
 

 

 

2020年５月 26日 

各 位 

会 社 名 ユナイテッド＆コレクティブ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 坂井 英也 

（コード：3557、東証マザーズ） 

問合せ先 人事総務部長 村田 世司 

 （TEL．03－6277－8088） 

 

休業店舗の営業再開及び営業時間の延長について 

 

新型コロナウイルス感染によりお亡くなりになられた方々及びご家族の皆様に心からお悔や

み申し上げますとともに、罹患された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また、医療従事者

をはじめ、行政の皆様等、感染防止にご尽力されている皆様に深謝申し上げます。   

当社では、政府による緊急事態宣言の解除及び各自治体からの緊急事態措置の緩和を受け、全

店舗において営業再開及び営業時間の延長を行うことを決定いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

記 

 

１． 営業時間短縮および臨時休業について 

（１）営業再開店舗・・・・・36店舗 

（２）営業時間延長店舗・・・60店舗 

※各店舗における詳細は、別紙資料をご参照ください。 

 

２．実施期間 

2020年５月 26日（火）～ 順次 

 

３．業績に与える影響 

現時点での事業への影響について適正かつ合理的な算定が困難であるため、今後の動向を見

極めながら、適正かつ合理的な算定が可能になった時点で速やかに開示を行う予定でありま

す。 

 

 

４．その他 



今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況や、政府・自治体からの方針を鑑みて、上記の

対応を変更する可能性があり、その場合は速やかに開示を行う予定です。 

 

尚、当社では従業員の健康および手洗いチェック、アルコール消毒の徹底、マスク着用の推

奨、衛生管理の強化に加え、店内空間において「密閉・密集・密接」を極力避ける取組を行

い、最大限の感染予防対策を行っていまいります。 

 お客様をはじめ、関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



店舗 変更営業時間 変更日

ワインのてけてけ神楽坂店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ神保町店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ神田店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ池袋東口1号店
【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ秋葉原店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ御茶ノ水店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ三軒茶屋店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ西新宿店

【月〜土】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【日・祝】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】 11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ
【モーニング】7:00〜9:30（L.O.9:00）

5月26日（火）　

てけてけ中野店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ川崎モアーズ店 【全日】11:00〜20:00（L.O.19:00） ６月１日（月）　

てけてけ新宿総本店本館 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】 16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ新宿総本店新館 【全】17:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ日本橋茅場町店 【月〜土】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ目黒店 【月〜日】17:00〜22:00 (L.O.21:00)
【ランチ】11:30~14:00(L.O.13:30)※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ大森店 【全日】16:00〜22:00
【ランチ】11:30~14:00(L.O.13:30)※平日のみ 5月26日（火）　

生派てけてけ西新宿７丁目店 【月〜土】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ青物横丁店 【全日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ浜松町店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ代々木店
【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

居酒屋業態（てけてけ・やるじゃない！）のドリンクL.O.は21：30です。



店舗 変更営業時間 変更日

てけてけ赤坂見附店 【全日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ 自由が丘店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ浦和店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※全日

5月26日（火）　

てけてけ虎ノ門店 【全日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:30（L.O.14:00）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ池袋駅前店
【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ四ツ谷店 【全日】17:00〜22:00(L.O21:00)
【ランチ】11:30〜14:00(L.O13:30)※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ渋谷道玄坂店 【月〜日】17:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ新宿西口駅前店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ飯田橋東口店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ王子北口駅前店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ五反田店 【全日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ竹橋パレスサイド店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:30（L.O.14:00）※月〜土

5月26日（火）　

てけてけ調布北口駅前店
【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】 16:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ渋谷宇田川町店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ五反田西口駅前店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ日本橋三越前店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ日本橋コレド裏通り店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ田町西口駅前店
【月〜金】 16:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】17:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ神楽坂揚場町店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　



店舗 変更営業時間 変更日

てけてけ小田急町田南口店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ池袋東口2号店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ練馬駅前店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】 16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ恵比寿東口店 【月〜日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ神保町2号店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

ワインのてけてけ神田北口店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ高田馬場さかえ通り店
【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ新宿南口店 【月〜土】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【日・祝】16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ水道橋西口店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ豊洲IHIビル店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ溝の口店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（L.O.21:00） ５月27日（水）　

てけてけ大井町店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ永福町店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】 16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ錦糸町南口店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ矢向店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00） ５月27日（水）　

てけてけ田町慶応仲通り店
【月〜金】 16:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】17:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ渋谷宮益坂店 【月〜日】17:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ駒込東口店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ御茶ノ水駅前店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　



店舗 変更営業時間 変更日

てけてけ所沢プロぺ通り店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】 16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ高田馬場早稲田通り店 【月〜日】17:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ浦安店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ大和店
【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
※5月26日のみ20：00閉店（L.O.19:00／ドリンクL.O.19:00)
【土・日・祝】 16:00〜22:00（L.O.21:00）

５月26日（火）　

てけてけ大船店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00） ５月27日（水）　

てけてけ町田北口店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】 16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ両国店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ梅田お初天神店

【月〜木】17:00〜23:30(L.O.22:30)
【金】17:00〜0:00(L.O.23:00)
【土】16:00〜0:00(L.O.23:00)
【日】16:00〜23:00(L.O.22:00)
【ランチ】11:30〜14:00(L.O.13:30)

5月26日（火）　

てけてけ柏西口店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ秋津店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ虎ノ門2号店 【全日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ木場店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ新宿御苑店 【全日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ京王八王子店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ池袋西口店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜21:00（L.O.20:00／ドリンクL.O.20:30） 5月26日（火）　

てけてけJR千葉駅前店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ八丁堀店 【月〜土】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ西八王子店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】 16:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ新橋西口駅前店 【全日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　



店舗 変更営業時間 変更日

てけてけ本八幡駅南口店 【月〜金】 16:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】14:00〜22:00（ L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ荻窪駅北口店 【月〜金】17:00〜22:00(21:00)
【土日祝】16:00〜22:00(21:00) 5月26日（火）　

てけてけ天王洲アイル店 【全日】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:30（L.O.14:00）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ北浦和店 【月〜日】16:00〜22:00 (L.O.21:00) 5月26日（火）　

てけてけ西武新宿駅前店 【月〜金】17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】 14:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

てけてけ本厚木店 【全日】16:00〜22:00（L.O.21:00）
※5月26日のみ20：00閉店（L.O.19:00／ドリンクL.O.19:00) 5月26日（火）　

てけてけ日本橋室町店
【月〜金】 17:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】16:00〜22:00（ L.O.21:00）
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

てけてけ阪急梅田店

【月〜木】17:00〜23:30(L.O.22:30)
【金】17:00〜0:00(L.O.23:00)
【土】16:00〜0:00(L.O.23:00)
【日】16:00〜23:00(L.O.22:00)

5月26日（火）　

てけてけ田町グランパーク店 【月〜土】 17:00〜22:00（L.O.21:00)
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ大崎センタービル店 【月〜土】 17:00〜22:00（L.O.21:00)
【ランチ】11:30〜14:00（L.O.13:30）※平日のみ 5月26日（火）　

てけてけ高円寺駅北口店 【月〜金】16:00〜22:00（L.O.21:00）
【土・日・祝】15:00〜22:00（L.O.21:00） 5月26日（火）　

the 3rd Burger青山骨董通り店 【全】9：00〜22：00(L.O. 店内 21：30／テイクアウト・デリバリー 21:45) 5月26日（火）　

the 3rd Burger
　　　　　アークヒルズサウスタワー店

【月〜金】8：00〜22:00(L.O. 店内 21：30／テイクアウト・デリバリー 21:45)
【土日祝】10：00〜22：00(L.O. 店内 21：30／テイクアウト・デリバリー 21:45) 6月1日（月）　

the 3rd Burger丸井吉祥寺店 【全】10：00〜21：00(L.O. 店内 20：30／テイクアウト・デリバリー 20:45) 6月1日（月）　

the 3rd Burger新宿大ガード店 【全】9：00〜22：00(L.O. 店内 21：30／テイクアウト・デリバリー 21:45) 5月26日（火）　

the 3rd Burger三軒茶屋店 【全】9：00〜21：00(L.O. 店内 20：30／テイクアウト・デリバリー 20:45) 5月26日（火）　

the 3rd Burger広尾店 【全】9：00〜22：00(L.O. 店内 21：30／テイクアウト・デリバリー 21:45) 5月26日（火）　

やるじゃない！田町店
【月〜金】 16:00〜22:00（L.O. 21:00）
【土・日・祝】17:00〜22:00(L.O.21:00)
【ランチ】 11:30〜14:00（L.O. 13:30）※平日のみ

5月26日（火）　

大衆食堂あづま平井店 【全】11:00 〜 22:00 (L.O. 店内 21：30／テイクアウト・デリバリー 21:45) 5月26日（火）　
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