
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
2004年8月期

（2003年9月1日～2004年8月31日）

（2003年9月1日～2004年2月29日）
開店日 店名 都道府県 閉店日 店名 都道府県
09.12 川崎ダイス店 神奈川県 09.18 極楽店 愛知県
09.19 佐沼店 宮城県 09.18 長久手店 愛知県
09.19 千葉旭店 千葉県
09.19 日進竹の山店 愛知県
10.01 シャンピアポート店 愛知県 10.14 尼崎名神店 兵庫県
10.10 フレスポ横手店 秋田県 10.16 大府店 愛知県
10.15 カルフール尼崎ショッピングモール店 兵庫県 10.23 根上り松店 静岡県
10.17 釧路春採店 北海道 10.23 城北店 兵庫県
10.17 高萩店 茨城県 10.23 大村店 長崎県
10.17 柏崎店 新潟県 10.30 マルエイスカイル店 愛知県
10.17 東海店 愛知県
10.17 ゆめタウン鳥栖店 佐賀県
10.24 北見店 北海道
10.24 一関店 岩手県
10.24 浜松入野店 静岡県
10.24 姫路辻井店 兵庫県
10.24 倉敷児島店 岡山県
10.24 安佐南大町店 広島県
10.24 武雄店 佐賀県
10.24 大村松並店 長崎県
11.01 栄スカイル店 愛知県 11.13 小山店 栃木県
11.07 新庄店 山形県 11.18 宮崎江平店 宮崎県
11.07 砺波店 富山県 11.19 吹田岸辺店 大阪府
11.14 滝川店 北海道 11.20 清水町店 静岡県
11.14 小山店 栃木県 11.20 前原店 福岡県
11.14 富士吉田店 山梨県 11.27 熊本健軍店 熊本県
11.14 八尾青山店 大阪府 11.27 長住店 福岡県
11.20 阪急山田店 大阪府
11.21 札幌屯田店 北海道
11.21 アクロスプラザ幸町店 宮城県
11.21 富岡店 群馬県
11.21 清水町店 静岡県
11.21 周船寺店 福岡県
11.21 フェニックスガーデンうきのじょう店 宮崎県
11.28 福知山店 京都府
11.28 長尾店 福岡県
11.28 サンロードシティ熊本店 熊本県
11.29 アクロスプラザ長野北店 長野県
12.01 岩国店

（従来FC店であったものを
12/1付で直営店化したもの）

山口県 12.04 甲府バイパス店 山梨県

12.01 徳山店
（従来FC店であったものを
12/1付で直営店化したもの）

山口県

12.01 光店
（従来FC店であったものを
12/1付で直営店化したもの）

山口県

12.05 石和店 山梨県
12.23 セルバ甲南山手店 兵庫県

’04.02 02.15 とくしまＣＩＴＹ店 徳島県

■2004年8月期 上期

注）直営店の開店・閉店のみ記載

’03.09

’03.10

’03.11

’03.12

上期 開店 閉店 下期 開店 閉店
9月 4 2 3月 8 4
10月 16 6 4月 21 9
11月 18 7 5月 2 1
12月 5 1 6月 5 1
1月 0 0 7月 2 1
2月 0 1 8月 0 3

（上期累計） 43 17 （下期累計） 38 19
（通期合計） 81 36

注）直営店の開店・閉店のみ記載

■2004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
2004年8月期

（2003年9月1日～2004年8月31日）

（2004年3月1日～2004年8月31日）
開店日 店名 都道府県 閉店日 店名 都道府県
03.12 東金店 千葉県 03.18 藤枝店 静岡県
03.19 西武飯能ペペ店 埼玉県 03.18 安芸府中店 広島県
03.19 藤枝店 静岡県 03.19 仙台十字屋店 宮城県
03.20 仙台アエル店 宮城県 03.31 キャナルシティオーパ店 福岡県
03.24 ダイヤモンドシティ・ソレイユ店 広島県
03.26 阿南アピカ店 徳島県
03.26 日南店 宮崎県
03.26 出水店 鹿児島県
04.01 ペウレ千歳店 北海道 04.13 和泉店 大阪府
04.15 コムボックス光明池店 大阪府 04.15 東伏古店 北海道
04.16 札幌苗穂店 北海道 04.22 神栖店 茨城県
04.16 千島ガーデンモール店 大阪府 04.22 伊勢崎店 群馬県
04.16 島原店 長崎県 04.22 小田原店 神奈川県
04.16 イオン名護店 沖縄県 04.22 袋井店 静岡県
04.23 盛岡インター店 岩手県 04.22 桂店 京都府
04.23 鹿島神栖店 茨城県 04.22 加古川店 兵庫県
04.23 館林店 群馬県 04.28 近江八幡店 滋賀県
04.23 伊勢崎店 群馬県
04.23 小田原シティーモール店 神奈川県
04.23 信州中野店 長野県
04.23 磐田店 静岡県
04.23 上桂店 京都府
04.23 加古川別府店 兵庫県
04.23 パルティフジ坂店 広島県
04.23 甘木店 福岡県
04.29 名寄店 北海道
04.29 前橋総社店 群馬県
04.29 新潟亀田店 新潟県
04.29 近江八幡店 滋賀県
05.21 宇治大久保店 京都府 05.20 ベルファ宇治店 京都府
05.28 三次店 広島県
06.04 ダイヤモンドシティ・ルクル店 福岡県 06.24 桑名大山田店 三重県
06.11 氷上店 兵庫県
06.16 堺髙島屋店 大阪府
06.24 ダイヤモンドシティ・キリオ店 愛知県
06.25 桑名店 三重県
07.22 イータウン大島店 富山県 07.22 世田谷大蔵店 東京都
07.23 世田谷砧店 東京都

08.01 横浜鴨居店 神奈川県
08.31 長府店

（直営店からFC店への変更。
9月以降も継続して営業中）

山口県

08.31 宮崎清武店
（直営店からFC店への変更。
9月以降も継続して営業中）

宮崎県

’04.07

’04.08

注）直営店の開店・閉店のみ記載

■2004年8月期 下期

’04.03

’04.04

’04.05

’04.06
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