
【2021/3/30更新】新型コロナウィルスの影響による営業時間変更のお知らせ

都道府県 店舗名 電話番号 特別営業時間（新型コロナによる変更）

青森県 ハートブレッドアンティーク　青森エルム店 0173-26-0085 10:00～20:00（継続中）

青森県 ハートブレッドアンティーク　弘前中三店 0172-34-3131 変更なし

宮城県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール新利府南館店 022-290-7822 変更なし

宮城県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール名取店 022-397-8958 変更なし

埼玉県 ハートブレッドアンティーク　鶴ヶ島店 049-298-8810 変更なし

埼玉県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール春日部店 048-884-8850 2021年3月22日～　通常営業

埼玉県 ハートブレッドアンティーク　イオンレイクタウンkaze店 048-971-8158 2021年3月22日～　10:00～21:00

埼玉県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール北戸田店 048-423-2137 2021年3月22日～　10:00～21:00

埼玉県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール上尾店 048-782-8135 2021年3月22日～　通常営業

千葉県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール津田沼店 047-409-1881 10:00～22:00（2021年3月22日～）

千葉県 ハートブレッドアンティーク　アリオ市原店 0436-37-3288 変更なし

千葉県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール八千代緑が丘店 047-406-4020 10:00～21:00（2021年3月22日～）

千葉県 ハートブレッドアンティーク　モラージュ柏店 047-197-1279 変更なし

千葉県 ルベンケイ　ビッグホップガーデンモール印西店 0476-85-5667 変更なし

東京都 東京ねこねこ　銀座店 03-6228-6806 変更なし

東京都 ねこねこ食パン　表参道店 03-6721-0417 変更なし

東京都 東京ねこねこ　エキュート京葉ストリート店 03-3217-5557 平日8:00～21:30、土日8:00～21:00（2021年3月29日～）

東京都 ハートブレッドアンティーク　イトーヨーカドー赤羽店 03-5948-6730 2021年3月22日～　通常営業

東京都 ハートブレッドアンティーク　イトーヨーカドー大森店 03-6459-6058 変更なし

東京都 ハートブレッドアンティーク　イオンモール日の出店 042-588-4040 2021年3月22日～　通常営業

東京都 ハートブレッドアンティーク　イオンモールむさし村山店 042-516-8095 2021年3月22日～　通常営業

東京都 ハートブレッドアンティーク　アリオ北砂店 03-6666-2027 10:00～21:00（2021年3月22日～2021年3月31日まで）

東京都 ハートブレッドアンティーク　イーアス高尾店 042-673-7740 2021年3月22日～　通常営業

東京都 ハートブレッドアンティーク　町田店 042-860-6970 9:00～21:00（2021年3月22日～当面の間）期間中のモーニング休止※イートインスペースとして席はご利用いただけます

神奈川県 ハートブレッドアンティーク　伊勢原店 0463-94-3787 変更なし

神奈川県 ハートブレッドアンティーク　イトーヨカドー大和鶴間店 046-244-6647 変更なし

神奈川県 ハートブレッドアンティーク　トレッサ横浜店 045-633-4001 変更なし

長野県 ハートブレッドアンティーク　松本店 0263-88-6090 変更なし

長野県 ハートブレッドアンティーク　松本パルコ店 0263-38-2320 変更なし

岐阜県 ハートブレッドアンティーク　モレラ岐阜店 058-201-7217 変更なし（2021年3月1日〜）

岐阜県 ハートブレッドアンティーク　オアシスパーク店 0586-59-7003 変更なし

岐阜県 ねこねこ食パン　岐阜鏡島店 058-333-1666 変更なし

静岡県 ハートブレッドアンティーク　静岡パルシェ店 054-204-2077 変更なし

静岡県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール浜松市野店 053-545-6806 変更なし

愛知県 ねこねこファクトリー　東浦店 0562-84-1332 変更なし

愛知県 ねこねこ食パン　栄広小路店 080-4055-1148 変更なし

愛知県 ルベンケイ　イオンモール長久手店 0561-76-8576 変更なし（2021年3月1日～）

愛知県 グランディール　サカエチカ店 052-253-6415 変更なし（2021年3月1日～）

愛知県 ハートブレッドアンティーク　春日井店 0568-29-6762 変更なし

愛知県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール常滑店 0569-35-6270 変更なし（2021年3月1日～）

愛知県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール東浦店 0562-57-5560 変更なし（2021年3月1日～）

愛知県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール熱田店 052-613-8806 変更なし（2021年3月1日～）

愛知県 アンドアンティーク　メイカーズピア店 052-387-5523 平日10:00～18:00 、土日10:00～18:30（2021年3月20日～）

愛知県 ハートブレッドアンティーク　北岡崎店 0564‐64-2400 変更なし

愛知県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール岡崎店 0564-58-7000 変更なし（2021年3月1日～）

愛知県 ハートブレッドアンティーク　豊田店 0565-85-1180 変更なし

愛知県 ハートブレッドアンティーク　プライムツリー赤池店 052-838-7203 変更なし（2021年3月1日～）

愛知県 ハートブレッドアンティーク　オアシス２１店 052-212-7160 変更なし

愛知県 ハートブレッドアンティーク　一宮店 0586-72-6906 変更なし

愛知県 ねこねこファクトリー　神の倉店 052-879-3480 変更なし

愛知県 ねこねこファクトリー　ららぽーと名古屋みなとアクルス店 052-655-6286 変更なし

三重県 ハートブレッドアンティーク　四日市店 059-329-6700 変更なし

三重県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール鈴鹿店 059-392-7909 変更なし

滋賀県 ハートブレッドアンティーク　ピエリ守山店 077-596-3017 変更なし

京都府 グランディール　堀川店 075-493-8077 変更なし

京都府 グランディール　北白川店 075-702-8056 変更なし

大阪府 グランディール　ホワイティうめだ店 06-6314-6661 8:00〜21:00（当面の間）

大阪府 ピネード　イオンモールりんくう泉南店 072-479-8857 10:00～21:00（2021年3月1日～）

大阪府 ハートブレッドアンティーク　あべのキューズモール店 06-6556-7255 変更なし（2021年3月1日～）

大阪府 ハートブレッドアンティーク　イオンモール四條畷店 072-800-6291 10:00～21:00（2021年４月1日～4月21日）

大阪府 ハートブレッドアンティーク　イオンモール堺鉄砲町店 072-275-6552 変更なし（2021年3月1日～）

大阪府 ハートブレッドアンティーク　イオンモール大日店 06-4397‐7715 変更なし（2021年3月1日～）

兵庫県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール伊丹店 072-767-7067 変更なし（2021年3月1日～）

和歌山県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール和歌山店 073-454-0033 変更なし

広島県 ハートブレッドアンティーク　THE OUTLETS HIROSHIMA店 082-942-2125 変更なし

広島県 ハートブレッドアンティーク　ゆめタウン広島店 082-207-2627 変更なし

徳島県 ハートブレッドアンティーク　ゆめタウン徳島店 088-676-4507 変更なし

徳島県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール徳島店 088-678-7858 変更なし

愛媛県 ハートブレッドアンティーク　エミフルMASAKI店 089-995-8867 変更なし

高知県 ハートブレッドアンティーク　イオンモール高知店 088-855-8266 変更なし

福岡県 ハートブレッドアンティーク　福岡天神店 092-406-8500 変更なし

福岡県 ハートブレッドアンティーク　博多マルイ店 092-577-1601 変更なし

福岡県 ハートブレッドアンティーク　マークイズ福岡ももち店 092-834-5438 変更なし

※2021年3月30日時点での情報です。

※営業時間などは予告なく変更する場合がございます。

※最新情報は各店舗までお問い合わせください。


