
28年12月30日（金） 28年12月31日（土） 29年1月1日（日） 29年1月2日（月） 29年1月3日（火） 29年1月4日（水）

ストリート 通常営業 10：00～19：00

ペリチカ 通常営業 9：00～19：00 休館

カーニバル 全日 10：00～21：00 通常営業 10：00～19：00 通常営業 通常営業 通常営業

月～金 6：45～21：00

土 7：00～21：00

日・祝 8：00～21：00

タリーズコーヒー 全日 7：00～22：00 通常営業 9：00～19：00 9：00～18：00 10：00～21：00 10：00～21：00 通常営業

コイデカメラ 全日 9：00～21：00 通常営業 9：00～19：00 通常営業 通常営業 通常営業

全日 カラー通路催事10：00～21：00 通常営業 10：00～19：00 通常営業 通常営業 通常営業

全日 カーニバル催事10：00～20：00 通常営業 10：00～19：00 休館 休店 休店 通常営業

全日 カーニバル本店10：00～21：00 通常営業 10：00～19：00 通常営業 通常営業 通常営業

ベンリコーナー 全日 10：00～21：00 通常営業 10：00～19：00 休店 10：00～18：00 通常営業

セブン銀行ATM 全日 10：00～21：00 通常どおり 10:00～19：00 通常どおり 通常どおり 通常どおり

千葉銀行ＡＴＭ

ゆうちょＡＴＭ

月～土 8：00～22：00

日祝 9：00～21：00

月～土 7：30～22：00

日祝 9：00～21：00

月～土 7：00～22：00

日祝 9：00～21：00

ND中央改札内南 全日 6：00～23：30 通常営業 通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業

コモンカフェ 全日 8：00～23：00 通常営業 通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業

月～土 7：00～22：00

日祝 8：00～21：00

月～土 8：00～22：00

日祝 9：00～22：00

月～土 8：00～22：00

日祝 9：00～22：00

月～土 7：00～22：30

日祝 7：00～22：00

月～土 7：00～22：00

日祝 7：00～21：00

ND中央改札内西 全日 6：30～23：30 通常営業 通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業

カワシマパン 全日 7：00～22：00 通常営業 通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業

月～土 8：00～22：00

日祝 9：00～22：00

月～土 6：30～22：00

日祝 6：30～21：00

【物販】 8：00～22：00

【物】日祝 9：00～22：00

【飲食】 11：00～23：00

ND中央改札外 全日 6：30～23：30 通常営業 通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業

平日 8：00～23：00

土日祝 8：00～21：00

平日 7：00～23：00

土日祝 8：00～21：00

千葉興業銀行ATM 全日 8：00～21：00 通常どおり 通常どおり 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常どおり

平日 7：00～23：00

土曜 8：00～23：00

日祝 8：00～21：00

月曜 7：00～24：30

火～金 5：00～24：30

土曜 5：00～22：00

日曜 8：00～21：00

セブン銀行ＡＴＭ 全日 4：30～25：00 通常どおり 通常どおり 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常どおり

２０１６年度　各店年末年始営業時間一覧

通常営業 通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業

通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業

通常営業 通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業

通常通り通常営業（日祝）

通常営業

千葉銀行ATM 通常どおり

京葉銀行ATM 通常どおり

ゆうちょ銀行ATM 通常営業（日祝） 通常どおり

通常営業（日祝）

通常どおり

通常営業

松戸富田麺業 通常営業

ウナウ 通常営業通常営業（日祝）通常営業 通常営業

通常営業

通常営業

エキナカ 通常営業

マツモトキヨシ 通常営業

ピーターパンンジュニア 通常営業

通常営業（日祝）

通常営業 通常営業 通常営業（日祝）

ドリップマニア

そばいち 通常営業

通常どおり 通常どおり 通常営業（日祝） 通常営業（日祝）

通常どおり 通常どおり 通常営業（日祝） 通常営業（日祝）

通常どおり 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝）

通常どおり 通常どおり 通常営業（日祝） 通常営業（日祝）

イマデヤ

駅弁屋　踊 通常営業

通常営業（日祝） 通常営業（日祝）

通常営業（日祝）

通常営業（日祝）

通常営業（日祝） 7：00～22：00

通常営業（日祝）

通常営業（日祝）

通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝） 通常営業（日祝）

通常営業

通常営業（日祝）

通常営業 通常営業（日祝） 通常営業（日祝）

フラワーショップKaKa

通常営業 通常営業 通常営業（日祝）

通常営業 通常営業 通常営業（日祝）

通常営業

通常営業 通常営業 通常営業（日祝）

通常営業（日祝）

通常営業（日祝）

通常営業（日祝）

千
　
葉

通常営業

箇所別 通常営業時間

千
　
　
　
　
葉

ドトールコーヒー

10：00～21：00

こめらく

一得餃子房

みずほ銀行ATM

通常営業

全日

10：00～19：00

通常営業

通常営業（日祝）

通常営業 通常営業

8：00～20：008：00～20：00 通常営業

通常どおり

8：00～19：00

通常どおり全日 10：00～21：00 通常どおり 10：00～19：00 通常どおり



28年12月30日（金） 28年12月31日（土） 29年1月1日（日） 29年1月2日（月） 29年1月3日（火） 29年1月4日（水）

２０１６年度　各店年末年始営業時間一覧

箇所別 通常営業時間

月～金 10：00～22：00

土・日・祝 10：00～21：00

月～金 7：00～22：00

土・日・祝 7：00～21：00

月～金 10：00～22：00

土・日・祝 10：00～21：00

コムスクエア2 全日 10：00～21：00 通常営業 10:00～20：00 休館 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

タリーズコーヒー 全日 7：00～22：00 通常営業 7:00～20：00 9：00～19：00 通常営業 通常営業 通常営業

プリモ 全日 10：00～23：00 10:00～21：00 10：00～20：00 休店 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

月～金 8：00～21：00

土・日・祝 9：00～20：30

月～金 10：00～22：00

土・日・祝 10：00～21：00

ローソン 全日 ２４時間 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業

月～金 10：00～13：30/15：00～20：00

土 10：00～13：30/14：30～17：00 通常営業

日・祝 休診

月～金 15：00～20：00

土・日祝 9：00～13：00

月～金 14：00～19：00

土・日・祝 13：00～18：00

月～金 10：00～22：00

土・日・祝 10：00～21：00

本館 全日 10：00～21：00 9:00～21：00 9：00～20：00 休館 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

マツモトキヨシ 全日 9：00～22：00 通常営業 9：00～20：00 休店 10：00～20：30 通常営業 通常営業

未来屋 全日 10：00～22：00 9：00～22：00 9：00～20：00 休店 10：00～20：30 通常営業 通常営業

ミスタードーナツ 全日 7：00～22：00 通常営業 7：00～21：00 休店 10：00～21：00 通常営業 通常営業

はなまるうどん 全日 7：00～22：00 通常営業 7：00～21：00 休店 10：00～21：00 通常営業 通常営業

ヴィドフランス 全日 7：00～21：00 通常営業 7:00～20:00 休店 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

ロッテリア 全日 7：00～22：00 通常営業 7：00～21：00 休店 10：00～21：00 通常営業 通常営業

KONNICHIWA 全日 10：00～22：00（L.O 21：30） 通常営業 10：00～20：00 休店 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

月～土 17：00～23：30（ＬＯ 23：00）

日・祝 17：00～23：00（ＬＯ 22：30）

cut COMO 全日 10：00～20：30（最終受付20：00） 通常営業 10：00～20：00 休店 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

白洋舎 全日 10：00～20：30 通常営業 10：00～20：00 休店 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

La Qoo 全日 10：00～20：30 通常営業 10：00～20：00 休店 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

月～金 10：00～21：00

土・日・祝 10：00～19：00

月～金 10：00～21：00

土・日・祝 10：00～19：00

月～金 10：00～21：00

土・日・祝 10：00～19：00

セブン銀行ATM 全日 ７：００～２２：００ 通常どおり 通常どおり 取扱いなし 通常どおり 通常どおり 通常どおり

フロア内 全日 10：00～22：00 9：00～21：00 9：00～20：00 休館 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

ヴィ・ド・フランス・カフェ 全日 7：00～22：00 7：00～21：00 7：00～20：00 10：00～18：00 10：00～20：00 7：00～20：00 通常営業

フルール・ボア 全日 10：00～20：30 通常営業 9：00～20：00 休店 休店 休店 通常営業

セブン銀行ATM 全日 10：00～22：00 9：00～22：00 9:00～22：00 取扱いなし 通常どおり 通常どおり 通常どおり

フロア内 全日 9：00～22：30 通常営業 9：00～20：00 休館 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

サンドッグイン神戸屋 全日 7：00～22：30 7：00～20：00 7：00～19：00 7：00～20：00 7：00～20：00

2Ｆカフェスペース 全日 7：00～22：00 7：00～18：00 7：00～18：00 7：00～18：00 7：00～18：00

セブン銀行ATM 全日 9：00～22：30 通常どおり 通常どおり 取扱いなし 通常どおり 通常どおり 通常どおり

月～土 6：30～23：00

日・祝 6：30～22：00

月～土 8：00～23：00

日・祝 8：00～22：00

月～土 7：00～22：00

日・祝 7：00～21：00

月～土 8：00～22：00

日・祝 8：00～21：00

月～土 6：30～23：00

日・祝 6：30～22：00

月～土 8：00～22：00

日・祝 8：00～21：00

月～土 10：00～18：00

日・祝 10：00～17：00

海
浜
幕
張

稲
　
毛

西
千
葉

検
見
川
浜

稲
毛
海
岸

通常どおり通常どおり 通常どおり 通常どおり

6：30～22：00

通常どおり 通常どおり

休店

9：00～20：00

休館

ブランド楽市

6：00～24：00

フードスクエア

京成バス

休店

10：00～20：00

神戸屋キッチン

9：00～20：00

白洋舎

WIRED KITCHEN

全日

日・祝

9：00～21：00

通常営業

デリフランス 日・祝

月～土

ハニーズバー 8：00～21：00

通常営業

10：00～19：00

7：30～19：00

7：00～21：00

そばいち

通常営業 7：30～19：00

通常どおり

10：00～20：00

通常どおり

11：00～21：00

通常どおり

9：00～21：00

通常営業

8:00～22：00

11：00～21：00

通常営業

通常営業11：00～21：00

10：00～20：00

通常営業

6：00～24：00

TOKYO豚骨BASE
MADE by 博多一風堂

通常営業

通常営業

NEWDAYS北口

ミニストップ

改札外 通常営業

通常営業10：00～20：00

10：00～20：00

10：00～20：30通常営業

ペリエ稲毛歯科

10：00～20：00

鍛冶屋文蔵

通常営業 通常営業

取扱いなしゆうちょＡＴＭ

通常営業

改札内

千葉興銀ＡＴＭ

取扱いなし

平和交通

10：00～20：00

6：30～22：00

12/30～1/3まで 休店

9:00～13:00

通常どおり 10：00～19：00

セブン銀行

10：00～19：00

京葉銀行ＡＴＭ

11：00～21 ：00

9：00～21：00

9：00～20：00

10：00～20：00

8:00～22：00

取扱いなし

16:00～23：00 休店

11：00～22：00

11：00～23：00 通常営業

セブン銀行ATM

千葉市幕張観光情報センター 12/28～1/3まで休み

10：00～21：00

月～土

11：00～21：00

9：00～21：00

8：00～21：00

休館

11：00～21：00

8：00～21：00

通常営業

9：00～21：00

8：00～21：00

9：00～21：00

通常営業

7：30～19：00

通常営業

8：00～21：00

9：00～21：00

0：00～24：00

8：00～22：00

通常営業

7：00～22：00

15:00～22：00

10：00～20：00

12/30～1/3まで 休診

通常営業8：00～21：00

通常営業

6：30～22：00

10：00～20：00

10：00～20：00

通常営業

通常営業

16：00～22：00

8：00～21：00

12/31～1/3まで休店

通常営業

通常営業

8:00～22：00

8：00～20：00

通常営業

通常営業

10：00～20：00

9：00～21：00

9：00～21：00 休店

10:00～21：00

通常どおり

通常営業

通常営業

通常どおり

通常営業

通常営業

通常どおり

通常営業6：00～24：00 6：00～24：00

11：00～21 ：00

カルディコーヒーファーム

通常どおり

通常どおり

コムスクエア1

16：00～23：00

11：00～21：00

通常どおり

通常営業

9：00～21：00

通常どおり 通常どおり

通常どおり 通常どおり 取扱いなし 通常どおり 通常どおり



28年12月30日（金） 28年12月31日（土） 29年1月1日（日） 29年1月2日（月） 29年1月3日（火） 29年1月4日（水）

２０１６年度　各店年末年始営業時間一覧

箇所別 通常営業時間

ロッテリア 全日 6：30～22：30 通常営業 9：00～21：00 9：00～20：00 9：00～21：00 9：00～21：00 通常営業

月～土 6：30～22：30

日・祝 7：00～22：00

マンスリースイーツ

ガトー・ド・ボワイヤージュ

鶏三和

おこわ米八

魚力海鮮寿司

グリーングルメ

桂林　常菜房

とんかつまい泉

コムフォー

３コインズステーション

ザ・ガーデン自由が丘

デニッシュバー 月～土 7：00～22：30

生蕎麦　いろり庵きらく

B-CAFÉ 日・祝 8：00～21：30

月～土 9：00～22：00

日・祝 9：00～21：30

月～金 6：00～22：30

土 6：30～22：30

日・祝 6：30～21：30

月～土 6：00～24：00

日・祝 6：30～23：30

月～土 7：00～22：30

日・祝 8：00～21：30

Perie　ＳＥＬＥＣＴ 全日 10：00～21：30 通常営業 10：00～20：00 10：00～20：00 10：00～20：00 10：00～20：00 通常営業

ヴィ・ド・フランス 全日 7：00～22：00 通常営業 7：00～20：00 休店 10：00～18：00 10：00～19：00 通常営業

ロッテリア/ラーメンわかしお 全日 7：00～22：00 通常営業 7：00～20：00 休店 10：00～18：00 10：00～19：00 通常営業

ベリテ

ウイズダム

ボイス

おしゃれ工房

上記以外の店舗 全日 10：00～21：00 通常営業 10：00～20：00 休店 10：00～18：00 10：00～18：00 通常営業

月～土 9：30～19：00

日 9：30～13：00 ＊祝日休み

月～土 9：30～12：30/15：00～18：30

日・祝 休診

月～土 10：00～19：00

日・木 休診

月～金 9：30～13：00/15：00～18：30

土 9：30～13：00/午後休診
日・祝 休診

HOTちょっと 全日 10：00～23：00（受付22時まで） 10：00～22：00 10:00～15：00 休店 休店 10：00～18：00 通常営業
ＦＵＪＩＹＡ 全日 10：00～21：30 通常営業 通常営業 休店 休店 通常営業 通常営業

ハースブラウン 全日 7：00～21：30 通常営業 7：00～18：00 休店 休店 休店 通常営業

津
田
沼

ア
ル
カ
ー

ド
茂
原

四
街
道
駅
ビ
ル

通常営業　12/29～1/3まで休診。

通常営業8：00～19：00

9：00～20：00

6：30～23：00

9：00～21：00

通常営業

8：00～19：00

8：00～21：00 8：00～21：00

通常営業

よつかいどう眼科

コスモ薬局

通常営業

通常営業 10：00～18：00

ステーション・デンタ
ル・クリニック四街道

デリ・フランス

四街道クリニック

青山フラワーマーケット

全日 10：00～20：00 通常営業

8：00～21：30 通常営業

ＫＩＯＳＫ 7：00～21：00

通常営業

ＮＥＷＤＡＹＳ 通常営業

月～土 8：00～22：30

9：00～21：00日・祝

9：00～21：00エクセルシオールカフェ

通常営業

通常営業

9：00～21：00

8：00～21：00

6：30～23：00

8：00～19：00

9：00～20：00

6：30～23：00

通常営業

　１２/３１～1/４まで休店。

7：00～21：00

9：00～21：00

10：00～18：00休店

通常営業8：00～21：00

９：３０～１２：３０ 　１２/３１～１/３まで休診。

9：00～21：00

９：３０～１３：３０

6：30～23：00

　12/3１～1/４まで休診。９：３０～１２：３０


