
2020年4月27日(月)休業分

北海道 札幌市中央区 札幌IKEUCHI GATE店 千葉県 千葉市中央区 千葉みなと店
札幌市中央区 札幌ステラプレイス店 千葉市花見川区 Ｐａｓａｒ幕張店
札幌市中央区 サッポロファクトリー店 千葉市稲毛区 ペリエ稲毛コムスクエア店
札幌市北区 イオン札幌麻生店 千葉市美浜区 海浜幕張店
札幌市東区 キッズコミュ アリオ札幌店 千葉市美浜区 三井アウトレットパーク幕張店
札幌市⻄区 札幌ちえりあ店 市川市 シャポー本八幡店
札幌市厚別区 カテプリ新さっぽろ店 市川市 シャポー本八幡⻄⼝店
旭川市 イオンモール旭川⻄店 市川市 シャポー市川店
旭川市 旭川赤十字病院店 船橋市 ららぽーとTOKYO-BAY店
千歳市 千歳アウトレットモール店 木更津市 三井アウトレットパーク木更津店
北広島市 三井アウトレットパーク札幌北広島店 松⼾市 アトレ松⼾店

⻘森県 つがる市 イオンモールつがる柏店 松⼾市 新松⼾店
つがる市 イオンモールつがる柏図書館店 野田市 ウニクス野田店
上北郡おいらせ町 イオンモール下田店 成田市 with U イオンモール成田店

宮城県 仙台市⻘葉区 仙台パルコ２店 成田市 成田空港第1ターミナル北ウイング店
仙台市⻘葉区 コミュシティエスパル仙台店 成田市 成田空港第２ターミナル店
仙台市宮城野区 三井アウトレットパーク仙台港店 成田市 成田空港第1ターミナル南ウイング店
仙台市太白区 ララガーデン⻑町店 成田市 Tokyo Food Bar 成田空港店
仙台市泉区 仙台泉プレミアム・アウトレット店 習志野市 モリシア津田沼店

山形県 山形市 山形七日町店 習志野市 イオンモール津田沼店
福島県 郡山市 エスパル郡山店 柏市 ららぽーと柏の葉北館店
茨城県 ⽔⼾市 イオンモール⽔⼾内原店 柏市 TX柏の葉キャンパス駅前店

⽔⼾市 ⽔⼾駅南⼝店 柏市 セブンパークアリオ柏店
⽔⼾市 ⽔⼾赤十字病院店 柏市 柏モディ店
土浦市 土浦協同病院店 柏市 南柏店
ひたちなか市 ニューポートひたちなか店 柏市 ららぽーと柏の葉店
稲敷郡 あみプレミアム・アウトレット店 八千代市 八千代村上店

栃木県 宇都宮市 宇都宮ベルモール店 君津市 君津駅前店
宇都宮市 東武宇都宮店 浦安市 イクスピアリ店

群馬県 高崎市 高崎モントレー店 東京都 千代田区 ＆TEA ルミネ有楽町店
高崎市 ウニクス高崎店 千代田区 日比谷シャンテ店
安中市 横川ＳＡ下り店 千代田区 丸の内ＣＡＦＥ会店

埼玉県 さいたま市大宮区 大宮ソニックシティー店 千代田区 参議院議員会館店
さいたま市大宮区 コクーンシティ店 千代田区 衆議院第一議員会館店
さいたま市大宮区 ルミネ大宮店 千代田区 PCP丸の内店
さいたま市浦和区 浦和さくら草通り店 千代田区 リクルート店
さいたま市浦和区 浦和仲町店 千代田区 東急プラザ赤坂店
さいたま市浦和区 浦和パルコ店 千代田区 ニューオータニガーデンコート店
さいたま市南区 武蔵浦和駅前店 千代田区 霞が関中央合同庁舎第5号館店
さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園店 千代田区 神保町店
川越市 ウニクス南古谷店 千代田区 竹橋店
川越市 ウニクス川越店 千代田区 麹町店
熊谷市 イーサイト籠原店 千代田区 丸の内東京海上日動ビル店
川⼝市 川⼝市立医療センター店 千代田区 神保町三井ビルディング店
川⼝市 キューポラ川⼝店 千代田区 飯田橋ガーデンエアタワー店
秩父市 ウニクス秩父店 千代田区 市ヶ谷店
所沢市 防衛医大病院店 千代田区 丸の内永楽ビルディング店
所沢市 小手指店 千代田区 丸の内パレスビル店
所沢市 所沢駅店 千代田区 三井住友海上駿河台ビル店
東松山市 高坂ＳＡ上り店 千代田区 日本経済新聞社太陽樹店
春日部市 春日部駅⻄⼝店 千代田区 大丸東京店
狭山市 Ｅｍｉｏ狭山市店 千代田区 鉄鋼ビル店
鴻巣市 ウニクス鴻巣店 千代田区 大手町パークビルディング店
上尾市 アリオ上尾店 千代田区 大手町プレイス 2階店
上尾市 上尾中央総合病院店 千代田区 大手町プレイス 3階店
上尾市 イーサイト上尾店 千代田区 東京商工会議所ビル店
草加市 草加VARIE2店 千代田区 アトレ秋葉原店
越谷市 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン店 千代田区 四ツ谷東⼝店
⼾田市 ⼾田中央総合病院店 千代田区 平河町森タワー店
入間市 三井アウトレットパーク入間店 中央区 日本橋YUITOアネックス店
朝霞市 TMGあさか医療センター店 中央区 OEDO日本橋店
和光市 和光理化学研究所店 中央区 東京日本橋タワー7階店
桶川市 ベニバナウォーク桶川店 中央区 築地一丁目店
三郷市 ららぽーと新三郷店 中央区 銀座六丁目昭和通り店
北足立郡 ウニクス伊奈店 中央区 銀座三越コミュ店
児玉郡 ウニクス上里店 中央区 マロニエゲート銀座２店

千葉県 千葉市中央区 ペリエ千葉ストリート2店 中央区 築地聖ルカ通り店
千葉市中央区 ペリエ千葉店 中央区 プライムファイブ東急プラザ銀座店
千葉市中央区 ペリエ⻄千葉店 中央区 東京スクエアガーデン店

タリーズコーヒー 臨時休業店舗一覧 

「緊急事態宣言」発令を受け、下記の店舗を休業させていただきます。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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東京都 中央区 日本橋三丁目店 東京都 墨田区 錦糸町オリナスタワー店
中央区 東京駅八重洲地下街店 墨田区 錦糸町テルミナ店
中央区 歌舞伎座店 江東区 南砂二丁目永代通り店
中央区 月島駅前店 江東区 東陽町イースト２１店
中央区 ＩＢＭ箱崎店 江東区 がん研有明病院店
中央区 朝日新聞東京本社ビル店 江東区 東京ビッグサイト店
中央区 東銀座店 江東区 ダイバーシティ東京プラザ店
港区 お台場デックス店 江東区 アトレ⻲⼾店
港区 フジテレビ店 江東区 豊洲フロント店
港区 六本木一丁目店 品川区 ビリーヴ大森店
港区 日テレプラザ店 品川区 アトレ目⿊店
港区 麻布十番駅前店 品川区 武蔵小山駅店
港区 三田国際ビル店 品川区 目⿊東⼝店
港区 芝二丁目店 品川区 ⻄小山駅店
港区 六本木店 品川区 大崎オーバルコート店
港区 汐留シティセンター店 品川区 大崎センタービル店
港区 六本木3丁目ナナナリア店 品川区 大崎ガーデンタワー店
港区 ＆TEA 六本木一丁目店 品川区 五反田東店
港区 白金高輪駅店 品川区 五反田⻄店
港区 赤坂店 大田区 アトレ大森店
港区 ⻁ノ門ＪＴビル店 大田区 羽田空港第3ターミナル店
港区 赤坂ガーデンシティ店 大田区 羽田空港第2ターミナル店
港区 ⻘⼭一丁目店 大田区 東邦大森病院店
港区 ⻁ノ門桜田通り店 大田区 京急蒲田駅店
港区 海岸竹芝通り店 大田区 東急プラザ蒲田店
港区 田町グランパーク店 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
港区 セレスティン芝三井ビルディング店 大田区 平和島東京流通センター店
港区 ソニーシティ内店 世田谷区 桜新町店
港区 汐留住友ビル店 世田谷区 池尻大橋店
港区 品川インターシティ店 世田谷区 砧世田谷通り店
港区 田町森永プラザビル店 世田谷区 経堂コルティ店
港区 日比谷セントラルビル店 渋谷区 渋谷東急本店前店
港区 慶大東門前店 渋谷区 恵比寿東⼝店
港区 泉岳寺駅前店 渋谷区 日本赤十字社医療センター店
港区 芝公園店 渋谷区 エビススバルビル店
港区 浜松町駅北⼝店 渋谷区 渋谷ファイヤー通り店
港区 日本生命浜松町クレアタワー店 渋谷区 渋谷ソラスタ店
港区 芝ＮＢＦタワー店 渋谷区 渋谷スクランブルスクエア店
港区 神谷町プライムプレイス店 渋谷区 東急プラザ渋谷店
港区 芝浦海岸通り店 渋谷区 代々木駅北⼝店
新宿区 Emio Style BIGBOX高田馬場店 中野区 東京警察病院店
新宿区 ルミネエスト新宿店 杉並区 ビーンズ阿佐ヶ谷店
新宿区 飯田橋東⼝店 豊島区 大塚店
新宿区 新宿若松河田店 豊島区 巣鴨地蔵通り店
新宿区 新宿ＮＳビル店 豊島区 池袋サンシャインシティアルパ店
新宿区 新宿センタービル店 豊島区 立教大学店
新宿区 東京女子医科大学病院店 豊島区 with U ルミネ池袋店
新宿区 新宿コクーンタワー店 豊島区 ルミネ池袋店
新宿区 新宿イーストサイドスクエアアトリウム店 豊島区 サンシャイン⽔族館店
新宿区 新宿イーストサイドスクエア店 豊島区 サンシャイン60展望台店
新宿区 新宿NSビルアネックス店 豊島区 キュープラザ池袋店
新宿区 国立国際医療研究センター店 豊島区 アトレヴィ巣鴨店
新宿区 都庁店 荒川区 日暮里店
新宿区 新宿オークタワー店 板橋区 イオンスタイル板橋前野町店
新宿区 東京医科大学病院店 練馬区 大泉学園店
新宿区 神楽坂店 練馬区 Ｅｍｉｏ練馬高野台店
新宿区 早大理工店 練馬区 江古田店
新宿区 早稲田大学研究開発センター店 練馬区 グランエミオ大泉学園店
新宿区 新宿御苑駅前店 練馬区 順天堂大学練馬病院店
新宿区 新宿スクエアタワー店 練馬区 石神井公園店
新宿区 ⻄新宿駅前店 足立区 綾瀬駅前店
新宿区 新宿エルタワー店 足立区 ルミネ北千住店
文京区 東京ドームシティラクーア店 葛飾区 金町駅南⼝店
文京区 東京ドームシティクリスタルアベニュー店 江⼾川区 シャポーロコ平井店
台東区 東武浅草駅店 八王子市 三井アウトレットパーク多摩南大沢店
台東区 隅田公園店 立川市 グランデュオ立川店
台東区 上野の森さくらテラス店 立川市 エキュート立川店
台東区 上野御徒町店 武蔵野市 nonowa武蔵境店
台東区 浅草新仲見世店 武蔵野市 武蔵野赤十字病院店
台東区 上野広小路店 武蔵野市 アトレ吉祥寺店
墨田区 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 三鷹市 三鷹駅南⼝店
墨田区 東武曳舟駅店 府中市 府中駅南⼝店
墨田区 錦糸町アルカウエスト店 府中市 ＭＩＮＡＮＯ分倍河原店
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東京都 府中市 フレスポ府中店 神奈川県 小田原市 小田原ダイナシティ店
昭島市 昭島モリタウン店 小田原市 小田原トザンイースト店
町田市 南町田グランベリーパーク駅店 茅ヶ崎市 ウィズマーロウラスカ茅ヶ崎店
町田市 小田急マルシェ町田店 厚木市 本厚木ミロードイースト店
町田市 with U 小田急百貨店町田店 大和市 中央林間東急スクエア店
町田市 町田モディ店 海老名市 丸の内 CAFE 会ららぽーと海老名店
町田市 成瀬駅前店 綾瀬市 綾瀬タウンヒルズ店
小平市 国立精神・神経医療研究センター店 石川県 金沢市 Ｒｉｎｔｏ１００ｂａｎｇａｉ店
日野市 京王高幡SC店 ⼭梨県 甲府市 セレオ甲府店
国分寺市 セレオ国分寺店 甲府市 セレオ甲府ANNEX店
国立市 国立店 ⻑野県 ⻑野市 ⻑野アイビースクエア店
東久留米市 Ｅｍｉｏ東久留米店 ⻑野市 MIDORI⻑野店
多摩市 京王多摩センター駅店 ⻑野市 ⻑野赤⼗字病院店
⻄東京市 エミオ田無店 上田市 上田駅店

神奈川県 横浜市鶴見区 済生会東部病院店 諏訪市 上諏訪店
横浜市⻄区 ヨドバシ横浜店 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
横浜市⻄区 横浜ジョイナス店 岐阜県 岐阜市 カラフルタウン岐阜店
横浜市⻄区 横浜ランドマークタワー店 土岐市 土岐プレミアム・アウトレット店
横浜市⻄区 横浜ポルタ店 土岐市 土岐プレミアム・アウトレットサテライト店
横浜市⻄区 京急横浜駅店 静岡県 静岡市葵区 静岡ペガサート店
横浜市⻄区 マークイズみなとみらい店 静岡市葵区 ASTY静岡店
横浜市⻄区 横浜野村ビル店 静岡市葵区 NEOPASA静岡上り店
横浜市⻄区 みなとみらい東急スクエア1店 静岡市葵区 静岡紺屋町店
横浜市中区 横浜ワールドポーターズ店 静岡市葵区 静岡パルシェ B1F店
横浜市中区 ＆TEA 横浜元町店 静岡市葵区 静岡パルシェ5F店
横浜市中区 横浜馬車道店 静岡市清水区 清水駅前店
横浜市南区 神奈川県立こども医療センター店 浜松市中区 聖隷浜松病院店
横浜市金沢区 横浜市大附属病院店 浜松市中区 メイワンエキマチ店
横浜市金沢区 ビアレ横浜店 浜松市東区 イオンモール浜松市野店
横浜市金沢区 ウィングキッチン金沢八景店 浜松市⻄区 イオンモール浜松志都呂店
横浜市港北区 慶應日吉店 浜松市北区 聖隷三方原病院店
横浜市港北区 新横浜店 浜松市浜北区 サンストリート浜北店
横浜市港北区 トレッサ横浜店 沼津市 沼津駅南⼝イーラｄｅ店
横浜市港北区 新横浜プリンスペペ店 沼津市 ららぽーと沼津店
横浜市⼾塚区 東⼾塚駅東⼝店 富士市 富士川楽座店
横浜市港南区 ウィング上大岡店 磐田市 ららぽーと磐田店
横浜市⻘葉区 東急百貨店たまプラーザ店 御殿場市 御殿場プレミアム・アウトレット店
横浜市⻘葉区 昭和大学藤が丘病院店 愛知県 名古屋市東区 イオンモールナゴヤドーム前店
横浜市⻘葉区 たまプラーザテラスリンクプラザ店 名古屋市中村区 名古屋駅⻄店
横浜市⻘葉区 ロースターラボ⻘葉台店 名古屋市中村区 大名古屋ビルヂング店
横浜市⻘葉区 東急あざみ野駅店 名古屋市中村区 タカシマヤゲートタワーモール店
横浜市⻘葉区 ⻘葉台駅店 名古屋市中区 栄セントラルパーク店
横浜市都筑区 センター北ＹＯＴＳＵＢＡＫＯ店 名古屋市中区 SUNSHINESAKAE店
横浜市都筑区 センター南店 名古屋市中区 ユニゾイン名古屋栄店
横浜市都筑区 ＆TEA センター南店 名古屋市中区 電気文化会館店
横浜市都筑区 ららぽーと横浜店 名古屋市中区 テラッセ納屋橋店
川崎市 川崎ルフロン店 名古屋市港区 ららぽーと名古屋みなとアクルス店
川崎市川崎区 アトレ川崎店 名古屋市緑区 名古屋滝ノ⽔店
川崎市川崎区 ウィングキッチン京急川崎店 豊田市 豊田メグリア店
川崎市幸区 川崎ソリッドスクエア店 豊田市 豊田メグリアセントレ店
川崎市幸区 新川崎三井ビル店 豊田市 上郷SA上り店
川崎市幸区 コトニアガーデン新川崎店 豊田市 上郷SA下り店
川崎市幸区 ラゾーナ川崎店 豊田市 イオンスタイル豊田店
川崎市中原区 元住吉駅店 常滑市 イオンモール常滑店
川崎市中原区 キッズコミュ グランツリー武蔵小杉店 常滑市 イオンモール常滑BOOK＆CAFE店
川崎市中原区 武蔵小杉店 小牧市 OKB田県店
川崎市中原区 新丸子店 東海市 東海荒尾店
川崎市高津区 梶ヶ谷店 日進市 プライムツリー赤池店
川崎市高津区 溝の⼝店 三重県 四日市市 近鉄四日市店
川崎市宮前区 聖マリアンナ医科大学病院店 桑名市 くわなメディアライヴ店
川崎市宮前区 宮崎台店 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
川崎市麻生区 小田急マルシェ新百合ヶ丘店 京都府 京都市北区 立命館大学衣笠キャンパス店
相模原市緑区 アリオ橋本店 京都市左京区 京都大学時計台店
相模原市南区 古淵店 京都市中京区 京都三条通り店
相模原市南区 bono相模大野店 京都市中京区 河原町オーパ店
横須賀市 横須賀中央店 京都市中京区 京都寺町通り店
平塚市 ららぽーと湘南平塚店 京都市東山区 祇園花見小路店
鎌倉市 鎌倉鶴岡八幡宮前店 京都市下京区 四条大宮店
藤沢市 湘南藤沢オーパ店 京都市下京区 ホテルユニゾ京都四条烏丸店
藤沢市 湘南モールＦＩＬＬ店 京都市下京区 ＆TEA 京都タカシマヤ店
藤沢市 トレアージュ白旗店 京都市下京区 四条烏丸 京都三井ビル店
藤沢市 さいか屋藤沢店 京都市南区 京都アバンティ店
藤沢市 江ノ電江ノ島駅店 京都市右京区 嵐電嵐山駅店
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大阪府 大阪市福島区 JCHO大阪病院店 島根県 出雲市 イオンモール出雲店
大阪市福島区 ホテル阪神大阪店 岡山県 岡山市北区 イオンモール岡山店
大阪市此花区 ザ パーク フロント ホテル店 倉敷市 アリオ倉敷店
大阪市⻄区 オリックス本町ビル店 広島県 広島市南区 エールエール広島駅前店
大阪市天王寺区 大阪赤十字病院店 広島市⻄区 フタバ図書アルティアルパーク北棟店
大阪市天王寺区 天王寺公園店 安芸郡府中町 マツダ広島本社店
大阪市浪速区 PAUSE なんばパークス店 安芸郡府中町 イオンモール広島府中店
大阪市浪速区 ヤマダ電機なんば店 山⼝県 防府市 山⼝県立総合医療センター店
大阪市浪速区 なんばEKIKAN店 香川県 高松市 ゆめタウン高松店
大阪市阿倍野区 近鉄あべのハルカス店 愛媛県 伊予郡 エミフルＭＡＳＡＫＩ店
大阪市住吉区 府立総合医療センター店 福岡県 北九州市小倉北区 小倉貴船店
大阪市淀川区 新大阪阪急ビル店 北九州市小倉北区 小倉店
大阪市鶴見区 三井アウトレットパーク大阪鶴見店 福岡市東区 イオンモール香椎浜店
大阪市北区 堂島新藤田ビル店 福岡市博多区 ＆TEA 博多駅マイング店
大阪市北区 梅田阪急ビル店 福岡市博多区 キャナルシティ博多店
大阪市北区 阪急百貨店うめだ本店10Ｆスタッフカフェ店 福岡市博多区 博多マルイ店
大阪市北区 阪急百貨店うめだ本店8Ｆ店 福岡市博多区 丸の内 CAFE 会博多マルイ店
大阪市北区 阪急大阪梅田駅3F店 福岡市博多区 都ホテル 博多店
大阪市北区 阪急三番街北館店 福岡市中央区 天神新天町店
大阪市北区 阪急三番街南館店 福岡市中央区 with U 大丸福岡天神店
大阪市北区 梅田スクエアビルディング店 福岡市中央区 ⻄鉄福岡天神駅店
大阪市北区 ＫＫＲホテル梅田店 福岡市中央区 ホテルユニゾ福岡天神店
大阪市北区 グランフロント大阪北館１Ｆ店 大牟田市 イオンモール大牟田店
大阪市北区 グランフロント大阪北館９Ｆ店 直方市 イオンモール直方店
大阪市北区 ⻄梅田店 筑紫野市 イオンモール筑紫野店
大阪市北区 ＆TEA グランフロント大阪南館店 春日市 福岡徳洲会病院店
大阪市北区 大阪ステーションシティ店 福津市 イオンモール福津店
大阪市北区 大丸梅田店 糟屋郡粕屋町 フタバ図書TERAイオンモール福岡店
大阪市北区 ルクア イーレ 5F店 佐賀県 鳥栖市 鳥栖プレミアムアウトレット店
大阪市北区 梅田茶屋町ＭＢＳ店 ⻑崎県 ⻑崎市 アミュプラザ⻑崎店
大阪市北区 梅田ＮＵchayamachi店 熊本県 熊本市南区 ゆめタウンはません店
大阪市中央区 淀屋橋店 菊池郡 ゆめタウン光の森店
大阪市中央区 近鉄難波ビル店 上益城郡嘉島町 イオンモール熊本店
大阪市中央区 花のれんなんばグランド花月店 紙益城郡益城町 熊本空港店
大阪市中央区 堺筋本町店 大分県 別府市 ゆめタウン別府店
大阪市中央区 大阪城公園駅前店 宮崎県 宮崎市 宮崎橘通り店
大阪市中央区 大阪城天守閣前店 宮崎市 イオンモール宮崎店
大阪市中央区 KAIYODO 大丸心斎橋店 沖縄県 浦添市 ＆TEA 浦添⻄海岸パルコシティ店
大阪市中央区 シティプラザ大阪店 中頭郡北中城村 イオンモール沖縄ライカム店
大阪市中央区 御堂筋本町ビル店
大阪市中央区 OBPクリスタルタワー店
堺市堺区 イオンモール堺鉄砲町店
豊中市 伊丹空港店
池田市 阪急石橋店
吹田市 パシフィックマークス江坂店
吹田市 with U 吹田グリーンプレイス店
吹田市 ららぽーとEXPOCITY店
高槻市 アル・プラザ高槻店
枚方市 KUZUHA MALL店
泉佐野市 りんくうシークル店
和泉市 光明池店
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 神⼾市東灘区 神⼾岡本店
神⼾市灘区 PLiCO六甲道店
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 ピアザ神⼾店
神⼾市中央区 神⼾中央市⺠病院店
尼崎市 TSUKASHiN店
⻄宮市 阪急⻄宮ガーデンズ店
⻄宮市 兵庫医科大学病院店
⻄宮市 with U ⻄宮阪急店
⻄宮市 阪急⻄宮北⼝店
加古川市 ヤマトヤシキ加古川店
宝塚市 宝塚北ＳＡ店
宝塚市 阪急宝塚店

奈良県 奈良市 近鉄奈良店
大和高田市 トナリエ大和高田店

和歌山県 和歌山市 日本赤十字社和歌山医療センター店
和歌山市 和歌山MIO店
和歌山市 和歌山マリーナシティ店


