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　東京都

世田谷区 喜多見店 世田谷区喜多見8-18-15,1B 03-3749-3834 中野区 中野駅前店 中野区中野3-34-2 03-3383-6133

祖師谷大蔵店 世田谷区砧6-29-7 03-5727-1136 中野店 中野区南台2-28-6 金城マンション 03-3380-5821

経堂店 世田谷区宮坂3-1-31 03-3428-8378

駒沢公園店 世田谷区駒沢4-19-8 03-5433-3550 杉並区 永福町店 杉並区永福町1-44-8 03-3324-1046

桜新町店 世田谷区桜新町2-18-5 1F 03-5799-3085 荻窪店 杉並区荻窪4-6-13 西央レジデンツ1F 03-5397-3210

松原店 世田谷区松原3-40-7 03-3323-6688 高井戸店 杉並区高井戸西1-5-35 03-5336-7288

上北沢店 世田谷区上北沢4-11-5 03-3329-2428

瀬田パッケージ店 世田谷区瀬田3-1-12 03-3700-5518 練馬区 石神井公園店 練馬区石神井町3-21-6 03-5923-6673

成城学園前店 世田谷区成城2-40-8 ベルクハイム成城1F 03-3415-5740 石神井店 練馬区土支田4-6-4 03-3922-8222

三軒茶屋店 世田谷区太子堂4-20-25 03-3414-5572 練馬店 練馬区豊玉上2-27-23 ロイヤルハイツ1F 03-3948-6691

下北沢駅前店 世田谷区代田6-1-28 03-3468-1336

南烏山店 世田谷区南烏山5-23-11 03-5315-8910 西東京市 田無店 西東京市芝久保町3-2-1 042-463-3295

用賀店 世田谷区用賀4-5-21 03-3709-1622

調布市 調布店 調布市小島町2-56-3 042-488-3089

芝店 港区芝3-17-12 03-6436-0915 仙川店 調布市仙川町1-50-2 ブロードスクエア仙川1F 03-3307-4585

港区 溜池店 港区赤坂1-3-1 03-3582-0991 成城店 調布市入間町1-29-12 03-5384-8407

麻布店 港区東麻布2-21-10 03-3505-4686

外苑前店 港区南青山2-26-37 03-3401-0513 府中市 府中サービス店 府中市寿町3-12-11 042-362-8457

高樹町店 港区南青山7-12-9 03-5464-1711

高輪店 港区白金台2-11-8 03-3446-3694 三鷹市 三鷹南口店 三鷹市下連雀3-28-23 0422-49-4684

白金店 港区白金台3-17-6 03-3441-2805 三鷹サービス店 三鷹市野崎2-19-9 0422-39-3971

一の橋店 港区麻布十番2-20-2 1F 03-5476-4449

小金井市 武蔵小金井店 小金井市本町1-19-12 042-381-1291

自由が丘店 目黒区自由が丘2-14-1 03-3717-3522

目黒区 中目黒店 目黒区上目黒1-26-1 アネックスタワー1F 03-5768-4270 国立市 国立駅北店 国立市北1-5-17 042-580-0094

池尻大橋店 目黒区大橋1-10-1 プリズムタワー1F 03-3461-7734

学芸大学店 目黒区鷹番町3-1-8 03-3716-1657 八王子市 八王子店 八王子市高倉町21-4 042-642-3238

大岡山店 目黒区南3-10-5 星野ビル1Ｆ 03-3718-3760

都立大学店 目黒区平町1-27-5 03-3718-3620 町田市 玉川学園店 町田市玉川学園5-2-4 042-732-7021

広尾店 渋谷区広尾5-16-1 北村60館1F 03-5798-3211

渋谷区 代々木上原店 渋谷区上原1-35-5 03-3469-2551

渋谷店 渋谷区神山町4-14 白洋舍ビル1F 03-3467-8193

代々木八幡店 渋谷区富ヶ谷1-6-8 03-3467-7341

目白店 新宿区下落合3-20-5 長谷川ビル1F 03-3953-9060

新宿区 四谷店 新宿区四谷3-7 無三四堂ビル1F 03-5362-0288

新宿店 新宿区新宿7-12-6 武井ビル1Ｆ 03-3207-7221

下丸子店 大田区下丸子2-11-1 03-3759-2633

大田区 蒲田店 大田区西蒲田7-43-7 03-5713-0495

田園調布店 大田区田園調布2-50-7 03-3721-6637

江東区 江東店 江東区大島2-13-19 ラフォーレカヤモリ1F 03-3636-7821

東陽町店 江東区東陽2-4-29 マルシンビル1F 03-3646-6290

豊洲店 江東区豊洲5-5-1 豊洲シェルタワー1F 03-3531-8913

門前仲町店 江東区門前仲町2-4-11 天昭堂ビル1F 03-3630-6201

中央区 築地店 中央区築地2-11-25 T.YSDoms1F 03-3545-8166

新富町築地店 中央区築地3-3-11 塚口ビル1F 03-3248-1580

人形町店 中央区日本橋人形町1-18-9 03-5651-7933

千代田区 神田店 千代田区神田富山町8 03-5256-7757

文京区 音羽店 文京区音羽1-14-2 03-5395-4117

春日店 文京区春日1-11-10 03-5840-7945

葛飾区 青戸店 葛飾区青戸4-21-13 03-3604-6702

豊島区 大塚店 豊島区北大塚3-31-10 03-3910-2831



　神奈川県 千葉県

横浜市 大船駅笠間口店 横浜市栄区笠間1-2-12 045-897-3455 千葉市 千葉店 千葉市若葉区桜木7-19-12 043-233-5870

金沢店 横浜市金沢区釜利谷東4-49-1 045-790-3781 新港店 千葉市美浜区新港221-9 043-204-1390

能見台店 横浜市金沢区能見台通22-11 045-782-7038

富岡店 横浜市金沢区富岡西2-3-5 045-770-6850

東戸塚店 横浜市戸塚区前田町503 045-826-0521 市川市 市川駅南口店 市川市市川南1-10-1 047-704-1008

綱島駅前通り店 横浜市港北区綱島西2-2-18 045-544-4051 市川店 市川市湊2-6 047-398-6351

白楽駅前店 横浜市神奈川区白楽100-5 045-402-0560

あざみ野駅前店 横浜市青葉区あざみ野2-9-5 045-901-9477 船橋市 船橋店 船橋市東船橋2-5-9 047-423-3344

青葉台駅前店 横浜市青葉区榎が丘4-7 045-982-0259

長者町店 横浜市中区長者町5-48-2 トロージャンビル1F 045-251-3166 松戸市 小金原店 松戸市小金原6-5-15 小金原団地 047-341-9246

港北ニュータウン荏田店 横浜市都筑区荏田南3-1-30 ファミール大矢 045-942-7160 新松戸店 松戸市新松戸4-132 047-348-4633

港北店 横浜市都筑区池辺町4854 045-929-3850

川崎市 鷺沼店 川崎市宮前区鷺沼3-1-22 044-866-0655

武蔵小杉店 川崎市中原区小杉町1-403 タワースプレイス1F 044-733-3506 埼玉県
新百合ヶ丘店 川崎市麻生区上麻生1-10-5 044-955-9363

さいたま市大成店 さいたま市大宮区大成町1-231 048-663-5250

藤沢市 六会日大駅前店 藤沢市亀井野1-1-1 0466-90-0810

藤沢店 藤沢市鵠沼花沢町1-18 0466-28-5360 所沢市 小手指店 所沢市小手指町1-41-1 04-2924-6735

鎌倉市 鎌倉駅西口店 鎌倉市御成町12-12 片岡ビル1F 0467-22-5726 新座市 新座店 新座市野火止7-13-16 048-481-7033

腰越店 鎌倉市腰越3-20-10 0467-32-4702

深沢店 鎌倉市常盤67-1 0467-48-6960

湘南店 鎌倉市大船1737 0467-45-2008

逗子市 鎌倉店 逗子市久木8-9-15 046-872-4221

逗子駅前店 逗子市逗子1-1-５ 046-870-6630

逗子池田通り店 逗子市逗子1-8-22 046-872-2483

　

厚木市 厚木店 厚木市金田1022 046-223-6985

本厚木駅前店 厚木市中町2-1-8 046-296-0021

　　


