
店舗休業状況一覧 2020年5月22日 時点

店舗名 休業状況 都道府県 住所 商業施設

ひばりヶ丘 休業(4/8～5/6） 東京都 西東京市谷戸町2-3-7 フレスポびばりが丘 １階

稲城長沼 休業(4/8～5/6） 東京都 稲城市東長沼121-1 イオンタウン稲城長沼 １階

鵜の木 休業(4/8～5/6） 東京都 大田区鵜の木2-4-1 エトモ鵜の木

堀切菖蒲園 休業(4/8～5/6） 東京都 葛飾区堀切3-7-3 1階(101)

荻窪 休業(4/8～5/6） 東京都 杉並区天沼3-2-2 1階(102)

梅島 休業(4/8～5/6） 東京都 足立区梅田6-9-16 KARIBUショッピングタウン 1階

高島平 休業(4/8～5/6） 東京都 板橋区高島平2-33-1  ピーコックストア高島平店 2階

成増 休業(4/8～5/6） 東京都 板橋区成増2-18-9 第二実光ビル 1階

北千住 休業(4/8～5/6） 東京都 足立区千住旭町35-16 1階

足立神明 休業(4/8～5/6） 東京都 足立区神明2-6-14 ビバホーム足立神明店 2階

練馬高野台 休業(4/8～5/6） 東京都 練馬区高野台1-7-17 ピーコックストア 地下1階

町田 休業(4/8～5/6） 東京都 町田市森野1-14-17 西友 3階

浮間舟渡 休業(4/8～5/6） 東京都 板橋区舟渡1-6-22 ベルクスモール浮間舟渡店 2階

調布 休業(4/8～5/6） 東京都 調布市菊野台1-33-3 クロスガーデン調布店 1階

竹ノ塚 休業(4/8～5/6） 東京都 足立区竹ノ塚6-8-16 1階(103)

井荻 休業(4/8～5/6） 東京都 杉並区下井草5-18-8 ピーコックストア 1階

東小金井 休業(4/8～5/6） 東京都 小金井市中町2-23-23 ピーコックストア 1階

橋場 休業(4/8～5/6） 東京都 台東区橋場1-1-15 オーケーストア 1階

船堀 休業(4/8～5/6） 東京都 江戸川区船堀1-1-51 ダイエー 3階

大森 休業(4/8～5/6） 東京都 大田区大森西3-1-38 マチノマ 3階

古淵 休業(4/8～5/6） 神奈川県 相模原市南区古淵3-13-33 イトーヨーカドー 1階

磯子 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市磯子区森1-6 ピーコックストア磯子店 1階

大口 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市神奈川区大口通56-2 クロスロード大口 地下1階

伊勢原 休業(4/8～5/6） 神奈川県 伊勢原市桜台1-3-3 いせはらCOMA 2階

柿生 休業(4/8～5/6） 神奈川県 川崎市麻生区上麻生5-41-1 マルエツ 1階

弥生台 休業(4/8～4/30） 神奈川県 横浜市泉区弥生台13-4 1階(102)

鶴ヶ峰 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市旭区鶴ヶ峰2-21-25

鹿島田 休業(4/8～5/6） 神奈川県 川崎市幸区新塚越201 2階

白根 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市旭区白根4-32-1 ユーコープ白根 1階

瀬谷 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市瀬谷区中央6-15 イトーヨーカドー 3階

六ッ川 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市南区六ッ川3-75 そうてつローゼン六ッ川店 2階

立場 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市泉区中田北1-1-1 1階

伊勢佐木 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木1-5-4 カトレヤプラザ 3階

川崎宮前 休業(4/8～5/6） 神奈川県 川崎市宮前区犬蔵3-9-12 マルエツ 1階

綱島 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市港北区綱島西2-8-1 イトーヨーカドー 1階

川崎京町 休業(4/8～5/6） 神奈川県 川崎市川崎区京町2-22-1 いなげや 2階

溝の口 休業(4/8～5/6） 神奈川県 川崎市高津区溝口1-21-6 1階

イオンスタイル戸塚 休業(4/8～5/6） 神奈川県 横浜市戸塚区吉田町884 イオンスタイル戸塚 2階

渋沢（FC) 休業(4/23～5/6） 神奈川県 秦野市曲松1-1-1 小田急マルシェ渋沢 2階

みずほ台 休業(4/8～5/6） 埼玉県 富士見市東みずほ台2丁目29-4 東武ストアみずほ台東店　 1階

川口 休業(4/8～5/6） 埼玉県 川口市栄町2-16-2

南桜井 休業(4/8～5/6） 埼玉県 春日部市大衾496-14 ヤオコー南桜井店 1階

春日部 休業(4/8～5/24） 埼玉県 春日部市下柳420-1 イオンモール春日部 3階

浦和 休業(4/8～5/17） 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町11-1 パルコ 地下1階

与野本町 休業(4/8～5/6） 埼玉県 さいたま市中央区本町東2-3-11 ビーンズ 1階

坂戸 休業(4/8～5/6） 埼玉県 坂戸市日の出町5-30 アクロスプラザ坂戸 2階

蕨北町 休業(4/8～5/6） 埼玉県 蕨市北町5-4-32 マルエツ 1階

杉戸 休業(4/8～5/6） 埼玉県 北葛飾郡杉戸町杉戸2-9-20 ベルクス 1階

越谷花田 休業(4/8～5/6） 埼玉県 越谷市花田3-7-1　 スーパーマルサン 1階

さいたま新都心 休業(4/8～5/6） 埼玉県 さいたま市浦和区上木崎1-13-1  ビバモール 1階

西友東川口 休業(4/8～5/6） 埼玉県 川口市東川口3-1-34　 西友 １階

浦安 休業(4/8～5/6） 千葉県 浦安市北栄1-14-1 西友 1階

新浦安 休業(4/8～5/6） 千葉県 浦安市明海4-1-1 NEW COAST 2階

流山おおたかの森 休業(4/8～5/6） 千葉県 流山市おおたかの森西1-1-1 こかげテラス 1階

ユーカリが丘 休業(4/8～5/6） 千葉県 佐倉市ユーカリが丘4-1-1 スカイプラザ・モール １階


