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株式会社物語コーポレーション 
代表取締役社長 CEO 加治 幸夫 

 
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた直営店舗一時休業について 

 
平素より、当社店舗をご愛顧くださり誠にありがとうございます。 
物語コーポレーション（本社・愛知県豊橋市、代表取締役社長 CEO 加治幸夫）は、新型コロナウイルス
感染症の拡大ならびに政府・自治体からの外出自粛要請等、現状の深刻さを真摯に受け止め、当社が運営
する『ゆず庵』国内直営店舗を明日４月 7日より一時休業させていただく決定を致しました。 
 様々な議論を重ね、熟慮した結果「この難局をみんなで元気に乗り越えて、最高の再スタートを切る！」。
それこそが地域も、お客様も、そして従業員にとっても報われる道になるという結論に至りました。今後
の経済的打撃、社会の疲弊は計り知れないものがあります。しかし、私たちが今できることは、この新型
コロナウイルスを抑え込む戦いに、早急に自発的に取り組むことだという決断に至りました。 
今後も、常にお客様と従業員の安全と健康を最優先に考え、引き続き、各自治体と連携し、迅速に対策を
講じてまいります。お客様ならびに関係者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願
い申し上げます。 

記 
■休業する期間 

2020年４月７日～2020 年４月 30 日 
※新型コロナウイルス感染症の拡大の状況、政府・自治体からの要請等により、休業期間は変更される 
可能性がございます。その場合には当社 HP 等にて随時お知らせいたします。 

 
■休業する店舗 
 当社が運営する「ゆず庵」国内直営店全店舗 
※フランチャイズ店舗につきましては、加盟店ごとに休業、時間短縮営業等を実施いたします。 
※詳しくは、以下の別表『休業等情報』をご確認ください。 

以上 
末筆とはなりますが、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々及びご家族・関係者

の皆様に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。 
また、医療従事者はじめ、行政の皆様等、感染拡大防止にご尽力されている皆様に深謝申し上げます。 
  

■ お客様からのお問い合わせ窓口 
物語コーポレーション カスタマーフリーダイヤル 

電話番号：0120-230-685（平日 10 時～12 時、13 時～18 時） 
■ 報道関係者の方のお問い合わせ先 

株式会社物語コーポレーション 広報・ＩＲ室 
電話番号：03-5414-5750 （平日 10 時～12 時、13 時～18 時） 



別表：休業等情報 2020年４月30日　10時現在  

■休業中

店舗名 所在地

ゆず庵仙台八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女中央1-2-10

ゆず庵仙台六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目南町9-19

ゆず庵名取店 宮城県名取市増田3-10-43

ゆず庵米沢店 山形県米沢市金池2-6-1

ゆず庵山形店 山形県山形市南館5-3-47

ゆず庵郡山店 福島県郡山市鳴神1丁目4

ゆず庵会津若松店 福島県会津若松市天神町20-2

ゆず庵水戸店 茨城県水戸市見川町字丹下二ノ牧2138-4

ゆず庵小山店 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田69-4

ゆず庵足利店 栃木県足利市芳町33-1

ゆず庵太田店 群馬県太田市西矢島町550-5

ゆず庵川口店 埼玉県川口市並木元町1-63

ゆず庵春日部店 埼玉県春日部市増富759-2

ゆず庵所沢店 埼玉県所沢市北中1-218-1

ゆず庵新座野火止店 埼玉県新座市野火止4-2-9

ゆず庵南浦和店 埼玉県さいたま市南区太田窪2558

ゆず庵幕張店 千葉県千葉市花見川区幕張町1-1319-24

ゆず庵東千葉店 千葉県千葉市中央区東千葉2-31-17

ゆず庵市原店 千葉県市原市更級4-2-1 アクロスプラザ市原更級

ゆず庵流山西平井店 千葉県流山市西平井3-18-2

ゆず庵多摩境店 東京都町田市小山ヶ丘2-7-2

ゆず庵花小金井店 東京都小平市花小金井4-32-8

ゆず庵足立島根店 東京都足立区島根2-16-19

ゆず庵練馬光が丘店 東京都練馬区田柄5-1-15

ゆず庵鈴鹿店 三重県鈴鹿市平田新町1640-2

ゆず庵小田原店 神奈川県小田原市鴨宮636-1

ゆず庵横浜本郷台店 神奈川県横浜市栄区公田町506-1

ゆず庵三鷹井口店 東京都三鷹市井口1-22-35

ゆず庵古淵店 神奈川県相模原市南区古淵3-13-28

ゆず庵三ツ境店 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町544-3

ゆず庵北久里浜店 神奈川県横須賀市根岸町1-9-21

ゆず庵高岡店 富山県高岡市赤祖父748

ゆず庵金沢桜田店 石川県金沢市桜田町2-19

ゆず庵小松店 石川県小松市沖周辺土地区画整理地19街区1

ゆず庵岐阜六条店 岐阜県岐阜市六条大溝1-17-5

ゆず庵大垣店 岐阜県大垣市禾森町5-178

ゆず庵富士青島店 静岡県富士市青島町269

ゆず庵浜松入野店 静岡県浜松市西区入野町9660-1

ゆず庵藤枝店 静岡県藤枝市益津352-1

ゆず庵浜松上島店 静岡県浜松市中区上島6-3-32

ゆず庵安城横山店 愛知県安城市横山町下毛賀知124-1

※休業店舗において、現在発行されているクーポン・割引券に関しては、
　有効期限を2020年8月31日に延長させて頂きます。(アプリ内のクーポンは含みません)

※休業店舗において、差し止めが間に合わず、
　休業期間中にチラシが投函される可能性がございます。ご了承ください。

※休業店舗において、定期発行されているDM等は、
　一時発送停止によりお客様の元へお届けできない場合がございます。ご了承ください。

※各自治体の方針により、急遽臨時休業や営業時間短縮をさせていただく場合が
　ございます。ご了承ください。



店舗名 所在地

ゆず庵知立店 愛知県知立市鳥居3-3-9

ゆず庵豊川店 愛知県豊川市下長山町高畑13-1

ゆず庵春日井店 愛知県春日井市梅ヶ坪町91-1

ゆず庵名古屋平針店 愛知県名古屋市天白区平針4-207

ゆず庵岡崎店 愛知県岡崎市井ノ口新町2-1

ゆず庵松戸秋山店 千葉県松戸市秋山1-2-1

ゆず庵津店 三重県津市津興字船頭町3423-4

ゆず庵堺泉北店 大阪府堺市南区豊田991-1

ゆず庵和歌山店 和歌山県和歌山市吹屋町5丁目3番

ゆず庵広島長束店 広島県広島市安佐南区長束2-11-3

ゆず庵新下関店 山口県下関市秋根西町1-7-17

ゆず庵高松木太町店 香川県高松市木太町2667-1

ゆず庵松山久米店 愛媛県松山市北久米町928-1

ゆず庵久留米上津店 福岡県久留米市上津１-9-30

ゆず庵福岡千代店 福岡県福岡市博多区千代5-3-5

ゆず庵太宰府大佐野店 福岡県太宰府市大佐野1-5-10

ゆず庵福岡志免店 福岡県糟屋郡志免町大字南里字ヒサゲ19-1

ゆず庵西熊本店 熊本県熊本市南区上ノ郷2-16-1

ゆず庵熊本帯山店 熊本県熊本市中央区帯山4-1-3

ゆず庵宮崎柳丸店 宮崎県宮崎市柳丸町117-4

ゆず庵鹿児島宇宿店 鹿児島県鹿児島市宇宿2-25-20

■営業時間変更

店舗名 所在地 営業時間

ゆず庵函館美原店 北海道函館市美原3-16-23 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵高崎緑町店 群馬県高崎市緑町3-2-5 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵新潟弁天橋店 新潟県新潟市中央区紫竹山5-2-18 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵長岡店 新潟県長岡市七日町字川原301 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵富山今泉店 富山県富山市今泉331-1 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵金沢有松店 石川県金沢市有松4-3-8 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵甲府国母店 山梨県甲府市国母5-20-17
11:00～15:00（食べ放題最終受付13:20）
17:00～22:40（最終入店21:00）

ゆず庵長野南高田店 長野県長野市大字高田1844 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵松本村井店 長野県松本市村井町北2-9-32
11:00～15:00 (最終入店13:20)
17:00～20:00 (最終入店19:00)

ゆず庵長野川中島店 長野県長野市川中島町今井1809-1
11:00～15:00 (最終入店13:20)
17:00～20:00 (最終入店19:00)

ゆず庵三島店 静岡県三島市玉川275-1
11:00～15:00（食べ放題最終受付13:20）
17:00～22:40（最終入店21:00）

店舗名 所在地 営業時間

ゆず庵小牧店 愛知県小牧市常普請3-195 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

【平日】11:00～15:00  17：00～20：00 

     (最終入店19:00)          

【土日祝】11：00～20：00 (最終入店19:00)

ゆず庵神戸小束山店 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868-1358 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵福山王子店 広島県福山市王子町1-2-11 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵豊田豊栄店 愛知県豊田市豊栄町6-331-1



店舗名 所在地 営業時間

ゆず庵函館美原店 北海道函館市美原3-16-23 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵高崎緑町店 群馬県高崎市緑町3-2-5 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵新潟弁天橋店 新潟県新潟市中央区紫竹山5-2-18 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵長岡店 新潟県長岡市七日町字川原301 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵富山今泉店 富山県富山市今泉331-1 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵金沢有松店 石川県金沢市有松4-3-8 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵甲府国母店 山梨県甲府市国母5-20-17
11:00～15:00（食べ放題最終受付13:20）
17:00～22:40（最終入店21:00）

ゆず庵長野南高田店 長野県長野市大字高田1844 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵松本村井店 長野県松本市村井町北2-9-32
11:00～15:00 (最終入店13:20)
17:00～20:00 (最終入店19:00)

ゆず庵長野川中島店 長野県長野市川中島町今井1809-1
11:00～15:00 (最終入店13:20)
17:00～20:00 (最終入店19:00)

ゆず庵三島店 静岡県三島市玉川275-1
11:00～15:00（食べ放題最終受付13:20）
17:00～22:40（最終入店21:00）

店舗名 所在地 営業時間

ゆず庵小牧店 愛知県小牧市常普請3-195 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

【平日】11:00～15:00  17：00～20：00 

     (最終入店19:00)          

【土日祝】11：00～20：00 (最終入店19:00)

ゆず庵神戸小束山店 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868-1358 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵福山王子店 広島県福山市王子町1-2-11 11:00～20:00（酒類最終販売19:00）

ゆず庵豊田豊栄店 愛知県豊田市豊栄町6-331-1


