
現在の臨時休業店舗 2020年4月12日　11時現在

都道府県名 店舗名 都道府県名 店舗名

茨城        イオンモールつくば 千葉        イトーヨーカドー津田沼

埼玉        ウニクス上里 千葉        イオンモール木更津

埼玉        三郷駅南口 千葉        イオンモール富津

埼玉        いなげや松伏 千葉        柏駅西口

埼玉        八潮駅前 千葉        船橋イトーヨーカドー

埼玉        越谷レイクタウン駅前 千葉        ららぽーと南館1階

埼玉        獨協大学前駅東口 千葉        ビビット南船橋

埼玉        久喜西口 千葉        本八幡北口パティオ

埼玉        イオンモール春日部 千葉        西船橋駅北口

埼玉        イトーヨーカドー春日部 千葉        イオンモール柏

埼玉        ビーンズ西川口 千葉        タワーズイースト市川南口

埼玉        ステラタウン 千葉        市川駅北口

埼玉        イオンモール北戸田 千葉        アトレ新浦安

埼玉        イオンモール与野 千葉        舞浜駅前

埼玉        ビーンズ戸田公園 東京        一之江駅前

埼玉        戸田駅前 東京        船堀

埼玉        北浦和西口 東京        西葛西駅南口

埼玉        大宮西口シーノ 東京        アリオ葛西

埼玉        朝霞台 東京        京成小岩

埼玉        志木東口 東京        亀戸北口

埼玉        TAIRAYA志木 東京        イトーヨーカドー小岩

埼玉        イトーヨーカドー和光 東京        北千住本町センター通り

埼玉        熊谷駅ビル・アズ 東京        お花茶屋駅前

埼玉        イーサイト上尾 東京        イトーヨーカドー四つ木

埼玉        エルミこうのすアネックス 東京        アリオ北砂

埼玉        ウニクス南古谷 東京        東陽町駅前

埼玉        西武本川越ペペ 東京        イトーヨーカドー木場

埼玉        所沢プロペ通り 東京        曳舟

千葉        東金サンピア 東京        台東田原町

千葉        成田ユアエルム 東京        東武曳舟

千葉        イオンモール成田 東京        東武梅島駅前

千葉        アリオ市原 東京        豊洲プライムスクエア

千葉        イオンタウンユーカリが丘 東京        月島

千葉        千葉中央 東京        足立新田

千葉        千葉スキップ天台 東京        王子駅北口

千葉        検見川浜 東京        ポンテポルタ千住

千葉        スーク海浜幕張 東京        サンポップマチヤ

千葉        イオンモール幕張新都心 東京        三田慶大前

千葉        アクロスモール新鎌ヶ谷 東京        港南中学校前

千葉        津田沼南口 東京        アトレ秋葉原2

千葉        京成大久保駅前 東京        田町駅東口八千代橋

※今後、対象期間や対象店舗などに変更が生じる可能性がございます。

※上記以外の店舗でも、各自治体の方針・要請や入居している商業施設の営業状況、

　　臨時休業や営業時間短縮の変更などをさせていただく場合がございます。
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都道府県名 店舗名 都道府県名 店舗名

東京        本郷三丁目 東京        多摩丘の上パティオ

東京        文京区役所前 東京        多摩センター駅前

東京        神楽坂下 東京        南大沢駅前

東京        南池袋公園前 東京        京王堀之内駅前

東京        池袋60階通り2号 東京        鶴川駅北口

東京        池袋西口 東京        クロスガーデン調布

東京        蒲田西口 東京        イトーヨーカドー国領

東京        大森東口 東京        ティップス町田ビル

東京        青物横丁 東京        武蔵小金井南口

東京        雑色駅前 東京        国分寺駅北口商店街

東京        京急大森町駅前 東京        立川ビックカメラ

東京        駒沢大学駅東口 東京        国立駅南口

東京        渋谷東急ハンズ前 東京        京王高幡ショッピングセンター

東京        赤坂見附駅前東急プラザ赤坂 東京        SOCOLA若葉台

東京        赤坂駅前 東京        八王子東急スクエア

東京        六本木 東京        日野駅前

東京        ビビオ赤羽 東京        京王八王子駅ビル

東京        エムズタウン赤羽台 東京        セレオ西八王子

東京        牛込柳町 東京        ザ・モールみずほ

東京        高田馬場駅前 東京        昭島モリタウン

東京        ビッグボックス高田馬場 東京        八王子みなみ野駅前

東京        戸越銀座 東京        高尾駅南口

東京        上池台東光ビル 東京        イトーヨーカドー八王子

東京        旗の台 神奈川       京王稲田堤駅前

東京        西小山駅ビル 神奈川       川崎モアーズ

東京        大岡山駅前 神奈川       あおば矢向駅前

東京        新宿西口エルタワー 神奈川       イトーヨーカドー川崎

東京        高田馬場東早稲田通り 神奈川       能見台イトーヨーカドー

東京        リンクスクエア新宿 神奈川       京急久里浜駅前

東京        上板橋 神奈川       鶴見西口

東京        氷川台駅前 神奈川       新川崎スクエア

東京        上町世田谷通り 神奈川       イトーヨーカドー鶴見

東京        下高井戸日大通り 神奈川       京急鶴見駅東口

東京        幡ヶ谷駅前 神奈川       元町・中華街駅前

東京        荻窪タウンセブン 神奈川       日ノ出町駅前

東京        西荻マイロード 神奈川       横浜ワールドポーターズ

東京        東久留米駅西口 神奈川       元住吉駅前

東京        エミオ練馬高野台 神奈川       イトーヨーカドー溝ノ口

東京        クロスコート秋津 神奈川       ビーンズ武蔵中原

東京        石神井公園駅前 神奈川       武蔵新城駅前

東京        久米川駅前 神奈川       イトーヨーカドー武蔵小杉駅前

※今後、対象期間や対象店舗などに変更が生じる可能性がございます。

※上記以外の店舗でも、各自治体の方針・要請や入居している商業施設の営業状況、

　　臨時休業や営業時間短縮の変更などをさせていただく場合がございます。
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神奈川       綱島イトーヨーカドー 大阪        江坂東急ハンズ前

神奈川       新羽駅前 大阪        なんばOCAT

神奈川       十日市場駅南口 大阪        BIGSTEP

神奈川       上大岡ミオカ 大阪        千日前アムザ

神奈川       イトーヨーカドー横浜別所 大阪        心斎橋GATE

神奈川       根岸駅前 大阪        大阪日本橋駅前

神奈川       港北東急SC 大阪        大阪南港ATC

神奈川       東急ストア仲町台 大阪        あべのキューズタウン

神奈川       センター北駅前 大阪        堺筋浪速警察署前

神奈川       横浜藤が丘駅前 大阪        天王寺駅北口

神奈川       大船駅前 大阪        梅田楽天地ビル

神奈川       鎌倉駅前 大阪        大阪駅前第3ビル

神奈川       イトーヨーカドー立場 大阪        ユニバーサルシティ和幸ビル

神奈川       三ツ境eモール 大阪        大阪ガーデンシティ

神奈川       南林間駅前 大阪        イオンモール日根野

神奈川       新百合ヶ丘駅北口 大阪        りんくうシークル

神奈川       イトーヨーカドー湘南台 大阪        岸和田カンカンベイサイドモール

神奈川       相模大野モアーズ 兵庫        尼崎つかしん

神奈川       小田急マルシェ相武台 兵庫        Corowa甲子園

神奈川       小田急相模原駅前 兵庫        イオンモール猪名川

神奈川       厚木中町 兵庫        川西能勢口駅前

神奈川       さがみ野 兵庫        三宮センター街

神奈川       綾瀬タウンヒルズ 兵庫        阪急六甲駅北口

神奈川       ドンキホーテ綾瀬 兵庫        三宮OPA2

神奈川       海老名ビナプラス 兵庫        ブルメール舞多聞

神奈川       本厚木ミロード 兵庫        神戸ハーバーランドセンタービル

神奈川       OSC湘南シティ 兵庫        イオンモール神戸南

神奈川       ヤオコー平塚宮松町 兵庫        イオン明石

神奈川       イトーヨーカドー茅ヶ崎 兵庫        パピオスあかし

神奈川       イオン相模原 兵庫        イオンモール姫路リバーシティ

神奈川       橋本駅前 兵庫        姫路野里

神奈川       セレオ相模原 兵庫        イオンモール姫路大津

大阪        枚方市役所前 兵庫        姫路グランフェスタ

大阪        イオンモール四條畷 兵庫        加古川ニッケパークタウン

大阪        コムボックス光明池 福岡        小倉駅前I’m

大阪        天神橋筋六丁目 福岡        黒崎コムシティ

大阪        ベルファ都島 福岡        小倉駅前あるあるCity

大阪        蒲生四丁目 福岡        リバーウォーク北九州

大阪        京橋コムズガーデン 福岡        イオンモール福津

大阪        イオンモール鶴見緑地 福岡        キャナルシティ博多

大阪        アリオ鳳

※今後、対象期間や対象店舗などに変更が生じる可能性がございます。

※上記以外の店舗でも、各自治体の方針・要請や入居している商業施設の営業状況、

　　臨時休業や営業時間短縮の変更などをさせていただく場合がございます。


