
店舗名 都道府県 住所

タリーズコーヒーサッポロファクトリー店 北海道 札幌市中央区北２条東４
タリーズコーヒー函館駅店 北海道 函館市若松町１２番地１３号函館本線函館駅舎内２Ｆ
タリーズコーヒー札幌ＳＴＶ北２条店 北海道 札幌市中央区北２条西２-１５　ＳＴＶ北２条ビル１Ｆ
タリーズコーヒー札幌日本生命ビル店 北海道 札幌市中央区北３条西４-１-１
タリーズコーヒー市立札幌病院店 北海道 札幌市中央区北１１条西１３丁目１-１　市立札幌病院１Ｆ
タリーズコーヒー手稲渓仁会病院店 北海道 札幌市手稲区前田一条１２-１-４０　手稲渓仁会病院内
タリーズコーヒー函館五稜郭病院店 北海道 函館市五稜郭町３８番３号　函館五稜郭病院１Ｆ
タリーズコーヒー札幌徳洲会病院店 北海道 札幌市厚別区大谷地東１丁目１-１
タリーズコーヒー北海道大学病院店 北海道 札幌市北区北１４条西５丁目　北海道大学病院内１Ｆ
タリーズコーヒー札幌ちえりあ店 北海道 札幌市西区宮の沢１条１丁目１-１０
タリーズコーヒー八戸六日町店 青森県 八戸市六日町１４番地
タリーズコーヒーＴＳＵＴＡＹＡ弘前店 青森県 弘前市大字高田２-１-１
タリーズコーヒー仙台市立病院店 宮城県 仙台市太白区あすと長町一丁目１番１号　仙台市立病院１階
タリーズコーヒー仙台中央通り店 宮城県 仙台市青葉区中央１-８-２３　タイコヤビル　１Ｆ
タリーズコーヒー石巻赤十字病院店 宮城県 石巻市蛇田字西道下７１
タリーズコーヒー仙台パルコ２店 宮城県 仙台市青葉区中央３丁目７番５号　仙台パルコ２　１Ｆ
タリーズコーヒー東北大学医学部店 宮城県 仙台市青葉区星陵町２-１東北大学医学部　星陵キャンパス内
タリーズコーヒー土浦協同病院店 茨城県 土浦市おおつ野４丁目１番１号土浦協同病院１階
タリーズコーヒーニューポートひたちなか店 茨城県 ひたちなか市新光町３５　ニューポートひたちなかファッションクルーズ１Ｆ
タリーズコーヒー水戸赤十字病院店 茨城県 水戸市三の丸３-１２-４８　水戸赤十字病院　１Ｆ
タリーズコーヒー水戸駅南口店 茨城県 水戸市宮町１-７-４４　ＣＯＭＢＯＸ３１０　３Ｆ
タリーズコーヒー筑波大学附属病院店 茨城県 つくば市天久保２-１-１けやき棟１Ｆ
タリーズコーヒー龍ヶ崎店 茨城県 龍ヶ崎市中里2－1－2
タリーズコーヒー自治医大駅前店 栃木県 下野市医大前３-１-１　ＴＳＵＴＡＹＡ自治医大１Ｆ
タリーズコーヒー栃木城内店 栃木県 栃木市城内町２-６-２３
タリーズコーヒー宇都宮テクノ店 栃木県 宇都宮市ゆいの杜４-１-３９
タリーズコーヒー矢板店 栃木県 矢板市末広町２０-１　うさぎやＴＳＵＴＡＹＡ矢板店１Ｆ
タリーズコーヒー作新学院前店 栃木県 宇都宮市西一の沢町２-１
タリーズコーヒー宇都宮駅東口店 栃木県 宇都宮市元今泉４-１９-１６
タリーズコーヒーＶＡＬ小山駅店 栃木県 小山市城山町３-３-２２
タリーズコーヒーＦＫＤ宇都宮店 栃木県 宇都宮市今泉町２３７福田屋ショッピングプラザ宇都宮店２Ｆ
タリーズコーヒー宇都宮インターパークビレッジ店 栃木県 宇都宮市インターパーク４-１-３インターパークショッピングビレッジ
タリーズコーヒー横川ＳＡ下り店 群馬県 安中市松井田町横川字井戸入９１７（横川ＳＡ下り）１Ｆ
タリーズコーヒーウニクス高崎店 群馬県 高崎市飯塚町１１５０-５　ウニクス高崎　２Ｆ
タリーズコーヒー高崎店 群馬県 高崎市八島町２０　淡路ビル１Ｆ
タリーズコーヒー上尾中央総合病院店 埼玉県 上尾市柏座１-１０-１０　上尾中央総合病院Ｂ館１Ｆ
タリーズコーヒーウニクス川越店 埼玉県 川越市新宿町１丁目１７番地１　ウニクス川越２Ｆ
タリーズコーヒー浦和さくら草通り店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂２丁目５番１１
タリーズコーヒーコクーンシティ店 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町４-２６７-２　コクーンシティ内コクーン１西館２Ｆ
タリーズコーヒー大宮ソニックシティー店 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町１-７-５　大宮ソニックシティー２Ｆ
タリーズコーヒー防衛医大病院店 埼玉県 所沢市並木３-２　防衛医科大学校病院　玄関棟１Ｆ
タリーズコーヒー埼玉医科大学病院店 埼玉県 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８
タリーズコーヒーウニクス上里店 埼玉県 児玉郡上里町大字七本木２２７２-１　ウニクス上里１Ｆ
タリーズコーヒー春日部駅西口店 埼玉県 春日部市粕壁１-１０-１
タリーズコーヒーウニクス伊奈店 埼玉県 北足立郡伊奈町学園２-１８８-１　ウニクス伊奈２Ｆ
タリーズコーヒーウニクス秩父店 埼玉県 秩父市上野町８０５-１４　ウニクス秩父　１Ｆ
タリーズコーヒーウニクス南古谷店 埼玉県 川越市泉町１-１　ウニクス南古谷店　１Ｆ
タリーズコーヒーＴＭＧあさか医療センター店 埼玉県 朝霞市溝沼１３４０-１　ＴＭＧあさか医療センター１Ｆ
タリーズコーヒー戸田中央総合病院店 埼玉県 戸田市本町１-１９-３　戸田中央総合病院　Ａ館１Ｆ
タリーズコーヒーウニクス鴻巣店 埼玉県 鴻巣市北新宿字道下２２５-１　ウニクス鴻巣２Ｆ
タリーズコーヒー明文堂戸田店 埼玉県 戸田市新曽６６２　Ｔ-ＦＲＯＮＴＥ２階
タリーズコーヒー川越モディ店 埼玉県 川越市脇田町４-２川越モディ１Ｆ
タリーズコーヒー武蔵浦和駅前店 埼玉県 さいたま市南区別所７丁目２１番１号プラウドタワー武蔵浦和マークス１Ｆ
タリーズコーヒーキューポラ川口店 埼玉県 川口市川口１-１-１キュ・ポラ本館専門店３Ｆ
タリーズコーヒーアクロスプラザ三芳店 埼玉県 入間郡三芳町大字藤久保北新埜８５５番４０３
タリーズコーヒー川口市立医療センター店 埼玉県 川口市西新井宿１８０１Ｆ
タリーズコーヒーウニクス浦和美園店 埼玉県 さいたま市岩槻区美園東２丁目１７番１３ウニクス浦和美園２Ｆ
タリーズコーヒー浦和仲町店 埼玉県 さいたま市浦和区仲町１丁目４番１０
タリーズコーヒー大利根店 埼玉県 加須市琴寄１１１
タリーズコーヒー浦和パルコ店 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町１１-１浦和パルコＢ１Ｆ
タリーズコーヒー埼玉医科大学総合医療センター茶寮店 埼玉県 川越市鴨田１９８１番地埼玉医科大学総合医療センター２Ｆ
タリーズコーヒー君津駅前店 千葉県 君津市東坂田２-３-１
タリーズコーヒー千葉西総合病院店 千葉県 松戸市金ヶ作字佐野１０７番１　千葉西総合病院１Ｆ
タリーズコーヒーモリシア津田沼店 千葉県 習志野市谷津１-１６-１　モリシア津田沼１Ｆ
タリーズコーヒーららぽーとＴＯＫＹＯ?ＢＡＹ店 千葉県 船橋市浜町２丁目１番１号ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ西館１階タリーズコーヒー９３２８０
タリーズコーヒーライフガーデン茂原店 千葉県 茂原市六ツ野八貫野２７８５-１
タリーズコーヒー新松戸店 千葉県 松戸市新松戸３-２-２　ダイエー新松戸店１Ｆ
タリーズコーヒー南柏店 千葉県 柏市南柏中央６-７　フィールズ南柏　ＭＡＬＬ・１
タリーズコーヒー千葉みなと店 千葉県 千葉市中央区中央港１-１６-３
タリーズコーヒー海浜幕張店 千葉県 千葉市美浜区ひび野１-８　　メッセアミューズモール１Ｆ
タリーズコーヒーTX柏の葉キャンパス駅前店 千葉県 柏市若柴174
タリーズコーヒー武蔵小山駅店店 東京都 品川区小山３丁目４?８
タリーズコーヒー　神楽坂店 東京都 新宿区箪笥町２２
タリーズコーヒー新宿二丁目店 東京都 新宿区新宿２-５-９　１Ｆ，２Ｆ
タリーズコーヒー田町森永プラザビル店 東京都 港区芝五丁目３３番１号　森永プラザビル別館２階２０１号室
タリーズコーヒー鉄鋼ビル店 東京都 千代田区丸の内１丁目８番２号　鉄鋼ビルＢ１Ｆ-１Ｆ
ロイヤルカフェテラス東京スクエアガーデン店 東京都 中央区京橋３丁目１-１　東京スクエアガーデンＢ１Ｆ
タリーズコーヒー上野御徒町店 東京都 台東区上野５-２５-１１
タリーズコーヒー綾瀬駅前店 東京都 足立区綾瀬３-１-２
タリーズコーヒー秋葉原ＵＤＸ店 東京都 千代田区外神田４-１４-１　秋葉原ＵＤＸ１Ｆ
タリーズコーヒー飯田橋東口店 東京都 新宿区揚場町１番１４号
タリーズコーヒー渋谷ファイヤー通り店 東京都 渋谷区神南１-１２-１４
タリーズコーヒーエビススバルビル店 東京都 渋谷区恵比寿１-２０-８　エビススバルビル１Ｆ
タリーズコーヒー汐留住友ビル店 東京都 港区東新橋一丁目９番２号　汐留住友ビル２Ｆ
タリーズコーヒー品川インターシティ店 東京都 港区港南２丁目１５番２号　　品川インターシティＡ棟２Ｆ　２０１
タリーズコーヒー上野の森さくらテラス店 東京都 台東区上野公園１-５４　上野の森さくらテラス１Ｆ
タリーズコーヒー汐留シティセンター店 東京都 港区東新橋一丁目５番２号　汐留シティセンターＢ２Ｆ
タリーズコーヒーＯＥＤＯ日本橋店 東京都 中央区日本橋二丁目７-１　東京日本橋タワーＢ１Ｆ
タリーズコーヒー日暮里店 東京都 荒川区西日暮里２-２５-１-１１０
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タリーズコーヒー東京女子医科大学病院店 東京都 新宿区河田町８-１　総合外来センター南エントランス
タリーズコーヒー武蔵小山駅店 東京都 品川区小山３丁目４-８　駅ビル１Ｆ
タリーズコーヒー日本経済新聞社太陽樹店 東京都 千代田区大手町１-３-７　日本経済新聞社東京本社ビル２Ｆ
タリーズコーヒー東急プラザ赤坂店 東京都 千代田区永田町２-１４-３　東急プラザ赤坂１Ｆ
タリーズコーヒー桜新町店 東京都 世田谷区桜新町２-８-２
タリーズコーヒー早大理工店 東京都 新宿区大久保３-４-１
タリーズコーヒー東陽町イースト２１店 東京都 江東区東陽町６-３-２　　イースト２１モール１Ｆ
タリーズコーヒー田町駅前店 東京都 港区芝五丁目３２番１２号
タリーズコーヒー新宿ＮＳビルアネックス店 東京都 新宿区西新宿２-４-１　　新宿ＮＳビル１Ｆ　南玄関すぐ
タリーズコーヒー新宿イーストサイドスクエア店 東京都 新宿区新宿６-２７-３０　新宿イーストサイドスクエアＢ１Ｆ
タリーズコーヒー日本橋ＹＵＩＴＯアネックス店 東京都 中央区日本橋室町２丁目４番１号　浮世小路千疋屋ビルＢ１Ｆ
タリーズコーヒー新宿コクーンタワー店 東京都 新宿区西新宿１-７-３　コクーンタワー１Ｆ
タリーズコーヒー六本木店 東京都 港区六本木５-１-３　ゴトウビルディング１ｓｔ　１Ｆ
タリーズコーヒー歌舞伎座店 東京都 中央区銀座４丁目１２番１５号　ＧＩＮＺＡ　ＫＡＢＵＫＩＺＡ　Ｂ２Ｆ
タリーズコーヒーソニーシティ内店 東京都 港区港南１-７-１　ソニーシティ１Ｆ
タリーズコーヒー三井住友海上駿河台ビル店 東京都 千代田区神田駿河台３丁目９番地　三井住友海上駿河台ビルＢ２Ｆ
タリーズコーヒー隅田公園店 東京都 台東区花川戸１-１-３１　隅田公園内
タリーズコーヒー新宿イーストサイドスクエアアトリウム店 東京都 新宿区新宿６-２７-３０　新宿イーストサイドスクエア１Ｆ
タリーズコーヒー神保町店 東京都 千代田区神田神保町２-７　神保町ＮＫビル１Ｆ
タリーズコーヒー恵比寿東口店 東京都 渋谷区恵比寿１-１１-１　大慧ビル１Ｆ
タリーズコーヒー六本木ヒルズ店 東京都 港区六本木６-２-３１　六本木ヒルズノースタワー１Ｆ
タリーズコーヒー新宿若松河田店 東京都 新宿区若松町２８-６　　ダイヤピア２１２　１，２Ｆ
タリーズコーヒー麹町店 東京都 千代田区麹町３-３　丸増ビル１Ｆ
タリーズコーヒー渋谷東急本店前店 東京都 渋谷区道玄坂２-２３-１２　フォンティスビル１Ｆ
タリーズコーヒー新宿小滝橋通り店 東京都 新宿区西新宿７-８-１３　栗原ビル１Ｆ
タリーズコーヒー海岸竹芝通り店 東京都 港区海岸１-４-８　キヤノン電子ビル
タリーズコーヒー表参道ヒルズ店 東京都 渋谷区神宮前４-１２-１０　表参道ヒルズ西館Ｂ１Ｆ
タリーズコーヒー田町グランパーク店 東京都 港区芝浦３-４-１　グランパークタワー１Ｆ
タリーズコーヒー築地一丁目店 東京都 中央区築地１-９-２　伊勢常ビル１Ｆ
タリーズコーヒー竹橋店 東京都 千代田区神田錦町３-１９　ヒロセ第２ビル１Ｆ
タリーズコーヒー六本木一丁目店 東京都 港区六本木１-６-１　泉ガーデンタワー１Ｆ
タリーズコーヒー新宿ＮＳビル店 東京都 新宿区西新宿２-４-１　　新宿ＮＳビル１Ｆ
タリーズコーヒー神保町三井ビルディング店 東京都 千代田区神田神保町１-１０５　神保町三井ビルディング１Ｆ
タリーズコーヒー飯田橋ガーデンエアタワー店 東京都 千代田区飯田橋３-１０-１０　　飯田橋ガーデンエアタワー１Ｆ
タリーズコーヒー日テレプラザ店 東京都 港区東新橋１-５-４４　　日本テレビタワーＢ２Ｆ，Ｂ１Ｆ
タリーズコーヒービリーヴ大森店 東京都 品川区南大井６-２５-３　ビリーヴ大森１Ｆ
タリーズコーヒー大塚店 東京都 豊島区南大塚３-５３-１１　今井三菱ビル１Ｆ
タリーズコーヒーがん研有明病院店 東京都 江東区有明３-８-３１　癌研有明病院内
タリーズコーヒー銀座六丁目昭和通り店 東京都 中央区銀座６-１４-５　銀座ホウライビル１Ｆ
タリーズコーヒー国立店 東京都 国立市中１-１０-１
タリーズコーヒー市ヶ谷店 東京都 千代田区九段南４-６-１０　近清堂ビル１Ｆ
タリーズコーヒー丸の内東京海上日動ビル店 東京都 千代田区丸の内１-２-１　　東京海上日動ビルディング新館１Ｆ
タリーズコーヒー国立精神・神経医療研究センター店 東京都 小平市小川東町４-１-１　１Ｆ
タリーズコーヒー大泉学園店 東京都 練馬区東大泉２-３４-１　オズスタジオシティ１Ｆ
タリーズコーヒー月島駅前店 東京都 中央区月島一丁目５番１号
タリーズコーヒー順天堂大学練馬病院店 東京都 練馬区高野台３丁目１番１０号　順天堂大学医学部附属練馬病院内１Ｆ
タリーズコーヒーグランエミオ大泉学園店 東京都 練馬区東大泉一丁目２８-１　グランエミオ大泉学園２Ｆ
タリーズコーヒー浜松町駅北口店 東京都 港区浜松町１-３０　浜松町スクエア１Ｆ
タリーズコーヒー芝公園店 東京都 港区芝公園２-４-１　芝パークビル１Ｆ
タリーズコーヒー五反田西店 東京都 品川区西五反田７-９-４　ウスイビル１Ｆ
タリーズコーヒー東京ダイヤビルディング店 東京都 中央区新川１-２８-３８　東京ダイヤビルディング１号館１Ｆ
タリーズコーヒーＮＢＦ豊洲店 東京都 江東区豊洲５-６-５２　ＮＢＦ豊洲キャナルフロント１Ｆ
タリーズコーヒー五反田東店 東京都 品川区東五反田２-３-２　タイセイビル１Ｆ
タリーズコーヒー豊洲フロント店 東京都 江東区豊洲３丁目２番２０号１Ｆ
タリーズコーヒー錦糸町アルカウエスト店 東京都 墨田区錦糸１-２-４　アルカウエスト２Ｆ
タリーズコーヒー西新宿駅前店 東京都 新宿区西新宿８-５-１　Ｂ１Ｆ
タリーズコーヒー淡路町店 東京都 千代田区神田淡路町１-１-１
タリーズコーヒー新宿オークタワー店 東京都 新宿区西新宿６-８-１　住友不動産新宿オークタワー内
タリーズコーヒー日本橋茅場町店 東京都 中央区日本橋茅場町１-６-１７
タリーズコーヒー新宿スクエアタワー店 東京都 新宿区西新宿６-２２-１　　新宿スクエアタワー１Ｆ
タリーズコーヒーＩＢＭ箱崎店 東京都 中央区日本橋箱崎町１９-２１　ＩＢＭ箱崎ビル１Ｆ
タリーズコーヒー東邦大森病院店 東京都 大田区大森西６-１１-１　東邦大学医療センター大森病院１Ｆ
タリーズコーヒー東銀座店 東京都 中央区築地１-１３-１４　　ＮＢＦ銀座スクエア１Ｆ
タリーズコーヒーイーホテル東新宿店 東京都 新宿区歌舞伎町２-３-１５　イーホテル東新宿１Ｆ
タリーズコーヒー済生会中央病院店 東京都 港区三田１-４-１７　新棟１Ｆ
タリーズコーヒー泉岳寺店 東京都 港区三田３-１０-１　アーバンネット三田１Ｆ
タリーズコーヒー平河町森タワー店 東京都 千代田区平河町２-１６-１
タリーズコーヒー四ツ谷東口店 東京都 千代田区麹町５-３　第７秋山ビルディング１Ｆ
タリーズコーヒー武蔵野赤十字病院店 東京都 武蔵野市境南町１-２６-１　武蔵野赤十字病院内
タリーズコーヒー石神井公園店 東京都 練馬区石神井町２-１４-３１ビオラ１Ｆ
タリーズコーヒー代々木駅北口店 東京都 渋谷区代々木１-３６-１　オダカビル１Ｆ
タリーズコーヒー八王子アイロード店 東京都 八王子市旭町１３-２
タリーズコーヒーＭＩＮＡＮＯ分倍河原店 東京都 府中市片町３-２２-２６
タリーズコーヒー芝ＮＢＦタワー店 東京都 港区芝大門１-１-３０　　芝ＮＢＦタワー１Ｆ
タリーズコーヒーみなみ野店 東京都 八王子市みなみ野１-７-７
タリーズコーヒー京王多摩センター駅店 東京都 多摩市落合１-１０-１　駅ビル２Ｆ
タリーズコーヒー慶大東門前店 東京都 港区芝５-１-１３　三ツ輪三田ビル１Ｆ
タリーズコーヒー日本赤十字社医療センター店 東京都 渋谷区広尾４-１-２２　日本赤十字社医療センター内
タリーズコーヒー赤坂店 東京都 港区赤坂３-１３-１０
タリーズコーヒーセレスティン芝三井ビルディング店 東京都 港区芝３-２３-１　セレスティン芝三井ビルディング１Ｆ
タリーズコーヒー三田国際ビル店 東京都 港区三田１-４-２８　三田国際ビルＢ１Ｆ
タリーズコーヒー日比谷セントラルビル店 東京都 港区西新橋１-２-９　日比谷セントラルビル内１Ｆ
タリーズコーヒー赤坂ガーデンシティ店 東京都 港区赤坂４-１５-１　赤坂ガーデンシティ１Ｆ
タリーズコーヒー丸の内パレスビル店 東京都 千代田区丸の内１-１-１　パレスビル　地下１Ｆ
タリーズコーヒー虎ノ門ＪＴビル店 東京都 港区虎ノ門２-２-１　虎ノ門ＪＴビル１Ｆ
タリーズコーヒー東京ドームシティ店 東京都 文京区後楽１丁目３番６１号　東京ドーム内
タリーズコーヒー築地聖ルカ通り店 東京都 中央区築地３丁目６番
タリーズコーヒー都庁店 東京都 新宿区西新宿２-８-１　第二庁舎２Ｆ
タリーズコーヒー芝浦海岸通り店 東京都 港区芝浦４-１３-２３　ＭＳ芝浦ビル１Ｆ



店舗名 都道府県 住所

タリーズコーヒー立教大学店 東京都 豊島区西池袋３-３４-１　立教大学池袋キャンパス内　１２号館１Ｆ
タリーズコーヒー芝二丁目店 東京都 港区芝２-３-３　芝二丁目大門ビルディング１Ｆ
タリーズコーヒー日本橋三丁目店 東京都 中央区日本橋３-５-１２　日本橋ＭＭビル１Ｆ
タリーズコーヒー金町駅南口店 東京都 葛飾区金町６-２-１
タリーズコーヒー浜離宮パークサイドプレイス店 東京都 中央区築地５-６-１０　浜離宮パークサイドプレイス１Ｆ
タリーズコーヒーニューオータニガーデンコート店 東京都 千代田区紀尾井町４-１　ガーデンコート２Ｆ
タリーズコーヒー麻布十番駅前店 東京都 港区麻布十番１-１１-８
タリーズコーヒートレードピアお台場店 東京都 港区台場２-３-１　トレードピアお台場１Ｆ
タリーズコーヒー南砂二丁目永代通り店 東京都 江東区南砂２-１-９　ジェイスクエア東陽町１Ｆ
タリーズコーヒー大崎オーバルコート店 東京都 品川区東五反田２-１７-１　オーバルコート大崎　マークウエスト１Ｆ
タリーズコーヒー大崎センタービル店 東京都 品川区大崎１-５-１
タリーズコーヒー成瀬駅前店 東京都 町田市南成瀬１-１-１りそな銀行成瀬支店内
タリーズコーヒー上野広小路店 東京都 台東区上野１-２０-１１上野鈴乃屋本店ビル１Ｆ
タリーズコーヒー錦糸町オリナスモール店 東京都 墨田区太平４-１-２錦糸町オリナスモール１Ｆ
タリーズコーヒー京王高幡ＳＣ店 東京都 日野市高幡１１６-１０
タリーズコーヒー巣鴨地蔵通り店 東京都 豊島区巣鴨３丁目１８番１８号
タリーズコーヒー浅草新仲見世店 東京都 台東区浅草１丁目１９番８号
タリーズコーヒー府中駅南口店 東京都 府中市宮町１-１００
タリーズコーヒー新宿エルタワー店 東京都 新宿区西新宿１-６-１新宿エルタワーＢ２Ｆ
タリーズコーヒー神田橋本郷通り店 東京都 千代田区内神田１-２-８
タリーズコーヒー六本木３丁目ナナナリア店 東京都 六本木３-２-１住友不動産六本木グランドタワー１階
タリーズコーヒー平和島東京流通センター店 東京都 大田区平和島６-１-１東京流通センター　センタービル１Ｆ
タリーズコーヒー昭和大学病院店 東京都 品川区旗の台１-５-８昭和大学病院中央棟１Ｆ
タリーズコーヒー昭和大学江東豊洲病院店 東京都 江東区豊洲５丁目１番昭和大学江東豊洲病院内１Ｆ
タリーズコーヒー錦糸町オリナスタワー店 東京都 墨田区太平４-１-３オリナスタワー１Ｆ
タリーズコーヒー青山一丁目店 東京都 港区南青山１丁目２番６号
タリーズコーヒー大手町パークビルディング店 東京都 千代田区大手町１丁目１番１号大手町パークビルディングＢ１Ｆ
タリーズコーヒー新宿センタービル店 東京都 新宿区西新宿１-２５-１新宿センタービルＭＢ１Ｆ
タリーズコーヒー池尻大橋店 東京都 世田谷区池尻３-２-３ハピネス５ビル
タリーズコーヒー砧世田谷通り店 東京都 世田谷区砧１-１５-３ＧＵ世田谷砧店１Ｆ
タリーズコーヒー東京日本橋タワー７階店 東京都 中央区日本橋２丁目７番１号東京日本橋タワー７階
タリーズコーヒー目黒東口店 東京都 品川区上大崎２-１３-３０ｏａｋ　ｍｅｇｕｒｏ１階
タリーズコーヒー　グリナード永山店 東京都 多摩市永山１-４グリナード永山１号館４Ｆ
タリーズコーヒー虎ノ門桜田通り店 東京都 港区虎ノ門１-１６-１７虎ノ門センタービル１Ｆ
タリーズコーヒー上野店 東京都 台東区上野２丁目７-７
タリーズコーヒーフジテレビ店 東京都 港区台場二丁目４番８号
タリーズコーヒー＆TEA六本木一丁目店 東京都 港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー1F
タリーズコーヒー大崎ガーデンタワー店 東京都 品川区西品川一丁目1番1号　住友不動産大崎ガーデンタワー1F
タリーズコーヒー西武しんきん荻窪店 東京都 杉並区荻窪5-28-16　西武信用金庫荻窪支店内
タリーズコーヒー小田原トザンイースト店 神奈川県 小田原市栄町２-１-２　トザンイースト１階
タリーズコーヒー小田原ダイナシティ店 神奈川県 小田原市中里３１３-１２　　ダイナシティーウォーク
タリーズコーヒー新横浜プリンスペペ店 神奈川県 横浜市港北区新横浜３-４　新横浜プリンスペペ２階
タリーズコーヒー横浜市立みなと赤十字病院店 神奈川県 横浜市中区新山下３丁目１２番１号　横浜市立みなと赤十字病院内１Ｆ
タリーズコーヒー湘南藤沢徳洲会病院店 神奈川県 藤沢市辻堂神台１丁目５番１号
タリーズコーヒー横浜馬車道店 神奈川県 横浜市中区住吉町５-５９　　リッチモンドホテル横浜馬車道１Ｆ
タリーズコーヒー元住吉駅店 神奈川県 川崎市中原区木月１-３６-１２　元住吉駅ビル１Ｆ
タリーズコーヒーセンター南店 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央６-３０
タリーズコーヒー慶應日吉店 神奈川県 横浜市港北区日吉４-１-１　協生館１Ｆ
タリーズコーヒー綾瀬タウンヒルズ店 神奈川県 綾瀬市深谷３７３４-１　綾瀬タウンヒルズＳＣ１Ｆ
タリーズコーヒーｂｏｎｏ相模大野店 神奈川県 相模原市南区相模大野３-３　ｂｏｎｏ相模大野ＳｏｕｔｈＭａｌｌ　２Ｆ
タリーズコーヒー横浜市大附属病院店 神奈川県 横浜市金沢区福浦３丁目９番　横浜市大附属病院１Ｆ
タリーズコーヒー神奈川県立こども医療センター店 神奈川県 横浜市南区六ツ川２-１３８-４　神奈川立こども医療センター内１Ｆ
タリーズコーヒー川崎ソリッドスクエア店 神奈川県 川崎市幸区堀川町５８０　川崎ソリッドスクエア東館２Ｆ
タリーズコーヒー新横浜店 神奈川県 横浜市港北区新横浜２-６-１２
タリーズコーヒー横須賀中央店 神奈川県 横須賀市若松町２-１-３
タリーズコーヒー東戸塚駅東口店 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町５１６-８東戸塚駅東口プラザ１Ｆ
タリーズコーヒーあざみ野店 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野１-２５
タリーズコーヒービアレ横浜店 神奈川県 横浜市金沢区並木２-１３-２ビアレ横浜新館１Ｆ
タリーズコーヒー東急あざみ野駅店 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野２-１-１東急あざみ野ビル１Ｆ
タリーズコーヒー湘南モールＦＩＬＬ店 神奈川県 藤沢市辻堂新町４-１-１湘南モールＦＩＬＬ１Ｆ
タリーズコーヒー　新川崎三井ビル店 神奈川県 川崎市幸区鹿島田１-１-２　新川崎三井ビルＷＥＳＴ棟１Ｆ
タリーズコーヒー横浜みなとみらいビジネススクエア店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい３-６みなとみらいビジネススクエア１Ｆ
タリーズコーヒーロースターラボ青葉台店 神奈川県 横浜市青葉区たちばな台１-２-２
タリーズコーヒー昭和大学藤が丘病院店 神奈川県 横浜市青葉区藤が丘１-３０昭和大学藤が丘病院１Ｆ
タリーズコーヒー梶ヶ谷店 神奈川県 川崎市高津区末長１-４９-１田園ステーションテラス
タリーズコーヒー横浜野村ビル店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい４丁目４番１１横浜野村ビル１Ｆ
タリーズコーヒー　昭和大学横浜市北部病院店 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央３５-１-１Ｆ
タリーズコーヒーさいか屋藤沢店 神奈川県 藤沢市藤沢５５５さいか屋藤沢２Ｆ
タリーズコーヒー鎌倉鶴岡八幡宮前店 神奈川県 鎌倉市雪ノ下１丁目８番
タリーズコーヒー＆Ｔｅａ　横浜元町店 神奈川県 横浜市中区元町５-２０１
タリーズコーヒー江ノ電江ノ島駅前店 神奈川県 藤沢市片瀬海岸１丁目２８５５-３
タリーズコーヒートレアージュ白旗店 神奈川県 藤沢市藤沢２-３-１３トレアージュ白旗１Ｆ
タリーズコーヒーコトニアガーデン新川崎店 神奈川県 川崎市幸区北加瀬2丁目-11-1
タリーズコーヒー佐渡佐和田店 新潟県 佐渡市市野沢８２　蔦屋書店佐渡佐和田店内
タリーズコーヒー新潟大学病院店 新潟県 新潟市中央区旭町通一番町７５４番地　アメニティモール１Ｆ
タリーズコーヒー新潟駅南ＬＥＸＮ店 新潟県 新潟市中央区天神１-１２-７
タリーズコーヒー滑川店 富山県 滑川市上小泉２８２９　明文堂書店　滑川店内
タリーズコーヒー富山新庄経堂店 富山県 富山市経堂１２３-４　明文堂書店　富山新庄経堂店内
タリーズコーヒー富山有沢橋店 富山県 富山市高田４８-１　明文堂書店　富山有沢橋店内
タリーズコーヒー高岡射水店 富山県 射水市坂東１２７-１
タリーズコーヒーＫＯＭＡＴＳＵ店 石川県 小松市沖周辺土地区画整理事業施工地区内４街区
タリーズコーヒー金沢入江店 石川県 金沢市入江２-１８８
タリーズコーヒー金沢ビーンズ店 石川県 金沢市鞍月５-１５８
タリーズコーヒー金沢野々市店 石川県 野々市市粟田５丁目４６１
タリーズコーヒー七尾店 石川県 七尾市藤橋町ア部6番地19
タリーズコーヒー福井赤十字病院店 福井県 福井市月見２丁目４番１号福井赤十字病院１階
タリーズコーヒー福井大学病院店 福井県 吉田郡永平寺町松岡下合月２３-３福井大学医学部附属病院１Ｆ
タリーズコーヒー軽井沢プリンスショッピングプラザ店 長野県 北佐久郡軽井沢町軽井沢　軽井沢・プリンスショッピングプラザ内
タリーズコーヒー長野赤十字病院店 長野県 長野市若里５-２２-１



店舗名 都道府県 住所

タリーズコーヒー長野アイビースクエア店 長野県 長野市南千歳１-３-１２　　アイビースクエアビル１Ｆ
タリーズコーヒー上田駅店 長野県 上田市天神１丁目　ＪＲ東日本上田駅構内
タリーズコーヒー松本駅前大通り店 長野県 松本市深志１-２-１１　　昭和ビル１Ｆ
タリーズコーヒー上諏訪店 長野県 諏訪市諏訪１-８２１　ＪＲ東日本上諏訪駅構内
タリーズコーヒー聖隷三方原病院店 静岡県 浜松市北区三方原町３４５３　聖隷三方原病院　プラザ棟１Ｆ
タリーズコーヒー静岡ペガサート店 静岡県 静岡市葵区御幸町３-２１　ペガサート１Ｆ
タリーズコーヒー富士川楽座店 静岡県 富士市岩渕１４８８-１　富士川楽座内３Ｆ
タリーズコーヒーサンストリート浜北店 静岡県 浜松市浜北区平口２８６１　サンストリート浜北１Ｆ
タリーズコーヒー沼津駅南口イーラｄｅ店 静岡県 沼津市大手町１-１-６　イーラｄｅ１Ｆ
タリーズコーヒー聖隷浜松病院店 静岡県 浜松市中区住吉２-１２-１２聖隷浜松病院Ｂ１Ｆ
タリーズコーヒー御殿場プレミアム・アウトレット店 静岡県 御殿場市深沢１３１２御殿場プレミアム・アウトレット２３９５区
タリーズコーヒー長泉桜堤店 静岡県 駿東郡長泉町桜堤一丁目８番１５号
タリーズコーヒー清水駅前店 静岡県 静岡市清水区辻１-２-１マークス・ザ・タワー清水「えじりあ」１Ｆ
タリーズコーヒー大名古屋ビルヂング店 愛知県 名古屋市中村区名駅三丁目２８番１２号　大名古屋ビルヂング５階
タリーズコーヒー名古屋駅西店 愛知県 名古屋市中村区椿町７番１号　ＯＶＡ２１　１階
タリーズコーヒーユニゾイン名古屋栄店 愛知県 名古屋市中区錦３-１６-３０　ユニゾイン名古屋栄１Ｆ
タリーズコーヒーＳＵＮＳＨＩＮＥＳＡＫＡＥ店 愛知県 名古屋市中区錦３-２４-４　ＳＵＮＳＨＩＮＥ　ＳＡＫＡＥ１Ｆ
タリーズコーヒー上郷ＳＡ上り店 愛知県 豊田市永覚町上長根４-１　上郷ＳＡ（上り線）内
タリーズコーヒー上郷ＳＡ下り店 愛知県 豊田市永覚町百間圦１-４　上郷ＳＡ（下り線）内
タリーズコーヒー有松店 愛知県 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字畦道７-１　有松ジャンボリーＡ４棟
タリーズコーヒーＯＫＢ田県店 愛知県 小牧市久保一色字佃９９１-８
タリーズコーヒー名古屋滝ノ水店 愛知県 名古屋市緑区滝ノ水５丁目２１１３番地
タリーズコーヒー春日井市民病院店 愛知県 春日井市鷹来町１丁目１-１春日井市民病院１Ｆ
タリーズコーヒー豊橋駅前店 愛知県 豊橋市駅前大通１-１３２
タリーズコーヒーホテルユニゾ京都四条烏丸店 京都府 京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町８番外　ホテルユニゾ京都四条烏丸１Ｆ
タリーズコーヒー祇園花見小路店 京都府 京都市東山区四条通花見小路東入祇園町北側２６８番地　ヤサカ祇園ビル１Ｆ
タリーズコーヒー宇治徳洲会病院店 京都府 宇治市槙島町石橋１４５
タリーズコーヒー京都寺町通り店 京都府 京都市中京区寺町通三条下る桜之町４２５-２
タリーズコーヒー立命館大学　衣笠キャンパス店 京都府 京都市北区等持院北町５６-１
タリーズコーヒー四条大宮店 京都府 京都市下京区四条通大宮東入立中町４９５　大宮ＭＯＭＯビル１Ｆ
タリーズコーヒー京都三条通り店 京都府 京都市中京区三条通麩屋町東入弁慶石町５０
タリーズコーヒー京都アバンティ店 京都府 京都市南区東九条西山王町３１番地京都アバンティ１階
タリーズコーヒー京都大学時計台店 京都府 京都市左京区吉田本町３６-１京都大学時計台記念館Ｂ１Ｆ
タリーズコーヒー淀屋橋店 大阪府 大阪市中央区高麗橋４-２-１６　　大阪朝日生命会館１Ｆ
タリーズコーヒーパシフィックマークス江坂店 大阪府 吹田市豊津町９-１　パシフィックマークス江坂１Ｆ
タリーズコーヒー大阪三井物産ビル店 大阪府 大阪市北区中之島２-３-３３　大阪三井物産ビル内
タリーズコーヒー西梅田店 大阪府 大阪市北区梅田３丁目　大阪駅前地下街７号
タリーズコーヒー堂島新藤田ビル店 大阪府 大阪市北区堂島２-４-２７　新藤田ビル１Ｆ
タリーズコーヒー新大阪阪急ビル店 大阪府 大阪市淀川区宮原１丁目１番１号新大阪阪急ビル３Ｆ
タリーズコーヒー梅田阪急ビル店 大阪府 大阪市北区角田町８番１号　梅田阪急ビルオフィスタワー１５Ｆ
タリーズコーヒー梅田スクエアビルディング店 大阪府 大阪市北区梅田１-１２-１７　梅田スクエアビル１Ｆ
タリーズコーヒー天王寺公園店 大阪府 大阪市天王寺区茶臼山町５番５５号
タリーズコーヒーザ　パーク　フロント　ホテル店 大阪府 大阪市此花区島屋６丁目２番５２号　３０１
タリーズコーヒー堺筋本町店 大阪府 大阪市中央区南本町１-７-１５　明治安田生命堺筋本町ビル１Ｆ
タリーズコーヒーシティプラザ大阪店 大阪府 大阪市中央区本町橋２-３１　シティプラザ大阪内
タリーズコーヒーＫＫＲホテル梅田店 大阪府 大阪市北区堂山町４番１号
タリーズコーヒーＪＣＨＯ大阪病院店 大阪府 大阪市福島区福島４-２-７８
タリーズコーヒー大阪赤十字病院店 大阪府 大阪市天王寺区筆ヶ崎町５-３０　本館２階
タリーズコーヒーｗｉｔｈ　Ｕ　吹田グリーンプレイス店 大阪府 吹田市片山町２丁目３番１１号吹田グリーンプレイス内
タリーズコーヒー光明池店 大阪府 和泉市室堂町８２４-３６ＣＯＭＢＯＸ光明池２Ｆ
タリーズコーヒー御堂筋本町ビル店 大阪府 大阪市中央区本町３丁目５番７号御堂筋本町ビルＢ１Ｆ
タリーズコーヒー近鉄難波ビル店 大阪府 大阪市中央区難波４-１-１近鉄難波ビル
タリーズコーヒー大阪城公園駅前店 大阪府 大阪市中央区大阪城３
タリーズコーヒー大阪城天守閣前店 大阪府 大阪市中央区大阪城１-１ミライザ大阪城　１Ｆ
花のれんタリーズコーヒーなんばグランド花月店 大阪府 大阪市中央区難波千日前１１番６号
タリーズコーヒー阪急三宮サンキタ通り店 兵庫県 神戸市中央区北長狭通１-１-１　神戸阪急ビル西館１Ｆ
タリーズコーヒー兵庫医科大学病院店 兵庫県 西宮市武庫川町１番１号　兵庫医科大学病院１号館附属棟３Ｆ
タリーズコーヒー神戸北野坂店 兵庫県 神戸市中央区山本通１-７-１６　ダルビッシュコート１-２階
タリーズコーヒー神戸岡本店 兵庫県 神戸市東灘区岡本１-１２-１４　１Ｆ
タリーズコーヒー加古川中央市民病院店 兵庫県 加古川市加古川町本町４３９番地　加古川中央市民病院１Ｆ
タリーズコーヒーＴＳＵＴＡＹＡ西明石店 兵庫県 明石市藤江中谷９２８
タリーズコーヒー宝塚北ＳＡ店 兵庫県 宝塚市玉瀬字奥之焼1-125
タリーズコーヒー和歌山マリーナシティ店 和歌山県 和歌山市毛見１５２７番地
タリーズコーヒー鳥取大学医学部附属病院店 鳥取県 米子市西町３６-１　外来ホール１階
タリーズコーヒー出雲店 島根県 出雲市高岡町１２３７-１
タリーズコーヒー島根大学医学部附属病院店 島根県 出雲市塩冶町８９-１　１階
タリーズコーヒースタートラム広島店 広島県 広島市中区八丁堀１６番１１号スタートラム１Ｆ
タリーズコーヒー呉中通り店 広島県 呉市中通３-５-３　呉ポポロビル１Ｆ
タリーズコーヒー広島中央通り店 広島県 広島市中区堀川町５‐４１Ｆ，２Ｆ，３Ｆ
タリーズコーヒー広島本通店 広島県 広島市中区本通５番５号
タリーズコーヒー山口県立総合医療センター店 山口県 防府市大字大崎７７番地　山口県立総合医療センター１Ｆ
タリーズコーヒー岩国医療センター店 山口県 岩国市愛宕町１-１-１　岩国医療センター１Ｆ
タリーズコーヒー徳島大学病院店 徳島県 徳島市蔵本町２-５０-１　徳島大学病院内
タリーズコーヒー徳島駅前店 徳島県 徳島市元町１-５-１　ホテルサンルート徳島１Ｆ
タリーズコーヒー徳島田宮店 徳島県 徳島市南田宮２-２-４６
タリーズコーヒーフジグラン北島店 徳島県 板野郡北島町鯛浜西ノ須１７４　フジグラン北島２Ｆ
タリーズコーヒー西宝店 香川県 高松市西宝町２丁目７-４７　ＴＳＵＴＡＹＡ西宝店内１Ｆ，２Ｆ
タリーズコーヒー高松サンシャイン通り店 香川県 高松市林町２２１７-２１
タリーズコーヒーエミフルＭＡＳＡＫＩ店 愛媛県 伊予郡松前町筒井８５０　エミフルＭＡＳＡＫＩ　１Ｆ
タリーズコーヒー愛媛大学病院店 愛媛県 東温市志津川４５４　愛媛大学医学部付属病院内
タリーズコーヒー松山赤十字病院店 愛媛県 松山市文京町１番地　松山赤十字病院内
タリーズコーヒー松山銀天街店 愛媛県 松山市湊町４-８-８
タリーズコーヒーフジグラン松山店 愛媛県 松山市宮西１丁目２番１号フジグラン松山１Ｆ
タリーズコーヒー福岡徳洲会病院店 福岡県 春日市須玖北４丁目５番地　福岡徳洲会病院１階
タリーズコーヒーホテルユニゾ福岡天神店 福岡県 福岡市中央区今泉１-２２-１４　ホテルユニゾ福岡天神１Ｆ
タリーズコーヒー九州大学伊都キャンパス店 福岡県 福岡市西区元岡７４４番地
タリーズコーヒー中洲ゲイツ店 福岡県 福岡市博多区中洲３-７-２４ｇａｔｅ’ｓ１Ｆ
タリーズコーヒートリアス久山店 福岡県 糟屋郡久山町大字山田１１１１トリアス久山内Ｈ棟１Ｆ
タリーズコーヒー博多駅マイング店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街１-１



店舗名 都道府県 住所

タリーズコーヒー小倉貴船店 福岡県 北九州市小倉北区貴船町１-１
タリーズコーヒー天神新天町店 福岡県 福岡市中央区天神２丁目７-２４１新天町内
タリーズコーヒー佐世保京町店 長崎県 佐世保市上京町４-４番地
タリーズコーヒー熊本大学医学部附属病院店 熊本県 熊本市中央区本荘１-１-１　熊本大学医学部附属病院１階
タリーズコーヒー宮崎高千穂通り店 宮崎県 宮崎市橘通り東４-１０　カリーノ宮崎１Ｆ
タリーズコーヒー宮崎橘通り店 宮崎県 宮崎市橘通り西３-１０-３６
タリーズコーヒーハンズマン吉尾店 宮崎県 都城市吉尾町７７２
タリーズコーヒー鹿児島中町店 鹿児島県 鹿児島市中町４-２３
タリーズコーヒー鹿児島天文館店 鹿児島県 鹿児島市呉服町１-３　チサンイン鹿児島１Ｆ
タリーズコーヒーレム鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市東千石町１-３２　レム鹿児島１Ｆ
タリーズコーヒーハンズマン宇宿店 鹿児島県 鹿児島市宇宿２-１４-６ハンズマン宇宿店本館２Ｆ


