
項番 店舗名 都道府県 住所
1 ファミリーマート新十津川店　　　　　　　 北海道　　北海道　樺戸郡新十津川町字中央６番５８　　　　　　　　　　
2 ファミリーマート野幌駅前店　　　　　　　 北海道　　北海道　江別市野幌町３５番地の１６　　　　　　　　　　　　
3 ファミリーマート札幌西野６条店　　　　　 北海道　　北海道　札幌市西区西野６条９丁目８番２７号　　　　　　　　
4 ファミリーマート札幌南２条西４丁目店　　 北海道　　北海道　札幌市中央区南２条西４丁目１１　　　　　　　　　　
5 ファミリーマート札幌北３条西２丁目店　　 北海道　　北海道　札幌市中央区北３条西２丁目８　　　　　　　　　　　
6 ファミリーマート札幌北４１条東１３丁目店 北海道　　北海道　札幌市東区北４１条東１３丁目３番１３号　　　　　　
7 ファミリーマート札幌川沿４条店　　　　　 北海道　　北海道　札幌市南区川沿４条２丁目４番１８号　　　　　　　　
8 ファミリーマート札幌月寒東３条１７丁目店 北海道　　北海道　札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番１号　　　　　　
9 ファミリーマート札幌中の島店　　　　　　 北海道　　北海道　札幌市豊平区中の島１条２丁目　　　　　　　　　　　
10 ファミリーマート札幌新川３条１６丁目店　 北海道　　北海道　札幌市北区新川３条１６丁目２番１９号　　　　　　　
11 ファミリーマート室蘭白鳥台５丁目店　　　 北海道　　北海道　室蘭市白鳥台５－１－９　　　　　　　　　　　　　　
12 ファミリーマート小樽色内１丁目店　　　　 北海道　　北海道　小樽市色内１丁目３番１３号　　　　　　　　　　　　
13 ファミリーマート石狩花川北１条店　　　　 北海道　　北海道　石狩市花川北１条６丁目６－１　　　　　　　　　　　
14 ファミリーマート千歳勇舞７丁目店　　　　 北海道　　北海道　千歳市勇舞７丁目５－５　　　　　　　　　　　　　　
15 ファミリーマート登別桜木町店　　　　　　 北海道　　北海道　登別市桜木町二丁目８番地１２　　　　　　　　　　　
16 ファミリーマート中登別店　　　　　　　　 北海道　　北海道　登別市中登別町１７０　　　　　　　　　　　　　　　
17 ファミリーマート苫小牧山手町１丁目店　　 北海道　　北海道　苫小牧市山手町１丁目４－３　　　　　　　　　　　　
18 ファミリーマート苫小牧沼ノ端店　　　　　 北海道　　北海道　苫小牧市字沼の端２２ー４２　　　　　　　　　　　　
19 ファミリーマート苫小牧若草町店　　　　　 北海道　　北海道　苫小牧市若草町５丁目５番２号　　　　　　　　　　　
20 ファミリーマート苫小牧住吉町店　　　　　 北海道　　北海道　苫小牧市住吉町２丁目７番１１号　　　　　　　　　　
21 ファミリーマートキラリス函館店　　　　　 北海道　　北海道　函館市若松町２０番１号　　　　　　　　　　　　　　
22 ファミリーマート函館上湯川町店　　　　　 北海道　　北海道　函館市上湯川町３１番２号　　　　　　　　　　　　　
23 ファミリーマート函館東雲店　　　　　　　 北海道　　北海道　函館市東雲町１９番８号　　　　　　　　　　　　　　
24 ファミリーマートむつ柳町店　　　　　　　 青森　　　 青森県　むつ市柳町２丁目８－１　　　　　　　　　　　　　　
25 ファミリーマート青森松原一丁目店　　　　 青森　　　 青森県　青森市松原一丁目３４－１０　　　　　　　　　　　　
26 ファミリーマート花巻西宮野目店　　　　　 岩手　　　 岩手県　花巻市西宮野目第１２地割１０６－１　　　　　　　　
27 ファミリーマート釜石松原二丁目店　　　　 岩手　　　 岩手県　釜石市松原町二丁目１番２号　　　　　　　　　　　　
28 ファミリーマート滝沢津軽街道店　　　　　 岩手　　　 岩手県　岩手郡滝沢村滝沢字後２６８－６６　　　　　　　　　
29 ファミリーマート久慈湊町店　　　　　　　 岩手　　　 岩手県　久慈市湊町第１５地割１２番地１　　　　　　　　　　
30 ファミリーマート宮古そけい店　　　　　　 岩手　　　 岩手県　宮古市実田２丁目２－８　　　　　　　　　　　　　　
31 ファミリーマートプラスＣＯＯＰ鶴ヶ谷店　 宮城　　　 宮城県　仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目１番１５　　　　　　　　
32 ファミリーマート若林河原町店　　　　　　 宮城　　　 宮城県　仙台市若林区舟丁３　　　　　　　　　　　　　　　　
33 ファミリーマート矢本インター前店　　　　 宮城　　　 宮城県　東松島市矢本字上河戸２８６－１０　　　　　　　　　
34 ファミリーマート本吉バイパス店　　　　　 宮城　　　 宮城県　本吉郡本吉町津谷長根１０６－１　　　　　　　　　　
35 ファミリーマート名取美田園二丁目店　　　 宮城　　　 宮城県　名取市美田園二丁目１番地の６　　　　　　　　　　　
36 ファミリーマート鹿角毛馬内店　　　　　　 秋田　　　 秋田県　鹿角市十和田毛馬内字下寄熊３５番１　　　　　　　　
37 ファミリーマート山形篭田一丁目店　　　　 山形　　　 山形県　山形市篭田一丁目３番３１号　　　　　　　　　　　　
38 ファミリーマート遊佐町小原田店　　　　　 山形　　　 山形県　飽海郡遊佐町大字小原田字道ノ下３－１　　　　　　　
39 ファミリーマートいわき後田町店　　　　　 福島　　　 福島県　いわき市後田町柳町９９番地の１　　　　　　　　　　
40 ファミリーマートいわき好間店　　　　　　 福島　　　 福島県　いわき市好間町下好間字沼田１２９－１　　　　　　　
41 ファミリーマートいわき佐糠町店　　　　　 福島　　　 福島県　いわき市佐糠町東１丁目１８－６　　　　　　　　　　
42 ファミリーマートいわき常磐上湯長谷町店　 福島　　　 福島県　いわき市常磐上湯長谷町上ノ台１０２－２　　　　　　
43 ファミリーマートいわき平菱川町店　　　　 福島　　　 福島県　いわき市平字菱川町１番地の１　　　　　　　　　　　
44 ファミリーマート本宮関下　　　　　　　　 福島　　　 福島県　安達郡本宮町大字荒井字甲斐４１番　　　　　　　　　
45 ファミリーマート福島国見町店　　　　　　 福島　　　 福島県　伊達郡国見町大字塚野目字三本木５番地１　　　　　　
46 ファミリーマート泉崎関和久店　　　　　　 福島　　　 福島県　西白河郡泉崎村関和久字中宿１８２－２　　　　　　　
47 ファミリーマート相馬大曲店　　　　　　　 福島　　　 福島県　相馬市大曲字大毛内２４７番地　　　　　　　　　　　
48 ファミリーマート南会津田島店　　　　　　 福島　　　 福島県　南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業
49 ファミリーマート原ノ町駅前店　　　　　　 福島　　　 福島県　南相馬市原町区旭町４丁目６－３　　　　　　　　　　
50 ファミリーマート原町南町店　　　　　　　 福島　　　 福島県　南相馬市原町区南町４－４５－２　　　　　　　　　　
51 ファミリーマート白河中田店　　　　　　　 福島　　　 福島県　白河市中田４０－１　　　　　　　　　　　　　　　　
52 ファミリーマート福島成川店　　　　　　　 福島　　　 福島県　福島市成川字西谷地２－１　　　　　　　　　　　　　
53 ファミリーマート福島北裡通店　　　　　　 福島　　　 福島県　福島市仲間町９番２４号　　　　　　　　　　　　　　
54 ファミリーマート本宮兼谷店　　　　　　　 福島　　　 福島県　本宮市本宮字兼谷３５－５　　　　　　　　　　　　　
55 ファミリーマートつくば萱丸店　　　　　　 茨城　　　 茨城県　つくば市みどりのＡ－３７街区１　　　　　　　　　　
56 ファミリーマートひたちなか昭和通り店　　 茨城　　　 茨城県　ひたちなか市中根３３２５－１　　　　　　　　　　　
57 ファミリーマート稲敷江戸崎店　　　　　　 茨城　　　 茨城県　稲敷郡江戸崎町犬塚字八郎次１６１７－１６９　　　　
58 ファミリーマート稲敷下太田店　　　　　　 茨城　　　 茨城県　稲敷市下太田１２６４番４他４筆　　　　　　　　　　
59 ファミリーマート五霞新幸谷店　　　　　　 茨城　　　 茨城県　猿島郡五霞町新幸谷４４２－３　　　　　　　　　　　
60 ファミリーマート牛久中央二丁目店　　　　 茨城　　　 茨城県　牛久市中央２－１６－１２　　　　　　　　　　　　　
61 ファミリーマート古河東本町店　　　　　　 茨城　　　 茨城県　古河市古河５２０番１　　　　　　　　　　　　　　　
62 ファミリーマート古河仁連店　　　　　　　 茨城　　　 茨城県　古河市仁連３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
63 ファミリーマート坂東辺田店　　　　　　　 茨城　　　 茨城県　坂東市辺田１４０２－９０　　　　　　　　　　　　　
64 ファミリーマート鉾田飯名店　　　　　　　 茨城　　　 茨城県　鹿島郡鉾田町飯名３３２－１　　　　　　　　　　　　
65 ファミリーマート常総新石下店　　　　　　 茨城　　　 茨城県　常総市新石下３９８５番２　　　　　　　　　　　　　
66 ファミリーマート神栖土合本町店　　　　　 茨城　　　 茨城県　神栖市土合本町５丁目９８０９番２４　　　　　　　　
67 ファミリーマート水戸小吹店　　　　　　　 茨城　　　 茨城県　水戸市小吹町２８５０番地２　　　　　　　　　　　　
68 ファミリーマート龍ヶ崎平台店　　　　　　 茨城　　　 茨城県　竜ヶ崎市平台３－１　　　　　　　　　　　　　　　　
69 ファミリーマート宇都宮五代二丁目店　　　 栃木　　　 栃木県　宇都宮市五代２－３１－２７　　　　　　　　　　　　
70 ファミリーマート宇都宮日の出一丁目店　　 栃木　　　 栃木県　宇都宮市日の出一丁目２番他５筆　　　　　　　　　　
71 ファミリーマート宇都宮野沢店　　　　　　 栃木　　　 栃木県　宇都宮市野沢町１９２－１　　　　　　　　　　　　　
72 ファミリーマートベツイ下野祇園店　　　　 栃木　　　 栃木県　河内郡南河内町祇園５－１６－６　　　　　　　　　　
73 ファミリーマート小山稲葉郷店　　　　　　 栃木　　　 栃木県　小山市大字稲葉郷字向原６３番６　　　　　　　　　　
74 ファミリーマート小山羽川店　　　　　　　 栃木　　　 栃木県　小山市大字三拝川岸３１番地２２　　　　　　　　　　
75 ファミリーマート足利借宿町店　　　　　　 栃木　　　 栃木県　足利市借宿町１－１８－８　　　　　　　　　　　　　
76 ファミリーマート栃木城内町店　　　　　　 栃木　　　 栃木県　栃木市城内町２丁目６番２３号　　　　　　　　　　　
77 ファミリーマートみどり大間々店　　　　　 群馬　　　 群馬県　みどり市大間々町大間々３３番６　　　　　　　　　　
78 ファミリーマート高崎中居町店　　　　　　 群馬　　　 群馬県　高崎市中居町３－１８－２　　　　　　　　　　　　　
79 ファミリーマート前橋下小出町店　　　　　 群馬　　　 群馬県　前橋市下小出町１丁目２－４　　　　　　　　　　　　



80 ファミリーマート前橋六供店　　　　　　　 群馬　　　 群馬県　前橋市六供町７５６番地１　　　　　　　　　　　　　
81 ファミリーマート富岡下高瀬店　　　　　　 群馬　　　 群馬県　富岡市下高瀬２９９－１　　　　　　　　　　　　　　
82 ファミリーマート岩槻東町一丁目店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　さいたま市岩槻区東町一丁目７番２８号　　　　　　　
83 ファミリーマートさいたま丸ケ崎南店　　　 埼玉　　　 埼玉県　さいたま市見沼区大字丸ケ崎１０１６－１　　　　　　
84 ファミリーマートさいたま新中里店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　さいたま市中央区新中里３－１１－９　　　　　　　　
85 ファミリーマート下羽生店　　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　羽生市大字下羽生１０３３番地３　　　　　　　　　　
86 ファミリーマートビッグサン南越谷駅前店　 埼玉　　　 埼玉県　越谷市南越谷１－２５－１　　　　　　　　　　　　　
87 ファミリーマートモラージュ菖蒲店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　久喜市菖蒲町菖蒲６００５　　　　　　　　　　　　　
88 ファミリーマート久喜青葉二丁目店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　久喜市青葉二丁目２番地１　　　　　　　　　　　　　
89 ファミリーマート入曽駅前店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　狭山市南入曽５６７－１　　　　　　　　　　　　　　
90 ファミリーマート熊谷武体店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　熊谷市三ヶ尻５２０番地２　　　　　　　　　　　　　
91 ファミリーマート戸田新曽店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　戸田市大字新曽１８５２番地５　　　　　　　　　　　
92 ファミリーマート戸田美女木一丁目店　　　 埼玉　　　 埼玉県　戸田市美女木１－１１－５　　　　　　　　　　　　　
93 ファミリーマート美女木八丁目店　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　戸田市美女木８丁目２－９　　　　　　　　　　　　　
94 ファミリーマート行田持田店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　行田市大字持田字東谷２４４番１　　　　　　　　　　
95 ファミリーマート三郷早稲田一丁目店　　　 埼玉　　　 埼玉県　三郷市早稲田一丁目１８番地１７　　　　　　　　　　
96 ファミリーマート三郷彦成三丁目店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　三郷市彦成３丁目２１４番地　　　　　　　　　　　　
97 ファミリーマート柳瀬川駅前店　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　志木市館２－６－１１　　　　　　　　　　　　　　　
98 ファミリーマート春日部谷原二丁目店　　　 埼玉　　　 埼玉県　春日部市谷原二丁目１番８　　　　　　　　　　　　　
99 ファミリーマート春日部緑町店　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　春日部市緑町３－１－４８　　　　　　　　　　　　　
100 ファミリーマートトモニー所沢駅店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　所沢市くすのき台１丁目１４－５所沢駅　　　　　　　
101 ファミリーマート西武狭山ヶ丘駅前店　　　 埼玉　　　 埼玉県　所沢市東狭山ヶ丘１－８７１－１　　　　　　　　　　
102 ファミリーマート所沢緑町二丁目店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　所沢市緑町２－１２－１　　　　　　　　　　　　　　
103 ファミリーマートなかむらや上尾店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　上尾市浅間台１－２２－１０　　　　　　　　　　　　
104 ファミリーマート川越熊野町店　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　川越市熊野町１９番地１　　　　　　　　　　　　　　
105 ファミリーマート川越南大塚店　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　川越市大字南大塚１１７５－１　　　　　　　　　　　
106 ファミリーマート川越三番町店　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　川越市脇田町１７－４　　　　　　　　　　　　　　　
107 ファミリーマート川口戸塚東三丁目店　　　 埼玉　　　 埼玉県　川口市戸塚東３－６－１７　　　　　　　　　　　　　
108 ファミリーマート川口芝高木店　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　川口市芝高木１－１７－３１　　　　　　　　　　　　
109 ファミリーマート川口朝日三丁目店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　川口市朝日３－４－１４　　　　　　　　　　　　　　
110 ファミリーマート川口朝日店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　川口市朝日５丁目１４－１４　　　　　　　　　　　　
111 ファミリーマート草加駅東口店　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　草加市高砂２丁目６－５　　　　　　　　　　　　　　
112 ファミリーマート秩父本町店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　秩父市本町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
113 ファミリーマート塩味朝霞溝沼店　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　朝霞市大字溝沼字池田１０６０－１　　　　　　　　　
114 ファミリーマート朝霞膝折一丁目店　　　　 埼玉　　　 埼玉県　朝霞市膝折町１丁目９番３７号　　　　　　　　　　　
115 ファミリーマート日高高萩店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　日高市大字高萩２２７８番２　　　　　　　　　　　　
116 ファミリーマート武蔵藤沢駅前店　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　入間市下藤沢１３３１－４　　　　　　　　　　　　　
117 ファミリーマート飯能上畑店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　飯能市大字上畑２４５番１　　　　　　　　　　　　　
118 ファミリーマート飯能東吾野店　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　飯能市白子３６５番地　　　　　　　　　　　　　　　
119 ファミリーマート杉戸清地店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　北葛飾郡杉戸町清地１丁目８５　　　　　　　　　　　
120 ファミリーマートヤマキ本庄西店　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　本庄市下野堂１－１４－１９　　　　　　　　　　　　
121 ファミリーマートロータス蓮田駅前店　　　 埼玉　　　 埼玉県　蓮田市本町１－２８　　　　　　　　　　　　　　　　
122 ファミリーマート埼玉病院店　　　　　　　 埼玉　　　 埼玉県　和光市諏訪２番１号　　　　　　　　　　　　　　　　
123 ファミリーマート東総干潟店　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　旭市米込１８２８－１０　　　　　　　　　　　　　　
124 ファミリーマート鋸南竜島店　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　安房郡鋸南町竜島７２９番１　　　　　　　　　　　　
125 ファミリーマート酒々井駅前店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　印旛郡酒々井町中川５０－３岡田第一ビル１Ｆ　　　　
126 ファミリーマート浦安東野一丁目店　　　　 千葉　　　 千葉県　浦安市東野１－３－１　　　　　　　　　　　　　　　
127 ファミリーマート天王台駅柴崎台店　　　　 千葉　　　 千葉県　我孫子市柴崎台１－１０－１　　　　　　　　　　　　
128 ファミリーマート南初富六丁目店　　　　　 千葉　　　 千葉県　鎌ケ谷市南初富六丁目５５４番１　　　　　　　　　　
129 ファミリーマート館山駅東口店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　館山市北条２２２５番１　　　　　　　　　　　　　　
130 ファミリーマート君津貞元店　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　君津市貞元１５２－１　　　　　　　　　　　　　　　
131 ファミリーマート東庄新宿店　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　香取郡東庄町新宿１１０９番地　　　　　　　　　　　
132 ファミリーマート四街道大日店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　四街道市大日３５４－１　　　　　　　　　　　　　　
133 ファミリーマートいわさわ大日店　　　　　 千葉　　　 千葉県　四街道市大日字今宿１８６５番１　　　　　　　　　　
134 ファミリーマート市原八幡宿東通り店　　　 千葉　　　 千葉県　市原市菊間３０９－１　　　　　　　　　　　　　　　
135 ファミリーマート市原五井東店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　市原市五井東３－６－１　　　　　　　　　　　　　　
136 ファミリーマート市川宮久保店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　市川市宮久保三丁目３６番１２号　　　　　　　　　　
137 ファミリーマート南行徳一丁目店　　　　　 千葉　　　 千葉県　市川市南行徳１丁目１３－１１　　　　　　　　　　　
138 ファミリーマート本八幡駅西店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　市川市八幡３－６－６　　　　　　　　　　　　　　　
139 ファミリーマート松戸幸谷店　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　松戸市幸谷８０番地　　　　　　　　　　　　　　　　
140 ファミリーマート新松戸六丁目店　　　　　 千葉　　　 千葉県　松戸市新松戸六丁目１７　　　　　　　　　　　　　　
141 ファミリーマート新八柱駅前店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　松戸市日暮１丁目１６－１　　　　　　　　　　　　　
142 ファミリーマート松戸六高台二丁目店　　　 千葉　　　 千葉県　松戸市六高台２－５２－１　　　　　　　　　　　　　
143 ファミリーマート成田飯田町店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　成田市飯田町１４３番地５０　　　　　　　　　　　　
144 ファミリーマート千葉小深町店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　千葉市稲毛区小深町４８－１　　　　　　　　　　　　
145 ファミリーマート千葉天戸町店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　千葉市花見川区天戸町１４６２番３　　　　　　　　　
146 ファミリーマート京成幕張本郷駅店　　　　 千葉　　　 千葉県　千葉市花見川区幕張本郷１丁目１－３　　　　　　　　
147 ファミリーマート稲毛海岸駅前店　　　　　 千葉　　　 千葉県　千葉市美浜区高洲３－１０－１サンフラワービレッジ　
148 ファミリーマート船橋印内町店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　船橋市印内町６７４－７　　　　　　　　　　　　　　
149 ファミリーマート前原駅前店　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　船橋市前原東４丁目７４２番１　　　　　　　　　　　
150 ファミリーマート匝瑳高店　　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　匝瑳市高４８１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
151 ファミリーマート袖ヶ浦蔵波店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　袖ヶ浦市蔵波台七丁目１５番地２１　　　　　　　　　
152 ファミリーマート西原三丁目店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　柏市西原３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
153 ファミリーマート柏名戸ヶ谷店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　柏市名戸ケ谷１１７０－１　　　　　　　　　　　　　
154 ファミリーマート八街富山店　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　八街市富山１３１４－４３　　　　　　　　　　　　　
155 ファミリーマート八千代台南店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　八千代市八千代台南２丁目２－１　　　　　　　　　　
156 ファミリーマート八日市場米倉店　　　　　 千葉　　　 千葉県　八日市場市木１２４４－１　　　　　　　　　　　　　
157 ファミリーマート茂原高師町店　　　　　　 千葉　　　 千葉県　茂原市高師町３－３　　　　　　　　　　　　　　　　
158 ファミリーマート茂原本納店　　　　　　　 千葉　　　 千葉県　茂原市法目字立野７０８　　　　　　　　　　　　　　
159 ファミリーマート木更津朝日三丁目店　　　 千葉　　　 千葉県　木更津市朝日３－１－１　　　　　　　　　　　　　　



160 ファミリーマート南流山四丁目店　　　　　 千葉　　　 千葉県　流山市南流山４－１－１０　　　　　　　　　　　　　
161 ファミリーマート葛飾鎌倉三丁目店　　　　 東京　　　 東京都　葛飾区鎌倉３－１８－７　　　　　　　　　　　　　　
162 ファミリーマート亀有北口店　　　　　　　 東京　　　 東京都　葛飾区亀有５－４５－１　　　　　　　　　　　　　　
163 ファミリーマート金町駅前店　　　　　　　 東京　　　 東京都　葛飾区金町６－４－１　　　　　　　　　　　　　　　
164 ファミリーマート新小岩駅南口店　　　　　 東京　　　 東京都　葛飾区新小岩１－４８－８　　　　　　　　　　　　　
165 ファミリーマート青砥駅前店　　　　　　　 東京　　　 東京都　葛飾区青戸三丁目３９番１５号　　　　　　　　　　　
166 ファミリーマート葛飾たつみ橋店　　　　　 東京　　　 東京都　葛飾区東新小岩１丁目４－５　　　　　　　　　　　　
167 ファミリーマート西瑞江二丁目店　　　　　 東京　　　 東京都　江戸川区西瑞江二丁目３８　　　　　　　　　　　　　
168 ファミリーマート江戸川大杉五丁目店　　　 東京　　　 東京都　江戸川区大杉５丁目２３番　　　　　　　　　　　　　
169 ファミリーマート平井駅南口店　　　　　　 東京　　　 東京都　江戸川区平井４－１１－６　　　　　　　　　　　　　
170 ファミリーマート亀戸駅前店　　　　　　　 東京　　　 東京都　江東区亀戸２－２２－１２　　　　　　　　　　　　　
171 ファミリーマートがん研有明病院店　　　　 東京　　　 東京都　江東区有明３－８－３１　　　　　　　　　　　　　　
172 ファミリーマート海田西国分寺店　　　　　 東京　　　 東京都　国分寺市泉町３－６－３　　　　　　　　　　　　　　
173 ファミリーマート成城学園前店　　　　　　 東京　　　 東京都　世田谷区成城６丁目１２－５　　　　　　　　　　　　
174 ファミリーマート清瀬上清戸店　　　　　　 東京　　　 東京都　清瀬市上清戸１丁目３４３番１　　　　　　　　　　　
175 ファミリーマート保谷駅北口店　　　　　　 東京　　　 東京都　西東京市下保谷四丁目２９９番３・３００番３　　　　
176 ファミリーマート加平三丁目店　　　　　　 東京　　　 東京都　足立区加平３－９－１８　　　　　　　　　　　　　　
177 ファミリーマート西伊興四丁目店　　　　　 東京　　　 東京都　足立区西伊興４－７－１９　　　　　　　　　　　　　
178 ファミリーマート根岸一丁目店　　　　　　 東京　　　 東京都　台東区根岸１－５－１４　　　　　　　　　　　　　　
179 ファミリーマート仲御徒町店　　　　　　　 東京　　　 東京都　台東区上野五丁目２４番１１号　　　　　　　　　　　
180 ファミリーマート大田上池台三丁目店　　　 東京　　　 東京都　大田区上池台３丁目４６－３　　　　　　　　　　　　
181 ファミリーマート大田梅屋敷店　　　　　　 東京　　　 東京都　大田区大森中２－２４－１　　　　　　　　　　　　　
182 ファミリーマート中野松が丘店　　　　　　 東京　　　 東京都　中野区松が丘２－４－１５　　　　　　　　　　　　　
183 ファミリーマート新井薬師前駅南店　　　　 東京　　　 東京都　中野区上高田３－１９－１１モナミビル　　　　　　　
184 ファミリーマート野方駅南店　　　　　　　 東京　　　 東京都　中野区野方５－２９－１　　　　　　　　　　　　　　
185 ファミリーマート本町田南店　　　　　　　 東京　　　 東京都　町田市本町田２０１６番地１　　　　　　　　　　　　
186 ファミリーマートトモニー東久留米駅店　　 東京　　　 東京都　東久留米市本町１丁目８番　　　　　　　　　　　　　
187 ファミリーマート東村山久米川町店　　　　 東京　　　 東京都　東村山市久米川町１－３８－２２　　　　　　　　　　
188 ファミリーマート東大和上北台店　　　　　 東京　　　 東京都　東大和市上北台２－３６５－１　　　　　　　　　　　
189 ファミリーマート西八王子駅北口店　　　　 東京　　　 東京都　八王子市千人町２－２０－６　　　　　　　　　　　　
190 ファミリーマート中野中央通り店　　　　　 東京　　　 東京都　八王子市中野上町二丁目３２番１２号　　　　　　　　
191 ファミリーマート西台駅東口店　　　　　　 東京　　　 東京都　板橋区高島平１丁目８０－１　　　　　　　　　　　　
192 ファミリーマート成増駅前店　　　　　　　 東京　　　 東京都　板橋区成増２丁目１２番６　　　　　　　　　　　　　
193 ファミリーマート不動前店　　　　　　　　 東京　　　 東京都　品川区西五反田４－３０－９　　　　　　　　　　　　
194 ファミリーマート西大井駅前店　　　　　　 東京　　　 東京都　品川区西大井１－１－２－１０３　　　　　　　　　　
195 ファミリーマート阪急大井町ガーデン店　　 東京　　　 東京都　品川区大井１－５０－５　　　　　　　　　　　　　　
196 ファミリーマート中延駅前店　　　　　　　 東京　　　 東京都　品川区東中延２丁目１０－１１　　　　　　　　　　　
197 ファミリーマート福生志茂店　　　　　　　 東京　　　 東京都　福生市志茂５８番地２　　　　　　　　　　　　　　　
198 ファミリーマート江東橋二丁目店　　　　　 東京　　　 東京都　墨田区江東橋２－３－４ドルミ錦糸町　　　　　　　　
199 ファミリーマート立川サザン店　　　　　　 東京　　　 東京都　立川市柴崎町三丁目２番１号　　　　　　　　　　　　
200 ファミリーマート練馬高松五丁目店　　　　 東京　　　 東京都　練馬区高松５－８－３５　　　　　　　　　　　　　　
201 ファミリーマート練馬土支田二丁目店　　　 東京　　　 東京都　練馬区土支田２丁目１５－１２　　　　　　　　　　　
202 ファミリーマート桜台駅前店　　　　　　　 東京　　　 東京都　練馬区豊玉上２丁目１４－９　　　　　　　　　　　　
203 ファミリーマート豊島園駅前店　　　　　　 東京　　　 東京都　練馬区練馬４－１７－２　　　　　　　　　　　　　　
204 ファミリーマート綾瀬上土棚店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　綾瀬市上土棚南４－１－３３　　　　　　　　　　　
205 ファミリーマート伊勢原下糟屋店　　　　　 神奈川　　神奈川県　伊勢原市下糟屋２７４番１　　　　　　　　　　　　
206 ファミリーマート佐原四丁目店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　横須賀市佐原４－１－６　　　　　　　　　　　　　
207 ファミリーマート松山横須賀インター店　　 神奈川　　神奈川県　横須賀市池上６丁目３－１　　　　　　　　　　　　
208 ファミリーマート鶴ヶ峰本町店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市旭区鶴ヶ峰本町２丁目４５－１７　　　　　　
209 ファミリーマート相鉄二俣川駅店　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市旭区二俣川２－９１－７　　　　　　　　　　
210 ファミリーマート磯子滝頭三丁目店　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市磯子区滝頭３－１－４２　　　　　　　　　　
211 ファミリーマートサンズ洋光台駅北店　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市磯子区洋光台３－１１－１　　　　　　　　　
212 ファミリーマート松山釜利谷店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５　　　　　　　　
213 ファミリーマート新横浜店　　　　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市港北区新横浜１－４－７　　　　　　　　　　
214 ファミリーマート横浜大口駅前店　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市神奈川区大口通１３３－３　　　　　　　　　
215 ファミリーマート青葉台駅南店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市青葉区榎が丘１－９青葉台由樹ビル　　　　　
216 ファミリーマート藤が丘駅東店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市青葉区藤が丘１丁目２９－２　　　　　　　　
217 ファミリーマート和田屋吉浜町店　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市中区吉浜町１－１２　　　　　　　　　　　　
218 ファミリーマート和田屋ボートピア横浜店　 神奈川　　神奈川県　横浜市中区扇３－７－１　　　　　　　　　　　　　
219 ファミリーマート鶴見潮田四丁目店　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市鶴見区潮田町４－１５７－６　　　　　　　　
220 ファミリーマート横浜星川駅前店　　　　　 神奈川　　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
221 ファミリーマート中山駅南口店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市緑区寺山町５９　　　　　　　　　　　　　　
222 ファミリーマート港北ＰＡ下り店　　　　　 神奈川　　神奈川県　横浜市緑区北八朔町字榎谷戸２１５２－３０　　　　
223 ファミリーマート海老名上河内店　　　　　 神奈川　　神奈川県　海老名市上河内字永池３１３番１　　　　　　　　　
224 ファミリーマート鎌倉駅西口店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　鎌倉市御成町１１－５　　　　　　　　　　　　　　
225 ファミリーマート本厚木駅前店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　厚木市中町２－６－５　　　　　　　　　　　　　　
226 ファミリーマート厚木飯山店　　　　　　　 神奈川　　神奈川県　厚木市飯山３０８８－１　　　　　　　　　　　　　
227 ファミリーマート寒川宮山店　　　　　　　 神奈川　　神奈川県　高座郡寒川町宮山２０８８－４　　　　　　　　　　
228 ファミリーマート座間一丁目店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　座間市座間１－３３４７－３　　　　　　　　　　　
229 ファミリーマート小田原国府津店　　　　　 神奈川　　神奈川県　小田原市国府津２４９４番地の１　　　　　　　　　
230 ファミリーマート秦野運動公園東店　　　　 神奈川　　神奈川県　秦野市曽谷６８７－３５　　　　　　　　　　　　　
231 ファミリーマートＭＧ溝口六丁目店　　　　 神奈川　　神奈川県　川崎市高津区溝口６－２４－１　　　　　　　　　　
232 ファミリーマート川崎第三京浜入口店　　　 神奈川　　神奈川県　川崎市高津区末長４丁目９番１１号　　　　　　　　
233 ファミリーマート向ヶ丘遊園駅前店　　　　 神奈川　　神奈川県　川崎市多摩区登戸２７３７－１　　　　　　　　　　
234 ファミリーマート武蔵新城店　　　　　　　 神奈川　　神奈川県　川崎市中原区上新城２－６－５　　　　　　　　　　
235 ファミリーマート武蔵新城南口店　　　　　 神奈川　　神奈川県　川崎市中原区新城１－２－２４　　　　　　　　　　
236 ファミリーマート平間駅前店　　　　　　　 神奈川　　神奈川県　川崎市中原区田尻町２０－１　　　　　　　　　　　
237 ファミリーマート淵野辺本町一丁目店　　　 神奈川　　神奈川県　相模原市中央区淵野辺本町１－３５－１４　　　　　
238 ファミリーマート相武台団地西店　　　　　 神奈川　　神奈川県　相模原市南区新磯野１－２１－２　　　　　　　　　
239 ファミリーマート北里大学病院店　　　　　 神奈川　　神奈川県　相模原市南区北里１－１５－１　　　　　　　　　　



240 ファミリーマート相模原下九沢店　　　　　 神奈川　　神奈川県　相模原市緑区下九沢２９１７番１　　　　　　　　　
241 ファミリーマート中井ＰＡ上り店　　　　　 神奈川　　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
242 ファミリーマート高座渋谷駅店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　大和市渋谷６－１６－３小田急マルシェ高座渋谷　　
243 ファミリーマート中央林間駅前店　　　　　 神奈川　　神奈川県　大和市中央林間３－３－８　　　　　　　　　　　　
244 ファミリーマート藤沢駅北口店　　　　　　 神奈川　　神奈川県　藤沢市藤沢４８４－１安田生命藤沢ビル　　　　　　
245 ファミリーマート藤沢柄沢店　　　　　　　 神奈川　　神奈川県　藤沢市柄沢５９８　　　　　　　　　　　　　　　　
246 ファミリーマート平塚広川店　　　　　　　 神奈川　　神奈川県　平塚市広川２５６－４　　　　　　　　　　　　　　
247 ファミリーマート平塚真土店　　　　　　　 神奈川　　神奈川県　平塚市西真土一丁目８－５　　　　　　　　　　　　
248 ファミリーマートメルシー川治店　　　　　 新潟　　　 新潟県　十日町市北新田１－４　　　　　　　　　　　　　　　
249 ファミリーマート上越五貫野店　　　　　　 新潟　　　 新潟県　上越市大字下五貫野２４８番５　　　　　　　　　　　
250 ファミリーマート上越南新町店　　　　　　 新潟　　　 新潟県　上越市南新町３番４６号　　　　　　　　　　　　　　
251 ファミリーマート長岡来迎寺店　　　　　　 新潟　　　 新潟県　長岡市来迎寺３８３４番地　　　　　　　　　　　　　
252 ファミリーマート高岡大坪三丁目店　　　　 富山　　　 富山県　高岡市大坪町３－６－３　　　　　　　　　　　　　　
253 ファミリーマート高岡醍醐店　　　　　　　 富山　　　 富山県　高岡市醍醐１３１９番１　　　　　　　　　　　　　　
254 ファミリーマート上市駅前店　　　　　　　 富山　　　 富山県　中新川郡上市町法音寺４０番地　　　　　　　　　　　
255 ファミリーマート白山新田町店　　　　　　 石川　　　 石川県　白山市新田町２６９番１　　　　　　　　　　　　　　
256 ファミリーマート能都宇出津店　　　　　　 石川　　　 石川県　鳳珠郡能登町宇出津タ字１２番地１　　　　　　　　　
257 ファミリーマート能登柳田店　　　　　　　 石川　　　 石川県　鳳珠郡能登町字天坂ろ１９番地　　　　　　　　　　　
258 ファミリーマート高浜国道店　　　　　　　 福井　　　 福井県　大飯郡高浜町宮崎６４字２番地１　　　　　　　　　　
259 ファミリーマート塩山小屋敷店　　　　　　 山梨　　　 山梨県　甲州市塩山小屋敷１６５１　　　　　　　　　　　　　
260 ファミリーマート韮崎インター西店　　　　 山梨　　　 山梨県　韮崎市藤井町南下條２７３　　　　　　　　　　　　　
261 ファミリーマートかぶとや赤富士通り店　　 山梨　　　 山梨県　富士吉田市上吉田３６４４－１　　　　　　　　　　　
262 ファミリーマート岡谷成田町店　　　　　　 長野　　　 長野県　岡谷市成田町１丁目３２１９－１　　　　　　　　　　
263 ファミリーマート長野中氷鉋店　　　　　　 長野　　　 長野県　長野市稲里中氷鉋１１０５－３　　　　　　　　　　　
264 ファミリーマート長野駅前店　　　　　　　 長野　　　 長野県　長野市南長野末広町１３６２番地　　　　　　　　　　
265 ファミリーマート岐阜上土居店　　　　　　 岐阜　　　 岐阜県　岐阜市上土居２丁目１６番１２号　　　　　　　　　　
266 ファミリーマート多治見駅前店　　　　　　 岐阜　　　 岐阜県　多治見市本町２－７０－８　　　　　　　　　　　　　
267 ファミリーマート菊川加茂店　　　　　　　 静岡　　　 静岡県　菊川市加茂字宮ノ西５９９１番　　　　　　　　　　　
268 ファミリーマート沼津アントレ店　　　　　 静岡　　　 静岡県　沼津市大手町１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　
269 ファミリーマート裾野せぎ原店　　　　　　 静岡　　　 静岡県　裾野市伊豆島田５０７番地の１　　　　　　　　　　　
270 ファミリーマート裾野岩波店　　　　　　　 静岡　　　 静岡県　裾野市岩波１０４番地１　　　　　　　　　　　　　　
271 ファミリーマート静岡大岩本町店　　　　　 静岡　　　 静岡県　静岡市葵区大岩本町２５番１３号　　　　　　　　　　
272 ファミリーマート静岡長田店　　　　　　　 静岡　　　 静岡県　静岡市駿河区丸子新田３８２－１　　　　　　　　　　
273 ファミリーマート静岡中吉田店　　　　　　 静岡　　　 静岡県　静岡市駿河区中吉田４６－１　　　　　　　　　　　　
274 ファミリーマート熱海本町商店街店　　　　 静岡　　　 静岡県　熱海市銀座町８－１　　　　　　　　　　　　　　　　
275 ファミリーマート熱海春日町店　　　　　　 静岡　　　 静岡県　熱海市春日町１０番１号　　　　　　　　　　　　　　
276 ファミリーマート浜松小豆餅二丁目店　　　 静岡　　　 静岡県　浜松市中区小豆餅２丁目２４－１　　　　　　　　　　
277 ファミリーマート浜松初生町店　　　　　　 静岡　　　 静岡県　浜松市北区初生町１２８９番地の３　　　　　　　　　
278 ファミリーマート富士宮芝川店　　　　　　 静岡　　　 静岡県　富士宮市長貫１１０５番地４　　　　　　　　　　　　
279 ファミリーマート一宮花池一丁目店　　　　 愛知　　　 愛知県　一宮市花池一丁目１７番２６　　　　　　　　　　　　
280 ファミリーマート名鉄一宮駅店　　　　　　 愛知　　　 愛知県　一宮市新生１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　
281 ファミリーマート一宮玉ノ井店　　　　　　 愛知　　　 愛知県　一宮市木曽川町玉ノ井字辻廻１３６番地　　　　　　　
282 ファミリーマート稲沢長野店　　　　　　　 愛知　　　 愛知県　稲沢市長野４丁目１０２　　　　　　　　　　　　　　
283 ファミリーマート岡崎江口二丁目店　　　　 愛知　　　 愛知県　岡崎市江口二丁目３番地５　　　　　　　　　　　　　
284 ファミリーマート蟹江学戸店　　　　　　　 愛知　　　 愛知県　海部郡蟹江町学戸二丁目８番地　　　　　　　　　　　
285 ファミリーマート江南高屋店　　　　　　　 愛知　　　 愛知県　江南市高屋町西町１２５番地　　　　　　　　　　　　
286 ファミリーマート春日井鳥居松八丁目店　　 愛知　　　 愛知県　春日井市鳥居松町八丁目３４番地１　　　　　　　　　
287 ファミリーマート常滑古社店　　　　　　　 愛知　　　 愛知県　常滑市字古社１番地　　　　　　　　　　　　　　　　
288 ファミリーマート枇杷島警察署前店　　　　 愛知　　　 愛知県　清須市枇杷島駅前東一丁目３番地９　　　　　　　　　
289 ファミリーマート大府中央一丁目店　　　　 愛知　　　 愛知県　大府市中央町一丁目２２０番地　　　　　　　　　　　
290 ファミリーマート扶桑柏森店　　　　　　　 愛知　　　 愛知県　丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏３５５番地１　　　　　　
291 ファミリーマート知立谷田町西店　　　　　 愛知　　　 愛知県　知立市谷田町西１丁目１番３　　　　　　　　　　　　
292 ファミリーマート津知屋横須賀店　　　　　 愛知　　　 愛知県　東海市横須賀町一ノ割３－１　　　　　　　　　　　　
293 ファミリーマート豊橋大崎町店　　　　　　 愛知　　　 愛知県　豊橋市大崎町字境松８９番４　　　　　　　　　　　　
294 ファミリーマート豊田井上店　　　　　　　 愛知　　　 愛知県　豊田市井上町五丁目２０番地１　　　　　　　　　　　
295 ファミリーマート豊田京町店　　　　　　　 愛知　　　 愛知県　豊田市京町三丁目１０１－１４　　　　　　　　　　　
296 ファミリーマート豊明西川町店　　　　　　 愛知　　　 愛知県　豊明市西川町長田５－１　　　　　　　　　　　　　　
297 ファミリーマート天白植田東店　　　　　　 愛知　　　 愛知県　名古屋市天白区植田東３丁目２０７番地　　　　　　　
298 ファミリーマート名鉄大曽根駅店　　　　　 愛知　　　 愛知県　名古屋市東区矢田南５－２－６　　　　　　　　　　　
299 ファミリーマート中あじま三丁目店　　　　 愛知　　　 愛知県　名古屋市北区中味鋺三丁目４１９番地　　　　　　　　
300 ファミリーマート四日市小杉町店　　　　　 三重　　　 三重県　四日市市小杉町字東浦１２９３番地１　　　　　　　　
301 ファミリーマート四日市城西町店　　　　　 三重　　　 三重県　四日市市城西町１５番４６号　　　　　　　　　　　　
302 ファミリーマート嬉野中川店　　　　　　　 三重　　　 三重県　松阪市嬉野中川町８２６番地　　　　　　　　　　　　
303 ファミリーマート鈴鹿寺家五丁目店　　　　 三重　　　 三重県　鈴鹿市寺家５丁目８－２２　　　　　　　　　　　　　
304 ファミリーマート近江八幡中小森町店　　　 滋賀　　　 滋賀県　近江八幡市中小森町２６９－１　　　　　　　　　　　
305 ファミリーマート守山洲本町店　　　　　　 滋賀　　　 滋賀県　守山市洲本町１３４３番１　　　　　　　　　　　　　
306 ファミリーマート大津におの浜三丁目店　　 滋賀　　　 滋賀県　大津市におの浜３丁目４番６１号　　　　　　　　　　
307 ファミリーマート大津国分店　　　　　　　 滋賀　　　 滋賀県　大津市国分一丁目３３番５号　　　　　　　　　　　　
308 ファミリーマート亀岡追分町店　　　　　　 京都　　　 京都府　亀岡市追分町藪ノ下１１番５　　　　　　　　　　　　
309 ファミリーマート京都タワー前店　　　　　 京都　　　 京都府　京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町７３０
310 ファミリーマート京都東インター店　　　　 京都　　　 京都府　京都市山科区音羽前田町５０番１、５０番５　　　　　
311 ファミリーマート伏見京町店　　　　　　　 京都　　　 京都府　京都市伏見区京町１０丁目１１１７番２　　　　　　　
312 ファミリーマート伏見醍醐大構店　　　　　 京都　　　 京都府　京都市伏見区醍醐大構町２６番地３　　　　　　　　　
313 ファミリーマート伏見桃山南店　　　　　　 京都　　　 京都府　京都市伏見区桃山南大島町４９番地１　　　　　　　　
314 ファミリーマート向日南淀井店　　　　　　 京都　　　 京都府　向日市上植野町南淀井１０、１４、１５、１６、上植野
315 ファミリーマート城陽寺田店　　　　　　　 京都　　　 京都府　城陽市寺田垣内後４６－３　　　　　　　　　　　　　
316 ファミリーマート八幡男山金振店　　　　　 京都　　　 京都府　八幡市男山金振１－４　　　　　　　　　　　　　　　
317 ファミリーマート福知山広峯町店　　　　　 京都　　　 京都府　福知山市広峯町６番地　　　　　　　　　　　　　　　
318 ファミリーマート茨木天王店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　茨木市天王２－４－１５　　　　　　　　　　　　　　
319 ファミリーマート貝塚半田店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　貝塚市半田一丁目２－１１　　　　　　　　　　　　　



320 ファミリーマート高槻グリーンプラザ店　　 大阪　　　 大阪府　高槻市紺屋町１－１グリーンプラザ高槻一号館　　　　
321 ファミリーマート高槻芝生住宅前店　　　　 大阪　　　 大阪府　高槻市芝生町３丁目２２番１１号　　　　　　　　　　
322 ファミリーマート堺市之町東店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　堺市堺区市之町東六丁１番２１号　　　　　　　　　　
323 ファミリーマート泉北深井駅前店　　　　　 大阪　　　 大阪府　堺市中区深井沢町３２８３番地深井駅前ビル　　　　　
324 ファミリーマート泉北敷物団地店　　　　　 大阪　　　 大阪府　堺市南区原山台５－９－１　　　　　　　　　　　　　
325 ファミリーマート泉北晴美台二丁店　　　　 大阪　　　 大阪府　堺市南区晴美台２丁２番１８　　　　　　　　　　　　
326 ファミリーマートなかもず駅北口店　　　　 大阪　　　 大阪府　堺市北区中百舌鳥町２－１０１　　　　　　　　　　　
327 ファミリーマート守口金田町二丁目店　　　 大阪　　　 大阪府　守口市金田町２丁目１－２２　　　　　　　　　　　　
328 ファミリーマート守口南寺方東通店　　　　 大阪　　　 大阪府　守口市南寺方東通３丁目１５番２１号　　　　　　　　
329 ファミリーマート守口東通店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　守口市南寺方東通６丁目－１３－１３　　　　　　　　
330 ファミリーマート寝屋川寿町店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　寝屋川市寿町２１番１７号　　　　　　　　　　　　　
331 ファミリーマート吹田五月が丘北店　　　　 大阪　　　 大阪府　吹田市五月が丘北２２－１４　　　　　　　　　　　　
332 ファミリーマートアベノセンタービル店　　 大阪　　　 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
333 ファミリーマートあべのＨｏｏｐ店　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目２－３０Ｈｏｏｐ１Ｆ　
334 ファミリーマート関目高殿駅西店　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市旭区高殿４－２１　　　　　　　　　　　　　　
335 ファミリーマート高殿七丁目店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市旭区高殿７丁目１－２０　　　　　　　　　　　
336 ファミリーマート三先一丁目店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市港区三先１－１２－１３　　　　　　　　　　　
337 ファミリーマート此花酉島店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市此花区酉島３－２２－１３　　　　　　　　　　
338 ファミリーマート上住吉二丁目店　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市住吉区上住吉二丁目１２－５　　　　　　　　　
339 ファミリーマート北加賀屋店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市住之江区北加賀屋２－１１－８　　　　　　　　
340 ファミリーマート関目一丁目店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市城東区関目１丁目２番７号　　　　　　　　　　
341 ファミリーマート城東今福東店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市城東区今福東１－１０－２０　　　　　　　　　
342 ファミリーマート田島五丁目店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市生野区田島５丁目４－２９　　　　　　　　　　
343 ファミリーマート西成区役所前店　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市西成区岸里２－２－２７　　　　　　　　　　　
344 ファミリーマート南津守五丁目店　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市西成区南津守五丁目１７－２　　　　　　　　　
345 ファミリーマート大正駅前店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市大正区三軒家西１－２－７　　　　　　　　　　
346 ファミリーマート大正千島一丁目店　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市大正区千島１丁目２３番８７号　　　　　　　　
347 ファミリーマート大正千島店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市大正区千島二丁目３　　　　　　　　　　　　　
348 ファミリーマート黒門市場前店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市中央区日本橋２丁目３－８　　　　　　　　　　
349 ファミリーマート東淀川瑞光店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市東淀川区瑞光２丁目９番２７号　　　　　　　　
350 ファミリーマートアムト相川駅前店　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市東淀川区相川２－２０－１０　　　　　　　　　
351 ファミリーマート十三東店　　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市淀川区十三東２－８－２ＵＲビル　　　　　　　
352 ファミリーマート東三国四丁目店　　　　　 大阪　　　 大阪府　大阪市淀川区東三国４－１８－６　　　　　　　　　　
353 ファミリーマート東大阪稲田上町店　　　　 大阪　　　 大阪府　東大阪市稲田上町２丁目２－５４　　　　　　　　　　
354 ファミリーマート薬ヒグチ岩田南店　　　　 大阪　　　 大阪府　東大阪市岩田町三丁目１０－１５　　　　　　　　　　
355 ファミリーマートきしざわ新石切北店　　　 大阪　　　 大阪府　東大阪市西石切町１丁目８－１８　　　　　　　　　　
356 ファミリーマート川田一丁目店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　東大阪市川田１丁目１番１４号　　　　　　　　　　　
357 ファミリーマート八尾郡川店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　八尾市郡川二丁目６０　　　　　　　　　　　　　　　
358 ファミリーマート八尾小畑町店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　八尾市小畑町四丁目１０６番地１　　　　　　　　　　
359 ファミリーマート豊中駅西口店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　豊中市玉井町１－１０－４　　　　　　　　　　　　　
360 ファミリーマート庄内東町店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　豊中市庄内東町４丁目２－２５　　　　　　　　　　　
361 ファミリーマート枚方デパートメントビル店 大阪　　　 大阪府　枚方市岡本町２－２２　　　　　　　　　　　　　　　
362 ファミリーマート枚方星丘店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　枚方市星丘四丁目１９１３－１　　　　　　　　　　　
363 ファミリーマート箕面粟生外院一丁目店　　 大阪　　　 大阪府　箕面市粟生外院１丁目１５－４　　　　　　　　　　　
364 ファミリーマート古川橋駅前店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　門真市垣内町１－１１古川橋北ペアビル東館　　　　　
365 ファミリーマート大和田駅前店　　　　　　 大阪　　　 大阪府　門真市常称寺町１９－１９　　　　　　　　　　　　　
366 ファミリーマート門真新橋店　　　　　　　 大阪　　　 大阪府　門真市新橋町５－５　　　　　　　　　　　　　　　　
367 ファミリーマート和泉王子町一丁目店　　　 大阪　　　 大阪府　和泉市王子町一丁目２－２４　　　　　　　　　　　　
368 ファミリーマート伊丹堀池店　　　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　伊丹市堀池三丁目９番３２号　　　　　　　　　　　　
369 ファミリーマート加古川尾上町店　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　加古川市尾上町今福口４１９番１　　　　　　　　　　
370 ファミリーマート土山西店　　　　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　加古川市平岡町土山１２０６－１　　　　　　　　　　
371 ファミリーマート加古川別府店　　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　加古川市別府町本町一丁目６２番地　　　　　　　　　
372 ファミリーマート三木末広店　　　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　三木市末広３－３３４－１　　　　　　　　　　　　　
373 ファミリーマート北落合二丁目店　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　神戸市須磨区北落合２丁目１１番１号　　　　　　　　
374 ファミリーマート有瀬店　　　　　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９９０番２　　　　　　
375 ファミリーマート玉津インター北店　　　　 兵庫　　　 兵庫県　神戸市西区玉津町田中４８６－２　　　　　　　　　　
376 ファミリーマート鈴蘭台駅前店　　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　神戸市北区鈴蘭台東町一丁目１２番１２号　　　　　　
377 ファミリーマート川西能勢口駅北店　　　　 兵庫　　　 兵庫県　川西市中央町１０番１号　　　　　　　　　　　　　　
378 ファミリーマートＪＲ立花駅前店　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　尼崎市立花町４丁目２－１　　　　　　　　　　　　　
379 ファミリーマート宝塚栄町店　　　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　宝塚市栄町三丁目８番３号　　　　　　　　　　　　　
380 ファミリーマート大久保町店　　　　　　　 兵庫　　　 兵庫県　明石市大久保町大久保町字下ケ谷４５３番１　　　　　
381 ファミリーマート葛城南藤井店　　　　　　 奈良　　　 奈良県　葛城市南藤井１７４番地１　　　　　　　　　　　　　
382 ファミリーマート郡山杉町店　　　　　　　 奈良　　　 奈良県　大和郡山市杉町字柿ノ内２０８－４　　　　　　　　　
383 ファミリーマートエムズドラッグ大和高田店 奈良　　　 奈良県　大和高田市市場７９６－２　　　　　　　　　　　　　
384 ファミリーマート高田市場店　　　　　　　 奈良　　　 奈良県　大和高田市大字市場４８３番地８　　　　　　　　　　
385 ファミリーマート上牧町米山台店　　　　　 奈良　　　 奈良県　北葛城郡上牧町大字上牧５４２番地１　　　　　　　　
386 ファミリーマート有田川熊井店　　　　　　 和歌山　　和歌山県　有田郡有田川町大字熊井字音部４４８－１　　　　　
387 ファミリーマート和歌山古屋店　　　　　　 和歌山　　和歌山県　和歌山市古屋２１３－５　　　　　　　　　　　　　
388 ファミリーマート和歌山内原店　　　　　　 和歌山　　和歌山県　和歌山市内原８６６－１　　　　　　　　　　　　　
389 ファミリーマート岩美町大谷店　　　　　　 鳥取　　　 鳥取県　岩美郡岩美町大谷１５６５番地２　　　　　　　　　　
390 ファミリーマート倉吉清谷店　　　　　　　 鳥取　　　 鳥取県　倉吉市清谷町二丁目４７番地　　　　　　　　　　　　
391 ファミリーマートＪＡいずも湖陵店　　　　 島根　　　 島根県　出雲市湖陵町差海７１０－１　　　　　　　　　　　　
392 ファミリーマート松江春日店　　　　　　　 島根　　　 島根県　松江市春日町２５番地１　　　　　　　　　　　　　　
393 ファミリーマート浜乃木一丁目店　　　　　 島根　　　 島根県　松江市浜乃木１－１４－１０　　　　　　　　　　　　
394 ファミリーマート岡山平井五丁目店　　　　 岡山　　　 岡山県　岡山市中区平井五丁目５番１５号　　　　　　　　　　
395 ファミリーマート笠岡里庄口店　　　　　　 岡山　　　 岡山県　笠岡市絵師１－４０６－１　　　　　　　　　　　　　
396 ファミリーマート真備町箭田店　　　　　　 岡山　　　 岡山県　倉敷市真備町箭田字森ヶ坪１７０６番５　　　　　　　
397 ファミリーマート総社東店　　　　　　　　 岡山　　　 岡山県　総社市井手７８８番地２　　　　　　　　　　　　　　
398 ファミリーマート早島南店　　　　　　　　 岡山　　　 岡山県　都窪郡早島町早島字頓行１９７３番地２　　　　　　　
399 ファミリーマート美作中央店　　　　　　　 岡山　　　 岡山県　美作市入田字浜２４５－１　　　　　　　　　　　　　



400 ファミリーマート吉島西二丁目店　　　　　 広島　　　 広島県　広島市中区吉島西２－１７－２４－２　　　　　　　　
401 ファミリーマート幟町店　　　　　　　　　 広島　　　 広島県　広島市中区幟町１４－５第３広共ビル　　　　　　　　
402 ファミリーマート福山引野町店　　　　　　 広島　　　 広島県　福山市引野町４丁目１３－１２　　　　　　　　　　　
403 ファミリーマート下関小月茶屋店　　　　　 山口　　　 山口県　下関市小月茶屋二丁目４１４－３　　　　　　　　　　
404 ファミリーマート光虹ヶ浜店　　　　　　　 山口　　　 山口県　光市虹ヶ浜３－２４－１２　　　　　　　　　　　　　
405 ファミリーマート川島町三ツ島店　　　　　 徳島　　　 徳島県　吉野川市川島町三ツ島字北新田５６４－１　　　　　　
406 ファミリーマート佐古四番町店　　　　　　 徳島　　　 徳島県　徳島市佐古四番町８０６　　　　　　　　　　　　　　
407 ファミリーマート観音寺中田井店　　　　　 香川　　　 香川県　観音寺市中田井町６９０－１　　　　　　　　　　　　
408 ファミリーマート堀江町店　　　　　　　　 愛媛　　　 愛媛県　松山市堀江町甲１７９９　　　　　　　　　　　　　　
409 ファミリーマート久留米御井町店　　　　　 福岡　　　 福岡県　久留米市御井町２５２４番地２　　　　　　　　　　　
410 ファミリーマート久留米国分町店　　　　　 福岡　　　 福岡県　久留米市国分町１８４８番地４　　　　　　　　　　　
411 ファミリーマート久留米野中町店　　　　　 福岡　　　 福岡県　久留米市野中町３２８－１　　　　　　　　　　　　　
412 ファミリーマート行橋西宮市店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　行橋市西宮市一丁目１０番１３号　　　　　　　　　　
413 ファミリーマート福岡志免店　　　　　　　 福岡　　　 福岡県　糟屋郡志免町志免３－１３５３－１　　　　　　　　　
414 ファミリーマートドラッグイレブン志免店　 福岡　　　 福岡県　糟屋郡志免町南里４－１３－１　　　　　　　　　　　
415 ファミリーマート粕屋門松店　　　　　　　 福岡　　　 福岡県　糟屋郡粕屋町大字大隈１２５－１　　　　　　　　　　
416 ファミリーマートつつじケ丘店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　太宰府市大字大佐野６３９－１　　　　　　　　　　　
417 ファミリーマート大牟田手鎌店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　大牟田市大字手鎌９４６－１　　　　　　　　　　　　
418 ファミリーマート大牟田本町店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　大牟田市本町６－１－９　　　　　　　　　　　　　　
419 ファミリーマート筑前山家道店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　朝倉郡筑前町二１２２番１　　　　　　　　　　　　　
420 ファミリーマート直方菜の花大橋西店　　　 福岡　　　 福岡県　直方市大字知古字小口割９１１－１他１筆　　　　　　
421 ファミリーマート直方バイパス店　　　　　 福岡　　　 福岡県　直方市大字頓野字芝原３４４９－１　　　　　　　　　
422 ファミリーマート直方日吉町店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　直方市日吉町２番８号　　　　　　　　　　　　　　　
423 ファミリーマート八女龍ヶ原店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　八女市大字龍ケ原６５－１　　　　　　　　　　　　　
424 ファミリーマート福岡南片江三丁目店　　　 福岡　　　 福岡県　福岡市城南区南片江三丁目１－１　　　　　　　　　　
425 ファミリーマート福岡上山門店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　福岡市西区上山門一丁目１０７９番１　　　　　　　　
426 ファミリーマート福岡早良二丁目店　　　　 福岡　　　 福岡県　福岡市早良区早良二丁目２０番４０号　　　　　　　　
427 ファミリーマート福岡土井四丁目店　　　　 福岡　　　 福岡県　福岡市東区土井四丁目６番４号　　　　　　　　　　　
428 ファミリーマート福岡井尻四丁目店　　　　 福岡　　　 福岡県　福岡市南区井尻四丁目３番４４号　　　　　　　　　　
429 ファミリーマート柏原四丁目店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　福岡市南区柏原４－２－２８　　　　　　　　　　　　
430 ファミリーマートＪＲ戸畑駅店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市戸畑区汐井町１－１　　　　　　　　　　　　
431 ファミリーマート小倉南方二丁目店　　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市小倉南区南方２－５－３０　　　　　　　　　
432 ファミリーマート小倉上到津二丁目店　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市小倉北区上到津二丁目３番６号　　　　　　　
433 ファミリーマートＪＲ小倉駅店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市小倉北区浅野１丁目１－１　　　　　　　　　
434 ファミリーマート小倉朝日ケ丘店　　　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市小倉北区朝日ヶ丘１６　　　　　　　　　　　
435 ファミリーマート小倉片野四丁目店　　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市小倉北区片野四丁目１番２２号　　　　　　　
436 ファミリーマート八幡力丸店　　　　　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市八幡西区力丸町１番１号　　　　　　　　　　
437 ファミリーマート門司下二十町店　　　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市門司区下二十町２－３０　　　　　　　　　　
438 ファミリーマート門司泉ヶ丘店　　　　　　 福岡　　　 福岡県　北九州市門司区泉ヶ丘４番２０号　　　　　　　　　　
439 ファミリーマート嬉野温泉店　　　　　　　 佐賀　　　 佐賀県　嬉野市嬉野町大字下宿乙５５２　　　　　　　　　　　
440 ファミリーマート佐賀西与賀店　　　　　　 佐賀　　　 佐賀県　佐賀市西与賀町大字厘外１４６４番１　　　　　　　　
441 ファミリーマート佐賀多布施店　　　　　　 佐賀　　　 佐賀県　佐賀市多布施二丁目４番１６号　　　　　　　　　　　
442 ファミリーマート基山宮浦店　　　　　　　 佐賀　　　 佐賀県　三養基郡基山町大字宮浦９７－１２　　　　　　　　　
443 ファミリーマート鳥栖轟木町店　　　　　　 佐賀　　　 佐賀県　鳥栖市轟木町二本松１５９７－１　　　　　　　　　　
444 ファミリーマート唐津浜玉町店　　　　　　 佐賀　　　 佐賀県　唐津市浜玉町南山字樋口２２１１－１　　　　　　　　
445 ファミリーマート壱岐郷ノ浦東店　　　　　 長崎　　　 長崎県　壱岐市郷ノ浦町東触６９９－１　　　　　　　　　　　
446 ファミリーマートハウステンボスホテル店　 長崎　　　 長崎県　佐世保市ハウステンボス町１０番　　　　　　　　　　
447 ファミリーマート佐世保吉岡町店　　　　　 長崎　　　 長崎県　佐世保市吉岡町１７７６－１３　　　　　　　　　　　
448 ファミリーマート佐世保市総合医療センター 長崎　　　 長崎県　佐世保市平瀬町９－３　　　　　　　　　　　　　　　
449 ファミリーマート対馬厳原大手橋店　　　　 長崎　　　 長崎県　対馬市厳原町大手橋１０４０番地　　　　　　　　　　
450 ファミリーマート大村杭出津一丁目店　　　 長崎　　　 長崎県　大村市杭出津１丁目５１８－１　　　　　　　　　　　
451 ファミリーマート宇城豊福店　　　　　　　 熊本　　　 熊本県　宇城市松橋町豊福５１７－１　　　　　　　　　　　　
452 ファミリーマート宇土浦田町店　　　　　　 熊本　　　 熊本県　宇土市浦田町２８－２　　　　　　　　　　　　　　　
453 ファミリーマートサンロード免田店　　　　 熊本　　　 熊本県　球磨郡あさぎり町免田東１２５６－１７　　　　　　　
454 ファミリーマート熊本新土河原店　　　　　 熊本　　　 熊本県　熊本市西区新土河原１－１－２３　　　　　　　　　　
455 ファミリーマート熊本白山通り店　　　　　 熊本　　　 熊本県　熊本市中央区九品寺６丁目４－３３　　　　　　　　　
456 ファミリーマート熊本健軍一丁目店　　　　 熊本　　　 熊本県　熊本市東区健軍１丁目３８番１０号　　　　　　　　　
457 ファミリーマート荒尾西原町店　　　　　　 熊本　　　 熊本県　荒尾市西原町３丁目４５番地　　　　　　　　　　　　
458 ファミリーマート天草本渡北店　　　　　　 熊本　　　 熊本県　天草市北原町１番１号　　　　　　　　　　　　　　　
459 ファミリーマート臼杵野津町店　　　　　　 大分　　　 大分県　臼杵市野津町大字宮原３６９６番地　　　　　　　　　
460 ファミリーマート玖珠大隈店　　　　　　　 大分　　　 大分県　玖珠郡玖珠町大字大隈９８３－１　　　　　　　　　　
461 ファミリーマート佐伯常盤南店　　　　　　 大分　　　 大分県　佐伯市常盤南町３－２　　　　　　　　　　　　　　　
462 ファミリーマート大分寒田店　　　　　　　 大分　　　 大分県　大分市大字宮崎１４９６－１　　　　　　　　　　　　
463 ファミリーマート野津原店　　　　　　　　 大分　　　 大分県　大分市大字野津原字中牟田９５１－１　　　　　　　　
464 ファミリーマート日田淡窓店　　　　　　　 大分　　　 大分県　日田市淡窓一丁目４番１９号　　　　　　　　　　　　
465 ファミリーマートＪＲ亀川駅前店　　　　　 大分　　　 大分県　別府市亀川浜田７番２４号　　　　　　　　　　　　　
466 ファミリーマートえびの飯野店　　　　　　 宮崎　　　 宮崎県　えびの市大字原田９３番地２２　　　　　　　　　　　
467 ファミリーマート大淀二丁目店　　　　　　 宮崎　　　 宮崎県　宮崎市大淀２丁目８４番地１　　　　　　　　　　　　
468 ファミリーマート川南中央店　　　　　　　 宮崎　　　 宮崎県　児湯郡川南町大字川南１３５８９番地６　　　　　　　
469 ファミリーマート都原西店　　　　　　　　 宮崎　　　 宮崎県　都城市南横市町３５２６番地１号　　　　　　　　　　
470 ファミリーマート名瀬港町店　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　奄美市名瀬港町１１－１　　　　　　　　　　　　　
471 ファミリーマート名瀬朝仁店　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　奄美市名瀬朝仁新町２９－４　　　　　　　　　　　
472 ファミリーマート名瀬平田店　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　奄美市名瀬平田町１０４８－１　　　　　　　　　　
473 ファミリーマート鹿屋霧島ヶ丘前店　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿屋市今坂町９９７１番１　　　　　　　　　　　　
474 ファミリーマート鹿屋札元一丁目店　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿屋市札元１－３８３９－９　　　　　　　　　　　
475 ファミリーマート永吉二丁目店　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿児島市永吉二丁目３６－１７　　　　　　　　　　
476 ファミリーマート花棚店　　　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿児島市吉野二丁目２８番１４号　　　　　　　　　
477 ファミリーマート平野甲突店　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿児島市甲突町５－１６　　　　　　　　　　　　　
478 ファミリーマート荒田二丁目店　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿児島市荒田二丁目７５番１号　　　　　　　　　　
479 ファミリーマート坂之上店　　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿児島市坂之上六丁目１３番２０号　　　　　　　　



480 ファミリーマート住吉町店　　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿児島市住吉町１番５　　　　　　　　　　　　　　
481 ファミリーマート与次郎一丁目店　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　鹿児島市与次郎一丁目７番２５号　　　　　　　　　
482 ファミリーマート高尾野中央店　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　出水市高尾野町大久保７６８６番地２　　　　　　　
483 ファミリーマート大崎町店　　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　曽於郡大崎町神領１７４－１　　　　　　　　　　　
484 ファミリーマート伊仙店　　　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　大島郡伊仙町伊仙１９８－１　　　　　　　　　　　
485 ファミリーマート亀津北店　　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　大島郡徳之島町亀津１２６－１　　　　　　　　　　
486 ファミリーマート国分向花店　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　霧島市国分向花町８番５６号　　　　　　　　　　　
487 ファミリーマート国分福島店　　　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　霧島市国分福島１８１０－３　　　　　　　　　　　
488 ファミリーマート隼人塚公園前店　　　　　 鹿児島　　鹿児島県　霧島市隼人町見次６０５－２　　　　　　　　　　　
489 ファミリーマート具志川仲原店　　　　　　 沖縄　　　 沖縄県　うるま市字江洲５３８－２０　　　　　　　　　　　　
490 ファミリーマート城間二丁目店　　　　　　 沖縄　　　 沖縄県　浦添市城間２－１８－５　　　　　　　　　　　　　　
491 ファミリーマートグラウンド通り店　　　　 沖縄　　　 沖縄県　沖縄市上地３－２－１５　　　　　　　　　　　　　　
492 ファミリーマートベイサイド宇地泊店　　　 沖縄　　　 沖縄県　宜野湾市宇地泊７５１－１　　　　　　　　　　　　　
493 ファミリーマート石垣真喜良店　　　　　　 沖縄　　　 沖縄県　石垣市新川２３６３－２　　　　　　　　　　　　　　
494 ファミリーマート石垣シード店　　　　　　 沖縄　　　 沖縄県　石垣市大川５３３番地７　　　　　　　　　　　　　　
495 ファミリーマート中部徳州会病院店　　　　 沖縄　　　 沖縄県　中頭郡北中城村字比嘉８０１　　　　　　　　　　　　
496 ファミリーマート北中和仁屋店　　　　　　 沖縄　　　 沖縄県　中頭郡北中城村和仁屋１８９－４　　　　　　　　　　


