
一刻魁堂 ララガーデン川口店 ６月21日～７月11日

ふじみ野FC店 ６月１日～

ららぽーと富士見店 ６月１日～
千

葉 一刻魁堂 イオンモール木更津店 ６月21日～７月11日

ロンフーダイニング モリタウン昭島店 ６月21日～７月11日

花小金井店 ６月１日～

東小金井店 ６月１日～
神

奈

川
一刻魁堂 アピタテラス横浜綱島店 ６月21日～７月11日

土岐店 ６月21日～

垂井店 ６月21日～

大垣南店 ６月21日～７月４日

各務原店 ６月21日～７月４日

岐阜島店 ６月21日～７月４日

羽島店 ６月21日～

イオンタウン大垣店 ６月21日～７月４日

可児店 ６月21日～７月４日

桶狭間タンメン 岐阜県庁前店 ６月21日～７月４日

浜松ささがせ店

ららぽーと磐田店

イオンタウン富士南店

ロンフーダイニング ららぽーと磐田店

袋井店

磐田今之浦店

掛川宮脇店

浜松原島店

東浦店 ６月21日～

一ツ木店 ６月21日～７月11日

豊田インター店 ６月21日～

港店 ６月21日～７月11日

豊田南店 ６月21日～

西尾店 ６月21日～

豊明店 ６月21日～

尾張旭店 ６月21日～

弥富店 ６月21日～

美和店 ６月21日～

半田店 ６月21日～７月11日

清須店 ６月21日～７月11日

一宮千秋店 ６月21日～

稲沢店 ６月21日～

安城店 ６月21日～

岡崎石工団地店 ６月21日～７月11日

みよし店 ６月21日～

木曽川店 ６月21日～

松河戸店 ６月21日～７月11日

緑店 ６月21日～７月11日

豊川インター店 ６月21日～７月11日

小牧下末店 ６月21日～７月11日

ポートウォークみなと店 ６月21日～７月11日

イオンタウン千種店 ６月21日～７月11日

ヴィアモール江南店 ６月21日～

アピタタウン稲沢店 ６月21日～

イオンモール岡崎店 ６月21日～７月11日

アピタ千代田橋店 ６月21日～７月11日

アピタ長久手店 ６月21日～

共和店 ６月21日～

米津橋店 ６月21日～

小牧店 ６月21日～７月11日

有楽家総本店 ６月21日～７月11日

莪原店 ６月21日～７月11日

片場店 ６月21日～

ロンフーエアキッチン セントレア店 ６月21日～

アスナル金山店 ６月21日～７月11日

ららぽーと名古屋港アクルス店 ６月21日～７月11日

イオンモール木曽川店 ６月21日～

KITTE名古屋店 ６月21日～７月11日

ﾓｿﾞﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ名古屋店 ６月21日～７月11日

ロンフーパティオ 名古屋パルコ店 ６月１日～６月20日

ﾛﾝﾌｰｷｯﾁﾝ加木屋中華 東海店 ６月21日～

平田店 ６月１日～６月20日

城北店 ６月１日～６月20日

中川篠原店 ６月１日～６月20日
滋

賀 ロンフーダイニング ブランチ大津京店

イオンタウン鈴鹿店 ６月21日～

朝日店 ６月21日～

四日市インター店 ６月21日～６月30日

桶狭間タンメン 鈴鹿店 ６月21日～

有楽家（横浜家系ラーメン） 桑名店 ６月21日～

イオンモール堺北花田店 ６月21日～７月11日

ｲｵﾝﾓｰﾙ大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ店 ６月21日～７月11日
兵

庫 ロンフーダイニング イオンモール伊丹店 ６月21日～７月11日
奈

良 ロンフーダイニング イオンモール橿原店 ６月21日～
岡

山 ロンフーダイニング イオンモール岡山店 ６月21日～

一刻魁堂 サンステーションテラス福山店 ６月21日～６月30日

イオンモール広島府中店 ６月21日～

ゆめタウン呉店 ６月21日～

ロンフービストロ LECT広島店 ６月21日～６月30日

イオンモール福岡店 ６月21日～

イオンモール八幡東店 ６月21日～７月11日

博多１番街店 ６月21日～７月11日

通常販売

三

重

ロンフーダイニング

平日~19:00（土日販売中止）

一刻魁堂

通常販売

通常営業

ロンフーダイニング

販売中止

～21：00（ラストオーダー20：30） ～20：00

～20：00（ラストオーダー19：30） ～19：00
福

岡
～19：00

～20：00（ラストオーダー19：30）

通常営業

通常営業

通常販売

酒類の取り扱い無し

ロンフーダイニング
大

阪

～20：00（ラストオーダー19：30）

通常営業

販売中止～20：00（ラストオーダー19：30）

～20：00（ラストオーダー19：30）

～19：30

～20：00（ラストオーダー19：30）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：30）

～20：30

～21：00（ラストオーダー20：40） ～20：40

～20：00（ラストオーダー19：30）

～20：00（ラストオーダー19：30） ～19：00

通常営業 通常販売

～20：40

～19：00

～19：00

～19：00

～20：00（ラストオーダー19：30）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

通常営業

～20：00（ラストオーダー19：40）

～21：00（ラストオーダー20：30）

通常販売

愛

　

知

～21：00（ラストオーダー20：40）

通常営業

～20：00（ラストオーダー19：30）

～20：00（ラストオーダー19：30）

一刻魁堂

～21：00（ラストオーダー20：30）

一刻魁堂

～21：00（ラストオーダー20：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：30）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：40）

コメダ珈琲店

～21：00（ラストオーダー20：30）

一刻魁堂

通常営業

ロンフービストロ

ドン・キホーテ

ロンフーダイニング

～20：00（ラストオーダー19：40）

～20：00（ラストオーダー19：40）

【営業時間】【酒類の販売時間】変更のお知らせ

店　名 営業時間変更 酒類販売のラストオーダー

～21：00（ラストオーダー20：40） ～20：00

～20：00（ラストオーダー19：30）

期　間

～20：00（ラストオーダー19：30） ～19：00

～20：00（ラストオーダー19：30） ～19：00

～20：00（ラストオーダー19：30） ～19：00

業　態

埼

玉

岐

　

阜

東

京

7：00～21：00
コメダ珈琲店

～20：00

～21：00（ラストオーダー20：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

9：00～20：00

7：00～20：00

7：00～20：00
コメダ珈琲店

静

岡

通常販売

～20：00

～19：00

通常販売

通常販売

～21：00（ラストオーダー20：40）

通常販売

通常営業

～21：00（ラストオーダー20：40）

通常営業

～20：00

通常販売

通常営業

～20：00

～20：00

通常販売

通常営業 通常販売

通常営業

通常販売通常営業

通常営業

通常営業

通常営業

～21：00（ラストオーダー20：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：30）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：40）

～20：40

～20：40

～19：00

～20：40

～19：00

～19：00

～20：40

～19：00

～20：40

～20：40

通常販売

通常販売

通常販売

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：40） ～19：00

～20：40

～19：00

～20：40

～20：00（ラストオーダー19：40）

～19：00

～20：00（ラストオーダー19：30）

～19：00

～20：00（ラストオーダー19：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～15：00（ラストオーダー15：00）

～20：00（ラストオーダー19：30）

～20：00（ラストオーダー19：30）

～21：00（ラストオーダー20：30）

～20：00（ラストオーダー19：30）

～20：00（ラストオーダー19：30）

通常販売

通常営業

通常営業

～20：40

～19：00

～20：40

～19：00

～20：40

～20：40

～20：40

～20：40

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：00（ラストオーダー19：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～21：00（ラストオーダー20：40）

～20：40

広

島 通常販売

～19：00

～20：30

～20：40

～19：00

～20：30

通常販売

～19：00

～19：00

～20：30

～19：00

～15：00

～19：00

～19：00

～20：40

～19：00

～19：00

～19：00

～21：00（ラストオーダー20：30）

有楽家（横浜家系ラーメン）

桶狭間タンメン

通常営業


