
２０１９年１０月１２日 

イオンタウン株式会社 

 

 

台風１９号接近による一部店舗の営業時間変更について 
 

 

イオンタウン株式会社は、台風１９号の接近にともない、関東・東海・東北の当社ショッ

ピングセンター（以下当社ＳＣ）の一部の店舗の営業時間を変更します。 

イオンタウンは、お客さまや従業員の安全を最優先するという大前提のもと、地域のライフ 

ラインの一部であるという使命を果たすため、一部の店舗の営業時間を変更し、出来うる限

りの対応を実施してまいります。 

また 、１３日については各ＳＣのホームページをご確認ください。 

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 

＜ 営業時間変更店舗 ＞ 

東北・関東・東海 １都１１県の一部の当社ＳＣ 合計 ６４ショッピングセンター 

（東京都、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、

三重県、岐阜県） 

 

・１０月１２日（土）の営業状況（１０月１２日１４時現在） 

 

都道府県名 ＳＣ名称　 スーパーマーケット 専門店

岩手県 イオンタウン釜石 スーパーセンター　１９時閉店 １８時閉店

宮城県 イオンタウン佐沼 通常営業 １９時閉店

宮城県 イオンタウン仙台泉大沢 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン金成 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン古川 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン鹿島台 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン矢本 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン塩釜 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン仙台八乙女 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン仙台郡山 通常営業 通常営業

宮城県 イオンタウン仙台富沢 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン名取 通常営業 一部休業

宮城県 イオンタウン柴田 通常営業 一部休業



 

 

 

都道府県名 ＳＣ名称　 スーパーマーケット 専門店

福島県 イオンタウン塩川 通常営業 通常営業

福島県 イオンタウン須賀川 通常営業 一部休業

福島県 イオンタウン郡山 ザ・ビック　１８時閉店 １８時閉店

栃木県 イオンタウン佐野 カスミ　　１２時閉店 休業

栃木県 イオンタウン那須 ザ・ビック　１９時閉店 一部休業

栃木県 イオンタウン那須塩原 ザ・ビック　１９時閉店 一部休業

栃木県 イオンタウンさくら ザ・ビック　１９時閉店 一部休業

栃木県 イオンタウン真岡 ザ・ビック　１９時閉店 一部休業

茨城県 イオンタウン水戸南 カスミ　　１２時閉店 休業

茨城県 イオンタウン守谷 カスミ　　１２時閉店 休業

埼玉県 イオンタウン上里 ベルク　　１２時閉店 休業

埼玉県 イオンタウン吉川美南 イオンスタイル　１３時時閉店 一部休業

埼玉県 イオンタウン蕨 マックスバリュ　休業 休業

千葉県 イオンタウン野田七光台 マックスバリュ　１３時閉店 一部休業

千葉県 イオンタウン野田船形 ― 一部休業

千葉県 イオンタウン松ヶ崎 マックスバリュ　１３時時閉店 一部休業

千葉県 イオンタウン木更津朝日 カスミ　　１２時閉店 休業

千葉県 イオンタウン木更津請西 マックスバリュ　１２時時閉店 一部休業

千葉県 イオンタウンたつみ台 マックスバリュ　１３時時閉店 一部休業

千葉県 イオンタウン君津 イオンスタイル　１３時時閉店 一部休業

千葉県 イオンタウン東習志野 マックスバリュ　１２時時閉店 休業

千葉県 イオンタウン新船橋 マックスバリュ　休業 一部休業

千葉県 イオンタウン稲毛長沼 マックスバリュ　休業 一部休業

千葉県 イオンタウン市川大和田 ダイエー　１３時時閉店 一部休業

千葉県 イオンタウン成田富里 マックスバリュ　休業 休業

千葉県 イオンタウンおゆみ野 マックスバリュ　１３時時閉店 休業

千葉県 イオンタウン館山 イオンスタイル　１３時時閉店 休業

千葉県 イオンタウンユーカリが丘 イオンスタイル　１３時時閉店 休業

東京都 イオンタウン田無芝久保 マックスバリュ　１３時閉店 一部休業



※：１０月１２日１４時時点の情報です。今後の状況により、営業時間が変更になる 

場合がございます。 

※：詳しくは各店舗のウェブページをご確認ください。 

https://www.aeontown.co.jp/sclist/ 

都道府県名 SC名称　 スーパーマーケット 専門店

静岡県 イオンタウン富士南 通常営業 １２時閉店

静岡県 イオンタウン稲取 マックスバリュ　１４時閉店 休業

静岡県 イオンタウン浜岡 通常営業 休業

静岡県 イオンタウン大須賀 通常営業 休業

静岡県 イオンタウン磐田 通常営業 休業

静岡県 イオンタウン浜松葵 通常営業 一部休業

静岡県 イオンタウン湖西 通常営業 通常営業

静岡県 イオンタウン蒲原 ザ・ビック　　１４時閉店 休業

愛知県 イオンタウン有松 通常営業 休業

愛知県 イオンタウン千種 通常営業 休業

愛知県 イオンタウン名西 通常営業 通常営業

愛知県 イオンタウン熱田千年 通常営業 一部休業

愛知県 イオンタウン刈谷 通常営業 一部休業

愛知県 イオンタウン豊橋橋良 通常営業 一部休業

愛知県 イオンタウン弥富 通常営業 一部休業

三重県 イオンタウン芸濃 通常営業 一部休業

三重県 イオンタウン津河芸 通常営業 通常営業

三重県 イオンタウン津城山 通常営業 通常営業

三重県 イオンタウン菰野 通常営業 一部休業

三重県 イオンタウン鈴鹿 通常営業 一部休業

三重県 イオンタウン鈴鹿玉垣 通常営業 一部休業

三重県 イオンタウン桑名新西方 通常営業 一部休業

三重県 イオンタウン伊賀上野 通常営業 一部休業

三重県 イオンタウン伊勢ララパーク 通常営業 一部休業

岐阜県 イオンタウン各務原 通常営業 一部休業

岐阜県 イオンタウン大垣 通常営業 一部休業

岐阜県 イオンタウン美濃 通常営業 一部休業

岐阜県 イオンタウン本巣 通常営業 一部休業


