
地区 店舗名 〒 住所 営業時間 休 地区 店舗名 〒 住所 営業時間 休

北海道 7店舗 埼玉県 24店舗

新川６条店 001-0926 札幌市北区新川六条16-2-8 6：00～21：00 無休 熊谷市 行田バイパス店 360-0011 熊谷市池上200-5 6：00～21：00 無休

白石本通店 003-0026 札幌市白石区本通19丁目南2-12 7：00～21：00 無休 新座市 新座野火止店 352-0011 埼玉県新座市野火止2-2-1 24H 無休

川下3条店 003-0863 札幌市白石区川下3条6-1-11 7：00～21：00 無休 ふじみ野市 ふじみ野大井店 356-0053 埼玉県ふじみ野市大井1-11-27 6：00～21：00 無休

西宮の沢店 006-0005 札幌市手稲区西宮の沢五条2-12-15 6：00～21：00 無休 川越市 川越鴨田店 350-0844 埼玉県川越市鴨田1900-1 6：00～21：00 無休

東雁来店 007-0829 札幌市東区東雁来9条3-1-21 6：00～22：00 無休 茨城県 5店舗

西岡３条店 062-0033 札幌市豊平区西岡3条11-3-15 6：00～21：00 無休 牛久市 牛久栄町店 300-1233 牛久市栄町2-8 6：00～21：00 無休

千歳市 千歳信濃店 066-0038 千歳市信濃3-28-14 6：00～22：00 無休 つくばみらい市 谷和原店 300-2445 つくばみらい市小絹782-3 6：00～21：00 無休

青森県 2店舗 つくば市 谷田部店 305-0868 つくば市台町2-14-3 6：00～21：00 無休

八戸市 八戸湊高台店 031-0823 八戸市湊高台1-1-35 7：00～21：00 無休 石岡市 東石岡店 315-0033 石岡市東光台4-1-25 6：00～21：00 無休

五所川原市 五所川原中央店 037-0036 五所川原市中央1-147 7：00～22：00 無休 かすみがうら市 かすみがうら下稲吉店 315-0052 かすみがうら市下稲吉2769-6 6：00～22：00 無休

秋田県 1店舗 東京23区 30店舗

秋田市 秋田まるごと市場店 010-0061 秋田市卸町2丁目2番7号 6：00～21：30 無休 淡路町店 101-0041 千代田区神田須田町1-8-16 7：00～20：00 無休

宮城県 4店舗 錦町店 101-0054 千代田区神田錦町1-8-11
7：00～20：00

土日祝 7：00～15：00
無休

定禅寺通店 980-0803 仙台市青葉区国分町3-1-3 平日 7：00～21：00 土日祝 竹橋店 101-0054 千代田区神田錦町3-19-21
平日・土 7：00～20：00
日・祝 7：00～16：00

無休

名取バイパス店 981-1222 名取市上余田字千刈田464-1 7：00～21：00 無休 人形町2丁目店 103-0013 中央区日本橋人形町２－２６－１２　　　　　　
平日 6：30～20：00

土・日・祝 6：30～15：00
無休

六丁の目北町店 984-0003 仙台市若林区六丁の目北町1番58 6：00～21：00 無休 日本橋兜町店 103-0026 中央区日本橋兜町14-10
6：30～20：00

土日祝 7：00～15：00
無休

広瀬通店 980-0021 仙台市青葉区中央2-11-23 平日 7：00～21：00 土日祝 新川１丁目店 104-0033 中央区新川1-8-4 6：30～20：00 無休

福島県 1店舗 築地2丁目店 104-0045 中央区築地2-7-12
月～土 7：00～20：00

日 7:00～20:00
無休

いわき市 いわき鹿島店 971-8144 いわき市鹿島町久保2-1-9 7：00～22：00 無休 銀座5丁目店 104-0061 中央区銀座5-14-9
7：00～20：00

土祝 7：00～15：00
日

群馬県 14店舗 芝大門店 105-0012 港区芝大門1-15-1 7：00～20：00 土日

高崎問屋町店 370-0069 高崎市飯塚町482 6：00～21：00 無休 竹芝店 105-0022 港区海岸1-9-18 6：30～20：00 無休

高崎上小塙町店 370-0077 高崎市上小塙町1044-2 6：00～23：00 無休 芝浦4丁目店 105-0023 港区芝浦4-9-18 6：00～20：00 無休

境上渕名店 370-0102 伊勢崎市境上渕名1456-1 6：00～22：00 無休 南青山1丁目店 107-0062 港区南青山1-3-6-107
月～金 ７：00～20：00

土 7：00～16：00
日 休業

日

伊勢崎田中町店 372-0814 伊勢崎市田中町817-1 6：00～21：00 無休 三田3丁目店 108-0073 港区三田3-7-13
6：30～20：00

土祝 6：30～16：00
日 6：30～15：00

無休

伊勢崎市民病院前店 372-0817 伊勢崎市連取本町15-2 6：00～21：00 無休 高輪店 108-0074 港区高輪3-24-21
6：30～20：00

土祝 6：30～15：00
日

太田高林店 373-0825 太田市高林東町1385 6：00～21：00 無休

太田新井町店 373-0852 太田市新井町549-23 7：00～21：00 無休 本所吾妻橋店 130-0001 墨田区吾妻橋3-7-4
平日 7：00～20：00
土日 7：00～15：00

無休

邑楽郡 大泉仙石店 370-0533 邑楽郡大泉町仙石1-36-20 6：00～21：00 無休 錦糸公園前店 130-0012 墨田区太平3-4-7 6：00～20：00 無休

前橋市 前橋上小出町店 371-0037 前橋市上小出町3-40-7 6：00～21：00 無休 小岩北口店 133-0057 江戸川区西小岩1-20-17 7：00～20：00 無休

前橋文京店 371-0803 前橋市天川原町1-8-2 7：00～22：00 無休 環七西瑞江店 134-0015 江戸川区西瑞江5-8-10 6：00～20：00 無休

前橋朝日町店 371-0014 前橋市朝日町4-19-3 6：00～21：00 無休 門前仲町店 135-0048 江東区門前仲町1-6-12 5：00～20：00 無休

前橋総社町店 371-0853 前橋市総社町総社2905-6 6：00～22：00 無休 東陽５丁目店 135-0016 江東区東陽5-32-16 7：00～20：00 無休

館林市 館林苗木町店 374-0043 館林市苗木町2599-58 6：00～21：00 無休

藤岡市 藤岡市役所前店 375-0015 藤岡市中栗須245-2 6：00～21：00 無休

埼玉県 24店舗 大崎広小路店 141-0032 東京都品川区大崎4-2-2
平日 7：00～20：00
土祝 7：00～15：00

日

吉野町店 331-0811 さいたま市北区吉野町2-228-9 24H 無休 五反田TOC店 141-0031 品川区西五反田7-22-17　ＴＯＣ内
平日 10：00～20：00
祝 10：00～15：00

土日

大宮三橋店 330-0856 さいたま市大宮区三橋2-734 6：00～21：00 無休 西五反田2丁目店 141-0031 品川区西五反田2-11-20 6：30～20：00 無休

大宮ラクーン店 330-0802 さいたま市大宮区宮町1-60 7：00～21：00 無休 流通センター駅前店 143-0006 大田区平和島6-1-2
7：00～20：00

土日7:00～16:00
無休

岩槻笹久保店 339-0035 さいたま市岩槻区笹久保新田770-1 6：00～2１：00 無休 新大塚店 170-0005 豊島区南大塚2-25-13 7：00～20：00 無休

戸田市 戸田新曽南店 335-0027 戸田市氷川町1-5-5 24H 無休 東池袋春日通り店 170-0013 豊島区東池袋2-20-1 7：00～20：00 無休

越谷市 越谷大間野町店 343-0844 越谷市大間野町3-171 6：00～21：00 無休 池袋2丁目店 171-0014 豊島区池袋2-68-12 5：00～20：00 無休

新越谷駅前店 343-0845 越谷市南越谷1-17-15 7：00～21：00 無休 東京23区以外 4店舗

春日部市 春日部永沼店 344-0123 春日部市永沼1821-13 6：00～21：00 無休 八王子市 狭間店 193-0941 八王子市狭間町1450-8 7：00～20：00 無休

春日部増田新田店 344-0025 春日部市増田新田106-1 6：00～21：00 無休 瑞穂町 瑞穂店 190-1232 西多摩郡瑞穂町長岡1-1-1 6：00～20：00 無休

春日部小渕店 344-0007 埼玉県春日部市小渕959-1 6：00～23：00 無休 武蔵村山市 伊奈平店 208-0023 武蔵村山市伊奈平2-24-1 6：00～20：00 無休

三郷市 三郷上彦名店 341-0004 三郷市上彦名282-1 6：00～21：00 無休 小平市 花小金井店 187-0002 小平市花小金井6-20-8 7：00～20：00 無休

加須市 加須北小浜店 347-0011 加須市北小浜129-4 6：00～21：00 無休 神奈川県 23店舗

加須上種足店 347-0115 加須市上種足270-1 6：00～21：00 無休 川崎砂子店 210-0006 川崎市川崎区砂子2-10-7
6：30～20：00

土日 6:30～16:00
無休

蓮田市 蓮田根金店 349-0131 蓮田市根金1250-1 6：00～21：00 無休 川崎小川町店 210-0023 川崎市川崎区小川町15-9 6：00～20：00 無休

東松山市 東松山新郷店 355-0071 東松山市新郷180-6 6：00～22：00 無休 鶴見中央店 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-30-14 6：30～20：00 無休

入間市 入間宮寺店 358-0014 入間市宮寺3056-1 6：00～21：00 無休 関内太田町店 231-0011 横浜市中区太田町6-84
7：00～20：00

日祝 7：00～20：00
無休

上尾市 上尾平塚店 362-0011 上尾市平塚1945-2 6：00～21：00 無休 関内ベイスターズ通り店 231-0013 横浜市中区住吉町1-14
7：00～20：00

土日 7:00～16:00
無休

北本市 北本深井店 364-0001 北本市深井6-87-31 6：00～21：00 無休 関内本町通り店 231-0005 横浜市中区本町3-24-1
7：00～20：00

土日 7:00～15:00
無休

深谷市 深谷東方町店 366-0042 深谷市東方町3-36-13 6：00～22：00 無休 長者町店 231-0033 横浜市中区長者町1-3-10 6：00～20：00 無休

本庄南大通り店 367-0044 本庄市見福3-14-13 6：00～21：00 無休 伊勢佐木長者町店 231-0033 横浜市中区長者町5-56 7：00～20：00 無休

本庄小島店 367-0074 本庄市杉山204-1 6：00～22：00 無休 関内羽衣町店 231-0047 横浜市中区羽衣町1-3-11 7：00～20：00 無休

千葉県 36店舗 保土ヶ谷区役所前店 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町5-8 7：00～20：00 無休

千葉中央店 260-0013 千葉市中央区中央4-3-5 7：00～21：00 無休 鶴ヶ峰店 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-12-3 6：30～20：00 無休

宮崎町店 260-0805 千葉市中央区宮崎町700-1 6：00～22：00 無休 横浜中田東店 245-0013 横浜市泉区中田東1-35-12 7：00～20：00 無休

新港店 261-0002 千葉市美浜区新港９９番2 24H 無休 大和下鶴間店 242-0001 大和市下鶴間2-1-6 8：00～18：00 無休

美浜新港店 261-0002 千葉市美浜区新港45番4 6：00～23：00 無休 大和深見東店 242-0012 大和市深見東2-1-18 7：00～20：00 無休

花見川三角町店 262-0011 千葉市花見川区三角町657-13 6：00～22：00 無休 厚木岡田店 243-0021 厚木市岡田4-27-18 6：00～20：00 無休

小倉町店 264-0007 千葉市若葉区小倉町463-15 6：00～22：00 無休 厚木下依知店 243-0806 厚木市下依知1-4-12 6：00～20：00 無休

若松町店 264-0021 千葉市若葉区若松町951-3 6：00～22：00 無休 厚木西インター店 243-0027 厚木市愛甲東1-26-12 6：00～20：00 無休

千葉東寺山店 264-0035 千葉市若葉区東寺山町443-1 6：00～21：00 無休 相模原小町通店 252-0217 相模原市中央区小町通1-12-15 6：00～20：00 無休

古市場店 266-0026 千葉市緑区古市場町621番地6　　　　　 6：00～24：00 無休 西橋本店 252-0131 相模原市緑区西橋本1-15-6 6：00～20：00 無休

BAY FRONT SOGA店 260-0835 千葉市中央区川崎町57-5 7：00～21：00 無休 田名店 252-0244 相模原市中央区田名4101-2 6：00～20：00 無休

船橋北口店 273-0005 船橋市本町6-3-9
月曜 6時～営業
日曜 14時閉店

無休 平塚市 平塚桜ヶ丘店 254-0054 平塚市中里46-25 6：00～20：00 無休

船橋南口店 273-0005 船橋市本町1-10-11
月曜 6時～営業
日曜 14時閉店

無休 大井町 大井松田店 258-0019 足柄上群大井町金子1763-1 6：00～20：00 無休

八千代工業団地店 276-0046 八千代市大和田新田686-3 6：00～21：00 無休 小田原市 小田原飯泉店 250-0863 神奈川県小田原市飯泉741-4 6：00～20：00 無休

馬橋店 271-0046 松戸市西馬橋蔵元町173 24H 無休 長野県 2店舗

松戸本町店 271-0091 松戸市本町23-1 7：00～24：00 無休 稲里店 381-2215 長野市稲里町中氷鉋2222 6：00～21：00 無休

行徳駅前店 272-0133 市川市行徳駅前1-24-1 6：00～24：00 無休 篠ノ井店 388-8002 長野市篠ノ井東福寺914-1 6：00～21：00 無休

南行徳店 272-0138 市川市南行徳3-1-2 24H 無休 新潟県 1店舗

東鎌ヶ谷店 273-0104 鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷2-3-8 24H 無休 新潟市 新潟新和店 950-0972 新潟県新潟市中央区新和1-5-35 6：00～23：00 無休

柏名戸ヶ谷店 277-0032 柏市名戸ヶ谷961-1 6：00～21：00 無休 静岡県 9店舗

柏の葉キャンパス店 277-0872 柏市十余二380-25 6：00～21：00 無休 富士八代町店 417-0024 富士市八代町13-8 6：00～21：00 無休

柏大井店 277-0902 柏市大井1900-1 6：00～22：00 無休 富士永田町店 417-0055 富士市永田町2-105 6：00～21：00 無休

16号白井富塚店 270-1405 白井市富塚341番 6：00～22：00 無休 静岡小鹿店 422-8021 静岡市駿河区小鹿420-1 6：00～21：00 無休

柏豊四季店 277-0863 千葉県柏市豊四季269-59 6：00～21：00 無休 清水長崎南町店 424-0068 静岡市清水区長崎南町1-43 6：00～21：00 無休

16号野田泉店 270-0239 野田市泉3-2-1 6：00～21：00 無休 静岡インター通り店 422-8051 静岡市駿河区中野新田83-1 24H 無休

鹿放ヶ丘店 284-0008 四街道市鹿放ヶ丘494-3 6：00～22：00 無休 静岡宮竹店 422-8035 静岡市駿河区宮竹2-1-1 6：00～21：00 無休

佐倉岩富店 285-0071 佐倉市岩富4-3 6：00～21：00 無休 静岡丸子店 421-0106 静岡市駿河区北丸子1-31-23 6：00～21：00 無休

酒々井店 285-0924 印旛郡酒々井町下台271-8 6：00～22：00 無休 焼津市 焼津上小杉店 421-0201 静岡県焼津市上小杉822-2 6：00～21：00 無休

成東店 289-1326 山武市成東1353-1 6：00～22：00 無休 掛川市 掛川店 436-0034 掛川市梅橋328-3 24H 無休

五井白金通店 290-0057 市原市五井金杉1-5 6：00～22：00 無休 愛知県 4店舗

市原八幡店 290-0062 市原市八幡261-2　　　　　　　　　 6：00～21：00 無休 名古屋長者町店 031-0823 名古屋市中区錦2-5-28 7：00～20：00 無休

市原潮見通り店 299-0102 市原市青柳字上十二所1708-7 6：00～22：00 無休 名古屋住吉店 460-0008 名古屋市中区栄3-12-33
平日 7：00～20：00
土日 7：00～17：00

無休

八幡宿店 290-0062 市原市八幡1-5 6：00～22：00 無休 丹羽郡 大口町店 480-0127 丹羽郡大口町新宮2-168 6：00～20：00 無休

市原潤井戸店 290-0171 千葉県市原市潤井戸1478-1 6：00～21：00 無休 弥富市 弥富稲荷店 498-0052 愛知県弥富市稲荷1-101-1 5：00～20：00 無休

木更津朝日店 292-0055 木更津市朝日3-4-20 6：00～22：00 無休 富山県 3店舗

茂原店 297-0075 茂原市押日358-4 6：00～22：00 無休 富山市 呉羽本町店 930-0138 富山市呉羽町2164-11 6：00～21：00 無休

君津北子安店 299-1161 君津市北子安874-2 6：00～22：00 無休 8号小杉白石店 939-0304 富山県射水市小杉白石942-1 6：00～21：00 無休

射水布目沢店 939-0418 富山県射水市布目沢629-1 6：00～21：00 無休

福岡県 1店舗

福岡市 赤坂大正通り店 810-0042 中央区赤坂1-6-21 7：00～21：00 無休

141-0031 品川区西五反田2-30-5 6：30～20：00 無休

射水市

ゆで太郎システム　地区別店舗リスト

伊勢崎市

札幌市

川崎市

仙台市
名取市

高崎市

千葉市

名古屋市

長野市

相模原市

静岡市

富士市

本庄市

太田市

渋谷区
豊島区

厚木市

文京区
墨田区

江戸川区
江東区

大和市

西五反田本店

品川区
大田区

港区

中央区

千代田区

さいたま市

横浜市

木更津市
茂原市
君津市

市原市

松戸市
市川市

船橋市
八千代市

鎌ヶ谷市
柏市

白井市

野田市
四街道市
佐倉市
印旛郡
山武市


