店名
珈琲館 イオン千歳店
珈琲館 イオン江別店
珈琲館 イオン帯広店
珈琲館 いわき駅前ﾗﾄﾌﾞ店
珈琲館 利府店
珈琲館 仙台東口店
珈琲館 多賀城店
珈琲館 神田北口店
珈琲館 内神田店
珈琲館 神田店
珈琲館 専大前本店
珈琲館 飯田橋店
珈琲館 千代田区一番町店
珈琲館 浅草店
珈琲館 根津駅前店
珈琲館 根津店
珈琲館 王子西口店
珈琲館 町屋店
珈琲館 三ノ輪店
珈琲館 三河島店
CDEK 綾瀬駅前店
珈琲館 北千住東口店
珈琲館 足立一ツ家店
珈琲館 竹の塚店
珈琲館 イオン西新井店
CDEK
いずみ記念病院
珈琲館 ＩＹ四つ木店
珈琲館 亀有店
珈琲館 青砥店
珈琲館 菊川店
珈琲館 平井店
珈琲館 小岩南口店
珈琲館 小岩北口店
珈琲館 葛西店
珈琲館 アリオ葛西店
珈琲館 木場２丁目店
珈琲館 門前仲町店
珈琲館 豊洲店
珈琲館 大島店
珈琲館 砂町銀座店
珈琲館 大井町店
珈琲館 戸越銀座店
珈琲館 梅屋敷店
珈琲館 大岡山店
珈琲館 渋谷店
カフェ珈琲館 渋谷店
CDEK 参宮橋店
珈琲館 初台オペラ通り店
CDEK
幡ヶ谷店
珈琲館 祐天寺店
珈琲館 下高井戸店
珈琲館 上北沢店
珈琲館 神楽坂店
珈琲館 牛込神楽坂店
CDEK
鷺ノ宮店
珈琲館 荻窪店
珈琲館 西荻店
珈琲館 浜田山店
珈琲館 新板橋店
珈琲館 大山店
珈琲館 志村坂上店
CDEK 成増店
珈琲館 仙川店
珈琲館 久米川店
CDEK 東村山店
珈琲館 立川南口店
珈琲館 羽村店
珈琲館 武蔵新城店
珈琲館 二子新地駅店
珈琲館 伊勢佐木町店
珈琲館 阪東橋店
珈琲館 金沢文庫店
珈琲館 アピタ金沢文庫店
珈琲館 鶴ケ峰店
珈琲館 本厚木店
珈琲館 戸塚西口店
珈琲館 アピタ戸塚店
珈琲館 三ツ境店
珈琲館 辻堂店
珈楽庵 千葉おゆみ野店
珈楽庵 新松戸店
珈楽庵 松戸松飛台店
珈琲館 五香店

住所
〒066-0061北海道千歳市栄町６－５１イオン千歳１Ｆ
〒069-0812北海道江別市幸町３５番地イオン江別３Ｆ
〒080-0014北海道帯広市西４条南２０－１イオン帯広１Ｆ
〒970-8026福島県いわき市平字田町１２０番地ラトブ２Ｆ
〒981-0112宮城県宮城郡利府町利府字堀切前２１－１
〒983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡２－１－２５ＢｉＶｉ仙台１Ｆ
〒985-0845宮城県多賀城市町前２－３－２
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町２丁目－１０－１１リョービイマジクスビル１Ｆ
〒101-0047東京都千代田区内神田２丁目１５－４司ビルディング１Ｆ
〒101-0047東京都千代田区内神田３丁目２３－７エミネンスアビス２Ｆ
〒101-0051東京都千代田区神田神保町３－１日建ビル１Ｆ
〒102-0072東京都千代田区飯田橋４－８－１３山商ビル１Ｆ
〒102-0082東京都千代田区一番町４－２５相模屋第５ビル１Ｆ
〒111-0032東京都台東区浅草１－６－１味の一番ビル
〒113-0031東京都文京区根津１丁目１－２２アゼリア根津１Ｆ
〒113-0031東京都文京区根津２丁目６－５マインハイム根津１Ｆ
〒114-0021東京都北区岸町１－３－１ＩＴＯＨビル２Ｆ
〒116-0001東京都荒川区町屋２－４－１５メゾン中山１Ｆ
〒116-0003東京都荒川区南千住１－１７－８ジョイシーズビル１Ｆ
〒116-0013東京都荒川区西日暮里１－５－１
〒120-0005東京都足立区綾瀬４丁目７－１
〒120-0026東京都足立区千住旭町３５－１６ヒラバヤシビル１Ｆ
〒121-0075東京都足立区一ツ家２－１４－２
〒121-0813東京都足立区竹の塚６－４－４－１０２
〒121-0816東京都足立区梅島３－３２－７イオン西新井店１Ｆ
〒123-0853東京都足立区本木１－３－７いずみ記念病院１Ｆ
〒124-0011東京都葛飾区四つ木２丁目２１－１イトーヨーカドー四つ木店１Ｆ
〒125-0061東京都葛飾区亀有３－２２－５井上ビル１Ｆ
〒125-0062東京都葛飾区青戸３－３２－１７森八青戸第２ビル
〒130-0024東京都墨田区菊川２－６－１５吉沢ビル１Ｆ
〒132-0035東京都江戸川区平井４－１１－５イスズビル１Ｆ
〒133-0056東京都江戸川区南小岩７－１７－５
〒133-0057東京都江戸川区西小岩１－２０－１８
〒134-0084東京都江戸川区東葛西５－１－１吉田ビル２Ｆ
〒134-0084東京都江戸川区東葛西９－３－３アリオ葛西店２Ｆ
〒135-0042東京都江東区木場二丁目１９－１４山加ビル１Ｆ
〒135-0048東京都江東区門前仲町２丁目９－１プライム・ガスク２Ｆ
〒135-0061東京都江東区豊洲４－２－１萩原ビル
〒136-0072東京都江東区大島６丁目８－２３鈴木ビル１Ｆ
〒136-0073東京都江東区北砂４－１６－１２ＡＭＡＮＵＭＡビル１Ｆ
〒140-0014東京都品川区大井１－１－１６
〒142-0051東京都品川区平塚２－１５－１３坂本ビル１Ｆ
〒143-0015東京都大田区大森西６－１５－１８若林ビル１Ｆ
〒145-0062東京都大田区北千束１丁目５１－３青井ビル１Ｆ
〒150-0002東京都渋谷区渋谷２－１５渋谷クロスタワービル１Ｆ
〒150-0041東京都渋谷区神南１－２２－８渋谷東日本ビル１Ｆ
〒151-0053東京都渋谷区代々木４－６－５ｕ．ｓ．ビル１Ｆ
〒151-0071東京都渋谷区本町１丁目４－１１
〒151-0072東京都渋谷区幡ヶ谷２－４８－１三木ビル１Ｆ
〒153-0052東京都目黒区祐天寺２－３－１５モントロビル１Ｆ
〒156-0044東京都世田谷区赤堤４－４８－４野島第一ビル２Ｆ
〒156-0057東京都世田谷区上北沢４－１２－５高島プレイス１Ｆ
〒162-0825東京都新宿区神楽坂６－４６ローベル神楽坂ビル１Ｆ
〒162-0837東京都新宿区納戸町１２長森ビル１Ｆ
〒165-0032東京都中野区鷺宮３－１５－１西武新宿線鷺ノ宮駅舎内
〒167-0032東京都杉並区天沼３－３－３渋澤荻窪ビルディングＢ１
〒167-0053東京都杉並区西荻南３－１１－１グリーンコート西荻窪
〒168-0065東京都杉並区浜田山３－３４－２奥井ビル１Ｆ
〒173-0004東京都板橋区板橋１丁目４８－１７第２協立コーポレーションビル１Ｆ
〒173-0014東京都板橋区大山東町２４－１０生駒ビル１Ｆ
〒174-0063東京都板橋区前野町３丁目２０－１カスミ１階
〒175-0094東京都板橋区成増２丁目２０－１
〒182-0002東京都調布市仙川町１丁目１８－３
〒189-0013東京都東村山市栄町２－２１－２島田ビル３－１Ｆ
〒189-0014東京都東村山市本町２－３－３２西武新宿線東村山駅構内
〒190-0023東京都立川市柴崎町３－６－３０中晋ビル３Ｆ
〒205-0002東京都羽村市栄町１丁目３－１１
〒211-0044神奈川県川崎市中原区新城１丁目３－１
〒213-0002神奈川県川崎市高津区二子２丁目１－１
〒231-0033神奈川県横浜市中区長者町６－８８－１グラン・アルベーラ横濱
〒232-0022神奈川県横浜市南区高根町１－３高嶺グリーンハイツ１Ｆ
〒236-0042神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－３－１キッツスポーツスクエア金沢文庫１Ｆ
〒236-0042神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２丁目１－１アピタ金沢文庫店２階
〒241-0022神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２－２１－１５小坂ビル１Ｆ
〒243-0018神奈川県厚木市中町３－１２－５ホテルビスタ厚木１Ｆ
〒244-0003神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１
〒244-0816神奈川県横浜市戸塚区上倉田町７６９－１アピタ戸塚２Ｆ
〒246-0022神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２－１９三ツ境ライフ２階
〒251-0043神奈川県藤沢市辻堂元町４－９－２７
〒260-0813千葉県千葉市中央区生実町１２６４－１
〒270-0034千葉県松戸市新松戸４－１２６
〒270-2214千葉県松戸市松飛台７６－１
〒270-2261千葉県松戸市常盤平５－１７－１０

電話
0123-23-5488
011-381-3701
0155-24-1860
0246-35-5709
022-356-6991
022-292-5933
022-366-5036
03-3253-5450
03-3251-3977
03-3258-1751
03-3238-1292
03-3262-7004
03-3264-7835
03-3843-1151
03-5834-2114
03-3828-6512
03-3905-2629
03-3809-8865
03-3801-5326
03-5811-7154
03-5697-7033
03-3882-9970
03-3858-0845
03-5242-0259
03-6806-3277
03-3886-6107
03-6657-7134
03-3602-0305
03-3603-0275
03-3635-3768
03-3683-0177
03-3659-8224
03-3658-1007
03-3686-8336
03-5675-4720
03-3643-0708
03-6458-8688
03-3531-1611
03-3638-5547
03-3649-1154
03-3778-7557
03-3788-4332
03-3766-5314
03-5726-8681
03-3499-1570
03-5728-2123
03-5358-6707
03-5304-7282
03-3376-0880
03-3714-5454
03-3325-2155
03-5316-3561
03-3260-6330
03-3267-4350
03-5327-5491
03-3391-3371
03-3333-3440
03-5374-1154
03-3963-5881
03-3963-2605
03-5918-8636
03-3930-1754
03-5969-8251
042-395-5551
042-390-1377
042-548-3345
042-555-0965
044-982-0819
044-819-7581
045-261-3155
045-242-0950
045-788-5454
045-349-5033
045-382-3214
046-297-3236
045-860-5277
045-881-6311
045-744-8951
0466-35-3683
043-265-1123
047-340-3523
047-389-3682
0473-85-3535

珈琲館 南行徳店
〒272-0143千葉県市川市相之川４丁目１８－１
珈琲館 中山店
〒273-0035千葉県船橋市本中山２丁目１０－１
珈琲館 ＳＰ鎌ヶ谷店
〒273-0101千葉県鎌ケ谷市富岡１丁目１－３ショッピングプラザ鎌ヶ谷１Ｆ
珈琲館 北習志野店
〒274-0063千葉県船橋市習志野台２－４－４
珈琲館 ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼店 〒275-0016千葉県習志野市津田沼１丁目２３－１イオンモール津田沼１Ｆ
珈琲館 八千代緑が丘店
〒276-0049千葉県八千代市緑が丘２丁目１－３イオンモール八千代緑が丘３Ｆ
珈琲館 モラージュ柏店
〒277-0837千葉県柏市大山台２丁目３番地モラージュ柏２ＦＢ－１５
珈琲館 柏店
〒277-0843千葉県柏市明原２－３－１４柏みなもとハイツ１Ｆ
珈楽庵 南柏店
〒277-0856千葉県柏市新富町１－２－３８
珈琲館 ユーカリが丘店
〒285-0858千葉県佐倉市ユーカリが丘４－１－４ユーカリプラザ２Ｆ
珈琲館 木更津店
〒292-0804千葉県木更津市文京４丁目１－２７
珈琲館 君津店
〒299-1152千葉県君津市久保１－１アピタ君津１Ｆ
珈琲館 ボックスヒル取手店 〒302-0014茨城県取手市中央町２－５
珈琲館 イーアスつくば店 〒305-0817茨城県つくば市研究学園５－１９イーアスつくば店２Ｆ
珈琲館 鹿島店
〒314-0031茨城県鹿嶋市宮中２９０－１鹿島ショッピングセンターチエリオ２Ｆ
珈琲館 日立店
〒317-0073茨城県日立市幸町１－１７－１ピ・タッチ２Ｆ
珈琲館 宇都宮店
〒320-0058栃木県宇都宮市上戸祭２－３－１３
珈琲館 作新学院前店
〒320-0851栃木県宇都宮市鶴田町字鹿沼道北２１８０番地３
珈琲館 ＦＫＤ店
〒321-0118栃木県宇都宮市インターパーク６丁目１－１２Ｆ
珈琲館 ﾍﾞﾙﾓｰﾙ宇都宮店 〒321-0904栃木県宇都宮市陽東６－２－１ベルモール２Ｆ
珈琲館 小山５０号店
〒323-0820栃木県小山市西城南２－３－２
珈琲館 足利南店
〒326-0831栃木県足利市堀込町２４６８
珈琲館 さいたま新都心店
〒330-0071埼玉県さいたま市浦和区上木崎１丁目１３－１
珈琲館 北浦和店
〒330-0074埼玉県さいたま市浦和北浦和４－３－１０若松屋ビル１Ｆ
珈琲館 大宮ｽﾃﾗﾓｰﾙ店
〒331-0812埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１ステラタウン１Ｆ
珈琲館 宮原店
〒331-0812埼玉県さいたま市北区宮原町２－３８－７
珈琲館 大宮西店
〒331-0825埼玉県さいたま市北区櫛引町２－２００－１
珈琲館 西川口並木店
〒332-0034埼玉県川口市並木２－４－３マサキビル内
珈琲館 ｲｵﾝﾓｰﾙ川口店
〒333-0834埼玉県川口市安行領根岸３１８０番地イオンモール川口２Ｆ
珈琲館 川口北園町店
〒333-0862埼玉県川口市北園町１６－７
珈琲館 南浦和店
〒336-0025埼玉県さいたま市南区文蔵２－３－１長沢ビル１Ｆ
珈琲館 東浦和店
〒336-0917埼玉県さいたま市緑区芝原３－３５－５
珈琲館 大宮東新井店
〒337-0032埼玉県さいたま市見沼東新井９－１
珈琲館 八潮店
〒340-0816埼玉県八潮市中央２－６－１７
珈琲館 春日部武里店
〒344-0022埼玉県春日部市大畑９１９－１８
珈琲館 久喜ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ店
〒346-0003埼玉県久喜市久喜中央４丁目９－１１イトーヨーカドー久喜１Ｆ
珈琲館 川越新富町店
〒350-0043埼玉県川越市新富町２－９－１クレスト川越１Ｆ
珈琲館 川越的場店
〒350-1107埼玉県川越市的場新町２１－１０
CAFF'E珈琲館 川越駅前店 〒350-1123埼玉県川越市脇田本町１－３グランベル川越ビル１Ｆ
珈琲館 新座店
〒352-0004埼玉県新座市大和田４－１６
珈琲館 ソヨカふじみ野店
〒356-0056埼玉県ふじみ野市うれし野２丁目１０－３ソヨカふじみ野１Ｆ
珈琲館 飯能店
〒357-0035埼玉県飯能市柳町８－１２コトブキビル１Ｆ
珈琲館 入間店
〒358-0011埼玉県入間市下藤沢１１３７－３
珈琲館 熊谷店
〒360-0825埼玉県熊谷市月見町２－１－１
珈琲館 籠原店
〒360-0846埼玉県熊谷市大字拾六間７６３－１
珈琲館 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｳｫｰｸ桶川店 〒363-0025埼玉県桶川杜市計画事業下日出谷東特定土地区画整理事業地内４２街区１画地ベニバナウォーク桶川２階
珈琲館 北本店
〒364-0007埼玉県北本市東間５丁目９－１
珈琲館 アリオ深谷店
〒366-0052埼玉県深谷市上柴町西４丁目２－１４アリオ深谷店２Ｆ
珈琲館 アピタ本庄店
〒367-0048埼玉県本庄市南１丁目２－１０
珈楽庵 深谷花園店
〒369-1246埼玉県深谷市小前田５４０－１
珈琲館 高崎小鳥町店
〒370-0074群馬県高崎市下小鳥町４５３－１
珈琲館 大泉店
〒370-0513群馬県邑楽郡大泉町東小泉２－３４－２４
珈琲館 高崎城南大橋店
〒370-0845群馬県高崎市新後閑町１０－２０
珈琲館 けやきウォーク店
〒371-0801群馬県前橋市文京町２丁目１－１けやきウォーク前橋１階
珈琲館 前橋南部大橋店
〒371-0805群馬県前橋市南町２－４９－１
珈琲館 伊勢崎西店
〒372-0802群馬県伊勢崎市田中島町１４７－１
珈琲館 太田北店
〒373-0033群馬県太田市西本町１７－１
珈琲館 太田南店
〒373-0823群馬県太田市西矢島町３１８－１
珈琲館 桐生店
〒376-0011群馬県桐生市相生町１－１６７－１
珈琲館 渋川有馬店
〒377-0005群馬県渋川市有馬２０８－３
珈琲館 南松本店
〒390-0834長野県松本市高宮中１－２０南松本ＳＣ３Ｆ
珈琲館 伊那店
〒396-0001長野県伊那市福島２３４－１伊那福島ショッピングパーク内
珈琲館 静岡パルシェ店
〒420-0851静岡県静岡市葵区黒金町４９
珈琲館 浜松ｱｸﾄﾌﾟﾗｻﾞ店
〒430-7719静岡県浜松市板屋町１１１－２浜松アクトタワーＢ１
珈楽庵 浜松店
〒431-3121静岡県浜松市東区有玉北町１２２９
珈琲館 ららぽーと磐田店 〒438-0801静岡県磐田市高見丘１２００番地ららぽーと磐田２Ｆ２３１０
珈蔵
半田店
〒475-0061愛知県半田市一ノ草町２０２－１
珈蔵
東海店
〒476-0003愛知県東海市荒尾町北中ノ山５－２
珈琲館 アピタ稲沢東店
〒492-8092愛知県稲沢市志津穂所１丁目１番１アピタ稲沢東店１Ｆ
珈蔵
岐阜店
〒500-8231岐阜県岐阜市前一色西町７－３０
珈楽庵 岐阜河渡店
〒501-0105岐阜県岐阜市河渡３丁目２２－１
珈楽庵 岐阜大垣店
〒503-0807岐阜県大垣市今宿３－１０－１
珈琲館 名張店
〒518-0702三重県名張市鴻之台２番町５８
珈琲館 イオン伊賀上野店 〒518-0823三重県伊賀市四十九町１８５０番地イオンタウン伊賀上野１階
珈琲館 南彦根店
〒522-0042滋賀県彦根市戸賀町１４２－１
珈琲館 近江八幡店
〒523-0891滋賀県近江八幡市鷹飼町５００－３イオン近江八幡店２Ｆ
珈琲館 草津近鉄店
〒525-0026滋賀県草津市渋川１丁目１０６０番地２１㈱草津近鉄百貨店内３Ｆ
CDEK エルティ草津店
〒525-0032滋賀県草津市大路１丁目１－１エルティ草津１Ｆ
珈琲館 南草津店
〒525-0055滋賀県草津市野路町１－１７－２フェリエ南草津１Ｆ
珈琲館 長浜店
〒526-0831滋賀県長浜市宮司町１１４８－１
珈琲館 堂島店
〒530-0003大阪府大阪市北区堂島２丁目２－２３白雲ビル１Ｆ
珈琲館 茶屋町アプローズ店〒530-0013大阪府大阪市北区茶屋町１９－１９茶屋町アプローズＢ１
CDEK
大阪天満宮店
〒530-0044大阪府大阪市北区東天満２－６－１０篠原東天満ビル１階
珈琲館 阪急三国駅店
〒532-0005大阪府大阪市淀川区三国本町３丁目３７－１

047-397-6575
047-314-5455
047-404-8651
0474-63-8811
047-411-7730
047-458-8051
04-7137-6107
04-7146-2213
04-7146-0786
043-463-7899
0438-25-7293
0439-54-8880
0297-72-6101
029-886-9511
0299-82-1704
0294-21-7411
028-643-2477
028-678-4071
028-657-6119
028-613-5108
0285-31-4771
0284-73-2221
048-711-2754
048-824-8810
048-651-8515
048-664-0590
048-652-9041
048-257-6261
048-288-7890
048-268-9896
048-866-7688
048-712-2388
048-687-0051
048-997-5645
048-812-8812
0480-23-2582
049-228-7177
049-299-5151
049-244-9107
048-477-9778
049-265-3617
0429-72-0121
04-2964-8889
048-599-3063
048-533-2629
048-871-7544
048-542-6455
048-598-6651
0495-21-1154
048-584-6837
027-363-5351
0276-63-2955
027-327-2521
027-224-9850
027-223-6386
0270-21-1666
0276-22-6886
0276-60-2260
0277-40-2030
0279-22-0968
0263-27-8645
0265-96-7022
054-266-5360
053-459-1271
053-543-9070
0538-59-0155
0569-77-9395
052-601-2239
0587-21-8844
058-247-9582
058-251-0361
0584-82-0403
05956-4-5777
0595-42-8844
0749-21-0150
0748-38-0141
0775-61-3661
077-562-8251
077-561-1800
0749-65-4151
06-6342-5488
06-6292-0139
06-6881-5810
06-6398-5673
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珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
CDEK
珈琲館
CDEK
CDEK
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈蔵
CDEK
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
CDEK
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
CDEK
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈蔵
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
CDEK
CDEK
珈琲館
珈蔵
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈蔵
珈琲館
CDEK
珈蔵
CDEK
珈琲館
珈蔵
珈琲館
珈琲館
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CDEK
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珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
CDEK
珈蔵
CDEK
珈琲館

千林店
関目店
森ノ宮店
今福鶴見店
ＯＢＰ店
玉造店
天満橋店
大阪本店
心斎橋店
寺田町店
北巽店
文の里店
天王寺店
あべのベルタ店
イオン喜連瓜破店
平野店
靭本町店
日本橋店
なんばCITY店
天下茶屋店
長居店
あびこ店
エトレ豊中店
服部店
箕面店
箕面店
ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ岸辺店
イオン茨木店
アルプラザ茨木店
大和田店
萱島店
枚方けやき通り店
藤阪駅前店
ﾎﾟｯﾌﾟﾀｳﾝ住道店
布施店
小阪店
八戸ノ里店
鴻池新田店
河内長野店
原山台店
御池台店
熊取店
和泉中央店
桃山学院大学店
泉大津店
岸和田店
二色の浜店
堺伏尾店
京都東本願寺前店
イオン久御山店
イオン御経塚店
小杉店
奈良三条店
エコール・マミ店
紀ノ川ＳＡ店
三宮西口店
春日野道店
井吹台店
尼崎店
イオン尼崎店
アクタ西宮北口店
甲子園口店
伊丹店
伊丹店
明石店
大久保店
ＩＹ明石店
ｳｪﾙﾈｰｼﾞ店
加古川店
岡南店
原尾島店
西大寺ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽ店
TSUTAYA玉野店
TSUTAYA山陽店
倉敷インター店
新倉敷店
ｲｵﾝﾀｳﾝ水島店
総社店
八丁堀店
広島本通中央店
三井ＧＨ広島店
広島沼田店
広島駅前店
東広島店

〒535-0012大阪府大阪市旭区千林２－１３－５
〒536-0008大阪府大阪市城東区関目５－１５－２５グレンデ・ユウ１Ｆ
〒537-0025大阪府大阪市東成区中道１丁目１－１岡室ビル２階
〒538-0053大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１１－６４フレスポ鶴見
〒540-0001大阪府大阪市中央区城見２－２－２２マルイトＯＢＰビル１Ｆ
〒540-0004大阪府大阪市中央区玉造１－５－６グランドヒル玉造１Ｆ
〒540-0032大阪府大阪市中央区天満橋京町２－５岡本ビル１Ｆ
〒541-0059大阪府大阪市中央区博労町２－２－１３大阪堺筋ビル１Ｆ
〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場３－５－１ＫＭビル１・２Ｆ
〒543-0045大阪府大阪市天王寺区寺田町２－５－５英松ビル１階
〒544-0004大阪府大阪市生野区巽北３丁目１５－２４豊都ビル１０１
〒545-0021大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－２５－２アネックス１Ｆ
〒545-0052大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６阿倍野センタービルＢ２
〒545-0052大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋３－６０あべのベルタＢ２
〒547-0024大阪府大阪市平野区瓜破２－１－１３イオン喜連瓜破ＳＣ１Ｆ
〒547-0041大阪府大阪市平野区平野北１－８－２マックスバリュー平野駅前店１Ｆ
〒550-0004大阪府大阪市西区靭本町１－４－１６南平ビル１階
〒556-0005大阪府大阪市浪速区日本橋３丁目７－８
〒556-0011大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０－１なんばシティ南館Ｂ１
〒557-0041大阪府大阪市西成区岸里１丁目１－９５イズミヤ天下茶屋店１Ｆ
〒558-0004大阪府大阪市住吉区長居東４－２－１１ドムール長居１Ｆ
〒558-0014大阪府大阪市住吉区我孫子３－２－１５
〒560-0026大阪府豊中市玉井町１－１－１エトレ豊中２Ｆ
〒561-0859大阪府豊中市服部豊町１丁目２－６
〒562-0001大阪府箕面市箕面５－１２－６８エミビル１Ｆ
〒562-0027大阪府箕面市石丸１丁目１０－７
〒564-0011大阪府吹田市岸部南１－１３－１フレンドマート岸辺店フードコート内
〒567-0033大阪府茨木市松ヶ本町８－３０イオン茨木ショッピングセンター２Ｆ
〒567-0065大阪府茨木市上郡２－１２－８アルプラザ茨木２０３
〒571-0079大阪府門真市野里町９－９カーサ東ビル１Ｆ
〒572-0827大阪府寝屋川市萱島本町１９－３エル萱島東Ｄ－３
〒573-0084大阪府枚方市香里ヶ丘４－２－３－１１９
〒573-0156大阪府枚方市藤阪南町２－３－５
〒574-0046大阪府大東市赤井１丁目４番３号ポップタウン住道オペラパーク南館１Ｆ
〒577-0055大阪府東大阪市長栄寺３－６メゾンデール布施１Ｆ
〒577-0801大阪府東大阪市小阪１－７－２－１０８小阪第２近鉄ビル
〒578-0947大阪府東大阪市西岩田３－５－８
〒578-0974大阪府東大阪市鴻池元町８－２
〒586-0002大阪府河内長野市市町１１１２－３
〒590-0132大阪府堺市南区原山台５丁目９－８原山台アベニュー１Ｆ
〒590-0134大阪府堺市南区御池台２－１１－１２
〒590-0403大阪府泉南郡熊取町大久保中１－７－２８
〒594-0041大阪府和泉市いぶき野５－７－５
〒594-1152大阪府和泉市まなび野１番１号桃山学院大学聖ヨハネ館２階
〒595-0012大阪府泉大津市北豊中町３－１－１３
〒596-0049大阪府岸和田市八阪町１－１０－２９
〒597-0062大阪府貝塚市澤８３４－１
〒599-8254大阪府堺市中区伏尾４８
〒600-8211京都府京都市下京区七条通烏丸東入ル真苧屋町１９５
〒613-0024京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山ショッピングセンター２Ｆ
〒921-8801石川県野々市市御経塚２丁目９１イオン御経塚ショッピングセンター２階
〒939-0332富山県射水市橋下条赤田６街区１７
〒630-8236奈良県奈良市下三条町３８
〒639-0223奈良県香芝市真美ヶ丘６丁目－１０エコールマミ南館２Ｆ
〒649-6331和歌山県和歌山市北野７４４－５阪和自動車道紀ノ川サービスエリア下り車線
〒650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭１－１－１神戸阪急ビル西館２階
〒651-0071兵庫県神戸市中央区筒井町３－１７－４メゾン・ド・アクトゥール１０１
〒651-2244兵庫県神戸市西区井吹台北町２丁目１７－１０
〒660-0883兵庫県尼崎市神田北通り６－１５３フジ商産ビル２Ｆ
〒661-0965兵庫県尼崎市次屋３丁目１３－１８イオン尼崎ショッピングモール２Ｆ
〒663-8035兵庫県西宮市北口町１－１アクタ西宮西館２階Ｗ－２
〒663-8113兵庫県西宮市甲子園口２－１－６安藤ビル１Ｆ
〒664-0005兵庫県伊丹市瑞原２丁目１－１
〒664-0858兵庫県伊丹市西台１－２－６山本不動産第２ビルＢ１
〒673-0849兵庫県明石市茶園場町１－２０
〒674-0066兵庫県明石市大久保町福田３丁目１－４５
〒674-0094兵庫県明石市二見町西二見１４５４イトーヨーカドー明石店３Ｆ
〒675-0065兵庫県加古川市加古川町篠原３０－１（ＪＲ加古川駅北側）ウェルネージかこがわ１Ｆ
〒675-0127兵庫県加古川市別府町石町９４
〒702-8056岡山県岡山市南区築港新町１丁目１８－５ハピータウン岡南店２Ｆ
〒703-8235岡山県岡山市中区原尾島１丁目６－２０天満屋ハピータウン原尾島店２Ｆ
〒704-8117岡山県岡山市東区西大寺南１丁目－２西大寺グリーンテラス１Ｆ
〒706-0011岡山県玉野市宇野１－１１－１
〒709-0816岡山県赤磐市下市４１３－１
〒710-0003岡山県倉敷市平田２８３－１
〒710-0253岡山県倉敷市新倉敷駅前３－１０３５
〒712-8066岡山県倉敷市水島高砂町３番１１号イオンタウン水島ショッピングセンター内
〒719-1125岡山県総社市井手１２５７
〒730-0013広島県広島市中区八丁堀６－１１グレイスビル１Ｆ
〒730-0035広島県広島市中区本通７－２５高橋ビルB１Ｆ
〒730-0037広島県広島市中区中町９－１２三井ガーデンホテル広島１階
〒731-3164広島県広島市安佐南区伴東７丁目１６番１号
〒732-0822広島県広島市南区松原町２－５０
〒739-0024広島県東広島市西条町大字御薗宇５４８６－１

06-6956-0269
06-6939-8657
06-6974-1717
06-6914-6010
06-6945-8001
06-6761-2721
06-6941-7587
06-6271-3989
06-6243-5256
06-6773-5225
06-6751-7477
06-6621-7761
06-6644-9464
06-6641-8535
06-6760-7455
06-4303-6001
06-6459-3518
06-6631-4500
06-6556-6190
06-6656-7265
06-6698-9723
06-6608-4011
06-6845-5252
06-6865-4080
0727-25-2020
072-727-5559
06-6318-2770
0726-20-1282
0726-40-1005
072-882-7730
072-820-2229
072-860-2202
072-809-4408
072-869-2125
06-6785-4810
06-6781-4649
06-6782-1907
06-4309-0054
0721-50-1020
072-297-3348
072-295-9058
072-451-1330
0725-57-9011
0725-51-3250
0725-41-7931
072-438-5122
0724-36-8113
072-276-6777
075-351-9157
075-748-9501
076-240-3131
0766-56-5155
0742-27-2777
0745-71-5875
073-461-8555
078-327-8665
078-261-3690
078-991-9610
06-6413-1516
06-6496-4045
0798-62-1072
0798-67-7655
072-773-0075
0727-82-2588
078-919-6687
078-937-0117
078-949-3539
079-421-8821
079-436-0117
086-265-7177
086-271-0300
086-943-4880
0863-33-6266
086-956-0707
086-435-5533
086-523-2310
086-440-5337
0866-94-9055
082-511-3327
082-247-0225
082-242-2708
082-848-0320
082-568-1800
0824-31-3777

珈琲館
珈琲館
珈蔵
珈琲館
珈蔵
珈琲館
珈蔵
珈蔵
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈琲館
珈蔵
珈琲館
珈琲館
珈琲館

安芸の宮島店
玖珂店
高松店
ゆめタウン高松店
宇多津店
まつちか店
祝谷店
桑原店
永犬丸店
JR博多駅店
ゆめタウン博多店
次郎丸店
大橋店
ザ・モール春日店
ゆめタウン行橋店
熊本小山店
フレスポ春日浦店
ゆめタウン中津店
ｲｵﾝﾓｰﾙ三光店

〒739-0505広島県廿日市市宮島町１１６５－２
〒742-0344山口県岩国市玖珂町１０１１－１
〒760-0079香川県高松市松縄町５２６－１
〒761-8072香川県高松市三条町中所６０８－１ゆめタウン高松店１Ｆ
〒769-0205香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁４７－１０
〒790-0012愛媛県松山市湊町５－１－１まつちかタウン内
〒790-0833愛媛県松山市祝谷４丁目７－１６
〒790-0911愛媛県松山市桑原４丁目８－１７
〒807-0831福岡県北九州市八幡西区則松７丁目１－２３
〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１１新幹線博多駅構内
〒812-0055福岡県福岡市東区東浜１－１－１ゆめタウン博多２Ｆ
〒814-0165福岡県福岡市早良区次郎丸４－１－１ＪＳビル１Ｆ
〒815-0033福岡県福岡市南区大橋１丁目－１５－６アルボーレ大橋ビル１Ｆ
〒816-0814福岡県春日市春日５丁目１７
〒824-0031福岡県行橋市西宮市３－８－１
〒861-8045熊本県熊本市東区小山６丁目２２－１７
〒870-0005大分県大分市王子北町２５番１号
〒871-0033大分県中津市大字島田１３４－１ゆめタウン中津２Ｆ
〒871-0111大分県中津市三光佐知１０３２

0829-44-1666
0827-81-1266
092-882-0118
087-868-5385
087-756-7311
089-945-4908
089-917-8088
089-935-5505
093-692-1405
092-415-1102
092-632-3255
092-871-8370
092-562-1600
092-595-8877
0930-26-5518
096-388-3789
097-532-3552
0979-23-7712
0979-27-7738

