
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。

県名 店名 休業期間 営業開始予定日 住所 電話番号

北海道
帯広北店 7月23日 (月) ~ 8月3日 (金) 8月4日 (土) 北海道帯広市西十条北一丁目18番地1 0155-35-3981
北見店 7月30日 (月) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 北海道北見市栄町二丁目1番地の1 0157-23-9572
旭川花咲店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 北海道旭川市花咲町五丁目2272番67 0166-55-8844

岩手県 一関店 7月30日 (月) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 岩手県一関市石畑5番4号 0191-26-1864

宮城県
古川店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 宮城県大崎市古川穂波六丁目30番16号 0229-22-7311
仙台幸町店 8月20日 (月) ~ 8月27日 (月) 8月28日 (火) 宮城県仙台市宮城野区大梶2番2号 022-297-8536

山形県 新庄店 8月21日 (火) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 山形県新庄市大字鳥越字橋向521番地の4 0233-23-5201
福島県 郡山桑野店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 福島県郡山市桑野三丁目20番24号 024-931-5456

茨城県

竜ケ崎ニュータウン店 7月23日 (月) ~ 8月1日 (水) 8月2日 (木) 茨城県竜ヶ崎市中根台三丁目7番2号 0297-65-4433
茨城鹿嶋店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 茨城県鹿嶋市宮中311番地1 0299-84-0670
茨城総和店 8月20日 (月) ~ 8月24日 (金) 8月25日 (土) 茨城県古河市上辺見549番地1 0280-31-0470
取手店 8月20日 (月) ~ 8月29日 (水) 8月30日 (木) 茨城県取手市新町四丁目28番10号 0297-74-0051

群馬県 前橋文京店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 群馬県前橋市文京町一丁目30番21号 027-221-0551

埼玉県
東松山店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 埼玉県東松山市六反町15番6 0493-21-6701
入間店 8月20日 (月) ~ 8月29日 (水) 8月30日 (木) 埼玉県入間市扇台二丁目6番16号 04-2963-7170

千葉県

船橋夏見台店 8月1日 (水) ~ 8月1日 (水) 8月2日 (木) 千葉県船橋市夏見台五丁目12番25号 047-429-2651
市川店 7月30日 (月) ~ 8月2日 (木) 8月3日 (金) 千葉県市川市新田五丁目10番21号 047-324-3406
木更津店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 千葉県木更津市太田三丁目8番8号 0438-22-0416
柏店 8月20日 (月) ~ 8月26日 (日) 8月27日 (月) 千葉県柏市十余二276番44 04-7135-0391
茂原店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 千葉県茂原市茂原1011番地1 0475-22-7351
南柏店 8月27日 (月) ~ 9月2日 (日) 9月3日 (月) 千葉県柏市南柏二丁目11番5号 04-7141-7773

東京都

瑞江駅前店 7月23日 (月) ~ 8月3日 (金) 8月4日 (土) 東京都江戸川区東瑞江一丁目29番6号 03-5243-1038
八王子高倉店 8月1日 (水) ~ 8月6日 (月) 8月7日 (火) 東京都八王子市高倉町57番30 042-642-2807
中野本店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 東京都中野区新井一丁目11番2号　宮地ビルディング１階 03-5380-8567
葛飾金町店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 東京都葛飾区新宿四丁目22番15号 03-3600-2661

神奈川県 横浜あざみ野店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目35番地2 インペリアルMビル内 045-902-9637

新潟県
長岡古正寺店 7月23日 (月) ~ 8月1日 (水) 8月2日 (木) 新潟県長岡市古正寺一丁目43番地の1 0258-29-8365
新発田店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 新潟県新発田市住吉町四丁目21番7号 0254-26-6071
新津店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 新潟県新潟市秋葉区善道570番地1 0250-23-2681

福井県 越前店 8月22日 (水) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 福井県越前市瓜生町第41号4番地の7 0778-22-4292

長野県
松本村井店 8月1日 (水) ~ 8月9日 (木) 8月10日 (金) 長野県松本市村井町北一丁目15番3号 0263-57-8295
松本高宮店 8月20日 (月) ~ 8月30日 (木) 8月31日 (金) 長野県松本市高宮中2番3号 0263-27-9056

岐阜県 本巣店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 岐阜県本巣市三橋1044番地100 058-323-7154

愛知県

名古屋天白店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 愛知県名古屋市天白区植田南三丁目901番 052-808-7560
東海店 8月20日 (月) ~ 8月26日 (日) 8月27日 (月) 愛知県東海市荒尾町寿鎌95番地 052-604-2061
豊橋飯村店 8月27日 (月) ~ 9月3日 (月) 9月4日 (火) 愛知県豊橋市飯村町字西山25番12 0532-64-5200
日進梅森台店 8月27日 (月) ~ 9月3日 (月) 9月4日 (火) 愛知県日進市梅森台一丁目162番地 052-806-9995

滋賀県 八日市店 7月23日 (月) ~ 8月4日 (土) 8月5日 (日) 滋賀県東近江市札の辻二丁目12番18号 0748-25-7427

京都府
京都河原町店 8月1日 (水) ~ 8月6日 (月) 8月7日 (火) 京都府京都市中京区河原町通三条下ル三丁目奈良屋町300番　青山河原町ビル 075-211-1201
京都山科店 8月20日 (月) ~ 8月29日 (水) 8月30日 (木) 京都府京都市山科区東野門口町26番地6 075-582-4008

大阪府
寝屋川香里園店 8月1日 (水) ~ 8月7日 (火) 8月8日 (水) 大阪府寝屋川市豊里町1番17号 072-833-7036
東大阪石切店 7月31日 (火) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 大阪府東大阪市西石切町四丁目6番21号 072-984-0363
河内長野店 8月20日 (月) ~ 9月9日 (日) 9月10日 (月) 大阪府河内長野市原町六丁目2番3号 0721-56-4607

兵庫県 神戸舞子店 8月20日 (月) ~ 8月30日 (木) 8月31日 (金) 兵庫県神戸市垂水区西舞子二丁目13番33号 078-782-8809
奈良県 生駒店 8月23日 (木) ~ 9月14日 (金) 9月15日 (土) 奈良県生駒市辻町388番地の1 0743-73-0455
和歌山県 和歌山紀ノ川店 7月31日 (火) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 和歌山県和歌山市次郎丸103番1 073-454-7145
岡山県 岡山大安寺店 8月22日 (水) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 岡山県岡山市北区大安寺南町一丁目1番59号 086-253-0892

広島県
三原店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 広島県三原市皆実三丁目7番1号 0848-64-9507
西条店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 広島県東広島市西条町大字寺家6611番地 082-423-7257
五日市店 8月22日 (水) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 広島県広島市佐伯区五日市五丁目16番18号 082-922-8915

徳島県 徳島鴨島店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 徳島県吉野川市鴨島町鴨島字本郷191番地1 0883-22-2045
徳島沖浜店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 徳島県徳島市沖浜三丁目1番地 088-625-5846

福岡県

八女店 7月30日 (月) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 福岡県八女市大字本村933番1 0943-25-6722
宗像店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 福岡県宗像市大字光岡85番1号 0940-37-1832
行橋店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 福岡県行橋市行事三丁目28番54号 0930-25-0132
福岡那の川店 8月20日 (月) ~ 8月31日 (金) 9月1日 (土) 福岡県福岡市南区那の川一丁目23番18号 092-525-2201

佐賀県 鳥栖店 7月30日 (月) ~ 8月10日 (金) 8月11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 イオンタウン荒尾店 8月20日 (月) ~ 8月29日 (水) 8月30日 (木) 熊本県荒尾市原万田字八反田630番1 0968-64-6446
宮崎県 宮崎恒久店 8月1日 (水) ~ 8月7日 (火) 8月8日 (水) 宮崎県宮崎市大字恒久4219番1 0985-54-2861
鹿児島県 鹿屋バイパス店 8月1日 (水) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 鹿児島県鹿屋市札元二丁目3751-1番地 0994-40-3261

沖縄県 那覇一日橋店 7月31日 (火) ~ 8月10日 (金) 8月11日 (土) 沖縄県那覇市字上間241番1 098-836-5068
那覇小禄本店 8月20日 (月) ~ 8月29日 (水) 8月30日 (木) 沖縄県那覇市赤嶺一丁目4番地の7 098-857-2825
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