
【ことり隊のたまご４　販売店舗】

店舗名称 店舗住所

ファミリマートあきる野秋留店 東京都　あきる野市秋留三丁目３番５

ファミリマートあきる野渕上店 東京都　あきる野市渕上１８６－８

ファミリマート城山公園前店 東京都　稲城市向陽台６丁目８－１

ファミリマート稲城いちょう並木通店 東京都　稲城市大字大丸四号４２５－１

ファミリマート稲城矢野口店 東京都　稲城市矢野口１２９９－１

ファミリマート羽村富士見平店 東京都　羽村市富士見平２丁目２１－１

ファミリマート葛飾鎌倉三丁目店 東京都　葛飾区鎌倉３丁目１８－７

ファミリマート亀有三丁目店 東京都　葛飾区亀有３－９－７

ファミリマート亀有北口店 東京都　葛飾区亀有５ー４５ー１

ファミリマート金町駅前店 東京都　葛飾区金町６－４－１

ファミリマート小菅三丁目店 東京都　葛飾区小菅３丁目１８番９号

ファミリマート新小岩駅南口店 東京都　葛飾区新小岩１－４８－８

ファミリマート新小岩ルミエール店 東京都　葛飾区新小岩一丁目４８－１

ファミリマート西新小岩一丁目店 東京都　葛飾区西新小岩１丁目－９－７

ファミリマート青砥駅前店 東京都　葛飾区青戸三丁目３９番１５号

ファミリマート葛飾たつみ橋店 東京都　葛飾区東新小岩１丁目４－５

ファミリマート東水元二丁目店 東京都　葛飾区東水元二丁目７番４号

ファミリマート東立石四丁目店 東京都　葛飾区東立石４－１６－１１

ファミリマート葛飾水元店 東京都　葛飾区南水元２丁目２１－１１

ファミリマート立石駅前店 東京都　葛飾区立石１－２２－４

ファミリマート葛飾立石六丁目店 東京都　葛飾区立石６丁目３４－１５

ファミリマート一之江六丁目店 東京都　江戸川区一之江６丁目１７－２７

ファミリマート一之江七丁目店 東京都　江戸川区一之江７－８１－２－１０１

ファミリマート鹿骨前沼橋店 東京都　江戸川区鹿骨２丁目１８－７フェザンレーヴ

ファミリマート篠崎町三丁目店 東京都　江戸川区篠崎町三丁目１９番１５号

ファミリマート江戸川松島一丁目店 東京都　江戸川区松島１丁目４２番１９号

ファミリマート江戸川松島二丁目店 東京都　江戸川区松島２丁目２９番３号

ファミリマート西瑞江二丁目店 東京都　江戸川区瑞江四丁目１０－３

ファミリマート西葛西小学校前店 東京都　江戸川区西葛西３－６－１１

ファミリマート西葛西駅前店 東京都　江戸川区西葛西６－１５－１２

ファミリマート江戸川球場店 東京都　江戸川区西葛西６－１９－２３

ファミリマートサクマ西葛西駅店 東京都　江戸川区西葛西６丁目１４

ファミリマート江戸川西葛西五丁目店 東京都　江戸川区西葛西五丁目２番９号

ファミリマートコクミンドラッグ小岩駅前店 東京都　江戸川区西小岩１丁目２３－１３　植草ビル

ファミリマート江戸川船堀一丁目店 東京都　江戸川区船堀１－１－３８

ファミリマート江戸川船堀店 東京都　江戸川区船堀７丁目６番２０号

ファミリマート江戸川大杉五丁目店 東京都　江戸川区大杉５丁目２３番１４号

ファミリ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

ファミリマート葛西長島町店 東京都　江戸川区中葛西三丁目２８番１０号

ファミリマート東小岩六丁目店 東京都　江戸川区東小岩６丁目２６－２

ファミリマート南葛西なぎさ店 東京都　江戸川区南葛西６－１５－２０エスティーム・ＭＳ

ファミリマート南篠崎町四丁目店 東京都　江戸川区南篠崎町４丁目４番１号

ファミリマート南篠崎町二丁目店 東京都　江戸川区南篠崎町二丁目４５番２１

ファミリマート平井駅南口店 東京都　江戸川区平井４－１１－６

ファミリマート亀戸中之橋店 東京都　江東区亀戸７－６０－１２

ファミリマート大島八丁目店 東京都　江東区大島８－４０－４

ファミリマート江東東砂店 東京都　江東区東砂３丁目１５－２４　グランデュール吉武

ファミリマート東陽二丁目店 東京都　江東区東陽２丁目４－４６

ファミリマート東陽町駅前店 東京都　江東区東陽４丁目１－２

ファミリマート北砂六丁目店 東京都　江東区北砂６丁目１２－７

ファミリマート江東北砂四丁目店 東京都　江東区北砂四丁目３２－１４

ファミリマート木場二丁目店 東京都　江東区木場２－１９

ファミリマートがん研有明病院店 東京都　江東区有明３丁目８－３１

ファミリマートリバージュ品川店 東京都　港区港南４丁目１－１０

ファミリマート品川埠頭店 東京都　港区港南５丁目５－３０

ファミリマート三田二丁目店 東京都　港区三田２－１０－６

ファミリマート芝公園店 東京都　港区芝３－５－５

ファミリマート田町東口店 東京都　港区芝浦３ー１３ー３　芝浦ＳＥＣビル

ファミリマート溜池山王店 東京都　港区赤坂２－９－１１　Ｂ２

ファミリマートお台場東京ビーチ店 東京都　港区台場１丁目６番１号デックス東京ビ－チ

ファミリマート汐留タワー店 東京都　港区東新橋１丁目６－３

ファミリマート広尾駅前店 東京都　港区南麻布５丁目１０－２６

ファミリマート港区白金プラザ店 東京都　港区白金１－１７－１

ファミリマート日暮里店 東京都　荒川区西日暮里二丁目１７番５号

ファミリマート南千住四丁目店 東京都　荒川区南千住４丁目９－１

ファミリマートワタナベ南千住店 東京都　荒川区南千住７－１－１アクレスティ南千住１１１

ファミリマート国分寺西恋ヶ窪店 東京都　国分寺市西恋ケ窪１丁目４６－７

ファミリマート海田西国分寺店 東京都　国分寺市泉町３－６－３

ファミリマート国分寺南町三丁目店 東京都　国分寺市南町３－１５－６

ファミリマートトモニー国分寺駅店 東京都　国分寺市本町２－１－２３

ファミリマート国立駅南口店 東京都　国立市東１丁目４番８号

ファミリマート富士見台二丁目店 東京都　国立市富士見台２丁目４１－３



ファミリマート狛江慈恵医大前店 東京都　狛江市中和泉５－３１－２０

ファミリマート狛江市民グランド前店 東京都　狛江市和泉本町２－２

ファミリマート三鷹山中通り店 東京都　三鷹市下連雀八丁目１

ファミリマート三鷹天文台通り店 東京都　三鷹市野崎３丁目２６番２１号

ファミリマート三鷹野崎店 東京都　三鷹市野崎３丁目－４－３

ファミリマート新宿マインズタワー店 東京都　渋谷区代々木２丁目１－１　新宿マインズタワー

ファミリマート参宮橋駅前店 東京都　渋谷区代々木４丁目２－３

ファミリマート代々木四丁目店 東京都　渋谷区代々木４丁目３１－６　西新宿松屋ビル

ファミリマート渋谷マークシティ店 東京都　渋谷区道玄坂１－１２－５

ファミリマート初台駅北口店 東京都　渋谷区本町１－４－１５

ファミリマート小金井貫井南町店 東京都　小金井市貫井南町２－１－１３

ファミリマート小金井桜町三丁目店 東京都　小金井市桜町三丁目１番６号

ファミリマート武蔵小金井本町店 東京都　小金井市本町六丁目１３番１４号

ファミリマート花小金井駅北口店 東京都　小平市花小金井１－１０－５

ファミリマート花小金井駅南口店 東京都　小平市花小金井南町一丁目２７－２１

ファミリマート小平中宿通り店 東京都　小平市小川西町三丁目１－１０

ファミリマート小平小川町二丁目店 東京都　小平市小川町二丁目１９５６番４

ファミリマート丸萬小平南口店 東京都　小平市美園町１－１２－５

ファミリマートトモニー小平駅店 東京都　小平市美園町１－３４－１

ファミリマート宮沢町一丁目店 東京都　昭島市宮沢町１－２０－８

ファミリマート目白駅前店 東京都　新宿区下落合３－１８－１

ファミリマート都営線若松河田駅店 東京都　新宿区河田町１０－１０大江戸線若松河田駅Ｂ１Ｆ

ファミリマートトモニー高田馬場駅橋上店 東京都　新宿区高田馬場１丁目３５－２

ファミリマート四谷二丁目店 東京都　新宿区四谷２丁目１－３四谷東急ビル

ファミリマート四谷三丁目交差点東店 東京都　新宿区四谷３－５－５

ファミリマート新宿市谷見附店 東京都　新宿区市谷田町一丁目３

ファミリマート新宿御苑駅前店 東京都　新宿区新宿１－１３－１

ファミリマート神楽坂一丁目店 東京都　新宿区神楽坂一丁目１番地

ファミリマート神楽坂三丁目店 東京都　新宿区神楽坂三丁目２番地２０

ファミリマート西新宿地下歩道店 東京都　新宿区西新宿一丁目８番１号

ファミリマート西早稲田店 東京都　新宿区西早稲田３－２７－１

ファミリマート大久保駅前店 東京都　新宿区百人町１－１９－１４

ファミリマート新宿弁天町店 東京都　新宿区弁天町２１

ファミリマート杉並井草一丁目店 東京都　杉並区井草一丁目３６番２号

ファミリマート西永福駅前店 東京都　杉並区永福３－５５－１

ファミリマート下井草駅南口店 東京都　杉並区下井草２－４４－４

ファミリマート久我山駅北店 東京都　杉並区久我山５－８－１９

ファミリマート杉並宮前五丁目店 東京都　杉並区宮前５丁目２１番２０号

ファミリマート西荻窪駅南店 東京都　杉並区西荻南３丁目９－１０

ファミリマート荻窪青梅街道店 東京都　杉並区天沼３丁目３－２　マンション荻窪

ファミリマート杉並和泉店 東京都　杉並区和泉４－４８－１７　鈴木ビル

ファミリマート鎌田水神橋店 東京都　世田谷区鎌田３－３４－９

ファミリマート経堂駅前店 東京都　世田谷区経堂１丁目１９－６　三丸ビル

ファミリマート世田谷教育会館前店 東京都　世田谷区弦巻４丁目２８－１４

ファミリマート千歳船橋駅南店 東京都　世田谷区桜丘２丁目２０－１０　築野ビル

ファミリマート桜丘三丁目店 東京都　世田谷区桜丘３－１０－１６

ファミリマート桜上水駅南口店 東京都　世田谷区桜上水５丁目２４－９

ファミリマート上北沢四丁目店 東京都　世田谷区上北沢４－１４－９

ファミリマート上野毛駅前店 東京都　世田谷区上野毛１丁目１４－７

ファミリマート世田谷廻沢店 東京都　世田谷区千歳台３丁目２９－１

ファミリマートまるいし希望丘店 東京都　世田谷区船橋６－１－６

ファミリマート千歳烏山駅東口店 東京都　世田谷区南烏山４－１２－４スギウラビル

ファミリマート清瀬駅前店 東京都　清瀬市元町１－２－７

ファミリマート丸萬清瀬駅南口店 東京都　清瀬市松山一丁目４－２

ファミリマート清瀬中清戸店 東京都　清瀬市中清戸３丁目３４７番３

ファミリマート瑞穂駒形店 東京都　西多摩郡瑞穂町大字二本木１３５３番地

ファミリマート保谷駅北口店 東京都　西東京市下保谷四丁目１３番２０号

ファミリマート西東京新町五丁目店 東京都　西東京市新町五丁目１７番２０号

ファミリマート西東京西原町店 東京都　西東京市西原町４－２３６３－１

ファミリマートエミオ田無店 東京都　西東京市田無町４－１－３

ファミリマートトモニー保谷駅店 東京都　西東京市東町３丁目１４－３０

ファミリマート河辺駅北口店 東京都　青梅市河辺町１０－６－６

ファミリマート青梅吉野梅郷店 東京都　青梅市梅郷４－１１５８－１

ファミリマート外神田四丁目店 東京都　千代田区外神田４丁目６－１

ファミリマートファーマライズ薬局末広町店 東京都　千代田区外神田６－１５－１１

ファミリマート秋葉原ラジオ会館店 東京都　千代田区外神田一丁目１５番１６号

ファミリマート秋葉原駅中央口前店 東京都　千代田区神田佐久間町１丁目１３

ファミリマート御茶ノ水駅前店 東京都　千代田区神田駿河台２－１

ファミリマートＦＵＮＤＥＳ神保町店 東京都　千代田区神田神保町１丁目８番

ファミリマート飯田橋駅前店 東京都　千代田区飯田橋四丁目８番１３号

ファミリマート綾瀬駅前店 東京都　足立区綾瀬３－２－１

ファミリマート綾瀬駅東口店 東京都　足立区綾瀬３丁目１－１６

ファミリマート足立綾瀬三丁目店 東京都　足立区綾瀬３丁目２６番９

ファミリマート加平一丁目店 東京都　足立区加平１－２０－１８



ファミリマート西新井三丁目店 東京都　足立区西新井３丁目６番１０号・１１号

ファミリマートポンテポルタ千住店 東京都　足立区千住　橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住

ファミリマート千住三丁目店 東京都　足立区千住３－１

ファミリマート千住警察署前店 東京都　足立区千住仲町４１－１

ファミリマート足立五反野駅前店 東京都　足立区足立三丁目３３番２

ファミリマート島根四丁目店 東京都　足立区島根４－１３ー３

ファミリマート西新井駅東口店 東京都　足立区梅島３丁目３２番６号

ファミリマート六町駅前店 東京都　足立区六町４－３－５

ファミリマート多摩一ノ宮公園店 東京都　多摩市一ノ宮２－２０－５

ファミリマート聖蹟桜ヶ丘店 東京都　多摩市関戸４－２３－１

ファミリマート唐木田駅前店 東京都　多摩市唐木田１－１－７プラザ唐木田１階

ファミリマート秀栄多摩落合店 東京都　多摩市落合１－２１－１

ファミリマート台東寿二丁目店 東京都　台東区寿２－１－１３

ファミリマート浅草雷門通り店 東京都　台東区浅草１丁目５－３

ファミリマート鵜の木駅前店 東京都　大田区鵜の木２丁目５－１　原田ビル

ファミリマートサンズ京急蒲田駅西口店 東京都　大田区蒲田４丁目１５－３　ＡＴＴビル

ファミリマート蒲田南口駅前店 東京都　大田区蒲田５－１３－３１

ファミリマート大田梅屋敷駅前店 東京都　大田区蒲田二丁目７－１９

ファミリマート大森山王店 東京都　大田区山王２ー５ー３

ファミリマート小浦蒲田駅西店 東京都　大田区西蒲田８－４－１２

ファミリマート西六郷三丁目店 東京都　大田区西六郷三丁目３番１号

ファミリマート野口西糀谷産業道路店 東京都　大田区西糀谷２丁目１１番１号

ファミリマート大田千鳥三丁目店 東京都　大田区千鳥３－１２－１６

ファミリマートかわだ多摩川店 東京都　大田区多摩川１丁目２３－１　ＭＳフォルム多摩川

ファミリマート大森西二丁目店 東京都　大田区大森西２丁目２７－８

ファミリマート大森駅東口店 東京都　大田区大森北一丁目４－７　ＴＫ大森ビル

ファミリマート雑色駅広場前店 東京都　大田区仲六郷２丁目４２－７

ファミリマート仲六郷第一京浜店 東京都　大田区仲六郷４丁目３１番７号

ファミリマート栄屋石川台店 東京都　大田区東雪谷２－１４－３

ファミリマート雪谷大塚店 東京都　大田区南雪谷２丁目２－１３

ファミリマート大田南馬込六丁目店 東京都　大田区南馬込６丁目３番１２号

ファミリマートタケウチ萩中店 東京都　大田区萩中２－１１－１

ファミリマート新川中央大橋店 東京都　中央区新川２丁目２８－１

ファミリマート佃二丁目店 東京都　中央区佃２丁目１２－１２

ファミリマート小伝馬町大門通り店 東京都　中央区日本橋小伝馬町１３－７

ファミリ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

ファミリマート水天宮前店 東京都　中央区日本橋人形町２－１－１２

ファミリマート日本橋浜町Ｆタワー店 東京都　中央区日本橋浜町３丁目２２－１

ファミリマート堀留町二丁目店 東京都　中央区日本橋堀留町２丁目１０番１２号

ファミリマート八重洲一丁目店 東京都　中央区八重洲１丁目５－９

ファミリマート鷺宮駅前店 東京都　中野区鷺宮３－２０－３

ファミリマート中野沼袋二丁目店 東京都　中野区沼袋二丁目３８番１２号

ファミリマート新井薬師前駅南店 東京都　中野区上高田３丁目１９－１１　モナミビル

ファミリマート上鷺宮二丁目店 東京都　中野区上鷺宮２－１１－２

ファミリマート中野駅南店 東京都　中野区中野３丁目３４－２９

ファミリマート東中野駅前店 東京都　中野区東中野２－２５－７

ファミリマート中野坂上ハーモニー店 東京都　中野区本町１丁目３２番２号

ファミリマート野方駅北口店 東京都　中野区野方６－３－４

ファミリマート薬ヒグチ中野新橋駅前店 東京都　中野区弥生町２－２６－９

ファミリマート秀栄玉川学園南店 東京都　町田市玉川学園７丁目４番６号

ファミリマート町田金井町店 東京都　町田市金井町１９３８番地の６

ファミリマート版画美術館入口店 東京都　町田市原町田３丁目１５番１

ファミリマート町田山崎町店 東京都　町田市山崎町字十六号２１７９番４

ファミリマート町田多摩境店 東京都　町田市小山ヶ丘５丁目１－４

ファミリマート町田パリオ店 東京都　町田市森野１丁目１５－１３　パリオビル１Ｆ

ファミリマート町田図師店 東京都　町田市図師町１８９６－６

ファミリ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

ファミリマート町田成瀬台店 東京都　町田市成瀬二丁目１５番４

ファミリマート町田あけぼの病院前店 東京都　町田市中町一丁目１０－１６

ファミリマート町田鶴川駅北店 東京都　町田市能ヶ谷一丁目３番２号

ファミリマート調布小島町店 東京都　調布市小島町１－３１－９

ファミリマート調布つつじヶ丘店 東京都　調布市西つつじヶ丘２－３

ファミリマート仙川駅前店 東京都　調布市仙川町３－９－７

ファミリマート調布仙川町一丁目店 東京都　調布市仙川町一丁目２７番４

ファミリマート調布成城富士見橋店 東京都　調布市入間町三丁目１０番２８

ファミリマート調布駅北店 東京都　調布市布田１丁目２７－３

ファミリマート調布駅南口店 東京都　調布市布田４－１６－１

ファミリマート東久留米前沢店 東京都　東久留米市前沢四丁目４番１２号

ファミリマート滝山一丁目店 東京都　東久留米市滝山１丁目８－１５

ファミリマート久米川駅北口店 東京都　東村山市栄町１丁目４－２３

ファミリマート東村山久米川通り店 東京都　東村山市栄町２－３１－２２

ファミリ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

ファミリマート上北台三丁目店 東京都　東大和市上北台３丁目８６１－５

ファミリマート日野バイパス店 東京都　日野市旭が丘２丁目４４番１他３筆



ファミリマート日野神明店 東京都　日野市神明１丁目１４－８

ファミリマート日野多摩平一丁目店 東京都　日野市多摩平一丁目３番１５

ファミリマート日野甲州街道店 東京都　日野市大字日野１４７７－１

ファミリマートセレオ八王子店 東京都　八王子市旭町１－１７セレオ八王子１階

ファミリマートＪＲ八王子駅前店 東京都　八王子市旭町１番４号　八王子交通ビル１階

ファミリマート石川ＰＡ上り店 東京都　八王子市石川町９５６番２

ファミリマート西八王子駅北口店 東京都　八王子市千人町２丁目２０－６

ファミリマート八王子北大通り店 東京都　八王子市大横町１２番１０

ファミリマート中野中央通り店 東京都　八王子市中野上町二丁目３２番１２号

ファミリマート板橋帝京大学店 東京都　板橋区加賀２丁目１１－１帝京大学　大学棟本館内１Ｆ

ファミリマート高島平一丁目店 東京都　板橋区高島平１－１１－１

ファミリマート西台駅東口店 東京都　板橋区高島平１丁目８０番１号

ファミリマート板橋高島平七丁目店 東京都　板橋区高島平７－３１－３

ファミリマート板橋市場通り店 東京都　板橋区高島平８丁目１０－１３

ファミリマート蓮根駅前店 東京都　板橋区坂下２丁目１６－９

ファミリマート桜川三丁目店 東京都　板橋区桜川３－１３－１７

ファミリマート板橋四葉店 東京都　板橋区四葉１－２－２２

ファミリマート小豆沢一丁目店 東京都　板橋区小豆沢１－８－１２

ファミリマート常盤台北口店 東京都　板橋区常盤台１－４－８

ファミリマート上板橋駅北口店 東京都　板橋区常盤台４丁目３３－３

ファミリマート成増駅前店 東京都　板橋区成増２丁目１２番６

ファミリマート成増駅南店 東京都　板橋区成増２丁目１４－５

ファミリマート板橋赤塚二丁目店 東京都　板橋区赤塚２丁目－３２－１２

ファミリマート大山駅南店 東京都　板橋区大山町５－１１

ファミリマート中板橋駅前店 東京都　板橋区中板橋２３ー３

ファミリマート武蔵小山パルム店 東京都　品川区荏原３丁目８－３　ＳＵＮエルクビル

ファミリマート戸越銀座東店 東京都　品川区戸越１－１９－１５

ファミリマート戸越六丁目店 東京都　品川区戸越６－２２－９

ファミリマートアトレ目黒店 東京都　品川区上大崎３丁目１－１

ファミリマート五反田駅南店 東京都　品川区西五反田１－１１－１アイオス五反田駅前

ファミリマート五反田駅前店 東京都　品川区西五反田２丁目６－８

ファミリ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

ファミリマート西大井駅前店 東京都　品川区西大井１－１－２ー１０３

ファミリマートアワーズイン阪急ツイン館店 東京都　品川区大井１丁目５０－５

ファミリマート新馬場サクセス通り店 東京都　品川区北品川２－１８－３

ファミリマート北品川三丁目店 東京都　品川区北品川３丁目６－２

ファミリマート府中けやき並木通り店 東京都　府中市宮西町１－２－１

ファミリマート紅葉丘南参道店 東京都　府中市紅葉丘１丁目１５－１

ファミリマートサンズ東府中駅前店 東京都　府中市清水ヶ丘１－８－４８京王東府中南ビル

ファミリマート府中南町二丁目店 東京都　府中市南町２丁目２３－１０

ファミリマート秀栄白糸台店 東京都　府中市白糸台１－２２－９

ファミリマート府中小金井街道店 東京都　府中市府中町三丁目２３番４

ファミリマート海田府中本町店 東京都　府中市本町１－２－３

ファミリマート吉祥寺公園通り店 東京都　武蔵野市吉祥寺本町２－５－１

ファミリマート武蔵境駅北口店 東京都　武蔵野市境１－２－１

ファミリマート武蔵境駅前店 東京都　武蔵野市境南町２－１－６

ファミリマート境南通り店 東京都　武蔵野市境南町２丁目８番１９号小田急バス武蔵境ビル１Ｆ

ファミリ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

ファミリマート護国寺駅前店 東京都　文京区音羽２－１０－２

ファミリマート関口一丁目店 東京都　文京区関口１－１９－６

ファミリマート江戸川橋駅西店 東京都　文京区関口１－４４－１０

ファミリマート文京向丘二丁目店 東京都　文京区向丘二丁目１０番１４号

ファミリマート小石川ゆたて坂店 東京都　文京区小石川５－３１－４

ファミリマート小石川五丁目店 東京都　文京区小石川５－３－８

ファミリマート大塚一丁目店 東京都　文京区大塚１－５－１８

ファミリマート文京本郷店 東京都　文京区本郷３丁目４３番８号湯島武蔵野マンション

ファミリマート本郷五丁目店 東京都　文京区本郷５丁目１ー１６

ファミリマート本駒込六丁目店 東京都　文京区本駒込６－４－２５

ファミリマート駒込駅北店 東京都　豊島区駒込二丁目３－１

ファミリマート西巣鴨店 東京都　豊島区西巣鴨３丁目２７－１

ファミリマート池袋北口店 東京都　豊島区西池袋１－４３－７

ファミリマート西池袋四丁目店 東京都　豊島区西池袋４丁目１３番７号

ファミリマート巣鴨三丁目店 東京都　豊島区巣鴨３－２４－１１

ファミリマート巣鴨駅前店 東京都　豊島区巣鴨３－２８－９桃花源ビル

ファミリマート西池袋店 東京都　豊島区池袋２丁目７８－２

ファミリマート池袋駅東店 東京都　豊島区東池袋１－７－１２

ファミリマート東池袋セイコービル店 東京都　豊島区東池袋１丁目３０－６

ファミリマートサンシャインシティ店 東京都　豊島区東池袋３－１－１サンシャインシティアルパ２Ｆ

ファミリマートサンシャイン西店 東京都　豊島区東池袋三丁目３番２号

ファミリマート南大塚通り店 東京都　豊島区南大塚３－４３－１

ファミリマートとしまエコミューゼタウン店 東京都　豊島区南池袋２丁目４５番３号１Ｆ

ファミリマート池袋東口明治通り店 東京都　豊島区南池袋一丁目１９番６号オリックス池袋ビル

ファミリマート千川駅北店 東京都　豊島区要町３丁目３８－４

ファミリマート王子明治通り店 東京都　北区王子１丁目２３－１２



ファミリマート東京成徳学園前店 東京都　北区王子５－２３－８

ファミリマート王子神谷駅前店 東京都　北区王子５丁目１０－１　新戸部ビル

ファミリマート十条仲原三丁目店 東京都　北区十条仲原３－８－３

ファミリマート上中里三丁目店 東京都　北区上中里３－６－１２

ファミリマート駒込霜降橋店 東京都　北区西ヶ原１丁目２－３

ファミリマート滝野川一丁目店 東京都　北区滝野川１－２９－５

ファミリマート滝野川五丁目店 東京都　北区滝野川５－３７－１

ファミリマート田端一丁目店 東京都　北区田端１丁目１２－１３

ファミリマート田端新町三丁目店 東京都　北区田端新町三丁目１３－６

ファミリマート田端駅前店 東京都　北区田端六丁目１番１号田端アスカタワ－

ファミリマート浮間一丁目店 東京都　北区浮間１丁目－７－１８９

ファミリマート北区豊島七丁目店 東京都　北区豊島７丁目－１７

ファミリマート押上十間橋通り店 東京都　墨田区押上三丁目４２番１２号

ファミリマート墨田錦糸町北口店 東京都　墨田区錦糸３丁目２－１　アルカイースト

ファミリマート江東橋一丁目店 東京都　墨田区江東橋一丁目１３番５号

ファミリマート東墨田二丁目店 東京都　墨田区東墨田２－１－１３

ファミリマート墨田東あずま駅前店 東京都　墨田区立花３丁目１３－４

ファミリマート本所立川三丁目店 東京都　墨田区立川３－１０－８

ファミリマート墨田両国東口店 東京都　墨田区両国四丁目３７番１０号レジデンス両国駅前

ファミリマート目黒柿の木坂店 東京都　目黒区柿の木坂３－８－１３

ファミリマート上目黒二丁目店 東京都　目黒区上目黒２－１８－２

ファミリマート立川砂川九番店 東京都　立川市幸町４丁目３８番１

ファミリマート玉川上水駅前店 東京都　立川市幸町六丁目３７－１

ファミリマート立川サザン店 東京都　立川市柴崎町三丁目２番１号

ファミリマート立川若葉町店 東京都　立川市若葉町４丁目２１－３

ファミリマート玉川上水駅南口店 東京都　立川市柏町４－６２－４

ファミリマート西立川駅前店 東京都　立川市富士見町１丁目３６

ファミリマート新桜台店 東京都　練馬区羽沢２－１

ファミリマート練馬高松五丁目店 東京都　練馬区高松五丁目８番３５号

ファミリマート高野台二丁目店 東京都　練馬区高野台２丁目１２番１６

ファミリマート上石神井駅前店 東京都　練馬区上石神井１丁目１３－１３

ファミリマート丸萬上石神井店 東京都　練馬区上石神井２－２３－２３

ファミリマート練馬石神井三丁目店 東京都　練馬区石神井町３丁目２５－２１

ファミリマート石神井公園駅西店 東京都　練馬区石神井町７丁目１番１６号

ファミリマート練馬石神井町八丁目店 東京都　練馬区石神井町８－４０－１１

ファミリマート大泉学園通り店 東京都　練馬区大泉学園町６－１－４１

ファミリマート中村橋駅西店 東京都　練馬区中村北４丁目１２－４

ファミリマート田柄一丁目店 東京都　練馬区田柄１丁目８－７

ファミリマート光が丘東大通り店 東京都　練馬区田柄５丁目１４番８号グリーンシティ恵２

ファミリマート練馬土支田二丁目店 東京都　練馬区土支田２丁目１５－１２

ファミリマートトモニー大泉学園駅店 東京都　練馬区東大泉１丁目２９－７

ファミリマート桜台駅前店 東京都　練馬区豊玉上２丁目１４－９

ファミリマート東武練馬駅南口店 東京都　練馬区北町２－３８－７

ファミリマート練馬北町七丁目店 東京都　練馬区北町７－１０－１０

ファミリマート練馬駅前店 東京都　練馬区練馬１丁目６－１　ライオンズステーション

ファミリマート綾瀬深谷南三丁目店 神奈川県　綾瀬市深谷南３丁目１４番８号

ファミリマート綾瀬大上一丁目店 神奈川県　綾瀬市大上一丁目２番８号

ファミリマート伊勢原下糟屋店 神奈川県　伊勢原市下糟屋２７４番１

ファミリマート伊勢原桜坂店 神奈川県　伊勢原市串橋３５１－４

ファミリマート愛甲石田駅前店 神奈川県　伊勢原市石田６０２番地１　安田屋ビル１Ｆ

ファミリマート佐野寅二安浦店 神奈川県　横須賀市安浦町２－２７

ファミリ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

ファミリマート横須賀衣笠店 神奈川県　横須賀市公郷町３－１－２

ファミリマート横須賀根岸町店 神奈川県　横須賀市根岸町３－２－８

ファミリマートＭ・Ｙ堀ノ内駅前店 神奈川県　横須賀市三春町３－３６

ファミリマート横須賀若松町店 神奈川県　横須賀市若松町１－２１－１０

ファミリマートＭ・Ｙ湘南国際村店 神奈川県　横須賀市湘南国際村１－３－１

ファミリマート横須賀森崎店 神奈川県　横須賀市森崎１－１５－１６

ファミリマート横須賀中央店 神奈川県　横須賀市大滝町２－１２

ファミリマート横須賀池上店 神奈川県　横須賀市池上３－１－６

ファミリ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

ファミリマート今宿西町店 神奈川県　横浜市旭区今宿西町１９２－１

ファミリマート相鉄希望ヶ丘駅店 神奈川県　横浜市旭区中希望ヶ丘２６５

ファミリマート中白根店 神奈川県　横浜市旭区中白根３丁目１－１

ファミリマート鶴ヶ峰店 神奈川県　横浜市旭区鶴ヶ峰１－２１－１

ファミリマート相鉄鶴ヶ峰駅店 神奈川県　横浜市旭区鶴ヶ峰２丁目７８

ファミリマート鶴ヶ峰本町店 神奈川県　横浜市旭区鶴ヶ峰本町２丁目４５－１７

ファミリマート相鉄二俣川駅店 神奈川県　横浜市旭区二俣川２丁目９１－７

ファミリマートジョイナステラス二俣川店 神奈川県　横浜市旭区二俣川２丁目９１－７　二俣川駅

ファミリマート二俣川北口店 神奈川県　横浜市旭区二俣川一丁目４５番地１７

ファミリマート横浜汐見台店 神奈川県　横浜市磯子区汐見台１丁目６－２

ファミリマート磯子願行寺前店 神奈川県　横浜市磯子区中原２丁目１０－１３



ファミリマートサンズ洋光台駅北店 神奈川県　横浜市磯子区洋光台３－１１－１

ファミリマート港南台インター店 神奈川県　横浜市磯子区洋光台６－３－７

ファミリマート横浜洋光台店 神奈川県　横浜市磯子区洋光台二丁目１６番１６号

ファミリマート大船駅北店 神奈川県　横浜市栄区笠間１丁目５－１

ファミリマート本郷小学校前店 神奈川県　横浜市栄区中野町６－１

ファミリマート松山釜利谷店 神奈川県　横浜市金沢区釜利谷東２－５－１５

ファミリマート幸浦二丁目店 神奈川県　横浜市金沢区幸浦２－１－２０

ファミリマートＭ・Ｙ金沢シーサイド店 神奈川県　横浜市金沢区幸浦二丁目１３番５

ファミリ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３番８号

ファミリマート油屋横浜八景島店 神奈川県　横浜市金沢区柴町３４５－５

ファミリマート金沢八景駅前店 神奈川県　横浜市金沢区瀬戸１７番１２号

ファミリマートシティ能見台店 神奈川県　横浜市金沢区能見台４－３－１４

ファミリ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

ファミリマートＭ・Ｙ横浜市大病院前店 神奈川県　横浜市金沢区福浦２－９－５

ファミリマート六浦四丁目店 神奈川県　横浜市金沢区六浦４－４－１９

ファミリマート戸塚下倉田町店 神奈川県　横浜市戸塚区下倉田町２５０－４６

ファミリマートはまりん戸塚駅店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町１２－１

ファミリマート横浜戸塚小前店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町１４５

ファミリマート湘南薬品戸塚西口店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町１６－１　戸塚西口共同ビルＡ３０４

ファミリマート戸塚駅西口店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町１６番地１戸塚西口共同ビルＤ１０４

ファミリマートサンズ戸塚駅前店 神奈川県　横浜市戸塚区戸塚町２０－２

ファミリマートサンズ戸塚深谷町店 神奈川県　横浜市戸塚区深谷１７１７－１

ファミリ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

ファミリマートエクセレンス不動坂店 神奈川県　横浜市戸塚区柏尾町９５９

ファミリマート東戸塚店 神奈川県　横浜市戸塚区品濃町５３８－３

ファミリマートはまりん上永谷駅店 神奈川県　横浜市港南区丸山台１－１－１

ファミリマートサンズ上永谷Ｌ－ウィング店 神奈川県　横浜市港南区丸山台１－２－１

ファミリマートサンズ丸山台三丁目店 神奈川県　横浜市港南区丸山台三丁目２１－１

ファミリマート横浜南高校前店 神奈川県　横浜市港南区港南２－２８－３０

ファミリマート港南台三丁目店 神奈川県　横浜市港南区港南台３丁目２３－３３

ファミリマート港南台ガーデン店 神奈川県　横浜市港南区港南台４－３５－１８

ファミリマート港南中央通店 神奈川県　横浜市港南区港南中央通８－４１

ファミリマートはまりん上大岡駅店 神奈川県　横浜市港南区上大岡西１－９－Ｂ－１

ファミリマート上大岡駅南店 神奈川県　横浜市港南区上大岡西２丁目１－２３　ミツワ第２ビル

ファミリマート上大岡駅前店 神奈川県　横浜市港南区上大岡西一丁目１６番２５号上大岡ファースト

ファミリマート横浜野庭店 神奈川県　横浜市港南区野庭町１２６６

ファミリマート妙蓮寺駅前店 神奈川県　横浜市港北区菊名１－３－１２

ファミリマート菊名駅東口店 神奈川県　横浜市港北区菊名４－３－２１

ファミリマート高田東一丁目店 神奈川県　横浜市港北区高田東１－１３－２５

ファミリマートはまりん新横浜駅店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２－１００

ファミリマート新横浜二丁目店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２－１５－１

ファミリマート新横浜中央通り店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２丁目１２－２２

ファミリマート新横浜駅前店 神奈川県　横浜市港北区新横浜２丁目４番地１５

ファミリマート樽町二丁目店 神奈川県　横浜市港北区樽町２－１３－５

ファミリマート日吉本町駅前店 神奈川県　横浜市港北区日吉本町三丁目４３－１

ファミリマート横浜神之木町店 神奈川県　横浜市神奈川区神之木町２－４４

ファミリマート横浜青木町店 神奈川県　横浜市神奈川区青木町１０－２オリマツビル

ファミリマート横浜大口駅前店 神奈川県　横浜市神奈川区大口通１３３－３

ファミリマート鶴屋町店 神奈川県　横浜市神奈川区鶴屋町１－２－４

ファミリマート東神奈川東口店 神奈川県　横浜市神奈川区東神奈川１－８－２０

ファミリマート白幡店 神奈川県　横浜市神奈川区白幡町６－１

ファミリマート横浜片倉町店 神奈川県　横浜市神奈川区片倉２丁目７１－１３

ファミリマート三ツ境駅南口店 神奈川県　横浜市瀬谷区三ツ境８－４

ファミリマート相鉄瀬谷駅店 神奈川県　横浜市瀬谷区瀬谷４丁目１－１

ファミリマート瀬谷中央店 神奈川県　横浜市瀬谷区中央７番地３５

ファミリマートクイーンズスクエア横浜店 神奈川県　横浜市西区みなとみらい２－３－８

ファミリマート横浜戸部七丁目店 神奈川県　横浜市西区戸部町７－２２１－１１クリオ横浜セントラルマークス１階

ファミリマート横浜戸部中央店 神奈川県　横浜市西区中央一丁目２１番５号セントラルハイツ１Ｆ

ファミリマートはまりん横浜駅店 神奈川県　横浜市西区南幸１－９

ファミリマート横浜駅西口店 神奈川県　横浜市西区北幸二丁目２番地６

ファミリマートはまりんあざみ野駅店 神奈川県　横浜市青葉区あざみ野２－２－２０

ファミリマート荏田西四丁目店 神奈川県　横浜市青葉区荏田西４丁目７番１

ファミリマート青葉若草台店 神奈川県　横浜市青葉区若草台１８番地１

ファミリマートスリーウェル新石川二丁目店 神奈川県　横浜市青葉区新石川二丁目４番地１７

ファミリマート藤が丘駅東店 神奈川県　横浜市青葉区藤が丘１丁目２９－２

ファミリマート藤が丘駅南口店 神奈川県　横浜市青葉区藤が丘２－５－５

ファミリマートサンズ美しが丘店 神奈川県　横浜市青葉区美しが丘５－１－５５

ファミリマート横浜立場駅店 神奈川県　横浜市泉区中田西１－１－３０

ファミリマート弥生台駅前店 神奈川県　横浜市泉区弥生台１４－１

ファミリマート和田屋吉浜町店 神奈川県　横浜市中区吉浜町１－１２

ファミリマート横浜本牧店 神奈川県　横浜市中区根岸町１－１

ファミリマート横浜鶴見小野店 神奈川県　横浜市鶴見区下野谷町四丁目１５４番地３２

ファミリマート鶴見橋店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央３丁目６番２０号

ファミリマート鶴見中央店 神奈川県　横浜市鶴見区鶴見中央４－５－９



ファミリマート東寺尾中台店 神奈川県　横浜市鶴見区東寺尾中台１３－１７

ファミリマート鶴見西口店 神奈川県　横浜市鶴見区豊岡町８－２０

ファミリマート横浜矢向一丁目店 神奈川県　横浜市鶴見区矢向１－１１－１５

ファミリマート荏田南三丁目店 神奈川県　横浜市都筑区荏田南三丁目１－４８

ファミリマートはまりんセンター南駅店 神奈川県　横浜市都筑区茅ヶ崎中央１－１

ファミリマート中川駅前店 神奈川県　横浜市都筑区中川１－１０

ファミリマートセンター北店 神奈川県　横浜市都筑区中川中央１丁目１番１号

ファミリマート井土ケ谷中町店 神奈川県　横浜市南区井土ケ谷中町１５７

ファミリ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２－５３－１８

ファミリマート横浜吉野町駅前店 神奈川県　横浜市南区吉野町３－１６

ファミリマート横浜宿町店 神奈川県　横浜市南区宿町２－３６

ファミリマート大岡五丁目店 神奈川県　横浜市南区大岡５丁目３－２

ファミリマート横浜今井町店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区今井町１５９

ファミリマート新井町店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区新井町４０９－１

ファミリマート横浜星川駅前店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区星川二丁目４－１星川ＳＦビル１Ｆ

ファミリマート横浜天王町店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区天王町２丁目３６－５　第一増田ビル

ファミリマート和田町駅南店 神奈川県　横浜市保土ケ谷区仏向町１１

ファミリマート横浜鴨居駅前店 神奈川県　横浜市緑区鴨居一丁目１５番７号

ファミリマート中山駅南口店 神奈川県　横浜市緑区寺山町５９

ファミリマート中山駅北店 神奈川県　横浜市緑区中山一丁目５番３号

ファミリマート横浜中山町店 神奈川県　横浜市緑区中山一丁目９番６号

ファミリマート横浜長津田町店 神奈川県　横浜市緑区長津田町２３１６－１

ファミリマート海老名上河内店 神奈川県　海老名市上河内字永池３１３番１

ファミリマート海老名中新田五丁目店 神奈川県　海老名市中新田五丁目１番３号

ファミリマート鎌倉駅西口店 神奈川県　鎌倉市御成町１１－５

ファミリマート鎌倉二の鳥居店 神奈川県　鎌倉市小町２－１５－１

ファミリマート大船駅東口店 神奈川県　鎌倉市大船１ー１０ー１８

ファミリマート大船駅前店 神奈川県　鎌倉市大船１－８－２

ファミリマート鎌倉長谷店 神奈川県　鎌倉市長谷１－８－５

ファミリマート茅ヶ崎駅前店 神奈川県　茅ヶ崎市元町２－４

ファミリマート茅ヶ崎高田四丁目店 神奈川県　茅ヶ崎市高田４丁目２３－１０

ファミリマート茅ヶ崎赤羽根店 神奈川県　茅ヶ崎市赤羽根２２５２－１

ファミリマート辻堂駅西口店 神奈川県　茅ヶ崎市赤松町１３番１号

ファミリマート厚木旭町四丁目店 神奈川県　厚木市旭町四丁目３－１５

ファミリマート東名厚木インター北店 神奈川県　厚木市岡田３０３１番地

ファミリマート厚木三田東店 神奈川県　厚木市三田字仲町１５７９番１　他２筆

ファミリマート本厚木駅南口ロータリー前店 神奈川県　厚木市泉町２－１１

ファミリマート厚木中町三丁目店 神奈川県　厚木市中町３丁目１１－２０

ファミリマート厚木長谷店 神奈川県　厚木市長谷２９２－１

ファミリマート厚木長谷南店 神奈川県　厚木市長谷６番３４

ファミリマート厚木飯山店 神奈川県　厚木市飯山３０８８－１

ファミリマート寒川一之宮店 神奈川県　高座郡寒川町一之宮一丁目１０－４１

ファミリマート寒川宮山店 神奈川県　高座郡寒川町宮山２０８８－４

ファミリマート座間一丁目店 神奈川県　座間市座間１－３３４７－３

ファミリマート相武台前駅南口店 神奈川県　座間市相武台３丁目４２番４３号

ファミリマート葉山町店 神奈川県　三浦郡葉山町上山口字大沢２９７６－１

ファミリマート三崎原町店 神奈川県　三浦市原町２－２２

ファミリマート小田原駅東口店 神奈川県　小田原市栄町１丁目２－１

ファミリマート鴨宮巡礼街道店 神奈川県　小田原市鴨宮３４５－８

ファミリ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

ファミリマート渋沢南店 神奈川県　秦野市曲松１－４－１３

ファミリマート秦野市役所前店 神奈川県　秦野市桜町１－４－１

ファミリマート秦野西田原店 神奈川県　秦野市西田原２１７

ファミリマート秦野運動公園東店 神奈川県　秦野市曽屋６８７番３５

ファミリマート秦野中央店 神奈川県　秦野市曽屋７－１

ファミリマート鶴巻温泉駅前店 神奈川県　秦野市鶴巻北２－２－１－１０１

ファミリマート秦野鶴巻店 神奈川県　秦野市鶴巻北２丁目５－３４

ファミリマート秦野本町店 神奈川県　秦野市本町２丁目１－１

ファミリマート逗子山の根店 神奈川県　逗子市山の根１－２－３２

ファミリマート逗子・葉山駅前店 神奈川県　逗子市逗子５－１－２３

ファミリマート宮崎一丁目店 神奈川県　川崎市宮前区宮崎一丁目８番地１１

ファミリマート宮前平駅前店 神奈川県　川崎市宮前区宮前平２－１５－３

ファミリマート鷺沼駅前店 神奈川県　川崎市宮前区鷺沼３－１－２０

ファミリマート神木本町二丁目店 神奈川県　川崎市宮前区神木本町２丁目３番５号

ファミリマート土橋一丁目店 神奈川県　川崎市宮前区土橋１－３－７

ファミリマートパークタワー新川崎店 神奈川県　川崎市幸区鹿島田１－１－５－３０２

ファミリマート川崎駅西店 神奈川県　川崎市幸区中幸町４－５０－５

ファミリマート矢向駅西店 神奈川県　川崎市幸区塚越３丁目４０３番６

ファミリマート南加瀬三丁目店 神奈川県　川崎市幸区南加瀬３丁目１１－２１

ファミリマート川崎蟹ヶ谷店 神奈川県　川崎市高津区蟹ケ谷３－３

ファミリマート溝口一丁目店 神奈川県　川崎市高津区溝口１－１３－２２

ファミリマート溝の口栄橋店 神奈川県　川崎市高津区溝口２丁目６番３０号

ファミリマート山中屋高津駅前店 神奈川県　川崎市高津区溝口４－５－５



ファミリマートＫＳＰ店 神奈川県　川崎市高津区坂戸３丁目２－１

ファミリマート川崎高津千年店 神奈川県　川崎市高津区千年４０

ファミリマート川崎千年店 神奈川県　川崎市高津区千年７８２番地１

ファミリマート二子大通り店 神奈川県　川崎市高津区二子２－４－１１

ファミリマート梶が谷駅南店 神奈川県　川崎市高津区末長１－９－１

ファミリマート京急川崎駅前店 神奈川県　川崎市川崎区駅前本町１０－５

ファミリマート観音二丁目店 神奈川県　川崎市川崎区観音２丁目１番１４号

ファミリマート川崎砂子店 神奈川県　川崎市川崎区砂子１－８－６

ファミリマートチネチッタ入口店 神奈川県　川崎市川崎区小川町２番地１１

ファミリ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

ファミリマート川崎東門前店 神奈川県　川崎市川崎区東門前三丁目５番地６

ファミリマート藤崎一丁目店 神奈川県　川崎市川崎区藤崎１丁目３０番１０号

ファミリマート日進町店 神奈川県　川崎市川崎区日進町１５－２

ファミリ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

ファミリマート生田駅東店 神奈川県　川崎市多摩区生田７－３－１

ファミリマート中野島南口店 神奈川県　川崎市多摩区中野島３－１６－２０

ファミリマートふるや中野島店 神奈川県　川崎市多摩区中野島３－３１－１０

ファミリマート武蔵中原駅前店 神奈川県　川崎市中原区下小田中２－３－１

ファミリマート今井南町店 神奈川県　川崎市中原区今井南町２７－１５

ファミリマート武蔵小杉駅北口店 神奈川県　川崎市中原区小杉町１丁目４０３番６０

ファミリマート武蔵小杉駅西店 神奈川県　川崎市中原区小杉町三丁目４８６　Ｓ．Ｎ．Ｂ１Ｆ

ファミリマート武蔵新城店 神奈川県　川崎市中原区上新城２丁目６番５号

ファミリマート新丸子駅前店 神奈川県　川崎市中原区新丸子東１丁目７７７

ファミリマート平間駅前店 神奈川県　川崎市中原区田尻町２０－１

ファミリマート川崎元住吉駅前店 神奈川県　川崎市中原区木月２丁目６―２３

ファミリマート木月三丁目店 神奈川県　川崎市中原区木月３丁目１７－１５　クリフトンコート

ファミリマート百合ヶ丘駅南口店 神奈川県　川崎市麻生区百合丘１－１－２８

ファミリマート新百合ケ丘駅前店 神奈川県　川崎市麻生区万福寺１－１６－７

ファミリマート清新六丁目店 神奈川県　相模原市中央区清新６－１８－１５

ファミリマート相模原駅前店 神奈川県　相模原市中央区相模原３－２－３

ファミリマート相模原四丁目店 神奈川県　相模原市中央区相模原４丁目５番１９号

ファミリマートさがみ夢大通り店 神奈川県　相模原市中央区相模原７－１－２５

ファミリマート相模原中央五丁目店 神奈川県　相模原市中央区中央５－８－３

ファミリマート淵野辺駅南口店 神奈川県　相模原市中央区淵野辺４丁目１６番３０号

ファミリマート相模原淵野辺四丁目店 神奈川県　相模原市中央区淵野辺四丁目１７番１４号

ファミリマート相模原陽光台五丁目店 神奈川県　相模原市中央区陽光台五丁目４番７号

ファミリマート細谷古淵店 神奈川県　相模原市南区古淵１－３４－１３

ファミリマート相模原古淵店 神奈川県　相模原市南区古淵２丁目３－２

ファミリマート三河屋上鶴間店 神奈川県　相模原市南区上鶴間本町８－５－５

ファミリマートよろづや相模台店 神奈川県　相模原市南区相模台２－２－６

ファミリマート相模大野銀座通り店 神奈川県　相模原市南区相模大野６丁目１９－１７

ファミリマート相模大野南口店 神奈川県　相模原市南区相模大野八丁目２番６号

ファミリマート細谷大野台店 神奈川県　相模原市南区大野台２－２５－３

ファミリマートよろづやペアナード店 神奈川県　相模原市南区南台５－１１－１９－１０１

ファミリマート北里大学病院店 神奈川県　相模原市南区北里１－１５－１

ファミリマート橋本駅南口店 神奈川県　相模原市緑区橋本２－２－４

ファミリマート橋本七丁目店 神奈川県　相模原市緑区橋本７－５－２１

ファミリマート相模原原宿五丁目店 神奈川県　相模原市緑区原宿５丁目１番５号

ファミリマート西橋本二丁目店 神奈川県　相模原市緑区西橋本２－２７－１

ファミリマート開成延沢店 神奈川県　足柄上郡開成町延沢６１５－１

ファミリ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

ファミリマートサンズ中井井ノ口店 神奈川県　足柄上郡中井町井ノ口１８７０－１

ファミリマート大和代官二丁目店 神奈川県　大和市代官２－１７－４

ファミリマート大和東一丁目店 神奈川県　大和市大和東１－３－１１

ファミリマート相鉄大和駅店 神奈川県　大和市中央２－１－１

ファミリマート中央林間駅前店 神奈川県　大和市中央林間３－３－８

ファミリマートサンズ中央林間四丁目店 神奈川県　大和市中央林間４丁目２９－２０

ファミリマート南林間駅前店 神奈川県　大和市南林間１丁目７－１４

ファミリマート二宮釜野橋店 神奈川県　中郡二宮町山西１９７６－１

ファミリマート湘南二宮店 神奈川県　中郡二宮町二宮１３５２－２

ファミリマート藤沢羽鳥店 神奈川県　藤沢市羽鳥１‐３‐５０

ファミリマート長後駅東口店 神奈川県　藤沢市下土棚４７２

ファミリマート藤沢善行店 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

ファミリマート藤沢遊行通り店 神奈川県　藤沢市藤沢２２５－２

ファミリ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

ファミリマートかしわや南藤沢店 神奈川県　藤沢市南藤沢２０－２０

ファミリマート藤沢駅南口店 神奈川県　藤沢市南藤沢２３－９

ファミリマート南足柄沼田店 神奈川県　南足柄市沼田１３－６

ファミリマート平塚御殿店 神奈川県　平塚市御殿１丁目２－３６

ファミリマート平塚紅谷町店 神奈川県　平塚市紅谷町２－１４

ファミリマート平塚桜ケ丘店 神奈川県　平塚市桜ケ丘１－１

ファミリマート平塚山下店 神奈川県　平塚市山下１４－１



ファミリマート平塚四之宮店 神奈川県　平塚市四之宮３丁目１番５号

ファミリ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

ファミリマート平塚真土店 神奈川県　平塚市西真土一丁目８－５

ファミリマート平塚袖ケ浜店 神奈川県　平塚市袖ケ浜５１－７　６２－２８（地番）

ファミリマート平塚入野店 神奈川県　平塚市入野１５８番１他


