
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
2002年8月期

（2001年9月1日～2002年8月31日）

（2001年9月1日～2002年2月28日）
開店日 店名 都道府県 閉店日 店名 都道府県
09.01 イオン三川店 山形県 09.27 折尾店 福岡県
09.13 ルミネ北千住店 東京都
09.13 ルミネ立川店 東京都
09.14 小樽店 北海道
09.14 利府ペアガーデン店 宮城県
09.14 小田井店 愛知県
09.14 橋本店 神奈川県
09.15 札幌エスタ店 北海道
09.21 東向島店 東京都
09.21 松屋浅草店 東京都
09.21 武蔵中原店 神奈川県
09.28 折尾店 福岡県
09.28 イオン秋田中三店 秋田県
10.19 武蔵小杉駅南口店 神奈川県 10.11 伏見醍醐店 京都府
10.04 川越クレアモール店 埼玉県
10.05 竜ヶ崎ニュータウン店 茨城県
10.05 西瑞江店 東京都
10.06 相模大野ミロード店 神奈川県
10.06 京王聖蹟桜ヶ丘店 東京都
10.05 五所川原エルムの街店 青森県
10.12 中野サンモール店 東京都
10.12 近鉄桃山店 京都府
10.26 若林荒井店 宮城県
10.26 福山駅家店 広島県
10.19 ミハマニューポートリゾート店 千葉県
10.19 石橋店 栃木県
10.27 なんばＣＩＴＹ店 大阪府
11.09 八雲目黒通り店 東京都 11.22 可部店 広島県
11.02 旭川豊岡タウンプラザ店 北海道 11.22 高陽店 広島県
11.01 綱島店 神奈川県 11.04 横浜松坂屋店 神奈川県
11.23 広島八木店 広島県 11.15 中山店 鹿児島県
11.10 横浜伊勢佐木モール店 神奈川県 11.15 秦野店 神奈川県
11.16 鹿児島新栄店 鹿児島県 11.15 高岡店 富山県
11.16 秦野店 神奈川県 11.22 甲府下石田店 山梨県
11.16 高岡インター店 富山県 11.22 西宮店 兵庫県
11.02 函館昭和タウンプラザ店 北海道
11.23 オーキッドパーク店 岐阜県
11.23 徳島藍住店 徳島県
11.23 横浜下瀬谷店 神奈川県
11.23 甲府グランパーク店 山梨県
11.02 加古川駅前店 兵庫県
11.28 イトーヨーカドー大和鶴間店 神奈川県
11.23 横浜上郷店 神奈川県
11.23 西宮室川店 兵庫県

’01.12 12.21 静岡国吉田店 静岡県 12.20 静岡沓谷店 静岡県

’02.01 02.27 町田店 東京都
02.22 イトーヨーカドー船橋店 千葉県 02.03 立川フロム中武店 東京都

02.21 船橋北本町店 千葉県
02.24 聖跡桜ヶ丘オーパ店 東京都

■2002年8月期 上期

’01.09

’01.10

’01.11

’02.02

上期 開店 閉店 下期 開店 閉店
9月 13 1 3月 14 2
10月 14 1 4月 10 3
11月 17 8 5月 2 4
12月 1 1 6月 4 1
1月 0 1 7月 1 1
2月 1 3 8月 0 0

（上期累計） 46 15 （下期累計） 31 11
（通期合計） 77 26

■2002年8月期 月別推移
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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
2002年8月期

（2001年9月1日～2002年8月31日）

（2002年3月1日～2002年8月31日）
開店日 店名 都道府県 閉店日 店名 都道府県
03.08 キヨスク東京南口店 東京都 03.28 前橋朝日店 群馬県
03.15 市原辰巳台店 千葉県 03.28 飯塚店 福岡県
03.15 OSC湘南シティ店 神奈川県
03.15 マーゴ関店 岐阜県
03.15 天神マツヤレディス店 福岡県
03.21 上池台店 東京都
03.21 魚津店 富山県
03.21 西脇店 兵庫県
03.21 京都アバンティ店 京都府
03.26 キヨスク渋谷中央店 東京都
03.29 蔵王成沢店 山形県
03.29 天川大島店 群馬県
03.29 飯塚店 福岡県
03.29 ならファミリー店 奈良県
04.04 イオン那覇店 沖縄県 04.03 那覇店 沖縄県
04.05 松戸駅東口店 千葉県 04.18 （旧）熊谷店 埼玉県
04.12 川西西多田店 兵庫県 04.18 豊橋藤沢店 愛知県
04.19 小田原富水店 神奈川県
04.19 木更津店 千葉県
04.19 ビナウォーク海老名店 神奈川県
04.19 熊谷店 埼玉県
04.19 豊橋前田南店 愛知県
04.26 敦賀店 福井県
04.26 メッツ大曽根店 愛知県
05.31 太宰府店 福岡県 05.30 （旧）太宰府店 福岡県
05.31 名谷インター店 兵庫県 05.30 筑紫野店 福岡県

05.30 垂水高丸店 兵庫県
05.30 垂水下畑店 兵庫県

06.14 大森プリモ¦¦ 店 東京都 06.27 松山山越店 愛媛県
06.25 京王クラウン街笹塚店 東京都
06.28 南吉成店 宮城県
06.28 松山谷町店 愛媛県

’02.07 07.12 宇田津店 香川県 07.11 （旧）宇田津店 香川県

■2002年8月期 下期

’02.03

’02.04

’02.05

’02.06
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