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【4/18（月）16：00 現在】「平成 28 年熊本地震」の発生による店舗の営業状況 

 

「平成 28 年熊本地震」の発生によって、店舗建物が損傷・停電、または商品が店内に散乱し

ていること等により、熊本市内の店舗を中心に通常の営業ができない状態が続いております。

なお、４月 18 日（月）より、休業している店舗を本格的に開店させるべく準備を進めており

ます。また、熊本市近郊の店舗を中心に地震の影響が落ち着くまで営業時間を短縮（営業時間

11：00～18：00）している店舗がありますのでご了承ください。 

４月 18 日（月）16：00 現在の熊本県内店舗の営業状況は次のとおりです。 

※ 新たな地震の発生や停電および安全の確保等で、急遽営業を停止する場合があります。 

※ 店舗の営業時間は、状況によって延長または短縮する場合があります。 

※ ４月 18 日から営業を再開した店舗は、赤字で表示しております。 

 

１. 熊本県内で営業している店舗（87 店中、68 店） 

＜昨日（4/17）までに当社の全店舗が営業再開している市町村＞ 

荒尾市      全４店舗（グリーンランド店、原万田店、川登店、荒尾市役所通店）  

玉名郡長洲町   全１店舗（長洲店） 

  玉名市      全４店舗（立願寺店、玉名大倉店、岱明店、六田店） 

  山鹿市      全３店舗（桜町店、山鹿店、鹿本店） 

  葦北郡芦北町   全１店舗（芦北店） 

上天草市     全２店舗（松島店、大矢野店） 

天草市      全４店舗（本渡北店、亀場店、天草食場店、諏訪町店） 

水俣市      全２店舗（水俣店、津奈木店） 

人吉市      全２店舗（瓦屋町店、人吉店） 

  球磨郡あさぎり町 全２店舗（あさぎり店、免田店） 

  球磨郡錦町    全１店舗（錦店） 

  球磨郡多良木町  全１店舗（多良木店） 

  

 ＜その他市町村で、営業再開している店舗＞ 

徳王店 熊本市北区大窪１丁目２－１１ 西寺店 菊池市西寺１４６０－１ 

下硯川店 熊本市北区下硯川２丁目７－８８ 光の森店 菊池郡菊陽町光の森５丁目２２－３ 

植木店 熊本市北区植木町舞尾５４５－１ 松江店 八代市松江町５７６ 

託麻南店 熊本市東区長嶺東３丁目２－４７ 海士江店 八代市海士江町２７０６－１ 

東海学園前店 熊本市東区渡鹿８丁目２１－２０ 麦島店 八代市中北町３２４６－３ 

長嶺南店 熊本市東区月出８丁目３－２０ 高田店 八代市本野町２１３４－３ 

桜木店 熊本市東区花立４丁目３－９ 菊池店 菊池市隈府５４６－１ 

月出店 熊本市東区月出１丁目６－８ 菊池南店 菊池市片角２９６－３ 

横手店 熊本市西区横手３丁目６－３８ 大津店 菊池郡大津町室５４２－８ 

花園店 熊本市西区花園５丁目３－１１ 菊陽店 菊池郡菊陽町津久礼２２０４－１ 

野中店 熊本市西区野中２丁目１１－１５ 大津室店 菊池郡大津町室１４０１－１ 

新土河原店 熊本市西区新土河原１丁目９－３ にじの森店 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北２－１４－１ 



黒髪店 熊本市中央区黒髪５丁目２－５ 鏡店 八代市千丁町太牟田２２９０－２３ 

島崎店 熊本市中央区島崎１丁目８－２５ 古閑中店 八代市古閑中町９４０－１ 

水前寺駅通店 熊本市中央区水前寺３丁目３３－１ 竜北店 八代郡氷川町網道２８２－２ 

天明店 熊本市南区奥古閑町２８０ 美里店 下益城郡美里町小筵９２０－１ 

馬渡店 熊本市南区馬渡１丁目１１－１ 宇土店 宇土市高柳町２１－１ 

近見店 熊本市南区近見７丁目６－１ 宇土駅店 宇土市城之浦町７１－８ 

白藤店 熊本市南区白藤３丁目２－１ 松橋店 宇城市松橋町曲野１１８－１ 

くまなん店 熊本市南区江越２丁目１６－６ 菊南店 合志市須屋１９１０ 

  合志店 合志市幾久富１８６６－７４ 

 

２.休業している店舗 

・熊本市内 10 店 

武蔵ケ丘店 熊本市北区武蔵ケ丘６丁目４－３ 九品寺店 熊本市中央区九品寺３丁目１５－４６ 

戸島西店 熊本市東区戸島西１丁目５－１８ 島崎西店 熊本市西区島崎５丁目２－１４ 

秋津店 熊本市東区沼山津１丁目２０－１ 城南店 熊本市南区城南町阿高３１２－３ 

長嶺店 熊本市東区長嶺南１丁目２－１ 田迎店 熊本市南区田迎１丁目５－３ 

八反田店 熊本市東区八反田１丁目１－１ 南高江店 熊本市南区南高江３丁目１５６８－１ 

 

・熊本市以外の熊本県内店舗（９店） 

益城店 上益城郡益城町馬水７１６－１ 高森店 阿蘇郡高森町高森２０７８－１ 

熊本嘉島店 上益城郡嘉島町上島２１８７－２ 阿蘇店 阿蘇市西町８４９－１ 

御船店 上益城郡御船町辺田見１５３－１ 内牧店 阿蘇市内牧１２０８ 

大津バイパス店 菊池郡大津町大津１３１１－１ 宇城店 宇城市松橋町松橋１９７－１ 

津久礼店 菊池郡菊陽町津久礼２８０３－１   

 

３.休業している店舗の中で、店舗建物が損傷し、当分の間営業の再開が見込めない店舗 

武蔵ケ丘店 熊本市北区武蔵ケ丘６丁目４－３ 城南店 熊本市南区城南町阿高３１２－３ 

九品寺店 熊本市中央区九品寺３丁目１５－４６ 田迎店 熊本市南区田迎１丁目５－３ 

戸島西店 熊本市東区戸島西１丁目５－１８ 熊本嘉島店 上益城郡嘉島町上島２１８７－２ 

長嶺店 熊本市東区長嶺南１丁目２－１ 御船店 上益城郡御船町辺田見１５３－１ 

八反田店 熊本市東区八反田１丁目１－１ 宇城店 宇城市松橋町松橋１９７－１ 

秋津店 熊本市東区沼山津１丁目２０－１ 大津バイパス店 菊池郡大津町大津１３１１－１ 

島崎西店 熊本市西区島崎５丁目２－１４ 津久礼店 菊池郡菊陽町津久礼２８０３－１ 

 

４.営業時間を短縮（11：00～18：00）している店舗 

徳王店 熊本市北区大窪１丁目２－１１ 西寺店 菊池市西寺１４６０－１ 

下硯川店 熊本市北区下硯川２丁目７－８８ 菊池店 菊池市隈府５４６－１ 

植木店 熊本市北区植木町舞尾５４５－１ 菊池南店 菊池市片角２９６－３ 

託麻南店 熊本市東区長嶺東３丁目２－４７ 光の森店 菊池郡菊陽町光の森５丁目２２－３ 

東海学園前店 熊本市東区渡鹿８丁目２１－２０ 大津店 菊池郡大津町室５４２－８ 

長嶺南店 熊本市東区月出８丁目３－２０ 菊陽店 菊池郡菊陽町津久礼２２０４－１ 

桜木店 熊本市東区花立４丁目３－９ 大津室店 菊池郡大津町室１４０１－１ 

月出店 熊本市東区月出１丁目６－８ にじの森店 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北２－１４－１ 

横手店 熊本市西区横手３丁目６－３８ 宇土店 宇土市高柳町２１－１ 

花園店 熊本市西区花園５丁目３－１１ 宇土駅店 宇土市城之浦町７１－８ 

野中店 熊本市西区野中２丁目１１－１５ 美里店 下益城郡美里町小筵９２０－１ 



新土河原店 熊本市西区新土河原１丁目９－３ 松橋店 宇城市松橋町曲野１１８－１ 

黒髪店 熊本市中央区黒髪５丁目２－５ 竜北店 八代郡氷川町網道２８２－２ 

島崎店 熊本市中央区島崎１丁目８－２５ 鏡店 八代市千丁町太牟田２２９０－２３ 

水前寺駅通店 熊本市中央区水前寺３丁目３３－１ 古閑中店 八代市古閑中町９４０－１ 

天明店 熊本市南区奥古閑町２８０ 海士江店 八代市海士江町２７０６－１ 

馬渡店 熊本市南区馬渡１丁目１１－１ 松江店 八代市松江町５７６ 

近見店 熊本市南区近見７丁目６－１ 麦島店 八代市中北町３２４６－３ 

白藤店 熊本市南区白藤３丁目２－１ 高田店 八代市本野町２１３４－３ 

くまなん店 熊本市南区江越２丁目１６－６ 桜町店 山鹿市山鹿６２９－３ 

菊南店 合志市須屋１９１０ 山鹿店 山鹿市鹿校通２丁目４３７－１ 

合志店 合志市幾久富１８６６－７４ 鹿本店 山鹿市鹿本町御宇田６６１ 

 

 

※ 今後も、適宜情報を更新いたします。 

以上 


