
2022 年 12 月 29 日 

お客様各位 

株式会社保険ひろば 

 

年末年始の営業について 

 

保険ひろばカスタマーセンター（フリーダイヤル：０１２０－０９９－1６８）は、 

年末年始の 12 月 31 日（土）から 1 月 3 日（火）の期間は、休業いたします。 

 

また、保険ひろば各店舗は、各店舗所在の商業施設の年末年始の営業時間等に準じて、 

下記のとおり一部営業時間を変更または休業いたします。 

 

お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険ひろば各店舗の年末年始の営業時間および休業日

2022年

12/31(土) 1/1(日) 1/2(月) 1/3(火)

イオン高槻店 072-648-3480 10:00-18:30 休業 休業 10:00-20:00

リノアス八尾店 072-925-8798 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

イオン貝塚店 072-468-9168 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

奈良 イオンモール奈良登美ヶ丘店 0743-72-0168 10:00-18:00 休業 休業 10:00-18:00

イオンタウン湖南店 0748-69-6168 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

イオンスタイル大津京店 077-528-2168 休業 休業 休業 休業

兵庫 テラッソ姫路店 079-287-6168 10:00-19:00 休業 休業 10:00-19:00

フジグラン神辺店 084-960-3282 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00

ゆめタウン福山店 084-920-1168 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00

イオン三原店 0848-61-3668 9:00-18:00 休業 休業 9:00-18:00

フジグラン東広島店 082-493-5168 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00

もみじ向洋店 082-555-9168 休業 休業 休業 休業

ゆめタウン広島店 082-258-5168 休業 休業 休業 10:00-19:00

フジグラン広島店 082-544-0168 10:00-19:00 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-18:00

ザ・ビッグ安古市店 082-831-6168 9:00-17:30 休業 休業 休業

サンリブ五日市店 082-533-7168 10:00-18:30 休業 休業 休業

ゆめタウン廿日市店 0829-20-5877 休業 休業 休業 休業

ゆめタウン大竹店 0827-59-1168 休業 休業 休業 休業

イオン松江店 0852-67-6705 10:00-19:00 休業 休業 10:00-20:00

ゆめタウン出雲店 0853-24-6165 休業 休業 休業 休業

ゆめタウン益田店 0856-25-7168 休業 休業 休業 休業

ゆめタウン南岩国店 0827-35-4168 休業 休業 休業 休業

ゆめタウン下松店 0820-24-5168 9:30-18:00 休業 休業 休業

ゆめタウン柳井店 0833-45-0168 休業 休業 休業 休業

本店 0834-34-9788 9:30～17:45 休業 休業 休業

ゆめタウン徳山店 0834-33-9115 休業 休業 休業 休業

イオン防府店 0835-21-4168 10:00-18:30 10:00-18:30 10:00-18:30 10:00-18:30

ゆめタウン山口店 083-933-1168 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

プリムールあおい店 083-902-2168 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

サンパークあじす店 0836-43-7838 9:00-20:00 9:30-19:00 10:00-19:00 10:00-20:00

フジグラン宇部店 0836-37-2168 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00

ゆめタウン宇部店 0836-45-0168 休業 休業 休業 休業

おのだサンパーク店 0836-39-5619 休業 休業 休業 休業

ゆめタウン長府店 083-249-0168 休業 休業 休業 休業

ゆめシティ店 083-250-1168 9:00-18:00 休業 休業 10:00-18:00

滋賀

電話番号
2023年

店舗所在地

大阪

広島

島根

山口



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛 ひめぎんローンセンター松山店 089-909-7168 休業 休業 休業 休業

サンリブきふね店 093-953-9220 休業 休業 休業 休業

サニーサイドモール小倉店 093-953-8740 休業 休業 休業 休業

サンリブシティ小倉店 093-967-7168 休業 休業 休業 休業

イオンモール福津店 0940-62-6168 10:00-20:00 9:00-21:00 10:00-21:00 10:00-21:00

ゆめタウン八女店 0943-30-1321 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

ゆめタウン大川店 0944-85-7360 休業 休業 休業 休業

ゆめモール柳川店 0944-88-9236 10:00-18:30 休業 休業 休業

ゆめタウン行橋店 0930-26-4123 休業 休業 休業 休業

佐賀 ゆめタウン武雄店 0954-22-8168 休業 休業 休業 休業

ゆめタウン光の森店 096-234-8168 休業 休業 休業 休業

イオンモール熊本店 096-285-1818 10:00-20:00 9:00-21:00 10:00-21:00 10:00-21:00

ゆめマート大江店 096-342-6168 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

イオンタウン田崎店 096-245-6168 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

大分 ゆめタウン中津店 0979-26-0168 休業 休業 休業 休業

長崎 長崎夢彩都店 095-893-8168 10:00-18:30 休業 休業 10:00-18:30

福岡

熊本


