平成30年（2018年）大阪北部地震による企業等への影響について（企業ＨＰ・報道より）
東北大学災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門 防災社会システム研究分野
助教 寅屋敷 哲也 ・ 教授 丸谷 浩明
2018年6月27日（水）12:00現在
・平成30年（2018年）大阪北部地震による企業等への影響について、企業ホームページからの公表資料（出典：太字）や新聞記事・ニュース記事を引用し、概要をまとめた。
・企業の順番は業種順に並んでいて、具体的には製造業（自動車、電機、金属、ゴム、石油製品、化学工業、繊維、産業用機械、産業用部品、家具、飲食料）、小売（百貨店、ショッピングセンター（ＳＣ）、コンビニ、飲食
料、日用品、服飾）、飲食サービス、娯楽業の順番である。
・「影響の要約」は、企業のＨＰ・報道記事を基にした当研究所防災社会システム研究分野の要約を記載している。

【地震の影響が1週間程度残った企業の概況】
地震の影響が1週間程度残った企業の名称（表中のNo.）及びその概況を以下に示す。なお、収集した情報から影響が残っているか不明な企業は下記に含まれていない。
サントリー（No.32）：京都長岡京のビール生産工場で、充填設備の被害のため生産ができず、27日に生産再開。
第一三共（No.18）：大阪高槻の工場が換気ダクト落下等により稼働停止、生産再開（27日5時時点の記事）、29日までに通常操業となる見込み。
クラシエホールディングス（No.16）：高槻の第一工場が20日より、第二工場が25日より稼働再開予定。
クボタ（No.25）：兵庫尼崎の水道管を製造する工場が、溶解炉の点検のため21日まで設備点検し、22日から通常運転。
パナソニック（No.8）：高槻の照明器具を生産する工場が、水道やガス等のインフラ復旧の遅れにより、21日をめどに順次稼働、25日に通常操業の見込み。
椿本チエイン（No.28）：長岡京の減速機等を製造する工場は、18日から操業しているものの、一部加工設備の点検を継続し、通常通りの稼働に27日頃までかかる見通し。
日野自動車（No.1）：大阪摂津にある部品センターの部品保管棚が損傷したため、部品を出荷停止しており、24日から順次供給を再開する予定。
敷島製パン（No.33）：大阪豊中の食パン等を生産する工場が、19日時点で2ライン稼働しているものの、残り3ラインを週末までに順次再開する予定。
そごう・西武（西武高槻店）（No.40）：高槻にある西武高槻店は、19日まで休業、20～21日は地階・1階のみ営業、22日から地階～5階まで営業再開。
三井不動産（ららぽーとエキスポシティ）（No.45）：大阪吹田にあるららぽーとエキスポシティは22日まで営業中止、23日通常営業（一部店舗休業）。
ビームス（No.58）：18日は15店休業し、順次営業再開、22日まで2店（ららぽーとエキスポシティにある店）は休業予定。
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日刊工業新聞2018年6月19
日05:00
製造
大阪府摂
1 （自動 日野自動車
津市
車）
日刊工業新聞2018年6月20
日05:00

概要

影響の要約

日野自動車は１８日、大阪府摂津市にある部品センター「大阪部品デポ」からの部品供給を停止した。地震で部品保管棚が損傷したため。１８日 ・18日部品出荷停止
以降の出荷については調査中。
（部品保管棚損傷）
・19日部品出荷停止
整備工場に部品を供給する日野自動車の部品センター「大阪部品デポ」（大阪府摂津市）は１９日も出荷を停止した。１８日の地震で部品保管棚 ・24日から順次供給再
開
が損傷したためだ。今週中に部品の整理などを終え、２４日から順次供給を再開する

日本経済新聞2018年6月18
ダイハツ工業が本社工場（大阪府池田市）と京都工場（京都府大山崎町）の点検で稼働を一時停止。
日10:53

・18日2工場稼働停止
・18日夜、大阪の本社
REUTERS 2018年6月18日
工場は再開、滋賀工
ダイハツ工業 池田工場（大阪府池田市、「ブーン」など製造）、京都工場（京都府乙訓郡、「ムーブ」など製造）が稼働停止中。
13:35
場通常稼働
大阪府池
製造
・19日に部品供給遅
ダイハツ工 田市、京都 毎日新聞 2018年6月18日 ダイハツ工業は、本社工場（大阪府池田市）と京都工場（京都府大山崎町）が一時操業を停止した。同社によると、部品調達先は関西地方に多
2 （自動
れで3工場が稼働停止
く、「取引先の被災状況はまだ調査中。工場が再開したとしても、部品供給が滞る可能性もゼロではない」と話す。
業
府大山崎 21時12分
車）
（取引先生産休止）
町
日刊工業新聞2018年6月19 完成車メーカーはダイハツ工業が、本社工場（大阪府池田市）と京都工場（京都府大山崎町）を停止した。設備点検を終え、本社工場は１８日夜 ・19日夜からうち2工場
日05:00
に操業を再開。滋賀工場（滋賀県竜王町）は通常稼働した。１９日の操業は、部品在庫の状況を見て決める。
は生産再開
・20日から全工場通常
SankeiBiz 2018年6月19日 自動車では、ダイハツ工業が、親会社のトヨタ自動車などの小型車を生産する本社工場（大阪府池田市）を停止したが、１８日夜から稼働を再
稼働
7:15
開。

1
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概要

影響の要約

日本経済新聞2018年6月19 ダイハツ工業は本社工場（大阪府池田市）など３工場で19日昼の操業を停止。大阪府内の取引メーカーが生産を停止し、一部の部品供給が
日11:02
滞っているためだ。19日夜から稼働を再開するかどうか検討中という。

・18日2工場稼働停止
・18日夜、大阪の本社
工場は再開、滋賀工
場通常稼働
大阪府池
製造
・19日に部品供給遅
ダイハツ工 田市、京都
ダイハツ工業も一部の部品供給が間に合わない可能性があったため、１９日の昼間は本社工場（同池田市）、京都工場（京都府大山崎町）、滋
2 （自動
れで3工場が稼働停止
業
府大山崎 日刊工業新聞2018年6月20 賀第２工場（滋賀県竜王町）の３工場が稼働を停止した。そのうち２直体制の本社と滋賀第２は同日夜から生産を再開した。２０日には全工場が
車）
（取引先生産休止）
日05:00
町
通常稼働へ戻る。
・19日夜からうち2工場
ダイハツ工業は２０日、全工場が通常稼働に戻った。１９日の夜間から本社工場（大阪府池田市）と滋賀第２工場（滋賀県竜王町）が通常通りの は生産再開
日刊工業新聞2018年6月21 生産を再開。京都工場（京都府大山崎町）も２０日昼から通常通りの稼働に戻った。生産設備の点検や部品供給の遅れを理由に、本社と京都が ・20日から全工場通常
日05:00
１８、１９日に昼間の稼働を停止。滋賀第２も１９日昼に稼働を止めていた。同社広報は工場停止による生産遅れについて「今後の生産で挽回で 稼働
きる程度で、大きな影響はない」としている。２１日以降も通常稼働を継続する。
日本経済新聞2018年6月20 ダイハツ工業は本社工場（大阪府池田市）など３工場の操業を19日夜から順次、再開する。大阪府内の取引先が地震で生産を休止し、部品供
日付
給が滞ったため19日朝から停止していた。

日本経済新聞2018年6月18
三菱自動車は京都工場（京都市）と滋賀工場（滋賀県湖南市）で、一時停止した。
日10:53
REUTERS 2018年6月18日 三菱自動車工業(7211.T) 京都工場（京都市右京区）と滋賀工場（滋賀県湖南市）の稼働を停止したが、安全確認ができたラインから徐々に再開
・18日2工場稼働停止
13:35
し、午前１０時半に全面復旧。
製造
京都市、滋
・18日10時30分に全
3 （自動 三菱自動車 賀県湖南 毎日新聞 2018年6月18日 三菱自動車はエンジンを作る京都と滋賀の２工場、ホンダも鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）の操業を一時停止した。正午までに再開したが、「交通 面復旧
や物流の混乱で取引先からの部品供給が滞る恐れがある。余震の危険もあり、今後の生産活動も予断を許さない」（三菱自動車広報）と懸念す ・部品供給が滞ること
車）
市
21時12分
る。
を懸念
日刊工業新聞2018年6月19 ホンダは鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）、三菱自動車は京都製作所京都工場（京都市右京区）と同滋賀工場（滋賀県湖南市）の操業を停止した
日05:00
が、両社ともに異常がないことを確認し、再開した。
日本経済新聞2018年6月18
ホンダも鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）を一時停止した。
日10:53
製造
4 （自動
車）

ホンダ

三重県鈴 REUTERS 2018年6月18日
ホンダ(7267.T) 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）が安全確認のため一時稼働を停止したが、現在は再開。
13:35
鹿市

・18日工場稼働停止
・再開（18日13時35分
の記事）

日刊工業新聞2018年6月19 ホンダは鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）、三菱自動車は京都製作所京都工場（京都市右京区）と同滋賀工場（滋賀県湖南市）の操業を停止した
日05:00
が、両社ともに異常がないことを確認し、再開した。
製造
アイシン精
5 （自動
機
車）

製造
6 （自動 ジェイテクト
車）

大阪府茨
木市

日本経済新聞2018年6月18 アイシンは傘下のシロキ工業の大阪工場（大阪府茨木市）で自動車用ドアなどを生産しているが、同工場では同日夕方まで稼働を停止して影響
日21:30
を調査した。ＡＳブレーキシステムズの兵庫県伊丹市の工場はいったん稼働停止したが順次、生産を再開した。
・18日工場稼働停止
・順次稼働再開（18日
日本経済新聞2018年6月21 トヨタ自動車グループでは、地震の起きた18日に稼働を遅らせるなどしたジェイテクトの国分工場（大阪府柏原市）、アイシン精機傘下のシロキ工 夕方）
日付
業の大阪工場（大阪府茨木市）ともに通常稼働に戻った。

日本経済新聞2018年6月18
ジェイテクトは国分工場（大阪府柏原市）で稼働を遅らせた。
日10:53
日本経済新聞2018年6月18
ジェイテクトはベアリングを手掛ける国分工場（大阪府柏原市）で通常午前７時55分から始める工場稼働を安全確認などで１時間遅らせた。
大阪府柏 日21:30
原市
日刊工業新聞2018年6月19 ジェイテクトは震度５強以上の地域にある工作機械の顧客企業に対して、人命や安否確認を実施したが、電話で連絡が取れないケースが多いと
日05:00
いう。地震の影響で工作機械の復旧が必要かも確認しており、復旧が必要な場合、サービス人員が向かうという。

・18日工場稼働延期
（朝の1時間）
・顧客企業への安否
確認に支障

日本経済新聞2018年6月21 トヨタ自動車グループでは、地震の起きた18日に稼働を遅らせるなどしたジェイテクトの国分工場（大阪府柏原市）、アイシン精機傘下のシロキ工
日付
業の大阪工場（大阪府茨木市）ともに通常稼働に戻った。
製造
住友電気工
7 （自動
業
車）

大阪市

住友電気工業は、大阪市の本社内にリスク管理の担当役員を本部長とする緊急対策本部を設置、被害状況の確認を急いでいる。同社は大阪
市此花区に自動車関連部品など生産する工場を抱えるが、広報担当者は「稼働はいったん停止し、現在、設備に問題がないかを確認中」として ・18日2工場稼働を停
止
いる。
・19日の工場全面再
日本経済新聞2018年6月19
開を目指す
住友電気工業は大阪製作所（大阪市）と伊丹製作所（兵庫県伊丹市）で生産を一時停止し、19日の全面再開を目指している。
日付
産経ＷＥＳＴ2018年6月18
日10:59

2
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産経ＷＥＳＴ2018年6月18
日10:59

概要

影響の要約

パナソニックは、門真市にある本社社屋や工場などで現時点で大きな被害は出ていない。同地区には数万人が勤めるが、多くの従業員が出社
できていないもようで、会社側からは「安全に十分注意をして、出社の可否を判断するように」との通達がされた。

日本経済新聞2018年6月18
パナソニックは大阪府高槻市の照明工場と、門真市のプロジェクターなどの工場を停止した。
日10:53
パナソニック(6752.T) パナソニックライティングデバイス高槻工場（大阪府高槻市、電球など製造）とコネクティッドソリューションズ（ＣＮＳ）社の門
REUTERS 2018年6月18日
真工場（大阪府門真市）、ＣＮＳ傘下のパナソニックスマートファクトリーソリューションズ豊中工場（大阪府豊中市）が稼働停止中（午後１時半現
13:35
在）。
日刊工業新聞2018年6月19 パナソニックは、照明機器を手がける工場（大阪府高槻市）の稼働を停止。航空機向け電子機器やプロジェクターなどを手がける工場（同門真
日05:00
市）も従業員が集まらず、稼働を見合わせた。溶接機を手がける工場（同豊中市）も動かさなかった。
SankeiBiz 2018年6月19日
7:15
日本経済新聞2018年6月19
日11:02
8

製造
大阪府高 日本経済新聞2018年6月20
（電 パナソニック 槻市、門真 日付
機）
市、豊中市
日刊工業新聞2018年6月20
日05:00
日刊工業新聞2018年6月21
日05:00

震源地に近い大阪府高槻市で照明器具を生産するパナソニックの工場は、ガスの供給が止まり、設備の状況確認もあり稼働を停止。製造現場
の自動化用機器などを作る同豊中市の工場でも、設備の一部に不具合が生じ、生産を取りやめた。
・18日3工場稼働停止
・18日従業員出社の
可否判断を促す
パナソニックでは大阪府にある高槻市や豊中市などの３工場で18日の操業を停止したが、19日朝から一部のラインで生産を再開した。
・19日朝、門真と豊中
パナソニックは18日に操業を止めた大阪府内の３工場のうち、19日朝から門真市と豊中市の工場は順次、操業を再開。高槻市の照明工場はガ の2工場で一部操業再
開
スの供給が止まっているほか「設備がずれたところがあり、細かい調整が必要」（関係者）だが、21日に再開する予定だ。
・21日をめどに高槻の
パナソニックは地震後に従業員が集まらず稼働を見合わせていた航空機向け電子機器やプロジェクターの工場（大阪府門真市）で１９日に生産 工場順次稼働予定（イ
を再開。溶接機を手がける工場（同豊中市）は一部工程の稼働を再開したが、位置ずれを起こした生産設備の復旧作業を同時に進めている。照 ンフラ復旧遅れによ
明機器を担う工場（同高槻市）は震源地に近く、水道やガスなどのインフラ復旧が遅れ、２１日をめどに順次稼働する予定。
る）
・25日に、高槻の工場
パナソニックは照明機器を手がける工場（大阪府高槻市）の再稼働が遅れている。震源地に近く、水道やガスなどのインフラが２１日以降に復旧 通常生産の予定
する見通しのため。２１日をめどに順次稼働する予定。溶接機を手がける工場（同豊中市）は一部工程で通常稼働中だが、位置ずれを起こした
生産設備の復旧作業を同時に進めている。航空機向け電子機器やプロジェクターの工場（同門真市）は通常通り稼働している。

パナソニックは大阪北部を震源とした地震で操業を一時停止した大阪府の豊中市と高槻市の工場について、25日から通常生産に戻す。溶接装
置を生産する豊中市の工場は機械がずれる影響を受けたほか、照明器具の高槻市の工場は稼働に必要なガス供給が止まるなどの被害があっ
日本経済新聞2018年6月21
た。豊中市の工場は19日から一部で生産を再開したが、機械の調整に時間がかかっていた。ただ、ここにきて通常生産を再開するメドがたった。
日19:30
パナソニックは地震のあった18日、２工場に加えて交通機関の乱れで従業員の集まらない大阪府門真市にあるプロジェクターなどを生産する工
場も操業を停止した。同工場は先行して19日から、通常生産に戻している。
パナソニックは２１日、照明機器を手がける工場（大阪府高槻市）の稼働を一部再開した。同工場は大阪北部地震の影響で、１８日に稼働を止め
日刊工業新聞2018年6月22 ていた。週明け２５日には工場全体が通常稼働になる見通し。生産の遅れについては「特に大きな問題になっていない」（同社広報）という。溶接
日05:00
機の工場（同豊中市）は、２１日に全工程で稼働を再開した。休日出勤対応で生産の遅れを取り戻す予定。位置ズレを起こした生産設備の復旧
作業を進め、２５日に通常の稼働率を目指す。
REUTERS 2018年6月18日 ダイキン工業(6367.T) 淀川製作所（大阪府摂津市、フッ素化学製品など製造）は安全確認は取れているが余震の恐れもあり、操業停止中。金
13:35
岡工場（大阪府堺市、業務用エアコンなど製造）も稼働を停止していたが、すでに再開。

・18日朝2工場稼働停
止（一部余震に備え稼
働停止）
製造
ダイキン工 大阪府摂
・1工場一部再開（18
9 （電
業
津市、堺市 日刊工業新聞2018年6月19
日13時35分の記事）
ダイキン工業も堺市西区などにある堺製作所など主要工場で被害はみられない。
機）
日05:00
・19日正午時点で大阪
摂津の工場稼働停止
ダイキン工業も、エアコン用冷媒や半導体製造装置に組み込むシール材料などに使われるフッ素化学品を製造する淀川製作所（大阪府摂津
日刊工業新聞2018年6月20
市）について、安全点検を徹底するため１８日に続き１９日正午時点でも稼働を停止。余震リスクも見計らいつつ、運転再開のタイミングを模索す 中
日05:00
る。
毎日新聞 2018年6月18日
製造
・18日3工場稼働一時
三菱電機も、兵庫県尼崎市などの３拠点で壁にヒビが入るなどし操業を一時停止した。
兵庫県尼 21時12分
10 （電 三菱電機
停止（壁にひび・パネ
崎市等 日刊工業新聞2018年6月19
機）
ル落脱）
三菱電機は通信機器を製造する尼崎地区の一部の工場の建屋にひびやパネルの落脱などの被害が発生し、生産への影響などを点検する。
日05:00
日本経済新聞2018年6月19
ダイキン工業は淀川製作所（大阪府摂津市）の化学プラントを一時停止して安全確認をした。
日付

3

Ｎｏ

業種

企業等

出典
日本経済新聞2018年6月18
日10:53
REUTERS 2018年6月18日
大阪府八 13:35
尾市、堺市 日刊工業新聞2018年6月19
日05:00

概要

被災地域

シャープも冷蔵庫を生産する八尾事業所（大阪府八尾市）で稼働を一旦停止。

・18日2工場稼働停
シャープ(6753.T) 鴻海精密工業(2317.TW)と共同運営する液晶工場「堺ディスプレイプロダクト」（大阪府堺市）の稼働を停止したが、安全確認は 止、一部は順次稼働
（18日13時35分の記
取れており、順次稼働を再開している。
事）
シャープは全工場で目立った被害は確認されず通常通りに稼働。
・19日か20日に、一部
工場の完全復旧見込
日本経済新聞2018年6月19 シャープが鴻海（ホンハイ）精密工業と共同運営する液晶パネル製造会社、堺ディスプレイプロダクト（堺市、ＳＤＰ）は18日朝の地震直後に安全 み
日11:02
装置が作動し全体の操業を停止。再開できるラインから操業を始めている。「今日か明日中には完全に復旧する見通し」（同社）。

11

製造
（電
機）

12

製造
日鉄住金鋼
（金
板
属）

13

製造
ＪＦＥスチー
（金
ル
属）

14

大阪府泉大
製造
住友ゴム工 津市、兵庫 日刊工業新聞2018年6月19 住友ゴム工業はタイヤ生産の泉大津工場（大阪府泉大津市）、産業部品を手がける加古川工場（兵庫県加古川市）、スポーツ用品の市島工場
（ゴ
県加古川 日05:00
業
（同丹波市）で操業を一時停止したが、午前中に生産を再開した。
ム）
市、丹波市

シャープ

影響の要約

・18日工場稼働停止
兵庫県尼 日刊工業新聞2018年6月20 日鉄住金鋼板（東京都中央区）は西日本製造所尼崎地区（兵庫県尼崎市）の炉から溶融亜鉛が周辺のケーブルにこぼれ発生した火災による損
（一部火災による（18
崎市
日05:00
壊状況の調査を続けている。１８日午前に鎮火したが、稼働を止めている亜鉛メッキラインの再開時期は未定。
日午前で鎮火））
・18日生産ラインを一
鉄鋼メーカー各社の製鉄所や製造所などでは設備の損傷や人的被害はなく、おおむね平常通り操業した。ＪＦＥスチールが西宮工場（兵庫県西
兵庫県西 日刊工業新聞2018年6月19
時停止（点検のため）
宮市）の製造設備をいったん止めて点検するなど、揺れが大きかった地域の生産ラインを一時停止して調べるケースは一部にあったが、多くは
宮市
日05:00
・18日中に多くは操業
無事を確認して操業を再開したという。
再開
・18日3工場一時操業
停止
・18日午前中に生産
再開

日本経済新聞2018年6月18
ＪＸＴＧホールディングスは大阪製油所（大阪府高石市）で運転停止して点検している。
日10:53

・18日工場稼働停止
・18日午前に出荷再
開
・19日、20日頃に復旧
見込み
・ＢＣＰに基づいて代
毎日新聞2018年6月19日22 石油元売り大手のＪＸＴＧホールディングスは東京の本社に災害対策本部を設置した。ＢＣＰに則して、運転を停止した大阪製油所（高石市）をカ 替供給対応
時07分
バーするため、中部地方などからの代替出荷で安定供給を維持した。

製造 ＪＸＴＧホー
15 （石油 ルディング
製品）
ス

日刊工業新聞2018年6月19
ＪＸＴＧエネルギー子会社の大阪国際石油精製（大阪府高石市）は精製設備が地震で自動停止した。一両日中に復旧する見込み。
大阪府高 日05:00
石市
SankeiBiz 2018年6月19日 ＪＸＴＧエネルギー系の大阪国際石油精製（大阪府高石市）の大阪製油所も、設備の運転や製品出荷を一時停止。１８日午前に出荷を再開した
7:15
ほか、設備の安全点検を終え、再稼働に向けて作業を進めている。

製造
クラシエ
16 （化学 ホールディ
工業）
ングス

高槻市

６月１８日に発生した「大阪北部地震」により操業を停止していた当社グループ下記工場の状況につきお知らせいたします。なお、今回の操業
停止に伴い、商品供給には支障はございません。
クラシエホールディングス
記
ホームページ（2018年6月 １．高槻第一工場（クラシエフーズ／大阪府高槻市梶原６－２０－１）
20日）
本日（２０日）より稼働しております。
２．高槻第二工場（クラシエ製薬／大阪府高槻市萩之庄３－１－３）
６月２５日（月）より稼働を開始する予定です。
毎日新聞 2018年6月18日
クラシエホールディングスもガラスが割れた高槻市内の工場の操業を停止している。
21時12分

・18日工場操業停止
・20日より1工場は稼
働再開
・25日より1工場は稼
働再開予定

大阪市

毎日新聞 2018年6月18日
21時12分

資生堂は点検のためにスキンケア商品を製造する大阪市内の工場の操業を停止している。

・18日工場操業停止

SankeiBiz 2018年6月19日
7:15

高槻市には第一三共（薬品）、明治（菓子）、ニチレイフーズ（冷凍食品）の工場もあり、いずれも稼働停止を余儀なくされた。

製造

17 （化学

資生堂

工業）

製造
18 （化学 第一三共
工業）

日刊工業新聞2018年6月19
大阪府高 日05:00
槻市
日刊工業新聞2018年6月20
日05:00

第一三共は高槻工場（大阪府高槻市）で換気ダクトが落下し、１８日は稼働を取りやめた。１９日以降の操業は設備点検結果の詳細を踏まえて
別途判断する。

・18日工場稼働停止
（換気ダクト落下）
第一三共は高槻工場（大阪府高槻市）で換気ダクトが落下し、１８日から稼働を取りやめている。設備の点検中で、操業再開時期は明らかにして ・29日までには、通常
操業未定
いない。

日刊工業新聞2018年6月27 第一三共は高槻工場（大阪府高槻市）で生産を再開した。２９日までには、ほぼ通常操業となる見込み。同工場は地震で換気ダクトが落下し、１
日05:00
８日から稼働を取りやめていた。
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企業等

被災地域

製造
三洋化成工
19 （化学
京都市
業
工業）

出典

概要

影響の要約

・18日工場稼働停止（ガ
ス供給停止）
日本経済新聞2018年6月19 化学メーカーの三洋化成工業は京都工場（京都市）のガスの供給が停止。主力の界面活性剤の生産設備や研究開発用のプラントを動かせず、 ・18日一部製品の出荷
遅延
日付
一部製品の出荷が遅れている。19日早朝までにガスが復旧して稼働するという。
・19日早朝稼働再開予
定（ガス復旧で）

ジャパンコーティングレジン
ホームページ（2018年6月
製造 ジャパン
大阪府枚 19日）
20 （化学 コーティング
方市
工業）
レジン
日刊工業新聞2018年6月19
日05:00

2018.06.19 弊社枚方工場は昨日発生した大阪府北部地震に伴い操業への影響を確認しておりましたが、影響がないことを確認できたため本
日より操業を開始しております。

・18日工場操業停止
・19日より工場操業再
ジャパンコーティングレジン（大阪市中央区）は枚方工場（枚方市）を操業停止。設備に問題はなく、１９日にも再開する見通し。同社は三菱ケミカ 開
ルの子会社。
・18日一部操業（従業
員出勤困難）
・18日建物軽微被害
・18日従業員自宅待
機、帰宅指示

製造
21 （化学 三粧化研
工業）

大阪府池 日刊工業新聞2018年6月19 三粧化研（大阪府池田市）は交通まひで社員の約１０人しか出社できず、一部の操業にとどまった。被害は物の落下程度と軽微だったが、社員
田市
日05:00
には自宅待機や帰宅を指示した。

製造
22 （化学
工業）

・18日工場一時稼働
大阪府摂 日刊工業新聞2018年6月19 カネカでは交通機関の運転見合わせなどで大阪本社に出社できない社員が多数いた。大阪工場（大阪府摂津市）が地震発生時、全プラントを安 停止、その後再開
津市
日05:00
全に停止したがその後、安全確認を行い操業を再開した。
・18日従業員出勤困
難

製造
（繊
維）
製造
24 （繊
維）
23

カネカ

セーレン

ユニチカ

大阪市

日本経済新聞2018年6月18
セーレンは大阪・梅田にある大阪支社と、子会社のＫＢセーレンの本社を休業とした。
日19:15

京都府宇 繊研新聞電子版2018年6月
ユニチカの宇治事業所は、建屋、人的被害ともになし。フィルム、ガラス繊維の生産が一部止まったが、その後稼再開
治市
18日15時51分
産経ＷＥＳＴ2018年6月18
日10:59

・18日支社・子会社本
社休業
・18日工場一部稼働
停止、その後再開

クボタは約１５００人の従業員を抱える枚方市の建設機械を作る工場で、設備の点検をする一部の従業員を残し、全従業員に帰宅指示を出し
た。

REUTERS 2018年6月18日 クボタ(6326.T) 枚方製造所（大阪府枚方市、小型建設機械など製造）が稼働停止中。何もなければあす稼働再開へ。阪神工場（兵庫県尼崎
13:35
市、水道用パイプなど製造）も稼働停止中。大きな被害は確認されていないが、再開まで数日かかる可能性も。
・18日2工場操業を停
止
・18日従業員帰宅指
日刊工業新聞2018年6月19 小型建設機械などを手がけるクボタの枚方製造所（大阪府枚方市）は従業員の安全や大きな被害がないことを確認。同製造所は１８日、設備点 示
・18日午後に他1工場
検のみで操業を中止した。
大阪府枚 日05:00
稼働停止（部品納入・
方市、堺 日本経済新聞2018年6月19
出荷遅れ）
クボタは19日、堺市と大阪府枚方市の工場で生産を再開した。
市、兵庫県 日11:02
・19日、枚方と堺の2
尼崎市
工場稼働再開
クボタは地震による安全確認のため、小型建設機械を手がける枚方製造所（同枚方市）を１８日に停止していたが、１９日に操業を再開した。農 ・21日まで、尼崎の工
日刊工業新聞2018年6月20 業機械などを扱う堺製造所（堺市堺区）も、道路渋滞による部品納入や出荷遅れで１８日午後から操業停止していたが、１９日に平常操業に戻っ 場設備点検
日05:00
た。水道管を製造する阪神工場（兵庫県尼崎市）の武庫川拠点では１０００度Ｃ超の溶解炉があるため、２１日まで設備点検の徹底で操業停止す ・22日から尼崎の工場
る。２２日から通常運転に戻す計画。
稼働再開
日本経済新聞2018年6月19
クボタは物流の混乱で農機や建機をつくる堺製造所（堺市）に部品が納入されず、18日午後に操業を停止した。19日に再開する見通しだ。
日付

25

製造
（産業
用機
械）

クボタ

神戸新聞2018年6月23日

クボタ（大阪市）は２２日、大阪府北部地震で操業を停止していた阪神工場（兵庫県尼崎市）の稼働を再開させた。同工場は水道管を製造してお
り、１８日朝から鉄を作る溶解炉を停止。従業員が避難した影響で炉内の温度が下がり、鉄が固まってしまったという。別の１基を稼働させるため
に１９～２１日は工場の操業を取りやめ、炉の整備点検を続けていた。２２日午前８時から溶融炉を再び稼働。同社によると炉に大きな損傷はな
く、在庫を確保しているため出荷に支障はなかったという。
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製造
（産業 三菱ロジス
26 用機
ネクスト
械）

・18日一部生産支障
（従業員出勤困難・ガ
京都府長 日刊工業新聞2018年6月19 三菱ロジスネクストは本社・京都工場の設備に目立った被害はないものの、一部従業員の出勤の足止めやガス供給停止などから生産に支障が
ス供給停止）
岡京市 日05:00
あった。電車が運休していたことも考慮し正午から、帰宅可能な従業員から順次帰宅するよう指示した。
・18日正午から従業員
順次帰宅指示

製造
（産業
27
用機
械）

日本経済新聞2018年6月18
大阪府枚 日19:15
方市
日刊工業新聞2018年6月19
日05:00

28

コマツ

製造
（産業 椿本チエイ
用部 ン
品）

製造
（産業

29 用部 酉島製作所
品）

製造
西川リビン
30 （家
グ
具）
製造
31 （家 京都西川
具）

コマツは主力の大阪工場（大阪府枚方市）が被災し、設備点検のため操業を止めた。粟津工場（石川県小松市）など別の拠点から大阪工場周辺 ・18日1工場操業停止
の協力企業に応援要員を派遣、早期復旧を後押しする。
・18日他1工場から協
コマツは地震の影響で、油圧ショベルなどを生産する大阪工場（大阪府枚方市）の設備点検が続いたため生産ラインを停止した。併せて協力会 力企業に応援要員派
遣
社の設備の確認も進めている。

椿本チエインは産業用チェーンを製造する京田辺工場（京都府京田辺市）と本社（大阪市北区）を終日休業とした。鉄道など交通網の混乱で従
日刊工業新聞2018年6月19
業員が通勤できないため。京田辺工場は１９日から設備点検を行う。減速機などを製造する長岡京工場（京都府長岡京市）は操業しているが、
日05:00
大阪市、京
加工機械の点検などで正常運転までに２―３日かかる見通しだ。
都府京田
辺市、長岡
京市
日刊工業新聞2018年6月20 椿本チエインの長岡京工場（京都府長岡京市）は１９日も１８日と同様に稼働しながら一部の加工設備の点検を継続。工場全体が通常通り稼働
日05:00
するのに１週間程度かかる見通しだ。

・18日1工場・本社休
業（従業員出勤困難）
・19日から京田辺の工
場設備点検
・18日～19日長岡京
の工場は稼働しつつ、
一部設備の点検で通
常稼働まで1週間の見
通し

・18日工場稼働停止
大阪府高 日刊工業新聞2018年6月21 酉島製作所は大阪府高槻市にある本社・工場が２０日から平常操業になった。工場に設置する一部の機械は精度面の確認を続ける。公共交通
・20日から工場通常稼
槻市
日05:00
機関の混乱から１８日に工場を操業停止し、１９日までに設備点検を終えた。
働
大阪市

繊研新聞電子版2018年6月
大阪・京都の寝具・インテリアメーカーは、ほとんどが通常通りの操業・営業だが一部、西川リビング（大阪市）が休業とした。
18日15時51分

・18日休業

京都市

繊研新聞電子版2018年6月
京都西川（京都市）が倉庫のエレベーター停止で出荷業務に軽微な支障が出ているほか、工場・倉庫の影響を調査中とする企業もあった。
18日15時51分

・18日出荷が軽微な支
障（エレベーター停止）
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・2018年6月20日（水）は通常営業いたします。
サントリーホームページ
今後の余震等の状況によっては、やむを得ず休業させていただく場合があります。最新情報は、こちらのホームページにてご確認ください。
「山崎蒸溜所」（2018年6月
・2018年6月19日（火）は地震の影響により工場見学および場内全施設の営業を臨時休業いたします｡最新情報は、こちらのホームページにてご
19日閲覧）
確認ください。
サントリーホームページ
重要なお知らせ
「京都ブルワリー」（2018年 2018年6月20日（水）～6月27日（水）は地震の影響により工場見学および場内全施設の営業を臨時休業いたします。6月28日以降の営業につ
6月20日閲覧）
いては、決まり次第こちらのホームページにてお知らせいたします。
サントリーホームページ
重要なお知らせ
「京都ブルワリー」（2018年 地震の影響により、2018年6月29日（金）まで工場見学および場内全施設の営業を臨時休業いたします。6月30日（土）より営業を再開いたしま
6月27日閲覧）
す。
・18日2工場稼働停
止、2工場見学中止
REUTERS 2018年6月18日 サントリーホールディングス[SUNTH.UL] ウイスキーを製造する山崎蒸留所とビールを製造する京都ブルワリーの稼動を停止している。被害状 ・19日島本町の工場
13:35
況は調査中で、再開時期は未定。両工場の一般見学も中止している。
稼働再開、工場見学
大阪府島 日刊工業新聞2018年6月19 サントリーホールディングスは京都ブルワリー（京都府長岡京市）と山崎蒸溜所（大阪府島本町）で操業を止めて設備点検を行っている。点検が は中止
製造 サントリー
本町、京都 日05:00
・20日に島本町の工
終了すれば稼働するがいつになるかは未定。また両工場とも１８日の工場見学は中止した。
32 （飲食 ホールディ
府長岡京
場見学再開
料）
ングス
市
・27日に、長岡京の工
日刊工業新聞2018年6月20 サントリーホールディングスは設備点検を行っていた山崎蒸溜所（大阪府島本町）の稼働を１９日に再開した。京都ブルワリー（京都府長岡京市） 場生産再開
日05:00
は引き続き点検を行っている。（１９日１７時現在）
・29日まで長岡京の工
場見学等営業休止、
サントリーホールディングスは今週末から、地震で被害を受けた京都ブルワリー（京都府長岡京市）で製造するビールのうち「ザ・モルツ」の大
30日より再開
日本経済新聞2018年6月21
瓶、中瓶の出荷を一時停止する。瓶に飲み物を充填する設備に不具合があり、生産再開できていないためだ。他の商品は手持ちの在庫で対応
日付
し、ザ・モルツの生産再開は来週中ごろとなる見通しだ。
サントリーホールディングスは２０日、大阪北部地震の影響により京都ブルワリー（京都府長岡京市）のビール「ザ・モルツ」の大瓶・中瓶の出荷を
日刊工業新聞2018年6月21
一時停止する見込みと発表した。同製品の充填設備が被害を受けている。来週中頃の生産再開を目指すという。「ザ・プレミアム・モルツ」と
日05:00
「オールフリー」の瓶製品は生産再開を見据えて、現在庫の出荷で対応する。
サントリービールは27日、大阪北部地震の影響で、ビール工場「京都ブルワリー」（京都府長岡京市）で止めていた瓶商品の生産ラインを同日再
日本経済新聞2018年6月27 開したことを明らかにした。地震で被害を受けて止めていた瓶への充填設備の修理が完了したため。瓶商品の生産再開により同工場の生産は
日11:08
全面的に再開となる。20日には充填設備の被害を踏まえ、ビール「ザ・モルツ」の瓶商品の出荷が一時停止する見込みだと発表していた。結局
は在庫で賄うことができ、出荷を停止せずに済んだとしている。
日本経済新聞2018年6月18
敷島製パン（名古屋市）は大阪豊中工場（大阪府豊中市）を停止。18日は生産を見送る可能性が高い。
日10:53

・18日工場稼働停止
・18日従業員は大半
が帰宅
日本経済新聞2018年6月18 敷島製パン（名古屋市）は食パンなどを生産する大阪豊中工場（大阪府豊中市）の全ての製造ラインを地震発生直後に停止した。人的被害はな
製造
大阪府豊
・18日建物軽微な損傷
日21:30
かったが、従業員は一時避難後に大半が帰宅した。建物の壁には、はがれなど若干の破損があるという。
33 （飲食 敷島製パン
中市
（壁はがれ）
料）
・19日夜から豊中の工
日本経済新聞2018年6月21 敷島製パンは19日夜から大阪豊中工場（大阪府豊中市）で５つあるラインのうち、ロールパンなどを製造するライン２本を動かした。他のラインも 場順次稼働、週末頃
日付
今週中には再稼働する見通しだ。
に完全稼働見込み
製造
アサヒビー
34 （飲食
ル
料）

製造
35 （飲食
料）

明治

日本経済新聞2018年6月18
アサヒビールも吹田工場（吹田市）で生産を停止している。
大阪府吹 日10:53
田市
SankeiBiz 2018年6月20日
アサヒビールの吹田工場（同吹田市）も、倉庫内の荷崩れの処理を終えた同日（19日）夕方からビール生産を再開した。
06:08
大阪府高
槻市、京都
府京田辺
市

SankeiBiz 2018年6月19日
7:15
日刊工業新聞2018年6月19
日05:00
日刊工業新聞2018年6月20
日05:00

・18日工場稼働停止
・19日夕方から稼働再
開

・18日2工場稼働停止
・18日中に京田辺の
明治は菓子の大阪工場（大阪府高槻市）や市乳の京都工場（京都府京田辺市）などの生産を止めて、設備の確認を行っている。確認が終われ 工場稼働再開
・19日高槻の工場は
ば再開するが見通しは未定。
明治は設備点検を行った京都工場（京都府京田辺市）を１８日中に再開した。大阪工場（大阪府高槻市）は１９日も引き続き点検している。（１９日 点検中（19日17時時
点）
１７時現在）
高槻市には第一三共（薬品）、明治（菓子）、ニチレイフーズ（冷凍食品）の工場もあり、いずれも稼働停止を余儀なくされた。
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製造
36 （飲食 江崎グリコ
料）

製造
37 （飲食
料）

製造
38 （飲食
料）

大阪市等

出典

ニチレイ
フーズ

ミツカン

製造

概要

日本経済新聞2018年6月18
江崎グリコは「ポッキー」などを生産する大阪市などの２工場を停止。
日10:53
日本経済新聞2018年6月20
江崎グリコは19日も水漏れなどの被害があった大阪工場（大阪市）の安全確認を続けた。20日から操業する予定だ。
日付
SankeiBiz 2018年6月19日
7:15

39 （飲食 山崎製パン
料）

被災地域

影響の要約
・18日2工場稼働停止
・19日にも水漏れの被
害
・20日から操業予定

高槻市には第一三共（薬品）、明治（菓子）、ニチレイフーズ（冷凍食品）の工場もあり、いずれも稼働停止を余儀なくされた。

・18日工場稼働停止
大阪府高 日刊工業新聞2018年6月19 ニチレイの加工食品子会社ニチレイフーズは冷凍食品を製造する関西工場（大阪府高槻市）で１８日の操業を中止した。安全確認を行うほか従 （安全確認・従業員帰
槻市
宅のため）
日05:00
業員を帰宅させたためで、１９日以降の稼働は未定。
・19日に通常稼働
SankeiBiz 2018年6月20日
ニチレイフーズの関西工場（大阪府高槻市）、サントリーホールディングス（ＨＤ）の山崎蒸溜所（同島本町）は同日（19日）から通常稼働。
06:08

大阪府枚 日本経済新聞2018年6月21 ミツカンはぽん酢や食酢を製造している大阪工場（大阪府枚方市）を地震発生直後に停止したが、19日昼ごろまでに再開した。在庫品の破損な
方市
日付
どがあり、震災前の供給量を確保できるかはまだ見通せないという。

・18日工場稼働停止
・19日昼までに工場再
稼働
・供給量確保困難（在
庫の破損による）（21
日付の記事）

大阪府吹 日本経済新聞2018年6月18
山崎製パンも大阪第一工場（吹田市）のラインが一時自動停止した。
田市
日10:53

・18日工場稼働一時
停止

地震の影響による一部営業のお知らせ
地震の影響により地階・１階のみ営業しております。
■営業時間：午前１０時〜午後８時
そごう・高槻ホームページ
※一部店舗は、休業・営業時間が異なる場合がございます。
「西武高槻店」（2018年6月
※２〜６階は、施設・設備点検の為、休業とさせていただきます。
21日閲覧）
■地階＝関西スーパー：午前１０時〜午後１０時
【６月２２日（金）以降の営業のご案内】
地階〜５階、営業させていただきます。

小売
大阪府高
レストラン営業再開のご案内
40 （百貨 そごう・西武
そごう・高槻ホームページ
槻市
６階レストラン街営業について、一部店舗は施設・設備点検のため休業とさせていただきます。
店）
「西武高槻店」（2018年6月
■営業店舗：杵屋、そじ坊、千房、かつ乃、桃谷樓、カーサグランデ、ポムの樹、串の坊、香櫨苑
27日閲覧）
お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご了承頂きますようお願い申し上げます。
日本経済新聞2018年6月19
西武高槻店（大阪府高槻市）のみ19日も休業する。
日11:02
日本経済新聞2018年6月21 エイチ・ツー・オーリテイリングの西武高槻店（大阪府高槻市）は大阪北部地震の被害で休業をしていた２階から５階について、22日から営業を再
日18:50
開する。６階のレストラン街については営業再開は未定。
毎日新聞2018年6月26日

・（18日）19日休業
・20日、21日は地階・1
階のみ営業
・22日は地階～5階ま
で営業予定
・27日時点で、6階レス
トラン街一部営業（一
部店舗は施設・設備
点検のため休業）

西武高槻店（同高槻市）は、２２日からレストラン階以外で営業している。

日本経済新聞2018年6月18 阪急阪神百貨店も正午時点で阪急うめだ本店（大阪市）など９店の営業を見合わせ、西宮阪急（兵庫県西宮市）など２店は18日の休業を決め
日10:53
た。鉄道の乱れで従業員が出勤できていないため。
日本経済新聞2018年6月19
エイチ・
日付
小売 ツー・オーリ
41 （百貨 テイリング 関西圏内 日本経済新聞2018年6月19
日付
店） （阪急・阪神
百貨店等）
日本経済新聞2018年6月19
日11:02
SankeiBiz 2018年6月20日
06:08

通勤時間帯に地震が起きたことから、従業員が足止めされ、開店できない小売店が多くあった。阪急阪神百貨店は18日、関西にある12店のうち
阪急うめだ本店（大阪市）など７店の営業をとりやめた。

・18日7店が終日休業
阪急阪神百貨店は熊本地震後の2016年６月、スマートフォンで従業員の安否を確認するシステムを導入。今回は発生直後に約3000人の従業員 （従業員出勤困難）
・19日に大半が営業
を対象に安否確認の連絡をして、営業計画に活用した。
再開
阪急阪神百貨店は旗艦店の阪急うめだ本店（大阪市）など18日に休業した店舗も大半が19日から営業を再開した。
多くが営業再開した百貨店でも、西武高槻店（同高槻市）は「設備に不備がある」として１９日は終日休業を決めた。
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日本経済新聞2018年6月18 大丸松坂屋百貨店は大丸梅田店（大阪市）と松坂屋高槻店（大阪府高槻市）の18日の休業を決めた。鉄道の乱れで従業員が出勤できていない
日10:53
ため。
朝日新聞DIGITAL2018年6 Ｊフロントリテイリングは、松坂屋高槻店（大阪府高槻市）と、大丸心斎橋店（大阪市）、大丸梅田店（同）を臨時休業とした。大丸京都店（京都市）
月18日12:21
は正午から開店した。
REUTERS 2018年6月18日 Ｊ．フロント リテイリング (3086.T)松坂屋高槻店、大丸心斎橋店、大丸梅田店は終日休業。その他、食品フロアのみ開業や時間を遅らせて開業
J.フロントリ
小売
の店舗あり。終日休業の店舗が明日開業できるかは未定。
テイリング 大阪市、京 13:35
42 （百貨
（大丸・松坂
都市
繊研新聞電子版2018年6月
店）
大丸京都店は正午に開店した。
屋百貨店）
18日15時51分
日本経済新聞2018年6月19
大丸松坂屋百貨店も18日に休業した大丸心斎橋店（大阪市）などを含め全店で営業を再開した。
日11:02

小売
43 （百貨
店）

高島屋

小売
44 （百貨 近鉄百貨店
店）

毎日新聞2018年6月19日22
時07分
日本経済新聞2018年6月18
日10:53
朝日新聞DIGITAL2018年6
月18日12:21
REUTERS 2018年6月18日
13:35
繊研新聞電子版2018年6月
大阪市、京 18日15時51分
都市
日本経済新聞2018年6月19
日付

大阪市

・18日7店舗終日休業
（従業員が出勤困難）
・18日正午に京都の
店舗は開店
・19日に全店営業再
開

大丸梅田店（大阪市北区）などを運営するＪ・フロントリテイリングによると、「物流は１８日昼ごろから回復している」（広報）ため、商品の入荷にも
支障はないという。
高島屋は大阪店や京都店（京都市）など５店の開店時間を遅らせる。

高島屋は大阪・難波の大阪店、京都の洛西店の営業を見合わせている。従業員が出勤できず、開店準備ができないためという。堺市の堺店、泉
北店は昼過ぎに開店した。京都店も開店している。
高島屋 (8233.T)大阪店は地下１階の食品フロアとレストランのみ開店、その他のフロアは休業。堺店などは、開業時間を遅らせてオープンした。 ・5店舗は開店時間遅
延（京都は30分）
店舗の損壊はなく、交通まひの影響が大きい。
・大阪の店舗は食品フ
京都では、高島屋京都店は開店時間を30分繰り下げた
ロア、レストランのみ
開店（午後2時）、他の
フロアは休業
高島屋は大阪店（大阪市）で食品売り場やレストランだけ午後２時にオープンし、ほかのフロアは営業を見送った。
・ＢＣＰに基づいて対
「食料品エリアだけなら開けられる。これから帰宅する人の役に立てる」。大阪・なんばの高島屋大阪店（大阪市中央区）の店長ら幹部は１８日昼 応
過ぎ、食料品売り場（地下１階）とレストランフロア（７～９階）だけを「午後２時から開く」と決めた。早番の従業員は地震が起きる前から出勤して
毎日新聞2018年6月19日22
おり、さらに、店に直結する南海電気鉄道の運転再開で遅番の従業員の多くも出勤可能な条件が整いつつあった。高島屋はＢＣＰの一環で従業
時07分
員がインターネットを通じて安否報告できる仕組みを整えていたため、どれぐらいの従業員が出社できるか見極められ、今回の決断に踏み切れ
たという。
日本経済新聞2018年6月18
・18日1店が開店時間
近鉄百貨店もあべのハルカス近鉄本店（大阪市）などで開店できていない。
日10:53
遅延
繊研新聞電子版2018年6月 あべのハルカス近鉄本店は午後2時に開店を遅らせた。建物や設備の安全確認が完了しても、鉄道の運休などで従業員が出勤できない状況が ・18日従業員出勤困
18日15時51分
続いたため。
難
・18日午後2時に営業
日本経済新聞2018年6月19
近鉄百貨店は午後２時にあべのハルカス近鉄本店（大阪市）を開店させた。ただ、一部のテナントは従業員が間に合わず休業した。
再開
日付
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エキスポシティホームペー 本日の営業は中止とさせていただきます。
ジ（2018年6月20日閲覧） 明日以降の営業に関しましては「ららぽーとEXPOCITY」ホームページにてご案内いたします。
2018/6/21(木)営業中止
エキスポシティホームペー 日程：2018/06/21(木)～ 場所：EXPOCITY
ジ（2018年6月21日閲覧） 2018/6/18(月)に発生しました地震の影響により、EXPOCITYは全館で6/21(木)は営業を中止とさせていただきます。
6/22(金)以降の営業に関しましては、HPにてご案内させていただきます。ご了承願います。
2018/6/22(金)・23(土)営業時間のご案内
EXPOCITY 営業のご案内
エキスポシティホームペー
６月２２日（金） 全館休業
ジ（2018年6月22日閲覧）
６月２３日（土） 通常営業（※一部店舗を除く）
（詳細省略）

・18日4施設休業
・20日三井アウトレット
パーク大阪鶴見通常
2018/6/27（水）一部休業中の店舗
営業（一部店舗除く）
エキスポシティホームペー
一部店舗が休業しております。
・20日ららぽーと甲子
ジ（2018年6月27日閲覧）
（詳細省略）
園休業（一部食品売り
大阪市、大
場のみ営業）
娯楽
阪府吹田
6/20(水)は全館休業とさせていただきます。
45
三井不動産
・21日よりららぽーと
業
市、兵庫県 ららぽーと甲子園ホーム
場所：ららぽーと甲子園
甲子園通常営業
西宮市 ページ（2018年6月19日更 6/18(月)発生した地震により、6/20(水)は全館休業とさせていただきます。現在館内の安全確認を行っております。6/21（木）以降の営業に関し
・19日～22日エキスポ
新）
ましては、HPにてご案内させていただきます。ご了承願います。（以下省略）
シティー営業中止
・23日エキスポシティ
6月21日（木）より、一部店舗を除き通常通り営業いたします。
ららぽーと甲子園ホーム
通常営業（ただし、一
場所：ららぽーと甲子園
ページ（2018年6月20日更
6月21日（木）より、通常通り営業いたします。店舗によっては、復旧作業等により営業時間の変更等がある場合がございます。営業状況につき 部店舗休業（27日時
新）
点））
ましては、各店舗へお問い合わせください。
三井アウトレットパーク大
阪鶴見ホームページ（2018 6/20 （水）は、一部の店舗を除き、通常通り営業いたします。なお、営業時間が変更となる場合がございます。
年6月20日閲覧）
日本経済新聞2018年6月18
三井不動産はエキスポシティ（大阪府吹田市）などの営業を取りやめた。
日10:53
繊研新聞電子版2018年6月 三井不動産は従業員の出勤が困難だったことから、エキスポシティ、ららぽーと甲子園、三井アウトレットパーク大阪鶴見、ベルファ都島を臨時休
18日15時51分
業した。
毎日新聞2018年6月26日

修理や点検で休止していた商業施設では、エキスポシティ（大阪府吹田市）が２３日に営業を再開。

キューズモールホーム
ページ「あまがさきキュー
ズモール」（2018年6月20
日閲覧）

施設臨時休業のお知らせ
日程：2018年6月18日（月）
あまがさきキューズモールは、本日発生した地震の影響により、臨時休業いたします。
（以下省略）
施設臨時休業のお知らせ
日程：2018年6月18日（月）～20日（水）
キューズモールホーム
みのおキューズモールは、6月18日(月)に発生した地震の影響により、臨時休業しております。
ページ「みのおキューズ
・6月18日(月)：全館休業
モール」（2018年6月20日
東急不動産
・6月19日(火)：全館休業
閲覧）
小売 ＳＣマネジメ 大阪府、兵
・6月20日(水)：全館休業
46
（SC) ント（キュー
庫県内
6月21日(木)以降の営業に関しましては、確定次第、ホームページ等でお知らせいたします。
ズモール）
みのおキューズモールの6月21日（木）からの営業について、以下の通り記載いたします。
キューズモールホーム
・6月21日（木）～
ページ「みのおキューズ
EAST棟 営業再開（※一部店舗を除く） WEST棟 建物安全確認中の為、営業再開日未定 イオン 1階（食料品含む）は営業再開 2階
モール」（2018年6月21日
建物安全確認中の為、営業再開日未定
閲覧）
（以下省略）
東急不動産SCマネジメントはキューズモール4施設（阿倍野、森之宮、箕面、尼崎）と大阪市北区のブリーゼブリーゼの臨時休業をいったん決め
繊研新聞電子版2018年6月
たが、「近隣住民に日常生活に必要な食料品を提供する」ため、午後2時までで箕面を除く施設の食品スーパーなどで営業を開始した。東急プラ
18日15時51分
ザ新長田は通常通り、営業している。阿倍野と森之宮のキューズモール、ブリーゼブリーゼは19日から通常通り営業することを決めた。

10

・18日4施設を休業、
その後、3施設で食品
スーパー営業再開
・19日大阪の2施設通
常営業
・18日～20日箕面店
休業
・21日から箕面店営業
再開（一部店舗除く）

Ｎｏ

業種

企業等

被災地域

47

小売
（SC)

JR西日本
SC開発

大阪市

小売
48
（SC)

イオン

小売 セブン＆ア
49 （コン イ・ホール
ビニ） ディングス

大阪府内

出典

概要

繊研新聞電子版2018年6月
ルクア大阪は臨時休業した。
18日15時51分
朝日新聞DIGITAL2018年6
イオンによると、停電やスプリンクラー作動などの影響で、大阪府内の一部店舗が営業を見合わせているという。
月18日
繊研新聞電子版2018年6月 イオンモールは大阪、京都、兵庫、奈良の28施設で影響があり、茨木、鶴見緑地、伊丹、四条畷など8施設で営業をいったん見合わせ、安全確
18日15時51分
認作業を行っていたが、午後2時時点で伊丹など複数の施設で営業を再開した。
朝日新聞DIGITAL2018年6 セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）によると、コンビニエンスストア「セブン―イレブン」は関西圏の数店舗で停電しているが、非常用電源で一
月18日12:21
部のレジなどの電源は確保して営業は続けている。イトーヨーカドーについては通常営業の予定という。

関西圏内
毎日新聞 2018年6月18日
21時12分

セブン－イレブンでは、ＪＲ西日本の駅構内などの２８店舗が一時休業。

日本経済新聞2018年6月18
ローソンもガラス破片が散乱するなどした店舗の営業を一時休止している。
日10:53
小売
50 （コン
ビニ）

ローソン

関西圏内

朝日新聞DIGITAL2018年6
ローソンでは、大阪市内の約１０店舗で店のＡＴＭやレジが通信の問題で動かない支障があるが、店は営業しているという。
月18日12:21
毎日新聞 2018年6月18日
21時12分

ローソンは、高槻市などの４店舗が道路の水道管破裂による避難指示や壁のヒビなどで一時休業した。

SankeiBiz 2018年6月19日
7:15

ローソンでは高槻市周辺の４店舗が「警察から退去指示が出ている」ことなどで休業。

影響の要約
・18日は休業
・18日8施設で営業見
合わせ（停電・スプリン
クラー作動）
・18日14時に一部営
業再開
・18日28店舗で一時
休業
・18日数店舗で停電
（営業は継続）

・18日一部店舗で営業
一時休止、ガラス破
損、ＡＴＭ支障
・18日高槻の4店舗で
一時休止（水道管破
裂による避難指示）

大阪府北部の地震による被災者の方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます
本日午前 7 時 58 分頃、大阪府北部を震源として発生いたしました強い地震により、被害に遭われた多くの方々、ならびにそのご家族に心より
サンクルーゼホームページ
お悔みとお見舞いを申し上げます。
（2018年6月18日）
弊社では現在、近畿地方を中心とした弊社店舗の建物や設備等に関する被害状況を確認しております。お客様、並びに関係各位にはご心配
とご迷惑をおかけしておりますが、今後これらの情報について確認でき次第、逐次お知らせいたします。
久世福商店 イオンモール京都桂川店、久世福商店 ららぽーと甲⼦園店、久世福商店 エキスポシティ店の3店が「休業中。営業再開につい
サンクルーゼホームページ
ては、別途お知らせ致します。」と記載。
（2018年6月18日）
小売
2店が20日（水）から通常営業、8店が19日（火）から通常営業と記載
サンクゼー 京都府、大
51 （飲食
ル
阪府内
大阪府北部の地震による弊社店舗の営業について
料）
・通常営業中（詳細省略：13店舗）
サンクルーゼホームページ ・6月19日（火）から通常営業（詳細省略：9店舗）
（2018年6月19日）
・6月20日（水）から通常営業（詳細省略：2店舗）
※久世福商店 エキスポシティ店と、久世福商店 ららぽーと甲子園店は現在休業しております。営業再
開について確認でき次第ご案内いたします。
日本経済新聞2018年6月18 近畿地方に小売店を29店展開するジャム・ワイン製造のサンクゼール（飯綱町）は、商品の落下などの被害があった京都府や大阪府内の一部
日22:00
店舗を休業にした。うち２店は19日以降も休業する。

11

・18日一部営業中止
・9店が19日から通常
営業
・2店が20日から通常
営業
・2店が営業再開未定

Ｎｏ

業種

企業等

被災地域

出典

ニトリホームページ（2018
年6月18日19時）

小売
52 （日用
品）

ニトリ

大阪府茨
木市、大阪
府吹田市、
兵庫県尼 ニトリホームページ（2018
崎市
年6月19日）

毎日新聞 2018年6月18日
21時12分

概要
大阪府北部を中心とする地震の影響について
平素よりニトリをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
６月１８日（月）に発生いたしました大阪府北部を中心とする地震の影響で、大阪府内での商品のお届けに一部遅れが発生しております。
ネットでのご注文の場合は、西日本地区全域への商品のお届けに遅れが発生する可能性がございます。
また、一部店舗での商品お受け取りにも、遅れが発生する可能性がございます。
（省略）
大阪府・兵庫県の営業店舗状況のお知らせ
2018年6月18日（月）に大阪府北部で発生した地震におきまして、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い被災地域の復興
をお祈り申し上げます。
ニトリグループでは、6月19日（火）より一部店舗を除いて営業を再開し、地域の皆様のお役に立てるよう尽力してまいります。
現時点での営業状況をお知らせいたします。
【大阪府】
・ニトリ「茨木北店」 6月19日（火）10:00～営業再開（一部区画を除く）
・デコホーム「イズミヤ千里丘店」 ショッピングセンター休業
その他府内店舗は通常営業中
【兵庫県】
・ニトリ「イオン尼崎店」 6月19日（火）13:00～営業再開
そのほか県内店舗は通常営業中
（省略）

影響の要約

・18日3店舗休業
・18日商品の配送遅
延・可能性
・19日より一部店舗営
業再開

ニトリでは大阪府茨木市など３店舗を休業した。

・18日複数店舗で建物
小売
大阪府内でホームセンター14店を運営するＤＣＭダイキ（松山市、全国約160店）は、複数の店舗で建物が損壊したり商品が落ちたりした。一帯
日本経済新聞2018年6月19
損傷、商品落下
53 （日用 ＤＣＭダイキ 大阪府内
で大きな被害が出ている阿武山店（高槻市）ではガラス約20カ所が破損し立ち入りを制限。入り口で客から希望商品を聞き、従業員が取りに行く
日付
・18日高槻の店で立入
品）
形で営業した。断水を心配し飲料水が売り切れたという。
制限
小売
54 （日用
品）

セリア

日本経済新聞2018年6月18
セリアは大阪府や京都府などの店舗約40店が地震の影響で定時に開店できず、うち半分は同日の開店を見送った。
日21:30
大阪府、京
都府内 日本経済新聞2018年6月21 小売業も次第に落ち着きを取り戻しつつある。セリアは18日に約40店が定時に開店できず、このうち20店の営業を見送った。20日も大阪府内の
日付
４店で休業が続いているが、被害を受けたショッピングセンターなどに入っている店でも復旧のタイミングを探っていく。

アルペンホームページ
（2018年6月20日）

小売
55 （日用
品）

アルペン

アルペンホームページ
大阪府、京 （2018年6月21日閲覧）
都府、兵庫
県内
アルペンホームページ
（2018年6月22日閲覧）

大阪北部の地震による臨時休業のお知らせ
6/18(月)の大阪の地震による被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。この地震の影響により、6/20(水)現在、下記店舗での営業
を見合わせております。
スポーツデポ みのおキューズモール店
スポーツデポ フォレオ枚方店
スポーツデポ 尼崎道意店
スポーツデポ 尼崎下坂部店
（以下省略）
大阪北部の地震による臨時休業のお知らせ
6/18(月)の大阪の地震による被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
この地震の影響により、6/21(木)現在、下記店舗での営業を見合わせております。
スポーツデポ 尼崎下坂部店
（以下省略）
大阪北部の地震による臨時休業のお知らせ
6/18(月)の大阪の地震による被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
この地震の影響により、6/22(金)現在、下記店舗での営業を見合わせております。
スポーツデポ 尼崎下坂部店
（以下省略）

日本経済新聞2018年6月18 アルペンは大阪府や京都府、兵庫県の７店舗を休業した。総合スポーツ店「スポーツデポ」やゴルフ専門店「ゴルフ５」では地震の揺れで店内設
日21:30
備が破損した。
日本経済新聞2018年6月21
店内の設備が破損し大阪府や京都府、兵庫県の７店舗で営業を見送ったアルペンは、20日までに３店舗で営業を再開した。
日付

12

・18日40店開店遅延
・18日約20店舗休業
・20日時点で大阪の4
店舗休業

・18日7店舗が休業
・18日一部店舗で設備
破損
・20日4店舗休業
・22日時点1店で休業

Ｎｏ

業種

企業等

小売 ハードオフ
56 （日用 コーポレー
品）
ション

57

小売
（服
飾）

ユニクロ

被災地域

出典

概要
地震に伴う営業時間変更のお知らせ
本日6月18日（月）、近畿地方で発生した地震の影響により、ご来店下さるお客様及びスタッフの安全確保の都合上、 店舗の営業時間を一部
変更させていただく場合がございます。
お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ハードオフコーポレーショ
ンホームページ（2018年6
大阪府北 月18日）
部
中古品買い取り販売のハードオフコーポレーションは、家電中古品を扱う「ハードオフ」など大阪北部の３店舗で被害が出た。ガラス製のショー
日本経済新聞2018年6月18
ケースが割れたほか、通路を埋め尽くすほどの商品が陳列棚から落ち、テレビなど一部が破損した。地震の影響で午前は営業を休止したが、い
日22:00
ずれも午後までに再開した。
ユニクロホームページ
大阪府・京 （2018年6月19日閲覧）
都府・兵庫
県内
繊研新聞電子版2018年6月
18日15時51分

ビームスホームページ
（2018年6月18日）

ビームスホームページ
小売 ビームス
大阪府、兵 （2018年6月19日）
58 （服 ホールディ
庫県内
飾）
ングス
ビームスホームページ
（2018年6月21日）

影響の要約
・18日3店舗で被害
・18日一部営業中止、
営業時間変更
・18日午後にすべて再
開

お知らせ
6月18日（月）に大阪府で発生した地震の影響により、一部地域にてお荷物のお届けに遅延が発生する可能性がございます。大阪府・京都府・ ・18日什器破損
兵庫県の店舗においては、店舗受取サービスの提供を停止させていただいている場合がございます。お客様にはご不便、ご迷惑をお掛けいた ・18日25店舗休業（従
業員出勤困難）
しますが、何卒よろしくお願いいたします。
・18日22店営業時間
ユニクロは近畿2府4県に156店があり、このうち大阪に73店がある。従業員の無事は確認しているが、一部の店舗で地震による什器の破損など 変更
があった模様。郊外店舗などは道路の渋滞で、従業員の出勤が難しい店もある。18日は25店が臨時休業し、22店が営業時間の変更を行った。 ・配送遅延の可能性
大阪府北部を中心とした地震の影響による関西圏店舗 臨時休業 及び公式オンラインショップ配送遅延について
6月18日（月）に発生した大阪府北部を中心とした地震の影響により、下記の店舗は臨時休業とさせていただきます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
6月18日（月）臨時休業（詳細省略：8地域15店舗が記載）
大阪府北部を中心とした地震の影響による臨時休業店舗及び公式オンラインショップ配送遅延について
・18日15店休業
6月18日（月）に発生した大阪府北部を中心とした地震の影響により、下記の店舗は臨時休業とさせていただきます。 お客様には大変ご迷惑を ・18日、19日配送遅延
お掛けいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
の可能性
6月19日（火）臨時休業（詳細省略：2地域（万博公園、大阪鶴見）、3店舗が記載）
・19日3店舗休業
・20～22日2店休業予
大阪府北部を中心とした地震の影響による臨時休業店舗のお知らせ
定
6月18日（月）に発生した大阪府北部を中心とした地震の影響により、「ビームス ららぽーとEXPOCITY」「ビーミング ライフストア by ビームス ら
らぽーとEXPOCITY店」は臨時休業とさせていただきます。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

繊研新聞電子版2018年6月 ビームスが関西に20店があるが、地震の影響で梅田、万博公園、西宮、大阪鶴見、天王寺、神戸にある11店を臨時休業した。各店舗の従業員
18日15時51分
の無事は確認したという。
お知らせ：【6月19日更新】地震の影響による各店舗の営業について
■6月19日 12時15分更新
昨日6月18日（月）午前8時頃、大阪府北部で発生した震度6弱の地震の影響により、下記店舗について、本日は臨時休業とさせていただきます。
【本日臨時休業の店舗】※本日6月19日（火）12時00分現在
（詳細省略：2店舗が記載）
ユナイテッドアローズホー ■6月18日 14時50分更新
ムページ（2018年6月19日 本日6月18日（月）午前8時頃、大阪府北部で発生した震度6弱の地震の影響により、下記店舗について、本日は臨時休業とさせていただきます。
小売
ユナイテッド
・18日一部店舗が休
59 （服
関西圏内 更新）
アローズ
業
【本日臨時休業の店舗】※本日6月18日（月）15時00分現在
飾）
（詳細省略：８ブランド26店舗が記載）
■6月18日 10時40分掲載
本日午前8時頃、大阪府北部で発生した震度6弱の地震の影響により、該当エリアの各店舗営業時間の変更や店舗への連絡が繋がりにくい可
能性がございます。
繊研新聞電子版2018年6月 ユナイテッドアローズは関西エリア33店舗中27店舗を臨時休業した。休業した店以外の近畿地方の店も営業時間が流動的になる可能性がある
18日15時51分
としている。
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Ｎｏ

業種

企業等

小売
アイジー
60 （服
エー
飾）
小売
61 （通 ベルーナ
販）

被災地域

出典

概要

大阪府内

日本経済新聞2018年6月18 カタログ通販のベルーナはテナント出店している大阪府内のショッピングモールで照明が落下したり、壁が崩れたりする被害が生じ、検査のため ・18日施設閉鎖（点検
日23:00
施設全体が閉鎖された。
のため）

日本経済新聞2018年6月18
吉野家ホールディングスの「吉野家」は数十店舗で食器が破損した。大阪府北部の30店舗の営業を休止している。
日10:53
飲食 吉野家ホー
朝日新聞DIGITAL2018年6
62 サー ルディング 大阪府内
吉野家ＨＤによると、大阪府枚方市などの３０店舗で、ガスが使えず営業を停止している。数十店舗で食器が破損する被害が出ているという。
月18日12:21
ビス
ス
毎日新聞 2018年6月18日
吉野家ホールディングスの「吉野家」では１８日午前中に最大で４１店舗の営業を一時中止した。
21時12分

飲食
63 サー
ビス

日本マクドナルドホーム
＜店舗の状況＞ 2018年6月19日(火)13時現在
ページ（2018年6月19日13 大阪府、兵庫県内の18店舗が営業を見合わせております。
時時点）
（詳細省略）
日本マクド 大阪府内、
日本マクドナルドホーム
ナルド
兵庫県内
ページ（2018年6月20日15
時時点）
SankeiBiz 2018年6月19日
7:15

スシローグ
飲食
ローバル
64 サー
ホールディ
ビス
ングス

飲食
65 サー
ビス

くらコーポ
関西圏内
レーション

コメダ

＜営業見合わせ店舗・ドリンクのみ販売店舗＞ 2018年6月20日(水)15時現在
大阪府内におきまして、営業を見合わせている店舗と、ドリンクのみの販売で営業をしている店舗がございます。
（詳細省略：一部営業（ドリンクのみ販売）4店舗、営業見合わせ2店舗）
日本マクドナルドも１８日正午時点で大阪府などの約５０店が営業できない状態だ。

・18日数十店舗で食器
破損
・18日最大41店舗で
営業休止（ガス供給停
止等）
・18日正午、役50店舗
で営業見合わせ
・19日13時、18店舗が
営業見合わせ
・20日15時、4店舗がド
リンクのみ販売、2店
舗が営業見合わせ

日本経済新聞2018年6月19 回転ずし最大手のスシローグローバルホールディングスは４店の営業を見合わせた。水ににごりが出たり、食器が壊れたりして清掃に時間がか
・18日4店舗休業（水
日付
かることなどが理由。
ににごり、食器損壊）
・19日に2店舗が営業
関西圏内 日本経済新聞2018年6月20 回転ずしのスシローグローバルホールディングスは地震で休業した４店のうち２店の営業を19日に再開した。
再開
日付
・20日に全店で営業再
日本経済新聞2018年6月21 飲食店の営業も通常の状態に戻りつつある。回転ずし最大手のスシローグローバルホールディングスは20日から全店で営業再開にこぎ着け
開
日付
た。
日本経済新聞2018年6月19
くらコーポレーションも停電や断水などが発生した店舗の営業を休止した。「復旧のメドが立ち次第、早急に営業を再開したい」という。
日付

コメダホームページ（2018
年6月19日）

飲食
66 サー
ビス

影響の要約

大阪府、京
衣料店のアクシーズファムを運営するアイジーエー（ＩＧＡ、福井県越前市）は、大阪府、京都府、奈良県にある約10店舗で営業を休止。２月の北
日本経済新聞2018年6月18
都府、奈良
陸の豪雪を受けてＬＩＮＥ（ライン）による社員の安否確認体制を確立しており、地震発生から１時間ほどで社員やスタッフの安全確認を完了させ ・18日10店舗休業
日19:15
県内
た。

大阪府、兵
庫県内

・18日一部営業休止
（停電・断水）

【大阪府】地震の影響により、臨時休業いたします。
・箕面小野原店
・イオンモール茨木店
・阪急高槻市駅南店
・ＪＲ高槻駅北店

・18日7店舗が休業
（設備破損、ガス供給
停止）
日本経済新聞2018年6月18 喫茶店「コメダ珈琲店」も大阪府や兵庫県の７店舗を休業した。店内設備の破損やガスの供給停止によりが営業できなかった。復旧しだい営業を ・19日に4店舗休業
日21:30
再開するという。
日本経済新聞2018年6月21
コメダホールディングスが展開する喫茶店「コメダ珈琲店」も大阪府と兵庫県で７店舗が休業したが、３店舗は通常営業に戻っている。
日付

飲食 大戸屋ホー 大阪市、大
朝日新聞DIGITAL2018年6 大戸屋ＨＤによると、大阪市と大阪府吹田市の計２店舗で１８日の休業を決めた。神戸市の１店舗では、従業員が出勤できないなどの理由で開
67 サー ルディング 阪府枚方
月18日12:21
店時間を遅らせるという。
ビス
ス
市、神戸市
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・18日2店舗休業
・18日神戸1店舗開店
遅延（従業員出勤困
難）

Ｎｏ

業種

飲食
68 サー
ビス

企業等

被災地域

出典

概要

影響の要約

鳥貴族

・18日30店休業
・20日までに2店以外
日本経済新聞2018年6月21 震災当日は30店近くが臨時休業した居酒屋チェーンの鳥貴族では20日までに休業する店舗が高槻市内の２店のみになった。ガスが止まってい
関西圏内
は営業再開
日付
ることが理由だが「ガスを使わずに調理できるものに絞った営業再開も検討したい」という。
・2店が営業再開時期
未定（ガス供給停止）
ひらかたパークホームペー
6月19日（火）の営業時間： 休園日
ジ（2018年6月19日閲覧）

ひらかたパークホームペー
6月20日（水）の営業時間： 休園日
ジ（2018年6月20日閲覧）
京阪ホール
娯楽 ディングス 大阪府枚
69
ひらかたパークホームペー
業
（ひらかた
方市
6月21日（木）の営業時間： 10:00～17:00
ジ（2018年6月20日閲覧）
パーク）

・18日は閉園（鉄道が
不通のため）
・19日、20日休園
・21日営業

日本経済新聞2018年6月18
ひらかたパーク（大阪府枚方市）は18日の閉園を決定。
日10:53
朝日新聞DIGITAL2018年6 大阪府枚方市の遊園地「ひらかたパーク」は１８日の営業を終日取りやめる。京阪ホールディングスによると、内部に大きな被害はないが、主要
月18日12:21
交通手段である京阪電鉄が不通のため、営業休止を決めたという。
ユニバーサル・スタジオ・
ジャパンホームページ
（2018年6月19日閲覧）
70

娯楽 ユー・エス・
業
ジェー

大阪市

6月19日は通常通りの運営を予定しております。ただし、一部運営内容が変更となる可能性があります。

日本経済新聞2018年6月18
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪市）は開園を遅らせ、
日10:53
日本経済新聞2018年6月19
18日は開園を大幅に遅らせたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪市）では19日、午前９時半に通常通り開園した。
日11:02

15

・18日開園遅延
・19日通常営業

