
                              2020年５月 18日 

各 位 

株式会社イオンファンタジー 

 

営業再開店舗の一部変更に関するお知らせ 

 

株式会社イオンファンタジーは、５月 15日付「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」にて、緊急事態宣言が解除された 39県を対象にした営業再開店舗のご案内を致しましたが、都合

により以下の５店舗について、営業再開を延期いたします。 

 

【営業再開を延期する店舗】  

以下５店舗につきましては、引き続き臨時休業とし、営業再開日は未定となります。 

  (茨城県) ３店舗 

   モーリーファンタジー 古河店   

モーリーファンタジー 下妻店 

モーリーファンタジー 土浦店 

 （石川県）２店舗 

   モーリーファンタジー かほく店  

モーリーファンタジー 新小松店 

 

【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    

※茨城県、石川県におきましては、一部、営業再開を延期している店舗があります。 

 

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 21日より営業再開する店舗一覧（５月 18日更新） 

 

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 相馬店 モーリーファンタジー 多治見店

モーリーファンタジー 白河西郷店 モーリーファンタジーｆ 岐阜店

モーリーファンタジー いわき小名浜 モーリーファンタジー 関店

モーリーファンタジー いわき店 モーリーファンタジー 大垣店

モーリーファンタジー 福島店 モーリーファンタジー 岐阜店

モーリーファンタジー 鏡石店 モーリーファンタジー 各務原店

PALO 喜多方店 モーリーファンタジー 清水店

モーリーファンタジー 郡山フェスタ店 モーリーファンタジー 焼津店

モーリーファンタジー 佐原東店 モーリーファンタジー 富士宮店　

モーリーファンタジー 東海店 モーリーファンタジーｆ 富士南店

モーリーファンタジー つくば店 モーリーファンタジー 裾野店

モーリーファンタジー 高萩店 モーリーファンタジー 御殿場店

モーリーファンタジー 水戸内原店 モーリーファンタジー 袋井店

モーリーファンタジー 太田店 モーリーファンタジー 浜松西店

モーリーファンタジー ミスターマックス伊勢崎店 モーリーファンタジー 浜松志都呂店

モーリーファンタジー 倉賀野店 モーリーファンタジー 浜松市野店

モーリーファンタジー ガーデン前橋店 モーリーファンタジー 豊橋南店

モーリーファンタジー 高崎店 モーリーファンタジー 豊川店

モーリーファンタジー 新潟東店 モーリーファンタジー 半田店

モーリーファンタジー 新発田店 モーリーファンタジー 岡崎南店

モーリーファンタジー 新潟青山店 モーリーファンタジー 常滑店

モーリーファンタジーｆ 新潟南店 モーリーファンタジー 豊田店

モーリーファンタジー 六日町店 モーリーファンタジー 岡崎店

モーリーファンタジー 上越店 モーリーファンタジー 守山店

モーリーファンタジー 小千谷店 モーリーファンタジー 瀬戸みずの店

モーリーファンタジー 県央店 モーリーファンタジー 扶桑店

モーリーファンタジー 十日町店 モーリーファンタジー ナゴヤドーム前店

PALO 十日町 モーリーファンタジー 春日井店

モーリーファンタジー 新潟南店 モーリーファンタジー 名古屋みなと店

モーリーファンタジー 小杉店 モーリーファンタジー 木曽川店

モーリーファンタジー 高岡南店 モーリーファンタジー ワンダーシティ店

モーリーファンタジー 高岡店 モーリーファンタジー 名古屋茶屋店

モーリーファンタジー となみ店 モーリーファンタジー 妙興寺店

モーリーファンタジー 杜の里店 モーリーファンタジー メガドンキ大和店

モーリーファンタジーｆ 御経塚店 モーリーファンタジー 三好店

モーリーファンタジー 鯖江店 モーリーファンタジー 長久手店

PALO 武生店 モーリーファンタジー 名古屋東店

モーリーファンタジー 福井店 モーリーファンタジー メイトピア店

モーリーファンタジー 石和店 モーリーファンタジー 熱田店

モーリーファンタジー 甲府昭和店 モーリーファンタジー 東浦店

モーリーファンタジー  ビバモール甲斐敷島店 モーリーファンタジー 大高店

モーリーファンタジーｆ 新瑞橋店

茨城県

石川県

福井県

山梨県

５月21日（木）より営業を再開する店舗一覧

５月18日（月）更新　モーリーファンタジー古河店、下妻店、土浦店、かほく店、新小松店の営業再開は延期させていただきます。

全店舗、営業時間は10時～19時の短縮営業となります。

（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）

福島県

岐阜県

静岡県

群馬県

愛知県

新潟県

富山県



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 四日市尾平店 モーリーファンタジー 若松店

モーリーファンタジー イオン鈴鹿店 モーリーファンタジー なかま店

モーリーファンタジー 四日市北店 モーリーファンタジー 飯塚店

モーリーファンタジー 東員店 モーリーファンタジー 田川店

モーリーファンタジー 桑名店 モーリーファンタジー 大野城店

PALO 桑名店 モーリーファンタジー 福岡店

モーリーファンタジー 鈴鹿店 モーリーファンタジー 筑紫野店

モーリーファンタジー 松阪店 モーリーファンタジー 福岡空港店

モーリーファンタジー 伊賀上野店 モーリーファンタジー 福津店

モーリーファンタジー 阿児店 モーリーファンタジー 笹丘店

モーリーファンタジー 明和店 モーリーファンタジー マリナタウン店

モーリーファンタジー 伊勢ララパーク店 モーリーファンタジー 大木店

モーリーファンタジー 津城山店 モーリーファンタジー 筑後店

モーリーファンタジー 津南店 モーリーファンタジー 大牟田店

PALO 津南店 モーリーファンタジー 香椎浜店

モーリーファンタジー 四日市泊店 モーリーファンタジー 直方店

モーリーファンタジー 草津店 モーリーファンタジー 福岡伊都店

モーリーファンタジー イオン近江八幡店 モーリーファンタジー 八幡東店

モーリーファンタジー 大津京店 モーリーファンタジー 壱岐店

モーリーファンタジー 長浜店 モーリーファンタジー 大村店

モーリーファンタジー 大津一里山店 モーリーファンタジー 東長崎店

モーリーファンタジー ベイシア彦根店 モーリーファンタジー 有家店

モーリーファンタジー 桜井店 モーリーファンタジー 大塔店

モーリーファンタジー 橿原店 モーリーファンタジー 時津店

モーリーファンタジー 登美ヶ丘店 モーリーファンタジー 長崎店

モーリーファンタジー 天理店 モーリーファンタジー チトセピア店

モーリーファンタジー 大和郡山店 モーリーファンタジー 天草店

モーリーファンタジー 新宮店 モーリーファンタジー 八代店

PALO 橋本彩の台店 モーリーファンタジー あらおシティモール店

モーリーファンタジー 和歌山店 モーリーファンタジー 熊本中央店

PALO 田辺店 モーリーファンタジー 田崎店

モーリーファンタジー 三原店 モーリーファンタジー 熊本店

モーリーファンタジー 宇品店 モーリーファンタジー 那覇店

モーリーファンタジー 広島府中店 モーリーファンタジー 北谷店

モーリーファンタジーｆ 広島祇園店 モーリーファンタジー 具志川店

モーリーファンタジー 広島祇園店 モーリーファンタジー 名護店

モーリーファンタジー 松山店 モーリーファンタジー ライカム店

モーリーファンタジー 新居浜店 モーリーファンタジー 糸満店

モーリーファンタジー 今治新都市店 モーリーファンタジー 浦添店

モーリーファンタジー 南松山店 モーリーファンタジー 南風原店

沖縄県

愛媛県

三重県

福岡県

滋賀県

長崎県

奈良県

熊本県和歌山県

広島県


