
2017 年度 年始営業時間変更・休業のお知らせ 

 

2017年 1月 1日（日） 

◆ 休業 

都道府県 1/1休業店舗 

青森県 青森浜館店 五所川原店   

岩手県 一関店 奥州店   

宮城県 
上谷刈店 南中山店 石巻店 

船岡店     

山形県 米沢金池店     

福島県 

白河店 須賀川店 郡山島店 

郡山芳賀店 いわき平店 小名浜店 

いわき植田店     

茨城県 南守谷店     

栃木県 
江曽島店 インターパーク店 宇都宮竹林店 

鹿沼店     

埼玉県 
川口芝店 川口安行店 武藏浦和マーレ 

八潮店 秩父店 川越店 

千葉県 

千葉長沼店 千葉NTアルカサール店 白井店 

松戸八柱店 松戸馬橋店 習志野台店 

豊四季店     

東京都 

道とん堀笑天水元店 二子玉川店 国分寺店 

天神町店 下柚木店 町田店 

清瀬店 稲城店   

神奈川県  

栗木店 川崎菅生店 朝比奈店 

横須賀佐原店 大和店 栄中野町店 

茅ヶ崎店 小田原鴨宮店 愛甲石田店 

平塚金目店     

新潟県 柏崎店     

富山県 滑川店 魚津店 相生店 

石川県 金沢入江店 小松店   

福井県 敦賀店     

長野県 長野徳間店 長野青木島店 諏訪店 

岐阜県 関店 岐阜羽島店 岐阜長良店 

静岡県 
裾野店 御殿場店 富士高島店 

富士宮店 函南店 焼津店 

愛知県 名岐店 長久手店 一宮店 

三重県 四日市日永カヨー店 四日市生桑店 久居インターガーデン 

滋賀県 彦根ベルロード店 東近江店   

和歌山県 和歌山向店 和歌山塩屋店 和歌山岩出店 



都道府県 1/1休業店舗 

鳥取県 鳥取店 倉吉店 米子日吉津店 

岡山県 岡山平井店     

福岡県 那珂川店 糸島店   

佐賀県 佐賀駅前中央店     

長崎県 長崎時津店 矢峰店 佐世保店 

熊本県 
西熊本店 熊本インター店 麻生田店 

健軍店     

大分県 乙津店     

宮崎県 大島町店 本郷北方店 延岡愛宕店 

 

 

◆ 営業時間変更 

都道府県 店舗名 1/1変更営業時間 

青森県 十和田店 17:00～24:00（LO23:00） 

宮城県 仙台中田店 17:00～23:00 

山形県  

山形嶋店 17:00～24：00 

山形桜田西店 17:00～24：00 

天童店 17:00～24：00 

三川店 17:00～23：00 

茨城県  

古河店 17:00～23：00 

総和店 17:00～24：00 

イオンモール水戸内原店 10:00～23:00（LO22:00） 

栃木県 

鶴田店 17:00～23:00 

小山店 17:00～24:00（LO23:30） 

大田原店 13:00～24:00(Last order 23:00) 

黒磯店 17:00～23:00 

西那須野店 17:00～23:00 

群馬県 館林店 17:00～23:00 

埼玉県 

大宮櫛引店 17:00～24：00 

西川口並木店 17:00～24：00 

さいたま道場店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

吉川店 17:00～翌 2:00(Last order 1:00) 

羽生店 17:00～23:00 

坂戸にっさい店 17:00～24：00 

和光店 17:00～24：00 

新座大和田店 17:00～24：00 

新座店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

ふじみ野店 17:00～24：00 

入間黒須店 17:00～23:00 

所沢有楽店 17:00～24：00 



都道府県 店舗名 1/1変更営業時間 

埼玉県 
籠原店 17:00～23:00 

本庄店 17:00～23:00 

千葉県 

若葉店 17:00～24:00 

おゆみ野店 17:00～24:00 

流山青田店 17:00～23:00 

松戸六高台店 17:00～23:00 

東金店 17:00～24:00 

四街道店 17:00～23:00 

佐倉店 17:00～24:00 

ユーカリが丘店 17:00～24:00 

市原店 17:00～24:00 

木更津店 17:00～24:00 

茂原店 17:00～24:00 

東京都 

小平店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

立川店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

八王子楢原店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

めじろ台店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

福生本店 17:00～24:00 

青梅店 17:00～23:00 

保谷店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

神奈川県 

川崎高津店 11:30～22:00(LO21:00) 

長津田店 17:00～23:00 

厚木林店 17:00～23:00 

城山店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

麻溝店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

平塚真土店 17:00～24:00(Last order 23:15) 

新潟県 長岡古正寺店 17:00～23:00(Last order 22:00) 

石川県 

野々市店 17:00～24:00 

フレスポ加賀店 17:00～23:00 

津幡店 17:00～24:00 

福井県  
福井高木店 17:00～2:00 

鯖江店 17:00～24:00 

山梨県 
響ヶ丘店 17:00～23:00 

富士吉田店 17:00～23:00 

岐阜県 

岐阜南店 17:00～24:00 

大垣店 17:00～24:00 

各務原店 17:00～23:00 

美濃加茂店 16:00～24:00 

愛知県 

小牧店 17:00～23:00 

春日井神領店 17:00～23:00 

瀬戸店 17:00～23:00 



都道府県 店舗名 1/1変更営業時間 

三重県 

鈴鹿サーキット通り店 11:00～22:00 

桑名安永店  17:00～23:00 

まつさか店 11:00～22:00 

大阪府 
大阪本店 17:00～24:00 

和泉和気店 17:00～23:00 

兵庫県 神戸灘店 17:00～23:00 

和歌山県 串本店 17:00～23:00 

岡山県 倉敷吉岡店 17:00～23:00 

山口県 

下関綾羅木店 17:00～24：00 

山口大内店 17:00～24：00 

宇部則貞店 17:00～24：00 

徳島県 

徳島安宅店 17:00～24：00 

徳島小松島店 17:00～24：00 

徳島吉野川店 17:00～23：00 

香川県 

高松レインボーロード店 17:00～23：00 

高松おいしい広場店 17:00～24：00 

丸亀パブリックプラザ店 17:00～23：00 

愛媛県 

久米窪田店 17:00～24：00 

新居浜店 17:00～24：00 

今治店 17:00～24：00 

宇和島店 11:00～22:00 

四国中央店 17:00～23：00 

高知県 
高知インター店 12：00～23：00 

土佐道路店 12：00～23：00 

 

 

 

2017年 1月 2日（月） 

◆ 休業 

都道府県 1/2休業店舗 

宮城県 船岡店    

福島県 郡山芳賀店    

埼玉県 武藏浦和マーレ   

千葉県 習志野台店   

東京都 下柚木店   

神奈川県 栗木店 大和店 栄中野町店 

富山県 相生店   

静岡県 富士高島店   

岡山県 岡山平井店     

 



◆ 営業時間変更 

都道府県 店舗名 1/2 変更営業時間 

山形県 酒田店 11:30～23:00（LO22:00） 

福島県 須賀川店 11:30～23:00（Last order22:00） 

埼玉県 秩父店 17:30～23:00（22:00Last order） 

東京県 

国分寺店 15:00～23:00(LO22:00) 

天神町店 12:00～24:00（LO 23:30） 

清瀬店 11:30～18:00(LO17:00) 

稲城店 17:00～24:00(LO23:00) 

神奈川県 

川崎高津店 11:30～22:00(LO21:00) 

朝比奈店 17:00～21:00(LO20:00) 

茅ヶ崎店 17:00～24:00(LO23:00) 

愛甲石田店 17:00～24:00(LO23:00) 

富山県 
滑川店 17:00～23:00 

魚津店 17:00～23:00 

岐阜県 各務原店 11:00～23:00 

愛知県 

長久手店 12:00～23:00 

小牧店 11:30～23:00 

春日井神領店 11:30～23:00 

鳥取県 倉吉店 11:30～23:00 

 

 

2017年 1月 3日（火） 

◆ 休業 

都道府県 1/3休業店舗 

宮城県 船岡店 

千葉県 習志野台店 

 

◆ 営業時間変更 

都道府県 店舗名 1/3 変更営業時間 

山形県 酒田店 11:30～23:00（LO22:00） 

福島県 須賀川店 11:30～23:00（Last order22:00） 

埼玉県 武藏浦和マーレ 11:00～20:00 

千葉県 四街道店 11:30～23：00 

東京都 
天神町店 11:30～24:00（LO 23:30） 

清瀬店 11:30～24:00(LO23:00) 

神奈川県 

川崎高津店 11:30～22:00(LO21:00) 

栗木店 12:00～23:00(LO22:00) 

大和店 12:00～23:00(LO 22:00) 

栄中野町店 17:00～24:00(LO23:00) 



都道府県 店舗名 1/3 変更営業時間 

岐阜県 各務原店 11:00～23:00 

愛知県 
小牧店 11:30～23:00 

春日井神領店 11:30～23:00 

鳥取県 倉吉店 11:30～23:00 

 

 

2017年 1月 4日（水） 

 

◆ 営業時間変更 

都道府県 店舗名 1/4 変更営業時間 

山形県 酒田店 11:30～23:00（LO22:00） 

東京都 
天神町店 11:30～24:00（LO23:30） 

清瀬店 11:30～24:00(LO23:00) 

岐阜県 各務原店 11:00～23:00 

愛知県 
小牧店 11:30～23:00 

春日井神領店 11:30～23:00 

 

 

 

2017年 1月 5日（木） 

 

◆ 休業 

都道府県 1/5休業店舗 

福島県 八山田店 会津天神店 

 

 

◆ 営業時間変更 

都道府県 店舗名 1/4 変更営業時間 

東京都 天神町店 11:30～24:00（LO 23:30） 

岐阜県 各務原店 11:00～23:00 

愛知県 
小牧店 11:30～23:00 

春日井神領店 11:30～23:00 

 

 


