
ミニストップ Tyビーニーブーズ＆ビーニーベイビースﾞ6種アソートセット2021 店舗リスト

都道府県 店舗名 住所

青森県 ミニストップ　売市２丁目店　　　　　　　　　 青森県八戸市売市二丁目１番９号

青森県 ミニストップ　松島団地店　　　　　　　　　　 青森県五所川原市大字漆川字袖掛１５９－６

青森県 ミニストップ　八戸ニュータウン中央店　　　　 青森県八戸市南白山台２丁目６番１７号

青森県 ミニストップ　下長８丁目店　　　　　　　　　 青森県八戸市下長八丁目２２番１２号

青森県 ミニストップ　むつ横迎町店　　　　　　　　　 青森県むつ市横迎町１－５－９

青森県 ミニストップ　八太郎蓮沼店　　　　　　　　　 青森県八戸市八太郎５丁目１－３１

青森県 ミニストップ　十和田中央店　　　　　　　　　 青森県十和田市稲生町１７－２１

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

青森県 ミニストップ　八戸小中野店　　　　　　　　　 青森県八戸市小中野四丁目６番１６号

青森県 ミニストップ　弘前高田店　　　　　　　　　　 青森県弘前市大字高田一丁目７番地

青森県 ミニストップ　八戸鮫町西子沢店　　　　　　　 青森県八戸市大字鮫町字西子沢１５番地６５

青森県 ミニストップ　青森油川岡田店　　　　　　　　 青森県青森市大字油川字岡田３０番地

岩手県 ミニストップ　北上上江釣子店　　　　　　　　 岩手県北上市上江釣子１６地割１５４番１

岩手県 ミニストップ　奥中山店　　　　　　　　　　　 岩手県二戸郡一戸町中山字大塚２４４－５

岩手県 ミニストップ　久慈田屋町店　　　　　　　　　 岩手県久慈市田屋町１－３８－２

岩手県 ミニストップ　種市中野店　　　　　　　　　　 岩手県九戸郡洋野町中野第１３地割１９－５

岩手県 ミニストップ　久慈大川目店　　　　　　　　　 岩手県久慈市大川目町第１地割１１４番地２２

岩手県 ミニストップ　折爪ＳＡ上り店　　　　　　　　 岩手県九戸郡軽米町山内第四地割駒板１１１－６２－１

岩手県 ミニストップ　奥州水沢真城店　　　　　　　　 岩手県奥州市水沢区真城字杉山下３番地１

岩手県 ミニストップ　北上本通り店　　　　　　　　　 岩手県北上市本通り一丁目７番２０号

岩手県 ミニストップ　平泉正法店　　　　　　　　　　 岩手県西磐井郡平泉町平泉字正法１番１

宮城県 ミニストップ　若柳川北店　　　　　　　　　　 宮城県栗原市若柳字川北元町裏５２番１

宮城県 ミニストップ　登米米山店　　　　　　　　　　 宮城県登米市米山町西野字新四軒見通３３番２

宮城県 ミニストップ　南三陸さんさん商店街店　　　　 宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町５１番地Ｃ棟Ｃ－５

宮城県 ミニストップ　南気仙沼店　　　　　　　　　　 宮城県気仙沼市幸町４丁目２番１３号

宮城県 ミニストップ　大和鶴巣店　　　　　　　　　　 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字南大崎３－１

宮城県 ミニストップ　中田町石森店　　　　　　　　　 宮城県登米市中田町石森字古舘８２番１

宮城県 ミニストップ　石巻新下沼店　　　　　　　　　 宮城県石巻市蛇田字新下沼２５－１

宮城県 ミニストップ　宮城田尻店　　　　　　　　　　 宮城県大崎市田尻沼部字道祖神８３番１

宮城県 ミニストップ　仙台長町１丁目店　　　　　　　 宮城県仙台市太白区長町１丁目２番１２号

宮城県 ミニストップ　宮城築館店　　　　　　　　　　 宮城県栗原市築館宮野中央二丁目２－６

宮城県 ミニストップ　宮城亘理店　　　　　　　　　　 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字堂田１９７－１

宮城県 ミニストップ　佐沼中江店　　　　　　　　　　 宮城県登米市迫町佐沼字中江４丁目１２番地１３

宮城県 ミニストップ　南光台東店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区南光台東１丁目５４－１７

宮城県 ミニストップ　名取せきのした店　　　　　　　 宮城県名取市杜せきのした２丁目４番地１号

宮城県 ミニストップ　白石半沢屋敷前店　　　　　　　 宮城県白石市字半沢屋敷前２３番１

宮城県 ミニストップ　石巻南境店　　　　　　　　　　 宮城県石巻市美園三丁目１番地４

宮城県 ミニストップ　気仙沼松川店　　　　　　　　　 宮城県気仙沼市切通２４７番１

宮城県 ミニストップ　仙台富沢西店　　　　　　　　　 宮城県仙台市太白区富沢駅西土地区画整理事業３６－２街区３画地

宮城県 ミニストップ　仙台芋沢店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区芋沢字大竹中２４－４

宮城県 ミニストップ　大和インター店　　　　　　　　 宮城県黒川郡大和町まいの一丁目２番地７

宮城県 ミニストップ　仙台中田６丁目店　　　　　　　 宮城県仙台市太白区中田六丁目７番２５号

宮城県 ミニストップ　仙台長嶺店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市太白区長嶺８番６号

宮城県 ミニストップ　多賀城高崎店　　　　　　　　　 宮城県多賀城市高崎１丁目１－３

宮城県 ミニストップ　村田沼辺店　　　　　　　　　　 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字二丁町２６番１

宮城県 ミニストップ　白石羽山店　　　　　　　　　　 宮城県白石市白川犬卒都婆字羽山１４－１

宮城県 ミニストップ　利府中央店　　　　　　　　　　 宮城県宮城郡利府町利府字堀切前１５番１

宮城県 ミニストップ　仙台川平店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区川平三丁目４０番４

宮城県 ミニストップ　仙台泉松森店　　　　　　　　　 宮城県仙台市泉区松森字前田１番地の４

宮城県 ミニストップ　宮城もみじヶ丘１丁目店　　　　 宮城県黒川郡大和町もみじヶ丘１丁目２５番地の２

宮城県 ミニストップ　仙台伊在店　　　　　　　　　　 宮城県仙台市若林区荒井五丁目２番地の１

福島県 ミニストップ　福島南矢野目店　　　　　　　　 福島県福島市南矢野目字中谷地３０－７

福島県 ミニストップ　西郷熊倉店　　　　　　　　　　 福島県西白河郡西郷村大字真船字壱里塚２－４

福島県 ミニストップ　白河桜岡店　　　　　　　　　　 福島県白河市大桜岡前１１３ー１

福島県 ミニストップ　福島北沢又店　　　　　　　　　 福島県福島市南沢又字上番匠田７番地の１

福島県 ミニストップ　福島太平寺店　　　　　　　　　 福島県福島市太平寺字坿屋敷３５番

福島県 ミニストップ　福島笹木野店　　　　　　　　　 福島県福島市笹木野字下台３７－２

福島県 ミニストップ　西郷小田倉店　　　　　　　　　 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字稗返３１４－５

福島県 ミニストップ　三春町バイパス店　　　　　　　 福島県田村郡三春町大字貝山字岩田６１－１

福島県 ミニストップ　石川町野木沢店　　　　　　　　 福島県石川郡石川町大字中野字矢ノ内５７－３

福島県 ミニストップ　郡山富田店　　　　　　　　　　 福島県郡山市富田東五丁目１３２番地

福島県 ミニストップ　船引店　　　　　　　　　　　　 福島県田村市船引町船引舘柄前９３番

福島県 ミニストップ　福島二本松店　　　　　　　　　 福島県二本松市向作田６３番－１

福島県 ミニストップ　福島鎌田店　　　　　　　　　　 福島県福島市鎌田字中家３２－３

福島県 ミニストップ　白河西大沼店　　　　　　　　　 福島県白河市字西大沼１番９

福島県 ミニストップ　福島南向台店　　　　　　　　　 福島県福島市南向台三丁目１８番１

福島県 ミニストップ　本宮高木店　　　　　　　　　　 福島県本宮市高木字平内５－１

福島県 ミニストップ　いわき中岡店　　　　　　　　　 福島県いわき市中岡町４丁目５－１

福島県 ミニストップ　小野新町店　　　　　　　　　　 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通２９番地１

福島県 ミニストップ　伊達上台店　　　　　　　　　　 福島県伊達市上台２９番地１

福島県 ミニストップ　白河厚生病院前店　　　　　　　 福島県白河市豊地弥次郎８１番地１

福島県 ミニストップ　福島小鳥の森店　　　　　　　　 福島県福島市渡利字八寺沢下１２－３

福島県 ミニストップ　伊達梁川土橋店　　　　　　　　 福島県伊達市梁川町字西土橋１８３－１



都道府県 店舗名 住所

福島県 ミニストップ　アクアマリンふくしま前店　　　 福島県いわき市小名浜定西３２８

福島県 ミニストップ　福島川俣店　　　　　　　　　　 福島県伊達郡川俣町大字東福沢字熊ノ宮２２－２

福島県 ミニストップ　原町石神店　　　　　　　　　　 福島県南相馬市原町区石神字坂下１５５－１

福島県 ミニストップ　フレスポ郡山店　　　　　　　　 福島県郡山市南二丁目１９番地

福島県 ミニストップ　福島梁川店　　　　　　　　　　 福島県伊達市梁川町広瀬町３０番地

福島県 ミニストップ　二本松郭内店　　　　　　　　　 福島県二本松市郭内１丁目１４番１

福島県 ミニストップ　いわき玉川店　　　　　　　　　 福島県いわき市小名浜玉川町南２５番１

福島県 ミニストップ　須賀川上北町店　　　　　　　　 福島県須賀川市上北町３９番１

福島県 ミニストップ　郡山八山田店　　　　　　　　　 福島県郡山市八山田２丁目１７７－２

福島県 ミニストップ　原町本町店　　　　　　　　　　 福島県南相馬市原町区本町１丁目７３番地１

福島県 ミニストップ　会津南町店　　　　　　　　　　 福島県会津若松市南町２番５３号

茨城県 ミニストップ　河内金江津店　　　　　　　　　 茨城県稲敷郡河内町金江津４３２８－１

茨城県 ミニストップ　五霞原宿台店　　　　　　　　　 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－１８－１３

茨城県 ミニストップ　神栖日川店　　　　　　　　　　 茨城県神栖市日川字日向２３５

茨城県 ミニストップ　水戸見川３丁目店　　　　　　　 茨城県水戸市見川３－６５５－５

茨城県 ミニストップ　新水戸駅前通り店　　　　　　　 茨城県水戸市元吉田町字一本松３１５－２７

茨城県 ミニストップ　古河大山店　　　　　　　　　　 茨城県古河市大字大山１６５０

茨城県 ミニストップ　土浦神立中央店　　　　　　　　 茨城県土浦市神立中央５丁目４５３８番３

茨城県 ミニストップ　古河仁連店　　　　　　　　　　 茨城県古河市仁連８２６－５

茨城県 ミニストップ　牛久ひたち野西店　　　　　　　 茨城県牛久市ひたち野西２－２３－１１

茨城県 ミニストップ　鉾田店　　　　　　　　　　　　 茨城県鉾田市鉾田５６６番地１

茨城県 ミニストップ　土浦大畑店　　　　　　　　　　 茨城県土浦市大畑字笠師前８７６－７

茨城県 ミニストップ　鉾田谷口店　　　　　　　　　　 茨城県鉾田市徳宿２３３６番６

茨城県 ミニストップ　神栖賀店　　　　　　　　　　　 茨城県神栖市賀２１０８ー１９２

茨城県 ミニストップ　つくば酒丸店　　　　　　　　　 茨城県つくば市中東１６８番地１

茨城県 ミニストップ　かすみがうら６号店　　　　　　 茨城県かすみがうら市下稲吉字平前１４８３番１

茨城県 ミニストップ　鉾田大竹店　　　　　　　　　　 茨城県鉾田市大竹字塙内９６５番地２

茨城県 ミニストップ　常総杉山店　　　　　　　　　　 茨城県常総市杉山１８３３番１

茨城県 ミニストップ　つくば高野台店　　　　　　　　 茨城県つくば市高野台３丁目１７－１

茨城県 ミニストップ　水戸駅南店　　　　　　　　　　 茨城県水戸市城南３－１－５

茨城県 ミニストップ　日立水木町店　　　　　　　　　 茨城県日立市水木町２－４１－６

茨城県 ミニストップ　日立多賀店　　　　　　　　　　 茨城県日立市東多賀町５－７－１２

茨城県 ミニストップ　北茨城インター店　　　　　　　 茨城県北茨城市華川町臼場字塙前１７４－５

茨城県 ミニストップ　つくば今鹿島店　　　　　　　　 茨城県つくば市今鹿島字細田西４２４９番１

茨城県 ミニストップ　下妻店　　　　　　　　　　　　 茨城県下妻市本宿町２－６０

茨城県 ミニストップ　阿見君島店　　　　　　　　　　 茨城県稲敷郡阿見町大字君島１３９０－１４

茨城県 ミニストップ　岩瀬羽黒駅入口店　　　　　　　 茨城県桜川市友部字関田９７３－１

茨城県 ミニストップ　友部湯崎店　　　　　　　　　　 茨城県笠間市湯崎１２４３番３３６

茨城県 ミニストップ　東海二軒茶屋店　　　　　　　　 茨城県那珂郡東海村大字舟石川字往還西８６６番１０

茨城県 ミニストップ　水戸日赤病院前店　　　　　　　 茨城県水戸市城東１丁目９番１１号

茨城県 ミニストップ　茨城町小鶴店　　　　　　　　　 茨城県東茨城郡茨城町小鶴字石原１２番３

茨城県 ミニストップ　龍ケ崎緑町店　　　　　　　　　 茨城県龍ケ崎市緑町２６－１

茨城県 ミニストップ　古河女沼店　　　　　　　　　　 茨城県古河市女沼１５２１－１

茨城県 ミニストップ　石岡鹿の子店　　　　　　　　　 茨城県石岡市鹿の子１丁目１４－２５

茨城県 ミニストップ　笠間下郷店　　　　　　　　　　 茨城県笠間市下郷字篠後９９２ー９１

茨城県 ミニストップ　新取手店　　　　　　　　　　　 茨城県取手市寺田字佃４７１８－１５

茨城県 ミニストップ　茨城大学前店　　　　　　　　　 茨城県水戸市袴塚３－１０－３２

茨城県 ミニストップ　古河西牛谷店　　　　　　　　　 茨城県古河市西牛谷４６２

栃木県 ミニストップ　下野大沢駅前店　　　　　　　　 栃木県日光市土沢５５７番地１３５

栃木県 ミニストップ　足利堀込店　　　　　　　　　　 栃木県足利市堀込町２７３５－１

栃木県 ミニストップ　佐野大橋店　　　　　　　　　　 栃木県佐野市大橋町３２３６番１２

栃木県 ミニストップ　佐野馬門店　　　　　　　　　　 栃木県佐野市馬門大字北原１８４０

栃木県 ミニストップ　鹿沼万町店　　　　　　　　　　 栃木県鹿沼市万町５００２番地２

栃木県 ミニストップ　那須塩原二つ室店　　　　　　　 栃木県那須塩原市二つ室３５番９

栃木県 ミニストップ　宇都宮平松本町南店　　　　　　 栃木県宇都宮市平松本町１１２５番１４

栃木県 ミニストップ　宇都宮大学陽東キャンパス店　　 栃木県宇都宮市陽東７丁目１番３６号

栃木県 ミニストップ　大田原富士見店　　　　　　　　 栃木県大田原市富士見１丁目１７６７－１５

栃木県 ミニストップ　下野下古山店　　　　　　　　　 栃木県下野市文教１丁目１－１１

栃木県 ミニストップ　小山本郷店　　　　　　　　　　 栃木県小山市本郷町２丁目１番１号

栃木県 ミニストップ　小山東城南店　　　　　　　　　 栃木県小山市東城南３丁目２１番４

栃木県 ミニストップ　那須塩原唐杉店　　　　　　　　 栃木県那須塩原市唐杉字古屋敷２３９－４

栃木県 ミニストップ　那須塩原東三島店　　　　　　　 栃木県那須塩原市東三島６丁目３９６番３０

栃木県 ミニストップ　宇都宮川俣店　　　　　　　　　 栃木県宇都宮市川俣町字十三塚５９－２５

栃木県 ミニストップ　小山城東２丁目店　　　　　　　 栃木県小山市城東２丁目３５番１５

栃木県 ミニストップ　宇都宮平松本町店　　　　　　　 栃木県宇都宮市平松本町３２７－６

栃木県 ミニストップ　宇都宮五代店　　　　　　　　　 栃木県宇都宮市五代３丁目１５番１８号

群馬県 ミニストップ　前橋下新田店　　　　　　　　　 群馬県前橋市下新田町２４４－１

群馬県 ミニストップ　前橋交通公園前店　　　　　　　 群馬県前橋市西片貝町５丁目６－２

群馬県 ミニストップ　高崎矢中店　　　　　　　　　　 群馬県高崎市矢中町３１１番地１

群馬県 ミニストップ　新前橋南店　　　　　　　　　　 群馬県前橋市古市町一丁目６２番地４

群馬県 ミニストップ　伊勢崎太田町店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市太田町９７４－１

群馬県 ミニストップ　新田上田中町店　　　　　　　　 群馬県太田市新田上田中町６０１－１

群馬県 ミニストップ　藪塚大原店　　　　　　　　　　 群馬県太田市大原町４３７－３

群馬県 ミニストップ　太田浜町店　　　　　　　　　　 群馬県太田市浜町１９－２０

群馬県 ミニストップ　前橋六供店　　　　　　　　　　 群馬県前橋市六供町１３８０－１



都道府県 店舗名 住所

群馬県 ミニストップ　前橋鶴光路店　　　　　　　　　 群馬県前橋市鶴光路町３４１－４

群馬県 ミニストップ　高崎大八木店　　　　　　　　　 群馬県高崎市大八木町５６２番１

群馬県 ミニストップ　伊勢崎除ヶ町店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市除ヶ町２４７番１

群馬県 ミニストップ　伊勢崎市場町店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市市場町二丁目８４４－２

群馬県 ミニストップ　藤岡中栗須店　　　　　　　　　 群馬県藤岡市中栗須２８１－４

群馬県 ミニストップ　伊勢崎境百々店　　　　　　　　 群馬県伊勢崎市境百々２５５

埼玉県 ミニストップ　せんげん台駅前店　　　　　　　 埼玉県越谷市千間台西１－１０－１９

埼玉県 ミニストップ　草加青柳店　　　　　　　　　　 埼玉県草加市青柳７－６３－１３

埼玉県 ミニストップ　吹上富士見店　　　　　　　　　 埼玉県鴻巣市吹上富士見４－３－１

埼玉県 ミニストップ　指扇店　　　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市西区大字指扇４２４－１

埼玉県 ミニストップ　新座栗原店　　　　　　　　　　 埼玉県新座市栗原５－８－８

埼玉県 ミニストップ　川越上戸店　　　　　　　　　　 埼玉県川越市上戸２５３－１

埼玉県 ミニストップ　本庄若泉店　　　　　　　　　　 埼玉県本庄市若泉１－１１－２３

埼玉県 ミニストップ　春日部前田店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市大字小渕３８０－１

埼玉県 ミニストップ　さいたま上小店　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区上小町９８７

埼玉県 ミニストップ　伊奈中央店　　　　　　　　　　 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１００３４－１

埼玉県 ミニストップ　幸手下川崎店　　　　　　　　　 埼玉県幸手市大字下川崎１４番地１

埼玉県 ミニストップ　行田長野店　　　　　　　　　　 埼玉県行田市長野５－８－１

埼玉県 ミニストップ　三郷谷中店　　　　　　　　　　 埼玉県三郷市谷中６３－１

埼玉県 ミニストップ　桶川小針領家店　　　　　　　　 埼玉県桶川市大字小針領家２－１

埼玉県 ミニストップ　春日部大枝店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市大枝字屋敷前４９８番２

埼玉県 ミニストップ　春日部増戸店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市増戸字中耕地８７１番１

埼玉県 ミニストップ　北浦和西口店　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４丁目１番１４の１

埼玉県 ミニストップ　草加青柳２丁目店　　　　　　　 埼玉県草加市青柳２－１６－１

埼玉県 ミニストップ　イオンレイクタウン店　　　　　 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２イオンレイクタウンＫＡＺＥ　Ｃ１０２

埼玉県 ミニストップ　鶴ヶ島脚折４丁目店　　　　　　 埼玉県鶴ヶ島市脚折町４丁目１４－１

埼玉県 ミニストップ　深谷桜ヶ丘店　　　　　　　　　 埼玉県深谷市桜ヶ丘１０８

埼玉県 ミニストップ　さいたま新中里４丁目店　　　　 埼玉県さいたま市中央区新中里４丁目１８－１４

埼玉県 ミニストップ　八潮柳之宮店　　　　　　　　　 埼玉県八潮市緑町４丁目１１番地１

埼玉県 ミニストップ　深谷畠山店　　　　　　　　　　 埼玉県深谷市畠山１８０９－１

埼玉県 ミニストップ　さいたま新都心合同庁舎店　　　 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１さいたま新都心合同庁舎１号館１Ｆ

埼玉県 ミニストップ　春日部豊春店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市上蛭田４３９番地１３

埼玉県 ミニストップ　草加松原店　　　　　　　　　　 埼玉県草加市栄町３丁目１番３９号

埼玉県 ミニストップ　宮原２丁目店　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市北区宮原町２－１２６－２

埼玉県 ミニストップ　和光オリンピック通り店　　　　 埼玉県和光市下新倉３－２２－４５

埼玉県 ミニストップ　吉川店　　　　　　　　　　　　 埼玉県吉川市吉川１－２２－５

埼玉県 ミニストップ　久喜本町店　　　　　　　　　　 埼玉県久喜市本町４－１０－１７

埼玉県 ミニストップ　行田城西店　　　　　　　　　　 埼玉県行田市城西２丁目１－５６

埼玉県 ミニストップ　羽生西店　　　　　　　　　　　 埼玉県羽生市西３－２－７

埼玉県 ミニストップ　浦和木崎店　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市浦和区木崎５－３７－１２

埼玉県 ミニストップ　川口長蔵店　　　　　　　　　　 埼玉県川口市長蔵２－１５－１２

埼玉県 ミニストップ　庄和町米崎店　　　　　　　　　 埼玉県春日部市米崎２６９－２

埼玉県 ミニストップ　川口江戸店　　　　　　　　　　 埼玉県川口市江戸２丁目１６－２２

埼玉県 ミニストップ　さいたま宮本店　　　　　　　　 埼玉県さいたま市緑区宮本１丁目１９－３

埼玉県 ミニストップ　熊谷上之店　　　　　　　　　　 埼玉県熊谷市上之３８８５番地１

埼玉県 ミニストップ　所沢糀谷店　　　　　　　　　　 埼玉県所沢市糀谷１７６７－１

埼玉県 ミニストップ　川口西立野店　　　　　　　　　 埼玉県川口市大字西立野８０５－２

埼玉県 ミニストップ　上里三軒西店　　　　　　　　　 埼玉県児玉郡上里町大字七本木１２５７番５

埼玉県 ミニストップ　鉄道博物館前店　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区大成町３丁目２８３番１

埼玉県 ミニストップ　さいたま上大久保店　　　　　　 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保字東７００番

埼玉県 ミニストップ　春日部藤の花店　　　　　　　　 埼玉県春日部市牛島９６６－６

埼玉県 ミニストップ　杉戸高野台東店　　　　　　　　 埼玉県北葛飾郡杉戸町茨島７５４－１

埼玉県 ミニストップ　東松山上野本店　　　　　　　　 埼玉県東松山市大字上野本１８７１番２

埼玉県 ミニストップ　川口上青木店　　　　　　　　　 埼玉県川口市上青木１－５－１

埼玉県 ミニストップ　川島町中山店　　　　　　　　　 埼玉県比企郡川島町中山１１４４－１

埼玉県 ミニストップ　戸田笹目４丁目店　　　　　　　 埼玉県戸田市笹目４丁目２１－１

埼玉県 ミニストップ　三郷幸房店　　　　　　　　　　 埼玉県三郷市中央５丁目３５番地６

埼玉県 ミニストップ　新白岡駅東口店　　　　　　　　 埼玉県白岡市新白岡４丁目９番地１

埼玉県 ミニストップ　熊谷基地店　　　　　　　　　　 埼玉県熊谷市拾六間８３９

埼玉県 ミニストップ　春日部医療センター店　　　　　 埼玉県春日部市中央６丁目７番１

埼玉県 ミニストップ　北浦和東口店　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３丁目４－１４

埼玉県 ミニストップ　深谷小前田店　　　　　　　　　 埼玉県深谷市小前田字新田２８９９番地１

千葉県 ミニストップ　穴川店　　　　　　　　　　　　 千葉県千葉市稲毛区穴川３－５－４

千葉県 ミニストップ　木更津朝日店　　　　　　　　　 千葉県木更津市朝日２－７－２１

千葉県 ミニストップ　八千代高津店　　　　　　　　　 千葉県八千代市高津６９７－１

千葉県 ミニストップ　塚田駅前店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市前貝塚町５６５－１１

千葉県 ミニストップ　稲毛東３丁目店　　　　　　　　 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１７－１０

千葉県 ミニストップ　君津北子安店　　　　　　　　　 千葉県君津市北子安５－１－２

千葉県 ミニストップ　印西　小林店　　　　　　　　　 千葉県印西市小林３６３９

千葉県 ミニストップ　季美の森店　　　　　　　　　　 千葉県東金市山田１１３３－１２２

千葉県 ミニストップ　船橋夏見台店　　　　　　　　　 千葉県船橋市夏見台４丁目８－２０

千葉県 ミニストップ　高洲２丁目店　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区高洲２－３－１３

千葉県 ミニストップ　八日市場山崎店　　　　　　　　 千葉県匝瑳市山崎５９９

千葉県 ミニストップ　柏逆井店　　　　　　　　　　　 千葉県柏市逆井１３００－３

千葉県 ミニストップ　夷隅大原店　　　　　　　　　　 千葉県いすみ市大原９２３５



都道府県 店舗名 住所

千葉県 ミニストップ　木更津潮見店　　　　　　　　　 千葉県木更津市潮見４ー１３ー１

千葉県 ミニストップ　船橋駿河台店　　　　　　　　　 千葉県船橋市駿河台１－２－２

千葉県 ミニストップ　船橋二和西店　　　　　　　　　 千葉県船橋市二和西３－１８－１５

千葉県 ミニストップ　千葉轟町店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市稲毛区轟町２－２－９

千葉県 ミニストップ　千葉ニュータウン南山店　　　　 千葉県白井市南山２丁目１１番３号

千葉県 ミニストップ　日吉台２丁目店　　　　　　　　 千葉県富里市日吉台２丁目２０－９

千葉県 ミニストップ　袖ヶ浦神納店　　　　　　　　　 千葉県袖ヶ浦市神納１１５１番４

千葉県 ミニストップ　佐倉インター店　　　　　　　　 千葉県佐倉市小篠塚１１５３番９

千葉県 ミニストップ　市原君塚店　　　　　　　　　　 千葉県市原市君塚５丁目２６番２３

千葉県 ミニストップ　柏手賀の杜入口店　　　　　　　 千葉県柏市若白毛１２６１番３

千葉県 ミニストップ　木更津請西南店　　　　　　　　 千葉県木更津市請西南３丁目１番１号

千葉県 ミニストップ　千葉ニュータウン白井店　　　　 千葉県白井市谷田８４７－１

千葉県 ミニストップ　四街道御成街道店　　　　　　　 千葉県四街道市吉岡１８２７－４

千葉県 ミニストップ　柏しこだ店　　　　　　　　　　 千葉県柏市篠籠田１３７４番１

千葉県 ミニストップ　新船橋駅店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市山手１丁目３－２

千葉県 ミニストップ　松戸駅前店　　　　　　　　　　 千葉県松戸市根本４６５番地の１

千葉県 ミニストップ　茂原北インター店　　　　　　　 千葉県茂原市大沢字切懸１３８８－１

千葉県 ミニストップ　白井冨士店　　　　　　　　　　 千葉県白井市冨士１４７番地の１１

千葉県 ミニストップ　柏大井店　　　　　　　　　　　 千葉県柏市大井９０番

千葉県 ミニストップ　千葉幸町店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区幸町２－１９－３０

千葉県 ミニストップ　姉ヶ崎迎田店　　　　　　　　　 千葉県市原市迎田４３

千葉県 ミニストップ　船橋三咲町店　　　　　　　　　 千葉県船橋市三咲町１３２－１６

千葉県 ミニストップ　君津笹店　　　　　　　　　　　 千葉県君津市笹１７６５－１

千葉県 ミニストップ　千葉三角町店　　　　　　　　　 千葉県千葉市花見川区三角町６７９番１

千葉県 ミニストップ　君津三直店　　　　　　　　　　 千葉県君津市三直５３０番１

千葉県 ミニストップ　千葉長洲店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市中央区長洲１丁目１０番２０号

千葉県 ミニストップ　銚子小浜店　　　　　　　　　　 千葉県銚子市小浜町２０８３番地

千葉県 ミニストップ　木更津富士見店　　　　　　　　 千葉県木更津市富士見３－１－７

千葉県 ミニストップ　柏増尾店　　　　　　　　　　　 千葉県柏市増尾１０２５－１

千葉県 ミニストップ　千葉都町店　　　　　　　　　　 千葉県千葉市中央区都町８丁目２番３７号

千葉県 ミニストップ　市川東高校前店　　　　　　　　 千葉県市川市北方町４丁目２１５９－１

千葉県 ミニストップ　前原西６丁目店　　　　　　　　 千葉県船橋市前原西６丁目４番２９号

千葉県 ミニストップ　千葉検見川２丁目店　　　　　　 千葉県千葉市花見川区検見川町２丁目２０４番１

千葉県 ミニストップ　プレナ幕張店　　　　　　　　　 千葉県千葉市美浜区ひび野２－４

千葉県 ミニストップ　市原田尾店　　　　　　　　　　 千葉県市原市田尾字沼田２７８番１

千葉県 ミニストップ　船橋豊富店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市豊富町６５８番１

千葉県 ミニストップ　前原東３丁目店　　　　　　　　 千葉県船橋市前原東３丁目１０－９

千葉県 ミニストップ　市原潤井戸店　　　　　　　　　 千葉県市原市潤井戸６０４番地４

千葉県 ミニストップ　船橋滝台店　　　　　　　　　　 千葉県船橋市滝台２丁目６番２６号

千葉県 ミニストップ　木更津中里１丁目店　　　　　　 千葉県木更津市中里１丁目８番１号

千葉県 ミニストップ　ＶＺＯＮＥ我孫子店　　　　　　 千葉県我孫子市柴崎４６番１

千葉県 ミニストップ　東金北之幸谷店　　　　　　　　 千葉県東金市不動堂飛地８６７番１２

千葉県 ミニストップ　流山市野谷店　　　　　　　　　 千葉県流山市おおたかの森西２丁目１－２

千葉県 ミニストップ　松戸千駄堀店　　　　　　　　　 千葉県松戸市千駄堀１６０５

東京都 ミニストップ　女子大前店　　　　　　　　　　 東京都武蔵野市吉祥寺東町２－４５－１４

東京都 ミニストップ　経堂店　　　　　　　　　　　　 東京都世田谷区経堂５－３１－５

東京都 ミニストップ　葛西店　　　　　　　　　　　　 東京都江戸川区東葛西６－１４－３

東京都 ミニストップ　中板橋駅前店　　　　　　　　　 東京都板橋区弥生町３０－６

東京都 ミニストップ　ＷＡＮＺＡ有明店　　　　　　　 東京都江東区有明３－６東京ファッションタウン２Ｆ

東京都 ミニストップ　西小岩１丁目店　　　　　　　　 東京都江戸川区西小岩１－３０－２２

東京都 ミニストップ　志茂駅前店　　　　　　　　　　 東京都北区志茂３－１４－１

東京都 ミニストップ　狛江和泉本町店　　　　　　　　 東京都狛江市和泉本町１－８－６

東京都 ミニストップ　調布仙川店　　　　　　　　　　 東京都調布市仙川町３－３－４

東京都 ミニストップ　元浅草３丁目店　　　　　　　　 東京都台東区元浅草３丁目２２－８

東京都 ミニストップ　ＮＴＴ関東病院店　　　　　　　 東京都品川区東五反田５－９－２２ＮＴＴ関東病院２Ｆ

東京都 ミニストップ　南大塚２丁目店　　　　　　　　 東京都豊島区南大塚二丁目２６番１５号

東京都 ミニストップ　東山２丁目店　　　　　　　　　 東京都目黒区東山２丁目２０－１１

東京都 ミニストップ　高輪３丁目店　　　　　　　　　 東京都港区高輪３－１０－７

東京都 ミニストップ　昭島緑町３丁目店　　　　　　　 東京都昭島市緑町３－４－１７

東京都 ミニストップ　荒川１丁目店　　　　　　　　　 東京都荒川区荒川１丁目１８－１４

東京都 ミニストップ　東村山野口町店　　　　　　　　 東京都東村山市野口町１丁目２４－３１

東京都 ミニストップ　鹿浜４丁目店　　　　　　　　　 東京都足立区鹿浜４丁目２８－２

東京都 ミニストップ　歌舞伎町２丁目店　　　　　　　 東京都新宿区歌舞伎町２－３０－１３

東京都 ミニストップ　元八王子２丁目店　　　　　　　 東京都八王子市元八王子町２丁目１１５１番４

東京都 ミニストップ　白金６丁目店　　　　　　　　　 東京都港区白金６－６－２

東京都 ミニストップ　北品川５丁目店　　　　　　　　 東京都品川区北品川５－９－１１大崎ＭＴビル１階

東京都 ミニストップ　国分寺戸倉店　　　　　　　　　 東京都国分寺市戸倉３丁目４４－８

東京都 ミニストップ　小平たかの街道店　　　　　　　 東京都小平市小川町１丁目９７３番１

東京都 ミニストップ　南花畑２丁目店　　　　　　　　 東京都足立区南花畑二丁目１４番１６号

東京都 ミニストップ　中央１丁目店　　　　　　　　　 東京都江戸川区中央１丁目１８－１６

東京都 ミニストップ　宝町２丁目店　　　　　　　　　 東京都葛飾区宝町２丁目２２番１７号

東京都 ミニストップ　町田小川２丁目店　　　　　　　 東京都町田市小川２丁目２７－１

東京都 ミニストップ　南池袋２丁目店　　　　　　　　 東京都豊島区南池袋２－３－１

東京都 ミニストップ　稲城矢野口店　　　　　　　　　 東京都稲城市矢野口１２５７－１

東京都 ミニストップ　東久留米前沢店　　　　　　　　 東京都東久留米市前沢１丁目９番２０号



都道府県 店舗名 住所

東京都 ミニストップ　八王子小比企町店　　　　　　　 東京都八王子市小比企町３５００番４

東京都 ミニストップ　愛宕１丁目店　　　　　　　　　 東京都港区愛宕１－３－４

東京都 ミニストップ　東大和芋窪店　　　　　　　　　 東京都東大和市芋窪３丁目１５８２－１

東京都 ミニストップ　武蔵村山大南店　　　　　　　　 東京都武蔵村山市大南１丁目１４１ー１４

東京都 ミニストップ　板橋日大病院前店　　　　　　　 東京都板橋区大谷口上町２５－１

東京都 ミニストップ　上池袋店　　　　　　　　　　　 東京都豊島区上池袋４－３－５

東京都 ミニストップ　東十条店　　　　　　　　　　　 東京都北区東十条１－１１－４

東京都 ミニストップ　堀切菖蒲園店　　　　　　　　　 東京都葛飾区堀切３－６－１

東京都 ミニストップ　辰沼店　　　　　　　　　　　　 東京都足立区辰沼２－１５－７

東京都 ミニストップ　武蔵境２丁目店　　　　　　　　 東京都武蔵野市境２－２１－１３

東京都 ミニストップ　杉並成田西店　　　　　　　　　 東京都杉並区成田西３－２－７グリーンパレス１Ｆ

東京都 ミニストップ　深大寺東町店　　　　　　　　　 東京都調布市深大寺東町３－３９－１

東京都 ミニストップ　神田錦町１丁目店　　　　　　　 東京都千代田区神田錦町１－１

東京都 ミニストップ　北新宿４丁目店　　　　　　　　 東京都新宿区北新宿４－１２－４

東京都 ミニストップ　金町駅北口店　　　　　　　　　 東京都葛飾区東金町１丁目３７番２号

東京都 ミニストップ　千駄ヶ谷駅前店　　　　　　　　 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－３０－８ダヴィンチ千駄ヶ谷１０１

東京都 ミニストップ　千駄ヶ谷３丁目店　　　　　　　 東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目１６－５

東京都 ミニストップ　西池袋５丁目店　　　　　　　　 東京都豊島区西池袋５丁目５－２１

東京都 ミニストップ　南青山４丁目店　　　　　　　　 東京都港区南青山４丁目２６－１６

東京都 ミニストップ　町田根岸店　　　　　　　　　　 東京都町田市根岸町１００１番地２６

東京都 ミニストップ　堀切８丁目店　　　　　　　　　 東京都葛飾区堀切８－２３－２５

東京都 ミニストップ　九段南４丁目店　　　　　　　　 東京都千代田区九段南４丁目２－９

東京都 ミニストップ　芝久保２丁目店　　　　　　　　 東京都西東京市芝久保町２丁目２２番３２

東京都 ミニストップ　板橋四葉店　　　　　　　　　　 東京都板橋区四葉２丁目７番の１０

東京都 ミニストップ　足立鹿浜店　　　　　　　　　　 東京都足立区鹿浜５丁目１５－１０

東京都 ミニストップ　神宮前１丁目店　　　　　　　　 東京都渋谷区神宮前１丁目８－８

東京都 ミニストップ　武蔵村山学園店　　　　　　　　 東京都武蔵村山市学園３丁目４０番３

東京都 ミニストップ　宝町駅前店　　　　　　　　　　 東京都中央区京橋２－１３－１０

東京都 ミニストップ　江東枝川１丁目店　　　　　　　 東京都江東区枝川一丁目９番６号

東京都 ミニストップ　新小岩４丁目店　　　　　　　　 東京都葛飾区新小岩４丁目３３番１１号

神奈川県 ミニストップ　中田町萩丸店　　　　　　　　　 神奈川県横浜市泉区中田西３－２７－４５

神奈川県 ミニストップ　阪東橋店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市南区高根町３－１８－１８

神奈川県 ミニストップ　藤沢宮前店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市宮前３７５－１４

神奈川県 ミニストップ　座間座架依橋店　　　　　　　　 神奈川県座間市座間１丁目２９９２番地

神奈川県 ミニストップ　城山原宿南店　　　　　　　　　 神奈川県相模原市緑区原宿南２－２－１

神奈川県 ミニストップ　東橋本２丁目店　　　　　　　　 神奈川県相模原市緑区東橋本２丁目２３番１６号

神奈川県 ミニストップ　藤沢城南店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市城南２－２－３

神奈川県 ミニストップ　海老名大谷店　　　　　　　　　 神奈川県海老名市大谷南５丁目１３－５

神奈川県 ミニストップ　横須賀内川店　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市内川２丁目５番３５号

神奈川県 ミニストップ　相模原橋本台店　　　　　　　　 神奈川県相模原市緑区橋本台１－４－１

神奈川県 ミニストップ　相模原矢部店　　　　　　　　　 神奈川県相模原市中央区矢部２丁目２５－９

神奈川県 ミニストップ　大和代官２丁目店　　　　　　　 神奈川県大和市代官２丁目６番６

神奈川県 ミニストップ　鎌倉手広店　　　　　　　　　　 神奈川県鎌倉市手広２丁目２６番１７号

神奈川県 ミニストップ　星川駅北口店　　　　　　　　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町６番地３

神奈川県 ミニストップ　小田原東インター店　　　　　　 神奈川県小田原市飯泉４８４番１

神奈川県 ミニストップ　相模原協同病院店　　　　　　　 神奈川県相模原市緑区橋本台4丁目3番1号

神奈川県 ミニストップ　吉野町店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市南区山王町３－２３－２

神奈川県 ミニストップ　黄金橋店　　　　　　　　　　　 神奈川県横浜市中区末吉町１－２１

神奈川県 ミニストップ　能見台６丁目店　　　　　　　　 神奈川県横浜市金沢区能見台６丁目２番地４

神奈川県 ミニストップ　久里浜４丁目店　　　　　　　　 神奈川県横須賀市久里浜４丁目１７番１号

神奈川県 ミニストップ　よこはま吉田町店　　　　　　　 神奈川県横浜市中区吉田町６５

神奈川県 ミニストップ　藤沢石川店　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市石川４丁目８番３

神奈川県 ミニストップ　茅ヶ崎本村店　　　　　　　　　 神奈川県茅ヶ崎市本村５丁目２－５

神奈川県 ミニストップ　京急川崎駅西口店　　　　　　　 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２０－１１

神奈川県 ミニストップ　茅ヶ崎駅前店　　　　　　　　　 神奈川県茅ヶ崎市元町１８番２

神奈川県 ミニストップ　橋本東店　　　　　　　　　　　 神奈川県相模原市緑区東橋本２－１９－７

神奈川県 ミニストップ　茅ヶ崎堤店　　　　　　　　　　 神奈川県茅ヶ崎市堤８１６－１

神奈川県 ミニストップ　藤沢善行駅前店　　　　　　　　 神奈川県藤沢市善行１丁目２８－２小田急マルシェ１階

神奈川県 ミニストップ　相模原星が丘店　　　　　　　　 神奈川県相模原市中央区星が丘２丁目１－１

神奈川県 ミニストップ　相模原橋本１丁目店　　　　　　 神奈川県相模原市緑区橋本一丁目７番６号

神奈川県 ミニストップ　都筑荏田南４丁目店　　　　　　 神奈川県横浜市都筑区荏田南４丁目１０－２１

神奈川県 ミニストップ　相模原橋本４丁目店　　　　　　 神奈川県相模原市緑区橋本４丁目１７番１号

神奈川県 ミニストップ　横須賀森崎店　　　　　　　　　 神奈川県横須賀市森崎１丁目１９番２２号

神奈川県 ミニストップ　中原下新城３丁目店　　　　　　 神奈川県川崎市中原区下新城３丁目１５－２０

神奈川県 ミニストップ　青葉たちばな台店　　　　　　　 神奈川県横浜市青葉区たちばな台２丁目１４ー１４

神奈川県 ミニストップ　海老名本郷店　　　　　　　　　 神奈川県海老名市本郷４０３７番２

神奈川県 ミニストップ　武蔵小杉店　　　　　　　　　　 神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目１５０１番地１セントア武蔵小杉Ａ棟１０３Ｂ

神奈川県 ミニストップ　横浜戸塚下郷店　　　　　　　　 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１５５２－１

神奈川県 ミニストップ　天王町駅前店　　　　　　　　　 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町２－４５－８伊勢政ビル１階

福井県 ミニストップ　大飯運動公園前店　　　　　　　 福井県大飯郡おおい町成和字２号１番１１２－１

福井県 ミニストップ　敦賀金山店　　　　　　　　　　 福井県敦賀市金山７８－１２－１

福井県 ミニストップ　若狭美浜店　　　　　　　　　　 福井県三方郡美浜町久々子第７２号１番地の４

岐阜県 ミニストップ　鹿野店　　　　　　　　　　　　 岐阜県海津市海津町鹿野１２７０－１

岐阜県 ミニストップ　川合大橋店　　　　　　　　　　 岐阜県可児市川合北１丁目５番地

岐阜県 ミニストップ　正木町店　　　　　　　　　　　 岐阜県羽島市正木町曲利１０５４－１
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岐阜県 ミニストップ　鵜沼西町店　　　　　　　　　　 岐阜県各務原市鵜沼西町１－６３２－１

岐阜県 ミニストップ　草道島店　　　　　　　　　　　 岐阜県大垣市草道島町南出口４８８－３

岐阜県 ミニストップ　桑原町店　　　　　　　　　　　 岐阜県羽島市桑原町八神２６９４番地１

岐阜県 ミニストップ　堀津町店　　　　　　　　　　　 岐阜県羽島市堀津町１０７９番地１

岐阜県 ミニストップ　那加日新店　　　　　　　　　　 岐阜県各務原市那加日新町５－１１

岐阜県 ミニストップ　岐南町三宅店　　　　　　　　　 岐阜県羽島郡岐南町三宅１丁目２２１番

岐阜県 ミニストップ　高富東深瀬店　　　　　　　　　 岐阜県山県市東深瀬１７５－３

岐阜県 ミニストップ　垂井町店　　　　　　　　　　　 岐阜県不破郡垂井町宮代字天満田１０８８－１５

岐阜県 ミニストップ　岐阜水海道店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市水海道４丁目２５番１２号

岐阜県 ミニストップ　関稲口店　　　　　　　　　　　 岐阜県関市稲口５２４番１

岐阜県 ミニストップ　大垣青野町店　　　　　　　　　 岐阜県大垣市青野町９５０番１

岐阜県 ミニストップ　岐南町徳田店　　　　　　　　　 岐阜県羽島郡岐南町徳田３丁目３０３番地

岐阜県 ミニストップ　羽島尾濃大橋店　　　　　　　　 岐阜県羽島市正木町森１４丁目３０番地１

岐阜県 ミニストップ　御嵩古屋敷店　　　　　　　　　 岐阜県可児郡御嵩町古屋敷字中屋敷７５０番２

岐阜県 ミニストップ　坂祝町店　　　　　　　　　　　 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１５１６番７

岐阜県 ミニストップ　富加町羽生店　　　　　　　　　 岐阜県加茂郡富加町羽生２１３７番１

岐阜県 ミニストップ　岐阜西鏡島店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市鏡島西２丁目１１番１５号

岐阜県 ミニストップ　可児土田渡店　　　　　　　　　 岐阜県可児市土田２５４８番地６２０

岐阜県 ミニストップ　岐阜西川手店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市西川手６丁目２１番地

岐阜県 ミニストップ　岐阜城東通店　　　　　　　　　 岐阜県岐阜市城東通５丁目４－１

岐阜県 ミニストップ　土岐泉定林寺店　　　　　　　　 岐阜県土岐市泉町定林寺９６２番地の５３

岐阜県 ミニストップ　養老押越店　　　　　　　　　　 岐阜県養老郡養老町押越１０１９ー１

岐阜県 ミニストップ　巣南町店　　　　　　　　　　　 岐阜県瑞穂市古橋１８９番地の４

岐阜県 ミニストップ　岐阜大洞団地店　　　　　　　　 岐阜県岐阜市芥見南山３丁目４番７

岐阜県 ミニストップ　羽島竹鼻町店　　　　　　　　　 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内９丁目６番１

岐阜県 ミニストップ　土岐口南町店　　　　　　　　　 岐阜県土岐市土岐口南町４丁目３６番

岐阜県 ミニストップ　各務原前渡東町店　　　　　　　 岐阜県各務原市前渡東町３丁目３５８番地

岐阜県 ミニストップ　多治見上野町店　　　　　　　　 岐阜県多治見市上野町５丁目２８番地の２

岐阜県 ミニストップ　可児広見５丁目店　　　　　　　 岐阜県可児市広見５丁目３８番

岐阜県 ミニストップ　関ＳＡ上り店　　　　　　　　　 岐阜県関市小瀬１５３５－４

岐阜県 ミニストップ　美濃加茂深田町店　　　　　　　 岐阜県美濃加茂市深田町３丁目１１番１号

岐阜県 ミニストップ　羽島福寿町店　　　　　　　　　 岐阜県羽島市福寿町千代田６３

岐阜県 ミニストップ　各務原新栄町２丁目店　　　　　 岐阜県各務原市蘇原新栄町２丁目９２番地１

静岡県 ミニストップ　富士川木島店　　　　　　　　　 静岡県富士市木島１７２－１

静岡県 ミニストップ　清水町湯川店　　　　　　　　　 静岡県駿東郡清水町湯川４４－１

静岡県 ミニストップ　清水草薙一里山店　　　　　　　 静岡県静岡市清水区草薙一里山１６－７

静岡県 ミニストップ　静岡瀬名川店　　　　　　　　　 静岡県静岡市葵区瀬名川二丁目３９－２７

静岡県 ミニストップ　清水押切店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区押切９８４番１３

静岡県 ミニストップ　熱海梅園店　　　　　　　　　　 静岡県熱海市梅園町１８１５番１５

静岡県 ミニストップ　沼津西沢田店　　　　　　　　　 静岡県沼津市西沢田６２０番１

静岡県 ミニストップ　富士広見店　　　　　　　　　　 静岡県富士市広見本町２番１号

静岡県 ミニストップ　富士宮宮原店　　　　　　　　　 静岡県富士宮市宮原３３３番１６

静岡県 ミニストップ　富士宮島店　　　　　　　　　　 静岡県富士市宮島１８３－１

静岡県 ミニストップ　富士入山瀬店　　　　　　　　　 静岡県富士市入山瀬２－２－５

静岡県 ミニストップ　清水南矢部店　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区南矢部字宅地通５６２－２

静岡県 ミニストップ　藤枝水守店　　　　　　　　　　 静岡県藤枝市水守１丁目２番地１４号

静岡県 ミニストップ　藤枝谷稲葉インター前店　　　　 静岡県藤枝市堀之内１丁目２番２

静岡県 ミニストップ　函南町塚本店　　　　　　　　　 静岡県田方郡函南町塚本３９８番３

静岡県 ミニストップ　三ケ日都筑店　　　　　　　　　 静岡県浜松市北区三ケ日町都筑２１７４－１

静岡県 ミニストップ　中川根町店　　　　　　　　　　 静岡県榛原郡川根本町徳山３５５－３

静岡県 ミニストップ　菊川堀之内店　　　　　　　　　 静岡県菊川市堀之内８０－６

静岡県 ミニストップ　金谷町店　　　　　　　　　　　 静岡県島田市島８６６－１

静岡県 ミニストップ　掛川下俣南店　　　　　　　　　 静岡県掛川市下俣南３丁目１－５

静岡県 ミニストップ　上新屋楽園店　　　　　　　　　 静岡県浜松市東区上新屋町１－５

静岡県 ミニストップ　浜松元浜町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市中区元浜町６９－３

静岡県 ミニストップ　吉田町川尻北店　　　　　　　　 静岡県榛原郡吉田町川尻９１４番１

静岡県 ミニストップ　富士錦町店　　　　　　　　　　 静岡県富士市錦町１－１２－１８

静岡県 ミニストップ　清水町柿田店　　　　　　　　　 静岡県駿東郡清水町柿田１４７－４

静岡県 ミニストップ　伊東富戸店　　　　　　　　　　 静岡県伊東市富戸１０２０－４８８

静岡県 ミニストップ　富士宮市役所前店　　　　　　　 静岡県富士宮市弓沢町１９８

静岡県 ミニストップ　静岡谷田店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区谷田３２－３

静岡県 ミニストップ　三島梅名店　　　　　　　　　　 静岡県三島市梅名４４７－１４

静岡県 ミニストップ　富士宮杉田店　　　　　　　　　 静岡県富士宮市杉田１０４９－１

静岡県 ミニストップ　清水鶴舞町店　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区鶴舞町７－１８

静岡県 ミニストップ　富士宮大岩店　　　　　　　　　 静岡県富士宮市大岩１６７７番７

静岡県 ミニストップ　富士石坂店　　　　　　　　　　 静岡県富士市石坂７９－２

静岡県 ミニストップ　清水高橋店　　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区高橋３丁目４番６号

静岡県 ミニストップ　沼津きせがわ店　　　　　　　　 静岡県沼津市大岡９０番１

静岡県 ミニストップ　清水下野西店　　　　　　　　　 静岡県静岡市清水区下野西６番４４号

静岡県 ミニストップ　修善寺大平店　　　　　　　　　 静岡県伊豆市大平７００番地の１

静岡県 ミニストップ　御殿場はぎわら店　　　　　　　 静岡県御殿場市萩原５７６番地３

静岡県 ミニストップ　富士総合運動公園店　　　　　　 静岡県富士市中野字西三ツ倉４１３番５

静岡県 ミニストップ　函南町仁田店　　　　　　　　　 静岡県田方郡函南町仁田１４９番地の１

静岡県 ミニストップ　静岡豊原町店　　　　　　　　　 静岡県静岡市駿河区豊原町８番１０号

静岡県 ミニストップ　静岡がんセンター店　　　　　　 静岡県駿東郡長泉町下長窪１００７番地静岡県立静岡がんセンター１階



都道府県 店舗名 住所

静岡県 ミニストップ　富士若松町店　　　　　　　　　 静岡県富士市大淵６６番地の２

静岡県 ミニストップ　浜松北寺島町店　　　　　　　　 静岡県浜松市中区北寺島町２０８番地６

静岡県 ミニストップ　浜松鶴見町店　　　　　　　　　 静岡県浜松市南区鶴見町２３６番地の１

静岡県 ミニストップ　掛川大渕店　　　　　　　　　　 静岡県掛川市大渕３６５４番地の１

静岡県 ミニストップ　牧之原インター店　　　　　　　 静岡県牧之原市東萩間２６２７番

静岡県 ミニストップ　湖西岡崎店　　　　　　　　　　 静岡県湖西市岡崎５００－３

静岡県 ミニストップ　磐田西高前店　　　　　　　　　 静岡県磐田市中泉２８５５番１

愛知県 ミニストップ　港東通り店　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市南区北頭町３－７

愛知県 ミニストップ　ＪＲ刈谷駅前店　　　　　　　　 愛知県刈谷市中山町２－１０－２

愛知県 ミニストップ　川井町店　　　　　　　　　　　 愛知県岩倉市川井町二千町２８番

愛知県 ミニストップ　大宝店　　　　　　　　　　　　 愛知県海部郡飛島村大宝６丁目１番１

愛知県 ミニストップ　長須賀店　　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中川区長須賀３－１２０１

愛知県 ミニストップ　東阿知和店　　　　　　　　　　 愛知県岡崎市東阿知和町字屋下１０２番地１

愛知県 ミニストップ　吉根深沢店　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市守山区平池東３１３番地

愛知県 ミニストップ　蒲郡緑町店　　　　　　　　　　 愛知県蒲郡市緑町６－１０

愛知県 ミニストップ　豊田西岡町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市西岡町長土井１０番地

愛知県 ミニストップ　小牧原新田店　　　　　　　　　 愛知県小牧市大字小牧原新田字小家前１２５０－３

愛知県 ミニストップ　岡崎洞町店　　　　　　　　　　 愛知県岡崎市洞町字宮ノ腰２１－４

愛知県 ミニストップ　吉良上横須賀店　　　　　　　　 愛知県西尾市吉良町上横須賀雑役免１１２－３

愛知県 ミニストップ　祖父江桜方店　　　　　　　　　 愛知県稲沢市祖父江町桜方上切８－１

愛知県 ミニストップ　日進折戸町店　　　　　　　　　 愛知県日進市折戸町孫三ヶ入８４番３

愛知県 ミニストップ　名古屋金城町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市北区金城町四丁目２３番

愛知県 ミニストップ　幸田大草店　　　　　　　　　　 愛知県額田郡幸田町大字大草字赤石４４番地１

愛知県 ミニストップ　名古屋城南町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市守山区城南町１５番２２号

愛知県 ミニストップ　豊川本野ヶ原店　　　　　　　　 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目１９番１

愛知県 ミニストップ　豊明栄町店　　　　　　　　　　 愛知県豊明市栄町梶田１４番地１２

愛知県 ミニストップ　蒲郡八百富町店　　　　　　　　 愛知県蒲郡市八百富町１２番１９号

愛知県 ミニストップ　清須西内堀店　　　　　　　　　 愛知県清須市清洲２６１１－１

愛知県 ミニストップ　豊田保見町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市保見町権堂坊１０９番地２

愛知県 ミニストップ　一宮競輪場前店　　　　　　　　 愛知県一宮市泉３丁目２番５号

愛知県 ミニストップ　豊橋杉山町店　　　　　　　　　 愛知県豊橋市杉山町字外張６５番３

愛知県 ミニストップ　名古屋幸心店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市守山区幸心一丁目１３０１番地

愛知県 ミニストップ　岡崎牧平町店　　　　　　　　　 愛知県岡崎市牧平町字荒井野３１番地１

愛知県 ミニストップ　瀬戸本郷町店　　　　　　　　　 愛知県瀬戸市本郷町６６８

愛知県 ミニストップ　一社駅前店　　　　　　　　　　 愛知県名古屋市名東区高社２－１１３

愛知県 ミニストップ　中村日赤前店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中村区鳥居通三丁目２６番地

愛知県 ミニストップ　中央道十四山店　　　　　　　　 愛知県弥富市竹田６丁目９９番地

愛知県 ミニストップ　大和町店　　　　　　　　　　　 愛知県一宮市大和町妙興寺字地蔵恵７８

愛知県 ミニストップ　町方新田店　　　　　　　　　　 愛知県愛西市町方町松川１７９－２

愛知県 ミニストップ　吉良吉田店　　　　　　　　　　 愛知県西尾市吉良町吉田松木田９３

愛知県 ミニストップ　安城城ヶ入町店　　　　　　　　 愛知県安城市城ヶ入町本割１－１

愛知県 ミニストップ　名古屋猪之越町店　　　　　　　 愛知県名古屋市中村区猪之越町１丁目３番１８号

愛知県 ミニストップ　豊田石飛店　　　　　　　　　　 愛知県豊田市石飛町高堤３１８－２

愛知県 ミニストップ　瀬戸品野町店　　　　　　　　　 愛知県瀬戸市品野町一丁目１９８番１４

愛知県 ミニストップ　名古屋豊田３丁目店　　　　　　 愛知県名古屋市南区豊田三丁目１７番１３号

愛知県 ミニストップ　豊田野見山町店　　　　　　　　 愛知県豊田市野見山町３丁目８８番地９２

愛知県 ミニストップ　豊田浄水町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市浄水町伊保原６７６番地

愛知県 ミニストップ　常滑インター店　　　　　　　　 愛知県常滑市飛香台１丁目３－６

愛知県 ミニストップ　名古屋駅西店　　　　　　　　　 愛知県名古屋市中村区椿町１６番１６号名古屋大和ビル１Ｆ

愛知県 ミニストップ　豊川馬場町店　　　　　　　　　 愛知県豊川市馬場町郷前２６

愛知県 ミニストップ　豊橋東幸町店　　　　　　　　　 愛知県豊橋市東幸町字東明８２番地１４

愛知県 ミニストップ　名古屋稲上町店　　　　　　　　 愛知県名古屋市中村区稲上町３丁目１３番

愛知県 ミニストップ　豊田田中町店　　　　　　　　　 愛知県豊田市田中町一丁目１１８番地６

愛知県 ミニストップ　知立広見店　　　　　　　　　　 愛知県知立市広見１丁目９３番地

愛知県 ミニストップ　知多日長店　　　　　　　　　　 愛知県知多市日長東田２丁目３０番１

愛知県 ミニストップ　岡崎矢作南店　　　　　　　　　 愛知県岡崎市大和町字荒田３７番地１

愛知県 ミニストップ　知立西中町店　　　　　　　　　 愛知県知立市西中町跡落１３７番地

愛知県 ミニストップ　名鉄常滑駅前店　　　　　　　　 愛知県常滑市鯉江本町５丁目１４０番地

三重県 ミニストップ　高野尾店　　　　　　　　　　　 三重県津市高野尾町字西豊久野１８９０－８０

三重県 ミニストップ　伊勢黒瀬町店　　　　　　　　　 三重県伊勢市黒瀬町５１１－１

三重県 ミニストップ　伊勢円座町店　　　　　　　　　 三重県伊勢市円座町１８５４番地４

三重県 ミニストップ　四日市堂ケ山店　　　　　　　　 三重県四日市市堂ケ山町１９２５番地１０

三重県 ミニストップ　津白塚店　　　　　　　　　　　 三重県津市栗真小川町７５０

三重県 ミニストップ　香良洲店　　　　　　　　　　　 三重県津市香良洲町２８４６－１

三重県 ミニストップ　伊勢宮後店　　　　　　　　　　 三重県伊勢市宮後３丁目８番５３号

三重県 ミニストップ　津大古曽店　　　　　　　　　　 三重県津市一身田大古曽６８７番地３

三重県 ミニストップ　松阪松ヶ崎駅前店　　　　　　　 三重県松阪市塚本町１５０－１

三重県 ミニストップ　伊勢小俣町本町店　　　　　　　 三重県伊勢市小俣町本町３４１－６２

三重県 ミニストップ　四日市水沢町店　　　　　　　　 三重県四日市市水沢町４０４８－２

三重県 ミニストップ　名四川越店　　　　　　　　　　 三重県三重郡川越町大字当新田字中通５２０－１

三重県 ミニストップ　朝明店　　　　　　　　　　　　 三重県四日市市朝明町字太田５０８－１

三重県 ミニストップ　上野平野店　　　　　　　　　　 三重県伊賀市平野西町５３

三重県 ミニストップ　河芸上野店　　　　　　　　　　 三重県津市河芸町上野６９９番地の１

三重県 ミニストップ　玉城玉川店　　　　　　　　　　 三重県度会郡玉城町玉川６５４－１

三重県 ミニストップ　亀山井田川店　　　　　　　　　 三重県亀山市井田川町谷山６６０－２



都道府県 店舗名 住所

三重県 ミニストップ　津安濃店　　　　　　　　　　　 三重県津市安濃町曽根５６６－２

三重県 ミニストップ　四日市浜田町店　　　　　　　　 三重県四日市市浜田町９番３号

三重県 ミニストップ　伊勢辻久留店　　　　　　　　　 三重県伊勢市辻久留三丁目５番６６号

三重県 ミニストップ　名張富貴ヶ丘店　　　　　　　　 三重県名張市蔵持町芝出１２１６番地１

三重県 ミニストップ　津長岡店　　　　　　　　　　　 三重県津市河辺町２６０９番地３

三重県 ミニストップ　伊勢上地町店　　　　　　　　　 三重県伊勢市上地町４８２２－２

滋賀県 ミニストップ　大津大萱店　　　　　　　　　　 滋賀県大津市大萱六丁目５番１号

京都府 ミニストップ　東舞鶴インター店　　　　　　　 京都府舞鶴市大字堂奥小字一ノ谷３０３－１４

京都府 ミニストップ　綾部井倉店　　　　　　　　　　 京都府綾部市井倉町西田５番２

京都府 ミニストップ　東舞鶴勘尻店　　　　　　　　　 京都府舞鶴市字森小字勘尻２１５番地

京都府 ミニストップ　亀岡運動公園前店　　　　　　　 京都府亀岡市曽我部町穴太大塚５４番

京都府 ミニストップ　東舞鶴鹿原店　　　　　　　　　 京都府舞鶴市鹿原１３－１

京都府 ミニストップ　向日寺戸町店　　　　　　　　　 京都府向日市寺戸町西野辺７番

京都府 ミニストップ　七本松花屋町店　　　　　　　　 京都府京都市下京区西七条東八反田町２０

京都府 ミニストップ　白川通上高野店　　　　　　　　 京都府京都市左京区上高野大湯手町１番地１

京都府 ミニストップ　園部町宮町店　　　　　　　　　 京都府南丹市園部町宮町西９番１１

大阪府 ミニストップ　豊崎５丁目店　　　　　　　　　 大阪府大阪市北区豊崎５丁目６番１０号商業ビル１階

大阪府 ミニストップ　藤井寺４丁目店　　　　　　　　 大阪府藤井寺市藤井寺４丁目１９－１５

大阪府 ミニストップ　堺美木多上店　　　　　　　　　 大阪府堺市南区美木多上１０２３番１

大阪府 ミニストップ　堺福田店　　　　　　　　　　　 大阪府堺市中区福田８６６番地の１

大阪府 ミニストップ　茨木藤の里店　　　　　　　　　 大阪府茨木市藤の里１丁目１７番１９号

大阪府 ミニストップ　大阪狭山東野店　　　　　　　　 大阪府大阪狭山市東野西３丁目７００番１

大阪府 ミニストップ　枚方山之上西町店　　　　　　　 大阪府枚方市山之上西町３４－２２

大阪府 ミニストップ　吹田南金田店　　　　　　　　　 大阪府吹田市南金田一丁目１３－９

大阪府 ミニストップ　岸和田摩湯町店　　　　　　　　 大阪府岸和田市摩湯町３３１番１

大阪府 ミニストップ　大阪諸口５丁目店　　　　　　　 大阪府大阪市鶴見区諸口５丁目浜１４番２号

大阪府 ミニストップ　和泉池田下町店　　　　　　　　 大阪府和泉市池田下町１４７５番１

大阪府 ミニストップ　平野長吉川辺店　　　　　　　　 大阪府大阪市平野区長吉川辺３丁目４番８０号

大阪府 ミニストップ　寝屋川上神田店　　　　　　　　 大阪府寝屋川市上神田１丁目３０番１１号

大阪府 ミニストップ　岸和田尾生町店　　　　　　　　 大阪府岸和田市尾生町５３７番１

大阪府 ミニストップ　東三国店　　　　　　　　　　　 大阪府大阪市淀川区東三国５丁目４番１号

大阪府 ミニストップ　平野町３丁目店　　　　　　　　 大阪府大阪市中央区平野町３丁目１番２号

大阪府 ミニストップ　福島野田２丁目店　　　　　　　 大阪府大阪市福島区野田２丁目１番７２号

大阪府 ミニストップ　八尾太田店　　　　　　　　　　 大阪府八尾市太田二丁目９０番

大阪府 ミニストップ　大阪今津北５丁目店　　　　　　 大阪府大阪市鶴見区今津北５丁目１番２２号

大阪府 ミニストップ　東大阪衣摺店　　　　　　　　　 大阪府東大阪市衣摺６丁目１３番９号

大阪府 ミニストップ　大阪浜２丁目店　　　　　　　　 大阪府大阪市鶴見区浜２丁目２番５６号

大阪府 ミニストップ　東淀川豊里４丁目店　　　　　　 大阪府大阪市東淀川区豊里４丁目１１番１９号

大阪府 ミニストップ　南船場店　　　　　　　　　　　 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１４－３

兵庫県 ミニストップ　市島町上竹田店　　　　　　　　 兵庫県丹波市市島町上竹田字中日巻１１２２－１

兵庫県 ミニストップ　中山寺駅前店　　　　　　　　　 兵庫県宝塚市中筋５丁目１０番２３－１０１号

兵庫県 ミニストップ　川西西多田店　　　　　　　　　 兵庫県川西市西多田２丁目２番８号三栄ビル１階

兵庫県 ミニストップ　日高西芝店　　　　　　　　　　 兵庫県豊岡市日高町西芝２２４－１

兵庫県 ミニストップ　和田山桑原店　　　　　　　　　 兵庫県朝来市和田山町桑原５２０番１

兵庫県 ミニストップ　西宮中前田町店　　　　　　　　 兵庫県西宮市中前田町７番５号

兵庫県 ミニストップ　三田けやき台店　　　　　　　　 兵庫県三田市けやき台６丁目３番

兵庫県 ミニストップ　豊岡戸牧店　　　　　　　　　　 兵庫県豊岡市戸牧２１３番地の７

兵庫県 ミニストップ　ＩＳＭ淡河ＰＡ下り店　　　　　 兵庫県神戸市北区淡河町神田８３５－１

兵庫県 ミニストップ　西宮マリナパーク店　　　　　　 兵庫県西宮市西宮浜３丁目６番地２

兵庫県 ミニストップ　神戸玉津町店　　　　　　　　　 兵庫県神戸市西区玉津町今津６４６番１

兵庫県 ミニストップ　福山通運阪神店　　　　　　　　 兵庫県尼崎市西長洲町３丁目２－１

兵庫県 ミニストップ　神戸藤原台南町店　　　　　　　 兵庫県神戸市北区藤原台南町３丁目１８番３号

兵庫県 ミニストップ　和田山枚田店　　　　　　　　　 兵庫県朝来市和田山町枚田７６８

兵庫県 ミニストップ　甲子園六番町店　　　　　　　　 兵庫県西宮市甲子園六番町16番5号

兵庫県 ミニストップ　川西見野２丁目店　　　　　　　 兵庫県川西市見野２丁目１９番１７号

兵庫県 ミニストップ　尼崎口田中店　　　　　　　　　 兵庫県尼崎市口田中１丁目２０番３０号

兵庫県 ミニストップ　神戸大原店　　　　　　　　　　 兵庫県神戸市北区大原１丁目２０番

兵庫県 ミニストップ　明石魚住町店　　　　　　　　　 兵庫県明石市魚住町清水４６３番２

兵庫県 ミニストップ　明石鷹匠町店　　　　　　　　　 兵庫県明石市鷹匠町２番２４号

奈良県 ミニストップ　奈良登美ヶ丘駅前店　　　　　　 奈良県奈良市中登美ヶ丘６丁目３番－３

奈良県 ミニストップ　広陵町みささぎ台店　　　　　　 奈良県北葛城郡広陵町みささぎ台５番５０号

奈良県 ミニストップ　真菅オカモト酒店　　　　　　　 奈良県橿原市中曽司町１９１－３

奈良県 ミニストップ　桜井大福店　　　　　　　　　　 奈良県桜井市大字大福９１９－１

奈良県 ミニストップ　桜井三輪店　　　　　　　　　　 奈良県桜井市大字三輪１３５番地

徳島県 ミニストップ　北島町江尻店　　　　　　　　　 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池３３番１

徳島県 ミニストップ　阿波市場町店　　　　　　　　　 徳島県阿波市市場町香美字秋葉本８６ー６

徳島県 ミニストップ　徳島北沖洲店　　　　　　　　　 徳島県徳島市北沖洲三丁目６番３５号

徳島県 ミニストップ　石井藍畑店　　　　　　　　　　 徳島県名西郡石井町藍畑高畑１０８７－５

徳島県 ミニストップ　徳島川内町富吉店　　　　　　　 徳島県徳島市川内町富吉２３６番１

徳島県 ミニストップ　徳島南二軒屋町店　　　　　　　 徳島県徳島市南二軒屋町二丁目１番８号

香川県 ミニストップ　檀紙店　　　　　　　　　　　　 香川県高松市檀紙町２０６０－１

香川県 ミニストップ　円座店　　　　　　　　　　　　 香川県高松市円座町字西村２１１番地１

香川県 ミニストップ　香川町店　　　　　　　　　　　 香川県高松市香川町川東下２４１－１

香川県 ミニストップ　久米池店　　　　　　　　　　　 香川県高松市新田町甲２０９４番地１

香川県 ミニストップ　綾南町店　　　　　　　　　　　 香川県綾歌郡綾川町萱原下所８１９－１
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香川県 ミニストップ　造田宮西店　　　　　　　　　　 香川県さぬき市造田宮西字石井８３８番１

香川県 ミニストップ　小村町店　　　　　　　　　　　 香川県高松市小村町２４０番地５

香川県 ミニストップ　高松牟礼町店　　　　　　　　　 香川県高松市牟礼町牟礼２１０６番地１

香川県 ミニストップ　高松多肥下町店　　　　　　　　 香川県高松市多肥下町１５４７番５

香川県 ミニストップ　観音寺池之尻店　　　　　　　　 香川県観音寺市池之尻町１２００番地１

香川県 ミニストップ　高松築地町店　　　　　　　　　 香川県高松市築地町２番地８

香川県 ミニストップ　宇多津町店　　　　　　　　　　 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁６７番地１

香川県 ミニストップ　三豊豊中町店　　　　　　　　　 香川県三豊市豊中町笠田笠岡２１２３番地１

香川県 ミニストップ　坂出高屋町店　　　　　　　　　 香川県坂出市高屋町１１４３番地１

香川県 ミニストップ　高松大池南店　　　　　　　　　 香川県高松市木太町５０９３番地６

香川県 ミニストップ　観音寺木之郷店　　　　　　　　 香川県観音寺市木之郷町字前田７６７番地３

愛媛県 ミニストップ　東予周布店　　　　　　　　　　 愛媛県西条市周布１０４８

愛媛県 ミニストップ　丹原今井店　　　　　　　　　　 愛媛県西条市丹原町今井３６１－１

愛媛県 ミニストップ　四国中央妻鳥町店　　　　　　　 愛媛県四国中央市妻鳥町５４２番地

愛媛県 ミニストップ　新居浜松原町店　　　　　　　　 愛媛県新居浜市松原町１番３１号

愛媛県 ミニストップ　新居浜喜光地町店　　　　　　　 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目４番３０号

福岡県 ミニストップ　小郡上岩田店　　　　　　　　　 福岡県小郡市上岩田字平塚１０９７－２

福岡県 ミニストップ　名島２丁目店　　　　　　　　　 福岡県福岡市東区名島２丁目４０番

福岡県 ミニストップ　浮羽中千足店　　　　　　　　　 福岡県うきは市浮羽町朝田４０８

福岡県 ミニストップ　上白水店　　　　　　　　　　　 福岡県春日市上白水一丁目六番地

福岡県 ミニストップ　志免東３丁目店　　　　　　　　 福岡県糟屋郡志免町志免東３丁目１番１号

福岡県 ミニストップ　福岡多の津５丁目店　　　　　　 福岡県福岡市東区多の津５丁目４８－２５

福岡県 ミニストップ　八女本店　　　　　　　　　　　 福岡県八女市本１２３３番地１

福岡県 ミニストップ　須恵植木店　　　　　　　　　　 福岡県糟屋郡須惠町大字植木字坂本１７１７－１

福岡県 ミニストップ　大木町横溝店　　　　　　　　　 福岡県三潴郡大木町大字横溝５０番５

福岡県 ミニストップ　庄内有安店　　　　　　　　　　 福岡県飯塚市有安１０１６

福岡県 ミニストップ　大野城山田店　　　　　　　　　 福岡県大野城市山田１丁目１番３６号

福岡県 ミニストップ　中間徳若店　　　　　　　　　　 福岡県中間市東中間１丁目１－１

福岡県 ミニストップ　筑後久富店　　　　　　　　　　 福岡県筑後市大字久富１２５１番３０号

福岡県 ミニストップ　博多諸岡店　　　　　　　　　　 福岡県福岡市博多区諸岡３丁目７番７号

福岡県 ミニストップ　大刀洗本郷店　　　　　　　　　 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷４４０５－１

福岡県 ミニストップ　久留米津福今町店　　　　　　　 福岡県久留米市津福今町３６１－７

福岡県 ミニストップ　福岡大岳店　　　　　　　　　　 福岡県福岡市東区大岳１丁目１１－１

福岡県 ミニストップ　苅田京町店　　　　　　　　　　 福岡県京都郡苅田町京町１丁目９番５号

福岡県 ミニストップ　福岡長尾３丁目店　　　　　　　 福岡県福岡市城南区長尾３ー２３－３

福岡県 ミニストップ　福岡香椎浜４丁目店　　　　　　 福岡県福岡市東区香椎浜４丁目１１－１

福岡県 ミニストップ　八幡穴生店　　　　　　　　　　 福岡県北九州市八幡西区陣原２丁目１６－７

福岡県 ミニストップ　大野城仲畑２丁目店　　　　　　 福岡県大野城市仲畑２丁目１３－４２

福岡県 ミニストップ　福岡屋形原店　　　　　　　　　 福岡県福岡市南区屋形原１丁目２番３７号

福岡県 ミニストップ　岡垣百合ヶ丘店　　　　　　　　 福岡県遠賀郡岡垣町東松原２丁目４－４

福岡県 ミニストップ　北野町今山店　　　　　　　　　 福岡県久留米市北野町今山８１６番１

福岡県 ミニストップ　福岡有田店　　　　　　　　　　 福岡県福岡市早良区有田２丁目１６番１５号

福岡県 ミニストップ　大川向島店　　　　　　　　　　 福岡県大川市大字向島１５５２番４

福岡県 ミニストップ　久留米荘島町店　　　　　　　　 福岡県久留米市荘島町１２番５

福岡県 ミニストップ　小倉三郎丸店　　　　　　　　　 福岡県北九州市小倉北区三郎丸３丁目１５番１７号

福岡県 ミニストップ　那珂川道善店　　　　　　　　　 福岡県那珂川市道善５ー２

福岡県 ミニストップ　田川香春町店　　　　　　　　　 福岡県田川郡香春町大字中津原１８８２番地１

福岡県 ミニストップ　八幡八枝店　　　　　　　　　　 福岡県北九州市八幡西区八枝３丁目８番１２号

福岡県 ミニストップ　大川市下木佐木店　　　　　　　 福岡県大川市大字下木佐木３６番地１

福岡県 ミニストップ　飯塚下三緒店　　　　　　　　　 福岡県飯塚市下三緒７５番４

福岡県 ミニストップ　若松花野路店　　　　　　　　　 福岡県北九州市若松区花野路１丁目１番３号

福岡県 ミニストップ　筑後野町北店　　　　　　　　　 福岡県筑後市大字野町６１１番地１

福岡県 ミニストップ　朝倉インター店　　　　　　　　 福岡県朝倉市多々連４１１－１

佐賀県 ミニストップ　北茂安町店　　　　　　　　　　 佐賀県三養基郡みやき町白壁２２５０

佐賀県 ミニストップ　神埼千代田町店　　　　　　　　 佐賀県神埼市千代田町直鳥８１４

佐賀県 ミニストップ　中津隈店　　　　　　　　　　　 佐賀県三養基郡みやき町大字中津隈５１－３

佐賀県 ミニストップ　佐賀本庄町店　　　　　　　　　 佐賀県佐賀市本庄町大字末次３９３－１

佐賀県 ミニストップ　みやき原古賀店　　　　　　　　 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀１９０２－２

佐賀県 ミニストップ　多久古賀宿店　　　　　　　　　 佐賀県多久市東多久町大字別府３４００－１

佐賀県 ミニストップ　吉野ヶ里鳥ノ隈店　　　　　　　 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田１２５２－１

佐賀県 ミニストップ　佐賀江北町店　　　　　　　　　 佐賀県杵島郡江北町大字下小田３３６６－１

佐賀県 ミニストップ　佐賀高木瀬店　　　　　　　　　 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１８２１－１

佐賀県 ミニストップ　佐賀田代２丁目店　　　　　　　 佐賀県佐賀市田代２丁目６番１５号

大分県 ミニストップ　日田下井手町店　　　　　　　　 大分県日田市下井手町６１番

大分県 ミニストップ　日田本庄町店　　　　　　　　　 大分県日田市本庄町４番９号


