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ファミリーマート取扱店舗一覧

前橋市

高崎市

藤岡市

渋川市

沼田市

安中市
富岡市
利根郡みなかみ町
北群馬郡
吾妻郡

前橋下小出町店

〒371-0031 群馬県前橋市下小出町１丁目２−９

027-260-1701

日野屋伊勢崎末広町店

〒372-0057 群馬県伊勢崎市末広町１３７−１

0270-20-1182

前橋下石倉町店

〒371-0842 群馬県前橋市下石倉町２２−９

027-210-5015

前橋江田店

〒371-0836 群馬県前橋市江田町１０３−３

027-210-5250

伊勢崎国定町一丁目店

〒379-2221 群馬県伊勢崎市国定町１丁目１２２３−１

0270-20-2015

日野屋伊勢崎南店

〒372-0833 群馬県伊勢崎市富塚町２５０−１３

前橋田口町店

〒371-0048 群馬県前橋市田口町２９１−１

027-219-0307

0270-20-3285

日野屋伊勢崎高校前店

〒372-0033 群馬県伊勢崎市南千木町２４７０−１

前橋六供店

〒371-0804 群馬県前橋市六供町７５６−１

0270-50-8521

027-220-5150

ジェイ・クエスト佐波東店

〒379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町２３１番地

前橋富士見原之郷店

0270-70-5100

〒371-0116 群馬県前橋市富士見町原之郷１０９４−１

027-230-5159

伊勢崎西久保町店

〒379-2204 群馬県伊勢崎市西久保町３丁目７５５−３

0270-70-5110

前橋総社町高井店

〒371-0856 群馬県前橋市総社町高井２３５−１

027-256-7610

玉村町福島店

〒370-1105 群馬県佐波郡玉村町福島１０９４−１

0270-20-4780

前橋大渡町店

〒371-0854 群馬県前橋市大渡町１丁目７−５

027-256-8748

玉村町上之手店

〒370-1127 群馬県佐波郡玉村町上之手１５１１−６

0270-30-2072

前橋元総社町店

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町１１９７−１

027-256-9522

日野屋玉村下新田店

〒370-1132 群馬県佐波郡玉村町下新田４６８−１

0270-30-6080

前橋小屋原町店

〒379-2121 群馬県前橋市小屋原町９５１−１

027-267-9020

日野屋東五丁目店

〒376-0034 群馬県桐生市東５丁目５−３２

0277-20-1236

前橋上増田町店

〒379-2114 群馬県前橋市上増田町６５６−１

027-267-9025

桐生新宿三丁目店

〒376-0006 群馬県桐生市新宿３丁目１３−２７

0277-20-6013

前橋富田町店

〒379-2161 群馬県前橋市富田町１１４１−２

027-280-7037

日野屋天神町店

〒376-0052 群馬県桐生市天神町２丁目３−２９

0277-22-5538

前橋赤十字病院店

〒371-0811 群馬県前橋市朝倉町 ３８９番地１

027-290-3017

桐生広沢店

〒376-0013 群馬県桐生市広沢町１丁目２９０３

0277-40-2027

前橋東善店

〒379-2132 群馬県前橋市東善町４３９−３

027-290-4952

桐生川内町店

〒376-0041 群馬県桐生市川内町２丁目２５６−３

0277-40-3720

高崎あら町店

〒370-0831 群馬県高崎市あら町５９−３

027-310-1025

桐生末広町店

〒376-0021 群馬県桐生市巴町２丁目１−１

0277-44-3788

高崎駅西口店

〒370-0849 群馬県高崎市八島町２４−２

027-310-5051

日野屋黒保根店

〒376-0144 群馬県桐生市黒保根町下田沢７７番地３

0277-70-3008

高崎江木町店

〒370-0046 群馬県高崎市江木町３２８−４

027-310-5333

みどり大間々店

〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々３３−６

0277-30-7060

高崎吉井町店

〒370-2128 群馬県高崎市吉井町本郷５８５−１

027-320-3043

みどり笠懸店

〒379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿４３５４−５

0277-30-8588

高崎石原町店

〒370-0864 群馬県高崎市石原町１４６８−１

027-320-7676

太田木崎町店

〒370-0321 群馬県太田市新田木崎町１１４８−３

0276-20-8215

高崎宮元町店

〒370-0828 群馬県高崎市宮元町２２９

027-330-1317

太田下小林町店

〒373-0807 群馬県太田市下小林町３５６−１

0276-30-6015

高崎高関店

〒370-0043 群馬県高崎市高関町４１０−５

027-330-1520

太田只上町店

〒373-0011 群馬県太田市只上町１６９６−１

0276-36-1011

高崎中居町店

〒370-0852 群馬県高崎市中居町３丁目１８−２

027-350-1621

太田内ヶ島町店

〒373-0813 群馬県太田市内ケ島町８６６−１

0276-60-1561

高崎萩原町店

〒370-0013 群馬県高崎市萩原町４４１−３

027-350-7010

藪塚大原店

〒379-2304 群馬県太田市大原町１０４−４

0277-79-0012

高崎浜川町店

〒370-0081 群馬県高崎市浜川町２００３−１

027-360-4371

太田大原町店

〒379-2304 群馬県太田市大原町１２９２−１

0277-79-0014

高崎飯塚町北店

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町２４６

027-370-0023

太田鳥山店

〒373-0062 群馬県太田市鳥山中町１５８３−３

0276-20-2015

高崎飯塚町店

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町４４８−１

027-370-5360

館林赤生田店

〒374-0013 群馬県館林市赤生田町２１１９−１

0276-76-8760

高崎問屋町二丁目店

〒370-0006 群馬県高崎市問屋町２丁目１１−２−１

027-370-8545

館林本町四丁目店

〒374-0024 群馬県館林市本町４丁目１７−２

0276-70-1392

高崎新町笛木町店

〒370-1301 群馬県高崎市新町１６５０−１

0274-20-2310

日野屋矢島店

〒370-0712 群馬県邑楽郡明和町矢島２３１−１

0276-70-3001

藤岡パーキングエリア店

〒375-0005 群馬県藤岡市中１１３１−８

0274-50-1610

日野屋大泉朝日三丁目店

〒370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日３丁目１−１５

0276-20-3003

渋川上白井店

〒377-0201 群馬県渋川市上白井１３２１−１２７

0279-20-2620

足利小俣町店

〒326-0141 栃木県足利市小俣町１８０９−１

0284-65-0151

おおるり小野上店

〒377-0312 群馬県渋川市小野子１８４２−１

0279-26-3388

渋川石原店

〒377-0007 群馬県渋川市石原１７９４−１

0279-30-0036

伊香保店

〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保１７４−７

0279-30-4671

渋川坂東橋店

〒377-0061 群馬県渋川市北橘町下箱田 ６２５番地

027-231-8589

渋川上白井店

〒377-0201 群馬県渋川市上白井１３２１−１２７

0279-20-2620

おおるり小野上店

〒377-0312 群馬県渋川市小野子１８４２−１

0279-26-3388

渋川石原店

〒377-0007 群馬県渋川市石原１７９４−１

0279-30-0036

伊香保店

〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保１７４−７

0279-30-4671

渋川諏訪ノ木店

〒377-0007 群馬県渋川市石原１１７８−１

0279-60-5066

沼田白沢店

〒378-0126 群馬県沼田市白沢町上古語父１７９−１

0278-20-9135

沼田西倉内町店

〒378-0042 群馬県沼田市西倉内町１

0278-30-2850

沼田インター店

〒378-0052 群馬県沼田市桜町１６７８−５

0278-30-5670

沼田久屋原町店

〒378-0005 群馬県沼田市久屋原町５−１

0278-60-1381

沼田三洋ドライブイン店

〒378-0022 群馬県沼田市屋形原町１４２６

0278-60-1630

安中上間仁田店

〒379-0123 群馬県安中市上間仁田５２０−１

027-380-1070

富岡下高尾店

〒370-2311 群馬県富岡市下高尾４７８−１２

0274-70-2840

富岡下高瀬店

〒370-2332 群馬県富岡市下高瀬２９９−１

0274-89-3181

JA利根沼田月夜野店

〒379-1315 群馬県利根郡みなかみ町上津９５７−２

0278-62-1755

みなかみ湯原店

〒379-1617 群馬県利根郡みなかみ町湯原８３０

0278-72-9022

吉岡下野田店

〒370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町下野田１１１５−３

0279-30-6020

中之条伊勢町下店

〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町６７５−１

0279-69-7751

伊勢崎市

佐波郡

桐生市

みどり市

太田市

館林市
邑楽郡
栃木県足利市

