
国内ユニクロの出退店情報 株式会社ファーストリテイリング
2015年8月期

（2014年9月1日～2015年8月31日）

上期 開店 閉店 月末店舗数 下期 開店 閉店 月末店舗数
9月 5 7 824 (26) 3月 3 6 809 (30)
10月 12 7 828 (28) 4月 10 3 816 (30)
11月 1 4 825 (28) 5月 0 2 814 (30)
12月 2 1 826 (28) 6月 1 2 813 (30)
1月 0 7 819 (28) 7月 1 4 810 (30)
2月 0 5 814 (28) 8月 1 0 811 (30)

（上期累計） 20 31 814 (28) （下期累計） 16 17 811 (30)
（通期合計） 36 48 811 (30)

■2015年8期上期　出退店舗名
（2014年9月1日～2015年2月28日）

開店日 都道府県 閉店日 都道府県

9/12 ユニクロ ゆめモール柳川店 福岡県 9/11 ユニクロ 八勝通店 愛知県
9/12 ユニクロ イオン八事店 愛知県 9/11 ユニクロ 坂戸店 埼玉県
9/12 ユニクロ 沼津店 静岡店 9/11 ユニクロ 沼津店 静岡店
9/12 ユニクロ ワカバウォーク店 埼玉県 9/11 ユニクロ 東松山店 埼玉県
9/19 ユニクロ イオンタウンおゆみ野店 千葉県 9/28 ユニクロ 大田大鳥居店 東京都

9/30 ユニクロ 渋谷マークシティ店 東京都
9/30 ユニクロ イトーヨーカドー東習志野店 千葉県

10/3 ユニクロ 吉祥寺店 東京都 10/5 ユニクロ 花見川柏井店 千葉県
10/9 ユニクロ 東急プラザ蒲田店 東京都 10/5 ユニクロ 南松本店 長野県
10/10 ユニクロ 川越店 埼玉県 10/9 ユニクロ 長岡京店 京都府
10/10 ユニクロ キュービックプラザ 神奈川県 10/9 ユニクロ 川越店 埼玉県
10/10 ユニクロ 南松本店 長野県 10/15 ユニクロ ビナウオーク海老名店 神奈川県
10/17 ユニクロ ビナフロント海老名店 神奈川県 10/30 ユニクロ 梅田店 大阪府
10/17 ユニクロ イオンモール京都桂川店 京都府 10/31 ユニクロ 池袋サンシャインシティ店 東京都
10/24 ユニクロ 柏増尾台店 千葉県
10/24 ユニクロ 佐世保矢峰 長崎県
10/30 ユニクロ ららぽーと和泉店 大阪府
10/31 ユニクロ 新津店 新潟県
10/31 UNIQLO OSAKA 大阪府
11/14 ユニクロ 大洲店 愛媛県 11/9 ユニクロ 東大泉店 東京都

11/13 ユニクロ 大洲店 愛媛県
11/28 ユニクロ 津島店 岡山県
11/30 ユニクロ 明治通り新宿ステパ店 東京都

2014.12 12/4 ユニクロ イオンタウン湖南店 滋賀県 12/3 ユニクロ 水口店 滋賀県
12/5 ユニクロ イオンモール岡山店 岡山県

2015.01 1/12 ユニクロ なるぱーく店 愛知県
1/12 ユニクロ シャンピアポート店 愛知県
1/12 ユニクロ 千島ガーデンモール店 大阪府
1/12 ユニクロ イオン尼崎店 兵庫県
1/12 ユニクロ セルバ甲南山手店 兵庫県
1/12 ユニクロ 横浜戸塚原宿店 神奈川県
1/13 ユニクロ 新宿駅新南口店 東京都
2/8 ユニクロ 北上尾店 埼玉県
2/8 ユニクロ ダイエー長吉店 大阪府
2/22 ユニクロ 大分フォーラス店 大分県
2/22 ユニクロ ときわ台店 東京都
2/28 ユニクロ メルサ自由が丘店 東京都

■2015年8期下期　出退店舗名
（2015年3月1日～2015年8月31日）

3/20 ユニクロ 横須賀大津店 神奈川県 3/19 ユニクロ ホームズ横須賀店 神奈川県
3/27 ユニクロ 札幌エスタ店 北海道 3/23 ユニクロ 札幌エスタ店 北海道
3/27 ユニクロ 関西空港出国エリア店 大阪府 3/29 ユニクロ 川崎菅生店 神奈川県

3/29 ユニクロ 熊本光の森店 熊本県
3/31 ユニクロ コクーン新都心店 埼玉県
3/31 ユニクロ ＪＲ高槻店 大阪府

2015.04 4/10 ユニクロ ららぽーと富士見店 埼玉県 4/5 ユニクロ 志木上宗岡店 埼玉県
4/10 ユニクロ 川崎市民プラザ通り店 神奈川県 4/9 ユニクロ 川崎梶ヶ谷店 神奈川県
4/16 ユニクロ アミュプラザ大分店 大分県 4/23 ユニクロ 宇和島店 愛媛県
4/17 ユニクロ イオンモール草津店 佐賀県
4/17 ユニクロ リヴィンオズ大泉店 東京都
4/24 ユニクロ コクーンシティ店 埼玉県
4/24 ユニクロ たまプラザテラス店 神奈川県
4/24 ユニクロ 宇和島店 愛媛県
4/25 ユニクロ ゆめタウン光の森店 熊本県
4/25 ユニクロ イオンモール沖縄ライカム店 沖縄県

5/10 ユニクロ 熱田店 愛知県
5/31 ユニクロ 茅ヶ崎ラスカ店 神奈川県

6/11 ユニクロ　ゆめタウン廿日市店 広島県 6/1 ユニクロ 横浜駅西口店 神奈川県
6/8 ユニクロ 五日市波出石店 広島県

7/17 ユニクロ　博多口地下街店 福岡県 7/5 ユニクロ 西武新宿ペペ店 東京都
7/12 ユニクロ 田園調布店 東京都
7/26 ユニクロ ダイエーメイトピア店 愛知県
7/31 ユニクロ 西新プラリバ店 福岡県

8/28 ユニクロ 富里インター店 千葉県2015.08

2015.05

2015.06

■2015年8月期 出退店舗数の推移

2014.09
店名

注）直営店（小型専門店を含む）の開店・閉店のみ記載
　　月末店舗数の（）内は、FC店舗数
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