東和フードサービス株式会社
カフェ 

椿屋珈琲 銀座本館 （銀座七丁目花椿通り）
椿屋珈琲 銀座新館
椿屋珈琲 八重洲茶寮
椿屋珈琲 有楽町茶寮
椿屋珈琲 日比谷離れ
椿屋珈琲 新橋茶寮
椿屋珈琲 新橋はなれ
椿屋珈琲 新宿茶寮
椿屋珈琲 新宿ひがし離れ
椿屋珈琲 神楽坂茶房
椿屋珈琲 池袋茶寮
椿屋珈琲 池袋離れ
椿屋珈琲 六本木茶寮
椿屋珈琲 上野茶廊
自家焙煎 椿屋珈琲 池上店
自家焙煎 椿屋珈琲 イオン新浦安店
椿屋珈琲 東京オペラシティ店
椿屋珈琲 花仙堂
椿屋茶房 丸ビル店
椿屋茶房 タカシマヤタイムズスクエア店
椿屋茶房 エミオ武蔵境店
椿屋茶房 アトレ川崎店
椿屋茶房 そごう千葉店
椿屋カフェ 新宿東口店
椿屋カフェ 渋谷店
椿屋カフェ フレンテ笹塚店
椿屋カフェ 池袋東口店
椿屋カフェ 北千住マルイ店
椿屋カフェ グランデュオ蒲田店
椿屋カフェ キラリナ京王吉祥寺店
椿屋カフェ ミーツ国分寺店
椿屋カフェ 町田東急ツインズ店
椿屋カフェ 聖蹟桜ヶ丘店
椿屋カフェ グランツリー武蔵小杉店
椿屋カフェ ラゾーナ川崎店
椿屋カフェ 横浜店
椿屋カフェ コレットマーレみなとみらい店
椿屋カフェ みなとみらいクロスパティオ店
椿屋カフェ ららぽーと横浜店
椿屋カフェ 京急上大岡店
椿屋カフェ 船橋フェイス店
椿屋カフェ 柏髙島屋ステーションモール店
椿屋カフェ 新越谷ヴァリエ店
椿屋カフェ イオンレイクタウン店
椿屋カフェ 所沢駅前店
ツバキcafe 新橋駅前店
椿屋珈琲 荻窪タウンセブン店

ダッキーダック 

有楽町店
新宿店
池袋アルパ店
アーバンドックららぽーと豊洲店
府中くるる店
港南台バーズ店
イオンモール川口前川店
カフェ ルミネ北千住店
カフェ 町田ジョルナ店
カフェ ららぽーと船橋店
カフェ 柏髙島屋ステーションモール店
キッチン 聖蹟桜ヶ丘店
キッチン グランデュオ立川店
キッチン コレットマーレみなとみらい店
キッチン 相模大野ステーションスクエア店
キッチン 船橋東武店
キッチン 川越店
EggEggキッチン 新百合ヶ丘エルミロード店
EggEggキッチン ジョイナステラス二俣川店
EggEggキッチン イオンレイクタウン店

ケーキショップ 

綾瀬店
永山店

店舗一覧

03-3572-4949
03-6228-6242
03-6262-5435
03-6259-8610
03-3519-5753
03-3503-6481
03-5251-1981
03-5360-6966
03-5312-7541
03-6280-7236
03-5949-3133
03-6709-0807
03-5785-3323
03-5818-8005
03-5747-4033
047-381-2166
03-5353-0506
0422-40-9022
03-5220-2588
03-5361-1868
0422-39-7210
044-200-8047
043-306-7500
03-5367-8338
03-3477-1383
03-5738-8210
03-6912-6864
03-6806-1256
03-3731-2898
0422-72-7717
042-401-0507
042-728-2270
042-337-2374
044-948-7107
044-874-8346
045-444-0610
045-228-7021
045-264-8676
045-414-1749
045-367-9084
047-460-8011
04-7148-2086
048-940-2118
048-930-7359
04-2940-8815
03-6402-5286
03-3392-8804

東京都中央区銀座7-7-11 菅原電気ビル2・3階
東京都中央区銀座2-6-7 明治屋銀座ビルB1階
東京都中央区日本橋3-4-16 春陽堂ビルB1～2階
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア2階
東京都千代田区有楽町1-2-5 椿屋珈琲店ビル2・3階
東京都港区新橋2-8-7 新橋東和ビル2・3階
東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1階
東京都新宿区新宿3-36-12 杉忠ビル2階
東京都新宿区新宿3-21-9 新宿ダッキープラザビル1・B1階
東京都新宿区神楽坂5-35 おおとりビル1階
東京都豊島区東池袋1-6-4 伊藤ビルB1階
東京都豊島区南池袋1-18-1 池袋三品ビルＢ1階
東京都港区六本木6-2-35 ハマ六本木ビル2階
東京都台東区上野6-14-6 山田ビル1・2階
東京都大田区池上6-5-10 １階
千葉県浦安市入船1-4-1 イオン新浦安1階
東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル2階
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-4 吉祥寺KSビルB1階
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル5階
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タカシマヤタイムズスクエア12階
東京都武蔵野市境南町2-1-12 エミオ武蔵境2階
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎3階
千葉県千葉市中央区新町1000番 そごう千葉10階
東京都新宿区新宿3-21-3 新宿東和ビル2・3階
東京都渋谷区宇田川町25-4 東和渋谷ビル2・3階
東京都渋谷区笹塚1-47-1 フレンテ笹塚2階
東京都豊島区東池袋1-7-12 日産ビルディング2階
東京都足立区千住3-92 北千住マルイ3階
東京都大田区西蒲田7-68-1 グランデュオ蒲田西館4階
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-1-25 キラリナ京王吉祥寺7階
東京都国分寺市本町3-1-1 ミーツ国分寺A館3階
東京都町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズイースト4階
東京都多摩市関戸1-10-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター4階
神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 グランツリー武蔵小杉3階
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎3階
神奈川県横浜市西区高島2-18-1 横浜新都市ビル（そごう）9階
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレみなとみらい2階
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1-1MM21グランモール公園1階 クロスパティオ
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜2階
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店4階
千葉県船橋市本町1-3-1 船橋FACE3階
千葉県柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモールS館専門店6階
埼玉県越谷市南越谷1-11-4 新越谷ヴァリエ4階
埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori1階
埼玉県所沢市日吉町11-20 フジビル2階
東京都港区新橋3-21-12 I.Sビル1～3階
東京都杉並区上荻1-9-1 荻窪タウンセブン1階

03-3201-2041
03-3352-5347
03-5992-0902
03-6910-1430
042-354-7771
045-836-2141
048-263-2955
03-3879-1170
042-710-0256
047-434-6186
04-7148-2270
042-337-2420
042-540-2291
045-211-6767
042-767-1315
047-460-0515
049-226-7020
044-965-3199
045-442-7888
048-934-3351

東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア2階
東京都新宿区新宿3-21-9 新宿ダッキープラザビル2階
東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティアルパ3階
東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドックららぽーと豊洲3階
東京都府中市宮町1-50 府中くるる4階
神奈川県横浜市港南区港南台3-1-3 港南台バーズ3階
埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川1階
東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住8階
東京都町田市原町田6-6-14 町田ジョルナ1階
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館1階
千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモールS館専門店7階
東京都多摩市関戸1-10-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター8階
東京都立川市柴崎町3-2-1 グランデュオ立川7階
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレみなとみらい6階
神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアA館7階
千葉県船橋市本町7-1-1 東武百貨店船橋店7階
埼玉県川越市脇田町105 川越アトレマルヒロ7階
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘エルミロード5階
神奈川県横浜市旭区二俣川2-91-7 ジョイナステラス4階
埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze3階

03-5697-5858
042-375-3919

東京都足立区綾瀬3-4-25 イトーヨーカドー綾瀬店1階
東京都多摩市永山1-4 グリナード永山1階

東和フードサービス株式会社
イタリアンダイニングDoNA 

有楽町店
日比谷店
新宿紀伊國屋店
竹下通り店
池袋ホープセンター店
イオン東雲店
中野坂上店
高円寺店
経堂コルティ店
ビーンズ赤羽店
アトレヴィ三鷹店
京王多摩センター店
小田急マルシェ町田店
京王クラウン街聖蹟桜ケ丘店
向ヶ丘遊園店
新百合ヶ丘店
相鉄ライフ三ツ境店
海老名店
川崎ダイス店
久里浜店
柏店
大宮店
ビーンズ武蔵浦和店
エキア松原店
エキア川越店
チーズエッグガーデン アトレ松戸店
チーズエッグガーデン 調布店

こてがえし 

有楽町店
新宿店
渋谷店
錦糸町店
川崎店
横濱店
船橋店
柏髙島屋ステーションモール店
浦和パルコ店

ぱすたかん 

新宿ミロード店
池袋アルパ店
吉祥寺店
府中くるる店
相模大野ステーションスクエア店
イオンモール川口前川店

プロント 

新橋駅前店
イルバール新橋烏森口
新宿駅東口店
新百合ヶ丘OPA店
イルバールマークイズみなとみらい店
シァル桜木町店
八柱駅店
武蔵浦和マーレ店



店舗一覧

03-5218-5090
03-3519-5713
03-5367-6718
03-3497-0474
03-5953-6811
03-3536-2008
03-5308-5265
03-5327-3434
03-5426-3003
03-5249-3901
0422-40-6977
042-371-1353
042-709-5931
042-310-6977
044-911-4689
044-965-8204
045-459-5951
046-292-5139
044-223-3407
046-838-0753
04-7167-9522
048-646-0552
048-710-6430
048-933-0012
049-228-7730
047-365-7189
042-489-5441

東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアB1階
東京都千代田区有楽町1-2-5 椿屋珈琲店ビルB1階
東京都新宿区新宿3-17-7 紀伊国屋ビルB1階
東京都渋谷区神宮前1-20-6 ミスギビル2階
東京都豊島区西池袋1-1-30 東武ホープセンターB1階
東京都江東区東雲1-9-10 イオン東雲１階
東京都中野区本町2-46-1 サンブライトツインB1階
東京都杉並区高円寺北3-22-19 利研ビルB1階
東京都世田谷区経堂2-1-33 経堂コルティ4階
東京都北区赤羽1-1-1 ビーンズ赤羽1階
東京都三鷹市下連雀3-46-4 アトレヴィ三鷹5階
東京都多摩市落合1-10-1 京王多摩センターショッピングセンター1階
東京都町田市原町田6-1-1 小田急マルシェ町田2階
東京都多摩市関戸1-10-10 京王聖蹟桜ケ丘ショッピングセンター1階
神奈川県川崎市多摩区登戸2043 小田急マルシェ2階
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合ヶ丘OPA B1階
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-19 相鉄ライフ三ツ境4階
神奈川県海老名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館A-1階
神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 川崎DICE6階
神奈川県横須賀市久里浜4-4-10 ウィング久里浜5階
千葉県柏市柏1-105 スカイプラザ柏B1階
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6 大宮スカイビル1階
埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 ビーンズ武蔵浦和1階
埼玉県草加市松原1-1-1 エキア松原1階
埼玉県川越市脇田町24-9 エキア川越3階
千葉県松戸市松戸1181 アトレ松戸7階
東京都調布市小島町1-38-1 調布パルコ7階

03-6206-3001
03-3356-2510
03-3770-0605
03-5637-8250
044-221-0173
045-680-1180
047-423-8033
04-7148-2087
048-871-2003

東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア2階
東京都新宿区新宿3-21-9 新宿ダッキープラザビル3階
東京都渋谷区宇田川町25-4 東和渋谷ビル5・6階
東京都墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町10階
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎8階
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 マークイズみなとみらい4階
千葉県船橋市本町7-1-1 東武百貨店船橋店7階
千葉県柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモールS館専門店7階
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ5階

03-3349-5859
03-5992-0976
0422-22-8660
042-354-7801
0427-67-1390
048-263-2956

東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード8階
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャインアルパ B1味の小路
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 オリエントビル2階
東京都府中市宮町1-50 府中くるる4階
神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアＡ館8階
埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川1階

03-3508-2166
03-5251-1984
03-3352-4176
044-959-1266
045-680-0166
045-227-1305
047-312-8880
048-711-6246

東京都港区新橋2-8-7 新橋東和ビル1・B1階
東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビルＢ1階
東京都新宿区新宿3-21-3 新宿東和ビル1階・Ｂ1階
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合ヶ丘オーパＢ1階
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 マークイズみなとみらいB4階
神奈川県横浜市中区桜木町1-1 シァル桜木町1階
千葉県松戸市日暮1-1-1 八柱駅第2ビル3階
埼玉県さいたま市南区白幡5-19-19 武蔵浦和マーレ2階

2019年12月現在の店舗一覧です。

