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都道府県
よみ
かな

市区郡 店名 休業日 短縮営業日 営業時間

神奈川県 あ 愛甲郡 愛川店 当面の間 10時～19時
神奈川県 あ 綾瀬市 綾瀬店

神奈川県 あ 厚木市 厚木本店 当面の間
平日11:00～20:00 
土日10:00～20:00

神奈川県 あ 厚木市 本厚木ミロード店 10時～20時

神奈川県 あ 足柄下郡 湯河原店 当面の間
平日10時～19時 
土日祝日10時～20時

神奈川県 あ 足柄上郡 大井松田店 10時～20時
神奈川県 い 伊勢原市 伊勢原店
神奈川県 え 海老名市 マルイ海老名店
神奈川県 え 海老名市 ららぽーと海老名店 当面の間 10時～20時
神奈川県 お 小田原市 鴨宮 当面の間 10：00～20：00
神奈川県 か 鎌倉市 鎌倉店 当面の間 10時～20時
神奈川県 か 川崎市宮前区 宮前店
神奈川県 か 川崎市宮前区 川崎水沢店

神奈川県 か 川崎市高津区
マルイファミリー溝口
店

神奈川県 か 川崎市川崎区 川崎小田栄店

神奈川県 か 川崎市中原区 川崎中原店 当面の間
10～20時(平日/土日
祝とも)

神奈川県 か 川崎市中原区
イトーヨーカドー武蔵
小杉駅前店

当面の間 10時～20時

神奈川県 か 川崎市麻生区 イオン新百合ヶ丘店
神奈川県 さ 座間市 座間店 当面の間 10:00～20:00
神奈川県 さ 座間市 イオンモール座間店
神奈川県 さ 相模原市中央区 相模原本店
神奈川県 さ 相模原市緑区 NEW城山店
神奈川県 さ 相模原市緑区 アリオ橋本店

神奈川県 ち 茅ヶ崎市
イオンスタイル湘南
茅ヶ崎店

当面の間 10時～20時

神奈川県 は 秦野市 秦野店
神奈川県 ひ 平塚市 ららぽーと湘南平塚 当面の間 10時～20時
神奈川県 ふ 藤沢市 藤沢店 当面の間 10：00～20：00

神奈川県 ふ 藤沢市 テラスモール湘南店
10/26・27・
28（改装）

神奈川県 ふ 藤沢市 NEW湘南台店
神奈川県 み 三浦市 三浦店
神奈川県 や 大和市 大和店 9/16～ 10：00～20：00
神奈川県 よ 横須賀市 野比店 当面の間 10：00～19：00

神奈川県 よ 横須賀市
コースカベイサイド横
須賀店

当面の間 10時～20時

神奈川県 よ 横須賀市 横須賀店 6/25～当面の間 10:00～20:00
神奈川県 よ 横浜市旭区 横浜四季の森店 4日、18日のみ20時閉店
神奈川県 よ 横浜市金沢区 金沢八景店

神奈川県 よ 横浜市戸塚区
オーロラモール東戸
塚店

神奈川県 よ 横浜市戸塚区 戸塚モディ店 当面の間 10時30分～20時
神奈川県 よ 横浜市戸塚区 東戸塚西口プラザ店 当面の間 10:00～20:00
神奈川県 よ 横浜市港南区 NEW港南台店 当面の間 10：00～19：00
神奈川県 よ 横浜市港北区 トレッサ横浜店

神奈川県 よ 横浜市瀬谷区
イオンフードスタイル
三ツ境店

当面の間 10：00～20：00

神奈川県 よ 横浜市瀬谷区 瀬谷店

神奈川県 よ 横浜市西区
MARK IS みなとみら
い店

当面の間 10時～20時

神奈川県 よ 横浜市青葉区 たまプラーザ店
神奈川県 よ 横浜市中区 本牧フロント店 10：00～20：00
神奈川県 よ 横浜市鶴見区 東寺尾店

神奈川県 よ 横浜市都筑区 ららぽーと横浜店 9月4日～当面の間

①月～木・日・祝日 
10時～20時 
②金・土・翌日が祝日
の日祝 
10時～21時

神奈川県 よ 横浜市都筑区 センター北店

神奈川県 よ 横浜市都筑区
コーナン港北イン
ター店

神奈川県 よ 横浜市保土ヶ谷区 権太坂店
神奈川県 よ 横浜市緑区 アピタ長津田店 当面の間 10時～20時

神奈川県 よ 横浜市⾦沢区
ブランチ横浜南部市
場店

当面の間 10時～19時

【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、営業時間短縮及び休業のお知らせ

いつもノジマの店舗をご利用いただき、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等を受け、お客様と従業員の健康と安全確保のため、下記のとおり営業時間及び休業を変

更させていただきます。（通常の店休日も含みます）

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申しあげます。

なお、通常営業中の店舗におきましてもお客様及び従業員の安全第一に営業してまいります。お客様にはご不便をおかけいた

しますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

※休業・時間変更期間・時間変更内容については、今後変更となる可能性がございます。
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市区郡 店名 休業日 短縮営業日 営業時間

東京都 あ 昭島市
イトーヨーカドー昭島
店

当面の間 10時～20時

東京都 あ 足立区 北千住マルイ 当面の間 10:30～20:00
東京都 あ 足立区 イオン西新井店 当面の間 10:00～20:00
東京都 あ 足立区 千住大橋店
東京都 い 稲城市 若葉台店 当面の間 10：00～20：00
東京都 い 板橋区 ダイエー西台店
東京都 え 江戸川区 葛西店

東京都 お 青梅市 青梅統合館
8/3より通常営業 
10:00-20:00

東京都 お 青梅市 青梅インター 当面の間 10:00～19:00
東京都 お 大田区 上池台店
東京都 か 葛飾区 亀有店
東京都 き 北区 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ赤羽店

東京都 こ 江東区
アーバンドックらら
ぽーと豊洲

当面の間：平日11時～21
時 
土日平常営業

平日11時～21時 
土日平常営業

東京都 こ 江東区 アリオ北砂店
東京都 こ 国分寺市 国分寺店 当面の間 10時～20時
東京都 こ 小金井市 武蔵小金井店

東京都 こ 小平市
イオンフードスタイル
小平店

当面の間 10時～20時

東京都 す 墨田区 曳舟店
東京都 せ 世田谷区 経堂駅前店
東京都 た 多摩市 多摩センター店
東京都 た 台東区 浅草EKIMISE店
東京都 た 立川市 ららぽーと立川立飛 当面の間 10時～20時
東京都 ち 調布市 調布パルコ店 当面の間 10時～20時30分
東京都 ち 調布市 キテラタウン調布店
東京都 ち 調布市 三鷹東八店 当面の間 10：00～20：00
東京都 に 西多摩郡 日の出店 当面の間 10:00～21:00
東京都 に 西東京市 ひばりが丘パルコ店
東京都 は 八王子市 八王子みなみ野 当面の間 10:00～20:00
東京都 は 八王子市 西八王子店
東京都 は 八王子市 南大沢店
東京都 は 八王子市 イーアス高尾店 ～10/31(土) 10時～20時
東京都 ひ 東久留米市 東久留米滝山店 当面の間 10時～19時

東京都 ひ 東久留米市
アクロスプラザ東久
留米店

当面の間 10：00～19：00

東京都 ひ 東大和市 IY東大和店

東京都 ひ 日野市
イオンモール多摩平
の森店

東京都 ふ 府中市 府中四谷店
東京都 ま 町田市 NEW鶴川店 当面の間 10：00～20：00
東京都 ま 町田市 忠生店
東京都 ま 町田市 ままともプラザ町田

東京都 む 武蔵村山市
イオンモールむさし
村山店

東京都 め 目黒区
PRIME SELECTION
EBISU

埼玉県 あ 上尾市 上尾PAPA店 当面の間 10:00～19:00
埼玉県 い 入間市 入間店

埼玉県 お 桶川市
ベニバナウォーク桶
川店

8/22～当面の間 10時～20時

埼玉県 か 川越市 川越西店 当面の間 10:00～20:00
埼玉県 か 川口市 川口前川店 10時～21時
埼玉県 か 川口市 ララガーデン川口店
埼玉県 く 久喜市 モラージュ菖蒲店
埼玉県 く 熊谷市 熊谷ニットーモール
埼玉県 こ 越谷市 レイクタウン店 6月22日（月）～当面の間 10時～22時
埼玉県 こ 川越市 ウニクス川越店 営業時間変更依頼中 10時～20時
埼玉県 さ さいたま市浦和区 浦和パルコ店
埼玉県 さ さいたま市大宮区 大宮西口店
埼玉県 さ さいたま市中央区 イオンモール与野店 当面の間 10時～21時
埼玉県 さ さいたま市北区 大宮ステラタウン店 当面の間 10時～20時
埼玉県 さ さいたま市緑区 浦和店

埼玉県 し 志木市
マルイファミリー志木
店

埼玉県 そ 草加市 ダイエー草加店 当面の間 10時～20時
埼玉県 と 戸田市 戸田駅前店 当面の間 10：00～20：00
埼玉県 と 所沢市 所沢本店
埼玉県 と 所沢市 東所沢店
埼玉県 と 所沢市 新所沢パルコ店
埼玉県 は 蓮田市 蓮田店 当面の時間 10時～20時

埼玉県 ふ 富士見市 ららぽーと富士見店 9月4日～当面の間

①月～木・日・祝日 
10時～20時 
②金・土・翌日が祝日
の日祝 
10時～21時

埼玉県 や 八潮市 八潮店 10月1日～10月31日 10:00～20:00

千葉県 い 印西市
イオンモール千葉
ニュータウン店

10/19・20・
21（改装）

千葉県 い 市原市 ユニモちはら台店
千葉県 い 市川市 市川店

千葉県 い 市川市 コルトンプラザ店 当面の間
平日9～20時 
土日・祝日9～21時
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千葉県 う 浦安市
ニューコースト新浦
安店

千葉県 う 浦安市 西友浦安店
千葉県 か 鎌ヶ谷市 鎌ケ谷店 当面の間 10時～20時
千葉県 か 柏市 イオンモール柏店
千葉県 か 柏市 ららぽーと柏の葉店 6/26～当面の間 10～20時
千葉県 き 木更津市 イオンモール木更津 10:00～21：00

千葉県 さ 佐倉市
イオンタウンユーカリ
が丘店

2021年2月28日まで 10:00～20:00

千葉県 ち 千葉市稲毛区 フレスポ稲毛

千葉県 ち 千葉市美浜区
イオンモール幕張新
都心店

千葉県 ち 千葉市美浜区 イオン幕張店 当面の間 10時～20時

千葉県 ち 千葉市美浜区
イオンスタイル検見
川浜店

千葉県 ち 銚子市 イオン銚子店
千葉県 な 習志野市 津田沼店
千葉県 な 成田市 ユアエルム成田店

千葉県 な 成田市
イオンモール成田富
里店

千葉県 な 成田市 イオンモール成田店

千葉県 な 流山市
流山おおたかの森
S･C店

千葉県 ふ 船橋市 ビビット南船橋店
12日、13
日、14日

千葉県 ふ 船橋市
ゆめまち習志野台
モール店

10時～20時

千葉県 ま 松戸市 テラスモール松戸店
千葉県 ま 松戸市 松戸駅前店

千葉県 や 八千代市
ユアエルム八千代台
店

千葉県 や 八千代市
イオン八千代緑が丘
店

当面の間 10:00～21:00

茨城県 つ つくば市 イーアスつくば店 10:00～21:00
茨城県 つ つくば市 イオンつくば店

茨城県 つ 土浦市 イオン土浦店
営業時間は当面10：00－
21：00

10：00～21：00

茨城県 も 守谷市 イオンタウン守谷店
静岡県 い 伊東市 伊東店 当面の間 10:00～19:00
静岡県 い 伊豆市 修善寺店 当面の間 9時30分～19時
静岡県 い 磐田市 ららぽーと磐田店 延長中 10：00～20：00

静岡県 こ 御殿場市 御殿場店 当面の間
①平日10時～19時②
土日祝10時～20時

静岡県 し 静岡市葵区 新静岡セノバ店
静岡県 し 静岡市葵区 MARK IS 静岡店
静岡県 し 静岡市清水区 清水店
静岡県 し 島田市 島田店 当面の間 10:00～19：00

静岡県 す 駿東郡 長泉店 当面の間
平日10時～19時 
土日祝日10時～20時

静岡県 ぬ 沼津市 沼津店
静岡県 ぬ 沼津市 ららぽーと沼津店 当面の間 10時～20時
静岡県 は 榛原郡 吉田店 当面の間 10時～19時
静岡県 ふ 藤枝市 藤枝水守店 当面の間 10時～19時
静岡県 ふ 藤枝市 藤枝駅前店 当面の間 10時～19時
静岡県 ふ 富士宮市 イオン富士宮店 当面の間 10時～21時
静岡県 ふ 富士市 イオン富士南店 10:00～21:00

静岡県 み 三島市 三島店 当面の間
平日10時～19時 
土日祝日10時～20時

静岡県 や 焼津市 焼津店 当面の間 10時～19時

山梨県 か 甲斐市
フォレストモール甲
斐竜王

当面の間 10時～19時

山梨県 こ 甲府市 ＮＥＷ甲府店 当面の間 10時～19時
山梨県 こ 甲府市 甲府東店 当面の間 10時～19時
山梨県 つ 都留市 都留店 当面の間 10時～19時

山梨県 な 中巨摩郡
イオンモール甲府昭
和店

10時～21時

山梨県 に 韮崎市 韮崎店
山梨県 ふ 富士吉田市 富士吉田店 当面の間 10時～19時
長野県 あ 安曇野市 豊科店 当面の間 10時～19時
長野県 ま 松本市 イオンモール松本店 8月1日（土）～当面の間 10時～21時
新潟県 あ 阿賀野市 真電水原店 当面の間 10時～19時
新潟県 う 魚沼市 真電小出店 当面の間 10時～19時
新潟県 こ 五泉市 真電五泉店 当面の間 10時～19時

新潟県 さ 佐渡市 でんわ館佐渡店
6日,13日,20
日,28日

新潟県 と 十日町市 真電十日町店 当面の間 10時～19時
新潟県 に 新潟市江南区 イオン新潟南店
新潟県 に 新潟市西蒲区 真電巻店 当面の間 10時～19時

新潟県 に 新潟市中央区
イトーヨーカドー丸大
新潟店

当面の間 10時～19時

新潟県 み 見附市 見附店 当面の間 10時～19時
新潟県 む 村上市 真電村上店 当面の間 10時～19時


