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 NEWS RELEASE
2018年 7月 12日 

午前 9時現在 第 11報 

各 位 

新潟市南区清水 4501番地 1 

株式会社   コ    メ    リ 

（コード 8218 東証第一部） 

 

平成 30年 7月豪雨による対応について 

 

この度の大雨により、各地で被害が発生しています。被害に遭われました皆さまに、心よりお見舞い申し

上げます。 

 当社におきましては、7月 12 日現在、下記 5店舗が、店内浸水により営業を休止しております。また、道

路状況により商品の配送に影響が出ている店舗がございます。お客さまにはご不便をおかけしております

が、各店とも通常営業に向けて引き続き全力をあげて復旧作業に努めてまいります。 

なお、「コメリハード＆グリーン野田川店（京都府与謝野町）」におきましては浸水被害に遭い営業

を休止しておりますが 13日（金）より、「コメリハード＆グリーン岡山芳井店（岡山県井原市）」に

おきましては 17日（火）より営業を開始する予定でございます。 

被災された方々のご心労は察するに余りありますが、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。当社

といたしましても、各被災地への支援を継続してまいります。 

 

【営業を休止している店舗】 

○京都府 1店舗 

Ｈ＆Ｇ野田川店   京都府与謝郡与謝野町石川小字大ザイミ１５５８番地－１ 

（7月 13 日（金）営業再開見込み） 

○岡山県 3店舗 

ＨＣ真備店     岡山県倉敷市真備町有井１００－１３ 

Ｈ＆Ｇ矢掛店    岡山県小田郡矢掛町大字西川面４５７－１ 

Ｈ＆Ｇ岡山芳井店  岡山県井原市芳井町簗瀬３８番地１（7月 17 日（火）営業再開見込み） 

○愛媛県 1店舗 

  Ｈ＆Ｇ西大洲店   愛媛県大洲市西大洲９７９ 

 

      ※上記以外の店舗は、通常どおり営業をしております。 

 

【道路状況により商品の配送に影響が出ている店舗】 

○広島県２店舗 

  Ｈ＆Ｇ安浦店   広島県呉市安浦町三津口４丁目１３３９番１ 

  Ｈ＆Ｇ蒲刈店   広島県呉市下蒲刈町下島１６５８番１ 

 ※大型配送車の通行が困難なため、近隣店舗で小型トラックに積み替えて随時配送しております。 
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【義援金募金の実施について】 

 コメリグループは、災害で被災された方々を支援するために、全店で義援金の募金活動を下記のとおり実

施いたします。皆さまよりお預かりいたしました義援金は、日本赤十字社を通じて被災地へお届けする予定

です。 

＜実施期間＞  2018 年 7月 9日（月） ～ 2018 年 7 月 31 日（火） 

＜実施店舗＞  コメリグループ全店 ・コメリパワー        55 店舗 

                    ・コメリホームセンター   164 店舗 

                    ・コメリハード＆グリーン  960 店舗 

                    ・アテーナ           9店舗 

                    ・ライフコメリ        1店舗 

                    ・コメリ書房         11 店舗  以上 1,200 店舗 

 ※募金箱はコメリグループ各店のサービスカウンターまたはレジ横に設置しております。 

 

【物資の支援状況について】 

 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センターは、災害時における物資の支援協定を全国 813 自治体・団体と締結し

ております。このたびの災害においては、下記の物資を各自治体からの要請に基づき手配いたしました。 

 ■7月 6日手配 

  福岡県赤村   ブルーシート（100 枚）、カラーコーン（200 個）、コーンバー（200 本） 

 ■7月 8日手配 

  京都府宮津市  土のう袋（1 万枚） 

  岡山県倉敷市  トイレットペーパー（5万ロール）、水 2Ｌ（3,840 本）、水 500ｍｌ（7200 本） 

  愛媛県西予市  バール（50 本）、ブルーシート（50 枚）、土のう袋（1000 枚）、軍手（1008 双） 

          スコップ（200 本）、一輪車（50台）、竹ほうき・熊手（240 本）、雑巾（200 枚） 

          デッキブラシ（120 本）、マスク（540 枚） 

 ■7月 9日手配 

  愛媛県西予市  てみ（100 個）、バケツ（300 個）、モップ（100 本）、ゴム手袋（200 双） 

          消毒液（12 本） 

  広島県     土のう袋（1 万枚） 

  新潟県見附市（岡山県総社市お届け）  ブルーシート（200 枚） 

  熊本県熊本市（岡山県総社市お届け）  ブルーシート（500 枚） 

  熊本県山鹿市（岡山県高梁市お届け）  水 500ｍｌ（2400 本） 

  三重県熊野市（広島県熊野町お届け）  水 2Ｌ（360 本） 

■7月 10 日手配           

  岡山県倉敷市  スコップ（60 本）、一輪車（30 台）、バール（50 本）、ブルーシート（100 枚） 

          土のう袋（3000 枚）、ジョレン（50 本）、土のうスタンド（60 個） 

          布テープ（210 個） 

  福島県伊達市（岡山県総社市お届け）  ブルーシート（200 枚）、スコップ（36 本） 

                     竹ほうき（120 本） 
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 ■7月 11 日手配 

  岡山県高梁市  シャンプー・リンス（306 個）、ボディソープ（306 個）、レジ袋（1000 枚） 

          ティッシュＢＯＸ（1020 箱）、タオル（1000 枚）、歯ブラシ（1000 本） 

          懐中電灯（24 本）、乾電池（192 本）、スポンジ（500 個） 

  岡山県総社市  一輪車（30 台）、スコップ（42 本）、土のう袋（5000 枚）、バケツ（200 個） 

          ゴミ袋（1万枚）、洗車ブラシ（100 本） 

  愛媛県西予市  スコップ（48 本）、土の袋（3000 枚） 

 

 

【コメリカードの再発行について】 

 このたびの災害によりコメリカードを紛失もしくは破損されたお客さまは、再発行を承ります。下記にご

連絡をお願いいたします。 

 ■コメリカード／アクアカード／ビジネスカード／アグリカード／官公庁カード 

    コメリカードセンター  9：00～18：00   0570-06-8181 

以上 

 

 

****************************************************************************************** 

株式会社コメリ グループ概要 （数値は連結ベースです） 

・ 資 本 金 ： 188 億 2 百万円 

・ 代 表 者 ： 代表取締役社長／捧 雄一郎 

・ 出店地域 ： 46 都道府県 1,189 店舗（2018 年 7 月 12 日現在） 

・ 事業内容 ： ホームセンターおよびＨ＆Ｇのチェーンストア経営 

・ 営業収益 ： 3,419 億 56 百万円（2018 年 3 月期） 

・ 経常利益 ：   170 億 87 百万円（2018 年 3 月期） 

・ 従業員数 ： 12,113 名（2018 年 3 月期） 

・ 株式上場 ：  東京証券取引所 市場第一部 

お問い合わせ先 ： 株式会社コメリ 広報担当付 高山 大 

         新潟市南区清水 4501-1   Tel: 025-371-4111  Fax: 025-371-4151 

        http://www.komeri.bit.or.jp 

http://www.komeri.bit.or.jp/

