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ファミリーマート 八戸城下一丁目 0310072 青森県八戸市城下一丁目２２番８号　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 青森妙見 0300113 青森県青森市第二問屋町二丁目３番４号　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 盛岡フェザン 0200034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４ 盛岡フェザンＢＦ　　　　　　　　
ファミリーマート 岩手新里 0282101 岩手県宮古市茂市４－９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 宮古崎山 0270096 岩手県宮古市崎鍬ケ崎第９地割４０番地６　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 宮古金浜 0270033 岩手県宮古市金浜第６地割２１番６５　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 滝沢鵜飼 0200672 岩手県滝沢市下高柳５番４６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 高田米崎町 0292206 岩手県陸前高田市米崎町字西風道２２６－１　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 花巻高松 0250014 岩手県花巻市高松第１１地割１５５－５　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 北上和賀町 0240332 岩手県北上市和賀町堅川目第８地割１４６－２　　　　　　　　　　　
ファミリーマート サテライト石鳥谷前 0283153 岩手県花巻市石鳥谷町小森林第１地割４７－３　　　　　　　　
ファミリーマート 秋田南通り 0100011 秋田県秋田市南通亀の町６番２号　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 大仙北楢岡 0191702 秋田県大仙市北楢岡字嶋５８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 秋田広面鍋沼 0100041 秋田県秋田市広面字鍋沼２７番地６　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 秋田寺内イサノ 0110901 秋田県秋田市寺内字イサノ２７番地１　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 由利本荘中梵天 0150851 秋田県由利本荘市中梵天１０１番地３　　　　　　　　　　
ファミリーマート 西仙北ＳＡ 0192332 秋田県大仙市西仙北九升田字三口ヶ沢８－７　　　　　　　　
ファミリーマート 石巻中里バイパス 9860814 宮城県石巻市南中里三丁目１６番３０号　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 石巻新蛇田 9860861 宮城県石巻市新蛇田地区被災市街地復興土地区画整理事業３街区４－３
ファミリーマート 気仙沼四反田 9880063 宮城県気仙沼市四反田２３－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 本吉バイパス 9880305 宮城県気仙沼市本吉町津谷長根１０６－１　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 気仙沼田中前 9880053 宮城県気仙沼市田中前２－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 気仙沼松岩 9880113 宮城県気仙沼市松崎片浜１０６番５１０　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 泉中央駅前 9813133 宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１２－４　　　　　　　　　
ファミリーマート 栗駒里谷 9895311 宮城県栗原市栗駒里谷下沖２９－３　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 仙台萩野町四丁目 9830043 宮城県仙台市宮城野区萩野町４－１－６２　　　　　　　　　　
ファミリーマート 仙台上愛子 9893124 宮城県仙台市青葉区上愛子字街道７７－６　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 青葉神社通 9810915 宮城県仙台市青葉区通町二丁目１２－１　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 岩切青津目 9830821 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 長町六丁目 9820011 宮城県仙台市太白区長町六丁目７番７号　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 富沢南一丁目 9820036 宮城県仙台市太白区富沢南１丁目２３－１　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 仙台荒井西 9840037 宮城県仙台市若林区蒲町字南３０（２６Ｂ４Ｌ）　　　　　　　　　　
ファミリーマート 若林中倉 9840821 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 新庄常葉町 9960021 山形県新庄市常葉町２－３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 舟形町中央 9994601 山形県最上郡舟形町舟形３０９番地１９　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 遊佐町小原田 9998311 山形県飽海郡遊佐町小原田字道ノ下３－１　　　　　　　　　
ファミリーマート 酒田新橋一丁目 9980864 山形県酒田市新橋１丁目５番７　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 酒田中町三丁目 9980044 山形県酒田市中町三丁目３番２１号　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 鶴岡宝田 9970011 山形県鶴岡市宝田二丁目４番５４号　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 鶴岡大宝寺 9970017 山形県鶴岡市大宝寺字日本国３７５－５　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 八幡町北仁田 9998243 山形県酒田市北仁田字上曽田５６－１　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 寒河江八鍬 9900523 山形県寒河江市大字八鍬１４２番６　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 羽黒荒川 9970141 山形県鶴岡市羽黒町荒川字前田元２１　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 新庄千門町 9960079 山形県新庄市千門町２番１８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 山形漆山 9902161 山形県山形市大字漆山７５６－５　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 山形駅東口 9900039 山形県山形市香澄町１－３－１４ サンビル１Ｆ　　　　　　　　　　
ファミリーマート 山形南栄町二丁目 9902445 山形県山形市南栄町２丁目１７－２　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 山形大野目三丁目 9900073 山形県山形市大野目三丁目４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 米沢西大通 9920059 山形県米沢市西大通二丁目２番３０号　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 米沢万世町片子 9921125 山形県米沢市万世町片子３２２番３　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 高畠駅前 9992175 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－２　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 長井警察署通り 9930014 山形県長井市小出字舘西３８５４－９　　　　　　　　　　
ファミリーマート 南相馬小高 9792131 福島県南相馬市小高区福岡字有山１４番１　他７筆（地番）　　　　　
ファミリーマート 福島黒岩 9608153 福島県福島市黒岩字浜井場１０－５　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 国見藤田 9691761 福島県伊達郡国見町大字藤田字日向三７－１　　　　　　　　　
ファミリーマート 福島郷野目 9608161 福島県福島市郷野目字上６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 常葉町 9634605 福島県田村市常葉町久保字川久保４４－４　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 吾妻ＰＡ上り 9608076 福島県福島市上野寺字和喜３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 会津千石町 9650817 福島県会津若松市千石町５－６２　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 大竹喜多方豊川 9660912 福島県喜多方市豊川町一井字間々ノ上５７４　　　　　　　　
ファミリーマート 喜多方稲荷橋通り 9660085 福島県喜多方市字江中子４２０４－１　　　　　　　　　　
ファミリーマート 会津白虎 9650024 福島県会津若松市白虎町６６－９　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 喜多方桜ガ丘 9660007 福島県喜多方市東桜ガ丘２－２５　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 郡山緑町 9638023 福島県郡山市緑町１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 郡山安積町笹川 9630102 福島県郡山市安積町笹川字境橋５８－１　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 吉川富久山 9638071 福島県郡山市富久山町久保田字梅田１－１　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 下郷 9695311 福島県南会津郡下郷町大字豊成字大割４０３６　　　　　　　　　
ファミリーマート 南会津田島 9670004 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
ファミリーマート いわき泉下川 9718183 福島県いわき市泉町下川字田宿１６４番地の６　　　　　　　　　　　
ファミリーマート いわき南台 9748242 福島県いわき市南台一丁目２０番地２　　　　　　　　　　　
ファミリーマート いわき四倉上仁井田 9790202 福島県いわき市四倉町上仁井田字北姥田１７番１他（地番）　　　　　
ファミリーマート 西郷豊作 9618042 福島県西白河郡西郷村字豊作西３３　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート いわき永崎海岸 9700315 福島県いわき市永崎字橋出５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート いわき平赤井 9793131 福島県いわき市平赤井字笹目田２４－１　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 新潟善久 9501102 新潟県新潟市西区善久字新川向４５０－８　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 阿賀野川ＳＡ下り 9594635 新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜字中峰４６５９　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 新潟東中野山七丁目 9500836 新潟県新潟市東区東中野山７丁目１５－５　　　　　　　　　
ファミリーマート 三条代官島 9550095 新潟県三条市大字代官島１２４１番地１　　　　　　　　　
ファミリーマート 柏崎原町 9450023 新潟県柏崎市原町５番５５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 五泉論瀬 9591604 新潟県五泉市論瀬５７５３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 新潟山谷町 9560024 新潟県新潟市秋葉区山谷町二丁目４番２４号　　　　　　　　
ファミリーマート 阿賀野山口町 9592005 新潟県阿賀野市山口町１丁目２－３　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 新潟田上町 9591502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙２９８７番地２
ファミリーマート 新潟小新 9502024 新潟県新潟市西区小新西２丁目１０－２３
ファミリーマート 亀田大月 9500162 新潟県新潟市江南区大月三丁目７番５７号
ファミリーマート 新潟曽和インター 9502142 新潟県新潟市西区内野戸中才１４９６－５
ファミリーマート 新潟東明八丁目 9500853 新潟県新潟市東区東明八丁目２番３号
ファミリーマート 三条田島 9550044 新潟県三条市田島２丁目１０番１０号
ファミリーマート 見附市野坪 9540083 新潟県見附市市野坪町８３－２
ファミリーマート 長岡高見町 9400004 新潟県長岡市高見町３００７番地１
ファミリーマート 柏崎扇町 9450044 新潟県柏崎市扇町１番３８号
ファミリーマート 黒部駅前 9380042 富山県黒部市天神新２５４番地１
ファミリーマート 射水黒河 9390312 富山県射水市中老田新６２５番地
ファミリーマート 小矢部蓑輪 9320124 富山県小矢部市蓑輪３０５番地１
ファミリーマート 千代野ニュータウン 9240039 石川県白山市北安田西一丁目１１０　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 七尾川原町 9260054 石川県七尾市川原町２０番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ファミリーマート 七尾藤橋町 9260816 石川県七尾市藤橋町申４７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 金沢桜田町 9200057 石川県金沢市桜田町１－２１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 小松能美 9230042 石川県小松市能美町イ１番１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 金沢入江一丁目 9218011 石川県金沢市入江１丁目１４８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 小松北浅井 9230851 石川県小松市北浅井町４番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 小松向本折町 9230961 石川県小松市向本折町ハ３６番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 小松沖町 9230861 石川県小松市沖町周辺区画整理事業施行地区内１街区１６　　　　　　
ファミリーマート 小松三谷町 9230844 石川県小松市三谷町あ１６８番１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 金沢無量寺 9200333 石川県金沢市無量寺五丁目６９番地１号
ファミリーマート 川尻 9103136 福井県福井市川尻町４１－４８－１
ファミリーマート あわら国影 9104115 福井県あわら市国影第３６号１０６番地
ファミリーマート 小浜東市場 9170232 福井県小浜市東市場３４－１２－４
ファミリーマート 袖ケ浦奈良輪 2990263 千葉県袖ケ浦市奈良輪５２６－１
ファミリーマート 浜北貴布祢 4340038 静岡県浜松市浜北区貴布祢３１５－１
ファミリーマート 緑鳴海 4580831 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田２９１－２　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 岡山兼基 7038232 岡山県岡山市中区関字道面１５４－１　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 津山高尾 7080876 岡山県津山市高尾６３５番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 岡山庭瀬 7010153 岡山県岡山市北区庭瀬４８１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 岡山田中 7000951 岡山県岡山市北区田中１２１－１０８　　　　　　　　　
ファミリーマート 原尾島一丁目 7038235 岡山県岡山市中区原尾島一丁目１番６号　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 総社種井 7191312 岡山県総社市種井４４２番地６　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 岡山東妹尾 7010203 岡山県岡山市南区古新田１１１７－３　　　　　　　　　　
ファミリーマート 倉敷福田 7128046 岡山県倉敷市福田町古新田２５５番地５　　　　　　　　　　
ファミリーマート 倉敷老松五丁目 7100826 岡山県倉敷市老松町５－１－１７　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 倉敷小瀬戸 7100026 岡山県倉敷市加須山８８６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 倉敷東町 7100053 岡山県倉敷市東町１０－５２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 道の駅かわはら 6801213 鳥取県鳥取市河原町高福８３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 鳥取上味野 6801167 鳥取県鳥取市上味野６６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 鳥取湖山東 6800942 鳥取県鳥取市湖山町東４丁目１０３　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 鳥取行徳 6800824 鳥取県鳥取市行徳一丁目２３２番地２　　　　　　　　　　
ファミリーマート 伯耆溝口 6894201 鳥取県西伯郡伯耆町溝口１５３番地１　　　　　　　　　　
ファミリーマート 倉吉清谷 6820017 鳥取県倉吉市清谷町２丁目４７番地　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 米子大崎 6830104 鳥取県米子市大崎３２６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 米子二本木 6893541 鳥取県米子市二本木７１２番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 道の駅本庄 6901114 島根県松江市野原町４０１－８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 雲南加茂 6991106 島根県雲南市加茂町加茂中３６－１　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 松江矢田 6900021 島根県松江市矢田町１９４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 松江東津田 6900011 島根県松江市東津田町４５４－６　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 松江西浜佐陀 6900122 島根県松江市西浜佐陀町１０２４　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 松江袖師 6900049 島根県松江市袖師町３－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 府中目崎 7260033 広島県府中市目崎町３１２番地２　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 福山水呑 7200832 広島県福山市水呑町４３９１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 八本松飯田 7390141 広島県東広島市八本松町飯田６丁目１２２０－１　　　　　　　
ファミリーマート 三原中之町 7230003 広島県三原市中之町３－１１－２　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート ＪＲ忠海駅前 7292316 広島県竹原市忠海中町一丁目１番７７号　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 江田島江南 7372132 広島県江田島市江田島町江南二丁目３番１号　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 江田島中央 7372122 広島県江田島市江田島町中央二丁目２番１号　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 江田島大原 7372213 広島県江田島市大柿町大原１１５９番３
ファミリーマート 矢野ニュータウン 7360086 広島県広島市安芸区矢野南１－１７－３
ファミリーマート 広島東部流通団地 7360084 広島県広島市安芸区矢野新町２－２－２
ファミリーマート 黒瀬兼広 7392616 広島県東広島市黒瀬町兼広８６０－１
ファミリーマート 黒瀬大多田 7392611 広島県東広島市黒瀬町大多田字沖之原２０９１番地
ファミリーマート 広島堺町 7300853 広島県広島市中区堺町１丁目５－１７
ファミリーマート 皆実町一丁目 7340007 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 紙屋町東 7300011 広島県広島市中区基町１２－３ カーニープレイス広島紙屋町ビル
ファミリーマート 東雲本町 7340023 広島県広島市南区東雲本町１丁目５－６
ファミリーマート 東本浦 7340025 広島県広島市南区東本浦町２３番１号
ファミリーマート 大竹西栄 7390603 広島県大竹市西栄一１丁目１２番９号
ファミリーマート 若草町 7320053 広島県広島市東区若草町９－７ 若草ビル１Ｆ
ファミリーマート 広島駅北口 7320053 広島県広島市東区若草町１２－１
ファミリーマート 広島緑井 7310103 広島県広島市安佐南区緑井二丁目７番２４号
ファミリーマート Ａシティー 7313167 広島県広島市安佐南区大塚西６－１３－１
ファミリーマート 廿日市津田 7380222 広島県廿日市市津田３９１－２
ファミリーマート 柳井南町 7420031 山口県柳井市南町二丁目７番４号
ファミリーマート 岩国今津町 7400017 山口県岩国市今津町６－２－２８
ファミリーマート 柳井新庄 7420021 山口県柳井市柳井４８３９－１
ファミリーマート 防府八王子 7470037 山口県防府市八王子１丁目１１－９
ファミリーマート 周南久米北 7450801 山口県周南市大字久米２８９３番３
ファミリーマート 山陽小野田埴生インター 7570012 山口県山陽小野田市大字埴生９８１番３
ファミリーマート 宇部寿町 7550032 山口県宇部市寿町三丁目６番７号
ファミリーマート 下関菊川 7500313 山口県下関市菊川町田部１１４９－１
ファミリーマート 小郡前田町 7540023 山口県山口市小郡前田町１番１０号
ファミリーマート 山口嘉川 7540897 山口県山口市嘉川５０５７番４
ファミリーマート 下関彦島迫町 7500092 山口県下関市彦島迫町１丁目１１番５号
ファミリーマート 周南梅園町一丁目 7450076 山口県周南市梅園町１丁目３８番２
ファミリーマート さぬき津田 7692401 香川県さぬき市津田町津田２８８５－４
ファミリーマート 高松牟礼町 7610121 香川県高松市牟礼町牟礼３７２０－５６６
ファミリーマート 高松円座町 7618053 香川県高松市円座町１２５８－１
ファミリーマート レインボー通り 7600079 香川県高松市松縄町１０６６－１１
ファミリーマート 観音寺柞田 7680040 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 徳島山城西 7708054 徳島県徳島市山城西四丁目１２番３
ファミリーマート 三好三野町 7712305 徳島県三好市三野町太刀野６８１番地１
ファミリーマート 小松島和田島 7730025 徳島県小松島市和田島町字浜塚１１６番地１
ファミリーマート 小松島大林町 7730022 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 安宅二丁目 7700863 徳島県徳島市安宅２－１－３５
ファミリーマート 小松大頭 7991106 愛媛県西条市小松町大頭字山本甲５２－１
ファミリーマート 新居浜萩生 7920050 愛媛県新居浜市萩生７２０－２
ファミリーマート 西条丹原池田 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１４３２番地３
ファミリーマート 今治郷桜井三丁目 7991523 愛媛県今治市郷桜井３－４－１７
ファミリーマート 新居浜駅東 7920812 愛媛県新居浜市坂井町二丁目１０番２２号
ファミリーマート 宮西二丁目 7900065 愛媛県松山市宮西二丁目７番１３号　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート Ａコープいよ 7993122 愛媛県伊予市市場１２７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 高知桟橋通 7808010 高知県高知市桟橋通４－１５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 南国岡豊 7830043 高知県南国市岡豊町小蓮字大坪３８５番地３
ファミリーマート 高知仲田町 7808007 高知県高知市仲田町６－２７
ファミリーマート 高知南宝永町 7800816 高知県高知市南宝永町１７番２１号
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ファミリーマート 北本町四丁目 7800056 高知県高知市北本町４－６－３４
ファミリーマート 大津乙 7815103 高知県高知市大津字乙１８４７－６
ファミリーマート 福岡姪の浜三丁目 8190002 福岡県福岡市西区姪の浜３－２９－２７
ファミリーマート 清水三丁目 8150031 福岡県福岡市南区清水３－２－１０
ファミリーマート 久留米大学病院外来 8300011 福岡県久留米市旭町６７番地
ファミリーマート 大賀薬局店屋町 8120025 福岡県福岡市博多区店屋町６－１８
ファミリーマート 上宮永 8320058 福岡県柳川市大字上宮永町字高町３６　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 小倉駅南 8020006 福岡県北九州市小倉北区魚町１－４－２１　　　　　　　　　　
ファミリーマート 小倉上到津二丁目 8030845 福岡県北九州市小倉北区上到津二丁目３番６号
ファミリーマート 八幡前田 8050069 福岡県北九州市八幡東区前田２丁目４番２１号
ファミリーマート 小倉黒住 8020056 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 門司泉ヶ丘 8000041 福岡県北九州市門司区泉ヶ丘４番２０号
ファミリーマート 小倉熊本一丁目 8020044 福岡県北九州市小倉北区熊本一丁目４番１８号
ファミリーマート 福岡周船寺１丁目 8190373 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 戸畑沖台二丁目 8040064 福岡県北九州市戸畑区沖台二丁目８番１８号
ファミリーマート 八幡今池 8070846 福岡県北九州市八幡西区里中２－１４－１
ファミリーマート 苅田若久町二丁目 8000302 福岡県京都郡苅田町若久町二丁目１７番３
ファミリーマート 小倉重住二丁目 8020811 福岡県北九州市小倉南区重住二丁目５－６
ファミリーマート 桂川土居 8200606 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居８２８番７
ファミリーマート ＲｅＳＰＯＴ須恵ＰＡ上り 8112221 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石９０４－２
ファミリーマート 博多諸岡三丁目 8120894 福岡県福岡市博多区諸岡３丁目２２番３７号
ファミリーマート 博多豊二丁目 8120042 福岡県福岡市博多区豊二丁目３番１
ファミリーマート 博多中洲四丁目 8100801 福岡県福岡市博多区中洲４丁目６番１２号
ファミリーマート 小国宮原 8692501 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７７７－１
ファミリーマート 南小国きよら 8692401 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 熊本龍田町弓削 8618002 熊本県熊本市北区龍田町弓削７２１－１（地番）
ファミリーマート ＹＯＵランド玉名 8650064 熊本県玉名市中１６８６番３
ファミリーマート 荒尾文化センター前 8640041 熊本県荒尾市荒尾字上府本道４１８６－１３８
ファミリーマート 本渡小松原 8630019 熊本県天草市小松原町１２－２２
ファミリーマート 松島合津 8616102 熊本県上天草市松島町合津字御所平７９１４番６
ファミリーマート 本渡古川 8630025 熊本県天草市古川町２２
ファミリーマート 天草本渡北 8630049 熊本県天草市北原町１番１号
ファミリーマート 駕町通り 8600807 熊本県熊本市中央区下通１丁目６－１５
ファミリーマート 熊本段山本町 8600006 熊本県熊本市中央区段山本町５－２１
ファミリーマート 松橋豊川 8690543 熊本県宇城市松橋町南豊崎６４０－２
ファミリーマート ゆのまえ 8680600 熊本県球磨郡湯前町９７５－２
ファミリーマート 八代古閑中町 8660898 熊本県八代市古閑中町１２００－２
ファミリーマート 八代平山新町 8660074 熊本県八代市平山新町２５０９－１
ファミリーマート ＲｅＳＰＯＴ山江ＳＡ下り 8680092 熊本県球磨郡山江村大字山田丁字庚申２４８０－１７
ファミリーマート 水俣百間 8670049 熊本県水俣市百間町二丁目３番３１
ファミリーマート 阿蘇西原 8612403 熊本県阿蘇郡西原村大字布田字境塚１０３４－６
ファミリーマート 熊本本山４丁目 8600821 熊本県熊本市中央区本山４丁目１３－１
ファミリーマート ＪＲ武蔵塚駅前 8618001 熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目８番２０号
ファミリーマート 熊本御領８丁目 8618035 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 阿蘇長陽 8691404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽３９８１－１
ファミリーマート 阿蘇高森 8691602 熊本県阿蘇郡高森町高森１９８８番１
ファミリーマート 熊本島崎４丁目 8600073 熊本県熊本市西区島崎４丁目１番１号
ファミリーマート 熊本黒髪６丁目 8600862 熊本県熊本市中央区黒髪６丁目１４番３９号
ファミリーマート 熊本中央街 8600802 熊本県熊本市中央区中央街４－１６
ファミリーマート 熊本小峯４丁目 8620933 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 熊本保田窪三丁目 8620926 熊本県熊本市東区保田窪３丁目２－７
ファミリーマート 山都町 8613517 熊本県上益城郡山都町畑字無田口４５８番１
ファミリーマート 豊後高田新地 8790627 大分県豊後高田市新地１０４１－１
ファミリーマート 中津大貞 8710153 大分県中津市大字大貞字３７１－７７
ファミリーマート 中津宮夫 8710012 大分県中津市大字宮夫６２番地１
ファミリーマート 中津大悟法 8710151 大分県中津市大字大悟法１０１－１
ファミリーマート 中津中殿 8710031 大分県中津市大字中殿３８４－２
ファミリーマート 玖珠戸畑 8794331 大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑字峯６３２－１
ファミリーマート 由布挾間 8795506 大分県由布市挾間町挾間５１４－１
ファミリーマート 国東市民病院前 8730231 大分県国東市安岐町下原字原口１４７５－１
ファミリーマート 緒方 8796643 大分県豊後大野市緒方町下自在３８
ファミリーマート 大分梅ヶ丘 8797882 大分県大分市大字杉原８２４番地３
ファミリーマート 豊後大野緒方 8796601 大分県豊後大野市緒方町馬場１４－１
ファミリーマート 臼杵野津町 8750233 大分県臼杵市野津町大字宮原３６９６番地
ファミリーマート 賀来 8700877 大分県大分市大字賀来３５９１
ファミリーマート 大分光吉インター前 8701132 大分県大分市大字光吉１１４０－１
ファミリーマート 大分大学旦野原 8701124 大分県大分市大字旦野原字大迫６８０番地１
ファミリーマート 別府石垣西 8740910 大分県別府市石垣西７丁目４－１５
ファミリーマート 大分城南団地 8700883 大分県大分市大字永興９４１－２
ファミリーマート 大分小佐井 8700313 大分県大分市大字屋山２１７０－１４１
ファミリーマート 野津原 8701203 大分県大分市大字野津原字中牟田９５１－１
ファミリーマート 大在プラザ 8700268 大分県大分市大字政所字村田２１０３－３－２
ファミリーマート 大分南春日 8700815 大分県大分市南春日町４番２７号
ファミリーマート 大分横瀬 8701173 大分県大分市大字横瀬２１９５番地の５
ファミリーマート 大分寒田 8701123 大分県大分市大字宮崎１４９６－１
ファミリーマート 羽屋 8700854 大分県大分市大字羽屋７３４－１
ファミリーマート 臼杵インター 8750063 大分県臼杵市大字望月字清太郎６３－１
ファミリーマート 大分新栄町 8700919 大分県大分市新栄町１１番３０号
ファミリーマート 大分市役所 8700046 大分県大分市荷揚町２－３１大分市役所Ｂ１
ファミリーマート 伊万里大坪 8480022 佐賀県伊万里市大坪町乙５６２番地３
ファミリーマート ＪＲ新鳥栖駅 8410071 佐賀県鳥栖市原古賀町一本松２１９－３
ファミリーマート 切木 8471515 佐賀県唐津市肥前町万賀里川９４－２
ファミリーマート 武雄温泉駅前通り 8430024 佐賀県武雄市武雄町大字富岡７７８６番地
ファミリーマート 鳥栖大木 8410031 佐賀県鳥栖市鎗田町字鎗田３８８－２
ファミリーマート 嬉野温泉 8430301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙５５２
ファミリーマート 長与三根 8512125 長崎県西彼杵郡長与町三根郷７４９－１
ファミリーマート 長崎大橋 8528134 長崎県長崎市大橋町１４－８ グレースコート大橋
ファミリーマート 長崎小江町 8511133 長崎県長崎市小江町２７３４－２
ファミリーマート 三川町 8528121 長崎県長崎市三川町１３１５－３
ファミリーマート 相生町 8570044 長崎県佐世保市相生町２－２１
ファミリーマート 波佐見インター 8593701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字フケノ原１０７７－１
ファミリーマート 西海亀岳 8513305 長崎県西海市西彼町喰場郷１５１番７
ファミリーマート ＲｅＳＰＯＴ今村ＰＡ上り 8560843 長崎県大村市今村町８４０－１
ファミリーマート 島原アリーナ 8550875 長崎県島原市中安徳町４３２０他
ファミリーマート 島原新馬場町 8550033 長崎県島原市新馬場町８０４－２
ファミリーマート 森山役場前 8540203 長崎県諫早市森山町本村６５５－１



フェラーリ ミニカーコレクション12 取扱店舗リスト
法人名 店舗名称 郵便番号 住所

ファミリーマート 諫早栗面バイパス 8540055 長崎県諫早市栗面町８４３－１
ファミリーマート 吾妻 8591103 長崎県雲仙市吾妻町平江名１１９
ファミリーマート 大村岩松町 8560044 長崎県大村市岩松町９４１－３
ファミリーマート 川辺両添 8970211 鹿児島県南九州市川辺町両添１６６０－１
ファミリーマート 七ツ島 8910144 鹿児島県鹿児島市下福元町６７２８－１７
ファミリーマート 下伊敷 8900005 鹿児島県鹿児島市下伊敷三丁目２２番１１号
ファミリーマート 小野二丁目 8900021 鹿児島県鹿児島市小野二丁目２番２８号
ファミリーマート 鹿児島市立病院 8900055 鹿児島県鹿児島市上荒田町３７番１号
ファミリーマート 上之園町 8900052 鹿児島県鹿児島市上之園町１４番１号
ファミリーマート 宇宿七丁目 8900073 鹿児島県鹿児島市宇宿七丁目７番３０号
ファミリーマート 宇宿一丁目 8900073 鹿児島県鹿児島市宇宿一丁目１１番８号
ファミリーマート 紫原三丁目 8900082 鹿児島県鹿児島市紫原三丁目３３番８号
ファミリーマート 隼人見次 8995117 鹿児島県霧島市隼人町見次１０７３番地
ファミリーマート 轟公園入口 8952507 鹿児島県伊佐市大口大田５９－１
ファミリーマート 横川インター 8996303 鹿児島県霧島市横川町中ノ３９６－２１
ファミリーマート 国分福島 8994322 鹿児島県霧島市国分福島三丁目１８番２９号
ファミリーマート 天狗屋勝目 8950036 鹿児島県薩摩川内市矢倉町４１８１番１
ファミリーマート 串木野須納瀬 8960027 鹿児島県いちき串木野市恵比須町６３６４番１
ファミリーマート 薩摩川内宮里 8950056 鹿児島県薩摩川内市宮里町１３６番地１
ファミリーマート 出水中央 8990126 鹿児島県出水市六月田町５７０番地２
ファミリーマート 高尾野上水流 8990406 鹿児島県出水市高尾野町上水流８１３番地１
ファミリーマート 川内宮内町 8950065 鹿児島県薩摩川内市宮内町１８６３
ファミリーマート 志布志みかえり 8997103 鹿児島県志布志市志布志町志布志９１８番地１
ファミリーマート 串良細山田 8931601 鹿児島県鹿屋市串良町細山田５１８３番２
ファミリーマート 鹿屋寿二丁目 8930014 鹿児島県鹿屋市寿二丁目７番２４号
ファミリーマート 鹿屋寿四丁目 8930014 鹿児島県鹿屋市寿四丁目１０－３２
ファミリーマート 田崎中学校入口 8930032 鹿児島県鹿屋市川西町４２８１－１　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 鹿屋川西町 8930032 鹿児島県鹿屋市川西町３７０７－１　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 有明野神 8997512 鹿児島県志布志市有明町野神字大堀３４１１番１　　　　　　　　　　
ファミリーマート 根占川北 8932501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北宮原ノ下１２９８　　　　　　　　　
ファミリーマート 南種子 8913701 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 妻ヶ丘 8850033 宮崎県都城市妻ヶ丘町４－１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 西都右松 8810003 宮崎県西都市右松３－２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 日ノ出町 8800856 宮崎県宮崎市日ノ出町１０番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 西都三宅 8810005 宮崎県西都市大字三宅２９５５番６　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 日南吾田東 8892541 宮崎県日南市吾田東８－８－４１　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 高本ふたつやま 8891701 宮崎県宮崎市田野町字西ノ原甲５７７９－１
ファミリーマート 延岡岡富 8820056 宮崎県延岡市岡富町区画整理内１４街区１－１
ファミリーマート 延岡高校前 8820837 宮崎県延岡市古城町４－５８
ファミリーマート 西消防署通り 9000034 沖縄県那覇市東町２７－９
ファミリーマート 久米島仲泊 9013124 沖縄県島尻郡久米島町字仲泊６１５　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート ＲＥＸＡ　ＲＹＵＢＯ 9000014 沖縄県那覇市松尾１丁目１番２号　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 国際通り牧志 9000013 沖縄県那覇市牧志２－４－１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 三原大石通り 9020063 沖縄県那覇市三原３丁目１６番２号　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 天久一丁目 9000005 沖縄県那覇市天久一丁目９番１８号　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 辻一丁目 9000037 沖縄県那覇市辻１－２－２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 泊北岸 9000012 沖縄県那覇市泊３－１５－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 沖縄赤十字病院 9020076 沖縄県那覇市与儀１丁目３番１号　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート ダブルツリー那覇首里城 9038601 沖縄県那覇市首里山川町１‐１３２‐１
ファミリーマート 小禄バイパス 9010146 沖縄県那覇市具志３－１１－１
ファミリーマート 豊見城警察署前 9010233 沖縄県豊見城市字瀬長１－２
ファミリーマート 具志頭向陽高校前 9010501 沖縄県島尻郡八重瀬町字長毛３７９番３の１
ファミリーマート 八重瀬外間 9010417 沖縄県島尻郡八重瀬字外間１０１－１
ファミリーマート 豊見城渡橋名 9010215 沖縄県豊見城市字渡嘉敷２９３－１
ファミリーマート 豊見城インター前 9010212 沖縄県豊見城市字平良５７３番１
ファミリーマート 南風原喜屋武 9011113 沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武１８４－２
ファミリーマート 一日橋 9011111 沖縄県島尻郡南風原町兼城５１１－２
ファミリーマート 佐真下 9012216 沖縄県宜野湾市字佐真下１７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 港川小学校前 9012133 沖縄県浦添市城間四丁目３５番８号　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート バイパス嘉数二丁目 9012226 沖縄県宜野湾市嘉数２－９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 西原中学校前 9030118 沖縄県中頭郡西原町小波津３番地　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 愛知高層団地前 9012205 沖縄県宜野湾市愛知二丁目１番５号　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 中城吉の浦 9012406 沖縄県中頭郡中城村当間５６２－１　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 北中喜舎場 9012311 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場２７４－１
ファミリーマート 読谷長浜 9040324 沖縄県中頭郡読谷村字長浜１６２９－１
ファミリーマート 沖縄安慶田 9040012 沖縄県沖縄市安慶田２－２５－２０
ファミリーマート 沖縄胡屋六丁目 9040021 沖縄県沖縄市胡屋六丁目１０－１
ファミリーマート 海邦一丁目 9042162 沖縄県沖縄市海邦１－２２－３５
ファミリーマート 沖縄ももやま通り 9040034 沖縄県沖縄市山内三丁目９番１号
ファミリーマート 北谷国体道路 9040101 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭５５０－１１
ファミリーマート 高原小学校前 9042171 沖縄県沖縄市高原５丁目８番６号
ファミリーマート 読谷とや 9040305 沖縄県中頭郡読谷村字都屋２６３－１
ファミリーマート 伊江 9050503 沖縄県国頭郡伊江村川平４２６番地７
ファミリーマート ふく薬品名護 9050006 沖縄県名護市字宇茂佐１７０３－１０１
ファミリーマート 伊江東 9050503 沖縄県国頭郡伊江村字川平１８８－４
ファミリーマート 勝連平安名 9042312 沖縄県うるま市勝連平安名１３６３－３番地
ファミリーマート 名護マルチメディア館前 9052172 沖縄県名護市豊原２２４－４９
ファミリーマート 名護大西通り 9050014 沖縄県名護市港一丁目１５番８号
ファミリーマート 具志川昆布 9042201 沖縄県うるま市字昆布９４１―１
ファミリーマート 名護大南四丁目 9050015 沖縄県名護市大南４丁目１－１１号
ファミリーマート 名護東江五丁目 9050021 沖縄県名護市東江５丁目１６番２５号
ファミリーマート 名護郵便局前 9050025 沖縄県名護市東江４丁目４－１２
ファミリーマート 名護真喜屋 9051143 沖縄県名護市字真喜屋８０２－１
ファミリーマート 奥間ビーチ前 9051412 沖縄県国頭郡国頭村字奥間１３７４－１
ファミリーマート 名護大北五丁目 9050019 沖縄県名護市大北５丁目２１番９号
ファミリーマート 宮古伊良部 9060501 沖縄県宮古島市伊良部字前里添６４７－１
ファミリーマート 石垣八島 9070004 沖縄県石垣市字登野城５３０－３　　　　　　　　　　　　　　　　　
ファミリーマート 石垣磯辺 9070001 沖縄県石垣市大浜１３４９－２１０　　　　　　　　　　　　　　　　


