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1980 5月 �ジャスコ（株）（現：イオン（株））100%出資により、ミニストップ（株）を設
立。資本金3,000万円。�

7月 �第1号店「大倉山店」を横浜市に開店。
1号店開店時よりバーコード付オーダーブックと大型コンピュータによ
るオンライン発注システムを導入。

1981 4月 首都圏にて、フランチャイズ加盟店の一般公募を開始（6月よりフラン
チャイズ事業開始）。

1982 11月 東海地域への店舗展開を開始。
1985 5月 店舗数が100店となる。
1987 2月 �POSシステム全店導入完了。EOB端末およびディスプレイ画面による発

注システムへ変更。
1988 4月 �物流業務強化のため、当社の100%出資によりネットワークサービス（株）

を設立。
1990 2月 公共料金の収納代行サービス開始。�

6月 �韓国・味元通商（株）（現：韓国ミニストップ（株））とコンビニエンススト
ア事業展開に関する技術援助契約を締結（11月、1号店開店）。

1991 12月 �「ミニストップ緑の環境推進クラブ」を設立。
「花の輪運動」への協賛開始。

1993 7月 �東京証券取引所市場第二部に株式上場。
資本金を41億5,753万3,000円に増資。

1994 2月 店舗数が500店となる。�
9月 資本金を74億9,153万3,000円に増資。

1996 8月 東京証券取引所市場第一部に指定。
1998 3月 2連式ソフトクリームフリーザーを全店導入。バニラ以外のフレーバーの

ソフトクリームが提供可能となる。
店舗数が1,000店となる。

2000 3月 フィリピン共和国ROBINSONS�CONVENIENCE�STORES,�INC.と海外エ
リアフランチャイズ契約締結（12月、1号店開店）。

2001 9月 業界初のリアルタイム統合輸送配送管理システムを導入。
12月 マスターリースフランチャイズ契約のパッケージ改定。

2002 5月 土曜日のソフトクリーム売り上げの1%を「花の輪運動」に寄付すること
を決定。

2003 6月 大象流通（株）（現：韓国ミニストップ（株））を子会社化。�
9月 ソフトクリームマイスター制度導入。

2004 2月 店舗数が1,500店となる。�
3月 フランチャイズパッケージ「クリエイティブリースタイプ」新設。�

2005 2月 小中学生向け職場体験学習「チャイルドインターンシップ制度」開始。
6月 郵政公社（現：日本郵便（株））の「ゆうパック」取り扱い開始。

2006 12月 プライバシーマークを取得。
2007 5月 愛媛県に出店し、全国1都2府24県となる。�

国内外店舗数が3,000店となる。
2008 3月 イオンの電子マネー「WAON」の取り扱いを開始。�
2009 1月 青島永旺東泰商業有限公司（青島イオン）と合弁会社「青島迷你島便利店

有限公司（青島ミニストップ）」を設立（7月、1号店開店）。
京都市内の店舗にLED照明看板を設置。�

12月 国内商業施設初のFSC®認証を取得した店舗を開店。
国内店舗数が2,000店となる。

2011 9月 国内外店舗数が4,000店となる。
12月 ベトナム社会主義共和国にて1号店開店。

2012 5月 海外店舗数が国内店舗数を上回る。
2013 3月 マルチメディア端末「MINISTOP�Loppi」を導入。
2014 9月 女性をターゲットにした新業態「cisca」を実験店として開店。

11月「Amazon.co.jp」購入商品の店頭受取サービス開始。
2015 10月 花の輪運動25年。延べ13,229校の小学校へ337万株の花の苗を贈呈。

12月 国産FSC®認証木材を使用した木造店舗が「ウッドデザイン賞2015（新・
木づかい顕彰）」受賞。

2016 2月 国内外店舗数が5,000店となる。
6月 厚生労働大臣認定「えるぼし」マーク取得。

2017 3月 ミニストップ発の「トップバリュ�サンドイッチ」をイオングループ4,800
店舗で販売。

取締役会長� 宮下　直行
代表取締役社長� 藤本　明裕
取締役 常務執行役員� 堀田　昌嗣
取締役 執行役員� 加 藤 　 聡
取締役 執行役員 桑迫　俊次
取締役 大 池 　 学
社外取締役 山川　隆久
社外取締役 米 谷 　 真

社外監査役 
（常勤監査役） 清水　髙登

社外監査役 岡野　文彦
社外監査役 東海　秀樹
社外監査役　　福井　惠子
執行役員 小西　守彦
執行役員 須藤　昭彦
執行役員 中山　博之
執行役員 渡邊　亮己
執行役員 仲澤　光晴

社 　 名�

設 　 立� 1980年（昭和55年）5月21日

資 本 金� 74億91百万円

店 舗 数� 5,254店舗（エリアフランチャイズを含む）

従 業 員 数� 903名

本 　 社� 〒261-8540�千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

事 務 所� 幕張事務所� �
� 〒261-0023� �
� �千葉県千葉市美浜区中瀬1-6� �

エム・ベイポイント幕張18階�

� 東海地区事務所��
� 〒453-0015�� �
� 愛知県名古屋市中村区椿町16-16�ナゴヤ大和ビル3階�

� 東北地区事務所 � �
� 〒983-0864�� �
� 宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-22

� 近畿地区事務所�� �
� 〒541-0052�� �
� 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10�安土町ビル2階�

� 九州地区事務所��
� 〒812-0004� �
� 福岡県福岡市博多区榎田2-1-70�2階

事 業 内 容� �イオンの一員としてコンビニエンスストア『ミニストップ』
を展開。� �
ミニストップ店経営希望者とフランチャイズ契約を締結
し、商品情報や経営ノウハウを提供。ミニストップ店に
おいては、ファストフード、デイリー食品、加工食品、家
庭用品、雑貨等の商品販売および公共料金の収納代行な
どのサービスの提供を行う。

ウェブサイト� http://www.ministop.co.jp/
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国　内
青森県 32店 東京都 295店 大阪府 89店
岩手県 12店 神奈川県 143店 兵庫県 48店
宮城県 121店 福井県 8店 奈良県 14店
福島県 85店 岐阜県 101店 徳島県 21店
茨城県 115店 静岡県 152店 香川県 38店
栃木県 34店 愛知県 220店 愛媛県 10店
群馬県 56店 三重県 97店 福岡県 142店
埼玉県 161店 滋賀県 7店 佐賀県 17店
千葉県 198店 京都府 43店 大分県 4店

注）年度：各年3月1日〜翌年2月末日

中国
青島迷你島便利店�
有限公司
63店

ベトナム
MINISTOP�VIETNAM�
COMPANY�LIMITED
73店

海外店舗数 2,991店

国内店舗数 2,263店

合計 5,254店

フィリピン
ROBINSONS�
CONVENIENCE�
STORES,�INC.�
493店

韓国
韓国ミニストップ（株）
2,362店

会社データ　（2017年2月末日現在）

役員　（2017年5月21日現在）

ミニストップのあゆみ 店舗展開　（2017年2月末日現在）

主要財務データ（単体）
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