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北海道 札幌市中央区 札幌ステラプレイス店 東京都 江東区 東京ビッグサイト店
札幌市中央区 サッポロファクトリー店 江東区 ダイバーシティ東京プラザ店
札幌市⻄区 札幌ちえりあ店 江東区 アトレ⻲⼾店
札幌市厚別区 カテプリ新さっぽろ店 江東区 豊洲フロント店
旭川市 イオンモール旭川⻄店 品川区 アトレ目⿊店
北広島市 三井アウトレットパーク札幌北広島店 大田区 東邦大森病院店

宮城県 仙台市宮城野区 三井アウトレットパーク仙台港店 大田区 京急蒲田駅店
仙台市太白区 ララガーデン⻑町店 大田区 東急プラザ蒲田店

茨城県 ⽔⼾市 イオンモール⽔⼾内原店 大田区 ﾌﾞﾙｰｽｶｲﾀﾘｰｽﾞｺｰﾋｰ羽田空港第一ﾀｰﾐﾅﾙ店
土浦市 土浦協同病院店 世田谷区 経堂コルティ店
ひたちなか市 ニューポートひたちなか店 渋谷区 渋谷スクランブルスクエア店
稲敷郡 あみプレミアム・アウトレット店 渋谷区 東急プラザ渋谷店

栃木県 宇都宮市 東武宇都宮店 杉並区 ビーンズ阿佐ヶ谷店
群馬県 安中市 横川ＳＡ下り店 豊島区 池袋サンシャインシティアルパ店
埼玉県 さいたま市大宮区 ルミネ大宮店 豊島区 立教大学店

さいたま市浦和区 浦和パルコ店 豊島区 with U ルミネ池袋店
東松山市 高坂ＳＡ上り店 豊島区 ルミネ池袋店
上尾市 上尾中央総合病院店 豊島区 サンシャイン⽔族館店
上尾市 イーサイト上尾店 豊島区 サンシャイン60展望台店
草加市 草加VARIE2店 豊島区 アトレヴィ巣鴨店
越谷市 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン店 練馬区 大泉学園店
⼾⽥市 ⼾田中央総合病院店 練馬区 順天堂大学練馬病院店
入間市 三井アウトレットパーク入間店 足立区 ルミネ北千住店
和光市 和光理化学研究所店 八王子市 三井アウトレットパーク多摩南大沢店
三郷市 ららぽーと新三郷店 立川市 グランデュオ立川店

千葉県 千葉市中央区 ペリエ千葉店 武蔵野市 nonowa武蔵境店
千葉市中央区 千葉みなと店 武蔵野市 武蔵野赤十字病院店
千葉市美浜区 三井アウトレットパーク幕張店 武蔵野市 アトレ吉祥寺店
船橋市 ららぽーとTOKYO-BAY店 三鷹市 三鷹駅南口店
木更津市 三井アウトレットパーク木更津店 府中市 フレスポ府中店
松⼾市 アトレ松⼾店 昭島市 昭島モリタウン店
成⽥市 with U イオンモール成田店 町田市 南町田グランベリーパーク駅店
成⽥市 成田空港第1ターミナル北ウイング店 町田市 with U 小田急百貨店町田店
成⽥市 成田空港第２ターミナル店 町田市 町田モディ店
成⽥市 成田空港第1ターミナル南ウイング店 国分寺市 セレオ国分寺店
成⽥市 Tokyo Food Bar 成田空港店 神奈川県 横浜市⻄区 横浜ジョイナス店
習志野市 イオンモール津田沼店 横浜市⻄区 横浜ポルタ店
柏市 ららぽーと柏の葉北館店 横浜市⻄区 マークイズみなとみらい店
柏市 セブンパークアリオ柏店 横浜市⻄区 みなとみらい東急スクエア1店
柏市 柏モディ店 横浜市中区 横浜ワールドポーターズ店
柏市 ららぽーと柏の葉店 横浜市金沢区 ウィングキッチン金沢八景店
君津市 君津駅前店 横浜市港北区 トレッサ横浜店
浦安市 イクスピアリ店 横浜市港北区 新横浜プリンスペペ店

東京都 千代⽥区 ＆TEA ルミネ有楽町店 横浜市港南区 ウィング上大岡店
千代⽥区 日比谷シャンテ店 横浜市⻘葉区 ⻘葉台駅店
千代⽥区 丸の内ＣＡＦＥ会店 横浜市都筑区 ららぽーと横浜店
千代⽥区 PCP丸の内店 川崎市川崎区 ウィングキッチン京急川崎店
千代⽥区 リクルート店 川崎市幸区 ラゾーナ川崎店
千代⽥区 大丸東京店 川崎市中原区 新丸子店
千代⽥区 アトレ秋葉原店 川崎市宮前区 宮崎台店
千代⽥区 四ツ谷東口店 相模原市緑区 アリオ橋本店
千代⽥区 平河町森タワー店 平塚市 ららぽーと湘南平塚店
中央区 銀座三越コミュ店 藤沢市 湘南藤沢オーパ店
中央区 マロニエゲート銀座２店 藤沢市 湘南モールＦＩＬＬ店
中央区 プライムファイブ東急プラザ銀座店 藤沢市 トレアージュ白旗店
中央区 朝日新聞東京本社ビル店 茅ヶ崎市 ウィズマーロウラスカ茅ヶ崎店
港区 泉岳寺駅前店 海老名市 丸の内 CAFE 会ららぽーと海老名店
港区 芝ＮＢＦタワー店 綾瀬市 綾瀬タウンヒルズ店
港区 神谷町プライムプレイス店 石川県 金沢市 Ｒｉｎｔｏ１００ｂａｎｇａｉ店
新宿区 ルミネエスト新宿店 山梨県 甲府市 セレオ甲府店
新宿区 都庁店 甲府市 セレオ甲府ANNEX店
新宿区 早大理工店 ⻑野県 ⻑野市 MIDORI⻑野店
新宿区 新宿御苑駅前店 上田市 上田駅店
文京区 東京ドームシティラクーア店 諏訪市 上諏訪店
文京区 東京ドームシティクリスタルアベニュー店 北佐久郡軽井沢町 軽井沢プリンスショッピングプラザ店
台東区 隅田公園店 岐阜県 岐阜市 カラフルタウン岐阜店
墨⽥区 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 土岐市 土岐プレミアム・アウトレット店
墨⽥区 錦糸町テルミナ店 土岐市 土岐プレミアム・アウトレットサテライト店
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いつもタリーズコーヒーをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
現在、新型コロナウィルス緊急事態宣言を受け、一部店舗を休業させて頂いております。尚、各自治体の方針などにより、休業日を随時、変更
する可能性がございます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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静岡県 静岡市清⽔区 清⽔駅前店 福岡県 福津市 イオンモール福津店
沼津市 沼津駅南口イーラｄｅ店 糟屋郡粕屋町 フタバ図書TERAイオンモール福岡店
沼津市 ららぽーと沼津店 佐賀県 鳥栖市 鳥栖プレミアムアウトレット店
富士市 富士川楽座店 熊本県 紙益城郡益城町 熊本空港店
磐田市 ららぽーと磐田店 宮崎県 延岡市 イオン延岡店
御殿場市 御殿場プレミアム・アウトレット店 沖縄県 那覇市 那覇空港店

愛知県 名古屋市東区 イオンモールナゴヤドーム前店 浦添市 ＆TEA 浦添⻄海岸パルコシティ店
名古屋市中村区 大名古屋ビルヂング店
名古屋市中村区 タカシマヤゲートタワーモール店
名古屋市中区 栄セントラルパーク店
名古屋市中区 電気文化会館店
名古屋市港区 ららぽーと名古屋みなとアクルス店
常滑市 イオンモール常滑店
常滑市 イオンモール常滑BOOK＆CAFE店
日進市 プライムツリー赤池店

三重県 桑名市 くわなメディアライヴ店
滋賀県 蒲⽣郡⻯王町 三井アウトレットパーク滋賀⻯王店
京都府 京都市北区 立命館大学衣笠キャンパス店

京都市中京区 河原町オーパ店
京都市下京区 ＆TEA 京都タカシマヤ店
京都市南区 京都アバンティ店
京都市右京区 嵐電嵐山駅店

大阪府 大阪市此花区 ザ パーク フロント ホテル店
大阪市浪速区 PAUSE なんばパークス店
大阪市浪速区 なんばEKIKAN店
大阪市阿倍野区 近鉄あべのハルカス店
大阪市鶴見区 三井アウトレットパーク大阪鶴見店
大阪市北区 阪急百貨店うめだ本店10Ｆスタッフカフェ店
大阪市北区 阪急百貨店うめだ本店8Ｆ店
大阪市北区 阪急三番街北館店
大阪市北区 阪急三番街南館店
大阪市北区 グランフロント大阪北館１Ｆ店
大阪市北区 グランフロント大阪北館９Ｆ店
大阪市北区 ＆TEA グランフロント大阪南館店
大阪市北区 大阪ステーションシティ店
大阪市北区 大丸梅田店
大阪市北区 ルクア イーレ 5F店
大阪市中央区 花のれんなんばグランド花月店
大阪市中央区 堺筋本町店
大阪市中央区 大阪城公園駅前店
大阪市中央区 大阪城天守閣前店
大阪市中央区 KAIYODO 大丸心斎橋店
堺市堺区 イオンモール堺鉄砲町店
豊中市 伊丹空港店
吹田市 ららぽーとEXPOCITY店
枚方市 KUZUHA MALL店
泉佐野市 りんくうシークル店
和泉市 ららぽーと和泉店
四條畷市 丸の内 CAFE 会イオンモール四條畷店

兵庫県 神⼾市兵庫区 イオンモール神⼾南店
神⼾市垂⽔区 三井アウトレットパークマリンピア神⼾店
神⼾市北区 イオンモール神⼾北店
神⼾市中央区 神⼾中央市⺠病院店
⻄宮市 with U ⻄宮阪急店

奈良県 奈良市 近鉄奈良店
和歌山県 和歌山市 和歌山マリーナシティ店
岡山県 岡山市北区 イオンモール岡山店
広島県 広島市⻄区 フタバ図書アルティアルパーク北棟店

安芸郡府中町 イオンモール広島府中店
福岡県 北九州市小倉北区 小倉店

福岡市博多区 ＆TEA 博多駅マイング店
福岡市博多区 キャナルシティ博多店
福岡市博多区 博多マルイ店
福岡市博多区 丸の内 CAFE 会博多マルイ店
福岡市中央区 with U 大丸福岡天神店
福岡市中央区 ホテルユニゾ福岡天神店
大牟田市 イオンモール大牟田店
直方市 イオンモール直方店
筑紫野市 イオンモール筑紫野店


