
店舗名 住所

ファミリーマート新十津川店　　　　　　　 北海道　樺戸郡新十津川町字中央６番５８　　　　　　　　　　

ファミリーマート大沼公園インター店　　　 北海道　茅部郡森町字赤井川７９番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩見沢４条東店　　　　　 北海道　岩見沢市四条東１８丁目４１番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート野幌駅前店　　　　　　　 北海道　江別市野幌町３５番地の１６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江別緑町東店　　　　　　 北海道　江別市緑町東１丁目６９番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート札幌美しが丘３条店　　　 北海道　札幌市清田区美しが丘３条２－１２０－２９　　　　　

ファミリーマート札幌美しが丘店　　　　　 北海道　札幌市清田区美しが丘４条５－３－１　　　　　　　　

ファミリーマート札幌琴似１条４丁目店　　 北海道　札幌市西区琴似１条４丁目４番２０号　　　　　　　　

ファミリーマート札幌宮の森３条店　　　　 北海道　札幌市中央区宮の森３条６丁目　　　　　　　　　　　

ファミリーマート札幌南１２条店　　　　　 北海道　札幌市中央区南１２条西１０－３－１８　　　　　　　

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

ファミリーマート札幌南２条東４丁目店　　 北海道　札幌市中央区南２条東４丁目１－２２　　　　　　　　

ファミリーマート札幌南五条東店　　　　　 北海道　札幌市中央区南五条東２丁目１番地　　　　　　　　　

ファミリーマート札幌南６条西９丁目店　　 北海道　札幌市中央区南六条西９丁目１０１９－１　　　　　　

ファミリーマート市立札幌病院店　　　　　 北海道　札幌市中央区北１１条西１３丁目１－１　　　　　　　

ファミリーマート札幌東苗穂１４条店　　　 北海道　札幌市東区東苗穂１４条２丁目６番５２号　　　　　　

ファミリーマート札幌伏古８条店　　　　　 北海道　札幌市東区伏古８条３丁目１番３６号　　　　　　　　

ファミリーマート札幌北３７条店　　　　　 北海道　札幌市東区北３７条東２９丁目７番１０号　　　　　　

ファミリーマート札幌北４０条東８丁目店　 北海道　札幌市東区北４０条東８丁目１番１号　　　　　　　　

ファミリーマート札幌北４９条東店　　　　 北海道　札幌市東区北４９条東５丁目１番１号　　　　　　　　

ファミリーマート札幌北３０条東１９丁目店 北海道　札幌市東区北三十条東１９丁目２番１号　　　　　　　

ファミリーマート札幌澄川４条店　　　　　 北海道　札幌市南区澄川４条１－１－５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート札幌石山１条店　　　　　 北海道　札幌市南区石山１条８丁目４－１０　　　　　　　　　

ファミリーマート白石ガーデンプレイス店　 北海道　札幌市白石区南郷通１丁目南８番１０号　　　　　　　

ファミリーマート札幌月寒東３条１７丁目店 北海道　札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番１号　　　　　　

ファミリーマート札幌月寒東５条１６丁目店 北海道　札幌市豊平区月寒東五条十六丁目２番５号　　　　　　

ファミリーマート札幌中の島店　　　　　　 北海道　札幌市豊平区中の島１条２丁目　　　　　　　　　　　

ファミリーマート札幌新琴似３条店　　　　 北海道　札幌市北区新琴似３条６丁目５番２０号　　　　　　　

ファミリーマート札幌北２９条西１２丁目店 北海道　札幌市北区北２９条西１２丁目３番５号　　　　　　　

ファミリーマート三笠幸町店　　　　　　　 北海道　三笠市幸町２１番３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小樽色内１丁目店　　　　 北海道　小樽市色内１丁目３番１３号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート石狩花川北１条店　　　　 北海道　石狩市花川北１条６丁目６－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート登別桜木町店　　　　　　 北海道　登別市桜木町二丁目８番地１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中登別店　　　　　　　　 北海道　登別市中登別町１７０　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート苫小牧山手町１丁目店　　 北海道　苫小牧市山手町１丁目４－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート苫小牧美原店　　　　　　 北海道　苫小牧市美原町二丁目２８番２８号　　　　　　　　　

ファミリーマート函館港町店　　　　　　　 北海道　函館市港町３ー２ー５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートキラリス函館店　　　　　 北海道　函館市若松町２０番１号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート函館上湯川町店　　　　　 北海道　函館市上湯川町３１番２号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート函館神山１丁目店　　　　 北海道　函館市神山１丁目１番２５号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート函館西桔梗町店　　　　　 北海道　函館市西桔梗町５１３－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート函館赤川１丁目店　　　　 北海道　函館市赤川一丁目３１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート函館大手町電停前店　　　 北海道　函館市大手町２番１２号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート函館東雲店　　　　　　　 北海道　函館市東雲町１９番８号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート五稜郭公園電停前店　　　 北海道　函館市本町２６番１７号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートむつ柳町店　　　　　　　 青森県　むつ市柳町２丁目８－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大間店　　　　　　　　　 青森県　下北郡大間町大字大間字大川目４６－９　　　　　　　

ファミリーマート弘前城東バイパス店　　　 青森県　弘前市大字城東北四丁目１－９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三戸中央病院通店　　　　 青森県　三戸郡三戸町大字川守田字沖中３番地９　　　　　　　

ファミリーマート花巻西宮野目店　　　　　 岩手県　花巻市西宮野目第１２地割１０６－１　　　　　　　　

ファミリーマート宮古そけい店　　　　　　 岩手県　宮古市実田２丁目２－８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宮古金浜店　　　　　　　 岩手県　宮古市大字金浜第６地割字古川２１番６５　　　　　　

ファミリーマート宮古根市店　　　　　　　 岩手県　宮古市大字根市第２地割字中割目３５番２９　　　　　

ファミリーマート宮古津軽石店　　　　　　 岩手県　宮古市津軽石第１０地割３１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート盛岡加賀野二丁目店　　　 岩手県　盛岡市加賀野２丁目８－３２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート盛岡本宮南店　　　　　　 岩手県　盛岡市向中野三丁目１０番１８号　　　　　　　　　　

ファミリーマート盛岡高松一丁目店　　　　 岩手県　盛岡市高松一丁目６０番４、６５番１〔地番〕　　　　

ファミリーマート盛岡神明町店　　　　　　 岩手県　盛岡市神明町９番８号　　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート盛岡西仙北一丁目店　　　 岩手県　盛岡市西仙北一丁目２０番２２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート盛岡大館店　　　　　　　 岩手県　盛岡市大館町２０番５３号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート盛岡クロステラス店　　　 岩手県　盛岡市大通３丁目４番１号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート盛岡天神町店　　　　　　 岩手県　盛岡市天神町９－３３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート盛岡名須川町店　　　　　 岩手県　盛岡市名須川町２０－１７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩手ふじさわ店　　　　　 岩手県　東磐井郡藤沢町藤沢字仁郷２－１２　　　　　　　　　

ファミリーマート西根大更店　　　　　　　 岩手県　八幡平市大更第１６地割４－８９　　　　　　　　　　

ファミリーマート八幡平中央店　　　　　　 岩手県　八幡平市大更第２４地割８－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宮城小野田店　　　　　　 宮城県　加美郡加美町字川原田１番地の１０　　　　　　　　　

ファミリーマート黒川鶴巣店　　　　　　　 宮城県　黒川郡大和町鶴巣鳥屋字檀ノ輿５５－５　　　　　　　

ファミリーマート宮城大和杜のまち店　　　 宮城県　黒川郡大和町杜の丘二丁目２番地６　　　　　　　　　

ファミリーマート安養寺二丁目店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区安養寺２丁目５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台栄一丁目店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区栄一丁目７－１７　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台港インター　店　　　 宮城県　仙台市宮城野区蒲生字竹ノ内２０１　　　　　　　　　

ファミリーマート岩切青津目店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区岩切字青津目１２２－３　　　　　　　

ファミリーマート仙台岩切店　　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区岩切字青津目８番地２　　　　　　　　

ファミリーマート宮千代三丁目店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区宮千代三丁目９－２２　　　　　　　　

ファミリーマート仙台銀杏町店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区銀杏町２番１５号　　　　　　　　　　

ファミリーマート苦竹二丁目店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区苦竹２－１－１９　　　　　　　　　　

ファミリーマート宮城野原町店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区原町３－４－１９　　　　　　　　　　

ファミリーマート宮城野五輪店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区五輪１丁目６番１２号　　　　　　　　

ファミリーマート二の森店　　　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区幸町１－２２－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート幸町二丁目店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区幸町２－１１－３０　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台幸町三丁目店　　　　 宮城県　仙台市宮城野区幸町三丁目３番１２号　　　　　　　　

ファミリーマート中野栄駅前店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区出花西１９－８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新田東店　　　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区小鶴字羽黒４０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小鶴二丁目店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区小鶴二丁目６－８　　　　　　　　　　

ファミリーマート小田原一丁目店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区小田原一丁目４２５番１　　　　　　　

ファミリーマート仙台港入口店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区仙台港北一丁目６－１　　　　　　　　

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

ファミリーマート田子一丁目店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区田子一丁目１－５０　　　　　　　　　

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

ファミリーマート田子西店　　　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区田子西土地区画整理事業地内１２街区２

ファミリーマート東仙台三丁目店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区東仙台三丁目４１５番１　　　　　　　

ファミリーマート東八番丁店　　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区東八番丁９３－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート二十人町店　　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区二十人町１４－３ブロック２　　　　　

ファミリーマート仙台二十人町店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区二十人町３０３番地の８　　　　　　　

ファミリーマート仙台萩野町四丁目店　　　 宮城県　仙台市宮城野区萩野町４－１－６２　　　　　　　　　

ファミリーマートみやぎ福田町店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区福田町３－１－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート福田町三丁目店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区福田町三丁目８－１　　　　　　　　　

ファミリーマート枡江店　　　　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区枡江２番２３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台ＭＴビル店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート榴岡五丁目店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区榴岡５－２－６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート榴岡四丁目店　　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１　　　　　　　　　

ファミリーマート宮城野通駅前店　　　　　 宮城県　仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号　　　　　　　　　

ファミリーマート遠見塚二丁目店　　　　　 宮城県　仙台市若林区遠見塚二丁目１２４－３　　　　　　　　

ファミリーマート卸町三丁目店　　　　　　 宮城県　仙台市若林区卸町三丁目７－６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台蒲町店　　　　　　　 宮城県　仙台市若林区蒲町３１－１３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台荒井西店　　　　　　 宮城県　仙台市若林区蒲町字南３３、３４－１　　　　　　　　

ファミリーマート若林荒井店　　　　　　　 宮城県　仙台市若林区荒井字遠藤３２他１９筆　　　　　　　　

ファミリーマート仙台荒井東店　　　　　　 宮城県　仙台市若林区荒井七丁目４３番地の１　　　　　　　　

ファミリーマート仙台穀町店　　　　　　　 宮城県　仙台市若林区穀町４０番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台三百人町店　　　　　 宮城県　仙台市若林区三百人町１６５－１　　　　　　　　　　

ファミリーマートバイパス若林店　　　　　 宮城県　仙台市若林区若林六丁目１－１７　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台若林六丁目店　　　　 宮城県　仙台市若林区若林六丁目９番１０号　　　　　　　　　

ファミリーマート若林河原町店　　　　　　 宮城県　仙台市若林区舟丁３の一部、３－１５の一部［地番］　

ファミリーマート若林上飯田店　　　　　　 宮城県　仙台市若林区上飯田４丁目１２－１５　　　　　　　　

ファミリーマート仙台新寺一丁目店　　　　 宮城県　仙台市若林区新寺一丁目３番４５号　　　　　　　　　

ファミリーマート新寺四丁目店　　　　　　 宮城県　仙台市若林区新寺四丁目８－１　　　　　　　　　　　



ファミリーマート清水小路一丁目店　　　　 宮城県　仙台市若林区清水小路１－６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台大和町店　　　　　　 宮城県　仙台市若林区大和町３－３－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート若林中倉店　　　　　　　 宮城県　仙台市若林区中倉二丁目２４番８号　　　　　　　　　

ファミリーマート木ノ下四丁目店　　　　　 宮城県　仙台市若林区木ノ下四丁目２－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台薬師堂前店　　　　　 宮城県　仙台市若林区木ノ下四丁目４番９号　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台六郷店　　　　　　　 宮城県　仙台市若林区六郷１－１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート六丁目左近堀店　　　　　 宮城県　仙台市若林区六丁目字左近堀１６－６－１Ｂ　　　　　

ファミリーマート仙台中央店　　　　　　　 宮城県　仙台市青葉区中央二丁目１１番１号オルタス仙台ビル　

ファミリーマート東勝山二丁目店　　　　　 宮城県　仙台市青葉区東勝山二丁目１－６２７他１筆［地番　　

ファミリーマート泉向陽台店　　　　　　　 宮城県　仙台市泉区向陽台四丁目３０－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉七北田店　　　　　　　 宮城県　仙台市泉区七北田字町５２－１９　　　　　　　　　　

ファミリーマート仙台泉バイパス店　　　　 宮城県　仙台市泉区松森字上河原６－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート七北田公園前店　　　　　 宮城県　仙台市泉区上谷刈字沼１８番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八乙女中央店　　　　　　 宮城県　仙台市泉区八乙女中央三丁目２番３０　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城栄店　　　　　　　 宮城県　多賀城市栄一丁目７番地４０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城笠神店　　　　　　 宮城県　多賀城市笠神二丁目１０番２１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城育英高校前店　　　 宮城県　多賀城市高橋５－５－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城高橋二丁目店　　　 宮城県　多賀城市高橋二丁目１２－８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城山王店　　　　　　 宮城県　多賀城市山王字山王２区５１－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城大代店　　　　　　 宮城県　多賀城市大代一丁目３－１８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城町前店　　　　　　 宮城県　多賀城市町前１丁目２０９－１他　　　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城鶴ヶ谷店　　　　　 宮城県　多賀城市鶴ヶ谷二丁目１８－７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多賀城留ケ谷店　　　　　 宮城県　多賀城市留ケ谷３－７１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート古川中島町店　　　　　　 宮城県　大崎市古川中島町２－６３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大崎市民病院店　　　　　 宮城県　大崎市古川穂波三丁目８番１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐沼中江五丁目店　　　　 宮城県　登米郡迫町佐沼字中江５－９－７　　　　　　　　　　

ファミリーマート歌津升沢店　　　　　　　 宮城県　本吉郡南三陸町歌津字枡沢６８－１　　　　　　　　　

ファミリーマート本吉バイパス店　　　　　 宮城県　本吉郡本吉町津谷長根１０６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート秋田空港店　　　　　　　 秋田県　秋田市雄和椿川字山籠４９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寒河江中央二丁目店　　　 山形県　寒河江市中央二丁目１０番７号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート舟形町中央店　　　　　　 山形県　最上郡舟形町舟形３０９番地１９　　　　　　　　　　

ファミリーマート本間美術館前店　　　　　 山形県　酒田市幸町２－９－４３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート酒田中町三丁目店　　　　 山形県　酒田市中町三丁目３番２１号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新庄若葉町店　　　　　　 山形県　新庄市若葉町６番１１号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新庄十日町店　　　　　　 山形県　新庄市十日町２７６８－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新庄常葉町店　　　　　　 山形県　新庄市常葉町２－３６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新庄千門町店　　　　　　 山形県　新庄市千門町５３０番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新庄昭和店　　　　　　　 山形県　新庄市大字昭和字昭和４７３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート鶴岡みどり町店　　　　　 山形県　鶴岡市みどり町７番１２号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鶴岡大山店　　　　　　　 山形県　鶴岡市大字大山字近田３６番１他４筆　　　　　　　　

ファミリーマート山形鶴岡美咲町店　　　　 山形県　鶴岡市美咲町１番３８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート天童南小畑店　　　　　　 山形県　天童市南小畑三丁目２番１２号　　　　　　　　　　　

ファミリーマートさくらんぼ東根駅前店　　 山形県　東根市さくらんぼ駅前１－９－６　　　　　　　　　　

ファミリーマート東根猪野沢店　　　　　　 山形県　東根市大字猪野沢１－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾花沢上町四丁目店　　　 山形県　尾花沢市上町四丁目２３０９番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八幡町北仁田店　　　　　 山形県　飽海郡八幡町北仁田字上曽田５６－１　　　　　　　　

ファミリーマート遊佐町小原田店　　　　　 山形県　飽海郡遊佐町大字小原田字道ノ下３－１　　　　　　　

ファミリーマートいわき郷ヶ丘店　　　　　 福島県　いわき市郷ヶ丘２－２９－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートいわき好間店　　　　　　 福島県　いわき市好間町下好間字沼田１２９－１　　　　　　　

ファミリーマートいわき平梅香町店　　　　 福島県　いわき市平字梅香町８－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート会津中央病院店　　　　　 福島県　会津若松市鶴賀町１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南会津田島店　　　　　　 福島県　南会津郡南会津町会津田島駅周辺地区土地区画整理事業

ファミリーマート原ノ町駅前店　　　　　　 福島県　南相馬市原町区旭町４丁目６－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート原町南町店　　　　　　　 福島県　南相馬市原町区南町４－４５－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート福島笹谷店　　　　　　　 福島県　福島市笹谷字出水田４－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千代田工業団地店　　　　 茨城県　かすみがうら市下稲吉１９９３－１５３　　　　　　　

ファミリーマートかすみがうら上土田店　　 茨城県　かすみがうら市上土田４０７－１　　　　　　　　　　

ファミリーマートかすみがうら田伏店　　　 茨城県　かすみがうら市田伏３１８３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくばみらい陽光台店　　 茨城県　つくばみらい市小張４０８９番地４３　　　　　　　　



ファミリーマートフレストつくばみらい豊体 茨城県　つくばみらい市豊体１１０２－９　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば萱丸店　　　　　　 茨城県　つくば市みどりのＡ－３７街区１　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくばみどりの店　　　　 茨城県　つくば市みどりの中央Ｂ２４街区１　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば花畑店　　　　　　 茨城県　つくば市花畑３－１４－１　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマートつくば桜金田店　　　　　 茨城県　つくば市金田１２４－３他１２筆　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば研究学園四丁目店　 茨城県　つくば市研究学園４－２－１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば寺具店　　　　　　 茨城県　つくば市寺具字二反田４７９－７　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば若栗店　　　　　　 茨城県　つくば市若栗字若栗境１２８２番１他２筆　　　　　　

ファミリーマートつくば春日四丁目店　　　 茨城県　つくば市春日４丁目１５－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば松代一丁目店　　　 茨城県　つくば市松代一丁目２１－６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくばサイエンス大通り店 茨城県　つくば市上横場２３４－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば赤塚店　　　　　　 茨城県　つくば市赤塚６２９－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば竹園店　　　　　　 茨城県　つくば市竹園１丁目８番７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば筑穂一丁目店　　　 茨城県　つくば市筑穂１－１１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば長高野店　　　　　 茨城県　つくば市長高野６５４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートつくば天久保一丁目店　　 茨城県　つくば市天久保１－１８－６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートひたちなか稲田店　　　　 茨城県　ひたちなか市稲田１２１５番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマートひたちなか高場店　　　　 茨城県　ひたちなか市高場２４７６－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマートひたちなか枝川店　　　　 茨城県　ひたちなか市枝川１７９４番１１　　　　　　　　　　

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

ファミリーマートひたちなか東石川店　　　 茨城県　ひたちなか市大字東石川２７５１－１５　　　　　　　

ファミリーマートひたちなか馬渡店　　　　 茨城県　ひたちなか市大字馬渡３３００番地１　　　　　　　　

ファミリーマートひたちなか昭和通り店　　 茨城県　ひたちなか市中根３３２５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日和Ｓひたちなか津田店　 茨城県　ひたちなか市津田東３－１－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマートひたちなか田彦店　　　　 茨城県　ひたちなか市田彦１３９６－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日和Ｓひたちなか田彦北店 茨城県　ひたちなか市田彦９９０－７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートひたちなか向野店　　　　 茨城県　ひたちなか市馬渡２７３６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートひたちなか湊本町店　　　 茨城県　ひたちなか市湊本町６番１７号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート阿見うずら野一丁目店　　 茨城県　稲敷郡阿見町うずら野１－３２－４　　　　　　　　　

ファミリーマート茨城阿見西郷店　　　　　 茨城県　稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原５５３５－２　　　　　

ファミリーマート阿見実穀店　　　　　　　 茨城県　稲敷郡阿見町大字実穀字横町１３１７－５　　　　　　

ファミリーマートフレスト阿見飯倉店　　　 茨城県　稲敷郡阿見町大字飯倉字桜立１４４１－１７７　　　　

ファミリーマート阿見湖南店　　　　　　　 茨城県　稲敷郡阿見町南平台１－２２０１－１　　　　　　　　

ファミリーマート阿見本郷一丁目店　　　　 茨城県　稲敷郡阿見町本郷１－１９－５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート美浦郷中店　　　　　　　 茨城県　稲敷郡美浦村郷中２７８４－６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート美浦トレセン前店　　　　 茨城県　稲敷郡美浦村信太２６２７－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲敷伊佐津店　　　　　　 茨城県　稲敷市伊佐津字狸穴４７６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲敷下太田店　　　　　　 茨城県　稲敷市下太田１２６４番４他４筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲敷高田店　　　　　　　 茨城県　稲敷市高田字谷中２０５０－５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲敷浮島店　　　　　　　 茨城県　稲敷市浮島字大田部４２０３番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート境古河インター店　　　　 茨城県　猿島郡境町大字西泉田１３１４－１９他３筆　　　　　

ファミリーマート笠間旭町店　　　　　　　 茨城県　笠間市旭町６０１－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート笠間押辺店　　　　　　　 茨城県　笠間市押辺２７１８－１他２筆　　　　　　　　　　　

ファミリーマート笠間東平店　　　　　　　 茨城県　笠間市東平三丁目１－１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート友部インター店　　　　　 茨城県　笠間市平町５０３番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート牛久警察署前店　　　　　 茨城県　牛久市下根町４８９－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート牛久久野町店　　　　　　 茨城県　牛久市久野町７５４番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート牛久上柏田四丁目店　　　 茨城県　牛久市上柏田四丁目５２－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート古河下大野店　　　　　　 茨城県　古河市下大野字高谷２９１５－６　　　　　　　　　　

ファミリーマート古河東本町店　　　　　　 茨城県　古河市古河５２０番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート行方玉造店　　　　　　　 茨城県　行方市玉造字川向甲５８４番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高萩東本町店　　　　　　 茨城県　高萩市東本町１－８６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿嶋宮中店　　　　　　　 茨城県　鹿嶋市大字宮中３１４－１他３筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿嶋東山店　　　　　　　 茨城県　鹿嶋市大字宮中字東山１９９６番７　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿嶋奈良毛店　　　　　　 茨城県　鹿嶋市大字奈良毛６８０－１他４筆　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿嶋平井店　　　　　　　 茨城県　鹿嶋市平井１１２８－４５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート取手井野店　　　　　　　 茨城県　取手市井野字谷通５０　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート取手駒場店　　　　　　　 茨城県　取手市駒場３－９－２４　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート取手山王店　　　　　　　 茨城県　取手市山王字前畑１９１番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート取手寺田店　　　　　　　 茨城県　取手市寺田５２１１－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート取手椚木店　　　　　　　 茨城県　取手市藤代２２９－２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート取手藤代南三丁目店　　　 茨城県　取手市藤代南３丁目１０－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート取手白山店　　　　　　　 茨城県　取手市白山５－１８－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新守谷駅南店　　　　　　 茨城県　守谷市松並２００５－３９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守谷美園店　　　　　　　 茨城県　守谷市美園１丁目９番５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守谷鈴塚店　　　　　　　 茨城県　守谷市鈴塚字五十塚３０１番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小美玉下馬場店　　　　　 茨城県　小美玉市下馬場３８２－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小美玉上吉影店　　　　　 茨城県　小美玉市上吉影字南原７４０－１６４他４筆　　　　　

ファミリーマート小美玉中延店　　　　　　 茨城県　小美玉市中延６３５番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小美玉田木谷店　　　　　 茨城県　小美玉市田木谷１１１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート常総崎房店　　　　　　　 茨城県　常総市崎房９３０－１４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート常総吉野店　　　　　　　 茨城県　常総市上蛇町８４３７－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート内守谷きぬの里店　　　　 茨城県　常総市内守谷町きぬの里１－１０－１　　　　　　　　

ファミリーマート神栖奥野谷店　　　　　　 茨城県　神栖市奥野谷５７８１－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖居切北店　　　　　　 茨城県　神栖市居切１２３０－４５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖若松店　　　　　　　 茨城県　神栖市若松中央二丁目３０　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート神栖深芝南店　　　　　　 茨城県　神栖市深芝南１丁目１５番９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖宝山店　　　　　　　 茨城県　神栖市太田字宝山３１２４－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖中央公園前店　　　　 茨城県　神栖市大野原二丁目１－１７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖知手店　　　　　　　 茨城県　神栖市知手字知手２９７５－５３　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖知手中央店　　　　　 茨城県　神栖市知手中央７－８－２５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖筒井店　　　　　　　 茨城県　神栖市筒井大沼１４２２－２８４　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖波崎本郷店　　　　　 茨城県　神栖市波崎８４６８番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖波崎小玉台店　　　　 茨城県　神栖市波崎字浜道６５８７番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茨城神栖平泉店　　　　　 茨城県　神栖市平泉２番地３８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神栖平泉店　　　　　　　 茨城県　神栖市平泉東２－１１－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸下入野店　　　　　　 茨城県　水戸市下入野町９９２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸河和田店　　　　　　 茨城県　水戸市河和田２丁目１７７７－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸笠原北店　　　　　　 茨城県　水戸市笠原町１０３９他　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸笠原店　　　　　　　 茨城県　水戸市笠原町４１４－１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉沼町店　　　　　　　　 茨城県　水戸市吉沼町７６０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸吉沢町店　　　　　　 茨城県　水戸市吉沢町字会野３５２番地８３　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸元吉田町店　　　　　 茨城県　水戸市元吉田町１６２８番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸元吉田西店　　　　　 茨城県　水戸市元吉田町２５８番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸酒門店　　　　　　　 茨城県　水戸市酒門町１００２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸南インター店　　　　 茨城県　水戸市酒門町３２７８番２他３筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸住吉店　　　　　　　 茨城県　水戸市住吉町２９９番１５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸小吹店　　　　　　　 茨城県　水戸市小吹町２８５０番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸石川店　　　　　　　 茨城県　水戸市石川２－４３１４－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸千波町西店　　　　　 茨城県　水戸市千波町２１６１－１他２筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸双葉台店　　　　　　 茨城県　水戸市双葉台４丁目５８６－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸平須町店　　　　　　 茨城県　水戸市平須町２－３６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水戸堀町店　　　　　　　 茨城県　水戸市堀町１１６１－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート石岡柿岡店　　　　　　　 茨城県　石岡市柿岡２３６４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート石岡高浜店　　　　　　　 茨城県　石岡市高浜６６７－１他６筆　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート石岡正上内店　　　　　　 茨城県　石岡市正上内１２２６９－１９他３筆　　　　　　　　

ファミリーマート石岡第一病院前店　　　　 茨城県　石岡市石岡１３４４６番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート潮来川尾店　　　　　　　 茨城県　潮来市築地字川尾１３４２番１、２　　　　　　　　　

ファミリーマート土浦おおつ野店　　　　　 茨城県　土浦市おおつ野１－１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茨城土浦永国店　　　　　 茨城県　土浦市永国１０５９－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートフレスト土浦湖北店　　　 茨城県　土浦市湖北１丁目１－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート荒川沖東店　　　　　　　 茨城県　土浦市荒川沖東２－１６－２０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土浦菅谷店　　　　　　　 茨城県　土浦市菅谷町字前原１２７３番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート霞ヶ浦総合公園前店　　　 茨城県　土浦市大岩田１２８６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートフレスト土浦中村東店　　 茨城県　土浦市大字中字五十塚１３１２－６　　　　　　　　　

ファミリーマート土浦大手町店　　　　　　 茨城県　土浦市大手町１６番１７号　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート土浦中村南四丁目店　　　 茨城県　土浦市中村南四丁目１１番４号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土浦並木一丁目店　　　　 茨城県　土浦市並木１－２－１１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土浦摩利山新田店　　　　 茨城県　土浦市摩利山新田２７０－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土浦木田余西台店　　　　 茨城県　土浦市木田余西台２９０９－１他６筆　　　　　　　　

ファミリーマート茨城免許センター前店　　 茨城県　東茨城郡茨城町上石崎５９５０－４　　　　　　　　　

ファミリーマート茨城大戸店　　　　　　　 茨城県　東茨城郡茨城町大字大戸１８００－１　　　　　　　　

ファミリーマート大洗港中央店　　　　　　 茨城県　東茨城郡大洗町磯浜町６８８１番５５０　　　　　　　

ファミリーマート大洗大貫店　　　　　　　 茨城県　東茨城郡大洗町大貫町５９５－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート大洗和銅店　　　　　　　 茨城県　東茨城郡大洗町和銅１８－１他２筆　　　　　　　　　

ファミリーマート日立油縄子店　　　　　　 茨城県　日立市鮎川町２－７－１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日立小木津店　　　　　　 茨城県　日立市小木津町１丁目２６番３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート日立折笠店　　　　　　　 茨城県　日立市折笠町２３６－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鉾田上釜店　　　　　　　 茨城県　鉾田市上釜５８８－１８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート龍ヶ崎久保台店　　　　　 茨城県　龍ヶ崎市久保台４－１－８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐貫駅前店　　　　　　　 茨城県　龍ヶ崎市佐貫町６４５－１関東鉄道佐貫ビル２　　　　

ファミリーマート流通経済大前店　　　　　 茨城県　龍ケ崎市出し山町８－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート龍ヶ崎姫宮店　　　　　　 茨城県　龍ヶ崎市川原代町字文間通５５７５番１　　　　　　　

ファミリーマート龍ヶ崎馴馬店　　　　　　 茨城県　龍ケ崎市馴馬町３００２－１他４筆　　　　　　　　　

ファミリーマート龍ヶ崎北方店　　　　　　 茨城県　龍ケ崎市北方町２１０８他８筆　　　　　　　　　　　

ファミリーマートさくら東原店　　　　　　 栃木県　さくら市氏家４５０６番地７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートさくら馬場店　　　　　　 栃木県　さくら市馬場１２２６番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートさくら北草川店　　　　　 栃木県　さくら市北草川２－２０－８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートさくら櫻野店　　　　　　 栃木県　さくら市櫻野４９６番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートさくら狹間田店　　　　　 栃木県　さくら市狹間田字南沢２２３５番１　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮みどり野南店　　　 栃木県　宇都宮市みどり野町２０番２２９　　　　　　　　　　

ファミリーマート清原テクノ店　　　　　　 栃木県　宇都宮市ゆいの杜４丁目１－４７　　　　　　　　　　

ファミリーマートゆいの杜五丁目店　　　　 栃木県　宇都宮市ゆいの杜５丁目１５－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮越戸三丁目店　　　 栃木県　宇都宮市越戸３丁目１４番３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮下戸祭店　　　　　 栃木県　宇都宮市下戸祭二丁目４９番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮下小倉店　　　　　 栃木県　宇都宮市下小倉町５２８３番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮下平出町店　　　　 栃木県　宇都宮市下平出町１８７番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮岩曽店　　　　　　 栃木県　宇都宮市岩曽町６４４－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮駒生二丁目店　　　 栃木県　宇都宮市駒生２－３－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮駒生店　　　　　　 栃木県　宇都宮市駒生町２４４２番７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮元今泉七丁目店　　 栃木県　宇都宮市元今泉七丁目１－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御幸ヶ原店　　　　　　　 栃木県　宇都宮市御幸ヶ原１１８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮江曽島店　　　　　 栃木県　宇都宮市江曽島関道１１４４－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮今泉三丁目店　　　 栃木県　宇都宮市今泉三丁目８８７番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮細谷一丁目店　　　 栃木県　宇都宮市細谷一丁目３９５番地９　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮睦町店　　　　　　 栃木県　宇都宮市桜５－３－７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮上戸祭町店　　　　 栃木県　宇都宮市上戸祭町３３６番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮徳次郎店　　　　　 栃木県　宇都宮市新里町丙字熊野堂７１４－２　　　　　　　　

ファミリーマート雀の宮七丁目店　　　　　 栃木県　宇都宮市雀の宮７－１９－１４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮西川田本町店　　　 栃木県　宇都宮市西川田本町１－６－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート子ども科学館前店　　　　 栃木県　宇都宮市西川田本町三丁目２４番２０号　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮西川田駅前店　　　 栃木県　宇都宮市西川田本町二丁目１２９５番１１他７筆　　　

ファミリーマート宇都宮問屋町店　　　　　 栃木県　宇都宮市石井町３３７７番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮済生会病院前店　　 栃木県　宇都宮市竹林８７１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮竹林西店　　　　　 栃木県　宇都宮市竹林町３８０番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮中央三丁目店　　　 栃木県　宇都宮市中央３－４－２６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮田野町店　　　　　 栃木県　宇都宮市田野町１６０番地６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮東簗瀬一丁目店　　 栃木県　宇都宮市東簗瀬１－３６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮東簗瀬店　　　　　 栃木県　宇都宮市東簗瀬１丁目６－２８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮日の出一丁目店　　 栃木県　宇都宮市日の出一丁目２番他５筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮白沢店　　　　　　 栃木県　宇都宮市白沢町１８１０－３４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮辰街道店　　　　　 栃木県　宇都宮市平出町２３２１番４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮平出町店　　　　　 栃木県　宇都宮市平出町３８６１番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮本町大通り店　　　 栃木県　宇都宮市本町４番１１号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮野沢店　　　　　　 栃木県　宇都宮市野沢町１９２－１　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート宇都宮簗瀬町店　　　　　 栃木県　宇都宮市簗瀬２５６２番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇都宮簗瀬四丁目店　　　 栃木県　宇都宮市簗瀬４丁目５７１番１　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート宇都宮鐺山町店　　　　　 栃木県　宇都宮市鐺山町４９４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高根沢石末店　　　　　　 栃木県　塩谷郡高根沢町大字石末３２４２番地２　　　　　　　

ファミリーマート高根沢宝石台店　　　　　 栃木県　塩谷郡高根沢町宝石台４－１３－９　　　　　　　　　

ファミリーマートさくら氏家店　　　　　　 栃木県　塩谷郡氏家町大字氏家字内御堂前３２６－３　　　　　

ファミリーマート壬生上田店　　　　　　　 栃木県　下都賀郡壬生町上田１３２７－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート壬生安塚店　　　　　　　 栃木県　下都賀郡壬生町大字安塚７７４番地１３　　　　　　　

ファミリーマート壬生バイパス店　　　　　 栃木県　下都賀郡壬生町大字安塚字西南原８８４番１　　　　　

ファミリーマート壬生国谷店　　　　　　　 栃木県　下都賀郡壬生町大字国谷２０２６番地２　　　　　　　

ファミリーマート栃木藤岡店　　　　　　　 栃木県　下都賀郡藤岡町大字藤岡字荒立２１９－２　　　　　　

ファミリーマート野木佐川野店　　　　　　 栃木県　下都賀郡野木町大字佐川野１３７４番９　　　　　　　

ファミリーマートワンダーグー下野店　　　 栃木県　下野市下古山２８８８－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡本国分寺店　　　　　　 栃木県　下野市小金井１－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下野仁良川店　　　　　　 栃木県　下野市仁良川１４０９番地７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート国分寺川中子店　　　　　 栃木県　下野市川中子３３２９－４９２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート自治医科大学附属病院店　 栃木県　下野市薬師寺３３１１－１Ｊプラザ１階　　　　　　　

ファミリーマート上三川バイパス店　　　　 栃木県　河内郡上三川町大字上三川１９３２番地　　　　　　　

ファミリーマート上三川ゆうきが丘店　　　 栃木県　河内郡上三川町大字上神主５３６－４　　　　　　　　

ファミリーマート上三川東汗店　　　　　　 栃木県　河内郡上三川町東汗上町１００３－１　　　　　　　　

ファミリーマート日光瀬川店　　　　　　　 栃木県　今市市瀬川１１７０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐野新都市店　　　　　　 栃木県　佐野市高萩町１３４１－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐野植野町店　　　　　　 栃木県　佐野市植野町字五端町２０６５番他４筆　　　　　　　

ファミリーマート佐野富岡店　　　　　　　 栃木県　佐野市富岡町１６４０番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐野北茂呂店　　　　　　 栃木県　佐野市北茂呂町３－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿沼粟野町店　　　　　　 栃木県　鹿沼市久野８２６番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿沼幸町店　　　　　　　 栃木県　鹿沼市幸町１－６－２６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿沼インター店　　　　　 栃木県　鹿沼市上石川１４５３－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿沼千渡店　　　　　　　 栃木県　鹿沼市千渡１４１４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿沼南上野町店　　　　　 栃木県　鹿沼市南上野町５１４番地３４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿沼富岡店　　　　　　　 栃木県　鹿沼市富岡１５１番地４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿沼茂呂店　　　　　　　 栃木県　鹿沼市茂呂字松原１３７２番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート小山総合公園前店　　　　 栃木県　小山市外城１６８番４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小山神鳥谷店　　　　　　 栃木県　小山市神鳥谷二丁目１３３番１８他４筆　　　　　　　

ファミリーマート小山黒本店　　　　　　　 栃木県　小山市大字黒本１２７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小山白鴎大学前店　　　　 栃木県　小山市大字大行寺１０２８－１５　　　　　　　　　　

ファミリーマート小山中久喜店　　　　　　 栃木県　小山市大字中久喜１１１３番４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小山田間店　　　　　　　 栃木県　小山市大字田間６９１番４他８筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート小山東野田店　　　　　　 栃木県　小山市大字東野田字西神垣２２２１－１　　　　　　　

ファミリーマート小山あじと店　　　　　　 栃木県　小山市大字網戸１０９８番５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート真岡荒町三丁目店　　　　 栃木県　真岡市荒町三丁目４８番３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート真岡高勢町店　　　　　　 栃木県　真岡市高勢町２－６－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート真岡寺内店　　　　　　　 栃木県　真岡市寺内１３８８番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート真岡東光寺店　　　　　　 栃木県　真岡市東光寺１－２５－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足利伊勢町四丁目店　　　 栃木県　足利市伊勢町４－１８－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足利今福町店　　　　　　 栃木県　足利市今福町９０７番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足利借宿町店　　　　　　 栃木県　足利市借宿町１－１８－８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足利助戸東山町店　　　　 栃木県　足利市助戸東山町９１５番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足利小俣町店　　　　　　 栃木県　足利市小俣町１８０９番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足利福居町店　　　　　　 栃木県　足利市福居町１７５　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大田原野崎店　　　　　　 栃木県　大田原市下石上２１１１番地７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大田原中田原店　　　　　 栃木県　大田原市中田原６４９番他５筆　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木文化堂店　　　　　　 栃木県　栃木市薗部町１－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートベツイ栃木今泉店　　　　 栃木県　栃木市今泉町一丁目８８５－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木城内町店　　　　　　 栃木県　栃木市城内町２丁目６番２３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木尻内町店　　　　　　 栃木県　栃木市尻内町１５５　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木西方店　　　　　　　 栃木県　栃木市西方町元２３６２番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木大皆川町店　　　　　 栃木県　栃木市大皆川町２７５番地１　　　　　　　　　　　　



ファミリーマートベツイ栃木大宮店　　　　 栃木県　栃木市大宮町字竜神前５３４番　　　　　　　　　　　

ファミリーマートベツイ栃木東店　　　　　 栃木県　栃木市大光寺町３９４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートベツイ栃木大塚店　　　　 栃木県　栃木市大塚町３０３番地６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木横堀店　　　　　　　 栃木県　栃木市大平町横堀６７１番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木西水代店　　　　　　 栃木県　栃木市大平町西水代３０３９－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木大平町店　　　　　　 栃木県　栃木市大平町富田３７１番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木大橋店　　　　　　　 栃木県　栃木市都賀町大橋字北町屋２３２番１　　　　　　　　

ファミリーマート栃木蛭沼店　　　　　　　 栃木県　栃木市藤岡町蛭沼１６１７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栃木バイパス店　　　　　 栃木県　栃木市箱森町１４番７号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートベツイ栃木倭町店　　　　 栃木県　栃木市倭町１０番１号　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート那須烏山上川井店　　　　 栃木県　那須烏山市上川井８９１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート那須烏山野上店　　　　　 栃木県　那須烏山市野上６４１番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート那須塩原実取店　　　　　 栃木県　那須塩原市一区町１００番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート那須塩原下永田店　　　　 栃木県　那須塩原市下永田５丁目１３８９－１８　　　　　　　

ファミリーマート那須塩原住吉町店　　　　 栃木県　那須塩原市住吉町４６－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート那須塩原上厚崎店　　　　 栃木県　那須塩原市上厚崎３４４－４他１筆　　　　　　　　　

ファミリーマート那須塩原新緑町店　　　　 栃木県　那須塩原市新緑町９８－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート那須西三島五丁目店　　　 栃木県　那須塩原市西三島五丁目１７９番地９　　　　　　　　

ファミリーマート那須塩原東三島店　　　　 栃木県　那須塩原市東三島２丁目７７番地５　　　　　　　　　

ファミリーマート那須塩原二区町店　　　　 栃木県　那須塩原市二区町４９２－３　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート大田原蛭田店　　　　　　 栃木県　那須郡湯津上村大字蛭田１９７６－１７　　　　　　　

ファミリーマート日光轟店　　　　　　　　 栃木県　日光市轟字合羽山２４番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日光倉ケ崎店　　　　　　 栃木県　日光市倉ヶ崎字南原３９番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日光中央町店　　　　　　 栃木県　日光市中央町７番１４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート益子七井店　　　　　　　 栃木県　芳賀郡益子町大字七井８３６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート市貝下赤羽店　　　　　　 栃木県　芳賀郡市貝町大字赤羽字向山２２２７番１　　　　　　

ファミリーマート矢板長峰店　　　　　　　 栃木県　矢板市末広町４番地６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート矢板北店　　　　　　　　 栃木県　矢板市矢板１７３－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートみどり笠懸店　　　　　　 群馬県　みどり市笠懸町鹿４３５４番５　　　　　　　　　　　

ファミリーマートみどり大間々店　　　　　 群馬県　みどり市大間々町大間々３３番６　　　　　　　　　　

ファミリーマート安中上間仁田店　　　　　 群馬県　安中市上間仁田５２０番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢崎宮子町店　　　　　 群馬県　伊勢崎市宮子町８８９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢崎流通団地店　　　　 群馬県　伊勢崎市三室町６２２０－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢崎山王町店　　　　　 群馬県　伊勢崎市山王町字上原１８２番地他３筆　　　　　　　

ファミリーマート伊勢崎市場町店　　　　　 群馬県　伊勢崎市市場町一丁目１７３番３　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢崎上諏訪町店　　　　 群馬県　伊勢崎市上諏訪町１５２４－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢崎西久保町店　　　　 群馬県　伊勢崎市西久保町３丁目７５５－３　　　　　　　　　

ファミリーマート日野屋伊勢崎高校前店　　 群馬県　伊勢崎市南千木町２４７０－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢崎連取元町店　　　　 群馬県　伊勢崎市連取町１５４１番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢崎連取町店　　　　　 群馬県　伊勢崎市連取町４０４－１他　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート館林赤生田店　　　　　　 群馬県　館林市赤生田町字子神２１１９番１他１筆　　　　　　

ファミリーマート館林大街道店　　　　　　 群馬県　館林市大街道三丁目４番３３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート館林本町四丁目店　　　　 群馬県　館林市本町４－１５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野屋黒保根店　　　　　 群馬県　桐生市黒保根町下田沢７７番３他５筆　　　　　　　　

ファミリーマート桐生新宿三丁目店　　　　 群馬県　桐生市新宿３－１３－２７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中之条伊勢町下店　　　　 群馬県　吾妻郡中之条町伊勢町６７５－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート高崎下小鳥町店　　　　　 群馬県　高崎市下小鳥町１３２５番地４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高崎高関店　　　　　　　 群馬県　高崎市高関町４１０番５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高崎新町笛木町店　　　　 群馬県　高崎市新町１６５０番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高崎中居町店　　　　　　 群馬県　高崎市中居町３－１８－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋インター店　　　　　 群馬県　高崎市中尾町４４１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高崎島野町店　　　　　　 群馬県　高崎市島野町２４８番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高崎萩原町店　　　　　　 群馬県　高崎市萩原町４４１番地３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高崎飯塚町北店　　　　　 群馬県　高崎市飯塚町２４６　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高崎問屋町二丁目店　　　 群馬県　高崎市問屋町２－１１－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート渋川石原店　　　　　　　 群馬県　渋川市石原１７９４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼田西倉内町店　　　　　 群馬県　沼田市西倉内町５０６番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋下小出町店　　　　　 群馬県　前橋市下小出町１丁目２－４　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート前橋元総社町店　　　　　 群馬県　前橋市元総社町１１９７－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋江田店　　　　　　　 群馬県　前橋市江田町１０３－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋上増田町店　　　　　 群馬県　前橋市上増田町６５６番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋総社町高井店　　　　 群馬県　前橋市総社町高井２３５番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋大渡町店　　　　　　 群馬県　前橋市大渡町１－７－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋東善店　　　　　　　 群馬県　前橋市東善町４３９－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋富田町店　　　　　　 群馬県　前橋市富田町１１４１番２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋茂木町店　　　　　　 群馬県　前橋市茂木町１１３－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前橋六供店　　　　　　　 群馬県　前橋市六供町７５６番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西吉井店　　　　　　　　 群馬県　多野郡吉井町大字長根２０５９－１　　　　　　　　　

ファミリーマート太田強戸店　　　　　　　 群馬県　太田市強戸町６１２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野屋ルート５０号店　　 群馬県　太田市原宿町３９１２番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田新井町店　　　　　　 群馬県　太田市新井町５５８－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田市野井店　　　　　　 群馬県　太田市新田市野井町１６０２－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田村田町店　　　　　　 群馬県　太田市新田村田町７９８－６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田木崎町店　　　　　　 群馬県　太田市新田木崎町１１４８番１他１筆　　　　　　　　

ファミリーマート太田大原町店　　　　　　 群馬県　太田市大原町１２９２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田記念病院店　　　　　 群馬県　太田市大島町４５５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田只上町店　　　　　　 群馬県　太田市只上町１７７３－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田鳥山店　　　　　　　 群馬県　太田市鳥山中町１５８３－３他１４筆　　　　　　　　

ファミリーマート太田東金井店　　　　　　 群馬県　太田市東金井町７１０－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田藤阿久町店　　　　　 群馬県　太田市藤阿久町９７７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田内ケ島町店　　　　　 群馬県　太田市内ケ島町８６６－１４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田飯塚町店　　　　　　 群馬県　太田市飯塚町６０－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太田藪塚町店　　　　　　 群馬県　太田市藪塚町３０９４－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤岡上大塚店　　　　　　 群馬県　藤岡市上大塚１７３０番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤岡神田店　　　　　　　 群馬県　藤岡市神田字塚間１３４０番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富岡東店　　　　　　　　 群馬県　富岡市富岡９１４　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野屋千代田町店　　　　 群馬県　邑楽郡千代田町大字赤岩７８３－４　　　　　　　　　

ファミリーマート大泉いずみ一丁目店　　　 群馬県　邑楽郡大泉町いずみ一丁目１番３号　　　　　　　　　

ファミリーマート大泉坂田店　　　　　　　 群馬県　邑楽郡大泉町坂田５丁目５０６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大泉坂田七丁目店　　　　 群馬県　邑楽郡大泉町坂田７－１０－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大泉寄木戸店　　　　　　 群馬県　邑楽郡大泉町大字寄木戸字山王１６８－１　　　　　　

ファミリーマート日野屋大泉朝日三丁目店　 群馬県　邑楽郡大泉町朝日三丁目６０１番７　　　　　　　　　

ファミリーマート邑楽赤堀店　　　　　　　 群馬県　邑楽郡邑楽町赤堀５２６－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート邑楽うずら店　　　　　　 群馬県　邑楽郡邑楽町大字鶉６７４－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート邑楽中野店　　　　　　　 群馬県　邑楽郡邑楽町中野１８５８－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート邑楽大根村店　　　　　　 群馬県　邑楽郡邑楽町中野甲１２９９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ利根沼田月夜野店　　 群馬県　利根郡月夜野町大字上津９５７－２　　　　　　　　　

ファミリーマート浦和岸町店　　　　　　　 埼玉県　さいたま市浦和区岸町１－１３－２７　　　　　　　　

ファミリーマート埼玉県庁店　　　　　　　 埼玉県　さいたま市浦和区高砂３－１５－１　　　　　　　　　

ファミリーマート浦和常盤店　　　　　　　 埼玉県　さいたま市浦和区常盤１－１－１５　　　　　　　　　

ファミリーマート浦和本太店　　　　　　　 埼玉県　さいたま市浦和区本太３－１９－１　　　　　　　　　

ファミリーマート岩槻太田店　　　　　　　 埼玉県　さいたま市岩槻区太田２－２６９－１８０　　　　　　

ファミリーマート岩槻釣上店　　　　　　　 埼玉県　さいたま市岩槻区大字釣上１５１７番地３　　　　　　

ファミリーマート岩槻東町一丁目店　　　　 埼玉県　さいたま市岩槻区東町一丁目７番２８号　　　　　　　

ファミリーマート岩槻本宿店　　　　　　　 埼玉県　さいたま市岩槻区本宿９４－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま丸ケ崎南店　　　 埼玉県　さいたま市見沼区大字丸ケ崎１０１６－１　　　　　　

ファミリーマートさいたま蓮沼店　　　　　 埼玉県　さいたま市見沼区大字蓮沼２２８番地２　　　　　　　

ファミリーマートさいたま大和田店　　　　 埼玉県　さいたま市見沼区大和田町２－１１－４０　　　　　　

ファミリーマートさいたま栄和五丁目店　　 埼玉県　さいたま市桜区栄和五丁目１７番１７号　　　　　　　

ファミリーマートさいたま西堀三丁目店　　 埼玉県　さいたま市桜区西堀３－２２－２０　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま中浦和店　　　　 埼玉県　さいたま市桜区西堀３丁目１９３０番１　　　　　　　

ファミリーマートさいたま西堀五丁目店　　 埼玉県　さいたま市桜区西堀５丁目４－２５　　　　　　　　　

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

ファミリーマートガーデンシティ西浦和店　 埼玉県　さいたま市桜区田島８丁目２－１２　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま三条店　　　　　 埼玉県　さいたま市西区三条町字上敷４１６－２　　　　　　　

ファミリーマートさいたま大成町一丁目店　 埼玉県　さいたま市大宮区大成町１丁目１３２　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま鈴谷四丁目店　　 埼玉県　さいたま市中央区鈴谷４丁目９－１８　　　　　　　　



ファミリーマートさいたま松本店　　　　　 埼玉県　さいたま市南区松本１－１－１７　　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま沼影一丁目店　　 埼玉県　さいたま市南区沼影１丁目２８－５　　　　　　　　　

ファミリーマート太田窪二丁目店　　　　　 埼玉県　さいたま市南区太田窪２－２－１　　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま大谷口明花店　　 埼玉県　さいたま市南区大字大谷口５６６４番地　　　　　　　

ファミリーマート浦和大谷口店　　　　　　 埼玉県　さいたま市南区大谷口１７４７－１　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま辻八丁目店　　　 埼玉県　さいたま市南区辻８－２２－２１　　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま別所五丁目店　　 埼玉県　さいたま市南区別所５丁目３７８番　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま宮原駅東口店　　 埼玉県　さいたま市北区宮原町３丁目３２３　　　　　　　　　

ファミリーマートさいたま宮原町三丁目店　 埼玉県　さいたま市北区宮原町３丁目５７６番地　　　　　　　

ファミリーマートさいたま日進町南店　　　 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店　 埼玉県　さいたま市北区日進町２丁目１３０２番　　　　　　　

ファミリーマート日進駅北口店　　　　　　 埼玉県　さいたま市北区日進町２丁目１９１４－８　　　　　　

ファミリーマートさいたま本郷南店　　　　 埼玉県　さいたま市北区本郷町１６３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大宮本郷町店　　　　　　 埼玉県　さいたま市北区本郷町６４９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東浦和駅前店　　　　　　 埼玉県　さいたま市緑区東浦和１丁目１－２　　　　　　　　　

ファミリーマートＴＫＳさいど店　　　　　 埼玉県　さいたま市緑区道祖土２丁目１０番１５号　　　　　　

ファミリーマートふじみ野二丁目店　　　　 埼玉県　ふじみ野市ふじみ野２－２７－３　　　　　　　　　　

ファミリーマートふじみ野駒林店　　　　　 埼玉県　ふじみ野市駒林元町４－１－２４　　　　　　　　　　

ファミリーマートふじみ野上野台店　　　　 埼玉県　ふじみ野市上野台１－２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートふじみ野新駒林二丁目店　 埼玉県　ふじみ野市新駒林二丁目２３１番地１　　　　　　　　

ファミリーマートふじみ野さくら通店　　　 埼玉県　ふじみ野市大井中央三丁目２７番２　　　　　　　　　

ファミリーマート大原店　　　　　　　　　 埼玉県　ふじみ野市大原２－１－２６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートふじみ野鶴ヶ岡店　　　　 埼玉県　ふじみ野市鶴ケ岡５－１７－７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽生上岩瀬店　　　　　　 埼玉県　羽生市大字上岩瀬６４７番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷恩間店　　　　　　　 埼玉県　越谷市恩間６１８番地５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷七左町二丁目店　　　 埼玉県　越谷市七左第一土地区画整理事業４６街区６画地他　　

ファミリーマート越谷西方店　　　　　　　 埼玉県　越谷市西方２９４２番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷赤山三丁目店　　　　 埼玉県　越谷市赤山町三丁目６１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷公園前店　　　　　　 埼玉県　越谷市増林２丁目２８２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷大林店　　　　　　　 埼玉県　越谷市大字大林２５－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷南荻島北店　　　　　 埼玉県　越谷市大字南荻島３４２番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷大沢四丁目店　　　　 埼玉県　越谷市大沢４－１９－５７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷谷中通り店　　　　　 埼玉県　越谷市谷中町４－６２－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越谷東大沢店　　　　　　 埼玉県　越谷市東大沢５丁目５－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桶川下日出谷店　　　　　 埼玉県　桶川市大字下日出谷２８１－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桶川上日出谷店　　　　　 埼玉県　桶川市大字上日出谷１９１番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート加須下樋遣川店　　　　　 埼玉県　加須市下樋遣川５５６７番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊野台テクノタウン店　　 埼玉県　加須市間口１１１９番地１０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加須駅前店　　　　　　　 埼玉県　加須市中央１丁目１番１５号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加須南小浜店　　　　　　 埼玉県　加須市南小浜字新川道６１９－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉川会野谷店　　　　　　 埼玉県　吉川市関５９０番地１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉川さくら店　　　　　　 埼玉県　吉川市吉川３３９－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉川平沼一丁目店　　　　 埼玉県　吉川市平沼１－４－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート久喜上早見店　　　　　　 埼玉県　久喜市上早見４８９番１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鷲宮東大輪店　　　　　　 埼玉県　久喜市東大輪南前１２９－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鷲宮上新井店　　　　　　 埼玉県　久喜市鷲宮字上新井７０８－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山祇園店　　　　　　　 埼玉県　狭山市祇園５番３１号　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山台二丁目店　　　　　 埼玉県　狭山市狭山台２－２８－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山台南店　　　　　　　 埼玉県　狭山市狭山台４－１８－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山けやき通り店　　　　 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広瀬店　　　　　　　 埼玉県　狭山市広瀬１－９６－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート圏央道狭山日高インター店 埼玉県　狭山市根岸６３４番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新狭山二丁目店　　　　　 埼玉県　狭山市新狭山２－１６－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新狭山駅前店　　　　　　 埼玉県　狭山市新狭山３－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山笹井店　　　　　　　 埼玉県　狭山市大字笹井２７１２番地の１　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山堀兼店　　　　　　　 埼玉県　狭山市大字堀兼１０２８番の３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山富士見通り店　　　　 埼玉県　狭山市中央４丁目１５－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柏原ニュータウン店　　　 埼玉県　狭山市柏原３１６１番１０４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山柏原南店　　　　　　 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市駅東口店　　　　　 埼玉県　狭山市祗園４－５５エミオ狭山市１Ｆ　　　　　　　　

ファミリーマート熊谷武体店　　　　　　　 埼玉県　熊谷市三ヶ尻５２０番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江南成沢店　　　　　　　 埼玉県　熊谷市成沢１１３－３２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田喜沢店　　　　　　　 埼玉県　戸田市喜沢２ー３９ー４９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田笹目五丁目店　　　　 埼玉県　戸田市笹目５－２５－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田笹目七丁目店　　　　 埼玉県　戸田市笹目７－２－４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田笹目北町店　　　　　 埼玉県　戸田市笹目北町１２番地の１３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田新曽つつじ通り店　　 埼玉県　戸田市大字新曽１６８７番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田新曽店　　　　　　　 埼玉県　戸田市大字新曽１８５２番地５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田美女木一丁目店　　　 埼玉県　戸田市美女木１－１１－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート美女木八丁目店　　　　　 埼玉県　戸田市美女木８丁目２－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田本町一丁目店　　　　 埼玉県　戸田市本町１－１５－８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田公園店　　　　　　　 埼玉県　戸田市本町五丁目３番１６号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート戸田本町店　　　　　　　 埼玉県　戸田市本町三丁目６番１０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート幸手駅東口店　　　　　　 埼玉県　幸手市中一丁目１番２１号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鴻巣御成橋店　　　　　　 埼玉県　鴻巣市滝馬室１１１４番２外６筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート坂戸塚越店　　　　　　　 埼玉県　坂戸市塚越１２３２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート坂戸駅北口店　　　　　　 埼玉県　坂戸市日の出町３番５号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三郷花和田店　　　　　　 埼玉県　三郷市花和田４４８番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三郷戸ヶ崎店　　　　　　 埼玉県　三郷市戸ヶ崎３－４７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三郷高州店　　　　　　　 埼玉県　三郷市高州１－９９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三郷駅南店　　　　　　　 埼玉県　三郷市三郷１丁目５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三郷早稲田七丁目店　　　 埼玉県　三郷市早稲田７丁目１－１５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三郷鷹野三丁目店　　　　 埼玉県　三郷市鷹野三丁目４３３－３、４３２－１　　　　　　

ファミリーマート三郷彦川戸一丁目店　　　 埼玉県　三郷市彦川戸一丁目　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柳瀬川駅前店　　　　　　 埼玉県　志木市館２－６－１１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート志木幸町四丁目店　　　　 埼玉県　志木市幸町４丁目１番４号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート志木上宗岡店　　　　　　 埼玉県　志木市上宗岡４－７　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＴＫＳ春日部牛島店　　　 埼玉県　春日部市牛島８８８番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日部小渕南店　　　　　 埼玉県　春日部市小渕宇前田６６０番外４筆　　　　　　　　　

ファミリーマート春日部増戸店　　　　　　 埼玉県　春日部市大字増戸３２８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日部大場店　　　　　　 埼玉県　春日部市大場８７０　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日部中央一丁目店　　　 埼玉県　春日部市中央１丁目５２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日部粕壁店　　　　　　 埼玉県　春日部市粕壁４５８６－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート妻屋所沢店　　　　　　　 埼玉県　所沢市御幸町２－３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小手指店　　　　　　　　 埼玉県　所沢市小手指町１－１６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート所沢久米東店　　　　　　 埼玉県　所沢市大字久米２１８９番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート航空公園駅東口店　　　　 埼玉県　所沢市並木２－４－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート防衛医大病院店　　　　　 埼玉県　所沢市並木３丁目２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート所沢北野天神通り店　　　 埼玉県　所沢市北野南１－１５－１　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート上尾愛宕二丁目店　　　　 埼玉県　上尾市愛宕２－２１－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上尾原市西店　　　　　　 埼玉県　上尾市大字原市３３９－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上尾小敷谷店　　　　　　 埼玉県　上尾市大字小敷谷字氷川前５０６－１　　　　　　　　

ファミリーマート上尾上平公園南店　　　　 埼玉県　上尾市大字上尾村５８２－５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上尾平塚店　　　　　　　 埼玉県　上尾市平塚大字平塚八ッ山字８５３－１７他　　　　　

ファミリーマート上福岡北口店　　　　　　 埼玉県　上福岡市上福岡１－１４－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新座馬場店　　　　　　　 埼玉県　新座市馬場３丁目１－３２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新座片山一丁目店　　　　 埼玉県　新座市片山１丁目２７４３－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新座市役所通り店　　　　 埼玉県　新座市野火止１－１４－１９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新座野火止七丁目店　　　 埼玉県　新座市野火止７丁目７番５号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートヤマキ花園店　　　　　　 埼玉県　深谷市荒川１００３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートヤマキ国済寺店　　　　　 埼玉県　深谷市国済寺町２６－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート深谷南大通り店　　　　　 埼玉県　深谷市上野台２１９８番２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート深谷折之口店　　　　　　 埼玉県　深谷市折之口５１９番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートヤマキ東方店　　　　　　 埼玉県　深谷市東方３２８９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越かし野台店　　　　　 埼玉県　川越市かし野台２－１９－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越旭町二丁目店　　　　 埼玉県　川越市旭町２丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小坂旭町店　　　　　　　 埼玉県　川越市旭町３－９－４４　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート川越岸町一丁目店　　　　 埼玉県　川越市岸町１－１５－１２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越岸町三丁目店　　　　 埼玉県　川越市岸町３－２５－４９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越熊野町店　　　　　　 埼玉県　川越市熊野町１９番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越鯨井店　　　　　　　 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店　　　　 埼玉県　川越市元町２－４－１３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越砂新田東店　　　　　 埼玉県　川越市砂新田１２３－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越小仙波町二丁目店　　 埼玉県　川越市小仙波町２丁目１７－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越上寺山店　　　　　　 埼玉県　川越市上寺山４０９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越鴨田店　　　　　　　 埼玉県　川越市大字鴨田６６９－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越牛子店　　　　　　　 埼玉県　川越市大字牛子３８９－１他８筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越今福南店　　　　　　 埼玉県　川越市大字今福２６４１番４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越今福店　　　　　　　 埼玉県　川越市大字今福９６１－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越寺尾店　　　　　　　 埼玉県　川越市大字寺尾字田成８２４番地５　　　　　　　　　

ファミリーマート川越小中居店　　　　　　 埼玉県　川越市大字小中居１０１４番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越大袋店　　　　　　　 埼玉県　川越市大字大袋６８０－１他４筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート鶴ケ島駅西店　　　　　　 埼玉県　川越市大字天沼新田１４０番６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越天沼店　　　　　　　 埼玉県　川越市大字天沼新田３３７番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越南大塚店　　　　　　 埼玉県　川越市大字南大塚１１７５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越インター店　　　　　 埼玉県　川越市大字南大塚１８６７番３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越南田島店　　　　　　 埼玉県　川越市大字南田島８０２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越府川高畑店　　　　　 埼玉県　川越市大字府川１２０１－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越的場北店　　　　　　 埼玉県　川越市的場２３０９番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川越脇田本町店　　　　　 埼玉県　川越市脇田本町１６－２３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川口神根店　　　　　　　 埼玉県　川口市安行領根岸字外谷田３０３５－１　　　　　　　

ファミリーマート川口江戸袋店　　　　　　 埼玉県　川口市江戸袋１－１３－１５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上野芝店　　　　　　　　 埼玉県　川口市芝樋ノ爪１－１７－２８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西川口五丁目店　　　　　 埼玉県　川口市西川口５－１１－２６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川口東領家店　　　　　　 埼玉県　川口市東領家３－１５－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート領家橋店　　　　　　　　 埼玉県　川口市東領家３－３１－１８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川口道合店　　　　　　　 埼玉県　川口市道合９２０　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートかわぐち飯塚店　　　　　 埼玉県　川口市飯塚２－１３－９　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草加旭町二丁目店　　　　 埼玉県　草加市旭町２丁目３－７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草加柿木町店　　　　　　 埼玉県　草加市柿木町字亀４９７番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草加ひがし店　　　　　　 埼玉県　草加市柿木町字松７５１－１、７５２－１　　　　　　

ファミリーマートそうか公園前店　　　　　 埼玉県　草加市柿木町字鶴２５５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート森かどやしんでん店　　　 埼玉県　草加市金明町７８１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草加谷塚店　　　　　　　 埼玉県　草加市谷塚上町４７２－１４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートアイダ草加中央店　　　　 埼玉県　草加市中央２丁目１０３－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草加氷川町店　　　　　　 埼玉県　草加市氷川町２１２２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート秩父小鹿野町店　　　　　 埼玉県　秩父郡小鹿野町下小鹿野２００９番１　　　　　　　　

ファミリーマート秩父中宮地店　　　　　　 埼玉県　秩父市中宮地町８番４号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート朝霞根岸台四丁目店　　　 埼玉県　朝霞市根岸台４丁目２番２号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート塩味朝霞溝沼店　　　　　 埼玉県　朝霞市大字溝沼字池田１０６０－１　　　　　　　　　

ファミリーマート朝霞東弁財一丁目店　　　 埼玉県　朝霞市東弁財１丁目８番４６号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート朝霞膝折一丁目店　　　　 埼玉県　朝霞市膝折町１丁目９番３７号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート朝霞膝折三丁目店　　　　 埼玉県　朝霞市膝折町３丁目２１２０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート朝霞本町三丁目店　　　　 埼玉県　朝霞市本町３丁目５番１８号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート圏央道鶴ヶ島西店　　　　 埼玉県　鶴ヶ島市高倉１１６５－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート若葉駅西店　　　　　　　 埼玉県　鶴ヶ島市大字藤金８７７番４０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鶴ヶ島鶴ヶ丘店　　　　　 埼玉県　鶴ヶ島市鶴ケ丘４０３－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＴＫＳ下栢間店　　　　　 埼玉県　南埼玉郡菖蒲町大字下栢間字上在来９１５　　　　　　

ファミリーマート飯能日高団地店　　　　　 埼玉県　日高市横手１－１６－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日高旭ヶ丘店　　　　　　 埼玉県　日高市大字旭ケ丘７２７番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日高下鹿山店　　　　　　 埼玉県　日高市大字下鹿山字白幡５－７、１０、１１、１２他　

ファミリーマート日高高萩店　　　　　　　 埼玉県　日高市大字高萩２２７８番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日高南平沢店　　　　　　 埼玉県　日高市大字南平沢１２６１番地６　　　　　　　　　　

ファミリーマートみよし台店　　　　　　　 埼玉県　入間郡三芳町みよし台６－１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三芳永久保店　　　　　　 埼玉県　入間郡三芳町大字上富１９０２－１１　　　　　　　　

ファミリーマート三芳藤久保店　　　　　　 埼玉県　入間郡三芳町大字藤久保５８１－１２　　　　　　　　



ファミリーマート武蔵藤沢駅前店　　　　　 埼玉県　入間市下藤沢１３３１－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートプラスカスミ白岡駅西口店 埼玉県　白岡市小久喜１１１８－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート白岡駅東口店　　　　　　 埼玉県　白岡市小久喜７４０番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八潮新町店　　　　　　　 埼玉県　八潮市大字新町４５番　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートプラスカスミ八潮大原店　 埼玉県　八潮市大字大原４６５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートアイダ八潮店　　　　　　 埼玉県　八潮市南後谷４０２－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八潮二丁目店　　　　　　 埼玉県　八潮市八潮２丁目４番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八潮駅南店　　　　　　　 埼玉県　八潮市八潮南部中央地区区画整理８５街区８画地　　　

ファミリーマート八潮緑町三丁目店　　　　 埼玉県　八潮市緑町３－２６－３２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狭山日高インター西店　　 埼玉県　飯能市芦苅場１８３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯能加治小学校前店　　　 埼玉県　飯能市大字川寺４７９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東飯能駅西口店　　　　　 埼玉県　飯能市東町１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯能駅南口店　　　　　　 埼玉県　飯能市南町１－２４　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川島正直店　　　　　　　 埼玉県　比企郡川島町大字正直５９－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士見勝瀬店　　　　　　 埼玉県　富士見市ふじみ野東三丁目１３番４　　　　　　　　　

ファミリーマート伊奈学園前店　　　　　　 埼玉県　北足立郡伊奈町学園２丁目１８３－１　　　　　　　　

ファミリーマート伊奈南店　　　　　　　　 埼玉県　北足立郡伊奈町大字小室志の崎１５３７－１・１５３８

ファミリーマート本庄駅南一丁目店　　　　 埼玉県　本庄市駅南１丁目２７４６番３　　　　　　　　　　　

ファミリーマートヤマキ本庄西店　　　　　 埼玉県　本庄市下野堂１－１４－１９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本庄朝日町店　　　　　　 埼玉県　本庄市五十子３－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本庄児玉東店　　　　　　 埼玉県　本庄市児玉町１７０４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート児玉店　　　　　　　　　 埼玉県　本庄市児玉町金屋１１７９－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本庄児玉インター店　　　 埼玉県　本庄市西富田４９４番地４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本庄早稲田駅前店　　　　 埼玉県　本庄市早稲田の杜一丁目７番１２号　　　　　　　　　

ファミリーマート本庄日の出二丁目店　　　 埼玉県　本庄市日の出２丁目２９７３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート蓮田閏戸店　　　　　　　 埼玉県　蓮田市閏戸１７９２番３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蓮田駅東口店　　　　　　 埼玉県　蓮田市東５－２－１３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートロータス蓮田駅前店　　　 埼玉県　蓮田市本町１－２８　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蓮田駅西口店　　　　　　 埼玉県　蓮田市本町２番２０号いせやビル　　　　　　　　　　

ファミリーマート和光西大和団地店　　　　 埼玉県　和光市西大和団地２６６６番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和光中央店　　　　　　　 埼玉県　和光市中央一丁目１６７０番他２筆　　　　　　　　　

ファミリーマート和光南一丁目店　　　　　 埼玉県　和光市南１丁目２５３７－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和光越後山通り店　　　　 埼玉県　和光市南１丁目２７番７６号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和光白子三丁目店　　　　 埼玉県　和光市白子３－２０－１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和光白子四丁目店　　　　 埼玉県　和光市白子４－３－８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和光南口店　　　　　　　 埼玉県　和光市本町３－２３ヤワラビル１Ｆ　　　　　　　　　

ファミリーマート旭川端店　　　　　　　　 千葉県　旭市イ字川端２６１６番３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート旭東店　　　　　　　　　 千葉県　旭市二１９７０番１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鋸南竜島店　　　　　　　 千葉県　安房郡鋸南町竜島７２９番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉ニュータウン原山店　 千葉県　印西市草深１１５４－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉ニュータウン中央駅店 千葉県　印西市武西字馬橋台１３９０－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート酒々井尾上店　　　　　　 千葉県　印旛郡酒々井町尾上６０番４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート酒々井墨店　　　　　　　 千葉県　印旛郡酒々井町墨１５５８番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浦安東野一丁目店　　　　 千葉県　浦安市東野１－３－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浦安富士見一丁目店　　　 千葉県　浦安市富士見１－５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート天王台駅南口店　　　　　 千葉県　我孫子市天王台一丁目２４番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート我孫子都店　　　　　　　 千葉県　我孫子市都６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新鎌ヶ谷駅店　　　　　　 千葉県　鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷１丁目１３－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート館山宮城店　　　　　　　 千葉県　館山市宮城１０８０　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート館山駅東口店　　　　　　 千葉県　館山市北条２２２５番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート館山中央店　　　　　　　 千葉県　館山市北条字八下地７０４番１外　　　　　　　　　　

ファミリーマート君津人見店　　　　　　　 千葉県　君津市人見４－９－３２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート君津西店　　　　　　　　 千葉県　君津市人見９８４－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート君津西坂田店　　　　　　 千葉県　君津市西坂田３－１２－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート君津北店　　　　　　　　 千葉県　君津市北子安字東山９０３－１７　　　　　　　　　　

ファミリーマート君津杢師店　　　　　　　 千葉県　君津市杢師三丁目２１番２　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート小見川工業団地店　　　　 千葉県　香取市虫幡１１０２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小見川神里店　　　　　　 千葉県　香取市虫幡３９０番地１　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート佐倉大崎台一丁目店　　　 千葉県　佐倉市大崎台１－１６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐倉第三工業団地店　　　 千葉県　佐倉市天辺４２９－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐倉並木町店　　　　　　 千葉県　佐倉市並木町３０番２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート横芝町店　　　　　　　　 千葉県　山武郡横芝町横芝１５１９－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート九十九里不動堂店　　　　 千葉県　山武郡九十九里町不動堂４５０－５　　　　　　　　　

ファミリーマート芝山大里店　　　　　　　 千葉県　山武郡芝山町大里１番２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大網白里南今泉店　　　　 千葉県　山武郡大網白里町南今泉１３０－２　　　　　　　　　

ファミリーマート山武白幡店　　　　　　　 千葉県　山武市白幡２０４０番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四街道鹿放ヶ丘店　　　　 千葉県　四街道市鹿放ヶ丘４８７－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートいわさわ大日店　　　　　 千葉県　四街道市大日字今宿１８６５番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート四街道物井店　　　　　　 千葉県　四街道市物井６５街区１画地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市原八幡宿東通り店　　　 千葉県　市原市菊間３０９－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大松屋牛久店　　　　　　 千葉県　市原市牛久９１０－１９　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大松屋京葉店　　　　　　 千葉県　市原市五井西４－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大松屋五井西店　　　　　 千葉県　市原市五井西４－１６－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市原山倉店　　　　　　　 千葉県　市原市山倉字北笠松１５４番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市原新生店　　　　　　　 千葉県　市原市新生５５７番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市原白金町店　　　　　　 千葉県　市原市白金町一丁目８３番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市川宮久保店　　　　　　 千葉県　市川市宮久保三丁目３６番１２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート市川高谷一丁目店　　　　 千葉県　市川市高谷一丁目３番１１号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市川真間店　　　　　　　 千葉県　市川市真間１－１２－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市川インター店　　　　　 千葉県　市川市東大和田１－２４－２３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南行徳一丁目店　　　　　 千葉県　市川市南行徳１丁目１３－１１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市川南大野店　　　　　　 千葉県　市川市南大野１－４０　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本八幡駅南口店　　　　　 千葉県　市川市南八幡４－１５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市川入船店　　　　　　　 千葉県　市川市入船１４番１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本八幡駅西店　　　　　　 千葉県　市川市八幡３－６－６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市川福栄店　　　　　　　 千葉県　市川市福栄３－１０－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市川湊新田二丁目店　　　 千葉県　市川市湊新田２－９－１２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート習志野鷺沼店　　　　　　 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店　　　　　　 千葉県　習志野市実籾四丁目１２０番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート習志野本大久保店　　　　 千葉県　習志野市本大久保３丁目４５３番１　　　　　　　　　

ファミリーマート勝浦出水店　　　　　　　 千葉県　勝浦市出水１２３３－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート五香駅東口店　　　　　　 千葉県　松戸市金ヶ作４０８　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松戸幸谷店　　　　　　　 千葉県　松戸市幸谷８０番地　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松戸柿の木店　　　　　　 千葉県　松戸市二十世紀が丘柿の木１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松戸岩瀬店　　　　　　　 千葉県　松戸市緑ヶ丘１－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート成田久住駅前店　　　　　 千葉県　成田市久住中央１－１１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート成田空港貨物ビル店　　　 千葉県　成田市駒井野字台ノ田２０９１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三里塚梅園店　　　　　　 千葉県　成田市三里塚字梅園町１７５番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート成田西三里塚店　　　　　 千葉県　成田市西三里塚２４５番７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート成田中通店　　　　　　　 千葉県　成田市大清水字中通６７番５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート成田ＮＴ中央店　　　　　 千葉県　成田市中台４－１０１－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート成田宝田店　　　　　　　 千葉県　成田市宝田４２５　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲毛穴川一丁目店　　　　 千葉県　千葉市稲毛区穴川一丁目２６９番５　　　　　　　　　

ファミリーマート稲毛山王店　　　　　　　 千葉県　千葉市稲毛区山王町１５１－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉山王町店　　　　　　 千葉県　千葉市稲毛区山王町２４７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉小深町店　　　　　　 千葉県　千葉市稲毛区小深町４８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉三角町店　　　　　　 千葉県　千葉市花見川区三角町６５７－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉柏井町店　　　　　　 千葉県　千葉市花見川区柏井町１５７５－１　　　　　　　　　

ファミリーマート幕張町店　　　　　　　　 千葉県　千葉市花見川区幕張町１丁目７７８０－３　　　　　　

ファミリーマート幕張本郷三丁目店　　　　 千葉県　千葉市花見川区幕張本郷３－１０－１８　　　　　　　

ファミリーマート千葉金親町店　　　　　　 千葉県　千葉市若葉区金親町２４３番５外　　　　　　　　　　

ファミリーマート若葉若松町店　　　　　　 千葉県　千葉市若葉区若松町９５１－１６　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉大宮インター店　　　 千葉県　千葉市若葉区大宮町２１１９－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉出洲港店　　　　　　 千葉県　千葉市中央区出洲港１４５番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート西千葉春日町店　　　　　 千葉県　千葉市中央区春日二丁目２３番６号　　　　　　　　　

ファミリーマート登戸小学校前店　　　　　 千葉県　千葉市中央区新千葉３－３－６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉生実町店　　　　　　 千葉県　千葉市中央区生実町１７３２－１　　　　　　　　　　



ファミリーマート千葉富士見店　　　　　　 千葉県　千葉市中央区富士見２－７－５富士見ハイネスビル１Ｆ

ファミリーマート千葉駅北口店　　　　　　 千葉県　千葉市中央区弁天１－１４－７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉弁天店　　　　　　　 千葉県　千葉市中央区弁天二丁目１番２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉本町二丁目店　　　　 千葉県　千葉市中央区本町２－２－１３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉祐光一丁目店　　　　 千葉県　千葉市中央区祐光１丁目　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲毛海岸駅前店　　　　　 千葉県　千葉市美浜区高洲３－１０－１サンフラワービレッジ　

ファミリーマート千葉おゆみ野五丁目店　　 千葉県　千葉市緑区おゆみ野５－２９－１０　　　　　　　　　

ファミリーマートおゆみ野一丁目店　　　　 千葉県　千葉市緑区おゆみ野一丁目２８番１　　　　　　　　　

ファミリーマートおゆみ野中央七丁目店　　 千葉県　千葉市緑区おゆみ野中央７－３７－１　　　　　　　　

ファミリーマート千葉越智町店　　　　　　 千葉県　千葉市緑区越智町７４７－３１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉高田町店　　　　　　 千葉県　千葉市緑区高田町４０２－１６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千葉平川町店　　　　　　 千葉県　千葉市緑区平川町２３３０番１外３筆　　　　　　　　

ファミリーマート誉田大網街道店　　　　　 千葉県　千葉市緑区誉田町一丁目７８８番１　　　　　　　　　

ファミリーマート中山競馬場前店　　　　　 千葉県　船橋市古作二丁目１７７番３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート船橋古和釜店　　　　　　 千葉県　船橋市古和釜町６０５－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート前原駅前店　　　　　　　 千葉県　船橋市前原東４丁目７４２番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東船橋駅南口店　　　　　 千葉県　船橋市東船橋４丁目３１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート船橋本中山店　　　　　　 千葉県　船橋市本中山５丁目２番４０号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袖ケ浦神納店　　　　　　 千葉県　袖ヶ浦市神納２９４２－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袖ケ浦奈良輪店　　　　　 千葉県　袖ケ浦市奈良輪５２６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大網新道店　　　　　　　 千葉県　大網白里市大網８３３番３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート銚子四日市場店　　　　　 千葉県　銚子市四日市場２５９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート銚子川口町店　　　　　　 千葉県　銚子市川口町２－６５２４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮海岸店　　　　　　　 千葉県　長生郡一宮町一宮字東台場１０１３２－１　　　　　　

ファミリーマート東金山田インター店　　　 千葉県　東金市山田字新田１２１５番２外　　　　　　　　　　

ファミリーマート南房総丸山店　　　　　　 千葉県　南房総市加茂字山詰２６５５－５　　　　　　　　　　

ファミリーマート柏市民の森店　　　　　　 千葉県　柏市高柳２番４　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柏五丁目店　　　　　　　 千葉県　柏市柏五丁目１５６番１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柏たなか店　　　　　　　 千葉県　柏市柏北部東地区６３街区１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柏新富町店　　　　　　　 千葉県　柏市豊四季４８９－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八街長谷店　　　　　　　 千葉県　八街市八街に４５８－７６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八街四木店　　　　　　　 千葉県　八街市八街へ１９９－２４５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八街富山店　　　　　　　 千葉県　八街市富山１３１４－４３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八街中央店　　　　　　　 千葉県　八街市文違３０１－４２９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八千代緑ケ丘駅南店　　　 千葉県　八千代市大和田新田字八幡藪９８８番１外　　　　　　

ファミリーマート土屋八日市場駅前店　　　 千葉県　八日市場市イ－１１１－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八日市場米倉店　　　　　 千葉県　八日市場市木１２４４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートダイト富津関尻店　　　　 千葉県　富津市関尻４４７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富津大堀中央店　　　　　 千葉県　富津市大堀１２番地　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富津大堀店　　　　　　　 千葉県　富津市大堀５４７　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富里インター店　　　　　 千葉県　富里市七栄南新木戸５３３－２７　　　　　　　　　　

ファミリーマート茂原高師台店　　　　　　 千葉県　茂原市高師台１丁目２－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茂原高師町店　　　　　　 千葉県　茂原市高師町３－３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茂原新小轡店　　　　　　 千葉県　茂原市新小轡６－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茂原早野店　　　　　　　 千葉県　茂原市早野１１３１番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茂原明光橋店　　　　　　 千葉県　茂原市早野２９７６　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茂原東部台店　　　　　　 千葉県　茂原市東部台２－２６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート木更津久津間店　　　　　 千葉県　木更津市久津間９８０番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート木更津金田東店　　　　　 千葉県　木更津市金田東１丁目３９－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート木更津駅前店　　　　　　 千葉県　木更津市大和１－１－１５木更津カイセイビル　　　　

ファミリーマート野田宮崎店　　　　　　　 千葉県　野田市宮崎１２３番１０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野田梅郷南店　　　　　　 千葉県　野田市山崎字西新田２２３５番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート野田七光台店　　　　　　 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店　　　　　　 千葉県　野田市上花輪１３４３－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清水公園東店　　　　　　 千葉県　野田市清水公園東１－１０－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野田ふなかた店　　　　　 千葉県　野田市船形８８４番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野田谷津店　　　　　　　 千葉県　野田市谷吉１０９番地の１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野田中野台店　　　　　　 千葉県　野田市中野台１０４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野田堤根店　　　　　　　 千葉県　野田市堤根１１２－６　　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート野田木間ケ瀬店　　　　　 千葉県　野田市木間ケ瀬字前原３９５３番１　　　　　　　　　

ファミリーマートおおたかの森駅西口店　　 千葉県　流山市市野谷６６７番地の１８　　　　　　　　　　　

ファミリーマートあきる野インター店　　　 東京都　あきる野市牛沼１３１番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートあきる野滝山街道店　　　 東京都　あきる野市秋川１－１５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽村駅東口店　　　　　　 東京都　羽村市五ノ神４－１５－１榎戸ビル１Ｆ　　　　　　　

ファミリーマート羽村小作坂上店　　　　　 東京都　羽村市小作台５丁目２０－８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一之江通り店　　　　　　 東京都　江戸川区一之江７－２８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春江町二丁目店　　　　　 東京都　江戸川区春江町２－２０－２４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江戸川松島二丁目店　　　 東京都　江戸川区松島２－２９－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサクマ西葛西店　　　　　 東京都　江戸川区西葛西６－２３－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西小岩二丁目店　　　　　 東京都　江戸川区西小岩２－１９－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江戸川西小岩五丁目店　　 東京都　江戸川区西小岩５丁目１７番１２号　　　　　　　　　

ファミリーマート船堀駅南口店　　　　　　 東京都　江戸川区船堀３－９－１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中葛西八丁目店　　　　　 東京都　江戸川区中葛西８丁目１３－１７　　　　　　　　　　

ファミリーマート東葛西三丁目店　　　　　 東京都　江戸川区東葛西３－１１－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東小岩六丁目店　　　　　 東京都　江戸川区東小岩６－２６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート平井駅南口店　　　　　　 東京都　江戸川区平井４－１１－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀戸駅前店　　　　　　　 東京都　江東区亀戸２－２２－１２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート森下一丁目店　　　　　　 東京都　江東区森下１丁目５－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大島八丁目店　　　　　　 東京都　江東区大島８－４０－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東陽二丁目店　　　　　　 東京都　江東区東陽２丁目４－４６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江東北砂五丁目店　　　　 東京都　江東区北砂５－１４－１６砂銀ビル　　　　　　　　　

ファミリーマート海岸三丁目店　　　　　　 東京都　港区海岸３－１８－２１ブライトイースト芝　　　　　

ファミリーマートオンワードベイパークビル 東京都　港区海岸３丁目９－３２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート第一京浜芝二丁目店　　　 東京都　港区芝２丁目１４－５オリックス芝２丁目ビル　　　　

ファミリーマート新橋日比谷通り店　　　　 東京都　港区新橋五丁目２番１０号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート麻布運動場前店　　　　　 東京都　港区南麻布三丁目５６番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート六本木六丁目店　　　　　 東京都　港区六本木６丁目８－１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート町屋店　　　　　　　　　 東京都　荒川区荒川６－１－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西尾久一丁目店　　　　　 東京都　荒川区西尾久１－１１－８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート町屋八丁目店　　　　　　 東京都　荒川区町屋８丁目１３－１０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南千住一丁目店　　　　　 東京都　荒川区南千住１－５７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南千住四丁目店　　　　　 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五丁目店　　　　　 東京都　荒川区南千住５－２９－１３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南千住八丁目店　　　　　 東京都　荒川区南千住８丁目７－８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート国分寺戸倉通り店　　　　 東京都　国分寺市戸倉３丁目－４９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート国分寺弁天通り店　　　　 東京都　国分寺市西町三丁目２３番１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート国分寺東恋ケ窪店　　　　 東京都　国分寺市東恋ヶ窪二丁目３６－４６　　　　　　　　　

ファミリーマート西武国分寺駅前店　　　　 東京都　国分寺市本町４－１－１８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート府中第２インター店　　　 東京都　国立市泉４丁目１５－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート海田東四丁目店　　　　　 東京都　国立市東４－５－３１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート矢川駅前店　　　　　　　 東京都　国立市富士見台４－１１－３２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート狛江慈恵医大前店　　　　 東京都　狛江市中和泉５－３１－２０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート恵比寿二丁目店　　　　　 東京都　渋谷区恵比寿２丁目２９－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート恵比寿ガーデンプレイス店 東京都　渋谷区恵比寿４－２０－３ガーデンプレイスタワー１階

ファミリーマート恵比寿四丁目店　　　　　 東京都　渋谷区恵比寿４丁目９－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート渋谷二丁目中央店　　　　 東京都　渋谷区渋谷二丁目１１番３号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート代々木上原駅前店　　　　 東京都　渋谷区西原３－１１－７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート道玄坂中央店　　　　　　 東京都　渋谷区道玄坂２丁目１１－１ＧＳＱＵＡＲＥ　　　　　

ファミリーマート幡ケ谷本町店　　　　　　 東京都　渋谷区本町４－４５－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート花小金井四丁目店　　　　 東京都　小平市花小金井４丁目１３－９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小平小金井街道店　　　　 東京都　小平市花小金井６－１８－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小平たかの街道店　　　　 東京都　小平市小川町１丁目１１１５番地３　　　　　　　　　

ファミリーマート小平小川町店　　　　　　 東京都　小平市小川町一丁目８５４番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小平上水本町店　　　　　 東京都　小平市上水本町２丁目１４番３４号　　　　　　　　　

ファミリーマート小平学園西町店　　　　　 東京都　小平市津田町３丁目３５番２２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート宮沢町一丁目店　　　　　 東京都　昭島市宮沢町１－２０－８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート昭島東文化通り店　　　　 東京都　昭島市中神町１３８８－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート昭島田中町店　　　　　　 東京都　昭島市田中町１－２１－２　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート昭島田中町団地入口店　　 東京都　昭島市田中町２丁目２３ー９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート昭島小荷田店　　　　　　 東京都　昭島市拝島町三丁目２８８２番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート美堀町四丁目店　　　　　 東京都　昭島市美堀町４－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート昭島緑町店　　　　　　　 東京都　昭島市緑町２丁目１－１７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四谷三丁目店　　　　　　 東京都　新宿区四谷３丁目１１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサンズ西新宿店　　　　　 東京都　新宿区西新宿４－５－６ＩＫビル　　　　　　　　　　

ファミリーマート西新宿アトラスタワー店　 東京都　新宿区西新宿６－２５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新宿西落合三丁目店　　　 東京都　新宿区西落合３丁目２３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高円寺南三丁目店　　　　 東京都　杉並区高円寺南３－７－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート荻窪青梅街道店　　　　　 東京都　杉並区天沼３－３－２マンション荻窪　　　　　　　　

ファミリーマート天神森橋店　　　　　　　 東京都　世田谷区宇奈根１丁目２２　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート松陰神社駅前店　　　　　 東京都　世田谷区若林４－２５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松原六丁目店　　　　　　 東京都　世田谷区松原６丁目２５－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート世田谷瀬田四丁目店　　　 東京都　世田谷区瀬田四丁目１番１号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート世田谷廻沢店　　　　　　 東京都　世田谷区千歳台３丁目２９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート梅ヶ丘店　　　　　　　　 東京都　世田谷区梅ケ丘１－３３－１１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清瀬けやき通り店　　　　 東京都　清瀬市下清戸二丁目５５９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清瀬元町一丁目店　　　　 東京都　清瀬市元町１－４－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート丸萬清瀬店　　　　　　　 東京都　清瀬市松山１－２０　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清瀬上清戸店　　　　　　 東京都　清瀬市上清戸１丁目３４３番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート丸萬清瀬竹丘店　　　　　 東京都　清瀬市竹丘二丁目１４－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瑞穂モール前店　　　　　 東京都　西多摩郡瑞穂町駒形富士山４２３－５　　　　　　　　

ファミリーマート瑞穂殿ヶ谷店　　　　　　 東京都　西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷字砂前川添８２０番７他１筆

ファミリーマート瑞穂長岡店　　　　　　　 東京都　西多摩郡瑞穂町長岡長谷部２９７－３　　　　　　　　

ファミリーマートひばりヶ丘駅東店　　　　 東京都　西東京市住吉町３－１２－１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田無町三丁目店　　　　　 東京都　西東京市田無町３丁目３８１番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート西東京南町店　　　　　　 東京都　西東京市南町３－１９－２８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西東京富士町店　　　　　 東京都　西東京市富士町１－４－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東伏見駅前店　　　　　　 東京都　西東京市富士町４－５－１７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西東京富士町二丁目店　　 東京都　西東京市富士町二丁目５番３６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート保谷町五丁目店　　　　　 東京都　西東京市保谷町５丁目１３８７－１３　　　　　　　　

ファミリーマート西東京柳沢二丁目店　　　 東京都　西東京市柳沢二丁目１１番２１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート青梅インター店　　　　　 東京都　青梅市今井３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート青梅今井店　　　　　　　 東京都　青梅市今井３－１８－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート青梅今寺店　　　　　　　 東京都　青梅市今寺３丁目４４１－６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート青梅大門店　　　　　　　 東京都　青梅市大門１－５６６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東青梅駅北口店　　　　　 東京都　青梅市東青梅２－１３－１７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート海田岩蔵街道店　　　　　 東京都　青梅市藤橋１－３９６－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート半蔵門駅前店　　　　　　 東京都　千代田区一番町２５　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート山王パークタワー店　　　 東京都　千代田区永田町２丁目１１－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート薬ヒグチ淡路町店　　　　 東京都　千代田区神田小川町１－１－１６　　　　　　　　　　

ファミリーマート神田多町店　　　　　　　 東京都　千代田区神田多町２－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神田鍛冶町三丁目店　　　 東京都　千代田区神田鍛冶町３丁目６－７　　　　　　　　　　

ファミリーマート足立鹿浜店　　　　　　　 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店　　　　 東京都　足立区舎人１丁目１８－１８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新田一丁目店　　　　　　 東京都　足立区新田１－１８－１ＴＭコーポ　　　　　　　　　

ファミリーマート新田三丁目店　　　　　　 東京都　足立区新田３－１７－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西伊興四丁目店　　　　　 東京都　足立区西伊興４－７－１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西新井二丁目店　　　　　 東京都　足立区西新井２－２０－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足立青井店　　　　　　　 東京都　足立区青井１－２－１５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北綾瀬駅前店　　　　　　 東京都　足立区谷中２－５－１０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足立竹の塚二丁目店　　　 東京都　足立区竹の塚２－２９－１０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南花畑四丁目店　　　　　 東京都　足立区南花畑４－２１－１５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート入谷三丁目店　　　　　　 東京都　足立区入谷３－３－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート梅田四丁目店　　　　　　 東京都　足立区梅田４丁目２９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート足立平野店　　　　　　　 東京都　足立区平野３－３－１０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堀之内一丁目店　　　　　 東京都　足立区堀之内１－１７－１９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多摩関戸五丁目店　　　　 東京都　多摩市関戸五丁目１７番１他２筆　　　　　　　　　　



ファミリーマート唐木田駅前店　　　　　　 東京都　多摩市唐木田１－１－１７プラザ唐木田１階　　　　　

ファミリーマート羽田六丁目店　　　　　　 東京都　大田区羽田６丁目２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鵜の木多摩堤通り店　　　 東京都　大田区鵜の木２丁目２番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下丸子三丁目店　　　　　 東京都　大田区下丸子三丁目２８番１１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート大田梅屋敷駅前店　　　　 東京都　大田区蒲田二丁目７－１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大田久が原五丁目店　　　 東京都　大田区久が原５－２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西蒲田大城通り入口店　　 東京都　大田区西蒲田五丁目１８番１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサンズ大田西馬込店　　　 東京都　大田区西馬込２丁目１１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西六郷一丁目店　　　　　 東京都　大田区西六郷１－５０－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大田西六郷一丁目店　　　 東京都　大田区西六郷一丁目３０番４号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート糀谷駅南店　　　　　　　 東京都　大田区西糀谷４－２８－１８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大田梅屋敷店　　　　　　 東京都　大田区大森中２－２４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三度屋大森東四丁目店　　 東京都　大田区大森東４－１７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート平和島旧東海道店　　　　 東京都　大田区大森本町２丁目３１－１４鈴木ビル　　　　　　

ファミリーマート大田中央四丁目店　　　　 東京都　大田区中央四丁目２１－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大田仲池上一丁目店　　　 東京都　大田区仲池上１丁目９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート仲六郷第一京浜店　　　　 東京都　大田区仲六郷４－３１－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大田東矢口三丁目店　　　 東京都　大田区東矢口３丁目１０－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートタケウチ萩中店　　　　　 東京都　大田区萩中２－１１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサンズ大岡山北口店　　　 東京都　大田区北千束１－５５－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートタケウチ矢口店　　　　　 東京都　大田区矢口２－１６－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日本橋小学校前店　　　　 東京都　中央区日本橋人形町１－８－４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日本橋浜町二丁目店　　　 東京都　中央区日本橋浜町２丁目３５－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート八丁堀二丁目店　　　　　 東京都　中央区八丁堀２－２０－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中野駅南口本通り店　　　 東京都　中野区中野２－３０－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南台中野通り店　　　　　 東京都　中野区南台２－２８－８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート薬ヒグチ鍋横店　　　　　 東京都　中野区本町４－４３－１１鍋横ビル１階　　　　　　　

ファミリーマート新中野駅前店　　　　　　 東京都　中野区本町４－４７－９ヴェルティーク新中野１Ｆ　　

ファミリーマート中野本町六丁目店　　　　 東京都　中野区本町６－１３－８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサンズ原町田三丁目店　　 東京都　町田市原町田３丁目４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東名町田店　　　　　　　 東京都　町田市小川字十二号１８１１番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート町田パリオ店　　　　　　 東京都　町田市森野１－１５－１３パリオビル１Ｆ　　　　　　

ファミリーマート町田成瀬が丘店　　　　　 東京都　町田市成瀬が丘一丁目３０番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート町田中町店　　　　　　　 東京都　町田市中町１丁目１８番地３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本町田南店　　　　　　　 東京都　町田市本町田２０１６番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート町田本町田店　　　　　　 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店　　　 東京都　町田市木曽東１丁目４８９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート調布上ノ原店　　　　　　 東京都　調布市柴崎二丁目３９番地３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサンズ東久留米金山町店　 東京都　東久留米市金山町一丁目８５６－３　　　　　　　　　

ファミリーマート東久留米所沢街道店　　　 東京都　東久留米市南町１－７－３６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東久留米本町二丁目店　　 東京都　東久留米市本町二丁目２番８号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東村山八坂駅前店　　　　 東京都　東村山市栄町３丁目２６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東村山久米川町店　　　　 東京都　東村山市久米川町一丁目３８番２他４筆　　　　　　　

ファミリーマート東村山富士見町店　　　　 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大和桜が丘二丁目店　　 東京都　東大和市桜が丘２丁目５３－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野栄町店　　　　　　　 東京都　日野市栄町１－４５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野三沢店　　　　　　　 東京都　日野市三沢一丁目１０番２他１筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野神明店　　　　　　　 東京都　日野市神明１－１４－８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野北野街道店　　　　　 東京都　日野市平山４丁目１－３３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートめじろ台駅前店　　　　　 東京都　八王子市めじろ台３－１－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子暁町店　　　　　　 東京都　八王子市暁町１－２１－８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子戸吹町店　　　　　 東京都　八王子市戸吹町１６６－２９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子甲州街道店　　　　 東京都　八王子市高倉町１－２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高尾駅東店　　　　　　　 東京都　八王子市高尾町１５９９番３３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子子安町店　　　　　 東京都　八王子市子安町１丁目３１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高尾駅南店　　　　　　　 東京都　八王子市初沢町１２９９－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子上柚木店　　　　　 東京都　八王子市上柚木二丁目１０番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子石川町店　　　　　 東京都　八王子市石川町２０９７番７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西八王子駅北口店　　　　 東京都　八王子市千人町２－２０－６　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート柚木大楽寺町店　　　　　 東京都　八王子市大楽寺町５１５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子大和田町五丁目店　 東京都　八王子市大和田町５－９－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート純心学園前店　　　　　　 東京都　八王子市滝山町２丁目５９６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子長房町店　　　　　 東京都　八王子市長房町１４１０－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松木公園店　　　　　　　 東京都　八王子市別所１－７２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子片倉町店　　　　　 東京都　八王子市片倉町１０８番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日本文化大入口店　　　　 東京都　八王子市片倉町２２１４番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八王子北野町店　　　　　 東京都　八王子市北野町５２３－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京王八王子店　　　　　　 東京都　八王子市明神町２－２６－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桜川三丁目店　　　　　　 東京都　板橋区桜川３－１３－１７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小豆沢二丁目店　　　　　 東京都　板橋区小豆沢２－５　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上板橋三丁目店　　　　　 東京都　板橋区上板橋三丁目４２８番、４２９番　　　　　　　

ファミリーマート上板橋駅北口店　　　　　 東京都　板橋区常盤台４丁目３３－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート板橋新河岸一丁目店　　　 東京都　板橋区新河岸１丁目５－１２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート成増駅南店　　　　　　　 東京都　板橋区成増２－１４－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート板橋赤塚新町三丁目店　　 東京都　板橋区赤塚新町三丁目１３番１０号　　　　　　　　　

ファミリーマート板橋前野町三丁目店　　　 東京都　板橋区前野町３－３１－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート板橋大谷口店　　　　　　 東京都　板橋区大谷口北町９　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート板橋東新町二丁目店　　　 東京都　板橋区東新町２－１１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート旗の台駅前店　　　　　　 東京都　品川区旗の台３－１２－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西五反田一丁目店　　　　 東京都　品川区西五反田１－４－８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西五反田二丁目店　　　　 東京都　品川区西五反田２－２７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小浦西五反田四丁目店　　 東京都　品川区西五反田４丁目２６－５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西五反田七丁目店　　　　 東京都　品川区西五反田７丁目９－２五反田ＴＧビル　　　　　

ファミリーマート西大井光学通り店　　　　 東京都　品川区西大井１丁目９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大崎ニューシティ店　　　 東京都　品川区大崎１丁目６－５２階　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートトキワ大崎店　　　　　　 東京都　品川区大崎３丁目６－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東五反田郵便局東店　　　 東京都　品川区東五反田１－１８－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート青物横丁店　　　　　　　 東京都　品川区南品川２－１７－２２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート品川平塚店　　　　　　　 東京都　品川区平塚二丁目３－１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート府中押立町店　　　　　　 東京都　府中市押立町一丁目３７番地の７　　　　　　　　　　

ファミリーマート紅葉丘南参道店　　　　　 東京都　府中市紅葉丘１－１５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート府中紅葉丘店　　　　　　 東京都　府中市紅葉丘３－４２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート府中甲州街道店　　　　　 東京都　府中市西府町４－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート府中天神町店　　　　　　 東京都　府中市天神町１－３－５５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート分倍河原店　　　　　　　 東京都　府中市美好町３－４－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートルミエール府中前店　　　 東京都　府中市府中町２－２０－１０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート府中小金井街道店　　　　 東京都　府中市府中町３－２３－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート海田府中本町店　　　　　 東京都　府中市本町１－２－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福生横田基地前店　　　　 東京都　福生市熊川１３１１－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福生山王橋通り店　　　　 東京都　福生市大字熊川字武蔵野１３８９番１２、他３筆　　　

ファミリーマート小石川湯立坂店　　　　　 東京都　文京区小石川５－３１－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北区豊島七丁目店　　　　 東京都　北区豊島７丁目ー１７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート菊川駅前店　　　　　　　 東京都　墨田区菊川３－７－５　　　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート西小山駅広場前店　　　　 東京都　目黒区原町１丁目８－７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート原町二丁目店　　　　　　 東京都　目黒区原町２丁目２２－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート学芸大学駅西店　　　　　 東京都　目黒区鷹番３－６－１８カザーナ学芸大学　　　　　　

ファミリーマート西国立駅前店　　　　　　 東京都　立川市羽衣町２丁目４３－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート立川通り店　　　　　　　 東京都　立川市栄町３丁目５３－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート立川砂川九番店　　　　　 東京都　立川市幸町４－３８－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート立川四中前店　　　　　　 東京都　立川市幸町５－５０－８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート立川上砂町店　　　　　　 東京都　立川市上砂町３－５８－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西立川駅前店　　　　　　 東京都　立川市富士見町１丁目３４７８－１０　　　　　　　　

ファミリーマート立川富士見通り店　　　　 東京都　立川市富士見町三丁目１８０番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート江古田駅南口店　　　　　 東京都　練馬区旭丘１丁目７７－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新桜台店　　　　　　　　 東京都　練馬区羽沢２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート丸萬上井草店　　　　　　 東京都　練馬区下石神井４－２０－２９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士見台駅前店　　　　　 東京都　練馬区貫井３－１０－８　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート貫井町店　　　　　　　　 東京都　練馬区貫井町２－１６－１３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬高松一丁目店　　　　 東京都　練馬区高松１丁目１２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬高野台店　　　　　　 東京都　練馬区高野台４丁目１０－８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬桜台二丁目店　　　　 東京都　練馬区桜台２－８－６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西大泉四丁目店　　　　　 東京都　練馬区西大泉４－２２－１　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート石神井公園駅南口店　　　 東京都　練馬区石神井町３丁目２１番４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬石神井町店　　　　　 東京都　練馬区石神井町７－２２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬石神井町八丁目店　　 東京都　練馬区石神井町八丁目４０番１１号　　　　　　　　　

ファミリーマート早宮四丁目店　　　　　　 東京都　練馬区早宮４丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大泉学園通り店　　　　　 東京都　練馬区大泉学園町６－１－４１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬大泉町一丁目店　　　 東京都　練馬区大泉町１丁目５４番１３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬中村三丁目店　　　　 東京都　練馬区中村３丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬西税務署前店　　　　 東京都　練馬区東大泉６丁目４１－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬富士見台店　　　　　 東京都　練馬区富士見台三丁目５５番１７号　　　　　　　　　

ファミリーマート練馬平和台二丁目店　　　 東京都　練馬区平和台２丁目４７番４号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桜台駅前店　　　　　　　 東京都　練馬区豊玉上２丁目１４－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊玉中三丁目店　　　　　 東京都　練馬区豊玉中３丁目２番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊玉北六丁目店　　　　　 東京都　練馬区豊玉北６丁目２４－１４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢原下糟屋店　　　　　 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店　　　　　 神奈川県　伊勢原市下落合６１１－５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山横須賀あわた店　　　 神奈川県　横須賀市粟田２－４－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートたかはし吉井店　　　　　 神奈川県　横須賀市吉井３－１３－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京急久里浜駅前店　　　　 神奈川県　横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル　　　　　　　　

ファミリーマート湘南港が丘店　　　　　　 神奈川県　横須賀市港が丘１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート横須賀根岸町店　　　　　 神奈川県　横須賀市根岸町３－２－８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート横須賀三春町店　　　　　 神奈川県　横須賀市三春町１－２１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート横須賀山科台店　　　　　 神奈川県　横須賀市山科台１０－１８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート湘南国際村店　　　　　　 神奈川県　横須賀市湘南国際村１－３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマートウェルシティ横須賀店　　 神奈川県　横須賀市西逸見町１－３８－１１　　　　　　　　　

ファミリーマート横須賀船越町店　　　　　 神奈川県　横須賀市船越町３－２１－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート横須賀御幸浜店　　　　　 神奈川県　横須賀市太田和二丁目２番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山横須賀インター店　　 神奈川県　横須賀市池上６丁目３－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート横須賀長井一丁目店　　　 神奈川県　横須賀市長井１－１４－１６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート横須賀平作店　　　　　　 神奈川県　横須賀市平作１丁目２番１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート市沢町店　　　　　　　　 神奈川県　横浜市旭区市沢町９１９－３１　　　　　　　　　　

ファミリーマート鶴ヶ峰店　　　　　　　　 神奈川県　横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート磯子丸山二丁目店　　　　 神奈川県　横浜市磯子区丸山２－１－５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート磯子滝頭三丁目店　　　　 神奈川県　横浜市磯子区滝頭３－１－４２　　　　　　　　　　

ファミリーマート幸浦二丁目店　　　　　　 神奈川県　横浜市金沢区幸浦２－１－２０　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢幸浦一丁目店　　　　 神奈川県　横浜市金沢区幸浦一丁目１２－１　　　　　　　　　

ファミリーマート松山金沢文庫店　　　　　 神奈川県　横浜市金沢区寺前１丁目２番他１筆　　　　　　　　

ファミリーマート横浜富岡西七丁目店　　　 神奈川県　横浜市金沢区富岡西７丁目３－５　　　　　　　　　

ファミリーマートサンズ東戸塚駅西口店　　 神奈川県　横浜市戸塚区川上町８５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上永谷二丁目店　　　　　 神奈川県　横浜市港南区上永谷２－１６　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート田島屋六角橋店　　　　　 神奈川県　横浜市神奈川区六角橋１－１－３田島屋ビル　　　　

ファミリーマート横浜立場駅店　　　　　　 神奈川県　横浜市泉区中田西１－１－３０　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート中田駅前店　　　　　　　 神奈川県　横浜市泉区中田南３－１－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢佐木町六丁目店　　　 神奈川県　横浜市中区伊勢佐木町６－１４７－１　　　　　　　

ファミリーマート和田屋松影町店　　　　　 神奈川県　横浜市中区松影町１－３－７　　　　　　　　　　　

ファミリーマートネオマイム鶴見東口店　　 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央１－６－１　　　　　　　　　

ファミリーマート鶴見荒立店　　　　　　　 神奈川県　横浜市鶴見区東寺尾５丁目１０－１０　　　　　　　

ファミリーマート井土ヶ谷駅前店　　　　　 神奈川県　横浜市南区井土ケ谷中町１６１　　　　　　　　　　

ファミリーマートシマダ永田北二丁目店　　 神奈川県　横浜市南区永田北２－５３－２０　　　　　　　　　

ファミリーマート新井町店　　　　　　　　 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区新井町４０９－１　　　　　　　　

ファミリーマート海老名総合病院店　　　　 神奈川県　海老名市河原口１３２０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大船駅東口店　　　　　　 神奈川県　鎌倉市大船１－１０－１８　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート大船一丁目店　　　　　　 神奈川県　鎌倉市大船１－２６－３３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大船中央店　　　　　　　 神奈川県　鎌倉市大船１－９－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大船谷之前店　　　　　　 神奈川県　鎌倉市大船字谷之前１７４５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鎌倉長谷店　　　　　　　 神奈川県　鎌倉市長谷１－２０５－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茅ヶ崎円蔵一丁目店　　　 神奈川県　茅ヶ崎市円蔵１－１９－４３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茅ケ崎高田四丁目店　　　 神奈川県　茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０　　　　　　　　　　

ファミリーマート茅ヶ崎小和田三丁目店　　 神奈川県　茅ヶ崎市小和田三丁目４番２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート茅ヶ崎北口店　　　　　　 神奈川県　茅ヶ崎市新栄町５５８１番９他１筆　　　　　　　　

ファミリーマート茅ヶ崎富士見町店　　　　 神奈川県　茅ヶ崎市富士見町６番１０号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木栄町二丁目店　　　　 神奈川県　厚木市栄町２丁目４７２番１（地番）　　　　　　　

ファミリーマート厚木岡田団地店　　　　　 神奈川県　厚木市岡田１－９－１７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木インター店　　　　　 神奈川県　厚木市岡田３２０３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木恩名店　　　　　　　 神奈川県　厚木市恩名４５２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木下荻野北店　　　　　 神奈川県　厚木市下荻野１１７２－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木及川店　　　　　　　 神奈川県　厚木市及川二丁目２３番１８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木もとちょう店　　　　 神奈川県　厚木市元町３－２５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサンズ上依知南店　　　　 神奈川県　厚木市上依知１２９６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木上荻野店　　　　　　 神奈川県　厚木市上荻野２４５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本厚木駅南口店　　　　　 神奈川県　厚木市泉町３－１４東友ビル　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木中町三丁目店　　　　 神奈川県　厚木市中町３－１１－２０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木長谷南店　　　　　　 神奈川県　厚木市長谷６番３４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート厚木飯山店　　　　　　　 神奈川県　厚木市飯山３０８８－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寒川一之宮南店　　　　　 神奈川県　高座郡寒川町一之宮八丁目１１番３７号　　　　　　

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

ファミリーマート寒川大曲店　　　　　　　 神奈川県　高座郡寒川町大曲１－１５－３グレイス石塚　　　　

ファミリーマート葉山町店　　　　　　　　 神奈川県　三浦郡葉山町上山口字大沢２９７６－１　　　　　　

ファミリーマート三崎原町店　　　　　　　 神奈川県　三浦市原町２－２２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三崎口店　　　　　　　　 神奈川県　三浦市初声町三戸字はた２３７－７　　　　　　　　

ファミリーマート小田原駅栄町店　　　　　 神奈川県　小田原市栄町１－１４－５４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小田原駅東口店　　　　　 神奈川県　小田原市栄町１－２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小田原国府津店　　　　　 神奈川県　小田原市国府津２４９４番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート小田原たじま店　　　　　 神奈川県　小田原市田島１１番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート秦野曽屋店　　　　　　　 神奈川県　秦野市曽屋１３３７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート秦野中央店　　　　　　　 神奈川県　秦野市曽屋７－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート秦野運動公園東店　　　　 神奈川県　秦野市曽谷６８７－３５の一部　　　　　　　　　　

ファミリーマート秦野ひらさわ店　　　　　 神奈川県　秦野市平沢２９４番地の２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート逗子山の根店　　　　　　 神奈川県　逗子市山の根１－２－３２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鷺沼駅前店　　　　　　　 神奈川県　川崎市宮前区鷺沼３－１－２０　　　　　　　　　　

ファミリーマート溝口一丁目店　　　　　　 神奈川県　川崎市高津区溝口１－１３－２２　　　　　　　　　

ファミリーマート大島三丁目店　　　　　　 神奈川県　川崎市川崎区大島３丁目１７－１２　　　　　　　　

ファミリーマートなわてや八丁畷店　　　　 神奈川県　川崎市川崎区池田１－１５－５－１０１　　　　　　

ファミリーマート川崎田町店　　　　　　　 神奈川県　川崎市川崎区田町一丁目３－１２　　　　　　　　　

ファミリーマート堰三丁目店　　　　　　　 神奈川県　川崎市多摩区堰３－１０－４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲田堤駅前店　　　　　　 神奈川県　川崎市多摩区菅稲田堤１－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマートよろづや相模大野北口店　 神奈川県　相模原市相模大野３－９－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート相模大野駅前店　　　　　 神奈川県　相模原市相模大野７－１－１０　　　　　　　　　　

ファミリーマート加藤東林間店　　　　　　 神奈川県　相模原市東林間６－１９－１５　　　　　　　　　　

ファミリーマート相武台団地西店　　　　　 神奈川県　相模原市南区新磯野１丁目７９２番１、７９２番２、

ファミリーマート山北町店　　　　　　　　 神奈川県　足柄上郡山北町山北７４１番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート山北平山店　　　　　　　 神奈川県　足柄上郡山北町平山１７８番地１９　　　　　　　　

ファミリーマート大井松田インター南店　　 神奈川県　足柄上郡大井町金子９４番５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大井町上大井店　　　　　 神奈川県　足柄上郡大井町上大井６６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート足柄西大井店　　　　　　 神奈川県　足柄上郡大井町西大井７９１番地３　　　　　　　　

ファミリーマート南林間駅前店　　　　　　 神奈川県　大和市南林間１丁目７－１４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大磯国府本郷店　　　　　 神奈川県　中郡大磯町国府本郷１２５５番１　　　　　　　　　

ファミリーマート湘南二宮店　　　　　　　 神奈川県　中郡二宮町二宮１３５２－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤沢稲荷店　　　　　　　 神奈川県　藤沢市稲荷１－９－２９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート円行二丁目店　　　　　　 神奈川県　藤沢市円行２－１３－１２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート六会日大駅前店　　　　　 神奈川県　藤沢市亀井野２－１－１　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート鵠沼海岸店　　　　　　　 神奈川県　藤沢市鵠沼海岸２－２－１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鵠沼海岸七丁目店　　　　 神奈川県　藤沢市鵠沼海岸七丁目１９番２０号　　　　　　　　

ファミリーマート藤沢石上店　　　　　　　 神奈川県　藤沢市鵠沼石上２－５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート湘南台文化センター前店　 神奈川県　藤沢市湘南台５丁目４－５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤沢石川二丁目店　　　　 神奈川県　藤沢市石川２－１５－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤沢石川五丁目店　　　　 神奈川県　藤沢市石川五丁目９－１９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤沢善行店　　　　　　　 神奈川県　藤沢市善行２丁目１－１　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート辻堂新町三丁目店　　　　 神奈川県　藤沢市辻堂新町３－２－３６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤沢藤が岡店　　　　　　 神奈川県　藤沢市藤が岡１－１１－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤沢駅北口店　　　　　　 神奈川県　藤沢市藤沢４８４－１安田生命藤沢ビル　　　　　　

ファミリーマート藤沢柄沢店　　　　　　　 神奈川県　藤沢市柄沢５９８　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本藤沢六丁目店　　　　　 神奈川県　藤沢市本藤沢６－４３２２－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート南足柄和田河原南店　　　 神奈川県　南足柄市和田河原１３１７番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート平塚おかざき店　　　　　 神奈川県　平塚市岡崎５８０２番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート平塚広川店　　　　　　　 神奈川県　平塚市広川２５６－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート平塚桜ケ丘店　　　　　　 神奈川県　平塚市桜ヶ丘１７７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート平塚湘南銀河大橋店　　　 神奈川県　平塚市四之宮四丁目３番３６号　　　　　　　　　　

ファミリーマート湘南めぐみが丘店　　　　 神奈川県　平塚市上吉沢２２０－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート平塚真田店　　　　　　　 神奈川県　平塚市真田一丁目１４番２７号　　　　　　　　　　

ファミリーマート土屋橋店　　　　　　　　 神奈川県　平塚市土屋字中川原１２７３－１　　　　　　　　　

ファミリーマート平塚片岡店　　　　　　　 神奈川県　平塚市片岡５６番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田上川船河店　　　　　　 新潟県　南蒲原郡田上町大字川船河甲１３５０番地５　　　　　

ファミリーマート高岡清水町店　　　　　　 富山県　高岡市清水町３丁目３２番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高岡三女子店　　　　　　 富山県　高岡市蓮花寺７３８番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート黒部宇奈月店　　　　　　 富山県　黒部市宇奈月町浦山５２２番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート黒部生地漁港前店　　　　 富山県　黒部市飯沢７３１番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート黒部三日市店　　　　　　 富山県　黒部市牧野２０２３番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート射水橋下条店　　　　　　 富山県　射水市橋下条５０８番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート射水太閤山店　　　　　　 富山県　射水市黒河４７３６番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート射水作道店　　　　　　　 富山県　射水市作道３６５番２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小矢部芹川店　　　　　　 富山県　小矢部市芹川１５８番１他４筆　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上市駅前店　　　　　　　 富山県　中新川郡上市町法音寺４０番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート立山大清水店　　　　　　 富山県　中新川郡立山町大清水５１７番地２　　　　　　　　　

ファミリーマート砺波安川店　　　　　　　 富山県　砺波市安川２３５番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート砺波豊町店　　　　　　　 富山県　砺波市豊町一丁目２番２号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート氷見十二町店　　　　　　 富山県　氷見市万尾字出合尻８３４番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山羽根店　　　　　　　 富山県　富山市羽根５１９－２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山金代店　　　　　　　 富山県　富山市金代２４－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山五福店　　　　　　　 富山県　富山市五福３５１８番３３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山向新庄店　　　　　　 富山県　富山市向新庄町６丁目９番３１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山黒瀬北町店　　　　　 富山県　富山市黒瀬北町２丁目１０－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山根塚町店　　　　　　 富山県　富山市根塚町４丁目４番３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山才覚寺店　　　　　　 富山県　富山市才覚寺１２９番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山上赤江店　　　　　　 富山県　富山市上赤江町二丁目１２１９番地１　　　　　　　　

ファミリーマート富山上二杉店　　　　　　 富山県　富山市上大久保１０４１番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山新屋北店　　　　　　 富山県　富山市新屋２３番地１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新根塚町二丁目店　　　　 富山県　富山市新根塚町１－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山新庄本町店　　　　　 富山県　富山市新庄本町一丁目２番３２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山石坂店　　　　　　　 富山県　富山市石坂字長宗２４９４番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山大町店　　　　　　　 富山県　富山市大町字当後割３番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山辰巳町店　　　　　　 富山県　富山市辰巳町二丁目６番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山西インター店　　　　 富山県　富山市池多１４２８番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山中川原店　　　　　　 富山県　富山市中川原４４番地４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山中田店　　　　　　　 富山県　富山市中田一丁目１１番１３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大山町田畠店　　　　　　 富山県　富山市田畠１８９番２他４筆　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山東町店　　　　　　　 富山県　富山市東町２丁目４番１３他５筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山鍋田店　　　　　　　 富山県　富山市鍋田１８番１５号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富山下坂倉店　　　　　　 富山県　富山市婦中町下坂倉１１４番地１　　　　　　　　　　



ファミリーマート富山本郷店　　　　　　　 富山県　富山市本郷町字水懸割１２７番１他４筆　　　　　　　

ファミリーマート富山本町店　　　　　　　 富山県　富山市本町７番２　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートかほく大崎南店　　　　　 石川県　かほく市内日角カ１番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート志賀高浜店　　　　　　　 石川県　羽咋郡志賀町高浜町ヤ１６番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート志賀堀松店　　　　　　　 石川県　羽咋郡志賀町堀松七１番１４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート志賀町土田店　　　　　　 石川県　羽咋郡志賀町矢田四２９番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート志賀町ますほ店　　　　　 石川県　羽咋郡志賀町里本江乙１７９番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽咋今浜店　　　　　　　 石川県　羽咋郡宝達志水町今浜ト１７６－１　　　　　　　　　

ファミリーマート新今浜インター店　　　　 石川県　羽咋郡宝達志水町宿四７５番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽咋杉野屋店　　　　　　 石川県　羽咋郡宝達志水町杉野屋れ９番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート羽咋高校前店　　　　　　 石川県　羽咋市東川原町柳橋１８番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽咋千里浜インター店　　 石川県　羽咋市兵庫町ヨ１８番地７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽咋柳田店　　　　　　　 石川県　羽咋市柳田町七四３番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加賀加茂町店　　　　　　 石川県　加賀市加茂町１１６番２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加賀長谷田店　　　　　　 石川県　加賀市山中温泉長谷田町ロ４２７番地　　　　　　　　

ファミリーマート山代中学校前店　　　　　 石川県　加賀市上野町エ４６番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加賀大聖寺南町店　　　　 石川県　加賀市大聖寺南町ロ２番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加賀南郷町店　　　　　　 石川県　加賀市南郷町レ７０番　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加賀片山津店　　　　　　 石川県　加賀市片山津町巳４４番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本津幡駅前店　　　　　　 石川県　河北郡津幡町字清水チ３７４番地４　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢旭町三丁目店　　　　 石川県　金沢市旭町３丁目１４番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢粟崎店　　　　　　　 石川県　金沢市粟崎町三丁目２９７番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート薬コメヤ金沢武蔵店　　　 石川県　金沢市下堤町３５番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢額新保店　　　　　　 石川県　金沢市額新保２丁目２８４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート窪四丁目店　　　　　　　 石川県　金沢市窪４－４４７　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢高畠一丁目店　　　　 石川県　金沢市高畠一丁目３２３番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢高尾南店　　　　　　 石川県　金沢市高尾南三丁目６１番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢桜田町店　　　　　　 石川県　金沢市桜田町１－２１４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東金沢駅前店　　　　　　 石川県　金沢市三池町１８９番１他３筆　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢諸江町店　　　　　　 石川県　金沢市諸江町下丁４６番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢小坂町店　　　　　　 石川県　金沢市小坂町北１６５番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢新神田店　　　　　　 石川県　金沢市新神田４－５－３５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢松島南店　　　　　　 石川県　金沢市新保本四丁目６５番地７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢二万堂店　　　　　　 石川県　金沢市西泉一丁目１番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢西念三丁目店　　　　 石川県　金沢市西念３丁目３２－１６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢千木町店　　　　　　 石川県　金沢市千木町ル５５　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢専光寺町店　　　　　 石川県　金沢市専光寺町レ４番地１０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢泉野店　　　　　　　 石川県　金沢市泉野町５－６－１４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢増泉三丁目店　　　　 石川県　金沢市増泉３－１５－１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢増泉中央店　　　　　 石川県　金沢市増泉一丁目１９番３２号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢大桑店　　　　　　　 石川県　金沢市大桑二丁目４２番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢みなと店　　　　　　 石川県　金沢市大野町四丁目ヲ３１番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢稚日野店　　　　　　 石川県　金沢市稚日野町北１９番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢安原店　　　　　　　 石川県　金沢市中屋２丁目８３番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート長土塀店　　　　　　　　 石川県　金沢市長土塀２－５－３１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢田上店　　　　　　　 石川県　金沢市田上第五土地区画整理地７街区１０　　　　　　

ファミリーマート金沢田上の里店　　　　　 石川県　金沢市田上町３０街区４－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢東力店　　　　　　　 石川県　金沢市東力２丁目１４８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢入江一丁目店　　　　 石川県　金沢市入江１丁目１４８番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢八田町店　　　　　　 石川県　金沢市八田町東８９６番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢疋田店　　　　　　　 石川県　金沢市疋田二丁目１２３番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢百坂店　　　　　　　 石川県　金沢市百坂町ニ２３番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢伏見新町店　　　　　 石川県　金沢市伏見新町３３７番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢福久店　　　　　　　 石川県　金沢市福久町ホ６１番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢駅西口店　　　　　　 石川県　金沢市北安江一丁目２番１５号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢菊川店　　　　　　　 石川県　金沢市本多町一丁目１８番３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢木材団地店　　　　　 石川県　金沢市湊２丁目１１４番地２５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢無量寺店　　　　　　 石川県　金沢市無量寺第二土地区画整理事業地区１０街区２４番

ファミリーマート金沢木曳野店　　　　　　 石川県　金沢市木曳野土地区画整理事業３３街区４６０　　　　



ファミリーマート金沢問屋町二丁目店　　　 石川県　金沢市問屋町二丁目１５番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢野田店　　　　　　　 石川県　金沢市野田町６９街区１３番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート金沢涌波店　　　　　　　 石川県　金沢市涌波１丁目６番２７号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鹿島バイパス店　　　　　 石川県　鹿島郡中能登町最勝講る４９番他７筆　　　　　　　　

ファミリーマート鹿島能登部店　　　　　　 石川県　鹿島郡中能登町能登部上ヲ部９４番地　　　　　　　　

ファミリーマート七尾国分町店　　　　　　 石川県　七尾市国分町シ７番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート七尾川原町店　　　　　　 石川県　七尾市川原町２０番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート七尾中島町店　　　　　　 石川県　七尾市中島町中島丙部２９番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート七尾藤橋町店　　　　　　 石川県　七尾市藤橋町申４７－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート七尾白馬店　　　　　　　 石川県　七尾市白馬町９番地１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート七尾飯川店　　　　　　　 石川県　七尾市飯川町け部６４番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート七尾矢田新町店　　　　　 石川県　七尾市矢田新町ハ３１番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート珠洲飯田店　　　　　　　 石川県　珠洲市野々江町シの部８５番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート珠洲野々江店　　　　　　 石川県　珠洲市野々江町ワの部６６番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松園町東店　　　　　　 石川県　小松市園町二４２番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松沖町店　　　　　　　 石川県　小松市沖町周辺区画整理事業施工地区内１街区１５　　

ファミリーマート小松河田町店　　　　　　 石川県　小松市河田町丙３３番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松額見町店　　　　　　 石川県　小松市額見町工業団地４番４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート軽海店　　　　　　　　　 石川県　小松市軽海町ナ５１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松向本折町店　　　　　 石川県　小松市向本折町ハ３６番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松今江店　　　　　　　 石川県　小松市今江町９丁目２０１番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松若杉町店　　　　　　 石川県　小松市若杉町一丁目６８番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松千木野店　　　　　　 石川県　小松市千木野町と９３番地７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松長崎町店　　　　　　 石川県　小松市長崎町３丁目１０６番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松平面店　　　　　　　 石川県　小松市平面町カ８１番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松矢田野店　　　　　　 石川県　小松市矢田野町へ２１番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野々市新庄六丁目店　　　 石川県　石川郡野々市町新庄６丁目４０３　　　　　　　　　　

ファミリーマート手取あおう店　　　　　　 石川県　能美市粟生町ネ５０番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート能美佐野店　　　　　　　 石川県　能美市佐野町ハ３番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート能美大成南店　　　　　　 石川県　能美市大成町ト３２番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート能美道林店　　　　　　　 石川県　能美市道林町ヘ４５番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート白山新田町店　　　　　　 石川県　白山市新田町２６９番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート白山徳丸店　　　　　　　 石川県　白山市徳丸町６６番地３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート白山美川中町店　　　　　 石川県　白山市美川中町イ４３番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート白山福留店　　　　　　　 石川県　白山市福留町５３０番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート穴水インター店　　　　　 石川県　鳳珠郡穴水町字此木八４２番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート穴水東町店　　　　　　　 石川県　鳳珠郡穴水町字川島ア１６番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート穴水川島店　　　　　　　 石川県　鳳珠郡穴水町字川島キ１０２番地３　　　　　　　　　

ファミリーマート能登松波店　　　　　　　 石川県　鳳珠郡能登町字松波弐六字４０番地１　　　　　　　　

ファミリーマート能登柳田店　　　　　　　 石川県　鳳珠郡能登町字天坂ろ１９番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野々市新庄四丁目店　　　 石川県　野々市市新庄４丁目４５番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野々市堀内三丁目店　　　 石川県　野々市市堀内三丁目２９番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野々市矢作二丁目店　　　 石川県　野々市市矢作２丁目１２８番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート輪島横地町店　　　　　　 石川県　輪島市横地町１－２－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート輪島河井店　　　　　　　 石川県　輪島市河井町六部８８番地７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート輪島宅田店　　　　　　　 石川県　輪島市宅田町１５７番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート輪島中段店　　　　　　　 石川県　輪島市中段町長口３番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートあわら国影店　　　　　　 福井県　あわら市国影３６字松ノ内山１０６番　　　　　　　　

ファミリーマートあわら舟津店　　　　　　 福井県　あわら市舟津７６字９番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート粟田部店　　　　　　　　 福井県　越前市粟田部町２－６－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート武生中央公園前店　　　　 福井県　越前市高瀬２丁目２－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート越前小松店　　　　　　　 福井県　越前市小松二丁目６番６号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上太田店　　　　　　　　 福井県　越前市上太田町１３字三ノ町３番３他４筆　　　　　　

ファミリーマート越前大虫店　　　　　　　 福井県　越前市上太田町第５０号４番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート越前西尾町店　　　　　　 福井県　越前市西尾町第５１号６６番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート越前向陽店　　　　　　　 福井県　越前市塚原町第２５号１２番地５　　　　　　　　　　

ファミリーマート三国駅北口店　　　　　　 福井県　坂井市三国町北本町１丁目１７１－４　　　　　　　　

ファミリーマート鯖江住吉町一丁目店　　　 福井県　鯖江市住吉町１丁目１番２２－１　　　　　　　　　　

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



ファミリーマート鯖江新横江店　　　　　　 福井県　鯖江市新横江一丁目１番３５号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鯖江中野町店　　　　　　 福井県　鯖江市中野町２５７－８－１１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鯖江河和田店　　　　　　 福井県　鯖江市片山町第１号１０番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鯖江北野町店　　　　　　 福井県　鯖江市北野町１２－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上中三宅店　　　　　　　 福井県　三方上中郡若狭町三宅８０－３５－１　　　　　　　　

ファミリーマート勝山荒土町店　　　　　　 福井県　勝山市荒土町松ヶ崎３字滝ヶ原１１５　　　　　　　　

ファミリーマート小浜駅前店　　　　　　　 福井県　小浜市駅前町２１号四反５番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大野中挾店　　　　　　　 福井県　大野市中挾３丁目９１３番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート敦賀結城町店　　　　　　 福井県　敦賀市結城町９番１０号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート敦賀和久野店　　　　　　 福井県　敦賀市公文名５号２０－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福井高木中央店　　　　　 福井県　福井市高木中央１丁目２４０６番　　　　　　　　　　

ファミリーマート福井高柳一丁目店　　　　 福井県　福井市高柳１丁目９１２番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福井みゆき店　　　　　　 福井県　福井市城東四丁目２番１号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福井森田中学校前店　　　 福井県　福井市石盛町森田北東部土地区画整理事業６８街区２番

ファミリーマート福井大宮二丁目店　　　　 福井県　福井市大宮二丁目２８番１８号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福井飯塚町店　　　　　　 福井県　福井市飯塚町１２字堤ノ本１０７　　　　　　　　　　

ファミリーマート塩山小屋敷店　　　　　　 山梨県　甲州市塩山小屋敷１６５１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲州塩山店　　　　　　　 山梨県　甲州市塩山西広門田３５３番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲斐双葉塩崎店　　　　　 山梨県　甲斐市下今井３４　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲斐双葉龍地店　　　　　 山梨県　甲斐市龍地４６２７－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府下石田店　　　　　　 山梨県　甲府市下石田２丁目１１番５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府丸の内三丁目店　　　 山梨県　甲府市丸の内３丁目５－２０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府宮前町店　　　　　　 山梨県　甲府市宮前町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府向町店　　　　　　　 山梨県　甲府市向町１７２－６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府荒川店　　　　　　　 山梨県　甲府市荒川２－１０１４－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府貢川店　　　　　　　 山梨県　甲府市貢川本町１１－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート山梨学院大学前店　　　　 山梨県　甲府市国玉町１２６７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府市場西店　　　　　　 山梨県　甲府市国母６丁目２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府酒折店　　　　　　　 山梨県　甲府市酒折１－４－１７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府住吉店　　　　　　　 山梨県　甲府市住吉５－１－１８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小瀬公園通り店　　　　　 山梨県　甲府市小瀬３３５　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府上町店　　　　　　　 山梨県　甲府市上町３２２－２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府城東三丁目店　　　　 山梨県　甲府市城東３－１５－１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府城東一丁目店　　　　 山梨県　甲府市城東一丁目１８７番１他２筆　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府千塚店　　　　　　　 山梨県　甲府市千塚３－４－２１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府大里店　　　　　　　 山梨県　甲府市大里町５３０７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府中央二丁目店　　　　 山梨県　甲府市中央２丁目４０３番２他２筆　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府中央店　　　　　　　 山梨県　甲府市中央一丁目１２番１９号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府中小河原店　　　　　 山梨県　甲府市中小河原町５９１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府平和通り南店　　　　 山梨県　甲府市中町字大カサ４７０番２他１筆　　　　　　　　

ファミリーマート甲府朝気店　　　　　　　 山梨県　甲府市朝気３丁目１４－１７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府富竹店　　　　　　　 山梨県　甲府市富竹１丁目３５７－１１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宝一丁目店　　　　　　　 山梨県　甲府市宝１丁目２３６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府里吉店　　　　　　　 山梨県　甲府市里吉２－９－２３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府緑ケ丘店　　　　　　 山梨県　甲府市緑が丘一丁目１８７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府和戸店　　　　　　　 山梨県　甲府市和戸町７９９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大月インター店　　　　　 山梨県　大月市大月町花咲字フタタ１６５２－１　　　　　　　

ファミリーマート田富リバーサイド店　　　 山梨県　中央市山之神３６２３－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府昭和インター北店　　 山梨県　中巨摩郡昭和町清水新居１５０５　　　　　　　　　　

ファミリーマート昭和国母店　　　　　　　 山梨県　中巨摩郡昭和町西条４１９－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲府昭和店　　　　　　　 山梨県　中巨摩郡昭和町西条５０３７番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート昭和バイパス店　　　　　 山梨県　中巨摩郡昭和町西条字穴田１６９２番２、他５筆　　　

ファミリーマート昭和町飯喰店　　　　　　 山梨県　中巨摩郡昭和町飯喰１８２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田富東花輪店　　　　　　 山梨県　中巨摩郡田富町東花輪１７８３－１　　　　　　　　　

ファミリーマート田富布施店　　　　　　　 山梨県　中巨摩郡田富町布施２３２７－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート笛吹一宮店　　　　　　　 山梨県　笛吹市一宮町東原２６５－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート石和窪中島店　　　　　　 山梨県　笛吹市窪中島９７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート石和町市部店　　　　　　 山梨県　笛吹市石和町市部７８９－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート都留インター店　　　　　 山梨県　都留市つる１丁目１４６４番１、他３筆　　　　　　　



ファミリーマートかぶとや都留店　　　　　 山梨県　都留市四日市場７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート都留文科大入口店　　　　 山梨県　都留市田原４－６１２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南アルプス荊沢店　　　　 山梨県　南アルプス市荊沢２８１－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南アルプス古市場店　　　 山梨県　南アルプス市古市場８５４－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南アルプス小笠原店　　　 山梨県　南アルプス市小笠原３４４－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南アルプス藤田店　　　　 山梨県　南アルプス市藤田２３４９－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南アルプス野牛島店　　　 山梨県　南アルプス市野牛島字新見屋敷１８２８－１　　　　　

ファミリーマート富沢店　　　　　　　　　 山梨県　南巨摩郡富沢町万沢１６２９－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート西桂富士みち店　　　　　 山梨県　南都留郡西桂町小沼２７３０－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート西桂小沼店　　　　　　　 山梨県　南都留郡西桂町小沼８９２－１他４筆　　　　　　　　

ファミリーマート河口湖フォレストモール前 山梨県　南都留郡富士河口湖町小立４５２３－１　　　　　　　

ファミリーマート河口湖駅西店　　　　　　 山梨県　南都留郡富士河口湖町船津３４３３－１　　　　　　　

ファミリーマート河口湖船津店　　　　　　 山梨県　南都留郡富士河口湖町船津３９２－１　　　　　　　　

ファミリーマート韮崎桐ノ木店　　　　　　 山梨県　韮崎市中田町小田川１０３４－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート韮崎インター西店　　　　 山梨県　韮崎市藤井町南下條２７３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートかぶとや赤富士通り店　　 山梨県　富士吉田市上吉田３６４４－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上吉田昭和通り店　　　　 山梨県　富士吉田市上吉田９０４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士吉田寿駅東店　　　　 山梨県　富士吉田市上暮地１丁目４１８４番１他５筆　　　　　

ファミリーマートおひめ坂通り店　　　　　 山梨県　富士吉田市竜ケ丘２丁目９０２番２　　　　　　　　　

ファミリーマート長坂駅前店　　　　　　　 山梨県　北杜市長坂町長坂上条２４９３－４　　　　　　　　　

ファミリーマート北杜長坂日野春店　　　　 山梨県　北杜市長坂町富岡９７番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安曇野吉野店　　　　　　 長野県　安曇野市豊科４２０４番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安曇野下鳥羽店　　　　　 長野県　安曇野市豊科８７７番２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安曇野真々部店　　　　　 長野県　安曇野市豊科高家５５８４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡあづみ烏川店　　　　 長野県　安曇野市堀金烏川２７６４番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡいな竜東店　　　　　 長野県　伊那市境１５８８－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡいな店　　　　　　　 長野県　伊那市荒井３６７０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ西箕輪店　　　　　　 長野県　伊那市西箕輪６５７９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡谷山下町店　　　　　　 長野県　岡谷市山下町１丁目８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡谷神明町店　　　　　　 長野県　岡谷市神明町四丁目５１番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡谷湊湖畔店　　　　　　 長野県　岡谷市湊五丁目１番７号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート喬木阿島店　　　　　　　 長野県　下伊那郡喬木村９４４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高森下市田店　　　　　　 長野県　下伊那郡高森町下市田６７８番１　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ高森フルーツライン店 長野県　下伊那郡高森町牛牧１３２－１　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマートちの本田店　　　　　　　 長野県　茅野市ちの２６７４番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茅野神之原西店　　　　　 長野県　茅野市玉川２２９６番地６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茅野本町東店　　　　　　 長野県　茅野市本町東７－５５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡこまがね店　　　　　 長野県　駒ヶ根市飯坂１丁目１５３７１－８　　　　　　　　　

ファミリーマート佐久猿久保店　　　　　　 長野県　佐久市猿久保字前原７７８番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐久一本柳店　　　　　　 長野県　佐久市岩村田１８２４－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐久取出町店　　　　　　 長野県　佐久市取出町２０７－１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐久小田井店　　　　　　 長野県　佐久市小田井８６４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐久中込店　　　　　　　 長野県　佐久市中込１丁目７番４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐久塚原店　　　　　　　 長野県　佐久市塚原２８８番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松本梓川店　　　　　　　 長野県　松本市梓川倭２１０６－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートコスコ寿店　　　　　　　 長野県　松本市寿中１丁目８－２５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寿小赤店　　　　　　　　 長野県　松本市寿南１丁目３７番１８号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松本芳川村井店　　　　　 長野県　松本市村井町南２－１－３２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松本笹賀店　　　　　　　 長野県　松本市大字笹賀７０３７番地４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート塩尻北インター店　　　　 長野県　松本市芳川村井町１７１７－６　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ小野たのめ店　　　　 長野県　上伊那郡辰野町大字小野１２９０－３０　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ平出店　　　　　　　 長野県　上伊那郡辰野町大字平出１５０７－１　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ中川店　　　　　　　 長野県　上伊那郡中川村片桐３９９６番地１　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ大芝高原店　　　　　 長野県　上伊那郡南箕輪村字大芝原２３８０番１２５０　　　　

ファミリーマートＪＡいいじま店　　　　　 長野県　上伊那郡飯島町飯島１７９３番地７　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ伊北インター店　　　 長野県　上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５４２　　　　　　　　　

ファミリーマート飯綱町塩ノ入店　　　　　 長野県　上水内郡飯綱町大字普光寺字土手裏２９９番地２　　　

ファミリーマート上田下之郷店　　　　　　 長野県　上田市下之郷３６３番地１０　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート上田三好町店　　　　　　 長野県　上田市御所１９６－１１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上田上丸子店　　　　　　 長野県　上田市上丸子１４６２番地８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上田常田一丁目店　　　　 長野県　上田市常田１丁目１６９９－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上田東高校前店　　　　　 長野県　上田市常田三丁目９－１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上田長瀬店　　　　　　　 長野県　上田市長瀬３０６４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上田天神店　　　　　　　 長野県　上田市天神一丁目１８４７番地８　　　　　　　　　　

ファミリーマート上田踏入二丁目店　　　　 長野県　上田市踏入二丁目６６５番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上田保野店　　　　　　　 長野県　上田市保野１９１番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート信州坂城店　　　　　　　 長野県　埴科郡坂城町大字坂城６７６０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート諏訪南インター店　　　　 長野県　諏訪郡富士見町２６４－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート諏訪高島店　　　　　　　 長野県　諏訪市高島一丁目１２８６番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート上諏訪駅前店　　　　　　 長野県　諏訪市諏訪１丁目２－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート諏訪四賀店　　　　　　　 長野県　諏訪市大字四賀６６２番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート須坂臥竜店　　　　　　　 長野県　須坂市臥竜５丁目３３５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千曲あんずの里店　　　　 長野県　千曲市大字屋代字七ツ石３９番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート千曲若宮店　　　　　　　 長野県　千曲市大字若宮１４３１－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡ大北大町運動公園店　 長野県　大町市大字常盤５６２５番地１８　　　　　　　　　　

ファミリーマート大町合庁前店　　　　　　 長野県　大町市大字大町１０８６番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大町大原店　　　　　　　 長野県　大町市大町５９２６－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中野東吉田店　　　　　　 長野県　中野市大字吉田６８４番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート信州中野江部店　　　　　 長野県　中野市大字江部１３３４番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中野一本木公園南店　　　 長野県　中野市大字中野１８４６番２、他１筆　　　　　　　　

ファミリーマート長野下氷鉋店　　　　　　 長野県　長野市下氷鉋一丁目１３７７番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート長野水沢上庭店　　　　　 長野県　長野市水沢上庭土地区画整理事業地内８街区　　　　　

ファミリーマート長野川中島御厨店　　　　 長野県　長野市川中島町御厨６２９番地４　　　　　　　　　　

ファミリーマート長野三輪荒屋店　　　　　 長野県　長野市大字三輪１１６９番４　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート長野若槻大通り店　　　　 長野県　長野市徳間１丁目２７－２３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート長野アップルライン店　　 長野県　長野市豊野町浅野１４８８番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東御乙女平店　　　　　　 長野県　東御市加沢１４２２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東御和店　　　　　　　　 長野県　東御市和字西田１５３６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート信州天竜峡店　　　　　　 長野県　飯田市下瀬３８７番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯田山本店　　　　　　　 長野県　飯田市山本３９６番２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯田松尾新井店　　　　　 長野県　飯田市松尾新井６７５５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上郷中央店　　　　　　　 長野県　飯田市上郷黒田２０７８番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯田上郷黒田店　　　　　 長野県　飯田市上郷黒田３１５６番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯田上殿岡店　　　　　　 長野県　飯田市上殿岡５８２番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯田中村店　　　　　　　 長野県　飯田市中村１５４０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯田鼎切石店　　　　　　 長野県　飯田市鼎切石４６５７番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート飯田鼎名子熊店　　　　　 長野県　飯田市鼎名子熊２５１７番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北安曇池田店　　　　　　 長野県　北安曇郡池田町大字池田２５２１番地１　　　　　　　

ファミリーマートヤオトク軽井沢店　　　　 長野県　北佐久郡軽井沢町軽井沢東１９５番　　　　　　　　　

ファミリーマート神戸町横井店　　　　　　 岐阜県　安八郡神戸町大字横井５４１番地の１　　　　　　　　

ファミリーマート神戸川西店　　　　　　　 岐阜県　安八郡神戸町大字川西４６番地の３　　　　　　　　　

ファミリーマート輪之内町店　　　　　　　 岐阜県　安八郡輪之内町四郷字新開２４３番　　　　　　　　　

ファミリーマート岐南店　　　　　　　　　 岐阜県　羽鳥郡岐南町八剣北５丁目１１７　　　　　　　　　　

ファミリーマート笠松みなみ店　　　　　　 岐阜県　羽島郡笠松町田代字神明４３９番地　　　　　　　　　

ファミリーマート岐南薬師寺店　　　　　　 岐阜県　羽島郡岐南町薬師寺四丁目８番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽島牧野店　　　　　　　 岐阜県　羽島市江吉良町字牧野郷中１２８７番１　　　　　　　

ファミリーマート岐阜羽島インター店　　　 岐阜県　羽島市上中町長間字十二割１８９４　　　　　　　　　

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

ファミリーマート御嵩上恵土店　　　　　　 岐阜県　可児郡御嵩町上恵土１２６３番地６　　　　　　　　　

ファミリーマート可児御嵩町店　　　　　　 岐阜県　可児郡御嵩町中字四万堂１８９５番地の１　　　　　　

ファミリーマート可児下切店　　　　　　　 岐阜県　可児市下切字青木２０７０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート可児柿田店　　　　　　　 岐阜県　可児市柿田８０８－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート可児桜町店　　　　　　　 岐阜県　可児市広見字常盤１６４４－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート可児坂戸北店　　　　　　 岐阜県　可児市坂戸６１９番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート可児大森店　　　　　　　 岐阜県　可児市大森字鳩討１０８７番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート可児工業団地店　　　　　 岐阜県　可児市姫ヶ丘２－１５　　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート各務原にんじん通店　　　 岐阜県　各務原市鵜沼各務原町６丁目８９－１　　　　　　　　

ファミリーマート各務原市民プール前店　　 岐阜県　各務原市鵜沼小伊木町４丁目１６８番地２　　　　　　

ファミリーマートうぬま朝日町店　　　　　 岐阜県　各務原市鵜沼朝日町四丁目１番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート各務原三井東店　　　　　 岐阜県　各務原市三井東町一丁目１４４番１　　　　　　　　　

ファミリーマート各務原上戸店　　　　　　 岐阜県　各務原市上戸町二丁目２０番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート各務原大橋店　　　　　　 岐阜県　各務原市上中屋町四丁目１９７番地　　　　　　　　　

ファミリーマート各務原成清店　　　　　　 岐阜県　各務原市成清町１丁目３０－２　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート岐阜基地店　　　　　　　 岐阜県　各務原市那加官有地無番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート関しもうち店　　　　　　 岐阜県　関市下有知１１８８番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岐阜下西郷店　　　　　　 岐阜県　岐阜市下西郷２丁目１５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岐阜こがね店　　　　　　 岐阜県　岐阜市金町一丁目３番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岐阜中店　　　　　　　　 岐阜県　岐阜市中二丁目１２５番地の３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岐阜長良公園前店　　　　 岐阜県　岐阜市長良東１丁目５１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高鷲インター店　　　　　 岐阜県　郡上市高鷲町大鷲９７０番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート郡上愛宕店　　　　　　　 岐阜県　郡上市八幡町島谷１２０番地６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート恵那やまおか店　　　　　 岐阜県　恵那市山岡町上手向字石平前１８４番地２　　　　　　

ファミリーマート恵那大崎店　　　　　　　 岐阜県　恵那市長島町中野神田２５７－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート高山駅前店　　　　　　　 岐阜県　高山市花里町６－３８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高山桐生町店　　　　　　 岐阜県　高山市桐生町５－２２１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高山江名子店　　　　　　 岐阜県　高山市江名子町４８７番地１３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高山上岡本町店　　　　　 岐阜県　高山市上岡本町３丁目３２６番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート高山しんぐう店　　　　　 岐阜県　高山市新宮町１６２０番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高山西之一色店　　　　　 岐阜県　高山市西之一色町２－１２２－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート高山総和町店　　　　　　 岐阜県　高山市総和町２－６０－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート山県高富店　　　　　　　 岐阜県　山県市大字高木字阿原１４８１番　　　　　　　　　　

ファミリーマート瑞穂稲里店　　　　　　　 岐阜県　瑞穂市稲里３５８番地４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瑞浪上野店　　　　　　　 岐阜県　瑞浪市上野町２丁目１３９番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瑞浪土岐町店　　　　　　 岐阜県　瑞浪市土岐町字沢跨６９８６－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート瑞浪小田店　　　　　　　 岐阜県　瑞浪市南小田町一丁目２番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多治見坂上町店　　　　　 岐阜県　多治見市坂上町七中目４８番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多治見小泉町店　　　　　 岐阜県　多治見市小泉町８丁目１００　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多治見小名田店　　　　　 岐阜県　多治見市小名田町１－７－１　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート多治見池田町店　　　　　 岐阜県　多治見市池田町９丁目３７番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート多治見明和町店　　　　　 岐阜県　多治見市明和町２丁目７７番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上石津牧田店　　　　　　 岐阜県　大垣市上石津町牧田２１２９番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート大垣築捨町店　　　　　　 岐阜県　大垣市築捨町３丁目２４番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中津川茄子川店　　　　　 岐阜県　中津川市茄子川字津戸井１７３６－１　　　　　　　　

ファミリーマート中津川手賀野店　　　　　 岐阜県　中津川市手賀野字円通寺４２０－１　　　　　　　　　

ファミリーマート中津川苗木店　　　　　　 岐阜県　中津川市苗木字室屋７４９１番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート土岐泉西山町店　　　　　 岐阜県　土岐市泉西山町１丁目２０番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土岐インター店　　　　　 岐阜県　土岐市泉東窯町３丁目７０番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート土岐泉店　　　　　　　　 岐阜県　土岐市泉明治町５　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土岐朝日町店　　　　　　 岐阜県　土岐市肥田浅野朝日町二丁目２２番地　　　　　　　　

ファミリーマート肥田店　　　　　　　　　 岐阜県　土岐市肥田町肥田字西島２３１６－１　　　　　　　　

ファミリーマート飛騨古川店　　　　　　　 岐阜県　飛騨市古川町杉崎字中藪１０１２－１　　　　　　　　

ファミリーマート美濃加茂加茂川町店　　　 岐阜県　美濃加茂市加茂川町一丁目字若宮３０３０番１３　　　

ファミリーマート美濃加茂いなべ店　　　　 岐阜県　美濃加茂市加茂野町稲辺６９５番地１　　　　　　　　

ファミリーマート美濃加茂富加店　　　　　 岐阜県　美濃加茂市加茂野町市橋１０３５－１　　　　　　　　

ファミリーマート美濃加茂加茂野店　　　　 岐阜県　美濃加茂市加茂野町木野４６８番地２１　　　　　　　

ファミリーマート美濃加茂西町店　　　　　 岐阜県　美濃加茂市西町四丁目３３番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート美濃加茂中富町店　　　　 岐阜県　美濃加茂市中富町一丁目８番３２号　　　　　　　　　

ファミリーマート真正町店　　　　　　　　 岐阜県　本巣郡真正町軽海９６９－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本巣上真桑店　　　　　　 岐阜県　本巣市上真桑２０８９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本巣天神前店　　　　　　 岐阜県　本巣市政田字天神前１０４３番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート本巣曽井中島店　　　　　 岐阜県　本巣市曽井中島字居住２１４７番地１　　　　　　　　

ファミリーマート本巣文殊店　　　　　　　 岐阜県　本巣市文殊字村前８３８番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート揖斐川市場店　　　　　　 岐阜県　揖斐郡揖斐川町市場８６４番地１　　　　　　　　　　



ファミリーマート宇佐美桜田店　　　　　　 静岡県　伊東市宇佐美桜田１６０２－１２・１６０３－１０　　

ファミリーマート伊東いっぺき湖店　　　　 静岡県　伊東市吉田字カラス洞８２３番３　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊東川奈店　　　　　　　 静岡県　伊東市川奈字一本松１２５９番６２　　　　　　　　　

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

ファミリーマート伊豆の国守木店　　　　　 静岡県　伊豆の国市守木８４４－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート韮山中條店　　　　　　　 静岡県　伊豆の国市中條４０６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート修善寺温泉店　　　　　　 静岡県　伊豆市修善寺６５６番地１０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート修善寺駅北口店　　　　　 静岡県　伊豆市柏久保字新町１２９７番１、１２９８番　　　　

ファミリーマート下田白浜店　　　　　　　 静岡県　下田市白浜２７３７－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート河津笹原店　　　　　　　 静岡県　賀茂郡河津町笹原字久保７２番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート掛川西町店　　　　　　　 静岡県　掛川市掛川６０８－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート掛川成滝店　　　　　　　 静岡県　掛川市宮脇一丁目１８番地の１５　　　　　　　　　　

ファミリーマート掛川柳町店　　　　　　　 静岡県　掛川市柳町１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート菊川加茂北店　　　　　　 静岡県　菊川市加茂５７９番地の１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート菊川東横地店　　　　　　 静岡県　菊川市東横地１６０３番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート湖西古見店　　　　　　　 静岡県　湖西市古見７７７－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居中之郷店　　　　　　 静岡県　湖西市新居町中之郷８３６番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート湖西梅田店　　　　　　　 静岡県　湖西市梅田４７６番地３４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御殿場印野店　　　　　　 静岡県　御殿場市印野１７４４－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御殿場古沢店　　　　　　 静岡県　御殿場市古沢８０６番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御殿場新橋南店　　　　　 静岡県　御殿場市新橋１７４４番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御殿場新橋店　　　　　　 静岡県　御殿場市新橋１８７８－１他６筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート御殿場川島田南店　　　　 静岡県　御殿場市川島田１０５８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御殿場中畑店　　　　　　 静岡県　御殿場市中畑５２８－４１他３筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート御殿場二枚橋店　　　　　 静岡県　御殿場市二枚橋２３９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御殿場永原店　　　　　　 静岡県　御殿場市萩原１５４０番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三島加茂川店　　　　　　 静岡県　三島市加茂川町１２－４８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三島中島店　　　　　　　 静岡県　三島市中島９５－１５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三島長伏店　　　　　　　 静岡県　三島市長伏５７番１５他　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三島梅名店　　　　　　　 静岡県　三島市梅名２８５－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清水町伏見店　　　　　　 静岡県　駿東郡清水町伏見５９６－１６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート長泉町鮎壺店　　　　　　 静岡県　駿東郡長泉町下土狩１０２６番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津岡一色店　　　　　　 静岡県　沼津市岡一色３７４－１他１４筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津岡一色南店　　　　　 静岡県　沼津市岡一色４４－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津下河原町店　　　　　 静岡県　沼津市下河原町３１番１他９筆　　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津下香貫店　　　　　　 静岡県　沼津市下香貫字島郷２９７３番６　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津港前店　　　　　　　 静岡県　沼津市春日町７－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津沼北町店　　　　　　 静岡県　沼津市沼北町一丁目１番１号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津西間門店　　　　　　 静岡県　沼津市西間門２９番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津西沢田店　　　　　　 静岡県　沼津市西沢田３６６番地の１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート沼津北高島町店　　　　　 静岡県　沼津市北高島町６番２８号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大井川中学校前店　　　　 静岡県　焼津市下江留３００番地の１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート焼津高新田店　　　　　　 静岡県　焼津市高新田６０２番地の１　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート焼津大覚寺店　　　　　　 静岡県　焼津市大覚寺二丁目１１番地の７　　　　　　　　　　

ファミリーマート焼津中根新田店　　　　　 静岡県　焼津市中根新田１５１０－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート焼津道原店　　　　　　　 静岡県　焼津市道原８９６　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート焼津港店　　　　　　　　 静岡県　焼津市本町一丁目１５番１０号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大井川利右衛門店　　　　 静岡県　焼津市利右衛門１２２８番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉田川尻店　　　　　　　 静岡県　榛原郡吉田町川尻２７５２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート裾野せぎ原店　　　　　　 静岡県　裾野市伊豆島田５０７番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート裾野深良店　　　　　　　 静岡県　裾野市深良字社口前２６３３－４他１１筆　　　　　　

ファミリーマート静岡羽鳥六丁目店　　　　 静岡県　静岡市葵区羽鳥六丁目１８番３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡沓谷五丁目店　　　　 静岡県　静岡市葵区沓谷五丁目５５番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡車町店　　　　　　　 静岡県　静岡市葵区車町４６　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡城東町店　　　　　　 静岡県　静岡市葵区城東町６５－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡新間店　　　　　　　 静岡県　静岡市葵区新間１１９番地の５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬名中央店　　　　　　　 静岡県　静岡市葵区瀬名１－１６－２３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南瀬名店　　　　　　　　 静岡県　静岡市葵区瀬名川一丁目３４番２外５筆　　　　　　　



ファミリーマート静岡瀬名川店　　　　　　 静岡県　静岡市葵区瀬名川二丁目２８番４５号　　　　　　　　

ファミリーマート静岡千代一丁目店　　　　 静岡県　静岡市葵区千代１丁目３６７番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡千代店　　　　　　　 静岡県　静岡市葵区千代二丁目１６－５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡新足久保店　　　　　 静岡県　静岡市葵区足久保口組１３６番１他　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡大岩二丁目店　　　　 静岡県　静岡市葵区大岩二丁目１番２２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート杏林堂静岡鷹匠店　　　　 静岡県　静岡市葵区鷹匠２丁目１６－７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡二番町店　　　　　　 静岡県　静岡市葵区二番町８番１８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡平和一丁目店　　　　 静岡県　静岡市葵区平和１丁目１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡北店　　　　　　　　 静岡県　静岡市葵区北３３５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡北安東店　　　　　　 静岡県　静岡市葵区北安東四丁目５番２２号　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡牧ヶ谷店　　　　　　 静岡県　静岡市葵区牧ヶ谷２０９５－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡有永店　　　　　　　 静岡県　静岡市葵区有永字前田３－３（地番）　　　　　　　　

ファミリーマート静岡竜南通り店　　　　　 静岡県　静岡市葵区竜南１－１６－２５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下川原一丁目店　　　　　 静岡県　静岡市駿河区下川原１－７－３２　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡長田店　　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区丸子新田３７９番１外４筆　　　　　　　

ファミリーマート静岡曲金南店　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区曲金五丁目６番２３号　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡曲金六丁目店　　　　 静岡県　静岡市駿河区曲金六丁目３番３３号　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡用宗店　　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区広野三丁目２９番１３号　　　　　　　　

ファミリーマート静岡手越原店　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区手越原６６番地の１　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡寿町店　　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区寿町２０－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡小鹿店　　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区小鹿２丁目３１－２９　　　　　　　　　

ファミリーマート小鹿店　　　　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区小鹿８６－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡吉野町店　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区新川一丁目１番２８号　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡西島店　　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区西島１１８番地の１　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡大谷店　　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区大谷２－１４－５５　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡大坪南店　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区大坪町４－３２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡中吉田店　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区中吉田４６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡中島店　　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区中島９２５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡登呂六丁目店　　　　 静岡県　静岡市駿河区登呂六丁目１番１１号　　　　　　　　　

ファミリーマート静岡有明西店　　　　　　 静岡県　静岡市駿河区八幡５丁目３３番１他１筆　　　　　　　

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

ファミリーマート清水庵原町店　　　　　　 静岡県　静岡市清水区庵原町字流田１４６番３　　　　　　　　

ファミリーマート押切北店　　　　　　　　 静岡県　静岡市清水区押切２０７３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蒲原バイパス店　　　　　 静岡県　静岡市清水区蒲原５３４２番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート清水吉川店　　　　　　　 静岡県　静岡市清水区吉川８７４番地の１　　　　　　　　　　

ファミリーマート興津中町店　　　　　　　 静岡県　静岡市清水区興津中町１３７０－１　　　　　　　　　

ファミリーマート清水三保店　　　　　　　 静岡県　静岡市清水区三保１１５－１８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清水沼田町店　　　　　　 静岡県　静岡市清水区沼田町１７４０番２　　　　　　　　　　

ファミリーマート清水清開南店　　　　　　 静岡県　静岡市清水区清水村松地先新田１１６番地の１４　　　

ファミリーマート清水インター店　　　　　 静岡県　静岡市清水区西久保字瓦場４６番９　　　　　　　　　

ファミリーマート清水西久保店　　　　　　 静岡県　静岡市清水区西久保字南光５４０－４　　　　　　　　

ファミリーマート清水草薙駅前店　　　　　 静岡県　静岡市清水区草薙一丁目２番２１号　　　　　　　　　

ファミリーマート清水袖師町店　　　　　　 静岡県　静岡市清水区袖師町５５０－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清水袖師町南店　　　　　 静岡県　静岡市清水区袖師町字外浜１４７１番地４　　　　　　

ファミリーマート清水追分店　　　　　　　 静岡県　静岡市清水区追分３丁目５－２０　　　　　　　　　　

ファミリーマート清水東大曲町店　　　　　 静岡県　静岡市清水区東大曲町２番１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清水楠新田東店　　　　　 静岡県　静岡市清水区楠新田２２８番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート清水北脇店　　　　　　　 静岡県　静岡市清水区北脇２６６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袋井愛野駅北店　　　　　 静岡県　袋井市愛野東１丁目１５番地の５　　　　　　　　　　

ファミリーマート袋井月見町店　　　　　　 静岡県　袋井市月見町２－１２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袋井山科上店　　　　　　 静岡県　袋井市山科２５０７番地の６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袋井松原店　　　　　　　 静岡県　袋井市松原５１５番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袋井月見の里店　　　　　 静岡県　袋井市上山梨２１－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袋井新池店　　　　　　　 静岡県　袋井市新池３８２－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袋井泉町店　　　　　　　 静岡県　袋井市泉町１丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート袋井大門店　　　　　　　 静岡県　袋井市大門５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート函南畑毛店　　　　　　　 静岡県　田方郡函南町畑毛字西１６番地の３　　　　　　　　　

ファミリーマート島田稲荷店　　　　　　　 静岡県　島田市稲荷四丁目３９７０番２他１筆　　　　　　　　

ファミリーマート島田横井店　　　　　　　 静岡県　島田市横井２丁目１０番２６号　　　　　　　　　　　



ファミリーマート島田向谷店　　　　　　　 静岡県　島田市向谷３－９５２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート島田神座店　　　　　　　 静岡県　島田市神座２５８１番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤枝横内店　　　　　　　 静岡県　藤枝市横内１９０番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤枝岡部インター店　　　 静岡県　藤枝市高田１３２番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤枝小石川三丁目店　　　 静岡県　藤枝市小石川町三丁目１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤枝上青島店　　　　　　 静岡県　藤枝市上青島２９８番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤枝藪田西インター店　　 静岡県　藤枝市上藪田１３１番７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤枝青南町店　　　　　　 静岡県　藤枝市青南町四丁目１５番地２１　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤枝駅南通り店　　　　　 静岡県　藤枝市前島３丁目１番１１号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤枝与左衛門店　　　　　 静岡県　藤枝市与左衛門４６４番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートバーディ南熱海店　　　　 静岡県　熱海市下多賀１４１３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートナカスイ熱海下多賀店　　 静岡県　熱海市下多賀５６１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート熱海網代店　　　　　　　 静岡県　熱海市下多賀大西ヶ洞９－１３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート丸文熱海店　　　　　　　 静岡県　熱海市銀座町５－１１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中島水産上多賀店　　　　 静岡県　熱海市上多賀字小山田１９４－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート磐田岩井原店　　　　　　 静岡県　磐田市岩井３１８４番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート磐田今之浦店　　　　　　 静岡県　磐田市今之浦２丁目９－１　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート磐田駅前店　　　　　　　 静岡県　磐田市中泉６２７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート磐田駅南口店　　　　　　 静岡県　磐田市中泉字御殿２２７０－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート磐田富丘店　　　　　　　 静岡県　磐田市富丘字下原６７７番５６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート磐田富士見店　　　　　　 静岡県　磐田市富士見町三丁目１番地２３　　　　　　　　　　

ファミリーマート磐田福田中央店　　　　　 静岡県　磐田市福田２２１０番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート磐田豊浜店　　　　　　　 静岡県　磐田市豊浜５２５　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート遠州豊田店　　　　　　　 静岡県　磐田市立野４９６－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート磐田竜洋中島店　　　　　 静岡県　磐田市竜洋中島９５７番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松志都呂店　　　　　　 静岡県　浜松市西区志都呂町５３３１－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松庄和町店　　　　　　 静岡県　浜松市西区庄和町１３７番地の３　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松和地町西店　　　　　 静岡県　浜松市西区和地町４７６０－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松向宿町店　　　　　　 静岡県　浜松市中区向宿２－２４－１４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松高丘西店　　　　　　 静岡県　浜松市中区高岡西１－２５－２６　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松小豆餅二丁目店　　　 静岡県　浜松市中区小豆餅２丁目２４－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松小豆餅店　　　　　　 静岡県　浜松市中区小豆餅３－１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松上島東店　　　　　　 静岡県　浜松市中区上島三丁目１８番５号　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松泉四丁目店　　　　　 静岡県　浜松市中区泉４丁目１番２６号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松中央三丁目店　　　　 静岡県　浜松市中区中央３－３－１３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松大浜街道店　　　　　 静岡県　浜松市中区中島４丁目２１番１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松小池町店　　　　　　 静岡県　浜松市東区小池町６５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松上西店　　　　　　　 静岡県　浜松市東区上西町１３０８番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜松三ヶ日北店　　　　　 静岡県　浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１００番地の４　　　　　　

ファミリーマート浜松初生町店　　　　　　 静岡県　浜松市北区初生町１２８９番地の３　　　　　　　　　

ファミリーマート白糸の滝店　　　　　　　 静岡県　富士宮市上井出３０９－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士宮あごやま店　　　　 静岡県　富士宮市大中里１１０９－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士宮田中町店　　　　　 静岡県　富士宮市田中町２７２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士宮東町店　　　　　　 静岡県　富士宮市東町２５番８号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士宮北山店　　　　　　 静岡県　富士宮市北山２７７７番１他１４筆　　　　　　　　　

ファミリーマート富士宮登山道店　　　　　 静岡県　富士宮市万野原新田２９１７番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士宮外神店　　　　　　 静岡県　富士宮市万野原新田４０７８番地２　　　　　　　　　

ファミリーマート富士宮野中店　　　　　　 静岡県　富士宮市野中８４３－１８４４－１９５２－１　　　　

ファミリーマート富士宮淀師店　　　　　　 静岡県　富士宮市淀師１５５－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士宮朝霧店　　　　　　 静岡県　富士宮市麓字絵葉山４８１番１８他５筆　　　　　　　

ファミリーマート宇東川東町店　　　　　　 静岡県　富士市宇東川東町９－２９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新富士駅みなみ店　　　　 静岡県　富士市宮島５１１番地の３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士厚原店　　　　　　　 静岡県　富士市厚原１３５９－１他　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士丘店　　　　　　　　 静岡県　富士市厚原５９１－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士今泉店　　　　　　　 静岡県　富士市今泉八丁目１７番１７号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士見台店　　　　　　　 静岡県　富士市三ツ沢字越地３５２－８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士岩松店　　　　　　　 静岡県　富士市松岡字二ツ家５８－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士新橋町店　　　　　　 静岡県　富士市新橋町２番５号　　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート富士川成島店　　　　　　 静岡県　富士市川成島字美土原２９８他９筆　　　　　　　　　

ファミリーマート富士船津店　　　　　　　 静岡県　富士市船津４９番地の３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大渕久保町店　　　　　　 静岡県　富士市大渕字八ヶ久保１４８番４他１７筆　　　　　　

ファミリーマート富士大渕店　　　　　　　 静岡県　富士市大渕字六本茶３５７９－９他１７筆　　　　　　

ファミリーマート富士天間高屋店　　　　　 静岡県　富士市天間字沢向６００番１、他１３筆　　　　　　　

ファミリーマート富士伝法店　　　　　　　 静岡県　富士市伝法３－８　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富士富士川店　　　　　　 静岡県　富士市南松野２５１９番地の５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート牧之原西萩間店　　　　　 静岡県　牧之原市西萩間８５番地１４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート牧之原静波一丁目店　　　 静岡県　牧之原市静波一丁目３２６番の１　　　　　　　　　　

ファミリーマート甚目寺平島店　　　　　　 愛知県　あま市下萱津平島１４番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート七宝町遠島店　　　　　　 愛知県　あま市七宝町遠島新開１５２番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート七宝伊福橋店　　　　　　 愛知県　あま市七宝町下之森二之坪１番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート美和高校前店　　　　　　 愛知県　あま市篠田藤東７番地２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甚目寺桜田店　　　　　　 愛知県　あま市甚目寺桜田５４番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三好丘旭三丁目店　　　　 愛知県　みよし市三好丘旭三丁目１番地４　　　　　　　　　　

ファミリーマート三好姥子店　　　　　　　 愛知県　みよし市三好町姥子９番地７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートみよし保田ケ池店　　　　 愛知県　みよし市三好町蜂ヶ池１５番１１　　　　　　　　　　

ファミリーマートみよし新屋店　　　　　　 愛知県　みよし市三好町夕田４４－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートみよし市東山台店　　　　 愛知県　みよし市東山台３２番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三好陣取山店　　　　　　 愛知県　みよし市東陣取山２１６番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート愛西勝幡店　　　　　　　 愛知県　愛西市勝幡町河畔５１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート愛西町方店　　　　　　　 愛知県　愛西市町方町新西馬１１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート愛西日置店　　　　　　　 愛知県　愛西市日置町下河田１２０番地５　　　　　　　　　　

ファミリーマート東郷山崎店　　　　　　　 愛知県　愛知郡東郷町大字春木字山崎８７０－１２　　　　　　

ファミリーマート東郷諸輪店　　　　　　　 愛知県　愛知郡東郷町大字諸輪字狐坂１１－２３５　　　　　　

ファミリーマート東郷高嶺店　　　　　　　 愛知県　愛知郡東郷町白鳥二丁目３番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城更生病院前店　　　　 愛知県　安城市安城町祥南１－７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城井杭山町店　　　　　 愛知県　安城市井杭山町高見１番地３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城桜町店　　　　　　　 愛知県　安城市桜町４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城篠目童子店　　　　　 愛知県　安城市篠目町童子２０６番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城小川町店　　　　　　 愛知県　安城市小川町志茂１９３－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城大岡町店　　　　　　 愛知県　安城市大岡町荒古２０－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城大山町一丁目店　　　 愛知県　安城市大山町一丁目２２番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城南町店　　　　　　　 愛知県　安城市南町２８３　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東刈谷駅北口店　　　　　 愛知県　安城市美園町時ケ堀１番２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安城和泉町店　　　　　　 愛知県　安城市和泉町南本郷２３５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮栄店　　　　　　　　 愛知県　一宮市栄１丁目８番３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮奥町駅東店　　　　　 愛知県　一宮市奥町字七丁２番　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮奥町野方店　　　　　 愛知県　一宮市奥町字野方６６番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮花池一丁目店　　　　 愛知県　一宮市花池一丁目１７番２６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮今伊勢駅前店　　　　 愛知県　一宮市今伊勢町宮後字壱丁野３９－１　　　　　　　　

ファミリーマート一宮いわと店　　　　　　 愛知県　一宮市今伊勢町馬寄字西切戸２番地２　　　　　　　　

ファミリーマート一宮時之島店　　　　　　 愛知県　一宮市時之島字古野９番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮城崎通店　　　　　　 愛知県　一宮市城崎通７丁目２０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮駅南店　　　　　　　 愛知県　一宮市新生１丁目１－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮森本店　　　　　　　 愛知県　一宮市森本四丁目２－１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮西浅井店　　　　　　 愛知県　一宮市浅井町西浅井字壱本杉１２４番地２　　　　　　

ファミリーマート一宮浅井店　　　　　　　 愛知県　一宮市浅井町大日比野字如来堂３４番地　　　　　　　

ファミリーマート一宮浅井大野店　　　　　 愛知県　一宮市浅井町大野字杁先２９番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮東浅井店　　　　　　 愛知県　一宮市浅井町東浅井字南ノ下１３８０番地１　　　　　

ファミリーマート一宮浅野新田店　　　　　 愛知県　一宮市浅野字新田２０番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮下浅野店　　　　　　 愛知県　一宮市大字浅野字寺西１６番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮大毛店　　　　　　　 愛知県　一宮市大毛字丸田７０番１、７０番２、７０番３、７１

ファミリーマート一宮大和町店　　　　　　 愛知県　一宮市大和町南高井７番地３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮馬引店　　　　　　　 愛知県　一宮市大和町馬引字乾出１６番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮大和町焼野店　　　　 愛知県　一宮市大和町馬引字焼野９２－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮東五城店　　　　　　 愛知県　一宮市東五城字南田尾４９－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮白旗通店　　　　　　 愛知県　一宮市白旗通４－８　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮北浦町店　　　　　　 愛知県　一宮市北浦町２７番１他３筆（地番）　　　　　　　　



ファミリーマート一宮北園通店　　　　　　 愛知県　一宮市北園通四丁目１１番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮北方町店　　　　　　 愛知県　一宮市北方町中島字大道東３７番１　　　　　　　　　

ファミリーマート真清田神社前店　　　　　 愛知県　一宮市本町１丁目３－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮明地店　　　　　　　 愛知県　一宮市明地社宮地３７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート木曽川役場前店　　　　　 愛知県　一宮市木曽川町黒田一ノ通り５３番地２　　　　　　　

ファミリーマート一宮黒田店　　　　　　　 愛知県　一宮市木曽川町黒田字北宿二の切３５番地１　　　　　

ファミリーマート一宮木曽川七ノ通り店　　 愛知県　一宮市木曽川町黒田七ノ通り２９６　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢前田店　　　　　　　 愛知県　稲沢市稲沢町前田１３４番３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢稲島東店　　　　　　 愛知県　稲沢市稲島東三丁目９番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢子生和神明町店　　　 愛知県　稲沢市子生和神明町９０番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢国府宮店　　　　　　 愛知県　稲沢市松下１丁目１－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名神一宮店　　　　　　　 愛知県　稲沢市赤池真崎町６２番地３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢祖父江曲店　　　　　 愛知県　稲沢市祖父江町祖父江曲１３３番地１　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢祖父江中屋敷店　　　 愛知県　稲沢市祖父江町祖父江中屋敷５０番地３　　　　　　　

ファミリーマート稲沢祖父江大牧店　　　　 愛知県　稲沢市祖父江町大牧郷中１４番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢祖父江馬飼店　　　　 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塚店　　　　　　　 愛知県　稲沢市大塚南４－３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢長野店　　　　　　　 愛知県　稲沢市長野４丁目１０２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢大里店　　　　　　　 愛知県　稲沢市日下部西町二丁目７１番地７　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢平和町店　　　　　　 愛知県　稲沢市平和町下起南１８１－４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート六輪店　　　　　　　　　 愛知県　稲沢市平和町大字六輪字嫁振２７８－４　　　　　　　

ファミリーマート稲沢平和平池店　　　　　 愛知県　稲沢市平和町平池大畑１０番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢北島五丁目店　　　　 愛知県　稲沢市北島五丁目９５番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲沢北島皿屋敷店　　　　 愛知県　稲沢市北島町皿屋敷３９番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎葵町店　　　　　　　 愛知県　岡崎市葵町１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎井内町店　　　　　　 愛知県　岡崎市井内町字川田１６番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎真伝町店　　　　　　 愛知県　岡崎市稲熊町大岡作２７－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎羽根北町店　　　　　 愛知県　岡崎市羽根北町五丁目８番地５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎河原町店　　　　　　 愛知県　岡崎市河原町５番地８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎鴨田東店　　　　　　 愛知県　岡崎市鴨田町字向山８１番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートドラッグアモス岡崎久後崎 愛知県　岡崎市久後崎町字両神１－１６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎三菱自動車前店　　　 愛知県　岡崎市橋目町字御小屋１９番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎橋目店　　　　　　　 愛知県　岡崎市橋目町字竹之内３０－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎元欠町店　　　　　　 愛知県　岡崎市元欠町一丁目４番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎康生通南店　　　　　 愛知県　岡崎市康生通南三丁目２－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎高隆寺町店　　　　　 愛知県　岡崎市高隆寺字二本松３０番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎国正店　　　　　　　 愛知県　岡崎市国正町字稲荷２４番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎根石町店　　　　　　 愛知県　岡崎市根石町１番　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎小針店　　　　　　　 愛知県　岡崎市小針町３丁目５－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎小呂町店　　　　　　 愛知県　岡崎市小呂町字五丁目５６番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎北天白店　　　　　　 愛知県　岡崎市上和田町字北天白１４番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート西大友店　　　　　　　　 愛知県　岡崎市西大友町字杭穴８６－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎赤渋町店　　　　　　 愛知県　岡崎市赤渋町字野中１８番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎インター店　　　　　 愛知県　岡崎市大平町字天神前８－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎中園町店　　　　　　 愛知県　岡崎市中園町字忠田２１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎筒針店　　　　　　　 愛知県　岡崎市筒針町字池田１８６番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎牧御堂店　　　　　　 愛知県　岡崎市牧御堂町字郷中５７－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎本町通店　　　　　　 愛知県　岡崎市本町通２丁目５番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート矢作小河原店　　　　　　 愛知県　岡崎市矢作町字小河原９９番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎竜美台二丁目店　　　 愛知県　岡崎市竜美台二丁目８番地４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎竜美南店　　　　　　 愛知県　岡崎市竜美南ニ丁目１番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎両町店　　　　　　　 愛知県　岡崎市両町２－１７　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡崎緑丘店　　　　　　　 愛知県　岡崎市緑丘２丁目９－７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蟹江学戸店　　　　　　　 愛知県　海部郡蟹江町学戸二丁目８番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蟹江源氏四丁目店　　　　 愛知県　海部郡蟹江町源氏四丁目５９番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蟹江城店　　　　　　　　 愛知県　海部郡蟹江町城四丁目３２３番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート蟹江インター北店　　　　 愛知県　海部郡蟹江町北新田三丁目６１番地２　　　　　　　　

ファミリーマート新大治三本木店　　　　　 愛知県　海部郡大治町大字三本木字堅田１番地の１　　　　　　

ファミリーマート大治役場南店　　　　　　 愛知県　海部郡大治町大字馬島字西深田９番地　　　　　　　　



ファミリーマート大治北間島店　　　　　　 愛知県　海部郡大治町大字北間島字宮東２番地　　　　　　　　

ファミリーマート幸田町芦谷店　　　　　　 愛知県　額田郡幸田町大字芦谷字宮ノ根１７－１　　　　　　　

ファミリーマート幸田坂崎店　　　　　　　 愛知県　額田郡幸田町大字坂崎字六反１５番地３　　　　　　　

ファミリーマート幸田町大草店　　　　　　 愛知県　額田郡幸田町大字大草字下六篠２６　　　　　　　　　

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

ファミリーマート幸田六栗店　　　　　　　 愛知県　額田郡幸田町大字六栗字北野２３番地１　　　　　　　

ファミリーマート蒲郡栄町店　　　　　　　 愛知県　蒲郡市栄町１７番１９号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蒲郡拾石東浜店　　　　　 愛知県　蒲郡市拾石町東浜５番１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蒲郡上本町店　　　　　　 愛知県　蒲郡市上本町６番２１号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蒲郡大塚店　　　　　　　 愛知県　蒲郡市大塚町西島３７番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート蒲郡竹谷店　　　　　　　 愛知県　蒲郡市竹谷町宮前２番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート刈谷井ケ谷町店　　　　　 愛知県　刈谷市井ケ谷町桜島３９番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート刈谷一ツ木七丁目店　　　 愛知県　刈谷市一ツ木町七丁目２番地１５　　　　　　　　　　

ファミリーマート刈谷上広南店　　　　　　 愛知県　刈谷市小垣江町上広１６番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート刈谷新田町店　　　　　　 愛知県　刈谷市新田町６丁目６－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート刈谷東境店　　　　　　　 愛知県　刈谷市東境町昭山５５－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート刈谷野田町店　　　　　　 愛知県　刈谷市野田町大脇道３－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩倉旭町一丁目店　　　　 愛知県　岩倉市旭町一丁目４５番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩倉新柳町店　　　　　　 愛知県　岩倉市新柳町１丁目６番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩倉川井町店　　　　　　 愛知県　岩倉市川井町北穴田８７番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩倉曽野町店　　　　　　 愛知県　岩倉市曽野町隅田８１番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩倉大地新町店　　　　　 愛知県　岩倉市大地新町三丁目１３番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩倉北島宮東店　　　　　 愛知県　岩倉市北島町西道海戸１０番他３筆　　　　　　　　　

ファミリーマート犬山羽黒新田店　　　　　 愛知県　犬山市羽黒新田字九右エ門屋敷４番地８　　　　　　　

ファミリーマート犬山日の出団地店　　　　 愛知県　犬山市五郎丸東四丁目６番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート犬山上野店　　　　　　　 愛知県　犬山市上坂町４丁目１１５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート犬山清水店　　　　　　　 愛知県　犬山市上野清水５０３番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート犬山前原東店　　　　　　 愛知県　犬山市大字前原字前畑２５番地１２　　　　　　　　　

ファミリーマート犬山駅東店　　　　　　　 愛知県　犬山市中山町二丁目５３番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江南後飛保西店　　　　　 愛知県　江南市後飛保町西町１０８番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート江南江森町東店　　　　　 愛知県　江南市江森町東２２５番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江南高屋店　　　　　　　 愛知県　江南市高屋町西町１２５番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江南前野町店　　　　　　 愛知県　江南市前野町南１３７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江南寄木店　　　　　　　 愛知県　江南市大海道町中里１４２番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高浜本郷町店　　　　　　 愛知県　高浜市本郷町二丁目１番地３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高浜論地町店　　　　　　 愛知県　高浜市論地町三丁目７番地５７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井関田町店　　　　　 愛知県　春日井市貴船町１６７番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高森台店　　　　　　　　 愛知県　春日井市高森台３－１５－５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高蔵寺駅南口店　　　　　 愛知県　春日井市高蔵寺町４－８－６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井高蔵寺店　　　　　 愛知県　春日井市高蔵寺町二丁目３８番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井篠木店　　　　　　 愛知県　春日井市篠木８－２６８７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井小野町三丁目店　　 愛知県　春日井市小野町三丁目８９番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井松河戸町店　　　　 愛知県　春日井市松河戸町字堤越２１２１番地４　　　　　　　

ファミリーマート勝川駅北店　　　　　　　 愛知県　春日井市松新町１丁目４ルネック１Ｆ　　　　　　　　

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

ファミリーマート春日井神屋町店　　　　　 愛知県　春日井市神屋町１７７８番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神屋団地口店　　　　　　 愛知県　春日井市神屋町字段の上１７４６－１他９筆　　　　　

ファミリーマート朝宮公園前店　　　　　　 愛知県　春日井市大手田酉町一丁目１番地６　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井インター東店　　　 愛知県　春日井市大泉寺町４７７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井大留店　　　　　　 愛知県　春日井市大留町二丁目２番８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井鳥居松三丁目店　　 愛知県　春日井市鳥居松町三丁目８５番地２　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井鳥居松八丁目店　　 愛知県　春日井市鳥居松町八丁目３４番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井追進町店　　　　　 愛知県　春日井市追進町１丁目５番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井如意申町店　　　　 愛知県　春日井市如意申町七丁目１３番地２　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井白山店　　　　　　 愛知県　春日井市白山町５丁目１１番地７　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日井堀ノ内店　　　　　 愛知県　春日井市堀ノ内町四丁目３番地５　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧下小針中島店　　　　 愛知県　小牧市下小針中島１丁目１２８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧Ｒ４１号店　　　　　 愛知県　小牧市外堀３－１６７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧パワーズ店　　　　　 愛知県　小牧市間々原新田字下新池９７７　　　　　　　　　　



ファミリーマート小牧岩崎一丁目店　　　　 愛知県　小牧市岩崎一丁目２２７番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧高根店　　　　　　　 愛知県　小牧市高根一丁目３０４番６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧原新田店　　　　　　 愛知県　小牧市小牧原三丁目１５８番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧桃花台城山店　　　　 愛知県　小牧市城山１丁目５－１５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧常普請店　　　　　　 愛知県　小牧市常普請二丁目９１番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧新町店　　　　　　　 愛知県　小牧市新町３丁目９６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧インター南店　　　　 愛知県　小牧市大字間々字浦通２７番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧小針店　　　　　　　 愛知県　小牧市大字小針字政所９１－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧上末東店　　　　　　 愛知県　小牧市大字上末３５８９番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧上末店　　　　　　　 愛知県　小牧市大字上末字森坂下７６７番１　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧西之島店　　　　　　 愛知県　小牧市大字西之島字粟戸２０９５－１　　　　　　　　

ファミリーマート小牧大草東上店　　　　　 愛知県　小牧市大字大草字東上２７１８番地６　　　　　　　　

ファミリーマート小牧池之内陣配店　　　　 愛知県　小牧市大字池之内字陣配１８３０番地５　　　　　　　

ファミリーマート小牧篠岡店　　　　　　　 愛知県　小牧市大字池之内字鳶ヶ巣３１９３番地１　　　　　　

ファミリーマート小牧入鹿出新田店　　　　 愛知県　小牧市大字入鹿出新田字村西６００番地１　　　　　　

ファミリーマート小牧文津店　　　　　　　 愛知県　小牧市大字文津字山岸１０２０番地４　　　　　　　　

ファミリーマート小牧北外山店　　　　　　 愛知県　小牧市大字北外山区画整理内６４街区６　　　　　　　

ファミリーマート小牧桜井店　　　　　　　 愛知県　小牧市大字北外山字桜井８０５－１　　　　　　　　　

ファミリーマート小牧中央三丁目店　　　　 愛知県　小牧市中央３丁目２５０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートセントレア店　　　　　　 愛知県　常滑市セントレア３丁目８－８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート常滑栄町店　　　　　　　 愛知県　常滑市栄町４－９４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート常滑前山店　　　　　　　 愛知県　常滑市久米字西前田１１４番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート常滑長峰店　　　　　　　 愛知県　常滑市字古道東割４２－２２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート常滑西之口店　　　　　　 愛知県　常滑市西之口１０丁目７５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート常滑榎戸店　　　　　　　 愛知県　常滑市明和町二丁目３４番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新城玖老勢店　　　　　　 愛知県　新城市玖老勢塩平貝津４８－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新城東沖野店　　　　　　 愛知県　新城市字東沖野４２番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新城大野店　　　　　　　 愛知県　新城市大野字上野２７番地２４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新城豊栄店　　　　　　　 愛知県　新城市豊栄字向イ９７－２７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸みずの坂店　　　　　 愛知県　瀬戸市みずの坂四丁目１番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートパルティせと店　　　　　 愛知県　瀬戸市栄町４５番地　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸汗干町店　　　　　　 愛知県　瀬戸市汗干町６８番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸大坪町店　　　　　　 愛知県　瀬戸市上之山町２丁目２－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸西本地町店　　　　　 愛知県　瀬戸市西本地町二丁目２６５番２　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸幡野町店　　　　　　 愛知県　瀬戸市幡野町３３８番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸菱野台店　　　　　　 愛知県　瀬戸市菱野台４丁目６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸平町二丁目店　　　　 愛知県　瀬戸市平町二丁目１３番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸北山店　　　　　　　 愛知県　瀬戸市北山町４６番地の１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清須阿原店　　　　　　　 愛知県　清須市阿原星の宮１４８番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清須落合店　　　　　　　 愛知県　清須市春日落合３８番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清洲宮前店　　　　　　　 愛知県　清須市西枇杷島町宮前二丁目１７　　　　　　　　　　

ファミリーマート清須桃栄店　　　　　　　 愛知県　清須市桃栄三丁目１１９番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊山金剛店　　　　　　　 愛知県　西春日井郡豊山町大字青山字金剛１７番　　　　　　　

ファミリーマート豊山中之町店　　　　　　 愛知県　西春日井郡豊山町大字豊場字中之町８８番３　　　　　

ファミリーマート西尾伊藤町店　　　　　　 愛知県　西尾市伊藤５丁目１番１７　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート西尾羽塚店　　　　　　　 愛知県　西尾市羽塚町寅山２１番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西尾住崎店　　　　　　　 愛知県　西尾市永吉四丁目１３番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉良町みやば店　　　　　 愛知県　西尾市吉良町宮迫観音田７０番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート西尾善明店　　　　　　　 愛知県　西尾市室町雲地３９番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートドラッグアモス西尾駅南店 愛知県　西尾市住吉町４丁目１８－６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西尾上矢田町店　　　　　 愛知県　西尾市上矢田町郷後３０－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西尾中畑店　　　　　　　 愛知県　西尾市田貫一丁目３番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西尾徳永東店　　　　　　 愛知県　西尾市徳永町東側１４番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大府アラタ店　　　　　　 愛知県　大府市横根町羽根山２１１番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大府横根町店　　　　　　 愛知県　大府市横根町平子２６８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大府横根町箕手店　　　　 愛知県　大府市横根町箕手２番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大府東海インター店　　　 愛知県　大府市吉川町１丁目１２番１外２１筆　　　　　　　　

ファミリーマート大府共栄店　　　　　　　 愛知県　大府市共栄町七丁目９番地１２　　　　　　　　　　　



ファミリーマート大府共和西店　　　　　　 愛知県　大府市共西町一丁目６２番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大府若草町店　　　　　　 愛知県　大府市若草町２－２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大府大東町店　　　　　　 愛知県　大府市大東町一丁目９１番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大府東新町店　　　　　　 愛知県　大府市東新町四丁目８２番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大口大屋敷一丁目店　　　 愛知県　丹羽郡大口町大屋敷一丁目２１０番地　　　　　　　　

ファミリーマート阿久比横松店　　　　　　 愛知県　知多郡阿久比町大字横松字清水３７番地２　　　　　　

ファミリーマート東浦森岡南店　　　　　　 愛知県　知多郡東浦町森岡新池下３６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート武豊山ノ神店　　　　　　 愛知県　知多郡武豊町字山ノ神５８番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート武豊桜ケ丘店　　　　　　 愛知県　知多郡武豊町字北中根五丁目４７－１　　　　　　　　

ファミリーマート知多つつじが丘二丁目店　 愛知県　知多市つつじが丘２丁目２－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多にしの台店　　　　　 愛知県　知多市にしの台二丁目１３０５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多寺本台一丁目店　　　 愛知県　知多市寺本台一丁目１－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多新知小学校南店　　　 愛知県　知多市新知字中殿２５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多朝倉店　　　　　　　 愛知県　知多市新知字樋之口４５番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多新知東店　　　　　　 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店　　　　　　 愛知県　知多市新舞子東町一丁目１番７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多清水が丘店　　　　　 愛知県　知多市清水が丘２丁目９１４番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多西巽が丘店　　　　　 愛知県　知多市西巽が丘１丁目２番６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多南粕谷店　　　　　　 愛知県　知多市南粕谷新海１丁目３１番２　　　　　　　　　　

ファミリーマート知多つつじが丘店　　　　 愛知県　知多市八幡新町３丁目１５－１４　　　　　　　　　　

ファミリーマート知立牛田町店　　　　　　 愛知県　知立市牛田町裏新切１９番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知立弘法店　　　　　　　 愛知県　知立市弘法一丁目１０番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知立山屋敷店　　　　　　 愛知県　知立市山屋敷町山屋敷２５－５２　　　　　　　　　　

ファミリーマート知立新池店　　　　　　　 愛知県　知立市新池二丁目１２１番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知立新林町店　　　　　　 愛知県　知立市新林町平草４２番１４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知立谷田町西店　　　　　 愛知県　知立市谷田町西１丁目１番３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知立鳥居店　　　　　　　 愛知県　知立市鳥居１丁目１１番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート知立本町店　　　　　　　 愛知県　知立市本町本７４番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート森上店　　　　　　　　　 愛知県　中島郡祖父江町森上字本郷九７６－１　　　　　　　　

ファミリーマート津島愛宕七丁目店　　　　 愛知県　津島市愛宕町七丁目３２番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津島寺前町店　　　　　　 愛知県　津島市寺前１丁目２９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津島東公園前店　　　　　 愛知県　津島市南新開町二丁目２７２番地２　　　　　　　　　

ファミリーマート田原浦店　　　　　　　　 愛知県　田原市浦町井狭沢９４番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田原小中山店　　　　　　 愛知県　田原市小中山町一本松２５０番４０　　　　　　　　　

ファミリーマート田原福江町店　　　　　　 愛知県　田原市福江町中羽根１１１番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田原保美店　　　　　　　 愛知県　田原市保美町丸池１２７番地４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津知屋横須賀店　　　　　 愛知県　東海市横須賀町一ノ割３－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東海八幡新田店　　　　　 愛知県　東海市加木屋町陀々法師１３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート東海加木屋町店　　　　　 愛知県　東海市加木屋町二丁目１８９番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート東海渡内店　　　　　　　 愛知県　東海市荒尾町下平井６７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東海山ノ神店　　　　　　 愛知県　東海市荒尾町見幕６３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東海高横須賀店　　　　　 愛知県　東海市高横須賀町４丁目１２６番地　　　　　　　　　

ファミリーマート東海秋葉店　　　　　　　 愛知県　東海市名和町口前後４１番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日進岩根店　　　　　　　 愛知県　日進市岩崎町岩根１４０番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日進三本木町店　　　　　 愛知県　日進市三本木町一番割２番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート赤池駅前店　　　　　　　 愛知県　日進市赤池１－２８１３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日進浅田町店　　　　　　 愛知県　日進市浅田町東前田３７番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日進白山店　　　　　　　 愛知県　日進市本郷町鴻土１３番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート半田大池町店　　　　　　 愛知県　半田市乙川中部区画整理地内２１街区８－２　　　　　

ファミリーマート半田やなべ高山店　　　　 愛知県　半田市岩滑高山町二丁目９１番４　　　　　　　　　　

ファミリーマート半田桐ヶ丘店　　　　　　 愛知県　半田市桐ヶ丘３－１５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート半田住吉店　　　　　　　 愛知県　半田市住吉町３丁目２５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート半田新居町店　　　　　　 愛知県　半田市新居町六丁目１６７番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート半田瑞穂店　　　　　　　 愛知県　半田市瑞穂町７－１１－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート半田東洋店　　　　　　　 愛知県　半田市瑞穂町９丁目３番１１、１２、１３（地番）　　

ファミリーマート半田青山店　　　　　　　 愛知県　半田市青山６－１－１８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート半田緑ヶ丘店　　　　　　 愛知県　半田市緑ヶ丘五丁目１９番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸街道城前店　　　　　 愛知県　尾張旭市旭前城前特定土地区画整理２２街区１８　　　

ファミリーマート尾張旭桜ケ丘店　　　　　 愛知県　尾張旭市桜ケ丘町２丁目２５番　　　　　　　　　　　



ファミリーマート尾張旭新居町店　　　　　 愛知県　尾張旭市新居町明才切４６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾張旭西の野東店　　　　 愛知県　尾張旭市西の野町五丁目８５番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート碧南芸文ホール前店　　　 愛知県　碧南市西山町４丁目６４番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート碧南鶴見町店　　　　　　 愛知県　碧南市鶴見町６丁目３７番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋井原店　　　　　　　 愛知県　豊橋市井原町１０７番２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋瓜郷前川店　　　　　 愛知県　豊橋市瓜郷町前川４０番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋原町店　　　　　　　 愛知県　豊橋市原町字塘上２－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋佐藤一丁目店　　　　 愛知県　豊橋市佐藤１丁目１１－１３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋牟呂店　　　　　　　 愛知県　豊橋市神野新田町字イノ割１１１番地１　　　　　　　

ファミリーマート豊橋前田町一丁目店　　　 愛知県　豊橋市前田町１－７　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋草間町店　　　　　　 愛知県　豊橋市草間町字二本松２番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋大岩店　　　　　　　 愛知県　豊橋市大岩町字北元屋敷４０－１９　　　　　　　　　

ファミリーマート大脇店　　　　　　　　　 愛知県　豊橋市大脇町字大脇３８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋緑ケ丘店　　　　　　 愛知県　豊橋市忠興２丁目１５番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋朝丘店　　　　　　　 愛知県　豊橋市朝丘町９１番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋東岩田三丁目店　　　 愛知県　豊橋市東岩田三丁目１５番地６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋小鷹野店　　　　　　 愛知県　豊橋市東小鷹野４丁目１番３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋富士見店　　　　　　 愛知県　豊橋市南大清水町字富士見６０２番１９　　　　　　　

ファミリーマート豊橋飯村北三丁目店　　　 愛知県　豊橋市飯村北３丁目１９－１４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋豊清町店　　　　　　 愛知県　豊橋市豊清町字籠田２３番５８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋野依インター店　　　 愛知県　豊橋市野依町字井原９９番地の４　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊橋緑ケ丘一丁目店　　　 愛知県　豊橋市緑ヶ丘一丁目１２番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川小坂井伊奈店　　　　 愛知県　豊川市伊奈町慶応３５２－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川城下店　　　　　　　 愛知県　豊川市牛久保町城下６９番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御津下佐脇店　　　　　　 愛知県　豊川市御津町下佐脇鎌田２５番地６　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川御津大草店　　　　　 愛知県　豊川市御津町大草上竹８１番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川御油店　　　　　　　 愛知県　豊川市御油町青戸１１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川市田町店　　　　　　 愛知県　豊川市市田町字新屋前２６番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川宿町店　　　　　　　 愛知県　豊川市宿町小山５１番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川上野店　　　　　　　 愛知県　豊川市上野三丁目３４番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川赤坂町店　　　　　　 愛知県　豊川市赤坂町御園７１番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート音羽赤坂店　　　　　　　 愛知県　豊川市赤坂町松本２６９番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート音羽蒲郡インター店　　　 愛知県　豊川市長沢町矢倉下９８番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川東上町店　　　　　　 愛知県　豊川市東上町井谷沢１３４－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川平尾郷中店　　　　　 愛知県　豊川市平尾町郷中１１０番３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊川野口町北店　　　　　 愛知県　豊川市野口町ツイジ１０５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田丸山南店　　　　　　 愛知県　豊田市丸山町９丁目８１番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田吉原店　　　　　　　 愛知県　豊田市吉原町八幡１０番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート九久平店　　　　　　　　 愛知県　豊田市九久平町百々１１－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田元城町二丁目店　　　 愛知県　豊田市元城町２－４５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田広田南店　　　　　　 愛知県　豊田市広田町谷口６２番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲武町店　　　　　　　　 愛知県　豊田市黒田町尾知６２番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田山之手店　　　　　　 愛知県　豊田市山之手８－１７３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田四郷町店　　　　　　 愛知県　豊田市四郷町下古屋１４５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田若林西町店　　　　　 愛知県　豊田市若林西町長根５３－５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田住吉町店　　　　　　 愛知県　豊田市住吉町１丁目１３－１、１３－２、１３－１１、

ファミリーマート豊田上郷四通店　　　　　 愛知県　豊田市上郷町四通２１４－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田上郷二丁目店　　　　 愛知県　豊田市上郷町二丁目１６番地１５　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田インター店　　　　　 愛知県　豊田市深田町２－２２－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田畝部西町店　　　　　 愛知県　豊田市畝部西町城ケ堀８番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田清水町店　　　　　　 愛知県　豊田市清水町７－６－１５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田ヴィッツ店　　　　　 愛知県　豊田市西町５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田大林町店　　　　　　 愛知県　豊田市大林町１３－５－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田大林東店　　　　　　 愛知県　豊田市大林町１７丁目６－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田大林十丁目店　　　　 愛知県　豊田市大林町十丁目２０番７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田朝日ケ丘店　　　　　 愛知県　豊田市朝日ケ丘二丁目４４番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田長興寺店　　　　　　 愛知県　豊田市長興寺５－８５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田渡刈町店　　　　　　 愛知県　豊田市渡刈町二丁目２８０番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田白山町店　　　　　　 愛知県　豊田市白山町五郎土１５番地１　　　　　　　　　　　



ファミリーマート豊田美里四丁目店　　　　 愛知県　豊田市美里四丁目３番地７２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田百々町九丁目店　　　 愛知県　豊田市百々町九丁目１０５番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田福受町店　　　　　　 愛知県　豊田市福受町下ノ切１１２番地８　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田平山町六丁目店　　　 愛知県　豊田市平山町６丁目４７番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田豊栄町店　　　　　　 愛知県　豊田市豊栄町４丁目１６１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田豊栄町六丁目店　　　 愛知県　豊田市豊栄町六丁目２８０番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊田力石町店　　　　　　 愛知県　豊田市力石町南郷戸４０７番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート上郷センター西店　　　　 愛知県　豊田市和会町上屋敷２３－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊明インター店　　　　　 愛知県　豊明市栄町梶田２１番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊明間米東店　　　　　　 愛知県　豊明市間米町鶴根１６３７番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊明沓掛町志水店　　　　 愛知県　豊明市沓掛町志水５９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤田医科大学病院Ａ棟店　 愛知県　豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊明新田町店　　　　　　 愛知県　豊明市新田町西筋１１１－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊明西川町店　　　　　　 愛知県　豊明市西川町長田５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊明ほら貝店　　　　　　 愛知県　豊明市前後町螺貝１３８８－１１　　　　　　　　　　

ファミリーマート北設楽東栄町店　　　　　 愛知県　北設楽郡東栄町大字中設楽字外貝津１０番地３　　　　

ファミリーマート北名古屋清水店　　　　　 愛知県　北名古屋市鹿田清水８９番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北名古屋神ノ戸店　　　　 愛知県　北名古屋市西之保神ノ戸１３４番地　　　　　　　　　

ファミリーマート徳重・名古屋　芸大駅西店 愛知県　北名古屋市徳重広畑４番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北名古屋片場店　　　　　 愛知県　北名古屋市片場八瀬の木２４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北名古屋六ツ師店　　　　 愛知県　北名古屋市六ツ師大島３８番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲永店　　　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区錦町３番１４号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート港金船町店　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区金船町二丁目１番地の３９　　　　　　　

ファミリーマート港陽一丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市港区港陽一丁目１１０６番　　　　　　　　　

ファミリーマート港春田野店　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区春田野三丁目１２０８　　　　　　　　　

ファミリーマート名古屋港南陽店　　　　　 愛知県　名古屋市港区小賀須四丁目１１２２番地の１　　　　　

ファミリーマート新船町二丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市港区新船町二丁目１番地４　　　　　　　　　

ファミリーマート辰巳町店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区辰巳町４番８号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート港知多店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区知多三丁目３０２番地　　　　　　　　　

ファミリーマート名古屋港知多店　　　　　 愛知県　名古屋市港区知多二丁目２０９番地１　　　　　　　　

ファミリーマート藤前四丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市港区藤前四丁目９１５番地　　　　　　　　　

ファミリーマート港福田店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区福田１－２０２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート港宝神二丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市港区宝神２丁目２８０５番他　　　　　　　　

ファミリーマート港宝神店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区宝神五丁目３００３番地　　　　　　　　

ファミリーマート港築地口店　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区名港一丁目１番２４号　　　　　　　　　

ファミリーマート名古屋木場町店　　　　　 愛知県　名古屋市港区木場町８番地の４７　　　　　　　　　　

ファミリーマート木場店　　　　　　　　　 愛知県　名古屋市港区木場町９－５２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート港野跡二丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市港区野跡二丁目１９番２　　　　　　　　　　

ファミリーマート新守西店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市守山区新守西１６０３番地　　　　　　　　　

ファミリーマート守山川宮町店　　　　　　 愛知県　名古屋市守山区川宮町７７番、７８番、７９番１、８１

ファミリーマート守山かねなわて店　　　　 愛知県　名古屋市守山区大字中志段味字曲畷２４６７番地４　　

ファミリーマート天子田四丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市守山区天子田４丁目１３０１番　　　　　　　

ファミリーマート高辻店　　　　　　　　　 愛知県　名古屋市昭和区円上町２４－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート昭和塩付通一丁目店　　　 愛知県　名古屋市昭和区塩付通一丁目２０番地２　　　　　　　

ファミリーマート昭和狭間町店　　　　　　 愛知県　名古屋市昭和区狭間町３２番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート昭和八雲町店　　　　　　 愛知県　名古屋市昭和区八雲町８７エスポアール八雲１Ｆ　　　

ファミリーマート瑞穂汐路町店　　　　　　 愛知県　名古屋市瑞穂区汐路町２－７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート石川橋店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市瑞穂区檀渓通５丁目２３　　　　　　　　　　

ファミリーマート瑞穂本願寺二丁目店　　　 愛知県　名古屋市瑞穂区本願寺町二丁目２４番地　　　　　　　

ファミリーマート名西稲生店　　　　　　　 愛知県　名古屋市西区稲生町字杁先２２００番地の２０１　　　

ファミリーマート栄生二丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市西区栄生二丁目２３番２２号　　　　　　　　

ファミリーマート児玉西店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市西区児玉二丁目１８番１号　　　　　　　　　

ファミリーマート上名古屋四丁目店　　　　 愛知県　名古屋市西区上名古屋四丁目１６番２１号　　　　　　

ファミリーマート城西三丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市西区城西３丁目６１０番　　　　　　　　　　

ファミリーマート平田小学校前店　　　　　 愛知県　名古屋市西区城西町５番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西原町店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市西区西原町１４７－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名古屋浅間町店　　　　　 愛知県　名古屋市西区浅間２丁目３－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名西名塚町店　　　　　　 愛知県　名古屋市西区大金町五丁目２７番地　　　　　　　　　

ファミリーマート中小田井公園前店　　　　 愛知県　名古屋市西区中小田井２丁目２０８－１　　　　　　　



ファミリーマート千種本山店　　　　　　　 愛知県　名古屋市千種区橋本町１丁目６９番地　　　　　　　　

ファミリーマート千種香流橋店　　　　　　 愛知県　名古屋市千種区香流橋２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千種今池一丁目店　　　　 愛知県　名古屋市千種区今池一丁目１９番１号　　　　　　　　

ファミリーマート愛知県がんセンター中央病 愛知県　名古屋市千種区鹿子殿１番１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千種春岡二丁目店　　　　 愛知県　名古屋市千種区春岡二丁目２７番１２号　　　　　　　

ファミリーマート千種一丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市千種区千種１丁目１６－２７　　　　　　　　

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

ファミリーマート南大高店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市大高南特定土地区画整理４街区１　　　　　　

ファミリーマート丸の内駅北店　　　　　　 愛知県　名古屋市中区丸の内２丁目１８－２５丸の内ＫＳビル１

ファミリーマート名古屋丸の内一丁目店　　 愛知県　名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号　　　　　　　

ファミリーマート金山駅北店　　　　　　　 愛知県　名古屋市中区金山一丁目１６番８号　　　　　　　　　

ファミリーマート上前津二丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市中区上前津二丁目３０６番、３０７番－１　　

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

ファミリーマート外新町四丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市中川区外新町四丁目４３番地　　　　　　　　

ファミリーマート中川玉川町店　　　　　　 愛知県　名古屋市中川区玉川町一丁目１番地の３　　　　　　　

ファミリーマート中川好本町店　　　　　　 愛知県　名古屋市中川区好本町１丁目３７　　　　　　　　　　

ファミリーマート中川江松店　　　　　　　 愛知県　名古屋市中川区江松５－１７３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中川十一番町店　　　　　 愛知県　名古屋市中川区十一番町１丁目９番地　　　　　　　　

ファミリーマート中川松葉町店　　　　　　 愛知県　名古屋市中川区松葉町一丁目５１番地　　　　　　　　

ファミリーマート神郷町一丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市中川区神郷町一丁目１６番地　　　　　　　　

ファミリーマート中川清船町店　　　　　　 愛知県　名古屋市中川区清船町４丁目１－１　　　　　　　　　

ファミリーマート西中島二丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市中川区西中島二丁目６０９番地　　　　　　　

ファミリーマート中川八田店　　　　　　　 愛知県　名古屋市中川区八田町２２０６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中川富川町店　　　　　　 愛知県　名古屋市中川区富川町１丁目２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート万場大橋店　　　　　　　 愛知県　名古屋市中川区万場１－１５０８　　　　　　　　　　

ファミリーマート横井一丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市中村区横井１丁目１３８番地　　　　　　　　

ファミリーマート岩塚本通三丁目店　　　　 愛知県　名古屋市中村区岩塚本通３丁目８番　　　　　　　　　

ファミリーマート岩塚本通一丁目店　　　　 愛知県　名古屋市中村区岩塚本通一丁目１２番　　　　　　　　

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

ファミリーマート近鉄烏森駅前店　　　　　 愛知県　名古屋市中村区牛田通四丁目５番１　　　　　　　　　

ファミリーマート中村森田町店　　　　　　 愛知県　名古屋市中村区森田町１丁目８番３号　　　　　　　　

ファミリーマート則武本通店　　　　　　　 愛知県　名古屋市中村区則武本通三丁目４２番地１　　　　　　

ファミリーマート太閤通八丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市中村区太閤通八丁目３６番地　　　　　　　　

ファミリーマート中村大宮町店　　　　　　 愛知県　名古屋市中村区大宮町一丁目４４番　　　　　　　　　

ファミリーマート中村東宿町店　　　　　　 愛知県　名古屋市中村区東宿町１丁目３６　　　　　　　　　　

ファミリーマート名駅南四丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市中村区名駅南４－１０－２７　　　　　　　　

ファミリーマート天白一つ山店　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区一つ山３丁目１－１　　　　　　　　　

ファミリーマート元八事店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区元八事４－１０３　　　　　　　　　　

ファミリーマート天白原一丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市天白区原１丁目５１０番１　　　　　　　　　

ファミリーマート天白原店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区原三丁目２３０６　　　　　　　　　　

ファミリーマート天白向が丘店　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区向が丘三丁目１１０８　　　　　　　　

ファミリーマート天白笹原町店　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区笹原町１００７－１　　　　　　　　　

ファミリーマート天白焼山店　　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区焼山１丁目５０３番地　　　　　　　　

ファミリーマート天白植田一丁目店　　　　 愛知県　名古屋市天白区植田一丁目１５０１番地　　　　　　　

ファミリーマート天白植田東店　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区植田東３丁目２０７番地　　　　　　　

ファミリーマート名古屋池場店　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区池場３丁目１８１３　　　　　　　　　

ファミリーマート天白島田店　　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区島田５－６０２－４　　　　　　　　　

ファミリーマート天白道明町店　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区道明町１０２番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳴子北駅前店　　　　　　 愛知県　名古屋市天白区野並３丁目５８８他６筆　　　　　　　

ファミリーマート天白野並二丁目店　　　　 愛知県　名古屋市天白区野並二丁目３７４番地　　　　　　　　

ファミリーマート八事弥生が岡店　　　　　 愛知県　名古屋市天白区弥生が岡１０１番地　　　　　　　　　

ファミリーマート葵店　　　　　　　　　　 愛知県　名古屋市東区葵一丁目１９番１９号　　　　　　　　　

ファミリーマート砂田橋五丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市東区砂田橋五丁目９番１５号　　　　　　　　

ファミリーマート大幸一丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市東区大幸一丁目５番６号　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳川町店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市東区徳川町１４０３番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート芳野一丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市東区芳野１丁目４番４号　　　　　　　　　　

ファミリーマート西矢田店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市東区矢田二丁目１２番２６号　　　　　　　　

ファミリーマート名南上浜町店　　　　　　 愛知県　名古屋市南区上浜町２９３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南野二丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市南区南野二丁目３３番地　　　　　　　　　　



ファミリーマート名南白水店　　　　　　　 愛知県　名古屋市南区白水町１２番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート粕畠三丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市南区粕畠町３－１９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜田三丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市南区浜田町三丁目９７番地　　　　　　　　　

ファミリーマート熱田一番町店　　　　　　 愛知県　名古屋市熱田区一番二丁目４２番５号　　　　　　　　

ファミリーマート熱田伝馬町店　　　　　　 愛知県　名古屋市熱田区神宮四丁目７番２７号　　　　　　　　

ファミリーマートナカムラ伝馬町店　　　　 愛知県　名古屋市熱田区伝馬２－７－２２　　　　　　　　　　

ファミリーマート喜惣治二丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市北区喜惣治二丁目２２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名北新沼町店　　　　　　 愛知県　名古屋市北区新沼町１４４他２筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート中丸町二丁目店　　　　　 愛知県　名古屋市北区中丸町二丁目５７番地　　　　　　　　　

ファミリーマート如意三丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市北区如意３－９８　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート名北平手町一丁目店　　　 愛知県　名古屋市北区平手町一丁目３２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート香流三丁目店　　　　　　 愛知県　名古屋市名東区香流三丁目７１３番地　　　　　　　　

ファミリーマート名東山の手店　　　　　　 愛知県　名古屋市名東区山の手１－１０１　　　　　　　　　　

ファミリーマート名東猪高台店　　　　　　 愛知県　名古屋市名東区猪高台１丁目９１４番　　　　　　　　

ファミリーマート名東平和が丘店　　　　　 愛知県　名古屋市名東区平和が丘三丁目１７番地　　　　　　　

ファミリーマート名東本通三丁目店　　　　 愛知県　名古屋市名東区名東本通３丁目２４－４　　　　　　　

ファミリーマート大高緑地公園店　　　　　 愛知県　名古屋市緑区左京山３０３８番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート大高倉坂店　　　　　　　 愛知県　名古屋市緑区大高町字倉坂１８－２　　　　　　　　　

ファミリーマート武路町店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市緑区武路町１８０１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名鉄鳴海駅店　　　　　　 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字向田一丁目３番地　　　　　　　

ファミリーマート緑鳴海町山下店　　　　　 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字山下３２－１　　　　　　　　　

ファミリーマート緑徳重店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字神沢２８－５　　　　　　　　　

ファミリーマート緑伝治山店　　　　　　　 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字赤塚１１１番地　　　　　　　　

ファミリーマート緑太鼓田店　　　　　　　 愛知県　名古屋市緑区鳴海町字太鼓田２６－１　　　　　　　　

ファミリーマート緑花台店　　　　　　　　 愛知県　名古屋市緑区緑花台７０８他２筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート弥富平島中店　　　　　　 愛知県　弥富市平島中四丁目１４４番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート員弁町宇野店　　　　　　 三重県　いなべ市員弁町大字宇野字下外面３３－４　　　　　　

ファミリーマートいなべＲ３６５店　　　　 三重県　いなべ市員弁町北金井２０２７－１　　　　　　　　　

ファミリーマートいなべ大安いしぐれ店　　 三重県　いなべ市大安町石槫東２８２２番地２　　　　　　　　

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

ファミリーマートいなべ藤原店　　　　　　 三重県　いなべ市藤原町志礼石新田６番地２　　　　　　　　　

ファミリーマート北勢麻生田店　　　　　　 三重県　いなべ市北勢町麻生田３５０４－４　　　　　　　　　

ファミリーマート伊賀ゆめが丘店　　　　　 三重県　伊賀市ゆめが丘二丁目３番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊賀青山町店　　　　　　 三重県　伊賀市阿保１７９番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊賀佐那具店　　　　　　 三重県　伊賀市佐那具町１５１番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートゆめが丘西口店　　　　　 三重県　伊賀市四十九町１６５８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊賀市部店　　　　　　　 三重県　伊賀市市部２８１３番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊賀上野桑町店　　　　　 三重県　伊賀市上野桑町１９３３番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊賀一之宮インター店　　 三重県　伊賀市千歳２６０番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊賀三軒家店　　　　　　 三重県　伊賀市長田６０６２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢豊浜町店　　　　　　 三重県　伊勢市磯町１８５２番地２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢一之木五丁目店　　　 三重県　伊勢市一之木五丁目　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート近鉄宮町駅前店　　　　　 三重県　伊勢市宮町二丁目３３８番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢高向店　　　　　　　 三重県　伊勢市御薗町高向５２６番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢新開店　　　　　　　 三重県　伊勢市御薗町新開字社前９４１番４　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢おばた店　　　　　　 三重県　伊勢市小俣町元町２０２番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマートおばた湯田店　　　　　　 三重県　伊勢市小俣町湯田５２番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートおばた明野店　　　　　　 三重県　伊勢市小俣町明野５３４番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢赤十字病院店　　　　 三重県　伊勢市船江１丁目４７１－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢津村町店　　　　　　 三重県　伊勢市津村町２０８８番地５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢外宮西店　　　　　　 三重県　伊勢市八日市場町１８番２０号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢本町店　　　　　　　 三重県　伊勢市本町５－１９　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東員町笹尾店　　　　　　 三重県　員弁郡東員町大字山田３０８１－１　　　　　　　　　

ファミリーマート東員町六把野店　　　　　 三重県　員弁郡東員町大字六把野新田２１番地１　　　　　　　

ファミリーマート亀山みずきが丘店　　　　 三重県　亀山市みずきが丘９－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀山羽若店　　　　　　　 三重県　亀山市羽若町５３７－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀山栄町店　　　　　　　 三重県　亀山市栄町１５０６－４６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀山能褒野店　　　　　　 三重県　亀山市能褒野町字能褒野８９番９　　　　　　　　　　



ファミリーマート久居北口店　　　　　　　 三重県　久居市北口町字野中２－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート久居インター東店　　　　 三重県　久居市明神町２６０４－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名参宮通店　　　　　　 三重県　桑名市参宮通５７番地１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名松の木東店　　　　　 三重県　桑名市松ノ木一丁目７番地６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名市民会館前店　　　　 三重県　桑名市新築町９番地１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名西別所店　　　　　　 三重県　桑名市西別所３５２－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名多度小山店　　　　　 三重県　桑名市多度町小山字天王平２４６３番地１　　　　　　

ファミリーマート桑名安永店　　　　　　　 三重県　桑名市大字安永１３４３－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西汰上店　　　　　　　　 三重県　桑名市大字西汰上４５０番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名東インター店　　　　 三重県　桑名市大字西汰上字弥平田４６１－１　　　　　　　　

ファミリーマート桑名増田店　　　　　　　 三重県　桑名市大字増田字馬渕５９７－７　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名東野店　　　　　　　 三重県　桑名市大字大福６７２番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名明竜町店　　　　　　 三重県　桑名市大字東汰上１０８０番地４　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名播磨店　　　　　　　 三重県　桑名市大字播磨２４５０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名ネオポリス東店　　　 三重県　桑名市大仲新田２３２－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名駅前店　　　　　　　 三重県　桑名市中央町１－６９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名中央通店　　　　　　 三重県　桑名市中央町４－３８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート長島町松ケ島店　　　　　 三重県　桑名市長島町松ケ島３５３－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桑名陽だまりの丘店　　　 三重県　桑名市陽だまりの丘二丁目２４０９番地　　　　　　　

ファミリーマート菰野小学校南店　　　　　 三重県　三重郡菰野町菰野２６２８－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート菰野永井店　　　　　　　 三重県　三重郡菰野町大字永井３２９９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート菰野町千草店　　　　　　 三重県　三重郡菰野町大字千草８１５５－２　　　　　　　　　

ファミリーマート菰野町田光店　　　　　　 三重県　三重郡菰野町大字田光３８６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート菰野福村店　　　　　　　 三重県　三重郡菰野町大字福村字高木８９７　　　　　　　　　

ファミリーマート国一川越町店　　　　　　 三重県　三重郡川越町大字豊田一色２６９－１　　　　　　　　

ファミリーマートあさひ向陽台店　　　　　 三重県　三重郡朝日町向陽台２丁目１６番地１　　　　　　　　

ファミリーマート四日市あがたが丘店　　　 三重県　四日市市下海老町１０４－１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市塩浜街道店　　　　 三重県　四日市市宮東町３－２６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市高浜町店　　　　　 三重県　四日市市高浜町２－１７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市笹川通り店　　　　 三重県　四日市市笹川二丁目１０７番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市あかつき台北店　　 三重県　四日市市山城町字高見８８２番地の５０　　　　　　　

ファミリーマート四日市山分店　　　　　　 三重県　四日市市山分町字川之下４７８－４　　　　　　　　　

ファミリーマート高見台店　　　　　　　　 三重県　四日市市市場町１４－５１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市おごそ東店　　　　 三重県　四日市市小古曽東二丁目１番１０号　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市小古曽二丁目店　　 三重県　四日市市小古曽二丁目３１番１１号　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市城西町店　　　　　 三重県　四日市市城西町１５番４６号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市城東町店　　　　　 三重県　四日市市城東町２１－２０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市川島店　　　　　　 三重県　四日市市川島町字目代４１２４－２　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市西阿倉川店　　　　 三重県　四日市市大字西阿倉川字上野３１１－１　　　　　　　

ファミリーマート四日市楠本郷店　　　　　 三重県　四日市市楠町本郷２８８番地８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日永西四丁目店　　　　　 三重県　四日市市日永西四丁目１８－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市泊村店　　　　　　 三重県　四日市市泊山崎町１５番１号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市采女が丘店　　　　 三重県　四日市市釆女が丘一丁目１６番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート四日市茂福町店　　　　　 三重県　四日市市茂福町７番１７号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート志摩庁舎前店　　　　　　 三重県　志摩市阿児町鵜方２４１０番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート志摩赤松ケ谷店　　　　　 三重県　志摩市阿児町鵜方２８５４番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート志摩鵜方駅西店　　　　　 三重県　志摩市阿児町鵜方４０３５番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート志摩鵜方道店　　　　　　 三重県　志摩市阿児町鵜方字鵜方道２７６６－６　　　　　　　

ファミリーマート松阪伊勢寺町店　　　　　 三重県　松阪市伊勢寺町１００９番地５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪駅部田店　　　　　　 三重県　松阪市駅部田町１０３１番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松坂本居店　　　　　　　 三重県　松阪市駅部田町字小部　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪学園前店　　　　　　 三重県　松阪市下村町８３１－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪鎌田町店　　　　　　 三重県　松阪市鎌田町字天神６８２番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊勢中川駅前店　　　　　 三重県　松阪市嬉野中川新町一丁目５２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート嬉野中川新町店　　　　　 三重県　松阪市嬉野中川新町二丁目１８２番　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪射和町店　　　　　　 三重県　松阪市射和町５７２番地４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪出間町店　　　　　　 三重県　松阪市出間町３６０番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪春日町店　　　　　　 三重県　松阪市春日町一丁目１番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪小片野店　　　　　　 三重県　松阪市小片野町１７７番地１　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート松阪インター店　　　　　 三重県　松阪市川井町字花田５０３－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪中央埠頭前店　　　　 三重県　松阪市大口町４１５番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪花岡店　　　　　　　 三重県　松阪市大黒田町８１８番地８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松阪中道町店　　　　　　 三重県　松阪市中道町字中大坪３４９－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート三雲柳原店　　　　　　　 三重県　松阪市肥留町２１０番地６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートたき五桂店　　　　　　　 三重県　多気郡多気町平谷３９番地３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大台かわぞえ店　　　　　 三重県　多気郡大台町粟生５５番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大台三瀬谷店　　　　　　 三重県　多気郡大台町佐原５１７番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート明和ルート２３号店　　　 三重県　多気郡明和町大字行部字東浦３２０－２　　　　　　　

ファミリーマート明和斎宮店　　　　　　　 三重県　多気郡明和町大字斎宮４７０９番地　　　　　　　　　

ファミリーマート明和大淀店　　　　　　　 三重県　多気郡明和町大字大淀字社田１３２番地１　　　　　　

ファミリーマート明和町店　　　　　　　　 三重県　多気郡明和町大字有爾中字発し１０７２番　　　　　　

ファミリーマート鳥羽松尾町店　　　　　　 三重県　鳥羽市松尾町２番地　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥羽赤崎店　　　　　　　 三重県　鳥羽市鳥羽五丁目６番５号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安濃庁舎東店　　　　　　 三重県　津市安濃町川西字世古１２３９番１、他１３筆　　　　

ファミリーマート一志嬉野インター店　　　 三重県　津市一志町小山シャレ子８３７－８　　　　　　　　　

ファミリーマート津河芸町中別保店　　　　 三重県　津市河芸町中別保字貝裏２４６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津岩田町店　　　　　　　 三重県　津市岩田７６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート近鉄久居駅前店　　　　　 三重県　津市久居新町１０２５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津久居中町店　　　　　　 三重県　津市久居中町１３９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津市戸木町店　　　　　　 三重県　津市戸木町７８０４番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津高茶屋店　　　　　　　 三重県　津市高茶屋四丁目３６番３３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート榊原温泉口店　　　　　　 三重県　津市榊原町６３番地　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津市ヨットハーバー店　　 三重県　津市三重町津興４１５番地４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津殿村店　　　　　　　　 三重県　津市殿村１２０－２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津結城神社前店　　　　　 三重県　津市藤方字百反２２６３番４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津藤方店　　　　　　　　 三重県　津市藤方字米垣内１２３２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津市南新町店　　　　　　 三重県　津市南新町７番３１号　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津白山町店　　　　　　　 三重県　津市白山町二本木７８１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津新町店　　　　　　　　 三重県　津市八町１丁目３－９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津片田店　　　　　　　　 三重県　津市片田志袋町１２０３番地５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津市忠盛塚前店　　　　　 三重県　津市片田志袋町２３１６番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津市野田店　　　　　　　 三重県　津市野田２６０７番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサニーロード玉城店　　　 三重県　度会郡玉城町勝田字上ノ山３５９１－１６１　　　　　

ファミリーマートくりはら度会店　　　　　 三重県　度会郡度会町棚橋７８３番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾鷲北インター店　　　　 三重県　尾鷲市倉ノ谷町１０８７番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾鷲中央町店　　　　　　 三重県　尾鷲市中央町５９９番９４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名張学園山手店　　　　　 三重県　名張市夏見１６３９－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名張あかめ店　　　　　　 三重県　名張市結馬２３４番地４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名張鴻之台店　　　　　　 三重県　名張市鴻之台１番町１８７番１８８番　　　　　　　　

ファミリーマート名張松原店　　　　　　　 三重県　名張市松原町９４３番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桔梗が丘西店　　　　　　 三重県　名張市蔵持町里２４１２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート近鉄名張駅店　　　　　　 三重県　名張市平尾２９６１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿伊船町店　　　　　　 三重県　鈴鹿市伊船町２８３８－１７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート磯山駅前店　　　　　　　 三重県　鈴鹿市磯山２－１１－３０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿おかだ店　　　　　　 三重県　鈴鹿市岡田三丁目１５番７号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿下箕田店　　　　　　 三重県　鈴鹿市下箕田１－５－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿太陽の街店　　　　　 三重県　鈴鹿市郡山町字西高山２００１番地２０　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿御薗町店　　　　　　 三重県　鈴鹿市御薗町４４４６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿三日市店　　　　　　 三重県　鈴鹿市三日市２丁目１１番３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿山本町店　　　　　　 三重県　鈴鹿市山本町１３－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿算所店　　　　　　　 三重県　鈴鹿市算所３丁目１１４５番９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿寺家五丁目店　　　　 三重県　鈴鹿市寺家５丁目８－２２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿寺家店　　　　　　　 三重県　鈴鹿市寺家７丁目１２－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿住吉店　　　　　　　 三重県　鈴鹿市住吉町下野田５８２６－７　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿庄野町店　　　　　　 三重県　鈴鹿市庄野町３番３３号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿フラワーロート゛店　 三重県　鈴鹿市深溝町字中林１４３０－１２　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿神戸三丁目店　　　　 三重県　鈴鹿市神戸３丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿中江島町店　　　　　 三重県　鈴鹿市中江島町１４番８号　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート鈴鹿サーキット前店　　　 三重県　鈴鹿市道伯町字筧田２０６２－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿南玉垣店　　　　　　 三重県　鈴鹿市南玉垣町２２５８番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿南玉垣町店　　　　　 三重県　鈴鹿市南玉垣町字北箱塚２９７５番３　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿白子町店　　　　　　 三重県　鈴鹿市白子町白江土地区画整理事業４３街区１、２　　

ファミリーマート鈴鹿平田二丁目店　　　　 三重県　鈴鹿市平田二丁目６番５号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿北堀江町店　　　　　 三重県　鈴鹿市北堀江町２３５番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鈴鹿林崎町店　　　　　　 三重県　鈴鹿市林崎町１０３３－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野町河原店　　　　　　 滋賀県　蒲生郡日野町河原二丁目６０番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野町松尾店　　　　　　 滋賀県　蒲生郡日野町松尾五丁目８番３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日野北脇店　　　　　　　 滋賀県　蒲生郡日野町北脇１０９０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート竜王岡屋店　　　　　　　 滋賀県　蒲生郡竜王町岡屋４７０７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート竜王弓削店　　　　　　　 滋賀県　蒲生郡竜王町弓削１５７２－４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート武佐北店　　　　　　　　 滋賀県　近江八幡市武佐町４７０番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栗東中学校前店　　　　　 滋賀県　栗東市安養寺６－６－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栗東御園店　　　　　　　 滋賀県　栗東市御園１８１６　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート国道小柿店　　　　　　　 滋賀県　栗東市小柿３丁目２４番５、他１筆　　　　　　　　　

ファミリーマート栗東小野店　　　　　　　 滋賀県　栗東市小野６１０番　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート県道豊郷店　　　　　　　 滋賀県　犬上郡豊郷町大字雨降野３３１番１、他５筆　　　　　

ファミリーマート甲西日枝店　　　　　　　 滋賀県　湖南市下田２８５７番地の２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート湖南下田店　　　　　　　 滋賀県　湖南市下田５８番１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート湖南岩根店　　　　　　　 滋賀県　湖南市岩根中央２丁目１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート湖南石部南店　　　　　　 滋賀県　湖南市石部南８丁目５番２６号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲西梅影町店　　　　　　 滋賀県　湖南市梅影町３番地の２５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート貴生川駅前店　　　　　　 滋賀県　甲賀市水口町貴生川２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水口町宮の前店　　　　　 滋賀県　甲賀市水口町宮の前１－１３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水口北山店　　　　　　　 滋賀県　甲賀市水口町伴中山３９０７－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート守山小島町店　　　　　　 滋賀県　守山市小島町１３５５－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草津西大路店　　　　　　 滋賀県　草津市西大路町２番２９号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草津駅東口店　　　　　　 滋賀県　草津市大路１丁目２－９　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草津大路一丁目店　　　　 滋賀県　草津市大路一丁目１０番３号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート草津野村六丁目店　　　　 滋賀県　草津市野村６－４４４－１０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南草津駅前店　　　　　　 滋賀県　草津市野路町９１９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大津京駅前店　　　　　　 滋賀県　大津市皇子が丘２－１０－２７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大津国分店　　　　　　　 滋賀県　大津市国分一丁目３３番５号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート皇子が丘公園前店　　　　 滋賀県　大津市山上町６－３６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大津瀬田四丁目店　　　　 滋賀県　大津市瀬田四丁目２６６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大津西の庄店　　　　　　 滋賀県　大津市西の庄１２－８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大津相模町店　　　　　　 滋賀県　大津市膳所１丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大津大将軍店　　　　　　 滋賀県　大津市大将軍１－８－１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大石はっとり店　　　　　 滋賀県　大津市大石中３－１－２５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大津朝日が丘店　　　　　 滋賀県　大津市朝日が丘一丁目１番２号　　　　　　　　　　　

ファミリーマートびわ湖浜大津駅前店　　　 滋賀県　大津市浜大津２－１－２８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東近江能登川店　　　　　 滋賀県　東近江市伊庭町１９８番２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート妙法寺店　　　　　　　　 滋賀県　東近江市札の辻２－１４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東近江川合町店　　　　　 滋賀県　東近江市川合町１３－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八日市東沖野店　　　　　 滋賀県　東近江市東沖野一丁目６番１６号　　　　　　　　　　

ファミリーマート蒲生鈴店　　　　　　　　 滋賀県　東近江市鈴町１４６７－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート彦根開出今店　　　　　　 滋賀県　彦根市開出今町１３７１－４８他５筆　　　　　　　　

ファミリーマート米原駅西店　　　　　　　 滋賀県　米原市下多良一丁目４３番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野洲冨波店　　　　　　　 滋賀県　野洲市久野部８４番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野洲川橋店　　　　　　　 滋賀県　野洲市野洲２１４番　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート綾部駅前通店　　　　　　 京都府　綾部市駅前通３９－２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート綾部下八田店　　　　　　 京都府　綾部市下八田町大坪８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京都宇治弐番店　　　　　 京都府　宇治市宇治弐番８４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇治東インター店　　　　 京都府　宇治市菟道西隼上り１０－８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇治木幡店　　　　　　　 京都府　宇治市木幡東中５４　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇治中川原店　　　　　　 京都府　宇治市槇島町石橋６４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇治紫ケ丘店　　　　　　 京都府　宇治市槇島町南落合１６番地の１　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀岡河原町店　　　　　　 京都府　亀岡市河原町１６４－１　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート亀岡宮前町店　　　　　　 京都府　亀岡市宮前町宮川稲荷１１１番３　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀岡篠インター店　　　　 京都府　亀岡市篠町篠向谷２０－４他５筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀岡千代川店　　　　　　 京都府　亀岡市千代川町小林北ン田４９－２　　　　　　　　　

ファミリーマート亀岡曽我部町店　　　　　 京都府　亀岡市曽我部町南条屋敷２番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀岡追分町店　　　　　　 京都府　亀岡市追分町藪ノ下１１番５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀岡保津町店　　　　　　 京都府　亀岡市保津町下大年３番５７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート峰山町杉谷店　　　　　　 京都府　京丹後市峰山町杉谷６５４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京田辺興戸店　　　　　　 京都府　京田辺市興戸塚ノ本１９－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京田辺市役所前店　　　　 京都府　京田辺市興戸北鉾立３７番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京田辺三山木店　　　　　 京都府　京田辺市三山木土地区画整理地区街区番号５３　　　　

ファミリーマート京田辺大住店　　　　　　 京都府　京田辺市薪畠３１－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京田辺草内店　　　　　　 京都府　京田辺市草内馬橋９－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京田辺公園店　　　　　　 京都府　京田辺市田辺平１０８－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京北周山町店　　　　　　 京都府　京都市右京区京北周山町フケ１５番　　　　　　　　　

ファミリーマート京都嵯峨広沢店　　　　　 京都府　京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町３０番地　　　　　　

ファミリーマート嵯峨嵐山駅北口店　　　　 京都府　京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町３１　　　　　　　　　

ファミリーマート嵯峨野宮ノ元町店　　　　 京都府　京都市右京区嵯峨野宮ノ元町２番１　　　　　　　　　

ファミリーマート西院南店　　　　　　　　 京都府　京都市右京区西院三蔵町２０番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート西院清水町店　　　　　　 京都府　京都市右京区西院清水町１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安井葛野五条店　　　　　 京都府　京都市右京区西京極東大丸町３２－２　　　　　　　　

ファミリーマートかどの七条店　　　　　　 京都府　京都市右京区西京極南方町７０－１　　　　　　　　　

ファミリーマート太秦丸太町店　　　　　　 京都府　京都市右京区太秦開日町１－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太秦森ヶ東町店　　　　　 京都府　京都市右京区太秦森ケ東町２６－４　　　　　　　　　

ファミリーマート太秦西蜂岡町店　　　　　 京都府　京都市右京区太秦西蜂岡町９番１１５　　　　　　　　

ファミリーマート梅津段町店　　　　　　　 京都府　京都市右京区梅津段町７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート河原町仏光寺店　　　　　 京都府　京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町３３８　　

ファミリーマート西大路花屋町店　　　　　 京都府　京都市下京区西七条掛越町２６－１　　　　　　　　　

ファミリーマート京都一乗寺店　　　　　　 京都府　京都市左京区一乗寺花ノ木町１番地　　　　　　　　　

ファミリーマート白川北大路店　　　　　　 京都府　京都市左京区一乗寺樋ノ口町　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京都岩倉中町店　　　　　 京都府　京都市左京区岩倉中町３２４番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大路山端店　　　　　　 京都府　京都市左京区山端大城田町２３－１　　　　　　　　　

ファミリーマート聖護院店　　　　　　　　 京都府　京都市左京区聖護院山王町４３－５　　　　　　　　　

ファミリーマート京都東インター店　　　　 京都府　京都市山科区音羽前田町５０番１、５０番５　　　　　

ファミリーマート山科西野山店　　　　　　 京都府　京都市山科区西野山射庭ノ上町１９５－１　　　　　　

ファミリーマート京都山科大宅店　　　　　 京都府　京都市山科区大宅御所田町１４－１　　　　　　　　　

ファミリーマート堀川中立売店　　　　　　 京都府　京都市上京区中立売堀川西入役人町２６０　　　　　　

ファミリーマート下津林芝ノ宮町店　　　　 京都府　京都市西京区下津林芝ノ宮町２４　　　　　　　　　　

ファミリーマート樫原江ノ本町店　　　　　 京都府　京都市西京区樫原江ノ本町１０番地　　　　　　　　　

ファミリーマート桂西滝川町店　　　　　　 京都府　京都市西京区桂西滝川町１９番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート西京御陵溝浦店　　　　　 京都府　京都市西京区御陵溝浦町１９－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート西小路天神川店　　　　　 京都府　京都市中京区西ノ京小堀池町１９番地５　　　　　　　

ファミリーマート佐井太子道店　　　　　　 京都府　京都市中京区西ノ京北壺井町３０－１　　　　　　　　

ファミリーマート西大路九条店　　　　　　 京都府　京都市南区吉祥院清水町３８番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉祥院嶋店　　　　　　　 京都府　京都市南区吉祥院嶋出在家町１６番　　　　　　　　　

ファミリーマート吉祥院東砂ノ町店　　　　 京都府　京都市南区吉祥院東砂ノ町２６番　　　　　　　　　　

ファミリーマート大宮大橋店　　　　　　　 京都府　京都市南区上鳥羽卯ノ花６３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート横大路下三栖店　　　　　 京都府　京都市伏見区横大路下三栖辻堂町２２番地　　　　　　

ファミリーマート伏見小栗栖南店　　　　　 京都府　京都市伏見区小栗栖森本町６番地６　　　　　　　　　

ファミリーマート竹田久保町店　　　　　　 京都府　京都市伏見区深草ヲカヤ町２９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート竹田七瀬川店　　　　　　 京都府　京都市伏見区竹田七瀬川町１５４番地４　　　　　　　

ファミリーマート竹田松林町店　　　　　　 京都府　京都市伏見区竹田松林町３２番２　　　　　　　　　　

ファミリーマート伏見桃山東店　　　　　　 京都府　京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地２５　　　　　　　

ファミリーマート伏見日野西風呂店　　　　 京都府　京都市伏見区日野西風呂町１番１２、１番６、日野田頬

ファミリーマート伏見片原町店　　　　　　 京都府　京都市伏見区片原町２９３番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佛教大学前店　　　　　　 京都府　京都市北区紫野西蓮台野町７３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京都原谷店　　　　　　　 京都府　京都市北区大北山原谷乾町２０７番地１　　　　　　　

ファミリーマート城陽寺田店　　　　　　　 京都府　城陽市寺田垣内後４６－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京丹波蒲生店　　　　　　 京都府　船井郡京丹波町蒲生蒲生野２０９－４　　　　　　　　

ファミリーマート長岡京久貝店　　　　　　 京都府　長岡京市久貝１－２０４－１　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート今里彦林店　　　　　　　 京都府　長岡京市今里彦林４　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート長岡京駅前店　　　　　　 京都府　長岡京市神足２－２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南丹園部内林町店　　　　 京都府　南丹市園部町内林町東畑３０－４　　　　　　　　　　

ファミリーマート南丹八木町店　　　　　　 京都府　南丹市八木町八木杉ノ前４１－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート八幡男山金振店　　　　　 京都府　八幡市男山金振１－４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八幡月夜田店　　　　　　 京都府　八幡市八幡月夜田９１番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八幡美濃山店　　　　　　 京都府　八幡市美濃山西ノ口３－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート舞鶴円満寺店　　　　　　 京都府　舞鶴市字円満寺小字八丁１４２－１　　　　　　　　　

ファミリーマート舞鶴南田辺店　　　　　　 京都府　舞鶴市南田辺７０－１２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福知山広峯町店　　　　　 京都府　福知山市広峯町６番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福知山東羽合店　　　　　 京都府　福知山市東羽合町１５２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート木津川台駅前店　　　　　 京都府　木津川市吐師宮ノ前４９－６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート与謝天橋立インター店　　 京都府　与謝郡与謝野町字石川小字滝ノ下１４０３－１　　　　

ファミリーマート茨木玉櫛二丁目店　　　　 大阪府　茨木市玉櫛２丁目２９－２７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茨木水尾店　　　　　　　 大阪府　茨木市水尾２－１１－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茨木大池一丁目店　　　　 大阪府　茨木市大池一丁目４１５番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茨木島三丁目店　　　　　 大阪府　茨木市島三丁目９番９号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート茨木平田台店　　　　　　 大阪府　茨木市並木町２２番８号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽曳野島田病院前店　　　 大阪府　羽曳野市向野３丁目９３－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽曳野尺度店　　　　　　 大阪府　羽曳野市尺度１２２－１他３筆　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽曳野新町店　　　　　　 大阪府　羽曳野市西浦１２５３－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽曳野野々上店　　　　　 大阪府　羽曳野市野々上４丁目５－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽曳野市役所前店　　　　 大阪府　羽曳野市誉田３－１６－２０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽曳野誉田店　　　　　　 大阪府　羽曳野市誉田７－８９０－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート河内長野向野店　　　　　 大阪府　河内長野市向野町７５１番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートミナミ河内長野高向店　　 大阪府　河内長野市高向７３６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート河内長野市町店　　　　　 大阪府　河内長野市市町１１３５－１、１１３６－１　　　　　

ファミリーマート河内長野南貴望ヶ丘店　　 大阪府　河内長野市南貴望ヶ丘３０－１６　　　　　　　　　　

ファミリーマート河内長野北青葉台店　　　 大阪府　河内長野市北青葉台５２－４２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート河内長野木戸店　　　　　 大阪府　河内長野市木戸一丁目３２番８号　　　　　　　　　　

ファミリーマート貝塚警察署前店　　　　　 大阪府　貝塚市海塚２７０４番３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉橋本店　　　　　　　 大阪府　貝塚市橋本３７１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート貝塚半田店　　　　　　　 大阪府　貝塚市半田一丁目２－１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート貝塚麻生中店　　　　　　 大阪府　貝塚市麻生中１０１５番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート貝塚名越店　　　　　　　 大阪府　貝塚市名越２１３－２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート貝塚澤店　　　　　　　　 大阪府　貝塚市澤８９０番６　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田岡山町店　　　　　 大阪府　岸和田市岡山町１０１番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田下松町店　　　　　 大阪府　岸和田市下松町３丁目６－１６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田三田町店　　　　　 大阪府　岸和田市三田町６３６番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春木駅前店　　　　　　　 大阪府　岸和田市春木旭町７－８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田新港町店　　　　　 大阪府　岸和田市新港町２－２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田西之内町店　　　　 大阪府　岸和田市西之内町１３番１号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田南インター店　　　 大阪府　岸和田市地蔵浜町７番地の１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田八田町店　　　　　 大阪府　岸和田市土生町１３５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田土生東店　　　　　 大阪府　岸和田市土生町７０６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田南町店　　　　　　 大阪府　岸和田市南町１８－１６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田畑町店　　　　　　 大阪府　岸和田市畑町四丁目３番３号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田並松店　　　　　　 大阪府　岸和田市並松町２９番３０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田野田町二丁目店　　 大阪府　岸和田市野田町二丁目１４番１４号　　　　　　　　　

ファミリーマート岸和田流木東店　　　　　 大阪府　岸和田市流木町３２５番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート幾野四丁目店　　　　　　 大阪府　交野市幾野４－１８　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート交野私部店　　　　　　　 大阪府　交野市私部二丁目２２番２号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート交野森北一丁目店　　　　 大阪府　交野市森北１－１３７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート交野星田店　　　　　　　 大阪府　交野市星田６－１－３０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート星田駅東店　　　　　　　 大阪府　交野市星田五丁目４００４番５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート交野倉治西店　　　　　　 大阪府　交野市倉治二丁目６８番２６号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高石駅前店　　　　　　　 大阪府　高石綾園一丁目３１４番４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート羽衣駅西店　　　　　　　 大阪府　高石市羽衣１丁目１４番１０号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高石加茂三丁目店　　　　 大阪府　高石市加茂３－３－１１　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート高石高師浜店　　　　　　 大阪府　高石市高師浜三丁目１７番２５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高槻古曽部店　　　　　　 大阪府　高槻市古曽部町二丁目２１番３６号　　　　　　　　　

ファミリーマート阪南鳥取中店　　　　　　 大阪府　阪南市鳥取中２５０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺一条通店　　　　　　　 大阪府　堺市堺区一条通５－２６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺駅南口店　　　　　　　 大阪府　堺市堺区栄橋町一丁目８－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺榎元町店　　　　　　　 大阪府　堺市堺区榎元町５丁目６－１１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺海山町店　　　　　　　 大阪府　堺市堺区海山町三丁目１５４－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺錦綾町店　　　　　　　 大阪府　堺市堺区錦綾町２－３－１６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺櫛屋町東二丁店　　　　 大阪府　堺市堺区櫛屋町東２－２－１６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺砂道町店　　　　　　　 大阪府　堺市堺区砂道町一丁１５－１８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺材木町西店　　　　　　 大阪府　堺市堺区材木町西３丁１番２４号　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺三宝町六丁店　　　　　 大阪府　堺市堺区三宝町六丁３０５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマートフェニックス通り店　　　 大阪府　堺市堺区住吉橋町１－１－１９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南海堺駅前店　　　　　　 大阪府　堺市堺区戎島町二丁７０番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京屋宿院店　　　　　　　 大阪府　堺市堺区宿院町東３－１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺出島海岸通店　　　　　 大阪府　堺市堺区出島海岸通１丁目１２番１３号　　　　　　　

ファミリーマート松屋大和川通店　　　　　 大阪府　堺市堺区松屋大和川通二丁目３４番地４　　　　　　　

ファミリーマート京屋西湊店　　　　　　　 大阪府　堺市堺区西湊町６－３－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺中之町東店　　　　　　 大阪府　堺市堺区中之町東一丁１番２１号　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ百舌鳥駅前店　　　　 大阪府　堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁１４１番地の１　　　　　　

ファミリーマート堺緑町店　　　　　　　　 大阪府　堺市堺区緑町１－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺上店　　　　　　　　　 大阪府　堺市西区上９７－４　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺津久野町店　　　　　　 大阪府　堺市西区津久野町一丁目１１番１０　　　　　　　　　

ファミリーマート京屋平岡町店　　　　　　 大阪府　堺市西区平岡町３８－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺鳳西町店　　　　　　　 大阪府　堺市西区鳳西町１丁目６８－１４　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺鳳西町二丁店　　　　　 大阪府　堺市西区鳳西町２丁７６番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ鳳駅前店　　　　　　 大阪府　堺市西区鳳東町一丁７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺鳳東町店　　　　　　　 大阪府　堺市西区鳳東町二丁１６２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺深井中町店　　　　　　 大阪府　堺市中区深井中町１９７３－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京屋畑山町店　　　　　　 大阪府　堺市中区深井畑山町２４７－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉北田園大橋店　　　　　 大阪府　堺市中区深阪１５２７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺大野芝町店　　　　　　 大阪府　堺市中区大野芝町１８３－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺堀上町店　　　　　　　 大阪府　堺市中区八田北町４８１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺伏尾店　　　　　　　　 大阪府　堺市中区伏尾１３４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺高松店　　　　　　　　 大阪府　堺市東区高松７０－４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺西野店　　　　　　　　 大阪府　堺市東区西野４７９番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺草尾店　　　　　　　　 大阪府　堺市東区草尾７６４－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺大美野店　　　　　　　 大阪府　堺市東区大美野１６３番地５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺八下町店　　　　　　　 大阪府　堺市東区八下町２丁目３２番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺菩提町店　　　　　　　 大阪府　堺市東区菩提町二丁９５－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺北野田駅前店　　　　　 大阪府　堺市東区北野田１０７７アミナス北野田１１０号　　　

ファミリーマート堺岩室店　　　　　　　　 大阪府　堺市南区岩室９６－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉北晴美台二丁店　　　　 大阪府　堺市南区晴美台２丁２番１８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺泉北竹城台店　　　　　 大阪府　堺市南区竹城台３丁目２２－８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺美原黒山店　　　　　　 大阪府　堺市美原区黒山６９番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート美原今井店　　　　　　　 大阪府　堺市美原区今井７７番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート美原小平尾店　　　　　　 大阪府　堺市美原区小平尾７８２－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺金岡町店　　　　　　　 大阪府　堺市北区金岡町１３０２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺金岡店　　　　　　　　 大阪府　堺市北区金岡町２２６７番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺常磐町店　　　　　　　 大阪府　堺市北区常磐町１丁１５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺中百舌鳥町五丁店　　　 大阪府　堺市北区中百舌鳥町五丁６８９番地　　　　　　　　　

ファミリーマート堺東浅香山店　　　　　　 大阪府　堺市北区東浅香山町二丁目３４８－１　　　　　　　　

ファミリーマート堺南花田店　　　　　　　 大阪府　堺市北区南花田町３０　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺南花田町東店　　　　　 大阪府　堺市北区南花田町３８番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺百舌鳥梅町二丁店　　　 大阪府　堺市北区百舌鳥梅町二丁５０６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺百舌鳥梅北町店　　　　 大阪府　堺市北区百舌鳥梅北町３－１０５－１　　　　　　　　

ファミリーマート堺百舌鳥陵南町店　　　　 大阪府　堺市北区百舌鳥陵南町三丁１６１番地　　　　　　　　

ファミリーマート堺北長尾町店　　　　　　 大阪府　堺市北区北長尾町八丁３１９番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺緑ケ丘中町店　　　　　 大阪府　堺市緑ヶ丘中町１－１－２９　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート四條畷中野西店　　　　　 大阪府　四条畷市大字中野５３４番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四條畷岡山東店　　　　　 大阪府　四條畷市岡山東一丁目１番１３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート四條畷雁屋西町店　　　　 大阪府　四條畷市雁屋西町４－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四條畷しとみや店　　　　 大阪府　四條畷市蔀屋本町１３－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート四條畷中野店　　　　　　 大阪府　四條畷市大字中野１１２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート菊水通二丁目店　　　　　 大阪府　守口市菊水通２－８－１４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京阪本通二丁目店　　　　 大阪府　守口市京阪本通２－９－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口高瀬町店　　　　　　 大阪府　守口市高瀬町三丁目９　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口佐太中町二丁目店　　 大阪府　守口市佐太中町２－２－２９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口庭窪店　　　　　　　 大阪府　守口市佐太中町３丁目１－１１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口市駅前店　　　　　　 大阪府　守口市桜町９－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口西郷通店　　　　　　 大阪府　守口市西郷通２－８－１６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口大庭店　　　　　　　 大阪府　守口市大庭町１－１－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口大日駅前店　　　　　 大阪府　守口市大日町２－１－１８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口東郷通店　　　　　　 大阪府　守口市東郷通１丁目７番１２号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口藤田一丁目店　　　　 大阪府　守口市藤田町１－５５－１５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート守口南寺方東通店　　　　 大阪府　守口市南寺方東通３丁目１５番２１号　　　　　　　　

ファミリーマート一津屋三丁目店　　　　　 大阪府　松原市一津屋３－６－１７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松原三宅東店　　　　　　 大阪府　松原市三宅東５丁目１９７２番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート松原新堂四丁目店　　　　 大阪府　松原市新堂４丁目１５９番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松原天美西店　　　　　　 大阪府　松原市天美西四丁目１９５－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート萱島駅前店　　　　　　　 大阪府　寝屋川市萱島信和町２１－１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寝屋川香里新町店　　　　 大阪府　寝屋川市香里新町２８－３２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寝屋川三井南店　　　　　 大阪府　寝屋川市三井南町２３－１７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寝屋川初町店　　　　　　 大阪府　寝屋川市初町２０－７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寝屋川大利町店　　　　　 大阪府　寝屋川市大利町２１番１０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寝屋川点野店　　　　　　 大阪府　寝屋川市点野５丁目７番８号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岸部中店　　　　　　　　 大阪府　吹田市岸部中１丁目１３番１３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート江坂町二丁目店　　　　　 大阪府　吹田市江坂町２丁目１２－４８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊津駅前店　　　　　　　 大阪府　吹田市山手町２－６－３－１０１　　　　　　　　　　

ファミリーマート吹田山田西店　　　　　　 大阪府　吹田市山田西２－７－１６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吹田千里山高塚店　　　　 大阪府　吹田市千里山高塚９－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吹田朝日が丘町店　　　　 大阪府　吹田市朝日が丘町１６－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吹田長野西店　　　　　　 大阪府　吹田市長野西１１－８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南吹田一丁目店　　　　　 大阪府　吹田市南吹田１丁目９番１０号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート摂津新在家一丁目店　　　 大阪府　摂津市新在家１－２７－２３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート摂津鳥飼上四丁目店　　　 大阪府　摂津市鳥飼上４丁目７－４１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート摂津鳥飼中一丁目店　　　 大阪府　摂津市鳥飼中一丁目３６番２０号　　　　　　　　　　

ファミリーマート摂津新在家店　　　　　　 大阪府　摂津市鳥飼八防２－１１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート摂津鶴野店　　　　　　　 大阪府　摂津市鶴野３丁目５番２３号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート池上鶴野店　　　　　　　 大阪府　摂津市鶴野４－１２－２１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉佐野中庄店　　　　　　 大阪府　泉佐野市中庄１２番地の１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉佐野長滝店　　　　　　 大阪府　泉佐野市長滝１２２５番１他２筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉佐野南中安松店　　　　 大阪府　泉佐野市南中安松１４７２番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉佐野日根野店　　　　　 大阪府　泉佐野市日根野２１２１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉大津なぎさ町店　　　　 大阪府　泉大津市なぎさ町２－１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉大津宮町店　　　　　　 大阪府　泉大津市宮町１－８　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉大津寿町店　　　　　　 大阪府　泉大津市寿町４－３６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉大津北助松店　　　　　 大阪府　泉大津市助松町一丁目４７４番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉大津西港町店　　　　　 大阪府　泉大津市西港町１１０番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉大津虫取町店　　　　　 大阪府　泉大津市虫取町１－４－３３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉大津板原店　　　　　　 大阪府　泉大津市板原町４丁目１１番１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート熊取五門店　　　　　　　 大阪府　泉南郡熊取町五門西１丁目１－１４　　　　　　　　　

ファミリーマート熊取紺屋店　　　　　　　 大阪府　泉南郡熊取町紺屋２丁目２１－８　　　　　　　　　　

ファミリーマート熊取駅前店　　　　　　　 大阪府　泉南郡熊取町大久保中１－１６－１８　　　　　　　　

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

ファミリーマート泉南インター店　　　　　 大阪府　泉南市信達岡中１１９９－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉南信達市場店　　　　　 大阪府　泉南市信達市場１５２７－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉南砂川店　　　　　　　 大阪府　泉南市信達市場２３３５番地１　　　　　　　　　　　



ファミリーマート泉南信達大苗代店　　　　 大阪府　泉南市信達大苗代３６７番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉南信達牧野店　　　　　 大阪府　泉南市信達牧野３３９番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉南男里北店　　　　　　 大阪府　泉南市男里５－２－７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉南幡代北店　　　　　　 大阪府　泉南市幡代１丁目３番１７号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート忠岡東一丁目店　　　　　 大阪府　泉北郡忠岡町忠岡東一丁目２２番２５号　　　　　　　

ファミリーマート小浦忠岡南店　　　　　　 大阪府　泉北郡忠岡町忠岡南１－２－１０　　　　　　　　　　

ファミリーマート小浦忠岡北店　　　　　　 大阪府　泉北郡忠岡町忠岡北二丁目８番１８号　　　　　　　　

ファミリーマート狭山市役所前店　　　　　 大阪府　大阪狭山市狭山一丁目８９６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート東ぐみの木店　　　　　　 大阪府　大阪狭山市東茱萸木２丁目８９７－２　　　　　　　　

ファミリーマート大阪狭山半田店　　　　　 大阪府　大阪狭山市半田３丁目１６１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート関目高殿駅西店　　　　　 大阪府　大阪市旭区高殿４－２１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高殿七丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市旭区高殿７丁目１－２０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新森二丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市旭区新森２－２４－２２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新森七丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市旭区新森七丁目５－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートスバル京阪千林店　　　　 大阪府　大阪市旭区清水１－１８－１８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大阪工大前店　　　　　　 大阪府　大阪市旭区中宮５丁目４－３４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三先一丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市港区三先１－１２－１３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート弁天町駅前店　　　　　　 大阪府　大阪市港区市岡元町３－７－１０　　　　　　　　　　

ファミリーマート波除中央大通店　　　　　 大阪府　大阪市港区波除２－４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八幡屋商店街西店　　　　 大阪府　大阪市港区八幡屋一丁目１５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福崎店　　　　　　　　　 大阪府　大阪市港区福崎２－４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千鳥橋駅前店　　　　　　 大阪府　大阪市此花区四貫島１－５－６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート島屋三丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市此花区島屋３－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安治川口駅西店　　　　　 大阪府　大阪市此花区島屋４－２－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート島屋一丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市此花区島屋一丁目１－１９　　　　　　　　　　

ファミリーマート酉島二丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市此花区酉島２－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート此花酉島店　　　　　　　 大阪府　大阪市此花区酉島３－２２－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマートあびこ駅西店　　　　　　 大阪府　大阪市住吉区我孫子西２－３－２４　　　　　　　　　

ファミリーマート苅田五丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市住吉区苅田五丁目１３－７西武マンション　　　

ファミリーマートＭＹＳ杉本町店　　　　　 大阪府　大阪市住吉区山之内４－１－１エミネンスパレス　　　

ファミリーマート上住吉二丁目店　　　　　 大阪府　大阪市住吉区上住吉二丁目１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート長居四丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市住吉区長居４－２－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート長居西店　　　　　　　　 大阪府　大阪市住吉区長居西１－８－１４　　　　　　　　　　

ファミリーマート住之江公園駅西店　　　　 大阪府　大阪市住之江区新北島１丁目３　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＭＹＳ新北島店　　　　　 大阪府　大阪市住之江区新北島５－３－４　　　　　　　　　　

ファミリーマート中加賀屋二丁目店　　　　 大阪府　大阪市住之江区中加賀屋２－１－４　　　　　　　　　

ファミリーマートコスモスクエア店　　　　 大阪府　大阪市住之江区南港北１－７－５０　　　　　　　　　

ファミリーマート住之江平林南店　　　　　 大阪府　大阪市住之江区平林南２丁目１２番３２号　　　　　　

ファミリーマート今福東一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市城東区今福東１－５－　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート城東鴫野西店　　　　　　 大阪府　大阪市城東区鴫野西２－１８－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート鴫野駅南店　　　　　　　 大阪府　大阪市城東区鴫野西５－１３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新今里店　　　　　　　　 大阪府　大阪市生野区新今里４－９－２５　　　　　　　　　　

ファミリーマート巽中三丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市生野区巽中三丁目１５－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート生野鶴橋一丁目店　　　　 大阪府　大阪市生野区鶴橋一丁目９番３２号　　　　　　　　　

ファミリーマート田島五丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市生野区田島５丁目４－２９　　　　　　　　　　

ファミリーマート九条店　　　　　　　　　 大阪府　大阪市西区九条１－１３－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新町二丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市西区新町２丁目２０－　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西本町なにわ筋店　　　　 大阪府　大阪市西区西本町１丁目１５－１０　　　　　　　　　

ファミリーマート南堀江四丁目店　　　　　 大阪府　大阪市西区南堀江４丁目２番１号　　　　　　　　　　

ファミリーマートマツエダ北堀江店　　　　 大阪府　大阪市西区北堀江２－５－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート本田みなと通店　　　　　 大阪府　大阪市西区本田１－１８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート花園町店　　　　　　　　 大阪府　大阪市西成区旭１－５－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート玉出西二丁目店　　　　　 大阪府　大阪市西成区玉出西２丁目１６番３０号　　　　　　　

ファミリーマート山王店　　　　　　　　　 大阪府　大阪市西成区太子１－２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート太子店　　　　　　　　　 大阪府　大阪市西成区太子１－５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート天下茶屋北一丁目店　　　 大阪府　大阪市西成区天下茶屋北１丁目７－　　　　　　　　　

ファミリーマート西淀川御幣島店　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区御幣島１－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御幣島二丁目北店　　　　 大阪府　大阪市西淀川区御幣島２丁目３－１３　　　　　　　　

ファミリーマート千舟三丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区千舟３－２－６　　　　　　　　　　　



ファミリーマート大和田六丁目店　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区大和田６－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート竹島二丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区竹島２－４－７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中島東店　　　　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区中島１－１－３４　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲穂姫島通店　　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区姫島３丁目１３－　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫島四丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区姫島４－１５－１２　　　　　　　　　

ファミリーマート姫里一丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区姫里１－１７－１６　　　　　　　　　

ファミリーマート西淀川野里店　　　　　　 大阪府　大阪市西淀川区野里２－３－９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大正千島一丁目店　　　　 大阪府　大阪市大正区千島１丁目２３番８７号　　　　　　　　

ファミリーマート大正千島店　　　　　　　 大阪府　大阪市大正区千島二丁目３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート泉尾三丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市大正区泉尾三丁目２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南恩加島店　　　　　　　 大阪府　大阪市大正区南恩加島２－８－２７　　　　　　　　　

ファミリーマート大昌千日前店　　　　　　 大阪府　大阪市中央区千日前２－８－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日本橋一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市中央区日本橋１－５－１０北銀ビル１Ｆ　　　　

ファミリーマート日本橋二丁目店　　　　　 大阪府　大阪市中央区日本橋２丁目１８番１２号　　　　　　　

ファミリーマート本町橋店　　　　　　　　 大阪府　大阪市中央区本町橋１－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート横堤四丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市鶴見区横堤４－２０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鶴見今津北店　　　　　　 大阪府　大阪市鶴見区今津北三丁目６番１８号　　　　　　　　

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

ファミリーマート鶴見五丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市鶴見区鶴見５－７－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート放出東店　　　　　　　　 大阪府　大阪市鶴見区放出東１－１７－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート桃谷駅西店　　　　　　　 大阪府　大阪市天王寺区烏ケ辻２丁目３番２号　　　　　　　　

ファミリーマート大阪赤十字病院店　　　　 大阪府　大阪市天王寺区筆ヶ崎町５－３０　　　　　　　　　　

ファミリーマート四天王寺夕陽ヶ丘店　　　 大阪府　大阪市天王寺区六万体町５番１３号　　　　　　　　　

ファミリーマート高倉町二丁目店　　　　　 大阪府　大阪市都島区高倉町２－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート都島北通店　　　　　　　 大阪府　大阪市都島区都島北通１－４－２１－１０１　　　　　

ファミリーマート大阪市立総合医療センター 大阪府　大阪市都島区都島本通２－１３－２２５Ｆ　　　　　　

ファミリーマート都島本通三丁目店　　　　 大阪府　大阪市都島区都島本通三丁目２２５－１　　　　　　　

ファミリーマート薬ヒグチＪＲ京橋駅東店　 大阪府　大阪市都島区東野田町３丁目４－２０　　　　　　　　

ファミリーマート内代町二丁目店　　　　　 大阪府　大阪市都島区内代町２－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート毛馬町一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市都島区毛馬町１丁目１０２番１（地番）　　　　

ファミリーマート今川三丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市東住吉区今川三丁目７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東田辺三丁目店　　　　　 大阪府　大阪市東住吉区東田辺三丁目４１　　　　　　　　　　

ファミリーマート矢田一丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市東住吉区矢田一丁目２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート深江北一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市東成区深江北一丁目８－７　　　　　　　　　　

ファミリーマート大今里一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市東成区大今里１－２２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大今里西一丁目店　　　　 大阪府　大阪市東成区大今里西一丁目２番９号　　　　　　　　

ファミリーマート今里駅前店　　　　　　　 大阪府　大阪市東成区大今里南１－５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大今里店　　　　　　　　 大阪府　大阪市東成区大今里南２－１０－２　　　　　　　　　

ファミリーマート緑橋中央大通店　　　　　 大阪府　大阪市東成区東今里２－２－２８　　　　　　　　　　

ファミリーマート鶴橋駅北店　　　　　　　 大阪府　大阪市東成区東小橋３－１－１９　　　　　　　　　　

ファミリーマート東小橋三丁目店　　　　　 大阪府　大阪市東成区東小橋３－１９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート井高野一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市東淀川区井高野１－１－３８　　　　　　　　　

ファミリーマート武岡小松四丁目店　　　　 大阪府　大阪市東淀川区小松４－１１－１１　　　　　　　　　

ファミリーマート菅原七丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市東淀川区菅原７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート淡路四丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市東淀川区淡路４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊新二丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市東淀川区豊新２－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊新四丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市東淀川区豊新４－１７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊里七丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市東淀川区豊里７－３１－２４　　　　　　　　　

ファミリーマート福島海老江店　　　　　　 大阪府　大阪市福島区海老江１－１２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート海老江一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市福島区海老江１－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福島駅北店　　　　　　　 大阪府　大阪市福島区福島七丁目１２－１１　　　　　　　　　

ファミリーマート加美駅前店　　　　　　　 大阪府　大阪市平野区加美東４－９－２６　　　　　　　　　　

ファミリーマート加美東四丁目店　　　　　 大阪府　大阪市平野区加美東四丁目１番２６号　　　　　　　　

ファミリーマート喜連七丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市平野区喜連７丁目９－２５　　　　　　　　　　

ファミリーマート背戸口一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市平野区背戸口１－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート背戸口五丁目店　　　　　 大阪府　大阪市平野区背戸口五丁目７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート平野西一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市平野区平野西一丁目５番３１号　　　　　　　　

ファミリーマート天満駅前店　　　　　　　 大阪府　大阪市北区山崎町１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート曽根崎一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市北区曽根崎１－６－１５　　　　　　　　　　　



ファミリーマート大淀南店　　　　　　　　 大阪府　大阪市北区大淀南２－８－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大淀北一丁目店　　　　　 大阪府　大阪市北区大淀北１－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート天満市場店　　　　　　　 大阪府　大阪市北区池田町１６－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中之島五丁目店　　　　　 大阪府　大阪市北区中之島五丁目３－９２ルイシャトレ中之島　

ファミリーマート長柄店　　　　　　　　　 大阪府　大阪市北区長柄西２－８－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート天満三丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市北区天満３丁目１０番４号　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊崎二丁目店　　　　　　 大阪府　大阪市北区豊崎２－１０－１７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート淀川加島店　　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区加島１丁目５０番２０号　　　　　　　　

ファミリーマート加島駅東口店　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区加島３－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三国本町二丁目店　　　　 大阪府　大阪市淀川区三国本町２－１３－２２　　　　　　　　

ファミリーマート三津屋中店　　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区三津屋中２－１４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三津屋中三丁目店　　　　 大阪府　大阪市淀川区三津屋中３－７－２０　　　　　　　　　

ファミリーマート神崎川駅西店　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区三津屋北１－３５－１３　　　　　　　　

ファミリーマート花岡十三元今里店　　　　 大阪府　大阪市淀川区十三元今里３－４－１６　　　　　　　　

ファミリーマート十三本町店　　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区十三本町１－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート淀川新高二丁目店　　　　 大阪府　大阪市淀川区新高二丁目２－１０　　　　　　　　　　

ファミリーマート北野高校前店　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区新北野１－１４－１１　　　　　　　　　

ファミリーマート西宮原二丁目店　　　　　 大阪府　大阪市淀川区西宮原２－７－２９　　　　　　　　　　

ファミリーマート淀川田川店　　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区田川二丁目８番４号　　　　　　　　　　

ファミリーマート東三国三丁目店　　　　　 大阪府　大阪市淀川区東三国３－１０－１７　　　　　　　　　

ファミリーマート東三国四丁目店　　　　　 大阪府　大阪市淀川区東三国４－１８－６　　　　　　　　　　

ファミリーマート淀川東三国店　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区東三国６丁目２５番１０号　　　　　　　

ファミリーマート東淀川駅北店　　　　　　 大阪府　大阪市淀川区東三国一丁目２－１４　　　　　　　　　

ファミリーマート木川西四丁目店　　　　　 大阪府　大阪市淀川区木川西４－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浪速塩草店　　　　　　　 大阪府　大阪市浪速区塩草３－７－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浪速元町三丁目店　　　　 大阪府　大阪市浪速区元町三丁目１０番１号　　　　　　　　　

ファミリーマート小浦桜川一丁目店　　　　 大阪府　大阪市浪速区桜川１丁目４番３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大東三住町店　　　　　　 大阪府　大東市三住町１６番４、１６番５、１６番６　　　　　

ファミリーマート大東大野店　　　　　　　 大阪府　大東市大野一丁目７１８番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ四条畷駅西口店　　　 大阪府　大東市北新町住居表示未定　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート池田住吉一丁目店　　　　 大阪府　池田市住吉１－３－８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート池田神田店　　　　　　　 大阪府　池田市神田１－２３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート池田豊島南店　　　　　　 大阪府　池田市豊島南２丁目９－１２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪旭町店　　　　　　 大阪府　東大阪市旭町１９８番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪稲田上町店　　　　 大阪府　東大阪市稲田上町２丁目２－５４　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪瓜生堂店　　　　　 大阪府　東大阪市瓜生堂一丁目１４番２２号　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪加納店　　　　　　 大阪府　東大阪市加納６丁目６番８号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東花園駅前店　　　　　　 大阪府　東大阪市吉田６－２－５５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪吉田下島店　　　　 大阪府　東大阪市吉田下島４番２３号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉田駅南店　　　　　　　 大阪府　東大阪市吉田本町三丁目５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート京屋玉串元町店　　　　　 大阪府　東大阪市玉串元町１－１－３０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪玉串町西店　　　　 大阪府　東大阪市玉串町西３丁目３番３０号　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪近江堂店　　　　　 大阪府　東大阪市近江堂三丁目１２－６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大阪商大西店　　　　　　 大阪府　東大阪市御厨栄町１－４－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート荒本北店　　　　　　　　 大阪府　東大阪市荒本北１４７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高井田西三丁目店　　　　 大阪府　東大阪市高井田西３丁目２－３１　　　　　　　　　　

ファミリーマート高井田本通店　　　　　　 大阪府　東大阪市高井田本通七丁目１－３８　　　　　　　　　

ファミリーマート鴻池店　　　　　　　　　 大阪府　東大阪市鴻池町２－６－３１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪今米一丁目店　　　 大阪府　東大阪市今米一丁目１６番１５号　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪三島店　　　　　　 大阪府　東大阪市三島１－１２－１６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪若江南町店　　　　 大阪府　東大阪市若江南町一丁目１－４８　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪新庄南店　　　　　 大阪府　東大阪市新庄南７－１３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪森河内西店　　　　 大阪府　東大阪市森河内西一丁目６番１８号　　　　　　　　　

ファミリーマート西石切町一丁目店　　　　 大阪府　東大阪市西石切町１－４－３９　　　　　　　　　　　

ファミリーマートきしざわ新石切北店　　　 大阪府　東大阪市西石切町１丁目８－１８　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪西堤学園町店　　　 大阪府　東大阪市西堤学園町２丁目２番１１号　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪西堤店　　　　　　 大阪府　東大阪市西堤西２－３６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西堤本通西店　　　　　　 大阪府　東大阪市西堤本通西三丁目１２番４　　　　　　　　　

ファミリーマート川田一丁目店　　　　　　 大阪府　東大阪市川田１丁目１番１４号　　　　　　　　　　　



ファミリーマート東大阪川田店　　　　　　 大阪府　東大阪市川田三丁目９－１６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪大蓮南店　　　　　 大阪府　東大阪市大蓮南１－５－２４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪大蓮南四丁目店　　 大阪府　東大阪市大蓮南四丁目２４番１７号　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪鷹殿町店　　　　　 大阪府　東大阪市鷹殿町２３－４１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中新開二丁目店　　　　　 大阪府　東大阪市中新開２－１１－７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中石切町五丁目店　　　　 大阪府　東大阪市中石切町五丁目５番１３号　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪中石切店　　　　　 大阪府　東大阪市中石切町二丁目１９６８番１　　　　　　　　

ファミリーマート長田中五丁目店　　　　　 大阪府　東大阪市長田中５丁目２番１８号　　　　　　　　　　

ファミリーマート長田東二丁目店　　　　　 大阪府　東大阪市長田東２丁目２－７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東鴻池店　　　　　　　　 大阪府　東大阪市東鴻池町１丁目２－４５　　　　　　　　　　

ファミリーマート石切駅前店　　　　　　　 大阪府　東大阪市東石切町４丁目１４－３８　　　　　　　　　

ファミリーマート東石切公園前店　　　　　 大阪府　東大阪市東石切町三丁目９－１７　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪楠根店　　　　　　 大阪府　東大阪市楠根１丁目９番１６号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート菱江一丁目店　　　　　　 大阪府　東大阪市菱江一丁目２９番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪トラックターミナル 大阪府　東大阪市本庄２－７－１５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートひようたん山北店　　　　 大阪府　東大阪市本町６－１７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東大阪六万寺町店　　　　 大阪府　東大阪市六万寺町二丁目４番２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート藤井寺前店　　　　　　　 大阪府　藤井寺市春日丘一丁目　　　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート河南白木店　　　　　　　 大阪府　南河内郡河南町白木８４２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柏原平野店　　　　　　　 大阪府　柏原市平野一丁目５２番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート法善寺駅東店　　　　　　 大阪府　柏原市法善寺４－９－１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾旭ヶ丘店　　　　　　 大阪府　八尾市旭ヶ丘一丁目１１３番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾安中町店　　　　　　 大阪府　八尾市安中町４－８－１８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾安中町六丁目店　　　 大阪府　八尾市安中町六丁目１１番３６号　　　　　　　　　　

ファミリーマート萱振町七丁目店　　　　　 大阪府　八尾市萱振町７－５７－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾郡川店　　　　　　　 大阪府　八尾市郡川二丁目６０　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾桜ヶ丘一丁目店　　　 大阪府　八尾市桜ヶ丘一丁目６０１番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾山城町店　　　　　　 大阪府　八尾市山城町二丁目３番２１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾春日町店　　　　　　 大阪府　八尾市春日町１丁目８番２８号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート曙川東一丁目店　　　　　 大阪府　八尾市曙川東一丁目５７番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾小畑町店　　　　　　 大阪府　八尾市小畑町四丁目１０６番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾上之島町北店　　　　 大阪府　八尾市上之島町北４丁目２１－１、２１－３　　　　　

ファミリーマート八尾跡部店　　　　　　　 大阪府　八尾市跡部北の町１丁目７３番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾跡部北の町店　　　　 大阪府　八尾市跡部北の町二丁目３番２５号　　　　　　　　　

ファミリーマートＭＹＳ八尾中田店　　　　 大阪府　八尾市中田一丁目６２番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東太子一丁目店　　　　　 大阪府　八尾市東太子１－３－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ久宝寺駅北店　　　　 大阪府　八尾市南久宝寺３丁目３８番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾南小阪合町店　　　　 大阪府　八尾市南小阪合町二丁目１番８号　　　　　　　　　　

ファミリーマート南太子二丁目店　　　　　 大阪府　八尾市南太子堂２丁目３番１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾南本町一丁目店　　　 大阪府　八尾市南本町１－１－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八尾南本町店　　　　　　 大阪府　八尾市南本町７－４－５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北久宝寺一丁目店　　　　 大阪府　八尾市北久宝寺一丁目４番１２号　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ久宝寺駅前店　　　　 大阪府　八尾市龍華町２丁目１番１坂本ビル３階　　　　　　　

ファミリーマート富田林錦織北店　　　　　 大阪府　富田林市錦織北三丁目１番２３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート富田林甲田一丁目店　　　 大阪府　富田林市甲田１丁目８－１０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富田林小金台店　　　　　 大阪府　富田林市小金台一丁目１０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富田林中野町一丁目店　　 大阪府　富田林市中野町１丁目２０６－７　　　　　　　　　　

ファミリーマート富田林中野町店　　　　　 大阪府　富田林市中野町３丁目３０７４－１　　　　　　　　　

ファミリーマート富田林中野町東店　　　　 大阪府　富田林市中野町東１丁目２番１６号　　　　　　　　　

ファミリーマート富田林南大伴町店　　　　 大阪府　富田林市南大伴町４丁目２－１０　　　　　　　　　　

ファミリーマート緑地公園駅西店　　　　　 大阪府　豊中市寺内２丁目８－２０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊中小曽根店　　　　　　 大阪府　豊中市小曽根４－３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート庄内東町店　　　　　　　 大阪府　豊中市庄内東町４丁目２－２５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート庄内宝町二丁目店　　　　 大阪府　豊中市庄内宝町２－６－３９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊中上新田店　　　　　　 大阪府　豊中市上新田２－２４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊中城山町店　　　　　　 大阪府　豊中市城山町２丁目７番３０号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート千里中央北店　　　　　　 大阪府　豊中市新千里東町１－３－２４０　　　　　　　　　　

ファミリーマート曽根東町店　　　　　　　 大阪府　豊中市曽根東町１丁目２番７号　　　　　　　　　　　



ファミリーマート曽根南町　　　　　　　　 大阪府　豊中市曽根南町１－１５－５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊中中桜塚店　　　　　　 大阪府　豊中市中桜塚３－３－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊中長興寺店　　　　　　 大阪府　豊中市長興寺南１－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊中東泉丘店　　　　　　 大阪府　豊中市東泉丘１丁目７番地１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊中本町五丁目店　　　　 大阪府　豊中市本町５－１３－３８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊中緑丘店　　　　　　　 大阪府　豊中市緑丘五丁目９番６号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート能勢町下田店　　　　　　 大阪府　豊能郡能勢町下田１２３－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートなら本高田店　　　　　　 大阪府　枚方市高田２－２５－１８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート枚方招堤南町店　　　　　 大阪府　枚方市招堤南町二丁目１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート枚方西禁野店　　　　　　 大阪府　枚方市西禁野一丁目２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート枚方池之宮店　　　　　　 大阪府　枚方市池之宮一丁目１３－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート関西外大前店　　　　　　 大阪府　枚方市中宮東之町２１－８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート枚方長尾家具町店　　　　 大阪府　枚方市長尾家具町３丁目９番地の５　　　　　　　　　

ファミリーマート枚方田口二丁目店　　　　 大阪府　枚方市田口二丁目８番２号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート枚方東香里店　　　　　　 大阪府　枚方市東香里２丁目２９－７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート箕面粟生外院一丁目店　　 大阪府　箕面市粟生外院１丁目１５－４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート彩都粟生南店　　　　　　 大阪府　箕面市彩都粟生南２－１２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート箕面新稲店　　　　　　　 大阪府　箕面市新稲５－１－２８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート箕面半町店　　　　　　　 大阪府　箕面市半町四丁目１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート箕面牧落三丁目店　　　　 大阪府　箕面市牧落３丁目２０－　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下馬伏町店　　　　　　　 大阪府　門真市下馬伏町２９－（末番未定）　　　　　　　　　

ファミリーマート門真江端東店　　　　　　 大阪府　門真市岸和田４－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート門真三ツ島六丁目店　　　 大阪府　門真市三ツ島６丁目３番２号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート門真上島町店　　　　　　 大阪府　門真市上島町１４３番３、１５２番１（地番）　　　　

ファミリーマート門真上野口町店　　　　　 大阪府　門真市上野口町５８－１２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大和田駅前店　　　　　　 大阪府　門真市常称寺町１９－１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート門真深田町店　　　　　　 大阪府　門真市深田町２０　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート門真大池町店　　　　　　 大阪府　門真市大池町２－３４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉芦部町店　　　　　　 大阪府　和泉市芦部町９６－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉王子町一丁目店　　　 大阪府　和泉市王子町一丁目２－２４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉室堂北店　　　　　　 大阪府　和泉市室堂町１番１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉室堂町店　　　　　　 大阪府　和泉市室堂町４８４－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉唐国店　　　　　　　 大阪府　和泉市唐国町二丁目１３番２号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉伯太町店　　　　　　 大阪府　和泉市伯太町４３０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉府中町一丁目店　　　 大阪府　和泉市府中町一丁目９－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和泉槙尾中学校南店　　　 大阪府　和泉市仏並町２３２－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新宮平野店　　　　　　　 兵庫県　たつの市新宮町平野９９－１０８　　　　　　　　　　

ファミリーマートたつの山津屋店　　　　　 兵庫県　たつの市揖保川町山津屋７０番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート龍野門前西店　　　　　　 兵庫県　たつの市揖保町門前１１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート芦屋東山町店　　　　　　 兵庫県　芦屋市東山町３番２号　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ伊丹駅前通店　　　　 兵庫県　伊丹市伊丹１－８－２１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊丹荒牧四丁目店　　　　 兵庫県　伊丹市荒牧四丁目２番１０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊丹鴻池店　　　　　　　 兵庫県　伊丹市鴻池３－５－２２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊丹鴻池四丁目店　　　　 兵庫県　伊丹市鴻池４丁目２番２０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊丹瑞原店　　　　　　　 兵庫県　伊丹市瑞原３丁目５７番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート阪急伊丹駅前店　　　　　 兵庫県　伊丹市中央１－５－２１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊丹中野東店　　　　　　 兵庫県　伊丹市中野東一丁目３８１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊丹堀池店　　　　　　　 兵庫県　伊丹市堀池三丁目９番３２号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊丹野間二丁目店　　　　 兵庫県　伊丹市野間２－９－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲美五軒屋店　　　　　　 兵庫県　加古郡稲美町加古４５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート稲美蛸草店　　　　　　　 兵庫県　加古郡稲美町蛸草７７５番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート播磨町古田店　　　　　　 兵庫県　加古郡播磨町北古田一丁目７１３番１　　　　　　　　

ファミリーマート東神吉町店　　　　　　　 兵庫県　加古川市東神吉町神吉１０２４番１　　　　　　　　　

ファミリーマート浜の宮駅前店　　　　　　 兵庫県　加古川市尾上町口里８１４番地の３２　　　　　　　　

ファミリーマート加古川尾上町店　　　　　 兵庫県　加古川市尾上町今福口４１９番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート加古川長田店　　　　　　 兵庫県　加古川市尾上町長田５２５番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土山西店　　　　　　　　 兵庫県　加古川市平岡町土山１２０６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート米田町船頭店　　　　　　 兵庫県　加古川市米田町船頭４７７番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート加古川新野辺店　　　　　 兵庫県　加古川市別府町新野辺字水抜西１４２７－１　　　　　



ファミリーマート加古川別府西脇店　　　　 兵庫県　加古川市別府町西脇１８１－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート別府北店　　　　　　　　 兵庫県　加古川市別府町別府９４６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野口町坂元店　　　　　　 兵庫県　加古川市野口町坂元１０１７番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加古川野口町店　　　　　 兵庫県　加古川市野口町野口字駅ノ池１１９番３他２筆（地番　

ファミリーマート加西繁昌店　　　　　　　 兵庫県　加西市繁昌町３６６　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート滝野河高店　　　　　　　 兵庫県　加東市河高４１３０　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加東貝原店　　　　　　　 兵庫県　加東市貝原３４８番地の６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加東社店　　　　　　　　 兵庫県　加東市社１５０４番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加東上中店　　　　　　　 兵庫県　加東市上中三丁目２０番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加東天神店　　　　　　　 兵庫県　加東市天神１７８－１０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート滝野社インター店　　　　 兵庫県　加東市北野３６４　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート加東木梨店　　　　　　　 兵庫県　加東市木梨１４９番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高砂魚橋店　　　　　　　 兵庫県　高砂市阿弥陀町魚橋１０４３－４　　　　　　　　　　

ファミリーマート高砂伊保店　　　　　　　 兵庫県　高砂市伊保四丁目３８２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高砂朝日町店　　　　　　 兵庫県　高砂市高砂町朝日町２－３－１６　　　　　　　　　　

ファミリーマート高砂松陽一丁目店　　　　 兵庫県　高砂市松陽一丁目１４４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高砂米田店　　　　　　　 兵庫県　高砂市米田町米田９４９番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐用インター店　　　　　 兵庫県　佐用郡佐用町横坂４８０の１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐用町店　　　　　　　　 兵庫県　佐用郡佐用町佐用１４０９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三田三輪店　　　　　　　 兵庫県　三田市三輪一丁目５８６番３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八景店　　　　　　　　　 兵庫県　三田市対中町２５－２０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉川町大沢店　　　　　　 兵庫県　三木市吉川町大沢字大整３５１番１他２筆（地番）　　

ファミリーマート三木広野店　　　　　　　 兵庫県　三木市志染町広野５丁目７３番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート三木インター店　　　　　 兵庫県　三木市大村字城ノ前５５４－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三木末広店　　　　　　　 兵庫県　三木市末広３－３３４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三木緑が丘店　　　　　　 兵庫県　三木市緑が丘町本町一丁目２３６－１平井ビル　　　　

ファミリーマート西鹿沢店　　　　　　　　 兵庫県　宍粟市山崎町鹿沢１３６番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート今宿北店　　　　　　　　 兵庫県　宍栗市山崎町今宿９８－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート洲本鮎原店　　　　　　　 兵庫県　洲本市五色町鮎原西１４４番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート小野樫山町店　　　　　　 兵庫県　小野市樫山町５３０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小野高田店　　　　　　　 兵庫県　小野市高田町１７５７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小野本町店　　　　　　　 兵庫県　小野市本町３５－２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート妙法寺インター店　　　　 兵庫県　神戸市須磨区妙法寺小崎３９３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神戸垂水星陵台店　　　　 兵庫県　神戸市垂水区星陵台４丁目３番４０号　　　　　　　　

ファミリーマート西舞子店　　　　　　　　 兵庫県　神戸市垂水区西舞子二丁目１３８３番１　　　　　　　

ファミリーマート千鳥が丘店　　　　　　　 兵庫県　神戸市垂水区千鳥が丘三丁目２２５２番１６０８　　　

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

ファミリーマート垂水本多聞店　　　　　　 兵庫県　神戸市垂水区本多聞四丁目１－６　　　　　　　　　　

ファミリーマート柳屋名谷インター店　　　 兵庫県　神戸市垂水区名谷町１０１３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート柳屋白水東店　　　　　　 兵庫県　神戸市西区伊川谷町別府１９－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート有瀬店　　　　　　　　　 兵庫県　神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９９０番２　　　　　　

ファミリーマート西神南店　　　　　　　　 兵庫県　神戸市西区井吹台東町１－１－１西神南センタービル　

ファミリーマート押部谷木幡店　　　　　　 兵庫県　神戸市西区押部谷町木幡字下松原２２５　　　　　　　

ファミリーマート神戸学園都市店　　　　　 兵庫県　神戸市西区学園西町１丁目１－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート高津橋店　　　　　　　　 兵庫県　神戸市西区玉津町高津橋１１６－１　　　　　　　　　

ファミリーマート神戸玉津インター店　　　 兵庫県　神戸市西区玉津町小山２２０番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート玉津インター北店　　　　 兵庫県　神戸市西区玉津町田中４８６－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート大久保インター北店　　　 兵庫県　神戸市西区上新地１－１９－４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神出老ノ口店　　　　　　 兵庫県　神戸市西区神出町東９２６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート白水店　　　　　　　　　 兵庫県　神戸市西区白水２－１１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート白水一丁目店　　　　　　 兵庫県　神戸市西区白水一丁目３９番１０号　　　　　　　　　

ファミリーマート伊川谷インター東店　　　 兵庫県　神戸市西区北別府１丁目２８－１（地番）　　　　　　

ファミリーマート西神オリエンタルホテル店 兵庫県　神戸市西区糀台５－６－３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三宮駅東店　　　　　　　 兵庫県　神戸市中央区雲井通５－３－１サンパル１Ｆ　　　　　

ファミリーマート神戸橘通店　　　　　　　 兵庫県　神戸市中央区橘通４－２－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートうかいやポートアイランド 兵庫県　神戸市中央区港島６－５－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ神戸駅北店　　　　　 兵庫県　神戸市中央区相生町２丁目３－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート柳屋長田丸山店　　　　　 兵庫県　神戸市長田区丸山町２－１－２１　　　　　　　　　　

ファミリーマート長田久保町店　　　　　　 兵庫県　神戸市長田区久保町１０丁目１番２１号　　　　　　　



ファミリーマートアスタくにづか店　　　　 兵庫県　神戸市長田区久保町５丁目１番１－１１７号　　　　　

ファミリーマート高速長田駅前店　　　　　 兵庫県　神戸市長田区四番町８丁目３長田セントラルビル１階　

ファミリーマート神戸菅原通店　　　　　　 兵庫県　神戸市長田区菅原通３丁目２０１番地１　　　　　　　

ファミリーマート長田東尻池店　　　　　　 兵庫県　神戸市長田区東尻池町３丁目６番１９号　　　　　　　

ファミリーマート神戸長田二葉町店　　　　 兵庫県　神戸市長田区二葉町９丁目２番８号　　　　　　　　　

ファミリーマート長田浜添通店　　　　　　 兵庫県　神戸市長田区浜添通６丁目１－９　　　　　　　　　　

ファミリーマート御影塚町店　　　　　　　 兵庫県　神戸市東灘区御影塚町一丁目５番５　　　　　　　　　

ファミリーマート神戸住吉宮町二丁目店　　 兵庫県　神戸市東灘区住吉宮町二丁目１０番２６号　　　　　　

ファミリーマートＪＲ住吉駅東店　　　　　 兵庫県　神戸市東灘区住吉本町１－１－５　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート六甲道駅前店　　　　　　 兵庫県　神戸市灘区永手町四丁目１番１号プリコ六甲道東館　　

ファミリーマート灘桜口店　　　　　　　　 兵庫県　神戸市灘区桜口町３－１－９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート灘篠原本町店　　　　　　 兵庫県　神戸市灘区篠原本町一丁目５３－２　　　　　　　　　

ファミリーマート神戸城内通店　　　　　　 兵庫県　神戸市灘区城内通三丁目３－５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新在家南町一丁目店　　　 兵庫県　神戸市灘区新在家南町１－１－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート灘神前町店　　　　　　　 兵庫県　神戸市灘区神前町四丁目４８４番、４９４番１、４９３

ファミリーマート阪神大石駅前店　　　　　 兵庫県　神戸市灘区船寺通１－５－２０　　　　　　　　　　　

ファミリーマートナダ萬灘南通店　　　　　 兵庫県　神戸市灘区灘南通４－２－１８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート摩耶ランプ店　　　　　　 兵庫県　神戸市灘区灘浜町３－４６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート兵庫熊野町店　　　　　　 兵庫県　神戸市兵庫区熊野町３丁目３－１８　　　　　　　　　

ファミリーマート湊川駅前店　　　　　　　 兵庫県　神戸市兵庫区上沢通１丁目１－１　　　　　　　　　　

ファミリーマートといちメトロ新開地店　　 兵庫県　神戸市兵庫区新開地２－３Ｂ－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート井上兵庫大仏前店　　　　 兵庫県　神戸市兵庫区北逆瀬川町１－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマートといちＪＲ和田岬駅前店　 兵庫県　神戸市兵庫区和田宮通４丁目１番２　　　　　　　　　

ファミリーマート神鉄花山駅前店　　　　　 兵庫県　神戸市北区幸陽町１－３－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神戸甲栄台店　　　　　　 兵庫県　神戸市北区甲栄台三丁目７番３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート神戸箕谷インター店　　　 兵庫県　神戸市北区山田町下谷上かんじや２番地１　　　　　　

ファミリーマート神鉄谷上駅前店　　　　　 兵庫県　神戸市北区山田町上谷上字坂口５０－１１　　　　　　

ファミリーマート鹿の子台店　　　　　　　 兵庫県　神戸市北区長尾町宅原４０４－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート神戸八多町店　　　　　　 兵庫県　神戸市北区八多町附物７５７番地３　　　　　　　　　

ファミリーマート五社店　　　　　　　　　 兵庫県　神戸市北区有野町有野４９５番地の６　　　　　　　　

ファミリーマート鈴蘭台駅前店　　　　　　 兵庫県　神戸市北区鈴蘭台東町一丁目１２番１２号　　　　　　

ファミリーマート神戸親和女子大学前店　　 兵庫県　神戸市北区鈴蘭台東町五丁目３－３６　　　　　　　　

ファミリーマート福崎辻川西店　　　　　　 兵庫県　神崎郡福崎町西田原１２９５番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート西宮久保町店　　　　　　 兵庫県　西宮市久保町７－２１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート甲風園一丁目店　　　　　 兵庫県　西宮市甲風園１丁目５－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西宮桜谷店　　　　　　　 兵庫県　西宮市桜谷町１番２２号　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西宮瓦木店　　　　　　　 兵庫県　西宮市上甲子園３－５－３０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西宮上甲子園五丁目店　　 兵庫県　西宮市上甲子園５－５－２７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西宮段上町北店　　　　　 兵庫県　西宮市段上町五丁目１番４８号　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ西宮駅南店　　　　　 兵庫県　西宮市池田町９－７　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西宮東町北店　　　　　　 兵庫県　西宮市東町一丁目４－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西宮里中町店　　　　　　 兵庫県　西宮市里中町３－１２－２９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西脇南本町店　　　　　　 兵庫県　西脇市西脇字下畠ケ１１０７番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート西脇野村町店　　　　　　 兵庫県　西脇市野村町字大日ノ下７７２番１　　　　　　　　　

ファミリーマート西脇和布店　　　　　　　 兵庫県　西脇市和布町１８９－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート赤穂中広店　　　　　　　 兵庫県　赤穂市加里屋中州六丁目５番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート赤穂警察署前店　　　　　 兵庫県　赤穂市加里屋中洲一丁目１１番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート赤穂加里屋中洲店　　　　 兵庫県　赤穂市加里屋中洲四丁目３５番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート赤穂新田店　　　　　　　 兵庫県　赤穂市黒崎町２１２番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート赤穂さくら通店　　　　　 兵庫県　赤穂市中広１４２番２０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート赤穂東浜店　　　　　　　 兵庫県　赤穂市東浜町１０９番地の２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川西久代店　　　　　　　 兵庫県　川西市久代３－２２－１４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川西中央店　　　　　　　 兵庫県　川西市美園町３３－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート相生向陽台店　　　　　　 兵庫県　相生市向陽台１１０番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート相生若狭野店　　　　　　 兵庫県　相生市若狭野町若狭野６６番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート相生文化会館前店　　　　 兵庫県　相生市相生６丁目１番３（地番）　　　　　　　　　　

ファミリーマート中町森本店　　　　　　　 兵庫県　多可郡多可町中区森本２１５番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート氷上町稲継店　　　　　　 兵庫県　丹波市氷上町稲継２２９番４　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート丹波氷上香良店　　　　　 兵庫県　丹波市氷上町香良４０番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート氷上町常楽店　　　　　　 兵庫県　丹波市氷上町常楽１１１４－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート淡路警察署前店　　　　　 兵庫県　淡路市岩屋２９４２－３３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート淡路岩屋店　　　　　　　 兵庫県　淡路市岩屋字松帆１７３０－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート淡路西海岸室津店　　　　 兵庫県　淡路市室津字蓮ノ脇１６番２他１筆（地番）　　　　　

ファミリーマート淡路市役所通店　　　　　 兵庫県　淡路市大谷傍示９３４－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート一宮竹谷店　　　　　　　 兵庫県　淡路市竹谷５０１番地６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート山東大垣店　　　　　　　 兵庫県　朝来市山東町滝田８６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和田山林垣店　　　　　　 兵庫県　朝来市和田山町林垣字馬背場２２７番１他１筆（地番）

ファミリーマート南あわじこえなみ店　　　 兵庫県　南あわじ市榎列小榎列４０８－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート淡路かもり店　　　　　　 兵庫県　南あわじ市榎列松田字西ノ内７０６番６　　　　　　　

ファミリーマート淡路ファームパーク前店　 兵庫県　南あわじ市八木養宜上字廣畑２４６　　　　　　　　　

ファミリーマート南淡北阿万店　　　　　　 兵庫県　南あわじ市北阿万筒井１７１９番地２　　　　　　　　

ファミリーマート尼崎元浜町店　　　　　　 兵庫県　尼崎市元浜町２丁目１５番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尼崎南清水店　　　　　　 兵庫県　尼崎市御園１－１９－１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尼崎三反田町二丁目店　　 兵庫県　尼崎市三反田町２－７－２４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート常光寺店　　　　　　　　 兵庫県　尼崎市常光寺二丁目１番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尼崎常松店　　　　　　　 兵庫県　尼崎市常松一丁目６－１３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尼崎大庄西町店　　　　　 兵庫県　尼崎市大庄西町１－１０－２０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尼崎塚口町店　　　　　　 兵庫県　尼崎市塚口町四丁目１２番６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田能四丁目店　　　　　　 兵庫県　尼崎市田能４－３－２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尼崎東初島町店　　　　　 兵庫県　尼崎市東初島町２番１８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート錦橋店　　　　　　　　　 兵庫県　尼崎市南塚口町七丁目１８番１４号　　　　　　　　　

ファミリーマート尾浜町三丁目店　　　　　 兵庫県　尼崎市尾浜町三丁目２３番１１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート尼崎武庫之荘駅前店　　　 兵庫県　尼崎市武庫之荘１丁目２番４号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート武庫之荘東店　　　　　　 兵庫県　尼崎市武庫之荘東二丁目１４番１６号　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ立花駅前店　　　　　 兵庫県　尼崎市立花町４丁目２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートマツモト湯村店　　　　　 兵庫県　美方郡新温泉町井土８４０－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路塩町店　　　　　　　 兵庫県　姫路市塩町８５番地　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート花田インター南店　　　　 兵庫県　姫路市花田町上原田４３４番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路御国野店　　　　　　 兵庫県　姫路市御国野町御着３７２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御着橋店　　　　　　　　 兵庫県　姫路市御国野町御着７８４番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西夢前台五丁目店　　　　 兵庫県　姫路市広畑区西夢前台５－３６－１２　　　　　　　　

ファミリーマート香寺町溝口店　　　　　　 兵庫県　姫路市香寺町溝口９７８番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路実法寺店　　　　　　 兵庫県　姫路市実法寺９０番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート広峰店　　　　　　　　　 兵庫県　姫路市城北新町２－１９－２７　　　　　　　　　　　

ファミリーマートうかいや阿成店　　　　　 兵庫県　姫路市飾磨区阿成植木６４９番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート英賀春日町店　　　　　　 兵庫県　姫路市飾磨区英賀春日町二丁目４９番地　　　　　　　

ファミリーマート姫路玉地店　　　　　　　 兵庫県　姫路市飾磨区玉地１－１２２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路構四丁目店　　　　　 兵庫県　姫路市飾磨区構４－１４６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路飾磨細江店　　　　　 兵庫県　姫路市飾磨区細江１６街区２号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路中島店　　　　　　　 兵庫県　姫路市飾磨区中島２６４－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート神屋町南店　　　　　　　 兵庫県　姫路市神屋町三丁目３７番２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路仁豊野店　　　　　　 兵庫県　姫路市仁豊野字４丁目４６３番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路夢前橋南店　　　　　 兵庫県　姫路市青山３丁目１１番１ロイヤルヒルズ青山１０１号

ファミリーマートジミー姫路市役所南店　　 兵庫県　姫路市佃町７０の１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊富ランプ店　　　　　　 兵庫県　姫路市砥堀字丁田１８２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路土山東の町店　　　　 兵庫県　姫路市土山東の町１５－１６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路打越店　　　　　　　 兵庫県　姫路市刀出字河水６６６－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート山陽姫路駅前店　　　　　 兵庫県　姫路市南町５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路宇佐崎店　　　　　　 兵庫県　姫路市白浜町宇佐崎南２－６９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路豊富甲丘店　　　　　 兵庫県　姫路市豊富町甲丘３－１６９３－１　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路北原店　　　　　　　 兵庫県　姫路市北原３７３番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路北平野店　　　　　　 兵庫県　姫路市北平野三丁目９１６番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート山陽網干駅北店　　　　　 兵庫県　姫路市網干区垣内中町３３番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路網干店　　　　　　　 兵庫県　姫路市網干区和久１１５－６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート姫路東郷町店　　　　　　 兵庫県　姫路市野里１５番地１１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート梅ケ枝町店　　　　　　　 兵庫県　姫路市野里９０７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート林田町店　　　　　　　　 兵庫県　姫路市林田町林谷５７３　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート宝塚警察署前店　　　　　 兵庫県　宝塚市旭町２－１０－１８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宝塚栄町店　　　　　　　 兵庫県　宝塚市栄町三丁目８番３号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート逆瀬台一丁目店　　　　　 兵庫県　宝塚市逆瀬台一丁目１番２９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宝塚御所の前店　　　　　 兵庫県　宝塚市御所の前町１４－２５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宝塚高司店　　　　　　　 兵庫県　宝塚市高司二丁目３１９番（地番）他２筆　　　　　　

ファミリーマート宝塚山本野里店　　　　　 兵庫県　宝塚市山本野里三丁目２７番４号　　　　　　　　　　

ファミリーマート阪急中山駅前店　　　　　 兵庫県　宝塚市中山寺一丁目１３番２１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宝塚山本駅前店　　　　　 兵庫県　宝塚市平井一丁目１０４番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宝塚ほしのそう店　　　　 兵庫県　宝塚市米谷１丁目４０番２１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊岡駅西口店　　　　　　 兵庫県　豊岡市高屋９８９番７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊岡若松町店　　　　　　 兵庫県　豊岡市若松町７５－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊岡庄境店　　　　　　　 兵庫県　豊岡市庄境１１０２番地の１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート城崎来日店　　　　　　　 兵庫県　豊岡市城崎町来日２２１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日高町岩中店　　　　　　 兵庫県　豊岡市日高町岩中６６９－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート日高町鶴岡店　　　　　　 兵庫県　豊岡市日高町鶴岡字梶田２７３－１　　　　　　　　　

ファミリーマート明石土山北店　　　　　　 兵庫県　明石市魚住町清水字鳥池下２２６０番１　　　　　　　

ファミリーマート明舞団地店　　　　　　　 兵庫県　明石市松が丘二丁目１１番５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大久保町店　　　　　　　 兵庫県　明石市大久保町大久保町字下ケ谷４５３番１　　　　　

ファミリーマート明石大久保西店　　　　　 兵庫県　明石市大久保町福田２０８番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート明石大道町一丁目店　　　 兵庫県　明石市大道町一丁目１番２１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート明石駅南店　　　　　　　 兵庫県　明石市大明石町１－２－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート明石明姫幹線二見店　　　 兵庫県　明石市二見町東二見８１３番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマートいかるが店　　　　　　　 兵庫県　揖保郡太子町鵤１３２３番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八鹿店　　　　　　　　　 兵庫県　養父市八鹿町八鹿１３００－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田原本千代店　　　　　　 奈良県　磯城郡田原本町千代６０６－７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート榛原萩原店　　　　　　　 奈良県　宇陀市榛原町大字萩原元玉小西１９４４－１　　　　　

ファミリーマート橿原一町店　　　　　　　 奈良県　橿原市一町３５４－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橿原くずもと町店　　　　 奈良県　橿原市葛本町３４４番地の２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橿原五井町店　　　　　　 奈良県　橿原市五井町２１５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橿原四条店　　　　　　　 奈良県　橿原市四条町２８４番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良県立医大前店　　　　 奈良県　橿原市四条町８６４番地４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橿原小綱町店　　　　　　 奈良県　橿原市小綱町１７－４５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橿原石川町店　　　　　　 奈良県　橿原市石川町３３７－１（地番）　　　　　　　　　　

ファミリーマート葛城南藤井店　　　　　　 奈良県　葛城市南藤井１７４番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート葛城忍海店　　　　　　　 奈良県　葛城市忍海４８６番地３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大淀下渕店　　　　　　　 奈良県　吉野郡大淀町大字下渕１６３４番地１１　　　　　　　

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

ファミリーマート五條今井店　　　　　　　 奈良県　五條市今井５－１－１８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート五條病院前店　　　　　　 奈良県　五條市野原西６丁目３番１１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御所櫛羅店　　　　　　　 奈良県　御所市大字櫛羅７１１番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御所冨田店　　　　　　　 奈良県　御所市大字池之内４１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高取清水谷店　　　　　　 奈良県　高市郡高取町大字清水谷７番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート高取町店　　　　　　　　 奈良県　高市郡高取町大字兵庫３０番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート桜井阿部店　　　　　　　 奈良県　桜井市大字阿部１１４７番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桜井薬師町店　　　　　　 奈良県　桜井市大字桜井５６０－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東安堵店　　　　　　　　 奈良県　生駒郡安堵町大字東安堵８６３－１　　　　　　　　　

ファミリーマート三郷勢野北店　　　　　　 奈良県　生駒郡三郷町勢野北一丁目１番１７号　　　　　　　　

ファミリーマート斑鳩法隆寺南店　　　　　 奈良県　生駒郡斑鳩町法隆寺南２丁目１番１２号　　　　　　　

ファミリーマート生駒上町店　　　　　　　 奈良県　生駒市上町９２番地　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート生駒東松ケ丘店　　　　　 奈良県　生駒市東松ヶ丘４－１１－１０１　　　　　　　　　　

ファミリーマート生駒俵口店　　　　　　　 奈良県　生駒市俵口町４５３番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート郡山下三橋店　　　　　　 奈良県　大和郡山市下三橋町４３３番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート郡山小泉店　　　　　　　 奈良県　大和郡山市小泉町２０７１番３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート郡山杉町店　　　　　　　 奈良県　大和郡山市杉町字柿ノ内２０８－４　　　　　　　　　

ファミリーマート郡山池之内店　　　　　　 奈良県　大和郡山市池之内町４９７番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート近鉄筒井駅前店　　　　　 奈良県　大和郡山市筒井町６３５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート近鉄郡山駅前店　　　　　 奈良県　大和郡山市南郡山町５２０－４０　　　　　　　　　　

ファミリーマート郡山白土店　　　　　　　 奈良県　大和郡山市白土町２２２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北郡山店　　　　　　　　 奈良県　大和郡山市北郡山町１４５－１１　　　　　　　　　　



ファミリーマート高田市場店　　　　　　　 奈良県　大和高田市大字市場４８３番地８　　　　　　　　　　

ファミリーマート近鉄大和高田駅前店　　　 奈良県　大和高田市北本町１４－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート近鉄あやめ池駅前店　　　 奈良県　奈良市あやめ池北一丁目３７番１号あやめ池駅前北側施

ファミリーマート奈良学園大和町店　　　　 奈良県　奈良市学園大和町六丁目７０６番地４　　　　　　　　

ファミリーマート奈良紀寺西店　　　　　　 奈良県　奈良市紀寺町５８４番地の１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良紀寺町店　　　　　　 奈良県　奈良市紀寺町６８２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良窪之庄南店　　　　　 奈良県　奈良市窪之庄町８番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良三条檜町店　　　　　 奈良県　奈良市三条桧町６３５番地５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良秋篠早月町店　　　　 奈良県　奈良市秋篠早月町８番２１号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート針トラックステーション店 奈良県　奈良市針町４８７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良西大寺本町店　　　　 奈良県　奈良市西大寺本町５－１３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西登美ヶ丘店　　　　　　 奈良県　奈良市西登美ヶ丘５－１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良大森町店　　　　　　 奈良県　奈良市大森町１２９番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良中山町店　　　　　　 奈良県　奈良市中山町１５６５番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良藤ノ木台店　　　　　 奈良県　奈良市中町２２９番地の１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良中町店　　　　　　　 奈良県　奈良市中町２５７１番地の３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート中登美ヶ丘六丁目店　　　 奈良県　奈良市中登美ヶ丘６丁目　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良鶴舞東町店　　　　　 奈良県　奈良市鶴舞東町２番２７号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート都祁白石店　　　　　　　 奈良県　奈良市都祁白石町２８８１番地の１　　　　　　　　　

ファミリーマート南京終町店　　　　　　　 奈良県　奈良市南京終町１丁目１８０番地の４　　　　　　　　

ファミリーマート奈良大安寺店　　　　　　 奈良県　奈良市南京終町三丁目１５３１番地の１　　　　　　　

ファミリーマート奈良二条大路店　　　　　 奈良県　奈良市二条大路南五丁目２番１３号　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良白毫寺店　　　　　　 奈良県　奈良市白毫寺町５０４－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良宝来店　　　　　　　 奈良県　奈良市宝来３丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奈良法蓮店　　　　　　　 奈良県　奈良市法蓮町５６０番地１フェリス１階　　　　　　　

ファミリーマート奈良六条西店　　　　　　 奈良県　奈良市六条西５丁目１－３６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート王寺本町一丁目店　　　　 奈良県　北葛城郡王寺町本町１丁目１７番５３号　　　　　　　

ファミリーマート河合店　　　　　　　　　 奈良県　北葛城郡河合町大字穴闇５２４－１８　　　　　　　　

ファミリーマート河合町池部店　　　　　　 奈良県　北葛城郡河合町池部二丁目４番５号　　　　　　　　　

ファミリーマート広陵疋相店　　　　　　　 奈良県　北葛城郡広陵町大字疋相６０－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート上牧葛城台店　　　　　　 奈良県　北葛城郡上牧町葛城台一丁目１番　　　　　　　　　　

ファミリーマート上牧桜ヶ丘店　　　　　　 奈良県　北葛城郡上牧町桜ヶ丘２－６－１１　　　　　　　　　

ファミリーマート上牧町三軒屋店　　　　　 奈良県　北葛城郡上牧町大字上牧３３０８番地　　　　　　　　

ファミリーマート王寺本町店　　　　　　　 奈良県　北葛飾郡王寺町本町二丁目３４番３３号　　　　　　　

ファミリーマートかつらぎ笠田店　　　　　 和歌山県　伊都郡かつらぎ町笠田中１５６－２　　　　　　　　

ファミリーマートかつらぎ大谷店　　　　　 和歌山県　伊都郡かつらぎ町大字大谷３７番地　　　　　　　　

ファミリーマート紀美野町店　　　　　　　 和歌山県　海草郡紀美野町動木１０１－４　　　　　　　　　　

ファミリーマート海南重根店　　　　　　　 和歌山県　海南市重根西１丁目１－１８　　　　　　　　　　　

ファミリーマート海南日方店　　　　　　　 和歌山県　海南市日方字新濱１２７４－８８　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山バイパス西野店　　 和歌山県　岩出市西野字保田１１５番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩出曽屋店　　　　　　　 和歌山県　岩出市曽屋９８－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橋本東インター前店　　　 和歌山県　橋本市隅田町垂井６３０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橋本古佐田店　　　　　　 和歌山県　橋本市古佐田２丁目　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橋本御幸辻店　　　　　　 和歌山県　橋本市御幸辻２２１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート橋本小峰台店　　　　　　 和歌山県　橋本市小峰台一丁目３２番１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート橋本清水店　　　　　　　 和歌山県　橋本市清水２１２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート御坊インター前店　　　　 和歌山県　御坊市野口３４０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新宮庁舎前店　　　　　　 和歌山県　新宮市緑ヶ丘三丁目３番４号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田辺栄町店　　　　　　　 和歌山県　田辺市栄町２４－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田辺元町店　　　　　　　 和歌山県　田辺市元町１１８６－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田辺新庄店　　　　　　　 和歌山県　田辺市新庄町字新田２０６４－１　　　　　　　　　

ファミリーマート串本町桟橋店　　　　　　 和歌山県　東牟婁郡串本町串本１９０８番地１　　　　　　　　

ファミリーマート串本駅前店　　　　　　　 和歌山県　東牟婁郡串本町串本２０７７番地　　　　　　　　　

ファミリーマート勝浦下里店　　　　　　　 和歌山県　東牟婁郡那智勝浦町大字下里７６番地２　　　　　　

ファミリーマート那智勝浦店　　　　　　　 和歌山県　東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮９７番地３　　　　　

ファミリーマート有田川金屋店　　　　　　 和歌山県　有田郡有田川町大字金屋字寺垣内５４７　　　　　　

ファミリーマート有田川熊井店　　　　　　 和歌山県　有田郡有田川町大字熊井字音部４４８－１　　　　　

ファミリーマート有田川水尻店　　　　　　 和歌山県　有田郡有田川町大字水尻７－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート有田宮崎店　　　　　　　 和歌山県　有田市宮崎町２４０－１　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート有田初島店　　　　　　　 和歌山県　有田市初島町里２０８５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート有田箕島店　　　　　　　 和歌山県　有田市箕島７３０－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山宇須店　　　　　　 和歌山県　和歌山市宇須４－４－４５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山園部店　　　　　　 和歌山県　和歌山市園部８５８番地の６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山塩屋五丁目店　　　 和歌山県　和歌山市塩屋５丁目３番６０号　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山関戸店　　　　　　 和歌山県　和歌山市関戸四丁目３番９３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山岩橋店　　　　　　 和歌山県　和歌山市岩橋９９０番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山貴志店　　　　　　 和歌山県　和歌山市向２０－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山向店　　　　　　　 和歌山県　和歌山市向２０５－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山築地店　　　　　　 和歌山県　和歌山市雑賀町５６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山三葛店　　　　　　 和歌山県　和歌山市三葛４２９番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山手平店　　　　　　 和歌山県　和歌山市手平４－１－７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山インター店　　　　 和歌山県　和歌山市出島４１番地３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山小雑賀店　　　　　 和歌山県　和歌山市小雑賀５７２番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山県庁正門前店　　　 和歌山県　和歌山市小松原通１－１－３６　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山岡崎店　　　　　　 和歌山県　和歌山市森小手穂６２２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山西浜店　　　　　　 和歌山県　和歌山市西浜１６６０－１８９　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山大浦街道店　　　　 和歌山県　和歌山市西浜４６６－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山大浦西浜店　　　　 和歌山県　和歌山市西浜７６８番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山中之島水道路店　　 和歌山県　和歌山市中之島字釜ヶ淵２７２番地１４　　　　　　

ファミリーマート和歌山直川店　　　　　　 和歌山県　和歌山市直川５５０－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山内原店　　　　　　 和歌山県　和歌山市内原８６６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山南出島店　　　　　 和歌山県　和歌山市南出島７５番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜の宮ビーチ前店　　　　 和歌山県　和歌山市布引８３６－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山福島店　　　　　　 和歌山県　和歌山市福島２００番地９　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山北島店　　　　　　 和歌山県　和歌山市北島４６－３４７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山湊店　　　　　　　 和歌山県　和歌山市湊１８２８－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山湊一丁目店　　　　 和歌山県　和歌山市湊１丁目１８４５番２８　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山湊御殿店　　　　　 和歌山県　和歌山市湊御殿三丁目４番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山インター西店　　　 和歌山県　和歌山市鳴神７５２－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山鳴神店　　　　　　 和歌山県　和歌山市鳴神字畠ケ逢１０５４－１　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山里店　　　　　　　 和歌山県　和歌山市里５３番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山六十谷駅前店　　　 和歌山県　和歌山市六十谷２４５番地の１　　　　　　　　　　

ファミリーマート和歌山六十谷店　　　　　 和歌山県　和歌山市六十谷８３番地５　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩美町浦富店　　　　　　 鳥取県　岩美郡岩美町浦富１０４９番６２　　　　　　　　　　

ファミリーマート浦富インター店　　　　　 鳥取県　岩美郡岩美町浦富６０４番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩美町大谷店　　　　　　 鳥取県　岩美郡岩美町大谷１５６５番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート境港福定町店　　　　　　 鳥取県　境港市福定町１８１４番６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート境港夕日ケ丘店　　　　　 鳥取県　境港市夕日ケ丘二丁目３番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伯耆溝口店　　　　　　　 鳥取県　西伯郡伯耆町溝口字向河原下モ１５３番１　　　　　　

ファミリーマート道の駅かわはら店　　　　 鳥取県　鳥取市河原町高福８３７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥取吉成店　　　　　　　 鳥取県　鳥取市吉成２１５番地５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉成一丁目店　　　　　　 鳥取県　鳥取市吉成一丁目７番６０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥取徳尾店　　　　　　　 鳥取県　鳥取市古海字西開発７０４－２１　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥取国府店　　　　　　　 鳥取県　鳥取市国府町分上１丁目１０２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥取上味野店　　　　　　 鳥取県　鳥取市上味野６６－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥取数津店　　　　　　　 鳥取県　鳥取市数津７１－３　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥取南吉方店　　　　　　 鳥取県　鳥取市南吉方三丁目５０５番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥取駅南店　　　　　　　 鳥取県　鳥取市富安二丁目１５９久本ビル１Ｆ　　　　　　　　

ファミリーマート末広温泉町店　　　　　　 鳥取県　鳥取市末広温泉町６２４他５筆　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鳥取緑ケ丘店　　　　　　 鳥取県　鳥取市緑ヶ丘二丁目６０番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート智頭町店　　　　　　　　 鳥取県　八頭郡智頭町智頭２１番６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート皆生四丁目店　　　　　　 鳥取県　米子市皆生四丁目２６０５番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子皆生温泉店　　　　　 鳥取県　米子市皆生新田１－６－３３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子旗ヶ崎店　　　　　　 鳥取県　米子市旗ヶ崎三丁目４５０番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子港前店　　　　　　　 鳥取県　米子市旗ケ崎二丁目１１番５号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子昭和町店　　　　　　 鳥取県　米子市昭和町８５－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート養和病院前店　　　　　　 鳥取県　米子市上後藤３－２－１５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子警察署前店　　　　　 鳥取県　米子市上福原三丁目９番５７号　　　　　　　　　　　



ファミリーマート新開三丁目店　　　　　　 鳥取県　米子市新開三丁目１４９９番６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子新開店　　　　　　　 鳥取県　米子市新開七丁目２１番２５号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子大崎店　　　　　　　 鳥取県　米子市大崎３２６－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子富益町店　　　　　　 鳥取県　米子市富益町８４番他７筆　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子福市店　　　　　　　 鳥取県　米子市福市１７８　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子弓ヶ浜店　　　　　　 鳥取県　米子市夜見町２５７８番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子淀江店　　　　　　　 鳥取県　米子市淀江町佐陀７１７番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート米子卸団地店　　　　　　 鳥取県　米子市両三柳２３６０番４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安来鉄工センター店　　　 島根県　安来市黒井田町２０５５番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安来黒井田店　　　　　　 島根県　安来市黒井田町砂田３７７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート雲南加茂店　　　　　　　 島根県　雲南市加茂町加茂中３６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート雲南三刀屋店　　　　　　 島根県　雲南市三刀屋町下熊谷１３０８－１　　　　　　　　　

ファミリーマート雲南大東店　　　　　　　 島根県　雲南市大東町大東９９４番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート島根大学医学部付属病院店 島根県　出雲市塩冶町８９番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート出雲南本町店　　　　　　 島根県　出雲市今市町南本町２１番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡいずも塩冶東店　　　 島根県　出雲市上塩冶町２６４６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡいずも大津店　　　　 島根県　出雲市大津町１６９７－２７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート出雲渡橋店　　　　　　　 島根県　出雲市渡橋町１２０６番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート浜山通り店　　　　　　　 島根県　出雲市渡橋町７７２番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート斐川インター店　　　　　 島根県　出雲市斐川町上庄原１６１０番４　　　　　　　　　　

ファミリーマート斐川直江店　　　　　　　 島根県　出雲市斐川町直江４９１１番地　　　　　　　　　　　

ファミリーマートラピタ中央病院店　　　　 島根県　出雲市姫原４－１－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート平田西店　　　　　　　　 島根県　出雲市平田町１８６３番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＡいずもドーム北店　　 島根県　出雲市平野町４５８－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江下東川津店　　　　　 島根県　松江市下東川津町１６１番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江学園南店　　　　　　 島根県　松江市学園南１－２０－１２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート玉造温泉店　　　　　　　 島根県　松江市玉湯町湯町１１９８番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江古志原店　　　　　　 島根県　松江市古志原五丁目１４番４０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江黒田町店　　　　　　 島根県　松江市黒田町４６８番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＡコープしんじ店　　　　 島根県　松江市宍道町昭和１５番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江春日店　　　　　　　 島根県　松江市春日町２５番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江菅田店　　　　　　　 島根県　松江市菅田町１５番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江西川津店　　　　　　 島根県　松江市西川津町８３０－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江袖師店　　　　　　　 島根県　松江市袖師町３－１６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江大輪町店　　　　　　 島根県　松江市大輪町４１４　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江東津田店　　　　　　 島根県　松江市東朝日町２５０番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江東朝日町店　　　　　 島根県　松江市東朝日町字宮ノ沖８８番５　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江乃白店　　　　　　　 島根県　松江市乃白町２５６番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松江江島大橋店　　　　　 島根県　松江市八束町江島１１２８－１１０　　　　　　　　　

ファミリーマート浜乃木一丁目店　　　　　 島根県　松江市浜乃木１丁目１５５番他２筆　　　　　　　　　

ファミリーマート道の駅本庄店　　　　　　 島根県　松江市野原町４０１－８　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート奥出雲横田店　　　　　　 島根県　仁多郡奥出雲町下横田１２５番地２　　　　　　　　　

ファミリーマート奥出雲三成店　　　　　　 島根県　仁多郡奥出雲町三成６６５番地４　　　　　　　　　　

ファミリーマート斐川荘原町店　　　　　　 島根県　簸川郡斐川町大字荘原町２８８５－１　　　　　　　　

ファミリーマート岡山下足守店　　　　　　 岡山県　岡山市下足守１９２１－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート学南町店　　　　　　　　 岡山県　岡山市学南町１丁目２－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山兼基店　　　　　　　 岡山県　岡山市関字道面１５４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山郡店　　　　　　　　 岡山県　岡山市郡字中大濱５９－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山青江六丁目店　　　　 岡山県　岡山市青江６－９２９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山倉富店　　　　　　　 岡山県　岡山市倉富３６７－１０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山国富店　　　　　　　 岡山県　岡山市中区国富字中相６２５番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山国府市場店　　　　　 岡山県　岡山市中区国府市場４１番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山雄町店　　　　　　　 岡山県　岡山市中区国府市場５８０番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山清水店　　　　　　　 岡山県　岡山市中区清水２７３番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山中島店　　　　　　　 岡山県　岡山市中区中島１３６番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山長岡店　　　　　　　 岡山県　岡山市中区長岡３３－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山浜二丁目店　　　　　 岡山県　岡山市中区浜二丁目２５７番１、２５８番７　　　　　

ファミリーマート岡山平井七丁目店　　　　 岡山県　岡山市中区平井七丁目１０８１番２　　　　　　　　　

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



ファミリーマート東岡山駅前店　　　　　　 岡山県　岡山市長岡７７－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸町光明谷店　　　　　 岡山県　岡山市東区瀬戸町光明谷２０８番地１　　　　　　　　

ファミリーマート岡山政津店　　　　　　　 岡山県　岡山市東区政津８９７番地の２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山西大寺上二丁目店　　 岡山県　岡山市東区西大寺上二丁目９番１０号　　　　　　　　

ファミリーマート西大寺中店　　　　　　　 岡山県　岡山市東区西大寺中二丁目２４番２２号　　　　　　　

ファミリーマート岡山上道駅前店　　　　　 岡山県　岡山市東区中尾１３９番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山平島店　　　　　　　 岡山県　岡山市東区平島８９番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山東島田店　　　　　　 岡山県　岡山市東島田１－７－１７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山内尾店　　　　　　　 岡山県　岡山市内尾３０１－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山楢原店　　　　　　　 岡山県　岡山市楢原５１７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山三浜町店　　　　　　 岡山県　岡山市南区三浜町一丁目４番３６号　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山新福店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区新福１丁目３１２番１１他２筆（地番）　　

ファミリーマート岡山青江店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区新保１１３８－４他３筆　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山大福店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区大福字鴨池１９番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山藤田南店　　　　　　 岡山県　岡山市南区藤田２２７－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山藤田店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区藤田６７４－１７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山東畦店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区藤田字錦５７９番地の３　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山彦崎店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区彦崎３９２番５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山福島店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区福島三丁目４１０－５　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山片岡店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区片岡１２０番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山豊成店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区豊成１丁目７－１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山万倍店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区万倍１１９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山箕島店　　　　　　　 岡山県　岡山市南区箕島３１６番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山番町店　　　　　　　 岡山県　岡山市番町１－３－５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山下中野西店　　　　　 岡山県　岡山市北区下中野３６５番１０４（地番）　　　　　　

ファミリーマート花尻あかね町店　　　　　 岡山県　岡山市北区花尻あかね町１２番１０５　　　　　　　　

ファミリーマート錦町東店　　　　　　　　 岡山県　岡山市北区錦町８－１１６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート建部大田店　　　　　　　 岡山県　岡山市北区建部町大田４３０５番１　　　　　　　　　

ファミリーマート御津矢原店　　　　　　　 岡山県　岡山市北区御津矢原字山之鼻２８１番１、他７筆　　　

ファミリーマート高松稲荷店　　　　　　　 岡山県　岡山市北区高松原古才字館２５０番１、２５１番　　　

ファミリーマート岡山上土田店　　　　　　 岡山県　岡山市北区上土田１８７番地３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山新屋敷店　　　　　　 岡山県　岡山市北区新屋敷町一丁目１４－１　　　　　　　　　

ファミリーマート清輝橋一丁目店　　　　　 岡山県　岡山市北区清輝橋一丁目５番１２２　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山西長瀬店　　　　　　 岡山県　岡山市北区西長瀬１２２３番地２　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山辰巳西店　　　　　　 岡山県　岡山市北区辰巳４１番１０８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山中島田町店　　　　　 岡山県　岡山市北区中島田町二丁目３番７号　　　　　　　　　

ファミリーマート岡大前店　　　　　　　　 岡山県　岡山市北区津島新野一丁目６番３２号　　　　　　　　

ファミリーマート岡山田中店　　　　　　　 岡山県　岡山市北区田中１２１番地１０６　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山御南店　　　　　　　 岡山県　岡山市北区田中１６５番地の１１２　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山東花尻店　　　　　　 岡山県　岡山市北区東花尻２０番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山東古松店　　　　　　 岡山県　岡山市北区東古松４丁目６番３５号　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山一宮店　　　　　　　 岡山県　岡山市北区楢津６５２番地４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山北長瀬店　　　　　　 岡山県　岡山市北区北長瀬表町三丁目１番２号　　　　　　　　

ファミリーマート野田一丁目店　　　　　　 岡山県　岡山市北区野田一丁目１０－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岡山目黒町店　　　　　　 岡山県　岡山市目黒町２５－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート笠岡美の浜店　　　　　　 岡山県　笠岡市横島５２９番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート真備町店　　　　　　　　 岡山県　吉備郡真備町尾崎９６６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート玉野宇野店　　　　　　　 岡山県　玉野市宇野８－５－８　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート玉野田井店　　　　　　　 岡山県　玉野市田井４丁目１６－９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート玉野八浜店　　　　　　　 岡山県　玉野市八浜町八浜１４４０－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート建部川口店　　　　　　　 岡山県　御津郡建部町川口１５０１－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート勝央町植月店　　　　　　 岡山県　勝田郡勝央町植月北字南平３０９７－１　　　　　　　

ファミリーマート奈義町店　　　　　　　　 岡山県　勝田郡奈義町上町川１６４２番地３　　　　　　　　　

ファミリーマート牛窓町店　　　　　　　　 岡山県　瀬戸内市牛窓町牛窓３９１１－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート長船服部店　　　　　　　 岡山県　瀬戸内市長船町服部２７２番地の２　　　　　　　　　

ファミリーマート邑久山田庄店　　　　　　 岡山県　瀬戸内市邑久町山田庄字半折田３９５番１　　　　　　

ファミリーマート里庄里見店　　　　　　　 岡山県　浅口郡里庄町里見２７２９－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷下庄店　　　　　　　 岡山県　倉敷市下庄３２６－７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷宮前店　　　　　　　 岡山県　倉敷市宮前４４３番地１　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート倉敷玉島乙島店　　　　　 岡山県　倉敷市玉島乙島字高後沖７４７１番地５１０　　　　　

ファミリーマート新倉敷北店　　　　　　　 岡山県　倉敷市玉島爪崎字西壱丁目２１２番地２　　　　　　　

ファミリーマート玉島八島店　　　　　　　 岡山県　倉敷市玉島八島７９８番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート琴浦西店　　　　　　　　 岡山県　倉敷市児島下の町５丁目８８１番８他１０筆　　　　　

ファミリーマート児島中山公園前店　　　　 岡山県　倉敷市児島下の町三丁目３４１５番地１　　　　　　　

ファミリーマート倉敷児島小川店　　　　　 岡山県　倉敷市児島小川九丁目８番３号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷児島田の口店　　　　 岡山県　倉敷市児島田の口６丁目３６９１番１他５筆（地番）　

ファミリーマート倉敷児島唐琴店　　　　　 岡山県　倉敷市児島唐琴三丁目６番７５号　　　　　　　　　　

ファミリーマート児島文化センター前店　　 岡山県　倉敷市児島味野３丁目３６５５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート児島団地口店　　　　　　 岡山県　倉敷市児島柳田町６２８番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート玉島爪崎店　　　　　　　 岡山県　倉敷市新倉敷駅前３丁目２０２－１　　　　　　　　　

ファミリーマート水島亀島店　　　　　　　 岡山県　倉敷市水島北亀島町７番１７号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷水島北緑町店　　　　 岡山県　倉敷市水島北緑町４番１８号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷西阿知町新田店　　　 岡山県　倉敷市西阿知町新田５７２番地５　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷西阿知店　　　　　　 岡山県　倉敷市西阿知町西原１０７１－２０　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷西坂店　　　　　　　 岡山県　倉敷市西坂７５２番地６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷帯高店　　　　　　　 岡山県　倉敷市帯高６４１番４　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷大内店　　　　　　　 岡山県　倉敷市大内１２００番地９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷中畝九丁目店　　　　 岡山県　倉敷市中畝九丁目６番１０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷東町店　　　　　　　 岡山県　倉敷市東町１０－５２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷東塚店　　　　　　　 岡山県　倉敷市東塚二丁目１６番２０号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート水島南畝店　　　　　　　 岡山県　倉敷市南畝六丁目１０番３９号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷白楽町店　　　　　　 岡山県　倉敷市白楽町３８５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷浜ノ茶屋店　　　　　 岡山県　倉敷市浜ノ茶屋１丁目７番１６号　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷福島店　　　　　　　 岡山県　倉敷市福島７０８－７　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷平田北店　　　　　　 岡山県　倉敷市平田３３２番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷平田店　　　　　　　 岡山県　倉敷市平田９４５番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートくらしき駅北店　　　　　 岡山県　倉敷市北浜町７－３１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷庄パークヒルズ店　　 岡山県　倉敷市矢部１３７７番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷林店　　　　　　　　 岡山県　倉敷市林３５２－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート連島西之浦店　　　　　　 岡山県　倉敷市連島町西之浦４２５番３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷鶴新田店　　　　　　 岡山県　倉敷市連島町鶴新田２８０６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート倉敷老松五丁目店　　　　 岡山県　倉敷市老松町５丁目３番８６号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート総社東店　　　　　　　　 岡山県　総社市井手７８８番地２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津山城西通り店　　　　　 岡山県　津山市小田中２２０６番地の１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津山沼店　　　　　　　　 岡山県　津山市沼２１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津山天神橋店　　　　　　 岡山県　津山市川崎７４６番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東津山駅前店　　　　　　 岡山県　津山市川崎字犬塚２１５番４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津山ノースタウン店　　　 岡山県　津山市東一宮６６－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津山駅前店　　　　　　　 岡山県　津山市南町１丁目２８番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート久米支所前店　　　　　　 岡山県　津山市南方中１６８６番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津山平福店　　　　　　　 岡山県　津山市平福１４６番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート津山野介代店　　　　　　 岡山県　津山市野介代４７－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート備前伊部店　　　　　　　 岡山県　備前市伊部２８９番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート備前香登店　　　　　　　 岡山県　備前市香登本字東石田３１０－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート備前西片上店　　　　　　 岡山県　備前市西片上１９００番地の３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大原古町店　　　　　　　 岡山県　美作市古町１４９６－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート美作中央店　　　　　　　 岡山県　美作市入田字浜２４５番１他１筆（地番）　　　　　　

ファミリーマート海田南本町店　　　　　　 広島県　安芸郡海田町南本町１１２３番１他４筆　　　　　　　

ファミリーマート安芸熊野店　　　　　　　 広島県　安芸郡熊野町川角１丁目５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート熊野川角店　　　　　　　 広島県　安芸郡熊野町川角２９５－１５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島北新地店　　　　　　 広島県　安芸郡坂町北新地２丁目３－５３　　　　　　　　　　

ファミリーマート府中町新地店　　　　　　 広島県　安芸郡府中町新地６０５０他４筆　　　　　　　　　　

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

ファミリーマートＡコープおばら店　　　　 広島県　安芸高田市甲田町下小原２２６番２　　　　　　　　　

ファミリーマート音戸の瀬戸店　　　　　　 広島県　呉市音戸町北隠渡一丁目２番９号　　　　　　　　　　

ファミリーマート郷原野路の里店　　　　　 広島県　呉市郷原野路の里一丁目１７番５号　　　　　　　　　

ファミリーマート呉焼山バイパス店　　　　 広島県　呉市焼山西三丁目１７０９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート焼山中央店　　　　　　　 広島県　呉市焼山中央６－５－５０　　　　　　　　　　　　　



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

ファミリーマート中野東一丁目店　　　　　 広島県　広島市安芸区中野東１丁目２２番２５号　　　　　　　

ファミリーマート祇園一丁目店　　　　　　 広島県　広島市安佐南区祇園一丁目３７番３１号　　　　　　　

ファミリーマート上安一丁目店　　　　　　 広島県　広島市安佐南区上安１－２０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西原八丁目店　　　　　　 広島県　広島市安佐南区西原８丁目２４－１５　　　　　　　　

ファミリーマート広島大町東店　　　　　　 広島県　広島市安佐南区大町東３丁目８番３６号　　　　　　　

ファミリーマート大塚西四丁目店　　　　　 広島県　広島市安佐南区大塚西四丁目３番２　　　　　　　　　

ファミリーマート八木二丁目　　　　　　　 広島県　広島市安佐南区八木２－１９－５２　　　　　　　　　

ファミリーマート緑井三丁目店　　　　　　 広島県　広島市安佐南区緑井３丁目１１－２７　　　　　　　　

ファミリーマート広島緑井店　　　　　　　 広島県　広島市安佐南区緑井二丁目４００９番１１他１筆　　　

ファミリーマートあさひが丘一丁目店　　　 広島県　広島市安佐北区あさひが丘１丁目９９８－１　　　　　

ファミリーマート安佐市民病院店　　　　　 広島県　広島市安佐北区可部南二丁目１番１号　　　　　　　　

ファミリーマート広島落合店　　　　　　　 広島県　広島市安佐北区落合二丁目２０－１２　　　　　　　　

ファミリーマート佐伯区役所前店　　　　　 広島県　広島市佐伯区海老園１－１－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート楽々園店　　　　　　　　 広島県　広島市佐伯区楽々園５丁目９－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島下河内店　　　　　　 広島県　広島市佐伯区五日市町下河内字川坂１６－１　　　　　

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

ファミリーマート広島千同店　　　　　　　 広島県　広島市佐伯区千同二丁目１番３４号　　　　　　　　　

ファミリーマート広島井口店　　　　　　　 広島県　広島市西区井口五丁目３番地３１号　　　　　　　　　

ファミリーマート広島井口台店　　　　　　 広島県　広島市西区井口台二丁目１５５番７２２　　　　　　　

ファミリーマート横川駅南店　　　　　　　 広島県　広島市西区横川町二丁目６番１９号　　　　　　　　　

ファミリーマート広島観音店　　　　　　　 広島県　広島市西区観音町１６番８号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート古江西店　　　　　　　　 広島県　広島市西区古江西町３－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート己斐上二丁目店　　　　　 広島県　広島市西区己斐上２－１１－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート己斐中一丁目店　　　　　 広島県　広島市西区己斐中一丁目４２１－１　　　　　　　　　

ファミリーマート己斐本町一丁目店　　　　 広島県　広島市西区己斐本町一丁目３５１番１　　　　　　　　

ファミリーマート己斐本町二丁目店　　　　 広島県　広島市西区己斐本町二丁目７番１８号　　　　　　　　

ファミリーマート高須駅前店　　　　　　　 広島県　広島市西区庚午北３－９－１９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島中央市場店　　　　　 広島県　広島市西区草津港一丁目８番１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート大芝二丁目店　　　　　　 広島県　広島市西区大芝二丁目１４－７　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南観音二丁目店　　　　　 広島県　広島市西区南観音２－３－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南観音一丁目店　　　　　 広島県　広島市西区南観音一丁目８６２番１　　　　　　　　　

ファミリーマート南観音三丁目店　　　　　 広島県　広島市西区南観音三丁目　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉島西一丁目店　　　　　 広島県　広島市中区吉島西１丁目２２番６号　　　　　　　　　

ファミリーマート吉島西二丁目店　　　　　 広島県　広島市中区吉島西２－１７－２４－２　　　　　　　　

ファミリーマート広島土橋店　　　　　　　 広島県　広島市中区堺町１丁目５番１７号　　　　　　　　　　

ファミリーマート堺町二丁目店　　　　　　 広島県　広島市中区堺町２丁目３番７号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート舟入南四丁目店　　　　　 広島県　広島市中区舟入南４－５－２５　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小町店　　　　　　　　　 広島県　広島市中区小町１－２０　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート猫屋町店　　　　　　　　 広島県　広島市中区猫屋町４－１８　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島流川店　　　　　　　 広島県　広島市中区流川町１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート流川通り店　　　　　　　 広島県　広島市中区流川町８番２０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島曙二丁目店　　　　　 広島県　広島市東区曙２丁目８－２１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートベイシティ宇品店　　　　 広島県　広島市南区宇品西３－１－４３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島霞店　　　　　　　　 広島県　広島市南区霞２－７－１４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート皆実町一丁目店　　　　　 広島県　広島市南区皆実町一丁目１７番１３号　　　　　　　　

ファミリーマート広島金屋町店　　　　　　 広島県　広島市南区金屋町２－１５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上東雲町店　　　　　　　 広島県　広島市南区上東雲町２７番１３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート翠五丁目店　　　　　　　 広島県　広島市南区翠５－１－２９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島丹那町店　　　　　　 広島県　広島市南区丹那町４番８号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島段原東店　　　　　　 広島県　広島市南区段原三丁目２３番２号　　　　　　　　　　

ファミリーマート広島東雲店　　　　　　　 広島県　広島市南区東雲二丁目１１番２３号　　　　　　　　　

ファミリーマート東雲本町店　　　　　　　 広島県　広島市南区東雲本町一丁目２７１－２　　　　　　　　

ファミリーマート東本浦店　　　　　　　　 広島県　広島市南区東本浦町２３番１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート江田島中央店　　　　　　 広島県　江田島市江田島町中央二丁目１７５００番１、他７筆　

ファミリーマート三原宮浦店　　　　　　　 広島県　三原市宮浦５丁目２－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三原宮沖店　　　　　　　 広島県　三原市宮沖町２丁目６番２１号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三原中之町店　　　　　　 広島県　三原市中之町２６６０－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三次尾関山店　　　　　　 広島県　三次市三次町１７３０番地３　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート川西郷の駅店　　　　　　 広島県　三次市三若町２３９６番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三次市役所前店　　　　　 広島県　三次市十日市中三丁目２２１７番８他２筆　　　　　　

ファミリーマート千代田有田店　　　　　　 広島県　山県郡北広島町有田字中頼信１７６５番地２　　　　　

ファミリーマート世羅町店　　　　　　　　 広島県　世羅郡世羅町大字寺町西福寺１１５３－１　　　　　　

ファミリーマート大竹小方店　　　　　　　 広島県　大竹市小方一丁目６番３２号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大竹西栄店　　　　　　　 広島県　大竹市西栄１丁目１２番９号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大竹南栄店　　　　　　　 広島県　大竹市南栄２丁目８６５番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大竹駅前店　　　　　　　 広島県　大竹市油見三丁目１０４４番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東広島造賀店　　　　　　 広島県　東広島市高屋町造賀３４７５－７　　　　　　　　　　

ファミリーマート黒瀬国近店　　　　　　　 広島県　東広島市黒瀬町国近字堤溝３１４９番１　　　　　　　

ファミリーマート黒瀬大多田店　　　　　　 広島県　東広島市黒瀬町大多田字沖之原２０９１番、他６筆　　

ファミリーマート西条寺家店　　　　　　　 広島県　東広島市西条町寺家５６３５番６　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条下見店　　　　　　　 広島県　東広島市西条町大字下見４４４５　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条町田口店　　　　　　 広島県　東広島市西条町田口１７９３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条西中郷店　　　　　　 広島県　東広島市西条町田口字西中郷１２４３番１、他３筆　　

ファミリーマート東広島八本松店　　　　　 広島県　東広島市八本松西三丁目１番３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート八本松駅前店　　　　　　 広島県　東広島市八本松町飯田１６８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八本松磯松店　　　　　　 広島県　東広島市八本松東三丁目２８４０－１　　　　　　　　

ファミリーマート豊栄清武店　　　　　　　 広島県　東広島市豊栄町清武３７４番２，他５筆　　　　　　　

ファミリーマート廿日市阿品台店　　　　　 広島県　廿日市市阿品台山の手３１０１－１　　　　　　　　　

ファミリーマート広島宮島口店　　　　　　 広島県　廿日市市宮島口西１丁目５－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート廿日市宮内店　　　　　　 広島県　廿日市市宮内高通４３４４－１他４筆　　　　　　　　

ファミリーマート廿日市上の浜店　　　　　 広島県　廿日市市上の浜二丁目３５５２番１８　　　　　　　　

ファミリーマート廿日市陽光台北店　　　　 広島県　廿日市市上平良３５０　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート地御前店　　　　　　　　 広島県　廿日市市地御前字神賀２４６番４　　　　　　　　　　

ファミリーマート因島重井店　　　　　　　 広島県　尾道市因島重井町鬼岩５２７６番１７　　　　　　　　

ファミリーマート因島因北店　　　　　　　 広島県　尾道市因島中庄町宝大地７０１番１　　　　　　　　　

ファミリーマート因島土生店　　　　　　　 広島県　尾道市因島土生町１８９９番地１４５　　　　　　　　

ファミリーマート尾道栗原西店　　　　　　 広島県　尾道市栗原西２－７－９　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾道古浜町店　　　　　　 広島県　尾道市古浜町２７番３、他２筆（地番）　　　　　　　

ファミリーマート尾道向島店　　　　　　　 広島県　尾道市向島町字七軒島５５５２番１３　　　　　　　　

ファミリーマート尾道向東町店　　　　　　 広島県　尾道市向東町８６２４番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾道高須町店　　　　　　 広島県　尾道市高須町５９３－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾道トラックステーション 広島県　尾道市高須町字小林２１０４番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾道高須大新店　　　　　 広島県　尾道市高須町字大新田畑下９８６－１　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸田店　　　　　　　　 広島県　尾道市瀬戸田町鹿田原１番６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東尾道店　　　　　　　　 広島県　尾道市東尾道町１３番２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート美ノ郷三成店　　　　　　 広島県　尾道市美ノ郷町三成９２３－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート尾道美ノ郷店　　　　　　 広島県　尾道市美ノ郷町三成字大日１７４２番１　　　　　　　

ファミリーマート府中鵜飼店　　　　　　　 広島県　府中市鵜飼町字柿ノ木５２１－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート府中元町店　　　　　　　 広島県　府中市元町４７０番地２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山引野町店　　　　　　 広島県　福山市引野町４丁目１３－１２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート駅家町中島店　　　　　　 広島県　福山市駅家町大字中島６８６番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート福山駅家町店　　　　　　 広島県　福山市駅家町大字万能倉９０７番６　　　　　　　　　

ファミリーマート駅家万能倉店　　　　　　 広島県　福山市駅家町万能倉１２７４－２　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山霞町店　　　　　　　 広島県　福山市霞町一丁目１番８号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山駅北口店　　　　　　 広島県　福山市丸之内１－２－２９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山金江町店　　　　　　 広島県　福山市金江町金見２５２２－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山今津町店　　　　　　 広島県　福山市今津町３－７－２０　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山山手町店　　　　　　 広島県　福山市山手町５－２－２２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山春日町店　　　　　　 広島県　福山市春日町７－１－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山曙五丁目店　　　　　 広島県　福山市曙町五丁目２６番７号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松永町五丁目店　　　　　 広島県　福山市松永町５丁目２１番６号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート常石店　　　　　　　　　 広島県　福山市沼隈町常石１０８３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山沼隈町店　　　　　　 広島県　福山市沼隈町大字草深字大畑１８９６番１　　　　　　

ファミリーマート福山卸町店　　　　　　　 広島県　福山市新涯町２丁目３－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新涯中央店　　　　　　　 広島県　福山市新涯町３－２６２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新市戸手店　　　　　　　 広島県　福山市新市町戸手６４７－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新市上戸手店　　　　　　 広島県　福山市新市町大字新市１０９番１　　　　　　　　　　



ファミリーマート神辺町新湯野店　　　　　 広島県　福山市神辺町大字新湯野４２番地５　　　　　　　　　

ファミリーマート神辺町川南店　　　　　　 広島県　福山市神辺町大字川南字九ノ丁１３０９番１　　　　　

ファミリーマート福山水呑店　　　　　　　 広島県　福山市水呑町４３９１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート河手橋店　　　　　　　　 広島県　福山市赤坂町大字赤坂６１番３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山千田店　　　　　　　 広島県　福山市千田町三丁目２９４９番２他２筆（地番）　　　

ファミリーマート福山大門町店　　　　　　 広島県　福山市大門町五丁目６－５４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山坪生店　　　　　　　 広島県　福山市坪生町字宮ノ前１６６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山東深津町店　　　　　 広島県　福山市東深津町２丁目９－５１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート東陽台二丁目店　　　　　 広島県　福山市東陽台２丁目１８－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南手城一丁目店　　　　　 広島県　福山市南手城町一丁目２番２５号　　　　　　　　　　

ファミリーマートアオキ南本庄店　　　　　 広島県　福山市南本庄４－９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山木之庄店　　　　　　 広島県　福山市木之庄町２－１－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山野上町店　　　　　　 広島県　福山市野上町２－７　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福山鞆町店　　　　　　　 広島県　福山市鞆町鞆４０３番６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関綾羅木店　　　　　　 山口県　下関市綾羅木新町３－７－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関一の宮店　　　　　　 山口県　下関市一の宮本町二丁目１５５９番１　　　　　　　　

ファミリーマート下関横野店　　　　　　　 山口県　下関市横野町一丁目１７番１９号　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関王喜店　　　　　　　 山口県　下関市王喜本町四丁目３番１４号　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関菊川下岡枝店　　　　 山口県　下関市菊川町大字下岡枝字下五反田１７４番１　　　　

ファミリーマート下関菊川店　　　　　　　 山口県　下関市菊川町田部１１４９－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関小月茶屋店　　　　　 山口県　下関市小月茶屋二丁目４１４－３　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関伊倉店　　　　　　　 山口県　下関市川中豊町一丁目１番２４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関小野店　　　　　　　 山口県　下関市大字小野３０５番地１０　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関長府店　　　　　　　 山口県　下関市長府江下町２番２号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下関彦島迫町店　　　　　 山口県　下関市彦島迫町一丁目２８４４－１　　　　　　　　　

ファミリーマート下関富任町店　　　　　　 山口県　下関市富任町五丁目１０番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート豊浦湯玉店　　　　　　　 山口県　下関市豊浦町大字宇賀７４３０番３０　　　　　　　　

ファミリーマート川棚青龍街道店　　　　　 山口県　下関市豊浦町大字川棚字四反田６８５１－６　　　　　

ファミリーマート下松瑞穂町一丁目店　　　 山口県　下松市瑞穂町１丁目９２１番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下松東豊井店　　　　　　 山口県　下松市大字東豊井１３０２番地３　　　　　　　　　　

ファミリーマート下松末武店　　　　　　　 山口県　下松市大字末武下３６７番２９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート下松平田店　　　　　　　 山口県　下松市大字末武下字蔵田６３９番１　　　　　　　　　

ファミリーマート下松南花岡店　　　　　　 山口県　下松市南花岡３丁目１２番１７号　　　　　　　　　　

ファミリーマート玖珂インター店　　　　　 山口県　岩国市玖珂町市成５１５７番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩国通津店　　　　　　　 山口県　岩国市通津２３７１－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南岩国町三丁目店　　　　 山口県　岩国市南岩国町三丁目３０番２４号　　　　　　　　　

ファミリーマート岩国平田店　　　　　　　 山口県　岩国市平田４－１６－４３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩国麻里布店　　　　　　 山口県　岩国市麻里布町４丁目１１９－６　　　　　　　　　　

ファミリーマート田布施麻郷店　　　　　　 山口県　熊毛郡田布施町大字麻郷字南浜３４３２－５　　　　　

ファミリーマート平生町角浜店　　　　　　 山口県　熊毛郡平生町大字平生町角浜５７１番３１　　　　　　

ファミリーマート光浅江五丁目店　　　　　 山口県　光市浅江５丁目２８－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート光虹ヶ浜店　　　　　　　 山口県　光市虹ヶ浜３－２４－１２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート山陽小野田高栄店　　　　 山口県　山陽小野田市高栄１丁目１０番２２号　　　　　　　　

ファミリーマート山陽小野田新生一丁目店　 山口県　山陽小野田市新生１丁目３番６２号　　　　　　　　　

ファミリーマート周南秋月店　　　　　　　 山口県　周南市秋月二丁目５９番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート周南川手店　　　　　　　 山口県　周南市川手一丁目１番２２号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳山東インター店　　　　 山口県　周南市大字久米字山根３４０５番１　　　　　　　　　

ファミリーマート周南松ノ前店　　　　　　 山口県　周南市大字徳山松ノ前５６３１－１　　　　　　　　　

ファミリーマート周南入船町店　　　　　　 山口県　周南市入船町２７　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福川南町店　　　　　　　 山口県　周南市福川南町２５７３－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート周南野村三丁目店　　　　 山口県　周南市野村三丁目４８１４番４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート防府鋳物師町店　　　　　 山口県　防府市鋳物師町１４９１－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート防府美和町店　　　　　　 山口県　防府市美和町１６３３番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柳井古開作店　　　　　　 山口県　柳井市古開作字中東篠６５５－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート柳井新庄店　　　　　　　 山口県　柳井市柳井４８３９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート阿南宝田店　　　　　　　 徳島県　阿南市宝田町大久保２３２番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート阿波岩津橋北店　　　　　 徳島県　阿波市阿波町南整理２５７－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート吉野町西条店　　　　　　 徳島県　阿波市吉野町西条字中小路１８－２　　　　　　　　　

ファミリーマート阿波市場町北店　　　　　 徳島県　阿波市市場町上喜来字大門９０７番１　　　　　　　　



ファミリーマート阿波善地店　　　　　　　 徳島県　阿波市善地８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート土成町土成店　　　　　　 徳島県　阿波市土成町土成字南原２８０番地１　　　　　　　　

ファミリーマート日和佐店　　　　　　　　 徳島県　海部郡美波町奥河内字寺前４５５番地　　　　　　　　

ファミリーマート土成町吉田店　　　　　　 徳島県　坂野郡土成町吉田字御所屋敷の二１５－４　　　　　　

ファミリーマート三好三野町店　　　　　　 徳島県　三好市三野町太刀野６８１番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島勝浦町店　　　　　　 徳島県　勝浦郡勝浦町大字生名字神ノ木３０－１　　　　　　　

ファミリーマート小松島横須店　　　　　　 徳島県　小松島市横須町８－４６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松島松島町店　　　　　 徳島県　小松島市松島町字松島４９番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松島大林町店　　　　　 徳島県　小松島市大林町字森ノ本２２番１　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート安宅二丁目店　　　　　　 徳島県　徳島市安宅２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島沖浜三丁目店　　　　 徳島県　徳島市沖浜３丁目２８番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島金沢店　　　　　　　 徳島県　徳島市金沢二丁目１３０番３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島幸町店　　　　　　　 徳島県　徳島市幸町一丁目２１番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート国府北岩延店　　　　　　 徳島県　徳島市国府町北岩延字三反地１４番１　　　　　　　　

ファミリーマート徳島佐古一番町店　　　　 徳島県　徳島市佐古一番町上１の２番２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート佐古四番町店　　　　　　 徳島県　徳島市佐古四番町８０６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート秋田町店　　　　　　　　 徳島県　徳島市秋田町４－２５　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島新蔵町店　　　　　　 徳島県　徳島市新蔵町三丁目６６番２他１筆　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島川内町平石店　　　　 徳島県　徳島市川内町平石若宮２８８番地１　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島大原町店　　　　　　 徳島県　徳島市大原町千代ヶ丸１２８－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島津田西町店　　　　　 徳島県　徳島市津田西町１－６０－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南沖洲店　　　　　　　　 徳島県　徳島市南沖洲５－８－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島八万町大坪店　　　　 徳島県　徳島市八万町大坪９２番地６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート富田橋一丁目店　　　　　 徳島県　徳島市富田橋一丁目１４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北島田町一丁目店　　　　 徳島県　徳島市北島田町一丁目６－７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート徳島問屋町店　　　　　　 徳島県　徳島市問屋町１９番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松茂町役場北店　　　　　 徳島県　板野郡松茂町笹木野字灘６番地１５　　　　　　　　　

ファミリーマート上板七條店　　　　　　　 徳島県　板野郡上板町七條字六道寺４－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート板野下庄店　　　　　　　 徳島県　板野郡板野町下庄文開３８－２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート板野町犬伏店　　　　　　 徳島県　板野郡板野町犬伏宮ノ下１８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北島町東中道店　　　　　 徳島県　板野郡北島町高房字東中道２１　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート藍住町笠木店　　　　　　 徳島県　板野郡藍住町笠木字中野１６８－１　　　　　　　　　

ファミリーマート藍住インター店　　　　　 徳島県　板野郡藍住町徳命字前須西１２８　　　　　　　　　　

ファミリーマート脇町拝原店　　　　　　　 徳島県　美馬市脇町字拝原２０３１番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート石井町浦庄店　　　　　　 徳島県　名西郡石井町浦庄上浦５３３－１４　　　　　　　　　

ファミリーマート石井町高原店　　　　　　 徳島県　名西郡石井町高原字西高原３８３番３　　　　　　　　

ファミリーマート鳴門姫田店　　　　　　　 徳島県　鳴門市大麻町姫田字久原１８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇多津浜店　　　　　　　 香川県　綾歌郡宇多津町浜二番丁１５－１２　　　　　　　　　

ファミリーマート宇多津浜八番丁店　　　　 香川県　綾歌郡宇多津町浜八番丁１３１－１　　　　　　　　　

ファミリーマート観音寺植田店　　　　　　 香川県　観音寺市植田町３９７－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート観音寺流岡店　　　　　　 香川県　観音寺市流岡町１２６９－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート観音寺柞田店　　　　　　 香川県　観音寺市柞田町字中出甲６１１番１　　　　　　　　　

ファミリーマート丸亀土器町東店　　　　　 香川県　丸亀市土器町東六丁目４７－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松茜町店　　　　　　　 香川県　高松市茜町２１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松一宮町店　　　　　　 香川県　高松市一宮町１５６０番地２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松円座町店　　　　　　 香川県　高松市円座町１２５８－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松円座北店　　　　　　 香川県　高松市円座町５３９－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松高田店　　　　　　　 香川県　高松市亀田町２０２－４　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート栗林公園前店　　　　　　 香川県　高松市栗林町一丁目１－１４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松元山町店　　　　　　 香川県　高松市元山町５８４番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松御厩町店　　　　　　 香川県　高松市御厩町１４６７－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松香西東店　　　　　　 香川県　高松市香西東町３３１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松香西北店　　　　　　 香川県　高松市香西北町５３４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート香南町岡店　　　　　　　 香川県　高松市香南町岡３５１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート綾川町千疋店　　　　　　 香川県　高松市香南町西庄８６９番地６　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松北バイパス店　　　　 香川県　高松市高松町３００６－１５　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート高松町店　　　　　　　　 香川県　高松市高松町４４－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート国分寺町国分店　　　　　 香川県　高松市国分寺町国分字端岡５９番１　　　　　　　　　

ファミリーマート国分寺福家店　　　　　　 香川県　高松市国分寺町福家甲２９３７－１　　　　　　　　　

ファミリーマート高松今新町店　　　　　　 香川県　高松市今新町３－１３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松桜町店　　　　　　　 香川県　高松市桜町一丁目３７０－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松三条町店　　　　　　 香川県　高松市三条町３１６－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松春日川橋東店　　　　 香川県　高松市春日町１４７３－５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松小村町店　　　　　　 香川県　高松市小村町６５０－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松昭和店　　　　　　　 香川県　高松市昭和町１丁目３番２４号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松西ハゼ町店　　　　　 香川県　高松市西ハゼ町２６２　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松西春日店　　　　　　 香川県　高松市西春日町字大畑１６８８－１　　　　　　　　　

ファミリーマート高松西町店　　　　　　　 香川県　高松市西町１－１９　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松太田上町店　　　　　 香川県　高松市太田上町９８３－４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松鶴市町店　　　　　　 香川県　高松市鶴市町５１９－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松藤塚町店　　　　　　 香川県　高松市藤塚町一丁目１３－２４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松伏石町店　　　　　　 香川県　高松市伏石町２０４７－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートサンフラワー通り店　　　 香川県　高松市伏石町６４５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松福岡町店　　　　　　 香川県　高松市福岡町２－５－１４　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福岡町南店　　　　　　　 香川県　高松市福岡町４－１４－１３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松仏生山北店　　　　　 香川県　高松市仏生山町字新田甲３７－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松磨屋町店　　　　　　 香川県　高松市磨屋町９－２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松国際ホテル前店　　　 香川県　高松市木太町２１９３－６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高松東バイパス店　　　　 香川県　高松市林町２５３９－６　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高瀬町二ノ宮店　　　　　 香川県　三豊市高瀬町佐股甲２４９４番地５　　　　　　　　　

ファミリーマート山本町神田店　　　　　　 香川県　三豊市山本町神田２１０９番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート三豊仁尾町店　　　　　　 香川県　三豊市仁尾町仁尾己１３８６番地４　　　　　　　　　

ファミリーマート三豊豊中町店　　　　　　 香川県　三豊市豊中町比地大７００番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート善通寺インター南店　　　 香川県　善通寺市与北町３０６３番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマートまんのう町吉野店　　　　 香川県　仲多度郡まんのう町吉野１３０３番地１　　　　　　　

ファミリーマートまんのう町造田店　　　　 香川県　仲多度郡まんのう町造田１５１６番地１　　　　　　　

ファミリーマートまんのう町炭所店　　　　 香川県　仲多度郡まんのう町炭所西１４５６－５　　　　　　　

ファミリーマート多度津南鴨店　　　　　　 香川県　仲多度津郡多度津町南鴨１９９－１　　　　　　　　　

ファミリーマート東かがわ中筋店　　　　　 香川県　東かがわ市中筋２０－２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三木町氷上店　　　　　　 香川県　木田郡三木町大字氷上字西ツフロ木２５６３－２　　　

ファミリーマート松前恵久美店　　　　　　 愛媛県　伊予郡松前町大字恵久美６２０－１　　　　　　　　　

ファミリーマート伊予農高通り店　　　　　 愛媛県　伊予市下吾川１１１８番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート伊予下吾川店　　　　　　 愛媛県　伊予市下吾川字北西原１９６９番６　　　　　　　　　

ファミリーマートＡコープいよ店　　　　　 愛媛県　伊予市市場１２７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート宇和島本町追手店　　　　 愛媛県　宇和島市本町追手１丁目３番１５号　　　　　　　　　

ファミリーマート宇和島本町店　　　　　　 愛媛県　宇和島市本町追手二丁目２番２０号　　　　　　　　　

ファミリーマート内子城廻店　　　　　　　 愛媛県　喜多郡内子町城廻５６０番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート玉川町店　　　　　　　　 愛媛県　今治市玉川町大野字中ノ切甲１２６番１　　　　　　　

ファミリーマート今治高橋店　　　　　　　 愛媛県　今治市高橋字大縄田甲４２０　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート多々羅大橋前店　　　　　 愛媛県　今治市上浦町井口７４２５番１他２筆（地番）　　　　

ファミリーマート大西紺原店　　　　　　　 愛媛県　今治市大西町紺原甲１４６　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート寒川西店　　　　　　　　 愛媛県　四国中央市寒川町３７７５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート川之江金生町店　　　　　 愛媛県　四国中央市金生町山田井３４番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート四国中央金田町店　　　　 愛媛県　四国中央市金田町金川４４番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート川之江妻鳥店　　　　　　 愛媛県　四国中央市妻鳥町３４９－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三島宮川店　　　　　　　 愛媛県　四国中央市三島宮川四丁目字五反地９０４－１　　　　

ファミリーマート四国中央宮川二丁目店　　 愛媛県　四国中央市三島宮川二丁目２番２８号　　　　　　　　

ファミリーマート川之江町店　　　　　　　 愛媛県　四国中央市川之江町２５２８－９　　　　　　　　　　

ファミリーマート土居町店　　　　　　　　 愛媛県　四国中央市土居町津根１１７４－１　　　　　　　　　

ファミリーマート土居町津根店　　　　　　 愛媛県　四国中央市土居町津根３６９６－２　　　　　　　　　

ファミリーマート土居インター店　　　　　 愛媛県　四国中央市豊岡町長田字松口１６６４　　　　　　　　

ファミリーマート松山磯河内店　　　　　　 愛媛県　松山市磯河内甲８番地１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート北条下難波店　　　　　　 愛媛県　松山市下難波４５６－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート河原町店　　　　　　　　 愛媛県　松山市河原町２－４　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート岩崎二丁目店　　　　　　 愛媛県　松山市岩崎町２－７－１　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート久万ノ台店　　　　　　　 愛媛県　松山市久万ノ台９０６－１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート古三津五丁目店　　　　　 愛媛県　松山市古三津五丁目８番１８号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山古川北一丁目店　　　 愛媛県　松山市古川北一丁目１４番２９号　　　　　　　　　　

ファミリーマート山越四丁目店　　　　　　 愛媛県　松山市山越四丁目６９４－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山山西町店　　　　　　 愛媛県　松山市山西町９０４－３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート枝松四丁目店　　　　　　 愛媛県　松山市枝松４－１９９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート祝谷店　　　　　　　　　 愛媛県　松山市祝谷二丁目１９１－３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート愛媛県立中央病院店　　　 愛媛県　松山市春日町８３番地愛媛県立中央病院店　　　　　　

ファミリーマート松山小村町店　　　　　　 愛媛県　松山市小村町３２９番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート清住店　　　　　　　　　 愛媛県　松山市清住１－２－６　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山フライブルク通り店　 愛媛県　松山市生石町１２４番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西垣生店　　　　　　　　 愛媛県　松山市西垣生町２６１－１他２筆　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山石手店　　　　　　　 愛媛県　松山市石手五丁目１－４５　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山石手二丁目店　　　　 愛媛県　松山市石手二丁目５番１７号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山束本店　　　　　　　 愛媛県　松山市束本一丁目６番２５号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鷹子駅北店　　　　　　　 愛媛県　松山市鷹子町５５２番２　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山竹原三丁目店　　　　 愛媛県　松山市竹原三丁目１８番２号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山竹原店　　　　　　　 愛媛県　松山市竹原二丁目２番１０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート朝生田町一丁目店　　　　 愛媛県　松山市朝生田町１－５－２６　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山土手内店　　　　　　 愛媛県　松山市土手内１１２番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山東石井店　　　　　　 愛媛県　松山市東石井３丁目８番８号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山内宮店　　　　　　　 愛媛県　松山市内宮町６０３番１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南吉田店　　　　　　　　 愛媛県　松山市南吉田町５０７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南高井店　　　　　　　　 愛媛県　松山市南高井町１６８６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山南斎院町西店　　　　 愛媛県　松山市南斎院町１３９０番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南斎院町店　　　　　　　 愛媛県　松山市南斎院町９８９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南梅本店　　　　　　　　 愛媛県　松山市南梅本町９１７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山平和通五丁目店　　　 愛媛県　松山市平和通五丁目６番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山北久米店　　　　　　 愛媛県　松山市北久米町２１７番地　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート堀江町店　　　　　　　　 愛媛県　松山市堀江町甲１７９９　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山余戸南六丁目店　　　 愛媛県　松山市余戸南六丁目１１番４７号　　　　　　　　　　

ファミリーマート松山来住町店　　　　　　 愛媛県　松山市来住町１２９９番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜外山町店　　　　　 愛媛県　新居浜市外山町１５番４０号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜垣生店　　　　　　 愛媛県　新居浜市垣生二丁目１２番３１号　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜松原町店　　　　　 愛媛県　新居浜市松原町１０番１１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜神郷店　　　　　　 愛媛県　新居浜市神郷一丁目４番　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜沢津町店　　　　　 愛媛県　新居浜市沢津町一丁目２８５番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜中村店　　　　　　 愛媛県　新居浜市中村１丁目１８２０番１２　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜田の上店　　　　　 愛媛県　新居浜市田の上一丁目１８－１２　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜土橋店　　　　　　 愛媛県　新居浜市土橋一丁目１２－２４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート新居浜徳常町　　　　　　 愛媛県　新居浜市徳常町８－３５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート今治造船西条工場店　　　 愛媛県　西条市ひうち８－１３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条玉津店　　　　　　　 愛媛県　西条市下島山甲１４２１番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条天神店　　　　　　　 愛媛県　西条市下島山甲１４３９番地１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条喜多川通り店　　　　 愛媛県　西条市喜多川３１５－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条国安店　　　　　　　 愛媛県　西条市国安６２２番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三津屋南店　　　　　　　 愛媛県　西条市三津屋南５－４７　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条小松新屋敷店　　　　 愛媛県　西条市小松町新屋敷甲４９９番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート小松大頭店　　　　　　　 愛媛県　西条市小松町大字大頭字山本甲５２－１　　　　　　　

ファミリーマート西条船屋店　　　　　　　 愛媛県　西条市船屋乙５番３０　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条横黒店　　　　　　　 愛媛県　西条市大町５１３番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条丹原徳能店　　　　　 愛媛県　西条市丹原町徳能出作１０７番　　　　　　　　　　　

ファミリーマート西条加茂川店　　　　　　 愛媛県　西条市中野字楠甲４６５－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート鬼北奈良店　　　　　　　 愛媛県　北宇和郡鬼北町大字奈良４１２９番地１　　　　　　　

ファミリーマート芸西店　　　　　　　　　 高知県　安芸郡芸西村西分乙３６７　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート安芸矢ノ丸店　　　　　　 高知県　安芸市矢ノ丸二丁目一番二号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートのいち駅前店　　　　　　 高知県　香南市野市町２０４０－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート野市町西野店　　　　　　 高知県　香南市野市町西野１９９３－１８　　　　　　　　　　

ファミリーマート野市町店　　　　　　　　 高知県　香南市野市町西野２２００－１　　　　　　　　　　　



ファミリーマート野市大谷店　　　　　　　 高知県　香南市野市町大谷中ノ坪８９２番　　　　　　　　　　

ファミリーマート野市東野店　　　　　　　 高知県　香南市野市町東野１０７０－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート窪川古市町店　　　　　　 高知県　高岡郡四万十町古市町８番１３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知一ツ橋店　　　　　　 高知県　高知市一ツ橋町１－６５　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知稲荷町店　　　　　　 高知県　高知市稲荷町６１３番　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知介良店　　　　　　　 高知県　高知市介良乙２８１７－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知十津店　　　　　　　 高知県　高知市十津二丁目２４１６番３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知仁井田店　　　　　　 高知県　高知市仁井田６８７　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知瀬戸店　　　　　　　 高知県　高知市瀬戸１丁目４番２４号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知大津バイパス店　　　 高知県　高知市大津乙１００８番地３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知大津店　　　　　　　 高知県　高知市大津甲２６０番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知朝倉横町店　　　　　 高知県　高知市朝倉横町２０番１５号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート桂浜通店　　　　　　　　 高知県　高知市長浜５７２２番地３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知蒔絵台店　　　　　　 高知県　高知市長浜蒔絵台１丁目２０番地４　　　　　　　　　

ファミリーマート高知土居町店　　　　　　 高知県　高知市土居町７２番１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知東石立店　　　　　　 高知県　高知市東石立町４５番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知南河ノ瀬店　　　　　 高知県　高知市南河ノ瀬町５５－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知南宝永町店　　　　　 高知県　高知市南宝永町１７０９－２　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知福井町店　　　　　　 高知県　高知市福井町字蔵屋敷１２１２－１　　　　　　　　　

ファミリーマート高知福井東町店　　　　　 高知県　高知市福井東町３－３　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知御座店　　　　　　　 高知県　高知市北御座７番５号　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知北本町店　　　　　　 高知県　高知市北本町３丁目１番７号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知六泉寺店　　　　　　 高知県　高知市六泉寺町９６番地１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート須崎桐間店　　　　　　　 高知県　須崎市桐間西１０３番地　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート須崎中央店　　　　　　　 高知県　須崎市池ノ内１０６４番地１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート須崎緑町店　　　　　　　 高知県　須崎市緑町９番３号　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大豊店　　　　　　　　　 高知県　長岡郡大豊町杉７－１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート長岡本山町店　　　　　　 高知県　長岡郡本山町本山８４４番地２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土佐市戸波店　　　　　　 高知県　土佐市家俊字垣添１０９４番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート土佐高岡店　　　　　　　 高知県　土佐市高岡町甲９４９－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート土佐蓮池店　　　　　　　 高知県　土佐市蓮池字鹿取田２６９５－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート高知東道路店　　　　　　 高知県　南国市岡豊町常通寺島７番地　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南国下末松店　　　　　　 高知県　南国市下末松１番地１　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南国前浜店　　　　　　　 高知県　南国市前浜字中屋敷５０１番地１　　　　　　　　　　

ファミリーマート南国おおそね店　　　　　 高知県　南国市大そね字吉田前甲１５９２－１８　　　　　　　

ファミリーマート水巻中央店　　　　　　　 福岡県　遠賀郡水巻町吉田西一丁目７番３号　　　　　　　　　

ファミリーマート久留米大学病院店　　　　 福岡県　久留米市旭町６７番地　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート久留米国分町店　　　　　 福岡県　久留米市国分町１８４８番地４　　　　　　　　　　　

ファミリーマート久留米八軒屋店　　　　　 福岡県　久留米市国分町１９４２－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート久留米城島店　　　　　　 福岡県　久留米市城島町城島２９４－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート久留米善導寺店　　　　　 福岡県　久留米市善導寺町与田１５５－７　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート久留米津福本町店　　　　 福岡県　久留米市津福本町１４４９－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート田主丸豊城店　　　　　　 福岡県　久留米市田主丸町豊城字野面８１－４　　　　　　　　

ファミリーマート東櫛原店　　　　　　　　 福岡県　久留米市東櫛原町４９６－１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート久留米文化街店　　　　　 福岡県　久留米市日吉町１５－６５　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート久留米北野町店　　　　　 福岡県　久留米市北野町中字２４３番１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート三潴大木バイパス店　　　 福岡県　三潴郡大木町大字蛭池１１９８番１　　　　　　　　　

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

ファミリーマート糸島波多江駅北１丁目店　 福岡県　糸島市波多江駅北１丁目６－１０　　　　　　　　　　

ファミリーマート宗像田久４丁目店　　　　 福岡県　宗像市田久四丁目７－１　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート春日若葉台東３丁目店　　 福岡県　春日市若葉台東３丁目２８番地　　　　　　　　　　　

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

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

ファミリーマート大川いちょう通り店　　　 福岡県　大川市下木佐木９６６番３　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大川北古賀店　　　　　　 福岡県　大川市三丸字西佛園４７３－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大川やまざくら通り店　　 福岡県　大川市大字上巻字前田１３３番１　　　　　　　　　　

ファミリーマート大牟田本町店　　　　　　 福岡県　大牟田市本町６－１－９　　　　　　　　　　　　　　



ファミリーマート西牟田谷川店　　　　　　 福岡県　筑後市西牟田４３０４－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート筑後東山ノ井店　　　　　 福岡県　筑後市大字山ノ井６７０－１．外３筆　　　　　　　　

ファミリーマート筑後中学校前店　　　　　 福岡県　筑後市大字水田９９８番１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ二日市駅店　　　　　 福岡県　筑紫野市二日市中央１丁目１－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート八女稲富店　　　　　　　 福岡県　八女市稲富６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート八女鵜池店　　　　　　　 福岡県　八女市大字鵜池１５７－１　　　　　　　　　　　　　

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

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

ファミリーマート福岡天神４丁目店　　　　 福岡県　福岡市中央区天神４丁目１－７第三明星ビル　　　　　

ファミリーマート福岡天神二丁目店　　　　 福岡県　福岡市中央区天神二丁目１４－１３　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ香椎駅店　　　　　　 福岡県　福岡市東区香椎駅前１－１１－１　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート国立九州大学病院店　　　 福岡県　福岡市東区馬出３－１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート福岡井尻六ツ角店　　　　 福岡県　福岡市南区横手２丁目３４番５号　　　　　　　　　　

ファミリーマート福岡弥永４丁目店　　　　 福岡県　福岡市南区弥永４丁目１４番１号　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート博多美野島３丁目店　　　 福岡県　福岡市博多区美野島三丁目１－８０　　　　　　　　　

ファミリーマート小倉駅南店　　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区魚町１－３０－１　　　　　　　　　

ファミリーマート小倉熊本一丁目店　　　　 福岡県　北九州市小倉北区熊本一丁目３９－１　　　　　　　　

ファミリーマート小倉モノレール旦過店　　 福岡県　北九州市小倉北区古船場町１番１号　　　　　　　　　

ファミリーマート小倉黒住店　　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区黒住町２５番２０号　　　　　　　　

ファミリーマート小倉紺屋町店　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区紺屋町１１番２６号　　　　　　　　

ファミリーマート小倉三萩野店　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区昭和町１３－１７　　　　　　　　　

ファミリーマート小倉真鶴店　　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区真鶴２丁目１０番２７号　　　　　　

ファミリーマート小倉赤坂一丁目店　　　　 福岡県　北九州市小倉北区赤坂１丁目１０－３０　　　　　　　

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

ファミリーマート小倉中津口店　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区中津口２－１－１１　　　　　　　　

ファミリーマート小倉南丘店　　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区南丘１－２２－１５　　　　　　　　

ファミリーマート馬借三丁目店　　　　　　 福岡県　北九州市小倉北区馬借３－５－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート八幡西三ヶ森店　　　　　 福岡県　北九州市八幡西区三ヶ森１丁目２－１０　　　　　　　

ファミリーマート八幡西本町店　　　　　　 福岡県　北九州市八幡東区西本町一丁目３番１号　　　　　　　

ファミリーマート柳川市役所前店　　　　　 福岡県　柳川市坂本町２番１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柳川中央店　　　　　　　 福岡県　柳川市三橋町今古賀１５５－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート柳川西浜武店　　　　　　 福岡県　柳川市西浜武１１１０番地１　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート嬉野温泉店　　　　　　　 佐賀県　嬉野市嬉野町大字下宿乙５５２　　　　　　　　　　　

ファミリーマート上峰加茂店　　　　　　　 佐賀県　三養基郡上峰町大字坊所１７５７－８　　　　　　　　

ファミリーマート鹿島高津原店　　　　　　 佐賀県　鹿島市大字高津原四本松５０４１　　　　　　　　　　

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

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

ファミリーマート藤津太良店　　　　　　　 佐賀県　藤津郡太良町大字多良１８４８－１　　　　　　　　　

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

ファミリーマート佐世保三浦町店　　　　　 長崎県　佐世保市戸尾町１－１３　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート対馬厳原大手橋店　　　　 長崎県　対馬市厳原町大手橋１０４０番地　　　　　　　　　　

ファミリーマート長崎上大橋店　　　　　　 長崎県　長崎市三芳町１－５０　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ長崎駅店　　　　　　 長崎県　長崎市尾上町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート生月店　　　　　　　　　 長崎県　北松浦郡生月町山田免字日草２３７－２　　　　　　　

ファミリーマート阿蘇高森店　　　　　　　 熊本県　阿蘇郡高森町高森　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート南小国きよら店　　　　　 熊本県　阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田１７８６－１　　　　

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

ファミリーマート大津室店　　　　　　　　 熊本県　菊池郡大津町大津字土井ノ内２４－１　　　　　　　　

ファミリーマート熊本菊池旭志店　　　　　 熊本県　菊池市旭志伊坂５５５－１　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート熊本島崎４丁目店　　　　 熊本県　熊本市西区島崎４丁目１番１　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート熊本黒髪６丁目店　　　　 熊本県　熊本市中央区黒髪６丁目４０２番地２　　　　　　　　

ファミリーマート熊本本山４丁目店　　　　 熊本県　熊本市中央区本山４丁目１３－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート熊本本荘４丁目店　　　　 熊本県　熊本市中央区本荘４丁目９番２０号　　　　　　　　　

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



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

ファミリーマート熊本小峯４丁目店　　　　 熊本県　熊本市東区小峯４丁目４番１０１号　　　　　　　　　

ファミリーマート熊本出仲間３丁目店　　　 熊本県　熊本市南区出仲間三丁目４番１３７号　　　　　　　　

ファミリーマート熊本富合店　　　　　　　 熊本県　熊本市富合町古閑１０８３－３　　　　　　　　　　　

ファミリーマート合志御代志店　　　　　　 熊本県　合志市御代志１８０６－１　　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート大分金池南１丁目店　　　 大分県　大分市金池南１丁目６番５号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分三佐３丁目店　　　　 大分県　大分市三佐３丁目１番１２号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分三川新町店　　　　　 大分県　大分市三川新町２－３－２　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分汐見店　　　　　　　 大分県　大分市汐見１丁目２９９番　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分大在北１丁目店　　　 大分県　大分市大在北１丁目１番３５号　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分佐賀関店　　　　　　 大分県　大分市大字佐賀関２２３２番１１８の１　　　　　　　

ファミリーマート大分常行店　　　　　　　 大分県　大分市大字常行　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分中央町２丁目店　　　 大分県　大分市中央町２丁目３－２７　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分東大道１丁目店　　　 大分県　大分市東大道一丁目６－２４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分萩原４丁目店　　　　 大分県　大分市萩原４丁目１０番６号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート大分府内町店　　　　　　 大分県　大分市府内町１丁目１－２７　　　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート中津上宮永店　　　　　　 大分県　中津市大字上宮永６番地１１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマートＪＲ亀川駅前店　　　　　 大分県　別府市亀川浜田７番２４号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート由布挾間古野店　　　　　 大分県　由布市挾間町古野１９８番１　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名瀬港町店　　　　　　　 鹿児島県　奄美市名瀬港町１１－１　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート名瀬平田店　　　　　　　 鹿児島県　奄美市名瀬平田町１０４８－１　　　　　　　　　　

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

ファミリーマート伊仙店　　　　　　　　　 鹿児島県　大島郡伊仙町伊仙１９８－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート瀬戸内店　　　　　　　　 鹿児島県　大島郡瀬戸内町古仁屋字下間原１６番５　　　　　　

ファミリーマート天城店　　　　　　　　　 鹿児島県　大島郡天城町天城４４１－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀津北店　　　　　　　　 鹿児島県　大島郡徳之島町亀津１２６－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート亀津南店　　　　　　　　 鹿児島県　大島郡徳之島町亀津７１１５－２　　　　　　　　　

ファミリーマート龍郷店　　　　　　　　　 鹿児島県　大島郡龍郷町浦１０９８番１　　　　　　　　　　　


