
営業時間一覧（1月4日時点）

所在地 店舗名 営業時間 記事

米原 井筒屋臨時売店 9:00-17:00

草津 デリカフェ･キッチン 草津 7:00-21:00 祝日により営業時間が変更になる場合があります

草津 麺家草津
(平日)7:00-21:00
(土日祝)7:00-20:00

草津 うばがもちや草津売店 8:00-20:00

瀬田 ロッテリア瀬田
(平日)7:00-22:00
(土日祝)7:30-22:00

石山 デリカフェ･キッチン 石山
(月～土)7:00-20:00
(日祝)7:00-18:00

祝日により営業時間が変更になる場合があります

膳所 サンエトワール膳所
(月～土)7:30-20:30
(日祝)8:00-20:00

山科 麺家山科
(平日)7:00-21:30
(土日祝)7:00-21:00

京都 デリカフェ・キッチン 京都 7:00-20:00

京都 エスタシオンカフェ 京都 10:00-19:00

京都 麺家京都上がも
(平日)7:00-21:00
(土日祝)7:00-20:00

京都 麺家京都下がも
(平日)7:00-21:00
(土日祝)7:00-20:00

京都 麺家さがの 7:00-21:00

京都 葵茶屋 11:00-22:00

京都 旅弁当京都１号 7:00-21:30

京都 旅弁当京都2号 8:00-19:00

京都 旅弁当京都3号 7:00-21:30

京都 旅弁当京都中央口 8:00-20:00

京都 旅弁当 駅弁にぎわい京都 7:00-21:30

京都 スパイシーマサラ 9:00-20:30

京都 塩小路カフェ京都
(平日)6:30-22:00
(土日祝)6:30-21:00

京都 つくもうどん 7:00-22:00

西大路 クーズコンセルボ西大路
(月～土)6:30-20:00
(日)7:00-19:00

高槻 からふね屋珈琲 高槻店
(月～木、日祝)7:30-22:00
(金土)7:30-23:00

高槻 からふね屋cafeビエラ高槻店 7:00-22:00

高槻 麺家高槻 7:00-20:00

高槻 博多もつ鍋やまやビエラ高槻 11:00-22:00

高槻 サイドトリップカフェ高槻 6:30-20:30

高槻 サブウェイＪＲ高槻駅店 9:00-21:00

高槻 築地銀だこＪＲ高槻 10:00-21:00

高槻 フレッシュベーカリー神戸屋高槻 7:00-21:00

高槻 マネケン高槻 9:00-21:00



営業時間一覧（1月4日時点）

所在地 店舗名 営業時間 記事

高槻 麦の穂スイートプラザ 9:00-22:00 テイクアウトは22:00まで

茨木 デリカフェ・キッチン茨木
(月～土)7:00-21:00
(日祝)7:00-20:00

茨木 麺家茨木
(平日)7:00-22:00
(土日祝)7:00-21:00

吹田 ビアードパパJR吹田駅店 10:00-21:00

新大阪 麺家新大阪上り
(平日)7:00-22:00
(土日祝)7:00-21:00

新大阪 デリチュースエキマルシェ新大阪 9:00-21:30

新大阪 Drip-X-Cafe 6:30-22:00

新大阪 逢酒場ちろり 11:00-23:00

新大阪 旅弁当駅弁にぎわい 6:30-22:00

新大阪 VIA BEAR OSAKA 11:00-23:00

新大阪 海鮮回転寿司がんこ 11:00-23:00 テイクアウトは11:00～

新大阪 どうとんぼり神座 9:30-23:00

新大阪 浪花そば 6:30-23:00

新大阪 からふね屋珈琲 エキマルシェ新大阪ソトエ店 7:00-22:00

新大阪 麺つるり 7:00-22:00

新大阪 ロマン亭 エキマルシェ新大阪ソトエ店 10:00-22:00

新大阪 フレッシュネスバーガー エキマルシェ新大阪ソトエ店 6:30-22:00

新大阪 寿司 魚がし日本一 エキマルシェ新大阪ソトエ店 7:00-22:00

新大阪 ビアードパパＪＲ新大阪駅店 10:00-22:00

新大阪 エスタシオンカフェ タイム 7:00-21:30

新大阪 Cafe&Bar  DEUR 7:00-19:00

新大阪 旅弁当新大阪1号 6:30-21:30

新大阪 旅弁当駅弁にぎわい　アルデ新大阪 7:00-21:30

新大阪 クリスピー・クリーム・ドーナツ 11:00-21:00

新大阪 御座候　新大阪 10:00-21:00

新大阪 マネケンJR新大阪駅店 10:00-21:00

大阪 デリカフェエキスプレス 大阪mini
(平日)7:00-20:00
(土日祝)休業

大阪 プロントイルバール大阪
(平日)7:00-23:00
(土日祝)7:00-21:00

大阪 旅弁当大阪 6:45-20:15

大阪 旅弁当大阪御堂筋口 6:30-20:30

大阪 からふね屋咖喱店 7:00-22:00

大阪 麺亭　しおつる 7:00-23:00
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大阪 デリカフェ･キッチン 大阪mido 7:30-22:00

大阪 デリカフェ･キッチン 大阪 7:30-21:00

大阪 デリカフェ 大阪North
(平日)7:30-20:00
(土日祝)7:30-22:30

大阪 デリカフェエキスプレス 大阪 7:30-19:00

大阪 デリチュース大阪 10:00-20:00

大阪 エスタシオンカフェ グラン 8:00-21:00

大阪 麺家大阪みどう
(平日)7:00-22:30
(土)7:00-22:00
(日祝)7:00-20:00

大阪 御座候　大阪 10:00-22:00

大阪 銀座に志かわＪＲ大阪駅店 10:00-20:00

大阪 ビアードパパＪＲ大阪駅店 10:00-22:00

大阪 ピッコロ大阪 11:00-22:00

大阪 洋麺屋　五右衛門 11:00-22:00

大阪 こなな 11:00-23:00

大阪 上海バール 11:00-23:00

大阪 博多もつ鍋やまや 11:00-23:00

大阪 回転寿司がんこ 11:00-23:00

大阪 牛たん炭焼 利久 11:00-23:00

大阪 スターバックスコーヒーエキマルシェ大阪 7:00-23:00

大阪 博多　一幸舎 11:00-23:00

大阪 昼酒場 こみち 11:00-23:00

大阪 コーヒーギャラリーヒロ エキマルシェ大阪店 11:00-23:00

大阪 大坂かしわ飯 ロマン亭 11:00-23:00

大阪 麺つるり エキマルシェ大阪 11:00-23:00

大阪 あらうま堂 11:00-22:00

大阪 五郎っぺ食堂 11:00-22:00 14:00-17:00休業

大阪 マクドナルドＪＲ大阪駅  桜橋口店 6:00-23:00

大阪 自由亭新梅田
11:00-22:00
(金のみ)11:00-22:30

大阪 Drip-X-Cafe ホテルヴィスキオ大阪
(平日)7:30-18:00
(土日祝)7:00-20:00

塚本 吉野家ＪＲ塚本駅 6:00－23:30

尼崎 デリカフェエキスプレス 尼崎
(平日)7:00-17:00
(土日祝)7:00-15:00

尼崎 麺家尼崎
(平日)7:00-22:00
(土日祝)7:00-21:00

尼崎 あまや
(日～木)11:00-21:00
(金土)11:00-22:00
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立花 サンエトワール立花
(平日)7:00-20:00
(土日祝)7:00-19:30

西宮 マクドナルド西宮 5:00-25:00

摂津本山 デリフランス 7:00-21:00

灘 デリカフェエキスプレス 灘
(月～土)7:00-20:00
(日祝)7:00-18:00

祝日により営業時間が変更になる場合があります

三ノ宮 デリカフェ･キッチン 三ノ宮 7:00-21:00 テイクアウトは22:00まで

三ノ宮 エスタシオンカフェ 三ノ宮
(平日)7:00-21:00
(土日祝)7:30-21:00

三ノ宮 麺家三ﾉ宮
(平日)7:00-21:00
(土)7:00-20:00
(日祝)7:00-19:00

三ノ宮 博多もつ鍋やまやＪＲ三ノ宮 11:00-23:00

三ノ宮 御座候三ノ宮 10:00-22:00

元町 デリカフェ･キッチン 元町 7:30-21:00

神戸 おらが蕎麦ＪＲ神戸駅店 11:00-22:00

神戸 マクドナルドＪＲ神戸駅店 6:00-24:00

神戸 淡路屋神戸１号店 7:00-20:00

神戸 スシローTOGOJR神戸駅店 11:00-20:00

神戸 銀座に志かわJR神戸駅店 10:00-20:00

神戸 吉野家JR神戸駅店 7:00-23:00

兵庫 麺家兵庫 7:00-20:00

兵庫 吉野家ＪＲ兵庫駅 0:00-24:00 月曜2:00-5:00休業

舞子 サンエトワール舞子
(月～土)7:30-20:00
(日)8:00-19:00

明石 麺家明石 7:00-20:30

明石 吉野家JR明石駅 7:00-23:00

明石 楽　明石
(平日)10:00-22:00
(土祝)10:00-19:00
(日)休業

西明石 淡路屋西明石 7:00-19:00

西明石 テルミーニ西明石 7:30-18:30

魚住 ダンマルシェ魚住
(平日)7:00-20:00
(土日祝)7:00-19:00

加古川 マネキダイニング加古川
(平日)9:30-24:00
(土日)9:30-20:30

姫路 侍MANEKI珈琲 7:00-19:00

姫路 御座候姫路 9:00-20:00

姫路 まねき幹線下り弁当売店 7:00-19:00

姫路 まねき幹線上り弁当売店 7:00-20:00

姫路 ひさご 7:00-21:30
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姫路 えきそば下り売店 6:00-24:00

姫路 えきそば上り売店 6:00-23:00

姫路 マネキダイニング 7:00-20:00

姫路 吉野家ＪＲ姫路駅
(平日)7:00-23:00
(土日祝)11:00-21:00

天満 サンエトワール天満 7:00-20:00

京橋 デリカフェ・キッチン京橋 7:00-21:00

京橋 麺家京橋外回り
(月～土)7:00-22:00
(日祝)7:00-21:00

京橋 麺家京橋東西線
(平日)7:00-21:00
(土日祝)7:00-20:00
(日祝)7:00-19:00

京橋 吉野家京橋 6:30-22:00

京橋 Drip-X-Cafeヴィアイン大阪京橋 7:00-20:00

森ノ宮 フレッシュベーカリー神戸屋森ノ宮 7:00-21:00

玉造 じゅうじゅう屋 11:00-22:00

玉造 鶴丸饂飩本舗 7:00-22:00

玉造 かつカツカレー888 11:00-22:00

玉造 マクドナルド　ＪＲ玉造駅店 6:00-23:00

玉造 寿司一番地玉造駅店 11:00-21:00

鶴橋 麺家鶴橋
(平日)7:00-19:00
(土日祝)7:00-15:00

鶴橋 淡路屋鶴橋 7:00-20:00

鶴橋 ロッテリア鶴橋 6:30-21:00

桃谷 スターバックスコーヒーJR桃谷 7:00-22:00

天王寺 デリカフェ・キッチン天王寺
(平日)7:00-21:00
(土日祝)7:00-22:00

天王寺 カフェプレスト 天王寺
(平日)11:00-20:00
(土)11:00-18:00
(日祝)11:00-16:00

天王寺 ツリーカフェ 7:30-22:00

天王寺 麺家天王寺
(平日)7:00-21:30
(土日祝)7:00-20:00

天王寺 麺家みちくさ
(月～土)7:00-22:00
(日祝)7:00-20:00

天王寺 さち福やCAFE 8:00-22:00

天王寺 デリチュース天王寺ミオ 11:00-21:00

弁天町 マクドナルド弁天町 0:00-24:00

西九条 麺家西九条
(平日)7:00-21:00
(土日祝)7:00-15:00

西九条 吉野家ＪＲ西九条駅 7:00-23:00

鳳 麺家鳳
(平日)7:00-20:00
(土日祝)7:00-15:00
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徳庵 サンエトワール徳庵 7:00-20:00

津田 サンエトワール津田 7:00-20:00

本町 博多もつ鍋やまや 御堂筋本町
(平日)11:00-21:00
(土)11:00～15:00
(日祝)休業

心斎橋 デリチュース　大丸心斎橋店 10:00-20:00

阿倍野 からふね屋CAFE あべのキューズモール店 10:00-21:00

箕面 からふね屋珈琲 箕面店
(月-木)7:30-18:00
(金土日祝)7:30-20:00

二条 志津屋JR二条駅店 7:30-21:00

二条 ちゃんぽん亭総本家 11:00-23:00

三条 からふね屋珈琲 三条本店
(月-木、日祝)9:00-22:00
(金土)9:00-23:00

熊野 からふね屋珈琲 熊野店 7:30-21:00

小倉 からふね屋珈琲 小倉店
(月-木、日祝)7:30-22:00
(金土)7:30-23:00

竹田 からふね屋珈琲 竹田店 7:30-22:00

山科 からふね屋珈琲 山科店
(平日、日祝)7:30-22:00
(土)7:30-23:00

宝塚 デリカフェ･キッチン 宝塚 7:00-22:00

新神戸 デリカフェエキスプレス 新神戸 7:00-21:00

新神戸 エスタシオンカフェ 新神戸 7:00-21:00

新神戸 臼臼新神戸 11:00-20:30

新神戸 自由亭 10:00-21:00

新神戸 旅弁当新神戸 6:15-21:00

新神戸 淡路屋新神戸１号店 11:00-19:00

新神戸 淡路屋新神戸２号店 10:00-19:00

新神戸 淡路屋新神戸３号店 10:00-19:00

新神戸 淡路屋新神戸5号店 5:50-21:00


