『Fat Witch Bakery』取扱店舗
店名
青海フロンティア店
江東石島店
清澄白河駅前店
ファミマ豊洲ベイサイドクロス店
愛宕グリーンヒルズ店
南山堂竹芝駅前店
オンワードベイパークビル店
アーバン・ファミマ虎ノ門ＨＢＴ店
ファミマ虎ノ門ヒルズ店
ファミマ東京ワールドゲート店
品川グランパサージュ店
三田聖坂下店
南山堂第一京浜芝店
ファミマ浜松町ビル店
ファミマムスブ田町店
ムスブ田町店
ファミマ芝パーク店
赤坂一丁目店
溜池山王店
エスプラナード赤坂店
赤坂見附駅前店
新橋ゆりかもめ店
ファミマ ペディ汐留店
ファミマ汐留シティセンター店
汐留タワー店
汐留イタリア街店
南青山四丁目店
広尾駅前店
浜松町一丁目店
ファミマ青山ビル店
メトロ外苑前店
神宮スタジアム通り店
六本木ヒルズ店
六本木通り店
渋谷宇田川交番前店
渋谷東急本店前店
代官山店
恵比寿ガーデンプレイス店
恵比寿四丁目店
渋谷一丁目店
宮益坂上店
渋谷明治通り店
渋谷ガーデンフロント店
渋谷神南北谷公園前店
代々木東口店
北参道駅前店
初台交差点前店
渋谷東二丁目店
四ッ谷駅前店
市谷本村町店
御苑大通り店
神楽坂三丁目店
新宿新都心店
新宿野村ビル店
サンズ西新宿店
西新宿アトラスタワー店
ファミマ新宿アイランドタワー店
タカノ西新宿店
西新宿八丁目店

店舗所在地
東京都江東区青海２丁目４－２４青海フロンティアビル
東京都江東区石島５番８
東京都江東区白河１－６－１２
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
東京都港区愛宕２－５－１愛宕グリーンヒルズ２Ｆ
東京都港区海岸１丁目１３－３
東京都港区海岸３丁目９－３２
東京都港区虎ノ門１丁目１７番１号
東京都港区虎ノ門１丁目２３－３
東京都港区虎ノ門４－１－１
東京都港区港南２丁目１６－５
東京都港区三田３丁目４－６
東京都港区芝２丁目１４－５ 芝二丁目大広ビル
東京都港区芝浦１丁目１－１ 浜松町ビルディング
東京都港区芝浦３丁目１番１号田町ステーションタワーＮ ２Ｆ
東京都港区芝浦三丁目１－２１
東京都港区芝公園２丁目４－１
東京都港区赤坂１丁目７－１９
東京都港区赤坂２－９－１１ Ｂ２
東京都港区赤坂３－７－１３
東京都港区赤坂３丁目８番１号赤坂アルトビル１Ｆ
東京都港区東新橋１－１－８地先
東京都港区東新橋１－９－１東京汐留ビルディング内 ペディ汐留Ｂ１Ｆ
東京都港区東新橋１丁目５－２汐留シティセンター
東京都港区東新橋１丁目６－３
東京都港区東新橋２丁目４－１ サンマリーノ汐留
東京都港区南青山４丁目９－２２ アウラビル
東京都港区南麻布５丁目１０－２６
東京都港区浜松町１－２７－１７三和ビル
東京都港区北青山１丁目２－３
東京都港区北青山２－５－８青山ＯＭ－ＳＱＵＡＲＥ
東京都港区北青山二丁目７番２６号メゾン青山１Ｆ
東京都港区六本木６－２－３１六本木ヒルズノースタワーＢ１階
東京都港区六本木７丁目１５－１７
東京都渋谷区宇田川町３２－１５
東京都渋谷区宇田川町３４－３ サイトービル３
東京都渋谷区猿楽町１７－９
東京都渋谷区恵比寿４－２０－３恵比寿ガーデンプレイスタワー１階
東京都渋谷区恵比寿４丁目９－１１
東京都渋谷区渋谷１－２４－６マトリクスツービル
東京都渋谷区渋谷１－７－５青山セブンハイツ
東京都渋谷区渋谷３－１２－２２
東京都渋谷区渋谷３丁目２６－３渋谷ガーデンフロント
東京都渋谷区神南１丁目１３－１４ 高野ビル
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２０－１２
東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目３９番１号北参道サンイーストテラス１階
東京都渋谷区代々木４－３３－１０トーシンビル１Ｆ
東京都渋谷区東２丁目１７－１０ 岡本ＬＫビル
東京都新宿区四谷１丁目４ 四谷駅前ビル
東京都新宿区市谷本村町３番２９号ＦＯＲＥＣＡＳＴ市ヶ谷１階
東京都新宿区新宿２丁目１９－９新宿カドビル
東京都新宿区神楽坂三丁目２番地２０
東京都新宿区西新宿１丁目２０－２
東京都新宿区西新宿１丁目２６－２
東京都新宿区西新宿４－５－６ＩＫビル
東京都新宿区西新宿６－２５
東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 新宿アイランドタワー
東京都新宿区西新宿８－１５－２
東京都新宿区西新宿８丁目４－２
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『Fat Witch Bakery』取扱店舗
店名
西新宿地下歩道店
上井草駅前店
久我山駅南店
上井草駅東店
杉並堀ノ内三丁目店
ファミマ二子玉川店
玉川三丁目店
松原六丁目店
深沢二丁目店
世田谷瀬田四丁目店
三軒茶屋駅前店
新代田駅前店
用賀二丁目店
ファーマライズ薬局末広町店
丸の内トラストタワー店
ファミマサウスタワー店
丸の内オアゾ店
東京国際フォーラム店
ファミマ東京ガーデンテラス店
ＦＵＮＤＥＳ神保町店
ファミマ大手町パークビル店
神田鍛冶町店
内神田一丁目店
上野公園店
台東鳥越店
羽田空港第２ターミナル店
鵜の木駅前店
大田洗足池店
田園調布本町店
サンズ大岡山駅前店
フレッサイン銀座店
堀留町二丁目店
板橋加賀二丁目店
西台駅東口店
板橋本町駅北店
アトレ目黒店
五反田駅南店
西五反田二丁目店
アワーズイン阪急ツイン館店
ゲートシティ大崎店
ファミマＴｈｉｎｋｐａｒｋ店
野村不動産天王洲ビル店
天王洲ファーストタワー店
品川シーサイド駅前店
大森ベルポート前店
ガーデンシティ品川御殿山店
関口一丁目店
湯島一丁目店
立教通り店
ピソ池袋店
ファミマハレザ池袋店
ファミマ サンシャイン店
サンシャインシティ店
南池袋一丁目店
目白二丁目店
上中里三丁目店
墨田押上駅前店
小浦目黒青葉台店
目黒東山一丁目店

店舗所在地
東京都新宿区西新宿一丁目８番１号
東京都杉並区井草５丁目４－１１宮ビル
東京都杉並区久我山３丁目２４－１７
東京都杉並区上井草二丁目３７番１１号
東京都杉並区堀ノ内３－２－１５
東京都世田谷区玉川１丁目５１００番１外
東京都世田谷区玉川３丁目３８－１
東京都世田谷区松原６丁目２５－４
東京都世田谷区深沢２－７－３
東京都世田谷区瀬田四丁目１番１号
東京都世田谷区太子堂４丁目２０－１０
東京都世田谷区代田４－１０
東京都世田谷区用賀２－４１－９
東京都千代田区外神田６－１５－１１
東京都千代田区丸の内１ー８－１丸の内トラストタワーＮ館
東京都千代田区丸の内１－９－２グラントウキョウサウスタワ－地下１階
東京都千代田区丸の内１丁目６－４ オアゾショップＢ１
東京都千代田区丸の内３丁目５－１
東京都千代田区紀尾井町１－２
東京都千代田区神田神保町１丁目８番
東京都千代田区大手町１丁目１－１
東京都千代田区鍛冶町１丁目７－４
東京都千代田区内神田１丁目１５－２ 神田オーシャンビル
東京都台東区上野公園１番５７号
東京都台東区鳥越１丁目８－２
東京都大田区羽田空港３丁目４－２ 地下１階
東京都大田区鵜の木２丁目５－１ 原田ビル
東京都大田区上池台二丁目３１番１１号
東京都大田区田園調布本町３３－１２
東京都大田区北千束１－４５－１１風月堂ビル１階
東京都中央区銀座７丁目１１番１２号
東京都中央区日本橋堀留町２丁目１０番１２号
東京都板橋区加賀二丁目１番１号
東京都板橋区高島平１丁目８０番１号
東京都板橋区本町３６－７
東京都品川区上大崎３丁目１－１
東京都品川区西五反田１－１１－１アイオス五反田駅前
東京都品川区西五反田２－２７－３
東京都品川区大井１丁目５０－５
東京都品川区大崎１丁目１１番１号
東京都品川区大崎２丁目１－１
東京都品川区東品川２－４－１１
東京都品川区東品川２丁目２－４
東京都品川区東品川四丁目１２番１０号
東京都品川区南大井６丁目２５－３いちご大森ビル
東京都品川区北品川６丁目７－２９
東京都文京区関口１－１９－６
東京都文京区湯島一丁目６番３号
東京都豊島区西池袋三丁目２９－７
東京都豊島区池袋２－６２－１
東京都豊島区東池袋１丁目１８－１
東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０ ４Ｆ
東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャインシティアルパ２Ｆ
東京都豊島区南池袋１－２５－１アソルティ南池袋
東京都豊島区目白２丁目３９－１
東京都北区上中里３－６－１２
東京都墨田区押上１丁目１２－１ 大豊押上ビル
東京都目黒区青葉台１丁目２２－１０－１０１
東京都目黒区東山一丁目２番７号第４４興和ビル
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『Fat Witch Bakery』取扱店舗
店名
目黒本町三丁目店
練馬高松一丁目店
大泉学園駅北店
横浜金港町店
ファミマ横浜アイマークプレイス店
ファミマＭＭグランドセントラル店
横浜南幸二丁目店
緑園都市駅東口店
横浜馬車道店
日本大通り駅店
ＪＲ川崎タワー店

店舗所在地
東京都目黒区目黒本町３丁目２０－１２
東京都練馬区高松１丁目１２－１
東京都練馬区東大泉１丁目２０－２４
神奈川県横浜市神奈川区金港町５－１０
神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－５
神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目６番２
神奈川県横浜市西区南幸２－９－１７ＡＣ横浜ビル
神奈川県横浜市泉区緑園４－１－２緑園都市ショッピングプラザ「相鉄ライフ」
神奈川県横浜市中区常盤町４－４７
神奈川県横浜市中区日本大通９番地先地下１階
神奈川県川崎市幸区大宮町１－５ＪＲ川崎タワー オフィス棟２階
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