
【ことり隊のたまご４　販売店舗】

店舗名称 店舗住所

ファミリマート南草津駅前店 滋賀県　草津市南草津１－１－１

ファミリマート大津御殿浜店 滋賀県　大津市御殿浜２２－５

ファミリマート大津京駅前店 滋賀県　大津市皇子が丘２－１０－２７

ファミリマート大津唐崎一丁目店 滋賀県　大津市唐崎一丁目６４４番地

ファミリマート長浜三ツ矢元町店 滋賀県　長浜市三ツ矢元町２７－７

ファミリマート妙法寺店 滋賀県　東近江市札の辻２－１４

ファミリマート米原駅西店 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

ファミリマート六地蔵駅前店 京都府　宇治市六地蔵奈良町７４番地１パデシオン六地蔵

ファミリマート近鉄新田辺駅前店 京都府　京田辺市河原　食田２－３

ファミリ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

ファミリマート葛野西通店 京都府　京都市右京区西京極午塚町５７番

ファミリ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

ファミリマート太秦森ケ東町店 京都府　京都市右京区太秦森ケ東町２６－４

ファミリマート四条通梅津店 京都府　京都市右京区梅津北浦町５番１

ファミリマート近鉄京都駅店 京都府　京都市下京区東塩小路釜殿町３１－１　　近鉄京都駅構内

ファミリマート北白川店 京都府　京都市左京区上高野山ノ橋町９－１

ファミリマート山科三条通店 京都府　京都市山科区竹鼻　外田町２５－３７

ファミリマート山科区役所前店 京都府　京都市山科区椥辻草海道町３８－１０

ファミリマート堀川今出川店 京都府　京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町４００番地

ファミリマート西京山田店 京都府　京都市西京区山田久田町１－３

ファミリマート上桂山田口店 京都府　京都市西京区山田弦馳町１番地１２

ファミリマートゼスト御池店 京都府　京都市中京区御池通寺町東入下本能寺前町４９２－１

ファミリマート四条大宮店 京都府　京都市中京区壬生賀陽御所町３－２８

ファミリマート御池西洞院店 京都府　京都市中京区西洞院通御池下る三坊西洞院町５７８

ファミリマート烏丸六角店 京都府　京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町２５４

ファミリマート伏見桃山駅前店 京都府　京都市伏見区京町４丁目１５５－１京阪桃山ビル

ファミリマート京阪藤森駅前店 京都府　京都市伏見区深草キトロ町７

ファミリマート石田森東店 京都府　京都市伏見区石田森東町２７－２

ファミリマート伏見桃山南店 京都府　京都市伏見区桃山　南大島町４９－１

ファミリマート梶友西向日駅前店 京都府　向日市上植野町南開２４－３０

ファミリマート向日南淀井店 京都府　向日市上植野町南淀井１０１４１５１６上植野町菱田１５

ファミリマート城陽寺田店 京都府　城陽市寺田垣内後４６－３

ファミリマート城陽駅南店 京都府　城陽市寺田水度坂１５－３０４

ファミリマート城陽枇杷庄店 京都府　城陽市枇杷庄大三戸１９－１

ファミリマート城陽平川店 京都府　城陽市平川大将軍９

ファミリマート今里彦林店 京都府　長岡京市今里彦林４

ファミリマート長岡京駅前店 京都府　長岡京市神足２－１５０１

ファミリマート長岡京調子店 京都府　長岡京市調子２－６８－１

ファミリ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

ファミリマート八幡男山金振店 京都府　八幡市男山　金振１－４１－５１－６

ファミリマート八幡千束店 京都府　八幡市八幡千束１８－１

ファミリマート舞鶴引土店 京都府　舞鶴市字引土小字河原田１１６－４

ファミリ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

ファミリマート茨木鮎川店 大阪府　　茨木市鮎川５－２１－５

ファミリマート茨木鮎川五丁目店 大阪府　　茨木市鮎川五丁目３番４２号

ファミリマート茨木水尾店 大阪府　　茨木市水尾２－１１－５

ファミリマート茨木三島中学校南店 大阪府　　茨木市西河原一丁目１７番４８号

ファミリマート阪急総持寺駅前店 大阪府　　茨木市総持寺駅前町６－１

ファミリマート茨木大池一丁目店 大阪府　　茨木市大池一丁目４番１号

ファミリマート茨木中穂積店 大阪府　　茨木市中穂積１丁目２－１２

ファミリマート茨木天王店 大阪府　　茨木市天王２－４－１５

ファミリマート茨木並木町店 大阪府　　茨木市並木町１番１号

ファミリマート茨木平田台店 大阪府　　茨木市並木町２２番８号

ファミリマート茨木別院町店 大阪府　　茨木市別院町４－１

ファミリマート羽曳野白鳥店 大阪府　　羽曳野市白鳥２丁目５番１号

ファミリマート河内長野三日市町店 大阪府　　河内長野市三日市町５２－３

ファミリ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

ファミリマート岸和田荒木町二丁目店 大阪府　　岸和田市荒木町２丁目６－１

ファミリマートＪＲ東岸和田駅北店 大阪府　　岸和田市土生町４２０８番地

ファミリマート岸和田南町店 大阪府　　岸和田市南町１８－１６

ファミリマート交野星田店 大阪府　　交野市星田６丁目１－３０

ファミリマート交野倉治西店 大阪府　　交野市倉治二丁目６８番２６号

ファミリマート高槻浦堂店 大阪府　　高槻市浦堂２－１２

ファミリマート高槻宮田町二丁目店 大阪府　　高槻市宮田町２丁目１３番２５号

ファミリマート高槻センター街店 大阪府　　高槻市高槻町１６－５

ファミリマート高槻グリーンプラザ店 大阪府　　高槻市紺屋町１－１　グリーンプラザ高槻１号館

ファミリマート真上二丁目店 大阪府　　高槻市真上町２－１２－３６



ファミリマート高槻大塚町店 大阪府　　高槻市大塚町５－３２－３

ファミリマート富田駅前店 大阪府　　高槻市富田町１－１３－１

ファミリマート堺榎元町店 大阪府　　堺市堺区榎元町５丁６－１１

ファミリマートＭＹＳ堺神石市之町店 大阪府　　堺市堺区神石市之町１４－４０

ファミリマート堺中之町東店 大阪府　　堺市堺区中之町東１丁１番２１号

ファミリマート浜寺石津町店 大阪府　　堺市西区浜寺石津町西３－４－１９

ファミリマート堺鳳東町店 大阪府　　堺市西区鳳東町２丁１６２－１

ファミリマート泉北深井駅前店 大阪府　　堺市中区深井沢町３２８３番地　

ファミリマート堺堀上町店 大阪府　　堺市中区八田北町４８１－１

ファミリマート堺西野店 大阪府　　堺市東区西野４７９番１

ファミリマート泉ヶ丘駅前店 大阪府　　堺市南区茶山台１－２－３

ファミリマートなかもず駅北口店 大阪府　　堺市北区中百舌鳥町２－１０１

ファミリ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

ファミリマート島本江川店 大阪府　　三島郡島本町江川１－２－１５

ファミリ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

ファミリマート一津屋三丁目店 大阪府　　松原市一津屋３丁目６番１７号

ファミリマート近鉄河内松原駅店 大阪府　　松原市上田３丁目５－１

ファミリマート近鉄河内天美駅前店 大阪府　　松原市天美　南３丁目１５－４５

ファミリマート松原天美南店 大阪府　　松原市天美南一丁目２０６番地の１

ファミリマート寝屋川香里南之町店 大阪府　　寝屋川市香里南之町３６番１２号

ファミリマート岸部中店 大阪府　　吹田市岸部中１－１３－１１

ファミリマート佐井寺南が丘店 大阪府　　吹田市佐井寺南が丘９－６

ファミリマート山田西四丁目店 大阪府　　吹田市山田西４－２－６

ファミリマート吹田山田南店 大阪府　　吹田市山田南３０－４

ファミリマート吹田上山手町店 大阪府　　吹田市上山手町２７－８

ファミリマート摂津庄屋店 大阪府　　摂津市庄屋２丁目２番３９号

ファミリマート摂津正雀三丁目店 大阪府　　摂津市正雀三丁目１１番７号

ファミリマート摂津正雀駅前店 大阪府　　摂津市正雀本町１丁目２６番９号

ファミリマートＪＲ千里丘駅西口店 大阪府　　摂津市千里丘１丁目４番１１号

ファミリマート泉佐野高松東店 大阪府　　泉佐野市高松東２－２－１３

ファミリマート狭山市役所前店 大阪府　　大阪狭山市狭山１丁目８９６－１

ファミリマート近畿大学病院店 大阪府　　大阪狭山市大野東３７７－２

ファミリマート大阪金剛駅前店 大阪府　　大阪狭山市半田一丁目５９５－４

ファミリマート近鉄阿部野橋駅西改札内店 大阪府　　大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

ファミリマート近鉄阿部野橋駅地下中改札内店 大阪府　　大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

ファミリマートアベノセンタービル店 大阪府　　大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６アベノセンタービル地下２階

ファミリマートあべのＨｏｏｐ店 大阪府　　大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目２－３０

ファミリマート阪南町五丁目店 大阪府　　大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５－２７

ファミリマート南田辺駅前店 大阪府　　大阪市阿倍野区長池町９－４

ファミリマート文の里二丁目店 大阪府　　大阪市阿倍野区文の里２－１１－２１　ジョイフル文の里

ファミリマート関目高殿駅西店 大阪府　　大阪市旭区高殿４－２１－２０

ファミリマート新森七丁目店 大阪府　　大阪市旭区新森７丁目５－３５

ファミリマート千鳥橋駅前店 大阪府　　大阪市此花区四貫島１丁目５番６号

ファミリマート西九条駅北店 大阪府　　大阪市此花区西九条３－１５－１１

ファミリマート伝法駅前店 大阪府　　大阪市此花区伝法３丁目１４－２

ファミリマート伝法六丁目店 大阪府　　大阪市此花区伝法６丁目５－８

ファミリマートＭＹＳ我孫子前駅西店 大阪府　　大阪市住吉区遠里小野四丁目１０－１２

ファミリマート住吉苅田五丁目店 大阪府　　大阪市住吉区苅田５丁目１３－７　西武マンション

ファミリマート長居東三丁目店 大阪府　　大阪市住吉区長居東３－４－１１

ファミリマートＡＴＣ店 大阪府　　大阪市住之江区南港北２－１－１０

ファミリマート北加賀屋店 大阪府　　大阪市住之江区北加賀屋２－１１－８

ファミリマート関目一丁目店 大阪府　　大阪市城東区関目１丁目２－７

ファミリマート城東今福東店 大阪府　　大阪市城東区今福東１丁目１０－２０

ファミリマート新喜多東店 大阪府　　大阪市城東区新喜多東２丁目１番１号

ファミリマート関目駅前店 大阪府　　大阪市城東区成育５－２３－１２

ファミリマート寺田町東店 大阪府　　大阪市生野区生野西２丁目７－２５

ファミリ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

ファミリマート近鉄鶴橋駅東３階店 大阪府　　大阪市生野区鶴橋２－１－２０

ファミリマート新町二丁目店 大阪府　　大阪市西区新町２丁目２０－８

ファミリマート四ツ橋北堀江一丁目店 大阪府　　大阪市西区北堀江１丁目３－２０

ファミリマート西成区役所前店 大阪府　　大阪市西成区岸里２－２－２７

ファミリマート岸里東二丁目店 大阪府　　大阪市西成区岸里東２丁目６－１

ファミリマート大正駅前店 大阪府　　大阪市大正区三軒家西１－２－７

ファミリマート淀屋橋駅東店 大阪府　　大阪市中央区今橋３－１－７

ファミリマート谷町七丁目店 大阪府　　大阪市中央区谷町７－３

ファミリマート長堀橋駅南店 大阪府　　大阪市中央区島之内１－２１－２２

ファミリマート南船場店 大阪府　　大阪市中央区南船場３丁目６－２２

ファミリマート北浜一丁目店 大阪府　　大阪市中央区北浜１－３－６

ファミリマートザロイヤルパークキャンバス大阪店 大阪府　　大阪市中央区北浜一丁目９－８

ファミリマート上本町六丁目店 大阪府　　大阪市天王寺区上本町６－６－２３

ファミリマート近鉄大阪上本町駅店 大阪府　　大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５

ファミリマート天王寺生玉町店 大阪府　　大阪市天王寺区生玉町３番５号

ファミリマート薬ヒグチ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１１－１５

ファミリマート近鉄針中野駅店 大阪府　　大阪市東住吉区駒川５丁目２４－８

ファミリマート今里駅前店 大阪府　　大阪市東成区大今里南一丁目５－３０

ファミリマート小松変電所前店 大阪府　　大阪市東淀川区小松２－１６－４０

ファミリマート瑞光一丁目店 大阪府　　大阪市東淀川区瑞光１－３－１５

ファミリマート東淀川大桐一丁目店 大阪府　　大阪市東淀川区大桐１－１－２４

ファミリマート淡路四丁目店 大阪府　　大阪市東淀川区淡路４ー１３－７

ファミリマート海老江一丁目店 大阪府　　大阪市福島区海老江１－５－３５

ファミリマート野田駅前店 大阪府　　大阪市福島区野田３－１２－２１西川産業第一ビル

ファミリマート平野区役所東店 大阪府　　大阪市平野区背戸口５丁目６－２９　小谷ビル１階

ファミリマートＪＲ天満駅前店 大阪府　　大阪市北区錦町３－１２

ファミリマート北野病院店 大阪府　　大阪市北区扇町２－４－２０北野病院　地下１階

ファミリマートディアモール大阪店 大阪府　　大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街５号５２８０

ファミリマート天六北店 大阪府　　大阪市北区本庄東１－８－１７

ファミリマート野崎町店 大阪府　　大阪市北区野崎町６－７　大阪北野ビル

ファミリマート神崎川駅西店 大阪府　　大阪市淀川区三津屋北１－３５－１２

ファミリ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

ファミリマート淀川区役所前店 大阪府　　大阪市淀川区十三東２－３－１６

ファミリマート西三国四丁目店 大阪府　　大阪市淀川区西三国４－７－２

ファミリマート阪急南方駅前店 大阪府　　大阪市淀川区西中島３－１５－１１

ファミリ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

ファミリマート日本橋四丁目店 大阪府　　大阪市浪速区日本橋４丁目１０－８

ファミリマート四条畷駅前店 大阪府　　大東市学園町３番４号

ファミリマート石橋駅東店 大阪府　　池田市石橋２ー２－１４

ファミリマート池田駅南店 大阪府　　池田市満寿美町１－８－１０１

ファミリマート近鉄河内花園駅店 大阪府　　東大阪市吉田１丁目１３番１２号

ファミリマート吉田駅南店 大阪府　　東大阪市吉田本町３丁目５－１７

ファミリマート近鉄新石切駅改札外店 大阪府　　東大阪市西石切町３丁目３　新石切駅

ファミリマート河南白木店 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番１

ファミリマート八尾太田新町店 大阪府　　八尾市太田新町１－３４３

ファミリマート近鉄八尾駅前店 大阪府　　八尾市北本町二丁目１番地ペントプラザ八尾２１３号

ファミリ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

ファミリマート富田林小金台店 大阪府　　富田林市小金台１丁目４－３０

ファミリマート豊中駅西口店 大阪府　　豊中市玉井町１－１０－４

ファミリマート豊中若竹町店 大阪府　　豊中市若竹町２－１８－１６

ファミリマート庄内駅前店 大阪府　　豊中市庄内西町２－２２－８

ファミリマート豊中上野西店 大阪府　　豊中市上野西２－４－２０

ファミリ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

ファミリマート豊中本町店 大阪府　　豊中市本町３－１－４７

ファミリマート枚方公園駅前店 大阪府　　枚方市伊加賀東町２－３７

ファミリマート枚方デパートメントビル店 大阪府　　枚方市岡本町２－２２

ファミリマート枚方招提南町店 大阪府　　枚方市招提南町２丁目１９

ファミリマート関西医科大学附属病院店 大阪府　　枚方市新町２丁目３番１号

ファミリマート枚方星丘店 大阪府　　枚方市星丘４丁目１７－１５

ファミリマート枚方西禁野店 大阪府　　枚方市西禁野一丁目２－１

ファミリマートＪＲ津田駅前店 大阪府　　枚方市津田駅前１－１３－８－１

ファミリマート枚方東香里店 大阪府　　枚方市東香里２丁目２９－７

ファミリマートアクアくずは店 大阪府　　枚方市楠葉花園町１２－５

ファミリ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

ファミリマート牧落駅前店 大阪府　　箕面市桜４－１－２４　アーバンハイツ桜

ファミリマート箕面小野原東店 大阪府　　箕面市小野原東５－８－１２

ファミリマート箕面牧落三丁目店 大阪府　　箕面市牧落３丁目２０－３７

ファミリマート大和田駅前店 大阪府　　門真市常称寺町１９－１８

ファミリマート門真新橋店 大阪府　　門真市新橋町５－５

ファミリ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

ファミリマート伊丹稲野店 兵庫県　伊丹市稲野町８丁目４０－１

ファミリ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

ファミリマート伊丹鴻池店 兵庫県　伊丹市鴻池３丁目５番２２号

ファミリ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

ファミリマート伊丹警察前店 兵庫県　伊丹市昆陽１丁目５０－１

ファミリマート伊丹森本店 兵庫県　伊丹市森本四丁目６４番

ファミリマート阪急伊丹駅前店 兵庫県　伊丹市中央１－５－２１

ファミリマート伊丹中野西店 兵庫県　伊丹市中野西４丁目５７番地

ファミリマート伊丹堀池店 兵庫県　伊丹市堀池３丁目９番３２号

ファミリマート伊丹野間二丁目店 兵庫県　伊丹市野間二丁目９番５号

ファミリマート伊丹緑ヶ丘店 兵庫県　伊丹市緑ケ丘六丁目６６番１

ファミリマート稲美五軒屋店 兵庫県　加古郡稲美町加古４５番

ファミリマート野口町坂元店 兵庫県　加古川市野口町坂元１０１７番



ファミリマート三田天神店 兵庫県　三田市天神１丁目９－３

ファミリマート三木末広店 兵庫県　三木市末広三丁目１０－３１

ファミリマートＵライン名谷駅売店 兵庫県　神戸市須磨区中落合２丁目

ファミリマート北落合二丁目店 兵庫県　神戸市須磨区北落合２丁目１１番１号

ファミリマート垂水海岸通店 兵庫県　神戸市垂水区海岸通８－１９

ファミリマート垂水区役所前店 兵庫県　神戸市垂水区日向２丁目１番１号　勝見ビル１Ｆ

ファミリマート有瀬店 兵庫県　神戸市西区伊川谷町有瀬字石塚９９０番２

ファミリマートＵライン西神南駅売店 兵庫県　神戸市西区井吹台東町１丁目

ファミリマート西神南店 兵庫県　神戸市西区井吹台東町１丁目１－１西神南センタービル１Ｆ

ファミリマート高津橋店 兵庫県　神戸市西区玉津町高津橋１１６－１

ファミリマート神戸磯上通店 兵庫県　神戸市中央区磯上通７－１－３０

ファミリマートみなと元町駅前店 兵庫県　神戸市中央区元町通５丁目１－１

ファミリマート神戸ポートピアホテル店 兵庫県　神戸市中央区港島中町六丁目１０番地１

ファミリマートセンタープラザ東店 兵庫県　神戸市中央区三宮町１－９－１－１０９センタープラザ東館

ファミリマートメトロこうべ店 兵庫県　神戸市中央区中町通４丁目２番２３号

ファミリマート三宮センイ街店 兵庫県　神戸市中央区北長狭通１丁目３０－２１

ファミリ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

ファミリマート東灘岡本橋店 兵庫県　神戸市東灘区岡本２丁目８番２３号

ファミリマート御影中町店 兵庫県　神戸市東灘区御影中町３丁目１－１０

ファミリマート阪急御影駅前店 兵庫県　神戸市東灘区御影二丁目１番２

ファミリマート神戸ファッションマート店 兵庫県　神戸市東灘区向洋町中６－９ファッションマート

ファミリ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

ファミリマート六甲道駅前店 兵庫県　神戸市灘区永手町４丁目１番１号プリコ六甲道東館

ファミリ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

ファミリマート西鈴蘭台店 兵庫県　神戸市北区北五葉１丁目１３

ファミリマート五社インター店 兵庫県　神戸市北区有野町有野五社７５１－１

ファミリ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

ファミリマート福崎辻川西店 兵庫県　神崎郡福崎町西田原１２９５－１

ファミリマート西宮久保町店 兵庫県　西宮市久保町７－２１

ファミリマート西宮宮西店 兵庫県　西宮市宮西町９番１４号

ファミリマート甲風園一丁目店 兵庫県　西宮市甲風園１丁目５－７

ファミリマート西宮北口駅南店 兵庫県　西宮市高松町３番３４号

ファミリマート西宮山口町名来店 兵庫県　西宮市山口町名来二丁目１９番３２号

ファミリマート西宮獅子ヶ口店 兵庫県　西宮市獅子ヶ口町１番３９号

ファミリマート上大市四丁目店 兵庫県　西宮市上大市四丁目７番１７号

ファミリマートＪＲ西宮駅南店 兵庫県　西宮市池田町９－７

ファミリマート西宮東町北店 兵庫県　西宮市東町１丁目４－３

ファミリマート兵庫医科大学病院店 兵庫県　西宮市武庫川町１－１兵庫医科大学病院１号付属棟三階

ファミリマート西宮名次町店 兵庫県　西宮市名次町２９－３

ファミリマート西宮里中町店 兵庫県　西宮市里中町３－１２－２９

ファミリマート西脇上野店 兵庫県　西脇市上野２３３

ファミリマート畦野駅前店 兵庫県　川西市大和西１丁目９７－７

ファミリマート川西能勢口駅北店 兵庫県　川西市中央町１０番１号

ファミリマート川西中央店 兵庫県　川西市美園町２－１４

ファミリマート猪名川パークタウン店 兵庫県　川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５３番４

ファミリマート篠山丹南店 兵庫県　丹波篠山市東吹３３３番１

ファミリマート常光寺店 兵庫県　尼崎市常光寺二丁目２番１号

ファミリマート尼崎常松店 兵庫県　尼崎市常松一丁目６－１３

ファミリマート西難波町店 兵庫県　尼崎市西難波町二丁目８番８号

ファミリマート尼崎大庄西町店 兵庫県　尼崎市大庄西町１－１０－２０

ファミリマート尼崎塚口本町店 兵庫県　尼崎市塚口本町７丁目１２－８

ファミリマート東園田町六丁目店 兵庫県　尼崎市東園田町六丁目５３番２

ファミリマート尼崎南塚口町店 兵庫県　尼崎市南塚口町三丁目１１番７号

ファミリマート錦橋店 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

ファミリマート姫路高浜店 兵庫県　姫路市広畑区高浜町２丁目２５

ファミリマート姫路玉地店 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

ファミリマート山陽姫路駅前店 兵庫県　姫路市南町５番地

ファミリ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

ファミリマート宝塚警察署前店 兵庫県　宝塚市旭町２丁目１０番１８号

ファミリマート宝塚御所の前店 兵庫県　宝塚市御所の前町１４番地２５号

ファミリマート宝塚高司店 兵庫県　宝塚市高司二丁目１７番４０号

ファミリマート小林四丁目店 兵庫県　宝塚市小林四丁目１２番２号

ファミリ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

ファミリマート宝塚山本駅前店 兵庫県　宝塚市平井一丁目１１－２

ファミリマート豊岡昭和町店 兵庫県　豊岡市昭和町６番２１号

ファミリマート魚住四丁目店 兵庫県　明石市魚住町錦が丘４丁目１１番地の１８

ファミリマート西明石駅前店 兵庫県　明石市小久保２－１－９　ラ・コンテ西明石

ファミリマート明石小久保二丁目店 兵庫県　明石市小久保二丁目１１番地４

ファミリマート明舞団地店 兵庫県　明石市松が丘２丁目４番１

ファミリマート明石大久保中央店 兵庫県　明石市大久保町大窪字田上２４７番１



ファミリ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

ファミリマート明石駅南店 兵庫県　明石市大明石町１丁目１３－１

ファミリマート田原本十六面店 奈良県　磯城郡田原本町大字十六面４８番地１

ファミリマート橿原一町店 奈良県　橿原市一町３５４－１

ファミリマート橿原神宮前駅西口店 奈良県　橿原市久米町５６８番地

ファミリマート近鉄橿原神宮前駅店 奈良県　橿原市久米町６１８

ファミリマート香芝下田西店 奈良県　香芝市下田西二丁目５番３０号

ファミリマート近鉄五位堂駅改札外橋上店 奈良県　香芝市瓦口２６８

ファミリマート桜井安倍木店 奈良県　桜井市安倍木材団地二丁目２番地の５

ファミリマート近鉄桜井駅前店 奈良県　桜井市桜井１９０－２

ファミリ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

ファミリマート生駒壱分インター北店 奈良県　生駒市壱分町１２５９番地１

ファミリマート近鉄東生駒駅前店 奈良県　生駒市東生駒１－５－１

ファミリマートＪＲ大和小泉駅前店 奈良県　大和郡山市小泉町東三丁目１番地１

ファミリマート北郡山店 奈良県　大和郡山市北郡山町１４５番地の１１

ファミリマート高田市場店 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

ファミリマート近鉄学園前駅店 奈良県　奈良市学園北１丁目１－１－１０３

ファミリ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

ファミリマート近鉄奈良駅改札内店 奈良県　奈良市東向中町２９

ファミリマート王寺本町店 奈良県　北葛城郡王寺町本町二丁目３４番３３号

ファミリマート広陵疋相店 奈良県　北葛城郡広陵町大字疋相６０－１

ファミリマート広陵町平尾店 奈良県　北葛城郡広陵町大字平尾８７１番地１

ファミリ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

ファミリマート和歌山土佐町店 和歌山県　和歌山市土佐町３丁目３４番

ファミリ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

ファミリマート和歌山楠見中店 和歌山県　和歌山市楠見中１８９番１


