
　　新型コロナウイルス感染症拡大をうけ、店舗において営業時間等を変更しております。

　　お客様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

■和食麺処サガミ

5/23(土)以降

都道府県 店名 営業形態

埼玉県 埼玉大井店 11時～20時　限定メニュー

埼玉県 越谷南店 11時～21時　限定メニュー

埼玉県 埼玉鶴ヶ島店 11時～21時　限定メニュー

埼玉県 八潮店 11時～21時　限定メニュー

埼玉県 戸田笹目店 11時～21時　限定メニュー

埼玉県 東川口店 11時～21時　限定メニュー

東京都 町田金井店 11時～20時　限定メニュー

東京都 東村山店 11時～21時　限定メニュー

東京都 府中店 11時～21時　限定メニュー

東京都 町田根岸店 11時～21時　限定メニュー

神奈川県 厚木荻野店 11時～21時　限定メニュー

神奈川県 伊勢原店 11時～21時　限定メニュー

神奈川県 川崎宮前店 11時～21時　限定メニュー

静岡県 富士宮店 11時～21時　限定メニュー

静岡県 焼津店 11時～21時　限定メニュー

静岡県 榛原店 11時～21時　限定メニュー

静岡県 御殿場店 11時～21時　限定メニュー

静岡県 三島萩店 11時～21時　限定メニュー

静岡県 三島玉川店 11時～21時　限定メニュー

静岡県 函南店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

静岡県 富士柚木店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

静岡県 富士伝法店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

静岡県 清水店　　　　　　　 11時～20時　限定メニュー

静岡県 藤枝店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

静岡県 掛川店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

静岡県 袋井店　　　　 11時～21時　限定メニュー

静岡県 磐田店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

静岡県 浜松有玉店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

静岡県 浜松可美店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

岐阜県 岐阜北一色店　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 芥見店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 関マーゴ店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 大垣垂井店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

岐阜県 大垣浅草店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

2020/5/28更新

「新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う営業時間について」



■和食麺処サガミ

5/23(土)以降

都道府県 店名 営業形態

岐阜県 バイパス大垣店　　　 11時～22時　限定メニュー

岐阜県 岐阜正木店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 柳津店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

岐阜県 岐阜長良店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 岐阜加納店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

岐阜県 岐阜鏡島店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

岐阜県 羽島店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

岐阜県 鵜沼店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 中津川店　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 恵那店　　　　　　　 ８時～21時　限定メニュー

岐阜県 瑞浪中央店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 多治見店　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

岐阜県 土岐店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

岐阜県 可児店　　　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

岐阜県 美濃加茂店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

愛知県 藤ヶ丘店　　　　　　 11時～20時　限定メニュー

愛知県 江南店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー　　15時～17時は休業

愛知県 西尾店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

愛知県 豊田寿店　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 守山大永寺店　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 黒川店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 一社店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 梅森坂店　　　　　　 ８時～21時　限定メニュー

愛知県 四軒家店　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 小牧店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 瀬戸店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 高蔵寺店　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 春日井篠木店　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 味美店　　　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 一宮今伊勢店　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 一宮公園通店　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 一宮千秋店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

愛知県 開明店 11時～22時　限定メニュー

愛知県 西春店　　　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 志賀公園店　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 稲沢店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 新川店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 津島江川店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

愛知県 甚目寺店 11時～22時　限定メニュー

愛知県 豊川牛久保店　　　　 11時～21時　限定メニュー



5/23(土)以降

都道府県 店名 営業形態

愛知県 豊橋柱店 11時～20時　限定メニュー

愛知県 岡崎羽根店　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 知立店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 高浜店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 豊田上野店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 豊田朝日店　　　　　 ８時30分～22時　限定メニュー

愛知県 武豊店　　　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 刈谷店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 加木屋店　　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 東海店 ８時～21時　限定メニュー

愛知県 大府店　　　　　　　 ８時～22時　限定メニュー

愛知県 有松店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 潮見ヶ丘店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 中根店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 日進店　　　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 柴田店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 木場店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 富吉店　　　　　　　 ８時～22時　限定メニュー

愛知県 土古店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 一色大橋店　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

愛知県 千音寺店　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

愛知県 松葉公園店　　　　　 ７時～22時　限定メニュー

三重県 津桜橋店　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

三重県 バイパス伊勢店　　　 ９時～21時　限定メニュー

三重県 伊賀上野店　　　　　 ８時～21時　限定メニュー

三重県 長島店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

三重県 鈴鹿店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

三重県 亀山店　　　　　　　 ７時～21時　限定メニュー

三重県 菰野店　　　　　　　 ８時～21時　限定メニュー

三重県 松阪川井店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

三重県 伊勢小俣店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

三重県 久居店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

三重県 四日市ときわ店　　　 ７時～22時　限定メニュー

三重県 桑名店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

三重県 四日市羽津店　　　　 11時～22時　限定メニュー

富山県 掛尾店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

富山県 高岡店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

富山県 富山飯野店 11時～21時　限定メニュー

石川県 金沢松村店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

石川県 小松店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー



■和食麺処サガミ

5/23(土)以降

都道府県 店名 営業形態

福井県 敦賀店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

滋賀県 甲西店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

滋賀県 西大津店 11時～22時　限定メニュー

滋賀県 長浜店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

滋賀県 彦根店　　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

滋賀県 五個荘店　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

滋賀県 近江八幡店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

滋賀県 滋賀守山店　　　　　 11時～22時　限定メニュー

滋賀県 草津店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

京都府 京都城陽店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

京都府 京都八幡店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

奈良県 法隆寺店　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

奈良県 新庄店　　　　　　　 11時～20時　限定メニュー

奈良県 香芝店 11時～21時　限定メニュー

大阪府 富田林店　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

大阪府 岸和田店　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

大阪府 堺山本店　　　　　　 11時～22時　限定メニュー

大阪府 箕面店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

大阪府 東大阪石切店　　　　 11時～21時　限定メニュー

大阪府 松原店　　　　　　　 11時～21時　限定メニュー

兵庫県 神戸谷上店　　　　　 11時～21時　限定メニュー

■味の民芸

5/29(金)以降

都道府県 店名 営業時間

東京23区 高島平店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京23区 練馬高松店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京23区 練馬平和台店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京23区 葛飾奥戸店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京23区 世田谷砧店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 吉祥寺北町店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 町田成瀬店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 昭島中神店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 東久留米滝山東店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 アクロスプラザ東久留米店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

東京都 三鷹牟礼店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 府中店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

東京都 小金井店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

東京都 国分寺店 11時～21時30分 オーダーストップ　21時



都道府県 店名 営業時間

東京都 西国分寺店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 国立店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 八王子店 11時～21時30分 オーダーストップ　21時

東京都 八王子椚田店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 本町田店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

東京都 羽村店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

東京都 多摩永山店 11時～21時30分 オーダーストップ　21時

東京都 東大和店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分　平日の15時～17時は休業

神奈川県 港北ニュータウン店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

神奈川県 青葉台店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

神奈川県 丸山台店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

神奈川県 相模原橋本店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

神奈川県 藤沢湘南台店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

神奈川県 子母口店 11時～21時30分 オーダーストップ　21時      　平日の15時～17時は休業

神奈川県 川崎稲田堤店 11時～22時 オーダーストップ　21時30分

神奈川県 川崎宮前店 11時～21時30分 オーダーストップ　21時

神奈川県 相模が丘店 11時～21時30分 オーダーストップ　21時

神奈川県 若葉台店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

神奈川県 相模原並木店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分　平日の15時～17時は休業

千葉県 柏十余二店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

千葉県 流山店 11時～20時30分　 オーダーストップ　20時　        平日の15時～17時は休業

千葉県 八千代店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

千葉県 野田国道16号店 11時～20時30分　 オーダーストップ　20時       　平日の15時～17時は休業

千葉県 成田ﾆｭｰﾀｳﾝ店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

千葉県 茂原店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

千葉県 佐原店 5/29より営業再開　　11時～20時30分                 　平日の15時～17時は休業

千葉県 佐倉店 5/29より営業再開　　11時～20時30分  　               平日の15時～17時は休業

埼玉県 北浦和店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

埼玉県 所沢小手指店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分

山梨県 甲府上石田店 11時～20時30分　 オーダーストップ　20時　       平日の15時～17時は休業

栃木県 宇都宮帝京大前店 11時～20時30分　 オーダーストップ　20時　       平日の15時～17時は休業

栃木県 足利店 11時～21時　　 オーダーストップ　20時30分

群馬県 太田店 11時～21時　　 オーダーストップ　20時30分

群馬県 大田原店 11時～21時　　 オーダーストップ　20時30分

静岡県 富士店 11時～21時 オーダーストップ　20時30分　平日の15時～17時は休業

兵庫県 宝塚店 11時～21時30分 オーダーストップ　21時　        平日の15時～17時は休業

兵庫県 尼崎店 10時～22時　　 オーダーストップ　21時30分

岡山県 岡山奉還町店 11時～22時　　 オーダーストップ　21時30分

岡山県 岡山奥田店 11時～22時　　 オーダーストップ　21時30分

岡山県 岡山国富店 11時～22時　　 オーダーストップ　21時30分

■和食濱町

都道府県 店名 営業形態

神奈川県 湘南台店 11時～20時30分　 オーダーストップ　20時　       平日の15時～17時は休業



■団欒食堂あいそ家

都道府県 店名 営業時間 備考

愛知県 天道店 11時～22時　　オーダーストップ　21時45分

愛知県 港知多店 11時～22時　　オーダーストップ　21時30分

愛知県 大樹寺店 11時～22時　　オーダーストップ　21時30分

愛知県 津島店 11時～22時　　オーダーストップ　21時30分

愛知県 東郷店 11時～22時　　オーダーストップ　21時45分

愛知県 東浦店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

愛知県 豊山店 11時～22時　　オーダーストップ　21時30分

愛知県 豊田店 11時～22時　　オーダーストップ　21時45分

三重県 川越店 11時～23時　　オーダーストップ　22時45分

■どんどん庵

都道府県 店名 営業時間 備考

愛知県 伏見店 平日　　11時～20時　　　　オーダーストップ　19時45分

土日祝　11時～18時　　　　オーダーストップ　17時45分

愛知県 名駅西店 平日　　11時～22時　　　　オーダーストップ　21時40分

土日祝　11時～20時30分　　オーダーストップ　20時10分

■どんどん庵

都道府県 店名 営業時間 備考

愛知県 西福田店 10時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 上田楽店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 春日井白山店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 味鋺店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分　　　水曜日定休

愛知県 大府宮内店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 丸の内店 11時～20時　　15時～17時・土日祝休業

愛知県 甚目寺店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 イオン名西店 9時～21時

愛知県 神の倉店 10時30分～21時　オーダーストップ　20時45分

愛知県 猪子石店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

愛知県 中川助光店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

愛知県 中川長良店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 大磯通店 10時30分～21時　オーダーストップ　20時45分

愛知県 大府北山店 10時30分～21時　オーダーストップ　20時45分

愛知県 富木島店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 東中島店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 扶桑店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

愛知県 稲沢福島店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

愛知県 岩倉店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 ピアゴ平針店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 春日井瑞穂店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 高畑店 10時～22時　　オーダーストップ　21時30分

愛知県 旭前店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

愛知県 正徳町店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 浅間町店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

愛知県 江南店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分



都道府県 店名 営業時間 備考

愛知県 名和店 11時～20時　　オーダーストップ　19時45分

愛知県 師勝店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

岐阜県 大垣北店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

岐阜県 岐阜長良店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

岐阜県 笠松店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

三重県 四日市堀木店 11時～21時　　オーダーストップ　20時45分

■製麺大学

都道府県 店名 営業時間 備考

愛知県 知立店 11時～22時　　オーダーストップ　21時30分

愛知県 日進店 11時～20時　　オーダーストップ　19時30分

岐阜県 岐阜加納店 11時～20時　　オーダーストップ　19時30分

■かつたに

都道府県 店名 営業時間 備考

愛知県 一宮尾西店 11時～23時　　オーダーストップ　22時30分

愛知県 イオンナゴヤドーム前店 11時～21時

三重県 アピタ四日市店 11時～19時

■さがみ庭

都道府県 店名 営業時間 備考

愛知県 さがみ庭キャッスルプラザ 11時30分～20時

■SAGAMI金城ふ頭店

都道府県 店名 営業時間 備考

愛知県 SAGAMI金城ふ頭 11時～18時 15時～16時30分休業　　火～木曜日　休業

■さがみ庭

都道府県 店名 営業時間 備考

岐阜県 さがみ庭イオン各務原店 11時～20時　

■デラパスタキッチン

都道府県 店名 営業時間 備考

岐阜県 岐阜（土岐ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ） 11時～20時　

■水山

都道府県 店名 営業時間 備考

神奈川県 水山・港南台バーズ 11時～18時 6/5(金)より11時～21時営業

東京都 水山・紀伊国屋 11時30分～20時

東京都 水山・品川 平日10時～20時

土日10時～18時



■びんむぎ

都道府県 店名 営業時間 備考

長野県 びんむぎ・軽井沢 10時～18時

東京都 びんむぎ・セレオ八王子 10時～18時

■JINJIN

都道府県 店名 営業時間 備考

栃木県 JINJIN・佐野 10時～18時

東京都 JINJIN・新宿 11時30分～20時

■ぶぶか

都道府県 店名 営業時間 備考

東京都 ぶぶか新宿紀伊国屋 11時30分～20時

東京都 ぶぶか吉祥寺北口店 11時30分～20時

■蕎麦工房

都道府県 店名 閉店時間 オーダーストップ 備考

愛知県 蕎麦工房 休業 ～6/30(火)

既予約分のみ対応

■海外

国名 店名 閉店時間 オーダーストップ 備考

タイ SAGAMI Central World, Bangkok 20:00 19:00

ベトナム SUIZAN Thai Van Lung 22:00 ‐

ベトナム SUIZAN Ho Chi Minh 高島屋店 21:30 ‐

イタリア SAGAMI Milano Centrale 21:00


