
夏季休業　9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 営業再開予定日 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
旭川大雪通店 9月6日 (水) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 北海道旭川市大雪通四丁目490番の10 0166-24-5160 
札幌旭ヶ丘店 9月5日 (火) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 北海道札幌市中央区南十四条西十九丁目1番11号 011-552-7473 
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 

青森県
五所川原店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 青森県五所川原市中央三丁目188番地 0173-33-0021
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

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
山形県 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
福島南バイパス店 9月4日 (月) ～ 9月13日 (水) 9月14日 (木) 福島県福島市黒岩字榎平53番地の1 024-546-5450 

茨城県
つくば研究学園店 9月5日 (火) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 茨城県つくば市研究学園七丁目50番地1 029-852-5078 
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

群馬県 前橋国領総本店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 群馬県前橋市国領町二丁目13番45号 027-235-2661

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
埼玉大井町店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 埼玉県ふじみ野市東久保一丁目1番5号 049-261-5233
久喜店 9月1日 (金) ～ 9月7日 (木) 9月8日 (金) 埼玉県久喜市本町七丁目5番26号 0480-21-6233 
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
習志野台店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 千葉県船橋市習志野台五丁目22番15号 047-467-2881

東京都

葛飾奥戸店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 東京都葛飾区奥戸五丁目19番10号 03-5670-1900 
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
田無店 9月1日 (金) ～ 9月7日 (木) 9月8日 (金) 東京都西東京市田無町三丁目3番10号 042-468-0245
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
立川幸町店 9月8日 (金) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 東京都立川市幸町二丁目26番地の3 042-536-5642 

神奈川県
横浜港南台店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 神奈川県横浜市港南区港南台四丁目24番6号 045-831-7268
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
茅ヶ崎店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目2番60号 0467-83-1193

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
新発田店 9月4日 (月) ～ 9月9日 (土) 9月10日 (日) 新潟県新発田市住吉町四丁目21番7号 0254-26-6071

愛知県 江南店 9月8日 (金) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 愛知県江南市赤童子町御宿5番地 0587-53-1393 
三重県 久居インターガーデン店 9月3日 (日) ～ 9月6日 (水) 9月7日 (木) 三重県津市久居明神町字風早2382番地 059-255-8875
滋賀県 滋賀水口店 9月5日 (火) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 滋賀県甲賀市水口町東名坂143番地1 0748-63-1551

大阪府
河内長野店 9月5日 (火) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 大阪府河内長野市原町六丁目2番3号 0721-56-4607 
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
梅田本店 9月4日 (月) ～ 9月8日 (金) 9月9日 (土) 大阪府大阪市北区芝田二丁目6番30号 梅田清和ビル内 06-6377-7521

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
篠山店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 兵庫県篠山市大沢二丁目1番地9 079-594-5152
尼崎下坂部店 9月4日 (月) ～ 9月15日 (金) 9月16日 (土) 兵庫県尼崎市次屋三丁目16番30号 06-6492-8913
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

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
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 
広島出汐店 9月4日 (月) ～ 9月9日 (土) 9月10日 (日) 広島県広島市南区出汐一丁目17番21号 082-252-4680 

山口県 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
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
愛媛県 東予丹原店 9月9日 (土) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 愛媛県西条市周布665番地1 0898-64-2872
福岡県 行橋店 9月2日 (土) ～ 9月8日 (金) 9月9日 (土) 福岡県行橋市行事三丁目28番54号 0930-25-0132 
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
長崎県 東長崎店 9月4日 (月) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 長崎県長崎市かき道一丁目1番7号 095-839-6641 

熊本県
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
山鹿店 9月4日 (月) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 熊本県山鹿市新町206番地 0968-43-5135 

鹿児島県
薩摩川内店 9月5日 (火) ～ 9月14日 (木) 9月15日 (金) 鹿児島県薩摩川内市矢倉町4437番地1 0996-23-0990 
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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