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＜営業時間短縮のお知らせ＞

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け当社が運営するいきなりステーキの営業時間変更店舗についてのリストです。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※新型コロナウイルス感染症の拡大の状況、政府・自治体からの要請等により急遽変更する場合がございます。

※酒類に関しましては各自治体要請により販売時間変更となっております。

営業店舗は黄色セルで表示しております。テイクアウトのみ営業や営業時間変更店舗も含まれますので詳細をご確認ください。

都道府県 店舗名 営業時間 変更備考

北海道 函館桔梗 閉店

北海道 イオンモール旭川西 ４月２７日～　１１：００～２１：００（LO：２０：３０） 期間全日短縮

北海道 千歳 ４月２７日～　１１：００～２１：００（ＬＯ２０：４５） 期間全日短縮

北海道 アリオ札幌 ５月６日～５月３１日　１１：００～２０：００（ＬＯ１９：１５）
５月１２日～３１日は酒類の販売・提供を中止

期間全日短縮

北海道 イオンモール札幌発寒 ５月６日～５月３１日　９：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）
５月１２日～３１日は酒類の販売・提供を中止

通常営業

北海道 イオン釧路 通常営業　 通常営業

北海道 長崎屋小樽 通常営業 通常営業

北海道 札幌南 ５月６日～５月３１日　１１：００～２０：００（ＬＯ１９：４５）
５月１２日～３１日は酒類の販売・提供を中止

期間全日短縮

青森 青森駅前 ４/２３～５/９　１１：００～２０：００（ＬＯ１９：４５）
５/１０～　１１：００～２１：００（LO２０：４５）

期間全日短縮

秋田 秋田東通 通常営業 通常営業

岩手 イオンモール盛岡 １０：００～２１：００（LO２０：３０） 期間全日短縮

岩手 岩手北上 １０：００～２２：００（LO２1：４５）　 期間全日短縮

宮城 仙台 【５/１２～】通常営業/１０：００～２２：００（LO：２１：４５） 期間全日短縮

宮城 仙台吉成台 【５/１２～】通常営業/１０：００～２２：００（LO：２１：４５） 期間全日短縮

宮城 扇町 【５/１２～】通常営業/１１：００～２３：００（LO:２２：４５） 期間全日短縮

宮城 名取4号バイパス 閉店 閉店

山形 イオンモール天童 閉店 閉店

福島 郡山栄町 通常営業 通常営業

福島 イオンモールいわき小名浜 【５/１３〜５/３１】　１１：００～２０：００（LO：１９：３０）
酒類の販売・提供は１１：００～１９：００ 期間全日短縮

群馬 アゼリアモール館林店 当面の間、【平日・土日祝日】10：00～20：00（ＬＯ19：30） 
５月８日～２１日迄　酒類の販売は10:00～19:00

短縮営業

群馬 フレスポ藤岡 通常営業 通常

群馬 高崎 閉店 閉店

群馬 前橋 通常営業 通常営業

群馬 渋川 通常営業
通常営業

群馬 太田 ５月８日～２１日迄　11：00～20：00（ＬＯ19：30） 
酒類の販売は11:00～19:00

期間全日短縮

栃木 宇都宮竹林 【１１：００～２２：００】（LO２１：４５） 期間全日短縮

茨城 イオンモール土浦 ５/１３〜　１１：００～２１：００（LO：２０：３０） 期間全日短縮

茨城 神栖 １０：００～２２：００（LO２1：４５）　 通常営業

茨城 つくば研究学園 通常営業 通常営業

茨城 ひたち野うしく １０：００～２２：００（LO２1：４５）　 通常営業

東京 赤坂通り ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 秋葉原万世橋 【閉店】 【閉店】

東京 あけぼのばし ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 髙田馬場 ４月２５日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１１：００～２０：００ （ＬＯ 20：00）　テイクアウトのみ２０：００～２１：４５迄

期間全日短縮

東京 浅草雷門 ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄

期間全日短縮

東京 浅草橋駅前 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 吾妻橋 3月31日閉店



東京 アリオ亀有 ５月１５日～　１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　
酒類の販売、提供は致しません。

期間全日短縮

東京 アリオ西新井 休業中　 期間全日短縮

東京 イオンモール東久留米 ４月２５日～５月１６日　休業 当面の間全日短縮

東京 イオンモールむさし村山 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

東京 池袋西口 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５

期間全日短縮

東京 池袋東口 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）

期間全日短縮

東京 池袋南口 閉店 閉店

東京 イトーヨーカドー大井町 ４月２５日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１１：００～２０：００ （ＬＯ 19：30） テイクアウトのみ２０：００～２１：３０迄

期間全日短縮

東京 恵比寿 【閉店】 【閉店】

東京 王子 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 大久保 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 大塚 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 大森ララ 4月２５日～5月３1日迄　酒類の販売は致しません。
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　テイクアウト２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 大山 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 小川町 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 オリナス錦糸町 当面の間　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

当面の間全日短縮

東京 学芸大学 ４月25日～5月３1日迄　酒類の販売は致しません。
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　 テイクアウトのみ２０：００～２１：４５迄

期間全日短縮

東京 勝どき ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 蒲田 ５月１１日まで　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００ （ＬＯ１９：４５）

期間全日短縮

東京 亀有 ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　

期間全日短縮

東京 亀戸駅前 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 神田南口 閉店

東京 北千住 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５

期間全日短縮

東京 吉祥寺 ５月３１日迄　酒類の販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ２０：００）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５迄 

期間全日短縮

東京 銀座4丁目 閉店

東京 錦糸町 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 京王高幡SC 当面の間　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

当面の間全日短縮

東京 高円寺南口 ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　

期間全日短縮

東京 五反田 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 駒込 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）

期間全日短縮

東京 三軒茶屋 ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 品川シーサイドフォレスト 閉店 閉店

東京 青山通り 閉店

東京 渋谷公園通り 閉店

東京 渋谷センター街 ５月３１日迄　酒類販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ２０：００）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５迄 

期間全日短縮

東京 下北沢 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 新宿2丁目 ５月３１日迄　酒類の販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ２０：００）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５

期間全日短縮

東京 新宿西口 3月31日閉店

東京 新橋日比谷口 ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 水道橋 【閉店】 【閉店】

東京 末広町 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 墨田太平 【休業中】 【休業中】

東京 大門 【閉店】 【閉店】

東京 髙田馬場 ４月２５日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１１：００～２０：００ （ＬＯ 20：00）　テイクアウトのみ２０：００～２１：４５迄

期間全日短縮

東京 立川北口 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１1：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮



東京 調布 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 東京八重洲地下街 ５月３１日迄　酒類の販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

期間全日短縮

東京 中野 【閉店】

東京 ニトリ環七梅島
【閉店】 【閉店】

東京 ニトリ成増

５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００ （ＬＯ１９：４５）

期間全日短縮

東京 練馬春日町

５月３１日迄　酒類の販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ２０：００）　

期間全日短縮

東京 八王子 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 東中野 ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 府中駅前店 ５月３１日迄　酒類の販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

期間全日短縮

東京 保谷駅前 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 町田 ５月３１日迄　酒類販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ２０：００）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５迄 

期間全日短縮

東京 マチノマ大森 4月２５日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

東京 三田 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）

期間全日短縮

東京 三鷹東八道路 ５月１１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 目黒上大崎 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 門前仲町 ５月３１日迄　酒類販売は中止
１０：００～２０：００（ＬＯ２０：００）　テイクアウトのみ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 有楽町 ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　

期間全日短縮

東京 湯島 【閉店】 【閉店】

東京 六本木 ５月３１日まで　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

東京 UENO３１５３ ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間前日短縮

神奈川 アピタ綱島 当面の間　酒類の販売は１１：００～１９：００
１０：００～２１：００ （ＬＯ２１：００） 期間全日短縮

神奈川 アリオ橋本 当面の間　酒類の販売は中止。
１１：００～20：００ （ＬＯ 19：３０）　

期間全日短縮

神奈川 イオンモール座間 当面の間　酒類の販売は中止。
１１：００～20：00 （ＬＯ 19：３０）　

期間全日短縮

神奈川 イトーヨーカドー武蔵小杉駅前 ４月２８日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

神奈川 小田急マルシェ大和 ４月２８日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

神奈川 上大岡 ４月２８日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウト２２：００（LO２１：４５）

期間全日短縮

神奈川 川崎駅前 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００ （ＬＯ１９：４５）

期間全日短縮

神奈川 京急久里浜 当面の間　酒類の販売は１１：００～２０：００
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ１９：４５～２０：４５迄 

期間全日短縮

神奈川 コーナン港北インター 当面の間　酒類の販売は１１：００～１９：００
１０：３０～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

神奈川 相模大野 ５月３１日迄　酒類の販売は中止。
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ１９：４５～２１：４５迄

期間全日短縮

神奈川 湘南台 ５月３１日まで　酒類の販売は１１：００～１９：００
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）

期間全日短縮

神奈川 湘南モールフィル ４月２８日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

神奈川 関内 【閉店】 【閉店】

神奈川 綱島 ４月２８日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウト２２：００（LO２１：４５）

期間全日短縮

神奈川 鶴見 【閉店】 【閉店】

神奈川 ニトリ相模原 【閉店】 【閉店】

神奈川 ノースポートモール 当面の間　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

当面の間全日短縮

神奈川 藤沢 ４月２８日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウト２２：００（LO２１：４５）

期間全日短縮

神奈川 ミウィ橋本 当面の間　酒類の販売は１１：００～19：００
１１：００～20：００ （ＬＯ 19：３０）　

期間全日短縮

神奈川 元住吉 ４月２８日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウト２２：００（LO２１：４５）

期間全日短縮

神奈川 横須賀中央 当面の間　酒類の販売は１１：００～２０：００
１１：００～２１：００ （ＬＯ ２０：４５）

期間全日短縮

神奈川 横浜西口 ４月２８日～５月３１日迄　酒類の販売は致しません。
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウト２２：００（LO２１：４５）

期間全日短縮

神奈川 アピタ長津田 6月19日を持って閉店させて頂きます。
【平日・土日祝日】１１：００～～２２：００（ＬＯ２１：３０）

平日・土日祝日時間短縮営業

千葉 穴川東インター ５月３１日迄　酒類販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ１９：４５～２１：４５迄

期間全日短縮

千葉 アリオ市原 当面の間　酒類の販売は１１：００～２０：００
１０：００～２１：００（ＬＯ２０：３０）

期間全日短縮



千葉 イオンモール新浦安 当面の間　酒類の販売は中止
９：００～２０：００（LO１９：３０）

期間全日短縮

千葉 イオンモール津田沼 当面の間　酒類の販売は中止
１０：００～２０：００（LO１９：３０）

期間全日短縮

千葉 市川 ５月３１日迄　酒類販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ１９：４５～２１：４５迄

期間全日短縮

千葉 イトーヨーカドー船橋 9月27日閉店

千葉 イトーヨーカドー松戸 酒類の販売は１１：００～１９：００
１０：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）　　※５/１６にて閉店

期間全日短縮

千葉 印西西の原 2020年11月15日閉店

千葉 柏駅前 ５月３１日迄　酒類販売は中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

千葉 木更津 ５月３１日迄　酒類の販売は１０：００～２０：００
１０：００～２１：００ （ＬＯ ２１：００）　テイクアウトのみ２１：００～２１：４５迄

期間全日短縮

千葉 セブンパークアリオ柏 当面の間　酒類販売は中止
１０：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

期間全日短縮

千葉 テラスモール松戸 閉店 閉店

千葉 成田飯仲 酒類の販売は１１：００～２０：００
１０：００～２１：００ （ＬＯ ２０：４５）

期間全日短縮

千葉 船橋 ５月３１日迄　酒類販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ１９：４５～２１：４５迄

期間全日短縮

千葉 プレナ幕張 ５月３１日　酒類の販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

期間全日短縮

千葉 南行徳 ５月３１日迄　酒類販売は中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ１９：４５～２１：４５迄

期間全日短縮

千葉 ユニモちはら台 閉店 閉店

千葉 ららぽーとTOKYO-BAY 当面の間　酒類の販売は中止
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

期間全日短縮

埼玉 アリオ川口 当面の間　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

当面の間全日短縮

埼玉 アリオ鷲宮 ５月３１日迄　酒類の販売は１１：００～２０：００
１１：００～２1：００（ＬＯ２０：３０）

期間全日短縮

埼玉 イオンモール川口前川 当面の間　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）

当面の間全日短縮

埼玉 イオンモール北戸田 当面の間　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００（ＬＯ１９：００）

当面の間全日短縮

埼玉 大宮西口 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

埼玉 加須 ５月３１日迄　酒類の販売は１１：００～２０：００
１１：００～２１：００ （ＬＯ ２０：４５）　 期間全日短縮

埼玉 川口駅前 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

埼玉 川越バイパス ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１０：００～２０：００ （ＬＯ ２０：００）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

埼玉 越谷レイクタウンkaze １月８日～３月３１日迄　酒類の販売）１１：００～２０：００
１０：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　 

期間全日短縮

埼玉 越谷レイクタウンmori １月８日～３月３１日迄　酒類の販売）１１：００～２０：００
１１：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　 

期間全日短縮

埼玉 さいたま大成町 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００ （ＬＯ１９：３０）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５迄 

期間全日短縮

埼玉 さいたま美園 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

埼玉 西武所沢S.C. ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００ （ＬＯ１９：３０）

当面の間全日短縮

埼玉 草加新田 ５月３１日まで　酒類の販売は致しません
１１：００～２０：００ （ＬＯ１９：３０）

期間全日短縮

埼玉 八潮ロード 酒類の販売は１１：００～２０：００
１０：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　テイクアウトのみ２１：００～２１：４５

期間全日短縮

埼玉 ららぽーと新三郷 １１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０）
酒類の販売は１１：００～１９：００

期間全日短縮

長野 長野駅前 閉店 閉店

長野 長野高田 【平日・土日祝日】１１：００～２1：００（ＬＯ２０：４５） 期間全日短縮

長野 松本村井 通常営業 通常営業

山梨 イオンモール甲府昭和店 通常営業 通常営業

山梨 甲府伊勢 【閉店】 【閉店】

新潟 新潟海老ケ瀬ｲﾝﾀｰ 閉店 閉店

石川 イオンモール新小松 5月25日迄　酒類の販売は11：00～20：00
１0：００～２1：００ （ＬＯ 20：30）　

期間全日短縮

石川 金沢福久 5月12日～5月25日迄　酒類販売は10:00～19：00　10：00～20：00（LO19：45） 期間全日短縮

富山 高岡上北島 １１：００～２2：００ （ＬＯ ２1：３０）　 期間全日短縮

富山 ファボーレ富山 通常営業 通常営業

富山 イオンモール高岡 【平日・土日祝日】１０：００～２１：００（ＬＯ２０：３０） 通常営業

静岡 静岡中島 通常営業 通常営業

静岡 浜松湖東町 通常営業 通常営業



静岡 袋井 通常営業 通常営業

愛知 愛知大口 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                
10:00～20:00（LO　19:30）　テイクアウト　21:30迄（LO　21:00）

期間全日短縮

愛知 愛知蒲郡 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                
10:00～20:00（LO　19:30）　テイクアウト　21:30迄（LO　21:00）

期間全日短縮

愛知 安城今本町  5月12日～5月31日迄　酒類販売中止　                                                                                             
11:00～20:00（LO 19:30）　テイクアウトのみ　21:30迄（LO 21:00）

期間全日短縮

愛知 イオンモール熱田店 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                
10:00～20:00（LO　19:30）　

期間全日短縮

愛知 イオンモール常滑 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                
10:00～20:00（LO　19:30）

期間全日短縮

愛知 イオンモール長久手 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                
10:00～20:00（LO　19:30）

期間全日短縮

愛知 イオンモール名古屋茶屋 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                  
10:00～20:00（LO　19:30）

期間全日短縮

愛知 イオンモールナゴヤドーム前 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                 
10:00～20:00（LO　19:30）

期間全日短縮

愛知 イオンモール東浦 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                 
１０：００～20:00（LO19:30）

期間全日短縮

愛知 岡崎上和田 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止　                                                                                               
11:00～20:00（LO　19:30）　

期間全日短縮

愛知 桶狭間 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                 
10:00～20:00（LO　19:30）　テイクアウト　21:30迄（LO　21:00）

期間全日短縮

愛知 豊田四郷SC 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                  
10:00～20:00（LO　19:30）　テイクアウト　21:30迄（LO　21:00）

期間全日短縮

愛知 名古屋大須 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                 
10:00～20:00（LO　19:30）　テイクアウト　21:30迄（LO　21:00）

期間全日短縮

愛知 名古屋三井ビル 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                  
10:00～20:00（LO　19:30）　テイクアウト　21:30迄（LO　21:00）

期間全日短縮

愛知 名鉄刈谷オアシス 5月12日～5月31日迄　酒類販売中止　                                                                                               
11:00～19:00（LO　18:30）　

期間全日短縮

愛知 リーフウォーク稲沢
5月12日～5月31日迄　酒類販売中止                                                                                                  
11:00～20:00（LO　19:30）　 期間全日短縮

岐阜 岐阜茜部 5月31日迄　酒類販売中止　　　　　　　            　　　　　　　　　　　       　　　　　　                              　　　　
１１：００～２０：００（LO１９：４５）   

期間全日短縮

三重 イオンモール津南 5月31日迄　酒類販売　11:00～19:00　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　
１１：００～２０：００（LO１９：00）

期間全日短縮

三重 三重川越 5月31日迄　酒類販売中止　　　　　　　           　　　                       　　　　　　　　　　　　                　　　　　10：
００～２０：００（LO１９：30）

期間全日短縮

滋賀 ニトリ近江八幡 通常営業 通常営業

滋賀 多賀サービスエリア 通常営業 通常営業

奈良 イオンモール大和郡山 通常営業 通常営業

奈良 イオンモール橿原 【平日・土日祝日】１０：００～２１：００（ＬＯ２０：３０) 期間全日短縮

和歌山 和歌山国体道路 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売は、１１：００～２０：００迄
１１：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　テイクアウトのみ２１：００～２２：４５

期間全日短縮

京都 イオンモール京都五条 ５月１２日～ 当面の間、酒類の販売中止　 
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

京都 京都河原町三条 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

京都 北大路ビブレ ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

京都 イオンモールKYOTO ５月１２日～ 当面の間、酒類の販売中止　
平日 １１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　土日祝日 休業

期間全日短縮
土日祝日 休業

大阪 LABI千里店 ５月１３日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～１９：００ （ＬＯ １８：３０）

期間全日短縮

大阪 あべのルシアス ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

大阪 アメリカ村 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　テイクアウトのみ２０：００～２１：００

期間全日短縮

大阪 アリオ八尾 ５月１２日～当面の間
休業

休業

大阪 イオンモール堺鉄炮町 ５月１２日～当面の間
休業

休業

大阪 イオンモール四條畷 ５月１２日～当面の間
休業

休業

大阪 イオンモールりんくう泉南 ５月１２日～当面の間
休業　イオンテイクアウトブースでのテイクアウト販売実施　１１：００～１８：００

休業

大阪 泉大津 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ２０：００～２１：４５

期間全日短縮

大阪 泉佐野 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）

期間全日短縮

大阪 茨木 閉店 閉店

大阪 梅田堂山 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５

期間全日短縮

大阪 大阪羽曳野 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

大阪 大阪福島 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５

期間全日短縮

大阪 カリーノ江坂 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

大阪 岸和田 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）

期間全日短縮

大阪 堺インター ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）

期間全日短縮



大阪 堺東駅前 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５

期間全日短縮

大阪 曽根崎新地 閉店 閉店

大阪 富田林 閉店 閉店

大阪 ニトリモール枚方 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

大阪 法善寺 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

大阪 みのおキューズモール 閉店 閉店

大阪 八尾 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ２０：００～２２：４５

期間全日短縮

兵庫 花田 閉店 閉店

兵庫 学園南 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）

期間全日短縮

兵庫 三木 閉店 閉店

兵庫 姫路駅前 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

兵庫 イオンモール伊丹 ５月１２日～ 当面の間、酒類の販売中止　
平日 １１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

兵庫 イオンモール神戸南 ５月１２日～ 当面の間、酒類の販売中止　
平日 １１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　土日祝日 休業

期間全日短縮
土日祝日 休業

兵庫 イオンモール神戸北 ５月１２日～ 当面の間、酒類の販売中止　
平日 １１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　土日祝日 １１：００～１９：００ （ＬＯ：１８：３０）

期間全日短縮

兵庫 イオン明石ショッピング ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

兵庫 ひよどり台 閉店 閉店

兵庫 加古川 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

兵庫 神戸三宮生田ロード ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）

期間全日短縮

兵庫 ドン・キホーテ西宮 ５月１２日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）

期間全日短縮

岡山 倉敷 ５月１４日～　当面の間、酒類の販売中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　テイクアウトのみ ２０：００～２１：４５

期間全日短縮

岡山 岡山一番街 閉店 閉店

岡山 岡山下中野 ５月１４日～　当面の間、酒類の販売中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：４５）　

期間全日短縮

広島 THE OUTLETS HIROSHIMA 通常営業 通常営業

広島 ゆめタウン廿日市 【平日・土日祝日】１０：００～２１：００（ＬＯ２０：３０） 期間全日短縮

広島 広島中央通り 通常営業 通常営業

広島 東広島 通常営業 通常営業

広島 イオンモール広島府中 通常営業 通常営業

鳥取 イオンモール鳥取北 【平日・土日祝日】１１：００～２２：００（ＬＯ２１：３０） 期間前日短縮

鳥取 イオンモール日吉津 通常営業 通常営業

島根 出雲斐川町 ４月１９日～
１０：００～２２：００

通常営業

山口 ナフコツーワンスタイル山口 【平日・土日祝日】１１：００～２２：００（ＬＯ２１：４５）
期間全日短縮

徳島 イオンモール徳島 5月31迄　酒類の販売は11:00～20：00              　　　　　　　　　                                               　　　　　　11:
00～21:00（LO20：30）

期間全日短縮

香川 丸亀バサラ  ５月１２日～５月３１日　酒類の販売は１１：００～１９：００　　                                                                       
１０：００～２０：００（LO１９：３０）

期間全日短縮

香川 高松レインボーロード ５月１２日～５月３１日　酒類の販売は１１：００～１９：００　　                                                                        
１０：００～２０：００（LO１９：３０）

期間全日短縮

愛媛 松山小栗 ５月１１日～休業 休業

愛媛 ニトリ新居浜 ５月31日迄　１０：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）
酒類の販売は１１：００～２０:００

期間全日短縮

高知 高知土佐道路 【平日・土日祝日】 １１：００～２２：００ （ＬＯ ２２：００） 期間全日短縮

福岡 イオンモール筑紫野 閉店 閉店

福岡 イオンモール直方

5月11日迄　酒類の販売は１１：００～２０：００
【平日・土日祝日】１０：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　　
【平日・土日祝日】１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間前日短縮

福岡 イオンモール八幡東

5月11日迄　酒類の販売は１１：００～２０：００
【平日・土日祝日】１０：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　　
【平日・土日祝日】１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間前日短縮

福岡 イオンモール福岡 ５月１２日～５月３１日迄 　酒類の販売は終日中止
１１：００～２０：００ （ＬＯ 19：30）

期間全日短縮

福岡 キャナルシティ博多
5月11日迄　酒類の販売は１１：００～１９：００
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　　
【平日・土日祝日】１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間前日短縮



福岡 久留米
5月11日迄　酒類の販売は１１：００～１９：００
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　　
【平日・土日祝日】１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

福岡 小倉魚町

5月11日迄　酒類の販売は１１：００～２０：００
【平日・土日祝日】１１：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　　
【平日・土日祝日】１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間前日短縮

福岡 小倉南

5月11日迄　酒類の販売は１１：００～２０：００
【平日・土日祝日】１０：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　　
【平日・土日祝日】１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間前日短縮

福岡 太宰府 ５月１２日～５月３１日迄　酒類の販売は終日中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ 19：45） テイクアウトのみ２０：００～２１：４５

期間全日短縮

福岡 ﾅﾌｺﾂｰﾜﾝｽﾀｲﾙ宗像 ５月１２日～５月３１日迄　酒類の販売は終日中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ 19：45） 

期間全日短縮

福岡 福岡天神
5月11日迄　酒類の販売は１１：００～１９：００
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　　
【平日・土日祝日】１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間前日短縮

福岡 福岡箱崎 閉店 閉店

福岡 福岡東比恵
5月11日迄　酒類の販売は１１：００～１９：００
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　　
【平日・土日祝日】１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　　　　　　　　　　　　※テイクアウトのみ　２０：００～２１：４５迄

期間前日短縮

福岡 福岡和白 閉店 閉店

福岡 ホームプラザナフコ苅田 ５月１２日～５月３１日迄　酒類の販売は終日中止
１０：００～２０：００ （ＬＯ 19：45） 

期間全日短縮

福岡 マリノアシティ福岡
5月11日迄　酒類の販売は１１：００～１９：００
5月12日～5月31日迄　酒類の販売は終日中止　
【平日・土日祝日】１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

大分 パークプレイス大分 【平日】１１：００～１５：３０／１７：００～２１：００（ＬＯ２０：３０）
【土日祝日】１１：００～２１：００（ＬＯ２０：３０）

期間全日短縮

大分 大分中津 閉店 閉店

宮崎 イオンモール宮崎 ５月１２日～当面の間 　酒類の販売は１０：００～１９：３０
１０：００～２０：００ （ＬＯ 19：30）

期間全日短縮

宮崎 宮交シティ ５月６日～５月２３日迄　酒類の販売は１１：００～２０：００
１１：００～２０：００ （ＬＯ 19：30）

期間全日短縮

長崎 ハウステンボス入国前 4月28日～5月31日迄　酒類の販売は11：００～２０：３０　
【平日・土日祝日】１１：００～２１：００ （ＬＯ ２０：３０）　 期間全日短縮

長崎 ホームプラザナフコ東諫早 【平日・土日祝日】１０：００～２２：００ （ＬＯ ２１：４５） 期間前日短縮

長崎 みらい長崎ココウォーク 4月28日～5月31日迄　酒類の販売は11：００～１９：００　
【平日・土日祝日】１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：００）　

期間全日短縮

長崎 長崎時津 【平日・土日祝日】１１：００～２１：００（ＬＯ２０：４５）　　 通常営業

佐賀 ゆめタウン佐賀 5月10日～5月23日迄　酒類の販売は１１：００～１９：００　
【平日・土日祝日】１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

佐賀 佐賀基山 ５月１０日～５月２３日迄　酒類の販売は１１：００～１９：００
１１：００～２０：００ （ＬＯ 19：30）

期間全日短縮

熊本 ゆめタウン光の森 【平日・土日祝日】１１：００～２1：００（ＬＯ２０：３０） 平日・土日祝日時間短縮営業

熊本 宮原サービスエリア下り 【平日・土日祝日】１１：００～２０：００（ＬＯ１９：３０） 平日・土日祝日時間短縮営業

熊本 イオンモール宇城 【平日・土日祝日】１０：００～２１：００（ＬＯ２０：３０） 平日・土日祝日時間短縮営業

鹿児島 イオンタウン姶良 通常営業 通常営業

鹿児島 イオンモール鹿児島 通常営業 通常営業

鹿児島 鹿児島ベイサイド 【平日・土日祝日】１１：００～２２：００（ＬＯ２１：３０） 期間全日短縮

沖縄 石垣島 4月12日～5月31日　※酒類の販売は１１：００～１９：００
【平日・土日祝日】１１：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮

沖縄 イオンモール沖縄ライカム 4月12日～5月31日　※酒類の販売は１１：００～１９：００
【平日・土日祝日】１０：００～２０：００ （ＬＯ １９：３０）　

期間全日短縮


