
５/26 時点

都道府県 店舗名称 営業状況 店舗電話番号

愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋 短縮営業 052-693-8314

愛知県 ﾘｰﾌｳｫｰｸ稲沢 短縮営業 0587-22-3118

愛知県 栄ﾌﾞﾛｯｻ 短縮営業 052-961-5581

愛知県 ｱﾋﾟﾀ千代田橋 短縮営業 052-739-5831

愛知県 ｴｱﾎﾟｰﾄｳｫｰｸ名古屋 短縮営業 0568-39-5831

愛知県 中部国際空港 休業 0569-47-7177

愛知県 ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川 短縮営業 0586-64-6811

愛知県 ｱﾋﾟﾀ長久手 短縮営業 0561-76-1504

愛知県 名駅地下街ﾕﾆﾓｰﾙ 短縮営業 052-462-8316

愛知県 栄町ﾋﾞﾙ 短縮営業 052-962-3281

愛媛県 ｴﾐﾌﾙMASAKI 短縮営業 089-989-7893

茨城県 ｲｰｱｽつくば 短縮営業 029-875-3428

岡山県 ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷 短縮営業 086-441-0781

岡山県 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山 短縮営業 086-206-7321

沖縄県 那覇空港 休業 098-851-7838

沖縄県 那覇新都心 短縮営業 098-861-3327

沖縄県 波の上ﾋﾞｰﾁ 短縮営業 098-868-0500

沖縄県 首里りうぼう 通常営業 098-885-6088

岩手県 北上ﾂｲﾝﾓｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ 短縮営業 0197-61-5627

岐阜県 ｱｽﾃｨ岐阜 短縮営業 058-215-6913

岐阜県 ﾏｰｻ21 短縮営業 058-295-2165

岐阜県 ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原 短縮営業 058-375-3747

宮崎県 ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎 短縮営業 0985-60-8105

宮崎県 大塚台 短縮営業 0985-47-1277

宮城県 ｲｵﾝﾓｰﾙ石巻 短縮営業 0225-90-4766

熊本県 ゆめﾀｳﾝ光の森 短縮営業 096-285-7988

熊本県 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本 短縮営業 096-237-7126

広島県 ｱﾙﾊﾟｰｸ広島 通常営業 082-501-1024

広島県 広島段原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 短縮営業 082-263-2151

広島県 広島中央通り 通常営業 082-542-8300

高知県 中万々 通常営業 088-856-6766

埼玉県 大東文化大学 休業 0493-35-5831

埼玉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生 短縮営業 048-562-5750

埼玉県 狭山市駅西口市民交流ｾﾝﾀｰ 休業 04-2937-3629

埼玉県 ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ志木 休業 048-483-4554

埼玉県 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山 短縮営業 0493-31-0526

埼玉県 東武草加ｳﾞｧﾘｴ 短縮営業 048-929-3811

埼玉県 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大宮宮原 短縮営業 048-654-6836

三重県 ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿 短縮営業 059-375-0635

山形県 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ成島 通常営業 0238-40-8494

山口県 おのだｻﾝﾊﾟｰｸ 短縮営業 0836-83-0506

山梨県 ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和 短縮営業 055-269-5159

滋賀県 VIVA CITY 彦根 短縮営業 0749-27-6150

鹿児島県 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島 短縮営業 099-298-1903

神奈川県 ｸｲｰﾝｽﾞｽｸｴｱ横浜 休業 045-682-2813

神奈川県 慶應大学SFC 休業 0466-48-2031

神奈川県 ﾏﾙｲｼﾃｨ横浜 休業 045-548-6880

神奈川県 ららぽーと海老名 休業 046-206-6910

神奈川県 湘南ﾓｰﾙﾌｨﾙ 休業 0466-54-8899

神奈川県 ﾉｸﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ溝口 短縮営業 044-813-5363

神奈川県 ｲｵﾝ相模原 短縮営業 042-704-9770

神奈川県 ｲｵﾝ橋本 短縮営業 042-771-4400

神奈川県 横須賀ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ 短縮営業 046-820-4466

神奈川県 新横浜 休業 045-475-4858

神奈川県 藤沢駅南口 短縮営業 0466-28-9993

神奈川県 ｱﾋﾟﾀ長津田 短縮営業 045-981-1101

神奈川県 横浜ｾﾝﾀｰ北 短縮営業 045-911-0211

神奈川県 三和座間東原 通常営業 046-257-0080

静岡県 静岡ﾊﾟﾙｼｪ 短縮営業 054-266-9100

静岡県 ﾌﾟﾚ葉ｳｫｰｸ浜北 短縮営業 053-581-8009

静岡県 ｱﾋﾟﾀ静岡 短縮営業 054-269-5684

店舗営業状況のご案内

※日々変わる状況に伴い、営業状況は流動的で変更となる場合がございます。

　 お手数ですが、ご来店前に店舗へご確認いただくことをおすすめいたします。



都道府県 店舗名称 営業状況 店舗電話番号

青森県 青森浜田ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝALi 短縮営業 017-752-9837

石川県 野々市若松 短縮営業 076-256-3214

石川県 ｲｵﾝ御経塚 短縮営業 076-256-3938

千葉県 ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ 短縮営業 047-303-3616

千葉県 ららぽーとTOKYO-BAY 休業 047-421-7665

千葉県 成田空港第1ﾀｰﾐﾅﾙ南ｳｲﾝｸﾞ 休業 0476-32-1050

千葉県 東京情報大学 休業 043-237-5831

千葉県 ららぽーと柏の葉 休業 04-7168-1873

千葉県 流山おおたかの森ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 短縮営業 04-7136-1662

千葉県 ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼 休業 047-470-3305

千葉県 ｲｵﾝ新浦安 短縮営業 047-314-5816

千葉県 松戸駅西口 短縮営業 047-312-3111

千葉県 ﾚｲｸﾋﾟｱ臼井 短縮営業 043-462-2281

千葉県 稲毛ﾏﾘﾝﾋﾟｱ 短縮営業 043-279-8989

千葉県 船橋東武 短縮営業 047-424-1469

大阪府 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｰｽ 休業 06-6576-5570

大阪府 梅田富国生命ﾋﾞﾙ 短縮営業 06-6314-6642

大阪府 JR高槻駅 短縮営業 072-683-8777

大阪府 野菜ﾗﾎﾞｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪 短縮営業 06-6485-7085

大阪府 関西国際空港 休業 072-456-6608

大阪府 阪大病院 短縮営業・土日祝休 06-6879-6580

大阪府 OBPﾂｲﾝ21 短縮営業・土日祝休 06-6949-2844

大阪府 堂島ｱﾊﾞﾝｻﾞ 短縮営業 06-6341-1991

大阪府 北心斎橋 短縮営業 06-6245-2371

大阪府 上本町YUFURA 短縮営業 06-6773-9090

大分県 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた 短縮営業 097-574-9300

長野県 長野二線路通り 短縮営業 026-226-6665

長野県 ﾂﾙﾔ軽井沢 短縮営業 0267-44-3321

長野県 ﾈｵﾊﾟｰｸ松本 短縮営業 0263-28-3233

東京都 ｲｵﾝ板橋 休業 03-6906-6615

東京都 ｱﾄﾚｳﾞｨ三鷹 休業 0422-38-7718

東京都 東京大学工学部2号館 休業 03-3814-4556

東京都 日本大学法学部神田三崎町ｷｬﾝﾊﾟｽ 短縮営業・土日祝休 03-6261-6406

東京都 ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨｱﾙﾊﾟ 休業 03-5944-9777

東京都 ﾕｱｴﾙﾑ青戸 短縮営業 03-6662-6246

東京都 南青山外苑前 休業 03-6812-9289

東京都 新宿ﾏｲﾝｽﾞﾀﾜｰ 休業 03-5352-2958

東京都 北参道駅前 休業 03-3408-1835

東京都 赤坂ﾒﾄﾛﾋﾟｱ 休業 03-5545-5525

東京都 明大前 短縮営業 03-6379-3730

東京都 五反田TOCﾋﾞﾙ 短縮営業 03-3492-8670

東京都 早稲田駅前 休業 03-3204-5085

東京都 丸ﾋﾞﾙ 休業 03-6269-9575

東京都 ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出 休業 042-588-5220

東京都 ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山 休業 042-562-7033

東京都 上智大学 休業 03-3239-7073

東京都 学習院大学 休業 03-3590-5113

東京都 帝京平成大学中野ｷｬﾝﾊﾟｽ 休業 03-5343-0831

東京都 羽田空港第1ﾀｰﾐﾅﾙ 休業 03-6459-9660

東京都 晴海ﾄﾘﾄﾝ 休業 03-3533-1188

東京都 ｻﾝﾗｲｽﾞ蒲田 短縮営業 03-5710-2788

東京都 野村不動産天王洲ﾋﾞﾙ 短縮営業 03-5460-5007

東京都 調布ﾊﾟﾙｺ 短縮営業 042-483-7895

東京都 御茶ノ水駅前ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 短縮営業・日祝休 03-5281-7530

東京都 飯田橋東口 休業 03-6457-5828

東京都 新宿文化ｾﾝﾀｰ通り 休業 03-3202-6651

東京都 九段下 短縮営業・土日祝休 03-3288-5165

東京都 新宿野村ﾋﾞﾙ 短縮営業・土日祝休 03-3345-5797

東京都 東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨﾋﾞﾙ 短縮営業・土日祝休 03-5353-0171

東京都 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ 短縮営業・土日祝休 03-5323-0251

東京都 日本橋兜町 短縮営業・土日祝休 03-5641-6221

東京都 芝大門ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 短縮営業・土日祝休 03-6721-5017

東京都 ｱｺﾙﾃﾞ代々木上原 短縮営業 03-6407-0303

東京都 青山一丁目ﾂｲﾝﾋﾞﾙ 短縮営業・土日祝休 03-3404-2524

東京都 乃木坂 短縮営業・土日祝休 03-5410-3188
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東京都 大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨ 短縮営業 03-6225-2434

東京都 帝京大学板橋ｷｬﾝﾊﾟｽ 短縮営業 03-6905-7377

東京都 千駄ヶ谷 短縮営業 03-6438-9135

東京都 ｻｻﾞﾝｽｶｲﾀﾜｰ八王子 短縮営業 042-686-0399

東京都 秋葉原ﾀｲﾑｽﾞﾀﾜｰ 短縮営業 03-5244-4828

東京都 恵比寿 短縮営業 03-3443-7700

東京都 池袋西口 短縮営業 03-3971-4555

東京都 南池袋あずま通り 短縮営業 03-3983-7887

東京都 荻窪ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 短縮営業 03-6279-9551

東京都 門前仲町 短縮営業 03-5620-0901

東京都 丸の内新東京ﾋﾞﾙ 短縮営業 03-6269-9455

東京都 新宿東口 短縮営業 03-5925-8228

東京都 五反田西口 短縮営業 03-3494-1823

東京都 ﾘｳﾞｨﾝ光が丘 短縮営業 03-5967-0150

東京都 錦糸町 短縮営業 03-3634-1718

東京都 千住ﾐﾙﾃﾞｨｽ 短縮営業 03-4376-5223

東京都 自由が丘 短縮営業 03-5726-9889

東京都 国分寺ﾏﾙｲ 短縮営業 042-313-8009

東京都 ﾊﾟｵﾚ南大沢 短縮営業 042-653-9616

東京都 ぐりーんうぉーく多摩 短縮営業 042-670-9899

東京都 国立富士見台 短縮営業 042-843-0708

東京都 渋谷桜丘 短縮営業 03-6809-0841

東京都 表参道 短縮営業 03-3402-4338

東京都 武蔵境ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 短縮営業 0422-34-4553

東京都 新宿御苑前 短縮営業 03-3350-4550

東京都 大崎ﾆｭｰｼﾃｨ 短縮営業 03-5496-1228

東京都 日比谷ｼﾃｨ 短縮営業 03-3501-9800

栃木県 宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ 短縮営業 028-678-2299

栃木県 宇都宮簗瀬 通常営業 028-635-7707

栃木県 宇都宮ﾍﾞﾙﾓｰﾙ 短縮営業 028-680-6877

奈良県 近鉄西大寺駅前 短縮営業 0742-36-7870

奈良県 ﾊﾟﾗﾃﾞｨ学園前 短縮営業 0742-44-3781

富山県 富山黒瀬 短縮営業 076-461-5831

福岡県 ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田 短縮営業 0944-32-8843

福岡県 木の葉ﾓｰﾙ橋本 短縮営業 092-407-2828

福岡県 天神ﾛﾌﾄ 短縮営業 092-753-8144

福岡県 ゆめﾀｳﾝ久留米 短縮営業 0942-45-0831

福岡県 福岡PayPayﾄﾞｰﾑ 休業

福岡県 小倉駅 短縮営業 093-541-0012

福岡県 ﾖﾄﾞﾊﾞｼ博多 短縮営業・土日祝休 092-292-3884

福岡県 六本松 短縮営業 092-406-2606

福岡県 ｲｵﾝ小郡 短縮営業 0942-65-4188

福岡県 九州大学病院 通常営業 092-632-8292

福島県 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ浜田 通常営業 024-572-7111

兵庫県 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie 短縮営業 078-381-7097

兵庫県 ｲｰｸﾞﾚひめじ 短縮営業・土日祝休 079-240-5399

兵庫県 あまがさきｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ 短縮営業 06-4960-7566

兵庫県 ｿﾘｵ宝塚 短縮営業 0797-69-7377

兵庫県 ﾋﾞﾊﾞﾀｳﾝ板宿 通常営業 078-742-8580

北海道 札幌ﾄﾞｰﾑ 休業 011-856-6613

北海道 大通 ﾙ･ﾄﾛﾜ 短縮営業 011-206-8856

北海道 東光ｽﾄｱあいの里 短縮営業 011-214-0007

和歌山県 宮街道ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗｼｰｽﾞ 短縮営業 073-473-1670


