
店舗名 仕上り 現在の営業時間 定休⽇
1 保⾕ 当⽇ 全⽇ 9時〜18時 ⽔曜⽇
2 本店 当⽇ 全⽇ 10時〜18時 ⽔曜⽇
3 ⼤泉北⼝ 当⽇ 全⽇ 10時〜19時 ⽔曜⽇
4 ⽯神井公園 当⽇ 全⽇ 10時〜19時 ⽔曜⽇
5 ひばりが丘 翌⽇ 全⽇ 10時〜18時 ⽔曜⽇
6 リヴィンOZ 当⽇ 全⽇ 10時〜20時 無し
7 マルエツ南⼤泉 当⽇ 全⽇ 10時〜20時 無し
8 ⽯神井公園駅前 当⽇ 全⽇ 10時〜20時 ⽔曜⽇
9 エミオ⼤泉学園 当⽇ 全⽇ 10時〜20時  無し

10 ⼤泉⼯場店 当⽇ 全⽇ 9時〜19時 ⽔曜⽇
11 南⼤泉店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩14時〜15時） ⽔曜⽇
12 富⼠⾒台店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩14時〜15時） ⽔曜⽇
13 天神⼭店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩14時〜15時） ⽔曜⽇
14 中村橋駅前店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩14時〜15時） ⽔曜⽇
15 ⽥柄店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩14時〜15時） ⽔曜⽇
16 ライフ練⾺中村北店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 (8/31まで） 無し
17 ピーコック⾼野台店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 (6/30まで） 無し
18 いなげや下⽯神井店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時 無し
19 いなげや保⾕駅南店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時 交渉
20 保⾕東町店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩14時〜15時） ⽔曜⽇
21 サミット椎名町店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 無し

営業時間（2021年3⽉22⽇〜8⽉31⽇迄）
※詳しい営業時間は各店舗へお問合せ下さい。



22 いなげや南⼤泉店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時 ⽔曜⽇
23 東陽町店 翌⽇ 全⽇ 10時〜18時(⼟⽇のみ9時〜18時) ⽔曜⽇
24 学芸⼤店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 ⽔曜⽇
25 ⻄友東陽町店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 無し
26 ライフ奥⼾店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 (8/31まで） 無し
27 ライフ深川猿江店 翌⽇ 全⽇10時〜19時(8/31まで)（定休⽇は4/1〜8/31まで） ⽊曜⽇
28 東急ストア⽬⿊店 翌⽇ 全⽇10時〜20時     3/19〜4/15  19：00閉店  無し
29 東急ストア洗⾜店 翌⽇ 全⽇ 10時〜20時 (変更なし） 無し
30 東急ストア駒沢通り野沢店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時  無し
31 ピアウエスト店 翌⽇ 全⽇ 10時〜18時 ⽔曜⽇
32 春⽇部⼯場店 翌⽇ 全⽇ 10時〜18時 ⽔曜⽇
33 マルエツ⼤宮砂町店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 無し
34 東⼤宮店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩14時〜15時） ⽔曜⽇
35 コープ春⽇部店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 （8/31まで） 無し
36 コープ北越⾕店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 （8/31まで） 無し
37 ベルク川⼝差間店 当⽇ 全⽇ 9時〜19時 無し
38 イオンモール春⽇部店 翌⽇ 全⽇ 10時〜21時 無し
39 東急ストア中⽬⿊店 翌⽇ 全⽇ 10時〜20時 (変更なし） 無し
40 恵⽐寿id店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩13時〜14時） ⽔曜⽇
41 恵⽐寿南店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 ⽔曜⽇
42 ピーコック恵⽐寿店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 (6/30まで） 無し
43 広尾ガーデンヒルズ店 翌⽇ 全⽇ 10時〜18時 ⽔曜⽇
44 川⼝⼯場店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時 ⽔曜⽇
45 清⽔町店 翌⽇ 全⽇ 9時〜21時（⽉曜9-19時） （変更なし） 無し
46 下⾺店 翌⽇ 全⽇ 9時〜20時（変更なし）５⽉末閉店 ⽇曜⽇



47 駒込店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩13時〜14時） ⽔曜⽇
48 ⽥端店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩13時〜14時） ⽔曜⽇
49 本駒込店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩13時〜14時） ⽔曜⽇
50 ⽩⼭店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩13時〜14時） ⽔曜⽇
51 道灌⼭店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時（休憩13時〜14時） ⽔曜⽇
52 所沢⼯場店 当⽇ 全⽇ 9時〜19時 ⽔曜⽇
53 コープ幸町店 翌⽇ 全⽇10時〜19時(8/31まで)（定休⽇は4/1〜8/31まで） ⽔曜⽇
54 ベルク南古⾕店  翌⽇ 全⽇ 9時〜19時 無し
55 マルエツ清瀬中⾥店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 （定休⽇は4/1〜8/31まで） ⽔曜⽇
56 イオンモールむさし村⼭店 翌⽇ 全⽇ 10時〜21時 無し
57 マルエツ⼊間川店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 無し
58 トコトコスクエア店 当⽇ 全⽇ 10時〜19時 無し
59 ベルク東所沢店 当⽇ 全⽇ 9時〜20時 無し
60 ベルク川越⼩仙波店 翌⽇ 全⽇ 9時〜19時 無し
61 いなげや武蔵村⼭残堀店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 無し
62 ⻄友所沢店 当⽇ 全⽇ 9時〜20時 無し
63 新所沢駅前店 当⽇ 全⽇ 9時〜19時 ⽔曜⽇
64 サミット⼩平上⽔本町店 翌⽇ 全⽇ 10時〜20時 無し
65 いなげや⻄恋ヶ窪店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時（定休⽇は4/1〜8/31まで） ⽔曜⽇
66 いなげや⼩川橋店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時（定休⽇は4/1〜8/31まで） ⽔曜⽇
67 ピーコック東⼩⾦井店 翌⽇ 全⽇ 10時〜19時 (6/30まで） 無し
68 国分寺店 翌⽇ 全⽇ 13時〜19時 ⽔曜⽇


