
■フレッシュベーカリー神戸屋（関西エリア）

平日 土 日祝

東梅田駅店
　■平日　（7:00～21:30）
　■土日祝（8:00～21:00）

年中無休 -
　■12/30、31（9:00〜15:00）
　■1/1～3       （10:00〜19:00）

西梅田駅店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く） 1/1、1/2
　■12/30、31（9:00〜15:00）
　■1/3             （10:00～18:00）

なかもず駅店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
 1/1

　■12/31（7:00～18:00）
　■1/2、3（8:00～19:00）

淀屋橋駅店 7:00～21:00 年中無休 -
　■12/31（8:00～18:00）
　■1/1     （8:00～19:00）
　■1/2     （8:00～20:00）

北浜駅店
　■平日　（7:30～20:00）
　■土曜日（8:00～17:00）

日曜・祝日 年末年始 12/30～1/3 　12/29、1/4（9:00～15:00）

BAKE SHOP神戸屋
寝屋川市駅店

7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
 1/1

　■12/30（7:00～20:00）
　■12/31（8:00～18:00）
　■1/2     （9:00～18:00）

森ノ宮駅店  7:00～21:00 年中無休 -
　■12/30（8:00～18:00）
　■12/31（8:00～17:00）
　■1/1～3（9:00～18:00）

新大阪駅店 6:30～21:30 年中無休 -
　■12/31（6:30～17:00）
　■1/1     （6:30～18:00）

高槻駅店 7:00～21:00 年中無休 -

　■12/30（7:00～20:00）
　■12/31（7:00～17:00）
　■1/1     （9:00～19:00）
　■1/2     （8:00～20:00）

BAKE SHOP神戸屋
吹田店

7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
12/31、1/1

　■12/30、1/3（8:00～20:00）
　■1/2               （9:00～19:00）

千里丘駅店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
12/31、1/1

　■12/30（7:00～20:00）
　■1/2、3（8:00～19:00）

スクラ三宮店 7:00～21:00 年中無休 -
　■12/31（8:00～18:00）
　■1/1、2（8:00～20:00）

桃山台店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く） 1/1、1/2
　■12/30、1/3（9:00～18:00）
　■12/31         （9:00～17:00）

サンドッグイン神戸屋
緑地公園駅店

7:00～21:00 商業施設に準ずる
1/1、1/2

　■12/30（7:00～18:00）
　■12/31（7:00～17:00）
　■1/3　  （8:00～18:00）

■フレッシュベーカリー神戸屋（関東エリア）

平日 土 日祝

ブレッズカフェ
花小金井駅店

7:00～22:00
年中無休

（年末年始除く）
 1/1～1/3 　12/31（7:00〜17:00）

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）

年中無休
（年末年始除く）

 1/1 　12/31、1/2（7:00〜19:00）

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

年中無休
（年末年始除く）

 1/1～1/3 　12/31（7:00～17:00）

大泉学園駅店 7:00～22:00
年中無休

（年末年始除く）
12/31〜1/3

新橋駅店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
 1/1～1/3 　12/31（7:00〜17:00）

練馬駅店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
 12/31～1/3

九段下駅店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
 12/31～1/3

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

年中無休
（年末年始除く）

12/31〜1/3

大門駅店
　■平日　（7:00～21:00）
　■土日祝（8:00～20:00）

年中無休
（年末年始除く）

12/31〜1/3

日本橋駅店
　■平日　（7:00～21:00）
　■土日祝（8:00～20:00）

年中無休
（年末年始除く）

 12/31〜1/3

メトロピア月島店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く） 1/1、1/2
　12/30、1/3（10:00〜18:00）

ブレッズカフェ
メトロピア浦安店

7:00～22:00 年中無休 -
　■12/31　　（7：00～18：00）
　■1/1～1/3（10：00～18：00）

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

年中無休
（年末年始除く） 1/1、1/2

　12/31、1/3（10:00〜17:00）

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

年中無休
（年末年始除く）

12/31〜1/3

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

年中無休
（年末年始除く）

1/1、1/2 　12/31、1/3（11:00～18:00）

センター南駅店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
12/31～1/3

センター北駅店 7:00～21:00
年中無休

（年末年始除く）
12/31～1/3

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

年中無休
（年末年始除く）

1/1
　■12/31     （7:00〜19:00）
　■1/2、1/3（9:00〜19:00）

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

年中無休 - 　12/31（7:00〜19:00）

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

年中無休
（年末年始除く）

 1/1～1/3 　12/31（7:00〜17:00）

エキア松原店
　■平日　（7:00～22:00）
　■土日祝（7:00～21:00）

年中無休
（年末年始除く）

1/1
　■12/31（7:00〜20:00）
　■1/2　  （9:00〜19:00）
　■1/3  　（8:00〜19:00）

みなとみらい駅店
　■平日　（7:00～21:00）
　■土日祝（8:00～20:00）

年中無休
（年末年始除く）

12/31～1/3

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

年中無休
（年末年始除く）

 1/1 　12/31、1/2（8:00〜18:00）

クイーンズ伊勢丹国分寺店 7:00～22:00
商業施設スケジュールに準

ずる
 1/1

　■12/31　  （7:00〜20:00）
　■1/2、1/3（10:00〜20:00）

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

年中無休
（年末年始除く）

 12/31～1/3

■ブレッズコート・ブレッズプラス・カフェベーカリー

平日 土 日祝

カフェベーカリー神戸屋
大網店

8:00～22:00
9:30～
22:00

9:30～
21:00

9:30～
21:00 12/31～1/3

-
　■12/30（9：30～18：00）
　■ 1/4（11：00～22：00）

ブレッズコートベルク
寄居店

9：00〜19:00 ベルク寄居店定休日と同じ  1/1
　■12/31（～22：00）
　■1/2、1/3（11:00～20：00）

神戸屋ブレッズ
福岡パルコ店

7:30～21:00
1/1 1/1

　■12/31 （～18:00）
　■1/2 （9:00～20:30）

ブレッズプラス幕張店 7:00～22:30 年中無休 -

ブレッズコート盛岡店 10:00～21:00
1/1 1/1

　12/31（10：00～18：00）
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