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店名 所在地

大名屋京都北山店 京都市北区上賀茂向縄手町１９－２

北山栗栖町店 京都市北区紫竹栗栖町４９番３

北野白梅町店 京都市北区大将軍西町２００番地１

京都原谷店 京都市北区大北山　原谷乾町２０７番地１

堀川今出川店 京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町４００番地

長者亀屋町店 京都市上京区油小路通下長者町上ル亀屋町１５２－１

河原町丸太町店 京都市上京区河原町通丸太町上る桝屋町３６３番地

中立売智恵光院店 京都市上京区多門町４４５

平安女学院前店 京都市上京区室町通椹木町上る武衛陣町２３８番１

丸太町猪熊店 京都市上京区西丸太町１８５京都二条ハイツ１Ｆ

京都今出川針屋町店 京都市上京区小川通今出川下ル針屋町

烏丸寺ノ内店 京都市上京区烏丸通寺之内上る相国寺門前町６４７番地８

★ 堀川中立売店 京都市上京区 中立売堀川西入役人町２６０ 

烏丸今出川店 京都市上京区今出川通室町東入今出川町３３１

★ 薬ヒグチ西陣北店 京都市上京区仲之町 ４８３－１ 

出町店 京都市上京区出町通今出川上る青龍町２２５番地

★ 大原三千院店 京都市左京区大原上野町 ５６５－１ 

百万遍店 京都市左京区田中門前町２

下鴨北園町店 京都市左京区下鴨北園町７１－１１

東大路山端店 京都市左京区山端大城田町２３－１

白川通別当町店 京都市左京区北白川上別当町７番地２

銀閣寺白川通店 京都市左京区浄土寺馬場町７－１

京都一乗寺店 京都市左京区一乗寺花ノ木町１番地

聖護院店 京都市左京区聖護院山王町４３－５

白川北大路店 京都市左京区一乗寺樋ノ口町

田中御蔭通店 京都市左京区田中東樋ノ口町５６

京都堺町御池店 京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町６７０－１

ゼスト御池店 京都市中京区御池通寺町東入下本能寺前町４９２－１

河原町三条店 京都市中京区恵比須町４３７河原町三条ビル

三条寺町店 京都市中京区三条通麩屋町東入弁慶石町６３

烏丸六角店 京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町２５４

四条木屋町北店 京都市中京区鍋屋町２２２ツダビルディング

四条河原町西店 京都市中京区中之町５８５番地

京都三条高倉店 京都市中京区三条通高倉東入桝屋町５４－１

四条御前店 京都市中京区壬生仙念町９番

京都市左京区〔１０店舗〕

京都市中京区〔２２店舗〕

ファミリーマート「WEラブ赤ちゃんプロジェクト」ステッカー配布店舗一覧

配布期間：2022年4月11日（月）～2022年5月31日（火）

　※店内ラックにて配布。数量限定の為、無くなり次第配布終了

※★がついているのはきょうと子育て応援施設登録店舗です

京都市北区〔４店舗〕

京都市上京区〔１２店舗〕

https://www.family.co.jp/store.html


三条新町店 京都市中京区新町通姉小路下る町頭町１１５番

京都御前太子道店 京都市中京区西ノ京右馬寮町１０－１

★ 御池西洞院店 京都市中京区西洞院通 御池下る三坊西洞院町５７８ 

佐井太子道店 京都市中京区西ノ京北壺井町３０－１

京都御池通天神店 京都市中京区西ノ京樋ノ口町１

中徳烏丸二条店 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２５７

西小路天神川店 京都市中京区西ノ京小堀池町１９番地５

烏丸丸太町店 京都市中京区烏丸通竹屋町上ル大倉町２０３番地

烏丸押小路店 京都市中京区秋野々町５３５　日土地京都ビル

★ 千本三条店 京都市中京区西ノ京南聖町 １８－２０ 

本能寺店 京都市中京区下本能寺前町５２２

★ 三条大宮店 京都市中京区三条通大宮西入上瓦町５０番３

★ 堀川御池店 京都市中京区岩上通御池下る上巴町４１５番地 

★ 四条花見小路店 京都市東山区祇園町南側 ５７３－４

東山清水坂店 京都市東山区清水門前松原産寧坂西入清水４丁目１８２番地１８

四条西洞院店 京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町６８７

京都タワー前店 京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町７３０

新町高辻店 京都市下京区岩戸山町４４０

河原町仏光寺店 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８

室町仏光寺店 京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町５３０番地１

七条壬生店 京都市下京区夷馬場町３５番地１８

★ 四条堺町店 京都市下京区立売中之町８９ ライズビル四条高倉 

五条大宮店 京都市下京区五条通大宮南門前町４８０富士火災京都ビル１階

七条堀川店 京都市下京区七条通東堀川西入八百屋町４番地

四条高倉店 京都市下京区四条通高倉西入立売西町６２

★ 梅小路京都西駅前店 京都市下京区観喜寺町９番３ 

京都烏丸松原店 京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町３１６－２

西大路花屋町店 京都市下京区西七条掛越町２６－１

綾小路東洞院店 京都市下京区東洞院通仏光寺下ル高橋町６０８

堀川綾小路店 京都市下京区西綾小路西半町７０他３筆

東洞院下珠数屋町店 京都市下京区下珠数屋町通東洞院西入ル橘町６９

五条新町店 京都市下京区新町通五条下ル蛭子町１０７

西七条名倉町店 京都市下京区西七条名倉町２７

京都西七条店 京都市下京区西七条　北西野町３９番１

烏丸仏光寺店 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６７５番地

烏丸綾小路店 京都市下京区水銀屋町６３７　第五長谷ビル

京都駅八条口西店 京都市南区西九条池ノ内町６０番１

★ 吉祥院嶋店 京都市南区吉祥院嶋出在家町１６番 

河原町十条店 京都市南区東九条東札辻町４番地１

大宮大橋店 京都市南区上鳥羽卯ノ花６３－１

久世東土川町店 京都市南区久世東土川町２８０

吉祥院這登中町店 京都市南区吉祥院這登中町２４番地

烏丸八条口店 京都市南区東九条上殿田町４１番地１

西大路九条店 京都市南区吉祥院清水町３８番

唐橋羅城門町店 京都市南区唐橋羅城門町１３－４

京都市東山区〔２店舗〕

京都市下京区〔２１店舗〕

京都市南区〔１１店舗〕



吉祥院東砂ノ町店 京都市南区吉祥院東砂ノ町２６番２７番

吉祥院東前田店 京都市南区吉祥院東前田町３４番地

ヤスイカドノ五条店 京都市右京区西京極東大丸町３２－２

西大路三条店 京都市右京区西院上今田町２５番地１

葛野大路高辻店 京都市右京区西院西田町９７番地１

西院清水町店 京都市右京区西院清水町１

かどの七条店 京都市右京区西京極南方町７０－１

葛野西通店 京都市右京区西京極午塚町５７番

西京極駅前店 京都市右京区西京極　西池田町９－５　西京極駅前ビル

梅津段町店 京都市右京区梅津段町７

御池山ノ内店 京都市右京区山ノ内宮脇町１８－１

嵯峨嵐山駅北口店 京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町３１

嵯峨新宮町店 京都市右京区嵯峨新宮町１０番１

太秦西蜂岡町店 京都市右京区太秦西蜂岡町９番１１５

嵯峨野宮ノ元町店 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町２番１

西院南店 京都市右京区西院三蔵町２０番１

太秦小学校前店 京都市右京区太秦椙ケ本町４番１

ＪＲ太秦駅前店 京都市右京区太秦上ノ段町１０

京北周山町店 京都市右京区京北周山町泓１５番

妙心寺駅前店 京都市右京区花園天授ケ岡町９番地

京都嵯峨広沢店 京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町３０番地

太秦森ケ東町店 京都市右京区太秦森ケ東町２６－４

太秦丸太町店 京都市右京区太秦開日町１－１

天神川高辻店 京都市右京区西院西貝川町６１

阪急西院駅前店 京都市右京区西院高山寺町１２番３

伏見日野西風呂店 京都市伏見区日野西風呂町１番６

伏見墨染店 京都市伏見区深草大島屋敷町３２番地

京阪藤森駅前店 京都市伏見区深草キトロ町７

★ 京都深草フチ町店 京都市伏見区深草フチ町１番

★ 竹田松林町店 京都市伏見区竹田松林町 ３２番２ 

伏見桃山駅前店 京都市伏見区京町４丁目１５５－１京阪桃山ビル

竹田駅前店 京都市伏見区竹田内畑町１６０

竹田久保町店 京都市伏見区深草ヲカヤ町２９

久我石原町店 京都市伏見区久我石原町２－５５

深草龍大前店 京都市伏見区深草綿森町３０－１

京都伏見横大路店 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後１４番地の１

伏見桃山東店 京都市伏見区桃山町山ノ下１９番地２５

伏見醍醐大構店 京都市伏見区醍醐大構町２６番地３

伏見舞台町店 京都市伏見区舞台町４９番地

伏見横大路店 京都市伏見区横大路朱雀１１－１

伏見中書島店 京都市伏見区表町５８９－１

伏見出羽屋敷店 京都市伏見区深草出羽屋敷町２３番地１１

伏見西丹波橋店 京都市伏見区舞台町９番地

伏見京町店 京都市伏見区京町１０丁目１１１７番２

京都薬科大学前店 京都市山科区御陵中内町３５－１

京都市右京区〔２３店舗〕

京都市伏見区〔１９店舗〕

京都市山科区〔７店舗〕



京都東インター店 京都市山科区音羽前田町５０番１５０番５

★ 東野駅東店 京都市山科区東野中井ノ上町２－４ 

山科駅西店 京都市山科区御陵大津畑町２２－１９

京都清水焼団地店 京都市山科区川田清水焼団地町７－２

山科八代店 京都市山科区東野八代１８

山科大塚店 京都市山科区大塚西浦町４番１

上桂山田口店 京都市西京区山田弦馳町１番地１２

松尾大社前店 京都市西京区嵐山宮ノ前町１０３

桂西滝川町店 京都市西京区桂西滝川町１９番地

西京桂坂店 京都市西京区御陵大枝山町４丁目３５番２

洛西新林本通店 京都市西京区大枝西新林町５－８－２

★ 西京御陵溝浦店 京都市西京区御陵溝浦町 １９－４ 

福知山牧店 福知山市字牧小字市場浦８２６－１

福知山蛇ヶ端店 福知山市字堀小字今岡２５９６番

福知山東羽合店 福知山市東羽合町１５２

福知山荒河店 福知山市岩井東町６番１他３筆

舞鶴引土店 舞鶴市字引土小字河原田１１６－４

舞鶴七条店 舞鶴市北浜町１０－６

舞鶴行永店 舞鶴市行永字永田寺２４４０－１１

舞鶴南田辺店 舞鶴市南田辺７０－１２

綾部駅前通店 綾部市駅前通３９番地の２

宇治木幡店 宇治市木幡東中５４

京都宇治弐番店 宇治市宇治弐番８４－１

宇治東インター店 宇治市菟道西隼上り１０－８

宇治槇島町店 宇治市槇島町本屋敷７番地

宇治紫ケ丘店 宇治市槇島町南落合１６番地の１

六地蔵駅前店 宇治市六地蔵奈良町７４番地１パデシオン六地蔵

宇治槇島一ノ坪店 宇治市槇島町一ノ坪１７番地１

宇治槇島町目川店 宇治市槇島町目川２７－１

ＪＲ宇治駅南口店 宇治市宇治妙楽１８２番１２トキジンビル１Ｆ

宇治伊勢田北山店 宇治市伊勢田町北山２－３

亀岡本梅町店 亀岡市本梅町中野大向８番４

亀岡下矢田店 亀岡市下矢田町大末２番地１０

亀岡追分町店 亀岡市追分町藪ノ下１１番５

亀岡大井町店 亀岡市大井町並河２丁目２２－３

亀岡宮前町店 亀岡市宮前町宮川稲荷１１１番３

★ 亀岡篠町店 亀岡市篠町馬堀広道１３－１ 

城陽平川店 城陽市平川大将軍９

城陽寺田店 城陽市寺田垣内後４６－３

城陽深谷店 城陽市寺田深谷６４－２８０

城陽駅南店 城陽市寺田水度坂１５－３０４

舞鶴市〔４店舗〕

綾部市〔１店舗〕

宇治市〔１０店舗〕

亀岡市〔６店舗〕

城陽市〔１０店舗〕

京都市西京区〔６店舗〕

福知山市〔４店舗〕



城陽久世店 城陽市久世下大谷３

富野荘駅前店 城陽市枇杷庄鹿背田６３－３

城陽枇杷庄店 城陽市枇杷庄大三戸１９－１

城陽樋尻店 城陽市寺田６

城陽奈島店 城陽市奈島川田１３－１

市辺南垣内店 城陽市市辺南垣内５７番地１

梶友西向日駅前店 向日市上植野町南開２４－３０

向日洛西口店 向日市物集女町御所海道３－２

向日南淀井店 向日市上植野町南淀井１０１４１５１６上植野町菱田１５

長岡京調子店 長岡京市調子２－６８－１

長岡京駅前店 長岡京市神足２－１５０１

長岡京久貝店 長岡京市久貝１－２０４－１

今里二丁目店 長岡京市今里２丁目１０－１３

今里彦林店 長岡京市今里彦林４

★ 長岡京野添店 長岡京市野添 一丁目１９番１３号 

八幡市〔４店舗〕

八幡月夜田店 八幡市八幡月夜田９１番地

八幡美濃山店 八幡市美濃山西ノ口３－１

八幡国道店 八幡市下奈良新下１３－５

八幡男山金振店 八幡市男山　金振１－４１－５１－６

京田辺市役所前店 京田辺市興戸北鉾立３７番地３

京田辺草内店 京田辺市草内馬橋９－２

京田辺大住店 京田辺市薪畠３１－１

京田辺興戸店 京田辺市興戸塚ノ本１４－１

三山木西店 京田辺市三山木柚ノ木１番

京田辺公園店 京田辺市田辺平１０８－１

★ 京田辺三山木店 京田辺市三山木土地区画整理地区街区番号５３ 

峰山町杉谷店 京丹後市峰山町杉谷６５４

大宮町河辺店 京丹後市大宮町河辺小字豊野３２０８番

峰中前店 京丹後市峰山町荒山小字辻３２０番

大宮町谷内店 京丹後市大宮町谷内小字平田２２２８番

南丹園部内林町店 南丹市園部町内林町東畑３０－４

★ 木津梅美台店 木津川市梅美台一丁目 １番地３ 

木津川久保店 木津川市相楽川久保１６番地４

木津大谷店 木津川市木津八後３５番地１

木津川相楽店 木津川市相楽神後原７番地１

木津川台駅前店 木津川市吐師宮ノ前４９－６

木津駅前店 木津川市木津池田２０番地８

山城上狛店 木津川市山城町上狛野日向２－２

大山崎インター店 乙訓郡大山崎町字下植野小字五条本２０番地の４

★ 大山崎町円明寺店 乙訓郡大山崎町字円明寺 小字鳥居前５番地７

木津川市〔７店舗〕

大山崎町〔３店舗〕

向日市〔３店舗〕

長岡京市〔６店舗〕

京田辺市〔７店舗〕

京丹後市〔４店舗〕

南丹市〔１店舗〕



大山崎町店 乙訓郡大山崎町字大山崎小字傍示木１ー４

京都久御山佐古店 久世郡久御山町佐古外屋敷２３９番地１

久御山もみいけ店 久世郡久御山町佐山籾池３６－２

精華光台店 相楽郡精華町光台４丁目５６番地の５

精華学研都市店 相楽郡精華町精華台２丁目１０番地１３

京丹波蒲生店 船井郡京丹波町蒲生蒲生野２０９－３

久御山町〔２店舗〕

精華町〔２店舗〕

京丹波町〔１店舗〕


