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青森県 フェスタガーデン 下田 〒039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１　イオンモール下田　１Ｆ 0178-50-5013

岩手県 グランブッフェ 盛岡南 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮７－１－１　イオンモール盛岡南　１Ｆ 019-631-1213

パパゲーノ 富谷 〒981-3329 宮城県富谷市大清水１－３３－１　イオンモール富谷　外部棟 022-348-7185

グランブッフェ 名取 〒981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取　１Ｆ 022-382-9478

秋田県 グランブッフェ 秋田 〒010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１　イオンモール秋田　１Ｆ 018-889-6587

パパゲーノ 水戸 〒310-0015 茨城県水戸市宮町１－７－３１　エクセルみなみ　６Ｆ 029-300-3035

デリシュー 水戸内原 〒319-0317 茨城県水戸市内原２－１　イオンモール水戸内原　１Ｆ 029-257-5312

Buffet the Forest 入間 〒358-8515 埼玉県入間市宮寺３１６９番地　三井アウトレットパーク入間　Ａ棟２Ｆ 04-2935-2160

ブッフェ フォールームス 越谷 〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２　ＫＡＺＥ　３Ｆ 048-990-1176

フェスタガーデン ららぽーとTOKYO-BAY 〒273-0012 千葉県船橋市浜町２－１－１　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ北館　１Ｆ 047-437-8681

パパゲーノ 千葉ニュータウン 〒270-1412 千葉県白井市桜台１－１－３　アクロスプラザ千葉ニュータウン内 047-492-6931

八菜 Deux Branches 柏の葉 〒277-8518 千葉県柏市若柴１７５　ららぽーと柏の葉　３Ｆ 04-7135-8791

デリシュー 成田 〒286-0029 千葉県成田市ウィング土屋２４　イオンモール成田　１Ｆ 0476-24-1195

ブッフェレストラン 八献 〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１　イオンモール幕張新都心　グランドモール　２Ｆ 043-213-7801

グランブッフェ 千葉ニュータウン 〒270-1350 千葉県印西市中央北３－２　イオンモール千葉ニュータウン　１Ｆ 047-640-6630

Buffet the Forest ららぽーとTOKYO-BAY 〒273-0012 千葉県船橋市浜町２－１－１　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ　南館３Ｆ 047-495-1122

THE BUFFET　包包點心　市川ニッケコルトンプラザ　 〒272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１　ニッケコルトンプラザ　ツムグテラス　１Ｆ 047-379-2351

BUFFET　THE　VILLA 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田２－３２－１４　玉川高島屋Ｓ・Ｃガーデンアイランド内　２Ｆ 03-5491-5671

グランブッフェ 豊洲 〒135-8614 東京都江東区豊洲２－４－９　ららぽーと豊洲　３Ｆ 03-3534-7052

BUFFET and CAFE LA MAREA 汐留 〒105-0021 東京都港区東新橋２－１４－２４　三井ガーデンホテル汐留イタリア街１Ｆ 03-3431-3108

ＴＨＥ　ＢＵＦＦＥＴ　ＤＩＮＥＲ 立川立飛 〒190-0015 東京都立川市泉町９３５番地１　ららぽーと立川立飛　１Ｆ 042-540-7175

THE BUFFET NewMarket むさし村山 〒208-0022 東京都武蔵村山市榎１－１－３　イオンモールむさし村山　１Ｆ 042-590-3561

THE BUFFET 點心甜心 南町田グランベリーパーク 〒194-0004 東京都町田市鶴間３－４－１　南町田グランベリーパーク 042-788-8280

Buffet the Forest 南町田グランベリーパーク 〒194-0004 東京都町田市鶴間３－４－１　南町田グランベリーパーク 042-788-0130

フェスタガーデン 横浜ワ－ルドポ－タ－ズ 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２－２－１　横浜ワールドポーターズ　５Ｆ 045-222-2545

グランブッフェ京急上大岡 〒233-8556 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１　京急百貨店１０Ｆ 045-848-7353

BUFFET EX BLUE ららぽーと横浜 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１　ららぽーと横浜　２Ｆ 045-929-2635

グランブッフェ橋本 〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２　アリオ橋本　２Ｆ 042-700-6644

ＴＨＥ　ＢＵＦＦＥＴ　ＤＩＮＥＲ 海老名 〒243-0436 神奈川県海老名市扇町１３－１　ららぽーと海老名　４Ｆ 046-236-6600

EX BLUE　THE BUFFET ラゾーナ川崎 〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１　ラゾーナ川崎　４Ｆ 044-520-3305

くし葉 横浜ワールドポーターズ 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２－２－１　横浜ワールドポーターズ　５Ｆ 045-226-3316

THE BUFFET 包包點心 ららぽーと横浜 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１　ららぽーと横浜　３F 045-930-3017

グランブッフェ 長岡 〒940-2093 新潟県長岡市千秋２－２７８　リバーサイド千秋　１Ｆ 0258-25-8336

グランブッフェ 新潟南 〒950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田１－１－１　イオンモール新潟南　１Ｆ 025-382-8540

富山県 グランブッフェ 高岡 〒933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３　イオンモール高岡　１Ｆ 0766-32-1155

岐阜県 アソート 各務原 〒504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８　イオンモール各務原　１Ｆ 058-375-3004

静岡県 すうぷ 静岡パルコ 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町６－７　静岡パルコ　２F 054-275-5532

フェスタガーデン 熱田 〒456-8763 愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１１　イオンモール熱田　４Ｆ 052-883-6713

パパゲーノ 扶桑 〒480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚５－１　イオンモール扶桑　１Ｆ 0587-93-7922

上小田井 てとてファーム 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０番　モゾ　ワンダーシティ　１Ｆ 052-501-5016

Buffet the Forest ららぽーと名古屋みなとアクルス 〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明２－３－２　ららぽーと名古屋みなとアクルス　１F 052-659-2015

グランブッフェ 東浦 〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２　イオンモール東浦　１Ｆ 0562-82-3263

EX BLUE　THE BUFFET ららぽーと愛知東郷 〒470-0186 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業６２街区１・３　ららぽーと愛知東郷　１F 0561-37-0555

BUFFET EX BLUE  鶴見緑地 〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１７－１　イオンモール鶴見緑地　４Ｆ 06-6914-2140

パンパレット アリオ鳳 〒593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２　アリオ鳳　３Ｆ 072-260-1243

ブッフェ フォールームス あべの 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１　あべのキューズモール　４Ｆ 06-4396-6088

THE BUFFET　點心甜心 心斎橋パルコ 〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８－３　 心斎橋パルコ13F 06-6121-8570

THE BUFFET　包包點心　イオンモール堺北花田 〒591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４丁１－１２ イオンモール堺北花田　４Ｆ 072-246-5127

ＴＨＥ　ＢＵＦＦＥＴ　ＤＩＮＥＲ 神戸北 〒651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１　イオンモール神戸北　２Ｆ 078-983-3841

グランブッフ ェ伊丹 〒664-0847 兵庫県伊丹市藤の木１－１－１　イオンモール伊丹　３F 072-773-5032

THE BUFFET　garden 阪急西宮ガーデンズ 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町１４－２　阪急西宮ガーデンズ　４F 0798-69-1052

広島県 アソート 広島府中 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１　イオンモール広島府中ソレイユ　１Ｆ 082-561-0333

福岡県 グランブッフェ 筑紫野 〒818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオンモール筑紫野　１Ｆ 092-918-2118

熊本県 フェスタガーデン 熊本 〒861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２　イオンモール熊本　１Ｆ 096-235-2553

宮崎県 グランブッフェ 宮崎 〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１　イオンモール宮崎　１Ｆ 0985-35-7002

鹿児島県 グランブッフェ 鹿児島 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７　イオンモール鹿児島　１Ｆ 099-263-1361
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