大阪府・兵庫県からの営業時間短縮要請の解除に伴う店舗営業時間についてのお知らせ
立花エンターテインメント・ワン株式会社では、大阪府・兵庫県からの新型コロナウイルス感染拡大防
止のための要請内容に伴い、直営店舗の営業時間を下記の通り変更させて頂きます。
また、今後の状況に応じて、急遽変更する可能性がございます。お客様・関係者の皆様には、ご不便を
おかけしますが、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
————— 以下、大阪府内の営業状況（2021 年 12 月 1 日から 12 月 31 日まで）—————
●四季自然喰処 たちばな ヒルトンプラザイースト本店
平

11:00～15:00、17:00～23:00

日

11:00～23:00

土・日

11:00～17:00）

（※12/31
●四季自然喰処 たちばな 新大阪本店

11:00～15:00、17:00～23:00
（※日曜日 臨時休業）
（※12/29・12/30・12/31 臨時休業）

●和食たちばな グランフロント大阪

平 日

11:00～15:00、17:00～23:00

土・日

11:00～23:00
11:00～18:00）

（※12/31
●和食たちばな あべのキューズモール

平 日

11:00～15:00、17:00～22:00

土・日

11:00～22:00

（※12/24～12/30

11:00～20:00）

（※12/31
●和食たちばな 道頓堀大阪松竹座

11:00～23:00）

12/1～12/31

臨時休業

●しゃぶしゃぶ・日本料理 たちばな 阪急うめだ本店 11:00～22:00
（※12/31 11:00～18:00）
●炭火焼と鍋料理 たちばな 阿倍野本店 11:00～15:00、17:00～23:00
●炭火焼鳥 たちばな 堺市駅前本店

16:00～23:00（テイクアウトあり）

●魚河岸 たちばな 大阪中央卸売市場

11:00～22:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 臨時休業）

●魚河岸料理 ざこば 阿倍野本店
●道頓堀麦酒スタンド 大阪難波駅

11:30～15:00、17:00～23:00
平

日

14:00～23:00

土・日・祝 12:00～22:00
（※12/31
●道頓堀クラフトビア醸造所 なんばシティ 平 日

12:00～21:00）
11:30～15:00、17:00～22:00

土・日・祝 11:30～22:00
（※12/29、12/30 11:30～23:00）
（※12/31

11:30～17:00）

●酒蔵 男はつらい 新大阪駅前店

平 日

11:00～15:00、17:00～23:00

土・日

臨時休業

（※12/29・12/30・12/31 臨時休業）
●酒蔵 男はつらい 阿倍野筋店

17:00～ 23:00（金曜日・土曜日を除く）
17:00～翌 5:00 （金曜日・土曜日）
（※12/29、12/30 17:00～翌 5:00）
（※12/31 17:00～23:00）

●食堂 男はつらい なんばアムザ店

6:00～10:00、12:00～翌 1:00

●ロビンフッド 阿倍野

17:30～ 23:00（金曜日・土曜日を除く）
17:30～翌 5:00 （金曜日・土曜日）
（※12/29、12/30 17:30～翌 5:00）
（※12/31 17:30～23:00）

●ザ・ブリタニア 阿倍野

17:30～ 23:00
（※12/29、12/30 17:30～翌 5:00）
（※12/31 17:30～23:00）

●騒豆花 ホワイティうめだ店

10:00～22:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 10:00～18:00）

●鶴橋風月 道頓堀戎橋店

11:00～23:00（デリバリー・テイクアウトあり）

●鶴橋風月 なんば御堂筋グランドビル店 11:00～23:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 臨時休業）
●鶴橋風月 なんばシティ店

11:00～22:00（テイクアウトあり）
（※12/31 11:00～17:00）

●鶴橋風月 阿倍野橋店

11:00～23:00（デリバリー・テイクアウトあり）

●鶴橋風月 阿倍野ごちそうビル店

11:00～23:00（テイクアウトあり）
（※12/31 臨時休業）

●鶴橋風月 天保山店

12/1～12/19 平 日 11:00～16:00（テイクアウトあり）
土・日 11:00～18:00（テイクアウトあり）
12/20～12/31

●鶴橋風月 泉ヶ丘駅前店

11:00～20:00（テイクアウトあり）

11:00～22:00（テイクアウトあり）
（※12/31 臨時休業）

●ポムの樹Ｊｒ. イオンモール堺北花田店 10:00～21:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 9:00～19:00）
●大阪王将 新大阪店

11:00～23:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 臨時休業）

●大阪王将 萱島店

11:00～23:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 11:00～21:00）

●大阪王将 高石店

11:00～23:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 11:00～21:00）

●太陽のトマト麺 なんば御堂筋グランドビル支店 11:00～22:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 臨時休業）
9:00～21:00（テイクアウトあり）

●ミスタードーナツ 泉北パンジョショップ

（※12/31 9:00～19:00）
●ミスタードーナツ トナリエ栂・美木多ショップ 9:00～22:00（テイクアウトあり）
（※12/31 10:00～21:00）
8:30～22:00（テイクアウトあり）

●ミスタードーナツ 光明池アクトショップ

（※12/31 8:30～21:00）
10:00～19:00（テイクアウトのみ）

●期間限定ショップ ジョイパーク泉ヶ丘

————— 以下、兵庫県内の営業状況（2021 年 12 月 1 日から 12 月 31 日まで）—————
●鶴橋風月 阪急三宮駅前店

11:00～23:00（デリバリー・テイクアウトあり）

●大阪王将 三宮駅前店

11:00～23:00（デリバリー・テイクアウトあり）

●大阪王将 神戸ハーバーランド umie 店 10:00～20:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 10:00～19:00）
●太陽のトマト麺 三宮駅前店

平 日 11:00～15:00、17:00～22:00
土・日 11:00～22:00（デリバリー・テイクアウトあり）
※12/6（月）
、12/13（月）
、12/20（月）
、12/27（月）は臨時休業

●ニノーバルコーヒー ブルメール HAT 神戸店

10:00～22:00（デリバリー・テイクアウトあり）
（※12/31 10:00～19:00）

————— 以下、奈良県内の営業状況（2021 年 12 月 1 日から 12 月 31 日まで）—————
●鶴橋風月 りーべる王寺店

11:00～22:00（テイクアウトあり）
（※12/31 11:00～17:00）

————— 以下、和歌山県内の営業状況（2021 年 12 月 1 日から 12 月 31 日まで）—————
●ポムの樹Ｊｒ. イオンモール和歌山店

10:00～21:00（テイクアウトあり）

