
株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名

ハード&グリーン上富良野店

ハード&グリーン東川店

ハード&グリーン弘前若葉店

ハード&グリーン稲垣店

ハード&グリーン油川店

ハード&グリーン藤崎常盤店

ハード&グリーン福地店

ハード&グリーン五戸店

ハード&グリーンおいらせ店

ハード&グリーン東北店

ハード&グリーン胆沢店

ハード&グリーン和賀店

ハード&グリーン松園店

ハード&グリーン石鳥谷店

ハード&グリーン玉山店

ハード&グリーン竹駒店

ハード&グリーン金ヶ崎店

宮城県 ハード&グリーン中新田店

ハード&グリーン船川店

ハード&グリーン雄和店

ハード&グリーン浅内店

ハード&グリーン西目店

ハード&グリーン秋田昭和店

ハード&グリーン八郎潟店

ハード&グリーン峰浜店

ハード&グリーン鹿角花輪店

ハード&グリーン河辺和田店

ハード&グリーン西川店

ハード&グリーン羽黒店

ハード&グリーン藤島店

ハード&グリーン川俣店

ハード&グリーン下野寺店

ハード&グリーン白河旭町店

ハード&グリーン守山店

ハード&グリーン小野店

ハード&グリーン棚倉店

ハード&グリーン浅川店

ハード&グリーン本宮仁井田店

ハード&グリーン塩川店

住所

北海道空知郡上富良野町大町５丁目９４２番地５

北海道上川郡東川町北町４丁目２番１５号

青森県弘前市大字若葉一丁目６番地６

青森県つがる市稲垣町沼崎船橋１番１３

青森県青森市大字油川字岡田３５番地１

青森県南津軽郡藤崎町大字榊字亀田１０番地２２

青森県三戸郡南部町高橋字中道１番５

青森県三戸郡五戸町字鍛冶屋窪上ミ１１－１

青森県上北郡おいらせ町字下前田１０３番地１

青森県上北郡東北町上野北谷地３９ー２０５

岩手県奥州市胆沢区南都田字宇南田２１０－１

岩手県北上市和賀町長沼５地割１１３番地２

岩手県花巻市松園町４０４－１

岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第１１地割１０９ー１

0247-23-1035

0247-38-1022

0243-63-1501

0241-28-1006

電話番号

0167-45-1144

0166-82-6011

0172-39-2366

0173-69-7775

017-763-1557

0172-69-5101

0178-60-1231

0178-61-0607

0178-52-1250

0176-58-1135

0197-41-4050

0197-71-7280

0198-21-3731

0198-46-1105

019-669-5137

0192-55-3567

0197-41-1680

0229-64-1581

0185-22-0055

018-881-3381

0185-89-6200

0184-32-0530

青森県

秋田県

山形県

福島県

岩手県

岩手県盛岡市渋民字駅９２番地

岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場２５４番地

岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根南羽沢１８番地１

宮城県加美郡加美町字大門８８

秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り１号１０番２

秋田県秋田市雄和石田字中大部４７番地

秋田県能代市浅内字浅内堤下５３番地１

秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下２番地１４８

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢学校前２

福島県福島市西中央四丁目５３－１

福島県白河市北中川原３番１

福島県郡山市田村町守山字小性町３９－１

福島県田村郡小野町大字小野新町字八反田１４－２

福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町９－３

018-855-5541

018-855-4811

0185-70-3080

0186-30-1900

018-881-1152

0237-77-1034

0235-78-0011

0235-78-3020

024-538-2454

024-525-3268

0248-21-0822

024-965-0022

0247-71-1024

秋田県潟上市昭和乱橋字下畑４８－１

秋田県南秋田郡八郎潟町字上沖谷地１８１－１

秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字砂坂４番地１

秋田県鹿角市花輪字高井田　５９番地６

秋田県秋田市河辺和田字坂本南２８４番地２

山形県西村山郡西川町大字睦合字南丙２０６番２

山形県鶴岡市羽黒町狩谷野目字南川原１９４－１

山形県鶴岡市藤浪２丁目２８－１

福島県石川郡浅川町東大畑字道ケ作８２－１

福島県本宮市仁井田字西町３８番

福島県喜多方市塩川町東栄町４－５－７

北海道

1



株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名 住所 電話番号

ハード&グリーン出島店

ハード&グリーン河内店

ハード&グリーン南原店

ハード&グリーン猿島店

ハード&グリーン友部店

ハード&グリーン玉里店

ハード&グリーン金砂郷店

ハード&グリーン瓜連店

ハード&グリーン藤原店

ハード&グリーン茂木店

ハード&グリーン小滝店

ハード&グリーン小川店

ハード&グリーン鍋掛店

ハード&グリーン田沼店

ハード&グリーン西那須野店

ハード&グリーン那須塩原店

ハード&グリーン岩舟店

ハード&グリーン新田店

ハード&グリーン邑楽店

ハード&グリーン明和店

ハード&グリーン倉賀野店

ハード&グリーン吉岡店

ハード&グリーン太田大島店

ハード&グリーン館林北店

ハード&グリーン板倉ニュータウン店

ハード&グリーン子持店

ハード&グリーン赤城店

ハード&グリーン別所店

ハード&グリーン戸田氷川店

ハード&グリーン越谷店

ハード&グリーン菖蒲店

ハード&グリーン羽生店

ハード&グリーン北川辺店

ハード&グリーン豊田店

ハード&グリーン川越新宿店

ハード&グリーン伊奈小室店

ハード&グリーン深谷店

ハード&グリーン児玉店

ハード&グリーン神川店

ハード&グリーン鴻巣吹上店

0280-61-2225

049-291-5261

049-249-4052

048-720-2755

048-570-1895

0495-73-4366

0495-74-1063

048-547-2350

0276-70-7220

0276-70-4120

0279-60-2040

0279-20-6120

048-653-2870

048-430-0255

048-960-7021

0480-87-1037

048-560-1085

0287-39-0577

0287-67-1822

0282-54-1096

0276-40-8030

0276-70-2044

0276-91-3091

027-320-2040

0279-20-5006

0276-40-2113

0299-37-1133

0294-70-3013

029-296-9030

0288-70-1045

0285-64-1170

0287-20-0818

0287-96-7015

0287-60-0202

0283-61-1060

029-840-8030

0297-84-0315

0296-30-5811

0297-30-3005

0296-71-3666
茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

茨城県かすみがうら市大和田４９３－１

茨城県稲敷郡河内町源清田字古道６０１２－２

茨城県下妻市南原字南原９７－１

茨城県坂東市沓掛２４４１－３

茨城県笠間市平町７８－１

茨城県小美玉市田木谷４３１－１

茨城県常陸太田市久米町２３２

茨城県那珂市瓜連字西室家７２７番地１

栃木県日光市柄倉字沼ノ台７５３－１

栃木県芳賀郡茂木町大字茂木２０３番地

栃木県大田原市小滝１０７３番地１

栃木県那須郡那珂川町小川２９７１－８

栃木県那須塩原市鍋掛１０８８－１８

栃木県佐野市田沼町３２６番地

栃木県那須塩原市一区町２５４－３

栃木県那須塩原市島方字上原７４５－１

栃木県栃木市岩舟町静２５２４－４

群馬県太田市新田木崎町１１７３

群馬県邑楽郡邑楽町中野２９９４－７

群馬県邑楽郡明和町大字新里４７８

群馬県高崎市下之城町６９６－２

群馬県北群馬郡吉岡町南下字鬼ヶ橋１３９５

群馬県太田市大島町３６４－１

群馬県館林市岡野町６７番２

群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬８４８７番地２

群馬県渋川市北牧１１１３－３

群馬県渋川市赤城町津久田　１７８－１４

埼玉県さいたま市北区別所町６６番２

埼玉県戸田市氷川町２丁目２番１１号

埼玉県越谷市花田２丁目１７－８

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６８３－１

埼玉県羽生市東１丁目３０６２－１

埼玉県加須市飯積１７２３－１

埼玉県川越市豊田町３丁目１８－２

埼玉県川越市中台１丁目５番地１６

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室５６４４－１

埼玉県深谷市田所町１６－３２

埼玉県本庄市児玉町長沖２８４

埼玉県児玉郡神川町大字植竹４７９－１

埼玉県鴻巣市南２丁目１１番３号
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株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名 住所 電話番号

ハード&グリーン川本店

ハード&グリーン寄居店

ハード&グリーン埼玉花園店

ハード&グリーン津宮店

ハード&グリーン小見川店

ハード&グリーン青柳店

ハード&グリーン岬店

ハード&グリーン府中日新店

ハード&グリーン青梅今寺店

ハード&グリーン武蔵村山中央店

ハード&グリーン武蔵村山中原店

ハード&グリーン原当麻店

ハード&グリーン藤沢用田店

ハード&グリーン梶屋敷店

ハード&グリーン三和店

ハード&グリーン板倉店

ハード&グリーン広神店

ハード&グリーン西山店

ハード&グリーン刈羽小国店

ハード&グリーン塩沢店

ハード&グリーン小須戸店

ハード&グリーン小池店

ハード&グリーン田上店

ハード&グリーン安田店

ハード&グリーン豊浦店

ハード&グリーン神林店

ハード&グリーン伏木店

ハード&グリーン宇奈月店

ハード&グリーン福岡店

ハード&グリーン中田店

ハード&グリーン城端店

ハード&グリーン八尾店

ハード&グリーン鶴来店

ハード&グリーン大聖寺店

ハード&グリーン山中店

ハード&グリーン寺井店

ハード&グリーン辰口店

ハード&グリーン美川インター店

ハード&グリーン高松店

ハード&グリーン押水店

富山県高岡市下麻生１７２８

富山県南礪市野田字村中島２０－１

富山県富山市八尾町井田５２２－１

石川県白山市白山町１４－１

石川県加賀市大聖寺岡町ホ２０

石川県加賀市山中温泉ニ天町ヰ１ー１番地

石川県能美市小長野町ロ３６－１

石川県能美市三ツ屋町４０－１番地

石川県白山市鹿島町ニ号１０番地 076-278-7701

076-281-8022

0767-28-8835

0766-64-8008

0766-36-8030

0763-62-8060

076-455-9078

076-272-4801

0761-75-1370

0761-78-5720

0761-58-8056

0761-52-0880

025-778-2045

0250-61-1005

0256-61-1366

0256-41-5005

0250-61-4070

0254-21-6016

0254-60-1003

0766-45-0011

0765-65-9512

042-520-7315

042-777-6120

0466-49-1433

0255-50-2122

025-529-2760

0255-81-4003

025-793-1133

0257-31-7013

0258-41-9107

048-577-2015

048-579-1431

0478-50-5227

0478-80-0420

0436-20-3721

0470-80-2245

042-352-1221

0428-30-7461

042-590-4771

048-578-1022

千葉県

東京都

神奈川県

埼玉県

新潟県

富山県

石川県

埼玉県深谷市菅沼１１５－１

埼玉県大里郡寄居町大字富田３３１２

埼玉県深谷市小前田２６６８－１

千葉県香取市津宮４１３０

千葉県香取市分郷６２－１

千葉県市原市千種６丁目８番地１

千葉県いすみ市岬町椎木字町田４１６－２

東京都府中市日新町３丁目１８－７

東京都青梅市今寺４丁目２３－３

東京都武蔵村山市中央２丁目１４８－２

東京都武蔵村山市中原１－９－１０

神奈川県相模原市南区下溝５９４－１

神奈川県藤沢市用田１０２０－１２

新潟県糸魚川市梶屋敷１１１

新潟県上越市三和区野字川田３３０

新潟県上越市板倉区関根２４０－１

新潟県魚沼市中島新田１４８－１

新潟県柏崎市西山町鬼王１４５－１

新潟県長岡市小国町法坂字下川原７０５－１

新潟県南魚沼市塩沢８１１－１

新潟県新潟市秋葉区小須戸３０９

新潟県燕市道金９３８－１

新潟県南蒲原郡田上町大字田上字三百刈丁１６６３－１

新潟県阿賀野市保田３２９９番１

新潟県新発田市大字天王字妻勝８０５－１

新潟県村上市牧ノ目１２３７

富山県高岡市伏木古府元町１番２号

富山県黒部市宇奈月町浦山９５１－１

富山県高岡市福岡町大滝２３４－１

石川県かほく市長柄町ソ８７－８

石川県羽咋郡宝達志水町小川弐１０３番
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株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名 住所 電話番号

ハード&グリーン鳥屋店

ハード&グリーン中島店

ハード&グリーン丸岡店

ハード&グリーン永平寺店

ハード&グリーン美山店

ハード&グリーン福井川西店

ハード&グリーン清水店

ハード&グリーン芦原店

ハード&グリーン今立店

ハード&グリーン越前朝日店

ハード&グリーン織田店

ハード&グリーン遠敷店

ハード&グリーン南条店

ハード&グリーン美浜店

ハード&グリーン八田店

ハード&グリーン増穂店

ハード&グリーン千野店

ハード&グリーン藤井店

ハード&グリーン母袋店

ハード&グリーン小布施店

ハード&グリーン信州新町店

ハード&グリーン上田小泉店

ハード&グリーン更埴店

ハード&グリーン軽井沢店

ハード&グリーン戸倉店

ハード&グリーン上山田店

ハード&グリーン豊野店

ハード&グリーン牟礼店

ハード&グリーン松本島内店

ハード&グリーン信州山形店

ハード&グリーン波田店

ハード&グリーン大町店

ハード&グリーン駒ヶ根福岡店

ハード&グリーン上伊那宮田店

ハード&グリーン穂積店

ハード&グリーン揖斐川店

ハード&グリーン本巣店

ハード&グリーン高富店

ハード&グリーン岩佐店

ハード&グリーン関市広見店

岐阜県

0265-84-1013

058-329-0302

0585-21-0151

0581-34-8058

0581-23-0305

0581-51-0067

0575-21-7227

026-261-5512

026-261-4082

026-251-5571

026-257-1230

0263-40-1343

0263-97-3380

0263-91-1020

0261-21-1067

0265-82-7820

0556-20-7811

0553-32-6030

0551-21-2711

026-251-1286

026-247-7080

026-291-2022

0268-28-0870

026-274-4611

0267-44-1018

0776-98-7751

0776-77-7491

0778-43-7055

0778-34-7037

0778-36-7034

0770-56-3261

0778-47-7033

0770-32-9016

055-280-0251

0767-74-2712

0767-66-8031

0776-67-5800

0776-63-7038

0776-90-7911

0776-59-2110

福井県

山梨県

長野県

石川県
石川県鹿島郡中能登町良川と部３６番地の１

石川県七尾市中島町中島丙３２

福井県坂井市丸岡町一本田福所３４字６

福井県吉田郡永平寺町谷口１２字宮地７６

福井県福井市品ヶ瀬町１３－３４

福井県福井市江上町第５５号１番地

福井県福井市山内町１１字９番１

福井県あわら市二面２８字天下田３０－１

福井県越前市粟田部町５２字野吉今朝ヶ町１２

福井県丹生郡越前町西田中三丁目２０１番地

福井県丹生郡越前町三崎４２字長町５０番

福井県小浜市遠敷８丁目５０２－１１

福井県南条郡南越前町東大道２字宮ケ有３５番１

福井県三方郡美浜町大字郷市多倉田４８－５

山梨県南アルプス市野牛島字前畑２３３９－８

山梨県南巨摩郡富士川町長澤１０８２

山梨県甲州市塩山千野９４－１

山梨県韮崎市藤井町北下条２７７番地１

長野県長野市稲葉字母袋沖７１０

長野県上高井郡小布施町大字中松５６６番

長野県長野市信州新町新町９０５

長野県上田市大字小泉字地ノ目６０１－８

長野県千曲市大字稲荷山２０５４－１

長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字侭田２６９３

長野県千曲市大字上徳間３５８－１

長野県千曲市大字上山田８９９－３

長野県長野市豊野町蟹沢９９－１

長野県上水内郡飯綱町大字平出字行人塚２９５７－１番地

長野県松本市大字島内３４４１－１

長野県東筑摩郡山形村字北野尻８１６４－２

長野県松本市波田５４２２

長野県大町市大字大町１８６６－１

長野県駒ヶ根市赤穂９２８２－１

長野県上伊那郡宮田村大字桜木町１０７番１

岐阜県瑞穂市十九条２９１番地

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪字白石２０１３

岐阜県本巣市大字曽井中島１５７５

岐阜県山県市西深瀬字八京２５０９番地の１

岐阜県山県市岩佐字狩獄１３９１－１

岐阜県関市広見１６番地
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株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名 住所 電話番号

ハード&グリーン郡上八幡店

ハード&グリーン白鳥店

ハード&グリーン岐阜平田店

ハード&グリーン南濃店

ハード&グリーン池田店

ハード&グリーン下米田店

ハード&グリーン八百津店

ハード&グリーン福岡田瀬店

ハード&グリーンおがせ店

ハード&グリーン川辺店

ハード&グリーン萩原店

ハード&グリーン瑞浪土岐店

ハード&グリーン瑞浪稲津店

ハード&グリーン大井店

ハード&グリーン岩村店

ハード&グリーン山岡店

ハード&グリーン坂下店

ハード&グリーン相良店

ハード&グリーン新居店

ハード&グリーン袋井高尾店

ハード&グリーン御前崎店

愛知県 ハード&グリーン蒲郡形原店

ハード&グリーン北勢店

ハード&グリーン美里店

ハード&グリーン芸濃店

ハード&グリーン安濃店

ハード&グリーン高島店

ハード&グリーン新旭店

ハード&グリーン中主店

ハード&グリーン石部店

ハード&グリーン甲南店

ハード&グリーン山東店

ハード&グリーン彦根稲枝店

ハード&グリーン彦根河瀬店

ハード&グリーン多賀店

ハード&グリーン浅井店

ハード&グリーン御園店

ハード&グリーン湖東店

ハード&グリーン土山店

ハード&グリーン虎姫店

岐阜県

滋賀県

0748-67-8015

0749-73-8051

0748-77-8851

0748-86-8080

0749-55-8081

0749-47-9300

0749-28-8177

0749-48-7155

0749-74-9150

0748-20-4440

0749-45-8270

0548-55-2030

0533-58-4215

0594-82-0735

059-279-6755

059-266-0200

059-267-1085

0740-36-8075

0740-25-8058

077-589-8043

0572-66-5501

0572-66-1173

0573-20-3215

0573-43-5070

0573-57-3072

0573-70-1808

0548-53-0711

053-595-3151

0538-45-2121

0584-65-0081

0584-59-0055

0585-44-0280

0574-23-0585

0574-43-8161

0573-76-0050

058-379-3477

0574-52-0085

0576-56-2055

0575-66-1117

0575-83-0130

静岡県

三重県

岐阜県郡上市八幡町稲成１０３５番１

岐阜県郡上市白鳥町中津屋８５０番

岐阜県海津市平田町今尾８４５番１

岐阜県海津市南濃町吉田７００番

岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原字日吉西１３７６

岐阜県美濃加茂市下米田町今字玄生庵３０６－１番地

岐阜県加茂郡八百津町野上字東中長１３９１

岐阜県中津川市田瀬９４０－１

岐阜県各務原市各務西町６丁目７７番１

岐阜県加茂郡川辺町下川辺６４５

岐阜県下呂市萩原町上呂８００

岐阜県瑞浪市土岐町１８３番地１

岐阜県瑞浪市稲津町小里字長慶寺１３２７－２

岐阜県恵那市大井町２６０１番地の１２

岐阜県恵那市岩村町飯羽間２５６１－２

岐阜県恵那市山岡町上手向１５９－１

岐阜県中津川市坂下２４９７番地１

静岡県牧之原市菅ケ谷２５３番地５

静岡県湖西市新居町新居３３８０番地７０

静岡県袋井市高尾８４－１

静岡県御前崎市白羽字薄原５９１６番３

愛知県蒲郡市形原町亀井２８－１

三重県いなべ市北勢町麻生田３５８６－１

三重県津市美里町五百野５４４－１

三重県津市芸濃町椋本２７２５－１

三重県津市安濃町曽根７６１

滋賀県高島市勝野字尾萱２４０

滋賀県高島市新旭町熊野本一丁目６番５

滋賀県野洲市西河原４丁目２５２１

滋賀県湖南市石部東一丁目３－１

滋賀県甲賀市甲南町野尻字大西８４０番

滋賀県米原市間田４２０番地

滋賀県彦根市野良田町４１８

滋賀県彦根市川瀬馬場町１０２１－１

滋賀県犬上郡多賀町多賀１５４３－１

滋賀県長浜市内保町下三双３２１

滋賀県東近江市寺町栗林５５５

滋賀県東近江市横溝町字出口野１９７２

滋賀県甲賀市土山町大野字沢４９５９－１

滋賀県長浜市酢２３－４
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株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名 住所 電話番号

ハード&グリーン湖北店

ハード&グリーン秦荘店

ハード&グリーン京都山城店

ハード&グリーン峰山店

ハード&グリーン弥栄店

ハード&グリーン丹後大宮店

ハード&グリーン阪南石田店

ハード&グリーン阪南箱の浦店

ハード&グリーン泉南岬店

ハード&グリーン鈴蘭台店

ハード&グリーン八鹿店

ハード&グリーン正法寺店

ハード&グリーン篠山店

ハード&グリーン柏原店

ハード&グリーン和田山店

ハード&グリーン夢前店

ハード&グリーン山崎店

ハード&グリーン加美店

ハード&グリーン福崎店

ハード&グリーン市川店

ハード&グリーン神崎店

ハード&グリーン朝来店

ハード&グリーン河合店

ハード&グリーン奈良上牧店

ハード&グリーン御所店

ハード&グリーン大淀店

ハード&グリーン和歌山日高店

ハード&グリーン打田店

ハード&グリーン八東店

ハード&グリーン小鴨店

ハード&グリーン西伯店

ハード&グリーン気高店

ハード&グリーン東郷店

ハード&グリーン智頭店

ハード&グリーン北条店

ハード&グリーン名和店

ハード&グリーン溝口店

ハード&グリーン掛合店

ハード&グリーン広瀬店

ハード&グリーン古志店

滋賀県

島根県

和歌山県

0858-36-6031

0859-54-6100

0859-39-9290

0854-62-9505

0854-32-9111

0853-20-0541

07463-4-5801

0738-35-4400

0736-78-2890

0858-84-6950

0858-29-5082

0859-39-6230

0857-82-6262

0858-48-6631

0858-75-6128

0790-64-3591

0795-30-7727

0790-24-3006

0790-24-6787

0790-31-3011

0796-70-4625

0745-58-2230

0745-71-6067

0745-64-1551

072-481-3416

072-491-2900

078-594-0747

079-665-8050

0796-29-0177

079-554-2215

0795-70-2601

0796-70-3176

0793-37-5355

0749-78-8400

0749-37-8102

0774-86-0461

0772-69-1051

0772-65-9019

0772-68-3816

072-470-1620

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

鳥取県

滋賀県長浜市湖北町八日市字下法事９８８

滋賀県愛知郡愛荘町東出４８２

京都府木津川市山城町上狛内瀬８－１

京都府京丹後市峰山町荒山小字黒切１６８

京都府京丹後市弥栄町字和田野１３２４

京都府京丹後市大宮町周枳小字古屋敷１９１６番１

大阪府阪南市石田２７３－１

大阪府阪南市箱の浦３３２０－４

大阪府泉南郡岬町深日１５４３－１

兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町３－１０－３７

兵庫県養父市八鹿町国木字下タイ９４－１

兵庫県豊岡市正法寺字上中通１０３－１

兵庫県篠山市大字黒岡５１３

兵庫県丹波市柏原町柏原９７１番地

兵庫県朝来市和田山町法道寺字新中野８１４

兵庫県姫路市夢前町前之庄１１４７－１

兵庫県宍粟市山崎町加生１１３－１

兵庫県多可郡多可町加美区西脇７２番地１

兵庫県神崎郡福崎町南田原字東田２１９３－１

兵庫県神崎郡市川町西川辺６３６

兵庫県神崎郡神河町粟賀町４３６－１番地

兵庫県朝来市立野６７５

奈良県北葛城郡河合町川合１０９７－１

奈良県北葛城郡上牧町大字上牧１５２０－１

奈良県御所市大字茅原２１８番地の１

奈良県吉野郡大淀町大字新野１１３番

和歌山県日高郡日高町大字高家字畔田６８０番１

和歌山県紀の川市大字東三谷字川端２４７－１

鳥取県八頭郡八頭町北山字溝田６１２番

鳥取県倉吉市小鴨字岩田１３－１番地

鳥取県西伯郡南部町阿賀２９４番地

鳥取県鳥取市気高町宝木２６６番

鳥取県東伯郡湯梨浜町大字長和田１５７５

鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬字迎田掛上り７８９番

鳥取県東伯郡北栄町北尾字泙町５１４番１

鳥取県西伯郡大山町富長１３９番

鳥取県西伯郡伯耆町谷川１７２

島根県雲南市掛合町掛合８３９番３

島根県安来市広瀬町石原４７８番１

島根県出雲市古志町１０５１－１
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株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名 住所 電話番号

ハード&グリーン斐川店

ハード&グリーン出雲大東店

ハード&グリーン赤坂店

ハード&グリーン長船店

ハード&グリーン穂浪店

ハード&グリーン美作店

ハード&グリーン鏡野店

ハード&グリーン津山東一宮店

ハード&グリーン和気店

ハード&グリーン熊山店

ハード&グリーン加茂川店

ハード&グリーン岡山加茂店

ハード&グリーン作東店

ハード&グリーン勝央店

ハード&グリーン勇崎店

ハード&グリーン矢掛店

ハード&グリーン岡山芳井店

ハード&グリーン井原店

ハード&グリーン賀陽店

ハード&グリーン岡山勝山店

ハード&グリーン金光店

ハード&グリーン御調店

ハード&グリーン世羅西店

ハード&グリーン布野店

ハード&グリーン新市店

ハード&グリーン三次秋町店

ハード&グリーン八千代佐々井店

ハード&グリーン千代田有田店

ハード&グリーン加計店

ハード&グリーン安浦店

ハード&グリーン佐伯店

ハード&グリーン向原店

ハード&グリーン白木店

ハード&グリーン広島河内店

ハード&グリーン豊栄鍛冶屋店

ハード&グリーン柳井西店

ハード&グリーン玖珂店

ハード&グリーン田布施店

ハード&グリーン山口大島店

ハード&グリーン宮ノ下店

島根県

岡山県

山口県

0833-74-1560

0829-40-0071

0826-46-7222

082-810-6100

082-420-7095

082-420-3369

0820-24-6222

0827-81-0770

0820-51-0181

0820-79-2495

0848-77-0801

0847-37-7211

0824-54-7811

0847-54-1551

0824-65-4101

0826-52-7271

0826-72-7161

0826-25-0160

0823-85-0166

0868-75-7760

0868-38-4115

086-528-3286

086-682-5120

086-672-9811

0866-65-0016

086-654-9355

0867-44-5550

0865-42-9037

0869-66-0115

0869-67-9330

0868-73-6711

0868-54-7878

0868-27-7361

0869-92-5711

086-995-9823

0867-34-9277

0868-42-7055

0853-73-7531

0854-43-8060

086-957-9351

広島県

島根県出雲市斐川町学頭１８１７ー３

島根県雲南市大東町大東１３街区４－１

岡山県赤磐市東窪田３５７

岡山県瀬戸内市長船町長船２９１番１

岡山県備前市穂浪１２８７－１

岡山県美作市湯郷１２２

岡山県苫田郡鏡野町円宗寺１７５－１

岡山県津山市東一宮１４－２

岡山県和気郡和気町大字泉４３番

岡山県赤磐市円光寺２６－１

岡山県加賀郡吉備中央町上加茂字才の鼻１０３番地

岡山県津山市加茂町桑原１４２－１

岡山県美作市川北１８１

岡山県勝田郡勝央町岡４９５－５

岡山県倉敷市玉島勇崎１２１７番地の１

岡山県小田郡矢掛町大字西川面４５７－１

岡山県井原市芳井町簗瀬３８番地１

岡山県井原市西江原町９６６－１

岡山県加賀郡吉備中央町上竹７４２－２

岡山県真庭市勝山１３４１－１

岡山県浅口市金光町占見新田１２２２番地

広島県尾道市御調町本字柳原６５１番地１

広島県世羅郡世羅町小国３２９９－１

広島県三次市布野町下布野７４－１番地

広島県福山市新市町宮内１２６４番

広島県三次市秋町１１０８－１

広島県安芸高田市八千代町佐々井１６０番地８

広島県山県郡北広島町有田１８４３番地

広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀１１１８番２

広島県呉市安浦町三津口４丁目１３３９番１

広島県廿日市市峠５４９番地１

広島県安芸高田市向原町戸島字八崎２７８８

広島県広島市安佐北区白木町大字三田字小椿４２０４－１

広島県東広島市河内町中河内字立石１４０６番地

広島県東広島市豊栄町鍛冶屋５８８

山口県柳井市柳井４７６７－１

山口県岩国市玖珂町１０９３番地

山口県熊毛郡田布施町中央南８番５

山口県大島郡周防大島町大字西三蒲１６５５番１

山口県光市宮ノ下町８１８番地
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株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名 住所 電話番号

ハード&グリーン秋芳店

ハード&グリーン秋穂店

ハード&グリーン山口小野田店

ハード&グリーン埴生店

ハード&グリーン油谷店

ハード&グリーン阿波店

ハード&グリーン大林店

ハード&グリーン見能林店

ハード&グリーン綾歌店

ハード&グリーン満濃店

ハード&グリーン三野店

ハード&グリーンさぬき長尾店

ハード&グリーン寒川店

ハード&グリーン引田店

愛媛県 ハード&グリーン三瓶店

高知県 ハード&グリーン黒潮店

ハード&グリーン鞍手店

ハード&グリーン大岳店

ハード&グリーン玄海店

ハード&グリーン岡垣店

ハード&グリーン碓井店

ハード&グリーン香春店

ハード&グリーン大任店

ハード&グリーン椎田店

ハード&グリーン北野店

ハード&グリーン一木店

ハード&グリーン八女酒井田店

ハード&グリーン八女上陽店

ハード&グリーン黒木店

ハード&グリーン三輪店

ハード&グリーン佐賀神埼店

ハード&グリーン小城店

ハード&グリーン多久店

ハード&グリーン鎮西店

ハード&グリーン北波多店

長崎県 ハード&グリーン東彼杵店

ハード&グリーン泗水店

ハード&グリーン西原店

ハード&グリーン矢部店

ハード&グリーン甲佐店

山口県

熊本県

0957-20-1115

0968-38-7761

096-279-1152

0967-72-2311

096-234-5516

0943-25-1136

0943-33-7022

0943-42-9050

0946-21-5512

0952-55-8277

0952-71-1355

0952-75-8600

0955-51-1055

0955-51-2080

092-605-4033

0940-62-7332

093-281-1071

0948-20-8077

0947-32-9610

0947-41-8054

0930-57-4005

0942-41-3010

0944-89-2326

0877-57-1101

0877-56-9707

0875-56-2711

0879-23-6161

0879-23-2370

0879-23-8630

0894-29-5012

0880-31-3900

0949-43-1320

0837-63-1511

083-984-0551

0836-89-0313

0836-79-0450

0837-33-1030

0883-35-8233

0885-35-6021

0884-24-3765

徳島県

香川県

福岡県

佐賀県

山口県美祢市秋芳町秋吉５２６２番地

山口県山口市秋穂東１４４６－１番地

山口県山陽小野田市小野田字須賀８４０番地の１

山口県山陽小野田市埴生３２２９番地１４

山口県長門市油谷新別名字隠田１０９１番地

徳島県阿波市阿波町大道北４６番地

徳島県小松島市大林町字中新田７－３

徳島県阿南市見能林町青木９５番地１

香川県丸亀市綾歌町栗熊東下河西６２－２

香川県仲多度郡まんのう町大字吉野市神２１４３番地

香川県三豊市三野町吉津２２４２番１

香川県さぬき市長尾西字森貞２９３番地の１

香川県さぬき市寒川町石田東甲１４１０番地１８

香川県東かがわ市引田１９３０番地

愛媛県西予市三瓶町朝立字小又６番耕地１０６番１

高知県幡多郡黒潮町下田の口４９９番イ

福岡県鞍手郡鞍手町小牧字本村１４６４－２

福岡県福岡市東区大岳３丁目１８－８

福岡県宗像市牟田尻１８８４ー１番地

福岡県遠賀郡岡垣町吉木東１丁目７－７

福岡県嘉麻市上臼井３３３－２

福岡県田川郡香春町香春１５６番地

福岡県田川郡大任町大字今任原字有次３０９２番地１

福岡県築上郡築上町大字坂本１３６－１

福岡県久留米市北野町高良字七杖１００６－１

福岡県大川市大字一木７１２－１

福岡県八女市酒井田９７番地

福岡県八女市上陽町北川内８０番地２

福岡県八女市黒木町本分１２４０番地１

福岡県朝倉郡筑前町久光字引田１０１２－１

佐賀県神埼市神埼町本告牟田字八本松７３８－１

佐賀県小城市小城町松尾字天神１１１番地

佐賀県多久市北多久町大字小侍１３０４－１

佐賀県唐津市鎮西町高野５９７－１

佐賀県唐津市北波多徳須恵１１８５番地１

長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１５４３－２

熊本県菊池市泗水町豊水３３２８

熊本県阿蘇郡西原村大字小森６０１番地

熊本県上益城郡山都町南田３２０番地

熊本県上益城郡甲佐町大字豊内字東園７９６番
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株式会社コメリ

　２０２１/２０２２ 年末年始の店舗営業時間のご案内

　【コメリパワー本館、ハード&グリーン】 　【コメリパワー資材館、ＰＲＯ】 　【アテーナ】
12月29～30日 (木) 通常営業（資材館除く） 12月30日 (木) 9時～20時 12月31日 (金) 10時～18時

12月31日 (金) 9時～18時 12月31日 (金) 9時～18時 1月1日 (土) 店休日

1月1日 (土) 店休日 1月1日 (土) 店休日 1月2日 (日) 10時～18時

1月2日 (日) 10時～18時（営業店舗） 1月2日 (日) 10時～18時 1月3日 (月) 10時～19時

休業店舗は以下の349店舗です 1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月3日 (月) 9時～19時 1月4日 (火) 通常営業再開

1月4日 (火) 通常営業再開

※ 12月29日（水）より資材館早朝営業店舗等、一部上記の営業時間と異なる店舗がございます。

詳しい営業時間は、各店舗にお問い合わせください。

　２０２２年１月２日（日） 営業休止店舗（３４９店舗）
都道府県 店舗名 住所 電話番号

ハード&グリーン砥用店

ハード&グリーン五和店

ハード&グリーン荒尾庄山店

ハード&グリーン菊水店

ハード&グリーン津奈木店

ハード&グリーン袋店

ハード&グリーン錦店

ハード&グリーン岱明店

ハード&グリーン緑川店

ハード&グリーン松橋店

ハード&グリーン熊本小川店

ハード&グリーン長陽店

ハード&グリーン高森店

ハード&グリーン一の宮店

ハード&グリーン大矢野店

ハード&グリーン竜北店

ハード&グリーン耶馬溪店

ハード&グリーン大分長洲店

ハード&グリーン綾店

ハード&グリーン上東店

ハード&グリーン南横市店

ハード&グリーン高城店

ハード&グリーン新富店

ハード&グリーン山之口店

ハード&グリーン喜入店

ハード&グリーン大根占店

ハード&グリーン川辺平山店

ハード&グリーン牧之原店

ハード&グリーン牧園店

ハード&グリーン大隅店

鹿児島県霧島市福山町福山４７４８番地１

鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２２３１番地

鹿児島県曽於市大隅町岩川７２７４

熊本県

宮崎県東諸県郡綾町大字入野３２８２－６

宮崎県都城市上東町１４－１

宮崎県都城市南横市町８４３３

宮崎県都城市高城町桜木８５６－４

宮崎県児湯郡新富町日置１５２６

宮崎県都城市山之口町花木１９７０番地

鹿児島県鹿児島市喜入中名町２８５５番地

鹿児島県肝属郡錦江町馬場２１４１番１

鹿児島県南九州市川辺町平山６６８５番地

0983-21-5882

0986-29-1081

099-343-5777

0994-28-3611

0993-58-3573

0995-64-7511

0995-54-5077

099-471-2662

0967-22-8050

0964-56-6522

0965-52-8536

0979-26-9701

0978-38-7028

0985-30-7781

0986-46-3005

0986-45-2511

0986-53-2183

0966-62-7207

0966-63-6335

0966-38-5560

0968-57-5211

0964-23-4211

0964-32-4711

0964-43-5011

0967-35-0211

0967-62-3601

0964-47-2688

0969-32-0777

0968-66-4841

0968-86-5530

大分県

宮崎県

鹿児島県

熊本県玉名郡和水町大字江田１６１番１

熊本県水俣市小津奈木字大丸４７８番１

熊本県上天草市大矢野町中７９８

熊本県八代郡氷川町鹿島字南北割１６１８－１

大分県中津市本耶馬渓町樋田３５７

大分県宇佐市大字長洲字籐五郎１４７０番地

熊本県水俣市袋８６３番地２

熊本県球磨郡錦町大字西字桑木原１０２８－１

熊本県玉名市岱明町大野下字塔ノ本１０８８

熊本県宇土市城塚町１９－２

熊本県宇城市松橋町松橋字浜田２１０－１

熊本県宇城市小川町江頭字正ノ浜３８０

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田１４７－２７

熊本県阿蘇郡高森町高森字豆前１９８６－１

熊本県阿蘇市一の宮町宮地字高田４４７－１

熊本県下益城郡美里町大窪９０８番地

熊本県天草市五和町御領８８０７－１

熊本県荒尾市上平山１０２２番
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