
 

 

                              2022年 12月 5日 

お客様各位 

 株式会社ヤマト 

株式会社ヤマトの店舗 感染症対策及び営業時間のお知らせ 
 

平素よりヤマトをご利用いただき誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスに罹患された皆さま及びその関係者の皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。 

 

各店舗の安全安心の取り組み・営業時間についてお知らせいたします。お客様により安心してお食事、

またお持ち帰り、デリバリーでもご利用いただけるよう、スタッフ一同、安全安心なサービスの 

提供に努め、皆様のご利用を心よりお待ちしております。 

 

回転寿司・寿司 全日 

回転寿司やまと 木更津店 
11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

回転寿司やまと 袖ヶ浦駅前店 
11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

南房総やまと寿司 カメイドクロック店 

※祝日は各曜日に準じます。 

日～木曜 金・土 

11:00 ～ 21:30 

(ラストオーダー 21:00) 

11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

回転寿司やまと 君津店 
月～木曜 金・土・日・祝日 

11:00 ～ 21:30 

(ラストオーダー 21:00) 

11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

鮨やまと 館山店 
日～木曜 金・土・祝日 

11:00 ～ 21:30 

(ラストオーダー 21:00) 

11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

鮨やまと ユーカリが丘店 
平日 土・日・祝日 

11:30 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

回転寿司居魚屋やまと おゆみ野店 
月～木曜 金・土・日・祝日 

11:00 ～ 21:30 

(ラストオーダー 21:00) 

11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

回転寿司やまと 柏大山台店 
平日 土・日・祝日 

11:00 ～ 21:30 

(ラストオーダー 21:00) 

11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

回転寿司やまと 篠崎店 
月～木曜 金・土・日・祝日 

11:00 ～ 21:30 

(ラストオーダー 21:00) 

11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

回転寿司やまと つくば店 
月～木曜 金・土・日・祝日 

11:00 ～ 21:30 

(ラストオーダー 21:00) 

11:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

 



 

 

寿司やまと 

海浜幕張店 

月～ 木曜 金曜 土日祝日 

昼の部)11:00 ～ 14:30 

(ラストオーダー 14:00) 

夜の部)17:00 ～ 22:00 

(ラストオーダー 21:30) 

昼の部)11:00 ～ 14:30 

(ラストオーダー 14:00) 

夜の部)17:00 ～ 22:30 

(ラストオーダー 22:00) 

11:00 ～ 22:30 

(ラストオーダー 22:00) 

お持ち帰り    ：  ラストオーダーまでにご注文をお願いいたします。(お渡し：閉店時間まで) 

デリバリー    ：  閉店時間の 30分前までにご注文をお願いいたします。 

※デリバリー対象店 ：木更津店・君津店・ユーカリが丘店・海浜幕張店・篠崎店・柏大山台店・ 

おゆみ野店・つくば店 

 

居酒屋 平日 月曜～木曜 金曜・土曜 日祝日 

海鮮居酒屋 山傳丸 

海浜幕張店 

昼の部)11:30 ～ 14:30 (ラストオーダー 14:00) 

夜の部)17:00 ～ 23:00 

(ラストオーダー 22:30) 

夜の部)17:00 ～22:00 

(ラストオーダー21:30) 

海鮮居酒屋 山傳丸 

稲毛店 

昼の部)11:30 ～ 14:30 (ラストオーダー 14:00) 

夜の部)17:00 ～22:30 

(ラストオーダー22:00) 

夜の部)17:00 ～23:00 

(ラストオーダー22:30) 

夜の部)17:00 ～22:00 

(ラストオーダー21:30) 

お持ち帰り   ：  ラストオーダーまでにご注文をお願いいたします。(お渡し：閉店時間まで) 

デリバリー   ：  閉店時間の 30分前までにご注文をお願いいたします。 

 

房総の駅とみうら 平日 土日祝日 

回転寿司やまと 富浦店 11:00 ～ 19:00 

(ラストオーダー18:30) 

11:00 ～ 21:00 

(ラストオーダー20:30) 

浜焼き屋 10:30 ～ 19:00 

(最終入店 17:30) 

10:00 ～ 20:00 

(最終入店 18:30) 

海鮮食堂 とみうら亭 10:30 ～ 19:00 

(ラストオーダー18:30) 

10:30 ～ 20:30 

(ラストオーダー20:00) 

魚骨ラーメン専門店 うしおや 11:30 ～ 19:30 

(ラストオーダー19:00) 

11:30 ～ 21:00 

(ラストオーダー20:30) 

とみうらカフェ 10:00 ～ 18:00 
(ラストオーダー17:30) 

10:00 ～ 19:00 
(ラストオーダー18:30) 

おみやげセンターとみうら 10:00 ～ 18:00 10:00 ～ 19:00 

南房総おさかなセンター  9:00 ～ 19:00  9:00～  20:00 

※浜焼き屋は閉店時間の 90分前までにご入店をお願いいたします。 

お持ち帰り   ：  ラストオーダーまでにご注文をお願いいたします。(お渡し：閉店時間まで) 

 

鮮魚、持帰りすし 全日 

ヤマト水産 大多喜ショッピングプラザオリブ店 10:00 ～ 20:00 

ヤマト水産 茂原ショッピングプラザアスモ店 10:00 ～ 20:00 

ヤマト水産 君津青空ジャンボセンター店  9:00 ～ 19:00 



 

 

ヤマト水産 イオン鴨川わかしお市場店  9:00 ～ 19:00 

ヤマト水産 イオン館山店  8:00 ～ 22:00 

ヤマト水産 文化堂豊洲店 10:00 ～ 23:00(日曜日のみ 9:00～23：00) 

 

 

尚、各自治体の方針及び、従業員の安全確保などを理由に、各店舗にて営業時間を変更させていただく

場合があります旨、ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 
 

株式会社ヤマトの各店舗では、新型コロナウイルス感染症に対し、以下の対策を講じ、安心してお食事

していただけるように努めております。 

① マスクを着用して接客 

② スタッフの定期的な手洗い、アルコール消毒 

③ スタッフの出勤時の体調管理と体温検査 

④ 1時間ごとに窓を開けて換気 

⑤ カウンター席の間隔を空ける 

⑥ レジカウンターに仕切りを設置 

⑦ ご使用前にメニューブック、タッチパネルの消毒 

⑧ テーブルを片付けた際の消毒 

※各自治体からの要請に応じて、随時対応致します。 

最後に、お客様におかれましては、手洗い或いはアルコールでの消毒のご協力をお願い致します。 

以上 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社ヤマト お客様相談室 

電話番号：04-7097-1431（午前 9時から午後 5時 日曜日を除く） 


