
2022年3月3日現在

都道府県名 会社名 業態名 店舗名 通常営業時間 変更後 TEL

北海道 扇屋東日本 本陣串や 札幌東区役所店 16:00~23:00 16:00~21:00 011-748-3883

青森県 フードリーム オーブン亭 弘前駅前店 11:00~20:00 11:00~18:00 0172-36-1148

岩手県 フードリーム カプチーナ 盛岡店 11:00~19:00 通常 019-625-1478

岩手県 フードリーム 虎包（フーパオ） 盛岡店 11:00~19:00 通常 019-604-3126

岩手県 扇屋東日本 備長扇屋 盛岡南店 17:00~24:00 通常 019-681-3399

宮城県 フードリーム 虎包（フーパオ） イオンモール新利府北館店 11:00~21:00 通常 022-349-1848

宮城県 フードリーム 虎包（フーパオ） 仙台長町店 11:00~22:00 通常 022-308-2040

宮城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 仙台国分町店 11:00~23:00
11:00~22:00

金土11:00~24:00
022-212-6105

宮城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 仙台富沢店 11:00~23:00
11:00~22:00

金土11:00~24:00
022-796-3571

宮城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 名取杜せきのした店 17:00~23:00
17:00~22:00

金土17:00~24:00
022-383-7877

宮城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 仙台荒井店 16:00~23:00
16:00~22:00

金土16:00~24:00
022-369-3558

宮城県 扇屋東日本 備長扇屋 石巻立町店 17:00~23:30 通常 0225-96-0888

秋田県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 秋田茨島店 17:00~23:00
17:00~22:00

金土17:00~24:00
018-893-4170

秋田県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 秋田新国道店 16:00~23:00
16:00~22:00

金土16:00~24:00
018-853-7708

山形県 扇屋東日本 備長扇屋 山形春日町店 17:00~23:00
17:00~22:00

金土17:00~24:00
023-647-6730

山形県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 山形鉄砲町店 17:00~23:00
17:00~22:00

金土17:00~24:00
023-633-5239

福島県 フードリーム 双喜亭 郡山店 11:00~21:00 11:00~20:00 024-990-1454

福島県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 いわき小名浜店 17:00~23:00 17:00~21:00 0246-76-0558

福島県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 会津門田店 17:00~23:00 17:00~21:00 0242-36-5535

福島県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 郡山八山田店 17:00~23:00 17:00~21:00 024-991-4884

福島県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 郡山横塚店 11:00~24:00 17:00~21:00 024-928-5401

福島県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 郡山大槻店 11:00~23:00 17:00~21:00 024-966-0085

福島県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 福島矢野目店 17:00~23:00 17:00~21:00 024-555-0545

茨城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 つくば東店 17:00~23:00 休業 029-861-7396

茨城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 牛久神谷店 16:00~22:00 16:00~21:00 029-830-7221

茨城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 古河諸川店 17:00~23:00 16:00~21:00 0280-75-0160

茨城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 ひたちなか店 17:00~23:00 16:00~21:00 029-353-3230

茨城県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 水戸元吉田店 17:00~23:00 16:00~21:00 029-304-6113

栃木県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 宇都宮宮の内店 11:00~23:00 11:00-15:00 16:00-21:00 028-688-3122

栃木県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 宇都宮簗瀬店 17:00~23:00 休業 028-610-7301

栃木県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 佐野大町店 17:00~23:00 16:00~21:00 0283-27-1810

栃木県 扇屋東日本 備長扇屋 小山神鳥谷店 17:00~23:00 16:00~21:00 0285-20-0608

栃木県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 栃木真岡店 17:00~23:00 11:00-15:00 16:00-20:00 0285-80-1236

栃木県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 栃木鹿沼店 17:00~23:00 休業 0289-65-1130

群馬県 フードリーム 博多ラーメン鶴亀堂 太田新井町店 11:30~22:00 11:30~20:00 0276-49-5186

群馬県 フードリーム パステルイタリアーナ 高崎店 11:00~22:00 10:00~20:00 027-328-7744

群馬県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 伊勢崎宮子店 17:00~23:00 17:00~21:00 0270-50-8175

群馬県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 館林富士原店 17:00~22:00 17:00~21:00 0276-70-7748

群馬県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 群馬町店 17:00~23:00 17:00~21:00 027-350-3515

群馬県 扇屋東日本 備長扇屋 高崎上中居店 17:00~23:00 17:00~21:00 027-330-3301

群馬県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 伊勢崎宮前店 17:00~23:00 17:00~21:00 027-050-7008

群馬県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 太田新井町店 17:00~23:00 17:00~21:00 0276-56-9570

埼玉県 フードリーム 博多ラーメン鶴亀堂 鶴ヶ島店 11:30~23:00 11:30~21:00 049-271-6618

埼玉県 フードリーム 博多ラーメン鶴亀堂 三芳藤久保店 11:00~23:00 11:00~21:00 049-259-8886

埼玉県 フードリーム ステーキハウス松木 大宮本郷店 11:00~22:00 11:00~21:00 048-661-7444

まん延防止等重点措置に伴う営業時間変更 店舗一覧

平素より当社店舗をご愛顧くださり誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府・自治体からの時間短縮要請に従い、下記の通り営業時間の変更をいたします。

お客様にはご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、政府・自治体からの要請等により、随時変更する可能性があるため、詳細は直接店舗へお問い合わせくださいませ。
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埼玉県 フードリーム ステーキハウス松木 東浦和店 11:00~22:00 11:00~21:00 048-810-5757

埼玉県 フードリーム ステーキハウス松木 所沢上安松店 11:00~22:00 11:00~21:00 04-2991-7576

埼玉県 フードリーム カプチーナ 上尾駅前店 11:00~21:00 11:00~20:00 048-776-2879

埼玉県 フードリーム イタリアンバルパステル 八潮南店 11:00~23:00 11:00~21:00 048-960-0802

埼玉県 フードリーム パステルイタリアーナ 南浦和店 11:00~22:00 11:00~20:00 048-865-5232

埼玉県 フードリーム カプチーナ 秩父店 11:00~19:00 通常 0494-23-0875

埼玉県 フードリーム パステルイタリアーナ 熊谷店 10:30~18:30 通常 048-527-8555

埼玉県 フードリーム パステルイタリアーナ 草加店 11:00~22:00 11:00~21:00 048-920-5030

埼玉県 フードリーム 双喜亭 熊谷店 10:30~18:30 通常 048-526-4120

埼玉県 フードリーム 双喜亭 草加店 11:00~22:00 11:00~20:00 048-922-6718

埼玉県 フードリーム カプチーナ 熊谷店 10:30~18:00 通常 048-577-5263

埼玉県 フードリーム パステルイタリアーナ 丸井大宮店 11:00~22:00 11:00~20:00 048-657-9122

埼玉県 フードリーム パステルイタリアーナ イオンモール北戸田店 11:00~22:00 11:00~20:00 048-449-0494

埼玉県 フードリーム パステルイタリアーナ イオンレイクタウン店 10:00~23:00 11:00~20:00 048-930-7366

埼玉県 フードリーム パステルイタリアーナ アリオ上尾店 10:00~22:00 10:00~21:00 048-780-0087

埼玉県 一源 いちげん 武蔵浦和店 11:00~24:00 11:00~21:00 048-866-0511

埼玉県 一源 いちげん 南越谷店 11:00~23:00 11:00~21:00 048-989-5133

埼玉県 一源 いちげん 戸田店 11:00~23:00 11:00~21:00 048-433-0790

埼玉県 一源 とりげん 南越谷店 15:00~23:00 15:00~21:00 048-985-3280

埼玉県 一源 とりげん 吉川店 16:00~24:00 16:00~21:00 048-984-3425

埼玉県 一源 いちげん 北戸田店 11:00~23:00 11:00~21:00 048-430-5555

埼玉県 一源 いちげん 南浦和店 11:00~23:00 11:00~21:00 048-823-1116

埼玉県 一源 いちげん 新座店 11:00~23:00 11:00~21:00 048-480-4361

埼玉県 一丁 魚や一丁 浦和店 11:30~23:00 11:30~21:00 048-887-1208

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 東浦和店 16:00~21:00 16:00~21:00 048-712-5063

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 羽生西店 17:00~23:00 17:00~21:00 048-560-3567

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 上尾大谷店 17:00~23:00 17:00~21:00 048-780-6898

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 三芳藤久保店 11:00~24:00 11:00~21:00 049-274-5171

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 北本中丸店 17:00~23:00 17:00~21:00 048-590-5692

埼玉県 扇屋東日本 備長扇屋 岩槻店 17:00~23:00 休業 048-790-2850

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 南越谷駅前店 11:00~24:00 11:00~21:00 048-969-1188

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 狭山富士見店 16:00~22:00 16:00~21:00 04-2950-5257

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 新座店 11:00~24:00 11:00~21:00 048-483-0916

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 武蔵浦和店 16:00~23:00 16:00~21:00 048-862-3305

埼玉県 扇屋東日本 備長扇屋 戸田店 17:00~21:00 休業 048-442-0505

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 三郷中央駅前店 16:00~23:00 休業 048-953-2211

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 浦和美園店 16:00~23:00 16:00~21:00 048-826-6764

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 鶴ヶ島店 17:00~21:00 休業 049-271-6552

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 八潮店 11:00~23:00 11:00~21:00 048-996-7500

埼玉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 上尾井戸木店 17:00~23:00 17:00~21:00 048-789-2070

千葉県 フードリーム パステルイタリアーナ 幕張店 10:30~20:30 10:30~20:30 043-297-8141

千葉県 フードリーム パステルイタリアーナ 松戸店 11:00~21:30 11:00~21:00 047-331-0005

千葉県 フードリーム パステルイタリアーナ 市原店 11:00~21:00 11:00~21:00 0436-25-7030

千葉県 フードリーム 一腹家 市原店 11:00~22:00 11:00~21:00 0436-25-7033

千葉県 一源 いちげん 西船橋店 11:00~23:30 11:00~21:00 047-431-3390

千葉県 一源 いちげん 新松戸店 11:00~23:30 11:00~21:00 047-309-2922

千葉県 一源 いちげん 東松戸店 11:00~24:00 11:00~21:00 047-330-8138

千葉県 一源 いちげん 新鎌ケ谷店 11:00~23:00 11:00~21:00 047-401-2138

千葉県 紅とん ぼちぼち 本八幡駅前店 17:00~23:00 休業 047-320-4855

千葉県 紅とん ぼちぼち 千葉中央店 17:00~24:00 17:00~21:00 043-226-1213

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 北国分寺台店 17:00~23:00
休業

金土日のみ営業
0436-40-8580

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 市原青柳店 17:00~22:00 17:00~21:00 0436-20-6086
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千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 南行徳店 11:00~23:00 11:00~21:00 047-701-6316

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 八柱駅前店 16:00~22:00 休業 047-312-7056

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 千葉小深町店 17:00~23:00 17:00~21:00 043-304-2271

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 千葉東寺山店 11:00~23:00 11:00~21:00 043-290-7770

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 千葉緑区役所前店 11:00~23:00 11:00~21:00 043-300-4860

千葉県 扇屋東日本 本陣串や 松戸五香駅前店 11:00~23:00 11:00~21:00 047-394-5755

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 千葉中央駅前店 11:00~23:00 11:00~21:00 043-202-1175

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 千葉富里店 17:00~23:00 休業 0476-90-3558

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 西船橋店 16:00~23:00 休業 047-495-5603

千葉県 扇屋東日本 備長扇屋 新鎌ケ谷店 16:00~23:00 16:00~21:00 047-498-5505

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 八千代緑が丘店 17:00~23:00 17:00~21:00 047-405-2535

千葉県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 流山おおたかの森駅前店 16:00~23:00 16:00~21:00 04-7199-2728

千葉県 扇屋東日本 備長扇屋 市川本八幡店 16:00~24:00 休業 047-325-6622

東京都 フードリーム ステーキハウス松木 八王子松木店 11:00~22:00 11:00~21:00 042-670-2330

東京都 フードリーム ステーキハウス松木 小平店 11:00~22:00 11:00~21:00 042-313-6772

東京都 フードリーム ビバリー 有楽町ビル店 11:00~22:00
11:00~21:00

日祝休
03-3201-4725

東京都 フードリーム パスタモーレ 上野店 11:00~21:00 11:00~20:00 03-5818-2822

東京都 フードリーム ベッラベーラ 大崎店 11:00~22:00 11:00~21:00 03-5436-5739

東京都 フードリーム チーズ＆パスタ パステル 中野店 11:00~22:00 11:00~20:00 03-6382-6331

東京都 フードリーム ベッラベーラ 北千住店 11:00~22:00 11:00~21:00 03-3881-3114

東京都 フードリーム ベッラベーラ 錦糸町店 11:00~22:30 11:00~21:00 03-5610-7372

東京都 フードリーム 手作りごちそう洋食たまち 板橋店 11:00~22:00 11:00~21:00 03-5922-6885

東京都 フードリーム シェーンズバーグ 錦糸町店 11:00~22:30 11:00~21:00 03-3621-0301

東京都 フードリーム パステルカフェ 上野マルイ店 11:00~22:00 11:00~20:00 03-5807-4071

東京都 フードリーム パステル ルミネ町田店 11:00~22:00 11:00~20:00 042-739-3194

東京都 フードリーム パステルイタリアーナ 丸井錦糸町店 11:00~22:30 11:00~20:00 03-5625-6461

東京都 フードリーム イタリアンバルパステル 北千住店 11:00~22:30 11:00~21:00 03-3881-1223

東京都 一源 いちげん 浮間店 7:00~23:00 11:00~21:00 03-5914-1290

東京都 一源 いちげん 秋津店 11:00~23:00 11:00~21:00 042-306-3711

東京都 一丁 魚や一丁 新宿三光町店 11:30~23:00 11:30~21:00 03-3225-2030

東京都 紅とん 紅とん 日本橋本店 11:30~24:00 11:30~21:00 03-5205-3081

東京都 紅とん 紅とん 大塚店 16:00~23:45 16:00~21:00 03-5911-8040

東京都 紅とん 紅とん 茅場町店 11:30~23:00 11:30~21:00 03-3664-0077

東京都 紅とん 紅とん 田町店 11:30~23:45 11:30~21:00 03-5484-7721

東京都 紅とん 紅とん 曙橋通店 16:00~23:30 16:00~21:00 03-5369-0864

東京都 紅とん 紅とん 南新宿店 11:00~23:30 11:00~21:00 03-5333-5618

東京都 紅とん 元祖台湾まぜそば　はなび 下北沢店 11:30~23:00 11:30~21:00 03-5433-3158

東京都 紅とん 紅とん 戸越銀座店 16:00~24:00 16:00~21:00 03-3785-0247

東京都 紅とん 紅とん 高田馬場店 16:00~24:00 16:00~21:00 03-3202-0528

東京都 紅とん 紅とん 門前仲町店 16:00~23:00 休業 03-3642-3130

東京都 紅とん 紅とん 神田神保町店 11:30~23:45 11:30~21:00 03-3295-6008

東京都 紅とん 紅とん 上野ユースロード店 16:00~23:45 16:00~21:00 03-3831-0021

東京都 紅とん 紅とん 西葛西店 14:00~24:00 14:00~21:00 03-3680-1191

東京都 紅とん 紅とん 浜松町金杉橋店 11:30~23:30 11:30~21:00 03-3431-0521

東京都 紅とん 紅とん 新橋一丁目店 11:30~23:45 11:30~21:00 03-3503-5601

東京都 紅とん 紅とん 大井町店 16:00~24:00 16:00~21:00 03-5461-2630

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 立石店 16:00~23:00 休業 03-5672-1701

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 亀有駅前店 16:00~23:00 休業 03-5673-6280

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 西葛西駅前店 11:00~23:00 11:00~21:00 03-5679-5072

東京都 扇屋東日本 焼肉扇屋 葛西店 11:30~23:00 11:30~21:00 03-5679-8339

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 江戸川橋店 11:00~22:00 11:00~21:00 03-3513-5780

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 世田谷梅丘店 16:00~23:00 休業 03-5799-3456
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東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 竹ノ塚店 16:00~23:00 16:00~21:00 03-5831-6285

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 東久留米駅前店 16:00~22:00 休業 0424-79-1310

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 八王子楢原店 16:00~23:00 16:00~21:00 0426-20-2104

東京都 扇屋東日本 鶏中華　ヤンヤン飯店 中目黒店 17:00~23:00 17:00~21:00 03-3760-1573

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 立川曙町店 12:00~24:00 12:00~21:00 042-521-7540

東京都 紅とん 紅とん 四ツ谷三丁目店 16:00~23:45 16:00~21:00 03-3353-2224

東京都 紅とん 紅とん 西新宿七丁目店 16:00~23:45
土日祝

休業
03-5386-8101

東京都 紅とん 紅とん 上野御徒町店 16:00~24:00 16:00~21:00 03-3837-0801

東京都 紅とん 紅とん 国際フォーラム前店 11:30~23:45 11:30~21:00 03-6269-9676

東京都 紅とん 紅とん 新橋二丁目店 11:00~23:45 11:00~21:00 03-6550-8353

東京都 紅とん 紅とん 御徒町南口店 11:30~24:00 11:30~21:00 03-6240-1047

東京都 紅とん はなび+紅とん 神田東口店 11:30~2330 11:30~21:00 03-5256-7025

東京都 紅とん ヤンヤン飯店 新橋一丁目店 11：30~23:00 11:30~14:30 03-6206-6191

東京都 紅とん ぼちぼち 町田北口店 17:00~23:00 11:30~21:00 042-724-1776

東京都 紅とん ぼちぼち 高円寺北口店 17:00~23:00 17:00~21:00 03-3336-1337

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 東水元店 16:00~21:00 16:00~21:00 03-3826-5316

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 綾瀬駅前店 16:00~23:00 16:00~21:00 03-5673-7756

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 浅草店 16:00~23:00 16:00~21:00 03-5806-2410

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 上板橋店 16:00~23:00 16:00~21:00 03-5945-3032

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 赤羽駅東口店 15:00~23:00 15:00~21:00 03-3598-8264

東京都 扇屋東日本 黄金拉麺　鶏のおかげ 八王子みなみ野店 11:00~21:00 11:00~20:00 042-632-5580

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 浮間店 13:00~23:00 13:00~21:00 03-3969-7150

東京都 扇屋東日本 備長扇屋 東村山店 11:00~23:00 11:00~21:00 042-394-6550

東京都 扇屋東日本 やきとりの扇屋 西新井駅前店 11:30~23:00 11:30~21:00 03-5845-5532

神奈川県 フードリーム ステーキハウス松木 さがみ野店 11:00~22:00 11:00~21:00 046-292-1661

神奈川県 フードリーム ステーキハウス松木 川崎明津店 11:00~22:00 11:00~21:00 044-863-6867

神奈川県 フードリーム イタリアンバルパステル 武蔵新城駅前店 11:00~23:00 11:00~20:00 044-741-2770

神奈川県 フードリーム イタリアンバルパステル 橋本駅前店 11:00~23:00 11:00~21:00 042-703-7713

神奈川県 フードリーム オーブン亭 久里浜店 11:00~22:00 11:00~21:00 0468-34-2442

神奈川県 フードリーム シェーンズバーグ 新百合ヶ丘店 11:00~22:00 11:00~21:00 044-965-3086

神奈川県 フードリーム パステルイタリアーナ 川崎港町店 10:00~20:00 11:00~20:00 044-211-9830

神奈川県 フードリーム 虎包（フーパオ） 新百合ヶ丘店 11:00~22:00 11:00~21:00 044-965-3084

神奈川県 フードリーム 双喜亭 川崎西口店 11:30~14:00 通常 044-522-8338

神奈川県 フードリーム パステルアヴェニュー ノクティプラザ溝ノ口店 11:00~23:00 11:00~21:00 044-814-7546

神奈川県 フードリーム パステル マルイファミリー海老名店 10:30~22:00 11:00~20:00 046-292-4867

神奈川県 フードリーム パステルイタリアーナ アピタ長津田店 11:00~21:00 10:00~20:00 045-988-1620

神奈川県 一丁 魚や一丁 川崎砂子店 11:30~23:00 11:30~21:00 044-222-3021

神奈川県 一丁 魚や一丁 新横浜店 11:30~23:00 11:30~21:00 045-473-0010

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 二俣川店 11:00~22:00 11:00~21:00 045-360-8680

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 新杉田駅前店 11:00~22:00 11:00~21:00 045-769-0158

神奈川県 紅とん ぼちぼち 本厚木店 17:00~24:00 17:00~21:00 046-294-5128

神奈川県 紅とん ぼちぼち 川崎西口店 17:00~24:00 17:00~21:00 044-520-3520

神奈川県 紅とん ぼちぼち 横浜白山店 17:00~23:00 17:00~21:00 045-935-3961

神奈川県 扇屋東日本 本陣串や 六角橋店 17:00~24:00 17:00~21:00 045-438-3015

神奈川県 扇屋東日本 備長扇屋 横浜関内店 11:30~22:00 11:30~21:00 045-250-1502

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 鶴見駅東口店 16:00~23:00 16:00~21:00 045-502-5871

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 小田原駅前店 16:00~22:00 16:00~21:00 0465-24-7599

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 相模原下九沢店 16:00~22:00 16:00~21:00 042-764-1020

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 橋本駅前店 11:30~22:00 11:30~21:00 042-770-7121

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 高座渋谷店 16:00~22:00 16:00~21:00 046-201-1022

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 大和駅前店 12:00~22:00 12:00~21:00 046-200-2065

神奈川県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 港北新羽店 16:00~23:00 16:00~21:00 045-531-7227
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新潟県 フードリーム パステルイタリアーナ 新潟西店 11:00~21:00 11:00~20:00 025-201-1018

新潟県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 東三条店 17:00~23:00 休業 0256-36-0760

新潟県 扇屋西日本 備長扇屋 新潟亀田店 17:00~23:00 休業 025-383-5858

新潟県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 新潟大学駅前店 17:00~23:00 休業 025-211-0137

新潟県 扇屋西日本 備長扇屋 新潟上木戸店 17:00~24:00 17:00~21:00 025-278-9422

新潟県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 新発田中央店 17:00~23:00 休業 0254-20-0818

新潟県 扇屋西日本 本陣串や 新潟紫竹山店 11:00~23:00 11:00~21:00 025-245-8001

富山県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 小杉店 17:00~24:00 17:00~22:00 076-656-8851

富山県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 砺波太郎丸店 17:00~23:00 17:00~22:00 0763-34-5000

富山県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 富山天正寺南店 17:00~23:00 17:00~22:00 076-407-1337

富山県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 富山空港通り店 17:00~23:00 17:00~22:00 076-422-8115

富山県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 富山赤江店 17:00~23:00 通常 076-433-6551

石川県 フードリーム 双喜亭 金沢店 11:00~21:00 11:00~20:00 076-226-3040

石川県 フードリーム 双喜亭 松任店 11:00~21:00 10:00~20:00 076-277-4502

石川県 扇屋西日本 備長扇屋 金沢県庁前店 17:00~23:00 17:00~21:00 076-267-6663

石川県 扇屋西日本 備長扇屋 金沢八日市店 17:00~23:00 休業 076-214-3747

石川県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 野々市中央通り店 17:00~22:00 休業 076-248-6663

石川県 扇屋西日本 備長扇屋 金沢直江店 11:00~23:00 11:00~21:00 076-239-2977

石川県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 小松店 17:00~23:00 休業 0761-23-6420

山梨県 扇屋東日本 備長扇屋 山梨敷島店 17:00~23:00 通常 055-267-2515

山梨県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 甲府上石田店 17:00~22:00 通常 055-220-6630

山梨県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 甲府国母店 11:00~22:00 通常 055-236-5381

長野県 フードリーム パステルイタリアーナ 南松本店 10:00~21:00 10:00~20:00 0263-27-6760

長野県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 塩尻広丘店 17:00~22:00 17:00~21:00 0263-51-0273

長野県 扇屋東日本 本陣串や 岡谷塚間店 17:00~22:00 休業 0266-21-7140

長野県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 茅野店 17:00~22:00 11:00~21:00 0266-82-8322

長野県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 佐久平店 17:00~22:00 17:00~21:00 0267-66-7360

長野県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 南松本店 11:30~22:00 17:00~21:00 0263-24-2210

長野県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 上田上田原店 17:00~22:00 休業 0268-29-4488

長野県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 長野南高田店 17:00~22:00 17:00~21:00 026-254-5818

長野県 扇屋東日本 備長扇屋 長野稲田店 17:00~23:00 休業 026-256-8122

岐阜県 扇屋東日本 備長扇屋 各務原飛行場駅前店 17:00~24:00
金土日のみ

テイクアウト営業
0583-89-6911

岐阜県 扇屋東日本 備長扇屋 黒野店 17:30~24:00 休業 058-293-4441

岐阜県 フードリーム パステルイタリアーナ マーサ２１店 10:00~21:00 11:00~20:00 058-210-2123

岐阜県 フードリーム パステルガーデンアヴニュー 土岐プレミアムアウトレット店 11:00~21:00 11:00~20:00 0572-53-3701

岐阜県 フードリーム パステル イオンモール各務原店 10:00~21:00 11:00~20:00 058-375-3698

岐阜県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 多治見店 17:00~23:00
土日のみ営業

16時～20時
0572-21-5715

岐阜県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 大垣熊野店 17:00~22:00 休業 0584-93-3382

岐阜県 扇屋西日本 備長扇屋 大垣インター前店 17:00~23:00 休業 0584-87-1191

岐阜県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 高山けやき通り店 17:00~22:00
17:00~20:00

月曜休業
0577-36-7977

静岡県 扇屋東日本 備長扇屋 鷲津駅前店 17:00~24:00
16:00~21:00

火曜休業
053-574-2208

静岡県 フードリーム オリーブの実 島田店 11:00~21:00 11:00~20:00 0547-34-0751

静岡県 扇屋西日本 備長扇屋 浜松駅南店 11:30~23:00 17:00~21:00 053-450-8870

静岡県 扇屋西日本 備長扇屋 浜松遠鉄自動車学校前店 17:00~23:00 17:00~21:00 053-411-7020

静岡県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 浜北東美薗店 17:00~22:00 17:00~21:00 053-584-5105

静岡県 扇屋東日本 備長扇屋 浜松入野店 17:00~23:00 休業 053-415-1223

静岡県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 富士中央店 17:00~23:00 17:00~21:00 0545-51-6302

静岡県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 島田店 17:00~23:00 休業 0547-37-1680

静岡県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 富士柚木店 17:00~22:00 休業 0545-62-6575
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静岡県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 静岡千代田店 11:00~22:00 11:00~21:00 054-247-3580

静岡県 扇屋西日本 備長扇屋 函南店 17:00~23:00 休業 055-978-7110

静岡県 扇屋東日本 備長扇屋 浜松高丘店 17:00~24:00
17:00~21:00

火曜休業
053-420-1578

静岡県 扇屋東日本 備長扇屋 新所原店 17:00~24:00
16:00~21:00

月曜休業
053-573-3688

静岡県 扇屋東日本 備長扇屋 静岡ＳＢＳ通り店 17:00~24:00 17:00~21:00 054-288-2088

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 一宮グルメ通り店 17:00~24:00 17:00~21:00 0586-26-6066

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 佐屋店 17:00~26:00 17:00~21:00 0567-22-0888

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 西尾道光寺店 17:00~22:00
17:00~21:00

水曜休業
0563-53-9550

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 尾張旭印場店 17:00~24:00
17:00～21:00

平日休業
0561-51-5551

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 東海加木屋店 17:00~24:00 17:00~21:00 0562-31-3382

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 刈谷築地店 17:00~25:00 休業 0566-63-2722

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 浮野店 17:00~22:00 休業 052-506-8786

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 緑区神の倉店 17:00~24:00 17:00~21:00 052-878-7979

愛知県 フードリーム パステルイタリアーナ 江南店 9:30~21:30 11:00~20:00 0587-51-6616

愛知県 フードリーム パステル アイモール三好店 10:00~22:00 10:00~20:00 0561-33-3655

愛知県 フードリーム パステルイタリアーナ アピタ長久手店 10:00~21:30 10:00~20:00 0561-64-2832

愛知県 フードリーム パステルイタリアーナ イオンモール木曽川店 10:00~22:00 11:00~20:00 0586-84-2593

愛知県 フードリーム パステルイタリアーナ アピタ千代田橋店 10:00~22:00 11:00~20:00 052-723-9225

愛知県 フードリーム パステル イオンモール大高店 11:00~22:00 10:00~21:00 052-626-2813

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 緑区有松店 17:00~24:00 17:00~21:00 052-629-5116

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 碧南店 16:00~22:00
16:00~21:00

水曜休業
0566-43-5667

愛知県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 上豊田店 17:00~24:00 休業 0565-43-2929

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 半田上浜店 17:00~24:00 休業 0569-26-6782

愛知県 扇屋東日本 やきとりの扇屋 守山小幡店 16:00~24:00 16:00~21:00 052-758-0450

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 木曽川黒田店 17:00~23:00 17:00~21:00 0586-84-3738

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 大治南店 17:00~23:00 休業 052-462-0373

愛知県 扇屋西日本 備長扇屋 小牧市之久田店 17:00~23:00
土日のみ営業

17:00~21:00
0568-74-4780

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 知多つつじが丘店 17:00~23:00 休業 0562-39-0808

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 鶴舞駅前店 17:00~24:00 17:00~21:00 052-332-3607

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 刈谷東境店 17:00~24:00 休業 0566-91-5929

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 安城店 17:00~24:00 17:00~21:00 0566-79-0525

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 春日井勝川店 17:00~23:00 17:00~21:00 0568-35-4720

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 豊橋西岩田店 17:00~23:00
17:00~21:00

月火休業
0532-69-2670

愛知県 扇屋西日本 本陣串や 黒川駅前店 17:00~23:00 17:00~21:00 052-919-6578

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 瀬戸陶原町店 17:00~23:00 17:00~21:00 0561-97-0911

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 豊橋藤沢店 17:00~23:00
17:00~21:00

月火休業
053-229-8020

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 弥富店 17:00~23:00 休業 0567-64-2333

愛知県 扇屋西日本 備長扇屋 春日井白山店 11:00~23:00 11:00~21:00 0568-53-2088

愛知県 扇屋西日本 本陣串や 浄心駅前店 17:00~23:00 休業 052-528-5336

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 金山駅東口店 11:00~23:00 11:00~15:00 052-889-1622

愛知県 扇屋西日本 備長扇屋 扶桑店 17:00~23:00
金土日のみ営業

17:00~21:00
0587-92-1147

愛知県 扇屋西日本 本陣串や 新栄店 17:00~23:00 17:00~21:00 052-938-0369

愛知県 扇屋西日本 備長扇屋 中川八熊通り店 11:00~24:00 11:00~21:00 052-363-8929

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 愛知みよし店 17:00~23:00 休業 0561-34-5065
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都道府県名 会社名 業態名 店舗名 通常営業時間 変更後 TEL
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平素より当社店舗をご愛顧くださり誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府・自治体からの時間短縮要請に従い、下記の通り営業時間の変更をいたします。

お客様にはご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、政府・自治体からの要請等により、随時変更する可能性があるため、詳細は直接店舗へお問い合わせくださいませ。

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 名古屋山王橋店 17:00~23:00 休業 052-323-5580

愛知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 長久手図書館通り店 11:00~23:00 11:00~21:00 0561-63-8887

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 大曽根駅前店　はなれ 11:00~24:00 11:00~21:00 052-981-3705

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 豊明店 17:00~24:00 休業 0592-95-0855

愛知県 扇屋東日本 備長扇屋 蟹江店 17:00~24:00 17:00~21:00 0567-97-3460

三重県 扇屋東日本 備長扇屋 嬉野店 17:00~24:00
17:00~21:00

火曜休業
0598-48-3888

三重県 扇屋東日本 備長扇屋 津駅前店 16:00~24:00 休業 0592-29-4004

三重県 フードリーム オーブン亭 桑名店 11:00~21:00 11:00~20:00 0594-21-1885

三重県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 菰野店 17:00~23:00 17:00~21:00 0593-91-0855

三重県 扇屋西日本 備長扇屋 四日市羽津店 17:00~23:00 17:00~21:00 059-330-6565

三重県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 四日市生桑店 17:00~23:00 17:00~21:00 059-330-7878

三重県 扇屋西日本 備長扇屋 鈴鹿店 17:00~24:00 休業 0593-81-4881

三重県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 四日市日永店 11:00~24:00 17:00~21:00 059-346-3770

滋賀県 扇屋東日本 備長扇屋 滋賀八日市店 17:00~24:00 休業 0748-20-1188

滋賀県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 甲賀水口店 17:00~22:30 17:00~22:30 0748-63-7677

京都府 フードリーム パスタモーレ 京都駅店 11:00~21:00 11:00~20:00 075-694-2270

大阪府 フードリーム パステルイタリアーナ アルプラザ高槻店 11:00~22:00 11:00~20:00 072-682-9325

大阪府 フードリーム パステルイタリアーナ イオンモールりんくう泉南店 10:00~22:00 11:00~20:00 0724-80-6174

大阪府 扇屋西日本 やきとりの扇屋 恵我之荘店 17:00~23:00 17:00~21:00 0729-31-2400

大阪府 扇屋西日本 やきとりの扇屋 高石店 11:30~24:00 11:00~21:00 072-268-8839

大阪府 扇屋西日本 やきとりの扇屋 江坂店 11:00~23:00 11:00~21:00 06-6310-9866

大阪府 扇屋西日本 やきとりの扇屋 高槻西冠店 17:00~24:00 休業 072-662-7768

大阪府 扇屋西日本 やきとりの扇屋 河内長野原町店 17:00~23:00 17:00~21:00 0721-52-1022

兵庫県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 明石大久保駅前店 17:00~22:00
金土日のみ営業

平日休業
078-938-1560

兵庫県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 神戸板宿店 17:00~23:00 17:00~21:00 078-739-5608

兵庫県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 伊丹西野店 17:00~24:00 17:00~21:00 072-775-6182

兵庫県 扇屋西日本 本陣串や 立花駅前店 16:00~23:00 休業 06-4961-6508

兵庫県 扇屋西日本 本陣串や 加古川一色店 17:00~22:00 17:00~21:00 079-441-3750

兵庫県 扇屋西日本 備長扇屋 姫路大津店 11:00~23:00 17:00~21:00 079-236-8088

奈良県 扇屋東日本 備長扇屋 阪奈西大寺店 17:00~23:00 17:00~23:00 0742-52-9808

奈良県 扇屋東日本 備長扇屋 橿原坊城店 17:00~24:00
17:00~22:00

月木休業
0744-26-6787

奈良県 扇屋西日本 備長扇屋 斑鳩店 17:00~24:00 17:00~23:00 0745-75-8012

奈良県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 大和高田店 17:00~24:00 通常 0745-21-0090

奈良県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 奈良片岡台店 17:00~22:00 通常 0745-34-1147

奈良県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 東生駒店 11:00~22:30 通常 0743-85-5960

和歌山県 扇屋東日本 備長扇屋 和歌山新堀店 17:00~23:00 17:00~21:00 073-425-6160

和歌山県 扇屋東日本 備長扇屋 橋本彩の台店 17:00~24:00 休業 0736-37-3671

岡山県 扇屋西日本 備長扇屋 岡山下中野店 11:00~23:00 11:00~21:00 086-805-1466

広島県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 広島可部店 17:00~24:00
17:00~21:00

土日祝16:00~21:00
082-819-3522

広島県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 広島五日市駅前店 17:00~22:00 17:00~21:00 082-943-8805

広島県 扇屋西日本 本陣串や 広島八丁堀店 11:30~22:00
11:30~14:00

土日祝17:00~21:00
082-502-6566

広島県 扇屋西日本 備長扇屋 廿日市串戸店 17:00~23:00
17:00~21:00

土日祝16:00~21:00
0829-20-5851

広島県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 広島五日市中央店 17:00~23:00
17:00~21:00

土日祝16:00~21:00
082-942-6866

徳島県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 阿南店 17:00~23:00 通常 0884-24-3087

徳島県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 徳島南昭和町店 16:00~22:00 通常 088-611-6687

徳島県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 南田宮店 17:00~23:00 通常 088-634-0302
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徳島県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 徳島藍住店 17:00~23:00 通常 088-693-4053

徳島県 扇屋西日本 備長扇屋 徳島北島店 17:00~23:00 通常 088-697-3443

香川県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 観音寺店 17:00~23:00 休業 0875-57-5539

香川県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 高松サンフラワー通り店 17:00~24:00 17:00~21:00 087-814-9225

香川県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 香川町店 17:00~23:00 休業 087-815-5307

香川県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 高松東山崎店 17:00~23:00 17:00~21:00 087-847-1191

香川県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 坂出室町店 17:00~23:00 17:00~21:00 0877-44-9205

香川県 扇屋西日本 備長扇屋 善通寺店 17:00~24:00 17:00~21:00 0877-64-0237

愛媛県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 松山谷町店 17:00~23:00 通常 089-997-8860

愛媛県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 松山和泉店 11:00~23:00 通常 089-969-1369

愛媛県 扇屋西日本 備長扇屋 いよ西条店 17:00~23:00 通常 0897-58-2021

高知県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 高知大学前店 17:00~23:00
17:00~21:00

火曜休業
088-828-4118

福岡県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 福岡箱崎店 17:00~23:00 17:00~21:00 092-643-6770

福岡県 扇屋西日本 やきとりの扇屋 九大学研都市店 17:00~23:00 17:00~21:00 092-807-7767


