
2020/6/5 時点営業状況

地区 都道府県 店舗名 6月5日
ウイングベイ小樽店 10:00-20:00
イオンタウン江別店 通常営業

三井アウトレットパーク札幌北広島店 11:00-19:00
ザ・ビッグ豊平店 通常営業
イオンモール利府店 10:00-19:00
仙台セルバ店 通常営業

イオン仙台幸町店 通常営業
イオン仙台中山店 10:00-20:00
ララガーデン長町店 10:00-19:00

秋田県 イオン本荘店 通常営業

福島県 イオンタウン郡山店 通常営業

茨城県 イオン東海店 通常営業

ベルモール宇都宮店 10:00-20:00
イオンタウンさくら店 10:00-20:00
ららぽーと富士見店 11:00-20:00
イオンモール北戸田店 10:00-19:00

イオン入間店 10:00-19:00
レイクタウンアウトレット店 10:00-19:00

ららぽーと新三郷 11:00-20:00
コクーンシティ店 10:00-19:00
すばる書店鴨川店 通常営業
すばる書店青葉台店 通常営業
ユニモちはら台 10:00-19:00
イオンモール柏 10:00-19:00

イオンタウンユーカリが丘 通常営業
池袋西口店 10:00-20:00

渋谷マークシティ 11:00-18:00
サンシャインシティアルタ店 11:00-19:00

新宿アルタ店 11:00-19:00
新宿マルイ アネックス店 11:00-20:00

有楽町マルイ店 11:00-20:00
秋葉原ラジオ会館店 10:00-20:00

上野マルイ 11:00-20:00
マロニエゲート銀座1店 11:00-19:00

渋谷ロフト店 11:00-19:00
吉祥寺店 11:00-20:00

イオンモール多摩平の森店 10:00-19:00
ダイバーシティ東京 プラザ店 11:00-20:00
ららぽーと立川立飛店 11:00-20:00
マルイファミリー溝口店 通常営業

秋津店 10:00-19:00
川崎ダイス店 通常営業

■営業時間のご案内

状況により急遽変更する可能性がございます

関東 東京都

神奈川県

北海道/東北 北海道

宮城県

関東
栃木県

埼玉県

千葉県



ノースポート・モール店 通常営業
マークイズみなとみらい 11:00-20:00
新百合ヶ丘エルミロード 10:00-19:00
イオン茅ヶ崎中央店 10:00-20:00

ODAKYU湘南GATE店 10:30-19:00
イオンモール座間 10:00 19:00

本厚木店 通常営業

新潟県 イオンモール新発田店 10:00-19:00
アル・プラザ鹿島店 通常営業
イオンモール新小松店 10:00-19:00
イオンモールかほく店 10:00-19:00
イオンもりの里店 10:00-19:00
マーサ21店 10:00-19:00
関マーゴ店 10:00-20:00
BiVi藤枝店 通常営業

イオンモール浜松志都呂
イオンモール浜松市野店 10:00-19:00
イオンタウン千種店 通常営業
イオンモール熱田店 10:00-19:00

イオンモール名古屋みなと店 10:00-19:00
イオンモール東浦店 10:00-19:00
イオン豊橋南 通常営業

蔦屋書店名古屋みなと店 10:00-20:00
山梨県 セレオ甲府

イオンタウン津城山店 通常営業
近鉄四日市店 10:00-18:30

イオンモール京都五条店 10:00-19:00
東舞鶴駅前店 11:00-18:00

イオンモール四條畷店 10:00-19:00
なんばウォーク2番街店 11:00-20:00
近鉄あべの橋駅店 10:00-20:00
近鉄上本町店 通常営業
枚方ビオルネ店 10:00-20:00

りんくうシークル店 10:00-19:00
アリオ八尾店 通常営業
阪急三番街店 11:00-20:00

近鉄あべのハルカス店 10:00-20:00
ららぽーと和泉店 11:00-20:00

心斎橋店 通常営業
ブルメール舞多聞店 10:00-19:00
グリーンプラザべふ店 10:00-19:00

イオンモール姫路リバーシティー店 10:00-19:00
イオンモール伊丹昆陽店 10:00-19:00

神戸ロフト 11:00-19:00
プリコ垂水店 10:00-20:00
豊岡店 通常営業

滋賀 近鉄草津店 通常営業

奈良県 イオンタウン天理店 通常営業

中部
石川県

岐阜県

静岡県

愛知県

近畿 三重県

京都府

大阪府

兵庫県



イオンモール倉敷店 10:00-19:00
イオンモール津山店 10:00-19:00
ゆめタウン呉店 通常営業

LECT店 通常営業
イオンモール広島祇園店 10:00-19:00
イオンモール広島府中店 10:00-19:00

島根県 イオン松江SC店 10:00-20:00
アミュ エスト博多店 11:00-20:00
アミュプラザ小倉店 11:00-20:00
小倉アイム店 通常営業

サニーサイドモール小倉 通常営業
イオン若松店 通常営業

イオンモール香椎浜店 通常営業
イオンモール福岡伊都店 通常営業
イオンモール福岡店 10:00-19:00
イオン穂波店 通常営業
ノース天神店 通常営業

イオンタウン黒崎店 10:00-20:00
イオン大野城店 通常営業

サンリブもりつね店 10:00-19:00
レイリア大橋店 通常営業

イオン戸畑店（owndaysのみ休業） 10:00-19:00
イオン唐津店 通常営業

イオンモール佐賀大和店 通常営業
イオン大村店 通常営業
イオン大塔店 通常営業

ゆめタウンはません店 10:00-21:00
熊本COCOSA店 通常営業

大分県 パークプレイス大分店 10:00-20:00
イオン延岡店 通常営業

イオンモール宮崎店 10:00-19:00
イオン都城店 通常営業

鹿児島県 イオンモール鹿児島店 通常営業

イオンモール沖縄ライカム店 10:00-19:00
イオン具志川店 通常営業

イオンタウン豊見城店 通常営業
イオン北谷店 通常営業

イオンタウン読谷店 通常営業
イオン名護店 通常営業

イオンタウン南城大里店 通常営業
マックスバリュとよみ店 通常営業
サンエーマチナトシティ 通常営業
サンエー大山シティ 通常営業

サンエーパルコシティ店 通常営業
サンエー八重瀬シティ店 通常営業
具志川メインシティ 通常営業
イオン南風原店 通常営業

サンエー西原シティ店 通常営業

九州 福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

宮崎県

岡山県

広島県

中国

九州/沖縄

沖縄県



那覇国際通り店 通常営業
イオン那覇店 通常営業

KADENA AIR BASE店 通常営業
フォスター店 通常営業
宮古島店 通常営業


