
店舗名 〒 住所

ミニストップ 福島北沢又店          960-8254 福島県福島市南沢又字上番匠田７番地の１

ミニストップ 福島太平寺店          960-8151 福島県福島市太平寺字坿屋敷３５番

ミニストップ 奥州水沢真城店         023-0841 岩手県奥州市水沢区真城字杉山下３番地１

ミニストップ 泉崎北平山店          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 伊達梁川土橋店         960-0777 福島県伊達市梁川町字西土橋１８３−１

ミニストップ 伊達保原高子店         960-0684 福島県伊達市保原町上保原字大久保２２−５

ミニストップ 三春上舞木店          963-7732 福島県田村郡三春町大字上舞木字戸ノ内４８−３

ミニストップ 荒巻ワンダープラザ店      981-0966 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢３丁目７番１号 １Ｆ

ミニストップ 三春町バイパス店        963-7719 福島県田村郡三春町大字貝山字岩田６１−１

ミニストップ 郡山富田店           963-8041 福島県郡山市富田東五丁目１３２番地

ミニストップ 利府塩釜インター店       981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字十三本塚１２３−１

ミニストップ 多賀城城南店          985-0865 宮城県多賀城市城南１丁目１１番３８号

ミニストップ 郡山亀田店           963-8032 福島県郡山市字下亀田９番５

ミニストップ 須賀川未来大橋店        962-0851 福島県須賀川市中宿１５５

ミニストップ 宮城船岡中央店         989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央三丁目１８番１０号

ミニストップ フレスポ郡山店         963-0115 福島県郡山市南二丁目１９番地

ミニストップ 白石羽山店           989-1103 宮城県白石市白川犬卒都婆字羽山１４−１

ミニストップ 福島梁川店           960-0759 福島県伊達市梁川町広瀬町３０番地

ミニストップ 宮城柴田剣崎店         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 いわき中岡店          974-8251 福島県いわき市中岡町４丁目５−１

ミニストップ いわき玉川店          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 郡山久留米店          963-8846 福島県郡山市久留米６丁目８６番の１

ミニストップ 塙大町店            963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字大町二丁目２１番地３

ミニストップ 北上上江釣子店         024-0071 岩手県北上市上江釣子１６地割１５４番１

ミニストップ 橋場店             111-0023 東京都台東区橋場１−３２−６

ミニストップ 業平橋店            131-0045 東京都墨田区押上２−２−１

ミニストップ 市原白塚店           299-0109 千葉県市原市千種３丁目５番１

ミニストップ 潮見駅前店           135-0052 東京都江東区潮見２丁目６番１

ミニストップ 印西草深店           270-1337 千葉県印西市草深２１５８番３

ミニストップ 木更津富士見店         292-0831 千葉県木更津市富士見３−１−７

ミニストップ 東上野２丁目店         110-0015 東京都台東区東上野２丁目１番１１号

ミニストップ 船橋二和西店          274-0806 千葉県船橋市二和西３−１８−１５

ミニストップ 千葉ニュータウン原山店     270-1342 千葉県印西市高花１丁目２６番

ミニストップ 市川東高校前店         272-0811 千葉県市川市北方町４丁目２１５９−１

ミニストップ 木更津請西南店         292-0807 千葉県木更津市請西南３丁目１番１号

ミニストップ 船橋豊富店           274-0053 千葉県船橋市豊富町６５８番１

ミニストップ 前原西４丁目店         274-0825 千葉県船橋市前原西４丁目１８−１８

ミニストップ 中央１丁目店          132-0021 東京都江戸川区中央１丁目１８−１６

ミニストップ 鹿島神宮駅前店         314-0032 茨城県鹿嶋市宮下４丁目６−２

ミニストップ 神栖賀店            314-0134 茨城県神栖市賀２１０８ー１９２

ミニストップ 東金北之幸谷店         283-0036 千葉県東金市不動堂飛地８６７番１２

ミニストップ 大原店             156-0041 東京都世田谷区大原２−２３−１５

ミニストップ 上井草店            167-0023 東京都杉並区上井草２−１−１

ミニストップ 上平間店            211-0013 神奈川県川崎市中原区上平間１８３

ミニストップ 中田町萩丸店          245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西３−２７−４５

ミニストップ 藤沢宮前店           251-0014 神奈川県藤沢市宮前３７５−１４

ミニストップ 南幸町店            212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町１−３１−１

ミニストップ 新川崎店            212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬１−３３−１０

ミニストップ 能見台６丁目店         236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台６丁目２番地４

ミニストップ 藤沢石川店           252-0815 神奈川県藤沢市石川４丁目８番３

ミニストップ 京急川崎駅西口店        210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２０−１１

ミニストップ 小田原下大井店         250-0208 神奈川県小田原市下大井４８７番１

ミニストップ 新横浜１丁目店         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 横須賀東浦賀店         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 青葉たちばな台店        227-0046 神奈川県横浜市青葉区たちばな台２丁目１４ー１４

ミニストップ 武蔵小杉店           211-0063 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

ミニストップ 相模原協同病院店        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 瀬谷駅南口店          246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目4番10

ミニストップ 草加松原店           340-0011 埼玉県草加市栄町３丁目１番３９号

ミニストップ 野田市駅前店          278-0037 千葉県野田市大字野田字弁天谷津１２８−１

ミニストップ 辰沼店             121-0054 東京都足立区辰沼２−１５−７

ミニストップ 草加新里町店          340-0031 埼玉県草加市新里町１２１０−１

ミニストップ 草加青柳店           340-0002 埼玉県草加市青柳７−６３−１３

ミニストップ 竜ヶ崎大徳町店         301-0816 茨城県龍ケ崎市大徳町５１９−１

ミニストップ 水戸駅南店           310-0803 茨城県水戸市城南３−１−５

ミニストップ 川口⾧蔵店           333-0807 埼玉県川口市⾧蔵２−１５−１２

ミニストップ 日立多賀店           316-0004 茨城県日立市東多賀町５−７−１２

ミニストップ ひたちなか東石川店       312-0052 茨城県ひたちなか市東石川２ー１１−６



ミニストップ 大田原富士見店         324-0028 栃木県大田原市富士見１丁目１７６７−１５

ミニストップ 下野大沢駅前店         321-1274 栃木県日光市土沢５５７番地１３５

ミニストップ 下野下古山店          329-0507 栃木県下野市文教１丁目１−１１

ミニストップ 宇都宮御幸本町店        321-0983 栃木県宇都宮市御幸本町字道下４８８０番８

ミニストップ 鹿浜４丁目店          123-0864 東京都足立区鹿浜４丁目２８−２

ミニストップ 坂東逆井店           306-0501 茨城県坂東市逆井字大砂５８８７番６

ミニストップ 堀切８丁目店          124-0006 東京都葛飾区堀切８−２３−２５

ミニストップ 野田堤台店           278-0044 千葉県野田市堤台１３２−１

ミニストップ 那須塩原東三島店        329-2751 栃木県那須塩原市東三島６丁目３９６番３０

ミニストップ 那珂堤店            311-0104 茨城県那珂市堤字鉄砲西２０３番３

ミニストップ 板橋四葉店           175-0084 東京都板橋区四葉２丁目７番の１０

ミニストップ 足立鹿浜店           123-0864 東京都足立区鹿浜５丁目１５−１０

ミニストップ ひたちなか青葉店        312-0056 茨城県ひたちなか市青葉町９番の３

ミニストップ 日立東滑川４丁目店       317-0052 茨城県日立市東滑川町４丁目１９−１０

ミニストップ 南越谷ラクーン店        343-0845 埼玉県越谷市南越谷１−１５−１ １階

ミニストップ 鉾田店             311-1517 茨城県鉾田市鉾田５６６番地１

ミニストップ 川口上青木店          333-0844 埼玉県川口市上青木１−５−１

ミニストップ 牛久ひたち野東店        300-1207 茨城県牛久市ひたち野東１丁目２５−１０

ミニストップ 足立梅島１丁目店        121-0816 東京都足立区梅島１丁目１１番１０号グランデユオガーデン深水

ミニストップ 鹿沼東町２丁目店        322-0022 栃木県鹿沼市東町２丁目２−４２

ミニストップ 龍ケ崎寺後店          301-0836 茨城県龍ケ崎市寺後３６２０

ミニストップ 古河女沼店           306-0226 茨城県古河市女沼１５２１−１

ミニストップ 石岡鹿の子店          315-0005 茨城県石岡市鹿の子１丁目１４−２５

ミニストップ メガガイア岩槻店        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 茨城大学前店          310-0055 茨城県水戸市袴塚３−１０−３２

ミニストップ つくば酒丸店          300-2637 茨城県つくば市中東１６８番地１

ミニストップ 鹿沼樅山店           322-0046 栃木県鹿沼市樅山町字郷中５４８

ミニストップ 土浦白鳥店           300-0022 茨城県土浦市白鳥町１０９６番４０

ミニストップ 鉾田大竹店           311-1513 茨城県鉾田市大竹字塙内９６５番地２

ミニストップ 筑西菅谷店           308-0052 茨城県筑西市菅谷字菅谷１５６６番

ミニストップ 日立諏訪店           316-0001 茨城県日立市諏訪町１丁目２番２０号

ミニストップ 武蔵境２丁目店         180-0022 東京都武蔵野市境２−２１−１３

ミニストップ 東大和仲原１丁目店       207-0016 東京都東大和市仲原１丁目８−７

ミニストップ 尾島粕川店           370-0421 群馬県太田市粕川町３２７−９

ミニストップ 調布仙川店           182-0002 東京都調布市仙川町３−３−４

ミニストップ 本庄若泉店           367-0055 埼玉県本庄市若泉１−１１−２３

ミニストップ 伊奈中央店           362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室１００３４−１

ミニストップ 埼玉平成高校前店        350-0434 埼玉県入間郡毛呂山町大字市場３２３

ミニストップ 行田真名板店          361-0013 埼玉県行田市大字真名板２００６−１

ミニストップ 波志江ＰＡ下り店        372-0001 群馬県伊勢崎市波志江町２６７８番２

ミニストップ 国分寺戸倉店          185-0003 東京都国分寺市戸倉３丁目４４−８

ミニストップ 小平たかの街道店        187-0032 東京都小平市小川町１丁目９７３番１

ミニストップ 伊勢崎除ヶ町店         372-0832 群馬県伊勢崎市除ヶ町２４７番１

ミニストップ 川島町中山店          350-0165 埼玉県比企郡川島町中山１１４４−１

ミニストップ 伊勢崎市場町店         379-2211 群馬県伊勢崎市市場町二丁目８４４−２

ミニストップ 太田内ケ島南店         373-0813 群馬県太田市内ケ島町７１６番地１

ミニストップ 伊勢崎境百々店         370-0117 群馬県伊勢崎市境百々２５５

ミニストップ 太田南矢島町店         373-0861 群馬県太田市南矢島町６４２−３

ミニストップ イオンモールむさし村山店    208-0022 東京都武蔵村山市榎１丁目１−３

ミニストップ ＪＩＭ ＳＯＭＰＯ Ｓｔｏｒｅ 202-0023 東京都西東京市新町６丁目３−５損保ジャパン事務本部ビル１階

ミニストップ 富士中島店           416-0907 静岡県富士市中島１０５−１

ミニストップ 三島北沢店           411-0805 静岡県三島市北沢６７−１０

ミニストップ 静岡下川原店          421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原南９番２３号

ミニストップ 富士津田町店          417-0035 静岡県富士市津田町１４６番地

ミニストップ 静岡瀬名川店          420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川二丁目３９−２７

ミニストップ 島田野田店           427-0007 静岡県島田市野田１０４７番地１

ミニストップ 富士宮島店           416-0945 静岡県富士市宮島１８３−１

ミニストップ 御殿場はぎわら店        412-0042 静岡県御殿場市萩原５７６番地３

ミニストップ ネオパーサ清水店        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 静岡瀬名南店          420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川１丁目３０番１５号

ミニストップ 富士横割１丁目店        416-0944 静岡県富士市横割１丁目１９番１３号

ミニストップ 藤枝谷稲葉インター前店     426-0088 静岡県藤枝市堀之内１丁目２番２

ミニストップ 静岡がんセンター店       411-0934 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

ミニストップ 富士原田南店          417-0852 静岡県富士市原田３８９−１３

ミニストップ 沼津根古屋店          410-0309 静岡県沼津市根古屋１５４−２

ミニストップ 車道店             461-0003 愛知県名古屋市東区筒井３−２６

ミニストップ 中央道十四山店         490-1428 愛知県弥富市竹田６丁目９９番地

ミニストップ 川井町店            482-0015 愛知県岩倉市川井町二千町２８番

ミニストップ 桑名星見ヶ丘店         511-0912 三重県桑名市星見ケ丘３−１０３



ミニストップ 高野尾店            514-2221 三重県津市高野尾町字西豊久野１８９０−８０

ミニストップ 一宮串作店           491-0376 愛知県一宮市萩原町串作東沖３１番地

ミニストップ ⾧須賀店            454-0994 愛知県名古屋市中川区⾧須賀３−１２０１

ミニストップ 明和馬之上店          515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上９４８番地４

ミニストップ 菰野町庁舎前店         510-1253 三重県三重郡菰野町大字潤田１１８７−１

ミニストップ 大垣荒尾町店          503-0034 岐阜県大垣市荒尾町字田畑５１８番地

ミニストップ 小牧原新田店          485-0012 愛知県小牧市大字小牧原新田字小家前１２５０−３

ミニストップ 岐阜水海道店          500-8223 岐阜県岐阜市水海道４丁目２５番１２号

ミニストップ 各務原前渡東町店        504-0922 岐阜県各務原市前渡東町３丁目３５８番地

ミニストップ 関稲口店            501-3932 岐阜県関市稲口５２４番１

ミニストップ 嬉野ふるさと会館前店      515-2323 三重県松阪市嬉野権現前町３９０−５

ミニストップ 大垣青野町店          503-2227 岐阜県大垣市青野町９５０番１

ミニストップ 御嵩古屋敷店          505-0123 岐阜県可児郡御嵩町古屋敷字中屋敷７５０番２

ミニストップ 多治見上野町店         507-0027 岐阜県多治見市上野町５丁目２８番地の２

ミニストップ 木曽川町門間店         493-0002 愛知県一宮市木曽川町門間字沼４７番３

ミニストップ 名古屋金城町店         462-0047 愛知県名古屋市北区金城町四丁目２３番

ミニストップ 富加町羽生店          501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生２１３７番１

ミニストップ 四日市垂坂店          510-8037 三重県四日市市垂坂町２０２５

ミニストップ 江南高屋町店          483-8063 愛知県江南市高屋町八幡８番２号

ミニストップ 亀山ＰＡ下り店         519-0166 三重県亀山市布気町大岨９４２−２

ミニストップ 名古屋駅西店          453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町１６番１６号名古屋大和ビル１Ｆ

ミニストップ 岐阜則武新田店         502-0929 岐阜県岐阜市則武東四丁目３番６号

ミニストップ 羽島福寿町店          501-6256 岐阜県羽島市福寿町千代田６３

ミニストップ 各務原新栄町２丁目店      504-0855 岐阜県各務原市蘇原新栄町２丁目９２番地１

ミニストップ 四日市水沢町店         512-1105 三重県四日市市水沢町４０４８−２

ミニストップ 四日市和無田町店        512-1114 三重県四日市市和無田町８０９−２

ミニストップ 名鉄常滑駅前店         479-0838 愛知県常滑市鯉江本町５丁目１４０番地

ミニストップ 山之手店            471-0833 愛知県豊田市山之手１−９−１

ミニストップ 熱池町店            445-0881 愛知県西尾市熱池町古新田３−３

ミニストップ 吉良吉田店           444-0516 愛知県西尾市吉良町吉田松木田９３

ミニストップ 井田南店            444-0068 愛知県岡崎市井田南町１０−１

ミニストップ 三ケ日都筑店          431-1402 静岡県浜松市北区三ケ日町都筑２１７４−１

ミニストップ 安城城ヶ入町店         444-1206 愛知県安城市城ヶ入町本割１−１

ミニストップ 浜松北島町店          435-0041 静岡県浜松市東区北島町７５２番地

ミニストップ 浜松細江町店          431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川７１７２番地の２５５５

ミニストップ 豊田上丘町店          473-0931 愛知県豊田市上丘町海老池４番地２

ミニストップ 豊明栄町店           470-1161 愛知県豊明市栄町梶田１４番地１２

ミニストップ 安城碧海桜井店         444-1154 愛知県安城市桜井町中新田９７番１

ミニストップ 豊田保見町店          470-0344 愛知県豊田市保見町権堂坊１０９番地２

ミニストップ 知立広見店           472-0044 愛知県知立市広見１丁目９３番地

ミニストップ 磐田西高前店          438-0078 静岡県磐田市中泉２８５５番１

ミニストップ オーギヤ磐田店         438-0817 静岡県磐田市上万能２６２番１

ミニストップ ⾧久手岩作店          480-1103 愛知県⾧久手市岩作宮前１２６番地

ミニストップ 岡崎牧平町店          444-3624 愛知県岡崎市牧平町字荒井野３１番地１

ミニストップ 浜松佐鳴台１丁目店       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 知立西中町店          472-0016 愛知県知立市西中町跡落１３７番地

ミニストップ ⾧久手下山店          480-1135 愛知県⾧久手市下山２番地１

ミニストップ 瀬戸原山町店          489-0889 愛知県瀬戸市原山町１３０番地３

ミニストップ 瀬戸本郷町店          489-0906 愛知県瀬戸市本郷町６６８

ミニストップ 瑞穂町和田店          622-0311 京都府船井郡京丹波町和田垣内３０−２

ミニストップ 藤井寺４丁目店         583-0024 大阪府藤井寺市藤井寺４丁目１９−１５

ミニストップ 敦賀古田刈店          914-0045 福井県敦賀市古田刈３−４−２

ミニストップ 中舞鶴余部店          625-0087 京都府舞鶴市余部下小字余部下１１８３−５

ミニストップ 若狭美浜店           919-1123 福井県三方郡美浜町久々子第７２号１番地の４

ミニストップ 中山寺駅前店          665-0874 兵庫県宝塚市中筋５丁目１０番２３−１０１号

ミニストップ 平野町３丁目店         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 堺津久野町店          593-8322 大阪府堺市西区津久野町３丁８番２２

ミニストップ 日高久田谷店          669-5345 兵庫県豊岡市日高町久田谷５８番

ミニストップ 東舞鶴勘尻店          625-0062 京都府舞鶴市字森小字勘尻２１５番地

ミニストップ 豊岡戸牧店           668-0065 兵庫県豊岡市戸牧２１３番地の７

ミニストップ 白川通上高野店         606-0048 京都府京都市左京区上高野大湯手町１番地１

ミニストップ 吹田佐井寺１丁目店       565-0836 大阪府吹田市佐井寺１丁目２９番２９号

ミニストップ 東舞鶴鹿原店          625-0014 京都府舞鶴市鹿原１３−１

ミニストップ 寝屋川中木田町店        572-0820 大阪府寝屋川市中木田町２番１号

ミニストップ 尼崎口田中店          661-0983 兵庫県尼崎市口田中１丁目２０番３０号

ミニストップ 豊中利倉１丁目店        561-0845 大阪府豊中市利倉１丁目２番２４号

ミニストップ 八尾太田店           581-0037 大阪府八尾市太田二丁目９０番

ミニストップ 四條畷田原台店         575-0013 大阪府四條畷市田原台８丁目３番１号

ミニストップ 向日寺戸町店          617-0002 京都府向日市寺戸町西野辺７番



ミニストップ 伊丹昆陽東１丁目店       664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東１丁目４番６号

ミニストップ 門真柳田町店          571-0038 大阪府門真市柳田町２６−８

ミニストップ 大津大萱店           520-2144 滋賀県大津市大萱六丁目５番１号

ミニストップ 神戸大津和店          651-2112 兵庫県神戸市西区大津和２丁目６番４

ミニストップ 神戸舞子坂店          655-0044 兵庫県神戸市垂水区舞子坂１丁目２番７号

ミニストップ イオンモール京都桂川店     601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６番１

ミニストップ 堺北野田店           599-8123 大阪府堺市東区北野田５５２番２

ミニストップ 神戸星が丘店          655-0032 兵庫県神戸市垂水区星が丘３丁目４番８の１

ミニストップ 久御山町田井店         613-0036 京都府久世郡久御山町田井新荒見７０−１

ミニストップ 明石鷹匠町店          673-0848 兵庫県明石市鷹匠町２番２４号

ミニストップ 明石清水店           674-0074 兵庫県明石市魚住町清水２０５９−２

ミニストップ 寝屋川上神田店         572-0052 大阪府寝屋川市上神田１丁目３０番１１号

ミニストップ 県立図書館前店         761-0302 香川県高松市上林町４９９−１

ミニストップ 脇町店             779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町４７１−１

ミニストップ 東予周布店           799-1371 愛媛県西条市周布１０４８

ミニストップ 西条高田店           799-1321 愛媛県西条市高田６６８番地１

ミニストップ 丹原今井店           791-0503 愛媛県西条市丹原町今井３６１−１

ミニストップ 四国中央妻鳥町店        799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町５４２番地

ミニストップ 高松多肥下町店         761-8075 香川県高松市多肥下町１５４７番５

ミニストップ 新居浜松原町店         792-0828 愛媛県新居浜市松原町１番３１号

ミニストップ 観音寺池之尻店         768-0031 香川県観音寺市池之尻町１２００番地１

ミニストップ 高松築地町店          760-0061 香川県高松市築地町２番地８

ミニストップ 高松元山町店          761-0311 香川県高松市元山町９８８番地９

ミニストップ 新居浜喜光地町店        792-0826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目４番３０号

ミニストップ 高松木太町店          760-0080 香川県高松市木太町字東原５５５番地３

ミニストップ 奥中山店            028-5133 岩手県二戸郡一戸町中山字大塚２４４−５

ミニストップ 久慈田屋町店          028-0022 岩手県久慈市田屋町１−３８−２

ミニストップ 八戸小中野店          031-0802 青森県八戸市小中野四丁目６番１６号

ミニストップ 浅虫温泉店           039-3501 青森県青森市大字浅虫字坂本９番地６８

ミニストップ 青森油川岡田店         038-0059 青森県青森市大字油川字岡田３０番地

ミニストップ 宗像稲元店           811-3406 福岡県宗像市稲元４丁目２２番５号

ミニストップ 上白水店            816-0844 福岡県春日市上白水一丁目六番地

ミニストップ 北茂安町店           849-0111 佐賀県三養基郡みやき町白壁２２５０

ミニストップ 飯塚東伊川店          820-0054 福岡県飯塚市伊川５４７−１

ミニストップ 庄内有安店           820-0111 福岡県飯塚市有安１０１６

ミニストップ 中間徳若店           809-0019 福岡県中間市東中間１丁目１−１

ミニストップ 直方感田店           822-0008 福岡県直方市湯野原１丁目１０番１号

ミニストップ 吉野ヶ里鳥ノ隈店        842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田１２５２−１

ミニストップ 久留米田主丸店         839-1203 福岡県久留米市田主丸町秋成８５１−１

ミニストップ 福岡土井２丁目店        813-0032 福岡県福岡市東区土井２丁目４９−１

ミニストップ 八幡竹下町店          805-0022 福岡県北九州市八幡東区竹下町１０番２３号

ミニストップ 岡垣百合ヶ丘店         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 八幡八千代店          806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町３番１号

ミニストップ 博多吉塚３丁目店        812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚３丁目５番５２号

ミニストップ 福岡有田店           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 田川番田町店          825-0018 福岡県田川市番田町７番３７

ミニストップ 田川香春町店          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 福岡八田１丁目店        813-0031 福岡県福岡市東区八田１丁目１２番１４号

ミニストップ 八幡八枝店           807-0856 福岡県北九州市八幡西区八枝３丁目８番１２号

ミニストップ 福岡香椎６丁目店        813-0011 福岡県福岡市東区香椎６丁目２番２１号

ミニストップ 田川川崎店           827-0003 福岡県田川郡川崎町大字川崎１０８６番１


