■コロナ感染対応に伴う、臨時の営業時間や休業のお知らせ (変更連絡のあった店舗のみ：
＜関西＞

2020/9/23(水) 11:00現在

当面18:00頃取りまとめ)

赤字は前回の掲示内容からの変更箇所です。

＜ＦＣ関西＞
店名

1 家族亭 梅田地下街店

休業or時間変更
11:00～21:00閉店 （LO20:30）

期間
当面

店名

休業or時間変更

期間

1 得得 天理別所店

11:00～15:00 (L/O 14:30)
不定休

当面
当面

2 家族亭 梅田阪急三番街店

11:00～21:30閉店 （LO21:00）

当面

2 得得 名張店

11:00～15:00 (L/O 14:30)
不定休

3 家族亭 なんばｳｫ-ｸ店

11:00～22:00閉店(21:30)

通常

3 得得 高の原サンタウン店

10:45～20:00 (L/O 19:30)

当面

4 家族亭 梅田阪急ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ店

8月16日をもちまして閉店いたしました

4 得得 箕面店

11:00～15:30 （L/O 15:00）

当面

5 家族亭 茨木店

11:00～22:00閉店（LO21:30）

当面

5 得得 学園南店

11:00～20:30 (L/O 20:00)

当面

6 家族亭 高槻店

11:00～20:00閉店

当面

6 得得 三条添川店

11:00～22:00 （L/O 21:30）

当面

7 家族亭 住之江店

11:00～22:00閉店

当面

7 家族亭 ポートアイランド店

平日 10:30～16:30(L/O 16:00)
土日祝 休業

当面

8 家族亭 梅田ナビオ店

平日
11:00-16:00
土日祝 11:00-17:00

当面

8 家族亭 江坂店

11:00～21:00 (L/O 20:30)

当面

9 家族亭 堺東店

11:00～21:00閉店

当面

9 家族亭 神戸朝日ビル店

11:00～16:00 (L/O 15:30)
9/20（日）・29（火）・30（水）休業

当面

10 家族亭 守口店

11:00～21:00閉店

当面

10 家族亭 神戸地下街店

平日 11:00～19:00 (L/O 18:30)
土日祝 11:00～18:00 (L/O 17:30)

当面

11 家族亭 池田店

通常営業

11 得得 りんくうシークル店

11:00～20:00 (L/O 19:30)

当面

12 家族亭 西神中央店

11:00～20:00閉店

当面

12 家族亭 南千里店

11:00～15:30 (L/O 15:00)
17:00～21:00 (L/O 20:30)

当面

13 家族亭 京橋店

11:00～21:00閉店 （LO20:30）

当面

13 得得 トナリエ大和高田店

休業

当面

14 家族亭 阪急茨木店

通常営業

14 家族亭 アスピア明石店

通常営業

15 家族亭 奈良学園前店

11:00～22:00閉店(21:00)

通常

15 得得 伊丹店

通常営業

16 家族亭 野田阪神店

休業中（リニューアル工事のため）

～10/28

16 得得 広島祇園店

通常営業

17 家族亭 梅田茶屋町店

平日
11:00-20:00
土日祝 11:00-16:00

当面

17 得得 京都八幡店

11:00～22:00（L/O 21:30)

当面

18 家族亭 千里中央店

通常営業

18 得得 四日市生桑店

11:00～20:30（L/０ 20:00)
定休日：水曜日

当面

19 家族亭 阪急高槻店

ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 21:00

当面

19 得得 東大阪菱屋店

通常営業

20 家族亭 難波湊町店

11:00～20:00閉店

当面

20 得得 あびこ苅田店

通常営業

21 家族亭 阪急園田店

11:00～21:00閉店

当面

21 得得 香里園店

通常営業

22 家族亭 川西能勢口店

通常営業

22 得得 兵庫山崎店

月・火・木
11:00～15:00（LO14:30）
水・金・土・日 11:00～21:00（LO20:30）

23 家族亭 阪急岡町店

8月30日をもちまして閉店いたしました

23 得得 岐阜養老店

休業

24 家族亭 さんちか店

通常営業

当面

24 得得 光明池店

通常営業

25 花旬庵 LINKS UMEDA店

11:00～22：00閉店

当面

25 得得 新浜田店

通常営業

26 のきば 阪神西宮店

11:00～22：00閉店

当面

26 得得 岩岡店

11:00～16:00(L/O15:30)

27 家族亭 みのお ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ店

通常営業

27 得得 谷町店

通常営業

28 家族亭 阪急山田店

通常営業

28 得得 堺黒土店

11:00～20：00

29 家族亭 けいはんな店

11:00～20:00閉店(LO 19:00)

10月1日～

29 得得 敦賀本町店

通常営業

30 家族亭 阪神尼崎店

11:00～21:00閉店

当面

30 得得 若狭高浜店

11:00～20:00 (L/O 19:30)

当面

31 家族亭 舞多聞店

11:00～20:00閉店

当面

31 得得 伏見下鳥羽店

11:00～21：30（Ｌ/O21:00)

当面

32 うどんの詩 ミント神戸店

11:00-15:00/17:00-21:00

当面

32 得得 京都洛西店

11:00～22:00（LO21:30)
定休日：水曜日

当面

33 家族亭 イオン神戸北店

11:00～21:00閉店

当面

33 得得 京都園部インター店

11:00～21:30（L/O 21:00）

当面

34 三宝庵 あべのハルカスダイニング店

11:00～15:00
17:00～23:00（LO21:00）

当面

34 得得 岡崎緑丘店

11:00～22:00

当面

35 家族亭 リノアス八尾店

11:00～22:00閉店

通常

35 得得 南安城店

11:00～22:00

当面

36 得得 岡崎六ツ美店

11:00～22:00

当面

36 家族庵 駿河湾沼津サービスエリア店 通常営業

当面

当面

当面

37 家族亭 ならファミリー店

11:00～22:00閉店

通常

37 得得 龍野店

11:00～20：30 (L/O20：00)

当面

38 三宝庵 上本町YUFURA店

11:00～22:00閉店

通常

38 得得 南森町店

11:00～22:00 定休日 日曜日

当面

39 家族亭 浜松メイワン店

8月31日をもちまして閉店いたしました

＜ＦＣ滋賀本部＞*

40 三宝庵 新静岡店

8月31日をもちまして閉店いたしました

店名

41 家族亭 札幌店

11:00～16:00閉店

当面

1 得得 草津店

11:00～22:00(L/O 21:30)

当面

42 花旬庵 札幌ｽﾃﾗﾌﾟﾚｲｽ店

11:00～20:00閉店

当面

2 得得 近江八幡店

11:00～15:00(L/O 14:30)

当面

43 家族庵 アリオ札幌店

11:00～20:00閉店

当面

3 得得 栗東店

11:00～22:00(L/O 21:30)

当面

＜得得直営＞

休業or時間変更

期間

＜四国県本部＞*
店名

休業or時間変更

1 得得 泉佐野市場西店

時短 11:00-22:00

2 得得 御所店

期間

店名

休業or時間変更

期間

1 得得 鏡川大橋南店

通常営業

通常営業

2 得得 今治店

11:00～22:00（LO/21:40）

当面

3 得得 西大和店

通常営業

3 得得 須崎大間店

10:30～21:00（LO/20:30）

当面

4 得得 田原本店

時短 11:00-22:00

当面

4 得得 小松島店

10:30～15:00(LO/14:45)
17:00～21:30(LO/21:00）

当面

5 得得 橿原店

時短 11:00-22:00

当面

5 得得 春野店

10:30～20:30（LO/20:00）

当面

6 得得 伏見竹田店

時短 11:00-22:00

当面

6 得得 瀬戸店

通常営業

7 得得 大野芝店

時短 11:00-22:00

当面

7 得得 東予店

11:00～22:00（LO/21:30）

8 得得 タウン筒井店

7月31日をもちまして閉店いたしました

8 得得 高知北店

通常営業

9 得得 東海店

7月17日をもちまして閉店いたしました

9 得得 大西店

通常営業

当面

当面

店名

休業or時間変更

10 とくとく 阿賀野川ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ店

通常営業

11 得得 阪神深江店

時短 11:30～21:30

12 得得 イズミヤ広陵町店

期間

店名

休業or時間変更

期間

10 得得 阿南店

11:00～21:30（LO/21:00）

当面

当面

11 得得 高須店

7:00～23:00（LO/22:40）

当面

時短 11:00～20:30

当面

12 得得 高知旭店

11:00～22:00

当面

13 得得 橿原曲川店

時短 平日11:00-15:00 17:00-21:00
土日11:00-21:00

当面

13 得得 安芸矢ノ丸店

通常営業

14 得得 尼崎つかしん店

通常営業

14 得得 南国愛店

通常営業

15 得得 岡崎本宿店

通常営業

16 得得 豊田若林店

通常営業

＜関東＞

＜ＦＣ関東＞
店名

休業or時間変更

期間

1 家族亭 池袋店

通常営業

2 家族亭 津田沼店

時短 10:00～21:00閉店

当面

3 蕎旬 浦和店

時短 11:00～21:00閉店

当面

4 三宝庵 荻窪店

時短 11:00～21:00閉店

5 三宝庵 セレオ八王子店

店名
1 得得 小諸店

休業or時間変更

期間

営業時間変更（11:00～14:30 17:30～21:00）

当面

営業時間変更（11:30～15:00）

当面

3 得得 豊科店

営業時間（11:00～22:00）

当面

当面

4 得得 飯田桐林店

営業時間（11:00～20:00）

当面

時短 11:00～20:00閉店

当面

*5 得得 浜松本郷店

6 家族亭 大森店

時短 11:00～22:00閉店

9/30まで

7 家族亭 川崎店

7月31日をもちまして閉店いたしました

8 家族亭 日比谷別亭 花旬庵

時短 11:00～2１:00閉店

9 花旬庵 新浦安店

通常営業 平日 11:00～22:30（LO22:00）
土日祝 11:00～22:00（LO21:30）

当面

*2 得得 桔梗ケ原店

営業時間（11:00～20:00）

当面

6 得得 羽場坂店

営業時間（11:00～22:00）

当面

7 得得 松本南和田店

営業時間（11:00～22:00）

当面

8 家族亭 イトーヨーカドー武蔵境店

平日
11:00-21:00
土日祝 11:00-21:00

当面

9 家族亭 アリオ葛西店

営業時間（11:00～21:00）

当面

10 得得 北上店

営業時間（11:00～22:00 LO21:45）

当面

11 とくとく ふねひきパーク店

営業時間（11:00～16:00）

当面

12 得得 板橋西台店

営業時間変更（11:45～14:00、18:00～24:00）

当面

13 得得 下田店

営業時間（11:00～16:00）

当面

14 得得 横浜鶴ヶ峰店

営業時間変更（11:00～22:00）

当面

10 花旬庵 大井町店

時短 11:00～22:00閉店

11 三宝庵 後楽園店

7月19日をもちまして閉店いたしました

12 花旬庵 恵比寿店

時短 11:00～22:00閉店

13 蕎旬 立川店

通常営業

14 家族亭 上尾店

時短 11:00～21:00閉店

15 蕎菜 目黒店

通常営業

15 家族庵 戸塚店

営業時間変更（11:00～22:00）

当面

16 うどんのう 流山おおたかの森店

通常営業

16 得得 那珂店

営業時間変更（11:00～21:30）9月23日臨時休業

当面

17 花旬庵 武蔵小金井店

時短 11:00～15:00
17:00～20:00（LO19:00)

当面

18 三宝庵 溝ノ口店

時短 11:00～22:00閉店

当面

19 花旬庵 亀戸店

6月30日をもちまして閉店いたしました

20 花旬庵 青葉台店

通常営業

21 のぶや 深川ｷﾞｬｻﾞﾘｱ店

11:00～15:00
17:00～21:00（LO20:00 TO含む） 時短

当面

22 花旬庵 セレオ国分寺店

時短 11:00～21:00閉店

当面

23 三宝庵 聖蹟桜ヶ丘店

通常営業

24 三宝庵 平塚店

時短 11:00～21:00閉店

25 花旬庵 港北モザイク店

9月22日をもちまして閉店いたしました

26 三宝庵

通常営業

武蔵浦和店

9/30まで

9/30まで

当面

当面

27 花旬庵 トリエ京王調布店

時短 11:00～22:00閉店

当面

28 うどんの詩 東武船橋店

時短 11:00～20:00閉店

当面

29 家族庵 アリオ北砂店

通常営業

30 家族庵 アリオ川口店

通常営業

31 花旬庵 町田モディ店

時短 11:00～21:00閉店

当面

32 うどんの詩 ラスカ平塚店

時短 11:00～21:00閉店

当面

33 旬の舞 青葉台東急スクエア店

通常営業

34 花旬庵 ウィング久里浜店

時短 11:00～21:00閉店

35 花旬庵 シァル鶴見店

通常営業

36 蕎旬 たまプラーザテラス店

通常営業

当面

