
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
2003年8月期

（2002年9月1日～2003年8月31日）

（2002年9月1日～2003年2月28日）
開店日 店名 都道府県 閉店日 店名 都道府県
09.06 十和田店 青森県 09.01 札幌藤野店 北海道
09.06 つかしん店 兵庫県 09.01 新山下店 神奈川県
09.20 古川南店 宮城県 09.01 横浜鶴見店 神奈川県
09.20 氏家店 栃木県 09.01 一宮店 愛知県
09.21 新宿三丁目店 東京都 09.05 尼崎店 兵庫県
09.27 帯広店 北海道
10.04 喜連瓜破店 大阪府 04.01 久留米上津店

（直営店からFC店への変更。
10月以降も継続して営業中）

福岡県

10.04 水沢カルチャーパークあてるい店 岩手県 04.03 （旧）喜連瓜破店 大阪府
10.04 豊中服部店 大阪府 10.03 針中野店 大阪府
10.04 三田フラワータウン店 兵庫県 10.03 三田店 兵庫県
10.04 キヨスク桜木町店 神奈川県 10.10 浦和大間木店 埼玉県
10.11 金沢杜の里店 石川県 10.10 川口新郷店 埼玉県
10.11 赤羽ビビオ店 東京都 10.10 光が丘店 東京都
10.11 札幌澄川ミュンヘン大橋店 北海道 10.10 アルカード赤羽店 東京都
10.11 川口グリーンシティ店 埼玉県 10.16 入間店 埼玉県
10.11 光が丘IMA店 東京都 10.16 狭山店 埼玉県
10.16 カルフール狭山ショッピングモール店 埼玉県 10.17 （旧）今治店 愛媛県
10.18 曽根バイパス店 福岡県 10.17 （旧）曽根バイパス店 福岡県
10.18 今治店 愛媛県 10.24 （旧）草津店 滋賀県
10.18 沼田店 群馬県 10.31 ショッパーズモール屋島店 香川県
10.25 草津店 滋賀県
10.25 館山店 千葉県
10.25 倉吉店 鳥取県
10.25 豊岡店 兵庫県
10.25 フルルガーデン八千代店 千葉県
11.01 アークガレリア長岡店 新潟県 11.07 安城店 愛知県
11.01 高松屋島店 香川県 11.21 南陽店 愛知県
11.08 七尾店 石川県 11.25 有玉店 静岡県
11.08 デンデルプラザ安城店 愛知県 11.28 佐久インターウェーブ店 長野県
11.15 今市店 栃木県 11.28 箕谷店 兵庫県
11.16 神戸三宮店 兵庫県
11.22 真岡店 栃木県
11.22 ベルシャイン伊那店 長野県
11.22 飯田店 長野県
11.22 名古屋みなと店 愛知県
11.22 徳島沖浜店 徳島県
11.22 天草本渡店 熊本県
11.29 釧路店 北海道
11.29 成田店 千葉県
11.29 アクロス佐久店 長野県
11.29 ロックタウン浜松葵店 静岡県
11.29 三重川越店 三重県
11.29 伊勢店 三重県
11.29 神戸北町店 兵庫県

01.26 八王子楢原店 東京都
01.26 相模原アイワールド店 神奈川県
01.26 与那原店 沖縄県
01.26 柏丸井VAT館店 千葉県

■2003年8月期 上期

’02.09

’02.10

’02.11

’03.01

注）直営店の開店・閉店のみ記載

上期 開店 閉店 下期 開店 閉店
9月 6 5 3月 4 2
10月 19 14 4月 19 9
11月 19 5 5月 6 5
12月 0 0 6月 3 3
1月 0 4 7月 0 1
2月 0 0 8月 0 5

（上期累計） 44 28 （下期累計） 32 25
（通期合計） 76 53

■2003年8月期 月別推移

注）直営店の開店・閉店のみ記載
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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
2003年8月期

（2002年9月1日～2003年8月31日）

（2003年3月1日～2004年2月28日）
開店日 店名 都道府県 閉店日 店名 都道府県
03.07 アキハバラデパート店 東京都 03.20 （旧）長町南店 宮城県
03.14 八戸ラピア店 青森県 03.20 （旧）焼津店 静岡県
03.21 長町南店 宮城県
03.21 焼津店 静岡県
04.04 アクロスプラザ千葉ニュータウン店 千葉県 04.03 新潟平島店 新潟県
04.04 ウィズプラザ新通店 新潟県 04.10 （旧）都城店 宮崎県
04.04 サンロードシティ店 熊本県 04.23 西国分寺店 東京都
04.11 小松店 石川県 04.23 （旧）熊南店 熊本県
04.11 都城店 宮崎県 04.24 高崎上中居店 群馬県
04.18 行橋店 福岡県 04.24 西堀ローザ店 新潟県
04.24 府中クレッセ店 東京都 04.24 （旧）泉大津店 大阪府
04.24 ダイヤモンドシティ熊本南店 熊本県 04.24 姫路駅南店 兵庫県
04.24 熊南店 熊本県 04.24 （旧）橿原店 奈良県
04.25 旭川旭町店 北海道
04.25 高崎下之城店 群馬県
04.25 南越谷オーパ店 埼玉県
04.25 ダイエー新潟店 新潟県
04.25 茅野店 長野県
04.25 泉大津店 滋賀県
04.25 姫路飾磨店 兵庫県
04.25 橿原店 奈良県
04.25 西新プラリバ店 福岡県
04.25 日向店 宮崎県
05.01 東京ドームシティラクーア店 東京都 05.05 川口そごう店 埼玉県
05.30 東根店 山形県 05.05 世田谷上野毛店 東京都
05.30 上越店 新潟県 05.05 浜大津オーパ店 滋賀県
05.30 豊田GAZA店 愛知県 05.29 雑餉隈店 福岡県
05.30 大野城御笠川店 福岡県 05.29 龍田店 熊本県
05.30 熊本光の森店 熊本県
06.06 岡山中仙道店 岡山県 06.05 野田店 岡山県
06.20 泉北店 大阪府 06.15 安佐南大町店 広島県
06.27 ガーラタウン西バイパス店 青森県 06.19 （旧）泉北店 大阪府

’03.07 07.21 川崎さいか屋店 神奈川県
08.03 西友茶山店 福岡県
08.03 デックス東京ビーチ店 東京都
08.31 五日市八幡東店 広島県
08.31 アメリカ村店 大阪府
08.31 渋谷神南店 東京都

’03.03

’03.04

’03.05

’03.06

’03.08

注）直営店の開店・閉店のみ記載

■2003年8月期 下期
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