
近鉄リテーリング　休業および営業時間変更一覧　（2022年12月12日9時現在）

駅・施設 店　　名 変　更　営　業　時　間 通　常　営　業　時　間

大阪難波 GOTO-CHI　難波店 平日　10:00～20:00 土日祝　10:00～21:00 平日　10:00～21:00 土日祝　9:00～21:00

KITTO　地下鉄なんば駅店 10:00～21:00 平日　10:00～22:45 土日祝 　10:00～22:00

大和果園　近鉄難波店 月～土　11:00～21:00 日祝　11:00～20:00 月～木　10:00～22:30
金・土・祝前日　10:00～23:00

日祝　10:00～22:00

船場カリーＰＬＵＳ　近鉄なんば店 10:00～21:00 6:30～23:00(L.O.22:30)

アンファン　近鉄難波駅店 10:00～21:00 10:00～22:00

平宗　難波駅店 10:30～20:00 9:00～21:00

蔵元豊祝　難波駅店 15:00～21:30 14:00～22:00

アンドリューのエッグタルト　難波店 12:00～21:00 10:00～22:00

肉の森田屋　近鉄難波駅店 平日　11:00～21：00 土日祝　11:00～20：00 10:00～21:30

お酒の美術館　近鉄難波駅店 平日　11:00～21：00 土日祝　11:00～20：00 10:00～21:30

粋麺あみ乃や　大阪難波駅店
平日　11:00～21:00

（中休　15:00～17:00）
土日祝　11:00～22:00 7:30～22:30

クックハウス　近鉄難波駅店 平日　6:30～21:00 土日祝　7:00～21:00 6:30～22:00

箱夢　難波店 6:30～21:00 6:30～22:00

大阪上本町 THROBBING. cosme+　上本町店 10:30～20:00 9:30～21:00

チュチュアンナ　上本町店 10:00～21:00 9:30～21:00

アンファン　上本町店 10:00～21:00
10:00～22:00

日祝　10:00～21:30

鶏太郎　上本町駅店 15:00～21:30 平日　15:00～22:00
土　15:00～21:00

日祝　定休日

平宗　上本町駅店
10:30～19:00

（中休　14:00～15:00）
9:00～21:30

ＭｅｅｔｓＳｗｅｅｔｓ　上本町店 平日　11:00～20:00 土日祝　11:00～18:00
平日　11:00～22:00
（最終日 20:00閉店）

土日祝　10:00～21:00

上六書房　上本町駅店 11:00～20:00 日祝　休業 平日　10:00～21:00
土　10:00～19:00

日祝　定休日

咲菜　上本町駅店 平日　8:00～20:30 土日祝　8:00～20:00 8:00～21:00

ｉｎｄｅｘ　上本町店 11:00～20:00 10:00～21:00

ローマ軒　大阪上本町店
平日　11:30～22:00

（中休　15:00～17:00）
土　11:30～21:00（中休15:00～17:00）

日祝　休業
11:00～22:00（L.O.21:30）

日祝　11:00～21:00（L.O.20:30）
第２火曜　定休日

カフェチャオプレッソ　上本町駅店 7:00～21:00 7:00～22:00

カフェチャオプレッソ＆クックハウス　上本町駅店 7:00～20:00 平日・土　7:00～21:30 日祝　7:00～20:30

クックハウス　上本町駅店 平日・土　7:30～21:00 日祝　7:30～20:00 7:30～21:00

上六庵 平日・土　7:00～21:00 日祝　7:00～19:00 7:00～21:00

カバリエ　上本町店 7:30～20:00 7:30～21:00（L.O.20:30）

ソラーレ・ドーノ
11:00～22:00

（中休　15:00～17:00）
11:00～22:00

鶴橋 ドトールコーヒーショップ　近鉄鶴橋駅店 7:00～21:00 平日　7:00～22:00 土日祝　7:00～21:00

焼肉ライク　近鉄鶴橋駅店 平日　11:00～22:00 土日祝　10:00～22:00 11:00～22:00

粋麺あみ乃や　鶴橋店 平日・土　7:00～21:00 日祝　10:00～21:00 7:00～21:00

八尾 アンジュブラン　八尾駅店 10:00～20:00 平日・土　11:00～22:00 日祝　11:00～20:00

布施 シュクレ  布施駅店 10:00～20:00 10:00～22:00

最北酒場すことん　布施駅店 12:00～21:30 月曜・第４日曜　定休
15:00～22:00

土日祝　12:00～20:00
月曜　定休日

（祝日の場合は営業）

モスバーガー　布施店 7:00～21:00 7:00～22:00

河内小阪 シュクレ　小阪駅店 10:00～20:00 平日・土　10:00～22:00 日祝　10:00～21:00

粉もんや八　小阪駅店
11：00～22：00

（イートイン21時まで）
11:00～23:00

八戸ノ里 curry station ～ カレーの停車駅
平日　11:00～20:00

（中休　14:00～17:00）
土日祝　休業 11：00～20：00

瓢箪山 シュクレ　瓢箪山駅店 10:00～20:00 平日・土　10:00～22:00 日祝　10:00～21:00

大阪阿部野橋 ファミリーマート　近鉄阿部野橋駅地下東改札外店 通常通り
宝くじ売り場のみ

7:00～20:00
6:00～22:30

irodori　kintetsu　阿部野橋店 平日　11:00～20:00 土日祝　11:00～19:00 11:00～20:00

THROBBING. cosme+　阿部野橋店 10:30～18:00 平日　10:00～21:30 日祝　10:00～21:00

チュチュアンナ　阿部野店 10:00～21:00 平日　10:00～21:30 土日祝　10:00～21:00

アンファン　阿部野橋駅店 10:00～21:00 10:00～22:00

王冠　阿部野橋駅店 平日　7:00～19:00 土日祝　7:00～16:00
7:00～21:00

日祝/7:00～18:00

ＭｅｅｔｓＳｗｅｅｔｓ　阿部野橋改札外店 平日　11:00～22:00 土日祝　11:00～21:00
11:00～22:00

最終日　20:00閉店
土日祝　10:00～22:00

あべの　ぷくぷく鯛焼き本舗 11:00～22:00 日祝　12:00～21:00 11:00～22:00 日曜　定休日

阿部野　親栄会１号（改札内） 16:00～21:00 15:40～22:45

阿部野　親栄会３号（地下） 16:00～21:00 17:00～23:20

阿倍野庵 平日・土　7:00～21:00 日祝　7:00～19:00 7:00～21:00

カフェチャオプレッソ　あべのハルカス店 平日　7:00～20:00 土日祝　8:00～20:00 平日　7:00～21:00
土　8:00～21:00

日祝　8:00～20:00

クックハウス　あべの橋駅店 平日　7:00～21:00 土日祝　7:00～20:00 7:00～21:00

プロント　あべの橋店 平日・土　7:00～22:30 日祝　7:00～22:00 7:00～23:00

モスバーガー　あべの橋店 6:45～22:00 6:45～22:45

江戸川　あべのハルカスダイニング店
平日　11:00～22:00

（中休　15:00～17:00）
土日祝　11:00～22:00

（中休なし）
11:00～23:00

藤井寺 フランス屋　藤井寺駅店 8:00～20:00 7:30～20:00



古市 フランス屋　古市駅前店 9:00～20:00 8:00～20:00

大和八木 ゐざさ寿司　大和八木駅売店 9:00～18:00 9:00～19:00

パネトリー　八木駅店 7:00～21:30 7:00～22:00

うめもり　八木駅店 8:30～19:30 平日　8:30～20:30 土日祝　8:00～20:30

橿原神宮前 ゐざさ柿の葉寿司　橿原神宮前駅店 9:00～18:00 9:00～19:00

うめもり　橿原神宮前駅店 8:00～19:00 平日　8:30～20:30 土日祝　8:00～20:30

粉もん屋八　橿原神宮前駅店
11:00～22:00

（21:00～テイクアウトのみ）
11:00～23:00

リトルマーメイド　近鉄橿原神宮前駅店 7:00～20:00 7:00～21:30

酒屋みよきく　近鉄橿原神宮前駅店 通常通り 平日　17:00～21:00 土日祝　11:00～19:00

きはる　橿原店 11:00～19:30 11:00～20:00(L.O.19:30)

ドトールコーヒーショップ　近鉄橿原神宮前店 平日　7:00～20:00 土日祝　7:00～19:00 7:00～21:00

生駒 たなか柿の葉すし　生駒駅店 8:00～20:00 8:00～21:00

つきひ　生駒店 11:00～21:00 11:00～21:30

伊駒
11:30～21:00

（中休　15:00～17:00）
11:30～22:00

（中休　15:00～17:00）
第３木曜　定休日

学園前 たなか柿の葉すし　学園前駅店 8:30～19：00 8:30～20:00

百楽　学園前駅ビル店
平日　11:30～20:30

（中休　15:00～17:00）
土日祝　11:30～21:00
（中休　15:00～17:00）

11:00～22:00
（中休　15:00～17:00）

第２・第４月曜　定休日
（祝日の場合、翌平日休業）

大和西大寺 粋麺あみ乃や　西大寺店 平日・土　7:00～21:00 日祝　7:00～20:00 7:00～21:00

焼肉ライク　大和西大寺駅店 平日　11:00～22:00 土日祝　10:00～22:00 10:00～22:00

近鉄奈良 ゐざさ寿司　奈良駅売店 10:00～18:00 9:00～20:00

蔵元豊祝　奈良駅店 14:00～21:00 14:00～22:00

菓匠千壽庵吉宗　近鉄奈良駅店 10:30～18:30 水・木　休業 10:00～１9:30
土日祝　9:00～19:30

木曜　定休日

大仏プリン　近鉄奈良駅店 平日　13:00～18:00 土日祝　12:00～19:00 9:00～20:00

天極堂　奈良駅店 10:00～18:00 9:00～20:00

パピエ＋　奈良駅店 金・土・日・祝　11:00～18:00 月～木　休業 11:00～19:00 木曜　定休日

グランチャ　奈良駅店 10:00～19:00 10:00～20:00

月日亭　近鉄奈良駅前店
11:30～21:00

（中休　15:00～17:00）
水曜　定休日（祝日の場合は営業）

11:00～21:00
（中休　16:00～17:00）

水曜　定休日
（祝日の場合は営業）

東大寺絵馬堂茶屋 11:00～16:00 月・木　休業（祝日除く） 11:00～16:00

奈良　百楽
11:30～21:00

（中休　15:00～17:00）
11:30～22:00

（中休　15:30～17:00）

江戸川　ならまち店
11:00～21:00

（中休　15:00～17:00）
木曜　定休日

（蔵乃間は予約限定で営業）
11:00～21:30 （蔵乃間）予約時のみ営業

カフェチャオプレッソ　奈良駅店 7:00～20:00 7:00～21:00

YAMATO Craft Beer Table 火～日　12:00～21:00 月曜　休業
11:00～22:00

金・土・日・祝前日　11:00-23:00
第３月曜　定休日

（祝日の場合は翌日火曜）

YAMATO Craft Beer SWITCH 火～日　11:00～20:00 月曜　休業
11:00～22:00

金・土・日・祝前日　11:00-23:00
第３月曜　定休日

（祝日の場合は翌日火曜）

王寺 ヒナタ　近鉄王寺駅店 月～土　11:00～20:00 日祝　11:00～19:00 11:00～22:00 日祝　11:00～20:00

王寺　百楽
11:00～21:00

（中休　15:00～17:00）
11:30～22:00

（中休　15:00～17:00）

新田辺 麦畑　新田辺駅店 平日・土　7:00～21:00 日祝　休業 7:00～21:00

桃山御陵前 粉こ楽　桃山御陵前店 11:00～19:00 10:00～20:00

近鉄丹波橋 たなか柿の葉すし　丹波橋駅店 9:00～19:00 9:00～21:00

ビアードパパ　丹波橋駅店 平日　10:00～21:00 土日祝　10:00～20:00 10:00～21:00

京都 GOTO-CHI　京都店 9:00～20:00 9:00～21:00

京つけもの西利　京都駅店 10:00～19:00 9:00～21:00

平宗　京都駅店 10:00～19:00 9:00～21:00

江戸川　近鉄京都駅店 11:00～21:00(L.O.20:30) 11:00～22:00

百楽　近鉄京都駅店 月～木・日　11:00～21:00 金・土　11:00～21:30 11:00～22:00

粋麺あみ乃や　近鉄京都駅店 平日・土　7:00～21:00 日祝　7:00～20:00 平日・土　7:00～21:30 日祝　7:00～20:30

カフェチャオプレッソ　京都みやこみち店 7:00～20:00 7:00～21:00

カフェチャオプレッソ　京都駅店 7:00～20:00 7:00～21:00

近鉄名古屋 元祖手羽先風来坊　名古屋駅店 11:00～21:00 11:00～21:30

元祖めいふつ天むす千寿　名古屋駅店 11:00～19:00 9:00～22:00

藤田屋　名古屋駅店 10:00～20:00 9:00～21:00

カフェチャオプレッソ　名古屋駅店 7:00～20:00 6:30～22:20

カフェチャオプレッソ　名古屋駅地上店 7:00～20:00 7:00～22:00 

近鉄蟹江 粉もん屋八　蟹江駅店
11:00～22:00

（平日中休　14:30～16:00）
11:00～22:00

近鉄四日市 ファミリーマート　近鉄四日市駅3番ホーム店 6:00～21:30 6:00～22:30

ファミリーマート　近鉄四日市駅1番ホーム店 6:00～21:30 6:00～22:30

マツモトキヨシ　四日市駅店 平日　9:00～21:00 土日祝　10:00～20:00 平日　9:00～22:00 土日祝　9:00～21:00

カフェチャオプレッソ　四日市駅店 平日　7:00～20:00 土日祝　8:00～18:00 平日・土　7:00～21:00 日祝　7:00～20:30

津新町 ファミリーマート　近鉄津新町駅前店 5:30～23:00 5:45～23:30

伊勢市 ファミリーマート　近鉄伊勢市駅4番ホーム店 6:00～20:00 6:00～22:00



宇治山田 ファミリーマート　近鉄宇治山田駅改札外店 6:00～21:00 6:00～22:00

果寮伊勢藤次郎　宇治山田駅店 11:00～17:00 8:30～18:30

鳥羽 ファミリーマート　近鉄鳥羽駅改札外橋上店 6:00～20:00 6:00～21:00

珍海堂　鳥羽駅店 10:00～17:30 金　臨時休業 9:30～17:00

ＭＵＳＥＡ　鳥羽駅店 10:00～17:00 9:00～18:00 火曜　定休日

鵜方 ファミリーマート　近鉄鵜方駅改札外橋上店 7:00～18:00 6:00～20:00

賢島 ファミリーマート　近鉄賢島駅改札外店 8:00～18:00 7:45～19:00

天満・扇町 焼肉ライク　天満関テレ前店 平日　11:00～22:00 土日祝　10:00～22:00 11:00～23:00

心斎橋 江戸川　心斎橋パルコ店
11:00～21:00

（中休　15:00～17:00）
11:00～23:00

福島 焼肉ライク　大阪福島駅前店 平日　11:00～22:30 土日祝　10:00～22:30 11:00～23:00

淀屋橋 カフェチャオプレッソ　淀屋橋店 平日　7:00～19:00 土日祝　11:00～18:00
平日　7:00～20:00
土　8:00～18:00

日祝　定休日

日本橋・なんさん通り 焼肉ライク　難波なんさん通り店 平日　11:00～22:00 土日祝　10:00～22:00 11:00～22:00

ドーム前 ケンタッキーフライドチキン　イオンモール大阪ドームシティ店 10:00～21:00 10:00～22:00

天保山 海遊館　café　R・O・F 海遊館の営業時間に準ずる 10：30～19：30

海遊館　ＳＥＡＳＡＷ 海遊館の営業時間に準ずる 10：30～19：30

飛鳥カンツリー店 7:00～17:00 7:00～18:30

柳生カントリー店 6:30～16:30 7:00～18:30

花吉野カンツリー店 7:00～17:00 7:00～18:30

伊賀ゴルフコース店 7:00～17:00 7:00～18:30

桔梗が丘ゴルフコース店 7:00～17:00 7:00～18:30

刈谷PA（下り） フードコート　ラーメン「一楽」 平日　10:00～21:30 (L.O.21:00) 土日祝　10:00～22:00(L.O.21:30) 10:00～22:00 (L.O.21:30)

フードコート　うどん「葵」 平日　7:00～20:30 (L.O.20:00) 土日祝　7:00～21:00(L.O.20:30) 7:00～22:00 (L.O.21:30)

フードコート　どんぶり定食「穣」 平日　7:00～20:30 (L.O.20:00) 土日祝　7:00～21:00(L.O.20:30) 7:00～22:00 (L.O.21:30)

天丼「てんや」 11:00～19:30(L.O.19:00) 11:00～20:00 (L.O.19:30)


