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2021年春節お店情報 順不同

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 特別優待

休業日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 加盟店

VINVINOバンビーノ 11～12日

OnishiSaketen大西酒店 11～12日

美山 11～12日

醉香 11～13日

麦子店　一番街 火鸟苑 10～18日

新橋烤肉 11～12日

漁火 11～12日

魚銀 11～12日

手羽大使 11～14日 ○

関東煮 11～12日

七麺町 11～18日

拉面莊 11～18日

丛氏按摩 11～12日

虎鸟屋 11～12日

酒前酒后 11～17日

美鸟 11～12日

小满 11～13日

麦子店　横丁 上沅 10～17日

火鸟苑 10～18日

艾米哥 15～17日

烧猪 11～13日

一番馆 無休

东京酒廊 11～12日

好運街 江戸前寿司　好運街 11～18日 ○

国貿 江戸前寿司　建外SOHO 11～16日 ○

麗都 江戸前寿司　芳園西路 11～18日 ○

好運街 乾山寿司 11～15日 ○

好運街 錦SOGAI 11日

好運街 鳥小屋 9～18日

作成：北京日本倶楽部　女性委員会2021年2月8日

■ピンク色＝休業日
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亮馬橋 番屋 11～14日

麦子店 一元もと 9～13日

麦子店 吉庆川きっけいがわ 9～18日

麦子店 浜焼王道 11～12日

麦子店 和座WAZA 9～22日 22日まで ○

麦子店 焼肉丸福 11～12日

新源里 焼肉丸福 10～16日 営業17：30～

大望路 焼肉丸福 10～16日 営業17：30～

国貿 大無限 11～17日

建国門外 燚寿司いつすし 11～17日

建国門外 合楽 10～17日

建国門外 KING大志 11～14日 ○

三里屯/麗都/中関村 四葉寿司 12～13日

望京/中関村 HottoMotto 好麦道 11～17日

建国門外 長富宮オーキッドテラス 無休 ○

霄云路 溜場　たまりば 無休

霄云路 鳥州力 無休 ○

好運街 炭乃屋 無休 ○

好運街 蔵善 無休 ○

好運街 作 無休

好運街 二階堂 無休

亮馬橋 天晴 無休

亮馬橋 地球人 無休

亮馬橋 SUZY酒家 無休

麗都 日出ラーメン 無休 11:00-
14:00

麦子店 晴山 無休

麦子店 小京都 無休

麦子店 四葉青鰻 無休

麦子店 味鼓 無休

11:00-20:3011:00-22:30 11:00-22:30

営業　午後12：00～21：00
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大望路 千羽鶴 無休

三里屯 EL　BARRIO 無休

三里屯 達磨DARUMA　居酒屋 無休

国貿 なだ万 無休 ○

王府井 座銀　鶏SOBA 無休 ○

麦子店/霄云路 八剣伝 無休 ○

新源里/三里屯 BOTEGA 無休

三元橋/三里屯 FORNO 無休

新源里 Y"s hair salon　美容院 11～16日

新源里 ｆ.AVO　美容院 11～17日

新城国際 Qeen's Berry　美容院 11～18日

大望路 KOYUKI　美容院 11～16日 ○

亮馬橋 ミートショップ和 11～18日 午前営業

亮馬橋 魚清 11～12日

亮馬橋 宴家 12～14日

好運街 アルファウィング　室内ゴルフ 無休

団結湖 東楓国際体育園　ゴルフ練習場 8～18日 ○

国貿 創奥隐形眼镜 中央コンタクト 無休 ○

望京 プロテックダイキン空気清浄機 11～17日 ○

三元橋 北京星流　家電修理 11～17日

麦子店 白熊洗衣社　クリーニング 9～15日

イトーヨーカドー　1階 無休
8：30-21：

00

イトーヨーカドー　2階-5階 無休
8：30-21：

00

イトーヨーカドー　地下1階 無休
8：00-21：

00

亮馬橋 ブリッジスクール　光明飯店校 無休 ○

国貿 ブリッジスクール　国貿校 無休 ○

建国門外 説吧！　ショーバ！建国門校 11～17日 ○

五道口 説吧！　ショーバ！五道口校 11～17日 ○

8：00-22：00

北四環路 8：30-22：00

8：30-22：00

10：00-
21：00

8：00-22：00

9:00-22:00(スターバックスなど一部店舗8：00-22：00)

9:00-22:00
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麗都 ユナイテッドファミリー病院/　救急 無休

麗都
ユナイテッドファミリー病院/　家庭
全科　予約制

無休

麗都
ユナイテッドファミリー病院/　専門
科　予約制

11～14日

麗都
ユナイテッドファミリー病院/　日本
入国用PCR検査　予約制

11～14日

霄云路 北京東文中医診所 11～17日 ○

華威橋 御源堂中医診所 11～17日 ○

団結湖 フラワー医療センター 11～17日

亮馬橋 北京国際医療センターIMC 11～16日

新源里
ラッフルズメディカルクリニック/24
時間救急

無休

新源里
ラッフルズメディカルクリニック/総
合診療科　予約制

無休

国貿
VISTAメディカルセンター/ファミ
リー全科　予約制

無休

国貿
VISTAメディカルセンター/心療内
科（Dr.徐）　予約制

9～18日

麦子店 ウィルマー歯科 11日

王府井 北京港澳国際医務診療所 11～14日 ○

国貿 固瑞歯科　国貿口腔診所 11～14日 ○

亜運村 固瑞歯科　亜運村店 11～14日 ○

海淀 固瑞歯科　金源新燕莎MALL店 11～14日 ○

順義 固瑞歯科　欧陸店 11～14日 ○

◆各医療機関の日本人医師の診察時間，日本語サービス対応可否については各自事前にお問い合わせの上でご利用ください。


	2021春節お店情報

