
夏季休業　8月実施予定店舗一覧
工事の都合により期間が変更となる場合がございます。詳しくは店舗にてご確認下さいませ。

※下記8店舗の休業期間が変更となります。(2017/8/7時点)
県名 店名 休業期間 営業開始予定日 住所 電話番号
東京都 花小金井店 8月28日 (月) ～ 8月30日 (水) 8月31日 (木) 東京都小平市鈴木町二丁目147番地の14 042-466-5621

新潟県
新津店 8月23日 (水) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 新潟県新潟市秋葉区善道570番地1 0250-23-2681
長岡古正寺店 8月1日 (火) ～ 8月8日 (火) 8月9日 (水) 新潟県長岡市古正寺一丁目43番地の1 0258-29-8365

大阪 高石店 8月26日 (土) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 大阪府高石市西取石八丁目1番10号 072-265-3206
奈良県 奈良二条阪奈道路店 9月9日 (土) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 奈良県奈良市二条大路南二丁目1番23号 0742-36-0316
和歌山県 和歌山紀ノ川店 8月7日 (月) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 和歌山県和歌山市次郎丸103番1 073-454-7145
香川県 観音寺店 9月1日 (金) ～ 9月6日 (水) 9月7日 (木) 香川県観音寺市古川町字切石208番1 0875-24-1872
佐賀県 鳥栖店 8月28日 (月) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 佐賀県鳥栖市養父町字布津原56番地1 0942-84-4757

県名 店名 休業期間 営業開始予定日 住所 電話番号

北海道

旭川花咲店 8月30日 (水) ～ 9月5日 (火) 9月6日 (水) 北海道旭川市花咲町五丁目2272番67 0166-55-8844
札幌白石店 8月21日 (月) ～ 8月28日 (月) 8月29日 (火) 北海道札幌市白石区栄通一丁目2番1号 011-841-6061
函館湯浜店 8月29日 (火) ～ 9月5日 (火) 9月6日 (水) 北海道函館市湯浜町15番1号 0138-32-0691 
北見店 8月1日 (火) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 北海道北見市栄町二丁目1番地の1 0157-23-9572 

青森県 八戸類家店 8月21日 (月) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 青森県八戸市青葉一丁目9番32号 0178-44-1851

岩手県
花巻店 7月31日 (月) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 岩手県花巻市東宮野目第12地割2の1 ＸＹＺ花巻（ｼﾞｰｽﾞﾊﾅﾏｷ）内 0198-22-6677
大船渡店 8月17日 (木) ～ 8月25日 (金) 8月26日 (土) 岩手県大船渡市盛町字木町2番地14 0192-27-8212 

宮城県
仙台幸町店 8月26日 (土) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 宮城県仙台市宮城野区大梶2番2号 022-297-8536
古川店 8月17日 (木) ～ 8月25日 (金) 8月26日 (土) 宮城県大崎市古川穂波六丁目30番16号 0229-22-7311

秋田県 フレスポ能代店 8月17日 (木) ～ 8月26日 (土) 8月27日 (日) 秋田県能代市字下野32番1 0185-55-1070

山形県
山形店 7月24日 (月) ～ 8月7日 (月) 8月8日 (火) 山形県山形市荒楯町一丁目3番13号 023-625-5948 
酒田店 8月29日 (火) ～ 9月7日 (木) 9月8日 (金) 山形県酒田市こがね町一丁目10番地の14 0234-22-3352 

福島県 イオンタウン須賀川店 8月21日 (月) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 福島県須賀川市字古河142番1 0248-72-6461

茨城県
茨城守谷店 8月1日 (火) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 茨城県守谷市中央1-2-4 0297-45-0663
水戸内原店 8月21日 (月) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 茨城県水戸市杉崎町59番1 029-259-5386

栃木県 小山店 8月21日 (月) ～ 8月31日 (木) 9月1日 (金) 栃木県小山市西城南三丁目１番地16 0285-27-5033

群馬県
伊勢崎宮子店 7月24日 (月) ～ 8月2日 (水) 8月3日 (木) 群馬県伊勢崎市宮子町3402番9 0270-26-8848
桐生店 8月21日 (月) ～ 8月30日 (水) 8月31日 (木) 群馬県桐生市広沢町三丁目4008番地の1 0277-54-3080

埼玉県

岩槻店 8月31日 (木) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 埼玉県さいたま市岩槻区府内一丁目1番11号 048-791-2100
さいたま南中野店 7月31日 (月) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野205番地1 048-682-2067
さいたま美園店 7月24日 (月) ～ 8月4日 (金) 8月5日 (土) 埼玉県さいたま市緑区美園六丁目8番地6 048-878-3364
越谷店 7月31日 (月) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 埼玉県越谷市東越谷三丁目3番22号 048-965-5116
狭山台店 8月23日 (水) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 埼玉県狭山市中央二丁目26番7号 04-2957-7124 
蓮田店 8月21日 (月) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 埼玉県蓮田市西新宿六丁目47番地 048-769-8322 

千葉県
四街道店 8月21日 (月) ～ 9月3日 (日) 9月4日 (月) 千葉県四街道市大日466番地13 043-424-6302
銚子店 7月24日 (月) ～ 8月4日 (金) 8月5日 (土) 千葉県銚子市三崎町二丁目2600番地の1 0479-23-4312

東京都

江戸川西葛西店 8月1日 (火) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 東京都江戸川区西葛西三丁目8番2号 03-5696-5681 
江戸川環七通店 8月18日 (金) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 東京都江戸川区西瑞江五丁目15番地12 03-5605-8691
花小金井店 8月28日 (月) ～ 8月30日 (水) 8月31日 (木) 東京都小平市鈴木町二丁目147番地の14 042-466-5621
多摩境店 8月21日 (月) ～ 9月2日 (土) 9月3日 (日) 東京都町田市小山ヶ丘三丁目10番地7 042-798-2206
田端新町店 8月28日 (月) ～ 9月3日 (日) 9月4日 (月) 東京都北区田端新町二丁目24番5-101号 CATS-2ビル内 03-3800-8571

神奈川県

横須賀中央店 8月17日 (木) ～ 8月23日 (水) 8月24日 (木) 神奈川県横須賀市若松町三丁目20番地16 046-824-9734
横浜今宿店 8月1日 (火) ～ 8月10日 (木) 8月11日 (金) 神奈川県横浜市旭区今宿東町1634番4の2 045-952-3720
横浜瀬谷店 7月24日 (月) ～ 8月2日 (水) 8月3日 (木) 神奈川県横浜市瀬谷区南台一丁目37番3 045-304-6570
横浜弘明寺店 8月23日 (水) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 神奈川県横浜市南区永田南一丁目4番20号 045-714-2101

新潟県
三条店 7月24日 (月) ～ 8月1日 (火) 8月2日 (水) 新潟県三条市大字下須頃字八枚田213番地 0256-34-7905 
新津店 8月23日 (水) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 新潟県新潟市秋葉区善道570番地1 0250-23-2681
長岡古正寺店 8月1日 (火) ～ 8月8日 (火) 8月9日 (水) 新潟県長岡市古正寺一丁目43番地の1 0258-29-8365

愛知県
一宮店 8月28日 (月) ～ 8月31日 (木) 9月1日 (金) 愛知県一宮市西島町四丁目27番地 0586-23-0877 
東海店 7月31日 (月) ～ 8月8日 (火) 8月9日 (水) 愛知県東海市荒尾町寿鎌95番地 052-604-2061
日進梅森台店 8月17日 (木) ～ 8月25日 (金) 8月26日 (土) 愛知県日進市梅森台一丁目162番地 052-806-9995

滋賀県
大津真野店 8月21日 (月) ～ 8月31日 (木) 9月1日 (金) 滋賀県大津市真野五丁目36番14号 077-574-1590
大津近江大橋店 7月31日 (月) ～ 8月10日 (木) 8月11日 (金) 滋賀県大津市木下町18番14号 077-526-3600

京都府 城陽大久保バイパス店 7月31日 (月) ～ 8月5日 (土) 8月6日 (日) 京都府城陽市平川西六反45番地1 0774-56-2701

大阪府

茨木インター店 7月31日 (月) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 大阪府茨木市上穂積四丁目7番54号 072-624-2035 
高石店 8月26日 (土) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 大阪府高石市西取石八丁目1番10号 072-265-3206
松原店 8月3日 (木) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 大阪府松原市丹南六丁目491番地の1 072-333-7420 
千里丘店 8月17日 (木) ～ 8月28日 (月) 8月29日 (火) 大阪府摂津市千里丘六丁目4番8号 06-6385-4466

兵庫県

宝塚中筋店 8月28日 (月) ～ 9月3日 (日) 9月4日 (月) 兵庫県伊丹市荒牧三丁目3番20号 072-778-7577
高砂店 7月24日 (月) ～ 8月2日 (水) 8月3日 (木) 兵庫県高砂市緑丘二丁目7番43号 079-443-3637
神戸玉津店 8月17日 (木) ～ 8月17日 (木) 8月18日 (金) 兵庫県神戸市西区持子二丁目13番地 078-929-2191
神戸東灘店 8月3日 (木) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 兵庫県神戸市東灘区甲南町五丁目2番17号 078-452-8151 
尼崎武庫之荘店 8月28日 (月) ～ 9月2日 (土) 9月3日 (日) 兵庫県尼崎市水堂町三丁目19番20号 06-6432-9057
尼崎総本店 7月18日 (火) ～ 8月10日 (木) 8月11日 (金) 兵庫県尼崎市東難波町二丁目16番17号 06-6489-5168
姫路砥堀店 8月21日 (月) ～ 8月30日 (水) 8月31日 (木) 兵庫県姫路市砥堀字三権上114番１ 079-264-6239

和歌山県
和歌山岩出店 7月24日 (月) ～ 8月4日 (金) 8月5日 (土) 和歌山県岩出市清水字太刀焼508番地 0736-61-7333
和歌山紀ノ川店 8月7日 (月) ～ 8月9日 (水) 8月10日 (木) 和歌山県和歌山市次郎丸103番1 073-454-7145

岡山県 津山院庄店 8月28日 (月) ～ 9月8日 (金) 9月9日 (土) 岡山県津山市院庄1001番地6 0868-28-4675
広島県 呉店 8月28日 (月) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 広島県呉市宝町4番21号 0823-25-4325 

山口県
新下関店 7月24日 (月) ～ 8月2日 (水) 8月3日 (木) 山口県下関市伊倉新町四丁目1番5号 083-255-1123
小郡店 8月21日 (月) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 山口県山口市小郡前田町2番20号「ｲｵﾝﾀｳﾝ小郡」内 083-972-3134

佐賀県
佐賀鹿島店 8月22日 (火) ～ 8月31日 (木) 9月1日 (金) 佐賀県鹿島市大字高津原4214番地27 0954-62-4164 
鳥栖店 8月28日 (月) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 佐賀県鳥栖市養父町字布津原56番地1 0942-84-4757

熊本県
熊本光の森店 7月24日 (月) ～ 8月5日 (土) 8月6日 (日) 熊本県菊池郡菊陽町光の森七丁目3番地2 096-232-4314
熊本清水バイパス店 8月21日 (月) ～ 9月3日 (日) 9月4日 (月) 熊本県熊本市北区高平三丁目43番21号 096-346-9291

宮崎県 宮崎北バイパス店 8月21日 (月) ～ 8月30日 (水) 8月31日 (木) 宮崎県宮崎市花ケ島町柳ノ丸497番地4 0985-32-0820
鹿児島県 出水店 8月23日 (水) ～ 9月1日 (金) 9月2日 (土) 鹿児島県出水市六月田町961番地 0996-67-4703 
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