
2020 年 4 月 17 日 

株式会社カスミ 

 

4 月１８日以降の営業時間変更のお知らせ 

 

 弊社は、昨日の緊急事態宣言の対象区域拡大に伴い、千葉県・埼玉県・東京都の店舗に

加え茨城県・群馬県・栃木県の店舗におきまして、営業時間の変更を行うこととなりまし

たのでお知らせいたします。 

 お客さまには、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い 

申し上げます。 

 

＜変更期間＞ 

2020 年 4 月 18 日（土）より当面の間 

※今後の営業時間変更は、店頭及びホームページ等でお知らせいたします。 

 

＜営業時間変更店舗＞ 

 

県・都 市・郡 店   名 変更後営業時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県 

常陸太田市 常陸太田店 9:00～22:00 

日立市 鮎川店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ日立神峰店 9:00～22:00 

ひたちなか市 馬渡店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミひたちなか笹野店 9:00～22:00 

津田店 9:00～22:00 

那珂市 フードスクエアカスミ那珂店 9:00～22:00 

那珂郡 フードスクエアカスミ舟石川店 9:00～22:00 

水戸市 フードスクエアカスミ水戸西原店 9:00～22:00 

平須店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ水戸堀町店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ水戸赤塚店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ水戸見川店 9:00～22:00 

東茨城郡 フードスクエアカスミイオンタウン水戸南店 9:00～22:00 

笠間市 笠間店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ友部店 9:00～22:00 

小美玉市 フードスクエアカスミ小川店 9:00～22:00 

石岡市 フードスクエアカスミﾋﾟｱｼﾃｨ石岡中央店 9:00～22:00 

稲敷郡 フードスクエアカスミ阿見店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ荒川本郷店 9:00～22:00 



県・都 市・郡 店   名 変更後営業時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県 

牛久市 フードスクエアカスミひたち野牛久店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ牛久刈谷店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ牛久店 9:00～22:00 

土浦市 並木店 9:00～22:00 

かすみがうら市 千代田店 9:00～22:00 

つくば市 万博記念公園駅前店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ学園の森店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミつくばスタイル店 9:00～22:00 

みどりの駅前店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ大穂店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ学園店 9:00～22:00 

プルシェつくばキュート店 10:00～20:00 

テクノパーク桜店 ※  5:00～22:00 

龍ヶ崎市 フードスクエアカスミ龍ヶ崎中里店 9:00～22:00 

桜川市 フードスクエアカスミ岩瀬店 9:00～22:00 

結城市 結城店 9:00～22:00 

古河市 古河店 9:00～22:00 

三和店 9:00～22:00 

古河丘里店 9:00～22:00 

筑西市 フードスクエアカスミ下館南店 9:00～22:00 

下妻市 フードスクエアカスミ下妻ふるさわ店 9:00～22:00 

猿島郡 フードスクエアカスミ境店 9:00～22:00 

境大橋店 9:00～22:00 

つくばみらい市 谷井田店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミみらい平駅前店 9:00～22:00 

常総市 水海道栄町店 9:00～22:00 

きぬの里店 9:00～22:00 

守谷市 フードスクエアカスミイオンタウン守谷店 10:00～22:00 

土日祝 9:30~22:00 
 

フードスクエアカスミ守谷テラス店 9:00～22:00 

取手市 藤代店 9:00～22:00 

取手店 9:00～22:00 

取手ゆめみ野店 9:00～22:00 

鉾田市 フードスクエアカスミ鉾田店 9:00～22:00 

神栖市 神栖店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミライフガーデン神栖店 9:00～22:00 

波崎店 9:00～22:00 

 



県・都 市・郡 店   名 変更後営業時間 

 

群馬県 

桐生市 桐生相生店 9:00～22:00 

館林市 館林店 9:00～22:00 

邑楽郡 大泉店 9:00～22:00 

 

栃木県 
 

河内郡 上三川店 9:00～22:00 

佐野市 浅沼店 9:00～22:00 

宇都宮市 テクノポリス清原店 9:00～22:00 

下都賀郡 おもちゃのまち店 9:00～22:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県 

千葉市 フードスクエアカスミ千葉みなと店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ稲毛海岸店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ千城台店 9:00～22:00 

銚子市 フードスクエアカスミ南小川店 9:00～22:00 

市川市 フードスクエアカスミ本八幡店 9:00～22:00 

船橋市 フードスクエアカスミ咲が丘店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ高根台店 9:00～22:00 

茂原市 フードスクエアカスミライフガーデン茂原店 9:00～22:00 

東郷店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ茂原店 9:00～22:00 

大芝店 9:00～22:00 

成田市 三里塚店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ成田赤坂店 9:00～22:00 

東金市 田間店 9:00～22:00 

習志野市 フードスクエアカスミ東習志野店 9:00～22:00 

柏市 柏たなか駅前店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ柏千代田店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ南柏駅前店 9:00～22:00 

流山市 フードスクエアカスミ流山おおたかの森店 9:00～22:00 

八千代市 フードスクエアカスミゆりのき台店 9:00～22:00 

我孫子市 フードスクエアカスミ我孫子寿店 9:00～22:00 

八街市 八街朝日店 9:00～22:00 

八街店 9:00～22:00 

印西市 フードスクエアカスミ西の原店 9:00～22:00 

原山店 9:00～22:00 

匝瑳市 匝瑳店 9:00～22:00 

香取郡 多古店 9:00～22:00 

山武郡 フードスクエアカスミ横芝光店 9:00～22:00 

 

 



県・都 市・郡 店   名 変更後営業時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県 

熊谷市 妻沼店 9:00～22:00 

川口市 フードスクエアカスミ川口前川店 9:00～22:00 

ファミリーマートプラス上青木店 5:00～22:00 

加須市 フードスクエアカスミビバモール加須店 9:00～22:00 

春日部市 フードスクエアカスミ春日部武里店 9:00～22:00 

春日部藤塚店 9:00～22:00 

越谷市 フードスクエアカスミ南越谷店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ越谷大袋店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ越谷レイクタウン店 9:00～22:00 

フードスクエアカスミ越谷ツインシティ店 9:00～22:00 

志木市 フードスクエアカスミ志木店 9:00～22:00 

八潮市 フードスクエアカスミ八潮駅前店 9:00～22:00 

ファミリーマートプラスカスミ八潮大原店 5:00～22:00 

三郷市 フードスクエアカスミ三郷駅前店 10:00～22:00 

ふじみ野市 フードスクエアカスミふじみ野店 9:00～22:00 

白岡市 白岡店 9:00～22:00 

ファミリーマートプラスカスミ白岡駅西口店 5:00～22:00 

入間郡 フードスクエアカスミ三芳店 9:00～22:00 

南埼玉郡 フードスクエアカスミ宮代店 9:00～22:00 

北葛飾郡 杉戸店 9:00～22:00 

東京都 板橋区 フードスクエアカスミ板橋前野町店 9:00～22:00 

※ テクノパーク桜店の開店時間は 4 月 19 日から変更となります。 

※ 千葉県、埼玉県、東京都の店舗につきましては、4 月 8 日から営業時間を変更しており

ます。 

 

 

以上 

 

―本件に関するお問合せ先― 

株式会社カスミ 戦略経営本部 コーポレート 経営企画・広報 

ＴＥＬ：０２９－８５０－１８８４ 


