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ファミリーマートのお買い物を「もっとお得に、もっと便利に」

〈主な機能〉

バナー表示
注目のセールや商品フェアなどのバナーを表示します。

ゲームゲーム
抽選でFamiポートクーポンが当たるゲームにご参加いた
だけます。
※実施していない期間もございます。

T会員限定サービス
手続きすると、モバイルＴカードの利用、保有Ｔポイント、
ファミランクの表示、Ｔマネー残高、お買い物履歴のサービス
をご利用いただけます。
※会員限定プログラムは実施していない期間もございます。

クーポン
Ｔカードクーポンやゲームで獲得したFamiポートクーポン
が配信されます。※実施していない期間もございます。

ニュース
おすすめ商品など旬の情報をニュース形式で配信します。

お知らせ
キャンペーンや新商品などお得な情報が配信されます。
※ご利用いただくには「お知らせを受信する」を有効にする設定が必要です。

キャンペーン
店舗で実施しているキャンペーンやアプリ限定のキャンペーン
情報を配信します。

スマートフォンがTカードの代わり
になるサービスをご利用いただけ
ます。

便利なアプリ

Famiポート
アプリ

Wi-Fiアプリ サークルＫ・サンクス
アプリ

ファミリーマートアプリと連携している他のアプリの呼び出し
（起動）やダウンロードが可能です。

モバイルTカード
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Tカードクーポン

Ｔ会員限定サービスを提供1
「お知らせ」ボタンをタップすると、お知らせ（プッシュ
通知）で配信されたキャンペーンや新商品などのお得な
情報が表示されます。

お得な情報をお知らせ配信
（プッシュ通知）

2
「便利なアプリ」から、連携する各アプリの呼び出し
（起動）が可能です。

連携するアプリの呼び出し
（起動）が簡単

3

アプリ限定プログラム参加でクーポンがもらえる4
レシートを撮影し、簡単にキャンペーンに応募できます。
※実施していない期間もございます。

アプリ限定キャンペーンに
応募できる

5

「クーポン」を
タップします。

お買い物される店舗をお選びいただきボタンを
タップしてください。

「キャンペーン」を
タップします。

「ファミマフードポイント」
をタップします。

「撮影」をタップして
レシートを撮影し、
送信をタップします。

「対象レシートを撮影」を
タップします。

QRコードを表示して、
Famiポートにかざします。

クーポンを
発券できます。

呼び出し

Famiポート
アプリ

Wi-Fiアプリ サークルＫ・サンクス
アプリ

Ｔカードクーポンセット後に、クーポン対象の商品をご購入
いただくと通常のショッピングポイントにプラスしてＴポイント
がもらえるお得なクーポンです。

Famiポートクーポン
抽選で引換/割引クーポンが当たるゲームにご参加いただけます。

※実施していない期間もございます。

・モバイルＴカード　・保有Ｔポイント、ファミランクの表示
・Ｔマネー残高確認　・お買い物履歴のサービス
※手続き方法は4ページ以降をご確認ください。

※T会員限定サービス利用手続きが必要です。

手続きすると以下のサービスがご利用いただけます。

手続きする

アプリTOP画面「クーポン」をタップします。



３

すでにアプリをお持ちで、T会員限定サービス利用手続きがお済の方
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「モバイルＴカード」をタップします

次回以降、表示の必要ない場合は、「次回以降表示しない」
にチェックを入れた後、「モバイルＴカードを表示」をタップし
てください。

注意事項をご確認の上、「モバイル
Ｔカードを表示」をタップします

初回のみ表示されます。

モバイルＴカードの利用規約を
ご確認の上、「同意する」をタップします

Ｔマネーをご利用いただくには別途お手続きが必要です。モバイル
Tカードのみではクレジット決済はできません。別途クレジット
カードをご提示ください。Tポイントを貯めるためには、おサイフ
ケータイ®でお支払いいただく場合も、事前にモバイルＴカード
（バーコード）のご提示が必要です。携帯端末に表示されたバーコード
画像をスクリーンショット等による記録および複製等をして
ご提示もしくはご本人様以外のご利用は禁止しております。

完了！

サ
ン
プ
ル

「Tマネー利用
手続き方法」へ進む

※ご利用にはT会員限定サービス利用手続きが必要です。モバイルTカードの表示方法

Tマネー暗証番号が設定されていない場合

メニューの背景が紺色になります。
（Tマネー利用モード有効）スタッフに
「Tマネーを利用する」とお伝えください。
（自動でTマネー支払いにはなりません。）

完了！

「次回よりTマネー暗証番号を省略」に
チェックを入れると次回から省略が可能
です。Tマネー暗証番号が未設定の場合
は入力画面は表示されません。

Ｔマネー暗証番号を
入力後、「認証する」を
タップします

「Tマネー利用モード
有効にする」を
タップします

登録内容をご確認後、
アプリに戻り「モバイル
Ｔカード」をタップします

必要事項（暗証番号／秘密の質問
／T会員番号／文字認証）を入力して
設定してください。暗証番号の登録
にはTカード番号が必要です。

必要事項を入力後、
「設定する」を
タップします

パスワードを
入力後、「ログイン」
をタップします

Yahoo! JAPAN ID
を入力後、「次へ」を
タップします

「Tマネー
暗証番号設定」を
タップします

Tマネー非対応のTカードで登録して
いる場合は表示されません。

「Tマネー利用モード
有効にする」を
タップします

サ
ン
プ
ル

サ
ン
プ
ル

サ
ン
プ
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※Tマネー非対応のＴカードはご利用いただけません。

Tマネー利用手続き方法

Tマネー暗証番号が設定済の場合

Tマネーを
ご利用される方は

※サークルK・サンクスではTマネーはご利用いただけません。



T会員限定サービス利用手続き方法

４

まだT会員限定サービス利用手続きがお済でない方
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店舗でご利用されるＴカード番号
を入力してください。

3ページ
モバイルTカードを
ご利用される方は

モバイルTカード
利用手続き方法へ戻る

●初期設定

●お持ちのYahoo! JAPAN IDに
　Tカード番号が登録されていない方

「手続きする」を
タップします

※T会員限定サービスをご利用いただく
にはYahoo! JAPAN IDにTカード
番号の登録が必要です。

Yahoo! JAPAN IDを
お持ちの場合

お持ちのYahoo! JAPAN IDに
Tカード番号が

登録されていない場合

Yahoo! JAPAN IDを
お持ちで無い場合は

5ページへ進む

Yahoo! JAPAN IDを
入力後、「次へ」を
タップします

パスワードを入力後、
「ログイン」をタップします 完了！

Ｔカード番号を
入力します

登録内容にお間違えがないかご
確認いただき、利用規約に同意を
いただいた上で登録ボタンをタッ
プしてください。

内容をご確認後、
「登録」をタップします

同意事項をご確認の上、
□に   チェックを入れ、

「ログイン」をタップします



T会員限定サービス利用手続き方法

まだT会員限定サービス利用手続きがお済でない方
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「手続きする」をタップします 「IDを新しく取得する」を
タップします

完了！
Tサイト［Tポイント/Tカード］にご登録いただいた
メールアドレスに登録完了のお知らせが届きます。（初回のみ）

店舗でご利用されるTカード番号を入力してください。

Ｔカード番号を入力後、
「登録」をタップします

登録内容をご確認後、「ご利用中の
サービスに戻る」をタップします 「新規で利用開始する」をタップします

必要事項を入力後、「Yahoo! JAPAN ID
を登録」をタップします

メールアドレス、希望するID、パスワード等必要事項を入
力してください。

同意事項をご確認の上、□に　チェックを
入れ、「ログイン」をタップします

●Yahoo! JAPAN ID をお持ちで無い場合

3ページ
モバイルTカードを
ご利用される方は

モバイルTカード
利用手続き方法へ戻る



６

完了！
画面を閉じてアプリトップにお戻りください。

Tサイトのトップページに遷移します。

現在登録しているTカード番号と新たに登
録（変更）したいTカード番号をそれぞれ
入力し、「変更する」をタップしてください。

「T会員限定サービス」を
タップします

Yahoo! JAPAN IDを入力後、
「次へ」をタップします

パスワードを入力後、
「ログイン」をタップします

新・旧のＴカード番号を入力後、
「変更する」をタップします

内容をご確認後、
「登録する」をタップします

「Tポイント履歴」を
タップします

「T-POINT/T-CARD」を
タップします

「お客さま情報」を
タップします

「登録情報変更」を
タップします

「Tカード番号の登録・
変更」をタップします

※お客様のＴ会員限定サービスのご利用状況により手順が前後する場合がございます。

※アプリが表示できない場合は、アプリを完全に終了させてから、通信環境が良い所で再起動してください。Wi-Fiに接続している場合はOFFにしてお試しください。なお、ご利用時に発生するパケット通信費用等はお客様のご負担となります。 ※画像は全てイメージです。


