
期間 店舗名 地域

千日前本店 大阪 時短営業 　　　　11:00～20:00（L.O.19:00）

平日　　11:30～15:00（L.O.14:00）17:00～20:00(L.O.19:00）

土日祝　11:30～20:00(L.O.19:00）

道頓堀ビル店 大阪 時短営業 　　　　11:00～20:00（L.O.19:00）

CHIBO Diversity　道頓堀ビル店～Muslim&Vegetarian Friendly～ 大阪

平日　　11:00～15:00（L.O.14:00）17:00～20:00(L.O.19:00）

土日祝　11:00～20:00(L.O.19:00)

梅新支店 大阪

平日　　11:00～15:00（L.O.14:30）17:00～20:00(L.O.19:00）

土日祝　11:00～20:00(L.O.19:00）

あべのキューズモール支店 大阪 時短営業 　　　　11:00～20:00（L.O.19:00）

　　　　11:00～20:00（L.O.19:00）

           　※土日祝及び大阪城ホールでのイベント開催時のみ営業

ぷれじでんと南本店 大阪

平日　　11:30～15:00（L.O.14:00）17:00～20:00(L.O.19:00）

土日祝　11:30～20:00（L.O.19:00）　

平日　　11:00～15:00（L.O.14:00）17:00～20:00(L.O.19:00）

土日祝　11:00～20:00(L.O.19:00）　

平日　　11:00～15:00（L.O.14:30）17:00～20:00(L.O.19:00）

土日祝　11:00～20:00（L.O.19:00）　

ぷれじでんと北店 大阪

月～土　17:00～20:00(L.O.19:00）

日・祝　12:00～14:30（L.O.14:00）17:00～20:00(L.O.19:00） 

平日　　11:00～15:00（L.O.14:00）17:00～21:00(L.O.20:00）

土日祝　11:00～21:00(L.O.20:00）

リノアス八尾支店 大阪 時短営業 　　　　11:00～21:00（L.O.20:00）

堺髙島屋支店 大阪 時短営業 　　　　11:00～21:00（L.O.20:00）

金剛店 大阪 時短営業 　　　　11:00～15:00（L.O.14:00）17:00～21:00(L.O.20:30） 　　　

高槻富田団地店 大阪 時短営業 　　　　11:00～20:30（L.O.20:00）

時短営業

ぷれじでんとオー・エム・ホテル日航ビル店 大阪 時短営業

ぷれじでんと大丸心斎橋店

休業

休業

京橋京阪モール支店 大阪 時短営業

休業

ぷれじでんとシェラトン都ホテル大阪店 大阪 時短営業

名代 千房　JO-TERRACE OSAKA店 大阪

2021/4/5～5/5

※19:00以降のアルコール提

供はしておりません。

西田辺店 大阪

2021/4/5～5/5

※20:30以降のアルコール

提供はしておりません。

営業時間

高槻阪急支店 大阪 時短営業

ハービスＰＬＡＺＡ梅田支店 大阪 時短営業

曽根崎支店 大阪 時短営業

休業

休業

大阪 時短営業



期間 店舗名 地域

江坂店 大阪 時短営業 　　　　11:30～15:00（L.O.14:00）17:00～21:00(L.O.20:30）                                                                       

阪急服部店 大阪 時短営業 　　　　11:00～21:00（L.O.20:30）

鉄板焼・もんじゃ　楽 大阪 休業

いやさか 福島本店 大阪 時短営業 　　　　17:00～20:00（L.O.19:00）　

ときわ福島 大阪 時短営業 　　　　17:00～20:00（L.O.19:00）

すみ吉　心斎橋 大阪 休業

平日　　11:00～15:00（L.O.14:30）17:00～20:00(L.O.19:30）

土日祝　11:00～20:00(L.O.19:30）

丸太町七本松店 京都 時短営業 　　　　11:00～15:00（L.O.14:30）17:00～20:00(L.O.19:00）

平日　　11:00～15:00（L.O.14:30）17:00～20:00(L.O.19:00）

土日祝　11:00～20:00（L.O.19:00）

Chibo`s Kitchen ららぽーと甲子園店 兵庫 時短営業 　　　　11:00～20:00（L.O.19:30）

平日　    11:30～14:30（L.O.14:00）　17:00～20:00（L.O.19:00） 　　　　　

土日祝 　11:30～20:00（L.O.19:00）

ルミネ立川支店 東京 時短営業 　　　　11:00～20:00(L.O.19:30）

平日　    11:30～15:00（L.O.14:30）　17:30～20:00（L.O.19:00） 　　　　　

土日祝 　11:30～20:00（L.O.19:00）

Ｅｓｏｌａ池袋支店 東京 時短営業 　　　　11:00～20:00(L.O.19:00）

平日        11:00～20:00（L.O.19:15）

土日祝 　10:30～20:00（L.O.19:15）

町田東急ツインズ支店 東京 時短営業 　　　　11:00～20:00(L.O.19:00）

セレオ八王子支店 東京 時短営業 　　　　11:00～20:00(L.O.19:00）

有明ガーデン支店 東京 時短営業 　　　　11:00～20:00(L.O.19:30）

琥 千房　虎ノ門 東京 時短営業          　  11:30～15:00（L.O.14:00）17:00～20:00（L.O.18:00） 　　 

平日　　18:00～20:00（L.O.19:00）

土日祝　12:00～15:00（L.O.14:30）18:00～20:00（L.O.19:00）

※定休日:第3月曜日（祝日の場合は火曜日）

2021/4/12～2021/5/11

※19:00以降アルコールの提供

はしておりません。

西武池袋店 東京 時短営業

時短営業東京ADVANCE 広尾店

華 千房　恵比寿ガーデンプレイス店 東京 時短営業

有楽町ビックカメラ支店 東京

営業時間

尼崎店 兵庫 時短営業2021/4/5～5/5

※19:00以降のアルコール提供

はしておりません。

2021/4/12～5/5

※19:00以降のアルコール提供

はしておりません。

京都アバンティ支店

時短営業

2021/4/5～5/5

※19:00以降のアルコール提供

はしておりません。

2021/4/5～5/5

※20:30以降のアルコール提供

はしておりません。

京都 時短営業



期間 店舗名 地域

そごう横浜店 神奈川 時短営業 　　　　11:00～21:00(L.O.20:00）

舞 千房　イクスピアリ店 千葉 時短営業 　　　　11:00～21:00(L.O.20:00）

イオンレイクタウンmori支店 埼玉 時短営業 　　　　11:00～21:00(L.O.20:30）

そごう千葉店 千葉 時短営業 　　　　11:00～21:00(L.O.20:00）

熊本鶴屋店 熊本 時短営業 　　　　11:00～20:00(L.O.19:30）※アルコール類はL.O.19:00

姪浜店 福岡 通常営業 　　　　11:30～15:00（L.O.14:30）17:00～21:00(L.O.20:30）

鹿児島 天文館 鹿児島 通常営業 　　　　11:30～15:00（L.O.14:00）17:00～21:00(L.O.20:00）

高知野市店 高知 時短営業 　　　　11:30～14:30（L.O.14:00）17:00～20:30(L.O.20:00）

2021/4/7～2021/4/20

※20:00以降アルコールの提供

はしておりません。

高松レインボー店 香川県 時短営業 　　　　11:00～15:00（L.O.14:30）17:00～21:00(L.O.20:00）

高知南国店 高知 通常営業

岡山大安寺店 岡山 通常営業

広島パセーラ店 広島 時短営業 　　　　11:00～20:00※アルコール類はL.O.19:00

2021/4/1～2021/4/19
ららぽーと名古屋みなとアクルス店 愛知 時短営業 　　　　11:00～21:00（L.O.20:30）

イオンモール各務原支店 岐阜 通常営業

金沢フォーラス店 石川県 通常営業

やけるやんか上飯野店 富山県 通常営業                 11:30～21:30（L.O.20:30）

やけるやんか富山駅前店 富山県 通常営業                 11:30～21:30（L.O.20:30）

静岡パルシェ店 静岡県 通常営業

札幌アスティ４５店 北海道 通常営業

札幌麻生店 北海道 通常営業

平日　     11:30～14:30（L.O.14:00）　17:00～20:00（L.O.19:30） 　　　　　

土日祝 　11:30～20:00（L.O.19:30）

ザ・モール仙台長町店 宮城県 時短営業 　　　 　11:00～20:00(L.O.19:30）

2021/4/5～5/5

※19:00以降のアルコール提供

はしておりません。

仙台一番町店 宮城県 時短営業

営業時間

2021/4/1～2021/4/19

※20:00以降アルコールの提供

はしておりません。


