臨時休業・営業店舗一覧
※今後、対象期間や対象店舗などに変更が生じる可能性がございます。
※下記以外の店舗でも、各自治体の方針・要請や入居している商業施設の営業状況に合わせて、

臨時休業や営業時間短縮の変更などをさせていただく場合がございます。

【西日本ブロック】
【南大阪(泉州・堺・河内)】
店舗名

営業状況

郵便番号

住所

TEL

594ー1157

大阪府和泉市あゆみ野4−4−7
三井ショッピングパーク らら
ぽーと和泉2F

0725ー51ー7181

589ー0001

大阪狭山市東野西2丁目837 虹
の湯 大阪狭山店内

072ー289ー6512

597ー0062

大阪府貝塚市澤890ー15
湯二色の浜店内

0724ー36ー8578

11:00〜22:00
（21:00 Lo）
※6/1〜6/20
月〜金 11:00〜20:00
海と大地の恵 京都蕎麦「天風」 ららぽーと店

営業再開
（時短）

（19:15 Lo）
※アルコール提供なし
※土日休業
※6/21〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/8/1〜
11:00〜22:30
(22:00 Lo)
※6/5〜6/20
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし

旬菜 「花椿」 大阪狭山店

営業再開
（時短）

※6/21〜8/22
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし
11:00〜23:00
(22:00 Lo)
※6/1〜6/20
月〜金 11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし
※土日休業

本家さぬきや

二色の浜店

営業再開
（時短）

※6/21〜8/22
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし
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虹の

2020/7/1〜
11:00〜15:00
観光交流センター
9:00〜18:00(通常営業)
※4/25〜6/21
休業
※6/22〜8/22
クラブ

コントラーダ

休業

ランチ11:00〜15:00
（14:00 Lo）

596ー0073

大阪府岸和田市岸城町7ー22二
の丸広場観光交流センター内

598ー0048

大阪府泉佐野市りんくう往来北1
072ー460ー1234
番地りんくうｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾋﾞﾙ25F

595ー0055

大阪府泉大津市なぎさ町5ー1ホ
テルきららリゾート関空

0725ー20ー1111

595ー0055

大阪府泉大津市なぎさ町5ー1ホ
テルきららリゾート関空 19F

0725ー20ー1110

595ー0055

大阪府泉大津市なぎさ町5ー1ホ
テルきららリゾート関空 5F

0725ー20ー1108

595ー0025

大阪府泉大津市旭町18ー5 ホテ
ルレイクアルスター アルザ泉 0725ー20ー1121
大津

595ー0025

大阪府泉大津市旭町18ー5 ホテ
ルレイクアルスター アルザ泉 0725ー20ー1121
大津 3Fフロント前

595ー0025

大阪府泉大津市旭町18ー5ホテ
ルレイクアルスター アルザ泉
大津 7F

072ー433ー0022

ディナー
〈前日までの予約制〉
17:30〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類の販売な
し
※8/2〜9/12
休業
2020/6/1〜
11:30〜22:00
(21:30 Lo)
※3/15〜
創作居食屋Kitchen・Bar「まる」りんくう店

休業

11:30〜20:00
（19:30 Lo）
※4/26〜9/12
休業
※7/30OPEN予定
2020/11/17〜

ホテルきららリゾート関空

宴会、白水、エスポート
11:00〜21:00

カフェ・ティアラ

休業
※1/14〜休業中
2020/11/17〜

カジュアルフレンチ SʼPort〈エスポート〉

営業日変更あり
詳しくはこちら

昼

11:30〜14:30
(14:00 Lo)

夜

17:00〜21:00
(20:30 Lo)

2020/11/17〜
日本料理

営業日変更あり

白水

詳しくはこちら

昼

11:30〜14:30
(14:00 Lo)

夜

17:00〜21:00
(20:30 Lo)
2020/7/3〜

ホテルレイクアルスターアルザ泉大津

宴会、ティーサロン、小
津

THE TEA SALON

ティーサロン

営業時間変更あり

10:00〜16:00

詳しくはこちら

（ランチ14:15 Lo）
昼

美彩美食

小津

営業時間変更あり
詳しくはこちら

11:30〜14:30
(14:00 Lo)

夜

17:30〜21:00
(20:30 Lo)
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0725ー33ー2569

2020/8/1〜
11:00〜21 :00
（20:30Lo）
※6/21〜8/22
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
本家さぬきや

和泉福瀬店

営業中
（時短）

11:00〜19:00
594ー1123

大阪府和泉市福瀬町386ー3

0725ー92ー0108

590ー0402

大阪府泉南郡熊取町大久保北3ー
072ー452ー8910
341ー1

593ー8308

大阪府堺市西区神野町3ー6ー1

072ー260ー1338

590ー0106

大阪府堺市南区豊田825
湯 堺泉北店内

072ー284ー0330

※8/2〜8/31
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし
※8/20〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール提供なし
2020/7/31〜
月〜木 11:00〜
22:00（21:30Lo）
金土日祝 11 :00〜23 :00
（22:30 Lo）
※6/21〜8/22

本家さぬきや

熊取店

営業中

11:00〜21:00

（時短）

（20:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜20:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール提供なし
2020/6/1〜
11 :00〜23 :00
（フード他ドリンク
22:30 Lo）
※6/21〜8/22

本家さぬきや

堺上野芝店

営業中
（時短）

11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/7/22〜
11:00〜23:00
(22:30 Lo)
※6/21〜8/22
11:00〜20:00

和食旬彩食「だんらん」堺泉北店

営業中

（19:30 Lo）

（時短）

※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし
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極楽

2020/6/1〜
11:00〜22 :00
（21 :30Lo）
アルコール類 21:30 Lo
※6/21〜8/22
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
京都高台寺「天風」納花店

営業中

11:00〜19:00

（時短）

594ー1116

大阪府和泉市納花町331番地

0725ー50ー6030

591ー8004

大阪府堺市北区蔵前町1ー3ー5
蔵前温泉 さらさのゆ内

072ー240ー3955

597ー0043

大阪府貝塚市橋本991ー1和泉積
072ー432ー0255
善温泉 美笹のゆ内

597-0073

大阪府貝塚市脇浜1ー16ー9

※8/2〜8/31
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし
※8/20〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール提供なし
※3/5〜
10:30〜26:00
(フード25:00 Lo、
ドリンク25:30 Lo)
※6/21〜8/22
お食事処「笹味楽」新金岡店

営業再開
（時短）

10:30〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
10:30〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/7/1〜
10:30〜24:00
（23:30 Lo）
※6/21〜8/22
10:30〜19:45

お食事処「笹旬味」

貝塚店

営業再開

（19:15 Lo）

（時短）

※アルコール類提供

↓

11:00〜19:00

9/1〜9/12
休業

※8/2〜8/31
10:30〜19:45
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
※9/1〜9/12
休業
※4/25〜6/20
ランチ 11:00〜15:00
（14:00 Lo）
ディナー休業
※アルコール提供なし
※6/21〜7/11
ランチ 11:00〜15:00

静の花

営業中
（時短）

（14:00 Lo）
ディナー17:00〜20:00
(19:30 Lo)
※アルコール類提供
（1組2名以下）
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
ランチ 11:00〜15:00
（14:00 Lo）
※アルコール類提供なし
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072ー430ー3777

2020/5/16〜
11:00〜22 :00
（21:30Lo）
アルコール類 21:00 Lo
※6/21〜8/22
本家さぬきや

営業中

泉大津店

（時短）

11:00〜20:00
（19:30 Lo）

595ー0012

泉大津市北豊中町3ー1ー16

0725ー44ー1391

郵便番号

住所

TEL

561ー0823

大阪府豊中市神州町1ー16 ある
06ー6335ー5240
ごの湯内

561ー0823

大阪府豊中市神州町1ー16 ある
06ー6335ー5240
ごの湯内

561ー0823

大阪府豊中市神州町1ー16 ある
06ー6335ー5240
ごの湯内

※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし

【北大阪(大阪市・東部・北部)】
店舗名

営業状況
2020/5/16〜
11:00〜25:30
※6/21〜8/22
11:00〜20:00
営業中

ドリンク＆デザートMammy 豊中店

（時短）

（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
※3/1〜
11:00〜26:00
（25:30 Lo）
※6/21〜8/22
11:00〜20:00

岩盤浴ドリンク

豊中店

営業中

（19:30 Lo）

（時短）

※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/5/23〜
11:00〜26:00
(25:00 Lo)
※6/21〜8/22
11:00〜20:00

四季旬菜 かんざき／居酒屋 より道

豊中店

営業中

（19:30 Lo）

（時短）

※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
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2020/5/30〜
平日11:30〜15:00
（14:30 Lo）
18:00〜23:30
(23:00 Lo)
土日祝11:30〜23:30
(23:00 Lo)

ゆう食家

長柄店

営業中

※6/21〜8/22

（時短）

11:00〜20:00

531ー0061

大阪市北区長柄西1ー7ー31
然温泉なにわの湯内

天

531ー0061

大阪市北区長柄西1ー7ー31
然温泉なにわの湯内

天

531ー0061

大阪市北区長柄西1ー7ー31
然温泉なにわの湯内

天

559ー0023

大阪市住之江区泉1ー1ー82
然露天温泉スパスミノエ内

天

06ー6356ー5517

（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/5/30〜
11:00〜25:00
（24:30 Lo）
※6/21〜8/22
11:00〜20:00
花いちばん

長柄店

営業中

（19:30 Lo）

（時短）

※アルコール類提供

06ー6356ー5517

11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/5/23〜
11:30〜22:00
（21:30 Lo）
※15:00〜17:00クローズ
※6/21〜8/22
焼肉 李苑（長柄）

営業中
（時短）

11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供

06ー6356ー5515

11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/6/1〜
11:00〜24:30
(24:00 Lo)
※6/1〜6/20
月〜金 11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※土日休業
本家さぬきや

住之江店

営業再開
（時短）

※6/21〜8/22
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
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06ー4702ー5088

※3/6〜
11:00〜23:00
(フード22:00 Lo、
ドリンク22:30 Lo)
※6/21〜8/22
営業再開

旨味百選（八尾二俣）

（時短）

11:00〜20:00
（19:30 Lo）

581ー0024

大阪府八尾市二俣1丁目8番地
八尾温泉 喜多の湯内

072ー920ー7059

554ー0051

大阪市此花区酉島5丁目9ー31
上方温泉 一休内

06ー4804ー8818

567ー0025

大阪府茨木市田中町18ー18 天
然温泉 極楽湯内

072ー645ー5432

559ー0011

大阪市住之江区北加賀屋3ー5ー
37 湧出天然温泉 くつろぎの郷
湯楽内

06ー6686ー3408

※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/6/27〜
11 :00〜23 :00
（22:30Lo）
※6/21〜7/11
11:00〜20:00
（19:30 Lo）

湯上がり茶屋「一休」

此花店

営業中

※7/12〜8/22

（時短）

11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
※4/25〜6/20
平祝日9:00〜20 :00
（19:30 Lo）
土日 8:00〜20 :00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし
※6/21〜8/22
平祝日9:00〜20 :00

本家さぬきや

茨木店

営業中
（時短）

（19:30 Lo）
土日 8:00〜20 :00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
平祝日9:00〜20 :00
（19:30 Lo）
土日 8:00〜20 :00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/6/1〜
11 :00〜23:00
（22:30 Lo）
※4/25〜6/20
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール提供なし

湯楽亭

住之江

営業中
（時短）

※6/21〜8/22
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
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【和歌山県】
店舗名

営業状況

郵便番号

住所

TEL

641ー0007

和歌山市小雑賀3ー5ー14

073ー435ー0626

郵便番号

住所

TEL

610ー0113

京都府城陽市中芦原25ー3
方温泉 一休 京都本館内

614ー8067

京都府八幡市八幡中ノ山82ー1
竹取温泉 灯りの湯内

0759ー25ー8693

郵便番号

住所

TEL

2020/7/1〜
10:30〜23:30
(23:00 Lo)
※4/23〜5/31
10:30〜21:00
（20:45 Lo）
かつや

和歌山小雑賀店

営業中

※アルコール提供なし

（通常営業）

※テイクアウトのみ
（22:45 Lo）
※アルコール提供
（20:00まで）
※6/1〜
10:30〜23:30
（23:00 Lo）

【京都府】
店舗名

営業状況
2020/6/1〜
11:00〜23:00
(Lo 22:30)
※7/12〜8/31
11:00〜21:00
（20:30 Lo）
※アルコール類提供

雲水

営業再開
（時短）

11:00〜20:30
※8/17〜8/31

上

0774ー54ー1660

11:00〜19:50
（19:20 Lo）
※アルコール類提供なし
※8/20〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/11/1〜
11 :00〜23 :00
(22 :30 Lo)
※6/21〜7/11
11:00〜21:00
（20:30 Lo）

食事処 かぐや 京都八幡店

営業中

※7/12〜8/31

（時短）

11:00〜21:00
（20:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜20:30
※8/17〜9/12
11:00〜20:00
（19:30 Lo）
※アルコール類提供なし

【兵庫県】
店舗名

営業状況
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平日11 :00〜23 :00
（22:00 Lo）
土日祝 10:00〜23:00
（22:00 Lo）
※6/21〜7/11
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供
ごちそうや 垂水店

営業再開
（時短）

11:00〜19:00
655ー0036

兵庫県神戸市垂水区海岸通2166
078ー704ー3211
ー2 垂水温泉 太平のゆ内

665ー0874

兵庫県宝塚市中筋3丁目3ー1
名湯 宝乃湯内

653ー0044

神戸市長田区南駒栄町1ー6
肌温泉あぐろの湯内

※7/12〜8/22
10:00〜20:30
（19:45 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:30
※8/2〜9/12
10:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/5/19〜
11:00〜22:00
（21:00 Lo）
※6/21〜7/11
11:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※土日アルコール類提供

本家さぬきや

宝塚店

営業再開

なし

（時短）

0797ー82ー0671

※7/12〜8/22
11:00〜20:30
（19:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:30
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/6/15〜
11:00〜23:00
(22:00 Lo)
※6/21〜7/11
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※土日アルコール類提供
本家さぬきや

長田店

営業再開

なし

（時短）
※7/12〜8/22
11:00〜20:30
（19:15 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜20:00
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
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美

078ー647ー3227

※6/21〜7/11
11:00〜21:00
（20:15 Lo）
アルコール類提供
（20:00 Lo）
※7/12〜8/22
11:00〜21:30
（20:45 Lo）
※アルコール類提供
本家さぬきや

龍野店

営業再開

11:00〜20:30

（時短）

679ー4156

兵庫県たつの市揖保町揖保上
426
野天風呂あかねの湯 龍野店内

0791ー64ー9222

※8/2〜8/31
11:00〜21:00
（20:15 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜20:00
※8/16〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
※7/12〜8/22
11:00〜21:30
（20:45 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜20:30
※8/1
ごはん処

しらさぎ庵 姫路南店

営業再開

11:00〜20:30

（時短）

（19:45 Lo）

672ー8035

兵庫県姫路市飾磨区中島2721
079ー231ー4881
野天風呂あかねの湯 姫路南店内

675ー0023

兵庫県加古川市尾上町池田635
ー48 野天風呂あかねの湯 加
古川店内

079ー456ー0006

669ー6101

兵庫県豊岡市城崎町湯島728

0796ー29ー4701

郵便番号

住所

TEL

639ー0214

奈良県北葛城郡上牧町ささゆり
台3丁目1ー1天然温泉虹の湯
西大和店内

0745ー71ー4666

※アルコール類提供
11:00〜19:30
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
アルコール類提供なし
※7/12〜8/22
11:00〜21:30
（20:45 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜20:30
※8/1
本家さぬきや

加古川店

営業再開

11:00〜20:30

（時短）

（19:45 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:30
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
（19:15 Lo）
アルコール類提供なし

城崎温泉 翠山荘

休業中

※4/25〜9/12
休業

【奈良県】
店舗名

営業状況
2020/6/1〜
11:00〜24:00
(フード 23:00 Lo)

本家さぬきや

奈良西大和店

営業中
（時短）

※3/1〜
11:00〜23:30
（22:45 Lo）
※5/17〜
10:30〜22:45
（22:00 Lo）
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【中日本ブロック】
【愛知県】
店舗名

営業状況

郵便番号

住所

TEL

440ー0835

豊橋市飯村南2ー31ー1
ゆのゆTOYOHASHI内

0532ー21ー9061

463ー0801

名古屋市守山区竜泉寺1ー1501
天空スパヒルズ 竜泉寺の湯
名古屋守山本店 内

052‐725ー8400

454ー0954

名古屋市中川区江松3ー110
天然温泉コロナの湯 中川店内

052ー387ー7727

2020/7/23〜
11:00〜23:00
(フード22:00 Lo、
ドリンク22:30 Lo)
※6/21〜7/11
11:00〜19:45
（19:15 Lo）
こだわりレストラン飯村キッチン

営業中
（時短）

※アルコール類提供
11:00〜19:00
※7/12〜8/11〜
11:00〜21:00
（20:30 Lo）
※8/27〜9/12
11:00〜19:45
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
※1/12〜1/17
7:00〜21:00
（20:30 Lo）
※6/21〜7/11
11:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供

湯あがりキッチン一休

守山店

営業中
（時短）

11:00〜19:00
※7/12〜8/11
7:00〜21:00
（フード20:00 Lo、
ドリンク20:30 Lo）
※8/8〜9/12
7:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供なし
11:00〜23:00
（22:30 Lo）
※6/21〜7/11
11:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供

本家さぬきや

名古屋江松店

営業中
（時短）

11:00〜19:00
※7/12〜8/11
11:00〜21:00
（20:00 Lo）
※8/8〜9/12
11:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供なし
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11:00〜24:00
(23:30 Lo)
※6/21〜7/11
11:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:00
うまみ処 HACHI

営業中
（時短）

※7/12〜8/11

454ー0011

名古屋市中川区山王1ー601
山王温泉喜多の湯内

052ー339ー5260

477ー0035

東海市元浜町12ー7ー
天然温泉 丸屋玉ノ湯内

0562ー39ー3105

480ー1178

長久手市丁子田17ー13
名東温泉 花しょうぶ内

0561ー61ー4420

11:00〜21:00
（フード20:00 Lo、
ドリンク20:30 Lo）
※8/8〜9/12
11:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供なし
9/2〜
平日11:00〜21:00
(20:30 Lo)
土日祝11:00〜21:30
（21:00 Lo）
※6/1〜6/20
月〜金 11:00〜19:50
（19:00 Lo）
本家さぬきや

愛知東海元浜店

営業中

※アルコール提供なし

（時短）

※土日休業
※6/21〜8/11
10:30〜21:00
（20:00 Lo）
※8/21〜
月〜金 11:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール提供なし
※3/22〜
11:00〜24:00
(週末、祝前日10:30〜
25:00
日祝10:30〜24:00)
※6/1〜6/20
月〜金 11:00〜19:50
（19:00 Lo）
※アルコール提供なし

和風ダイニング 花しょうぶ 長久手店

営業中

※土日休業

（時短）
※6/21〜8/11
月〜金11:00〜21:00
（フード 20:00 Lo
ドリンク20:30 Lo）
※8/8〜9/12
月〜金 11:00〜20:00
（19:00 Lo）
土日祝 10:30〜20:00
※アルコール提供なし
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2020/5/17〜
11:00〜22:00
（21:30 Lo）
※6:30〜9:00朝食
※6/1〜6/20
月〜金 6:30〜19:50
（19:00 Lo）
※平日15:00〜17:00クロ
ーズ
本家さぬきや

豊川店

営業中

※土日休業

（時短）

442ー0824

豊川市下長山上アライ14ー1
天然温泉コロナの湯内

0533ー80ー7800

郵便番号

住所

TEL

510ー0807

四日市市末永町12ー1
三滝温泉 満殿の湯内

059ー334ー8055

※6/21〜8/11〜
6:30〜21:00
（20:00 Lo）
※8/27〜9/12
6:30〜9:00
11:00〜15:00
17:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供なし

【三重県】
店舗名

営業状況
※5/9〜6/20
11:00〜20:00
(19:00 Lo)
※アルコール類提供なし
※6/21〜6/30

ごはん処

お和んや

四日市店

営業中
（通常営業）

11:00〜21:00
(フード20:00 Lo
ドリンク20:30 Lo)
※8/20〜
11:00〜20:00
(フード19:00 Lo
ドリンク19:30 Lo)
※アルコール類提供なし
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※2/8〜
11:00〜24:00
(週末、祝前日10:30〜
25:00
日祝10:30〜24:00)
※6/14〜6/20
平日11:00〜20:00
土日祝10:30〜20:00
(19:00 Lo)
※アルコール類提供
11:00〜19:00
※6/21〜
月〜木11:00〜24:30
和風ダイニング 花しょうぶ 鈴鹿店

営業中
（通常営業）

（フード23:30 Lo
ドリンク24:00 Lo）

513ー0834

鈴鹿市庄野羽山4ー20ー3
鈴鹿天然温泉 花しょうぶ内

059ー375ー3316

郵便番号

住所

TEL

425ー0074

焼津市柳新屋241ー1
笑福の湯内

054ー620ー8231

438ー0818

磐田市下万能410ー1 健康ゆ空
0538ー39ー0480
間 磐田ななつぼし内

郵便番号

住所

金祝前日 11:00〜25:00
（フード24:00 Lo
ドリンク24:30 Lo）
土 10:30〜25:00
（フード24:00 Lo
ドリンク24:30 Lo）
日祝日 10:30〜24:30
（フード23:30 Lo
ドリンク24:00 Lo）
※8/20〜
平日11:00〜20:00
土日祝10:30〜20:00
(フード19:00 Lo
ドリンク19:30 Lo)
※アルコール類提供なし

【静岡県】
店舗名

営業状況
11:00〜22:00
(Lo 21:30)
※モーニング休止

お食事処 笑福亭 焼津店

営業中
（時短）

※8/18〜9/12
11:00〜20:00
(19:15Lo)
※アルコール類提供なし
※3/15〜
11:00〜23:30
（23:00 Lo）

本家さぬきや

磐田店

営業中
（通常営業）

※8/15〜9/12
11:00〜20:00
(19:30 Lo)
※アルコール類提供なし

【東日本ブロック】
【東京都】
店舗名

営業状況
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TEL

2020/9/16〜
11:30〜23:00
(22:00 Lo)
※6/1〜6/20
11:30〜19:30
（19:00 Lo）
※アルコール提供なし

京都高台寺 よ志のや

営業再開
（時短）

※6/21〜7/11
11:30〜19:30

112ー0003

文京区春日1ー1ー1 東京ドーム
シティ ラクーア内5F

112ー0003

文京区春日1ー1ー1 東京ドーム
シティ ラクーア内5F

112ー0003

文京区春日1ー1ー1 東京ドーム
シティ ラクーア内9F

(19:00 Lo)
※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）
11:30〜19:00
（18:45 Lo）
※7/12〜9/12
11:30〜19:45
(19:00 Lo)
※アルコール類提供なし
2020/6/1〜
12:00〜21:00
※6/1〜6/20
11:30〜19:30
※デリバリ
11:30〜19:00
※アルコール提供なし
※6/21〜7/11

ラウンジカフェ Spa LaQua店

営業再開
（時短）

11:30〜19:30
※デリバリ
11:30〜19:00
※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）
11:30〜19:00
（18:45 Lo）
※7/12〜9/12
11:30〜19:30
※デリバリ
11:30〜19:00
※アルコール類提供なし
2020/9/5〜
平日 11:30〜19:00
土日祝 11:30〜21:00
※6/1〜6/20
11:00〜19:00
※アルコール提供なし

バーデカフェ Spa LaQua店

営業再開

※6/21〜7/11

（時短）

11:00〜19:00
※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）
11:30〜19:00
（18:45 Lo）
※7/12〜9/12
11:30〜19:00
※アルコール類提供なし
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03ー3868ー3884

2020/9/16〜
全日

11:00〜24:00

（23:00 Lo）
※6/21〜7/11
10:00〜20:00
本家さぬきや 葛西店

営業再開
（時短）

(19:00 Lo)
※アルコール類提供

134ー0084

江戸川区東葛西9ー3ー5
スーパー銭湯 湯処葛西 内

03ー6808ー8500

196ー0001

東京都昭島市美堀町3ー14ー10
昭島温泉 湯楽の里内

042ー500ー0220

192ー0914

東京都八王子市片倉町3505竜泉
042ー638ー8905
寺の湯 八王子みなみ野店内

（1組2名以下、90分迄）
11:00〜19:00
※7/12〜9/12
11:00〜20:00
(19:00 Lo)
※アルコール類提供なし
※6/1〜6/20
月〜金 11:00〜19:45
（19:15 Lo）
※アルコール提供なし
※土日休業
※6/21〜7/11
10:00〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）

ごちそう屋 昭島店

営業再開

11:00〜19:00

（時短）

（18:50 Lo）
※7/12〜8/31
10:00〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
※9/1〜9/12
10:00〜20:00
(平日19:50 Lo
土日祝19:40 Lo)
※アルコール類提供なし
10:00〜25:00
(24:30 Lo)
※6/1〜6/20
月〜金 10:00〜19:45
（19:00 Lo）
※アルコール提供なし
※土日休業

湯あがりキッチン 一休 八王子店

営業再開

※6/21〜7/11

（時短）

10:00〜20:00
（19:00 Lo）
※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）
11:00〜18:45
※7/12〜9/12
10:00〜20:00
（19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
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2020/9/16〜
11:00〜23:30
(23:00 Lo)
※6/1〜6/20
月〜金 11:00〜19:45
（19:00 Lo）
※アルコール提供なし
※土日休業

お食事処

天風（大井町店）

営業再開

※6/21〜7/11

（時短）

11:00〜19:45

140ー0014

東京都品川区大井1ー50ー5 阪
急大井町ガーデン内 おふろの王
様

郵便番号

住所

239ー0801

横須賀市馬堀海岸4ー1ー23 横須
046ー845ー1567
賀温泉 湯楽（ゆら）の里内

03ー6417ー1395

(19:15 Lo)
※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）
11:00〜19:00
（18:45 Lo）
※7/12〜9/12
11:00〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール提供なし

【神奈川県】
店舗名

営業状況

TEL

2020/7/1〜
月〜木、日10:00〜22:30
(22:00 Lo)
金、土、休前日
10:00〜23:00
（22:30 Lo）
※5/12〜6/20
10:00〜19:45
(平日19:15 Lo
土日祝19:00 Lo)
※アルコール類提供なし

お食事処 天風 横須賀店

営業中

※6/21〜8/22

（時短）

10:00〜21:00
(平日20:30 Lo
土日祝20:15 Lo)
※アルコール類提供
（1組4名以下、90分迄）
11:00〜20:00
（平日19:50 Lo
土日祝19:45 Lo）
※7/22〜9/12
10:00〜20:00
(平日19:30 Lo
土日祝19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
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2020/8/1〜
平日11:00〜21:30
(21:00 Lo)
土日祝

11:00〜

22:30（Lo22:00）
※5/12〜6/20
11:00〜19:30
(19:00 Lo)
※アルコール類提供なし
旬味旬菜「天空富士見庵」大和店

営業中
（時短）

※6/21〜8/22

242ー0023

大和市渋谷5丁目22 IKOZA5F
岩盤温熱おふろの王様 高座渋谷 046ー279ー5316
駅前店

213ー0022

川崎市高津区千年1068ー1
溝口温泉 喜楽里内

044ー872ー7971

252ー0134

神奈川県相模原市 緑区下九沢
2385ー1 湯楽の里内

042ー785ー2337

11:00〜21:00
(20:30 Lo)
※アルコール類提供
（1組4名以下、90分迄）
11:00〜20:00
（19:45 Lo）
※8/2〜9/12
11:00〜21:00
(20:30 Lo)
※アルコール類提供なし
2020/11/1〜
日〜木 10:00〜23:00
(22:00 Lo)
金、土、祝前日
10:00〜24:00
(23:00 Lo)
※6/21〜8/22
10:00〜19:45
(19:15 Lo

ごちそう屋 溝口店

営業中
（時短）

※アルコール類提供
11:00〜19:00
（18:50 Lo）
※7/22〜8/31
10:00〜19:45
(19:15 Lo）
※アルコール類提供なし
※9/1〜9/12
10:00〜20:00
(19:30 Lo）
※アルコール類提供なし
2020/6/19〜
10:00〜23:00
(22:00 Lo)
※5/12〜6/20
10:00〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
※6/21〜8/22
10:00〜19:45
(19:15 Lo)

お食事処 咲楽 相模原

営業中
（時短）

※アルコール類提供
（1組4名以下、90分迄）
11:00〜19:00
（18:50 Lo）
※7/22〜8/31
10:00〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
※9/1〜9/12
10:00〜20:00
(平日19:50 Lo
土日祝19:40 Lo)
※アルコール類提供なし
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【埼玉県】
店舗名

営業状況

郵便番号

住所

TEL

357ー0001

埼玉県飯能市大字宮沢27ー49
宮沢湖温泉 喜楽里別邸内

042ー980ー7902

344ー0007

春日部市小渕105ー1
春日部温泉 湯楽（ゆら）の里
内

048ー760ー3600

平日 11:00〜23:00
（22:30 Lo）
土日祝 10:30〜23:00
（22:30 Lo）
※4/21〜6/20
月〜金 11:00〜21:00
（20:30 Lo）
土日祝 10:30〜21:00
（20:15 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:45
お食事処

天風

飯能店

営業中
（時短）

※6/21〜8/22
11:00〜21:00
土日 10:30〜21:00
（20:30 Lo）
※アルコール類提供
11:00〜19:45
※8/2〜9/12
11:00〜20:00
土日 10:30〜20:00
（平日19:30 Lo、
土日祝19:15）
※アルコール類提供なし
2020/7/1〜
10:00〜23:00
(22:00 Lo)
※6/21〜8/22
10:00〜21:00
(平日20:50 Lo
土日祝20:30 Lo)
※アルコール類提供
11:00〜20:00
（19:50 Lo）

本家さぬきや 春日部店

営業中
（時短）

※7/20〜8/22
10:00〜20:00
(平日19:50 Lo
土日祝19:30 Lo)
※アルコール類提供
11:00〜19:00
（18:50 Lo）
※8/2〜9/12
10:00〜20:00
(平日19:50 Lo
土日祝19:30 Lo)
※アルコール類提供なし

19

10:00(ドリンク)〜
11:00(フード)〜
23:00（22:00 Lo）
※アルコール含む全品
※3/22〜8/22
10:00〜21:00
(20:50 Lo)
※アルコール類提供
お食事処 藤花亭 羽生店

営業中
（時短）

11:00〜20:00
（19:50 Lo）

348ー0024

羽生市神戸843ー1
極楽湯 羽生温泉内

048ー560ー0888

364ー0014

北本市二ツ家3ー162ー1
北本温泉 湯楽（ゆら）の里内

048ー501ー8866

331ー0815

さいたま市北区大成町4丁目179
048ー661ー1720
ー3 おふろcafé utatane内

※8/2〜8/31
10:00〜20:00
(19:40 Lo)
※アルコール類提供なし
※8/17〜9/12
10:00〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
2020/7/1〜
10:00〜23 :00
（22:00Lo）
※6/21〜8/22
10:00〜21:00
(平日20:50 Lo
本家さぬきや

北本店

営業中
（時短）

土日祝20:30 Lo)
※アルコール類提供
11:00〜20:00
（19:50 Lo）
※8/2〜9/12
10:00〜20:00
(平日19:50 Lo
土日祝19:30 Lo)
※アルコール類提供なし
2020/6/1〜
11:00〜23:00
(22:00 Lo)
※6/21〜8/22
11:00〜20:00
(平日19:15 Lo
土日祝19:00 Lo)
※アルコール類提供

おふろcafé utatane

営業中
（時短）

11:00〜19:00
（18:45 Lo）
※8/2〜8/31
11:00〜20:00
(19:00 Lo)
※アルコール類提供なし
※8/22〜9/12
11:00〜19:45
(19:00 Lo)
※アルコール類提供なし
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平日

11:30〜21:30
(Lo21:00)

土日祝

11:00〜22:30

(Lo22:00)
※15:00〜18:00は2F個室
の注文は不可(平日限定)
※3/22〜8/22
平日11:30〜21:00
土日祝 11:00〜21:00
(20:50 Lo)
お食事処 松竹亭 久喜店

営業中
（時短）

※アルコール類提供
11:00〜20:00

340ー0206

埼玉県久喜市西大輪2ー19ー1
百観音温泉内

0480ー57ー1778

340ー0024

埼玉県草加市谷塚上町大沼476
竜泉寺の湯 草加谷塚店内

048ー951ー2692

※8/2〜8/31
平日11:30〜20:00
土日祝 11:00〜20:00
(19:50 Lo)
※アルコール類提供なし
※8/19〜9/12
平日11:30〜20:00
土日祝 11:00〜20:00
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
10:00〜25:00
(24:30 Lo)
※6/21〜8/22
10:00〜21:00
(20:00 Lo)
※アルコール類提供
11:00〜19:45
湯あがりキッチン

一休（草加店）

営業中
（時短）

※7/20〜8/22
10:00〜20:00
(19:15 Lo)
※アルコール類提供
11:00〜18:45
※7/20〜9/12
10:00〜20:00
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
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2020/10/15〜
10:00〜23:00
(フード22:00 Lo
ドリンク22:30 Lo)
※6/21〜8/22
10:00〜21:00
(平日20:50 Lo
土日祝20:30 Lo)
※アルコール類提供
（1組4名以下、90分迄）
11:00〜20:00
（19:50 Lo）
※7/20〜8/22
お食事処 ごちそう屋（所沢店）

営業中

10:00〜20:00

（時短）

(平日19:50 Lo

359ー0001

埼玉県所沢市大字下富604
沢温泉 湯楽の里内

所

360ー0825

埼玉県熊谷市月見町2ー1ー65
熊谷温泉 湯楽の里内

048ー599ー0202

郵便番号

住所

TEL

042ー946ー9707

土日祝19:30 Lo)
※アルコール類提供
（アルコール類の提供は
1名様、又は同居家族
（介護者を含む）のみの
グループに限らせて頂き
ます）
11:00〜19:00
（18:50 Lo）
※8/2〜9/12
10:00〜20:00
(平日19:50 Lo
土日祝19:30 Lo)
※アルコール類提供なし
2020/7/16〜
日、月〜木
10:00〜23:00
（22:00Lo）
金、土、祝前日
10:00〜23:00
（23:00Lo）
※4/21〜6/20
10:00〜21:00
土日特定日 10:00〜20:50
（20:40 Lo）
お食事処 「ごちそう屋」(熊谷店)

営業中
（時短）

※アルコール類提供
11:00〜19:50
※6/21〜8/22
10:00〜21:00
（20:50 Lo）
土日特定日 10:00〜20:40
※アルコール類提供
11:00〜19:50
※8/2〜9/12
10:00〜20:00
（19:50 Lo，
土日特定日19:40 Lo）
※アルコール類提供なし

【茨城県】
店舗名

営業状況
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2020/7/1〜
9:30〜23:00
（22:00Lo）
※3/1〜
9:30〜23:00
(22:00 Lo)
※4/29〜5/12
お食事処 ゆらり亭（土浦）

営業中
（時短）

9:30〜20:00
(平日19:50 Lo

300ー0053

土浦市真鍋新町20ー43
湯楽（ゆら）の里内

029ー835ー3088

312ー0033

ひたちなか市大字市毛640ー2
ひたちなか温泉 喜楽里別邸内

029ー354ー1057

316ー0005

茨城県日立市河原子1ー1ー6
湯楽の里内

0294ー59ー3322

祝土日19:40)
※アルコール類提供
（18:50 Lo）
※5/20〜6/2
9:30〜20:00
(平日19:50 Lo
祝土日19:40)
※アルコール類提供
（18:45 Lo）
2020/7/1〜
月〜木、日
10:00〜22:30
(22:00 Lo)
金、土、休前日

お食事処

天風 ひたちなか店

営業中

10:00〜23:00(22:30 Lo)

（時短）

美健茶寮 12:00〜21:30
※3/1〜
10:00〜22:30
(22:00 Lo)
美健茶寮 12:00〜21:30
2020/10/19〜
平日、日
10:00〜24:00
(23:00 Lo)
金、土、祝前日
10:00〜25:00

ごちそう屋 日立店

営業中

(24:00 Lo)

（時短）
※3/1〜
月〜木、日
10:00〜23:00
(22:30 Lo)
金、土、休前日
10:00〜24:00(23:30 Lo)
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日〜木
10:30〜23:00
(22:30 Lo)
金、土、祝前日
10:30〜23:30(23:00 Lo)
カフェ 10:00〜22:00
※5/20〜
日〜木
10:30〜23:00
(22:30 Lo)
金土祝前日
10:30〜23:30(23:00 Lo)
【カフェ】12:00〜21:00

※7/30〜8/12
月〜金
10:30〜20:00
(19:30 Lo)
風玄

営業中
（時短）

土日
10:30〜20:00(19:15 Lo)

305ー0831

茨城県つくば市西大橋614ー1
つくば温泉 喜楽里別邸内

029ー896ー5074

302ー0021

茨城県取手市寺田5001ー2
楽の里 取手店 内

0297ー85ー2805

郵便番号

住所

※アルコール提供
19:00まで(18:50 Lo)
【カフェ】7/30〜8/12
12:00〜20:00
(19:50 Lo)
※アルコール提供
19:00まで(18:50 Lo)

※8/8〜9/12
月〜金
10:30〜20:00
(19:30 Lo)
土日
10:30〜20:00(19:15 Lo)
※アルコール提供なし
【カフェ】7/30〜9/12
12:00〜20:00
(19:50 Lo)
※アルコール提供なし
※5/13〜5/26
11:00〜20:00
(19:30 Lo)
※アルコール類提供
（18:50 Lo）
※5/27〜
11:00〜22:00
(22:00 Lo)

お食事処「ごちそう屋」(取手店)

営業中

※7/30〜8/12

（時短）

11:00〜20:00

湯

(平日19:40 Lo、
土日祝19:30 Lo)
※アルコール類提供
（18:50 Lo）
※8/8〜9/12
11:00〜20:00
(平日19:40 Lo、
土日祝19:30 Lo)
※アルコール類提供なし

【栃木】
店舗名

営業状況
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TEL

2020/11/1〜
10:00〜23:00
(22:00 Lo)
金、土、祝前日
10:00〜23:00
(22:30 Lo)
※3/8〜
10:00〜23:00
お食事処 咲楽 栃木店

営業中
（時短）

（22:00 Lo）
328ー0071

栃木県栃木市大町22‐70
栃木温泉湯楽の里内

0282ー25ー5001

郵便番号

住所

TEL

372ー0813

群馬県伊勢崎市韮塚町1191ー1
湯楽の里内

0270ー75ー2128

郵便番号

住所

TEL

※8/2〜8/22
10:00〜20:00
(19:50 Lo)
※アルコール類提供
（18:50 Lo）
※8/8〜9/12
10:00〜20:00
(19:50 Lo)
※アルコール類提供なし

【群馬】
店舗名

営業状況
2020/5/17〜
11:00〜22:00
(22:00 Lo)
※5/16〜6/13
11:00〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
※6/14〜6/20

お食事処 咲楽 伊勢崎店

営業中
（時短）

11:00〜20:00
(19:50 Lo)
※アルコール類提供
（18:50）
※6/21〜当面の間
11:00〜22:00
(22:00 Lo)
※8/8〜9/12
11:00〜20:00
(19:50 Lo)
※アルコール類提供なし

【千葉】
店舗名

営業状況
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※5/12〜6/20
〈天風〉
10:00〜19:45
(平日19:15 Lo
週末 19:00 Lo)
〈ここちカフェ〉
10:00〜19:45
(19:45 Lo)
※アルコール類提供なし
※6/21〜8/22
幕張温泉 湯楽の里 天風 ここちカフェ

営業中
（時短）

〈天風〉
10:00〜19:45

261ー0022

千葉県千葉市美浜区美浜26
JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽
の里内

285ー0912

千葉県印旛郡 酒々井町飯積1ー1
043ー312ー3630
ー1 酒々井温泉 湯楽の里内

270ー2232

千葉県松戸市和名ヶ谷947ー3 湯
047ー711ー7575
楽の里松戸店内

(平日19:15 Lo

043ー445ー7364

土日祝 19:00 Lo)
※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）
11:00〜19:00
（平日18:50 Lo
土日祝18:45 Lo）
〈ここちカフェ〉
10:00〜19:45
(19:45 Lo)
※アルコール類提供なし
2020/6/27〜
11:00〜22:00
(21:30 Lo)
※3/22〜
11:00〜21:00
(20:30 Lo)
※アルコール類提供
11:00〜20:00
（19:45 Lo）
本家さぬきや

酒々井店

営業中
（時短）

※8/2〜8/31
11:00〜19:45
(平日19:15 Lo、
土日祝19:00 Lo)
※アルコール類提供なし
※9/1〜9/12
11:00〜20:00
(平日19:30 Lo、
土日祝19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
2020/7/1〜
10:30〜23:00
(22:00 Lo)
※6/21〜8/22
10:30〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）

お食事処

ごちそう屋 松戸店

営業中

（18:50 Lo）

（時短）
※8/2〜8/31
10:30〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
※9/1〜9/12
10:30〜20:00
(19:40 Lo)
※アルコール類提供なし
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2020/11/1〜
日〜木

10:00〜23:00

(22:00 Lo)
金・土

10:00〜24:00

(23:00 Lo)
11:00〜19:50
※6/21〜8/22
10:00〜19:45
(19:15 Lo)
お食事処 咲楽 市原店

営業中
（時短）

※アルコール類提供
（1組2名以下、90分迄）

290ー0008

千葉県市原市古市場329ー1 市原
0436ー63ー3703
温泉 湯楽の里内

郵便番号

住所

TEL

981ー3137

宮城県仙台市泉区大沢2丁目5ー
9 日帰り天然温泉 竜泉寺の湯
仙台店

022ー771ー7910

（18:50 Lo）
※8/2〜8/31
10:00〜19:45
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし
※9/1〜9/12
10:30〜20:00
(19:40 Lo)
※アルコール類提供なし

【東北】
店舗名

営業状況
平日、日曜 10:00〜22:00
土、祝前日 10:00〜24:00
※5/12〜5/31
10:00〜20:00
(19:15 Lo)
※アルコール類提供
19:00まで
※7/22〜8/16
10:00〜21:00

お食事処天風 仙台店

営業中
（時短）

(20:15 Lo)
※アルコール類提供
20:00まで
※7/22〜8/31
10:00〜20:00
(19:15 Lo)
※アルコール類提供
19:00まで
※8/20〜9/12
10:00〜20:00
(19:15 Lo)
※アルコール類提供なし

019ー656ー4180

11:00〜23:00
（22:30 Lo）
湯あがりキッチン 一休 盛岡店

営業中
（時短）

※8/30〜9/12
11:00〜20:00
(平日19:30 Lo
土日祝19:15 Lo)

27

020ー0863

岩手県盛岡市南仙北1ー18ー50
天然温泉 喜盛の湯内

