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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 渋谷区 エビススバルビル店
札幌市中央区 市立札幌病院店 渋谷区 渋谷ソラスタ店
札幌市北区 北海道大学病院店 渋谷区 渋谷スクランブルスクエア店
札幌市⻄区 札幌ちえりあ店 渋谷区 東急プラザ渋谷店
旭川市 旭川赤十字病院店 杉並区 ビーンズ阿佐ヶ谷店
釧路市 市立釧路総合病院店 豊島区 池袋サンシャインシティアルパ店

宮城県 仙台市⻘葉区 東北大学病院店 豊島区 立教大学店
茨城県 ⽔⼾市 ⽔⼾赤十字病院店 豊島区 with U ルミネ池袋店

土浦市 土浦協同病院店 豊島区 ルミネ池袋店
つくば市 筑波大学附属病院店 豊島区 サンシャイン⽔族館店

群馬県 安中市 横川ＳＡ下り店 豊島区 サンシャイン60展望台店
埼玉県 さいたま市大宮区 ルミネ大宮店 豊島区 キュープラザ池袋店

上尾市 上尾中央総合病院店 豊島区 アトレヴィ巣鴨店
和光市 和光理化学研究所店 練馬区 大泉学園店

千葉県 千葉市中央区 千葉みなと店 練馬区 順天堂大学練馬病院店
松⼾市 アトレ松⼾店 足立区 ルミネ北千住店
成田市 成田空港第1ターミナル北ウイング店 武蔵野市 nonowa武蔵境店
成田市 成田空港第２ターミナル店 武蔵野市 武蔵野赤十字病院店
成田市 成田空港第1ターミナル南ウイング店 武蔵野市 アトレ吉祥寺店
成田市 Tokyo Food Bar 成田空港店 三鷹市 三鷹駅南口店
柏市 柏モディ店 昭島市 昭島モリタウン店
浦安市 イクスピアリ店 町田市 南町田グランベリーパーク駅店

東京都 千代田区 ＆TEA ルミネ有楽町店 町田市 町田モディ店
千代田区 丸の内ＣＡＦＥ会店 小平市 国立精神・神経医療研究センター店
千代田区 PCP丸の内店 国分寺市 セレオ国分寺店
千代田区 ニューオータニガーデンコート店 神奈川県 横浜市⻄区 横浜ジョイナス店
千代田区 竹橋店 横浜市中区 横浜市立みなと赤十字病院店
千代田区 丸の内永楽ビルディング店 横浜市金沢区 ウィングキッチン金沢八景店
千代田区 丸の内パレスビル店 横浜市⻘葉区 ⻘葉台駅店
千代田区 東京商工会議所ビル店 川崎市中原区 新丸子店
千代田区 淡路町店 川崎市宮前区 宮崎台店
千代田区 四ツ谷東口店 藤沢市 トレアージュ白旗店
中央区 銀座六丁目昭和通り店 茅ヶ崎市 ウィズマーロウラスカ茅ヶ崎店
中央区 マロニエゲート銀座２店 厚木市 本厚木ミロードイースト店
中央区 プライムファイブ東急プラザ銀座店 富山県 富山市 富山県立中央病院店
港区 お台場デックス店 福井県 吉田郡永平寺町 福井大学病院店
港区 フジテレビ店 ⻑野県 ⻑野市 ⻑野赤十字病院店
港区 日テレプラザ店 諏訪市 上諏訪店
港区 汐留シティセンター店 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
港区 セレスティン芝三井ビルディング店 静岡県 静岡市清⽔区 清⽔駅前店
港区 芝公園店 愛知県 名古屋市中区 電気文化会館店
港区 日本生命浜松町クレアタワー店 春日井市 春日井市⺠病院店
新宿区 ルミネエスト新宿店 ⻄春日井郡 名古屋空港店
新宿区 新宿ＮＳビル店 三重県 桑名市 くわなメディアライヴ店
新宿区 新宿センタービル店 滋賀県 大津市 滋賀医大病院店
新宿区 新宿イーストサイドスクエア店 京都府 京都市北区 立命館大学衣笠キャンパス店
新宿区 新宿NSビルアネックス店 京都市左京区 京都大学時計台店
新宿区 国立国際医療研究センター店 京都市左京区 京都大学病院店
新宿区 新宿オークタワー店 大阪府 大阪市福島区 JCHO大阪病院店
新宿区 早大理工店 大阪市天王寺区 大阪赤十字病院店
新宿区 新宿御苑駅前店 大阪市住吉区 府立総合医療センター店
新宿区 イーホテル東新宿店 大阪市中央区 花のれんなんばグランド花月店
新宿区 新宿エルタワー店 大阪市中央区 堺筋本町店
文京区 東京ドームシティラクーア店 大阪市中央区 御堂筋本町ビル店
文京区 好仁会東大病院店 大阪市中央区 OBPクリスタルタワー店
文京区 東京ドームシティクリスタルアベニュー店 兵庫県 神⼾市中央区 神⼾中央市⺠病院店
墨田区 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 加古川市 加古川中央市⺠病院店
墨田区 錦糸町テルミナ店 和歌山県 和歌山市 日本赤十字社和歌山医療センター店
江東区 がん研有明病院店 和歌山市 和歌山マリーナシティ店
江東区 東京ビッグサイト店 鳥取県 米子市 鳥取大学医学部附属病院店
江東区 豊洲フロント店 岡山県 岡山市北区 岡山市⺠病院店
品川区 アトレ目⿊店 愛媛県 松山市 松山赤十字病院店
品川区 大崎オーバルコート店 東温市 愛媛大学病院店
大田区 京急蒲田駅店 福岡県 北九州市八幡⻄区 産業医科大学病院店
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 福岡市中央区 天神店
大田区 平和島東京流通センター店 沖縄県 那覇市 那覇空港店
世田谷区 経堂コルティ店
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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、一部店舗を臨時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。


