
＜10⽉1⽇以降　店舗区分⾒直し＞

地域 都道府県 店舗名称 新区分

関東 茨城県 ⽔⼾東原店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽇⽴諏訪店 ⼀⽫120円（税込）〜
⿓ケ崎店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽜久⽥宮店 ⼀⽫120円（税込）〜
つくば学園の森店 ⼀⽫120円（税込）〜
⼟浦店 ⼀⽫120円（税込）〜
茨城那珂店 ⼀⽫120円（税込）〜
守⾕店 ⼀⽫120円（税込）〜
ひたちなか店 ⼀⽫120円（税込）〜
筑⻄⽟⼾店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽯岡店 ⼀⽫120円（税込）〜
茨城⿅嶋店 ⼀⽫120円（税込）〜
神栖店 ⼀⽫120円（税込）〜

栃⽊県 宇都宮今泉店 ⼀⽫120円（税込）〜
佐野⼤橋店 ⼀⽫120円（税込）〜
宇都宮鶴⽥店 ⼀⽫120円（税込）〜
栃⽊箱森町店 ⼀⽫120円（税込）〜
⼩⼭店 ⼀⽫120円（税込）〜
⾜利店 ⼀⽫120円（税込）〜

群⾺県 アクロスプラザ笠懸店 ⼀⽫120円（税込）〜
伊勢崎店 ⼀⽫120円（税込）〜
⾼崎南店 ⼀⽫120円（税込）〜
⾼崎飯塚店 ⼀⽫120円（税込）〜
群⾺吉岡店 ⼀⽫120円（税込）〜
前橋天川⼤島店 ⼀⽫120円（税込）〜

埼⽟県 川⼝駅前店 ⼀⽫130円（税込）〜
⼾⽥店 ⼀⽫130円（税込）〜
朝霞台店 ⼀⽫130円（税込）〜
さいたま中央店 ⼀⽫120円（税込）〜
⼊間上藤沢店 ⼀⽫120円（税込）〜
浦和美園店 ⼀⽫120円（税込）〜
川⼝芝店 ⼀⽫130円（税込）〜
さいたま宮前店 ⼀⽫120円（税込）〜
草加店 ⼀⽫120円（税込）〜
春⽇部店 ⼀⽫120円（税込）〜
和光⽩⼦店 ⼀⽫120円（税込）〜
川越インター店 ⼀⽫120円（税込）〜
岩槻店 ⼀⽫120円（税込）〜
南越⾕店 ⼀⽫120円（税込）〜
上尾駅前店 ⼀⽫120円（税込）〜
鶴ヶ島店 ⼀⽫120円（税込）〜
ステラタウン店 ⼀⽫120円（税込）〜
川越店 ⼀⽫120円（税込）〜
浦和中尾店 ⼀⽫120円（税込）〜
北本店 ⼀⽫120円（税込）〜
幸⼿店 ⼀⽫120円（税込）〜
三芳店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽩岡店 ⼀⽫120円（税込）〜
越⾕レイクタウン店 ⼀⽫120円（税込）〜
⼤宮店 ⼀⽫120円（税込）〜
本庄早稲⽥店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽻⽣店 ⼀⽫120円（税込）〜
新狭⼭店 ⼀⽫120円（税込）〜
⾏⽥店 ⼀⽫120円（税込）〜
三郷彦⽷店 ⼀⽫120円（税込）〜
所沢北原店 ⼀⽫120円（税込）〜
滑川店 ⼀⽫120円（税込）〜



＜10⽉1⽇以降　店舗区分⾒直し＞

地域 都道府県 店舗名称 新区分

関東 千葉県 本⼋幡北⼝店 ⼀⽫120円（税込）〜
幕張店 ⼀⽫120円（税込）〜
南⾏徳店 ⼀⽫130円（税込）〜
富⾥店 ⼀⽫120円（税込）〜
海浜幕張店 ⼀⽫120円（税込）〜
松⼾五⾹店 ⼀⽫120円（税込）〜
夏⾒台店 ⼀⽫120円（税込）〜
おゆみ野店 ⼀⽫120円（税込）〜
船橋⾼根⽊⼾店 ⼀⽫120円（税込）〜
市原店 ⼀⽫120円（税込）〜
稲⽑園⽣店 ⼀⽫120円（税込）〜
千葉みなと店 ⼀⽫120円（税込）〜
ロハル津⽥沼店 ⼀⽫120円（税込）〜
松⼾⼋ケ崎店 ⼀⽫120円（税込）〜
千葉ニュータウン店 ⼀⽫120円（税込）〜
船橋店 ⼀⽫120円（税込）〜
⾼塚新⽥店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽩井店 ⼀⽫120円（税込）〜
千葉中央店 ⼀⽫130円（税込）〜
成⽥店 ⼀⽫120円（税込）〜
ウニクス野⽥店 ⼀⽫120円（税込）〜
我孫⼦店 ⼀⽫120円（税込）〜
四街道店 ⼀⽫120円（税込）〜
花⾒川店 ⼀⽫120円（税込）〜
佐倉寺崎北店 ⼀⽫120円（税込）〜
勝⽥台店 ⼀⽫120円（税込）〜
若葉桜⽊店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽊更津店 ⼀⽫120円（税込）〜
東⾦店 ⼀⽫120円（税込）〜
旭店 ⼀⽫120円（税込）〜
茂原店 ⼀⽫120円（税込）〜
南流⼭店 ⼀⽫120円（税込）〜
柏店 ⼀⽫120円（税込）〜
イオン市川妙典店 ⼀⽫120円（税込）〜
⼋千代⾼津店 ⼀⽫120円（税込）〜
千葉寺店 ⼀⽫120円（税込）〜
鴨川店 ⼀⽫120円（税込）〜
あすみが丘店 ⼀⽫120円（税込）〜
君津店 ⼀⽫120円（税込）〜
館⼭店 ⼀⽫120円（税込）〜



＜10⽉1⽇以降　店舗区分⾒直し＞

地域 都道府県 店舗名称 新区分

関東 東京都 秋葉原駅前店 ⼀⽫150円（税込）〜
新宿三丁⽬店 ⼀⽫150円（税込）〜
有楽町店 ⼀⽫150円（税込）〜
⼋重洲地下街店 ⼀⽫150円（税込）〜
新宿東⼝店 ⼀⽫150円（税込）〜
新宿⻄⼝店 ⼀⽫150円（税込）〜
池袋駅東⼝店 ⼀⽫150円（税込）〜
烏⼭店 ⼀⽫130円（税込）〜
渋⾕駅前店 ⼀⽫150円（税込）〜
荻窪店 ⼀⽫150円（税込）〜
練⾺関町店 ⼀⽫130円（税込）〜
上野店 ⼀⽫150円（税込）〜
南砂店 ⼀⽫130円（税込）〜
吉祥寺パルコ店 ⼀⽫150円（税込）〜
南池袋店 ⼀⽫150円（税込）〜
五反⽥店 ⼀⽫150円（税込）〜
町⽥北⼝店 ⼀⽫130円（税込）〜
BIGBOX⾼⽥⾺場店 ⼀⽫150円（税込）〜
⽅南町店 ⼀⽫150円（税込）〜
府中⻄原町店 ⼀⽫120円（税込）〜
浅草六区店 ⼀⽫150円（税込）〜
葛⻄駅前店 ⼀⽫130円（税込）〜
国分寺店 ⼀⽫130円（税込）〜
⼀之江店 ⼀⽫130円（税込）〜
東府中店 ⼀⽫130円（税込）〜
⽴川駅南⼝店 ⼀⽫130円（税込）〜
⽴川駅北⼝店 ⼀⽫130円（税込）〜
浅草吾妻橋店 ⼀⽫150円（税込）〜
調布店 ⼀⽫130円（税込）〜
⽵の塚ピーくんプラザ店 ⼀⽫130円（税込）〜
イトーヨーカドー武蔵⼩⾦井店 ⼀⽫130円（税込）〜
葛飾店 ⼀⽫130円（税込）〜
神楽坂店 ⼀⽫150円（税込）〜
北葛⻄店 ⼀⽫130円（税込）〜
⼤森駅前店 ⼀⽫150円（税込）〜
⽴川幸町店 ⼀⽫120円（税込）〜
町⽥⽊曽店 ⼀⽫130円（税込）〜
町⽥鶴間店 ⼀⽫130円（税込）〜
府中くるる店 ⼀⽫130円（税込）〜
⾜⽴保⽊間店 ⼀⽫130円（税込）〜
MINANO分倍河原店 ⼀⽫130円（税込）〜
⽥無店 ⼀⽫120円（税込）〜
環七⻘井店 ⼀⽫130円（税込）〜
東村⼭店 ⼀⽫120円（税込）〜
昭島店 ⼀⽫120円（税込）〜
経堂店 ⼀⽫130円（税込）〜
多摩境店 ⼀⽫120円（税込）〜
稲城百村店 ⼀⽫130円（税込）〜
⼋王⼦駅前店 ⼀⽫130円（税込）〜
南葛⻄店 ⼀⽫130円（税込）〜
楢原店 ⼀⽫120円（税込）〜
多摩センター店 ⼀⽫120円（税込）〜
武蔵村⼭店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽇野バイパス店 ⼀⽫120円（税込）〜
ぐりーんうぉーく多摩店 ⼀⽫130円（税込）〜
⼋王⼦⻑沼店 ⼀⽫120円（税込）〜
⽻村SAKURA MALL店 ⼀⽫120円（税込）〜
福⽣店 ⼀⽫120円（税込）〜
光が丘店 ⼀⽫130円（税込）〜



＜10⽉1⽇以降　店舗区分⾒直し＞

地域 都道府県 店舗名称 新区分

関東 神奈川県 川崎ゼロゲート店 ⼀⽫130円（税込）〜
川崎南幸町店 ⼀⽫130円（税込）〜
新横浜店 ⼀⽫130円（税込）〜
綱島店 ⼀⽫130円（税込）〜
⻑津⽥みなみ台店 ⼀⽫130円（税込）〜
海⽼名店 ⼀⽫130円（税込）〜
川崎第⼀京浜店 ⼀⽫130円（税込）〜
ミューザ川崎店 ⼀⽫130円（税込）〜
⾦沢⼋景店 ⼀⽫130円（税込）〜
コースカ横須賀店 ⼀⽫130円（税込）〜
横浜鶴⾒店 ⼀⽫120円（税込）〜
座間⽴野台店 ⼀⽫120円（税込）〜
東神奈川店 ⼀⽫130円（税込）〜
あざみ野ガーデンズ店 ⼀⽫130円（税込）〜
相模原中央店 ⼀⽫120円（税込）〜
相模原橋本店 ⼀⽫120円（税込）〜
鶴⾒東寺尾店 ⼀⽫120円（税込）〜
港南台店 ⼀⽫120円（税込）〜
東⼾塚店 ⼀⽫130円（税込）〜
上鶴間店 ⼀⽫120円（税込）〜
鶴⾒駅⻄⼝店 ⼀⽫130円（税込）〜
川崎⽔沢店 ⼀⽫120円（税込）〜
新川崎スクエア店 ⼀⽫130円（税込）〜
茅ヶ崎萩園店 ⼀⽫120円（税込）〜
三浦海岸店 ⼀⽫120円（税込）〜
川崎野川店 ⼀⽫120円（税込）〜
相模⼤野モアーズ店 ⼀⽫130円（税込）〜
鎌倉店 ⼀⽫120円（税込）〜
⼾塚駅前店 ⼀⽫130円（税込）〜
⼤和店 ⼀⽫120円（税込）〜
ＯＳＣ湘南シティ店 ⼀⽫120円（税込）〜
湘南台駅前店 ⼀⽫120円（税込）〜
横浜⼾塚店 ⼀⽫120円（税込）〜
茅ヶ崎⾼⽥店 ⼀⽫120円（税込）〜
⼩⽥原店 ⼀⽫120円（税込）〜
浦賀店 ⼀⽫120円（税込）〜
平塚店 ⼀⽫120円（税込）〜
さがみ野店 ⼀⽫120円（税込）〜
瀬⾕店 ⼀⽫120円（税込）〜
港北ニュータウン店 ⼀⽫120円（税込）〜
藤沢⼤庭店 ⼀⽫120円（税込）〜
伊勢原店 ⼀⽫120円（税込）〜
⼾塚深⾕店 ⼀⽫120円（税込）〜
ブランチ横浜南部市場店 ⼀⽫120円（税込）〜
⻘葉台駅前店 ⼀⽫130円（税込）〜
横浜中⽥町店 ⼀⽫120円（税込）〜


