
営業時間およびアルコール類商品に関するお知らせ（2021年4月5日現在）

平素よりジョイフルをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

下記店舗は営業時間およびアルコール類商品提供時間の短縮を実施させていただいております。

4月5日時点の情報です。今後の状況に応じて変更する場合がございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【まん延防止等重点措置に伴う対応】

■宮城県

4/5
更新 仙台東照宮 宮城県仙台市青葉区高松２丁目５－１６ 24時間
4/5
更新 宮城インター 宮城県仙台市青葉区折立１－１１２－１ 24時間
4/5
更新 仙台岩切 宮城県仙台市宮城野区字今市東２１４－１ 24時間

■兵庫県

4/5
更新 兵庫伊川谷 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬４２３－２ 24時間
4/5
更新 西宮山口 兵庫県西宮市山口町上山口２丁目８－６ 24時間

【自治体からの要請に伴う対応】

■宮城県

4/5
更新 石巻インター 宮城県東松島市赤井字鷲塚２６ 24時間
4/5
更新 名取バイパス 宮城県名取市増田３－８－４０ 24時間
4/5
更新 宮城築館 宮城県栗原市築館伊豆１丁目３３番２ 朝9時～深夜2時
4/5
更新 古川 宮城県大崎市古川城西１丁目１１－２０ 24時間
4/5
更新 塩釜 宮城県塩竈市新浜町１－６－３０ 朝8時～深夜1時
4/5
更新 宮城小牛田 宮城県遠田郡美里町北浦字川戸浦４番１ 朝8時～深夜2時
4/5
更新 宮城佐沼 宮城県登米市迫町佐沼大網１２３－３ 朝8時～深夜2時
4/5
更新 気仙沼松川前 宮城県気仙沼市松川前１３５番 朝8時～深夜2時

■東京都

東京八王子 東京都八王子市大楽寺町１２８－１ 朝9時～深夜1時 朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

東京稲城 東京都稲城市平尾四丁目２５番地の１ 朝8時～深夜1時

青梅 東京都青梅市新町６丁目１５番地６ 朝8時～深夜1時

■埼玉県

桶川 埼玉県桶川市大字下日出谷字東耕地１３６番１ 24時間

狭山 埼玉県狭山市水野４３５－１５ 24時間

熊谷 埼玉県熊谷市佐谷田字飯塚１２０３－２ 24時間

坂戸入西 埼玉県坂戸市にっさい花みず木３－１２－１ 24時間

埼玉春日部 埼玉県春日部市備後東４丁目３番１８号 24時間

上尾 埼玉県上尾市浅間台４－１－１ 24時間

越谷レイクタウン 埼玉県越谷市レイクタウン二丁目２番地５ 朝8時～深夜2時

羽生 埼玉県羽生市南５丁目１番１９ 朝8時～深夜2時

幸手 埼玉県幸手市東２丁目１０番１８号 朝8時～深夜1時

鶴ヶ島一本松 埼玉県鶴ヶ島市新町４丁目１１番地７ 朝8時～深夜2時

八潮 埼玉県八潮市南川崎５９９番６ 朝8時～深夜2時
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■千葉県

千葉おゆみの 千葉県千葉市緑区大金沢町３８０番１９ 24時間

小見川 千葉県香取市小見川５６１０－１ 24時間

四街道 千葉県四街道市栗山字荒山８６８－１ 24時間

白井 千葉県白井市冨士２７０－１ 24時間

茂原 千葉県茂原市大芝４０２番４ 24時間

四街道めいわ 千葉県四街道市めいわ４丁目２番１号 朝8時～深夜1時

木更津 千葉県木更津市請西南５丁目２６－６ 朝8時～深夜1時

■京都府

4/5
更新 京都新田辺 京都府京田辺市中央６丁目７番地１４ 24時間
4/5
更新 京都精華町 京都府相楽郡精華町光台１丁目３番地 24時間

■大阪府

4/5
更新 りんくうタウン 大阪府泉佐野市りんくう往来北１番地の１０ 24時間
4/5
更新 大阪和泉 大阪府和泉市小田町３丁目９番３号 24時間
4/5
更新 堺美原 大阪府堺市美原区南余部１９０－１ 朝8時～深夜0時
4/5
更新 貝塚半田 大阪府貝塚市半田５４９ 朝8時～深夜2時

■兵庫県

姫路新在家 兵庫県姫路市新在家２丁目５番１５号 24時間

勝原 兵庫県姫路市勝原区熊見字丁田１５－１ 24時間

西二見駅前 兵庫県明石市二見町西二見駅前３－６ 24時間

加古川 兵庫県加古川市尾上安田４８０ 24時間

高砂阿弥陀 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀字松ノ内１９１７－２ 24時間

砥堀 兵庫県姫路市砥堀７６０ 朝8時～深夜2時 朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

■香川県

4/5
更新 高松扇町 香川県高松市扇町３丁目１４番１３号 24時間
4/5
更新 高松東山崎 香川県高松市東山崎町１８５－１ 24時間
4/5
更新 三名 香川県高松市三名町１２６－１ 24時間
4/5
更新 坂出駅前 香川県坂出市駒止町１丁目４３８２－１ 24時間
4/5
更新 丸亀 香川県丸亀市土器町東８－２２－１ 24時間
4/5
更新 善通寺 香川県善通寺市中村町８９３－１ 24時間
4/5
更新 観音寺中央 香川県観音寺市昭和町１丁目２番１０号 24時間
4/5
更新 小豆島 香川県小豆郡土庄町渕崎甲１４４７－１ 朝8時～深夜1時
4/5
更新 三条 香川県高松市三条町２３８－１ 朝8時～深夜1時
4/5
更新 多度津 香川県仲多度郡多度津町北鴨３丁目３番４３号 朝8時～深夜1時
4/5
更新 琴平 香川県善通寺市大麻町３９２－１ 朝8時～深夜2時
4/5
更新 国分寺 香川県高松市国分寺町新居２９０－１ 朝8時～深夜1時
4/5
更新 東かがわ大内 香川県東かがわ市西村１５２０番地１ 朝8時～深夜1時

■沖縄県

しおざき 沖縄県糸満市潮崎２丁目２番 朝9時～深夜0時

よなばる 沖縄県島尻郡与那原町与那原１１６５－１ 朝9時～深夜0時

まえはら 沖縄県宜野湾市真栄原３－７－５ 朝9時～深夜0時

古謝 沖縄県沖縄市古謝2-16-34 朝9時～深夜0時

喜友名 沖縄県宜野湾市喜友名1丁目２番２０号 朝9時～夜23時

宜野湾ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨ 沖縄県宜野湾市宇地泊５５８番地１０ 朝9時～夜22時
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■沖縄県

おもろまち 沖縄県那覇市おもろまち１丁目６番３号 朝7時～深夜0時

大山 沖縄県宜野湾市大山７丁目１番１号 朝7時～深夜0時

美留 沖縄県国頭郡恩納村字真栄田１９０４－１ 朝7時～深夜4時 朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時）
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