
【メッセージトイプー　販売店舗】

店舗名称 店舗住所

ファミリマート伊達梅本店 北海道　伊達市梅本町４番地２９

ファミリマート新十津川店 北海道　樺戸郡新十津川町字中央６番５８

ファミリマート岩見沢１０条東店 北海道　岩見沢市１０条東１丁目１－１

ファミリマート岩見沢美園１条店 北海道　岩見沢市美園１条３丁目２１

ファミリマート恵庭京町店 北海道　恵庭市京町８４－２

ファミリマート江別向ヶ丘店 北海道　江別市向ヶ丘２０番地の１４

ファミリマート江別緑町東店 北海道　江別市緑町東１丁目６９番１

ファミリマート札幌厚別東５条店 北海道　札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４

ファミリマート札幌厚別南３丁目店 北海道　札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号

ファミリマート札幌稲穂２条店 北海道　札幌市手稲区稲穂２条７丁目７番８号

ファミリ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丁目３－１２

ファミリ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丁目３－１

ファミリマート札幌琴似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

ファミリマート札幌西野６条店 北海道　札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

ファミリマート札幌発寒１４条店 北海道　札幌市西区発寒１４条１４丁目２番１４号

ファミリマート札幌発寒３条店 北海道　札幌市西区発寒３条５丁目８番１７号

ファミリマート札幌宮の森中央店 北海道　札幌市中央区宮の森３条１ー６４

ファミリマート札幌南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

ファミリマート札幌ロープウェイ入口店 北海道　札幌市中央区南１９条西１６丁目３番１０号

ファミリマート札幌医大病院店 北海道　札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地

ファミリマート札幌南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

ファミリマート札幌北３条西２丁目店 北海道　札幌市中央区北３条西２丁目８番地

ファミリマート札幌北１条西６丁目店 北海道　札幌市中央区北一条西６丁目１－２

ファミリマート札幌北１条東１１丁目店 北海道　札幌市中央区北一条東十一丁目１５番地５７

ファミリマート札幌北２条西３丁目店 北海道　札幌市中央区北二条西３丁目１－１６

ファミリマート札幌東雁来６条店 北海道　札幌市東区東雁来六条二丁目２番３０号

ファミリマート札幌東苗穂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１－３６

ファミリマート札幌北１１条東６丁目店 北海道　札幌市東区北１１条東６－１４－１７

ファミリマート札幌北２２条東１８丁目店 北海道　札幌市東区北２２条東１８丁目１番１５号

ファミリマート札幌北３３条東１０丁目店 北海道　札幌市東区北３３条東１０丁目２番２５号

ファミリマート札幌北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

ファミリマート札幌北４１条東１３丁目店 北海道　札幌市東区北４１条東１３丁目３番１３号

ファミリマート札幌北４９条東店 北海道　札幌市東区北４９条東５丁目１番１号

ファミリマート札幌北８条東１７丁目店 北海道　札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号

ファミリマート札幌北３６条東２０丁目店 北海道　札幌市東区北三十六条東二十丁目２番１４号

ファミリマート札幌北２１条東１３丁目店 北海道　札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号

ファミリマート札幌常盤３条店 北海道　札幌市南区常盤三条１丁目４番１号

ファミリマート札幌澄川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

ファミリマート札幌菊水６条店 北海道　札幌市白石区菊水６条２丁目９番１７号

ファミリマート札幌南郷通１８丁目店 北海道　札幌市白石区南郷通１８丁目南３－１１

ファミリ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

ファミリマート札幌インター前店 北海道　札幌市白石区米里１条２丁目１４番３３号

ファミリマート札幌本郷通２丁目店 北海道　札幌市白石区本郷通２丁目南５番１６号

ファミリマート札幌白石本通３丁目店 北海道　札幌市白石区本通３丁目北７番１０号

ファミリマート札幌篠路１条店 北海道　札幌市北区篠路１条１０－１－１０

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

ファミリマート札幌新川３条１６丁目店 北海道　札幌市北区新川３条１６丁目２番１９号

ファミリマート札幌屯田６条店 北海道　札幌市北区屯田６条６丁目２番１８号

ファミリマート札幌北３２条西４丁目店 北海道　札幌市北区北３２条西４丁目３－２５

ファミリマート札幌駅西口店 北海道　札幌市北区北６条西６丁目１－４

ファミリマート札幌駅北口店 北海道　札幌市北区北七条西四丁目１番地

ファミリマート北海道大学前店 北海道　札幌市北区北十一条西４丁目２番１５号

ファミリマート札幌北２４条駅前店 北海道　札幌市北区北二十四条西三丁目１番１２号

ファミリマート札幌北２０条西５丁目店 北海道　札幌市北区北二十条西５丁目１番３９号

ファミリマート札幌北２２条西５丁目店 北海道　札幌市北区北二十二条西五丁目１番１－３号

ファミリマート札幌麻生４丁目店 北海道　札幌市北区麻生町４－１２－５

ファミリマート札幌麻生町５丁目店 北海道　札幌市北区麻生町５丁目７－２３

ファミリマート三笠幸町店 北海道　三笠市幸町２１番１

ファミリマート室蘭中島店 北海道　室蘭市中島町１－１８－７

ファミリマート室蘭東町店 北海道　室蘭市東町一丁目２９番４号

ファミリマート小樽色内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

ファミリマート赤平店 北海道　赤平市字赤平５４０－１

ファミリマート千歳新富３丁目店 北海道　千歳市新富３丁目１１番７号

ファミリマート千歳インター店 北海道　千歳市真々地２丁目１－５

ファミリマート千歳末広２丁目店 北海道　千歳市末広２丁目１番１５号

ファミリマート千歳勇舞７丁目店 北海道　千歳市勇舞７丁目５－５



ファミリマート滝川大町４丁目店 北海道　滝川市大町４丁目１－９

ファミリマート滝川大町２丁目店 北海道　滝川市大町二丁目２６３番

ファミリマート苫小牧山手町１丁目店 北海道　苫小牧市山手町一丁目４－３

ファミリマート苫小牧沼ノ端店 北海道　苫小牧市字沼ノ端２２番４２

ファミリマート苫小牧若草町店 北海道　苫小牧市若草町５丁目５番２号

ファミリマート苫小牧東病院前店 北海道　苫小牧市新開町４丁目７番８号

ファミリマート苫小牧澄川町店 北海道　苫小牧市澄川町５丁目１１番５号

ファミリマート苫小牧日新５丁目店 北海道　苫小牧市日新町五丁目３番３号

ファミリマート白老社台店 北海道　白老郡白老町字社台１３９番１

ファミリ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

ファミリマートつがる柏店 青森県　つがる市柏上古川房田１０９　　

ファミリマートむつ金谷一丁目店 青森県　むつ市金谷一丁目１５番７６号

ファミリ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

ファミリマート三沢南山店 青森県　三沢市大字三沢字堀口３０番地１号

ファミリマート青森奥野四丁目店 青森県　青森市奥野四丁目１８番１５号

ファミリマート青森篠田三丁目店 青森県　青森市篠田三丁目８番１３号

ファミリマート蓬田バイパス店 青森県　東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干３０２－４５

ファミリマート八戸類家四丁目店 青森県　八戸市類家四丁目１番１号

ファミリマート岩手千厩店 岩手県　一関市千厩町千厩字舘山４番地１

ファミリマート岩手ふじさわ店 岩手県　一関市藤沢町藤沢字仁郷２番１

ファミリマート水沢公園大通り店 岩手県　奥州市水沢区中上野町１１番３５号

ファミリマート花巻高松店 岩手県　花巻市高松第１１地割１５５－５

ファミリマート釜石甲子町店 岩手県　釜石市甲子町第９地割４６番地２

ファミリマート岩手川口バイパス店 岩手県　岩手郡岩手町川口第５地割２６番地

ファミリマート雫石つなぎ店 岩手県　岩手郡雫石町第二十三地割字板橋９－１

ファミリマート宮古根市店 岩手県　宮古市根市第２地割３５番２９

ファミリマート矢巾中央店 岩手県　紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第７地割１９８－２

ファミリ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

ファミリマート盛岡月が丘三丁目店 岩手県　盛岡市月が丘三丁目３９番４５号

ファミリマート盛岡肴町店 岩手県　盛岡市肴町５－９

ファミリマート盛岡三ツ割店 岩手県　盛岡市三ツ割四丁目１番４３号

ファミリマート盛岡アイーナ店 岩手県　盛岡市盛岡駅西通一丁目７番１号

ファミリマート盛岡津志田町二丁目店 岩手県　盛岡市津志田町二丁目３番４０号

ファミリマート盛岡東松園店 岩手県　盛岡市東松園３－２８－４

ファミリマート角田中島下店 宮城県　角田市角田字中島下６２２他１筆

ファミリマート本吉バイパス店 宮城県　気仙沼市本吉町津谷長根１０６－１

ファミリマート築館宮野店 宮城県　栗原市築館字下宮野中田１３８

ファミリマート船岡東四丁目店 宮城県　柴田郡柴田町船岡東四丁目１２番３０号

ファミリ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

ファミリマート新田東店 宮城県　仙台市宮城野区新田東１丁目１７番地の２

ファミリマートプラスＣＯＯＰ鶴ケ谷店 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８

ファミリマート若林河原町店 宮城県　仙台市若林区舟丁３

ファミリマート新寺四丁目店 宮城県　仙台市若林区新寺四丁目８番１４号

ファミリマート仙台大和町店 宮城県　仙台市若林区大和町３－３－１

ファミリマート仙台広瀬通り店 宮城県　仙台市青葉区一番町三丁目１０－１７慶和ビル１Ｆ

ファミリマート宮町四丁目店 宮城県　仙台市青葉区宮町四丁目６－２１

ファミリマート仙台上愛子店 宮城県　仙台市青葉区上愛子字街道２６番地の１

ファミリマート仙台駅前店 宮城県　仙台市青葉区中央三丁目７－１エンタツパーキングビル１Ｆ

ファミリマート仙台中央二丁目店 宮城県　仙台市青葉区中央二丁目１－３０

ファミリ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３番２号

ファミリマート仙台木町通店 宮城県　仙台市青葉区木町通二丁目６番３６号

ファミリマート泉丸田沢店 宮城県　仙台市泉区上谷刈字古堤４８－９

ファミリマート仙台泉ヶ丘店 宮城県　仙台市泉区泉ケ丘４－７－３２

ファミリマート南中山二丁目店 宮城県　仙台市泉区南中山二丁目２７－４

ファミリマートあすと長町店 宮城県　仙台市太白区郡山一丁目１１番１号

ファミリマート南仙台駅西口店 宮城県　仙台市太白区西中田４－１１－６

ファミリマート仙台西中田店 宮城県　仙台市太白区西中田５丁目１７番６６号

ファミリマート西中田六丁目店 宮城県　仙台市太白区西中田６－５－６

ファミリマート富沢南一丁目店 宮城県　仙台市太白区富沢南１丁目２３－１

ファミリマート多賀城八幡店 宮城県　多賀城市八幡四丁目７番５８号

ファミリマート志田小学校前店 宮城県　大崎市古川飯川字熊野４１－１

ファミリマート佐沼北方店 宮城県　登米市迫町北方字谷地前１２６番２

ファミリマート白石蔵王駅前店 宮城県　白石市旭町一丁目３番９号

ファミリマート歌津升沢店 宮城県　本吉郡南三陸町歌津字枡沢６８－１

ファミリマート名取美田園二丁目店 宮城県　名取市美田園二丁目１番地の６

ファミリマート秋田小坂町店 秋田県　鹿角郡小坂町小坂字五十刈４番地１

ファミリマート秋田広面北店 秋田県　秋田市広面字近藤堰越８３番地３

ファミリマート秋田山王臨海町店 秋田県　秋田市山王臨海町４番２８号

ファミリマート秋田東通五丁目店 秋田県　秋田市東通５丁目７－３３

ファミリマート美郷六郷店 秋田県　仙北郡美郷町六郷字赤城４８番１



ファミリマート阿仁前田店 秋田県　北秋田市阿仁前田字上館下３９５番地１

ファミリマート山形寿町店 山形県　山形市寿町１３－１０

ファミリマート山形小白川町三丁目店 山形県　山形市小白川町三丁目７番３１号

ファミリマート山形銅町二丁目店 山形県　山形市銅町２丁目２２－３５

ファミリマート山形南栄町二丁目店 山形県　山形市南栄町２丁目１７－２

ファミリマート山形北町四丁目店 山形県　山形市北町四丁目９番７号

ファミリマート山形篭田一丁目店 山形県　山形市篭田一丁目３番３１号

ファミリマート酒田新橋一丁目店 山形県　酒田市新橋１丁目５番７

ファミリマート鶴岡錦町店 山形県　鶴岡市錦町１５番６号

ファミリマート藤島店 山形県　鶴岡市藤島字鶴巻８８－２

ファミリマート米沢北店 山形県　米沢市中田町５６４番地の１

ファミリマートいわき永崎海岸店 福島県　いわき市永崎字橋出５－５

ファミリマートいわき四倉上仁井田店 福島県　いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）

ファミリマートいわき常磐古内店 福島県　いわき市常磐下船尾町古内１０４番地の１

ファミリマートいわき常磐上湯長谷町店 福島県　いわき市常磐上湯長谷町上ノ台１０２－２

ファミリマートいわき泉町店 福島県　いわき市泉町滝尻字神力前３４－１

ファミリマートいわき泉町本谷店 福島県　いわき市泉町本谷字大田４番地３

ファミリマートいわき平大工町店 福島県　いわき市平字大工町１１番地の１

ファミリマートいわき駅前店 福島県　いわき市平字田町１番地の２イガリビル１Ｆ

ファミリマートいわき平赤井店 福島県　いわき市平赤井字笹目田２４－１

ファミリマート大玉大山店 福島県　安達郡大玉村大山字宮下１３０

ファミリマート福島桑折町店 福島県　伊達郡桑折町大字上郡字仲丸４－１４

ファミリマート福島国見町店 福島県　伊達郡国見町大字塚野目字三本木５番地１

ファミリマート国見藤田店 福島県　伊達郡国見町大字藤田字日向三７－１

ファミリマート保原泉町店 福島県　伊達市保原町字泉町９２－１

ファミリマート会津鶴賀店 福島県　会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２－６３

ファミリマート会津南花畑店 福島県　会津若松市南花畑７－６５

ファミリマート喜多方桜ガ丘店 福島県　喜多方市東桜ガ丘二丁目２５番地

ファミリマート郡山安積町長久保店 福島県　郡山市安積町長久保１丁目１７－６

ファミリマート郡山横塚一丁目店 福島県　郡山市横塚１丁目４－５１

ファミリマート郡山菜根屋敷店 福島県　郡山市字菜根屋敷２３番地２２

ファミリマート郡山谷地本町店 福島県　郡山市谷地本町８９

ファミリマート郡山中町店 福島県　郡山市中町７番１６号１Ｆ

ファミリマート郡山鶴見坦二丁目店 福島県　郡山市鶴見坦二丁目１５－１６

ファミリマート郡山堤三丁目店 福島県　郡山市堤３丁目１８５

ファミリマート郡山西田店 福島県　郡山市富田町字下西田２２－７

ファミリマート郡山インター店 福島県　郡山市富田町字久根下７－１０

ファミリマート須賀川海道下店 福島県　須賀川市下宿町５６

ファミリマート須賀川茶畑店 福島県　須賀川市茶畑町１２－１

ファミリマート矢吹曙町店 福島県　西白河郡矢吹町曙町２１８

ファミリマート石川町双里店 福島県　石川郡石川町大字双里字谷津前１７　他５筆　（地番）

ファミリマートＪヴィレッジ前店 福島県　双葉郡広野町大字上北迫字石名坂４８番の１

ファミリマート目黒新地町店 福島県　相馬郡新地町小川字海道下１０

ファミリマート棚倉町近津店 福島県　東白川郡棚倉町大字寺山字南駒石９３番４

ファミリ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１５－２街区５画地

ファミリマート原町南町店 福島県　南相馬市原町区南町４－４５－２

ファミリマート白河高山店 福島県　白河市高山５－１２・５－１３・５－１４

ファミリマート白河中田店 福島県　白河市中田４０番１

ファミリマート福島下野寺店 福島県　福島市下野寺字遠原１－４

ファミリマート福島御山店 福島県　福島市御山字上原６－１

ファミリマート福島笹谷店 福島県　福島市笹谷字出水田４－８

ファミリマート福島松川美郷店 福島県　福島市松川町美郷３－７－１

ファミリマート福島成川店 福島県　福島市成川字西谷地２－１

ファミリマート福島駅西口店 福島県　福島市太田町３０番１５号

ファミリマート福島なかまち店 福島県　福島市中町６の２６

ファミリマート福島北裡通店 福島県　福島市仲間町９番２４号

ファミリマート福島南沢又店 福島県　福島市南沢又字舘ノ内７３番地

ファミリマート福島飯坂温泉駅前店 福島県　福島市飯坂町字十綱下３４

ファミリマートＡコープ湯野店 福島県　福島市飯坂町湯野字千刈田１０

ファミリマート南福島駅北店 福島県　福島市伏拝字田中１－１０

ファミリマートタウン蓬莱店 福島県　福島市蓬莱町２－２－１０４

ファミリマート福島北五老内町店 福島県　福島市北五老内町５－２０

ファミリマート本宮兼谷店 福島県　本宮市本宮字兼谷３５－５

ファミリマート千代田ＰＡ下り店 茨城県　かすみがうら市中佐谷字８３

ファミリマートフレス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（陽光台２丁目２０７街区１画地）

ファミリマートフレストつくばみらい豊体店 茨城県　つくばみらい市豊体１１０２－９　他７筆

ファミリマートつくば花畑店 茨城県　つくば市花畑３丁目１４番１

ファミリ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

ファミリマートつくばＱ’ｔ店 茨城県　つくば市吾妻１－６－１

ファミリ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

ファミリマートつくば上の室店 茨城県　つくば市上ノ室７７７－１　他３筆



ファミリマートつくば面野井店 茨城県　つくば市大字面野井字丸山１６５－１

ファミリマートつくば谷田部中央店 茨城県　つくば市谷田部２１４０番１

ファミリマートつくば竹園店 茨城県　つくば市竹園１丁目８番７

ファミリマートひたちなか枝川店 茨城県　ひたちなか市枝川１７９４番地１１

ファミリマートひたちなか西大島店 茨城県　ひたちなか市西大島三丁目１番７号

ファミリ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

ファミリマートひたちなか向野店 茨城県　ひたちなか市馬渡２９１１番地３

ファミリ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

ファミリマート阿見中央四丁目店 茨城県　稲敷郡阿見町中央四丁目４６６６－１９７４

ファミリマート稲敷伊佐津店 茨城県　稲敷市伊佐津字狸穴４７６他２筆

ファミリマート境山神店 茨城県　猿島郡境町８０８

ファミリマート五霞新幸谷店 茨城県　猿島郡五霞町新幸谷４４２－３

ファミリマート下妻下木戸店 茨城県　下妻市下木戸２６５－２　他１筆

ファミリマート下妻南原店 茨城県　下妻市南原１８－１他３筆

ファミリマート笠間旭町店 茨城県　笠間市旭町６０１－３

ファミリマート笠間中央店 茨城県　笠間市笠間１６３０－３

ファミリマート笠間東平店 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

ファミリマート牛久中央二丁目店 茨城県　牛久市中央２－１６－１２

ファミリマート牛久駅前店 茨城県　牛久市中央５丁目２３－１

ファミリマート結城ふじみ店 茨城県　結城市下館・結城都市計画事業富士見町土地区画整理事業９街区符号１９１０

ファミリマート結城北店 茨城県　結城市大字結城字公達９８９９－５

ファミリマート古河旭町店 茨城県　古河市旭町２丁目１番５５

ファミリマート古河東本町店 茨城県　古河市古河５２０番１

ファミリマート古河東二丁目店 茨城県　古河市東二丁目２０番６５号

ファミリマート坂東辺田店 茨城県　坂東市辺田１４０２－９０

ファミリマート桜川友部店 茨城県　桜川市友部６８８－５

ファミリマート鹿嶋東山店 茨城県　鹿嶋市大字宮中字東山１９９６番７

ファミリマート取手井野店 茨城県　取手市井野字谷通５０

ファミリマート守谷美園店 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

ファミリマート水戸駅北口店 茨城県　水戸市宮町一丁目１番ＥＸＣＥＬ新ビル

ファミリマート水戸元吉田町店 茨城県　水戸市元吉田町１６２８番地１

ファミリマート水戸上水戸三丁目店 茨城県　水戸市上水戸三丁目２－２２

ファミリマート水戸東原二丁目店 茨城県　水戸市東原二丁目４６７２番１

ファミリマート下館五所宮店 茨城県　筑西市山崎１７５５－９

ファミリマート下館八丁台店 茨城県　筑西市中館字中道西２６７他

ファミリマート筑西布川店 茨城県　筑西市布川１２１２－１他１筆

ファミリマート土浦永国店 茨城県　土浦市永国１０５９－２

ファミリマート土浦小松店 茨城県　土浦市小松二丁目１３－１

ファミリマート東海駅東店 茨城県　那珂郡東海村舟石川駅東１丁目１８－２１

ファミリマート那珂インター店 茨城県　那珂市鴻巣７７６－１

ファミリマート那珂竹ノ内店 茨城県　那珂市竹ノ内２丁目１－１

ファミリ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

ファミリマート日和サービス日立総合病院店 茨城県　日立市城南町２丁目１－１

ファミリマート日立川尻四丁目店 茨城県　日立市川尻町４丁目９－１４

ファミリマート日立大久保町店 茨城県　日立市大久保町二丁目１番２１号

ファミリマートさくら氏家店 栃木県　さくら市氏家３２６－３

ファミリマートＴＳＵＴＡＹＡインターパーク店 栃木県　宇都宮市インターパーク一丁目３－３

ファミリ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

ファミリマート宇都宮下金井町店 栃木県　宇都宮市下金井町５１６番地７

ファミリマート宇都宮戸祭店 栃木県　宇都宮市戸祭町３０３１－２

ファミリ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

ファミリマート宇都宮東簗瀬一丁目店 栃木県　宇都宮市東簗瀬一丁目３６番１他１筆

ファミリマート宇都宮本町大通り店 栃木県　宇都宮市本町４番１１号下野新聞ビル１階

ファミリ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

ファミリマート野木工業団地店 栃木県　下都賀郡野木町野木１０７－１

ファミリマート石橋工業団地店 栃木県　下野市下石橋４３２－３

ファミリマート国分寺川中子店 栃木県　下野市川中子３３２９－４９２

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

ファミリ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番地４

ファミリマート佐野新都市店 栃木県　佐野市高萩町１３４１－５

ファミリマート佐野小見町店 栃木県　佐野市小見町３３２－１

ファミリマート佐野植野町店 栃木県　佐野市植野町２０５９番地１

ファミリマート鹿沼仁神堂店 栃木県　鹿沼市仁神堂町５３３番地１３７　他５筆

ファミリマート小山神鳥谷店 栃木県　小山市神鳥谷二丁目３３番２３号

ファミリマート小山稲葉郷店 栃木県　小山市大字稲葉郷６３番地６



ファミリマート小山雨ヶ谷店 栃木県　小山市大字雨ヶ谷字西坪１０９番１

ファミリマート小山中久喜店 栃木県　小山市大字中久喜１１１３番４

ファミリマート小山南乙女店 栃木県　小山市南乙女二丁目１番地２

ファミリマート小山八幡町店 栃木県　小山市八幡町一丁目１７番５号

ファミリマート真岡亀山店 栃木県　真岡市上高間木１－２３－１

ファミリマート真岡清水店 栃木県　真岡市清水６９番地２

ファミリマート足利今福町店 栃木県　足利市今福町９０７番地１

ファミリマート足利借宿町店 栃木県　足利市借宿町一丁目１８番地８

ファミリマート足利福居町店 栃木県　足利市福居町１７５番地１

ファミリマートベツイ　栃木今泉店 栃木県　栃木市今泉町一丁目４－２６

ファミリマートベツイ栃木大塚店 栃木県　栃木市大塚町３０３番地６

ファミリマート那須塩原井口店 栃木県　那須塩原市大字井口１１７６－１２１

ファミリマート那須塩原豊浦北町店 栃木県　那須塩原市豊浦北町６９番１２２

ファミリマート那須漆塚南店 栃木県　那須郡那須町大字漆塚４１１番地５

ファミリ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

ファミリマート伊勢崎今泉町一丁目店 群馬県　伊勢崎市今泉町一丁目１２１７番地２

ファミリ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

ファミリマートジェイ・クエスト佐波東店 群馬県　伊勢崎市西小保方町２３１番地

ファミリ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

ファミリマート伊勢崎坂東大橋店 群馬県　伊勢崎市八斗島町８０７－１

ファミリマート日野屋伊勢崎茂呂店 群馬県　伊勢崎市茂呂２丁目６２街区２７３２－１

ファミリマート伊勢崎連取元町店 群馬県　伊勢崎市連取町１５４１番地

ファミリマート伊勢崎連取町店 群馬県　伊勢崎市連取町４０４－１

ファミリ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

ファミリマート桐生川内町店 群馬県　桐生市川内町２－２５６－３

ファミリマート日野屋天神町店 群馬県　桐生市天神町２－３－２９

ファミリ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

ファミリマート高崎あら町店 群馬県　高崎市あら町５９番３

ファミリマート高崎下小鳥町店 群馬県　高崎市下小鳥町１３２５番地４

ファミリマート高崎吉井町店 群馬県　高崎市吉井町本郷５８５－１

ファミリマート高崎高関店 群馬県　高崎市高関町４１０番５

ファミリマート高崎中居町店 群馬県　高崎市中居町３－１８－２

ファミリマート前橋インター店 群馬県　高崎市中尾町４４１

ファミリマート高崎浜川町店 群馬県　高崎市浜川町２００３番地１

ファミリマート伊香保店 群馬県　渋川市伊香保町伊香保１７４－７

ファミリマート渋川石原店 群馬県　渋川市石原１７９４－１

ファミリマート渋川諏訪ノ木店 群馬県　渋川市石原字諏訪ノ木１１７８－１

ファミリマート沼田西倉内町店 群馬県　沼田市西倉内町５０６番地１

ファミリマート前橋下小出町店 群馬県　前橋市下小出町１丁目２－９

ファミリマート前橋下石倉町店 群馬県　前橋市下石倉町２２－９

ファミリマート前橋元総社町店 群馬県　前橋市元総社町１１９７－１

ファミリマート前橋小屋原町店 群馬県　前橋市小屋原町９５１番地１

ファミリ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

ファミリマート前橋赤十字病院店 群馬県　前橋市朝倉町３８９番地１

ファミリマート前橋東善店 群馬県　前橋市東善町４３９－３

ファミリマート前橋茂木町店 群馬県　前橋市茂木町１１３‐１

ファミリマート前橋六供店 群馬県　前橋市六供町７５６番地１

ファミリマート太田新井町店 群馬県　太田市新井町５５８－２

ファミリマート太田市野井店 群馬県　太田市新田市野井町１６０２－１

ファミリマート太田上田中店 群馬県　太田市新田上田中町３４９－１８

ファミリマート太田村田町店 群馬県　太田市新田村田町７９８－６

ファミリマート藪塚大原店 群馬県　太田市大原１０４－４

ファミリマート太田藤阿久町店 群馬県　太田市藤阿久町９７７－１

ファミリマート太田飯塚町店 群馬県　太田市飯塚町６０－１

ファミリマート太田藪塚町店 群馬県　太田市藪塚町３０９４－３

ファミリマート藤岡パーキングエリア店 群馬県　藤岡市中字広町１１３１－８

ファミリマート藤岡七丁目店 群馬県　藤岡市藤岡８６８番地４

ファミリマート富岡下高瀬店 群馬県　富岡市下高瀬２９９‐１

ファミリマート富岡下高尾店 群馬県　富岡市下高尾４７８－１２

ファミリマート吉岡下野田店 群馬県　北群馬郡吉岡町大字下野田字谷地１１１５番地３、１１１５番２

ファミリマート日野屋矢島店 群馬県　邑楽郡明和町矢島２３１－１

ファミリマート邑楽うずら店 群馬県　邑楽郡邑楽町大字鶉６７４－２

ファミリマート邑楽中野店 群馬県　邑楽郡邑楽町中野１８５８－１


