
■年末年始の営業時間および休業店舗一覧　　（12月13日現在）
※「未定」店舗は、決定次第更新いたします。またその他の店舗も修正があり次第、更新いたします。

※12月31日の店内営業は提供商品の限定や、「年越し天ぷら」のご予約商品のお渡しのみとさせていただく店舗もございます。

北海道 札幌市 札幌ｱﾋﾟｱ   11:00～21:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

千歳市 新千歳空港 10:00～19:30 11:00～20:15 11:00～20:15 11:00～20:15 11:00～20:15 11:00～20:15 11:00～20:15 11:00～20:15

青森県 五所川原市 青森ELM 11:00～20:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

弘前市 弘前 11:00～23:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

宮城県 仙台市 仙台六丁の目 11:00～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

福島県 福島市 福島南ﾊﾞｲﾊﾟｽ 10:30～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

栃木県 宇都宮市 FKD宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ（天ぷらてんや） 11:00～21:00 通常 通常
11～15時（店内営業）　　　　　16

～21時（予約お渡しのみ）
通常 通常 通常 通常

茨城県 水戸市 水戸渡里 10:30～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

群馬県 館林市 群馬館林 10:30～21:00 通常 通常 通常 休業 通常 通常 通常

 前橋市 前橋元総社 10:30～21:00 通常 通常 通常 休業 通常 通常 通常

けやきｳｫｰｸ前橋 10:00～21:00 通常 通常 9:00～21:00 休業 通常 通常 通常

埼玉県 川口市 川口            10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

さいたま市 浦和 10:30～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

大宮西 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

大宮東          10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

ｺｸｰﾝｼﾃｨさいたま新都心 10:00～21:00 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常

越谷市 越谷 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ 10:30～21:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

春日部市 春日部          10:30～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

新座市 志木東口 11:00～22:00 通常 11:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～20:00 通常

川越市 川越 11:00～21:00 通常 11:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～20:00 通常

川越野田（天ぷらてんや） 11:00～21:00 通常 11:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～20:00 通常

所沢市 新所沢 11:00～22:00 通常 通常 11:00～20:00 11:00～19:00 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

東松山市 東松山 10:30～21:00 通常 通常 通常 休業 通常 通常 通常

上里町 上里ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 11:00～21:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

千葉県 市川市 市川            11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

習志野市 新津田沼 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

船橋市 下総中山        10:30～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

ﾍﾟﾘｴ西船橋 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 10:30～21:00 10:30～22:00 通常

千葉市 海浜幕張        10:30～22:00 通常 10:30～21:00 10:30～20:00 休業 10:30～21:00 10:30～21:00 通常

千葉ｼｰﾜﾝ 11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ蘇我 10:30～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

八千代市 ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑ヶ丘 10:00～21:00 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常

柏市 ららぽーと柏の葉東急ｽﾄｱ 10:00～21:00 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常

佐倉市 志津 10:30～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

富里町 ｼﾞｮｲﾌﾙ本田富里 10:00～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

東京都 千代田区 秋葉原 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 休業 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

中央区 八重洲 10:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

銀座 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

築地 11:00～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～19:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

人形町 10:30～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

港区 赤坂見附 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 休業 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

新宿区 新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 10:00～22:00 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店

新宿東口        10:30～22:00 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店

曙橋 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

新宿ｲｰｽﾄｻｲﾄﾞｽｸｴｱ 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 休業 休業 休業 休業 通常

文京区 白山 10:30～21:30 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 10:30～20:00 10:30～20:00 通常

文京ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ 11:00～20:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

台東区 浅草            10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

御徒町 11:00～22:00 11:00～20:00 11:00～20:00 11:00～19:30 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 11:00～20:00

上野 11:00～21:00 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店 閉店

墨田区 錦糸町ﾃﾙﾐﾅ2 10:00～22:00 通常 通常 10:00～20:00 休業 10:00～21:00 10:00～21:00 通常

東武曳船駅 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

錦糸町南 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

両国 11:00～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～19:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

江東区 門前仲町 10:30～22:00 通常 11:00～20;00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

亀戸 11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

南砂町SUNAMO  11:00～22:00 通常 通常 11:00～20:00 通常 通常 通常 通常

東陽町 10:30～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

品川区 目黒 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

大崎 11:00～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 休業 休業 通常

武蔵小山        10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

京急大森海岸 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

通常の　　営
業時間

12/29
（水）

12/30
（木）

12/31（金）
1/1
（土）

1/2
（日）

1/3
（月）

1/4
（火）

※デリバリー取扱い店舗のオーダー受付時間は、各プラットフォームサイト・アプリにてご確認をお願いいたします。

都道府県 市区町村 店舗名



■年末年始の営業時間および休業店舗一覧　　（12月13日現在）
※「未定」店舗は、決定次第更新いたします。またその他の店舗も修正があり次第、更新いたします。

※12月31日の店内営業は提供商品の限定や、「年越し天ぷら」のご予約商品のお渡しのみとさせていただく店舗もございます。

※デリバリー取扱い店舗のオーダー受付時間は、各プラットフォームサイト・アプリにてご確認をお願いいたします。

目黒区 学芸大学        10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

大田区 蒲田            10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

大森 11:00～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 通常 通常

京急蒲田駅 10:30～21:00 通常 10:30～20:00 10:30～20:00 休業 休業 通常 通常

羽田空港第1 6:30～22:00 通常 8:00～21:00 8:00～21:00 9:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00 8:00～21:00

羽田空港第2 10:00～21:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

世田谷区 三軒茶屋 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

千歳烏山        10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

渋谷区 渋谷地下鉄ﾋﾞﾙ 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 休業 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

恵比寿 11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

京王ｸﾗｳﾝ街笹塚 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

中野区 中野 11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

杉並区 西荻窪          11:00～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 通常 通常

阿佐ヶ谷 10:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

荻窪 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

豊島区 ｻﾝｼｬｲﾝ 11:00～21:00 通常 通常 11:00～20:00 11:00～18:00 通常 通常 通常

南池袋 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

北区 十条 10:30～21:30 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

ﾋﾞｰﾝｽﾞ赤羽 11:00～22:00 通常 通常
11～14時（店内営業）

14～20時（予約お渡しのみ）
休業 11:00～19:00 11:00～19:00 通常

荒川区 町屋            10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

　 日暮里 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

板橋区 大山            10:30～22:00 通常 10:30～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 10:30～21:00 通常

　 成増 10:30～21:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 通常 通常

東武練馬     11:00～22:00 通常 11:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

足立区 綾瀬            10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

竹ノ塚 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

ｴｷｱ北千住 7:00～22:00 10:00～22:00 10:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

北千住西口 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

ﾎﾟﾝﾃﾎﾟﾙﾀ千住 10:00～21:00 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常

練馬区 大泉学園 11:00～22:00 通常 通常 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

葛飾区 新小岩          10:30～22:00 通常 10:30～20:00 10:30～20:00 休業 10:30～20:00 10:30～21:00 通常

ビーンズ亀有   10:30～22:00 通常 10:00～20:00 10:00～20:00 休業 10:00～21:00 10:00～21:00 通常

立石            10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 10:00～21:00 10:00～21:00 通常

江戸川区 西葛西 10:30～22:00 通常 10:00～20:00 10:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

葛西駅前 10:30～22:00 通常 10:00～20:00 10:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

武蔵野市 吉祥寺 11:00～22:00 通常 10:00～20:00 10:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

武蔵境 11:00～22:00 通常 10:00～21:00 11:00～20:00 12:00～19:00 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

国分寺市 国分寺 10:30～22:00 通常 10:00～20:00 10:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

調布市 調布とうきゅう 10:00～22:00 通常 10:00～20:00 11:00～20:00 休業 休業 10:00～21:00 通常

府中市 府中 11:00～22:00 通常 10:30～22:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

多摩市 多摩ｾﾝﾀｰ 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

聖蹟桜ヶ丘 11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

東大和市 東大和 11:00～21:00 通常 10:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

町田市 町田東          10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

小田急ﾏﾙｼｪ町田 11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

立川市 立川南          11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

立川 11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

小平市 小平大沼 11:00～22:00 通常 11:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

昭島市 昭島ﾓﾘﾀｳﾝ 11:00～22:00 通常 通常 11:00～19:00 休業 11:00～20:00 通常 通常

八王子市 八王子北口 11:00～22:00 通常 10:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

西八王子        10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 10:30～21:00 通常

神奈川県 川崎市 川崎            10:30～22:00 通常 10:30～20:00 10:30～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

川崎ｱｾﾞﾘｱ 11:00～23:00 通常 通常 11:00～19:00 休業 通常 通常 通常

溝の口 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

横浜市 ｼｧﾙﾌﾟﾗｯﾄ東神奈川 10:00～22:00 通常 通常 10:00～20:00 休業 10:00～21:00 通常 通常

鶴見東口 10:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

綱島            10:00～22:00 通常 10:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

日吉            10:00～22:00 通常 10:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

新横浜 11:00～22:00 通常 通常 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

ﾄﾚｯｻ横浜 10:00～21:00 通常 通常 10:00～17:00 10:00～20:00 10:00～20:00 10:00～20:00 通常

横浜瀬谷 10:30～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

ﾋﾞｰﾝｽﾞ新杉田 10:00～22:00 通常 通常 11:00～20:00 休業 11:00～19:00 11:00～19:00 通常
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■年末年始の営業時間および休業店舗一覧　　（12月13日現在）
※「未定」店舗は、決定次第更新いたします。またその他の店舗も修正があり次第、更新いたします。

※12月31日の店内営業は提供商品の限定や、「年越し天ぷら」のご予約商品のお渡しのみとさせていただく店舗もございます。

※デリバリー取扱い店舗のオーダー受付時間は、各プラットフォームサイト・アプリにてご確認をお願いいたします。

神奈川県 鎌倉市 大船 10:00～22:00 通常 10:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 10:00～20:00 通常

横須賀市 横須賀中央 10:00～21:00 通常 通常 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

茅ヶ崎市 ﾗｽｶ茅ヶ崎 11:00～22:00 通常 11:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

相模原市 相模原星が丘 10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

　 橋本            10:00～22:00 通常 10:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

ｱﾘｵ橋本 10:00～22:00 通常 通常 10:00～21:00 11:00～21:00 11:00～21:00 11:00～21:00 11:00～21:00

小田急相模原    10:30～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

ﾎﾞｰﾉ相模大野 11:00～20:00 通常 10:00～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～21:00 11:00～21:00 通常

秦野市 ｲｵﾝ秦野ＳＣ 10:00～22:00 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常

厚木市 本厚木          11:00～22:00 通常 10:30～20:00 11:00～20:00 休業 11:00～2１:00 11:00～2１:00 通常

平塚市 平塚田村（天ぷらてんや） 11:00～22:01 通常 通常 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～21:00 通常

小田原市 小田原          10:00～22:00 通常 11:00～21:00 11:00～20:00 休業 11:00～20:00 11:00～20:00 通常

長野県 佐久市 佐久平 11:00～22:00 通常 通常 通常 休業 休業 通常 通常

長野市 長野徳間 11:00～22:00 通常 通常 通常 休業 休業 通常 通常

川中島 11:00～22:00 通常 通常 通常 休業 休業 通常 通常

 松本市 松本双葉 11::00～22:00 通常 通常 通常 休業 休業 通常 通常

富山県 富山市 富山本郷新 11:00～22:00 通常 通常 通常 休業 休業 通常 通常

静岡県 静岡市 東静岡 9:00～21:00 通常 通常 11:00～18:00 休業 通常 通常 通常
唐瀬 唐瀬 11:00～23:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

静岡葵タワー　 11:00～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

富士市 富士川サービスエリア 9:00～21:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

岐阜県 大垣市 大垣寺内町 11:00～21:30 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

愛知県 刈谷市 刈谷ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ 11:00～20:00 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常

豊田市 豊田浄水 11:00～21:30 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

　 名古屋市 植田焼山 11:00～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

　 名鉄ｲﾝ名古屋金山ｱﾈｯｸｽ 6:30～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

兵庫県 神戸市 垂水駅前 11:00～21:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

広島県 福山市 フジグラン神辺 11:00～22:00 11:00～21:00 11:00～21:00 11:00～20:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00

　 福山曙 11:00～22:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

愛媛県 松山市 松江 11:00～22:00 11:00～21:00 11:00～21:00 11:00～20:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00

　 古川 11:00～22:00 11:00～21:00 11:00～21:00 11:00～20:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00 11:00～2１:00

福岡県 福岡市 天神 11:00～22:00 通常 未定 未定 休業 未定 未定 通常

　 KITTE博多 11:00～21:00 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定

鹿児島 姶良市 ｲｵﾝﾀｳﾝ姶良 10:00～21:00 通常 通常 10:00～20:00 通常 通常 通常 通常
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