
ファミリーマート　伊達梅本店

ファミリーマート　札幌狸小路１丁目店

ファミリーマート　札幌南６条西９丁目店

ファミリーマート　札幌センチュリーロイヤルホテル店

ファミリーマート　札幌北丘珠２条店

ファミリーマート　東札幌店

ファミリーマート　札幌中の島店

ファミリーマート　千歳インター店

ファミリーマート　苫小牧東病院前店

ファミリーマート　キラリス函館店

〒052-0022

〒060-0062

〒064-0806

〒060-0005

〒007-0882

〒003-0002

〒062-0921

〒066-0045

〒053-0052

〒040-0063

北海道伊達市梅本町４番地２９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道札幌市中央区南２条西１丁目５－１　　　　　　　　　　　　　

北海道札幌市中央区南六条西９丁目１０１９－１　　　　　　　　　　

北海道札幌市中央区北５条西５丁目２－１２　　　　　　　　　　　　

北海道札幌市東区北丘珠２条　　　４丁目３－５０　　　　　　　　　

北海道札幌市白石区東札幌２条２　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５　　　　　　　　　　　

北海道千歳市真々地２丁目１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道苫小牧市新開町４丁目　　　７番８号　　　　　　　　　　　　

北海道函館市若松町２０番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　八戸城下四丁目店

ファミリーマート　盛岡本宮店

ファミリーマート　平泉南店

ファミリーマート　金ケ崎西根店

ファミリーマート　高田米崎町店

ファミリーマート　角田幸町店

ファミリーマート　石巻開北一丁目店

〒031-0072

〒020-0866

〒029-4102

〒029-4503

〒029-2206

〒981-1505

〒986-0806

青森県八戸市城下４－９－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手県盛岡市本宮３丁目４２－３３　　　　　　　　　　　　　　　　

岩手県西磐井郡平泉町平泉字樋渡　５７－２　　　　　　　　　　　　

岩手県胆沢郡金ケ崎町西根古寺　　４６番地１　　　　　　　　　　　

岩手県陸前高田市米崎町字西風道　２２６－１　　　　　　　　　　　

宮城県角田市角田字幸町５６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮城県石巻市開北１丁目７番３２号　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　仙台アパホテル店

ファミリーマート　新寺四丁目店

ファミリーマート　仙台大和町店

ファミリーマート　五橋二丁目店

ファミリーマート　国分町ライオンビル店

〒984-0022

〒984-0051

〒984-0042

〒980-0022

〒980-0803

宮城県仙台市若林区五橋３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

宮城県仙台市若林区新寺　四丁目８番１４号　　　　　　　　

宮城県仙台市若林区大和町　３－３－１　　　　　　　　　　　

宮城県仙台市青葉区五橋２－４－７　　　　　　　　　　　　　　　　

宮城県仙台市青葉区国分町２－１４－１ライオンビル１Ｆ　　

ファミリーマート　外旭川店

ファミリーマート　秋田山王臨海町店

ファミリーマート　大仙払田店

ファミリーマート　大仙北楢岡店

ファミリーマート　阿仁前田店

ファミリーマート　酒田中町三丁目店

ファミリーマート　河北体育館前店

ファミリーマート　鶴岡大宝寺店

ファミリーマート　天童南小畑店

ファミリーマート　天童老野森店

ファミリーマート　東根神町店

ファミリーマート　高畠駅前店

ファミリーマート　米沢中央二丁目店

〒010-0802

〒010-0956

〒014-0802

〒019-1702

〒018-4515

〒998-0044

〒999-3513

〒997-0017

〒994-0081

〒994-0013

〒999-3762

〒999-2175

〒992-0045

秋田県秋田市外旭川八幡田　１－１－５　　　　　　　　　　　

秋田県秋田市山王臨海町４番２８号　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田県大仙市払田字宝龍２１０番地　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田県大仙市北楢岡字嶋５８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田県北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１　　　　　　　　　　　

山形県酒田市中町三丁目３番２１号　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県西村山郡河北町谷地所岡　　３－１－１　　　　　　　　　　　

山形県鶴岡市大宝寺字日本国　　　３７５－５　　　　　　　　　　　

山形県天童市南小畑三丁目　　　　２番１２号　　　　　　　　　　　

山形県天童市老野森三丁目　　　　８番１５号　　　　　　　　　　　

山形県東根市神町北一丁目２番７号　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県東置賜郡高畠町福沢南　　　１１－２　　　　　　　　　　　　

山形県米沢市中央二丁目４番６号　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　坂下町川尻店

ファミリーマート　郡山安積町長久保店

ファミリーマート　郡山台新二丁目店

ファミリーマート　郡山大槻西ノ宮店

ファミリーマート　郡山谷地本町店

ファミリーマート　郡山堤三丁目店

ファミリーマート　郡山緑町店店

ファミリーマート　石川町双里店

ファミリーマート　原町南町店

ファミリーマート　福島笹谷店

ファミリーマート　福島太平寺店

〒969-6549

〒963-0105

〒963-8852

〒963-0201

〒963-0231

〒963-0205

〒963-8023

〒963-7808

〒975-0007

〒960-0241

〒960-8151

福島県河沼郡会津坂下町字古町川尻３７０－１　　　　　　　　　　　

福島県郡山市安積町長久保１丁目　１７－６　　　　　　　　　　　　

福島県郡山市台新二丁目１０－１７　　　　　　　　　　　　　　　　

福島県郡山市大槻町字西宮北　　　３５番地の１　　　　　　　　　　

福島県郡山市谷地本町８８番　他３筆　（地番）　　　　　　　　　　

福島県郡山市堤３丁目１８５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島県郡山市緑町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島県石川郡石川町大字双里字谷津前１７　他５筆（地番）　　　　

福島県南相馬市原町区南町　　　　４－４５－２　　　　　　　　　　

福島県福島市笹谷字出水田４－８　　　　　　　　　　　　　　　　　

福島県福島市太平寺字古内３０－１　　　　　　　　　　　　　　　　

〒379-2235

ファミリーマート　安中上間仁田店

ファミリーマート　伊勢崎流通団地店

〒379-0123 群馬県安中市上間仁田５２０番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

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 〒372-0831 群馬県伊勢崎市山王町字上原　　　１８２番　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　前橋下石倉町店 〒371-0842 群馬県前橋市下石倉町２２－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北海道地区

東北地区

〈 店 舗 名〉 〈 郵便番号〉 〈住 所〉

〈 店 舗 名〉 〈 郵便番号〉 〈住 所〉

〈 店 舗 名〉 〈 郵便番号〉 〈住 所〉
関東地区
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ファミリーマート　小山稲葉郷店

ファミリーマート　小山雨ヶ谷店

ファミリーマート　栃木尻内町店

ファミリーマート　栃木大皆川町店

ファミリーマート　那須塩原新緑町店

ファミリーマート　那須塩原鍋掛店

〒323-0021

〒323-0826

〒328-0203

〒328-0068

〒325-0066

〒325-0013

栃木県小山市大字稲葉郷６３番地６　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県小山市大字雨ヶ谷字西坪　　１０９番１　　　　　　　　　　　

栃木県栃木市尻内町１５５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県栃木市大皆川町２７５番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県那須塩原市新緑町９８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県那須塩原市鍋掛９３０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　日和サービスひたちなか総合病院店

ファミリーマート　稲敷浮島店

ファミリーマート　高萩東本町店

ファミリーマート　鹿嶋宮中店

ファミリーマート　水戸吉沼町店

ファミリーマート　水戸住吉店

ファミリーマート　土浦小松店

ファミリーマート　土浦大岩田店

ファミリーマート　土浦大手町店

ファミリーマート　茨城鳥羽田店

ファミリーマート　東海駅東店

ファミリーマート　那珂堤店

〒312-0057

〒300-0641

〒318-0014

〒314-0031

〒310-0827

〒310-0844

〒300-0823

〒300-0835

〒300-0044

〒311-3142

〒319-1118

〒311-0104

茨城県ひたちなか市石川町２０－１　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県稲敷市浮島４１１９番１他　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県高萩市東本町一丁目８６番１　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県鹿嶋市大字宮中３１４－１　他３筆　　　　　　　　　　　　　

茨城県水戸市吉沼町７６０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県水戸市住吉町２９９番１５　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県土浦市小松二丁目１３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県土浦市大岩田２４４７－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県土浦市大手町１６番１７号　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県東茨城郡茨城町大字鳥羽田　３２７番地６　　　　　　　　　　

茨城県那珂郡東海村舟石川駅東　　１丁目１８－２１　　　　　　　　

茨城県那珂市堤６９１番地４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　日立小木津店 〒319-1413 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　日立末広町店

ファミリーマート　鉾田飯名店

ファミリーマート　流通経済大前店

ファミリーマート　ＴＫＳ東大門店

ファミリーマート　ドラッグエース鶴ケ岡店

ファミリーマート　加須南小浜店

ファミリーマート　ドラッグエース広瀬東店

ファミリーマート　熊谷村岡店

ファミリーマート　行田持田店

ファミリーマート　児玉工業団地店

ファミリーマート　武里駅店

ファミリーマート　春日部谷原二丁目店

ファミリーマート　春日部駅西口店

ファミリーマート　深谷南大通り店

ファミリーマート　ドラッグエース川越的場店

〒316-0006

〒311-1521

〒301-0839

〒336-0964

〒356-0045

〒347-0028

〒350-1320

〒360-0162

〒361-0056

〒369-0307

〒344-0021

〒344-0065

〒344-0067

〒366-0801

〒350-1107

茨城県日立市末広町３－１－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県鉾田市飯名３３２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県龍ケ崎市出し山町８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県さいたま市緑区東大門　　　２丁目１－５　　　　　　　　　　

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡１丁目　　１－１　　　　　　　　　　　　　

埼玉県加須市大字南小浜字新川道　６１９－１　　　　　　　　　　　

埼玉県狭山市広瀬東４丁目２－７　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県熊谷市村岡５２７番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県行田市大字持田字東谷　　　２４４番１　　　　　　　　　　　

埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１２７１番１　　　　　　　　　　　　　

埼玉県春日部市大場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県春日部市谷原二丁目１番８　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県春日部市中央１－１－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県深谷市上野台２１９８番２　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県川越市的場新町１６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　川口東領家店 〒332-0003 埼玉県川口市東領家３－１５－４　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　森かどやしんでん店

ファミリーマート　東松山松山町店

ファミリーマート　東武動物公園駅店

ファミリーマート　毛呂山埼玉医大前店

ファミリーマート　入間木蓮寺店

ファミリーマート　入間東藤沢店

ファミリーマート　白岡上野田店

〒340-0052

〒355-0018

〒345-0801

〒350-0451

〒358-0047

〒358-0012

〒349-0221

埼玉県草加市金明町７８１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県東松山市松山町２丁目　１２６１－１　　　　　　　　　　

埼玉県南埼玉郡宮代町百間２丁目　３－２４　　　　　　　　　　　　

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷６７７－２　　　　　　　　　　　　　

埼玉県入間市大字木蓮寺６０６番１　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県入間市東藤沢３丁目９番１号　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県白岡市上野田１２８７番地２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　飯能駅南口店

ファミリーマート　川島正直店

ファミリーマート　嵐山むさし台店

〒357-0036

〒350-0162

〒355-0216

埼玉県飯能市南町１－２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県比企郡川島町大字正直　　　５９－１　　　　　　　　　　　　

埼玉県比企郡嵐山町むさし台二丁目１番地３　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　鹿沼村井店 〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町字宝龍内　　　３５２－１５　　　　　　　　　　

ファミリーマート　太田鳥山店

ファミリーマート　太田飯塚町店

〒373-0062

〒373-0817

群馬県太田市鳥山中町１５８３－３　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬県太田市飯塚町６０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　富岡下高尾店

ファミリーマート　邑楽大根村店

ファミリーマート　さくら狭間田店

ファミリーマート　さくら櫻野店

ファミリーマート　宇都宮本町大通り店

ファミリーマート　宇都宮野沢店

ファミリーマート　宇都宮簗瀬中央店

ファミリーマート　下野仁良川店

〒370-2311

〒370-0603

〒329-1305

〒329-1312

〒320-0033

〒320-0071

〒321-0933

〒329-0432

群馬県富岡市下高尾４７８－１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野甲　　１２９９　　　　　　　　　　　　

栃木県さくら市狭間田字南沢２２３５番１他４筆　　　　　　　　　　

栃木県さくら市櫻野４９６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県宇都宮市本町４番１１号下野新聞ビル１階　　　　　　　　　　

栃木県宇都宮市野沢町１９２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県宇都宮市簗瀬町　　　　　　１８５２番地１　　　　　　　　　

栃木県下野市仁良川１４０９番地７　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　ふじみ野駅店

ファミリーマート　片山北本店

〒354-0036

〒364-0005

埼玉県富士見市ふじみ野東　１丁目２６番地　　　　　　　　　

埼玉県北本市本宿７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ファミリーマート　本庄児玉東店

ファミリーマート　本庄児玉インター店

ファミリーマート　本庄日の出二丁目店

ファミリーマート　旭東店

ファミリーマート　君津下湯江店

ファミリーマート　君津西店

ファミリーマート　香取佐原店

ファミリーマート　香取木内店

ファミリーマート　京成志津駅店

ファミリーマート　市原五井西六丁目店

ファミリーマート　市原白金町店

ファミリーマート　サクマ南行徳駅店

ファミリーマート　本八幡駅南口店

ファミリーマート　日大生産工学部前店

ファミリーマート　津田沼南口店

ファミリーマート　松戸栄町店

ファミリーマート　松戸本町店

ファミリーマート　成田店

ファミリーマート　京成幕張本郷駅店

ファミリーマート　千葉栄町中央店

ファミリーマート　西千葉春日町店

ファミリーマート　千葉幸町一丁目店

ファミリーマート　東船橋駅南口店

ファミリーマート　原木中山駅北店

ファミリーマート　船橋駅北店

ファミリーマート　茂原早野店

ファミリーマート　茂原町保店

ファミリーマート　茂原東部台店

ファミリーマート　江戸川台駅東口店

ファミリーマート　流山セントラルパーク駅前店

ファミリーマート　金町六丁目店

〒367-0212

〒367-0035

〒367-0022

〒289-2504

〒299-1131

〒299-1147

〒287-0003

〒289-0308

〒285-0846

〒290-0038

〒290-0059

〒272-0143

〒272-0023

〒275-0011

〒275-0026

〒271-0062

〒271-0091

〒286-0033

〒262-0033

〒260-0016

〒260-0033

〒261-0001

〒273-0002

〒273-0035

〒273-0005

〒297-0037

〒297-0022

〒297-0015

〒270-0111

〒270-0152

〒125-0042

埼玉県本庄市児玉町児玉　１７０４－１　　　　　　　　　　

埼玉県本庄市西富田４９４番地４　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県本庄市日の出２丁目２－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県旭市ニ１９７０番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県君津市下湯江１１２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県君津市人見９８４－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県香取市佐原イ４２１５番９　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県香取市木内１２１４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県佐倉市上志津１６６９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県市原市五井西六丁目３７番地１　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県市原市白金町一丁目８３番　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県市川市相之川４丁目１７番２　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県市川市南八幡４－１５－１６　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県習志野市大久保　３－１２－１５　　　　　　　　　

千葉県習志野市谷津７丁目７番９号　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県松戸市栄町６丁目４３８番１　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県松戸市本町７－３　松屋ビル　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県成田市花崎町８２８－１２８　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県千葉市花見川区幕張本郷　１丁目１－３　　　　　　　　　　

千葉県千葉市中央区栄町３６番１０号　ＹＳ千葉中央ビル１階　

千葉県千葉市中央区春日二丁目２３番６号　　　　　　　　

千葉県千葉市美浜区幸町一丁目１１番９号　　　　　　　　　　　

千葉県船橋市東船橋４丁目３１番１号　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県船橋市本中山７－１０－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県船橋市本町６丁目１番３号　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県茂原市早野１１３１番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県茂原市町保１２－７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県茂原市東部台二丁目２６－１　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県流山市江戸川台東２丁目４　　　　　　　　　　　　　　　　　

千葉県流山市前平井１４５番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都葛飾区金町６丁目２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　サクマ西葛西店

ファミリーマート　コクミンドラッグ小岩駅前店

〒134-0088

〒133-0057

東京都江戸川区西葛西六丁目　２３番１２号　　　　　　　　　　

東京都江戸川区西小岩１丁目２３－１３　植草ビル　　　　　　

ファミリーマート　新橋四丁目店

ファミリーマート　日暮里店

ファミリーマート　狛江岩戸南四丁目店

ファミリーマート　恵比寿神社前店

ファミリーマート　新宿マインズタワー店

ファミリーマート　参宮橋駅前店

ファミリーマート　新宿ゴールデン街店

ファミリーマート　歌舞伎町北店

ファミリーマート　高田馬場二丁目店

ファミリーマート　新宿中央公園店

〒105-0004

〒116-0013

〒201-0005

〒150-0021

〒151-0053

〒151-0053

〒160-0021

〒160-0021

〒169-0075

〒160-0023

東京都港区新橋４丁目１９－４　　コンシェリア新橋　　　　　　　　

東京都荒川区西日暮里二丁目１７番５号　　　　　　　　　　　　　　

東京都狛江市岩戸南四丁目２２番８号　　　　　　　　　　　　　　　

東京都渋谷区恵比寿西１丁目９－１　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都渋谷区代々木２丁目１－１　新宿マインズタワー　　　　　　　

東京都渋谷区代々木４丁目２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都新宿区歌舞伎町１丁目１－６　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都新宿区歌舞伎町二丁目　３２番７号　　　　　　　　　　　

東京都新宿区高田馬場　２－１６－１１　　　　　　　　　

東京都新宿区西新宿４丁目３２－６　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　天沼陸橋店

ファミリーマート　杉並天沼店

ファミリーマート　杉並清水早稲田通り店

ファミリーマート　西荻窪駅南店

ファミリーマート　西荻北三丁目店

ファミリーマート　芦花公園駅北店

ファミリーマート　千歳烏山駅西口店

ファミリーマート　秋葉原ラジオ会館店

〒167-0051

〒167-0022

〒167-0033

〒167-0053

〒167-0042

〒157-0062

〒157-0062

〒101-0021

東京都杉並区荻窪３－４７－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都杉並区下井草１丁目２３－２　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都杉並区清水３丁目２９－１８　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都杉並区西荻南３丁目９－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都杉並区西荻北3丁目21番8号ルフォンリブレ西荻窪１Ｆ　　

東京都世田谷区南烏山　　　　　　３－２５－１５　　　　　　　　　

東京都世田谷区南烏山６丁目　　　４－１２　　　　　　　　　　　　

東京都千代田区外神田一丁目１５番１６号　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　神田駿河台三丁目店

ファミリーマート　西新井駅店

ファミリーマート　千住警察署前店

〒101-0062

〒123-0843

〒120-0036

東京都千代田区神田駿河台　　　　３－５－４－１０１　　　　　　　

東京都足立区西新井栄町２丁目　　１－１　　　　　　　　　　　　　

東京都足立区千住仲町４１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　大田中馬込店

ファミリーマート　大田南馬込五丁目店

〒143-0027

〒143-0025

東京都大田区中馬込２－６－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都大田区南馬込５－１６－２０　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　中野中央五丁目店

ファミリーマート　サンプラザ北店

〒164-0011

〒164-0001

東京都中野区中央五丁目１８番３号　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都中野区中野４－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ファミリーマート　燕大曲店 〒959-1263 新潟県燕市大曲３６３８番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　町田駅南口店

ファミリーマート　八王子堀之内店

ファミリーマート　成増駅南店

ファミリーマート　板橋大谷口店

ファミリーマート　旗の台駅前店

ファミリーマート　大井一丁目店

ファミリーマート　東五反田郵便局東店

ファミリーマート　東大井三丁目店

ファミリーマート　中延駅前店

ファミリーマート　青物横丁店

ファミリーマート　府中天神町店

ファミリーマート　向丘二丁目北店

ファミリーマート　中池袋公園前店

ファミリーマート　東池袋セイコービル店

ファミリーマート　サンシャインシティ店

ファミリーマート　池袋大橋東店

ファミリーマート　サンシャイン西店

ファミリーマート　赤羽駅前店

ファミリーマート　押上駅店

ファミリーマート　亀沢一丁目店

ファミリーマート　小浦目黒青葉台店

ファミリーマート　学芸大学駅西店

ファミリーマート　立川南駅前店

ファミリーマート　練馬中村三丁目店

ファミリーマート　京急久里浜駅前店

ファミリーマート　希望ケ丘店

ファミリーマート　鶴ヶ峰店

ファミリーマート　横浜公田町店

ファミリーマート　松山釜利谷店

ファミリーマート　東戸塚店

ファミリーマート　はまりん新横浜駅店

ファミリーマート　大倉山駅前店

ファミリーマート　横浜駅東口店

ファミリーマート　横浜神之木町店

ファミリーマート　井土ヶ谷駅前店

ファミリーマート　六ッ川二丁目店

〒194-0013

〒192-0355

〒175-0094

〒173-0031

〒142-0064

〒140-0014

〒141-0022

〒140-0011

〒142-0052

〒140-0004

〒183-0053

〒113-0023

〒170-0013

〒170-0013

〒170-6002

〒170-0013

〒170-0013

〒115-0045

〒131-0045

〒130-0014

〒153-0042

〒152-0004

〒190-0023

〒176-0024

〒239-0831

〒241-0825

〒241-0022

〒247-0014

〒236-0042

〒244-0801

〒222-0033

〒222-0037

〒221-0056

〒221-0015

〒232-0052

〒232-0066

東京都町田市原町田１－３－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都八王子市堀之内３丁目６－１　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都板橋区成増２丁目１４－５　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都板橋区大谷口北町９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都品川区旗の台３丁目１２－５　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都品川区大井１－２１－１９　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都品川区東五反田１－１８－３　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都品川区東大井３－１８－３　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都品川区東中延２丁目　　　　１０－１１　　　　　　　　　　　

東京都品川区南品川２－１７－２２　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都府中市天神町１－３－５５　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都文京区向丘２丁目２９番１１号　　　　　　　　　　　　　　　

東京都豊島区東池袋１－１５－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都豊島区東池袋１丁目３０－６　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都豊島区東池袋3－1－1　サンシャインシティアルパ２Ｆ　　

東京都豊島区東池袋一丁目４４－８パークサイドビル　　　　　　　　

東京都豊島区東池袋三丁目３番２号　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都北区赤羽一丁目９番６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都墨田区押上１丁目１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都墨田区亀沢一丁目１番１０号　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都目黒区青葉台１丁目　２２－１０－１０１　　　　　　　

東京都目黒区鷹番３丁目６－１８　カザーナ学芸大学　　　　　　　　

東京都立川市柴崎町３丁目８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都練馬区中村３丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県横須賀市久里浜１－５－８ＳＴビル　　　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市旭区中希望ケ丘　　１０２番地　　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰　　　　１－２１－１　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市栄区公田町　　　　１６３８番地４８　　　　　　　　

神奈川県横浜市金沢区釜利谷東　　２－５－１５　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市戸塚区品濃町　　　５３８－３　　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市港北区新横浜　　　２－１００　　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市港北区大倉山　　　１－３－１３　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市神奈川区金港町　　５－３２　　　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市神奈川区神之木町　２－４４　　　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町　１６１　　　　　　　　　　　　　

神奈川県横浜市南区六ツ川二丁目　４７－４　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　はまりん中山駅店

ファミリーマート　相鉄さがみ野駅店

ファミリーマート　厚木下荻野店

ファミリーマート　サンズ上依知南店

ファミリーマート　厚木長谷南店

ファミリーマート　相武台前駅南口店

〒226-0019

〒243-0401

〒243-0203

〒243-0801

〒243-0036

〒252-0011

神奈川県横浜市緑区中山町　　　　３５０－５　　　　　　　　　　　

神奈川県海老名市東柏ケ谷　　　　２丁目３０－３１　　　　　　　　

神奈川県厚木市下荻野１２６４－３　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県厚木市上依知１２９６－１　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県厚木市長谷６番３４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県座間市相武台三丁目　　　４２番４３号　　　　　　　　　　

ファミリーマート　座間郵便局前店

ファミリーマート　小田原駅東口店

ファミリーマート　小田原中曽根店

ファミリーマート　秦野運動公園東店

ファミリーマート　秦野本町店

ファミリーマート　矢向駅西店

ファミリーマート　川崎東門前店

ファミリーマート　西生田店

ファミリーマート　鵠沼海岸七丁目店

〒252-0001

〒250-0011

〒250-0866

〒257-0031

〒257-0035

〒212-0024

〒210-0812

〒214-0037

〒251-0037

神奈川県座間市相模が丘一丁目　　９－２２　　　　　　　　　　　　

神奈川県小田原市栄町１丁目２－１　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県小田原市中曽根６６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県秦野市曽屋６８７番３５　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県秦野市本町２丁目１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

神奈川県川崎市幸区塚越３丁目　　４０３番６　　　　　　　　　　　

神奈川県川崎市川崎区東門前三丁目９７番地２　　　　　　　　　　　

神奈川県川崎市多摩区西生田　　　１－１５－５　　　　　　　　　　

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　平塚御殿店 〒254-0061 神奈川県平塚市御殿１丁目２－３６　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　三条代官島店

ファミリーマート　新潟東大通店

〒955-0095

〒950-0087

新潟県三条市大字代官島　１２４１番地１　　　　　　　　　

新潟県新潟市中央区東大通１丁目　２番１号　　　　　　　　　　　　

4/8
※関東地区

刀剣乱舞-花丸-
鈴　其ノ六

中部地区
〈 店 舗 名〉 〈 郵便番号〉 〈住 所〉



ファミリーマート　高岡戸出市野瀬店

ファミリーマート　小矢部アウトレットパーク店

〒939-1101

〒932-8538

富山県高岡市戸出市野瀬５６４番地　　　　　　　　　　　　　　　　

富山県小矢部市西中野９７２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　富山中田店

ファミリーマート　大山町田畠店

ファミリーマート　加賀大聖寺南町店

ファミリーマート　金沢松村店

ファミリーマート　金沢千木町店

ファミリーマート　薬コメヤ金沢片町店

ファミリーマート　小松額見町店

ファミリーマート　小松向本折町店

ファミリーマート　三国新保店

ファミリーマート　鯖江北野町店

ファミリーマート　勝山荒土町店

ファミリーマート　大野中挾店

ファミリーマート　福井高木町店

ファミリーマート　大月インター店

ファミリーマート　塩尻吉田店

ファミリーマート　信州昼神店

ファミリーマート　佐久猿久保店

ファミリーマート　松本駅前店

ファミリーマート　ＪＡ伊北インター店

ファミリーマート　富士見町店

ファミリーマート　大町常盤店

ファミリーマート　長野中越一丁目店

ファミリーマート　長野若槻大通り店

ファミリーマート　ＪＡ大北松川店

ファミリーマート　名鉄岐阜駅イクト店

〒931-8453

〒930-1331

〒922-0811

〒920-0348

〒920-0001

〒920-0981

〒923-0977

〒923-0961

〒913-0031

〒916-0029

〒911-0044

〒912-0015

〒910-0806

〒401-0015

〒399-0701

〒395-0304

〒385-0011

〒390-0811

〒399-4601

〒399-0211

〒398-0004

〒381-0044

〒381-0041

〒399-8501

〒500-8833

富山県富山市中田一丁目　　１１番１３号　　　　　　　　　　

富山県富山市田畠１８９番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県加賀市大聖寺南町ロ２番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県金沢市松村３－５４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県金沢市千木町ル５５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県金沢市片町二丁目２番１５号　北國ビルディング１Ｆ　　　　　

石川県小松市額見町工業団地４番４　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県小松市向本折町ハ３６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県坂井市三国町新保９７字港　２３番３２　　　　　　　　　　　

福井県鯖江市北野町１２－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県勝山市荒土町松ヶ崎３滝ヶ原１１５　　　　　　　　　　　　　

福井県大野市中挾３丁目９１３番地　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県福井市高木町第４号８番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

山梨県大月市大月町　花咲字フタタ　１６５２－１　　　　　　　　　

長野県塩尻市大字広丘吉田１０８７　　　　　　　　　　　　　　　　

長野県下伊那郡阿智村智里　４３０番地１　　　　　　　　　　

長野県佐久市猿久保字前原　７７８番１　　　　　　　　　　　

長野県松本市中央１丁目４－２０　日本生命松本駅前ビル　　　　　　

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪　１５４２　　　　　　　　　　　　

長野県諏訪郡富士見町富士見　２２０６番地　　　　　　　　　　

長野県大町市大字常盤　　３５６０番地５　　　　　　　　　

長野県長野市中越一丁目１０番　　４１号　　　　　　　　　　　　　

長野県長野市徳間１丁目２７－２３　　　　　　　　　　　　　　　　

長野県北安曇郡松川村５７８９－２１　　　　　　　　　　　　　　　

岐阜県岐阜市神田町九丁目１番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　飛騨古川新栄町店

ファミリーマート　小笠赤土店

ファミリーマート　御殿場新橋店

ファミリーマート　御殿場二枚橋店

ファミリーマート　三島駅南口店

ファミリーマート　三島幸原店

ファミリーマート　三島梅名店

ファミリーマート　静岡城東町店

〒509-4231

〒437-1507

〒412-0043

〒412-0021

〒411-0036

〒411-0031

〒411-0816

〒420-0846

岐阜県飛騨市古川町新栄町３番６号　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡県菊川市赤土１１７０番地の４　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡県御殿場市新橋１８７８－１他６筆　　　　　　　　　　　　　　

静岡県御殿場市二枚橋２３９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡県三島市一番町１２－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡県三島市幸原町２－３－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡県三島市梅名２８５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡県静岡市葵区城東町６５－１０　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　瀬名中央店

ファミリーマート　浜松小豆餅店

ファミリーマート　富士宮田中町店

ファミリーマート　牧之原波津店

ファミリーマート　甚目寺平島店

ファミリーマート　美和高校前店

ファミリーマート　安城ささめ町店

ファミリーマート　一宮白旗通店

ファミリーマート　稲沢松下店

ファミリーマート　稲沢大矢町店

ファミリーマート　岡崎美合新町店

ファミリーマート　大治三本木店

ファミリーマート　大治西條店

〒420-0911

〒433-8113

〒418-0075

〒421-0523

〒490-1114

〒490-1211

〒446-0073

〒491-0879

〒492-8208

〒492-8412

〒444-0801

〒490-1142

〒490-1144

静岡県静岡市葵区瀬名　１－１６－２３　　　　　　　　　

静岡県浜松市中区小豆餅３－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡県富士宮市田中町２７２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡県牧之原市波津　二丁目１２６番地　　　　　　　　

愛知県あま市下萱津平島１４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県あま市篠田藤東７番２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県安城市篠目町竜田８８番８　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県一宮市白旗通４－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県稲沢市松下二丁目１番３０　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県稲沢市大矢町地蔵堂７５番地　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県岡崎市美合新町６番地１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県海部郡大治町三本木字西之川１５１－１　　　　　　　　　　　

愛知県海部郡大治町大字西條　字大門先３４番地　　　　　　　　

ファミリーマート　小垣江西店

ファミリーマート　犬山若宮店

〒448-0813

〒484-0861

愛知県刈谷市小垣江町本郷下　３０－４　　　　　　　　　　　　

愛知県犬山市字若宮８５番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　六日町駅東店 〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町７５番地７　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　長岡高見町店

ファミリーマート　長岡曙店

〒940-0004

〒940-0832

新潟県長岡市高見町３００７番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟県長岡市曙２－４－１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　犬山駅店

ファミリーマート　小牧中央三丁目店

〒484-0081

〒485-0029

愛知県犬山市大字犬山富士見町１４　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県小牧市中央３丁目２５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　瀬戸北山店

ファミリーマート　清須春日店

ファミリーマート　大府駅東口店

〒489-0984

〒452-0962

〒474-0025

愛知県瀬戸市北山町４６番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県清須市春日中沼２７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県大府市中央町３丁目６２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ファミリーマート　湖南下田口店

ファミリーマート　湖南岩根店

ファミリーマート　大津国分店

ファミリーマート　大津大将軍店

ファミリーマート　彦根西今店

ファミリーマート　中主堤店

ファミリーマート　野洲川橋店

ファミリーマート　ヤスイカドノ五条店

ファミリーマート　七条堀川店

ファミリーマート　四条河原町店

ファミリーマート　河原町竹屋町店

ファミリーマート　北野白梅町店

ファミリーマート　立命館大学前店

ファミリーマート　羽曳野野々上店

ファミリーマート　貝塚半田店

〒520-3201

〒520-3254

〒520-0844

〒520-2145

〒522-0054

〒520-2416

〒520-2342

〒615-0807

〒600-8262

〒604-8025

〒604-0903

〒603-8331

〒603-8355

〒583-0871

〒597-0033

滋賀県湖南市下田３９５４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県湖南市岩根中央２丁目１０　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県大津市国分一丁目３３番５号　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県大津市大将軍１－８－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県彦根市西今町３６８番地の１　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県野洲市堤２１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県野洲市野洲２１４番他５筆（地番）　　　　　　　　　　　　　

京都府京都市右京区西京極東大丸町３２－２　　　　　　　　　　　　

京都府京都市下京区七条通東堀川西入八百屋町４番地　　　　　　　　

京都府京都市中京区下大阪町　３４９－６　　　　　　　　　　　

京都府京都市中京区河原町通竹屋町下る指物町３１１番地　　　　　　

京都府京都市北区大将軍西町２００番地１　　　　　　　　　　　　　

京都府京都市北区平野上柳町１７番４２　　　　　　　　　　　　　　

大阪府羽曳野市野々上４丁目５－４　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府貝塚市半田１丁目２－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　貝塚麻生中店

ファミリーマート　久米田駅前店

ファミリーマート　高石加茂三丁目店

ファミリーマート　京屋三国ヶ丘駅前店

ファミリーマート　堺草部店

ファミリーマート　ＪＲ堺市駅前店

ファミリーマート　泉佐野高松東店

ファミリーマート　松崎町店

ファミリーマート　八幡屋商店街西店

ファミリーマート　心斎橋清水通店

ファミリーマート　薬ヒグチ谷町二丁目店

ファミリーマート　矢田一丁目店

ファミリーマート　井高野一丁目店

ファミリーマート　上新庄駅南店

ファミリーマート　菅原北公園前店

ファミリーマート　曽根崎二丁目店

ファミリーマート　堂山町店

〒597-0081

〒596-0812

〒592-0011

〒590-0024

〒593-8312

〒591-8043

〒598-0012

〒545-0053

〒552-0014

〒542-0085

〒540-0012

〒546-0023

〒533-0001

〒533-0005

〒533-0022

〒530-0057

〒530-0027

大阪府貝塚市麻生中１０１５番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府岸和田市大町３７１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府高石市加茂３丁目３番１１号　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府堺市堺区向陵中町　２丁５－１４　　　　　　　　　　

大阪府堺市西区草部２５７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府堺市北区北長尾町１－７－６　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府泉佐野市高松東２－２－１３　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府大阪市阿倍野区松崎町　３丁目１４番１２号　　　　　　　

大阪府大阪市港区八幡屋　１丁目１５－８　　　　　　　　　

大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目４－１０　　　　　　　　　　　　

大阪府大阪市中央区谷町２丁目３－１２　マルイト谷町ビル　　　

大阪府大阪市東住吉区矢田　１－２－１６　　　　　　　　　　

大阪府大阪市東淀川区井高野　１－１－３８　　　　　　　　　　

大阪府大阪市東淀川区瑞光　１丁目１２－３　　　　　　　　　

大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目　１４番１３号　　　　　　　　　　

大阪府大阪市北区曽根崎２－３－２　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府大阪市北区堂山町１７－８　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　阪急南方駅前店

ファミリーマート　日本橋四丁目店

〒532-0011

〒556-0005

大阪府大阪市淀川区西中島　３－１５－１１　　　　　　　　　

大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目　１０－８　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　天六駅前店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東１－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　近鉄新石切駅改札外店

ファミリーマート　近鉄布施駅３階大阪線ホーム店

〒579-8013

〒577-0056

大阪府東大阪市西石切町３丁目３　新石切駅　　　　　　　　　　　　

大阪府東大阪市長堂１丁目１－１８　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　南知多豊浜店

ファミリーマート　津島江西店

ファミリーマート　半田南大矢知店

〒470-3412

〒496-0874

〒475-0006

愛知県知多郡南知多町大字豊浜　　字中村７１　　　　　　　　　　　

愛知県津島市江西町二丁目６１番地　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県半田市南大矢知町３丁目　１０１－１３　　　　　　　　　　

ファミリーマート　豊橋大岩店 〒441-3145 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷　４０－１９　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　徳重・名古屋芸大駅西店

ファミリーマート　当知住宅東店

ファミリーマート　上前津店

ファミリーマート　八事弥生が岡店

ファミリーマート　泉楽通店

ファミリーマート　名四弥富店

〒481-0038

〒455-0804

〒460-0011

〒468-0062

〒457-0852

〒498-0046

愛知県北名古屋市徳重広畑４番地　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛知県名古屋市港区当知三丁目　１３０１番地　　　　　　　　　　

愛知県名古屋市中区大須三丁目　３１番２２号　　　　　　　　　　

愛知県名古屋市天白区弥生が岡　１０１番地　　　　　　　　　　　

愛知県名古屋市南区泉楽通二丁目１０番地　　　　　　　　　　　　　

愛知県弥富市三好五丁目１番地１２　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　近鉄宮町駅前店

ファミリーマート　伊勢小俣西店

ファミリーマート　四日市城東町店

ファミリーマート　伊勢中川駅前店

ファミリーマート　松阪インター店

〒516-0077

〒519-0506

〒510-0824

〒515-2325

〒515-0818

三重県伊勢市宮町二丁目３３８番２　　　　　　　　　　　　　　　　

三重県伊勢市小俣町湯田　　１７９３番地　　　　　　　　　　

三重県四日市市城東町２１－２０　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重県松阪市嬉野中川新町一丁目　５２　　　　　　　　　　　　　　

三重県松阪市川井町字花田　５０３－１　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　豊中春日町店

ファミリーマート　千里中央北店

ファミリーマート　枚方岡東町店

〒560-0052

〒560-0082

〒573-0032

大阪府豊中市春日町４－４－１３　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府豊中市新千里東町　１－３－２４０　　　　　　　　　

大阪府枚方市岡東町１７－３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※中部地区

近畿地区
〈 店 舗 名〉 〈 郵便番号〉 〈住 所〉
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ファミリーマート　浦富インター店

ファミリーマート　倉吉駅前通り店

ファミリーマート　福成二丁目店

ファミリーマート　岡山駅前店

ファミリーマート　岡山下中野本町店

〒681-0003

〒682-0023

〒702-8022

〒700-0023

〒700-0973

鳥取県岩美郡岩美町浦富６０４番地　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥取県倉吉市山根６２０番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岡山県岡山市南区福成二丁目２１番２２号　　　　　　　　　　　　　

岡山県岡山市北区駅前町　　　　　２－１－１０１　　　　　　　　　

岡山県岡山市北区下中野３３８番地１１９　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　倉敷笹沖店

ファミリーマート　倉敷児島唐琴店

〒710-0834

〒711-0904

岡山県倉敷市笹沖８－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　温品四丁目店

ファミリーマート　千代田有田店

〒732-0033

〒731-1533

広島県広島市東区温品四丁目　１番２６号　　　　　　　　　　　

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　府中目崎店

ファミリーマート　福山駅家町店

ファミリーマート　ＴＳＵＴＡＹＡ松永店

〒726-0033

〒720-1131

〒729-0104

広島県府中市目崎町３１２番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　

広島県福山市駅家町万能倉　９０７番地６　　　　　　　　　　

広島県福山市松永町６丁目８－１８　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　枚方星丘店

ファミリーマート　箕面西宿店

ファミリーマート　和泉内田町店

ファミリーマート　和泉伯太町店

ファミリーマート　ＪＲ伊丹駅前通店

ファミリーマート　加古川別府店

ファミリーマート　三田三輪店

ファミリーマート　三木広野店

ファミリーマート　三宮店

ファミリーマート　ハーバーランドセンター店

ファミリーマート　柏原南多田店

〒573-0013

〒562-0034

〒594-1156

〒594-0023

〒664-0846

〒675-0126

〒669-1513

〒673-0541

〒650-0021

〒650-0044

〒669-3309

大阪府枚方市星丘４丁目１７－１５　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府箕面市西宿１－６－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府和泉市内田町四丁目１３番１号　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府和泉市伯太町４３０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県伊丹市伊丹１－８－２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県加古川市別府町　本町一丁目６２番地　　　　　　　

兵庫県三田市三輪一丁目８番８号　　　　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県三木市志染町広野５丁目　　７３番１　　　　　　　　　　　　

兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目７－１９北星ビル　　　　　　　　

兵庫県神戸市中央区東川崎町　１－３－３　　　　　　　　　　　

兵庫県丹波市柏原町柏原　２６７２－１　　　　　　　　　　

ファミリーマート　姫路勝原店

ファミリーマート　明石大久保中央店

ファミリーマート　橿原四条店

ファミリーマート　葛城忍海店

ファミリーマート　近鉄東生駒駅前店

〒671-1203

〒674-0051

〒634-0813

〒639-2123

〒630-0213

兵庫県姫路市勝原区丁字福町　２０番４　　　　　　　　　　　　

兵庫県明石市大久保町大窪字田上　２４７番１　　　　　　　　　　　

奈良県橿原市四条町２８４番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良県葛城市忍海４８６番地３　　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良県生駒市東生駒１－５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　奈良秋篠早月町店

ファミリーマート　近商ストア西大寺店

ファミリーマート　岩出川尻店

ファミリーマート　橋本東インター前店

ファミリーマート　橋本インター店

ファミリーマート　和歌山インター店

ファミリーマート　和歌山内原店

〒631-0812

〒631-0823

〒649-6231

〒648-0018

〒648-0071

〒640-8306

〒641-0013

奈良県奈良市秋篠早月町８番２１号　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良県奈良市西大寺国見町１丁目１－１２７　　　　　　　　　　　　

和歌山県岩出市川尻１７３番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山県橋本市隅田町垂井６３０番　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山県橋本市小原田５６７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山県和歌山市出島４１番地３　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山県和歌山市内原８６６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　宇部西岐波店

ファミリーマート　下関あるかぽーと店

ファミリーマート　下関富任町店

ファミリーマート　豊浦湯玉店

ファミリーマート　下松瑞穂町一丁目店

ファミリーマート　山陽小野田埴生インター店

ファミリーマート　柳井新庄店

ファミリーマート　小松島大林町店

ファミリーマート　小松島和田島店

ファミリーマート　徳島沖浜三丁目店

〒755-0151

〒750-0036

〒759-6613

〒759-6303

〒744-0075

〒757-0012

〒742-0021

〒773-0022

〒773-0025

〒770-8052

山口県宇部市大字西岐波　１５５４番地１　　　　　　　　　

山口県下関市あるかぽーと１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

山口県下関市富任町五丁目　１５番４２号　　　　　　　　　　

山口県下関市豊浦町大字宇賀　７４３０番３０　　　　　　　　　

山口県下松市瑞穂町１丁目１番１０　　　　　　　　　　　　　　　　

山口県山陽小野田市大字埴生　９８１番３　　　　　　　　　　　

山口県柳井市柳井４８３９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島県小松島市大林町字森ノ本　２２番１　　　　　　　　　　　　

徳島県小松島市和田島町字浜塚　　１１６番地１　　　　　　　　　　

徳島県徳島市沖浜３丁目２８番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　徳島佐古一番町店

ファミリーマート　徳島山城西店

ファミリーマート　西須賀店

ファミリーマート　徳島北矢三町店

〒770-0021

〒770-8054

〒770-8024

〒770-0006

徳島県徳島市佐古一番町４番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島県徳島市山城西四丁目１２番３　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島県徳島市西須賀町中開３４番１　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島県徳島市北矢三町三丁目８０４番地５号　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　松山土居田駅前店

ファミリーマート　松山来住町店

〒790-0056

〒791-1102

愛媛県松山市土居田町４９８番地１　　　　　　　　　　　　　　　　

愛媛県松山市来住町１２９９番１　　　　　　　　　　　　　　　　　

ファミリーマート　高知旭町店

ファミリーマート　高知介良バイパス店

ファミリーマート　大津乙店

〒780-0935

〒781-5106

〒781-5103

高知県高知市旭町１丁目１２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知県高知市介良乙１１２７番１　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知県高知市大津字乙１８４７－６　　　　　　　　　　　　　　　　
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ファミリーマート　水巻中央店

ファミリーマート　須玖南五丁目店

ファミリーマート　筑紫駅前店

ファミリーマート　川崎池尻店

ファミリーマート　西新オレンジ通り店

ファミリーマート　福岡小笹店

ファミリーマート　九産大駅前店

ファミリーマート　ＪＲ和白駅前店

ファミリーマート　福岡花畑１丁目店

ファミリーマート　柏原四丁目店

ファミリーマート　博多グリーンホテル店

ファミリーマート　小倉重住二丁目店

ファミリーマート　平尾台入口店

ファミリーマート　八幡星ケ丘店

ファミリーマート　折尾堀川町店

ファミリーマート　八幡本城東店

ファミリーマート　門司泉ヶ丘店

ファミリーマート　上宮永店

ファミリーマート　伊万里二里店

ファミリーマート　佐賀高木瀬長瀬店

ファミリーマート　熊本島崎４丁目店

ファミリーマート　熊本健軍一丁目店

ファミリーマート　熊本秋津新町店

ファミリーマート　熊本尾ノ上４丁目店

ファミリーマート　荒尾文化センター前店

〒807-0046

〒816-0863

〒818-0025

〒827-0002

〒814-0002

〒810-0033

〒813-0003

〒811-0202

〒811-1356

〒811-1353

〒812-0012

〒802-0811

〒803-0184

〒807-1264

〒807-0861

〒807-0815

〒800-0041

〒832-0058

〒848-0035

〒849-0917

〒860-0073

〒862-0911

〒861-2107

〒862-0913

〒864-0041

福岡県遠賀郡水巻町吉田西１丁目７番３号　　　　　　　　　　　　

福岡県春日市須玖南五丁目１番　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡県筑紫野市大字筑紫９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡県田川郡川崎町大字池尻　３６６番地の２　　　　　　　　　

福岡県福岡市早良区西新　１－１０－１６　　　　　　　　　

福岡県福岡市中央区小笹２丁目１２－１　　　　　　　　　　　　

福岡県福岡市東区香住ケ丘　２－１５－２５　　　　　　　　　

福岡県福岡市東区和白３丁目　１０－４　　　　　　　　　　　　

福岡県福岡市南区花畑１丁目　７番７号　　　　　　　　　　　　

福岡県福岡市南区柏原４－２－２８　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡県福岡市博多区博多駅中央街　４－３２　　　　　　　　　　　　

福岡県北九州市小倉南区重住　二丁目５－６　　　　　　　　　　

福岡県北九州市小倉南区大字木下　１２２４－１　　　　　　　　　　

福岡県北九州市八幡西区星ケ丘　一丁目１番１号　　　　　　　　　

福岡県北九州市八幡西区堀川町　２－１３　　　　　　　　　　　　

福岡県北九州市八幡西区本城東　３丁目２－２０　　　　　　　　　

福岡県北九州市門司区泉ヶ丘４番　２０号　　　　　　　　　　　　　

福岡県柳川市大字上宮永町字高町　３６　　　　　　　　　　　　　　

佐賀県伊万里市二里町大里乙　３番３１　　　　　　　　　　　　

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１７５７番１　　　　　　　　　　

熊本県熊本市西区島崎４丁目１番１号　　　　　　　　　　　　

熊本県熊本市東区健軍１丁目３８番１０号　　　　　　　　　　　　　

熊本県熊本市東区秋津新町２－１４　　　　　　　　　　　　　　　　

熊本県熊本市東区尾ノ上４丁目１１－２４６　　　　　　　　　　　　

熊本県荒尾市荒尾字上府本道　４１８６－１３８　　　　　　　　

ファミリーマート　合志豊岡店

ファミリーマート　八代袋町店

ファミリーマート　大分府内町店

ファミリーマート　共栄あたご山店

ファミリーマート　小林つつみ店

ファミリーマート　名瀬港町店

ファミリーマート　名瀬大熊店

ファミリーマート　下荒田四丁目店

〒861-1115

〒866-0855

〒870-0021

〒882-0873

〒886-0003

〒894-0026

〒894-0061

〒890-0056

熊本県合志市豊岡２０００－２１５９　　　　　　　

熊本県八代市袋町１番３７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大分県大分市府内町１丁目１－２７　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎県延岡市共栄町１－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎県小林市大字堤字丸岡　２７９１番１　　　　　　　　　　

鹿児島県奄美市名瀬港町１１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県奄美市名瀬朝日町４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目２１番２０号　　　　　　　　　　

ファミリーマート　紫原中央店

ファミリーマート　紫原三丁目店

ファミリーマート　鴨池競技場前店

ファミリーマート　出水向江町店

ファミリーマート　出水昭和町店

ファミリーマート　美里公園前店

ファミリーマート　北中喜舎場店

ファミリーマート　那覇久茂地二丁目店

ファミリーマート　那覇高校前店

ファミリーマート　ひめゆり通り店

〒890-0082

〒890-0082

〒890-0062

〒899-0206

〒899-0202

〒904-2153

〒901-2311

〒900-0015

〒900-0021

〒902-0065

鹿児島県鹿児島市紫原６－１６－７　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県鹿児島市紫原三丁目３３番８号　　　　　　　　　　　

鹿児島県鹿児島市与次郎１－４－２５　　　　　　　　　　

鹿児島県出水市向江町２０－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県出水市昭和町３９－２７　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄県沖縄市美原一丁目６番２０号　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄県中頭郡北中城村喜舎場　２７４－１　　　　　　　　　　　

沖縄県那覇市久茂地二丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄県那覇市泉崎２丁目１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　

沖縄県那覇市壺屋２－７－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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九州・沖縄地区
〈 店 舗 名〉 〈 郵便番号〉 〈住 所〉


