
地区 店舗名 現在の営業時間 ６月１３日（月）からの営業計画 閉店期間
通常

平日営業時間
閉店日

土曜通常期営業
時間

日曜・祝日通常営
業時間

医系購買書籍 8:20～18:30 8:20～19:00 　8:00～19:00 土日・国民の休日

医系食堂
11:00～14:00

16:30～19:00 (OS 19:00)
19:15閉店

11:00～14:00
16:30～19:00 (OS 19:00)

19:15閉店
　11:00～20:00 土日・国民の休日

大橋地区 大橋店 8:20～18:30 8:20～18:30   8:20～19:00 土日・国民の休日

筑紫地区 筑紫店 10:00～18:00 10:00～18:00 10:00～18:00 土日・国民の休日

L－Café 10:00～14:00 10:00～14:00  8:00～17:00 土日・国民の休日

ビッグスカイ 11:00～14:00 (OS 14:00) 11:00～14:00 (OS 14:00) 10:00～20:00 日・国民の休日 11:00～14:00

8:20～18:30 8:20～19:00 　8:00～20:00 日・国民の休日 11:00～17:00

カウンター10:00～16:00 カウンター10:00～16:00

中央図書館店 9:00～17:30 9:00～17:30 8:20～20:00 日・国民の休日 10:00～20:00

平日8:20～20:00 平日8:20～20:00

カウンター 10:00～17:00 カウンター 10:00～17:00

土日祝10:00～15:00 土日祝10:00～15:00

図書館カフェ　Ｌibca 11:00～14:00 11:00～14:00 土日祝日 11:00～19:00 土日・国民の休日

あかでみっくらんたん 閉店 閉店 当面の間閉店
11:00～14:00
17:00～21:00

土日・国民の休日

Ｅ-Ｃａｆé
平日 8:00～20:15 (OS 20:00)
土曜11:00～15:00 (OS 14:00)

平日 8:00～20:15 (OS 20:00)
土曜11:00～15:00 (OS 14:00)

日祝日   8:00～20:00 日・国民の休日

アグリダイニング 11:00～14:00 (OS 14:00)
11:00～14:00

16:30～18:45 (OS 18:30)
18:45閉店

11:00～19:30 土日・国民の休日

8:20～19:00 8:20～19:30

カウンター10:00～17:00 カウンター10:00～17:00

ビッグどら食堂
11:00～14:00

17:00～19:00 (OS 19:00)
19:15閉店

11:00～14:00
17:00～19:00 (OS 19:00)

19:15閉店
 8:00～20:30 日・国民の休日 11:00～14:00

　8:20～19:00 　8:20～19:30 9:00～19:00

カウンター10:00～17:00 カウンター10:00～17:00 9:00～19:00

ビックさんど
COOP　Main　Ｄｉｎｉｎｇ(１Ｆ）

平日　10：00～15：00 (OS 15:00)
　　　16：00～20：30 (OS 20:00)
土日祝11:00～14:00 (OS 14:00)

平日　10：00～15：00 (OS 15:00)
　　　　16：00～20：30 (OS 20:00)
土曜　11:00～14:00 (OS 14:00)
　　　　16:30～19:00 (OS 18:45)
日祝　11:00～14:00 (OS 14:00)

年末年始他
（事前掲示）

　8:00～20:30
年末年始他
（事前掲示）

11:00～14:00
17:00～19:30

11:00～14:00

Takeｏut 11:00～17:00 11:00～17:00 11:00～17:00 土日・国民の休日

Bｒｅad＆Ｃａｆｅ 閉店 閉店 　8:00～16:00 土日・国民の休日

　COOP　Ｂｉｇ　Ｄｉｎｉnｇ（Ｂ１Ｆ） 11:30～13:30 11:30～13:30 11:00～14:00 土日・国民の休日

２号館１Ｆ食堂
ＱＡＳＩＳ

9:00～15:00 8:20～16:00 (OS 14:00)  7:45～17:00 土日・国民の休日

ビックオレンジレストラン 11:30～13:30 11:30～13:30 11:30～14:00 土日・国民の休日

皎皎舎店    日常ゾーン  8:00～20:00  8:00～19:00

皎皎舎店    勉学ゾーン 9:00～20:00 11:00～14:00

皎皎舎店　勉学ゾーン
注文カウンター

平日  10:00～17:00 平日  10:00～17:00 9:00～20:00 閉店

皎皎舎店　勉学ゾーン
旅行カウンター

原則閉店 平日  10:00～17:00 10:00～18:00 閉店

セブンイレブン店
平日8：00～21:00
土曜9:00～18:00
日祝10:00～17:00

平日8：00～21:00
土曜9:00～18:00
日祝10:00～17:00

年末年始・長
期休暇期間は

別途設定
7:00～21:00

年末年始・長期休暇
期間は別途設定

9:00～18:00 10:00～17:00

Ｑ－ＳＨＯＰ 閉店 閉店 当面の間閉店 10:00～17:00 土日・国民の休日

伊都地区
イーストゾーン

協奏売店 通常営業 通常営業
年末年始・長
期休暇期間は

別途設定
17:00～20:00

年末年始・長期休暇
期間は別途設定

17:00～20:00 11:00～14:00

学研都市駅 学研都市駅店

※　感染拡大により、九州大学の基準が変更された場合は、営業時間の変更を行う場合があります。
※　利用の状況により、営業日・営業時間の変更を行う場合は、事前に告知し変更します。
※　特に食事の利用時には、注意事項を遵守ください。感染のクラスターなど要因になった場合は閉店することになります。
※　それぞれの食堂ホールに感染防止のため、滞留人数の上限を定めています。必要なときには入室制限を行います。

平日  8:00～19:00
土曜日　10:00～14:00

日祝日 日・国民の休日

閉店

土日・国民の休日

　8:00～19:30 土日・国民の休日

ビッグどら店  8:00～21:00 日・国民の休日

4月上旬で閉店

土日祝日

伊都地区
センターゾーン

土日祝日

平日  8:00～19:00
土曜日　10:00～14:00

伊都地区
ウエストゾーン

伊都コンビニ店 年末年始

土日祝日

イースト１号館店

  7:00～23:00 年末年始のみ

土日祝日

ウエスト５号館店

九大生協　２０２２年６月１３日（月）からの営業について
※コロナの感染状況などで、営業計画を変更することがあります。

医系地区

土日祝日

伊都地区
イーストゾーン


