
　　平素は神戸屋グループ直営店をご利用頂き誠にありがとうございます｡

*一部メニューや商品を休止する場合がございます。

*臨時休業および営業時間を予告なく変更する場合がございます。

■フレッシュベーカリー神戸屋

平日 土 日祝

高槻駅店 7：00～21：00 変更なし

森ノ宮駅店 7：00～21：00
10/25～
通常営業

サンドッグイン神戸屋
緑地公園駅店

7：00～21：00
10/29～
通常営業

ブレッズカフェ
花小金井駅店

7：00～22：00 変更なし

サンドッグイン神戸屋
東神奈川駅店

　■平日土（7：00～22：00）
　■日祝　（7：00～21：00）

変更なし

高田馬場駅店 　■平日土（7：00～22：00）
　■日祝　（7：00～21：00）

変更なし

大泉学園駅店 7：00～22：00 変更なし

新橋駅店 7：00～21：00 変更なし

練馬駅店 7：00～21：00 変更なし

九段下駅店 7：00～21：00 変更なし

高島平店 　■平日　（7：00～22：00）
　■土日祝（8：00～20：00）

変更なし

メトロピア月島店 7：00～21：00 変更なし

ブレッズカフェ
メトロピア浦安店

7：00～22：00 11/1～

メトロピア高田馬場駅店 　■平日　（8：00～22：00）
　■土日祝（9：00～21：00）

変更なし

西新宿駅店 　■平日　（7：00～21：00）
　■土日祝（8：00～20：00）

変更なし

市ヶ谷駅店 　■平日土（7：00～22：00）
　■日祝　（8：00～20：00）

変更なし

朝霞台駅店 　■平日　（7：00～22：00）
　■土日祝（7：00～21：00）

変更なし

西新井駅店 　■平日　（7：00～22：00）
　■土日祝（7：00～21：00）

変更なし

北千住駅北店 　■平日　（7：00～22：00）
　■土日祝（7：00～21：00）

変更なし

京急鶴見店 　■平日　（7：00～21：00）
　■土日祝（8：00～20：00）

11/1～

あざみ野駅店 　■平日　（7：30～2１：00）
　■土日祝（8：00～2０：00）

変更なし

■ベーカリーレストラン・キッチン

平日 土 日祝

レストラン甲子園店

レストラン宝塚店

レストラン御影店

月～木
 ■客席　11：00～21：00
　　　　（ラストオーダー20：00）
 ■テイクアウト　10：00～21：00

金
 ■客席　11：00～22：00
　　　　（ラストオーダー21：00）
 ■テイクアウト　10：00～22：00

土
 ■客席　 9：00～22：00
　　　　（ラストオーダー21：00）
 ■テイクアウト　  9：00～22：00 

日・祝日
 ■客席　 9：00～21：00
　　　　（ラストオーダー20：00）
 ■テイクアウト　  9：00～21：00
＊金曜日が祝日の場合は、22：00まで営業
　（客席ラストオーダーは21：00）

10/22～
通常営業

ブレッドラブ豊中店 　8：00～21：00
10/1～
通常営業

キッチン名古屋ラシック店 11：00～21：00 変更なし

レストラン成城店

レストラン上野毛店

レストラン芦花公園

レストラン調布ヶ丘店

キッチンルミネ荻窪店 　10：30～20：30 変更なし

キッチンルミネ藤沢店
　■平日　（8：00～21：00）
　■土日祝（9：00～20：00）

8：00～20：00 変更なし

キッチン青葉台店
　■平日　（8：00～21：00）
　■土日祝（8：00～20：00）

■テイクアウト
　　　8：00～20：00
■イートイン
　　　8：00～20：00

変更なし

キッチンペリエ稲毛店
　■平日　（7：00～21：00）
　■土日祝（7：00～20：00）

変更なし

キッチン新横浜店 7：00～21：00 10/25～

キッチン吉祥寺店 10：00～21：00 変更なし

キッチン水戸店 8：00～20：30 変更なし

キッチン名古屋ラシック店 11：00～21：00 変更なし

キッチンEXPRESS
アトレ目黒店

　■平日　（7：00～21：00）
　■土日祝（9：00～21：00）

変更なし

キッチンEXPRESS.
Sandwich Lab.ルミネ立川店

　10：00～22：00 変更なし

キッチンEXPRESS
アトレヴィ大塚店

　■平日土（7：30～22：30）
　■土日祝（8：00～21：00）

変更なし

キッチンEXPRESS
アトレ川崎店

　7：00～22：30 11/1～

キッチンEXPRESS
アトレ川崎北側改札内

　■平日土（7：00～22：00）
　■日祝　（7：00～21:00）

7：00～21：00 変更なし

キッチンEXPRESS
東急プラザ蒲田店

　■平日土（7：00～22：00）
　■日祝　（7：00～21：00）

変更なし

キッチンEXPRESS
トリエ京王調布店

　9：00～22：00 変更なし

神戸屋ブレッズ船堀店 　■平日　（8：00～21：00）
　■土日祝（8：00～20：00）

　■テイクアウト
　　　　　8：00～21：00
　■イートイン
　　　　　8：00～20：00

変更なし

神戸屋ブレッズ福岡パルコ店 7：30～21：00 変更なし

神戸屋石窯ブレッドラブ成増店 　8：00～22：00

　■客席
　　　　　8：00～20：00
　　　（ラストオーダー19：00）
　■テイクアウト
　　　　　8：00～20：00

変更なし

レザンジュたまプラーザテラス店 　7：00～22：00 10/27～

キッチンデリ&カフェ
nonowa武蔵小金井店

　■平日　（7：00～22：00）
　■日祝   （7：00～21：00）

変更なし

キッチンデリ&カフェ
アトレ恵比寿店

　■平日　（7：00～21：00）
　■土日祝（8：00～21：00）

変更なし

キッチンデリ&カフェ
アトレ浦和店

　7：00～21：00 変更なし

キッチンデリ&カフェ横浜店 　7：30～22：00 10/25～

神戸屋キッチン　聖蹟桜ヶ丘店 　■平日土（10：00～20：00）
　■日祝　（10：00～19：30）

変更なし

通常

通常
※イートインのみ　20：00閉店

　■客席
　・11：00～21：00…日～木

　　　　(ラストオーダー20：00)
　・11：00～22：00

　　　　　　　　…金･土･祝前日
　　　　(ラストオーダー21：00)

　■テイクアウト
　・9：00～21：00 

　　                   …日～木
　・9：00～22：00

　　                   …金･土･祝前日

通常

通常

通常

　　　　　　　　　　■テイクアウト　7：00～21：00
　　　　　　　　　　■イートイン　　7：00～21：00

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常

変更日

10：30～20：30

9：00～20：00

通常

店舗名

11/1～

　　新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げますと共に、

通常営業時間

　■客席
　・11：00～21：00…日～木
　　　　(ラストオーダー20：00)
　・11：00～22：00
　　　　　　　　…金･土･祝前日
　　　　(ラストオーダー21：00)
　■テイクアウト
　・10：00～21：00 
　　                   …日～木
　・10：00～22：00
　　                   …金･土･祝前日

通常
※イートインのみ 21：00閉店

通常

　　一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

店舗名

当面の営業時間

通常営業時間
当面の営業時間

通常

　　新型コロナウイルス感染症拡大防止施策に伴う各自治体からの要請を注視し、また、地域ロケーションや感染状況を鑑み、

　　下記の通り、営業時間等の変更を行っております。

通常

変更日

7：00～21：00

通常

通常
※イートインのみ 21：00閉店

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常
※イートインのみ 20：00閉店

通常

　■テイクアウト　　8：00～21：00
　■イートイン　　　8：00～20：00

通常営業

■客席
　8：00～21：00（ラストオーダー20：00）
■テイクアウト
　8：00～21：00

7：00～20：00

11：00～20：00

11：00～20：00

通常

　　　　　■テイクアウト　8：00～20：00
　　　　　■イートイン　　8：00～20：00

通常

通常
※イートインのみ 20：00閉店

通常

通常

　■客席
　・11：00～21：00…日～木
　　　　(ラストオーダー20：00)
　・11：00～22：00
　　　　　　　　…金･土･祝前日
　　　　(ラストオーダー21：00)
　■テイクアウト
　・9：00～21：00 
　　                   …日～木
　・9：00～22：00
　　                   …金･土･祝前日

10/22～
通常営業

　■客席
　・11：00～21：00…日～木

　　　　(ラストオーダー20：00)
　・11：00～22：00

　　　　　　　　…金･土･祝前日
　　　　(ラストオーダー21：00)

　■テイクアウト
　・9：00～21：00 

　　                   …日～木
　・9：00～22：00

　　                   …金･土･祝前日

通常

通常

月～木
 ■客席　11：00～21：00

　　　　（ラストオーダー20：00）
 ■テイクアウト　10：00～21：00

金
 ■客席　11：00～22：00

　　　　（ラストオーダー21：00）
 ■テイクアウト　10：00～22：00

土
 ■客席　 9：00～22：00

　　　　（ラストオーダー21：00）
 ■テイクアウト　  9：00～22：00 

日・祝日
 ■客席　 9：00～21：00

　　　　（ラストオーダー20：00）
 ■テイクアウト　  9：00～21：00

＊金曜日が祝日の場合は、22：00まで営業
　（客席ラストオーダーは21：00）

    ■客席　　　    8：00～21：00（ラストオーダー20：00）
    ■テイクアウト　8：00～21：00

通常


