＥＳ神保町 東京都千代田区神田神保町１丁目８番
ファミリーマートＪＲ八王子駅前 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ＪＲ八王子南口 東京都八王子市子安町４丁目９－７森永産業ビル
ファミリーマートＪＲ片倉駅前 東京都八王子市片倉町７２１番６　カーネル８１０　１Ｆ
ファミリーマートＫ２銀座八丁目 東京都中央区銀座８－６－１５
ファミリーマートＫ２新宿駅西 東京都新宿区西新宿一丁目１８番２　新宿第１０大京ビル
ファミリーマートＫ２潮見一丁目 東京都江東区潮見１－５－６
ファミリーマートＮＴＴ関東病院前 東京都品川区東五反田４丁目１１－１０
ファミリーマートＰＣＰ丸の内 東京都千代田区丸の内１丁目１１番１号
ファミリーマートＴＫＤ亀戸中之橋 東京都江東区亀戸７－６０－１２
ファミリーマートＴＫＤ亀戸六丁目 東京都江東区亀戸６－５４－７
ファミリーマートＴＫＤ森下一丁目 東京都江東区森下１丁目５－５
ファミリーマートＴＫＤ西大島 東京都江東区大島２－３５－１２
ファミリーマートＴＸ秋葉原駅 東京都千代田区神田佐久間町１－６－１０
ファミリーマートＴＸ北千住駅 東京都足立区千住旭町４２－３
ファミリーマートアークヒルズ前 東京都港区六本木２－２－８ＫＤＸ六本木２２８ビル
ファミリーマートアエタ町田 東京都町田市原町田六丁目９番７
ファミリーマートあきる野インター 東京都あきる野市牛沼１３１番１
ファミリーマートあきる野下代継 東京都あきる野市下代継２３－１
ファミリーマートあきる野秋留 東京都あきる野市秋留三丁目３番５
ファミリーマートあきる野草花 東京都あきる野市草花３０７４－１
ファミリーマートあきる野滝山街道 東京都あきる野市秋川１丁目１５－１
ファミリーマートあきる野睦橋通り 東京都あきる野市小川東２丁目１０－８
ファミリーマートあきる野檜原街道 東京都あきる野市小中野３７８
ファミリーマートあきる野渕上 東京都あきる野市渕上１８６－８
ファミリーマートアトレ目黒 東京都品川区上大崎３丁目１－１
ファミリーマートアネックス豊洲 東京都江東区豊洲４－８－８
ファミリーマートあぶらや給田三丁目 東京都世田谷区給田３丁目７－１７
ファミリーマートアルカセントラルビル 東京都墨田区錦糸１丁目２－１
ファミリーマートアルコスクエア 東京都品川区上大崎４丁目５－１０アルコスクエア内
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丁目５０－５
ファミリーマートいすゞ本社前 東京都品川区南大井３－３５ー１０
ファミリーマートいずみや高田 東京都豊島区高田３－１９－６
ファミリーマートヴィータイタリア 東京都港区東新橋２－３－１４エディフィチオ　トーコー
ファミリーマートエスプラナード赤坂 東京都港区赤坂３－７－１３
ファミリーマートエミオ田無 東京都西東京市田無町４－１－３
ファミリーマートエミオ保谷 東京都西東京市東町三丁目１４－５
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
ファミリーマートお花茶屋 東京都葛飾区お花茶屋１丁目１９
ファミリーマートお花茶屋駅 東京都葛飾区宝町２－３７－１
ファミリーマートお花茶屋二丁目 東京都葛飾区お花茶屋２丁目３番２号
ファミリーマートお台場海浜公園 東京都港区台場１－５－７－１０１
ファミリーマートお台場東京ビーチ 東京都港区台場１丁目６番１号デックス東京ビ－チ
ファミリーマートお茶の水 東京都文京区湯島１－３－７
ファミリーマートお茶の水明大通り 東京都千代田区神田駿河台１丁目８－１０
ファミリーマートガーデンコート 東京都千代田区紀尾井町４－１
ファミリーマートガーデンシティ品川御殿山 東京都品川区北品川６丁目７－２９
ファミリーマートかぶと町永代通り 東京都中央区日本橋兜町１番１３号先
ファミリーマートかわだ多摩川 東京都大田区多摩川１丁目２３－１　ＭＳフォルム多摩川
ファミリーマートかわだ多摩川二丁目 東京都大田区多摩川２丁目１５－１６
ファミリーマートがん研有明病院 東京都江東区有明３丁目８－３１
ファミリーマートグローバルフロントタワー 東京都港区芝浦１丁目６－４１
ファミリーマートゲートシティ大崎 東京都品川区大崎１丁目１１番１号
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丁目２３－１３　植草ビル
ファミリーマートサウス池袋 東京都豊島区南池袋１－２３－６ＫＤＧ池袋ビル
ファミリーマートサクマ新木場駅 東京都江東区新木場１丁目６番１号
ファミリーマートサクマ西葛西 東京都江戸川区西葛西六丁目２３番１２号
ファミリーマートサクマ西葛西駅 東京都江戸川区西葛西６丁目１４
ファミリーマートサンシャインＣＰＨ 東京都豊島区東池袋３丁目１－５サンシャインシティプリンスホテル内１階
ファミリーマートサンシャインシティ 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャインシティアルパ２Ｆ
ファミリーマートサンシャイン西 東京都豊島区東池袋三丁目３番２号
ファミリーマートサンシャイン通り南 東京都豊島区東池袋１－１３－１１
ファミリーマートサンシャイン南 東京都豊島区東池袋４－２６－１



ファミリーマートサンズ京急蒲田駅西口 東京都大田区蒲田４丁目１５－３　ＡＴＴビル
ファミリーマートサンズ経堂すずらん通り 東京都世田谷区宮坂３丁目１８－３
ファミリーマートサンズ経堂駅北 東京都世田谷区宮坂３－１０－７
ファミリーマートサンズ原町田三丁目 東京都町田市原町田３ー４ー１６
ファミリーマートサンズ高輪四丁目 東京都港区高輪４－２０－３
ファミリーマートサンズ三鷹北野 東京都三鷹市北野４－８－１
ファミリーマートサンズ西新宿 東京都新宿区西新宿４－５－６ＩＫビル
ファミリーマートサンズ西馬込二丁目 東京都大田区西馬込２－１－７
ファミリーマートサンズ大岡山駅前 東京都大田区北千束１－４５－１１風月堂ビル１階
ファミリーマートサンズ大岡山北口 東京都大田区北千束１－５５－２
ファミリーマートサンズ大田西馬込 東京都大田区西馬込２丁目－１１－１０
ファミリーマートサンズ田端新町 東京都北区田端新町２－８－８
ファミリーマートサンズ東久留米金山町 東京都東久留米市金山町一丁目２－３
ファミリーマートサンズ東小金井駅北口 東京都小金井市梶野町５丁目２－３６モーゼビル１Ｆ
ファミリーマートサンズ東府中駅前 東京都府中市清水ヶ丘１－８－４８京王東府中南ビル
ファミリーマートサンズ武蔵小山駅前 東京都品川区小山３－４－１４
ファミリーマートサンプラザ北 東京都中野区中野４－２－１
ファミリーマートさんみせ大谷口 東京都板橋区大谷口上町４９－６
ファミリーマートサンリオピューロランド前 東京都多摩市落合一丁目３２番３号
ファミリーマートシティタワー大井町 東京都品川区大井一丁目３１－１
ファミリーマートシンヤ雑司が谷 東京都豊島区雑司が谷２－３－２新家ビル
ファミリーマートスバル桜丘２４６ 東京都渋谷区桜丘町３１－１５
ファミリーマートスミダ国領 東京都調布市国領町８－１－１０
ファミリーマートセレオ八王子 東京都八王子市旭町１－１７セレオ八王子１階
ファミリーマートダイヤゲート池袋 東京都豊島区南池袋１丁目１６－１５
ファミリーマートタカノ西新宿 東京都新宿区西新宿８－１５－２
ファミリーマートタケウチ萩中 東京都大田区萩中２－１１－１
ファミリーマートタケウチ矢口 東京都大田区矢口２－１６ー２
ファミリーマートタジマ千住元町 東京都足立区千住元町２３－４
ファミリーマートテラススクエア 東京都千代田区神田錦町３丁目２２番地
ファミリーマートテレコムセンター 東京都江東区青海２丁目５－１０
ファミリーマートトウエイ西六郷 東京都大田区西六郷１丁目１４－７
ファミリーマートトキワ大崎 東京都品川区大崎３丁目６ー６
ファミリーマートとしまエコミューゼタウン 東京都豊島区南池袋２丁目４５番３号１Ｆ
ファミリーマートトモニー花小金井駅 東京都小平市花小金井１丁目１０－５
ファミリーマートトモニー久米川駅 東京都東村山市栄町２－３－１
ファミリーマートトモニー玉川上水駅 東京都立川市幸町６－３６－１
ファミリーマートトモニー江古田駅 東京都練馬区旭丘１丁目７８－７
ファミリーマートトモニー高田馬場駅ホーム 東京都新宿区高田馬場１－３５－２
ファミリーマートトモニー高田馬場駅橋上 東京都新宿区高田馬場１丁目３５－２
ファミリーマートトモニー高田馬場駅早稲田口 東京都新宿区高田馬場１丁目３５－２
ファミリーマートトモニー国分寺駅 東京都国分寺市本町２－１－２３
ファミリーマートトモニー鷺ノ宮駅 東京都中野区鷺宮３丁目１５－１
ファミリーマートトモニー秋津駅 東京都東村山市秋津町５丁目７－８
ファミリーマートトモニー小川駅 東京都小平市小川東町１丁目２０－１
ファミリーマートトモニー小平駅 東京都小平市美園町１－３４－１
ファミリーマートトモニー上石神井駅 東京都練馬区上石神井１－２－４５
ファミリーマートトモニー清瀬駅 東京都清瀬市元町１－２－４
ファミリーマートトモニー西武新宿駅正面口 東京都新宿区歌舞伎町１丁目－３０－１
ファミリーマートトモニー西武新宿駅北口 東京都新宿区歌舞伎町１丁目３０－１
ファミリーマートトモニー西武柳沢駅 東京都西東京市保谷町３－１１－２４
ファミリーマートトモニー石神井公園駅西口 東京都練馬区石神井町３丁目
ファミリーマートトモニー石神井公園駅中央口 東京都練馬区石神井町３－２３－１０
ファミリーマートトモニー大泉学園駅 東京都練馬区東大泉１丁目２９－７
ファミリーマートトモニー池袋駅１階改札内 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池袋駅地下改札外 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池袋駅地下改札内 東京都豊島区南池袋１－２８－１
ファミリーマートトモニー中井駅 東京都新宿区中落合１丁目１９－１
ファミリーマートトモニー中村橋駅 東京都練馬区中村北４－２－１
ファミリーマートトモニー田無駅 東京都西東京市田無町４－１－１
ファミリーマートトモニー東久留米駅 東京都東久留米市東本町１丁目８番
ファミリーマートトモニー東村山駅 東京都東村山市本町２丁目３－３２
ファミリーマートトモニー東大和市駅 東京都東大和市桜ヶ丘１－１４１５－１
ファミリーマートトモニー東長崎駅 東京都豊島区長崎５－１－１
ファミリーマートトモニー東伏見駅 東京都西東京市東伏見２丁目５－１
ファミリーマートトモニー拝島駅 東京都昭島市美堀町５丁目２１－２
ファミリーマートトモニー富士見台駅 東京都練馬区貫井３－７－４
ファミリーマートトモニー武蔵関駅 東京都練馬区関町北２丁目２９－１



ファミリーマートトモニー保谷駅 東京都西東京市東町３丁目１４－３０
ファミリーマートトモニー野方駅 東京都中野区野方６－３－３
ファミリーマートトモニー練馬駅 東京都練馬区練馬１丁目３－５
ファミリーマートトモニー練馬高野台駅 東京都練馬区高野台１－７－２７
ファミリーマートニューピア竹芝 東京都港区海岸１丁目１６－１
ファミリーマートハッピーロード尾山台 東京都世田谷区尾山台３－９－７
ファミリーマートピソ池袋 東京都豊島区池袋２－６２－１
ファミリーマートビッグス新宿ビル 東京都新宿区新宿２丁目１９－１
ファミリーマートひばりが丘一丁目 東京都西東京市ひばりが丘一丁目３番５号
ファミリーマートひばりヶ丘駅東 東京都西東京市住吉町三丁目１２番１５号
ファミリーマートひばりヶ丘駅北 東京都西東京市ひばりが丘北三丁目６番３０号
ファミリーマートひばりヶ丘駅北口 東京都西東京市ひばりが丘北３丁目３番１４号
ファミリーマートファーストスクエアＥＡＳＴ 東京都千代田区大手町１丁目５番１号大手町ファーストスクエア１階
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
ファミリーマートフレッサイン銀座 東京都中央区銀座７丁目１１番１２号
ファミリーマートフレッサイン新橋 東京都港区新橋一丁目１４番３号
ファミリーマートポートストア若洲 東京都江東区若洲一丁目１番４号
ファミリーマートポートストア城南島 東京都大田区城南島２－９－１
ファミリーマートポートストア大井ＳＣ 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大井南部 東京都大田区東海５－５－１大井埠頭セントラルビル１Ｆ
ファミリーマートホテルマイステイズ御茶ノ水 東京都千代田区神田淡路町２－１０
ファミリーマートポンテポルタ千住 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
ファミリーマートまるいし祖師谷 東京都世田谷区祖師谷４丁目２４－１
ファミリーマートまるいし八幡山 東京都世田谷区八幡山１－２－６
ファミリーマートみすみ北小岩 東京都江戸川区北小岩２－３５－９
ファミリーマートみなとや鶴川 東京都町田市鶴川２－１０－７
ファミリーマートミヤモトドラッグ御成門 東京都港区新橋６丁目１７－１５
ファミリーマートミヤモトドラッグ南池袋 東京都豊島区南池袋２－３２－１
ファミリーマートムスブ田町 東京都港区芝浦三丁目１－２１
ファミリーマートめじろ台駅前 東京都八王子市めじろ台３－１－９
ファミリーマートメトロ外苑前 東京都港区北青山２－５－８青山ＯＭ－ＳＱＵＡＲＥ
ファミリーマートメトロ恵比寿駅前 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
ファミリーマートメトロ高田馬場駅前 東京都新宿区高田馬場２丁目１４－６　アライビル
ファミリーマートメトロ新橋駅 東京都港区新橋一丁目１１－７新橋センタープレイス
ファミリーマートヤマキ千田 東京都江東区千田１６－１
ファミリーマートリバーゲート箱崎 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号
ファミリーマートリバージュ品川 東京都港区港南４丁目１－１０
ファミリーマートルミエール府中前 東京都府中市府中町２丁目２０番１０
ファミリーマートワタナベ南千住 東京都荒川区南千住７－１－１アクレスティ南千住１１１
ファミリーマートワテラスタワー前 東京都千代田区神田淡路町２‐３
ファミリーマート阿佐ヶ谷駅北口 東京都杉並区阿佐谷北２－１３－２１
ファミリーマート阿佐谷南三丁目 東京都杉並区阿佐谷南３－３１－１１
ファミリーマート阿佐谷北 東京都杉並区阿佐谷北３－１３－１２
ファミリーマート阿佐谷北四丁目 東京都杉並区阿佐谷北４丁目２２番９号
ファミリーマート阿佐谷北六丁目 東京都杉並区阿佐谷北六丁目１７番１号
ファミリーマート愛宕グリーンヒルズ 東京都港区愛宕２－５－１愛宕グリーンヒルズ２Ｆ
ファミリーマート芦花公園駅南 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１Ｆ
ファミリーマート芦花公園駅北 東京都世田谷区南烏山３－２５－１５
ファミリーマート綾瀬駅前 東京都足立区綾瀬３－２－１
ファミリーマート綾瀬駅東口 東京都足立区綾瀬３丁目１－１６
ファミリーマート綾瀬西口 東京都足立区綾瀬４丁目６－１３
ファミリーマート綾瀬二丁目 東京都足立区綾瀬２－１８－１０
ファミリーマート伊勢彦鮫洲旧東海道 東京都品川区東大井１‐３－２３
ファミリーマート伊藤忠ビル 東京都港区北青山２－５－１伊藤忠本社ビル
ファミリーマート伊豆屋下目黒三丁目 東京都目黒区下目黒３ー７ー３２ー１０３
ファミリーマート井の頭公園口 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１５－４
ファミリーマート井の頭四丁目 東京都三鷹市井の頭４－２１－３
ファミリーマート一の橋 東京都港区麻布十番１－２－１０
ファミリーマート一之江三丁目 東京都江戸川区一之江３－１－１７
ファミリーマート一之江七丁目 東京都江戸川区一之江７－８１－２－１０１
ファミリーマート一之江通り 東京都江戸川区一之江７丁目２８番１号
ファミリーマート一之江六丁目 東京都江戸川区一之江６丁目１７－２７
ファミリーマート一番町 東京都千代田区一番町１３－３
ファミリーマート稲城いちょう並木通 東京都稲城市大字大丸四号４２５－１
ファミリーマート稲城長沼 東京都稲城市東長沼２０４－１
ファミリーマート稲城長沼駅前 東京都稲城市東長沼５３２ジョイビル１Ｆ
ファミリーマート稲城長峰二丁目 東京都稲城市長峰２－１－２



ファミリーマート稲城平尾 東京都稲城市平尾１丁目３４－９
ファミリーマート稲城矢野口 東京都稲城市矢野口１２９９－１
ファミリーマート羽村羽加美 東京都羽村市羽加美３－８－３
ファミリーマート羽村栄町二丁目 東京都羽村市栄町２－８－７
ファミリーマート羽村駅前中央通り 東京都羽村市五ノ神４－１１－１８
ファミリーマート羽村駅前通り 東京都羽村市五ノ神１丁目２－１２
ファミリーマート羽村駅東口 東京都羽村市五ノ神４－１５－１榎戸ビル１Ｆ
ファミリーマート羽村市役所通 東京都羽村市神明台一丁目２７番地２
ファミリーマート羽村小作坂上 東京都羽村市小作台５丁目２０－８
ファミリーマート羽村神明台 東京都羽村市神明台四丁目１番地３
ファミリーマート羽村動物公園西 東京都羽村市富士見平１丁目７－１６
ファミリーマート羽村富士見公園前 東京都羽村市緑ヶ丘４丁目１０－１７
ファミリーマート羽村富士見平 東京都羽村市富士見平２丁目２１－１
ファミリーマート羽沢三丁目 東京都練馬区羽沢３丁目２－６
ファミリーマート羽田空港貨物 東京都大田区羽田空港３丁目２番６号ア－クビル１階
ファミリーマート羽田五丁目 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
ファミリーマート羽田四丁目 東京都大田区羽田四丁目４番２号
ファミリーマート羽田二丁目 東京都大田区羽田２丁目１０－２
ファミリーマート羽田六丁目 東京都大田区羽田６丁目２番１
ファミリーマート鵜の木駅前 東京都大田区鵜の木２丁目５－１　原田ビル
ファミリーマート鵜の木多摩堤通り 東京都大田区鵜の木２丁目２番　５号
ファミリーマート曳舟病院前 東京都墨田区東向島２丁目３０－１１
ファミリーマート栄屋石川台 東京都大田区東雪谷２－１４－３
ファミリーマート永山連光寺 東京都多摩市馬引沢１－１８－６
ファミリーマート永田町 東京都千代田区永田町二丁目１４番２号
ファミリーマート永福一丁目 東京都杉並区永福１－７－９
ファミリーマート永福町駅南 東京都杉並区永福２丁目５０－１５
ファミリーマート奥戸五丁目 東京都葛飾区奥戸５－１－１
ファミリーマート奥戸七丁目 東京都葛飾区奥戸７丁目３－８
ファミリーマート奥沢七丁目 東京都世田谷区奥沢７－５２－５
ファミリーマート押上駅 東京都墨田区押上１丁目１
ファミリーマート押上十間橋通り 東京都墨田区押上三丁目４２番１２号
ファミリーマート王子駅前 東京都北区王子１丁目９－６
ファミリーマート王子駅南口 東京都北区堀船１－１
ファミリーマート王子神谷駅前 東京都北区王子５丁目１０－１　新戸部ビル
ファミリーマート王子本町一丁目 東京都北区王子本町１丁目２２－４王子フコク生命ビル
ファミリーマート王子明治通り 東京都北区王子１丁目２３－１２
ファミリーマート鴬谷 東京都台東区根岸一丁目１番１６号
ファミリーマート荻窪教会通り 東京都杉並区天沼３－２６－１５　サンパレス
ファミリーマート荻窪五丁目 東京都杉並区荻窪五丁目２０番１０号　ミカワヤビル
ファミリーマート荻窪青梅街道 東京都杉並区天沼３丁目３－２　マンション荻窪
ファミリーマート荻窪団地前 東京都杉並区荻窪１－４７－８
ファミリーマート牡丹一丁目 東京都江東区牡丹１－２－２
ファミリーマート牡丹三丁目 東京都江東区牡丹３丁目２２番２号
ファミリーマート音羽一丁目 東京都文京区音羽１－２０－１１
ファミリーマート音羽二丁目 東京都文京区音羽２－２
ファミリーマート下井草駅南口 東京都杉並区下井草２－４４－４
ファミリーマート下丸子駅南 東京都大田区下丸子３ー２２－４
ファミリーマート下丸子三丁目 東京都大田区下丸子三丁目２８番１１号
ファミリーマート下高井戸 東京都杉並区下高井戸１丁目１番１３
ファミリーマート下石神井一丁目 東京都練馬区下石神井１丁目７－４
ファミリーマート下赤塚 東京都板橋区板橋区赤塚１－８－６
ファミリーマート下馬駒沢通り 東京都世田谷区下馬６丁目１５－１
ファミリーマート下板橋駅前 東京都豊島区池袋本町四丁目４３－１２
ファミリーマート下北沢駅前 東京都世田谷区北沢２丁目２５－２０
ファミリーマート下北沢駅南 東京都世田谷区北沢２丁目１４－８
ファミリーマート下北沢駅北 東京都世田谷区北沢２丁目３０－１３　ファインコート下北
ファミリーマート下目黒六丁目 東京都目黒区下目黒６－１６－１２津国屋ビル
ファミリーマート下連雀 東京都三鷹市下連雀１－８－１５
ファミリーマート下連雀三丁目 東京都三鷹市下連雀３－９－８紅林マンション１Ｆ
ファミリーマート加藤根岸 東京都台東区根岸３－１０－２
ファミリーマート加平インター 東京都足立区加平１－８－５
ファミリーマート加平一丁目 東京都足立区加平１－２０－１８
ファミリーマート加平三丁目 東京都足立区加平３－９－１８
ファミリーマート歌舞伎町交番前 東京都新宿区歌舞伎町二丁目３８－３
ファミリーマート歌舞伎町広場前 東京都新宿区歌舞伎町１－２１－７ヒューマックスパビリオン新宿アネックス
ファミリーマート歌舞伎町北 東京都新宿区歌舞伎町二丁目３２番７号
ファミリーマート河辺駅北口 東京都青梅市河辺町１０－６－６



ファミリーマート花やしき遊園地前 東京都台東区浅草２－１５－３
ファミリーマート花小金井駅南口 東京都小平市花小金井南町一丁目２７－２１
ファミリーマート花小金井駅北口 東京都小平市花小金井１－１０－５
ファミリーマート花小金井四丁目 東京都小平市花小金井４丁目１３－９
ファミリーマート海岸三丁目 東京都港区海岸３丁目１８－２１　ブライトイースト芝
ファミリーマート海田押立町 東京都府中市押立町１－３－２２
ファミリーマート海田岩蔵街道 東京都青梅市藤橋１－３９６－２
ファミリーマート海田宮西町 東京都府中市宮西町２－１１－９
ファミリーマート海田西国分寺 東京都国分寺市泉町３－６－３
ファミリーマート海田大学通り 東京都国立市富士見台１－１－１１
ファミリーマート海田大門三丁目 東京都青梅市大門三丁目１－９
ファミリーマート海田東四丁目 東京都国立市東４－５－３１
ファミリーマート海田日野橋 東京都立川市錦町６丁目２１－２２
ファミリーマート海田府中本町 東京都府中市本町１－２－３
ファミリーマート外苑南青山二丁目 東京都港区南青山２－２７－２８
ファミリーマート外神田一丁目 東京都千代田区外神田１丁目７番－５
ファミリーマート外神田三丁目東 東京都千代田区外神田三丁目１４番地３号
ファミリーマート外神田四丁目 東京都千代田区外神田４丁目６－１
ファミリーマート学芸大学駅西 東京都目黒区鷹番３丁目６－１８カザーナ学芸大学
ファミリーマート学芸大学駅西口 東京都目黒区鷹番３丁目８－４
ファミリーマート学芸大学駅前 東京都目黒区鷹番３－１－５
ファミリーマート学芸大学駅南 東京都目黒区碑文谷６丁目１－２６
ファミリーマート葛飾たつみ橋 東京都葛飾区東新小岩１丁目４－５
ファミリーマート葛飾鎌倉三丁目 東京都葛飾区鎌倉３丁目１８－７
ファミリーマート葛飾亀有四丁目南 東京都葛飾区亀有４丁目１番８号
ファミリーマート葛飾水元 東京都葛飾区南水元２丁目２１－１１
ファミリーマート葛飾立石六丁目 東京都葛飾区立石６丁目３４－１５
ファミリーマート葛西ターミナル前 東京都江戸川区臨海町５－２－２
ファミリーマート葛西駅北 東京都江戸川区中葛西３－３６－９第２彦本ビル１Ｆ
ファミリーマート葛西長島町 東京都江戸川区中葛西三丁目２８番１０号
ファミリーマート蒲田駅前 東京都大田区蒲田五丁目３８－１　第一美須ビル
ファミリーマート蒲田駅東 東京都大田区蒲田５－３６－４
ファミリーマート蒲田駅北 東京都大田区蒲田５－１２－７
ファミリーマート蒲田四丁目 東京都大田区蒲田四丁目３１番８号　海老原ハイツ
ファミリーマート蒲田西口 東京都大田区西蒲田７－５－１４シティプラザ蒲田１Ｆ
ファミリーマート蒲田西口工学院通り 東京都大田区西蒲田七丁目２－１
ファミリーマート蒲田東口中央通り 東京都大田区蒲田５丁目３０－１５　第２０下川ビル
ファミリーマート蒲田南口駅前 東京都大田区蒲田５－１３－３１
ファミリーマート鎌田水神橋 東京都世田谷区鎌田３－３４－９
ファミリーマート茅場町駅東 東京都中央区新川１－２－８山京ビル
ファミリーマート環七南馬込三丁目 東京都大田区南馬込３－３８－６
ファミリーマート環八蒲田本町 東京都大田区蒲田本町１丁目１番１０号
ファミリーマート環八八幡山 東京都世田谷区八幡山３丁目３８
ファミリーマート環八北赤羽 東京都北区赤羽北１丁目１９番５号
ファミリーマート関越練馬インター 東京都練馬区谷原５丁目１４－１４
ファミリーマート関口一丁目 東京都文京区関口１－１９－６
ファミリーマート関町庚申通り 東京都練馬区石神井台７丁目２７番１４
ファミリーマート関町北二丁目 東京都練馬区関町北２－５－１０
ファミリーマート丸善日暮里 東京都荒川区東日暮里６丁目３８－１１
ファミリーマート丸萬小平南口 東京都小平市美園町１－１２－５
ファミリーマート丸萬上井草 東京都練馬区下石神井４－２０－２９
ファミリーマート丸萬上石神井 東京都練馬区上石神井２－２３－２３
ファミリーマート丸萬清瀬 東京都清瀬市松山１－２０－５
ファミリーマート丸萬清瀬駅南口 東京都清瀬市松山一丁目４－２
ファミリーマート丸萬清瀬竹丘 東京都清瀬市竹丘二丁目１４―５
ファミリーマート丸萬千川駅前 東京都豊島区要町３丁目２－１３
ファミリーマート丸萬椎名町駅前 東京都豊島区長崎１丁目２－７
ファミリーマート丸萬椎名町北口 東京都豊島区長崎１－１８－１１
ファミリーマート喜多見 東京都狛江市岩戸北２－２０－４
ファミリーマート喜多見駅北 東京都世田谷区喜多見９－２－２３
ファミリーマート旗の台駅前 東京都品川区旗の台３丁目１２－５
ファミリーマート旗の台五丁目 東京都品川区旗の台５－８－３
ファミリーマート旗の台二丁目 東京都品川区旗の台２－９－１９
ファミリーマート紀伊国屋中野一丁目 東京都中野区中野１－１３－９
ファミリーマート紀尾井町 東京都千代田区紀尾井町３－３３
ファミリーマート紀尾井町ビル 東京都千代田区紀尾井町３－１２紀尾井町ビル
ファミリーマート紀尾井町三番地 東京都千代田区紀尾井町３－２０
ファミリーマート亀屋赤羽西 東京都北区赤羽西１－３４－１亀屋ビル



ファミリーマート亀戸駅前 東京都江東区亀戸２－２２－１２
ファミリーマート亀戸駅南 東京都江東区亀戸１丁目３２－６　ウイングス・ハイ亀戸
ファミリーマート亀戸四丁目 東京都江東区亀戸４－４５－１１
ファミリーマート亀山西新井本町 東京都足立区西新井本町２－８－１１
ファミリーマート亀沢一丁目 東京都墨田区亀沢一丁目１番１０号
ファミリーマート亀有五丁目 東京都葛飾区亀有５丁目２７番８号起ビル１階
ファミリーマート亀有三丁目 東京都葛飾区亀有３－９－７
ファミリーマート亀有北口 東京都葛飾区亀有５ー４５ー１
ファミリーマート菊川一丁目 東京都墨田区菊川１－９－１４
ファミリーマート菊川駅前 東京都墨田区菊川３－７－５
ファミリーマート吉のや日本堤 東京都台東区日本堤１－５－３
ファミリーマート吉祥寺パークロード 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目５番３号ＫＩＣＨＩＪＯＪＩ　ＰＩＡＴＴＯ　１Ｆ
ファミリーマート吉祥寺駅東 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－２４－６吉祥寺ライトビル
ファミリーマート吉祥寺駅南口 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２
ファミリーマート吉祥寺公園通り 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－５－１
ファミリーマート吉祥寺通り 東京都武蔵野市吉祥寺　南町１丁目１１番１０号
ファミリーマート吉祥寺東町一丁目 東京都武蔵野市吉祥寺東町１－１０－２０
ファミリーマート吉祥寺八幡通り 東京都武蔵野市吉祥寺北町２－２－１５
ファミリーマート吉祥寺平和通り 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－４－１１ナインビル
ファミリーマート吉祥寺末広通り 東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目６－１
ファミリーマート吉川金町 東京都葛飾区金町５－２９－２４
ファミリーマート砧城山通り 東京都世田谷区砧２－２３－２
ファミリーマート久我山駅北 東京都杉並区久我山５－８－１９
ファミリーマート久米川駅北口 東京都東村山市栄町１丁目４－２３
ファミリーマート久米川辻 東京都東村山市久米川町５－３－２
ファミリーマート宮の坂 東京都世田谷区宮坂１－２５－１
ファミリーマート宮益坂下 東京都渋谷区渋谷２丁目２０－１１　小寺ビル１Ｆ
ファミリーマート宮益坂上 東京都渋谷区渋谷１－７－５青山セブンハイツ
ファミリーマート宮沢町一丁目 東京都昭島市宮沢町１－２０－８
ファミリーマート旧厚生年金会館前 東京都新宿区新宿５－２－３
ファミリーマート牛込柳町駅前 東京都新宿区原町１丁目１３
ファミリーマート牛田関屋駅前 東京都足立区千住曙町２－７
ファミリーマート京王プレッソイン茅場町 東京都中央区日本橋茅場町１－３－５
ファミリーマート京王プレッソイン池袋 東京都豊島区南池袋２－２９－１１
ファミリーマート京王稲城駅前 東京都稲城市百村１６１３－３
ファミリーマート京王高幡駅ビル 東京都日野市高幡１９７
ファミリーマート京王多摩川 東京都調布市多摩川４－１０－２
ファミリーマート京王多摩川駅前 東京都調布市小島町３－３４－１
ファミリーマート京王八王子 東京都八王子市明神町２－２６－１０
ファミリーマート京王八王子駅前 東京都八王子市明神町４丁目７－１４
ファミリーマート京王堀之内駅前 東京都八王子市堀之内３丁目２７
ファミリーマート京王堀之内駅東 東京都八王子市堀之内３丁目３２－４
ファミリーマート京橋二丁目 東京都中央区京橋２－１１－３　服部ビル１Ｆ
ファミリーマート京成曳舟駅構内 東京都墨田区京島１丁目３９－１　京成曳舟駅
ファミリーマート京成金町駅 東京都葛飾区金町５丁目３７－９
ファミリーマート京成高砂駅 東京都葛飾区高砂５丁目２８－１
ファミリーマート京成四ツ木駅 東京都葛飾区東四つ木４丁目１４－１先
ファミリーマート京成上野駅 東京都台東区上野公園１－６０
ファミリーマート京島一丁目 東京都墨田区京島１丁目４７－１７　グランロイヤル曳舟
ファミリーマート境南町二丁目 東京都武蔵野市境南町２丁目１０－６
ファミリーマート境南通り 東京都武蔵野市境南町２丁目８番１９号小田急バス武蔵境ビル１Ｆ
ファミリーマート業平三丁目 東京都墨田区業平三丁目１１番９号
ファミリーマート玉川学園 東京都町田市玉川学園７丁目８－１レグルスビル玉川学園１階
ファミリーマート玉川三丁目 東京都世田谷区玉川３丁目３８－１
ファミリーマート玉川上水駅 東京都東大和市桜ヶ丘４－１９先
ファミリーマート玉川上水駅西 東京都立川市柏町５－３－１
ファミリーマート玉川上水駅前 東京都立川市幸町六丁目３７－１
ファミリーマート玉川上水駅南口 東京都立川市柏町４－６２－４
ファミリーマート玉川台二丁目 東京都世田谷区玉川台２－１－１６
ファミリーマート錦糸町 東京都墨田区江東橋４－２９－１３　第２鈴勘ビル
ファミリーマート錦糸町ウインズ前 東京都墨田区江東橋２丁目１１－５　河口ビル
ファミリーマート金井窪山手通り 東京都板橋区大山金井町１２－１
ファミリーマート金森町田街道 東京都町田市金森二丁目９４３番地１号
ファミリーマート金町駅前 東京都葛飾区金町６－４－１
ファミリーマート金町南口 東京都葛飾区金町６丁目４－２ラヴィクレ－ル１－１
ファミリーマート金町六丁目 東京都葛飾区金町６丁目２－１
ファミリーマート銀座みゆき通り 東京都中央区銀座５丁目９－１３
ファミリーマート銀座一丁目 東京都中央区銀座１－１６－６友泉銀座一丁目ビル



ファミリーマート銀座三丁目 東京都中央区銀座３－１１－１９
ファミリーマート銀座七丁目 東京都中央区銀座７丁目１５－３
ファミリーマート銀座昭和通り 東京都中央区銀座八丁目１５番２
ファミリーマート銀座松屋通り 東京都中央区銀座３丁目１０－９
ファミリーマート銀座松竹スクエア 東京都中央区築地１丁目１３－１
ファミリーマート銀座中央通り 東京都港区新橋一丁目７番１号
ファミリーマート銀座八丁目 東京都中央区銀座八丁目１０番１７号
ファミリーマート銀座木挽町通り 東京都中央区銀座５丁目１５－１
ファミリーマート銀座柳通り 東京都中央区銀座１丁目１３－１２
ファミリーマート銀座六丁目 東京都中央区銀座６丁目１３－１６
ファミリーマート九段下駅西 東京都千代田区九段南２丁目２－８
ファミリーマート九段南二丁目 東京都千代田区九段南２－４－１６
ファミリーマート九段北一丁目 東京都千代田区九段北１－３－５
ファミリーマート駒井町一丁目 東京都狛江市駒井町１－９－６
ファミリーマート駒形一丁目 東京都台東区駒形１－１２－１４日本生命浅草ビル１階
ファミリーマート駒込駅北 東京都豊島区駒込二丁目３－１
ファミリーマート駒込三丁目 東京都豊島区駒込３－４－３
ファミリーマート駒込霜降橋 東京都北区西ヶ原１丁目２－３
ファミリーマート駒込本郷通り 東京都豊島区駒込３－２３
ファミリーマート駒込六丁目 東京都豊島区駒込６－３４－１
ファミリーマート駒場四丁目 東京都目黒区駒場４丁目６－１０　コスモスビル１階
ファミリーマート駒沢一丁目 東京都世田谷区駒沢１－１３－１２
ファミリーマート駒沢自由通り 東京都世田谷区駒沢１－４－２１
ファミリーマート駒沢大学駅西口 東京都世田谷区上馬４丁目３－３　西本アカデミーハイツ
ファミリーマート駒沢大学駅前 東京都世田谷区上馬３丁目１８‐１４
ファミリーマート駒沢二丁目 東京都世田谷区駒沢２丁目１７－９
ファミリーマート熊代栄町 東京都板橋区栄町１９－５
ファミリーマート恵比寿ガーデンプレイス 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３恵比寿ガーデンプレイスタワー１階
ファミリーマート恵比寿一丁目 東京都渋谷区恵比寿１丁目２４－１６
ファミリーマート恵比寿一丁目東 東京都渋谷区恵比寿１丁目２５番６号
ファミリーマート恵比寿駅東 東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３
ファミリーマート恵比寿駅東口 東京都渋谷区恵比寿４丁目３番１号
ファミリーマート恵比寿駅南 東京都渋谷区恵比寿南１丁目２０－１１
ファミリーマート恵比寿銀座通り 東京都渋谷区恵比寿南１丁目４－１３
ファミリーマート恵比寿四丁目 東京都渋谷区恵比寿４丁目９－１１
ファミリーマート恵比寿西口 東京都渋谷区恵比寿西１－４－４　恵比寿Ｓ２ビル
ファミリーマート恵比寿南一丁目 東京都渋谷区恵比寿南１－１４－１５ラレンヌ恵比寿
ファミリーマート恵比寿南三丁目 東京都渋谷区恵比寿南３丁目５－７
ファミリーマート恵比寿二丁目 東京都渋谷区恵比寿２丁目２９－２
ファミリーマート経堂駅前 東京都世田谷区経堂１丁目１９－６　三丸ビル
ファミリーマート経堂農大通り 東京都世田谷区経堂１－２６－１２
ファミリーマート経堂北 東京都世田谷区経堂２－６－２
ファミリーマート警察大学校 東京都府中市朝日町３－１２－１
ファミリーマート月島三丁目 東京都中央区月島３－３１
ファミリーマート月島二丁目 東京都中央区月島２丁目１４－１２
ファミリーマート兼升西尾久 東京都荒川区西尾久７－５－８
ファミリーマート元赤坂一丁目 東京都港区元赤坂１丁目３－９
ファミリーマート元麻布 東京都港区元麻布２－２－１２
ファミリーマート原宿ストリート 東京都渋谷区神宮前３丁目２１－２１
ファミリーマート原宿神宮前 東京都渋谷区神宮前３丁目２０－９
ファミリーマート原町一丁目 東京都目黒区原町１－６－５
ファミリーマート原町二丁目 東京都目黒区原町２丁目２２－１１
ファミリーマート弦巻一丁目 東京都世田谷区弦巻一丁目１４－１７
ファミリーマート戸越銀座 東京都品川区平塚１丁目６－２０キャピタル８０８
ファミリーマート戸越銀座駅西 東京都品川区平塚２－１５－１２大坂屋ビル
ファミリーマート戸越銀座東 東京都品川区戸越１－１９－１５
ファミリーマート戸越六丁目 東京都品川区戸越６－２２－９
ファミリーマート虎ノ門ツインビル 東京都港区虎ノ門２丁目１０－１
ファミリーマート虎ノ門愛宕下通り 東京都港区虎ノ門一丁目５－８
ファミリーマート虎ノ門一丁目 東京都港区虎ノ門１－１２－１
ファミリーマート虎ノ門霞ケ関 東京都港区虎ノ門１丁目１－２０
ファミリーマート五反田駅前 東京都品川区西五反田２丁目６－８
ファミリーマート五反田駅南 東京都品川区西五反田１－１１－１アイオス五反田駅前
ファミリーマート後楽 東京都文京区後楽２－３－２５金子ビル
ファミリーマート御苑大通り 東京都新宿区新宿２丁目１９－９新宿カドビル
ファミリーマート御茶ノ水駅前 東京都千代田区神田駿河台２－１
ファミリーマート御茶ノ水駅南 東京都千代田区神田駿河台二丁目２番４号
ファミリーマート御殿山トラストタワー 東京都品川区北品川４丁目７－３５



ファミリーマート護国寺駅前 東京都文京区音羽２－１０－２
ファミリーマート光が丘東大通り 東京都練馬区田柄５丁目１４番８号グリーンシティ恵２
ファミリーマート向丘二丁目北 東京都文京区向丘２丁目２９番１１号
ファミリーマート向原一丁目 東京都板橋区向原１丁目４－１
ファミリーマート向島四丁目 東京都墨田区向島４－８－５
ファミリーマート幸町三丁目 東京都東久留米市幸町３－４－１４
ファミリーマート広尾駅前 東京都港区南麻布５丁目１０－２６
ファミリーマート江古田栄町 東京都練馬区栄町２７－８
ファミリーマート江古田駅南口 東京都練馬区旭丘１丁目７７－９
ファミリーマート江古田千川通り 東京都練馬区豊玉上１－２０－１
ファミリーマート江古田日芸前 東京都練馬区小竹町１－５１－５
ファミリーマート江戸川球場 東京都江戸川区西葛西６－１９－２３
ファミリーマート江戸川橋駅西 東京都文京区関口１－４４－１０
ファミリーマート江戸川興宮町 東京都江戸川区興宮町２番１０号
ファミリーマート江戸川篠崎街道 東京都江戸川区篠崎町四丁目２１番１６号
ファミリーマート江戸川松江一丁目 東京都江戸川区松江１丁目２４－９
ファミリーマート江戸川松江三丁目 東京都江戸川区松江三丁目９－３
ファミリーマート江戸川松島一丁目 東京都江戸川区松島１丁目４２番１９号
ファミリーマート江戸川松島二丁目 東京都江戸川区松島２丁目２９番３号
ファミリーマート江戸川上篠崎 東京都江戸川区上篠崎三丁目１４番１７号
ファミリーマート江戸川西葛西五丁目 東京都江戸川区西葛西五丁目２番９号
ファミリーマート江戸川西葛西六丁目 東京都江戸川区西葛西６丁目１３番１２号
ファミリーマート江戸川西小岩五丁目 東京都江戸川区西小岩５丁目１７番１２号
ファミリーマート江戸川船堀 東京都江戸川区船堀７丁目６番２０号
ファミリーマート江戸川船堀一丁目 東京都江戸川区船堀１－１－３８
ファミリーマート江戸川大杉五丁目 東京都江戸川区大杉５丁目２３番１４号
ファミリーマート江戸川中央 東京都江戸川区中央四丁目７－１
ファミリーマート江東塩浜二丁目 東京都江東区塩浜二丁目１４番１号
ファミリーマート江東亀戸九丁目 東京都江東区亀戸九丁目３４番１－１３８号
ファミリーマート江東亀戸五丁目 東京都江東区亀戸５丁目１４－８
ファミリーマート江東亀戸二丁目 東京都江東区亀戸２丁目３３－４
ファミリーマート江東境川 東京都江東区南砂５－４－８
ファミリーマート江東橋一丁目 東京都墨田区江東橋一丁目１３番５号
ファミリーマート江東橋三丁目 東京都墨田区江東橋３－８－１４
ファミリーマート江東橋四丁目 東京都墨田区江東橋４－５－１０
ファミリーマート江東橋二丁目 東京都墨田区江東橋２－３－４ドルミ錦糸町
ファミリーマート江東新砂 東京都江東区新砂３－２－１
ファミリーマート江東新木場二丁目 東京都江東区新木場二丁目１０番５号
ファミリーマート江東森下四丁目 東京都江東区森下４丁目１０－８
ファミリーマート江東深川二丁目 東京都江東区深川２－５－１
ファミリーマート江東石島 東京都江東区石島５番８
ファミリーマート江東冬木 東京都江東区冬木２３番１３－１０３号
ファミリーマート江東東雲一丁目 東京都江東区東雲１丁目９－１１－１０４
ファミリーマート江東東砂 東京都江東区東砂３丁目１５－２４　グランデュール吉武
ファミリーマート江東東陽一丁目 東京都江東区東陽１－１６－１２
ファミリーマート江東南砂四丁目 東京都江東区南砂四丁目４番２０号
ファミリーマート江東白河四丁目 東京都江東区白河４丁目２－５
ファミリーマート江東福住一丁目 東京都江東区福住１丁目８番１０号
ファミリーマート江東福住二丁目 東京都江東区福住２丁目３－１６
ファミリーマート江東北砂五丁目 東京都江東区北砂５－１４－１６　砂銀ビル
ファミリーマート江東北砂四丁目 東京都江東区北砂四丁目３２－１４
ファミリーマート江東木場二丁目 東京都江東区木場二丁目６番３号メインステージ木場
ファミリーマート江東門前仲町 東京都江東区門前仲町１－８－１１
ファミリーマート江東有明 東京都江東区有明一丁目１番１７号
ファミリーマート江北三丁目 東京都足立区江北３－３６－１０
ファミリーマート江北二丁目 東京都足立区江北２丁目１４番１５号
ファミリーマート港区白金プラザ 東京都港区白金１－１７－１
ファミリーマート港南一丁目 東京都港区港南１丁目７－１８　ＤＢＣ品川東急ビル
ファミリーマート港南四丁目 東京都港区港南４－７－５５
ファミリーマート紅葉丘南参道 東京都府中市紅葉丘１丁目１５－１
ファミリーマート荒川東尾久 東京都荒川区東尾久３丁目８－１４
ファミリーマート荒川尾竹橋 東京都荒川区町屋７－１－１０
ファミリーマート荒川六丁目 東京都荒川区荒川６－４０－５
ファミリーマート高井戸西一丁目 東京都杉並区高井戸西１－４－１６
ファミリーマート高円寺パル商店街 東京都杉並区高円寺南３丁目４５－１６
ファミリーマート高円寺駅西 東京都杉並区高円寺北三丁目２番１２号
ファミリーマート高円寺駅東 東京都杉並区高円寺南４－５０
ファミリーマート高円寺純情商店街 東京都杉並区高円寺北３丁目２４－１３



ファミリーマート高円寺中通 東京都杉並区高円寺北４－１７－１２
ファミリーマート高円寺南 東京都杉並区高円寺南４丁目４４番８号
ファミリーマート高円寺南三丁目 東京都杉並区高円寺南３－７－３
ファミリーマート高円寺梅里 東京都杉並区梅里一丁目８－１２
ファミリーマート高円寺北三丁目 東京都杉並区高円寺北３－４２－１４
ファミリーマート高円寺陸橋 東京都杉並区高円寺南１－１１－６
ファミリーマート高砂五丁目 東京都葛飾区高砂５丁目３７－９
ファミリーマート高松六丁目 東京都練馬区高松６－１１－１４
ファミリーマート高田三丁目 東京都豊島区高田３－２１－８
ファミリーマート高田馬場 東京都新宿区高田馬場１丁目３４番２号
ファミリーマート高田馬場駅西 東京都新宿区高田馬場四丁目９番１４号
ファミリーマート高田馬場戸山口 東京都新宿区高田馬場４－３－１２
ファミリーマート高田馬場早稲田通り 東京都新宿区高田馬場１丁目６－１６
ファミリーマート高田馬場二丁目 東京都新宿区高田馬場２－１６－１１
ファミリーマート高島平一丁目 東京都板橋区高島平１－１１－１
ファミリーマート高幡不動 東京都日野市高幡２－１２
ファミリーマート高尾駅東 東京都八王子市高尾町１５９９番３３
ファミリーマート高尾駅南 東京都八王子市初沢町１２９９－２
ファミリーマート高野台一丁目 東京都練馬区高野台１丁目２－８
ファミリーマート高野台二丁目 東京都練馬区高野台２丁目１２番１６
ファミリーマート高輪一丁目 東京都港区高輪１丁目２７－４７
ファミリーマート豪徳寺駅前 東京都世田谷区豪徳寺１－２４－７
ファミリーマート麹町一丁目 東京都千代田区麹町１丁目８－２
ファミリーマート麹町駅前 東京都千代田区麹町４丁目８
ファミリーマート麹町三丁目 東京都千代田区麹町３丁目２
ファミリーマート麹町二丁目 東京都千代田区麹町２丁目５－４
ファミリーマート国分寺戸倉通り 東京都国分寺市戸倉３丁目－４９－３
ファミリーマート国分寺光町 東京都国分寺市光町三丁目１３番地１４
ファミリーマート国分寺西恋ヶ窪 東京都国分寺市西恋ケ窪１丁目４６－７
ファミリーマート国分寺東恋ヶ窪 東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目３６ー４６
ファミリーマート国分寺南口駅前 東京都国分寺市南町３－１７－２
ファミリーマート国分寺南町三丁目 東京都国分寺市南町３－１５－６
ファミリーマート国分寺府中街道 東京都国分寺市東恋ケ窪４丁目２４－５
ファミリーマート国分寺弁天通り 東京都国分寺市西町三丁目２３番１５
ファミリーマート国分寺本多五丁目 東京都国分寺市本多５丁目１２番地１
ファミリーマート国分寺本町三丁目 東京都国分寺市本町３－８－１２
ファミリーマート国立駅南口 東京都国立市東１丁目４番８号
ファミリーマート国立駅北 東京都国分寺市光町１丁目４３－１
ファミリーマート国立西二丁目 東京都国立市西２－２４－１８
ファミリーマート国立青果市場前 東京都国立市谷保七丁目１９番６
ファミリーマート国立中一丁目 東京都国立市中１－９－７７
ファミリーマート国立北 東京都国立市北３丁目２９番地８
ファミリーマート国立北一丁目 東京都国立市北１丁目４－７
ファミリーマート国領南 東京都調布市国領町３－６－４４
ファミリーマート国領二丁目 東京都調布市国領町２－１０－２
ファミリーマート狛江駅南 東京都狛江市東和泉１－１５－５
ファミリーマート狛江岩戸南四丁目 東京都狛江市岩戸南四丁目２２番８号
ファミリーマート狛江市民グランド前 東京都狛江市和泉本町２－２
ファミリーマート狛江慈恵医大前 東京都狛江市中和泉５－３１－２０
ファミリーマート狛江西野川 東京都狛江市西野川３－１０
ファミリーマート狛江中和泉一丁目 東京都狛江市中和泉一丁目１４番１６号
ファミリーマート狛江東和泉 東京都狛江市東和泉１－６－７
ファミリーマート根岸一丁目 東京都台東区根岸１－５－１４
ファミリーマート根岸二丁目 東京都台東区根岸２－２１－１３
ファミリーマート佐野久下目黒 東京都目黒区下目黒２－１４－３
ファミリーマート災害医療センター 東京都立川市緑町３２５６
ファミリーマート財務省本庁舎 東京都千代田区霞が関３丁目１－１
ファミリーマート坂下一丁目 東京都板橋区坂下１－１０－２０
ファミリーマート坂下二丁目 東京都板橋区坂下二丁目２９
ファミリーマート阪急大井町ガーデン 東京都品川区大井１－５０－５
ファミリーマート鷺宮駅前 東京都中野区鷺宮３－２０－３
ファミリーマート桜丘三丁目 東京都世田谷区桜丘３－１０－１６
ファミリーマート桜丘世田谷通り 東京都世田谷区桜丘３丁目２６番３号
ファミリーマート桜上水駅南口 東京都世田谷区桜上水５丁目２４－９
ファミリーマート桜上水駅北 東京都杉並区下高井戸一丁目２３番１１号
ファミリーマート桜新町一丁目 東京都世田谷区桜新町１－４０－７
ファミリーマート桜新町駅前 東京都世田谷区桜新町２丁目１０－１
ファミリーマート桜川三丁目 東京都板橋区桜川３－１３－１７



ファミリーマート桜台駅前 東京都練馬区豊玉上２丁目１４－９
ファミリーマート笹塚三丁目北 東京都渋谷区笹塚３丁目５８－２２　メゾン内山
ファミリーマート笹塚二丁目 東京都渋谷区笹塚２－２２－５
ファミリーマート雑色駅広場前 東京都大田区仲六郷２丁目４２－７
ファミリーマート皿沼二丁目 東京都足立区皿沼２丁目１９－２
ファミリーマート三ノ輪 東京都台東区三ノ輪１－２８－１５
ファミリーマート三ノ輪橋 東京都荒川区南千住１－１５－４
ファミリーマート三園一丁目 東京都板橋区三園１‐２２‐３
ファミリーマート三園二丁目 東京都板橋区三園２－１２－９
ファミリーマート三軒茶屋一丁目 東京都世田谷区三軒茶屋１－５－１１
ファミリーマート三軒茶屋駅前 東京都世田谷区太子堂４丁目２０－１０
ファミリーマート三軒茶屋駅南口 東京都世田谷区三軒茶屋１－４１－８
ファミリーマート三軒茶屋駅北口 東京都世田谷区太子堂２－１５－１
ファミリーマート三軒茶屋東 東京都世田谷区太子堂１－１２－３４
ファミリーマート三軒茶屋目青通り 東京都世田谷区太子堂４丁目１８ー１４
ファミリーマート三原台一丁目 東京都練馬区三原台１丁目８－４
ファミリーマート三鷹駅前 東京都三鷹市下連雀３－２７－１
ファミリーマート三鷹山中通り 東京都三鷹市下連雀八丁目１
ファミリーマート三鷹人見街道 東京都三鷹市上連雀八丁目１２番５号　
ファミリーマート三鷹台駅北 東京都三鷹市井の頭１丁目３２－４
ファミリーマート三鷹台団地南 東京都三鷹市牟礼２－１５
ファミリーマート三鷹中央通り 東京都三鷹市下連雀３丁目２７－１１
ファミリーマート三鷹中央通り南 東京都三鷹市下連雀３丁目３０－１２
ファミリーマート三鷹中原 東京都三鷹市中原２－１２
ファミリーマート三鷹天文台通り 東京都三鷹市野崎３丁目２６番２１号
ファミリーマート三鷹東八通り 東京都三鷹市新川６－６－７
ファミリーマート三鷹南 東京都三鷹市下連雀３－４１－１
ファミリーマート三鷹牟礼 東京都三鷹市牟礼７－５－１１
ファミリーマート三鷹野崎 東京都三鷹市野崎３丁目－４－３
ファミリーマート三田ステーションビル 東京都港区芝５－３１－７三田ステーションビル３Ｆ
ファミリーマート三田一丁目 東京都港区三田１丁目２－１８
ファミリーマート三田駅前 東京都港区芝５丁目１９－７
ファミリーマート三田三丁目 東京都港区三田３丁目１３－１２三田ＭＴビル
ファミリーマート三田二丁目 東京都港区三田２－１０－６
ファミリーマート三度屋大森東四丁目 東京都大田区大森東４－１７－１
ファミリーマート参宮橋駅前 東京都渋谷区代々木４丁目２－３
ファミリーマート山王パークタワー 東京都千代田区永田町２丁目１１－１
ファミリーマート山王大森駅前 東京都品川区南大井６－１７－７
ファミリーマート山野学苑 東京都渋谷区代々木１丁目５３－１
ファミリーマート四ッ谷駅前 東京都新宿区四谷１丁目４　四谷駅前ビル
ファミリーマート四谷一丁目 東京都新宿区四谷一丁目１番
ファミリーマート四谷三丁目 東京都新宿区四谷３丁目１１
ファミリーマート四谷三丁目駅前 東京都新宿区四谷３丁目７　宮子ビルディング
ファミリーマート四谷三丁目交差点東 東京都新宿区四谷３－５－５
ファミリーマート四谷四丁目 東京都新宿区四谷４－７
ファミリーマート四谷若葉 東京都新宿区若葉３丁目２番６号
ファミリーマート四谷舟町 東京都新宿区舟町６
ファミリーマート四谷大通り 東京都新宿区四谷２丁目１３－３　大和屋ビル
ファミリーマート四谷二丁目 東京都新宿区四谷２丁目１－３四谷東急ビル
ファミリーマート四葉二丁目 東京都板橋区四葉２－１０－４
ファミリーマート市ヶ谷 東京都千代田区九段北４－２－１１
ファミリーマート市谷台町 東京都新宿区市谷台町１４－１
ファミリーマート市谷田町 東京都新宿区市谷田町２－３８－３
ファミリーマート市谷本村町 東京都新宿区市谷本村町３番２９号ＦＯＲＥＣＡＳＴ市ヶ谷１階
ファミリーマート市谷柳町 東京都新宿区市谷柳町１９
ファミリーマート志村駅前通り 東京都板橋区志村３－１６－１１
ファミリーマート志村三丁目駅前 東京都板橋区志村３－７－１３
ファミリーマート自然教育園前 東京都港区白金台３丁目１９－１
ファミリーマート自由が丘駅前 東京都目黒区自由が丘２丁目１３－１
ファミリーマート汐留シオサイト 東京都港区東新橋１丁目５番２５号地先
ファミリーマート汐留タワー 東京都港区東新橋１丁目６－３
ファミリーマート汐留メディアタワー 東京都港区東新橋１－７－１汐留メディアタワーＢ２Ｆ
ファミリーマート鹿骨五丁目 東京都江戸川区鹿骨５－３９－４
ファミリーマート鹿骨前沼橋 東京都江戸川区鹿骨２丁目１８－７フェザンレーヴ
ファミリーマート鹿骨二丁目 東京都江戸川区鹿骨２丁目３６－１２
ファミリーマート鹿浜二丁目 東京都足立区鹿浜２－２５－１
ファミリーマート篠崎駅前 東京都江戸川区篠崎町７－２９－１１　メナーしのざき
ファミリーマート篠崎駅南口 東京都江戸川区篠崎町２－６－１



ファミリーマート篠崎町三丁目 東京都江戸川区篠崎町三丁目１９番１５号
ファミリーマート柴崎町六丁目 東京都立川市柴崎町６－１８－７
ファミリーマート芝五丁目 東京都港区芝５－１０－８
ファミリーマート芝公園 東京都港区芝３－５－５
ファミリーマート芝公園一丁目 東京都港区芝公園１丁目２－１２
ファミリーマート芝四丁目 東京都港区芝４丁目３－１１
ファミリーマート芝増上寺前 東京都港区芝公園２丁目２－２２
ファミリーマート芝大門 東京都港区芝公園１丁目７－１３
ファミリーマート芝二丁目 東京都港区芝２丁目５－１０
ファミリーマート若木二丁目 東京都板橋区若木２丁目５－１５
ファミリーマート若葉台一丁目 東京都稲城市若葉台１丁目２３
ファミリーマート若葉台駅前 東京都稲城市若葉台２－４－４
ファミリーマート秀栄花小金井 東京都小平市花小金井南町三丁目３８番６号
ファミリーマート秀栄館町 東京都八王子市館町１０９７－２０６
ファミリーマート秀栄玉川学園南 東京都町田市玉川学園７丁目４番６号
ファミリーマート秀栄高専通り 東京都八王子市椚田町５５３－１５
ファミリーマート秀栄高尾駅北口 東京都八王子市高尾町１５８３－１
ファミリーマート秀栄国領八丁目 東京都調布市国領町８－１０
ファミリーマート秀栄三鷹杏林前 東京都三鷹市新川６－９－６
ファミリーマート秀栄相原町 東京都町田市相原町字武蔵岡３６２１番１
ファミリーマート秀栄多摩ニュータウン通り 東京都多摩市貝取１５０６
ファミリーマート秀栄多摩落合 東京都多摩市落合１－２１－１
ファミリーマート秀栄町田小川 東京都町田市小川１２７３
ファミリーマート秀栄東浅川町 東京都八王子市東浅川町５０７－８
ファミリーマート秀栄白糸台 東京都府中市白糸台１－２２－９
ファミリーマート秋川駅前 東京都あきる野市秋川２－１－１
ファミリーマート秋葉原ラジオ会館 東京都千代田区外神田一丁目１５番１６号
ファミリーマート秋葉原駅前 東京都千代田区神田佐久間町２－２０－２　翔和秋葉原ビル
ファミリーマート秋葉原駅中央口前 東京都千代田区神田佐久間町１丁目１３
ファミリーマート秋葉原昭和通り 東京都千代田区神田松永町１番地
ファミリーマート秋葉原富士ソフトビル 東京都千代田区神田練塀町３番地富士ソフトビル１Ｆ
ファミリーマート十条仲原一丁目 東京都北区十条仲原１丁目－２５－１２
ファミリーマート十条仲原三丁目 東京都北区十条仲原３－８－３
ファミリーマート渋谷ＮＨＫ前 東京都渋谷区神山町６－４　ラビアンヌビル１階
ファミリーマート渋谷ガーデンフロント 東京都渋谷区渋谷３丁目２６－３渋谷ガーデンフロント
ファミリーマート渋谷マークシティ 東京都渋谷区道玄坂１－１２－５
ファミリーマート渋谷一丁目 東京都渋谷区渋谷１－２４－６マトリクスツービル
ファミリーマート渋谷円山町 東京都渋谷区円山町６－３
ファミリーマート渋谷警察東 東京都渋谷区渋谷３丁目６－３　清水ビル
ファミリーマート渋谷笹塚一丁目 東京都渋谷区笹塚一丁目９番１０号
ファミリーマート渋谷笹塚二丁目西 東京都渋谷区笹塚二丁目２５－６
ファミリーマート渋谷松濤一丁目 東京都渋谷区松濤１丁目２９－１渋谷クロスロードビル１Ｆ
ファミリーマート渋谷消防署南 東京都渋谷区神南一丁目１２番１０号
ファミリーマート渋谷神山町 東京都渋谷区神山町７－１３
ファミリーマート渋谷神南北谷公園前 東京都渋谷区神南１丁目１３－１４　高野ビル
ファミリーマート渋谷東急本店前 東京都渋谷区宇田川町３４－３　サイトービル３
ファミリーマート渋谷東二丁目 東京都渋谷区東２丁目１７－１０　岡本ＬＫビル
ファミリーマート渋谷二丁目 東京都渋谷区渋谷２丁目９－９
ファミリーマート渋谷二丁目中央 東京都渋谷区渋谷二丁目１１番３号
ファミリーマート渋谷富ヶ谷一丁目 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目１３－９
ファミリーマート渋谷本町 東京都渋谷区本町２丁目２－２
ファミリーマート渋谷本町一丁目 東京都渋谷区本町１丁目１６－３
ファミリーマート渋谷本町三丁目 東京都渋谷区本町３－４１－１１
ファミリーマート渋谷明治通り 東京都渋谷区渋谷３－１２－２２
ファミリーマート春江町四丁目 東京都江戸川区一之江７－６５－２０
ファミリーマート春江町二丁目 東京都江戸川区春江町二丁目２０番２４号
ファミリーマート春日町一丁目 東京都練馬区春日町１丁目１７番２０
ファミリーマート純心学園前 東京都八王子市滝山町２丁目５９６－１
ファミリーマート初台駅北口 東京都渋谷区本町１－４－１５
ファミリーマート初台交差点前 東京都渋谷区代々木４－３３－１０トーシンビル１Ｆ
ファミリーマート曙橋 東京都新宿区住吉町１－１５
ファミリーマート勝どき駅前 東京都中央区勝どき４丁目１－２
ファミリーマート勝どき五丁目 東京都中央区勝どき５丁目１０－６
ファミリーマート勝どき三丁目 東京都中央区勝どき３丁目２－３
ファミリーマート小浦蒲田サンライズ通り 東京都大田区西蒲田７丁目４８－１４
ファミリーマート小浦蒲田駅西 東京都大田区西蒲田８－４－１２
ファミリーマート小浦世田谷梅丘 東京都世田谷区梅丘１丁目２－１０
ファミリーマート小浦西五反田四丁目 東京都品川区西五反田４丁目２６－５



ファミリーマート小浦大森駅東 東京都大田区大森北１丁目２－１
ファミリーマート小浦中目黒 東京都目黒区中目黒１丁目２番１１
ファミリーマート小浦目黒青葉台 東京都目黒区青葉台１丁目２２－１０－１０１
ファミリーマート小岩サンロード 東京都江戸川区南小岩八丁目１４番２２号
ファミリーマート小岩駅西口 東京都江戸川区南小岩７丁目２４－１５
ファミリーマート小岩駅東 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１階
ファミリーマート小岩南口 東京都江戸川区南小岩六丁目３０番８号
ファミリーマート小金井貫井南町 東京都小金井市貫井南町２－１－１３
ファミリーマート小金井桜町三丁目 東京都小金井市桜町三丁目１番６号
ファミリーマート小金井浅間山通り 東京都小金井市前原町４丁目１番６号
ファミリーマート小金井前原 東京都小金井市前原町１丁目１６－７
ファミリーマート小金井中大附属前 東京都小金井市貫井北町３丁目－３０
ファミリーマート小金井東町一丁目 東京都小金井市東町１－４０－１１
ファミリーマート小金井東八通り 東京都小金井市前原町１丁目３－９
ファミリーマート小金井農工大通り 東京都小金井市本町１丁目１１－１
ファミリーマート小金井法政大学前 東京都小金井市緑町２丁目１６－３１
ファミリーマート小金井北大通り 東京都小金井市緑町２丁目１－２８
ファミリーマート小山三丁目 東京都品川区小山３－１１－１７
ファミリーマート小菅三丁目 東京都葛飾区小菅３丁目１８番９号
ファミリーマート小菅四丁目 東京都葛飾区小菅４丁目１６番８号
ファミリーマート小石川ゆたて坂 東京都文京区小石川５－３１－４
ファミリーマート小石川一丁目 東京都文京区小石川１丁目３－１１イートピア小石川梅津ビル１階
ファミリーマート小石川五丁目 東京都文京区小石川５－３－８
ファミリーマート小台二丁目 東京都足立区小台２－１７－１０
ファミリーマート小滝橋通り 東京都新宿区北新宿４－３－１３
ファミリーマート小竹向原 東京都板橋区小茂根１－９－２
ファミリーマート小竹向原駅前 東京都板橋区向原３－１０－６
ファミリーマート小伝馬町大門通り 東京都中央区日本橋小伝馬町１３－７
ファミリーマート小田急町田駅前 東京都町田市原町田６丁目１０番１７　
ファミリーマート小田急町田北口 東京都町田市森野１－１９－１６
ファミリーマート小豆沢一丁目 東京都板橋区小豆沢１－８－１２
ファミリーマート小豆沢環八通り 東京都板橋区小豆沢４－１８－１４
ファミリーマート小豆沢二丁目 東京都板橋区小豆沢２－５
ファミリーマート小平あかしあ通り 東京都小平市仲町４２５番地８
ファミリーマート小平たかの街道 東京都小平市小川町１丁目１１１５番地３
ファミリーマート小平駅北口 東京都小平市美園町２－２－１８
ファミリーマート小平花小金井二丁目 東京都小平市花小金井二丁目１９番１１号
ファミリーマート小平回田町 東京都小平市回田町３１２番１
ファミリーマート小平学園西町 東京都小平市津田町３丁目３５番２２号
ファミリーマート小平光ヶ丘 東京都小平市鈴木町２丁目１７５番地１
ファミリーマート小平小金井街道 東京都小平市花小金井６丁目２６－２８
ファミリーマート小平小川西町 東京都小平市小川西町３－２６－１
ファミリーマート小平小川町 東京都小平市小川町一丁目８５４番１他１筆
ファミリーマート小平小川町二丁目 東京都小平市小川町二丁目１９５６番４
ファミリーマート小平上水南町 東京都小平市上水南町二丁目１５－４１
ファミリーマート小平上水本町 東京都小平市上水本町２丁目１４番３４号
ファミリーマート小平大沼町二丁目 東京都小平市大沼町二丁目４８番１３号
ファミリーマート小平中宿通り 東京都小平市小川西町三丁目１－１０
ファミリーマート小平天神町四丁目 東京都小平市天神町４丁目２３番１１号
ファミリーマート小茂根二丁目 東京都板橋区小茂根２丁目２４－１８
ファミリーマート昭島駅前 東京都昭島市昭和町２－５－２
ファミリーマート昭島玉川町 東京都昭島市玉川町５丁目１０―３２
ファミリーマート昭島小荷田 東京都昭島市拝島町３－２－２
ファミリーマート昭島諏訪松中通り 東京都昭島市宮沢町４８４－３
ファミリーマート昭島中神町 東京都昭島市中神町１２９４－１
ファミリーマート昭島中神町新畑 東京都昭島市中神町字中新畑１１５７番地５
ファミリーマート昭島田中町 東京都昭島市田中町一丁目２１－２
ファミリーマート昭島田中町団地入口 東京都昭島市田中町２丁目２３番９
ファミリーマート昭島東文化通り 東京都昭島市中神町１３８８－３
ファミリーマート昭島美堀町 東京都昭島市美堀町４－１３－４１
ファミリーマート昭島武蔵野 東京都昭島市武蔵野三丁目１０番８号
ファミリーマート昭島緑町 東京都昭島市緑町２丁目１－１７
ファミリーマート昭和薬品西大島駅前 東京都江東区大島３丁目１－６
ファミリーマート松陰神社駅前 東京都世田谷区若林４－２５－１
ファミリーマート松原六丁目 東京都世田谷区松原６丁目２５－４
ファミリーマート松木公園 東京都八王子市別所一丁目６９番６号
ファミリーマート鐘ヶ淵駅前 東京都墨田区墨田５丁目４３－１１
ファミリーマート上井草一丁目 東京都杉並区上井草１－３２－７



ファミリーマート上井草駅前 東京都杉並区井草５丁目４－１１宮ビル
ファミリーマート上井草駅東 東京都杉並区上井草二丁目３７番１１号
ファミリーマート上荻青梅街道 東京都杉並区上荻４丁目１９－１５
ファミリーマート上原三丁目 東京都渋谷区上原３丁目６－６オークハウス１Ｆ
ファミリーマート上鷺宮二丁目 東京都中野区上鷺宮２－１１－２
ファミリーマート上十条一丁目 東京都北区上十条１－１０－６
ファミリーマート上十条三丁目 東京都北区上十条３丁目１４－６
ファミリーマート上石神井駅前 東京都練馬区上石神井１丁目１３－１３
ファミリーマート上石神井北小学校前 東京都練馬区石神井台２丁目１８番６号
ファミリーマート上大崎 東京都品川区上大崎３－１４－３４　十一屋ヒ゛ル
ファミリーマート上大崎三丁目 東京都品川区上大崎３－４－１
ファミリーマート上池袋 東京都豊島区上池袋４－９－１
ファミリーマート上池袋三丁目 東京都豊島区上池袋三丁目１番１号ヴィア・シテラ・東京
ファミリーマート上池台夫婦坂 東京都大田区上池台４－２－６
ファミリーマート上中里三丁目 東京都北区上中里３－６－１２
ファミリーマート上馬交差点前 東京都世田谷区野沢２－３４－３
ファミリーマート上板橋駅北口 東京都板橋区常盤台４丁目３３－３
ファミリーマート上板橋三丁目 東京都板橋区上板橋３丁目２３－７
ファミリーマート上北台三丁目 東京都東大和市上北台３丁目８６１－５
ファミリーマート上北沢駅前南口 東京都世田谷区上北沢３－１８－８
ファミリーマート上北沢四丁目 東京都世田谷区上北沢４－１４－９
ファミリーマート上目黒二丁目 東京都目黒区上目黒２－１８－２
ファミリーマート上野センターモール 東京都台東区上野４丁目７－２
ファミリーマート上野駅前 東京都台東区上野７－３－２
ファミリーマート上野駅入谷口 東京都台東区上野７－７－７早稲田ビルヂング
ファミリーマート上野広小路 東京都台東区上野二丁目６番１２号
ファミリーマート上野三丁目 東京都台東区上野３丁目２３－１１
ファミリーマート上野中通り 東京都台東区上野四丁目２番４号
ファミリーマート上野仲町通り 東京都台東区上野２－１２－１
ファミリーマート上野毛駅前 東京都世田谷区上野毛１丁目１４－７
ファミリーマート上野六丁目 東京都台東区上野６丁目１６－２２
ファミリーマート上野六丁目南 東京都台東区上野六丁目７番２号
ファミリーマート城山公園前 東京都稲城市向陽台６丁目８－１
ファミリーマート常盤台二丁目 東京都板橋区常盤台２－５－２３
ファミリーマート常盤台北口 東京都板橋区常盤台１－４－８
ファミリーマート新井薬師 東京都中野区上高田２－５３－５
ファミリーマート新井薬師駅前 東京都中野区上高田５丁目４３－１
ファミリーマート新井薬師前駅南 東京都中野区上高田３丁目１９－１１　モナミビル
ファミリーマート新橋ゆりかもめ 東京都港区東新橋１－１－８地先
ファミリーマート新橋烏森通り 東京都港区新橋２－１５－１７
ファミリーマート新橋五丁目 東京都港区新橋５丁目１４－１０新橋スクエアビル
ファミリーマート新橋四丁目 東京都港区新橋４丁目１９－４　コンシェリア新橋
ファミリーマート新橋西口通り 東京都港区新橋４－１９－１０
ファミリーマート新橋仲通り南 東京都港区新橋２丁目１０－５
ファミリーマート新橋二丁目 東京都港区新橋２－１９－２新橋藤ビル
ファミリーマート新橋日比谷通り 東京都港区新橋五丁目２番１０号
ファミリーマート新御徒町駅前 東京都台東区東上野１－２－１３カーニープレイス新御徒町
ファミリーマート新江古田駅前 東京都練馬区豊玉北１－６－１４
ファミリーマート新桜台 東京都練馬区羽沢２－１
ファミリーマート新三河島駅前 東京都荒川区西日暮里６－６－１１
ファミリーマート新宿アイタウン 東京都新宿区西新宿６－２１－１
ファミリーマート新宿エルタワー 東京都新宿区西新宿１丁目６－１
ファミリーマート新宿ゴールデン街 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１－６
ファミリーマート新宿スポーツセンター 東京都新宿区大久保３－５－１新宿スポーツセンター１Ｆ
ファミリーマート新宿マインズタワー 東京都渋谷区代々木２丁目１－１　新宿マインズタワー
ファミリーマート新宿ワシントンホテル 東京都新宿区西新宿３－２－９ワシントンホテル
ファミリーマート新宿駅南 東京都渋谷区代々木２丁目７－５
ファミリーマート新宿歌舞伎町 東京都新宿区歌舞伎町２丁目２５－２
ファミリーマート新宿歌舞伎町一番街 東京都新宿区歌舞伎町一丁目１８番５号
ファミリーマート新宿京王モールアネックス 東京都新宿区西新宿１丁目１９
ファミリーマート新宿区役所通り 東京都新宿区歌舞伎町２丁目１０－６
ファミリーマート新宿五丁目 東京都新宿区新宿５－１８－１４
ファミリーマート新宿五丁目東 東京都新宿区新宿５丁目８－２
ファミリーマート新宿御苑駅西 東京都新宿区新宿２丁目７－１　不二川ビル
ファミリーマート新宿御苑駅前 東京都新宿区新宿１－１３－１
ファミリーマート新宿甲州街道 東京都渋谷区代々木２丁目１１－１７ラウンドクロス新宿
ファミリーマート新宿荒木町 東京都新宿区荒木町５－４
ファミリーマート新宿三丁目中央通り 東京都新宿区新宿３丁目３４－１１　ピースビル



ファミリーマート新宿山吹町 東京都新宿区山吹町３５２番２２グローサユウ新宿
ファミリーマート新宿四丁目 東京都新宿区新宿４丁目１－２２
ファミリーマート新宿四丁目交差点前 東京都新宿区新宿４－２－１６
ファミリーマート新宿市谷見附 東京都新宿区市谷田町一丁目３
ファミリーマート新宿七丁目 東京都新宿区新宿７丁目２－４
ファミリーマート新宿十二社 東京都新宿区西新宿４－２－１８
ファミリーマート新宿上落合 東京都新宿区上落合２丁目８－１６
ファミリーマート新宿職安通り 東京都新宿区大久保１丁目１２－１　第２韓国広場ビル
ファミリーマート新宿信濃町 東京都新宿区信濃町８番外苑北ＳＲＣビル１Ｆ
ファミリーマート新宿新小川町 東京都新宿区新小川町７－１７飯田橋三幸ビル
ファミリーマート新宿新都心 東京都新宿区西新宿１丁目２０－２
ファミリーマート新宿神楽坂駅前 東京都新宿区矢来町１２４－６
ファミリーマート新宿西落合三丁目 東京都新宿区西落合３丁目２３－１
ファミリーマート新宿税務署通り 東京都新宿区北新宿１丁目３５－３
ファミリーマート新宿大久保一丁目 東京都新宿区大久保一丁目３番１５号
ファミリーマート新宿大久保二丁目 東京都新宿区大久保２丁目２９－２３
ファミリーマート新宿中井駅前 東京都新宿区中落合１丁目１７－３
ファミリーマート新宿中央公園 東京都新宿区西新宿４丁目３２－６
ファミリーマート新宿中落合三丁目 東京都新宿区中落合３－２４－９
ファミリーマート新宿通り 東京都新宿区新宿２丁目８－１
ファミリーマート新宿天神町 東京都新宿区天神町２１　朝日神楽坂マンション
ファミリーマート新宿東宝ビル前 東京都新宿区歌舞伎町１－１４－７ハヤシビル
ファミリーマート新宿弁天町 東京都新宿区弁天町２１
ファミリーマート新宿野村ビル 東京都新宿区西新宿１丁目２６－２
ファミリーマート新宿矢来町 東京都新宿区矢来町８１－２
ファミリーマート新宿靖国通り 東京都新宿区新宿５－１７－１３オリエンタルウェーブビル
ファミリーマート新宿余丁町 東京都新宿区余丁町１２－５
ファミリーマート新宿要通り 東京都新宿区新宿３丁目２－４Ｍ＆Ｅビル
ファミリーマート新小岩ルミエール 東京都葛飾区新小岩一丁目４８－１
ファミリーマート新小岩一丁目 東京都葛飾区新小岩１丁目２９－８
ファミリーマート新小岩駅南口 東京都葛飾区新小岩１－４８－８
ファミリーマート新川吉祥寺通り 東京都三鷹市新川２－４－２
ファミリーマート新川中央大橋 東京都中央区新川２丁目２８－１
ファミリーマート新川二丁目 東京都中央区新川２－６－２
ファミリーマート新代田駅前 東京都世田谷区代田４－１０
ファミリーマート新大久保 東京都新宿区百人町１－３－１４
ファミリーマート新大久保駅前 東京都新宿区百人町２丁目１１－２　神倉ビル
ファミリーマート新滝山街道 東京都八王子市梅坪町２６７－１
ファミリーマート新中野 東京都中野区中野２－２－１
ファミリーマート新中野駅前 東京都中野区本町４丁目４７－９　　ヴェルティーク新中野１Ｆ
ファミリーマート新田一丁目 東京都足立区新田１丁目１８－１　ＴＭコーポ
ファミリーマート新田三丁目 東京都足立区新田３丁目１７番６号
ファミリーマート新日本橋駅前 東京都中央区日本橋本町４丁目８－１７
ファミリーマート新馬場サクセス通り 東京都品川区北品川２－１８－３
ファミリーマート新板橋 東京都板橋区板橋１丁目４４－１０
ファミリーマート新板橋駅前 東京都板橋区板橋４－４－３
ファミリーマート新富町駅前 東京都中央区築地２－３－２
ファミリーマート新堀一丁目 東京都江戸川区新堀一丁目４２－１４
ファミリーマート新木場一丁目 東京都江東区新木場１丁目１１
ファミリーマート森下二丁目 東京都江東区森下２丁目１７－６
ファミリーマート深川高橋 東京都江東区高橋１２－１
ファミリーマート深川門前仲町 東京都江東区富岡１－２３－１６
ファミリーマート深大寺南町 東京都調布市深大寺南町一丁目１１番地１
ファミリーマート深沢五丁目 東京都世田谷区深沢５－３９－３
ファミリーマート深沢二丁目 東京都世田谷区深沢２－７－３
ファミリーマート神楽坂 東京都新宿区神楽坂６－７７
ファミリーマート神楽坂一丁目 東京都新宿区神楽坂一丁目１番地
ファミリーマート神楽坂下 東京都新宿区神楽坂２－１０カグラヒルズ
ファミリーマート神楽坂三丁目 東京都新宿区神楽坂三丁目２番地２０
ファミリーマート神楽坂上 東京都新宿区神楽坂６丁目３２
ファミリーマート神宮前 東京都渋谷区神宮前６－１７－１０
ファミリーマート神宮前五丁目 東京都渋谷区神宮前５丁目２９－７
ファミリーマート神宮前五丁目南 東京都渋谷区神宮前五丁目１番９号
ファミリーマート神宮前三丁目 東京都渋谷区神宮前３丁目７－７　金井ビル
ファミリーマート神宮前二丁目 東京都渋谷区神宮前二丁目３２－１
ファミリーマート神谷町 東京都港区虎ノ門４－１－６
ファミリーマート神谷町駅前 東京都港区虎ノ門５－１３－１
ファミリーマート神田駅東口 東京都千代田区鍛冶町２－７－１



ファミリーマート神田駅北 東京都千代田区内神田３－２３－７
ファミリーマート神田駅北口 東京都千代田区内神田三丁目２０番７号
ファミリーマート神田佐久間町 東京都千代田区神田佐久間町４－１０
ファミリーマート神田三崎町二丁目 東京都千代田区神田三崎町二丁目１８番５号
ファミリーマート神田司町 東京都千代田区神田司町二丁目２－１３
ファミリーマート神田駿河台三丁目 東京都千代田区神田駿河台３－５－４－１０１
ファミリーマート神田神保町一丁目 東京都千代田区神田神保町１丁目２９－３すずらんビル１階
ファミリーマート神田神保町二丁目 東京都千代田区神田神保町２－２３
ファミリーマート神田須田町一丁目 東京都千代田区神田須田町１丁目８－４
ファミリーマート神田須田町二丁目 東京都千代田区神田須田町二丁目３－１
ファミリーマート神田西口 東京都千代田区内神田３－８－８
ファミリーマート神田多町 東京都千代田区神田多町２－４
ファミリーマート神田淡路町二丁目 東京都千代田区神田淡路町２丁目２３
ファミリーマート神田鍛冶町 東京都千代田区鍛冶町１丁目７－４
ファミリーマート神田鍛冶町三丁目 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目６－７
ファミリーマート神田和泉町 東京都千代田区神田和泉町１－４－７
ファミリーマート神保町さくら通り 東京都千代田区神田神保町２丁目１３
ファミリーマート人形町駅前 東京都中央区日本橋人形町３－１３－２
ファミリーマート須賀江戸川二丁目 東京都江戸川区江戸川２－３２－１１
ファミリーマート水天宮前 東京都中央区日本橋人形町２－１－１２
ファミリーマート水道橋駅西口 東京都千代田区三崎町２－２０－４
ファミリーマート水道橋駅東口 東京都千代田区三崎町２丁目９－１８
ファミリーマート水道橋西通り 東京都千代田区三崎町３丁目７－１　金沢ビル１階
ファミリーマート瑞江一丁目 東京都江戸川区瑞江１－４－１１
ファミリーマート瑞江駅北口 東京都江戸川区瑞江２－５－２１　サイトウビル
ファミリーマート瑞江二丁目 東京都江戸川区瑞江２－６－９
ファミリーマート瑞穂モール前 東京都西多摩郡瑞穂町駒形富士山４２３－５
ファミリーマート瑞穂駒形 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木１３５３番地
ファミリーマート瑞穂栗原 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２１７－４
ファミリーマート瑞穂長岡 東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部２９７－３
ファミリーマート瑞穂長岡四丁目 東京都西多摩郡瑞穂町長岡４丁目３８－１３
ファミリーマート瑞穂東松原 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原１１－８
ファミリーマート杉並阿佐谷中杉通り 東京都杉並区阿佐谷北一丁目４２番１０号
ファミリーマート杉並阿佐谷南口 東京都杉並区阿佐谷南三丁目３８－３４
ファミリーマート杉並井草一丁目 東京都杉並区井草一丁目３６番２号
ファミリーマート杉並永福四丁目 東京都杉並区永福四丁目３３番８号
ファミリーマート杉並下高井戸四丁目 東京都杉並区下高井戸４丁目５－２
ファミリーマート杉並下高井戸二丁目 東京都杉並区下高井戸二丁目５－２
ファミリーマート杉並宮前五丁目 東京都杉並区宮前５丁目２１番２０号
ファミリーマート杉並宮前三丁目 東京都杉並区宮前三丁目２６番１０号
ファミリーマート杉並宮前二丁目 東京都杉並区宮前二丁目２３番１２号
ファミリーマート杉並高円寺北 東京都杉並区高円寺北３－４５－１３
ファミリーマート杉並松ノ木一丁目 東京都杉並区松ノ木一丁目６番２７号
ファミリーマート杉並上荻二丁目 東京都杉並区上荻２丁目１５－２３
ファミリーマート杉並人見街道 東京都杉並区高井戸西２丁目１７‐１７
ファミリーマート杉並成田東五丁目 東京都杉並区成田東５丁目１７－１５
ファミリーマート杉並成田東三丁目 東京都杉並区成田東三丁目１番２号
ファミリーマート杉並清水早稲田通り 東京都杉並区清水３丁目２９－１８
ファミリーマート杉並桃井 東京都杉並区桃井２丁目２－１
ファミリーマート杉並桃井西 東京都杉並区桃井４丁目１５番９号
ファミリーマート杉並浜田山四丁目 東京都杉並区浜田山四丁目５番１１号
ファミリーマート杉並富士見ヶ丘駅前 東京都杉並区久我山２丁目２５－１９
ファミリーマート杉並方南町交差点前 東京都杉並区堀ノ内１丁目１番１２号
ファミリーマート杉並堀の内 東京都杉並区堀ノ内二丁目１－４２
ファミリーマート杉並堀ノ内三丁目 東京都杉並区堀ノ内３－２－１５
ファミリーマート杉並和泉 東京都杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル
ファミリーマート世界貿易センター 東京都港区浜松町２丁目４－１
ファミリーマート世田谷奥沢一丁目 東京都世田谷区奥沢一丁目８番１号
ファミリーマート世田谷下馬一丁目 東京都世田谷区下馬１丁目１９－１４
ファミリーマート世田谷廻沢 東京都世田谷区千歳台３丁目２９－１
ファミリーマート世田谷喜多見 東京都世田谷区喜多見７丁目３６－２７
ファミリーマート世田谷教育会館前 東京都世田谷区弦巻４丁目２８－１４
ファミリーマート世田谷玉堤 東京都世田谷区玉堤一丁目１４番１９号
ファミリーマート世田谷弦巻五丁目 東京都世田谷区弦巻五丁目２－１４
ファミリーマート世田谷松原一丁目 東京都世田谷区松原１丁目４１－８
ファミリーマート世田谷松葉通り 東京都世田谷区北烏山３丁目－１０
ファミリーマート世田谷新町 東京都世田谷区新町３－１－１
ファミリーマート世田谷新町三丁目 東京都世田谷区新町３－２２－１



ファミリーマート世田谷成城通り 東京都世田谷区上祖師谷５－１－２０
ファミリーマート世田谷千歳通り 東京都世田谷区船橋１－３０－４　グランハウス千歳船橋
ファミリーマート世田谷淡島通り 東京都世田谷区池尻４丁目１３－１５
ファミリーマート世田谷中町 東京都世田谷区中町４丁目１９番７
ファミリーマート世田谷等々力通り 東京都世田谷区等々力５丁目２番地１５
ファミリーマート世田谷二丁目 東京都世田谷区世田谷２丁目２５－７
ファミリーマート世田谷日大通り 東京都世田谷区赤堤４－４８－８
ファミリーマート世田谷粕谷 東京都世田谷区粕谷３丁目１番９
ファミリーマート世田谷粕谷一丁目 東京都世田谷区粕谷一丁目１４番１９号
ファミリーマート世田谷北沢三丁目 東京都世田谷区北沢３丁目１８－３　コーポ奈良
ファミリーマート世田谷北沢四丁目 東京都世田谷区北沢４丁目３３－４　ヴィラージュルナ
ファミリーマート是政五丁目 東京都府中市是政５－６－６
ファミリーマート成城学園前 東京都世田谷区成城６丁目１２－５
ファミリーマート成城六丁目 東京都世田谷区成城６丁目１３－２２　成城第一生命ビル
ファミリーマート成増駅前 東京都板橋区成増２丁目１２番６
ファミリーマート成増駅南 東京都板橋区成増２丁目１４－５
ファミリーマート成増駅北 東京都板橋区成増３－１３－１
ファミリーマート成田西二丁目 東京都杉並区成田西二丁目１３－２４
ファミリーマート晴海センタービル 東京都中央区晴海２丁目５－２４晴海センタービル
ファミリーマート晴海トリトン 東京都中央区晴海１丁目８－８
ファミリーマート晴海フロント 東京都中央区晴海二丁目１番４０号晴海フロント１Ｆ
ファミリーマート晴海二丁目 東京都中央区晴海二丁目３番２号ティアロレジデンス２Ｆ
ファミリーマート清水坂下 東京都文京区湯島三丁目１番９号
ファミリーマート清澄白河駅前 東京都江東区白河１－６－１２
ファミリーマート清瀬けやき通り 東京都清瀬市下清戸二丁目５５９－２
ファミリーマート清瀬駅前 東京都清瀬市元町１－２－７
ファミリーマート清瀬元町一丁目 東京都清瀬市元町１－４－５
ファミリーマート清瀬小金井街道 東京都清瀬市元町二丁目２６－１９
ファミリーマート清瀬上清戸 東京都清瀬市上清戸一丁目１１番６号
ファミリーマート清瀬中清戸 東京都清瀬市中清戸３丁目３４７番３
ファミリーマート清瀬中里 東京都清瀬市中里六丁目５３８番１
ファミリーマート聖蹟桜ヶ丘 東京都多摩市関戸４－２３－１
ファミリーマート聖路加ガーデン 東京都中央区明石町８－１
ファミリーマート西ケ丘一丁目 東京都北区西が丘１－２０－１２
ファミリーマート西ヶ原駅前 東京都北区西ヶ原２丁目４４番１０号アクト西ヶ原１Ｆ
ファミリーマート西ヶ原四丁目 東京都北区西ヶ原４－６５－４
ファミリーマート西伊興四丁目 東京都足立区西伊興４－７－１９
ファミリーマート西一之江 東京都江戸川区西一之江４丁目８－１９
ファミリーマート西永福駅前 東京都杉並区永福３－５５－１
ファミリーマート西荻窪駅南 東京都杉並区西荻南３丁目９－１０
ファミリーマート西荻女子大通り 東京都杉並区西荻北４－３２－１６
ファミリーマート西荻北三丁目 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１Ｆ
ファミリーマート西葛西メトロ 東京都江戸川区西葛西６－７－１
ファミリーマート西葛西駅前 東京都江戸川区西葛西６－１５－１２
ファミリーマート西葛西小学校前 東京都江戸川区西葛西３－６－１１
ファミリーマート西蒲田大城通り入口 東京都大田区西蒲田五丁目１８番１５号
ファミリーマート西亀有二丁目 東京都葛飾区西亀有２－４３－１２
ファミリーマート西五反田一丁目 東京都品川区西五反田１－４－８
ファミリーマート西五反田七丁目 東京都品川区西五反田７丁目９－２五反田ＴＧビル
ファミリーマート西五反田二丁目 東京都品川区西五反田２－２７－３
ファミリーマート西五反田六丁目 東京都品川区西五反田６丁目２４
ファミリーマート西国立駅前 東京都立川市羽衣町２丁目４３－１
ファミリーマート西小岩二丁目 東京都江戸川区西小岩２丁目１９－１２
ファミリーマート西小山駅広場前 東京都目黒区原町１丁目８－７
ファミリーマート西新井栄町一丁目 東京都足立区西新井栄町１丁目２２－６
ファミリーマート西新井駅東口 東京都足立区梅島３丁目３２番６号
ファミリーマート西新井三丁目 東京都足立区西新井３丁目６番１０号・１１号
ファミリーマート西新井二丁目 東京都足立区西新井２丁目２０番５号
ファミリーマート西新橋一丁目 東京都港区西新橋１丁目５－１１
ファミリーマート西新橋二丁目 東京都港区西新橋２丁目３９－３
ファミリーマート西新宿オークテラス 東京都新宿区西新宿６－１０－２オークテラス１０１
ファミリーマート西新宿一丁目 東京都新宿区西新宿一丁目３番１７号
ファミリーマート西新宿五丁目 東京都新宿区西新宿五丁目１０番１４号小野木ビル・西新宿
ファミリーマート西新宿三丁目 東京都新宿区西新宿三丁目１１番２０号オフィススクエアービル新宿１階
ファミリーマート西新宿七丁目 東京都新宿区西新宿七丁目２番６号　西新宿Ｋ－１ビル
ファミリーマート西新宿青梅街道 東京都新宿区西新宿７丁目１１－１８・７１１ビルディング
ファミリーマート西新宿地下歩道 東京都新宿区西新宿一丁目８番１号
ファミリーマート西新宿柏木公園前 東京都新宿区西新宿７－１８－１　巴ビル１Ｆ



ファミリーマート西新宿八丁目 東京都新宿区西新宿８丁目４－２
ファミリーマート西新小岩一丁目 東京都葛飾区西新小岩１丁目－９－７
ファミリーマート西神田二丁目 東京都千代田区西神田２丁目８－１
ファミリーマート西水元五丁目 東京都葛飾区西水元５丁目－１－１２
ファミリーマート西瑞江二丁目 東京都江戸川区瑞江四丁目１０－３
ファミリーマート西浅草一丁目 東京都台東区西浅草１丁目８－１３
ファミリーマート西浅草三丁目 東京都台東区西浅草３丁目２９－２２
ファミリーマート西早稲田 東京都新宿区西早稲田３－２７－１
ファミリーマート西早稲田諏訪通り 東京都新宿区西早稲田２丁目２０－１
ファミリーマート西巣鴨 東京都豊島区西巣鴨３丁目２７－１
ファミリーマート西巣鴨駅東 東京都豊島区西巣鴨４丁目１７－２
ファミリーマート西巣鴨三丁目 東京都豊島区西巣鴨三丁目１５番
ファミリーマート西台駅西口 東京都板橋区高島平９丁目１番９号
ファミリーマート西台駅東口 東京都板橋区高島平１丁目８０番１号
ファミリーマート西大井一丁目 東京都品川区西大井１丁目８－２
ファミリーマート西大井駅前 東京都品川区西大井１－１－２ー１０３
ファミリーマート西大井四丁目 東京都品川区西大井４－１７－１２
ファミリーマート西大泉四丁目 東京都練馬区西大泉四丁目２２番１号
ファミリーマート西池袋 東京都豊島区池袋２丁目７８－２
ファミリーマート西池袋一丁目 東京都豊島区西池袋１－２２－２ナカヤビル
ファミリーマート西池袋一番街 東京都豊島区西池袋１丁目２４－４　いわたビル
ファミリーマート西池袋五丁目 東京都豊島区西池袋５丁目１４－８
ファミリーマート西池袋三丁目 東京都豊島区西池袋３－１－１３
ファミリーマート西池袋四丁目 東京都豊島区西池袋４丁目１３番７号
ファミリーマート西調布駅前 東京都調布市上石原２－３３－２ＮＫビル１階
ファミリーマート西東京新町五丁目 東京都西東京市新町五丁目１７番２０号
ファミリーマート西東京西原町 東京都西東京市西原町４－２３６３－１
ファミリーマート西東京泉町 東京都西東京市泉町２－１４－１７
ファミリーマート西東京谷戸町 東京都西東京市谷戸町１丁目６－２
ファミリーマート西東京南町 東京都西東京市南町三丁目１９番２８号
ファミリーマート西東京富士町 東京都西東京市富士町一丁目４番２号
ファミリーマート西東京富士町二丁目 東京都西東京市富士町二丁目５番３６
ファミリーマート西東京柳沢二丁目 東京都西東京市柳沢二丁目１１番２１号
ファミリーマート西日暮里一丁目 東京都荒川区西日暮里１－６０－８
ファミリーマート西日暮里四丁目 東京都荒川区西日暮里４－２１－３
ファミリーマート西日暮里二丁目 東京都荒川区西日暮里２丁目２９－６
ファミリーマート西八王子駅北口 東京都八王子市千人町２丁目２０－６
ファミリーマート西尾久一丁目 東京都荒川区西尾久１丁目１１－８
ファミリーマート西武国分寺駅前 東京都国分寺市本町４－１－１８
ファミリーマート西武東長崎駅前 東京都豊島区長崎５－１－３４東長崎西武ビル
ファミリーマート西武拝島 東京都昭島市美堀町５－２１－２
ファミリーマート西武立川 東京都立川市西砂町一丁目２番１１他３筆
ファミリーマート西武立川駅南口 東京都立川市西砂町１丁目２２番３１
ファミリーマート西麻布霞町 東京都港区西麻布二丁目９－１６
ファミリーマート西麻布三丁目 東京都港区西麻布３丁目２４
ファミリーマート西落合 東京都新宿区西落合１－３１－１９
ファミリーマート西立川駅前 東京都立川市富士見町１丁目３６
ファミリーマート西六郷一丁目 東京都大田区西六郷１丁目５０番１１号
ファミリーマート西六郷三丁目 東京都大田区西六郷三丁目３番１号
ファミリーマート西糀谷四丁目 東京都大田区西糀谷４－１３－１２
ファミリーマート青戸四丁目 東京都葛飾区青戸４丁目７番１７号
ファミリーマート青山オーバルビル 東京都渋谷区神宮前５丁目５２－２
ファミリーマート青山ツインビル 東京都港区南青山１丁目１－１
ファミリーマート青山外苑東通り 東京都港区南青山一丁目２番６号
ファミリーマート青山通り赤坂七丁目 東京都港区赤坂７丁目１－１６　オーク赤坂ビル１Ｆ
ファミリーマート青砥駅 東京都葛飾区青戸３－３６－１
ファミリーマート青砥駅下りホーム 東京都葛飾区青戸３丁目３６－１
ファミリーマート青砥駅前 東京都葛飾区青戸三丁目３９番１５号
ファミリーマート青梅インター 東京都青梅市今井三丁目１－１
ファミリーマート青梅河辺町六丁目 東京都青梅市河辺町６－２０－３
ファミリーマート青梅吉野街道 東京都青梅市長淵１丁目３４－１
ファミリーマート青梅吉野梅郷 東京都青梅市梅郷４－１１５８－１
ファミリーマート青梅今井 東京都青梅市今井３丁目１８－２
ファミリーマート青梅今寺 東京都青梅市今寺３丁目４４１－６
ファミリーマート青梅新町四丁目 東京都青梅市新町４丁目２番１
ファミリーマート青梅新町八丁目 東京都青梅市新町８－１０－１
ファミリーマート青梅成木街道 東京都青梅市東青梅２－１－４
ファミリーマート青梅大門 東京都青梅市大門１－５６６－１



ファミリーマート青梅末広町二丁目 東京都青梅市末広町２丁目２－８
ファミリーマート青梅野上 東京都青梅市野上町３丁目２２番７
ファミリーマート青物横丁 東京都品川区南品川２－１７－２２
ファミリーマート青物横丁駅北 東京都品川区南品川２丁目４－７
ファミリーマート石神井銀座通り 東京都練馬区石神井町３丁目２８－１
ファミリーマート石神井公園 東京都練馬区石神井町２－１４－１－Ａ－１０２
ファミリーマート石神井公園駅西 東京都練馬区石神井町７丁目１番１６号
ファミリーマート石神井公園駅南口 東京都練馬区石神井町３丁目２１番４
ファミリーマート石神井公園北口 東京都練馬区石神井町２－８－１６
ファミリーマート石神井台七丁目 東京都練馬区石神井台７－２３－７
ファミリーマート石神井台二丁目 東京都練馬区石神井台２丁目３５－３９
ファミリーマート石神井台六丁目 東京都練馬区石神井台六丁目７番３号
ファミリーマート石神井町二丁目 東京都練馬区石神井町２－３１－１７
ファミリーマート石川ＰＡ上り 東京都八王子市石川町９５６番２
ファミリーマート石川工業団地入口 東京都八王子市高倉町２１－１
ファミリーマート赤羽一丁目 東京都北区赤羽１丁目１０－２　高野ビル
ファミリーマート赤羽一番街 東京都北区赤羽１－６２－１２
ファミリーマート赤羽駅西口 東京都北区赤羽西１丁目６－１
ファミリーマート赤羽駅前 東京都北区赤羽一丁目９番６号
ファミリーマート赤羽駅東口 東京都北区赤羽１－２２－２
ファミリーマート赤羽駅南 東京都北区赤羽南１丁目４－１２
ファミリーマート赤羽岩淵町 東京都北区岩淵町１４－２
ファミリーマート赤羽西六丁目 東京都北区赤羽西６－３－１４
ファミリーマート赤羽南 東京都北区赤羽南１－５－９
ファミリーマート赤羽二丁目 東京都北区赤羽２丁目５０－６
ファミリーマート赤羽平和通り 東京都北区志茂２－３９－８
ファミリーマート赤羽北三丁目 東京都北区赤羽北３丁目２０－１
ファミリーマート赤坂パークビル 東京都港区赤坂５－２－２０
ファミリーマート赤坂一丁目 東京都港区赤坂１丁目７－１９
ファミリーマート赤坂稲荷坂 東京都港区赤坂八丁目１２番１４号
ファミリーマート赤坂見附駅前 東京都港区赤坂３丁目８番１号赤坂アルトビル１Ｆ
ファミリーマート赤坂三丁目 東京都港区赤坂３丁目１４－９清水ビル１階
ファミリーマート赤坂六丁目 東京都港区赤坂６丁目３－２０
ファミリーマート雪谷大塚 東京都大田区南雪谷２丁目２－１３
ファミリーマート仙川駅西 東京都調布市仙川町一丁目７番地３
ファミリーマート仙川駅前 東京都調布市仙川町３－９－７
ファミリーマート千歳烏山 東京都世田谷区南烏山四丁目２２－１１
ファミリーマート千歳烏山駅西 東京都世田谷区南烏山６丁目６番６号
ファミリーマート千歳烏山駅西口 東京都世田谷区南烏山６丁目４－１２
ファミリーマート千歳烏山駅東口 東京都世田谷区南烏山４－１２－４スギウラビル
ファミリーマート千歳烏山駅北 東京都世田谷区南烏山６丁目３－６
ファミリーマート千歳船橋駅前 東京都世田谷区船橋１－９－４５
ファミリーマート千歳船橋駅南 東京都世田谷区桜丘２丁目２０－１０　築野ビル
ファミリーマート千歳船橋駅北 東京都世田谷区船橋１丁目７－６　クレストコート
ファミリーマート千歳台四丁目 東京都世田谷区千歳台４丁目２６－１４
ファミリーマート千住あずま 東京都足立区千住東二丁目１９－１
ファミリーマート千住河原町墨堤通り 東京都足立区千住河原町６－１６
ファミリーマート千住警察署前 東京都足立区千住仲町４１－１
ファミリーマート千住三丁目 東京都足立区千住３－１
ファミリーマート千住曙町 東京都足立区千住曙町４１－２－１０９
ファミリーマート千川駅北 東京都豊島区要町３丁目３８－４
ファミリーマート千束一丁目 東京都台東区千束１－１６－１３
ファミリーマート千束三丁目 東京都台東区千束三丁目１６番１号グランドメゾン入谷１階
ファミリーマート千駄ヶ谷二丁目 東京都渋谷区千駄ケ谷２－６－７
ファミリーマート千駄ヶ谷鳩森 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目１６－１０
ファミリーマート千駄木五丁目 東京都文京区千駄木５丁目４２－２
ファミリーマート千代田小川町 東京都千代田区神田小川町２丁目４－１７
ファミリーマート千代田富士見二丁目 東京都千代田区富士見２丁目２－６
ファミリーマート専大通り 東京都千代田区神田神保町３丁目１２－３
ファミリーマート浅草橋駅前 東京都台東区浅草橋１丁目２４－３
ファミリーマート浅草橋三丁目 東京都台東区浅草橋三丁目１番９号　浅草橋金子ビル１Ｆ
ファミリーマート浅草橋二丁目 東京都台東区浅草橋２丁目８－３
ファミリーマート浅草雷門前 東京都台東区浅草１－２－１
ファミリーマート浅草雷門通り 東京都台東区浅草１丁目５－３
ファミリーマート船橋希望丘通り 東京都世田谷区船橋７丁目１４－４
ファミリーマート船堀一丁目 東京都江戸川区船堀１－８－１５
ファミリーマート船堀駅前 東京都江戸川区船堀３－５－７
ファミリーマート船堀駅南口 東京都江戸川区船堀３丁目９－１１



ファミリーマート船堀三丁目 東京都江戸川区船堀３－２－２３
ファミリーマート祖師ヶ谷大蔵駅西 東京都世田谷区祖師谷３丁目３２－５
ファミリーマート早稲田駅前 東京都新宿区馬場下町５番１号　早稲田駅前ビル
ファミリーマート早稲田大学中野プラザ 東京都中野区中野４－２２－３
ファミリーマート早稲田大学南門 東京都新宿区戸塚町１丁目１０２
ファミリーマート早稲田大学理工学部前 東京都新宿区大久保２－３－９
ファミリーマート早稲田鶴巻町 東京都新宿区早稲田鶴巻町５１９
ファミリーマート早宮四丁目 東京都練馬区早宮４丁目－１－１
ファミリーマート巣鴨スポーツセンター前 東京都豊島区巣鴨２丁目４－９
ファミリーマート巣鴨一丁目 東京都豊島区巣鴨１－２０－９巣鴨ファーストビル
ファミリーマート巣鴨駅前 東京都豊島区巣鴨３－２８－９桃花源ビル
ファミリーマート巣鴨三丁目 東京都豊島区巣鴨３－２４－１１
ファミリーマート巣鴨地蔵通り 東京都豊島区巣鴨３－３４－１
ファミリーマート蔵前 東京都台東区蔵前２－１７－１
ファミリーマート足立綾瀬三丁目 東京都足立区綾瀬３丁目２６番９
ファミリーマート足立綾瀬西口 東京都足立区綾瀬４－７－３
ファミリーマート足立宮城一丁目 東京都足立区宮城１丁目２８－２０
ファミリーマート足立五反野 東京都足立区弘道１丁目１４－２
ファミリーマート足立五反野駅前 東京都足立区足立三丁目３３番２
ファミリーマート足立鹿浜 東京都足立区鹿浜５－２１－２０
ファミリーマート足立舎人一丁目 東京都足立区舎人１丁目１８－１８
ファミリーマート足立西竹の塚一丁目 東京都足立区西竹の塚１丁目６－７
ファミリーマート足立青井 東京都足立区青井１－２－１５
ファミリーマート足立谷中二丁目 東京都足立区谷中２－７－７
ファミリーマート足立中央本町四丁目 東京都足立区中央本町４丁目１１－３６
ファミリーマート足立東綾瀬一丁目 東京都足立区東綾瀬１丁目１４－９
ファミリーマート足立東綾瀬公園 東京都足立区東綾瀬三丁目３－１３
ファミリーマート足立東和 東京都足立区東和４－２５－１
ファミリーマート足立入谷八丁目 東京都足立区入谷８－１－３５
ファミリーマート足立平野 東京都足立区平野３－３－６
ファミリーマート多摩センター駅 東京都多摩市落合１丁目４８先
ファミリーマート多摩センター駅南 東京都多摩市鶴牧１－２６－２
ファミリーマート多摩一の宮 東京都多摩市一ノ宮４－１９－１８
ファミリーマート多摩一ノ宮公園 東京都多摩市一ノ宮２－２０－５
ファミリーマート多摩関戸五丁目 東京都多摩市関戸五丁目１７番１　他２筆
ファミリーマート多摩瑞穂 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木９１７－１
ファミリーマート多摩唐木田 東京都多摩市唐木田１丁目２１－１
ファミリーマート多摩落合二丁目 東京都多摩市落合二丁目１０番地３号
ファミリーマート多摩連光寺 東京都多摩市諏訪３－１４－１
ファミリーマート太子堂 東京都世田谷区太子堂２－２９－３
ファミリーマート太子堂三丁目 東京都世田谷区太子堂３－１５－２ゴリラビル
ファミリーマート泰志築地 東京都中央区築地２丁目５番５号
ファミリーマート代官山駅前 東京都渋谷区恵比寿西１丁目３５－１７Ｇビル代官山０１
ファミリーマート代々木一丁目 東京都渋谷区代々木１－５７－２
ファミリーマート代々木駅西 東京都渋谷区代々木１－３０－３メイプルビル代々木
ファミリーマート代々木駅前 東京都渋谷区代々木１丁目３８－５
ファミリーマート代々木三丁目 東京都渋谷区代々木３丁目２９番３号
ファミリーマート代々木四丁目 東京都渋谷区代々木４丁目３１－６　西新宿松屋ビル
ファミリーマート代々木上原駅前 東京都渋谷区西原３－１１－７
ファミリーマート代々木二丁目北 東京都渋谷区代々木２丁目２０－１７　海南ビル
ファミリーマート代沢五丁目 東京都世田谷区代沢５－２９－１４
ファミリーマート代田橋 東京都世田谷区大原二丁目１７－６
ファミリーマート台場フロンティア 東京都港区台場２丁目３－２
ファミリーマート台東一丁目 東京都台東区台東１－１－５
ファミリーマート台東吉原 東京都台東区千束４丁目２４－１１
ファミリーマート台東駒形一丁目 東京都台東区駒形一丁目６番３号
ファミリーマート台東三筋 東京都台東区三筋一丁目１７番１０号本多ビル１階
ファミリーマート台東三筋一丁目 東京都台東区三筋１丁目９－３
ファミリーマート台東四丁目 東京都台東区台東４丁目３０番
ファミリーマート台東寿二丁目 東京都台東区寿２－１－１３
ファミリーマート台東松が谷 東京都台東区松が谷二丁目７－７
ファミリーマート台東千束 東京都台東区千束四丁目２６番５号
ファミリーマート台東池之端 東京都台東区池之端二丁目１番４２
ファミリーマート台東鳥越 東京都台東区鳥越１丁目８－２
ファミリーマート台東入谷駅前 東京都台東区入谷一丁目６番６号上野ロイヤルハイツ１階
ファミリーマート台東柳橋一丁目 東京都台東区柳橋一丁目３番１０号
ファミリーマート台東雷門二丁目 東京都台東区雷門２丁目１８－１７
ファミリーマート大井一丁目 東京都品川区大井１－２１－１９



ファミリーマート大井町駅西 東京都品川区大井一丁目１１－３
ファミリーマート大岡山東工大前 東京都大田区北千束３丁目３０－７
ファミリーマート大久保駅前 東京都新宿区百人町１－１９－１４
ファミリーマート大久保駅南口 東京都新宿区百人町１－２３－２１
ファミリーマート大崎ブライトタワー 東京都品川区北品川５丁目６ー１
ファミリーマート大崎駅東 東京都品川区東五反田２丁目１６－１－１０３
ファミリーマート大崎広小路 東京都品川区大崎４－１－２ウィン第２五反田ビル
ファミリーマート大山駅南 東京都板橋区大山町５－１１
ファミリーマート大山駅北 東京都板橋区大山東町１９－５
ファミリーマート大森ベルポート前 東京都品川区南大井６丁目２５－３いちご大森ビル
ファミリーマート大森駅西口 東京都大田区山王２丁目２－１４
ファミリーマート大森駅西口前 東京都大田区山王２丁目４－３
ファミリーマート大森駅東口 東京都大田区大森北一丁目４－７　ＴＫ大森ビル
ファミリーマート大森海岸駅東 東京都大田区大森本町１－２－６エイト大森ハイツ１階
ファミリーマート大森山王 東京都大田区山王２ー５ー３
ファミリーマート大森西四丁目 東京都大田区大森西４丁目１０番２号
ファミリーマート大森西二丁目 東京都大田区大森西２丁目２７－８
ファミリーマート大森東産業道路 東京都大田区大森東二丁目９番１２号スカイレジデンス大森東１階
ファミリーマート大森南 東京都大田区大森南３－１０－１
ファミリーマート大森北 東京都大田区大森北５丁目１０－２１
ファミリーマート大森北五丁目 東京都大田区大森北５丁目８－１１
ファミリーマート大泉インター 東京都練馬区大泉町５－１－１
ファミリーマート大泉学園駅前 東京都練馬区東大泉５－４１－１４
ファミリーマート大泉学園駅北 東京都練馬区東大泉１丁目２０－２４
ファミリーマート大泉学園通り 東京都練馬区大泉学園町６－１－４１
ファミリーマート大泉町四丁目 東京都練馬区大泉町４－３４－２７
ファミリーマート大泉長久保通り 東京都練馬区大泉学園町８丁目９－２８
ファミリーマート大泉目白通り 東京都練馬区大泉町６丁目９番１２
ファミリーマート大谷田三丁目 東京都足立区大谷田３－６－１５
ファミリーマート大塚一丁目 東京都文京区大塚１－５－１８
ファミリーマート大塚駅前 東京都豊島区北大塚１丁目１６－７
ファミリーマート大塚空蝉橋 東京都豊島区南大塚三丁目３０－６
ファミリーマート大塚三丁目 東京都文京区大塚３丁目３８－６
ファミリーマート大伝馬町 東京都中央区日本橋大伝馬町４－５　凰ビル
ファミリーマート大田ＤＣ 東京都大田区東海１丁目３－６
ファミリーマート大田久が原五丁目 東京都大田区久が原５丁目２番１号
ファミリーマート大田区雑色駅前 東京都大田区仲六郷２丁目４３－５
ファミリーマート大田区役所前 東京都大田区蒲田５丁目４６－１　秋元ビル
ファミリーマート大田上池台 東京都大田区上池台１丁目１４－１６
ファミリーマート大田上池台三丁目 東京都大田区上池台３丁目４６－３
ファミリーマート大田上池台四丁目 東京都大田区上池台四丁目４０－８
ファミリーマート大田新蒲田二丁目 東京都大田区新蒲田二丁目５番１４号
ファミリーマート大田西六郷一丁目 東京都大田区西六郷一丁目３０番４号
ファミリーマート大田千鳥 東京都大田区千鳥２丁目３７番１０号
ファミリーマート大田千鳥三丁目 東京都大田区千鳥３－１２－１６
ファミリーマート大田洗足池 東京都大田区上池台二丁目３１番１１号
ファミリーマート大田大森西一丁目 東京都大田区大森西一丁目１９－１４
ファミリーマート大田大森中一丁目 東京都大田区大森中１丁目７－２１　ヴィルズ大森町
ファミリーマート大田大森東二丁目 東京都大田区大森東２丁目２６－５
ファミリーマート大田大森南 東京都大田区大森南２－３－１６
ファミリーマート大田大森南二丁目 東京都大田区大森南二丁目５番５号
ファミリーマート大田池上一丁目 東京都大田区池上１丁目２８番７号
ファミリーマート大田池上五丁目 東京都大田区池上五丁目４番２号
ファミリーマート大田池上三丁目 東京都大田区池上三丁目３７番１６号
ファミリーマート大田池上四丁目 東京都大田区池上４丁目１６－１１
ファミリーマート大田池上徳持 東京都大田区池上６丁目３２番１４号
ファミリーマート大田中央三丁目 東京都大田区中央３丁目２１番１５号
ファミリーマート大田中央四丁目 東京都大田区中央四丁目２１－７
ファミリーマート大田中馬込 東京都大田区中馬込２－６－３
ファミリーマート大田仲池上一丁目 東京都大田区仲池上１丁目９－１０
ファミリーマート大田長原 東京都大田区上池台一丁目４３番２号
ファミリーマート大田東矢口三丁目 東京都大田区東矢口３丁目１０－９
ファミリーマート大田東糀谷 東京都大田区東糀谷四丁目４番７号
ファミリーマート大田南蒲田二丁目 東京都大田区南蒲田二丁目１８－１２
ファミリーマート大田南馬込五丁目 東京都大田区南馬込５－１６－２０
ファミリーマート大田南馬込六丁目 東京都大田区南馬込６丁目３番１２号
ファミリーマート大田南六郷三丁目 東京都大田区南六郷３丁目１２番１０号
ファミリーマート大田梅屋敷 東京都大田区大森中２－２４－１



ファミリーマート大田梅屋敷駅前 東京都大田区蒲田二丁目７－１９
ファミリーマート大田北糀谷一丁目 東京都大田区北糀谷１丁目５番２０号
ファミリーマート大田本羽田二丁目 東京都大田区本羽田２丁目１３－７
ファミリーマート大田矢口渡駅前 東京都大田区多摩川１－１９－２
ファミリーマート大島五丁目 東京都江東区大島５－３２－１２
ファミリーマート大島四丁目 東京都江東区大島四丁目１番３２号
ファミリーマート大島中央銀座 東京都江東区大島５丁目１１－２
ファミリーマート大島八丁目 東京都江東区大島８－４０－４
ファミリーマート大門駅前 東京都港区芝大門１－１６－７　幸伸ビル１Ｆ
ファミリーマート第一イン池袋 東京都豊島区東池袋１丁目４２－８
ファミリーマート第三葛西小前 東京都江戸川区北葛西四丁目１３番５号
ファミリーマート鷹の台駅前 東京都小平市たかの台４４－７
ファミリーマート滝山一丁目 東京都東久留米市滝山１丁目８－１５
ファミリーマート滝山中央通り 東京都東久留米市前沢五丁目２４番１２号
ファミリーマート滝野川 東京都北区滝野川３－５５－１４
ファミリーマート滝野川一丁目 東京都北区滝野川１－２９－５
ファミリーマート滝野川五丁目 東京都北区滝野川５－３７－１
ファミリーマート辰巳一丁目 東京都江東区辰巳１－４－１１
ファミリーマート谷中 東京都台東区谷中３－２４－４　Ｋ－ハウス１
ファミリーマート谷保駅東 東京都国立市富士見台一丁目２０番６
ファミリーマート地下鉄六本木駅 東京都港区六本木六丁目１－２４ラピロス六本木
ファミリーマート池ノ上駅北口 東京都世田谷区北沢１－３３－１６
ファミリーマート池上文化センター前 東京都大田区池上四丁目２２番１１号
ファミリーマート池尻大橋 東京都世田谷区池尻３－１－３ＭＵＴＯＨ池尻ビルＢ１
ファミリーマート池尻大橋駅北 東京都目黒区大橋２－２４－１
ファミリーマート池尻二丁目 東京都世田谷区池尻２－３４－１　井上ビル
ファミリーマート池袋グリーン大通り 東京都豊島区東池袋１－１２－３常陽銀行池袋ビル
ファミリーマート池袋ロイヤルホテル 東京都豊島区池袋２丁目４２－４
ファミリーマート池袋駅東 東京都豊島区東池袋１－７－１２
ファミリーマート池袋西口駅前 東京都豊島区西池袋１－１３－１
ファミリーマート池袋大橋東 東京都豊島区東池袋一丁目４４－８パークサイドビル
ファミリーマート池袋東口 東京都豊島区東池袋１－３９－１５
ファミリーマート池袋東口明治通り 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
ファミリーマート池袋二丁目 東京都豊島区池袋２－６０－６
ファミリーマート池袋北口 東京都豊島区西池袋１－４３－７
ファミリーマート池袋北口駅前 東京都豊島区西池袋１－２９－５
ファミリーマート池袋本町一丁目 東京都豊島区池袋本町１丁目２０－５山屋マンション１Ｆ
ファミリーマート築地一丁目 東京都中央区築地１丁目１０－７
ファミリーマート築地五丁目 東京都中央区築地五丁目３番１号
ファミリーマート築地市場前 東京都中央区築地６丁目２２番４号
ファミリーマート築地明石町 東京都中央区明石町５－１３
ファミリーマート築地六丁目 東京都中央区築地６丁目４－１０
ファミリーマート中延駅前 東京都品川区東中延２丁目１０－１１
ファミリーマート中延第二京浜 東京都品川区戸越６－２３－２２
ファミリーマート中延二丁目 東京都品川区中延２－６－１８
ファミリーマート中央月島三丁目 東京都中央区月島三丁目１２番４号
ファミリーマート中央大学・明星大学駅 東京都八王子市東中野７４２番地先
ファミリーマート中央八重洲二丁目 東京都中央区八重洲二丁目１０番１０号
ファミリーマート中央明石町 東京都中央区明石町３－３　新明ビル１階
ファミリーマート中河原駅前 東京都府中市住吉町２丁目２－７
ファミリーマート中葛西清砂大橋通り 東京都江戸川区中葛西６－３－１３
ファミリーマート中葛西八丁目 東京都江戸川区中葛西８丁目１３－１７
ファミリーマート中葛西六丁目 東京都江戸川区中葛西６－１－１０
ファミリーマート中神駅前 東京都昭島市朝日町１丁目６－１原茂ビル
ファミリーマート中川小金井北 東京都小金井市本町５－１５－９
ファミリーマート中村橋駅西 東京都練馬区中村北４丁目１２－４
ファミリーマート中村南 東京都練馬区中村南２－５－１
ファミリーマート中池袋公園前 東京都豊島区東池袋１－１５－１０
ファミリーマート中板橋駅前 東京都板橋区中板橋２３ー３
ファミリーマート中目黒一丁目 東京都目黒区中目黒１丁目１１－１２
ファミリーマート中目黒駅前 東京都目黒区上目黒２－９－３５
ファミリーマート中野駅南 東京都中野区中野３丁目３４－２９
ファミリーマート中野駅南口本通り 東京都中野区中野二丁目３０番３号
ファミリーマート中野駅北 東京都中野区中野５－３６－８
ファミリーマート中野五丁目 東京都中野区中野５丁目６７－６　ビジネスハイツ中野
ファミリーマート中野江原町一丁目 東京都中野区江原町一丁目４６番１８号
ファミリーマート中野江古田の杜 東京都中野区江古田三丁目１４番１号プライムメゾン江古田の杜ウエスト１階
ファミリーマート中野坂上ハーモニー 東京都中野区本町１丁目３２番２号



ファミリーマート中野鷺宮一丁目 東京都中野区鷺宮一丁目２３番１７号
ファミリーマート中野三丁目 東京都中野区中野三丁目３７－７
ファミリーマート中野松が丘 東京都中野区松が丘２－４－１５
ファミリーマート中野沼袋四丁目 東京都中野区沼袋４－２９－１５
ファミリーマート中野沼袋二丁目 東京都中野区沼袋二丁目３８番１２号
ファミリーマート中野新井三丁目 東京都中野区新井３丁目１７番１０号
ファミリーマート中野新井二丁目 東京都中野区新井２－５１－３
ファミリーマート中野新江古田 東京都中野区江原町２丁目２９番１３号
ファミリーマート中野早稲田通り 東京都中野区中野五丁目２４番１８号
ファミリーマート中野大和町四丁目 東京都中野区大和町四丁目１０番２０号小西ビル
ファミリーマート中野中央一丁目 東京都中野区中央一丁目４６番３号
ファミリーマート中野中央五丁目 東京都中野区中央五丁目１８番３号
ファミリーマート中野中央通り 東京都八王子市中野上町二丁目３２番１２号
ファミリーマート中野中央二丁目 東京都中野区中央２丁目３６－１２
ファミリーマート中野通り 東京都中野区新井２－１－１５
ファミリーマート中野桃園 東京都中野区中野三丁目３３－６
ファミリーマート中野南口 東京都中野区中野２丁目１２番９号
ファミリーマート中野南台 東京都中野区南台３－１５－１
ファミリーマート中野白鷺 東京都中野区白鷺一丁目２４番５号
ファミリーマート中野富士見町駅前 東京都中野区弥生町５丁目２７番７号
ファミリーマート中野本町 東京都中野区本町２－４９－１３　板屋ビル１Ｆ
ファミリーマート中野本町五丁目 東京都中野区本町五丁目４０－２０
ファミリーマート中野本町六丁目 東京都中野区本町６－１３－８
ファミリーマート中野弥生町 東京都中野区弥生町一丁目２８番８号
ファミリーマート中野弥生町一丁目 東京都中野区弥生町一丁目３８番５
ファミリーマート中野弥生町二丁目 東京都中野区弥生町二丁目３０番４号
ファミリーマート中野弥生町本郷通り 東京都中野区弥生町一丁目２４番８号　ＲＵＨＥ中野坂上
ファミリーマート中野郵便局西 東京都中野区中野二丁目２９－１６
ファミリーマート中落合三丁目目白通り 東京都新宿区中落合３丁目２９－１３　丸正タケダビル
ファミリーマート仲御徒町 東京都台東区上野５－２４－１１
ファミリーマート仲六郷第一京浜 東京都大田区仲六郷４丁目３１番７号
ファミリーマート朝日生命代田橋ビル 東京都杉並区和泉１丁目２２－１９　朝日生命代田橋ビル
ファミリーマート潮見駅南 東京都江東区潮見２－１０－２２
ファミリーマート町屋 東京都荒川区荒川６－１－５
ファミリーマート町屋一丁目 東京都荒川区町屋１－９－１０
ファミリーマート町屋駅 東京都荒川区荒川７－４０－６
ファミリーマート町屋二丁目 東京都荒川区町屋２丁目２－２１第二小田ビル
ファミリーマート町屋八丁目 東京都荒川区町屋８丁目１３－１０
ファミリーマート町田あけぼの病院前 東京都町田市中町一丁目１０－１６
ファミリーマート町田パリオ 東京都町田市森野１丁目１５－１３　パリオビル１Ｆ
ファミリーマート町田駅前大通り 東京都町田市原町田４丁目７番１８号
ファミリーマート町田駅南口 東京都町田市原町田１－３－９
ファミリーマート町田金井町 東京都町田市金井町１９３８番地の６
ファミリーマート町田金森 東京都町田市金森二丁目６８７番２
ファミリーマート町田高ヶ坂 東京都町田市高ヶ坂５－１２－１７
ファミリーマート町田三輪町 東京都町田市三輪町３０５番５
ファミリーマート町田山崎町 東京都町田市山崎町字十六号２１７９番４
ファミリーマート町田小山ヶ丘三丁目 東京都町田市小山ヶ丘三丁目２２番１６号
ファミリーマート町田小山町 東京都町田市小山町７０４番１
ファミリーマート町田森野一丁目 東京都町田市森野１丁目３９－１６　　一樹ビル
ファミリーマート町田図師 東京都町田市図師町１８９６－６
ファミリーマート町田成瀬が丘 東京都町田市成瀬が丘一丁目３０番２
ファミリーマート町田成瀬台 東京都町田市成瀬二丁目１５番４
ファミリーマート町田多摩境 東京都町田市小山ヶ丘５丁目１－４
ファミリーマート町田大蔵町 東京都町田市大蔵町９５５番　他８筆
ファミリーマート町田中町 東京都町田市中町１丁目１８番地３号
ファミリーマート町田中町三丁目 東京都町田市中町三丁目１４－７
ファミリーマート町田中町二丁目 東京都町田市中町２－５－４
ファミリーマート町田忠生 東京都町田市忠生１丁目２７番８
ファミリーマート町田鶴間 東京都町田市南町田四丁目１９番５
ファミリーマート町田鶴川駅北 東京都町田市能ヶ谷一丁目３番２号
ファミリーマート町田南大谷 東京都町田市南大谷７２２番３
ファミリーマート町田能ケ谷町 東京都町田市能ケ谷四丁目１９番地１５号
ファミリーマート町田本町田 東京都町田市本町田４３９４－１
ファミリーマート町田木曽東一丁目 東京都町田市木曽東１丁目１５番１１号
ファミリーマート調布インター 東京都調布市下石原１－７－１
ファミリーマート調布つつじヶ丘 東京都調布市西つつじヶ丘２－３
ファミリーマート調布駅南口 東京都調布市布田４－１６－１



ファミリーマート調布駅北 東京都調布市布田１丁目２７－３
ファミリーマート調布佐須町五丁目 東京都調布市佐須町５丁目１番地１
ファミリーマート調布若葉町 東京都調布市若葉町３－８－４
ファミリーマート調布小島町 東京都調布市小島町１－３１－９
ファミリーマート調布小島町三丁目 東京都調布市小島町３－８０－１
ファミリーマート調布上ノ原 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深大寺元町 東京都調布市深大寺元町２－３－１１
ファミリーマート調布成城富士見橋 東京都調布市入間町三丁目１０番２８
ファミリーマート調布仙川町一丁目 東京都調布市仙川町一丁目２７番４
ファミリーマート調布染地二丁目 東京都調布市染地二丁目３４番地１８
ファミリーマート調布天文台通り 東京都調布市富士見町４－３２
ファミリーマート調布日活撮影所前 東京都調布市染地２－８－１２
ファミリーマート調布入間町 東京都調布市入間町二丁目２８番１９
ファミリーマート調布品川通り 東京都調布市国領町四丁目２０番地６
ファミリーマート調布武蔵境通り 東京都調布市富士見町２－９－１０
ファミリーマート調布緑ヶ丘 東京都調布市緑ヶ丘２－５７
ファミリーマート長沼団地入口 東京都八王子市長沼町１３０８－５
ファミリーマート椎名町駅南口 東京都豊島区南長崎１丁目２４番１号
ファミリーマート塚本西荻南 東京都杉並区西荻南２－７－１０
ファミリーマート佃二丁目 東京都中央区佃２丁目１２－１２
ファミリーマート坪田しらひげ 東京都墨田区墨田２－２－３
ファミリーマート坪田リバーサイド 東京都墨田区堤通１－１９－１１
ファミリーマート鶴川駅西 東京都町田市能ヶ谷一丁目１番３号
ファミリーマート帝京大学病院前 東京都板橋区加賀２－１８－１５
ファミリーマート天王洲パークサイドビル 東京都品川区東品川２丁目５－８
ファミリーマート天王洲ファーストタワー 東京都品川区東品川２丁目２－４
ファミリーマート天沼三丁目 東京都杉並区天沼３－１－１
ファミリーマート天神森橋 東京都世田谷区宇奈根１丁目２２－１７
ファミリーマート天野谷戸公園前 東京都八王子市東中野２４２－１
ファミリーマート伝通院前 東京都文京区春日２－２４－１５
ファミリーマート田園調布二丁目 東京都大田区田園調布２－４１－１７
ファミリーマート田園調布本町 東京都大田区田園調布本町３３－１２
ファミリーマート田口屋西新井大師 東京都足立区西新井１－８－２
ファミリーマート田端一丁目 東京都北区田端１丁目１２－１３
ファミリーマート田端駅前 東京都北区田端六丁目１番１号田端アスカタワ－
ファミリーマート田端新町三丁目 東京都北区田端新町三丁目１３－６
ファミリーマート田町東口 東京都港区芝浦３ー１３ー３　芝浦ＳＥＣビル
ファミリーマート田柄一丁目 東京都練馬区田柄１丁目８－７
ファミリーマート田柄二丁目 東京都練馬区田柄二丁目３８番２０号
ファミリーマート田柄豊島園通り 東京都練馬区田柄４－３４－６
ファミリーマート田無駅前 東京都西東京市田無町２－１１－１
ファミリーマート田無芝久保 東京都西東京市芝久保町四丁目２番１３号
ファミリーマート田無町三丁目 東京都西東京市田無町三丁目１１番１４号
ファミリーマート都営小川町 東京都千代田区神田小川町１－６都営新宿線小川町駅地下１階
ファミリーマート都営浅草橋駅前 東京都台東区柳橋１丁目２３番４号
ファミリーマート都営線若松河田駅 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 東京都新宿区住吉町７－１都営新宿線曙橋駅Ｂ１Ｆ
ファミリーマート都営線新宿西口駅 東京都新宿区西新宿１丁目３－１７大江戸線新宿西口駅地下１階
ファミリーマート都営線中野坂上駅 東京都中野区中央２丁目２－２８大江戸線中野坂上駅地下１階
ファミリーマート都立家政 東京都中野区鷺宮２丁目６－７
ファミリーマート都立大学駅西 東京都目黒区中根１－３－９　森戸ビル
ファミリーマート都立大学駅前 東京都目黒区中根１丁目３－３
ファミリーマート唐木田駅前 東京都多摩市唐木田１－１－７プラザ唐木田１階
ファミリーマート島根四丁目 東京都足立区島根４－１３ー３
ファミリーマート島根二丁目 東京都足立区島根２丁目１３－１１
ファミリーマート東綾瀬一丁目 東京都足立区東綾瀬１－３－２
ファミリーマート東雲橋 東京都江東区東雲１－１０－１８
ファミリーマート東海大学医学部付属八王子病院 東京都八王子市石川町１８３８
ファミリーマート東葛西三丁目 東京都江戸川区東葛西３丁目１１番１２号
ファミリーマート東葛西七丁目 東京都江戸川区東葛西７－９－１０
ファミリーマート東久留米駅西口 東京都東久留米市本町一丁目３番６号
ファミリーマート東久留米下里七丁目 東京都東久留米市下里７丁目７－２５
ファミリーマート東久留米下里二丁目 東京都東久留米市下里２－１４－２２
ファミリーマート東久留米所沢街道 東京都東久留米市南町１丁目７－３６
ファミリーマート東久留米前沢 東京都東久留米市前沢四丁目４番１２号
ファミリーマート東久留米南町 東京都東久留米市南町四丁目６－２９
ファミリーマート東久留米八幡町 東京都東久留米市八幡町二丁目２番１５号
ファミリーマート東久留米本町 東京都東久留米市本町３－２－５



ファミリーマート東久留米本町一丁目 東京都東久留米市本町１－４－５
ファミリーマート東久留米本町二丁目 東京都東久留米市本町二丁目２番８号
ファミリーマート東久留米柳窪 東京都東久留米市柳窪２‐１３－７
ファミリーマート東京イースト２１ 東京都江東区東陽６丁目３－２
ファミリーマート東京オペラシティ 東京都新宿区西新宿３ー２０ー２東京オペラシティタワーＢ１
ファミリーマート東京医科大学前 東京都新宿区新宿６－６－１
ファミリーマート東京家政大学 東京都板橋区加賀１－１８－１
ファミリーマート東京家庭裁判所内 東京都千代田区霞が関１丁目１－２
ファミリーマート東京区政会館 東京都千代田区飯田橋３丁目５－１
ファミリーマート東京国際フォーラム 東京都千代田区丸の内３丁目５－１
ファミリーマート東京新宿メディカルセンター 東京都新宿区津久戸町５－１東京厚生年金病院
ファミリーマート東京成徳学園前 東京都北区王子５－２３－８
ファミリーマート東京湾岸警察署前 東京都江東区青海２丁目７－４ＴＨＥＳＯＨＯ
ファミリーマート東玉川二丁目 東京都世田谷区東玉川２丁目５番
ファミリーマート東金町一丁目 東京都葛飾区東金町１丁目２４－１
ファミリーマート東五軒町 東京都新宿区東五軒町５－１９
ファミリーマート東五反田五丁目 東京都品川区東五反田５－２８－１１
ファミリーマート東五反田桜田通り 東京都品川区東五反田５丁目２５－１８　ＫＥＣビル
ファミリーマート東五反田四丁目 東京都品川区東五反田４丁目５－９
ファミリーマート東五反田郵便局東 東京都品川区東五反田１－１８－３
ファミリーマート東向島五丁目 東京都墨田区東向島５丁目４－６
ファミリーマート東高円寺駅前 東京都杉並区和田３－５６－１３
ファミリーマート東高円寺駅北口 東京都杉並区高円寺南１－７－３
ファミリーマート東砂三丁目 東京都江東区東砂３－１７
ファミリーマート東砂七丁目 東京都江東区東砂七丁目１９番５号
ファミリーマート東山三丁目 東京都目黒区東山３－６－１１
ファミリーマート東秋留 東京都あきる野市二宮１０７４番８
ファミリーマート東十条 東京都北区東十条５－７－１
ファミリーマート東十条六丁目 東京都北区東十条６丁目７－１
ファミリーマート東小岩六丁目 東京都江戸川区東小岩６丁目２６－２
ファミリーマート東小金井 東京都小金井市緑町２－２
ファミリーマート東松原駅前 東京都世田谷区松原五丁目３－１３第一玉川ビル１階
ファミリーマート東上野 東京都台東区東上野１丁目１１－４
ファミリーマート東上野五丁目 東京都台東区東上野五丁目１番８号新下谷ビル１階
ファミリーマート東上野四丁目 東京都台東区東上野４丁目３－４
ファミリーマート東新宿 東京都新宿区新宿５－１３－９
ファミリーマート東新宿駅西 東京都新宿区大久保１丁目８番２号
ファミリーマート東新宿明治通り 東京都新宿区新宿６－２９ー５
ファミリーマート東神田二丁目 東京都千代田区東神田２－１０－１７
ファミリーマート東水元二丁目 東京都葛飾区東水元二丁目７番４号
ファミリーマート東青梅駅前 東京都青梅市東青梅１－７－１
ファミリーマート東青梅駅北口 東京都青梅市東青梅二丁目１３番１７
ファミリーマート東青梅五丁目 東京都青梅市東青梅５丁目１２－３
ファミリーマート東青梅四丁目 東京都青梅市東青梅４丁目１０－５
ファミリーマート東村山駅東口 東京都東村山市本町２－３
ファミリーマート東村山廻田町 東京都東村山市廻田町１丁目１６番地
ファミリーマート東村山久米川町 東京都東村山市久米川町一丁目３８番２２号
ファミリーマート東村山久米川通り 東京都東村山市栄町２－３１－２２
ファミリーマート東村山御成橋 東京都東村山市恩多町五丁目２０－５
ファミリーマート東村山多摩湖町 東京都東村山市多摩湖町一丁目２４番１
ファミリーマート東村山八坂駅前 東京都東村山市栄町３丁目２６－１
ファミリーマート東村山美住町一丁目 東京都東村山市美住町一丁目１１番５８
ファミリーマート東村山富士見町 東京都東村山市富士見町四丁目１１番９
ファミリーマート東村山本町 東京都東村山市本町四丁目６番地２
ファミリーマート東大井 東京都品川区東大井５－７－６－１０１
ファミリーマート東大井三丁目 東京都品川区東大井３－１８－３
ファミリーマート東大正門前 東京都文京区本郷６－２－９
ファミリーマート東大和向原 東京都東大和市向原六丁目１２０１番１０他２筆
ファミリーマート東大和桜が丘 東京都東大和市桜が丘二丁目２５１－３
ファミリーマート東大和桜が丘二丁目 東京都東大和市桜が丘２丁目５３－３
ファミリーマート東大和上北台 東京都東大和市上北台２－３６５－１
ファミリーマート東大和新青梅街道 東京都東大和市高木三丁目４１６番１
ファミリーマート東大和青梅街道 東京都東大和市中央三丁目８５７－３
ファミリーマート東池袋 東京都豊島区東池袋３丁目１５－２
ファミリーマート東池袋セイコービル 東京都豊島区東池袋１丁目３０－６
ファミリーマート東池袋一丁目 東京都豊島区東池袋１－２６－４
ファミリーマート東池袋三丁目 東京都豊島区東池袋３－１２－１２
ファミリーマート東池袋四丁目 東京都豊島区東池袋４丁目２９番１２号



ファミリーマート東池袋春日通り 東京都豊島区東池袋３－２３－２２パークタワー池袋イーストプレイス
ファミリーマート東池袋二丁目 東京都豊島区東池袋２丁目３８－２３　ＳＡＭビル
ファミリーマート東池袋明治通り 東京都豊島区東池袋１－３５－３
ファミリーマート東中神駅前 東京都昭島市玉川町１－１－１３
ファミリーマート東中野ギンザ通り 東京都中野区東中野３丁目１－２０　不二園ビル
ファミリーマート東中野駅西口 東京都中野区東中野４丁目４－５
ファミリーマート東中野駅前 東京都中野区東中野２－２５－７
ファミリーマート東中野駅東口 東京都中野区東中野１丁目５１－１
ファミリーマート東中野駅北 東京都中野区東中野四丁目１０番２０号
ファミリーマート東中野五丁目 東京都中野区東中野五丁目６番１号
ファミリーマート東中野四丁目 東京都中野区東中野４－１５－５
ファミリーマート東長崎駅南 東京都豊島区南長崎５－２４
ファミリーマート東日暮里六丁目 東京都荒川区東日暮里６－１８－７
ファミリーマート東日本橋二丁目 東京都中央区東日本橋二丁目１５番５号ＶＯＲＴ東日本橋１階
ファミリーマート東馬込 東京都大田区東馬込１丁目２３－４
ファミリーマート東品川 東京都品川区東品川一丁目３２－３
ファミリーマート東品川三丁目 東京都品川区東品川３丁目２１－１０
ファミリーマート東品川四丁目 東京都品川区東品川四丁目３－１
ファミリーマート東武練馬駅南口 東京都練馬区北町２－３８－７
ファミリーマート東伏見駅前 東京都西東京市富士町４－５－１７
ファミリーマート東伏見四丁目 東京都西東京市東伏見四丁目４番５号
ファミリーマート東伏見北口 東京都西東京市富士町４－１８－７
ファミリーマート東保木間二丁目 東京都足立区東保木間２丁目４－４
ファミリーマート東墨田二丁目 東京都墨田区東墨田２－１－１３
ファミリーマート東堀切一丁目 東京都葛飾区東堀切１丁目１２番２号
ファミリーマート東麻布一丁目 東京都港区東麻布１－２８－１３
ファミリーマート東名町田 東京都町田市小川七丁目８番３号
ファミリーマート東野川二丁目 東京都狛江市東野川２－２２－１
ファミリーマート東陽四丁目 東京都江東区東陽４－６－１９
ファミリーマート東陽町駅前 東京都江東区東陽４丁目１－２
ファミリーマート東陽二丁目 東京都江東区東陽２丁目４－４６
ファミリーマート東陽六丁目 東京都江東区東陽６－２－５６
ファミリーマート東立石四丁目 東京都葛飾区東立石４－１６－１１
ファミリーマート湯島一丁目 東京都文京区湯島一丁目６番３号
ファミリーマート湯島駅前 東京都文京区湯島３丁目３５－１１
ファミリーマート湯島三丁目 東京都文京区湯島３－２４－１１
ファミリーマート等々力四丁目 東京都世田谷区等々力４丁目２２－１３
ファミリーマート道玄坂中央 東京都渋谷区道玄坂２丁目１１－１Ｇ　ＳＱＵＡＲＥ
ファミリーマート道玄坂二丁目 東京都渋谷区道玄坂二丁目６－１５
ファミリーマート特許庁前 東京都港区赤坂一丁目３－９
ファミリーマート内幸町富国生命ビル 東京都千代田区内幸町２丁目２－２
ファミリーマート内神田一丁目 東京都千代田区内神田１丁目１５－２　神田オーシャンビル
ファミリーマート内神田鎌倉橋 東京都千代田区内神田一丁目６番６号
ファミリーマート内神田二丁目 東京都千代田区内神田２丁目１５番１１号翔和神田ビル１Ｆ
ファミリーマート内田西久保二丁目 東京都武蔵野市西久保二丁目７番１号
ファミリーマート南烏山 東京都世田谷区南烏山６－３８－１０
ファミリーマート南烏山五丁目 東京都世田谷区南烏山５丁目２４番８号
ファミリーマート南花畑 東京都足立区南花畑２－３６－１７
ファミリーマート南花畑四丁目 東京都足立区南花畑４丁目２１‐１
ファミリーマート南葛西なぎさ 東京都江戸川区南葛西６－１５－２０エスティーム・ＭＳ
ファミリーマート南葛西レク公園前 東京都江戸川区南葛西三丁目２４番１６号
ファミリーマート南葛西三丁目 東京都江戸川区南葛西三丁目１５番１５号
ファミリーマート南葛西四丁目 東京都江戸川区南葛西４丁目６－８
ファミリーマート南蒲田 東京都大田区南蒲田１－１０－７
ファミリーマート南砂六丁目 東京都江東区南砂６－１－６
ファミリーマート南山堂第一京浜芝 東京都港区芝２丁目１４－５　芝二丁目大広ビル
ファミリーマート南山堂竹芝駅前 東京都港区海岸１丁目１３－３
ファミリーマート南篠崎町四丁目 東京都江戸川区南篠崎町４丁目４番１号
ファミリーマート南篠崎町二丁目 東京都江戸川区南篠崎町二丁目４５番２１
ファミリーマート南新宿駅前 東京都渋谷区代々木２丁目２９－１４
ファミリーマート南青山 東京都港区南青山５丁目１１－１５－１０２
ファミリーマート南青山五丁目 東京都港区南青山５－９－８
ファミリーマート南青山骨董通り 東京都港区南青山５丁目１１－９青山レキシントンビル
ファミリーマート南青山三丁目 東京都港区南青山３丁目１８－７
ファミリーマート南青山四丁目 東京都港区南青山４丁目９－２２　アウラビル
ファミリーマート南青山七丁目 東京都港区南青山７丁目１２－１２　南青山モワビル
ファミリーマート南青山六丁目 東京都港区南青山６丁目３－１１　ＰＡＮ南青山
ファミリーマート南千住一丁目 東京都荒川区南千住１－５７－１



ファミリーマート南千住五丁目 東京都荒川区南千住五丁目２９－１２
ファミリーマート南千住四丁目 東京都荒川区南千住４丁目９－１
ファミリーマート南千住八丁目 東京都荒川区南千住８－４－５
ファミリーマート南多摩高校前 東京都八王子市明神町四丁目２番１１号
ファミリーマート南台中野通り 東京都中野区南台２－２８－８
ファミリーマート南台二丁目 東京都中野区南台２－５２－６
ファミリーマート南大泉三丁目 東京都練馬区南大泉三丁目２６番２８号
ファミリーマート南大泉六丁目 東京都練馬区南大泉六丁目２０番１３号
ファミリーマート南大塚 東京都豊島区南大塚１－４９－４
ファミリーマート南大塚三丁目 東京都豊島区南大塚３丁目４８番３
ファミリーマート南大塚通り 東京都豊島区南大塚３－４３－１
ファミリーマート南池袋パーク通り 東京都豊島区南池袋２－２６－７
ファミリーマート南池袋一丁目 東京都豊島区南池袋１－２５－１アソルティ南池袋
ファミリーマート南池袋公園前 東京都豊島区南池袋２丁目２３－２
ファミリーマート南池袋東通り 東京都豊島区南池袋２丁目１５－１２
ファミリーマート南池袋二丁目 東京都豊島区南池袋二丁目１２番５号　英ビル
ファミリーマート南町田四丁目 東京都町田市南町田四丁目２番５０
ファミリーマート南町田北 東京都町田市南町田四丁目２９番１号
ファミリーマート南長崎五丁目 東京都豊島区南長崎５丁目１―１
ファミリーマート南品川三丁目 東京都品川区南品川３丁目６－２９
ファミリーマート南麻布三丁目 東京都港区南麻布３丁目２０－１麻布グリーンテラス１階
ファミリーマート南麻布四丁目 東京都港区南麻布４丁目１２－２６　草間ビル
ファミリーマート二葉三丁目 東京都品川区二葉３丁目２９－１０
ファミリーマート日テレタワー 東京都港区東新橋１－６－１日本テレビタワー１６階
ファミリーマート日の出山田通り 東京都西多摩郡日の出町大字平井２０４０番１
ファミリーマート日の出平井 東京都西多摩郡日の出町平井７２５－１
ファミリーマート日医大多摩永山病院 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階
ファミリーマート日枝神社前 東京都港区赤坂３丁目５－５
ファミリーマート日生薬局御成門 東京都港区西新橋３－２３－５御成門郵船ビル１Ｆ
ファミリーマート日土地西新宿ビル 東京都新宿区西新宿６丁目１０－１
ファミリーマート日比谷中日ビル 東京都千代田区内幸町２丁目１－４
ファミリーマート日暮里 東京都荒川区西日暮里二丁目１７番５号
ファミリーマート日暮里駅ホーム 東京都荒川区西日暮里２丁目
ファミリーマート日暮里駅構内 東京都荒川区西日暮里２丁目１９－１
ファミリーマート日暮里駅前 東京都荒川区東日暮里５丁目５２－２
ファミリーマート日本橋かきがら町 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３６
ファミリーマート日本橋兜町 東京都中央区日本橋兜町５－１
ファミリーマート日本橋茅場町 東京都中央区日本橋茅場町三丁目１２番２号ＡＳＫビル１階
ファミリーマート日本橋三井タワー 東京都中央区日本橋室町２丁目１－１
ファミリーマート日本橋小学校前 東京都中央区日本橋人形町１－８－４
ファミリーマート日本橋人形町三丁目 東京都中央区日本橋人形町３－４－１５
ファミリーマート日本橋日銀通り 東京都中央区日本橋室町４－１－６
ファミリーマート日本橋浜町Ｆタワー 東京都中央区日本橋浜町３丁目２２－１
ファミリーマート日本橋浜町二丁目 東京都中央区日本橋浜町２丁目３５－１
ファミリーマート日本橋本町一丁目 東京都中央区日本橋本町一丁目５番９号（ＫＤＸ日本橋本町ビル）
ファミリーマート日本橋本町二丁目 東京都中央区日本橋本町二丁目６番７号
ファミリーマート日本文化大入口 東京都八王子市片倉町２２１４番１
ファミリーマート日野バイパス 東京都日野市旭が丘２丁目４４番１他３筆
ファミリーマート日野旭が丘三丁目 東京都日野市旭が丘３－３－１５
ファミリーマート日野栄町 東京都日野市栄町１丁目４５－１
ファミリーマート日野駅前 東京都日野市大坂上１－３３－１
ファミリーマート日野甲州街道 東京都日野市大字日野１４７７－１
ファミリーマート日野高幡 東京都日野市高幡１００５番地４号
ファミリーマート日野三沢 東京都日野市三沢一丁目１０番２　他１筆
ファミリーマート日野四谷橋 東京都日野市落川２０１６－１
ファミリーマート日野市立病院前 東京都日野市多摩平三丁目２番１
ファミリーマート日野神明 東京都日野市神明１丁目１４－８
ファミリーマート日野多摩平一丁目 東京都日野市多摩平一丁目３番１５
ファミリーマート日野台五丁目 東京都日野市日野台５－２３－１
ファミリーマート日野日野台 東京都日野市日野台一丁目７番６
ファミリーマート日野豊田駅南口 東京都日野市豊田三丁目４２番１０
ファミリーマート日野北野街道 東京都日野市平山４丁目１－３３
ファミリーマート日野万願寺 東京都日野市万願寺３丁目２５－１３
ファミリーマート入船一丁目 東京都中央区入船１丁目７－９　リベラ入船
ファミリーマート入船三丁目 東京都中央区入船３丁目１０－９
ファミリーマート入谷 東京都台東区下谷２丁目１－１０
ファミリーマート入谷三丁目 東京都足立区入谷３丁目３番１号
ファミリーマート入谷二丁目 東京都台東区入谷２－１－８



ファミリーマート拝島駅南口 東京都昭島市松原町４丁目１４－６
ファミリーマート拝島駅北 東京都福生市大字熊川１７０３－１１７０４－１
ファミリーマート梅ケ丘 東京都世田谷区梅丘１－３３－１１
ファミリーマート梅田四丁目 東京都足立区梅田４丁目２９－１４
ファミリーマート梅島駅前 東京都足立区梅島三丁目１番７号
ファミリーマート梅里二丁目 東京都杉並区梅里２－１４－２
ファミリーマート萩中三丁目 東京都大田区萩中三丁目５－７
ファミリーマート白河二丁目 東京都江東区白河２－７－８
ファミリーマート白金台三丁目 東京都港区白金台三丁目１６－１１
ファミリーマート白山五丁目 東京都文京区白山五丁目３３番１３号
ファミリーマート白鳥四丁目 東京都葛飾区白鳥四丁目２２－１７
ファミリーマート幡ヶ谷駅南 東京都渋谷区西原２丁目３１－５
ファミリーマート幡ヶ谷駅北口 東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目１３－４　豊生ビル
ファミリーマート幡ヶ谷三丁目 東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目１９番２号
ファミリーマート幡ヶ谷本町 東京都渋谷区本町四丁目４５番２号
ファミリーマート八王子アイロード 東京都八王子市旭町１３番１３号
ファミリーマート八王子いちょうホール通り 東京都八王子市元横山町二丁目１５－２１
ファミリーマート八王子インター 東京都八王子市滝山町１丁目５４９番地１
ファミリーマート八王子パーク壱番街通り 東京都八王子市横山町７番５　スペースワンビル１階
ファミリーマート八王子バイパス 東京都八王子市宇津木町６６３番２　４８５番１
ファミリーマート八王子みさき通り 東京都八王子市三崎町３番６号
ファミリーマート八王子みなみ野 東京都八王子市みなみ野一丁目６番地８号
ファミリーマート八王子めじろ台二丁目 東京都八王子市めじろ台２丁目６５番１２
ファミリーマート八王子ユーロード 東京都八王子市中町４番３号
ファミリーマート八王子旭町 東京都八王子市旭町６－１３
ファミリーマート八王子横川町 東京都八王子市横川町１１２０－１
ファミリーマート八王子下柚木二丁目 東京都八王子市下柚木二丁目３番８
ファミリーマート八王子暁町 東京都八王子市暁町１－２１－８
ファミリーマート八王子戸吹町 東京都八王子市戸吹町１６６－２９
ファミリーマート八王子甲州街道 東京都八王子市高倉町１－２
ファミリーマート八王子高尾町 東京都八王子市高尾町１８１９番１
ファミリーマート八王子子安町 東京都八王子市子安町１丁目３１
ファミリーマート八王子寺町 東京都八王子市寺町４７番
ファミリーマート八王子七国五丁目 東京都八王子市七国５丁目１－１
ファミリーマート八王子秋川街道 東京都八王子市中野上町５丁目３８－１１
ファミリーマート八王子上柚木 東京都八王子市上柚木二丁目１０番２
ファミリーマート八王子陣馬街道 東京都八王子市横川町５３４－１
ファミリーマート八王子西インター 東京都八王子市下恩方町１７５８
ファミリーマート八王子石川町 東京都八王子市石川町２０９７番７　他３筆
ファミリーマート八王子千人町 東京都八王子市千人町４丁目１３－１８
ファミリーマート八王子川口町 東京都八王子市川口町９０７
ファミリーマート八王子泉町 東京都八王子市泉町１３５２番３
ファミリーマート八王子大楽寺町 東京都八王子市大楽寺町４８４－１
ファミリーマート八王子大楽寺東 東京都八王子市大楽寺町５１５番４
ファミリーマート八王子大和田町五丁目 東京都八王子市大和田町五丁目１０番６
ファミリーマート八王子滝山町 東京都八王子市滝山町１－２５－２
ファミリーマート八王子丹木町 東京都八王子市丹木町三丁目９２番５
ファミリーマート八王子中町 東京都八王子市中町６番４号
ファミリーマート八王子長房町 東京都八王子市長房町１４１０－１
ファミリーマート八王子楢原町 東京都八王子市楢原町４４５番１
ファミリーマート八王子並木町 東京都八王子市並木町３９－３４
ファミリーマート八王子別所 東京都八王子市別所１－１１－２１
ファミリーマート八王子北大通り 東京都八王子市大横町１２番１０
ファミリーマート八王子北野町 東京都八王子市北野町５２３－１
ファミリーマート八王子堀之内 東京都八王子市堀之内３丁目６－１
ファミリーマート八王子万町 東京都八王子市万町９８番地５
ファミリーマート八王子明神町 東京都八王子市明神町二丁目１６番９号
ファミリーマート八広駅 東京都墨田区八広６丁目２５－２０
ファミリーマート八広六丁目 東京都墨田区八広６丁目５０番１１号
ファミリーマート八重洲さくら通り 東京都中央区日本橋２－３－１８
ファミリーマート八重洲一丁目 東京都中央区八重洲１丁目５－９
ファミリーマート八重洲二丁目 東京都中央区八重洲２丁目５－９
ファミリーマート八丁堀 東京都中央区八丁堀４丁目１１－１０
ファミリーマート八丁堀駅前 東京都中央区八丁堀２丁目２２－５
ファミリーマート八丁堀四丁目 東京都中央区八丁堀四丁目８番７号
ファミリーマート八丁堀二丁目 東京都中央区八丁堀２－２０－１
ファミリーマート八洋青梅新町五丁目 東京都青梅市新町５－２８－７
ファミリーマート半蔵門駅前 東京都千代田区一番町２５



ファミリーマート半蔵門駅南 東京都千代田区隼町２－１７
ファミリーマート板橋ハッピーロード大山 東京都板橋区大山町３６－１１
ファミリーマート板橋一丁目 東京都板橋区板橋１－２７
ファミリーマート板橋駅桜通り 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階
ファミリーマート板橋駅西口 東京都板橋区板橋１丁目２０－２
ファミリーマート板橋向原三丁目 東京都板橋区向原３－７－７
ファミリーマート板橋高島平七丁目 東京都板橋区高島平７－３１－３
ファミリーマート板橋高島平団地前 東京都板橋区高島平１丁目７２番２０
ファミリーマート板橋坂下三丁目 東京都板橋区坂下３丁目２２－５
ファミリーマート板橋三園 東京都板橋区三園１－１７
ファミリーマート板橋三丁目 東京都板橋区板橋３－１４
ファミリーマート板橋四葉 東京都板橋区四葉１－２－２２
ファミリーマート板橋市場通り 東京都板橋区高島平８丁目１０－１３
ファミリーマート板橋舟渡三丁目 東京都板橋区舟渡３丁目１２番１０
ファミリーマート板橋舟渡二丁目 東京都板橋区舟渡二丁目２１番２
ファミリーマート板橋新河岸一丁目 東京都板橋区新河岸１丁目５－１２
ファミリーマート板橋新河岸二丁目 東京都板橋区新河岸２丁目３－１３
ファミリーマート板橋成増一丁目 東京都板橋区成増１－１６－１５
ファミリーマート板橋西台 東京都板橋区西台４丁目９番１２号
ファミリーマート板橋赤塚新町三丁目 東京都板橋区赤塚新町三丁目１３番１０号
ファミリーマート板橋赤塚二丁目 東京都板橋区赤塚２丁目－３２－１２
ファミリーマート板橋前野町三丁目 東京都板橋区前野町３－３１－４
ファミリーマート板橋前野町六丁目 東京都板橋区前野町六丁目１０番６号
ファミリーマート板橋台橋通り 東京都板橋区東新町２丁目３４番
ファミリーマート板橋大谷口 東京都板橋区大谷口北町９
ファミリーマート板橋大谷口北町 東京都板橋区大谷口北町６２番３号
ファミリーマート板橋帝京大学 東京都板橋区加賀２丁目１１－１帝京大学　大学棟本館内１Ｆ
ファミリーマート板橋東新町二丁目 東京都板橋区東新町二丁目１１番１１
ファミリーマート板橋徳丸七丁目 東京都板橋区徳丸七丁目７番４号
ファミリーマート板橋徳丸二丁目 東京都板橋区徳丸２丁目１０番１号
ファミリーマート板橋南ときわ台 東京都板橋区南常盤台１－３０－８
ファミリーマート板橋日大病院前 東京都板橋区大谷口上町３１－１
ファミリーマート板橋本町駅北 東京都板橋区本町３６－７
ファミリーマート版画美術館入口 東京都町田市原町田３丁目１５番１
ファミリーマート飯田橋プラーノ 東京都千代田区富士見２丁目７－２
ファミリーマート飯田橋駅前 東京都千代田区飯田橋四丁目８番１３号
ファミリーマート飯田橋駅北 東京都新宿区新小川町１－１６
ファミリーマート飯田橋三丁目 東京都千代田区飯田橋３丁目２－２
ファミリーマート飯田橋二丁目 東京都千代田区飯田橋２－６－６
ファミリーマート碑文谷一丁目 東京都目黒区碑文谷１丁目２５番２１号
ファミリーマート尾山台駅南 東京都世田谷区尾山台３丁目２３－１４
ファミリーマート美堀町四丁目 東京都昭島市美堀町４丁目－１－１
ファミリーマート百草園駅前 東京都日野市百草１９４－１
ファミリーマート氷川台 東京都練馬区早宮１－１－１６
ファミリーマート氷川台駅前 東京都練馬区桜台３－１２－２
ファミリーマート表参道中央 東京都渋谷区神宮前６丁目９－１
ファミリーマート表参道南 東京都渋谷区神宮前５丁目１２－１４
ファミリーマート品川グランパサージュ 東京都港区港南２丁目１６－５
ファミリーマート品川シーサイド駅前 東京都品川区東品川四丁目１２番１０号
ファミリーマート品川荏原二丁目 東京都品川区荏原二丁目３番地７号
ファミリーマート品川駅港南口 東京都港区港南１－９－３２ＮＴＴ　ＤＡＴＡ　品川ビル　別館
ファミリーマート品川桐ヶ谷通り 東京都品川区小山台一丁目３３－１４
ファミリーマート品川区役所前 東京都品川区二葉１丁目７番１３号
ファミリーマート品川大井三ツ又 東京都品川区大井３－４－８
ファミリーマート品川中延四丁目 東京都品川区中延４丁目１ー２１
ファミリーマート品川中延六丁目 東京都品川区中延６－１－１５
ファミリーマート品川埠頭 東京都港区港南５丁目５－３０
ファミリーマート品川平塚 東京都品川区平塚二丁目３－１１
ファミリーマート品川平塚一丁目 東京都品川区平塚１丁目２１－４
ファミリーマート品川豊町四丁目 東京都品川区豊町４丁目２０－１１
ファミリーマート浜松町一丁目 東京都港区浜松町１－２７－１７三和ビル
ファミリーマート浜松町駅前 東京都港区浜松町２丁目６－２
ファミリーマート浜松町駅南 東京都港区浜松町二丁目９番３号
ファミリーマート浜松町二丁目 東京都港区浜松町２丁目１－１７　松永ビル
ファミリーマート浜中保谷 東京都西東京市東町６－６－５
ファミリーマート浜田山駅北 東京都杉並区高井戸東３－１４－４１
ファミリーマート不動前 東京都品川区西五反田４－３０－９
ファミリーマート富士見ケ丘 東京都杉並区久我山５－２５－９



ファミリーマート富士見台二丁目 東京都国立市富士見台２丁目４１－３
ファミリーマート府中Ｊタワー 東京都府中市日鋼町１－１－９Ｊタワー高層棟
ファミリーマート府中あんず通り 東京都府中市紅葉丘３丁目１５番１号
ファミリーマート府中インター 東京都府中市日新町３－１８
ファミリーマート府中けやき並木通り 東京都府中市宮西町１－２－１
ファミリーマート府中押立町 東京都府中市押立町一丁目３７番地の７号
ファミリーマート府中宮町 東京都府中市宮町１－２０－１９
ファミリーマート府中公園通り 東京都府中市府中町２－２０－１
ファミリーマート府中甲州街道 東京都府中市西府町４－１－１
ファミリーマート府中紅葉丘 東京都府中市紅葉丘３－４２
ファミリーマート府中四谷通り 東京都府中市四谷１丁目－３０
ファミリーマート府中寿町 東京都府中市寿町１丁目９－６
ファミリーマート府中住吉三丁目 東京都府中市住吉町三丁目２９番３
ファミリーマート府中小金井街道 東京都府中市府中町三丁目２３番４
ファミリーマート府中是政 東京都府中市是政一丁目３４番２２
ファミリーマート府中晴見町 東京都府中市晴見町二丁目２３番地の２
ファミリーマート府中清水が丘二丁目 東京都府中市清水が丘二丁目４９番地４
ファミリーマート府中清水ケ丘 東京都府中市清水ケ丘３－２６－３
ファミリーマート府中西府町三丁目 東京都府中市西府町三丁目１９番１　他１筆
ファミリーマート府中浅間町四丁目 東京都府中市浅間町四丁目７番１号
ファミリーマート府中多磨 東京都府中市白糸台１－３９－３
ファミリーマート府中第二インター 東京都国立市泉４丁目１５－６
ファミリーマート府中東芝南門通り 東京都府中市美好町２丁目１８－１０
ファミリーマート府中東八通り 東京都府中市新町２－４８－１．２
ファミリーマート府中南町 東京都府中市南町４丁目３０番地７
ファミリーマート府中南町二丁目 東京都府中市南町２丁目２３－１０
ファミリーマート府中本宿町 東京都府中市本宿町４丁目３５－３
ファミリーマート府中本町 東京都府中市本町２－６
ファミリーマート浮間一丁目 東京都北区浮間１丁目－７－１８９
ファミリーマート浮間五丁目 東京都北区浮間５丁目４－３２
ファミリーマート浮間舟渡駅前 東京都北区浮間４－３２－２０
ファミリーマート浮間中央通り 東京都北区浮間４－５－８
ファミリーマート武蔵境駅前 東京都武蔵野市境南町２－１－６
ファミリーマート武蔵境駅南 東京都武蔵野市境南町三丁目１２番１１号
ファミリーマート武蔵境駅北口 東京都武蔵野市境１－２－１
ファミリーマート武蔵境二丁目 東京都武蔵野市境２－４－１
ファミリーマート武蔵小金井駅前 東京都小金井市本町二丁目５番３号
ファミリーマート武蔵小金井駅北 東京都小金井市本町５丁目９番６
ファミリーマート武蔵小金井本町 東京都小金井市本町六丁目１３番１４号
ファミリーマート武蔵小山 東京都品川区小山４丁目４番地５号
ファミリーマート武蔵小山パルム 東京都品川区荏原３丁目８－３　ＳＵＮエルクビル
ファミリーマート武蔵村山三ツ木 東京都武蔵村山市三ツ木１丁目３６－３
ファミリーマート武蔵村山三ツ木五丁目 東京都武蔵村山市三ツ木５－１５－１３
ファミリーマート武蔵村山残堀 東京都武蔵村山市残堀４丁目５－１
ファミリーマート武蔵村山新青梅街道 東京都武蔵村山市三ツ藤１－２６－１
ファミリーマート武蔵村山神明 東京都武蔵村山市神明１－９５
ファミリーマート武蔵村山大南 東京都武蔵村山市大南４－１５－４
ファミリーマート武蔵村山大南通り 東京都武蔵村山市大南三丁目８９番１
ファミリーマート武蔵村山中原 東京都武蔵村山市中原１－２６－４
ファミリーマート武蔵野御殿山 東京都武蔵野市御殿山二丁目１３番８
ファミリーマート武蔵野中央公園前 東京都武蔵野市八幡町１－１－２１
ファミリーマート武蔵野中町 東京都武蔵野市中町２丁目５番１号
ファミリーマート武蔵野中町新道 東京都武蔵野市中町１丁目３４－３
ファミリーマート福生駅前 東京都福生市東町２番７
ファミリーマート福生横田基地前 東京都福生市熊川１３１１－３
ファミリーマート福生加美平 東京都福生市加美平一丁目１３番１３
ファミリーマート福生山王橋通り 東京都福生市大字熊川字武蔵野１３８９番１２
ファミリーマート福生志茂 東京都福生市志茂５８番地２
ファミリーマート福生多摩橋通り 東京都福生市大字福生２１５
ファミリーマート福生北田園 東京都福生市北田園１丁目２１－３
ファミリーマート分倍河原 東京都府中市美好町３丁目４番２号
ファミリーマート文京音羽一丁目 東京都文京区音羽１丁目１－１
ファミリーマート文京後楽二丁目 東京都文京区後楽二丁目５番１号
ファミリーマート文京向丘一丁目 東京都文京区向丘１－１３－３
ファミリーマート文京向丘二丁目 東京都文京区向丘二丁目１０番１４号
ファミリーマート文京小石川一丁目 東京都文京区小石川一丁目１３番１１号
ファミリーマート文京小石川二丁目 東京都文京区小石川２丁目１－１３
ファミリーマート文京湯島春日通り 東京都文京区湯島三丁目４２番１２号



ファミリーマート文京白山駅前 東京都文京区白山１丁目３３－８
ファミリーマート文京本郷 東京都文京区本郷３丁目４３番８号湯島武蔵野マンション
ファミリーマート文京目白台三丁目 東京都文京区目白台３－２８－６
ファミリーマート平井駅前 東京都江戸川区平井５丁目１６－９
ファミリーマート平井駅南口 東京都江戸川区平井４－１１－６
ファミリーマート平井三丁目 東京都江戸川区平井３丁目２３－１８
ファミリーマート平野二丁目 東京都江東区平野二丁目２番２０レジデンス清澄白河
ファミリーマート平和台駅前 東京都練馬区北町六丁目３２－３
ファミリーマート平和台環八通り 東京都練馬区平和台４丁目２０－１０
ファミリーマート平和島旧東海道 東京都大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル
ファミリーマート変なホテル東京浅草田原町 東京都台東区寿三丁目１９番８号
ファミリーマート保谷駅南口 東京都練馬区南大泉三丁目３１番２５号
ファミリーマート保谷駅北口 東京都西東京市下保谷四丁目１３番２０号
ファミリーマート保谷町五丁目 東京都西東京市保谷町５丁目９－１０
ファミリーマート保谷柳沢 東京都西東京市柳沢３－１－４
ファミリーマート方南一丁目 東京都杉並区方南１－３７－８
ファミリーマート方南町駅前 東京都杉並区方南２－２１－４
ファミリーマート豊海町 東京都中央区豊海町５－１
ファミリーマート豊玉中三丁目 東京都練馬区豊玉中３丁目２番３
ファミリーマート豊玉南三丁目 東京都練馬区豊玉南三丁目２番９号
ファミリーマート豊玉北四丁目 東京都練馬区豊玉北四丁目２７番１５号
ファミリーマート豊玉北六丁目 東京都練馬区豊玉北６丁目２４－１４
ファミリーマート豊洲キャナルフロント 東京都江東区豊洲５丁目６－５２
ファミリーマート豊洲スカイズ 東京都江東区豊洲六丁目２番３１号
ファミリーマート豊洲五丁目 東京都江東区豊洲五丁目２番１０号　沢真ビル
ファミリーマート豊川通り 東京都北区豊島３－１３－５
ファミリーマート豊島園駅前 東京都練馬区練馬４－１７－２
ファミリーマート豊島駒込 東京都豊島区駒込１丁目３－３
ファミリーマート豊島高松一丁目 東京都豊島区高松１丁目１－１１　東京ファーストシティ
ファミリーマート豊島高田一丁目 東京都豊島区高田１丁目１６‐１
ファミリーマート豊島千早一丁目 東京都豊島区千早１丁目１２ー１２
ファミリーマート豊島池袋三丁目 東京都豊島区池袋３丁目３７番－１２
ファミリーマート豊島長崎三丁目 東京都豊島区長崎３丁目１４－１７
ファミリーマート豊島南大塚一丁目 東京都豊島区南大塚１丁目５０－１５
ファミリーマート豊島南池袋三丁目 東京都豊島区南池袋三丁目１番１０号
ファミリーマート豊島要町 東京都豊島区要町１丁目１１－１
ファミリーマート豊島要町二丁目 東京都豊島区要町２丁目３１－６
ファミリーマート防衛省 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
ファミリーマート北綾瀬駅前 東京都足立区谷中２－５－１０
ファミリーマート北葛西ぼうしば通り 東京都江戸川区北葛西二丁目４番９号
ファミリーマート北葛西船堀通り 東京都江戸川区北葛西２丁目２３番１３
ファミリーマート北区十条西口 東京都北区上十条二丁目３１番９号
ファミリーマート北区上十条一丁目 東京都北区上十条１－２１－２
ファミリーマート北区西が丘一丁目 東京都北区西が丘一丁目３６－３
ファミリーマート北区浮間三丁目 東京都北区浮間三丁目８
ファミリーマート北区豊島七丁目 東京都北区豊島７丁目－１７
ファミリーマート北区豊島二丁目 東京都北区豊島２丁目１５－１
ファミリーマート北区豊島八丁目 東京都北区豊島八丁目１５番２１号
ファミリーマート北砂五丁目 東京都江東区北砂５－２１－１３
ファミリーマート北砂六丁目 東京都江東区北砂６丁目１２－７
ファミリーマート北参道駅前 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ラス１階
ファミリーマート北小岩六丁目 東京都江戸川区北小岩６丁目４０－２
ファミリーマート北新宿 東京都新宿区北新宿１－１－１７
ファミリーマート北新宿大久保通り 東京都新宿区北新宿３丁目１－４
ファミリーマート北青山一丁目 東京都港区北青山１丁目４－１　ランジェ青山
ファミリーマート北青山三丁目 東京都港区北青山３丁目５－５ティアラ北青山ビル
ファミリーマート北青山二丁目 東京都港区北青山２－１２－１３
ファミリーマート北千住駅西口 東京都足立区千住２丁目６１
ファミリーマート北千住駅東口 東京都足立区千住旭町４０－２１
ファミリーマート北大塚 東京都豊島区北大塚１－２０－２
ファミリーマート北八王子駅前 東京都八王子市石川町２９５５番地１０
ファミリーマート北品川 東京都品川区北品川１－２２－２
ファミリーマート北品川三丁目 東京都品川区北品川３丁目６－２
ファミリーマート北野駅前通り 東京都八王子市北野町５５４－１１
ファミリーマート北野駅南口 東京都八王子市打越町２００３番地１
ファミリーマート北野駅北口 東京都八王子市打越町３４４－１１
ファミリーマート墨田押上駅前 東京都墨田区押上１丁目１２－１　大豊押上ビル
ファミリーマート墨田亀沢四丁目 東京都墨田区亀沢４丁目１６－１６　錦糸町Ｙビル



ファミリーマート墨田亀沢二丁目 東京都墨田区亀沢２丁目２５番６号
ファミリーマート墨田菊川駅前 東京都墨田区菊川２－５－１０
ファミリーマート墨田錦糸町北口 東京都墨田区錦糸３丁目２－１　アルカイースト
ファミリーマート墨田江東橋四丁目 東京都墨田区江東橋四丁目１９番１号
ファミリーマート墨田太平三丁目 東京都墨田区太平三丁目１０番１２号
ファミリーマート墨田東あずま駅前 東京都墨田区立花３丁目１３－４
ファミリーマート墨田立花二丁目 東京都墨田区立花２丁目１１－１７
ファミリーマート墨田両国東口 東京都墨田区両国四丁目３７番１０号レジデンス両国駅前
ファミリーマート堀ノ内三丁目水道通り 東京都杉並区堀ノ内３丁目１２番１号
ファミリーマート堀切 東京都葛飾区堀切四丁目５８番１８号ニュー美藤マンション
ファミリーマート堀切六丁目 東京都葛飾区堀切６－１１－２０
ファミリーマート堀之内一丁目 東京都足立区堀之内１－１７－１９
ファミリーマート堀留町二丁目 東京都中央区日本橋堀留町２丁目１０番１２号
ファミリーマート本郷五丁目 東京都文京区本郷５丁目１ー１６
ファミリーマート本郷三丁目 東京都文京区本郷３－３４－５三原堂ビル
ファミリーマート本駒込一丁目 東京都文京区本駒込１丁目４－４　旭商店白山ビル
ファミリーマート本駒込駅前 東京都文京区本駒込３丁目１－６
ファミリーマート本駒込二丁目 東京都文京区本駒込２丁目１０－１
ファミリーマート本駒込六丁目 東京都文京区本駒込６－４－２５
ファミリーマート本所立川三丁目 東京都墨田区立川３－１０－８
ファミリーマート本町田南 東京都町田市本町田２０１６番地１
ファミリーマート本木東町 東京都足立区本木東町５－２
ファミリーマート本蓮沼駅前 東京都板橋区泉町７－５
ファミリーマート麻布運動場前 東京都港区南麻布三丁目１番１号
ファミリーマート麻布十番 東京都港区麻布十番３丁目１０－１３
ファミリーマート麻布十番一丁目 東京都港区麻布十番１丁目７－１　ＭＧＢ麻布十番
ファミリーマート麻布十番商店街通り 東京都港区麻布十番２丁目２－４
ファミリーマート名鉄イン浜松町 東京都港区浜松町１丁目１９番１４号
ファミリーマート明大前 東京都世田谷区松原１－３８－１６
ファミリーマート明大前北 東京都世田谷区松原二丁目４４－６
ファミリーマート木場五丁目 東京都江東区木場５丁目１１－１９大坂屋ビル１階
ファミリーマート木場二丁目 東京都江東区木場２－１９
ファミリーマート木場六丁目 東京都江東区木場６丁目４番２０号
ファミリーマート目黒アルコタワー 東京都目黒区下目黒１丁目８－１
ファミリーマート目黒一丁目 東京都目黒区目黒１丁目３－１７
ファミリーマート目黒駅東 東京都品川区上大崎２丁目１２番２号ミズホビル１Ｆ
ファミリーマート目黒駅東口 東京都品川区上大崎２丁目１４－９
ファミリーマート目黒駅北 東京都品川区上大崎２－１７－２
ファミリーマート目黒柿の木坂 東京都目黒区柿の木坂３－８－１３
ファミリーマート目黒三丁目 東京都目黒区目黒３丁目４－８ベル　ドミール　目黒
ファミリーマート目黒三田通り 東京都目黒区目黒１丁目１－５
ファミリーマート目黒神泉町 東京都目黒区青葉台四丁目４－５
ファミリーマート目黒青葉台三丁目 東京都目黒区青葉台３丁目１７－１１　ティーケー青葉台
ファミリーマート目黒青葉台四丁目 東京都目黒区青葉台４丁目７－１
ファミリーマート目黒中央町 東京都目黒区中央町１丁目１８－１２
ファミリーマート目黒中町 東京都目黒区中町２丁目３２－５
ファミリーマート目黒東山一丁目 東京都目黒区東山一丁目２番７号第４４興和ビル
ファミリーマート目黒本町三丁目 東京都目黒区目黒本町３丁目２０－１２
ファミリーマート目白駅西 東京都豊島区目白三丁目１４番８号　つるやビル
ファミリーマート目白駅前 東京都新宿区下落合３－１８－１
ファミリーマート目白三丁目 東京都豊島区目白３丁目４－１８
ファミリーマート目白南 東京都豊島区高田３－３１－５
ファミリーマート目白二丁目 東京都豊島区目白２丁目３９－１
ファミリーマート門前仲町 東京都江東区門前仲町２－３－８
ファミリーマート門前仲町一丁目 東京都江東区門前仲町１－５－５
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
ファミリーマート野口西糀谷産業道路 東京都大田区西糀谷２丁目１１番１号
ファミリーマート野口大鳥居 東京都大田区西糀谷３－２１－５
ファミリーマート野口萩中環八通り 東京都大田区萩中２丁目３－７
ファミリーマート野方一丁目 東京都中野区野方１丁目４１－１
ファミリーマート野方駅南 東京都中野区野方５丁目２９－１
ファミリーマート野方駅北口 東京都中野区野方６－３－４
ファミリーマート矢川駅前 東京都国立市富士見台四丁目１１番３２
ファミリーマート矢野口駅前 東京都稲城市矢野口３１４－４
ファミリーマート薬ヒグチ亀戸東口 東京都江東区亀戸６－６２－８
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
ファミリーマート薬ヒグチ四谷駅前 東京都新宿区四谷１丁目２－５　ヒグチ四谷ビル
ファミリーマート薬ヒグチ淡路町 東京都千代田区神田小川町１丁目１－１６



ファミリーマート薬ヒグチ中野坂上西 東京都中野区中央二丁目２番９号　第三戸谷ビル
ファミリーマート薬ヒグチ中野新橋駅前 東京都中野区弥生町２－２６－９
ファミリーマート薬ヒグチ鍋横 東京都中野区本町四丁目４３番１１号鍋横ビル１階
ファミリーマート薬ヒグチ日暮里 東京都荒川区東日暮里５丁目５１－１１　静屋ビル
ファミリーマート柳沢南口 東京都西東京市柳沢六丁目１－１
ファミリーマート柳沢北口 東京都西東京市保谷町３－１２－１５
ファミリーマート有明フロンティア 東京都江東区有明３－７－２６－１０６
ファミリーマート柚木国分寺南町 東京都国分寺市東元町１－１３－１０
ファミリーマート祐天寺駅前 東京都目黒区五本木１－３１－６
ファミリーマート祐天寺駅東口 東京都目黒区祐天寺二丁目１２番２１号
ファミリーマート用賀の杜 東京都世田谷区用賀１－１０－８
ファミリーマート用賀駅前 東京都世田谷区用賀２丁目３８－１０
ファミリーマート用賀四丁目 東京都世田谷区用賀４丁目２０－１１スズキビル
ファミリーマート用賀二丁目 東京都世田谷区用賀２－４１－９
ファミリーマート要町駅前 東京都豊島区西池袋５－２４－９
ファミリーマート要町駅南 東京都豊島区要町一丁目１番１１号　ＫＴビル
ファミリーマート立石駅前 東京都葛飾区立石１－２２－４
ファミリーマート立石五丁目 東京都葛飾区立石５－１８
ファミリーマート立石三丁目 東京都葛飾区立石３－１－２
ファミリーマート立川ウインズ前 東京都立川市錦町二丁目２番３４号
ファミリーマート立川グリーンスプリングス 東京都立川市緑町３－１Ｅ１－１０６
ファミリーマート立川サザン 東京都立川市柴崎町三丁目２番１号
ファミリーマート立川駅昭和記念公園通り 東京都立川市曙町１－１４－１０
ファミリーマート立川駅南口 東京都立川市柴崎町３丁目３－７
ファミリーマート立川錦町 東京都立川市錦町１－４－４
ファミリーマート立川錦町二丁目 東京都立川市錦町２丁目１－１９
ファミリーマート立川錦町六丁目 東京都立川市錦町６丁目１番２１号
ファミリーマート立川幸町 東京都立川市幸町２丁目－４２－２
ファミリーマート立川砂川九番 東京都立川市幸町４丁目３８番１
ファミリーマート立川四中前 東京都立川市幸町５－５０－８
ファミリーマート立川四丁目 東京都墨田区立川四丁目３番１７号
ファミリーマート立川柴崎町 東京都立川市柴崎町３丁目６番１７号
ファミリーマート立川若葉町 東京都立川市若葉町４丁目２１－３
ファミリーマート立川曙町 東京都立川市曙町２－５－１７
ファミリーマート立川曙町一丁目 東京都立川市曙町一丁目１４番１７号
ファミリーマート立川上砂町 東京都立川市上砂町三丁目５８番４
ファミリーマート立川上砂町五丁目 東京都立川市上砂町５丁目１番地の８
ファミリーマート立川新奥多摩街道 東京都立川市富士見町７丁目３１番１４号
ファミリーマート立川西砂町 東京都立川市西砂町５丁目３４－１０
ファミリーマート立川通り 東京都立川市栄町３丁目５３－１
ファミリーマート立川南駅 東京都立川市柴崎町３丁目７先
ファミリーマート立川南駅前 東京都立川市柴崎町３丁目８－２
ファミリーマート立川南通り 東京都立川市錦町３丁目３０－１１
ファミリーマート立川富士見町 東京都立川市富士見町１－２－１４
ファミリーマート立川富士見通り 東京都立川市富士見町３丁目４－１２
ファミリーマート立川北駅 東京都立川市曙町２丁目４先
ファミリーマート立川北口 東京都立川市曙町２－２２－２２　ＴＢＫ立川ビル
ファミリーマート立川郵便局前 東京都立川市曙町２丁目１４番３３　福井ビル
ファミリーマート溜池山王 東京都港区赤坂２－９－１１　Ｂ２
ファミリーマート溜池山王駅南 東京都港区赤坂２丁目１０－１１
ファミリーマート両国駅西口 東京都墨田区両国２－２１－５
ファミリーマート両国駅前通り 東京都墨田区両国２丁目１８－１
ファミリーマート両国亀沢 東京都墨田区亀沢１－２４－１
ファミリーマート両国四丁目 東京都墨田区両国４－２７－６新井ビル
ファミリーマート緑が丘一丁目 東京都目黒区緑が丘１－１４－７
ファミリーマート緑が丘駅前 東京都目黒区緑が丘１丁目１１－１４
ファミリーマート鈴木錦糸町 東京都墨田区錦糸１－７－２
ファミリーマート恋ヶ窪 東京都国分寺市戸倉１－１－４
ファミリーマート練馬旭丘一丁目 東京都練馬区旭丘１丁目１２－３
ファミリーマート練馬一丁目 東京都練馬区練馬一丁目２１番５号
ファミリーマート練馬駅西口 東京都練馬区練馬１丁目１５－１
ファミリーマート練馬駅前 東京都練馬区練馬１丁目６－１　ライオンズステーション
ファミリーマート練馬関町北一丁目 東京都練馬区関町北１丁目１番４２号
ファミリーマート練馬関町北五丁目 東京都練馬区関町北５丁目１９番２９号
ファミリーマート練馬高松一丁目 東京都練馬区高松１丁目１２－１
ファミリーマート練馬高松五丁目 東京都練馬区高松五丁目８番３５号
ファミリーマート練馬高松五丁目北 東京都練馬区高松五丁目２１番５号
ファミリーマート練馬高野台 東京都練馬区高野台４丁目１０－８



ファミリーマート練馬桜台 東京都練馬区桜台３－３８－３８
ファミリーマート練馬桜台二丁目 東京都練馬区桜台２－８－６
ファミリーマート練馬上石神井四丁目 東京都練馬区上石神井４丁目２番１１号
ファミリーマート練馬西税務署前 東京都練馬区東大泉６丁目４１－１０
ファミリーマート練馬石神井三丁目 東京都練馬区石神井町３丁目２５－２１
ファミリーマート練馬石神井町 東京都練馬区石神井町７－２２－１
ファミリーマート練馬石神井町八丁目 東京都練馬区石神井町８－４０－１１
ファミリーマート練馬大泉小学校北 東京都練馬区東大泉四丁目２４番１９号
ファミリーマート練馬大泉町 東京都練馬区大泉町１－８－８
ファミリーマート練馬大泉町一丁目 東京都練馬区大泉町１丁目５４番１３号
ファミリーマート練馬谷原六丁目 東京都練馬区谷原六丁目２５番１５号
ファミリーマート練馬中央通り 東京都練馬区豊玉北５－２２－７
ファミリーマート練馬中村橋 東京都練馬区向山一丁目１３番３
ファミリーマート練馬中村三丁目 東京都練馬区中村３丁目１番２号
ファミリーマート練馬土支田二丁目 東京都練馬区土支田２丁目１５－１２
ファミリーマート練馬東大泉四丁目 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南田中一丁目 東京都練馬区南田中１丁目６番１６号
ファミリーマート練馬氷川台 東京都練馬区氷川台四丁目４９番４号
ファミリーマート練馬富士見台 東京都練馬区富士見台三丁目５５番１７号
ファミリーマート練馬平和台 東京都練馬区平和台３丁目３０番１４号
ファミリーマート練馬平和台二丁目 東京都練馬区平和台２丁目４７番４号
ファミリーマート練馬豊中通り 東京都練馬区豊玉北一丁目２０番２号
ファミリーマート練馬北町 東京都練馬区北町５－１１－１６
ファミリーマート練馬北町一丁目 東京都練馬区北町１－９－２
ファミリーマート練馬北町七丁目 東京都練馬区北町７－１０－１０
ファミリーマート練馬北町二丁目 東京都練馬区北町２丁目２２－１２
ファミリーマート蓮根駅前 東京都板橋区坂下２丁目１６－９
ファミリーマート蓮根二丁目 東京都板橋区蓮根２－３
ファミリーマート蓮沼駅西 東京都大田区東矢口１丁目１８番３号
ファミリーマート六義園 東京都文京区本駒込６－１５－２０
ファミリーマート六町駅前 東京都足立区六町４－３－５
ファミリーマート六本木テレ朝通り 東京都港区西麻布３丁目２－２１
ファミリーマート六本木一丁目 東京都港区六本木１丁目８－７
ファミリーマート六本木駅前 東京都港区六本木３丁目１１－１０ココ六本木ビル
ファミリーマート六本木三丁目 東京都港区六本木３－３－７
ファミリーマート六本木七丁目 東京都港区六本木７丁目１３－２
ファミリーマート六本木通り 東京都港区六本木７丁目１５－１７
ファミリーマート六本木東 東京都港区六本木３－１４－９
ファミリーマート六本木六丁目 東京都港区六本木６丁目８－１０
ファミリーマート六木四丁目 東京都足立区六木４丁目５番１号
ファミリーマート六木二丁目 東京都足立区六木２丁目６－８
ファミリーマート和泉多摩川駅前 東京都狛江市東和泉４－３－４
ファミリーマート糀谷駅南 東京都大田区西糀谷４－２８－１８
ファミリーマート茗荷谷 東京都文京区小日向４－５－１０
ファミマＭＭグランドセントラル 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目６番２
ファミマＭＭセンタービル 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－１
ファミマ横浜アイマークプレイス 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－５
ファミリーマートＫＳＰ 神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２－１
ファミリーマートＭ・Ｙ横浜市大病院前 神奈川県横浜市金沢区福浦２－９－５
ファミリーマートＭ・Ｙ金沢シーサイド 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１３番５
ファミリーマートＭ・Ｙ湘南国際村 神奈川県横須賀市湘南国際村１－３－１
ファミリーマートＭＧ溝口六丁目 神奈川県川崎市高津区溝口６－２４－１
ファミリーマートＭＧ川崎昭和 神奈川県川崎市川崎区昭和２－１４－１４
ファミリーマートｍｉｎｉピアゴ菊名駅西 神奈川県横浜市港北区大豆戸２１２番地１
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ＭＭ日石ビル 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１－８
ファミリーマートＮマートシーフォーレ 神奈川県横浜市鶴見区弁天町２－４
ファミリーマートあざみ野二丁目 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－９－８
ファミリーマートアスロード横浜生麦 神奈川県横浜市鶴見区生麦４－９－１８
ファミリーマートアスロード港北下田町 神奈川県横浜市港北区下田町５－１－６
ファミリーマートアスロード小田栄 神奈川県川崎市川崎区渡田４－１２－８
ファミリーマートアスロード川崎マリエン 神奈川県川崎市川崎区東扇島３８－１
ファミリーマートアスロード鶴見向井町 神奈川県横浜市鶴見区向井町３－７８－１
ファミリーマートいずみ中央駅前 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５－４－１
ファミリーマートいずみ踊場駅前 神奈川県横浜市泉区中田南１丁目１－３０
ファミリーマートウェルシティ横須賀 神奈川県横須賀市西逸見町１－３８－１１
ファミリーマートウシオ逗子小坪 神奈川県逗子市小坪１－８－７
ファミリーマートエキニア横浜 神奈川県横浜市西区北幸１－１－８



ファミリーマートエクセレンス不動坂 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町９５９
ファミリーマートおかべ荻窪 神奈川県小田原市荻窪５８８－１
ファミリーマートかさいゴム通り 神奈川県横浜市鶴見区栄町通４－４５－２
ファミリーマートかしわや南藤沢 神奈川県藤沢市南藤沢２０－２０
ファミリーマートクイーンズスクエア横浜 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－８
ファミリーマートこどもの国 神奈川県横浜市青葉区奈良１丁目１９ー１
ファミリーマートサカイヤ港南台 神奈川県横浜市港南区港南台３丁目４－４０　第二松田ビル
ファミリーマートさがみ夢大通り 神奈川県相模原市中央区相模原７－１－２５
ファミリーマートさがみ野 神奈川県海老名市東柏ケ谷３丁目１３番６号
ファミリーマートさちが丘 神奈川県横浜市旭区さちが丘９９－８
ファミリーマートサンズすみれが丘南 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘１３－６
ファミリーマートサンズ丸山台三丁目 神奈川県横浜市港南区丸山台三丁目２１－１
ファミリーマートサンズ栗平駅前 神奈川県川崎市麻生区栗平２－１－６
ファミリーマートサンズ戸塚駅前 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２０－２
ファミリーマートサンズ戸塚深谷町 神奈川県横浜市戸塚区深谷１７１７－１
ファミリーマートサンズ厚木栄町 神奈川県厚木市栄町１丁目１番１号
ファミリーマートサンズ厚木温水 神奈川県厚木市温水６５４－１
ファミリーマートサンズ向河原駅東 神奈川県川崎市中原区下沼部１７６２－１２
ファミリーマートサンズ上依知南 神奈川県厚木市上依知１２９６－１
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
ファミリーマートサンズ新吉田 神奈川県横浜市港北区新吉田東８丁目４６－１３
ファミリーマートサンズ瀬谷五貫目町 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町１０－２０
ファミリーマートサンズ相模台五丁目 神奈川県相模原市南区相模台５－１１－７
ファミリーマートサンズ中井井ノ口 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１８７０－１
ファミリーマートサンズ中央林間四丁目 神奈川県大和市中央林間４丁目２９－２０
ファミリーマートサンズ長者町 神奈川県横浜市中区長者町７－１１３
ファミリーマートサンズ東戸塚駅西口 神奈川県横浜市戸塚区川上町８５－１
ファミリーマートサンズ美しが丘 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１－５５
ファミリーマートサンズ本厚木中町 神奈川県厚木市中町２丁目１－７藍澤ビル
ファミリーマートサンズ洋光台駅北 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１１－１
ファミリーマートシティテラス横濱和田町 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町８４５－１８
ファミリーマートシティ能見台 神奈川県横浜市金沢区能見台４－３－１４
ファミリーマートシマダ永田北二丁目 神奈川県横浜市南区永田北２－５３－１８
ファミリーマートシマダ黄金町 神奈川県横浜市中区初音町三丁目４９－１
ファミリーマートジョイナステラス二俣川 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目９１－７　二俣川駅
ファミリーマートスリーウェル茅ヶ崎東 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東４丁目１－２２
ファミリーマートスリーウェル新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜１－２４－３
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二丁目４番地１７
ファミリーマートせきぐち戸塚原宿 神奈川県横浜市戸塚区原宿５丁目４２－８
ファミリーマートセンター北 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目１番１号
ファミリーマートセンター北駅前 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３７－９ＴＮＫビル１Ｆ
ファミリーマートソリッドスクエア 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ソリッドスクエア東
ファミリーマートたかはし吉井 神奈川県横須賀市吉井３－１３－９
ファミリーマートたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－１４－３
ファミリーマートチネチッタ入口 神奈川県川崎市川崎区小川町２番地１１
ファミリーマートつきみ野入口 神奈川県大和市下鶴間４４－１
ファミリーマートテイスティ溝ノ口 神奈川県川崎市高津区久本３－３－７
ファミリーマートナカムラ二子新地 神奈川県川崎市高津区諏訪１－１－３
ファミリーマートなわてや八丁畷 神奈川県川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１
ファミリーマートニック片倉 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－２４
ファミリーマートニック北加瀬三丁目 神奈川県川崎市幸区北加瀬３－１６－１
ファミリーマートパークタワー新川崎 神奈川県川崎市幸区鹿島田１－１－５－３０２
ファミリーマートはまりんあざみ野駅 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センター南駅 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横浜駅 神奈川県横浜市西区南幸１－９
ファミリーマートはまりん横浜駅ミニ 神奈川県横浜市西区南幸１－９
ファミリーマートはまりん戸塚駅 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１２－１
ファミリーマートはまりん上永谷駅 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上大岡駅 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－９－Ｂ－１
ファミリーマートはまりん新横浜駅 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中山駅 神奈川県横浜市緑区中山一丁目４番Ｂ１号
ファミリーマートはまりん仲町台駅 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－１－１
ファミリーマートひさもと 神奈川県川崎市高津区久本２－１－１５
ファミリーマートふるや中野島 神奈川県川崎市多摩区中野島３－３１－１０
ファミリーマートベイサイド新山下 神奈川県横浜市中区新山下２丁目４－１４
ファミリーマートポートストアＹ－ＣＣ 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２２横浜港流通センター事務棟１Ｆ
ファミリーマートポートストア本牧 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１
ファミリーマートマイコンシティ入口 神奈川県川崎市麻生区栗木２－８－２



ファミリーマートますや古市場 神奈川県川崎市幸区古市場２－９０－１１　　
ファミリーマートミナワ船越 神奈川県横須賀市船越町７－１６
ファミリーマートムサシヤ磯子 神奈川県横浜市磯子区広地町８－５
ファミリーマートよろづやペアナード 神奈川県相模原市南区南台５－１１－１９－１０１
ファミリーマートよろづや相模台 神奈川県相模原市南区相模台２－２－６
ファミリーマートよろづや相模大野北口 神奈川県相模原市南区相模大野３－９－１
ファミリーマートリドレ横須賀中央 神奈川県横須賀市大滝町２丁目６
ファミリーマート愛甲石田駅前 神奈川県伊勢原市石田６０２番地１　安田屋ビル１Ｆ
ファミリーマート愛川角田 神奈川県愛甲郡愛川町角田１７０番地９
ファミリーマート愛川桜台 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０６１番６
ファミリーマート愛川中津 神奈川県愛甲郡愛川町中津１６４９－１
ファミリーマート愛川中津西 神奈川県愛甲郡愛川町中津字角田境１４８８－３
ファミリーマート愛川田代 神奈川県愛甲郡愛川町田代１３１番地２
ファミリーマート愛川六倉 神奈川県愛甲郡愛川町中津２４６５番地１
ファミリーマート綾瀬寺尾西 神奈川県綾瀬市寺尾西３－６－１
ファミリーマート綾瀬寺尾本町 神奈川県綾瀬市寺尾本町１丁目２１－８
ファミリーマート綾瀬小園西 神奈川県綾瀬市小園１４０１－１
ファミリーマート綾瀬上土棚 神奈川県綾瀬市上土棚南４－１－３３
ファミリーマート綾瀬深谷南三丁目 神奈川県綾瀬市深谷南３丁目１４番８号
ファミリーマート綾瀬大上一丁目 神奈川県綾瀬市大上一丁目２番８号
ファミリーマート綾瀬落合北 神奈川県綾瀬市落合北五丁目３番１号
ファミリーマート伊勢原下糟屋 神奈川県伊勢原市下糟屋２７４番１
ファミリーマート伊勢原下落合 神奈川県伊勢原市下落合６１１－５
ファミリーマート伊勢原高森三丁目 神奈川県伊勢原市高森３丁目１－５９
ファミリーマート伊勢原桜坂 神奈川県伊勢原市串橋３５１－４
ファミリーマート伊勢原三ノ宮 神奈川県伊勢原市三ノ宮１１０１番地１
ファミリーマート伊勢佐木町六丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町６－１４７－１
ファミリーマート衣屋読売ランド駅前 神奈川県川崎市多摩区西生田３－９－２５
ファミリーマート衣笠インター 神奈川県横須賀市衣笠町４３－１２
ファミリーマート井土ヶ谷駅前 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１６１
ファミリーマート井土ケ谷中町 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１５７
ファミリーマート磯子丸山二丁目 神奈川県横浜市磯子区丸山２－１－５
ファミリーマート磯子願行寺前 神奈川県横浜市磯子区中原２丁目１０－１３
ファミリーマート磯子三丁目 神奈川県横浜市磯子区磯子３丁目１４－３０
ファミリーマート磯子滝頭三丁目 神奈川県横浜市磯子区滝頭三丁目１番４２号
ファミリーマート磯子中原二丁目 神奈川県横浜市磯子区中原二丁目９－１
ファミリーマート稲田堤駅前 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤１－３
ファミリーマート稲田堤南口 神奈川県川崎市多摩区菅１－３
ファミリーマート蔭山馬堀海岸 神奈川県横須賀市馬堀海岸４－２－１
ファミリーマート羽鳥五丁目 神奈川県藤沢市羽鳥５－８－３４
ファミリーマート雨宮音楽通り 神奈川県横浜市中区花咲町２－８３
ファミリーマート荏田西一丁目 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－５－３
ファミリーマート荏田西四丁目 神奈川県横浜市青葉区荏田西４丁目７番１
ファミリーマート荏田南三丁目 神奈川県横浜市都筑区荏田南三丁目１－４８
ファミリーマート影取鉄砲宿 神奈川県横浜市戸塚区影取町１５－４
ファミリーマート栄スポーツセンター 神奈川県横浜市栄区公田町５０６－５
ファミリーマート栄飯島町 神奈川県横浜市栄区飯島町１３５６
ファミリーマート永田東一丁目 神奈川県横浜市南区永田東１－６－３７
ファミリーマート円行二丁目 神奈川県藤沢市円行２－１３－１２
ファミリーマート堰三丁目 神奈川県川崎市多摩区堰３丁目１０番４号
ファミリーマート横須賀芦名 神奈川県横須賀市芦名二丁目２０番２８号
ファミリーマート横須賀衣笠 神奈川県横須賀市公郷町３－１－２
ファミリーマート横須賀共済病院 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須賀金谷 神奈川県横須賀市金谷３－１－５
ファミリーマート横須賀御幸浜 神奈川県横須賀市太田和二丁目２番１号
ファミリーマート横須賀光風台 神奈川県横須賀市西浦賀３丁目２３番８号
ファミリーマート横須賀根岸町 神奈川県横須賀市根岸町３－２－８
ファミリーマート横須賀三春町 神奈川県横須賀市三春町１－２１
ファミリーマート横須賀山科台 神奈川県横須賀市山科台１０－１８
ファミリーマート横須賀汐入駅前 神奈川県横須賀市本町３丁目３１
ファミリーマート横須賀若松町 神奈川県横須賀市若松町１－２１－１０
ファミリーマート横須賀須軽谷 神奈川県横須賀市須軽谷３０７－１１
ファミリーマート横須賀船越町 神奈川県横須賀市船越町３丁目２１－２
ファミリーマート横須賀大津町 神奈川県横須賀市大津町２丁目３番７号
ファミリーマート横須賀池上 神奈川県横須賀市池上３－１－６
ファミリーマート横須賀中央 神奈川県横須賀市大滝町２－１２
ファミリーマート横須賀中央駅前 神奈川県横須賀市若松町２－７
ファミリーマート横須賀長井一丁目 神奈川県横須賀市長井１－１４－１６



ファミリーマート横須賀長坂 神奈川県横須賀市長坂３－１１－１１
ファミリーマート横須賀追浜 神奈川県横須賀市浦郷町４－８－１１
ファミリーマート横須賀武四丁目 神奈川県横須賀市武四丁目３６番７号
ファミリーマート横須賀平作 神奈川県横須賀市平作１丁目２番１号
ファミリーマート横浜イセザキモール 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町６－１３６－４
ファミリーマート横浜コットンハーバー 神奈川県横浜市神奈川区星野町１０番
ファミリーマート横浜スタジアム前 神奈川県横浜市中区常盤町１－１
ファミリーマート横浜ビジネスパーク 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町１３４
ファミリーマート横浜ワールドポーターズ 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
ファミリーマート横浜伊勢佐木町 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町５丁目１２５
ファミリーマート横浜伊勢佐木町一丁目 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１－６－５
ファミリーマート横浜羽沢町綿打 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浜栄町 神奈川県横浜市神奈川区栄町２－１
ファミリーマート横浜駅西口 神奈川県横浜市西区北幸二丁目２番地６
ファミリーマート横浜駅東口 神奈川県横浜市神奈川区金港町５－３２
ファミリーマート横浜岡野一丁目 神奈川県横浜市西区岡野１－１４－１横浜メディカルセンタービル
ファミリーマート横浜釜台町 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町４６－１２
ファミリーマート横浜釜利谷南 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南２丁目４－６
ファミリーマート横浜鴨居駅前 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１５番７号
ファミリーマート横浜希望ヶ丘 神奈川県横浜市旭区南希望が丘６７
ファミリーマート横浜菊名 神奈川県横浜市港北区菊名６－１２－１２
ファミリーマート横浜吉野町 神奈川県横浜市南区吉野町５丁目２７番地（ＴＫ５２７ビル１Ｆ）
ファミリーマート横浜吉野町駅前 神奈川県横浜市南区吉野町３－１６
ファミリーマート横浜駒岡三丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡三丁目１８－１０
ファミリーマート横浜駒岡二丁目 神奈川県横浜市鶴見区駒岡二丁目８番３０号
ファミリーマート横浜権太坂 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元町 神奈川県横浜市中区石川町一丁目１４
ファミリーマート横浜元浜町 神奈川県横浜市中区元浜町４丁目４０
ファミリーマート横浜戸塚小前 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１４５
ファミリーマート横浜戸部七丁目 神奈川県横浜市西区戸部町７－２２１－１１クリオ横浜セントラルマークス１階
ファミリーマート横浜戸部中央 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１Ｆ
ファミリーマート横浜公園前 神奈川県横浜市中区山下町１９５－１
ファミリーマート横浜公田町 神奈川県横浜市栄区公田町１６３８番地４８
ファミリーマート横浜綱島東 神奈川県横浜市港北区綱島東２丁目６－４０
ファミリーマート横浜高島町 神奈川県横浜市西区高島２－６－３８
ファミリーマート横浜高島二丁目 神奈川県横浜市西区高島２－１４－１５　裕善ビル
ファミリーマート横浜国立大学東 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町３１０番１
ファミリーマート横浜今井町 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山王町 神奈川県横浜市南区山王町２丁目２２－１４
ファミリーマート横浜子安通三丁目 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
ファミリーマート横浜蒔田 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汐見台 神奈川県横浜市磯子区汐見台１丁目６－２
ファミリーマート横浜狩場町 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町１００番地３
ファミリーマート横浜宿町 神奈川県横浜市南区宿町２－３６
ファミリーマート横浜上白根 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上飯田 神奈川県横浜市泉区上飯田町３６４７番地１
ファミリーマート横浜上飯田団地 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常盤台 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台３１－２４
ファミリーマート横浜常盤町 神奈川県横浜市中区常盤町二丁目１１番１号セドル・ブランシュ常盤町
ファミリーマート横浜新川町 神奈川県横浜市南区新川町２－３－３
ファミリーマート横浜神大寺一丁目 神奈川県横浜市神奈川区神大寺１－２－２
ファミリーマート横浜神大寺三丁目 神奈川県横浜市神奈川区神大寺３－３３－９
ファミリーマート横浜神大寺四丁目 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神之木町 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－４４
ファミリーマート横浜星川駅前 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
ファミリーマート横浜西寺尾一丁目 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾一丁目１８－２
ファミリーマート横浜西神奈川三丁目 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３丁目６ー５
ファミリーマート横浜青木町 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青葉新石川 神奈川県横浜市青葉区新石川１丁目２６番５
ファミリーマート横浜石川町 神奈川県横浜市中区石川町５－２１１－１
ファミリーマート横浜折本町 神奈川県横浜市都筑区折本町３２８番地３
ファミリーマート横浜千歳橋 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浅間町 神奈川県横浜市西区浅間町３－１７４－２
ファミリーマート横浜大口駅前 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３３－３
ファミリーマート横浜大桟橋通り 神奈川県横浜市中区山下町２２３番地１　ＮＵ関内ビル
ファミリーマート横浜沢渡 神奈川県横浜市神奈川区沢渡２番地２
ファミリーマート横浜中山町 神奈川県横浜市緑区中山一丁目９番６号



ファミリーマート横浜中川中央 神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目２９番３６号
ファミリーマート横浜町田マルハン 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町３３番５
ファミリーマート横浜長者町九丁目 神奈川県横浜市中区長者町９－１７０
ファミリーマート横浜長津田町 神奈川県横浜市緑区長津田町２３１６－１
ファミリーマート横浜鶴見元宮 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鶴見小野 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町四丁目１５４番地３２
ファミリーマート横浜鶴見豊岡 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１７―１０
ファミリーマート横浜天王町 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町２丁目３６－５　第一増田ビル
ファミリーマート横浜都筑池辺町 神奈川県横浜市都筑区池辺町４３３７番地
ファミリーマート横浜東高校前 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１丁目２６番１１
ファミリーマート横浜東本郷 神奈川県横浜市緑区東本郷６丁目２－１０
ファミリーマート横浜藤が丘 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１丁目１６－１０
ファミリーマート横浜南幸二丁目 神奈川県横浜市西区南幸２－９－１７ＡＣ横浜ビル
ファミリーマート横浜南高校前 神奈川県横浜市港南区港南２－２８－３０
ファミリーマート横浜楠町 神奈川県横浜市西区楠町１１－２
ファミリーマート横浜入江二丁目 神奈川県横浜市神奈川区入江２－１５－１５
ファミリーマート横浜馬車道 神奈川県横浜市中区常盤町４－４７
ファミリーマート横浜白根 神奈川県横浜市旭区白根４丁目１９－１０
ファミリーマート横浜反町一丁目 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不老町 神奈川県横浜市中区不老町１‐３‐６
ファミリーマート横浜富岡西七丁目 神奈川県横浜市金沢区富岡西７丁目３－５
ファミリーマート横浜富岡東 神奈川県横浜市金沢区富岡東６丁目３１－１８
ファミリーマート横浜舞岡町 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町７６９－１
ファミリーマート横浜片倉一丁目 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－２８－１
ファミリーマート横浜片倉町 神奈川県横浜市神奈川区片倉２丁目７１－１３
ファミリーマート横浜本牧 神奈川県横浜市中区根岸町１－１
ファミリーマート横浜本牧通り 神奈川県横浜市中区本牧宮原７－５
ファミリーマート横浜万国橋 神奈川県横浜市中区海岸通五丁目２５番地２－１１号
ファミリーマート横浜野庭 神奈川県横浜市港南区野庭町１２６６
ファミリーマート横浜野毛仲通り 神奈川県横浜市中区花咲町１丁目３８
ファミリーマート横浜弥生町 神奈川県横浜市中区弥生町２－１７－１－１０１
ファミリーマート横浜矢向一丁目 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洋光台 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目１６番１６号
ファミリーマート横浜立場駅 神奈川県横浜市泉区中田西１－１－３０
ファミリーマート横浜和泉町 神奈川県横浜市泉区和泉中央北四丁目１３番地１号
ファミリーマート王禅寺西 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西３－２７－８
ファミリーマート黄金町駅前 神奈川県横浜市南区白金町１－１
ファミリーマート岡村 神奈川県横浜市磯子区岡村１－７－１
ファミリーマート岡田屋元住吉 神奈川県川崎市中原区木月２－１０－１
ファミリーマート下永谷 神奈川県横浜市港南区日限山１丁目５７－３７
ファミリーマート下瀬谷二丁目 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷２－１７
ファミリーマート下末吉 神奈川県横浜市鶴見区下末吉４－３２－１４
ファミリーマート加藤東林間 神奈川県相模原市南区東林間６－１９－１５
ファミリーマート海老名メディカルプラザ 神奈川県海老名市中新田４３９－１
ファミリーマート海老名運動公園前 神奈川県海老名市社家１１８１－１
ファミリーマート海老名下今泉 神奈川県海老名市下今泉一丁目８番３５号
ファミリーマート海老名社家 神奈川県海老名市社家２０７番２
ファミリーマート海老名上河内 神奈川県海老名市上河内字永池３１３番１
ファミリーマート海老名総合病院 神奈川県海老名市河原口１３２０
ファミリーマート海老名中新田五丁目 神奈川県海老名市中新田五丁目１番３号
ファミリーマート海老名東柏ヶ谷 神奈川県海老名市東柏ヶ谷一丁目１４番３２
ファミリーマート開成延沢 神奈川県足柄上郡開成町延沢６１５－１
ファミリーマート開成宮台 神奈川県足柄上郡開成町宮台２４３－１
ファミリーマート柿生駅前 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３８－１
ファミリーマート柿生駅北口 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３９－３０
ファミリーマート梶が谷駅南 神奈川県川崎市高津区末長１－９－１
ファミリーマート釜台町 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町４４－１６
ファミリーマート鎌倉駅西口 神奈川県鎌倉市御成町１１－５
ファミリーマート鎌倉駅東口 神奈川県鎌倉市小町１－２－１６
ファミリーマート鎌倉御成町 神奈川県鎌倉市御成町９－２８
ファミリーマート鎌倉植木 神奈川県鎌倉市植木５８６
ファミリーマート鎌倉雪ノ下 神奈川県鎌倉市雪ノ下３－４－２５
ファミリーマート鎌倉長谷 神奈川県鎌倉市長谷１－８－５
ファミリーマート鎌倉津 神奈川県鎌倉市津６７０－３
ファミリーマート鎌倉二の鳥居 神奈川県鎌倉市小町２－１５－１
ファミリーマート鴨宮巡礼街道 神奈川県小田原市鴨宮３４５－８
ファミリーマート茅ヶ崎サザン通り 神奈川県茅ヶ崎市中海岸１丁目１－５０
ファミリーマート茅ヶ崎駅前 神奈川県茅ヶ崎市元町２－４



ファミリーマート茅ヶ崎円蔵一丁目 神奈川県茅ヶ崎市円蔵１－１９－４３
ファミリーマート茅ヶ崎高田四丁目 神奈川県茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０
ファミリーマート茅ヶ崎小和田三丁目 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赤羽根 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根２２５２－１
ファミリーマート茅ケ崎中島 神奈川県茅ヶ崎市中島９４９－１
ファミリーマート茅ヶ崎中島北 神奈川県茅ヶ崎市中島２５４番地３
ファミリーマート茅ヶ崎堤坂下 神奈川県茅ヶ崎市堤２３０９－１　他（地番）
ファミリーマート茅ケ崎東海岸北 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北三丁目１０－２０
ファミリーマート茅ヶ崎富士見町 神奈川県茅ヶ崎市富士見町６番１０号
ファミリーマート茅ヶ崎北口 神奈川県茅ヶ崎市新栄町５５８１番９　他１筆
ファミリーマート寒川一之宮 神奈川県高座郡寒川町一之宮一丁目１０－４１
ファミリーマート寒川一之宮南 神奈川県高座郡寒川町一之宮八丁目１１番３７号
ファミリーマート寒川宮山 神奈川県高座郡寒川町宮山２０８８－４
ファミリーマート寒川倉見東 神奈川県高座郡寒川町倉見２１１９－２
ファミリーマート観音二丁目 神奈川県川崎市川崎区観音２丁目１番１４号
ファミリーマート関内羽衣町 神奈川県横浜市中区羽衣町２－８－５
ファミリーマート関内駅前 神奈川県横浜市中区港町２丁目９－２
ファミリーマート関内大通り 神奈川県横浜市中区相生町４丁目６４
ファミリーマート関内弁天通り 神奈川県横浜市中区弁天通３－４８
ファミリーマート関内蓬莱町 神奈川県横浜市中区蓬莱町３－１０４－１トウセン関内ビル
ファミリーマート丸子通り 神奈川県川崎市中原区丸子通２－６８２－１
ファミリーマート岸谷 神奈川県横浜市鶴見区岸谷１－２６－９
ファミリーマート希望ケ丘 神奈川県横浜市旭区中希望ケ丘１０２番地
ファミリーマート菊名駅東口 神奈川県横浜市港北区菊名４－３－２１
ファミリーマート久地 神奈川県川崎市多摩区宿河原６－３３－２－１０１
ファミリーマート久野 神奈川県小田原市久野４７０番地の１
ファミリーマート久里浜港前 神奈川県横須賀市久里浜８－１７－４
ファミリーマート久里浜二丁目 神奈川県横須賀市久里浜２－２４－６
ファミリーマート宮崎一丁目 神奈川県川崎市宮前区宮崎一丁目８番地１１
ファミリーマート宮崎台駅前 神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目８番地２９
ファミリーマート宮崎二丁目 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－３－１１
ファミリーマート宮前犬蔵一丁目 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１－８－２８
ファミリーマート宮前初山 神奈川県川崎市宮前区初山１－１９－１９
ファミリーマート宮前小台一丁目 神奈川県川崎市宮前区小台１－１５－６
ファミリーマート宮前南野川 神奈川県川崎市宮前区南野川１丁目３１番地１４号
ファミリーマート宮前平駅前 神奈川県川崎市宮前区宮前平２－１５－３
ファミリーマート汲沢八丁目 神奈川県横浜市戸塚区汲沢８丁目１０－１
ファミリーマート京急久里浜駅前 神奈川県横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル
ファミリーマート京急川崎駅前 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１０－５
ファミリーマート京急鶴見駅前 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目２３－９藤ビル１階
ファミリーマート京町三丁目 神奈川県川崎市川崎区京町３－３１－４
ファミリーマート京浜堀之内 神奈川県横須賀市三春町３－３６
ファミリーマート橋戸三丁目 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸３－２５－６
ファミリーマート橋本駅南口 神奈川県相模原市緑区橋本２－２－４
ファミリーマート橋本五丁目 神奈川県相模原市緑区橋本五丁目６－１８
ファミリーマート橋本三丁目 神奈川県相模原市緑区橋本３－１９－１７
ファミリーマート橋本七丁目 神奈川県相模原市緑区橋本７－５－２１
ファミリーマート金沢幸浦一丁目 神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目１２－１
ファミリーマート金沢瀬ケ崎 神奈川県横浜市金沢区六浦東二丁目４番６号
ファミリーマート金沢鳥浜町 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町５番２１　他１筆
ファミリーマート金沢八景駅前 神奈川県横浜市金沢区瀬戸１７番１２号
ファミリーマート金沢富岡 神奈川県横浜市金沢区富岡東１－２０－５
ファミリーマート金沢柳町 神奈川県横浜市金沢区柳町１８‐７
ファミリーマート金沢柳町東 神奈川県横浜市金沢区柳町３４－２１（地番）
ファミリーマート金程住宅 神奈川県川崎市麻生区金程４丁目４－１
ファミリーマート桂台二丁目 神奈川県横浜市青葉区桂台２－３０－１７
ファミリーマート戸塚ＰＡ 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町８４９
ファミリーマート戸塚駅西口 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Ｄ１０４
ファミリーマート戸塚駅北 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町６００５番地３
ファミリーマート戸塚下倉田町 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６
ファミリーマート戸塚吉田町 神奈川県横浜市戸塚区吉田町１４６－１
ファミリーマート戸塚鳥が丘 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘１２－１
ファミリーマート戸塚名瀬町 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町７９２－１１
ファミリーマート戸塚矢沢 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４８１２
ファミリーマート戸部駅東 神奈川県横浜市西区戸部本町４７番４号
ファミリーマート厚木インター 神奈川県厚木市岡田３２０３
ファミリーマート厚木もとちょう 神奈川県厚木市元町３－２５
ファミリーマート厚木旭町 神奈川県厚木市旭町２－１－１４



ファミリーマート厚木旭町一丁目 神奈川県厚木市旭町１丁目１－４　本厚木松岡ビル１Ｆ
ファミリーマート厚木旭町四丁目 神奈川県厚木市旭町四丁目３－１５
ファミリーマート厚木一番街 神奈川県厚木市中町２丁目７－２１
ファミリーマート厚木栄町二丁目 神奈川県厚木市栄町２丁目１－１６
ファミリーマート厚木岡田団地 神奈川県厚木市岡田１丁目９－１７
ファミリーマート厚木恩名 神奈川県厚木市恩名１－６－７
ファミリーマート厚木下荻野北 神奈川県厚木市下荻野１１７２－４
ファミリーマート厚木及川 神奈川県厚木市及川二丁目２３番１８
ファミリーマート厚木宮の里 神奈川県厚木市飯山４５４８番１
ファミリーマート厚木金田 神奈川県厚木市金田３６４－１
ファミリーマート厚木妻田北 神奈川県厚木市妻田北３丁目９番２４号
ファミリーマート厚木三田 神奈川県厚木市三田３１８８番地１
ファミリーマート厚木三田東 神奈川県厚木市三田字仲町１５７９番１　他２筆
ファミリーマート厚木市立病院 神奈川県厚木市水引一丁目１６番３６号
ファミリーマート厚木上依知 神奈川県厚木市上依知５１３－１
ファミリーマート厚木上荻野 神奈川県厚木市上荻野２４５‐１
ファミリーマート厚木中町三丁目 神奈川県厚木市中町３丁目１１－２０
ファミリーマート厚木長谷 神奈川県厚木市長谷２９２－１
ファミリーマート厚木長谷南 神奈川県厚木市長谷６番３４
ファミリーマート厚木飯山 神奈川県厚木市飯山３０８８－１
ファミリーマート厚木北マルハン 神奈川県厚木市下荻野１２００番１３
ファミリーマート向ヶ丘遊園駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸２７３７－１
ファミリーマート向ケ丘遊園南口 神奈川県川崎市多摩区登戸２６９２－１
ファミリーマート向ヶ丘遊園北口 神奈川県川崎市多摩区登戸２０１０－２
ファミリーマート幸浦二丁目 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１－２０
ファミリーマート幸区役所前 神奈川県川崎市幸区戸手本町１－４７
ファミリーマート広屋蒔田 神奈川県横浜市南区宮元町４－８６
ファミリーマート弘明寺中里 神奈川県横浜市南区中里３丁目１－５
ファミリーマート江ヶ崎町 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町１６番１３号
ファミリーマート江田駅前 神奈川県横浜市青葉区荏田町２３６４－５
ファミリーマート港南下永谷六丁目 神奈川県横浜市港南区下永谷六丁目２番８号
ファミリーマート港南台インター 神奈川県横浜市磯子区洋光台６－３－７
ファミリーマート港南台ガーデン 神奈川県横浜市港南区港南台４－３５－１８
ファミリーマート港南台三丁目 神奈川県横浜市港南区港南台３丁目２３－３３
ファミリーマート港南台八丁目 神奈川県横浜市港南区港南台８－３５－１
ファミリーマート港南中央通 神奈川県横浜市港南区港南中央通８－４１
ファミリーマート港北ＰＡ下り 神奈川県横浜市緑区北八朔町２１６０
ファミリーマート港北師岡町 神奈川県横浜市港北区師岡町３８９－１
ファミリーマート港北篠原町 神奈川県横浜市港北区篠原町２８６８－６
ファミリーマート港北新吉田 神奈川県横浜市港北区新吉田東８丁目１２－３
ファミリーマート港北太尾町 神奈川県横浜市港北区大倉山四丁目１５番３０号
ファミリーマート港北大倉山 神奈川県横浜市港北区大倉山六丁目２９番２１号
ファミリーマート溝の口栄橋 神奈川県川崎市高津区溝口２丁目６番３０号
ファミリーマート溝口一丁目 神奈川県川崎市高津区溝口１－１３－２２
ファミリーマート高座渋谷駅 神奈川県大和市渋谷６－１６－３　小田急マルシェ高座渋谷
ファミリーマート高津下野毛 神奈川県川崎市高津区下野毛一丁目１３番１号
ファミリーマート高田東一丁目 神奈川県横浜市港北区高田東１－１３－２５
ファミリーマート高梨米が浜 神奈川県横須賀市米が浜通２－１－４
ファミリーマート国際親善総合病院 神奈川県横浜市泉区西が岡１－２８－１
ファミリーマート鵠沼海岸 神奈川県藤沢市鵠沼海岸２－２－１５
ファミリーマート鵠沼海岸七丁目 神奈川県藤沢市鵠沼海岸七丁目１９番２０号
ファミリーマート今井南町 神奈川県川崎市中原区今井南町２７－１５
ファミリーマート今宿一丁目 神奈川県横浜市旭区今宿１丁目１番１号
ファミリーマート今宿西町 神奈川県横浜市旭区今宿西町１９２－１
ファミリーマート今宿東町 神奈川県横浜市旭区今宿東町１６５９－１
ファミリーマート根岸駅北 神奈川県横浜市磯子区東町１１－１０
ファミリーマート佐原四丁目 神奈川県横須賀市佐原四丁目１－５
ファミリーマート佐江戸 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町７００番地
ファミリーマート佐野寅二安浦 神奈川県横須賀市安浦町２－２７
ファミリーマート座間ひばりが丘 神奈川県座間市ひばりが丘４－５－５
ファミリーマート座間ひばりが丘二丁目 神奈川県座間市ひばりが丘二丁目１５番２１
ファミリーマート座間一丁目 神奈川県座間市座間１－３３４７－３
ファミリーマート座間栗原中央 神奈川県座間市栗原中央４丁目２８番２６号
ファミリーマート座間小松原 神奈川県座間市小松原二丁目２３番２５号
ファミリーマート座間相模が丘一丁目 神奈川県座間市相模が丘一丁目１２－１５
ファミリーマート座間相模が丘五丁目 神奈川県座間市相模が丘５丁目２９－５１
ファミリーマート座間相模が丘二丁目 神奈川県座間市相模が丘２－３０－１３
ファミリーマート座間入谷西 神奈川県座間市入谷西一丁目９－９



ファミリーマート座間郵便局前 神奈川県座間市相模が丘一丁目９－２２
ファミリーマート細谷古淵 神奈川県相模原市南区古淵１－３４－１３
ファミリーマート細谷大野台 神奈川県相模原市南区大野台２－２５－３
ファミリーマート阪東橋東口 神奈川県横浜市南区高根町２－１３
ファミリーマート鷺沼駅前 神奈川県川崎市宮前区鷺沼３－１－２０
ファミリーマート作の口小学校前 神奈川県相模原市緑区下九沢４６８番１
ファミリーマート桜木町弁天橋 神奈川県横浜市中区太田町６－８７
ファミリーマート笹下四丁目 神奈川県横浜市港南区笹下４丁目１３番２０号
ファミリーマート三ツ境駅東 神奈川県横浜市旭区東希望が丘２２３
ファミリーマート三ツ境駅南口 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境８－４
ファミリーマート三ツ沢上町駅前 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町５－２１
ファミリーマート三ツ池公園口 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾２－８－９
ファミリーマート三浦三崎 神奈川県三浦市三崎５丁目２－１
ファミリーマート三河屋上鶴間 神奈川県相模原市南区上鶴間本町８－５－５
ファミリーマート三崎原町 神奈川県三浦市原町２－２２
ファミリーマート三崎口 神奈川県三浦市初声町三戸字はた２３７－７
ファミリーマート山下公園前 神奈川県横浜市中区山下町１２－２グランブリエ横濱山下公園１０１
ファミリーマート山下町 神奈川県横浜市中区山下町１５７－３
ファミリーマート山下町南 神奈川県横浜市中区山下町１６３
ファミリーマート山中屋高津駅前 神奈川県川崎市高津区溝口４－５－５
ファミリーマート山北町 神奈川県足柄上郡山北町山北７４１番地１
ファミリーマート山北平山 神奈川県足柄上郡山北町平山１７８番地１９
ファミリーマート市が尾駅前 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０６３－１０
ファミリーマート市ヶ尾駅北口 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１７０－６内野ビル
ファミリーマート市沢町 神奈川県横浜市旭区市沢町９１９－３１
ファミリーマート獅子ヶ谷二丁目 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷２－３９－９
ファミリーマート蒔田駅前 神奈川県横浜市南区宮元町三丁目４６番２
ファミリーマート鹿島田駅前 神奈川県川崎市幸区新塚越２０１
ファミリーマート十日市場 神奈川県横浜市緑区十日市場町８４７－１１
ファミリーマート渋沢南 神奈川県秦野市曲松１－４－１３
ファミリーマート宿河原駅前 神奈川県川崎市多摩区宿河原３－５－４
ファミリーマート宿河原西 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－１５－２５
ファミリーマート宿河原二丁目 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４５－１８
ファミリーマート宿町四丁目 神奈川県横浜市南区宿町４－７０－６
ファミリーマート小浦権太坂 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂二丁目５－７
ファミリーマート小浦新杉田 神奈川県横浜市磯子区杉田４丁目１－１
ファミリーマート小浦杉田駅前 神奈川県横浜市磯子区杉田２－１－１
ファミリーマート小向西町 神奈川県川崎市幸区小向西町４丁目１０６
ファミリーマート小向西町一丁目 神奈川県川崎市幸区小向西町１丁目１０番地
ファミリーマート小杉法政通り 神奈川県川崎市中原区市ノ坪２６
ファミリーマート小田急相模原南口 神奈川県相模原市南区松ヶ枝町２５－１６
ファミリーマート小田原たじま 神奈川県小田原市田島１１番地１
ファミリーマート小田原駅東口 神奈川県小田原市栄町１丁目２－１
ファミリーマート小田原荻窪 神奈川県小田原市荻窪４７３
ファミリーマート小田原下堀 神奈川県小田原市下堀５３－１
ファミリーマート小田原蛍田 神奈川県小田原市蓮正寺４７０－２２０
ファミリーマート小田原国府津 神奈川県小田原市国府津２４９４番地の１
ファミリーマート小田原酒匂 神奈川県小田原市酒匂２丁目１３番２２号ヴィラコ－ト酒匂１０１
ファミリーマート小田原小八幡 神奈川県小田原市小八幡７６７－５
ファミリーマート小田原新屋 神奈川県小田原市新屋４５－２
ファミリーマート小田原千代 神奈川県小田原市千代３２７番地
ファミリーマート小田原中曽根 神奈川県小田原市中曽根６６
ファミリーマート小田原中村原 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町 神奈川県小田原市中町３－１１－２５
ファミリーマート小田原東町 神奈川県小田原市東町一丁目７番９号
ファミリーマート小田原飯泉橋 神奈川県小田原市飯泉９９３－１
ファミリーマート小田本通り 神奈川県川崎市川崎区浅田２－９－７
ファミリーマート松が丘二丁目 神奈川県相模原市中央区松が丘２－２６－９
ファミリーマート松山横須賀あわた 神奈川県横須賀市粟田２丁目４－９
ファミリーマート松山横須賀インター 神奈川県横須賀市池上６丁目３－１
ファミリーマート松山釜利谷 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５
ファミリーマート松山金沢文庫 神奈川県横浜市金沢区寺前１丁目３番８号
ファミリーマート松山圏央厚木ＩＣ 神奈川県厚木市下依知一丁目８番８号
ファミリーマート松山公郷 神奈川県横須賀市公郷町１－５２－８
ファミリーマート松山明神台 神奈川県横浜市保土ケ谷区明神台２－８
ファミリーマート松田町 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１８６７番地
ファミリーマート湘南めぐみが丘 神奈川県平塚市上吉沢２２０－２
ファミリーマート湘南ライフタウン 神奈川県藤沢市大庭５３４９－９



ファミリーマート湘南江ノ島 神奈川県藤沢市片瀬海岸１－１１－９
ファミリーマート湘南港が丘 神奈川県横須賀市港が丘１－１
ファミリーマート湘南松尾 神奈川県茅ヶ崎市松尾４番１７号
ファミリーマート湘南台一丁目 神奈川県藤沢市湘南台１－１２－１
ファミリーマート湘南台駅西口 神奈川県藤沢市湘南台２－２－６
ファミリーマート湘南台駅東口 神奈川県藤沢市湘南台１－４－１小田急マルシェ１Ｆ
ファミリーマート湘南台二丁目 神奈川県藤沢市湘南台２丁目１２番１号
ファミリーマート湘南台文化センター前 神奈川県藤沢市湘南台５丁目４－５
ファミリーマート湘南東海岸 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１－１－１
ファミリーマート湘南二宮 神奈川県中郡二宮町二宮１３５２－２
ファミリーマート湘南薬品戸塚西口 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１　戸塚西口共同ビルＡ３０４
ファミリーマート上永谷二丁目 神奈川県横浜市港南区上永谷２－１６
ファミリーマート上丸子天神町 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町４５－２
ファミリーマート上溝七曲り 神奈川県相模原市中央区上溝１２４９－６
ファミリーマート上作延 神奈川県川崎市高津区上作延２８４－４
ファミリーマート上新城一丁目 神奈川県川崎市中原区上新城１－２－３１
ファミリーマート上大岡駅前 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目１６番２５号上大岡ファースト
ファミリーマート上大岡駅南 神奈川県横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３　ミツワ第２ビル
ファミリーマート新井町 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町４０９－１
ファミリーマート新栄町 神奈川県横浜市都筑区新栄町１３
ファミリーマート新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜１－４－７
ファミリーマート新横浜駅西 神奈川県横浜市港北区篠原町３２３６－１
ファミリーマート新横浜駅前 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目４番地１５
ファミリーマート新横浜三丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番地１１
ファミリーマート新横浜中央通り 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１２－２２
ファミリーマート新横浜二丁目 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１５－１
ファミリーマート新丸子駅西口 神奈川県川崎市中原区新丸子町７３７－１
ファミリーマート新丸子駅東 神奈川県川崎市中原区新丸子東２丁目９０５－５
ファミリーマート新山下 神奈川県横浜市中区新山下１－９－６
ファミリーマート新松田 神奈川県足柄上郡松田町惣領２０３－３
ファミリーマート新石川２４６ 神奈川県横浜市青葉区荏田町１３４－１
ファミリーマート新川崎三井ビルＷＴ 神奈川県川崎市幸区鹿島田１丁目１番２号
ファミリーマート新百合ケ丘駅前 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１６－７
ファミリーマート深見西一丁目 神奈川県大和市深見西１－２－３２
ファミリーマート深谷中学校前 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１１３６
ファミリーマート神大入口 神奈川県横浜市神奈川区六角橋二丁目４番１９号
ファミリーマート神奈川リハビリテーション病院 神奈川県厚木市七沢５１６－１
ファミリーマート神奈川県警察本部 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
ファミリーマート神明町二丁目 神奈川県川崎市幸区神明町２丁目４３番地
ファミリーマート神木本町二丁目 神奈川県川崎市宮前区神木本町２丁目３番５号
ファミリーマート秦野ひらさわ 神奈川県秦野市平沢２９４番地の２
ファミリーマート秦野運動公園東 神奈川県秦野市曽屋６８７番３５
ファミリーマート秦野市役所前 神奈川県秦野市桜町１－４－１
ファミリーマート秦野曽屋 神奈川県秦野市曽屋１３３７－１
ファミリーマート秦野中井インター 神奈川県秦野市西大竹字久保６９２番１他５筆
ファミリーマート秦野中央 神奈川県秦野市曽屋７－１
ファミリーマート秦野鶴巻 神奈川県秦野市鶴巻北２丁目５－３４
ファミリーマート秦野南矢名 神奈川県秦野市南矢名２２８８番地の１
ファミリーマート秦野本町 神奈川県秦野市本町２丁目１－１
ファミリーマート秦野本町二丁目 神奈川県秦野市本町２丁目５－１１－１
ファミリーマート逗子・葉山駅前 神奈川県逗子市逗子５－１－２３
ファミリーマート逗子インター 神奈川県逗子市沼間６－６－３
ファミリーマート逗子山の根 神奈川県逗子市山の根１－２－３２
ファミリーマート逗子渚橋 神奈川県逗子市桜山８－１６－１５
ファミリーマート水沢三丁目 神奈川県川崎市宮前区水沢三丁目１２－２
ファミリーマート瀬谷阿久和西四丁目 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西四丁目７－１
ファミリーマート瀬谷駅北口 神奈川県横浜市瀬谷区中央１－６　第５白鳳ビル１Ｆ
ファミリーマート瀬谷卸本町 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町７５９６－９
ファミリーマート瀬谷相沢 神奈川県横浜市瀬谷区相沢２－６－１
ファミリーマート瀬谷中央 神奈川県横浜市瀬谷区中央７番地３５
ファミリーマート瀬谷北町 神奈川県横浜市瀬谷区北町３－１２
ファミリーマート星川二丁目 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川２丁目８－２２
ファミリーマート清新六丁目 神奈川県相模原市中央区清新６－１８－１５
ファミリーマート生田駅東 神奈川県川崎市多摩区生田７－３－１
ファミリーマート生麦 神奈川県横浜市鶴見区生麦３－２－２１
ファミリーマート生麦駅西口 神奈川県横浜市鶴見区岸谷１丁目２２－２２　ルミエール大谷
ファミリーマート聖マリアンナ医大横浜市西部病院 神奈川県横浜市旭区矢指町１１９７－１
ファミリーマート西橋本二丁目 神奈川県相模原市緑区西橋本２－２７－１



ファミリーマート西寺尾二丁目 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾２－３１－１７
ファミリーマート西生田 神奈川県川崎市多摩区西生田１－１５－５
ファミリーマート西八朔町 神奈川県横浜市緑区西八朔町１２０１－１
ファミリーマート青葉しらとり台 神奈川県横浜市青葉区しらとり台１－１
ファミリーマート青葉すみよし台 神奈川県横浜市青葉区すみよし台３７－１
ファミリーマート青葉荏田北 神奈川県横浜市青葉区荏田北３－８－８
ファミリーマート青葉若草台 神奈川県横浜市青葉区若草台１８番地１
ファミリーマート青葉台駅南 神奈川県横浜市青葉区榎が丘１－９　青葉台由樹ビル
ファミリーマート青葉大場町 神奈川県横浜市青葉区大場町６００－２
ファミリーマート青葉嶮山 神奈川県横浜市青葉区大場町７０４番地５０
ファミリーマート仙谷 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷２－８－１
ファミリーマート川崎チネチッタ通り 神奈川県川崎市川崎区小川町１－２６
ファミリーマート川崎ロイネット 神奈川県川崎市川崎区砂子２丁目６－１５
ファミリーマート川崎旭町一丁目 神奈川県川崎市川崎区旭町１丁目９－１
ファミリーマート川崎駅西 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塩浜 神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目８番６
ファミリーマート川崎下作延 神奈川県川崎市高津区下作延３丁目１４番３３号
ファミリーマート川崎下有馬 神奈川県川崎市宮前区東有馬４－１１－２
ファミリーマート川崎蟹ヶ谷 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷３－３
ファミリーマート川崎貝塚一丁目 神奈川県川崎市川崎区貝塚１丁目１番１号
ファミリーマート川崎梶が谷駅前 神奈川県川崎市高津区末長１２０－２
ファミリーマート川崎梶ケ谷 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷２－１－１
ファミリーマート川崎苅宿 神奈川県川崎市中原区苅宿１５番５号
ファミリーマート川崎宮前南平台 神奈川県川崎市宮前区南平台１８－１３
ファミリーマート川崎宮内一丁目 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目４－１７
ファミリーマート川崎宮内三丁目 神奈川県川崎市中原区宮内３丁目１０－７
ファミリーマート川崎興和ビル 神奈川県川崎市幸区堀川町６６－２
ファミリーマート川崎元住吉 神奈川県川崎市中原区木月１丁目３２番１　青木ビル１階
ファミリーマート川崎元住吉駅前 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向ケ丘 神奈川県川崎市高津区向ケ丘５５－１
ファミリーマート川崎高津駅前 神奈川県川崎市高津区二子４丁目１－６
ファミリーマート川崎高津千年 神奈川県川崎市高津区千年４０
ファミリーマート川崎砂子 神奈川県川崎市川崎区砂子１－８－６
ファミリーマート川崎坂戸 神奈川県川崎市高津区坂戸２－７－１３
ファミリーマート川崎坂戸二丁目 神奈川県川崎市高津区坂戸２丁目１３－２５
ファミリーマート川崎鷺沼 神奈川県川崎市宮前区鷺沼二丁目６番地４
ファミリーマート川崎小川町 神奈川県川崎市川崎区小川町２－７アイヴィタワー１Ｆ
ファミリーマート川崎新作二丁目 神奈川県川崎市高津区新作２－１１－１３
ファミリーマート川崎千年 神奈川県川崎市高津区千年７８２番地１
ファミリーマート川崎川中島二丁目 神奈川県川崎市川崎区川中島二丁目６番１２号
ファミリーマート川崎多摩病院前 神奈川県川崎市多摩区宿河原１－１－４０
ファミリーマート川崎大師駅前 神奈川県川崎市川崎区大師駅前１－５－５
ファミリーマート川崎大師駅前二丁目 神奈川県川崎市川崎区大師駅前二丁目１１番１３
ファミリーマート川崎大島五丁目 神奈川県川崎市川崎区大島五丁目３１－１０
ファミリーマート川崎第三京浜入口 神奈川県川崎市高津区末長４丁目９番１１号
ファミリーマート川崎中丸子 神奈川県川崎市中原区中丸子５４９番１
ファミリーマート川崎中瀬 神奈川県川崎市川崎区中瀬３丁目２－１６
ファミリーマート川崎殿町 神奈川県川崎市川崎区殿町２丁目５－９
ファミリーマート川崎殿町三丁目 神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目１９番１０号
ファミリーマート川崎田町 神奈川県川崎市川崎区田町一丁目３－１２
ファミリーマート川崎登戸 神奈川県川崎市多摩区登戸２８５－１
ファミリーマート川崎東田町 神奈川県川崎市川崎区東田町２－１０
ファミリーマート川崎東百合丘 神奈川県川崎市麻生区東百合丘３丁目１２番１３号
ファミリーマート川崎東門前 神奈川県川崎市川崎区東門前三丁目５番地６
ファミリーマート川崎藤崎 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－４－７
ファミリーマート川崎南幸町 神奈川県川崎市幸区南幸町一丁目７番地５
ファミリーマート川崎南野川 神奈川県川崎市宮前区野川４０５０番地３
ファミリーマート川崎浜町四丁目 神奈川県川崎市川崎区浜町４丁目５番１１号
ファミリーマート川崎浜町二丁目 神奈川県川崎市川崎区浜町２－１５－４
ファミリーマート川崎本町一丁目 神奈川県川崎市川崎区本町１－７－１６平川ビル１階
ファミリーマート川崎麻生片平 神奈川県川崎市麻生区片平２丁目２５番１０号
ファミリーマート川崎有馬 神奈川県川崎市宮前区有馬１丁目２２－９
ファミリーマート川和町 神奈川県横浜市都筑区川和町２３５１－２
ファミリーマート泉かまくらみち 神奈川県横浜市泉区和泉中央南１丁目２１－１０
ファミリーマート泉上飯田町 神奈川県横浜市泉区上飯田町２１２７
ファミリーマート善行駅東口 神奈川県藤沢市善行７－４－１
ファミリーマート双葉笹下一丁目 神奈川県横浜市港南区笹下１－５－１５
ファミリーマート早渕二丁目 神奈川県横浜市都筑区早渕二丁目１－１３



ファミリーマート相原上町 神奈川県横須賀市上町１－８１
ファミリーマート相鉄いずみ野駅 神奈川県横浜市泉区和泉町５７３６
ファミリーマート相鉄かしわ台駅 神奈川県海老名市柏ヶ谷１０２６
ファミリーマート相鉄さがみ野駅 神奈川県海老名市東柏ケ谷２丁目３０－３１
ファミリーマート相鉄横浜駅 神奈川県横浜市西区南幸１丁目５－１
ファミリーマート相鉄希望ヶ丘駅 神奈川県横浜市旭区中希望ヶ丘２６５
ファミリーマート相鉄三ツ境駅 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境４相鉄三ツ境駅
ファミリーマート相鉄湘南台駅 神奈川県藤沢市湘南台２丁目４１－１７
ファミリーマート相鉄瀬谷駅 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４丁目１－１
ファミリーマート相鉄大和駅 神奈川県大和市中央２－１－１
ファミリーマート相鉄鶴ヶ峰駅 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２丁目７８
ファミリーマート相鉄二俣川駅 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目９１－７
ファミリーマート相武台三丁目 神奈川県相模原市南区相武台３丁目２１－３９
ファミリーマート相武台前駅南口 神奈川県座間市相武台３丁目４２番４３号
ファミリーマート相武台団地西 神奈川県相模原市南区新磯野１丁目２１番２号
ファミリーマート相模原マルハン 神奈川県相模原市中央区田名３４４９番１
ファミリーマート相模原鵜野森 神奈川県相模原市南区鵜野森３丁目７－１３
ファミリーマート相模原駅前 神奈川県相模原市中央区相模原３－２－３
ファミリーマート相模原横山三丁目 神奈川県相模原市中央区横山三丁目２４－１７
ファミリーマート相模原横山台 神奈川県相模原市中央区横山台一丁目２９番１０号
ファミリーマート相模原下九沢 神奈川県相模原市緑区下九沢２９１７番１
ファミリーマート相模原下溝 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原宮下本町一丁目 神奈川県相模原市中央区宮下本町１－１１－８
ファミリーマート相模原協同病院 神奈川県相模原市緑区橋本２－８－１８相模原協同病院
ファミリーマート相模原原宿五丁目 神奈川県相模原市緑区原宿５丁目１番５号
ファミリーマート相模原古淵 神奈川県相模原市南区古淵２丁目３－２
ファミリーマート相模原公園入口 神奈川県相模原市南区麻溝台７１２－１
ファミリーマート相模原四丁目 神奈川県相模原市中央区相模原４丁目５番１９号
ファミリーマート相模原鹿沼台二丁目 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２丁目１２番９号淵野辺南口駅前ビル
ファミリーマート相模原若松三丁目 神奈川県相模原市南区若松３丁目３２番９号
ファミリーマート相模原若柳 神奈川県相模原市緑区若柳１４１３番７
ファミリーマート相模原上溝 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上鶴間 神奈川県相模原市南区上鶴間三丁目２－１２
ファミリーマート相模原西橋本 神奈川県相模原市緑区西橋本一丁目１番３号
ファミリーマート相模原相生 神奈川県相模原市中央区相生１丁目１０－８
ファミリーマート相模原大野台六丁目 神奈川県相模原市南区大野台６丁目２１－１２
ファミリーマート相模原中央五丁目 神奈川県相模原市中央区中央５－８－３
ファミリーマート相模原中丸 神奈川県相模原市南区下溝３０８－７
ファミリーマート相模原東原宿 神奈川県相模原市緑区原宿１丁目３－１１
ファミリーマート相模原東林間駅前 神奈川県相模原市南区東林間５丁目２－１
ファミリーマート相模原当麻 神奈川県相模原市南区当麻８７７－１
ファミリーマート相模原番田 神奈川県相模原市中央区上溝２０３９－１
ファミリーマート相模原淵野辺三丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺３丁目１０－１８
ファミリーマート相模原淵野辺四丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺四丁目１７番１４号
ファミリーマート相模原淵野辺本町 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町三丁目７番１６号
ファミリーマート相模原麻溝公園前 神奈川県相模原市南区麻溝台７丁目２番２２号
ファミリーマート相模原麻溝小前 神奈川県相模原市南区当麻１３６４番１
ファミリーマート相模原陽光台五丁目 神奈川県相模原市中央区陽光台五丁目４番７号
ファミリーマート相模原緑が丘 神奈川県相模原市中央区緑が丘２－４４－２５
ファミリーマート相模湖町 神奈川県相模原市緑区与瀬３３２番地１
ファミリーマート相模女子大前 神奈川県相模原市南区相模大野５－１７－２６
ファミリーマート相模大野駅前 神奈川県相模原市南区相模大野７－１－１０
ファミリーマート相模大野銀座通り 神奈川県相模原市南区相模大野６丁目１９－１７
ファミリーマート相模大野三丁目 神奈川県相模原市南区相模大野三丁目２６番１号
ファミリーマート相模大野南口 神奈川県相模原市南区相模大野八丁目２番６号
ファミリーマート相模大野八丁目 神奈川県相模原市南区相模大野八丁目９－１０
ファミリーマート足柄西大井 神奈川県足柄上郡大井町西大井７９１番地３
ファミリーマート多摩区役所北 神奈川県川崎市多摩区登戸１７６４－１（住居表示）
ファミリーマート大井松田インター南 神奈川県足柄上郡大井町金子９４番５
ファミリーマート大井町上大井 神奈川県足柄上郡大井町上大井６６－１
ファミリーマート大磯 神奈川県中郡大磯町大磯９９０
ファミリーマート大磯国府本郷 神奈川県中郡大磯町国府本郷１２５５番１
ファミリーマート大岡五丁目 神奈川県横浜市南区大岡５丁目３－２
ファミリーマート大岡三丁目 神奈川県横浜市南区大岡３丁目２－２５
ファミリーマート大岡二丁目 神奈川県横浜市南区大岡２－３１－２
ファミリーマート大口駅東口 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１－３２
ファミリーマート大綱中学校前 神奈川県横浜市港北区大倉山３－４１－２２
ファミリーマート大船一丁目 神奈川県鎌倉市大船１丁目２５番５号



ファミリーマート大船駅前 神奈川県鎌倉市大船１－８－２
ファミリーマート大船駅東口 神奈川県鎌倉市大船１ー１０ー１８
ファミリーマート大船駅北 神奈川県横浜市栄区笠間１丁目５－１
ファミリーマート大船谷之前 神奈川県鎌倉市大船字谷之前１７４５
ファミリーマート大船中央 神奈川県鎌倉市大船１－９－５
ファミリーマート大船仲通 神奈川県鎌倉市大船１－１１－１６
ファミリーマート大船二丁目 神奈川県鎌倉市大船二丁目２４番３１号
ファミリーマート大曽根 神奈川県横浜市港北区大曽根１－１９－２５
ファミリーマート大倉山一丁目 神奈川県横浜市港北区大倉山１丁目１７－３
ファミリーマート大倉山駅前 神奈川県横浜市港北区大倉山１－３－１３
ファミリーマート大島三丁目 神奈川県川崎市川崎区大島３丁目１７－１２
ファミリーマート大野台二丁目 神奈川県相模原市南区大野台２－５－３
ファミリーマート大和駅南 神奈川県大和市大和南１－３－３
ファミリーマート大和下鶴間 神奈川県大和市下鶴間２７７７－５－６－Ｂ
ファミリーマート大和下鶴間北 神奈川県大和市中央林間９丁目７番２９号
ファミリーマート大和上草柳 神奈川県大和市上草柳１０４－３
ファミリーマート大和深見西 神奈川県大和市深見西２丁目２－２
ファミリーマート大和深見西２４６ 神奈川県大和市深見西六丁目１－２
ファミリーマート大和西鶴間 神奈川県大和市西鶴間８丁目１－５
ファミリーマート大和草柳三丁目 神奈川県大和市草柳３丁目２２－１
ファミリーマート大和代官四丁目 神奈川県大和市代官４－１８－６
ファミリーマート大和代官二丁目 神奈川県大和市代官２－１７－４
ファミリーマート大和中央五丁目 神奈川県大和市中央５－１０－３
ファミリーマート大和東一丁目 神奈川県大和市大和東１－３－１１
ファミリーマート大和東三丁目 神奈川県大和市大和東３－１１－１９
ファミリーマート大和南二丁目 神奈川県大和市大和南２丁目１３－１２
ファミリーマート樽町二丁目 神奈川県横浜市港北区樽町２－１３－５
ファミリーマート鍛冶ヶ谷二丁目 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷２－４２－２
ファミリーマート竹山団地 神奈川県横浜市緑区竹山１－１９－２
ファミリーマート中井ＰＡ下り 神奈川県足柄上郡中井町岩倉５６２－５中井ＰＡ下り線内
ファミリーマート中井ＰＡ上り 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央林間駅前 神奈川県大和市中央林間３－３－８
ファミリーマート中央林間駅東口 神奈川県大和市中央林間４－１４－２０
ファミリーマート中央林間西六丁目 神奈川県大和市中央林間西６丁目１０番５４号
ファミリーマート中幸町三丁目 神奈川県川崎市幸区中幸町３丁目３番２
ファミリーマート中山駅南口 神奈川県横浜市緑区寺山町５９
ファミリーマート中山駅北 神奈川県横浜市緑区中山一丁目５番３号
ファミリーマート中川駅前 神奈川県横浜市都筑区中川１－１０
ファミリーマート中沢二丁目 神奈川県横浜市旭区中沢２－１－８
ファミリーマート中田駅前 神奈川県横浜市泉区中田南３－１－１３
ファミリーマート中白根 神奈川県横浜市旭区中白根３丁目１－１
ファミリーマート中野島南口 神奈川県川崎市多摩区中野島３－１６－２０
ファミリーマート中野島北口 神奈川県川崎市多摩区中野島６－２５－４０
ファミリーマート長後駅東口 神奈川県藤沢市下土棚４７２
ファミリーマート津久井宮が瀬 神奈川県相模原市緑区鳥屋字西門１４０２番１
ファミリーマート津久井三ヶ木 神奈川県相模原市緑区三ヶ木１５９３番地１
ファミリーマート津久井太井 神奈川県相模原市緑区太井２３０番１
ファミリーマート津田山駅北 神奈川県川崎市高津区下作延６丁目１５－１
ファミリーマート追浜本町 神奈川県横須賀市追浜本町一丁目１０６番地
ファミリーマート辻堂駅西口 神奈川県茅ヶ崎市赤松町１３番１号
ファミリーマート辻堂新町三丁目 神奈川県藤沢市辻堂新町３－２－３６
ファミリーマート辻堂神台 神奈川県藤沢市辻堂神台２－８－１６
ファミリーマート鶴ヶ峰 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１
ファミリーマート鶴ヶ峰本町 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町２丁目４５－１７
ファミリーマート鶴屋町 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
ファミリーマート鶴屋町郵便局前 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２丁目１６－６
ファミリーマート鶴巻温泉駅前 神奈川県秦野市鶴巻北２－２－１－１０１
ファミリーマート鶴見みかど 神奈川県横浜市鶴見区佃野町１０－９
ファミリーマート鶴見旭台 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１丁目２１番７号
ファミリーマート鶴見駅東口 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－３１－２
ファミリーマート鶴見寛政町 神奈川県横浜市鶴見区寛政町２３－５
ファミリーマート鶴見環状二号 神奈川県横浜市鶴見区梶山２－２８－８
ファミリーマート鶴見宮ノ下 神奈川県横浜市鶴見区下末吉５丁目１９番３９号
ファミリーマート鶴見橋 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３丁目６番２０号
ファミリーマート鶴見区役所通り 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目５番１
ファミリーマート鶴見荒立 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾５丁目１０－１０
ファミリーマート鶴見上末吉 神奈川県横浜市鶴見区上末吉１丁目１７番５号



ファミリーマート鶴見西口 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町８－２０
ファミリーマート鶴見中央 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－５－９
ファミリーマート鶴見中央三丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－３－１０
ファミリーマート鶴見中央四丁目 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目３２番１６
ファミリーマート鶴見仲通 神奈川県横浜市鶴見区仲通１－４－７
ファミリーマート鶴見潮田四丁目 神奈川県横浜市鶴見区潮田町４－１５７－６
ファミリーマート鶴見東口 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目３２番地１号
ファミリーマート田園都市鷺沼 神奈川県川崎市宮前区土橋３－４－１
ファミリーマート田島屋六角橋 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－１－３田島屋ビル
ファミリーマート田名四ツ谷 神奈川県相模原市中央区田名４５５９番１
ファミリーマート田名豊原 神奈川県相模原市中央区田名３９９１－１
ファミリーマート田名堀之内 神奈川県相模原市中央区田名４７９１－１
ファミリーマート登戸駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸３４６２－６
ファミリーマート登戸駅東 神奈川県川崎市多摩区登戸３２９１
ファミリーマート登戸新町 神奈川県川崎市多摩区登戸新町３７５番地
ファミリーマート登戸中央 神奈川県川崎市多摩区登戸４４５
ファミリーマート登戸郵便局西 神奈川県川崎市多摩区登戸１６７８－３
ファミリーマート都筑インター 神奈川県横浜市都筑区早渕３－３２－５０
ファミリーマート都筑ふれあいの丘駅前 神奈川県横浜市都筑区葛が谷１２－１５サンパレス葛が谷
ファミリーマート都筑加賀原 神奈川県横浜市都筑区加賀原１－４６－１
ファミリーマート都筑大棚町 神奈川県横浜市都筑区大棚町４１５－１
ファミリーマート都筑梅田橋 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６９９番地１
ファミリーマート都筑富士見が丘 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１４－２６
ファミリーマート都筑北山田 神奈川県横浜市都筑区北山田２－１－１
ファミリーマート土橋一丁目 神奈川県川崎市宮前区土橋１－３－７
ファミリーマート東海大学伊勢原キャンパス 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３望星モール内
ファミリーマート東海大学医学部付属病院 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３
ファミリーマート東海大学駅前 神奈川県秦野市南矢名１－１３－１５
ファミリーマート東古市場 神奈川県川崎市幸区東古市場９９－６
ファミリーマート東戸塚 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３８－３
ファミリーマート東戸塚駅東口 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５１９－８
ファミリーマート東戸塚記念病院前 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５５１－３
ファミリーマート東戸塚名瀬下 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町５２７
ファミリーマート東寺尾中台 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台１３－１７
ファミリーマート東神奈川東口 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０
ファミリーマート東扇島１７番地 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７番地６
ファミリーマート東扇島東 神奈川県川崎市川崎区東扇島２０番３
ファミリーマート東白楽駅前 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川２－３－８
ファミリーマート東名厚木インター北 神奈川県厚木市岡田３０３１番地
ファミリーマート東有馬二丁目 神奈川県川崎市宮前区東有馬２－４１－４０
ファミリーマート湯河原土肥五丁目 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５丁目８－１７
ファミリーマート藤が丘駅東 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１丁目２９－２
ファミリーマート藤が丘駅南口 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崎一丁目 神奈川県川崎市川崎区藤崎１丁目３０番１０号
ファミリーマート藤沢稲荷 神奈川県藤沢市稲荷１－９－２９
ファミリーマート藤沢羽鳥 神奈川県藤沢市羽鳥１‐３‐５０
ファミリーマート藤沢駅南口 神奈川県藤沢市南藤沢２３－９
ファミリーマート藤沢駅北口 神奈川県藤沢市藤沢４８４－１安田生命藤沢ビル
ファミリーマート藤沢円行 神奈川県藤沢市円行２－１－２
ファミリーマート藤沢下土棚 神奈川県藤沢市下土棚１００４番地
ファミリーマート藤沢亀井野 神奈川県藤沢市亀井野１６１６番地１
ファミリーマート藤沢舟地蔵 神奈川県藤沢市大庭５１３８－３
ファミリーマート藤沢湘南台四丁目 神奈川県藤沢市湘南台４－１６－９
ファミリーマート藤沢石上 神奈川県藤沢市鵠沼石上２丁目５－１
ファミリーマート藤沢石川 神奈川県藤沢市石川６３６－９　他６筆
ファミリーマート藤沢石川五丁目 神奈川県藤沢市石川五丁目９－１９
ファミリーマート藤沢石川二丁目 神奈川県藤沢市石川二丁目１８－１
ファミリーマート藤沢善行 神奈川県藤沢市善行２丁目１－１
ファミリーマート藤沢大庭 神奈川県藤沢市大庭５４２５－１５
ファミリーマート藤沢長後 神奈川県藤沢市長後９５４－３
ファミリーマート藤沢渡内 神奈川県藤沢市渡内２－１５－２
ファミリーマート藤沢藤が岡 神奈川県藤沢市藤が岡１－１１－４
ファミリーマート藤沢柄沢 神奈川県藤沢市柄沢二丁目７番地２７
ファミリーマート藤沢遊行通り 神奈川県藤沢市藤沢２２５－２
ファミリーマート藤野ＰＡ下り 神奈川県相模原市緑区小渕２２５６－２
ファミリーマート南加瀬三丁目 神奈川県川崎市幸区南加瀬３丁目１１－２１
ファミリーマート南山田三丁目 神奈川県横浜市都筑区南山田３－７－１
ファミリーマート南足柄まました 神奈川県南足柄市壗下１１３番地



ファミリーマート南足柄沼田 神奈川県南足柄市沼田１３－６
ファミリーマート南足柄和田河原南 神奈川県南足柄市和田河原１３１７番１
ファミリーマート南林間 神奈川県大和市南林間１－２－１４
ファミリーマート南林間駅前 神奈川県大和市南林間１丁目７－１４
ファミリーマート二宮一色 神奈川県中郡二宮町一色３５９－１
ファミリーマート二宮釜野橋 神奈川県中郡二宮町山西１９７６－１
ファミリーマート二子大通り 神奈川県川崎市高津区二子２－４－１１
ファミリーマート二俣川南口 神奈川県横浜市旭区二俣川２丁目２２
ファミリーマート二俣川北口 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目４５番地１７
ファミリーマート日医大武蔵小杉病院 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杉病院Ａ館１階
ファミリーマート日吉駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－１－２
ファミリーマート日吉二丁目 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目４番１１号
ファミリーマート日吉本町 神奈川県横浜市港北区日吉本町１丁目１７－２５
ファミリーマート日吉本町駅前 神奈川県横浜市港北区日吉本町三丁目４３－１
ファミリーマート日吉六丁目 神奈川県横浜市港北区日吉６－１１－３３
ファミリーマート日限山四丁目 神奈川県横浜市港南区日限山４丁目１－８
ファミリーマート日進町 神奈川県川崎市川崎区日進町１５－２
ファミリーマート日本大通り駅 神奈川県横浜市中区日本大通９番地先地下１階
ファミリーマート日野南三丁目 神奈川県横浜市港南区日野南三丁目２番１８号
ファミリーマート日立横浜事業所 神奈川県横浜市戸塚区吉田町２９２番地
ファミリーマート白井南瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷１－２－１
ファミリーマート白楽駅前 神奈川県横浜市神奈川区白楽１００
ファミリーマート白山二丁目 神奈川県横浜市緑区白山２－３８－１６
ファミリーマート白幡 神奈川県横浜市神奈川区白幡町６－１
ファミリーマート箱根仙石湿原 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原８１７－４４６
ファミリーマート箱根湯本 神奈川県足柄下郡箱根町湯本３８６－３３
ファミリーマート飯田走水 神奈川県横須賀市走水２－１４－４
ファミリーマート百合ヶ丘駅南口 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－１－２８
ファミリーマート百合丘三丁目 神奈川県川崎市麻生区百合丘３－２６－１９
ファミリーマート富水駅前 神奈川県小田原市堀之内２０７－１－３
ファミリーマート冨士屋オルトヨコハマ 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－２－４オルトヨコハマ・ビジネスセンター２階
ファミリーマート冨士屋子安通 神奈川県横浜市神奈川区子安通３－２８８
ファミリーマート冨士屋新子安西口 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－２３－２
ファミリーマート武蔵小杉Ｔプレイス 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３－１
ファミリーマート武蔵小杉駅西 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目４８６　Ｓ．Ｎ．Ｂ１Ｆ
ファミリーマート武蔵小杉駅北口 神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目４０３番６０
ファミリーマート武蔵新城 神奈川県川崎市中原区上新城２丁目６番５号
ファミリーマート武蔵新城一丁目 神奈川県川崎市中原区新城１丁目１４－７　市川ビル
ファミリーマート武蔵新城駅西 神奈川県川崎市高津区末長４丁目２６－４４
ファミリーマート武蔵新城南口 神奈川県川崎市中原区新城１－２－２４
ファミリーマート武蔵中原 神奈川県川崎市中原区上小田中６丁目１７－９
ファミリーマート武蔵中原駅前 神奈川県川崎市中原区下小田中２－３－１
ファミリーマート舞岡町 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町３５６３番地
ファミリーマート淵野辺駅南口 神奈川県相模原市中央区淵野辺４丁目１６番３０号
ファミリーマート淵野辺本町一丁目 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町１－３５－１４
ファミリーマート平潟 神奈川県横浜市金沢区平潟町２３－２２
ファミリーマート平間駅前 神奈川県川崎市中原区田尻町２０－１
ファミリーマート平沼一丁目 神奈川県横浜市西区平沼１－２８－２
ファミリーマート平塚おかざき 神奈川県平塚市岡崎５８０２番地の１
ファミリーマート平塚テクノロード 神奈川県平塚市中堂４番２３号
ファミリーマート平塚駅北口 神奈川県平塚市紅谷町４－３
ファミリーマート平塚御殿 神奈川県平塚市御殿１丁目２－３６
ファミリーマート平塚広川 神奈川県平塚市広川２５６－４
ファミリーマート平塚紅谷町 神奈川県平塚市紅谷町２－１４
ファミリーマート平塚桜ケ丘 神奈川県平塚市桜ケ丘１－１
ファミリーマート平塚山下 神奈川県平塚市山下１４－１
ファミリーマート平塚四之宮 神奈川県平塚市四之宮３丁目１番５号
ファミリーマート平塚湘南銀河大橋 神奈川県平塚市四之宮四丁目３番３６号
ファミリーマート平塚真田 神奈川県平塚市真田一丁目１４番２７号
ファミリーマート平塚真土 神奈川県平塚市西真土一丁目８－５
ファミリーマート平塚袖ケ浜 神奈川県平塚市袖ケ浜５１－７　６２－２８（地番）
ファミリーマート平塚大縄 神奈川県平塚市中原三丁目２４－１７
ファミリーマート平塚虹ヶ浜 神奈川県平塚市虹ケ浜２０－１６
ファミリーマート平塚入野 神奈川県平塚市入野１５８番１他
ファミリーマート平塚片岡 神奈川県平塚市片岡５６番地
ファミリーマート防衛大学校 神奈川県横須賀市走水１－１０－２０
ファミリーマート北山田一丁目 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目１２－８
ファミリーマート北里大学病院 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１



ファミリーマート本郷小学校前 神奈川県横浜市栄区中野町６－１
ファミリーマート本厚木駅西 神奈川県厚木市中町３－１－２２
ファミリーマート本厚木駅前 神奈川県厚木市中町２－６－５　　
ファミリーマート本厚木駅南口 神奈川県厚木市泉町３－１４　東友ビル
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
ファミリーマート本藤沢六丁目 神奈川県藤沢市本藤沢６－１３－１１
ファミリーマート本牧公園前 神奈川県横浜市中区本牧間門１９－４５
ファミリーマート本牧大里町 神奈川県横浜市中区本牧大里町３－２９
ファミリーマート麻溝台四丁目 神奈川県相模原市南区麻溝台四丁目７－３８
ファミリーマート箕輪町一丁目 神奈川県横浜市港北区箕輪町１－１７－３
ファミリーマート妙蓮寺駅前 神奈川県横浜市港北区菊名１－３－１２
ファミリーマート木月三丁目 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
ファミリーマート夜光一丁目 神奈川県川崎市川崎区夜光１丁目９番７号
ファミリーマート野川 神奈川県川崎市宮前区野川本町１丁目２番３２号
ファミリーマート野川南台団地前 神奈川県川崎市宮前区南野川３丁目１０番２８号
ファミリーマート野比中学前 神奈川県横須賀市野比４－３－８
ファミリーマート弥生台駅前 神奈川県横浜市泉区弥生台１４－１
ファミリーマート矢向 神奈川県横浜市鶴見区矢向５－７－３０
ファミリーマート矢向駅西 神奈川県川崎市幸区塚越３丁目４０３番６
ファミリーマート矢向二丁目 神奈川県横浜市鶴見区矢向２－１３－９
ファミリーマート薬ヒグチ川崎戸手本町 神奈川県川崎市幸区戸手本町２丁目４２９
ファミリーマート油屋横浜八景島 神奈川県横浜市金沢区柴町３４５－５
ファミリーマート油屋三浦海岸 神奈川県三浦市南下浦町　上宮田３４１３
ファミリーマート油屋秋谷 神奈川県横須賀市秋谷２－７－２
ファミリーマート油屋森崎 神奈川県横須賀市森崎１－１５－１６
ファミリーマート葉山町 神奈川県三浦郡葉山町上山口字大沢２９７６－１
ファミリーマート緑つくし野 神奈川県横浜市緑区長津田町４２３２－１
ファミリーマート緑園都市駅西口 神奈川県横浜市泉区緑園３－１－１
ファミリーマート緑園都市駅東口 神奈川県横浜市泉区緑園４－１－２緑園都市ショッピングプラザ「相鉄ライフ」
ファミリーマート鈴木秦野西田原 神奈川県秦野市西田原２１７
ファミリーマート鈴木石川町 神奈川県横浜市中区石川町２－８２
ファミリーマート六ッ川西 神奈川県横浜市南区六ツ川２丁目１５９－２
ファミリーマート六ッ川二丁目 神奈川県横浜市南区六ツ川二丁目４７－４
ファミリーマート六浦四丁目 神奈川県横浜市金沢区六浦４－４－１９
ファミリーマート六会日大駅前 神奈川県藤沢市亀井野２－１－１
ファミリーマート和田屋ボートピア横浜 神奈川県横浜市中区扇町３－７－１
ファミリーマート和田屋吉浜町 神奈川県横浜市中区吉浜町１－１２
ファミリーマート和田屋松影町 神奈川県横浜市中区松影町１丁目３－７
ファミリーマート和田屋万世町 神奈川県横浜市南区万世町１－７
ファミリーマート和田町駅南 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町１１
ファミリーマートＪＣＨＯ中京病院 愛知県名古屋市南区三条一丁目１番１０号
ファミリーマートあま市役所東 愛知県あま市木田沼東切６４番地１
ファミリーマートいりなか駅ビル 愛知県名古屋市昭和区隼人町２番地の１
ファミリーマートオアシス刈谷 愛知県刈谷市東境町吉野５５番地
ファミリーマートスパイラルタワーズ 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２７－１
ファミリーマートたちばな 愛知県名古屋市中区富士見町５０６番地１
ファミリーマートトヨタ聖心寮 愛知県豊田市聖心町２－１－３
ファミリーマートナゴヤドーム前 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目６番８号
ファミリーマートパルティせと 愛知県瀬戸市栄町４５番地
ファミリーマートばんたね病院 愛知県名古屋市中川区尾頭橋３丁目６－１０
ファミリーマートみのてつ彩紅橋 愛知県名古屋市北区彩紅橋通１－１－５
ファミリーマートみよし市東山台 愛知県みよし市東山台３２－２
ファミリーマートみよし保田ケ池 愛知県みよし市三好町蜂ヶ池１５番１１
ファミリーマートヤナギ南知多師崎 愛知県知多郡南知多町大字片名字黒地３５－２２
ファミリーマートユニゾイン名古屋栄 愛知県名古屋市中区錦３－１６－３０
ファミリーマート阿久比インター 愛知県知多郡阿久比町大字福住字中峯４０－８
ファミリーマート阿久比横松 愛知県知多郡阿久比町大字横松字清水３７番地２
ファミリーマート阿久比植大 愛知県知多郡阿久比町大字植大字植深田３８番２
ファミリーマート阿久比草木 愛知県知多郡阿久比町大字草木字伯父ケ脇２５番地２
ファミリーマート阿久比福住 愛知県知多郡阿久比町大字福住字西前田１１１番地２
ファミリーマート愛西佐織庁舎前 愛知県愛西市諏訪町郷西４８４番地１
ファミリーマート愛西大野町 愛知県愛西市大野町郷西２００番２
ファミリーマート愛西内佐屋町 愛知県愛西市内佐屋町五反田９３番地１
ファミリーマート愛西日置 愛知県愛西市日置町下河田１２０－５
ファミリーマート葵 愛知県名古屋市東区葵一丁目１９番１９号
ファミリーマート渥美伊川津 愛知県田原市伊川津町沖田５７番６
ファミリーマート旭三郷駅前 愛知県尾張旭市三郷町栄１７－３
ファミリーマート安城ささめ町 愛知県安城市篠目町竜田８８番８



ファミリーマート安城井杭山町 愛知県安城市井杭山町高見１番地３
ファミリーマート安城駅北 愛知県安城市昭和町９８１番地
ファミリーマート安城横山南 愛知県安城市横山町横山３１６番地７
ファミリーマート安城宮前 愛知県安城市安城町若宮１７番２
ファミリーマート安城警察署西 愛知県安城市横山町下毛賀知１４１番地６
ファミリーマート安城更生病院前 愛知県安城市安城町祥南１－７
ファミリーマート安城高棚町 愛知県安城市高棚町井池１８２番１
ファミリーマート安城桜井小学校北 愛知県安城市小川町三日三升街区１６５　１他３筆
ファミリーマート安城桜井町 愛知県安城市桜井町三度山６０－１
ファミリーマート安城桜町 愛知県安城市桜町４－１
ファミリーマート安城山崎 愛知県安城市里町四丁目１４番地６
ファミリーマート安城篠目童子 愛知県安城市篠目町童子２０６番地３
ファミリーマート安城住吉町 愛知県安城市住吉町３丁目２－１３
ファミリーマート安城小川町 愛知県安城市小川町志茂１９３－３
ファミリーマート安城赤松 愛知県安城市赤松町北新屋敷６４－１
ファミリーマート安城大岡町 愛知県安城市大岡町荒古２０－６
ファミリーマート安城大山 愛知県安城市大山町２－１０－１１
ファミリーマート安城大山町一丁目 愛知県安城市大山町一丁目２２番地３
ファミリーマート安城池浦 愛知県安城市池浦町丸田１４７番地１
ファミリーマート安城東栄町 愛知県安城市東栄町３－８１６－１
ファミリーマート安城東端 愛知県安城市東端町南用地７番地３
ファミリーマート安城南町 愛知県安城市南町２８３
ファミリーマート安城里町 愛知県安城市里町西山ノ田１１８番地１５
ファミリーマート安城和泉町 愛知県安城市和泉町南本郷２３５－２
ファミリーマート鞍ヶ池ＰＡ 愛知県豊田市矢並町法沢７３１番地１
ファミリーマート一宮いわと 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字西切戸２番地２
ファミリーマート一宮ゆぎおろし 愛知県一宮市柚木颪字上ケ田２番地２
ファミリーマート一宮駅南 愛知県一宮市新生１丁目１－５
ファミリーマート一宮奥町野方 愛知県一宮市奥町字野方６６番地１
ファミリーマート一宮花池一丁目 愛知県一宮市花池一丁目１７番２６
ファミリーマート一宮花池三丁目 愛知県一宮市花池三丁目１１番１０号
ファミリーマート一宮開明 愛知県一宮市開明字郷中１０９番１他２筆［地番］
ファミリーマート一宮玉ノ井 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１３６番地
ファミリーマート一宮玉野 愛知県一宮市玉野字中瀬古７番地３
ファミリーマート一宮黒田 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿二の切３５番地１
ファミリーマート一宮今伊勢 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字中町１０番地
ファミリーマート一宮今伊勢駅前 愛知県一宮市今伊勢町宮後字壱丁野３９－１
ファミリーマート一宮市民病院前 愛知県一宮市文京２丁目４－２２
ファミリーマート一宮時之島 愛知県一宮市時之島字古野９番地１
ファミリーマート一宮若年北 愛知県一宮市大赤見字西川垂６９番地１
ファミリーマート一宮小信中島北 愛知県一宮市小信中島字西九反３９番地１
ファミリーマート一宮森本 愛知県一宮市森本四丁目２－１９
ファミリーマート一宮西浅井 愛知県一宮市浅井町西浅井字壱本杉１２４番地２
ファミリーマート一宮西島町 愛知県一宮市西島町三丁目４５番地
ファミリーマート一宮西萩原 愛知県一宮市西萩原字大池２９番地１
ファミリーマート一宮西病院 愛知県一宮市開明字平１番地
ファミリーマート一宮千秋佐野 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浅井 愛知県一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地
ファミリーマート一宮浅井大野 愛知県一宮市浅井町大野字杁先２９－１
ファミリーマート一宮浅野新田 愛知県一宮市浅野字新田２０番地１
ファミリーマート一宮大宮 愛知県一宮市大宮５丁目２
ファミリーマート一宮大毛 愛知県一宮市大毛字丸田７０番１７０番２７０番３７１番１他１９筆（地番）
ファミリーマート一宮大和町 愛知県一宮市大和町南高井７番地３
ファミリーマート一宮大和町焼野 愛知県一宮市大和町馬引字焼野９２－１
ファミリーマート一宮定水寺 愛知県一宮市春明字神明山３９番３
ファミリーマート一宮伝法寺 愛知県一宮市伝法寺四丁目１２番地６
ファミリーマート一宮東五城 愛知県一宮市東五城字南田尾４９－３
ファミリーマート一宮東口 愛知県一宮市栄３丁目２－１４
ファミリーマート一宮東浅井 愛知県一宮市浅井町東浅井字南ノ下１３８０番地１
ファミリーマート一宮馬引 愛知県一宮市大和町馬引字乾出１６番地
ファミリーマート一宮馬寄 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字観音堂４８番地の１
ファミリーマート一宮白旗通 愛知県一宮市白旗通４－８
ファミリーマート一宮平和二丁目 愛知県一宮市平和二丁目１９番１５号
ファミリーマート一宮北浦町 愛知県一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）
ファミリーマート一宮北園通 愛知県一宮市北園通四丁目１１番地
ファミリーマート一宮北方町 愛知県一宮市北方町中島字大道東３７番１
ファミリーマート一宮明地 愛知県一宮市明地字社宮地３７－１
ファミリーマート一社駅北 愛知県名古屋市名東区高社二丁目１００－１ホワイトヒルズ一社１Ｆ



ファミリーマート一色新町 愛知県名古屋市中川区一色新町三丁目１３０１番地
ファミリーマート一色前新田 愛知県西尾市一色町一色前新田１８２－１
ファミリーマート一色町前野 愛知県西尾市一色町一色松荒子７２番地２
ファミリーマート一色野田 愛知県西尾市一色町野田小島口４６番地
ファミリーマート稲永 愛知県名古屋市港区錦町３番１４号
ファミリーマート稲永駅前 愛知県名古屋市港区稲永１丁目７－１
ファミリーマート稲沢一色下方 愛知県稲沢市一色下方町２９８番地
ファミリーマート稲沢稲島東 愛知県稲沢市稲島東三丁目９番２
ファミリーマート稲沢横地 愛知県稲沢市横地四丁目６４番地
ファミリーマート稲沢高重 愛知県稲沢市高重東町４６番１
ファミリーマート稲沢子生和神明町 愛知県稲沢市子生和神明町９０番２
ファミリーマート稲沢松下 愛知県稲沢市松下二丁目１番３０
ファミリーマート稲沢西尾張中央道 愛知県稲沢市北麻績町三反地３６番１
ファミリーマート稲沢前田 愛知県稲沢市稲沢町前田１３４番３
ファミリーマート稲沢祖父江曲 愛知県稲沢市祖父江町祖父江曲１３３番地１
ファミリーマート稲沢祖父江大牧 愛知県稲沢市祖父江町大牧郷中１４番地１
ファミリーマート稲沢祖父江中屋敷 愛知県稲沢市祖父江町祖父江中屋敷５０番地３
ファミリーマート稲沢祖父江馬飼 愛知県稲沢市祖父江町馬飼東馬飼１４８番地２
ファミリーマート稲沢大矢町 愛知県稲沢市大矢町地蔵堂７５番地
ファミリーマート稲沢長野 愛知県稲沢市長野４丁目１０２
ファミリーマート稲沢天池北 愛知県稲沢市天池牧作町６８番地２
ファミリーマート稲沢平和町 愛知県稲沢市平和町下起南１８１－４
ファミリーマート稲沢平和平池 愛知県稲沢市平和町平池大畑１０番地２
ファミリーマート栄瓦通 愛知県名古屋市中区栄５－３－１１
ファミリーマート栄五丁目 愛知県名古屋市中区栄五丁目２６－４２
ファミリーマート栄三丁目 愛知県名古屋市中区栄３丁目３－２８
ファミリーマート栄生二丁目 愛知県名古屋市西区栄生二丁目２３番２２号
ファミリーマート栄町駅 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１２番地先
ファミリーマート栄長者町通 愛知県名古屋市中区栄二丁目３－２０
ファミリーマート円頓寺 愛知県名古屋市西区那古野１－１２－９
ファミリーマート塩付通 愛知県名古屋市昭和区塩付通６－８０
ファミリーマート横井一丁目 愛知県名古屋市中村区横井１丁目１３８番地
ファミリーマート黄金通四丁目 愛知県名古屋市中村区黄金通４丁目１４番地
ファミリーマート岡崎インター 愛知県岡崎市大平町字天神前８－２
ファミリーマート岡崎おい町 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へごし町 愛知県岡崎市舳越町字宮前４６番地１
ファミリーマート岡崎葵町 愛知県岡崎市葵町１５‐１
ファミリーマート岡崎伊賀 愛知県岡崎市伊賀町２－２
ファミリーマート岡崎井内町 愛知県岡崎市井内町字川田１６番地１
ファミリーマート岡崎羽根西新町 愛知県岡崎市羽根西新町３‐１２
ファミリーマート岡崎羽根北町 愛知県岡崎市羽根北町五丁目８番地５
ファミリーマート岡崎駅前 愛知県岡崎市羽根町東荒子４２‐３
ファミリーマート岡崎河原町 愛知県岡崎市河原町５番地８
ファミリーマート岡崎鴨田広元 愛知県岡崎市鴨田町字広元１６９番地
ファミリーマート岡崎鴨田東 愛知県岡崎市鴨田町字向山８１番
ファミリーマート岡崎鴨田本町 愛知県岡崎市鴨田本町１８番１
ファミリーマート岡崎久後崎町 愛知県岡崎市久後崎町字両神１－１６
ファミリーマート岡崎桑谷 愛知県岡崎市桑谷町字中村１０１番地１
ファミリーマート岡崎向山町 愛知県岡崎市向山町１－２２
ファミリーマート岡崎康生通南 愛知県岡崎市康生通南三丁目２－２
ファミリーマート岡崎江口二丁目 愛知県岡崎市江口二丁目３番地５
ファミリーマート岡崎国正 愛知県岡崎市国正町字稲荷２４番地１
ファミリーマート岡崎根石町 愛知県岡崎市根石町１番
ファミリーマート岡崎細川町 愛知県岡崎市細川町字長原５２番地５９
ファミリーマート岡崎三菱自動車前 愛知県岡崎市橋目町字御小屋１９番地１
ファミリーマート岡崎小針 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 愛知県岡崎市小呂町字五丁目５６番地３
ファミリーマート岡崎上地三丁目 愛知県岡崎市上地３丁目４９番９
ファミリーマート岡崎上里二丁目 愛知県岡崎市上里二丁目１５番地７
ファミリーマート岡崎真伝町 愛知県岡崎市真伝吉祥１丁目１番地２
ファミリーマート岡崎針崎 愛知県岡崎市針崎町春咲４６－１
ファミリーマート岡崎生平町 愛知県岡崎市生平町西高根２－１
ファミリーマート岡崎石工団地口 愛知県岡崎市上佐々木町字鹿乗８‐３
ファミリーマート岡崎赤渋町 愛知県岡崎市赤渋町字野中１８番地１
ファミリーマート岡崎大西二丁目 愛知県岡崎市大西二丁目１６番地９
ファミリーマート岡崎大門一丁目 愛知県岡崎市大門一丁目１１番地３
ファミリーマート岡崎大門駅前 愛知県岡崎市大門五丁目１番地１６
ファミリーマート岡崎中園町 愛知県岡崎市中園町字忠田２１－１



ファミリーマート岡崎中町 愛知県岡崎市中町６丁目３－４
ファミリーマート岡崎島坂 愛知県岡崎市島坂町字河原１番地５
ファミリーマート岡崎東蔵前町 愛知県岡崎市東蔵前町字木平５番地１
ファミリーマート岡崎筒針 愛知県岡崎市筒針町字池田１８６番地２
ファミリーマート岡崎日名本町 愛知県岡崎市日名本町２－１８
ファミリーマート岡崎美合 愛知県岡崎市美合町字入込４６番地６
ファミリーマート岡崎美合新町 愛知県岡崎市美合新町６番地１１
ファミリーマート岡崎法性寺 愛知県岡崎市法性寺町字柳之内３０番地３
ファミリーマート岡崎牧御堂 愛知県岡崎市牧御堂町字郷中５７番地１
ファミリーマート岡崎本宿 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本町通 愛知県岡崎市本町通２丁目５番地１
ファミリーマート岡崎竜美台二丁目 愛知県岡崎市竜美台二丁目８番地４
ファミリーマート岡崎竜美南 愛知県岡崎市竜美南ニ丁目１番地１
ファミリーマート岡崎両町 愛知県岡崎市両町２‐１７
ファミリーマート岡崎緑丘 愛知県岡崎市緑丘２丁目９－７
ファミリーマート音羽赤坂 愛知県豊川市赤坂町松本２６９番地
ファミリーマート会所町北 愛知県名古屋市北区会所町１２１番地
ファミリーマート蟹江インター北 愛知県海部郡蟹江町北新田三丁目６１番地２
ファミリーマート蟹江学戸 愛知県海部郡蟹江町学戸二丁目８番地
ファミリーマート蟹江源氏四丁目 愛知県海部郡蟹江町源氏四丁目５９番
ファミリーマート蟹江城 愛知県海部郡蟹江町城四丁目３２３番地
ファミリーマート蟹江新田 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須成 愛知県海部郡蟹江町大字須成字下惣作２１８４番地
ファミリーマート外新町四丁目 愛知県名古屋市中川区外新町四丁目４３番地
ファミリーマート笠寺駅前 愛知県名古屋市南区寺部通１丁目１１－１
ファミリーマート笠寺西門 愛知県名古屋市南区前浜通７丁目３４
ファミリーマート蒲郡オレンジロード 愛知県蒲郡市水竹町池下１
ファミリーマート蒲郡栄町 愛知県蒲郡市栄町１７番１９号
ファミリーマート蒲郡塩津 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 愛知県蒲郡市形原町天神裏１９番地１３
ファミリーマート蒲郡御嶽 愛知県蒲郡市形原町東中畑４４番地２
ファミリーマート蒲郡港町 愛知県蒲郡市港町１４番２５号
ファミリーマート蒲郡三谷町 愛知県蒲郡市三谷町二舗４１－１
ファミリーマート蒲郡自動車学校 愛知県蒲郡市鹿島町柴崎３番地５
ファミリーマート蒲郡拾石東浜 愛知県蒲郡市拾石町東浜５番１１
ファミリーマート蒲郡春日浦 愛知県蒲郡市形原町春日浦２８番地１０
ファミリーマート蒲郡上本町 愛知県蒲郡市上本町６番２１号
ファミリーマート蒲郡大塚 愛知県蒲郡市大塚町西島３７番地２
ファミリーマート蒲郡竹谷 愛知県蒲郡市竹谷町宮前２番１
ファミリーマート刈谷一ツ木七丁目 愛知県刈谷市一ツ木町七丁目２番地１５
ファミリーマート刈谷一ツ木町 愛知県刈谷市一ツ木町３－７－２
ファミリーマート刈谷駅南口 愛知県刈谷市南桜町１－７３
ファミリーマート刈谷駅北口 愛知県刈谷市桜町１丁目５番地
ファミリーマート刈谷原崎町七丁目 愛知県刈谷市原崎町七丁目２０１番地１
ファミリーマート刈谷広小路四丁目 愛知県刈谷市広小路四丁目６８番地
ファミリーマート刈谷港町 愛知県刈谷市港町７丁目１０－２
ファミリーマート刈谷高倉町 愛知県刈谷市高倉町五丁目１０２番地
ファミリーマート刈谷司町 愛知県刈谷市司町七丁目３１番地
ファミリーマート刈谷市かりがね 愛知県刈谷市築地町１丁目９番地１１
ファミリーマート刈谷小垣江 愛知県刈谷市小垣江町古浜田３５－３
ファミリーマート刈谷上広南 愛知県刈谷市小垣江町上広１６番地２
ファミリーマート刈谷新田町 愛知県刈谷市新田町６丁目６－２
ファミリーマート刈谷新富町南 愛知県刈谷市新富町一丁目５０１番地
ファミリーマート刈谷西境 愛知県刈谷市西境町広見１１６番地１
ファミリーマート刈谷青山 愛知県刈谷市青山町一丁目１５２番地５
ファミリーマート刈谷泉田町 愛知県刈谷市泉田町割田１番１
ファミリーマート刈谷総合運動公園前 愛知県刈谷市築地町３丁目２０番地２０
ファミリーマート刈谷築地町 愛知県刈谷市一ツ木町１丁目１‐１１
ファミリーマート刈谷東 愛知県刈谷市末広町２丁目３－２
ファミリーマート刈谷東境 愛知県刈谷市東境町昭山５５－５
ファミリーマート刈谷東陽町 愛知県刈谷市東陽町３丁目４６－５
ファミリーマート刈谷半城土西 愛知県刈谷市半城土西町一丁目２０番地１５
ファミリーマート刈谷半城土中町 愛知県刈谷市半城土中町２丁目２４－２
ファミリーマート刈谷宝町 愛知県刈谷市宝町３丁目５番地１４
ファミリーマート刈谷末広 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野田 愛知県刈谷市野田町石仏１９番地１
ファミリーマート刈谷野田一本木 愛知県刈谷市野田町一本木２１－４
ファミリーマート丸の内七間町通 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１５番３４号



ファミリーマート丸野町 愛知県名古屋市西区丸野二丁目１３７番地
ファミリーマート岩倉旭町一丁目 愛知県岩倉市旭町一丁目４５番地
ファミリーマート岩倉駅前 愛知県岩倉市本町１－２７－１ルウナジェ岩倉１Ｆ　１号
ファミリーマート岩倉新柳町 愛知県岩倉市新柳町一丁目６番地
ファミリーマート岩倉大地新町 愛知県岩倉市大地新町三丁目１３番地
ファミリーマート岩倉東町藤塚 愛知県岩倉市東町藤塚１４７番地
ファミリーマート岩倉北島宮東 愛知県岩倉市北島町西道海戸１０番他３筆
ファミリーマート岩倉鈴井町 愛知県岩倉市鈴井町元屋敷４１－１
ファミリーマート岩塚駅前 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目３７番地の２
ファミリーマート岩塚本通一丁目 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目１２番
ファミリーマート岩塚本通五丁目 愛知県名古屋市中村区岩塚本通五丁目１８
ファミリーマート岩塚本通三丁目 愛知県名古屋市中村区岩塚本通３丁目８番
ファミリーマート岩本宇頭 愛知県岡崎市宇頭町字山ノ神２７－８
ファミリーマート貴生町 愛知県名古屋市西区貴生町５３番地１
ファミリーマート亀崎南 愛知県半田市亀崎町６丁目１５０
ファミリーマート亀島一丁目 愛知県名古屋市中村区亀島１丁目１１０１番地
ファミリーマート菊井一丁目 愛知県名古屋市西区菊井１丁目４番６号
ファミリーマート吉胡 愛知県田原市田原町北荒井３３－１
ファミリーマート吉根住宅前 愛知県名古屋市守山区青山台６０３番地
ファミリーマート吉津二丁目 愛知県名古屋市中川区吉津二丁目２５２３番地
ファミリーマート吉良岡山 愛知県西尾市吉良町岡山山王下３２番地１
ファミリーマート吉良青鳥 愛知県西尾市吉良町富好新田西青鳥３９番地２
ファミリーマート吉良町大島 愛知県西尾市吉良町大島中道下４番地３
ファミリーマート宮崎通五丁目 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目１番２２号
ファミリーマート宮町 愛知県豊田市宮町４－２６－３
ファミリーマート牛島町 愛知県名古屋市西区牛島町５番２号名駅ＴＫビル１階
ファミリーマート魚の棚通 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１８番１号
ファミリーマート鏡池通 愛知県名古屋市千種区鏡池通三丁目２５番地の１
ファミリーマート錦一丁目 愛知県名古屋市中区錦１丁目１８－２２　名古屋ＡＴビル
ファミリーマート錦三七間町通 愛知県名古屋市中区錦３－２０－１７メイプル錦ビル１Ｆ
ファミリーマート近鉄烏森駅前 愛知県名古屋市中村区牛田通四丁目５番１
ファミリーマート近鉄伏屋駅 愛知県名古屋市中川区伏屋２丁目２８－１１
ファミリーマート近鉄名古屋駅１番ホーム前 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄名古屋駅地下改札内
ファミリーマート近鉄弥富駅南 愛知県弥富市鯏浦町西前新田１６番地１
ファミリーマート金山一丁目 愛知県名古屋市中区金山１丁目７－１０　金山名藤ビル
ファミリーマート金山駅前 愛知県名古屋市熱田区金山町１－５－１
ファミリーマート金山町 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目１６番１５号
ファミリーマート金城町二丁目 愛知県名古屋市北区金城町二丁目７番地の４
ファミリーマート九久平 愛知県豊田市九久平町百々１１－３
ファミリーマート駈上 愛知県名古屋市南区駈上１丁目１１番３１号
ファミリーマート犬山羽黒新田 愛知県犬山市羽黒新田字九右エ門屋敷４番地８
ファミリーマート犬山駅東 愛知県犬山市中山町二丁目５３番
ファミリーマート犬山楽田本町 愛知県犬山市字鳥屋越１８番３
ファミリーマート犬山若宮 愛知県犬山市字若宮８５番１
ファミリーマート犬山松本町 愛知県犬山市松本町四丁目１２０番地
ファミリーマート犬山清水 愛知県犬山市上野清水５０３番地
ファミリーマート犬山前原東 愛知県犬山市大字前原字前畑２５番地１２
ファミリーマート犬山善師野 愛知県犬山市善師野字馬瀬口２０－９
ファミリーマート犬山塔野地 愛知県犬山市大字塔野地字南ノ切１２１番地２６
ファミリーマート犬山塔野地北 愛知県犬山市塔野地北四丁目５番
ファミリーマート犬山南 愛知県犬山市大字五郎丸字皿屋敷９５番地
ファミリーマート県立武道館前 愛知県名古屋市港区小割通二丁目３番地
ファミリーマート元八事 愛知県名古屋市天白区元八事４－１０３
ファミリーマート原ターミナル 愛知県名古屋市天白区原１丁目３０１原ターミナルビル１階
ファミリーマート古渡町 愛知県名古屋市中区古渡町１７－１０
ファミリーマート呼続二丁目 愛知県名古屋市南区呼続２－２０－２９
ファミリーマート御器所通三丁目 愛知県名古屋市昭和区御器所通三丁目２０番地ＳＴプラザＥＡＳＴ１階
ファミリーマート御津下佐脇 愛知県豊川市御津町下佐脇鎌田２５番地６
ファミリーマート御立 愛知県豊田市美里五丁目１１番地１３
ファミリーマート幸田坂崎 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３
ファミリーマート幸田深溝 愛知県額田郡幸田町大字深溝字会下後１６番地２
ファミリーマート幸田大正 愛知県額田郡幸田町大字相見字沖原３－２
ファミリーマート幸田町芦谷 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字宮ノ根１７－１
ファミリーマート幸田町大草 愛知県額田郡幸田町大字大草字下六篠２６
ファミリーマート幸田町大草東 愛知県額田郡幸田町大字大草字正田面１４５番地１
ファミリーマート幸田野場 愛知県額田郡幸田町大字野場字下沢渡１２番地１３
ファミリーマート幸田六栗 愛知県額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１
ファミリーマート江南駅 愛知県江南市古知野町　朝日２８０



ファミリーマート江南寄木 愛知県江南市大海道町中里１４２番２
ファミリーマート江南後飛保西 愛知県江南市後飛保町西町１０８番地１
ファミリーマート江南後飛保薬師 愛知県江南市後飛保町薬師７５番地１
ファミリーマート江南高屋 愛知県江南市高屋町西町１２５番地
ファミリーマート江南前野町 愛知県江南市前野町南１３７－１
ファミリーマート江南東野町 愛知県江南市東野町鐘鋳山１８３
ファミリーマート港砂美町 愛知県名古屋市港区砂美町１３７－１
ファミリーマート港十一屋 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目４４３番１
ファミリーマート港春田野 愛知県名古屋市港区春田野三丁目１２０８
ファミリーマート港甚兵衛通 愛知県名古屋市港区甚兵衛通５－２０－１
ファミリーマート港正徳町 愛知県名古屋市港区正徳町二丁目６番
ファミリーマート港築盛 愛知県名古屋市港区築盛町４０番地
ファミリーマート港築地口 愛知県名古屋市港区名港一丁目１番２４号
ファミリーマート港土古 愛知県名古屋市港区川西通五丁目２６番地
ファミリーマート港入場 愛知県名古屋市港区入場２丁目２３０４
ファミリーマート港宝神 愛知県名古屋市港区宝神５丁目３００３
ファミリーマート港本宮町 愛知県名古屋市港区本宮町８丁目２６番
ファミリーマート港名四十一屋 愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目５０４番地
ファミリーマート港明正 愛知県名古屋市港区明正１－２６８
ファミリーマート港明正一丁目 愛知県名古屋市港区明正一丁目２４番地２
ファミリーマート港野跡二丁目 愛知県名古屋市港区野跡二丁目１９番２
ファミリーマート港油屋町 愛知県名古屋市港区油屋町二丁目５９番地
ファミリーマート港陽一丁目 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１１０６番
ファミリーマート荒畑駅前 愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目１－１
ファミリーマート香流三丁目 愛知県名古屋市名東区香流三丁目７１３番地
ファミリーマート高横須賀駅東 愛知県東海市高横須賀町社宮司１０１－１
ファミリーマート高森台 愛知県春日井市高森台３－１５－５
ファミリーマート高蔵寺駅南口 愛知県春日井市高蔵寺町４－８－６－１
ファミリーマート高辻 愛知県名古屋市昭和区円上町２４－１３
ファミリーマート高浜屋敷町四丁目 愛知県高浜市屋敷町四丁目１番地２
ファミリーマート高浜沢渡 愛知県高浜市沢渡町２－６－３０
ファミリーマート高浜湯山町二丁目 愛知県高浜市湯山町二丁目１番１２
ファミリーマート高浜二池町 愛知県高浜市二池町六丁目２番地６８
ファミリーマート高浜芳川 愛知県高浜市芳川町３丁目３番地２５
ファミリーマート高浜本郷町 愛知県高浜市本郷町二丁目１番地３
ファミリーマート高浜論地町 愛知県高浜市論地町三丁目７番地５７
ファミリーマート高木町 愛知県安城市高木町半崎２１
ファミリーマート国府南 愛知県豊川市小田渕町６丁目９１
ファミリーマート黒川 愛知県名古屋市北区志賀南通１丁目１８番地
ファミリーマート黒川本通五丁目 愛知県名古屋市北区萩野通一丁目４６番地の３
ファミリーマート今池駅前 愛知県名古屋市千種区内山三丁目９番１７号
ファミリーマート今池三丁目 愛知県名古屋市千種区今池三丁目３５０８番地
ファミリーマート今池南 愛知県名古屋市千種区今池南１６－２７
ファミリーマート佐織諏訪 愛知県愛西市諏訪町中杁２８６番地１
ファミリーマート佐布里城山下 愛知県知多市佐布里字脇之田前３２番地９
ファミリーマート砂原町 愛知県名古屋市西区砂原町４４５番
ファミリーマート砂田橋五丁目 愛知県名古屋市東区砂田橋五丁目９番１５号
ファミリーマート桜通本町 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目２００６番地
ファミリーマート桜本町駅前 愛知県名古屋市南区桜台１丁目１－２３
ファミリーマート三河一宮 愛知県豊川市一宮町一宮幸２１３
ファミリーマート三河高浜駅南 愛知県高浜市沢渡町５丁目６－１０
ファミリーマート三好あざぶ 愛知県みよし市莇生町原３３番地
ファミリーマート三好姥子 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 愛知県みよし市三好丘旭三丁目１番地４
ファミリーマート三好丘桜 愛知県みよし市三好丘桜一丁目１３番地の１
ファミリーマート三好陣取山 愛知県みよし市東陣取山２１６番地
ファミリーマート三好藤塚 愛知県みよし市莇生町藤塚６番地１０
ファミリーマート三好明知 愛知県みよし市明知町美里６９番地１
ファミリーマート三条一丁目 愛知県名古屋市南区三条一丁目９番１９号
ファミリーマート三谷 愛知県蒲郡市三谷町東五丁目１５１番地
ファミリーマート山下通 愛知県名古屋市瑞穂区山下通５－２１
ファミリーマート師崎的場 愛知県知多郡南知多町大字師崎字的場７６－１
ファミリーマート児玉西 愛知県名古屋市西区児玉二丁目１８番１号
ファミリーマート自由ケ丘 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２丁目６－２４
ファミリーマート七宝駅前 愛知県あま市七宝町沖之島返上地５８番地１
ファミリーマート七宝町遠島 愛知県あま市七宝町遠島新開１５２番地１
ファミリーマート篠原橋 愛知県名古屋市中川区富川町５丁目２－１
ファミリーマート守山かねなわて 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字曲畷２４６７番地４



ファミリーマート守山一丁目 愛知県名古屋市守山区守山一丁目２番２号
ファミリーマート守山下志段味 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字上野山１０４０番１５
ファミリーマート守山喜多山 愛知県名古屋市守山区喜多山一丁目５番２０号
ファミリーマート守山金屋一丁目 愛知県名古屋市守山区金屋一丁目９番２８号
ファミリーマート守山向台二丁目 愛知県名古屋市守山区向台二丁目２２０１番地
ファミリーマート守山高島町 愛知県名古屋市守山区小幡中三丁目５番４号
ファミリーマート守山小六町 愛知県名古屋市守山区小六町２１番１８号
ファミリーマート守山城南町 愛知県名古屋市守山区城南町２０－２０
ファミリーマート守山瀬古 愛知県名古屋市守山区瀬古１丁目８１９
ファミリーマート守山瀬古一丁目 愛知県名古屋市守山区瀬古一丁目６０８番地２
ファミリーマート守山千代田 愛知県名古屋市守山区小幡太田１６－７
ファミリーマート守山川村町 愛知県名古屋市守山区川村町３７６番地
ファミリーマート守山本地ヶ原 愛知県名古屋市守山区白山３－９０３
ファミリーマート十一屋三丁目 愛知県名古屋市港区十一屋三丁目８６番地
ファミリーマート春田駅南 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押沢台 愛知県春日井市押沢台１丁目７－１２
ファミリーマート春日井下条一丁目 愛知県春日井市下条町１丁目１番地２
ファミリーマート春日井宮町西 愛知県春日井市四ツ家町字四ツ家７番地６
ファミリーマート春日井御幸町 愛知県春日井市御幸町三丁目４番地１
ファミリーマート春日井高山町 愛知県春日井市高山町２丁目１２－８
ファミリーマート春日井高蔵寺 愛知県春日井市高蔵寺町二丁目３８番地
ファミリーマート春日井坂下四丁目 愛知県春日井市坂下町四丁目６８１番地３
ファミリーマート春日井小野町三丁目 愛知県春日井市小野町三丁目８９番地１
ファミリーマート春日井松河戸町 愛知県春日井市松河戸町二丁目１番地２
ファミリーマート春日井上条六丁目 愛知県春日井市上条町六丁目２５４５番地２
ファミリーマート春日井神屋町 愛知県春日井市神屋町１７７８番地２
ファミリーマート春日井大手橋西 愛知県春日井市大手町字甲斐作１２１４番地２
ファミリーマート春日井大手田酉 愛知県春日井市大手田酉町２丁目３番地の１
ファミリーマート春日井大留 愛知県春日井市大留町二丁目２番８
ファミリーマート春日井丁田橋 愛知県春日井市南下原町４丁目１６番地２
ファミリーマート春日井鳥居松三丁目 愛知県春日井市鳥居松町三丁目８５番地２
ファミリーマート春日井鳥居松八丁目 愛知県春日井市鳥居松町八丁目３４番地１
ファミリーマート春日井追進町 愛知県春日井市追進町１丁目５番地
ファミリーマート春日井如意申町 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八事町 愛知県春日井市八事町三丁目１２番地１
ファミリーマート春日井八田町 愛知県春日井市八田町七丁目４番地１４
ファミリーマート春日井八田町二丁目 愛知県春日井市八田町二丁目１番地１７
ファミリーマート春日井堀ノ内 愛知県春日井市堀ノ内町四丁目３番地５
ファミリーマート春日井明知町 愛知県春日井市明知町１０４１番地３
ファミリーマート春日井弥生町 愛知県春日井市弥生町二丁目４５番地
ファミリーマート春日西牧 愛知県清須市春日西牧前７２番地１
ファミリーマート助光二丁目 愛知県名古屋市中川区助光二丁目８０４番地
ファミリーマート勝川駅北 愛知県春日井市松新町１丁目４　ルネック１Ｆ
ファミリーマート小園前 愛知県岡崎市中島町字小園前２の１
ファミリーマート小垣江西 愛知県刈谷市小垣江町本郷下３０－４
ファミリーマート小原 愛知県豊田市小原町平田３４９－２
ファミリーマート小坂井 愛知県豊川市宿町水入４４
ファミリーマート小幡中一丁目 愛知県名古屋市守山区小幡中一丁目３０番１７号
ファミリーマート小牧スポーツ公園 愛知県小牧市大字間々原新田字古天王７３２番地３
ファミリーマート小牧間々観音前 愛知県小牧市間々本町１４１
ファミリーマート小牧岩崎 愛知県小牧市大字久保一色字金六前３４４７
ファミリーマート小牧岩崎一丁目 愛知県小牧市岩崎一丁目２２７番地１
ファミリーマート小牧原新田 愛知県小牧市小牧原三丁目１５８番地
ファミリーマート小牧高根 愛知県小牧市高根一丁目３０４番６
ファミリーマート小牧篠岡 愛知県小牧市大字池之内字鳶ヶ巣３１９３番地１
ファミリーマート小牧常普請 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新町二丁目 愛知県小牧市新町二丁目２９８番地
ファミリーマート小牧大草中 愛知県小牧市大草中２３６
ファミリーマート小牧大草東上 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中央三丁目 愛知県小牧市中央３丁目２５０
ファミリーマート小牧中宮 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桃花台城山 愛知県小牧市城山１丁目５－１５
ファミリーマート小牧入鹿出新田 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村西６００番地１
ファミリーマート小牧文津 愛知県小牧市小松寺三丁目２０９番地
ファミリーマート小牧北外山 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味岡口 愛知県小牧市大字岩崎３５４－１
ファミリーマート庄内通 愛知県名古屋市西区庄内通三丁目１７番地
ファミリーマート昭和安田通三丁目 愛知県名古屋市昭和区安田通３丁目４－２



ファミリーマート昭和塩付通一丁目 愛知県名古屋市昭和区塩付通１－２０－２
ファミリーマート昭和狭間町 愛知県名古屋市昭和区狭間町３２番地
ファミリーマート昭和広見町二丁目 愛知県名古屋市昭和区広見町二丁目２４番
ファミリーマート昭和石仏町 愛知県名古屋市昭和区石仏町一丁目１７番地
ファミリーマート昭和滝川町 愛知県名古屋市昭和区滝川町４７番地の７５
ファミリーマート昭和檀渓通四丁目 愛知県名古屋市昭和区檀渓通四丁目４２番地
ファミリーマート昭和鶴舞二丁目 愛知県名古屋市昭和区鶴舞２丁目８０４番
ファミリーマート昭和八事 愛知県名古屋市昭和区広路町字北石坂１０２番地の４
ファミリーマート松原二丁目 愛知県名古屋市中区松原２丁目１２－１２
ファミリーマート上郷 愛知県豊田市上郷町会下山７－１
ファミリーマート上郷ＳＡ下り 愛知県豊田市永覚町百間圦１－４
ファミリーマート上前津 愛知県名古屋市中区大須三丁目３１番２２号
ファミリーマート上前津二丁目 愛知県名古屋市中区上前津二丁目３０６番３０７番－１
ファミリーマート城西三丁目 愛知県名古屋市西区城西三丁目６番１４号
ファミリーマート城西二丁目 愛知県名古屋市西区城西二丁目４番７号
ファミリーマート城西病院前 愛知県名古屋市中村区牛田通１丁目３２番地
ファミリーマート城町 愛知県名古屋市西区城町３２
ファミリーマート常滑栄町 愛知県常滑市栄町４－９４－１
ファミリーマート常滑榎戸 愛知県常滑市明和町二丁目３４番
ファミリーマート常滑古社 愛知県常滑市字古社１番地
ファミリーマート常滑若松町 愛知県常滑市若松町三丁目６０番地
ファミリーマート常滑西阿野 愛知県常滑市西阿野字春瀬３２２－１
ファミリーマート常滑西之口 愛知県常滑市西之口十丁目７５
ファミリーマート常滑前山 愛知県常滑市久米字西前田１１４番地１
ファミリーマート常滑桧原 愛知県常滑市桧原字勇田７４番地１
ファミリーマート常滑保示町 愛知県常滑市保示町四丁目１０７番地
ファミリーマート植田駅前 愛知県名古屋市天白区植田３－８１０ステーションビルＡＳＡＴＯ
ファミリーマート植田南一丁目 愛知県名古屋市天白区植田南一丁目１０１番地
ファミリーマート新安城 愛知県安城市住吉町２－１－２８
ファミリーマート新浦戸 愛知県知多郡美浜町新浦戸２丁目１０－１８
ファミリーマート新栄二丁目 愛知県名古屋市中区新栄２－１１－１４
ファミリーマート新岩倉中本町 愛知県岩倉市中本町西葭原５番地３
ファミリーマート新居屋大日 愛知県あま市新居屋大日５５番地
ファミリーマート新守山駅前 愛知県名古屋市守山区新守町５０
ファミリーマート新守西 愛知県名古屋市守山区新守西１６０３番地
ファミリーマート新小牧小木 愛知県小牧市小木南二丁目４１番地１
ファミリーマート新城ＰＡ下り 愛知県新城市富岡字東川６０－６８９
ファミリーマート新城一鍬田 愛知県新城市一鍬田字北畑１８番２
ファミリーマート新城玖老勢 愛知県新城市玖老勢塩平貝津４８－１
ファミリーマート新城西入船 愛知県新城市字西入船２５番地５
ファミリーマート新城大野 愛知県新城市大野字上野２７番地２４
ファミリーマート新城東沖野 愛知県新城市字東沖野４２番地１
ファミリーマート新城豊栄 愛知県新城市豊栄字向イ９７－２７
ファミリーマート新城名号 愛知県新城市名号字袋林１０９番地２
ファミリーマート新城有海 愛知県新城市有海字作神５７番地１
ファミリーマート新赤坪 愛知県名古屋市南区砂口町１８番地の１
ファミリーマート新大治三本木 愛知県海部郡大治町大字三本木字堅田１番地の１
ファミリーマート新長喜町 愛知県名古屋市北区長喜町三丁目１６番地
ファミリーマート新豊橋駅 愛知県豊橋市駅前大通一丁目１３８番地
ファミリーマート森岡 愛知県大府市森岡町六丁目３８５番地
ファミリーマート森下駅前 愛知県名古屋市北区大曽根二丁目５番２号
ファミリーマート森上 愛知県稲沢市祖父江町森上本郷九７６－１
ファミリーマート真清田神社前 愛知県一宮市本町１丁目３－１
ファミリーマート神屋団地口 愛知県春日井市神屋町字段の上１７４６－１
ファミリーマート仁王門通り 愛知県名古屋市中区大須２丁目１８番４５号　仁王門ビル
ファミリーマート甚目寺桜田 愛知県あま市甚目寺桜田５４番地
ファミリーマート甚目寺八尻 愛知県あま市甚目寺八尻１０５番地
ファミリーマート甚目寺平島 愛知県あま市下萱津平島１４番地
ファミリーマート吹上駅前 愛知県名古屋市昭和区阿由知通１－６－１
ファミリーマート瑞穂牛巻町 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町１４番５号
ファミリーマート瑞穂汐路町 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町２－７
ファミリーマート瑞穂新瑞橋 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町二丁目３５番地
ファミリーマート瑞穂田光町 愛知県名古屋市瑞穂区田光町１丁目１４番地
ファミリーマート瑞穂内方町 愛知県名古屋市瑞穂区内方町２丁目１２－１
ファミリーマート瑞穂二野町 愛知県名古屋市瑞穂区二野町９－１９
ファミリーマート瑞穂弥富通 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通５－４４
ファミリーマート瀬戸みずの坂 愛知県瀬戸市みずの坂四丁目１番地
ファミリーマート瀬戸街道城前 愛知県尾張旭市城前町上大道４１００



ファミリーマート瀬戸汗干町 愛知県瀬戸市　汗干町６８番地１
ファミリーマート瀬戸紺屋田 愛知県瀬戸市紺屋田町２２番地の２
ファミリーマート瀬戸石田 愛知県瀬戸市石田町１３６番地
ファミリーマート瀬戸大坪町 愛知県瀬戸市上之山町２丁目２－３
ファミリーマート瀬戸大坪北 愛知県瀬戸市大坪町２３番地の１
ファミリーマート瀬戸東十三塚町 愛知県瀬戸市東十三塚町２９
ファミリーマート瀬戸南山町 愛知県瀬戸市　南山町　２－６４
ファミリーマート瀬戸幡野町 愛知県瀬戸市幡野町３３８番地２
ファミリーマート瀬戸菱野台 愛知県瀬戸市菱野台４丁目６
ファミリーマート瀬戸福元 愛知県瀬戸市福元町１５
ファミリーマート瀬戸平町二丁目 愛知県瀬戸市平町二丁目１３番地
ファミリーマート成田かの里 愛知県名古屋市中川区かの里１－６０２
ファミリーマート星が丘元町 愛知県名古屋市千種区星が丘元町１５番１７号
ファミリーマート星ヶ丘ターミナル 愛知県名古屋市千種区井上町８０番地
ファミリーマート清洲丸の内 愛知県清須市清洲丸の内１９３０
ファミリーマート清洲御園 愛知県清須市一場御園７３９番地１
ファミリーマート清洲上条 愛知県清須市上条二丁目６番地の１
ファミリーマート清須阿原 愛知県清須市阿原星の宮１４８番地１
ファミリーマート清須学校橋東 愛知県清須市春日焼田２９番地１
ファミリーマート清須宮前 愛知県清須市西枇杷島町宮前二丁目１７
ファミリーマート清須西市場 愛知県清須市西市場四丁目１１－１１
ファミリーマート清水山 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明３７１１
ファミリーマート西あじま二丁目 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岡石畑 愛知県豊田市西岡町石畑７１－１
ファミリーマート西岩田 愛知県豊橋市西岩田５丁目１１番地の７
ファミリーマート西原町 愛知県名古屋市西区西原町１４７－１
ファミリーマート西志賀町三丁目 愛知県名古屋市北区西志賀町三丁目８１番地
ファミリーマート西春 愛知県北名古屋市西之保深坪１３－１
ファミリーマート西春西之保 愛知県北名古屋市西之保棒地３５番地
ファミリーマート西神の倉 愛知県名古屋市緑区西神の倉二丁目１０１番地
ファミリーマート西中島二丁目 愛知県名古屋市中川区西中島二丁目６０９番地
ファミリーマート西幡豆上大坪 愛知県西尾市西幡豆町上大坪３７番地１
ファミリーマート西尾伊藤町 愛知県西尾市伊藤５丁目１番１７
ファミリーマート西尾羽塚 愛知県西尾市羽塚町寅山２１番地１
ファミリーマート西尾永楽町 愛知県西尾市永楽町三丁目２８番地
ファミリーマート西尾駅南口 愛知県西尾市住吉町４丁目１８－６
ファミリーマート西尾下矢田町 愛知県西尾市下矢田町久多良解３７番地
ファミリーマート西尾今川町 愛知県西尾市今川町石橋１７－３
ファミリーマート西尾今川町東 愛知県西尾市今川町御堂東１０２
ファミリーマート西尾住崎 愛知県西尾市永吉四丁目１３番
ファミリーマート西尾上町東 愛知県西尾市上町沖道５９番２
ファミリーマート西尾上矢田町 愛知県西尾市上矢田町郷後３０番地３
ファミリーマート西尾新渡場 愛知県西尾市新渡場町大西２１番地
ファミリーマート西尾西幡豆町 愛知県西尾市西幡豆町柳田３番地１
ファミリーマート西尾斉藤町 愛知県西尾市斉藤町郷中４‐１
ファミリーマート西尾善明 愛知県西尾市室町雲地３９番地１
ファミリーマート西尾蔵屋敷 愛知県西尾市八ツ面町蔵屋敷１３２番地
ファミリーマート西尾中畑 愛知県西尾市田貫一丁目３番地
ファミリーマート西尾東幡豆 愛知県西尾市東幡豆町向山下５３番地
ファミリーマート西尾徳永東 愛知県西尾市徳永町東側１４－１
ファミリーマート西尾八ツ面 愛知県西尾市八ツ面町梅之宮４７番地１
ファミリーマート西尾米津八百目 愛知県西尾市米津町八百目８９番地１
ファミリーマート西尾緑町 愛知県西尾市緑町４丁目－４２
ファミリーマート西福田二丁目 愛知県名古屋市港区西福田二丁目１５０８番地の２
ファミリーマート西矢田 愛知県名古屋市東区矢田二丁目１２番２６号
ファミリーマート青山四丁目 愛知県半田市青山４丁目４－１０
ファミリーマート石川橋 愛知県名古屋市瑞穂区檀渓通５丁目２３
ファミリーマート設楽町清崎 愛知県北設楽郡設楽町大字清崎字中田１７番地の５
ファミリーマート千種ターミナル 愛知県名古屋市千種区内山３丁目２５－６
ファミリーマート千種香流橋 愛知県名古屋市千種区香流橋２－３１９
ファミリーマート千種今池一丁目 愛知県名古屋市千種区今池一丁目１９番１号
ファミリーマート千種今池五丁目 愛知県名古屋市千種区今池五丁目３番９号
ファミリーマート千種若水 愛知県名古屋市千種区若水三丁目６番５号
ファミリーマート千種汁谷 愛知県名古屋市千種区汁谷町１０２
ファミリーマート千種春岡二丁目 愛知県名古屋市千種区春岡２丁目２７－１２
ファミリーマート千種仲田二丁目 愛知県名古屋市千種区仲田二丁目３番２３号
ファミリーマート千種天満通 愛知県名古屋市千種区天満通一丁目６０番地
ファミリーマート千種田代本通四丁目 愛知県名古屋市千種区田代本通四丁目１６－１



ファミリーマート千種猫洞通 愛知県名古屋市千種区猫洞通一丁目１０番地１
ファミリーマート千種本山 愛知県名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地
ファミリーマート千成西 愛知県名古屋市中村区千成通五丁目２５番
ファミリーマート千成通 愛知県名古屋市中村区千成通１丁目３３番
ファミリーマート千早 愛知県名古屋市中区千代田５丁目８番１号
ファミリーマート泉一丁目 愛知県名古屋市東区泉１丁目１４－１　泉久屋サンコービル
ファミリーマート泉楽通 愛知県名古屋市南区泉楽通二丁目１０番地
ファミリーマート浅間町駅前 愛知県名古屋市西区浅間一丁目２番４号
ファミリーマート祖父江五ツ屋 愛知県稲沢市祖父江町甲新田五ツ屋８５番地１
ファミリーマート則武 愛知県名古屋市中村区則武２－１５－８
ファミリーマート太閤通八丁目 愛知県名古屋市中村区太閤通八丁目３６番地
ファミリーマート太子二丁目 愛知県名古屋市緑区太子二丁目２５番地
ファミリーマート太田川駅 愛知県東海市大田町後田５２
ファミリーマート打出二丁目 愛知県名古屋市中川区打出２－１２
ファミリーマート代官町東 愛知県名古屋市東区代官町２７番１０号
ファミリーマート大口大屋敷一丁目 愛知県丹羽郡大口町大屋敷一丁目２１０番地
ファミリーマート大口中小口 愛知県丹羽郡大口町中小口三丁目５８番地の１
ファミリーマート大口余野 愛知県丹羽郡大口町余野３丁目５３８番地
ファミリーマート大幸一丁目 愛知県名古屋市東区大幸一丁目５番６号
ファミリーマート大江駅前 愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町三丁目４１番
ファミリーマート大高 愛知県名古屋市緑区鳴海町字中汐田２６９番地１
ファミリーマート大高駅前 愛知県名古屋市緑区大高町字鶴田５５－２
ファミリーマート大高折戸 愛知県名古屋市緑区大高町字神戸１３－１
ファミリーマート大高倉坂 愛知県名古屋市緑区倉坂１１１９番地
ファミリーマート大高緑地公園 愛知県名古屋市緑区左京山３０３８番地
ファミリーマート大治花常 愛知県海部郡大治町大字花常字フケ７０番地３
ファミリーマート大治東條 愛知県海部郡大治町大字東條字砂島１３番地
ファミリーマート大治北間島 愛知県海部郡大治町大字北間島字宮東２番地
ファミリーマート大治役場南 愛知県海部郡大治町大字馬島字西深田９番地
ファミリーマート大森駅南 愛知県名古屋市守山区大森四丁目７０６番地
ファミリーマート大杉三丁目 愛知県名古屋市北区大杉三丁目３番１１号
ファミリーマート大清水 愛知県豊田市大清水町大清水１８７－１
ファミリーマート大塚海岸 愛知県蒲郡市大塚町勝川１２０番１
ファミリーマート大府アラタ 愛知県大府市横根町羽根山２１１番地
ファミリーマート大府駅東口 愛知県大府市中央町３丁目６２
ファミリーマート大府横根町 愛知県大府市横根町平子２６８―１
ファミリーマート大府共和西 愛知県大府市共西町一丁目６２番
ファミリーマート大府若草町 愛知県大府市若草町２－２
ファミリーマート大府大東町 愛知県大府市大東町一丁目９１番地１
ファミリーマート大府中央一丁目 愛知県大府市中央町一丁目２２０番地
ファミリーマート大府長草 愛知県大府市長草町本郷１６番地
ファミリーマート大府追分 愛知県大府市追分町六丁目４００番地
ファミリーマート大府東海インター 愛知県大府市吉川町１丁目１２番１
ファミリーマート大府東新町 愛知県大府市東新町四丁目８２番地
ファミリーマート大府凪場 愛知県大府市一屋町五丁目５番地
ファミリーマート大府北崎 愛知県大府市北崎町内田面２４５
ファミリーマート大平駒場 愛知県岡崎市大平町字駒場２９番地２
ファミリーマート大名古屋ビルヂング 愛知県名古屋市中村区名駅３－２８－１２大名古屋ビルヂング地下１階
ファミリーマート大野木 愛知県名古屋市西区歌里町２０８－１
ファミリーマート大雄会病院前 愛知県一宮市桜１丁目３番７
ファミリーマート辰巳町 愛知県名古屋市港区辰巳町４番８号
ファミリーマート谷口大曽根北 愛知県名古屋市東区矢田一丁目１３－３３
ファミリーマート知多つつじが丘 愛知県知多市八幡新町３丁目１５－１４
ファミリーマート知多つつじが丘二丁目 愛知県知多市つつじが丘２丁目２番地の１３
ファミリーマート知多にしの台 愛知県知多市にしの台二丁目１３０５
ファミリーマート知多岡田 愛知県知多市岡田美里町２１番地
ファミリーマート知多寺本 愛知県知多市清水が丘一丁目３０２番
ファミリーマート知多新広見 愛知県知多市新広見１６９番
ファミリーマート知多新知小学校南 愛知県知多市新知字中殿２５－１
ファミリーマート知多新知東 愛知県知多市新知東町３丁目４０番地の２
ファミリーマート知多新舞子 愛知県知多市新舞子東町一丁目１番７
ファミリーマート知多清水が丘 愛知県知多市清水が丘２丁目９１４番地
ファミリーマート知多西巽が丘 愛知県知多市西巽が丘１丁目２番６
ファミリーマート知多半田駅 愛知県半田市広小路町１５０－６
ファミリーマート知多武豊駅前 愛知県知多郡武豊町字道崎４１－１
ファミリーマート知立逢妻町 愛知県知立市逢妻町道瀬山１６－３
ファミリーマート知立牛田町 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山屋敷 愛知県知立市山屋敷町山屋敷２５－５２



ファミリーマート知立上重原 愛知県知立市上重原二丁目１８
ファミリーマート知立上重原本郷 愛知県知立市上重原町本郷２０６－２
ファミリーマート知立新池 愛知県知立市新池二丁目１２１番地
ファミリーマート知立新林町 愛知県知立市新林町平草４２番１４
ファミリーマート知立谷田町西 愛知県知立市谷田町西１丁目１番３
ファミリーマート知立鳥居 愛知県知立市鳥居１丁目１１番１
ファミリーマート知立東海道 愛知県知立市山町小林２８－３
ファミリーマート知立八ツ田 愛知県知立市八ツ田町川畔５２－１
ファミリーマート知立堀切 愛知県知立市堀切三丁目２６番地
ファミリーマート知立本町 愛知県知立市本町本７４－１
ファミリーマート地下鉄高岳駅前 愛知県名古屋市東区泉二丁目２７番１４号
ファミリーマート地下鉄平安通 愛知県名古屋市北区御成通一丁目１番地３
ファミリーマート池下駅前 愛知県名古屋市千種区池下１－４－１０
ファミリーマート築地口駅 愛知県名古屋市港区港栄四丁目１１１番の２
ファミリーマート茶屋が坂駅前 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂一丁目２１１６－１
ファミリーマート中あじま三丁目 愛知県名古屋市北区中味鋺三丁目４１９番地
ファミリーマート中割一丁目 愛知県名古屋市南区中割町一丁目３３番地１
ファミリーマート中丸町二丁目 愛知県名古屋市北区中丸町二丁目５７番地
ファミリーマート中江二丁目 愛知県名古屋市南区中江二丁目１０２４番地
ファミリーマート中小田井公園前 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目２０８番地の１
ファミリーマート中小田井三丁目 愛知県名古屋市西区中小田井三丁目２５６番
ファミリーマート中小田井二丁目 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目３１８番地
ファミリーマート中川ときわ 愛知県名古屋市中川区万町１０２番地
ファミリーマート中川玉川町 愛知県名古屋市中川区玉川町一丁目１番地の３
ファミリーマート中川好本町 愛知県名古屋市中川区好本町１丁目３７番地
ファミリーマート中川舟戸 愛知県名古屋市中川区舟戸町１番２１号
ファミリーマート中川住宅西 愛知県名古屋市中川区中島新町二丁目１６１１番地
ファミリーマート中川松葉町 愛知県名古屋市中川区松葉町一丁目５１番地
ファミリーマート中川清船町 愛知県名古屋市中川区清船町４丁目１－１
ファミリーマート中川千音寺 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
ファミリーマート中川太平通二丁目 愛知県名古屋市中川区太平通二丁目３０番地
ファミリーマート中川中野本町 愛知県名古屋市中川区中野本町二丁目２９番地１
ファミリーマート中川富川町 愛知県名古屋市中川区富川町１丁目２
ファミリーマート中川富田公園東 愛知県名古屋市中川区春田１丁目９８－２
ファミリーマート中川野田 愛知県名古屋市中川区野田１－６６３
ファミリーマート中村岩上町 愛知県名古屋市中村区岩上町８６番地
ファミリーマート中村公園北口 愛知県名古屋市中村区本陣通五丁目１２３番地
ファミリーマート中村向島 愛知県名古屋市中村区向島町１丁目３６番２
ファミリーマート中村上ノ宮町 愛知県名古屋市中村区上ノ宮町一丁目１８番地
ファミリーマート中村森田町 愛知県名古屋市中村区森田町１丁目８番３号
ファミリーマート中村大宮町 愛知県名古屋市中村区大宮町一丁目４４番
ファミリーマート中村東宿町 愛知県名古屋市中村区東宿町１丁目３６
ファミリーマート中村並木 愛知県名古屋市中村区並木２丁目２７９
ファミリーマート中村名駅四丁目 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目３番１０号東海ビル１Ｆ
ファミリーマート朝宮公園前 愛知県春日井市大手田酉町一丁目１番地６
ファミリーマート長久手インター 愛知県長久手市岩作中根原６０番地３
ファミリーマート長久手蟹原 愛知県長久手市蟹原６０６番地
ファミリーマート長久手公園西 愛知県長久手市岩作三ケ峯２番１２８２
ファミリーマート長久手西原山 愛知県長久手市西原山３８－３
ファミリーマート長久手南 愛知県長久手市片平２丁目１０２番地
ファミリーマート長久手武蔵塚 愛知県長久手市武蔵塚１４０５番地
ファミリーマート鳥見町二丁目 愛知県名古屋市西区鳥見町二丁目１３番地１
ファミリーマート津知屋横須賀 愛知県東海市横須賀町一ノ割３－１
ファミリーマート津島愛宕七丁目 愛知県津島市愛宕町七丁目３２番地２
ファミリーマート津島駅 愛知県津島市錦町１－２
ファミリーマート津島越津町 愛知県津島市越津町字梅之木３９番地の１
ファミリーマート津島越津柳之内 愛知県津島市越津町字柳之内５１番
ファミリーマート津島橘町 愛知県津島市橘町四丁目７０番地
ファミリーマート津島宮川 愛知県津島市江東町３丁目１８２番地の１
ファミリーマート津島牛田町 愛知県津島市牛田町字角田３３番地１
ファミリーマート津島江西 愛知県津島市江西町二丁目６１番地
ファミリーマート津島市民病院前 愛知県津島市橘町３丁目３９－１　２
ファミリーマート津島神守 愛知県津島市莪原町字宮東１４４番地２
ファミリーマート津島唐臼 愛知県津島市唐臼町柳原５０番地３
ファミリーマート津島東公園前 愛知県津島市南新開町二丁目２７２番地２
ファミリーマート辻畑町 愛知県名古屋市中川区辻畑町５１番地
ファミリーマート鶴見通二丁目 愛知県名古屋市南区鶴見通二丁目２番地６
ファミリーマート鶴舞 愛知県名古屋市中区千代田５－２２－２２



ファミリーマート天子田四丁目 愛知県名古屋市守山区天子田４丁目１３０１番
ファミリーマート天白一つ山 愛知県名古屋市天白区一つ山３丁目１－１
ファミリーマート天白元八事 愛知県名古屋市天白区元八事一丁目１８５番地
ファミリーマート天白原 愛知県名古屋市天白区原三丁目２３０６
ファミリーマート天白原一丁目 愛知県名古屋市天白区原１丁目５１０－１
ファミリーマート天白高坂 愛知県名古屋市天白区島田黒石３０１
ファミリーマート天白笹原町 愛知県名古屋市天白区笹原町１００７－１
ファミリーマート天白焼山 愛知県名古屋市天白区焼山１丁目５０３番地
ファミリーマート天白植田一丁目 愛知県名古屋市天白区植田一丁目１５０１番地
ファミリーマート天白植田山 愛知県名古屋市天白区植田山１丁目１６０１
ファミリーマート天白植田東 愛知県名古屋市天白区植田東３丁目２０７番地
ファミリーマート天白池場一丁目 愛知県名古屋市天白区池場一丁目９１１番地１
ファミリーマート天白土原 愛知県名古屋市天白区土原三丁目１２３８番地
ファミリーマート天白野並二丁目 愛知県名古屋市天白区野並二丁目３７４番地
ファミリーマート田原浦 愛知県田原市浦町井狭沢９４番地１
ファミリーマート田原小中山 愛知県田原市小中山町一本松２５０番４０
ファミリーマート田原西屋敷 愛知県田原市田原町上八軒家４番地２
ファミリーマート田原赤羽根ＬＢ 愛知県田原市赤羽根町明神１０番
ファミリーマート田原赤石 愛知県田原市赤石四丁目１５番地
ファミリーマート田原南晩田 愛知県田原市田原町南晩田１８－３
ファミリーマート田原福江町 愛知県田原市福江町中羽根１１１番地
ファミリーマート田原片西 愛知県田原市片西１丁目５番地６
ファミリーマート田原保美 愛知県田原市保美町丸池１２７番地４
ファミリーマート田原豊島 愛知県田原市豊島町天白５１番地１
ファミリーマート都通二丁目 愛知県名古屋市千種区豊年町１７番１６号
ファミリーマート東浦緒川植山 愛知県知多郡東浦町大字緒川字植山４３番地の２
ファミリーマート東浦森岡 愛知県知多郡東浦町大字森岡字田面９１－１
ファミリーマート東浦森岡南 愛知県知多郡東浦町森岡新池下３６－１
ファミリーマート東浦石浜 愛知県知多郡東浦町大字石浜字中央１３－１４
ファミリーマート東岡崎駅 愛知県岡崎市明大寺本町４丁目７０
ファミリーマート東岡崎駅南口 愛知県岡崎市明大寺町字寺東１番地１
ファミリーマート東海しあわせ村 愛知県東海市荒尾町大脇１００番地
ファミリーマート東海加木屋町 愛知県東海市加木屋町二丁目１８９番地
ファミリーマート東海荒尾インター東 愛知県東海市東海町七丁目４番３
ファミリーマート東海高横須賀 愛知県東海市高横須賀町４丁目１２６番地
ファミリーマート東海山ノ神 愛知県東海市荒尾町見幕６３
ファミリーマート東海秋葉 愛知県東海市名和町口前後４１番地
ファミリーマート東海上野台 愛知県東海市富木島町東山２７－５
ファミリーマート東海太田川 愛知県東海市大田町後浜新田２１４番地１
ファミリーマート東海中ノ池 愛知県東海市中ノ池４丁目３番７
ファミリーマート東海中央町 愛知県東海市中央町六丁目２６１番地
ファミリーマート東海通駅前 愛知県名古屋市港区東海通３－２２－１
ファミリーマート東海渡内 愛知県東海市荒尾町下平井６７
ファミリーマート東海八幡新田 愛知県東海市加木屋町陀々法師１３－１
ファミリーマート東海富貴ノ台 愛知県東海市富貴ノ台６丁目１１２
ファミリーマート東海富木島 愛知県東海市富木島町伏見３丁目１０番８
ファミリーマート東海北見田 愛知県東海市荒尾町北見田２３番地１
ファミリーマート東海名和町 愛知県東海市名和町東岨５０－１
ファミリーマート東刈谷駅北口 愛知県安城市美園町時ケ堀１番２
ファミリーマート東起町一丁目 愛知県名古屋市中川区東起町一丁目６７番地
ファミリーマート東郷高嶺 愛知県愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１
ファミリーマート東郷三ツ池三丁目 愛知県愛知郡東郷町三ツ池３－２－１
ファミリーマート東郷春木 愛知県愛知郡東郷町大字春木字上正葉廻間８番地２
ファミリーマート東郷諸輪東 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郷町新池 愛知県愛知郡東郷町清水二丁目４番地４
ファミリーマート東郷町和合 愛知県愛知郡東郷町大字和合字牛廻間４１番地３
ファミリーマート東郷白鳥 愛知県愛知郡東郷町白鳥２丁目１７－４
ファミリーマート東山線名古屋駅 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１４番１５号先
ファミリーマート東春田一丁目 愛知県名古屋市中川区東春田一丁目４５番地
ファミリーマート東大曽根町 愛知県名古屋市北区大曽根３－４－１４
ファミリーマート東梅坪 愛知県豊田市京町４丁目１３－１８
ファミリーマート東別院駅前 愛知県名古屋市中区平和一丁目５番４号
ファミリーマート東名三好インター 愛知県みよし市根浦町一丁目１２－２
ファミリーマート当知住宅東 愛知県名古屋市港区当知三丁目１３０１番地
ファミリーマート藤が丘駅前 愛知県名古屋市名東区藤が丘１４３
ファミリーマート藤岡飯野 愛知県豊田市藤岡飯野町弥治前５７９－２他８筆
ファミリーマート藤山台 愛知県春日井市岩成台九丁目１－１
ファミリーマート藤田医科大学前 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８



ファミリーマート藤田医科大学病院Ａ棟 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８藤田医科大学病院Ａ棟　地下１階
ファミリーマート道徳通二丁目 愛知県名古屋市南区道徳通２－２５
ファミリーマート徳重 愛知県名古屋市緑区徳重５－６１２
ファミリーマート徳川町 愛知県名古屋市東区徳川町１４０３番地
ファミリーマート那古野二丁目 愛知県名古屋市西区那古野二丁目３番１号
ファミリーマート内田橋 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目３９番３４号
ファミリーマート南栄町 愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘４１－１
ファミリーマート南大高 愛知県名古屋市緑区南大高四丁目４０１番地
ファミリーマート南知多山海 愛知県知多郡南知多町大字山海字松生１１番地１
ファミリーマート南知多大井 愛知県知多郡南知多町大井字浜辺３３－１
ファミリーマート南知多町役場前 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中町８番地２
ファミリーマート南知多豊浜 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字中村７１
ファミリーマート南武平町 愛知県名古屋市中区栄五丁目１３番１８号
ファミリーマート南野二丁目 愛知県名古屋市南区南野二丁目３３番地
ファミリーマート南陽通六丁目 愛知県名古屋市南区南陽通六丁目１番地２９
ファミリーマート楠あじま三丁目 愛知県名古屋市北区楠味鋺三丁目８０３番地
ファミリーマート楠一丁目 愛知県名古屋市北区楠一丁目１５１８番地の１
ファミリーマート二女子 愛知県名古屋市中川区二女子町一丁目２番地
ファミリーマート日進栄二丁目 愛知県日進市栄二丁目９０４番地
ファミリーマート日進岩根 愛知県日進市岩崎町岩根１４０番地
ファミリーマート日進岩崎 愛知県日進市岩崎町岩根９８－１
ファミリーマート日進三本木町 愛知県日進市三本木町一番割２番地１
ファミリーマート日進浅田町 愛知県日進市浅田町東前田３７番地３
ファミリーマート日進竹の山 愛知県日進市竹の山１丁目２７０１　ソアラプラザ１階
ファミリーマート日進東山 愛知県日進市東山三丁目１０３番１
ファミリーマート日進藤島 愛知県日進市藤島町長塚１５番地５
ファミリーマート日進白山 愛知県日進市本郷町鴻土１３番地１
ファミリーマート日比津グランド前 愛知県名古屋市中村区猪之越町３丁目６番２１号
ファミリーマート如意申町一丁目 愛知県春日井市如意申町一丁目１０番地１２
ファミリーマート熱田一番町 愛知県名古屋市熱田区一番二丁目４２番５号
ファミリーマート熱田金山南 愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目６番６号
ファミリーマート熱田古新町 愛知県名古屋市熱田区古新町１－３５
ファミリーマート熱田桜田町 愛知県名古屋市熱田区桜田町２０番２７号
ファミリーマート熱田切戸町 愛知県名古屋市熱田区切戸町２丁目５番地
ファミリーマート熱田大宝 愛知県名古屋市熱田区大宝４丁目１－３
ファミリーマート熱田伝馬町 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号
ファミリーマート熱田八番二丁目 愛知県名古屋市熱田区八番二丁目２０番１３号
ファミリーマート梅森坂三丁目 愛知県名古屋市名東区梅森坂三丁目２００３番地
ファミリーマート粕畠三丁目 愛知県名古屋市南区粕畠町３－１９
ファミリーマート半田やなべ高山 愛知県半田市岩滑高山町２丁目９１番４
ファミリーマート半田稲穂町東 愛知県半田市稲穂町十一丁目１７番地２
ファミリーマート半田乙川 愛知県半田市乙川内山町３１番地
ファミリーマート半田岩滑西町 愛知県半田市岩滑西町２丁目１２３－２
ファミリーマート半田亀崎 愛知県半田市亀崎新田町四丁目２０番地１
ファミリーマート半田桐ヶ丘 愛知県半田市桐ヶ丘３－１５－１
ファミリーマート半田新居町 愛知県半田市新居町六丁目１６７番地２
ファミリーマート半田瑞穂 愛知県半田市瑞穂町７－１１－６
ファミリーマート半田生見町 愛知県半田市東生見町１５－１０
ファミリーマート半田大池町 愛知県半田市大池町四丁目８６－１
ファミリーマート半田東洋 愛知県半田市瑞穂町９丁目３－１２
ファミリーマート半田南大矢知 愛知県半田市南大矢知町３丁目１０１－１３
ファミリーマート半田南本町 愛知県半田市南本町一丁目２７番地
ファミリーマート半田緑ヶ丘 愛知県半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１
ファミリーマート飛島竹之郷 愛知県海部郡飛島村竹之郷一丁目８３番地１
ファミリーマート尾張旭吉岡町 愛知県尾張旭市吉岡町一丁目５番１
ファミリーマート尾張旭桜ケ丘 愛知県尾張旭市桜ケ丘町２丁目２５番
ファミリーマート尾張旭新居町 愛知県尾張旭市新居町明才切４６
ファミリーマート尾張旭東栄町 愛知県尾張旭市東栄町１－７－１３
ファミリーマート尾張一宮ＰＡ上り 愛知県一宮市丹陽町三ツ井字東金浦２７０９
ファミリーマート尾張大橋東 愛知県弥富市五明町築留２０４３－３３
ファミリーマート尾頭橋通 愛知県名古屋市中川区尾頭橋二丁目１３番１７号
ファミリーマート枇杷島警察署前 愛知県清須市枇杷島駅前東一丁目３番地９
ファミリーマート美山 愛知県豊田市田中町５丁目３９番地の１
ファミリーマート美浜河和台二丁目 愛知県知多郡美浜町河和台二丁目２７５番地
ファミリーマート美和高校前 愛知県あま市篠田藤東７番２
ファミリーマート氷室町 愛知県名古屋市南区氷室町２００３番地
ファミリーマート浜田三丁目 愛知県名古屋市南区浜田町三丁目９７番地
ファミリーマート扶桑高雄 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰３４４番２



ファミリーマート扶桑中海道 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字中海道２４０番
ファミリーマート扶桑町南山名 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字仲畑１５０番地２
ファミリーマート扶桑柏森 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏３５５番地１
ファミリーマート武豊向陽 愛知県知多郡武豊町字向陽三丁目６番地１
ファミリーマート武豊桜ケ丘 愛知県知多郡武豊町字北中根五丁目４７－１
ファミリーマート武豊山ノ神 愛知県知多郡武豊町字山ノ神５８番地１
ファミリーマート武豊石川橋 愛知県知多郡武豊町字石川７９番地１
ファミリーマート武豊町大足 愛知県知多郡武豊町字下田３７番地１
ファミリーマート武豊冨貴駅東 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字市場２２番地３
ファミリーマート武豊梨子ノ木 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木三丁目５２番地
ファミリーマート武豊里中東 愛知県知多郡武豊町字忠白田１１－１９
ファミリーマート武路町 愛知県名古屋市緑区武路町１８０１
ファミリーマート伏見通大須 愛知県名古屋市中区大須一丁目８番１９号
ファミリーマート平安一丁目 愛知県名古屋市北区平安一丁目２番２１号
ファミリーマート平針試験場南 愛知県名古屋市天白区平針南４丁目１０１番
ファミリーマート平針住宅 愛知県名古屋市天白区平針南１丁目２１１
ファミリーマート平田小学校前 愛知県名古屋市西区城西町５番地
ファミリーマート碧南塩浜町 愛知県碧南市塩浜町三丁目８９番地１
ファミリーマート碧南芸文ホール前 愛知県碧南市西山町４丁目６４番１
ファミリーマート碧南志貴崎町 愛知県碧南市志貴崎町五丁目２０番地
ファミリーマート碧南鶴見町 愛知県碧南市鶴見町６丁目３７番地
ファミリーマート碧南東山町 愛知県碧南市東山町２丁目５３番地１
ファミリーマート碧南入船町 愛知県碧南市入船町五丁目４１番地
ファミリーマート碧南伏見屋 愛知県碧南市三宅町３－１４
ファミリーマート碧南野田 愛知県碧南市野田町１２３番地
ファミリーマート碧南六軒町 愛知県碧南市六軒町二丁目６５番地
ファミリーマート芳野一丁目 愛知県名古屋市東区芳野１丁目４番４号
ファミリーマート芳野屋東片端 愛知県名古屋市東区東片端町４８
ファミリーマート豊橋旭 愛知県豊橋市旭町１００
ファミリーマート豊橋井原 愛知県豊橋市井原町１０７番２
ファミリーマート豊橋一里山 愛知県豊橋市東細谷町字一里山６６番地の１
ファミリーマート豊橋瓜郷前川 愛知県豊橋市瓜郷町前川４０－１
ファミリーマート豊橋駅東口 愛知県豊橋市駅前大通１－４８
ファミリーマート豊橋下条東町 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下地 愛知県豊橋市下地町字豊麻１７番
ファミリーマート豊橋花中 愛知県豊橋市花中町４９番地３
ファミリーマート豊橋花田荒木 愛知県豊橋市花田町字荒木３６番地１
ファミリーマート豊橋花田町 愛知県豊橋市花田町字越水１４４
ファミリーマート豊橋賀茂町 愛知県豊橋市賀茂町字森信４２番地７
ファミリーマート豊橋岩屋町 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下３８番地４
ファミリーマート豊橋吉川 愛知県豊橋市吉川町１５６－２
ファミリーマート豊橋牛川通二丁目 愛知県豊橋市牛川通２丁目１０番９
ファミリーマート豊橋向山才ノ神 愛知県豊橋市向山町字水車１８番２
ファミリーマート豊橋向山町 愛知県豊橋市向山町字水車４７番９
ファミリーマート豊橋江島 愛知県豊橋市江島町１４１番地１
ファミリーマート豊橋佐藤一丁目 愛知県豊橋市佐藤１丁目１１－１３
ファミリーマート豊橋佐藤四丁目 愛知県豊橋市佐藤四丁目４０番地１
ファミリーマート豊橋細谷町 愛知県豊橋市細谷町字中尾１５９番地３
ファミリーマート豊橋曙町 愛知県豊橋市曙町字南松原７８－６
ファミリーマート豊橋小向 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小鷹野 愛知県豊橋市東小鷹野４丁目１番３
ファミリーマート豊橋松井町 愛知県豊橋市松井町字中新切１８－４
ファミリーマート豊橋上伝馬町 愛知県豊橋市上伝馬町７１
ファミリーマート豊橋上野町 愛知県豊橋市上野町字上野２－１
ファミリーマート豊橋上野東 愛知県豊橋市上野町字上ノ山６５番５
ファミリーマート豊橋植田 愛知県豊橋市植田町字西新切１３番
ファミリーマート豊橋植田奥ノ谷 愛知県豊橋市植田町字奥ノ谷７５番地５
ファミリーマート豊橋神野南 愛知県豊橋市神野新田町字カノ割５７番地
ファミリーマート豊橋杉山町 愛知県豊橋市杉山町字向山下７９番地
ファミリーマート豊橋西橋良 愛知県豊橋市西橋良町２４番地
ファミリーマート豊橋西口町 愛知県豊橋市西口町字西ノ口５番１
ファミリーマート豊橋西幸町 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橋西部団地前 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
ファミリーマート豊橋石巻平野町 愛知県豊橋市石巻平野町炭焼２番１０
ファミリーマート豊橋石巻本町東 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石塚 愛知県豊橋市花田町字石塚４２－５
ファミリーマート豊橋前田町一丁目 愛知県豊橋市前田町１－７－３
ファミリーマート豊橋前田二丁目 愛知県豊橋市前田町二丁目８番４



ファミリーマート豊橋草間町 愛知県豊橋市草間町字二本松２番１
ファミリーマート豊橋多米西町 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大岩 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９
ファミリーマート豊橋大崎町 愛知県豊橋市大崎町字境松８９番４
ファミリーマート豊橋大清水 愛知県豊橋市大清水町字大清水２３８番地３
ファミリーマート豊橋中郷 愛知県豊橋市中郷町５番地
ファミリーマート豊橋中浜 愛知県豊橋市中浜町４７番地
ファミリーマート豊橋仲ノ町 愛知県豊橋市仲ノ町１５０番地の１
ファミリーマート豊橋柱八番町 愛知県豊橋市柱八番町４７番地
ファミリーマート豊橋朝丘 愛知県豊橋市朝丘町９１番地
ファミリーマート豊橋長瀬町 愛知県豊橋市長瀬町字郷西４６番地１
ファミリーマート豊橋天伯町 愛知県豊橋市天伯町字六ツ美９６番地５
ファミリーマート豊橋東岩田三丁目 愛知県豊橋市東岩田三丁目１５番地６
ファミリーマート豊橋東岩田二丁目 愛知県豊橋市東岩田二丁目２３番地３
ファミリーマート豊橋東幸 愛知県豊橋市東幸町字水神１－７
ファミリーマート豊橋東松山 愛知県豊橋市東松山町１０１番地
ファミリーマート豊橋東脇 愛知県豊橋市東脇一丁目１３番地の８
ファミリーマート豊橋南栄空池 愛知県豊橋市南栄町字空池７０番地
ファミリーマート豊橋白河町 愛知県豊橋市白河町８４番１
ファミリーマート豊橋飯村北三丁目 愛知県豊橋市飯村北３丁目１９－１４
ファミリーマート豊橋浜道 愛知県豊橋市浜道町字新百々池７番地５
ファミリーマート豊橋富士見 愛知県豊橋市南大清水町字富士見６０２番１９
ファミリーマート豊橋富士見台 愛知県豊橋市富士見台３－２８－１
ファミリーマート豊橋豊清町 愛知県豊橋市豊清町字籠田２３番５８
ファミリーマート豊橋牟呂 愛知県豊橋市神野新田町字イノ割１１１番地１
ファミリーマート豊橋野依インター 愛知県豊橋市野依町字井原９９番地の４
ファミリーマート豊橋緑ヶ丘 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緑ヶ丘一丁目 愛知県豊橋市緑ケ丘１丁目１２番地３
ファミリーマート豊国通 愛知県名古屋市中村区豊国通１－２
ファミリーマート豊川インター南 愛知県豊川市谷川町洞１５０番地１
ファミリーマート豊川伊奈町 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川牛久保駅通 愛知県豊川市牛久保駅通５丁目３０番地１
ファミリーマート豊川御津大草 愛知県豊川市御津町大草上竹８１番１
ファミリーマート豊川御油 愛知県豊川市御油町青戸１１－１
ファミリーマート豊川御油町南 愛知県豊川市御油町八面横３２番地１
ファミリーマート豊川桜木通 愛知県豊川市桜木通２－１
ファミリーマート豊川四ツ谷町 愛知県豊川市四ツ谷町三丁目６９番１
ファミリーマート豊川市田町 愛知県豊川市市田町新屋前２６番１
ファミリーマート豊川寿通 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川宿町 愛知県豊川市宿町小山５１番地１
ファミリーマート豊川小坂井伊奈 愛知県豊川市伊奈町慶応３５２－２
ファミリーマート豊川小坂井才ノ木 愛知県豊川市小坂井町才ノ木８６番地１
ファミリーマート豊川小坂井町 愛知県豊川市宿町光道寺６９番地
ファミリーマート豊川上長山町 愛知県豊川市上長山町手取８－１２７
ファミリーマート豊川上野 愛知県豊川市上野三丁目３４番地
ファミリーマート豊川城下 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川諏訪二丁目 愛知県豊川市諏訪２ー５７
ファミリーマート豊川赤坂町 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 愛知県豊川市大崎町下金居場１９５
ファミリーマート豊川中条町 愛知県豊川市中条町観音堂７番１
ファミリーマート豊川東上町 愛知県豊川市東上町井谷沢１３５－１
ファミリーマート豊川馬場 愛知県豊川市馬場町宮脇１６９番地
ファミリーマート豊川八幡町 愛知県豊川市八幡町豊川西部土地区画整理１１５街区４
ファミリーマート豊川平尾 愛知県豊川市平尾町神田９３番地
ファミリーマート豊川平尾郷中 愛知県豊川市平尾町郷中１１０番３
ファミリーマート豊川本野ケ原二丁目 愛知県豊川市本野ケ原２丁目１１
ファミリーマート豊川末広通 愛知県豊川市末広通３丁目２３－１
ファミリーマート豊川野口町北 愛知県豊川市野口町ツイジ１０５－１
ファミリーマート豊田井上 愛知県豊田市井上町五丁目２０番地１
ファミリーマート豊田一丁目 愛知県名古屋市南区豊田一丁目２９番５号
ファミリーマート豊田運動公園前 愛知県豊田市井上町二丁目６３番地１
ファミリーマート豊田加納町 愛知県豊田市加納町西股４５－５
ファミリーマート豊田花園 愛知県豊田市花園町東大切２１０－３
ファミリーマート豊田貝津町 愛知県豊田市貝津町箕輪２０３番地１
ファミリーマート豊田柿本町 愛知県豊田市柿本町六丁目６番地１７
ファミリーマート豊田丸山南 愛知県豊田市丸山町９丁目８１番
ファミリーマート豊田吉原 愛知県豊田市吉原町八幡１０番地
ファミリーマート豊田宮町 愛知県豊田市宮町７丁目１５７－２



ファミリーマート豊田京町 愛知県豊田市京町三丁目１０１－１４
ファミリーマート豊田元城町二丁目 愛知県豊田市元城町２－４５
ファミリーマート豊田御船町 愛知県豊田市御船町山屋敷１６４番地１１
ファミリーマート豊田広田町 愛知県豊田市広田町広田４５－９
ファミリーマート豊田広美町 愛知県豊田市広美町上之切２７番地
ファミリーマート豊田荒井町 愛知県豊田市荒井町下原４２５番地１
ファミリーマート豊田高原町 愛知県豊田市高原町四丁目８番地４
ファミリーマート豊田山之手 愛知県豊田市山之手８－１７３
ファミリーマート豊田四郷町 愛知県豊田市四郷町下古屋１４５－１
ファミリーマート豊田市木 愛知県豊田市市木町一丁目１番地３
ファミリーマート豊田志賀町 愛知県豊田市志賀町山ノ神５０４番地１
ファミリーマート豊田若宮 愛知県豊田市若宮町４丁目１４番地１
ファミリーマート豊田若林 愛知県豊田市若林東町石根２２番地
ファミリーマート豊田秋葉 愛知県豊田市秋葉町三丁目５８番地１
ファミリーマート豊田住吉町 愛知県豊田市住吉町１丁目１３－１
ファミリーマート豊田渋谷 愛知県豊田市渋谷町三丁目３７番７
ファミリーマート豊田小坂町 愛知県豊田市小坂町６丁目３５
ファミリーマート豊田上郷四通 愛知県豊田市上郷町四通２１４－１
ファミリーマート豊田上郷二丁目 愛知県豊田市上郷町二丁目１６番地１５
ファミリーマート豊田浄水町原山 愛知県豊田市浄水特定土地区画整理地１９街区３画地
ファミリーマート豊田新生町 愛知県豊田市新生町３－３５－１
ファミリーマート豊田深見 愛知県豊田市深見町常楽３７９番地７
ファミリーマート豊田畝部西町 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田清水町 愛知県豊田市清水町７－６－１５
ファミリーマート豊田生駒町 愛知県豊田市生駒町東山７１８－１
ファミリーマート豊田西岡町 愛知県豊田市西岡町長土井５２－１
ファミリーマート豊田青木町 愛知県豊田市青木町３丁目１７２番地２
ファミリーマート豊田足助町 愛知県豊田市足助町狭石１番地の１
ファミリーマート豊田大林十丁目 愛知県豊田市大林町十丁目２０番７
ファミリーマート豊田大林町 愛知県豊田市大林町１３－５－３
ファミリーマート豊田大林東 愛知県豊田市大林町１７丁目６－３
ファミリーマート豊田竹元町 愛知県豊田市竹元町新畑２－１
ファミリーマート豊田朝日 愛知県豊田市朝日町６丁目５５番地２１
ファミリーマート豊田長興寺 愛知県豊田市長興寺５－８５
ファミリーマート豊田渡刈町 愛知県豊田市渡刈町二丁目２８０番地３
ファミリーマート豊田東保見町 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梅坪町 愛知県豊田市梅坪町１０丁目２番地２
ファミリーマート豊田白山町 愛知県豊田市白山町五郎土１５番地１
ファミリーマート豊田美里 愛知県豊田市美里３丁目１５－１３
ファミリーマート豊田美里四丁目 愛知県豊田市美里四丁目３番地７２
ファミリーマート豊田百々町九丁目 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福受町 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平山町六丁目 愛知県豊田市平山町６丁目４７番
ファミリーマート豊田保見ケ丘 愛知県豊田市東保見町池下１６番地２
ファミリーマート豊田豊栄町 愛知県豊田市豊栄町４丁目１６１
ファミリーマート豊田豊栄町六丁目 愛知県豊田市豊栄町六丁目２８０番地１
ファミリーマート豊田力石町 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緑ヶ丘 愛知県豊田市緑ヶ丘五丁目１５番３
ファミリーマート豊明インター 愛知県豊明市栄町梶田２１番地
ファミリーマート豊明阿野町 愛知県豊明市阿野町東阿野２０１番地の１
ファミリーマート豊明榎山 愛知県豊明市前後町大狭間１４４７－１１
ファミリーマート豊明沓掛町志水 愛知県豊明市沓掛町志水５９－１
ファミリーマート豊明新田町 愛知県豊明市新田町西筋１１１番地３
ファミリーマート豊明西川町 愛知県豊明市西川町長田５－１
ファミリーマート豊明鎗ヶ名 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名１８７８番地１
ファミリーマート豊明大久伝東 愛知県豊明市大久伝町東２３番２
ファミリーマート豊明中ノ坪 愛知県豊明市三崎町高鴨４番地５
ファミリーマート豊明二村台 愛知県豊明市二村台７丁目４－１
ファミリーマート豊明二村台南 愛知県豊明市二村台二丁目１７番１
ファミリーマート北高校南 愛知県名古屋市北区如来町５１番地
ファミリーマート北名古屋熊之庄 愛知県北名古屋市熊之庄西出１番１
ファミリーマート北名古屋鹿田国門地 愛知県北名古屋市鹿田国門地３９番地２
ファミリーマート北名古屋神ノ戸 愛知県北名古屋市西之保神ノ戸１３４番地
ファミリーマート北名古屋清水 愛知県北名古屋市鹿田清水８９番地１
ファミリーマート北名古屋中之郷 愛知県北名古屋市宇福寺天神５番地
ファミリーマート北名古屋道下 愛知県北名古屋市鹿田道下６番地
ファミリーマート北名古屋徳重杁ノ口 愛知県北名古屋市徳重杁ノ口１番地１
ファミリーマート北名古屋能田 愛知県北名古屋市能田引免地５５番地１



ファミリーマート北名古屋片場 愛知県北名古屋市片場八瀬の木２４
ファミリーマート北名古屋六ツ師 愛知県北名古屋市六ツ師大島３８番１
ファミリーマート堀田駅前 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町２５１７
ファミリーマート本陣通 愛知県名古屋市中村区本陣通三丁目４３番地
ファミリーマート味美町 愛知県春日井市味美町２丁目４８
ファミリーマート名駅二丁目 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５－２４
ファミリーマート名古屋オズガーデン 愛知県名古屋市北区大曽根三丁目十二番三十二号
ファミリーマート名古屋栄一丁目 愛知県名古屋市中区栄一丁目１８番１５号
ファミリーマート名古屋塩付通 愛知県名古屋市昭和区塩付通７丁目５３
ファミリーマート名古屋丸の内一丁目 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号
ファミリーマート名古屋競馬場前 愛知県名古屋市港区川西通５丁目５番１
ファミリーマート名古屋港 愛知県名古屋市港区入船２－３－３
ファミリーマート名古屋港知多 愛知県名古屋市港区知多二丁目２０９番地１
ファミリーマート名古屋港南陽 愛知県名古屋市港区小賀須四丁目１１２２番地の１
ファミリーマート名古屋上飯田北町 愛知県名古屋市北区上飯田北町二丁目４６番地１
ファミリーマート名古屋新栄二丁目 愛知県名古屋市中区新栄二丁目５０３番
ファミリーマート名古屋西高校前 愛知県名古屋市西区名西２丁目９番２３号
ファミリーマート名古屋千代田 愛知県名古屋市中区千代田４丁目４番２号
ファミリーマート名古屋大磯通 愛知県名古屋市南区曽池町三丁目１番地
ファミリーマート名古屋大幸四丁目 愛知県名古屋市東区大幸四丁目１３番６号
ファミリーマート名古屋大須観音 愛知県名古屋市中区大須二丁目２２番２８号
ファミリーマート名古屋池場 愛知県名古屋市天白区池場３丁目１８１３
ファミリーマート名古屋中小田井 愛知県名古屋市西区中小田井三丁目１３番地
ファミリーマート名古屋東大曽根 愛知県名古屋市東区東大曽根町４９番１０号
ファミリーマート名古屋平中町 愛知県名古屋市西区平中町１７番地
ファミリーマート名古屋木場町 愛知県名古屋市港区木場町８番地の４７
ファミリーマート名四弥富 愛知県弥富市三好五丁目１番地１２
ファミリーマート名城公園北 愛知県名古屋市北区名城二丁目２番３０号
ファミリーマート名西康生通 愛知県名古屋市西区児玉三丁目３９番１号
ファミリーマート名西二丁目 愛知県名古屋市西区名西２－２３－１０
ファミリーマート名西枇杷島 愛知県名古屋市西区枇杷島五丁目２０番２６号
ファミリーマート名鉄バスセンター 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ビル
ファミリーマート名鉄一宮駅 愛知県一宮市新生１丁目－１－１
ファミリーマート名鉄金山駅改札内 愛知県名古屋市熱田区金山１丁目１－１８
ファミリーマート名鉄病院 愛知県名古屋市西区栄生２丁目２６－１１
ファミリーマート名鉄鳴海駅 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田１番地の３
ファミリーマート名東延珠町 愛知県名古屋市名東区延珠町１０３番地
ファミリーマート名東貴船二丁目 愛知県名古屋市名東区貴船２丁目１１０１番
ファミリーマート名東極楽 愛知県名古屋市名東区極楽３－８６－１
ファミリーマート名東高針 愛知県名古屋市名東区勢子坊一丁目１１１番
ファミリーマート名東山の手 愛知県名古屋市名東区山の手１－１０１
ファミリーマート名東照が丘 愛知県名古屋市名東区宝が丘１８番
ファミリーマート名東猪高台 愛知県名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番
ファミリーマート名東平和が丘 愛知県名古屋市名東区平和が丘三丁目１７番地
ファミリーマート名東本通三丁目 愛知県名古屋市名東区名東本通３丁目２４－４
ファミリーマート名南港東通 愛知県名古屋市南区港東通一丁目２８番地
ファミリーマート名南上浜町 愛知県名古屋市南区上浜町２９３
ファミリーマート名南本地通三丁目 愛知県名古屋市南区本地通三丁目１８番地の１
ファミリーマート名北新沼町 愛知県名古屋市北区新沼町１４４番地
ファミリーマート名北辻町二丁目 愛知県名古屋市北区辻町二丁目４８番地
ファミリーマート名北辻本通 愛知県名古屋市北区辻本通一丁目４９－３
ファミリーマート名北平手町一丁目 愛知県名古屋市北区平手町一丁目３２
ファミリーマート明和 愛知県豊田市明和町２丁目４７－３
ファミリーマート明和高校前 愛知県名古屋市東区白壁二丁目１番２５号
ファミリーマート鳴子北駅前 愛知県名古屋市天白区野並３丁目５８８
ファミリーマート木曽川役場前 愛知県一宮市木曽川町黒田一ノ通り５３番地２
ファミリーマート弥富うぐいうら町 愛知県弥富市鯏浦町用水上１１３番地
ファミリーマート弥富駅前 愛知県弥富市鯏浦町西前新田５５番地の１
ファミリーマート弥富西中地町 愛知県弥富市西中地町中島２３番地
ファミリーマート弥富平島中 愛知県弥富市平島中四丁目１４４番
ファミリーマート矢作小河原 愛知県岡崎市矢作町字小河原９９番地１
ファミリーマート有松郷前 愛知県名古屋市緑区桶狭間上の山１１０１番地
ファミリーマート緑浦里 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目８６番地
ファミリーマート緑浦里三丁目 愛知県名古屋市緑区浦里三丁目２３５番地
ファミリーマート緑浦里四丁目 愛知県名古屋市緑区浦里四丁目２３７番
ファミリーマート緑境松 愛知県名古屋市緑区境松一丁目５１０番地
ファミリーマート緑区緑高校前 愛知県名古屋市緑区鳴海町字早稲屋３８番地７
ファミリーマート緑黒沢台一丁目 愛知県名古屋市緑区黒沢台一丁目１８０３番地



ファミリーマート緑砂田 愛知県名古屋市緑区砂田２丁目１１３
ファミリーマート緑諸ノ木 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水１７３番地１
ファミリーマート緑水広 愛知県名古屋市緑区水広一丁目３０３番地
ファミリーマート緑太鼓田 愛知県名古屋市緑区鳴海町字太鼓田２６－１
ファミリーマート緑伝治山 愛知県名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１１番地
ファミリーマート緑徳重 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目１１０番地
ファミリーマート緑寅新田 愛知県名古屋市緑区大高町字西正地１２－１
ファミリーマート緑尾崎山 愛知県名古屋市緑区尾崎山１丁目５０２
ファミリーマート緑鳴海 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２
ファミリーマート緑鳴海町山下 愛知県名古屋市緑区鳴海町字山下３２－１
ファミリーマート緑篭山西 愛知県名古屋市緑区鴻仏目１丁目５１８
ファミリーマート瑠璃光町 愛知県名古屋市北区瑠璃光町四丁目１番地の３
ファミリーマート六輪 愛知県稲沢市平和町嫁振２７８－４
ファミリーマート杁中駅前 愛知県名古屋市昭和区隼人町６番地８
ファミマあべのハルカス 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ＡＴＣ 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０
ファミリーマートＩＭＰ 大阪府大阪市中央区城見１－３－７
ファミリーマートＪＣＨＯ大阪病院 大阪府大阪市福島区福島４－２－７８
ファミリーマートＪＲ久宝寺駅前 大阪府八尾市龍華町２丁目１番１　坂本ビル３階
ファミリーマートＪＲ堺市駅前 大阪府堺市北区北長尾町１－７－６
ファミリーマートＪＲ四条畷駅西口 大阪府大東市北新町１８－１
ファミリーマートＪＲ千里丘駅西口 大阪府摂津市千里丘１丁目４番１１号
ファミリーマートＪＲ総持寺駅南 大阪府茨木市庄一丁目２４番２１号
ファミリーマートＪＲ長尾駅前 大阪府枚方市長尾元町５－２０－２１
ファミリーマートＪＲ津田駅前 大阪府枚方市津田駅前１－１３－８－１
ファミリーマートＪＲ天満駅前 大阪府大阪市北区錦町３－１２
ファミリーマートＪＲ東岸和田駅北 大阪府岸和田市土生町４２０８番地
ファミリーマートＪＲ藤阪駅前 大阪府枚方市藤阪南町三丁目３番１号
ファミリーマートＪＲ鳳駅前 大阪府堺市西区鳳東町１丁７番地３０
ファミリーマートＫ２茶屋町西 大阪府大阪市北区茶屋町１３番６号
ファミリーマートＫ２土佐堀一丁目 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３－７　肥後橋シミズビル
ファミリーマートＫ２梅田茶屋町 大阪府大阪市北区茶屋町６－２３
ファミリーマートＫ２梅田東 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４－４０
ファミリーマートＭＹＳ我孫子前駅西 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ＭＹＳ我孫子東二丁目 大阪府大阪市住吉区我孫子東２－６－２４
ファミリーマートＭＹＳ喜連東四丁目 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ＭＹＳ堺神石市之町 大阪府堺市堺区神石市之町１４－４０
ファミリーマートＭＹＳ新北島 大阪府大阪市住之江区新北島５－３－４
ファミリーマートＭＹＳ杉本町 大阪府大阪市住吉区山之内４丁目１－１エミネンスパレス
ファミリーマートＭＹＳ杉本町駅前 大阪府大阪市住吉区山之内３－２－３
ファミリーマートＭＹＳ八尾中田 大阪府八尾市中田一丁目６２番地
ファミリーマートＭＹＳ八尾木北 大阪府八尾市八尾木北六丁目１６５番地
ファミリーマートアイノピア 大阪府茨木市高田町１番２２号
ファミリーマートアクアくずは 大阪府枚方市楠葉花園町１２－５
ファミリーマートあびこ駅西 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－３－２４
ファミリーマートあべのＨｏｏｐ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目２－３０
ファミリーマートアベノセンタービル 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６アベノセンタービル地下２階
ファミリーマートあべのポンテ 大阪府大阪市阿倍野区旭町２丁目１－２
ファミリーマートあべの橋駅前 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２丁目２－２８
ファミリーマートアムト相川駅前 大阪府大阪市東淀川区相川２－２０－１０
ファミリーマートアメリカ村 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１３－１０
ファミリーマートアメ村三角公園前 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１８－６
ファミリーマートアメ村西心斎橋 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１７－３
ファミリーマートエル守口 大阪府守口市寺内町２－２－１５
ファミリーマートカツラギ瓦町 大阪府大阪市中央区瓦町２－３－６
ファミリーマートカツラギ南本町 大阪府大阪市中央区南本町３丁目４－１０
ファミリーマートきしざわ新石切北 大阪府東大阪市西石切町１丁目８－１８
ファミリーマートキューズタウン 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目６番１号ヴィアあべのウォーク１１２
ファミリーマートザロイヤルパークキャンバス大阪 大阪府大阪市中央区北浜一丁目９－８
ファミリーマートスバル森小路 大阪府大阪市旭区森小路２－１－１１
ファミリーマートディアモール大阪 大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街５号５２８０
ファミリーマートドーチカ 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目堂島地下街４号
ファミリーマートときはま北花田 大阪府堺市北区北花田町３－４４－１６
ファミリーマートトヨタくずは牧野 大阪府枚方市上島町８－１６
ファミリーマートなかもず駅北口 大阪府堺市北区中百舌鳥町２－１０１
ファミリーマートナラ本高田 大阪府枚方市高田２－２５－１８
ファミリーマートなんば楽座 大阪府大阪市中央区難波４－５－３０
ファミリーマートはびきの五丁目 大阪府羽曳野市はびきの５丁目２１番２号



ファミリーマートひょうたん山北 大阪府東大阪市本町６－１７
ファミリーマートプライムタワー西中島 大阪府大阪市淀川区西中島６－１－１
ファミリーマートベルランド総合病院 大阪府堺市中区東山５００－３
ファミリーマートマツエダ北堀江 大阪府大阪市西区北堀江２－５－１０
ファミリーマートマルハン新世界 大阪府大阪市浪速区恵美須東三丁目４番３６号マルハン新世界ビル１階
ファミリーマートミナミ河内長野高向 大阪府河内長野市高向７３６－１
ファミリーマートゆめみヶ丘岸和田 大阪府岸和田市岸の丘町２丁目１番３０号
ファミリーマートラグザ大阪 大阪府大阪市福島区福島５－６－１６ラグザ大阪
ファミリーマートりんくうワシントン 大阪府泉佐野市りんくう往来北１－７
ファミリーマートルクアイーレ 大阪府大阪市北区梅田３丁目１－３ノースゲートビルディング　１階
ファミリーマート阿波座駅前 大阪府大阪市西区立売堀５丁目１番１１号
ファミリーマート阿倍野王子町 大阪府大阪市阿倍野区王子町１－５－１５
ファミリーマート阿倍野筋二丁目 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目１－２９　ＡＩＴビル
ファミリーマート阿部野橋駅南 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－３－６０
ファミリーマート旭二丁目 大阪府大阪市西成区梅南２－４－３０
ファミリーマート芦原橋駅前 大阪府大阪市浪速区浪速東一丁目９－１８
ファミリーマート安治川口駅西 大阪府大阪市此花区島屋４－２－３
ファミリーマート井高野一丁目 大阪府大阪市東淀川区井高野１－１－３８
ファミリーマート井高野駅前 大阪府大阪市東淀川区北江口四丁目７番４号
ファミリーマート一津屋三丁目 大阪府松原市一津屋３丁目６番１７号
ファミリーマート茨木鮎川 大阪府茨木市鮎川５－２１－５
ファミリーマート茨木鮎川五丁目 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永代町 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橋の内 大阪府茨木市橋の内二丁目１２番３５号
ファミリーマート茨木玉櫛二丁目 大阪府茨木市玉櫛２丁目２９－２７
ファミリーマート茨木警察病院前 大阪府茨木市室山１丁目１番２号
ファミリーマート茨木彩都やまぶき 大阪府茨木市彩都やまぶき三丁目１番１８号
ファミリーマート茨木三島中学校南 大阪府茨木市西河原一丁目１７番４８号
ファミリーマート茨木舟木町 大阪府茨木市舟木町２１－７
ファミリーマート茨木小川町 大阪府茨木市小川町１番１０号
ファミリーマート茨木水尾 大阪府茨木市水尾２－１１－５
ファミリーマート茨木西河原 大阪府茨木市西河原２－２０－１５
ファミリーマート茨木蔵垣内 大阪府茨木市蔵垣内一丁目１番１４号
ファミリーマート茨木太田二丁目 大阪府茨木市太田２－５－１８
ファミリーマート茨木大池一丁目 大阪府茨木市大池一丁目４番１号
ファミリーマート茨木沢良宜浜 大阪府茨木市沢良宜浜二丁目４番３号
ファミリーマート茨木中央通 大阪府茨木市駅前４－３－２５
ファミリーマート茨木中総持寺町 大阪府茨木市中総持寺町４番２号
ファミリーマート茨木中穂積 大阪府茨木市中穂積１丁目２－１２
ファミリーマート茨木天王 大阪府茨木市天王２－４－１５
ファミリーマート茨木島三丁目 大阪府茨木市島三丁目９番９号
ファミリーマート茨木南春日丘 大阪府茨木市南春日丘１－６－３４
ファミリーマート茨木畑田町 大阪府茨木市畑田町１番５７号
ファミリーマート茨木美穂ケ丘南 大阪府茨木市美穂ケ丘５番２号
ファミリーマート茨木平田台 大阪府茨木市並木町２２番８号
ファミリーマート茨木並木町 大阪府茨木市並木町１番１号
ファミリーマート茨木別院町 大阪府茨木市別院町４－１
ファミリーマート羽衣駅西 大阪府高石市羽衣１丁目１４番１０号
ファミリーマート羽衣駅東 大阪府高石市東羽衣３丁目１－１
ファミリーマート羽曳野しまだ病院前 大阪府羽曳野市向野３丁目９３－１
ファミリーマート羽曳野伊賀 大阪府羽曳野市伊賀１－１－１１
ファミリーマート羽曳野市役所前 大阪府羽曳野市誉田３－１６－２０
ファミリーマート羽曳野尺度 大阪府羽曳野市尺度１２２－１
ファミリーマート羽曳野新町 大阪府羽曳野市西浦１２５３―３
ファミリーマート羽曳野白鳥 大阪府羽曳野市白鳥２丁目５番１号
ファミリーマート羽曳野野々上 大阪府羽曳野市野々上４丁目５－４
ファミリーマート羽曳野誉田 大阪府羽曳野市誉田７－８９０－２
ファミリーマート鰻谷 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目１９－１５ウナギダニＢＬＯＣＫ
ファミリーマート瓜破東二丁目 大阪府大阪市平野区瓜破東２－１－２
ファミリーマート遠里小野二丁目 大阪府大阪市住吉区遠里小野２丁目１０番３４号
ファミリーマート横堤四丁目 大阪府大阪市鶴見区横堤４－２０－５
ファミリーマート下馬伏町 大阪府門真市下馬伏町２９－７
ファミリーマート加島駅東口 大阪府大阪市淀川区加島３丁目中１－３
ファミリーマート加美駅前 大阪府大阪市平野区加美東４－９－２６
ファミリーマート加美駅南 大阪府大阪市平野区加美鞍作１－４－１
ファミリーマート加美正覚寺 大阪府大阪市平野区加美正覚寺１丁目７－７
ファミリーマート加美東 大阪府大阪市平野区加美東３丁目１７－２１
ファミリーマート加美東四丁目 大阪府大阪市平野区加美東４丁目１番２６号



ファミリーマート加美北 大阪府大阪市平野区加美北五丁目１０－４８
ファミリーマート加美北三丁目 大阪府大阪市平野区加美北３－１－３
ファミリーマート河内長野錦町 大阪府河内長野市錦町２１－１０
ファミリーマート河内長野高向東 大阪府河内長野市高向６４２－１
ファミリーマート河内長野市町 大阪府河内長野市市町１１３５－１　１１３６－１
ファミリーマート河内長野松ヶ丘 大阪府河内長野市松ヶ丘東町１３１５－１
ファミリーマート河内長野西之山町 大阪府河内長野市西之山町１番８号
ファミリーマート河内長野南貴望ヶ丘 大阪府河内長野市南貴望ヶ丘３０－１６
ファミリーマート河内長野北青葉台 大阪府河内長野市北青葉台５２－４２
ファミリーマート河内長野木戸 大阪府河内長野市木戸一丁目３２番８号
ファミリーマート河南一須賀 大阪府南河内郡河南町大字一須賀１１４－１
ファミリーマート河南白木 大阪府南河内郡河南町白木８４２－１
ファミリーマート花園町 大阪府大阪市西成区旭１－５－１
ファミリーマート花園南二丁目 大阪府大阪市西成区花園南２－２－３０
ファミリーマート花岡十三元今里 大阪府大阪市淀川区十三元今里３－４－１６
ファミリーマート海老江一丁目 大阪府大阪市福島区海老江１－５－３５
ファミリーマート海老江三丁目 大阪府大阪市福島区海老江３丁目２４番３９号
ファミリーマート貝塚駅前 大阪府貝塚市海塚一丁目１番８号
ファミリーマート貝塚警察署前 大阪府貝塚市海塚２７０４番３
ファミリーマート貝塚港北 大阪府貝塚市港２７－１３
ファミリーマート貝塚東山 大阪府貝塚市東山６丁目９－２５
ファミリーマート貝塚二色 大阪府貝塚市二色１丁目１番６５号
ファミリーマート貝塚二色の浜 大阪府貝塚市澤５７５番地の１
ファミリーマート貝塚半田 大阪府貝塚市半田１丁目２－１１
ファミリーマート貝塚福田 大阪府貝塚市福田９３番
ファミリーマート貝塚麻生中 大阪府貝塚市麻生中１０１５番地の１
ファミリーマート貝塚名越 大阪府貝塚市名越　２１３－２
ファミリーマート貝塚澤 大阪府貝塚市澤８９０番６
ファミリーマート外環貝塚 大阪府貝塚市森１３９－１
ファミリーマート葛の葉町北 大阪府高石市西取石７丁目１４－２７
ファミリーマート瓦屋町二丁目 大阪府大阪市中央区瓦屋町２－１６－２
ファミリーマート関西医科大学附属病院 大阪府枚方市新町２丁目３番１号
ファミリーマート関西外大前 大阪府枚方市中宮東之町２１－９
ファミリーマート関目一丁目 大阪府大阪市城東区関目１丁目２－７
ファミリーマート関目駅前 大阪府大阪市城東区成育５－２３－１２
ファミリーマート関目高殿駅西 大阪府大阪市旭区高殿４－２１－２０
ファミリーマート関目三丁目 大阪府大阪市城東区関目３－１４－９
ファミリーマート岸部中 大阪府吹田市岸部中１－１３－１１
ファミリーマート岸里東二丁目 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目６－１
ファミリーマート岸和田岡山町 大阪府岸和田市岡山町１０１番地
ファミリーマート岸和田下松町 大阪府岸和田市下松町３丁目６－１６
ファミリーマート岸和田下池田 大阪府岸和田市下池田町１丁目３番１２号
ファミリーマート岸和田荒木町二丁目 大阪府岸和田市荒木町２丁目６－１
ファミリーマート岸和田今木町 大阪府岸和田市今木町６
ファミリーマート岸和田三田町 大阪府岸和田市三田町６３６番地
ファミリーマート岸和田三田町北 大阪府岸和田市三田町４００番地の２１
ファミリーマート岸和田上松町 大阪府岸和田市上松町３－１０－３３
ファミリーマート岸和田上町 大阪府岸和田市上町９－１１
ファミリーマート岸和田西之内町 大阪府岸和田市西之内町１３番１号
ファミリーマート岸和田中井町東 大阪府岸和田市中井町１丁目２２番７号
ファミリーマート岸和田土生町 大阪府岸和田市土生町字今城１５９６－１
ファミリーマート岸和田藤井 大阪府岸和田市藤井町１丁目７番２２号
ファミリーマート岸和田南インター 大阪府岸和田市地蔵浜町７番地の１
ファミリーマート岸和田南町 大阪府岸和田市南町１８－１６
ファミリーマート岸和田畑町 大阪府岸和田市畑町４丁目３番３号
ファミリーマート岸和田並松 大阪府岸和田市並松町２９番３０号
ファミリーマート岸和田野田町二丁目 大阪府岸和田市野田町２丁目１４番１４号
ファミリーマート岸和田流木東 大阪府岸和田市流木町３２５番地１
ファミリーマート喜連七丁目 大阪府大阪市平野区喜連７丁目９－２５
ファミリーマート喜連西六丁目 大阪府大阪市平野区喜連西六丁目２番７５号
ファミリーマート幾野四丁目 大阪府交野市幾野４－１８－５
ファミリーマート菊水通二丁目 大阪府守口市菊水通２－８－１４
ファミリーマート吉井町二丁目 大阪府岸和田市吉井町二丁目１９番２７号
ファミリーマート吉見の里南 大阪府泉南郡田尻町吉見１６７－１
ファミリーマート吉田駅南 大阪府東大阪市吉田本町３丁目５－１７
ファミリーマート吉田駅北 大阪府東大阪市中新開２－５－２８
ファミリーマート久米田駅前 大阪府岸和田市大町３７１－５
ファミリーマート京屋玉串元町 大阪府東大阪市玉串元町１丁目１番３０号



ファミリーマート京屋御陵通 大阪府堺市堺区一条通２－６
ファミリーマート京屋三国ヶ丘駅前 大阪府堺市堺区向陵中町２丁５－１４
ファミリーマート京屋西湊 大阪府堺市堺区西湊町６－３－１１
ファミリーマート京屋池島町 大阪府東大阪市池島町３－２－４０
ファミリーマート京屋長曽根 大阪府堺市北区長曽根町３００１－３
ファミリーマート京屋東山 大阪府堺市中区東山５６５－１
ファミリーマート京屋平岡町 大阪府堺市西区平岡町３８－１
ファミリーマート京橋 大阪府大阪市都島区都島南通り２－１４－１７杉本ビル１Ｆ
ファミリーマート京橋駅西 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橋東 大阪府大阪市都島区東野田町５丁目２－２９
ファミリーマート京橋片町口 大阪府大阪市都島区東野田２－２－１０
ファミリーマート京阪寝屋川市駅前 大阪府寝屋川市東大利町１４－２
ファミリーマート京阪本通二丁目 大阪府守口市京阪本通２－９－４
ファミリーマート京町堀 大阪府大阪市西区京町堀１－４－１６センチュリービル１Ｆ
ファミリーマート京町堀三丁目 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
ファミリーマート狭山今熊 大阪府大阪狭山市今熊１－５９－１
ファミリーマート狭山山本東 大阪府大阪狭山市山本東７９５番地の６
ファミリーマート狭山市役所前 大阪府大阪狭山市狭山１丁目８９６－１
ファミリーマート玉出西 大阪府大阪市西成区玉出西１－１３－１
ファミリーマート玉出西二丁目 大阪府大阪市西成区玉出西２丁目１６番３０号
ファミリーマート近畿大学病院 大阪府大阪狭山市大野東３７７－２
ファミリーマート近鉄阿部野橋駅西改札内 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阿部野橋駅地下中改札内 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
ファミリーマート近鉄河内花園駅 大阪府東大阪市吉田１丁目１３番１２号
ファミリーマート近鉄河内小阪駅南口 大阪府東大阪市小阪本町１丁目４－１
ファミリーマート近鉄河内松原駅 大阪府松原市上田３丁目５－１
ファミリーマート近鉄河内天美駅前 大阪府松原市天美　南３丁目１５－４５
ファミリーマート近鉄若江岩田駅 大阪府東大阪市岩田町４丁目４５０番５
ファミリーマート近鉄若江岩田駅前 大阪府東大阪市岩田町４丁目３－１７
ファミリーマート近鉄上本町駅地下中央改札内 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針中野駅 大阪府大阪市東住吉区駒川５丁目２４－８
ファミリーマート近鉄大阪上本町駅 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長瀬駅前 大阪府東大阪市菱屋西一丁目１９－２５号
ファミリーマート近鉄鶴橋駅東３階 大阪府大阪市生野区鶴橋２－１－２０
ファミリーマート近鉄藤井寺駅改札外橋上 大阪府藤井寺市岡２－７－１８
ファミリーマート近鉄堂島ビル 大阪府大阪市北区堂島２丁目２－２
ファミリーマート近鉄難波駅１番ホーム 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日本橋駅改札内中央 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八戸ノ里駅前 大阪府東大阪市小阪３丁目１－１１
ファミリーマート近鉄八尾駅前 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
ファミリーマート近鉄布施駅２階北改札外 大阪府東大阪市長堂１－１－１８
ファミリーマート近鉄布施駅４階奈良線ホーム 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前 大阪府東大阪市長堂一丁目１番１７号
ファミリーマート九条 大阪府大阪市西区九条１－１３－１２
ファミリーマート九条みなと通 大阪府大阪市西区九条１丁目１－１　Ｋ’ｓコート
ファミリーマート九条駅南 大阪府大阪市西区九条南３－１－１８
ファミリーマート九条南二丁目 大阪府大阪市西区九条南２丁目３２－１３
ファミリーマート駒川三丁目 大阪府大阪市東住吉区駒川３丁目２７番２５号
ファミリーマート駒川中野 大阪府大阪市東住吉区駒川４－１－８
ファミリーマート駒川中野東 大阪府大阪市東住吉区西今川４丁目１０－５
ファミリーマート熊取駅前 大阪府泉南郡熊取町大久保中１－１６－１８
ファミリーマート熊取紺屋 大阪府泉南郡熊取町紺屋２丁目２１－８
ファミリーマート熊取大久保中 大阪府泉南郡熊取町大久保中１丁目５番１７号
ファミリーマート桑津一丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津一丁目８番５号
ファミリーマート桑津五丁目 大阪府大阪市東住吉区桑津５丁目１－２
ファミリーマート元町二丁目 大阪府大阪市浪速区元町２－１－３
ファミリーマート古川橋駅前 大阪府門真市垣内町１－１１　古川橋北ペアビル東館
ファミリーマート古川橋駅南 大阪府門真市末広町７－５　樋口ビル
ファミリーマート御堂筋清水町西 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目５－２７　福太郎心斎橋ビル
ファミリーマート御幣島二丁目北 大阪府大阪市西淀川区御幣島２丁目３－１３
ファミリーマート交野私部 大阪府交野市私部二丁目２２番２号
ファミリーマート交野森北一丁目 大阪府交野市森北１－１３７
ファミリーマート交野倉治西 大阪府交野市倉治二丁目６８番２６号
ファミリーマート光明池南 大阪府和泉市室堂町６０８番地の２６
ファミリーマート江戸堀一丁目 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
ファミリーマート江戸堀三丁目 大阪府大阪市西区江戸堀３丁目１－３５
ファミリーマート江坂駅北 大阪府吹田市江坂町１－１３－４１
ファミリーマート江坂町二丁目 大阪府吹田市江坂町２丁目１２－４８



ファミリーマート港晴四丁目 大阪府大阪市港区港晴４丁目１５－３
ファミリーマート荒本北 大阪府東大阪市荒本北２－６－１６
ファミリーマート香里園駅前 大阪府寝屋川市香里本通町８－４－２０１－１
ファミリーマート高井田元町 大阪府東大阪市高井田元町１丁目１８－１５
ファミリーマート高井田本通 大阪府東大阪市高井田本通７丁目１－３８
ファミリーマート高井田柳通 大阪府東大阪市高井田本通２－７－４
ファミリーマート高石駅前 大阪府高石市綾園一丁目１１番２号
ファミリーマート高石加茂三丁目 大阪府高石市加茂３丁目３番１１号
ファミリーマート高石高師浜 大阪府高石市高師浜三丁目１７番２５
ファミリーマート高倉町二丁目 大阪府大阪市都島区高倉町２－５－１
ファミリーマート高槻グリーンプラザ 大阪府高槻市紺屋町１－１　グリーンプラザ高槻１号館
ファミリーマート高槻センター街 大阪府高槻市高槻町１６－５
ファミリーマート高槻浦堂 大阪府高槻市浦堂２－１２
ファミリーマート高槻岡本町 大阪府高槻市岡本町５番２５号
ファミリーマート高槻宮田町二丁目 大阪府高槻市宮田町２丁目１３番２５号
ファミリーマート高槻古曽部 大阪府高槻市古曽部町二丁目２１番３６号
ファミリーマート高槻芝生住宅前 大阪府高槻市芝生町３丁目２２番１１号
ファミリーマート高槻須賀町 大阪府高槻市須賀町４８番３号
ファミリーマート高槻川西町一丁目 大阪府高槻市川西町１丁目２２－２７
ファミリーマート高槻大塚町 大阪府高槻市大塚町５－３２－３
ファミリーマート高槻大塚町三丁目 大阪府高槻市大塚町３－２３－７
ファミリーマート高槻塚原一丁目 大阪府高槻市塚原１丁目２番１９号
ファミリーマート高槻天川新町 大阪府高槻市天川新町１２－２１
ファミリーマート高槻南庄所町 大阪府高槻市南庄所町１７－８
ファミリーマート高殿七丁目 大阪府大阪市旭区高殿７丁目１－２０
ファミリーマート鴻池 大阪府東大阪市鴻池町２－６－３１
ファミリーマート国分駅西口 大阪府柏原市国分西１－１－１７
ファミリーマート黒門市場前 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目３－８
ファミリーマート黒門市場東 大阪府大阪市中央区日本橋２－１－２４
ファミリーマート此花島屋 大阪府大阪市此花区島屋２－１０－３
ファミリーマート此花酉島 大阪府大阪市此花区酉島３－２２－１３
ファミリーマート今川三丁目 大阪府大阪市東住吉区今川３丁目７－１７
ファミリーマート今津中三丁目 大阪府大阪市鶴見区今津中３－７－１
ファミリーマート今福西四丁目 大阪府大阪市城東区今福西４－１－１
ファミリーマート今福東一丁目 大阪府大阪市城東区今福東１－５－３８
ファミリーマート今里駅前 大阪府大阪市東成区大今里南一丁目５－３０
ファミリーマート佐井寺南が丘 大阪府吹田市佐井寺南が丘９－６
ファミリーマート彩都粟生南 大阪府箕面市彩都粟生南２－１２－１
ファミリーマート彩都西駅前 大阪府茨木市彩都やまぶき一丁目１番４６号
ファミリーマート済生会中津病院 大阪府大阪市北区芝田２丁目１０－３９
ファミリーマート阪急高槻市駅前 大阪府高槻市城北町２丁目４番８号　高槻南阪急ビル
ファミリーマート阪急三国駅西 大阪府大阪市淀川区新高三丁目５番１２号
ファミリーマート阪急総持寺駅前 大阪府茨木市総持寺駅前町６－１
ファミリーマート阪急南方駅前 大阪府大阪市淀川区西中島３－１５－１１
ファミリーマート阪大病院 大阪府吹田市山田丘２－１５　大阪大学医学部附属病院内
ファミリーマート阪南市民病院 大阪府阪南市下出１７
ファミリーマート阪南町五丁目 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７
ファミリーマート阪南鳥取中 大阪府阪南市鳥取中２５０番地の１
ファミリーマート阪南尾崎町五丁目 大阪府阪南市尾崎町５丁目１４－８
ファミリーマート堺駅南口 大阪府堺市堺区栄橋町一丁目８－３
ファミリーマート堺榎元町 大阪府堺市堺区榎元町５丁６－１１
ファミリーマート堺岩室 大阪府堺市南区岩室９６－１
ファミリーマート堺錦之町 大阪府堺市堺区錦之町西３丁２番２４号
ファミリーマート堺金岡 大阪府堺市北区金岡町２２６７番地１
ファミリーマート堺金岡町 大阪府堺市北区金岡町３０３４－３１
ファミリーマート堺櫛屋町東二丁 大阪府堺市堺区櫛屋町東２－２－１６
ファミリーマート堺高松 大阪府堺市東区高松７０－４
ファミリーマート堺材木町西 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三宝町六丁 大阪府堺市堺区三宝町六丁３０５－１
ファミリーマート堺山本町 大阪府堺市堺区山本町２丁５９番地
ファミリーマート堺市之町東 大阪府堺市堺区市之町東六丁１番２１号
ファミリーマート堺市役所前 大阪府堺市堺区中瓦町１丁４－１８
ファミリーマート堺七道東町 大阪府堺市堺区七道東町１９２－２
ファミリーマート堺出島海岸通 大阪府堺市堺区出島海岸通１丁１２番１３号
ファミリーマート堺上 大阪府堺市西区上９７－４
ファミリーマート堺新金岡 大阪府堺市北区新金岡町五丁１番２号
ファミリーマート堺深井沢町 大阪府堺市中区深井沢町２７７番地２
ファミリーマート堺深井畑山町 大阪府堺市中区深井畑山町２４７－１



ファミリーマート堺西野 大阪府堺市東区西野４７９番１
ファミリーマート堺泉北竹城台 大阪府堺市南区竹城台３丁目２２－８
ファミリーマート堺草尾 大阪府堺市東区草尾７６４－５
ファミリーマート堺草部 大阪府堺市西区草部２５７－１
ファミリーマート堺大泉緑地 大阪府堺市北区新金岡町５丁６番１１６号
ファミリーマート堺大庭寺 大阪府堺市南区大庭寺７９３－１
ファミリーマート堺大美野 大阪府堺市東区大美野１６３番地５
ファミリーマート堺大野芝町 大阪府堺市中区大野芝町１８３－１
ファミリーマート堺中長尾町 大阪府堺市北区中長尾町三丁３番１号
ファミリーマート堺中之町東 大阪府堺市堺区中之町東１丁１番２１号
ファミリーマート堺津久野町 大阪府堺市西区津久野町１丁１１番１０
ファミリーマート堺土師 大阪府堺市中区土師町２丁３４－６２
ファミリーマート堺南花田 大阪府堺市北区南花田町３０
ファミリーマート堺南花田町東 大阪府堺市北区南花田町３８番地
ファミリーマート堺日置荘原寺 大阪府堺市東区日置荘原寺町２９番地の６
ファミリーマート堺八下町 大阪府堺市東区八下町二丁３２番２
ファミリーマート堺美原黒山 大阪府堺市美原区黒山６９番地１
ファミリーマート堺美原小平尾 大阪府堺市美原区小平尾７２５番地５
ファミリーマート堺美原青南台 大阪府堺市美原区青南台１丁目１－３１
ファミリーマート堺百舌鳥梅町三丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町三丁５４－６
ファミリーマート堺百舌鳥梅町二丁 大阪府堺市北区百舌鳥梅町二丁５０６
ファミリーマート堺百舌鳥梅北町 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町３－１０５－１
ファミリーマート堺百舌鳥陵南町 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３丁１６１番地
ファミリーマート堺浜寺船尾町 大阪府堺市西区浜寺船尾町西三丁４４番地
ファミリーマート堺伏尾 大阪府堺市中区伏尾１３４－１
ファミリーマート堺平井 大阪府堺市中区平井１３７－１
ファミリーマート堺菩提町 大阪府堺市東区菩提町二丁９５番地４
ファミリーマート堺鳳西町 大阪府堺市西区鳳西町１丁６８－１４
ファミリーマート堺鳳西町二丁 大阪府堺市西区鳳西町２丁７６番地３
ファミリーマート堺鳳東町 大阪府堺市西区鳳東町２丁１６２－１
ファミリーマート堺北長尾町 大阪府堺市北区北長尾町八丁１番１９号
ファミリーマート堺北野田駅前 大阪府堺市東区北野田１０７７番地アミナス北野田１１０号
ファミリーマート堺堀上町 大阪府堺市中区八田北町４８１－１
ファミリーマート堺緑ケ丘中町 大阪府堺市堺区緑ケ丘中町１－１－２９
ファミリーマート三先一丁目 大阪府大阪市港区三先１－１２－１３
ファミリーマート三津屋中 大阪府大阪市淀川区三津屋中２－１４－６
ファミリーマート山王動物園前 大阪府大阪市西成区山王１丁目１７－６
ファミリーマート山田西四丁目 大阪府吹田市山田西４－２－６
ファミリーマート四つ橋なんば駅前 大阪府大阪市浪速区難波中１－３－１０
ファミリーマート四ツ橋駅前 大阪府大阪市西区北堀江１－７－６
ファミリーマート四ツ橋南堀江 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１１－６
ファミリーマート四ツ橋北 大阪府大阪市西区新町一丁目３番１２号四ツ橋セントラルビル１Ｆ
ファミリーマート四ツ橋北堀江一丁目 大阪府大阪市西区北堀江１丁目３－２０
ファミリーマート四宮小学校前 大阪府門真市四宮３－１０－２０
ファミリーマート四条畷駅前 大阪府大東市学園町３番４号
ファミリーマート四天王寺夕陽ヶ丘 大阪府大阪市天王寺区六万体町５番１３号
ファミリーマート四條畷岡山 大阪府四條畷市岡山１－１３－１
ファミリーマート四條畷岡山東 大阪府四條畷市岡山東一丁目１番１３号
ファミリーマート四條畷雁屋西町 大阪府四條畷市雁屋西町４－６
ファミリーマート四條畷砂 大阪府四條畷市砂２丁目１８－１５
ファミリーマート四條畷中野 大阪府四條畷市大字中野１１２－１
ファミリーマート四條畷米崎 大阪府四條畷市米崎町１３番３０号
ファミリーマート市岡一丁目 大阪府大阪市港区市岡１丁目５－２９
ファミリーマート寺田町駅前 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２－１－８
ファミリーマート寺田町東 大阪府大阪市生野区生野西２丁目７－２５
ファミリーマート鴫野駅南 大阪府大阪市城東区鴫野西５－１３－１１
ファミリーマート鴫野橋 大阪府大阪市城東区鴫野西１丁目９－３０
ファミリーマート芝田二丁目 大阪府大阪市北区芝田２丁目７－１８　オーエックス梅田ビル
ファミリーマート守口金田町一丁目 大阪府守口市金田町１丁目３－１２
ファミリーマート守口金田町二丁目 大阪府守口市金田町２丁目１－２２
ファミリーマート守口高瀬町 大阪府守口市高瀬町３丁目９－２８
ファミリーマート守口佐太中町二丁目 大阪府守口市佐太中町２－２－２９
ファミリーマート守口市駅前 大阪府守口市桜町９―７
ファミリーマート守口西郷通 大阪府守口市西郷通２－８－１６
ファミリーマート守口大庭 大阪府守口市大庭町１－１－３
ファミリーマート守口大日駅前 大阪府守口市大日町２－１－１８
ファミリーマート守口庭窪 大阪府守口市佐太中町３丁目１－１１
ファミリーマート守口東通 大阪府守口市南寺方東通６－１３－１３



ファミリーマート守口藤田一丁目 大阪府守口市藤田町１－５５－１５
ファミリーマート守口南寺方東通 大阪府守口市南寺方東通３丁目１５番２１号
ファミリーマート守口八雲東町 大阪府守口市八雲東町一丁目２１番２８号
ファミリーマート守口竜田通一丁目 大阪府守口市竜田通１－６－２
ファミリーマート住吉苅田五丁目 大阪府大阪市住吉区苅田５丁目１３－７　西武マンション
ファミリーマート住吉苅田二丁目 大阪府大阪市住吉区苅田二丁目５番２号
ファミリーマート住之江公園駅西 大阪府大阪市住之江区新北島１丁目３－３１
ファミリーマート住之江平林南 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１２番３２号
ファミリーマート十三塚本 大阪府大阪市淀川区塚本２－１３－１８
ファミリーマート十三東 大阪府大阪市淀川区十三東２－８－２
ファミリーマート十三本町 大阪府大阪市淀川区十三本町１－９－２１
ファミリーマート十三本町二丁目 大阪府大阪市淀川区十三本町２－６－２
ファミリーマート戎本町 大阪府大阪市浪速区戎本町１－６－２３
ファミリーマート俊徳道 大阪府東大阪市横沼町３－３－１
ファミリーマート俊徳道駅西 大阪府東大阪市荒川２丁目２８－１１
ファミリーマート春木駅前 大阪府岸和田市春木旭町７－８
ファミリーマート曙川東一丁目 大阪府八尾市曙川東一丁目５７
ファミリーマート勝山北 大阪府大阪市生野区勝山北２丁目１７－１４
ファミリーマート小浦茨木島 大阪府茨木市島３－３－１
ファミリーマート小浦下新庄 大阪府大阪市東淀川区下新庄６－１４－１７
ファミリーマート小浦下新庄駅前 大阪府大阪市東淀川区下新庄４－１０－１０
ファミリーマート小浦貝塚加神 大阪府貝塚市加神一丁目９番５号
ファミリーマート小浦貝塚石才 大阪府貝塚市石才１６０‐１
ファミリーマート小浦岸和田北インター 大阪府岸和田市木材町９－１１
ファミリーマート小浦岸和田木材町 大阪府岸和田市木材町８番地の８
ファミリーマート小浦宮島 大阪府茨木市宮島１－３－６
ファミリーマート小浦大阪ビジネスパーク 大阪府大阪市中央区城見２－２－１
ファミリーマート小浦中環東大阪 大阪府東大阪市稲田三島町３－７１
ファミリーマート小浦忠岡南 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南１－２－１０
ファミリーマート小阪駅前 大阪府東大阪市小阪１－１－１２
ファミリーマート小松変電所前 大阪府大阪市東淀川区小松２－１６－４０
ファミリーマート小路駅東 大阪府大阪市生野区小路東２－１６－２
ファミリーマート庄内栄町 大阪府豊中市庄内栄町１－３－３
ファミリーマート庄内駅前 大阪府豊中市庄内西町２－２２－８
ファミリーマート庄内駅東 大阪府豊中市庄内東町２丁目１－３
ファミリーマート庄内東町四丁目 大阪府豊中市庄内東町４丁目２－２５
ファミリーマート庄内宝町三丁目 大阪府豊中市庄内宝町３－１０－７
ファミリーマート庄内宝町二丁目 大阪府豊中市庄内宝町２－６－３９
ファミリーマート松屋大和川通 大阪府堺市堺区松屋大和川通二丁３４番地４
ファミリーマート松原阿保三丁目 大阪府松原市阿保三丁目１番１９号
ファミリーマート松原三宅 大阪府松原市三宅中７丁目２－３０
ファミリーマート松原三宅中一丁目 大阪府松原市三宅中１丁目２－２７
ファミリーマート松原新堂四丁目 大阪府松原市新堂４丁目１５９番１
ファミリーマート松原丹南四丁目 大阪府松原市丹南４－１７６－１
ファミリーマート松原天美我堂 大阪府松原市天美我堂２丁目４６３番地１
ファミリーマート松原天美我堂一丁目 大阪府松原市天美我堂一丁目４－８
ファミリーマート松原天美西 大阪府松原市天美西４丁目２－１７
ファミリーマート松原天美南 大阪府松原市天美南一丁目２０６番地の１
ファミリーマート松崎町 大阪府大阪市阿倍野区松崎町３丁目１４番１２号
ファミリーマート上住吉二丁目 大阪府大阪市住吉区上住吉二丁目１２－５
ファミリーマート上新庄駅南 大阪府大阪市東淀川区瑞光１丁目１２－３
ファミリーマート上津島二丁目 大阪府豊中市上津島二丁目５番２１号
ファミリーマート上本町六丁目 大阪府大阪市天王寺区上本町６－６－２３
ファミリーマート城東えなみ 大阪府大阪市城東区野江２丁目４－９
ファミリーマート城東今福東 大阪府大阪市城東区今福東１丁目１０－２０
ファミリーマート城東鴫野西 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１８－３
ファミリーマート城東中央二丁目 大阪府大阪市城東区中央二丁目８番１５号
ファミリーマート常盤町二丁目 大阪府大阪市中央区常盤町２丁目３番５号
ファミリーマート寝屋川マルハン 大阪府寝屋川市石津中町２５番３２号
ファミリーマート寝屋川下木田 大阪府寝屋川市下木田町１４番２２号
ファミリーマート寝屋川香里南之町 大阪府寝屋川市香里南之町３６番１２号
ファミリーマート寝屋川高柳二丁目 大阪府寝屋川市高柳２丁目１５－２６
ファミリーマート寝屋川黒原橘町 大阪府寝屋川市黒原橘町２３番１０
ファミリーマート寝屋川三井南 大阪府寝屋川市三井南町２３－１７
ファミリーマート寝屋川寿町 大阪府寝屋川市寿町２１番１７号
ファミリーマート寝屋川初町 大阪府寝屋川市初町２０－７
ファミリーマート寝屋川石津南町 大阪府寝屋川市石津南町７－１
ファミリーマート寝屋川打上元町 大阪府寝屋川市打上元町１２番２７号



ファミリーマート寝屋川大利町 大阪府寝屋川市大利町２１番１０号
ファミリーマート寝屋川池田本町 大阪府寝屋川市池田本町１８－３１
ファミリーマート寝屋川点野 大阪府寝屋川市点野５丁目７番８号
ファミリーマート心斎橋駅前 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－３－１３
ファミリーマート心斎橋筋一丁目 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目２－１１
ファミリーマート新喜多東 大阪府大阪市城東区新喜多東２丁目１番１号
ファミリーマート新高一丁目 大阪府大阪市淀川区新高１－８－４０
ファミリーマート新高小学校前 大阪府大阪市淀川区新高４－４－１２
ファミリーマート新今宮駅前 大阪府大阪市西成区花園北１－１－８
ファミリーマート新今宮駅北 大阪府大阪市浪速区恵美須西３－２－２２
ファミリーマート新今里 大阪府大阪市生野区新今里４－９－２５
ファミリーマート新今里三丁目 大阪府大阪市生野区新今里三丁目１４番１号
ファミリーマート新今里四丁目 大阪府大阪市生野区新今里４－１－１０
ファミリーマート新森七丁目 大阪府大阪市旭区新森７丁目５－３５
ファミリーマート新森二丁目 大阪府大阪市旭区新森２－２４－２２
ファミリーマート新深江駅前 大阪府大阪市東成区大今里南５－３－２０
ファミリーマート新大阪駅北口 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－３６新大阪トラストタワー
ファミリーマート新町三丁目 大阪府大阪市西区新町３－１１－７
ファミリーマート新町二丁目 大阪府大阪市西区新町２丁目２０－８
ファミリーマート新梅田スカイビル前 大阪府大阪市北区中津５－１－１
ファミリーマート新北野三丁目 大阪府大阪市淀川区新北野３－６－１４
ファミリーマート森ノ宮中央 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１３ー３０
ファミリーマート深江橋 大阪府大阪市東成区深江北２－１－１８
ファミリーマート深江橋駅前 大阪府大阪市城東区永田４－１７－１４
ファミリーマート深江橋駅東 大阪府大阪市城東区諏訪四丁目３番１号
ファミリーマート真上二丁目 大阪府高槻市真上町２－１２－３６
ファミリーマート神崎川駅西 大阪府大阪市淀川区三津屋北１－３５－１２
ファミリーマート神崎川駅東 大阪府大阪市淀川区新高６丁目１４－１４
ファミリーマート針中野二丁目 大阪府大阪市東住吉区針中野二丁目２番５号
ファミリーマート諏訪一丁目 大阪府大阪市城東区諏訪１－１－１１
ファミリーマート吹田栄通り商店会 大阪府吹田市昭和町１０－１８
ファミリーマート吹田五月が丘北 大阪府吹田市五月が丘北２２－１４
ファミリーマート吹田広芝町 大阪府吹田市広芝町１０－１４
ファミリーマート吹田江坂五丁目 大阪府吹田市江坂町五丁目１３番２号
ファミリーマート吹田山手町四丁目 大阪府吹田市山手町４丁目１３－６
ファミリーマート吹田山田西 大阪府吹田市山田西２－７－１６
ファミリーマート吹田山田南 大阪府吹田市山田南３０－４
ファミリーマート吹田上山手町 大阪府吹田市上山手町２７－８
ファミリーマート吹田垂水町一丁目 大阪府吹田市垂水町１－７－６
ファミリーマート吹田青葉丘 大阪府吹田市青葉丘南１－３３
ファミリーマート吹田千里丘北 大阪府吹田市千里丘北１－１６
ファミリーマート吹田千里山高塚 大阪府吹田市千里山高塚９－２
ファミリーマート吹田千里山西 大阪府吹田市千里山西４－３８－１０
ファミリーマート吹田大橋 大阪府吹田市西御旅町１－８
ファミリーマート吹田長野西 大阪府吹田市長野西１１－８
ファミリーマート吹田津雲台七丁目 大阪府吹田市津雲台七丁目７番２０号
ファミリーマート吹田内本町 大阪府吹田市内本町一丁目２２番９号
ファミリーマート吹田豊津町 大阪府吹田市豊津町５３－１
ファミリーマート瑞光一丁目 大阪府大阪市東淀川区瑞光１－３－１５
ファミリーマート菅原七丁目 大阪府大阪市東淀川区菅原７－５－４１
ファミリーマート菅原二丁目 大阪府大阪市東淀川区菅原２－６－１３
ファミリーマート菅原北公園前 大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目１４番１３号
ファミリーマート成育五丁目 大阪府大阪市城東区成育５－９－１５
ファミリーマート星田駅東 大阪府交野市星田５丁目７番１５号
ファミリーマート正雀駅東口 大阪府摂津市正雀本町１－３４－９－１０１
ファミリーマート清水二丁目 大阪府大阪市旭区清水２－４－１８
ファミリーマート生江三丁目 大阪府大阪市旭区生江３丁目８－１６
ファミリーマート生野巽西 大阪府大阪市生野区巽西２丁目１２－１９
ファミリーマート生野巽中一丁目 大阪府大阪市生野区巽中１丁目２２番２５号
ファミリーマート聖天下二丁目 大阪府大阪市西成区聖天下２－１１－８
ファミリーマート西宮原一丁目 大阪府大阪市淀川区西宮原１－５－２８新大阪テラサキ第３ビル
ファミリーマート西宮原二丁目 大阪府大阪市淀川区西宮原２－７－２９
ファミリーマート西九条駅北 大阪府大阪市此花区西九条３－１５－１１
ファミリーマート西九条三丁目 大阪府大阪市此花区西九条三丁目９－８
ファミリーマート西三国四丁目 大阪府大阪市淀川区西三国４－７－２
ファミリーマート西三荘 大阪府守口市橋波東之町１ー３ー８
ファミリーマート西心斎橋清水町 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目４－１８
ファミリーマート西成区役所前 大阪府大阪市西成区岸里２－２－２７



ファミリーマート西成松二丁目 大阪府大阪市西成区松２－８－２６
ファミリーマート西中島四丁目 大阪府大阪市淀川区西中島４－５－１
ファミリーマート西中島七丁目 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目５－２０
ファミリーマート西中島南方 大阪府大阪市淀川区西中島２丁目１４－８
ファミリーマート西天満四丁目 大阪府大阪市北区西天満４丁目２－１９
ファミリーマート西天満六丁目 大阪府大阪市北区西天満６丁目１－１５
ファミリーマート西梅田 大阪府大阪市北区梅田２丁目１－１８
ファミリーマート西本町なにわ筋 大阪府大阪市西区西本町１丁目１５－１０
ファミリーマート西本町一丁目 大阪府大阪市西区西本町１－８－１４
ファミリーマート西本町二丁目 大阪府大阪市西区西本町２－５－１９
ファミリーマート西野田 大阪府大阪市福島区大開１－６－１
ファミリーマート西淀川御幣島 大阪府大阪市西淀川区御幣島１－１２－２９
ファミリーマート西淀川佃三丁目 大阪府大阪市西淀川区佃３丁目１９－３０
ファミリーマート西淀川柏里 大阪府大阪市西淀川区柏里２－８－１
ファミリーマート西淀川野里 大阪府大阪市西淀川区野里２－３－９
ファミリーマート石橋駅東 大阪府池田市石橋２ー２－１４
ファミリーマート石切駅前 大阪府東大阪市東石切町４丁目１４－３８
ファミリーマート赤川三丁目 大阪府大阪市旭区赤川３－３－２７
ファミリーマート摂津学園町 大阪府摂津市学園町１丁目７番５５号
ファミリーマート摂津三島 大阪府摂津市三島３－５－１３
ファミリーマート摂津庄屋 大阪府摂津市庄屋２丁目２番３９号
ファミリーマート摂津新在家一丁目 大阪府摂津市新在家１－２７－２３
ファミリーマート摂津正雀駅前 大阪府摂津市正雀本町１丁目２６番９号
ファミリーマート摂津正雀三丁目 大阪府摂津市正雀三丁目１１番７号
ファミリーマート摂津千里丘二丁目 大阪府摂津市千里丘２－１１－１８
ファミリーマート摂津鳥飼 大阪府摂津市鳥飼西二丁目４０番１５号
ファミリーマート摂津鳥飼上四丁目 大阪府摂津市鳥飼上４丁目７－４１
ファミリーマート摂津鳥飼中一丁目 大阪府摂津市鳥飼中１丁目３６番２０号
ファミリーマート摂津鶴野 大阪府摂津市鶴野３丁目５番２３号
ファミリーマート摂津東別府三丁目 大阪府摂津市東別府三丁目８番１１号
ファミリーマート摂津別府 大阪府摂津市別府３丁目１９－３
ファミリーマート千舟三丁目 大阪府大阪市西淀川区千舟３－２－６
ファミリーマート千代田駅前 大阪府河内長野市千代田南町１－６
ファミリーマート千鳥橋駅前 大阪府大阪市此花区四貫島１丁目５番６号
ファミリーマート千里中央北 大阪府豊中市新千里東町１－３－２４０
ファミリーマート千林二丁目 大阪府大阪市旭区千林２丁目６－１
ファミリーマート川端寺内町 大阪府守口市寺内町１丁目４－３
ファミリーマート川田一丁目 大阪府東大阪市川田１丁目１番１４号
ファミリーマート泉ヶ丘駅前 大阪府堺市南区茶山台１－２－３
ファミリーマート泉佐野りんくう 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北５番９号
ファミリーマート泉佐野羽倉崎 大阪府泉佐野市羽倉崎上町１－４－２５
ファミリーマート泉佐野樫井川北 大阪府泉佐野市南中樫井５９８－１
ファミリーマート泉佐野高松東 大阪府泉佐野市高松東２－２－１３
ファミリーマート泉佐野上瓦屋 大阪府泉佐野市上瓦屋４５０－１
ファミリーマート泉佐野中庄 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鶴原 大阪府泉佐野市鶴原１５１１－１
ファミリーマート泉佐野俵屋 大阪府泉佐野市市場西１丁目３６６番１
ファミリーマート泉大津宮町 大阪府泉大津市宮町１－７
ファミリーマート泉大津穴田 大阪府泉大津市穴田７３－５
ファミリーマート泉大津寿町 大阪府泉大津市寿町４－３６
ファミリーマート泉大津西港町 大阪府泉大津市西港町１６番１号
ファミリーマート泉大津虫取町 大阪府泉大津市虫取町１丁目４－３３
ファミリーマート泉大津東港町 大阪府泉大津市東港町１５－１８
ファミリーマート泉大津板原 大阪府泉大津市板原町４丁目１１番１号
ファミリーマート泉大津尾井千原 大阪府泉大津市尾井千原町１２４番地の４
ファミリーマート泉大津豊中 大阪府泉大津市北豊中町２－１－２１
ファミリーマート泉大津北助松 大阪府泉大津市助松町１丁目２番１９号
ファミリーマート泉大津北豊中町 大阪府泉大津市北豊中町１－６－３４
ファミリーマート泉南インター 大阪府泉南市信達岡中１１９９－１
ファミリーマート泉南砂川 大阪府泉南市信達市場２３３５番地１
ファミリーマート泉南信達市場 大阪府泉南市信達市場１５２７－１
ファミリーマート泉南信達牧野 大阪府泉南市信達牧野３３９番地の１
ファミリーマート泉南男里 大阪府泉南市男里六丁目１６番８号
ファミリーマート泉南男里北 大阪府泉南市男里５丁目２番７号
ファミリーマート泉南幡代 大阪府泉南市幡代１丁目９番３号
ファミリーマート泉南幡代北 大阪府泉南市幡代１丁目３番１７号
ファミリーマート泉尾一丁目 大阪府大阪市大正区泉尾１－４－４
ファミリーマート泉尾三丁目 大阪府大阪市大正区泉尾３丁目２－１



ファミリーマート泉尾七丁目 大阪府大阪市大正区泉尾７－１５－３０
ファミリーマート泉北深井駅前 大阪府堺市中区深井沢町３２８３番地　
ファミリーマート泉北晴美台三丁 大阪府堺市南区晴美台３－１３－３
ファミリーマート泉北晴美台二丁 大阪府堺市南区晴美台２丁２番１８
ファミリーマート泉北田園大橋 大阪府堺市中区深阪１５２７－１
ファミリーマート泉北敷物団地 大阪府堺市南区原山台５－９－１
ファミリーマート善源寺町二丁目 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目３番１９号
ファミリーマート曽根崎一丁目 大阪府大阪市北区曽根崎１－６－１５
ファミリーマート曽根崎新地一丁目 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目３－１６
ファミリーマート曽根崎南 大阪府大阪市北区曽根崎１－４－３
ファミリーマート曽根崎二丁目 大阪府大阪市北区曽根崎２－３－２
ファミリーマート曽根西町 大阪府豊中市曽根西町３丁目６－１
ファミリーマート曽根東町 大阪府豊中市曽根東町１丁目２番７号
ファミリーマート曽根南町 大阪府豊中市曽根南町１－１５－５
ファミリーマート太子 大阪府大阪市西成区太子１－５－１
ファミリーマート太子町山田 大阪府南河内郡太子町山田２８８－１
ファミリーマート大開三丁目 大阪府大阪市福島区大開３－１１－３
ファミリーマート大開四丁目 大阪府大阪市福島区大開４－１－１５２
ファミリーマート大宮五丁目 大阪府大阪市旭区大宮５丁目３－１９
ファミリーマート大宮二丁目 大阪府大阪市旭区大宮２丁目１５－７
ファミリーマート大国三丁目 大阪府大阪市浪速区大国３丁目１１－２５
ファミリーマート大国町 大阪府大阪市浪速区戎本町１丁目７－１９
ファミリーマート大今里一丁目 大阪府大阪市東成区大今里１－２２－１５
ファミリーマート大今里西一丁目 大阪府大阪市東成区大今里西一丁目２番９号
ファミリーマート大阪センタービル 大阪府大阪市中央区久太郎町４－１－３
ファミリーマート大阪プール東 大阪府大阪市港区田中２－１４－６
ファミリーマート大阪マルビル 大阪府大阪市北区梅田１丁目９－２０
ファミリーマート大阪医大 大阪府高槻市大学町２－７
ファミリーマート大阪駅前第四ビル 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号
ファミリーマート大阪回生病院前 大阪府大阪市淀川区宮原１－７－７
ファミリーマート大阪狭山東野中 大阪府大阪狭山市東野中４丁目６５６－１
ファミリーマート大阪狭山半田 大阪府大阪狭山市半田３丁目１６１５
ファミリーマート大阪金剛駅前 大阪府大阪狭山市半田一丁目５９５－４
ファミリーマート大阪空港前 大阪府豊中市蛍池西町二丁目１６－２６
ファミリーマート大阪空港綜合ビル 大阪府池田市空港２－２－５大阪綜合ビル１階
ファミリーマート大阪工大前 大阪府大阪市旭区中宮５丁目４－３４
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２－１３－２２　５Ｆ
ファミリーマート大阪商大西 大阪府東大阪市御厨栄町１－４－４
ファミリーマート大阪赤十字病院 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０
ファミリーマート大阪万博公園 大阪府吹田市千里万博公園１３番９号
ファミリーマート大阪労災病院 大阪府堺市北区長曽根町１１７９－３
ファミリーマート大昌千日前 大阪府大阪市中央区千日前２－８－１
ファミリーマート大正駅前 大阪府大阪市大正区三軒家西１－２－７
ファミリーマート大正駅南 大阪府大阪市大正区三軒家東１丁目１７－１８
ファミリーマート大正駅北 大阪府大阪市大正区三軒家東１丁目２－１０
ファミリーマート大正小林西 大阪府大阪市大正区小林西１丁目１４番３１号
ファミリーマート大正千島 大阪府大阪市大正区千島２丁目３－３
ファミリーマート大正千島一丁目 大阪府大阪市大正区千島１丁目２３番８７号
ファミリーマート大正鶴町 大阪府大阪市大正区鶴町４－９－２
ファミリーマート大正北村 大阪府大阪市大正区北村１－１８－６
ファミリーマート大東三住町 大阪府大東市三住町９番１９
ファミリーマート大東寺川 大阪府大東市寺川４－１－９
ファミリーマート大東諸福 大阪府大東市諸福３丁目１番１５号
ファミリーマート大東新町 大阪府大東市新町２－１
ファミリーマート大東新田西町 大阪府大東市新田西町６－２２
ファミリーマート大東赤井 大阪府大東市赤井１丁目３－２２
ファミリーマート大東大野 大阪府大東市大野一丁目１番３６号
ファミリーマート大東町二丁目 大阪府大阪市都島区大東町２－６－１７
ファミリーマート大東南楠の里 大阪府大東市南楠の里町１８－１９
ファミリーマート大東野崎 大阪府大東市北条１丁目６番１０号
ファミリーマート大日東 大阪府守口市梶町１－１９－１
ファミリーマート大淀北一丁目 大阪府大阪市北区大淀北１－６－２３
ファミリーマート大和田四丁目 大阪府大阪市西淀川区大和田４－２－１４
ファミリーマート鷹ケ巣上新田 大阪府豊中市上新田４－７－１０
ファミリーマート巽中三丁目 大阪府大阪市生野区巽中三丁目１５－３
ファミリーマート巽中四丁目 大阪府大阪市生野区巽中４丁目３－１８
ファミリーマート谷町三丁目 大阪府大阪市中央区谷町３－６－７
ファミリーマート谷町四丁目 大阪府大阪市中央区谷町四丁目１１－１



ファミリーマート谷町七丁目 大阪府大阪市中央区谷町７－３
ファミリーマート淡路四丁目 大阪府大阪市東淀川区淡路４ー１３－７
ファミリーマート地下鉄あびこ駅南 大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１－１１
ファミリーマート地下鉄昭和町駅前 大阪府大阪市阿倍野区昭和町１丁目２１－２５　ビルおおさき
ファミリーマート地下鉄大正駅前 大阪府大阪市大正区三軒家西１－１－１
ファミリーマート地下鉄天満橋駅前 大阪府大阪市中央区谷町１丁目４－２　大阪オルガンビル１Ｆ
ファミリーマート池田旭丘一丁目 大阪府池田市旭丘１丁目９番２５号
ファミリーマート池田駅南 大阪府池田市満寿美町１－８－１０１
ファミリーマート池田住吉一丁目 大阪府池田市住吉１－３－８
ファミリーマート池田神田 大阪府池田市神田１－２３－９
ファミリーマート池田荘園東 大阪府池田市荘園１丁目１２番２８号
ファミリーマート池田豊島南 大阪府池田市豊島南２丁目９－１２
ファミリーマート築港 大阪府大阪市港区築港１丁目１４－２４
ファミリーマート竹島二丁目 大阪府大阪市西淀川区竹島２－４－７
ファミリーマート中加賀屋二丁目 大阪府大阪市住之江区中加賀屋２－１－４
ファミリーマート中宮 大阪府大阪市旭区中宮１－９－１９
ファミリーマート中崎南 大阪府大阪市北区神山町９－２４
ファミリーマート中新開二丁目 大阪府東大阪市中新開２－１１－７
ファミリーマート中石切町五丁目 大阪府東大阪市中石切町５丁目５番１３号
ファミリーマート中村野崎駅前 大阪府大東市野崎１－１－１０
ファミリーマート中津三丁目 大阪府大阪市北区中津３－７－４５
ファミリーマート中島一丁目 大阪府大阪市西淀川区中島１－１２－２８
ファミリーマート中之島五丁目 大阪府大阪市北区中之島５丁目３－９２　ルイシャトレ中之島
ファミリーマート忠岡東一丁目 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目２２番２５号
ファミリーマート朝潮橋駅前 大阪府大阪市港区池島１丁目１－１９
ファミリーマート長居西 大阪府大阪市住吉区長居西１－８－１４
ファミリーマート長居西二丁目 大阪府大阪市住吉区長居西二丁目１１－１３　パルク長居
ファミリーマート長田駅南 大阪府東大阪市長田中１－４－１９
ファミリーマート長田東二丁目 大阪府東大阪市長田東２丁目２－７
ファミリーマート長柄 大阪府大阪市北区長柄西２－８－１
ファミリーマート長堀橋駅南 大阪府大阪市中央区島之内１－２１－２２
ファミリーマート鳥飼本町五丁目 大阪府摂津市鳥飼本町５－１－１３
ファミリーマート鳥取南 大阪府阪南市鳥取４７４－２
ファミリーマート鶴橋 大阪府大阪市東成区東小橋３－１６－１
ファミリーマート鶴橋駅北 大阪府大阪市東成区東小橋３－１－１９
ファミリーマート鶴見安田二丁目 大阪府大阪市鶴見区安田二丁目４番１４号
ファミリーマート鶴見横堤三丁目 大阪府大阪市鶴見区横堤３丁目１０番３４号
ファミリーマート鶴見今津北 大阪府大阪市鶴見区今津北三丁目６番１８号
ファミリーマート鶴見諸口一丁目 大阪府大阪市鶴見区諸口１丁目１番８号
ファミリーマート鶴見二丁目 大阪府大阪市鶴見区鶴見２－１０－１
ファミリーマート鶴見緑地東 大阪府大阪市鶴見区浜５丁目南１番１８号
ファミリーマート天王寺駅北口 大阪府大阪市天王寺区悲田院町４－１０
ファミリーマート天王寺公園エントランス 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町５－５５
ファミリーマート天王寺公園前 大阪府大阪市天王寺区堀越町１４－１１
ファミリーマート天王寺公園茶臼山 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町１番３号
ファミリーマート天王寺生玉町 大阪府大阪市天王寺区生玉町３番５号
ファミリーマート天王寺堀越町 大阪府大阪市天王寺区堀越町８－１８
ファミリーマート天下茶屋一丁目 大阪府大阪市西成区天下茶屋１－２９－２１
ファミリーマート天下茶屋三丁目 大阪府大阪市西成区天下茶屋３丁目２８－１６
ファミリーマート天下茶屋北一丁目 大阪府大阪市西成区天下茶屋北１丁目７－８
ファミリーマート天神橋筋商店街 大阪府大阪市北区天神橋６－４－１３
ファミリーマート天神橋四丁目 大阪府大阪市北区天神橋４丁目６－３６
ファミリーマート天美我堂三丁目 大阪府松原市天美我堂３丁目１２４番４
ファミリーマート天満駅前 大阪府大阪市北区山崎町１－１
ファミリーマート天満三丁目 大阪府大阪市北区天満三丁目１０番４号
ファミリーマート天満市場 大阪府大阪市北区池田町１６－６
ファミリーマート天六駅前 大阪府大阪市北区本庄東１－１－１
ファミリーマート天六北 大阪府大阪市北区本庄東１－８－１７
ファミリーマート天六本庄東 大阪府大阪市北区本庄東１－１０－１６
ファミリーマート伝法駅前 大阪府大阪市此花区伝法３丁目１４－２
ファミリーマート伝法六丁目 大阪府大阪市此花区伝法６丁目５－８
ファミリーマート田島五丁目 大阪府大阪市生野区田島５丁目４－２９
ファミリーマート都島駅前 大阪府大阪市都島区本通２－１６－８
ファミリーマート都島善源寺町 大阪府大阪市都島区善源寺町２丁目２　セントプレイス大阪
ファミリーマート都島内代町 大阪府大阪市都島区内代町１丁目１－３４
ファミリーマート都島北通 大阪府大阪市都島区都島北通１－４－２１－１０１
ファミリーマート都島北通一丁目 大阪府大阪市都島区都島北通１丁目１３－３２
ファミリーマート都島本通三丁目 大阪府大阪市都島区都島本通３－１４－１５



ファミリーマート土生町二丁目 大阪府岸和田市土生町二丁目１６番３５号
ファミリーマート島屋一丁目 大阪府大阪市此花区島屋１丁目１－１９
ファミリーマート島屋三丁目 大阪府大阪市此花区島屋３－５－２１
ファミリーマート島之内周防町 大阪府大阪市中央区島之内２丁目１－１１
ファミリーマート島之内二丁目 大阪府大阪市中央区島之内２－４－１９
ファミリーマート島本江川 大阪府三島郡島本町江川１－２－１５
ファミリーマート島本高浜二丁目 大阪府三島郡島本町高浜２－２６－２０
ファミリーマート東ぐみの木 大阪府大阪狭山市東茱萸木２丁目８９７－２
ファミリーマート東くみの木一丁目 大阪府大阪狭山市東茱萸木一丁目５１５－１
ファミリーマート東花園駅前 大阪府東大阪市吉田６丁目１番４８号－１０４号室
ファミリーマート東今里一丁目 大阪府大阪市東成区東今里１－５－２５
ファミリーマート東三国三丁目 大阪府大阪市淀川区東三国３－１０－１７
ファミリーマート東三国四丁目 大阪府大阪市淀川区東三国４－１８－６
ファミリーマート東三国六丁目 大阪府大阪市淀川区東三国６－１１－８
ファミリーマート東住吉杭全 大阪府大阪市東住吉区杭全二丁目１０番６号
ファミリーマート東住吉南田辺 大阪府大阪市東住吉区南田辺１丁目８番２３号
ファミリーマート東住吉矢田 大阪府大阪市東住吉区矢田一丁目９番１７号
ファミリーマート東心斎橋一丁目 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－５－１
ファミリーマート東太子一丁目 大阪府八尾市東太子１－３－５
ファミリーマート東大阪旭町 大阪府東大阪市旭町２２－１７
ファミリーマート東大阪衣摺 大阪府東大阪市衣摺２丁目１４番６号
ファミリーマート東大阪稲田上町 大阪府東大阪市稲田上町２丁目２－５４
ファミリーマート東大阪瓜生堂 大阪府東大阪市瓜生堂一丁目１４番２２号
ファミリーマート東大阪横枕西 大阪府東大阪市横枕西１１番３８号
ファミリーマート東大阪吉田下島 大阪府東大阪市吉田下島４番２３号
ファミリーマート東大阪玉串町西 大阪府東大阪市玉串町西３丁目３番３０号
ファミリーマート東大阪近江堂 大阪府東大阪市近江堂３丁目１２－６
ファミリーマート東大阪御厨栄町 大阪府東大阪市御厨栄町２丁目５番１７号
ファミリーマート東大阪今米一丁目 大阪府東大阪市今米一丁目１６番１５号
ファミリーマート東大阪三島 大阪府東大阪市三島１－１２－１６
ファミリーマート東大阪若江南町 大阪府東大阪市若江南町１丁目１－４８
ファミリーマート東大阪新庄南 大阪府東大阪市新庄南７－１３
ファミリーマート東大阪森河内東 大阪府東大阪市森河内東１丁目２２－１５
ファミリーマート東大阪西堤 大阪府東大阪市西堤西２－３６
ファミリーマート東大阪西堤学園町 大阪府東大阪市西堤学園町２丁目２番１１号
ファミリーマート東大阪川田 大阪府東大阪市川田３丁目９－５６
ファミリーマート東大阪川俣 大阪府東大阪市川俣１丁目１５－４２
ファミリーマート東大阪大蓮南 大阪府東大阪市大蓮南一丁目５番２４号
ファミリーマート東大阪大蓮南四丁目 大阪府東大阪市大蓮南四丁目２４番１７号
ファミリーマート東大阪鷹殿町 大阪府東大阪市鷹殿町２３－４１
ファミリーマート東大阪中石切 大阪府東大阪市中石切町二丁目１９６８番１
ファミリーマート東大阪長田中 大阪府東大阪市長田中１丁目１－９
ファミリーマート東大阪南荘町 大阪府東大阪市南荘町３－２０
ファミリーマート東大阪楠根 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大阪箱殿町 大阪府東大阪市箱殿町１－７
ファミリーマート東大阪菱屋東 大阪府東大阪市菱屋東２－１０－１５
ファミリーマート東大阪六万寺町 大阪府東大阪市六万寺町二丁目４番２号
ファミリーマート東中島一丁目 大阪府大阪市東淀川区東中島１－６－１４
ファミリーマート東中浜四丁目 大阪府大阪市城東区東中浜４丁目９番２３号
ファミリーマート東中浜六丁目 大阪府大阪市城東区東中浜６丁目１６－２９
ファミリーマート東天満 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
ファミリーマート東天満一丁目 大阪府大阪市北区東天満１丁目７－１７　東天満ビル
ファミリーマート東田辺三丁目 大阪府大阪市東住吉区東田辺３丁目２７－２３
ファミリーマート東粉浜三丁目 大阪府大阪市住吉区東粉浜３－１９－１１
ファミリーマート東野田四丁目 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１３－９
ファミリーマート東淀川駅前 大阪府大阪市淀川区宮原２－２－１３
ファミリーマート東淀川駅北 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目２－１４
ファミリーマート東淀川瑞光 大阪府大阪市東淀川区瑞光２－９－２７
ファミリーマート東淀川大桐一丁目 大阪府大阪市東淀川区大桐１－１－２４
ファミリーマート東淀川南江口 大阪府大阪市東淀川区南江口２－７－２
ファミリーマート桃谷駅東 大阪府大阪市生野区勝山北１丁目２－３
ファミリーマート桃谷公園前 大阪府大阪市生野区桃谷２－１３－２３
ファミリーマート藤井寺駅前 大阪府藤井寺市春日丘１丁目１番２５号
ファミリーマート藤井寺小山四丁目 大阪府藤井寺市小山４丁目１－１
ファミリーマート藤井寺北岡 大阪府藤井寺市北岡１－５－５
ファミリーマート藤井寺野中五丁目 大阪府藤井寺市野中五丁目６－５３
ファミリーマート藤原春日町 大阪府高槻市春日町３１－１０
ファミリーマート堂山町 大阪府大阪市北区堂山町１７－８



ファミリーマート堂島一丁目 大阪府大阪市北区堂島１丁目４番２号
ファミリーマート堂島浜一丁目 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番１９号
ファミリーマート堂島北 大阪府大阪市北区曽根崎新地２－４－１ホテルビスタプレミオ堂島
ファミリーマート酉島二丁目 大阪府大阪市此花区酉島２－６－６
ファミリーマート内久宝寺町三丁目 大阪府大阪市中央区内久宝寺町３丁目４番４号
ファミリーマート内久宝寺町四丁目 大阪府大阪市中央区内久宝寺町四丁目３－４
ファミリーマート内代町二丁目 大阪府大阪市都島区内代町２ー２－４
ファミリーマート内平野町 大阪府大阪市中央区内平野町一丁目２番２号
ファミリーマート内本町西 大阪府大阪市中央区本町橋２－２８
ファミリーマート南恩加島 大阪府大阪市大正区南恩加島２－８－２７
ファミリーマート南海堺駅前 大阪府堺市堺区戎島町二丁７０番１
ファミリーマート南海湊駅前 大阪府堺市堺区出島町二丁４番９号
ファミリーマート南開 大阪府大阪市西成区南開１－１－１１
ファミリーマート南住吉 大阪府大阪市住吉区南住吉２－１－１
ファミリーマート南森町駅前 大阪府大阪市北区南森町２－３－３５
ファミリーマート南吹田一丁目 大阪府吹田市南吹田１丁目９番１０号
ファミリーマート南吹田五丁目 大阪府吹田市南吹田５丁目２４番１号
ファミリーマート南船場 大阪府大阪市中央区南船場３丁目６－２２
ファミリーマート南船場二丁目 大阪府大阪市中央区南船場２－７－１６
ファミリーマート南太子二丁目 大阪府八尾市南太子堂２丁目３番１号
ファミリーマート南中振三丁目 大阪府枚方市南中振３丁目５－１
ファミリーマート南津守五丁目 大阪府大阪市西成区南津守５丁目５－１１
ファミリーマート南田辺駅前 大阪府大阪市阿倍野区長池町９－４
ファミリーマート南堀江三丁目 大阪府大阪市西区南堀江３－１２－１７
ファミリーマート南堀江四丁目 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２番１号
ファミリーマート南本町一丁目 大阪府大阪市中央区南本町１丁目７－１５
ファミリーマート楠葉中町 大阪府枚方市楠葉中町２番１号
ファミリーマート難波中一丁目 大阪府大阪市浪速区難波中１－１５－２１
ファミリーマート日本生命病院 大阪府大阪市西区江之子島２丁目１－５４
ファミリーマート忍ヶ丘駅前 大阪府四條畷市岡山３－１－５
ファミリーマート能勢町下田 大阪府豊能郡能勢町下田１２３－１
ファミリーマート能勢町栗栖 大阪府豊能郡能勢町栗栖５６－５
ファミリーマート波除中央大通 大阪府大阪市港区波除２‐４‐８
ファミリーマート波除二丁目 大阪府大阪市港区波除２－６－９
ファミリーマート背戸口一丁目 大阪府大阪市平野区背戸口１－９－３０
ファミリーマート梅香三丁目 大阪府大阪市此花区梅香３－３１－１４
ファミリーマート梅田中津 大阪府大阪市北区豊崎３－２０－９三栄ビル
ファミリーマート博労町三丁目 大阪府大阪市中央区博労町３－３－１
ファミリーマート柏原円明町 大阪府柏原市円明町１７番９号
ファミリーマート柏原清州 大阪府柏原市清州２－１－４５
ファミリーマート柏原田辺一丁目 大阪府柏原市田辺１丁目３番２号
ファミリーマート柏原平野 大阪府柏原市平野１丁目８番１５号
ファミリーマート八戸ノ里駅東 大阪府東大阪市小阪３丁目６－１３
ファミリーマート八幡屋商店街西 大阪府大阪市港区八幡屋１－１５－８
ファミリーマート八尾旭ヶ丘 大阪府八尾市旭ヶ丘一丁目１１３番地
ファミリーマート八尾安中町 大阪府八尾市安中町４－８－１８
ファミリーマート八尾安中町六丁目 大阪府八尾市安中町六丁目１１番３６号
ファミリーマート八尾郡川 大阪府八尾市郡川二丁目６０
ファミリーマート八尾光町 大阪府八尾市光町１丁目５８番地
ファミリーマート八尾光南町 大阪府八尾市光南町１丁目６－９
ファミリーマート八尾高安町 大阪府八尾市高安町南七丁目３番
ファミリーマート八尾桜ヶ丘一丁目 大阪府八尾市桜ヶ丘１丁目６０２番
ファミリーマート八尾山城町 大阪府八尾市山城町二丁目３番２１号
ファミリーマート八尾春日町 大阪府八尾市春日町１丁目８番２８号
ファミリーマート八尾小畑町 大阪府八尾市小畑町四丁目１０６番地１
ファミリーマート八尾上之島町北 大阪府八尾市上之島町北４丁目２１番１
ファミリーマート八尾水越 大阪府八尾市大竹一丁目１３６番
ファミリーマート八尾跡部北の町 大阪府八尾市跡部北の町２丁目３番２５号
ファミリーマート八尾太田新町 大阪府八尾市太田新町１－３４３
ファミリーマート八尾天王寺屋 大阪府八尾市天王寺屋７丁目１７番
ファミリーマート八尾東町 大阪府八尾市東町五丁目２２番地
ファミリーマート八尾南小阪合町 大阪府八尾市南小阪合町二丁目１番８号
ファミリーマート八尾南本町 大阪府八尾市南本町７－４－５
ファミリーマート八尾南本町一丁目 大阪府八尾市南本町１丁目１番４号
ファミリーマート八尾木北二丁目 大阪府八尾市八尾木北二丁目１６６番２
ファミリーマート八尾緑ケ丘一丁目 大阪府八尾市緑ケ丘１丁目１１７番地の１６
ファミリーマート美原今井 大阪府堺市美原区今井７７番１
ファミリーマート美原大饗 大阪府堺市美原区大饗１６４－１



ファミリーマート菱江一丁目 大阪府東大阪市菱江１丁目２９番１８号
ファミリーマート姫島四丁目 大阪府大阪市西淀川区姫島４丁目１５－１２
ファミリーマート浜口西一丁目 大阪府大阪市住之江区浜口西１－１３－１０
ファミリーマート浜寺石津町 大阪府堺市西区浜寺石津町西３－４－１９
ファミリーマート富田駅前 大阪府高槻市富田町１－１３－１
ファミリーマート富田林喜志駅前 大阪府富田林市旭ヶ丘町９番３２号
ファミリーマート富田林喜志町 大阪府富田林市喜志町４丁目１番１１号
ファミリーマート富田林甲田一丁目 大阪府富田林市甲田１丁目８－１０
ファミリーマート富田林若松町 大阪府富田林市若松町１－１１－１３
ファミリーマート富田林若松町西 大阪府富田林市若松町西三丁目１５９７番３
ファミリーマート富田林小金台 大阪府富田林市小金台１丁目４－３０
ファミリーマート富田林中野町 大阪府富田林市中野町３丁目３０６７－１
ファミリーマート富田林中野町東 大阪府富田林市中野町東１丁目２番１６号
ファミリーマート富田林津々山台 大阪府富田林市津々山台５－５－８
ファミリーマート布施駅北 大阪府東大阪市長堂１丁目２番１６号
ファミリーマート布施広小路 大阪府東大阪市足代２丁目３－１
ファミリーマート布施足代北 大阪府東大阪市足代北２－１－２８
ファミリーマート府中病院 大阪府和泉市肥子町１丁目１０－１７
ファミリーマート武岡小松四丁目 大阪府大阪市東淀川区小松４－１１－１０
ファミリーマート舞洲 大阪府大阪市此花区北港白津２丁目５－３３
ファミリーマート伏屋町三丁目 大阪府和泉市伏屋町３－７－２６
ファミリーマート服部駅前 大阪府豊中市服部元町１－１０－２５－１０１
ファミリーマート福町二丁目 大阪府大阪市西淀川区福町２－３－１９
ファミリーマート福島駅前 大阪府大阪市福島区福島７－１１－５１
ファミリーマート福島駅南 大阪府大阪市福島区福島５丁目１２－２３
ファミリーマート福島駅北 大阪府大阪市福島区福島７丁目１２－１１
ファミリーマート福島海老江 大阪府大阪市福島区海老江１－１２－６
ファミリーマート福島北港通 大阪府大阪市福島区大開４－２－３
ファミリーマート文の里二丁目 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１１－２１　ジョイフル文の里
ファミリーマート平野 大阪府大阪市平野区平野市町３‐７‐２１
ファミリーマート平野瓜破 大阪府大阪市平野区瓜破西二丁目５番１３号
ファミリーマート平野区役所東 大阪府大阪市平野区背戸口５丁目６－２９　ビル１階
ファミリーマート平野西一丁目 大阪府大阪市平野区平野西一丁目５番３１号
ファミリーマート平野長吉出戸 大阪府大阪市平野区長吉出戸八丁目３番４５号
ファミリーマート平野南一丁目 大阪府大阪市平野区平野南一丁目５ー３１
ファミリーマート平野馬場一丁目 大阪府大阪市平野区平野馬場１－５－１６
ファミリーマート米田総持寺 大阪府茨木市総持寺１－１－３７
ファミリーマート片町二丁目 大阪府大阪市都島区片町２丁目４－６　ウエムロプラザ
ファミリーマート弁天町駅前 大阪府大阪市港区市岡元町３－７－１０
ファミリーマート放出東 大阪府大阪市鶴見区放出東１－１７－２
ファミリーマート法善寺駅東 大阪府柏原市法善寺４－９－１１
ファミリーマート豊崎三丁目 大阪府大阪市北区豊崎３－１７－２３
ファミリーマート豊崎二丁目 大阪府大阪市北区豊崎２－１０－１７
ファミリーマート豊新三丁目 大阪府大阪市東淀川区豊新３－２６－１６
ファミリーマート豊新四丁目 大阪府大阪市東淀川区豊新４－１７－３６
ファミリーマート豊新二丁目 大阪府大阪市東淀川区豊新２－４－３０
ファミリーマート豊中インター南 大阪府豊中市庄内栄町三丁目１２番５３号
ファミリーマート豊中旭丘 大阪府豊中市熊野町１－１－１２
ファミリーマート豊中駅西口 大阪府豊中市玉井町１－１０－４
ファミリーマート豊中岡町北 大阪府豊中市岡町北２－１８－２８
ファミリーマート豊中春日町 大阪府豊中市春日町４－４－１３
ファミリーマート豊中小曽根 大阪府豊中市小曽根４－３－１
ファミリーマート豊中少路 大阪府豊中市少路２丁目３－２０
ファミリーマート豊中上新田 大阪府豊中市上新田２－２４－４７
ファミリーマート豊中上新田四丁目 大阪府豊中市上新田４丁目１８－４
ファミリーマート豊中上津島 大阪府豊中市上津島３－１０－８
ファミリーマート豊中上野西 大阪府豊中市上野西２－４－２０
ファミリーマート豊中城山町 大阪府豊中市城山町２丁目７番３０号
ファミリーマート豊中西緑丘 大阪府豊中市西緑丘３－１０－４３　デイグラン緑丘１Ｆ
ファミリーマート豊中千成 大阪府豊中市千成町２－８－１６
ファミリーマート豊中大黒町 大阪府豊中市大黒町１－１－１
ファミリーマート豊中中桜塚 大阪府豊中市中桜塚３－３－６
ファミリーマート豊中長興寺 大阪府豊中市長興寺南１－３－８
ファミリーマート豊中長興寺北 大阪府豊中市長興寺北３丁目１番１号
ファミリーマート豊中島江町 大阪府豊中市島江町１－２－１８
ファミリーマート豊中東泉丘 大阪府豊中市東泉丘１丁目７番地１号
ファミリーマート豊中浜 大阪府豊中市浜１－２９－３
ファミリーマート豊中北条町 大阪府豊中市北条町１－２１－９



ファミリーマート豊中本町 大阪府豊中市本町３－１－４７
ファミリーマート豊中本町一丁目 大阪府豊中市本町１－８－１０
ファミリーマート豊中本町五丁目 大阪府豊中市本町５－１３－３８
ファミリーマート豊中夕日丘 大阪府豊中市夕日丘３－６－３０
ファミリーマート豊中緑丘 大阪府豊中市緑丘五丁目９番６号
ファミリーマート豊津駅前 大阪府吹田市山手町２－６－３－１０１
ファミリーマート豊里 大阪府大阪市東淀川区豊里２－２５－８
ファミリーマート豊里七丁目 大阪府大阪市東淀川区豊里７－３１－２４
ファミリーマート北加賀屋 大阪府大阪市住之江区北加賀屋２－１１－８
ファミリーマート北河堀 大阪府大阪市天王寺区北河堀町２－１６
ファミリーマート北久宝寺一丁目 大阪府八尾市北久宝寺１丁目４番１２号
ファミリーマート北久宝寺町一丁目 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目４－２
ファミリーマート北巽駅西 大阪府大阪市生野区巽北３－１４－１９
ファミリーマート北津守三丁目 大阪府大阪市西成区北津守３丁目１－４３
ファミリーマート北浜一丁目 大阪府大阪市中央区北浜１－３－６
ファミリーマート北堀江一丁目 大阪府大阪市西区北堀江１丁目２３－１４
ファミリーマート北野高校前 大阪府大阪市淀川区新北野１－１４－１１
ファミリーマート北野病院 大阪府大阪市北区扇町２－４－２０北野病院　地下１階
ファミリーマート牧落駅前 大阪府箕面市桜４－１－２４　アーバンハイツ桜
ファミリーマート本庄西一丁目 大阪府東大阪市本庄西１丁目１番１号
ファミリーマート本庄西二丁目 大阪府大阪市北区本庄西２丁目２２番１２号
ファミリーマート本町駅西 大阪府大阪市西区阿波座１丁目７－１２
ファミリーマート本町四丁目 大阪府大阪市中央区本町４丁目２－１２　東芝大阪ビル
ファミリーマート本田みなと通 大阪府大阪市西区本田１－１０－１７
ファミリーマート枚方デパートメントビル 大阪府枚方市岡本町２－２２
ファミリーマート枚方岡東町 大阪府枚方市岡東町１７－３６
ファミリーマート枚方御殿山 大阪府枚方市上野１丁目１番２号
ファミリーマート枚方御殿山駅前 大阪府枚方市渚西一丁目４０番１８号
ファミリーマート枚方公園駅前 大阪府枚方市伊加賀東町２－３７
ファミリーマート枚方市駅南口 大阪府枚方市岡東町１２－１
ファミリーマート枚方市役所前 大阪府枚方市岡東町８－６
ファミリーマート枚方招提南町 大阪府枚方市招提南町２丁目１９
ファミリーマート枚方招提北町 大阪府枚方市招提北町１－２２０５－１
ファミリーマート枚方星丘 大阪府枚方市星丘４丁目１７－１５
ファミリーマート枚方西禁野 大阪府枚方市西禁野一丁目２－１
ファミリーマート枚方尊延寺 大阪府枚方市尊延寺六丁目２１－１
ファミリーマート枚方大橋 大阪府枚方市伊加賀西町１１番１０号
ファミリーマート枚方池之宮 大阪府枚方市池之宮１丁目１３－１２
ファミリーマート枚方長尾家具町 大阪府枚方市長尾家具町３丁目９番地の５
ファミリーマート枚方長尾谷町 大阪府枚方市長尾谷町３－１７－１６
ファミリーマート枚方津田北町 大阪府枚方市津田北町２丁目３３－２６
ファミリーマート枚方田口山 大阪府枚方市田口山１丁目３３番８号
ファミリーマート枚方田口二丁目 大阪府枚方市田口二丁目８番２号
ファミリーマート枚方東香里 大阪府枚方市東香里２丁目２９－７
ファミリーマート枚方東山二丁目 大阪府枚方市東山二丁目４６番地１
ファミリーマート枚方藤阪元町 大阪府枚方市藤阪元町１丁目１番１６号
ファミリーマート枚方牧野本町 大阪府枚方市牧野本町１丁目２２番１６号
ファミリーマート万代六丁目 大阪府大阪市住吉区万代６－１０－６
ファミリーマート箕面粟生外院 大阪府箕面市粟生外院二丁目１７－８
ファミリーマート箕面粟生外院一丁目 大阪府箕面市粟生外院１丁目１５－４
ファミリーマート箕面稲 大阪府箕面市稲２－２－３７
ファミリーマート箕面萱野 大阪府箕面市船場西一丁目４番４号
ファミリーマート箕面市役所前 大阪府箕面市牧落１－７－２５
ファミリーマート箕面小野原西 大阪府箕面市小野原西６－１－７
ファミリーマート箕面小野原東 大阪府箕面市小野原東５－８－１２
ファミリーマート箕面新稲 大阪府箕面市新稲５－１－２８
ファミリーマート箕面森町 大阪府箕面市森町中１丁目１－４３
ファミリーマート箕面西宿 大阪府箕面市西宿１－６－７
ファミリーマート箕面繊維団地 大阪府箕面市船場東３－６－５４
ファミリーマート箕面船場 大阪府箕面市船場西３－１－４１
ファミリーマート箕面如意谷 大阪府箕面市如意谷１－８－５４
ファミリーマート箕面白島 大阪府箕面市白島２－２９ー１９
ファミリーマート箕面牧落三丁目 大阪府箕面市牧落３丁目２０－３７
ファミリーマート名神吹田インター前 大阪府吹田市青葉丘北７－３２
ファミリーマート毛馬町一丁目 大阪府大阪市都島区毛馬町１丁目１１－１５
ファミリーマート木川西 大阪府大阪市淀川区木川西４－２－７
ファミリーマート木村都島 大阪府大阪市都島区中野町４－１０－１７
ファミリーマート門真栄町 大阪府門真市栄町２０－１０



ファミリーマート門真宮前町 大阪府門真市宮前町１８番２号
ファミリーマート門真桑才 大阪府門真市大字桑才１１２－１
ファミリーマート門真元町 大阪府門真市元町１－６
ファミリーマート門真元町中 大阪府門真市元町９－２３
ファミリーマート門真古川町 大阪府門真市古川町１－２
ファミリーマート門真江端東 大阪府門真市岸和田４－１－２
ファミリーマート門真三ツ島 大阪府門真市大字三ツ島５丁目９－２
ファミリーマート門真三ツ島三丁目 大阪府門真市三ツ島３丁目９番１３号
ファミリーマート門真三ツ島六丁目 大阪府門真市三ツ島６丁目３番２号
ファミリーマート門真舟田町 大阪府門真市舟田町２７－２０
ファミリーマート門真上島町 大阪府門真市上島町１７－２１
ファミリーマート門真上馬伏 大阪府門真市四宮１－３－８
ファミリーマート門真新橋 大阪府門真市新橋町５－５
ファミリーマート門真深田町 大阪府門真市深田町２４－７
ファミリーマート門真大橋 大阪府門真市桑才町１８－２４
ファミリーマート門真大倉町 大阪府門真市大倉町８－２６
ファミリーマート門真大池町 大阪府門真市大池町２－３４
ファミリーマート門真島頭 大阪府門真市島頭３－８－３
ファミリーマート門真浜町 大阪府門真市浜町１５－１９
ファミリーマート門真北島 大阪府門真市大字北島６８３－１
ファミリーマート門真柳田町 大阪府門真市柳田町１－４
ファミリーマート野崎町 大阪府大阪市北区野崎町６－７　大阪北野ビル
ファミリーマート野中北 大阪府大阪市淀川区野中北２－５－３３
ファミリーマート野田駅前 大阪府大阪市福島区野田３－１２－２１西川産業第一ビル
ファミリーマート野里一丁目 大阪府大阪市西淀川区野里１－３１－１４
ファミリーマート矢田一丁目 大阪府大阪市東住吉区矢田１－２－１６
ファミリーマート薬ヒグチＪＲ京橋駅東 大阪府大阪市都島区東野田町３丁目４－２０
ファミリーマート薬ヒグチ岩田南 大阪府東大阪市岩田町３丁目１０－１５
ファミリーマート薬ヒグチ京橋 大阪府大阪市都島区東野田町５丁目１－１６　大永ビル
ファミリーマート薬ヒグチ谷町二丁目 大阪府大阪市中央区谷町２丁目３－１２　マルイト谷町ビル
ファミリーマート薬ヒグチ天神橋二丁目 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北－１－２３
ファミリーマート薬ヒグチ弥刀駅前 大阪府東大阪市友井３丁目７－２
ファミリーマート与力町 大阪府大阪市北区与力町７－９
ファミリーマート淀屋橋駅東 大阪府大阪市中央区今橋３－１－７
ファミリーマート淀川加島 大阪府大阪市淀川区加島一丁目５０番２０号
ファミリーマート淀川区役所前 大阪府大阪市淀川区十三東２－３－１６
ファミリーマート淀川図書館前 大阪府大阪市淀川区新北野１－１２－１４
ファミリーマート淀川田川 大阪府大阪市淀川区田川二丁目８番４号
ファミリーマート緑橋 大阪府大阪市東成区中本１－１１－１３
ファミリーマート緑橋中央大通 大阪府大阪市東成区東今里２－２－２８
ファミリーマート緑地公園駅西 大阪府豊中市寺内２丁目８－２０
ファミリーマート緑地公園駅東 大阪府豊中市東寺内町１２－３９
ファミリーマート浪速塩草 大阪府大阪市浪速区塩草３－７－１０
ファミリーマート浪速元町三丁目 大阪府大阪市浪速区元町３丁目１０番２３号
ファミリーマート浪速敷津東 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目８番１９号
ファミリーマート和泉芦部町 大阪府和泉市芦部町９６－１　　
ファミリーマート和泉王子町一丁目 大阪府和泉市王子町一丁目２－２４
ファミリーマート和泉橋本 大阪府貝塚市橋本３７１
ファミリーマート和泉光明台 大阪府和泉市三林町８１９－６
ファミリーマート和泉室堂町 大阪府和泉市室堂町４８４－１
ファミリーマート和泉室堂北 大阪府和泉市室堂町１番１
ファミリーマート和泉唐国 大阪府和泉市唐国町二丁目１３番２号
ファミリーマート和泉内田町 大阪府和泉市内田町四丁目１３番１号
ファミリーマート和泉伯太町 大阪府和泉市伯太町４３０－１
ファミリーマート和泉府中町一丁目 大阪府和泉市府中町１丁目９－５


