■神戸屋レストラン

店舗名

通常営業時間

時短
平日

営業時間
土

日祝

レストラン上野毛店
レストラン芦花公園
レストラン成城店

■レストラン
日～木、祝日（11:00～21:00）
（ラストオーダー20:00）
金、土、祝前日(11:00～22:00）
（ラストオーダー21:00）
■ショップ（販売のみ）
日～木、祝日（0:00～21:00）
金、土、祝前日（10:00～22:00 ）

レストラン調布ヶ丘店

神戸屋ブレッズ船堀店

■平日 （8：00～21：00）
■土日祝（8：00～20：00）

定休日

2020年－2021年
年末年始休店日

毎週火曜日

12/31
1/18
12/29(火)は営業

-

12/31
1/18

-

12/31
1/18

毎週火曜日

12/31
1/18
12/29(火)は営業

-

1/1
1/2

■12/30（8:00～20:00）
■12/31（8:00～17:00）
■1/3 （10:00～18:00）

通常営業時間にて営業

年末年始営業時間

■1/1（12:00～20:30）
（ラストオーダ20:00）
■1/2、3
レストラン（11:00～21:00）
（ラストオーダー20:00）
ショップ （10:00～21:00）

キッチンデリ&カフェ
nonowa武蔵小金井店

7:00～21:00

年中無休
（年末年始除く）

1/1

12/31、1/2、1/3（10:00〜19:00）

キッチンデリ&カフェ
アトレ浦和店

7:00～21:00

-

1/1

■12/31（ 7:00～19:00）
■1/2
（7:00～20:00）

キッチンデリ&カフェ横浜店

7:30～22:00

-

1/1

12/31（7:30～20:00）

-

1/1

■12/31（9:00～19:00）
■1/2、3（10:00～19:0０）

年中無休
（年末年始除く）

1/1

■12/31（10:00～18:00）
■1/2、3（10:00～19:00）

10:30～20:30

-

1/1

■12/31（10:30～19:30）
■1/2
（10:00～19:00）

通常営業時間にて営業

-

1/1

■12/31（10:00～18:00）
■1/2 （10:00～19:00）

キッチンnonowa武蔵境店
キッチン自由ケ丘店

7:00～22:00
8:00～21:00

キッチンルミネ荻窪店

10:00～21:00

キッチン聖蹟桜ヶ丘店

■月～土（10:00～20:00）
■日曜日（10:00～19:30）

神戸屋石窯ブレッドラブ成増店

8:00～22:00
（ラストオーダー21：00）

通常営業時間にて営業

年中無休

-

■レストラン
12/31（8：00～16：00）
1/1 （11：00～16：00）
1/2、1/3（11：00～20：00）
■ショップ
12/31（ 8：00～17：00）
1/1 （ 11：00～17：00）
1/2、1/3（10：00～21：00）

キッチンルミネ藤沢店

8:00～21:00

8:00～21:00

9:00～20:00

-

1/1

■12/30、31（8:00～19:00）
■1/2、3
（ 9:00～19:00）

キッチンペリエ稲毛店

■平日 （7:00～22:00）
■土日祝（7:00～21:00）

7:00～21:00

7:00～20:00

-

1/1

■12/30、31（7:00～19:00）
■1/2、3
（10:00～19:00）

キッチン青葉台店

■平日 （8:00～22:00）
■土日祝（8:00～21:00）

-

1/1

■12/31（8:00～18:00）
■1/2 （11:00～19:00）
■1/3 （10:00～20:00）

キッチン新横浜店

7:00～21:00

-

-

-

1/1

■12/31（10:00-19:00）
■1/2 （10:00-20:00）

-

1/1

■12/31（10:00-18:00）
■1/2
（7:30-18:00）
■1/3
（8:00-19:00）

-

1/1

■12/31（8:00-18:00）
■1/2 （10:00-20:00）

-

1/1

■12/31（8:00-18:00）

-

1/1

■12/31（7:30-18:00）
■1/2（10:00-20:00）

-

1/1

■12/31（7:00-19:0）
■1/2 （7:00-21:00）

年中無休
（年末年始除く）

1/1

■12/31
（9:00～20:00）
■1/2、1/3（ 9:00〜21:00）

8:00～21:00

8:00～20:00

1/1（8:00～20:00）

通常営業時間にて営業
キッチンアトレ吉祥寺店

キッチンエスパル仙台店

10:00～21:00
10:00～21:00

キッチン水戸店

8:00～20:30

キッチンマリエ富山店

8:00～20:00

キッチンMIDORI長野店

7:30～20:00

レザンジュたまプラーザテラス店

7:00～22:30

10:00～20:00

通常営業時間にて営業

7:00～22:00

キッチンEXPRESS
アトレ大船店

■平日土（7:00～23:00）
■日祝 （7:00～22:00）

キッチンEXPRESS
アトレ目黒店

■平日 （7:00～21:00）
■土日祝（9:00～21:00）

-

1/1

■12/31､1/2（10:00-18:00）
■1/3
（10:00-21:00）

キッチンEXPRESS
アトレヴィ大塚店

■平日土（7:30～22:30）
■土日祝（8:00～21:00）

年中無休
（年末年始除く）

1/1

■12/31（8:00～19:00）
■1/2・3（10:00～21:00）

年中無休
（年末年始除く）

1/1

■12/31（7:00〜19:00）
■1/2
（7:00〜20:00）

-

1/1

■12/31（8:00〜18:00）
■1/2、3（ 9:00〜21:00）

7:00～21:00

7:00～20:00

通常営業時間にて営業
キッチンEXPRESS
アトレ川崎店

7:00～22:30

キッチンデリ&カフェ
アトレ恵比寿店

■平日 （7:00～21:00）
■土日祝（8:00～21:00）

キッチンEXPRESS
アトレ川崎北側改札内

■平日土（7:00～22:00）
■日祝 （7:00～19:30）

7:00～22:00

7:00～19:30

年中無休
（年末年始除く）

1/1

■12/31（7:00〜19:00）
■1/2 （10:00〜20:00）

キッチンEXPRESS
東急プラザ蒲田店

■平日土（7:00～22:00）
■日祝 （7:00～21:00）

7:00～22:00

7:00～21:00

年中無休
（年末年始除く）

1/1

■12/31（10:00〜19:00）
■1/2
（10:00〜21:00）

-

-

9:00～22:00

年中無休
（年末年始除く）

1/1

10:00～22:00

年中無休
（年末年始除く）

キッチンEXPRESS
7:30～22:00
ビーンズ武蔵浦和店
キッチンEXPRESS
トリエ京王調布店
キッチンEXPRESS.
Sandwich Lab.ルミネ立川店

通常営業時間にて営業

11:00～20:00

レストラン西宮店
レストラン甲子園店
レストラン宝塚店

キッチンルアルデ新大阪店

シルフィルクア大阪店

1/1

12/31（9:00～19:00）
■12/29、30（10:00～20:00）
■12/31
（9:00～19:00）
■1/2、1/3 （10:00～19:00）

■レストラン
日～木、祝日（11:00～21:00）
（ラストオーダー20:00）
金、土、祝前日（11:00～22:00）
（ラストオーダー21:00）
■ショップ（販売のみ）
日～木、祝日（10:00～21:00）
金、土、祝前日（10:00～22:00 ）

12/31
1/18

通常営業時間にて営業
-

レストラン御影店
関学店

■12/31（7:30～20:00）
■1/1～3（9:00～21:00）

■1/1（12:00～20:30）
（ラストオーダー20:00）
■1/2、3レストラン（11:00～21:00）
（ラストオーダー20:00）
ショップ（10:00～21:00）

■平日 （10:30～16:00）
■土曜日（11:00～14:30）
7:00～21:00

日・祝

通常営業時間にて営業

-

11：00～21：00
（ラストオーダー20:00）

■12/31（10:30～18:00）
■1/2 （10:30～23:00）
（ラストオーダー閉店1時間前）

-

1/1

不定休

1/1
1/18

11:00～21:00

-

-

キッチンEXPRESS
タカシマヤゲートタワーモール店

7:00～21:00

-

1/1

■12/31（7:00～18:00）
■1/2
（9:30～21:00）

神戸屋ダイニング星が丘テラス店

■日～木（8:00～20:00）
（ラストオーダー19:00）
■金・土（8:00～21:00）
（ラストオーダー20:00）

-

1/1
2/16

■12/31（8:00～18:00）
■1/2 （10:00～21:00）

1/1

神戸屋石窯ブレッドラブ豊中店
キッチン名古屋ラシック店

11:00～23:00
（ラストオーダー.22:00）

当面の間休業

8:00～21：00
（ラストオーダー 20：00）

■1/1 （11:00～20:00）
■1/2･3（11:00～21:00）
（ラストオーダー閉店1時間前）
■12/31（11:00～18:00）
■1/2
（9:30～21:00）
■1/3
（10:00～21:00）

通常営業時間にて営業

キッチン福岡三越店

10:00～20:00

-

キッチンEXPRESS福岡三越店

10:00～20:00

-

1/1

