
市区町村 店名 店休日 市区町村 店名 店休日 市区町村 店名 店休日 市区町村 店名 店休日

旭区 新森店 5/19(火) 堺市 大仙店 5/20(水) 足立区 竹ノ塚店 5/18(月) 鎌倉市 鎌倉大船モール店 5/19(火)

旭区 高殿店 5/21(木) 堺市 なかもず店 5/21(木) 足立区 六町駅前店 5/20(水) 川崎市 東有馬店 5/18(月)

旭区 旭大宮店 5/21(木) 堺市 石津店 5/20(水) 足立区 扇大橋駅前店 5/21(木) 川崎市 高津新作店 5/19(火)

阿倍野区 西田辺店 5/19(火) 堺市 堺駅前店 5/20(水) 足立区 江北駅前店 5/19(火) 川崎市 川崎桜本店 5/19(火)

阿倍野区 昭和町駅前店 5/19(火) 吹田市 桃山台店 5/18(月) 足立区 大谷田店 5/21(木) 川崎市 川崎御幸店 5/18(月)

阿倍野区 セントラルスクエア北畠店 5/19(火) 吹田市 吹田泉町店 5/19(火) 足立区 ポンテポルタ千住店 5/20(水) 川崎市 宿河原店 5/18(月)

生野区 巽店 5/18(月) 吹田市 豊津店 5/19(火) 荒川区 東尾久店 5/20(水) 川崎市 向ヶ丘遊園店 5/19(火)

生野区 生野林寺店 5/18(月) 吹田市 岸部店 5/19(火) 荒川区 南千住店 5/19(火) 川崎市 川崎京町店 5/19(火)

北区 本庄店 5/20(水) 摂津市 正雀店 5/19(火) 板橋区 板橋店 5/18(月) 川崎市 子母口店 5/20(水)

北区 大淀中店 5/20(水) 泉北郡 忠岡店 5/20(水) 板橋区 仲宿店 5/19(火) 川崎市 中原井田店 5/21(木)

北区 太融寺店 5/20(水) 高石市 高石店 5/20(水) 板橋区 赤塚店 5/18(月) 川崎市 宮崎台店 5/21(木)

此花区 此花伝法店 5/21(木) 高槻市 高槻城西店 5/21(木) 板橋区 前野町店 5/21(木) 川崎市 宮内二丁目店 5/18(月)

此花区 西九条店 5/21(木) 豊中市 豊中店 5/18(月) 江戸川区 瑞江店 5/20(水) 川崎市 有馬五丁目店 5/19(火)

城東区 深江橋店 5/20(水) 豊中市 岡町店 5/18(月) 江戸川区 篠崎店 5/20(水) 川崎市 川崎大島店 5/19(火)

城東区 関目店 5/19(火) 豊中市 庄内店 5/18(月) 江戸川区 鹿骨店 5/20(水) 川崎市 川崎ルフロン店 5/19(火)

城東区 京橋店 5/19(火) 豊中市 服部店 5/18(月) 江戸川区 船堀店 5/20(水) 相模原市 相模原駅ビル店 5/21(木)

住之江区 御崎店 5/19(火) 豊中市 三国橋店 5/18(月) 江戸川区 西小岩店 5/18(月) 相模原市 相模原モール店 5/18(月)

住之江区 新北島店 5/19(火) 富田林市 滝谷店 5/20(水) 江戸川区 本一色店 5/19(火) 相模原市 相模原若松店 5/21(木)

住之江区 加賀屋店 5/19(火) 寝屋川市 寝屋川店 5/20(水) 大田区 大森南店 5/21(木) 相模原市 相模大野駅前店 5/20(水)

住吉区 長居店 5/19(火) 寝屋川市 香里園店 5/21(木) 大田区 大森中店 5/21(木) 相模原市 上鶴間店 5/21(木)

住吉区 住吉店 5/21(木) 寝屋川市 寝屋川黒原店 5/20(水) 大田区 上池台店 5/20(水) 横浜市 鶴見店 5/18(月)

住吉区 あびこ店 5/19(火) 羽曳野市 恵我之荘店 5/19(火) 大田区 西蒲田店 5/20(水) 横浜市 大口店 5/18(月)

住吉区 住吉山之内店 5/19(火) 羽曳野市 羽曳野西浦店 5/19(火) 大田区 京急蒲田駅前店 5/21(木) 横浜市 希望が丘店 5/21(木)

大正区 泉尾店 5/19(火) 東大阪市 高井田店 5/20(水) 大田区 鵜の木店 5/18(月) 横浜市 大倉山店 5/20(水)

中央区 天神橋店 5/20(水) 東大阪市 玉串店 5/21(木) 大田区 東馬込店 5/18(月) 横浜市 戸塚汲沢店 5/20(水)

中央区 セントラルスクエア森ノ宮店 5/18(月) 東大阪市 菱江店 5/21(木) 大田区 マチノマ大森店 5/20(水) 横浜市 鶴見下野谷町店 5/18(月)

中央区 堺筋本町店 5/20(水) 東大阪市 新石切店 5/21(木) 葛飾区 葛飾鎌倉店 5/21(木) 横浜市 青葉しらとり台店 5/21(木)

中央区 空堀店 5/20(水) 東大阪市 太平寺店 5/18(月) 葛飾区 水元店 5/19(火)

鶴見区 横堤店 5/18(月) 東大阪市 東大阪長田店 5/21(木) 葛飾区 奥戸店 5/21(木)

鶴見区 鶴見今津北店 5/18(月) 東大阪市 八戸ノ里店 5/21(木) 葛飾区 奥戸街道店 5/21(木) 市区町村 店名 店休日

鶴見区 安田諸口店 5/18(月) 枚方市 御殿山店 5/20(水) 葛飾区 葛飾白鳥店 5/20(水) 越谷市 北越谷店 5/20(水)

天王寺区 四天王寺店 5/21(木) 枚方市 牧野店 5/20(水) 北区 北赤羽店 5/20(水) さいたま市 指扇店 5/18(月)

天王寺区 清水谷店 5/20(水) 枚方市 出屋敷店 5/20(水) 北区 アクトピア北赤羽店 5/18(月) さいたま市 さいたま新都心店 5/21(木)

天王寺区 寺田町駅前店 5/21(木) 松原市 天美店 5/19(火) 江東区 深川猿江店 5/21(木) 新座市 新座店 5/19(火)

浪速区 大国町店 5/21(木) 箕面市 箕面店 5/21(木) 江東区 亀戸店 5/18(月) 吉川市 吉川駅前店 5/19(火)

浪速区 セントラルスクエアなんば店 5/21(木) 箕面市 箕面桜ケ丘店 5/21(木) 江東区 東砂店 5/21(木) 吉川市 吉川栄町店 5/18(月)

浪速区 下寺店 5/21(木) 守口市 守口寺方店 5/18(月) 品川区 武蔵小山店 なし 蕨市 蕨駅前店 5/21(木)

浪速区 塩草店 5/21(木) 八尾市 八尾店 5/18(月) 品川区 大崎百反通店 5/19(火) 入間郡 毛呂山店 5/20(水)

西区 西大橋店 5/20(水) 八尾市 八尾竹渕店 5/18(月) 品川区 大崎ニューシティ店 5/21(木)

西区 土佐堀店 5/20(水) 八尾市 志紀店 5/18(月) 品川区 東五反田店 5/19(火)

西区 阿波座駅前店 5/20(水) 八尾市 久宝寺駅前店 5/18(月) 品川区 品川御殿山店 5/21(木) 市区町村 店名 店休日

西区 ビオラル靭店 5/20(水) 渋谷区 笹塚店 5/18(月) 市川市 市川国分店 5/21(木)

西区 Miniel西本町店 5/20(水) 渋谷区 渋谷東店 5/20(水) 柏市 増尾店 5/18(月)

西成区 南津守店 5/21(木) 市区町村 店名 店休日 渋谷区 幡ヶ谷店 5/20(水) 佐倉市 佐倉店 5/19(火)

西成区 西天下茶屋店 5/19(火) 尼崎市 武庫川店 5/19(火) 新宿区 若松河田駅前店 5/18(月) 千葉市 宮野木店 5/19(火)

西成区 玉出東店 5/21(木) 尼崎市 尼崎大西店 5/19(火) 新宿区 コモレ四谷店 5/20(水) 松戸市 松戸二十世紀ヶ丘店 5/21(木)

西淀川区 塚本店 5/19(火) 神崎郡 福崎店 5/21(木) 墨田区 東向島店 5/18(月)

西淀川区 出来島店 5/19(火) 神戸市 御影店 5/19(火) 墨田区 菊川店 5/21(木)

西淀川区 歌島店 5/19(火) 神戸市 西代店 5/21(木) 墨田区 錦糸町駅前店 5/18(月)

西淀川区 御幣島店 5/19(火) 神戸市 神戸駅前店 5/18(月) 墨田区 セントラルスクエア押上駅前店 5/20(水)

東住吉区 杭全店 5/18(月) 神戸市 長田店 5/21(木) 世田谷区 経堂店 5/20(水)

東成区 今里店 5/18(月) 神戸市 本山店 5/19(火) 世田谷区 千歳烏山店 5/21(木)

東成区 新深江店 5/20(水) 神戸市 春日野道店 5/18(月) 世田谷区 桜新町店 5/18(月)

東成区 緑橋店 5/18(月) 神戸市 下山手店 5/18(月) 台東区 浅草店 5/21(木)

東成区 玉造店 5/18(月) 神戸市 須磨鷹取店 5/21(木) 台東区 新御徒町店 5/18(月)

東淀川区 豊里店 5/18(月) 西宮市 甲子園店 5/19(火) 千代田区 神田和泉町店 5/20(水)

東淀川区 江口店 5/19(火) 西宮市 浜甲子園店 5/19(火) 豊島区 新大塚店 5/21(木)

東淀川区 崇禅寺店 5/18(月) 西宮市 今津駅前店 5/19(火) 豊島区 千川駅前店 5/20(水)

東淀川区 東淡路店 5/18(月) 豊島区 落合南長崎駅前店 5/20(水)

東淀川区 西淡路店 5/18(月) 中野区 南台店 5/19(火)

平野区 平野西脇店 5/18(月) 市区町村 店名 店休日 中野区 中野新井店 5/21(木)

平野区 喜連瓜破店 5/18(月) 京都市 壬生店 5/18(月) 中野区 中野駅前店 5/19(火)

福島区 野田店 5/21(木) 京都市 西京極店 5/21(木) 中野区 東中野店 5/21(木)

福島区 堂島大橋店 5/20(水) 京都市 太秦店 5/21(木) 中野区 中野坂上店 5/19(火)

港区 弁天町店 5/19(火) 京都市 伏見深草店 5/18(月) 練馬区 西大泉店 5/20(水)

都島区 都島高倉店 5/21(木) 京都市 西七条店 5/18(月) 練馬区 平和台店 5/19(火)

都島区 毛馬店 5/20(水) 京都市 梅津店 5/18(月) 練馬区 土支田店 5/19(火)

淀川区 十三東店 5/20(水) 京都市 宝ヶ池店 5/20(水) 練馬区 石神井公園店 5/19(火)

淀川区 三津屋店 5/19(火) 京都市 西陣店 5/20(水) 練馬区 石神井台店 5/18(月)

淀川区 セントラルスクエア西宮原店 5/20(水) 京都市 二条駅前店 5/21(木) 練馬区 大泉学園駅前店 5/18(月)

京都市 北白川店 5/20(水) 練馬区 練馬中村北店 5/19(火)

京都市 セントラルスクエア西大路花屋町店 5/18(月) 練馬区 新桜台駅前店 5/19(火)

市区町村 店名 店休日 京都市 川端東一条店 5/20(水) 練馬区 ココネリ練馬駅前店 5/21(木)

茨木市 茨木小川店 5/19(火) 京都市 智恵光院店 5/20(水) 練馬区 氷川台店 5/18(月)

柏原市 国分店 5/19(火) 城陽市 寺田店 5/21(木) 港区 ムスブ田町駅前店 5/9(土)

門真市 門真店 5/18(月) 八幡市 男山店 5/20(水) 目黒区 中目黒店 5/19(火)

岸和田市 和泉大宮店 5/20(水) 目黒区 目黒大橋店 5/20(水)

堺市 北野田店 5/21(木) 調布市 クロスガーデン調布店 5/19(火)

堺市 初芝店 5/21(木) 市区町村 店名 店休日 府中市 府中中河原店 5/21(木)

堺市 福田店 5/21(木) 御所市 御所店 5/19(火) 府中市 東府中店 5/20(水)

堺市 城山台店 5/20(水) 奈良市 学園前店 5/21(木) 武蔵野市 吉祥寺駅南店 5/19(火)

堺市 百舌鳥店 5/20(水) 大和高田市 トナリエ大和高田店 5/19(火)

堺市 福泉店 5/21(木) 吉野郡 大淀店 5/19(火)

奈良県

京都府

兵庫県

神奈川県

千葉県

埼玉県

2020.5.7更新

大阪市 大阪府 東京都

大阪府

近畿圏ライフ 首都圏ライフ 

店休日の翌日は開店準備作業の都合により、 

一部店舗を除き開店時間を11時とさせていただきます。 

何とぞ、ご理解とご協力のほど、お願い申し上げます。 

ライフ 店舗別店休日一覧 

※ムスブ田町店：5/10(日)13時開店 

※錦糸町店：5/19(火)10時開店 


