
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
2005年8月期

（2004年9月1日～2005年8月31日）

■2005年8期　上期
（2004年9月1日～2005年2月28日）

開店日 店名 都道府県 閉店日 店名 都道府県
09.17 旭川永山店 北海道
09.17 丸井柏ＶＡＴ店 千葉県
09.17 メルサ自由が丘店 東京都
09.23 フレスポ帯広稲田店 北海道
09.23 大河原店 宮城県
09.23 福崎店 兵庫県
10.05 イトーヨーカドー宇都宮店 栃木県 10.21 壬生川店 京都府
10.09 ユニクロプラス心斎橋筋店 大阪府 10.27 福生熊川店 東京都
10.15 四国中央店 愛媛県 10.28 岐阜則武店 岐阜県
10.15 姶良店 鹿児島県 10.28 山科御陵店 京都府
10.02 南アルプスビッグステージ店 山梨県
10.22 上田店 長野県
10.22 五条丹波口店 京都府
10.22 西大和店 奈良県
10.22 昭島モリタウン店 東京都
10.29 岐阜鷺山店 岐阜県
10.29 ラクト山科店 京都府
10.30 イトーヨーカドー東習志野店 千葉県
11.12 フレスポ本荘店 秋田県 11.18 川中島今井店 長野県
11.12 イオンりんくう泉南店 大阪府 11.18 美和店 愛知県
11.19 原町店 福島県 11.25 弘前店 青森県
11.19 フレスポ浜松店 静岡県 11.25 掛川店 静岡県
11.19 長野南バイパス店 長野県 11.25 笘小牧店 北海道
11.19 大治店 愛知県 11.25 高崎緑店 群馬県
11.19 赤穂店 兵庫県
11.19 益田店 島根県
11.19 トキハインダストリー店 大分県
11.26 弘前城東店 青森県
11.26 掛川店 静岡県
11.26 笘小牧店 北海道
11.26 高崎問屋町店 群馬県
11.26 成田エアポート店 千葉県
11.26 指宿店 鹿児島県
11.26 尼崎水堂店 兵庫県
11.27 マリノアシティ福岡店 福岡県
12.01 久喜店 埼玉県 12.02 深谷上柴店 埼玉県
12.03 フレスポ中標津店 北海道
12.03 深谷店 埼玉県
12.03 神戸ハーバーランドビーズキス店 兵庫県
12.10 網走店 北海道
12.17 花巻店 岩手県

’05.01 01.30 マイカル本牧店 神奈川県
’05.02 02.28 川崎菅生店 神奈川県

（直営店からFC店への変更。 
3月以降も継続して営業中）

02.28 高蔵寺センター店 愛知県
（直営店からFC店への変更。 
3月以降も継続して営業中）

注）直営店の開店・閉店のみ記載 

’04.09

’04.10

’04.11

’04.12

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

（上期累計） 41 14 （下期累計） 28 17
（通期合計） 69 31

■2005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
2005年8月期

（2004年9月1日～2005年8月31日）

■2005年8期　下期
（2005年3月1日～2005年8月31日）

開店日 店名 都道府県 閉店日 店名 都道府県
03.05 新宮店 和歌山県
03.18 那珂店 茨城県
03.24 フッセ布施店 大阪府
03.25 岩見沢大和タウンプラザ店 北海道
04.08 イオン直方店 福岡県 04.28 宇都宮鶴田店 栃木県
04.14 ユニクロプラスくずはモール店 大阪府 04.28 大垣店 岐阜県
04.22 伊東店 静岡県 04.28 松原店 大阪府
04.22 蒲郡店 愛知県
04.22 四万十ショッピングガーデン店 高知県
04.29 宇都宮鶴田店 栃木県
04.29 武生店 福井県
04.29 大垣店 岐阜県
04.29 ゆめニティまつばら店 大阪府
04.29 橋本彩の台店 和歌山県
04.29 小林店 宮崎県
05.24 イトーヨーカドー三郷店 埼玉県 05.05 横浜三越店 神奈川県
05.27 安中店 群馬県
05.27 渋川有馬店 群馬県
05.27 ビアレ横浜並木店 神奈川県
06.17 いわき小名浜店 福島県 06.21 犬山店 愛知県
06.17 萩店 山口県 06.21 八代店 熊本県
06.22 ゆめタウン八代店 熊本県 06.23 深作店 埼玉県
06.24 イトーヨーカドー大宮宮原店 埼玉県 06.23 茅ヶ崎店 神奈川県
06.24 茅ヶ崎サティ店 神奈川県 06.23 生野巽店 大阪府
06.24 生野巽店 大阪府 06.28 東大阪長田店 大阪府
06.25 ヴィアモール江南店 愛知県 06.30 武蔵境店 東京都
06.29 フレスポ東大阪店 大阪府 03.30 天神マツヤレディス店 福岡県

ユニクロプラス
イトーヨーカドー武蔵境店

08.31 浅草ＲＯＸ３店 東京都

八王子台町店
（直営店からFC店への変更。
9月以降も継続して営業中）
オーキッドパーク店
（直営店からFC店への変更。
9月以降も継続して営業中）
今治店
（直営店からFC店への変更。
9月以降も継続して営業中）
久留米店
（直営店からFC店への変更。
9月以降も継続して営業中）

’05.03

’05.04

’05.05

’05.06

’05.07 07.01 東京都

’05.08
08.31 東京都

08.31 岐阜県

08.31 愛媛県

福岡県

注）直営店の開店・閉店のみ記載

08.31
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