
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28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変更を実施させていただいております。

4月28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。

【緊急事態宣言発令に伴う対応】

■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20時
（オーダーストップ19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

■大阪府

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

大阪和泉 大阪府和泉市小田町３丁目９番３号 24時間

堺美原 大阪府堺市美原区南余部１９０－１ 朝8時～深夜0時

貝塚半田 大阪府貝塚市半田５４９ 朝8時～深夜2時

■京都府

京都新田辺 京都府京田辺市中央６丁目７番地１４ 24時間

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

京都亀岡 京都府亀岡市千代川町高野林西田７－１０ 朝9時～深夜2時

綾部 京都府綾部市大島町南天田井３８－１ 朝8時～深夜1時 朝8時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

■兵庫県

兵庫伊川谷 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬４２３－２ 24時間

西宮山口 兵庫県西宮市山口町上山口２丁目８－６ 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

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

兵庫三木 兵庫県三木市末広３丁目２０番２０号 24時間

兵庫加東 兵庫県加東市上中３丁目１３番 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

兵庫西脇 兵庫県西脇市高田井町１０３７番地 24時間

但馬豊岡 兵庫県豊岡市九日市中町字権現１３２番地 朝8時～深夜1時

朝来和田山 兵庫県朝来市和田山町枚田岡１０４－１ 朝8時～深夜1時

砥堀 兵庫県姫路市砥堀７６０ 朝8時～深夜2時

兵庫小野 兵庫県小野市古川町字溝向４３－１ 朝8時～深夜1時

加西中央 兵庫県加西市北条町横尾１０５０ 朝8時～深夜1時

赤穂野中 兵庫県赤穂市南野中３３０番地 朝8時～深夜1時

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

終日休止
　4月25日（日）0時
～5月11日（火）24時

朝8時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

終日休止
　4月25日（日）0時
～5月11日（火）24時

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品

の提供
変更期間

朝8時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

終日休止
　4月25日（日）0時
～5月11日（火）24時

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品

の提供
変更期間

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

終日休止
4月25日（日）0時

～5月11日（火）24時
朝8時～夜20時

（オーダーストップ19時半）
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【まん延防止等重点措置に伴う対応】

■宮城県

仙台東照宮 宮城県仙台市青葉区高松２丁目５－１６ 24時間

宮城インター 宮城県仙台市青葉区折立１－１１２－１ 24時間

仙台岩切 宮城県仙台市宮城野区字今市東２１４－１ 24時間

■埼玉県

4/28
更新 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 朝8時～夜20時

（オーダーストップ19時半）
終日休止

■千葉県

4/28
更新 千葉おゆみの 千葉県千葉市緑区大金沢町３８０番１９ 24時間 朝9時～夜20時

（オーダーストップ19時半）
終日休止

■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

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20時
（オーダーストップ19時）

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

宮古 沖縄県宮古島市平良字下里６０５ 朝7時～深夜0時

【自治体からの要請に伴う対応】

■宮城県

石巻インター 宮城県東松島市赤井字鷲塚２６ 24時間

名取バイパス 宮城県名取市増田３－８－４０ 24時間

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

古川 宮城県大崎市古川城西１丁目１１－２０ 24時間

塩釜 宮城県塩竈市新浜町１－６－３０ 朝8時～深夜1時

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

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

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

■茨城県

古河坂間 茨城県古河市大字坂間字四ツ塚２０８－４ 24時間

土浦 茨城県土浦市小岩田東１－１ 24時間

土浦神立 茨城県土浦市神立中央５丁目１３番２６号 24時間

　4月28日（水）0時
～5月11日（火）24時

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

　4月28日（水）0時
～5月11日（火）24時

店舗名 住所 通常営業時間

店舗名 住所 通常営業時間

住所 通常営業時間

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

開店～夜20時半
4月5日（月）0時

～5月5日（水）24時

変更営業時間

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時）

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

変更営業時間

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

開店～夜19時
4月29日（木）0時

～5月12日（水）24時

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供

店舗名 変更期間変更営業時間
アルコール類商品の

提供

変更期間

変更期間

アルコール類商品の
提供

アルコール類商品の
提供 変更期間

4月22日（木）0時
～5月5日（水）24時

4月5日（月）0時
～5月5日（水）24時

朝7時～夜20時
（オーダーストップ19時）

11時～夜19時
　4月12日（月）0時
～5月11日（火）24時

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

11時～夜19時
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■埼玉県

4/28
更新 桶川 埼玉県桶川市大字下日出谷字東耕地１３６番１ 24時間
4/28
更新 狭山 埼玉県狭山市水野４３５－１５ 24時間
4/28
更新 熊谷 埼玉県熊谷市佐谷田字飯塚１２０３－２ 24時間
4/28
更新 坂戸入西 埼玉県坂戸市にっさい花みず木３－１２－１ 24時間
4/28
更新 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
4/28
更新 上尾 埼玉県上尾市浅間台４－１－１ 24時間
4/28
更新 羽生 埼玉県羽生市南５丁目１番１９ 朝8時～深夜2時
4/28
更新 幸手 埼玉県幸手市東２丁目１０番１８号 朝8時～深夜1時
4/28
更新 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
4/28
更新 八潮 埼玉県八潮市南川崎５９９番６ 朝8時～深夜2時

■千葉県

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

■岐阜県

岐阜瑞穂 岐阜県瑞穂市稲里５８０－１ 朝10時～深夜3時 朝10時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

関赤土坂 岐阜県関市巾３－３６－１ 24時間

岐阜柳津 岐阜県岐阜市柳津町本郷４丁目１－３０ 24時間

美濃加茂 岐阜県美濃加茂市川合町４－２－１２ 24時間

土岐肥田 岐阜県土岐市肥田町肥田字山手２５１０-１ 24時間

美濃加茂西 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋字経塚７１９ 朝8時～深夜1時

多治見美坂町 岐阜県多治見市美坂町７丁目３６番１ 朝8時～深夜1時

■石川県

横川 石川県金沢市横川６丁目１ 24時間

小松 石川県小松市長田町ロ２４－１ 24時間

粟津 石川県小松市矢田野町ト１１－１ 24時間

高松 石川県かほく市高松丁３２－１ 朝9時～深夜2時

東蚊爪 石川県金沢市東蚊爪町４９ 朝8時～深夜1時 朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

■愛知県

安城桜井 愛知県安城市桜井町貝戸尻７４ 24時間

一宮音羽 愛知県一宮市音羽３－１１－４ 24時間

一宮萩原 愛知県一宮市萩原町高木字島田２８番 24時間

尾西木曽川 愛知県一宮市木曽川町大字玉ノ井字砂割３８ 24時間

刈谷築地 愛知県刈谷市築地町３－２３－９ 24時間

愛知瀬戸 愛知県瀬戸市赤重町１４３－１ 24時間

愛知西尾 愛知県西尾市谷ツ面町八反田２５－１３ 24時間

幡豆一色 愛知県西尾市一色町開正屋敷曲輪１３－４ 24時間

扶桑犬山 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字道塚１５３番地 24時間

知多東浦 愛知県知多郡東浦町大字藤江字荒子４８－４ 24時間

知多武豊 愛知県知多郡武豊町字浅水１１－４ 24時間

尾張旭栄 愛知県尾張旭市南栄町旭ヶ丘６７－３ 24時間

豊橋浜道 愛知県豊橋市浜道町字沢東８－１ 24時間

終日休止
　4月28日（水）0時
～5月11日（火）24時

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

開店～夜20時
　4月20日（火）0時
～5月11日（火）24時

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

11時～夜19時
　4月26日（月）0時
～5月11日（火）24時

朝8時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

変更営業時間
アルコール類商品の

提供

通常営業時間住所店舗名

店舗名 住所 通常営業時間 変更期間

11時～夜20時

変更営業時間

　3月22日（月）0時
～5月11日（火）24時

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

変更期間
アルコール類商品の

提供

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

開店～夜20時
　4月28日（水）0時
～5月11日（火）24時
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■愛知県

豊橋清須 愛知県豊橋市清須町堂西１１１－１ 24時間

豊橋平川本町 愛知県豊橋市平川本町一丁目１２番１７ 24時間

豊川八幡 愛知県豊川市八幡町下天王８３ 24時間

豊田福受 愛知県豊田市福受町下ノ切１１１－１ 24時間

豊田インター 愛知県豊田市田中町４－１－９ 24時間

豊田貞宝 愛知県豊田市逢妻町２－１０－３ 24時間

豊田梅坪 愛知県豊田市京町３丁目１７番地１ 24時間

■愛知県

豊田高岡 愛知県豊田市大島町旭１９５ 24時間

三河幸田 愛知県額田郡幸田町大字大草字瓶割８ 24時間

愛西 愛知県愛西市善太新田町十一下１２ 朝8時～深夜1時

一宮千秋 愛知県一宮市千秋町加納馬場２２４８ 朝8時～深夜1時

愛知蒲郡 愛知県蒲郡市形原町編笠２４－２ 朝8時～深夜2時

愛知江南 愛知県江南市東野町烏森８３番地 朝8時～深夜1時

豊川コロナワールド 愛知県豊川市下長山町上アライ１４－１ 朝8時～深夜2時

北名古屋沖村 愛知県北名古屋市沖村西ノ郷１０８ 朝8時～深夜1時

■三重県

四日市野田 三重県四日市市野田２丁目１番２９号 24時間

三重員弁 三重県いなべ市員弁町大泉新田４５－２ 24時間

鈴鹿箕田 三重県鈴鹿市下箕田２丁目４－２２ 24時間

松阪 三重県松阪市市場庄町１３１０番２ 24時間

伊賀上野 三重県伊賀市平野西町５５番 24時間

鈴鹿旭が丘 三重県鈴鹿市東旭が丘２丁目１－３５ 朝8時～深夜1時 朝8時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

■奈良県

奈良七条 奈良県奈良市七条東町１７２－１ 24時間 朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

ｲｵﾝﾀｳﾝ富雄南 奈良県奈良市石木町１００番１ 朝8時～深夜1時 朝8時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

■和歌山県

和歌山西ノ庄 和歌山県和歌山市西庄３４９―３ 24時間 朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

開店～夜20時

■徳島県

徳島島田 徳島県徳島市南島田町３丁目７２番１ 24時間

鳴門撫養 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜１９番１６ 24時間

徳島小松島 徳島県小松島市小松島町字若井崎１０番５号 24時間

徳島上板 徳島県板野郡上板町西分字カヤノ４２番５ 朝8時～深夜2時

吉野川 徳島県吉野川市鴨島町上下島字野神ノ元１０２番２ 朝8時～深夜2時

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

　4月25日（日）0時
～5月11日（火）24時

開店～夜19時

変更期間変更営業時間

変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

開店～夜20時

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

　4月20日（火）0時
～5月11日（火）24時

開店～夜20時
　4月16日（金）0時
～5月5日（水）24時

店舗名 通常営業時間
アルコール類商品の

提供

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

　4月26日（月）0時
～5月11日（火）24時

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

開店～夜19時

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

　4月20日（火）0時
～5月11日（火）24時

開店～夜20時朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

住所

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

4月26日（月）0時
～5月11日（火）24時

店舗名 住所 通常営業時間
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■香川県

高松扇町 香川県高松市扇町３丁目１４番１３号 24時間

高松東山崎 香川県高松市東山崎町１８５－１ 24時間

三名 香川県高松市三名町１２６－１ 24時間

坂出駅前 香川県坂出市駒止町１丁目４３８２－１ 24時間

丸亀 香川県丸亀市土器町東８－２２－１ 24時間

善通寺 香川県善通寺市中村町８９３－１ 24時間

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

小豆島 香川県小豆郡土庄町渕崎甲１４４７－１ 朝8時～深夜1時

三条 香川県高松市三条町２３８－１ 朝8時～深夜1時

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

琴平 香川県善通寺市大麻町３９２－１ 朝8時～深夜2時

国分寺 香川県高松市国分寺町新居２９０－１ 朝8時～深夜1時

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

■愛媛県

松山石井 愛媛県松山市東石井６丁目６番３７号 24時間

松山平田 愛媛県松山市平田町２１－２ 朝9時～深夜2時

松山別府 愛媛県松山市別府町４８７－１ 朝8時～深夜1時

松山夏目 愛媛県松山市夏目甲９９ 朝8時～深夜1時

新居浜萩生 愛媛県新居浜市萩生７２２－１ 24時間

今治新屋敷 愛媛県今治市郷新屋敷町２丁目６番１２号 24時間

愛媛東大洲 愛媛県大洲市東大洲９１８ 24時間

川之江 愛媛県四国中央市妻鳥町字下足鍋１７０８－５ 24時間

愛媛東温 愛媛県東温市田窪１８９８－３ 朝8時～深夜1時

愛媛砥部 愛媛県伊予郡砥部町三角１２番地１ 朝8時～深夜1時

西条大町 愛媛県西条市大町字本郷１２５１－１ 朝8時～深夜2時

愛媛南大洲 愛媛県大洲市柚木１０４６－３ 朝8時～深夜1時

愛媛保内 愛媛県八幡浜市保内町宮内２耕－１２１－１ 朝8時～深夜1時

愛媛宇和 愛媛県西予市宇和町大字卯之町４－４ 朝8時～深夜1時

宇和島祝森 愛媛県宇和島市祝森字長田校９７７－１ 朝8時～深夜1時

愛媛広見 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市４４４ 朝8時～深夜2時

愛媛御荘 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城７８１ 朝8時～深夜1時

西条東予 愛媛県西条市周布６２４番地１ 朝8時～深夜1時

■福岡県

福岡警固公園前 福岡県福岡市中央区天神２丁目２番６６号 24時間

檜原 福岡県福岡市南区桧原５丁目１０番３０号 24時間

福岡東比恵 福岡県福岡市博多区東比恵２丁目１４番２４号 24時間

福岡吉塚 福岡県福岡市博多区吉塚３丁目７番１０号 24時間

野間 福岡県福岡市南区向野１丁目２２番７号 24時間

南姪浜 福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目２３―１４ 24時間

福岡拾六町 福岡県福岡市西区拾六町四丁目５番１８号 朝9時～深夜2時

三苫 福岡県福岡市東区三苫５丁目３番４２号 朝8時～深夜2時

福岡入部 福岡県福岡市早良区東入部８丁目１番１１号 朝8時～深夜1時

福岡土井 福岡県福岡市東区土井１丁目５－６ 朝8時～深夜2時

寺塚 福岡県福岡市南区寺塚２－６－３ 朝8時～深夜1時

福岡戸切 福岡県福岡市西区戸切３丁目２０８－１ 朝8時～深夜2時

並木街珈琲博多の森 福岡県福岡市博多区東平尾１丁目１８２－１ 朝8時～深夜23時

久留米白山 福岡県久留米市白山町字中牟田１９２－９ 24時間

東合川 福岡県久留米市東合川７－１２－２２ 24時間

久留米合川 福岡県久留米市合川町字大ソトバ１７５８－２ 24時間

苅原 福岡県久留米市国分町１５１１ 24時間

開店～夜20時

変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

店舗名

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

4月28日（水）0時
～5月11日（火）24時

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供

　4月22日（木）0時
～5月19日（水）24時

変更期間

店舗名 住所 通常営業時間

4月26日（月）0時
～5月19日（火）24時

開店～夜20時半

11時～夜19時
　4月22日（木）0時
～5月19日（水）24時

朝9時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

朝8時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

11時～夜20時半

　4月25日（日）0時
～5月19日（水）24時

5/6



■福岡県

久留米長門石 福岡県久留米市長門石２丁目３５１番２１ 朝8時～深夜1時

安武 福岡県久留米市大善寺町宮本３２０番１ 朝8時～深夜1時

善導寺 福岡県久留米市善導寺町飯田字楠町４３７－８ 朝8時～深夜1時

久留米御井町 福岡県久留米市御井町字大銃場２２２８－５ 朝8時～深夜1時

田主丸 福岡県久留米市田主丸町秋成８３７－３ 朝8時～深夜2時

■長崎県

長崎城山 長崎県長崎市城山町７番１ 24時間 朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

長崎福田 長崎県長崎市大浜町１５９７ 朝8時～深夜1時

ﾗﾗﾌﾟﾚｲｽ長崎愛宕 長崎県長崎市愛宕４丁目１８－２０ 朝8時～深夜1時

長崎築町 長崎県長崎市５－２ホテルＨ内１階 朝6時半～深夜2時

長崎矢上 長崎県長崎市田中町１０２７番地３５ 朝8時～深夜1時

長崎畝刈 長崎県長崎市畝刈町２７－１１ 朝8時～深夜1時

■宮崎県

日向都町 宮崎県日向市都町３－１ 24時間 朝9時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

朝9時～夜19時

日向江良 宮崎県日向市江良町４－２６ 朝8時～深夜2時

日向 宮崎県日向市亀崎西１丁目１番地 朝8時～深夜1時

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

開店～夜19時
　4月28日（水）0時
～5月11日（火）24時朝8時～夜20時

（オーダーストップ19時半）

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

朝8時～夜21時
（オーダーストップ20時半）

朝8時～夜20時
（オーダーストップ19時半）

　4月14日（水）0時
～4月30日（金）24時

朝8時～夜19時

店舗名 住所 通常営業時間 変更営業時間
アルコール類商品の

提供 変更期間

11時～夜20時半
　4月25日（日）0時
～5月19日（水）24時
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