
店舗名 郵便番号 住所

ミニストップ　八戸高専前 039-1104 青森県八戸市大字田面木字美濃助平１８番１

ミニストップ　八戸鮫町西子沢 031-0841 青森県八戸市大字鮫町字西子沢１５番地６５
ミニストップ　むつ旭町 035-0076 青森県むつ市旭町５番９号
ミニストップ　久慈田屋町 028-0022 岩手県久慈市田屋町１－３８－２
ミニストップ　久慈大川目 028-0091 岩手県久慈市大川目町第１地割１１４番地２２
ミニストップ　石巻新千刈 986-2135 宮城県石巻市渡波字新千刈４３番１
ミニストップ　石巻新立野 986-0860 宮城県石巻市のぞみ野三丁目１番地１
ミニストップ　仙台薬師堂駅前 984-0042 宮城県仙台市若林区大和町１丁目１番１０号ＳＳグロリエ１Ｆ
ミニストップ　仙台芋沢 989-3212 宮城県仙台市青葉区芋沢字大竹中２４－４
ミニストップ　大和鶴巣 981-3417 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字南大崎３－１
ミニストップ　中田町石森 987-0601 宮城県登米市中田町石森字古舘８２番１
ミニストップ　多賀城城南 985-0865 宮城県多賀城市城南１丁目１１番３８号
ミニストップ　仙台長町１丁目 982-0011 宮城県仙台市太白区長町１丁目２番１２号
ミニストップ　宮城築館 987-2205 宮城県栗原市築館宮野中央二丁目２－６
ミニストップ　東仙台駅前 983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台２丁目１５番１１号
ミニストップ　南光台東 981-8001 宮城県仙台市泉区南光台東１丁目５４－１７
ミニストップ　宮城美里 987-0041 宮城県遠田郡美里町字新妻の神６９－１
ミニストップ　石巻大街道北 986-0854 宮城県石巻市大街道北二丁目２番２０号
ミニストップ　宮城柴田剣崎 989-1613 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣水５８番
ミニストップ　仙台泉中央１丁目 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目３６番地の４
ミニストップ　大和町小野 981-3623 宮城県黒川郡大和町小野字前沢１４番地の３
ミニストップ　仙台八木山緑町 982-0832 宮城県仙台市太白区八木山緑町７番３２号
ミニストップ　福島小鳥の森 960-8141 福島県福島市渡利字八寺沢下１２－３
ミニストップ　泉崎北平山 969-0103 福島県西白河郡泉崎村大字北平山字滝田下８０番
ミニストップ　川俣大清水 960-1431 福島県伊達郡川俣町字大清水４－１
ミニストップ　国見あつかしの郷 969-1761 福島県伊達郡国見町大字藤田字日渡二１８番１
ミニストップ　鏡石ＰＡ上り 969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ内７２－３
ミニストップ　小野インター 963-3521 福島県田村郡小野町大字飯豊字坂東内前２３－１
ミニストップ　原町大木戸 975-0061 福島県南相馬市原町区大字大木戸字松島３３６－８
ミニストップ　いわき泉町５丁目 971-8185 福島県いわき市泉町５－６－１３
ミニストップ　原町石神 975-0075 福島県南相馬市原町区石神字坂下１５５－１
ミニストップ　福島南向台 960-8143 福島県福島市南向台三丁目１８番１
ミニストップ　いわき玉川 971-8127 福島県いわき市小名浜玉川町南２５番１
ミニストップ　伊達上台 960-0488 福島県伊達市上台２９番地１
ミニストップ　郡山八山田 963-8052 福島県郡山市八山田２丁目１７７－２
ミニストップ　会津門田町中野 965-0842 福島県会津若松市門田町大字中野字大道西２０番１
ミニストップ　神栖日川 314-0114 茨城県神栖市日川字日向２３５
ミニストップ　波崎砂山 314-0255 茨城県神栖市砂山１０１４番１９３
ミニストップ　新利根中山 300-1415 茨城県稲敷市中山１９６９
ミニストップ　神栖知手中央 314-0112 茨城県神栖市知手中央１丁目７番３１号
ミニストップ　神栖波崎 314-0408 茨城県神栖市波崎７６８２－３
ミニストップ　神栖知手 314-0115 茨城県神栖市知手字砂３４２０－９４
ミニストップ　竜ヶ崎大徳町 301-0816 茨城県龍ケ崎市大徳町５１９－１
ミニストップ　石岡北 315-0011 茨城県石岡市正上内３０－１３
ミニストップ　水戸見川３丁目 310-0912 茨城県水戸市見川３－６５５－５
ミニストップ　日立多賀 316-0004 茨城県日立市東多賀町５－７－１２
ミニストップ　つくば栗原 305-0001 茨城県つくば市栗原字台坪３４８１－４
ミニストップ　常陸大宮栄町 319-2264 茨城県常陸大宮市栄町１２９８番１１
ミニストップ　笠間鯉淵 309-1703 茨城県笠間市鯉淵６６７９番１０
ミニストップ　茨城町海老沢 311-3135 茨城県東茨城郡茨城町海老沢１５１番地１
ミニストップ　プレイアトレ土浦 300-0035 茨城県土浦市有明町１－３０
ミニストップ　日立東滑川４丁目 317-0052 茨城県日立市東滑川町４丁目１９－１０
ミニストップ　鉾田谷口 311-1503 茨城県鉾田市徳宿２３３６番６
ミニストップ　日立多賀町１丁目 316-0003 茨城県日立市多賀町１丁目８番３２号
ミニストップ　ひたちなか長砂 312-0004 茨城県ひたちなか市長砂字宿屋敷２３番
ミニストップ　茨城大学前 310-0055 茨城県水戸市袴塚３－１０－３２
ミニストップ　ひたちなか笹野町 312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町二丁目１０－３
ミニストップ　鹿沼万町 322-0043 栃木県鹿沼市万町５００２番地２
ミニストップ　小山東城南 323-0829 栃木県小山市東城南３丁目２１番４
ミニストップ　宇都宮川俣 321-0977 栃木県宇都宮市川俣町字十三塚５９－２５
ミニストップ　鹿沼樅山 322-0046 栃木県鹿沼市樅山町字郷中５４８
ミニストップ　邑楽町中野 370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野４４９６－１
ミニストップ　笠懸阿左美 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美２５９５番地２
ミニストップ　波志江ＰＡ下り 372-0001 群馬県伊勢崎市波志江町２６７８番２
ミニストップ　高崎矢中 370-1203 群馬県高崎市矢中町３１１番地１
ミニストップ　伊勢崎除ヶ町 372-0832 群馬県伊勢崎市除ヶ町２４７番１
ミニストップ　伊勢崎豊城町 372-0012 群馬県伊勢崎市豊城町１９６０－６
ミニストップ　太田南矢島町 373-0861 群馬県太田市南矢島町６４２－３
ミニストップ　伊勢崎田中町 372-0814 群馬県伊勢崎市田中町８５－１
ミニストップ　草加松原 340-0011 埼玉県草加市栄町３丁目１番３９号
ミニストップ　草加新里町 340-0031 埼玉県草加市新里町１２１０－１
ミニストップ　草加青柳 340-0002 埼玉県草加市青柳７－６３－１３
ミニストップ　川口赤井 334-0073 埼玉県川口市赤井１丁目１５番２５号
ミニストップ　川口西立野 333-0813 埼玉県川口市大字西立野８０５－２
ミニストップ　川口新堀 334-0061 埼玉県川口市新堀町１０番２４号



店舗名 郵便番号 住所
ミニストップ　草加青柳２丁目 340-0002 埼玉県草加市青柳２－１６－１
ミニストップ　三郷彦音 341-0002 埼玉県三郷市彦音２丁目２２－１
ミニストップ　蕨中央２丁目 335-0004 埼玉県蕨市中央２丁目５番５号
ミニストップ　越谷大道 343-0035 埼玉県越谷市大字大道８４９番
ミニストップ　草加小山２丁目 340-0045 埼玉県草加市小山２丁目１番２３号
ミニストップ　メガガイア岩槻 339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内３丁目６番３９号
ミニストップ　土呂駅前 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町１－１８－６
ミニストップ　入間市駅前 358-0008 埼玉県入間市河原町１
ミニストップ　指扇 331-0047 埼玉県さいたま市西区大字指扇４２４－１
ミニストップ　浦和木崎 330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎５－３７－１２
ミニストップ　新狭山 350-1331 埼玉県狭山市新狭山３－１１－２
ミニストップ　大宮西口 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４－１０
ミニストップ　本庄若泉 367-0055 埼玉県本庄市若泉１－１１－２３
ミニストップ　さいたま上小 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町９８７
ミニストップ　所沢美原町 359-0045 埼玉県所沢市美原町１丁目２９１２－１
ミニストップ　小川角山 355-0316 埼玉県比企郡小川町大字角山７７８番３
ミニストップ　所沢糀谷 359-1166 埼玉県所沢市糀谷１７６７－１
ミニストップ　東浦和 336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木１６０２－１
ミニストップ　川越石田 350-0837 埼玉県川越市大字石田１６２番地１
ミニストップ　鉄道博物館前 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目２８３番１
ミニストップ　北浦和西口 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４丁目１番１４の１
ミニストップ　さいたま上大久保 338-0824 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保字東７００番
ミニストップ　小川町南 355-0321 埼玉県比企郡小川町大字小川３５８番１
ミニストップ　鶴ヶ島脚折４丁目 350-2211 埼玉県鶴ヶ島市脚折町４丁目１４－１
ミニストップ　深谷桜ヶ丘 366-0802 埼玉県深谷市桜ヶ丘１０８
ミニストップ　富士見鶴瀬西 354-0026 埼玉県富士見市鶴瀬西２－８－３１
ミニストップ　深谷畠山 369-1107 埼玉県深谷市畠山１８０９－１
ミニストップ　入間市下藤沢 358-0011 埼玉県入間市大字下藤沢４３８－１
ミニストップ　北浦和東口 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３丁目４－１４
ミニストップ　深谷小前田 369-1246 埼玉県深谷市小前田字新田２８９９番地１
ミニストップ　印西小林 270-1318 千葉県印西市小林３６３９
ミニストップ　船橋夏見台 273-0866 千葉県船橋市夏見台４丁目８－２０
ミニストップ　高洲２丁目 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲２－３－１３
ミニストップ　茂原粟生野 299-4106 千葉県茂原市粟生野３０２７
ミニストップ　君津大井戸 292-1146 千葉県君津市大井戸字天王前９５５－２
ミニストップ　千葉三角町 262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町６７９番１
ミニストップ　栄町安食 270-1516 千葉県印旛郡栄町安食字田中２４２１－１３５
ミニストップ　千葉仁戸名 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町９３番５
ミニストップ　夷隅大原 298-0004 千葉県いすみ市大原９２３５
ミニストップ　四街道下志津新田 284-0006 千葉県四街道市下志津新田２５３７－１
ミニストップ　千葉ニュータウン南山 270-1423 千葉県白井市南山２丁目１１番３号
ミニストップ　船橋豊富 274-0053 千葉県船橋市豊富町６５８番１
ミニストップ　イオンＴアネックス 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目４番
ミニストップ　木更津文京 292-0804 千葉県木更津市文京３丁目１番２５号
ミニストップ　八千代工業団地入口 276-0046 千葉県八千代市大和田新田７５８－２
ミニストップ　木更津金田インター 292-0008 千葉県木更津市中島字船倉１５４０番
ミニストップ　茂原北インター 299-4125 千葉県茂原市大沢字切懸１３８８－１
ミニストップ　白井冨士 270-1432 千葉県白井市冨士１４７番地の１１
ミニストップ　東金北之幸谷 283-0036 千葉県東金市不動堂飛地８６７番１２
ミニストップ　西ユーカリが丘５丁目 285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘五丁目８
ミニストップ　幕張スカイウェイ 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野２－４　プレナ幕張２階
ミニストップ　松戸市大橋 270-2224 千葉県松戸市大橋１１２４番地の１
ミニストップ　松戸駅前 271-0077 千葉県松戸市根本４６５番地の１
ミニストップ　橋場 111-0023 東京都台東区橋場１－３２－６
ミニストップ　大島１丁目 136-0072 東京都江東区大島１－３４－１５
ミニストップ　篠崎町１丁目 133-0061 東京都江戸川区篠崎町１－６－２８
ミニストップ　入谷２丁目 110-0013 東京都台東区入谷２丁目３９－１１
ミニストップ　神田錦町３丁目 101-0054 東京都千代田区神田錦町３－５－１
ミニストップ　神田錦町１丁目 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－１
ミニストップ　潮見駅前 135-0052 東京都江東区潮見２丁目６番１
ミニストップ　広尾１丁目 150-0012 東京都渋谷区広尾１丁目１４－１５
ミニストップ　北砂６丁目 136-0073 東京都江東区北砂６－２７－２１
ミニストップ　新宿左門町 160-0017 東京都新宿区左門町２０番地
ミニストップ　新大久保駅東口 169-0072 東京都新宿区大久保２－３２－４
ミニストップ　西小岩５丁目 133-0057 東京都江戸川区西小岩５ー１９－２
ミニストップ　新宿花園通り 160-0022 東京都新宿区新宿１－３０－１６ルネ新宿御苑タワー１階
ミニストップ　西浅草２丁目 111-0035 東京都台東区西浅草２丁目２７番７
ミニストップ　四谷３丁目 160-0004 東京都新宿区四谷三丁目２－２
ミニストップ　江戸川南小岩６丁目 133-0056 東京都江戸川区南小岩６丁目７番１５号
ミニストップ　ｃｉｓｃａ岩本町 101-0032 東京都千代田区岩本町２丁目４番５号インスタイルスクエア
ミニストップ　ＮＢショップ日比谷 100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1第一生命日比谷ファースト　地下1階
ミニストップ　ｃｉｓｃａ双日Ｓ’ｃａｆｅ 100-8691 東京都千代田区内幸町２丁目１番１号飯野ビルディング２１階
ミニストップ　ｃｉｓｃａ霞が関コモンゲート 100-0013 東京都千代田区霞が関３丁目２－１
ミニストップ　杉並和泉町 168-0063 東京都杉並区和泉２－２１－３７
ミニストップ　経堂 156-0052 東京都世田谷区経堂５－３１－５



店舗名 郵便番号 住所
ミニストップ　南荻窪３丁目 167-0052 東京都杉並区南荻窪３－３４－１
ミニストップ　狛江岩戸北 201-0004 東京都狛江市岩戸北４－１７－９
ミニストップ　辰沼 121-0054 東京都足立区辰沼２－１５－７
ミニストップ　北大塚１丁目 170-0004 東京都豊島区北大塚１－１８－１１
ミニストップ　石神井町５丁目 177-0041 東京都練馬区石神井町５丁目１４－９
ミニストップ　足立鹿浜 123-0864 東京都足立区鹿浜５丁目１５－１０
ミニストップ　東和２丁目 120-0003 東京都足立区東和２－２－１
ミニストップ　武蔵境２丁目 180-0022 東京都武蔵野市境２－２１－１３
ミニストップ　調布仙川 182-0002 東京都調布市仙川町３－３－４
ミニストップ　調布多摩川１丁目 182-0025 東京都調布市多摩川１丁目５２－１
ミニストップ　東村山野口町 189-0022 東京都東村山市野口町１丁目２４－３１
ミニストップ　日野栄町 191-0001 東京都日野市栄町１－２－３
ミニストップ　東久留米柳新田通 203-0032 東京都東久留米市前沢三丁目１５－１５
ミニストップ　吉野町 232-0013 神奈川県横浜市南区山王町３－２３－２
ミニストップ　川崎大師前 210-0817 神奈川県川崎市川崎区大師本町１－１５
ミニストップ　阪東橋 232-0022 神奈川県横浜市南区高根町３－１８－１８
ミニストップ　藤沢宮前 251-0014 神奈川県藤沢市宮前３７５－１４
ミニストップ　よこはま吉田町 231-0041 神奈川県横浜市中区吉田町６５
ミニストップ　二俣川 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１丁目４５－８１
ミニストップ　三浦海岸 238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田１０９７－３
ミニストップ　京急川崎駅西口 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２０－１１
ミニストップ　平塚御殿 254-0061 神奈川県平塚市御殿１丁目２６－２９
ミニストップ　新横浜１丁目 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目２３－６
ミニストップ　藤沢大平 252-0823 神奈川県藤沢市菖蒲沢８９４－２
ミニストップ　藤沢城南 251-0057 神奈川県藤沢市城南２－２－３
ミニストップ　横須賀東浦賀 239-0821 神奈川県横須賀市東浦賀２丁目２番１号
ミニストップ　相模原星が丘 252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘２丁目１－１
ミニストップ　相模原橋本４丁目 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本４丁目１７番１号
ミニストップ　葉山御用邸前 240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口１４９４－１７
ミニストップ　横浜市大センター病院 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町４丁目５７番地　横浜市大センター病院１階
ミニストップ　小田原曽我原 250-0206 神奈川県小田原市曽我原５４３－３
ミニストップ　相模原協同病院 252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台４丁目３番１号
ミニストップ　敦賀金山 914-0146 福井県敦賀市金山７８－１２－１
ミニストップ　関稲口 501-3932 岐阜県関市稲口５２４番１
ミニストップ　笠原向島 507-0901 岐阜県多治見市笠原町２４５５番地の１００
ミニストップ　坂祝町 505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１５１６番７
ミニストップ　岐阜鷺山 502-0858 岐阜県岐阜市下土居３丁目４番５号
ミニストップ　金谷町 428-0007 静岡県島田市島８６６－１
ミニストップ　磐田平松 438-0123 静岡県磐田市平松５３４－１２
ミニストップ　浜松鶴見町 435-0022 静岡県浜松市南区鶴見町２３６番地の１
ミニストップ　牧之原インター 421-0501 静岡県牧之原市東萩間２６２７番
ミニストップ　上新屋楽園 435-0053 静岡県浜松市東区上新屋町１－５
ミニストップ　ネオパーサ浜松上り 434-0005 静岡県浜松市浜北区大平３６新東名高速道路ＮＥＯＰＡＳＡ浜松上り線内
ミニストップ　浜松元浜町 430-0942 静岡県浜松市中区元浜町６９－３
ミニストップ　浜松佐鳴台１丁目 432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台１丁目３番２２号
ミニストップ　浜松於呂 434-0015 静岡県浜松市浜北区於呂１９５８－１
ミニストップ　浜松三方原町 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町２２７３
ミニストップ　富士錦町 417-0045 静岡県富士市錦町１－１２－１８
ミニストップ　伊東富戸 413-0231 静岡県伊東市富戸１０２０－４８８
ミニストップ　清水鶴舞町 424-0047 静岡県静岡市清水区鶴舞町７－１８
ミニストップ　沼津西沢田 410-0007 静岡県沼津市西沢田６２０番１
ミニストップ　御殿場東山 412-0024 静岡県御殿場市東山４６２番地３
ミニストップ　駿河湾沼津ＳＡ上り 410-0309 静岡県沼津市根古屋９９８－２７新東名高速道路ＮＥＯＰＡＳＡ駿河湾沼津上り線内
ミニストップ　ネオパーサ清水 424-0302 静岡県静岡市清水区小河内８８５－１５新東名高速道路ＮＥＯＰＡＳＡ清水内
ミニストップ　藤枝谷稲葉インター前 426-0088 静岡県藤枝市堀之内１丁目２番２
ミニストップ　長泉町竹原 411-0944 静岡県駿東郡長泉町竹原３３５番１
ミニストップ　富士宮青木 418-0006 静岡県富士宮市外神１１７６－１
ミニストップ　静岡宮川 422-8024 静岡県静岡市駿河区宮川４０番地の１
ミニストップ　吉良吉田 444-0516 愛知県西尾市吉良町吉田松木田９３
ミニストップ　東阿知和 444-2112 愛知県岡崎市東阿知和町字屋下１０２番地１
ミニストップ　井田南 444-0068 愛知県岡崎市井田南町１０－１
ミニストップ　豊橋北山町 441-8105 愛知県豊橋市北山町１－１
ミニストップ　蒲郡緑町 443-0048 愛知県蒲郡市緑町６－１０
ミニストップ　岡崎洞町 444-0008 愛知県岡崎市洞町字宮ノ腰２１－４
ミニストップ　吉良上横須賀 444-0521 愛知県西尾市吉良町上横須賀雑役免１１２－３
ミニストップ　安城城ヶ入町 444-1206 愛知県安城市城ヶ入町本割１－１
ミニストップ　岡崎美合町 444-0805 愛知県岡崎市美合町字地蔵野４－３
ミニストップ　三好松葉池浦 470-0224 愛知県みよし市明知町立山２７番地３
ミニストップ　田原保美町 441-3614 愛知県田原市保美町仲新古６９番地２
ミニストップ　豊田田中町 471-0845 愛知県豊田市田中町一丁目１１８番地６
ミニストップ　豊田岩滝町 471-0003 愛知県豊田市岩滝町高入５１番地８
ミニストップ　岡崎矢作南 444-0931 愛知県岡崎市大和町字荒田３７番地１
ミニストップ　西尾鵜ケ池町 445-0043 愛知県西尾市鵜ケ池町天神前５７番地４
ミニストップ　豊川コンコルド 442-0005 愛知県豊川市本野ケ原五丁目２６番地
ミニストップ　西日置 454-0004 愛知県名古屋市中川区西日置１－３－８



店舗名 郵便番号 住所
ミニストップ　中央道十四山 490-1428 愛知県弥富市竹田６丁目９９番地
ミニストップ　川井町 482-0015 愛知県岩倉市川井町二千町２８番
ミニストップ　大宝 490-1438 愛知県海部郡飛島村大宝６丁目１番１
ミニストップ　半田有楽町 475-0837 愛知県半田市有楽町３丁目２０１
ミニストップ　名古屋猪之越町 453-0038 愛知県名古屋市中村区猪之越町１丁目３番１８号
ミニストップ　名古屋戸田 454-0961 愛知県名古屋市中川区戸田明正一丁目９３０番地
ミニストップ　一宮西インター 491-0932 愛知県一宮市大和町毛受字浜田１４
ミニストップ　一宮競輪場前 491-0861 愛知県一宮市泉３丁目２番５号
ミニストップ　名古屋ガーデンふ頭 455-0032 愛知県名古屋市港区入船１丁目８番２１号
ミニストップ　名古屋みなとコンコルド 455-0054 愛知県名古屋市港区遠若町二丁目５９番２
ミニストップ　石薬師 513-0012 三重県鈴鹿市石薬師町２４３４－１
ミニストップ　鈴鹿庄野町 513-0831 三重県鈴鹿市庄野町８３５番地
ミニストップ　四日市浜田町 510-0067 三重県四日市市浜田町９番３号
ミニストップ　津大古曽 514-0113 三重県津市一身田大古曽６８７番地３
ミニストップ　津栗真町屋 514-0102 三重県津市栗真町屋町１６９５－１
ミニストップ　鈴鹿安塚 513-0818 三重県鈴鹿市安塚町６６４－２
ミニストップ　四日市水沢町 512-1105 三重県四日市市水沢町４０４８－２
ミニストップ　イオンモール津南ＢＲ 514-0817 三重県津市高茶屋小森町１４５番地　３階３０６１区画従業員休憩所内
ミニストップ　中舞鶴余部 625-0087 京都府舞鶴市余部下小字余部下１１８３－５
ミニストップ　東舞鶴鹿原 625-0014 京都府舞鶴市鹿原１３－１
ミニストップ　京都嵯峨明星町 616-8337 京都府京都市右京区嵯峨明星町１７番６
ミニストップ　イオンモール京都桂川 601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６番１
ミニストップ　京都東寺前 601-8437 京都府京都市南区西九条比永城町１１９番地
ミニストップ　平野町３丁目 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町３丁目１番２号
ミニストップ　岸和田包近町 596-0101 大阪府岸和田市包近町１５８－１
ミニストップ　大蓮東３丁目 577-0824 大阪府東大阪市大蓮東三丁目１３番６号
ミニストップ　福島野田２丁目 553-0005 大阪府大阪市福島区野田２丁目１番７２号
ミニストップ　堺津久野町 593-8322 大阪府堺市西区津久野町３丁８番２２
ミニストップ　茨木藤の里 567-0054 大阪府茨木市藤の里１丁目１７番１９号
ミニストップ　高井田本通 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通７丁目７番２２号
ミニストップ　吹田佐井寺１丁目 565-0836 大阪府吹田市佐井寺１丁目２９番２９号
ミニストップ　寝屋川中木田町 572-0820 大阪府寝屋川市中木田町２番１号
ミニストップ　堺大庭寺 590-0153 大阪府堺市南区大庭寺８６６番
ミニストップ　イオンモール堺鉄砲町 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１
ミニストップ　中百舌鳥駅前 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町５丁６６８番地
ミニストップ　伊丹瑞穂町 664-0013 兵庫県伊丹市瑞穂町３丁目５７番地
ミニストップ　日高西芝 669-5328 兵庫県豊岡市日高町西芝２２４－１
ミニストップ　日高久田谷 669-5345 兵庫県豊岡市日高町久田谷５８番
ミニストップ　三田けやき台 669-1321 兵庫県三田市けやき台６丁目３番
ミニストップ　尼崎口田中 661-0983 兵庫県尼崎市口田中１丁目２０番３０号
ミニストップ　明石二見町 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１３２７番地の１
ミニストップ　石井藍畑 779-3213 徳島県名西郡石井町藍畑高畑１０８７－５
ミニストップ　徳島末広 770-0866 徳島県徳島市末広二丁目１番３９－１号
ミニストップ　花の宮２丁目 761-8063 香川県高松市花ノ宮町２－５－１
ミニストップ　小村町 761-0431 香川県高松市小村町２４０番地５
ミニストップ　観音寺池之尻 768-0031 香川県観音寺市池之尻町１２００番地１
ミニストップ　高松大池南 760-0080 香川県高松市木太町５０９３番地６
ミニストップ　四国中央妻鳥町 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町５４２番地
ミニストップ　名島２丁目 813-0043 福岡県福岡市東区名島２丁目４０番
ミニストップ　筑後久富 833-0056 福岡県筑後市大字久富１２５１番３０号
ミニストップ　大刀洗本郷 830-1211 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷４４０５－１
ミニストップ　福岡渡辺通３丁目 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通３丁目６－１５
ミニストップ　博多板付４丁目 812-0888 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番３１号
ミニストップ　八幡大蔵 805-0048 福岡県北九州市八幡東区大蔵２丁目７番６号
ミニストップ　岡垣百合ヶ丘 811-4228 福岡県遠賀郡岡垣町東松原２丁目４－４
ミニストップ　福岡有田 814-0033 福岡県福岡市早良区有田２丁目１６番１５号
ミニストップ　小倉三郎丸 802-0061 福岡県北九州市小倉北区三郎丸３丁目１５番１７号
ミニストップ　田川香春町 822-1405 福岡県田川郡香春町大字中津原１８８２番地１
ミニストップ　福岡香椎６丁目 813-0011 福岡県福岡市東区香椎６丁目２番２１号


