
                              2020年５月 15日 
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株式会社イオンファンタジー 

 

一部店舗の営業再開と再開時の感染拡大防止対策に関するお知らせ 

 

株式会社イオンファンタジーは、緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大する政府方針を受け、日本

国内の全店舗を臨時休業としておりましたが、2020年５月14日に緊急事態宣言が解除された39県を対象に、

５月16日（土）より 18県、５月21日（木）より 21県のアミューズメント施設において、以下の対応による

感染拡大防止対策を実施しながら営業を再開いたします。 

なお、その他の都道府県のアミューズメント施設および国内すべてのインドアプレイグラウンド施設につきましては

引き続き、臨時休業を継続することといたします。 

 

＜店内および従業員の感染対策について＞  

以下の感染対策を行い、感染予防に努めます。 

① 従業員はすべてマスクを着用して業務にあたります。 

② 店内入口にアルコール消毒液を設置いたします。 

③ 店内入口は１カ所とし、それ以外は仕切りで閉鎖します。 

④ 店内の密集度合いにより入場制限を実施いたします。 

⑤ カウンターはビニールシート等で飛沫感染対策を行ったうえで接客いたします。 

⑥ 店内入口、カウンター等は 1.5ｍの間隔にお並びいただくよう告知の上、テープで区切ります。 

⑦ 既に実施している以下の対策を継続実施いたします。 

・ゲーム機、遊具の定期的な除菌清掃 

・遊戯機械を間引きし、間隔をあけて運用 

・従業員の就業前の健康チェック 

 

＜お客さまへのお願い＞  

① 必ずマスク着用でのご入場をお願いいたします。 

② 入場時に体温および体調の確認をさせていただき、該当する場合は入場をお断りいたします。 

・37.5度以上の発熱がある 

・息苦しさ、強いだるさがある 

・比較的軽いかぜの症状が４日以上続いている 

③ 学校の休校要請を受けている地域では、開店から 15時まで、保護者の付き添いが無い小中高生のお子さま

（土日祝日を除く）のご入店はお控えいただきますようお願いいたします。 

④ 店内入口にアルコール消毒液を設置いたします。必ず手指のアルコール消毒（手洗い）をお願いいたします。 

 

安全を最優先にした営業のため、上記の内容についてご協力いただけない場合はご入店いただけませんので、

ご了承ください。 

 



【５月16日に営業を再開する 18県】 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 栃木県 長野県 鳥取県 

島根県 岡山県 山口県 徳島県 香川県 高知県 佐賀県 大分県 

宮崎県 鹿児島県       

 

【５月21日に営業を再開する 21県】 

福島県 茨城県 群馬県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 奈良県 和歌山県 広島県 

愛媛県 福岡県 長崎県 熊本県 沖縄県    

 

以上の県における下記のアミューズメント施設 

・モーリーファンタジー 

・PALO 

・モーリーファンタジーｆ 

 

※営業再開する店舗は、当面の間、営業時間を原則 10時から 19時までに短縮させていただきます。 

また、店舗の状況によっては営業時間を変更する可能性がございます。 

※キッズーナ、スキッズガーデン、わいわいぱーくは引き続き休業いたします。 

 

急なお知らせとなり、お客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。 

 

参考資料：５月 16日より営業再開する店舗一覧 

５月 21日より営業再開する店舗一覧 

 

以上 



株式会社イオンファンタジー

都道府県 営業を再開する店舗名 都道府県 営業を再開する店舗名

モーリーファンタジー 藤崎店 モーリーファンタジー 南松本店

モーリーファンタジー つがる柏店 モーリーファンタジー 中野店

モーリーファンタジー 平賀店 モーリーファンタジー 上田店

PALO 五所川原店 モーリーファンタジー 松本店

モーリーファンタジー 鶴田店 モーリーファンタジー 飯田アップルロード店

PALO 黒石店 PALO 諏訪店

モーリーファンタジー 下田店 PALO 鳥取店

モーリーファンタジー 八戸田向店 モーリーファンタジー 鳥取北店

モーリーファンタジー 十和田店 モーリーファンタジー ホープタウン店

モーリーファンタジー 三沢店 モーリーファンタジー 米子駅前店

PALO むつ店 モーリーファンタジー 日吉津店

PALO 久慈店 PALO 境港店

モーリーファンタジー 前沢店 モーリーファンタジー 江津店

モーリーファンタジー 盛岡店 PALO 松江店

モーリーファンタジー 遠野店 モーリーファンタジー 松江店（新店）

モーリーファンタジー 一関店 モーリーファンタジー 出雲店　

モーリーファンタジー スーパーセンター一関店 モーリーファンタジー 津山店

モーリーファンタジー 盛岡渋民店 モーリーファンタジー 水島店

モーリーファンタジー 盛岡南店 モーリーファンタジーｆ 岡山店

モーリーファンタジー イオン盛岡南店 モーリーファンタジー 倉敷店

モーリーファンタジー 多賀城店 PALO 防府店

モーリーファンタジー 仙台中山店 モーリーファンタジー 光店

モーリーファンタジー 富谷店 モーリーファンタジー 下関店

モーリーファンタジー 新名取店 モーリーファンタジー 徳島店

モーリーファンタジー 仙台卸町店 PALO 小松島店

モーリーファンタジー 鈎取店 モーリーファンタジー 高松東店

モーリーファンタジー 塩釜店 モーリーファンタジー 高松店

モーリーファンタジー 古川店 モーリーファンタジーｆ 綾川店

モーリーファンタジー 気仙沼店 モーリーファンタジー 綾川店

モーリーファンタジー 石巻店 高知県 モーリーファンタジー 高知店

モーリーファンタジー 石巻東店 モーリーファンタジー 唐津店

モーリーファンタジー 涌谷店 モーリーファンタジー 佐賀大和店

モーリーファンタジー 栗原志波姫店 モーリーファンタジー 佐賀店

モーリーファンタジー 利府店 モーリーファンタジー 三光店

モーリーファンタジー 能代店 モーリーファンタジー 日田店

モーリーファンタジー 中仙店 モーリーファンタジー 挾間店

モーリーファンタジー 横手店 モーリーファンタジー パークプレイス大分店

モーリーファンタジー 大曲店 モーリーファンタジー 延岡店

モーリーファンタジー 御所野店 モーリーファンタジー 日向店

モーリーファンタジー 秋田中央店 モーリーファンタジー 南宮崎店

モーリーファンタジー 大館店 モーリーファンタジー 都城店

モーリーファンタジー 酒田南店 モーリーファンタジー 都城駅前店

モーリーファンタジー 山形北店 モーリーファンタジー 宮崎店

モーリーファンタジー 東根店 モーリーファンタジー 隼人国分店

モーリーファンタジー 山形南店 モーリーファンタジー 姶良店

モーリーファンタジー 三川店 モーリーファンタジー 鹿児島鴨池店

モーリーファンタジー 天童店 モーリーファンタジー 鹿児島店

モーリーファンタジー 米沢店

モーリーファンタジー 小山店

モーリーファンタジー 今市店

モーリーファンタジー 真岡店

モーリーファンタジー さくら店

モーリーファンタジー 那須塩原店

PALO 石橋店

モーリーファンタジー 佐野新都市店

PALO 足利店

５月16日（土）より営業を再開する店舗一覧

全店舗、営業時間は原則10時～19時の短縮営業となります。なお、店舗の状況によっては営業時間を変更する場合がございます。

（キッズーナ・スキッズガーデン・わいわいぱーく・ボールプール区画は引き続き休業いたします）
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