
店 名 住所

1 ミニストップ宮城美里店 宮城県遠田郡美里町字新妻の神６９－１

2 ミニストップ塩釜玉川店 宮城県塩釜市玉川３丁目８番１９号

3 ミニストップ塩釜魚市場前店 宮城県塩釜市新浜町二丁目３－１３

4 ミニストップ塩釜長沢町店 宮城県塩釜市長沢町１番１号

5 ミニストップ中新田赤塚店 宮城県加美郡加美町字赤塚３６７－１

6 ミニストップ角田梶賀店 宮城県角田市梶賀字一里壇１５１番７

7 ミニストップ角田藤田店 宮城県角田市藤田字目角田９３番地１

8 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

9 ミニストップ気仙沼松川店 宮城県気仙沼市切通２４７番１

10 ミニストップ気仙沼本吉店 宮城県気仙沼市本吉町後田１０番地１

11 ミニストップ七ヶ浜遠山店 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山５丁目３番９４

12 ミニストップ七ヶ浜汐見台店 宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台五丁目２番地１

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

14 ミニストップ利府中インター店 宮城県宮城郡利府町春日字山崎１８番４

15 ミニストップ春日ＰＡ下り店 宮城県宮城郡利府町春日字二ツ石３９－８

16 ミニストップ春日ＰＡ上り店 宮城県宮城郡利府町春日字筆沢５－３

17 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

18 ミニストップ宮城高清水店 宮城県栗原市高清水松の木沢田５６番２４

19 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

20 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

21 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

22 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

23 ミニストップ大和町小野店 宮城県黒川郡大和町小野字前沢１４番地の３

24 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

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

26 ミニストップ宮城柴田剣崎店 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣水５８番

27 ミニストップ柴田東船迫店 宮城県柴田郡柴田町東船迫２丁目１－２

28 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

29 ミニストップ大河原町金ケ瀬店 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字中川原９４番１

30 ミニストップ石巻新立野店 宮城県石巻市のぞみ野三丁目１番地１

31 ミニストップ石巻蛇田西店 宮城県石巻市恵み野六丁目１番地１

32 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

33 ミニストップ石巻渡波店 宮城県石巻市新成一丁目２１番地１５

34 ミニストップ石巻大街道北店 宮城県石巻市大街道北二丁目２番２０号

35 ミニストップ石巻大橋３丁目店 宮城県石巻市大橋三丁目２番２

36 ミニストップ石巻新千刈店 宮城県石巻市渡波字新千刈４３番１

37 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

38 ミニストップ石巻サンプラザホテル店 宮城県石巻市立町一丁目７－２３

39 ミニストップ仙台岩切店 宮城県仙台市宮城野区岩切分台三丁目５番地の１０

40 ミニストップ仙台新田東店 宮城県仙台市宮城野区新田東５丁目１５番地の２

41 ミニストップ仙台新港店 宮城県仙台市宮城野区中野三丁目４番地の１１

42 ミニストップ仙台田子店 宮城県仙台市宮城野区田子２丁目４１番１８号

43 ミニストップ東仙台駅前店 宮城県仙台市宮城野区東仙台２丁目１５番１１号

44 ミニストップ仙台卸町中央店 宮城県仙台市宮城野区萩野町三丁目８番２２

45 ミニストップ仙台東七番丁店 宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０６番地の２２

46 ミニストップ仙台榴ヶ岡店 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡１０５番地の１０

47 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

48 ミニストップ仙台上飯田店 宮城県仙台市若林区上飯田１丁目９－６０

49 ミニストップ仙台新寺１丁目店 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号

50 ミニストップ仙台薬師堂駅前店 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

51 ミニストップ仙台六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目中町２７番４０号

52 ミニストップ仙台東インター店 宮城県仙台市若林区六丁の目東町７－１０

53 ミニストップ仙台みやぎ台店 宮城県仙台市青葉区芋沢字横向山７７番１
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54 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

55 ミニストップ仙台郷六店 宮城県仙台市青葉区郷六字舘３９－１１

56 ミニストップ仙台錦ヶ丘店 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘７丁目２１－７

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

58 ミニストップ仙台高松２丁目店 宮城県仙台市青葉区高松２丁目１１番７２号

59 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

60 ミニストップ仙台中央３丁目店 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３番３号

61 ミニストップ片平店 宮城県仙台市青葉区片平１－４－１５

62 ミニストップ東北電力前店 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２－１２　ＧＭビル

63 ミニストップ仙台落合店 宮城県仙台市青葉区落合二丁目１６番２２号

64 ミニストップみずほ台店 宮城県仙台市泉区みずほ台１０番地１

65 ミニストップ仙台市名坂店 宮城県仙台市泉区市名坂字沖１０２ー６

66 ミニストップ仙台泉七北田店 宮城県仙台市泉区市名坂字町５３番

67 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

68 ミニストップ仙台泉中央１丁目店 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目３６番地の４

69 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

70 ミニストップ仙台南中山店 宮城県仙台市泉区南中山２丁目１－１７

71 ミニストップ仙台北中山店 宮城県仙台市泉区南中山５丁目４－３５

72 ミニストップ仙台泉福岡店 宮城県仙台市泉区福岡字阿弥陀前１４番１

73 ミニストップ仙台泉大沢店 宮城県仙台市泉区北高森３３番１

74 ミニストップ仙台鈎取４丁目店 宮城県仙台市太白区鈎取四丁目１７番３２号

75 ミニストップ仙台山田店 宮城県仙台市太白区山田新町９２番４

76 ミニストップ西中田七丁目店 宮城県仙台市太白区西中田七丁目２７－１

77 ミニストップ仙台泉崎１丁目店 宮城県仙台市太白区泉崎１丁目１８番３０

78 ミニストップ仙台富沢駅東口店 宮城県仙台市太白区大野田四丁目１９番地の４

79 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

80 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

81 ミニストップ長町店 宮城県仙台市太白区長町３－６－１

82 ミニストップ仙台長町４丁目店 宮城県仙台市太白区長町四丁目７番２８号

83 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

84 ミニストップ仙台坪沼店 宮城県仙台市太白区坪沼字相ノ原６６

85 ミニストップ仙台八木山緑町店 宮城県仙台市太白区八木山緑町７番３２号

86 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

87 ミニストップ仙台生出店 宮城県仙台市太白区茂庭土地区画整理事業６街区２－１画地

88 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

89 ミニストップ多賀城城南店 宮城県多賀城市城南１丁目１１番３８号

90 ミニストップ古川駅前大通店 宮城県大崎市古川駅前大通六丁目２－３

91 ミニストップ宮城鹿島台店 宮城県大崎市鹿島台平渡字杉ヶ崎３２番２

92 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

93 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

94 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

95 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

96 ミニストップ東松島鳴瀬店 宮城県東松島市牛網字新下西５７番

97 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

98 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

99 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

100 ミニストップ名取愛島郷店 宮城県名取市愛島郷一丁目２番地２

101 ミニストップ仙台南インター店 宮城県名取市高舘熊野堂字余方上２６番２

102 ミニストップ名取インター店 宮城県名取市小塚原字西中塚７－１

103 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

104 ミニストップイオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした五丁目３番地の１

105 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


