
お客様各位 

                                   ２０２０年５月２１日 

                                     株式会社マルエツ 

 

営業時間の変更及び 

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社の取組みについて 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、当社では、お客様と従業員の安全・安心を確保した 

上で食料品を確実にご提供し、地域社会の生活を担うという社会的責任を果たす為、様々な 

取組みを実施しております。 

当社では現在、午前中と夕方が混雑している為、５月２５日（月）より全店の営業時間を 

通常通りとし、お買物時間の分散、店内混雑の緩和に努めてまいります。併せて、引き続き 

下記の感染拡大防止策を講じてまいります。尚、チラシ及びお買得企画(※)は引き続き自粛 

いたします。再開の際は改めて、店頭やホームページ等でご案内いたします。 

お客様におかれましては、今後もお買物エチケットへのご協力をお願い申し上げます。 

 ※①｢ﾏﾙｴﾂｼﾆｱｸｰﾎﾟﾝ｣ ②一部店舗の｢T ﾎﾟｲﾝﾄ倍付｣企画 ③｢T ﾎﾟｲﾝﾄ 475 ﾎﾟｲﾝﾄ交換企画｣ 

  ④｢ﾏﾙｴﾂﾁﾗｼｱﾌﾟﾘ限定 T ｶｰﾄﾞ倍付ｸｰﾎﾟﾝ｣ ⑤その他 

 

記 

 

 店舗におけるお客様及び従業員への感染拡大防止対策として、「三つの密」を避けるなど、 

引き続き以下の取組みを継続してまいります。 

 

１．店舗における感染予防対策 

 （１）お客様用アルコール消毒液の設置及び買物カゴ、買物カートの消毒実施 

    お客様が手指を消毒できるよう、店舗出入口付近にアルコール消毒液を設置すると共に 

買物カゴ、買物カートのハンドル、持ち手部分などを定期的に消毒しております。 

（２）レジ周辺での対応 

レジではお客様が一定の間隔でお並びいただけるよう、目印のラインを引くなど対策を 

行うと共に、お客様とレジ従業員の間に透明の間仕切りを設置しております。 

（３）レジでの現金のお受け渡し 

現金は手渡しではなく、「コイントレー」を使用させていただいております。 

（４）袋詰めの台の増設及びタオル・スポンジの撤去 

袋詰めされる場所ではお客様が一定の間隔を取れる様に袋詰めの台を増設すると共に、 

   袋詰めの台に設置している、指先を濡らすためのタオル・スポンジを撤去しております。 

（５）惣菜・ベーカリー売場でのバラ売り販売中止 

「パック詰め」「袋詰め」などに変更して販売しております。 

（６）全ての試食提供の中止 

（７）イートインコーナー等の閉鎖 



２．従業員の感染予防・健康管理 

（１）全従業員の個人体調管理チェックの実施 

体調チェックリストを活用し、全従業員の体調管理を徹底しております。 

（２）全従業員のマスク着用の実施 

全従業員がマスクの終日着用を徹底しております。 

（３）手洗い・アルコール消毒の徹底 

感染症予防対策として手洗い・アルコール消毒を徹底しております。 

（４）レジ従業員の衛生手袋・フェイスガード着用の実施 

レジ業務に従事する際、衛生手袋やフェイスガードを着用させていただく場合が 

ございます。 

 

３．お買物エチケットへのご協力 

お客様におかれましては、引き続き下記のお買物エチケットへのご協力をお願い申し上げます。 

（１） お買物はできるだけお一人又は少人数でのご来店をお願いいたします。店内が過密状態 

になった際は、入場制限をさせていただく場合がございます。 

（２）できるだけ、マスク着用でのご来店（咳エチケット）をお願いすると共に、店舗に設置 

されているアルコール消毒液などで手指の消毒を行った上でのご入店をお願い 

いたします。 

 （３）午前中と夕方が混雑しております。１３時～１６時は比較的ご利用しやすくなって 

    おりますので、お時間を調整してのご来店をお願いいたします。 

（４）お買物中は他のお客様との間隔をあけていただきますよう、お願いいたします。 

（５）レジでは表示されている一定の間隔を確保してお並びいただくようお願いいたします。 

  

 

 今後も、当社はお客様のライフラインとしての役割を果たすため、政府・行政からの方針や 

要請に基づき感染予防対策へ取り組んでまいります。 

ご利用のお客様にはご不便・ご心配をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い 

申し上げます。 

 

以上 



5月25日(月)より、全店舗で営業時間を通常通りといたします。 2020年5月21日(木)

尚、24時間営業店舗は5月25日（月）7時または9時の開店以降、営業時間を通常通りといたします。

午前中と夕方が混雑しております。１３時～１６時は比較的ご利用しやすくなっておりますので、引き続き、お時間を調整してのご来店をお願いいたします。

市区町村 店名 開店 閉店 市区町村 店名 開店 閉店 市区町村 店名 開店 閉店
足立区 ﾏﾙｴﾂ 東和店 10:00 21:00 新宿区 ﾏﾙｴﾂ 新宿六丁目店 中野区 ﾏﾙｴﾂ 新井薬師前店 9:00 1:00
足立区 ﾏﾙｴﾂ 伊興店 10:00 22:00 新宿区 ﾏﾙｴﾂ 江戸川橋店 9:00 1:00 中野区 ﾏﾙｴﾂ 中野新橋店 10:00 22:00
足立区 ﾏﾙｴﾂ 足立入谷店 10:00 21:00 新宿区 ﾏﾙｴﾂ 市ヶ谷見附店 中野区 ﾏﾙｴﾂ 新江古田駅前店 6:00 1:00
足立区 ﾏﾙｴﾂ 西新井店 10:00 22:00 新宿区 ﾏﾙｴﾂ ｵﾚﾝｼﾞｺｰﾄ店 9:00 21:00 中野区 ﾏﾙｴﾂ 都立家政駅前店 9:00 0:00
足立区 ﾌﾟﾁ 五反野駅店 9:00 23:00 新宿区 ﾌﾟﾁ 四谷二丁目店 8:00 23:00 中野区 ﾏﾙｴﾂ 中野若宮店 10:00 22:00
荒川区 ﾏﾙｴﾂ 西日暮里店 9:00 22:00 新宿区 ﾌﾟﾁ 西新宿三丁目店 中野区 ﾌﾟﾁ 中野中央店
荒川区 ﾌﾟﾁ 東日暮里店 新宿区 ﾌﾟﾁ 西新宿六丁目店 中野区 ﾌﾟﾁ 大和町店
板橋区 ﾏﾙｴﾂ 板橋駅前店 9:00 1:30 新宿区 ﾌﾟﾁ 中落合一丁目店 9:00 22:00 練馬区 ﾏﾙｴﾂ 大泉学園店 10:00 22:00
板橋区 ﾏﾙｴﾂ 浮間舟渡店 新宿区 ﾌﾟﾁ 下落合駅前店 8:00 23:00 練馬区 ﾏﾙｴﾂ 南大泉店 10:00 22:00
板橋区 ﾏﾙｴﾂ 四葉店 10:00 21:00 新宿区 ﾌﾟﾁ 飯田橋店 7:00 1:00 練馬区 ﾏﾙｴﾂ 田柄店 9:00 21:00
板橋区 ﾏﾙｴﾂ 成増団地店 9:00 21:00 新宿区 ﾌﾟﾁ 高田馬場店 練馬区 ﾏﾙｴﾂ 練馬高松店 10:00 22:00
板橋区 ﾏﾙｴﾂ 成増南口店 10:00 1:00 杉並区 ﾌﾟﾁ 杉並和田一丁目店 9:00 22:00 文京区 ﾌﾟﾁ 水道小桜店 9:00 22:00
江戸川区 ﾏﾙｴﾂ 松江店 10:00 21:00 杉並区 ﾌﾟﾁ 南荻窪二丁目店 9:30 22:00 文京区 ﾌﾟﾁ 茗荷谷店
江戸川区 ﾏﾙｴﾂ 葛西店 杉並区 ﾌﾟﾁ 松庵三丁目店 9:00 22:00 文京区 ﾌﾟﾁ 千石店 9:00 23:00
江戸川区 ﾏﾙｴﾂ 葛西ｸﾘｰﾝﾀｳﾝ店 9:00 1:00 墨田区 ﾏﾙｴﾂ 錦糸町店 文京区 ﾌﾟﾁ 護国寺駅前店 7:00 1:00
大田区 ﾏﾙｴﾂ 大森東店 9:00 21:00 墨田区 ﾏﾙｴﾂ 両国亀沢店 9:00 22:00 文京区 ﾌﾟﾁ 本郷二丁目店 7:00 23:00
大田区 ﾏﾙｴﾂ 大森町店 9:00 0:00 墨田区 ﾏﾙｴﾂ 菊川店 9:00 1:00 文京区 ﾌﾟﾁ 本郷三丁目店 8:00 22:00
大田区 ﾏﾙｴﾂ 西糀谷店 10:00 22:00 墨田区 ﾌﾟﾁ 本所四丁目店 10:00 22:00 港区 ﾏﾙｴﾂ 港南ﾜｰﾙﾄﾞｼﾃｨ店
大田区 ﾏﾙｴﾂ 糀谷駅前店 9:00 1:00 墨田区 ﾌﾟﾁ 両国緑一丁目店 港区 ﾏﾙｴﾂ お台場店 9:00 22:00
大田区 ﾏﾙｴﾂ 新糀谷店 9:00 22:00 世田谷区 ﾏﾙｴﾂ 中里店 港区 ﾘﾝｺｽ 六本木ﾋﾙｽﾞ店
大田区 ﾏﾙｴﾂ かまた店 9:00 1:00 世田谷区 ﾏﾙｴﾂ 真中店 10:00 1:00 港区 ﾘﾝｺｽ 高輪店
大田区 ﾏﾙｴﾂ 梅屋敷店 9:00 0:00 世田谷区 ﾏﾙｴﾂ 二子玉川店 9:00 21:00 港区 ﾌﾟﾁ 城山ﾋﾙｽﾞ店 9:00 23:00
大田区 ﾏﾙｴﾂ 鵜の木店 9:00 0:00 台東区 ﾏﾙｴﾂ 東上野店 港区 ﾌﾟﾁ 新橋五丁目店 8:00 23:00
大田区 ﾏﾙｴﾂ 新田店 9:00 0:00 台東区 ﾏﾙｴﾂ 浅草四丁目店 9:00 22:00 港区 ﾌﾟﾁ 浜松町二丁目店 8:00 23:00
葛飾区 ﾏﾙｴﾂ 東新小岩店 10:00 22:00 台東区 ﾌﾟﾁ 谷中三丁目店 9:00 22:00 港区 ﾌﾟﾁ 浜松町一丁目店 8:00 23:00
葛飾区 ﾏﾙｴﾂ 金町店 台東区 ﾌﾟﾁ 池之端二丁目店 10:00 22:00 港区 ﾌﾟﾁ 芝二丁目店 8:00 22:00
葛飾区 ﾏﾙｴﾂ 亀有店 9:00 0:00 台東区 ﾌﾟﾁ 花川戸二丁目店 9:00 22:00 港区 ﾌﾟﾁ 汐留ｼｵｻｲﾄ店
葛飾区 ﾌﾟﾁ 新小岩店 中央区 ﾏﾙｴﾂ 佃店 10:00 23:00 港区 ﾌﾟﾁ 東麻布店 9:00 23:00
北区 ﾏﾙｴﾂ 田端店 10:00 0:00 中央区 ﾏﾙｴﾂ 晴海三丁目店 港区 ﾌﾟﾁ 赤坂店
北区 ﾏﾙｴﾂ 赤羽台店 9:00 22:00 中央区 ﾏﾙｴﾂ 勝どき六丁目店 港区 ﾌﾟﾁ 芝四丁目店 8:00 23:00
北区 ﾌﾟﾁ 田端五丁目店 10:00 22:00 中央区 ﾘﾝｺｽ ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店 10:00 22:00 港区 ﾌﾟﾁ 白金台店
北区 ﾌﾟﾁ 駒込店 9:00 21:00 中央区 ﾌﾟﾁ 小伝馬町駅前店 7:00 23:00 港区 ﾌﾟﾁ 白金台ﾌﾟﾗﾁﾅ通り店
北区 ﾌﾟﾁ 駒込中里一丁目店 7:00 1:00 中央区 ﾌﾟﾁ 東日本橋三丁目店 10:00 22:00 港区 ﾌﾟﾁ 三田二丁目店
北区 ﾌﾟﾁ 上中里店 10:00 22:00 中央区 ﾌﾟﾁ 人形町駅前店 7:00 23:00 港区 ﾌﾟﾁ 港南ｼﾃｨﾀﾜｰ店
江東区 ﾏﾙｴﾂ 清澄白河店 9:00 22:45 中央区 ﾌﾟﾁ 日本橋本町店 7:00 23:00 目黒区 ﾏﾙｴﾂ 目黒店
江東区 ﾏﾙｴﾂ 潮見店 10:00 1:00 中央区 ﾌﾟﾁ 八丁堀店 目黒区 ﾌﾟﾁ 中目黒四丁目店 9:00 23:00
品川区 ﾌﾟﾁ 北品川一丁目店 9:00 22:00 中央区 ﾌﾟﾁ 八丁堀四丁目店 8:00 23:00 清瀬市 ﾏﾙｴﾂ 清瀬中里店 10:00 21:00
品川区 ﾌﾟﾁ 品川橋店 9:00 22:00 中央区 ﾌﾟﾁ 新川一丁目店 8:00 22:00 小金井市 ﾏﾙｴﾂ 東小金井駅北口店 9:00 1:00
品川区 ﾌﾟﾁ 西大井駅前店 8:00 22:00 国分寺市 ﾏﾙｴﾂ 戸倉店 9:00 21:00
品川区 ﾌﾟﾁ 五反田店 10:00 22:00 国分寺市 ﾏﾙｴﾂ 国分寺南口店 10:00 2:00
品川区 ﾌﾟﾁ 不動前店 7:00 2:00 千代田区 ﾘﾝｺｽ 九段店 7:00 1:00 小平市 ﾏﾙｴﾂ 一橋学園店 10:00 23:00
渋谷区 ﾏﾙｴﾂ 代々木上原店 9:00 23:00 千代田区 ﾌﾟﾁ 神田司町店 7:00 23:00 立川市 ﾏﾙｴﾂ 立川若葉町店 9:00 21:00
渋谷区 ﾌﾟﾁ 渋谷鶯谷町店 8:30 22:00 千代田区 ﾌﾟﾁ 神田神保町二丁目店 8:00 23:00 立川市 ﾏﾙｴﾂ 武蔵砂川店 9:00 22:00
渋谷区 ﾌﾟﾁ 渋谷神泉店 千代田区 ﾌﾟﾁ 一番町店 7:00 1:00 多摩市 ﾏﾙｴﾂ 唐木田駅前店 9:00 1:00
渋谷区 ﾌﾟﾁ 富ヶ谷一丁目店 8:00 23:00 豊島区 ﾌﾟﾁ 東池袋三丁目店 調布市 ﾏﾙｴﾂ 調布店 9:00 0:00

豊島区 ﾌﾟﾁ 東池袋五丁目店 10:00 23:00 調布市 ﾏﾙｴﾂ 国領店 10:00 1:00
豊島区 ﾌﾟﾁ 東池袋駅前店 7:00 23:00 調布市 ﾏﾙｴﾂ 飛田給店 9:00 22:00
豊島区 ﾌﾟﾁ 新大塚店 西東京市 ﾏﾙｴﾂ 田無西原店 9:00 22:00
豊島区 ﾌﾟﾁ 雑司が谷二丁目店 8:00 22:00 西東京市 ﾏﾙｴﾂ 保谷住吉店 9:00 22:00

東久留米市 ﾏﾙｴﾂ 東久留米店 9:00 21:00
町田市 ﾏﾙｴﾂ 鶴川店 9:00 1:00
町田市 ﾏﾙｴﾂ 町田鶴川店 9:00 21:00
三鷹市 ﾏﾙｴﾂ ﾌﾟﾗｳﾄﾞｼﾃｨ吉祥寺店 9:00 22:00
武蔵野市 ﾌﾟﾁ 吉祥寺店

市区町村 店名 開店 閉店 市区町村 店名 開店 閉店 市区町村 店名 開店 閉店
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 北浦和東口店 千葉市 ﾏﾙｴﾂ 蘇我南町店 9:00 0:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 東神奈川店 10:00 22:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 天沼店 9:00 22:00 千葉市 ﾏﾙｴﾂ 千葉幸町店 9:00 22:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 大倉山店 9:00 1:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 大宮店 千葉市 ﾏﾙｴﾂ 宮野木店 9:00 22:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 港北ﾆｭｰﾀｳﾝ中川駅前店 9:00 21:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 三橋店 千葉市 ﾏﾙｴﾂ 稲毛店 9:00 0:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 中山店 9:00 1:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 大宮ﾌﾟﾗｻﾞ店 9:00 21:00 千葉市 ﾏﾙｴﾂ 新都賀店 10:00 0:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 長津田駅前店 9:00 1:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 佐知川店 9:00 0:00 千葉市 ﾘﾝｺｽ ﾍﾞｲﾀｳﾝ店 10:00 22:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 朝日町店 9:00 21:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 西大宮駅前店 9:00 1:00 千葉市 ﾌﾟﾁ 千葉みなと駅店 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 花月園店 9:00 21:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 大成店 市川市 ﾏﾙｴﾂ 南八幡店 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 井土ヶ谷店 9:00 1:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 南浦和東口店 9:00 1:00 市川市 ﾏﾙｴﾂ 行徳店 10:00 1:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 六ｯ川店 10:00 21:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 武蔵浦和店 10:00 1:00 市川市 ﾏﾙｴﾂ 行徳駅前店 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 磯子店 9:00 22:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ ﾅﾘｱ武蔵浦和店 10:00 0:00 市川市 ﾏﾙｴﾂ 南行徳店 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 天王町店 9:00 1:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 東門前店 9:00 1:00 市川市 ﾏﾙｴﾂ 市川大野店 9:00 21:50 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 西谷店 9:00 21:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 東大宮店 市川市 ﾏﾙｴﾂ 東菅野店 9:00 21:50 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 四季の森ﾌｫﾚｵ店 10:00 22:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 大宮砂町店 9:00 1:00 市川市 ﾏﾙｴﾂ 市川菅野店 9:00 21:50 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 戸塚大坂下店 9:00 22:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 大宮大和田店 船橋市 ﾏﾙｴﾂ 下総中山店 10:00 0:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 戸塚舞岡店 9:00 22:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 与野店 船橋市 ﾏﾙｴﾂ 東中山店 10:00 22:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 名瀬店 9:00 21:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 南与野駅店 9:00 1:00 船橋市 ﾏﾙｴﾂ 金杉店 9:00 22:00 横浜市 ﾏﾙｴﾂ 瀬谷店 9:00 1:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 白鍬店 9:00 21:00 船橋市 ﾏﾙｴﾂ 習志野店 9:00 22:00 横浜市 ﾌﾟﾁ 花咲町六丁目店 9:00 22:00
さいたま市 ﾏﾙｴﾂ 岩槻駅前店 10:00 23:00 船橋市 ﾏﾙｴﾂ 高根台店 9:00 21:00 横浜市 ﾌﾟﾁ 山下公園店
さいたま市 魚悦 浦和大久保店 9:00 21:00 船橋市 ﾏﾙｴﾂ 東習志野店 横浜市 ﾌﾟﾁ 関内店
川口市 ﾏﾙｴﾂ 元郷店 9:00 1:00 船橋市 ﾏﾙｴﾂ 二和向台店 9:00 22:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 出来野店 9:00 21:00
川口市 ﾏﾙｴﾂ 川口ｷｭﾎﾟﾗ店 10:00 1:00 松戸市 ﾏﾙｴﾂ 小金原店 9:00 21:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 京町店 9:00 22:00
川口市 ﾏﾙｴﾂ 西川口東口店 10:00 21:00 松戸市 ﾏﾙｴﾂ 高塚店 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 平間店 9:00 0:00
川口市 ﾏﾙｴﾂ 東川口店 松戸市 ﾏﾙｴﾂ 東松戸駅店 7:00 1:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 元住吉店 9:00 1:00
川口市 ﾏﾙｴﾂ 上青木店 10:00 21:00 松戸市 ﾏﾙｴﾂ 上本郷店 10:00 22:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 中原店 9:00 0:00
川口市 ﾏﾙｴﾂ 芝塚原店 9:00 21:00 松戸市 ﾏﾙｴﾂ 牧の原店 10:00 21:50 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 武蔵小杉駅前店 7:00 1:00
川口市 ﾏﾙｴﾂ 柳崎店 松戸市 ﾏﾙｴﾂ 栄町店 10:00 21:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 鹿島田店 9:00 1:00
川口市 ﾏﾙｴﾂ 安行北谷店 10:00 21:00 松戸市 ﾏﾙｴﾂ 北松戸店 10:00 0:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 新川崎店 7:00 1:00
川口市 ﾏﾙｴﾂ 安行慈林店 9:00 21:00 松戸市 ﾏﾙｴﾂ 矢切駅前店 9:00 1:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 溝の口店 9:00 1:00
朝霞市 ﾏﾙｴﾂ 朝霞店 10:00 22:00 我孫子市 ﾏﾙｴﾂ 天王台店 9:00 21:50 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 第三京浜川崎ｲﾝﾀｰ坂戸店 9:00 21:00
朝霞市 ﾏﾙｴﾂ 朝霞溝沼店 10:00 21:45 市原市 ﾏﾙｴﾂ 国分寺台店 9:00 21:50 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 子母口店 9:00 21:00
上尾市 ﾏﾙｴﾂ 上尾井戸木店 9:00 1:00 浦安市 ﾏﾙｴﾂ 浦安店 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 柿生店 9:00 1:00
春日部市 ﾏﾙｴﾂ 一の割店 10:00 21:00 柏市 ﾏﾙｴﾂ 柏駅東口店 7:00 1:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 川崎宮前店 10:00 23:00
春日部市 ﾏﾙｴﾂ 春日部緑町店 10:00 1:00 柏市 ﾏﾙｴﾂ 北柏店 9:00 22:00 川崎市 ﾏﾙｴﾂ 平二丁目店 9:00 21:00
春日部市 魚悦 豊春店 9:00 21:00 鎌ヶ谷市 ﾏﾙｴﾂ 馬込沢店 厚木市 ﾏﾙｴﾂ 鳶尾店 9:00 22:00
川越市 ﾏﾙｴﾂ 連雀町店 鎌ヶ谷市 ﾏﾙｴﾂ 鎌ヶ谷大仏店 9:00 21:50 伊勢原市 ﾏﾙｴﾂ 愛甲石田店 9:00 22:00
久喜市 ﾏﾙｴﾂ 久喜店 佐倉市 ﾏﾙｴﾂ 新志津店 9:00 21:50 綾瀬市 ﾏﾙｴﾂ 綾瀬店 9:00 21:00
越谷市 ﾏﾙｴﾂ 越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ店 9:00 23:00 白井市 ﾏﾙｴﾂ 白井店 9:00 21:50 海老名市 ﾏﾙｴﾂ さがみ野店 10:00 1:00
越谷市 ﾏﾙｴﾂ 蒲生店 9:00 21:00 白井市 ﾏﾙｴﾂ 西白井店 9:00 0:00 相模原市 ﾏﾙｴﾂ 三ヶ木店 9:00 21:00
坂戸市 ﾏﾙｴﾂ ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ坂戸店 9:00 1:00 流山市 ﾏﾙｴﾂ 初石店 9:00 21:00 座間市 ﾏﾙｴﾂ ひばりが丘店 9:00 0:00
幸手市 ﾏﾙｴﾂ 幸手上高野店 流山市 ﾏﾙｴﾂ 野々下店 9:00 21:00 茅ヶ崎市 ﾏﾙｴﾂ 茅ヶ崎店 9:00 21:00
狭山市 ﾏﾙｴﾂ 入間川店 9:00 0:00 流山市 ﾏﾙｴﾂ 流山おおたかの森店 9:00 0:00 茅ケ崎市 ﾏﾙｴﾂ 香川駅前店 9:00 22:00
志木市 ﾏﾙｴﾂ 志木幸町店 9:00 21:45 流山市 ﾏﾙｴﾂ みやぞの店 10:00 21:00 藤沢市 ﾏﾙｴﾂ なぎさﾓｰﾙ辻堂店 9:00 22:00
草加市 ﾏﾙｴﾂ 草加稲荷店 習志野市 ﾏﾙｴﾂ 大久保駅前店 9:00 22:00 大和市 ﾏﾙｴﾂ 鶴間店 10:00 1:00
草加市 ﾏﾙｴﾂ 草加八幡店 習志野市 ﾏﾙｴﾂ 津田沼南店 大和市 ﾏﾙｴﾂ 大和中央店 10:00 1:00
草加市 ﾏﾙｴﾂ 松原店 10:00 1:00 成田市 ﾏﾙｴﾂ 成田ﾆｭｰﾀｳﾝ店 9:00 21:00 愛甲郡 ﾏﾙｴﾂ 中津店 9:00 21:00
所沢市 ﾏﾙｴﾂ 所沢御幸町店 9:00 1:00 八千代市 ﾏﾙｴﾂ 八千代中央駅前店 9:00 0:00
戸田市 ﾏﾙｴﾂ 戸田氷川町店 10:00 0:00 印西市 ﾏﾙｴﾂ 小林店 9:00 21:00
蓮田市 ﾏﾙｴﾂ 蓮田椿山店 印西市 ﾏﾙｴﾂ ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ印西牧の原店 9:00 22:00
富士見市 ﾏﾙｴﾂ みずほ台店 10:00 22:00 印旛郡 ﾏﾙｴﾂ 安食店 9:00 21:00
三郷市 ﾏﾙｴﾂ 三郷中央店 9:00 1:00
八潮市 ﾏﾙｴﾂ 八潮店 10:00 22:00
蕨市 ﾏﾙｴﾂ 蕨北町店 9:00 22:00
蕨市 ﾏﾙｴﾂ 蕨店 9:00 21:00 市区町村 店名 開店 閉店 市区町村 店名 開店 閉店
北足立郡 ﾏﾙｴﾂ 伊奈店 10:00 21:00 小山市 ﾏﾙｴﾂ 小山店 9:00 0:00 坂東市 ﾏﾙｴﾂ 岩井店 9:00 22:00

【5月25日(月)からの営業時間についてのお知らせ】

東京都 営業時間 東京都 営業時間 東京都 営業時間
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ﾌﾟﾁ 晴海店中央区

24時間営業

24時間営業

24時間営業
24時間営業

24時間営業

神奈川県 営業時間

24時間営業

埼玉県 営業時間 千葉県 営業時間

24時間営業
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茨城県
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営業時間栃木県 営業時間
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平日

土・日・祝


