《なか卯》年末年始営業時間のお知らせ
店名
北海道
札幌駅地下街店
札幌伏古店
札幌本町店
札幌北２４条店
千歳店
網走駒場店
青森県
7号弘前堅田店
宮城県
仙台大和町店
仙台青葉通一番町店
仙台北四番丁店
ﾍﾞｶﾞﾛﾎﾟﾘｽ仙台南店
山形県
ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ秋田卸町店
福島県
いわき鹿島店
茨城県
レプサモールつくば店
守谷店
茨城石岡店
埼玉県
越谷下間久里店
三郷駅南口店
上尾柏座店
新座大和田店
北本店
北本中丸店
千葉県
126号旭店
市原店
五香駅前店
都賀駅前店
千葉富士見店
船橋競馬場駅前店
船橋咲が丘店
東船橋店
東京都
411号あきる野店
西葛西駅前店
平井南口店
神谷町店
芝一丁目店
芝浦店
赤坂溜池店
赤坂七丁目店
南青山一丁目店
渋谷宇田川町店
代々木上原店
代々木二丁目店
西新宿店
小滝橋通り店
祖師ヶ谷大蔵店
九段南店
神田岩本町店
秋葉原昭和通り口店
神田須田町店
聖蹟桜ヶ丘店
秋葉原店

店舗住所

12月30日(金)

12月31日(土)

1月1日(日)

1月2日(月)

1月3日(火)

1月4日(水)

北海道札幌市中央区北5条西4丁目 札幌駅南口広場地下街W-21
北海道札幌市東区伏古8条2-1-1

午前6時～午後11時

午前6時～午後11時
午後7時まで
午後5時まで

午前6時～午後11時
午前10時から

午前6時～午後11時

午前6時～午後11時

午前5時～翌午前2時
翌午前2時まで

午前5時から
午前5時～午後9時

午前6時～午後11時
午前10時～午後10時
午前8時から
午後10時まで
翌午前2時まで
午後10時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午後5時まで

午前10時から

午前5時～午後10時
午後2時まで
午後2時まで

午前10時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ

午前5時～翌午前2時
午前10時から
終日クローズ
午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

北海道札幌市東区本町1条3-6-18
北海道札幌市北区北24条西4-2-5
北海道千歳市北栄2-2-35
北海道網走市駒場北5-83-1
青森県弘前市大字堅田字神田382-8
宮城県仙台市若林区大和町5-30-3
宮城県仙台市青葉区一番町2-5-22 第19穴吹ビル1Ｆ

午前5時～翌午前2時

宮城県仙台市青葉区二日町12-25 グランディプレステージビル1Ｆ
宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

秋田県秋田市卸町1-1-2 ラウンドワン1F

午後5時まで

午前10時から

午前10時から
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

福島県いわき市鹿島町御代6-7

午前10時～午後9時

午前10時～午後2時

午前10時～午後9時

午前10時～午後9時

午前10時～午後9時

午前10時～午後9時

茨城県つくば市大字下原380-5
茨城県守谷市百合ヶ丘1-2024
茨城県石岡市石岡2929-1

午前5時～翌午前2時
翌午前2時まで
午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時
午前5時から
午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

埼玉県越谷市下間久里383-1
埼玉県三郷市三郷1-1-10 徳重ビル1Ｆ
埼玉県上尾市柏座4-6-10
埼玉県新座市大和田2-5-30 東栄商事新座ビルB1F
埼玉県北本市中央2-90
埼玉県北本市中丸1-63

翌午前2時まで
午前4時～翌午前1時

午前5時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
終日クローズ

午前5時から
午前10時～翌午前1時
終日クローズ
終日クローズ
午前5時から
終日クローズ

午前4時～翌午前1時
午前10時から
午前10時～翌午前3時まで

午前4時～翌午前1時

翌午前2時まで
午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時
午前4時～午後5時
午後2時まで
午後2時まで
午前5時～翌午前2時
午前5時～午後2時

午前10時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

千葉県旭市ニ5383-7
千葉県市原市君塚5-28-1
千葉県松戸市常盤平5-19-1 五香駅西口ビル
千葉県千葉市若葉区都賀3-4-2 丸惣ビル
千葉県千葉市中央区富士見2-12-2 柳田ビル1Ｆ
千葉県船橋市宮本8-42-1 鳥光ビル1Ｆ
千葉県船橋市咲が丘1-24-5
千葉県船橋市東船橋1-37-9 大澤ビル1Ｆ

午前8時30分～午後11時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前9時～午後5時
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前8時30分～午後11時
午前4時～午後5時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前8時30分～午後11時
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前8時30分～午後11時
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前8時30分～午後11時
午前10時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前8時30分～午後11時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前10時～午後10時
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

東京都あきる野市瀬戸岡785-5
東京都江戸川区西葛西6-7-2 西葛西メトロセンター3番街
東京都江戸川区平井4-8-13 レジェンド平井
東京都港区虎ノ門3-7-10 ランディック虎ノ門ビル1Ｆ
東京都港区芝1-5-11 芝Ｌ’ｓビル
東京都港区芝浦1-12-7 岡田ビル1Ｆ
東京都港区赤坂2-10-9 ランディック第2赤坂ビル1Ｆ
東京都港区赤坂7-10-9 赤坂伊藤ビル1Ｆ
東京都港区南青山1-10-5 彩青山ビル
東京都渋谷区宇田川町37-13
東京都渋谷区西原3-8-5 B-102
東京都渋谷区代々木2-11-12 木村ビル1Ｆ
東京都新宿区西新宿6-10-2
東京都新宿区西新宿7-8-12 昇立ビル1Ｆ
東京都世田谷区祖師谷3-33-1
東京都千代田区九段南3-9-11 マートルコート麹町1F
東京都千代田区神田岩本町4 神田北辰ビル1Ｆ
東京都千代田区神田佐久間町4-1 ベラカーサ秋葉原102
東京都千代田区神田須田町1-28 アクア神田ビル
東京都多摩市関戸2-41-1
東京都台東区上野3-2-1 エクセレントビル1Ｆ

午前5時～翌午前2時
翌午前2時30分まで
午前4時～翌午前1時
午後5時まで
午後5時まで
午前2時30分～翌午前1時
午後5時まで
午前2時30分～翌午前1時

午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前2時30分
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
終日クローズ
午前2時30分～翌午前1時
終日クローズ
午前2時30分～翌午前1時
午後5時まで
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ
午前4時30分～翌午前3時
午後5時まで
午前4時30分～翌午前3時

午前5時～翌午前3時
午前4時～翌午前2時30分
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
終日クローズ
午前2時30分～翌午前1時
終日クローズ
午前2時30分～翌午前1時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ
午前4時30分～翌午前3時
終日クローズ
午前4時30分～翌午前3時

午前5時～翌午前3時
午前4時～翌午前2時30分
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
午前10時から
午前2時30分～翌午前1時
午前10時から
午前2時30分～翌午前1時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ
午前4時30分～翌午前3時
午前10時～翌午前2時
午前4時30分～翌午前3時

午前5時～翌午前3時
午前4時～翌午前2時30分
午前4時～翌午前1時
午前10時から

午前5時～翌午前3時
午前4時まで
午前4時～翌午前1時

午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午後5時まで
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前2時
午前3時30分～午後5時
午前3時30分～午後5時
午前4時30分～翌午前3時
午前4時30分～翌午前3時

午前5時から

午前2時30分から
午前2時30分から
午前10時から
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前10時から
午前4時～翌午前1時
午前4時まで
終日クローズ
午前10時～翌午前2時
午前4時30分～翌午前3時
午前5時～翌午前2時
午前4時30分～翌午前3時

午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前10時～翌午前2時
午前3時30分～翌午前2時
午前4時30分～翌午前3時
午前5時から
午前4時30分～翌午前3時

《なか卯》年末年始営業時間のお知らせ
店名
蔵前橋店
八丁堀店
築地橋店
築地二丁目店
日本橋二丁目店
茅場町店
小伝馬町店
人形町店
日本橋本石町店
新日本橋駅前店
中野南口店
小田急町田北口店
八王子店
成増店
五反田店
大井町西口店
ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ武蔵村山店
茗荷谷店
千駄木店
壱岐坂通り店
本郷三丁目店
駒込店
椎名町店
池袋駅東口店
東池袋向原店
神奈川県
綾瀬大上店
伊勢原駅前店
追浜駅前店
伊勢佐木長者町店
本牧店
十日市場店
中山店
座間相武台店
小田原鴨宮店
秦野今泉台店
東海大学前店
川崎水沢店
武蔵中原店
相模原千代田店
湘南大磯店
藤沢駅北口店
129号平塚大神店
平塚南金目店
新潟県
新潟新和店
富山県
8号黒部田家店
472号射水店
富山豊田店
福井県
福井駅前店
8号福井米松店
岐阜県
関稲口店
岐阜大学前店
41号飛騨高山店
静岡県
湖西店
静岡沓谷店

店舗住所
東京都台東区浅草橋3-20-11 アサノビル1Ｆ
東京都中央区新川1-27-8
東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル1Ｆ
東京都中央区築地2-14-1 河瀬ビル
東京都中央区日本橋2-9-5 アサヒビル1F
東京都中央区日本橋茅場町3-1-11 旧大槻機材本社ビル1F
東京都中央区日本橋小伝馬町4-1 井門小伝馬町ビル1Ｆ
東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ＥＲＶＩＣ人形町ビル1Ｆ
東京都中央区日本橋本石町3-2-3 日本橋サンケイビル1F
東京都中央区日本橋本町1-5-11 ＫＤＣ日本橋ビル1Ｆ
東京都中野区中野3-33-3 インツ中野ビル1Ｆ
東京都町田市森野1-19-15
東京都八王子市横山町3-10 日本地建ビル1Ｆ
東京都板橋区成増1-31-6 成増クリーンビル1Ｆ
東京都品川区西五反田1-26-4 和晃ビル1F
東京都品川区大井1-23-2 シー・エス大井ビル
東京都武蔵村山市伊奈平3-1-1 ラウンドワン武蔵村山店
東京都文京区小日向4-6-22 アセント茗荷谷1Ｆ
東京都文京区千駄木2-13-1 ルネ千駄木プラザ1Ｆ
東京都文京区本郷2-15-10 第2大平ビル1Ｆ
東京都文京区本郷4-2-8 フローラルビル1Ｆ
東京都文京区本駒込6-24-3 富士ビル1Ｆ
東京都豊島区長崎1-1-22 椎名町名店コーナー
東京都豊島区東池袋1-32-1 第2アムスビル1F
東京都豊島区東池袋2-6-2 ロイヤルアネックスビル101

12月30日(金)

12月31日(土)

午前4時30分～翌午前3時

午前4時30分～午後5時
午前4時30分～翌午前1時30分
午前4時30分～午後5時
午後5時まで
午後5時まで
終日クローズ
午後5時まで
終日クローズ
午後5時まで
午前4時～翌午前1時
午前4時～午後5時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～午後5時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前4時～午後5時
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時
午後5時まで
午後5時まで
翌午前1時まで
午前4時～翌午前1時
午前2時30分～翌午前1時 午前2時30分～翌午前1時
午後5時まで
翌午前3時まで
午前5時～翌午前3時
午後5時まで
午前4時30分～翌午前3時 午前4時30分～翌午前3時
午前4時～翌午前1時
午前4時～午後5時
翌午前1時まで
午前4時～翌午前1時
翌午前2時まで
午前5時～翌午前2時
翌午前1時まで
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
翌午前2時まで
午前5時～翌午前2時

神奈川県綾瀬市大上1-23-25
神奈川県伊勢原市伊勢原2-1-1 伊勢原ビル
神奈川県横須賀市追浜町3-17
神奈川県横浜市中区長者町3-7-1 Ysビル
神奈川県横浜市中区本牧原19-1 パシフィックレジデンス本牧1F
神奈川県横浜市緑区十日市場町805-3
神奈川県横浜市緑区中山町322-21
神奈川県座間市相武台1-4500-3
神奈川県小田原市酒匂1400-1
神奈川県秦野市今泉台3-18-5
神奈川県秦野市南矢名1-1-1 小田急マルシェ東海大学前内
神奈川県川崎市宮前区水沢3-4-15
神奈川県川崎市中原区上小田中6-17-7
神奈川県相模原市中央区千代田5-2-13
神奈川県中郡大磯町高麗3-4-16
神奈川県藤沢市藤沢438-6 FIC藤沢ビル1F
神奈川県平塚市大神840-1
神奈川県平塚市南金目376-1

午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時

1月1日(日)
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前2時30分～翌午前1時
終日クローズ
午前5時～翌午前3時
終日クローズ
午前4時30分～翌午前3時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時

1月2日(月)

1月3日(火)

1月4日(水)

午前10時～翌午前3時
午前4時30分～翌午前3時
午前4時30分～翌午前3時
終日クローズ
午前10時～翌午前1時30分 午前4時30分～翌午前1時30分
終日クローズ
午前10時から
午前10時から
終日クローズ
終日クローズ
午前10時から
終日クローズ
終日クローズ
午前10時から
終日クローズ
午前10時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
終日クローズ
午前10時～翌午前1時
終日クローズ
午前10時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
午前10時から
午前10時～翌午前2時
午前5時から
午前4時～翌午前1時
午前4時から
午前2時30分～翌午前1時
午前2時30分から
終日クローズ
午前10時から
午前5時～翌午前3時
午前5時から
終日クローズ
午前10時から
午前4時30分～翌午前3時 午前4時30分～翌午前3時
午前4時30分～翌午前3時
終日クローズ
午前10時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前5時から
午前4時～翌午前1時
午前4時から
午前4時～翌午前1時
午前4時から
午前5時～翌午前2時
午前5時から

午前4時～翌午前1時
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ
午前10時～午後10時
午前10時～午後10時
終日クローズ
午前10時から
午前10時～午後10時
午前10時から
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ
午前10時～午後10時
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ

午前4時～翌午前1時
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
午前10時～翌午前1時
午前10時～午後10時
午前10時～午後10時
午前10時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前4時～翌午前1時
午前4時～午後5時
翌午前2時まで
午後5時まで
午前4時～午後5時
午後5時まで
午後5時まで
午前5時～午後5時
午後5時まで
午後5時まで
午後5時まで
午前5時～翌午前2時
午後5時まで
午前10時～午後5時
午後5時まで
午前5時～翌午前2時
午前5時～午後5時
午前5時～午後5時

午前4時～翌午前1時
午前10時～翌午前1時
午前5時から
午前10時から
午前4時～翌午前1時
午前10時～翌午前2時
午前10時から
午前5時～翌午前2時

午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時

午前5時から
午前10時から
終日クローズ
午前10時～午後10時
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ

午前10時～午後10時
午前10時から
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
午前10時～翌午前2時

午前10時～午後10時

新潟県新潟市中央区新和1-1-2

午前8時～翌午前2時

午前8時～翌午前2時

午前8時～翌午前2時

午前8時～翌午前2時

午前8時～翌午前2時

午前8時～翌午前2時

富山県黒部市田家新588-1
富山県射水市本開発726-1
富山県富山市豊田町1-12-25

午前10時から
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時

午後5時まで
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時

終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時

終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時

終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時

午前10時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時

福井県福井市中央1-9-1 ユニオンスクエアビル
福井県福井市米松2-24-30

午前9時～翌午前0時
午前4時～翌午前1時

午前9時～午後10時
午前4時～午後5時

午前10時～午後10時
終日クローズ

午前10時～午後10時
終日クローズ

午前10時～午後10時
午前10時～翌午前1時

午前10時～翌午前0時
午前4時～翌午前1時

岐阜県関市稲口373
岐阜県岐阜市折立359-1
岐阜県高山市西之一色町3-1100-17

午前10時～午後11時
午前10時～午後5時

午前10時～午後5時
午前10時～午後5時
午後5時まで

終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ

終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ

終日クローズ
終日クローズ
午前10時から

午前10時～翌午前0時
午前10時～翌午前0時

静岡県湖西市新居町中之郷3896
静岡県静岡市葵区沓谷3-6-11

午前9時～午後11時
午前4時～翌午前1時

午前9時～午後11時
午前4時～翌午前1時

午前9時～午後11時
午前4時～翌午前1時

午前9時～午後11時
午前4時～翌午前1時

午前9時～午後11時
午前4時～翌午前1時

午前9時～午後11時
午前4時～翌午前1時

午前4時～翌午前1時

午前5時～翌午前2時

翌午前2時まで
午前10時～午後10時
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前4時～翌午前1時
午前5時から
午前5時～翌午前2時

午前10時から

午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

《なか卯》年末年始営業時間のお知らせ
店名
愛知県
安城大山店
1国安城東栄店
一宮公園通店
平島店
稲沢石橋店
岡崎若松東店
1国岡崎矢作店
津島金柳店
247号半田有楽町店
新瑞橋店
R22康生通店
東山公園店
名古屋伏見店
大須店
中村公園店
高岳店
名東八前店
三重県
菰野湯の山街道店
23号鈴鹿南玉垣店
滋賀県
1国水口店
守山吉身店
東近江八日市店
京都府
大久保BP店
烏丸高辻店
河原町丸太町店
東洞院三条店
桃山西尾店
立命館大学前店
大阪府
ﾊｲﾊﾟｰｱﾛｰ松ヶ丘店
交野店
堺狭山店
府大前店
熊取店
千林大宮店
京町堀店
四ツ橋店
肥後橋店
船場中央大通店
松屋町店
堺筋博労町店
桃谷駅前店
上本町店
中津一丁目店
西中島店
アロー大東店
長田東店
アロー志紀店
170号八尾大竹店
宮之阪店
箕面西宿店
兵庫県
伊丹大鹿店
三宮御幸通店
西宮江上町店
今津店

店舗住所

12月30日(金)

12月31日(土)

1月1日(日)

1月2日(月)

1月3日(火)

1月4日(水)

愛知県安城市大山町1-6-8
愛知県安城市東栄町3-4-1
愛知県一宮市公園通6-2
愛知県一宮市平島1-1-30
愛知県稲沢市石橋1-158
愛知県岡崎市若松東1-9-13
愛知県岡崎市矢作町字西林寺36-7
愛知県津島市金柳町字神様田129
愛知県半田市有楽町7-97-2
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8-17-2 プロシード新瑞橋 1F
愛知県名古屋市西区児玉3-40-37
愛知県名古屋市千種区東山通5-113 オークラビル1Ｆ
愛知県名古屋市中区栄1-4-9 ＠STEPビル
愛知県名古屋市中区大須3-30-27
愛知県名古屋市中村区中村町8-39 赤鳥居ビル
愛知県名古屋市東区泉2-26-1 ホウコクビル
愛知県名古屋市名東区八前3-116

午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前1時
午前10時～午後9時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時
午前4時～翌午前1時
午後10時まで
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時から
午前4時～翌午前3時
午前8時まで
午前4時～午後8時時

午前4時～午後8時
午前9時～翌午前1時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前4時～午後9時
午前9時～午後10時
午前5時～翌午前2時
午前4時～午後8時
午前9時～午後5時
午前4時～午後5時
午前10時～午後10時
午前4時～午前8時
午前5時～翌午前2時
翌午前1時まで
午前4時～翌午前3時
終日クローズ
終日クローズ

終日クローズ
午前9時～翌午前1時
終日クローズ
午前4時～翌午前1時
午前10時～午後10時
午前10時～午後10時
午前5時～翌午前2時
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前3時
終日クローズ
終日クローズ

終日クローズ
午前9時～翌午前1時
午前10時～午後10時
午前4時～翌午前1時
午前10時～午後10時
午前10時～午後10時
午前5時～翌午前2時
午前10時～午後10時
終日クローズ
午前10時～翌午前1時
午前10時から
終日クローズ
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前3時
終日クローズ
終日クローズ

午前10時～翌午前1時
午前9時～翌午前1時
午前10時～午後10時
午前4時～翌午前1時
午前10時～翌午前1時
午前10時～午後10時
午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前1時
午前10時～翌午前0時
午前4時～翌午前1時

午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前1時
午前10時～午後10時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前10時～翌午前0時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時
午前4時～翌午前1時

午前10時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前3時
午前10時から
終日クローズ

午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前3時
午前10時～翌午前1時

三重県三重郡菰野町神森436-2
三重県鈴鹿市南玉垣町7198

午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時

午前4時～翌午前0時
午前4時～翌午前0時

午前10時～翌午前0時
午前10時～翌午前0時

午前10時～翌午前0時
午前10時～翌午前0時

午前10時～翌午前1時
午前10時～翌午前1時

午前4時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時

滋賀県甲賀市水口町北脇512-1
滋賀県守山市吉身5-97-3
滋賀県東近江市八日市東本町3-36

午前10時～午後9時

終日クローズ
午前10時～午後10時
午前9時～翌午前1時

終日クローズ
午前10時～午後10時
午前9時～翌午前1時

終日クローズ
午前10時から
午前9時～翌午前1時

午前10時～翌午前0時

午前9時～翌午前1時

終日クローズ
午後10時まで
午前9時～翌午前1時

京都府宇治市大久保町且椋96-1
京都府京都市下京区烏丸通松原上ル因幡堂町677
京都府京都市上京区河原町通丸太町下ル伊勢屋町393-2
京都府京都市中京区三条通烏丸東入梅忠町27
京都府京都市伏見区桃山町山ノ下44-4
京都府京都市北区平野上柳町10-18

午前10時～翌午前0時
午前10時～午後5時
午前10時～午後11時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時

午前10時～翌午前0時
終日クローズ
午前10時～午後11時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～午後5時

午前10時～翌午前0時
終日クローズ
午前10時～午後11時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前1時

午前10時～翌午前0時
午前10時～翌午前0時
午前10時～午後11時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時

午前10時～翌午前0時
午前10時～翌午前0時
午前10時～午後11時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時

午前10時～翌午前0時
午前10時～翌午前0時
午前10時～午後11時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時

大阪府河内長野市松ヶ丘東町1277-1
大阪府交野市森北1-4-4
大阪府堺市南区岩室108-2
大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁996-2
大阪府泉南郡熊取町野田2-12-11
大阪府大阪市旭区大宮3-20-27 高松ビル
大阪府大阪市西区京町堀2-2-3 サイトウビル1Ｆ
大阪府大阪市西区新町1-6-23 四ツ橋大川ビル3号館1Ｆ
大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル
大阪府大阪市中央区久太郎町4-2-8 西岡ビル1F
大阪府大阪市中央区大手通2-3-4 福本ビル
大阪府大阪市中央区博労町1-8-1 高島ビル1Ｆ
大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻1-1-6

午前9時～翌午前0時
午前9時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前1時
翌午前1時まで
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

午前9時～翌午前0時
午前9時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時
午前4時～午後5時
午前9時～翌午前1時
午前4時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時
午前5時～午後5時
午後5時まで
午前4時～午後5時
午前10時～午後11時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前8時～午後10時
翌午前2時まで
午後10時まで
午前9時～翌午前0時
午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前0時
午前8時～翌午前1時
翌午前2時まで

午前9時～翌午前0時
午前9時～翌午前1時
終日クローズ
終日クローズ
午前9時～翌午前1時
午前4時から
午前5時～翌午前2時
午前5時～午前10時
終日クローズ
終日クローズ
午前10時～午後11時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
終日クローズ
午前5時から
午前10時から
午前9時～翌午前0時
午前5時から
午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前0時
午前8時～翌午前1時
午前5時～翌午前2時

午前9時～翌午前0時
午前9時～翌午前1時
終日クローズ
終日クローズ
午前9時～翌午前1時

午前9時～翌午前0時
午前9時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時
午前10時～翌午前1時
午前9時～翌午前1時

午前9時～翌午前0時
午前9時～翌午前1時
午前9時～翌午前0時
午前4時～翌午前1時
午前9時～翌午前1時

午前5時～翌午前2時
午前5時～午前10時
終日クローズ
終日クローズ
午前10時～午後11時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前8時から

午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時
午前10時から
午前10時～翌午前1時
午前10時～午後11時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前8時～午後10時

午前5時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時

翌午前2時まで
午前9時～翌午前0時

午前9時～翌午前0時

午前9時～翌午前0時

午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前0時
午前8時～翌午前1時
午前5時から

午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前0時
午前8時～翌午前1時

午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前0時
午前8時～翌午前1時

翌午前2時まで
午前10時～翌午前2時
午前5時～翌午前2時
午後9時まで

午前5時～翌午前2時
午前5時～午後10時
午前5時～翌午前2時
午前9時～午後9時

午前5時から
午前10時～午後10時
午前5時～翌午前2時
午前9時から

午前10時～午後10時
午前5時から

午前10時～翌午前2時

大阪府大阪市天王寺区上本町6-3-31-104 うえほんまちハイハイタウン

大阪府大阪市北区中津1-6-32 カレッジハウス中津プラザ
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-1興北ビル1Ｆ
大阪府大東市諸福7-4-22
大阪府東大阪市長田東2-1-35
大阪府八尾市志紀町1-123
大阪府八尾市大竹1-19
大阪府枚方市宮之阪1-9-37 宮之阪ショッピングテラス
大阪府箕面市西宿2-22-7
兵庫県伊丹市大鹿7-52-1
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-5
兵庫県西宮市江上町8-12 エスポワール171
兵庫県西宮市津門川町12-15

午前4時～翌午前1時
午前10時～午後11時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前8時～午後10時

午前9時～翌午前0時
翌午前2時まで
午前5時～翌午前2時
午前10時～翌午前0時
午前8時～翌午前1時

午前5時～午後10時
翌午前2時まで

午前9時～翌午前1時

午前4時～翌午前1時
午前10時～午後11時
午前5時～翌午前2時
午前4時～翌午前1時
午前8時～午後10時

《なか卯》年末年始営業時間のお知らせ
店名
姫路駅前店
奈良県
曲川店
鳥取県
米子皆生店
広島県
広島西十日市店
広島的場町店

12月30日(金)

12月31日(土)

1月1日(日)

1月2日(月)

1月3日(火)

1月4日(水)

兵庫県姫路市駅前町286

店舗住所

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

午前5時～翌午前2時

奈良県橿原市曲川町6-7-15

午前10時～午後11時

午前10時～午後11時

午前10時～午後11時

午前10時～午後11時

午前10時～午後11時

午前10時～午後11時

鳥取県米子市皆生5-7-25

翌午前1時まで

午前9時～翌午前1時

午前9時～翌午前1時

午前9時から

広島県広島市中区西十日市町9-13 第3NYビル
広島県広島市南区的場町1-1-22

翌午前2時まで
午後10時まで

午前5時～翌午前2時
午前10時～午後10時

午前5時～翌午前2時
午前10時～午後10時

午前5時から
午前10時から

