
台数 所在地

1 ファミリーマート 池袋北口 豊島区西池袋1-43-7
2 ファミリーマート 西池袋一番街 豊島区西池袋1-24-4
3 ファミリーマート ピソ池袋 豊島区池袋2-62-1
4 ファミリーマート 要町駅前 豊島区西池袋5-24-10
5 ファミリーマート 立教通り 豊島区西池袋3-29-7
6 ファミリーマート 豊島千早一丁目 豊島区千早1-12ｰ12
7 ファミリーマート 千川駅北 豊島区要町3-38-4
8 ファミリーマート 豊島高松一丁目 豊島区高松1-1-11
9 ファミリーマート 上池袋 豊島区上池袋4-9-1
10 ファミリーマート 北大塚 豊島区北大塚1-20-2
11 ファミリーマート 巣鴨駅前 豊島区巣鴨3-28-9
12 ファミリーマート 西巣鴨 豊島区西巣鴨3-27-1
13 ファミリーマート 西巣鴨駅東 豊島区西巣鴨4-17-2
14 ファミリーマート サンシャイン通り南 豊島区東池袋1-13-11
15 ファミリーマート 東池袋一丁目 豊島区東池袋1-26-4
16 ファミリーマート 池袋駅東 豊島区東池袋1-7-12
17 ファミリーマート サウス池袋 豊島区南池袋1-23-6
18 ファミリーマート 南池袋一丁目 豊島区南池袋1-25-1
19 ファミリーマート サンシャイン南 豊島区東池袋4-26-1
20 ファミリーマート サンシャイン西 豊島区東池袋3-3-2
21 ファミリーマート サンシャインＣＰＨ 豊島区東池袋3-1-5
22 ファミリーマート 東池袋四丁目 豊島区東池袋4-29-12
23 ファミリーマート 東池袋春日通り 豊島区東池袋3-23-22
24 ファミリーマート としまエコミューゼタウン 豊島区南池袋2-45-3
25 ファミリーマート 京王プレッソイン池袋 豊島区南池袋2-29-11
26 ファミリーマート 豊島南池袋三丁目 豊島区南池袋3-1-10
27 ファミリーマート 東池袋 豊島区東池袋3-15-2
28 ファミリーマート 西池袋一丁目 豊島区西池袋1-22-2 ナカヤビル
29 ファミリーマート 西池袋 豊島区池袋2-78-2
30 ファミリーマート 豊島池袋三丁目 豊島区池袋3-37-12
31 ファミリーマート 下板橋駅前 豊島区池袋本町4-43-12
32 ファミリーマート 池袋北口駅前 豊島区西池袋1-29-5
33 ファミリーマート 池袋本町一丁目 豊島区池袋本町1-20-5　山屋マンション１Ｆ
34 ファミリーマート 西池袋四丁目 豊島区西池袋4-13-7
35 ファミリーマート 丸萬千川駅前 豊島区要町3-2-13
36 ファミリーマート 豊島要町二丁目 豊島区要町2-31-6
37 ファミリーマート 豊島要町 豊島区要町1-11-1
38 ファミリーマート 西池袋五丁目 豊島区西池袋5-14-8
39 ファミリーマート 東長崎駅南 豊島区南長崎5-24
40 ファミリーマート 南長崎五丁目 豊島区南長崎5-1-1
41 ファミリーマート 椎名町駅南口 豊島区南長崎1-25-12
42 ファミリーマート 目白駅西 豊島区目白3-14-8　つるやビル
43 ファミリーマート 目白三丁目 豊島区目白3-4-18
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44 ファミリーマート サンクス西巣鴨三丁目 豊島区西巣鴨3-15
45 ファミリーマート 巣鴨地蔵通り 豊島区巣鴨3-34-1
46 ファミリーマート 駒込本郷通り 豊島区駒込3-23
47 ファミリーマート 巣鴨スポーツセンター前 豊島区巣鴨2-4-9
48 ファミリーマート 南大塚三丁目 豊島区南大塚3-48-3
49 ファミリーマート サンクス駒込駅北 豊島区駒込2-3-1
50 ファミリーマート 池袋東口 豊島区東池袋1-39-15
51 ファミリーマート 東池袋明治通り 豊島区東池袋1-35-3
52 ファミリーマート 南池袋東通り 豊島区南池袋2-15-12
53 ファミリーマート 東池袋三丁目 豊島区東池袋3-12-12
54 ファミリーマート 中池袋公園北 豊島区東池袋1-17-3
55 ファミリーマート 池袋東口明治通り 豊島区南池袋1-19-6　オリックス池袋ビル
56 ファミリーマート 目白南 豊島区高田3-31-5
57 ファミリーマート 高田三丁目 豊島区高田3-21-8
58 ファミリーマート 豊島高田一丁目 豊島区高田1-16-1
59 ファミリーマート 目白二丁目 豊島区目白2-39-1
60 ファミリーマート いずみや高田 豊島区高田3-19-6
61 ファミリーマート ミヤモトドラッグ南池袋 豊島区南池袋2-32-1
62 ファミリーマート 丸萬椎名町北口 豊島区長崎1-18-11
63 ファミリーマート 西池袋三丁目 豊島区西池袋3-1-13
64 ファミリーマート 丸萬椎名町駅前 豊島区長崎1-2-7
65 ファミリーマート 西武東長崎駅前 豊島区長崎5-1-34 東長崎西武ビル
66 ファミリーマート 池袋二丁目 豊島区池袋2-60-6
67 ファミリーマート 池袋ロイヤルホテル 豊島区池袋2-42-4
68 ファミリーマート 池袋西口 豊島区池袋2-7-5
69 ファミリーマート 豊島長崎三丁目 豊島区長崎3-14-17
70 ファミリーマート 巣鴨三丁目 豊島区巣鴨3-24-11
71 ファミリーマート 巣鴨一丁目 豊島区巣鴨1-20-9　巣鴨ファーストビル
72 ファミリーマート 駒込六丁目 豊島区駒込6-34-1
73 ファミリーマート 南大塚通り 豊島区南大塚3-43-1
74 ファミリーマート 南大塚 豊島区南大塚1-49-4
75 ファミリーマート ハレザ池袋 豊島区東池袋1-18-1
76 ファミリーマート 池袋グリーン大通り 豊島区東池袋1-12-3 常陽銀行池袋ビル
77 ファミリーマート 南池袋パーク通り 豊島区南池袋2-26-7
78 ファミリーマート 上池袋三丁目 豊島区上池袋3-1-1　ヴィア・シテラ・東京
79 ファミリーマート 池袋大橋東 豊島区東池袋1-44-8　パークサイドビル
80 ファミリーマート 南池袋公園前 豊島区南池袋2-23-2
81 ファミリーマート 東池袋二丁目 豊島区東池袋2-38-23　SAMビル
82 ファミリーマート 南池袋二丁目 豊島区南池袋2-12-5　英ビル
83 ファミリーマート 東池袋セイコービル 豊島区東池袋1-30-6
84 ファミリーマート ダイヤゲート池袋 豊島区南池袋1-16-15


